授業コード

10400113

授業種別

授業科目名

セミナーⅠａ（課題解決）

授業担当教員

森上

幸夫、奥島

成績担当教員

森上

幸夫

開講年次

1年

実務家教員による授業

演習

－

大
開講期

前期

単位数

2単位

授業の目的・概要
＜セミナーⅠａの目的と概要＞
本授業は、本学園の建学の精神である「全人教育」の理解から始まる、大阪国際大学における4年間の学修スタ
イルの確立を目指した演習授業である。
大学での学びは、自らの意思で計画し、考え、行動するという能動的・積極的な姿勢が求められる。本授業で
は大学及び学部・学科が目指す人材像やそのために設定された教育課程、成績評価の方法、進級・卒業要件など
の教育制度の説明を行った後、演習を進めるうえで必要な個人及びグループでの学習方法、情報収集の技法やレ
ポートの作成法等についての解説を行う。
また、それらの学習スキルをベースに、自分が生活している社会に対する理解を深めるとともに、大学での学
びが社会とどのように繋がっているのかを学ぶ。テキストや本学オリジナルテーマよりいくつかの課題を取り上
げ、個人の学習スキルとグループでの学習スキルを用いた課題解決の過程において、「聴く」「纏める」「伝え
る」力を高めていく。
到達目標
１．大学の教育方針を理解し、主体的な学びを実践できる。
２．個人及びグループでの学習スキルを身につけ、課題に取り組むことができる。
３．他者とのコミュニケーション及びグループ活動の意義を理解し、その活動に参加できる。
４．課題に対して論理的に思考し、ICTを活用して解決を図ることができる。
５．大学初年次学生として自らの学びを計画し、学修に取り組むことができる。
授業計画
第01回
第02回
第03回
第04回
第05回
第06回
第07回
第08回
第09回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回

オリエンテーション１ 「建学の精神」と教育方針、情報環境の設定、履修について
オリエンテーション２ 大学における学びについて
学部学科別ワーク１ 学科企画、学内施設体験ツアー
学部学科別ワーク２ 学科企画、学内施設説明会
グループ学習１ タクナルEpisode 1「自己紹介」、基礎力セルフチェック（SC）1st
グループ学習２ タクナルEpisode 2「議論しよう」（議論回）
グループ学習３ タクナルEpisode 4「移動動物園」（企画回）
グループ学習４ タクナルEpisode 5「移動動物園」（発表回）
グループ学習５ タクナル体験のまとめ or タクナル「移動動物園」のつづき
グループワーク準備 次回以降実施の課題「共通テーマ」の準備、大学祭企画等
グループワーク１ 学科別課題「個人作業（情報収集、問題発見）、集団作業（解決方法議論）」
グループワーク２ 学科別課題「解決方法議論、方法の提案（企画）」
グループワーク３ 学科別課題「グループ企画の発表準備」
グループワーク４ 学科別課題「発表」
前期振り返り 学科別課題のまとめ、学修記録とポートフォリオの作成、夏季課題について

事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
各回の復習や準備のため毎回3時間ほどの学習が求められる。
またグループ学習やグループワークの発表資料作成のため計15時間ほどを要する。
課題に対するフィードバックの方法
個別面談及びGoogleClassroomなどで課題に関するフィードバックをおこなう。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、授業内に実施される課題と、定期試験に代わるレポートの評価結果に基づき総合的に判定の
うえ60点以上を合格とし、所定の単位を認定する 。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

90

課題への取組・活動への参加

１．２．３．４．

授業外での評価

0

定期試験

0

セミナーⅠａ（課題解決）

定期試験に代わるレポート等

10

その他

0

テキスト

タクナル

参考書

各担当教員より参考書に関する指示が示される。

授業内での課題の取り組み・今後の学修計画の策定

２．３．４．５．

履修条件・他の科目との関連 本科目は1年次前期開講の「教養演習」、「デジタルリテラシー」と関連している。
また、いずれかの授業回において「人権問題」について触れる機会があり、その課題提出を求めること
になる。

セミナーⅠａ（課題解決）

授業コード

10400114

授業種別

授業科目名

セミナーⅠａ（課題解決）

授業担当教員

木村

真人、寺田

成績担当教員

木村

真人

開講年次

1年

実務家教員による授業

演習

－

進志
開講期

前期

単位数

2単位

授業の目的・概要
＜セミナーⅠａの目的と概要＞
本授業は、本学園の建学の精神である「全人教育」の理解から始まる、大阪国際大学における4年間の学修スタ
イルの確立を目指した演習授業である。
大学での学びは、自らの意思で計画し、考え、行動するという能動的・積極的な姿勢が求められる。本授業で
は大学及び学部・学科が目指す人材像やそのために設定された教育課程、成績評価の方法、進級・卒業要件など
の教育制度の説明を行った後、演習を進めるうえで必要な個人及びグループでの学習方法、情報収集の技法やレ
ポートの作成法等についての解説を行う。
また、それらの学習スキルをベースに、自分が生活している社会に対する理解を深めるとともに、大学での学
びが社会とどのように繋がっているのかを学ぶ。テキストや本学オリジナルテーマよりいくつかの課題を取り上
げ、個人の学習スキルとグループでの学習スキルを用いた課題解決の過程において、「聴く」「纏める」「伝え
る」力を高めていく。
到達目標
１．大学の教育方針を理解し、主体的な学びを実践できる。
２．個人及びグループでの学習スキルを身につけ、課題に取り組むことができる。
３．他者とのコミュニケーション及びグループ活動の意義を理解し、その活動に参加できる。
４．課題に対して論理的に思考し、ICTを活用して解決を図ることができる。
５．大学初年次学生として自らの学びを計画し、学修に取り組むことができる。
授業計画
第01回
第02回
第03回
第04回
第05回
第06回
第07回
第08回
第09回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回

オリエンテーション１ 「建学の精神」と教育方針、情報環境の設定、履修について
オリエンテーション２ 大学における学びについて
学部学科別ワーク１ 学科企画、学内施設体験ツアー
学部学科別ワーク２ 学科企画、学内施設説明会
グループ学習１ タクナルEpisode 1「自己紹介」、基礎力セルフチェック（SC）1st
グループ学習２ タクナルEpisode 2「議論しよう」（議論回）
グループ学習３ タクナルEpisode 4「移動動物園」（企画回）
グループ学習４ タクナルEpisode 5「移動動物園」（発表回）
グループ学習５ タクナル体験のまとめ or タクナル「移動動物園」のつづき
グループワーク準備 次回以降実施の課題「共通テーマ」の準備、大学祭企画等
グループワーク１ 学科別課題「個人作業（情報収集、問題発見）、集団作業（解決方法議論）」
グループワーク２ 学科別課題「解決方法議論、方法の提案（企画）」
グループワーク３ 学科別課題「グループ企画の発表準備」
グループワーク４ 学科別課題「発表」
前期振り返り 学科別課題のまとめ、学修記録とポートフォリオの作成、夏季課題について

事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
各回の復習や準備のため毎回3時間ほどの学習が求められる。
またグループ学習やグループワークの発表資料作成のため計15時間ほどを要する。
課題に対するフィードバックの方法
個別面談及びGoogleClassroomなどで課題に関するフィードバックをおこなう。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、授業内に実施される課題と、定期試験に代わるレポートの評価結果に基づき総合的に判定の
うえ60点以上を合格とし、所定の単位を認定する 。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

90

課題への取組・活動への参加

１．２．３．４．

授業外での評価

0

定期試験

0

セミナーⅠａ（課題解決）

定期試験に代わるレポート等

10

その他

0

テキスト

タクナル

参考書

各担当教員より参考書に関する指示が示される。

授業内での課題の取り組み・今後の学修計画の策定

２．３．４．５．

履修条件・他の科目との関連 本科目は1年次前期開講の「教養演習」、「デジタルリテラシー」と関連している。
また、いずれかの授業回において「人権問題」について触れる機会があり、その課題提出を求めること
になる。

セミナーⅠａ（課題解決）

授業コード

10400115

授業種別

授業科目名

セミナーⅠａ（課題解決）

授業担当教員

山本

幸一、津吉

成績担当教員

山本

幸一

開講年次

1年

実務家教員による授業

演習

－

哲士
開講期

前期

単位数

2単位

授業の目的・概要
＜セミナーⅠａの目的と概要＞
本授業は、本学園の建学の精神である「全人教育」の理解から始まる、大阪国際大学における4年間の学修スタ
イルの確立を目指した演習授業である。
大学での学びは、自らの意思で計画し、考え、行動するという能動的・積極的な姿勢が求められる。本授業で
は大学及び学部・学科が目指す人材像やそのために設定された教育課程、成績評価の方法、進級・卒業要件など
の教育制度の説明を行った後、演習を進めるうえで必要な個人及びグループでの学習方法、情報収集の技法やレ
ポートの作成法等についての解説を行う。
また、それらの学習スキルをベースに、自分が生活している社会に対する理解を深めるとともに、大学での学
びが社会とどのように繋がっているのかを学ぶ。テキストや本学オリジナルテーマよりいくつかの課題を取り上
げ、個人の学習スキルとグループでの学習スキルを用いた課題解決の過程において、「聴く」「纏める」「伝え
る」力を高めていく。
到達目標
１．大学の教育方針を理解し、主体的な学びを実践できる。
２．個人及びグループでの学習スキルを身につけ、課題に取り組むことができる。
３．他者とのコミュニケーション及びグループ活動の意義を理解し、その活動に参加できる。
４．課題に対して論理的に思考し、ICTを活用して解決を図ることができる。
５．大学初年次学生として自らの学びを計画し、学修に取り組むことができる。
授業計画
第01回
第02回
第03回
第04回
第05回
第06回
第07回
第08回
第09回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回

オリエンテーション１ 「建学の精神」と教育方針、情報環境の設定、履修について
オリエンテーション２ 大学における学びについて
学部学科別ワーク１ 学科企画、学内施設体験ツアー
学部学科別ワーク２ 学科企画、学内施設説明会
グループ学習１ タクナルEpisode 1「自己紹介」、基礎力セルフチェック（SC）1st
グループ学習２ タクナルEpisode 2「議論しよう」（議論回）
グループ学習３ タクナルEpisode 4「移動動物園」（企画回）
グループ学習４ タクナルEpisode 5「移動動物園」（発表回）
グループ学習５ タクナル体験のまとめ or タクナル「移動動物園」のつづき
グループワーク準備 次回以降実施の課題「共通テーマ」の準備、大学祭企画等
グループワーク１ 学科別課題「個人作業（情報収集、問題発見）、集団作業（解決方法議論）」
グループワーク２ 学科別課題「解決方法議論、方法の提案（企画）」
グループワーク３ 学科別課題「グループ企画の発表準備」
グループワーク４ 学科別課題「発表」
前期振り返り 学科別課題のまとめ、学修記録とポートフォリオの作成、夏季課題について

事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
各回の復習や準備のため毎回3時間ほどの学習が求められる。
またグループ学習やグループワークの発表資料作成のため計15時間ほどを要する。
課題に対するフィードバックの方法
個別面談及びGoogleClassroomなどで課題に関するフィードバックをおこなう。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、授業内に実施される課題と、定期試験に代わるレポートの評価結果に基づき総合的に判定の
うえ60点以上を合格とし、所定の単位を認定する 。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

90

課題への取組・活動への参加

１．２．３．４．

授業外での評価

0

定期試験

0

セミナーⅠａ（課題解決）

定期試験に代わるレポート等

10

その他

0

テキスト

タクナル

参考書

各担当教員より参考書に関する指示が示される。

授業内での課題の取り組み・今後の学修計画の策定

２．３．４．５．

履修条件・他の科目との関連 本科目は1年次前期開講の「教養演習」、「デジタルリテラシー」と関連している。
また、いずれかの授業回において「人権問題」について触れる機会があり、その課題提出を求めること
になる。

セミナーⅠａ（課題解決）

授業コード

10400116

授業種別

授業科目名

セミナーⅠａ（課題解決）

授業担当教員

西村

真由子、東

成績担当教員

西村

真由子

開講年次

1年

実務家教員による授業

演習

－

亜弓
開講期

前期

単位数

2単位

授業の目的・概要
＜セミナーⅠａの目的と概要＞
本授業は、本学園の建学の精神である「全人教育」の理解から始まる、大阪国際大学における4年間の学修スタ
イルの確立を目指した演習授業である。
大学での学びは、自らの意思で計画し、考え、行動するという能動的・積極的な姿勢が求められる。本授業で
は大学及び学部・学科が目指す人材像やそのために設定された教育課程、成績評価の方法、進級・卒業要件など
の教育制度の説明を行った後、演習を進めるうえで必要な個人及びグループでの学習方法、情報収集の技法やレ
ポートの作成法等についての解説を行う。
また、それらの学習スキルをベースに、自分が生活している社会に対する理解を深めるとともに、大学での学
びが社会とどのように繋がっているのかを学ぶ。テキストや本学オリジナルテーマよりいくつかの課題を取り上
げ、個人の学習スキルとグループでの学習スキルを用いた課題解決の過程において、「聴く」「纏める」「伝え
る」力を高めていく。
到達目標
１．大学の教育方針を理解し、主体的な学びを実践できる。
２．個人及びグループでの学習スキルを身につけ、課題に取り組むことができる。
３．他者とのコミュニケーション及びグループ活動の意義を理解し、その活動に参加できる。
４．課題に対して論理的に思考し、ICTを活用して解決を図ることができる。
５．大学初年次学生として自らの学びを計画し、学修に取り組むことができる。
授業計画
第01回
第02回
第03回
第04回
第05回
第06回
第07回
第08回
第09回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回

オリエンテーション１ 「建学の精神」と教育方針、情報環境の設定、履修について
オリエンテーション２ 大学における学びについて
学部学科別ワーク１ 学科企画、学内施設体験ツアー
学部学科別ワーク２ 学科企画、学内施設説明会
グループ学習１ タクナルEpisode 1「自己紹介」、基礎力セルフチェック（SC）1st
グループ学習２ タクナルEpisode 2「議論しよう」（議論回）
グループ学習３ タクナルEpisode 4「移動動物園」（企画回）
グループ学習４ タクナルEpisode 5「移動動物園」（発表回）
グループ学習５ タクナル体験のまとめ or タクナル「移動動物園」のつづき
グループワーク準備 次回以降実施の課題「共通テーマ」の準備、大学祭企画等
グループワーク１ 学科別課題「個人作業（情報収集、問題発見）、集団作業（解決方法議論）」
グループワーク２ 学科別課題「解決方法議論、方法の提案（企画）」
グループワーク３ 学科別課題「グループ企画の発表準備」
グループワーク４ 学科別課題「発表」
前期振り返り 学科別課題のまとめ、学修記録とポートフォリオの作成、夏季課題について

事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
各回の復習や準備のため毎回3時間ほどの学習が求められる。
またグループ学習やグループワークの発表資料作成のため計15時間ほどを要する。
課題に対するフィードバックの方法
個別面談及びGoogleClassroomなどで課題に関するフィードバックをおこなう。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、授業内に実施される課題と、定期試験に代わるレポートの評価結果に基づき総合的に判定の
うえ60点以上を合格とし、所定の単位を認定する 。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

90

課題への取組・活動への参加

１．２．３．４．

授業外での評価

0

定期試験

0

セミナーⅠａ（課題解決）

定期試験に代わるレポート等

10

その他

0

テキスト

タクナル

参考書

各担当教員より参考書に関する指示が示される。

授業内での課題の取り組み・今後の学修計画の策定

２．３．４．５．

履修条件・他の科目との関連 本科目は1年次前期開講の「教養演習」、「デジタルリテラシー」と関連している。
また、いずれかの授業回において「人権問題」について触れる機会があり、その課題提出を求めること
になる。

セミナーⅠａ（課題解決）

授業コード

10400117

授業種別

授業科目名

セミナーⅠａ（課題解決）

授業担当教員

森上

幸夫、西岡

成績担当教員

森上

幸夫

開講年次

1年

実務家教員による授業

演習

－

敦子
開講期

前期

単位数

2単位

授業の目的・概要
＜セミナーⅠａの目的と概要＞
本授業は、本学園の建学の精神である「全人教育」の理解から始まる、大阪国際大学における4年間の学修スタ
イルの確立を目指した演習授業である。
大学での学びは、自らの意思で計画し、考え、行動するという能動的・積極的な姿勢が求められる。本授業で
は大学及び学部・学科が目指す人材像やそのために設定された教育課程、成績評価の方法、進級・卒業要件など
の教育制度の説明を行った後、演習を進めるうえで必要な個人及びグループでの学習方法、情報収集の技法やレ
ポートの作成法等についての解説を行う。
また、それらの学習スキルをベースに、自分が生活している社会に対する理解を深めるとともに、大学での学
びが社会とどのように繋がっているのかを学ぶ。テキストや本学オリジナルテーマよりいくつかの課題を取り上
げ、個人の学習スキルとグループでの学習スキルを用いた課題解決の過程において、「聴く」「纏める」「伝え
る」力を高めていく。
到達目標
１．大学の教育方針を理解し、主体的な学びを実践できる。
２．個人及びグループでの学習スキルを身につけ、課題に取り組むことができる。
３．他者とのコミュニケーション及びグループ活動の意義を理解し、その活動に参加できる。
４．課題に対して論理的に思考し、ICTを活用して解決を図ることができる。
５．大学初年次学生として自らの学びを計画し、学修に取り組むことができる。
授業計画
第01回
第02回
第03回
第04回
第05回
第06回
第07回
第08回
第09回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回

オリエンテーション１ 「建学の精神」と教育方針、情報環境の設定、履修について
オリエンテーション２ 大学における学びについて
学部学科別ワーク１ 学科企画、学内施設体験ツアー
学部学科別ワーク２ 学科企画、学内施設説明会
グループ学習１ タクナルEpisode 1「自己紹介」、基礎力セルフチェック（SC）1st
グループ学習２ タクナルEpisode 2「議論しよう」（議論回）
グループ学習３ タクナルEpisode 4「移動動物園」（企画回）
グループ学習４ タクナルEpisode 5「移動動物園」（発表回）
グループ学習５ タクナル体験のまとめ or タクナル「移動動物園」のつづき
グループワーク準備 次回以降実施の課題「共通テーマ」の準備、大学祭企画等
グループワーク１ 学科別課題「個人作業（情報収集、問題発見）、集団作業（解決方法議論）」
グループワーク２ 学科別課題「解決方法議論、方法の提案（企画）」
グループワーク３ 学科別課題「グループ企画の発表準備」
グループワーク４ 学科別課題「発表」
前期振り返り 学科別課題のまとめ、学修記録とポートフォリオの作成、夏季課題について

事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
各回の復習や準備のため毎回3時間ほどの学習が求められる。
またグループ学習やグループワークの発表資料作成のため計15時間ほどを要する。
課題に対するフィードバックの方法
個別面談及びGoogleClassroomなどで課題に関するフィードバックをおこなう。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、授業内に実施される課題と、定期試験に代わるレポートの評価結果に基づき総合的に判定の
うえ60点以上を合格とし、所定の単位を認定する 。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

90

課題への取組・活動への参加

１．２．３．４．

授業外での評価

0

定期試験

0

セミナーⅠａ（課題解決）

定期試験に代わるレポート等

10

その他

0

テキスト

タクナル

参考書

各担当教員より参考書に関する指示が示される。

授業内での課題の取り組み・今後の学修計画の策定

２．３．４．５．

履修条件・他の科目との関連 本科目は1年次前期開講の「教養演習」、「デジタルリテラシー」と関連している。
また、いずれかの授業回において「人権問題」について触れる機会があり、その課題提出を求めること
になる。

セミナーⅠａ（課題解決）

授業コード

10400118

授業種別

授業科目名

セミナーⅠａ（課題解決）

授業担当教員

木村

真人、林

成績担当教員

木村

真人

開講年次

1年

実務家教員による授業

演習

－

幸史
開講期

前期

単位数

2単位

授業の目的・概要
＜セミナーⅠａの目的と概要＞
本授業は、本学園の建学の精神である「全人教育」の理解から始まる、大阪国際大学における4年間の学修スタ
イルの確立を目指した演習授業である。
大学での学びは、自らの意思で計画し、考え、行動するという能動的・積極的な姿勢が求められる。本授業で
は大学及び学部・学科が目指す人材像やそのために設定された教育課程、成績評価の方法、進級・卒業要件など
の教育制度の説明を行った後、演習を進めるうえで必要な個人及びグループでの学習方法、情報収集の技法やレ
ポートの作成法等についての解説を行う。
また、それらの学習スキルをベースに、自分が生活している社会に対する理解を深めるとともに、大学での学
びが社会とどのように繋がっているのかを学ぶ。テキストや本学オリジナルテーマよりいくつかの課題を取り上
げ、個人の学習スキルとグループでの学習スキルを用いた課題解決の過程において、「聴く」「纏める」「伝え
る」力を高めていく。
到達目標
１．大学の教育方針を理解し、主体的な学びを実践できる。
２．個人及びグループでの学習スキルを身につけ、課題に取り組むことができる。
３．他者とのコミュニケーション及びグループ活動の意義を理解し、その活動に参加できる。
４．課題に対して論理的に思考し、ICTを活用して解決を図ることができる。
５．大学初年次学生として自らの学びを計画し、学修に取り組むことができる。
授業計画
第01回
第02回
第03回
第04回
第05回
第06回
第07回
第08回
第09回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回

オリエンテーション１ 「建学の精神」と教育方針、情報環境の設定、履修について
オリエンテーション２ 大学における学びについて
学部学科別ワーク１ 学科企画、学内施設体験ツアー
学部学科別ワーク２ 学科企画、学内施設説明会
グループ学習１ タクナルEpisode 1「自己紹介」、基礎力セルフチェック（SC）1st
グループ学習２ タクナルEpisode 2「議論しよう」（議論回）
グループ学習３ タクナルEpisode 4「移動動物園」（企画回）
グループ学習４ タクナルEpisode 5「移動動物園」（発表回）
グループ学習５ タクナル体験のまとめ or タクナル「移動動物園」のつづき
グループワーク準備 次回以降実施の課題「共通テーマ」の準備、大学祭企画等
グループワーク１ 学科別課題「個人作業（情報収集、問題発見）、集団作業（解決方法議論）」
グループワーク２ 学科別課題「解決方法議論、方法の提案（企画）」
グループワーク３ 学科別課題「グループ企画の発表準備」
グループワーク４ 学科別課題「発表」
前期振り返り 学科別課題のまとめ、学修記録とポートフォリオの作成、夏季課題について

事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
各回の復習や準備のため毎回3時間ほどの学習が求められる。
またグループ学習やグループワークの発表資料作成のため計15時間ほどを要する。
課題に対するフィードバックの方法
個別面談及びGoogleClassroomなどで課題に関するフィードバックをおこなう。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、授業内に実施される課題と、定期試験に代わるレポートの評価結果に基づき総合的に判定の
うえ60点以上を合格とし、所定の単位を認定する 。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

90

課題への取組・活動への参加

１．２．３．４．

授業外での評価

0

定期試験

0

セミナーⅠａ（課題解決）

定期試験に代わるレポート等

10

その他

0

テキスト

タクナル

参考書

各担当教員より参考書に関する指示が示される。

授業内での課題の取り組み・今後の学修計画の策定

２．３．４．５．

履修条件・他の科目との関連 本科目は1年次前期開講の「教養演習」、「デジタルリテラシー」と関連している。
また、いずれかの授業回において「人権問題」について触れる機会があり、その課題提出を求めること
になる。

セミナーⅠａ（課題解決）

授業コード

10400119

授業種別

授業科目名

セミナーⅠａ（課題解決）

授業担当教員

山本

明志、上原

成績担当教員

山本

明志

開講年次

1年

実務家教員による授業

演習

－

健太郎
開講期

前期

単位数

2単位

授業の目的・概要
＜セミナーⅠａの目的と概要＞
本授業は、本学園の建学の精神である「全人教育」の理解から始まる、大阪国際大学における4年間の学修スタ
イルの確立を目指した演習授業である。
大学での学びは、自らの意思で計画し、考え、行動するという能動的・積極的な姿勢が求められる。本授業で
は大学及び学部・学科が目指す人材像やそのために設定された教育課程、成績評価の方法、進級・卒業要件など
の教育制度の説明を行った後、演習を進めるうえで必要な個人及びグループでの学習方法、情報収集の技法やレ
ポートの作成法等についての解説を行う。
また、それらの学習スキルをベースに、自分が生活している社会に対する理解を深めるとともに、大学での学
びが社会とどのように繋がっているのかを学ぶ。テキストや本学オリジナルテーマよりいくつかの課題を取り上
げ、個人の学習スキルとグループでの学習スキルを用いた課題解決の過程において、「聴く」「纏める」「伝え
る」力を高めていく。
到達目標
１．大学の教育方針を理解し、主体的な学びを実践できる。
２．個人及びグループでの学習スキルを身につけ、課題に取り組むことができる。
３．他者とのコミュニケーション及びグループ活動の意義を理解し、その活動に参加できる。
４．課題に対して論理的に思考し、ICTを活用して解決を図ることができる。
５．大学初年次学生として自らの学びを計画し、学修に取り組むことができる。
授業計画
第01回
第02回
第03回
第04回
第05回
第06回
第07回
第08回
第09回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回

オリエンテーション１ 「建学の精神」と教育方針、情報環境の設定、履修について
オリエンテーション２ 大学における学びについて
学部学科別ワーク１ 学科企画、学内施設体験ツアー
学部学科別ワーク２ 学科企画、学内施設説明会
グループ学習１ タクナルEpisode 1「自己紹介」、基礎力セルフチェック（SC）1st
グループ学習２ タクナルEpisode 2「議論しよう」（議論回）
グループ学習３ タクナルEpisode 4「移動動物園」（企画回）
グループ学習４ タクナルEpisode 5「移動動物園」（発表回）
グループ学習５ タクナル体験のまとめ or タクナル「移動動物園」のつづき
グループワーク準備 次回以降実施の課題「共通テーマ」の準備、大学祭企画等
グループワーク１ 学科別課題「個人作業（情報収集、問題発見）、集団作業（解決方法議論）」
グループワーク２ 学科別課題「解決方法議論、方法の提案（企画）」
グループワーク３ 学科別課題「グループ企画の発表準備」
グループワーク４ 学科別課題「発表」
前期振り返り 学科別課題のまとめ、学修記録とポートフォリオの作成、夏季課題について

事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
各回の復習や準備のため毎回3時間ほどの学習が求められる。
またグループ学習やグループワークの発表資料作成のため計15時間ほどを要する。
課題に対するフィードバックの方法
個別面談及びGoogleClassroomなどで課題に関するフィードバックをおこなう。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、授業内に実施される課題と、定期試験に代わるレポートの評価結果に基づき総合的に判定の
うえ60点以上を合格とし、所定の単位を認定する 。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

90

課題への取組・活動への参加

１．２．３．４．

授業外での評価

0

定期試験

0

セミナーⅠａ（課題解決）

定期試験に代わるレポート等

10

その他

0

テキスト

タクナル

参考書

各担当教員より参考書に関する指示が示される。

授業内での課題の取り組み・今後の学修計画の策定

２．３．４．５．

履修条件・他の科目との関連 本科目は1年次前期開講の「教養演習」、「デジタルリテラシー」と関連している。
また、いずれかの授業回において「人権問題」について触れる機会があり、その課題提出を求めること
になる。

セミナーⅠａ（課題解決）

授業コード

10400121

授業種別

授業科目名

セミナーⅠａ（課題解決）

授業担当教員

西村

真由子、柴嵜

成績担当教員

西村

真由子

開講年次

1年

実務家教員による授業

演習

－

雅子
開講期

前期

単位数

2単位

授業の目的・概要
＜セミナーⅠａの目的と概要＞
本授業は、本学園の建学の精神である「全人教育」の理解から始まる、大阪国際大学における4年間の学修スタ
イルの確立を目指した演習授業である。
大学での学びは、自らの意思で計画し、考え、行動するという能動的・積極的な姿勢が求められる。本授業で
は大学及び学部・学科が目指す人材像やそのために設定された教育課程、成績評価の方法、進級・卒業要件など
の教育制度の説明を行った後、演習を進めるうえで必要な個人及びグループでの学習方法、情報収集の技法やレ
ポートの作成法等についての解説を行う。
また、それらの学習スキルをベースに、自分が生活している社会に対する理解を深めるとともに、大学での学
びが社会とどのように繋がっているのかを学ぶ。テキストや本学オリジナルテーマよりいくつかの課題を取り上
げ、個人の学習スキルとグループでの学習スキルを用いた課題解決の過程において、「聴く」「纏める」「伝え
る」力を高めていく。
到達目標
１．大学の教育方針を理解し、主体的な学びを実践できる。
２．個人及びグループでの学習スキルを身につけ、課題に取り組むことができる。
３．他者とのコミュニケーション及びグループ活動の意義を理解し、その活動に参加できる。
４．課題に対して論理的に思考し、ICTを活用して解決を図ることができる。
５．大学初年次学生として自らの学びを計画し、学修に取り組むことができる。
授業計画
第01回
第02回
第03回
第04回
第05回
第06回
第07回
第08回
第09回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回

オリエンテーション１ 「建学の精神」と教育方針、情報環境の設定、履修について
オリエンテーション２ 大学における学びについて
学部学科別ワーク１ 学科企画、学内施設体験ツアー
学部学科別ワーク２ 学科企画、学内施設説明会
グループ学習１ タクナルEpisode 1「自己紹介」、基礎力セルフチェック（SC）1st
グループ学習２ タクナルEpisode 2「議論しよう」（議論回）
グループ学習３ タクナルEpisode 4「移動動物園」（企画回）
グループ学習４ タクナルEpisode 5「移動動物園」（発表回）
グループ学習５ タクナル体験のまとめ or タクナル「移動動物園」のつづき
グループワーク準備 次回以降実施の課題「共通テーマ」の準備、大学祭企画等
グループワーク１ 学科別課題「個人作業（情報収集、問題発見）、集団作業（解決方法議論）」
グループワーク２ 学科別課題「解決方法議論、方法の提案（企画）」
グループワーク３ 学科別課題「グループ企画の発表準備」
グループワーク４ 学科別課題「発表」
前期振り返り 学科別課題のまとめ、学修記録とポートフォリオの作成、夏季課題について

事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
各回の復習や準備のため毎回3時間ほどの学習が求められる。
またグループ学習やグループワークの発表資料作成のため計15時間ほどを要する。
課題に対するフィードバックの方法
個別面談及びGoogleClassroomなどで課題に関するフィードバックをおこなう。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、授業内に実施される課題と、定期試験に代わるレポートの評価結果に基づき総合的に判定の
うえ60点以上を合格とし、所定の単位を認定する 。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

90

課題への取組・活動への参加

１．２．３．４．

授業外での評価

0

定期試験

0

セミナーⅠａ（課題解決）

定期試験に代わるレポート等

10

その他

0

テキスト

タクナル

参考書

各担当教員より参考書に関する指示が示される。

授業内での課題の取り組み・今後の学修計画の策定

２．３．４．５．

履修条件・他の科目との関連 本科目は1年次前期開講の「教養演習」、「デジタルリテラシー」と関連している。
また、いずれかの授業回において「人権問題」について触れる機会があり、その課題提出を求めること
になる。

セミナーⅠａ（課題解決）

授業コード

10400122

授業種別

授業科目名

セミナーⅠａ（課題解決）

授業担当教員

山本

明志、高山

成績担当教員

山本

明志

開講年次

1年

実務家教員による授業

演習

－

昌子
開講期

前期

単位数

2単位

授業の目的・概要
＜セミナーⅠａの目的と概要＞
本授業は、本学園の建学の精神である「全人教育」の理解から始まる、大阪国際大学における4年間の学修スタ
イルの確立を目指した演習授業である。
大学での学びは、自らの意思で計画し、考え、行動するという能動的・積極的な姿勢が求められる。本授業で
は大学及び学部・学科が目指す人材像やそのために設定された教育課程、成績評価の方法、進級・卒業要件など
の教育制度の説明を行った後、演習を進めるうえで必要な個人及びグループでの学習方法、情報収集の技法やレ
ポートの作成法等についての解説を行う。
また、それらの学習スキルをベースに、自分が生活している社会に対する理解を深めるとともに、大学での学
びが社会とどのように繋がっているのかを学ぶ。テキストや本学オリジナルテーマよりいくつかの課題を取り上
げ、個人の学習スキルとグループでの学習スキルを用いた課題解決の過程において、「聴く」「纏める」「伝え
る」力を高めていく。
到達目標
１．大学の教育方針を理解し、主体的な学びを実践できる。
２．個人及びグループでの学習スキルを身につけ、課題に取り組むことができる。
３．他者とのコミュニケーション及びグループ活動の意義を理解し、その活動に参加できる。
４．課題に対して論理的に思考し、ICTを活用して解決を図ることができる。
５．大学初年次学生として自らの学びを計画し、学修に取り組むことができる。
授業計画
第01回
第02回
第03回
第04回
第05回
第06回
第07回
第08回
第09回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回

オリエンテーション１ 「建学の精神」と教育方針、情報環境の設定、履修について
オリエンテーション２ 大学における学びについて
学部学科別ワーク１ 学科企画、学内施設体験ツアー
学部学科別ワーク２ 学科企画、学内施設説明会
グループ学習１ タクナルEpisode 1「自己紹介」、基礎力セルフチェック（SC）1st
グループ学習２ タクナルEpisode 2「議論しよう」（議論回）
グループ学習３ タクナルEpisode 4「移動動物園」（企画回）
グループ学習４ タクナルEpisode 5「移動動物園」（発表回）
グループ学習５ タクナル体験のまとめ or タクナル「移動動物園」のつづき
グループワーク準備 次回以降実施の課題「共通テーマ」の準備、大学祭企画等
グループワーク１ 学科別課題「個人作業（情報収集、問題発見）、集団作業（解決方法議論）」
グループワーク２ 学科別課題「解決方法議論、方法の提案（企画）」
グループワーク３ 学科別課題「グループ企画の発表準備」
グループワーク４ 学科別課題「発表」
前期振り返り 学科別課題のまとめ、学修記録とポートフォリオの作成、夏季課題について

事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
各回の復習や準備のため毎回3時間ほどの学習が求められる。
またグループ学習やグループワークの発表資料作成のため計15時間ほどを要する。
課題に対するフィードバックの方法
個別面談及びGoogleClassroomなどで課題に関するフィードバックをおこなう。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、授業内に実施される課題と、定期試験に代わるレポートの評価結果に基づき総合的に判定の
うえ60点以上を合格とし、所定の単位を認定する 。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

90

課題への取組・活動への参加

１．２．３．４．

授業外での評価

0

定期試験

0

セミナーⅠａ（課題解決）

定期試験に代わるレポート等

10

その他

0

テキスト

タクナル

参考書

各担当教員より参考書に関する指示が示される。

授業内での課題の取り組み・今後の学修計画の策定

２．３．４．５．

履修条件・他の科目との関連 本科目は1年次前期開講の「教養演習」、「デジタルリテラシー」と関連している。
また、いずれかの授業回において「人権問題」について触れる機会があり、その課題提出を求めること
になる。

セミナーⅠａ（課題解決）

授業コード

10400123

授業種別

授業科目名

セミナーⅠａ（課題解決）

授業担当教員

山本

幸一、西岡

成績担当教員

山本

幸一

開講年次

1年

実務家教員による授業

演習

－

ゆかり
開講期

前期

単位数

2単位

授業の目的・概要
＜セミナーⅠａの目的と概要＞
本授業は、本学園の建学の精神である「全人教育」の理解から始まる、大阪国際大学における4年間の学修スタ
イルの確立を目指した演習授業である。
大学での学びは、自らの意思で計画し、考え、行動するという能動的・積極的な姿勢が求められる。本授業で
は大学及び学部・学科が目指す人材像やそのために設定された教育課程、成績評価の方法、進級・卒業要件など
の教育制度の説明を行った後、演習を進めるうえで必要な個人及びグループでの学習方法、情報収集の技法やレ
ポートの作成法等についての解説を行う。
また、それらの学習スキルをベースに、自分が生活している社会に対する理解を深めるとともに、大学での学
びが社会とどのように繋がっているのかを学ぶ。テキストや本学オリジナルテーマよりいくつかの課題を取り上
げ、個人の学習スキルとグループでの学習スキルを用いた課題解決の過程において、「聴く」「纏める」「伝え
る」力を高めていく。
到達目標
１．大学の教育方針を理解し、主体的な学びを実践できる。
２．個人及びグループでの学習スキルを身につけ、課題に取り組むことができる。
３．他者とのコミュニケーション及びグループ活動の意義を理解し、その活動に参加できる。
４．課題に対して論理的に思考し、ICTを活用して解決を図ることができる。
５．大学初年次学生として自らの学びを計画し、学修に取り組むことができる。
授業計画
第01回
第02回
第03回
第04回
第05回
第06回
第07回
第08回
第09回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回

オリエンテーション１ 「建学の精神」と教育方針、情報環境の設定、履修について
オリエンテーション２ 大学における学びについて
学部学科別ワーク１ 学科企画、学内施設体験ツアー
学部学科別ワーク２ 学科企画、学内施設説明会
グループ学習１ タクナルEpisode 1「自己紹介」、基礎力セルフチェック（SC）1st
グループ学習２ タクナルEpisode 2「議論しよう」（議論回）
グループ学習３ タクナルEpisode 4「移動動物園」（企画回）
グループ学習４ タクナルEpisode 5「移動動物園」（発表回）
グループ学習５ タクナル体験のまとめ or タクナル「移動動物園」のつづき
グループワーク準備 次回以降実施の課題「共通テーマ」の準備、大学祭企画等
グループワーク１ 学科別課題「個人作業（情報収集、問題発見）、集団作業（解決方法議論）」
グループワーク２ 学科別課題「解決方法議論、方法の提案（企画）」
グループワーク３ 学科別課題「グループ企画の発表準備」
グループワーク４ 学科別課題「発表」
前期振り返り 学科別課題のまとめ、学修記録とポートフォリオの作成、夏季課題について

事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
各回の復習や準備のため毎回3時間ほどの学習が求められる。
またグループ学習やグループワークの発表資料作成のため計15時間ほどを要する。
課題に対するフィードバックの方法
個別面談及びGoogleClassroomなどで課題に関するフィードバックをおこなう。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、授業内に実施される課題と、定期試験に代わるレポートの評価結果に基づき総合的に判定の
うえ60点以上を合格とし、所定の単位を認定する 。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

90

課題への取組・活動への参加

１．２．３．４．

授業外での評価

0

定期試験

0

セミナーⅠａ（課題解決）

定期試験に代わるレポート等

10

その他

0

テキスト

タクナル

参考書

各担当教員より参考書に関する指示が示される。

授業内での課題の取り組み・今後の学修計画の策定

２．３．４．５．

履修条件・他の科目との関連 本科目は1年次前期開講の「教養演習」、「デジタルリテラシー」と関連している。
また、いずれかの授業回において「人権問題」について触れる機会があり、その課題提出を求めること
になる。

セミナーⅠａ（課題解決）

授業コード

10400213

授業種別

授業科目名

セミナーⅠｂ（課題解決）

授業担当教員

森上

幸夫、奥島

成績担当教員

森上

幸夫

開講年次

1年

実務家教員による授業

演習

－

大
開講期

後期

単位数

2単位

授業の目的・概要
＜セミナーⅠｂの目的と概要＞
この授業は、大学における学修スタイルの確立を目指した演習授業である。
本授業ではセミナーⅠａにおける学びを継続・発展させ、テキスト及び大学オリジナルテーマよりいくつかの
課題を取り上げ、個人及びグループでその課題を解決する過程で、「聴く」「纏める」「伝える」力を高めてい
く。同時に、自らの社会的基礎力の向上に取り組み、グループにおける課題解決の活動について他者との関係を
構築し、具体的な解決への貢献の仕方を考え、論理的な思考にもとづいた方法を採用するといった応用的なスキ
ルを身につけていく。
それらの学習スキルをベースに、自分が生活している社会に対する理解を深め、大学での学びが社会とどのよ
うに繋がっているのかを学び、期末には大学初年次学生として自らの学修成果をまとめることができるようにす
る。
到達目標
１．自らの学修成果と社会的基礎力を理解し、その改善と向上に取り組むことができる。
２．個人及びグループでの学習スキルを用いて社会的な課題に取り組むことができる。
３．グループ活動の課題を理解し、その解決に貢献できる。
４．課題に対して論理的に思考し、ICTを応用して解決することができる。
５．大学初年次学生として自らの学びを振り返り、学修成果をまとめることができる。
授業計画
第01回 オリエンテーション 前期成績評価、履修修正、ポートフォリオについて、基礎力セルフチェック（SC）
2nd
第02回 グループ学習１ タクナルEpisode 3「自分の意見を伝える」
第03回 グループワーク１ 学科別課題「個人作業（情報収集）、集団作業（議論）」（学科内共通テーマ、大学
祭企画等）
第04回 グループワーク２ 学科別課題「議論、提案」
第05回 グループワーク３ 学科別課題「個人的総括、集団として総括・発表」
第06回 グループ学習２ タクナルEpisode 6「情報を集めよう」（企画回）
第07回 グループ学習３ タクナルEpisode 7「情報を集めよう」（発表回）
第08回 グループ学習４ タクナルEpisode 9「情報を分析しよう」（企画回）
第09回 グループ学習５ タクナルEpisode 10「情報を分析しよう」（発表回）
第10回 グループ学習６ タクナルEpisode 11「問題提起」（企画回）
第11回 グループ学習７ タクナルEpisode 12「問題提起」（発表回）
第12回 グループ学習８ タクナルEpisode 15「自分と仲間の成長」
第13回 グループワーク４ タクナル体験と学科別課題のまとめ「個人的総括、集団として総括」
第14回 グループワーク５ タクナル体験と学科別課題のまとめ「個人発表、集団発表」
第15回 後期振り返り 学修記録とポートフォリオの作成について、基礎力SC 3rd
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
各回の復習や準備のため毎回3時間ほどの学習が求められる。
またグループ学習やグループワークの発表資料作成のため計15時間ほどを要する。
課題に対するフィードバックの方法
個別面談及びGoogleClassroomなどで課題に関するフィードバックをおこなう。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、授業内に実施される課題と、定期試験に代わるレポートの評価結果に基づき総合的に判定の
うえ60点以上を合格とし、所定の単位を認定する 。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

90

課題への取組・活動への参加

１．２．３．４．

授業外での評価

0

定期試験

0
セミナーⅠｂ（課題解決）

定期試験に代わるレポート等

10

その他

0

テキスト

タクナル

参考書

各担当教員より参考書に関する指示が示される。

授業内での課題の取り組み・学びの振り返りと学修成果
のまとめ

１．２．３．４．５．

履修条件・他の科目との関連 本科目は1年次後期開講の「デジタルリテラシー演習Ⅰ」と関連している。

セミナーⅠｂ（課題解決）

授業コード

10400214

授業種別

授業科目名

セミナーⅠｂ（課題解決）

授業担当教員

木村

真人、寺田

成績担当教員

木村

真人

開講年次

1年

実務家教員による授業

演習

－

進志
開講期

後期

単位数

2単位

授業の目的・概要
＜セミナーⅠｂの目的と概要＞
この授業は、大学における学修スタイルの確立を目指した演習授業である。
本授業ではセミナーⅠａにおける学びを継続・発展させ、テキスト及び大学オリジナルテーマよりいくつかの
課題を取り上げ、個人及びグループでその課題を解決する過程で、「聴く」「纏める」「伝える」力を高めてい
く。同時に、自らの社会的基礎力の向上に取り組み、グループにおける課題解決の活動について他者との関係を
構築し、具体的な解決への貢献の仕方を考え、論理的な思考にもとづいた方法を採用するといった応用的なスキ
ルを身につけていく。
それらの学習スキルをベースに、自分が生活している社会に対する理解を深め、大学での学びが社会とどのよ
うに繋がっているのかを学び、期末には大学初年次学生として自らの学修成果をまとめることができるようにす
る。
到達目標
１．自らの学修成果と社会的基礎力を理解し、その改善と向上に取り組むことができる。
２．個人及びグループでの学習スキルを用いて社会的な課題に取り組むことができる。
３．グループ活動の課題を理解し、その解決に貢献できる。
４．課題に対して論理的に思考し、ICTを応用して解決することができる。
５．大学初年次学生として自らの学びを振り返り、学修成果をまとめることができる。
授業計画
第01回 オリエンテーション 前期成績評価、履修修正、ポートフォリオについて、基礎力セルフチェック（SC）
2nd
第02回 グループ学習１ タクナルEpisode 3「自分の意見を伝える」
第03回 グループワーク１ 学科別課題「個人作業（情報収集）、集団作業（議論）」（学科内共通テーマ、大学
祭企画等）
第04回 グループワーク２ 学科別課題「議論、提案」
第05回 グループワーク３ 学科別課題「個人的総括、集団として総括・発表」
第06回 グループ学習２ タクナルEpisode 6「情報を集めよう」（企画回）
第07回 グループ学習３ タクナルEpisode 7「情報を集めよう」（発表回）
第08回 グループ学習４ タクナルEpisode 9「情報を分析しよう」（企画回）
第09回 グループ学習５ タクナルEpisode 10「情報を分析しよう」（発表回）
第10回 グループ学習６ タクナルEpisode 11「問題提起」（企画回）
第11回 グループ学習７ タクナルEpisode 12「問題提起」（発表回）
第12回 グループ学習８ タクナルEpisode 15「自分と仲間の成長」
第13回 グループワーク４ タクナル体験と学科別課題のまとめ「個人的総括、集団として総括」
第14回 グループワーク５ タクナル体験と学科別課題のまとめ「個人発表、集団発表」
第15回 後期振り返り 学修記録とポートフォリオの作成について、基礎力SC 3rd
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
各回の復習や準備のため毎回3時間ほどの学習が求められる。
またグループ学習やグループワークの発表資料作成のため計15時間ほどを要する。
課題に対するフィードバックの方法
個別面談及びGoogleClassroomなどで課題に関するフィードバックをおこなう。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、授業内に実施される課題と、定期試験に代わるレポートの評価結果に基づき総合的に判定の
うえ60点以上を合格とし、所定の単位を認定する 。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

90

課題への取組・活動への参加

１．２．３．４．

授業外での評価

0

定期試験

0
セミナーⅠｂ（課題解決）

定期試験に代わるレポート等

10

その他

0

テキスト

タクナル

参考書

各担当教員より参考書に関する指示が示される。

授業内での課題の取り組み・学びの振り返りと学修成果
のまとめ

１．２．３．４．５．

履修条件・他の科目との関連 本科目は1年次後期開講の「デジタルリテラシー演習Ⅰ」と関連している。

セミナーⅠｂ（課題解決）

授業コード

10400215

授業種別

授業科目名

セミナーⅠｂ（課題解決）

授業担当教員

山本

幸一、津吉

成績担当教員

山本

幸一

開講年次

1年

実務家教員による授業

演習

－

哲士
開講期

後期

単位数

2単位

授業の目的・概要
＜セミナーⅠｂの目的と概要＞
この授業は、大学における学修スタイルの確立を目指した演習授業である。
本授業ではセミナーⅠａにおける学びを継続・発展させ、テキスト及び大学オリジナルテーマよりいくつかの
課題を取り上げ、個人及びグループでその課題を解決する過程で、「聴く」「纏める」「伝える」力を高めてい
く。同時に、自らの社会的基礎力の向上に取り組み、グループにおける課題解決の活動について他者との関係を
構築し、具体的な解決への貢献の仕方を考え、論理的な思考にもとづいた方法を採用するといった応用的なスキ
ルを身につけていく。
それらの学習スキルをベースに、自分が生活している社会に対する理解を深め、大学での学びが社会とどのよ
うに繋がっているのかを学び、期末には大学初年次学生として自らの学修成果をまとめることができるようにす
る。
到達目標
１．自らの学修成果と社会的基礎力を理解し、その改善と向上に取り組むことができる。
２．個人及びグループでの学習スキルを用いて社会的な課題に取り組むことができる。
３．グループ活動の課題を理解し、その解決に貢献できる。
４．課題に対して論理的に思考し、ICTを応用して解決することができる。
５．大学初年次学生として自らの学びを振り返り、学修成果をまとめることができる。
授業計画
第01回 オリエンテーション 前期成績評価、履修修正、ポートフォリオについて、基礎力セルフチェック（SC）
2nd
第02回 グループ学習１ タクナルEpisode 3「自分の意見を伝える」
第03回 グループワーク１ 学科別課題「個人作業（情報収集）、集団作業（議論）」（学科内共通テーマ、大学
祭企画等）
第04回 グループワーク２ 学科別課題「議論、提案」
第05回 グループワーク３ 学科別課題「個人的総括、集団として総括・発表」
第06回 グループ学習２ タクナルEpisode 6「情報を集めよう」（企画回）
第07回 グループ学習３ タクナルEpisode 7「情報を集めよう」（発表回）
第08回 グループ学習４ タクナルEpisode 9「情報を分析しよう」（企画回）
第09回 グループ学習５ タクナルEpisode 10「情報を分析しよう」（発表回）
第10回 グループ学習６ タクナルEpisode 11「問題提起」（企画回）
第11回 グループ学習７ タクナルEpisode 12「問題提起」（発表回）
第12回 グループ学習８ タクナルEpisode 15「自分と仲間の成長」
第13回 グループワーク４ タクナル体験と学科別課題のまとめ「個人的総括、集団として総括」
第14回 グループワーク５ タクナル体験と学科別課題のまとめ「個人発表、集団発表」
第15回 後期振り返り 学修記録とポートフォリオの作成について、基礎力SC 3rd
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
各回の復習や準備のため毎回3時間ほどの学習が求められる。
またグループ学習やグループワークの発表資料作成のため計15時間ほどを要する。
課題に対するフィードバックの方法
個別面談及びGoogleClassroomなどで課題に関するフィードバックをおこなう。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、授業内に実施される課題と、定期試験に代わるレポートの評価結果に基づき総合的に判定の
うえ60点以上を合格とし、所定の単位を認定する 。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

90

課題への取組・活動への参加

１．２．３．４．

授業外での評価

0

定期試験

0
セミナーⅠｂ（課題解決）

定期試験に代わるレポート等

10

その他

0

テキスト

タクナル

参考書

各担当教員より参考書に関する指示が示される。

授業内での課題の取り組み・学びの振り返りと学修成果
のまとめ

１．２．３．４．５．

履修条件・他の科目との関連 本科目は1年次後期開講の「デジタルリテラシー演習Ⅰ」と関連している。

セミナーⅠｂ（課題解決）

授業コード

10400216

授業種別

授業科目名

セミナーⅠｂ（課題解決）

授業担当教員

西村

真由子、東

成績担当教員

西村

真由子

開講年次

1年

実務家教員による授業

演習

－

亜弓
開講期

後期

単位数

2単位

授業の目的・概要
＜セミナーⅠｂの目的と概要＞
この授業は、大学における学修スタイルの確立を目指した演習授業である。
本授業ではセミナーⅠａにおける学びを継続・発展させ、テキスト及び大学オリジナルテーマよりいくつかの
課題を取り上げ、個人及びグループでその課題を解決する過程で、「聴く」「纏める」「伝える」力を高めてい
く。同時に、自らの社会的基礎力の向上に取り組み、グループにおける課題解決の活動について他者との関係を
構築し、具体的な解決への貢献の仕方を考え、論理的な思考にもとづいた方法を採用するといった応用的なスキ
ルを身につけていく。
それらの学習スキルをベースに、自分が生活している社会に対する理解を深め、大学での学びが社会とどのよ
うに繋がっているのかを学び、期末には大学初年次学生として自らの学修成果をまとめることができるようにす
る。
到達目標
１．自らの学修成果と社会的基礎力を理解し、その改善と向上に取り組むことができる。
２．個人及びグループでの学習スキルを用いて社会的な課題に取り組むことができる。
３．グループ活動の課題を理解し、その解決に貢献できる。
４．課題に対して論理的に思考し、ICTを応用して解決することができる。
５．大学初年次学生として自らの学びを振り返り、学修成果をまとめることができる。
授業計画
第01回 オリエンテーション 前期成績評価、履修修正、ポートフォリオについて、基礎力セルフチェック（SC）
2nd
第02回 グループ学習１ タクナルEpisode 3「自分の意見を伝える」
第03回 グループワーク１ 学科別課題「個人作業（情報収集）、集団作業（議論）」（学科内共通テーマ、大学
祭企画等）
第04回 グループワーク２ 学科別課題「議論、提案」
第05回 グループワーク３ 学科別課題「個人的総括、集団として総括・発表」
第06回 グループ学習２ タクナルEpisode 6「情報を集めよう」（企画回）
第07回 グループ学習３ タクナルEpisode 7「情報を集めよう」（発表回）
第08回 グループ学習４ タクナルEpisode 9「情報を分析しよう」（企画回）
第09回 グループ学習５ タクナルEpisode 10「情報を分析しよう」（発表回）
第10回 グループ学習６ タクナルEpisode 11「問題提起」（企画回）
第11回 グループ学習７ タクナルEpisode 12「問題提起」（発表回）
第12回 グループ学習８ タクナルEpisode 15「自分と仲間の成長」
第13回 グループワーク４ タクナル体験と学科別課題のまとめ「個人的総括、集団として総括」
第14回 グループワーク５ タクナル体験と学科別課題のまとめ「個人発表、集団発表」
第15回 後期振り返り 学修記録とポートフォリオの作成について、基礎力SC 3rd
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
各回の復習や準備のため毎回3時間ほどの学習が求められる。
またグループ学習やグループワークの発表資料作成のため計15時間ほどを要する。
課題に対するフィードバックの方法
個別面談及びGoogleClassroomなどで課題に関するフィードバックをおこなう。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、授業内に実施される課題と、定期試験に代わるレポートの評価結果に基づき総合的に判定の
うえ60点以上を合格とし、所定の単位を認定する 。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

90

課題への取組・活動への参加

１．２．３．４．

授業外での評価

0

定期試験

0
セミナーⅠｂ（課題解決）

定期試験に代わるレポート等

10

その他

0

テキスト

タクナル

参考書

各担当教員より参考書に関する指示が示される。

授業内での課題の取り組み・学びの振り返りと学修成果
のまとめ

１．２．３．４．５．

履修条件・他の科目との関連 本科目は1年次後期開講の「デジタルリテラシー演習Ⅰ」と関連している。

セミナーⅠｂ（課題解決）

授業コード

10400217

授業種別

授業科目名

セミナーⅠｂ（課題解決）

授業担当教員

森上

幸夫、西岡

成績担当教員

森上

幸夫

開講年次

1年

実務家教員による授業

演習

－

敦子
開講期

後期

単位数

2単位

授業の目的・概要
＜セミナーⅠｂの目的と概要＞
この授業は、大学における学修スタイルの確立を目指した演習授業である。
本授業ではセミナーⅠａにおける学びを継続・発展させ、テキスト及び大学オリジナルテーマよりいくつかの
課題を取り上げ、個人及びグループでその課題を解決する過程で、「聴く」「纏める」「伝える」力を高めてい
く。同時に、自らの社会的基礎力の向上に取り組み、グループにおける課題解決の活動について他者との関係を
構築し、具体的な解決への貢献の仕方を考え、論理的な思考にもとづいた方法を採用するといった応用的なスキ
ルを身につけていく。
それらの学習スキルをベースに、自分が生活している社会に対する理解を深め、大学での学びが社会とどのよ
うに繋がっているのかを学び、期末には大学初年次学生として自らの学修成果をまとめることができるようにす
る。
到達目標
１．自らの学修成果と社会的基礎力を理解し、その改善と向上に取り組むことができる。
２．個人及びグループでの学習スキルを用いて社会的な課題に取り組むことができる。
３．グループ活動の課題を理解し、その解決に貢献できる。
４．課題に対して論理的に思考し、ICTを応用して解決することができる。
５．大学初年次学生として自らの学びを振り返り、学修成果をまとめることができる。
授業計画
第01回 オリエンテーション 前期成績評価、履修修正、ポートフォリオについて、基礎力セルフチェック（SC）
2nd
第02回 グループ学習１ タクナルEpisode 3「自分の意見を伝える」
第03回 グループワーク１ 学科別課題「個人作業（情報収集）、集団作業（議論）」（学科内共通テーマ、大学
祭企画等）
第04回 グループワーク２ 学科別課題「議論、提案」
第05回 グループワーク３ 学科別課題「個人的総括、集団として総括・発表」
第06回 グループ学習２ タクナルEpisode 6「情報を集めよう」（企画回）
第07回 グループ学習３ タクナルEpisode 7「情報を集めよう」（発表回）
第08回 グループ学習４ タクナルEpisode 9「情報を分析しよう」（企画回）
第09回 グループ学習５ タクナルEpisode 10「情報を分析しよう」（発表回）
第10回 グループ学習６ タクナルEpisode 11「問題提起」（企画回）
第11回 グループ学習７ タクナルEpisode 12「問題提起」（発表回）
第12回 グループ学習８ タクナルEpisode 15「自分と仲間の成長」
第13回 グループワーク４ タクナル体験と学科別課題のまとめ「個人的総括、集団として総括」
第14回 グループワーク５ タクナル体験と学科別課題のまとめ「個人発表、集団発表」
第15回 後期振り返り 学修記録とポートフォリオの作成について、基礎力SC 3rd
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
各回の復習や準備のため毎回3時間ほどの学習が求められる。
またグループ学習やグループワークの発表資料作成のため計15時間ほどを要する。
課題に対するフィードバックの方法
個別面談及びGoogleClassroomなどで課題に関するフィードバックをおこなう。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、授業内に実施される課題と、定期試験に代わるレポートの評価結果に基づき総合的に判定の
うえ60点以上を合格とし、所定の単位を認定する 。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

90

課題への取組・活動への参加

１．２．３．４．

授業外での評価

0

定期試験

0
セミナーⅠｂ（課題解決）

定期試験に代わるレポート等

10

その他

0

テキスト

タクナル

参考書

各担当教員より参考書に関する指示が示される。

授業内での課題の取り組み・学びの振り返りと学修成果
のまとめ

１．２．３．４．５．

履修条件・他の科目との関連 本科目は1年次後期開講の「デジタルリテラシー演習Ⅰ」と関連している。

セミナーⅠｂ（課題解決）

授業コード

10400218

授業種別

授業科目名

セミナーⅠｂ（課題解決）

授業担当教員

木村

真人、林

成績担当教員

木村

真人

開講年次

1年

実務家教員による授業

演習

－

幸史
開講期

後期

単位数

2単位

授業の目的・概要
＜セミナーⅠｂの目的と概要＞
この授業は、大学における学修スタイルの確立を目指した演習授業である。
本授業ではセミナーⅠａにおける学びを継続・発展させ、テキスト及び大学オリジナルテーマよりいくつかの
課題を取り上げ、個人及びグループでその課題を解決する過程で、「聴く」「纏める」「伝える」力を高めてい
く。同時に、自らの社会的基礎力の向上に取り組み、グループにおける課題解決の活動について他者との関係を
構築し、具体的な解決への貢献の仕方を考え、論理的な思考にもとづいた方法を採用するといった応用的なスキ
ルを身につけていく。
それらの学習スキルをベースに、自分が生活している社会に対する理解を深め、大学での学びが社会とどのよ
うに繋がっているのかを学び、期末には大学初年次学生として自らの学修成果をまとめることができるようにす
る。
到達目標
１．自らの学修成果と社会的基礎力を理解し、その改善と向上に取り組むことができる。
２．個人及びグループでの学習スキルを用いて社会的な課題に取り組むことができる。
３．グループ活動の課題を理解し、その解決に貢献できる。
４．課題に対して論理的に思考し、ICTを応用して解決することができる。
５．大学初年次学生として自らの学びを振り返り、学修成果をまとめることができる。
授業計画
第01回 オリエンテーション 前期成績評価、履修修正、ポートフォリオについて、基礎力セルフチェック（SC）
2nd
第02回 グループ学習１ タクナルEpisode 3「自分の意見を伝える」
第03回 グループワーク１ 学科別課題「個人作業（情報収集）、集団作業（議論）」（学科内共通テーマ、大学
祭企画等）
第04回 グループワーク２ 学科別課題「議論、提案」
第05回 グループワーク３ 学科別課題「個人的総括、集団として総括・発表」
第06回 グループ学習２ タクナルEpisode 6「情報を集めよう」（企画回）
第07回 グループ学習３ タクナルEpisode 7「情報を集めよう」（発表回）
第08回 グループ学習４ タクナルEpisode 9「情報を分析しよう」（企画回）
第09回 グループ学習５ タクナルEpisode 10「情報を分析しよう」（発表回）
第10回 グループ学習６ タクナルEpisode 11「問題提起」（企画回）
第11回 グループ学習７ タクナルEpisode 12「問題提起」（発表回）
第12回 グループ学習８ タクナルEpisode 15「自分と仲間の成長」
第13回 グループワーク４ タクナル体験と学科別課題のまとめ「個人的総括、集団として総括」
第14回 グループワーク５ タクナル体験と学科別課題のまとめ「個人発表、集団発表」
第15回 後期振り返り 学修記録とポートフォリオの作成について、基礎力SC 3rd
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
各回の復習や準備のため毎回3時間ほどの学習が求められる。
またグループ学習やグループワークの発表資料作成のため計15時間ほどを要する。
課題に対するフィードバックの方法
個別面談及びGoogleClassroomなどで課題に関するフィードバックをおこなう。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、授業内に実施される課題と、定期試験に代わるレポートの評価結果に基づき総合的に判定の
うえ60点以上を合格とし、所定の単位を認定する 。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

90

課題への取組・活動への参加

１．２．３．４．

授業外での評価

0

定期試験

0
セミナーⅠｂ（課題解決）

定期試験に代わるレポート等

10

その他

0

テキスト

タクナル

参考書

各担当教員より参考書に関する指示が示される。

授業内での課題の取り組み・学びの振り返りと学修成果
のまとめ

１．２．３．４．５．

履修条件・他の科目との関連 本科目は1年次後期開講の「デジタルリテラシー演習Ⅰ」と関連している。

セミナーⅠｂ（課題解決）

授業コード

10400219

授業種別

授業科目名

セミナーⅠｂ（課題解決）

授業担当教員

山本

明志、上原

成績担当教員

山本

明志

開講年次

1年

実務家教員による授業

演習

－

健太郎
開講期

後期

単位数

2単位

授業の目的・概要
＜セミナーⅠｂの目的と概要＞
この授業は、大学における学修スタイルの確立を目指した演習授業である。
本授業ではセミナーⅠａにおける学びを継続・発展させ、テキスト及び大学オリジナルテーマよりいくつかの
課題を取り上げ、個人及びグループでその課題を解決する過程で、「聴く」「纏める」「伝える」力を高めてい
く。同時に、自らの社会的基礎力の向上に取り組み、グループにおける課題解決の活動について他者との関係を
構築し、具体的な解決への貢献の仕方を考え、論理的な思考にもとづいた方法を採用するといった応用的なスキ
ルを身につけていく。
それらの学習スキルをベースに、自分が生活している社会に対する理解を深め、大学での学びが社会とどのよ
うに繋がっているのかを学び、期末には大学初年次学生として自らの学修成果をまとめることができるようにす
る。
到達目標
１．自らの学修成果と社会的基礎力を理解し、その改善と向上に取り組むことができる。
２．個人及びグループでの学習スキルを用いて社会的な課題に取り組むことができる。
３．グループ活動の課題を理解し、その解決に貢献できる。
４．課題に対して論理的に思考し、ICTを応用して解決することができる。
５．大学初年次学生として自らの学びを振り返り、学修成果をまとめることができる。
授業計画
第01回 オリエンテーション 前期成績評価、履修修正、ポートフォリオについて、基礎力セルフチェック（SC）
2nd
第02回 グループ学習１ タクナルEpisode 3「自分の意見を伝える」
第03回 グループワーク１ 学科別課題「個人作業（情報収集）、集団作業（議論）」（学科内共通テーマ、大学
祭企画等）
第04回 グループワーク２ 学科別課題「議論、提案」
第05回 グループワーク３ 学科別課題「個人的総括、集団として総括・発表」
第06回 グループ学習２ タクナルEpisode 6「情報を集めよう」（企画回）
第07回 グループ学習３ タクナルEpisode 7「情報を集めよう」（発表回）
第08回 グループ学習４ タクナルEpisode 9「情報を分析しよう」（企画回）
第09回 グループ学習５ タクナルEpisode 10「情報を分析しよう」（発表回）
第10回 グループ学習６ タクナルEpisode 11「問題提起」（企画回）
第11回 グループ学習７ タクナルEpisode 12「問題提起」（発表回）
第12回 グループ学習８ タクナルEpisode 15「自分と仲間の成長」
第13回 グループワーク４ タクナル体験と学科別課題のまとめ「個人的総括、集団として総括」
第14回 グループワーク５ タクナル体験と学科別課題のまとめ「個人発表、集団発表」
第15回 後期振り返り 学修記録とポートフォリオの作成について、基礎力SC 3rd
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
各回の復習や準備のため毎回3時間ほどの学習が求められる。
またグループ学習やグループワークの発表資料作成のため計15時間ほどを要する。
課題に対するフィードバックの方法
個別面談及びGoogleClassroomなどで課題に関するフィードバックをおこなう。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、授業内に実施される課題と、定期試験に代わるレポートの評価結果に基づき総合的に判定の
うえ60点以上を合格とし、所定の単位を認定する 。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

90

課題への取組・活動への参加

１．２．３．４．

授業外での評価

0

定期試験

0
セミナーⅠｂ（課題解決）

定期試験に代わるレポート等

10

その他

0

テキスト

タクナル

参考書

各担当教員より参考書に関する指示が示される。

授業内での課題の取り組み・学びの振り返りと学修成果
のまとめ

１．２．３．４．５．

履修条件・他の科目との関連 本科目は1年次後期開講の「デジタルリテラシー演習Ⅰ」と関連している。

セミナーⅠｂ（課題解決）

授業コード

10400220

授業種別

授業科目名

セミナーⅠｂ（課題解決）

授業担当教員

山本

幸一、西岡

成績担当教員

山本

幸一

開講年次

1年

実務家教員による授業

演習

－

ゆかり
開講期

後期

単位数

2単位

授業の目的・概要
＜セミナーⅠｂの目的と概要＞
この授業は、大学における学修スタイルの確立を目指した演習授業である。
本授業ではセミナーⅠａにおける学びを継続・発展させ、テキスト及び大学オリジナルテーマよりいくつかの
課題を取り上げ、個人及びグループでその課題を解決する過程で、「聴く」「纏める」「伝える」力を高めてい
く。同時に、自らの社会的基礎力の向上に取り組み、グループにおける課題解決の活動について他者との関係を
構築し、具体的な解決への貢献の仕方を考え、論理的な思考にもとづいた方法を採用するといった応用的なスキ
ルを身につけていく。
それらの学習スキルをベースに、自分が生活している社会に対する理解を深め、大学での学びが社会とどのよ
うに繋がっているのかを学び、期末には大学初年次学生として自らの学修成果をまとめることができるようにす
る。
到達目標
１．自らの学修成果と社会的基礎力を理解し、その改善と向上に取り組むことができる。
２．個人及びグループでの学習スキルを用いて社会的な課題に取り組むことができる。
３．グループ活動の課題を理解し、その解決に貢献できる。
４．課題に対して論理的に思考し、ICTを応用して解決することができる。
５．大学初年次学生として自らの学びを振り返り、学修成果をまとめることができる。
授業計画
第01回 オリエンテーション 前期成績評価、履修修正、ポートフォリオについて、基礎力セルフチェック（SC）
2nd
第02回 グループ学習１ タクナルEpisode 3「自分の意見を伝える」
第03回 グループワーク１ 学科別課題「個人作業（情報収集）、集団作業（議論）」（学科内共通テーマ、大学
祭企画等）
第04回 グループワーク２ 学科別課題「議論、提案」
第05回 グループワーク３ 学科別課題「個人的総括、集団として総括・発表」
第06回 グループ学習２ タクナルEpisode 6「情報を集めよう」（企画回）
第07回 グループ学習３ タクナルEpisode 7「情報を集めよう」（発表回）
第08回 グループ学習４ タクナルEpisode 9「情報を分析しよう」（企画回）
第09回 グループ学習５ タクナルEpisode 10「情報を分析しよう」（発表回）
第10回 グループ学習６ タクナルEpisode 11「問題提起」（企画回）
第11回 グループ学習７ タクナルEpisode 12「問題提起」（発表回）
第12回 グループ学習８ タクナルEpisode 15「自分と仲間の成長」
第13回 グループワーク４ タクナル体験と学科別課題のまとめ「個人的総括、集団として総括」
第14回 グループワーク５ タクナル体験と学科別課題のまとめ「個人発表、集団発表」
第15回 後期振り返り 学修記録とポートフォリオの作成について、基礎力SC 3rd
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
各回の復習や準備のため毎回3時間ほどの学習が求められる。
またグループ学習やグループワークの発表資料作成のため計15時間ほどを要する。
課題に対するフィードバックの方法
個別面談及びGoogleClassroomなどで課題に関するフィードバックをおこなう。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、授業内に実施される課題と、定期試験に代わるレポートの評価結果に基づき総合的に判定の
うえ60点以上を合格とし、所定の単位を認定する 。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

90

課題への取組・活動への参加

１．２．３．４．

授業外での評価

0

定期試験

0
セミナーⅠｂ（課題解決）

定期試験に代わるレポート等

10

その他

0

テキスト

タクナル

参考書

各担当教員より参考書に関する指示が示される。

授業内での課題の取り組み・学びの振り返りと学修成果
のまとめ

１．２．３．４．５．

履修条件・他の科目との関連 本科目は1年次後期開講の「デジタルリテラシー演習Ⅰ」と関連している。

セミナーⅠｂ（課題解決）

授業コード

10400221

授業種別

授業科目名

セミナーⅠｂ（課題解決）

授業担当教員

西村

真由子、柴嵜

成績担当教員

西村

真由子

開講年次

1年

実務家教員による授業

演習

－

雅子
開講期

後期

単位数

2単位

授業の目的・概要
＜セミナーⅠｂの目的と概要＞
この授業は、大学における学修スタイルの確立を目指した演習授業である。
本授業ではセミナーⅠａにおける学びを継続・発展させ、テキスト及び大学オリジナルテーマよりいくつかの
課題を取り上げ、個人及びグループでその課題を解決する過程で、「聴く」「纏める」「伝える」力を高めてい
く。同時に、自らの社会的基礎力の向上に取り組み、グループにおける課題解決の活動について他者との関係を
構築し、具体的な解決への貢献の仕方を考え、論理的な思考にもとづいた方法を採用するといった応用的なスキ
ルを身につけていく。
それらの学習スキルをベースに、自分が生活している社会に対する理解を深め、大学での学びが社会とどのよ
うに繋がっているのかを学び、期末には大学初年次学生として自らの学修成果をまとめることができるようにす
る。
到達目標
１．自らの学修成果と社会的基礎力を理解し、その改善と向上に取り組むことができる。
２．個人及びグループでの学習スキルを用いて社会的な課題に取り組むことができる。
３．グループ活動の課題を理解し、その解決に貢献できる。
４．課題に対して論理的に思考し、ICTを応用して解決することができる。
５．大学初年次学生として自らの学びを振り返り、学修成果をまとめることができる。
授業計画
第01回 オリエンテーション 前期成績評価、履修修正、ポートフォリオについて、基礎力セルフチェック（SC）
2nd
第02回 グループ学習１ タクナルEpisode 3「自分の意見を伝える」
第03回 グループワーク１ 学科別課題「個人作業（情報収集）、集団作業（議論）」（学科内共通テーマ、大学
祭企画等）
第04回 グループワーク２ 学科別課題「議論、提案」
第05回 グループワーク３ 学科別課題「個人的総括、集団として総括・発表」
第06回 グループ学習２ タクナルEpisode 6「情報を集めよう」（企画回）
第07回 グループ学習３ タクナルEpisode 7「情報を集めよう」（発表回）
第08回 グループ学習４ タクナルEpisode 9「情報を分析しよう」（企画回）
第09回 グループ学習５ タクナルEpisode 10「情報を分析しよう」（発表回）
第10回 グループ学習６ タクナルEpisode 11「問題提起」（企画回）
第11回 グループ学習７ タクナルEpisode 12「問題提起」（発表回）
第12回 グループ学習８ タクナルEpisode 15「自分と仲間の成長」
第13回 グループワーク４ タクナル体験と学科別課題のまとめ「個人的総括、集団として総括」
第14回 グループワーク５ タクナル体験と学科別課題のまとめ「個人発表、集団発表」
第15回 後期振り返り 学修記録とポートフォリオの作成について、基礎力SC 3rd
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
各回の復習や準備のため毎回3時間ほどの学習が求められる。
またグループ学習やグループワークの発表資料作成のため計15時間ほどを要する。
課題に対するフィードバックの方法
個別面談及びGoogleClassroomなどで課題に関するフィードバックをおこなう。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、授業内に実施される課題と、定期試験に代わるレポートの評価結果に基づき総合的に判定の
うえ60点以上を合格とし、所定の単位を認定する 。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

90

課題への取組・活動への参加

１．２．３．４．

授業外での評価

0

定期試験

0
セミナーⅠｂ（課題解決）

定期試験に代わるレポート等

10

その他

0

テキスト

タクナル

参考書

各担当教員より参考書に関する指示が示される。

授業内での課題の取り組み・学びの振り返りと学修成果
のまとめ

１．２．３．４．５．

履修条件・他の科目との関連 本科目は1年次後期開講の「デジタルリテラシー演習Ⅰ」と関連している。

セミナーⅠｂ（課題解決）

授業コード

10400222

授業種別

授業科目名

セミナーⅠｂ（課題解決）

授業担当教員

山本

明志、高山

成績担当教員

山本

明志

開講年次

1年

実務家教員による授業

演習

－

昌子
開講期

後期

単位数

2単位

授業の目的・概要
＜セミナーⅠｂの目的と概要＞
この授業は、大学における学修スタイルの確立を目指した演習授業である。
本授業ではセミナーⅠａにおける学びを継続・発展させ、テキスト及び大学オリジナルテーマよりいくつかの
課題を取り上げ、個人及びグループでその課題を解決する過程で、「聴く」「纏める」「伝える」力を高めてい
く。同時に、自らの社会的基礎力の向上に取り組み、グループにおける課題解決の活動について他者との関係を
構築し、具体的な解決への貢献の仕方を考え、論理的な思考にもとづいた方法を採用するといった応用的なスキ
ルを身につけていく。
それらの学習スキルをベースに、自分が生活している社会に対する理解を深め、大学での学びが社会とどのよ
うに繋がっているのかを学び、期末には大学初年次学生として自らの学修成果をまとめることができるようにす
る。
到達目標
１．自らの学修成果と社会的基礎力を理解し、その改善と向上に取り組むことができる。
２．個人及びグループでの学習スキルを用いて社会的な課題に取り組むことができる。
３．グループ活動の課題を理解し、その解決に貢献できる。
４．課題に対して論理的に思考し、ICTを応用して解決することができる。
５．大学初年次学生として自らの学びを振り返り、学修成果をまとめることができる。
授業計画
第01回 オリエンテーション 前期成績評価、履修修正、ポートフォリオについて、基礎力セルフチェック（SC）
2nd
第02回 グループ学習１ タクナルEpisode 3「自分の意見を伝える」
第03回 グループワーク１ 学科別課題「個人作業（情報収集）、集団作業（議論）」（学科内共通テーマ、大学
祭企画等）
第04回 グループワーク２ 学科別課題「議論、提案」
第05回 グループワーク３ 学科別課題「個人的総括、集団として総括・発表」
第06回 グループ学習２ タクナルEpisode 6「情報を集めよう」（企画回）
第07回 グループ学習３ タクナルEpisode 7「情報を集めよう」（発表回）
第08回 グループ学習４ タクナルEpisode 9「情報を分析しよう」（企画回）
第09回 グループ学習５ タクナルEpisode 10「情報を分析しよう」（発表回）
第10回 グループ学習６ タクナルEpisode 11「問題提起」（企画回）
第11回 グループ学習７ タクナルEpisode 12「問題提起」（発表回）
第12回 グループ学習８ タクナルEpisode 15「自分と仲間の成長」
第13回 グループワーク４ タクナル体験と学科別課題のまとめ「個人的総括、集団として総括」
第14回 グループワーク５ タクナル体験と学科別課題のまとめ「個人発表、集団発表」
第15回 後期振り返り 学修記録とポートフォリオの作成について、基礎力SC 3rd
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
各回の復習や準備のため毎回3時間ほどの学習が求められる。
またグループ学習やグループワークの発表資料作成のため計15時間ほどを要する。
課題に対するフィードバックの方法
個別面談及びGoogleClassroomなどで課題に関するフィードバックをおこなう。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、授業内に実施される課題と、定期試験に代わるレポートの評価結果に基づき総合的に判定の
うえ60点以上を合格とし、所定の単位を認定する 。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

90

課題への取組・活動への参加

１．２．３．４．

授業外での評価

0

定期試験

0
セミナーⅠｂ（課題解決）

定期試験に代わるレポート等

10

その他

0

テキスト

タクナル

参考書

各担当教員より参考書に関する指示が示される。

授業内での課題の取り組み・学びの振り返りと学修成果
のまとめ

１．２．３．４．５．

履修条件・他の科目との関連 本科目は1年次後期開講の「デジタルリテラシー演習Ⅰ」と関連している。

セミナーⅠｂ（課題解決）

授業コード

10400609

授業種別

授業科目名

教養演習

授業担当教員

青砥

正壽、衛藤

成績担当教員

青砥

正壽

開講年次

1年

恵理香、中村

実務家教員による授業

演習

－

昌子

開講期

前期

単位数

1単位

授業の目的・概要
＜教養演習の目的＞
大学生として必須の基本的な技能（スキル）である「文章読解、文章表現、数的処理」は教養を修得する根幹
であると捉え、それを身につけることを目的とした授業である。基本的技能である日本語を用いたコミュニケー
ション・スキル及び数的処理や統計図表読解に関わるスキルを大学初年次の間で適切に運用できること、そして
これらのスキルが礎となり今後本学での専門教育で必要となる専門的スキルや進路先となる社会で求められる高
度なスキルの修得が容易になることも目指している。
＜教養演習の概要＞
授業は、それぞれのスキルに関する専門の複数教員がオムニバスで授業を担当する形式である。また、各教員
から指定される授業内容の予習復習や本学のドリル教材を用いた学習など事前事後の学習を重視する。
さらに、本授業の学習成果目標に到達しそうにない場合は学修支援プログラムと連携して、これらの基本スキ
ルを必ず修得するための補習機会を準備している。
到達目標
１．論理的に思考することができる
２．筋道を立てて説明することができる
３．文章を読み解くことができる
４．学術的文章を書くことができる
５．表・グラフなどの統計資料を読み解くことができる
授業計画
＜文章読解の基礎＞
担当：中村昌子
第1回：情報の整理 （文章の構造の理解）
第2回：文章の理解の基本 （記述と説明の区別、事実と意見の区別）
第3回：文章を読み解く （パラグラフの理解と分析）
第4回：文章を要約する （パラグラフの要点の整理）
第5回：文章を解釈する （パラグラフの関係の理解）
＜文章表現の基礎＞
担当：村田菜穂子
第1回：説明する （漏れや重複をさける、わかりやすい記述の順序）
第2回：Ｅメールの書き方 （書き方の基本、連絡する、返信を求める）
第3回：大学生のレポートとは （アカデミックワードの使用、事実と意見の区別）
第4回：アカデミック・ライティングとは （先行研究を踏まえる、レポートの基本構成）
第5回：レポートにおける決まりごと （引用の方法、注のつけ方、参考文献リストの書き方）
＜数的処理の基礎＞
担当：青砥正壽
第1回：論理表の活用 （文章の内容を表で整理し、論理的に正しい関係を導く）
第2回：推論 （3段論法や論理式を活用し、論理的に物事を推理する）
第3回：集合と論理 （集合論のベン図などを用いて、論理的に物事の関係性を導く）
第4回：表とグラフの基礎 （表やグラフの見方など、統計の基礎を学ぶ）
第5回：表とグラフの読み取り （表やグラフから統計データを読み取る）
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
各担当教員より事前事後の学習の内容が示される。
課題に対するフィードバックの方法
各担当教員より課題に対するフィードバックの方法が示される。
成績評価の方法・基準（方針）
各担当教員より「授業内での評価」の方法・基準（方針）が示される。
「定期試験に代わるレポート」の提出は、単位取得の必要条件である。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標
教養演習

授業内での評価

90

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

10

その他

0

テキスト

なし

参考書

各担当教員より参考書に関する指示が示される。

担当教員3名×30

１．２．３．４．５．

10

１．２．３．４．５．

履修条件・他の科目との関連 3名の担当教員によるオムニバス科目であるので、課題に関する指示や提出の方法が異なるので注
意すること。また、本科目はセミナーⅠa（課題解決）、セミナーⅠb（課題解決）と関連している。

教養演習

授業コード

10400610

授業種別

授業科目名

教養演習

授業担当教員

中村

昌子、青砥

成績担当教員

中村

昌子

開講年次

1年

正壽、衛藤

実務家教員による授業

演習

－

恵理香

開講期

前期

単位数

1単位

授業の目的・概要
＜教養演習の目的＞
大学生として必須の基本的な技能（スキル）である「文章読解、文章表現、数的処理」は教養を修得する根幹
であると捉え、それを身につけることを目的とした授業である。基本的技能である日本語を用いたコミュニケー
ション・スキル及び数的処理や統計図表読解に関わるスキルを大学初年次の間で適切に運用できること、そして
これらのスキルが礎となり今後本学での専門教育で必要となる専門的スキルや進路先となる社会で求められる高
度なスキルの修得が容易になることも目指している。
＜教養演習の概要＞
授業は、それぞれのスキルに関する専門の複数教員がオムニバスで授業を担当する形式である。また、各教員
から指定される授業内容の予習復習や本学のドリル教材を用いた学習など事前事後の学習を重視する。
さらに、本授業の学習成果目標に到達しそうにない場合は学修支援プログラムと連携して、これらの基本スキ
ルを必ず修得するための補習機会を準備している。
到達目標
１．論理的に思考することができる
２．筋道を立てて説明することができる
３．文章を読み解くことができる
４．学術的文章を書くことができる
５．表・グラフなどの統計資料を読み解くことができる
授業計画
＜文章読解の基礎＞
担当：中村昌子
第1回：情報の整理 （文章の構造の理解）
第2回：文章の理解の基本 （記述と説明の区別、事実と意見の区別）
第3回：文章を読み解く （パラグラフの理解と分析）
第4回：文章を要約する （パラグラフの要点の整理）
第5回：文章を解釈する （パラグラフの関係の理解）
＜文章表現の基礎＞
担当：村田菜穂子
第1回：説明する （漏れや重複をさける、わかりやすい記述の順序）
第2回：Ｅメールの書き方 （書き方の基本、連絡する、返信を求める）
第3回：大学生のレポートとは （アカデミックワードの使用、事実と意見の区別）
第4回：アカデミック・ライティングとは （先行研究を踏まえる、レポートの基本構成）
第5回：レポートにおける決まりごと （引用の方法、注のつけ方、参考文献リストの書き方）
＜数的処理の基礎＞
担当：青砥正壽
第1回：論理表の活用 （文章の内容を表で整理し、論理的に正しい関係を導く）
第2回：推論 （3段論法や論理式を活用し、論理的に物事を推理する）
第3回：集合と論理 （集合論のベン図などを用いて、論理的に物事の関係性を導く）
第4回：表とグラフの基礎 （表やグラフの見方など、統計の基礎を学ぶ）
第5回：表とグラフの読み取り （表やグラフから統計データを読み取る）
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
各担当教員より事前事後の学習の内容が示される。
課題に対するフィードバックの方法
各担当教員より課題に対するフィードバックの方法が示される。
成績評価の方法・基準（方針）
各担当教員より「授業内での評価」の方法・基準（方針）が示される。
「定期試験に代わるレポート」の提出は、単位取得の必要条件である。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標
教養演習

授業内での評価

90

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

10

その他

0

テキスト

なし

参考書

各担当教員より参考書に関する指示が示される。

担当教員3名×30

１．２．３．４．５．

10

１．２．３．４．５．

履修条件・他の科目との関連 3名の担当教員によるオムニバス科目であるので、課題に関する指示や提出の方法が異なるので注
意すること。また、本科目はセミナーⅠa（課題解決）、セミナーⅠb（課題解決）と関連している。

教養演習

授業コード

10400611

授業種別

授業科目名

教養演習

授業担当教員

青砥

正壽、衛藤

成績担当教員

青砥

正壽

開講年次

1年

恵理香、中村

実務家教員による授業

演習

－

昌子

開講期

前期

単位数

1単位

授業の目的・概要
＜教養演習の目的＞
大学生として必須の基本的な技能（スキル）である「文章読解、文章表現、数的処理」は教養を修得する根幹
であると捉え、それを身につけることを目的とした授業である。基本的技能である日本語を用いたコミュニケー
ション・スキル及び数的処理や統計図表読解に関わるスキルを大学初年次の間で適切に運用できること、そして
これらのスキルが礎となり今後本学での専門教育で必要となる専門的スキルや進路先となる社会で求められる高
度なスキルの修得が容易になることも目指している。
＜教養演習の概要＞
授業は、それぞれのスキルに関する専門の複数教員がオムニバスで授業を担当する形式である。また、各教員
から指定される授業内容の予習復習や本学のドリル教材を用いた学習など事前事後の学習を重視する。
さらに、本授業の学習成果目標に到達しそうにない場合は学修支援プログラムと連携して、これらの基本スキ
ルを必ず修得するための補習機会を準備している。
到達目標
１．論理的に思考することができる
２．筋道を立てて説明することができる
３．文章を読み解くことができる
４．学術的文章を書くことができる
５．表・グラフなどの統計資料を読み解くことができる
授業計画
＜文章読解の基礎＞
担当：中村昌子
第1回：情報の整理 （文章の構造の理解）
第2回：文章の理解の基本 （記述と説明の区別、事実と意見の区別）
第3回：文章を読み解く （パラグラフの理解と分析）
第4回：文章を要約する （パラグラフの要点の整理）
第5回：文章を解釈する （パラグラフの関係の理解）
＜文章表現の基礎＞
担当：村田菜穂子
第1回：説明する （漏れや重複をさける、わかりやすい記述の順序）
第2回：Ｅメールの書き方 （書き方の基本、連絡する、返信を求める）
第3回：大学生のレポートとは （アカデミックワードの使用、事実と意見の区別）
第4回：アカデミック・ライティングとは （先行研究を踏まえる、レポートの基本構成）
第5回：レポートにおける決まりごと （引用の方法、注のつけ方、参考文献リストの書き方）
＜数的処理の基礎＞
担当：青砥正壽
第1回：論理表の活用 （文章の内容を表で整理し、論理的に正しい関係を導く）
第2回：推論 （3段論法や論理式を活用し、論理的に物事を推理する）
第3回：集合と論理 （集合論のベン図などを用いて、論理的に物事の関係性を導く）
第4回：表とグラフの基礎 （表やグラフの見方など、統計の基礎を学ぶ）
第5回：表とグラフの読み取り （表やグラフから統計データを読み取る）
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
各担当教員より事前事後の学習の内容が示される。
課題に対するフィードバックの方法
各担当教員より課題に対するフィードバックの方法が示される。
成績評価の方法・基準（方針）
各担当教員より「授業内での評価」の方法・基準（方針）が示される。
「定期試験に代わるレポート」の提出は、単位取得の必要条件である。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標
教養演習

授業内での評価

90

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

10

その他

0

テキスト

なし

参考書

各担当教員より参考書に関する指示が示される。

担当教員3名×30

１．２．３．４．５．

10

１．２．３．４．５．

履修条件・他の科目との関連 3名の担当教員によるオムニバス科目であるので、課題に関する指示や提出の方法が異なるので注
意すること。また、本科目はセミナーⅠa（課題解決）、セミナーⅠb（課題解決）と関連している。

教養演習

授業コード

10400612

授業種別

授業科目名

教養演習

授業担当教員

中村

昌子、青砥

成績担当教員

中村

昌子

開講年次

1年

正壽、衛藤

実務家教員による授業

演習

－

恵理香

開講期

前期

単位数

1単位

授業の目的・概要
＜教養演習の目的＞
大学生として必須の基本的な技能（スキル）である「文章読解、文章表現、数的処理」は教養を修得する根幹
であると捉え、それを身につけることを目的とした授業である。基本的技能である日本語を用いたコミュニケー
ション・スキル及び数的処理や統計図表読解に関わるスキルを大学初年次の間で適切に運用できること、そして
これらのスキルが礎となり今後本学での専門教育で必要となる専門的スキルや進路先となる社会で求められる高
度なスキルの修得が容易になることも目指している。
＜教養演習の概要＞
授業は、それぞれのスキルに関する専門の複数教員がオムニバスで授業を担当する形式である。また、各教員
から指定される授業内容の予習復習や本学のドリル教材を用いた学習など事前事後の学習を重視する。
さらに、本授業の学習成果目標に到達しそうにない場合は学修支援プログラムと連携して、これらの基本スキ
ルを必ず修得するための補習機会を準備している。
到達目標
１．論理的に思考することができる
２．筋道を立てて説明することができる
３．文章を読み解くことができる
４．学術的文章を書くことができる
５．表・グラフなどの統計資料を読み解くことができる
授業計画
＜文章読解の基礎＞
担当：中村昌子
第1回：情報の整理 （文章の構造の理解）
第2回：文章の理解の基本 （記述と説明の区別、事実と意見の区別）
第3回：文章を読み解く （パラグラフの理解と分析）
第4回：文章を要約する （パラグラフの要点の整理）
第5回：文章を解釈する （パラグラフの関係の理解）
＜文章表現の基礎＞
担当：村田菜穂子
第1回：説明する （漏れや重複をさける、わかりやすい記述の順序）
第2回：Ｅメールの書き方 （書き方の基本、連絡する、返信を求める）
第3回：大学生のレポートとは （アカデミックワードの使用、事実と意見の区別）
第4回：アカデミック・ライティングとは （先行研究を踏まえる、レポートの基本構成）
第5回：レポートにおける決まりごと （引用の方法、注のつけ方、参考文献リストの書き方）
＜数的処理の基礎＞
担当：青砥正壽
第1回：論理表の活用 （文章の内容を表で整理し、論理的に正しい関係を導く）
第2回：推論 （3段論法や論理式を活用し、論理的に物事を推理する）
第3回：集合と論理 （集合論のベン図などを用いて、論理的に物事の関係性を導く）
第4回：表とグラフの基礎 （表やグラフの見方など、統計の基礎を学ぶ）
第5回：表とグラフの読み取り （表やグラフから統計データを読み取る）
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
各担当教員より事前事後の学習の内容が示される。
課題に対するフィードバックの方法
各担当教員より課題に対するフィードバックの方法が示される。
成績評価の方法・基準（方針）
各担当教員より「授業内での評価」の方法・基準（方針）が示される。
「定期試験に代わるレポート」の提出は、単位取得の必要条件である。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標
教養演習

授業内での評価

90

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

10

その他

0

テキスト

なし

参考書

各担当教員より参考書に関する指示が示される。

担当教員3名×30

１．２．３．４．５．

10

１．２．３．４．５．

履修条件・他の科目との関連 3名の担当教員によるオムニバス科目であるので、課題に関する指示や提出の方法が異なるので注
意すること。また、本科目はセミナーⅠa（課題解決）、セミナーⅠb（課題解決）と関連している。

教養演習

授業コード

10400613

授業種別

授業科目名

教養演習

授業担当教員

中村

昌子、青砥

成績担当教員

中村

昌子

開講年次

1年

正壽、衛藤

実務家教員による授業

演習

－

恵理香

開講期

前期

単位数

1単位

授業の目的・概要
＜教養演習の目的＞
大学生として必須の基本的な技能（スキル）である「文章読解、文章表現、数的処理」は教養を修得する根幹
であると捉え、それを身につけることを目的とした授業である。基本的技能である日本語を用いたコミュニケー
ション・スキル及び数的処理や統計図表読解に関わるスキルを大学初年次の間で適切に運用できること、そして
これらのスキルが礎となり今後本学での専門教育で必要となる専門的スキルや進路先となる社会で求められる高
度なスキルの修得が容易になることも目指している。
＜教養演習の概要＞
授業は、それぞれのスキルに関する専門の複数教員がオムニバスで授業を担当する形式である。また、各教員
から指定される授業内容の予習復習や本学のドリル教材を用いた学習など事前事後の学習を重視する。
さらに、本授業の学習成果目標に到達しそうにない場合は学修支援プログラムと連携して、これらの基本スキ
ルを必ず修得するための補習機会を準備している。
到達目標
１．論理的に思考することができる
２．筋道を立てて説明することができる
３．文章を読み解くことができる
４．学術的文章を書くことができる
５．表・グラフなどの統計資料を読み解くことができる
授業計画
＜文章読解の基礎＞
担当：中村昌子
第1回：情報の整理 （文章の構造の理解）
第2回：文章の理解の基本 （記述と説明の区別、事実と意見の区別）
第3回：文章を読み解く （パラグラフの理解と分析）
第4回：文章を要約する （パラグラフの要点の整理）
第5回：文章を解釈する （パラグラフの関係の理解）
＜文章表現の基礎＞
担当：村田菜穂子
第1回：説明する （漏れや重複をさける、わかりやすい記述の順序）
第2回：Ｅメールの書き方 （書き方の基本、連絡する、返信を求める）
第3回：大学生のレポートとは （アカデミックワードの使用、事実と意見の区別）
第4回：アカデミック・ライティングとは （先行研究を踏まえる、レポートの基本構成）
第5回：レポートにおける決まりごと （引用の方法、注のつけ方、参考文献リストの書き方）
＜数的処理の基礎＞
担当：青砥正壽
第1回：論理表の活用 （文章の内容を表で整理し、論理的に正しい関係を導く）
第2回：推論 （3段論法や論理式を活用し、論理的に物事を推理する）
第3回：集合と論理 （集合論のベン図などを用いて、論理的に物事の関係性を導く）
第4回：表とグラフの基礎 （表やグラフの見方など、統計の基礎を学ぶ）
第5回：表とグラフの読み取り （表やグラフから統計データを読み取る）
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
各担当教員より事前事後の学習の内容が示される。
課題に対するフィードバックの方法
各担当教員より課題に対するフィードバックの方法が示される。
成績評価の方法・基準（方針）
各担当教員より「授業内での評価」の方法・基準（方針）が示される。
「定期試験に代わるレポート」の提出は、単位取得の必要条件である。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標
教養演習

授業内での評価

90

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

10

その他

0

テキスト

なし

参考書

各担当教員より参考書に関する指示が示される。

担当教員3名×30

１．２．３．４．５．

10

１．２．３．４．５．

履修条件・他の科目との関連 3名の担当教員によるオムニバス科目であるので、課題に関する指示や提出の方法が異なるので注
意すること。また、本科目はセミナーⅠa（課題解決）、セミナーⅠb（課題解決）と関連している。

教養演習

授業コード

10400614

授業種別

授業科目名

教養演習

授業担当教員

青砥

正壽、衛藤

成績担当教員

青砥

正壽

開講年次

1年

恵理香、中村

実務家教員による授業

演習

－

昌子

開講期

前期

単位数

1単位

授業の目的・概要
＜教養演習の目的＞
大学生として必須の基本的な技能（スキル）である「文章読解、文章表現、数的処理」は教養を修得する根幹
であると捉え、それを身につけることを目的とした授業である。基本的技能である日本語を用いたコミュニケー
ション・スキル及び数的処理や統計図表読解に関わるスキルを大学初年次の間で適切に運用できること、そして
これらのスキルが礎となり今後本学での専門教育で必要となる専門的スキルや進路先となる社会で求められる高
度なスキルの修得が容易になることも目指している。
＜教養演習の概要＞
授業は、それぞれのスキルに関する専門の複数教員がオムニバスで授業を担当する形式である。また、各教員
から指定される授業内容の予習復習や本学のドリル教材を用いた学習など事前事後の学習を重視する。
さらに、本授業の学習成果目標に到達しそうにない場合は学修支援プログラムと連携して、これらの基本スキ
ルを必ず修得するための補習機会を準備している。
到達目標
１．論理的に思考することができる
２．筋道を立てて説明することができる
３．文章を読み解くことができる
４．学術的文章を書くことができる
５．表・グラフなどの統計資料を読み解くことができる
授業計画
＜文章読解の基礎＞
担当：中村昌子
第1回：情報の整理 （文章の構造の理解）
第2回：文章の理解の基本 （記述と説明の区別、事実と意見の区別）
第3回：文章を読み解く （パラグラフの理解と分析）
第4回：文章を要約する （パラグラフの要点の整理）
第5回：文章を解釈する （パラグラフの関係の理解）
＜文章表現の基礎＞
担当：村田菜穂子
第1回：説明する （漏れや重複をさける、わかりやすい記述の順序）
第2回：Ｅメールの書き方 （書き方の基本、連絡する、返信を求める）
第3回：大学生のレポートとは （アカデミックワードの使用、事実と意見の区別）
第4回：アカデミック・ライティングとは （先行研究を踏まえる、レポートの基本構成）
第5回：レポートにおける決まりごと （引用の方法、注のつけ方、参考文献リストの書き方）
＜数的処理の基礎＞
担当：青砥正壽
第1回：論理表の活用 （文章の内容を表で整理し、論理的に正しい関係を導く）
第2回：推論 （3段論法や論理式を活用し、論理的に物事を推理する）
第3回：集合と論理 （集合論のベン図などを用いて、論理的に物事の関係性を導く）
第4回：表とグラフの基礎 （表やグラフの見方など、統計の基礎を学ぶ）
第5回：表とグラフの読み取り （表やグラフから統計データを読み取る）
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
各担当教員より事前事後の学習の内容が示される。
課題に対するフィードバックの方法
各担当教員より課題に対するフィードバックの方法が示される。
成績評価の方法・基準（方針）
各担当教員より「授業内での評価」の方法・基準（方針）が示される。
「定期試験に代わるレポート」の提出は、単位取得の必要条件である。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標
教養演習

授業内での評価

90

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

10

その他

0

テキスト

なし

参考書

各担当教員より参考書に関する指示が示される。

担当教員3名×30

１．２．３．４．５．

10

１．２．３．４．５．

履修条件・他の科目との関連 3名の担当教員によるオムニバス科目であるので、課題に関する指示や提出の方法が異なるので注
意すること。また、本科目はセミナーⅠa（課題解決）、セミナーⅠb（課題解決）と関連している。

教養演習

授業コード

10400615

授業種別

授業科目名

教養演習

授業担当教員

中村

昌子、青砥

成績担当教員

中村

昌子

開講年次

1年

正壽、衛藤

実務家教員による授業

演習

－

恵理香

開講期

前期

単位数

1単位

授業の目的・概要
＜教養演習の目的＞
大学生として必須の基本的な技能（スキル）である「文章読解、文章表現、数的処理」は教養を修得する根幹
であると捉え、それを身につけることを目的とした授業である。基本的技能である日本語を用いたコミュニケー
ション・スキル及び数的処理や統計図表読解に関わるスキルを大学初年次の間で適切に運用できること、そして
これらのスキルが礎となり今後本学での専門教育で必要となる専門的スキルや進路先となる社会で求められる高
度なスキルの修得が容易になることも目指している。
＜教養演習の概要＞
授業は、それぞれのスキルに関する専門の複数教員がオムニバスで授業を担当する形式である。また、各教員
から指定される授業内容の予習復習や本学のドリル教材を用いた学習など事前事後の学習を重視する。
さらに、本授業の学習成果目標に到達しそうにない場合は学修支援プログラムと連携して、これらの基本スキ
ルを必ず修得するための補習機会を準備している。
到達目標
１．論理的に思考することができる
２．筋道を立てて説明することができる
３．文章を読み解くことができる
４．学術的文章を書くことができる
５．表・グラフなどの統計資料を読み解くことができる
授業計画
＜文章読解の基礎＞
担当：中村昌子
第1回：情報の整理 （文章の構造の理解）
第2回：文章の理解の基本 （記述と説明の区別、事実と意見の区別）
第3回：文章を読み解く （パラグラフの理解と分析）
第4回：文章を要約する （パラグラフの要点の整理）
第5回：文章を解釈する （パラグラフの関係の理解）
＜文章表現の基礎＞
担当：村田菜穂子
第1回：説明する （漏れや重複をさける、わかりやすい記述の順序）
第2回：Ｅメールの書き方 （書き方の基本、連絡する、返信を求める）
第3回：大学生のレポートとは （アカデミックワードの使用、事実と意見の区別）
第4回：アカデミック・ライティングとは （先行研究を踏まえる、レポートの基本構成）
第5回：レポートにおける決まりごと （引用の方法、注のつけ方、参考文献リストの書き方）
＜数的処理の基礎＞
担当：青砥正壽
第1回：論理表の活用 （文章の内容を表で整理し、論理的に正しい関係を導く）
第2回：推論 （3段論法や論理式を活用し、論理的に物事を推理する）
第3回：集合と論理 （集合論のベン図などを用いて、論理的に物事の関係性を導く）
第4回：表とグラフの基礎 （表やグラフの見方など、統計の基礎を学ぶ）
第5回：表とグラフの読み取り （表やグラフから統計データを読み取る）
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
各担当教員より事前事後の学習の内容が示される。
課題に対するフィードバックの方法
各担当教員より課題に対するフィードバックの方法が示される。
成績評価の方法・基準（方針）
各担当教員より「授業内での評価」の方法・基準（方針）が示される。
「定期試験に代わるレポート」の提出は、単位取得の必要条件である。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標
教養演習

授業内での評価

90

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

10

その他

0

テキスト

なし

参考書

各担当教員より参考書に関する指示が示される。

担当教員3名×30

１．２．３．４．５．

10

１．２．３．４．５．

履修条件・他の科目との関連 3名の担当教員によるオムニバス科目であるので、課題に関する指示や提出の方法が異なるので注
意すること。また、本科目はセミナーⅠa（課題解決）、セミナーⅠb（課題解決）と関連している。

教養演習

授業コード

10403701

授業種別

授業科目名

サービスラーニング論

授業担当教員

佐藤

誠之

成績担当教員

佐藤

誠之

開講年次

1年

実務家教員による授業

講義

開講期

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
本講では、サービスラーニングの実際を理解し、社会におけるサービスの価値やその方法論を学ぶものである。
具体的には、講義と映像を通して、地域社会の課題を探り、自らその課題や問題に触れ、それらの解決に対して
組織が担う役割や必要性を理解する。また、その為に必要なコミュニケーション能力の向上、人とヒト・人と地
域を結びつけるファシリテーション能力の習得を目指す。
到達目標
１．ボランティアやサービスラーニングの意味と地域社会における必要性を理解する。
２．実際に地域社会で起こっている諸問題や課題を理解する。
３．周囲とのコミュニケーションを活性化できるファシリテーション能力を身に付ける。
授業計画
【第1回】
テーマ：オリエンテーション・学びのイメージ
内容・方法：授業の内容や評価について
【第2回】
テーマ：サービスラーニングとは
内容・方法：用語の定義などを理解する
【第3回】
テーマ：ボランティアの効果
内容・方法：ボランティア活動の意義について
【第4回】
テーマ：ボランティアの心得
内容・方法：ボランティア活動前の注意事項
【第5回】
テーマ：ボランティアの実際 青少年分野
内容・方法：事例紹介①
【第6回】
テーマ：ボランティアの実際 スポーツ分野
内容・方法：事例紹介②
【第7回】
テーマ：ボランティアの実際 野外活動分野
内容・方法：事例紹介③
【第8回】
テーマ：ボランティアの実際 高齢者福祉分野
内容・方法：事例紹介④
【第9回】
テーマ：ボランティアの実際 障がい者分野
内容・方法：事例紹介⑤
【第10回】
テーマ：ボランティアの実際 看護・医療分野
内容・方法：事例紹介⑥
【第11回】
テーマ：ボランティアの実際 防災支援分野
内容・方法：事例紹介⑦
【第12回】
テーマ：ボランティアの実際 まちづくり分野
内容・方法：事例紹介⑧
【第13回】
テーマ：ボランティア受け入れ側の期待
内容・方法：学生が取り組む地域社会づくりについて
【第14回】
テーマ：ボランティアを通した学び
内容・方法：ボランティア参加者の振り返りの紹介
【第15回】
テーマ：ボランティア後に行うこと・ボランティアの探し方
内容・方法：振り返りの方法と重要性
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
サービスラーニング論

授業内容に関する情報収集など自分なりのイメージを持つ。（各回2時間）
講義の中で説明した内容をまとめ、情報検索を行うなどして知識を深める。（各回2時間）
具体的な事前・事後学習内容は第1回のオリエンテーションにて説明を行うが、授業終了後のレポート作成と事前
課題への取り組みを上手く活用すること。
レポート、課題以外にもインターネット等を活用して情報収集に努めること。
特に自分が興味関心を持つ領域へのボランティアについては、積極的に参加することを推奨する。
課題に対するフィードバックの方法
レポート、課題についてはclassroomやグーグルフォームを活用し、授業内でフィードバックを行う。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
原則、公欠以外で5回以上欠席した場合は、評価の対象とせず「K」評価とする。
授業内での積極的な取り組みやふりかえりシートを評価する
口頭発表や最終課題レポートと授業内でのレポート、事前課題、配布資料などファイリングしたものを提出し、
それを評価する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

30

授業内での積極的な取り組みやふりかえりシートを評価す
る

１,２,３

授業外での評価

40

課題レポートと授業内でのレポート、事前課題、配布資
料などファイリングしたものを提出し、それを評価する。

１,２,３

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

30

口頭試問（発表および質疑応答）にて評価する

１,２,３

その他

0

テキスト

ボランティアを始める人のための
「サービスラーニング入門」
～ボランティアを通した学び～
発行：あさひ高速印刷出版部
※学内書店にて購入して下さい。

参考書

適宜紹介する

履修条件・他の科目との関連 様々なボランティアを経験できるよう自らでアンテナを張り情報を収集すること。
サービスラーニングⅠ･Ⅱの関連科目の為、意欲的な受講と積極的な取り組みを求める。

サービスラーニング論

授業コード

10015401

授業種別

授業科目名

ボランティア論

授業担当教員

佐藤

誠之

成績担当教員

佐藤

誠之

開講年次

カリキュラムによる

実務家教員による授業

講義

開講期

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
本講では、サービスラーニングの実際を理解し、社会におけるサービスの価値やその方法論を学ぶものである。
具体的には、講義と映像を通して、地域社会の課題を探り、自らその課題や問題に触れ、それらの解決に対して
組織が担う役割や必要性を理解する。また、その為に必要なコミュニケーション能力の向上、人とヒト・人と地
域を結びつけるファシリテーション能力の習得を目指す。
到達目標
１．ボランティアやサービスラーニングの意味と地域社会における必要性を理解する。
２．実際に地域社会で起こっている諸問題や課題を理解する。
３．周囲とのコミュニケーションを活性化できるファシリテーション能力を身に付ける。
授業計画
【第1回】
テーマ：オリエンテーション・学びのイメージ
内容・方法：授業の内容や評価について
【第2回】
テーマ：サービスラーニングとは
内容・方法：用語の定義などを理解する
【第3回】
テーマ：ボランティアの効果
内容・方法：ボランティア活動の意義について
【第4回】
テーマ：ボランティアの心得
内容・方法：ボランティア活動前の注意事項
【第5回】
テーマ：ボランティアの実際 青少年分野
内容・方法：事例紹介①
【第6回】
テーマ：ボランティアの実際 スポーツ分野
内容・方法：事例紹介②
【第7回】
テーマ：ボランティアの実際 野外活動分野
内容・方法：事例紹介③
【第8回】
テーマ：ボランティアの実際 高齢者福祉分野
内容・方法：事例紹介④
【第9回】
テーマ：ボランティアの実際 障がい者分野
内容・方法：事例紹介⑤
【第10回】
テーマ：ボランティアの実際 看護・医療分野
内容・方法：事例紹介⑥
【第11回】
テーマ：ボランティアの実際 防災支援分野
内容・方法：事例紹介⑦
【第12回】
テーマ：ボランティアの実際 まちづくり分野
内容・方法：事例紹介⑧
【第13回】
テーマ：ボランティア受け入れ側の期待
内容・方法：学生が取り組む地域社会づくりについて
【第14回】
テーマ：ボランティアを通した学び
内容・方法：ボランティア参加者の振り返りの紹介
【第15回】
テーマ：ボランティア後に行うこと・ボランティアの探し方
内容・方法：振り返りの方法と重要性
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
ボランティア論

授業内容に関する情報収集など自分なりのイメージを持つ。（各回2時間）
講義の中で説明した内容をまとめ、情報検索を行うなどして知識を深める。（各回2時間）
具体的な事前・事後学習内容は第1回のオリエンテーションにて説明を行うが、授業終了後のレポート作成と事前
課題への取り組みを上手く活用すること。
レポート、課題以外にもインターネット等を活用して情報収集に努めること。
特に自分が興味関心を持つ領域へのボランティアについては、積極的に参加することを推奨する。
課題に対するフィードバックの方法
レポート、課題についてはclassroomやグーグルフォームを活用し、授業内でフィードバックを行う。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
原則、公欠以外で5回以上欠席した場合は、評価の対象とせず「K」評価とする。
授業内での積極的な取り組みやふりかえりシートを評価する
口頭発表や最終課題レポートと授業内でのレポート、事前課題、配布資料などファイリングしたものを提出し、
それを評価する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

30

授業内での積極的な取り組みやふりかえりシートを評価す
る

１,２,３

授業外での評価

40

課題レポートと授業内でのレポート、事前課題、配布資
料などファイリングしたものを提出し、それを評価する。

１,２,３

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

30

口頭試問（発表および質疑応答）にて評価する

１,２,３

その他

0

テキスト

ボランティアを始める人のための
「サービスラーニング入門」
～ボランティアを通した学び～
発行：あさひ高速印刷出版部
※学内書店にて購入して下さい。

参考書

適宜紹介する

履修条件・他の科目との関連 様々なボランティアを経験できるよう自らでアンテナを張り情報を収集すること。
サービスラーニングⅠ･Ⅱの関連科目の為、意欲的な受講と積極的な取り組みを求める。

ボランティア論

授業コード

10302601

授業種別

授業科目名

サービスラーニング論

授業担当教員

佐藤

誠之

成績担当教員

佐藤

誠之

開講年次

1年

実務家教員による授業

講義

開講期

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
本講では、サービスラーニングの実際を理解し、社会におけるサービスの価値やその方法論を学ぶものである。
具体的には、講義と映像を通して、地域社会の課題を探り、自らその課題や問題に触れ、それらの解決に対して
組織が担う役割や必要性を理解する。また、その為に必要なコミュニケーション能力の向上、人とヒト・人と地
域を結びつけるファシリテーション能力の習得を目指す。
到達目標
１．ボランティアやサービスラーニングの意味と地域社会における必要性を理解する。
２．実際に地域社会で起こっている諸問題や課題を理解する。
３．周囲とのコミュニケーションを活性化できるファシリテーション能力を身に付ける。
授業計画
【第1回】
テーマ：オリエンテーション・学びのイメージ
内容・方法：授業の内容や評価について
【第2回】
テーマ：サービスラーニングとは
内容・方法：用語の定義などを理解する
【第3回】
テーマ：ボランティアの効果
内容・方法：ボランティア活動の意義について
【第4回】
テーマ：ボランティアの心得
内容・方法：ボランティア活動前の注意事項
【第5回】
テーマ：ボランティアの実際 青少年分野
内容・方法：事例紹介①
【第6回】
テーマ：ボランティアの実際 スポーツ分野
内容・方法：事例紹介②
【第7回】
テーマ：ボランティアの実際 野外活動分野
内容・方法：事例紹介③
【第8回】
テーマ：ボランティアの実際 高齢者福祉分野
内容・方法：事例紹介④
【第9回】
テーマ：ボランティアの実際 障がい者分野
内容・方法：事例紹介⑤
【第10回】
テーマ：ボランティアの実際 看護・医療分野
内容・方法：事例紹介⑥
【第11回】
テーマ：ボランティアの実際 防災支援分野
内容・方法：事例紹介⑦
【第12回】
テーマ：ボランティアの実際 まちづくり分野
内容・方法：事例紹介⑧
【第13回】
テーマ：ボランティア受け入れ側の期待
内容・方法：学生が取り組む地域社会づくりについて
【第14回】
テーマ：ボランティアを通した学び
内容・方法：ボランティア参加者の振り返りの紹介
【第15回】
テーマ：ボランティア後に行うこと・ボランティアの探し方
内容・方法：振り返りの方法と重要性
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
サービスラーニング論

授業内容に関する情報収集など自分なりのイメージを持つ。（各回2時間）
講義の中で説明した内容をまとめ、情報検索を行うなどして知識を深める。（各回2時間）
具体的な事前・事後学習内容は第1回のオリエンテーションにて説明を行うが、授業終了後のレポート作成と事前
課題への取り組みを上手く活用すること。
レポート、課題以外にもインターネット等を活用して情報収集に努めること。
特に自分が興味関心を持つ領域へのボランティアについては、積極的に参加することを推奨する。
課題に対するフィードバックの方法
レポート、課題についてはclassroomやグーグルフォームを活用し、授業内でフィードバックを行う。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
原則、公欠以外で5回以上欠席した場合は、評価の対象とせず「K」評価とする。
授業内での積極的な取り組みやふりかえりシートを評価する
口頭発表や最終課題レポートと授業内でのレポート、事前課題、配布資料などファイリングしたものを提出し、
それを評価する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

30

授業内での積極的な取り組みやふりかえりシートを評価す
る

１,２,３

授業外での評価

40

課題レポートと授業内でのレポート、事前課題、配布資
料などファイリングしたものを提出し、それを評価する。

１,２,３

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

30

口頭試問（発表および質疑応答）にて評価する

１,２,３

その他

0

テキスト

ボランティアを始める人のための
「サービスラーニング入門」
～ボランティアを通した学び～
発行：あさひ高速印刷出版部
※学内書店にて購入して下さい。

参考書

適宜紹介する

履修条件・他の科目との関連 様々なボランティアを経験できるよう自らでアンテナを張り情報を収集すること。
サービスラーニングⅠ･Ⅱの関連科目の為、意欲的な受講と積極的な取り組みを求める。

サービスラーニング論

授業コード

10302701

授業種別

授業科目名

サービスラーニングⅠ

授業担当教員

加藤

淳一、横山

成績担当教員

加藤

淳一

開講年次

1年

演習・実習

実務家教員による授業

－

誠
開講期

前期、後期

単位数

2単位

授業の目的・概要
本科目は、地域・社会貢献活動（ボランティア活動＝サービス）での経験と、関連した学習（ラーニング）を通
して、視野を広げ、学びを深めることを目指す授業であり、事前研修・ボランティア活動・事後研修から構成さ
れる。事前研修では、ボランティアに関する基礎的理解や心構えの確認に加え、各自が参加する活動の背景や関
連する問題について調べ、理解を深める。その後、各自で一定時間以上のボランティア活動を実施するととも
に、日誌の記入や担当教員とのやり取り、中間振り返り会等を通じて学びや内省を深める。事後研修では、各々
の活動の成果や学びを振り返り、活動報告を行う。
到達目標
1. ボランティアやサービスラーニングに関する基礎的事項について説明できる。
2. 自分が行うボランティア活動の社会的背景や関連する問題について説明できる。
3. ボランティア活動での学びを、その後にどのように活かしていくか説明できる。
4. 自分がどのように地域や社会に参加・貢献していきたいか説明できる。
＊そのほか、各⾃が設定した具体的な⽬標の達成に向けて、内省や⾃⼰評価をしながら⾃律的・主体的に活動を
進めていくことが期待される。
授業計画
第1回 事前研修1（ガイダンス、自己紹介／関係づくり、ボランティア／サービスラーニングとは何か）
第2回 事前研修2（活動の背景や関連する問題の調査）
第3回 事前研修3（活動の背景や活動を通して学びたいことを発表する）
第4回 事前研修4（ボランティア参加にあたっての心構え、手続きなど）
第5回～第8回 ボランティア活動の実施（前半） ＊活動日誌に記入しながら学びや内省を深める
第9回 中間振り返り会
第10回～第12回 ボランティア活動の実施（後半） ＊活動日誌に記入しながら学びや内省を深める
第13回 事後研修1（活動の振り返り）
第14回 事後研修2（活動報告の準備）
第15回 まとめと総括
事前事後の学習
必要に応じて、担当教員より指示する。
ボランティア活動前は、事前研修の内容に沿って、活動に関する調査や予復習等の課題を課す（計16時間）。ボ
ランティア活動中は、活動の準備や、活動日誌の記入を通じた振り返りに取り組む。ボランティア活動後は、活
動報告の発表準備やまとめのレポートの作成を課す（計12時間）。
課題に対するフィードバックの方法
ボランティアの計画段階から実施中の報告、事後レポート等、対面指導やその他個別指導を中心に行います。事
前学習、事後学習もレポートだけでなく、自らの言葉でしっかりと評価できるよう心がけて下さい。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

20

事前研修・事後研修等での課題や発表（20）

1.2.3.4

授業外での評価

50

ボランティア活動への取り組み状況（30）、活動日誌（20）

1.2.3.4

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

30

口頭試問（15）、総括レポート（15）

1.2.3.4

その他

0

テキスト

テキストを使用しない。適宜プリントや資料等を提示する。

サービスラーニングⅠ

参考書

授業内で適宜紹介する。

履修条件・他の科目との関連 ・授業開始に先立ち、説明会を実施する（4月後半を予定）。履修希望者は必ず参加すること。実
施方法（対面／遠隔）や日時・場所・参加方法等については、UNIPAの掲示等を確認すること。
・一定の責任感をもって参加することが求められる。活動はもちろん、事前研修・事後研修等におい
ても、無断欠席をした場合や、受講態度が著しく不適切な場合は、単位を認めないことがある。
・学外での活動は、授業内で示す所定の手続きを行った場合のみ認定されるため、必ず事前の承
認手続きが必要となる。
・質問や相談があれば、担当教員宛にメールで連絡するか、研究室に来室すること。
横山 誠（m-yoko@oiu.jp）研究室：1号館523教室
加藤 淳一（j-kato@oiu.jp）研究室：4号館517号室

サービスラーニングⅠ

授業コード

10302801

授業種別

授業科目名

サービスラーニングⅡ

授業担当教員

横山

誠、加藤

成績担当教員

横山

誠

開講年次

1年

演習・実習

実務家教員による授業

－

淳一
開講期

前期、後期

単位数

2単位

授業の目的・概要
本科目は、地域・社会貢献活動（ボランティア活動＝サービス）での経験と、関連した学習（ラーニング）を通
して、視野を広げ、学びを深めることを目指す授業であり、事前研修・ボランティア活動・事後研修から構成さ
れる。事前研修では、ボランティアに関する基礎的理解や心構えの確認に加え、各自が参加する活動の背景や関
連する問題について調べ、理解を深める。その後、各自で一定時間以上のボランティア活動を実施するととも
に、日誌の記入や担当教員とのやり取り、中間振り返り会等を通じて学びや内省を深める。事後研修では、各々
の活動の成果や学びを振り返り、活動報告を行う。また、これまでの経験を振り返ると共にリーダーシップやア
ウトプットに関する実践的な学びの体験を通して更なる学びへと繋げていく。
到達目標
1. ボランティアやサービスラーニングに関する基礎的事項について説明できる。
2. 自分が行うボランティア活動の社会的背景や関連する問題について説明できる。
3. ボランティア活動での学びを、その後にどのように活かしていくか説明できる。
4. 自分がどのように地域や社会に参加・貢献していきたいか説明できる。
5. ⾃らの経験をふりかえり、それを活かしたリーダーシップが発揮できるようになる。
6. インプット・アウトプットなど状況に応じて情報等をマネジメントできるようになる。
＊そのほか、各⾃が設定した具体的な⽬標の達成に向けて、内省や⾃⼰評価をしながら⾃律的・主体的に活動を
進めていくことが期待される。
授業計画
第1回 事前研修1（ガイダンス、自己紹介／関係づくり、ボランティア／サービスラーニングとは何か）
第2回 事前研修2（これまでの活動のふりかえり、学びの可視化）
第3回 事前研修3（学びの可視化に関するアウトプット）
第4回 事前研修4（活動の背景や関連する問題の調査、リーダーシップトレーニング）
第5回 事前研修5（活動の背景や活動を通して学びたいことを発表する）
第6回 事前研修6（ボランティア参加にあたっての心構え、手続きなど）
第7回～第9回 ボランティア活動の実施（前半） ＊活動日誌に記入しながら学びや内省を深める
第10回 中間振り返り会
第11回～第12回 ボランティア活動の実施（後半） ＊活動日誌に記入しながら学びや内省を深める
第13回 事後研修1（活動の振り返り）
第14回 事後研修2（活動報告の準備）
第15回 まとめと総括
事前事後の学習
必要に応じて、担当教員より指示する。
ボランティア活動前は、事前研修の内容に沿って、活動に関する調査や予復習等の課題を課す（計16時間）。ボ
ランティア活動中は、活動の準備や、活動日誌の記入を通じた振り返りに取り組む。ボランティア活動後は、活
動報告の発表準備やまとめのレポートの作成を課す（計12時間）。
課題に対するフィードバックの方法
ボランティアの計画段階から実施中の報告、事後レポート等、対面指導やその他個別指導を中心に行います。事
前学習、事後学習もレポートだけでなく、自らの言葉でしっかりと評価できるよう心がけて下さい。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

20

事前研修・事後研修等での課題や発表（20）

1.2.3.4.5.6

授業外での評価

50

ボランティア活動への取り組み状況（30）、活動日誌（20）

1.2.3.4.5.6

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

30

口頭試問（15）、総括レポート（15）

1.2.3.4.5.6

サービスラーニングⅡ

その他

0

テキスト

テキストを使用しない。適宜プリント等を配布する。

参考書

授業内で適宜紹介する。

履修条件・他の科目との関連 ・サービスラーニングIを履修し単位を取得した者が対象となる。
・授業開始に先立ち、説明会を実施する（4月後半を予定）。履修希望者は必ず参加すること。実
施方法（対面／遠隔）や日時・場所・参加方法等については、UNIPAの掲示等を確認すること。
・一定の責任感をもって参加することが求められる。活動はもちろん、事前研修・事後研修等におい
ても、無断欠席をした場合や、受講態度が著しく不適切な場合は、単位を認めないことがある。
・学外での活動は、授業内で示す所定の手続きを行った場合のみ認定されるため、必ず事前の承
認手続きが必要となる。
・質問や相談があれば、担当教員宛にメールで連絡するか、研究室に来室すること。
横山 誠（m-yoko@oiu.jp）研究室：1号館523教室
加藤 淳一（j-kato@oiu.jp）研究室：4号館517号室

サービスラーニングⅡ

授業コード

10000202

授業種別

授業科目名

ボランティア活動

授業担当教員

横山

誠、加藤

成績担当教員

横山

誠

開講年次

1年

演習・実習

実務家教員による授業

－

淳一
開講期

前期、後期

単位数

2単位

授業の目的・概要
本科目は、地域・社会貢献活動（ボランティア活動＝サービス）での経験と、関連した学習（ラーニング）を通
して、視野を広げ、学びを深めることを目指す授業であり、事前研修・ボランティア活動・事後研修から構成さ
れる。事前研修では、ボランティアに関する基礎的理解や心構えの確認に加え、各自が参加する活動の背景や関
連する問題について調べ、理解を深める。その後、各自で一定時間以上のボランティア活動を実施するととも
に、日誌の記入や担当教員とのやり取り、中間振り返り会等を通じて学びや内省を深める。事後研修では、各々
の活動の成果や学びを振り返り、活動報告を行う。
到達目標
1. ボランティアやサービスラーニングに関する基礎的事項について説明できる。
2. 自分が行うボランティア活動の社会的背景や関連する問題について説明できる。
3. ボランティア活動での学びを、その後にどのように活かしていくか説明できる。
4. 自分がどのように地域や社会に参加・貢献していきたいか説明できる。
＊そのほか、各⾃が設定した具体的な⽬標の達成に向けて、内省や⾃⼰評価をしながら⾃律的・主体的に活動を
進めていくことが期待される。
授業計画
第1回 事前研修1（ガイダンス、自己紹介／関係づくり、ボランティア／サービスラーニングとは何か）
第2回 事前研修2（活動の背景や関連する問題の調査）
第3回 事前研修3（活動の背景や活動を通して学びたいことを発表する）
第4回 事前研修4（ボランティア参加にあたっての心構え、手続きなど）
第5回～第8回 ボランティア活動の実施（前半） ＊活動日誌に記入しながら学びや内省を深める
第9回 中間振り返り会
第10回～第12回 ボランティア活動の実施（後半） ＊活動日誌に記入しながら学びや内省を深める
第13回 事後研修1（活動の振り返り）
第14回 事後研修2（活動報告の準備）
第15回 まとめと総括
事前事後の学習
必要に応じて、担当教員より指示する。
ボランティア活動前は、事前研修の内容に沿って、活動に関する調査や予復習等の課題を課す（計16時間）。ボ
ランティア活動中は、活動の準備や、活動日誌の記入を通じた振り返りに取り組む。ボランティア活動後は、活
動報告の発表準備やまとめのレポートの作成を課す（計12時間）。
課題に対するフィードバックの方法
ボランティアの計画段階から実施中の報告、事後レポート等、対面指導やその他個別指導を中心に行います。事
前学習、事後学習もレポートだけでなく、自らの言葉でしっかりと評価できるよう心がけて下さい。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

20

事前研修・事後研修等での課題や発表（20）

1.2.3.4

授業外での評価

50

ボランティア活動への取り組み状況（30）、活動日誌（20）

1.2.3.4

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

30

口頭試問（15）、総括レポート（15）

1.2.3.4

その他

0

テキスト

テキストを使用しない。適宜プリントや資料等を提示する。

ボランティア活動

参考書

授業内で適宜紹介する。

履修条件・他の科目との関連 ・授業開始に先立ち、説明会を実施する（4月後半を予定）。履修希望者は必ず参加すること。実
施方法（対面／遠隔）や日時・場所・参加方法等については、UNIPAの掲示等を確認すること。
・一定の責任感をもって参加することが求められる。活動はもちろん、事前研修・事後研修等におい
ても、無断欠席をした場合や、受講態度が著しく不適切な場合は、単位を認めないことがある。
・学外での活動は、授業内で示す所定の手続きを行った場合のみ認定されるため、必ず事前の承
認手続きが必要となる。
・質問や相談があれば、担当教員宛にメールで連絡するか、研究室に来室すること。
横山 誠（m-yoko@oiu.jp）研究室：1号館523教室
加藤 淳一（j-kato@oiu.jp）研究室：4号館517号室

ボランティア活動

授業コード

11100502

授業科目名

会計学入門

授業担当教員

佐々木

一雄

成績担当教員

佐々木

一雄

開講年次

1年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

講義

後期

単位数

〇

2単位

授業の目的・概要
会計学入門は、企業会計の基礎を理解し、会計情報をビジネスに活用する能力を養成することを目的とする。企
業会計は、複雑なビジネス活動を一定のルールに従って、簡潔に表現し、評価する技術である。そして、会計情
報は、ビジネス活動を写し出す「ビジネス言語」とも言われている。
この授業では、初年次教育として取引や会計用語のような企業会計に関する基本的な考え方を学び、簡単な財
務諸表を作成・分析する技法について講義・演習を行う。これにより、ビジネスにおける共通言語である会計を
理解でき、それをビジネスに活用できる能力や視座を獲得することを目標とする。授業は講義形式で行うが、企
業の財務諸表を使った演習を取り入れることにより、学生の皆さんが理解を深められるように工夫する。日頃か
ら企業経営に関心を持ち、会計と企業活動を関連づけて理解してほしい。また、数字に対する苦手意識のある学
生は、この授業で積極的に数字と向き合うことにより、苦手意識を払拭してほしい。なお、適宜、課題を与える
ので、積極的に取り組むことを期待する。
担当教員が長年に亘り、企業において「経理および経営管理」業務に従事してきた経験をもとに、実務家教員
として、「会計」に関する理論と実践への応用を関連付けながら講義を展開する。
到達目標
１．企業会計の目的、意義を説明することができる。
２．企業会計の考え方、期間損益計算の方法、認識・測定の方法を説明することができる。
３．財務諸表を企業の経営と関連づけて説明することができる。
４．財務諸表を使って簡易な経営分析を行うことができる。
５．企業の原価構造を理解し、損益分岐点分析を行うことができる。
授業計画
※授業計画については変更する可能性もある。
【第１回】イントロダクション
内容：授業概要、会計の機能、会計を学ぶ意義、授業の進め方や評価方法などについて説明する。
【第2回】会計制度の仕組み
内容：財務会計と管理会計、株式会社の特徴、株式会社を取り巻く法律、財務諸表の種類と機能について解
説する。
【第3回】複式簿記の仕組み
内容：会社の取引の流れと複式簿記、簿記の流れ、簿記の８要素について解説する。
【第4回】貸借対照表（B/S）と損益計算書（P/L）
内容：貸借対照表（B/S）と損益計算書（P/L）の仕組みと読み方、B/SとP/Lの関係について解説する。
【第5回】流動資産
内容：資産の分類、流動資産の種類と配列、流動資産と会社の営業活動との関係について解説する。
【第6回】固定資産
内容：固定資産の種類、固定資産と投資活動との関係、減価償却の意義と手続きについて解説する。
【第7回】純資産と負債
内容：資金の調達方法、自己資本と他人資本、負債の種類、純資産の種類について解説する。
【第8回】収益と費用
内容：収益の認識および測定基準、費用の認識および測定基準、費用収益対応の原則について解説する。
【第9回】キャッシュ・フロー計算書
内容：発生主義と現金主義の比較、キャッシュ・フロー計算書の構成と分析方法について解説する。
【第10回】安全性分析
内容：企業の財務健全性と短期的支払能力を示す指標の見方について解説し、具体的数値を用いて演習を行
う。
【第11回】収益性分析
内容：企業の収益性、すなわち儲ける力を示す指標について解説し、具体的数値を用いて演習を行う。
【第12回】原価管理
内容：原価の分類と原価計算、コストマネジメントの手法について解説する。
【第13回】管理会計（１）損益分岐点分析
内容：費用の固変分解、損益分岐点分析について解説し、具体的数値を用いて演習を行う。
【第14回】管理会計（２）経営の意思決定
内容：経営の意思決定に必要な経営数値の見方について解説し、具体的数値を用いて演習を行う。
【第15回】まとめ
内容：講義を通じてのまとめを行い、定期試験の準備について説明する。
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
【第１回】
会計学入門

事前学習課題：シラバスを熟読し、授業構成を理解する。
事後学習課題：講義内容を参照しながら自分のノートを作成し、まとめる。
【第２回】 から 【第14回】
事前学習課題：Google classroomに掲載するプリントを読んで、疑問点を整理しておく。
事後学習課題：講義内容を参照しながら自分のノートを作成し、まとめる。
【第15回】
事前学習課題：これまで学んだことをしっかりと復習し、質問したいことを列挙する。
事後学習課題：講義内容を振り返り、定期試験に備える。
課題に対するフィードバックの方法
課題レポートの提出とフィードバックは、Google classroomの中で行う。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
正当な理由のない欠席４回以上または定期試験を未受験の場合、評価の対象とせず、「K」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

60

小テスト（45）、ふりかえりシート(15)

1, 2, 3, 4, 5

授業外での評価

10

レポート（計2回）（10）

1, 2, 3, 4, 5

定期試験

30

筆記試験

1, 2, 3, 4, 5

定期試験に代わるレポート等

0

その他

0

テキスト

授業内ではテキストは使用せず、プリントを配布する。

参考書

朴大栄、小沢義昭、山田伊知郎編著（2018）『新版 まなびの入門会計学（第３版）』中央経済
社 ISBN978-4-502-25581-6

履修条件・他の科目との関連 電卓必須（12桁の電卓を推奨）。携帯電話の使用は不可。
講義内で配布するプリントは、復習やレポート作成に役立つため、大切に保管すること。

会計学入門

授業コード

11100602

授業種別

授業科目名

マーケティング入門

授業担当教員

近藤

浩章

成績担当教員

近藤

浩章

開講年次

1年

開講期

実務家教員による授業

講義

後期

単位数

〇

2単位

授業の目的・概要
マーケティングは、企業が顧客とのつながりを形成し顧客との関係を長く深く保つために重要性を増してきてい
る。また、時代の変化とともに多様な側面を持って進化してきている。マーケティングは、企業の基本的機能の
一つであるが、本講義では、マーケティング論の歴史から現代社会におけるマーケティング・コンセプトとは何
か、そして企業活動のなかでどのように活用するか、基本的な理論を具体的事例とともに学ぶ。
担当教員が長年に亘り、企業において「マーケティング」業務に従事した実務経験をもとに、「マーケティン
グ」に関する理論と実践への応用を関連付けながら講義を展開する。
到達目標
1. 企業活動においてマーケティングがなぜ重要なのかについての説明ができる。
2. マーケティングの基礎的・理論的概念についての解釈および定義についての説明ができる。
3. 経営学における問題提起（テーマ）に対して、マーケティングの知識を用いて自説を構築することができる。
授業計画
※授業計画については、場合によっては変更する可能性もある。
【第1回】オリエンテーション
シラバスの説明、レポートの意義・書き方について学ぶ
【第2回】マーケティングとは
マーケティングの目的とは何か、企業活動の中でどのような意味をもつのかについて学ぶ
【第3回】事例研究その１（消費者の困りごとに応える）
製薬会社・保険会社の実践事例で学ぶ
【第4回】市場機会とは
「市場機会」を発見する切り口、政治・経済・社会・技術の関わり、顧客ニーズのとらえかた、製品ライフ
サイクルについて学ぶ
【第5回】事例研究その２（新しい市場を探る）
ゲーム機メーカーの実践事例で学ぶ
【第6回】ターゲットとは
セグメンテーションとターゲティング、セグメンテーションの切り口、ターゲット決定の諸要因を学ぶ
【第7回】事例研究その３（ターゲット顧客を定める）
電機メーカーの実践事例で学ぶ
【第8回】ポジショニングとは
ポジショニングとは、ポジショニングの目的、ポジショニング・マップによる設計図などを学ぶ
【第9回】事例研究その４（自社製品の特徴を示す）
飲料、クルマメーカーの実践事例で学ぶ
【第10回】マーケティングミックスとは①
製品Productを構成する要素、製品コンセプトの表現、価格Priceを構成する要素、価格体系とは
【第11回】事例研究その５（価格をつける）
さまざまな消費財の価格戦略を実践事例で学ぶ
【第12回】マーケティングミックスとは②
流通を構成する要素、プロモーションを構成する要素、マーケティング戦略との整合性
【第13回】事例研究その６（ブランドの価値を伝える）
食品メーカーの実践事例で学ぶ
【第14回】実践演習
授業を通じた学びをベースに、自らのマーケティング戦略を立案する
【第15回】まとめ
今まで学んできたことについての総まとめと期末試験の準備を行う。
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
【第１回】講義概要などの説明を受けて、マーケティングを学ぶ意義について理解を深める。
【第２回】マーケティングの目的について、身近な企業事例を調べて理解を深める。
【第３回】授業で示された事例を復習するとともに、関連する企業事例を調べて理解を深める。
【第４回】市場機会について、身近な企業事例を調べて理解を深める。
【第５回】授業で示された事例を復習するとともに、関連する企業事例を調べて理解を深める。
【第６回】ターゲティングについて、身近な企業事例を調べて理解を深める。
【第７回】授業で示された事例を復習するとともに、関連する企業事例を調べて理解を深める。
【第８回】ポジショニングについて、身近な企業事例を調べて理解を深める。
【第９回】授業で示された事例を復習するとともに、関連する企業事例を調べて理解を深める。
マーケティング入門

【第１０回】商品・価格について、身近な企業事例を調べて理解を深める。
【第１１回】授業で示された事例を復習するとともに、関連する企業事例を調べて理解を深める。
【第１２回】流通・コミュニケーションについて、身近な企業事例を調べて理解を深める。
【第１３回】授業で示された事例を復習するとともに、関連する企業事例を調べて理解を深める。
【第１４回】演習内容を復習するとともに、関連性がある企業の事例を調べて理解を深める。
【第１５回】マーケティング入門の授業を振り返り、期末試験の準備を行う。
事前事後の学習時間：第１回は事後学習4.0時間、第２回～第１４回は各回事前1.5時間、事後2.5時間、第１５回
は事前学習4.0時間
課題に対するフィードバックの方法
毎回の授業時に、皆さんのレポートに対するコメントをします。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判断のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
※成績評価方法・基準については、場合によっては変更する可能性もある。
※※授業時間内の発言は回数をカウントし、授業参画の積極性を評価する。
※※※確認テストは各授業ごとに示し、授業時間外に取り組むものとする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

10

授業参画と発言回数・内容（10）

1,2

授業外での評価

50

各回の確認テスト（30）、課題レポート（20）の成績

1,2

定期試験

40

筆記試験（40）

2,3

定期試験に代わるレポート等

0

その他

0

テキスト

テキストは指定しない。

参考書

マーケティングや企業経営に関する記事や資料を必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 授業では自分の意見の発表が求めらるので、学修に対する積極的な態度が必要です。

マーケティング入門

授業コード

10014701

授業種別

授業科目名

キャリアアップ基礎Ⅱ（言語）

授業担当教員

中村

昌子

成績担当教員

中村

昌子

開講年次

カリキュラムによる

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
言語能力は、大学在学中はもちろん、将来にわたって多くの場面で必要とされる力である。特に情報が飛び交う
現代では、情報を「読む」だけではなく、文脈を理解し、言語を駆使して自分の意見を組み立てることが求めら
れる。そこで、この授業では、円滑なコミュニケーションの基礎となる「語句・文を適切に使う力」をベース
に、「情報を活用する力」、「論理的に考え、伝える力」の育成を図る。
授業の形態は、講義及び演習を組み合わせたものである。授業の中に、「読む」「書く」「聞く」「話す」活動
を取り入れるので、主体的に取り組むこと。また、提示した課題は、期限までに必ず提出すること。
到達目標
1.SPI出題レベルの漢字・語句の習得及び文章理解をもとに、言語を正しく活用することができる。
2.与えられた情報を整理し、相手に確実に伝える文章を作成することができる。
3.さまざまな課題設定に対し、文脈を理解し、自分の意見を論理的に口頭及び文章で説明することができる。
授業計画
【第1回】 授業オリエンテーション・社会人として必要な語句の習得と活用
【第2回】 熟語の成り立ち・二語の関係の理解と活用
【第3回】 間違いやすい表現・読みやすい文の理解と活用
【第4回】 敬語表現の実践的活用
【第5回】 コミュニケ―ション①（アサーショントレーニング）
【第6回】 コミュニケ―ション②（コンセンサストレーニング）
【第7回】 コミュニケ―ション③（メディエーション）
【第8回】 情報整理（情報の整理）
【第9回】 情報伝達（情報の確実な伝達）
【第10回】 クリティカルシンキング①（批判的思考の基礎）
【第11回】 クリティカルシンキング②（論証の分析と構築）
【第12回】 論理力を鍛える①（論理の基本フォーマット）
【第13回】 論理力を鍛える②（物語の文脈を論理的に読み解く）
【第14回】 論理力を鍛える③（自分の意見を論理的に伝える文章作成）
【第15回】 授業のまとめ（この授業で何を学んだのかを考える）
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
【事前】 毎回、印象に残った新聞記事の発表を行うので、内容及び自身の考えをまとめておくこと。
【事後】 毎回の授業で課題を課すので、次回の授業時に提出すること。
課題に対するフィードバックの方法
・授業内で実施する発表やグループワークについては、適時指導助言を行う。
・各回の課題については、授業内で解説する。また、必要に応じて個別に添削指導を行う。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、授業内及び授業時に提示した課題、期末試験の結果に基づき総合的に判定のうえ、60点以上
を合格とし、所定の単位を認定する。正当な理由なく、欠席が授業回数の1/3を超えた場合、評価の対象とせず、
「K」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

授業内発表（20）、ワークシート（30）

1、2、3

授業外での評価

30

整理シート（30）

1、2、3

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

全授業終了後に実施するレポート試験（20）

1、2、3

その他

0

キャリアアップ基礎Ⅱ（言語）

テキスト

テキストは使用せず資料を配付する。

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 ・本授業は、社会人として身につけておくべき言語表現の育成をめざしている。社会で通用する国語
力を身につけたいという学生は、積極的に受講してほしい。
・欠席した場合、担当教員に欠席を連絡したうえで、資料を取りに来ること。

キャリアアップ基礎Ⅱ（言語）

授業コード

10302501

授業種別

授業科目名

グローバルインターンシップ

授業担当教員

瀬島

誠

成績担当教員

瀬島

誠

開講年次

1年

開講期

実務家教員による授業

実習

前期、後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
グローバルインターンシップでは、受講生は、海外の企業の現地法人、公的機関、民間企業等にインターン生と
して派遣される。例えば、国際交流センターのホテルインターンシップ（上級）、同（中級）、同（初級）など
がある。あるいは、教育機関のアシスタントなど研修等を実施することもある。実際に、業務を体験すること
で、学生が実社会に目を向ける機会を提供する。また「実際の仕事や職場の状況を理解することで、自己の職業
適性を知り、職業選択について深く考えることが出来、学習意欲が刺激される」という効果が期待できる。グ
ローバルインターンシップの事前研修として、海外での生活の心構え、職場における基本的なビジネスルールや
マナー、そして危機管理などについて担当教員らが指導を行なう。また、希望する実習先企業や組織について
は、それぞれの担当者が個別に対応する。
到達目標
1. グローバルに活躍できる企業への就職の準備をする。
2. 海外の企業でインターンを経験することによって、卒業後の将来を検討する。
3. 海外でインターンを経験することによって、多文化理解の重要性などを理解する。
授業計画
＜授業の構成＞
①オリエンテーション
②研修先決定のための学習
③事前研修
④インターンシップの担当者との面接
⑤研修先事前訪問
⑥実習（期間はそれぞれの研修によって異なっている。その期間によって、単位数も異なっている。）
⑦研修日誌・研修レポート提出
⑧全体報告会
事前事後の学習
必要に応じて、担当教員より指示する。
実習先を決めるための研修もある。そして事前の学習をしてから⾯接を経て、実習先が決められるので、それに
合わせた研修をする必要がある。しっかりと研修をして、インターンシップ先で学ぶ。事後には全体報告会で、
発表する必要があり、担当者の指導を得ながら、インターンシップで得たことをしっかりと⾃分のものとして表
現する必要がある。（実習の前後において＜授業の構成＞に示された項目を事前学習あるいは事後学習として計
30時間予定する）
課題に対するフィードバックの方法
インターンシップで得たものを事後の発表練習で、自分のものとしながら、発表会で、意見やアドバイスを得
て、さらによいものにするようにしていく。
成績評価の方法・基準（方針）
事前事後研修の参加態度と実習先からの評価を総合的に判定する 。
原則として、オリエンテーションから事前研修、学科教員との面談、実習、全体報告会のすべてに出席、参加す
ることを単位認定の条件とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

授業内での評価

0

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

0

その他

100

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

事前事後の研修での参加態度を40％、実習先からの評
価を60％として、総合的に評価する

1．２．３．

グローバルインターンシップ

テキスト

プリントを配布する。

参考書

資料はオリエンテーション、事前研修時に配布する。

履修条件・他の科目との関連 インターンシップ先での実習時間により、12単位を上限として単位を取得できる。

グローバルインターンシップ

授業コード

10402902

授業種別

授業科目名

スタディアブロードⅠ

授業担当教員

小倉

幸雄

成績担当教員

小倉

幸雄

開講年次

1年

実務家教員による授業

実習

開講期

前期、後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
日本とは違う海外での生活体験・学習体験・職業体験を通じて、日本社会・文化を捉えなおし、多文化理解を進
めるとともに、グローバルマインドを持った国際的に活躍する人材を育成する
【研修メニュー】
・海外チャレンジ研修（アメリカ、カナダ、オーストラリア、イギリスなど世界22カ国・地域）
・日本語教員アシスタント研修（ベトナム、韓国など）
・グローバル短期研修（インドネシア、ベトナム、カンボジア、シンガポール）
・ハワイブライダル研修（1単位）、海外スポーツ交流（シンガポール）（1単位）
到達目標
1. 海外を経験することによって、グローバルマインドを持った国際人となる。
2. 海外体験によって、多文化理解に関心を持つとともに、日本社会・文化の更なる理解を進める。
授業計画
【前期出発（8月・9月出発）】
＜5月中旬～下旬＞説明会：研修内容の確認、申込書の作成、提出
＜6月中旬～7月上旬＞オリエンテーション（生活、ホームステイ、危機管理など）
＜8月上旬＞最終オリエンテーション（病気・怪我、渡航手続きなど）
＜8月中旬～9月中旬＞各研修プログラム実施
＜10月下旬＞事後レポート提出、事後報告会
【後期出発（2月・3月出発）】
＜10月中旬～下旬＞説明会：研修内容の確認、申込書の作成、提出
＜11月中旬～2月上旬＞オリエンテーション（生活、ホームステイ、危機管理など）
＜2月中旬＞最終オリエンテーション（病気・怪我、渡航手続きなど）
＜2月下旬～3月下旬＞各研修プログラム実施
＜4月下旬＞事後レポート提出、事後報告会
事前事後の学習
必要に応じて、担当教員より指示する。
出発前に行われる研修会に参加し、事前学習をする。事後にはレポート提出をし、振り返りワークショップや事
後報告会などを行うことで、事後学習をする。
課題に対するフィードバックの方法
研修レポート他、提出物については、講評を記して返却する。
成績評価の方法・基準（方針）
研修参加者は定められた期間内に、事後レポートを提出すること（A4用紙800字以上）。
・事前事後研修と事後報告会での発表と積極性（30％）
・現地プログラムを通じた理解度、積極性（50％）
・事後レポート評価（20％）
成績評価の種類

評価割合
（％）

授業内での評価

0

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

0

その他

100

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

・事前事後研修と事後報告会での発表と積極性（30％）
・現地プログラムを通じた理解度、積極性（50％）
・事後レポート評価（A4用紙800字以上）（20％）

1.2.

スタディアブロードⅠ

テキスト

なし

参考書

参考図書は、各研修ごとにオリエンテーション中に紹介する。

履修条件・他の科目との関連 ・参加希望者は申し込みの後、スタディアブロード参加についての許可に関する選考がある。
・Ⅰ、Ⅱ、Ⅲは参加回数を表す。初めて参加のプログラムで単位認定された場合、スタディアブロード
Ⅰ、2回目はⅡ、3回目はⅢとなる。
・この科目に参加する場合は別途研修参加費用が必要となるので、説明会で研修内容、費用など
を必ず確認すること。
・選考により奨学金を得ることが可能である。
・スタディアブロードプログラムは国際交流センターが窓口となっている。掲示なども国際交流センター
から案内されるので、履修希望者は注意すること。
・事前研修の出席が不良の場合は研修参加を許可しないことがある。

スタディアブロードⅠ

授業コード

10303902

授業種別

授業科目名

スタディアブロードⅠ

授業担当教員

小倉

幸雄

成績担当教員

小倉

幸雄

開講年次

1年

実務家教員による授業

実習

開講期

前期、後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
日本とは違う海外での生活体験・学習体験・職業体験を通じて、日本社会・文化を捉えなおし、多文化理解を進
めるとともに、グローバルマインドを持った国際的に活躍する人材を育成する
【研修メニュー】
・海外チャレンジ研修（アメリカ、カナダ、オーストラリア、イギリスなど世界22カ国・地域）
・日本語教員アシスタント研修（ベトナム、韓国など）
・グローバル短期研修（インドネシア、ベトナム、カンボジア、シンガポール）
・ハワイブライダル研修（1単位）、海外スポーツ交流（シンガポール）（1単位）
到達目標
1. 海外を経験することによって、グローバルマインドを持った国際人となる。
2. 海外体験によって、多文化理解に関心を持つとともに、日本社会・文化の更なる理解を進める。
授業計画
【前期出発（8月・9月出発）】
＜5月中旬～下旬＞説明会：研修内容の確認、申込書の作成、提出
＜6月中旬～7月上旬＞オリエンテーション（生活、ホームステイ、危機管理など）
＜8月上旬＞最終オリエンテーション（病気・怪我、渡航手続きなど）
＜8月中旬～9月中旬＞各研修プログラム実施
＜10月下旬＞事後レポート提出、事後報告会
【後期出発（2月・3月出発）】
＜10月中旬～下旬＞説明会：研修内容の確認、申込書の作成、提出
＜11月中旬～2月上旬＞オリエンテーション（生活、ホームステイ、危機管理など）
＜2月中旬＞最終オリエンテーション（病気・怪我、渡航手続きなど）
＜2月下旬～3月下旬＞各研修プログラム実施
＜4月下旬＞事後レポート提出、事後報告会
事前事後の学習
必要に応じて、担当教員より指示する。
出発前に行われる研修会に参加し、事前学習をする。事後にはレポート提出をし、振り返りワークショップや事
後報告会などを行うことで、事後学習をする。
課題に対するフィードバックの方法
研修レポート他、提出物については、講評を記して返却する。
成績評価の方法・基準（方針）
研修参加者は定められた期間内に、事後レポートを提出すること（A4用紙800字以上）。
・事前事後研修と事後報告会での発表と積極性（30％）
・現地プログラムを通じた理解度、積極性（50％）
・事後レポート評価（20％）
成績評価の種類

評価割合
（％）

授業内での評価

0

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

0

その他

100

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

・事前事後研修と事後報告会での発表と積極性（30％）
・現地プログラムを通じた理解度、積極性（50％）
・事後レポート評価（A4用紙800字以上）（20％）

1.2.

スタディアブロードⅠ

テキスト

なし

参考書

参考図書は、各研修ごとにオリエンテーション中に紹介する。

履修条件・他の科目との関連 ・参加希望者は申し込みの後、スタディアブロード参加についての許可に関する選考がある。
・Ⅰ、Ⅱ、Ⅲは参加回数を表す。初めて参加のプログラムで単位認定された場合、スタディアブロード
Ⅰ、2回目はⅡ、3回目はⅢとなる。
・この科目に参加する場合は別途研修参加費用が必要となるので、説明会で研修内容、費用など
を必ず確認すること。
・選考により奨学金を得ることが可能である。
・スタディアブロードプログラムは国際交流センターが窓口となっている。掲示なども国際交流センター
から案内されるので、履修希望者は注意すること。
・事前研修の出席が不良の場合は研修参加を許可しないことがある。

スタディアブロードⅠ

授業コード

10002702

授業種別

授業科目名

スタディアブロードⅠ

授業担当教員

小倉

幸雄

成績担当教員

小倉

幸雄

開講年次

1年

実務家教員による授業

実習

開講期

前期、後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
日本とは違う海外での生活体験・学習体験・職業体験を通じて、日本社会・文化を捉えなおし、多文化理解を進
めるとともに、グローバルマインドを持った国際的に活躍する人材を育成する
【研修メニュー】
・海外チャレンジ研修（アメリカ、カナダ、オーストラリア、イギリスなど世界22カ国・地域）
・日本語教員アシスタント研修（ベトナム、韓国など）
・グローバル短期研修（インドネシア、ベトナム、カンボジア、シンガポール）
・ハワイブライダル研修（1単位）、海外スポーツ交流（シンガポール）（1単位）
到達目標
1. 海外を経験することによって、グローバルマインドを持った国際人となる。
2. 海外体験によって、多文化理解に関心を持つとともに、日本社会・文化の更なる理解を進める。
授業計画
【前期出発（8月・9月出発）】
＜5月中旬～下旬＞説明会：研修内容の確認、申込書の作成、提出
＜6月中旬～7月上旬＞オリエンテーション（生活、ホームステイ、危機管理など）
＜8月上旬＞最終オリエンテーション（病気・怪我、渡航手続きなど）
＜8月中旬～9月中旬＞各研修プログラム実施
＜10月下旬＞事後レポート提出、事後報告会
【後期出発（2月・3月出発）】
＜10月中旬～下旬＞説明会：研修内容の確認、申込書の作成、提出
＜11月中旬～2月上旬＞オリエンテーション（生活、ホームステイ、危機管理など）
＜2月中旬＞最終オリエンテーション（病気・怪我、渡航手続きなど）
＜2月下旬～3月下旬＞各研修プログラム実施
＜4月下旬＞事後レポート提出、事後報告会
事前事後の学習
必要に応じて、担当教員より指示する。
出発前に行われる研修会に参加し、事前学習をする。事後にはレポート提出をし、振り返りワークショップや事
後報告会などを行うことで、事後学習をする。
課題に対するフィードバックの方法
研修レポート他、提出物については、講評を記して返却する。
成績評価の方法・基準（方針）
研修参加者は定められた期間内に、事後レポートを提出すること（A4用紙800字以上）。
・事前事後研修と事後報告会での発表と積極性（30％）
・現地プログラムを通じた理解度、積極性（50％）
・事後レポート評価（20％）
成績評価の種類

評価割合
（％）

授業内での評価

0

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

0

その他

100

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

・事前事後研修と事後報告会での発表と積極性（30％）
・現地プログラムを通じた理解度、積極性（50％）
・事後レポート評価（A4用紙800字以上）（20％）

1.2.

スタディアブロードⅠ

テキスト

なし

参考書

参考図書は、各研修ごとにオリエンテーション中に紹介する。

履修条件・他の科目との関連 ・参加希望者は申し込みの後、スタディアブロード参加についての許可に関する選考がある。
・Ⅰ、Ⅱ、Ⅲは参加回数を表す。初めて参加のプログラムで単位認定された場合、スタディアブロード
Ⅰ、2回目はⅡ、3回目はⅢとなる。
・この科目に参加する場合は別途研修参加費用が必要となるので、説明会で研修内容、費用など
を必ず確認すること。
・選考により奨学金を得ることが可能である。
・スタディアブロードプログラムは国際交流センターが窓口となっている。掲示なども国際交流センター
から案内されるので、履修希望者は注意すること。
・事前研修の出席が不良の場合は研修参加を許可しないことがある。

スタディアブロードⅠ

授業コード

10403002

授業種別

授業科目名

スタディアブロードⅡ

授業担当教員

小倉

幸雄

成績担当教員

小倉

幸雄

開講年次

1年

実務家教員による授業

実習

開講期

前期、後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
日本とは違う海外での生活体験・学習体験・職業体験を通じて、日本社会・文化を捉えなおし、多文化理解を進
めるとともに、グローバルマインドを持った国際的に活躍する人材を育成する
【研修メニュー】
・海外チャレンジ研修（アメリカ、カナダ、オーストラリア、イギリスなど世界22カ国・地域）
・日本語教員アシスタント研修（ベトナム、韓国など）
・グローバル短期研修（インドネシア、ベトナム、カンボジア、シンガポール）
・ハワイブライダル研修（1単位）、海外スポーツ交流（シンガポール）（1単位）
到達目標
1. 海外を経験することによって、グローバルマインドを持った国際人となる。
2. 海外体験によって、多文化理解に関心を持つとともに、日本社会・文化の更なる理解を進める。
授業計画
【前期出発（8月・9月出発）】
＜5月中旬～下旬＞説明会：研修内容の確認、申込書の作成、提出
＜6月中旬～7月上旬＞オリエンテーション（生活、ホームステイ、危機管理など）
＜8月上旬＞最終オリエンテーション（病気・怪我、渡航手続きなど）
＜8月中旬～9月中旬＞各研修プログラム実施
＜10月下旬＞事後レポート提出、事後報告会
【後期出発（2月・3月出発）】
＜10月中旬～下旬＞説明会：研修内容の確認、申込書の作成、提出
＜11月中旬～2月上旬＞オリエンテーション（生活、ホームステイ、危機管理など）
＜2月中旬＞最終オリエンテーション（病気・怪我、渡航手続きなど）
＜2月下旬～3月下旬＞各研修プログラム実施
＜4月下旬＞事後レポート提出、事後報告会
事前事後の学習
必要に応じて、担当教員より指示する。
出発前に行われる研修会に参加し、事前学習をする。事後にはレポート提出をし、振り返りワークショップや事
後報告会などを行うことで、事後学習をする。
課題に対するフィードバックの方法
研修レポート他、提出物については、講評を記して返却する。
成績評価の方法・基準（方針）
研修参加者は定められた期間内に、事後レポートを提出すること（A4用紙800字以上）。
・事前事後研修と事後報告会での発表と積極性（30％）
・現地プログラムを通じた理解度、積極性（50％）
・事後レポート評価（20％）
成績評価の種類

評価割合
（％）

授業内での評価

0

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

0

その他

100

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

・事前事後研修と事後報告会での発表と積極性（30％）
・現地プログラムを通じた理解度、積極性（50％）
・事後レポート評価（A4用紙800字以上）（20％）

1.2.

スタディアブロードⅡ

テキスト

なし

参考書

参考図書は、各研修ごとにオリエンテーション中に紹介する。

履修条件・他の科目との関連 ・参加希望者は申し込みの後、スタディアブロード参加についての許可に関する選考がある。
・Ⅰ、Ⅱ、Ⅲは参加回数を表す。初めて参加のプログラムで単位認定された場合、スタディアブロード
Ⅰ、2回目はⅡ、3回目はⅢとなる。
・この科目に参加する場合は別途研修参加費用が必要となるので、説明会で研修内容、費用など
を必ず確認すること。
・選考により奨学金を得ることが可能である。
・スタディアブロードプログラムは国際交流センターが窓口となっている。掲示なども国際交流センター
から案内されるので、履修希望者は注意すること。
・事前研修の出席が不良の場合は研修参加を許可しないことがある。

スタディアブロードⅡ

授業コード

10304002

授業種別

授業科目名

スタディアブロードⅡ

授業担当教員

小倉

幸雄

成績担当教員

小倉

幸雄

開講年次

1年

実務家教員による授業

実習

開講期

前期、後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
日本とは違う海外での生活体験・学習体験・職業体験を通じて、日本社会・文化を捉えなおし、多文化理解を進
めるとともに、グローバルマインドを持った国際的に活躍する人材を育成する
【研修メニュー】
・海外チャレンジ研修（アメリカ、カナダ、オーストラリア、イギリスなど世界22カ国・地域）
・日本語教員アシスタント研修（ベトナム、韓国など）
・グローバル短期研修（インドネシア、ベトナム、カンボジア、シンガポール）
・ハワイブライダル研修（1単位）、海外スポーツ交流（シンガポール）（1単位）
到達目標
1. 海外を経験することによって、グローバルマインドを持った国際人となる。
2. 海外体験によって、多文化理解に関心を持つとともに、日本社会・文化の更なる理解を進める。
授業計画
【前期出発（8月・9月出発）】
＜5月中旬～下旬＞説明会：研修内容の確認、申込書の作成、提出
＜6月中旬～7月上旬＞オリエンテーション（生活、ホームステイ、危機管理など）
＜8月上旬＞最終オリエンテーション（病気・怪我、渡航手続きなど）
＜8月中旬～9月中旬＞各研修プログラム実施
＜10月下旬＞事後レポート提出、事後報告会
【後期出発（2月・3月出発）】
＜10月中旬～下旬＞説明会：研修内容の確認、申込書の作成、提出
＜11月中旬～2月上旬＞オリエンテーション（生活、ホームステイ、危機管理など）
＜2月中旬＞最終オリエンテーション（病気・怪我、渡航手続きなど）
＜2月下旬～3月下旬＞各研修プログラム実施
＜4月下旬＞事後レポート提出、事後報告会
事前事後の学習
必要に応じて、担当教員より指示する。
出発前に行われる研修会に参加し、事前学習をする。事後にはレポート提出をし、振り返りワークショップや事
後報告会などを行うことで、事後学習をする。
課題に対するフィードバックの方法
研修レポート他、提出物については、講評を記して返却する。
成績評価の方法・基準（方針）
研修参加者は定められた期間内に、事後レポートを提出すること（A4用紙800字以上）。
・事前事後研修と事後報告会での発表と積極性（30％）
・現地プログラムを通じた理解度、積極性（50％）
・事後レポート評価（20％）
成績評価の種類

評価割合
（％）

授業内での評価

0

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

0

その他

100

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

・事前事後研修と事後報告会での発表と積極性（30％）
・現地プログラムを通じた理解度、積極性（50％）
・事後レポート評価（A4用紙800字以上）（20％）

1.2.

スタディアブロードⅡ

テキスト

なし

参考書

参考図書は、各研修ごとにオリエンテーション中に紹介する。

履修条件・他の科目との関連 ・参加希望者は申し込みの後、スタディアブロード参加についての許可に関する選考がある。
・Ⅰ、Ⅱ、Ⅲは参加回数を表す。初めて参加のプログラムで単位認定された場合、スタディアブロード
Ⅰ、2回目はⅡ、3回目はⅢとなる。
・この科目に参加する場合は別途研修参加費用が必要となるので、説明会で研修内容、費用など
を必ず確認すること。
・選考により奨学金を得ることが可能である。
・スタディアブロードプログラムは国際交流センターが窓口となっている。掲示なども国際交流センター
から案内されるので、履修希望者は注意すること。
・事前研修の出席が不良の場合は研修参加を許可しないことがある。

スタディアブロードⅡ

授業コード

10002802

授業種別

授業科目名

スタディアブロードⅡ

授業担当教員

小倉

幸雄

成績担当教員

小倉

幸雄

開講年次

1年

実務家教員による授業

実習

開講期

前期、後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
日本とは違う海外での生活体験・学習体験・職業体験を通じて、日本社会・文化を捉えなおし、多文化理解を進
めるとともに、グローバルマインドを持った国際的に活躍する人材を育成する
【研修メニュー】
・海外チャレンジ研修（アメリカ、カナダ、オーストラリア、イギリスなど世界22カ国・地域）
・日本語教員アシスタント研修（ベトナム、韓国など）
・グローバル短期研修（インドネシア、ベトナム、カンボジア、シンガポール）
・ハワイブライダル研修（1単位）、海外スポーツ交流（シンガポール）（1単位）
到達目標
1. 海外を経験することによって、グローバルマインドを持った国際人となる。
2. 海外体験によって、多文化理解に関心を持つとともに、日本社会・文化の更なる理解を進める。
授業計画
【前期出発（8月・9月出発）】
＜5月中旬～下旬＞説明会：研修内容の確認、申込書の作成、提出
＜6月中旬～7月上旬＞オリエンテーション（生活、ホームステイ、危機管理など）
＜8月上旬＞最終オリエンテーション（病気・怪我、渡航手続きなど）
＜8月中旬～9月中旬＞各研修プログラム実施
＜10月下旬＞事後レポート提出、事後報告会
【後期出発（2月・3月出発）】
＜10月中旬～下旬＞説明会：研修内容の確認、申込書の作成、提出
＜11月中旬～2月上旬＞オリエンテーション（生活、ホームステイ、危機管理など）
＜2月中旬＞最終オリエンテーション（病気・怪我、渡航手続きなど）
＜2月下旬～3月下旬＞各研修プログラム実施
＜4月下旬＞事後レポート提出、事後報告会
事前事後の学習
必要に応じて、担当教員より指示する。
出発前に行われる研修会に参加し、事前学習をする。事後にはレポート提出をし、振り返りワークショップや事
後報告会などを行うことで、事後学習をする。
課題に対するフィードバックの方法
研修レポート他、提出物については、講評を記して返却する。
成績評価の方法・基準（方針）
研修参加者は定められた期間内に、事後レポートを提出すること（A4用紙800字以上）。
・事前事後研修と事後報告会での発表と積極性（30％）
・現地プログラムを通じた理解度、積極性（50％）
・事後レポート評価（20％）
成績評価の種類

評価割合
（％）

授業内での評価

0

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

0

その他

100

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

・事前事後研修と事後報告会での発表と積極性（30％）
・現地プログラムを通じた理解度、積極性（50％）
・事後レポート評価（A4用紙800字以上）（20％）

1.2.

スタディアブロードⅡ

テキスト

なし

参考書

参考図書は、各研修ごとにオリエンテーション中に紹介する。

履修条件・他の科目との関連 ・参加希望者は申し込みの後、スタディアブロード参加についての許可に関する選考がある。
・Ⅰ、Ⅱ、Ⅲは参加回数を表す。初めて参加のプログラムで単位認定された場合、スタディアブロード
Ⅰ、2回目はⅡ、3回目はⅢとなる。
・この科目に参加する場合は別途研修参加費用が必要となるので、説明会で研修内容、費用など
を必ず確認すること。
・選考により奨学金を得ることが可能である。
・スタディアブロードプログラムは国際交流センターが窓口となっている。掲示なども国際交流センター
から案内されるので、履修希望者は注意すること。
・事前研修の出席が不良の場合は研修参加を許可しないことがある。

スタディアブロードⅡ

授業コード

10403102

授業種別

授業科目名

スタディアブロードⅢ

授業担当教員

小倉

幸雄

成績担当教員

小倉

幸雄

開講年次

1年

実務家教員による授業

実習

開講期

前期、後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
日本とは違う海外での生活体験・学習体験・職業体験を通じて、日本社会・文化を捉えなおし、多文化理解を進
めるとともに、グローバルマインドを持った国際的に活躍する人材を育成する
【研修メニュー】
・海外チャレンジ研修（アメリカ、カナダ、オーストラリア、イギリスなど世界22カ国・地域）
・日本語教員アシスタント研修（ベトナム、韓国など）
・グローバル短期研修（インドネシア、ベトナム、カンボジア、シンガポール）
・ハワイブライダル研修（1単位）、海外スポーツ交流（シンガポール）（1単位）
到達目標
1. 海外を経験することによって、グローバルマインドを持った国際人となる。
2. 海外体験によって、多文化理解に関心を持つとともに、日本社会・文化の更なる理解を進める。
授業計画
【前期出発（8月・9月出発）】
＜5月中旬～下旬＞説明会：研修内容の確認、申込書の作成、提出
＜6月中旬～7月上旬＞オリエンテーション（生活、ホームステイ、危機管理など）
＜8月上旬＞最終オリエンテーション（病気・怪我、渡航手続きなど）
＜8月中旬～9月中旬＞各研修プログラム実施
＜10月下旬＞事後レポート提出、事後報告会
【後期出発（2月・3月出発）】
＜10月中旬～下旬＞説明会：研修内容の確認、申込書の作成、提出
＜11月中旬～2月上旬＞オリエンテーション（生活、ホームステイ、危機管理など）
＜2月中旬＞最終オリエンテーション（病気・怪我、渡航手続きなど）
＜2月下旬～3月下旬＞各研修プログラム実施
＜4月下旬＞事後レポート提出、事後報告会
事前事後の学習
必要に応じて、担当教員より指示する。
出発前に行われる研修会に参加し、事前学習をする。事後にはレポート提出をし、振り返りワークショップや事
後報告会などを行うことで、事後学習をする。
課題に対するフィードバックの方法
研修レポート他、提出物については、講評を記して返却する。
成績評価の方法・基準（方針）
研修参加者は定められた期間内に、事後レポートを提出すること（A4用紙800字以上）。
・事前事後研修と事後報告会での発表と積極性（30％）
・現地プログラムを通じた理解度、積極性（50％）
・事後レポート評価（20％）
成績評価の種類

評価割合
（％）

授業内での評価

0

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

0

その他

100

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

・事前事後研修と事後報告会での発表と積極性（30％）
・現地プログラムを通じた理解度、積極性（50％）
・事後レポート評価（A4用紙800字以上）（20％）

1.2.

スタディアブロードⅢ

テキスト

なし

参考書

参考図書は、各研修ごとにオリエンテーション中に紹介する。

履修条件・他の科目との関連 ・参加希望者は申し込みの後、スタディアブロード参加についての許可に関する選考がある。
・Ⅰ、Ⅱ、Ⅲは参加回数を表す。初めて参加のプログラムで単位認定された場合、スタディアブロード
Ⅰ、2回目はⅡ、3回目はⅢとなる。
・この科目に参加する場合は別途研修参加費用が必要となるので、説明会で研修内容、費用など
を必ず確認すること。
・選考により奨学金を得ることが可能である。
・スタディアブロードプログラムは国際交流センターが窓口となっている。掲示なども国際交流センター
から案内されるので、履修希望者は注意すること。
・事前研修の出席が不良の場合は研修参加を許可しないことがある。

スタディアブロードⅢ

授業コード

10304102

授業種別

授業科目名

スタディアブロードⅢ

授業担当教員

小倉

幸雄

成績担当教員

小倉

幸雄

開講年次

1年

実務家教員による授業

実習

開講期

前期、後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
日本とは違う海外での生活体験・学習体験・職業体験を通じて、日本社会・文化を捉えなおし、多文化理解を進
めるとともに、グローバルマインドを持った国際的に活躍する人材を育成する
【研修メニュー】
・海外チャレンジ研修（アメリカ、カナダ、オーストラリア、イギリスなど世界22カ国・地域）
・日本語教員アシスタント研修（ベトナム、韓国など）
・グローバル短期研修（インドネシア、ベトナム、カンボジア、シンガポール）
・ハワイブライダル研修（1単位）、海外スポーツ交流（シンガポール）（1単位）
到達目標
1. 海外を経験することによって、グローバルマインドを持った国際人となる。
2. 海外体験によって、多文化理解に関心を持つとともに、日本社会・文化の更なる理解を進める。
授業計画
【前期出発（8月・9月出発）】
＜5月中旬～下旬＞説明会：研修内容の確認、申込書の作成、提出
＜6月中旬～7月上旬＞オリエンテーション（生活、ホームステイ、危機管理など）
＜8月上旬＞最終オリエンテーション（病気・怪我、渡航手続きなど）
＜8月中旬～9月中旬＞各研修プログラム実施
＜10月下旬＞事後レポート提出、事後報告会
【後期出発（2月・3月出発）】
＜10月中旬～下旬＞説明会：研修内容の確認、申込書の作成、提出
＜11月中旬～2月上旬＞オリエンテーション（生活、ホームステイ、危機管理など）
＜2月中旬＞最終オリエンテーション（病気・怪我、渡航手続きなど）
＜2月下旬～3月下旬＞各研修プログラム実施
＜4月下旬＞事後レポート提出、事後報告会
事前事後の学習
必要に応じて、担当教員より指示する。
出発前に行われる研修会に参加し、事前学習をする。事後にはレポート提出をし、振り返りワークショップや事
後報告会などを行うことで、事後学習をする。
課題に対するフィードバックの方法
研修レポート他、提出物については、講評を記して返却する。
成績評価の方法・基準（方針）
研修参加者は定められた期間内に、事後レポートを提出すること（A4用紙800字以上）。
・事前事後研修と事後報告会での発表と積極性（30％）
・現地プログラムを通じた理解度、積極性（50％）
・事後レポート評価（20％）
成績評価の種類

評価割合
（％）

授業内での評価

0

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

0

その他

100

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

・事前事後研修と事後報告会での発表と積極性（30％）
・現地プログラムを通じた理解度、積極性（50％）
・事後レポート評価（A4用紙800字以上）（20％）

1.2.

スタディアブロードⅢ

テキスト

なし

参考書

参考図書は、各研修ごとにオリエンテーション中に紹介する。

履修条件・他の科目との関連 ・参加希望者は申し込みの後、スタディアブロード参加についての許可に関する選考がある。
・Ⅰ、Ⅱ、Ⅲは参加回数を表す。初めて参加のプログラムで単位認定された場合、スタディアブロード
Ⅰ、2回目はⅡ、3回目はⅢとなる。
・この科目に参加する場合は別途研修参加費用が必要となるので、説明会で研修内容、費用など
を必ず確認すること。
・選考により奨学金を得ることが可能である。
・スタディアブロードプログラムは国際交流センターが窓口となっている。掲示なども国際交流センター
から案内されるので、履修希望者は注意すること。
・事前研修の出席が不良の場合は研修参加を許可しないことがある。

スタディアブロードⅢ

授業コード

10002902

授業種別

授業科目名

スタディアブロードⅢ

授業担当教員

小倉

幸雄

成績担当教員

小倉

幸雄

開講年次

1年

実務家教員による授業

実習

開講期

前期、後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
日本とは違う海外での生活体験・学習体験・職業体験を通じて、日本社会・文化を捉えなおし、多文化理解を進
めるとともに、グローバルマインドを持った国際的に活躍する人材を育成する
【研修メニュー】
・海外チャレンジ研修（アメリカ、カナダ、オーストラリア、イギリスなど世界22カ国・地域）
・日本語教員アシスタント研修（ベトナム、韓国など）
・グローバル短期研修（インドネシア、ベトナム、カンボジア、シンガポール）
・ハワイブライダル研修（1単位）、海外スポーツ交流（シンガポール）（1単位）
到達目標
1. 海外を経験することによって、グローバルマインドを持った国際人となる。
2. 海外体験によって、多文化理解に関心を持つとともに、日本社会・文化の更なる理解を進める。
授業計画
【前期出発（8月・9月出発）】
＜5月中旬～下旬＞説明会：研修内容の確認、申込書の作成、提出
＜6月中旬～7月上旬＞オリエンテーション（生活、ホームステイ、危機管理など）
＜8月上旬＞最終オリエンテーション（病気・怪我、渡航手続きなど）
＜8月中旬～9月中旬＞各研修プログラム実施
＜10月下旬＞事後レポート提出、事後報告会
【後期出発（2月・3月出発）】
＜10月中旬～下旬＞説明会：研修内容の確認、申込書の作成、提出
＜11月中旬～2月上旬＞オリエンテーション（生活、ホームステイ、危機管理など）
＜2月中旬＞最終オリエンテーション（病気・怪我、渡航手続きなど）
＜2月下旬～3月下旬＞各研修プログラム実施
＜4月下旬＞事後レポート提出、事後報告会
事前事後の学習
必要に応じて、担当教員より指示する。
出発前に行われる研修会に参加し、事前学習をする。事後にはレポート提出をし、振り返りワークショップや事
後報告会などを行うことで、事後学習をする。
課題に対するフィードバックの方法
研修レポート他、提出物については、講評を記して返却する。
成績評価の方法・基準（方針）
研修参加者は定められた期間内に、事後レポートを提出すること（A4用紙800字以上）。
・事前事後研修と事後報告会での発表と積極性（30％）
・現地プログラムを通じた理解度、積極性（50％）
・事後レポート評価（20％）
成績評価の種類

評価割合
（％）

授業内での評価

0

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

0

その他

100

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

・事前事後研修と事後報告会での発表と積極性（30％）
・現地プログラムを通じた理解度、積極性（50％）
・事後レポート評価（A4用紙800字以上）（20％）

1.2.

スタディアブロードⅢ

テキスト

なし

参考書

参考図書は、各研修ごとにオリエンテーション中に紹介する。

履修条件・他の科目との関連 ・参加希望者は申し込みの後、スタディアブロード参加についての許可に関する選考がある。
・Ⅰ、Ⅱ、Ⅲは参加回数を表す。初めて参加のプログラムで単位認定された場合、スタディアブロード
Ⅰ、2回目はⅡ、3回目はⅢとなる。
・この科目に参加する場合は別途研修参加費用が必要となるので、説明会で研修内容、費用など
を必ず確認すること。
・選考により奨学金を得ることが可能である。
・スタディアブロードプログラムは国際交流センターが窓口となっている。掲示なども国際交流センター
から案内されるので、履修希望者は注意すること。
・事前研修の出席が不良の場合は研修参加を許可しないことがある。

スタディアブロードⅢ

授業コード

10400505

授業種別

授業科目名

教養総合講義

授業担当教員

山本

明志、西村

成績担当教員

山本

明志

開講年次

1年

真由子、森上
開講期

実務家教員による授業

講義

－

幸夫
前期

単位数

2単位

授業の目的・概要
＜教養総合講義の目的と概要＞
本授業は、特定の教養科目を個別に学ぶのではなく、人文・社会・自然の各分野、それらを横断した学際的な
分野における学問的な問題、方法、対象の理解を通して総合的な教養の知を修得することが目的である。加え
て、与えられた問題の正解を求めるような高校までの「勉強」から、ものごとや現象の本質・真理を絶えず考究
するような大学での「主体的かつ探究的な学びの態度」へと、学生諸君の姿勢が変化することも目指している。
授業は、種々の分野を広く包含するように3名の教員が5回ずつ担当するオムニバス形式で展開する。自らが所
属する学科の専門性に近い内容を学ぶ場合は自らの関心をさらに深めることを意識しながら、また所属学科の専
門性と異なる内容を学ぶ場合は学問的視野を拡げて自らの関心につながる点を見出すことを意識しながら受講す
ることが求められる。
到達目標
１．講義を受ける学問分野における問題、方法、対象に関する知識や概念を説明できる。
２．講義を受ける学問分野において研究されているテーマについて論理的に説明できる。
３．教養特定科目及び専門科目の学問的関連を考えた学修計画をたてることができる。
授業計画
担当：山本明志（基幹教育機構）
テーマ：東アジアの文化を理解する中から、「我々の普通」を相対化する
①中華人民共和国の風土と漢民族の文化
「中国」は南北に分けて理解することが有効であり、それぞれに文化的特性があることを検討する。さらに、
「中国」の多数民族である漢民族の世界観について、日本と比較しながら考察する。
②モンゴルの遊牧文化
モンゴル人遊牧民の生活について家畜との関わりから検討し、その合理性と環境への影響について検討する。
また、日本とモンゴルが関わるいくつかの「商品」について考察する。
③チベットの仏教文化
日本人も仏教やお寺には多少馴染みがあるだろうが、ヒマラヤ山脈の北側に住むチベット人たちはどのような
仏教文化を育んできたのか、輪廻の考え方・鳥葬の文化などから検討する。
④「照葉樹林文化論」の射程
「日本文化」をより大きな地域設定の中でとらえる「照葉樹林文化論」は、日本文化の「固有性」「特異性」
認識をいかに変えうるのかを検討する。
⑤「少数民族」と近代国民国家
国民国家の中において文化的少数者集団が出現するしくみを解説し、特に中華人民共和国における「少数民
族」の問題について検討する。
担当：森上幸夫（基幹教育機構）
テーマ：心のリスクにいかに向き合うか
①イントロダクション「心の科学とは何か」
人間の心に対する研究アプローチは、自然科学、人文科学、社会科学のいずれが適切なのかという議論、そし
て心の定義と心理的な問題・課題（心のリスク）について概説する。
②加齢の心理
人間が高齢になることで生じる心身の変化を概説し、加齢および高齢に対する適応の仕方であるサクセスフ
ル・エージングを概説する。
③被災の心理
災害に対する準備の程度により個人および社会のダメージが異なってくる。人間は、災害に対していかなる心
理的な準備と対応が必要であるのかを概説する。
④罹患の心理
健康は現代の人間において最大の興味・関心の対象であるとも言える。健康が損なわれたり失われたりすると
きの心の状態について概説する。
⑤コンクルージョン「心のリスクへの対処」
生きていくうえで体験する、衰え・災害・不健康などから生じる心理的な問題や課題（心のリスク）に対し
て、人間はいかに対処しているのか、いかに生きることを意味づけているのかを考察する。
担当：西村真由子（基幹教育機構）
テーマ：「運動・スポーツの必要性について」学ぶ
①スポーツとは何か
スポーツの歴史、スポーツが生まれた背景を概説し、スポーツとは何かを考察する。
②スポーツで何を学ぶのか
社会人基礎力、ライフスキルの観点について概説し、自身の行動のヒントに活かすことができるように考察す
る。
③スポーツの必要性について
教養総合講義

運動・スポーツの効果、社会の変化から運動・スポーツへの期待が高まっていることを概説する。
④健康づくりを目的とした運動・スポーツについて①（運動、栄養、ダイエット）
コロナ禍における健康管理として、自分自身をコンディショニングできる基本的な知識を概説する。SNSなど多
くの情報の中から選別できるようにする。
⑤健康づくりを目的とした運動・スポーツについて②（筋肉、レジスタンス運動）
コロナ禍における健康管理として、自分自身をコンディショニングできる基本的な知識を概説する。SNSなど多
くの情報の中から選別できるようにする。
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
各担当教員より事前事後の学習の内容が示される。
課題に対するフィードバックの方法
各担当教員より課題に対するフィードバックの方法が示される。
成績評価の方法・基準（方針）
各担当教員より「授業内での評価」の方法・基準（方針）が示される。
ただし各教員は担当5回分で25点の「授業内での評価」の点数をもつが、3回以上の欠席があった場合、その教員
の担当5回分の成績は0点となる。科目の評定・GPAの低下につながるので注意すること。
また「定期試験に代わるレポート」は25点の配点で、科目全クラスの授業終了後 GoogleClassroom にて課題が掲
示される。このレポートを提出しない場合、ただちに｢Ｋ評価（評価不能）｣にはならないが、科目の評定・GPAの
低下につながるので注意すること。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

75

担当教員3名×25

１．２．

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

25

25

１．２．３．

その他

0

テキスト

原則テキストは使わない。

参考書

各担当教員より参考書に関する指示が示される。

履修条件・他の科目との関連 3名の担当教員によるオムニバス科目であるので、課題に関する指示や提出の方法が異なるので注
意すること。また、本科目は1年次後期以降開講の「教養特定科目」群の各科目と関連している。

教養総合講義

授業コード

10400506

授業種別

授業科目名

教養総合講義

授業担当教員

山本

明志、西村

成績担当教員

山本

明志

開講年次

1年

真由子、森上
開講期

実務家教員による授業

講義

－

幸夫
前期

単位数

2単位

授業の目的・概要
＜教養総合講義の目的と概要＞
本授業は、特定の教養科目を個別に学ぶのではなく、人文・社会・自然の各分野、それらを横断した学際的な
分野における学問的な問題、方法、対象の理解を通して総合的な教養の知を修得することが目的である。加え
て、与えられた問題の正解を求めるような高校までの「勉強」から、ものごとや現象の本質・真理を絶えず考究
するような大学での「主体的かつ探究的な学びの態度」へと、学生諸君の姿勢が変化することも目指している。
授業は、種々の分野を広く包含するように3名の教員が5回ずつ担当するオムニバス形式で展開する。自らが所
属する学科の専門性に近い内容を学ぶ場合は自らの関心をさらに深めることを意識しながら、また所属学科の専
門性と異なる内容を学ぶ場合は学問的視野を拡げて自らの関心につながる点を見出すことを意識しながら受講す
ることが求められる。
到達目標
１．講義を受ける学問分野における問題、方法、対象に関する知識や概念を説明できる。
２．講義を受ける学問分野において研究されているテーマについて論理的に説明できる。
３．教養特定科目及び専門科目の学問的関連を考えた学修計画をたてることができる。
授業計画
担当：山本明志（基幹教育機構）
テーマ：東アジアの文化を理解する中から、「我々の普通」を相対化する
①中華人民共和国の風土と漢民族の文化
「中国」は南北に分けて理解することが有効であり、それぞれに文化的特性があることを検討する。さらに、
「中国」の多数民族である漢民族の世界観について、日本と比較しながら考察する。
②モンゴルの遊牧文化
モンゴル人遊牧民の生活について家畜との関わりから検討し、その合理性と環境への影響について検討する。
また、日本とモンゴルが関わるいくつかの「商品」について考察する。
③チベットの仏教文化
日本人も仏教やお寺には多少馴染みがあるだろうが、ヒマラヤ山脈の北側に住むチベット人たちはどのような
仏教文化を育んできたのか、輪廻の考え方・鳥葬の文化などから検討する。
④「照葉樹林文化論」の射程
「日本文化」をより大きな地域設定の中でとらえる「照葉樹林文化論」は、日本文化の「固有性」「特異性」
認識をいかに変えうるのかを検討する。
⑤「少数民族」と近代国民国家
国民国家の中において文化的少数者集団が出現するしくみを解説し、特に中華人民共和国における「少数民
族」の問題について検討する。
担当：森上幸夫（基幹教育機構）
テーマ：心のリスクにいかに向き合うか
①イントロダクション「心の科学とは何か」
人間の心に対する研究アプローチは、自然科学、人文科学、社会科学のいずれが適切なのかという議論、そし
て心の定義と心理的な問題・課題（心のリスク）について概説する。
②加齢の心理
人間が高齢になることで生じる心身の変化を概説し、加齢および高齢に対する適応の仕方であるサクセスフ
ル・エージングを概説する。
③被災の心理
災害に対する準備の程度により個人および社会のダメージが異なってくる。人間は、災害に対していかなる心
理的な準備と対応が必要であるのかを概説する。
④罹患の心理
健康は現代の人間において最大の興味・関心の対象であるとも言える。健康が損なわれたり失われたりすると
きの心の状態について概説する。
⑤コンクルージョン「心のリスクへの対処」
生きていくうえで体験する、衰え・災害・不健康などから生じる心理的な問題や課題（心のリスク）に対し
て、人間はいかに対処しているのか、いかに生きることを意味づけているのかを考察する。
担当：西村真由子（基幹教育機構）
テーマ：「運動・スポーツの必要性について」学ぶ
①スポーツとは何か
スポーツの歴史、スポーツが生まれた背景を概説し、スポーツとは何かを考察する。
②スポーツで何を学ぶのか
社会人基礎力、ライフスキルの観点について概説し、自身の行動のヒントに活かすことができるように考察す
る。
③スポーツの必要性について
教養総合講義

運動・スポーツの効果、社会の変化から運動・スポーツへの期待が高まっていることを概説する。
④健康づくりを目的とした運動・スポーツについて①（運動、栄養、ダイエット）
コロナ禍における健康管理として、自分自身をコンディショニングできる基本的な知識を概説する。SNSなど多
くの情報の中から選別できるようにする。
⑤健康づくりを目的とした運動・スポーツについて②（筋肉、レジスタンス運動）
コロナ禍における健康管理として、自分自身をコンディショニングできる基本的な知識を概説する。SNSなど多
くの情報の中から選別できるようにする。
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
各担当教員より事前事後の学習の内容が示される。
課題に対するフィードバックの方法
各担当教員より課題に対するフィードバックの方法が示される。
成績評価の方法・基準（方針）
各担当教員より「授業内での評価」の方法・基準（方針）が示される。
ただし各教員は担当5回分で25点の「授業内での評価」の点数をもつが、3回以上の欠席があった場合、その教員
の担当5回分の成績は0点となる。科目の評定・GPAの低下につながるので注意すること。
また「定期試験に代わるレポート」は25点の配点で、科目全クラスの授業終了後 GoogleClassroom にて課題が掲
示される。このレポートを提出しない場合、ただちに｢Ｋ評価（評価不能）｣にはならないが、科目の評定・GPAの
低下につながるので注意すること。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

75

担当教員3名×25

１．２．

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

25

25

１．２．３．

その他

0

テキスト

原則テキストは使わない。

参考書

各担当教員より参考書に関する指示が示される。

履修条件・他の科目との関連 3名の担当教員によるオムニバス科目であるので、課題に関する指示や提出の方法が異なるので注
意すること。また、本科目は1年次後期以降開講の「教養特定科目」群の各科目と関連している。

教養総合講義

授業コード

10400507

授業種別

授業科目名

教養総合講義

授業担当教員

山本

明志、西村

成績担当教員

山本

明志

開講年次

1年

真由子、森上
開講期

実務家教員による授業

講義

－

幸夫
前期

単位数

2単位

授業の目的・概要
＜教養総合講義の目的と概要＞
本授業は、特定の教養科目を個別に学ぶのではなく、人文・社会・自然の各分野、それらを横断した学際的な
分野における学問的な問題、方法、対象の理解を通して総合的な教養の知を修得することが目的である。加え
て、与えられた問題の正解を求めるような高校までの「勉強」から、ものごとや現象の本質・真理を絶えず考究
するような大学での「主体的かつ探究的な学びの態度」へと、学生諸君の姿勢が変化することも目指している。
授業は、種々の分野を広く包含するように3名の教員が5回ずつ担当するオムニバス形式で展開する。自らが所
属する学科の専門性に近い内容を学ぶ場合は自らの関心をさらに深めることを意識しながら、また所属学科の専
門性と異なる内容を学ぶ場合は学問的視野を拡げて自らの関心につながる点を見出すことを意識しながら受講す
ることが求められる。
到達目標
１．講義を受ける学問分野における問題、方法、対象に関する知識や概念を説明できる。
２．講義を受ける学問分野において研究されているテーマについて論理的に説明できる。
３．教養特定科目及び専門科目の学問的関連を考えた学修計画をたてることができる。
授業計画
担当：山本明志（基幹教育機構）
テーマ：東アジアの文化を理解する中から、「我々の普通」を相対化する
①中華人民共和国の風土と漢民族の文化
「中国」は南北に分けて理解することが有効であり、それぞれに文化的特性があることを検討する。さらに、
「中国」の多数民族である漢民族の世界観について、日本と比較しながら考察する。
②モンゴルの遊牧文化
モンゴル人遊牧民の生活について家畜との関わりから検討し、その合理性と環境への影響について検討する。
また、日本とモンゴルが関わるいくつかの「商品」について考察する。
③チベットの仏教文化
日本人も仏教やお寺には多少馴染みがあるだろうが、ヒマラヤ山脈の北側に住むチベット人たちはどのような
仏教文化を育んできたのか、輪廻の考え方・鳥葬の文化などから検討する。
④「照葉樹林文化論」の射程
「日本文化」をより大きな地域設定の中でとらえる「照葉樹林文化論」は、日本文化の「固有性」「特異性」
認識をいかに変えうるのかを検討する。
⑤「少数民族」と近代国民国家
国民国家の中において文化的少数者集団が出現するしくみを解説し、特に中華人民共和国における「少数民
族」の問題について検討する。
担当：森上幸夫（基幹教育機構）
テーマ：心のリスクにいかに向き合うか
①イントロダクション「心の科学とは何か」
人間の心に対する研究アプローチは、自然科学、人文科学、社会科学のいずれが適切なのかという議論、そし
て心の定義と心理的な問題・課題（心のリスク）について概説する。
②加齢の心理
人間が高齢になることで生じる心身の変化を概説し、加齢および高齢に対する適応の仕方であるサクセスフ
ル・エージングを概説する。
③被災の心理
災害に対する準備の程度により個人および社会のダメージが異なってくる。人間は、災害に対していかなる心
理的な準備と対応が必要であるのかを概説する。
④罹患の心理
健康は現代の人間において最大の興味・関心の対象であるとも言える。健康が損なわれたり失われたりすると
きの心の状態について概説する。
⑤コンクルージョン「心のリスクへの対処」
生きていくうえで体験する、衰え・災害・不健康などから生じる心理的な問題や課題（心のリスク）に対し
て、人間はいかに対処しているのか、いかに生きることを意味づけているのかを考察する。
担当：西村真由子（基幹教育機構）
テーマ：「運動・スポーツの必要性について」学ぶ
①スポーツとは何か
スポーツの歴史、スポーツが生まれた背景を概説し、スポーツとは何かを考察する。
②スポーツで何を学ぶのか
社会人基礎力、ライフスキルの観点について概説し、自身の行動のヒントに活かすことができるように考察す
る。
③スポーツの必要性について
教養総合講義

運動・スポーツの効果、社会の変化から運動・スポーツへの期待が高まっていることを概説する。
④健康づくりを目的とした運動・スポーツについて①（運動、栄養、ダイエット）
コロナ禍における健康管理として、自分自身をコンディショニングできる基本的な知識を概説する。SNSなど多
くの情報の中から選別できるようにする。
⑤健康づくりを目的とした運動・スポーツについて②（筋肉、レジスタンス運動）
コロナ禍における健康管理として、自分自身をコンディショニングできる基本的な知識を概説する。SNSなど多
くの情報の中から選別できるようにする。
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
各担当教員より事前事後の学習の内容が示される。
課題に対するフィードバックの方法
各担当教員より課題に対するフィードバックの方法が示される。
成績評価の方法・基準（方針）
各担当教員より「授業内での評価」の方法・基準（方針）が示される。
ただし各教員は担当5回分で25点の「授業内での評価」の点数をもつが、3回以上の欠席があった場合、その教員
の担当5回分の成績は0点となる。科目の評定・GPAの低下につながるので注意すること。
また「定期試験に代わるレポート」は25点の配点で、科目全クラスの授業終了後 GoogleClassroom にて課題が掲
示される。このレポートを提出しない場合、ただちに｢Ｋ評価（評価不能）｣にはならないが、科目の評定・GPAの
低下につながるので注意すること。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

75

担当教員3名×25

１．２．

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

25

25

１．２．３．

その他

0

テキスト

原則テキストは使わない。

参考書

各担当教員より参考書に関する指示が示される。

履修条件・他の科目との関連 3名の担当教員によるオムニバス科目であるので、課題に関する指示や提出の方法が異なるので注
意すること。また、本科目は1年次後期以降開講の「教養特定科目」群の各科目と関連している。

教養総合講義

授業コード

10400508

授業種別

授業科目名

教養総合講義

授業担当教員

柴嵜

雅子、西村

成績担当教員

柴嵜

雅子

開講年次

1年

真由子、佐々木
開講期

実務家教員による授業

講義

－

一雄
前期

単位数

2単位

授業の目的・概要
＜教養総合講義の目的と概要＞
本授業は、特定の教養科目を個別に学ぶのではなく、人文・社会・自然の各分野、それらを横断した学際的な
分野における学問的な問題、方法、対象の理解を通して総合的な教養の知を修得することが目的である。加え
て、与えられた問題の正解を求めるような高校までの「勉強」から、ものごとや現象の本質・真理を絶えず考究
するような大学での「主体的かつ探究的な学びの態度」へと、学生諸君の姿勢が変化することも目指している。
授業は、種々の分野を広く包含するように3名の教員が5回ずつ担当するオムニバス形式で展開する。自らが所
属する学科の専門性に近い内容を学ぶ場合は自らの関心をさらに深めることを意識しながら、また所属学科の専
門性と異なる内容を学ぶ場合は学問的視野を拡げて自らの関心につながる点を見出すことを意識しながら受講す
ることが求められる。
到達目標
１．講義を受ける学問分野における問題、方法、対象に関する知識や概念を説明できる。
２．講義を受ける学問分野において研究されているテーマについて論理的に説明できる。
３．教養特定科目及び専門科目の学問的関連を考えた学修計画をたてることができる。
授業計画
担当：佐々木一雄（国際コミュニケーション学科）
テーマ：｢企業経営｣のしくみを理解する
①企業経営とは
企業は、ヒト、モノ、カネといった経営資源を活用しながら、付加価値を生み出し、私たちの日々の社会生活
を支えている。企業経営の目的としくみについて概説するとともに、企業の根幹をなす経営理念の意義について
考察する。
②戦略のマネジメント
企業経営においては、事業、商品・サービス、地域などを絞り込み、経営資源を選択した領域に集中させるこ
とが求められる。どこでどう戦うのか、そして、個々の事業において、どのように優位性を構築し、付加価値を
創出するのかについて、具体的な事例を使って考察する。
③マーケティングのマネジメント
マーケティングとは、顧客の視点に立って、自社の商品・サービスが売れるしくみを構築することである。効
果的なマーケティングを行うのに必要な手法について、具体的な事例を使って考察する。
④組織と人材のマネジメント
企業活動で成功するためには、競争に勝てる組織をつくり、従業員の能力とやる気を引き出すことが重要であ
る。戦略に沿った組織づくりと人材のマネジメントのあるべき姿について考察する。
⑤資金のマネジメント
お金は経営の血液であり、資金なくして企業経営は成立しない。企業の資金調達と運用、そして儲けの構造に
ついて、実際の経営数字を使って考察する。
担当：柴嵜雅子（人間健康科学科）
テーマ：人間の生と死
①脳死移植
脳死移植について概説する。日本の脳死移植件数は世界的に見て異様に少ない。その背後にある、西洋の心身
二元論とは異なる日本の心身一如の考え方を説明し、改めて脳死は「人の死」なのかを探る。
②生殖補助医療
人工授精、体外受精、代理出産について概説する。また精子・卵子提供をめぐる問題、出自を知る権利につい
ても説明し、現代における親子関係の複雑化について考察する。
③命の選別
新型コロナ感染症のように急激に患者数が増えると、希望するすべての人に治療を行うことができなくなる。
そうした場合に実施されるトリアージと、その背景にある生命の質（QOL）や功利主義といった考え方について説
明し、「命の選別」の実態を探る。
④人間の命と動物の命
「命を大切に」と言うとき、私たちは通常、人間のことしか考えていない。人間以外の動物の扱いに関して、
現代的畜産などの倫理的問題について概説する。また「動物の権利」運動についても紹介する。
⑤人間の光と闇
ハンセン病をめぐる差別事件や文学作品について概説する。また患者の精神的ケアに当たった神谷美恵子の紆
余曲折の人生を辿り、生きる意味や、こころざしの実現についても考察する。
担当：西村真由子（基幹教育機構）
テーマ：「運動・スポーツの必要性について」学ぶ
①スポーツとは何か
スポーツの歴史、スポーツが生まれた背景を概説し、スポーツとは何かを考察する。
②スポーツで何を学ぶのか
教養総合講義

社会人基礎力、ライフスキルの観点について概説し、自身の行動のヒントに活かすことができるように考察す
る。
③スポーツの必要性について
運動・スポーツの効果、社会の変化から運動・スポーツへの期待が高まっていることを概説する。
④健康づくりを目的とした運動・スポーツについて①（運動、栄養、ダイエット）
コロナ禍における健康管理として、自分自身をコンディショニングできる基本的な知識を概説する。SNSなど多
くの情報の中から選別できるようにする。
⑤健康づくりを目的とした運動・スポーツについて②（筋肉、レジスタンス運動）
コロナ禍における健康管理として、自分自身をコンディショニングできる基本的な知識を概説する。SNSなど多
くの情報の中から選別できるようにする。
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
各担当教員より事前事後の学習の内容が示される。
課題に対するフィードバックの方法
各担当教員より課題に対するフィードバックの方法が示される。
成績評価の方法・基準（方針）
各担当教員より「授業内での評価」の方法・基準（方針）が示される。
ただし各教員は担当5回分で25点の「授業内での評価」の点数をもつが、3回以上の欠席があった場合、その教員
の担当5回分の成績は0点となる。科目の評定・GPAの低下につながるので注意すること。
また「定期試験に代わるレポート」は25点の配点で、科目全クラスの授業終了後 GoogleClassroom にて課題が掲
示される。このレポートを提出しない場合、ただちに｢Ｋ評価（評価不能）｣にはならないが、科目の評定・GPAの
低下につながるので注意すること。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

75

担当教員3名×25

１．２．

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

25

25

１．２．３．

その他

0

テキスト

原則テキストは使わない。

参考書

各担当教員より参考書に関する指示が示される。

履修条件・他の科目との関連 3名の担当教員によるオムニバス科目であるので、課題に関する指示や提出の方法が異なるので注
意すること。また、本科目は1年次後期以降開講の「教養特定科目」群の各科目と関連している。

教養総合講義

授業コード

10400701

授業科目名

日本の文化

授業担当教員

増成

一倫

成績担当教員

増成

一倫

開講年次

1年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

講義

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
本講義では、古代～近代・現代までの時代から幅広くテーマをとりあげ、日本の文化について概観していく。そ
の際、各時代の文化を代表する様々な作品や文化財を数多く取り上げることで、その特徴を明らかにしていく。
あわせて、それぞれの文化が展開した時代の特徴や、文化の担い手の性格などにも言及することで、それぞれの
文化が成立・展開した背景を、歴史的な側面からも検討していく。
さらに、各時代の文化の比較を通じて、それぞれの文化の関係や相違点を理解するとともに、現代社会とのつな
がりや相違点、多様な社会や文化の在り方についても理解を深め、日本の文化について、多角的な視点から、主
体的に学ぶ手がかりとすることを目指す。
なお、講義の進度や受講者の興味・関心などに応じて、授業計画は変更することがある。
★この授業は、オンデマンド型の遠隔授業となります。リアルタイム型の遠隔授業（その授業時間に Zoom 等で
参加する方法）ではなく、講義を録画した動画を一定期間中に視聴し、所定の課題を提出していただく形で実施
する予定です。
到達目標
1.日本の文化について、それぞれの文化の大まかな特徴や、どのような代表的な作品・文化財があるのかを説明
できる。
2.日本の文化について、文化の担い手や歴史的な背景との関連から、その特徴を説明できる。
3.授業で取り扱った様々な文化の特徴や歴史的な性格について、現代社会とのつながりや相違点に着目しつつ、
その性格を説明できる。
授業計画
【第１回】
テーマ：オリエンテーション
内容・方法：本講義の進め方、評価方法について説明する。あわせて、日本の文化の特徴や、大まかな流れにつ
いて説明する。
【第２回】
テーマ：日本史概説－古代・中世を中心に－
内容・方法：日本の文化の特徴を理解するための前提として、古代・中世（旧石器時代～戦国時代まで）の日本
の歴史を概説する。
【第３回】
テーマ：日本史概説－近世・近現代を中心に－
内容・方法：日本の文化の特徴を理解するための前提として、近世・近現代（安土桃山時代～現代まで）の日本
の歴史を概説する。
【第４回】
テーマ：旧石器時代、縄文時代の文化
内容・方法：代表的な作品や文化財をとりあげ、旧石器時代、縄文時代の人々の暮らしと文化について考察す
る。
【第５回】
テーマ：弥生時代、古墳時代の文化
内容・方法：代表的な作品や文化財をとりあげ、弥生時代、古墳時代の文化について、政治的なまとまりの形成
過程との関連にも言及しながら考察する。
【第６回】
テーマ：飛鳥時代の文化－飛鳥文化、白鳳文化－
内容・方法：飛鳥時代の文化である飛鳥文化、白鳳文化について、法隆寺や薬師寺などの寺院の文化財を主にと
りあげその特徴を考察する。
【第７回】
テーマ：奈良時代の文化－天平文化－
内容・方法：奈良時代の文化である天平文化について、仏教と国際関係に主に着目し、その特徴を考察する。
【第８回】
テーマ：平安時代の文化（その①）－弘仁・貞観文化－
内容・方法：平安時代前期の文化である弘仁・貞観文化について、密教などの新たな仏教の展開に主に着目し、
その特徴を考察する。
【第９回】
テーマ：平安時代の文化（その②）－国風文化、院政期の文化－
内容・方法：平安時代中期～後期の文化である国風文化・院政期の文化について、浄土教などの仏教や、文学作
品や絵画作品などの文化に着目して考察する。
【第１０回】
テーマ：鎌倉時代の文化
内容・方法：鎌倉時代の文化について、鎌倉仏教の特徴や文学作品などの性格に着目して考察する。
【第１１回】
テーマ：室町時代の文化－北山文化、東山文化－
日本の文化

内容・方法：室町時代の文化である北山文化・東山文化について、その特色や現在の伝統文化との関係に着目し
て考察する。
【第１２回】
テーマ：安土桃山時代の文化、江戸時代の文化（その①）－元禄文化－
内容・方法：安土・桃山時代の文化と、江戸時代前期の代表的な文化である元禄文化を中心に、代表的な作品や
文化財を取り上げその特徴を考察する。
【第１３回】
テーマ：江戸時代の文化（その②）－化政文化－
内容・方法：江戸時代後期の文化である化政文化について、庶民文化としての性格に着目しつつその特徴を考察
する。
【第１４回】
テーマ：近代・現代の文化－明治時代以降の文化を中心に－
内容・方法：明治時代から現代にいたる文化について、社会や生活の変化に着目し、その特徴を考察する。
【第１５回】
テーマ：本講義のまとめ
内容・方法：講義で取り扱ったテーマを振り返りながら、それぞれの時代の文化の特徴についてまとめる。
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
・第1回目については、事前学習としてシラバスに目を通しておく。
・第1回目の事後学習、第2回目～第14回目までの事前事後学習、第15回目の事前学習では、授業で配信した映像
（音声）教材や授業資料をよく確認し、内容を復習しておく。
・第15回目の事後学習では、これまでの授業で配布された映像（音声）教材や授業資料を熟読し、内容を振り
返っておく。
課題に対するフィードバックの方法
・授業ごとの課題の解答については、次回の授業でポイントを解説する。
・授業ごとの感想ペーパーで出された質問などについては、可能な限り次回の授業で回答する。
・期末レポートの評価については、希望があれば個別に開示する。
成績評価の方法・基準（方針）
授業のそれぞれの回ごとに提示・提出する課題や感想ペーパーと、期末レポートにより総合的に評価のうえ、100
点満点に換算して60点以上を合格とし、単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

40

毎回の課題の解答内容（20）と、感想ペーパーの内容
（20）により評価する。

1、2

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

60

期末レポートの内容（60）により評価する。

3

その他

0

テキスト

授業ごとに映像（音声）教材や、授業資料を配布（配信）する。

参考書
履修条件・他の科目との関連 ・配信する授業資料等を用いて、真面目に授業を受けること。
・授業にて指示する課題やレポート課題に真面目に取り組み、期限を厳守して提出すること。
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授業の目的・概要
まず、心理学の基礎的な理論として、臨床心理学や心理学の全体像、心理学の研究や実験などについて学ぶ。そ
の後、心理学の幅広い分野として、認知や学習、感情、人格や脳・神経などの身体的側面についても学ぶ。最終
的には、教育分野、産業分野、司法分野などの各分野にまつわる心理学について学び、心理学の基礎を幅広く学
ぶことを目的とする。講義全体を通して、学んだことが日常の生活に活かせることを目的とする。担当教員が長
年にわたり現場で心理支援を行ってきた経験をもとに、実務家教員として、理論的理解に加えて実践や事例を交
えて、できるだけわかりやすく講義を展開する。
到達目標
１，基本的な心理学の理論や支援のポイントなどについて理解し、説明することができる
２，毎回の授業の内容を理解し、その授業のポイントを説明することができる
３，授業で習った内容を、実感をもって理解し、自身の生活に役立てることができる、
授業計画
★この授業は、遠隔授業となります。
リアルタイム型の遠隔授業（その授業時間にZoom等で参加する方法）ではなく、講義を録画した動画を一定期
間中に視聴し、所定の課題を提出する形で実施する予定です。
【第1回】
心理学・臨床心理学の全体像１
内容：生理学から実験心理学、精神分析への発展の過程や、その過程の種々の理論について学ぶ。
【第2回】
心理学・臨床心理学の全体像２
内容：ユング心理学、パーソン・センタードアプローチ、行動主義、認知行動療法などについて学ぶ。
【第3回】
心理学・臨床心理学の全体像３
内容：人間性心理学、ゲシュタルト心理学、認知神経科学、社会構成主義などについて学ぶ。
【第4回】
心理学における研究
内容：心理学における主な研究法や研究倫理などについて学ぶ。
【第5回】
心理学に関する実験
内容：心理学における実験計画の立て方、実験の方法、実験結果の解釈と報告書の作成などについて学ぶ。
【第6回】
知覚および認知
内容：人の感覚・知覚の機序とそれぞれの器官に障害が出た場合の理解などについて学ぶ。
【第7回】
学習および言語
内容：人の行動に影響する学習の概念や言語の習得について学ぶ。
【第8回】
感情および性格、人格
内容：感情とはどのようなものか、性格や人格について学ぶ。
【第9回】
社会および集団に関する心理学
内容：対人関係や集団における人の意識や行動などについて学ぶ。
【第10回】
脳・神経の働き
内容：脳や神経系の構造や機能、記憶などについて学ぶ。
【第11回】
障がい者（児）の心理学
内容：障がいの国際的分類や障がいに関する法律等について学び、障がい者（児）の心理社会的課題と支援に
ついて学ぶ。
【第12回】
教育に関する心理学
内容：教育にかかわる法律や教育現場における心理支援について学ぶ。
【第13回】
発達
内容：人の発達に関する主要な理論と生涯発達について学ぶ。
【第14回】
産業・組織に関する心理学
内容：産業分野に関する法律と職場でのメンタルヘルス支援などについて学ぶ。
【第15回】
司法・犯罪に関する心理学
内容：司法分野の制度や必要な心理支援について学ぶ。
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
授業（1回につき2時間として計算）と事前事後の合わせて1単位45時間の学習が必要です。
毎回の事前学習として、関連する文献・資料を読んでおくこと（1.5時間）。そして事後学習として授業中に追記
した資料を使って復習し、授業で習った概要について説明できる程度に理解を深めておくことが必要である（2.5
時間）。
課題に対するフィードバックの方法
毎回の提出課題を採点し、必要に応じてフィードバックする。
心理学

成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。正当な理由なく5
回以上欠席した場合は、評価の対象とせず、「K」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

60

授業内で課されるミニレポート（６０）。第１回～第15回の
授業の最後にミニレポート（各４点）を実施する（４×１５
＝６０）。

1,2,3

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

期末レポート

１，２

その他

0

テキスト

教員が作成した資料をグーグルクラスルームに掲示する。

参考書

必要に応じて授業内で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 心理学関連の科目を履修していることが望ましい。
新型コロナウイルスの感染状況等により、進め方や内容を一部変更する場合があります。その場合
は随時連絡します。
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授業の目的・概要
まず、心理学の基礎的な理論として、臨床心理学や心理学の全体像、心理学の研究や実験などについて学ぶ。そ
の後、心理学の幅広い分野として、認知や学習、感情、人格や脳・神経などの身体的側面についても学ぶ。最終
的には、教育分野、産業分野、司法分野などの各分野にまつわる心理学について学び、心理学の基礎を幅広く学
ぶことを目的とする。講義全体を通して、学んだことが日常の生活に活かせることを目的とする。担当教員が長
年にわたり現場で心理支援を行ってきた経験をもとに、実務家教員として、理論的理解に加えて実践や事例を交
えて、できるだけわかりやすく講義を展開する。
到達目標
１，基本的な心理学の理論や支援のポイントなどについて理解し、説明することができる
２，毎回の授業の内容を理解し、その授業のポイントを説明することができる
３，授業で習った内容を、実感をもって理解し、自身の生活に役立てることができる、
授業計画
★この授業は、遠隔授業となります。
リアルタイム型の遠隔授業（その授業時間にZoom等で参加する方法）ではなく、講義を録画した動画を一定期
間中に視聴し、所定の課題を提出する形で実施する予定です。
【第1回】
心理学・臨床心理学の全体像１
内容：生理学から実験心理学、精神分析への発展の過程や、その過程の種々の理論について学ぶ。
【第2回】
心理学・臨床心理学の全体像２
内容：ユング心理学、パーソン・センタードアプローチ、行動主義、認知行動療法などについて学ぶ。
【第3回】
心理学・臨床心理学の全体像３
内容：人間性心理学、ゲシュタルト心理学、認知神経科学、社会構成主義などについて学ぶ。
【第4回】
心理学における研究
内容：心理学における主な研究法や研究倫理などについて学ぶ。
【第5回】
心理学に関する実験
内容：心理学における実験計画の立て方、実験の方法、実験結果の解釈と報告書の作成などについて学ぶ。
【第6回】
知覚および認知
内容：人の感覚・知覚の機序とそれぞれの器官に障害が出た場合の理解などについて学ぶ。
【第7回】
学習および言語
内容：人の行動に影響する学習の概念や言語の習得について学ぶ。
【第8回】
感情および性格、人格
内容：感情とはどのようなものか、性格や人格について学ぶ。
【第9回】
社会および集団に関する心理学
内容：対人関係や集団における人の意識や行動などについて学ぶ。
【第10回】
脳・神経の働き
内容：脳や神経系の構造や機能、記憶などについて学ぶ。
【第11回】
障がい者（児）の心理学
内容：障がいの国際的分類や障がいに関する法律等について学び、障がい者（児）の心理社会的課題と支援に
ついて学ぶ。
【第12回】
教育に関する心理学
内容：教育にかかわる法律や教育現場における心理支援について学ぶ。
【第13回】
発達
内容：人の発達に関する主要な理論と生涯発達について学ぶ。
【第14回】
産業・組織に関する心理学
内容：産業分野に関する法律と職場でのメンタルヘルス支援などについて学ぶ。
【第15回】
司法・犯罪に関する心理学
内容：司法分野の制度や必要な心理支援について学ぶ。
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
授業（1回につき2時間として計算）と事前事後の合わせて1単位45時間の学習が必要です。
毎回の事前学習として、関連する文献・資料を読んでおくこと（1.5時間）。そして事後学習として授業中に追記
した資料を使って復習し、授業で習った概要について説明できる程度に理解を深めておくことが必要である（2.5
時間）。
課題に対するフィードバックの方法
毎回の提出課題を採点し、必要に応じてフィードバックする。
心理学Ⅰ

成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。正当な理由なく5
回以上欠席した場合は、評価の対象とせず、「K」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

60

授業内で課されるミニレポート（６０）。第１回～第15回の
授業の最後にミニレポート（各４点）を実施する（４×１５
＝６０）。

1,2,3

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

期末レポート

１，２

その他

0

テキスト

教員が作成した資料をグーグルクラスルームに掲示する。

参考書

必要に応じて授業内で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 心理学関連の科目を履修していることが望ましい。
新型コロナウイルスの感染状況等により、進め方や内容を一部変更する場合があります。その場合
は随時連絡します。
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授業の目的・概要
まず、心理学の基礎的な理論として、臨床心理学や心理学の全体像、心理学の研究や実験などについて学ぶ。そ
の後、心理学の幅広い分野として、認知や学習、感情、人格や脳・神経などの身体的側面についても学ぶ。最終
的には、教育分野、産業分野、司法分野などの各分野にまつわる心理学について学び、心理学の基礎を幅広く学
ぶことを目的とする。講義全体を通して、学んだことが日常の生活に活かせることを目的とする。担当教員が長
年にわたり現場で心理支援を行ってきた経験をもとに、実務家教員として、理論的理解に加えて実践や事例を交
えて、できるだけわかりやすく講義を展開する。
到達目標
１，基本的な心理学の理論や支援のポイントなどについて理解し、説明することができる
２，毎回の授業の内容を理解し、その授業のポイントを説明することができる
３，授業で習った内容を、実感をもって理解し、自身の生活に役立てることができる、
授業計画
★この授業は、遠隔授業となります。
リアルタイム型の遠隔授業（その授業時間にZoom等で参加する方法）ではなく、講義を録画した動画を一定期
間中に視聴し、所定の課題を提出する形で実施する予定です。
【第1回】
心理学・臨床心理学の全体像１
内容：生理学から実験心理学、精神分析への発展の過程や、その過程の種々の理論について学ぶ。
【第2回】
心理学・臨床心理学の全体像２
内容：ユング心理学、パーソン・センタードアプローチ、行動主義、認知行動療法などについて学ぶ。
【第3回】
心理学・臨床心理学の全体像３
内容：人間性心理学、ゲシュタルト心理学、認知神経科学、社会構成主義などについて学ぶ。
【第4回】
心理学における研究
内容：心理学における主な研究法や研究倫理などについて学ぶ。
【第5回】
心理学に関する実験
内容：心理学における実験計画の立て方、実験の方法、実験結果の解釈と報告書の作成などについて学ぶ。
【第6回】
知覚および認知
内容：人の感覚・知覚の機序とそれぞれの器官に障害が出た場合の理解などについて学ぶ。
【第7回】
学習および言語
内容：人の行動に影響する学習の概念や言語の習得について学ぶ。
【第8回】
感情および性格、人格
内容：感情とはどのようなものか、性格や人格について学ぶ。
【第9回】
社会および集団に関する心理学
内容：対人関係や集団における人の意識や行動などについて学ぶ。
【第10回】
脳・神経の働き
内容：脳や神経系の構造や機能、記憶などについて学ぶ。
【第11回】
障がい者（児）の心理学
内容：障がいの国際的分類や障がいに関する法律等について学び、障がい者（児）の心理社会的課題と支援に
ついて学ぶ。
【第12回】
教育に関する心理学
内容：教育にかかわる法律や教育現場における心理支援について学ぶ。
【第13回】
発達
内容：人の発達に関する主要な理論と生涯発達について学ぶ。
【第14回】
産業・組織に関する心理学
内容：産業分野に関する法律と職場でのメンタルヘルス支援などについて学ぶ。
【第15回】
司法・犯罪に関する心理学
内容：司法分野の制度や必要な心理支援について学ぶ。
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
授業（1回につき2時間として計算）と事前事後の合わせて1単位45時間の学習が必要です。
毎回の事前学習として、関連する文献・資料を読んでおくこと（1.5時間）。そして事後学習として授業中に追記
した資料を使って復習し、授業で習った概要について説明できる程度に理解を深めておくことが必要である（2.5
時間）。
課題に対するフィードバックの方法
毎回の提出課題を採点し、必要に応じてフィードバックする。
心理学

成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。正当な理由なく5
回以上欠席した場合は、評価の対象とせず、「K」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

60

授業内で課されるミニレポート（６０）。第１回～第15回の
授業の最後にミニレポート（各４点）を実施する（４×１５
＝６０）。
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定期試験に代わるレポート等

40

期末レポート

１，２

その他

0

テキスト

教員が作成した資料をグーグルクラスルームに掲示する。

参考書

必要に応じて授業内で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 心理学関連の科目を履修していることが望ましい。
新型コロナウイルスの感染状況等により、進め方や内容を一部変更する場合があります。その場合
は随時連絡します。

心理学

授業コード

10400802

授業科目名

心理学

授業担当教員

森上

幸夫

成績担当教員

森上

幸夫

開講年次

1年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

講義

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
心理学は人間の行動や経験といった心の働きに関する多種多様な知見を体系化してきた。それは心理学的概念と
してあらわされたり、また心理学的理論として記述されたりしている。その概念や理論は人間の行動や経験を一
般化して、「人間とは何か」という問に対する一定の回答を提示してきたと言えよう。本講義では、自分や他者
の心理を理解するために、人間の心の働きを「記述する」ことと「説明する」ことが目的である。
講義はパワーポイントによるプレゼン形式で行い、文字情報および静止画・動画の資料などを提示しながらすす
めていく。授業はオンラインを用いた資料提示や課題提出を随時実施していく予定であり、受講において自身の
パソコンを常に使用することを求める。
★この授業は、オンデマンド型の遠隔授業となります。リアルタイム型の遠隔授業（その授業時間に Zoom 等で
参加する方法）ではなく、講義を録画した動画を一定期間中に視聴し、所定の課題を提出していただく形で実施
する予定です。
到達目標
1．人間の心の働きを記述することができる
2．人間の心の働きを説明することができる
授業計画
第1回 授業オリエンテーション
本科目の目的と概要、授業ノートの構成について述べる
第2回 自己の心理1： 自己への意識
自己意識理論にもとづく私的側面と公的側面の自己意識を紹介する
第3回 自己の心理2： 自己の把握
アイデンティティ、自己概念、自己スキーマの事例を紹介する
第4回 自己の心理3： 自己の状態
エゴグラムにおける5つの側面とその特徴を紹介する
第5回 自己の心理4： 自己の表出
自己呈示、自己開示、自己モニタリングの特徴と機能を紹介する
第6回 コミュニケーションの心理1： 空間とコミュニケーション
コミュニケーションにおける物理的距離と位置関係の意味を紹介する
第7回 コミュニケーションの心理2： 非言語のコミュニケーション
言葉以外のコミュニケーションの種類と機能を紹介する
第8回 コミュニケーションの心理3： コミュニケーションのうまさ
コミュニケーションに関する技能の内容と事例を紹介する
第9回 対人関係の心理1： 夫婦のトラブル、夫婦の破綻
夫婦間葛藤の心理的要因の分類を紹介する
第10回 対人関係の心理2： 青年期の親子、家族の問題と役割
家族機能と親子間葛藤の特徴を紹介する
第11回 対人関係の心理3： 想像する恋愛、恋愛の始まり
恋愛のイメージ、一目惚れの心理的要因を紹介する
第12回 対人関係の心理4： 恋愛スキル、恋愛の破局
恋愛を促進させる技能、失恋の時期と原因を紹介する
第13回 集団・組織の心理1： 集団の条件
集団成立の最低限の要因、集団維持の要因を紹介する
第14回 集団・組織の心理2： 集団の愚行
集団による愚かな意思決定の特徴を紹介する
第15回 集団・組織の心理3： リーダーシップ
リーダーシップ理論の概念と種類を紹介する
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
第1回
【事前】授業のシラバスを熟読し、授業構成を理解する 2.0時間
【事後】オリエンテーションの説明内容にもとづき心理学の位置づけを理解し、ノートを準備する
第2回
【事前】「人が自分に注意を向ける」ことに関する文献を読む 1.5時間
【事後】「自己注目」に関する資料を検索し、その内容をまとめてノートに加筆する 2.5時間
第3回
【事前】「人が自分の特性を知る」ことに関する文献を読む 1.5時間

2.0時間

心理学

【事後】「自己把握」に関する資料を検索し、その内容をまとめてノートに加筆する 2.5時間
第4回
【事前】「人が有する自我状態の側面」に関する文献を読む 1.5時間
【事後】「エゴグラム」に関する資料を検索し、その内容をまとめてノートに加筆する 2.5時間
第5回
【事前】「人が自分を他者に見せる」ことに関する文献を読む 1.5時間
【事後】「自己表出」に関する資料を検索し、その内容をまとめてノートに加筆する 2.5時間
第6回
【事前】「人が他者と接するときの空間の使い方」に関する文献を読む 1.5時間
【事後】「個人的空間」に関する資料を検索し、その内容をまとめてノートに加筆する 2.5時間
第7回
【事前】「人が言語以外の手段で他者と意思疎通する」ことに関する文献を読む 1.5時間
【事後】「ノンバーバルコミュニケーション」に関する資料を検索し、その内容をまとめてノートに加筆する
2.5時間
第8回
【事前】「人が他者とうまく意思疎通する方法」に関する文献を読む 1.5時間
【事後】「コミュニケーションスキル」に関する資料を検索し、その内容をまとめてノートに加筆する 2.5時間
第9回
【事前】「夫婦、結婚」に関する文献を読む 1.5時間
【事後】「夫婦関係の問題、結婚のストレス」に関する資料を検索し、その内容をまとめてノートに加筆する
2.5時間
第10回
【事前】「親子、家族」に関する文献を読む 1.5時間
【事後】「親子関係の葛藤、家族の機能不全」に関する資料を検索し、その内容をまとめてノートに加筆する
2.5時間
第11回
【事前】「恋愛」に関する文献を読む 1.5時間
【事後】「恋愛の実態調査」に関する資料を検索し、その内容をまとめてノートに加筆する 2.5時間
第12回
【事前】「恋人関係」に関する文献を読む 1.5時間
【事後】「恋愛スキル」に関する資料を検索し、その内容をまとめてノートに加筆する 2.5時間
第13回
【事前】「集団・組織が盛衰する」ことに関する文献を読む 1.5時間
【事後】「集団・組織に必要な要素」に関する資料を検索し、その内容をまとめてノートに加筆する 2.5時間
第14回
【事前】「集団・組織の意思決定」に関する文献を読む 1.5時間
【事後】「集団浅慮」に関する資料を検索し、その内容をまとめてノートに加筆する 2.5時間
第15回
【事前】「集団・組織の運営」に関する文献を読む 1.5時間
【事後】「有能なリーダーと有効なリーダーシップ」に関する資料を検索し、その内容をまとめてノートに加筆
する 2.5時間
課題に対するフィードバックの方法
実施した課題について自己採点が可能になるよう正解（模範解答）を開示する。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、授業内での評価に関する課題と、定期試験に代わるレポートの評価結果に基づき総合的に判
定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する 。正当な理由のない欠席4回以上、または定期試験に代
わるレポートを未提出の場合、評価の対象とせず、「K」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

40

「自己の心理」「コミュニケーションの心理」「対人関係の心
理」「集団・組織の心理」それぞれ最終回に実施する課題
（4回×10）

1．2．

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

60

全授業終了後に提出するレポート課題

1．2．

その他

0

テキスト

なし。

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 心理学関連の科目を履修していることが望ましい。講義の内容はノートをとることが必要となる。

心理学

授業コード

10300302

授業科目名

心理学

授業担当教員

森上

幸夫

成績担当教員

森上

幸夫

開講年次

1年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

講義

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
心理学は人間の行動や経験といった心の働きに関する多種多様な知見を体系化してきた。それは心理学的概念と
してあらわされたり、また心理学的理論として記述されたりしている。その概念や理論は人間の行動や経験を一
般化して、「人間とは何か」という問に対する一定の回答を提示してきたと言えよう。本講義では、自分や他者
の心理を理解するために、人間の心の働きを「記述する」ことと「説明する」ことが目的である。
講義はパワーポイントによるプレゼン形式で行い、文字情報および静止画・動画の資料などを提示しながらすす
めていく。授業はオンラインを用いた資料提示や課題提出を随時実施していく予定であり、受講において自身の
パソコンを常に使用することを求める。
★この授業は、オンデマンド型の遠隔授業となります。リアルタイム型の遠隔授業（その授業時間に Zoom 等で
参加する方法）ではなく、講義を録画した動画を一定期間中に視聴し、所定の課題を提出していただく形で実施
する予定です。
到達目標
1．人間の心の働きを記述することができる
2．人間の心の働きを説明することができる
授業計画
第1回 授業オリエンテーション
本科目の目的と概要、授業ノートの構成について述べる
第2回 自己の心理1： 自己への意識
自己意識理論にもとづく私的側面と公的側面の自己意識を紹介する
第3回 自己の心理2： 自己の把握
アイデンティティ、自己概念、自己スキーマの事例を紹介する
第4回 自己の心理3： 自己の状態
エゴグラムにおける5つの側面とその特徴を紹介する
第5回 自己の心理4： 自己の表出
自己呈示、自己開示、自己モニタリングの特徴と機能を紹介する
第6回 コミュニケーションの心理1： 空間とコミュニケーション
コミュニケーションにおける物理的距離と位置関係の意味を紹介する
第7回 コミュニケーションの心理2： 非言語のコミュニケーション
言葉以外のコミュニケーションの種類と機能を紹介する
第8回 コミュニケーションの心理3： コミュニケーションのうまさ
コミュニケーションに関する技能の内容と事例を紹介する
第9回 対人関係の心理1： 夫婦のトラブル、夫婦の破綻
夫婦間葛藤の心理的要因の分類を紹介する
第10回 対人関係の心理2： 青年期の親子、家族の問題と役割
家族機能と親子間葛藤の特徴を紹介する
第11回 対人関係の心理3： 想像する恋愛、恋愛の始まり
恋愛のイメージ、一目惚れの心理的要因を紹介する
第12回 対人関係の心理4： 恋愛スキル、恋愛の破局
恋愛を促進させる技能、失恋の時期と原因を紹介する
第13回 集団・組織の心理1： 集団の条件
集団成立の最低限の要因、集団維持の要因を紹介する
第14回 集団・組織の心理2： 集団の愚行
集団による愚かな意思決定の特徴を紹介する
第15回 集団・組織の心理3： リーダーシップ
リーダーシップ理論の概念と種類を紹介する
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
第1回
【事前】授業のシラバスを熟読し、授業構成を理解する 2.0時間
【事後】オリエンテーションの説明内容にもとづき心理学の位置づけを理解し、ノートを準備する
第2回
【事前】「人が自分に注意を向ける」ことに関する文献を読む 1.5時間
【事後】「自己注目」に関する資料を検索し、その内容をまとめてノートに加筆する 2.5時間
第3回
【事前】「人が自分の特性を知る」ことに関する文献を読む 1.5時間

2.0時間

心理学

【事後】「自己把握」に関する資料を検索し、その内容をまとめてノートに加筆する 2.5時間
第4回
【事前】「人が有する自我状態の側面」に関する文献を読む 1.5時間
【事後】「エゴグラム」に関する資料を検索し、その内容をまとめてノートに加筆する 2.5時間
第5回
【事前】「人が自分を他者に見せる」ことに関する文献を読む 1.5時間
【事後】「自己表出」に関する資料を検索し、その内容をまとめてノートに加筆する 2.5時間
第6回
【事前】「人が他者と接するときの空間の使い方」に関する文献を読む 1.5時間
【事後】「個人的空間」に関する資料を検索し、その内容をまとめてノートに加筆する 2.5時間
第7回
【事前】「人が言語以外の手段で他者と意思疎通する」ことに関する文献を読む 1.5時間
【事後】「ノンバーバルコミュニケーション」に関する資料を検索し、その内容をまとめてノートに加筆する
2.5時間
第8回
【事前】「人が他者とうまく意思疎通する方法」に関する文献を読む 1.5時間
【事後】「コミュニケーションスキル」に関する資料を検索し、その内容をまとめてノートに加筆する 2.5時間
第9回
【事前】「夫婦、結婚」に関する文献を読む 1.5時間
【事後】「夫婦関係の問題、結婚のストレス」に関する資料を検索し、その内容をまとめてノートに加筆する
2.5時間
第10回
【事前】「親子、家族」に関する文献を読む 1.5時間
【事後】「親子関係の葛藤、家族の機能不全」に関する資料を検索し、その内容をまとめてノートに加筆する
2.5時間
第11回
【事前】「恋愛」に関する文献を読む 1.5時間
【事後】「恋愛の実態調査」に関する資料を検索し、その内容をまとめてノートに加筆する 2.5時間
第12回
【事前】「恋人関係」に関する文献を読む 1.5時間
【事後】「恋愛スキル」に関する資料を検索し、その内容をまとめてノートに加筆する 2.5時間
第13回
【事前】「集団・組織が盛衰する」ことに関する文献を読む 1.5時間
【事後】「集団・組織に必要な要素」に関する資料を検索し、その内容をまとめてノートに加筆する 2.5時間
第14回
【事前】「集団・組織の意思決定」に関する文献を読む 1.5時間
【事後】「集団浅慮」に関する資料を検索し、その内容をまとめてノートに加筆する 2.5時間
第15回
【事前】「集団・組織の運営」に関する文献を読む 1.5時間
【事後】「有能なリーダーと有効なリーダーシップ」に関する資料を検索し、その内容をまとめてノートに加筆
する 2.5時間
課題に対するフィードバックの方法
実施した課題について自己採点が可能になるよう正解（模範解答）を開示する。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、授業内での評価に関する課題と、定期試験に代わるレポートの評価結果に基づき総合的に判
定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する 。正当な理由のない欠席4回以上、または定期試験に代
わるレポートを未提出の場合、評価の対象とせず、「K」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価
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「自己の心理」「コミュニケーションの心理」「対人関係の心
理」「集団・組織の心理」それぞれ最終回に実施する課題
（4回×10）

1．2．

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

60

全授業終了後に提出するレポート課題

1．2．

その他

0

テキスト

なし。

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 心理学関連の科目を履修していることが望ましい。講義の内容はノートをとることが必要となる。

心理学

授業コード

10400803

授業科目名

心理学

授業担当教員

森上

幸夫

成績担当教員

森上

幸夫

開講年次

1年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

講義

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
心理学は人間の行動や経験といった心の働きに関する多種多様な知見を体系化してきた。それは心理学的概念と
してあらわされたり、また心理学的理論として記述されたりしている。その概念や理論は人間の行動や経験を一
般化して、「人間とは何か」という問に対する一定の回答を提示してきたと言えよう。本講義では、自分や他者
の心理を理解するために、人間の心の働きを「記述する」ことと「説明する」ことが目的である。
講義はパワーポイントによるプレゼン形式で行い、文字情報および静止画・動画の資料などを提示しながらすす
めていく。授業はオンラインを用いた資料提示や課題提出を随時実施していく予定であり、受講において自身の
パソコンを常に使用することを求める。
★この授業は、オンデマンド型の遠隔授業となります。リアルタイム型の遠隔授業（その授業時間に Zoom 等で
参加する方法）ではなく、講義を録画した動画を一定期間中に視聴し、所定の課題を提出していただく形で実施
する予定です。
到達目標
1．人間の心の働きを記述することができる
2．人間の心の働きを説明することができる
授業計画
第1回 授業オリエンテーション
本科目の目的と概要、授業ノートの構成について述べる
第2回 自己の心理1： 自己への意識
自己意識理論にもとづく私的側面と公的側面の自己意識を紹介する
第3回 自己の心理2： 自己の把握
アイデンティティ、自己概念、自己スキーマの事例を紹介する
第4回 自己の心理3： 自己の状態
エゴグラムにおける5つの側面とその特徴を紹介する
第5回 自己の心理4： 自己の表出
自己呈示、自己開示、自己モニタリングの特徴と機能を紹介する
第6回 コミュニケーションの心理1： 空間とコミュニケーション
コミュニケーションにおける物理的距離と位置関係の意味を紹介する
第7回 コミュニケーションの心理2： 非言語のコミュニケーション
言葉以外のコミュニケーションの種類と機能を紹介する
第8回 コミュニケーションの心理3： コミュニケーションのうまさ
コミュニケーションに関する技能の内容と事例を紹介する
第9回 対人関係の心理1： 夫婦のトラブル、夫婦の破綻
夫婦間葛藤の心理的要因の分類を紹介する
第10回 対人関係の心理2： 青年期の親子、家族の問題と役割
家族機能と親子間葛藤の特徴を紹介する
第11回 対人関係の心理3： 想像する恋愛、恋愛の始まり
恋愛のイメージ、一目惚れの心理的要因を紹介する
第12回 対人関係の心理4： 恋愛スキル、恋愛の破局
恋愛を促進させる技能、失恋の時期と原因を紹介する
第13回 集団・組織の心理1： 集団の条件
集団成立の最低限の要因、集団維持の要因を紹介する
第14回 集団・組織の心理2： 集団の愚行
集団による愚かな意思決定の特徴を紹介する
第15回 集団・組織の心理3： リーダーシップ
リーダーシップ理論の概念と種類を紹介する
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
第1回
【事前】授業のシラバスを熟読し、授業構成を理解する 2.0時間
【事後】オリエンテーションの説明内容にもとづき心理学の位置づけを理解し、ノートを準備する
第2回
【事前】「人が自分に注意を向ける」ことに関する文献を読む 1.5時間
【事後】「自己注目」に関する資料を検索し、その内容をまとめてノートに加筆する 2.5時間
第3回
【事前】「人が自分の特性を知る」ことに関する文献を読む 1.5時間

2.0時間

心理学

【事後】「自己把握」に関する資料を検索し、その内容をまとめてノートに加筆する 2.5時間
第4回
【事前】「人が有する自我状態の側面」に関する文献を読む 1.5時間
【事後】「エゴグラム」に関する資料を検索し、その内容をまとめてノートに加筆する 2.5時間
第5回
【事前】「人が自分を他者に見せる」ことに関する文献を読む 1.5時間
【事後】「自己表出」に関する資料を検索し、その内容をまとめてノートに加筆する 2.5時間
第6回
【事前】「人が他者と接するときの空間の使い方」に関する文献を読む 1.5時間
【事後】「個人的空間」に関する資料を検索し、その内容をまとめてノートに加筆する 2.5時間
第7回
【事前】「人が言語以外の手段で他者と意思疎通する」ことに関する文献を読む 1.5時間
【事後】「ノンバーバルコミュニケーション」に関する資料を検索し、その内容をまとめてノートに加筆する
2.5時間
第8回
【事前】「人が他者とうまく意思疎通する方法」に関する文献を読む 1.5時間
【事後】「コミュニケーションスキル」に関する資料を検索し、その内容をまとめてノートに加筆する 2.5時間
第9回
【事前】「夫婦、結婚」に関する文献を読む 1.5時間
【事後】「夫婦関係の問題、結婚のストレス」に関する資料を検索し、その内容をまとめてノートに加筆する
2.5時間
第10回
【事前】「親子、家族」に関する文献を読む 1.5時間
【事後】「親子関係の葛藤、家族の機能不全」に関する資料を検索し、その内容をまとめてノートに加筆する
2.5時間
第11回
【事前】「恋愛」に関する文献を読む 1.5時間
【事後】「恋愛の実態調査」に関する資料を検索し、その内容をまとめてノートに加筆する 2.5時間
第12回
【事前】「恋人関係」に関する文献を読む 1.5時間
【事後】「恋愛スキル」に関する資料を検索し、その内容をまとめてノートに加筆する 2.5時間
第13回
【事前】「集団・組織が盛衰する」ことに関する文献を読む 1.5時間
【事後】「集団・組織に必要な要素」に関する資料を検索し、その内容をまとめてノートに加筆する 2.5時間
第14回
【事前】「集団・組織の意思決定」に関する文献を読む 1.5時間
【事後】「集団浅慮」に関する資料を検索し、その内容をまとめてノートに加筆する 2.5時間
第15回
【事前】「集団・組織の運営」に関する文献を読む 1.5時間
【事後】「有能なリーダーと有効なリーダーシップ」に関する資料を検索し、その内容をまとめてノートに加筆
する 2.5時間
課題に対するフィードバックの方法
実施した課題について自己採点が可能になるよう正解（模範解答）を開示する。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、授業内での評価に関する課題と、定期試験に代わるレポートの評価結果に基づき総合的に判
定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する 。正当な理由のない欠席4回以上、または定期試験に代
わるレポートを未提出の場合、評価の対象とせず、「K」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価
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「自己の心理」「コミュニケーションの心理」「対人関係の心
理」「集団・組織の心理」それぞれ最終回に実施する課題
（4回×10）

1．2．

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

60

全授業終了後に提出するレポート課題

1．2．

その他

0

テキスト

なし。

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 心理学関連の科目を履修していることが望ましい。講義の内容はノートをとることが必要となる。

心理学

授業コード

10001003

授業科目名

心理学Ⅰ

授業担当教員

森上

幸夫

成績担当教員

森上

幸夫

開講年次

1年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

講義

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
心理学は人間の行動や経験といった心の働きに関する多種多様な知見を体系化してきた。それは心理学的概念と
してあらわされたり、また心理学的理論として記述されたりしている。その概念や理論は人間の行動や経験を一
般化して、「人間とは何か」という問に対する一定の回答を提示してきたと言えよう。本講義では、自分や他者
の心理を理解するために、人間の心の働きを「記述する」ことと「説明する」ことが目的である。
講義はパワーポイントによるプレゼン形式で行い、文字情報および静止画・動画の資料などを提示しながらすす
めていく。授業はオンラインを用いた資料提示や課題提出を随時実施していく予定であり、受講において自身の
パソコンを常に使用することを求める。
★この授業は、オンデマンド型の遠隔授業となります。リアルタイム型の遠隔授業（その授業時間に Zoom 等で
参加する方法）ではなく、講義を録画した動画を一定期間中に視聴し、所定の課題を提出していただく形で実施
する予定です。
到達目標
1．人間の心の働きを記述することができる
2．人間の心の働きを説明することができる
授業計画
第1回 授業オリエンテーション
本科目の目的と概要、授業ノートの構成について述べる
第2回 自己の心理1： 自己への意識
自己意識理論にもとづく私的側面と公的側面の自己意識を紹介する
第3回 自己の心理2： 自己の把握
アイデンティティ、自己概念、自己スキーマの事例を紹介する
第4回 自己の心理3： 自己の状態
エゴグラムにおける5つの側面とその特徴を紹介する
第5回 自己の心理4： 自己の表出
自己呈示、自己開示、自己モニタリングの特徴と機能を紹介する
第6回 コミュニケーションの心理1： 空間とコミュニケーション
コミュニケーションにおける物理的距離と位置関係の意味を紹介する
第7回 コミュニケーションの心理2： 非言語のコミュニケーション
言葉以外のコミュニケーションの種類と機能を紹介する
第8回 コミュニケーションの心理3： コミュニケーションのうまさ
コミュニケーションに関する技能の内容と事例を紹介する
第9回 対人関係の心理1： 夫婦のトラブル、夫婦の破綻
夫婦間葛藤の心理的要因の分類を紹介する
第10回 対人関係の心理2： 青年期の親子、家族の問題と役割
家族機能と親子間葛藤の特徴を紹介する
第11回 対人関係の心理3： 想像する恋愛、恋愛の始まり
恋愛のイメージ、一目惚れの心理的要因を紹介する
第12回 対人関係の心理4： 恋愛スキル、恋愛の破局
恋愛を促進させる技能、失恋の時期と原因を紹介する
第13回 集団・組織の心理1： 集団の条件
集団成立の最低限の要因、集団維持の要因を紹介する
第14回 集団・組織の心理2： 集団の愚行
集団による愚かな意思決定の特徴を紹介する
第15回 集団・組織の心理3： リーダーシップ
リーダーシップ理論の概念と種類を紹介する
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
第1回
【事前】授業のシラバスを熟読し、授業構成を理解する 2.0時間
【事後】オリエンテーションの説明内容にもとづき心理学の位置づけを理解し、ノートを準備する
第2回
【事前】「人が自分に注意を向ける」ことに関する文献を読む 1.5時間
【事後】「自己注目」に関する資料を検索し、その内容をまとめてノートに加筆する 2.5時間
第3回
【事前】「人が自分の特性を知る」ことに関する文献を読む 1.5時間

2.0時間

心理学Ⅰ

【事後】「自己把握」に関する資料を検索し、その内容をまとめてノートに加筆する 2.5時間
第4回
【事前】「人が有する自我状態の側面」に関する文献を読む 1.5時間
【事後】「エゴグラム」に関する資料を検索し、その内容をまとめてノートに加筆する 2.5時間
第5回
【事前】「人が自分を他者に見せる」ことに関する文献を読む 1.5時間
【事後】「自己表出」に関する資料を検索し、その内容をまとめてノートに加筆する 2.5時間
第6回
【事前】「人が他者と接するときの空間の使い方」に関する文献を読む 1.5時間
【事後】「個人的空間」に関する資料を検索し、その内容をまとめてノートに加筆する 2.5時間
第7回
【事前】「人が言語以外の手段で他者と意思疎通する」ことに関する文献を読む 1.5時間
【事後】「ノンバーバルコミュニケーション」に関する資料を検索し、その内容をまとめてノートに加筆する
2.5時間
第8回
【事前】「人が他者とうまく意思疎通する方法」に関する文献を読む 1.5時間
【事後】「コミュニケーションスキル」に関する資料を検索し、その内容をまとめてノートに加筆する 2.5時間
第9回
【事前】「夫婦、結婚」に関する文献を読む 1.5時間
【事後】「夫婦関係の問題、結婚のストレス」に関する資料を検索し、その内容をまとめてノートに加筆する
2.5時間
第10回
【事前】「親子、家族」に関する文献を読む 1.5時間
【事後】「親子関係の葛藤、家族の機能不全」に関する資料を検索し、その内容をまとめてノートに加筆する
2.5時間
第11回
【事前】「恋愛」に関する文献を読む 1.5時間
【事後】「恋愛の実態調査」に関する資料を検索し、その内容をまとめてノートに加筆する 2.5時間
第12回
【事前】「恋人関係」に関する文献を読む 1.5時間
【事後】「恋愛スキル」に関する資料を検索し、その内容をまとめてノートに加筆する 2.5時間
第13回
【事前】「集団・組織が盛衰する」ことに関する文献を読む 1.5時間
【事後】「集団・組織に必要な要素」に関する資料を検索し、その内容をまとめてノートに加筆する 2.5時間
第14回
【事前】「集団・組織の意思決定」に関する文献を読む 1.5時間
【事後】「集団浅慮」に関する資料を検索し、その内容をまとめてノートに加筆する 2.5時間
第15回
【事前】「集団・組織の運営」に関する文献を読む 1.5時間
【事後】「有能なリーダーと有効なリーダーシップ」に関する資料を検索し、その内容をまとめてノートに加筆
する 2.5時間
課題に対するフィードバックの方法
実施した課題について自己採点が可能になるよう正解（模範解答）を開示する。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、授業内での評価に関する課題と、定期試験に代わるレポートの評価結果に基づき総合的に判
定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する 。正当な理由のない欠席4回以上、または定期試験に代
わるレポートを未提出の場合、評価の対象とせず、「K」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価
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「自己の心理」「コミュニケーションの心理」「対人関係の心
理」「集団・組織の心理」それぞれ最終回に実施する課題
（4回×10）

1．2．

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

60

全授業終了後に提出するレポート課題

1．2．

その他

0

テキスト

なし。

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 心理学関連の科目を履修していることが望ましい。講義の内容はノートをとることが必要となる。

心理学Ⅰ

授業コード

10300303

授業科目名

心理学

授業担当教員

森上

幸夫

成績担当教員

森上

幸夫

開講年次

1年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

講義

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
心理学は人間の行動や経験といった心の働きに関する多種多様な知見を体系化してきた。それは心理学的概念と
してあらわされたり、また心理学的理論として記述されたりしている。その概念や理論は人間の行動や経験を一
般化して、「人間とは何か」という問に対する一定の回答を提示してきたと言えよう。本講義では、自分や他者
の心理を理解するために、人間の心の働きを「記述する」ことと「説明する」ことが目的である。
講義はパワーポイントによるプレゼン形式で行い、文字情報および静止画・動画の資料などを提示しながらすす
めていく。授業はオンラインを用いた資料提示や課題提出を随時実施していく予定であり、受講において自身の
パソコンを常に使用することを求める。
★この授業は、オンデマンド型の遠隔授業となります。リアルタイム型の遠隔授業（その授業時間に Zoom 等で
参加する方法）ではなく、講義を録画した動画を一定期間中に視聴し、所定の課題を提出していただく形で実施
する予定です。
到達目標
1．人間の心の働きを記述することができる
2．人間の心の働きを説明することができる
授業計画
第1回 授業オリエンテーション
本科目の目的と概要、授業ノートの構成について述べる
第2回 自己の心理1： 自己への意識
自己意識理論にもとづく私的側面と公的側面の自己意識を紹介する
第3回 自己の心理2： 自己の把握
アイデンティティ、自己概念、自己スキーマの事例を紹介する
第4回 自己の心理3： 自己の状態
エゴグラムにおける5つの側面とその特徴を紹介する
第5回 自己の心理4： 自己の表出
自己呈示、自己開示、自己モニタリングの特徴と機能を紹介する
第6回 コミュニケーションの心理1： 空間とコミュニケーション
コミュニケーションにおける物理的距離と位置関係の意味を紹介する
第7回 コミュニケーションの心理2： 非言語のコミュニケーション
言葉以外のコミュニケーションの種類と機能を紹介する
第8回 コミュニケーションの心理3： コミュニケーションのうまさ
コミュニケーションに関する技能の内容と事例を紹介する
第9回 対人関係の心理1： 夫婦のトラブル、夫婦の破綻
夫婦間葛藤の心理的要因の分類を紹介する
第10回 対人関係の心理2： 青年期の親子、家族の問題と役割
家族機能と親子間葛藤の特徴を紹介する
第11回 対人関係の心理3： 想像する恋愛、恋愛の始まり
恋愛のイメージ、一目惚れの心理的要因を紹介する
第12回 対人関係の心理4： 恋愛スキル、恋愛の破局
恋愛を促進させる技能、失恋の時期と原因を紹介する
第13回 集団・組織の心理1： 集団の条件
集団成立の最低限の要因、集団維持の要因を紹介する
第14回 集団・組織の心理2： 集団の愚行
集団による愚かな意思決定の特徴を紹介する
第15回 集団・組織の心理3： リーダーシップ
リーダーシップ理論の概念と種類を紹介する
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
第1回
【事前】授業のシラバスを熟読し、授業構成を理解する 2.0時間
【事後】オリエンテーションの説明内容にもとづき心理学の位置づけを理解し、ノートを準備する
第2回
【事前】「人が自分に注意を向ける」ことに関する文献を読む 1.5時間
【事後】「自己注目」に関する資料を検索し、その内容をまとめてノートに加筆する 2.5時間
第3回
【事前】「人が自分の特性を知る」ことに関する文献を読む 1.5時間

2.0時間

心理学

【事後】「自己把握」に関する資料を検索し、その内容をまとめてノートに加筆する 2.5時間
第4回
【事前】「人が有する自我状態の側面」に関する文献を読む 1.5時間
【事後】「エゴグラム」に関する資料を検索し、その内容をまとめてノートに加筆する 2.5時間
第5回
【事前】「人が自分を他者に見せる」ことに関する文献を読む 1.5時間
【事後】「自己表出」に関する資料を検索し、その内容をまとめてノートに加筆する 2.5時間
第6回
【事前】「人が他者と接するときの空間の使い方」に関する文献を読む 1.5時間
【事後】「個人的空間」に関する資料を検索し、その内容をまとめてノートに加筆する 2.5時間
第7回
【事前】「人が言語以外の手段で他者と意思疎通する」ことに関する文献を読む 1.5時間
【事後】「ノンバーバルコミュニケーション」に関する資料を検索し、その内容をまとめてノートに加筆する
2.5時間
第8回
【事前】「人が他者とうまく意思疎通する方法」に関する文献を読む 1.5時間
【事後】「コミュニケーションスキル」に関する資料を検索し、その内容をまとめてノートに加筆する 2.5時間
第9回
【事前】「夫婦、結婚」に関する文献を読む 1.5時間
【事後】「夫婦関係の問題、結婚のストレス」に関する資料を検索し、その内容をまとめてノートに加筆する
2.5時間
第10回
【事前】「親子、家族」に関する文献を読む 1.5時間
【事後】「親子関係の葛藤、家族の機能不全」に関する資料を検索し、その内容をまとめてノートに加筆する
2.5時間
第11回
【事前】「恋愛」に関する文献を読む 1.5時間
【事後】「恋愛の実態調査」に関する資料を検索し、その内容をまとめてノートに加筆する 2.5時間
第12回
【事前】「恋人関係」に関する文献を読む 1.5時間
【事後】「恋愛スキル」に関する資料を検索し、その内容をまとめてノートに加筆する 2.5時間
第13回
【事前】「集団・組織が盛衰する」ことに関する文献を読む 1.5時間
【事後】「集団・組織に必要な要素」に関する資料を検索し、その内容をまとめてノートに加筆する 2.5時間
第14回
【事前】「集団・組織の意思決定」に関する文献を読む 1.5時間
【事後】「集団浅慮」に関する資料を検索し、その内容をまとめてノートに加筆する 2.5時間
第15回
【事前】「集団・組織の運営」に関する文献を読む 1.5時間
【事後】「有能なリーダーと有効なリーダーシップ」に関する資料を検索し、その内容をまとめてノートに加筆
する 2.5時間
課題に対するフィードバックの方法
実施した課題について自己採点が可能になるよう正解（模範解答）を開示する。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、授業内での評価に関する課題と、定期試験に代わるレポートの評価結果に基づき総合的に判
定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する 。正当な理由のない欠席4回以上、または定期試験に代
わるレポートを未提出の場合、評価の対象とせず、「K」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

40

「自己の心理」「コミュニケーションの心理」「対人関係の心
理」「集団・組織の心理」それぞれ最終回に実施する課題
（4回×10）

1．2．

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

60

全授業終了後に提出するレポート課題

1．2．

その他

0

テキスト

なし。

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 心理学関連の科目を履修していることが望ましい。講義の内容はノートをとることが必要となる。

心理学

授業コード

10400901

授業科目名

社会学

授業担当教員

尾添

侑太

成績担当教員

尾添

侑太

開講年次

1年

授業種別

実務家教員による授業

講義

開講期

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
社会とは何か、われわれは社会とどうかかわっているのか。社会学とは「社会」についての学問であるが、とり
わけ「私たちの社会における常識」の成り立ちを問い直す学問である。本講義は社会学の代表的理論や現代の社
会問題を概説しながら、学生が社会学の基本的な考え方を習得することを目的とする。ただし社会学の入門編と
して位置づけ、映像メディアや新聞記事、身近で日常的な事例を多く用いながら、われわれが生きる現代社会を
読み解くツールとしての社会学を学ぶ。
★この授業は、オンデマンド型の遠隔授業となります。リアルタイム型の遠隔授業（その授業時間に Zoom 等で
参加する方法）ではなく、講義を録画した動画を一定期間中に視聴し、所定の課題を提出していただく形で実施
する予定です。
到達目標
1.さまざまな社会学者の基本的な考え方や用いられる概念を理解し、説明できる。
2.社会学的想像力を養い、社会状況や自分の立ち位置を判断できる。
3.現代の社会問題について深く考察し、説明できる。
授業計画
第1回
第2回

イントロダクション―社会学とは何か
家族の社会学
ー近代家族の成立と変容を踏まえ上で、現代の家族が抱えている問題について解説する
第3回 ジェンダーの社会学
ー性愛関係の多様性や日本の社会規範の問題について、A・ギデンズの学説を取り上げて解説する
第4回 学校の社会学
ーI・イリイチの脱学校化、土井隆義のキャラ化やカースト化の議論を踏まえ、学校の自明性を問い直す
第5回 労働の社会学
ー日本型経営や制度を踏まえ、これから求められる働き方や労働のありかたを解説する
第6回 都市と地域の社会学
ー都市化がもたらす生活様式の変容を踏まえて、都市・地域におけるコミュニティの問題を解説する
第7回 医療と福祉の社会学
ー近代施設としての病院や医療福祉の制度の問題について、医療化の議論を取り上げ解説する
第8回 小括―前半内容を振り返る
第9回 格差の社会学
ー現代の貧困問題を「不可視化」というキーワードを用いて解説する
第10回 メディアの社会学
ーインターネットやSNSの普及がわれわれの生活や関わり方に与えた影響と問題について解説する
第11回 消費の社会学
ー1980年以降の高度消費社会化の議論を踏まえ、現代のアイデンティティについて考える
第12回 監視と排除の社会学
ーD・ライアンの監視社会化の議論を踏まえたうえで、監視がもたらす社会的排除の問題を解説する
第13回 若者と社会学
ー社会学における若者論を概観し、日本の若者が抱える問題や困難について解説する
第14回 「幸せ」について考える
ー他国の様々な社会制度や実践と比較して、われわれが生きている日本社会における「幸福」を考える
第15回 まとめ―われわれはいかなる時代を生きているか
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
事前学習：社会問題に関心をもち、現代社会の生きづらさについての情報を収集する（各2時間）
事後学習：授業内容を踏まえて、社会問題やわれわれの日常生活を問い直し文章化する（各2時間）
課題に対するフィードバックの方法
授業冒頭にコメントペーパーをフィードバックする。
希望者にはレポートに対するコメントをフィードバックする。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。

社会学

成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

40

リアクションペーパー（40）

1、2

授業外での評価

20

レポート（20）

2、3

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

期末レポート（40）

1、2、3

その他

0

テキスト

テキストは使用しない

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する

履修条件・他の科目との関連 新聞の社会面などを読み、時事問題に対して関心をもつこと。

社会学

授業コード

10000701

授業科目名

社会学Ⅰ

授業担当教員

尾添

侑太

成績担当教員

尾添

侑太

開講年次

1年

授業種別

実務家教員による授業

講義

開講期

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
社会とは何か、われわれは社会とどうかかわっているのか。社会学とは「社会」についての学問であるが、とり
わけ「私たちの社会における常識」の成り立ちを問い直す学問である。本講義は社会学の代表的理論や現代の社
会問題を概説しながら、学生が社会学の基本的な考え方を習得することを目的とする。ただし社会学の入門編と
して位置づけ、映像メディアや新聞記事、身近で日常的な事例を多く用いながら、われわれが生きる現代社会を
読み解くツールとしての社会学を学ぶ。
★この授業は、オンデマンド型の遠隔授業となります。リアルタイム型の遠隔授業（その授業時間に Zoom 等で
参加する方法）ではなく、講義を録画した動画を一定期間中に視聴し、所定の課題を提出していただく形で実施
する予定です。
到達目標
1.さまざまな社会学者の基本的な考え方や用いられる概念を理解し、説明できる。
2.社会学的想像力を養い、社会状況や自分の立ち位置を判断できる。
3.現代の社会問題について深く考察し、説明できる。
授業計画
第1回
第2回

イントロダクション―社会学とは何か
家族の社会学
ー近代家族の成立と変容を踏まえ上で、現代の家族が抱えている問題について解説する
第3回 ジェンダーの社会学
ー性愛関係の多様性や日本の社会規範の問題について、A・ギデンズの学説を取り上げて解説する
第4回 学校の社会学
ーI・イリイチの脱学校化、土井隆義のキャラ化やカースト化の議論を踏まえ、学校の自明性を問い直す
第5回 労働の社会学
ー日本型経営や制度を踏まえ、これから求められる働き方や労働のありかたを解説する
第6回 都市と地域の社会学
ー都市化がもたらす生活様式の変容を踏まえて、都市・地域におけるコミュニティの問題を解説する
第7回 医療と福祉の社会学
ー近代施設としての病院や医療福祉の制度の問題について、医療化の議論を取り上げ解説する
第8回 小括―前半内容を振り返る
第9回 格差の社会学
ー現代の貧困問題を「不可視化」というキーワードを用いて解説する
第10回 メディアの社会学
ーインターネットやSNSの普及がわれわれの生活や関わり方に与えた影響と問題について解説する
第11回 消費の社会学
ー1980年以降の高度消費社会化の議論を踏まえ、現代のアイデンティティについて考える
第12回 監視と排除の社会学
ーD・ライアンの監視社会化の議論を踏まえたうえで、監視がもたらす社会的排除の問題を解説する
第13回 若者と社会学
ー社会学における若者論を概観し、日本の若者が抱える問題や困難について解説する
第14回 「幸せ」について考える
ー他国の様々な社会制度や実践と比較して、われわれが生きている日本社会における「幸福」を考える
第15回 まとめ―われわれはいかなる時代を生きているか
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
事前学習：社会問題に関心をもち、現代社会の生きづらさについての情報を収集する（各2時間）
事後学習：授業内容を踏まえて、社会問題やわれわれの日常生活を問い直し文章化する（各2時間）
課題に対するフィードバックの方法
授業冒頭にコメントペーパーをフィードバックする。
希望者にはレポートに対するコメントをフィードバックする。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。

社会学Ⅰ

成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

40

リアクションペーパー（40）

1、2

授業外での評価

20

レポート（20）

2、3

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

期末レポート（40）

1、2、3

その他

0

テキスト

テキストは使用しない

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する

履修条件・他の科目との関連 新聞の社会面などを読み、時事問題に対して関心をもつこと。

社会学Ⅰ

授業コード

10300201

授業科目名

社会学

授業担当教員

尾添

侑太

成績担当教員

尾添

侑太

開講年次

1年

授業種別

実務家教員による授業

講義

開講期

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
社会とは何か、われわれは社会とどうかかわっているのか。社会学とは「社会」についての学問であるが、とり
わけ「私たちの社会における常識」の成り立ちを問い直す学問である。本講義は社会学の代表的理論や現代の社
会問題を概説しながら、学生が社会学の基本的な考え方を習得することを目的とする。ただし社会学の入門編と
して位置づけ、映像メディアや新聞記事、身近で日常的な事例を多く用いながら、われわれが生きる現代社会を
読み解くツールとしての社会学を学ぶ。
★この授業は、オンデマンド型の遠隔授業となります。リアルタイム型の遠隔授業（その授業時間に Zoom 等で
参加する方法）ではなく、講義を録画した動画を一定期間中に視聴し、所定の課題を提出していただく形で実施
する予定です。
到達目標
1.さまざまな社会学者の基本的な考え方や用いられる概念を理解し、説明できる。
2.社会学的想像力を養い、社会状況や自分の立ち位置を判断できる。
3.現代の社会問題について深く考察し、説明できる。
授業計画
第1回
第2回

イントロダクション―社会学とは何か
家族の社会学
ー近代家族の成立と変容を踏まえ上で、現代の家族が抱えている問題について解説する
第3回 ジェンダーの社会学
ー性愛関係の多様性や日本の社会規範の問題について、A・ギデンズの学説を取り上げて解説する
第4回 学校の社会学
ーI・イリイチの脱学校化、土井隆義のキャラ化やカースト化の議論を踏まえ、学校の自明性を問い直す
第5回 労働の社会学
ー日本型経営や制度を踏まえ、これから求められる働き方や労働のありかたを解説する
第6回 都市と地域の社会学
ー都市化がもたらす生活様式の変容を踏まえて、都市・地域におけるコミュニティの問題を解説する
第7回 医療と福祉の社会学
ー近代施設としての病院や医療福祉の制度の問題について、医療化の議論を取り上げ解説する
第8回 小括―前半内容を振り返る
第9回 格差の社会学
ー現代の貧困問題を「不可視化」というキーワードを用いて解説する
第10回 メディアの社会学
ーインターネットやSNSの普及がわれわれの生活や関わり方に与えた影響と問題について解説する
第11回 消費の社会学
ー1980年以降の高度消費社会化の議論を踏まえ、現代のアイデンティティについて考える
第12回 監視と排除の社会学
ーD・ライアンの監視社会化の議論を踏まえたうえで、監視がもたらす社会的排除の問題を解説する
第13回 若者と社会学
ー社会学における若者論を概観し、日本の若者が抱える問題や困難について解説する
第14回 「幸せ」について考える
ー他国の様々な社会制度や実践と比較して、われわれが生きている日本社会における「幸福」を考える
第15回 まとめ―われわれはいかなる時代を生きているか
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
事前学習：社会問題に関心をもち、現代社会の生きづらさについての情報を収集する（各2時間）
事後学習：授業内容を踏まえて、社会問題やわれわれの日常生活を問い直し文章化する（各2時間）
課題に対するフィードバックの方法
授業冒頭にコメントペーパーをフィードバックする。
希望者にはレポートに対するコメントをフィードバックする。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。

社会学

成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

40

リアクションペーパー（40）

1、2

授業外での評価

20

レポート（20）

2、3

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

期末レポート（40）

1、2、3

その他

0

テキスト

テキストは使用しない

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する

履修条件・他の科目との関連 新聞の社会面などを読み、時事問題に対して関心をもつこと。

社会学

授業コード

10400902

授業科目名

社会学

授業担当教員

古川

岳志

成績担当教員

古川

岳志

開講年次

1年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

講義

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
社会学は、その名の通り社会を考える学問である。私たちは社会の中で、社会に影響を受けながら生き、それに
よって社会を形作る一翼を担ってもいる。社会は私たちにとっておなじみのものだが、それだけに却って、客観
的に捉えるのが難しいものでもある。社会学は、この身近だけれど曖昧で捕まえにくい「社会」という対象に真
正面から取り組み、考察、分析し、さまざまな問題を発見し解決の道を探求してきた。この講義では、テーマと
して主に家族と都市に関する現代社会の課題をとりあげ、社会学の視点から考察していく。
[この授業は、オンデマンド型の遠隔授業となります。リアルタイム型の遠隔授業（その授業時間にZoom 等で参
加する方法）ではなく、講義を録画した動画を一定期間中に視聴し、所定の課題を提出していただく形で実施す
る予定です。 ］
到達目標
1. 現代の家族や都市をめぐる社会問題について概要を説明できる。
2. 身近な社会問題について社会学の概念を使って考察できる。
授業計画
【第1回】社会学とは何か：社会学の基本的な考え方について概説する
【第2回】近代社会と社会学：社会学がどのように誕生したのか。歴史について概説する。
【第3回】家族の社会学１（家族を考えるための基礎概念）：社会学の中で家族がどのように問題化されてきたの
かを概説する。
【第4回】家族の社会学２（家族の近代）：近代家族という概念について説明する。
【第5回】家族の社会学３（家族の変容）：近代以降、家族がどのように変化してきたのかを説明する。
【第6回】ジェンダーの社会学１（女性解放運動と現代社会）：男女平等はどのように進んできたのか。歴史的過
程を含めて解説する。
【第7回】ジェンダーの社会学２（恋愛と社会）：恋愛結婚の普及にはどのような背景があるのか。大衆文化の変
化も含め再考する。
【第8回】ジェンダーの社会学３（男性学について）：「男らしさ」という社会的拘束について説明する。
【第9回】都市の社会学１（都市と農村）：社会学において都市はどのように考えられてきたのかを概説する。
【第10回】都市の社会学２（都市の匿名性と自由）：ゴッフマンの社会学理論を通じて、都市における匿名性に
ついて学ぶ。
【第11回】都市の社会学３（都市のサブカルチャー）：都市空間において雑種的文化がどのように形成されるの
かについて考察する。
【第12回】文化の社会学１（近代社会とスポーツ）：近代スポーツという概念が何を意味するのかを学ぶ。
【第13回】文化の社会学２（スポーツとメディア）：スポーツの発展とマス・メディアの関係について学ぶ。
【第14回】文化の社会学３（越境する文化）：国境を超えたポピュラーカルチャーの広がりについて、K-popを事
例にして考察する。
【第15回】全体のまとめと、学習到達度確認レポート課題
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
事前学習: 各回のテーマについて、予備知識を得ておく。２回目以降は、前回の復習をしておくこと。各回ごと
に2時間程度を要する。
事後学習: 講義内容をノートにまとめ、復習しておくこと。各回ごとに2時間程度を要する。
課題に対するフィードバックの方法
ミニレポートに関しては授業内で適宜フィードバックを行う。希望者には最終レポートの講評を行う。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

ミニレポート（50）

1.2.

授業外での評価

10

中間レポート（10）

1.2.

定期試験

0

社会学

定期試験に代わるレポート等

40

その他

0

テキスト

テキストは使用せず資料等を配布する。

参考書

講義中に適宜指示する。

最終レポート（40）

1.2.

履修条件・他の科目との関連 社会に関するあらゆる科目と関連がある。毎回積極的に受講すること。

社会学

授業コード

10000702

授業科目名

社会学Ⅰ

授業担当教員

古川

岳志

成績担当教員

古川

岳志

開講年次

1年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

講義

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
社会学は、その名の通り社会を考える学問である。私たちは社会の中で、社会に影響を受けながら生き、それに
よって社会を形作る一翼を担ってもいる。社会は私たちにとっておなじみのものだが、それだけに却って、客観
的に捉えるのが難しいものでもある。社会学は、この身近だけれど曖昧で捕まえにくい「社会」という対象に真
正面から取り組み、考察、分析し、さまざまな問題を発見し解決の道を探求してきた。この講義では、テーマと
して主に家族と都市に関する現代社会の課題をとりあげ、社会学の視点から考察していく。
[この授業は、オンデマンド型の遠隔授業となります。リアルタイム型の遠隔授業（その授業時間にZoom 等で参
加する方法）ではなく、講義を録画した動画を一定期間中に視聴し、所定の課題を提出していただく形で実施す
る予定です。 ］
到達目標
1. 現代の家族や都市をめぐる社会問題について概要を説明できる。
2. 身近な社会問題について社会学の概念を使って考察できる。
授業計画
【第1回】社会学とは何か：社会学の基本的な考え方について概説する
【第2回】近代社会と社会学：社会学がどのように誕生したのか。歴史について概説する。
【第3回】家族の社会学１（家族を考えるための基礎概念）：社会学の中で家族がどのように問題化されてきたの
かを概説する。
【第4回】家族の社会学２（家族の近代）：近代家族という概念について説明する。
【第5回】家族の社会学３（家族の変容）：近代以降、家族がどのように変化してきたのかを説明する。
【第6回】ジェンダーの社会学１（女性解放運動と現代社会）：男女平等はどのように進んできたのか。歴史的過
程を含めて解説する。
【第7回】ジェンダーの社会学２（恋愛と社会）：恋愛結婚の普及にはどのような背景があるのか。大衆文化の変
化も含め再考する。
【第8回】ジェンダーの社会学３（男性学について）：「男らしさ」という社会的拘束について説明する。
【第9回】都市の社会学１（都市と農村）：社会学において都市はどのように考えられてきたのかを概説する。
【第10回】都市の社会学２（都市の匿名性と自由）：ゴッフマンの社会学理論を通じて、都市における匿名性に
ついて学ぶ。
【第11回】都市の社会学３（都市のサブカルチャー）：都市空間において雑種的文化がどのように形成されるの
かについて考察する。
【第12回】文化の社会学１（近代社会とスポーツ）：近代スポーツという概念が何を意味するのかを学ぶ。
【第13回】文化の社会学２（スポーツとメディア）：スポーツの発展とマス・メディアの関係について学ぶ。
【第14回】文化の社会学３（越境する文化）：国境を超えたポピュラーカルチャーの広がりについて、K-popを事
例にして考察する。
【第15回】全体のまとめと、学習到達度確認レポート課題
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
事前学習: 各回のテーマについて、予備知識を得ておく。２回目以降は、前回の復習をしておくこと。各回ごと
に2時間程度を要する。
事後学習: 講義内容をノートにまとめ、復習しておくこと。各回ごとに2時間程度を要する。
課題に対するフィードバックの方法
ミニレポートに関しては授業内で適宜フィードバックを行う。希望者には最終レポートの講評を行う。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

ミニレポート（50）

1.2.

授業外での評価

10

中間レポート（10）

1.2.

定期試験

0

社会学Ⅰ

定期試験に代わるレポート等

40

その他

0

テキスト

テキストは使用せず資料等を配布する。

参考書

講義中に適宜指示する。

最終レポート（40）

1.2.

履修条件・他の科目との関連 社会に関するあらゆる科目と関連がある。毎回積極的に受講すること。

社会学Ⅰ

授業コード

10300202

授業科目名

社会学

授業担当教員

古川

岳志

成績担当教員

古川

岳志

開講年次

1年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

講義

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
社会学は、その名の通り社会を考える学問である。私たちは社会の中で、社会に影響を受けながら生き、それに
よって社会を形作る一翼を担ってもいる。社会は私たちにとっておなじみのものだが、それだけに却って、客観
的に捉えるのが難しいものでもある。社会学は、この身近だけれど曖昧で捕まえにくい「社会」という対象に真
正面から取り組み、考察、分析し、さまざまな問題を発見し解決の道を探求してきた。この講義では、テーマと
して主に家族と都市に関する現代社会の課題をとりあげ、社会学の視点から考察していく。
[この授業は、オンデマンド型の遠隔授業となります。リアルタイム型の遠隔授業（その授業時間にZoom 等で参
加する方法）ではなく、講義を録画した動画を一定期間中に視聴し、所定の課題を提出していただく形で実施す
る予定です。 ］
到達目標
1. 現代の家族や都市をめぐる社会問題について概要を説明できる。
2. 身近な社会問題について社会学の概念を使って考察できる。
授業計画
【第1回】社会学とは何か：社会学の基本的な考え方について概説する
【第2回】近代社会と社会学：社会学がどのように誕生したのか。歴史について概説する。
【第3回】家族の社会学１（家族を考えるための基礎概念）：社会学の中で家族がどのように問題化されてきたの
かを概説する。
【第4回】家族の社会学２（家族の近代）：近代家族という概念について説明する。
【第5回】家族の社会学３（家族の変容）：近代以降、家族がどのように変化してきたのかを説明する。
【第6回】ジェンダーの社会学１（女性解放運動と現代社会）：男女平等はどのように進んできたのか。歴史的過
程を含めて解説する。
【第7回】ジェンダーの社会学２（恋愛と社会）：恋愛結婚の普及にはどのような背景があるのか。大衆文化の変
化も含め再考する。
【第8回】ジェンダーの社会学３（男性学について）：「男らしさ」という社会的拘束について説明する。
【第9回】都市の社会学１（都市と農村）：社会学において都市はどのように考えられてきたのかを概説する。
【第10回】都市の社会学２（都市の匿名性と自由）：ゴッフマンの社会学理論を通じて、都市における匿名性に
ついて学ぶ。
【第11回】都市の社会学３（都市のサブカルチャー）：都市空間において雑種的文化がどのように形成されるの
かについて考察する。
【第12回】文化の社会学１（近代社会とスポーツ）：近代スポーツという概念が何を意味するのかを学ぶ。
【第13回】文化の社会学２（スポーツとメディア）：スポーツの発展とマス・メディアの関係について学ぶ。
【第14回】文化の社会学３（越境する文化）：国境を超えたポピュラーカルチャーの広がりについて、K-popを事
例にして考察する。
【第15回】全体のまとめと、学習到達度確認レポート課題
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
事前学習: 各回のテーマについて、予備知識を得ておく。２回目以降は、前回の復習をしておくこと。各回ごと
に2時間程度を要する。
事後学習: 講義内容をノートにまとめ、復習しておくこと。各回ごとに2時間程度を要する。
課題に対するフィードバックの方法
ミニレポートに関しては授業内で適宜フィードバックを行う。希望者には最終レポートの講評を行う。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

ミニレポート（50）

1.2.

授業外での評価

10

中間レポート（10）

1.2.

定期試験

0

社会学

定期試験に代わるレポート等

40

その他

0

テキスト

テキストは使用せず資料等を配布する。

参考書

講義中に適宜指示する。

最終レポート（40）

1.2.

履修条件・他の科目との関連 社会に関するあらゆる科目と関連がある。毎回積極的に受講すること。

社会学

授業コード

10401003

授業種別

授業科目名

暮らしのなかの憲法

授業担当教員

三輪

淳之

成績担当教員

三輪

淳之

開講年次

1年

開講期

実務家教員による授業

講義

後期

単位数

〇

2単位

授業の目的・概要
憲法というと、自分たちにとっては遠い存在のように感じられ、あるいは法律の中でもとっつきにくいイメージ
があるが、実際には憲法は、私たちが社会活動を行う中で大いに影響があり、無意識のうちに私たちも憲法の規
律のもとにおかれている。
本授業では、遠い存在である憲法について、担当教員が長年に亘り、企業において「国際法務」業務に従事して
きた経験をもとに、実務家教員として、実際に経験した実例を取り入れながら講義を展開し、憲法の存在意義、
暮らしのなかでの憲法の適用のされ方やありかたについて双方向授業の形式で学び、自らの頭で思考して意見を
出すことを促すことによって、日常の生活における法律行為や時事問題について解説をしていくことで、憲法を
身近なものとするための実践的な学びの場とすることを狙いとする。
到達目標
１．憲法そのものの存在意義や基本的な枠組みについて記述することができる。
２．憲法的視点を身につけることにより、社会的・政治的問題について主体的に考え、説明することができる。
３．憲法という題材を通して、社会のあらゆる立場にある人の利害調整について多角的視点を持って分析結果を
発表することができる。
授業計画
★この授業は、リアルタイム型の遠隔授業（その授業時間にZoom等で参加する方法）となります。参加方法など
の詳細は追って案内します。
第1回；ガイダンス － 日本国憲法とは？
１．憲法の定義と目的 ２．憲法の基本原理と構造
「憲法の目的、法律の中の憲法の位置づけや大まかな構成について学ぶ」
第2回；天皇と象徴
１．天皇の位置付け ２．天皇の仕事
「天皇の立場や仕事内容、財産を学ぶ」
第3回；人権の制限
１．外国人 ２．公務員 ３．受刑者 ４．未成年
「日本人と外国人の人権は同じか、公務員の人権はどのように保障されるか；猿払事件等の判例をとり
あげて解説する」
第4回；信教の自由
１．思想良心の自由 ２．信教の自由
「国による宗教的行為とは何なのか；津地鎮祭事件等の判例を取り上げて解説する」
第5回；表現の自由とプライバシーの侵害
１．表現の自由と知る権利（インターネット上の表現）
２． 検閲の禁止 ３．通信の秘密
４．プライバシー権（個人情報保護等）と肖像権
５．学問の自由
６．教育を受ける権利と義務教育
「プライバシーのあり方の変化と最近のネット社会での動きや、チャタレイ夫人事件等の判例を取り上げ
て表現の自由について解説し、大学の自治についても触れる」
第6回；婚姻の自由と男女平等
１．婚姻の自由 ２．男女平等（社会・企業における取り組み）、
３．再婚禁止期間 ４．積極的是正措置
「男女平等の歴史に触れ、女性の再婚禁止期間変更の法改正や、子供の父親確定ルール等について解説す
る」
第7回；勤労の権利・義務と生存権
１．勤労の権利・義務と過重労働問題等 ２．職業選択の自由
３．生存権(生活保護制度等)・財産権
４．労働権(労働三権)
「働く権利と義務や職業を選ぶ自由について、そして過労死とブラック企業等について解説する」
第8回；立法と国会
１．立法の仕事（選挙制度のあり方、国会組織・運営）
２．国会議員の特権
「法律やルールができるまでの動きや、政治家の仕事・役割等について解説する」
第9回；行政と内閣
１．行政権 ２．議院内閣制 ３．内閣総理大臣の役割と権限
４．独立行政委員会
「首相や大臣はどうやって選ばれるのか、政治とは何か等について解説する」
第10回；司法と裁判所
１．司法権 ２．裁判員制度 ３．違憲立法審査権
４．裁判官の独立・権限
暮らしのなかの憲法

「裁判とは何か；裁判所の仕組みについて解説し、国民参加の裁判員制度等について解説する」
第11回；地方自治
１．地方自治・住民投票（地方自治体の組織、大阪都構想）
「国と地方の政治や最近の大阪都構想と住民投票等について解説する」
第12回；憲法9条と自衛隊
１．憲法9条 ２．自衛隊の位置付け ３．自衛権
「戦争放棄とは何を意味するのか；自衛隊の位置づけについて、砂川事件判例や百里基地事件判例等をと
りあげて解説する」
第13回；憲法改正
１．現在議論されているトピック ２．憲法改正手続
「世界の憲法改正状況と日本の憲法改正の議論について解説する」
第14回；国民の義務、新しい人権
「憲法制定時には想定しなかった新しいプライバシー権やLGBTの権利等について解説する」
第15回；「暮らしのなかの憲法」まとめ
「14回目までの総ざらいをする」
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
各回、事前学修は2時間、事後学修は2時間を目安とする。
・事前学習；
テキストの該当箇所を読んで、疑問点を整理しておくこと。
・事後学習；
毎授業の最後の10分間で、その授業の理解度を確認するために、「Googleクラスルーム」で配信する方式で｢理
解度テスト｣を実施することを基本とする。
課題に対するフィードバックの方法
各理解度テスト(場合によってはレポート課題に代わる場合もあり)については、次回の授業において回答や解
説、講評等をおこなう。
詳細は初回授業の際に説明する。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、授業期間内に実施される理解度テスト（レポート課題に代わる可能性あり）、期末試験（レ
ポート課題に代わる可能性あり）等を総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
正当な理由なく理解度テストを4回以上未提出の場合、又は定期試験を受験・提出（レポート課題未提出）しな
かったか のいずれかの場合、評価の対象とせず、「K」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

40

毎授業後の理解度テスト（レポート課題に代わる可能性
あり）(40)

1, 2, 3

授業外での評価

0

定期試験

60

全授業終了後に実施する試験又はレポート試験（60）

1, 2,3

定期試験に代わるレポート等

0

その他

0

テキスト

１．「大学生のための日本国憲法入門」吉田 成利（慶應義塾大学出版会、2020年）
1,500円(税別) ISBN978-4-7664-2647-2
２．上記①に加えて、必要に応じて授業で配布する資料による。

参考書

ポケット六法などの六法があれば望ましい

履修条件・他の科目との関連 憲法についての知識がまったくない学生を歓迎します。
新聞やインターネットの新聞記事に普段から目を通して、憲法に関連するトピックについてピックアップ
するとともに、何がとりあげられてどのような焦点が当てられているのかについて理解と関心を高めておく
こと。

暮らしのなかの憲法

授業コード

10012202

授業種別

授業科目名

暮らしのなかの憲法

授業担当教員

三輪

淳之

成績担当教員

三輪

淳之

開講年次

1年

開講期

実務家教員による授業

講義

後期

単位数

〇

2単位

授業の目的・概要
憲法というと、自分たちにとっては遠い存在のように感じられ、あるいは法律の中でもとっつきにくいイメージ
があるが、実際には憲法は、私たちが社会活動を行う中で大いに影響があり、無意識のうちに私たちも憲法の規
律のもとにおかれている。
本授業では、遠い存在である憲法について、担当教員が長年に亘り、企業において「国際法務」業務に従事して
きた経験をもとに、実務家教員として、実際に経験した実例を取り入れながら講義を展開し、憲法の存在意義、
暮らしのなかでの憲法の適用のされ方やありかたについて双方向授業の形式で学び、自らの頭で思考して意見を
出すことを促すことによって、日常の生活における法律行為や時事問題について解説をしていくことで、憲法を
身近なものとするための実践的な学びの場とすることを狙いとする。
到達目標
１．憲法そのものの存在意義や基本的な枠組みについて記述することができる。
２．憲法的視点を身につけることにより、社会的・政治的問題について主体的に考え、説明することができる。
３．憲法という題材を通して、社会のあらゆる立場にある人の利害調整について多角的視点を持って分析結果を
発表することができる。
授業計画
★この授業は、リアルタイム型の遠隔授業（その授業時間にZoom等で参加する方法）となります。参加方法など
の詳細は追って案内します。
第1回；ガイダンス － 日本国憲法とは？
１．憲法の定義と目的 ２．憲法の基本原理と構造
「憲法の目的、法律の中の憲法の位置づけや大まかな構成について学ぶ」
第2回；天皇と象徴
１．天皇の位置付け ２．天皇の仕事
「天皇の立場や仕事内容、財産を学ぶ」
第3回；人権の制限
１．外国人 ２．公務員 ３．受刑者 ４．未成年
「日本人と外国人の人権は同じか、公務員の人権はどのように保障されるか；猿払事件等の判例をとり
あげて解説する」
第4回；信教の自由
１．思想良心の自由 ２．信教の自由
「国による宗教的行為とは何なのか；津地鎮祭事件等の判例を取り上げて解説する」
第5回；表現の自由とプライバシーの侵害
１．表現の自由と知る権利（インターネット上の表現）
２． 検閲の禁止 ３．通信の秘密
４．プライバシー権（個人情報保護等）と肖像権
５．学問の自由
６．教育を受ける権利と義務教育
「プライバシーのあり方の変化と最近のネット社会での動きや、チャタレイ夫人事件等の判例を取り上げ
て表現の自由について解説し、大学の自治についても触れる」
第6回；婚姻の自由と男女平等
１．婚姻の自由 ２．男女平等（社会・企業における取り組み）、
３．再婚禁止期間 ４．積極的是正措置
「男女平等の歴史に触れ、女性の再婚禁止期間変更の法改正や、子供の父親確定ルール等について解説す
る」
第7回；勤労の権利・義務と生存権
１．勤労の権利・義務と過重労働問題等 ２．職業選択の自由
３．生存権(生活保護制度等)・財産権
４．労働権(労働三権)
「働く権利と義務や職業を選ぶ自由について、そして過労死とブラック企業等について解説する」
第8回；立法と国会
１．立法の仕事（選挙制度のあり方、国会組織・運営）
２．国会議員の特権
「法律やルールができるまでの動きや、政治家の仕事・役割等について解説する」
第9回；行政と内閣
１．行政権 ２．議院内閣制 ３．内閣総理大臣の役割と権限
４．独立行政委員会
「首相や大臣はどうやって選ばれるのか、政治とは何か等について解説する」
第10回；司法と裁判所
１．司法権 ２．裁判員制度 ３．違憲立法審査権
４．裁判官の独立・権限
暮らしのなかの憲法

「裁判とは何か；裁判所の仕組みについて解説し、国民参加の裁判員制度等について解説する」
第11回；地方自治
１．地方自治・住民投票（地方自治体の組織、大阪都構想）
「国と地方の政治や最近の大阪都構想と住民投票等について解説する」
第12回；憲法9条と自衛隊
１．憲法9条 ２．自衛隊の位置付け ３．自衛権
「戦争放棄とは何を意味するのか；自衛隊の位置づけについて、砂川事件判例や百里基地事件判例等をと
りあげて解説する」
第13回；憲法改正
１．現在議論されているトピック ２．憲法改正手続
「世界の憲法改正状況と日本の憲法改正の議論について解説する」
第14回；国民の義務、新しい人権
「憲法制定時には想定しなかった新しいプライバシー権やLGBTの権利等について解説する」
第15回；「暮らしのなかの憲法」まとめ
「14回目までの総ざらいをする」
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
各回、事前学修は2時間、事後学修は2時間を目安とする。
・事前学習；
テキストの該当箇所を読んで、疑問点を整理しておくこと。
・事後学習；
毎授業の最後の10分間で、その授業の理解度を確認するために、「Googleクラスルーム」で配信する方式で｢理
解度テスト｣を実施することを基本とする。
課題に対するフィードバックの方法
各理解度テスト(場合によってはレポート課題に代わる場合もあり)については、次回の授業において回答や解
説、講評等をおこなう。
詳細は初回授業の際に説明する。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、授業期間内に実施される理解度テスト（レポート課題に代わる可能性あり）、期末試験（レ
ポート課題に代わる可能性あり）等を総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
正当な理由なく理解度テストを4回以上未提出の場合、又は定期試験を受験・提出（レポート課題未提出）しな
かったか のいずれかの場合、評価の対象とせず、「K」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

40

毎授業後の理解度テスト（レポート課題に代わる可能性
あり）(40)

1, 2, 3

授業外での評価

0

定期試験

60

全授業終了後に実施する試験又はレポート試験（60）

1, 2,3

定期試験に代わるレポート等

0

その他

0

テキスト

１．「大学生のための日本国憲法入門」吉田 成利（慶應義塾大学出版会、2020年）
1,500円(税別) ISBN978-4-7664-2647-2
２．上記①に加えて、必要に応じて授業で配布する資料による。

参考書

ポケット六法などの六法があれば望ましい

履修条件・他の科目との関連 憲法についての知識がまったくない学生を歓迎します。
新聞やインターネットの新聞記事に普段から目を通して、憲法に関連するトピックについてピックアップ
するとともに、何がとりあげられてどのような焦点が当てられているのかについて理解と関心を高めておく
こと。

暮らしのなかの憲法

授業コード

10300403

授業種別

授業科目名

暮らしのなかの憲法

授業担当教員

三輪

淳之

成績担当教員

三輪

淳之

開講年次

1年

開講期

実務家教員による授業

講義

後期

単位数

〇

2単位

授業の目的・概要
憲法というと、自分たちにとっては遠い存在のように感じられ、あるいは法律の中でもとっつきにくいイメージ
があるが、実際には憲法は、私たちが社会活動を行う中で大いに影響があり、無意識のうちに私たちも憲法の規
律のもとにおかれている。
本授業では、遠い存在である憲法について、担当教員が長年に亘り、企業において「国際法務」業務に従事して
きた経験をもとに、実務家教員として、実際に経験した実例を取り入れながら講義を展開し、憲法の存在意義、
暮らしのなかでの憲法の適用のされ方やありかたについて双方向授業の形式で学び、自らの頭で思考して意見を
出すことを促すことによって、日常の生活における法律行為や時事問題について解説をしていくことで、憲法を
身近なものとするための実践的な学びの場とすることを狙いとする。
到達目標
１．憲法そのものの存在意義や基本的な枠組みについて記述することができる。
２．憲法的視点を身につけることにより、社会的・政治的問題について主体的に考え、説明することができる。
３．憲法という題材を通して、社会のあらゆる立場にある人の利害調整について多角的視点を持って分析結果を
発表することができる。
授業計画
★この授業は、リアルタイム型の遠隔授業（その授業時間にZoom等で参加する方法）となります。参加方法など
の詳細は追って案内します。
第1回；ガイダンス － 日本国憲法とは？
１．憲法の定義と目的 ２．憲法の基本原理と構造
「憲法の目的、法律の中の憲法の位置づけや大まかな構成について学ぶ」
第2回；天皇と象徴
１．天皇の位置付け ２．天皇の仕事
「天皇の立場や仕事内容、財産を学ぶ」
第3回；人権の制限
１．外国人 ２．公務員 ３．受刑者 ４．未成年
「日本人と外国人の人権は同じか、公務員の人権はどのように保障されるか；猿払事件等の判例をとり
あげて解説する」
第4回；信教の自由
１．思想良心の自由 ２．信教の自由
「国による宗教的行為とは何なのか；津地鎮祭事件等の判例を取り上げて解説する」
第5回；表現の自由とプライバシーの侵害
１．表現の自由と知る権利（インターネット上の表現）
２． 検閲の禁止 ３．通信の秘密
４．プライバシー権（個人情報保護等）と肖像権
５．学問の自由
６．教育を受ける権利と義務教育
「プライバシーのあり方の変化と最近のネット社会での動きや、チャタレイ夫人事件等の判例を取り上げ
て表現の自由について解説し、大学の自治についても触れる」
第6回；婚姻の自由と男女平等
１．婚姻の自由 ２．男女平等（社会・企業における取り組み）、
３．再婚禁止期間 ４．積極的是正措置
「男女平等の歴史に触れ、女性の再婚禁止期間変更の法改正や、子供の父親確定ルール等について解説す
る」
第7回；勤労の権利・義務と生存権
１．勤労の権利・義務と過重労働問題等 ２．職業選択の自由
３．生存権(生活保護制度等)・財産権
４．労働権(労働三権)
「働く権利と義務や職業を選ぶ自由について、そして過労死とブラック企業等について解説する」
第8回；立法と国会
１．立法の仕事（選挙制度のあり方、国会組織・運営）
２．国会議員の特権
「法律やルールができるまでの動きや、政治家の仕事・役割等について解説する」
第9回；行政と内閣
１．行政権 ２．議院内閣制 ３．内閣総理大臣の役割と権限
４．独立行政委員会
「首相や大臣はどうやって選ばれるのか、政治とは何か等について解説する」
第10回；司法と裁判所
１．司法権 ２．裁判員制度 ３．違憲立法審査権
４．裁判官の独立・権限
暮らしのなかの憲法

「裁判とは何か；裁判所の仕組みについて解説し、国民参加の裁判員制度等について解説する」
第11回；地方自治
１．地方自治・住民投票（地方自治体の組織、大阪都構想）
「国と地方の政治や最近の大阪都構想と住民投票等について解説する」
第12回；憲法9条と自衛隊
１．憲法9条 ２．自衛隊の位置付け ３．自衛権
「戦争放棄とは何を意味するのか；自衛隊の位置づけについて、砂川事件判例や百里基地事件判例等をと
りあげて解説する」
第13回；憲法改正
１．現在議論されているトピック ２．憲法改正手続
「世界の憲法改正状況と日本の憲法改正の議論について解説する」
第14回；国民の義務、新しい人権
「憲法制定時には想定しなかった新しいプライバシー権やLGBTの権利等について解説する」
第15回；「暮らしのなかの憲法」まとめ
「14回目までの総ざらいをする」
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
各回、事前学修は2時間、事後学修は2時間を目安とする。
・事前学習；
テキストの該当箇所を読んで、疑問点を整理しておくこと。
・事後学習；
毎授業の最後の10分間で、その授業の理解度を確認するために、「Googleクラスルーム」で配信する方式で｢理
解度テスト｣を実施することを基本とする。
課題に対するフィードバックの方法
各理解度テスト(場合によってはレポート課題に代わる場合もあり)については、次回の授業において回答や解
説、講評等をおこなう。
詳細は初回授業の際に説明する。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、授業期間内に実施される理解度テスト（レポート課題に代わる可能性あり）、期末試験（レ
ポート課題に代わる可能性あり）等を総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
正当な理由なく理解度テストを4回以上未提出の場合、又は定期試験を受験・提出（レポート課題未提出）しな
かったか のいずれかの場合、評価の対象とせず、「K」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

40

毎授業後の理解度テスト（レポート課題に代わる可能性
あり）(40)

1, 2, 3

授業外での評価

0

定期試験

60

全授業終了後に実施する試験又はレポート試験（60）

1, 2,3

定期試験に代わるレポート等

0

その他

0

テキスト

１．「大学生のための日本国憲法入門」吉田 成利（慶應義塾大学出版会、2020年）
1,500円(税別) ISBN978-4-7664-2647-2
２．上記①に加えて、必要に応じて授業で配布する資料による。

参考書

ポケット六法などの六法があれば望ましい

履修条件・他の科目との関連 憲法についての知識がまったくない学生を歓迎します。
新聞やインターネットの新聞記事に普段から目を通して、憲法に関連するトピックについてピックアップ
するとともに、何がとりあげられてどのような焦点が当てられているのかについて理解と関心を高めておく
こと。

暮らしのなかの憲法

授業コード

10401004

授業種別

授業科目名

暮らしのなかの憲法

授業担当教員

雨夜

真規子

成績担当教員

雨夜

真規子

開講年次

1年

開講期

実務家教員による授業

講義

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
「憲法改正」ということばを聞いたことがある方は多いと思います。憲法はその96条1項に定める手続きに則れば
改正、つまり変えることは可能ですが、改正はすべきか否か、国民の中でも意見は様々です。もし憲法を変える
とすると、私たちの生活にどのような影響があるでしょうか。
憲法は私たちの生活に密接に関わっているのですが、社会人であってもそのことに気付いていない人は多いので
す。そこで本講義では、私たちの生活のどのような場面に憲法が関わっているかについて、具体的な事例を挙げ
ながら解説していきます。本講義では、一般的な法学部での憲法の講義のように、憲法について網羅的かつ深く
学んだり検討したりすることはしません。私たちの日常の暮らしのなかにある憲法を「正しく知る」ことを目指
します。
★この授業は、オンデマンド型の遠隔授業となります。リアルタイム型の遠隔授業（その授業時間に Zoom 等で
参加する方法）ではなく、講義を録画した動画を一定期間中に視聴し、所定の課題を提出していただく形で実施
する予定です。
到達目標
１．憲法が日常生活のどのような場面に関わっているかを説明することができる。
２．憲法が私たちの権利・自由を守っている場面について具体的に説明することができる。
授業計画
１．ガイダンス・憲法を学ぶ前に
２．基本的人権－子ども・外国人の権利
３．幸福追求権－プライバシー権・自己決定権
４．法の下の平等－再婚禁止期間・尊属殺重罰規定
５．信教の自由－新興宗教
６．表現の自由－性表現・犯罪指南
７．経済的自由－営業の自由
８．社会権－生存権と生活保護
９．【中間レポートのフィードバック】※予備日
10．天皇－象徴天皇制・国事行為
11．国会－二院制・衆議院の優越
12．行政権と内閣－議院内閣制
13．司法権と裁判所－裁判員制度
14．地方自治－住民投票
15．憲法改正
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
事前学習では、シラバス記載の各回のキーワードに該当する部分のテキストを読んで概要を理解しておいてくだ
さい。その際、インターネットや書籍を使って自分で積極的に調べてみることを怠らないでください。
事後学習では、授業で用いたスライド等を見ながら、各回におけるポイントを理解し、それぞれの論点について
キーワードを用いて正しく説明できるようにしてください。
※各回につき、事前学習・事後学習はそれぞれ2時間を目安とします。
課題に対するフィードバックの方法
中間レポート課題を出します。レポートについては、授業において、その評価ポイントや、学生の皆さんが誤解
や間違いをしやすい点等の解説を行います。
成績評価の方法・基準（方針）
中間レポートおよび期末レポートにより評価します。
成績評価の種類

評価割合
（％）

授業内での評価

0

授業外での評価

50

定期試験

0

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

中間レポート課題

1,2

暮らしのなかの憲法

定期試験に代わるレポート等

50

その他

0

テキスト

【書名】「いちばんやさしい憲法入門（第6版）」
【著者】初宿正典・高橋正俊・米沢広一・棟居快行
【出版社】有斐閣
【価格】定価 1,760円（本体 1,600円）
【ISBN】978-4-641-22150-5

参考書

吉田成利「大学生のための日本国憲法」（慶應義塾大学出版会、2020年）
谷口真由美「憲法って、どこにあるの？」（集英社、2016年）

期末レポート課題

1,2

履修条件・他の科目との関連 憲法についての知識がまったくない学生を歓迎します。

暮らしのなかの憲法

授業コード

10012201

授業種別

授業科目名

暮らしのなかの憲法

授業担当教員

雨夜

真規子

成績担当教員

雨夜

真規子

開講年次

1年

開講期

実務家教員による授業

講義

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
「憲法改正」ということばを聞いたことがある方は多いと思います。憲法はその96条1項に定める手続きに則れば
改正、つまり変えることは可能ですが、改正はすべきか否か、国民の中でも意見は様々です。もし憲法を変える
とすると、私たちの生活にどのような影響があるでしょうか。
憲法は私たちの生活に密接に関わっているのですが、社会人であってもそのことに気付いていない人は多いので
す。そこで本講義では、私たちの生活のどのような場面に憲法が関わっているかについて、具体的な事例を挙げ
ながら解説していきます。本講義では、一般的な法学部での憲法の講義のように、憲法について網羅的かつ深く
学んだり検討したりすることはしません。私たちの日常の暮らしのなかにある憲法を「正しく知る」ことを目指
します。
★この授業は、オンデマンド型の遠隔授業となります。リアルタイム型の遠隔授業（その授業時間に Zoom 等で
参加する方法）ではなく、講義を録画した動画を一定期間中に視聴し、所定の課題を提出していただく形で実施
する予定です。
到達目標
１．憲法が日常生活のどのような場面に関わっているかを説明することができる。
２．憲法が私たちの権利・自由を守っている場面について具体的に説明することができる。
授業計画
１．ガイダンス・憲法を学ぶ前に
２．基本的人権－子ども・外国人の権利
３．幸福追求権－プライバシー権・自己決定権
４．法の下の平等－再婚禁止期間・尊属殺重罰規定
５．信教の自由－新興宗教
６．表現の自由－性表現・犯罪指南
７．経済的自由－営業の自由
８．社会権－生存権と生活保護
９．【中間レポートのフィードバック】※予備日
10．天皇－象徴天皇制・国事行為
11．国会－二院制・衆議院の優越
12．行政権と内閣－議院内閣制
13．司法権と裁判所－裁判員制度
14．地方自治－住民投票
15．憲法改正
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
事前学習では、シラバス記載の各回のキーワードに該当する部分のテキストを読んで概要を理解しておいてくだ
さい。その際、インターネットや書籍を使って自分で積極的に調べてみることを怠らないでください。
事後学習では、授業で用いたスライド等を見ながら、各回におけるポイントを理解し、それぞれの論点について
キーワードを用いて正しく説明できるようにしてください。
※各回につき、事前学習・事後学習はそれぞれ2時間を目安とします。
課題に対するフィードバックの方法
中間レポート課題を出します。レポートについては、授業において、その評価ポイントや、学生の皆さんが誤解
や間違いをしやすい点等の解説を行います。
成績評価の方法・基準（方針）
中間レポートおよび期末レポートにより評価します。
成績評価の種類

評価割合
（％）

授業内での評価

0

授業外での評価

50

定期試験

0

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

中間レポート課題

1,2

暮らしのなかの憲法

定期試験に代わるレポート等

50

その他

0

テキスト

【書名】「いちばんやさしい憲法入門（第6版）」
【著者】初宿正典・高橋正俊・米沢広一・棟居快行
【出版社】有斐閣
【価格】定価 1,760円（本体 1,600円）
【ISBN】978-4-641-22150-5

参考書

吉田成利「大学生のための日本国憲法」（慶應義塾大学出版会、2020年）
谷口真由美「憲法って、どこにあるの？」（集英社、2016年）

期末レポート課題

1,2

履修条件・他の科目との関連 憲法についての知識がまったくない学生を歓迎します。

暮らしのなかの憲法

授業コード

10300404

授業種別

授業科目名

暮らしのなかの憲法

授業担当教員

雨夜

真規子

成績担当教員

雨夜

真規子

開講年次

1年

開講期

実務家教員による授業

講義

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
「憲法改正」ということばを聞いたことがある方は多いと思います。憲法はその96条1項に定める手続きに則れば
改正、つまり変えることは可能ですが、改正はすべきか否か、国民の中でも意見は様々です。もし憲法を変える
とすると、私たちの生活にどのような影響があるでしょうか。
憲法は私たちの生活に密接に関わっているのですが、社会人であってもそのことに気付いていない人は多いので
す。そこで本講義では、私たちの生活のどのような場面に憲法が関わっているかについて、具体的な事例を挙げ
ながら解説していきます。本講義では、一般的な法学部での憲法の講義のように、憲法について網羅的かつ深く
学んだり検討したりすることはしません。私たちの日常の暮らしのなかにある憲法を「正しく知る」ことを目指
します。
★この授業は、オンデマンド型の遠隔授業となります。リアルタイム型の遠隔授業（その授業時間に Zoom 等で
参加する方法）ではなく、講義を録画した動画を一定期間中に視聴し、所定の課題を提出していただく形で実施
する予定です。
到達目標
１．憲法が日常生活のどのような場面に関わっているかを説明することができる。
２．憲法が私たちの権利・自由を守っている場面について具体的に説明することができる。
授業計画
１．ガイダンス・憲法を学ぶ前に
２．基本的人権－子ども・外国人の権利
３．幸福追求権－プライバシー権・自己決定権
４．法の下の平等－再婚禁止期間・尊属殺重罰規定
５．信教の自由－新興宗教
６．表現の自由－性表現・犯罪指南
７．経済的自由－営業の自由
８．社会権－生存権と生活保護
９．【中間レポートのフィードバック】※予備日
10．天皇－象徴天皇制・国事行為
11．国会－二院制・衆議院の優越
12．行政権と内閣－議院内閣制
13．司法権と裁判所－裁判員制度
14．地方自治－住民投票
15．憲法改正
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
事前学習では、シラバス記載の各回のキーワードに該当する部分のテキストを読んで概要を理解しておいてくだ
さい。その際、インターネットや書籍を使って自分で積極的に調べてみることを怠らないでください。
事後学習では、授業で用いたスライド等を見ながら、各回におけるポイントを理解し、それぞれの論点について
キーワードを用いて正しく説明できるようにしてください。
※各回につき、事前学習・事後学習はそれぞれ2時間を目安とします。
課題に対するフィードバックの方法
中間レポート課題を出します。レポートについては、授業において、その評価ポイントや、学生の皆さんが誤解
や間違いをしやすい点等の解説を行います。
成績評価の方法・基準（方針）
中間レポートおよび期末レポートにより評価します。
成績評価の種類

評価割合
（％）

授業内での評価

0

授業外での評価

50

定期試験

0

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

中間レポート課題

1,2

暮らしのなかの憲法

定期試験に代わるレポート等

50

その他

0

テキスト

【書名】「いちばんやさしい憲法入門（第6版）」
【著者】初宿正典・高橋正俊・米沢広一・棟居快行
【出版社】有斐閣
【価格】定価 1,760円（本体 1,600円）
【ISBN】978-4-641-22150-5

参考書

吉田成利「大学生のための日本国憲法」（慶應義塾大学出版会、2020年）
谷口真由美「憲法って、どこにあるの？」（集英社、2016年）

期末レポート課題

1,2

履修条件・他の科目との関連 憲法についての知識がまったくない学生を歓迎します。

暮らしのなかの憲法

授業コード

10401101

授業科目名

人権教育論

授業担当教員

中村

昌子

成績担当教員

中村

昌子

開講年次

1年

授業種別

実務家教員による授業

講義

開講期

後期

単位数

〇

2単位

授業の目的・概要
「人権」とは、すべての人が安心と自由を確保し、幸せに生きていくための権利である。そして、それは決して
侵害されることがあってはならない。しかし、現在、私たちの周りには多くの人権問題があり、十分に人権が守
られた社会であるとは言えない。本授業では、現在も続くさまざまな人権課題を取り上げ、自身にかかわること
として理解を深めるとともに、人権に根差した社会を作り上げる一員として必要な資質を育成することを目標と
する。長年にわたり教職に従事した実務経験をもとに、将来、教職・福祉関係等の分野で活躍したい人にも役立
つ授業を展開する。
授業の形態は、講義及び演習を組み合わせたものである。グループでの活動など、積極的な参加が必要となる。
到達目標
1 人権問題を自分にかかわる問題としてとらえ、人権に根差した社会の構築に向けた判断ができる。
2 さまざまな人権課題を理解し、問題と向き合い自分の意見を説明できる。
3 異なる立場や考え方を理解し、自他を尊重する視点に立って自分の意見を説明できる。
授業計画
【第1回】 授業オリエンテーション・「世界人権宣言」から見える世界情勢
【第2回】 自分自身の人権について考える
【第3回】 「ことば」を奪う人権侵害について考える
【第4回】 子どもの人権について考える
【第5回】 性の多様性について考える
【第6回】 男女平等について考える
【第7回】 障がい者の人権について考える
【第8回】 いじめについて考える
【第9回】 部落問題について考える
【第10回】 さまざまなハラスメントについて考える
【第11回】 人種差別について考える
【第12回】 個人情報保護・インターネット上の人権侵害について考える
【第13回】 さまざまな病気に対する人権侵害について考える
【第14回】 犯罪被害者や家族の人権について考える
【第15回】 人権教育がめざす社会について考える
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
【事前】 毎回の授業で人権に関わるニュースを確認するので、最新の情報を調べておくこと。
【事後】 毎回の授業で課題を課すので、次回の授業時に提出すること。
課題に対するフィードバックの方法
・授業内で実施する発表やグループワークについては、適時指導助言を行う。
・各回の課題については、授業内で解説する。レポートは、採点後希望者に点数と内容を開示する。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、授業内及び授業外の課題、期末試験（レポート）の結果に基づき総合的に判定のうえ、60点
以上を合格とし、所定の単位を認定する。正当な理由なく5回以上欠席した場合は、評価の対象とせず、「K」評
価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

ワークシート（10回を予定）（40）、授業内発表（10）

1、2、3

授業外での評価

30

小課題（6回を予定）（30）

1、2、3

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

全授業終了後に実施するレポート試験（20）

1、2、3

その他

0

人権教育論

テキスト

テキストは使用せず資料を配付する。

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 ・人権問題は自身に関わる問題であるということを認識して、積極的に授業に参加すること。
・欠席した場合、担当教員に欠席を連絡したうえで、資料を取りに来ること。

人権教育論

授業コード

10401102

授業科目名

人権教育論

授業担当教員

中村

昌子

成績担当教員

中村

昌子

開講年次

1年

授業種別

実務家教員による授業

講義

開講期

後期

単位数

〇

2単位

授業の目的・概要
「人権」とは、すべての人が安心と自由を確保し、幸せに生きていくための権利である。そして、それは決して
侵害されることがあってはならない。しかし、現在、私たちの周りには多くの人権問題があり、十分に人権が守
られた社会であるとは言えない。本授業では、現在も続くさまざまな人権課題を取り上げ、自身にかかわること
として理解を深めるとともに、人権に根差した社会を作り上げる一員として必要な資質を育成することを目標と
する。長年にわたり教職に従事した実務経験をもとに、将来、教職・福祉関係等の分野で活躍したい人にも役立
つ授業を展開する。
授業の形態は、講義及び演習を組み合わせたものである。グループでの活動など、積極的な参加が必要となる。
到達目標
1 人権問題を自分にかかわる問題としてとらえ、人権に根差した社会の構築に向けた判断ができる。
2 さまざまな人権課題を理解し、問題と向き合い自分の意見を説明できる。
3 異なる立場や考え方を理解し、自他を尊重する視点に立って自分の意見を説明できる。
授業計画
【第1回】 授業オリエンテーション・「世界人権宣言」から見える世界情勢
【第2回】 自分自身の人権について考える
【第3回】 「ことば」を奪う人権侵害について考える
【第4回】 子どもの人権について考える
【第5回】 性の多様性について考える
【第6回】 男女平等について考える
【第7回】 障がい者の人権について考える
【第8回】 いじめについて考える
【第9回】 部落問題について考える
【第10回】 さまざまなハラスメントについて考える
【第11回】 人種差別について考える
【第12回】 個人情報保護・インターネット上の人権侵害について考える
【第13回】 さまざまな病気に対する人権侵害について考える
【第14回】 犯罪被害者や家族の人権について考える
【第15回】 人権教育がめざす社会について考える
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
【事前】 毎回の授業で人権に関わるニュースを確認するので、最新の情報を調べておくこと。
【事後】 毎回の授業で課題を課すので、次回の授業時に提出すること。
課題に対するフィードバックの方法
・授業内で実施する発表やグループワークについては、適時指導助言を行う。
・各回の課題については、授業内で解説する。レポートは、採点後希望者に点数と内容を開示する。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、授業内及び授業外の課題、期末試験（レポート）の結果に基づき総合的に判定のうえ、60点
以上を合格とし、所定の単位を認定する。正当な理由なく5回以上欠席した場合は、評価の対象とせず、「K」評
価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

ワークシート（10回を予定）（40）、授業内発表（10）

1、2、3

授業外での評価

30

小課題（6回を予定）（30）

1、2、3

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

全授業終了後に実施するレポート試験（20）

1、2、3

その他

0

人権教育論

テキスト

テキストは使用せず資料を配付する。

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 ・人権問題は自身に関わる問題であるということを認識して、積極的に授業に参加すること。
・欠席した場合、担当教員に欠席を連絡したうえで、資料を取りに来ること。

人権教育論

授業コード

10401103

授業科目名

人権教育論

授業担当教員

幸川

由美子

成績担当教員

幸川

由美子

開講年次

1年

授業種別

実務家教員による授業

講義

開講期

後期

単位数

〇

2単位

授業の目的・概要
「人権」とは、すべての人が安心と自由を確保し、幸せに生きていくための権利である。そして、それは決して
侵害されることがあってはならない。しかし、現在、私たちの周りには多くの人権問題があり、十分に人権が守
られた社会であるとは言えない。本授業では、現在も続くさまざまな人権課題を取り上げ、自身にかかわること
として理解を深めるとともに、人権に根差した社会を作り上げる一員として必要な資質を育成することを目標と
する。長年にわたり教職に従事した実務経験をもとに、将来、教職・福祉関係等の分野で活躍したい人にも役立
つ授業を展開する。
授業の形態は、講義及び演習を組み合わせたものである。グループでの活動など、積極的な参加が必要となる。
到達目標
1 人権問題を自分にかかわる問題としてとらえ、人権に根差した社会の構築に向けた判断ができる。
2 さまざまな人権課題を理解し、問題と向き合い自分の意見を説明できる。
3 異なる立場や考え方を理解し、自他を尊重する視点に立って自分の意見を説明できる。
授業計画
【第1回】 授業オリエンテーション・「世界人権宣言」から見える世界情勢
【第2回】 自分自身の人権について考える
【第3回】 「ことば」を奪う人権侵害について考える
【第4回】 子どもの人権について考える
【第5回】 性の多様性について考える
【第6回】 男女平等について考える
【第7回】 障がい者の人権について考える
【第8回】 いじめについて考える
【第9回】 部落問題について考える
【第10回】 さまざまなハラスメントについて考える
【第11回】 人種差別について考える
【第12回】 個人情報保護・インターネット上の人権侵害について考える
【第13回】 さまざまな病気に対する人権侵害について考える
【第14回】 犯罪被害者や家族の人権について考える
【第15回】 人権教育がめざす社会について考える
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
【事前】 毎回の授業で人権に関わるニュースを確認するので、最新の情報を調べておくこと。
【事後】 毎回の授業で課題を課すので、次回の授業時に提出すること。
課題に対するフィードバックの方法
・授業内で実施する発表やグループワークについては、適時指導助言を行う。
・各回の課題については、授業内で解説する。レポートは、採点後希望者に点数と内容を開示する。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、授業内及び授業外の課題、期末試験（レポート）の結果に基づき総合的に判定のうえ、60点
以上を合格とし、所定の単位を認定する。正当な理由なく5回以上欠席した場合は、評価の対象とせず、「K」評
価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

ワークシート（10回を予定）（40）、授業内発表（10）

1、2、3

授業外での評価

30

小課題（6回を予定）（30）

1、2、3

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

全授業終了後に実施するレポート試験（20）

1、2、3

その他

0

人権教育論

テキスト

テキストは使用せず資料を配付する。

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 ・人権問題は自身に関わる問題であるということを認識して、積極的に授業に参加すること。
・欠席した場合、担当教員に欠席を連絡したうえで、資料を取りに来ること。

人権教育論

授業コード

10300501

授業科目名

人権教育論

授業担当教員

幸川

由美子

成績担当教員

幸川

由美子

開講年次

2年

授業種別

実務家教員による授業

講義

開講期

前期

単位数

〇

2単位

授業の目的・概要
「人権」とは、すべての人が安心と自由を確保し、幸せに生きていくための権利である。そして、それは決して
侵害されることがあってはならない。しかし、現在、私たちの周りには多くの人権問題があり、十分に人権が守
られた社会であるとは言えない。本授業では、現在も続くさまざまな人権課題を取り上げ、自身にかかわること
として理解を深めるとともに、人権に根差した社会を作り上げる一員として必要な資質を育成することを目標と
する。長年にわたり教職に従事した実務経験をもとに、将来、教職・福祉関係等の分野で活躍したい人にも役立
つ授業を展開する。
授業の形態は、講義及び演習を組み合わせたものである。グループでの活動など、積極的な参加が必要となる。
到達目標
1 人権問題を自分にかかわる問題としてとらえ、人権に根差した社会の構築に向けた判断ができる。
2 さまざまな人権課題を理解し、問題と向き合い自分の意見を説明できる。
3 異なる立場や考え方を理解し、自他を尊重する視点に立って自分の意見を説明できる。
授業計画
【第1回】 授業オリエンテーション・「世界人権宣言」から見える世界情勢
【第2回】 自分自身の人権について考える
【第3回】 「ことば」を奪う人権侵害について考える
【第4回】 子どもの人権について考える
【第5回】 性の多様性について考える
【第6回】 男女平等について考える
【第7回】 障がい者の人権について考える
【第8回】 いじめについて考える
【第9回】 部落問題について考える
【第10回】 さまざまなハラスメントについて考える
【第11回】 人種差別について考える
【第12回】 個人情報保護・インターネット上の人権侵害について考える
【第13回】 さまざまな病気に対する人権侵害について考える
【第14回】 犯罪被害者や家族の人権について考える
【第15回】 人権教育がめざす社会について考える
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
【事前】 毎回の授業で人権に関わるニュースを確認するので、最新の情報を調べておくこと。
【事後】 毎回の授業で課題を課すので、次回の授業時に提出すること。
課題に対するフィードバックの方法
・授業内で実施する発表やグループワークについては、適時指導助言を行う。
・各回の課題については、授業内で解説する。レポートは、採点後希望者に点数と内容を開示する。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、授業内及び授業外の課題、期末試験（レポート）の結果に基づき総合的に判定のうえ、60点
以上を合格とし、所定の単位を認定する。正当な理由なく5回以上欠席した場合は、評価の対象とせず、「K」評
価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

ワークシート（10回を予定）（40）、授業内発表（10）

1、2、3

授業外での評価

30

小課題（6回を予定）（30）

1、2、3

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

全授業終了後に実施するレポート試験（20）

1、2、3

その他

0

人権教育論

テキスト

テキストは使用せず資料を配付する。

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 ・人権問題は自身に関わる問題であるということを認識して、積極的に授業に参加すること。
・欠席した場合、担当教員に欠席を連絡したうえで、資料を取りに来ること。

人権教育論

授業コード

10012101

授業科目名

人権教育論

授業担当教員

幸川

由美子

成績担当教員

幸川

由美子

開講年次

2年

授業種別

実務家教員による授業

講義

開講期

前期

単位数

〇

2単位

授業の目的・概要
「人権」とは、すべての人が安心と自由を確保し、幸せに生きていくための権利である。そして、それは決して
侵害されることがあってはならない。しかし、現在、私たちの周りには多くの人権問題があり、十分に人権が守
られた社会であるとは言えない。本授業では、現在も続くさまざまな人権課題を取り上げ、自身にかかわること
として理解を深めるとともに、人権に根差した社会を作り上げる一員として必要な資質を育成することを目標と
する。長年にわたり教職に従事した実務経験をもとに、将来、教職・福祉関係等の分野で活躍したい人にも役立
つ授業を展開する。
授業の形態は、講義及び演習を組み合わせたものである。グループでの活動など、積極的な参加が必要となる。
到達目標
1 人権問題を自分にかかわる問題としてとらえ、人権に根差した社会の構築に向けた判断ができる。
2 さまざまな人権課題を理解し、問題と向き合い自分の意見を説明できる。
3 異なる立場や考え方を理解し、自他を尊重する視点に立って自分の意見を説明できる。
授業計画
【第1回】 授業オリエンテーション・「世界人権宣言」から見える世界情勢
【第2回】 自分自身の人権について考える
【第3回】 「ことば」を奪う人権侵害について考える
【第4回】 子どもの人権について考える
【第5回】 性の多様性について考える
【第6回】 男女平等について考える
【第7回】 障がい者の人権について考える
【第8回】 いじめについて考える
【第9回】 部落問題について考える
【第10回】 さまざまなハラスメントについて考える
【第11回】 人種差別について考える
【第12回】 個人情報保護・インターネット上の人権侵害について考える
【第13回】 さまざまな病気に対する人権侵害について考える
【第14回】 犯罪被害者や家族の人権について考える
【第15回】 人権教育がめざす社会について考える
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
【事前】 毎回の授業で人権に関わるニュースを確認するので、最新の情報を調べておくこと。
【事後】 毎回の授業で課題を課すので、次回の授業時に提出すること。
課題に対するフィードバックの方法
・授業内で実施する発表やグループワークについては、適時指導助言を行う。
・各回の課題については、授業内で解説する。レポートは、採点後希望者に点数と内容を開示する。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、授業内及び授業外の課題、期末試験（レポート）の結果に基づき総合的に判定のうえ、60点
以上を合格とし、所定の単位を認定する。正当な理由なく5回以上欠席した場合は、評価の対象とせず、「K」評
価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

ワークシート（10回を予定）（40）、授業内発表（10）

1、2、3

授業外での評価

30

小課題（6回を予定）（30）

1、2、3

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

全授業終了後に実施するレポート試験（20）

1、2、3

その他

0

人権教育論

テキスト

テキストは使用せず資料を配付する。

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 ・人権問題は自身に関わる問題であるということを認識して、積極的に授業に参加すること。
・欠席した場合、担当教員に欠席を連絡したうえで、資料を取りに来ること。

人権教育論

授業コード

10300502

授業科目名

人権教育論

授業担当教員

長澤

敦士

成績担当教員

長澤

敦士

開講年次

2年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

講義

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
一般的に人権とは「人間が人間として生まれながら持っている権利」と言われています。それでは、そもそも、
この権利を保障するとはどういうことなのでしょうか。人権を保障することはどのようにして達成されるので
しょうか。この講義は、受講生のみなさんと人権にかかわる社会問題を共有し、一緒に考えることを目的として
います。そのうえで、受講生のみなさんが自己決定（あるいは、自己選択）、それに伴うと（される）自己責任
と呼ばれるものについて、さまざまな視点から考え、自分なりの意見を持てるようになることを目指していま
到達目標
1．人権にかかわる社会問題についての基本的な事項を自分の言葉で説明することができる。
2．自己決定や自己責任について複眼的に考え、自分なりの意見を述べることができる。
授業計画
【第1回】イントロダクション：本講義の概要を説明する。
【第2回】人間が人間であるということ：人権について考える。
【第3回】名づけること/名づけられること：マジョリティとマイノリティの関係について考える。
【第4回】なぜオフィスでラブなのか：ジェンダーについて考える。
【第5回】カミングアウトとアウティング：LGBT＋について考える。
【第6回】暴力をふるうこと：ハラスメントについて考える。
【第7回】生存者バイアス：貧困について考える。
【第8回】合理的配慮：障害について考える。
【第9回】メンヘラと呼ばれる人々：心の問題について考える。
【第10回】加害者になるということ：犯罪について考える。
【第11回】映画鑑賞：人権にかかわるテーマを取り上げた映画を鑑賞する。
【第12回】東京クルド難民：「外国人」について考える。
【第13回】市民とは誰か：シティズンシップ、あるいはシティズンシップ教育について考える。
【第14回】人権教育という視点：人権教育について考える。
【第15回】 全体の振り返り
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
事前学習：自らの日々の日常生活（例えば、サークル活動やバイト、ボランティア、家族など）に潜む差別や排
除にまつわる事象に敏感になること。各回ごとに2時間程度。
事後学習：講義で共有したことや考えたことを念頭に、改めて自らの日々の日常生活を人権の視点で捉え返すこ
と。必要に応じて講義内で紹介した参考書籍なども読むこと。各回ごとに2時間程度。
課題に対するフィードバックの方法
提出されたコメントシートに対しては、適宜、講義内でコメントを付す。
また、実施した課題について採点後、希望者についてはコメントを付して返却することも考えている。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す授業内外での評価及びレポート試験により総合的に評価する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

30

毎回の授業後に提出するコメントシート

1,2

授業外での評価

10

中間レポート

1,2

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

60

全授業終了後に実施するレポート試験

1,2

その他

0

テキスト

特になし。

人権教育論

テキスト
参考書

必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 履修条件はとくに指定しませんが、社会問題について自分なりの視点から考える意欲のある学生を
歓迎します。

人権教育論

授業コード

10300503

授業科目名

人権教育論

授業担当教員

長澤

敦士

成績担当教員

長澤

敦士

開講年次

2年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

講義

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
一般的に人権とは「人間が人間として生まれながら持っている権利」と言われています。それでは、そもそも、
この権利を保障するとはどういうことなのでしょうか。人権を保障することはどのようにして達成されるので
しょうか。この講義は、受講生のみなさんと人権にかかわる社会問題を共有し、一緒に考えることを目的として
います。そのうえで、受講生のみなさんが自己決定（あるいは、自己選択）、それに伴うと（される）自己責任
と呼ばれるものについて、さまざまな視点から考え、自分なりの意見を持てるようになることを目指していま
到達目標
1．人権にかかわる社会問題についての基本的な事項を自分の言葉で説明することができる。
2．自己決定や自己責任について複眼的に考え、自分なりの意見を述べることができる。
授業計画
【第1回】イントロダクション：本講義の概要を説明する。
【第2回】人間が人間であるということ：人権について考える。
【第3回】名づけること/名づけられること：マジョリティとマイノリティの関係について考える。
【第4回】なぜオフィスでラブなのか：ジェンダーについて考える。
【第5回】カミングアウトとアウティング：LGBT＋について考える。
【第6回】暴力をふるうこと：ハラスメントについて考える。
【第7回】生存者バイアス：貧困について考える。
【第8回】合理的配慮：障害について考える。
【第9回】メンヘラと呼ばれる人々：心の問題について考える。
【第10回】加害者になるということ：犯罪について考える。
【第11回】映画鑑賞：人権にかかわるテーマを取り上げた映画を鑑賞する。
【第12回】東京クルド難民：「外国人」について考える。
【第13回】市民とは誰か：シティズンシップ、あるいはシティズンシップ教育について考える。
【第14回】人権教育という視点：人権教育について考える。
【第15回】 全体の振り返り
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
事前学習：自らの日々の日常生活（例えば、サークル活動やバイト、ボランティア、家族など）に潜む差別や排
除にまつわる事象に敏感になること。各回ごとに2時間程度。
事後学習：講義で共有したことや考えたことを念頭に、改めて自らの日々の日常生活を人権の視点で捉え返すこ
と。必要に応じて講義内で紹介した参考書籍なども読むこと。各回ごとに2時間程度。
課題に対するフィードバックの方法
提出されたコメントシートに対しては、適宜、講義内でコメントを付す。
また、実施した課題について採点後、希望者についてはコメントを付して返却することも考えている。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す授業内外での評価及びレポート試験により総合的に評価する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

30

毎回の授業後に提出するコメントシート

1,2

授業外での評価

10

中間レポート

1,2

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

60

全授業終了後に実施するレポート試験

1,2

その他

0

テキスト

特になし。

人権教育論

テキスト
参考書

必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 履修条件はとくに指定しませんが、社会問題について自分なりの視点から考える意欲のある学生を
歓迎します。

人権教育論

授業コード

10012103

授業科目名

人権教育論

授業担当教員

長澤

敦士

成績担当教員

長澤

敦士

開講年次

2年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

講義

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
一般的に人権とは「人間が人間として生まれながら持っている権利」と言われています。それでは、そもそも、
この権利を保障するとはどういうことなのでしょうか。人権を保障することはどのようにして達成されるので
しょうか。この講義は、受講生のみなさんと人権にかかわる社会問題を共有し、一緒に考えることを目的として
います。そのうえで、受講生のみなさんが自己決定（あるいは、自己選択）、それに伴うと（される）自己責任
と呼ばれるものについて、さまざまな視点から考え、自分なりの意見を持てるようになることを目指していま
到達目標
1．人権にかかわる社会問題についての基本的な事項を自分の言葉で説明することができる。
2．自己決定や自己責任について複眼的に考え、自分なりの意見を述べることができる。
授業計画
【第1回】イントロダクション：本講義の概要を説明する。
【第2回】人間が人間であるということ：人権について考える。
【第3回】名づけること/名づけられること：マジョリティとマイノリティの関係について考える。
【第4回】なぜオフィスでラブなのか：ジェンダーについて考える。
【第5回】カミングアウトとアウティング：LGBT＋について考える。
【第6回】暴力をふるうこと：ハラスメントについて考える。
【第7回】生存者バイアス：貧困について考える。
【第8回】合理的配慮：障害について考える。
【第9回】メンヘラと呼ばれる人々：心の問題について考える。
【第10回】加害者になるということ：犯罪について考える。
【第11回】映画鑑賞：人権にかかわるテーマを取り上げた映画を鑑賞する。
【第12回】東京クルド難民：「外国人」について考える。
【第13回】市民とは誰か：シティズンシップ、あるいはシティズンシップ教育について考える。
【第14回】人権教育という視点：人権教育について考える。
【第15回】 全体の振り返り
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
事前学習：自らの日々の日常生活（例えば、サークル活動やバイト、ボランティア、家族など）に潜む差別や排
除にまつわる事象に敏感になること。各回ごとに2時間程度。
事後学習：講義で共有したことや考えたことを念頭に、改めて自らの日々の日常生活を人権の視点で捉え返すこ
と。必要に応じて講義内で紹介した参考書籍なども読むこと。各回ごとに2時間程度。
課題に対するフィードバックの方法
提出されたコメントシートに対しては、適宜、講義内でコメントを付す。
また、実施した課題について採点後、希望者についてはコメントを付して返却することも考えている。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す授業内外での評価及びレポート試験により総合的に評価する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

30

毎回の授業後に提出するコメントシート

1,2

授業外での評価

10

中間レポート

1,2

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

60

全授業終了後に実施するレポート試験

1,2

その他

0

テキスト

特になし。

人権教育論

テキスト
参考書

必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 履修条件はとくに指定しませんが、社会問題について自分なりの視点から考える意欲のある学生を
歓迎します。

人権教育論

授業コード

10300504

授業科目名

人権教育論

授業担当教員

幸川

由美子

成績担当教員

幸川

由美子

開講年次

2年

授業種別

実務家教員による授業

講義

開講期

前期

単位数

〇

2単位

授業の目的・概要
「人権」とは、すべての人が安心と自由を確保し、幸せに生きていくための権利である。そして、それは決して
侵害されることがあってはならない。しかし、現在、私たちの周りには多くの人権問題があり、十分に人権が守
られた社会であるとは言えない。本授業では、現在も続くさまざまな人権課題を取り上げ、自身にかかわること
として理解を深めるとともに、人権に根差した社会を作り上げる一員として必要な資質を育成することを目標と
する。長年にわたり教職に従事した実務経験をもとに、将来、教職・福祉関係等の分野で活躍したい人にも役立
つ授業を展開する。
授業の形態は、講義及び演習を組み合わせたものである。グループでの活動など、積極的な参加が必要となる。
到達目標
1 人権問題を自分にかかわる問題としてとらえ、人権に根差した社会の構築に向けた判断ができる。
2 さまざまな人権課題を理解し、問題と向き合い自分の意見を説明できる。
3 異なる立場や考え方を理解し、自他を尊重する視点に立って自分の意見を説明できる。
授業計画
【第1回】 授業オリエンテーション・「世界人権宣言」から見える世界情勢
【第2回】 自分自身の人権について考える
【第3回】 「ことば」を奪う人権侵害について考える
【第4回】 子どもの人権について考える
【第5回】 性の多様性について考える
【第6回】 男女平等について考える
【第7回】 障がい者の人権について考える
【第8回】 いじめについて考える
【第9回】 部落問題について考える
【第10回】 さまざまなハラスメントについて考える
【第11回】 人種差別について考える
【第12回】 個人情報保護・インターネット上の人権侵害について考える
【第13回】 さまざまな病気に対する人権侵害について考える
【第14回】 犯罪被害者や家族の人権について考える
【第15回】 人権教育がめざす社会について考える
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
【事前】 毎回の授業で人権に関わるニュースを確認するので、最新の情報を調べておくこと。
【事後】 毎回の授業で課題を課すので、次回の授業時に提出すること。
課題に対するフィードバックの方法
・授業内で実施する発表やグループワークについては、適時指導助言を行う。
・各回の課題については、授業内で解説する。レポートは、採点後希望者に点数と内容を開示する。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、授業内及び授業外の課題、期末試験（レポート）の結果に基づき総合的に判定のうえ、60点
以上を合格とし、所定の単位を認定する。正当な理由なく5回以上欠席した場合は、評価の対象とせず、「K」評
価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

ワークシート（10回を予定）（40）、授業内発表（10）

1、2、3

授業外での評価

30

小課題（6回を予定）（30）

1、2、3

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

全授業終了後に実施するレポート試験（20）

1、2、3

その他

0

人権教育論

テキスト

テキストは使用せず資料を配付する。

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 ・人権問題は自身に関わる問題であるということを認識して、積極的に授業に参加すること。
・欠席した場合、担当教員に欠席を連絡したうえで、資料を取りに来ること。

人権教育論

授業コード

10300506

授業科目名

人権教育論

授業担当教員

青砥

正壽

成績担当教員

青砥

正壽

開講年次

2年

授業種別

実務家教員による授業

講義

開講期

後期

単位数

〇

2単位

授業の目的・概要
「人権」とは、すべての人が安心と自由を確保し、幸せに生きていくための権利である。そして、それは決して
侵害されることがあってはならない。しかし、現在、私たちの周りには多くの人権問題があり、十分に人権が守
られた社会であるとは言えない。本授業では、現在も続くさまざまな人権課題を取り上げ、自身にかかわること
として理解を深めるとともに、人権に根差した社会を作り上げる一員として必要な資質を育成することを目標と
する。長年にわたり教職に従事した実務経験をもとに、将来、教職・福祉関係等の分野で活躍したい人にも役立
つ授業を展開する。
授業の形態は、講義及び演習を組み合わせたものである。グループでの活動など、積極的な参加が必要となる。
到達目標
1 人権問題を自分にかかわる問題としてとらえ、人権に根差した社会の構築に向けた判断ができる。
2 さまざまな人権課題を理解し、問題と向き合い自分の意見を説明できる。
3 異なる立場や考え方を理解し、自他を尊重する視点に立って自分の意見を説明できる。
授業計画
【第1回】 授業オリエンテーション・「世界人権宣言」から見える世界情勢
【第2回】 自分自身の人権について考える
【第3回】 「ことば」を奪う人権侵害について考える
【第4回】 子どもの人権について考える
【第5回】 性の多様性について考える
【第6回】 男女平等について考える
【第7回】 障がい者の人権について考える
【第8回】 いじめについて考える
【第9回】 部落問題について考える
【第10回】 さまざまなハラスメントについて考える
【第11回】 人種差別について考える
【第12回】 個人情報保護・インターネット上の人権侵害について考える
【第13回】 さまざまな病気に対する人権侵害について考える
【第14回】 犯罪被害者や家族の人権について考える
【第15回】 人権教育がめざす社会について考える
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
【事前】 毎回の授業で人権に関わるニュースを確認するので、最新の情報を調べておくこと。
【事後】 毎回の授業で課題を課すので、次回の授業時に提出すること。
課題に対するフィードバックの方法
・授業内で実施する発表やグループワークについては、適時指導助言を行う。
・各回の課題については、授業内で解説する。レポートは、採点後希望者に点数と内容を開示する。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、授業内及び授業外の課題、期末試験（レポート）の結果に基づき総合的に判定のうえ、60点
以上を合格とし、所定の単位を認定する。正当な理由なく5回以上欠席した場合は、評価の対象とせず、「K」評
価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

ワークシート（10回を予定）（40）、授業内発表（10）

1、2、3

授業外での評価

30

小課題（6回を予定）（30）

1、2、3

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

全授業終了後に実施するレポート試験（20）

1、2、3

その他

0

人権教育論

テキスト

テキストは使用せず資料を配付する。

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 ・人権問題は自身に関わる問題であるということを認識して、積極的に授業に参加すること。
・欠席した場合、担当教員に欠席を連絡したうえで、資料を取りに来ること。

人権教育論

授業コード

10012106

授業科目名

人権教育論

授業担当教員

青砥

正壽

成績担当教員

青砥

正壽

開講年次

2年

授業種別

実務家教員による授業

講義

開講期

後期

単位数

〇

2単位

授業の目的・概要
「人権」とは、すべての人が安心と自由を確保し、幸せに生きていくための権利である。そして、それは決して
侵害されることがあってはならない。しかし、現在、私たちの周りには多くの人権問題があり、十分に人権が守
られた社会であるとは言えない。本授業では、現在も続くさまざまな人権課題を取り上げ、自身にかかわること
として理解を深めるとともに、人権に根差した社会を作り上げる一員として必要な資質を育成することを目標と
する。長年にわたり教職に従事した実務経験をもとに、将来、教職・福祉関係等の分野で活躍したい人にも役立
つ授業を展開する。
授業の形態は、講義及び演習を組み合わせたものである。グループでの活動など、積極的な参加が必要となる。
到達目標
1 人権問題を自分にかかわる問題としてとらえ、人権に根差した社会の構築に向けた判断ができる。
2 さまざまな人権課題を理解し、問題と向き合い自分の意見を説明できる。
3 異なる立場や考え方を理解し、自他を尊重する視点に立って自分の意見を説明できる。
授業計画
【第1回】 授業オリエンテーション・「世界人権宣言」から見える世界情勢
【第2回】 自分自身の人権について考える
【第3回】 「ことば」を奪う人権侵害について考える
【第4回】 子どもの人権について考える
【第5回】 性の多様性について考える
【第6回】 男女平等について考える
【第7回】 障がい者の人権について考える
【第8回】 いじめについて考える
【第9回】 部落問題について考える
【第10回】 さまざまなハラスメントについて考える
【第11回】 人種差別について考える
【第12回】 個人情報保護・インターネット上の人権侵害について考える
【第13回】 さまざまな病気に対する人権侵害について考える
【第14回】 犯罪被害者や家族の人権について考える
【第15回】 人権教育がめざす社会について考える
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
【事前】 毎回の授業で人権に関わるニュースを確認するので、最新の情報を調べておくこと。
【事後】 毎回の授業で課題を課すので、次回の授業時に提出すること。
課題に対するフィードバックの方法
・授業内で実施する発表やグループワークについては、適時指導助言を行う。
・各回の課題については、授業内で解説する。レポートは、採点後希望者に点数と内容を開示する。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、授業内及び授業外の課題、期末試験（レポート）の結果に基づき総合的に判定のうえ、60点
以上を合格とし、所定の単位を認定する。正当な理由なく5回以上欠席した場合は、評価の対象とせず、「K」評
価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

ワークシート（10回を予定）（40）、授業内発表（10）

1、2、3

授業外での評価

30

小課題（6回を予定）（30）

1、2、3

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

全授業終了後に実施するレポート試験（20）

1、2、3

その他

0

人権教育論

テキスト

テキストは使用せず資料を配付する。

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 ・人権問題は自身に関わる問題であるということを認識して、積極的に授業に参加すること。
・欠席した場合、担当教員に欠席を連絡したうえで、資料を取りに来ること。

人権教育論

授業コード

10300507

授業科目名

人権教育論

授業担当教員

青砥

正壽

成績担当教員

青砥

正壽

開講年次

2年

授業種別

実務家教員による授業

講義

開講期

後期

単位数

〇

2単位

授業の目的・概要
「人権」とは、すべての人が安心と自由を確保し、幸せに生きていくための権利である。そして、それは決して
侵害されることがあってはならない。しかし、現在、私たちの周りには多くの人権問題があり、十分に人権が守
られた社会であるとは言えない。本授業では、現在も続くさまざまな人権課題を取り上げ、自身にかかわること
として理解を深めるとともに、人権に根差した社会を作り上げる一員として必要な資質を育成することを目標と
する。長年にわたり教職に従事した実務経験をもとに、将来、教職・福祉関係等の分野で活躍したい人にも役立
つ授業を展開する。
授業の形態は、講義及び演習を組み合わせたものである。グループでの活動など、積極的な参加が必要となる。
到達目標
1 人権問題を自分にかかわる問題としてとらえ、人権に根差した社会の構築に向けた判断ができる。
2 さまざまな人権課題を理解し、問題と向き合い自分の意見を説明できる。
3 異なる立場や考え方を理解し、自他を尊重する視点に立って自分の意見を説明できる。
授業計画
【第1回】 授業オリエンテーション・「世界人権宣言」から見える世界情勢
【第2回】 自分自身の人権について考える
【第3回】 「ことば」を奪う人権侵害について考える
【第4回】 子どもの人権について考える
【第5回】 性の多様性について考える
【第6回】 男女平等について考える
【第7回】 障がい者の人権について考える
【第8回】 いじめについて考える
【第9回】 部落問題について考える
【第10回】 さまざまなハラスメントについて考える
【第11回】 人種差別について考える
【第12回】 個人情報保護・インターネット上の人権侵害について考える
【第13回】 さまざまな病気に対する人権侵害について考える
【第14回】 犯罪被害者や家族の人権について考える
【第15回】 人権教育がめざす社会について考える
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
【事前】 毎回の授業で人権に関わるニュースを確認するので、最新の情報を調べておくこと。
【事後】 毎回の授業で課題を課すので、次回の授業時に提出すること。
課題に対するフィードバックの方法
・授業内で実施する発表やグループワークについては、適時指導助言を行う。
・各回の課題については、授業内で解説する。レポートは、採点後希望者に点数と内容を開示する。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、授業内及び授業外の課題、期末試験（レポート）の結果に基づき総合的に判定のうえ、60点
以上を合格とし、所定の単位を認定する。正当な理由なく5回以上欠席した場合は、評価の対象とせず、「K」評
価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

ワークシート（10回を予定）（40）、授業内発表（10）

1、2、3

授業外での評価

30

小課題（6回を予定）（30）

1、2、3

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

全授業終了後に実施するレポート試験（20）

1、2、3

その他

0

人権教育論

テキスト

テキストは使用せず資料を配付する。

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 ・人権問題は自身に関わる問題であるということを認識して、積極的に授業に参加すること。
・欠席した場合、担当教員に欠席を連絡したうえで、資料を取りに来ること。

人権教育論

授業コード

10012107

授業科目名

人権教育論

授業担当教員

青砥

正壽

成績担当教員

青砥

正壽

開講年次

2年

授業種別

実務家教員による授業

講義

開講期

後期

単位数

〇

2単位

授業の目的・概要
「人権」とは、すべての人が安心と自由を確保し、幸せに生きていくための権利である。そして、それは決して
侵害されることがあってはならない。しかし、現在、私たちの周りには多くの人権問題があり、十分に人権が守
られた社会であるとは言えない。本授業では、現在も続くさまざまな人権課題を取り上げ、自身にかかわること
として理解を深めるとともに、人権に根差した社会を作り上げる一員として必要な資質を育成することを目標と
する。長年にわたり教職に従事した実務経験をもとに、将来、教職・福祉関係等の分野で活躍したい人にも役立
つ授業を展開する。
授業の形態は、講義及び演習を組み合わせたものである。グループでの活動など、積極的な参加が必要となる。
到達目標
1 人権問題を自分にかかわる問題としてとらえ、人権に根差した社会の構築に向けた判断ができる。
2 さまざまな人権課題を理解し、問題と向き合い自分の意見を説明できる。
3 異なる立場や考え方を理解し、自他を尊重する視点に立って自分の意見を説明できる。
授業計画
【第1回】 授業オリエンテーション・「世界人権宣言」から見える世界情勢
【第2回】 自分自身の人権について考える
【第3回】 「ことば」を奪う人権侵害について考える
【第4回】 子どもの人権について考える
【第5回】 性の多様性について考える
【第6回】 男女平等について考える
【第7回】 障がい者の人権について考える
【第8回】 いじめについて考える
【第9回】 部落問題について考える
【第10回】 さまざまなハラスメントについて考える
【第11回】 人種差別について考える
【第12回】 個人情報保護・インターネット上の人権侵害について考える
【第13回】 さまざまな病気に対する人権侵害について考える
【第14回】 犯罪被害者や家族の人権について考える
【第15回】 人権教育がめざす社会について考える
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
【事前】 毎回の授業で人権に関わるニュースを確認するので、最新の情報を調べておくこと。
【事後】 毎回の授業で課題を課すので、次回の授業時に提出すること。
課題に対するフィードバックの方法
・授業内で実施する発表やグループワークについては、適時指導助言を行う。
・各回の課題については、授業内で解説する。レポートは、採点後希望者に点数と内容を開示する。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、授業内及び授業外の課題、期末試験（レポート）の結果に基づき総合的に判定のうえ、60点
以上を合格とし、所定の単位を認定する。正当な理由なく5回以上欠席した場合は、評価の対象とせず、「K」評
価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

ワークシート（10回を予定）（40）、授業内発表（10）

1、2、3

授業外での評価

30

小課題（6回を予定）（30）

1、2、3

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

全授業終了後に実施するレポート試験（20）

1、2、3

その他

0

人権教育論

テキスト

テキストは使用せず資料を配付する。

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 ・人権問題は自身に関わる問題であるということを認識して、積極的に授業に参加すること。
・欠席した場合、担当教員に欠席を連絡したうえで、資料を取りに来ること。

人権教育論

授業コード

10401202

授業科目名

人間と科学

授業担当教員

矢島

彰

成績担当教員

矢島

彰

開講年次

1年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

講義

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
現代における人間の社会活動は科学を基盤としたものになっています。なぜ人間だけが地球上の他の生物と異な
るレベルで科学を活用しているでしょうか。人間の誕生のプロセスを地球の歴史と共に知ることで、人間の科学
の誕生とその根底にある地球の科学が密接に関連していることがわかります。また、人間は今、自分たちの科学
では制御できない自然現象にどのように対応すべきかを考える時期に到達しています。人間の存在が地球環境に
及ぼす影響が無視できないほど大きくなりました。これからの人間の科学がどうあるべきなのか、災害をキー
ワードにして考えていきます。
到達目標
1. 科学とは何かを理解し、様々な説や見解が科学的見地に基づいているかを分別できる。
2. 地球誕生から人類の誕生へ至る経緯を理解し、なぜ科学が誕生したかを説明できる。
3. 現在の人類にとって重要な課題である防災の科学を知り、これからの科学のあり方について説明できる。
授業計画
★この授業は、遠隔授業となります。リアルタイム型の遠隔授業（その授業時間にZoom等で参加する方法）では
なく、講義を録画した動画を一定期間中に視聴し、所定の課題を提出していただく形で実施予定です。
各回の演習問題は、授業内容について理解し、自分の言葉で説明することができるかを問う記述問題（50字～200
字を1問～5問程度）です。
【第1回】
テーマ：地球科学の様々な量
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第2回】
テーマ：似非科学とのつきあい方
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第3回】
テーマ：地震予測に挑む
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第4回】
テーマ：地震のしくみと被害
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第5回】
テーマ：加速する異常気象との闘い
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第6回】
テーマ：大水害・海面上昇と地盤沈下
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第7回】
テーマ：大水害・水害に強い都市計画
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第8回】
テーマ：地球大進化＜第一集＞生命の星 大衝突からの始まり
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第9回】
テーマ：地球大進化＜第二集＞全球凍結 大型生物誕生の謎
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第10回】
テーマ：地球大進化＜第三集＞大海からの離脱 そして手が生まれた
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第11回】
テーマ：地球大進化＜第四集＞ 大量絶滅 巨大噴火がほ乳類を生んだ
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第12回】
テーマ：地球大進化＜第五集＞ 大陸大分裂 目に秘められた物語
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第13回】
テーマ：地球大進化＜第六集＞ ヒト 果てしなき冒険者
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第14回】
テーマ：総合演習（防災）
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第15回】
人間と科学

テーマ：総合演習（地球大進化）
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
各回、事前学修は2時間、事後学修は2時間を想定しています。
【第1回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第2回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第3回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第4回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第5回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第6回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第7回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第8回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第9回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第10回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第11回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第12回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第13回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第14回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第15回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
課題に対するフィードバックの方法
GoogleClassroomでの評価・コメントを用いる予定です。
成績評価の方法・基準（方針）
各授業の課題提出によって評価します。
成績評価の種類

評価割合
（％）

授業内での評価

0

授業外での評価

90

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

10

その他

0

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内容の理解度を問う設問への解答状況や、授業の
テーマについての自身の意見表明の内容を評価します。

1,2,3

与えらえたテーマについて、授業で学んだことを根拠とし、
自分の推論も加えて結論を導くレポートになります。授業
で学んだことを推論の材料として用いているか、筋道だった
結論になっているかを評価します。

1,2,3

人間と科学

テキスト

利用しません。

参考書

授業時に随時紹介します。

履修条件・他の科目との関連 特になし

人間と科学

授業コード

10011901

授業科目名

人間と科学

授業担当教員

矢島

彰

成績担当教員

矢島

彰

開講年次

1年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

講義

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
現代における人間の社会活動は科学を基盤としたものになっています。なぜ人間だけが地球上の他の生物と異な
るレベルで科学を活用しているでしょうか。人間の誕生のプロセスを地球の歴史と共に知ることで、人間の科学
の誕生とその根底にある地球の科学が密接に関連していることがわかります。また、人間は今、自分たちの科学
では制御できない自然現象にどのように対応すべきかを考える時期に到達しています。人間の存在が地球環境に
及ぼす影響が無視できないほど大きくなりました。これからの人間の科学がどうあるべきなのか、災害をキー
ワードにして考えていきます。
到達目標
1. 科学とは何かを理解し、様々な説や見解が科学的見地に基づいているかを分別できる。
2. 地球誕生から人類の誕生へ至る経緯を理解し、なぜ科学が誕生したかを説明できる。
3. 現在の人類にとって重要な課題である防災の科学を知り、これからの科学のあり方について説明できる。
授業計画
★この授業は、遠隔授業となります。リアルタイム型の遠隔授業（その授業時間にZoom等で参加する方法）では
なく、講義を録画した動画を一定期間中に視聴し、所定の課題を提出していただく形で実施予定です。
各回の演習問題は、授業内容について理解し、自分の言葉で説明することができるかを問う記述問題（50字～200
字を1問～5問程度）です。
【第1回】
テーマ：地球科学の様々な量
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第2回】
テーマ：似非科学とのつきあい方
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第3回】
テーマ：地震予測に挑む
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第4回】
テーマ：地震のしくみと被害
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第5回】
テーマ：加速する異常気象との闘い
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第6回】
テーマ：大水害・海面上昇と地盤沈下
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第7回】
テーマ：大水害・水害に強い都市計画
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第8回】
テーマ：地球大進化＜第一集＞生命の星 大衝突からの始まり
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第9回】
テーマ：地球大進化＜第二集＞全球凍結 大型生物誕生の謎
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第10回】
テーマ：地球大進化＜第三集＞大海からの離脱 そして手が生まれた
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第11回】
テーマ：地球大進化＜第四集＞ 大量絶滅 巨大噴火がほ乳類を生んだ
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第12回】
テーマ：地球大進化＜第五集＞ 大陸大分裂 目に秘められた物語
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第13回】
テーマ：地球大進化＜第六集＞ ヒト 果てしなき冒険者
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第14回】
テーマ：総合演習（防災）
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第15回】
人間と科学

テーマ：総合演習（地球大進化）
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
各回、事前学修は2時間、事後学修は2時間を想定しています。
【第1回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第2回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第3回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第4回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第5回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第6回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第7回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第8回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第9回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第10回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第11回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第12回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第13回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第14回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第15回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
課題に対するフィードバックの方法
GoogleClassroomでの評価・コメントを用いる予定です。
成績評価の方法・基準（方針）
各授業の課題提出によって評価します。
成績評価の種類

評価割合
（％）

授業内での評価

0

授業外での評価

90

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

10

その他

0

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内容の理解度を問う設問への解答状況や、授業の
テーマについての自身の意見表明の内容を評価します。

1,2,3

与えらえたテーマについて、授業で学んだことを根拠とし、
自分の推論も加えて結論を導くレポートになります。授業
で学んだことを推論の材料として用いているか、筋道だった
結論になっているかを評価します。

1,2,3

人間と科学

テキスト

利用しません。

参考書

授業時に随時紹介します。

履修条件・他の科目との関連 特になし

人間と科学

授業コード

10300601

授業科目名

人間と科学

授業担当教員

矢島

彰

成績担当教員

矢島

彰

開講年次

1年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

講義

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
現代における人間の社会活動は科学を基盤としたものになっています。なぜ人間だけが地球上の他の生物と異な
るレベルで科学を活用しているでしょうか。人間の誕生のプロセスを地球の歴史と共に知ることで、人間の科学
の誕生とその根底にある地球の科学が密接に関連していることがわかります。また、人間は今、自分たちの科学
では制御できない自然現象にどのように対応すべきかを考える時期に到達しています。人間の存在が地球環境に
及ぼす影響が無視できないほど大きくなりました。これからの人間の科学がどうあるべきなのか、災害をキー
ワードにして考えていきます。
到達目標
1. 科学とは何かを理解し、様々な説や見解が科学的見地に基づいているかを分別できる。
2. 地球誕生から人類の誕生へ至る経緯を理解し、なぜ科学が誕生したかを説明できる。
3. 現在の人類にとって重要な課題である防災の科学を知り、これからの科学のあり方について説明できる。
授業計画
★この授業は、遠隔授業となります。リアルタイム型の遠隔授業（その授業時間にZoom等で参加する方法）では
なく、講義を録画した動画を一定期間中に視聴し、所定の課題を提出していただく形で実施予定です。
各回の演習問題は、授業内容について理解し、自分の言葉で説明することができるかを問う記述問題（50字～200
字を1問～5問程度）です。
【第1回】
テーマ：地球科学の様々な量
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第2回】
テーマ：似非科学とのつきあい方
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第3回】
テーマ：地震予測に挑む
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第4回】
テーマ：地震のしくみと被害
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第5回】
テーマ：加速する異常気象との闘い
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第6回】
テーマ：大水害・海面上昇と地盤沈下
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第7回】
テーマ：大水害・水害に強い都市計画
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第8回】
テーマ：地球大進化＜第一集＞生命の星 大衝突からの始まり
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第9回】
テーマ：地球大進化＜第二集＞全球凍結 大型生物誕生の謎
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第10回】
テーマ：地球大進化＜第三集＞大海からの離脱 そして手が生まれた
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第11回】
テーマ：地球大進化＜第四集＞ 大量絶滅 巨大噴火がほ乳類を生んだ
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第12回】
テーマ：地球大進化＜第五集＞ 大陸大分裂 目に秘められた物語
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第13回】
テーマ：地球大進化＜第六集＞ ヒト 果てしなき冒険者
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第14回】
テーマ：総合演習（防災）
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第15回】
人間と科学

テーマ：総合演習（地球大進化）
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
各回、事前学修は2時間、事後学修は2時間を想定しています。
【第1回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第2回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第3回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第4回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第5回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第6回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第7回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第8回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第9回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第10回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第11回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第12回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第13回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第14回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第15回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
課題に対するフィードバックの方法
GoogleClassroomでの評価・コメントを用いる予定です。
成績評価の方法・基準（方針）
各授業の課題提出によって評価します。
成績評価の種類

評価割合
（％）

授業内での評価

0

授業外での評価

90

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

10

その他

0

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内容の理解度を問う設問への解答状況や、授業の
テーマについての自身の意見表明の内容を評価します。

1,2,3

与えらえたテーマについて、授業で学んだことを根拠とし、
自分の推論も加えて結論を導くレポートになります。授業
で学んだことを推論の材料として用いているか、筋道だった
結論になっているかを評価します。

1,2,3

人間と科学

テキスト

利用しません。

参考書

授業時に随時紹介します。

履修条件・他の科目との関連 特になし

人間と科学

授業コード

10401203

授業科目名

人間と科学

授業担当教員

矢島

彰

成績担当教員

矢島

彰

開講年次

1年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

講義

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
現代における人間の社会活動は科学を基盤としたものになっています。なぜ人間だけが地球上の他の生物と異な
るレベルで科学を活用しているでしょうか。人間の誕生のプロセスを地球の歴史と共に知ることで、人間の科学
の誕生とその根底にある地球の科学が密接に関連していることがわかります。また、人間は今、自分たちの科学
では制御できない自然現象にどのように対応すべきかを考える時期に到達しています。人間の存在が地球環境に
及ぼす影響が無視できないほど大きくなりました。これからの人間の科学がどうあるべきなのか、災害をキー
ワードにして考えていきます。
到達目標
1. 科学とは何かを理解し、様々な説や見解が科学的見地に基づいているかを分別できる。
2. 地球誕生から人類の誕生へ至る経緯を理解し、なぜ科学が誕生したかを説明できる。
3. 現在の人類にとって重要な課題である防災の科学を知り、これからの科学のあり方について説明できる。
授業計画
★この授業は、遠隔授業となります。リアルタイム型の遠隔授業（その授業時間にZoom等で参加する方法）では
なく、講義を録画した動画を一定期間中に視聴し、所定の課題を提出していただく形で実施予定です。
各回の演習問題は、授業内容について理解し、自分の言葉で説明することができるかを問う記述問題（50字～200
字を1問～5問程度）です。
【第1回】
テーマ：地球科学の様々な量
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第2回】
テーマ：似非科学とのつきあい方
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第3回】
テーマ：地震予測に挑む
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第4回】
テーマ：地震のしくみと被害
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第5回】
テーマ：加速する異常気象との闘い
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第6回】
テーマ：大水害・海面上昇と地盤沈下
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第7回】
テーマ：大水害・水害に強い都市計画
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第8回】
テーマ：地球大進化＜第一集＞生命の星 大衝突からの始まり
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第9回】
テーマ：地球大進化＜第二集＞全球凍結 大型生物誕生の謎
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第10回】
テーマ：地球大進化＜第三集＞大海からの離脱 そして手が生まれた
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第11回】
テーマ：地球大進化＜第四集＞ 大量絶滅 巨大噴火がほ乳類を生んだ
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第12回】
テーマ：地球大進化＜第五集＞ 大陸大分裂 目に秘められた物語
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第13回】
テーマ：地球大進化＜第六集＞ ヒト 果てしなき冒険者
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第14回】
テーマ：総合演習（防災）
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第15回】
人間と科学

テーマ：総合演習（地球大進化）
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
各回、事前学修は2時間、事後学修は2時間を想定しています。
【第1回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第2回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第3回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第4回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第5回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第6回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第7回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第8回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第9回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第10回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第11回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第12回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第13回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第14回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第15回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
課題に対するフィードバックの方法
GoogleClassroomでの評価・コメントを用いる予定です。
成績評価の方法・基準（方針）
各授業の課題提出によって評価します。
成績評価の種類

評価割合
（％）

授業内での評価

0

授業外での評価

90

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

10

その他

0

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内容の理解度を問う設問への解答状況や、授業の
テーマについての自身の意見表明の内容を評価します。

1,2,3

与えらえたテーマについて、授業で学んだことを根拠とし、
自分の推論も加えて結論を導くレポートになります。授業
で学んだことを推論の材料として用いているか、筋道だった
結論になっているかを評価します。

1,2,3

人間と科学

テキスト

利用しません。

参考書

授業時に随時紹介します。

履修条件・他の科目との関連 特になし

人間と科学

授業コード

10011903

授業科目名

人間と科学

授業担当教員

矢島

彰

成績担当教員

矢島

彰

開講年次

1年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

講義

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
現代における人間の社会活動は科学を基盤としたものになっています。なぜ人間だけが地球上の他の生物と異な
るレベルで科学を活用しているでしょうか。人間の誕生のプロセスを地球の歴史と共に知ることで、人間の科学
の誕生とその根底にある地球の科学が密接に関連していることがわかります。また、人間は今、自分たちの科学
では制御できない自然現象にどのように対応すべきかを考える時期に到達しています。人間の存在が地球環境に
及ぼす影響が無視できないほど大きくなりました。これからの人間の科学がどうあるべきなのか、災害をキー
ワードにして考えていきます。
到達目標
1. 科学とは何かを理解し、様々な説や見解が科学的見地に基づいているかを分別できる。
2. 地球誕生から人類の誕生へ至る経緯を理解し、なぜ科学が誕生したかを説明できる。
3. 現在の人類にとって重要な課題である防災の科学を知り、これからの科学のあり方について説明できる。
授業計画
★この授業は、遠隔授業となります。リアルタイム型の遠隔授業（その授業時間にZoom等で参加する方法）では
なく、講義を録画した動画を一定期間中に視聴し、所定の課題を提出していただく形で実施予定です。
各回の演習問題は、授業内容について理解し、自分の言葉で説明することができるかを問う記述問題（50字～200
字を1問～5問程度）です。
【第1回】
テーマ：地球科学の様々な量
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第2回】
テーマ：似非科学とのつきあい方
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第3回】
テーマ：地震予測に挑む
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第4回】
テーマ：地震のしくみと被害
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第5回】
テーマ：加速する異常気象との闘い
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第6回】
テーマ：大水害・海面上昇と地盤沈下
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第7回】
テーマ：大水害・水害に強い都市計画
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第8回】
テーマ：地球大進化＜第一集＞生命の星 大衝突からの始まり
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第9回】
テーマ：地球大進化＜第二集＞全球凍結 大型生物誕生の謎
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第10回】
テーマ：地球大進化＜第三集＞大海からの離脱 そして手が生まれた
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第11回】
テーマ：地球大進化＜第四集＞ 大量絶滅 巨大噴火がほ乳類を生んだ
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第12回】
テーマ：地球大進化＜第五集＞ 大陸大分裂 目に秘められた物語
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第13回】
テーマ：地球大進化＜第六集＞ ヒト 果てしなき冒険者
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第14回】
テーマ：総合演習（防災）
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第15回】
人間と科学

テーマ：総合演習（地球大進化）
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
各回、事前学修は2時間、事後学修は2時間を想定しています。
【第1回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第2回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第3回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第4回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第5回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第6回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第7回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第8回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第9回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第10回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第11回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第12回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第13回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第14回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第15回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
課題に対するフィードバックの方法
GoogleClassroomでの評価・コメントを用いる予定です。
成績評価の方法・基準（方針）
各授業の課題提出によって評価します。
成績評価の種類

評価割合
（％）

授業内での評価

0

授業外での評価

90

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

10

その他

0

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内容の理解度を問う設問への解答状況や、授業の
テーマについての自身の意見表明の内容を評価します。

1,2,3

与えらえたテーマについて、授業で学んだことを根拠とし、
自分の推論も加えて結論を導くレポートになります。授業
で学んだことを推論の材料として用いているか、筋道だった
結論になっているかを評価します。

1,2,3

人間と科学

テキスト

利用しません。

参考書

授業時に随時紹介します。

履修条件・他の科目との関連 特になし

人間と科学

授業コード

10300606

授業科目名

人間と科学

授業担当教員

矢島

彰

成績担当教員

矢島

彰

開講年次

1年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

講義

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
現代における人間の社会活動は科学を基盤としたものになっています。なぜ人間だけが地球上の他の生物と異な
るレベルで科学を活用しているでしょうか。人間の誕生のプロセスを地球の歴史と共に知ることで、人間の科学
の誕生とその根底にある地球の科学が密接に関連していることがわかります。また、人間は今、自分たちの科学
では制御できない自然現象にどのように対応すべきかを考える時期に到達しています。人間の存在が地球環境に
及ぼす影響が無視できないほど大きくなりました。これからの人間の科学がどうあるべきなのか、災害をキー
ワードにして考えていきます。
到達目標
1. 科学とは何かを理解し、様々な説や見解が科学的見地に基づいているかを分別できる。
2. 地球誕生から人類の誕生へ至る経緯を理解し、なぜ科学が誕生したかを説明できる。
3. 現在の人類にとって重要な課題である防災の科学を知り、これからの科学のあり方について説明できる。
授業計画
★この授業は、遠隔授業となります。リアルタイム型の遠隔授業（その授業時間にZoom等で参加する方法）では
なく、講義を録画した動画を一定期間中に視聴し、所定の課題を提出していただく形で実施予定です。
各回の演習問題は、授業内容について理解し、自分の言葉で説明することができるかを問う記述問題（50字～200
字を1問～5問程度）です。
【第1回】
テーマ：地球科学の様々な量
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第2回】
テーマ：似非科学とのつきあい方
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第3回】
テーマ：地震予測に挑む
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第4回】
テーマ：地震のしくみと被害
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第5回】
テーマ：加速する異常気象との闘い
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第6回】
テーマ：大水害・海面上昇と地盤沈下
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第7回】
テーマ：大水害・水害に強い都市計画
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第8回】
テーマ：地球大進化＜第一集＞生命の星 大衝突からの始まり
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第9回】
テーマ：地球大進化＜第二集＞全球凍結 大型生物誕生の謎
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第10回】
テーマ：地球大進化＜第三集＞大海からの離脱 そして手が生まれた
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第11回】
テーマ：地球大進化＜第四集＞ 大量絶滅 巨大噴火がほ乳類を生んだ
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第12回】
テーマ：地球大進化＜第五集＞ 大陸大分裂 目に秘められた物語
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第13回】
テーマ：地球大進化＜第六集＞ ヒト 果てしなき冒険者
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第14回】
テーマ：総合演習（防災）
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第15回】
人間と科学

テーマ：総合演習（地球大進化）
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
各回、事前学修は2時間、事後学修は2時間を想定しています。
【第1回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第2回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第3回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第4回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第5回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第6回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第7回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第8回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第9回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第10回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第11回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第12回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第13回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第14回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第15回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
課題に対するフィードバックの方法
GoogleClassroomでの評価・コメントを用いる予定です。
成績評価の方法・基準（方針）
各授業の課題提出によって評価します。
成績評価の種類

評価割合
（％）

授業内での評価

0

授業外での評価

90

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

10

その他

0

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内容の理解度を問う設問への解答状況や、授業の
テーマについての自身の意見表明の内容を評価します。

1,2,3

与えらえたテーマについて、授業で学んだことを根拠とし、
自分の推論も加えて結論を導くレポートになります。授業
で学んだことを推論の材料として用いているか、筋道だった
結論になっているかを評価します。

1,2,3

人間と科学

テキスト

利用しません。

参考書

授業時に随時紹介します。

履修条件・他の科目との関連 特になし

人間と科学

授業コード

10401204

授業科目名

人間と科学

授業担当教員

矢島

彰

成績担当教員

矢島

彰

開講年次

1年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

講義

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
現代における人間の社会活動は科学を基盤としたものになっています。なぜ人間だけが地球上の他の生物と異な
るレベルで科学を活用しているでしょうか。人間の誕生のプロセスを地球の歴史と共に知ることで、人間の科学
の誕生とその根底にある地球の科学が密接に関連していることがわかります。また、人間は今、自分たちの科学
では制御できない自然現象にどのように対応すべきかを考える時期に到達しています。人間の存在が地球環境に
及ぼす影響が無視できないほど大きくなりました。これからの人間の科学がどうあるべきなのか、災害をキー
ワードにして考えていきます。
到達目標
1. 科学とは何かを理解し、様々な説や見解が科学的見地に基づいているかを分別できる。
2. 地球誕生から人類の誕生へ至る経緯を理解し、なぜ科学が誕生したかを説明できる。
3. 現在の人類にとって重要な課題である防災の科学を知り、これからの科学のあり方について説明できる。
授業計画
★この授業は、遠隔授業となります。リアルタイム型の遠隔授業（その授業時間にZoom等で参加する方法）では
なく、講義を録画した動画を一定期間中に視聴し、所定の課題を提出していただく形で実施予定です。
各回の演習問題は、授業内容について理解し、自分の言葉で説明することができるかを問う記述問題（50字～200
字を1問～5問程度）です。
【第1回】
テーマ：地球科学の様々な量
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第2回】
テーマ：似非科学とのつきあい方
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第3回】
テーマ：地震予測に挑む
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第4回】
テーマ：地震のしくみと被害
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第5回】
テーマ：加速する異常気象との闘い
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第6回】
テーマ：大水害・海面上昇と地盤沈下
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第7回】
テーマ：大水害・水害に強い都市計画
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第8回】
テーマ：地球大進化＜第一集＞生命の星 大衝突からの始まり
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第9回】
テーマ：地球大進化＜第二集＞全球凍結 大型生物誕生の謎
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第10回】
テーマ：地球大進化＜第三集＞大海からの離脱 そして手が生まれた
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第11回】
テーマ：地球大進化＜第四集＞ 大量絶滅 巨大噴火がほ乳類を生んだ
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第12回】
テーマ：地球大進化＜第五集＞ 大陸大分裂 目に秘められた物語
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第13回】
テーマ：地球大進化＜第六集＞ ヒト 果てしなき冒険者
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第14回】
テーマ：総合演習（防災）
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第15回】
人間と科学

テーマ：総合演習（地球大進化）
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
各回、事前学修は2時間、事後学修は2時間を想定しています。
【第1回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第2回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第3回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第4回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第5回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第6回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第7回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第8回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第9回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第10回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第11回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第12回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第13回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第14回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第15回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
課題に対するフィードバックの方法
GoogleClassroomでの評価・コメントを用いる予定です。
成績評価の方法・基準（方針）
各授業の課題提出によって評価します。
成績評価の種類

評価割合
（％）

授業内での評価

0

授業外での評価

90

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

10

その他

0

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内容の理解度を問う設問への解答状況や、授業の
テーマについての自身の意見表明の内容を評価します。

1,2,3

与えらえたテーマについて、授業で学んだことを根拠とし、
自分の推論も加えて結論を導くレポートになります。授業
で学んだことを推論の材料として用いているか、筋道だった
結論になっているかを評価します。

1,2,3

人間と科学

テキスト

利用しません。

参考書

授業時に随時紹介します。

履修条件・他の科目との関連 特になし

人間と科学

授業コード

10011902
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開講期

実務家教員による授業
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後期
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2単位

授業の目的・概要
現代における人間の社会活動は科学を基盤としたものになっています。なぜ人間だけが地球上の他の生物と異な
るレベルで科学を活用しているでしょうか。人間の誕生のプロセスを地球の歴史と共に知ることで、人間の科学
の誕生とその根底にある地球の科学が密接に関連していることがわかります。また、人間は今、自分たちの科学
では制御できない自然現象にどのように対応すべきかを考える時期に到達しています。人間の存在が地球環境に
及ぼす影響が無視できないほど大きくなりました。これからの人間の科学がどうあるべきなのか、災害をキー
ワードにして考えていきます。
到達目標
1. 科学とは何かを理解し、様々な説や見解が科学的見地に基づいているかを分別できる。
2. 地球誕生から人類の誕生へ至る経緯を理解し、なぜ科学が誕生したかを説明できる。
3. 現在の人類にとって重要な課題である防災の科学を知り、これからの科学のあり方について説明できる。
授業計画
★この授業は、遠隔授業となります。リアルタイム型の遠隔授業（その授業時間にZoom等で参加する方法）では
なく、講義を録画した動画を一定期間中に視聴し、所定の課題を提出していただく形で実施予定です。
各回の演習問題は、授業内容について理解し、自分の言葉で説明することができるかを問う記述問題（50字～200
字を1問～5問程度）です。
【第1回】
テーマ：地球科学の様々な量
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第2回】
テーマ：似非科学とのつきあい方
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第3回】
テーマ：地震予測に挑む
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第4回】
テーマ：地震のしくみと被害
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第5回】
テーマ：加速する異常気象との闘い
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第6回】
テーマ：大水害・海面上昇と地盤沈下
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第7回】
テーマ：大水害・水害に強い都市計画
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第8回】
テーマ：地球大進化＜第一集＞生命の星 大衝突からの始まり
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第9回】
テーマ：地球大進化＜第二集＞全球凍結 大型生物誕生の謎
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第10回】
テーマ：地球大進化＜第三集＞大海からの離脱 そして手が生まれた
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第11回】
テーマ：地球大進化＜第四集＞ 大量絶滅 巨大噴火がほ乳類を生んだ
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第12回】
テーマ：地球大進化＜第五集＞ 大陸大分裂 目に秘められた物語
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第13回】
テーマ：地球大進化＜第六集＞ ヒト 果てしなき冒険者
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第14回】
テーマ：総合演習（防災）
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第15回】
人間と科学

テーマ：総合演習（地球大進化）
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
各回、事前学修は2時間、事後学修は2時間を想定しています。
【第1回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第2回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第3回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第4回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第5回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第6回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第7回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第8回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第9回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第10回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第11回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第12回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第13回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第14回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第15回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
課題に対するフィードバックの方法
GoogleClassroomでの評価・コメントを用いる予定です。
成績評価の方法・基準（方針）
各授業の課題提出によって評価します。
成績評価の種類

評価割合
（％）

授業内での評価

0

授業外での評価

90

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

10

その他

0

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内容の理解度を問う設問への解答状況や、授業の
テーマについての自身の意見表明の内容を評価します。

1,2,3

与えらえたテーマについて、授業で学んだことを根拠とし、
自分の推論も加えて結論を導くレポートになります。授業
で学んだことを推論の材料として用いているか、筋道だった
結論になっているかを評価します。

1,2,3

人間と科学

テキスト

利用しません。

参考書

授業時に随時紹介します。
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授業科目名

人間と科学

授業担当教員

矢島

彰

成績担当教員

矢島

彰

開講年次

1年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

講義

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
現代における人間の社会活動は科学を基盤としたものになっています。なぜ人間だけが地球上の他の生物と異な
るレベルで科学を活用しているでしょうか。人間の誕生のプロセスを地球の歴史と共に知ることで、人間の科学
の誕生とその根底にある地球の科学が密接に関連していることがわかります。また、人間は今、自分たちの科学
では制御できない自然現象にどのように対応すべきかを考える時期に到達しています。人間の存在が地球環境に
及ぼす影響が無視できないほど大きくなりました。これからの人間の科学がどうあるべきなのか、災害をキー
ワードにして考えていきます。
到達目標
1. 科学とは何かを理解し、様々な説や見解が科学的見地に基づいているかを分別できる。
2. 地球誕生から人類の誕生へ至る経緯を理解し、なぜ科学が誕生したかを説明できる。
3. 現在の人類にとって重要な課題である防災の科学を知り、これからの科学のあり方について説明できる。
授業計画
★この授業は、遠隔授業となります。リアルタイム型の遠隔授業（その授業時間にZoom等で参加する方法）では
なく、講義を録画した動画を一定期間中に視聴し、所定の課題を提出していただく形で実施予定です。
各回の演習問題は、授業内容について理解し、自分の言葉で説明することができるかを問う記述問題（50字～200
字を1問～5問程度）です。
【第1回】
テーマ：地球科学の様々な量
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第2回】
テーマ：似非科学とのつきあい方
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第3回】
テーマ：地震予測に挑む
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第4回】
テーマ：地震のしくみと被害
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第5回】
テーマ：加速する異常気象との闘い
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第6回】
テーマ：大水害・海面上昇と地盤沈下
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第7回】
テーマ：大水害・水害に強い都市計画
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第8回】
テーマ：地球大進化＜第一集＞生命の星 大衝突からの始まり
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第9回】
テーマ：地球大進化＜第二集＞全球凍結 大型生物誕生の謎
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第10回】
テーマ：地球大進化＜第三集＞大海からの離脱 そして手が生まれた
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第11回】
テーマ：地球大進化＜第四集＞ 大量絶滅 巨大噴火がほ乳類を生んだ
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第12回】
テーマ：地球大進化＜第五集＞ 大陸大分裂 目に秘められた物語
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第13回】
テーマ：地球大進化＜第六集＞ ヒト 果てしなき冒険者
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第14回】
テーマ：総合演習（防災）
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第15回】
人間と科学

テーマ：総合演習（地球大進化）
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
各回、事前学修は2時間、事後学修は2時間を想定しています。
【第1回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第2回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第3回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第4回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第5回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第6回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第7回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第8回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第9回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第10回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第11回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第12回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第13回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第14回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第15回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
課題に対するフィードバックの方法
GoogleClassroomでの評価・コメントを用いる予定です。
成績評価の方法・基準（方針）
各授業の課題提出によって評価します。
成績評価の種類

評価割合
（％）

授業内での評価

0

授業外での評価

90

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

10

その他

0

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内容の理解度を問う設問への解答状況や、授業の
テーマについての自身の意見表明の内容を評価します。

1,2,3

与えらえたテーマについて、授業で学んだことを根拠とし、
自分の推論も加えて結論を導くレポートになります。授業
で学んだことを推論の材料として用いているか、筋道だった
結論になっているかを評価します。

1,2,3

人間と科学

テキスト

利用しません。

参考書

授業時に随時紹介します。

履修条件・他の科目との関連 特になし

人間と科学

授業コード

10401301

授業科目名

人間と環境

授業担当教員

藤田

了

成績担当教員

藤田

了

開講年次

1年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

講義

後期

単位数

〇

2単位

授業の目的・概要
我が国は、少子化が急速に進み人口が減少している。さらに高齢者人口は増加の一途をたどり介護や年金など高
齢者に関連する問題は特定の人に対する問題から社会全体の問題となっている。本講義は、高齢者や障がい者を
取り巻く環境を中心に、支援が必要な方の生活課題に焦点をあて、問題解決に向けた制度、政策、各種サービス
などの基礎的な知識を身につけることを目的とします。
担当教員が長年、社会福祉法人等で福祉・介護業界に従事してきた経験をもとに、実務家教員として、将来、福
祉・介護関係の業務に従事したいと考えている人に対しても実践・理論等役立つ授業を展開する。
★この授業は、オンデマンド型の遠隔授業となります。リアルタイム型の遠隔授業（その授業時間にZoom等で参
加する方法）ではなく、講義を録画した動画を一定期間中に視聴し、所定の課題を提出していただく形で実施す
る予定です。
到達目標
１．高齢者や障がい者の取り巻く環境の課題について説明ができるようになる。
２．ユニバーサルデザインとバリアフリーについて説明ができるようになる。
３．高齢者や障がい者を支援する社会資源について説明ができるようになる。
授業計画
第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回
第8回
第9回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回

講義のオリエンテーション（人間と環境に関するイントロダクション）
少子高齢化社会の現状（合計特殊出生率、高齢化率などについて説明する）
地域福祉（地域の課題に焦点をあてる）
ライフスタイルの多様化
住環境の問題点（高齢者や障がい者の住まいの問題点）
高齢者を支える制度（介護保険制度等）
高齢者を支える制度（障がい者関連の制度）
前半のまとめ（中試験）
バリアフリー
ユニバーサルデザイン
福祉のまちづくり
高齢者の暮しを支える環境整備（共用品）
高齢者の暮しを支える環境整備（福祉用具）
高齢者の暮しを支える環境整備（住宅改修）
後半のまとめと復習

事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
この授業は、講義を録画した動画を視聴し課題を提出するという形式であり、受動的な学習となります。積極的
に事前に配布（配信）した資料に目を通し自己学習することが必要です。また事後には、学んだ内容について復
習することも必要です。
課題に対するフィードバックの方法
毎回の授業課題レポートを受理した場合は出席簿（ユニパ）への反映を行います。授業課題に「授業についての
質問」の項目を設けると共にoiuメール（r-fujita@oiu.jp）での質問も随時受け付けてます。実施した中試験、
定期試験に代わるレポートの結果については希望があれば開示します。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、毎回の受講レポート、定期試験に代わるレポートの評価結果に基づき総合的に判定のうえ、
60 点以上を合格とし、所定の単位を認定する。※毎回の受講レポート、定期試験に代わるレポートについては締
切期限を過ぎたものについては評価しません。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

70

授業毎の平常点として受講レポートを実施します。
合計14回（第1回以外）／5点満点（70）

1、2、3

授業外での評価

0

定期試験

0
人間と環境

定期試験に代わるレポート等

30

その他

0

テキスト

テキストは使用しません。
オンラインを通じて授業毎に講義用の資料を配布（配信）します。

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する。

定期試験に代わるレポート（30）

1、2、3

履修条件・他の科目との関連 ・オンラインを通じて配布（配信）した資料を用い各自がしっかりと自身の講義ノートを作成することが
求められます。
・状況により授業内容の一部および順番を変更する場合があります。

人間と環境

授業コード

10300703

授業科目名

人間と環境

授業担当教員

眞鍋

昇

成績担当教員

眞鍋

昇

開講年次

2年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

講義

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
最新の生命科学は、様々な環境要因が遺伝子の発現に影響する（エピジェネチィクス）ことを明らかにしてきて
います。人間の健康は、食料生産を含む持続可能な社会の構築を基盤とした環境との調和・共存によって維持さ
れています。この講義では、世界各地で問題を引き起こしてきた様々な公害、放射性物質や化合物による地球環
境汚染などの不幸な出来事とそれらへの対処方法などを具体的に概説しながら、すべての人間が幸せに暮らすた
めの基盤となる人間と環境との関係を科学的に説明し、将来健康にすごすために欠かすことができない基盤的知
識とスキルを身につけます。この授業はＧｏｏｇｌｅ Ｃｌａｓｓｒｏｏｍを通じた「オンデマンド型の遠隔授
業」となります。リアルタイム型の遠隔授業（その授業時間にＺｏｏｍ等で参加する方法）とは異なり、あらか
じめ講義を録画した動画を指定する一定期間中に視聴し、指定日までに所定の課題を提出していただく形で実施
する予定です。
到達目標
１）
る。
２）
３）
４）

環境が人間の遺伝子の発現などの生命現象に影響することを科学的かつ具体的に実例をあげながら説明でき
環境が破壊されたために引き起こされた様々な事象を防ぐ科学的方法を実行できる。
地球規模での環境の保全と共存のための手法を科学的かつ具体的に把握して日常生活に応用できる。
健康を維持する場面で、大気、大地、水系、食料などに関わる実施すべきスキルを科学的に判断できる。

授業計画
第１回 講義のオリエンテーション：人間と環境に関するイントロダクション。
第２回 エピジェネチィクス：環境が遺伝子発現に影響することを最新の生命科学にもとづいて説明します。
第３回 環境科学の重要性：人間に残された時間（環境危機時計・地球カレンダー）などについて説明します。
第４回 日本の四大公害（水俣病・新潟水俣病・イタイイタイ病・四日市ぜんそく）と環境基本法などについて
説明します。
第５回 健全な水の循環と利用（１）：上水道の役割と上水道基準について歴史的経緯を含めて説明します。
第６回 健全な水の循環と利用（２）：下水処理と水質汚濁（水質汚濁防止法）などについて説明します。
第７回 前半のまとめと復習
第８回 生活環境の公害（騒音・振動・悪臭）と産業廃棄物：瀬戸内海の豊島問題を例にあげながらリサイクル
について考えます。
第９回 化学物質による環境汚染（１）：農薬の安全性評価法と問題点および対処方法について実例をあげなが
ら考えます。
第１０回 化学物質による環境汚染（２）：環境中の有害物質と基準について説明します。
第１１回 放射能汚染（１）：放射性核種の科学と有害性について説明します。
第１２回 放射能汚染（２）：福島原発事故による農畜産物や土壌の放射能汚染などについて実例をあげながら
対処方法を考えます。
第１３回 地球温暖化のもたらすもの：二酸化炭素濃度の経年変化・オゾン層の破壊などについて説明します。
第１４回 地球規模での環境問題：持続可能な農業生産や伝染病の蔓延について考えます。
第１５回 後半のまとめと復習
第１６回 期末試験
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
この授業はＧｏｏｇｌｅ Ｃｌａｓｓｒｏｏｍを通じた「オンデマンド型の遠隔授業」でおこなうので受動的学
習となり、アクティヴラーニングの要素を含みませんが、事前に積極的に教科書、参考書の講読やＧｏｏｇｌｅ
Ｃｌａｓｓｒｏｏｍを通じて配布する講義用パワーポイントのpdfの精読、インターネット検索などによる基礎
的知識を身につけたうえで受講することなどが必要です（１．５時間の事前学習）。事後に講義ノートを整理し
ながら復習すること、および毎回「受講レポート」の作成や２回実施されるレポート試験に締切日までに解答す
ることなどが必須です（２．５時間の事後学習）。
課題に対するフィードバックの方法
試験などを実施する場合を除いて、授業毎に「講義の概要」、「講義をうけて新たに分かったことや自分で考え
たこと」、「質問したかったこと」などを記述した受講レポートを実施します。「質問したかったこと」につい
てはＧｏｏｇｌｅ Ｃｌａｓｓｒｏｏｍで個別に回答し、全体で共有するべきものについては適時Ｇｏｏｇｌｅ
Ｃｌａｓｓｒｏｏｍで説明します。「前半のまとめと復習」において実施する中試験や期末試験などを介して
自己評価と復習を即し、希望者には評価を開示します。
成績評価の方法・基準（方針）
下記のように、受講の平常点（受講レポート）と授業内試験として実施する中試験（レポート形式）、および期
人間と環境

末試験（レポート形式）によって成績を総合的に評価します。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

70

受講毎の平常点として受講後に締切日までにＧｏｏｇｌｅ
Ｃｌａｓｓｒｏｏｍを通じて提出する「受講レポート」の内容を
評価します（５０）。授業内試験として「前半のまとめと復
習」の際に教員が提示した課題に対するレポートを締切
日までにＧｏｏｇｌｅ Ｃｌａｓｓｒｏｏｍを通じて提出する中試験
（レポート試験）を行います（２０）。

１，２，３，４

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

30

期末試験を終講後に実施します。教員が提示する課題
に対して締切日までにＧｏｏｇｌｅ Ｃｌａｓｓｒｏｏｍを通じて提
出されたレポートの内容を評価します（３０）。

１，２，３，４

その他

0

テキスト

「文系のための環境科学入門新版」・藤倉良ら著・有斐閣・ISBN：978-464-117423-8
別途、Ｇｏｏｇｌｅ Ｃｌａｓｓｒｏｏｍを通じて授業毎に講義用パワーポイントのpdfを配布します。

参考書

「トコトンやさしい環境汚染の本」・大岩敏男ら著・日刊工業新聞社・ISBN：978-4-526-07300-7
「健康と環境の科学：人類の明るい未来を目指して」・三浦悌ら著・南山堂・ISBN：978-4-52561101-9
上記の他に参考資料などを必要に応じて授業の中で紹介します。

履修条件・他の科目との関連 テキスト、参考書、Ｇｏｏｇｌｅ Ｃｌａｓｓｒｏｏｍを通じて配布する講義用のパワーポイントのpdfなどを用
いて予習・復習を行って受講してください。講義に際しては、各自がしっかりと自分自身の講義ノート
を作成することが求められます。
・状況により授業内容の一部および順番を変更する場合があります。
・受講レポート、授業内試験（中試験・レポート試験）、レポート形式の定期試験などは締切期限ま
でに必ず提出してください。提出が遅れた場合は採点・評価しません。

人間と環境

授業コード

10001103

授業種別

授業科目名

人間と環境

授業担当教員

眞鍋

昇

成績担当教員

眞鍋

昇

開講年次

カリキュラムによる

開講期

実務家教員による授業

講義

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
最新の生命科学は、様々な環境要因が遺伝子の発現に影響する（エピジェネチィクス）ことを明らかにしてきて
います。人間の健康は、食料生産を含む持続可能な社会の構築を基盤とした環境との調和・共存によって維持さ
れています。この講義では、世界各地で問題を引き起こしてきた様々な公害、放射性物質や化合物による地球環
境汚染などの不幸な出来事とそれらへの対処方法などを具体的に概説しながら、すべての人間が幸せに暮らすた
めの基盤となる人間と環境との関係を科学的に説明し、将来健康にすごすために欠かすことができない基盤的知
識とスキルを身につけます。この授業はＧｏｏｇｌｅ Ｃｌａｓｓｒｏｏｍを通じた「オンデマンド型の遠隔授
業」となります。リアルタイム型の遠隔授業（その授業時間にＺｏｏｍ等で参加する方法）とは異なり、あらか
じめ講義を録画した動画を指定する一定期間中に視聴し、指定日までに所定の課題を提出していただく形で実施
する予定です。
到達目標
１）
る。
２）
３）
４）

環境が人間の遺伝子の発現などの生命現象に影響することを科学的かつ具体的に実例をあげながら説明でき
環境が破壊されたために引き起こされた様々な事象を防ぐ科学的方法を実行できる。
地球規模での環境の保全と共存のための手法を科学的かつ具体的に把握して日常生活に応用できる。
健康を維持する場面で、大気、大地、水系、食料などに関わる実施すべきスキルを科学的に判断できる。

授業計画
第１回 講義のオリエンテーション：人間と環境に関するイントロダクション。
第２回 エピジェネチィクス：環境が遺伝子発現に影響することを最新の生命科学にもとづいて説明します。
第３回 環境科学の重要性：人間に残された時間（環境危機時計・地球カレンダー）などについて説明します。
第４回 日本の四大公害（水俣病・新潟水俣病・イタイイタイ病・四日市ぜんそく）と環境基本法などについて
説明します。
第５回 健全な水の循環と利用（１）：上水道の役割と上水道基準について歴史的経緯を含めて説明します。
第６回 健全な水の循環と利用（２）：下水処理と水質汚濁（水質汚濁防止法）などについて説明します。
第７回 前半のまとめと復習
第８回 生活環境の公害（騒音・振動・悪臭）と産業廃棄物：瀬戸内海の豊島問題を例にあげながらリサイクル
について考えます。
第９回 化学物質による環境汚染（１）：農薬の安全性評価法と問題点および対処方法について実例をあげなが
ら考えます。
第１０回 化学物質による環境汚染（２）：環境中の有害物質と基準について説明します。
第１１回 放射能汚染（１）：放射性核種の科学と有害性について説明します。
第１２回 放射能汚染（２）：福島原発事故による農畜産物や土壌の放射能汚染などについて実例をあげながら
対処方法を考えます。
第１３回 地球温暖化のもたらすもの：二酸化炭素濃度の経年変化・オゾン層の破壊などについて説明します。
第１４回 地球規模での環境問題：持続可能な農業生産や伝染病の蔓延について考えます。
第１５回 後半のまとめと復習
第１６回 期末試験
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
この授業はＧｏｏｇｌｅ Ｃｌａｓｓｒｏｏｍを通じた「オンデマンド型の遠隔授業」でおこなうので受動的学
習となり、アクティヴラーニングの要素を含みませんが、事前に積極的に教科書、参考書の講読やＧｏｏｇｌｅ
Ｃｌａｓｓｒｏｏｍを通じて配布する講義用パワーポイントのpdfの精読、インターネット検索などによる基礎
的知識を身につけたうえで受講することなどが必要です（１．５時間の事前学習）。事後に講義ノートを整理し
ながら復習すること、および毎回「受講レポート」の作成や２回実施されるレポート試験に締切日までに解答す
ることなどが必須です（２．５時間の事後学習）。
課題に対するフィードバックの方法
試験などを実施する場合を除いて、授業毎に「講義の概要」、「講義をうけて新たに分かったことや自分で考え
たこと」、「質問したかったこと」などを記述した受講レポートを実施します。「質問したかったこと」につい
てはＧｏｏｇｌｅ Ｃｌａｓｓｒｏｏｍで個別に回答し、全体で共有するべきものについては適時Ｇｏｏｇｌｅ
Ｃｌａｓｓｒｏｏｍで説明します。「前半のまとめと復習」において実施する中試験や期末試験などを介して
自己評価と復習を即し、希望者には評価を開示します。
成績評価の方法・基準（方針）
下記のように、受講の平常点（受講レポート）と授業内試験として実施する中試験（レポート形式）、および期
人間と環境

末試験（レポート形式）によって成績を総合的に評価します。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

70

受講毎の平常点として受講後に締切日までにＧｏｏｇｌｅ
Ｃｌａｓｓｒｏｏｍを通じて提出する「受講レポート」の内容を
評価します（５０）。授業内試験として「前半のまとめと復
習」の際に教員が提示した課題に対するレポートを締切
日までにＧｏｏｇｌｅ Ｃｌａｓｓｒｏｏｍを通じて提出する中試験
（レポート試験）を行います（２０）。

１，２，３，４

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

30

期末試験を終講後に実施します。教員が提示する課題
に対して締切日までにＧｏｏｇｌｅ Ｃｌａｓｓｒｏｏｍを通じて提
出されたレポートの内容を評価します（３０）。

１，２，３，４

その他

0

テキスト

「文系のための環境科学入門新版」・藤倉良ら著・有斐閣・ISBN：978-464-117423-8
別途、Ｇｏｏｇｌｅ Ｃｌａｓｓｒｏｏｍを通じて授業毎に講義用パワーポイントのpdfを配布します。

参考書

「トコトンやさしい環境汚染の本」・大岩敏男ら著・日刊工業新聞社・ISBN：978-4-526-07300-7
「健康と環境の科学：人類の明るい未来を目指して」・三浦悌ら著・南山堂・ISBN：978-4-52561101-9
上記の他に参考資料などを必要に応じて授業の中で紹介します。

履修条件・他の科目との関連 テキスト、参考書、Ｇｏｏｇｌｅ Ｃｌａｓｓｒｏｏｍを通じて配布する講義用のパワーポイントのpdfなどを用
いて予習・復習を行って受講してください。講義に際しては、各自がしっかりと自分自身の講義ノート
を作成することが求められます。
・状況により授業内容の一部および順番を変更する場合があります。
・受講レポート、授業内試験（中試験・レポート試験）、レポート形式の定期試験などは締切期限ま
でに必ず提出してください。提出が遅れた場合は採点・評価しません。

人間と環境

授業コード

10401401

授業科目名

生涯スポーツ論

授業担当教員

西村

真由子

成績担当教員

西村

真由子

開講年次

1年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

講義

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
スポーツには一人一人の健康だけでなく、地域社会再生・経済発展・国際平和貢献など重要な意義と効果がある
ことが期待されている。わが国のスポーツ基本法（2011年制定）をはじめ世界の多くの国では、スポーツを世界
共通の人類の文化であるとし、スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことはすべての人々の権利であると
謳っている。これらのことをふまえて、スポーツを生涯の友として豊かに暮らすための知識と考察を深める。
到達目標
１．スポーツの歴史と現状を学び、スポーツを文化として理解し説明することができる。
２．成人の健康を維持向上させるスポーツへの取り組み方を説明できる。
３．子どもの心身の成長を促すスポーツへの取り組み方を説明できる。
４．生涯にわたって運動することの大切さを説明できる。
授業計画
★この授業は、オンデマンド型の遠隔授業となります。リアルタイム型の遠隔授業（その授業時間に Zoom 等で
参加する方法）ではなく、講義を録画した動画を一定期間中に視聴し、所定の課題を提出していただく形で実施
する予定です。
第 1回 スポーツとは何か（授業の進め方、現代社会におけるスポーツの定義・意義について）
第 2回 スポーツの概念と歴史（スポーツの多様性、国際共通語としてのスポーツについて）
第 2回 スポーツの歴史①（近代スポーツ史について）
第 3回 スポーツの歴史②（古代ギリシャから中世ルネッサンス時代、ヨーロッパのスポーツ史について）
第 4回 スポーツの歴史③（近代―現代のスポーツ、オリンピックについて）
第 5回 子どもの成長とスポーツ①（成長期の身体の特徴とスポーツとの関連について）
第 6回 子どもの成長とスポーツ②（注意すべきスポーツ障害について）
第 7回 子どもの成長とスポーツ③（スポーツが心の健康に及ぼす影響について）
第 8回 中高年者とスポーツ（生活習慣病の予防、精神的効果、加齢に伴う身体機能の変化について）
第 9回 成人の健康とスポーツ①柔軟性について（柔軟運動、ストレッチの実践について）
第10回 成人の健康とスポーツ②身体組成について（体重、体脂肪率、筋肉量などについて）
第11回 成人の健康とスポーツ③有酸素運動（呼吸循環機能の維持向上について、有酸素運動について）
第12回 成人の健康とスポーツ③レジスタンス運動（筋力の維持向上について、レジスタンス運動について）
第13回 スポーツの実践 目的とメニューを考え、実際に運動をやってみる
第14回 トレーニングの原理原則
第15回 まとめ
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
各回講義テーマについて事前に自ら調べ、概要を把握しておく。また、事後には授業プリント・ノートを確認
し、講義内容を復習する。興味や疑問をもった内容について、調べる、専門書を読むなど学びを深める。
スポーツ全般に関心を持ち、時事的話題などについて自ら収集する姿勢を求める。
課題に対するフィードバックの方法
毎時の確認テストでのよい回答や、質問などについては、次回授業の冒頭で紹介をし、解説する。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、授業内に実施される課題と、期末試験の評価結果に基づき総合的に判定のうえ、60点以上を
合格とし、所定の単位を認定する 。
正当な理由のない欠席５回以上、または期末レポート試験未提出の場合、評価の対象とせず、「１」もしくは
「K」評価とする。
※各回提出期限までにGoogleフォームで課題を提出した場合を出席とし、未提出の場合は欠席とする。期限を過
ぎての提出は遅刻扱いとし、遅刻3回で欠席1回に換算する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

75

毎時授業後の確認テスト内容にて評価

１、２、３、４

授業外での評価

0

定期試験

0
生涯スポーツ論

定期試験に代わるレポート等

25

その他

0

テキスト

テキストは使用せず、プリントを配布。

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する。

全授業終了後に実施するレポート課題

4

履修条件・他の科目との関連 特になし。

生涯スポーツ論

授業コード

10401402

授業科目名

生涯スポーツ論

授業担当教員

佐藤

光子

成績担当教員

佐藤

光子

開講年次

1年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

講義

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
スポーツには一人一人の健康だけでなく、地域社会再生・経済発展・国際平和貢献など重要な意義と効果がある
ことが期待されている。わが国のスポーツ基本法（2011年制定）をはじめ世界の多くの国では、スポーツを世界
共通の人類の文化であるとし、スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことはすべての人々の権利であると
謳っている。これらのことをふまえて、スポーツを生涯の友として豊かに暮らすための知識と考察を深めよう。
本講義はオンデマンド型であり、毎回の授業は講義動画配信と理解度テスト実施で進める。また質問や討論のた
めのZoomミーティングも開設する。
講義テーマとしては、あなたがこれまでの人生で出会ったスポーツを振り返ることから始めるが、競技としての
スポーツだけでなく、健康や楽しみのためのスポーツ、様々な工夫を加えた新たなスポーツなども解説する。ス
ポーツを歴史的・社会的な観点や、医学的・科学的な観点などから幅広く考えることができるよう、様々な資料
を提供する。
長年に亘り、ランニング学会認定上級指導者として、また日本トレイルランナーズ協会理事として、一般市民の
スポーツ指導に携わっている経験をもとに講義を進めたい。
到達目標
１．スポーツの歴史をふまえて、現代のスポーツの定義を説明できる
２．スポーツと健康、ケガ、病気、子どもの成長などについて医学科学の観点から説明できる
３．様々な種類のスポーツについて、その内容を説明できる
４．スポーツと平和、人権、マナーなどについて、その問題点を説明できる
５．講義で得た知見に加えて、自身で調べたことや考えについて述べられる
６．講義で得た知見をふまえて、自身のスポーツ観について述べられる
授業計画
この授業はオンデマンド型の遠隔授業です。
【第1回】オリエンテーション
講義の主題、受講や課題提出の方法、到達目標と評価方法について確認する
【第2回】スポーツとは何か
現代社会におけるスポーツの定義について考える
【第3回】スポーツの歴史
古代オリンピックから近代スポーツまでの変遷を学ぶ
【第4回】スポーツと平和
スポーツと平和、人権について考える
【第5回】スポーツと健康
スポーツと健康とのスポーツ基本的な関係について理解する
【第6回】有酸素運動
呼吸循環機能を維持向上させる有酸素運動について理解する
【第7回】レジスタンス運動
筋力を維持向上させるレジスタンス運動について理解する
【第8回】スポーツの楽しみ方
スポーツを「みる」楽しみとして、スポーツを題材とした小説、映画、マンガなどの作品を探してみる
※中間レポート ここまでの講義の中で強く関心を持った内容についてレポートを提出する
【第9回】スポーツとケガ
捻挫などの急性障害、疲労骨折などの慢性障害を知り、応急処置を身につける
【第10回】スポーツと病気
貧血などの慢性障害、心停止や熱中症などの急性障害を知り、感染症対策についても理解する
【第11回】子どもの成長とスポーツ
成長期の子どもの身体の特徴を知り、スポーツにおける留意点を理解する
【第12回】アダプテッドスポーツ（１）
ルールや用具などを参加者の状況に合わせたスポーツ、アダプテッドスポーツの概念を理解する
【第13回】アダプテッドスポーツ（２）
パラリンピック、デフリンピック、スペシャルオリンピックス等の事例について学ぶ
【第14回】多様化するスポーツ
既存の競技を簡便にしたもの、昔の遊びをスポーツ化したもの、まったく新たな発想で生まれたスポーツなど、
現代の様々なスポーツについて調べる
【第15回】スポーツのルールとマナー
厳しい自然の中のアウトドアスポーツを事例としてルールとマナーについて考える
※最終レポート すべての講義を通じて強く関心を持った内容、または講義全体を通じてのレポートを提出する
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
生涯スポーツ論

事前学習としては、翌週の講義テーマについて自ら調べ、概要を把握しておくこと。
事後学習としては、授業で紹介したものだけでなく自ら調べた書籍やインターネット情報などを活用し、理解を
深めること。特に理解度テストで間違えた事柄についてはきちんと調べておこう。
毎回の授業につき、事前学習1.5時間程度、事後学習2.5時間程度が必要である。
課題に対するフィードバックの方法
毎回講義後に理解度テストを実施するが、提出期限後に採点し返却する。
２回のレポートも、提出期限後に採点し返却する。
また講義時間内に任意参加のZoomの時間を設定するので、質問があれば参加すること。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定したうえで60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

70

毎回の理解度テスト（70）

１・２・３・４

授業外での評価

15

前半の講義が終わった時点で提出する中間レポート（15）

５・６

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

15

全講義終了後に提出する最終レポート（15）

５・６

その他

0

テキスト

テキストを使用しない。

参考書

講義内で適宜紹介する。

履修条件・他の科目との関連 特になし。

生涯スポーツ論

授業コード

10401601

授業種別

授業科目名

世界の歴史と文化

授業担当教員

山本

明志

成績担当教員

山本

明志

開講年次

1年

開講期

実務家教員による授業

講義

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
大学を卒業した社会人が、幅広い教養を有していることは当然のごとく期待されている。特に現代社会がいかな
る過程を経て形成されてきたのかについての知見を有していることは、非常に重要である。本講義は特に我々が
くらすアジア世界が、いかなる歴史的な過程を経て形作られたのかについて講義するものである。その際にはも
ちろん、ヨーロッパ世界やアメリカ大陸との相互関係は無視できない。またアジア世界の歴史的展開の中から
は、様々な文化も生み出されてきた。本講義は歴史学の最新の成果に基づき、世界の中でもアジアを中心に、そ
の歴史的展開と文化的な特質について検討していく。本講義は学生諸君がグローバル社会で生きていく上で必要
となる、歴史、文化、国際関係に関する知識に触れるだけでなく、それらを自らの言葉で説明できるようになる
ことをめざすものである。
★この講義は、オンデマンド型の遠隔授業です。講義を録画した動画で学び、一定期間内に課題を提出してもら
います。
到達目標
1．アジアの歴史に関して、特定のトピックについて説明することができる。
2．アジアの文化に関して、特定のトピックについて説明することができる。
3．アジアをめぐる国際関係について、歴史的な背景を踏まえて説明することができる。
授業計画
本講義は、オンデマンド型遠隔授業として実施されます。
第1回 歴史学と世界史：本講義の方針を説明し、歴史学とはどのような学問かについて概説する。
第2回 世界の文字文化：世界の文字の発明、伝播、変化について概説する。
第3回 古代東アジアの初期王権：中国における国家形成の過程について検討する。
第4回 古代東アジアの帝国：中国における広域国家の形成過程、その特質について検討する。
第5回 秦漢帝国の社会と遊牧国家：秦漢帝国の特徴、同時期にモンゴル高原にあった匈奴について検討する。
第6回 シルクロード交易と東西文化の交流：ソグド人の活動を中心に、ユーラシア大陸東部における陸上交易に
ついて検討する。
第7回 古代東南アジアの海上交易の発展：中国・東南アジア・インドをつなぐ海上交易路の歴史について検討す
る。
第8回 モンゴル帝国の成立と展開：空前絶後の大領域を領有したモンゴル帝国の特質について検討する。
第9回 世界をつなぐモンゴル：モンゴル帝国の時代における広域交易の様相について検討する。
第10回 モンゴル帝国の遺産：モンゴル政権の崩壊の要因について考察し、次の時代に何が継承されたかを検討
する。
第11回 「大航海時代」とアジア：ヨーロッパ人商人のアジア市場への参入過程について検討する。
第12回 「交易の時代」と「17世紀の危機」：16世紀の世界的な交易の活況、17世紀の経済危機について検討す
る。
第13回 近代化とアジア：近代国民国家の特質について考察した後、アヘン戦争の歴史的な意味合いについて検
討する。
第14回 第二次世界大戦期のアジア世界：第二次世界大戦時期における東南アジアでの日本軍の活動について検
討する。
第15回 現代の東アジア世界：中華人民共和国と台湾の今に至る過程について検討する。
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
大学の講義科目は、単位認定のために、学生が事前・事後学習を行っていることが必要となります。
本講義は、以下のような事前学習・事後学習を想定しています。なお事前学習・事後学習は、各回合わせて4時
間、全15回の講義に対して60時間を目安とします。
まず、授業を受ける前に毎回配布するレジュメによく目を通して、よくわからない点・疑問点をはどこかを明確
にしておいてください（＝事前学習）。
次に教材を用いて授業を受けていただきますが、その際には動画の停止ボタンを使いながら、しっかりノートを
取っておいてください。（※このノートテイクが、事後学習で役に立ちます）
授業終了後、課題レポートに取り組んでいただきます。その際には、ノートをきちんと整理し、正確な日本語の
文章を書くように注意してください。（＝事後学習）
必要に応じて、関連する読書を行ってください。（＝事後学習）
15回の授業終了後、期末最終レポートに取り組んでいただきます。すべてのレジュメ・ノートを見直し、理解が
不十分な部分の動画を見直して、正確な日本語の文章で提出してください。（＝事後学習）
課題に対するフィードバックの方法
毎回の講義に関する課題レポートを、Google Classroomに提出してもらいます。
世界の歴史と文化

課題レポートは毎回10点満点で評価をつけ、返却します。
返却の際、可能な限り日本語の添削指導を行い、書くべきポイントについてもコメントします。
課題レポートには質問欄も設けますので、講義でわからなかったことは質問欄に書いてください。
質問については、可能な限り回答して返却します。
クラスで共有するべき感想・質問については、次の回の冒頭で紹介し、回答も行います。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定の上、60点以上を合格とし、所定の単位を認定します。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

80

課題レポート

1、2、3

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

期末最終レポート

1、2、3

その他

0

テキスト

テキストを使用しない。教員が作成したレジュメを配布する。

参考書

大阪歴史教育研究会：編『市民のための世界史』大阪大学出版会, 2014.
講談社、中国の歴史シリーズ．
講談社、興亡の世界史シリーズ．
山川出版社、世界史リブレットシリーズ．

履修条件・他の科目との関連 履修条件はありません。ただし完全なオンデマンド形式の遠隔授業ですので、いつ教材に取り組むの
か、いつ課題レポートに取り組むのかを、自分でコントロールしなくてはなりません。きちんと１週間のス
ケジュールをたて、しっかりと時間をかけて教材と課題に取り組まないと、良い評価にはつながりませ
ん。その意味では、自身の生活を律する力がないと苦労する部分がありますが、それを鍛えるよい機
会ともなりえます。

世界の歴史と文化

授業コード

10301601

授業種別

授業科目名

世界の歴史と文化

授業担当教員

山本

明志

成績担当教員

山本

明志

開講年次

1年

開講期

実務家教員による授業

講義

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
大学を卒業した社会人が、幅広い教養を有していることは当然のごとく期待されている。特に現代社会がいかな
る過程を経て形成されてきたのかについての知見を有していることは、非常に重要である。本講義は特に我々が
くらすアジア世界が、いかなる歴史的な過程を経て形作られたのかについて講義するものである。その際にはも
ちろん、ヨーロッパ世界やアメリカ大陸との相互関係は無視できない。またアジア世界の歴史的展開の中から
は、様々な文化も生み出されてきた。本講義は歴史学の最新の成果に基づき、世界の中でもアジアを中心に、そ
の歴史的展開と文化的な特質について検討していく。本講義は学生諸君がグローバル社会で生きていく上で必要
となる、歴史、文化、国際関係に関する知識に触れるだけでなく、それらを自らの言葉で説明できるようになる
ことをめざすものである。
★この講義は、オンデマンド型の遠隔授業です。講義を録画した動画で学び、一定期間内に課題を提出してもら
います。
到達目標
1．アジアの歴史に関して、特定のトピックについて説明することができる。
2．アジアの文化に関して、特定のトピックについて説明することができる。
3．アジアをめぐる国際関係について、歴史的な背景を踏まえて説明することができる。
授業計画
本講義は、オンデマンド型遠隔授業として実施されます。
第1回 歴史学と世界史：本講義の方針を説明し、歴史学とはどのような学問かについて概説する。
第2回 世界の文字文化：世界の文字の発明、伝播、変化について概説する。
第3回 古代東アジアの初期王権：中国における国家形成の過程について検討する。
第4回 古代東アジアの帝国：中国における広域国家の形成過程、その特質について検討する。
第5回 秦漢帝国の社会と遊牧国家：秦漢帝国の特徴、同時期にモンゴル高原にあった匈奴について検討する。
第6回 シルクロード交易と東西文化の交流：ソグド人の活動を中心に、ユーラシア大陸東部における陸上交易に
ついて検討する。
第7回 古代東南アジアの海上交易の発展：中国・東南アジア・インドをつなぐ海上交易路の歴史について検討す
る。
第8回 モンゴル帝国の成立と展開：空前絶後の大領域を領有したモンゴル帝国の特質について検討する。
第9回 世界をつなぐモンゴル：モンゴル帝国の時代における広域交易の様相について検討する。
第10回 モンゴル帝国の遺産：モンゴル政権の崩壊の要因について考察し、次の時代に何が継承されたかを検討
する。
第11回 「大航海時代」とアジア：ヨーロッパ人商人のアジア市場への参入過程について検討する。
第12回 「交易の時代」と「17世紀の危機」：16世紀の世界的な交易の活況、17世紀の経済危機について検討す
る。
第13回 近代化とアジア：近代国民国家の特質について考察した後、アヘン戦争の歴史的な意味合いについて検
討する。
第14回 第二次世界大戦期のアジア世界：第二次世界大戦時期における東南アジアでの日本軍の活動について検
討する。
第15回 現代の東アジア世界：中華人民共和国と台湾の今に至る過程について検討する。
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
大学の講義科目は、単位認定のために、学生が事前・事後学習を行っていることが必要となります。
本講義は、以下のような事前学習・事後学習を想定しています。なお事前学習・事後学習は、各回合わせて4時
間、全15回の講義に対して60時間を目安とします。
まず、授業を受ける前に毎回配布するレジュメによく目を通して、よくわからない点・疑問点をはどこかを明確
にしておいてください（＝事前学習）。
次に教材を用いて授業を受けていただきますが、その際には動画の停止ボタンを使いながら、しっかりノートを
取っておいてください。（※このノートテイクが、事後学習で役に立ちます）
授業終了後、課題レポートに取り組んでいただきます。その際には、ノートをきちんと整理し、正確な日本語の
文章を書くように注意してください。（＝事後学習）
必要に応じて、関連する読書を行ってください。（＝事後学習）
15回の授業終了後、期末最終レポートに取り組んでいただきます。すべてのレジュメ・ノートを見直し、理解が
不十分な部分の動画を見直して、正確な日本語の文章で提出してください。（＝事後学習）
課題に対するフィードバックの方法
毎回の講義に関する課題レポートを、Google Classroomに提出してもらいます。
世界の歴史と文化

課題レポートは毎回10点満点で評価をつけ、返却します。
返却の際、可能な限り日本語の添削指導を行い、書くべきポイントについてもコメントします。
課題レポートには質問欄も設けますので、講義でわからなかったことは質問欄に書いてください。
質問については、可能な限り回答して返却します。
クラスで共有するべき感想・質問については、次の回の冒頭で紹介し、回答も行います。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定の上、60点以上を合格とし、所定の単位を認定します。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

80

課題レポート

1、2、3

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

期末最終レポート

1、2、3

その他

0

テキスト

テキストを使用しない。教員が作成したレジュメを配布する。

参考書

大阪歴史教育研究会：編『市民のための世界史』大阪大学出版会, 2014.
講談社、中国の歴史シリーズ．
講談社、興亡の世界史シリーズ．
山川出版社、世界史リブレットシリーズ．

履修条件・他の科目との関連 履修条件はありません。ただし完全なオンデマンド形式の遠隔授業ですので、いつ教材に取り組むの
か、いつ課題レポートに取り組むのかを、自分でコントロールしなくてはなりません。きちんと１週間のス
ケジュールをたて、しっかりと時間をかけて教材と課題に取り組まないと、良い評価にはつながりませ
ん。その意味では、自身の生活を律する力がないと苦労する部分がありますが、それを鍛えるよい機
会ともなりえます。

世界の歴史と文化

授業コード

10401703

授業科目名

現代の国際社会

授業担当教員

吉野

達也

成績担当教員

吉野

達也

開講年次

1年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

講義

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
★当授業は、オンデマンド型の遠隔授業となる。具体的には、リアルタイム型の遠隔授業（その授業時間に
Zoom 等で参加する方法）ではなく、講義を録画した動画を一定期間中に視聴し、所定の課題を提出していただく
形で実施する予定である。
グローバリゼーションによってヒト・モノ・カネが世界を駆け巡るようになり、外国とのつながりがますます強
くなった。そのおかげで海外旅行に手軽に行けたり、海外で生産された安くて質の良い製品を手にいれることが
できる時代となった。しかし同時に、ある地域で起こった問題が全世界に一挙に拡がるというリスク（経済危
機、コロナの蔓延など）も抱えるようにもなった。さらにはグローバリゼーションが浸透すれば経済が拡大し、
世界中の人がまんべんなくその恩恵を受けると考えられてきたが、実状はその逆で、むしろ「格差と貧困」が拡
大し、貧富の差が拡がりつつある。そして今、世界中の国がどうすれば「格差や貧困」を抑制できるのかを真剣
に考えだし、日本でも「経済成長と所得の分配」を両立する政策が行われ始めている。
このような背景から、当講義では国際社会で問題となっている「格差と貧困」についてメインに考える。海外の
事例を見ていくと、「格差や貧困」は日本よりも鮮明な形で日常生活に現れ、社会不安や紛争を誘発する大きな
要因となっている。世界の富は少数の富裕層にますます集中しつつあり、もはや日本でもこの問題を、対岸の火
事として傍観することができない状況である。そこでこの講義ではヨーロッパ、アフリカ、南北アメリカ、中
東、アジアなど各地域の歴史背景を理解し、その後は現在の「格差と貧困」の問題について触れる。授業の総括
として、受講者が問題意識を持ち、自身の考えを積極的に小課題（授業内容に関するコメント）や、期末レポー
トで展開していくようにする。難しいテーマもあるが、様々な資料を用いてできるだけわかりやすく理解できる
ので、安心されたい。
到達目標
授業の動画や資料を使ってじっくりと学習し、授業で出される小課題や期末レポートを取り組むことによって、
１．世界のニュースについて敏感に反応し、主な問題点を簡潔に説明できるようになる。
２．世界での「格差と貧困」の実状について理解し、どのような解決方法があるのかそれぞれ考え、実行できる
ようになる。
３．国際人としてこれから生きていくために必要な一般教養（各地域の文化や社会）について身に着けることが
できる。
授業計画
【第1回】
テーマ：グローバリゼーション（新自由主義）は人々を幸せにするのか？
内容・方法：新自由主義によって地球全体の人々の暮らしが本当に良くなっているのかを考える。
【第2回】
テーマ：富の分配について考える①
内容・方法：これまでどのような経済システムを使って富の分配が行われてきたのかを講義する。
【第3回】
テーマ：富の分配について考える②
内容・方法：引き続きこれまで導入された経済システムの良い点、問題点について講義する。
【第4回】
テーマ：ヨーロッパの格差と貧困①
内容・方法：ヨーロッパの格差と貧困を歴史的アプローチから講義する。
【第5回】
テーマ：ヨーロッパの格差と貧困②
内容・方法：現在のヨーロッパにおける格差と貧困について講義する。
【第6回】
テーマ：アメリカの格差と貧困①
内容・方法：アメリカにおける格差と貧困を歴史的アプローチから講義する。
【第7回】
テーマ：アメリカの格差と貧困②
内容・方法：現在のアメリカにおける格差と貧困について講義する。
【第8回】
テーマ：ラテンアメリカ（中南米）の格差と貧困
内容・方法：ラテンアメリカ（中南米）における格差と貧困を歴史的アプローチから講義する。
【第9回】
テーマ：中東地域の格差と貧困
内容・方法：中東地域における格差と貧困を歴史的アプローチから講義する。
【第10回】
テーマ：アフリカの格差と貧困①
内容・方法：アフリカにおける格差と貧困を歴史的アプローチから講義する。
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【第11回】
テーマ：アフリカの格差と貧困②
内容・方法：現在のアフリカにおける格差と貧困について講義する。
【第12回】
テーマ：南アジア、東南アジアの格差と貧困
内容・方法：南アジア、東南アジアにおける格差と貧困を歴史的アプローチから講義する。
【第13回】
テーマ：東アジアの格差と貧困
内容・方法：東アジアにおける格差と貧困を歴史的アプローチから講義する。
【第14回】
テーマ：国際社会における日本
内容・方法：これまで見てきた国際社会レベルの格差と貧困と日本の状況を比較する、また日本が国際社会にど
のような役割を果たせるのかを考える。
【第15回】
テーマ：これまで学んできた格差と貧困についてのまとめを行う
内容・方法：世界全体に共通する「格差と貧困」の特徴について復習する。
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
【第1回】
①事前学修課題：グローバリゼーション（新自由主義）とは何か？
2時間
②事後学修課題：新自由主義がもたらす問題点
2時間
【第2回】
①事前学修課題：近代以降の経済システムについて把握する
2時間
②事後学修課題：これまで行われてきた経済システムの特徴を把握する
2時間
【第3回】
①事前学修課題：前回授業で扱った経済システムの復習
2時間
②事後学修課題：各経済システムの利点と弱点を復習する
2時間
【第4回】
①事前学修課題：主なヨーロッパ諸国の経済構造について把握する
2時間
②事後学修課題：授業で扱うヨーロッパの格差構造を再度復習する
2時間
【第5回】
①事前学修課題：現在のヨーロッパの格差や貧困ついて把握する
2時間
②事後学修課題：現在のヨーロッパの格差や貧困についてどのような特徴があるのか復習する
2時間
【第6回】
①事前学修課題：アメリカの経済構造について把握する
2時間
②事後学修課題：授業で扱う南北アメリカの格差構造を再度復習する
2時間
【第7回】
①事前学修課題：現在のアメリカの格差や貧困について把握する
2時間
②事後学修課題：現在のアメリカの格差や貧困についてどのような特徴があるのか復習する
2時間
【第8回】
①事前学修課題：現在のラテンアメリカ（中南米）の経済構造、格差や貧困について把握する
2時間
②事後学修課題：現在のラテンアメリカ（中南米）の格差や貧困についてどのような特徴があるのか復習する
2時間
【第9回】
①事前学修課題：現在の中東の経済構造、格差や貧困について把握する
2時間
②事後学修課題：現在の中東の格差や貧困についてどのような特徴があるのか復習する
2時間
【第10回】
①事前学修課題：アフリカ諸国の経済構造について把握する
2時
間
②事後学修課題：授業で扱うアフリカ諸国の格差構造を再度復習する
2時
間
【第11回】
①事前学修課題：現在のアフリカ諸国の格差や貧困について把握する
2時間
②事後学修課題：現在のアフリカ諸国の格差や貧困についてどのような特徴があるのか復習する
2時間
【第12回】
①事前学修課題：南アジア、東南アジア諸国の経済構造、格差や貧困について把握する
2時間
②事後学修課題：授業で扱う南アジア、東南アジアの格差や貧困についてどのような特徴があるのか復習する
2時間
【第13回】
①事前学修課題：東アジア諸国の経済構造、格差や貧困ついて把握する
2時間
②事後学修課題：現在の東アジア諸国の格差や貧困についてどのような特徴があるのか復習する
2時間
【第14回】
①事前学修課題：国際社会における日本
2時間
②事後学修課題：国際社会において日本はどのような役割を果たしていくべきかを考える
2時間
【第15回】
①事前学修課題：これまでの授業の総復習を行う
2時間
②事後学修課題：期末レポート執筆に向けての準備を行う
2時間
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課題に対するフィードバックの方法
Google Classroomで提出された小課題のフィードバックは、同じくGoogle Classroomで行う。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により、総合的に判断の上、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
期末レポート課題は、授業中に指示する
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

40

授業内容に関する小課題(400～500文字）(40)

1, 2, 3

授業外での評価

10

提出課題の評価 (10)

1, 2, 3

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

50

期末レポート（授業で扱ったテーマについて）(50)

1, 2, 3

その他

0

テキスト

テキストは使用せず。授業資料を毎回の授業のGoole Classroomに添付するので、各自ダウンロー
ドされたい。

参考書
履修条件・他の科目との関連 国際社会における格差と貧困について関心のある学生

現代の国際社会

授業コード

10000402

授業科目名

現代の国際社会

授業担当教員

吉野

達也

成績担当教員

吉野

達也

開講年次

1年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

講義

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
★当授業は、オンデマンド型の遠隔授業となる。具体的には、リアルタイム型の遠隔授業（その授業時間に
Zoom 等で参加する方法）ではなく、講義を録画した動画を一定期間中に視聴し、所定の課題を提出していただく
形で実施する予定である。
グローバリゼーションによってヒト・モノ・カネが世界を駆け巡るようになり、外国とのつながりがますます強
くなった。そのおかげで海外旅行に手軽に行けたり、海外で生産された安くて質の良い製品を手にいれることが
できる時代となった。しかし同時に、ある地域で起こった問題が全世界に一挙に拡がるというリスク（経済危
機、コロナの蔓延など）も抱えるようにもなった。さらにはグローバリゼーションが浸透すれば経済が拡大し、
世界中の人がまんべんなくその恩恵を受けると考えられてきたが、実状はその逆で、むしろ「格差と貧困」が拡
大し、貧富の差が拡がりつつある。そして今、世界中の国がどうすれば「格差や貧困」を抑制できるのかを真剣
に考えだし、日本でも「経済成長と所得の分配」を両立する政策が行われ始めている。
このような背景から、当講義では国際社会で問題となっている「格差と貧困」についてメインに考える。海外の
事例を見ていくと、「格差や貧困」は日本よりも鮮明な形で日常生活に現れ、社会不安や紛争を誘発する大きな
要因となっている。世界の富は少数の富裕層にますます集中しつつあり、もはや日本でもこの問題を、対岸の火
事として傍観することができない状況である。そこでこの講義ではヨーロッパ、アフリカ、南北アメリカ、中
東、アジアなど各地域の歴史背景を理解し、その後は現在の「格差と貧困」の問題について触れる。授業の総括
として、受講者が問題意識を持ち、自身の考えを積極的に小課題（授業内容に関するコメント）や、期末レポー
トで展開していくようにする。難しいテーマもあるが、様々な資料を用いてできるだけわかりやすく理解できる
ので、安心されたい。
到達目標
授業の動画や資料を使ってじっくりと学習し、授業で出される小課題や期末レポートを取り組むことによって、
１．世界のニュースについて敏感に反応し、主な問題点を簡潔に説明できるようになる。
２．世界での「格差と貧困」の実状について理解し、どのような解決方法があるのかそれぞれ考え、実行できる
ようになる。
３．国際人としてこれから生きていくために必要な一般教養（各地域の文化や社会）について身に着けることが
できる。
授業計画
【第1回】
テーマ：グローバリゼーション（新自由主義）は人々を幸せにするのか？
内容・方法：新自由主義によって地球全体の人々の暮らしが本当に良くなっているのかを考える。
【第2回】
テーマ：富の分配について考える①
内容・方法：これまでどのような経済システムを使って富の分配が行われてきたのかを講義する。
【第3回】
テーマ：富の分配について考える②
内容・方法：引き続きこれまで導入された経済システムの良い点、問題点について講義する。
【第4回】
テーマ：ヨーロッパの格差と貧困①
内容・方法：ヨーロッパの格差と貧困を歴史的アプローチから講義する。
【第5回】
テーマ：ヨーロッパの格差と貧困②
内容・方法：現在のヨーロッパにおける格差と貧困について講義する。
【第6回】
テーマ：アメリカの格差と貧困①
内容・方法：アメリカにおける格差と貧困を歴史的アプローチから講義する。
【第7回】
テーマ：アメリカの格差と貧困②
内容・方法：現在のアメリカにおける格差と貧困について講義する。
【第8回】
テーマ：ラテンアメリカ（中南米）の格差と貧困
内容・方法：ラテンアメリカ（中南米）における格差と貧困を歴史的アプローチから講義する。
【第9回】
テーマ：中東地域の格差と貧困
内容・方法：中東地域における格差と貧困を歴史的アプローチから講義する。
【第10回】
テーマ：アフリカの格差と貧困①
内容・方法：アフリカにおける格差と貧困を歴史的アプローチから講義する。
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【第11回】
テーマ：アフリカの格差と貧困②
内容・方法：現在のアフリカにおける格差と貧困について講義する。
【第12回】
テーマ：南アジア、東南アジアの格差と貧困
内容・方法：南アジア、東南アジアにおける格差と貧困を歴史的アプローチから講義する。
【第13回】
テーマ：東アジアの格差と貧困
内容・方法：東アジアにおける格差と貧困を歴史的アプローチから講義する。
【第14回】
テーマ：国際社会における日本
内容・方法：これまで見てきた国際社会レベルの格差と貧困と日本の状況を比較する、また日本が国際社会にど
のような役割を果たせるのかを考える。
【第15回】
テーマ：これまで学んできた格差と貧困についてのまとめを行う
内容・方法：世界全体に共通する「格差と貧困」の特徴について復習する。
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
【第1回】
①事前学修課題：グローバリゼーション（新自由主義）とは何か？
2時間
②事後学修課題：新自由主義がもたらす問題点
2時間
【第2回】
①事前学修課題：近代以降の経済システムについて把握する
2時間
②事後学修課題：これまで行われてきた経済システムの特徴を把握する
2時間
【第3回】
①事前学修課題：前回授業で扱った経済システムの復習
2時間
②事後学修課題：各経済システムの利点と弱点を復習する
2時間
【第4回】
①事前学修課題：主なヨーロッパ諸国の経済構造について把握する
2時間
②事後学修課題：授業で扱うヨーロッパの格差構造を再度復習する
2時間
【第5回】
①事前学修課題：現在のヨーロッパの格差や貧困ついて把握する
2時間
②事後学修課題：現在のヨーロッパの格差や貧困についてどのような特徴があるのか復習する
2時間
【第6回】
①事前学修課題：アメリカの経済構造について把握する
2時間
②事後学修課題：授業で扱う南北アメリカの格差構造を再度復習する
2時間
【第7回】
①事前学修課題：現在のアメリカの格差や貧困について把握する
2時間
②事後学修課題：現在のアメリカの格差や貧困についてどのような特徴があるのか復習する
2時間
【第8回】
①事前学修課題：現在のラテンアメリカ（中南米）の経済構造、格差や貧困について把握する
2時間
②事後学修課題：現在のラテンアメリカ（中南米）の格差や貧困についてどのような特徴があるのか復習する
2時間
【第9回】
①事前学修課題：現在の中東の経済構造、格差や貧困について把握する
2時間
②事後学修課題：現在の中東の格差や貧困についてどのような特徴があるのか復習する
2時間
【第10回】
①事前学修課題：アフリカ諸国の経済構造について把握する
2時
間
②事後学修課題：授業で扱うアフリカ諸国の格差構造を再度復習する
2時
間
【第11回】
①事前学修課題：現在のアフリカ諸国の格差や貧困について把握する
2時間
②事後学修課題：現在のアフリカ諸国の格差や貧困についてどのような特徴があるのか復習する
2時間
【第12回】
①事前学修課題：南アジア、東南アジア諸国の経済構造、格差や貧困について把握する
2時間
②事後学修課題：授業で扱う南アジア、東南アジアの格差や貧困についてどのような特徴があるのか復習する
2時間
【第13回】
①事前学修課題：東アジア諸国の経済構造、格差や貧困ついて把握する
2時間
②事後学修課題：現在の東アジア諸国の格差や貧困についてどのような特徴があるのか復習する
2時間
【第14回】
①事前学修課題：国際社会における日本
2時間
②事後学修課題：国際社会において日本はどのような役割を果たしていくべきかを考える
2時間
【第15回】
①事前学修課題：これまでの授業の総復習を行う
2時間
②事後学修課題：期末レポート執筆に向けての準備を行う
2時間

現代の国際社会

課題に対するフィードバックの方法
Google Classroomで提出された小課題のフィードバックは、同じくGoogle Classroomで行う。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により、総合的に判断の上、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
期末レポート課題は、授業中に指示する
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

40

授業内容に関する小課題(400～500文字）(40)

1, 2, 3

授業外での評価

10

提出課題の評価 (10)

1, 2, 3

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

50

期末レポート（授業で扱ったテーマについて）(50)

1, 2, 3

その他

0

テキスト

テキストは使用せず。授業資料を毎回の授業のGoole Classroomに添付するので、各自ダウンロー
ドされたい。

参考書
履修条件・他の科目との関連 国際社会における格差と貧困について関心のある学生

現代の国際社会

授業コード

10301402

授業科目名

現代の国際社会

授業担当教員

吉野

達也

成績担当教員

吉野

達也

開講年次

1年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

講義

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
★当授業は、オンデマンド型の遠隔授業となる。具体的には、リアルタイム型の遠隔授業（その授業時間に
Zoom 等で参加する方法）ではなく、講義を録画した動画を一定期間中に視聴し、所定の課題を提出していただく
形で実施する予定である。
グローバリゼーションによってヒト・モノ・カネが世界を駆け巡るようになり、外国とのつながりがますます強
くなった。そのおかげで海外旅行に手軽に行けたり、海外で生産された安くて質の良い製品を手にいれることが
できる時代となった。しかし同時に、ある地域で起こった問題が全世界に一挙に拡がるというリスク（経済危
機、コロナの蔓延など）も抱えるようにもなった。さらにはグローバリゼーションが浸透すれば経済が拡大し、
世界中の人がまんべんなくその恩恵を受けると考えられてきたが、実状はその逆で、むしろ「格差と貧困」が拡
大し、貧富の差が拡がりつつある。そして今、世界中の国がどうすれば「格差や貧困」を抑制できるのかを真剣
に考えだし、日本でも「経済成長と所得の分配」を両立する政策が行われ始めている。
このような背景から、当講義では国際社会で問題となっている「格差と貧困」についてメインに考える。海外の
事例を見ていくと、「格差や貧困」は日本よりも鮮明な形で日常生活に現れ、社会不安や紛争を誘発する大きな
要因となっている。世界の富は少数の富裕層にますます集中しつつあり、もはや日本でもこの問題を、対岸の火
事として傍観することができない状況である。そこでこの講義ではヨーロッパ、アフリカ、南北アメリカ、中
東、アジアなど各地域の歴史背景を理解し、その後は現在の「格差と貧困」の問題について触れる。授業の総括
として、受講者が問題意識を持ち、自身の考えを積極的に小課題（授業内容に関するコメント）や、期末レポー
トで展開していくようにする。難しいテーマもあるが、様々な資料を用いてできるだけわかりやすく理解できる
ので、安心されたい。
到達目標
授業の動画や資料を使ってじっくりと学習し、授業で出される小課題や期末レポートを取り組むことによって、
１．世界のニュースについて敏感に反応し、主な問題点を簡潔に説明できるようになる。
２．世界での「格差と貧困」の実状について理解し、どのような解決方法があるのかそれぞれ考え、実行できる
ようになる。
３．国際人としてこれから生きていくために必要な一般教養（各地域の文化や社会）について身に着けることが
できる。
授業計画
【第1回】
テーマ：グローバリゼーション（新自由主義）は人々を幸せにするのか？
内容・方法：新自由主義によって地球全体の人々の暮らしが本当に良くなっているのかを考える。
【第2回】
テーマ：富の分配について考える①
内容・方法：これまでどのような経済システムを使って富の分配が行われてきたのかを講義する。
【第3回】
テーマ：富の分配について考える②
内容・方法：引き続きこれまで導入された経済システムの良い点、問題点について講義する。
【第4回】
テーマ：ヨーロッパの格差と貧困①
内容・方法：ヨーロッパの格差と貧困を歴史的アプローチから講義する。
【第5回】
テーマ：ヨーロッパの格差と貧困②
内容・方法：現在のヨーロッパにおける格差と貧困について講義する。
【第6回】
テーマ：アメリカの格差と貧困①
内容・方法：アメリカにおける格差と貧困を歴史的アプローチから講義する。
【第7回】
テーマ：アメリカの格差と貧困②
内容・方法：現在のアメリカにおける格差と貧困について講義する。
【第8回】
テーマ：ラテンアメリカ（中南米）の格差と貧困
内容・方法：ラテンアメリカ（中南米）における格差と貧困を歴史的アプローチから講義する。
【第9回】
テーマ：中東地域の格差と貧困
内容・方法：中東地域における格差と貧困を歴史的アプローチから講義する。
【第10回】
テーマ：アフリカの格差と貧困①
内容・方法：アフリカにおける格差と貧困を歴史的アプローチから講義する。
現代の国際社会

【第11回】
テーマ：アフリカの格差と貧困②
内容・方法：現在のアフリカにおける格差と貧困について講義する。
【第12回】
テーマ：南アジア、東南アジアの格差と貧困
内容・方法：南アジア、東南アジアにおける格差と貧困を歴史的アプローチから講義する。
【第13回】
テーマ：東アジアの格差と貧困
内容・方法：東アジアにおける格差と貧困を歴史的アプローチから講義する。
【第14回】
テーマ：国際社会における日本
内容・方法：これまで見てきた国際社会レベルの格差と貧困と日本の状況を比較する、また日本が国際社会にど
のような役割を果たせるのかを考える。
【第15回】
テーマ：これまで学んできた格差と貧困についてのまとめを行う
内容・方法：世界全体に共通する「格差と貧困」の特徴について復習する。
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
【第1回】
①事前学修課題：グローバリゼーション（新自由主義）とは何か？
2時間
②事後学修課題：新自由主義がもたらす問題点
2時間
【第2回】
①事前学修課題：近代以降の経済システムについて把握する
2時間
②事後学修課題：これまで行われてきた経済システムの特徴を把握する
2時間
【第3回】
①事前学修課題：前回授業で扱った経済システムの復習
2時間
②事後学修課題：各経済システムの利点と弱点を復習する
2時間
【第4回】
①事前学修課題：主なヨーロッパ諸国の経済構造について把握する
2時間
②事後学修課題：授業で扱うヨーロッパの格差構造を再度復習する
2時間
【第5回】
①事前学修課題：現在のヨーロッパの格差や貧困ついて把握する
2時間
②事後学修課題：現在のヨーロッパの格差や貧困についてどのような特徴があるのか復習する
2時間
【第6回】
①事前学修課題：アメリカの経済構造について把握する
2時間
②事後学修課題：授業で扱う南北アメリカの格差構造を再度復習する
2時間
【第7回】
①事前学修課題：現在のアメリカの格差や貧困について把握する
2時間
②事後学修課題：現在のアメリカの格差や貧困についてどのような特徴があるのか復習する
2時間
【第8回】
①事前学修課題：現在のラテンアメリカ（中南米）の経済構造、格差や貧困について把握する
2時間
②事後学修課題：現在のラテンアメリカ（中南米）の格差や貧困についてどのような特徴があるのか復習する
2時間
【第9回】
①事前学修課題：現在の中東の経済構造、格差や貧困について把握する
2時間
②事後学修課題：現在の中東の格差や貧困についてどのような特徴があるのか復習する
2時間
【第10回】
①事前学修課題：アフリカ諸国の経済構造について把握する
2時
間
②事後学修課題：授業で扱うアフリカ諸国の格差構造を再度復習する
2時
間
【第11回】
①事前学修課題：現在のアフリカ諸国の格差や貧困について把握する
2時間
②事後学修課題：現在のアフリカ諸国の格差や貧困についてどのような特徴があるのか復習する
2時間
【第12回】
①事前学修課題：南アジア、東南アジア諸国の経済構造、格差や貧困について把握する
2時間
②事後学修課題：授業で扱う南アジア、東南アジアの格差や貧困についてどのような特徴があるのか復習する
2時間
【第13回】
①事前学修課題：東アジア諸国の経済構造、格差や貧困ついて把握する
2時間
②事後学修課題：現在の東アジア諸国の格差や貧困についてどのような特徴があるのか復習する
2時間
【第14回】
①事前学修課題：国際社会における日本
2時間
②事後学修課題：国際社会において日本はどのような役割を果たしていくべきかを考える
2時間
【第15回】
①事前学修課題：これまでの授業の総復習を行う
2時間
②事後学修課題：期末レポート執筆に向けての準備を行う
2時間

現代の国際社会

課題に対するフィードバックの方法
Google Classroomで提出された小課題のフィードバックは、同じくGoogle Classroomで行う。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により、総合的に判断の上、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
期末レポート課題は、授業中に指示する
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

40

授業内容に関する小課題(400～500文字）(40)

1, 2, 3

授業外での評価

10

提出課題の評価 (10)

1, 2, 3

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

50

期末レポート（授業で扱ったテーマについて）(50)

1, 2, 3

その他

0

テキスト

テキストは使用せず。授業資料を毎回の授業のGoole Classroomに添付するので、各自ダウンロー
ドされたい。

参考書
履修条件・他の科目との関連 国際社会における格差と貧困について関心のある学生

現代の国際社会

授業コード

10403201

授業種別

授業科目名

ビジネススキル演習

授業担当教員

華

多真美

成績担当教員

華

多真美

開講年次

1年

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

〇

2単位

授業の目的・概要
ビジネス社会で活躍するためには、社会を理解し、さまざまな実務の基本スキル、物事に取り組む姿勢と知識を
習得することが必要である。この授業では社会に出る準備として、具体的な仕事の進め方やビジネスコミュニ
ケーションスキルをグループ演習で体験する。また、自分のキャリアや生活を築いていくために必要な社会保険
や税金の基礎知識・時代に沿ったビジネス用語などの理解を、個人演習で深める。同時に、社会人の姿勢として
「遅刻・欠席をしない、期限を守る」こと、きちんとした文章が書けることが信頼獲得の大前提であることを理
解し、課題の期限内提出、文章の見直し習慣をこの授業期間を通じ身につける。現在、官公庁、企業、医療機関
などで人材育成を行い、ビジネスマナー・コミュニケーション研修を行っている実務家教員が、その経験をもと
に指導する。学生各々が社会人生活を具体的にイメージでき、今後の自分にどのような知識やスキルの強化が必
要か把握し、取り組む意識を持てる授業としたい。
到達目標
(1)信頼を得る取り組み姿勢を身につけ、仕事の進め方を理解している
(2)ビジネスコミュニケーションの基礎スキルが身についている
(3)ビジネスマナーの基本が身についている
(4)ビジネス文書の基本を理解し、メール作成に応用できる
(5)社会保険・業種・業界の知識が説明できる
授業計画
第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回
第8回
第9回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回

キャリア形成と就業意識：仕事・キャリア形成のための考え方や意識を学ぶ
職場コミュニケーション（１）：人間関係を構築するコミュニケーションの基本スキルを学ぶ
職場コミュニケーション（２）：気持ちの伝わる敬語・相手が受け入れやすい心配り表現を学ぶ
報告・連絡・相談：確実に行うポイントと、相手が理解しやすい結論志向の話法を学ぶ
会議業務：主催・参加の知識と心構え、会議を円滑に進める進行役のポイントを学ぶ
来客対応と訪問マナー：好印象を与える立ち居振る舞いを学ぶ
電話応対：基本マナーと架電・受電の流れ、場面ごとの具体的フレーズを学ぶ
プレゼンテーション：プレゼンテーションの基本と、相手に伝わるスピーチ技法を学ぶ
仕事の取組み方（1）：PDCAサイクルの役立て方・職場のルール・法律を学ぶ
仕事の取組み方（2）：社会保険と税金の基礎知識・給与明細の見方を学ぶ
ビジネス文書とメール：個人SNSとの明確な区別、社会人にふさわしい文章とメールの書き方を学ぶ
社内文書・社外文書の知識：書式と文書の種類、ビジネス文書特有の慣用句を学ぶ
業種・業界の知識：就職活動の業界研究に役立つ知識と情報の探し方を学ぶ
会社の仕組みと経営の基本：会社組織、株式会社の特徴、マーケテイングの基本的事項を学ぶ
交際業務とコミュニケーションまとめ

事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
●毎回1時間の事前学習が必要。テキストの該当部分について不明点や質問を準備の上、授業に参加する。
●毎回２時間ほどの事後学習が必要。内容としては以下の通り。
・授業での説明と演習を行った後には理解が深まっているので、「テキストの読み返し、考察」により気づき内
容の定着を図る
・興味を持った内容について書籍・インターネットなどで調べたり実践するなどして知見を広め、社会に出るた
めの準備を進める
・計4回の課題作成
●さらに試験対策として15時間ほどの学習を要する。
課題に対するフィードバックの方法
提出課題は段階を評価し、翌週以降に評価説明を可能とする予定である。
成績評価の方法・基準（方針）
演習を中心に授業を進めるので遅刻を禁じ、連絡や正当な理由なく欠席回数が5回以上になる場合は「K」評価と
する。
欠席時は事前連絡が必要であり、欠席回数が5回以上になる場合は期末試験への参加不可。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

40

・授業中の質疑応答、演習への取り組み姿勢（グループ/

1・3
ビジネススキル演習

ペアワークへの積極性や進行役等役割への貢献、発
表）、毎回の振り返りシート完成度と期限内提出の状況
（40）
授業外での評価

20

授業に関連した計4回の課題の期限内提出状況と完成
度（20）

2・3・4・5

定期試験

40

（1）～（5）のポイントを理解していること（40）

1・2・3・4・5

定期試験に代わるレポート等

0

その他

0

テキスト

「よくわかる社会人の基礎知識」～マナー・文書・仕事のキホン～
著者名：岡野絹枝 出版社：ぎょうせい 定価： 2,376円（2,200円＋税）
発行日 2019年04月25日 ISBN 978-4-324-10599-3

参考書

必要に応じて授業の中で紹介。

履修条件・他の科目との関連 ・新型コロナウイルスの感染状況等により、進め方や内容を一部変更する場合があります。その場合
は、随時連絡します。

ビジネススキル演習

授業コード

11100203

授業種別

授業科目名

ビジネス基礎演習

授業担当教員

華

多真美

成績担当教員

華

多真美

開講年次

1年

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

〇

2単位

授業の目的・概要
ビジネス社会で活躍するためには、社会を理解し、さまざまな実務の基本スキル、物事に取り組む姿勢と知識を
習得することが必要である。この授業では社会に出る準備として、具体的な仕事の進め方やビジネスコミュニ
ケーションスキルをグループ演習で体験する。また、自分のキャリアや生活を築いていくために必要な社会保険
や税金の基礎知識・時代に沿ったビジネス用語などの理解を、個人演習で深める。同時に、社会人の姿勢として
「遅刻・欠席をしない、期限を守る」こと、きちんとした文章が書けることが信頼獲得の大前提であることを理
解し、課題の期限内提出、文章の見直し習慣をこの授業期間を通じ身につける。現在、官公庁、企業、医療機関
などで人材育成を行い、ビジネスマナー・コミュニケーション研修を行っている実務家教員が、その経験をもと
に指導する。学生各々が社会人生活を具体的にイメージでき、今後の自分にどのような知識やスキルの強化が必
要か把握し、取り組む意識を持てる授業としたい。
到達目標
(1)信頼を得る取り組み姿勢を身につけ、仕事の進め方を理解している
(2)ビジネスコミュニケーションの基礎スキルが身についている
(3)ビジネスマナーの基本が身についている
(4)ビジネス文書の基本を理解し、メール作成に応用できる
(5)社会保険・業種・業界の知識が説明できる
授業計画
第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回
第8回
第9回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回

キャリア形成と就業意識：仕事・キャリア形成のための考え方や意識を学ぶ
職場コミュニケーション（１）：人間関係を構築するコミュニケーションの基本スキルを学ぶ
職場コミュニケーション（２）：気持ちの伝わる敬語・相手が受け入れやすい心配り表現を学ぶ
報告・連絡・相談：確実に行うポイントと、相手が理解しやすい結論志向の話法を学ぶ
会議業務：主催・参加の知識と心構え、会議を円滑に進める進行役のポイントを学ぶ
来客対応と訪問マナー：好印象を与える立ち居振る舞いを学ぶ
電話応対：基本マナーと架電・受電の流れ、場面ごとの具体的フレーズを学ぶ
プレゼンテーション：プレゼンテーションの基本と、相手に伝わるスピーチ技法を学ぶ
仕事の取組み方（1）：PDCAサイクルの役立て方・職場のルール・法律を学ぶ
仕事の取組み方（2）：社会保険と税金の基礎知識・給与明細の見方を学ぶ
ビジネス文書とメール：個人SNSとの明確な区別、社会人にふさわしい文章とメールの書き方を学ぶ
社内文書・社外文書の知識：書式と文書の種類、ビジネス文書特有の慣用句を学ぶ
業種・業界の知識：就職活動の業界研究に役立つ知識と情報の探し方を学ぶ
会社の仕組みと経営の基本：会社組織、株式会社の特徴、マーケテイングの基本的事項を学ぶ
交際業務とコミュニケーションまとめ

事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
●毎回1時間の事前学習が必要。テキストの該当部分について不明点や質問を準備の上、授業に参加する。
●毎回２時間ほどの事後学習が必要。内容としては以下の通り。
・授業での説明と演習を行った後には理解が深まっているので、「テキストの読み返し、考察」により気づき内
容の定着を図る
・興味を持った内容について書籍・インターネットなどで調べたり実践するなどして知見を広め、社会に出るた
めの準備を進める
・計4回の課題作成
●さらに試験対策として15時間ほどの学習を要する。
課題に対するフィードバックの方法
提出課題は段階を評価し、翌週以降に評価説明を可能とする予定である。
成績評価の方法・基準（方針）
演習を中心に授業を進めるので遅刻を禁じ、連絡や正当な理由なく欠席回数が5回以上になる場合は「K」評価と
する。
欠席時は事前連絡が必要であり、欠席回数が5回以上になる場合は期末試験への参加不可。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

40

・授業中の質疑応答、演習への取り組み姿勢（グループ/

1・3
ビジネス基礎演習

ペアワークへの積極性や進行役等役割への貢献、発
表）、毎回の振り返りシート完成度と期限内提出の状況
（40）
授業外での評価

20

授業に関連した計4回の課題の期限内提出状況と完成
度（20）

2・3・4・5

定期試験

40

（1）～（5）のポイントを理解していること（40）

1・2・3・4・5

定期試験に代わるレポート等

0

その他

0

テキスト

「よくわかる社会人の基礎知識」～マナー・文書・仕事のキホン～
著者名：岡野絹枝 出版社：ぎょうせい 定価： 2,376円（2,200円＋税）
発行日 2019年04月25日 ISBN 978-4-324-10599-3

参考書

必要に応じて授業の中で紹介。

履修条件・他の科目との関連 ・新型コロナウイルスの感染状況等により、進め方や内容を一部変更する場合があります。その場合
は、随時連絡します。

ビジネス基礎演習

授業コード

13009201

授業種別

授業科目名

ビジネス実務演習Ⅱ

授業担当教員

華

多真美

成績担当教員

華

多真美

開講年次

1年

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

〇

2単位

授業の目的・概要
ビジネス社会で活躍するためには、社会を理解し、さまざまな実務の基本スキル、物事に取り組む姿勢と知識を
習得することが必要である。この授業では社会に出る準備として、具体的な仕事の進め方やビジネスコミュニ
ケーションスキルをグループ演習で体験する。また、自分のキャリアや生活を築いていくために必要な社会保険
や税金の基礎知識・時代に沿ったビジネス用語などの理解を、個人演習で深める。同時に、社会人の姿勢として
「遅刻・欠席をしない、期限を守る」こと、きちんとした文章が書けることが信頼獲得の大前提であることを理
解し、課題の期限内提出、文章の見直し習慣をこの授業期間を通じ身につける。現在、官公庁、企業、医療機関
などで人材育成を行い、ビジネスマナー・コミュニケーション研修を行っている実務家教員が、その経験をもと
に指導する。学生各々が社会人生活を具体的にイメージでき、今後の自分にどのような知識やスキルの強化が必
要か把握し、取り組む意識を持てる授業としたい。
到達目標
(1)信頼を得る取り組み姿勢を身につけ、仕事の進め方を理解している
(2)ビジネスコミュニケーションの基礎スキルが身についている
(3)ビジネスマナーの基本が身についている
(4)ビジネス文書の基本を理解し、メール作成に応用できる
(5)社会保険・業種・業界の知識が説明できる
授業計画
第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回
第8回
第9回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回

キャリア形成と就業意識：仕事・キャリア形成のための考え方や意識を学ぶ
職場コミュニケーション（１）：人間関係を構築するコミュニケーションの基本スキルを学ぶ
職場コミュニケーション（２）：気持ちの伝わる敬語・相手が受け入れやすい心配り表現を学ぶ
報告・連絡・相談：確実に行うポイントと、相手が理解しやすい結論志向の話法を学ぶ
会議業務：主催・参加の知識と心構え、会議を円滑に進める進行役のポイントを学ぶ
来客対応と訪問マナー：好印象を与える立ち居振る舞いを学ぶ
電話応対：基本マナーと架電・受電の流れ、場面ごとの具体的フレーズを学ぶ
プレゼンテーション：プレゼンテーションの基本と、相手に伝わるスピーチ技法を学ぶ
仕事の取組み方（1）：PDCAサイクルの役立て方・職場のルール・法律を学ぶ
仕事の取組み方（2）：社会保険と税金の基礎知識・給与明細の見方を学ぶ
ビジネス文書とメール：個人SNSとの明確な区別、社会人にふさわしい文章とメールの書き方を学ぶ
社内文書・社外文書の知識：書式と文書の種類、ビジネス文書特有の慣用句を学ぶ
業種・業界の知識：就職活動の業界研究に役立つ知識と情報の探し方を学ぶ
会社の仕組みと経営の基本：会社組織、株式会社の特徴、マーケテイングの基本的事項を学ぶ
交際業務とコミュニケーションまとめ

事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
●毎回1時間の事前学習が必要。テキストの該当部分について不明点や質問を準備の上、授業に参加する。
●毎回２時間ほどの事後学習が必要。内容としては以下の通り。
・授業での説明と演習を行った後には理解が深まっているので、「テキストの読み返し、考察」により気づき内
容の定着を図る
・興味を持った内容について書籍・インターネットなどで調べたり実践するなどして知見を広め、社会に出るた
めの準備を進める
・計4回の課題作成
●さらに試験対策として15時間ほどの学習を要する。
課題に対するフィードバックの方法
提出課題は段階を評価し、翌週以降に評価説明を可能とする予定である。
成績評価の方法・基準（方針）
演習を中心に授業を進めるので遅刻を禁じ、連絡や正当な理由なく欠席回数が5回以上になる場合は「K」評価と
する。
欠席時は事前連絡が必要であり、欠席回数が5回以上になる場合は期末試験への参加不可。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

40

・授業中の質疑応答、演習への取り組み姿勢（グループ/

1・3
ビジネス実務演習Ⅱ

ペアワークへの積極性や進行役等役割への貢献、発
表）、毎回の振り返りシート完成度と期限内提出の状況
（40）
授業外での評価

20

授業に関連した計4回の課題の期限内提出状況と完成
度（20）

2・3・4・5

定期試験

40

（1）～（5）のポイントを理解していること（40）

1・2・3・4・5

定期試験に代わるレポート等

0

その他

0

テキスト

「よくわかる社会人の基礎知識」～マナー・文書・仕事のキホン～
著者名：岡野絹枝 出版社：ぎょうせい 定価： 2,376円（2,200円＋税）
発行日 2019年04月25日 ISBN 978-4-324-10599-3

参考書

必要に応じて授業の中で紹介。

履修条件・他の科目との関連 ・新型コロナウイルスの感染状況等により、進め方や内容を一部変更する場合があります。その場合
は、随時連絡します。

ビジネス実務演習Ⅱ

授業コード

10403204

授業種別

授業科目名

ビジネススキル演習

授業担当教員

織田

由佳子

成績担当教員

織田

由佳子

開講年次

1年

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

〇

2単位

授業の目的・概要
ビジネス社会で活躍するためには、社会を理解し、さまざまな実務の基本スキル、物事に取り組む姿勢と知識を
習得することが必要である。この授業では社会に出る準備として、具体的な仕事の進め方やビジネスコミュニ
ケーションスキルをグループ演習で体験する。また、自分のキャリアや生活を築いていくために必要な社会保険
や税金の基礎知識・時代に沿ったビジネス用語などの理解を、個人演習で深める。同時に、社会人の姿勢として
「遅刻・欠席をしない、期限を守る」こと、きちんとした文章が書けることが信頼獲得の大前提であることを理
解し、課題の期限内提出、文章の見直し習慣をこの授業期間を通じ身につける。現在、官公庁、企業、医療機関
などで人材育成を行い、ビジネスマナー・コミュニケーション研修を行っている実務家教員が、その経験をもと
に指導する。学生各々が社会人生活を具体的にイメージでき、今後の自分にどのような知識やスキルの強化が必
要か把握し、取り組む意識を持てる授業としたい。
到達目標
(1)信頼を得る取り組み姿勢を身につけ、仕事の進め方を理解している
(2)ビジネスコミュニケーションの基礎スキルが身についている
(3)ビジネスマナーの基本が身についている
(4)ビジネス文書の基本を理解し、メール作成に応用できる
(5)社会保険・業種・業界の知識が説明できる
授業計画
第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回
第8回
第9回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回

キャリア形成と就業意識：仕事・キャリア形成のための考え方や意識を学ぶ
職場コミュニケーション（１）：人間関係を構築するコミュニケーションの基本スキルを学ぶ
職場コミュニケーション（２）：気持ちの伝わる敬語・相手が受け入れやすい心配り表現を学ぶ
報告・連絡・相談：確実に行うポイントと、相手が理解しやすい結論志向の話法を学ぶ
会議業務：主催・参加の知識と心構え、会議を円滑に進める進行役のポイントを学ぶ
来客対応と訪問マナー：好印象を与える立ち居振る舞いを学ぶ
電話応対：基本マナーと架電・受電の流れ、場面ごとの具体的フレーズを学ぶ
プレゼンテーション：プレゼンテーションの基本と、相手に伝わるスピーチ技法を学ぶ
仕事の取組み方（1）：PDCAサイクルの役立て方・職場のルール・法律を学ぶ
仕事の取組み方（2）：社会保険と税金の基礎知識・給与明細の見方を学ぶ
ビジネス文書とメール：個人SNSとの明確な区別、社会人にふさわしい文章とメールの書き方を学ぶ
社内文書・社外文書の知識：書式と文書の種類、ビジネス文書特有の慣用句を学ぶ
業種・業界の知識：就職活動の業界研究に役立つ知識と情報の探し方を学ぶ
会社の仕組みと経営の基本：会社組織、株式会社の特徴、マーケテイングの基本的事項を学ぶ
交際業務とコミュニケーションまとめ

事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
●毎回1時間の事前学習が必要。テキストの該当部分について不明点や質問を準備の上、授業に参加する。
●毎回２時間ほどの事後学習が必要。内容としては以下の通り。
・授業での説明と演習を行った後には理解が深まっているので、「テキストの読み返し、考察」により気づき内
容の定着を図る
・興味を持った内容について書籍・インターネットなどで調べたり実践するなどして知見を広め、社会に出るた
めの準備を進める
・計4回の課題作成
●さらに試験対策として15時間ほどの学習を要する。
課題に対するフィードバックの方法
提出課題は段階を評価し、翌週以降に評価説明を可能とする予定である。
成績評価の方法・基準（方針）
演習を中心に授業を進めるので遅刻を禁じ、連絡や正当な理由なく欠席回数が5回以上になる場合は「K」評価と
する。
欠席時は事前連絡が必要であり、欠席回数が5回以上になる場合は期末試験への参加不可。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

40

・授業中の質疑応答、演習への取り組み姿勢（グループ/

1・3
ビジネススキル演習

ペアワークへの積極性や進行役等役割への貢献、発
表）、毎回の振り返りシート完成度と期限内提出の状況
（40）
授業外での評価

20

授業に関連した計4回の課題の期限内提出状況と完成
度（20）

2・3・4・5

定期試験

40

（1）～（5）のポイントを理解していること（40）

1・2・3・4・5

定期試験に代わるレポート等

0

その他

0

テキスト

「よくわかる社会人の基礎知識」～マナー・文書・仕事のキホン～
著者名：岡野絹枝 出版社：ぎょうせい 定価： 2,376円（2,200円＋税）
発行日 2019年04月25日 ISBN 978-4-324-10599-3

参考書

必要に応じて授業の中で紹介。

履修条件・他の科目との関連 ・新型コロナウイルスの感染状況等により、進め方や内容を一部変更する場合があります。その場合
は、随時連絡します。

ビジネススキル演習

授業コード

11100206

授業種別

授業科目名

ビジネス基礎演習

授業担当教員

織田

由佳子

成績担当教員

織田

由佳子

開講年次

1年

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

〇

2単位

授業の目的・概要
ビジネス社会で活躍するためには、社会を理解し、さまざまな実務の基本スキル、物事に取り組む姿勢と知識を
習得することが必要である。この授業では社会に出る準備として、具体的な仕事の進め方やビジネスコミュニ
ケーションスキルをグループ演習で体験する。また、自分のキャリアや生活を築いていくために必要な社会保険
や税金の基礎知識・時代に沿ったビジネス用語などの理解を、個人演習で深める。同時に、社会人の姿勢として
「遅刻・欠席をしない、期限を守る」こと、きちんとした文章が書けることが信頼獲得の大前提であることを理
解し、課題の期限内提出、文章の見直し習慣をこの授業期間を通じ身につける。現在、官公庁、企業、医療機関
などで人材育成を行い、ビジネスマナー・コミュニケーション研修を行っている実務家教員が、その経験をもと
に指導する。学生各々が社会人生活を具体的にイメージでき、今後の自分にどのような知識やスキルの強化が必
要か把握し、取り組む意識を持てる授業としたい。
到達目標
(1)信頼を得る取り組み姿勢を身につけ、仕事の進め方を理解している
(2)ビジネスコミュニケーションの基礎スキルが身についている
(3)ビジネスマナーの基本が身についている
(4)ビジネス文書の基本を理解し、メール作成に応用できる
(5)社会保険・業種・業界の知識が説明できる
授業計画
第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回
第8回
第9回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回

キャリア形成と就業意識：仕事・キャリア形成のための考え方や意識を学ぶ
職場コミュニケーション（１）：人間関係を構築するコミュニケーションの基本スキルを学ぶ
職場コミュニケーション（２）：気持ちの伝わる敬語・相手が受け入れやすい心配り表現を学ぶ
報告・連絡・相談：確実に行うポイントと、相手が理解しやすい結論志向の話法を学ぶ
会議業務：主催・参加の知識と心構え、会議を円滑に進める進行役のポイントを学ぶ
来客対応と訪問マナー：好印象を与える立ち居振る舞いを学ぶ
電話応対：基本マナーと架電・受電の流れ、場面ごとの具体的フレーズを学ぶ
プレゼンテーション：プレゼンテーションの基本と、相手に伝わるスピーチ技法を学ぶ
仕事の取組み方（1）：PDCAサイクルの役立て方・職場のルール・法律を学ぶ
仕事の取組み方（2）：社会保険と税金の基礎知識・給与明細の見方を学ぶ
ビジネス文書とメール：個人SNSとの明確な区別、社会人にふさわしい文章とメールの書き方を学ぶ
社内文書・社外文書の知識：書式と文書の種類、ビジネス文書特有の慣用句を学ぶ
業種・業界の知識：就職活動の業界研究に役立つ知識と情報の探し方を学ぶ
会社の仕組みと経営の基本：会社組織、株式会社の特徴、マーケテイングの基本的事項を学ぶ
交際業務とコミュニケーションまとめ

事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
●毎回1時間の事前学習が必要。テキストの該当部分について不明点や質問を準備の上、授業に参加する。
●毎回２時間ほどの事後学習が必要。内容としては以下の通り。
・授業での説明と演習を行った後には理解が深まっているので、「テキストの読み返し、考察」により気づき内
容の定着を図る
・興味を持った内容について書籍・インターネットなどで調べたり実践するなどして知見を広め、社会に出るた
めの準備を進める
・計4回の課題作成
●さらに試験対策として15時間ほどの学習を要する。
課題に対するフィードバックの方法
提出課題は段階を評価し、翌週以降に評価説明を可能とする予定である。
成績評価の方法・基準（方針）
演習を中心に授業を進めるので遅刻を禁じ、連絡や正当な理由なく欠席回数が5回以上になる場合は「K」評価と
する。
欠席時は事前連絡が必要であり、欠席回数が5回以上になる場合は期末試験への参加不可。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

40

・授業中の質疑応答、演習への取り組み姿勢（グループ/

1・3
ビジネス基礎演習

ペアワークへの積極性や進行役等役割への貢献、発
表）、毎回の振り返りシート完成度と期限内提出の状況
（40）
授業外での評価

20

授業に関連した計4回の課題の期限内提出状況と完成
度（20）

2・3・4・5

定期試験

40

（1）～（5）のポイントを理解していること（40）

1・2・3・4・5

定期試験に代わるレポート等

0

その他

0

テキスト

「よくわかる社会人の基礎知識」～マナー・文書・仕事のキホン～
著者名：岡野絹枝 出版社：ぎょうせい 定価： 2,376円（2,200円＋税）
発行日 2019年04月25日 ISBN 978-4-324-10599-3

参考書

必要に応じて授業の中で紹介。

履修条件・他の科目との関連 ・新型コロナウイルスの感染状況等により、進め方や内容を一部変更する場合があります。その場合
は、随時連絡します。

ビジネス基礎演習

授業コード

10300101

授業科目名

人間学

授業担当教員

柴嵜

雅子

成績担当教員

柴嵜

雅子

開講年次

1年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

講義

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
この授業の第一の目的は、人間の様々な可能性を知り、自己認識を深めることである。大学生なら「人間とはこ
のようなものだ」というイメージ（人間観）をすでに持っているだろう。しかしそれは、21世紀の日本という非
常に限られた環境の中で、さらに個人の限定された体験を通じて作られたものでしかない。各人が持っている人
間観から外れたことを、時に人間はやってのける。だからこそ私たちは、「あんなことをするなんて、人間じゃ
ない、悪魔だ」、「あんなことができるなんて、人間とは思えない、神様だ」、などと言うのである。これまで
想像もしなかったような人間の可能性を知り、人間に対する理解、ひいては自分自身に対する理解を深めるため
に、この授業では様々な観点から人間を見つめなおしてゆく。
この授業の第二の目的は、思考力、日本語の読解力・表現力、自己管理力といったスキルを高めることであ
る。そのため、毎回、記述式の3つの質問に解答することを求める。
なお、この授業はGoogle Classroomを介して、オンデマンド方式で実施する。
到達目標
①人間学に関する文章を正確に読解できる。
②人間学に関する他者の主張に対して、自分自身の考えを作ることができる。
③人間学の問題について、自分自身の考えを的確な日本語で表現できる。
授業計画
【第１回】ベジタリアン：肉食拒否について考える。
【第２回】言葉：文化によって異なる言葉の使い方について考える。
【第３回】女と男の狭間で：性分化疾患について考える。
【第４回】親と子：現代の生殖補助医療について考える。
【第５回】人と国：日本という国の特徴や国籍について考える。
【第６回】体と心：心身二元論と心身一如、また「脳死」について考える。
【第７回】カニバリズム：人間が人間の肉を食する慣習や事件について考える。
【第８回】状況の力：ミルグラムの電気ショック実験について考える。
【第９回】愚かさの源：人間の注意力の限界や不合理な自己正当化について考える。
【第10回】死刑：世界と日本の死刑の現状について考える。
【第11回】憎しみを超えて：宗教や心理学における「ゆるし」について考える。
【第12回】「私」とは：「私」の曖昧さや虚偽記憶の植え付けについて考える。
【第13回】外見と人間性：見世物小屋や顔面移植について考える。
【第14回】人間と動物：生物としてのヒトについて考える。
【第15回】人間と死：死のありようの変化について考える。
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
第1回
【事前】シラバスをよく読んで、学習計画を立てる。0.5時間
【事後】第1回の授業で指示された「発展学習」のキーワードと参考図書を調べる。3時間
第2回～第15回
【事後】提出した課題に対するコメントを確認する。「前回の振り返り」を読み、自分の解答と模範解答とを比
較して改善点を考える。１時間
その回に指示された「発展学習」のキーワードと参考図書を調べる。3時間
＊定期試験に代わるレポートを仕上げる

２時間

課題に対するフィードバックの方法
毎回の課題の点数、および加点・減点理由を、Google Classroomの公開限定コメントで知らせる。
成績評価の方法・基準（方針）
毎回の課題と、定期試験に代わるレポートに基づき評価する。正当な理由なく毎回の課題を6回以上、期限までに
提出しなかった場合は、「Ｋ」評価で不合格となる。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

人間学

授業内での評価

90

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

10

その他

0

テキスト

テキストは使用しない。

参考書

毎回の授業で指示する。

毎回の授業で出される課題（15回×6）

①②③

レポート

①②③

履修条件・他の科目との関連 共通基礎科目の「心理学」、人間健康科学科の「生命倫理学」と関連している。

人間学

授業コード

10001201

授業科目名

人間学

授業担当教員

柴嵜

雅子

成績担当教員

柴嵜

雅子

開講年次

1年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

講義

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
この授業の第一の目的は、人間の様々な可能性を知り、自己認識を深めることである。大学生なら「人間とはこ
のようなものだ」というイメージ（人間観）をすでに持っているだろう。しかしそれは、21世紀の日本という非
常に限られた環境の中で、さらに個人の限定された体験を通じて作られたものでしかない。各人が持っている人
間観から外れたことを、時に人間はやってのける。だからこそ私たちは、「あんなことをするなんて、人間じゃ
ない、悪魔だ」、「あんなことができるなんて、人間とは思えない、神様だ」、などと言うのである。これまで
想像もしなかったような人間の可能性を知り、人間に対する理解、ひいては自分自身に対する理解を深めるため
に、この授業では様々な観点から人間を見つめなおしてゆく。
この授業の第二の目的は、思考力、日本語の読解力・表現力、自己管理力といったスキルを高めることであ
る。そのため、毎回、記述式の3つの質問に解答することを求める。
なお、この授業はGoogle Classroomを介して、オンデマンド方式で実施する。
到達目標
①人間学に関する文章を正確に読解できる。
②人間学に関する他者の主張に対して、自分自身の考えを作ることができる。
③人間学の問題について、自分自身の考えを的確な日本語で表現できる。
授業計画
【第１回】ベジタリアン：肉食拒否について考える。
【第２回】言葉：文化によって異なる言葉の使い方について考える。
【第３回】女と男の狭間で：性分化疾患について考える。
【第４回】親と子：現代の生殖補助医療について考える。
【第５回】人と国：日本という国の特徴や国籍について考える。
【第６回】体と心：心身二元論と心身一如、また「脳死」について考える。
【第７回】カニバリズム：人間が人間の肉を食する慣習や事件について考える。
【第８回】状況の力：ミルグラムの電気ショック実験について考える。
【第９回】愚かさの源：人間の注意力の限界や不合理な自己正当化について考える。
【第10回】死刑：世界と日本の死刑の現状について考える。
【第11回】憎しみを超えて：宗教や心理学における「ゆるし」について考える。
【第12回】「私」とは：「私」の曖昧さや虚偽記憶の植え付けについて考える。
【第13回】外見と人間性：見世物小屋や顔面移植について考える。
【第14回】人間と動物：生物としてのヒトについて考える。
【第15回】人間と死：死のありようの変化について考える。
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
第1回
【事前】シラバスをよく読んで、学習計画を立てる。0.5時間
【事後】第1回の授業で指示された「発展学習」のキーワードと参考図書を調べる。3時間
第2回～第15回
【事後】提出した課題に対するコメントを確認する。「前回の振り返り」を読み、自分の解答と模範解答とを比
較して改善点を考える。１時間
その回に指示された「発展学習」のキーワードと参考図書を調べる。3時間
＊定期試験に代わるレポートを仕上げる

２時間

課題に対するフィードバックの方法
毎回の課題の点数、および加点・減点理由を、Google Classroomの公開限定コメントで知らせる。
成績評価の方法・基準（方針）
毎回の課題と、定期試験に代わるレポートに基づき評価する。正当な理由なく毎回の課題を6回以上、期限までに
提出しなかった場合は、「Ｋ」評価で不合格となる。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

人間学

授業内での評価

90

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

10

その他

0

テキスト

テキストは使用しない。

参考書

毎回の授業で指示する。

毎回の授業で出される課題（15回×6）

①②③

レポート

①②③

履修条件・他の科目との関連 共通基礎科目の「心理学」、人間健康科学科の「生命倫理学」と関連している。

人間学

授業コード

10300102

授業科目名

人間学

授業担当教員

能川

元一

成績担当教員

能川

元一

開講年次

1年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

講義

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
１、「人間とは何か」という問いは古代から多くの思想家がとりくんできたものであるが、「人間学」とはこの
問いに学際的にアプローチしようとする学問である。今日では自然科学や社会科学の分野での成果を無視して人
間について考えることはできない。特に生物学は、人間と他の生物とを連続的な存在として捉える視点を開いた
進化論の成立以降、わたしたちの「人間」概念に大きな影響を与えてきた。といって、生物学をはじめとする自
然科学や社会科学が教えることをもって「人間」の全貌が直ちに明らかになるわけではない。諸学問の知見を統
一的な人間観にまとめあげる作業が必要だからである。
この講義では古典的な人間論を概観したうえで、生物学を中心とする関係諸科学の成果がどのような人間観を
示唆しているのかについて検討する。
２、講義の前半は主として思想史・科学史のかたちをとる。後半では、今日「人間」を考えるうえで重要と思わ
れるいくつかのトピックについて順次検討するというかたちをとる。
★この授業は、オンデマンド型の遠隔授業となります。リアルタイム型の遠隔授業（その授業時間に Zoom 等で
参加する方法）ではなく、講義を録画した動画を一定期間中に視聴し、所定の課題を提出していただく形で実施
する予定です。
到達目標
1.「合理的動物」という人間観がなにを意味するか、またその人間観がわたしたちの社会の制度や慣行にどのよ
うに反映されているかを説明できるようになる。
2.進化論の誤用・悪用の歴史とその影響について説明できるようになる。
3.人間の「自律性」に関する従来の理解が諸科学の知見によってどのように揺るがされているのかを説明できる
ようになる。
4.「人間とはなにか」という問いを考えるうえでいま踏まえておくべき論点について説明できるようになる。
授業計画
【第1回】
テーマ：古典的人間論：「理性的動物」
内容・方法：西欧哲学の伝統において、人間が他の動物からどのように区別されてきたかについて概説する。
【第2回】
テーマ：進化論の基礎（１）
内容・方法：生物の、ひいては人間の理解を根本的に変えたダーウィンの進化論について、その中心的な考えか
たと思想史的な意味を概説する。
【第3回】
テーマ：進化論の基礎（２）
内容・方法：進化論についてのよくある誤解とその原因について概説する。
【第4回】
テーマ：進化論の基礎（３）
内容・方法：20世紀後半以降の進化理論の発展について概説する。
【第5回】
テーマ：「人類の起源」学説史（１）
内容・方法：人類の起源についての学説史を概観する。
【第6回】
テーマ：「人類の起源」学説史（２）
内容・方法：人類の起源についての学説が私たちの人間観とどのように関係してきたかを理解する。
【第6回】
テーマ：優生学と社会ダーヴィニズム（１）
内容・方法：進化論の誤用・悪用として知られる優生学とダーヴィニズムについて概説する。
【第8回】
テーマ：優生学と社会ダーヴィニズム（２）
内容・方法：優生学およびダーヴィニズムがもたらした帰結と、それが提示する思想的課題について考える。
【第9回】
テーマ：優生学と社会ダーヴィニズム（３）
内容・方法：「リベラルな優生学」など、優生学が現代において突きつけている倫理的問題を考える。
【第10回】
テーマ：社会生物学論争について
内容・方法：社会生物学はその誕生当時、激しい批判にさらされた。論争の背景と人間観との関わりについて概
説する。
【第11回】
テーマ：社会生物学・進化心理学概観
内容・方法：人間に対する新しい科学的アプローチとしての社会生物学、進化心理学について、その基本的なア
イデアを解説する。
人間学

【第12回】
テーマ：人間の「自律性」についての古典的な理解について
内容・方法：他の動物と区別された人間の重要な特徴としての「自律性」について、その古典的な理解を解説す
る。
【第13回】
テーマ：ベンサムとカント
内容・方法：近代的な倫理学を代表する功利主義と義務論の人間観を比較する
【第14回】
テーマ：「私」は「私の行動」の原因なのか？
内容・方法：認知心理学、行動経済学の知見などを紹介しつつ、人間の自律性を考え直す。
【第15回】
テーマ：まとめ
内容・方法：これまでの講義内容をふまえ、新たな人間理解をつくりあげるために必要なことについて考える。
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
事前学習、事後学習はそれぞれ毎回2時間を想定している。
【第1回】
①事前学修：UNIPAを通じてPDFファイルとして配布する資料を通読しておくこと。
②事後学修：各回の講義の冒頭と最後に指定するキーワードについて、自分が理解したところを200字～400字程
度でまとめること。
【第2回】
①事前学修：UNIPAを通じてPDFファイルとして配布する資料を通読しておくこと。
②事後学修：各回の講義の冒頭と最後に指定するキーワードについて、自分が理解したところを200字～400字程
度でまとめること。
【第3回】
①事前学修：UNIPAを通じてPDFファイルとして配布する資料を通読しておくこと。
②事後学修：各回の講義の冒頭と最後に指定するキーワードについて、自分が理解したところを200字～400字程
度でまとめること。
【第4回】
①事前学修：UNIPAを通じてPDFファイルとして配布する資料を通読しておくこと。
②事後学修：各回の講義の冒頭と最後に指定するキーワードについて、自分が理解したところを200字～400字程
度でまとめること。
【第5回】
①事前学修：UNIPAを通じてPDFファイルとして配布する資料を通読しておくこと。
②事後学修：各回の講義の冒頭と最後に指定するキーワードについて、自分が理解したところを200字～400字程
度でまとめること。
【第6回】
①事前学修：UNIPAを通じてPDFファイルとして配布する資料を通読しておくこと。
②事後学修：各回の講義の冒頭と最後に指定するキーワードについて、自分が理解したところを200字～400字程
度でまとめること。
【第7回】
①事前学修：UNIPAを通じてPDFファイルとして配布する資料を通読しておくこと。
②事後学修：各回の講義の冒頭と最後に指定するキーワードについて、自分が理解したところを200字～400字程
度でまとめること。
【第8回】
①事前学修：UNIPAを通じてPDFファイルとして配布する資料を通読しておくこと。
②事後学修：各回の講義の冒頭と最後に指定するキーワードについて、自分が理解したところを200字～400字程
度でまとめること。
【第9回】
①事前学修：UNIPAを通じてPDFファイルとして配布する資料を通読しておくこと。
②事後学修：各回の講義の冒頭と最後に指定するキーワードについて、自分が理解したところを200字～400字程
度でまとめること。
【第10回】
①事前学修：UNIPAを通じてPDFファイルとして配布する資料を通読しておくこと。
②事後学修：各回の講義の冒頭と最後に指定するキーワードについて、自分が理解したところを200字～400字程
度でまとめること。
【第11回】
①事前学修：UNIPAを通じてPDFファイルとして配布する資料を通読しておくこと。
②事後学修：各回の講義の冒頭と最後に指定するキーワードについて、自分が理解したところを200字～400字程
度でまとめること。
【第12回】
①事前学修：UNIPAを通じてPDFファイルとして配布する資料を通読しておくこと。
②事後学修：各回の講義の冒頭と最後に指定するキーワードについて、自分が理解したところを200字～400字程
度でまとめること。
【第13回】
①事前学修：UNIPAを通じてPDFファイルとして配布する資料を通読しておくこと。
②事後学修：各回の講義の冒頭と最後に指定するキーワードについて、自分が理解したところを200字～400字程
度でまとめること。
【第14回】
①事前学修：UNIPAを通じてPDFファイルとして配布する資料を通読しておくこと。
②事後学修：各回の講義の冒頭と最後に指定するキーワードについて、自分が理解したところを200字～400字程
度でまとめること。
【第15回】
①事前学修：UNIPAを通じてPDFファイルとして配布する資料を通読しておくこと。
人間学

②事後学修：各回の講義の冒頭と最後に指定するキーワードについて、自分が理解したところを200字～400字程
度でまとめること。
課題に対するフィードバックの方法
講義中に行う課題については、当該講義中に解説を行う。
事後学修課題を課した場合は、次回の講義中に解説を行う。
成績評価の方法・基準（方針）
講義中に行う課題によって評価する平常点と、定期試験の成績によって評価する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

30

授業内で課す課題（計15回）により評価する（各2％）

1, 2

授業外での評価

20

第5回、第10回講義終了後に課す課題により評価する
（各10％）

1, 2

定期試験

50

試験期間中に行う定期試験により評価する（50％）

3, 4

定期試験に代わるレポート等

0

その他

0

テキスト

テキストに代えて、Google Classroom を通じて授業資料のPDFファイルを適宜配布する。

参考書

参考書 :
『人間』 Ｅ・カッシーラー、岩波文庫
『宇宙における人間の地位』、Ｍ・シェーラー、白水社
『１００分de名著 ダーウィン『種の起源』』、長谷川眞理子、NHK出版
『人間の測りまちがい―差別の科学史〈上〉〈下〉』、Ｓ・Ｊ・グールド、河出文庫
『お金と感情と意思決定の白熱教室：楽しい行動経済学』、ダン・アリエリー、早川書房
『サブリミナル・インパクト』、下條信輔、ちくま新書
『中動態の世界 意志と責任の考古学』、國分功一郎、医学書院

履修条件・他の科目との関連 第一回の講義に必ず出席して講義の進め方に関する注意事項を確認すること。第一回の講義に
出席できなかった場合、最初に出席した講義の終了後申し出ること。

人間学

授業コード

10001202

授業科目名

人間学

授業担当教員

能川

元一

成績担当教員

能川

元一

開講年次

1年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

講義

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
１、「人間とは何か」という問いは古代から多くの思想家がとりくんできたものであるが、「人間学」とはこの
問いに学際的にアプローチしようとする学問である。今日では自然科学や社会科学の分野での成果を無視して人
間について考えることはできない。特に生物学は、人間と他の生物とを連続的な存在として捉える視点を開いた
進化論の成立以降、わたしたちの「人間」概念に大きな影響を与えてきた。といって、生物学をはじめとする自
然科学や社会科学が教えることをもって「人間」の全貌が直ちに明らかになるわけではない。諸学問の知見を統
一的な人間観にまとめあげる作業が必要だからである。
この講義では古典的な人間論を概観したうえで、生物学を中心とする関係諸科学の成果がどのような人間観を
示唆しているのかについて検討する。
２、講義の前半は主として思想史・科学史のかたちをとる。後半では、今日「人間」を考えるうえで重要と思わ
れるいくつかのトピックについて順次検討するというかたちをとる。
★この授業は、オンデマンド型の遠隔授業となります。リアルタイム型の遠隔授業（その授業時間に Zoom 等で
参加する方法）ではなく、講義を録画した動画を一定期間中に視聴し、所定の課題を提出していただく形で実施
する予定です。
到達目標
1.「合理的動物」という人間観がなにを意味するか、またその人間観がわたしたちの社会の制度や慣行にどのよ
うに反映されているかを説明できるようになる。
2.進化論の誤用・悪用の歴史とその影響について説明できるようになる。
3.人間の「自律性」に関する従来の理解が諸科学の知見によってどのように揺るがされているのかを説明できる
ようになる。
4.「人間とはなにか」という問いを考えるうえでいま踏まえておくべき論点について説明できるようになる。
授業計画
【第1回】
テーマ：古典的人間論：「理性的動物」
内容・方法：西欧哲学の伝統において、人間が他の動物からどのように区別されてきたかについて概説する。
【第2回】
テーマ：進化論の基礎（１）
内容・方法：生物の、ひいては人間の理解を根本的に変えたダーウィンの進化論について、その中心的な考えか
たと思想史的な意味を概説する。
【第3回】
テーマ：進化論の基礎（２）
内容・方法：進化論についてのよくある誤解とその原因について概説する。
【第4回】
テーマ：進化論の基礎（３）
内容・方法：20世紀後半以降の進化理論の発展について概説する。
【第5回】
テーマ：「人類の起源」学説史（１）
内容・方法：人類の起源についての学説史を概観する。
【第6回】
テーマ：「人類の起源」学説史（２）
内容・方法：人類の起源についての学説が私たちの人間観とどのように関係してきたかを理解する。
【第6回】
テーマ：優生学と社会ダーヴィニズム（１）
内容・方法：進化論の誤用・悪用として知られる優生学とダーヴィニズムについて概説する。
【第8回】
テーマ：優生学と社会ダーヴィニズム（２）
内容・方法：優生学およびダーヴィニズムがもたらした帰結と、それが提示する思想的課題について考える。
【第9回】
テーマ：優生学と社会ダーヴィニズム（３）
内容・方法：「リベラルな優生学」など、優生学が現代において突きつけている倫理的問題を考える。
【第10回】
テーマ：社会生物学論争について
内容・方法：社会生物学はその誕生当時、激しい批判にさらされた。論争の背景と人間観との関わりについて概
説する。
【第11回】
テーマ：社会生物学・進化心理学概観
内容・方法：人間に対する新しい科学的アプローチとしての社会生物学、進化心理学について、その基本的なア
イデアを解説する。
人間学

【第12回】
テーマ：人間の「自律性」についての古典的な理解について
内容・方法：他の動物と区別された人間の重要な特徴としての「自律性」について、その古典的な理解を解説す
る。
【第13回】
テーマ：ベンサムとカント
内容・方法：近代的な倫理学を代表する功利主義と義務論の人間観を比較する
【第14回】
テーマ：「私」は「私の行動」の原因なのか？
内容・方法：認知心理学、行動経済学の知見などを紹介しつつ、人間の自律性を考え直す。
【第15回】
テーマ：まとめ
内容・方法：これまでの講義内容をふまえ、新たな人間理解をつくりあげるために必要なことについて考える。
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
事前学習、事後学習はそれぞれ毎回2時間を想定している。
【第1回】
①事前学修：UNIPAを通じてPDFファイルとして配布する資料を通読しておくこと。
②事後学修：各回の講義の冒頭と最後に指定するキーワードについて、自分が理解したところを200字～400字程
度でまとめること。
【第2回】
①事前学修：UNIPAを通じてPDFファイルとして配布する資料を通読しておくこと。
②事後学修：各回の講義の冒頭と最後に指定するキーワードについて、自分が理解したところを200字～400字程
度でまとめること。
【第3回】
①事前学修：UNIPAを通じてPDFファイルとして配布する資料を通読しておくこと。
②事後学修：各回の講義の冒頭と最後に指定するキーワードについて、自分が理解したところを200字～400字程
度でまとめること。
【第4回】
①事前学修：UNIPAを通じてPDFファイルとして配布する資料を通読しておくこと。
②事後学修：各回の講義の冒頭と最後に指定するキーワードについて、自分が理解したところを200字～400字程
度でまとめること。
【第5回】
①事前学修：UNIPAを通じてPDFファイルとして配布する資料を通読しておくこと。
②事後学修：各回の講義の冒頭と最後に指定するキーワードについて、自分が理解したところを200字～400字程
度でまとめること。
【第6回】
①事前学修：UNIPAを通じてPDFファイルとして配布する資料を通読しておくこと。
②事後学修：各回の講義の冒頭と最後に指定するキーワードについて、自分が理解したところを200字～400字程
度でまとめること。
【第7回】
①事前学修：UNIPAを通じてPDFファイルとして配布する資料を通読しておくこと。
②事後学修：各回の講義の冒頭と最後に指定するキーワードについて、自分が理解したところを200字～400字程
度でまとめること。
【第8回】
①事前学修：UNIPAを通じてPDFファイルとして配布する資料を通読しておくこと。
②事後学修：各回の講義の冒頭と最後に指定するキーワードについて、自分が理解したところを200字～400字程
度でまとめること。
【第9回】
①事前学修：UNIPAを通じてPDFファイルとして配布する資料を通読しておくこと。
②事後学修：各回の講義の冒頭と最後に指定するキーワードについて、自分が理解したところを200字～400字程
度でまとめること。
【第10回】
①事前学修：UNIPAを通じてPDFファイルとして配布する資料を通読しておくこと。
②事後学修：各回の講義の冒頭と最後に指定するキーワードについて、自分が理解したところを200字～400字程
度でまとめること。
【第11回】
①事前学修：UNIPAを通じてPDFファイルとして配布する資料を通読しておくこと。
②事後学修：各回の講義の冒頭と最後に指定するキーワードについて、自分が理解したところを200字～400字程
度でまとめること。
【第12回】
①事前学修：UNIPAを通じてPDFファイルとして配布する資料を通読しておくこと。
②事後学修：各回の講義の冒頭と最後に指定するキーワードについて、自分が理解したところを200字～400字程
度でまとめること。
【第13回】
①事前学修：UNIPAを通じてPDFファイルとして配布する資料を通読しておくこと。
②事後学修：各回の講義の冒頭と最後に指定するキーワードについて、自分が理解したところを200字～400字程
度でまとめること。
【第14回】
①事前学修：UNIPAを通じてPDFファイルとして配布する資料を通読しておくこと。
②事後学修：各回の講義の冒頭と最後に指定するキーワードについて、自分が理解したところを200字～400字程
度でまとめること。
【第15回】
①事前学修：UNIPAを通じてPDFファイルとして配布する資料を通読しておくこと。
人間学

②事後学修：各回の講義の冒頭と最後に指定するキーワードについて、自分が理解したところを200字～400字程
度でまとめること。
課題に対するフィードバックの方法
講義中に行う課題については、当該講義中に解説を行う。
事後学修課題を課した場合は、次回の講義中に解説を行う。
成績評価の方法・基準（方針）
講義中に行う課題によって評価する平常点と、定期試験の成績によって評価する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

30

授業内で課す課題（計15回）により評価する（各2％）

1, 2

授業外での評価

20

第5回、第10回講義終了後に課す課題により評価する
（各10％）

1, 2

定期試験

50

試験期間中に行う定期試験により評価する（50％）

3, 4

定期試験に代わるレポート等

0

その他

0

テキスト

テキストに代えて、Google Classroom を通じて授業資料のPDFファイルを適宜配布する。

参考書

参考書 :
『人間』 Ｅ・カッシーラー、岩波文庫
『宇宙における人間の地位』、Ｍ・シェーラー、白水社
『１００分de名著 ダーウィン『種の起源』』、長谷川眞理子、NHK出版
『人間の測りまちがい―差別の科学史〈上〉〈下〉』、Ｓ・Ｊ・グールド、河出文庫
『お金と感情と意思決定の白熱教室：楽しい行動経済学』、ダン・アリエリー、早川書房
『サブリミナル・インパクト』、下條信輔、ちくま新書
『中動態の世界 意志と責任の考古学』、國分功一郎、医学書院

履修条件・他の科目との関連 第一回の講義に必ず出席して講義の進め方に関する注意事項を確認すること。第一回の講義に
出席できなかった場合、最初に出席した講義の終了後申し出ること。

人間学

授業コード

10300801

授業科目名

人間とスポーツ

授業担当教員

佐藤

光子

成績担当教員

佐藤

光子

開講年次

3年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

講義

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
スポーツには一人一人の健康だけでなく、地域社会再生・経済発展・国際平和貢献など重要な意義と効果がある
ことが期待されている。わが国のスポーツ基本法（2011年制定）をはじめ世界の多くの国では、スポーツを世界
共通の人類の文化であるとし、スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことはすべての人々の権利であると
謳っている。これらのことをふまえて、スポーツを生涯の友として豊かに暮らすための知識と考察を深めよう。
本講義はオンデマンド型であり、毎回の授業は講義動画配信と理解度テスト実施で進める。また質問や討論のた
めのZoomミーティングも開設する。
講義テーマとしては、あなたがこれまでの人生で出会ったスポーツを振り返ることから始めるが、競技としての
スポーツだけでなく、健康や楽しみのためのスポーツ、様々な工夫を加えた新たなスポーツなども解説する。ス
ポーツを歴史的・社会的な観点や、医学的・科学的な観点などから幅広く考えることができるよう、様々な資料
を提供する。
長年に亘り、ランニング学会認定上級指導者として、また日本トレイルランナーズ協会理事として、一般市民の
スポーツ指導に携わっている経験をもとに講義を進めたい。
到達目標
１．スポーツの歴史をふまえて、現代のスポーツの定義を説明できる
２．スポーツと健康、ケガ、病気、子どもの成長などについて医学科学の観点から説明できる
３．様々な種類のスポーツについて、その内容を説明できる
４．スポーツと平和、人権、マナーなどについて、その問題点を説明できる
５．講義で得た知見に加えて、自身で調べたことや考えについて述べられる
６．講義で得た知見をふまえて、自身のスポーツ観について述べられる
授業計画
この授業はオンデマンド型の遠隔授業です。
【第1回】オリエンテーション
講義の主題、受講や課題提出の方法、到達目標と評価方法について確認する
【第2回】スポーツとは何か
現代社会におけるスポーツの定義について考える
【第3回】スポーツの歴史
古代オリンピックから近代スポーツまでの変遷を学ぶ
【第4回】スポーツと平和
スポーツと平和、人権について考える
【第5回】スポーツと健康
スポーツと健康とのスポーツ基本的な関係について理解する
【第6回】有酸素運動
呼吸循環機能を維持向上させる有酸素運動について理解する
【第7回】レジスタンス運動
筋力を維持向上させるレジスタンス運動について理解する
【第8回】スポーツの楽しみ方
スポーツを「みる」楽しみとして、スポーツを題材とした小説、映画、マンガなどの作品を探してみる
※中間レポート ここまでの講義の中で強く関心を持った内容についてレポートを提出する
【第9回】スポーツとケガ
捻挫などの急性障害、疲労骨折などの慢性障害を知り、応急処置を身につける
【第10回】スポーツと病気
貧血などの慢性障害、心停止や熱中症などの急性障害を知り、感染症対策についても理解する
【第11回】子どもの成長とスポーツ
成長期の子どもの身体の特徴を知り、スポーツにおける留意点を理解する
【第12回】アダプテッドスポーツ（１）
ルールや用具などを参加者の状況に合わせたスポーツ、アダプテッドスポーツの概念を理解する
【第13回】アダプテッドスポーツ（２）
パラリンピック、デフリンピック、スペシャルオリンピックス等の事例について学ぶ
【第14回】多様化するスポーツ
既存の競技を簡便にしたもの、昔の遊びをスポーツ化したもの、まったく新たな発想で生まれたスポーツなど、
現代の様々なスポーツについて調べる
【第15回】スポーツのルールとマナー
厳しい自然の中のアウトドアスポーツを事例としてルールとマナーについて考える
※最終レポート すべての講義を通じて強く関心を持った内容、または講義全体を通じてのレポートを提出する
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
人間とスポーツ

事前学習としては、翌週の講義テーマについて自ら調べ、概要を把握しておくこと。
事後学習としては、授業で紹介したものだけでなく自ら調べた書籍やインターネット情報などを活用し、理解を
深めること。特に理解度テストで間違えた事柄についてはきちんと調べておこう。
毎回の授業につき、事前学習1.5時間程度、事後学習2.5時間程度が必要である。
課題に対するフィードバックの方法
毎回講義後に理解度テストを実施するが、提出期限後に採点し返却する。
２回のレポートも、提出期限後に採点し返却する。
また講義時間内に任意参加のZoomの時間を設定するので、質問があれば参加すること。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定したうえで60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

70

毎回の理解度テスト（70）

１・２・３・４

授業外での評価

15

前半の講義が終わった時点で提出する中間レポート（15）

５・６

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

15

全講義終了後に提出する最終レポート（15）

５・６

その他

0

テキスト

テキストを使用しない。

参考書

講義内で適宜紹介する。

履修条件・他の科目との関連 特になし。

人間とスポーツ

授業コード

10011801

授業種別

授業科目名

人間とスポーツ

授業担当教員

佐藤

光子

成績担当教員

佐藤

光子

開講年次

カリキュラムによる

開講期

実務家教員による授業

講義

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
スポーツには一人一人の健康だけでなく、地域社会再生・経済発展・国際平和貢献など重要な意義と効果がある
ことが期待されている。わが国のスポーツ基本法（2011年制定）をはじめ世界の多くの国では、スポーツを世界
共通の人類の文化であるとし、スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことはすべての人々の権利であると
謳っている。これらのことをふまえて、スポーツを生涯の友として豊かに暮らすための知識と考察を深めよう。
本講義はオンデマンド型であり、毎回の授業は講義動画配信と理解度テスト実施で進める。また質問や討論のた
めのZoomミーティングも開設する。
講義テーマとしては、あなたがこれまでの人生で出会ったスポーツを振り返ることから始めるが、競技としての
スポーツだけでなく、健康や楽しみのためのスポーツ、様々な工夫を加えた新たなスポーツなども解説する。ス
ポーツを歴史的・社会的な観点や、医学的・科学的な観点などから幅広く考えることができるよう、様々な資料
を提供する。
長年に亘り、ランニング学会認定上級指導者として、また日本トレイルランナーズ協会理事として、一般市民の
スポーツ指導に携わっている経験をもとに講義を進めたい。
到達目標
１．スポーツの歴史をふまえて、現代のスポーツの定義を説明できる
２．スポーツと健康、ケガ、病気、子どもの成長などについて医学科学の観点から説明できる
３．様々な種類のスポーツについて、その内容を説明できる
４．スポーツと平和、人権、マナーなどについて、その問題点を説明できる
５．講義で得た知見に加えて、自身で調べたことや考えについて述べられる
６．講義で得た知見をふまえて、自身のスポーツ観について述べられる
授業計画
この授業はオンデマンド型の遠隔授業です。
【第1回】オリエンテーション
講義の主題、受講や課題提出の方法、到達目標と評価方法について確認する
【第2回】スポーツとは何か
現代社会におけるスポーツの定義について考える
【第3回】スポーツの歴史
古代オリンピックから近代スポーツまでの変遷を学ぶ
【第4回】スポーツと平和
スポーツと平和、人権について考える
【第5回】スポーツと健康
スポーツと健康とのスポーツ基本的な関係について理解する
【第6回】有酸素運動
呼吸循環機能を維持向上させる有酸素運動について理解する
【第7回】レジスタンス運動
筋力を維持向上させるレジスタンス運動について理解する
【第8回】スポーツの楽しみ方
スポーツを「みる」楽しみとして、スポーツを題材とした小説、映画、マンガなどの作品を探してみる
※中間レポート ここまでの講義の中で強く関心を持った内容についてレポートを提出する
【第9回】スポーツとケガ
捻挫などの急性障害、疲労骨折などの慢性障害を知り、応急処置を身につける
【第10回】スポーツと病気
貧血などの慢性障害、心停止や熱中症などの急性障害を知り、感染症対策についても理解する
【第11回】子どもの成長とスポーツ
成長期の子どもの身体の特徴を知り、スポーツにおける留意点を理解する
【第12回】アダプテッドスポーツ（１）
ルールや用具などを参加者の状況に合わせたスポーツ、アダプテッドスポーツの概念を理解する
【第13回】アダプテッドスポーツ（２）
パラリンピック、デフリンピック、スペシャルオリンピックス等の事例について学ぶ
【第14回】多様化するスポーツ
既存の競技を簡便にしたもの、昔の遊びをスポーツ化したもの、まったく新たな発想で生まれたスポーツなど、
現代の様々なスポーツについて調べる
【第15回】スポーツのルールとマナー
厳しい自然の中のアウトドアスポーツを事例としてルールとマナーについて考える
※最終レポート すべての講義を通じて強く関心を持った内容、または講義全体を通じてのレポートを提出する
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
人間とスポーツ

事前学習としては、翌週の講義テーマについて自ら調べ、概要を把握しておくこと。
事後学習としては、授業で紹介したものだけでなく自ら調べた書籍やインターネット情報などを活用し、理解を
深めること。特に理解度テストで間違えた事柄についてはきちんと調べておこう。
毎回の授業につき、事前学習1.5時間程度、事後学習2.5時間程度が必要である。
課題に対するフィードバックの方法
毎回講義後に理解度テストを実施するが、提出期限後に採点し返却する。
２回のレポートも、提出期限後に採点し返却する。
また講義時間内に任意参加のZoomの時間を設定するので、質問があれば参加すること。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定したうえで60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

70

毎回の理解度テスト（70）

１・２・３・４

授業外での評価

15

前半の講義が終わった時点で提出する中間レポート（15）

５・６

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

15

全講義終了後に提出する最終レポート（15）

５・６

その他

0

テキスト

テキストを使用しない。

参考書

講義内で適宜紹介する。

履修条件・他の科目との関連 特になし。

人間とスポーツ

授業コード

10300802

授業科目名

人間とスポーツ

授業担当教員

佐藤

光子

成績担当教員

佐藤

光子

開講年次

3年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

講義

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
スポーツには一人一人の健康だけでなく、地域社会再生・経済発展・国際平和貢献など重要な意義と効果がある
ことが期待されている。わが国のスポーツ基本法（2011年制定）をはじめ世界の多くの国では、スポーツを世界
共通の人類の文化であるとし、スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことはすべての人々の権利であると
謳っている。これらのことをふまえて、スポーツを生涯の友として豊かに暮らすための知識と考察を深めよう。
本講義はオンデマンド型であり、毎回の授業は講義動画配信と理解度テスト実施で進める。また質問や討論のた
めのZoomミーティングも開設する。
講義テーマとしては、あなたがこれまでの人生で出会ったスポーツを振り返ることから始めるが、競技としての
スポーツだけでなく、健康や楽しみのためのスポーツ、様々な工夫を加えた新たなスポーツなども解説する。ス
ポーツを歴史的・社会的な観点や、医学的・科学的な観点などから幅広く考えることができるよう、様々な資料
を提供する。
長年に亘り、ランニング学会認定上級指導者として、また日本トレイルランナーズ協会理事として、一般市民の
スポーツ指導に携わっている経験をもとに講義を進めたい。
到達目標
１．スポーツの歴史をふまえて、現代のスポーツの定義を説明できる
２．スポーツと健康、ケガ、病気、子どもの成長などについて医学科学の観点から説明できる
３．様々な種類のスポーツについて、その内容を説明できる
４．スポーツと平和、人権、マナーなどについて、その問題点を説明できる
５．講義で得た知見に加えて、自身で調べたことや考えについて述べられる
６．講義で得た知見をふまえて、自身のスポーツ観について述べられる
授業計画
この授業はオンデマンド型の遠隔授業です。
【第1回】オリエンテーション
講義の主題、受講や課題提出の方法、到達目標と評価方法について確認する
【第2回】スポーツとは何か
現代社会におけるスポーツの定義について考える
【第3回】スポーツの歴史
古代オリンピックから近代スポーツまでの変遷を学ぶ
【第4回】スポーツと平和
スポーツと平和、人権について考える
【第5回】スポーツと健康
スポーツと健康とのスポーツ基本的な関係について理解する
【第6回】有酸素運動
呼吸循環機能を維持向上させる有酸素運動について理解する
【第7回】レジスタンス運動
筋力を維持向上させるレジスタンス運動について理解する
【第8回】スポーツの楽しみ方
スポーツを「みる」楽しみとして、スポーツを題材とした小説、映画、マンガなどの作品を探してみる
※中間レポート ここまでの講義の中で強く関心を持った内容についてレポートを提出する
【第9回】スポーツとケガ
捻挫などの急性障害、疲労骨折などの慢性障害を知り、応急処置を身につける
【第10回】スポーツと病気
貧血などの慢性障害、心停止や熱中症などの急性障害を知り、感染症対策についても理解する
【第11回】子どもの成長とスポーツ
成長期の子どもの身体の特徴を知り、スポーツにおける留意点を理解する
【第12回】アダプテッドスポーツ（１）
ルールや用具などを参加者の状況に合わせたスポーツ、アダプテッドスポーツの概念を理解する
【第13回】アダプテッドスポーツ（２）
パラリンピック、デフリンピック、スペシャルオリンピックス等の事例について学ぶ
【第14回】多様化するスポーツ
既存の競技を簡便にしたもの、昔の遊びをスポーツ化したもの、まったく新たな発想で生まれたスポーツなど、
現代の様々なスポーツについて調べる
【第15回】スポーツのルールとマナー
厳しい自然の中のアウトドアスポーツを事例としてルールとマナーについて考える
※最終レポート すべての講義を通じて強く関心を持った内容、または講義全体を通じてのレポートを提出する
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
人間とスポーツ

事前学習としては、翌週の講義テーマについて自ら調べ、概要を把握しておくこと。
事後学習としては、授業で紹介したものだけでなく自ら調べた書籍やインターネット情報などを活用し、理解を
深めること。特に理解度テストで間違えた事柄についてはきちんと調べておこう。
毎回の授業につき、事前学習1.5時間程度、事後学習2.5時間程度が必要である。
課題に対するフィードバックの方法
毎回講義後に理解度テストを実施するが、提出期限後に採点し返却する。
２回のレポートも、提出期限後に採点し返却する。
また講義時間内に任意参加のZoomの時間を設定するので、質問があれば参加すること。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定したうえで60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

70

毎回の理解度テスト（70）

１・２・３・４

授業外での評価

15

前半の講義が終わった時点で提出する中間レポート（15）

５・６

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

15

全講義終了後に提出する最終レポート（15）

５・６

その他

0

テキスト

テキストを使用しない。

参考書

講義内で適宜紹介する。

履修条件・他の科目との関連 特になし。

人間とスポーツ

授業コード

10011802

授業種別

授業科目名

人間とスポーツ

授業担当教員

佐藤

光子

成績担当教員

佐藤

光子

開講年次

カリキュラムによる

開講期

実務家教員による授業

講義

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
スポーツには一人一人の健康だけでなく、地域社会再生・経済発展・国際平和貢献など重要な意義と効果がある
ことが期待されている。わが国のスポーツ基本法（2011年制定）をはじめ世界の多くの国では、スポーツを世界
共通の人類の文化であるとし、スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことはすべての人々の権利であると
謳っている。これらのことをふまえて、スポーツを生涯の友として豊かに暮らすための知識と考察を深めよう。
本講義はオンデマンド型であり、毎回の授業は講義動画配信と理解度テスト実施で進める。また質問や討論のた
めのZoomミーティングも開設する。
講義テーマとしては、あなたがこれまでの人生で出会ったスポーツを振り返ることから始めるが、競技としての
スポーツだけでなく、健康や楽しみのためのスポーツ、様々な工夫を加えた新たなスポーツなども解説する。ス
ポーツを歴史的・社会的な観点や、医学的・科学的な観点などから幅広く考えることができるよう、様々な資料
を提供する。
長年に亘り、ランニング学会認定上級指導者として、また日本トレイルランナーズ協会理事として、一般市民の
スポーツ指導に携わっている経験をもとに講義を進めたい。
到達目標
１．スポーツの歴史をふまえて、現代のスポーツの定義を説明できる
２．スポーツと健康、ケガ、病気、子どもの成長などについて医学科学の観点から説明できる
３．様々な種類のスポーツについて、その内容を説明できる
４．スポーツと平和、人権、マナーなどについて、その問題点を説明できる
５．講義で得た知見に加えて、自身で調べたことや考えについて述べられる
６．講義で得た知見をふまえて、自身のスポーツ観について述べられる
授業計画
この授業はオンデマンド型の遠隔授業です。
【第1回】オリエンテーション
講義の主題、受講や課題提出の方法、到達目標と評価方法について確認する
【第2回】スポーツとは何か
現代社会におけるスポーツの定義について考える
【第3回】スポーツの歴史
古代オリンピックから近代スポーツまでの変遷を学ぶ
【第4回】スポーツと平和
スポーツと平和、人権について考える
【第5回】スポーツと健康
スポーツと健康とのスポーツ基本的な関係について理解する
【第6回】有酸素運動
呼吸循環機能を維持向上させる有酸素運動について理解する
【第7回】レジスタンス運動
筋力を維持向上させるレジスタンス運動について理解する
【第8回】スポーツの楽しみ方
スポーツを「みる」楽しみとして、スポーツを題材とした小説、映画、マンガなどの作品を探してみる
※中間レポート ここまでの講義の中で強く関心を持った内容についてレポートを提出する
【第9回】スポーツとケガ
捻挫などの急性障害、疲労骨折などの慢性障害を知り、応急処置を身につける
【第10回】スポーツと病気
貧血などの慢性障害、心停止や熱中症などの急性障害を知り、感染症対策についても理解する
【第11回】子どもの成長とスポーツ
成長期の子どもの身体の特徴を知り、スポーツにおける留意点を理解する
【第12回】アダプテッドスポーツ（１）
ルールや用具などを参加者の状況に合わせたスポーツ、アダプテッドスポーツの概念を理解する
【第13回】アダプテッドスポーツ（２）
パラリンピック、デフリンピック、スペシャルオリンピックス等の事例について学ぶ
【第14回】多様化するスポーツ
既存の競技を簡便にしたもの、昔の遊びをスポーツ化したもの、まったく新たな発想で生まれたスポーツなど、
現代の様々なスポーツについて調べる
【第15回】スポーツのルールとマナー
厳しい自然の中のアウトドアスポーツを事例としてルールとマナーについて考える
※最終レポート すべての講義を通じて強く関心を持った内容、または講義全体を通じてのレポートを提出する
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
人間とスポーツ

事前学習としては、翌週の講義テーマについて自ら調べ、概要を把握しておくこと。
事後学習としては、授業で紹介したものだけでなく自ら調べた書籍やインターネット情報などを活用し、理解を
深めること。特に理解度テストで間違えた事柄についてはきちんと調べておこう。
毎回の授業につき、事前学習1.5時間程度、事後学習2.5時間程度が必要である。
課題に対するフィードバックの方法
毎回講義後に理解度テストを実施するが、提出期限後に採点し返却する。
２回のレポートも、提出期限後に採点し返却する。
また講義時間内に任意参加のZoomの時間を設定するので、質問があれば参加すること。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定したうえで60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

70

毎回の理解度テスト（70）

１・２・３・４

授業外での評価

15

前半の講義が終わった時点で提出する中間レポート（15）

５・６

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

15

全講義終了後に提出する最終レポート（15）

５・６

その他

0

テキスト

テキストを使用しない。

参考書

講義内で適宜紹介する。

履修条件・他の科目との関連 特になし。

人間とスポーツ

授業コード

10301301

授業科目名

現代の日本社会

授業担当教員

山口

治男

成績担当教員

山口

治男

開講年次

1年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

講義

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
日々流れるニュースからは、日本や世界の政治についての様々な情報が流れてきます。しかし、日本を形作って
いる社会や政治の仕組みについては、分かっているようで分かっていないことも多いはずです。選挙と民主主義
は同じものでしょうか？街かどでデモをすることは民主主義なのでしょうか？私たちは自分たちの望む社会や国
の形を作れているでしょうか？
この講義では、それらの疑問について自分の頭で考え、自分の意見を持てるように、日本社会の基礎知識とし
ての政治学を学びます。その上で、時事的な日本のニュースを毎回の講義で取り上げ、さらに世界情勢について
も関連付けて理解を広げ深められるようにしていきます。
到達目標
1.日本の社会や政治についての基礎知識を身につける。
2.日本でいま起きている事柄についての知識を深め、自分自身の意見を持ち、論述できるようになる。
授業計画
この授業は、オンデマンド配信による講義となります。
オンデマンドでの受講方法やインターネット接続等については各自確認をしておくようにして下さい。
第１回
ガイダンス：講義の概要と導入
第２回
日本の政治制度の概説：三権分立などの基本的な制度について確認しつつ、この講義の概略を理解す
る
第３回
個人の政治と国家の政治：政治学における「権力」の役割について理解する
第４回
憲法の成り立ち：権力との関係で憲法の規範性について理解を深める
第５回
憲法の役割：憲法の三つの規範性の確認とともに、制限規範性の重要性を考察する
第６回
立憲主義とは何か：現代の事例に照らし、憲法と政治の関係について演習する
第７回
日本の安全と憲法：安全保障問題と関連付けて日本の憲法と政治の関係について考える
第８回
立法の役割：基本的な事項としての立法の仕組みについて理解し、それを具体的な事例で考える
第９回
行政の役割：基本的な事項としての行政の仕組みについて理解し、それを具体的な事例で考える
第10回 日本における選挙行動：選挙行動の学説を紹介した上で、日本の実態に合うモデルを考察する
第11回 政党政治：政党政治の基礎を知り、日本の政党政治に当てはめて考える
第12回 地方自治：地方自治の現状について知り、その理想と現実について考察する
第13回 街かどの政治：民主主義の基本に立ち返り、現代の日本社会の問題について考察する
第14回 議論の補足と発展：学生のレスポンスを踏まえ、理解が不足している点や関心がある点についての議論
を深める
第15回 まとめと復習：講義全体の重要なポイントを復習することで、改めて自分の考えをまとめられるように
する
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
講義前の時間を利用してニュースサイトやアプリをチェックし、今日本や世界で起きていることを確認しつつ、
講義内容と関連付けて理解を深めておく。
毎回の講義ではより深い学習のための参考文献を提示するので、講義後はその回の復習と併せて、参考文献も購
読するか図書館で借りて読むのが望ましい。
各回、事前学修は2時間、事後学修は2時間を目安とする。
課題に対するフィードバックの方法
コメントペーパーで寄せられた疑問や質問については、必要に応じてこちらのレスポンスを記入したものを返却
するか、次回以降の講義内に組み込む。
成績評価の方法・基準（方針）
講義後のコメントペーパーを通じて基礎的な事項が理解できているかを評価し、期末レポートで、それらの知識
を事例に適用して自身の考えを論理的に述べられているかを評価する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

10

授業への積極的参加度、取り組みを課題の提出状況や
発言状況などから評価

1

現代の日本社会

授業外での評価

40

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

50

その他

0

テキスト

テキストは原則として使用せず、動画と併せて公開するレジュメをテキスト代わりに使用する。

参考書

佐藤史郎・上野友也・松村博行『はじめての政治学〔第２版〕』法律文化社、２０１７年。
参考文献は毎回講義レジュメの最後に二冊程度指示する。

授業後のコメントペーパーの作成・提出により、講義の理
解度や思考力を評価

2

学期末に、講義内容の理解度と、具体的事例への考察
を問うレポートを提出してもらう。

1.2.

履修条件・他の科目との関連 1.自分の住む日本の仕組みに関心を持ち、自ら知ろうとする姿勢があること。
2.知識をただ覚えるのではなく、疑問を持つ姿勢があること。

現代の日本社会

授業コード

10301302

授業科目名

現代の日本社会

授業担当教員

香月

悠希

成績担当教員

香月

悠希

開講年次

1年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

講義

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
高度に複雑化した現代の日本社会において、社会のあり方と社会問題に対して、借り物ではない自分なりの意見
を形成するのは容易ではない。社会やそれをとりまく問題を主体的に捉えるには、社会をかたちづくる政治の仕
組みと、社会問題を分析する理論枠組みについての体系的な理解が不可欠なためである。そこで本講義では、政
治学および政治理論の基本的な知識の学習を通じて、現代の日本社会を主体的に分析・考察する視点の獲得を目
指す。
到達目標
1.日本の政治制度の基本的な用語と仕組みを説明できるようになる。
2.代表的な政治理論上の立場である、自由主義、功利主義、卓越主義について、その特徴と問題点を説明できる
ようになる。
3.社会問題をめぐる政治的な主張について、その背後にある価値判断を、根拠をもって検討できるようになる。
授業計画
この授業は、遠隔授業となります。リアルタイム型の遠隔授業(その授業時間にZoom等で参加する方法)ではな
く、講義を録画した動画を一定期間中に視聴し、所定の課題を提出していただく形で実施予定です。
【第一回 イントロダクション】授業についての概説を行い、受講にあたっての理解を深める。
【第二回 なぜ政治を考えるのか】「政治とはなにか」「なぜ政治を考えるのか」という問いの考察を通じて、政
治についての基本的な知識や考え方について学ぶ。
【第三回 政治と価値】政治において大切だとされる「価値」について学び、単なる好き嫌いではないものとして
政治的な主張や政治思想を理解できるようになる。
【第四回 自由主義①】現代政治の中心的価値である自由について、リベラリズムの政治理論を手がかりに学ぶ。
【第五回 自由主義②】現代政治の中心的価値である自由について、リバタリアニズムの政治理論を手がかりに学
ぶ。
【第六回 功利主義①】現代政治において大きな影響力を持つ功利主義について、古典的功利主義を中心に学ぶ。
【第七回 功利主義②】現代政治において大きな影響力を持つ功利主義について、現代功利主義を中心に学ぶ。
【第八回 卓越主義】公共政策の議論において、無視できない影響力を持つ卓越主義について学ぶ。
【第九回 非個人主義的価値】個人主義的な価値に還元することのできない価値について学ぶ。
【第十回 民主主義】多くの人が自明のものとしている民主主義について、民主主義をめぐる政治理論の考察を通
じて学ぶ。
【第十一回 民主政治を支える制度①】内閣制度を中心に基礎知識を学習し、現実の政治の動きを理解する。
【第十二回 民主政治を支える制度②】議会制度を中心に基礎知識を学習し、現実の政治の動きを理解する。
【第十三回 民主政治を支える制度③】政党制度を中心に基礎知識を学習し、現実の政治の動きを理解する。
【第十四回 政治と現実】現実の政策実践について、政治学や政策研究、政治理論の知見を手がかりに学ぶ。
【第十五回 政治と理想】これまで学んできた内容をふりかえりつつ、政治と社会について個人が考えることの意
義についてあらためて考察する。

事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
【初回】
[事前学習]シラバスを熟読し、授業構成を理解したうえで、政治について日頃疑問に思っていること、考えてい
ることを言語化する。
【各回共通】
[事前学習]新聞やテレビ等のメディアに目を通し、個人的に興味のあるニュースや、よく意味のわからなかった
ニュースについて、前回までの講義で得た知識と関連性がないか考える。事前学習の目安は二時間とする。
[事後学習]配布した講義資料を読み返しつつ、不明な点を中心に講義動画を再視聴しながら復習すること。解決
しなかった不明点については、随時メールをもちいて質問すること。事後学習の目安は二時間とする。
課題に対するフィードバックの方法
優れたコメントや興味深い質問を講義でとりあげ、講評・解説をおこなう。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、授業に関するコメント・質問の提出、期末レポートの評価結果に基づき総合的に判定のう
え、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
正当な理由なくレポートを提出しなかった場合は「K」評価とする。
現代の日本社会

成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

0

授業外での評価

20

授業に関するコメント・質問

1~3

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

80

レポート

1~3

その他

0

テキスト

テキストは使用せず、講義資料を配布する。

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 履修条件はとくに指定しません。政治と社会問題について自分なりの視点から考える意欲のある学
生を歓迎します。

現代の日本社会

授業コード

10000502

授業種別

授業科目名

現代の日本社会Ⅰ（政治・経済）

授業担当教員

香月

悠希

成績担当教員

香月

悠希

開講年次

1年

開講期

実務家教員による授業

講義

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
高度に複雑化した現代の日本社会において、社会のあり方と社会問題に対して、借り物ではない自分なりの意見
を形成するのは容易ではない。社会やそれをとりまく問題を主体的に捉えるには、社会をかたちづくる政治の仕
組みと、社会問題を分析する理論枠組みについての体系的な理解が不可欠なためである。そこで本講義では、政
治学および政治理論の基本的な知識の学習を通じて、現代の日本社会を主体的に分析・考察する視点の獲得を目
指す。
到達目標
1.日本の政治制度の基本的な用語と仕組みを説明できるようになる。
2.代表的な政治理論上の立場である、自由主義、功利主義、卓越主義について、その特徴と問題点を説明できる
ようになる。
3.社会問題をめぐる政治的な主張について、その背後にある価値判断を、根拠をもって検討できるようになる。
授業計画
この授業は、遠隔授業となります。リアルタイム型の遠隔授業(その授業時間にZoom等で参加する方法)ではな
く、講義を録画した動画を一定期間中に視聴し、所定の課題を提出していただく形で実施予定です。
【第一回 イントロダクション】授業についての概説を行い、受講にあたっての理解を深める。
【第二回 なぜ政治を考えるのか】「政治とはなにか」「なぜ政治を考えるのか」という問いの考察を通じて、政
治についての基本的な知識や考え方について学ぶ。
【第三回 政治と価値】政治において大切だとされる「価値」について学び、単なる好き嫌いではないものとして
政治的な主張や政治思想を理解できるようになる。
【第四回 自由主義①】現代政治の中心的価値である自由について、リベラリズムの政治理論を手がかりに学ぶ。
【第五回 自由主義②】現代政治の中心的価値である自由について、リバタリアニズムの政治理論を手がかりに学
ぶ。
【第六回 功利主義①】現代政治において大きな影響力を持つ功利主義について、古典的功利主義を中心に学ぶ。
【第七回 功利主義②】現代政治において大きな影響力を持つ功利主義について、現代功利主義を中心に学ぶ。
【第八回 卓越主義】公共政策の議論において、無視できない影響力を持つ卓越主義について学ぶ。
【第九回 非個人主義的価値】個人主義的な価値に還元することのできない価値について学ぶ。
【第十回 民主主義】多くの人が自明のものとしている民主主義について、民主主義をめぐる政治理論の考察を通
じて学ぶ。
【第十一回 民主政治を支える制度①】内閣制度を中心に基礎知識を学習し、現実の政治の動きを理解する。
【第十二回 民主政治を支える制度②】議会制度を中心に基礎知識を学習し、現実の政治の動きを理解する。
【第十三回 民主政治を支える制度③】政党制度を中心に基礎知識を学習し、現実の政治の動きを理解する。
【第十四回 政治と現実】現実の政策実践について、政治学や政策研究、政治理論の知見を手がかりに学ぶ。
【第十五回 政治と理想】これまで学んできた内容をふりかえりつつ、政治と社会について個人が考えることの意
義についてあらためて考察する。

事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
【初回】
[事前学習]シラバスを熟読し、授業構成を理解したうえで、政治について日頃疑問に思っていること、考えてい
ることを言語化する。
【各回共通】
[事前学習]新聞やテレビ等のメディアに目を通し、個人的に興味のあるニュースや、よく意味のわからなかった
ニュースについて、前回までの講義で得た知識と関連性がないか考える。事前学習の目安は二時間とする。
[事後学習]配布した講義資料を読み返しつつ、不明な点を中心に講義動画を再視聴しながら復習すること。解決
しなかった不明点については、随時メールをもちいて質問すること。事後学習の目安は二時間とする。
課題に対するフィードバックの方法
優れたコメントや興味深い質問を講義でとりあげ、講評・解説をおこなう。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、授業に関するコメント・質問の提出、期末レポートの評価結果に基づき総合的に判定のう
え、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
正当な理由なくレポートを提出しなかった場合は「K」評価とする。
現代の日本社会Ⅰ（政治・経済）

成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

0

授業外での評価

20

授業に関するコメント・質問

1~3

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

80

レポート

1~3

その他

0

テキスト

テキストは使用せず、講義資料を配布する。

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 履修条件はとくに指定しません。政治と社会問題について自分なりの視点から考える意欲のある学
生を歓迎します。

現代の日本社会Ⅰ（政治・経済）

授業コード

10000503

授業種別

授業科目名

現代の日本社会Ⅰ（政治・経済）

授業担当教員

香月

悠希

成績担当教員

香月

悠希

開講年次

1年

開講期

実務家教員による授業

講義

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
高度に複雑化した現代の日本社会において、社会のあり方と社会問題に対して、借り物ではない自分なりの意見
を形成するのは容易ではない。社会やそれをとりまく問題を主体的に捉えるには、社会をかたちづくる政治の仕
組みと、社会問題を分析する理論枠組みについての体系的な理解が不可欠なためである。そこで本講義では、政
治学および政治理論の基本的な知識の学習を通じて、現代の日本社会を主体的に分析・考察する視点の獲得を目
指す。
到達目標
1.日本の政治制度の基本的な用語と仕組みを説明できるようになる。
2.代表的な政治理論上の立場である、自由主義、功利主義、卓越主義について、その特徴と問題点を説明できる
ようになる。
3.社会問題をめぐる政治的な主張について、その背後にある価値判断を、根拠をもって検討できるようになる。
授業計画
この授業は、遠隔授業となります。リアルタイム型の遠隔授業(その授業時間にZoom等で参加する方法)ではな
く、講義を録画した動画を一定期間中に視聴し、所定の課題を提出していただく形で実施予定です。
【第一回 イントロダクション】授業についての概説を行い、受講にあたっての理解を深める。
【第二回 なぜ政治を考えるのか】「政治とはなにか」「なぜ政治を考えるのか」という問いの考察を通じて、政
治についての基本的な知識や考え方について学ぶ。
【第三回 政治と価値】政治において大切だとされる「価値」について学び、単なる好き嫌いではないものとして
政治的な主張や政治思想を理解できるようになる。
【第四回 自由主義①】現代政治の中心的価値である自由について、リベラリズムの政治理論を手がかりに学ぶ。
【第五回 自由主義②】現代政治の中心的価値である自由について、リバタリアニズムの政治理論を手がかりに学
ぶ。
【第六回 功利主義①】現代政治において大きな影響力を持つ功利主義について、古典的功利主義を中心に学ぶ。
【第七回 功利主義②】現代政治において大きな影響力を持つ功利主義について、現代功利主義を中心に学ぶ。
【第八回 卓越主義】公共政策の議論において、無視できない影響力を持つ卓越主義について学ぶ。
【第九回 非個人主義的価値】個人主義的な価値に還元することのできない価値について学ぶ。
【第十回 民主主義】多くの人が自明のものとしている民主主義について、民主主義をめぐる政治理論の考察を通
じて学ぶ。
【第十一回 民主政治を支える制度①】内閣制度を中心に基礎知識を学習し、現実の政治の動きを理解する。
【第十二回 民主政治を支える制度②】議会制度を中心に基礎知識を学習し、現実の政治の動きを理解する。
【第十三回 民主政治を支える制度③】政党制度を中心に基礎知識を学習し、現実の政治の動きを理解する。
【第十四回 政治と現実】現実の政策実践について、政治学や政策研究、政治理論の知見を手がかりに学ぶ。
【第十五回 政治と理想】これまで学んできた内容をふりかえりつつ、政治と社会について個人が考えることの意
義についてあらためて考察する。

事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
【初回】
[事前学習]シラバスを熟読し、授業構成を理解したうえで、政治について日頃疑問に思っていること、考えてい
ることを言語化する。
【各回共通】
[事前学習]新聞やテレビ等のメディアに目を通し、個人的に興味のあるニュースや、よく意味のわからなかった
ニュースについて、前回までの講義で得た知識と関連性がないか考える。事前学習の目安は二時間とする。
[事後学習]配布した講義資料を読み返しつつ、不明な点を中心に講義動画を再視聴しながら復習すること。解決
しなかった不明点については、随時メールをもちいて質問すること。事後学習の目安は二時間とする。
課題に対するフィードバックの方法
優れたコメントや興味深い質問を講義でとりあげ、講評・解説をおこなう。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、授業に関するコメント・質問の提出、期末レポートの評価結果に基づき総合的に判定のう
え、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
正当な理由なくレポートを提出しなかった場合は「K」評価とする。
現代の日本社会Ⅰ（政治・経済）

成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

0

授業外での評価

20

授業に関するコメント・質問

1~3

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

80

レポート

1~3

その他

0

テキスト

テキストは使用せず、講義資料を配布する。

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 履修条件はとくに指定しません。政治と社会問題について自分なりの視点から考える意欲のある学
生を歓迎します。

現代の日本社会Ⅰ（政治・経済）

授業コード

10301501

授業種別

授業科目名

日本の歴史と文化

授業担当教員

増成

一倫

成績担当教員

増成

一倫

開講年次

1年

開講期

実務家教員による授業

講義

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
本講義では、古代～近代・現代までの時代から幅広くテーマをとりあげ、最新の研究成果にもふれながら、日本
の歴史や文化について概観していく。その際、文字史料だけでなく、遺跡や遺物などの考古資料、絵画資料など
の多様な資料を紹介し、多角的な視点からその特徴を明らかにしていく。授業では、各時代を概説的に取りあげ
るとともに、いくつかのテーマについてはやや詳しく取り上げ、それぞれの特徴や歴史的意義を検討していく。
さらに、各時代の比較を通じて、現代社会とのつながりや相違点、多様な社会のありかたについて理解を深める
とともに、それぞれの時代や文化について主体的に学ぶ手がかりとすることを目指す。
なお、講義の進度や受講者の興味・関心などに応じて、授業計画は変更することがある。
★この授業は、オンデマンド型の遠隔授業となります。リアルタイム型の遠隔授業（その授業時間に Zoom 等で
参加する方法）ではなく、講義を録画した動画を一定期間中に視聴し、所定の課題を提出していただく形で実施
する予定です。
到達目標
1.日本の歴史や文化について、それぞれの時代の大まかな特徴や流れを説明できる。
2.歴史的事実を解明するための様々な種類の史料・資料について、それぞれの特徴や、時代ごとの性格を説明で
きる。
3.授業で取り扱った様々な時代やテーマについて、現代社会とのつながりや相違点にも着目しつつ、歴史的意義
を説明できる。
授業計画
【第１回】
テーマ：オリエンテーション
内容・方法：本講義の進め方、評価方法について説明する。あわせて、過去の歴史的事実をわれわれはどのよう
な方法で知ることができるのかなど、歴史を学ぶ方法や意義を考察する。
【第２回】
テーマ：旧石器時代・縄文時代・弥生時代の歴史
内容・方法：旧石器時代・縄文時代・弥生時代の歴史について、社会集団の形成過程に着目して考察する。
【第３回】
テーマ：古墳時代の歴史
内容・方法：古墳時代の歴史について、古墳が造られた背景や政治的まとまりの形成過程に着目して考察する。
【第４回】
テーマ：飛鳥時代の歴史
内容・方法：「大化の改新」の検討を中心に、飛鳥時代の歴史について、その特徴と展開を考察する。
【第５回】
テーマ：奈良時代の歴史
内容・方法：奈良時代の歴史について、律令制の特徴と政治の変遷に着目し、その特徴と展開を考察する。
【第６回】
テーマ：平安時代の歴史
内容・方法：平安時代の歴史について、摂関政治や院政の成立過程や構造に着目し、その特質と展開を考察す
る。
【第７回】
テーマ：鎌倉時代の歴史
内容・方法：鎌倉時代の歴史について、鎌倉幕府の構造や変遷に着目し、その特質と展開を考察する。
【第８回】
テーマ：南北朝時代・室町時代・戦国時代の歴史
内容・方法：南北朝時代・室町時代・戦国時代の歴史について、室町幕府の展開過程に着目し、その特質と展開
を考察する。
【第９回】
テーマ：安土桃山時代・江戸時代の歴史（その①）
内容・方法：安土桃山時代から、江戸時代中頃までの歴史について、織田信長・豊臣秀吉による全国の統一過程
と江戸幕府の構造に着目し、その特質と展開を考察する。
【第１０回】
テーマ：江戸時代の歴史（その②）
内容・方法：江戸時代の中頃から、幕末までの歴史について、幕府で行なわれた改革と、幕末の「開国」に着目
し、その特質と展開を考察する。
【第１１回】
テーマ：明治時代・大正時代・昭和時代・現代の歴史と文化
内容・方法：明治時代から現代にいたる歴史について、それぞれの時代の文化にも着目しながら、その特質と展
開を考察する。
【第１２回】
テーマ：古代の文化－飛鳥文化、天平文化、弘仁・貞観文化、国風文化を中心に－
日本の歴史と文化

内容・方法：飛鳥時代・奈良時代・平安時代の文化について、仏教の位置づけや対外関係に主に着目し、その特
質と展開を考察する。
【第１３回】
テーマ：中世の文化－鎌倉時代の文化、室町時代の文化（北山文化・東山文化）を中心に－
内容・方法：鎌倉時代・室町時代の文化について、担い手や現代の伝統文化とのつながりにも着目しつつ、その
特質と展開を考察する。
【第１４回】
テーマ：近世の文化－元禄文化・化政文化を中心に－
内容・方法：江戸時代の文化について、代表的作品を取り上げ、その特質と展開を考察する。
【第１５回】
テーマ：本講義のまとめ
内容・方法：講義で取り扱ったテーマを振り返りながら、それぞれの時代の歴史や文化の特徴についてまとめ
る。
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
・第1回目については、事前学習としてシラバスに目を通しておく。
・第1回目の事後学習、第2回目～第14回目までの事前事後学習、第15回目の事前学習では、授業で配信した映像
（音声）教材や授業資料をよく確認し、内容を復習しておく。
・第15回目の事後学習では、これまでの授業で配布された映像（音声）教材や授業資料を熟読し、内容を振り
返っておく。
課題に対するフィードバックの方法
・授業ごとの課題の解答については、次回以降の授業でポイントを解説する。
・授業ごとの感想ペーパーで出された質問などについては、可能な限り次回の授業で回答する。
・期末レポートの評価については、希望があれば個別に開示する。
成績評価の方法・基準（方針）
授業のそれぞれの回ごとに提示・提出する課題や感想ペーパーと、期末レポートにより総合的に評価のうえ、100
点満点に換算して60点以上を合格とし、単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

40

毎回の課題の解答内容（20）と、感想ペーパーの内容
（20）により評価する。

1、２

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

60

期末レポートの内容（60）により評価する。

3

その他

0

テキスト

授業ごとに映像（音声）教材や、授業資料を配布（配信）する。

参考書
履修条件・他の科目との関連 ・配信する授業資料等を用いて、真面目に授業を受けること。
・授業にて指示する課題やレポート課題に真面目に取り組み、期限を厳守して提出すること。

日本の歴史と文化

授業コード

10301502

授業種別

授業科目名

日本の歴史と文化

授業担当教員

増成

一倫

成績担当教員

増成

一倫

開講年次

1年

開講期

実務家教員による授業

講義

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
本講義では、古代～近代・現代までの時代から幅広くテーマをとりあげ、最新の研究成果にもふれながら、日本
の歴史や文化について概観していく。その際、文字史料だけでなく、遺跡や遺物などの考古資料、絵画資料など
の多様な資料を紹介し、多角的な視点からその特徴を明らかにしていく。授業では、各時代を概説的に取りあげ
るとともに、いくつかのテーマについてはやや詳しく取り上げ、それぞれの特徴や歴史的意義を検討していく。
さらに、各時代の比較を通じて、現代社会とのつながりや相違点、多様な社会のありかたについて理解を深める
とともに、それぞれの時代や文化について主体的に学ぶ手がかりとすることを目指す。
なお、講義の進度や受講者の興味・関心などに応じて、授業計画は変更することがある。
★この授業は、オンデマンド型の遠隔授業となります。リアルタイム型の遠隔授業（その授業時間に Zoom 等で
参加する方法）ではなく、講義を録画した動画を一定期間中に視聴し、所定の課題を提出していただく形で実施
する予定です。
到達目標
1.日本の歴史や文化について、それぞれの時代の大まかな特徴や流れを説明できる。
2.歴史的事実を解明するための様々な種類の史料・資料について、それぞれの特徴や、時代ごとの性格を説明で
きる。
3.授業で取り扱った様々な時代やテーマについて、現代社会とのつながりや相違点にも着目しつつ、歴史的意義
を説明できる。
授業計画
【第１回】
テーマ：オリエンテーション
内容・方法：本講義の進め方、評価方法について説明する。あわせて、過去の歴史的事実をわれわれはどのよう
な方法で知ることができるのかなど、歴史を学ぶ方法や意義を考察する。
【第２回】
テーマ：旧石器時代・縄文時代・弥生時代の歴史
内容・方法：旧石器時代・縄文時代・弥生時代の歴史について、社会集団の形成過程に着目して考察する。
【第３回】
テーマ：古墳時代の歴史
内容・方法：古墳時代の歴史について、古墳が造られた背景や政治的まとまりの形成過程に着目して考察する。
【第４回】
テーマ：飛鳥時代の歴史
内容・方法：「大化の改新」の検討を中心に、飛鳥時代の歴史について、その特徴と展開を考察する。
【第５回】
テーマ：奈良時代の歴史
内容・方法：奈良時代の歴史について、律令制の特徴と政治の変遷に着目し、その特徴と展開を考察する。
【第６回】
テーマ：平安時代の歴史
内容・方法：平安時代の歴史について、摂関政治や院政の成立過程や構造に着目し、その特質と展開を考察す
る。
【第７回】
テーマ：鎌倉時代の歴史
内容・方法：鎌倉時代の歴史について、鎌倉幕府の構造や変遷に着目し、その特質と展開を考察する。
【第８回】
テーマ：南北朝時代・室町時代・戦国時代の歴史
内容・方法：南北朝時代・室町時代・戦国時代の歴史について、室町幕府の展開過程に着目し、その特質と展開
を考察する。
【第９回】
テーマ：安土桃山時代・江戸時代の歴史（その①）
内容・方法：安土桃山時代から、江戸時代中頃までの歴史について、織田信長・豊臣秀吉による全国の統一過程
と江戸幕府の構造に着目し、その特質と展開を考察する。
【第１０回】
テーマ：江戸時代の歴史（その②）
内容・方法：江戸時代の中頃から、幕末までの歴史について、幕府で行なわれた改革と、幕末の「開国」に着目
し、その特質と展開を考察する。
【第１１回】
テーマ：明治時代・大正時代・昭和時代・現代の歴史と文化
内容・方法：明治時代から現代にいたる歴史について、それぞれの時代の文化にも着目しながら、その特質と展
開を考察する。
【第１２回】
テーマ：古代の文化－飛鳥文化、天平文化、弘仁・貞観文化、国風文化を中心に－
日本の歴史と文化

内容・方法：飛鳥時代・奈良時代・平安時代の文化について、仏教の位置づけや対外関係に主に着目し、その特
質と展開を考察する。
【第１３回】
テーマ：中世の文化－鎌倉時代の文化、室町時代の文化（北山文化・東山文化）を中心に－
内容・方法：鎌倉時代・室町時代の文化について、担い手や現代の伝統文化とのつながりにも着目しつつ、その
特質と展開を考察する。
【第１４回】
テーマ：近世の文化－元禄文化・化政文化を中心に－
内容・方法：江戸時代の文化について、代表的作品を取り上げ、その特質と展開を考察する。
【第１５回】
テーマ：本講義のまとめ
内容・方法：講義で取り扱ったテーマを振り返りながら、それぞれの時代の歴史や文化の特徴についてまとめ
る。
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
・第1回目については、事前学習としてシラバスに目を通しておく。
・第1回目の事後学習、第2回目～第14回目までの事前事後学習、第15回目の事前学習では、授業で配信した映像
（音声）教材や授業資料をよく確認し、内容を復習しておく。
・第15回目の事後学習では、これまでの授業で配布された映像（音声）教材や授業資料を熟読し、内容を振り
返っておく。
課題に対するフィードバックの方法
・授業ごとの課題の解答については、次回以降の授業でポイントを解説する。
・授業ごとの感想ペーパーで出された質問などについては、可能な限り次回の授業で回答する。
・期末レポートの評価については、希望があれば個別に開示する。
成績評価の方法・基準（方針）
授業のそれぞれの回ごとに提示・提出する課題や感想ペーパーと、期末レポートにより総合的に評価のうえ、100
点満点に換算して60点以上を合格とし、単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

40

毎回の課題の解答内容（20）と、感想ペーパーの内容
（20）により評価する。

1、２

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

60

期末レポートの内容（60）により評価する。

3

その他

0

テキスト

授業ごとに映像（音声）教材や、授業資料を配布（配信）する。

参考書
履修条件・他の科目との関連 ・配信する授業資料等を用いて、真面目に授業を受けること。
・授業にて指示する課題やレポート課題に真面目に取り組み、期限を厳守して提出すること。

日本の歴史と文化

授業コード

10301702

授業科目名

文化人類学

授業担当教員

A.T.モリ

成績担当教員

A.T.モリ

開講年次

2年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

講義

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
文化人類学は、かつて西洋世界が自分たちと異なる社会や人間集団を研究する学問としてスタートしたのだが、
今日では人類の社会・文化の多様性と普遍性について考える総合的な学問になっている。本講義では、文化人類
学の基礎を学ぶことを目的とする。重要なのは、 文化人類学における文化の捉え方、視点や考え方を身につける
ことである。講義では、まず文化人類学の考え方や研究方法、研究対象などの事項について解説し、異文化理解
のための基礎的な枠組みを提供する。次に、文化人類学の主要な研究テーマの一部を具体的に紹介する。なお、
映像などの視聴覚教材を用いながら説明していく。
政府や大学による新型コロナウイルスの感染対策の変化に沿って授業内容の順番を前後することがあります。
視聴覚教材を利用できない場合は、内容の調整または自主読解用テキストの配布を行うことがあります。
到達目標
①文化人類学の基礎的概念について説明できること。
②「異文化」に関わる場面において、文化人類学の知識を運用して状況を判断できること。
授業計画
★この授業は、オンデマンド型の遠隔授業となります。リアルタイム型の遠隔授業（その授業時間に Zoom 等で
参加する方法）ではなく、講義を録画した動画を一定期間中に視聴し、所定の課題を提出していただく形で実施
する予定です。
【第1回】
テーマ：文化人類学とはⅠ
内容・方法：文化人類学の歴史、フィールドワーク、エスノグラフィーの基礎を解説する。
【第2回】
テーマ：文化人類学とはⅡ
内容・方法：フィールドワークの変化、研究者と対象者との関係などについて解説する。
【第3回】
テーマ：人間集団と文化
内容・方法：ネイション、エスニシティ、人種、先住民などの基本概念について説明する。
【第4回】
テーマ：近代国家と伝統の発明
内容・方法：現代の文化人類学における民族と国家への視点の変化について解説する。
【第5回】
テーマ：狩猟採集社会
内容・方法：人類社会の暮らしと自然環境との関係について解説する。
【第6回】
テーマ：食文化
内容・方法：食の文化の変容について。
【第7回】
テーマ：交換と経済
内容・方法：交換や経済という視点から人と人、集団間の関係の形成を考える。
【第8回】
テーマ：親族関係
内容・方法：文化人類学が対象としている家族、親族概念、またそれらの研究について解説する。
【第9回】
テーマ：セクシュアリティとジェンダー
内容・方法：文化人類学における性、セクシャリティ、ジェンダー概念について説明する。
【第10回】
テーマ：宗教についてⅠ
内容・方法：シャーマニズムなど、多神的信仰について。
【第11回】
テーマ：宗教についてⅡ
内容・方法：キリスト教やイスラームなど、唯一神信仰およびその土着化について。
【第12回】
テーマ：儀礼と人生
内容・方法：人生の区切りである世界各国のさまざまな儀礼の意味の違いや類似について考える。
【第13回】
テーマ：文化人類学と博物館
内容・方法：日本の国立民族学博物館など、多様な文化現象の展示について。
【第14回】
テーマ：異文化間トラブルの現場
内容・方法：異文化理解の不足によるトラブルの事例を取り上げて、多角的に分析する。
文化人類学

【第15回】
テーマ：文化人類学と人類の文明
内容・方法：これまでの授業を踏まえつつ、よりマクロな次元で地球表面の人類社会を考える。
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
事前学習は指定教科書における授業該当の章若しくは前回の授業で配布されるテキストを読むこと。
事後学習は配布したレジュメを確認し、参考文献を手引きに自主的に読書すること。
課題に対するフィードバックの方法
レポートの添削については希望者には返却する。また授業時に記入していただいた感想コメントについては後日
授業内においてできる限り取り上げ、さらに復習に応用できるようにしたい。
成績評価の方法・基準（方針）
平常点50％（これは出席点ではなく、出席を前提としたうえで、授業内において記入してもらう授業コメントの
内容を評価の対象とする）
期末レポ―ト50％（講義で解説した内容や映像資料などを交えて説明した文化人類学の基礎的知識を理解してい
るかどうかを評価する）
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

毎回授業中に記入するコメントシートの内容を対象に評
価する。

①②

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

50

講義で解説した内容や映像資料などを交えて説明した文
化人類学の基礎的知識を理解しているかどうかを評価す
る。

①②

その他

0

テキスト

毎回レジュメを配布する。

参考書

梅屋潔 シンジルト 共編 『新版 文化人類学のレッスン―フィールドからの出発』 2017年 学陽書
房
桑山敬己 綾部真雄 共編 『詳論 文化人類学：基本と最新のトピックを深く学ぶ』 2018年 ミネル
ヴァ書房

履修条件・他の科目との関連 事前に履修してもらう科目はない。
ただし、授業の内容に沿って自主的な読書を勧める。
また、日常の生活における異文化的現象、及び海外から移住してきた人、やってきたモノに関心を
持って欲しい。

文化人類学

授業コード

10001303

授業種別

授業科目名

文化人類学

授業担当教員

A.T.モリ

成績担当教員

A.T.モリ

開講年次

カリキュラムによる

開講期

実務家教員による授業

講義

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
文化人類学は、かつて西洋世界が自分たちと異なる社会や人間集団を研究する学問としてスタートしたのだが、
今日では人類の社会・文化の多様性と普遍性について考える総合的な学問になっている。本講義では、文化人類
学の基礎を学ぶことを目的とする。重要なのは、 文化人類学における文化の捉え方、視点や考え方を身につける
ことである。講義では、まず文化人類学の考え方や研究方法、研究対象などの事項について解説し、異文化理解
のための基礎的な枠組みを提供する。次に、文化人類学の主要な研究テーマの一部を具体的に紹介する。なお、
映像などの視聴覚教材を用いながら説明していく。
政府や大学による新型コロナウイルスの感染対策の変化に沿って授業内容の順番を前後することがあります。
視聴覚教材を利用できない場合は、内容の調整または自主読解用テキストの配布を行うことがあります。
到達目標
①文化人類学の基礎的概念について説明できること。
②「異文化」に関わる場面において、文化人類学の知識を運用して状況を判断できること。
授業計画
★この授業は、オンデマンド型の遠隔授業となります。リアルタイム型の遠隔授業（その授業時間に Zoom 等で
参加する方法）ではなく、講義を録画した動画を一定期間中に視聴し、所定の課題を提出していただく形で実施
する予定です。
【第1回】
テーマ：文化人類学とはⅠ
内容・方法：文化人類学の歴史、フィールドワーク、エスノグラフィーの基礎を解説する。
【第2回】
テーマ：文化人類学とはⅡ
内容・方法：フィールドワークの変化、研究者と対象者との関係などについて解説する。
【第3回】
テーマ：人間集団と文化
内容・方法：ネイション、エスニシティ、人種、先住民などの基本概念について説明する。
【第4回】
テーマ：近代国家と伝統の発明
内容・方法：現代の文化人類学における民族と国家への視点の変化について解説する。
【第5回】
テーマ：狩猟採集社会
内容・方法：人類社会の暮らしと自然環境との関係について解説する。
【第6回】
テーマ：食文化
内容・方法：食の文化の変容について。
【第7回】
テーマ：交換と経済
内容・方法：交換や経済という視点から人と人、集団間の関係の形成を考える。
【第8回】
テーマ：親族関係
内容・方法：文化人類学が対象としている家族、親族概念、またそれらの研究について解説する。
【第9回】
テーマ：セクシュアリティとジェンダー
内容・方法：文化人類学における性、セクシャリティ、ジェンダー概念について説明する。
【第10回】
テーマ：宗教についてⅠ
内容・方法：シャーマニズムなど、多神的信仰について。
【第11回】
テーマ：宗教についてⅡ
内容・方法：キリスト教やイスラームなど、唯一神信仰およびその土着化について。
【第12回】
テーマ：儀礼と人生
内容・方法：人生の区切りである世界各国のさまざまな儀礼の意味の違いや類似について考える。
【第13回】
テーマ：文化人類学と博物館
内容・方法：日本の国立民族学博物館など、多様な文化現象の展示について。
【第14回】
テーマ：異文化間トラブルの現場
内容・方法：異文化理解の不足によるトラブルの事例を取り上げて、多角的に分析する。
文化人類学

【第15回】
テーマ：文化人類学と人類の文明
内容・方法：これまでの授業を踏まえつつ、よりマクロな次元で地球表面の人類社会を考える。
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
事前学習は指定教科書における授業該当の章若しくは前回の授業で配布されるテキストを読むこと。
事後学習は配布したレジュメを確認し、参考文献を手引きに自主的に読書すること。
課題に対するフィードバックの方法
レポートの添削については希望者には返却する。また授業時に記入していただいた感想コメントについては後日
授業内においてできる限り取り上げ、さらに復習に応用できるようにしたい。
成績評価の方法・基準（方針）
平常点50％（これは出席点ではなく、出席を前提としたうえで、授業内において記入してもらう授業コメントの
内容を評価の対象とする）
期末レポ―ト50％（講義で解説した内容や映像資料などを交えて説明した文化人類学の基礎的知識を理解してい
るかどうかを評価する）
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

毎回授業中に記入するコメントシートの内容を対象に評
価する。

①②

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

50

講義で解説した内容や映像資料などを交えて説明した文
化人類学の基礎的知識を理解しているかどうかを評価す
る。

①②

その他

0

テキスト

毎回レジュメを配布する。

参考書

梅屋潔 シンジルト 共編 『新版 文化人類学のレッスン―フィールドからの出発』 2017年 学陽書
房
桑山敬己 綾部真雄 共編 『詳論 文化人類学：基本と最新のトピックを深く学ぶ』 2018年 ミネル
ヴァ書房

履修条件・他の科目との関連 事前に履修してもらう科目はない。
ただし、授業の内容に沿って自主的な読書を勧める。
また、日常の生活における異文化的現象、及び海外から移住してきた人、やってきたモノに関心を
持って欲しい。

文化人類学

授業コード

10301802

授業種別

授業科目名

日本と世界の宗教

授業担当教員

三木

英

成績担当教員

三木

英

開講年次

3年

開講期

実務家教員による授業

講義

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
仏教やキリスト教、イスラーム等、世界には多くの信者を有する宗教が存在し、また日本には前記世界宗教の
他、多くの新宗教が活動している。グローバル化の時代に生きる現代人は、それらについての知識無くして、世
界の人々と交流することは難しい。宗教は人々の行動や思想の原理であるがゆえに、宗教への無理解は人間間の
交渉を皮相なものにとどめ、さらには軋轢を生じさせる原因ともなる。現代の必須教養である宗教文化について
の知識伝授が、本講義の目的とするところである。そしてそれが、国境を越えたビジネスの成功にもつながるは
ずである。
到達目標
①日本や世界について説明するにあたり、宗教の果たす役割の大であることを説明できる。
②日本や世界の宗教について、解説している文献に親しみ、その内容を他者に解説することができる。
③日本や世界の宗教を知り、それらと現代の思想・政治等とを関連づけて説明することができる。
授業計画
【第1回】
テーマ：日本の宗教（１）
内容・方法：日本の仏教（大乗仏教）について、先祖祭祀の問題と絡めながら、概略を示す。
【第2回】
テーマ：日本の宗教（２）
内容・方法：日本民族の宗教である神道について、その成立から現在まで、対外戦争中のそのポジションや靖国
神社の問題も含め、解説を加えてゆく。
【第3回】
テーマ：日本の宗教（３）
内容・方法：幕末維新時から今日までに出現した新宗教について、具体的事例を多く交えながら、解説してゆ
く。
【第4回】
テーマ：日本の宗教（４）
内容・方法：洗練度においても組織化レベルにおいても低いものの、いまも着実に日本人社会に根をおろしてい
る民俗宗教を論じる。それがいまなお支持される理由の考察が、主なるところである。
【第5回】
テーマ：日本の宗教（５）
内容・方法：完全な無信仰でないものの、所謂教団所属の信者ではない社会層の信仰について、論じる。すなわ
ちスピリチュアリティに着目するわけである。
【第6回】
テーマ：キリスト教の世界（１）
内容・方法：イエス・キリストの生涯ついて、四福音書に基づきながら、説明してゆく。
【第7回】
テーマ：キリスト教の世界（２）
内容・方法：現代世界におけるキリスト教の勢力について、統計を示しながら、解説する。とくにアメリカにお
けるキリスト教右派への注目が喚起される。
【第8回】
テーマ：イスラームの世界（１）
内容・方法：『アル・クルアーン』『ハディース』に基づき、ムハンマドとその時代について、解説する。
【第9回】
テーマ：イスラームの世界（２）
内容・方法：イスラーム法とムスリムの生活を中心に、日本人にとってなじみの薄い世界宗教の基本を、解説す
る。
【第10回】
テーマ：仏教の世界（１）
内容・方法：マハーヤナ（大乗）仏教の成立について述べ、日本以外でのマハーヤナの現状を紹介する。
【第11回】
テーマ：仏教の世界（２）
内容・方法：原始仏教の直接的後継であるテーラヴァーダ（上座）仏教の成立について述べ、東南アジア諸国で
のその現状を解説する。
【第12回】
テーマ：ヒンドゥー教の世界
内容・方法：世界有数の人口を抱えるインドの宗教を解説する。ヒンドゥーの神々が日本においても崇拝されて
いる現実については、とくに念入りに説かれる。
【第13回】
テーマ：世界宗教地図（１）
内容・方法：南北アメリカとヨーロッパに焦点を合わせ、彼の地で信仰される宗教について解説する。
日本と世界の宗教

【第14回】
テーマ：世界宗教地図（２）
内容・方法：アジアとアフリカに焦点を合わせ、彼の地で信仰される宗教について解説する。
【第15回】
テーマ：近年の日本に進出してきた宗教
内容・方法：1990年以降、海外から日本に宗教の移入されることが活発化してきた。その結果いま国内には、
様々な外来宗教の姿勢つが設けられている。それらについて解説を加える。
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
各回、事前学習2時間、事後学習2時間を想定している。
【第1回】
①事前学修課題：指定文献購読
②事後学修課題：講義ノートのまとめ（次回においてチェックする＜以下、同じ＞）
【第2回】
①事前学修課題：指定文献購読
②事後学修課題：講義ノートのまとめ
【第3回】
①事前学修課題：指定文献購読
②事後学修課題：講義ノートのまとめ
【第4回】
①事前学修課題：指定文献購読
②事後学修課題：講義ノートのまとめ
【第5回】
①事前学修課題：指定文献購読
②事後学修課題：講義ノートのまとめ
【第6回】
①事前学修課題：指定文献購読
②事後学修課題：講義ノートのまとめ
【第7回】
①事前学修課題：指定文献購読
②事後学修課題：講義ノートのまとめ
【第8回】
①事前学修課題：指定文献購読
②事後学修課題：講義ノートのまとめ
【第9回】
①事前学修課題：指定文献購読
②事後学修課題：講義ノートのまとめ
【第10回】
①事前学修課題：指定文献購読
②事後学修課題：講義ノートのまとめ
【第11回】
①事前学修課題：指定文献購読
②事後学修課題：講義ノートのまとめ
【第12回】
①事前学修課題：指定文献購読
②事後学修課題：講義ノートのまとめ
【第13回】
①事前学修課題：指定文献購読
②事後学修課題：講義ノートのまとめ
【第14回】
①事前学修課題：指定文献購読
②事後学修課題：講義ノートのまとめ
【第15回】
①事前学修課題：指定文献購読
②事後学修課題：講義ノートのまとめ、並びに講義全体に対する感想をまとめて、提出することを求める（指定
期日までの提出を課す）。
課題に対するフィードバックの方法
講義内で受講生個々に何らかの課題（レポート提出あるいは感想等の執筆）を与えた場合、その翌週当該時間に
各々についてコメントを返す。
成績評価の方法・基準（方針）
講義中の態度、講義中あるいは講義後に課す課題への対応、定期試験の成績等により総合的に評価する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

30

講義内で課される3回程度の簡便課題への対応。

①②

授業外での評価

20

講義終了後に提出が求められるレポート課題への対応。

①②

定期試験

40

全講義終了後、定期試験期間内に実施される筆記試
験への対応。

③
日本と世界の宗教

定期試験に代わるレポート等

0

その他

10

テキスト

プリントを配布する

参考書

櫻井義秀・三木英共編『よくわかる宗教学』ミネルヴァ書房、2015年

講義中の態度、質問等から講義へのコミットメントを評価
する。

①②

履修条件・他の科目との関連 「社会学」も併せ受講することが望ましい。

日本と世界の宗教

授業コード

10014801

授業種別

授業科目名

日本語表現Ⅰ（文章表現）

授業担当教員

村田

菜穂子

成績担当教員

村田

菜穂子

開講年次

1年

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
日常の言語活動の中で、特に「書く」ことに重点をおき、その基本的な事項（書き言葉に適した語彙、日本語の
正しい表記、用途に応じたさまざまな文章の書き方、レポートの基本構成など）と、大学生らしいレポートを書
くための調べ方について学習する。
到達目標
1．目的に応じた文体で日本語の文章を書くことができる
2．読み手の立場や用途に応じた日本語の文章を書くことができる
3．ルールに則った体裁のレポートを書くことができる
4．日本語で書かれた文章を正確に読み解き、説明することができる
授業計画
【第1回】ガイダンス（授業の概要と受講における注意点について）
内容：授業の概要・進め方・評価の方法および、事前事後の学習の重要性に関する説明
【第2回】語彙と文体～アカデミックワードと日常語～
内容：アカデミックな場面で使用する日本語と日常に使用している日本語について
【第3回】Eメールの書き方
内容：連絡事項が過不足なく伝えることができるEメールの書き方について
【第4回】句読点と見やすい表記
内容：分かりやすい日本語を書くポイントその１
【第5回】語順と接続表現
内容：分かりやすい日本語を書くポイントその２
【第6回】文献検索の方法
内容：(1)インターネット利用とその注意点 (2)図書館での調べ方
【第7回】情報を読み解く
内容：資料を読み解き、要点を押さえて要約を行う方法
【第8回】大学生に求められるレポートとは
内容：「レポートには何を書けばよいのか」について
【第9回】レポートの構成
内容：基本的なレポートの構成と執筆の手順について
【第10回】「わかりやすい文」を書く
内容：アウトラインとパラグラフライティングを書く
【第11回】先行研究・引用の方法
内容：内容：先行研究の利用法と引用の基本について
【第12回】注・参考文献の書き方
内容：基本的な参考文献の示し方について
【第13回】調査の概要および調査結果と考察
内容：調査内容の大筋の示し方と、入手したデータの適切な分析法と考察法について
【第14回】結論と今後の課題
内容：明らかになった事柄と明らかにし得なかった事柄を区別して示す方法について
【第15回】後期の総括
内容：後期授業のポイントの整理
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
※毎回の授業において、事前学習（1時間）と事後学習（1時間）が必要である。
【第1回】
①事前学習課題：本授業のシラバスを予め印刷してよく読み、シラバスを持参する。
②事後学習課題：受講における留意点を再確認する。
【第2回】～【第5回】、および【第11回】～【第14回】
①事前学習課題：授業テーマに即した部分のトレーニングシートを読み、できる限りやっておく。
②事後学習課題：授業で学んだポイントを整理する。
【第６回】
①事前学習課題：授業テーマに即した部分のトレーニングシートを読み、できる限りやっておく。
②事後学習課題：(1)インターネットを使い、情報収集を行ってみる。(2)文献検索を行い、図書館で実際に本を
借りてみる。
【第７回】～【第10回】
①事前学習課題：事前に配布されたプリントを熟読し、あらかじめ内容を押さえておくとともに練習問題を行っ
ておくこと。
日本語表現Ⅰ（文章表現）

②事後学習課題：授業で学んだポイントを整理する。
【第15回】
①事前学習課題：これまでに習ったこと振り返り、理解の不十分な点について、質問できるように準備してお
く。
②事後学習課題：後期授業のポイントをまとめる。
課題に対するフィードバックの方法
・授業内の課題については、課題については正解（模範解答）を示すとともに、机間巡視により理解度を把握
し、間違いや優れた点の指摘や助言等を行う。
・提出された課題については、必要に応じて授業の中で取り上げて間違いや優れた点の指摘や助言等を行う。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す通り、授業内において課せる課題、授業外において課せる課題、また定期試験に代わるレポートの評
価結果に基づいて総合的な判定のうえ、６０点以上を合格とし、所定の単位を認定する。なお、正当な理由がな
い欠席５回以上、または授業内に課せる課題・授業外において課せる課題の提出率７割以上、またはレポート試
験のいずれかが未提出の場合は評価対象外となり、「K」評価をする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

5

授業内に課せる課題（5）

1,2

授業外での評価

45

事前・事後の学習として課せる課題（45）

1,2

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

50

レポート試験（50）

1,2,3

その他

0

テキスト

大学生のための日本語表現トレーニング ドリル編/安部朋世・福嶋健伸・橋本修編著/三省堂
/1995/ISBN：9784385363271

参考書

『21世紀のカレッジ・ジャパニーズ』深澤のぞみ他著 国書刊行会
『大学生のための論文・レポートの論理的な書き方』渡邊淳子著 研究社
『論文ワークブック』浜田麻里･平尾得子･由井紀久子著 くろしお出版
また、指定したテキストのほかに必要に応じて補助教材のプリントを配布する。
このほか、参考書は適宜授業中に指示する。

履修条件・他の科目との関連 １．「日本語表現Ⅰ」と「日本語表現Ⅱ」は、両方を受講することが望ましい。
２．本授業は頻繁に課題が課せられるので積極的に取り組むこと。
注意：本授業は留学生に向けた日本語科目ではありません。

日本語表現Ⅰ（文章表現）

授業コード

10014901

授業種別

授業科目名

日本語表現Ⅱ（口頭表現）

授業担当教員

村田

菜穂子

成績担当教員

村田

菜穂子

開講年次

カリキュラムによる

開講期

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
より良いコミュニケーションを行うために、本授業では「話す」「聞く」に重点をおく中、さらに様々な表現技
術を学び、効果的に表現できるよう総合的な学習と演習を行う。
到達目標
１．日本語を運用して的確に口頭での説明ができる
２．聞き手の立場や場面に応じた日本語での口頭表現ができる
３．プレゼンテーション資料を過不足なく準備し、口頭発表ができる
授業計画
【第1回】ガイダンス（授業の概要と受講における注意点について）
内容：授業の概要・進め方・評価の方法および、事前事後の学習の重要性に関する説明
【第2回】 説明する
内容：漏れや重複がない説明の方法とは
【第3回】 段取りを考えた連絡
内容：重要な連絡内容を不備なく確実に伝える文章とは
【第4回】 メールで連絡する
内容：親しい友達以外に送るメールのルールとマナー
【第5回】 データを集めて解釈する
内容：データを正しく集めて妥当な解釈をする方法とは
【第6回】 インターネットを用いた調査
内容：インターネットを利用した情報収集の方法
【第7回】 図書館の上手な利用方法
内容：図書館を利用した情報収集の方法
【第8回】 プレゼンテーションを行う【１】
内容：プレゼンテーションを行うための事前準備とアウトラインの構成
【第9回】 プレゼンテーションを行う【２】
内容：レジュメの基本な構成方法
【第10回】 レジュメの推敲
内容：プレゼンテーションを成功させるための効果的なレジュメの仕上げ
【第11回】 口頭表現の基礎を押さえる
内容：聞き手が受け入れやすい上手な話し方とは
【第12回】 プレゼンテーションの実践～演習１～
内容：プレゼンテーションの実践を通してより良いプレゼンテーションの提言とレジュメの改良を
助言する
【第13回】 プレゼンテーションの実践～演習２～
内容：プレゼンテーションを実践を通してより良いプレゼンテーションの提言とレジュメの改良を
助言する
【第14回】 プレゼンテーションの実践～演習３～
内容：プレゼンテーションを実践を通してより良いプレゼンテーションの提言とレジュメの改良を
助言する
【第15回】 前期の総括
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
※毎回の授業において、事前学習（1時間）と事後学習（1時間）が必要である。
【第1回】
①事前学習課題：本授業のシラバスを予め印刷してよく読み、シラバスを持参する。
②事後学習課題：本授業で注意すべき点を整理し、ノートにまとめておく。
【第2回】～【第8回】、【第11回】
①事前学習課題：授業テーマに即した部分のテキストを読み、トレーニングシートのできる部分をやっておく。
②事後学習課題：授業で学んだポイントを整理するとともに、指示された課題を行う。
【第9回】【第10回】
①事前学習課題：配布されたプリントをよく読み、プレゼンテーションに関する基礎知識を押さえておく。
②事後学習課題：授業で学んだポイントを整理するとともに、指示された課題を行う。
【第12回】～【第14回】
①事前学習課題：プレゼンテーションの実践に向けて、徹底的にリハーサルを準備する。
②事後学習課題：授業中のアドバイスを参考にして、プレゼンテーションとレジュメを改良する。
【第15回】
日本語表現Ⅱ（口頭表現）

①事前学習課題：これまでに習ったこと振り返り、理解の不十分な点について、質問できるように準備してお
く。
②事後学習課題：前期授業のポイントをまとめる。
課題に対するフィードバックの方法
・授業内の課題については、課題については正解（模範解答）を示すとともに、机間巡視により理解度を把握
し、間違いや優れた点の指摘や助言等を行う。
・提出された課題については、必要に応じて授業の中で取り上げて間違いや優れた点の指摘や助言等を行う。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す通り、授業内において課せる課題とプレゼンテーション、授業外において課せる課題、また定期試験
に代わるレポートの評価結果に基づいて総合的な判定のうえ、６０点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
なお、正当な理由がない欠席５回以上、または授業内において実施するプレゼンテーションが未実施の場合は評
価対象外となり、「K」評価をする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

40

プレゼンテーションの実践（40）

1,2,3

授業外での評価

35

事前・事後の学習として課せる課題（35）

1,3

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

25

レポート試験（25）

1,3

その他

0

テキスト

大学生のための日本語表現トレーニング 実践編/福嶋健伸・橋本修・安部朋世編著/三省堂
/1995/ISBN：9784385363264

参考書

『論文ワークブック』浜田麻里･平尾得子･由井紀久子著 くろしお出版
『21世紀のカレッジ・ジャパニーズ』深澤のぞみ他著 国書刊行会
また、指定したテキストのほかに必要に応じて補助教材のプリントを配布する。
このほか、参考書は適宜授業中に指示する。

履修条件・他の科目との関連 １．「日本語表現Ⅰ」と「日本語表現Ⅱ」は、両方を受講することが望ましい。
２．本授業は頻繁に課題が課せられるので積極的に取り組むこと。
注意：本授業は留学生に向けた日本語科目ではありません。

日本語表現Ⅱ（口頭表現）

授業コード

10300901

授業科目名

人間と情報

授業担当教員

野村

孝久

成績担当教員

野村

孝久

開講年次

1年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

講義

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
現在の情報社会において、情報は大きな価値を持ち、これらはコンピューターを用いた情報システムにより管
理・運用されている。情報システムとは、社会や企業等の活動に必要な情報の利活用に関わるしくみである。情
報社会を生きる者にとって、情報を理解しコンピューターを適切に使いこなす能力は不可欠といえよう。本授業
では、情報社会とコンピューターとの関わり、数値・文字・画像などのデータ表現、コンピューターのハード
ウェアとソフトウェアの構成とその動作原理、情報ネットワークのしくみ、セキュリティー、効果的な情報デザ
イン手法、生活・ビジネス・ものづくりを支える情報システム、情報モラル、未来の情報技術等について解説す
到達目標
１．情報社会とコンピューター及び情報システムの関わりについて説明できる。
２．コンピューターにおけるデータ表現・ハードウェア・ソフトウェアの概要とその動作原理を説明できる。
３．情報ネットワークのしくみとセキュリティー及び情報モラルについて説明できる。
４．効果的な情報デザイン手法について説明できる。
５．生活・ビジネス・ものづくりを支える情報システムについて説明できる。
６．これからの情報社会の展望について説明できる。
授業計画
この授業は、遠隔授業となります。リアルタイム型の遠隔授業(その授業時間にZoom等で参加する方法)ではな
く、講義を録画した動画を一定期間中に視聴し、所定の課題を提出していただく形で実施予定です。
第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回
第8回
第9回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回

コンピューターとは（授業の進め方、受講ルール、情報社会におけるコンピューター等）
データ表現（アナログとデジタル、数値・文字・画像・動画・音の表現、データの圧縮等）
ハードウェアの構成（コンピューター機器の構成、制御装置・演算装置、記憶装置、入出力装置等）
ソフトウェアの構成（オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェア等）
アルゴリズムとプログラム（流れ図、基本的な制御構造、データ構造、ソフトウェア開発等）
ソフトウェアの応用（データベース、CG、人工知能とソフトコンピューティング等）
通信のしくみ（ネットワークの構成、通信プロトコル、インターネットのしくみ等）
インターネットの利用（インターネットへの接続方法とサービス、セキュリティー対策等）
情報デザイン（情報の構造化、レイアウト、文字等）
生活を支える情報システム（電子行政と電子認証、気象・防災システム、医療情報システム等）
ビジネスを支える情報システム（電子商取引、電子決済、販売時点情報管理システム等）
ものづくりを支える情報システム（設計・製造・生産管理における情報システム等）
情報モラル（著作権問題、ネット上のルールとマナー、情報漏えいと対策、サイバー犯罪等）
これからの情報社会（未来の情報技術、未来の情報社会と人間等）
学習のまとめ

事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
各回に対応するテキストの内容を事前に熟読し概要を理解しておくこと。また事後には、学んだ重要キーワード
及びその周辺事項について、インターネットを用いて調査すること。各回につき2時間以上の事前学習および2時
間以上の事後学習を要する。
課題に対するフィードバックの方法
授業内で実施した小テスト等の解答・解説を行う。これにより自己採点と復習を可能とする。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、授業期間中に実施される課題・レポートと、全授業終了後に実施される期末試験の評価結果
に基づき総合的に判定のうえ、60 点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
期末試験を未提出の場合、評価の対象とせず、「K」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

60

授業期間中に実施される課題・レポート

１、２、３、４、５、６

授業外での評価

0

定期試験

0
人間と情報

定期試験に代わるレポート等

40

その他

0

テキスト

・コンピューターと情報システム、福田真規夫 監修、日本理工出版会、2,500円（税別）、
ISBN978-4-89019-528-2
・資料を必要に応じて配付する。

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する。

全授業終了後に実施されるレポート

１、２、３、４、５、６

履修条件・他の科目との関連 ・本科目と並行して「コンピュータ基礎演習I」を履修することが望ましい。
・欠席した場合は、その回の学習内容・課題等を担当教員に聞き、自習しておくこと。

人間と情報

授業コード

10001901

授業種別

授業科目名

情報処理のしくみⅠ

授業担当教員

野村

孝久

成績担当教員

野村

孝久

開講年次

1年

開講期

実務家教員による授業

講義

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
現在の情報社会において、情報は大きな価値を持ち、これらはコンピューターを用いた情報システムにより管
理・運用されている。情報システムとは、社会や企業等の活動に必要な情報の利活用に関わるしくみである。情
報社会を生きる者にとって、情報を理解しコンピューターを適切に使いこなす能力は不可欠といえよう。本授業
では、情報社会とコンピューターとの関わり、数値・文字・画像などのデータ表現、コンピューターのハード
ウェアとソフトウェアの構成とその動作原理、情報ネットワークのしくみ、セキュリティー、効果的な情報デザ
イン手法、生活・ビジネス・ものづくりを支える情報システム、情報モラル、未来の情報技術等について解説す
到達目標
１．情報社会とコンピューター及び情報システムの関わりについて説明できる。
２．コンピューターにおけるデータ表現・ハードウェア・ソフトウェアの概要とその動作原理を説明できる。
３．情報ネットワークのしくみとセキュリティー及び情報モラルについて説明できる。
４．効果的な情報デザイン手法について説明できる。
５．生活・ビジネス・ものづくりを支える情報システムについて説明できる。
６．これからの情報社会の展望について説明できる。
授業計画
この授業は、遠隔授業となります。リアルタイム型の遠隔授業(その授業時間にZoom等で参加する方法)ではな
く、講義を録画した動画を一定期間中に視聴し、所定の課題を提出していただく形で実施予定です。
第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回
第8回
第9回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回

コンピューターとは（授業の進め方、受講ルール、情報社会におけるコンピューター等）
データ表現（アナログとデジタル、数値・文字・画像・動画・音の表現、データの圧縮等）
ハードウェアの構成（コンピューター機器の構成、制御装置・演算装置、記憶装置、入出力装置等）
ソフトウェアの構成（オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェア等）
アルゴリズムとプログラム（流れ図、基本的な制御構造、データ構造、ソフトウェア開発等）
ソフトウェアの応用（データベース、CG、人工知能とソフトコンピューティング等）
通信のしくみ（ネットワークの構成、通信プロトコル、インターネットのしくみ等）
インターネットの利用（インターネットへの接続方法とサービス、セキュリティー対策等）
情報デザイン（情報の構造化、レイアウト、文字等）
生活を支える情報システム（電子行政と電子認証、気象・防災システム、医療情報システム等）
ビジネスを支える情報システム（電子商取引、電子決済、販売時点情報管理システム等）
ものづくりを支える情報システム（設計・製造・生産管理における情報システム等）
情報モラル（著作権問題、ネット上のルールとマナー、情報漏えいと対策、サイバー犯罪等）
これからの情報社会（未来の情報技術、未来の情報社会と人間等）
学習のまとめ

事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
各回に対応するテキストの内容を事前に熟読し概要を理解しておくこと。また事後には、学んだ重要キーワード
及びその周辺事項について、インターネットを用いて調査すること。各回につき2時間以上の事前学習および2時
間以上の事後学習を要する。
課題に対するフィードバックの方法
授業内で実施した小テスト等の解答・解説を行う。これにより自己採点と復習を可能とする。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、授業期間中に実施される課題・レポートと、全授業終了後に実施される期末試験の評価結果
に基づき総合的に判定のうえ、60 点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
期末試験を未提出の場合、評価の対象とせず、「K」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

60

授業期間中に実施される課題・レポート

１、２、３、４、５、６

授業外での評価

0

定期試験

0
情報処理のしくみⅠ

定期試験に代わるレポート等

40

その他

0

テキスト

・コンピューターと情報システム、福田真規夫 監修、日本理工出版会、2,500円（税別）、
ISBN978-4-89019-528-2
・資料を必要に応じて配付する。

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する。

全授業終了後に実施されるレポート

１、２、３、４、５、６

履修条件・他の科目との関連 ・本科目と並行して「コンピュータ基礎演習I」を履修することが望ましい。
・欠席した場合は、その回の学習内容・課題等を担当教員に聞き、自習しておくこと。

情報処理のしくみⅠ

授業コード

10001701

授業種別

授業科目名

コンピュータ基礎演習Ⅲ

授業担当教員

新谷

廣一

成績担当教員

新谷

廣一

開講年次

1年

実務家教員による授業

演習

開講期

後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
ㅤ大学・短期大学の場合に、卒業研究の発表などでプレゼンテーションを行う場合がある。また、企業において
も、顧客に対して、さまざまな提案や計画の披露を行うプレゼンテーションがある。最近では、コンピュータで
作成したビジュアル資料（スライド）を,プロジェクターを使って投影することが主流になってきている。現代社
会に生きる我々にとって、コンピュータを使ったプレゼンテーションができるスキルは必須になってきている。
この演習では、まず、プレゼンテーションの意味やビジュアル資料のポイントについて概説し、続いて、ビ
ジュアル資料作成用ツールであるMicrosoft社のPowerPointを使い、効果的なプレゼンテーションについての演習
を行う。
授業の形態は、講義及びコンピュータ演習を組み合わせたものである。
到達目標
1．プレゼンテーションとは何かを説明できる
2．PowerPointの基本的な機能を理解し活用することができる
3．PowerPointを利用して効果的なプレゼンテーション資料の作成ができる
4．PowerPointを利用した発表ができる
授業計画
第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回
第8回
第9回
第10回
等）
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回

プレゼンテーションとは（プレゼンテーションの準備、視覚的な資料の作成ポイント）
PowerPointの基礎（PowerPointとは、アウトラインの設計、ファイルの保存とPowerPontの終了）
プレゼンテーションの構成と段落の編集（ファイルを開く、プレゼンテーションの構成、段落の編集等）
スライドのデザイン（デザインのテーマ、プレースホルダーの操作、ワードアートと図形の利用）
表・グラフの挿入（表の利用、グラフの利用、テキストボックスの利用）
図・画像の挿入（SmartArtの利用、画像の挿入、画像の編集）
画像の切り替え効果とアニメーション（画像の切り替え効果の設定、アニメーションの設定等）
スライドショーの準備と実行（スライド番号の利用、リハーサルの実行、スライドショーの実行）
資料の作成と印刷（配布資料のレイアウトと印刷）
テンプレートの利用（テンプレートの選択、スライドマスターの利用、オリジナルテンプレートの保存
発表作品制作の準備（テーマの分析、情報の収集、ストーリーの構成をまとめる）
発表作品制作（１）（アウトラインの入力、レベルの設定、スライドタイトルの作成等）
発表作品制作（２）（ワードアート・箇条書き・表・グラフ・画像の利用）
発表作品制作（３）（画面の切り替え効果・アニメーションの設定・ノートと配布資料の作成等）
最終発表（作品の発表、相互評価）

事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
事前には、1～10回は各回に対応するテキストの内容を熟読し概要を理解しておくこと、11～15回目は発表テーマ
やスライドの内容について考えたり必要な画像等のデータを準備しておくこと。事後には、授業中に出題された
課題を完成させておくこと。各回につき0.5時間以上の事前学習および0.5時間以上の事後学習を要する。
課題に対するフィードバックの方法
・授業内の課題については、机間巡視により理解度を把握し、間違いや優れた点の指摘、助言等を行う。
・定期試験に代わるレポートの評価結果については希望があれば開示する。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、授業期間中に実施される演習課題・最終発表と授業終講後の定期試験に代わるレポートの評
価結果に基づき総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

70

演習課題の達成度（40）
最終発表の内容（30）

3、4

授業外での評価

0

コンピュータ基礎演習Ⅲ

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

30

その他

0

テキスト

コンピューターリテラシー Microsoft Office Word＆PowerPoint編［改訂版］、花木泰子・浅里京子
著、日本理工出版会、2,200円（税別）、ISBN978-4-89019-524-4

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する。

全授業終了後に実施するレポート試験（30）

1、2

履修条件・他の科目との関連 ・本科目履修前に「コンピュータ基礎演習I、II」を受講していることが望ましい。
・テキストは、前期「コンピュータ基礎演習I」で購入したものを継続して利用する。
・欠席した場合、その回の教材（演習課題等）を指定されている教材格納フォルダ（あるいはGoogle
Classroomのトピック）よりダウンロードし、復習しておくこと。

コンピュータ基礎演習Ⅲ

授業コード

10001801

授業種別

授業科目名

コンピュータ基礎演習Ⅳ

授業担当教員

内藤

富美子

成績担当教員

内藤

富美子

開講年次

1年

実務家教員による授業

演習

開講期

後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
ㅤ情報化社会では、多くのオフィスにおいてパソコンが導入され、様々なデータ処理がなされている。そのよう
な現場で、よく利用されているものに表計算ソフトウェアがある。この授業では、すでに科目「コンピュータ基
礎演習II」にて表計算ソフトウェアExcelの基礎を学んだ学生を対象に、さらに高度なデータ処理演習を行う。複
数の表形式データの処理、日付・時刻や文字列に関する処理、様々なグラフ処理、複雑な条件による判断処理、
クロス集計、表検索処理などについて、それらの機能と操作方法を解説する。また、各種演習課題を与え、Excel
を用いて具体的な事例に対して情報処理ができるよう指導する。
授業の形態は、講義及びコンピュータ演習を組み合わせたものである。
到達目標
1．Excelを用いて日付・時刻に関する処理を行うことができる
2．Excelを用いて文字列に関する処理を行うことができる
3．Excelを用いて様々なグラフ処理を行うことができる
4．Excelを用いて複雑な判断処理を行うことができる
5．Excelを用いてクロス集計を行うことができる
6．Excelを用いて表検索処理を行うことができる
7．Excelの高度な機能を理解し活用することができる
授業計画
第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回
第8回
第9回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回

Excelの基本操作（授業の進め方・受講ルール、四則演算・基本的関数・グラフ機能等の復習）
日付・時刻に関する処理（日付等のデータ入力・書式設定、日付等データの演算・関数等）
文字列に関する処理（文字列の抽出・加工、文字列に関する関数等）
様々なグラフ作成（複合グラフ、散布図、バブルチャート等）
複雑な判断処理（多分岐処理、論理演算子による複雑な条件等）
条件付き関数（条件付き集計関数SUMIF等を用いた判断処理）
複合演習（テキスト第11〜14章に解説されている機能・関数を用いた複合的な演習）
クロス集計処理（１）（ピボットテーブルの作成・編集、クロス集計等）
クロス集計処理（２）（フィールドのグループ化、集計方法の変更、フィルターによる抽出等）
表検索処理（１）（VLOOKUP関数の文法、完全一致検索、近似値検索等）
表検索処理（２）（検索時のエラー処理等）
便利な機能（条件付き書式、入力規則の設定、ゴールシーク等）
総合応用演習（１）（テキスト第11〜14章に解説されている機能・関数を用いた応用）
総合応用演習（２）（テキスト第15〜17章に解説されている機能・関数を用いた応用）
学習のまとめ（これまでの学習内容の整理、最終課題等）

事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
各回に対応するテキストの内容を事前に熟読し概要を理解しておくこと。また事後には、学んだ例題・演習課題
を一部改変した問題を自ら作成し、その解答を作成すること。各回につき0.5時間以上の事前学習および0.5時間
以上の事後学習を要する。
課題に対するフィードバックの方法
・課題の演習時に机間巡視を行い、各学生の演習内容について、間違い及び優れた点の指摘と助言等を行う。
・定期試験に代わるレポートの評価結果については希望があれば開示する。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、授業期間中に実施される演習課題と授業終講後の定期試験に代わるレポートの評価結果に基
づき総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

70

演習課題の達成度（70）

1、2、3、4、5、6

授業外での評価

0

定期試験

0

コンピュータ基礎演習Ⅳ

定期試験に代わるレポート等

30

その他

0

テキスト

コンピューターリテラシーMicrosoft Office Excel編［改訂版］、多田憲孝・内藤富美子 著、日本理
工出版会、2,200円（税別）、ISBN978-4-89019-525-1

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する。

全授業終了後に実施するレポート試験（30）

7

履修条件・他の科目との関連 ・本科目履修後、「コンピュータ応用演習I」を履修することが望ましい。
・欠席した場合、その回の教材（演習課題等）を指定されている教材格納フォルダ（あるいはGoogle
Classroomのトピック）よりダウンロードし、復習しておくこと。

コンピュータ基礎演習Ⅳ

授業コード

10010101

授業種別

授業科目名

コンピュータ応用演習Ⅰ

授業担当教員

浅里

京子

成績担当教員

浅里

京子

開講年次

2年

実務家教員による授業

演習

開講期

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
ㅤ情報化社会では、多くのオフィスにおいてパソコンが導入され、様々なデータ処理がなされている。そのよう
な現場で、よく利用されているものにワープロソフトウェア、表計算ソフトウェア及びプレゼンテーションソフ
トウェアがある。この授業では、これらのソフトウェアの基礎を学んだ学生を対象に、Word、Excel及び
PowerPointの各機能を使い、実践的な活用方法を解説する。また、各種演習課題を与え、具体的な事例に対して
情報処理ができるよう指導する。
授業の形態は、講義及びコンピュータ演習を組み合わせたものである。
到達目標
1．ワープロソフトウェアWordを使って実践的なビジネス文書が作成できる
2．表計算ソフトウェアExcelを使って実践的なデータ処理ができる
3．プレゼンテーションソフトウェアPowerPointを使って見やすく効果的なスライドが作成できる
4．上記のソフトウェアの機能を理解し状況に応じて適切に使用することができる
授業計画
第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回
第8回
第9回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回

文章の構成と図表の扱い方（授業の進め方・受講ルール、文章の要素と構成方法、図表の活用等）
ビジネス文書のポイント（入力オートフォーマット、インデント・均等割り付け・ルビ等の機能等）
わかりやすい表作成（表の各種機能を活用した表の作成）
効果的な図の作成（図の各種機能を活用した文書作成）
関数によるデータ処理（Excelの基本的関数を応用したデータ処理）
わかりやすいグラフ作成（グラフの各種機能を活用及びABC分析等）
データベース機能によるデータ処理（データベース機能を活用したデータ処理）
クロス集計（ピボットテーブルの各種機能を活用したクロス集計）
効率化を図る（VLOOKUP関数及び数式のエラー回避等の機能を活用したデータ処理）
ビジネスソフトウェア間のデータ連携（WordとExcelのデータ連携機能を活用した文書作成）
効果的なプレゼンテーション（プレゼンテーションの構成、スライド作成機能の活用等）
効率的なスライド作成（PowerPointの便利な機能を活用したスライド作成）
総合応用演習（１）（様々な文書作成・表作成・グラフ作成の応用演習）
総合応用演習（２）（データ分析・プレゼンテーションの応用演習）
学習のまとめ（これまでの復習、企業でのWord等ソフトウェアの活用ポイント・留意点等）

事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
各回に対応するテキストの内容を事前に熟読し概要を理解しておくこと。また事後には、学んだ例題・演習課題
を一部改変した問題を自ら作成し、その解答を作成すること。各回につき0.5時間以上の事前学習および0.5時間
以上の事後学習を要する。
課題に対するフィードバックの方法
・課題の演習時に机間巡視を行い、各学生の演習内容について、間違い及び優れた点の指摘と助言等を行う。
・定期試験に代わるレポートの評価結果については希望があれば開示する。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、授業期間中に実施される演習課題と授業終講後の定期試験に代わるレポートの評価結果に基
づき総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

80

演習課題の達成度（80）

1、2、3

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

全授業終了後に実施するレポート試験（20）

4

その他

0

コンピュータ応用演習Ⅰ

テキスト

実践ドリルで学ぶOffice活用術、noa出版編、noa出版、1,204円（税別）、ISBN978-4-90843434-1

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 ・「コンピュータ基礎演習I,II,III,IV」の単位を取得している、あるいは同等の知識・技術があることを前
提とする。
・本科目履修後、「コンピュータ応用演習II」を履修することが望ましい。
・欠席した場合、その回の教材（演習課題等）を指定されている教材格納フォルダ（あるいはGoogle
Classroomのトピック）よりダウンロードし、復習しておくこと。

コンピュータ応用演習Ⅰ

授業コード

10010201

授業種別

授業科目名

コンピュータ応用演習Ⅱ

授業担当教員

浅里

京子

成績担当教員

浅里

京子

開講年次

2年

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
ㅤ様々な利⽤を考慮して集めたデータを規則性のある形で格納し、情報の抽出・加⼯等ができるソフトウェアを
データベースという。
この授業では、代表的なデータベースソフトウェアである「Access」を⽤いた「データベース演習」を⾏う。
データの⼊⼒と編集、検索処理、データ出⼒画⾯・帳票の作成、データ間を関連付けたリレーションシップ操作
について解説する。
授業の形態は、講義及びコンピュータ演習を組み合わせたものである。
到達目標
1． 授業に関わる内容に関⼼や疑問を持ち、それを⾔語化できる。
2．「Access」の基礎知識を理解し、活⽤することができる。
3．「Access」を⽤いて、簡単なデータベースを構築できる。
授業計画
第 1回
第 2回
第 3回
第 4回
第 5回
第 6回
第 7回
第 8回
第 9回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回

ガイダンス、データベースの新規作成
テーブルの概要：データ型、フィールドプロパティ、データの⼊⼒
新規テーブルの作成：フィールド設定、Excelからのインポート
テーブルのデータシート：フィールド編集、データの検索と置換
フォームの概要：フォームの作成とデザイン変更
選択クエリの作成 ：単⼀条件、AND・OR条件、⽐較演算⼦を使⽤した抽出
選択クエリの応⽤：Between〜and〜演算⼦、ワイルドカードを使⽤した抽出
レポートの概要：レポートの作成とデザイン変更、印刷時拡張と印刷時縮⼩
リレーションシップの概要：リレーションシップの利点と設計
リレーションシップの設定：Accessからのインポート、連鎖更新と連鎖削除
参照整合性の概要：主キーと外部キー、1側テーブルと他側テーブル
リレーションシップとクエリ作成：計算式の設定、集計クエリの作成
リレーションシップとクエリ応⽤：クロス集計、パラメータークエリ
学習のまとめと最終課題
総合応⽤演習 ：住所管理データベース

事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
事前学習では、各回に対応するテキストの内容を熟読し概要を理解する。
事後学習では、授業内容を復習し課題を完成させる。
「コンピュータ応用演習II」は1単位のため、授業と事前事後の学習はあわせて「45時間」である。
1回の授業時間は「2時間」として計算し、15回の授業時間の合計は「30時間」となる。
残りの「15時間」を15回で割って、事前事後の学習時間は1回あたり「1時間」になる。
計算上だけではなく、内容を理解するためには1回あたり「1時間」授業外学習を必要とする。
課題に対するフィードバックの方法
「Google Classroom」で回収した課題に対して、各学⽣に指導と助⾔を⾏う。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に⽰す評価⽅法により総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
次のいずれかに該当する場合は、「K」評価とする。
・正当な理由なく5回以上の⽋席がある。
・連続した⽋席がある。
・連続した課題の未提出がある。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

70

「Google Classroom」でのコメント（10）
「Google Forms」への回答（10）
演習課題の完成度と取り組み（50）

1、2

コンピュータ応用演習Ⅱ

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

30

その他

0

テキスト

誰でも使えるデータベース！Access（問題集標準添付）/noa出版編/noa出版/1905円（税別）
/ISBN978-4-908434-56-3

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する。

全授業終了後に実施するレポート試験（30）

履修条件・他の科目との関連 履修条件は、「Access」がインストールされているパソコンの確保と指定のテキストの準備、
第1回授業の出席とする。
遠隔授業や登学禁⽌になった場合に備えて、⾃宅で「Access」が利⽤できる環境を確保する。
また、授業はテキストに従って進⾏するので、第1回授業までに指定されたテキストを準備する。
演習を積みあげてシステムを構築するため、第1回授業に出席することを必須とする。
2回以降の⽋席は該当の課題を作成し、授業翌⽇までに「Google Classroom」に提出する。
「コンピュータ基礎演習I・II」を履修済みか同等以上の知識を有していることを要する。

コンピュータ応用演習Ⅱ

授業コード

10301001

授業種別

授業科目名

コンピュータ基礎演習Ⅰ

授業担当教員

三宅

香代子

成績担当教員

三宅

香代子

開講年次

1年

開講期

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
ㅤビジネス社会においてはもちろん、大学の授業においても、情報を自由に加工し、制作物を作成して他者に発
信することが必要になってきます。その際には、スマートフォンやタブレット端末ではなく、複数のウィンドウ
を同時に開いて作業をしたり、キーボードを使って効率的に文章を作成したりできるパソコンが必要となりま
す。また、現在では、インターネットへの常時接続が可能となり、いつでも、どこでも、データや画面を共有で
きるようになり、授業や会議もオンラインで行われるようになってきました。
そこで、本授業では、まず、パソコン操作の基本、全ての授業で利用するツールの使い方について解説する。
次に、代表的な文書作成ソフトであるWordの基礎について概説し、効率的な文字入力及びかな漢字変換、文章の
校正、書式の設定ができるように指導する。続いて、図や表入りの文書の作成、ビジネス文書の作成、ビジュア
ルな文書の作成に必要な機能と操作方法を解説する。さらに、情報化社会において知っておくべき情報セキュリ
ティや情報倫理について事例を交えて解説する。最後に、プレゼンテーションソフトを用いて簡単なプレゼン
テーション資料（スライド）が作成できるように指導する。
授業の形態は、講義及びコンピュータ演習を組み合わせたものである。
到達目標
1．パソコンの基本操作ができる
2．電子メールの基本操作ができる
3．eラーニングシステム（Google Classroom）の基本操作ができる
4．Web会議ツール（Zoom）の基本操作ができる
5．キーボードを見ずにタイピングができる
6．効率的なかな漢字変換ができる
7．図や表をバランスよく配置した文書の作成ができる
8．ワープロソフトに関する基本的用語の意味について説明できる
9．ビジネス文書の構成について説明できる
10．簡単なビジネス文書の作成ができる
11．IDとパスワードの重要性について説明できる。
12．ネット上のルールとマナーについて説明できる。
13．プレゼンテーションとは何かを説明できる
14．簡単なプレゼンテーション資料の作成ができる
授業計画
第1回 パソコン利用ガイド１（授業の進め方・受講ルール、Googleへのログイン、OIUメール、Google
Classroom、Zoomの基本的な使い方）
第2回 パソコン利用ガイド２（作成したデータの保存場所、Google Classroom、OIUメール、Zoomの高度な使い
方、在学生ポータルサイトの紹介、タイピングの練習）
第3回 Wordの基本操作と文章の入力（Wordの起動、日本語の入力、文章の入力と校正、タイピング練習等）
第4回 文書作成と書式（文書の入力、文字書式、段落書式、書式のクリア、タイピング練習等）
第5回 ビジネス文書とページ書式（ページ書式、ビジネス文書の基本形式、文書の印刷、タイピング練習等）
第6回 表作成（表の構成、表の作成、表への文字入力、表の範囲選択、表の編集、タイピング練習等）
第7回 社外ビジネス文書（社外ビジネス文書の基本形式、同窓会案内状の作成・編集、タイピング練習等）
第8回 図形描画・ビジュアルな文書の作成（図形の挿入、図形の基本操作、ワードアート、オブジェクトの配
置、タイピング練習等）
第9回 Wordの学習のまとめ（これまでの学習内容の整理、中間課題等）
第10回 情報セキュリティと情報倫理（IDとパスワードの重要性、パスワードの変更、著作権、ネット上のルー
ルとマナー）
第11回 プレゼンテーションとPowerPointの基礎（プレゼンテーションとは、PowerPointとは、アウトラインの
設計等）
第12回 プレゼンテーションの構成とスライドのデザイン（プレゼンテーションの構成、デザインのテーマ等）
第13回 表・図・画像の挿入（表の利用、SmartArtの利用、画像の挿入、画像の編集等）
第14回 アニメーションの設定とスライドショーの実行（アニメーションの設定・詳細、スライドショーの実行
等）
第15回 PowerPointによる終了課題の作成（終了課題のテーマ設定、終了課題の作成）
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
事前には、1～2回目はシラバスの内容を、3〜8回目、11～14回目は各回に対応するテキストの内容を熟読し概要
を理解しておくこと、9回目はそれまでに習ったWordの機能を復習しておくこと、10回目はあらかじめ提示された
資料を読んで理解しておくこと、15回目は必要な画像等のデータを準備しておくこと。事後には、授業中に出題
された課題を完成させておくこと。各回につき0.5時間以上の事前学習および0.5時間以上の事後学習を要する。
コンピュータ基礎演習Ⅰ

課題に対するフィードバックの方法
・授業内の課題については、机間巡視により理解度を把握し、間違いや優れた点の指摘、助言等を行う。
・定期試験に代わるレポートの評価結果については希望があれば開示する。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、授業期間中に実施される演習課題と授業終講後の定期試験に代わるレポートの評価結果に基
づき総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

70

演習課題の達成度（70）

1、2、3、4、5、6、7、
10、14

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

30

全授業終了後に実施するレポート試験（30）

8、9、11、12、13

その他

0

テキスト

コンピューターリテラシー Microsoft Office Word＆PowerPoint編［改訂版］、花木泰子・浅里京子
著、日本理工出版会、2,200円（税別）、ISBN978-4-89019-524-4

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 ・第1回目は。全授業に関わる非常に重要な内容なので、必ず出席すること。
・本科目履修後、「コンピュータ基礎演習II」を履修することが望ましい。
・欠席した場合、その回の教材（演習課題等）を指定されている場所（Google Classroomのトピック
など）よりダウンロードし、復習しておくこと。

コンピュータ基礎演習Ⅰ

授業コード

10301103

授業種別

授業科目名

コンピュータ基礎演習Ⅱ

授業担当教員

川口

恭子

成績担当教員

川口

恭子

開講年次

1年

実務家教員による授業

演習

開講期

後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
ㅤ情報化社会では、多くのオフィスにおいてパソコンが導入され、様々なデータ処理がなされている。そのよう
な現場で、よく利用されているものに表計算ソフトウェアがある。この授業では、代表的な表計算ソフトウェア
であるExcelを用いたデータ処理演習を行う。Excelにおける表形式データの作成と編集、四則演算や関数による
データ処理、データの並べ替えや抽出、条件に応じた判断処理、表形式データのグラフ化などについて、それら
の機能と操作方法を解説する。また、各種演習課題を与え、Excelを用いて具体的な事例に対して情報処理ができ
るよう指導する。
授業の形態は、講義及びコンピュータ演習を組み合わせたものである。
到達目標
1．Excelを用いて表形式データの作成と編集を行うことができる
2．Excelを用いて簡単な計算処理を行うことができる
3．Excelを用いて判断処理を行うことができる
4．Excelを用いてグラフ作成を行うことができる
5．Excelを用いて印刷処理を行うことができる
6．Excelの基本的な機能を理解し活用することができる
授業計画
第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回
第8回
第9回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回

表計算の概要（授業の進め方・受講ルール、表計算処理の概要、Excelの画面構成等）
データ入力と数式作成（データの入力・修正・削除、四則演算、オートフィル機能等）
書式設定と行・列の操作（行・列の操作、罫線、フォント設定、配置制御、小数点制御等）
基本的な関数（関数の概要、関数の入力、集計等を行う基本的関数等）
相対参照と絶対参照（相対参照と絶対参照、絶対参照を含む数式のオートフィル等）
複合演習（テキスト第1〜5章に解説されている機能・関数を用いた複合的な演習等）
基本的なグラフ作成（１）（グラフの概要、グラフの作成・変更、グラフの書式設定等）
基本的なグラフ作成（２）（円グラフの作成・編集、グラフ作成演習等）
並べ替えとデータ抽出（１）（データベース機能概要、並べ替え、フィルターによるデータ抽出等）
並べ替えとデータ抽出（２）（複雑なデータ抽出、印刷の各種設定等）
判断処理（二分岐処理、IF関数の文法、判断条件の書き方、様々な判断処理等）
複数シートの利用（別シートのセル参照、シート間の集計等）
総合応用演習（１）（テキスト第1〜5章に解説されている機能・関数を用いた応用）
総合応用演習（２）（テキスト第6〜9章に解説されている機能・関数を用いた応用）
学習のまとめ（これまでの学習内容の整理、最終課題等）

事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
各回に対応するテキストの内容を事前に熟読し概要を理解しておくこと。また事後には、学んだ例題・演習課題
を一部改変した問題を自ら作成し、その解答を作成すること。各回につき0.5時間以上の事前学習および0.5時間
以上の事後学習を要する。
課題に対するフィードバックの方法
・課題の演習時に机間巡視を行い、各学生の演習内容について、間違い及び優れた点の指摘と助言等を行う。
・定期試験に代わるレポートの評価結果については希望があれば開示する。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、授業期間中に実施される演習課題と授業終講後の定期試験に代わるレポートの評価結果に基
づき総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

70

演習課題の達成度（70）

1、2、3、4、5

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

30

全授業終了後に実施するレポート試験（30）

6
コンピュータ基礎演習Ⅱ

その他

0

テキスト

コンピューターリテラシーMicrosoft Office Excel編［改訂版］、多田憲孝・内藤富美子 著、日本理
工出版会、2,200円（税別）、ISBN978-4-89019-525-1

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 ・本科目履修後、「コンピュータ基礎演習III」を履修することが望ましい。
・欠席した場合、その回の教材（演習課題等）を指定されている場所（Google Classroomのトピック
など）よりダウンロードし、復習しておくこと。

コンピュータ基礎演習Ⅱ

授業コード

10301201

授業種別

授業科目名

コンピュータ基礎演習Ⅲ

授業担当教員

新谷

廣一

成績担当教員

新谷

廣一

開講年次

2年

実務家教員による授業

演習

開講期

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
ㅤ情報化社会では、多くのオフィスにおいてパソコンが導入され、様々なデータ処理がなされている。そのよう
な現場で、よく利用されているものに表計算ソフトウェアがある。この授業では、すでに科目「コンピュータ基
礎演習II」にて表計算ソフトウェアExcelの基礎を学んだ学生を対象に、さらに高度なデータ処理演習を行う。複
数の表形式データの処理、日付・時刻や文字列に関する処理、様々なグラフ処理、複雑な条件による判断処理、
クロス集計、表検索処理などについて、それらの機能と操作方法を解説する。また、各種演習課題を与え、Excel
を用いて具体的な事例に対して情報処理ができるよう指導する。
授業の形態は、講義及びコンピュータ演習を組み合わせたものである。
到達目標
1．Excelを用いて日付・時刻に関する処理を行うことができる
2．Excelを用いて文字列に関する処理を行うことができる
3．Excelを用いて様々なグラフ処理を行うことができる
4．Excelを用いて複雑な判断処理を行うことができる
5．Excelを用いてクロス集計を行うことができる
6．Excelを用いて表検索処理を行うことができる
7．Excelの高度な機能を理解し活用することができる
授業計画
第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回
第8回
第9回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回

Excelの基本操作（授業の進め方・受講ルール、四則演算・基本的関数・グラフ機能等の復習）
日付・時刻に関する処理（日付等のデータ入力・書式設定、日付等データの演算・関数等）
文字列に関する処理（文字列の抽出・加工、文字列に関する関数等）
様々なグラフ作成（複合グラフ、散布図、バブルチャート等）
複雑な判断処理（多分岐処理、論理演算子による複雑な条件等）
条件付き関数（条件付き集計関数SUMIF等を用いた判断処理）
複合演習（テキスト第11〜14章に解説されている機能・関数を用いた複合的な演習）
クロス集計処理（１）（ピボットテーブルの作成・編集、クロス集計等）
クロス集計処理（２）（フィールドのグループ化、集計方法の変更、フィルターによる抽出等）
表検索処理（１）（VLOOKUP関数の文法、完全一致検索、近似値検索等）
表検索処理（２）（検索時のエラー処理等）
便利な機能（条件付き書式、入力規則の設定、ゴールシーク等）
総合応用演習（１）（テキスト第11〜14章に解説されている機能・関数を用いた応用）
総合応用演習（２）（テキスト第15〜17章に解説されている機能・関数を用いた応用）
学習のまとめ（これまでの学習内容の整理、最終課題等）

事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
各回に対応するテキストの内容を事前に熟読し概要を理解しておくこと。また事後には、学んだ例題・演習課題
を一部改変した問題を自ら作成し、その解答を作成すること。各回につき0.5時間以上の事前学習および0.5時間
以上の事後学習を要する。
課題に対するフィードバックの方法
・課題の演習時に机間巡視を行い、各学生の演習内容について、間違い及び優れた点の指摘と助言等を行う。
・定期試験に代わるレポートの評価結果については希望があれば開示する。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、授業期間中に実施される演習課題と授業終講後の定期試験に代わるレポートの評価結果に基
づき総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

70

演習課題の達成度（70）

1、2、3、4、5、6

授業外での評価

0

定期試験

0

コンピュータ基礎演習Ⅲ

定期試験に代わるレポート等

30

その他

0

テキスト

コンピューターリテラシーMicrosoft Office Excel編［改訂版］、多田憲孝・内藤富美子 著、日本理
工出版会、2,200円（税別）、ISBN978-4-89019-525-1

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する。

全授業終了後に実施するレポート試験（30）

7

履修条件・他の科目との関連 欠席した場合、その回の教材（演習課題等）を指定されている教材格納フォルダ（あるいはGoogle
Classroomのトピック）よりダウンロードし、復習しておくこと。

コンピュータ基礎演習Ⅲ

授業コード

10401805

授業種別

授業科目名

デジタル・リテラシー

授業担当教員

新谷

廣一

成績担当教員

新谷

廣一

開講年次

1年

開講期

講義・演習

前期

実務家教員による授業

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
2020年から全世界でまん延した新型コロナウイルスの影響で、社会生活は一変した。社会ではそれまでにもすで
に問題とされていた勤務形態の見直しが進み、学校においてもできるだけ接触の少ない授業形態への試みが積極
的に行われ、また生活の形態も大きく変貌を遂げた。その結果として社会生活のあらゆる場面を急速に変貌させ
ていったのが、いわゆるDX(デジタルトランスフォーメーション）の波である。私たちは日常生活、仕事や学習、
金融や買い物、そして余暇や趣味の世界でさえ、パソコンやスマホに代表される個人用情報端末と、その背景に
あるネットワークを最大限に利用することが可能になり、またそれを求められるようになった。2020年代以降を
文化的に暮らしていくためには、デジタル社会を十分に理解し、できるだけ安全に、そして効率的に効果的にそ
の仕組みを活用していくための、デジタル・リテラシーを身につけることが重要となったのである。本科目は基
礎教育科目群の中核において大学の全学部・全学科の初年度において必修となり、現代を生きる誰もが身につけ
るべき、知識と技術を学習し、大学生としてデジタル環境の中で、それらのしくみを最大限に生かし、自身の学
習や研究、文化的活動に生かすことを目的としている。
本授業においては原則として普通教室において対面で、講義形式の授業と、持参PCの操作を中心とした演習形式
の授業を混在させて行う。
開始当初の3週は、大学から指定・提供されている各種ネットワークサービスの利用方法を習得するために行わ
れ、第4週以降は講義形式の授業を行いつつ、講義内容に即した課題を持参PCにて行う演習形式の授業へとつなげ
る形態をとる。
到達目標
１．学内における各種サービスを支障なく利用することができる。
２．WORDの基本的な使用法を修め、文書を作成することができる。
３．PowerPointの基本的な使用法を修め、プレゼンテーションを作成することができる。
４．Excelの基本的な使用法を修め、簡単な計算表とグラフを作成することができる。
５．授業内で修めたPCの基本的な利用法に慣れ、スムーズにコンテンツ制作が行える。
６．PCアプリを効果的に利用して、自身の思考をわかりやすく表現したコンテンツが作成できる。
７．現代社会とデジタル技術の関りについての基本的な知識を獲得し、ネットワーク内における自分の権利を守
り、かつ自分自身の生活に生かすことができる。
授業計画
【第1週】ネットワークサービスの利用
UNIPA、Google Classroom、Microsoft 365、zoom、WWW、OIUメールの活用を習得する。
【第2週】日本語入力と文書作成(1)
Wordにおける日本語入力を学び、簡単な文書を作成、Google Driveに保存するまでを学ぶ（テキストWord編1.1～
1.6）。
【第3週】日本語入力と文書作成(2)
Google Driveに保存した文書を再編集し、より高度な文書作成を学ぶ（テキストWord編1.7～1.8、2.1～2.3）。
【第4週】「PCのクリエイティブな利用」と文書作成(3)
（講義）PCによるコンテンツ作成のあらましを学ぶ。
（演習）Wordによるレポート作成を学ぶ（テキストWord編3.1～3.4）。
【第5週】「マルチウィンドウの利用」とプレゼンテーション(1)
（講義）PCの広い画面を最大限に利用して、ブラウザとアプリの同時利用を学ぶ。
（演習）PowerPointによるプレゼンテーションの概要を学ぶ（テキストPowerPoint編2.1～2.3）。
【第6週】「スマホとの連携」とプレゼンテーション(2)
（講義）PCとスマホのそれぞれの特徴を学び、各々でのデータ利用について学ぶ。
（演習）スマホと連携したコンテンツ作りを、PowerPoint上で体験する（テキストPowerPoint編3.1～3.4）。
【第7週】「ネットワーク／メディアの概要」とプレゼンテーション(3)
（講義）ネットワークがメディアとして活用されている実態を学び、ネットワーク上のコンテンツ利用の実際を
学ぶ。
（演習）より興味を引くPowerPointによるプレゼンテーションについて学ぶ（テキストPowerPoint編4.1～
4.3）。
【第8週】「セキュリティの知識」とセキュリティ管理
（講義）ネットワーク上の脅威や権利侵害について学び、安全なネットワーク利用について考える。
（演習）自身のパスワードを変更し、自身によるセキュリティ管理を開始する。
デジタル・リテラシー

【第9週】「バーコード・QRコード・暗号」と文書作成(4)
（講義）社会における情報利用のしくみを学び、それらの存在意義や安全性について考える。
（演習）また、その考察の結果をWordにより文章化する（テキストWord編4.1～4.5）。
【第10週】「ICカード・スマホ決済・Webマネー」と高度なWeb検索
（講義）ネットワーク上のお金について、そのあらましを学ぶ。
（演習）Webの検索機能を用いて、自分自身も利用するIT技術の詳細について調べる。
【第11週】「クラウド」とプレゼンテーション(4)
（講義）Google Driveを代表とするクラウド技術について知る。
（演習）自らWebによって収集したデータを交えてプレゼンテーション資料を作成する（テキストPowerPoint編6
章）。
【第12週】「データフォーマットと圧縮」と表計算(1)
（講義）映像、音声、文書などさまざまな場面で使われる多くのデータフォーマットと、その特徴について知
る。
（演習）データ処理の基本としてExcelの使い方を学ぶ（テキストExcel編1.1～1.6、2.1～2.4）。
【第13週】「ゲームビジネス」と表計算(2)
（講義）多くの学生にとって興味深いゲームコンテンツにおけるビジネスのしくみを知り、その意義を考える。
（演習）Excelの関数を学ぶ（テキストExcel編3.1～3.2、4.1～4.2）。
【第14週】「シミュレーション」と表計算(3)
（講義）コンピューターシミュレーションの基礎を学び、知的生産における応用を考える。
（演習）Excelのグラフ機能を使った簡単なシミュレーションを体験してみる（テキストExcel編6.1～6.3）。
【第15週】「デジタル・リテラシー演習Ⅰ・Ⅱの紹介」と表計算(4)
（講義）科目「デジタル・リテラシー」の結びとして、学習した内容の今後の発展と「デジタル・リテラシー演
習Ⅰ・Ⅱ」を紹介する。
（演習）Excelによって作成したグラフをWord、PowerPointに引用し、アプリを連携したコンテンツ作成を学ぶ
（テキストPowerPoint編5章、Word編11.3）。
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
事前学習としては、各週の演習授業に備えて、テキストを通読しておき、必要に応じて独習しておくこと。
事後の学習は、毎回の講義内容に合わせた演習を通じて復習を行い、成果を提出すること。
課題に対するフィードバックの方法
毎回の課題に対して次週授業にて好評を行い、自身の達成度を確認する。またそこからさらに拡張して課題を発
展していくことを繰り返す。
成績評価の方法・基準（方針）
本授業では、毎回の出席、課題の達成度、最終課題の完成度について評価を行う。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

授業の出席と課題の提出

１，２，３，４，５

授業外での評価

30

課題の達成度

２，３，４，５，６、７

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

最終課題の完成度

６，７

その他

0

テキスト

日本理工出版会「コンピューターリテラシー Microsoft Office Word & PowerPoint編【改訂版】」花
木泰子・浅里京子／著 ISBN978-4-89019-524-4 2200円＋税
日本理工出版会「コンピューターリテラシー Microsoft Office Excel編【改訂版】」多田憲孝・内藤
富美子／著 ISBN978-4-89019-525-1 2200円＋税
上記2冊は1年次後期「デジタル・リテラシー演習Ⅰ」および2年次前期「デジタル・リテラシー演習Ⅱ」
でも使用される。

参考書

必要に応じて授業内で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 本科目は必修科目であり、毎回必ず十分に充電したPCを持参すること。
本科目は1年次後期の必修科目「デジタルリテラシー演習Ⅰ」並びに2年次前期の選択科目「デジタ
ルリテラシー演習Ⅱ」の基礎となる内容であり、本科目の単位を取得していないと後の科目は理解で
きない恐れがある。
デジタル・リテラシー

授業コード

10401806

授業種別

授業科目名

デジタル・リテラシー

授業担当教員

三宅

香代子

成績担当教員

三宅

香代子

開講年次

1年

開講期

講義・演習

前期

実務家教員による授業

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
2020年から全世界でまん延した新型コロナウイルスの影響で、社会生活は一変した。社会ではそれまでにもすで
に問題とされていた勤務形態の見直しが進み、学校においてもできるだけ接触の少ない授業形態への試みが積極
的に行われ、また生活の形態も大きく変貌を遂げた。その結果として社会生活のあらゆる場面を急速に変貌させ
ていったのが、いわゆるDX(デジタルトランスフォーメーション）の波である。私たちは日常生活、仕事や学習、
金融や買い物、そして余暇や趣味の世界でさえ、パソコンやスマホに代表される個人用情報端末と、その背景に
あるネットワークを最大限に利用することが可能になり、またそれを求められるようになった。2020年代以降を
文化的に暮らしていくためには、デジタル社会を十分に理解し、できるだけ安全に、そして効率的に効果的にそ
の仕組みを活用していくための、デジタル・リテラシーを身につけることが重要となったのである。本科目は基
礎教育科目群の中核において大学の全学部・全学科の初年度において必修となり、現代を生きる誰もが身につけ
るべき、知識と技術を学習し、大学生としてデジタル環境の中で、それらのしくみを最大限に生かし、自身の学
習や研究、文化的活動に生かすことを目的としている。
本授業においては原則として普通教室において対面で、講義形式の授業と、持参PCの操作を中心とした演習形式
の授業を混在させて行う。
開始当初の3週は、大学から指定・提供されている各種ネットワークサービスの利用方法を習得するために行わ
れ、第4週以降は講義形式の授業を行いつつ、講義内容に即した課題を持参PCにて行う演習形式の授業へとつなげ
る形態をとる。
到達目標
１．学内における各種サービスを支障なく利用することができる。
２．WORDの基本的な使用法を修め、文書を作成することができる。
３．PowerPointの基本的な使用法を修め、プレゼンテーションを作成することができる。
４．Excelの基本的な使用法を修め、簡単な計算表とグラフを作成することができる。
５．授業内で修めたPCの基本的な利用法に慣れ、スムーズにコンテンツ制作が行える。
６．PCアプリを効果的に利用して、自身の思考をわかりやすく表現したコンテンツが作成できる。
７．現代社会とデジタル技術の関りについての基本的な知識を獲得し、ネットワーク内における自分の権利を守
り、かつ自分自身の生活に生かすことができる。
授業計画
【第1週】ネットワークサービスの利用
UNIPA、Google Classroom、Microsoft 365、zoom、WWW、OIUメールの活用を習得する。
【第2週】日本語入力と文書作成(1)
Wordにおける日本語入力を学び、簡単な文書を作成、Google Driveに保存するまでを学ぶ（テキストWord編1.1～
1.6）。
【第3週】日本語入力と文書作成(2)
Google Driveに保存した文書を再編集し、より高度な文書作成を学ぶ（テキストWord編1.7～1.8、2.1～2.3）。
【第4週】「PCのクリエイティブな利用」と文書作成(3)
（講義）PCによるコンテンツ作成のあらましを学ぶ。
（演習）Wordによるレポート作成を学ぶ（テキストWord編3.1～3.4）。
【第5週】「マルチウィンドウの利用」とプレゼンテーション(1)
（講義）PCの広い画面を最大限に利用して、ブラウザとアプリの同時利用を学ぶ。
（演習）PowerPointによるプレゼンテーションの概要を学ぶ（テキストPowerPoint編2.1～2.3）。
【第6週】「スマホとの連携」とプレゼンテーション(2)
（講義）PCとスマホのそれぞれの特徴を学び、各々でのデータ利用について学ぶ。
（演習）スマホと連携したコンテンツ作りを、PowerPoint上で体験する（テキストPowerPoint編3.1～3.4）。
【第7週】「ネットワーク／メディアの概要」とプレゼンテーション(3)
（講義）ネットワークがメディアとして活用されている実態を学び、ネットワーク上のコンテンツ利用の実際を
学ぶ。
（演習）より興味を引くPowerPointによるプレゼンテーションについて学ぶ（テキストPowerPoint編4.1～
4.3）。
【第8週】「セキュリティの知識」とセキュリティ管理
（講義）ネットワーク上の脅威や権利侵害について学び、安全なネットワーク利用について考える。
（演習）自身のパスワードを変更し、自身によるセキュリティ管理を開始する。
デジタル・リテラシー

【第9週】「バーコード・QRコード・暗号」と文書作成(4)
（講義）社会における情報利用のしくみを学び、それらの存在意義や安全性について考える。
（演習）また、その考察の結果をWordにより文章化する（テキストWord編4.1～4.5）。
【第10週】「ICカード・スマホ決済・Webマネー」と高度なWeb検索
（講義）ネットワーク上のお金について、そのあらましを学ぶ。
（演習）Webの検索機能を用いて、自分自身も利用するIT技術の詳細について調べる。
【第11週】「クラウド」とプレゼンテーション(4)
（講義）Google Driveを代表とするクラウド技術について知る。
（演習）自らWebによって収集したデータを交えてプレゼンテーション資料を作成する（テキストPowerPoint編6
章）。
【第12週】「データフォーマットと圧縮」と表計算(1)
（講義）映像、音声、文書などさまざまな場面で使われる多くのデータフォーマットと、その特徴について知
る。
（演習）データ処理の基本としてExcelの使い方を学ぶ（テキストExcel編1.1～1.6、2.1～2.4）。
【第13週】「ゲームビジネス」と表計算(2)
（講義）多くの学生にとって興味深いゲームコンテンツにおけるビジネスのしくみを知り、その意義を考える。
（演習）Excelの関数を学ぶ（テキストExcel編3.1～3.2、4.1～4.2）。
【第14週】「シミュレーション」と表計算(3)
（講義）コンピューターシミュレーションの基礎を学び、知的生産における応用を考える。
（演習）Excelのグラフ機能を使った簡単なシミュレーションを体験してみる（テキストExcel編6.1～6.3）。
【第15週】「デジタル・リテラシー演習Ⅰ・Ⅱの紹介」と表計算(4)
（講義）科目「デジタル・リテラシー」の結びとして、学習した内容の今後の発展と「デジタル・リテラシー演
習Ⅰ・Ⅱ」を紹介する。
（演習）Excelによって作成したグラフをWord、PowerPointに引用し、アプリを連携したコンテンツ作成を学ぶ
（テキストPowerPoint編5章、Word編11.3）。
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
事前学習としては、各週の演習授業に備えて、テキストを通読しておき、必要に応じて独習しておくこと。
事後の学習は、毎回の講義内容に合わせた演習を通じて復習を行い、成果を提出すること。
課題に対するフィードバックの方法
毎回の課題に対して次週授業にて好評を行い、自身の達成度を確認する。またそこからさらに拡張して課題を発
展していくことを繰り返す。
成績評価の方法・基準（方針）
本授業では、毎回の出席、課題の達成度、最終課題の完成度について評価を行う。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

授業の出席と課題の提出

１，２，３，４，５

授業外での評価

30

課題の達成度

２，３，４，５，６、７

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

最終課題の完成度

６，７

その他

0

テキスト

日本理工出版会「コンピューターリテラシー Microsoft Office Word & PowerPoint編【改訂版】」花
木泰子・浅里京子／著 ISBN978-4-89019-524-4 2200円＋税
日本理工出版会「コンピューターリテラシー Microsoft Office Excel編【改訂版】」多田憲孝・内藤
富美子／著 ISBN978-4-89019-525-1 2200円＋税
上記2冊は1年次後期「デジタル・リテラシー演習Ⅰ」および2年次前期「デジタル・リテラシー演習Ⅱ」
でも使用される。

参考書

必要に応じて授業内で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 本科目は必修科目であり、毎回必ず十分に充電したPCを持参すること。
本科目は1年次後期の必修科目「デジタルリテラシー演習Ⅰ」並びに2年次前期の選択科目「デジタ
ルリテラシー演習Ⅱ」の基礎となる内容であり、本科目の単位を取得していないと後の科目は理解で
きない恐れがある。
デジタル・リテラシー

授業コード

10401807

授業種別

授業科目名

デジタル・リテラシー

授業担当教員

浅里

京子

成績担当教員

浅里

京子

開講年次

1年

開講期

講義・演習

前期

実務家教員による授業

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
2020年から全世界でまん延した新型コロナウイルスの影響で、社会生活は一変した。社会ではそれまでにもすで
に問題とされていた勤務形態の見直しが進み、学校においてもできるだけ接触の少ない授業形態への試みが積極
的に行われ、また生活の形態も大きく変貌を遂げた。その結果として社会生活のあらゆる場面を急速に変貌させ
ていったのが、いわゆるDX(デジタルトランスフォーメーション）の波である。私たちは日常生活、仕事や学習、
金融や買い物、そして余暇や趣味の世界でさえ、パソコンやスマホに代表される個人用情報端末と、その背景に
あるネットワークを最大限に利用することが可能になり、またそれを求められるようになった。2020年代以降を
文化的に暮らしていくためには、デジタル社会を十分に理解し、できるだけ安全に、そして効率的に効果的にそ
の仕組みを活用していくための、デジタル・リテラシーを身につけることが重要となったのである。本科目は基
礎教育科目群の中核において大学の全学部・全学科の初年度において必修となり、現代を生きる誰もが身につけ
るべき、知識と技術を学習し、大学生としてデジタル環境の中で、それらのしくみを最大限に生かし、自身の学
習や研究、文化的活動に生かすことを目的としている。
本授業においては原則として普通教室において対面で、講義形式の授業と、持参PCの操作を中心とした演習形式
の授業を混在させて行う。
開始当初の3週は、大学から指定・提供されている各種ネットワークサービスの利用方法を習得するために行わ
れ、第4週以降は講義形式の授業を行いつつ、講義内容に即した課題を持参PCにて行う演習形式の授業へとつなげ
る形態をとる。
到達目標
１．学内における各種サービスを支障なく利用することができる。
２．WORDの基本的な使用法を修め、文書を作成することができる。
３．PowerPointの基本的な使用法を修め、プレゼンテーションを作成することができる。
４．Excelの基本的な使用法を修め、簡単な計算表とグラフを作成することができる。
５．授業内で修めたPCの基本的な利用法に慣れ、スムーズにコンテンツ制作が行える。
６．PCアプリを効果的に利用して、自身の思考をわかりやすく表現したコンテンツが作成できる。
７．現代社会とデジタル技術の関りについての基本的な知識を獲得し、ネットワーク内における自分の権利を守
り、かつ自分自身の生活に生かすことができる。
授業計画
【第1週】ネットワークサービスの利用
UNIPA、Google Classroom、Microsoft 365、zoom、WWW、OIUメールの活用を習得する。
【第2週】日本語入力と文書作成(1)
Wordにおける日本語入力を学び、簡単な文書を作成、Google Driveに保存するまでを学ぶ（テキストWord編1.1～
1.6）。
【第3週】日本語入力と文書作成(2)
Google Driveに保存した文書を再編集し、より高度な文書作成を学ぶ（テキストWord編1.7～1.8、2.1～2.3）。
【第4週】「PCのクリエイティブな利用」と文書作成(3)
（講義）PCによるコンテンツ作成のあらましを学ぶ。
（演習）Wordによるレポート作成を学ぶ（テキストWord編3.1～3.4）。
【第5週】「マルチウィンドウの利用」とプレゼンテーション(1)
（講義）PCの広い画面を最大限に利用して、ブラウザとアプリの同時利用を学ぶ。
（演習）PowerPointによるプレゼンテーションの概要を学ぶ（テキストPowerPoint編2.1～2.3）。
【第6週】「スマホとの連携」とプレゼンテーション(2)
（講義）PCとスマホのそれぞれの特徴を学び、各々でのデータ利用について学ぶ。
（演習）スマホと連携したコンテンツ作りを、PowerPoint上で体験する（テキストPowerPoint編3.1～3.4）。
【第7週】「ネットワーク／メディアの概要」とプレゼンテーション(3)
（講義）ネットワークがメディアとして活用されている実態を学び、ネットワーク上のコンテンツ利用の実際を
学ぶ。
（演習）より興味を引くPowerPointによるプレゼンテーションについて学ぶ（テキストPowerPoint編4.1～
4.3）。
【第8週】「セキュリティの知識」とセキュリティ管理
（講義）ネットワーク上の脅威や権利侵害について学び、安全なネットワーク利用について考える。
（演習）自身のパスワードを変更し、自身によるセキュリティ管理を開始する。
デジタル・リテラシー

【第9週】「バーコード・QRコード・暗号」と文書作成(4)
（講義）社会における情報利用のしくみを学び、それらの存在意義や安全性について考える。
（演習）また、その考察の結果をWordにより文章化する（テキストWord編4.1～4.5）。
【第10週】「ICカード・スマホ決済・Webマネー」と高度なWeb検索
（講義）ネットワーク上のお金について、そのあらましを学ぶ。
（演習）Webの検索機能を用いて、自分自身も利用するIT技術の詳細について調べる。
【第11週】「クラウド」とプレゼンテーション(4)
（講義）Google Driveを代表とするクラウド技術について知る。
（演習）自らWebによって収集したデータを交えてプレゼンテーション資料を作成する（テキストPowerPoint編6
章）。
【第12週】「データフォーマットと圧縮」と表計算(1)
（講義）映像、音声、文書などさまざまな場面で使われる多くのデータフォーマットと、その特徴について知
る。
（演習）データ処理の基本としてExcelの使い方を学ぶ（テキストExcel編1.1～1.6、2.1～2.4）。
【第13週】「ゲームビジネス」と表計算(2)
（講義）多くの学生にとって興味深いゲームコンテンツにおけるビジネスのしくみを知り、その意義を考える。
（演習）Excelの関数を学ぶ（テキストExcel編3.1～3.2、4.1～4.2）。
【第14週】「シミュレーション」と表計算(3)
（講義）コンピューターシミュレーションの基礎を学び、知的生産における応用を考える。
（演習）Excelのグラフ機能を使った簡単なシミュレーションを体験してみる（テキストExcel編6.1～6.3）。
【第15週】「デジタル・リテラシー演習Ⅰ・Ⅱの紹介」と表計算(4)
（講義）科目「デジタル・リテラシー」の結びとして、学習した内容の今後の発展と「デジタル・リテラシー演
習Ⅰ・Ⅱ」を紹介する。
（演習）Excelによって作成したグラフをWord、PowerPointに引用し、アプリを連携したコンテンツ作成を学ぶ
（テキストPowerPoint編5章、Word編11.3）。
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
事前学習としては、各週の演習授業に備えて、テキストを通読しておき、必要に応じて独習しておくこと。
事後の学習は、毎回の講義内容に合わせた演習を通じて復習を行い、成果を提出すること。
課題に対するフィードバックの方法
毎回の課題に対して次週授業にて好評を行い、自身の達成度を確認する。またそこからさらに拡張して課題を発
展していくことを繰り返す。
成績評価の方法・基準（方針）
本授業では、毎回の出席、課題の達成度、最終課題の完成度について評価を行う。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

授業の出席と課題の提出

１，２，３，４，５

授業外での評価

30

課題の達成度

２，３，４，５，６、７

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

最終課題の完成度

６，７

その他

0

テキスト

日本理工出版会「コンピューターリテラシー Microsoft Office Word & PowerPoint編【改訂版】」花
木泰子・浅里京子／著 ISBN978-4-89019-524-4 2200円＋税
日本理工出版会「コンピューターリテラシー Microsoft Office Excel編【改訂版】」多田憲孝・内藤
富美子／著 ISBN978-4-89019-525-1 2200円＋税
上記2冊は1年次後期「デジタル・リテラシー演習Ⅰ」および2年次前期「デジタル・リテラシー演習Ⅱ」
でも使用される。

参考書

必要に応じて授業内で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 本科目は必修科目であり、毎回必ず十分に充電したPCを持参すること。
本科目は1年次後期の必修科目「デジタルリテラシー演習Ⅰ」並びに2年次前期の選択科目「デジタ
ルリテラシー演習Ⅱ」の基礎となる内容であり、本科目の単位を取得していないと後の科目は理解で
きない恐れがある。
デジタル・リテラシー

授業コード

10401809

授業種別

授業科目名

デジタル・リテラシー

授業担当教員

川口

恭子

成績担当教員

川口

恭子

開講年次

1年

開講期

講義・演習

前期

実務家教員による授業

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
2020年から全世界でまん延した新型コロナウイルスの影響で、社会生活は一変した。社会ではそれまでにもすで
に問題とされていた勤務形態の見直しが進み、学校においてもできるだけ接触の少ない授業形態への試みが積極
的に行われ、また生活の形態も大きく変貌を遂げた。その結果として社会生活のあらゆる場面を急速に変貌させ
ていったのが、いわゆるDX(デジタルトランスフォーメーション）の波である。私たちは日常生活、仕事や学習、
金融や買い物、そして余暇や趣味の世界でさえ、パソコンやスマホに代表される個人用情報端末と、その背景に
あるネットワークを最大限に利用することが可能になり、またそれを求められるようになった。2020年代以降を
文化的に暮らしていくためには、デジタル社会を十分に理解し、できるだけ安全に、そして効率的に効果的にそ
の仕組みを活用していくための、デジタル・リテラシーを身につけることが重要となったのである。本科目は基
礎教育科目群の中核において大学の全学部・全学科の初年度において必修となり、現代を生きる誰もが身につけ
るべき、知識と技術を学習し、大学生としてデジタル環境の中で、それらのしくみを最大限に生かし、自身の学
習や研究、文化的活動に生かすことを目的としている。
本授業においては原則として普通教室において対面で、講義形式の授業と、持参PCの操作を中心とした演習形式
の授業を混在させて行う。
開始当初の3週は、大学から指定・提供されている各種ネットワークサービスの利用方法を習得するために行わ
れ、第4週以降は講義形式の授業を行いつつ、講義内容に即した課題を持参PCにて行う演習形式の授業へとつなげ
る形態をとる。
到達目標
１．学内における各種サービスを支障なく利用することができる。
２．WORDの基本的な使用法を修め、文書を作成することができる。
３．PowerPointの基本的な使用法を修め、プレゼンテーションを作成することができる。
４．Excelの基本的な使用法を修め、簡単な計算表とグラフを作成することができる。
５．授業内で修めたPCの基本的な利用法に慣れ、スムーズにコンテンツ制作が行える。
６．PCアプリを効果的に利用して、自身の思考をわかりやすく表現したコンテンツが作成できる。
７．現代社会とデジタル技術の関りについての基本的な知識を獲得し、ネットワーク内における自分の権利を守
り、かつ自分自身の生活に生かすことができる。
授業計画
【第1週】ネットワークサービスの利用
UNIPA、Google Classroom、Microsoft 365、zoom、WWW、OIUメールの活用を習得する。
【第2週】日本語入力と文書作成(1)
Wordにおける日本語入力を学び、簡単な文書を作成、Google Driveに保存するまでを学ぶ（テキストWord編1.1～
1.6）。
【第3週】日本語入力と文書作成(2)
Google Driveに保存した文書を再編集し、より高度な文書作成を学ぶ（テキストWord編1.7～1.8、2.1～2.3）。
【第4週】「PCのクリエイティブな利用」と文書作成(3)
（講義）PCによるコンテンツ作成のあらましを学ぶ。
（演習）Wordによるレポート作成を学ぶ（テキストWord編3.1～3.4）。
【第5週】「マルチウィンドウの利用」とプレゼンテーション(1)
（講義）PCの広い画面を最大限に利用して、ブラウザとアプリの同時利用を学ぶ。
（演習）PowerPointによるプレゼンテーションの概要を学ぶ（テキストPowerPoint編2.1～2.3）。
【第6週】「スマホとの連携」とプレゼンテーション(2)
（講義）PCとスマホのそれぞれの特徴を学び、各々でのデータ利用について学ぶ。
（演習）スマホと連携したコンテンツ作りを、PowerPoint上で体験する（テキストPowerPoint編3.1～3.4）。
【第7週】「ネットワーク／メディアの概要」とプレゼンテーション(3)
（講義）ネットワークがメディアとして活用されている実態を学び、ネットワーク上のコンテンツ利用の実際を
学ぶ。
（演習）より興味を引くPowerPointによるプレゼンテーションについて学ぶ（テキストPowerPoint編4.1～
4.3）。
【第8週】「セキュリティの知識」とセキュリティ管理
（講義）ネットワーク上の脅威や権利侵害について学び、安全なネットワーク利用について考える。
（演習）自身のパスワードを変更し、自身によるセキュリティ管理を開始する。
デジタル・リテラシー

【第9週】「バーコード・QRコード・暗号」と文書作成(4)
（講義）社会における情報利用のしくみを学び、それらの存在意義や安全性について考える。
（演習）また、その考察の結果をWordにより文章化する（テキストWord編4.1～4.5）。
【第10週】「ICカード・スマホ決済・Webマネー」と高度なWeb検索
（講義）ネットワーク上のお金について、そのあらましを学ぶ。
（演習）Webの検索機能を用いて、自分自身も利用するIT技術の詳細について調べる。
【第11週】「クラウド」とプレゼンテーション(4)
（講義）Google Driveを代表とするクラウド技術について知る。
（演習）自らWebによって収集したデータを交えてプレゼンテーション資料を作成する（テキストPowerPoint編6
章）。
【第12週】「データフォーマットと圧縮」と表計算(1)
（講義）映像、音声、文書などさまざまな場面で使われる多くのデータフォーマットと、その特徴について知
る。
（演習）データ処理の基本としてExcelの使い方を学ぶ（テキストExcel編1.1～1.6、2.1～2.4）。
【第13週】「ゲームビジネス」と表計算(2)
（講義）多くの学生にとって興味深いゲームコンテンツにおけるビジネスのしくみを知り、その意義を考える。
（演習）Excelの関数を学ぶ（テキストExcel編3.1～3.2、4.1～4.2）。
【第14週】「シミュレーション」と表計算(3)
（講義）コンピューターシミュレーションの基礎を学び、知的生産における応用を考える。
（演習）Excelのグラフ機能を使った簡単なシミュレーションを体験してみる（テキストExcel編6.1～6.3）。
【第15週】「デジタル・リテラシー演習Ⅰ・Ⅱの紹介」と表計算(4)
（講義）科目「デジタル・リテラシー」の結びとして、学習した内容の今後の発展と「デジタル・リテラシー演
習Ⅰ・Ⅱ」を紹介する。
（演習）Excelによって作成したグラフをWord、PowerPointに引用し、アプリを連携したコンテンツ作成を学ぶ
（テキストPowerPoint編5章、Word編11.3）。
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
事前学習としては、各週の演習授業に備えて、テキストを通読しておき、必要に応じて独習しておくこと。
事後の学習は、毎回の講義内容に合わせた演習を通じて復習を行い、成果を提出すること。
課題に対するフィードバックの方法
毎回の課題に対して次週授業にて好評を行い、自身の達成度を確認する。またそこからさらに拡張して課題を発
展していくことを繰り返す。
成績評価の方法・基準（方針）
本授業では、毎回の出席、課題の達成度、最終課題の完成度について評価を行う。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

授業の出席と課題の提出

１，２，３，４，５

授業外での評価

30

課題の達成度

２，３，４，５，６、７

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

最終課題の完成度

６，７

その他

0

テキスト

日本理工出版会「コンピューターリテラシー Microsoft Office Word & PowerPoint編【改訂版】」花
木泰子・浅里京子／著 ISBN978-4-89019-524-4 2200円＋税
日本理工出版会「コンピューターリテラシー Microsoft Office Excel編【改訂版】」多田憲孝・内藤
富美子／著 ISBN978-4-89019-525-1 2200円＋税
上記2冊は1年次後期「デジタル・リテラシー演習Ⅰ」および2年次前期「デジタル・リテラシー演習Ⅱ」
でも使用される。

参考書

必要に応じて授業内で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 本科目は必修科目であり、毎回必ず十分に充電したPCを持参すること。
本科目は1年次後期の必修科目「デジタルリテラシー演習Ⅰ」並びに2年次前期の選択科目「デジタ
ルリテラシー演習Ⅱ」の基礎となる内容であり、本科目の単位を取得していないと後の科目は理解で
きない恐れがある。
デジタル・リテラシー

授業コード

10401812

授業種別

授業科目名

デジタル・リテラシー

授業担当教員

野村

孝久

成績担当教員

野村

孝久

開講年次

1年

開講期

講義・演習

前期

実務家教員による授業

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
2020年から全世界でまん延した新型コロナウイルスの影響で、社会生活は一変した。社会ではそれまでにもすで
に問題とされていた勤務形態の見直しが進み、学校においてもできるだけ接触の少ない授業形態への試みが積極
的に行われ、また生活の形態も大きく変貌を遂げた。その結果として社会生活のあらゆる場面を急速に変貌させ
ていったのが、いわゆるDX(デジタルトランスフォーメーション）の波である。私たちは日常生活、仕事や学習、
金融や買い物、そして余暇や趣味の世界でさえ、パソコンやスマホに代表される個人用情報端末と、その背景に
あるネットワークを最大限に利用することが可能になり、またそれを求められるようになった。2020年代以降を
文化的に暮らしていくためには、デジタル社会を十分に理解し、できるだけ安全に、そして効率的に効果的にそ
の仕組みを活用していくための、デジタル・リテラシーを身につけることが重要となったのである。本科目は基
礎教育科目群の中核において大学の全学部・全学科の初年度において必修となり、現代を生きる誰もが身につけ
るべき、知識と技術を学習し、大学生としてデジタル環境の中で、それらのしくみを最大限に生かし、自身の学
習や研究、文化的活動に生かすことを目的としている。
本授業においては原則として普通教室において対面で、講義形式の授業と、持参PCの操作を中心とした演習形式
の授業を混在させて行う。
開始当初の3週は、大学から指定・提供されている各種ネットワークサービスの利用方法を習得するために行わ
れ、第4週以降は講義形式の授業を行いつつ、講義内容に即した課題を持参PCにて行う演習形式の授業へとつなげ
る形態をとる。
到達目標
１．学内における各種サービスを支障なく利用することができる。
２．WORDの基本的な使用法を修め、文書を作成することができる。
３．PowerPointの基本的な使用法を修め、プレゼンテーションを作成することができる。
４．Excelの基本的な使用法を修め、簡単な計算表とグラフを作成することができる。
５．授業内で修めたPCの基本的な利用法に慣れ、スムーズにコンテンツ制作が行える。
６．PCアプリを効果的に利用して、自身の思考をわかりやすく表現したコンテンツが作成できる。
７．現代社会とデジタル技術の関りについての基本的な知識を獲得し、ネットワーク内における自分の権利を守
り、かつ自分自身の生活に生かすことができる。
授業計画
【第1週】ネットワークサービスの利用
UNIPA、Google Classroom、Microsoft 365、zoom、WWW、OIUメールの活用を習得する。
【第2週】日本語入力と文書作成(1)
Wordにおける日本語入力を学び、簡単な文書を作成、Google Driveに保存するまでを学ぶ（テキストWord編1.1～
1.6）。
【第3週】日本語入力と文書作成(2)
Google Driveに保存した文書を再編集し、より高度な文書作成を学ぶ（テキストWord編1.7～1.8、2.1～2.3）。
【第4週】「PCのクリエイティブな利用」と文書作成(3)
（講義）PCによるコンテンツ作成のあらましを学ぶ。
（演習）Wordによるレポート作成を学ぶ（テキストWord編3.1～3.4）。
【第5週】「マルチウィンドウの利用」とプレゼンテーション(1)
（講義）PCの広い画面を最大限に利用して、ブラウザとアプリの同時利用を学ぶ。
（演習）PowerPointによるプレゼンテーションの概要を学ぶ（テキストPowerPoint編2.1～2.3）。
【第6週】「スマホとの連携」とプレゼンテーション(2)
（講義）PCとスマホのそれぞれの特徴を学び、各々でのデータ利用について学ぶ。
（演習）スマホと連携したコンテンツ作りを、PowerPoint上で体験する（テキストPowerPoint編3.1～3.4）。
【第7週】「ネットワーク／メディアの概要」とプレゼンテーション(3)
（講義）ネットワークがメディアとして活用されている実態を学び、ネットワーク上のコンテンツ利用の実際を
学ぶ。
（演習）より興味を引くPowerPointによるプレゼンテーションについて学ぶ（テキストPowerPoint編4.1～
4.3）。
【第8週】「セキュリティの知識」とセキュリティ管理
（講義）ネットワーク上の脅威や権利侵害について学び、安全なネットワーク利用について考える。
（演習）自身のパスワードを変更し、自身によるセキュリティ管理を開始する。
デジタル・リテラシー

【第9週】「バーコード・QRコード・暗号」と文書作成(4)
（講義）社会における情報利用のしくみを学び、それらの存在意義や安全性について考える。
（演習）また、その考察の結果をWordにより文章化する（テキストWord編4.1～4.5）。
【第10週】「ICカード・スマホ決済・Webマネー」と高度なWeb検索
（講義）ネットワーク上のお金について、そのあらましを学ぶ。
（演習）Webの検索機能を用いて、自分自身も利用するIT技術の詳細について調べる。
【第11週】「クラウド」とプレゼンテーション(4)
（講義）Google Driveを代表とするクラウド技術について知る。
（演習）自らWebによって収集したデータを交えてプレゼンテーション資料を作成する（テキストPowerPoint編6
章）。
【第12週】「データフォーマットと圧縮」と表計算(1)
（講義）映像、音声、文書などさまざまな場面で使われる多くのデータフォーマットと、その特徴について知
る。
（演習）データ処理の基本としてExcelの使い方を学ぶ（テキストExcel編1.1～1.6、2.1～2.4）。
【第13週】「ゲームビジネス」と表計算(2)
（講義）多くの学生にとって興味深いゲームコンテンツにおけるビジネスのしくみを知り、その意義を考える。
（演習）Excelの関数を学ぶ（テキストExcel編3.1～3.2、4.1～4.2）。
【第14週】「シミュレーション」と表計算(3)
（講義）コンピューターシミュレーションの基礎を学び、知的生産における応用を考える。
（演習）Excelのグラフ機能を使った簡単なシミュレーションを体験してみる（テキストExcel編6.1～6.3）。
【第15週】「デジタル・リテラシー演習Ⅰ・Ⅱの紹介」と表計算(4)
（講義）科目「デジタル・リテラシー」の結びとして、学習した内容の今後の発展と「デジタル・リテラシー演
習Ⅰ・Ⅱ」を紹介する。
（演習）Excelによって作成したグラフをWord、PowerPointに引用し、アプリを連携したコンテンツ作成を学ぶ
（テキストPowerPoint編5章、Word編11.3）。
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
事前学習としては、各週の演習授業に備えて、テキストを通読しておき、必要に応じて独習しておくこと。
事後の学習は、毎回の講義内容に合わせた演習を通じて復習を行い、成果を提出すること。
課題に対するフィードバックの方法
毎回の課題に対して次週授業にて好評を行い、自身の達成度を確認する。またそこからさらに拡張して課題を発
展していくことを繰り返す。
成績評価の方法・基準（方針）
本授業では、毎回の出席、課題の達成度、最終課題の完成度について評価を行う。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

授業の出席と課題の提出

１，２，３，４，５

授業外での評価

30

課題の達成度

２，３，４，５，６、７

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

最終課題の完成度

６，７

その他

0

テキスト

日本理工出版会「コンピューターリテラシー Microsoft Office Word & PowerPoint編【改訂版】」花
木泰子・浅里京子／著 ISBN978-4-89019-524-4 2200円＋税
日本理工出版会「コンピューターリテラシー Microsoft Office Excel編【改訂版】」多田憲孝・内藤
富美子／著 ISBN978-4-89019-525-1 2200円＋税
上記2冊は1年次後期「デジタル・リテラシー演習Ⅰ」および2年次前期「デジタル・リテラシー演習Ⅱ」
でも使用される。

参考書

必要に応じて授業内で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 本科目は必修科目であり、毎回必ず十分に充電したPCを持参すること。
本科目は1年次後期の必修科目「デジタルリテラシー演習Ⅰ」並びに2年次前期の選択科目「デジタ
ルリテラシー演習Ⅱ」の基礎となる内容であり、本科目の単位を取得していないと後の科目は理解で
きない恐れがある。
デジタル・リテラシー

授業コード

10401813

授業種別

授業科目名

デジタル・リテラシー

授業担当教員

野村

孝久

成績担当教員

野村

孝久

開講年次

1年

開講期

講義・演習

前期

実務家教員による授業

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
2020年から全世界でまん延した新型コロナウイルスの影響で、社会生活は一変した。社会ではそれまでにもすで
に問題とされていた勤務形態の見直しが進み、学校においてもできるだけ接触の少ない授業形態への試みが積極
的に行われ、また生活の形態も大きく変貌を遂げた。その結果として社会生活のあらゆる場面を急速に変貌させ
ていったのが、いわゆるDX(デジタルトランスフォーメーション）の波である。私たちは日常生活、仕事や学習、
金融や買い物、そして余暇や趣味の世界でさえ、パソコンやスマホに代表される個人用情報端末と、その背景に
あるネットワークを最大限に利用することが可能になり、またそれを求められるようになった。2020年代以降を
文化的に暮らしていくためには、デジタル社会を十分に理解し、できるだけ安全に、そして効率的に効果的にそ
の仕組みを活用していくための、デジタル・リテラシーを身につけることが重要となったのである。本科目は基
礎教育科目群の中核において大学の全学部・全学科の初年度において必修となり、現代を生きる誰もが身につけ
るべき、知識と技術を学習し、大学生としてデジタル環境の中で、それらのしくみを最大限に生かし、自身の学
習や研究、文化的活動に生かすことを目的としている。
本授業においては原則として普通教室において対面で、講義形式の授業と、持参PCの操作を中心とした演習形式
の授業を混在させて行う。
開始当初の3週は、大学から指定・提供されている各種ネットワークサービスの利用方法を習得するために行わ
れ、第4週以降は講義形式の授業を行いつつ、講義内容に即した課題を持参PCにて行う演習形式の授業へとつなげ
る形態をとる。
到達目標
１．学内における各種サービスを支障なく利用することができる。
２．WORDの基本的な使用法を修め、文書を作成することができる。
３．PowerPointの基本的な使用法を修め、プレゼンテーションを作成することができる。
４．Excelの基本的な使用法を修め、簡単な計算表とグラフを作成することができる。
５．授業内で修めたPCの基本的な利用法に慣れ、スムーズにコンテンツ制作が行える。
６．PCアプリを効果的に利用して、自身の思考をわかりやすく表現したコンテンツが作成できる。
７．現代社会とデジタル技術の関りについての基本的な知識を獲得し、ネットワーク内における自分の権利を守
り、かつ自分自身の生活に生かすことができる。
授業計画
【第1週】ネットワークサービスの利用
UNIPA、Google Classroom、Microsoft 365、zoom、WWW、OIUメールの活用を習得する。
【第2週】日本語入力と文書作成(1)
Wordにおける日本語入力を学び、簡単な文書を作成、Google Driveに保存するまでを学ぶ（テキストWord編1.1～
1.6）。
【第3週】日本語入力と文書作成(2)
Google Driveに保存した文書を再編集し、より高度な文書作成を学ぶ（テキストWord編1.7～1.8、2.1～2.3）。
【第4週】「PCのクリエイティブな利用」と文書作成(3)
（講義）PCによるコンテンツ作成のあらましを学ぶ。
（演習）Wordによるレポート作成を学ぶ（テキストWord編3.1～3.4）。
【第5週】「マルチウィンドウの利用」とプレゼンテーション(1)
（講義）PCの広い画面を最大限に利用して、ブラウザとアプリの同時利用を学ぶ。
（演習）PowerPointによるプレゼンテーションの概要を学ぶ（テキストPowerPoint編2.1～2.3）。
【第6週】「スマホとの連携」とプレゼンテーション(2)
（講義）PCとスマホのそれぞれの特徴を学び、各々でのデータ利用について学ぶ。
（演習）スマホと連携したコンテンツ作りを、PowerPoint上で体験する（テキストPowerPoint編3.1～3.4）。
【第7週】「ネットワーク／メディアの概要」とプレゼンテーション(3)
（講義）ネットワークがメディアとして活用されている実態を学び、ネットワーク上のコンテンツ利用の実際を
学ぶ。
（演習）より興味を引くPowerPointによるプレゼンテーションについて学ぶ（テキストPowerPoint編4.1～
4.3）。
【第8週】「セキュリティの知識」とセキュリティ管理
（講義）ネットワーク上の脅威や権利侵害について学び、安全なネットワーク利用について考える。
（演習）自身のパスワードを変更し、自身によるセキュリティ管理を開始する。
デジタル・リテラシー

【第9週】「バーコード・QRコード・暗号」と文書作成(4)
（講義）社会における情報利用のしくみを学び、それらの存在意義や安全性について考える。
（演習）また、その考察の結果をWordにより文章化する（テキストWord編4.1～4.5）。
【第10週】「ICカード・スマホ決済・Webマネー」と高度なWeb検索
（講義）ネットワーク上のお金について、そのあらましを学ぶ。
（演習）Webの検索機能を用いて、自分自身も利用するIT技術の詳細について調べる。
【第11週】「クラウド」とプレゼンテーション(4)
（講義）Google Driveを代表とするクラウド技術について知る。
（演習）自らWebによって収集したデータを交えてプレゼンテーション資料を作成する（テキストPowerPoint編6
章）。
【第12週】「データフォーマットと圧縮」と表計算(1)
（講義）映像、音声、文書などさまざまな場面で使われる多くのデータフォーマットと、その特徴について知
る。
（演習）データ処理の基本としてExcelの使い方を学ぶ（テキストExcel編1.1～1.6、2.1～2.4）。
【第13週】「ゲームビジネス」と表計算(2)
（講義）多くの学生にとって興味深いゲームコンテンツにおけるビジネスのしくみを知り、その意義を考える。
（演習）Excelの関数を学ぶ（テキストExcel編3.1～3.2、4.1～4.2）。
【第14週】「シミュレーション」と表計算(3)
（講義）コンピューターシミュレーションの基礎を学び、知的生産における応用を考える。
（演習）Excelのグラフ機能を使った簡単なシミュレーションを体験してみる（テキストExcel編6.1～6.3）。
【第15週】「デジタル・リテラシー演習Ⅰ・Ⅱの紹介」と表計算(4)
（講義）科目「デジタル・リテラシー」の結びとして、学習した内容の今後の発展と「デジタル・リテラシー演
習Ⅰ・Ⅱ」を紹介する。
（演習）Excelによって作成したグラフをWord、PowerPointに引用し、アプリを連携したコンテンツ作成を学ぶ
（テキストPowerPoint編5章、Word編11.3）。
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
事前学習としては、各週の演習授業に備えて、テキストを通読しておき、必要に応じて独習しておくこと。
事後の学習は、毎回の講義内容に合わせた演習を通じて復習を行い、成果を提出すること。
課題に対するフィードバックの方法
毎回の課題に対して次週授業にて好評を行い、自身の達成度を確認する。またそこからさらに拡張して課題を発
展していくことを繰り返す。
成績評価の方法・基準（方針）
本授業では、毎回の出席、課題の達成度、最終課題の完成度について評価を行う。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

授業の出席と課題の提出

１，２，３，４，５

授業外での評価

30

課題の達成度

２，３，４，５，６、７

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

最終課題の完成度

６，７

その他

0

テキスト

日本理工出版会「コンピューターリテラシー Microsoft Office Word & PowerPoint編【改訂版】」花
木泰子・浅里京子／著 ISBN978-4-89019-524-4 2200円＋税
日本理工出版会「コンピューターリテラシー Microsoft Office Excel編【改訂版】」多田憲孝・内藤
富美子／著 ISBN978-4-89019-525-1 2200円＋税
上記2冊は1年次後期「デジタル・リテラシー演習Ⅰ」および2年次前期「デジタル・リテラシー演習Ⅱ」
でも使用される。

参考書

必要に応じて授業内で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 本科目は必修科目であり、毎回必ず十分に充電したPCを持参すること。
本科目は1年次後期の必修科目「デジタルリテラシー演習Ⅰ」並びに2年次前期の選択科目「デジタ
ルリテラシー演習Ⅱ」の基礎となる内容であり、本科目の単位を取得していないと後の科目は理解で
きない恐れがある。
デジタル・リテラシー

授業コード

10401814

授業種別

授業科目名

デジタル・リテラシー

授業担当教員

岡本

久仁子

成績担当教員

岡本

久仁子

開講年次

1年

開講期

講義・演習

前期

実務家教員による授業

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
2020年から全世界でまん延した新型コロナウイルスの影響で、社会生活は一変した。社会ではそれまでにもすで
に問題とされていた勤務形態の見直しが進み、学校においてもできるだけ接触の少ない授業形態への試みが積極
的に行われ、また生活の形態も大きく変貌を遂げた。その結果として社会生活のあらゆる場面を急速に変貌させ
ていったのが、いわゆるDX(デジタルトランスフォーメーション）の波である。私たちは日常生活、仕事や学習、
金融や買い物、そして余暇や趣味の世界でさえ、パソコンやスマホに代表される個人用情報端末と、その背景に
あるネットワークを最大限に利用することが可能になり、またそれを求められるようになった。2020年代以降を
文化的に暮らしていくためには、デジタル社会を十分に理解し、できるだけ安全に、そして効率的に効果的にそ
の仕組みを活用していくための、デジタル・リテラシーを身につけることが重要となったのである。本科目は基
礎教育科目群の中核において大学の全学部・全学科の初年度において必修となり、現代を生きる誰もが身につけ
るべき、知識と技術を学習し、大学生としてデジタル環境の中で、それらのしくみを最大限に生かし、自身の学
習や研究、文化的活動に生かすことを目的としている。
本授業においては原則として普通教室において対面で、講義形式の授業と、持参PCの操作を中心とした演習形式
の授業を混在させて行う。
開始当初の3週は、大学から指定・提供されている各種ネットワークサービスの利用方法を習得するために行わ
れ、第4週以降は講義形式の授業を行いつつ、講義内容に即した課題を持参PCにて行う演習形式の授業へとつなげ
る形態をとる。
到達目標
１．学内における各種サービスを支障なく利用することができる。
２．WORDの基本的な使用法を修め、文書を作成することができる。
３．PowerPointの基本的な使用法を修め、プレゼンテーションを作成することができる。
４．Excelの基本的な使用法を修め、簡単な計算表とグラフを作成することができる。
５．授業内で修めたPCの基本的な利用法に慣れ、スムーズにコンテンツ制作が行える。
６．PCアプリを効果的に利用して、自身の思考をわかりやすく表現したコンテンツが作成できる。
７．現代社会とデジタル技術の関りについての基本的な知識を獲得し、ネットワーク内における自分の権利を守
り、かつ自分自身の生活に生かすことができる。
授業計画
【第1週】ネットワークサービスの利用
UNIPA、Google Classroom、Microsoft 365、zoom、WWW、OIUメールの活用を習得する。
【第2週】日本語入力と文書作成(1)
Wordにおける日本語入力を学び、簡単な文書を作成、Google Driveに保存するまでを学ぶ（テキストWord編1.1～
1.6）。
【第3週】日本語入力と文書作成(2)
Google Driveに保存した文書を再編集し、より高度な文書作成を学ぶ（テキストWord編1.7～1.8、2.1～2.3）。
【第4週】「PCのクリエイティブな利用」と文書作成(3)
（講義）PCによるコンテンツ作成のあらましを学ぶ。
（演習）Wordによるレポート作成を学ぶ（テキストWord編3.1～3.4）。
【第5週】「マルチウィンドウの利用」とプレゼンテーション(1)
（講義）PCの広い画面を最大限に利用して、ブラウザとアプリの同時利用を学ぶ。
（演習）PowerPointによるプレゼンテーションの概要を学ぶ（テキストPowerPoint編2.1～2.3）。
【第6週】「スマホとの連携」とプレゼンテーション(2)
（講義）PCとスマホのそれぞれの特徴を学び、各々でのデータ利用について学ぶ。
（演習）スマホと連携したコンテンツ作りを、PowerPoint上で体験する（テキストPowerPoint編3.1～3.4）。
【第7週】「ネットワーク／メディアの概要」とプレゼンテーション(3)
（講義）ネットワークがメディアとして活用されている実態を学び、ネットワーク上のコンテンツ利用の実際を
学ぶ。
（演習）より興味を引くPowerPointによるプレゼンテーションについて学ぶ（テキストPowerPoint編4.1～
4.3）。
【第8週】「セキュリティの知識」とセキュリティ管理
（講義）ネットワーク上の脅威や権利侵害について学び、安全なネットワーク利用について考える。
（演習）自身のパスワードを変更し、自身によるセキュリティ管理を開始する。
デジタル・リテラシー

【第9週】「バーコード・QRコード・暗号」と文書作成(4)
（講義）社会における情報利用のしくみを学び、それらの存在意義や安全性について考える。
（演習）また、その考察の結果をWordにより文章化する（テキストWord編4.1～4.5）。
【第10週】「ICカード・スマホ決済・Webマネー」と高度なWeb検索
（講義）ネットワーク上のお金について、そのあらましを学ぶ。
（演習）Webの検索機能を用いて、自分自身も利用するIT技術の詳細について調べる。
【第11週】「クラウド」とプレゼンテーション(4)
（講義）Google Driveを代表とするクラウド技術について知る。
（演習）自らWebによって収集したデータを交えてプレゼンテーション資料を作成する（テキストPowerPoint編6
章）。
【第12週】「データフォーマットと圧縮」と表計算(1)
（講義）映像、音声、文書などさまざまな場面で使われる多くのデータフォーマットと、その特徴について知
る。
（演習）データ処理の基本としてExcelの使い方を学ぶ（テキストExcel編1.1～1.6、2.1～2.4）。
【第13週】「ゲームビジネス」と表計算(2)
（講義）多くの学生にとって興味深いゲームコンテンツにおけるビジネスのしくみを知り、その意義を考える。
（演習）Excelの関数を学ぶ（テキストExcel編3.1～3.2、4.1～4.2）。
【第14週】「シミュレーション」と表計算(3)
（講義）コンピューターシミュレーションの基礎を学び、知的生産における応用を考える。
（演習）Excelのグラフ機能を使った簡単なシミュレーションを体験してみる（テキストExcel編6.1～6.3）。
【第15週】「デジタル・リテラシー演習Ⅰ・Ⅱの紹介」と表計算(4)
（講義）科目「デジタル・リテラシー」の結びとして、学習した内容の今後の発展と「デジタル・リテラシー演
習Ⅰ・Ⅱ」を紹介する。
（演習）Excelによって作成したグラフをWord、PowerPointに引用し、アプリを連携したコンテンツ作成を学ぶ
（テキストPowerPoint編5章、Word編11.3）。
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
事前学習としては、各週の演習授業に備えて、テキストを通読しておき、必要に応じて独習しておくこと。
事後の学習は、毎回の講義内容に合わせた演習を通じて復習を行い、成果を提出すること。
課題に対するフィードバックの方法
毎回の課題に対して次週授業にて好評を行い、自身の達成度を確認する。またそこからさらに拡張して課題を発
展していくことを繰り返す。
成績評価の方法・基準（方針）
本授業では、毎回の出席、課題の達成度、最終課題の完成度について評価を行う。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

授業の出席と課題の提出

１，２，３，４，５

授業外での評価

30

課題の達成度

２，３，４，５，６、７

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

最終課題の完成度

６，７

その他

0

テキスト

日本理工出版会「コンピューターリテラシー Microsoft Office Word & PowerPoint編【改訂版】」花
木泰子・浅里京子／著 ISBN978-4-89019-524-4 2200円＋税
日本理工出版会「コンピューターリテラシー Microsoft Office Excel編【改訂版】」多田憲孝・内藤
富美子／著 ISBN978-4-89019-525-1 2200円＋税
上記2冊は1年次後期「デジタル・リテラシー演習Ⅰ」および2年次前期「デジタル・リテラシー演習Ⅱ」
でも使用される。

参考書

必要に応じて授業内で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 本科目は必修科目であり、毎回必ず十分に充電したPCを持参すること。
本科目は1年次後期の必修科目「デジタルリテラシー演習Ⅰ」並びに2年次前期の選択科目「デジタ
ルリテラシー演習Ⅱ」の基礎となる内容であり、本科目の単位を取得していないと後の科目は理解で
きない恐れがある。
デジタル・リテラシー

授業コード

10401905

授業種別

授業科目名

デジタル・リテラシー演習Ⅰ

授業担当教員

新谷

廣一

成績担当教員

新谷

廣一

開講年次

1年

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
2020年から全世界でまん延した新型コロナウイルスの影響で、社会生活は一変した。社会ではそれまでにもすで
に問題とされていた勤務形態の見直しが進み、学校においてもできるだけ接触の少ない授業形態への試みが積極
的に行われ、また生活の形態も大きく変貌を遂げた。その結果として社会生活のあらゆる場面を急速に変貌させ
ていったのが、いわゆるDX(デジタルトランスフォーメーション）の波である。私たちは日常生活、仕事や学習、
金融や買い物、そして余暇や趣味の世界でさえ、パソコンやスマホに代表される個人用情報端末と、その背景に
あるネットワークを最大限に利用することが可能になり、またそれを求められるようになった。2020年代以降を
文化的に暮らしていくためには、デジタル社会を十分に理解し、できるだけ安全に、そして効率的に効果的にそ
の仕組みを活用していくための、デジタル・リテラシーを身につけることが重要となったのである。本科目では
すでに「デジタル・リテラシー」において学んだPCの操作技術をより深化させ、PCとアプリを縦横無尽に駆使し
て、デジタル環境における自己の表現技術をより研鑽することを目的としている。
本授業においては原則として普通教室において対面で、持参PCの操作を中心とした演習形式の授業を行う。
Microsoft 365を使用し、「デジタル・リテラシー」において学んだ各アプリの基本的利用法をさらに拡張して、
デジタルアプリによるより高い思考力と表現力を身につけていく。また、その際に利用する様々なファイルを、
クラウドファイルシステム上で整理し管理することを学ぶ。
到達目標
１．クラウド環境において各種の情報をフォルダに整理整頓し管理することができる。
２．クラウド環境を利用しながら、Wordによる高度な文書作成ができる。
３．クラウド環境を利用しながら、PowerPointによる高度なプレゼンテーション資料を作成できる。
４．クラウド環境を利用しながら、Excelによる高度なワークシートの操作ができる。
５．Officeアプリを連携させて利用し、他者への情報伝達のための資料を作成することができる。
授業計画
【第1週】ファイルシステム
Google ClassroomとPCのファイルシステムの利用と操作
【第2週】Word(1)
テキストWord編第5章「表作成Ⅰ」
【第3週】Word(2)
テキストWord編第第6章「表作成Ⅱ」
【第4週】Word(3)
テキストWord編第7章「社外ビジネス文書」
【第5週】Word(4)
テキストWord編第8章「図形描画」
【第6週】PowerPoint(1)
テキストPowerPoint編第1章「プレゼンテーションとは」、第6章「図・画像の挿入」
【第7週】PowerPoint(2)
テキストPowerPoint編第7章「画面切り替え効果とアニメーション」
【第8週】Word(5) & PowerPoint(3)
演習問題
【第9週】Excel(1)
テキストExcel編第4章「基本的な関数」の復習
【第10週】Excel(2)
テキストExcel編第5章「相対参照と絶対参照」
【第11週】Excel(3)
テキストExcel編第7章「データベース機能Ⅰ」
【第12週】Excel(4)
テキストExcel編第8章「判断処理Ⅰ」
【第13週】Excel(5)
デジタル・リテラシー演習Ⅰ

テキストExcel編第9章「複数シートの利用」
【第14週】Excel(6)
テキストExcel編第10章「基礎編総合演習」
【第15週】Officeアプリの連携
最終課題を課し、Officeアプリを連携して資料作成できることを確認する。
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
事前学習としては、各週の演習授業に備えて、テキストを通読しておき、必要に応じて独習しておくこと。
事後の学習は、毎回の講義内容に合わせた演習を通じて復習を行い、成果を提出すること。
課題に対するフィードバックの方法
毎回の課題に対して次週授業にて点検を行い、またそこからさらに拡張して課題を発展していくことを繰り返
す。
成績評価の方法・基準（方針）
本科目は演習授業であり、毎回の課題の提出とその達成度、最終課題の完成度を評価対象とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

毎回の課題提出

２，３，４，５

授業外での評価

30

課題の達成度

１、５

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

最終課題の完成度

１，２，３，４，５

その他

0

テキスト

日本理工出版会「コンピューターリテラシー Microsoft Office Word & PowerPoint編【改訂版】」花
木泰子・浅里京子／著 ISBN978-4-89019-524-4 2200円＋税
日本理工出版会「コンピューターリテラシー Microsoft Office Excel編【改訂版】」多田憲孝・内藤
富美子／著 ISBN978-4-89019-525-1 2200円＋税
上記2冊は1年次前期「デジタル・リテラシー」および2年次前期「デジタル・リテラシー演習Ⅱ」でも使
用される。
上記のほかに、必要に応じて電子的資料をGoogle Classroomを通じて配布する。

参考書

必要に応じて授業内で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 本科目は必修科目であり、毎回必ず十分に充電したPCを持参すること。
本科目は1年次前期の必修科目「デジタル・リテラシー」を基礎としており、「デジタル・リテラシー」の単
位を取得後に履修すべきである。また2年次前期の選択科目「デジタル・リテラシー演習Ⅱ」は、本科
目を基礎とした科目であり、本科目の単位取得を前提とした授業内容となる。

デジタル・リテラシー演習Ⅰ

授業コード

10401906

授業種別

授業科目名

デジタル・リテラシー演習Ⅰ

授業担当教員

浅里

京子

成績担当教員

浅里

京子

開講年次

1年

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
2020年から全世界でまん延した新型コロナウイルスの影響で、社会生活は一変した。社会ではそれまでにもすで
に問題とされていた勤務形態の見直しが進み、学校においてもできるだけ接触の少ない授業形態への試みが積極
的に行われ、また生活の形態も大きく変貌を遂げた。その結果として社会生活のあらゆる場面を急速に変貌させ
ていったのが、いわゆるDX(デジタルトランスフォーメーション）の波である。私たちは日常生活、仕事や学習、
金融や買い物、そして余暇や趣味の世界でさえ、パソコンやスマホに代表される個人用情報端末と、その背景に
あるネットワークを最大限に利用することが可能になり、またそれを求められるようになった。2020年代以降を
文化的に暮らしていくためには、デジタル社会を十分に理解し、できるだけ安全に、そして効率的に効果的にそ
の仕組みを活用していくための、デジタル・リテラシーを身につけることが重要となったのである。本科目では
すでに「デジタル・リテラシー」において学んだPCの操作技術をより深化させ、PCとアプリを縦横無尽に駆使し
て、デジタル環境における自己の表現技術をより研鑽することを目的としている。
本授業においては原則として普通教室において対面で、持参PCの操作を中心とした演習形式の授業を行う。
Microsoft 365を使用し、「デジタル・リテラシー」において学んだ各アプリの基本的利用法をさらに拡張して、
デジタルアプリによるより高い思考力と表現力を身につけていく。また、その際に利用する様々なファイルを、
クラウドファイルシステム上で整理し管理することを学ぶ。
到達目標
１．クラウド環境において各種の情報をフォルダに整理整頓し管理することができる。
２．クラウド環境を利用しながら、Wordによる高度な文書作成ができる。
３．クラウド環境を利用しながら、PowerPointによる高度なプレゼンテーション資料を作成できる。
４．クラウド環境を利用しながら、Excelによる高度なワークシートの操作ができる。
５．Officeアプリを連携させて利用し、他者への情報伝達のための資料を作成することができる。
授業計画
【第1週】ファイルシステム
Google ClassroomとPCのファイルシステムの利用と操作
【第2週】Word(1)
テキストWord編第5章「表作成Ⅰ」
【第3週】Word(2)
テキストWord編第第6章「表作成Ⅱ」
【第4週】Word(3)
テキストWord編第7章「社外ビジネス文書」
【第5週】Word(4)
テキストWord編第8章「図形描画」
【第6週】PowerPoint(1)
テキストPowerPoint編第1章「プレゼンテーションとは」、第6章「図・画像の挿入」
【第7週】PowerPoint(2)
テキストPowerPoint編第7章「画面切り替え効果とアニメーション」
【第8週】Word(5) & PowerPoint(3)
演習問題
【第9週】Excel(1)
テキストExcel編第4章「基本的な関数」の復習
【第10週】Excel(2)
テキストExcel編第5章「相対参照と絶対参照」
【第11週】Excel(3)
テキストExcel編第7章「データベース機能Ⅰ」
【第12週】Excel(4)
テキストExcel編第8章「判断処理Ⅰ」
【第13週】Excel(5)
デジタル・リテラシー演習Ⅰ

テキストExcel編第9章「複数シートの利用」
【第14週】Excel(6)
テキストExcel編第10章「基礎編総合演習」
【第15週】Officeアプリの連携
最終課題を課し、Officeアプリを連携して資料作成できることを確認する。
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
事前学習としては、各週の演習授業に備えて、テキストを通読しておき、必要に応じて独習しておくこと。
事後の学習は、毎回の講義内容に合わせた演習を通じて復習を行い、成果を提出すること。
課題に対するフィードバックの方法
毎回の課題に対して次週授業にて点検を行い、またそこからさらに拡張して課題を発展していくことを繰り返
す。
成績評価の方法・基準（方針）
本科目は演習授業であり、毎回の課題の提出とその達成度、最終課題の完成度を評価対象とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

毎回の課題提出

２，３，４，５

授業外での評価

30

課題の達成度

１、５

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

最終課題の完成度

１，２，３，４，５

その他

0

テキスト

日本理工出版会「コンピューターリテラシー Microsoft Office Word & PowerPoint編【改訂版】」花
木泰子・浅里京子／著 ISBN978-4-89019-524-4 2200円＋税
日本理工出版会「コンピューターリテラシー Microsoft Office Excel編【改訂版】」多田憲孝・内藤
富美子／著 ISBN978-4-89019-525-1 2200円＋税
上記2冊は1年次前期「デジタル・リテラシー」および2年次前期「デジタル・リテラシー演習Ⅱ」でも使
用される。
上記のほかに、必要に応じて電子的資料をGoogle Classroomを通じて配布する。

参考書

必要に応じて授業内で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 本科目は必修科目であり、毎回必ず十分に充電したPCを持参すること。
本科目は1年次前期の必修科目「デジタル・リテラシー」を基礎としており、「デジタル・リテラシー」の単
位を取得後に履修すべきである。また2年次前期の選択科目「デジタル・リテラシー演習Ⅱ」は、本科
目を基礎とした科目であり、本科目の単位取得を前提とした授業内容となる。

デジタル・リテラシー演習Ⅰ

授業コード

10401907

授業種別

授業科目名

デジタル・リテラシー演習Ⅰ

授業担当教員

大島

淑恵

成績担当教員

大島

淑恵

開講年次

1年

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
2020年から全世界でまん延した新型コロナウイルスの影響で、社会生活は一変した。社会ではそれまでにもすで
に問題とされていた勤務形態の見直しが進み、学校においてもできるだけ接触の少ない授業形態への試みが積極
的に行われ、また生活の形態も大きく変貌を遂げた。その結果として社会生活のあらゆる場面を急速に変貌させ
ていったのが、いわゆるDX(デジタルトランスフォーメーション）の波である。私たちは日常生活、仕事や学習、
金融や買い物、そして余暇や趣味の世界でさえ、パソコンやスマホに代表される個人用情報端末と、その背景に
あるネットワークを最大限に利用することが可能になり、またそれを求められるようになった。2020年代以降を
文化的に暮らしていくためには、デジタル社会を十分に理解し、できるだけ安全に、そして効率的に効果的にそ
の仕組みを活用していくための、デジタル・リテラシーを身につけることが重要となったのである。本科目では
すでに「デジタル・リテラシー」において学んだPCの操作技術をより深化させ、PCとアプリを縦横無尽に駆使し
て、デジタル環境における自己の表現技術をより研鑽することを目的としている。
本授業においては原則として普通教室において対面で、持参PCの操作を中心とした演習形式の授業を行う。
Microsoft 365を使用し、「デジタル・リテラシー」において学んだ各アプリの基本的利用法をさらに拡張して、
デジタルアプリによるより高い思考力と表現力を身につけていく。また、その際に利用する様々なファイルを、
クラウドファイルシステム上で整理し管理することを学ぶ。
到達目標
１．クラウド環境において各種の情報をフォルダに整理整頓し管理することができる。
２．クラウド環境を利用しながら、Wordによる高度な文書作成ができる。
３．クラウド環境を利用しながら、PowerPointによる高度なプレゼンテーション資料を作成できる。
４．クラウド環境を利用しながら、Excelによる高度なワークシートの操作ができる。
５．Officeアプリを連携させて利用し、他者への情報伝達のための資料を作成することができる。
授業計画
【第1週】ファイルシステム
Google ClassroomとPCのファイルシステムの利用と操作
【第2週】Word(1)
テキストWord編第5章「表作成Ⅰ」
【第3週】Word(2)
テキストWord編第第6章「表作成Ⅱ」
【第4週】Word(3)
テキストWord編第7章「社外ビジネス文書」
【第5週】Word(4)
テキストWord編第8章「図形描画」
【第6週】PowerPoint(1)
テキストPowerPoint編第1章「プレゼンテーションとは」、第6章「図・画像の挿入」
【第7週】PowerPoint(2)
テキストPowerPoint編第7章「画面切り替え効果とアニメーション」
【第8週】Word(5) & PowerPoint(3)
演習問題
【第9週】Excel(1)
テキストExcel編第4章「基本的な関数」の復習
【第10週】Excel(2)
テキストExcel編第5章「相対参照と絶対参照」
【第11週】Excel(3)
テキストExcel編第7章「データベース機能Ⅰ」
【第12週】Excel(4)
テキストExcel編第8章「判断処理Ⅰ」
【第13週】Excel(5)
デジタル・リテラシー演習Ⅰ

テキストExcel編第9章「複数シートの利用」
【第14週】Excel(6)
テキストExcel編第10章「基礎編総合演習」
【第15週】Officeアプリの連携
最終課題を課し、Officeアプリを連携して資料作成できることを確認する。
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
事前学習としては、各週の演習授業に備えて、テキストを通読しておき、必要に応じて独習しておくこと。
事後の学習は、毎回の講義内容に合わせた演習を通じて復習を行い、成果を提出すること。
課題に対するフィードバックの方法
毎回の課題に対して次週授業にて点検を行い、またそこからさらに拡張して課題を発展していくことを繰り返
す。
成績評価の方法・基準（方針）
本科目は演習授業であり、毎回の課題の提出とその達成度、最終課題の完成度を評価対象とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

毎回の課題提出

２，３，４，５

授業外での評価

30

課題の達成度

１、５

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

最終課題の完成度

１，２，３，４，５

その他

0

テキスト

日本理工出版会「コンピューターリテラシー Microsoft Office Word & PowerPoint編【改訂版】」花
木泰子・浅里京子／著 ISBN978-4-89019-524-4 2200円＋税
日本理工出版会「コンピューターリテラシー Microsoft Office Excel編【改訂版】」多田憲孝・内藤
富美子／著 ISBN978-4-89019-525-1 2200円＋税
上記2冊は1年次前期「デジタル・リテラシー」および2年次前期「デジタル・リテラシー演習Ⅱ」でも使
用される。
上記のほかに、必要に応じて電子的資料をGoogle Classroomを通じて配布する。

参考書

必要に応じて授業内で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 本科目は必修科目であり、毎回必ず十分に充電したPCを持参すること。
本科目は1年次前期の必修科目「デジタル・リテラシー」を基礎としており、「デジタル・リテラシー」の単
位を取得後に履修すべきである。また2年次前期の選択科目「デジタル・リテラシー演習Ⅱ」は、本科
目を基礎とした科目であり、本科目の単位取得を前提とした授業内容となる。

デジタル・リテラシー演習Ⅰ

授業コード

10401912

授業種別

授業科目名

デジタル・リテラシー演習Ⅰ

授業担当教員

望月

拓実

成績担当教員

望月

拓実

開講年次

1年

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
2020年から全世界でまん延した新型コロナウイルスの影響で、社会生活は一変した。社会ではそれまでにもすで
に問題とされていた勤務形態の見直しが進み、学校においてもできるだけ接触の少ない授業形態への試みが積極
的に行われ、また生活の形態も大きく変貌を遂げた。その結果として社会生活のあらゆる場面を急速に変貌させ
ていったのが、いわゆるDX(デジタルトランスフォーメーション）の波である。私たちは日常生活、仕事や学習、
金融や買い物、そして余暇や趣味の世界でさえ、パソコンやスマホに代表される個人用情報端末と、その背景に
あるネットワークを最大限に利用することが可能になり、またそれを求められるようになった。2020年代以降を
文化的に暮らしていくためには、デジタル社会を十分に理解し、できるだけ安全に、そして効率的に効果的にそ
の仕組みを活用していくための、デジタル・リテラシーを身につけることが重要となったのである。本科目では
すでに「デジタル・リテラシー」において学んだPCの操作技術をより深化させ、PCとアプリを縦横無尽に駆使し
て、デジタル環境における自己の表現技術をより研鑽することを目的としている。
本授業においては原則として普通教室において対面で、持参PCの操作を中心とした演習形式の授業を行う。
Microsoft 365を使用し、「デジタル・リテラシー」において学んだ各アプリの基本的利用法をさらに拡張して、
デジタルアプリによるより高い思考力と表現力を身につけていく。また、その際に利用する様々なファイルを、
クラウドファイルシステム上で整理し管理することを学ぶ。
到達目標
１．クラウド環境において各種の情報をフォルダに整理整頓し管理することができる。
２．クラウド環境を利用しながら、Wordによる高度な文書作成ができる。
３．クラウド環境を利用しながら、PowerPointによる高度なプレゼンテーション資料を作成できる。
４．クラウド環境を利用しながら、Excelによる高度なワークシートの操作ができる。
５．Officeアプリを連携させて利用し、他者への情報伝達のための資料を作成することができる。
授業計画
【第1週】ファイルシステム
Google ClassroomとPCのファイルシステムの利用と操作
【第2週】Word(1)
テキストWord編第5章「表作成Ⅰ」
【第3週】Word(2)
テキストWord編第第6章「表作成Ⅱ」
【第4週】Word(3)
テキストWord編第7章「社外ビジネス文書」
【第5週】Word(4)
テキストWord編第8章「図形描画」
【第6週】PowerPoint(1)
テキストPowerPoint編第1章「プレゼンテーションとは」、第6章「図・画像の挿入」
【第7週】PowerPoint(2)
テキストPowerPoint編第7章「画面切り替え効果とアニメーション」
【第8週】Word(5) & PowerPoint(3)
演習問題
【第9週】Excel(1)
テキストExcel編第4章「基本的な関数」の復習
【第10週】Excel(2)
テキストExcel編第5章「相対参照と絶対参照」
【第11週】Excel(3)
テキストExcel編第7章「データベース機能Ⅰ」
【第12週】Excel(4)
テキストExcel編第8章「判断処理Ⅰ」
【第13週】Excel(5)
デジタル・リテラシー演習Ⅰ

テキストExcel編第9章「複数シートの利用」
【第14週】Excel(6)
テキストExcel編第10章「基礎編総合演習」
【第15週】Officeアプリの連携
最終課題を課し、Officeアプリを連携して資料作成できることを確認する。
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
事前学習としては、各週の演習授業に備えて、テキストを通読しておき、必要に応じて独習しておくこと。
事後の学習は、毎回の講義内容に合わせた演習を通じて復習を行い、成果を提出すること。
課題に対するフィードバックの方法
毎回の課題に対して次週授業にて点検を行い、またそこからさらに拡張して課題を発展していくことを繰り返
す。
成績評価の方法・基準（方針）
本科目は演習授業であり、毎回の課題の提出とその達成度、最終課題の完成度を評価対象とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

毎回の課題提出

２，３，４，５

授業外での評価

30

課題の達成度

１、５

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

最終課題の完成度

１，２，３，４，５

その他

0

テキスト

日本理工出版会「コンピューターリテラシー Microsoft Office Word & PowerPoint編【改訂版】」花
木泰子・浅里京子／著 ISBN978-4-89019-524-4 2200円＋税
日本理工出版会「コンピューターリテラシー Microsoft Office Excel編【改訂版】」多田憲孝・内藤
富美子／著 ISBN978-4-89019-525-1 2200円＋税
上記2冊は1年次前期「デジタル・リテラシー」および2年次前期「デジタル・リテラシー演習Ⅱ」でも使
用される。
上記のほかに、必要に応じて電子的資料をGoogle Classroomを通じて配布する。

参考書

必要に応じて授業内で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 本科目は必修科目であり、毎回必ず十分に充電したPCを持参すること。
本科目は1年次前期の必修科目「デジタル・リテラシー」を基礎としており、「デジタル・リテラシー」の単
位を取得後に履修すべきである。また2年次前期の選択科目「デジタル・リテラシー演習Ⅱ」は、本科
目を基礎とした科目であり、本科目の単位取得を前提とした授業内容となる。

デジタル・リテラシー演習Ⅰ

授業コード

10401913

授業種別

授業科目名

デジタル・リテラシー演習Ⅰ

授業担当教員

野村

孝久

成績担当教員

野村

孝久

開講年次

1年

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
2020年から全世界でまん延した新型コロナウイルスの影響で、社会生活は一変した。社会ではそれまでにもすで
に問題とされていた勤務形態の見直しが進み、学校においてもできるだけ接触の少ない授業形態への試みが積極
的に行われ、また生活の形態も大きく変貌を遂げた。その結果として社会生活のあらゆる場面を急速に変貌させ
ていったのが、いわゆるDX(デジタルトランスフォーメーション）の波である。私たちは日常生活、仕事や学習、
金融や買い物、そして余暇や趣味の世界でさえ、パソコンやスマホに代表される個人用情報端末と、その背景に
あるネットワークを最大限に利用することが可能になり、またそれを求められるようになった。2020年代以降を
文化的に暮らしていくためには、デジタル社会を十分に理解し、できるだけ安全に、そして効率的に効果的にそ
の仕組みを活用していくための、デジタル・リテラシーを身につけることが重要となったのである。本科目では
すでに「デジタル・リテラシー」において学んだPCの操作技術をより深化させ、PCとアプリを縦横無尽に駆使し
て、デジタル環境における自己の表現技術をより研鑽することを目的としている。
本授業においては原則として普通教室において対面で、持参PCの操作を中心とした演習形式の授業を行う。
Microsoft 365を使用し、「デジタル・リテラシー」において学んだ各アプリの基本的利用法をさらに拡張して、
デジタルアプリによるより高い思考力と表現力を身につけていく。また、その際に利用する様々なファイルを、
クラウドファイルシステム上で整理し管理することを学ぶ。
到達目標
１．クラウド環境において各種の情報をフォルダに整理整頓し管理することができる。
２．クラウド環境を利用しながら、Wordによる高度な文書作成ができる。
３．クラウド環境を利用しながら、PowerPointによる高度なプレゼンテーション資料を作成できる。
４．クラウド環境を利用しながら、Excelによる高度なワークシートの操作ができる。
５．Officeアプリを連携させて利用し、他者への情報伝達のための資料を作成することができる。
授業計画
【第1週】ファイルシステム
Google ClassroomとPCのファイルシステムの利用と操作
【第2週】Word(1)
テキストWord編第5章「表作成Ⅰ」
【第3週】Word(2)
テキストWord編第第6章「表作成Ⅱ」
【第4週】Word(3)
テキストWord編第7章「社外ビジネス文書」
【第5週】Word(4)
テキストWord編第8章「図形描画」
【第6週】PowerPoint(1)
テキストPowerPoint編第1章「プレゼンテーションとは」、第6章「図・画像の挿入」
【第7週】PowerPoint(2)
テキストPowerPoint編第7章「画面切り替え効果とアニメーション」
【第8週】Word(5) & PowerPoint(3)
演習問題
【第9週】Excel(1)
テキストExcel編第4章「基本的な関数」の復習
【第10週】Excel(2)
テキストExcel編第5章「相対参照と絶対参照」
【第11週】Excel(3)
テキストExcel編第7章「データベース機能Ⅰ」
【第12週】Excel(4)
テキストExcel編第8章「判断処理Ⅰ」
【第13週】Excel(5)
デジタル・リテラシー演習Ⅰ

テキストExcel編第9章「複数シートの利用」
【第14週】Excel(6)
テキストExcel編第10章「基礎編総合演習」
【第15週】Officeアプリの連携
最終課題を課し、Officeアプリを連携して資料作成できることを確認する。
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
事前学習としては、各週の演習授業に備えて、テキストを通読しておき、必要に応じて独習しておくこと。
事後の学習は、毎回の講義内容に合わせた演習を通じて復習を行い、成果を提出すること。
課題に対するフィードバックの方法
毎回の課題に対して次週授業にて点検を行い、またそこからさらに拡張して課題を発展していくことを繰り返
す。
成績評価の方法・基準（方針）
本科目は演習授業であり、毎回の課題の提出とその達成度、最終課題の完成度を評価対象とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

毎回の課題提出

２，３，４，５

授業外での評価

30

課題の達成度

１、５

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

最終課題の完成度

１，２，３，４，５

その他

0

テキスト

日本理工出版会「コンピューターリテラシー Microsoft Office Word & PowerPoint編【改訂版】」花
木泰子・浅里京子／著 ISBN978-4-89019-524-4 2200円＋税
日本理工出版会「コンピューターリテラシー Microsoft Office Excel編【改訂版】」多田憲孝・内藤
富美子／著 ISBN978-4-89019-525-1 2200円＋税
上記2冊は1年次前期「デジタル・リテラシー」および2年次前期「デジタル・リテラシー演習Ⅱ」でも使
用される。
上記のほかに、必要に応じて電子的資料をGoogle Classroomを通じて配布する。

参考書

必要に応じて授業内で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 本科目は必修科目であり、毎回必ず十分に充電したPCを持参すること。
本科目は1年次前期の必修科目「デジタル・リテラシー」を基礎としており、「デジタル・リテラシー」の単
位を取得後に履修すべきである。また2年次前期の選択科目「デジタル・リテラシー演習Ⅱ」は、本科
目を基礎とした科目であり、本科目の単位取得を前提とした授業内容となる。

デジタル・リテラシー演習Ⅰ

授業コード

10401914

授業種別

授業科目名

デジタル・リテラシー演習Ⅰ

授業担当教員

西本

秀樹

成績担当教員

西本

秀樹

開講年次

1年

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
2020年から全世界でまん延した新型コロナウイルスの影響で、社会生活は一変した。社会ではそれまでにもすで
に問題とされていた勤務形態の見直しが進み、学校においてもできるだけ接触の少ない授業形態への試みが積極
的に行われ、また生活の形態も大きく変貌を遂げた。その結果として社会生活のあらゆる場面を急速に変貌させ
ていったのが、いわゆるDX(デジタルトランスフォーメーション）の波である。私たちは日常生活、仕事や学習、
金融や買い物、そして余暇や趣味の世界でさえ、パソコンやスマホに代表される個人用情報端末と、その背景に
あるネットワークを最大限に利用することが可能になり、またそれを求められるようになった。2020年代以降を
文化的に暮らしていくためには、デジタル社会を十分に理解し、できるだけ安全に、そして効率的に効果的にそ
の仕組みを活用していくための、デジタル・リテラシーを身につけることが重要となったのである。本科目では
すでに「デジタル・リテラシー」において学んだPCの操作技術をより深化させ、PCとアプリを縦横無尽に駆使し
て、デジタル環境における自己の表現技術をより研鑽することを目的としている。
本授業においては原則として普通教室において対面で、持参PCの操作を中心とした演習形式の授業を行う。
Microsoft 365を使用し、「デジタル・リテラシー」において学んだ各アプリの基本的利用法をさらに拡張して、
デジタルアプリによるより高い思考力と表現力を身につけていく。また、その際に利用する様々なファイルを、
クラウドファイルシステム上で整理し管理することを学ぶ。
到達目標
１．クラウド環境において各種の情報をフォルダに整理整頓し管理することができる。
２．クラウド環境を利用しながら、Wordによる高度な文書作成ができる。
３．クラウド環境を利用しながら、PowerPointによる高度なプレゼンテーション資料を作成できる。
４．クラウド環境を利用しながら、Excelによる高度なワークシートの操作ができる。
５．Officeアプリを連携させて利用し、他者への情報伝達のための資料を作成することができる。
授業計画
【第1週】ファイルシステム
Google ClassroomとPCのファイルシステムの利用と操作
【第2週】Word(1)
テキストWord編第5章「表作成Ⅰ」
【第3週】Word(2)
テキストWord編第第6章「表作成Ⅱ」
【第4週】Word(3)
テキストWord編第7章「社外ビジネス文書」
【第5週】Word(4)
テキストWord編第8章「図形描画」
【第6週】PowerPoint(1)
テキストPowerPoint編第1章「プレゼンテーションとは」、第6章「図・画像の挿入」
【第7週】PowerPoint(2)
テキストPowerPoint編第7章「画面切り替え効果とアニメーション」
【第8週】Word(5) & PowerPoint(3)
演習問題
【第9週】Excel(1)
テキストExcel編第4章「基本的な関数」の復習
【第10週】Excel(2)
テキストExcel編第5章「相対参照と絶対参照」
【第11週】Excel(3)
テキストExcel編第7章「データベース機能Ⅰ」
【第12週】Excel(4)
テキストExcel編第8章「判断処理Ⅰ」
【第13週】Excel(5)
デジタル・リテラシー演習Ⅰ

テキストExcel編第9章「複数シートの利用」
【第14週】Excel(6)
テキストExcel編第10章「基礎編総合演習」
【第15週】Officeアプリの連携
最終課題を課し、Officeアプリを連携して資料作成できることを確認する。
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
事前学習としては、各週の演習授業に備えて、テキストを通読しておき、必要に応じて独習しておくこと。
事後の学習は、毎回の講義内容に合わせた演習を通じて復習を行い、成果を提出すること。
課題に対するフィードバックの方法
毎回の課題に対して次週授業にて点検を行い、またそこからさらに拡張して課題を発展していくことを繰り返
す。
成績評価の方法・基準（方針）
本科目は演習授業であり、毎回の課題の提出とその達成度、最終課題の完成度を評価対象とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

毎回の課題提出

２，３，４，５

授業外での評価

30

課題の達成度

１、５

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

最終課題の完成度

１，２，３，４，５

その他

0

テキスト

日本理工出版会「コンピューターリテラシー Microsoft Office Word & PowerPoint編【改訂版】」花
木泰子・浅里京子／著 ISBN978-4-89019-524-4 2200円＋税
日本理工出版会「コンピューターリテラシー Microsoft Office Excel編【改訂版】」多田憲孝・内藤
富美子／著 ISBN978-4-89019-525-1 2200円＋税
上記2冊は1年次前期「デジタル・リテラシー」および2年次前期「デジタル・リテラシー演習Ⅱ」でも使
用される。
上記のほかに、必要に応じて電子的資料をGoogle Classroomを通じて配布する。

参考書

必要に応じて授業内で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 本科目は必修科目であり、毎回必ず十分に充電したPCを持参すること。
本科目は1年次前期の必修科目「デジタル・リテラシー」を基礎としており、「デジタル・リテラシー」の単
位を取得後に履修すべきである。また2年次前期の選択科目「デジタル・リテラシー演習Ⅱ」は、本科
目を基礎とした科目であり、本科目の単位取得を前提とした授業内容となる。

デジタル・リテラシー演習Ⅰ

授業コード

10401915

授業種別

授業科目名

デジタル・リテラシー演習Ⅰ

授業担当教員

岸田

由紀子

成績担当教員

岸田

由紀子

開講年次

1年

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
2020年から全世界でまん延した新型コロナウイルスの影響で、社会生活は一変した。社会ではそれまでにもすで
に問題とされていた勤務形態の見直しが進み、学校においてもできるだけ接触の少ない授業形態への試みが積極
的に行われ、また生活の形態も大きく変貌を遂げた。その結果として社会生活のあらゆる場面を急速に変貌させ
ていったのが、いわゆるDX(デジタルトランスフォーメーション）の波である。私たちは日常生活、仕事や学習、
金融や買い物、そして余暇や趣味の世界でさえ、パソコンやスマホに代表される個人用情報端末と、その背景に
あるネットワークを最大限に利用することが可能になり、またそれを求められるようになった。2020年代以降を
文化的に暮らしていくためには、デジタル社会を十分に理解し、できるだけ安全に、そして効率的に効果的にそ
の仕組みを活用していくための、デジタル・リテラシーを身につけることが重要となったのである。本科目では
すでに「デジタル・リテラシー」において学んだPCの操作技術をより深化させ、PCとアプリを縦横無尽に駆使し
て、デジタル環境における自己の表現技術をより研鑽することを目的としている。
本授業においては原則として普通教室において対面で、持参PCの操作を中心とした演習形式の授業を行う。
Microsoft 365を使用し、「デジタル・リテラシー」において学んだ各アプリの基本的利用法をさらに拡張して、
デジタルアプリによるより高い思考力と表現力を身につけていく。また、その際に利用する様々なファイルを、
クラウドファイルシステム上で整理し管理することを学ぶ。
到達目標
１．クラウド環境において各種の情報をフォルダに整理整頓し管理することができる。
２．クラウド環境を利用しながら、Wordによる高度な文書作成ができる。
３．クラウド環境を利用しながら、PowerPointによる高度なプレゼンテーション資料を作成できる。
４．クラウド環境を利用しながら、Excelによる高度なワークシートの操作ができる。
５．Officeアプリを連携させて利用し、他者への情報伝達のための資料を作成することができる。
授業計画
【第1週】ファイルシステム
Google ClassroomとPCのファイルシステムの利用と操作
【第2週】Word(1)
テキストWord編第5章「表作成Ⅰ」
【第3週】Word(2)
テキストWord編第第6章「表作成Ⅱ」
【第4週】Word(3)
テキストWord編第7章「社外ビジネス文書」
【第5週】Word(4)
テキストWord編第8章「図形描画」
【第6週】PowerPoint(1)
テキストPowerPoint編第1章「プレゼンテーションとは」、第6章「図・画像の挿入」
【第7週】PowerPoint(2)
テキストPowerPoint編第7章「画面切り替え効果とアニメーション」
【第8週】Word(5) & PowerPoint(3)
演習問題
【第9週】Excel(1)
テキストExcel編第4章「基本的な関数」の復習
【第10週】Excel(2)
テキストExcel編第5章「相対参照と絶対参照」
【第11週】Excel(3)
テキストExcel編第7章「データベース機能Ⅰ」
【第12週】Excel(4)
テキストExcel編第8章「判断処理Ⅰ」
【第13週】Excel(5)
デジタル・リテラシー演習Ⅰ

テキストExcel編第9章「複数シートの利用」
【第14週】Excel(6)
テキストExcel編第10章「基礎編総合演習」
【第15週】Officeアプリの連携
最終課題を課し、Officeアプリを連携して資料作成できることを確認する。
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
事前学習としては、各週の演習授業に備えて、テキストを通読しておき、必要に応じて独習しておくこと。
事後の学習は、毎回の講義内容に合わせた演習を通じて復習を行い、成果を提出すること。
課題に対するフィードバックの方法
毎回の課題に対して次週授業にて点検を行い、またそこからさらに拡張して課題を発展していくことを繰り返
す。
成績評価の方法・基準（方針）
本科目は演習授業であり、毎回の課題の提出とその達成度、最終課題の完成度を評価対象とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

毎回の課題提出

２，３，４，５

授業外での評価

30

課題の達成度

１、５

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

最終課題の完成度

１，２，３，４，５

その他

0

テキスト

日本理工出版会「コンピューターリテラシー Microsoft Office Word & PowerPoint編【改訂版】」花
木泰子・浅里京子／著 ISBN978-4-89019-524-4 2200円＋税
日本理工出版会「コンピューターリテラシー Microsoft Office Excel編【改訂版】」多田憲孝・内藤
富美子／著 ISBN978-4-89019-525-1 2200円＋税
上記2冊は1年次前期「デジタル・リテラシー」および2年次前期「デジタル・リテラシー演習Ⅱ」でも使
用される。
上記のほかに、必要に応じて電子的資料をGoogle Classroomを通じて配布する。

参考書

必要に応じて授業内で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 本科目は必修科目であり、毎回必ず十分に充電したPCを持参すること。
本科目は1年次前期の必修科目「デジタル・リテラシー」を基礎としており、「デジタル・リテラシー」の単
位を取得後に履修すべきである。また2年次前期の選択科目「デジタル・リテラシー演習Ⅱ」は、本科
目を基礎とした科目であり、本科目の単位取得を前提とした授業内容となる。

デジタル・リテラシー演習Ⅰ

授業コード

10302901

授業科目名

オーラルイングリッシュⅠ

授業担当教員

G.S.ジョン-バプティースト

成績担当教員

G.S.ジョン-バプティースト
開講期
1年

開講年次

授業種別

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
The aim of this course is to introduce you to the basics of English conversation. During each class,
you will take part in conversations about different topics. Sometimes you will work in pairs or
small groups, but other times you will work on your own or in a whole class activity. You are
expected to actively participate in each activity. The textbook includes example conversations for
different situations and will teach you useful phrases and important vocabulary. There will be
regular quizzes and weekly homework assignments. You will need to do at least 1 hour per week of
outside studies, such as class preparation and review. Google Classroom will be used for assignments
and information about this course.
到達目標
At the end of the course, you will be able to:
1 develop the ability to converse about various everyday topics.
2 develop listening and speaking skills related to everyday conversation.
3 learn vocabulary essential for conversing about various everyday topics.
授業計画
【第1回】
テーマ：Course orientation. Google Classroom orientation and explanation. Unit 1: How are you?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 1 Dialog & pair work.
【第2回】
テーマ：Unit 1: How are you?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 1 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK Unit test.
【第3回】
テーマ：Unit 2: Do you understand?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 2 Dialog & pair work.
【第4回】
テーマ：Unit 2: Do you understand?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 1 & 2 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test
【第5回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 1, 2)
内容・方法： Practice test Units 1 & 2. Unit 1 & 2 Games
【第6回】
テーマ： Unit 3: This is my room
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 3 Dialog & pair work.
【第7回】
テーマ：Unit 3: This is my room
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 3 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第8回】
テーマ： Unit 4: When do you get up?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 4 Dialog & pair work.
【第9回】
テーマ：Unit 4: When do you get up?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 4 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第10回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 3, 4)
内容・方法： Practice test Units 3 & 4. Unit 3 & 4 Games
【第11回】
テーマ： Unit 5: Who's that?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 5 Dialog & pair work.
【第12回】
テーマ：Unit 5: Who's that?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 5 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第13回】
テーマ： Unit 6: That's a great shirt!
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 6 Dialog & pair work.
オーラルイングリッシュⅠ

【第14回】
テーマ：Unit 6: That's a great shirt!
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 6 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第15回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 5, 6)
内容・方法： Practice test Units 5 & 6. Unit 5 & 6 Games. Explanation of final test.
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
Note: Students are expected to spend approximately 30 minutes for preparation assignments before
each class AND an additional 30 minutes for review assignments after each class.
【第1回】
①事前学修課題：Buy a textbook.
②事後学修課題：Buy a textbook. Do HWK assignments & Practice Dialog 1
【第2回】
①事前学修課題：Study for vocabulary quiz. Check you did all your HWK. Read the Real Stories passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 1. Do the unit test.
【第3回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 2 Vocabulary and read dialog 2. Practice
dialog 1.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 2.
【第4回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialogs 1 & 2. Do the unit test.
【第5回】
①事前学修課題：Review Unit 1 & 2 for a test. Practice and memorize dialogs 1 & 2 for a test.
②事後学修課題：Do HWK assignments.
【第6回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 3 Vocabulary and dialog 3.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 3.
【第7回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 3. Do the unit test.
【第8回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 4 Vocabulary and dialog 4. Practice dialog 3.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 4.
【第9回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialogs 3 & 4. Do the unit test.
【第10回】
①事前学修課題：Review Unit 3 & 4 for a test. Practice and memorize dialogs 3 & 4 for a test.
②事後学修課題：Do HWK assignments.
【第11回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 5 Vocabulary and dialog 5.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 5.
【第12回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 5. Do the unit test.
【第13回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 6 Vocabulary and dialog 6. Practice dialog 5.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 6.
【第14回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialogs 5 & 6. Do the unit test.
【第15回】
①事前学修課題：Review Unit 5 & 6 for a test. Practice and memorize dialogs 5 & 6 for a test.
②事後学修課題：Do HWK assignments. Submit the final examination.
課題に対するフィードバックの方法
1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom.
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class.
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.
4.The teacher will tell you your current grade at least three times during the semester. In
addition, your grades may also be posted regularly on Google Classroom.
成績評価の方法・基準（方針）

オーラルイングリッシュⅠ

「以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点 以上を合格とし、所定の単位を認定する」
General Grade Category Breakdown:
1) Participation and class activities (10%)
2) Dialog performance tests (30%)
2) Homework and unit tests (20%)
3) 3 Review tests (30%)
4) Final examination (10%)
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

70

Participation and class activities (10%), 3 unit review
tests (30%) and dialog performance tests (30%)

1,2, & 3

授業外での評価

20

Homework and unit tests (20%)

1,2 & 3

定期試験

0

none

定期試験に代わるレポート等

10

Final examination (10%)

その他

0

none

テキスト

English Firsthand Access with MyMobile World (2018 5th edition), Marc Helgesen, Steven
Brown, John Wiltshier, Pearson Longman, ISBN: 978-9813130203

1,2, & 3

参考書
履修条件・他の科目との関連 Notes:
1) You will get more information from the course teacher during the first class. This
syllabus is subject to change. Changes will be announced in class.
詳細は、初回授業時にコース担当者から説明します。このシラバスは変更される可能性があります。
変更された場合は、授業中にお知らせします。
2) If you are absent 5 or more times without excuse, you cannot receive credit.
４回以上欠席すると、単位を取得することができない。
3) If you are late 3 times, it will be counted as one absence.
遅刻３回は、欠席１回として認める。
4) If you arrive more than 30 minutes late to a 90-minute class (or 15 minutes late to a 45minute class) you may study, but you will be marked as absent.
90分の授業の場合遅刻は30分までとし、それを超えて遅刻した場合は、授業に参加することはでき
るが、欠席扱いとなる。45分の授業の場合、遅刻は15分までとする。
5) Be sure to bring all necessary materials with you to class. In particular, please bring a
smartphone/tablet/laptop and make sure it is charged.
授業に必要なものは持参すること、特に充電済みのスマートフォン、タブレット、ノート型パソコンなどを
必携のこと。
6) No late homework or assignments will be accepted.
期⽇を過ぎた宿題は評価されないので、期⽇を守って提出すること。
7) BYOD - you will need a laptop or tablet in class. A smartphone is not suitable for class
activities.
BYOD - 授業では、ノートパソコンまたはタブレットが必要です。スマートフォンは授業に適しません。
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授業の目的・概要
The aim of this course is to introduce you to the basics of English conversation. During each class,
you will take part in conversations about different topics. Sometimes you will work in pairs or
small groups, but other times you will work on your own or in a whole class activity. You are
expected to actively participate in each activity. The textbook includes example conversations for
different situations and will teach you useful phrases and important vocabulary. There will be
regular quizzes and weekly homework assignments. You will need to do at least 1 hour per week of
outside studies, such as class preparation and review. Google Classroom will be used for assignments
and information about this course.
到達目標
At the end of the course, you will be able to:
1 develop the ability to converse about various everyday topics.
2 develop listening and speaking skills related to everyday conversation.
3 learn vocabulary essential for conversing about various everyday topics.
授業計画
【第1回】
テーマ：Course orientation. Google Classroom orientation and explanation. Unit 1: How are you?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 1 Dialog & pair work.
【第2回】
テーマ：Unit 1: How are you?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 1 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK Unit test.
【第3回】
テーマ：Unit 2: Do you understand?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 2 Dialog & pair work.
【第4回】
テーマ：Unit 2: Do you understand?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 1 & 2 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test
【第5回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 1, 2)
内容・方法： Practice test Units 1 & 2. Unit 1 & 2 Games
【第6回】
テーマ： Unit 3: This is my room
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 3 Dialog & pair work.
【第7回】
テーマ：Unit 3: This is my room
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 3 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第8回】
テーマ： Unit 4: When do you get up?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 4 Dialog & pair work.
【第9回】
テーマ：Unit 4: When do you get up?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 4 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第10回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 3, 4)
内容・方法： Practice test Units 3 & 4. Unit 3 & 4 Games
【第11回】
テーマ： Unit 5: Who's that?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 5 Dialog & pair work.
【第12回】
テーマ：Unit 5: Who's that?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 5 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第13回】
テーマ： Unit 6: That's a great shirt!
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 6 Dialog & pair work.
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【第14回】
テーマ：Unit 6: That's a great shirt!
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 6 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第15回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 5, 6)
内容・方法： Practice test Units 5 & 6. Unit 5 & 6 Games. Explanation of final test.
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
Note: Students are expected to spend approximately 30 minutes for preparation assignments before
each class AND an additional 30 minutes for review assignments after each class.
【第1回】
①事前学修課題：Buy a textbook.
②事後学修課題：Buy a textbook. Do HWK assignments & Practice Dialog 1
【第2回】
①事前学修課題：Study for vocabulary quiz. Check you did all your HWK. Read the Real Stories passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 1. Do the unit test.
【第3回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 2 Vocabulary and read dialog 2. Practice
dialog 1.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 2.
【第4回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialogs 1 & 2. Do the unit test.
【第5回】
①事前学修課題：Review Unit 1 & 2 for a test. Practice and memorize dialogs 1 & 2 for a test.
②事後学修課題：Do HWK assignments.
【第6回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 3 Vocabulary and dialog 3.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 3.
【第7回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 3. Do the unit test.
【第8回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 4 Vocabulary and dialog 4. Practice dialog 3.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 4.
【第9回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialogs 3 & 4. Do the unit test.
【第10回】
①事前学修課題：Review Unit 3 & 4 for a test. Practice and memorize dialogs 3 & 4 for a test.
②事後学修課題：Do HWK assignments.
【第11回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 5 Vocabulary and dialog 5.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 5.
【第12回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 5. Do the unit test.
【第13回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 6 Vocabulary and dialog 6. Practice dialog 5.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 6.
【第14回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialogs 5 & 6. Do the unit test.
【第15回】
①事前学修課題：Review Unit 5 & 6 for a test. Practice and memorize dialogs 5 & 6 for a test.
②事後学修課題：Do HWK assignments. Submit the final examination.
課題に対するフィードバックの方法
1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom.
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class.
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.
4.The teacher will tell you your current grade at least three times during the semester. In
addition, your grades may also be posted regularly on Google Classroom.
成績評価の方法・基準（方針）

オーラルイングリッシュⅠ

「以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点 以上を合格とし、所定の単位を認定する」
General Grade Category Breakdown:
1) Participation and class activities (10%)
2) Dialog performance tests (30%)
2) Homework and unit tests (20%)
3) 3 Review tests (30%)
4) Final examination (10%)
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

70

Participation and class activities (10%), 3 unit review
tests (30%) and dialog performance tests (30%)

1,2, & 3

授業外での評価

20

Homework and unit tests (20%)

1,2 & 3

定期試験

0

none

定期試験に代わるレポート等

10

Final examination (10%)

その他

0

none

テキスト

English Firsthand Access with MyMobile World (2018 5th edition), Marc Helgesen, Steven
Brown, John Wiltshier, Pearson Longman, ISBN: 978-9813130203

1,2, & 3

参考書
履修条件・他の科目との関連 Notes:
1) You will get more information from the course teacher during the first class. This
syllabus is subject to change. Changes will be announced in class.
詳細は、初回授業時にコース担当者から説明します。このシラバスは変更される可能性があります。
変更された場合は、授業中にお知らせします。
2) If you are absent 5 or more times without excuse, you cannot receive credit.
４回以上欠席すると、単位を取得することができない。
3) If you are late 3 times, it will be counted as one absence.
遅刻３回は、欠席１回として認める。
4) If you arrive more than 30 minutes late to a 90-minute class (or 15 minutes late to a 45minute class) you may study, but you will be marked as absent.
90分の授業の場合遅刻は30分までとし、それを超えて遅刻した場合は、授業に参加することはでき
るが、欠席扱いとなる。45分の授業の場合、遅刻は15分までとする。
5) Be sure to bring all necessary materials with you to class. In particular, please bring a
smartphone/tablet/laptop and make sure it is charged.
授業に必要なものは持参すること、特に充電済みのスマートフォン、タブレット、ノート型パソコンなどを
必携のこと。
6) No late homework or assignments will be accepted.
期⽇を過ぎた宿題は評価されないので、期⽇を守って提出すること。
7) BYOD - you will need a laptop or tablet in class. A smartphone is not suitable for class
activities.
BYOD - 授業では、ノートパソコンまたはタブレットが必要です。スマートフォンは授業に適しません。
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授業の目的・概要
The aim of this course is to introduce you to the basics of English conversation. During each class,
you will take part in conversations about different topics. Sometimes you will work in pairs or
small groups, but other times you will work on your own or in a whole class activity. You are
expected to actively participate in each activity. The textbook includes example conversations for
different situations and will teach you useful phrases and important vocabulary. There will be
regular quizzes and weekly homework assignments. You will need to do at least 1 hour per week of
outside studies, such as class preparation and review. Google Classroom will be used for assignments
and information about this course.
到達目標
At the end of the course, you will be able to:
1 develop the ability to converse about various everyday topics.
2 develop listening and speaking skills related to everyday conversation.
3 learn vocabulary essential for conversing about various everyday topics.
授業計画
【第1回】
テーマ：Course orientation. Google Classroom orientation and explanation. Unit 1: How are you?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 1 Dialog & pair work.
【第2回】
テーマ：Unit 1: How are you?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 1 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK Unit test.
【第3回】
テーマ：Unit 2: Do you understand?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 2 Dialog & pair work.
【第4回】
テーマ：Unit 2: Do you understand?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 1 & 2 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test
【第5回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 1, 2)
内容・方法： Practice test Units 1 & 2. Unit 1 & 2 Games
【第6回】
テーマ： Unit 3: This is my room
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 3 Dialog & pair work.
【第7回】
テーマ：Unit 3: This is my room
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 3 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第8回】
テーマ： Unit 4: When do you get up?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 4 Dialog & pair work.
【第9回】
テーマ：Unit 4: When do you get up?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 4 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第10回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 3, 4)
内容・方法： Practice test Units 3 & 4. Unit 3 & 4 Games
【第11回】
テーマ： Unit 5: Who's that?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 5 Dialog & pair work.
【第12回】
テーマ：Unit 5: Who's that?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 5 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第13回】
テーマ： Unit 6: That's a great shirt!
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 6 Dialog & pair work.
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【第14回】
テーマ：Unit 6: That's a great shirt!
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 6 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第15回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 5, 6)
内容・方法： Practice test Units 5 & 6. Unit 5 & 6 Games. Explanation of final test.
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
Note: Students are expected to spend approximately 30 minutes for preparation assignments before
each class AND an additional 30 minutes for review assignments after each class.
【第1回】
①事前学修課題：Buy a textbook.
②事後学修課題：Buy a textbook. Do HWK assignments & Practice Dialog 1
【第2回】
①事前学修課題：Study for vocabulary quiz. Check you did all your HWK. Read the Real Stories passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 1. Do the unit test.
【第3回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 2 Vocabulary and read dialog 2. Practice
dialog 1.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 2.
【第4回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialogs 1 & 2. Do the unit test.
【第5回】
①事前学修課題：Review Unit 1 & 2 for a test. Practice and memorize dialogs 1 & 2 for a test.
②事後学修課題：Do HWK assignments.
【第6回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 3 Vocabulary and dialog 3.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 3.
【第7回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 3. Do the unit test.
【第8回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 4 Vocabulary and dialog 4. Practice dialog 3.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 4.
【第9回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialogs 3 & 4. Do the unit test.
【第10回】
①事前学修課題：Review Unit 3 & 4 for a test. Practice and memorize dialogs 3 & 4 for a test.
②事後学修課題：Do HWK assignments.
【第11回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 5 Vocabulary and dialog 5.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 5.
【第12回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 5. Do the unit test.
【第13回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 6 Vocabulary and dialog 6. Practice dialog 5.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 6.
【第14回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialogs 5 & 6. Do the unit test.
【第15回】
①事前学修課題：Review Unit 5 & 6 for a test. Practice and memorize dialogs 5 & 6 for a test.
②事後学修課題：Do HWK assignments. Submit the final examination.
課題に対するフィードバックの方法
1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom.
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class.
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.
4.The teacher will tell you your current grade at least three times during the semester. In
addition, your grades may also be posted regularly on Google Classroom.
成績評価の方法・基準（方針）

オーラルイングリッシュⅠ

「以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点 以上を合格とし、所定の単位を認定する」
General Grade Category Breakdown:
1) Participation and class activities (10%)
2) Dialog performance tests (30%)
2) Homework and unit tests (20%)
3) 3 Review tests (30%)
4) Final examination (10%)
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

70

Participation and class activities (10%), 3 unit review
tests (30%) and dialog performance tests (30%)

1,2, & 3

授業外での評価

20

Homework and unit tests (20%)

1,2 & 3

定期試験

0

none

定期試験に代わるレポート等

10

Final examination (10%)

その他

0

none
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English Firsthand Access with MyMobile World (2018 5th edition), Marc Helgesen, Steven
Brown, John Wiltshier, Pearson Longman, ISBN: 978-9813130203
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参考書
履修条件・他の科目との関連 Notes:
1) You will get more information from the course teacher during the first class. This
syllabus is subject to change. Changes will be announced in class.
詳細は、初回授業時にコース担当者から説明します。このシラバスは変更される可能性があります。
変更された場合は、授業中にお知らせします。
2) If you are absent 5 or more times without excuse, you cannot receive credit.
４回以上欠席すると、単位を取得することができない。
3) If you are late 3 times, it will be counted as one absence.
遅刻３回は、欠席１回として認める。
4) If you arrive more than 30 minutes late to a 90-minute class (or 15 minutes late to a 45minute class) you may study, but you will be marked as absent.
90分の授業の場合遅刻は30分までとし、それを超えて遅刻した場合は、授業に参加することはでき
るが、欠席扱いとなる。45分の授業の場合、遅刻は15分までとする。
5) Be sure to bring all necessary materials with you to class. In particular, please bring a
smartphone/tablet/laptop and make sure it is charged.
授業に必要なものは持参すること、特に充電済みのスマートフォン、タブレット、ノート型パソコンなどを
必携のこと。
6) No late homework or assignments will be accepted.
期⽇を過ぎた宿題は評価されないので、期⽇を守って提出すること。
7) BYOD - you will need a laptop or tablet in class. A smartphone is not suitable for class
activities.
BYOD - 授業では、ノートパソコンまたはタブレットが必要です。スマートフォンは授業に適しません。

オーラルイングリッシュⅠ

授業コード

10002102

授業種別

授業科目名

オーラルイングリッシュⅠ

授業担当教員

P.ベイリー

成績担当教員

P.ベイリー

開講年次

1年

開講期

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
The aim of this course is to introduce you to the basics of English conversation. During each class,
you will take part in conversations about different topics. Sometimes you will work in pairs or
small groups, but other times you will work on your own or in a whole class activity. You are
expected to actively participate in each activity. The textbook includes example conversations for
different situations and will teach you useful phrases and important vocabulary. There will be
regular quizzes and weekly homework assignments. You will need to do at least 1 hour per week of
outside studies, such as class preparation and review. Google Classroom will be used for assignments
and information about this course.
到達目標
At the end of the course, you will be able to:
1 develop the ability to converse about various everyday topics.
2 develop listening and speaking skills related to everyday conversation.
3 learn vocabulary essential for conversing about various everyday topics.
授業計画
【第1回】
テーマ：Course orientation. Google Classroom orientation and explanation. Unit 1: How are you?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 1 Dialog & pair work.
【第2回】
テーマ：Unit 1: How are you?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 1 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK Unit test.
【第3回】
テーマ：Unit 2: Do you understand?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 2 Dialog & pair work.
【第4回】
テーマ：Unit 2: Do you understand?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 1 & 2 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test
【第5回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 1, 2)
内容・方法： Practice test Units 1 & 2. Unit 1 & 2 Games
【第6回】
テーマ： Unit 3: This is my room
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 3 Dialog & pair work.
【第7回】
テーマ：Unit 3: This is my room
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 3 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第8回】
テーマ： Unit 4: When do you get up?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 4 Dialog & pair work.
【第9回】
テーマ：Unit 4: When do you get up?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 4 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第10回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 3, 4)
内容・方法： Practice test Units 3 & 4. Unit 3 & 4 Games
【第11回】
テーマ： Unit 5: Who's that?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 5 Dialog & pair work.
【第12回】
テーマ：Unit 5: Who's that?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 5 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第13回】
テーマ： Unit 6: That's a great shirt!
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 6 Dialog & pair work.
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【第14回】
テーマ：Unit 6: That's a great shirt!
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 6 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第15回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 5, 6)
内容・方法： Practice test Units 5 & 6. Unit 5 & 6 Games. Explanation of final test.
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
Note: Students are expected to spend approximately 30 minutes for preparation assignments before
each class AND an additional 30 minutes for review assignments after each class.
【第1回】
①事前学修課題：Buy a textbook.
②事後学修課題：Buy a textbook. Do HWK assignments & Practice Dialog 1
【第2回】
①事前学修課題：Study for vocabulary quiz. Check you did all your HWK. Read the Real Stories passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 1. Do the unit test.
【第3回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 2 Vocabulary and read dialog 2. Practice
dialog 1.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 2.
【第4回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialogs 1 & 2. Do the unit test.
【第5回】
①事前学修課題：Review Unit 1 & 2 for a test. Practice and memorize dialogs 1 & 2 for a test.
②事後学修課題：Do HWK assignments.
【第6回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 3 Vocabulary and dialog 3.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 3.
【第7回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 3. Do the unit test.
【第8回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 4 Vocabulary and dialog 4. Practice dialog 3.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 4.
【第9回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialogs 3 & 4. Do the unit test.
【第10回】
①事前学修課題：Review Unit 3 & 4 for a test. Practice and memorize dialogs 3 & 4 for a test.
②事後学修課題：Do HWK assignments.
【第11回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 5 Vocabulary and dialog 5.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 5.
【第12回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 5. Do the unit test.
【第13回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 6 Vocabulary and dialog 6. Practice dialog 5.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 6.
【第14回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialogs 5 & 6. Do the unit test.
【第15回】
①事前学修課題：Review Unit 5 & 6 for a test. Practice and memorize dialogs 5 & 6 for a test.
②事後学修課題：Do HWK assignments. Submit the final examination.
課題に対するフィードバックの方法
1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom.
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class.
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.
4.The teacher will tell you your current grade at least three times during the semester. In
addition, your grades may also be posted regularly on Google Classroom.
成績評価の方法・基準（方針）
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「以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点 以上を合格とし、所定の単位を認定する」
General Grade Category Breakdown:
1) Participation and class activities (10%)
2) Dialog performance tests (30%)
2) Homework and unit tests (20%)
3) 3 Review tests (30%)
4) Final examination (10%)
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

70

Participation and class activities (10%), 3 unit review
tests (30%) and dialog performance tests (30%)

1,2, & 3

授業外での評価

20

Homework and unit tests (20%)

1,2 & 3

定期試験

0

none

定期試験に代わるレポート等

10

Final examination (10%)

その他

0

none

テキスト

English Firsthand Access with MyMobile World (2018 5th edition), Marc Helgesen, Steven
Brown, John Wiltshier, Pearson Longman, ISBN: 978-9813130203

1,2, & 3

参考書
履修条件・他の科目との関連 Notes:
1) You will get more information from the course teacher during the first class. This
syllabus is subject to change. Changes will be announced in class.
詳細は、初回授業時にコース担当者から説明します。このシラバスは変更される可能性があります。
変更された場合は、授業中にお知らせします。
2) If you are absent 5 or more times without excuse, you cannot receive credit.
４回以上欠席すると、単位を取得することができない。
3) If you are late 3 times, it will be counted as one absence.
遅刻３回は、欠席１回として認める。
4) If you arrive more than 30 minutes late to a 90-minute class (or 15 minutes late to a 45minute class) you may study, but you will be marked as absent.
90分の授業の場合遅刻は30分までとし、それを超えて遅刻した場合は、授業に参加することはでき
るが、欠席扱いとなる。45分の授業の場合、遅刻は15分までとする。
5) Be sure to bring all necessary materials with you to class. In particular, please bring a
smartphone/tablet/laptop and make sure it is charged.
授業に必要なものは持参すること、特に充電済みのスマートフォン、タブレット、ノート型パソコンなどを
必携のこと。
6) No late homework or assignments will be accepted.
期⽇を過ぎた宿題は評価されないので、期⽇を守って提出すること。
7) BYOD - you will need a laptop or tablet in class. A smartphone is not suitable for class
activities.
BYOD - 授業では、ノートパソコンまたはタブレットが必要です。スマートフォンは授業に適しません。
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授業コード

10302903

授業種別

授業科目名
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授業担当教員

S.N.ゴーフ

成績担当教員
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開講年次

1年

開講期

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
The aim of this course is to introduce you to the basics of English conversation. During each class,
you will take part in conversations about different topics. Sometimes you will work in pairs or
small groups, but other times you will work on your own or in a whole class activity. You are
expected to actively participate in each activity. The textbook includes example conversations for
different situations and will teach you useful phrases and important vocabulary. There will be
regular quizzes and weekly homework assignments. You will need to do at least 1 hour per week of
outside studies, such as class preparation and review. Google Classroom will be used for assignments
and information about this course.
到達目標
At the end of the course, you will be able to:
1 develop the ability to converse about various everyday topics.
2 develop listening and speaking skills related to everyday conversation.
3 learn vocabulary essential for conversing about various everyday topics.
授業計画
【第1回】
テーマ：Course orientation. Google Classroom orientation and explanation. Unit 1: How are you?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 1 Dialog & pair work.
【第2回】
テーマ：Unit 1: How are you?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 1 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK Unit test.
【第3回】
テーマ：Unit 2: Do you understand?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 2 Dialog & pair work.
【第4回】
テーマ：Unit 2: Do you understand?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 1 & 2 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test
【第5回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 1, 2)
内容・方法： Practice test Units 1 & 2. Unit 1 & 2 Games
【第6回】
テーマ： Unit 3: This is my room
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 3 Dialog & pair work.
【第7回】
テーマ：Unit 3: This is my room
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 3 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第8回】
テーマ： Unit 4: When do you get up?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 4 Dialog & pair work.
【第9回】
テーマ：Unit 4: When do you get up?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 4 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第10回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 3, 4)
内容・方法： Practice test Units 3 & 4. Unit 3 & 4 Games
【第11回】
テーマ： Unit 5: Who's that?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 5 Dialog & pair work.
【第12回】
テーマ：Unit 5: Who's that?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 5 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第13回】
テーマ： Unit 6: That's a great shirt!
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 6 Dialog & pair work.
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【第14回】
テーマ：Unit 6: That's a great shirt!
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 6 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第15回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 5, 6)
内容・方法： Practice test Units 5 & 6. Unit 5 & 6 Games. Explanation of final test.
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
Note: Students are expected to spend approximately 30 minutes for preparation assignments before
each class AND an additional 30 minutes for review assignments after each class.
【第1回】
①事前学修課題：Buy a textbook.
②事後学修課題：Buy a textbook. Do HWK assignments & Practice Dialog 1
【第2回】
①事前学修課題：Study for vocabulary quiz. Check you did all your HWK. Read the Real Stories passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 1. Do the unit test.
【第3回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 2 Vocabulary and read dialog 2. Practice
dialog 1.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 2.
【第4回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialogs 1 & 2. Do the unit test.
【第5回】
①事前学修課題：Review Unit 1 & 2 for a test. Practice and memorize dialogs 1 & 2 for a test.
②事後学修課題：Do HWK assignments.
【第6回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 3 Vocabulary and dialog 3.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 3.
【第7回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 3. Do the unit test.
【第8回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 4 Vocabulary and dialog 4. Practice dialog 3.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 4.
【第9回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialogs 3 & 4. Do the unit test.
【第10回】
①事前学修課題：Review Unit 3 & 4 for a test. Practice and memorize dialogs 3 & 4 for a test.
②事後学修課題：Do HWK assignments.
【第11回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 5 Vocabulary and dialog 5.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 5.
【第12回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 5. Do the unit test.
【第13回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 6 Vocabulary and dialog 6. Practice dialog 5.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 6.
【第14回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialogs 5 & 6. Do the unit test.
【第15回】
①事前学修課題：Review Unit 5 & 6 for a test. Practice and memorize dialogs 5 & 6 for a test.
②事後学修課題：Do HWK assignments. Submit the final examination.
課題に対するフィードバックの方法
1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom.
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class.
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.
4.The teacher will tell you your current grade at least three times during the semester. In
addition, your grades may also be posted regularly on Google Classroom.
成績評価の方法・基準（方針）
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「以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点 以上を合格とし、所定の単位を認定する」
General Grade Category Breakdown:
1) Participation and class activities (10%)
2) Dialog performance tests (30%)
2) Homework and unit tests (20%)
3) 3 Review tests (30%)
4) Final examination (10%)
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

70

Participation and class activities (10%), 3 unit review
tests (30%) and dialog performance tests (30%)

1,2, & 3

授業外での評価

20

Homework and unit tests (20%)

1,2 & 3

定期試験

0

none

定期試験に代わるレポート等

10

Final examination (10%)

その他

0

none

テキスト

English Firsthand Access with MyMobile World (2018 5th edition), Marc Helgesen, Steven
Brown, John Wiltshier, Pearson Longman, ISBN: 978-9813130203

1,2, & 3

参考書
履修条件・他の科目との関連 Notes:
1) You will get more information from the course teacher during the first class. This
syllabus is subject to change. Changes will be announced in class.
詳細は、初回授業時にコース担当者から説明します。このシラバスは変更される可能性があります。
変更された場合は、授業中にお知らせします。
2) If you are absent 5 or more times without excuse, you cannot receive credit.
４回以上欠席すると、単位を取得することができない。
3) If you are late 3 times, it will be counted as one absence.
遅刻３回は、欠席１回として認める。
4) If you arrive more than 30 minutes late to a 90-minute class (or 15 minutes late to a 45minute class) you may study, but you will be marked as absent.
90分の授業の場合遅刻は30分までとし、それを超えて遅刻した場合は、授業に参加することはでき
るが、欠席扱いとなる。45分の授業の場合、遅刻は15分までとする。
5) Be sure to bring all necessary materials with you to class. In particular, please bring a
smartphone/tablet/laptop and make sure it is charged.
授業に必要なものは持参すること、特に充電済みのスマートフォン、タブレット、ノート型パソコンなどを
必携のこと。
6) No late homework or assignments will be accepted.
期⽇を過ぎた宿題は評価されないので、期⽇を守って提出すること。
7) BYOD - you will need a laptop or tablet in class. A smartphone is not suitable for class
activities.
BYOD - 授業では、ノートパソコンまたはタブレットが必要です。スマートフォンは授業に適しません。
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授業の目的・概要
The aim of this course is to introduce you to the basics of English conversation. During each class,
you will take part in conversations about different topics. Sometimes you will work in pairs or
small groups, but other times you will work on your own or in a whole class activity. You are
expected to actively participate in each activity. The textbook includes example conversations for
different situations and will teach you useful phrases and important vocabulary. There will be
regular quizzes and weekly homework assignments. You will need to do at least 1 hour per week of
outside studies, such as class preparation and review. Google Classroom will be used for assignments
and information about this course.
到達目標
At the end of the course, you will be able to:
1 develop the ability to converse about various everyday topics.
2 develop listening and speaking skills related to everyday conversation.
3 learn vocabulary essential for conversing about various everyday topics.
授業計画
【第1回】
テーマ：Course orientation. Google Classroom orientation and explanation. Unit 1: How are you?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 1 Dialog & pair work.
【第2回】
テーマ：Unit 1: How are you?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 1 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK Unit test.
【第3回】
テーマ：Unit 2: Do you understand?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 2 Dialog & pair work.
【第4回】
テーマ：Unit 2: Do you understand?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 1 & 2 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test
【第5回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 1, 2)
内容・方法： Practice test Units 1 & 2. Unit 1 & 2 Games
【第6回】
テーマ： Unit 3: This is my room
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 3 Dialog & pair work.
【第7回】
テーマ：Unit 3: This is my room
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 3 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第8回】
テーマ： Unit 4: When do you get up?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 4 Dialog & pair work.
【第9回】
テーマ：Unit 4: When do you get up?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 4 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第10回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 3, 4)
内容・方法： Practice test Units 3 & 4. Unit 3 & 4 Games
【第11回】
テーマ： Unit 5: Who's that?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 5 Dialog & pair work.
【第12回】
テーマ：Unit 5: Who's that?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 5 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第13回】
テーマ： Unit 6: That's a great shirt!
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 6 Dialog & pair work.
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【第14回】
テーマ：Unit 6: That's a great shirt!
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 6 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第15回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 5, 6)
内容・方法： Practice test Units 5 & 6. Unit 5 & 6 Games. Explanation of final test.
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
Note: Students are expected to spend approximately 30 minutes for preparation assignments before
each class AND an additional 30 minutes for review assignments after each class.
【第1回】
①事前学修課題：Buy a textbook.
②事後学修課題：Buy a textbook. Do HWK assignments & Practice Dialog 1
【第2回】
①事前学修課題：Study for vocabulary quiz. Check you did all your HWK. Read the Real Stories passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 1. Do the unit test.
【第3回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 2 Vocabulary and read dialog 2. Practice
dialog 1.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 2.
【第4回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialogs 1 & 2. Do the unit test.
【第5回】
①事前学修課題：Review Unit 1 & 2 for a test. Practice and memorize dialogs 1 & 2 for a test.
②事後学修課題：Do HWK assignments.
【第6回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 3 Vocabulary and dialog 3.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 3.
【第7回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 3. Do the unit test.
【第8回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 4 Vocabulary and dialog 4. Practice dialog 3.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 4.
【第9回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialogs 3 & 4. Do the unit test.
【第10回】
①事前学修課題：Review Unit 3 & 4 for a test. Practice and memorize dialogs 3 & 4 for a test.
②事後学修課題：Do HWK assignments.
【第11回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 5 Vocabulary and dialog 5.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 5.
【第12回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 5. Do the unit test.
【第13回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 6 Vocabulary and dialog 6. Practice dialog 5.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 6.
【第14回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialogs 5 & 6. Do the unit test.
【第15回】
①事前学修課題：Review Unit 5 & 6 for a test. Practice and memorize dialogs 5 & 6 for a test.
②事後学修課題：Do HWK assignments. Submit the final examination.
課題に対するフィードバックの方法
1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom.
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class.
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.
4.The teacher will tell you your current grade at least three times during the semester. In
addition, your grades may also be posted regularly on Google Classroom.
成績評価の方法・基準（方針）

オーラルイングリッシュⅠ

「以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点 以上を合格とし、所定の単位を認定する」
General Grade Category Breakdown:
1) Participation and class activities (10%)
2) Dialog performance tests (30%)
2) Homework and unit tests (20%)
3) 3 Review tests (30%)
4) Final examination (10%)
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

70

Participation and class activities (10%), 3 unit review
tests (30%) and dialog performance tests (30%)

1,2, & 3

授業外での評価

20

Homework and unit tests (20%)

1,2 & 3

定期試験

0

none

定期試験に代わるレポート等

10

Final examination (10%)

その他

0

none

テキスト

English Firsthand Access with MyMobile World (2018 5th edition), Marc Helgesen, Steven
Brown, John Wiltshier, Pearson Longman, ISBN: 978-9813130203

1,2, & 3

参考書
履修条件・他の科目との関連 Notes:
1) You will get more information from the course teacher during the first class. This
syllabus is subject to change. Changes will be announced in class.
詳細は、初回授業時にコース担当者から説明します。このシラバスは変更される可能性があります。
変更された場合は、授業中にお知らせします。
2) If you are absent 5 or more times without excuse, you cannot receive credit.
４回以上欠席すると、単位を取得することができない。
3) If you are late 3 times, it will be counted as one absence.
遅刻３回は、欠席１回として認める。
4) If you arrive more than 30 minutes late to a 90-minute class (or 15 minutes late to a 45minute class) you may study, but you will be marked as absent.
90分の授業の場合遅刻は30分までとし、それを超えて遅刻した場合は、授業に参加することはでき
るが、欠席扱いとなる。45分の授業の場合、遅刻は15分までとする。
5) Be sure to bring all necessary materials with you to class. In particular, please bring a
smartphone/tablet/laptop and make sure it is charged.
授業に必要なものは持参すること、特に充電済みのスマートフォン、タブレット、ノート型パソコンなどを
必携のこと。
6) No late homework or assignments will be accepted.
期⽇を過ぎた宿題は評価されないので、期⽇を守って提出すること。
7) BYOD - you will need a laptop or tablet in class. A smartphone is not suitable for class
activities.
BYOD - 授業では、ノートパソコンまたはタブレットが必要です。スマートフォンは授業に適しません。
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授業コード

10303001

授業科目名

オーラルイングリッシュⅡ

授業担当教員

G.S.ジョン-バプティースト

成績担当教員

G.S.ジョン-バプティースト
開講期
1年

開講年次

授業種別

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
The aim of this course is to introduce you to the basics of English conversation. During each class,
you will take part in conversations about different topics. Sometimes you will work in pairs or
small groups, but other times you will work on your own or in a whole class activity. You are
expected to actively participate in each activity. The textbook includes example conversations for
different situations and will teach you useful phrases and important vocabulary. There will be
regular quizzes and weekly homework assignments. You will need to do at least 1 hour per week of
outside studies, such as class preparation and review. Google Classroom will be used for assignments
and information about this course.
到達目標
At the end of the course, you will be able to:
1 develop the ability to converse about various everyday topics.
2 develop listening and speaking skills related to everyday conversation.
3 learn vocabulary essential for conversing about various everyday topics.
授業計画
【第1回】
テーマ：Course orientation. Google Classroom orientation and explanation. Unit 1: How are you?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 7 Dialog & pair work.
【第2回】
テーマ：Unit 7: I love weekends!
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 7 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK Unit test.
【第3回】
テーマ：Unit 8: Let's eat!
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 8 Dialog & pair work.
【第4回】
テーマ：Unit 8: Let's eat!
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 7 & 8 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test
【第5回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 7,8)
内容・方法： Practice test Units 7 & 8. Unit 7 & 8 Games
【第6回】
テーマ： Unit 9: I really enjoy it!
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 9 Dialog & pair work.
【第7回】
テーマ： Unit 9: I really enjoy it!
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 9 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第8回】
テーマ： Unit 10: welcome to my home.
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 10 Dialog & pair work.
【第9回】
テーマ：Unit 10: welcome to my home.
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 10 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第10回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 9, 10)
内容・方法： Practice test Units 9 & 10. Unit 9 & 10 Games
【第11回】
テーマ： Unit 11: Where did you go?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 11 Dialog & pair work.
【第12回】
テーマ：Unit 11: Where did you go?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 11 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第13回】
テーマ： Unit 12: Will I be famous?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 12 Dialog & pair work.
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【第14回】
テーマ：Unit 12: Will I be famous?
内容・方法：Vocabulary review quiz.
(grammar). Group Work. Real stories
【第15回】
テーマ：Review & Dialog Performance
内容・方法： Practice test Units 11

Unit 12 Dialog practice and memorization. Language Check
(reading). HWK - Unit test.
Tests (Units 11, 12)
& 12. Unit 11 & 12 Games. Explanation of final test.

事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
Note: Students are expected to spend approximately 30 minutes for preparation assignments before
each class AND an additional 30 minutes for review assignments after each class.
【第1回】
①事前学修課題：Buy a textbook.
②事後学修課題：Buy a textbook. Do HWK assignments & Practice Dialog 7
【第2回】
①事前学修課題：Study for vocabulary quiz. Check you did all your HWK. Read the Real Stories passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 7. Do the unit test.
【第3回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 8 Vocabulary and read dialog 8. Practice
dialog 7.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 8.
【第4回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialogs 7 & 8. Do the unit test.
【第5回】
①事前学修課題：Review Unit 7 & 8 for a test. Practice and memorize dialogs 7 & 8 for a test.
②事後学修課題：Do HWK assignments.
【第6回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 9 Vocabulary and dialog 9.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 9.
【第7回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 9. Do the unit test.
【第8回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 10 Vocabulary and dialog 10. Practice dialog 9.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 10.
【第9回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialogs 9 & 10. Do the unit test.
【第10回】
①事前学修課題：Review Unit 3 & 4 for a test. Practice and memorize dialogs 9 & 10 for a test.
②事後学修課題：Do HWK assignments.
【第11回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 11 Vocabulary and dialog 11.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 11.
【第12回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 11. Do the unit test.
【第13回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 12 Vocabulary and dialog 12. Practice dialog
11.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 12.
【第14回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialogs 11 & 12. Do the unit test.
【第15回】
①事前学修課題：Review Unit 11 & 12 for a test. Practice and memorize dialogs 11 & 12 for a test.
②事後学修課題：Do HWK assignments. Submit the final examination.

課題に対するフィードバックの方法
1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom.
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class.
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.
4.The teacher will tell you your current grade at least three times during the semester. In
addition, your grades may also be posted regularly on Google Classroom.
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成績評価の方法・基準（方針）
「以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点 以上を合格とし、所定の単位を認定する」
General Grade Category Breakdown:
1) Participation and class activities (10%)
2) Dialog performance tests (30%)
2) Homework and unit tests (20%)
3) 3 Review tests (30%)
4) Final examination (10%)
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

70

Participation and class activities (10%), 3 unit review
tests (30%) and dialog performance tests (30%)

1,2, & 3

授業外での評価

20

Homework and unit tests (20%)

1,2 & 3

定期試験

0

none

定期試験に代わるレポート等

10

Final examination (10%)

その他

0

none

テキスト

English Firsthand Access with MyMobile World (2018 5th edition), Marc Helgesen, Steven
Brown, John Wiltshier, Pearson Longman, ISBN: 978-9813130203

1,2, & 3

参考書
履修条件・他の科目との関連 Notes:
1) You will get more information from the course teacher during the first class. This
syllabus is subject to change. Changes will be announced in class.
詳細は、初回授業時にコース担当者から説明します。このシラバスは変更される可能性があります。
変更された場合は、授業中にお知らせします。
2) If you are absent 5 or more times without excuse, you cannot receive credit.
４回以上欠席すると、単位を取得することができない。
3) If you are late 3 times, it will be counted as one absence.
遅刻３回は、欠席１回として認める。
4) If you arrive more than 30 minutes late to a 90-minute class (or 15 minutes late to a 45minute class) you may study, but you will be marked as absent.
90分の授業の場合遅刻は30分までとし、それを超えて遅刻した場合は、授業に参加することはでき
るが、欠席扱いとなる。45分の授業の場合、遅刻は15分までとする。
5) Be sure to bring all necessary materials with you to class. In particular, please bring a
smartphone/tablet/laptop and make sure it is charged.
授業に必要なものは持参すること、特に充電済みのスマートフォン、タブレット、ノート型パソコンなどを
必携のこと。
6) No late homework or assignments will be accepted.
期⽇を過ぎた宿題は評価されないので、期⽇を守って提出すること。
7) BYOD - you will need a laptop or tablet in class. A smartphone is not suitable for class
activities.
BYOD - 授業では、ノートパソコンまたはタブレットが必要です。スマートフォンは授業に適しません。
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授業コード

10002201

授業科目名

オーラルイングリッシュⅡ

授業担当教員

G.S.ジョン-バプティースト

成績担当教員

G.S.ジョン-バプティースト
開講期
1年

開講年次

授業種別

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
The aim of this course is to introduce you to the basics of English conversation. During each class,
you will take part in conversations about different topics. Sometimes you will work in pairs or
small groups, but other times you will work on your own or in a whole class activity. You are
expected to actively participate in each activity. The textbook includes example conversations for
different situations and will teach you useful phrases and important vocabulary. There will be
regular quizzes and weekly homework assignments. You will need to do at least 1 hour per week of
outside studies, such as class preparation and review. Google Classroom will be used for assignments
and information about this course.
到達目標
At the end of the course, you will be able to:
1 develop the ability to converse about various everyday topics.
2 develop listening and speaking skills related to everyday conversation.
3 learn vocabulary essential for conversing about various everyday topics.
授業計画
【第1回】
テーマ：Course orientation. Google Classroom orientation and explanation. Unit 1: How are you?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 7 Dialog & pair work.
【第2回】
テーマ：Unit 7: I love weekends!
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 7 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK Unit test.
【第3回】
テーマ：Unit 8: Let's eat!
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 8 Dialog & pair work.
【第4回】
テーマ：Unit 8: Let's eat!
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 7 & 8 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test
【第5回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 7,8)
内容・方法： Practice test Units 7 & 8. Unit 7 & 8 Games
【第6回】
テーマ： Unit 9: I really enjoy it!
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 9 Dialog & pair work.
【第7回】
テーマ： Unit 9: I really enjoy it!
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 9 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第8回】
テーマ： Unit 10: welcome to my home.
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 10 Dialog & pair work.
【第9回】
テーマ：Unit 10: welcome to my home.
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 10 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第10回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 9, 10)
内容・方法： Practice test Units 9 & 10. Unit 9 & 10 Games
【第11回】
テーマ： Unit 11: Where did you go?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 11 Dialog & pair work.
【第12回】
テーマ：Unit 11: Where did you go?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 11 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第13回】
テーマ： Unit 12: Will I be famous?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 12 Dialog & pair work.
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【第14回】
テーマ：Unit 12: Will I be famous?
内容・方法：Vocabulary review quiz.
(grammar). Group Work. Real stories
【第15回】
テーマ：Review & Dialog Performance
内容・方法： Practice test Units 11

Unit 12 Dialog practice and memorization. Language Check
(reading). HWK - Unit test.
Tests (Units 11, 12)
& 12. Unit 11 & 12 Games. Explanation of final test.

事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
Note: Students are expected to spend approximately 30 minutes for preparation assignments before
each class AND an additional 30 minutes for review assignments after each class.
【第1回】
①事前学修課題：Buy a textbook.
②事後学修課題：Buy a textbook. Do HWK assignments & Practice Dialog 7
【第2回】
①事前学修課題：Study for vocabulary quiz. Check you did all your HWK. Read the Real Stories passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 7. Do the unit test.
【第3回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 8 Vocabulary and read dialog 8. Practice
dialog 7.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 8.
【第4回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialogs 7 & 8. Do the unit test.
【第5回】
①事前学修課題：Review Unit 7 & 8 for a test. Practice and memorize dialogs 7 & 8 for a test.
②事後学修課題：Do HWK assignments.
【第6回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 9 Vocabulary and dialog 9.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 9.
【第7回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 9. Do the unit test.
【第8回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 10 Vocabulary and dialog 10. Practice dialog 9.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 10.
【第9回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialogs 9 & 10. Do the unit test.
【第10回】
①事前学修課題：Review Unit 3 & 4 for a test. Practice and memorize dialogs 9 & 10 for a test.
②事後学修課題：Do HWK assignments.
【第11回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 11 Vocabulary and dialog 11.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 11.
【第12回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 11. Do the unit test.
【第13回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 12 Vocabulary and dialog 12. Practice dialog
11.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 12.
【第14回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialogs 11 & 12. Do the unit test.
【第15回】
①事前学修課題：Review Unit 11 & 12 for a test. Practice and memorize dialogs 11 & 12 for a test.
②事後学修課題：Do HWK assignments. Submit the final examination.

課題に対するフィードバックの方法
1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom.
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class.
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.
4.The teacher will tell you your current grade at least three times during the semester. In
addition, your grades may also be posted regularly on Google Classroom.
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成績評価の方法・基準（方針）
「以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点 以上を合格とし、所定の単位を認定する」
General Grade Category Breakdown:
1) Participation and class activities (10%)
2) Dialog performance tests (30%)
2) Homework and unit tests (20%)
3) 3 Review tests (30%)
4) Final examination (10%)
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

70

Participation and class activities (10%), 3 unit review
tests (30%) and dialog performance tests (30%)

1,2, & 3

授業外での評価

20

Homework and unit tests (20%)

1,2 & 3

定期試験

0

none

定期試験に代わるレポート等

10

Final examination (10%)

その他

0

none

テキスト

English Firsthand Access with MyMobile World (2018 5th edition), Marc Helgesen, Steven
Brown, John Wiltshier, Pearson Longman, ISBN: 978-9813130203

1,2, & 3

参考書
履修条件・他の科目との関連 Notes:
1) You will get more information from the course teacher during the first class. This
syllabus is subject to change. Changes will be announced in class.
詳細は、初回授業時にコース担当者から説明します。このシラバスは変更される可能性があります。
変更された場合は、授業中にお知らせします。
2) If you are absent 5 or more times without excuse, you cannot receive credit.
４回以上欠席すると、単位を取得することができない。
3) If you are late 3 times, it will be counted as one absence.
遅刻３回は、欠席１回として認める。
4) If you arrive more than 30 minutes late to a 90-minute class (or 15 minutes late to a 45minute class) you may study, but you will be marked as absent.
90分の授業の場合遅刻は30分までとし、それを超えて遅刻した場合は、授業に参加することはでき
るが、欠席扱いとなる。45分の授業の場合、遅刻は15分までとする。
5) Be sure to bring all necessary materials with you to class. In particular, please bring a
smartphone/tablet/laptop and make sure it is charged.
授業に必要なものは持参すること、特に充電済みのスマートフォン、タブレット、ノート型パソコンなどを
必携のこと。
6) No late homework or assignments will be accepted.
期⽇を過ぎた宿題は評価されないので、期⽇を守って提出すること。
7) BYOD - you will need a laptop or tablet in class. A smartphone is not suitable for class
activities.
BYOD - 授業では、ノートパソコンまたはタブレットが必要です。スマートフォンは授業に適しません。
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授業コード

10303002

授業種別

授業科目名

オーラルイングリッシュⅡ

授業担当教員

P.ベイリー

成績担当教員

P.ベイリー

開講年次

1年

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
The aim of this course is to introduce you to the basics of English conversation. During each class,
you will take part in conversations about different topics. Sometimes you will work in pairs or
small groups, but other times you will work on your own or in a whole class activity. You are
expected to actively participate in each activity. The textbook includes example conversations for
different situations and will teach you useful phrases and important vocabulary. There will be
regular quizzes and weekly homework assignments. You will need to do at least 1 hour per week of
outside studies, such as class preparation and review. Google Classroom will be used for assignments
and information about this course.
到達目標
At the end of the course, you will be able to:
1 develop the ability to converse about various everyday topics.
2 develop listening and speaking skills related to everyday conversation.
3 learn vocabulary essential for conversing about various everyday topics.
授業計画
【第1回】
テーマ：Course orientation. Google Classroom orientation and explanation. Unit 1: How are you?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 7 Dialog & pair work.
【第2回】
テーマ：Unit 7: I love weekends!
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 7 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK Unit test.
【第3回】
テーマ：Unit 8: Let's eat!
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 8 Dialog & pair work.
【第4回】
テーマ：Unit 8: Let's eat!
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 7 & 8 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test
【第5回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 7,8)
内容・方法： Practice test Units 7 & 8. Unit 7 & 8 Games
【第6回】
テーマ： Unit 9: I really enjoy it!
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 9 Dialog & pair work.
【第7回】
テーマ： Unit 9: I really enjoy it!
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 9 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第8回】
テーマ： Unit 10: welcome to my home.
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 10 Dialog & pair work.
【第9回】
テーマ：Unit 10: welcome to my home.
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 10 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第10回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 9, 10)
内容・方法： Practice test Units 9 & 10. Unit 9 & 10 Games
【第11回】
テーマ： Unit 11: Where did you go?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 11 Dialog & pair work.
【第12回】
テーマ：Unit 11: Where did you go?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 11 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第13回】
テーマ： Unit 12: Will I be famous?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 12 Dialog & pair work.
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【第14回】
テーマ：Unit 12: Will I be famous?
内容・方法：Vocabulary review quiz.
(grammar). Group Work. Real stories
【第15回】
テーマ：Review & Dialog Performance
内容・方法： Practice test Units 11

Unit 12 Dialog practice and memorization. Language Check
(reading). HWK - Unit test.
Tests (Units 11, 12)
& 12. Unit 11 & 12 Games. Explanation of final test.

事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
Note: Students are expected to spend approximately 30 minutes for preparation assignments before
each class AND an additional 30 minutes for review assignments after each class.
【第1回】
①事前学修課題：Buy a textbook.
②事後学修課題：Buy a textbook. Do HWK assignments & Practice Dialog 7
【第2回】
①事前学修課題：Study for vocabulary quiz. Check you did all your HWK. Read the Real Stories passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 7. Do the unit test.
【第3回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 8 Vocabulary and read dialog 8. Practice
dialog 7.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 8.
【第4回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialogs 7 & 8. Do the unit test.
【第5回】
①事前学修課題：Review Unit 7 & 8 for a test. Practice and memorize dialogs 7 & 8 for a test.
②事後学修課題：Do HWK assignments.
【第6回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 9 Vocabulary and dialog 9.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 9.
【第7回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 9. Do the unit test.
【第8回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 10 Vocabulary and dialog 10. Practice dialog 9.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 10.
【第9回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialogs 9 & 10. Do the unit test.
【第10回】
①事前学修課題：Review Unit 3 & 4 for a test. Practice and memorize dialogs 9 & 10 for a test.
②事後学修課題：Do HWK assignments.
【第11回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 11 Vocabulary and dialog 11.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 11.
【第12回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 11. Do the unit test.
【第13回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 12 Vocabulary and dialog 12. Practice dialog
11.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 12.
【第14回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialogs 11 & 12. Do the unit test.
【第15回】
①事前学修課題：Review Unit 11 & 12 for a test. Practice and memorize dialogs 11 & 12 for a test.
②事後学修課題：Do HWK assignments. Submit the final examination.

課題に対するフィードバックの方法
1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom.
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class.
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.
4.The teacher will tell you your current grade at least three times during the semester. In
addition, your grades may also be posted regularly on Google Classroom.
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成績評価の方法・基準（方針）
「以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点 以上を合格とし、所定の単位を認定する」
General Grade Category Breakdown:
1) Participation and class activities (10%)
2) Dialog performance tests (30%)
2) Homework and unit tests (20%)
3) 3 Review tests (30%)
4) Final examination (10%)
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

70

Participation and class activities (10%), 3 unit review
tests (30%) and dialog performance tests (30%)

1,2, & 3

授業外での評価

20

Homework and unit tests (20%)

1,2 & 3

定期試験

0

none

定期試験に代わるレポート等

10

Final examination (10%)

その他

0

none

テキスト

English Firsthand Access with MyMobile World (2018 5th edition), Marc Helgesen, Steven
Brown, John Wiltshier, Pearson Longman, ISBN: 978-9813130203

1,2, & 3

参考書
履修条件・他の科目との関連 Notes:
1) You will get more information from the course teacher during the first class. This
syllabus is subject to change. Changes will be announced in class.
詳細は、初回授業時にコース担当者から説明します。このシラバスは変更される可能性があります。
変更された場合は、授業中にお知らせします。
2) If you are absent 5 or more times without excuse, you cannot receive credit.
４回以上欠席すると、単位を取得することができない。
3) If you are late 3 times, it will be counted as one absence.
遅刻３回は、欠席１回として認める。
4) If you arrive more than 30 minutes late to a 90-minute class (or 15 minutes late to a 45minute class) you may study, but you will be marked as absent.
90分の授業の場合遅刻は30分までとし、それを超えて遅刻した場合は、授業に参加することはでき
るが、欠席扱いとなる。45分の授業の場合、遅刻は15分までとする。
5) Be sure to bring all necessary materials with you to class. In particular, please bring a
smartphone/tablet/laptop and make sure it is charged.
授業に必要なものは持参すること、特に充電済みのスマートフォン、タブレット、ノート型パソコンなどを
必携のこと。
6) No late homework or assignments will be accepted.
期⽇を過ぎた宿題は評価されないので、期⽇を守って提出すること。
7) BYOD - you will need a laptop or tablet in class. A smartphone is not suitable for class
activities.
BYOD - 授業では、ノートパソコンまたはタブレットが必要です。スマートフォンは授業に適しません。
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授業コード

10002202

授業種別

授業科目名

オーラルイングリッシュⅡ

授業担当教員

P.ベイリー

成績担当教員

P.ベイリー

開講年次

1年

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
The aim of this course is to introduce you to the basics of English conversation. During each class,
you will take part in conversations about different topics. Sometimes you will work in pairs or
small groups, but other times you will work on your own or in a whole class activity. You are
expected to actively participate in each activity. The textbook includes example conversations for
different situations and will teach you useful phrases and important vocabulary. There will be
regular quizzes and weekly homework assignments. You will need to do at least 1 hour per week of
outside studies, such as class preparation and review. Google Classroom will be used for assignments
and information about this course.
到達目標
At the end of the course, you will be able to:
1 develop the ability to converse about various everyday topics.
2 develop listening and speaking skills related to everyday conversation.
3 learn vocabulary essential for conversing about various everyday topics.
授業計画
【第1回】
テーマ：Course orientation. Google Classroom orientation and explanation. Unit 1: How are you?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 7 Dialog & pair work.
【第2回】
テーマ：Unit 7: I love weekends!
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 7 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK Unit test.
【第3回】
テーマ：Unit 8: Let's eat!
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 8 Dialog & pair work.
【第4回】
テーマ：Unit 8: Let's eat!
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 7 & 8 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test
【第5回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 7,8)
内容・方法： Practice test Units 7 & 8. Unit 7 & 8 Games
【第6回】
テーマ： Unit 9: I really enjoy it!
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 9 Dialog & pair work.
【第7回】
テーマ： Unit 9: I really enjoy it!
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 9 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第8回】
テーマ： Unit 10: welcome to my home.
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 10 Dialog & pair work.
【第9回】
テーマ：Unit 10: welcome to my home.
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 10 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第10回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 9, 10)
内容・方法： Practice test Units 9 & 10. Unit 9 & 10 Games
【第11回】
テーマ： Unit 11: Where did you go?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 11 Dialog & pair work.
【第12回】
テーマ：Unit 11: Where did you go?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 11 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第13回】
テーマ： Unit 12: Will I be famous?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 12 Dialog & pair work.
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【第14回】
テーマ：Unit 12: Will I be famous?
内容・方法：Vocabulary review quiz.
(grammar). Group Work. Real stories
【第15回】
テーマ：Review & Dialog Performance
内容・方法： Practice test Units 11

Unit 12 Dialog practice and memorization. Language Check
(reading). HWK - Unit test.
Tests (Units 11, 12)
& 12. Unit 11 & 12 Games. Explanation of final test.

事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
Note: Students are expected to spend approximately 30 minutes for preparation assignments before
each class AND an additional 30 minutes for review assignments after each class.
【第1回】
①事前学修課題：Buy a textbook.
②事後学修課題：Buy a textbook. Do HWK assignments & Practice Dialog 7
【第2回】
①事前学修課題：Study for vocabulary quiz. Check you did all your HWK. Read the Real Stories passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 7. Do the unit test.
【第3回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 8 Vocabulary and read dialog 8. Practice
dialog 7.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 8.
【第4回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialogs 7 & 8. Do the unit test.
【第5回】
①事前学修課題：Review Unit 7 & 8 for a test. Practice and memorize dialogs 7 & 8 for a test.
②事後学修課題：Do HWK assignments.
【第6回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 9 Vocabulary and dialog 9.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 9.
【第7回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 9. Do the unit test.
【第8回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 10 Vocabulary and dialog 10. Practice dialog 9.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 10.
【第9回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialogs 9 & 10. Do the unit test.
【第10回】
①事前学修課題：Review Unit 3 & 4 for a test. Practice and memorize dialogs 9 & 10 for a test.
②事後学修課題：Do HWK assignments.
【第11回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 11 Vocabulary and dialog 11.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 11.
【第12回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 11. Do the unit test.
【第13回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 12 Vocabulary and dialog 12. Practice dialog
11.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 12.
【第14回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialogs 11 & 12. Do the unit test.
【第15回】
①事前学修課題：Review Unit 11 & 12 for a test. Practice and memorize dialogs 11 & 12 for a test.
②事後学修課題：Do HWK assignments. Submit the final examination.

課題に対するフィードバックの方法
1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom.
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class.
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.
4.The teacher will tell you your current grade at least three times during the semester. In
addition, your grades may also be posted regularly on Google Classroom.
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成績評価の方法・基準（方針）
「以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点 以上を合格とし、所定の単位を認定する」
General Grade Category Breakdown:
1) Participation and class activities (10%)
2) Dialog performance tests (30%)
2) Homework and unit tests (20%)
3) 3 Review tests (30%)
4) Final examination (10%)
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

70

Participation and class activities (10%), 3 unit review
tests (30%) and dialog performance tests (30%)

1,2, & 3

授業外での評価

20

Homework and unit tests (20%)

1,2 & 3

定期試験

0

none

定期試験に代わるレポート等

10

Final examination (10%)

その他

0

none

テキスト

English Firsthand Access with MyMobile World (2018 5th edition), Marc Helgesen, Steven
Brown, John Wiltshier, Pearson Longman, ISBN: 978-9813130203

1,2, & 3

参考書
履修条件・他の科目との関連 Notes:
1) You will get more information from the course teacher during the first class. This
syllabus is subject to change. Changes will be announced in class.
詳細は、初回授業時にコース担当者から説明します。このシラバスは変更される可能性があります。
変更された場合は、授業中にお知らせします。
2) If you are absent 5 or more times without excuse, you cannot receive credit.
４回以上欠席すると、単位を取得することができない。
3) If you are late 3 times, it will be counted as one absence.
遅刻３回は、欠席１回として認める。
4) If you arrive more than 30 minutes late to a 90-minute class (or 15 minutes late to a 45minute class) you may study, but you will be marked as absent.
90分の授業の場合遅刻は30分までとし、それを超えて遅刻した場合は、授業に参加することはでき
るが、欠席扱いとなる。45分の授業の場合、遅刻は15分までとする。
5) Be sure to bring all necessary materials with you to class. In particular, please bring a
smartphone/tablet/laptop and make sure it is charged.
授業に必要なものは持参すること、特に充電済みのスマートフォン、タブレット、ノート型パソコンなどを
必携のこと。
6) No late homework or assignments will be accepted.
期⽇を過ぎた宿題は評価されないので、期⽇を守って提出すること。
7) BYOD - you will need a laptop or tablet in class. A smartphone is not suitable for class
activities.
BYOD - 授業では、ノートパソコンまたはタブレットが必要です。スマートフォンは授業に適しません。
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授業コード

10303003

授業種別

授業科目名
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授業担当教員

S.N.ゴーフ

成績担当教員

S.N.ゴーフ

開講年次

1年

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
The aim of this course is to introduce you to the basics of English conversation. During each class,
you will take part in conversations about different topics. Sometimes you will work in pairs or
small groups, but other times you will work on your own or in a whole class activity. You are
expected to actively participate in each activity. The textbook includes example conversations for
different situations and will teach you useful phrases and important vocabulary. There will be
regular quizzes and weekly homework assignments. You will need to do at least 1 hour per week of
outside studies, such as class preparation and review. Google Classroom will be used for assignments
and information about this course.
到達目標
At the end of the course, you will be able to:
1 develop the ability to converse about various everyday topics.
2 develop listening and speaking skills related to everyday conversation.
3 learn vocabulary essential for conversing about various everyday topics.
授業計画
【第1回】
テーマ：Course orientation. Google Classroom orientation and explanation. Unit 1: How are you?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 7 Dialog & pair work.
【第2回】
テーマ：Unit 7: I love weekends!
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 7 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK Unit test.
【第3回】
テーマ：Unit 8: Let's eat!
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 8 Dialog & pair work.
【第4回】
テーマ：Unit 8: Let's eat!
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 7 & 8 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test
【第5回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 7,8)
内容・方法： Practice test Units 7 & 8. Unit 7 & 8 Games
【第6回】
テーマ： Unit 9: I really enjoy it!
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 9 Dialog & pair work.
【第7回】
テーマ： Unit 9: I really enjoy it!
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 9 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第8回】
テーマ： Unit 10: welcome to my home.
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 10 Dialog & pair work.
【第9回】
テーマ：Unit 10: welcome to my home.
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 10 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第10回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 9, 10)
内容・方法： Practice test Units 9 & 10. Unit 9 & 10 Games
【第11回】
テーマ： Unit 11: Where did you go?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 11 Dialog & pair work.
【第12回】
テーマ：Unit 11: Where did you go?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 11 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第13回】
テーマ： Unit 12: Will I be famous?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 12 Dialog & pair work.
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【第14回】
テーマ：Unit 12: Will I be famous?
内容・方法：Vocabulary review quiz.
(grammar). Group Work. Real stories
【第15回】
テーマ：Review & Dialog Performance
内容・方法： Practice test Units 11

Unit 12 Dialog practice and memorization. Language Check
(reading). HWK - Unit test.
Tests (Units 11, 12)
& 12. Unit 11 & 12 Games. Explanation of final test.

事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
Note: Students are expected to spend approximately 30 minutes for preparation assignments before
each class AND an additional 30 minutes for review assignments after each class.
【第1回】
①事前学修課題：Buy a textbook.
②事後学修課題：Buy a textbook. Do HWK assignments & Practice Dialog 7
【第2回】
①事前学修課題：Study for vocabulary quiz. Check you did all your HWK. Read the Real Stories passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 7. Do the unit test.
【第3回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 8 Vocabulary and read dialog 8. Practice
dialog 7.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 8.
【第4回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialogs 7 & 8. Do the unit test.
【第5回】
①事前学修課題：Review Unit 7 & 8 for a test. Practice and memorize dialogs 7 & 8 for a test.
②事後学修課題：Do HWK assignments.
【第6回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 9 Vocabulary and dialog 9.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 9.
【第7回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 9. Do the unit test.
【第8回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 10 Vocabulary and dialog 10. Practice dialog 9.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 10.
【第9回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialogs 9 & 10. Do the unit test.
【第10回】
①事前学修課題：Review Unit 3 & 4 for a test. Practice and memorize dialogs 9 & 10 for a test.
②事後学修課題：Do HWK assignments.
【第11回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 11 Vocabulary and dialog 11.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 11.
【第12回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 11. Do the unit test.
【第13回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 12 Vocabulary and dialog 12. Practice dialog
11.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 12.
【第14回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialogs 11 & 12. Do the unit test.
【第15回】
①事前学修課題：Review Unit 11 & 12 for a test. Practice and memorize dialogs 11 & 12 for a test.
②事後学修課題：Do HWK assignments. Submit the final examination.

課題に対するフィードバックの方法
1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom.
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class.
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.
4.The teacher will tell you your current grade at least three times during the semester. In
addition, your grades may also be posted regularly on Google Classroom.
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成績評価の方法・基準（方針）
「以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点 以上を合格とし、所定の単位を認定する」
General Grade Category Breakdown:
1) Participation and class activities (10%)
2) Dialog performance tests (30%)
2) Homework and unit tests (20%)
3) 3 Review tests (30%)
4) Final examination (10%)
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

70

Participation and class activities (10%), 3 unit review
tests (30%) and dialog performance tests (30%)

1,2, & 3

授業外での評価

20

Homework and unit tests (20%)

1,2 & 3

定期試験

0

none

定期試験に代わるレポート等

10

Final examination (10%)

その他

0

none

テキスト

English Firsthand Access with MyMobile World (2018 5th edition), Marc Helgesen, Steven
Brown, John Wiltshier, Pearson Longman, ISBN: 978-9813130203

1,2, & 3

参考書
履修条件・他の科目との関連 Notes:
1) You will get more information from the course teacher during the first class. This
syllabus is subject to change. Changes will be announced in class.
詳細は、初回授業時にコース担当者から説明します。このシラバスは変更される可能性があります。
変更された場合は、授業中にお知らせします。
2) If you are absent 5 or more times without excuse, you cannot receive credit.
４回以上欠席すると、単位を取得することができない。
3) If you are late 3 times, it will be counted as one absence.
遅刻３回は、欠席１回として認める。
4) If you arrive more than 30 minutes late to a 90-minute class (or 15 minutes late to a 45minute class) you may study, but you will be marked as absent.
90分の授業の場合遅刻は30分までとし、それを超えて遅刻した場合は、授業に参加することはでき
るが、欠席扱いとなる。45分の授業の場合、遅刻は15分までとする。
5) Be sure to bring all necessary materials with you to class. In particular, please bring a
smartphone/tablet/laptop and make sure it is charged.
授業に必要なものは持参すること、特に充電済みのスマートフォン、タブレット、ノート型パソコンなどを
必携のこと。
6) No late homework or assignments will be accepted.
期⽇を過ぎた宿題は評価されないので、期⽇を守って提出すること。
7) BYOD - you will need a laptop or tablet in class. A smartphone is not suitable for class
activities.
BYOD - 授業では、ノートパソコンまたはタブレットが必要です。スマートフォンは授業に適しません。
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授業コード

10002203

授業種別

授業科目名

オーラルイングリッシュⅡ

授業担当教員

S.N.ゴーフ

成績担当教員

S.N.ゴーフ

開講年次

1年

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
The aim of this course is to introduce you to the basics of English conversation. During each class,
you will take part in conversations about different topics. Sometimes you will work in pairs or
small groups, but other times you will work on your own or in a whole class activity. You are
expected to actively participate in each activity. The textbook includes example conversations for
different situations and will teach you useful phrases and important vocabulary. There will be
regular quizzes and weekly homework assignments. You will need to do at least 1 hour per week of
outside studies, such as class preparation and review. Google Classroom will be used for assignments
and information about this course.
到達目標
At the end of the course, you will be able to:
1 develop the ability to converse about various everyday topics.
2 develop listening and speaking skills related to everyday conversation.
3 learn vocabulary essential for conversing about various everyday topics.
授業計画
【第1回】
テーマ：Course orientation. Google Classroom orientation and explanation. Unit 1: How are you?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 7 Dialog & pair work.
【第2回】
テーマ：Unit 7: I love weekends!
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 7 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK Unit test.
【第3回】
テーマ：Unit 8: Let's eat!
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 8 Dialog & pair work.
【第4回】
テーマ：Unit 8: Let's eat!
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 7 & 8 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test
【第5回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 7,8)
内容・方法： Practice test Units 7 & 8. Unit 7 & 8 Games
【第6回】
テーマ： Unit 9: I really enjoy it!
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 9 Dialog & pair work.
【第7回】
テーマ： Unit 9: I really enjoy it!
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 9 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第8回】
テーマ： Unit 10: welcome to my home.
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 10 Dialog & pair work.
【第9回】
テーマ：Unit 10: welcome to my home.
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 10 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第10回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 9, 10)
内容・方法： Practice test Units 9 & 10. Unit 9 & 10 Games
【第11回】
テーマ： Unit 11: Where did you go?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 11 Dialog & pair work.
【第12回】
テーマ：Unit 11: Where did you go?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 11 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第13回】
テーマ： Unit 12: Will I be famous?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 12 Dialog & pair work.
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【第14回】
テーマ：Unit 12: Will I be famous?
内容・方法：Vocabulary review quiz.
(grammar). Group Work. Real stories
【第15回】
テーマ：Review & Dialog Performance
内容・方法： Practice test Units 11

Unit 12 Dialog practice and memorization. Language Check
(reading). HWK - Unit test.
Tests (Units 11, 12)
& 12. Unit 11 & 12 Games. Explanation of final test.

事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
Note: Students are expected to spend approximately 30 minutes for preparation assignments before
each class AND an additional 30 minutes for review assignments after each class.
【第1回】
①事前学修課題：Buy a textbook.
②事後学修課題：Buy a textbook. Do HWK assignments & Practice Dialog 7
【第2回】
①事前学修課題：Study for vocabulary quiz. Check you did all your HWK. Read the Real Stories passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 7. Do the unit test.
【第3回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 8 Vocabulary and read dialog 8. Practice
dialog 7.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 8.
【第4回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialogs 7 & 8. Do the unit test.
【第5回】
①事前学修課題：Review Unit 7 & 8 for a test. Practice and memorize dialogs 7 & 8 for a test.
②事後学修課題：Do HWK assignments.
【第6回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 9 Vocabulary and dialog 9.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 9.
【第7回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 9. Do the unit test.
【第8回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 10 Vocabulary and dialog 10. Practice dialog 9.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 10.
【第9回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialogs 9 & 10. Do the unit test.
【第10回】
①事前学修課題：Review Unit 3 & 4 for a test. Practice and memorize dialogs 9 & 10 for a test.
②事後学修課題：Do HWK assignments.
【第11回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 11 Vocabulary and dialog 11.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 11.
【第12回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 11. Do the unit test.
【第13回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 12 Vocabulary and dialog 12. Practice dialog
11.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 12.
【第14回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialogs 11 & 12. Do the unit test.
【第15回】
①事前学修課題：Review Unit 11 & 12 for a test. Practice and memorize dialogs 11 & 12 for a test.
②事後学修課題：Do HWK assignments. Submit the final examination.

課題に対するフィードバックの方法
1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom.
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class.
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.
4.The teacher will tell you your current grade at least three times during the semester. In
addition, your grades may also be posted regularly on Google Classroom.
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成績評価の方法・基準（方針）
「以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点 以上を合格とし、所定の単位を認定する」
General Grade Category Breakdown:
1) Participation and class activities (10%)
2) Dialog performance tests (30%)
2) Homework and unit tests (20%)
3) 3 Review tests (30%)
4) Final examination (10%)
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

70

Participation and class activities (10%), 3 unit review
tests (30%) and dialog performance tests (30%)

1,2, & 3

授業外での評価

20

Homework and unit tests (20%)

1,2 & 3

定期試験

0

none

定期試験に代わるレポート等

10

Final examination (10%)

その他

0

none

テキスト

English Firsthand Access with MyMobile World (2018 5th edition), Marc Helgesen, Steven
Brown, John Wiltshier, Pearson Longman, ISBN: 978-9813130203

1,2, & 3

参考書
履修条件・他の科目との関連 Notes:
1) You will get more information from the course teacher during the first class. This
syllabus is subject to change. Changes will be announced in class.
詳細は、初回授業時にコース担当者から説明します。このシラバスは変更される可能性があります。
変更された場合は、授業中にお知らせします。
2) If you are absent 5 or more times without excuse, you cannot receive credit.
４回以上欠席すると、単位を取得することができない。
3) If you are late 3 times, it will be counted as one absence.
遅刻３回は、欠席１回として認める。
4) If you arrive more than 30 minutes late to a 90-minute class (or 15 minutes late to a 45minute class) you may study, but you will be marked as absent.
90分の授業の場合遅刻は30分までとし、それを超えて遅刻した場合は、授業に参加することはでき
るが、欠席扱いとなる。45分の授業の場合、遅刻は15分までとする。
5) Be sure to bring all necessary materials with you to class. In particular, please bring a
smartphone/tablet/laptop and make sure it is charged.
授業に必要なものは持参すること、特に充電済みのスマートフォン、タブレット、ノート型パソコンなどを
必携のこと。
6) No late homework or assignments will be accepted.
期⽇を過ぎた宿題は評価されないので、期⽇を守って提出すること。
7) BYOD - you will need a laptop or tablet in class. A smartphone is not suitable for class
activities.
BYOD - 授業では、ノートパソコンまたはタブレットが必要です。スマートフォンは授業に適しません。
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授業コード

10303101

授業種別

授業科目名

オーラルイングリッシュⅢ

授業担当教員

B.チャールズ

成績担当教員

B.チャールズ

開講年次

2年

実務家教員による授業

演習

開講期

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
(Upper level) This course will help you continue to improve your English conversation ability. In
this course you will have many opportunities to practice speaking, mostly in pairs and small groups.
You will also start to learn some strategies for managing conversations in order to make your
conversations better, longer, and more correct. You will continue to study useful expressions,
vocabulary and improve your grammar usage. Listening and reading activities are included to support
your English development. Google Classroom will be used in this course for materials and
assignments. Information about coursework and grading policy will be on Google Classroom.
到達目標
At
①
②
③
④

the end of the course, you will be able to:
converse in English in various situations
carry on longer and longer conversations
increase your productive vocabulary
be able to use basic English grammar when speaking

授業計画
【第1回】
テーマ：Course explanation and Google Classroom orientation.
内容・方法：Scope and sequence.
【第2回】
テーマ：Greetings, Introducing yourself
内容・方法：Conversation and Language practice, Registration for online practice
【第3回】
テーマ：Greetings, Introducing yourself
内容・方法：Listening, reading and conversation practice. Quiz.
【第4回】
テーマ：Personal Information
内容・方法：Conversation and Language practice
【第5回】
テーマ：Personal Information
内容・方法：Listening, reading and conversation practice. Quiz.
【第6回】
テーマ：Talking about likes and dislikes
内容・方法：Conversation and Language practice
【第7回】
テーマ：Talking about likes and dislikes
内容・方法：Listening, reading and conversation practice. Quiz.
【第8回】
テーマ：Mid- semester review
内容・方法：Review Units 1-3 and mid-semester assessment.
【第9回】
テーマ：Talking about habits and routines
内容・方法：Conversation and Language practice
【第10回】
テーマ：Talking about habits and routines
内容・方法：Listening, reading and conversation practice. Quiz.
【第11回】
テーマ：Describing everyday activities
内容・方法：Conversation and Language practice
【第12回】
テーマ：Describing everyday activities
内容・方法：Listening, reading and conversation practice. Quiz.
【第13回】
テーマ：Talking about past events
内容・方法：Conversation and Language practice
【第14回】
テーマ：Talking about past events
内容・方法：Listening, reading and conversation practice. Quiz.
【第15回】
テーマ：End-of-semester review
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内容・方法：Review of units 4-6 and explanation of final assessment.
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
【第1回】
①事前学修課題：Buy the textbook Register for Google Classroom.
②事後学修課題：Homework assignments and Unit 1, 1-5 オンラインOnline Vocabulary and Grammar
activities
【第2回】
①事前学修課題：Do Unit 1-1-5 オンラインOnline Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignment and do Unit 1-All オンラインOnline activities
【第3回】
①事前学修課題：Complete all online conversation and video activities for Unit 1.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 2, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities
【第4回】
①事前学修課題：Do Unit 2, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 2 online conversation and video activities
【第5回】
①事前学修課題：Complete all Unit 2 online conversation and video activities
②事後学修課題：Homework assignments do Unit 3, 1-5, Online Vocabulary and Grammar activities.
【第6回】
①事前学修課題：Do Unit 3, 1-5, Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 3 online conversation and video
activities.
【第7回】
①事前学修課題：Complete all Unit 3 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Review Units 1-3 vocabulary, grammar and conversation routines. Prepare for the midterm assessment.
【第8回】
①事前学修課題：Review Units 1-3 vocabulary, grammar and conversation routines for the mid-term
assessment.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 4, 1-5 all Online Vocabulary and Grammar activities
【第9回】
①事前学修課題：Do Unit 4, 1-5 all Online Vocabulary and Grammar activities
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 4 online conversation and video
activities.
【第10回】
①事前学修課題：Complete all Unit 4 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 5, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
【第11回】
①事前学修課題：Do Unit 5, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 5 online conversation and video
activities.
【第12回】
①事前学修課題：Complete all Unit 5 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 6, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
【第13回】
①事前学修課題：Do Unit 6, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 6 online conversation and video
activities.
【第14回】
①事前学修課題：Complete all Unit 6 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Review Units 4-6 vocabulary, grammar and listening. Prepare for the final assessment.
【第15回】
①事前学修課題：Review Units 4-6 vocabulary, grammar and listening for the final assessment..
②事後学修課題：Submit the final examination. Listen to English during the summer break.

課題に対するフィードバックの方法
1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom.
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class.
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.
成績評価の方法・基準（方針）
You will be graded in class on dialog performance, pair work activities and class activities (30%).
There will be regular vocabulary and grammar quizzes (20%). Homework and other textbook assignments
will also be graded (20%). During the semester there will be 2 tests: a mid-term and end-of-term
evaluation (20%). There will be a final examination (10%)
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標
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授業内での評価

70

dialog performance, pair work activities and class
activities (30%), vocabulary and grammar quizzes
(20%), a mid-term and end-of-term evaluation (20%).

1,2,3,4

授業外での評価

20

Homework and other textbook assignments will also
be graded (20%)

1,2,3,4

定期試験

0

none

定期試験に代わるレポート等

10

final examination (10%)

その他

0

none

テキスト

Smart Choice 1, 4th Edition with Online Practice, 2020, Ken Wilson, Thomas Healy, Oxford
University Press, ISBN: 978-0-19-406099-8

参考書

Smart Choice 1 Online Practice (optional)

1,2,3,4

履修条件・他の科目との関連 Notes:
1) You will get more information from the course teacher during the first class. This
syllabus is subject to change. Changes will be announced in class.
詳細は、初回授業時にコース担当者から説明します。このシラバスは変更される可能性があります。
変更された場合は、授業中にお知らせします。
2) If you are absent 5 or more times without excuse, you cannot receive credit.
４回以上欠席すると、単位を取得することができない。
3) If you are late 3 times, it will be counted as one absence.
遅刻３回は、欠席１回として認める。
4) If you arrive more than 30 minutes late to a 90-minute class (or 15 minutes late to a 45minute class) you may study, but you will be marked as absent.
90分の授業の場合遅刻は30分までとし、それを超えて遅刻した場合は、授業に参加することはでき
るが、欠席扱いとなる。45分の授業の場合、遅刻は15分までとする。
5) Be sure to bring all necessary materials with you to class. In particular, please bring a
smartphone/tablet/laptop and make sure it is charged.
授業に必要なものは持参すること、特に充電済みのスマートフォン、タブレット、ノート型パソコンなどを
必携のこと。
6) No late homework or assignments will be accepted.
期⽇を過ぎた宿題は評価されないので、期⽇を守って提出すること。
7) BYOD - you will need a laptop or tablet in class. A smartphone is not suitable for class
activities.

オーラルイングリッシュⅢ

授業コード

10303102

授業科目名

オーラルイングリッシュⅢ

授業担当教員

G.S.ジョン-バプティースト

成績担当教員

G.S.ジョン-バプティースト
開講期
2年

開講年次

授業種別

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
(Upper level) This course will help you continue to improve your English conversation ability. In
this course you will have many opportunities to practice speaking, mostly in pairs and small groups.
You will also start to learn some strategies for managing conversations in order to make your
conversations better, longer, and more correct. You will continue to study useful expressions,
vocabulary and improve your grammar usage. Listening and reading activities are included to support
your English development. Google Classroom will be used in this course for materials and
assignments. Information about coursework and grading policy will be on Google Classroom.
到達目標
At
①
②
③
④

the end of the course, you will be able to:
converse in English in various situations
carry on longer and longer conversations
increase your productive vocabulary
be able to use basic English grammar when speaking

授業計画
【第1回】
テーマ：Course explanation and Google Classroom orientation.
内容・方法：Scope and sequence.
【第2回】
テーマ：Greetings, Introducing yourself
内容・方法：Conversation and Language practice, Registration for online practice
【第3回】
テーマ：Greetings, Introducing yourself
内容・方法：Listening, reading and conversation practice. Quiz.
【第4回】
テーマ：Personal Information
内容・方法：Conversation and Language practice
【第5回】
テーマ：Personal Information
内容・方法：Listening, reading and conversation practice. Quiz.
【第6回】
テーマ：Talking about likes and dislikes
内容・方法：Conversation and Language practice
【第7回】
テーマ：Talking about likes and dislikes
内容・方法：Listening, reading and conversation practice. Quiz.
【第8回】
テーマ：Mid- semester review
内容・方法：Review Units 1-3 and mid-semester assessment.
【第9回】
テーマ：Talking about habits and routines
内容・方法：Conversation and Language practice
【第10回】
テーマ：Talking about habits and routines
内容・方法：Listening, reading and conversation practice. Quiz.
【第11回】
テーマ：Describing everyday activities
内容・方法：Conversation and Language practice
【第12回】
テーマ：Describing everyday activities
内容・方法：Listening, reading and conversation practice. Quiz.
【第13回】
テーマ：Talking about past events
内容・方法：Conversation and Language practice
【第14回】
テーマ：Talking about past events
内容・方法：Listening, reading and conversation practice. Quiz.
【第15回】
テーマ：End-of-semester review
オーラルイングリッシュⅢ

内容・方法：Review of units 4-6 and explanation of final assessment.
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
【第1回】
①事前学修課題：Buy the textbook Register for Google Classroom.
②事後学修課題：Homework assignments and Unit 1, 1-5 オンラインOnline Vocabulary and Grammar
activities
【第2回】
①事前学修課題：Do Unit 1-1-5 オンラインOnline Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignment and do Unit 1-All オンラインOnline activities
【第3回】
①事前学修課題：Complete all online conversation and video activities for Unit 1.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 2, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities
【第4回】
①事前学修課題：Do Unit 2, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 2 online conversation and video activities
【第5回】
①事前学修課題：Complete all Unit 2 online conversation and video activities
②事後学修課題：Homework assignments do Unit 3, 1-5, Online Vocabulary and Grammar activities.
【第6回】
①事前学修課題：Do Unit 3, 1-5, Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 3 online conversation and video
activities.
【第7回】
①事前学修課題：Complete all Unit 3 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Review Units 1-3 vocabulary, grammar and conversation routines. Prepare for the midterm assessment.
【第8回】
①事前学修課題：Review Units 1-3 vocabulary, grammar and conversation routines for the mid-term
assessment.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 4, 1-5 all Online Vocabulary and Grammar activities
【第9回】
①事前学修課題：Do Unit 4, 1-5 all Online Vocabulary and Grammar activities
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 4 online conversation and video
activities.
【第10回】
①事前学修課題：Complete all Unit 4 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 5, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
【第11回】
①事前学修課題：Do Unit 5, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 5 online conversation and video
activities.
【第12回】
①事前学修課題：Complete all Unit 5 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 6, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
【第13回】
①事前学修課題：Do Unit 6, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 6 online conversation and video
activities.
【第14回】
①事前学修課題：Complete all Unit 6 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Review Units 4-6 vocabulary, grammar and listening. Prepare for the final assessment.
【第15回】
①事前学修課題：Review Units 4-6 vocabulary, grammar and listening for the final assessment..
②事後学修課題：Submit the final examination. Listen to English during the summer break.

課題に対するフィードバックの方法
1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom.
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class.
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.
成績評価の方法・基準（方針）
You will be graded in class on dialog performance, pair work activities and class activities (30%).
There will be regular vocabulary and grammar quizzes (20%). Homework and other textbook assignments
will also be graded (20%). During the semester there will be 2 tests: a mid-term and end-of-term
evaluation (20%). There will be a final examination (10%)
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

オーラルイングリッシュⅢ

授業内での評価

70

dialog performance, pair work activities and class
activities (30%), vocabulary and grammar quizzes
(20%), a mid-term and end-of-term evaluation (20%).

1,2,3,4

授業外での評価

20

Homework and other textbook assignments will also
be graded (20%)

1,2,3,4

定期試験

0

none

定期試験に代わるレポート等

10

final examination (10%)

その他

0

none

テキスト

Smart Choice 1, 4th Edition with Online Practice, 2020, Ken Wilson, Thomas Healy, Oxford
University Press, ISBN: 978-0-19-406099-8

参考書

Smart Choice 1 Online Practice (optional)

1,2,3,4

履修条件・他の科目との関連 Notes:
1) You will get more information from the course teacher during the first class. This
syllabus is subject to change. Changes will be announced in class.
詳細は、初回授業時にコース担当者から説明します。このシラバスは変更される可能性があります。
変更された場合は、授業中にお知らせします。
2) If you are absent 5 or more times without excuse, you cannot receive credit.
４回以上欠席すると、単位を取得することができない。
3) If you are late 3 times, it will be counted as one absence.
遅刻３回は、欠席１回として認める。
4) If you arrive more than 30 minutes late to a 90-minute class (or 15 minutes late to a 45minute class) you may study, but you will be marked as absent.
90分の授業の場合遅刻は30分までとし、それを超えて遅刻した場合は、授業に参加することはでき
るが、欠席扱いとなる。45分の授業の場合、遅刻は15分までとする。
5) Be sure to bring all necessary materials with you to class. In particular, please bring a
smartphone/tablet/laptop and make sure it is charged.
授業に必要なものは持参すること、特に充電済みのスマートフォン、タブレット、ノート型パソコンなどを
必携のこと。
6) No late homework or assignments will be accepted.
期⽇を過ぎた宿題は評価されないので、期⽇を守って提出すること。
7) BYOD - you will need a laptop or tablet in class. A smartphone is not suitable for class
activities.

オーラルイングリッシュⅢ

授業コード

10303103

授業種別

授業科目名

オーラルイングリッシュⅢ

授業担当教員

J.A.マクナブ

成績担当教員

J.A.マクナブ

開講年次

2年

実務家教員による授業

演習

開講期

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
(Upper level) This course will help you continue to improve your English conversation ability. In
this course you will have many opportunities to practice speaking, mostly in pairs and small groups.
You will also start to learn some strategies for managing conversations in order to make your
conversations better, longer, and more correct. You will continue to study useful expressions,
vocabulary and improve your grammar usage. Listening and reading activities are included to support
your English development. Google Classroom will be used in this course for materials and
assignments. Information about coursework and grading policy will be on Google Classroom.
到達目標
At
①
②
③
④

the end of the course, you will be able to:
converse in English in various situations
carry on longer and longer conversations
increase your productive vocabulary
be able to use basic English grammar when speaking

授業計画
【第1回】
テーマ：Course explanation and Google Classroom orientation.
内容・方法：Scope and sequence.
【第2回】
テーマ：Greetings, Introducing yourself
内容・方法：Conversation and Language practice, Registration for online practice
【第3回】
テーマ：Greetings, Introducing yourself
内容・方法：Listening, reading and conversation practice. Quiz.
【第4回】
テーマ：Personal Information
内容・方法：Conversation and Language practice
【第5回】
テーマ：Personal Information
内容・方法：Listening, reading and conversation practice. Quiz.
【第6回】
テーマ：Talking about likes and dislikes
内容・方法：Conversation and Language practice
【第7回】
テーマ：Talking about likes and dislikes
内容・方法：Listening, reading and conversation practice. Quiz.
【第8回】
テーマ：Mid- semester review
内容・方法：Review Units 1-3 and mid-semester assessment.
【第9回】
テーマ：Talking about habits and routines
内容・方法：Conversation and Language practice
【第10回】
テーマ：Talking about habits and routines
内容・方法：Listening, reading and conversation practice. Quiz.
【第11回】
テーマ：Describing everyday activities
内容・方法：Conversation and Language practice
【第12回】
テーマ：Describing everyday activities
内容・方法：Listening, reading and conversation practice. Quiz.
【第13回】
テーマ：Talking about past events
内容・方法：Conversation and Language practice
【第14回】
テーマ：Talking about past events
内容・方法：Listening, reading and conversation practice. Quiz.
【第15回】
テーマ：End-of-semester review
オーラルイングリッシュⅢ

内容・方法：Review of units 4-6 and explanation of final assessment.
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
【第1回】
①事前学修課題：Buy the textbook Register for Google Classroom.
②事後学修課題：Homework assignments and Unit 1, 1-5 オンラインOnline Vocabulary and Grammar
activities
【第2回】
①事前学修課題：Do Unit 1-1-5 オンラインOnline Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignment and do Unit 1-All オンラインOnline activities
【第3回】
①事前学修課題：Complete all online conversation and video activities for Unit 1.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 2, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities
【第4回】
①事前学修課題：Do Unit 2, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 2 online conversation and video activities
【第5回】
①事前学修課題：Complete all Unit 2 online conversation and video activities
②事後学修課題：Homework assignments do Unit 3, 1-5, Online Vocabulary and Grammar activities.
【第6回】
①事前学修課題：Do Unit 3, 1-5, Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 3 online conversation and video
activities.
【第7回】
①事前学修課題：Complete all Unit 3 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Review Units 1-3 vocabulary, grammar and conversation routines. Prepare for the midterm assessment.
【第8回】
①事前学修課題：Review Units 1-3 vocabulary, grammar and conversation routines for the mid-term
assessment.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 4, 1-5 all Online Vocabulary and Grammar activities
【第9回】
①事前学修課題：Do Unit 4, 1-5 all Online Vocabulary and Grammar activities
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 4 online conversation and video
activities.
【第10回】
①事前学修課題：Complete all Unit 4 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 5, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
【第11回】
①事前学修課題：Do Unit 5, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 5 online conversation and video
activities.
【第12回】
①事前学修課題：Complete all Unit 5 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 6, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
【第13回】
①事前学修課題：Do Unit 6, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 6 online conversation and video
activities.
【第14回】
①事前学修課題：Complete all Unit 6 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Review Units 4-6 vocabulary, grammar and listening. Prepare for the final assessment.
【第15回】
①事前学修課題：Review Units 4-6 vocabulary, grammar and listening for the final assessment..
②事後学修課題：Submit the final examination. Listen to English during the summer break.

課題に対するフィードバックの方法
1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom.
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class.
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.
成績評価の方法・基準（方針）
You will be graded in class on dialog performance, pair work activities and class activities (30%).
There will be regular vocabulary and grammar quizzes (20%). Homework and other textbook assignments
will also be graded (20%). During the semester there will be 2 tests: a mid-term and end-of-term
evaluation (20%). There will be a final examination (10%)
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

オーラルイングリッシュⅢ

授業内での評価

70

dialog performance, pair work activities and class
activities (30%), vocabulary and grammar quizzes
(20%), a mid-term and end-of-term evaluation (20%).

1,2,3,4

授業外での評価

20

Homework and other textbook assignments will also
be graded (20%)

1,2,3,4

定期試験

0

none

定期試験に代わるレポート等

10

final examination (10%)

その他

0

none

テキスト

Smart Choice 1, 4th Edition with Online Practice, 2020, Ken Wilson, Thomas Healy, Oxford
University Press, ISBN: 978-0-19-406099-8

参考書

Smart Choice 1 Online Practice (optional)

1,2,3,4

履修条件・他の科目との関連 Notes:
1) You will get more information from the course teacher during the first class. This
syllabus is subject to change. Changes will be announced in class.
詳細は、初回授業時にコース担当者から説明します。このシラバスは変更される可能性があります。
変更された場合は、授業中にお知らせします。
2) If you are absent 5 or more times without excuse, you cannot receive credit.
４回以上欠席すると、単位を取得することができない。
3) If you are late 3 times, it will be counted as one absence.
遅刻３回は、欠席１回として認める。
4) If you arrive more than 30 minutes late to a 90-minute class (or 15 minutes late to a 45minute class) you may study, but you will be marked as absent.
90分の授業の場合遅刻は30分までとし、それを超えて遅刻した場合は、授業に参加することはでき
るが、欠席扱いとなる。45分の授業の場合、遅刻は15分までとする。
5) Be sure to bring all necessary materials with you to class. In particular, please bring a
smartphone/tablet/laptop and make sure it is charged.
授業に必要なものは持参すること、特に充電済みのスマートフォン、タブレット、ノート型パソコンなどを
必携のこと。
6) No late homework or assignments will be accepted.
期⽇を過ぎた宿題は評価されないので、期⽇を守って提出すること。
7) BYOD - you will need a laptop or tablet in class. A smartphone is not suitable for class
activities.

オーラルイングリッシュⅢ

授業コード

10303104

授業種別

授業科目名

オーラルイングリッシュⅢ

授業担当教員

M.ウィルモット

成績担当教員

M.ウィルモット

開講年次

2年

実務家教員による授業

演習

開講期

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
(Regular level) This course will help you continue to improve your English conversation ability. In
this course you will have many opportunities to practice speaking, mostly in pairs and small groups.
You will also start to learn some strategies for managing conversations in order to make your
conversations better, longer, and more correct. You will continue to study useful expressions,
vocabulary and improve your grammar usage. Listening and reading activities are included to support
your English development. Google Classroom will be used in this course for materials and
assignments. Information about coursework and grading policy will be on Google Classroom.
到達目標
At
①
②
③
④

the end of the course, you will be able to:
converse in English in various situations
carry on longer and longer conversations
increase your productive vocabulary
be able to use basic English grammar when speaking

授業計画
【第1回】
テーマ：Course explanation and Google Classroom orientation.
内容・方法：Scope and sequence.
【第2回】
テーマ：Greetings, Introducing yourself
内容・方法：Conversation and Language practice, Registration for online practice
【第3回】
テーマ：Greetings, Introducing yourself
内容・方法：Listening, reading and conversation practice. Quiz.
【第4回】
テーマ：Personal Information
内容・方法：Conversation and Language practice
【第5回】
テーマ：Personal Information
内容・方法：Listening, reading and conversation practice. Quiz.
【第6回】
テーマ：Talking about likes and dislikes
内容・方法：Conversation and Language practice
【第7回】
テーマ：Talking about likes and dislikes
内容・方法：Listening, reading and conversation practice. Quiz.
【第8回】
テーマ：Mid- semester review
内容・方法：Review Units 1-3 and mid-semester assessment.
【第9回】
テーマ：Talking about habits and routines
内容・方法：Conversation and Language practice
【第10回】
テーマ：Talking about habits and routines
内容・方法：Listening, reading and conversation practice. Quiz.
【第11回】
テーマ：Describing everyday activities
内容・方法：Conversation and Language practice
【第12回】
テーマ：Describing everyday activities
内容・方法：Listening, reading and conversation practice. Quiz.
【第13回】
テーマ：Talking about past events
内容・方法：Conversation and Language practice
【第14回】
テーマ：Talking about past events
内容・方法：Listening, reading and conversation practice. Quiz.
【第15回】
テーマ：End-of-semester review
オーラルイングリッシュⅢ

内容・方法：Review of units 4-6 and explanation of final assessment.
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
【第1回】
①事前学修課題：Buy the textbook Register for Google Classroom.
②事後学修課題：Homework assignments and Unit 1, 1-5 オンラインOnline Vocabulary and Grammar
activities
【第2回】
①事前学修課題：Do Unit 1-1-5 オンラインOnline Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignment and do Unit 1-All オンラインOnline activities
【第3回】
①事前学修課題：Complete all online conversation and video activities for Unit 1.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 2, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities
【第4回】
①事前学修課題：Do Unit 2, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 2 online conversation and video activities
【第5回】
①事前学修課題：Complete all Unit 2 online conversation and video activities
②事後学修課題：Homework assignments do Unit 3, 1-5, Online Vocabulary and Grammar activities.
【第6回】
①事前学修課題：Do Unit 3, 1-5, Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 3 online conversation and video
activities.
【第7回】
①事前学修課題：Complete all Unit 3 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Review Units 1-3 vocabulary, grammar and conversation routines. Prepare for the midterm assessment.
【第8回】
①事前学修課題：Review Units 1-3 vocabulary, grammar and conversation routines for the mid-term
assessment.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 4, 1-5 all Online Vocabulary and Grammar activities
【第9回】
①事前学修課題：Do Unit 4, 1-5 all Online Vocabulary and Grammar activities
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 4 online conversation and video
activities.
【第10回】
①事前学修課題：Complete all Unit 4 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 5, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
【第11回】
①事前学修課題：Do Unit 5, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 5 online conversation and video
activities.
【第12回】
①事前学修課題：Complete all Unit 5 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 6, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
【第13回】
①事前学修課題：Do Unit 6, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 6 online conversation and video
activities.
【第14回】
①事前学修課題：Complete all Unit 6 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Review Units 4-6 vocabulary, grammar and listening. Prepare for the final assessment.
【第15回】
①事前学修課題：Review Units 4-6 vocabulary, grammar and listening for the final assessment..
②事後学修課題：Submit the final examination. Listen to English during the summer break.

課題に対するフィードバックの方法
1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom.
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class.
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.
成績評価の方法・基準（方針）
You will be graded in class on dialog performance, pair work activities and class activities (30%).
There will be regular vocabulary and grammar quizzes (20%). Homework and other textbook assignments
will also be graded (20%). During the semester there will be 2 tests: a mid-term and end-of-term
evaluation (20%). There will be a final examination (10%)
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

オーラルイングリッシュⅢ

授業内での評価

70

dialog performance, pair work activities and class
activities (30%), vocabulary and grammar quizzes
(20%), a mid-term and end-of-term evaluation (20%).

1,2,3,4

授業外での評価

20

Homework and other textbook assignments will also
be graded (20%)

1,2,3,4

定期試験

0

none

定期試験に代わるレポート等

10

final examination (10%)

その他

0

none

テキスト

Smart Choice 1, 4th Edition with Online Practice, 2020, Ken Wilson, Thomas Healy, Oxford
University Press, ISBN: 978-0-19-406099-8

参考書

Smart Choice 1 Online Practice (optional)

1,2,3,4

履修条件・他の科目との関連 Notes:
1) You will get more information from the course teacher during the first class. This
syllabus is subject to change. Changes will be announced in class.
詳細は、初回授業時にコース担当者から説明します。このシラバスは変更される可能性があります。
変更された場合は、授業中にお知らせします。
2) If you are absent 5 or more times without excuse, you cannot receive credit.
４回以上欠席すると、単位を取得することができない。
3) If you are late 3 times, it will be counted as one absence.
遅刻３回は、欠席１回として認める。
4) If you arrive more than 30 minutes late to a 90-minute class (or 15 minutes late to a 45minute class) you may study, but you will be marked as absent.
90分の授業の場合遅刻は30分までとし、それを超えて遅刻した場合は、授業に参加することはでき
るが、欠席扱いとなる。45分の授業の場合、遅刻は15分までとする。
5) Be sure to bring all necessary materials with you to class. In particular, please bring a
smartphone/tablet/laptop and make sure it is charged.
授業に必要なものは持参すること、特に充電済みのスマートフォン、タブレット、ノート型パソコンなどを
必携のこと。
6) No late homework or assignments will be accepted.
期⽇を過ぎた宿題は評価されないので、期⽇を守って提出すること。
7) BYOD - you will need a laptop or tablet in class. A smartphone is not suitable for class
activities.

オーラルイングリッシュⅢ

授業コード

10303105

授業種別

授業科目名

オーラルイングリッシュⅢ

授業担当教員

W.マーシ

成績担当教員

W.マーシ

開講年次

2年

実務家教員による授業

演習

開講期

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
(Regular level) This course will help you continue to improve your English conversation ability. In
this course you will have many opportunities to practice speaking, mostly in pairs and small groups.
You will also start to learn some strategies for managing conversations in order to make your
conversations better, longer, and more correct. You will continue to study useful expressions,
vocabulary and improve your grammar usage. Listening and reading activities are included to support
your English development. Google Classroom will be used in this course for materials and
assignments. Information about coursework and grading policy will be on Google Classroom.
到達目標
At
①
②
③
④

the end of the course, you will be able to:
converse in English in various situations
carry on longer and longer conversations
increase your productive vocabulary
be able to use basic English grammar when speaking

授業計画
【第1回】
テーマ：Course explanation and Google Classroom orientation.
内容・方法：Scope and sequence.
【第2回】
テーマ：Greetings, Introducing yourself
内容・方法：Conversation and Language practice, Registration for online practice
【第3回】
テーマ：Greetings, Introducing yourself
内容・方法：Listening, reading and conversation practice. Quiz.
【第4回】
テーマ：Personal Information
内容・方法：Conversation and Language practice
【第5回】
テーマ：Personal Information
内容・方法：Listening, reading and conversation practice. Quiz.
【第6回】
テーマ：Talking about likes and dislikes
内容・方法：Conversation and Language practice
【第7回】
テーマ：Talking about likes and dislikes
内容・方法：Listening, reading and conversation practice. Quiz.
【第8回】
テーマ：Mid- semester review
内容・方法：Review Units 1-3 and mid-semester assessment.
【第9回】
テーマ：Talking about habits and routines
内容・方法：Conversation and Language practice
【第10回】
テーマ：Talking about habits and routines
内容・方法：Listening, reading and conversation practice. Quiz.
【第11回】
テーマ：Describing everyday activities
内容・方法：Conversation and Language practice
【第12回】
テーマ：Describing everyday activities
内容・方法：Listening, reading and conversation practice. Quiz.
【第13回】
テーマ：Talking about past events
内容・方法：Conversation and Language practice
【第14回】
テーマ：Talking about past events
内容・方法：Listening, reading and conversation practice. Quiz.
【第15回】
テーマ：End-of-semester review
オーラルイングリッシュⅢ

内容・方法：Review of units 4-6 and explanation of final assessment.
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
【第1回】
①事前学修課題：Buy the textbook Register for Google Classroom.
②事後学修課題：Homework assignments and Unit 1, 1-5 オンラインOnline Vocabulary and Grammar
activities
【第2回】
①事前学修課題：Do Unit 1-1-5 オンラインOnline Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignment and do Unit 1-All オンラインOnline activities
【第3回】
①事前学修課題：Complete all online conversation and video activities for Unit 1.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 2, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities
【第4回】
①事前学修課題：Do Unit 2, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 2 online conversation and video activities
【第5回】
①事前学修課題：Complete all Unit 2 online conversation and video activities
②事後学修課題：Homework assignments do Unit 3, 1-5, Online Vocabulary and Grammar activities.
【第6回】
①事前学修課題：Do Unit 3, 1-5, Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 3 online conversation and video
activities.
【第7回】
①事前学修課題：Complete all Unit 3 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Review Units 1-3 vocabulary, grammar and conversation routines. Prepare for the midterm assessment.
【第8回】
①事前学修課題：Review Units 1-3 vocabulary, grammar and conversation routines for the mid-term
assessment.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 4, 1-5 all Online Vocabulary and Grammar activities
【第9回】
①事前学修課題：Do Unit 4, 1-5 all Online Vocabulary and Grammar activities
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 4 online conversation and video
activities.
【第10回】
①事前学修課題：Complete all Unit 4 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 5, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
【第11回】
①事前学修課題：Do Unit 5, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 5 online conversation and video
activities.
【第12回】
①事前学修課題：Complete all Unit 5 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 6, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
【第13回】
①事前学修課題：Do Unit 6, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 6 online conversation and video
activities.
【第14回】
①事前学修課題：Complete all Unit 6 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Review Units 4-6 vocabulary, grammar and listening. Prepare for the final assessment.
【第15回】
①事前学修課題：Review Units 4-6 vocabulary, grammar and listening for the final assessment..
②事後学修課題：Submit the final examination. Listen to English during the summer break.

課題に対するフィードバックの方法
1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom.
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class.
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.
成績評価の方法・基準（方針）
You will be graded in class on dialog performance, pair work activities and class activities (30%).
There will be regular vocabulary and grammar quizzes (20%). Homework and other textbook assignments
will also be graded (20%). During the semester there will be 2 tests: a mid-term and end-of-term
evaluation (20%). There will be a final examination (10%)
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

オーラルイングリッシュⅢ

授業内での評価

70

dialog performance, pair work activities and class
activities (30%), vocabulary and grammar quizzes
(20%), a mid-term and end-of-term evaluation (20%).

1,2,3,4

授業外での評価

20

Homework and other textbook assignments will also
be graded (20%)

1,2,3,4

定期試験

0

none

定期試験に代わるレポート等

10

final examination (10%)

その他

0

none

テキスト

Smart Choice 1, 4th Edition with Online Practice, 2020, Ken Wilson, Thomas Healy, Oxford
University Press, ISBN: 978-0-19-406099-8

参考書

Smart Choice 1 Online Practice (optional)

1,2,3,4

履修条件・他の科目との関連 Notes:
1) You will get more information from the course teacher during the first class. This
syllabus is subject to change. Changes will be announced in class.
詳細は、初回授業時にコース担当者から説明します。このシラバスは変更される可能性があります。
変更された場合は、授業中にお知らせします。
2) If you are absent 5 or more times without excuse, you cannot receive credit.
４回以上欠席すると、単位を取得することができない。
3) If you are late 3 times, it will be counted as one absence.
遅刻３回は、欠席１回として認める。
4) If you arrive more than 30 minutes late to a 90-minute class (or 15 minutes late to a 45minute class) you may study, but you will be marked as absent.
90分の授業の場合遅刻は30分までとし、それを超えて遅刻した場合は、授業に参加することはでき
るが、欠席扱いとなる。45分の授業の場合、遅刻は15分までとする。
5) Be sure to bring all necessary materials with you to class. In particular, please bring a
smartphone/tablet/laptop and make sure it is charged.
授業に必要なものは持参すること、特に充電済みのスマートフォン、タブレット、ノート型パソコンなどを
必携のこと。
6) No late homework or assignments will be accepted.
期⽇を過ぎた宿題は評価されないので、期⽇を守って提出すること。
7) BYOD - you will need a laptop or tablet in class. A smartphone is not suitable for class
activities.

オーラルイングリッシュⅢ

授業コード

10303106

授業種別

授業科目名

オーラルイングリッシュⅢ

授業担当教員

A.ナデュー

成績担当教員

A.ナデュー

開講年次

2年

実務家教員による授業

演習

開講期

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
(Regular level) This course will help you continue to improve your English conversation ability. In
this course you will have many opportunities to practice speaking, mostly in pairs and small groups.
You will also start to learn some strategies for managing conversations in order to make your
conversations better, longer, and more correct. You will continue to study useful expressions,
vocabulary and improve your grammar usage. Listening and reading activities are included to support
your English development. Google Classroom will be used in this course for materials and
assignments. Information about coursework and grading policy will be on Google Classroom.
到達目標
At
①
②
③
④

the end of the course, you will be able to:
converse in English in various situations
carry on longer and longer conversations
increase your productive vocabulary
be able to use basic English grammar when speaking

授業計画
【第1回】
テーマ：Course explanation and Google Classroom orientation.
内容・方法：Scope and sequence.
【第2回】
テーマ：Greetings, Introducing yourself
内容・方法：Conversation and Language practice, Registration for online practice
【第3回】
テーマ：Greetings, Introducing yourself
内容・方法：Listening, reading and conversation practice. Quiz.
【第4回】
テーマ：Personal Information
内容・方法：Conversation and Language practice
【第5回】
テーマ：Personal Information
内容・方法：Listening, reading and conversation practice. Quiz.
【第6回】
テーマ：Talking about likes and dislikes
内容・方法：Conversation and Language practice
【第7回】
テーマ：Talking about likes and dislikes
内容・方法：Listening, reading and conversation practice. Quiz.
【第8回】
テーマ：Mid- semester review
内容・方法：Review Units 1-3 and mid-semester assessment.
【第9回】
テーマ：Talking about habits and routines
内容・方法：Conversation and Language practice
【第10回】
テーマ：Talking about habits and routines
内容・方法：Listening, reading and conversation practice. Quiz.
【第11回】
テーマ：Describing everyday activities
内容・方法：Conversation and Language practice
【第12回】
テーマ：Describing everyday activities
内容・方法：Listening, reading and conversation practice. Quiz.
【第13回】
テーマ：Talking about past events
内容・方法：Conversation and Language practice
【第14回】
テーマ：Talking about past events
内容・方法：Listening, reading and conversation practice. Quiz.
【第15回】
テーマ：End-of-semester review
オーラルイングリッシュⅢ

内容・方法：Review of units 4-6 and explanation of final assessment.
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
【第1回】
①事前学修課題：Buy the textbook Register for Google Classroom.
②事後学修課題：Homework assignments and Unit 1, 1-5 オンラインOnline Vocabulary and Grammar
activities
【第2回】
①事前学修課題：Do Unit 1-1-5 オンラインOnline Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignment and do Unit 1-All オンラインOnline activities
【第3回】
①事前学修課題：Complete all online conversation and video activities for Unit 1.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 2, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities
【第4回】
①事前学修課題：Do Unit 2, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 2 online conversation and video activities
【第5回】
①事前学修課題：Complete all Unit 2 online conversation and video activities
②事後学修課題：Homework assignments do Unit 3, 1-5, Online Vocabulary and Grammar activities.
【第6回】
①事前学修課題：Do Unit 3, 1-5, Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 3 online conversation and video
activities.
【第7回】
①事前学修課題：Complete all Unit 3 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Review Units 1-3 vocabulary, grammar and conversation routines. Prepare for the midterm assessment.
【第8回】
①事前学修課題：Review Units 1-3 vocabulary, grammar and conversation routines for the mid-term
assessment.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 4, 1-5 all Online Vocabulary and Grammar activities
【第9回】
①事前学修課題：Do Unit 4, 1-5 all Online Vocabulary and Grammar activities
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 4 online conversation and video
activities.
【第10回】
①事前学修課題：Complete all Unit 4 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 5, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
【第11回】
①事前学修課題：Do Unit 5, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 5 online conversation and video
activities.
【第12回】
①事前学修課題：Complete all Unit 5 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 6, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
【第13回】
①事前学修課題：Do Unit 6, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 6 online conversation and video
activities.
【第14回】
①事前学修課題：Complete all Unit 6 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Review Units 4-6 vocabulary, grammar and listening. Prepare for the final assessment.
【第15回】
①事前学修課題：Review Units 4-6 vocabulary, grammar and listening for the final assessment..
②事後学修課題：Submit the final examination. Listen to English during the summer break.

課題に対するフィードバックの方法
1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom.
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class.
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.
成績評価の方法・基準（方針）
You will be graded in class on dialog performance, pair work activities and class activities (30%).
There will be regular vocabulary and grammar quizzes (20%). Homework and other textbook assignments
will also be graded (20%). During the semester there will be 2 tests: a mid-term and end-of-term
evaluation (20%). There will be a final examination (10%)
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

オーラルイングリッシュⅢ

授業内での評価

70

dialog performance, pair work activities and class
activities (30%), vocabulary and grammar quizzes
(20%), a mid-term and end-of-term evaluation (20%).

1,2,3,4

授業外での評価

20

Homework and other textbook assignments will also
be graded (20%)

1,2,3,4

定期試験

0

none

定期試験に代わるレポート等

10

final examination (10%)

その他

0

none

テキスト

Smart Choice 1, 4th Edition with Online Practice, 2020, Ken Wilson, Thomas Healy, Oxford
University Press, ISBN: 978-0-19-406099-8

参考書

Smart Choice 1 Online Practice (optional)

1,2,3,4

履修条件・他の科目との関連 Notes:
1) You will get more information from the course teacher during the first class. This
syllabus is subject to change. Changes will be announced in class.
詳細は、初回授業時にコース担当者から説明します。このシラバスは変更される可能性があります。
変更された場合は、授業中にお知らせします。
2) If you are absent 5 or more times without excuse, you cannot receive credit.
４回以上欠席すると、単位を取得することができない。
3) If you are late 3 times, it will be counted as one absence.
遅刻３回は、欠席１回として認める。
4) If you arrive more than 30 minutes late to a 90-minute class (or 15 minutes late to a 45minute class) you may study, but you will be marked as absent.
90分の授業の場合遅刻は30分までとし、それを超えて遅刻した場合は、授業に参加することはでき
るが、欠席扱いとなる。45分の授業の場合、遅刻は15分までとする。
5) Be sure to bring all necessary materials with you to class. In particular, please bring a
smartphone/tablet/laptop and make sure it is charged.
授業に必要なものは持参すること、特に充電済みのスマートフォン、タブレット、ノート型パソコンなどを
必携のこと。
6) No late homework or assignments will be accepted.
期⽇を過ぎた宿題は評価されないので、期⽇を守って提出すること。
7) BYOD - you will need a laptop or tablet in class. A smartphone is not suitable for class
activities.

オーラルイングリッシュⅢ

授業コード

10303107

授業種別

授業科目名

オーラルイングリッシュⅢ

授業担当教員

S.N.ゴーフ

成績担当教員

S.N.ゴーフ

開講年次

2年

実務家教員による授業

演習

開講期

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
(Regular level) This course will help you continue to improve your English conversation ability. In
this course you will have many opportunities to practice speaking, mostly in pairs and small groups.
You will also start to learn some strategies for managing conversations in order to make your
conversations better, longer, and more correct. You will continue to study useful expressions,
vocabulary and improve your grammar usage. Listening and reading activities are included to support
your English development. Google Classroom will be used in this course for materials and
assignments. Information about coursework and grading policy will be on Google Classroom.
到達目標
At
①
②
③
④

the end of the course, you will be able to:
converse in English in various situations
carry on longer and longer conversations
increase your productive vocabulary
be able to use basic English grammar when speaking

授業計画
【第1回】
テーマ：Course explanation and Google Classroom orientation.
内容・方法：Scope and sequence.
【第2回】
テーマ：Greetings, Introducing yourself
内容・方法：Conversation and Language practice, Registration for online practice
【第3回】
テーマ：Greetings, Introducing yourself
内容・方法：Listening, reading and conversation practice. Quiz.
【第4回】
テーマ：Personal Information
内容・方法：Conversation and Language practice
【第5回】
テーマ：Personal Information
内容・方法：Listening, reading and conversation practice. Quiz.
【第6回】
テーマ：Talking about likes and dislikes
内容・方法：Conversation and Language practice
【第7回】
テーマ：Talking about likes and dislikes
内容・方法：Listening, reading and conversation practice. Quiz.
【第8回】
テーマ：Mid- semester review
内容・方法：Review Units 1-3 and mid-semester assessment.
【第9回】
テーマ：Talking about habits and routines
内容・方法：Conversation and Language practice
【第10回】
テーマ：Talking about habits and routines
内容・方法：Listening, reading and conversation practice. Quiz.
【第11回】
テーマ：Describing everyday activities
内容・方法：Conversation and Language practice
【第12回】
テーマ：Describing everyday activities
内容・方法：Listening, reading and conversation practice. Quiz.
【第13回】
テーマ：Talking about past events
内容・方法：Conversation and Language practice
【第14回】
テーマ：Talking about past events
内容・方法：Listening, reading and conversation practice. Quiz.
【第15回】
テーマ：End-of-semester review
オーラルイングリッシュⅢ

内容・方法：Review of units 4-6 and explanation of final assessment.
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
【第1回】
①事前学修課題：Buy the textbook Register for Google Classroom.
②事後学修課題：Homework assignments and Unit 1, 1-5 オンラインOnline Vocabulary and Grammar
activities
【第2回】
①事前学修課題：Do Unit 1-1-5 オンラインOnline Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignment and do Unit 1-All オンラインOnline activities
【第3回】
①事前学修課題：Complete all online conversation and video activities for Unit 1.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 2, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities
【第4回】
①事前学修課題：Do Unit 2, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 2 online conversation and video activities
【第5回】
①事前学修課題：Complete all Unit 2 online conversation and video activities
②事後学修課題：Homework assignments do Unit 3, 1-5, Online Vocabulary and Grammar activities.
【第6回】
①事前学修課題：Do Unit 3, 1-5, Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 3 online conversation and video
activities.
【第7回】
①事前学修課題：Complete all Unit 3 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Review Units 1-3 vocabulary, grammar and conversation routines. Prepare for the midterm assessment.
【第8回】
①事前学修課題：Review Units 1-3 vocabulary, grammar and conversation routines for the mid-term
assessment.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 4, 1-5 all Online Vocabulary and Grammar activities
【第9回】
①事前学修課題：Do Unit 4, 1-5 all Online Vocabulary and Grammar activities
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 4 online conversation and video
activities.
【第10回】
①事前学修課題：Complete all Unit 4 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 5, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
【第11回】
①事前学修課題：Do Unit 5, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 5 online conversation and video
activities.
【第12回】
①事前学修課題：Complete all Unit 5 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 6, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
【第13回】
①事前学修課題：Do Unit 6, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 6 online conversation and video
activities.
【第14回】
①事前学修課題：Complete all Unit 6 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Review Units 4-6 vocabulary, grammar and listening. Prepare for the final assessment.
【第15回】
①事前学修課題：Review Units 4-6 vocabulary, grammar and listening for the final assessment..
②事後学修課題：Submit the final examination. Listen to English during the summer break.

課題に対するフィードバックの方法
1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom.
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class.
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.
成績評価の方法・基準（方針）
You will be graded in class on dialog performance, pair work activities and class activities (30%).
There will be regular vocabulary and grammar quizzes (20%). Homework and other textbook assignments
will also be graded (20%). During the semester there will be 2 tests: a mid-term and end-of-term
evaluation (20%). There will be a final examination (10%)
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

オーラルイングリッシュⅢ

授業内での評価

70

dialog performance, pair work activities and class
activities (30%), vocabulary and grammar quizzes
(20%), a mid-term and end-of-term evaluation (20%).

1,2,3,4

授業外での評価

20

Homework and other textbook assignments will also
be graded (20%)

1,2,3,4

定期試験

0

none

定期試験に代わるレポート等

10

final examination (10%)

その他

0

none

テキスト

Smart Choice 1, 4th Edition with Online Practice, 2020, Ken Wilson, Thomas Healy, Oxford
University Press, ISBN: 978-0-19-406099-8

参考書

Smart Choice 1 Online Practice (optional)

1,2,3,4

履修条件・他の科目との関連 Notes:
1) You will get more information from the course teacher during the first class. This
syllabus is subject to change. Changes will be announced in class.
詳細は、初回授業時にコース担当者から説明します。このシラバスは変更される可能性があります。
変更された場合は、授業中にお知らせします。
2) If you are absent 5 or more times without excuse, you cannot receive credit.
４回以上欠席すると、単位を取得することができない。
3) If you are late 3 times, it will be counted as one absence.
遅刻３回は、欠席１回として認める。
4) If you arrive more than 30 minutes late to a 90-minute class (or 15 minutes late to a 45minute class) you may study, but you will be marked as absent.
90分の授業の場合遅刻は30分までとし、それを超えて遅刻した場合は、授業に参加することはでき
るが、欠席扱いとなる。45分の授業の場合、遅刻は15分までとする。
5) Be sure to bring all necessary materials with you to class. In particular, please bring a
smartphone/tablet/laptop and make sure it is charged.
授業に必要なものは持参すること、特に充電済みのスマートフォン、タブレット、ノート型パソコンなどを
必携のこと。
6) No late homework or assignments will be accepted.
期⽇を過ぎた宿題は評価されないので、期⽇を守って提出すること。
7) BYOD - you will need a laptop or tablet in class. A smartphone is not suitable for class
activities.

オーラルイングリッシュⅢ

授業コード

10303108

授業種別

授業科目名

オーラルイングリッシュⅢ

授業担当教員

G.スタガーズ

成績担当教員

G.スタガーズ

開講年次

2年

実務家教員による授業

演習

開講期

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
(Regular level) This course will help you continue to improve your English conversation ability. In
this course you will have many opportunities to practice speaking, mostly in pairs and small groups.
You will also start to learn some strategies for managing conversations in order to make your
conversations better, longer, and more correct. You will continue to study useful expressions,
vocabulary and improve your grammar usage. Listening and reading activities are included to support
your English development. Google Classroom will be used in this course for materials and
assignments. Information about coursework and grading policy will be on Google Classroom.
到達目標
At
①
②
③
④

the end of the course, you will be able to:
converse in English in various situations
carry on longer and longer conversations
increase your productive vocabulary
be able to use basic English grammar when speaking

授業計画
【第1回】
テーマ：Course explanation and Google Classroom orientation.
内容・方法：Scope and sequence.
【第2回】
テーマ：Greetings, Introducing yourself
内容・方法：Conversation and Language practice, Registration for online practice
【第3回】
テーマ：Greetings, Introducing yourself
内容・方法：Listening, reading and conversation practice. Quiz.
【第4回】
テーマ：Personal Information
内容・方法：Conversation and Language practice
【第5回】
テーマ：Personal Information
内容・方法：Listening, reading and conversation practice. Quiz.
【第6回】
テーマ：Talking about likes and dislikes
内容・方法：Conversation and Language practice
【第7回】
テーマ：Talking about likes and dislikes
内容・方法：Listening, reading and conversation practice. Quiz.
【第8回】
テーマ：Mid- semester review
内容・方法：Review Units 1-3 and mid-semester assessment.
【第9回】
テーマ：Talking about habits and routines
内容・方法：Conversation and Language practice
【第10回】
テーマ：Talking about habits and routines
内容・方法：Listening, reading and conversation practice. Quiz.
【第11回】
テーマ：Describing everyday activities
内容・方法：Conversation and Language practice
【第12回】
テーマ：Describing everyday activities
内容・方法：Listening, reading and conversation practice. Quiz.
【第13回】
テーマ：Talking about past events
内容・方法：Conversation and Language practice
【第14回】
テーマ：Talking about past events
内容・方法：Listening, reading and conversation practice. Quiz.
【第15回】
テーマ：End-of-semester review
オーラルイングリッシュⅢ

内容・方法：Review of units 4-6 and explanation of final assessment.
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
【第1回】
①事前学修課題：Buy the textbook Register for Google Classroom.
②事後学修課題：Homework assignments and Unit 1, 1-5 オンラインOnline Vocabulary and Grammar
activities
【第2回】
①事前学修課題：Do Unit 1-1-5 オンラインOnline Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignment and do Unit 1-All オンラインOnline activities
【第3回】
①事前学修課題：Complete all online conversation and video activities for Unit 1.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 2, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities
【第4回】
①事前学修課題：Do Unit 2, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 2 online conversation and video activities
【第5回】
①事前学修課題：Complete all Unit 2 online conversation and video activities
②事後学修課題：Homework assignments do Unit 3, 1-5, Online Vocabulary and Grammar activities.
【第6回】
①事前学修課題：Do Unit 3, 1-5, Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 3 online conversation and video
activities.
【第7回】
①事前学修課題：Complete all Unit 3 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Review Units 1-3 vocabulary, grammar and conversation routines. Prepare for the midterm assessment.
【第8回】
①事前学修課題：Review Units 1-3 vocabulary, grammar and conversation routines for the mid-term
assessment.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 4, 1-5 all Online Vocabulary and Grammar activities
【第9回】
①事前学修課題：Do Unit 4, 1-5 all Online Vocabulary and Grammar activities
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 4 online conversation and video
activities.
【第10回】
①事前学修課題：Complete all Unit 4 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 5, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
【第11回】
①事前学修課題：Do Unit 5, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 5 online conversation and video
activities.
【第12回】
①事前学修課題：Complete all Unit 5 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 6, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
【第13回】
①事前学修課題：Do Unit 6, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 6 online conversation and video
activities.
【第14回】
①事前学修課題：Complete all Unit 6 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Review Units 4-6 vocabulary, grammar and listening. Prepare for the final assessment.
【第15回】
①事前学修課題：Review Units 4-6 vocabulary, grammar and listening for the final assessment..
②事後学修課題：Submit the final examination. Listen to English during the summer break.

課題に対するフィードバックの方法
1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom.
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class.
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.
成績評価の方法・基準（方針）
You will be graded in class on dialog performance, pair work activities and class activities (30%).
There will be regular vocabulary and grammar quizzes (20%). Homework and other textbook assignments
will also be graded (20%). During the semester there will be 2 tests: a mid-term and end-of-term
evaluation (20%). There will be a final examination (10%)
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

オーラルイングリッシュⅢ

授業内での評価

70

dialog performance, pair work activities and class
activities (30%), vocabulary and grammar quizzes
(20%), a mid-term and end-of-term evaluation (20%).

1,2,3,4

授業外での評価

20

Homework and other textbook assignments will also
be graded (20%)

1,2,3,4

定期試験

0

none

定期試験に代わるレポート等

10

final examination (10%)

その他

0

none

テキスト

Smart Choice 1, 4th Edition with Online Practice, 2020, Ken Wilson, Thomas Healy, Oxford
University Press, ISBN: 978-0-19-406099-8

参考書

Smart Choice 1 Online Practice (optional)

1,2,3,4

履修条件・他の科目との関連 Notes:
1) You will get more information from the course teacher during the first class. This
syllabus is subject to change. Changes will be announced in class.
詳細は、初回授業時にコース担当者から説明します。このシラバスは変更される可能性があります。
変更された場合は、授業中にお知らせします。
2) If you are absent 5 or more times without excuse, you cannot receive credit.
４回以上欠席すると、単位を取得することができない。
3) If you are late 3 times, it will be counted as one absence.
遅刻３回は、欠席１回として認める。
4) If you arrive more than 30 minutes late to a 90-minute class (or 15 minutes late to a 45minute class) you may study, but you will be marked as absent.
90分の授業の場合遅刻は30分までとし、それを超えて遅刻した場合は、授業に参加することはでき
るが、欠席扱いとなる。45分の授業の場合、遅刻は15分までとする。
5) Be sure to bring all necessary materials with you to class. In particular, please bring a
smartphone/tablet/laptop and make sure it is charged.
授業に必要なものは持参すること、特に充電済みのスマートフォン、タブレット、ノート型パソコンなどを
必携のこと。
6) No late homework or assignments will be accepted.
期⽇を過ぎた宿題は評価されないので、期⽇を守って提出すること。
7) BYOD - you will need a laptop or tablet in class. A smartphone is not suitable for class
activities.

オーラルイングリッシュⅢ

授業コード

10303109

授業種別

授業科目名

オーラルイングリッシュⅢ

授業担当教員

J.エチャー

成績担当教員

J.エチャー

開講年次

2年

実務家教員による授業

演習

開講期

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
(Regular level) This course will help you continue to improve your English conversation ability. In
this course you will have many opportunities to practice speaking, mostly in pairs and small groups.
You will also start to learn some strategies for managing conversations in order to make your
conversations better, longer, and more correct. You will continue to study useful expressions,
vocabulary and improve your grammar usage. Listening and reading activities are included to support
your English development. Google Classroom will be used in this course for materials and
assignments. Information about coursework and grading policy will be on Google Classroom.
到達目標
At
①
②
③
④

the end of the course, you will be able to:
converse in English in various situations
carry on longer and longer conversations
increase your productive vocabulary
be able to use basic English grammar when speaking

授業計画
【第1回】
テーマ：Course explanation and Google Classroom orientation.
内容・方法：Scope and sequence.
【第2回】
テーマ：Greetings, Introducing yourself
内容・方法：Conversation and Language practice, Registration for online practice
【第3回】
テーマ：Greetings, Introducing yourself
内容・方法：Listening, reading and conversation practice. Quiz.
【第4回】
テーマ：Personal Information
内容・方法：Conversation and Language practice
【第5回】
テーマ：Personal Information
内容・方法：Listening, reading and conversation practice. Quiz.
【第6回】
テーマ：Talking about likes and dislikes
内容・方法：Conversation and Language practice
【第7回】
テーマ：Talking about likes and dislikes
内容・方法：Listening, reading and conversation practice. Quiz.
【第8回】
テーマ：Mid- semester review
内容・方法：Review Units 1-3 and mid-semester assessment.
【第9回】
テーマ：Talking about habits and routines
内容・方法：Conversation and Language practice
【第10回】
テーマ：Talking about habits and routines
内容・方法：Listening, reading and conversation practice. Quiz.
【第11回】
テーマ：Describing everyday activities
内容・方法：Conversation and Language practice
【第12回】
テーマ：Describing everyday activities
内容・方法：Listening, reading and conversation practice. Quiz.
【第13回】
テーマ：Talking about past events
内容・方法：Conversation and Language practice
【第14回】
テーマ：Talking about past events
内容・方法：Listening, reading and conversation practice. Quiz.
【第15回】
テーマ：End-of-semester review
オーラルイングリッシュⅢ

内容・方法：Review of units 4-6 and explanation of final assessment.
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
【第1回】
①事前学修課題：Buy the textbook Register for Google Classroom.
②事後学修課題：Homework assignments and Unit 1, 1-5 オンラインOnline Vocabulary and Grammar
activities
【第2回】
①事前学修課題：Do Unit 1-1-5 オンラインOnline Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignment and do Unit 1-All オンラインOnline activities
【第3回】
①事前学修課題：Complete all online conversation and video activities for Unit 1.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 2, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities
【第4回】
①事前学修課題：Do Unit 2, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 2 online conversation and video activities
【第5回】
①事前学修課題：Complete all Unit 2 online conversation and video activities
②事後学修課題：Homework assignments do Unit 3, 1-5, Online Vocabulary and Grammar activities.
【第6回】
①事前学修課題：Do Unit 3, 1-5, Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 3 online conversation and video
activities.
【第7回】
①事前学修課題：Complete all Unit 3 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Review Units 1-3 vocabulary, grammar and conversation routines. Prepare for the midterm assessment.
【第8回】
①事前学修課題：Review Units 1-3 vocabulary, grammar and conversation routines for the mid-term
assessment.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 4, 1-5 all Online Vocabulary and Grammar activities
【第9回】
①事前学修課題：Do Unit 4, 1-5 all Online Vocabulary and Grammar activities
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 4 online conversation and video
activities.
【第10回】
①事前学修課題：Complete all Unit 4 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 5, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
【第11回】
①事前学修課題：Do Unit 5, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 5 online conversation and video
activities.
【第12回】
①事前学修課題：Complete all Unit 5 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 6, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
【第13回】
①事前学修課題：Do Unit 6, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 6 online conversation and video
activities.
【第14回】
①事前学修課題：Complete all Unit 6 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Review Units 4-6 vocabulary, grammar and listening. Prepare for the final assessment.
【第15回】
①事前学修課題：Review Units 4-6 vocabulary, grammar and listening for the final assessment..
②事後学修課題：Submit the final examination. Listen to English during the summer break.

課題に対するフィードバックの方法
1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom.
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class.
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.
成績評価の方法・基準（方針）
You will be graded in class on dialog performance, pair work activities and class activities (30%).
There will be regular vocabulary and grammar quizzes (20%). Homework and other textbook assignments
will also be graded (20%). During the semester there will be 2 tests: a mid-term and end-of-term
evaluation (20%). There will be a final examination (10%)
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

オーラルイングリッシュⅢ

授業内での評価

70

dialog performance, pair work activities and class
activities (30%), vocabulary and grammar quizzes
(20%), a mid-term and end-of-term evaluation (20%).

1,2,3,4

授業外での評価

20

Homework and other textbook assignments will also
be graded (20%)

1,2,3,4

定期試験

0

none

定期試験に代わるレポート等

10

final examination (10%)

その他

0

none

テキスト

Smart Choice 1, 4th Edition with Online Practice, 2020, Ken Wilson, Thomas Healy, Oxford
University Press, ISBN: 978-0-19-406099-8

参考書

Smart Choice 1 Online Practice (optional)

1,2,3,4

履修条件・他の科目との関連 Notes:
1) You will get more information from the course teacher during the first class. This
syllabus is subject to change. Changes will be announced in class.
詳細は、初回授業時にコース担当者から説明します。このシラバスは変更される可能性があります。
変更された場合は、授業中にお知らせします。
2) If you are absent 5 or more times without excuse, you cannot receive credit.
４回以上欠席すると、単位を取得することができない。
3) If you are late 3 times, it will be counted as one absence.
遅刻３回は、欠席１回として認める。
4) If you arrive more than 30 minutes late to a 90-minute class (or 15 minutes late to a 45minute class) you may study, but you will be marked as absent.
90分の授業の場合遅刻は30分までとし、それを超えて遅刻した場合は、授業に参加することはでき
るが、欠席扱いとなる。45分の授業の場合、遅刻は15分までとする。
5) Be sure to bring all necessary materials with you to class. In particular, please bring a
smartphone/tablet/laptop and make sure it is charged.
授業に必要なものは持参すること、特に充電済みのスマートフォン、タブレット、ノート型パソコンなどを
必携のこと。
6) No late homework or assignments will be accepted.
期⽇を過ぎた宿題は評価されないので、期⽇を守って提出すること。
7) BYOD - you will need a laptop or tablet in class. A smartphone is not suitable for class
activities.

オーラルイングリッシュⅢ

授業コード

10303110

授業種別

授業科目名

オーラルイングリッシュⅢ

授業担当教員

P.ベイリー

成績担当教員

P.ベイリー

開講年次

2年

実務家教員による授業

演習

開講期

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
(Lower level) This course will help you continue to improve your English conversation ability. In
this course you will have many opportunities to practice speaking, mostly in pairs and small groups.
You will also start to learn some strategies for managing conversations in order to make your
conversations better, longer, and more correct. You will continue to study useful expressions,
vocabulary and improve your grammar usage. Listening and reading activities are included to support
your English development. Google Classroom will be used in this course for materials and
assignments. Information about coursework and grading policy will be on Google Classroom.
到達目標
At
①
②
③
④

the end of the course, you will be able to:
converse in English in various situations
carry on longer and longer conversations
increase your productive vocabulary
be able to use basic English grammar when speaking

授業計画
【第1回】
テーマ：Course explanation and Google Classroom orientation.
内容・方法：Scope and sequence.
【第2回】
テーマ：Greetings, Introducing yourself
内容・方法：Conversation and Language practice, Registration for online practice
【第3回】
テーマ：Greetings, Introducing yourself
内容・方法：Listening, reading and conversation practice. Quiz.
【第4回】
テーマ：Personal Information
内容・方法：Conversation and Language practice
【第5回】
テーマ：Personal Information
内容・方法：Listening, reading and conversation practice. Quiz.
【第6回】
テーマ：Talking about likes and dislikes
内容・方法：Conversation and Language practice
【第7回】
テーマ：Talking about likes and dislikes
内容・方法：Listening, reading and conversation practice. Quiz.
【第8回】
テーマ：Mid- semester review
内容・方法：Review Units 1-3 and mid-semester assessment.
【第9回】
テーマ：Talking about habits and routines
内容・方法：Conversation and Language practice
【第10回】
テーマ：Talking about habits and routines
内容・方法：Listening, reading and conversation practice. Quiz.
【第11回】
テーマ：Describing everyday activities
内容・方法：Conversation and Language practice
【第12回】
テーマ：Describing everyday activities
内容・方法：Listening, reading and conversation practice. Quiz.
【第13回】
テーマ：Talking about past events
内容・方法：Conversation and Language practice
【第14回】
テーマ：Talking about past events
内容・方法：Listening, reading and conversation practice. Quiz.
【第15回】
テーマ：End-of-semester review
オーラルイングリッシュⅢ

内容・方法：Review of units 4-6 and explanation of final assessment.
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
【第1回】
①事前学修課題：Buy the textbook Register for Google Classroom.
②事後学修課題：Homework assignments and Unit 1, 1-5 オンラインOnline Vocabulary and Grammar
activities
【第2回】
①事前学修課題：Do Unit 1-1-5 オンラインOnline Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignment and do Unit 1-All オンラインOnline activities
【第3回】
①事前学修課題：Complete all online conversation and video activities for Unit 1.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 2, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities
【第4回】
①事前学修課題：Do Unit 2, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 2 online conversation and video activities
【第5回】
①事前学修課題：Complete all Unit 2 online conversation and video activities
②事後学修課題：Homework assignments do Unit 3, 1-5, Online Vocabulary and Grammar activities.
【第6回】
①事前学修課題：Do Unit 3, 1-5, Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 3 online conversation and video
activities.
【第7回】
①事前学修課題：Complete all Unit 3 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Review Units 1-3 vocabulary, grammar and conversation routines. Prepare for the midterm assessment.
【第8回】
①事前学修課題：Review Units 1-3 vocabulary, grammar and conversation routines for the mid-term
assessment.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 4, 1-5 all Online Vocabulary and Grammar activities
【第9回】
①事前学修課題：Do Unit 4, 1-5 all Online Vocabulary and Grammar activities
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 4 online conversation and video
activities.
【第10回】
①事前学修課題：Complete all Unit 4 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 5, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
【第11回】
①事前学修課題：Do Unit 5, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 5 online conversation and video
activities.
【第12回】
①事前学修課題：Complete all Unit 5 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 6, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
【第13回】
①事前学修課題：Do Unit 6, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 6 online conversation and video
activities.
【第14回】
①事前学修課題：Complete all Unit 6 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Review Units 4-6 vocabulary, grammar and listening. Prepare for the final assessment.
【第15回】
①事前学修課題：Review Units 4-6 vocabulary, grammar and listening for the final assessment..
②事後学修課題：Submit the final examination. Listen to English during the summer break.

課題に対するフィードバックの方法
1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom.
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class.
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.
成績評価の方法・基準（方針）
You will be graded in class on dialog performance, pair work activities and class activities (30%).
There will be regular vocabulary and grammar quizzes (20%). Homework and other textbook assignments
will also be graded (20%). During the semester there will be 2 tests: a mid-term and end-of-term
evaluation (20%). There will be a final examination (10%)
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

オーラルイングリッシュⅢ

授業内での評価

70

dialog performance, pair work activities and class
activities (30%), vocabulary and grammar quizzes
(20%), a mid-term and end-of-term evaluation (20%).

1,2,3,4

授業外での評価

20

Homework and other textbook assignments will also
be graded (20%)

1,2,3,4

定期試験

0

none

定期試験に代わるレポート等

10

final examination (10%)

その他

0

none

テキスト

Smart Choice 1, 4th Edition with Online Practice, 2020, Ken Wilson, Thomas Healy, Oxford
University Press, ISBN: 978-0-19-406099-8

参考書

Smart Choice 1 Online Practice (optional)

1,2,3,4

履修条件・他の科目との関連 Notes:
1) You will get more information from the course teacher during the first class. This
syllabus is subject to change. Changes will be announced in class.
詳細は、初回授業時にコース担当者から説明します。このシラバスは変更される可能性があります。
変更された場合は、授業中にお知らせします。
2) If you are absent 5 or more times without excuse, you cannot receive credit.
４回以上欠席すると、単位を取得することができない。
3) If you are late 3 times, it will be counted as one absence.
遅刻３回は、欠席１回として認める。
4) If you arrive more than 30 minutes late to a 90-minute class (or 15 minutes late to a 45minute class) you may study, but you will be marked as absent.
90分の授業の場合遅刻は30分までとし、それを超えて遅刻した場合は、授業に参加することはでき
るが、欠席扱いとなる。45分の授業の場合、遅刻は15分までとする。
5) Be sure to bring all necessary materials with you to class. In particular, please bring a
smartphone/tablet/laptop and make sure it is charged.
授業に必要なものは持参すること、特に充電済みのスマートフォン、タブレット、ノート型パソコンなどを
必携のこと。
6) No late homework or assignments will be accepted.
期⽇を過ぎた宿題は評価されないので、期⽇を守って提出すること。
7) BYOD - you will need a laptop or tablet in class. A smartphone is not suitable for class
activities.

オーラルイングリッシュⅢ

授業コード

10303111

授業種別

授業科目名

オーラルイングリッシュⅢ

授業担当教員

E.マクドゥーガル

成績担当教員

E.マクドゥーガル

開講年次

2年

実務家教員による授業

演習

開講期

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
(Lower level) This course will help you continue to improve your English conversation ability. In
this course you will have many opportunities to practice speaking, mostly in pairs and small groups.
You will also start to learn some strategies for managing conversations in order to make your
conversations better, longer, and more correct. You will continue to study useful expressions,
vocabulary and improve your grammar usage. Listening and reading activities are included to support
your English development. Google Classroom will be used in this course for materials and
assignments. Information about coursework and grading policy will be on Google Classroom.
到達目標
At
①
②
③
④

the end of the course, you will be able to:
converse in English in various situations
carry on longer and longer conversations
increase your productive vocabulary
be able to use basic English grammar when speaking

授業計画
【第1回】
テーマ：Course explanation and Google Classroom orientation.
内容・方法：Scope and sequence.
【第2回】
テーマ：Greetings, Introducing yourself
内容・方法：Conversation and Language practice, Registration for online practice
【第3回】
テーマ：Greetings, Introducing yourself
内容・方法：Listening, reading and conversation practice. Quiz.
【第4回】
テーマ：Personal Information
内容・方法：Conversation and Language practice
【第5回】
テーマ：Personal Information
内容・方法：Listening, reading and conversation practice. Quiz.
【第6回】
テーマ：Talking about likes and dislikes
内容・方法：Conversation and Language practice
【第7回】
テーマ：Talking about likes and dislikes
内容・方法：Listening, reading and conversation practice. Quiz.
【第8回】
テーマ：Mid- semester review
内容・方法：Review Units 1-3 and mid-semester assessment.
【第9回】
テーマ：Talking about habits and routines
内容・方法：Conversation and Language practice
【第10回】
テーマ：Talking about habits and routines
内容・方法：Listening, reading and conversation practice. Quiz.
【第11回】
テーマ：Describing everyday activities
内容・方法：Conversation and Language practice
【第12回】
テーマ：Describing everyday activities
内容・方法：Listening, reading and conversation practice. Quiz.
【第13回】
テーマ：Talking about past events
内容・方法：Conversation and Language practice
【第14回】
テーマ：Talking about past events
内容・方法：Listening, reading and conversation practice. Quiz.
【第15回】
テーマ：End-of-semester review
オーラルイングリッシュⅢ

内容・方法：Review of units 4-6 and explanation of final assessment.
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
【第1回】
①事前学修課題：Buy the textbook Register for Google Classroom.
②事後学修課題：Homework assignments and Unit 1, 1-5 オンラインOnline Vocabulary and Grammar
activities
【第2回】
①事前学修課題：Do Unit 1-1-5 オンラインOnline Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignment and do Unit 1-All オンラインOnline activities
【第3回】
①事前学修課題：Complete all online conversation and video activities for Unit 1.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 2, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities
【第4回】
①事前学修課題：Do Unit 2, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 2 online conversation and video activities
【第5回】
①事前学修課題：Complete all Unit 2 online conversation and video activities
②事後学修課題：Homework assignments do Unit 3, 1-5, Online Vocabulary and Grammar activities.
【第6回】
①事前学修課題：Do Unit 3, 1-5, Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 3 online conversation and video
activities.
【第7回】
①事前学修課題：Complete all Unit 3 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Review Units 1-3 vocabulary, grammar and conversation routines. Prepare for the midterm assessment.
【第8回】
①事前学修課題：Review Units 1-3 vocabulary, grammar and conversation routines for the mid-term
assessment.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 4, 1-5 all Online Vocabulary and Grammar activities
【第9回】
①事前学修課題：Do Unit 4, 1-5 all Online Vocabulary and Grammar activities
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 4 online conversation and video
activities.
【第10回】
①事前学修課題：Complete all Unit 4 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 5, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
【第11回】
①事前学修課題：Do Unit 5, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 5 online conversation and video
activities.
【第12回】
①事前学修課題：Complete all Unit 5 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 6, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
【第13回】
①事前学修課題：Do Unit 6, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 6 online conversation and video
activities.
【第14回】
①事前学修課題：Complete all Unit 6 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Review Units 4-6 vocabulary, grammar and listening. Prepare for the final assessment.
【第15回】
①事前学修課題：Review Units 4-6 vocabulary, grammar and listening for the final assessment..
②事後学修課題：Submit the final examination. Listen to English during the summer break.

課題に対するフィードバックの方法
1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom.
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class.
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.
成績評価の方法・基準（方針）
You will be graded in class on dialog performance, pair work activities and class activities (30%).
There will be regular vocabulary and grammar quizzes (20%). Homework and other textbook assignments
will also be graded (20%). During the semester there will be 2 tests: a mid-term and end-of-term
evaluation (20%). There will be a final examination (10%)
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

オーラルイングリッシュⅢ

授業内での評価

70

dialog performance, pair work activities and class
activities (30%), vocabulary and grammar quizzes
(20%), a mid-term and end-of-term evaluation (20%).

1,2,3,4

授業外での評価

20

Homework and other textbook assignments will also
be graded (20%)

1,2,3,4

定期試験

0

none

定期試験に代わるレポート等

10

final examination (10%)

その他

0

none

テキスト

Smart Choice 1, 4th Edition with Online Practice, 2020, Ken Wilson, Thomas Healy, Oxford
University Press, ISBN: 978-0-19-406099-8

参考書

Smart Choice 1 Online Practice (optional)

1,2,3,4

履修条件・他の科目との関連 Notes:
1) You will get more information from the course teacher during the first class. This
syllabus is subject to change. Changes will be announced in class.
詳細は、初回授業時にコース担当者から説明します。このシラバスは変更される可能性があります。
変更された場合は、授業中にお知らせします。
2) If you are absent 5 or more times without excuse, you cannot receive credit.
４回以上欠席すると、単位を取得することができない。
3) If you are late 3 times, it will be counted as one absence.
遅刻３回は、欠席１回として認める。
4) If you arrive more than 30 minutes late to a 90-minute class (or 15 minutes late to a 45minute class) you may study, but you will be marked as absent.
90分の授業の場合遅刻は30分までとし、それを超えて遅刻した場合は、授業に参加することはでき
るが、欠席扱いとなる。45分の授業の場合、遅刻は15分までとする。
5) Be sure to bring all necessary materials with you to class. In particular, please bring a
smartphone/tablet/laptop and make sure it is charged.
授業に必要なものは持参すること、特に充電済みのスマートフォン、タブレット、ノート型パソコンなどを
必携のこと。
6) No late homework or assignments will be accepted.
期⽇を過ぎた宿題は評価されないので、期⽇を守って提出すること。
7) BYOD - you will need a laptop or tablet in class. A smartphone is not suitable for class
activities.

オーラルイングリッシュⅢ

授業コード

10303112

授業種別

授業科目名

オーラルイングリッシュⅢ

授業担当教員

S.F.N.ティムズ

成績担当教員

S.F.N.ティムズ

開講年次

2年

実務家教員による授業

演習

開講期

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
(Lower level) This course will help you continue to improve your English conversation ability. In
this course you will have many opportunities to practice speaking, mostly in pairs and small groups.
You will also start to learn some strategies for managing conversations in order to make your
conversations better, longer, and more correct. You will continue to study useful expressions,
vocabulary and improve your grammar usage. Listening and reading activities are included to support
your English development. Google Classroom will be used in this course for materials and
assignments. Information about coursework and grading policy will be on Google Classroom.
到達目標
At
①
②
③
④

the end of the course, you will be able to:
converse in English in various situations
carry on longer and longer conversations
increase your productive vocabulary
be able to use basic English grammar when speaking

授業計画
【第1回】
テーマ：Course explanation and Google Classroom orientation.
内容・方法：Scope and sequence.
【第2回】
テーマ：Greetings, Introducing yourself
内容・方法：Conversation and Language practice, Registration for online practice
【第3回】
テーマ：Greetings, Introducing yourself
内容・方法：Listening, reading and conversation practice. Quiz.
【第4回】
テーマ：Personal Information
内容・方法：Conversation and Language practice
【第5回】
テーマ：Personal Information
内容・方法：Listening, reading and conversation practice. Quiz.
【第6回】
テーマ：Talking about likes and dislikes
内容・方法：Conversation and Language practice
【第7回】
テーマ：Talking about likes and dislikes
内容・方法：Listening, reading and conversation practice. Quiz.
【第8回】
テーマ：Mid- semester review
内容・方法：Review Units 1-3 and mid-semester assessment.
【第9回】
テーマ：Talking about habits and routines
内容・方法：Conversation and Language practice
【第10回】
テーマ：Talking about habits and routines
内容・方法：Listening, reading and conversation practice. Quiz.
【第11回】
テーマ：Describing everyday activities
内容・方法：Conversation and Language practice
【第12回】
テーマ：Describing everyday activities
内容・方法：Listening, reading and conversation practice. Quiz.
【第13回】
テーマ：Talking about past events
内容・方法：Conversation and Language practice
【第14回】
テーマ：Talking about past events
内容・方法：Listening, reading and conversation practice. Quiz.
【第15回】
テーマ：End-of-semester review
オーラルイングリッシュⅢ

内容・方法：Review of units 4-6 and explanation of final assessment.
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
【第1回】
①事前学修課題：Buy the textbook Register for Google Classroom.
②事後学修課題：Homework assignments and Unit 1, 1-5 オンラインOnline Vocabulary and Grammar
activities
【第2回】
①事前学修課題：Do Unit 1-1-5 オンラインOnline Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignment and do Unit 1-All オンラインOnline activities
【第3回】
①事前学修課題：Complete all online conversation and video activities for Unit 1.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 2, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities
【第4回】
①事前学修課題：Do Unit 2, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 2 online conversation and video activities
【第5回】
①事前学修課題：Complete all Unit 2 online conversation and video activities
②事後学修課題：Homework assignments do Unit 3, 1-5, Online Vocabulary and Grammar activities.
【第6回】
①事前学修課題：Do Unit 3, 1-5, Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 3 online conversation and video
activities.
【第7回】
①事前学修課題：Complete all Unit 3 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Review Units 1-3 vocabulary, grammar and conversation routines. Prepare for the midterm assessment.
【第8回】
①事前学修課題：Review Units 1-3 vocabulary, grammar and conversation routines for the mid-term
assessment.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 4, 1-5 all Online Vocabulary and Grammar activities
【第9回】
①事前学修課題：Do Unit 4, 1-5 all Online Vocabulary and Grammar activities
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 4 online conversation and video
activities.
【第10回】
①事前学修課題：Complete all Unit 4 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 5, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
【第11回】
①事前学修課題：Do Unit 5, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 5 online conversation and video
activities.
【第12回】
①事前学修課題：Complete all Unit 5 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 6, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
【第13回】
①事前学修課題：Do Unit 6, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 6 online conversation and video
activities.
【第14回】
①事前学修課題：Complete all Unit 6 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Review Units 4-6 vocabulary, grammar and listening. Prepare for the final assessment.
【第15回】
①事前学修課題：Review Units 4-6 vocabulary, grammar and listening for the final assessment..
②事後学修課題：Submit the final examination. Listen to English during the summer break.

課題に対するフィードバックの方法
1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom.
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class.
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.
成績評価の方法・基準（方針）
You will be graded in class on dialog performance, pair work activities and class activities (30%).
There will be regular vocabulary and grammar quizzes (20%). Homework and other textbook assignments
will also be graded (20%). During the semester there will be 2 tests: a mid-term and end-of-term
evaluation (20%). There will be a final examination (10%)
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

オーラルイングリッシュⅢ

授業内での評価

70

dialog performance, pair work activities and class
activities (30%), vocabulary and grammar quizzes
(20%), a mid-term and end-of-term evaluation (20%).

1,2,3,4

授業外での評価

20

Homework and other textbook assignments will also
be graded (20%)

1,2,3,4

定期試験

0

none

定期試験に代わるレポート等

10

final examination (10%)

その他

0

none

テキスト

Smart Choice 1, 4th Edition with Online Practice, 2020, Ken Wilson, Thomas Healy, Oxford
University Press, ISBN: 978-0-19-406099-8

参考書

Smart Choice 1 Online Practice (optional)

1,2,3,4

履修条件・他の科目との関連 Notes:
1) You will get more information from the course teacher during the first class. This
syllabus is subject to change. Changes will be announced in class.
詳細は、初回授業時にコース担当者から説明します。このシラバスは変更される可能性があります。
変更された場合は、授業中にお知らせします。
2) If you are absent 5 or more times without excuse, you cannot receive credit.
４回以上欠席すると、単位を取得することができない。
3) If you are late 3 times, it will be counted as one absence.
遅刻３回は、欠席１回として認める。
4) If you arrive more than 30 minutes late to a 90-minute class (or 15 minutes late to a 45minute class) you may study, but you will be marked as absent.
90分の授業の場合遅刻は30分までとし、それを超えて遅刻した場合は、授業に参加することはでき
るが、欠席扱いとなる。45分の授業の場合、遅刻は15分までとする。
5) Be sure to bring all necessary materials with you to class. In particular, please bring a
smartphone/tablet/laptop and make sure it is charged.
授業に必要なものは持参すること、特に充電済みのスマートフォン、タブレット、ノート型パソコンなどを
必携のこと。
6) No late homework or assignments will be accepted.
期⽇を過ぎた宿題は評価されないので、期⽇を守って提出すること。
7) BYOD - you will need a laptop or tablet in class. A smartphone is not suitable for class
activities.

オーラルイングリッシュⅢ

授業コード

10303151

授業種別

授業科目名

オーラルイングリッシュⅢ

授業担当教員

T.M.パレ

成績担当教員

T.M.パレ

開講年次

2年

実務家教員による授業

演習

開講期

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
This course will help you continue to improve your English conversation ability. In this course you
will have many opportunities to practice speaking, mostly in pairs and small groups. You will also
start to learn some strategies for managing conversations in order to make your conversations
better, longer, and more correct. You will continue to study useful expressions, vocabulary and
improve your grammar usage. Listening and reading activities are included to support your English
development. Google Classroom will be used in this course for materials and assignments. Information
about coursework and grading policy will be on Google Classroom.
到達目標
At
①
②
③
④

the end of the course, you will be able to:
converse in English in various situations
carry on longer and longer conversations
increase your productive vocabulary
be able to use basic English grammar when speaking

授業計画
【第1回】
テーマ：Course explanation and Google Classroom orientation.
内容・方法：Scope and sequence.
【第2回】
テーマ：Greetings, Introducing yourself
内容・方法：Conversation and Language practice, Registration for online practice
【第3回】
テーマ：Greetings, Introducing yourself
内容・方法：Listening, reading and conversation practice. Quiz.
【第4回】
テーマ：Personal Information
内容・方法：Conversation and Language practice
【第5回】
テーマ：Personal Information
内容・方法：Listening, reading and conversation practice. Quiz.
【第6回】
テーマ：Talking about likes and dislikes
内容・方法：Conversation and Language practice
【第7回】
テーマ：Talking about likes and dislikes
内容・方法：Listening, reading and conversation practice. Quiz.
【第8回】
テーマ：Mid- semester review
内容・方法：Review Units 1-3 and mid-semester assessment.
【第9回】
テーマ：Talking about habits and routines
内容・方法：Conversation and Language practice
【第10回】
テーマ：Talking about habits and routines
内容・方法：Listening, reading and conversation practice. Quiz.
【第11回】
テーマ：Describing everyday activities
内容・方法：Conversation and Language practice
【第12回】
テーマ：Describing everyday activities
内容・方法：Listening, reading and conversation practice. Quiz.
【第13回】
テーマ：Talking about past events
内容・方法：Conversation and Language practice
【第14回】
テーマ：Talking about past events
内容・方法：Listening, reading and conversation practice. Quiz.
【第15回】
テーマ：End-of-semester review
オーラルイングリッシュⅢ

内容・方法：Review of units 4-6 and explanation of final assessment.
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
【第1回】
①事前学修課題：Buy the textbook Register for Google Classroom.
②事後学修課題：Homework assignments and Unit 1, 1-5 オンラインOnline Vocabulary and Grammar
activities
【第2回】
①事前学修課題：Do Unit 1-1-5 オンラインOnline Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignment and do Unit 1-All オンラインOnline activities
【第3回】
①事前学修課題：Complete all online conversation and video activities for Unit 1.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 2, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities
【第4回】
①事前学修課題：Do Unit 2, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 2 online conversation and video activities
【第5回】
①事前学修課題：Complete all Unit 2 online conversation and video activities
②事後学修課題：Homework assignments do Unit 3, 1-5, Online Vocabulary and Grammar activities.
【第6回】
①事前学修課題：Do Unit 3, 1-5, Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 3 online conversation and video
activities.
【第7回】
①事前学修課題：Complete all Unit 3 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Review Units 1-3 vocabulary, grammar and conversation routines. Prepare for the midterm assessment.
【第8回】
①事前学修課題：Review Units 1-3 vocabulary, grammar and conversation routines for the mid-term
assessment.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 4, 1-5 all Online Vocabulary and Grammar activities
【第9回】
①事前学修課題：Do Unit 4, 1-5 all Online Vocabulary and Grammar activities
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 4 online conversation and video
activities.
【第10回】
①事前学修課題：Complete all Unit 4 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 5, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
【第11回】
①事前学修課題：Do Unit 5, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 5 online conversation and video
activities.
【第12回】
①事前学修課題：Complete all Unit 5 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 6, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
【第13回】
①事前学修課題：Do Unit 6, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 6 online conversation and video
activities.
【第14回】
①事前学修課題：Complete all Unit 6 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Review Units 4-6 vocabulary, grammar and listening. Prepare for the final assessment.
【第15回】
①事前学修課題：Review Units 4-6 vocabulary, grammar and listening for the final assessment..
②事後学修課題：Submit the final examination. Listen to English during the summer break.

課題に対するフィードバックの方法
1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom.
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class.
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.
成績評価の方法・基準（方針）
You will be graded in class on dialog performance, pair work activities and class activities (30%).
There will be regular vocabulary and grammar quizzes (20%). Homework and other textbook assignments
will also be graded (20%). During the semester there will be 2 tests: a mid-term and end-of-term
evaluation (20%). There will be a final examination (10%)
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

オーラルイングリッシュⅢ

授業内での評価

70

dialog performance, pair work activities and class
activities (30%), vocabulary and grammar quizzes
(20%), a mid-term and end-of-term evaluation (20%).

1,2,3,4

授業外での評価

20

Homework and other textbook assignments will also
be graded (20%)

1,2,3,4

定期試験

0

none

定期試験に代わるレポート等

10

final examination (10%)

その他

0

none

テキスト

Smart Choice 1, 4th Edition with Online Practice, 2020, Ken Wilson, Thomas Healy, Oxford
University Press, ISBN: 978-0-19-406099-8

参考書

Smart Choice 1 Online Practice (optional)

1,2,3,4

履修条件・他の科目との関連 Notes:
1) You will get more information from the course teacher during the first class. This
syllabus is subject to change. Changes will be announced in class.
詳細は、初回授業時にコース担当者から説明します。このシラバスは変更される可能性があります。
変更された場合は、授業中にお知らせします。
2) If you are absent 5 or more times without excuse, you cannot receive credit.
４回以上欠席すると、単位を取得することができない。
3) If you are late 3 times, it will be counted as one absence.
遅刻３回は、欠席１回として認める。
4) If you arrive more than 30 minutes late to a 90-minute class (or 15 minutes late to a 45minute class) you may study, but you will be marked as absent.
90分の授業の場合遅刻は30分までとし、それを超えて遅刻した場合は、授業に参加することはでき
るが、欠席扱いとなる。45分の授業の場合、遅刻は15分までとする。
5) Be sure to bring all necessary materials with you to class. In particular, please bring a
smartphone/tablet/laptop and make sure it is charged.
授業に必要なものは持参すること、特に充電済みのスマートフォン、タブレット、ノート型パソコンなどを
必携のこと。
6) No late homework or assignments will be accepted.
期⽇を過ぎた宿題は評価されないので、期⽇を守って提出すること。
7) BYOD - you will need a laptop or tablet in class. A smartphone is not suitable for class
activities.

オーラルイングリッシュⅢ

授業コード

10303152

授業種別

授業科目名

オーラルイングリッシュⅢ

授業担当教員

M.ウィルモット

成績担当教員

M.ウィルモット

開講年次

2年

実務家教員による授業

演習

開講期

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
This course will help you continue to improve your English conversation ability. In this course you
will have many opportunities to practice speaking, mostly in pairs and small groups. You will also
start to learn some strategies for managing conversations in order to make your conversations
better, longer, and more correct. You will continue to study useful expressions, vocabulary and
improve your grammar usage. Listening and reading activities are included to support your English
development. Google Classroom will be used in this course for materials and assignments. Information
about coursework and grading policy will be on Google Classroom.
到達目標
At
①
②
③
④

the end of the course, you will be able to:
converse in English in various situations
carry on longer and longer conversations
increase your productive vocabulary
be able to use basic English grammar when speaking

授業計画
【第1回】
テーマ：Course explanation and Google Classroom orientation.
内容・方法：Scope and sequence.
【第2回】
テーマ：Greetings, Introducing yourself
内容・方法：Conversation and Language practice, Registration for online practice
【第3回】
テーマ：Greetings, Introducing yourself
内容・方法：Listening, reading and conversation practice. Quiz.
【第4回】
テーマ：Personal Information
内容・方法：Conversation and Language practice
【第5回】
テーマ：Personal Information
内容・方法：Listening, reading and conversation practice. Quiz.
【第6回】
テーマ：Talking about likes and dislikes
内容・方法：Conversation and Language practice
【第7回】
テーマ：Talking about likes and dislikes
内容・方法：Listening, reading and conversation practice. Quiz.
【第8回】
テーマ：Mid- semester review
内容・方法：Review Units 1-3 and mid-semester assessment.
【第9回】
テーマ：Talking about habits and routines
内容・方法：Conversation and Language practice
【第10回】
テーマ：Talking about habits and routines
内容・方法：Listening, reading and conversation practice. Quiz.
【第11回】
テーマ：Describing everyday activities
内容・方法：Conversation and Language practice
【第12回】
テーマ：Describing everyday activities
内容・方法：Listening, reading and conversation practice. Quiz.
【第13回】
テーマ：Talking about past events
内容・方法：Conversation and Language practice
【第14回】
テーマ：Talking about past events
内容・方法：Listening, reading and conversation practice. Quiz.
【第15回】
テーマ：End-of-semester review
オーラルイングリッシュⅢ

内容・方法：Review of units 4-6 and explanation of final assessment.
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
【第1回】
①事前学修課題：Buy the textbook Register for Google Classroom.
②事後学修課題：Homework assignments and Unit 1, 1-5 オンラインOnline Vocabulary and Grammar
activities
【第2回】
①事前学修課題：Do Unit 1-1-5 オンラインOnline Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignment and do Unit 1-All オンラインOnline activities
【第3回】
①事前学修課題：Complete all online conversation and video activities for Unit 1.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 2, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities
【第4回】
①事前学修課題：Do Unit 2, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 2 online conversation and video activities
【第5回】
①事前学修課題：Complete all Unit 2 online conversation and video activities
②事後学修課題：Homework assignments do Unit 3, 1-5, Online Vocabulary and Grammar activities.
【第6回】
①事前学修課題：Do Unit 3, 1-5, Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 3 online conversation and video
activities.
【第7回】
①事前学修課題：Complete all Unit 3 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Review Units 1-3 vocabulary, grammar and conversation routines. Prepare for the midterm assessment.
【第8回】
①事前学修課題：Review Units 1-3 vocabulary, grammar and conversation routines for the mid-term
assessment.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 4, 1-5 all Online Vocabulary and Grammar activities
【第9回】
①事前学修課題：Do Unit 4, 1-5 all Online Vocabulary and Grammar activities
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 4 online conversation and video
activities.
【第10回】
①事前学修課題：Complete all Unit 4 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 5, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
【第11回】
①事前学修課題：Do Unit 5, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 5 online conversation and video
activities.
【第12回】
①事前学修課題：Complete all Unit 5 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 6, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
【第13回】
①事前学修課題：Do Unit 6, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 6 online conversation and video
activities.
【第14回】
①事前学修課題：Complete all Unit 6 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Review Units 4-6 vocabulary, grammar and listening. Prepare for the final assessment.
【第15回】
①事前学修課題：Review Units 4-6 vocabulary, grammar and listening for the final assessment..
②事後学修課題：Submit the final examination. Listen to English during the summer break.

課題に対するフィードバックの方法
1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom.
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class.
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.
成績評価の方法・基準（方針）
You will be graded in class on dialog performance, pair work activities and class activities (30%).
There will be regular vocabulary and grammar quizzes (20%). Homework and other textbook assignments
will also be graded (20%). During the semester there will be 2 tests: a mid-term and end-of-term
evaluation (20%). There will be a final examination (10%)
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

オーラルイングリッシュⅢ

授業内での評価

70

dialog performance, pair work activities and class
activities (30%), vocabulary and grammar quizzes
(20%), a mid-term and end-of-term evaluation (20%).

1,2,3,4

授業外での評価

20

Homework and other textbook assignments will also
be graded (20%)

1,2,3,4

定期試験

0

none

定期試験に代わるレポート等

10

final examination (10%)

その他

0

none

テキスト

Smart Choice 1, 4th Edition with Online Practice, 2020, Ken Wilson, Thomas Healy, Oxford
University Press, ISBN: 978-0-19-406099-8

参考書

Smart Choice 1 Online Practice (optional)

1,2,3,4

履修条件・他の科目との関連 Notes:
1) You will get more information from the course teacher during the first class. This
syllabus is subject to change. Changes will be announced in class.
詳細は、初回授業時にコース担当者から説明します。このシラバスは変更される可能性があります。
変更された場合は、授業中にお知らせします。
2) If you are absent 5 or more times without excuse, you cannot receive credit.
４回以上欠席すると、単位を取得することができない。
3) If you are late 3 times, it will be counted as one absence.
遅刻３回は、欠席１回として認める。
4) If you arrive more than 30 minutes late to a 90-minute class (or 15 minutes late to a 45minute class) you may study, but you will be marked as absent.
90分の授業の場合遅刻は30分までとし、それを超えて遅刻した場合は、授業に参加することはでき
るが、欠席扱いとなる。45分の授業の場合、遅刻は15分までとする。
5) Be sure to bring all necessary materials with you to class. In particular, please bring a
smartphone/tablet/laptop and make sure it is charged.
授業に必要なものは持参すること、特に充電済みのスマートフォン、タブレット、ノート型パソコンなどを
必携のこと。
6) No late homework or assignments will be accepted.
期⽇を過ぎた宿題は評価されないので、期⽇を守って提出すること。
7) BYOD - you will need a laptop or tablet in class. A smartphone is not suitable for class
activities.

オーラルイングリッシュⅢ

授業コード

10303201

授業種別

授業科目名

オーラルイングリッシュⅣ

授業担当教員

B.チャールズ

成績担当教員

B.チャールズ

開講年次

2年

実務家教員による授業

演習

開講期

後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
(Upper level) This course will help you continue to improve your English conversation ability. In
this course you will have many opportunities to practice speaking, mostly in pairs and small groups.
You will also start to learn some strategies for managing conversations in order to make your
conversations better, longer, and more correct. You will continue to study useful expressions,
vocabulary and improve your grammar usage. Listening and reading activities are included to support
your English development. Google Classroom will be used in this course for materials and
assignments. Information about coursework and grading policy will be on Google Classroom.
到達目標
At
①
②
③
④

the end of the course, you will be able to:
converse in English in various situations
carry on longer and longer conversations
increase your productive vocabulary
be able to use basic English grammar when speaking

授業計画
【第1回】
テーマ：Review of Units 1-6, Summer vacation. Course explanation and Google Classroom orientation.
内容・方法：Review conversations Units 1-6, Summer vacation
【第2回】
テーマ：Making comparisons
内容・方法：Vocabulary, conversation and language practice
【第3回】
テーマ：Making comparisons
内容・方法：Listening, reading and conversation. Quiz.
【第4回】
テーマ：Describing people
内容・方法：Vocabulary, conversation and language practice
【第5回】
テーマ：Describing people
内容・方法：Listening, reading and conversation. Quiz.
【第6回】
テーマ：Talking about cities
内容・方法：Vocabulary, conversation and language practice
【第7回】
テーマ：Talking about cities
内容・方法：Listening, reading and conversation. Quiz.
【第8回】
テーマ：Mid- semester review
内容・方法：Review Units 7-9. and mid-term assessment.
【第9回】
テーマ：Talking about places
内容・方法：Vocabulary, conversation and language practice
【第10回】
テーマ：Talking about places
内容・方法：Listening, reading and conversation. Quiz.
【第11回】
テーマ：Talking about vacations
内容・方法：Vocabulary, conversation and language practice
【第12回】
テーマ：Talking about vacations
内容・方法：Listening, reading and conversation. Quiz.
【第13回】
テーマ：Talking about future plans
内容・方法：Vocabulary, conversation and language practice
【第14回】
テーマ：Talking about future plans
内容・方法：Listening, reading and conversation. Quiz.
【第15回】
テーマ：End-of-semester review
オーラルイングリッシュⅣ

内容・方法：Review of units 10-12 and explanation of final assessment.
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
【第1回】
①事前学修課題：Buy the textbook Register for Google Classroom.
②事後学修課題：Homework assignments and Unit 1, 1-5 オンラインOnline Vocabulary and Grammar
activities
【第2回】
①事前学修課題：Do Unit 1-1-5 オンラインOnline Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignment and do Unit 1-All オンラインOnline activities
【第3回】
①事前学修課題：Complete all online conversation and video activities for Unit 1.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 2, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities
【第4回】
①事前学修課題：Do Unit 2, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 2 online conversation and video activities
【第5回】
①事前学修課題：Complete all Unit 2 online conversation and video activities
②事後学修課題：Homework assignments do Unit 3, 1-5, Online Vocabulary and Grammar activities.
【第6回】
①事前学修課題：Do Unit 3, 1-5, Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 3 online conversation and video
activities.
【第7回】
①事前学修課題：Complete all Unit 3 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Review Units 1-3 vocabulary, grammar and conversation routines. Prepare for the midterm assessment.
【第8回】
①事前学修課題：Review Units 1-3 vocabulary, grammar and conversation routines for the mid-term
assessment.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 4, 1-5 all Online Vocabulary and Grammar activities
【第9回】
①事前学修課題：Do Unit 4, 1-5 all Online Vocabulary and Grammar activities
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 4 online conversation and video
activities.
【第10回】
①事前学修課題：Complete all Unit 4 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 5, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
【第11回】
①事前学修課題：Do Unit 5, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 5 online conversation and video
activities.
【第12回】
①事前学修課題：Complete all Unit 5 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 6, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
【第13回】
①事前学修課題：Do Unit 6, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 6 online conversation and video
activities.
【第14回】
①事前学修課題：Complete all Unit 6 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Review Units 4-6 vocabulary, grammar and listening. Prepare for the final assessment.
【第15回】
①事前学修課題：Review Units 4-6 vocabulary, grammar and listening for the final assessment..
②事後学修課題：Submit the final examination.

課題に対するフィードバックの方法
1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom.
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class.
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.
成績評価の方法・基準（方針）
You will be graded in class on dialog performance, pair work activities and class activities (30%).
There will be regular vocabulary and grammar quizzes (20%). Homework and other textbook assignments
will also be graded (20%). During the semester there will be 2 tests: a mid-term and end-of-term
evaluation (20%). There will be a final examination (10%)
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

オーラルイングリッシュⅣ

授業内での評価

70

dialog performance, pair work activities and class
activities (30%), vocabulary and grammar quizzes
(20%), a mid-term and end-of-term evaluation (20%).

1,2,3,4

授業外での評価

20

Homework and other textbook assignments will also
be graded (20%)

1,2,3,4

定期試験

0

none

定期試験に代わるレポート等

10

final examination (10%)

その他

0

none

テキスト

Smart Choice 1, 4th Edition with Online Practice, 2020, Ken Wilson, Thomas Healy, Oxford
University Press, ISBN: 978-0-19-406099-8

参考書

Smart Choice 1 Online Practice (optional)

1,2,3,4

履修条件・他の科目との関連 Notes:
1) You will get more information from the course teacher during the first class. This
syllabus is subject to change. Changes will be announced in class.
詳細は、初回授業時にコース担当者から説明します。このシラバスは変更される可能性があります。
変更された場合は、授業中にお知らせします。
2) If you are absent 5 or more times without excuse, you cannot receive credit.
４回以上欠席すると、単位を取得することができない。
3) If you are late 3 times, it will be counted as one absence.
遅刻３回は、欠席１回として認める。
4) If you arrive more than 30 minutes late to a 90-minute class (or 15 minutes late to a 45minute class) you may study, but you will be marked as absent.
90分の授業の場合遅刻は30分までとし、それを超えて遅刻した場合は、授業に参加することはでき
るが、欠席扱いとなる。45分の授業の場合、遅刻は15分までとする。
5) Be sure to bring all necessary materials with you to class. In particular, please bring a
smartphone/tablet/laptop and make sure it is charged.
授業に必要なものは持参すること、特に充電済みのスマートフォン、タブレット、ノート型パソコンなどを
必携のこと。
6) No late homework or assignments will be accepted.
期⽇を過ぎた宿題は評価されないので、期⽇を守って提出すること。
7) BYOD - you will need a laptop or tablet in class. A smartphone is not suitable for class
activities.

オーラルイングリッシュⅣ

授業コード

10303202

授業科目名

オーラルイングリッシュⅣ

授業担当教員

G.S.ジョン-バプティースト

成績担当教員

G.S.ジョン-バプティースト
開講期
2年

開講年次

授業種別

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
(Upper level) This course will help you continue to improve your English conversation ability. In
this course you will have many opportunities to practice speaking, mostly in pairs and small groups.
You will also start to learn some strategies for managing conversations in order to make your
conversations better, longer, and more correct. You will continue to study useful expressions,
vocabulary and improve your grammar usage. Listening and reading activities are included to support
your English development. Google Classroom will be used in this course for materials and
assignments. Information about coursework and grading policy will be on Google Classroom.
到達目標
At
①
②
③
④

the end of the course, you will be able to:
converse in English in various situations
carry on longer and longer conversations
increase your productive vocabulary
be able to use basic English grammar when speaking

授業計画
【第1回】
テーマ：Review of Units 1-6, Summer vacation. Course explanation and Google Classroom orientation.
内容・方法：Review conversations Units 1-6, Summer vacation
【第2回】
テーマ：Making comparisons
内容・方法：Vocabulary, conversation and language practice
【第3回】
テーマ：Making comparisons
内容・方法：Listening, reading and conversation. Quiz.
【第4回】
テーマ：Describing people
内容・方法：Vocabulary, conversation and language practice
【第5回】
テーマ：Describing people
内容・方法：Listening, reading and conversation. Quiz.
【第6回】
テーマ：Talking about cities
内容・方法：Vocabulary, conversation and language practice
【第7回】
テーマ：Talking about cities
内容・方法：Listening, reading and conversation. Quiz.
【第8回】
テーマ：Mid- semester review
内容・方法：Review Units 7-9. and mid-term assessment.
【第9回】
テーマ：Talking about places
内容・方法：Vocabulary, conversation and language practice
【第10回】
テーマ：Talking about places
内容・方法：Listening, reading and conversation. Quiz.
【第11回】
テーマ：Talking about vacations
内容・方法：Vocabulary, conversation and language practice
【第12回】
テーマ：Talking about vacations
内容・方法：Listening, reading and conversation. Quiz.
【第13回】
テーマ：Talking about future plans
内容・方法：Vocabulary, conversation and language practice
【第14回】
テーマ：Talking about future plans
内容・方法：Listening, reading and conversation. Quiz.
【第15回】
テーマ：End-of-semester review
オーラルイングリッシュⅣ

内容・方法：Review of units 10-12 and explanation of final assessment.
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
【第1回】
①事前学修課題：Buy the textbook Register for Google Classroom.
②事後学修課題：Homework assignments and Unit 1, 1-5 オンラインOnline Vocabulary and Grammar
activities
【第2回】
①事前学修課題：Do Unit 1-1-5 オンラインOnline Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignment and do Unit 1-All オンラインOnline activities
【第3回】
①事前学修課題：Complete all online conversation and video activities for Unit 1.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 2, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities
【第4回】
①事前学修課題：Do Unit 2, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 2 online conversation and video activities
【第5回】
①事前学修課題：Complete all Unit 2 online conversation and video activities
②事後学修課題：Homework assignments do Unit 3, 1-5, Online Vocabulary and Grammar activities.
【第6回】
①事前学修課題：Do Unit 3, 1-5, Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 3 online conversation and video
activities.
【第7回】
①事前学修課題：Complete all Unit 3 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Review Units 1-3 vocabulary, grammar and conversation routines. Prepare for the midterm assessment.
【第8回】
①事前学修課題：Review Units 1-3 vocabulary, grammar and conversation routines for the mid-term
assessment.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 4, 1-5 all Online Vocabulary and Grammar activities
【第9回】
①事前学修課題：Do Unit 4, 1-5 all Online Vocabulary and Grammar activities
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 4 online conversation and video
activities.
【第10回】
①事前学修課題：Complete all Unit 4 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 5, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
【第11回】
①事前学修課題：Do Unit 5, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 5 online conversation and video
activities.
【第12回】
①事前学修課題：Complete all Unit 5 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 6, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
【第13回】
①事前学修課題：Do Unit 6, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 6 online conversation and video
activities.
【第14回】
①事前学修課題：Complete all Unit 6 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Review Units 4-6 vocabulary, grammar and listening. Prepare for the final assessment.
【第15回】
①事前学修課題：Review Units 4-6 vocabulary, grammar and listening for the final assessment..
②事後学修課題：Submit the final examination.

課題に対するフィードバックの方法
1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom.
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class.
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.
成績評価の方法・基準（方針）
You will be graded in class on dialog performance, pair work activities and class activities (30%).
There will be regular vocabulary and grammar quizzes (20%). Homework and other textbook assignments
will also be graded (20%). During the semester there will be 2 tests: a mid-term and end-of-term
evaluation (20%). There will be a final examination (10%)
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

オーラルイングリッシュⅣ

授業内での評価

70

dialog performance, pair work activities and class
activities (30%), vocabulary and grammar quizzes
(20%), a mid-term and end-of-term evaluation (20%).

1,2,3,4

授業外での評価

20

Homework and other textbook assignments will also
be graded (20%)

1,2,3,4

定期試験

0

none

定期試験に代わるレポート等

10

final examination (10%)

その他

0

none

テキスト

Smart Choice 1, 4th Edition with Online Practice, 2020, Ken Wilson, Thomas Healy, Oxford
University Press, ISBN: 978-0-19-406099-8

参考書

Smart Choice 1 Online Practice (optional)

1,2,3,4

履修条件・他の科目との関連 Notes:
1) You will get more information from the course teacher during the first class. This
syllabus is subject to change. Changes will be announced in class.
詳細は、初回授業時にコース担当者から説明します。このシラバスは変更される可能性があります。
変更された場合は、授業中にお知らせします。
2) If you are absent 5 or more times without excuse, you cannot receive credit.
４回以上欠席すると、単位を取得することができない。
3) If you are late 3 times, it will be counted as one absence.
遅刻３回は、欠席１回として認める。
4) If you arrive more than 30 minutes late to a 90-minute class (or 15 minutes late to a 45minute class) you may study, but you will be marked as absent.
90分の授業の場合遅刻は30分までとし、それを超えて遅刻した場合は、授業に参加することはでき
るが、欠席扱いとなる。45分の授業の場合、遅刻は15分までとする。
5) Be sure to bring all necessary materials with you to class. In particular, please bring a
smartphone/tablet/laptop and make sure it is charged.
授業に必要なものは持参すること、特に充電済みのスマートフォン、タブレット、ノート型パソコンなどを
必携のこと。
6) No late homework or assignments will be accepted.
期⽇を過ぎた宿題は評価されないので、期⽇を守って提出すること。
7) BYOD - you will need a laptop or tablet in class. A smartphone is not suitable for class
activities.

オーラルイングリッシュⅣ

授業コード

10303203

授業種別

授業科目名

オーラルイングリッシュⅣ

授業担当教員

J.A.マクナブ

成績担当教員

J.A.マクナブ

開講年次

2年

実務家教員による授業

演習

開講期

後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
(Upper level) This course will help you continue to improve your English conversation ability. In
this course you will have many opportunities to practice speaking, mostly in pairs and small groups.
You will also start to learn some strategies for managing conversations in order to make your
conversations better, longer, and more correct. You will continue to study useful expressions,
vocabulary and improve your grammar usage. Listening and reading activities are included to support
your English development. Google Classroom will be used in this course for materials and
assignments. Information about coursework and grading policy will be on Google Classroom.
到達目標
At
①
②
③
④

the end of the course, you will be able to:
converse in English in various situations
carry on longer and longer conversations
increase your productive vocabulary
be able to use basic English grammar when speaking

授業計画
【第1回】
テーマ：Review of Units 1-6, Summer vacation. Course explanation and Google Classroom orientation.
内容・方法：Review conversations Units 1-6, Summer vacation
【第2回】
テーマ：Making comparisons
内容・方法：Vocabulary, conversation and language practice
【第3回】
テーマ：Making comparisons
内容・方法：Listening, reading and conversation. Quiz.
【第4回】
テーマ：Describing people
内容・方法：Vocabulary, conversation and language practice
【第5回】
テーマ：Describing people
内容・方法：Listening, reading and conversation. Quiz.
【第6回】
テーマ：Talking about cities
内容・方法：Vocabulary, conversation and language practice
【第7回】
テーマ：Talking about cities
内容・方法：Listening, reading and conversation. Quiz.
【第8回】
テーマ：Mid- semester review
内容・方法：Review Units 7-9. and mid-term assessment.
【第9回】
テーマ：Talking about places
内容・方法：Vocabulary, conversation and language practice
【第10回】
テーマ：Talking about places
内容・方法：Listening, reading and conversation. Quiz.
【第11回】
テーマ：Talking about vacations
内容・方法：Vocabulary, conversation and language practice
【第12回】
テーマ：Talking about vacations
内容・方法：Listening, reading and conversation. Quiz.
【第13回】
テーマ：Talking about future plans
内容・方法：Vocabulary, conversation and language practice
【第14回】
テーマ：Talking about future plans
内容・方法：Listening, reading and conversation. Quiz.
【第15回】
テーマ：End-of-semester review
オーラルイングリッシュⅣ

内容・方法：Review of units 10-12 and explanation of final assessment.
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
【第1回】
①事前学修課題：Buy the textbook Register for Google Classroom.
②事後学修課題：Homework assignments and Unit 1, 1-5 オンラインOnline Vocabulary and Grammar
activities
【第2回】
①事前学修課題：Do Unit 1-1-5 オンラインOnline Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignment and do Unit 1-All オンラインOnline activities
【第3回】
①事前学修課題：Complete all online conversation and video activities for Unit 1.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 2, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities
【第4回】
①事前学修課題：Do Unit 2, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 2 online conversation and video activities
【第5回】
①事前学修課題：Complete all Unit 2 online conversation and video activities
②事後学修課題：Homework assignments do Unit 3, 1-5, Online Vocabulary and Grammar activities.
【第6回】
①事前学修課題：Do Unit 3, 1-5, Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 3 online conversation and video
activities.
【第7回】
①事前学修課題：Complete all Unit 3 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Review Units 1-3 vocabulary, grammar and conversation routines. Prepare for the midterm assessment.
【第8回】
①事前学修課題：Review Units 1-3 vocabulary, grammar and conversation routines for the mid-term
assessment.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 4, 1-5 all Online Vocabulary and Grammar activities
【第9回】
①事前学修課題：Do Unit 4, 1-5 all Online Vocabulary and Grammar activities
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 4 online conversation and video
activities.
【第10回】
①事前学修課題：Complete all Unit 4 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 5, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
【第11回】
①事前学修課題：Do Unit 5, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 5 online conversation and video
activities.
【第12回】
①事前学修課題：Complete all Unit 5 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 6, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
【第13回】
①事前学修課題：Do Unit 6, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 6 online conversation and video
activities.
【第14回】
①事前学修課題：Complete all Unit 6 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Review Units 4-6 vocabulary, grammar and listening. Prepare for the final assessment.
【第15回】
①事前学修課題：Review Units 4-6 vocabulary, grammar and listening for the final assessment..
②事後学修課題：Submit the final examination.

課題に対するフィードバックの方法
1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom.
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class.
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.
成績評価の方法・基準（方針）
You will be graded in class on dialog performance, pair work activities and class activities (30%).
There will be regular vocabulary and grammar quizzes (20%). Homework and other textbook assignments
will also be graded (20%). During the semester there will be 2 tests: a mid-term and end-of-term
evaluation (20%). There will be a final examination (10%)
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

オーラルイングリッシュⅣ

授業内での評価

70

dialog performance, pair work activities and class
activities (30%), vocabulary and grammar quizzes
(20%), a mid-term and end-of-term evaluation (20%).

1,2,3,4

授業外での評価

20

Homework and other textbook assignments will also
be graded (20%)

1,2,3,4

定期試験

0

none

定期試験に代わるレポート等

10

final examination (10%)

その他

0

none

テキスト

Smart Choice 1, 4th Edition with Online Practice, 2020, Ken Wilson, Thomas Healy, Oxford
University Press, ISBN: 978-0-19-406099-8

参考書

Smart Choice 1 Online Practice (optional)

1,2,3,4

履修条件・他の科目との関連 Notes:
1) You will get more information from the course teacher during the first class. This
syllabus is subject to change. Changes will be announced in class.
詳細は、初回授業時にコース担当者から説明します。このシラバスは変更される可能性があります。
変更された場合は、授業中にお知らせします。
2) If you are absent 5 or more times without excuse, you cannot receive credit.
４回以上欠席すると、単位を取得することができない。
3) If you are late 3 times, it will be counted as one absence.
遅刻３回は、欠席１回として認める。
4) If you arrive more than 30 minutes late to a 90-minute class (or 15 minutes late to a 45minute class) you may study, but you will be marked as absent.
90分の授業の場合遅刻は30分までとし、それを超えて遅刻した場合は、授業に参加することはでき
るが、欠席扱いとなる。45分の授業の場合、遅刻は15分までとする。
5) Be sure to bring all necessary materials with you to class. In particular, please bring a
smartphone/tablet/laptop and make sure it is charged.
授業に必要なものは持参すること、特に充電済みのスマートフォン、タブレット、ノート型パソコンなどを
必携のこと。
6) No late homework or assignments will be accepted.
期⽇を過ぎた宿題は評価されないので、期⽇を守って提出すること。
7) BYOD - you will need a laptop or tablet in class. A smartphone is not suitable for class
activities.

オーラルイングリッシュⅣ

授業コード

10303204

授業種別

授業科目名

オーラルイングリッシュⅣ

授業担当教員

M.ウィルモット

成績担当教員

M.ウィルモット

開講年次

2年

実務家教員による授業

演習

開講期

後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
(Regular level) This course will help you continue to improve your English conversation ability. In
this course you will have many opportunities to practice speaking, mostly in pairs and small groups.
You will also start to learn some strategies for managing conversations in order to make your
conversations better, longer, and more correct. You will continue to study useful expressions,
vocabulary and improve your grammar usage. Listening and reading activities are included to support
your English development. Google Classroom will be used in this course for materials and
assignments. Information about coursework and grading policy will be on Google Classroom.
到達目標
At
①
②
③
④

the end of the course, you will be able to:
converse in English in various situations
carry on longer and longer conversations
increase your productive vocabulary
be able to use basic English grammar when speaking

授業計画
【第1回】
テーマ：Review of Units 1-6, Summer vacation. Course explanation and Google Classroom orientation.
内容・方法：Review conversations Units 1-6, Summer vacation
【第2回】
テーマ：Making comparisons
内容・方法：Vocabulary, conversation and language practice
【第3回】
テーマ：Making comparisons
内容・方法：Listening, reading and conversation. Quiz.
【第4回】
テーマ：Describing people
内容・方法：Vocabulary, conversation and language practice
【第5回】
テーマ：Describing people
内容・方法：Listening, reading and conversation. Quiz.
【第6回】
テーマ：Talking about cities
内容・方法：Vocabulary, conversation and language practice
【第7回】
テーマ：Talking about cities
内容・方法：Listening, reading and conversation. Quiz.
【第8回】
テーマ：Mid- semester review
内容・方法：Review Units 7-9. and mid-term assessment.
【第9回】
テーマ：Talking about places
内容・方法：Vocabulary, conversation and language practice
【第10回】
テーマ：Talking about places
内容・方法：Listening, reading and conversation. Quiz.
【第11回】
テーマ：Talking about vacations
内容・方法：Vocabulary, conversation and language practice
【第12回】
テーマ：Talking about vacations
内容・方法：Listening, reading and conversation. Quiz.
【第13回】
テーマ：Talking about future plans
内容・方法：Vocabulary, conversation and language practice
【第14回】
テーマ：Talking about future plans
内容・方法：Listening, reading and conversation. Quiz.
【第15回】
テーマ：End-of-semester review
オーラルイングリッシュⅣ

内容・方法：Review of units 10-12 and explanation of final assessment.
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
【第1回】
①事前学修課題：Buy the textbook Register for Google Classroom.
②事後学修課題：Homework assignments and Unit 1, 1-5 オンラインOnline Vocabulary and Grammar
activities
【第2回】
①事前学修課題：Do Unit 1-1-5 オンラインOnline Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignment and do Unit 1-All オンラインOnline activities
【第3回】
①事前学修課題：Complete all online conversation and video activities for Unit 1.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 2, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities
【第4回】
①事前学修課題：Do Unit 2, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 2 online conversation and video activities
【第5回】
①事前学修課題：Complete all Unit 2 online conversation and video activities
②事後学修課題：Homework assignments do Unit 3, 1-5, Online Vocabulary and Grammar activities.
【第6回】
①事前学修課題：Do Unit 3, 1-5, Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 3 online conversation and video
activities.
【第7回】
①事前学修課題：Complete all Unit 3 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Review Units 1-3 vocabulary, grammar and conversation routines. Prepare for the midterm assessment.
【第8回】
①事前学修課題：Review Units 1-3 vocabulary, grammar and conversation routines for the mid-term
assessment.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 4, 1-5 all Online Vocabulary and Grammar activities
【第9回】
①事前学修課題：Do Unit 4, 1-5 all Online Vocabulary and Grammar activities
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 4 online conversation and video
activities.
【第10回】
①事前学修課題：Complete all Unit 4 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 5, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
【第11回】
①事前学修課題：Do Unit 5, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 5 online conversation and video
activities.
【第12回】
①事前学修課題：Complete all Unit 5 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 6, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
【第13回】
①事前学修課題：Do Unit 6, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 6 online conversation and video
activities.
【第14回】
①事前学修課題：Complete all Unit 6 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Review Units 4-6 vocabulary, grammar and listening. Prepare for the final assessment.
【第15回】
①事前学修課題：Review Units 4-6 vocabulary, grammar and listening for the final assessment..
②事後学修課題：Submit the final examination.

課題に対するフィードバックの方法
1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom.
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class.
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.
成績評価の方法・基準（方針）
You will be graded in class on dialog performance, pair work activities and class activities (30%).
There will be regular vocabulary and grammar quizzes (20%). Homework and other textbook assignments
will also be graded (20%). During the semester there will be 2 tests: a mid-term and end-of-term
evaluation (20%). There will be a final examination (10%)
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

オーラルイングリッシュⅣ

授業内での評価

70

dialog performance, pair work activities and class
activities (30%), vocabulary and grammar quizzes
(20%), a mid-term and end-of-term evaluation (20%).

1,2,3,4

授業外での評価

20

Homework and other textbook assignments will also
be graded (20%)

1,2,3,4

定期試験

0

none

定期試験に代わるレポート等

10

final examination (10%)

その他

0

none

テキスト

Smart Choice 1, 4th Edition with Online Practice, 2020, Ken Wilson, Thomas Healy, Oxford
University Press, ISBN: 978-0-19-406099-8

参考書

Smart Choice 1 Online Practice (optional)

1,2,3,4

履修条件・他の科目との関連 Notes:
1) You will get more information from the course teacher during the first class. This
syllabus is subject to change. Changes will be announced in class.
詳細は、初回授業時にコース担当者から説明します。このシラバスは変更される可能性があります。
変更された場合は、授業中にお知らせします。
2) If you are absent 5 or more times without excuse, you cannot receive credit.
４回以上欠席すると、単位を取得することができない。
3) If you are late 3 times, it will be counted as one absence.
遅刻３回は、欠席１回として認める。
4) If you arrive more than 30 minutes late to a 90-minute class (or 15 minutes late to a 45minute class) you may study, but you will be marked as absent.
90分の授業の場合遅刻は30分までとし、それを超えて遅刻した場合は、授業に参加することはでき
るが、欠席扱いとなる。45分の授業の場合、遅刻は15分までとする。
5) Be sure to bring all necessary materials with you to class. In particular, please bring a
smartphone/tablet/laptop and make sure it is charged.
授業に必要なものは持参すること、特に充電済みのスマートフォン、タブレット、ノート型パソコンなどを
必携のこと。
6) No late homework or assignments will be accepted.
期⽇を過ぎた宿題は評価されないので、期⽇を守って提出すること。
7) BYOD - you will need a laptop or tablet in class. A smartphone is not suitable for class
activities.

オーラルイングリッシュⅣ

授業コード

10303205

授業種別

授業科目名

オーラルイングリッシュⅣ

授業担当教員

W.マーシ

成績担当教員

W.マーシ

開講年次

2年

実務家教員による授業

演習

開講期

後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
(Regular level) This course will help you continue to improve your English conversation ability. In
this course you will have many opportunities to practice speaking, mostly in pairs and small groups.
You will also start to learn some strategies for managing conversations in order to make your
conversations better, longer, and more correct. You will continue to study useful expressions,
vocabulary and improve your grammar usage. Listening and reading activities are included to support
your English development. Google Classroom will be used in this course for materials and
assignments. Information about coursework and grading policy will be on Google Classroom.
到達目標
At
①
②
③
④

the end of the course, you will be able to:
converse in English in various situations
carry on longer and longer conversations
increase your productive vocabulary
be able to use basic English grammar when speaking

授業計画
【第1回】
テーマ：Review of Units 1-6, Summer vacation. Course explanation and Google Classroom orientation.
内容・方法：Review conversations Units 1-6, Summer vacation
【第2回】
テーマ：Making comparisons
内容・方法：Vocabulary, conversation and language practice
【第3回】
テーマ：Making comparisons
内容・方法：Listening, reading and conversation. Quiz.
【第4回】
テーマ：Describing people
内容・方法：Vocabulary, conversation and language practice
【第5回】
テーマ：Describing people
内容・方法：Listening, reading and conversation. Quiz.
【第6回】
テーマ：Talking about cities
内容・方法：Vocabulary, conversation and language practice
【第7回】
テーマ：Talking about cities
内容・方法：Listening, reading and conversation. Quiz.
【第8回】
テーマ：Mid- semester review
内容・方法：Review Units 7-9. and mid-term assessment.
【第9回】
テーマ：Talking about places
内容・方法：Vocabulary, conversation and language practice
【第10回】
テーマ：Talking about places
内容・方法：Listening, reading and conversation. Quiz.
【第11回】
テーマ：Talking about vacations
内容・方法：Vocabulary, conversation and language practice
【第12回】
テーマ：Talking about vacations
内容・方法：Listening, reading and conversation. Quiz.
【第13回】
テーマ：Talking about future plans
内容・方法：Vocabulary, conversation and language practice
【第14回】
テーマ：Talking about future plans
内容・方法：Listening, reading and conversation. Quiz.
【第15回】
テーマ：End-of-semester review
オーラルイングリッシュⅣ

内容・方法：Review of units 10-12 and explanation of final assessment.
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
【第1回】
①事前学修課題：Buy the textbook Register for Google Classroom.
②事後学修課題：Homework assignments and Unit 1, 1-5 オンラインOnline Vocabulary and Grammar
activities
【第2回】
①事前学修課題：Do Unit 1-1-5 オンラインOnline Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignment and do Unit 1-All オンラインOnline activities
【第3回】
①事前学修課題：Complete all online conversation and video activities for Unit 1.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 2, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities
【第4回】
①事前学修課題：Do Unit 2, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 2 online conversation and video activities
【第5回】
①事前学修課題：Complete all Unit 2 online conversation and video activities
②事後学修課題：Homework assignments do Unit 3, 1-5, Online Vocabulary and Grammar activities.
【第6回】
①事前学修課題：Do Unit 3, 1-5, Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 3 online conversation and video
activities.
【第7回】
①事前学修課題：Complete all Unit 3 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Review Units 1-3 vocabulary, grammar and conversation routines. Prepare for the midterm assessment.
【第8回】
①事前学修課題：Review Units 1-3 vocabulary, grammar and conversation routines for the mid-term
assessment.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 4, 1-5 all Online Vocabulary and Grammar activities
【第9回】
①事前学修課題：Do Unit 4, 1-5 all Online Vocabulary and Grammar activities
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 4 online conversation and video
activities.
【第10回】
①事前学修課題：Complete all Unit 4 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 5, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
【第11回】
①事前学修課題：Do Unit 5, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 5 online conversation and video
activities.
【第12回】
①事前学修課題：Complete all Unit 5 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 6, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
【第13回】
①事前学修課題：Do Unit 6, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 6 online conversation and video
activities.
【第14回】
①事前学修課題：Complete all Unit 6 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Review Units 4-6 vocabulary, grammar and listening. Prepare for the final assessment.
【第15回】
①事前学修課題：Review Units 4-6 vocabulary, grammar and listening for the final assessment..
②事後学修課題：Submit the final examination.

課題に対するフィードバックの方法
1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom.
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class.
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.
成績評価の方法・基準（方針）
You will be graded in class on dialog performance, pair work activities and class activities (30%).
There will be regular vocabulary and grammar quizzes (20%). Homework and other textbook assignments
will also be graded (20%). During the semester there will be 2 tests: a mid-term and end-of-term
evaluation (20%). There will be a final examination (10%)
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

オーラルイングリッシュⅣ

授業内での評価

70

dialog performance, pair work activities and class
activities (30%), vocabulary and grammar quizzes
(20%), a mid-term and end-of-term evaluation (20%).

1,2,3,4

授業外での評価

20

Homework and other textbook assignments will also
be graded (20%)

1,2,3,4

定期試験

0

none

定期試験に代わるレポート等

10

final examination (10%)

その他

0

none

テキスト

Smart Choice 1, 4th Edition with Online Practice, 2020, Ken Wilson, Thomas Healy, Oxford
University Press, ISBN: 978-0-19-406099-8

参考書

Smart Choice 1 Online Practice (optional)

1,2,3,4

履修条件・他の科目との関連 Notes:
1) You will get more information from the course teacher during the first class. This
syllabus is subject to change. Changes will be announced in class.
詳細は、初回授業時にコース担当者から説明します。このシラバスは変更される可能性があります。
変更された場合は、授業中にお知らせします。
2) If you are absent 5 or more times without excuse, you cannot receive credit.
４回以上欠席すると、単位を取得することができない。
3) If you are late 3 times, it will be counted as one absence.
遅刻３回は、欠席１回として認める。
4) If you arrive more than 30 minutes late to a 90-minute class (or 15 minutes late to a 45minute class) you may study, but you will be marked as absent.
90分の授業の場合遅刻は30分までとし、それを超えて遅刻した場合は、授業に参加することはでき
るが、欠席扱いとなる。45分の授業の場合、遅刻は15分までとする。
5) Be sure to bring all necessary materials with you to class. In particular, please bring a
smartphone/tablet/laptop and make sure it is charged.
授業に必要なものは持参すること、特に充電済みのスマートフォン、タブレット、ノート型パソコンなどを
必携のこと。
6) No late homework or assignments will be accepted.
期⽇を過ぎた宿題は評価されないので、期⽇を守って提出すること。
7) BYOD - you will need a laptop or tablet in class. A smartphone is not suitable for class
activities.

オーラルイングリッシュⅣ

授業コード

10303206

授業種別

授業科目名

オーラルイングリッシュⅣ

授業担当教員

A.ナデュー

成績担当教員

A.ナデュー

開講年次

2年

実務家教員による授業

演習

開講期

後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
(Regular level) This course will help you continue to improve your English conversation ability. In
this course you will have many opportunities to practice speaking, mostly in pairs and small groups.
You will also start to learn some strategies for managing conversations in order to make your
conversations better, longer, and more correct. You will continue to study useful expressions,
vocabulary and improve your grammar usage. Listening and reading activities are included to support
your English development. Google Classroom will be used in this course for materials and
assignments. Information about coursework and grading policy will be on Google Classroom.
到達目標
At
①
②
③
④

the end of the course, you will be able to:
converse in English in various situations
carry on longer and longer conversations
increase your productive vocabulary
be able to use basic English grammar when speaking

授業計画
【第1回】
テーマ：Review of Units 1-6, Summer vacation. Course explanation and Google Classroom orientation.
内容・方法：Review conversations Units 1-6, Summer vacation
【第2回】
テーマ：Making comparisons
内容・方法：Vocabulary, conversation and language practice
【第3回】
テーマ：Making comparisons
内容・方法：Listening, reading and conversation. Quiz.
【第4回】
テーマ：Describing people
内容・方法：Vocabulary, conversation and language practice
【第5回】
テーマ：Describing people
内容・方法：Listening, reading and conversation. Quiz.
【第6回】
テーマ：Talking about cities
内容・方法：Vocabulary, conversation and language practice
【第7回】
テーマ：Talking about cities
内容・方法：Listening, reading and conversation. Quiz.
【第8回】
テーマ：Mid- semester review
内容・方法：Review Units 7-9. and mid-term assessment.
【第9回】
テーマ：Talking about places
内容・方法：Vocabulary, conversation and language practice
【第10回】
テーマ：Talking about places
内容・方法：Listening, reading and conversation. Quiz.
【第11回】
テーマ：Talking about vacations
内容・方法：Vocabulary, conversation and language practice
【第12回】
テーマ：Talking about vacations
内容・方法：Listening, reading and conversation. Quiz.
【第13回】
テーマ：Talking about future plans
内容・方法：Vocabulary, conversation and language practice
【第14回】
テーマ：Talking about future plans
内容・方法：Listening, reading and conversation. Quiz.
【第15回】
テーマ：End-of-semester review
オーラルイングリッシュⅣ

内容・方法：Review of units 10-12 and explanation of final assessment.
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
【第1回】
①事前学修課題：Buy the textbook Register for Google Classroom.
②事後学修課題：Homework assignments and Unit 1, 1-5 オンラインOnline Vocabulary and Grammar
activities
【第2回】
①事前学修課題：Do Unit 1-1-5 オンラインOnline Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignment and do Unit 1-All オンラインOnline activities
【第3回】
①事前学修課題：Complete all online conversation and video activities for Unit 1.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 2, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities
【第4回】
①事前学修課題：Do Unit 2, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 2 online conversation and video activities
【第5回】
①事前学修課題：Complete all Unit 2 online conversation and video activities
②事後学修課題：Homework assignments do Unit 3, 1-5, Online Vocabulary and Grammar activities.
【第6回】
①事前学修課題：Do Unit 3, 1-5, Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 3 online conversation and video
activities.
【第7回】
①事前学修課題：Complete all Unit 3 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Review Units 1-3 vocabulary, grammar and conversation routines. Prepare for the midterm assessment.
【第8回】
①事前学修課題：Review Units 1-3 vocabulary, grammar and conversation routines for the mid-term
assessment.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 4, 1-5 all Online Vocabulary and Grammar activities
【第9回】
①事前学修課題：Do Unit 4, 1-5 all Online Vocabulary and Grammar activities
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 4 online conversation and video
activities.
【第10回】
①事前学修課題：Complete all Unit 4 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 5, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
【第11回】
①事前学修課題：Do Unit 5, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 5 online conversation and video
activities.
【第12回】
①事前学修課題：Complete all Unit 5 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 6, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
【第13回】
①事前学修課題：Do Unit 6, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 6 online conversation and video
activities.
【第14回】
①事前学修課題：Complete all Unit 6 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Review Units 4-6 vocabulary, grammar and listening. Prepare for the final assessment.
【第15回】
①事前学修課題：Review Units 4-6 vocabulary, grammar and listening for the final assessment..
②事後学修課題：Submit the final examination.

課題に対するフィードバックの方法
1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom.
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class.
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.
成績評価の方法・基準（方針）
You will be graded in class on dialog performance, pair work activities and class activities (30%).
There will be regular vocabulary and grammar quizzes (20%). Homework and other textbook assignments
will also be graded (20%). During the semester there will be 2 tests: a mid-term and end-of-term
evaluation (20%). There will be a final examination (10%)
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

オーラルイングリッシュⅣ

授業内での評価

70

dialog performance, pair work activities and class
activities (30%), vocabulary and grammar quizzes
(20%), a mid-term and end-of-term evaluation (20%).

1,2,3,4

授業外での評価

20

Homework and other textbook assignments will also
be graded (20%)

1,2,3,4

定期試験

0

none

定期試験に代わるレポート等

10

final examination (10%)

その他

0

none

テキスト

Smart Choice 1, 4th Edition with Online Practice, 2020, Ken Wilson, Thomas Healy, Oxford
University Press, ISBN: 978-0-19-406099-8

参考書

Smart Choice 1 Online Practice (optional)

1,2,3,4

履修条件・他の科目との関連 Notes:
1) You will get more information from the course teacher during the first class. This
syllabus is subject to change. Changes will be announced in class.
詳細は、初回授業時にコース担当者から説明します。このシラバスは変更される可能性があります。
変更された場合は、授業中にお知らせします。
2) If you are absent 5 or more times without excuse, you cannot receive credit.
４回以上欠席すると、単位を取得することができない。
3) If you are late 3 times, it will be counted as one absence.
遅刻３回は、欠席１回として認める。
4) If you arrive more than 30 minutes late to a 90-minute class (or 15 minutes late to a 45minute class) you may study, but you will be marked as absent.
90分の授業の場合遅刻は30分までとし、それを超えて遅刻した場合は、授業に参加することはでき
るが、欠席扱いとなる。45分の授業の場合、遅刻は15分までとする。
5) Be sure to bring all necessary materials with you to class. In particular, please bring a
smartphone/tablet/laptop and make sure it is charged.
授業に必要なものは持参すること、特に充電済みのスマートフォン、タブレット、ノート型パソコンなどを
必携のこと。
6) No late homework or assignments will be accepted.
期⽇を過ぎた宿題は評価されないので、期⽇を守って提出すること。
7) BYOD - you will need a laptop or tablet in class. A smartphone is not suitable for class
activities.

オーラルイングリッシュⅣ

授業コード

10303207

授業種別

授業科目名

オーラルイングリッシュⅣ

授業担当教員

S.N.ゴーフ

成績担当教員

S.N.ゴーフ

開講年次

2年

実務家教員による授業

演習

開講期

後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
(Regular level) This course will help you continue to improve your English conversation ability. In
this course you will have many opportunities to practice speaking, mostly in pairs and small groups.
You will also start to learn some strategies for managing conversations in order to make your
conversations better, longer, and more correct. You will continue to study useful expressions,
vocabulary and improve your grammar usage. Listening and reading activities are included to support
your English development. Google Classroom will be used in this course for materials and
assignments. Information about coursework and grading policy will be on Google Classroom.
到達目標
At
①
②
③
④

the end of the course, you will be able to:
converse in English in various situations
carry on longer and longer conversations
increase your productive vocabulary
be able to use basic English grammar when speaking

授業計画
【第1回】
テーマ：Review of Units 1-6, Summer vacation. Course explanation and Google Classroom orientation.
内容・方法：Review conversations Units 1-6, Summer vacation
【第2回】
テーマ：Making comparisons
内容・方法：Vocabulary, conversation and language practice
【第3回】
テーマ：Making comparisons
内容・方法：Listening, reading and conversation. Quiz.
【第4回】
テーマ：Describing people
内容・方法：Vocabulary, conversation and language practice
【第5回】
テーマ：Describing people
内容・方法：Listening, reading and conversation. Quiz.
【第6回】
テーマ：Talking about cities
内容・方法：Vocabulary, conversation and language practice
【第7回】
テーマ：Talking about cities
内容・方法：Listening, reading and conversation. Quiz.
【第8回】
テーマ：Mid- semester review
内容・方法：Review Units 7-9. and mid-term assessment.
【第9回】
テーマ：Talking about places
内容・方法：Vocabulary, conversation and language practice
【第10回】
テーマ：Talking about places
内容・方法：Listening, reading and conversation. Quiz.
【第11回】
テーマ：Talking about vacations
内容・方法：Vocabulary, conversation and language practice
【第12回】
テーマ：Talking about vacations
内容・方法：Listening, reading and conversation. Quiz.
【第13回】
テーマ：Talking about future plans
内容・方法：Vocabulary, conversation and language practice
【第14回】
テーマ：Talking about future plans
内容・方法：Listening, reading and conversation. Quiz.
【第15回】
テーマ：End-of-semester review
オーラルイングリッシュⅣ

内容・方法：Review of units 10-12 and explanation of final assessment.
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
【第1回】
①事前学修課題：Buy the textbook Register for Google Classroom.
②事後学修課題：Homework assignments and Unit 1, 1-5 オンラインOnline Vocabulary and Grammar
activities
【第2回】
①事前学修課題：Do Unit 1-1-5 オンラインOnline Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignment and do Unit 1-All オンラインOnline activities
【第3回】
①事前学修課題：Complete all online conversation and video activities for Unit 1.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 2, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities
【第4回】
①事前学修課題：Do Unit 2, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 2 online conversation and video activities
【第5回】
①事前学修課題：Complete all Unit 2 online conversation and video activities
②事後学修課題：Homework assignments do Unit 3, 1-5, Online Vocabulary and Grammar activities.
【第6回】
①事前学修課題：Do Unit 3, 1-5, Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 3 online conversation and video
activities.
【第7回】
①事前学修課題：Complete all Unit 3 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Review Units 1-3 vocabulary, grammar and conversation routines. Prepare for the midterm assessment.
【第8回】
①事前学修課題：Review Units 1-3 vocabulary, grammar and conversation routines for the mid-term
assessment.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 4, 1-5 all Online Vocabulary and Grammar activities
【第9回】
①事前学修課題：Do Unit 4, 1-5 all Online Vocabulary and Grammar activities
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 4 online conversation and video
activities.
【第10回】
①事前学修課題：Complete all Unit 4 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 5, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
【第11回】
①事前学修課題：Do Unit 5, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 5 online conversation and video
activities.
【第12回】
①事前学修課題：Complete all Unit 5 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 6, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
【第13回】
①事前学修課題：Do Unit 6, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 6 online conversation and video
activities.
【第14回】
①事前学修課題：Complete all Unit 6 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Review Units 4-6 vocabulary, grammar and listening. Prepare for the final assessment.
【第15回】
①事前学修課題：Review Units 4-6 vocabulary, grammar and listening for the final assessment..
②事後学修課題：Submit the final examination.

課題に対するフィードバックの方法
1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom.
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class.
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.
成績評価の方法・基準（方針）
You will be graded in class on dialog performance, pair work activities and class activities (30%).
There will be regular vocabulary and grammar quizzes (20%). Homework and other textbook assignments
will also be graded (20%). During the semester there will be 2 tests: a mid-term and end-of-term
evaluation (20%). There will be a final examination (10%)
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

オーラルイングリッシュⅣ

授業内での評価

70

dialog performance, pair work activities and class
activities (30%), vocabulary and grammar quizzes
(20%), a mid-term and end-of-term evaluation (20%).

1,2,3,4

授業外での評価

20

Homework and other textbook assignments will also
be graded (20%)

1,2,3,4

定期試験

0

none

定期試験に代わるレポート等

10

final examination (10%)

その他

0

none

テキスト

Smart Choice 1, 4th Edition with Online Practice, 2020, Ken Wilson, Thomas Healy, Oxford
University Press, ISBN: 978-0-19-406099-8

参考書

Smart Choice 1 Online Practice (optional)

1,2,3,4

履修条件・他の科目との関連 Notes:
1) You will get more information from the course teacher during the first class. This
syllabus is subject to change. Changes will be announced in class.
詳細は、初回授業時にコース担当者から説明します。このシラバスは変更される可能性があります。
変更された場合は、授業中にお知らせします。
2) If you are absent 5 or more times without excuse, you cannot receive credit.
４回以上欠席すると、単位を取得することができない。
3) If you are late 3 times, it will be counted as one absence.
遅刻３回は、欠席１回として認める。
4) If you arrive more than 30 minutes late to a 90-minute class (or 15 minutes late to a 45minute class) you may study, but you will be marked as absent.
90分の授業の場合遅刻は30分までとし、それを超えて遅刻した場合は、授業に参加することはでき
るが、欠席扱いとなる。45分の授業の場合、遅刻は15分までとする。
5) Be sure to bring all necessary materials with you to class. In particular, please bring a
smartphone/tablet/laptop and make sure it is charged.
授業に必要なものは持参すること、特に充電済みのスマートフォン、タブレット、ノート型パソコンなどを
必携のこと。
6) No late homework or assignments will be accepted.
期⽇を過ぎた宿題は評価されないので、期⽇を守って提出すること。
7) BYOD - you will need a laptop or tablet in class. A smartphone is not suitable for class
activities.

オーラルイングリッシュⅣ

授業コード

10303208

授業種別

授業科目名

オーラルイングリッシュⅣ

授業担当教員

G.スタガーズ

成績担当教員

G.スタガーズ

開講年次

2年

実務家教員による授業

演習

開講期

後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
(Regular level) This course will help you continue to improve your English conversation ability. In
this course you will have many opportunities to practice speaking, mostly in pairs and small groups.
You will also start to learn some strategies for managing conversations in order to make your
conversations better, longer, and more correct. You will continue to study useful expressions,
vocabulary and improve your grammar usage. Listening and reading activities are included to support
your English development. Google Classroom will be used in this course for materials and
assignments. Information about coursework and grading policy will be on Google Classroom.
到達目標
At
①
②
③
④

the end of the course, you will be able to:
converse in English in various situations
carry on longer and longer conversations
increase your productive vocabulary
be able to use basic English grammar when speaking

授業計画
【第1回】
テーマ：Review of Units 1-6, Summer vacation. Course explanation and Google Classroom orientation.
内容・方法：Review conversations Units 1-6, Summer vacation
【第2回】
テーマ：Making comparisons
内容・方法：Vocabulary, conversation and language practice
【第3回】
テーマ：Making comparisons
内容・方法：Listening, reading and conversation. Quiz.
【第4回】
テーマ：Describing people
内容・方法：Vocabulary, conversation and language practice
【第5回】
テーマ：Describing people
内容・方法：Listening, reading and conversation. Quiz.
【第6回】
テーマ：Talking about cities
内容・方法：Vocabulary, conversation and language practice
【第7回】
テーマ：Talking about cities
内容・方法：Listening, reading and conversation. Quiz.
【第8回】
テーマ：Mid- semester review
内容・方法：Review Units 7-9. and mid-term assessment.
【第9回】
テーマ：Talking about places
内容・方法：Vocabulary, conversation and language practice
【第10回】
テーマ：Talking about places
内容・方法：Listening, reading and conversation. Quiz.
【第11回】
テーマ：Talking about vacations
内容・方法：Vocabulary, conversation and language practice
【第12回】
テーマ：Talking about vacations
内容・方法：Listening, reading and conversation. Quiz.
【第13回】
テーマ：Talking about future plans
内容・方法：Vocabulary, conversation and language practice
【第14回】
テーマ：Talking about future plans
内容・方法：Listening, reading and conversation. Quiz.
【第15回】
テーマ：End-of-semester review
オーラルイングリッシュⅣ

内容・方法：Review of units 10-12 and explanation of final assessment.
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
【第1回】
①事前学修課題：Buy the textbook Register for Google Classroom.
②事後学修課題：Homework assignments and Unit 1, 1-5 オンラインOnline Vocabulary and Grammar
activities
【第2回】
①事前学修課題：Do Unit 1-1-5 オンラインOnline Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignment and do Unit 1-All オンラインOnline activities
【第3回】
①事前学修課題：Complete all online conversation and video activities for Unit 1.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 2, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities
【第4回】
①事前学修課題：Do Unit 2, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 2 online conversation and video activities
【第5回】
①事前学修課題：Complete all Unit 2 online conversation and video activities
②事後学修課題：Homework assignments do Unit 3, 1-5, Online Vocabulary and Grammar activities.
【第6回】
①事前学修課題：Do Unit 3, 1-5, Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 3 online conversation and video
activities.
【第7回】
①事前学修課題：Complete all Unit 3 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Review Units 1-3 vocabulary, grammar and conversation routines. Prepare for the midterm assessment.
【第8回】
①事前学修課題：Review Units 1-3 vocabulary, grammar and conversation routines for the mid-term
assessment.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 4, 1-5 all Online Vocabulary and Grammar activities
【第9回】
①事前学修課題：Do Unit 4, 1-5 all Online Vocabulary and Grammar activities
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 4 online conversation and video
activities.
【第10回】
①事前学修課題：Complete all Unit 4 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 5, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
【第11回】
①事前学修課題：Do Unit 5, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 5 online conversation and video
activities.
【第12回】
①事前学修課題：Complete all Unit 5 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 6, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
【第13回】
①事前学修課題：Do Unit 6, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 6 online conversation and video
activities.
【第14回】
①事前学修課題：Complete all Unit 6 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Review Units 4-6 vocabulary, grammar and listening. Prepare for the final assessment.
【第15回】
①事前学修課題：Review Units 4-6 vocabulary, grammar and listening for the final assessment..
②事後学修課題：Submit the final examination.

課題に対するフィードバックの方法
1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom.
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class.
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.
成績評価の方法・基準（方針）
You will be graded in class on dialog performance, pair work activities and class activities (30%).
There will be regular vocabulary and grammar quizzes (20%). Homework and other textbook assignments
will also be graded (20%). During the semester there will be 2 tests: a mid-term and end-of-term
evaluation (20%). There will be a final examination (10%)
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

オーラルイングリッシュⅣ

授業内での評価

70

dialog performance, pair work activities and class
activities (30%), vocabulary and grammar quizzes
(20%), a mid-term and end-of-term evaluation (20%).

1,2,3,4

授業外での評価

20

Homework and other textbook assignments will also
be graded (20%)

1,2,3,4

定期試験

0

none

定期試験に代わるレポート等

10

final examination (10%)

その他

0

none

テキスト

Smart Choice 1, 4th Edition with Online Practice, 2020, Ken Wilson, Thomas Healy, Oxford
University Press, ISBN: 978-0-19-406099-8

参考書

Smart Choice 1 Online Practice (optional)

1,2,3,4

履修条件・他の科目との関連 Notes:
1) You will get more information from the course teacher during the first class. This
syllabus is subject to change. Changes will be announced in class.
詳細は、初回授業時にコース担当者から説明します。このシラバスは変更される可能性があります。
変更された場合は、授業中にお知らせします。
2) If you are absent 5 or more times without excuse, you cannot receive credit.
４回以上欠席すると、単位を取得することができない。
3) If you are late 3 times, it will be counted as one absence.
遅刻３回は、欠席１回として認める。
4) If you arrive more than 30 minutes late to a 90-minute class (or 15 minutes late to a 45minute class) you may study, but you will be marked as absent.
90分の授業の場合遅刻は30分までとし、それを超えて遅刻した場合は、授業に参加することはでき
るが、欠席扱いとなる。45分の授業の場合、遅刻は15分までとする。
5) Be sure to bring all necessary materials with you to class. In particular, please bring a
smartphone/tablet/laptop and make sure it is charged.
授業に必要なものは持参すること、特に充電済みのスマートフォン、タブレット、ノート型パソコンなどを
必携のこと。
6) No late homework or assignments will be accepted.
期⽇を過ぎた宿題は評価されないので、期⽇を守って提出すること。
7) BYOD - you will need a laptop or tablet in class. A smartphone is not suitable for class
activities.

オーラルイングリッシュⅣ

授業コード

10303209

授業種別

授業科目名

オーラルイングリッシュⅣ

授業担当教員

J.エチャー

成績担当教員

J.エチャー

開講年次

2年

実務家教員による授業

演習

開講期

後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
(Regular level) This course will help you continue to improve your English conversation ability. In
this course you will have many opportunities to practice speaking, mostly in pairs and small groups.
You will also start to learn some strategies for managing conversations in order to make your
conversations better, longer, and more correct. You will continue to study useful expressions,
vocabulary and improve your grammar usage. Listening and reading activities are included to support
your English development. Google Classroom will be used in this course for materials and
assignments. Information about coursework and grading policy will be on Google Classroom.
到達目標
At
①
②
③
④

the end of the course, you will be able to:
converse in English in various situations
carry on longer and longer conversations
increase your productive vocabulary
be able to use basic English grammar when speaking

授業計画
【第1回】
テーマ：Review of Units 1-6, Summer vacation. Course explanation and Google Classroom orientation.
内容・方法：Review conversations Units 1-6, Summer vacation
【第2回】
テーマ：Making comparisons
内容・方法：Vocabulary, conversation and language practice
【第3回】
テーマ：Making comparisons
内容・方法：Listening, reading and conversation. Quiz.
【第4回】
テーマ：Describing people
内容・方法：Vocabulary, conversation and language practice
【第5回】
テーマ：Describing people
内容・方法：Listening, reading and conversation. Quiz.
【第6回】
テーマ：Talking about cities
内容・方法：Vocabulary, conversation and language practice
【第7回】
テーマ：Talking about cities
内容・方法：Listening, reading and conversation. Quiz.
【第8回】
テーマ：Mid- semester review
内容・方法：Review Units 7-9. and mid-term assessment.
【第9回】
テーマ：Talking about places
内容・方法：Vocabulary, conversation and language practice
【第10回】
テーマ：Talking about places
内容・方法：Listening, reading and conversation. Quiz.
【第11回】
テーマ：Talking about vacations
内容・方法：Vocabulary, conversation and language practice
【第12回】
テーマ：Talking about vacations
内容・方法：Listening, reading and conversation. Quiz.
【第13回】
テーマ：Talking about future plans
内容・方法：Vocabulary, conversation and language practice
【第14回】
テーマ：Talking about future plans
内容・方法：Listening, reading and conversation. Quiz.
【第15回】
テーマ：End-of-semester review
オーラルイングリッシュⅣ

内容・方法：Review of units 10-12 and explanation of final assessment.
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
【第1回】
①事前学修課題：Buy the textbook Register for Google Classroom.
②事後学修課題：Homework assignments and Unit 1, 1-5 オンラインOnline Vocabulary and Grammar
activities
【第2回】
①事前学修課題：Do Unit 1-1-5 オンラインOnline Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignment and do Unit 1-All オンラインOnline activities
【第3回】
①事前学修課題：Complete all online conversation and video activities for Unit 1.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 2, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities
【第4回】
①事前学修課題：Do Unit 2, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 2 online conversation and video activities
【第5回】
①事前学修課題：Complete all Unit 2 online conversation and video activities
②事後学修課題：Homework assignments do Unit 3, 1-5, Online Vocabulary and Grammar activities.
【第6回】
①事前学修課題：Do Unit 3, 1-5, Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 3 online conversation and video
activities.
【第7回】
①事前学修課題：Complete all Unit 3 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Review Units 1-3 vocabulary, grammar and conversation routines. Prepare for the midterm assessment.
【第8回】
①事前学修課題：Review Units 1-3 vocabulary, grammar and conversation routines for the mid-term
assessment.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 4, 1-5 all Online Vocabulary and Grammar activities
【第9回】
①事前学修課題：Do Unit 4, 1-5 all Online Vocabulary and Grammar activities
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 4 online conversation and video
activities.
【第10回】
①事前学修課題：Complete all Unit 4 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 5, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
【第11回】
①事前学修課題：Do Unit 5, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 5 online conversation and video
activities.
【第12回】
①事前学修課題：Complete all Unit 5 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 6, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
【第13回】
①事前学修課題：Do Unit 6, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 6 online conversation and video
activities.
【第14回】
①事前学修課題：Complete all Unit 6 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Review Units 4-6 vocabulary, grammar and listening. Prepare for the final assessment.
【第15回】
①事前学修課題：Review Units 4-6 vocabulary, grammar and listening for the final assessment..
②事後学修課題：Submit the final examination.

課題に対するフィードバックの方法
1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom.
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class.
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.
成績評価の方法・基準（方針）
You will be graded in class on dialog performance, pair work activities and class activities (30%).
There will be regular vocabulary and grammar quizzes (20%). Homework and other textbook assignments
will also be graded (20%). During the semester there will be 2 tests: a mid-term and end-of-term
evaluation (20%). There will be a final examination (10%)
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

オーラルイングリッシュⅣ

授業内での評価

70

dialog performance, pair work activities and class
activities (30%), vocabulary and grammar quizzes
(20%), a mid-term and end-of-term evaluation (20%).

1,2,3,4

授業外での評価

20

Homework and other textbook assignments will also
be graded (20%)

1,2,3,4

定期試験

0

none

定期試験に代わるレポート等

10

final examination (10%)

その他

0

none

テキスト

Smart Choice 1, 4th Edition with Online Practice, 2020, Ken Wilson, Thomas Healy, Oxford
University Press, ISBN: 978-0-19-406099-8

参考書

Smart Choice 1 Online Practice (optional)

1,2,3,4

履修条件・他の科目との関連 Notes:
1) You will get more information from the course teacher during the first class. This
syllabus is subject to change. Changes will be announced in class.
詳細は、初回授業時にコース担当者から説明します。このシラバスは変更される可能性があります。
変更された場合は、授業中にお知らせします。
2) If you are absent 5 or more times without excuse, you cannot receive credit.
４回以上欠席すると、単位を取得することができない。
3) If you are late 3 times, it will be counted as one absence.
遅刻３回は、欠席１回として認める。
4) If you arrive more than 30 minutes late to a 90-minute class (or 15 minutes late to a 45minute class) you may study, but you will be marked as absent.
90分の授業の場合遅刻は30分までとし、それを超えて遅刻した場合は、授業に参加することはでき
るが、欠席扱いとなる。45分の授業の場合、遅刻は15分までとする。
5) Be sure to bring all necessary materials with you to class. In particular, please bring a
smartphone/tablet/laptop and make sure it is charged.
授業に必要なものは持参すること、特に充電済みのスマートフォン、タブレット、ノート型パソコンなどを
必携のこと。
6) No late homework or assignments will be accepted.
期⽇を過ぎた宿題は評価されないので、期⽇を守って提出すること。
7) BYOD - you will need a laptop or tablet in class. A smartphone is not suitable for class
activities.

オーラルイングリッシュⅣ

授業コード

10303210

授業種別

授業科目名

オーラルイングリッシュⅣ

授業担当教員

P.ベイリー

成績担当教員

P.ベイリー

開講年次

2年

実務家教員による授業

演習

開講期

後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
(Lower level) This course will help you continue to improve your English conversation ability. In
this course you will have many opportunities to practice speaking, mostly in pairs and small groups.
You will also start to learn some strategies for managing conversations in order to make your
conversations better, longer, and more correct. You will continue to study useful expressions,
vocabulary and improve your grammar usage. Listening and reading activities are included to support
your English development. Google Classroom will be used in this course for materials and
assignments. Information about coursework and grading policy will be on Google Classroom.
到達目標
At
①
②
③
④

the end of the course, you will be able to:
converse in English in various situations
carry on longer and longer conversations
increase your productive vocabulary
be able to use basic English grammar when speaking

授業計画
【第1回】
テーマ：Review of Units 1-6, Summer vacation. Course explanation and Google Classroom orientation.
内容・方法：Review conversations Units 1-6, Summer vacation
【第2回】
テーマ：Making comparisons
内容・方法：Vocabulary, conversation and language practice
【第3回】
テーマ：Making comparisons
内容・方法：Listening, reading and conversation. Quiz.
【第4回】
テーマ：Describing people
内容・方法：Vocabulary, conversation and language practice
【第5回】
テーマ：Describing people
内容・方法：Listening, reading and conversation. Quiz.
【第6回】
テーマ：Talking about cities
内容・方法：Vocabulary, conversation and language practice
【第7回】
テーマ：Talking about cities
内容・方法：Listening, reading and conversation. Quiz.
【第8回】
テーマ：Mid- semester review
内容・方法：Review Units 7-9. and mid-term assessment.
【第9回】
テーマ：Talking about places
内容・方法：Vocabulary, conversation and language practice
【第10回】
テーマ：Talking about places
内容・方法：Listening, reading and conversation. Quiz.
【第11回】
テーマ：Talking about vacations
内容・方法：Vocabulary, conversation and language practice
【第12回】
テーマ：Talking about vacations
内容・方法：Listening, reading and conversation. Quiz.
【第13回】
テーマ：Talking about future plans
内容・方法：Vocabulary, conversation and language practice
【第14回】
テーマ：Talking about future plans
内容・方法：Listening, reading and conversation. Quiz.
【第15回】
テーマ：End-of-semester review
オーラルイングリッシュⅣ

内容・方法：Review of units 10-12 and explanation of final assessment.
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
【第1回】
①事前学修課題：Buy the textbook Register for Google Classroom.
②事後学修課題：Homework assignments and Unit 1, 1-5 オンラインOnline Vocabulary and Grammar
activities
【第2回】
①事前学修課題：Do Unit 1-1-5 オンラインOnline Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignment and do Unit 1-All オンラインOnline activities
【第3回】
①事前学修課題：Complete all online conversation and video activities for Unit 1.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 2, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities
【第4回】
①事前学修課題：Do Unit 2, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 2 online conversation and video activities
【第5回】
①事前学修課題：Complete all Unit 2 online conversation and video activities
②事後学修課題：Homework assignments do Unit 3, 1-5, Online Vocabulary and Grammar activities.
【第6回】
①事前学修課題：Do Unit 3, 1-5, Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 3 online conversation and video
activities.
【第7回】
①事前学修課題：Complete all Unit 3 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Review Units 1-3 vocabulary, grammar and conversation routines. Prepare for the midterm assessment.
【第8回】
①事前学修課題：Review Units 1-3 vocabulary, grammar and conversation routines for the mid-term
assessment.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 4, 1-5 all Online Vocabulary and Grammar activities
【第9回】
①事前学修課題：Do Unit 4, 1-5 all Online Vocabulary and Grammar activities
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 4 online conversation and video
activities.
【第10回】
①事前学修課題：Complete all Unit 4 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 5, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
【第11回】
①事前学修課題：Do Unit 5, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 5 online conversation and video
activities.
【第12回】
①事前学修課題：Complete all Unit 5 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 6, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
【第13回】
①事前学修課題：Do Unit 6, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 6 online conversation and video
activities.
【第14回】
①事前学修課題：Complete all Unit 6 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Review Units 4-6 vocabulary, grammar and listening. Prepare for the final assessment.
【第15回】
①事前学修課題：Review Units 4-6 vocabulary, grammar and listening for the final assessment..
②事後学修課題：Submit the final examination.

課題に対するフィードバックの方法
1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom.
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class.
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.
成績評価の方法・基準（方針）
You will be graded in class on dialog performance, pair work activities and class activities (30%).
There will be regular vocabulary and grammar quizzes (20%). Homework and other textbook assignments
will also be graded (20%). During the semester there will be 2 tests: a mid-term and end-of-term
evaluation (20%). There will be a final examination (10%)
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

オーラルイングリッシュⅣ

授業内での評価

70

dialog performance, pair work activities and class
activities (30%), vocabulary and grammar quizzes
(20%), a mid-term and end-of-term evaluation (20%).

1,2,3,4

授業外での評価

20

Homework and other textbook assignments will also
be graded (20%)

1,2,3,4

定期試験

0

none

定期試験に代わるレポート等

10

final examination (10%)

その他

0

none

テキスト

Smart Choice 1, 4th Edition with Online Practice, 2020, Ken Wilson, Thomas Healy, Oxford
University Press, ISBN: 978-0-19-406099-8

参考書

Smart Choice 1 Online Practice (optional)

1,2,3,4

履修条件・他の科目との関連 Notes:
1) You will get more information from the course teacher during the first class. This
syllabus is subject to change. Changes will be announced in class.
詳細は、初回授業時にコース担当者から説明します。このシラバスは変更される可能性があります。
変更された場合は、授業中にお知らせします。
2) If you are absent 5 or more times without excuse, you cannot receive credit.
４回以上三者チェック席すると、単位を取得することができない。
3) If you are late 3 times, it will be counted as one absence.
遅刻３回は、欠席１回として認める。
4) If you arrive more than 30 minutes late to a 90-minute class (or 15 minutes late to a 45minute class) you may study, but you will be marked as absent.
90分の授業の場合遅刻は30分までとし、それを超えて遅刻した場合は、授業に参加することはでき
るが、三者チェック席扱いとなる。45分の授業の場合、遅刻は15分までとする。
5) Be sure to bring all necessary materials with you to class. In particular, please bring a
smartphone/tablet/laptop and make sure it is charged.
授業に必要なものは持参すること、特に充電済みのスマートフォン、タブレット、ノート型パソコンなどを
必携のこと。
6) No late homework or assignments will be accepted.
期⽇を過ぎた宿題は評価されないので、期⽇を守って提出すること。
7) BYOD - you will need a laptop or tablet in class. A smartphone is not suitable for class
activities.

オーラルイングリッシュⅣ

授業コード

10303211

授業種別

授業科目名

オーラルイングリッシュⅣ

授業担当教員

E.マクドゥーガル

成績担当教員

E.マクドゥーガル

開講年次

2年

実務家教員による授業

演習

開講期

後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
(Lower level) This course will help you continue to improve your English conversation ability. In
this course you will have many opportunities to practice speaking, mostly in pairs and small groups.
You will also start to learn some strategies for managing conversations in order to make your
conversations better, longer, and more correct. You will continue to study useful expressions,
vocabulary and improve your grammar usage. Listening and reading activities are included to support
your English development. Google Classroom will be used in this course for materials and
assignments. Information about coursework and grading policy will be on Google Classroom.
到達目標
At
①
②
③
④

the end of the course, you will be able to:
converse in English in various situations
carry on longer and longer conversations
increase your productive vocabulary
be able to use basic English grammar when speaking

授業計画
【第1回】
テーマ：Review of Units 1-6, Summer vacation. Course explanation and Google Classroom orientation.
内容・方法：Review conversations Units 1-6, Summer vacation
【第2回】
テーマ：Making comparisons
内容・方法：Vocabulary, conversation and language practice
【第3回】
テーマ：Making comparisons
内容・方法：Listening, reading and conversation. Quiz.
【第4回】
テーマ：Describing people
内容・方法：Vocabulary, conversation and language practice
【第5回】
テーマ：Describing people
内容・方法：Listening, reading and conversation. Quiz.
【第6回】
テーマ：Talking about cities
内容・方法：Vocabulary, conversation and language practice
【第7回】
テーマ：Talking about cities
内容・方法：Listening, reading and conversation. Quiz.
【第8回】
テーマ：Mid- semester review
内容・方法：Review Units 7-9. and mid-term assessment.
【第9回】
テーマ：Talking about places
内容・方法：Vocabulary, conversation and language practice
【第10回】
テーマ：Talking about places
内容・方法：Listening, reading and conversation. Quiz.
【第11回】
テーマ：Talking about vacations
内容・方法：Vocabulary, conversation and language practice
【第12回】
テーマ：Talking about vacations
内容・方法：Listening, reading and conversation. Quiz.
【第13回】
テーマ：Talking about future plans
内容・方法：Vocabulary, conversation and language practice
【第14回】
テーマ：Talking about future plans
内容・方法：Listening, reading and conversation. Quiz.
【第15回】
テーマ：End-of-semester review
オーラルイングリッシュⅣ

内容・方法：Review of units 10-12 and explanation of final assessment.
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
【第1回】
①事前学修課題：Buy the textbook Register for Google Classroom.
②事後学修課題：Homework assignments and Unit 1, 1-5 オンラインOnline Vocabulary and Grammar
activities
【第2回】
①事前学修課題：Do Unit 1-1-5 オンラインOnline Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignment and do Unit 1-All オンラインOnline activities
【第3回】
①事前学修課題：Complete all online conversation and video activities for Unit 1.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 2, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities
【第4回】
①事前学修課題：Do Unit 2, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 2 online conversation and video activities
【第5回】
①事前学修課題：Complete all Unit 2 online conversation and video activities
②事後学修課題：Homework assignments do Unit 3, 1-5, Online Vocabulary and Grammar activities.
【第6回】
①事前学修課題：Do Unit 3, 1-5, Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 3 online conversation and video
activities.
【第7回】
①事前学修課題：Complete all Unit 3 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Review Units 1-3 vocabulary, grammar and conversation routines. Prepare for the midterm assessment.
【第8回】
①事前学修課題：Review Units 1-3 vocabulary, grammar and conversation routines for the mid-term
assessment.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 4, 1-5 all Online Vocabulary and Grammar activities
【第9回】
①事前学修課題：Do Unit 4, 1-5 all Online Vocabulary and Grammar activities
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 4 online conversation and video
activities.
【第10回】
①事前学修課題：Complete all Unit 4 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 5, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
【第11回】
①事前学修課題：Do Unit 5, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 5 online conversation and video
activities.
【第12回】
①事前学修課題：Complete all Unit 5 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 6, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
【第13回】
①事前学修課題：Do Unit 6, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 6 online conversation and video
activities.
【第14回】
①事前学修課題：Complete all Unit 6 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Review Units 4-6 vocabulary, grammar and listening. Prepare for the final assessment.
【第15回】
①事前学修課題：Review Units 4-6 vocabulary, grammar and listening for the final assessment..
②事後学修課題：Submit the final examination.

課題に対するフィードバックの方法
1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom.
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class.
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.
成績評価の方法・基準（方針）
You will be graded in class on dialog performance, pair work activities and class activities (30%).
There will be regular vocabulary and grammar quizzes (20%). Homework and other textbook assignments
will also be graded (20%). During the semester there will be 2 tests: a mid-term and end-of-term
evaluation (20%). There will be a final examination (10%)
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

オーラルイングリッシュⅣ

授業内での評価

70

dialog performance, pair work activities and class
activities (30%), vocabulary and grammar quizzes
(20%), a mid-term and end-of-term evaluation (20%).

1,2,3,4

授業外での評価

20

Homework and other textbook assignments will also
be graded (20%)

1,2,3,4

定期試験

0

none

定期試験に代わるレポート等

10

final examination (10%)

その他

0

none

テキスト

Smart Choice 1, 4th Edition with Online Practice, 2020, Ken Wilson, Thomas Healy, Oxford
University Press, ISBN: 978-0-19-406099-8

参考書

Smart Choice 1 Online Practice (optional)

1,2,3,4

履修条件・他の科目との関連 Notes:
1) You will get more information from the course teacher during the first class. This
syllabus is subject to change. Changes will be announced in class.
詳細は、初回授業時にコース担当者から説明します。このシラバスは変更される可能性があります。
変更された場合は、授業中にお知らせします。
2) If you are absent 5 or more times without excuse, you cannot receive credit.
４回以上三者チェック席すると、単位を取得することができない。
3) If you are late 3 times, it will be counted as one absence.
遅刻３回は、欠席１回として認める。
4) If you arrive more than 30 minutes late to a 90-minute class (or 15 minutes late to a 45minute class) you may study, but you will be marked as absent.
90分の授業の場合遅刻は30分までとし、それを超えて遅刻した場合は、授業に参加することはでき
るが、三者チェック席扱いとなる。45分の授業の場合、遅刻は15分までとする。
5) Be sure to bring all necessary materials with you to class. In particular, please bring a
smartphone/tablet/laptop and make sure it is charged.
授業に必要なものは持参すること、特に充電済みのスマートフォン、タブレット、ノート型パソコンなどを
必携のこと。
6) No late homework or assignments will be accepted.
期⽇を過ぎた宿題は評価されないので、期⽇を守って提出すること。
7) BYOD - you will need a laptop or tablet in class. A smartphone is not suitable for class
activities.

オーラルイングリッシュⅣ

授業コード

10303212

授業種別

授業科目名

オーラルイングリッシュⅣ

授業担当教員

S.F.N.ティムズ

成績担当教員

S.F.N.ティムズ

開講年次

2年

実務家教員による授業

演習

開講期

後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
(Lower level) This course will help you continue to improve your English conversation ability. In
this course you will have many opportunities to practice speaking, mostly in pairs and small groups.
You will also start to learn some strategies for managing conversations in order to make your
conversations better, longer, and more correct. You will continue to study useful expressions,
vocabulary and improve your grammar usage. Listening and reading activities are included to support
your English development. Google Classroom will be used in this course for materials and
assignments. Information about coursework and grading policy will be on Google Classroom.
到達目標
At
①
②
③
④

the end of the course, you will be able to:
converse in English in various situations
carry on longer and longer conversations
increase your productive vocabulary
be able to use basic English grammar when speaking

授業計画
【第1回】
テーマ：Review of Units 1-6, Summer vacation. Course explanation and Google Classroom orientation.
内容・方法：Review conversations Units 1-6, Summer vacation
【第2回】
テーマ：Making comparisons
内容・方法：Vocabulary, conversation and language practice
【第3回】
テーマ：Making comparisons
内容・方法：Listening, reading and conversation. Quiz.
【第4回】
テーマ：Describing people
内容・方法：Vocabulary, conversation and language practice
【第5回】
テーマ：Describing people
内容・方法：Listening, reading and conversation. Quiz.
【第6回】
テーマ：Talking about cities
内容・方法：Vocabulary, conversation and language practice
【第7回】
テーマ：Talking about cities
内容・方法：Listening, reading and conversation. Quiz.
【第8回】
テーマ：Mid- semester review
内容・方法：Review Units 7-9. and mid-term assessment.
【第9回】
テーマ：Talking about places
内容・方法：Vocabulary, conversation and language practice
【第10回】
テーマ：Talking about places
内容・方法：Listening, reading and conversation. Quiz.
【第11回】
テーマ：Talking about vacations
内容・方法：Vocabulary, conversation and language practice
【第12回】
テーマ：Talking about vacations
内容・方法：Listening, reading and conversation. Quiz.
【第13回】
テーマ：Talking about future plans
内容・方法：Vocabulary, conversation and language practice
【第14回】
テーマ：Talking about future plans
内容・方法：Listening, reading and conversation. Quiz.
【第15回】
テーマ：End-of-semester review
オーラルイングリッシュⅣ

内容・方法：Review of units 10-12 and explanation of final assessment.
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
【第1回】
①事前学修課題：Buy the textbook Register for Google Classroom.
②事後学修課題：Homework assignments and Unit 1, 1-5 オンラインOnline Vocabulary and Grammar
activities
【第2回】
①事前学修課題：Do Unit 1-1-5 オンラインOnline Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignment and do Unit 1-All オンラインOnline activities
【第3回】
①事前学修課題：Complete all online conversation and video activities for Unit 1.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 2, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities
【第4回】
①事前学修課題：Do Unit 2, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 2 online conversation and video activities
【第5回】
①事前学修課題：Complete all Unit 2 online conversation and video activities
②事後学修課題：Homework assignments do Unit 3, 1-5, Online Vocabulary and Grammar activities.
【第6回】
①事前学修課題：Do Unit 3, 1-5, Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 3 online conversation and video
activities.
【第7回】
①事前学修課題：Complete all Unit 3 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Review Units 1-3 vocabulary, grammar and conversation routines. Prepare for the midterm assessment.
【第8回】
①事前学修課題：Review Units 1-3 vocabulary, grammar and conversation routines for the mid-term
assessment.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 4, 1-5 all Online Vocabulary and Grammar activities
【第9回】
①事前学修課題：Do Unit 4, 1-5 all Online Vocabulary and Grammar activities
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 4 online conversation and video
activities.
【第10回】
①事前学修課題：Complete all Unit 4 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 5, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
【第11回】
①事前学修課題：Do Unit 5, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 5 online conversation and video
activities.
【第12回】
①事前学修課題：Complete all Unit 5 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 6, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
【第13回】
①事前学修課題：Do Unit 6, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 6 online conversation and video
activities.
【第14回】
①事前学修課題：Complete all Unit 6 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Review Units 4-6 vocabulary, grammar and listening. Prepare for the final assessment.
【第15回】
①事前学修課題：Review Units 4-6 vocabulary, grammar and listening for the final assessment..
②事後学修課題：Submit the final examination.

課題に対するフィードバックの方法
1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom.
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class.
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.
成績評価の方法・基準（方針）
You will be graded in class on dialog performance, pair work activities and class activities (30%).
There will be regular vocabulary and grammar quizzes (20%). Homework and other textbook assignments
will also be graded (20%). During the semester there will be 2 tests: a mid-term and end-of-term
evaluation (20%). There will be a final examination (10%)
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

オーラルイングリッシュⅣ

授業内での評価

70

dialog performance, pair work activities and class
activities (30%), vocabulary and grammar quizzes
(20%), a mid-term and end-of-term evaluation (20%).

1,2,3,4

授業外での評価

20

Homework and other textbook assignments will also
be graded (20%)

1,2,3,4

定期試験

0

none

定期試験に代わるレポート等

10

final examination (10%)

その他

0

none

テキスト

Smart Choice 1, 4th Edition with Online Practice, 2020, Ken Wilson, Thomas Healy, Oxford
University Press, ISBN: 978-0-19-406099-8

参考書

Smart Choice 1 Online Practice (optional)

1,2,3,4

履修条件・他の科目との関連 Notes:
1) You will get more information from the course teacher during the first class. This
syllabus is subject to change. Changes will be announced in class.
詳細は、初回授業時にコース担当者から説明します。このシラバスは変更される可能性があります。
変更された場合は、授業中にお知らせします。
2) If you are absent 5 or more times without excuse, you cannot receive credit.
４回以上三者チェック席すると、単位を取得することができない。
3) If you are late 3 times, it will be counted as one absence.
遅刻３回は、欠席１回として認める。
4) If you arrive more than 30 minutes late to a 90-minute class (or 15 minutes late to a 45minute class) you may study, but you will be marked as absent.
90分の授業の場合遅刻は30分までとし、それを超えて遅刻した場合は、授業に参加することはでき
るが、三者チェック席扱いとなる。45分の授業の場合、遅刻は15分までとする。
5) Be sure to bring all necessary materials with you to class. In particular, please bring a
smartphone/tablet/laptop and make sure it is charged.
授業に必要なものは持参すること、特に充電済みのスマートフォン、タブレット、ノート型パソコンなどを
必携のこと。
6) No late homework or assignments will be accepted.
期⽇を過ぎた宿題は評価されないので、期⽇を守って提出すること。
7) BYOD - you will need a laptop or tablet in class. A smartphone is not suitable for class
activities.

オーラルイングリッシュⅣ

授業コード

10303251

授業種別

授業科目名

オーラルイングリッシュⅣ

授業担当教員

T.M.パレ

成績担当教員

T.M.パレ

開講年次

2年

実務家教員による授業

演習

開講期

後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
This course will help you continue to improve your English conversation ability. In this course you
will have many opportunities to practice speaking, mostly in pairs and small groups. You will also
start to learn some strategies for managing conversations in order to make your conversations
better, longer, and more correct. You will continue to study useful expressions, vocabulary and
improve your grammar usage. Listening and reading activities are included to support your English
development. Google Classroom will be used in this course for materials and assignments. Information
about coursework and grading policy will be on Google Classroom.
到達目標
At
①
②
③
④

the end of the course, you will be able to:
converse in English in various situations
carry on longer and longer conversations
increase your productive vocabulary
be able to use basic English grammar when speaking

授業計画
【第1回】
テーマ：Review of Units 1-6, Summer vacation. Course explanation and Google Classroom orientation.
内容・方法：Review conversations Units 1-6, Summer vacation
【第2回】
テーマ：Making comparisons
内容・方法：Vocabulary, conversation and language practice
【第3回】
テーマ：Making comparisons
内容・方法：Listening, reading and conversation. Quiz.
【第4回】
テーマ：Describing people
内容・方法：Vocabulary, conversation and language practice
【第5回】
テーマ：Describing people
内容・方法：Listening, reading and conversation. Quiz.
【第6回】
テーマ：Talking about cities
内容・方法：Vocabulary, conversation and language practice
【第7回】
テーマ：Talking about cities
内容・方法：Listening, reading and conversation. Quiz.
【第8回】
テーマ：Mid- semester review
内容・方法：Review Units 7-9. and mid-term assessment.
【第9回】
テーマ：Talking about places
内容・方法：Vocabulary, conversation and language practice
【第10回】
テーマ：Talking about places
内容・方法：Listening, reading and conversation. Quiz.
【第11回】
テーマ：Talking about vacations
内容・方法：Vocabulary, conversation and language practice
【第12回】
テーマ：Talking about vacations
内容・方法：Listening, reading and conversation. Quiz.
【第13回】
テーマ：Talking about future plans
内容・方法：Vocabulary, conversation and language practice
【第14回】
テーマ：Talking about future plans
内容・方法：Listening, reading and conversation. Quiz.
【第15回】
テーマ：End-of-semester review
オーラルイングリッシュⅣ

内容・方法：Review of units 10-12 and explanation of final assessment.
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
【第1回】
①事前学修課題：Buy the textbook Register for Google Classroom.
②事後学修課題：Homework assignments and Unit 1, 1-5 オンラインOnline Vocabulary and Grammar
activities
【第2回】
①事前学修課題：Do Unit 1-1-5 オンラインOnline Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignment and do Unit 1-All オンラインOnline activities
【第3回】
①事前学修課題：Complete all online conversation and video activities for Unit 1.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 2, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities
【第4回】
①事前学修課題：Do Unit 2, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 2 online conversation and video activities
【第5回】
①事前学修課題：Complete all Unit 2 online conversation and video activities
②事後学修課題：Homework assignments do Unit 3, 1-5, Online Vocabulary and Grammar activities.
【第6回】
①事前学修課題：Do Unit 3, 1-5, Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 3 online conversation and video
activities.
【第7回】
①事前学修課題：Complete all Unit 3 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Review Units 1-3 vocabulary, grammar and conversation routines. Prepare for the midterm assessment.
【第8回】
①事前学修課題：Review Units 1-3 vocabulary, grammar and conversation routines for the mid-term
assessment.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 4, 1-5 all Online Vocabulary and Grammar activities
【第9回】
①事前学修課題：Do Unit 4, 1-5 all Online Vocabulary and Grammar activities
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 4 online conversation and video
activities.
【第10回】
①事前学修課題：Complete all Unit 4 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 5, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
【第11回】
①事前学修課題：Do Unit 5, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 5 online conversation and video
activities.
【第12回】
①事前学修課題：Complete all Unit 5 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 6, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
【第13回】
①事前学修課題：Do Unit 6, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 6 online conversation and video
activities.
【第14回】
①事前学修課題：Complete all Unit 6 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Review Units 4-6 vocabulary, grammar and listening. Prepare for the final assessment.
【第15回】
①事前学修課題：Review Units 4-6 vocabulary, grammar and listening for the final assessment..
②事後学修課題：Submit the final examination.

課題に対するフィードバックの方法
1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom.
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class.
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.
成績評価の方法・基準（方針）
You will be graded in class on dialog performance, pair work activities and class activities (30%).
There will be regular vocabulary and grammar quizzes (20%). Homework and other textbook assignments
will also be graded (20%). During the semester there will be 2 tests: a mid-term and end-of-term
evaluation (20%). There will be a final examination (10%)
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

オーラルイングリッシュⅣ

授業内での評価

70

dialog performance, pair work activities and class
activities (30%), vocabulary and grammar quizzes
(20%), a mid-term and end-of-term evaluation (20%).

1,2,3,4

授業外での評価

20

Homework and other textbook assignments will also
be graded (20%)

1,2,3,4

定期試験

0

none

定期試験に代わるレポート等

10

final examination (10%)

その他

0

none

テキスト

Smart Choice 1, 4th Edition with Online Practice, 2020, Ken Wilson, Thomas Healy, Oxford
University Press, ISBN: 978-0-19-406099-8

参考書

Smart Choice 1 Online Practice (optional)

1,2,3,4

履修条件・他の科目との関連 Notes:
1) You will get more information from the course teacher during the first class. This
syllabus is subject to change. Changes will be announced in class.
詳細は、初回授業時にコース担当者から説明します。このシラバスは変更される可能性があります。
変更された場合は、授業中にお知らせします。
2) If you are absent 5 or more times without excuse, you cannot receive credit.
４回以上欠席すると、単位を取得することができない。
3) If you are late 3 times, it will be counted as one absence.
遅刻３回は、欠席１回として認める。
4) If you arrive more than 30 minutes late to a 90-minute class (or 15 minutes late to a 45minute class) you may study, but you will be marked as absent.
90分の授業の場合遅刻は30分までとし、それを超えて遅刻した場合は、授業に参加することはでき
るが、欠席扱いとなる。45分の授業の場合、遅刻は15分までとする。
5) Be sure to bring all necessary materials with you to class. In particular, please bring a
smartphone/tablet/laptop and make sure it is charged.
授業に必要なものは持参すること、特に充電済みのスマートフォン、タブレット、ノート型パソコンなどを
必携のこと。
6) No late homework or assignments will be accepted.
期⽇を過ぎた宿題は評価されないので、期⽇を守って提出すること。
7) BYOD - you will need a laptop or tablet in class. A smartphone is not suitable for class
activities.

オーラルイングリッシュⅣ

授業コード

10303252

授業種別

授業科目名

オーラルイングリッシュⅣ

授業担当教員

M.ウィルモット

成績担当教員

M.ウィルモット

開講年次

2年

実務家教員による授業

演習

開講期

後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
This course will help you continue to improve your English conversation ability. In this course you
will have many opportunities to practice speaking, mostly in pairs and small groups. You will also
start to learn some strategies for managing conversations in order to make your conversations
better, longer, and more correct. You will continue to study useful expressions, vocabulary and
improve your grammar usage. Listening and reading activities are included to support your English
development. Google Classroom will be used in this course for materials and assignments. Information
about coursework and grading policy will be on Google Classroom.
到達目標
At
①
②
③
④

the end of the course, you will be able to:
converse in English in various situations
carry on longer and longer conversations
increase your productive vocabulary
be able to use basic English grammar when speaking

授業計画
【第1回】
テーマ：Review of Units 1-6, Summer vacation. Course explanation and Google Classroom orientation.
内容・方法：Review conversations Units 1-6, Summer vacation
【第2回】
テーマ：Making comparisons
内容・方法：Vocabulary, conversation and language practice
【第3回】
テーマ：Making comparisons
内容・方法：Listening, reading and conversation. Quiz.
【第4回】
テーマ：Describing people
内容・方法：Vocabulary, conversation and language practice
【第5回】
テーマ：Describing people
内容・方法：Listening, reading and conversation. Quiz.
【第6回】
テーマ：Talking about cities
内容・方法：Vocabulary, conversation and language practice
【第7回】
テーマ：Talking about cities
内容・方法：Listening, reading and conversation. Quiz.
【第8回】
テーマ：Mid- semester review
内容・方法：Review Units 7-9. and mid-term assessment.
【第9回】
テーマ：Talking about places
内容・方法：Vocabulary, conversation and language practice
【第10回】
テーマ：Talking about places
内容・方法：Listening, reading and conversation. Quiz.
【第11回】
テーマ：Talking about vacations
内容・方法：Vocabulary, conversation and language practice
【第12回】
テーマ：Talking about vacations
内容・方法：Listening, reading and conversation. Quiz.
【第13回】
テーマ：Talking about future plans
内容・方法：Vocabulary, conversation and language practice
【第14回】
テーマ：Talking about future plans
内容・方法：Listening, reading and conversation. Quiz.
【第15回】
テーマ：End-of-semester review
オーラルイングリッシュⅣ

内容・方法：Review of units 10-12 and explanation of final assessment.
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
【第1回】
①事前学修課題：Buy the textbook Register for Google Classroom.
②事後学修課題：Homework assignments and Unit 1, 1-5 オンラインOnline Vocabulary and Grammar
activities
【第2回】
①事前学修課題：Do Unit 1-1-5 オンラインOnline Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignment and do Unit 1-All オンラインOnline activities
【第3回】
①事前学修課題：Complete all online conversation and video activities for Unit 1.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 2, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities
【第4回】
①事前学修課題：Do Unit 2, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 2 online conversation and video activities
【第5回】
①事前学修課題：Complete all Unit 2 online conversation and video activities
②事後学修課題：Homework assignments do Unit 3, 1-5, Online Vocabulary and Grammar activities.
【第6回】
①事前学修課題：Do Unit 3, 1-5, Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 3 online conversation and video
activities.
【第7回】
①事前学修課題：Complete all Unit 3 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Review Units 1-3 vocabulary, grammar and conversation routines. Prepare for the midterm assessment.
【第8回】
①事前学修課題：Review Units 1-3 vocabulary, grammar and conversation routines for the mid-term
assessment.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 4, 1-5 all Online Vocabulary and Grammar activities
【第9回】
①事前学修課題：Do Unit 4, 1-5 all Online Vocabulary and Grammar activities
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 4 online conversation and video
activities.
【第10回】
①事前学修課題：Complete all Unit 4 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 5, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
【第11回】
①事前学修課題：Do Unit 5, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 5 online conversation and video
activities.
【第12回】
①事前学修課題：Complete all Unit 5 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 6, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
【第13回】
①事前学修課題：Do Unit 6, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 6 online conversation and video
activities.
【第14回】
①事前学修課題：Complete all Unit 6 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Review Units 4-6 vocabulary, grammar and listening. Prepare for the final assessment.
【第15回】
①事前学修課題：Review Units 4-6 vocabulary, grammar and listening for the final assessment..
②事後学修課題：Submit the final examination.

課題に対するフィードバックの方法
1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom.
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class.
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.
成績評価の方法・基準（方針）
You will be graded in class on dialog performance, pair work activities and class activities (30%).
There will be regular vocabulary and grammar quizzes (20%). Homework and other textbook assignments
will also be graded (20%). During the semester there will be 2 tests: a mid-term and end-of-term
evaluation (20%). There will be a final examination (10%)
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

オーラルイングリッシュⅣ

授業内での評価

70

dialog performance, pair work activities and class
activities (30%), vocabulary and grammar quizzes
(20%), a mid-term and end-of-term evaluation (20%).

1,2,3,4

授業外での評価

20

Homework and other textbook assignments will also
be graded (20%)

1,2,3,4

定期試験

0

none

定期試験に代わるレポート等

10

final examination (10%)

その他

0

none

テキスト

Smart Choice 1, 4th Edition with Online Practice, 2020, Ken Wilson, Thomas Healy, Oxford
University Press, ISBN: 978-0-19-406099-8

参考書

Smart Choice 1 Online Practice (optional)

1,2,3,4

履修条件・他の科目との関連 Notes:
1) You will get more information from the course teacher during the first class. This
syllabus is subject to change. Changes will be announced in class.
詳細は、初回授業時にコース担当者から説明します。このシラバスは変更される可能性があります。
変更された場合は、授業中にお知らせします。
2) If you are absent 5 or more times without excuse, you cannot receive credit.
４回以上欠席すると、単位を取得することができない。
3) If you are late 3 times, it will be counted as one absence.
遅刻３回は、欠席１回として認める。
4) If you arrive more than 30 minutes late to a 90-minute class (or 15 minutes late to a 45minute class) you may study, but you will be marked as absent.
90分の授業の場合遅刻は30分までとし、それを超えて遅刻した場合は、授業に参加することはでき
るが、欠席扱いとなる。45分の授業の場合、遅刻は15分までとする。
5) Be sure to bring all necessary materials with you to class. In particular, please bring a
smartphone/tablet/laptop and make sure it is charged.
授業に必要なものは持参すること、特に充電済みのスマートフォン、タブレット、ノート型パソコンなどを
必携のこと。
6) No late homework or assignments will be accepted.
期⽇を過ぎた宿題は評価されないので、期⽇を守って提出すること。
7) BYOD - you will need a laptop or tablet in class. A smartphone is not suitable for class
activities.

オーラルイングリッシュⅣ

授業コード

10303301

授業科目名

英語Ⅰ

授業担当教員

田所

朱莉

成績担当教員

田所

朱莉

開講年次

1年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
本授業は、英語の語順を理解し、易しい英文を読めるようになることを目的とする。リーディングに関する様々
なアクティビティを通して総合的に英語に親しみ、理解を深めるようにする。基本的な英語の構造と文法を説明
する。授業外では、読むことを楽しむために graded readers を読むことを推奨する。
到達目標
①英語の語順を理解し、易しい英文を読めるようになる。
②基本的な英文法を理解することができる。
③英語学習に対する情意フィルターを下げ、臆することなく英語を使ってコミュニケーションできる技能と態度
を身に着ける。
授業計画
[第1回] オリエンテーション （シラバス説明、評価方法、授業の進め方等についてのガイダンス）及びアク
ティビティ
[第2回] Unit 1: People Reading 1 (長文読解及びディスカッション)
[第3回] Unit 1: People Reading 2 (長文読解及びディスカッション)
[第4回] Unit 1: Language Development / Watch and Listen （文法説明及びリスニング演習）
[第5回] Unit 2: Climate Reading 1 (長文読解及びディスカッション)
[第6回] Unit 2: Climate Reading 2 (長文読解及びディスカッション)
[第7回] Unit 2: Language Development / Watch and Listen (文法説明及びリスニング演習)
[第8回] Unit 1, 2のまとめ、復習テストもしくは中間プレゼンテーション
[第9回] Unit 3: Lifestyle Reading 1（長文読解及びディスカッション）
[第10回] Unit 3: Lifestyle Reading 2（長文読解及びディスカッション）
[第11回] Unit 3: Language Development / Watch and Listen (文法説明及びリスニング演習)
[第12回] Unit 4: Places Reading 1（長文読解及びディスカッション）
[第13回] Unit 4: Places Reading 2（長文読解及びディスカッション）
[第14回] Unit 4: Language Development / Watch and Listen (文法説明及びリスニング演習)
[第15回] Unit 3, 4のまとめ、 期末プレゼンテーション
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
授業（一回につき2時間として計算）と事前事後学習を合わせて、一単位あたり45時間の学習が必要である。授業
時間中に終わらなかった問題については課題とする。
事前学習：その週に取り扱うテキスト範囲について単語を調べ、リストを作成する。教員が指定した問題の予習
を行う。
事後学習：授業の復習およびテキストのトピックに関して英作文を作成する。並行して、第8回・15回目授業に向
けた準備および学習を進める。各回授業終了後に教科書課題（テキストの設問を解いたもの）と発展課題（テキ
ストのトピックに関する英作文）の提出が求められる。
課題に対するフィードバックの方法
教科書課題・発展課題の点数をGoogle Classroomを通じて開示を行う。必要に応じて、発展課題についての
フィードバックを授業内もしくはGoogle Classroom上で行う。
復習テスト（もしくは中間プレゼンテーション）、期末プレゼンテーションの点数については、希望者に対して
点数と内容の開示を行う。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により、総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
正当な理由なく4回を超えて欠席をした場合、または第8回授業での復習テスト（もしくは中間プレゼンテーショ
ン）、期末プレゼンテーションのいずれかを正当な理由なく受験しなかった場合、評価の対象とせず、「K」評価
とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

30

毎回の授業後に提出する教科書課題（授業内で扱った
テキストの設問を解いたものと単語リスト）

1、2

授業外での評価

30

毎回の授業後に提出する発展課題（テキストのトピックに

2、3
英語Ⅰ

関する英作文）
定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

期末プレゼンテーション（第15回授業終了後にプレゼン
テーションの原稿をレポート試験として提出）

2、3

その他

20

第8回授業にて実施する復習テストもしくは中間プレゼン
テーション

2、3

テキスト

Prism Reading -- Intro / Kate Adams ・Sabina Ostrowska / Cambridge University Press /
978-1-108-55618-7

参考書

必要に応じて英語辞書を使うこと

履修条件・他の科目との関連 ・後期も引き続き英語Ⅱを受講することが望ましい。
・3回の遅刻/早退で1回欠席とする。欠席した際は必ず授業のフォローアップを各自で行うこと。教員
からの指示があった場合を除き、携帯電話・及びスマートフォンの使用は認めない（辞書としての使用
も不可）。
・毎回の授業にパソコン、テキスト、ノート、筆記用具、辞書（必要であれば）を持参すること。
・課題の提出や授業に関する掲示は、Google Classroomを通じて行う。
・新型コロナウィルスの感染状況により、遠隔授業に変更された場合には、リアルタイム型の授業を実
施する。
・第8回授業にて実施の復習テストについては、状況によりプレゼンテーションへ変更する。授業内で
のアクティビティ、ディスカッション、プレゼンテーションの実施についても新型コロナウィルス感染状況等
を踏まえながら、形態を変更する。

英語Ⅰ

授業コード

10303401

授業科目名

英語Ⅱ

授業担当教員

田所

朱莉

成績担当教員

田所

朱莉

開講年次

1年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
本授業は、英語の語順を理解し、易しい英文を読めるようになることを目的とする。リーディングに関する様々
なアクティビティを通して総合的に英語に親しみ、理解を深めるようにする。基本的な英語の構造と文法を説明
する。授業外では、読むことを楽しむために graded readers を読むことを推奨する。
到達目標
①英語の語順を理解し、易しい英文を読めるようになる。
②基本的な英文法を理解することができる。
③英語学習に対する情意フィルターを下げ、臆することなく英語を使ってコミュニケーションできる技能と態度
を身に着ける。
授業計画
[第1回] オリエンテーション （シラバス説明、評価方法、授業の進め方等についてのガイダンス）及びアク
ティビティ
[第2回] Unit 5: Jobs Reading 1 (長文読解及びディスカッション)
[第3回] Unit 5: Jobs Reading 2 (長文読解及びディスカッション)
[第4回] Unit 5: Language Development / Watch and Listen （文法説明及びリスニング演習）
[第5回] Unit 6: Homes and Buildings Reading 1 (長文読解及びディスカッション)
[第6回] Unit 6: Homes and Buildings Reading 2 (長文読解及びディスカッション)
[第7回] Unit 6: Language Development / Watch and Listen (文法説明及びリスニング演習)
[第8回] Unit 5, 6のまとめ、復習テストもしくは中間プレゼンテーション
[第9回] Unit 7: Food and Culture Reading 1（長文読解及びディスカッション）
[第10回] Unit 7: Food and Culture Reading 2（長文読解及びディスカッション）
[第11回] Unit 7: Language Development / Watch and Listen (文法説明及びリスニング演習)
[第12回] Unit 8: Transportation Reading 1（長文読解及びディスカッション）
[第13回] Unit 8: Transportation Reading 2（長文読解及びディスカッション）
[第14回] Unit 8: Language Development / Watch and Listen (文法説明及びリスニング演習)
[第15回] Unit 7, 8のまとめ、 期末プレゼンテーション
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
授業（一回につき2時間として計算）と事前事後学習を合わせて、一単位あたり45時間の学習が必要である。授業
時間中に終わらなかった問題については課題とする。
事前学習：その週に取り扱うテキスト範囲について単語を調べ、リストを作成する。教員が指定した問題の予習
を行う。
事後学習：授業の復習およびテキストのトピックに関して英作文を作成する。並行して、第8回・15回目授業に向
けた準備および学習を進める。各回授業終了後に教科書課題（テキストの設問を解いたもの）と発展課題（テキ
ストのトピックに関する英作文）の提出が求められる。
課題に対するフィードバックの方法
教科書課題・発展課題の点数をGoogle Classroomを通じて開示を行う。必要に応じて、発展課題についての
フィードバックを授業内もしくはGoogle Classroom上で行う。
復習テスト（もしくは中間プレゼンテーション）、期末プレゼンテーションの点数については、希望者に対して
点数と内容の開示を行う。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により、総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
正当な理由なく4回を超えて欠席をした場合、または第8回授業での復習テスト（もしくは中間プレゼンテーショ
ン）、期末プレゼンテーションのいずれかを正当な理由なく受験しなかった場合、評価の対象とせず、「K」評価
とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

30

毎回の授業後に提出する教科書課題（授業内で扱った
テキストの設問を解いたものと単語リスト）

1、2

授業外での評価

30

毎回の授業後に提出する発展課題（テキストのトピックに

2、3
英語Ⅱ

関する英作文）
定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

期末プレゼンテーション（第15回授業終了後にプレゼン
テーションの原稿をレポート試験として提出）

2、3

その他

20

第8回授業にて実施する復習テストもしくは中間プレゼン
テーション

2、3

テキスト

Prism Reading -- Intro / Kate Adams ・Sabina Ostrowska / Cambridge University Press /
978-1-108-55618-7

参考書

必要に応じて英語辞書を使うこと

履修条件・他の科目との関連 ・3回の遅刻/早退で1回欠席とする。欠席した際は必ず授業のフォローアップを各自で行うこと。教員
からの指示があった場合を除き、携帯電話・及びスマートフォンの使用は認めない（辞書としての使用
も不可）。
・毎回の授業にパソコン、テキスト、ノート、筆記用具、辞書（必要であれば）を持参すること。
・課題の提出や授業に関する掲示は、Google Classroomを通じて行う。
・新型コロナウィルスの感染状況により、遠隔授業に変更された場合には、リアルタイム型の授業を実
施する。
・第8回授業にて実施の復習テストについては、状況によりプレゼンテーションへ変更する。授業内で
のアクティビティ、ディスカッション、プレゼンテーションの実施についても新型コロナウィルス感染状況等
を踏まえながら、形態を変更する。

英語Ⅱ

授業コード

10303501

授業種別

授業科目名

ボキャブラリービルディングⅠ

授業担当教員

M.ウィルモット

成績担当教員

M.ウィルモット

開講年次

1年

開講期

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
Vocabulary building is the process of expanding your vocabulary. In order to learn English, you
first need to know the words. The purpose of this class is to expand vocabulary by learning how
words are used and how to use them in context. In the class, students will learn vocabulary through
a variety of tasks and activities that use the four skills of reading, listening, writing, and
speaking. Sometimes, crossword puzzles, Guessing games, and English songs are used to make learning
fun. The goal is to acquire the basic 1000 words as receptive and productive vocabulary. Information
about coursework and grading policy will be on Google Classroom.
到達目標
1. Learn to recognize and use vocabulary from thematic units 1-20 over the course of the semester.
2. Learn to recognize and use common verbs from Units 38-49 over the course of the semester.
3. This course aims to review and learn approximately 1000 of the most basic words of English.
授業計画
【第1回】
テーマ：Outline the course. Units 1, 2. Google Classroom registration and explanation.
内容・方法：Text units 1 & 2. Supplementary material / Extra reading material.
【第2回】
テーマ：Units 3, 4. Focus on Verbs: Unit 38 Have/had
内容・方法：Text units. Useful verbs focus. Supplementary material / Extra reading material.
【第3回】
テーマ：Units 5, 6. Focus on Verbs: Unit 39 Go/went/gone
内容・方法：Text units. Useful verbs focus. Supplementary material / Extra reading material.
【第4回】
テーマ：Units 7, 8. Focus on Verbs: Unit 40 Do/did/done
内容・方法：Text units. Useful verbs focus. Review of previous units.
【第5回】
テーマ：Unit Evaluation Quiz 1
内容・方法：Unit review, Evaluation 1, teacher-selected activities
【第6回】
テーマ：Units 9, 10. Focus on Verbs: Unit 41 Make/made
内容・方法：Text units. Useful verbs focus. Supplementary material / Extra reading material.
【第7回】
テーマ：Units 11, 12. Focus on Verbs: Unit 42 Come/came
内容・方法：Text units. Useful verbs focus. Supplementary material / Extra reading material.
【第8回】
テーマ：Units 13, 14. Focus on Verbs: Unit 43 Take/took/taken
内容・方法：Text units. Useful verbs focus. Supplementary material / Extra reading material.
【第9回】
テーマ：Units 15, 16. Focus on Verbs: Unit 44 Bring/brought
内容・方法：Text units. Useful verbs focus. Review of previous units
【第10回】
テーマ：Unit Evaluation Quiz 2 (+ units review)
内容・方法：Evaluation 2
【第11回】
テーマ：Units 17, 18. Focus on Verbs: Unit 45 Get, got
内容・方法：Text units. Useful verbs focus. Supplementary material / Extra reading material.
【第12回】
テーマ：Units 19, 20. Focus on Verbs: Unit 46 & 47 Phrasal verbs, everyday verbs
内容・方法：Text units. Useful verbs focus. Supplementary material / Extra reading material.
【第13回】
テーマ： Focus on Verbs: Unit 48 & 49 Talking & Moving
内容・方法：Text units. Unit Review: 1-10. Unit review.
【第14回】
テーマ：Unit Review: 11-20. Focus on Verbs Review
内容・方法：Unit 11-20. Verbs: Unit 38-49
【第15回】
テーマ：Unit Evaluation Quiz 3 (+ units review)
内容・方法：Evaluation 3 & Course review. Final Examination explanation
ボキャブラリービルディングⅠ

事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
Students are expected to spend approximately 30 minutes for preparation assignments before each
class AND an additional 30 minutes for review assignments after each class.
【第1回】
事前学修課題：Read the course outline
事後学修課題：Review units studied. Vocabulary homework exercises
【第2回】
事前学修課題：Review the units studied
事後学修課題：Review units studied. Vocabulary homework exercises
【第3回】
事前学修課題：Review the units studied
事後学修課題：Review units studied. Vocabulary homework exercises
【第4回】
事前学修課題：Review the units studied
事後学修課題：Review units studied. Vocabulary homework exercises. Prepare for Evaluation.
【第5回】
事前学修課題：Prepare for Evaluation
事後学修課題：Review errors on evaluation. Vocabulary homework exercises
【第6回】
事前学修課題：Review the units studied
事後学修課題：Review units studied. Vocabulary homework exercises
【第7回】
事前学修課題：Review the units studied
事後学修課題：Review units studied. Vocabulary homework exercises
【第8回】
事前学修課題：Review the units studied
事後学修課題：Review units studied. Vocabulary homework exercises
【第9回】
事前学修課題：Review the units studied
事後学修課題：Review units studied. Vocabulary homework exercises. Prepare for Evaluation
【第10回】
事前学修課題：Prepare for Evaluation
事後学修課題：Review errors on Evaluation. Vocabulary homework exercises
【第11回】
事前学修課題：Review the units studied
事後学修課題：Review units studied. Vocabulary homework exercises
【第12回】
事前学修課題：Review the units studied
事後学修課題：Review units studied. Vocabulary homework exercises
【第13回】
事前学修課題：Review the units studied
事後学修課題：Review units studied. Vocabulary homework exercises
【第14回】
事前学修課題：Review the units studied
事後学修課題：Review units studied. Prepare for Final Evaluation.
【第15回】
事前学修課題：Final Evaluation
事後学修課題：Submit the final examination.
課題に対するフィードバックの方法
1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom.
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class.
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.
成績評価の方法・基準（方針）
In-class activities and assignments (10%) and vocabulary quizzes (10%), unit evaluation quizzes
(30%), presentation and communication activities (10%). Homework assignments (20%) and final
examination (20%).
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

60

In-class activities and assignments (10%) and
vocabulary quizzes (10%), unit evaluation quizzes
(30%), presentation and communication activities
(10%).

1.2.3.

授業外での評価

20

Homework assignments (20%)

1.2.3.

定期試験

0

none

定期試験に代わるレポート等

20

Final examination (20%)

1.2.3.
ボキャブラリービルディングⅠ

その他

0

テキスト

English Vocabulary In Use: Elementary, Michael McCarthy, Felicity O'Dell, Book with
answers and Enhanced eBook, Cambridge University Press; 3 edition, 2017, ISBN:
9781316631522

none

参考書
履修条件・他の科目との関連 Notes:
1) You will get more information from the course teacher during the first class. This
syllabus is subject to change. Changes will be announced in class.
詳細は、初回授業時にコース担当者から説明します。このシラバスは変更される可能性があります。
変更された場合は、授業中にお知らせします。
2) If you are absent 5 or more times without excuse, you cannot receive credit.
４回以上欠席すると、単位を取得することができない。
3) If you are late 3 times, it will be counted as one absence.
遅刻３回は、欠席１回として認める。
4) If you arrive more than 30 minutes late to a 90-minute class (or 15 minutes late to a 45minute class) you may study, but you will be marked as absent.
90分の授業の場合遅刻は30分までとし、それを超えて遅刻した場合は、授業に参加することはでき
るが、欠席扱いとなる。45分の授業の場合、遅刻は15分までとする。
5) Be sure to bring all necessary materials with you to class. In particular, please bring a
smartphone/tablet/laptop and make sure it is charged.
授業に必要なものは持参すること、特に充電済みのスマートフォン、タブレット、ノート型パソコンなどを
必携のこと。
6) No late homework or assignments will be accepted.
期⽇を過ぎた宿題は評価されないので、期⽇を守って提出すること。
7) BYOD - you will need a laptop or tablet in class. A smartphone is not suitable for class
activities.

ボキャブラリービルディングⅠ

授業コード

10303601

授業種別

授業科目名

ボキャブラリービルディングⅡ

授業担当教員

M.ウィルモット

成績担当教員

M.ウィルモット

開講年次

1年

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
Vocabulary building is the process of expanding your vocabulary. In order to learn English, you
first need to know the words. The purpose of this class is to expand vocabulary by learning how
words are used and how to use them in context. In the class, students will learn vocabulary through
a variety of tasks and activities that use the four skills of reading, listening, writing, and
speaking. Sometimes, crossword puzzles, Guessing games, and English songs are used to make learning
fun. The goal is to acquire the basic 1000 words as receptive and productive vocabulary. Information
about coursework and grading policy will be on Google Classroom.
到達目標
1. Learn to recognize and use vocabulary from thematic units 1-20 over the course of the semester.
2. Learn to recognize and use common verbs from Units 38-49 over the course of the semester.
3. This course aims to review and learn approximately 1000 of the most basic words of English.
授業計画
【第1回】
テーマ：Orientation: Outline the course, explain syllabus and grading policy.
内容・方法：Outline the course, explain syllabus and grading policy. Start on Units 21, 22.
【第2回】
テーマ：Unit 23, 24. Focus on Grammar: Unit 50 (conjunctions)
内容・方法：Text units. Useful Grammar focus. Supplementary material / Extra reading material
【第3回】
テーマ：Unit 25, 26. Focus on Grammar: Unit 51 (days, months, seasons)
内容・方法：Text units. Useful Grammar focus. Supplementary material / Extra reading material
【第4回】
テーマ：Unit 27, 28. Focus on Grammar: Unit 52 (time words)
内容・方法：Text units. Useful Grammar focus. Supplementary material / Review of previous units
【第5回】
テーマ：Unit Evaluation Quiz 1
内容・方法：Test 1, unit review, teacher-selected activities
【第6回】
テーマ：Unit 29, 30. Focus on Grammar: Unit 53 (places)
内容・方法：Text units. Useful Grammar focus. Supplementary material / Extra reading material
【第7回】
テーマ：Unit 31, 32. Focus on Grammar: Unit 54 (manner: adjectives/adverbs)
内容・方法：Text units. Useful Grammar focus. Supplementary material / Extra reading material
【第8回】
テーマ：Unit 33, 34. Focus on Grammar: Unit 55 (common uncountable nouns)
内容・方法：Text units. Useful Grammar focus. Supplementary material / Extra reading material
【第9回】
テーマ：Unit 35. Focus on Grammar: Unit 56 (common adjectives)
内容・方法：Text units. Useful Grammar focus. Review of previous units
【第10回】
テーマ：Unit Evaluation Quiz 2
内容・方法：Evaluation 2, unit review, teacher-selected activities
【第11回】
テーマ：Unit 36. Focus on Grammar: Unit 57 (prepositions)
内容・方法：Text units. Useful Grammar focus. Supplementary material. Review of previous units
【第12回】
テーマ：Unit 37. Focus on Grammar: Unit 58, 59 (prefixes, suffixes)
内容・方法：Text units. Useful Grammar focus. Supplementary material. Review of previous units
【第13回】
テーマ：Units Review: 21-30. Focus on Grammar: Unit 60 (confusing words)
内容・方法：Text units. Useful Grammar focus. Supplementary material. Review of previous units
【第14回】
テーマ：Units Review: 31-37. Focus on Grammar: Review of units 50-60
内容・方法：Review of previous units
【第15回】
テーマ：Unit Evaluation Quiz 3 (+ units review)
内容・方法：Evaluation 3 & Course review. Final Examination explanation
ボキャブラリービルディングⅡ

事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
Students are expected to spend approximately 30 minutes for preparation assignments before each
class AND an additional 30 minutes for review assignments after each class.
【第1回】
事前学修課題：Read the course outline.
事後学修課題：Review units studied. Vocabulary homework exercises
【第2回】
事前学修課題：Review the units studied
事後学修課題：Review units studied. Vocabulary homework exercises
【第3回】
事前学修課題：Review the units studied
事後学修課題：Review units studied. Vocabulary homework exercises
【第4回】
事前学修課題：Review the units studied
事後学修課題：Review units studied. Vocabulary homework exercises. Prepare for Evaluation.
【第5回】
事前学修課題：Prepare for Evaluation
事後学修課題：Review errors on evaluation. Vocabulary homework exercises
【第6回】
事前学修課題：Review the units studied
事後学修課題：Review units studied. Vocabulary homework exercises
【第7回】
事前学修課題：Review the units studied
事後学修課題：Review units studied. Vocabulary homework exercises
【第8回】
事前学修課題：Review the units studied
事後学修課題：Review units studied. Vocabulary homework exercises
【第9回】
事前学修課題：Review the units studied
事後学修課題：Review units studied. Vocabulary homework exercises. Prepare for Evaluation
【第10回】
事前学修課題：Prepare for Evaluation
事後学修課題：Review errors on Evaluation. Vocabulary homework exercises
【第11回】
事前学修課題：Review the units studied
事後学修課題：Review units studied. Vocabulary homework exercises
【第12回】
事前学修課題：Review the units studied
事後学修課題：Review units studied. Vocabulary homework exercises
【第13回】
事前学修課題：Review the units studied
事後学修課題：Review units studied. Vocabulary homework exercises
【第14回】
事前学修課題：Review the units studied
事後学修課題：Review units studied. Prepare for Final Evaluation.
【第15回】
事前学修課題：Final Evaluation
事後学修課題：Submit the final examination.
課題に対するフィードバックの方法
1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom.
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class.
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.
成績評価の方法・基準（方針）
In-class activities and assignments (10%) and vocabulary quizzes (10%), unit evaluation quizzes
(30%), presentation and communication activities (10%). Homework assignments (20%) and final
examination (20%).
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

60

In-class activities and assignments (10%) and
vocabulary quizzes (10%), unit evaluation quizzes
(30%), presentation and communication activities
(10%).

1.2.3.

授業外での評価

20

Homework assignments (20)

1.2.3.

定期試験

0

none

定期試験に代わるレポート等

20

Final examination (20%)

1.2.3.
ボキャブラリービルディングⅡ

その他

0

テキスト

English Vocabulary In Use: Elementary, Michael McCarthy, Felicity O'Dell, Book with
answers and Enhanced eBook, Cambridge University Press; 3 edition, 2017, ISBN:
9781316631522

none

参考書
履修条件・他の科目との関連 Notes:
1) You will get more information from the course teacher during the first class. This
syllabus is subject to change. Changes will be announced in class.
詳細は、初回授業時にコース担当者から説明します。このシラバスは変更される可能性があります。
変更された場合は、授業中にお知らせします。
2) If you are absent more than 4 times without excuse, you cannot receive credit.
４回以上欠席すると、単位を取得することができない。
3) If you are late 3 times, it will be counted as one absence.
遅刻３回は、欠席１回として認める。
4) If you arrive more than 30 minutes late to a 90-minute class (or 15 minutes late to a 45minute class) you may study, but you will be marked as absent.
90分の授業の場合遅刻は30分までとし、それを超えて遅刻した場合は、授業に参加することはでき
るが、欠席扱いとなる。45分の授業の場合、遅刻は15分までとする。
5) Be sure to bring all necessary materials with you to class. In particular, please bring a
smartphone/tablet/laptop and make sure it is charged.
授業に必要なものは持参すること、特に充電済みのスマートフォン、タブレット、ノート型パソコンなどを
必携のこと。
6) No late homework or assignments will be accepted.
期⽇を過ぎた宿題は評価されないので、期⽇を守って提出すること。
7) BYOD - you will need a laptop or tablet in class. A smartphone is not suitable for class
activities.
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授業コード

10402502

授業科目名

中国語Ⅰ

授業担当教員

侯

月琴

成績担当教員

侯

月琴

開講年次

1年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
中国語の正確な発音と「聞く」・「話す」などの基礎的な語学力を習得することによって中国語の初歩的なコ
ミュニケーション能力を身につけ、これからの中国旅行あるいは卒業後の仕事などにおいて中国人とコミュニ
ケーションするのに少しでも役に立つ基礎的な中国語力の習得と中国理解を目的とする。
この授業では正確できれいな発音と聞き取りの練習を繰り返すことにより中国語の基本語彙と文型を習熟してい
く。「読む、書く、聞く、話す」という四基本技能の内、特に「聞く」と「話す」を重視する。
到達目標
1.中国語の発音を正確にできること
2.中国語で自己紹介ができること
3.基礎的な文法事項を習得すること
授業計画
【第1回】
テーマ：中国語とは
内容・方法：これからの授業についての説明。中国語についての紹介。
【第2回】
テーマ：母音と声調
内容・方法：中国語の発音（母音、複母音と声調）の説明と練習。
【第3回】
テーマ：母音と複母音
内容・方法：中国語の発音（母音、複母音と声調）の復習と練習
【第4回】
テーマ：子音と鼻母音
内容・方法：中国語の発音（子音と鼻母音）の説明と練習
【第5回】
テーマ：声調と変調
内容・方法：中国語における変調などについての説明、中国語の発音をまとめながら正確な発音ができるよう練
習と矯正を行う。
【第6回】
テーマ：名詞述語文
内容・方法：第1課、代詞と名詞述語文などの要点説明と練習
【第7回】
テーマ：疑問文と名詞修飾
内容・方法：第1課、疑問文、連体修飾的などの要点説明と練習
【第8回】
テーマ：第1課の理解と練習
内容・方法：第1課の本文理解とドリル
【第9回】
テーマ：動詞述語文
内容・方法：第2課、動詞述語文、省略疑問などの要点説明と練習
【第10回】
テーマ：選択疑問
内容・方法：第2課、選択疑問、副詞也などの要点説明と練習
【第11回】
テーマ：第2課の理解と練習
内容・方法：第2課の本文理解とドリル
【第12回】
テーマ：第1課と第2課についての再確認
内容・方法：第1課と第2課についての復習と考査。学生の質問に説明を行う。
【第13回】
テーマ：所有と存在表現
内容・方法：第3課、所有、存在の有 等の要点説明と練習
【第14回】
テーマ：接続助詞と副詞
内容・方法：第3課、接続詞和、副詞都 等の要点説明と練習
【第15回】
テーマ：第3課の理解と練習
内容・方法：第3課の本文理解とドリル
【第16回】
テーマ：第3課の理解と練習
中国語Ⅰ

内容・方法：第3課の本文理解とドリル
【第17回】
テーマ：形容詞述語文と現在進行形
内容・方法：第4課、形容詞述語文、現在進行の在等の要点説明と練習
【第18回】
テーマ：主述述語文
内容・方法：第4課、主述述語文、「有点児+形容詞」等の要点説明と練習
【第19回】
テーマ：第4課の理解と練習
内容・方法：第4課の本文理解とドリル
【第20回】
テーマ：第3課と第4課の再確認
内容・方法：第3、4課についての復習と考査。学生の質問に説明を行う。
【第21回】
テーマ：年月日と前置詞从
内容・方法：第5課、年月日の言い方、前置詞からなどの要点説明と練習
【第22回】
テーマ：連動文と願望表現
内容・方法：第5課、連動文、願望表現などの要点説明と練習
【第23回】
テーマ：第5課の理解と復習
内容・方法：第5課の本文理解とドリル
【第24回】
テーマ：総合復習
内容・方法：これまでの内容について総合復習と総合練習
【第25回】
テーマ：指示詞と所在
内容・方法：第6課、指示詞、所在の在などの要点説明と練習
【第26回】
テーマ：方位詞と助数詞
内容・方法：第6課、方位詞と助数詞、反復疑問文などの要点説明と練習
【第27回】
テーマ：第6課の本文理解と復習
内容・方法：第6課の本文理解とドリル
【第28回】
テーマ：時間と曜日の言い方
内容・方法：第7課、時間などの表現と前置詞の在などの要点説明と練習
【第29回】
テーマ：比況表現と必要、義務の表現
内容・方法：第7課、「～と同じだ」の表現と助動詞「要」などの要点説明と練習
【第30回】
テーマ：総合復習
内容・方法：第7課までの総合復習
事前事後の学習
授業時間外で、計30時間の事前事後学習が必要です。
授業（１回につき２時間として計算）と事前事後のあわせて１単位あたり４５時間が必要です。
事前、事後学習として、下記の内容について毎回、それぞれ1時間以上の学習が必要。
【第1回】
①事前学修課題：教科書の目次などを見て、中国語について大まかなイメージを掴む
②事後学修課題：教員の説明を復習する。
【第2回】
①事前学修課題：教科書記載の音声ダウンロード方法を参考に音声をダウンロードし、録音を聞いて大まかな母
音と声調を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第3回】
①事前学修課題：音声を聞いて複母音を事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、付属音声を繰り返し聞く。
【第4回】
①事前学修課題：音声を聞いて複母音を事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第5回】
①事前学修課題：音声を聞きながらこれまで学習した中国語の発音を復習
②事後学修課題：個々の発音をマスターできたかを自己チェックしながら、復習。
【第6回】
①事前学修課題：教科書の85と86ページを読んで、中国語の基礎文法のイメージを掴む。
②事後学修課題：新出単語や授業内容を復習する。
【第7回】
①事前学修課題：15ページの説明を読んで、大まかなイメージを掴む。
②事後学修課題：新出単語や授業内容を復習する。この課の内容の音声を繰り返し聞く。
【第8回】
①事前学修課題：16ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気づいた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第9回】
①事前学修課題：第2課の新出単語と18ページの内容を事前予習する。
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②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第10回】
①事前学修課題：19ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第11回】
①事前学修課題：第2課の本文内容と20ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第12回】
①事前学修課題：第1課と第2課で習った内容を確認し、分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：チェックシートで気づいた理解できていない部分を復習する。
【第13回】
①事前学修課題：第3課の新出単語と22ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習、音声を繰り返し聞く。
【第14回】
①事前学修課題：23ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第15回】
①事前学修課題：第3課の本文内容と24ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第16回】
①事前学修課題：第4課の新出単語と26ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第17回】
①事前学修課題：前回内容の復習と27ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第18回】
①事前学修課題：第4課の本文内容と28ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第19回】
①事前学修課題：第3課と第4課で習った内容を確認し、まだ分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：チェックシートで気づいた未だ理解できていない部分を復習する。
【第20回】
①事前学修課題：第5課の新出単語と30ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第21回】
①事前学修課題：前回の内容を復習し、30と31ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第22回】
①事前学修課題：第5課の本文内容と32ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第23回】
①事前学修課題：発音や第1課～第5課の内容の再確認し、35ページの総合練習を事前予習する。
②事後学修課題：文法まとめや総合練習で気づいた理解できていない部分を復習する。
【第24回】
①事前学修課題：第6課の新出単語と38ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。付属CDを繰り返し聞く。
【第25回】
①事前学修課題：前回の内容を復習し、39ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第26回】
①事前学修課題：第6課の本文内容と40ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第27回】
①事前学修課題：第7課の新出単語と42ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第28回】
①事前学修課題：前回の内容を復習し、43ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く
【第29回】
①事前学修課題：第7課の本文内容と44ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第30回】
①事前学修課題：第1課〜第7課を総合的に復習し、まだ分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：総合復習で気づいた問題などについて再度、その内容を復習し、後期の中国語Ⅱに備える。
課題に対するフィードバックの方法
次週授業時に解説及びコメントする。
成績評価の方法・基準（方針）
授業態度、授業中の練習への取り組み方、課題提出などによる総合評価。
尚、正当な理由なく、3分の1以上欠席した場合は、評価の対象とせず、「K」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

中国語Ⅰ

授業内での評価

60

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

その他

0

テキスト

『実学実用 漢語起歩』/黄 志軍/白帝社/2400/

参考書

担当教員より指示する。

授業中の参加態度及び課題の出来具合を参考に評価
する。

1.2.3

課題提出

1.2.3

履修条件・他の科目との関連 1回でも欠席すると、授業について行けなくなるから、必ず全回出席すること。

中国語Ⅰ

授業コード

10303702

授業科目名

中国語Ⅰ

授業担当教員

侯

月琴

成績担当教員

侯

月琴

開講年次

1年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
中国語の正確な発音と「聞く」・「話す」などの基礎的な語学力を習得することによって中国語の初歩的なコ
ミュニケーション能力を身につけ、これからの中国旅行あるいは卒業後の仕事などにおいて中国人とコミュニ
ケーションするのに少しでも役に立つ基礎的な中国語力の習得と中国理解を目的とする。
この授業では正確できれいな発音と聞き取りの練習を繰り返すことにより中国語の基本語彙と文型を習熟してい
く。「読む、書く、聞く、話す」という四基本技能の内、特に「聞く」と「話す」を重視する。
到達目標
1.中国語の発音を正確にできること
2.中国語で自己紹介ができること
3.基礎的な文法事項を習得すること
授業計画
【第1回】
テーマ：中国語とは
内容・方法：これからの授業についての説明。中国語についての紹介。
【第2回】
テーマ：母音と声調
内容・方法：中国語の発音（母音、複母音と声調）の説明と練習。
【第3回】
テーマ：母音と複母音
内容・方法：中国語の発音（母音、複母音と声調）の復習と練習
【第4回】
テーマ：子音と鼻母音
内容・方法：中国語の発音（子音と鼻母音）の説明と練習
【第5回】
テーマ：声調と変調
内容・方法：中国語における変調などについての説明、中国語の発音をまとめながら正確な発音ができるよう練
習と矯正を行う。
【第6回】
テーマ：名詞述語文
内容・方法：第1課、代詞と名詞述語文などの要点説明と練習
【第7回】
テーマ：疑問文と名詞修飾
内容・方法：第1課、疑問文、連体修飾的などの要点説明と練習
【第8回】
テーマ：第1課の理解と練習
内容・方法：第1課の本文理解とドリル
【第9回】
テーマ：動詞述語文
内容・方法：第2課、動詞述語文、省略疑問などの要点説明と練習
【第10回】
テーマ：選択疑問
内容・方法：第2課、選択疑問、副詞也などの要点説明と練習
【第11回】
テーマ：第2課の理解と練習
内容・方法：第2課の本文理解とドリル
【第12回】
テーマ：第1課と第2課についての再確認
内容・方法：第1課と第2課についての復習と考査。学生の質問に説明を行う。
【第13回】
テーマ：所有と存在表現
内容・方法：第3課、所有、存在の有 等の要点説明と練習
【第14回】
テーマ：接続助詞と副詞
内容・方法：第3課、接続詞和、副詞都 等の要点説明と練習
【第15回】
テーマ：第3課の理解と練習
内容・方法：第3課の本文理解とドリル
【第16回】
テーマ：第3課の理解と練習
中国語Ⅰ

内容・方法：第3課の本文理解とドリル
【第17回】
テーマ：形容詞述語文と現在進行形
内容・方法：第4課、形容詞述語文、現在進行の在等の要点説明と練習
【第18回】
テーマ：主述述語文
内容・方法：第4課、主述述語文、「有点児+形容詞」等の要点説明と練習
【第19回】
テーマ：第4課の理解と練習
内容・方法：第4課の本文理解とドリル
【第20回】
テーマ：第3課と第4課の再確認
内容・方法：第3、4課についての復習と考査。学生の質問に説明を行う。
【第21回】
テーマ：年月日と前置詞从
内容・方法：第5課、年月日の言い方、前置詞からなどの要点説明と練習
【第22回】
テーマ：連動文と願望表現
内容・方法：第5課、連動文、願望表現などの要点説明と練習
【第23回】
テーマ：第5課の理解と復習
内容・方法：第5課の本文理解とドリル
【第24回】
テーマ：総合復習
内容・方法：これまでの内容について総合復習と総合練習
【第25回】
テーマ：指示詞と所在
内容・方法：第6課、指示詞、所在の在などの要点説明と練習
【第26回】
テーマ：方位詞と助数詞
内容・方法：第6課、方位詞と助数詞、反復疑問文などの要点説明と練習
【第27回】
テーマ：第6課の本文理解と復習
内容・方法：第6課の本文理解とドリル
【第28回】
テーマ：時間と曜日の言い方
内容・方法：第7課、時間などの表現と前置詞の在などの要点説明と練習
【第29回】
テーマ：比況表現と必要、義務の表現
内容・方法：第7課、「～と同じだ」の表現と助動詞「要」などの要点説明と練習
【第30回】
テーマ：総合復習
内容・方法：第7課までの総合復習
事前事後の学習
授業時間外で、計30時間の事前事後学習が必要です。
授業（１回につき２時間として計算）と事前事後のあわせて１単位あたり４５時間が必要です。
事前、事後学習として、下記の内容について毎回、それぞれ1時間以上の学習が必要。
【第1回】
①事前学修課題：教科書の目次などを見て、中国語について大まかなイメージを掴む
②事後学修課題：教員の説明を復習する。
【第2回】
①事前学修課題：教科書記載の音声ダウンロード方法を参考に音声をダウンロードし、録音を聞いて大まかな母
音と声調を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第3回】
①事前学修課題：音声を聞いて複母音を事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、付属音声を繰り返し聞く。
【第4回】
①事前学修課題：音声を聞いて複母音を事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第5回】
①事前学修課題：音声を聞きながらこれまで学習した中国語の発音を復習
②事後学修課題：個々の発音をマスターできたかを自己チェックしながら、復習。
【第6回】
①事前学修課題：教科書の85と86ページを読んで、中国語の基礎文法のイメージを掴む。
②事後学修課題：新出単語や授業内容を復習する。
【第7回】
①事前学修課題：15ページの説明を読んで、大まかなイメージを掴む。
②事後学修課題：新出単語や授業内容を復習する。この課の内容の音声を繰り返し聞く。
【第8回】
①事前学修課題：16ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気づいた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第9回】
①事前学修課題：第2課の新出単語と18ページの内容を事前予習する。
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②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第10回】
①事前学修課題：19ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第11回】
①事前学修課題：第2課の本文内容と20ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第12回】
①事前学修課題：第1課と第2課で習った内容を確認し、分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：チェックシートで気づいた理解できていない部分を復習する。
【第13回】
①事前学修課題：第3課の新出単語と22ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習、音声を繰り返し聞く。
【第14回】
①事前学修課題：23ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第15回】
①事前学修課題：第3課の本文内容と24ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第16回】
①事前学修課題：第4課の新出単語と26ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第17回】
①事前学修課題：前回内容の復習と27ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第18回】
①事前学修課題：第4課の本文内容と28ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第19回】
①事前学修課題：第3課と第4課で習った内容を確認し、まだ分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：チェックシートで気づいた未だ理解できていない部分を復習する。
【第20回】
①事前学修課題：第5課の新出単語と30ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第21回】
①事前学修課題：前回の内容を復習し、30と31ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第22回】
①事前学修課題：第5課の本文内容と32ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第23回】
①事前学修課題：発音や第1課～第5課の内容の再確認し、35ページの総合練習を事前予習する。
②事後学修課題：文法まとめや総合練習で気づいた理解できていない部分を復習する。
【第24回】
①事前学修課題：第6課の新出単語と38ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。付属CDを繰り返し聞く。
【第25回】
①事前学修課題：前回の内容を復習し、39ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第26回】
①事前学修課題：第6課の本文内容と40ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第27回】
①事前学修課題：第7課の新出単語と42ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第28回】
①事前学修課題：前回の内容を復習し、43ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く
【第29回】
①事前学修課題：第7課の本文内容と44ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第30回】
①事前学修課題：第1課〜第7課を総合的に復習し、まだ分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：総合復習で気づいた問題などについて再度、その内容を復習し、後期の中国語Ⅱに備える。
課題に対するフィードバックの方法
次週授業時に解説及びコメントする。
成績評価の方法・基準（方針）
授業態度、授業中の練習への取り組み方、課題提出などによる総合評価。
尚、正当な理由なく、3分の1以上欠席した場合は、評価の対象とせず、「K」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

中国語Ⅰ

授業内での評価

60

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

その他

0

テキスト

『実学実用 漢語起歩』/黄 志軍/白帝社/2400/

参考書

担当教員より指示する。

授業中の参加態度及び課題の出来具合を参考に評価
する。

1.2.3

課題提出

1.2.3

履修条件・他の科目との関連 1回でも欠席すると、授業について行けなくなるから、必ず全回出席すること。

中国語Ⅰ

授業コード

10004302

授業科目名

中国語Ⅰ

授業担当教員

侯

月琴

成績担当教員

侯

月琴

開講年次

1年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
中国語の正確な発音と「聞く」・「話す」などの基礎的な語学力を習得することによって中国語の初歩的なコ
ミュニケーション能力を身につけ、これからの中国旅行あるいは卒業後の仕事などにおいて中国人とコミュニ
ケーションするのに少しでも役に立つ基礎的な中国語力の習得と中国理解を目的とする。
この授業では正確できれいな発音と聞き取りの練習を繰り返すことにより中国語の基本語彙と文型を習熟してい
く。「読む、書く、聞く、話す」という四基本技能の内、特に「聞く」と「話す」を重視する。
到達目標
1.中国語の発音を正確にできること
2.中国語で自己紹介ができること
3.基礎的な文法事項を習得すること
授業計画
【第1回】
テーマ：中国語とは
内容・方法：これからの授業についての説明。中国語についての紹介。
【第2回】
テーマ：母音と声調
内容・方法：中国語の発音（母音、複母音と声調）の説明と練習。
【第3回】
テーマ：母音と複母音
内容・方法：中国語の発音（母音、複母音と声調）の復習と練習
【第4回】
テーマ：子音と鼻母音
内容・方法：中国語の発音（子音と鼻母音）の説明と練習
【第5回】
テーマ：声調と変調
内容・方法：中国語における変調などについての説明、中国語の発音をまとめながら正確な発音ができるよう練
習と矯正を行う。
【第6回】
テーマ：名詞述語文
内容・方法：第1課、代詞と名詞述語文などの要点説明と練習
【第7回】
テーマ：疑問文と名詞修飾
内容・方法：第1課、疑問文、連体修飾的などの要点説明と練習
【第8回】
テーマ：第1課の理解と練習
内容・方法：第1課の本文理解とドリル
【第9回】
テーマ：動詞述語文
内容・方法：第2課、動詞述語文、省略疑問などの要点説明と練習
【第10回】
テーマ：選択疑問
内容・方法：第2課、選択疑問、副詞也などの要点説明と練習
【第11回】
テーマ：第2課の理解と練習
内容・方法：第2課の本文理解とドリル
【第12回】
テーマ：第1課と第2課についての再確認
内容・方法：第1課と第2課についての復習と考査。学生の質問に説明を行う。
【第13回】
テーマ：所有と存在表現
内容・方法：第3課、所有、存在の有 等の要点説明と練習
【第14回】
テーマ：接続助詞と副詞
内容・方法：第3課、接続詞和、副詞都 等の要点説明と練習
【第15回】
テーマ：第3課の理解と練習
内容・方法：第3課の本文理解とドリル
【第16回】
テーマ：第3課の理解と練習
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内容・方法：第3課の本文理解とドリル
【第17回】
テーマ：形容詞述語文と現在進行形
内容・方法：第4課、形容詞述語文、現在進行の在等の要点説明と練習
【第18回】
テーマ：主述述語文
内容・方法：第4課、主述述語文、「有点児+形容詞」等の要点説明と練習
【第19回】
テーマ：第4課の理解と練習
内容・方法：第4課の本文理解とドリル
【第20回】
テーマ：第3課と第4課の再確認
内容・方法：第3、4課についての復習と考査。学生の質問に説明を行う。
【第21回】
テーマ：年月日と前置詞从
内容・方法：第5課、年月日の言い方、前置詞からなどの要点説明と練習
【第22回】
テーマ：連動文と願望表現
内容・方法：第5課、連動文、願望表現などの要点説明と練習
【第23回】
テーマ：第5課の理解と復習
内容・方法：第5課の本文理解とドリル
【第24回】
テーマ：総合復習
内容・方法：これまでの内容について総合復習と総合練習
【第25回】
テーマ：指示詞と所在
内容・方法：第6課、指示詞、所在の在などの要点説明と練習
【第26回】
テーマ：方位詞と助数詞
内容・方法：第6課、方位詞と助数詞、反復疑問文などの要点説明と練習
【第27回】
テーマ：第6課の本文理解と復習
内容・方法：第6課の本文理解とドリル
【第28回】
テーマ：時間と曜日の言い方
内容・方法：第7課、時間などの表現と前置詞の在などの要点説明と練習
【第29回】
テーマ：比況表現と必要、義務の表現
内容・方法：第7課、「～と同じだ」の表現と助動詞「要」などの要点説明と練習
【第30回】
テーマ：総合復習
内容・方法：第7課までの総合復習
事前事後の学習
授業時間外で、計30時間の事前事後学習が必要です。
授業（１回につき２時間として計算）と事前事後のあわせて１単位あたり４５時間が必要です。
事前、事後学習として、下記の内容について毎回、それぞれ1時間以上の学習が必要。
【第1回】
①事前学修課題：教科書の目次などを見て、中国語について大まかなイメージを掴む
②事後学修課題：教員の説明を復習する。
【第2回】
①事前学修課題：教科書記載の音声ダウンロード方法を参考に音声をダウンロードし、録音を聞いて大まかな母
音と声調を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第3回】
①事前学修課題：音声を聞いて複母音を事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、付属音声を繰り返し聞く。
【第4回】
①事前学修課題：音声を聞いて複母音を事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第5回】
①事前学修課題：音声を聞きながらこれまで学習した中国語の発音を復習
②事後学修課題：個々の発音をマスターできたかを自己チェックしながら、復習。
【第6回】
①事前学修課題：教科書の85と86ページを読んで、中国語の基礎文法のイメージを掴む。
②事後学修課題：新出単語や授業内容を復習する。
【第7回】
①事前学修課題：15ページの説明を読んで、大まかなイメージを掴む。
②事後学修課題：新出単語や授業内容を復習する。この課の内容の音声を繰り返し聞く。
【第8回】
①事前学修課題：16ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気づいた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第9回】
①事前学修課題：第2課の新出単語と18ページの内容を事前予習する。
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②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第10回】
①事前学修課題：19ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第11回】
①事前学修課題：第2課の本文内容と20ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第12回】
①事前学修課題：第1課と第2課で習った内容を確認し、分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：チェックシートで気づいた理解できていない部分を復習する。
【第13回】
①事前学修課題：第3課の新出単語と22ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習、音声を繰り返し聞く。
【第14回】
①事前学修課題：23ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第15回】
①事前学修課題：第3課の本文内容と24ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第16回】
①事前学修課題：第4課の新出単語と26ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第17回】
①事前学修課題：前回内容の復習と27ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第18回】
①事前学修課題：第4課の本文内容と28ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第19回】
①事前学修課題：第3課と第4課で習った内容を確認し、まだ分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：チェックシートで気づいた未だ理解できていない部分を復習する。
【第20回】
①事前学修課題：第5課の新出単語と30ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第21回】
①事前学修課題：前回の内容を復習し、30と31ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第22回】
①事前学修課題：第5課の本文内容と32ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第23回】
①事前学修課題：発音や第1課～第5課の内容の再確認し、35ページの総合練習を事前予習する。
②事後学修課題：文法まとめや総合練習で気づいた理解できていない部分を復習する。
【第24回】
①事前学修課題：第6課の新出単語と38ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。付属CDを繰り返し聞く。
【第25回】
①事前学修課題：前回の内容を復習し、39ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第26回】
①事前学修課題：第6課の本文内容と40ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第27回】
①事前学修課題：第7課の新出単語と42ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第28回】
①事前学修課題：前回の内容を復習し、43ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く
【第29回】
①事前学修課題：第7課の本文内容と44ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第30回】
①事前学修課題：第1課〜第7課を総合的に復習し、まだ分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：総合復習で気づいた問題などについて再度、その内容を復習し、後期の中国語Ⅱに備える。
課題に対するフィードバックの方法
次週授業時に解説及びコメントする。
成績評価の方法・基準（方針）
授業態度、授業中の練習への取り組み方、課題提出などによる総合評価。
尚、正当な理由なく、3分の1以上欠席した場合は、評価の対象とせず、「K」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

中国語Ⅰ

授業内での評価

60

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

その他

0

テキスト

『実学実用 漢語起歩』/黄 志軍/白帝社/2400/

参考書

担当教員より指示する。

授業中の参加態度及び課題の出来具合を参考に評価
する。

1.2.3

課題提出

1.2.3

履修条件・他の科目との関連 1回でも欠席すると、授業について行けなくなるから、必ず全回出席すること。

中国語Ⅰ

授業コード

10402503

授業科目名

中国語Ⅰ

授業担当教員

鄭

以君

成績担当教員

鄭

以君

開講年次

1年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
中国語の正確な発音と「聞く」・「話す」などの基礎的な語学力を習得することによって中国語の初歩的なコ
ミュニケーション能力を身につけ、これからの中国旅行あるいは卒業後の仕事などにおいて中国人とコミュニ
ケーションするのに少しでも役に立つ基礎的な中国語力の習得と中国理解を目的とする。
この授業では正確できれいな発音と聞き取りの練習を繰り返すことにより中国語の基本語彙と文型を習熟して
いく。「読む、書く、聞く、話す」という四基本技能の内、特に「聞く」と「話す」を重視する。
到達目標
1.中国語の発音を正確にできること
2.中国語で自己紹介ができること
3.基礎的な文法事項を習得すること
授業計画
【第1回】
テーマ：中国語とは
内容・方法：これからの授業についての説明。中国語についての紹介。
【第2回】
テーマ：母音と声調
内容・方法：中国語の発音（母音、複母音と声調）の説明と練習。
【第3回】
テーマ：母音と複母音
内容・方法：中国語の発音（母音、複母音と声調）の復習と練習
【第4回】
テーマ：子音と鼻母音
内容・方法：中国語の発音（子音と鼻母音）の説明と練習
【第5回】
テーマ：声調と変調
内容・方法：中国語における変調などについての説明、中国語の発音をまとめながら正確な発音ができるよう練
習と矯正を行う。
【第6回】
テーマ：名詞述語文
内容・方法：第1課、代詞と名詞述語文などの要点説明と練習
【第7回】
テーマ：疑問文と名詞修飾
内容・方法：第1課、疑問文、連体修飾的などの要点説明と練習
【第8回】
テーマ：第1課の理解と練習
内容・方法：第1課の本文理解とドリル
【第9回】
テーマ：動詞述語文
内容・方法：第2課、動詞述語文、省略疑問などの要点説明と練習
【第10回】
テーマ：選択疑問
内容・方法：第2課、選択疑問、副詞也などの要点説明と練習
【第11回】
テーマ：第2課の理解と練習
内容・方法：第2課の本文理解とドリル
【第12回】
テーマ：第1課と第2課についての再確認
内容・方法：第1課と第2課についての復習と考査。学生の質問に説明を行う。
【第13回】
テーマ：所有と存在表現
内容・方法：第3課、所有、存在の有 等の要点説明と練習
【第14回】
テーマ：接続助詞と副詞
内容・方法：第3課、接続詞和、副詞都 等の要点説明と練習
【第15回】
テーマ：第3課の理解と練習
内容・方法：第3課の本文理解とドリル
【第16回】
テーマ：第3課の理解と練習
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内容・方法：第3課の本文理解とドリル
【第17回】
テーマ：形容詞述語文と現在進行形
内容・方法：第4課、形容詞述語文、現在進行の在等の要点説明と練習
【第18回】
テーマ：主述述語文
内容・方法：第4課、主述述語文、「有点児+形容詞」等の要点説明と練習
【第19回】
テーマ：第4課の理解と練習
内容・方法：第4課の本文理解とドリル
【第20回】
テーマ：第3課と第4課の再確認
内容・方法：第3、4課についての復習と考査。学生の質問に説明を行う。
【第21回】
テーマ：年月日と前置詞从
内容・方法：第5課、年月日の言い方、前置詞からなどの要点説明と練習
【第22回】
テーマ：連動文と願望表現
内容・方法：第5課、連動文、願望表現などの要点説明と練習
【第23回】
テーマ：第5課の理解と復習
内容・方法：第5課の本文理解とドリル
【第24回】
テーマ：総合復習
内容・方法：これまでの内容について総合復習と総合練習
【第25回】
テーマ：指示詞と所在
内容・方法：第6課、指示詞、所在の在などの要点説明と練習
【第26回】
テーマ：方位詞と助数詞
内容・方法：第6課、方位詞と助数詞、反復疑問文などの要点説明と練習
【第27回】
テーマ：第6課の本文理解と復習
内容・方法：第6課の本文理解とドリル
【第28回】
テーマ：時間と曜日の言い方
内容・方法：第7課、時間などの表現と前置詞の在などの要点説明と練習
【第29回】
テーマ：比況表現と必要、義務の表現
内容・方法：第7課、「～と同じだ」の表現と助動詞「要」などの要点説明と練習
【第30回】
テーマ：総合復習
内容・方法：第7課までの総合復習
事前事後の学習
授業時間外で、計30時間の事前事後学習が必要です。
授業（１回につき２時間として計算）と事前事後のあわせて１単位あたり４５時間が必要です。
事前、事後学習として、下記の内容について毎回、それぞれ1時間以上の学習が必要。
【第1回】
①事前学修課題：教科書の目次などを見て、中国語について大まかなイメージを掴む
②事後学修課題：教員の説明を復習する。
【第2回】
①事前学修課題：教科書記載の音声ダウンロード方法を参考に音声をダウンロードし、録音を聞いて大まかな母
音と声調を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第3回】
①事前学修課題：音声を聞いて複母音を事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、付属音声を繰り返し聞く。
【第4回】
①事前学修課題：音声を聞いて複母音を事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第5回】
①事前学修課題：音声を聞きながらこれまで学習した中国語の発音を復習
②事後学修課題：個々の発音をマスターできたかを自己チェックしながら、復習。
【第6回】
①事前学修課題：教科書の85と86ページを読んで、中国語の基礎文法のイメージを掴む。
②事後学修課題：新出単語や授業内容を復習する。
【第7回】
①事前学修課題：15ページの説明を読んで、大まかなイメージを掴む。
②事後学修課題：新出単語や授業内容を復習する。この課の内容の音声を繰り返し聞く。
【第8回】
①事前学修課題：16ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気づいた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第9回】
①事前学修課題：第2課の新出単語と18ページの内容を事前予習する。
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②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第10回】
①事前学修課題：19ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第11回】
①事前学修課題：第2課の本文内容と20ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第12回】
①事前学修課題：第1課と第2課で習った内容を確認し、分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：チェックシートで気づいた理解できていない部分を復習する。
【第13回】
①事前学修課題：第3課の新出単語と22ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習、音声を繰り返し聞く。
【第14回】
①事前学修課題：23ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第15回】
①事前学修課題：第3課の本文内容と24ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第16回】
①事前学修課題：第4課の新出単語と26ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第17回】
①事前学修課題：前回内容の復習と27ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第18回】
①事前学修課題：第4課の本文内容と28ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第19回】
①事前学修課題：第3課と第4課で習った内容を確認し、まだ分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：チェックシートで気づいた未だ理解できていない部分を復習する。
【第20回】
①事前学修課題：第5課の新出単語と30ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第21回】
①事前学修課題：前回の内容を復習し、30と31ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第22回】
①事前学修課題：第5課の本文内容と32ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第23回】
①事前学修課題：発音や第1課～第5課の内容の再確認し、35ページの総合練習を事前予習する。
②事後学修課題：文法まとめや総合練習で気づいた理解できていない部分を復習する。
【第24回】
①事前学修課題：第6課の新出単語と38ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。付属CDを繰り返し聞く。
【第25回】
①事前学修課題：前回の内容を復習し、39ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第26回】
①事前学修課題：第6課の本文内容と40ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第27回】
①事前学修課題：第7課の新出単語と42ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第28回】
①事前学修課題：前回の内容を復習し、43ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く
【第29回】
①事前学修課題：第7課の本文内容と44ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第30回】
①事前学修課題：第1課〜第7課を総合的に復習し、まだ分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：総合復習で気づいた問題などについて再度、その内容を復習し、後期の中国語Ⅱに備える。
課題に対するフィードバックの方法
小テストなどを採点後、速やかに返還し間違いやすいところや、理解が不十分のところを説明する。
成績評価の方法・基準（方針）
授業態度、授業中の練習への取り組み方、小テスト及び期末課題提出などによる総合評価。
なお、正当な理由なく、3分の1以上欠席した場合は、評価の対象とせず、「K」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

中国語Ⅰ

授業内での評価

60

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

その他

0

テキスト

『実学実用 漢語起歩』/黄 志軍/白帝社/2400/978-4-86398-116-4

参考書

担当教員より指示する

授業中の参加態度及び小テストの成績を参考に評価す
る。

到達目標の1.2.3とも評
価対象とする。

課題の提出及び完成度

到達目標の1.2.3とも評
価対象とする。

履修条件・他の科目との関連 1回でも欠席すると、授業について行けなくなるから、全回出席することを目指す。
担当教員への連絡方法～鄭 以君 tei@oiu.jp

中国語Ⅰ

授業コード

10303703

授業科目名

中国語Ⅰ

授業担当教員

鄭

以君

成績担当教員

鄭

以君

開講年次

1年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
中国語の正確な発音と「聞く」・「話す」などの基礎的な語学力を習得することによって中国語の初歩的なコ
ミュニケーション能力を身につけ、これからの中国旅行あるいは卒業後の仕事などにおいて中国人とコミュニ
ケーションするのに少しでも役に立つ基礎的な中国語力の習得と中国理解を目的とする。
この授業では正確できれいな発音と聞き取りの練習を繰り返すことにより中国語の基本語彙と文型を習熟して
いく。「読む、書く、聞く、話す」という四基本技能の内、特に「聞く」と「話す」を重視する。
到達目標
1.中国語の発音を正確にできること
2.中国語で自己紹介ができること
3.基礎的な文法事項を習得すること
授業計画
【第1回】
テーマ：中国語とは
内容・方法：これからの授業についての説明。中国語についての紹介。
【第2回】
テーマ：母音と声調
内容・方法：中国語の発音（母音、複母音と声調）の説明と練習。
【第3回】
テーマ：母音と複母音
内容・方法：中国語の発音（母音、複母音と声調）の復習と練習
【第4回】
テーマ：子音と鼻母音
内容・方法：中国語の発音（子音と鼻母音）の説明と練習
【第5回】
テーマ：声調と変調
内容・方法：中国語における変調などについての説明、中国語の発音をまとめながら正確な発音ができるよう練
習と矯正を行う。
【第6回】
テーマ：名詞述語文
内容・方法：第1課、代詞と名詞述語文などの要点説明と練習
【第7回】
テーマ：疑問文と名詞修飾
内容・方法：第1課、疑問文、連体修飾的などの要点説明と練習
【第8回】
テーマ：第1課の理解と練習
内容・方法：第1課の本文理解とドリル
【第9回】
テーマ：動詞述語文
内容・方法：第2課、動詞述語文、省略疑問などの要点説明と練習
【第10回】
テーマ：選択疑問
内容・方法：第2課、選択疑問、副詞也などの要点説明と練習
【第11回】
テーマ：第2課の理解と練習
内容・方法：第2課の本文理解とドリル
【第12回】
テーマ：第1課と第2課についての再確認
内容・方法：第1課と第2課についての復習と考査。学生の質問に説明を行う。
【第13回】
テーマ：所有と存在表現
内容・方法：第3課、所有、存在の有 等の要点説明と練習
【第14回】
テーマ：接続助詞と副詞
内容・方法：第3課、接続詞和、副詞都 等の要点説明と練習
【第15回】
テーマ：第3課の理解と練習
内容・方法：第3課の本文理解とドリル
【第16回】
テーマ：第3課の理解と練習
中国語Ⅰ

内容・方法：第3課の本文理解とドリル
【第17回】
テーマ：形容詞述語文と現在進行形
内容・方法：第4課、形容詞述語文、現在進行の在等の要点説明と練習
【第18回】
テーマ：主述述語文
内容・方法：第4課、主述述語文、「有点児+形容詞」等の要点説明と練習
【第19回】
テーマ：第4課の理解と練習
内容・方法：第4課の本文理解とドリル
【第20回】
テーマ：第3課と第4課の再確認
内容・方法：第3、4課についての復習と考査。学生の質問に説明を行う。
【第21回】
テーマ：年月日と前置詞从
内容・方法：第5課、年月日の言い方、前置詞からなどの要点説明と練習
【第22回】
テーマ：連動文と願望表現
内容・方法：第5課、連動文、願望表現などの要点説明と練習
【第23回】
テーマ：第5課の理解と復習
内容・方法：第5課の本文理解とドリル
【第24回】
テーマ：総合復習
内容・方法：これまでの内容について総合復習と総合練習
【第25回】
テーマ：指示詞と所在
内容・方法：第6課、指示詞、所在の在などの要点説明と練習
【第26回】
テーマ：方位詞と助数詞
内容・方法：第6課、方位詞と助数詞、反復疑問文などの要点説明と練習
【第27回】
テーマ：第6課の本文理解と復習
内容・方法：第6課の本文理解とドリル
【第28回】
テーマ：時間と曜日の言い方
内容・方法：第7課、時間などの表現と前置詞の在などの要点説明と練習
【第29回】
テーマ：比況表現と必要、義務の表現
内容・方法：第7課、「～と同じだ」の表現と助動詞「要」などの要点説明と練習
【第30回】
テーマ：総合復習
内容・方法：第7課までの総合復習
事前事後の学習
授業時間外で、計30時間の事前事後学習が必要です。
授業（１回につき２時間として計算）と事前事後のあわせて１単位あたり４５時間が必要です。
事前、事後学習として、下記の内容について毎回、それぞれ1時間以上の学習が必要。
【第1回】
①事前学修課題：教科書の目次などを見て、中国語について大まかなイメージを掴む
②事後学修課題：教員の説明を復習する。
【第2回】
①事前学修課題：教科書記載の音声ダウンロード方法を参考に音声をダウンロードし、録音を聞いて大まかな母
音と声調を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第3回】
①事前学修課題：音声を聞いて複母音を事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、付属音声を繰り返し聞く。
【第4回】
①事前学修課題：音声を聞いて複母音を事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第5回】
①事前学修課題：音声を聞きながらこれまで学習した中国語の発音を復習
②事後学修課題：個々の発音をマスターできたかを自己チェックしながら、復習。
【第6回】
①事前学修課題：教科書の85と86ページを読んで、中国語の基礎文法のイメージを掴む。
②事後学修課題：新出単語や授業内容を復習する。
【第7回】
①事前学修課題：15ページの説明を読んで、大まかなイメージを掴む。
②事後学修課題：新出単語や授業内容を復習する。この課の内容の音声を繰り返し聞く。
【第8回】
①事前学修課題：16ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気づいた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第9回】
①事前学修課題：第2課の新出単語と18ページの内容を事前予習する。
中国語Ⅰ

②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第10回】
①事前学修課題：19ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第11回】
①事前学修課題：第2課の本文内容と20ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第12回】
①事前学修課題：第1課と第2課で習った内容を確認し、分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：チェックシートで気づいた理解できていない部分を復習する。
【第13回】
①事前学修課題：第3課の新出単語と22ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習、音声を繰り返し聞く。
【第14回】
①事前学修課題：23ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第15回】
①事前学修課題：第3課の本文内容と24ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第16回】
①事前学修課題：第4課の新出単語と26ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第17回】
①事前学修課題：前回内容の復習と27ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第18回】
①事前学修課題：第4課の本文内容と28ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第19回】
①事前学修課題：第3課と第4課で習った内容を確認し、まだ分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：チェックシートで気づいた未だ理解できていない部分を復習する。
【第20回】
①事前学修課題：第5課の新出単語と30ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第21回】
①事前学修課題：前回の内容を復習し、30と31ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第22回】
①事前学修課題：第5課の本文内容と32ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第23回】
①事前学修課題：発音や第1課～第5課の内容の再確認し、35ページの総合練習を事前予習する。
②事後学修課題：文法まとめや総合練習で気づいた理解できていない部分を復習する。
【第24回】
①事前学修課題：第6課の新出単語と38ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。付属CDを繰り返し聞く。
【第25回】
①事前学修課題：前回の内容を復習し、39ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第26回】
①事前学修課題：第6課の本文内容と40ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第27回】
①事前学修課題：第7課の新出単語と42ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第28回】
①事前学修課題：前回の内容を復習し、43ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く
【第29回】
①事前学修課題：第7課の本文内容と44ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第30回】
①事前学修課題：第1課〜第7課を総合的に復習し、まだ分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：総合復習で気づいた問題などについて再度、その内容を復習し、後期の中国語Ⅱに備える。
課題に対するフィードバックの方法
小テストなどを採点後、速やかに返還し間違いやすいところや、理解が不十分のところを説明する。
成績評価の方法・基準（方針）
授業態度、授業中の練習への取り組み方、小テスト及び期末課題提出などによる総合評価。
なお、正当な理由なく、3分の1以上欠席した場合は、評価の対象とせず、「K」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
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評価方法・割合

評価対象となる到達目標

中国語Ⅰ

授業内での評価

60

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

その他

0
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到達目標の1.2.3とも評
価対象とする。

課題の提出及び完成度
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価対象とする。

履修条件・他の科目との関連 1回でも欠席すると、授業について行けなくなるから、全回出席することを目指す。
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中国語Ⅰ

授業コード

10004303

授業科目名

中国語Ⅰ

授業担当教員

鄭

以君

成績担当教員

鄭

以君

開講年次

1年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
中国語の正確な発音と「聞く」・「話す」などの基礎的な語学力を習得することによって中国語の初歩的なコ
ミュニケーション能力を身につけ、これからの中国旅行あるいは卒業後の仕事などにおいて中国人とコミュニ
ケーションするのに少しでも役に立つ基礎的な中国語力の習得と中国理解を目的とする。
この授業では正確できれいな発音と聞き取りの練習を繰り返すことにより中国語の基本語彙と文型を習熟して
いく。「読む、書く、聞く、話す」という四基本技能の内、特に「聞く」と「話す」を重視する。
到達目標
1.中国語の発音を正確にできること
2.中国語で自己紹介ができること
3.基礎的な文法事項を習得すること
授業計画
【第1回】
テーマ：中国語とは
内容・方法：これからの授業についての説明。中国語についての紹介。
【第2回】
テーマ：母音と声調
内容・方法：中国語の発音（母音、複母音と声調）の説明と練習。
【第3回】
テーマ：母音と複母音
内容・方法：中国語の発音（母音、複母音と声調）の復習と練習
【第4回】
テーマ：子音と鼻母音
内容・方法：中国語の発音（子音と鼻母音）の説明と練習
【第5回】
テーマ：声調と変調
内容・方法：中国語における変調などについての説明、中国語の発音をまとめながら正確な発音ができるよう練
習と矯正を行う。
【第6回】
テーマ：名詞述語文
内容・方法：第1課、代詞と名詞述語文などの要点説明と練習
【第7回】
テーマ：疑問文と名詞修飾
内容・方法：第1課、疑問文、連体修飾的などの要点説明と練習
【第8回】
テーマ：第1課の理解と練習
内容・方法：第1課の本文理解とドリル
【第9回】
テーマ：動詞述語文
内容・方法：第2課、動詞述語文、省略疑問などの要点説明と練習
【第10回】
テーマ：選択疑問
内容・方法：第2課、選択疑問、副詞也などの要点説明と練習
【第11回】
テーマ：第2課の理解と練習
内容・方法：第2課の本文理解とドリル
【第12回】
テーマ：第1課と第2課についての再確認
内容・方法：第1課と第2課についての復習と考査。学生の質問に説明を行う。
【第13回】
テーマ：所有と存在表現
内容・方法：第3課、所有、存在の有 等の要点説明と練習
【第14回】
テーマ：接続助詞と副詞
内容・方法：第3課、接続詞和、副詞都 等の要点説明と練習
【第15回】
テーマ：第3課の理解と練習
内容・方法：第3課の本文理解とドリル
【第16回】
テーマ：第3課の理解と練習
中国語Ⅰ

内容・方法：第3課の本文理解とドリル
【第17回】
テーマ：形容詞述語文と現在進行形
内容・方法：第4課、形容詞述語文、現在進行の在等の要点説明と練習
【第18回】
テーマ：主述述語文
内容・方法：第4課、主述述語文、「有点児+形容詞」等の要点説明と練習
【第19回】
テーマ：第4課の理解と練習
内容・方法：第4課の本文理解とドリル
【第20回】
テーマ：第3課と第4課の再確認
内容・方法：第3、4課についての復習と考査。学生の質問に説明を行う。
【第21回】
テーマ：年月日と前置詞从
内容・方法：第5課、年月日の言い方、前置詞からなどの要点説明と練習
【第22回】
テーマ：連動文と願望表現
内容・方法：第5課、連動文、願望表現などの要点説明と練習
【第23回】
テーマ：第5課の理解と復習
内容・方法：第5課の本文理解とドリル
【第24回】
テーマ：総合復習
内容・方法：これまでの内容について総合復習と総合練習
【第25回】
テーマ：指示詞と所在
内容・方法：第6課、指示詞、所在の在などの要点説明と練習
【第26回】
テーマ：方位詞と助数詞
内容・方法：第6課、方位詞と助数詞、反復疑問文などの要点説明と練習
【第27回】
テーマ：第6課の本文理解と復習
内容・方法：第6課の本文理解とドリル
【第28回】
テーマ：時間と曜日の言い方
内容・方法：第7課、時間などの表現と前置詞の在などの要点説明と練習
【第29回】
テーマ：比況表現と必要、義務の表現
内容・方法：第7課、「～と同じだ」の表現と助動詞「要」などの要点説明と練習
【第30回】
テーマ：総合復習
内容・方法：第7課までの総合復習
事前事後の学習
授業時間外で、計30時間の事前事後学習が必要です。
授業（１回につき２時間として計算）と事前事後のあわせて１単位あたり４５時間が必要です。
事前、事後学習として、下記の内容について毎回、それぞれ1時間以上の学習が必要。
【第1回】
①事前学修課題：教科書の目次などを見て、中国語について大まかなイメージを掴む
②事後学修課題：教員の説明を復習する。
【第2回】
①事前学修課題：教科書記載の音声ダウンロード方法を参考に音声をダウンロードし、録音を聞いて大まかな母
音と声調を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第3回】
①事前学修課題：音声を聞いて複母音を事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、付属音声を繰り返し聞く。
【第4回】
①事前学修課題：音声を聞いて複母音を事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第5回】
①事前学修課題：音声を聞きながらこれまで学習した中国語の発音を復習
②事後学修課題：個々の発音をマスターできたかを自己チェックしながら、復習。
【第6回】
①事前学修課題：教科書の85と86ページを読んで、中国語の基礎文法のイメージを掴む。
②事後学修課題：新出単語や授業内容を復習する。
【第7回】
①事前学修課題：15ページの説明を読んで、大まかなイメージを掴む。
②事後学修課題：新出単語や授業内容を復習する。この課の内容の音声を繰り返し聞く。
【第8回】
①事前学修課題：16ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気づいた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第9回】
①事前学修課題：第2課の新出単語と18ページの内容を事前予習する。
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②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第10回】
①事前学修課題：19ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第11回】
①事前学修課題：第2課の本文内容と20ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第12回】
①事前学修課題：第1課と第2課で習った内容を確認し、分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：チェックシートで気づいた理解できていない部分を復習する。
【第13回】
①事前学修課題：第3課の新出単語と22ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習、音声を繰り返し聞く。
【第14回】
①事前学修課題：23ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第15回】
①事前学修課題：第3課の本文内容と24ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第16回】
①事前学修課題：第4課の新出単語と26ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第17回】
①事前学修課題：前回内容の復習と27ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第18回】
①事前学修課題：第4課の本文内容と28ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第19回】
①事前学修課題：第3課と第4課で習った内容を確認し、まだ分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：チェックシートで気づいた未だ理解できていない部分を復習する。
【第20回】
①事前学修課題：第5課の新出単語と30ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第21回】
①事前学修課題：前回の内容を復習し、30と31ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第22回】
①事前学修課題：第5課の本文内容と32ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第23回】
①事前学修課題：発音や第1課～第5課の内容の再確認し、35ページの総合練習を事前予習する。
②事後学修課題：文法まとめや総合練習で気づいた理解できていない部分を復習する。
【第24回】
①事前学修課題：第6課の新出単語と38ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。付属CDを繰り返し聞く。
【第25回】
①事前学修課題：前回の内容を復習し、39ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第26回】
①事前学修課題：第6課の本文内容と40ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第27回】
①事前学修課題：第7課の新出単語と42ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第28回】
①事前学修課題：前回の内容を復習し、43ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く
【第29回】
①事前学修課題：第7課の本文内容と44ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第30回】
①事前学修課題：第1課〜第7課を総合的に復習し、まだ分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：総合復習で気づいた問題などについて再度、その内容を復習し、後期の中国語Ⅱに備える。
課題に対するフィードバックの方法
小テストなどを採点後、速やかに返還し間違いやすいところや、理解が不十分のところを説明する。
成績評価の方法・基準（方針）
授業態度、授業中の練習への取り組み方、小テスト及び期末課題提出などによる総合評価。
なお、正当な理由なく、3分の1以上欠席した場合は、評価の対象とせず、「K」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

中国語Ⅰ

授業内での評価

60

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

その他

0

テキスト

『実学実用 漢語起歩』/黄 志軍/白帝社/2400/978-4-86398-116-4

参考書

担当教員より指示する

授業中の参加態度及び小テストの成績を参考に評価す
る。

到達目標の1.2.3とも評
価対象とする。

課題の提出及び完成度

到達目標の1.2.3とも評
価対象とする。

履修条件・他の科目との関連 1回でも欠席すると、授業について行けなくなるから、全回出席することを目指す。
担当教員への連絡方法～鄭 以君 tei@oiu.jp

中国語Ⅰ

授業コード

10402504

授業科目名

中国語Ⅰ

授業担当教員

沈

恩明

成績担当教員

沈

恩明

開講年次

1年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
中国語の正確な発音と「聞く」・「話す」などの基礎的な語学力を習得することによって中国語の初歩的なコ
ミュニケーション能力を身につけ、これからの中国旅行あるいは卒業後の仕事などにおいて中国人とコミュニ
ケーションするのに少しでも役に立つ基礎的な中国語力の習得と中国理解を目的とする。
この授業では正確できれいな発音と聞き取りの練習を繰り返すことにより中国語の基本語彙と文型を習熟して
いく。「読む、書く、聞く、話す」という四基本技能の内、特に「聞く」と「話す」を重視する。
到達目標
1.中国語の発音を正確にできること
2.中国語で自己紹介ができること
3.基礎的な文法事項を習得すること
授業計画
【第1回】
テーマ：中国語とは
内容・方法：これからの授業についての説明。中国語についての紹介。
【第2回】
テーマ：母音と声調
内容・方法：中国語の発音（母音、複母音と声調）の説明と練習。
【第3回】
テーマ：母音と複母音
内容・方法：中国語の発音（母音、複母音と声調）の復習と練習
【第4回】
テーマ：子音と鼻母音
内容・方法：中国語の発音（子音と鼻母音）の説明と練習
【第5回】
テーマ：声調と変調
内容・方法：中国語における変調などについての説明、中国語の発音をまとめながら正確な発音ができるよう練
習と矯正を行う。
【第6回】
テーマ：名詞述語文
内容・方法：第1課、代詞と名詞述語文などの要点説明と練習
【第7回】
テーマ：疑問文と名詞修飾
内容・方法：第1課、疑問文、連体修飾的などの要点説明と練習
【第8回】
テーマ：第1課の理解と練習
内容・方法：第1課の本文理解とドリル
【第9回】
テーマ：動詞述語文
内容・方法：第2課、動詞述語文、省略疑問などの要点説明と練習
【第10回】
テーマ：選択疑問
内容・方法：第2課、選択疑問、副詞也などの要点説明と練習
【第11回】
テーマ：第2課の理解と練習
内容・方法：第2課の本文理解とドリル
【第12回】
テーマ：第1課と第2課についての再確認
内容・方法：第1課と第2課についての復習と考査。学生の質問に説明を行う。
【第13回】
テーマ：所有と存在表現
内容・方法：第3課、所有、存在の有 等の要点説明と練習
【第14回】
テーマ：接続助詞と副詞
内容・方法：第3課、接続詞和、副詞都 等の要点説明と練習
【第15回】
テーマ：第3課の理解と練習
内容・方法：第3課の本文理解とドリル
【第16回】
テーマ：第3課の理解と練習
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内容・方法：第3課の本文理解とドリル
【第17回】
テーマ：形容詞述語文と現在進行形
内容・方法：第4課、形容詞述語文、現在進行の在等の要点説明と練習
【第18回】
テーマ：主述述語文
内容・方法：第4課、主述述語文、「有点児+形容詞」等の要点説明と練習
【第19回】
テーマ：第4課の理解と練習
内容・方法：第4課の本文理解とドリル
【第20回】
テーマ：第3課と第4課の再確認
内容・方法：第3、4課についての復習と考査。学生の質問に説明を行う。
【第21回】
テーマ：年月日と前置詞从
内容・方法：第5課、年月日の言い方、前置詞からなどの要点説明と練習
【第22回】
テーマ：連動文と願望表現
内容・方法：第5課、連動文、願望表現などの要点説明と練習
【第23回】
テーマ：第5課の理解と復習
内容・方法：第5課の本文理解とドリル
【第24回】
テーマ：総合復習
内容・方法：これまでの内容について総合復習と総合練習
【第25回】
テーマ：指示詞と所在
内容・方法：第6課、指示詞、所在の在などの要点説明と練習
【第26回】
テーマ：方位詞と助数詞
内容・方法：第6課、方位詞と助数詞、反復疑問文などの要点説明と練習
【第27回】
テーマ：第6課の本文理解と復習
内容・方法：第6課の本文理解とドリル
【第28回】
テーマ：時間と曜日の言い方
内容・方法：第7課、時間などの表現と前置詞の在などの要点説明と練習
【第29回】
テーマ：比況表現と必要、義務の表現
内容・方法：第7課、「～と同じだ」の表現と助動詞「要」などの要点説明と練習
【第30回】
テーマ：総合復習
内容・方法：第7課までの総合復習
事前事後の学習
授業時間外で、計30時間の事前事後学習が必要です。
事前、事後学習として、下記の内容について毎回、それぞれ1時間以上の学習が必要。
【第1回】
①事前学修課題：教科書の目次などを見て、中国語について大まかなイメージを掴む
②事後学修課題：教員の説明を復習する。
【第2回】
①事前学修課題：教科書記載の音声ダウンロード方法を参考に音声をダウンロードし、録音を聞いて大まかな母
音と声調を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第3回】
①事前学修課題：音声を聞いて複母音を事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、付属音声を繰り返し聞く。
【第4回】
①事前学修課題：音声を聞いて複母音を事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第5回】
①事前学修課題：音声を聞きながらこれまで学習した中国語の発音を復習
②事後学修課題：個々の発音をマスターできたかを自己チェックしながら、復習。
【第6回】
①事前学修課題：教科書の85と86ページを読んで、中国語の基礎文法のイメージを掴む。
②事後学修課題：新出単語や授業内容を復習する。
【第7回】
①事前学修課題：15ページの説明を読んで、大まかなイメージを掴む。
②事後学修課題：新出単語や授業内容を復習する。この課の内容の音声を繰り返し聞く。
【第8回】
①事前学修課題：16ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気づいた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第9回】
①事前学修課題：第2課の新出単語と18ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
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【第10回】
①事前学修課題：19ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第11回】
①事前学修課題：第2課の本文内容と20ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第12回】
①事前学修課題：第1課と第2課で習った内容を確認し、分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：チェックシートで気づいた理解できていない部分を復習する。
【第13回】
①事前学修課題：第3課の新出単語と22ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習、音声を繰り返し聞く。
【第14回】
①事前学修課題：23ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第15回】
①事前学修課題：第3課の本文内容と24ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第16回】
①事前学修課題：第4課の新出単語と26ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第17回】
①事前学修課題：前回内容の復習と27ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第18回】
①事前学修課題：第4課の本文内容と28ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第19回】
①事前学修課題：第3課と第4課で習った内容を確認し、まだ分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：チェックシートで気づいた未だ理解できていない部分を復習する。
【第20回】
①事前学修課題：第5課の新出単語と30ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第21回】
①事前学修課題：前回の内容を復習し、30と31ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第22回】
①事前学修課題：第5課の本文内容と32ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第23回】
①事前学修課題：発音や第1課～第5課の内容の再確認し、35ページの総合練習を事前予習する。
②事後学修課題：文法まとめや総合練習で気づいた理解できていない部分を復習する。
【第24回】
①事前学修課題：第6課の新出単語と38ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。付属CDを繰り返し聞く。
【第25回】
①事前学修課題：前回の内容を復習し、39ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第26回】
①事前学修課題：第6課の本文内容と40ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第27回】
①事前学修課題：第7課の新出単語と42ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第28回】
①事前学修課題：前回の内容を復習し、43ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く
【第29回】
①事前学修課題：第7課の本文内容と44ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第30回】
①事前学修課題：第1課〜第7課を総合的に復習し、まだ分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：総合復習で気づいた問題などについて再度、その内容を復習し、後期の中国語Ⅱに備える。
課題に対するフィードバックの方法
課題提出状況に基づいて、注意すべき点を授業中に説明する。
成績評価の方法・基準（方針）
授業態度、授業中の練習への取り組み方、課題提出及び期末試験などによる総合評価。
なお、正当な理由なく、3分の1以上欠席した場合は、評価の対象とせず、「K」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

授業中の参加態度、練習への取り組み方、課題提出状

到達目標の1.2.3とも評
中国語Ⅰ

況を参考に評価する。
授業外での評価

0

定期試験

50

定期試験に代わるレポート等

0

その他

0

テキスト

『実学実用 漢語起歩』/黄 志軍/白帝社/2400/978-4-86398-116-4

参考書

担当教員より指示する

価対象とする。

到達目標の1と3とも評
価対象とする。

履修条件・他の科目との関連 1回でも欠席すると、授業について行けなくなるから、必ず全回出席すること。

中国語Ⅰ

授業コード

10303704

授業科目名

中国語Ⅰ

授業担当教員

沈

恩明

成績担当教員

沈

恩明

開講年次

1年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
中国語の正確な発音と「聞く」・「話す」などの基礎的な語学力を習得することによって中国語の初歩的なコ
ミュニケーション能力を身につけ、これからの中国旅行あるいは卒業後の仕事などにおいて中国人とコミュニ
ケーションするのに少しでも役に立つ基礎的な中国語力の習得と中国理解を目的とする。
この授業では正確できれいな発音と聞き取りの練習を繰り返すことにより中国語の基本語彙と文型を習熟して
いく。「読む、書く、聞く、話す」という四基本技能の内、特に「聞く」と「話す」を重視する。
到達目標
1.中国語の発音を正確にできること
2.中国語で自己紹介ができること
3.基礎的な文法事項を習得すること
授業計画
【第1回】
テーマ：中国語とは
内容・方法：これからの授業についての説明。中国語についての紹介。
【第2回】
テーマ：母音と声調
内容・方法：中国語の発音（母音、複母音と声調）の説明と練習。
【第3回】
テーマ：母音と複母音
内容・方法：中国語の発音（母音、複母音と声調）の復習と練習
【第4回】
テーマ：子音と鼻母音
内容・方法：中国語の発音（子音と鼻母音）の説明と練習
【第5回】
テーマ：声調と変調
内容・方法：中国語における変調などについての説明、中国語の発音をまとめながら正確な発音ができるよう練
習と矯正を行う。
【第6回】
テーマ：名詞述語文
内容・方法：第1課、代詞と名詞述語文などの要点説明と練習
【第7回】
テーマ：疑問文と名詞修飾
内容・方法：第1課、疑問文、連体修飾的などの要点説明と練習
【第8回】
テーマ：第1課の理解と練習
内容・方法：第1課の本文理解とドリル
【第9回】
テーマ：動詞述語文
内容・方法：第2課、動詞述語文、省略疑問などの要点説明と練習
【第10回】
テーマ：選択疑問
内容・方法：第2課、選択疑問、副詞也などの要点説明と練習
【第11回】
テーマ：第2課の理解と練習
内容・方法：第2課の本文理解とドリル
【第12回】
テーマ：第1課と第2課についての再確認
内容・方法：第1課と第2課についての復習と考査。学生の質問に説明を行う。
【第13回】
テーマ：所有と存在表現
内容・方法：第3課、所有、存在の有 等の要点説明と練習
【第14回】
テーマ：接続助詞と副詞
内容・方法：第3課、接続詞和、副詞都 等の要点説明と練習
【第15回】
テーマ：第3課の理解と練習
内容・方法：第3課の本文理解とドリル
【第16回】
テーマ：第3課の理解と練習
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内容・方法：第3課の本文理解とドリル
【第17回】
テーマ：形容詞述語文と現在進行形
内容・方法：第4課、形容詞述語文、現在進行の在等の要点説明と練習
【第18回】
テーマ：主述述語文
内容・方法：第4課、主述述語文、「有点児+形容詞」等の要点説明と練習
【第19回】
テーマ：第4課の理解と練習
内容・方法：第4課の本文理解とドリル
【第20回】
テーマ：第3課と第4課の再確認
内容・方法：第3、4課についての復習と考査。学生の質問に説明を行う。
【第21回】
テーマ：年月日と前置詞从
内容・方法：第5課、年月日の言い方、前置詞からなどの要点説明と練習
【第22回】
テーマ：連動文と願望表現
内容・方法：第5課、連動文、願望表現などの要点説明と練習
【第23回】
テーマ：第5課の理解と復習
内容・方法：第5課の本文理解とドリル
【第24回】
テーマ：総合復習
内容・方法：これまでの内容について総合復習と総合練習
【第25回】
テーマ：指示詞と所在
内容・方法：第6課、指示詞、所在の在などの要点説明と練習
【第26回】
テーマ：方位詞と助数詞
内容・方法：第6課、方位詞と助数詞、反復疑問文などの要点説明と練習
【第27回】
テーマ：第6課の本文理解と復習
内容・方法：第6課の本文理解とドリル
【第28回】
テーマ：時間と曜日の言い方
内容・方法：第7課、時間などの表現と前置詞の在などの要点説明と練習
【第29回】
テーマ：比況表現と必要、義務の表現
内容・方法：第7課、「～と同じだ」の表現と助動詞「要」などの要点説明と練習
【第30回】
テーマ：総合復習
内容・方法：第7課までの総合復習
事前事後の学習
授業時間外で、計30時間の事前事後学習が必要です。
事前、事後学習として、下記の内容について毎回、それぞれ1時間以上の学習が必要。
【第1回】
①事前学修課題：教科書の目次などを見て、中国語について大まかなイメージを掴む
②事後学修課題：教員の説明を復習する。
【第2回】
①事前学修課題：教科書記載の音声ダウンロード方法を参考に音声をダウンロードし、録音を聞いて大まかな母
音と声調を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第3回】
①事前学修課題：音声を聞いて複母音を事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、付属音声を繰り返し聞く。
【第4回】
①事前学修課題：音声を聞いて複母音を事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第5回】
①事前学修課題：音声を聞きながらこれまで学習した中国語の発音を復習
②事後学修課題：個々の発音をマスターできたかを自己チェックしながら、復習。
【第6回】
①事前学修課題：教科書の85と86ページを読んで、中国語の基礎文法のイメージを掴む。
②事後学修課題：新出単語や授業内容を復習する。
【第7回】
①事前学修課題：15ページの説明を読んで、大まかなイメージを掴む。
②事後学修課題：新出単語や授業内容を復習する。この課の内容の音声を繰り返し聞く。
【第8回】
①事前学修課題：16ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気づいた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第9回】
①事前学修課題：第2課の新出単語と18ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
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【第10回】
①事前学修課題：19ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第11回】
①事前学修課題：第2課の本文内容と20ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第12回】
①事前学修課題：第1課と第2課で習った内容を確認し、分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：チェックシートで気づいた理解できていない部分を復習する。
【第13回】
①事前学修課題：第3課の新出単語と22ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習、音声を繰り返し聞く。
【第14回】
①事前学修課題：23ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第15回】
①事前学修課題：第3課の本文内容と24ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第16回】
①事前学修課題：第4課の新出単語と26ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第17回】
①事前学修課題：前回内容の復習と27ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第18回】
①事前学修課題：第4課の本文内容と28ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第19回】
①事前学修課題：第3課と第4課で習った内容を確認し、まだ分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：チェックシートで気づいた未だ理解できていない部分を復習する。
【第20回】
①事前学修課題：第5課の新出単語と30ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第21回】
①事前学修課題：前回の内容を復習し、30と31ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第22回】
①事前学修課題：第5課の本文内容と32ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第23回】
①事前学修課題：発音や第1課～第5課の内容の再確認し、35ページの総合練習を事前予習する。
②事後学修課題：文法まとめや総合練習で気づいた理解できていない部分を復習する。
【第24回】
①事前学修課題：第6課の新出単語と38ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。付属CDを繰り返し聞く。
【第25回】
①事前学修課題：前回の内容を復習し、39ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第26回】
①事前学修課題：第6課の本文内容と40ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第27回】
①事前学修課題：第7課の新出単語と42ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第28回】
①事前学修課題：前回の内容を復習し、43ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く
【第29回】
①事前学修課題：第7課の本文内容と44ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第30回】
①事前学修課題：第1課〜第7課を総合的に復習し、まだ分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：総合復習で気づいた問題などについて再度、その内容を復習し、後期の中国語Ⅱに備える。
課題に対するフィードバックの方法
課題提出状況に基づいて、注意すべき点を授業中に説明する。
成績評価の方法・基準（方針）
授業態度、授業中の練習への取り組み方、課題提出及び期末試験などによる総合評価。
なお、正当な理由なく、3分の1以上欠席した場合は、評価の対象とせず、「K」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

授業中の参加態度、練習への取り組み方、課題提出状

到達目標の1.2.3とも評
中国語Ⅰ

況を参考に評価する。
授業外での評価

0

定期試験

50

定期試験に代わるレポート等

0

その他

0

テキスト

『実学実用 漢語起歩』/黄 志軍/白帝社/2400/978-4-86398-116-4

参考書

担当教員より指示する

価対象とする。

到達目標の1と3とも評
価対象とする。

履修条件・他の科目との関連 1回でも欠席すると、授業について行けなくなるから、必ず全回出席すること。

中国語Ⅰ

授業コード

10004304

授業科目名

中国語Ⅰ

授業担当教員

沈

恩明

成績担当教員

沈

恩明

開講年次

1年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
中国語の正確な発音と「聞く」・「話す」などの基礎的な語学力を習得することによって中国語の初歩的なコ
ミュニケーション能力を身につけ、これからの中国旅行あるいは卒業後の仕事などにおいて中国人とコミュニ
ケーションするのに少しでも役に立つ基礎的な中国語力の習得と中国理解を目的とする。
この授業では正確できれいな発音と聞き取りの練習を繰り返すことにより中国語の基本語彙と文型を習熟して
いく。「読む、書く、聞く、話す」という四基本技能の内、特に「聞く」と「話す」を重視する。
到達目標
1.中国語の発音を正確にできること
2.中国語で自己紹介ができること
3.基礎的な文法事項を習得すること
授業計画
【第1回】
テーマ：中国語とは
内容・方法：これからの授業についての説明。中国語についての紹介。
【第2回】
テーマ：母音と声調
内容・方法：中国語の発音（母音、複母音と声調）の説明と練習。
【第3回】
テーマ：母音と複母音
内容・方法：中国語の発音（母音、複母音と声調）の復習と練習
【第4回】
テーマ：子音と鼻母音
内容・方法：中国語の発音（子音と鼻母音）の説明と練習
【第5回】
テーマ：声調と変調
内容・方法：中国語における変調などについての説明、中国語の発音をまとめながら正確な発音ができるよう練
習と矯正を行う。
【第6回】
テーマ：名詞述語文
内容・方法：第1課、代詞と名詞述語文などの要点説明と練習
【第7回】
テーマ：疑問文と名詞修飾
内容・方法：第1課、疑問文、連体修飾的などの要点説明と練習
【第8回】
テーマ：第1課の理解と練習
内容・方法：第1課の本文理解とドリル
【第9回】
テーマ：動詞述語文
内容・方法：第2課、動詞述語文、省略疑問などの要点説明と練習
【第10回】
テーマ：選択疑問
内容・方法：第2課、選択疑問、副詞也などの要点説明と練習
【第11回】
テーマ：第2課の理解と練習
内容・方法：第2課の本文理解とドリル
【第12回】
テーマ：第1課と第2課についての再確認
内容・方法：第1課と第2課についての復習と考査。学生の質問に説明を行う。
【第13回】
テーマ：所有と存在表現
内容・方法：第3課、所有、存在の有 等の要点説明と練習
【第14回】
テーマ：接続助詞と副詞
内容・方法：第3課、接続詞和、副詞都 等の要点説明と練習
【第15回】
テーマ：第3課の理解と練習
内容・方法：第3課の本文理解とドリル
【第16回】
テーマ：第3課の理解と練習
中国語Ⅰ

内容・方法：第3課の本文理解とドリル
【第17回】
テーマ：形容詞述語文と現在進行形
内容・方法：第4課、形容詞述語文、現在進行の在等の要点説明と練習
【第18回】
テーマ：主述述語文
内容・方法：第4課、主述述語文、「有点児+形容詞」等の要点説明と練習
【第19回】
テーマ：第4課の理解と練習
内容・方法：第4課の本文理解とドリル
【第20回】
テーマ：第3課と第4課の再確認
内容・方法：第3、4課についての復習と考査。学生の質問に説明を行う。
【第21回】
テーマ：年月日と前置詞从
内容・方法：第5課、年月日の言い方、前置詞からなどの要点説明と練習
【第22回】
テーマ：連動文と願望表現
内容・方法：第5課、連動文、願望表現などの要点説明と練習
【第23回】
テーマ：第5課の理解と復習
内容・方法：第5課の本文理解とドリル
【第24回】
テーマ：総合復習
内容・方法：これまでの内容について総合復習と総合練習
【第25回】
テーマ：指示詞と所在
内容・方法：第6課、指示詞、所在の在などの要点説明と練習
【第26回】
テーマ：方位詞と助数詞
内容・方法：第6課、方位詞と助数詞、反復疑問文などの要点説明と練習
【第27回】
テーマ：第6課の本文理解と復習
内容・方法：第6課の本文理解とドリル
【第28回】
テーマ：時間と曜日の言い方
内容・方法：第7課、時間などの表現と前置詞の在などの要点説明と練習
【第29回】
テーマ：比況表現と必要、義務の表現
内容・方法：第7課、「～と同じだ」の表現と助動詞「要」などの要点説明と練習
【第30回】
テーマ：総合復習
内容・方法：第7課までの総合復習
事前事後の学習
授業時間外で、計30時間の事前事後学習が必要です。
事前、事後学習として、下記の内容について毎回、それぞれ1時間以上の学習が必要。
【第1回】
①事前学修課題：教科書の目次などを見て、中国語について大まかなイメージを掴む
②事後学修課題：教員の説明を復習する。
【第2回】
①事前学修課題：教科書記載の音声ダウンロード方法を参考に音声をダウンロードし、録音を聞いて大まかな母
音と声調を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第3回】
①事前学修課題：音声を聞いて複母音を事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、付属音声を繰り返し聞く。
【第4回】
①事前学修課題：音声を聞いて複母音を事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第5回】
①事前学修課題：音声を聞きながらこれまで学習した中国語の発音を復習
②事後学修課題：個々の発音をマスターできたかを自己チェックしながら、復習。
【第6回】
①事前学修課題：教科書の85と86ページを読んで、中国語の基礎文法のイメージを掴む。
②事後学修課題：新出単語や授業内容を復習する。
【第7回】
①事前学修課題：15ページの説明を読んで、大まかなイメージを掴む。
②事後学修課題：新出単語や授業内容を復習する。この課の内容の音声を繰り返し聞く。
【第8回】
①事前学修課題：16ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気づいた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第9回】
①事前学修課題：第2課の新出単語と18ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
中国語Ⅰ

【第10回】
①事前学修課題：19ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第11回】
①事前学修課題：第2課の本文内容と20ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第12回】
①事前学修課題：第1課と第2課で習った内容を確認し、分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：チェックシートで気づいた理解できていない部分を復習する。
【第13回】
①事前学修課題：第3課の新出単語と22ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習、音声を繰り返し聞く。
【第14回】
①事前学修課題：23ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第15回】
①事前学修課題：第3課の本文内容と24ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第16回】
①事前学修課題：第4課の新出単語と26ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第17回】
①事前学修課題：前回内容の復習と27ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第18回】
①事前学修課題：第4課の本文内容と28ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第19回】
①事前学修課題：第3課と第4課で習った内容を確認し、まだ分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：チェックシートで気づいた未だ理解できていない部分を復習する。
【第20回】
①事前学修課題：第5課の新出単語と30ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第21回】
①事前学修課題：前回の内容を復習し、30と31ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第22回】
①事前学修課題：第5課の本文内容と32ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第23回】
①事前学修課題：発音や第1課～第5課の内容の再確認し、35ページの総合練習を事前予習する。
②事後学修課題：文法まとめや総合練習で気づいた理解できていない部分を復習する。
【第24回】
①事前学修課題：第6課の新出単語と38ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。付属CDを繰り返し聞く。
【第25回】
①事前学修課題：前回の内容を復習し、39ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第26回】
①事前学修課題：第6課の本文内容と40ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第27回】
①事前学修課題：第7課の新出単語と42ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第28回】
①事前学修課題：前回の内容を復習し、43ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く
【第29回】
①事前学修課題：第7課の本文内容と44ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第30回】
①事前学修課題：第1課〜第7課を総合的に復習し、まだ分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：総合復習で気づいた問題などについて再度、その内容を復習し、後期の中国語Ⅱに備える。
課題に対するフィードバックの方法
課題提出状況に基づいて、注意すべき点を授業中に説明する。
成績評価の方法・基準（方針）
授業態度、授業中の練習への取り組み方、課題提出及び期末試験などによる総合評価。
なお、正当な理由なく、3分の1以上欠席した場合は、評価の対象とせず、「K」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

授業中の参加態度、練習への取り組み方、課題提出状

到達目標の1.2.3とも評
中国語Ⅰ

況を参考に評価する。
授業外での評価

0

定期試験

50

定期試験に代わるレポート等

0

その他

0

テキスト

『実学実用 漢語起歩』/黄 志軍/白帝社/2400/978-4-86398-116-4

参考書

担当教員より指示する

価対象とする。

到達目標の1と3とも評
価対象とする。

履修条件・他の科目との関連 1回でも欠席すると、授業について行けなくなるから、必ず全回出席すること。

中国語Ⅰ

授業コード

10402505

授業科目名

中国語Ⅰ

授業担当教員

侯

月琴

成績担当教員

侯

月琴

開講年次

1年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
中国語の正確な発音と「聞く」・「話す」などの基礎的な語学力を習得することによって中国語の初歩的なコ
ミュニケーション能力を身につけ、これからの中国旅行あるいは卒業後の仕事などにおいて中国人とコミュニ
ケーションするのに少しでも役に立つ基礎的な中国語力の習得と中国理解を目的とする。
この授業では正確できれいな発音と聞き取りの練習を繰り返すことにより中国語の基本語彙と文型を習熟して
いく。「読む、書く、聞く、話す」という四基本技能の内、特に「聞く」と「話す」を重視する。
到達目標
１．正確できれいな発音ができる。
２．中国語の簡単な挨拶と会話ができる。
授業計画
第1回】
テーマ：中国語とは
内容・方法：これからの授業についての説明。中国語についての紹介。
【第2回】
テーマ：母音と声調
内容・方法：中国語の発音（母音、複母音と声調）の説明と練習。
【第3回】
テーマ：母音と複母音
内容・方法：中国語の発音（母音、複母音と声調）の復習と練習
【第4回】
テーマ：子音と鼻母音
内容・方法：中国語の発音（子音と鼻母音）の説明と練習
【第5回】
テーマ：声調と変調
内容・方法：中国語における変調などについての説明、中国語の発音をまとめながら正確な発音ができるよう練
習と矯正を行う。
【第6回】
テーマ：名詞述語文
内容・方法：第1課、代詞と名詞述語文などの要点説明と練習
【第7回】
テーマ：疑問文と名詞修飾
内容・方法：第1課、疑問文、連体修飾的などの要点説明と練習
【第8回】
テーマ：第1課の理解と練習
内容・方法：第1課の本文理解とドリル
【第9回】
テーマ：動詞述語文
内容・方法：第2課、動詞述語文、省略疑問などの要点説明と練習
【第10回】
テーマ：選択疑問
内容・方法：第2課、選択疑問、副詞也などの要点説明と練習
【第11回】
テーマ：第2課の理解と練習
内容・方法：第2課の本文理解とドリル
【第12回】
テーマ：第1課と第2課についての再確認
内容・方法：第1課と第2課についての復習と考査。学生の質問に説明を行う。
【第13回】
テーマ：所有と存在表現
内容・方法：第3課、所有、存在の有 等の要点説明と練習
【第14回】
テーマ：接続助詞と副詞
内容・方法：第3課、接続詞和、副詞都 等の要点説明と練習
【第15回】
テーマ：第3課の理解と練習
内容・方法：第3課の本文理解とドリル
【第16回】
テーマ：第3課の理解と練習
内容・方法：第3課の本文理解とドリル
中国語Ⅰ

【第17回】
テーマ：形容詞述語文と現在進行形
内容・方法：第4課、形容詞述語文、現在進行の在等の要点説明と練習
【第18回】
テーマ：主述述語文
内容・方法：第4課、主述述語文、「有点児+形容詞」等の要点説明と練習
【第19回】
テーマ：第4課の理解と練習
内容・方法：第4課の本文理解とドリル
【第20回】
テーマ：第3課と第4課の再確認
内容・方法：第3、4課についての復習と考査。学生の質問に説明を行う。
【第21回】
テーマ：年月日と前置詞从
内容・方法：第5課、年月日の言い方、前置詞从からなどの要点説明と練習
【第22回】
テーマ：連動文と願望表現
内容・方法：第5課、連動文、願望表現などの要点説明と練習
【第23回】
テーマ：第5課の理解と復習
内容・方法：第5課の本文理解とドリル
【第24回】
テーマ：総合復習
内容・方法：これまでの内容について総合復習と総合練習
【第25回】
テーマ：指示詞と所在
内容・方法：第6課、指示詞、所在の在などの要点説明と練習
【第26回】
テーマ：方位詞と助数詞
内容・方法：第6課、方位詞と助数詞、反復疑問文などの要点説明と練習
【第27回】
テーマ：第6課の本文理解と復習
内容・方法：第6課の本文理解とドリル
【第28回】
テーマ：時間と曜日の言い方
内容・方法：第7課、時間などの表現と前置詞の在などの要点説明と練習
【第29回】
テーマ：比況表現と必要、義務の表現
内容・方法：第7課、「～と同じだ」の表現と助動詞要などの要点説明と練習
【第30回】
テーマ：第7課の本文理解と復習
内容・方法：第7課の本文理解とドリル
事前事後の学習
授業時間外で、計30時間の事前事後学習が必要です。
【第1回】
①事前学修課題：教科書の目次などを見て、中国語について大まかなイメージを掴む
②事後学修課題：教員の説明を復習する。
【第2回】
①事前学修課題：付属CDを聞いて大まかな母音と声調を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、付属CDを繰り返し聞く。
【第3回】
①事前学修課題：付属CDを聞いて複母音を事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、付属CDを繰り返し聞く。
【第4回】
①事前学修課題：付属CDを聞いて子音と鼻母音を事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、付属CDを繰り返し聞く。
【第5回】
①事前学修課題：付属CDを聞きながらこれまで学習した中国語の発音を復習
②事後学修課題：個々の発音をマスターできたかを自己チェックしながら、復習。
【第6回】
①事前学修課題：教科書の85と86ページを読んで、中国語の基礎文法のイメージを掴む。
②事後学修課題：新出単語や授業内容を復習する。
【第7回】
①事前学修課題：15ページの説明を読んで、大まかなイメージを掴む。
②事後学修課題：新出単語や授業内容を復習する。付属CDのこの課の内容を繰り返し聞く。
【第8回】
①事前学修課題：16ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気づいた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第9回】
①事前学修課題：第2課の新出単語と18ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。付属CDを繰り返し聞く。
【第10回】
①事前学修課題：19ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。付属CDを繰り返し聞く。
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【第11回】
①事前学修課題：第2課の本文内容と20ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第12回】
①事前学修課題：第1課と第2課で習った内容を確認し、分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：チェックシートで気づいた理解できていない部分を復習する。
【第13回】
①事前学修課題：第3課の新出単語と22ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。付属CDを繰り返し聞く。
【第14回】
①事前学修課題：23ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。付属CDを繰り返し聞く。
【第15回】
①事前学修課題：第3課の本文内容と24ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第16回】
①事前学修課題：第4課の新出単語と26ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。付属CDを繰り返し聞く。
【第17回】
①事前学修課題：前回内容の復習と27ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。付属CDを繰り返し聞く。
【第18回】
①事前学修課題：第4課の本文内容と28ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第19回】
①事前学修課題：第3課と第4課で習った内容を確認し、まだ分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：チェックシートで気づいた未だ理解できていない部分を復習する。
【第20回】
①事前学修課題：第5課の新出単語と30ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。付属CDを繰り返し聞く。
【第21回】
①事前学修課題：前回の内容を復習し、30と31ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。付属CDを繰り返し聞く。
【第22回】
①事前学修課題：第5課の本文内容と32ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第23回】
①事前学修課題：発音や第1課～第5課の内容の再確認し、35ページの総合練習を事前予習する。
②事後学修課題：文法まとめや総合練習で気づいた理解できていない部分を復習する。
【第24回】
①事前学修課題：第6課の新出単語と38ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。付属CDを繰り返し聞く。
【第25回】
①事前学修課題：前回の内容を復習し、39ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。付属CDを繰り返し聞く。
【第26回】
①事前学修課題：第6課の本文内容と40ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第27回】
①事前学修課題：第7課の新出単語と42ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。付属CDを繰り返し聞く。
【第28回】
①事前学修課題：前回の内容を復習し、43ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。付属CDを繰り返し聞く
【第29回】
①事前学修課題：第7課の本文内容と44ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第30回】
①事前学修課題：中国語Ⅰで習って来た内容を復習し、まだ分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：事前学修で気づいた問題などに対して、教員が行った説明に基づいて再度、これまでの学修内
容を復習する。
課題に対するフィードバックの方法
考査などを採点後、速やかに返還し間違いやすいところや、理解が不十分なところを説明する。
成績評価の方法・基準（方針）
授業態度、授業中の練習への取り組み方、小テスト及び総合考査などによる総合評価。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

30

授業態度、授業中の練習への取り組み方、小テスト及び
総合考査、期末試験などによる総合評価。

1.2．

授業外での評価

0
中国語Ⅰ

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

最終回に行われる総合考査テストの成績によって評価す
る。

1.2

その他

30

授業中に行われる3回の考査の成績によって評価する。

1.2．

テキスト

『実学実用 漢語起歩』/黄 志軍/白帝社/2400/978-4-86398-116-4

参考書

必要に応じて別途指示する

履修条件・他の科目との関連 この授業は木曜日3限中国語Ⅰと連携して行われるので、一方でも無断欠席すると理解できなくな
るため、遅刻や無断欠席はしないこと。

中国語Ⅰ

授業コード

10303705

授業科目名

中国語Ⅰ

授業担当教員

侯

月琴

成績担当教員

侯

月琴

開講年次

1年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
中国語の正確な発音と「聞く」・「話す」などの基礎的な語学力を習得することによって中国語の初歩的なコ
ミュニケーション能力を身につけ、これからの中国旅行あるいは卒業後の仕事などにおいて中国人とコミュニ
ケーションするのに少しでも役に立つ基礎的な中国語力の習得と中国理解を目的とする。
この授業では正確できれいな発音と聞き取りの練習を繰り返すことにより中国語の基本語彙と文型を習熟して
いく。「読む、書く、聞く、話す」という四基本技能の内、特に「聞く」と「話す」を重視する。
到達目標
１．正確できれいな発音ができる。
２．中国語の簡単な挨拶と会話ができる。
授業計画
第1回】
テーマ：中国語とは
内容・方法：これからの授業についての説明。中国語についての紹介。
【第2回】
テーマ：母音と声調
内容・方法：中国語の発音（母音、複母音と声調）の説明と練習。
【第3回】
テーマ：母音と複母音
内容・方法：中国語の発音（母音、複母音と声調）の復習と練習
【第4回】
テーマ：子音と鼻母音
内容・方法：中国語の発音（子音と鼻母音）の説明と練習
【第5回】
テーマ：声調と変調
内容・方法：中国語における変調などについての説明、中国語の発音をまとめながら正確な発音ができるよう練
習と矯正を行う。
【第6回】
テーマ：名詞述語文
内容・方法：第1課、代詞と名詞述語文などの要点説明と練習
【第7回】
テーマ：疑問文と名詞修飾
内容・方法：第1課、疑問文、連体修飾的などの要点説明と練習
【第8回】
テーマ：第1課の理解と練習
内容・方法：第1課の本文理解とドリル
【第9回】
テーマ：動詞述語文
内容・方法：第2課、動詞述語文、省略疑問などの要点説明と練習
【第10回】
テーマ：選択疑問
内容・方法：第2課、選択疑問、副詞也などの要点説明と練習
【第11回】
テーマ：第2課の理解と練習
内容・方法：第2課の本文理解とドリル
【第12回】
テーマ：第1課と第2課についての再確認
内容・方法：第1課と第2課についての復習と考査。学生の質問に説明を行う。
【第13回】
テーマ：所有と存在表現
内容・方法：第3課、所有、存在の有 等の要点説明と練習
【第14回】
テーマ：接続助詞と副詞
内容・方法：第3課、接続詞和、副詞都 等の要点説明と練習
【第15回】
テーマ：第3課の理解と練習
内容・方法：第3課の本文理解とドリル
【第16回】
テーマ：第3課の理解と練習
内容・方法：第3課の本文理解とドリル
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【第17回】
テーマ：形容詞述語文と現在進行形
内容・方法：第4課、形容詞述語文、現在進行の在等の要点説明と練習
【第18回】
テーマ：主述述語文
内容・方法：第4課、主述述語文、「有点児+形容詞」等の要点説明と練習
【第19回】
テーマ：第4課の理解と練習
内容・方法：第4課の本文理解とドリル
【第20回】
テーマ：第3課と第4課の再確認
内容・方法：第3、4課についての復習と考査。学生の質問に説明を行う。
【第21回】
テーマ：年月日と前置詞从
内容・方法：第5課、年月日の言い方、前置詞从からなどの要点説明と練習
【第22回】
テーマ：連動文と願望表現
内容・方法：第5課、連動文、願望表現などの要点説明と練習
【第23回】
テーマ：第5課の理解と復習
内容・方法：第5課の本文理解とドリル
【第24回】
テーマ：総合復習
内容・方法：これまでの内容について総合復習と総合練習
【第25回】
テーマ：指示詞と所在
内容・方法：第6課、指示詞、所在の在などの要点説明と練習
【第26回】
テーマ：方位詞と助数詞
内容・方法：第6課、方位詞と助数詞、反復疑問文などの要点説明と練習
【第27回】
テーマ：第6課の本文理解と復習
内容・方法：第6課の本文理解とドリル
【第28回】
テーマ：時間と曜日の言い方
内容・方法：第7課、時間などの表現と前置詞の在などの要点説明と練習
【第29回】
テーマ：比況表現と必要、義務の表現
内容・方法：第7課、「～と同じだ」の表現と助動詞要などの要点説明と練習
【第30回】
テーマ：第7課の本文理解と復習
内容・方法：第7課の本文理解とドリル
事前事後の学習
授業時間外で、計30時間の事前事後学習が必要です。
【第1回】
①事前学修課題：教科書の目次などを見て、中国語について大まかなイメージを掴む
②事後学修課題：教員の説明を復習する。
【第2回】
①事前学修課題：付属CDを聞いて大まかな母音と声調を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、付属CDを繰り返し聞く。
【第3回】
①事前学修課題：付属CDを聞いて複母音を事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、付属CDを繰り返し聞く。
【第4回】
①事前学修課題：付属CDを聞いて子音と鼻母音を事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、付属CDを繰り返し聞く。
【第5回】
①事前学修課題：付属CDを聞きながらこれまで学習した中国語の発音を復習
②事後学修課題：個々の発音をマスターできたかを自己チェックしながら、復習。
【第6回】
①事前学修課題：教科書の85と86ページを読んで、中国語の基礎文法のイメージを掴む。
②事後学修課題：新出単語や授業内容を復習する。
【第7回】
①事前学修課題：15ページの説明を読んで、大まかなイメージを掴む。
②事後学修課題：新出単語や授業内容を復習する。付属CDのこの課の内容を繰り返し聞く。
【第8回】
①事前学修課題：16ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気づいた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第9回】
①事前学修課題：第2課の新出単語と18ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。付属CDを繰り返し聞く。
【第10回】
①事前学修課題：19ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。付属CDを繰り返し聞く。
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【第11回】
①事前学修課題：第2課の本文内容と20ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第12回】
①事前学修課題：第1課と第2課で習った内容を確認し、分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：チェックシートで気づいた理解できていない部分を復習する。
【第13回】
①事前学修課題：第3課の新出単語と22ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。付属CDを繰り返し聞く。
【第14回】
①事前学修課題：23ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。付属CDを繰り返し聞く。
【第15回】
①事前学修課題：第3課の本文内容と24ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第16回】
①事前学修課題：第4課の新出単語と26ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。付属CDを繰り返し聞く。
【第17回】
①事前学修課題：前回内容の復習と27ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。付属CDを繰り返し聞く。
【第18回】
①事前学修課題：第4課の本文内容と28ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第19回】
①事前学修課題：第3課と第4課で習った内容を確認し、まだ分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：チェックシートで気づいた未だ理解できていない部分を復習する。
【第20回】
①事前学修課題：第5課の新出単語と30ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。付属CDを繰り返し聞く。
【第21回】
①事前学修課題：前回の内容を復習し、30と31ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。付属CDを繰り返し聞く。
【第22回】
①事前学修課題：第5課の本文内容と32ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第23回】
①事前学修課題：発音や第1課～第5課の内容の再確認し、35ページの総合練習を事前予習する。
②事後学修課題：文法まとめや総合練習で気づいた理解できていない部分を復習する。
【第24回】
①事前学修課題：第6課の新出単語と38ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。付属CDを繰り返し聞く。
【第25回】
①事前学修課題：前回の内容を復習し、39ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。付属CDを繰り返し聞く。
【第26回】
①事前学修課題：第6課の本文内容と40ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第27回】
①事前学修課題：第7課の新出単語と42ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。付属CDを繰り返し聞く。
【第28回】
①事前学修課題：前回の内容を復習し、43ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。付属CDを繰り返し聞く
【第29回】
①事前学修課題：第7課の本文内容と44ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第30回】
①事前学修課題：中国語Ⅰで習って来た内容を復習し、まだ分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：事前学修で気づいた問題などに対して、教員が行った説明に基づいて再度、これまでの学修内
容を復習する。
課題に対するフィードバックの方法
考査などを採点後、速やかに返還し間違いやすいところや、理解が不十分なところを説明する。
成績評価の方法・基準（方針）
授業態度、授業中の練習への取り組み方、小テスト及び総合考査などによる総合評価。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

30

授業態度、授業中の練習への取り組み方、小テスト及び
総合考査、期末試験などによる総合評価。

1.2．

授業外での評価

0
中国語Ⅰ

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

最終回に行われる総合考査テストの成績によって評価す
る。

1.2

その他

30

授業中に行われる3回の考査の成績によって評価する。

1.2．

テキスト

『実学実用 漢語起歩』/黄 志軍/白帝社/2400/978-4-86398-116-4

参考書

必要に応じて別途指示する

履修条件・他の科目との関連 この授業は木曜日3限中国語Ⅰと連携して行われるので、一方でも無断欠席すると理解できなくな
るため、遅刻や無断欠席はしないこと。

中国語Ⅰ

授業コード

10004305

授業科目名

中国語Ⅰ

授業担当教員

侯

月琴

成績担当教員

侯

月琴

開講年次

1年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
中国語の正確な発音と「聞く」・「話す」などの基礎的な語学力を習得することによって中国語の初歩的なコ
ミュニケーション能力を身につけ、これからの中国旅行あるいは卒業後の仕事などにおいて中国人とコミュニ
ケーションするのに少しでも役に立つ基礎的な中国語力の習得と中国理解を目的とする。
この授業では正確できれいな発音と聞き取りの練習を繰り返すことにより中国語の基本語彙と文型を習熟して
いく。「読む、書く、聞く、話す」という四基本技能の内、特に「聞く」と「話す」を重視する。
到達目標
１．正確できれいな発音ができる。
２．中国語の簡単な挨拶と会話ができる。
授業計画
第1回】
テーマ：中国語とは
内容・方法：これからの授業についての説明。中国語についての紹介。
【第2回】
テーマ：母音と声調
内容・方法：中国語の発音（母音、複母音と声調）の説明と練習。
【第3回】
テーマ：母音と複母音
内容・方法：中国語の発音（母音、複母音と声調）の復習と練習
【第4回】
テーマ：子音と鼻母音
内容・方法：中国語の発音（子音と鼻母音）の説明と練習
【第5回】
テーマ：声調と変調
内容・方法：中国語における変調などについての説明、中国語の発音をまとめながら正確な発音ができるよう練
習と矯正を行う。
【第6回】
テーマ：名詞述語文
内容・方法：第1課、代詞と名詞述語文などの要点説明と練習
【第7回】
テーマ：疑問文と名詞修飾
内容・方法：第1課、疑問文、連体修飾的などの要点説明と練習
【第8回】
テーマ：第1課の理解と練習
内容・方法：第1課の本文理解とドリル
【第9回】
テーマ：動詞述語文
内容・方法：第2課、動詞述語文、省略疑問などの要点説明と練習
【第10回】
テーマ：選択疑問
内容・方法：第2課、選択疑問、副詞也などの要点説明と練習
【第11回】
テーマ：第2課の理解と練習
内容・方法：第2課の本文理解とドリル
【第12回】
テーマ：第1課と第2課についての再確認
内容・方法：第1課と第2課についての復習と考査。学生の質問に説明を行う。
【第13回】
テーマ：所有と存在表現
内容・方法：第3課、所有、存在の有 等の要点説明と練習
【第14回】
テーマ：接続助詞と副詞
内容・方法：第3課、接続詞和、副詞都 等の要点説明と練習
【第15回】
テーマ：第3課の理解と練習
内容・方法：第3課の本文理解とドリル
【第16回】
テーマ：第3課の理解と練習
内容・方法：第3課の本文理解とドリル
中国語Ⅰ

【第17回】
テーマ：形容詞述語文と現在進行形
内容・方法：第4課、形容詞述語文、現在進行の在等の要点説明と練習
【第18回】
テーマ：主述述語文
内容・方法：第4課、主述述語文、「有点児+形容詞」等の要点説明と練習
【第19回】
テーマ：第4課の理解と練習
内容・方法：第4課の本文理解とドリル
【第20回】
テーマ：第3課と第4課の再確認
内容・方法：第3、4課についての復習と考査。学生の質問に説明を行う。
【第21回】
テーマ：年月日と前置詞从
内容・方法：第5課、年月日の言い方、前置詞从からなどの要点説明と練習
【第22回】
テーマ：連動文と願望表現
内容・方法：第5課、連動文、願望表現などの要点説明と練習
【第23回】
テーマ：第5課の理解と復習
内容・方法：第5課の本文理解とドリル
【第24回】
テーマ：総合復習
内容・方法：これまでの内容について総合復習と総合練習
【第25回】
テーマ：指示詞と所在
内容・方法：第6課、指示詞、所在の在などの要点説明と練習
【第26回】
テーマ：方位詞と助数詞
内容・方法：第6課、方位詞と助数詞、反復疑問文などの要点説明と練習
【第27回】
テーマ：第6課の本文理解と復習
内容・方法：第6課の本文理解とドリル
【第28回】
テーマ：時間と曜日の言い方
内容・方法：第7課、時間などの表現と前置詞の在などの要点説明と練習
【第29回】
テーマ：比況表現と必要、義務の表現
内容・方法：第7課、「～と同じだ」の表現と助動詞要などの要点説明と練習
【第30回】
テーマ：第7課の本文理解と復習
内容・方法：第7課の本文理解とドリル
事前事後の学習
授業時間外で、計30時間の事前事後学習が必要です。
【第1回】
①事前学修課題：教科書の目次などを見て、中国語について大まかなイメージを掴む
②事後学修課題：教員の説明を復習する。
【第2回】
①事前学修課題：付属CDを聞いて大まかな母音と声調を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、付属CDを繰り返し聞く。
【第3回】
①事前学修課題：付属CDを聞いて複母音を事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、付属CDを繰り返し聞く。
【第4回】
①事前学修課題：付属CDを聞いて子音と鼻母音を事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、付属CDを繰り返し聞く。
【第5回】
①事前学修課題：付属CDを聞きながらこれまで学習した中国語の発音を復習
②事後学修課題：個々の発音をマスターできたかを自己チェックしながら、復習。
【第6回】
①事前学修課題：教科書の85と86ページを読んで、中国語の基礎文法のイメージを掴む。
②事後学修課題：新出単語や授業内容を復習する。
【第7回】
①事前学修課題：15ページの説明を読んで、大まかなイメージを掴む。
②事後学修課題：新出単語や授業内容を復習する。付属CDのこの課の内容を繰り返し聞く。
【第8回】
①事前学修課題：16ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気づいた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第9回】
①事前学修課題：第2課の新出単語と18ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。付属CDを繰り返し聞く。
【第10回】
①事前学修課題：19ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。付属CDを繰り返し聞く。
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【第11回】
①事前学修課題：第2課の本文内容と20ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第12回】
①事前学修課題：第1課と第2課で習った内容を確認し、分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：チェックシートで気づいた理解できていない部分を復習する。
【第13回】
①事前学修課題：第3課の新出単語と22ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。付属CDを繰り返し聞く。
【第14回】
①事前学修課題：23ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。付属CDを繰り返し聞く。
【第15回】
①事前学修課題：第3課の本文内容と24ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第16回】
①事前学修課題：第4課の新出単語と26ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。付属CDを繰り返し聞く。
【第17回】
①事前学修課題：前回内容の復習と27ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。付属CDを繰り返し聞く。
【第18回】
①事前学修課題：第4課の本文内容と28ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第19回】
①事前学修課題：第3課と第4課で習った内容を確認し、まだ分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：チェックシートで気づいた未だ理解できていない部分を復習する。
【第20回】
①事前学修課題：第5課の新出単語と30ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。付属CDを繰り返し聞く。
【第21回】
①事前学修課題：前回の内容を復習し、30と31ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。付属CDを繰り返し聞く。
【第22回】
①事前学修課題：第5課の本文内容と32ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第23回】
①事前学修課題：発音や第1課～第5課の内容の再確認し、35ページの総合練習を事前予習する。
②事後学修課題：文法まとめや総合練習で気づいた理解できていない部分を復習する。
【第24回】
①事前学修課題：第6課の新出単語と38ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。付属CDを繰り返し聞く。
【第25回】
①事前学修課題：前回の内容を復習し、39ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。付属CDを繰り返し聞く。
【第26回】
①事前学修課題：第6課の本文内容と40ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第27回】
①事前学修課題：第7課の新出単語と42ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。付属CDを繰り返し聞く。
【第28回】
①事前学修課題：前回の内容を復習し、43ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。付属CDを繰り返し聞く
【第29回】
①事前学修課題：第7課の本文内容と44ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第30回】
①事前学修課題：中国語Ⅰで習って来た内容を復習し、まだ分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：事前学修で気づいた問題などに対して、教員が行った説明に基づいて再度、これまでの学修内
容を復習する。
課題に対するフィードバックの方法
考査などを採点後、速やかに返還し間違いやすいところや、理解が不十分なところを説明する。
成績評価の方法・基準（方針）
授業態度、授業中の練習への取り組み方、小テスト及び総合考査などによる総合評価。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

30

授業態度、授業中の練習への取り組み方、小テスト及び
総合考査、期末試験などによる総合評価。

1.2．

授業外での評価

0
中国語Ⅰ

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

最終回に行われる総合考査テストの成績によって評価す
る。

1.2

その他

30

授業中に行われる3回の考査の成績によって評価する。

1.2．

テキスト

『実学実用 漢語起歩』/黄 志軍/白帝社/2400/978-4-86398-116-4

参考書

必要に応じて別途指示する

履修条件・他の科目との関連 この授業は木曜日3限中国語Ⅰと連携して行われるので、一方でも無断欠席すると理解できなくな
るため、遅刻や無断欠席はしないこと。

中国語Ⅰ

授業コード

10402506

授業科目名

中国語Ⅰ

授業担当教員

鄭

以君

成績担当教員

鄭

以君

開講年次

1年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
中国語の正確な発音と「聞く」・「話す」などの基礎的な語学力を習得することによって中国語の初歩的なコ
ミュニケーション能力を身につけ、これからの中国旅行あるいは卒業後の仕事などにおいて中国人とコミュニ
ケーションするのに少しでも役に立つ基礎的な中国語力の習得と中国理解を目的とする。
この授業では正確できれいな発音と聞き取りの練習を繰り返すことにより中国語の基本語彙と文型を習熟して
いく。「読む、書く、聞く、話す」という四基本技能の内、特に「聞く」と「話す」を重視する。
到達目標
1.中国語の発音を正確にできること
2.中国語で自己紹介ができること
3.基礎的な文法事項を習得すること
授業計画
【第1回】
テーマ：中国語とは
内容・方法：これからの授業についての説明。中国語についての紹介。
【第2回】
テーマ：母音と声調
内容・方法：中国語の発音（母音、複母音と声調）の説明と練習。
【第3回】
テーマ：母音と複母音
内容・方法：中国語の発音（母音、複母音と声調）の復習と練習
【第4回】
テーマ：子音と鼻母音
内容・方法：中国語の発音（子音と鼻母音）の説明と練習
【第5回】
テーマ：声調と変調
内容・方法：中国語における変調などについての説明、中国語の発音をまとめながら正確な発音ができるよう練
習と矯正を行う。
【第6回】
テーマ：名詞述語文
内容・方法：第1課、代詞と名詞述語文などの要点説明と練習
【第7回】
テーマ：疑問文と名詞修飾
内容・方法：第1課、疑問文、連体修飾的などの要点説明と練習
【第8回】
テーマ：第1課の理解と練習
内容・方法：第1課の本文理解とドリル
【第9回】
テーマ：動詞述語文
内容・方法：第2課、動詞述語文、省略疑問などの要点説明と練習
【第10回】
テーマ：選択疑問
内容・方法：第2課、選択疑問、副詞也などの要点説明と練習
【第11回】
テーマ：第2課の理解と練習
内容・方法：第2課の本文理解とドリル
【第12回】
テーマ：第1課と第2課についての再確認
内容・方法：第1課と第2課についての復習と考査。学生の質問に説明を行う。
【第13回】
テーマ：所有と存在表現
内容・方法：第3課、所有、存在の有 等の要点説明と練習
【第14回】
テーマ：接続助詞と副詞
内容・方法：第3課、接続詞和、副詞都 等の要点説明と練習
【第15回】
テーマ：第3課の理解と練習
内容・方法：第3課の本文理解とドリル
【第16回】
テーマ：第3課の理解と練習
中国語Ⅰ

内容・方法：第3課の本文理解とドリル
【第17回】
テーマ：形容詞述語文と現在進行形
内容・方法：第4課、形容詞述語文、現在進行の在等の要点説明と練習
【第18回】
テーマ：主述述語文
内容・方法：第4課、主述述語文、「有点児+形容詞」等の要点説明と練習
【第19回】
テーマ：第4課の理解と練習
内容・方法：第4課の本文理解とドリル
【第20回】
テーマ：第3課と第4課の再確認
内容・方法：第3、4課についての復習と考査。学生の質問に説明を行う。
【第21回】
テーマ：年月日と前置詞从
内容・方法：第5課、年月日の言い方、前置詞からなどの要点説明と練習
【第22回】
テーマ：連動文と願望表現
内容・方法：第5課、連動文、願望表現などの要点説明と練習
【第23回】
テーマ：第5課の理解と復習
内容・方法：第5課の本文理解とドリル
【第24回】
テーマ：総合復習
内容・方法：これまでの内容について総合復習と総合練習
【第25回】
テーマ：指示詞と所在
内容・方法：第6課、指示詞、所在の在などの要点説明と練習
【第26回】
テーマ：方位詞と助数詞
内容・方法：第6課、方位詞と助数詞、反復疑問文などの要点説明と練習
【第27回】
テーマ：第6課の本文理解と復習
内容・方法：第6課の本文理解とドリル
【第28回】
テーマ：時間と曜日の言い方
内容・方法：第7課、時間などの表現と前置詞の在などの要点説明と練習
【第29回】
テーマ：比況表現と必要、義務の表現
内容・方法：第7課、「～と同じだ」の表現と助動詞「要」などの要点説明と練習
【第30回】
テーマ：総合復習
内容・方法：第7課までの総合復習
事前事後の学習
授業時間外で、計30時間の事前事後学習が必要です。
授業（１回につき２時間として計算）と事前事後のあわせて１単位あたり４５時間が必要です。
事前、事後学習として、下記の内容について毎回、それぞれ1時間以上の学習が必要。
【第1回】
①事前学修課題：教科書の目次などを見て、中国語について大まかなイメージを掴む
②事後学修課題：教員の説明を復習する。
【第2回】
①事前学修課題：教科書記載の音声ダウンロード方法を参考に音声をダウンロードし、録音を聞いて大まかな母
音と声調を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第3回】
①事前学修課題：音声を聞いて複母音を事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、付属音声を繰り返し聞く。
【第4回】
①事前学修課題：音声を聞いて複母音を事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第5回】
①事前学修課題：音声を聞きながらこれまで学習した中国語の発音を復習
②事後学修課題：個々の発音をマスターできたかを自己チェックしながら、復習。
【第6回】
①事前学修課題：教科書の85と86ページを読んで、中国語の基礎文法のイメージを掴む。
②事後学修課題：新出単語や授業内容を復習する。
【第7回】
①事前学修課題：15ページの説明を読んで、大まかなイメージを掴む。
②事後学修課題：新出単語や授業内容を復習する。この課の内容の音声を繰り返し聞く。
【第8回】
①事前学修課題：16ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気づいた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第9回】
①事前学修課題：第2課の新出単語と18ページの内容を事前予習する。
中国語Ⅰ

②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第10回】
①事前学修課題：19ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第11回】
①事前学修課題：第2課の本文内容と20ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第12回】
①事前学修課題：第1課と第2課で習った内容を確認し、分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：チェックシートで気づいた理解できていない部分を復習する。
【第13回】
①事前学修課題：第3課の新出単語と22ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習、音声を繰り返し聞く。
【第14回】
①事前学修課題：23ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第15回】
①事前学修課題：第3課の本文内容と24ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第16回】
①事前学修課題：第4課の新出単語と26ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第17回】
①事前学修課題：前回内容の復習と27ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第18回】
①事前学修課題：第4課の本文内容と28ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第19回】
①事前学修課題：第3課と第4課で習った内容を確認し、まだ分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：チェックシートで気づいた未だ理解できていない部分を復習する。
【第20回】
①事前学修課題：第5課の新出単語と30ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第21回】
①事前学修課題：前回の内容を復習し、30と31ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第22回】
①事前学修課題：第5課の本文内容と32ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第23回】
①事前学修課題：発音や第1課～第5課の内容の再確認し、35ページの総合練習を事前予習する。
②事後学修課題：文法まとめや総合練習で気づいた理解できていない部分を復習する。
【第24回】
①事前学修課題：第6課の新出単語と38ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。付属CDを繰り返し聞く。
【第25回】
①事前学修課題：前回の内容を復習し、39ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第26回】
①事前学修課題：第6課の本文内容と40ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第27回】
①事前学修課題：第7課の新出単語と42ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第28回】
①事前学修課題：前回の内容を復習し、43ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く
【第29回】
①事前学修課題：第7課の本文内容と44ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第30回】
①事前学修課題：第1課〜第7課を総合的に復習し、まだ分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：総合復習で気づいた問題などについて再度、その内容を復習し、後期の中国語Ⅱに備える。
課題に対するフィードバックの方法
小テストなどを採点後、速やかに返還し間違いやすいところや、理解が不十分のところを説明する。
成績評価の方法・基準（方針）
授業態度、授業中の練習への取り組み方、小テスト及び期末課題提出などによる総合評価。
なお、正当な理由なく、3分の1以上欠席した場合は、評価の対象とせず、「K」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

中国語Ⅰ

授業内での評価

60

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

その他

0

テキスト

『実学実用 漢語起歩』/黄 志軍/白帝社/2400/978-4-86398-116-4

参考書

担当教員より指示する

授業中の参加態度及び小テストの成績を参考に評価す
る。

到達目標の1.2.3とも評
価対象とする。

課題の提出及び完成度

到達目標の1.2.3とも評
価対象とする。

履修条件・他の科目との関連 1回でも欠席すると、授業について行けなくなるから、全回出席することを目指す。
担当教員への連絡方法～鄭 以君 tei@oiu.jp

中国語Ⅰ

授業コード

10303706

授業科目名

中国語Ⅰ

授業担当教員

鄭

以君

成績担当教員

鄭

以君

開講年次

1年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
中国語の正確な発音と「聞く」・「話す」などの基礎的な語学力を習得することによって中国語の初歩的なコ
ミュニケーション能力を身につけ、これからの中国旅行あるいは卒業後の仕事などにおいて中国人とコミュニ
ケーションするのに少しでも役に立つ基礎的な中国語力の習得と中国理解を目的とする。
この授業では正確できれいな発音と聞き取りの練習を繰り返すことにより中国語の基本語彙と文型を習熟して
いく。「読む、書く、聞く、話す」という四基本技能の内、特に「聞く」と「話す」を重視する。
到達目標
1.中国語の発音を正確にできること
2.中国語で自己紹介ができること
3.基礎的な文法事項を習得すること
授業計画
【第1回】
テーマ：中国語とは
内容・方法：これからの授業についての説明。中国語についての紹介。
【第2回】
テーマ：母音と声調
内容・方法：中国語の発音（母音、複母音と声調）の説明と練習。
【第3回】
テーマ：母音と複母音
内容・方法：中国語の発音（母音、複母音と声調）の復習と練習
【第4回】
テーマ：子音と鼻母音
内容・方法：中国語の発音（子音と鼻母音）の説明と練習
【第5回】
テーマ：声調と変調
内容・方法：中国語における変調などについての説明、中国語の発音をまとめながら正確な発音ができるよう練
習と矯正を行う。
【第6回】
テーマ：名詞述語文
内容・方法：第1課、代詞と名詞述語文などの要点説明と練習
【第7回】
テーマ：疑問文と名詞修飾
内容・方法：第1課、疑問文、連体修飾的などの要点説明と練習
【第8回】
テーマ：第1課の理解と練習
内容・方法：第1課の本文理解とドリル
【第9回】
テーマ：動詞述語文
内容・方法：第2課、動詞述語文、省略疑問などの要点説明と練習
【第10回】
テーマ：選択疑問
内容・方法：第2課、選択疑問、副詞也などの要点説明と練習
【第11回】
テーマ：第2課の理解と練習
内容・方法：第2課の本文理解とドリル
【第12回】
テーマ：第1課と第2課についての再確認
内容・方法：第1課と第2課についての復習と考査。学生の質問に説明を行う。
【第13回】
テーマ：所有と存在表現
内容・方法：第3課、所有、存在の有 等の要点説明と練習
【第14回】
テーマ：接続助詞と副詞
内容・方法：第3課、接続詞和、副詞都 等の要点説明と練習
【第15回】
テーマ：第3課の理解と練習
内容・方法：第3課の本文理解とドリル
【第16回】
テーマ：第3課の理解と練習
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内容・方法：第3課の本文理解とドリル
【第17回】
テーマ：形容詞述語文と現在進行形
内容・方法：第4課、形容詞述語文、現在進行の在等の要点説明と練習
【第18回】
テーマ：主述述語文
内容・方法：第4課、主述述語文、「有点児+形容詞」等の要点説明と練習
【第19回】
テーマ：第4課の理解と練習
内容・方法：第4課の本文理解とドリル
【第20回】
テーマ：第3課と第4課の再確認
内容・方法：第3、4課についての復習と考査。学生の質問に説明を行う。
【第21回】
テーマ：年月日と前置詞从
内容・方法：第5課、年月日の言い方、前置詞からなどの要点説明と練習
【第22回】
テーマ：連動文と願望表現
内容・方法：第5課、連動文、願望表現などの要点説明と練習
【第23回】
テーマ：第5課の理解と復習
内容・方法：第5課の本文理解とドリル
【第24回】
テーマ：総合復習
内容・方法：これまでの内容について総合復習と総合練習
【第25回】
テーマ：指示詞と所在
内容・方法：第6課、指示詞、所在の在などの要点説明と練習
【第26回】
テーマ：方位詞と助数詞
内容・方法：第6課、方位詞と助数詞、反復疑問文などの要点説明と練習
【第27回】
テーマ：第6課の本文理解と復習
内容・方法：第6課の本文理解とドリル
【第28回】
テーマ：時間と曜日の言い方
内容・方法：第7課、時間などの表現と前置詞の在などの要点説明と練習
【第29回】
テーマ：比況表現と必要、義務の表現
内容・方法：第7課、「～と同じだ」の表現と助動詞「要」などの要点説明と練習
【第30回】
テーマ：総合復習
内容・方法：第7課までの総合復習
事前事後の学習
授業時間外で、計30時間の事前事後学習が必要です。
授業（１回につき２時間として計算）と事前事後のあわせて１単位あたり４５時間が必要です。
事前、事後学習として、下記の内容について毎回、それぞれ1時間以上の学習が必要。
【第1回】
①事前学修課題：教科書の目次などを見て、中国語について大まかなイメージを掴む
②事後学修課題：教員の説明を復習する。
【第2回】
①事前学修課題：教科書記載の音声ダウンロード方法を参考に音声をダウンロードし、録音を聞いて大まかな母
音と声調を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第3回】
①事前学修課題：音声を聞いて複母音を事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、付属音声を繰り返し聞く。
【第4回】
①事前学修課題：音声を聞いて複母音を事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第5回】
①事前学修課題：音声を聞きながらこれまで学習した中国語の発音を復習
②事後学修課題：個々の発音をマスターできたかを自己チェックしながら、復習。
【第6回】
①事前学修課題：教科書の85と86ページを読んで、中国語の基礎文法のイメージを掴む。
②事後学修課題：新出単語や授業内容を復習する。
【第7回】
①事前学修課題：15ページの説明を読んで、大まかなイメージを掴む。
②事後学修課題：新出単語や授業内容を復習する。この課の内容の音声を繰り返し聞く。
【第8回】
①事前学修課題：16ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気づいた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第9回】
①事前学修課題：第2課の新出単語と18ページの内容を事前予習する。
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②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第10回】
①事前学修課題：19ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第11回】
①事前学修課題：第2課の本文内容と20ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第12回】
①事前学修課題：第1課と第2課で習った内容を確認し、分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：チェックシートで気づいた理解できていない部分を復習する。
【第13回】
①事前学修課題：第3課の新出単語と22ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習、音声を繰り返し聞く。
【第14回】
①事前学修課題：23ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第15回】
①事前学修課題：第3課の本文内容と24ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第16回】
①事前学修課題：第4課の新出単語と26ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第17回】
①事前学修課題：前回内容の復習と27ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第18回】
①事前学修課題：第4課の本文内容と28ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第19回】
①事前学修課題：第3課と第4課で習った内容を確認し、まだ分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：チェックシートで気づいた未だ理解できていない部分を復習する。
【第20回】
①事前学修課題：第5課の新出単語と30ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第21回】
①事前学修課題：前回の内容を復習し、30と31ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第22回】
①事前学修課題：第5課の本文内容と32ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第23回】
①事前学修課題：発音や第1課～第5課の内容の再確認し、35ページの総合練習を事前予習する。
②事後学修課題：文法まとめや総合練習で気づいた理解できていない部分を復習する。
【第24回】
①事前学修課題：第6課の新出単語と38ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。付属CDを繰り返し聞く。
【第25回】
①事前学修課題：前回の内容を復習し、39ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第26回】
①事前学修課題：第6課の本文内容と40ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第27回】
①事前学修課題：第7課の新出単語と42ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第28回】
①事前学修課題：前回の内容を復習し、43ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く
【第29回】
①事前学修課題：第7課の本文内容と44ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第30回】
①事前学修課題：第1課〜第7課を総合的に復習し、まだ分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：総合復習で気づいた問題などについて再度、その内容を復習し、後期の中国語Ⅱに備える。
課題に対するフィードバックの方法
小テストなどを採点後、速やかに返還し間違いやすいところや、理解が不十分のところを説明する。
成績評価の方法・基準（方針）
授業態度、授業中の練習への取り組み方、小テスト及び期末課題提出などによる総合評価。
なお、正当な理由なく、3分の1以上欠席した場合は、評価の対象とせず、「K」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

中国語Ⅰ

授業内での評価

60

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

その他

0

テキスト

『実学実用 漢語起歩』/黄 志軍/白帝社/2400/978-4-86398-116-4

参考書

担当教員より指示する

授業中の参加態度及び小テストの成績を参考に評価す
る。

到達目標の1.2.3とも評
価対象とする。

課題の提出及び完成度

到達目標の1.2.3とも評
価対象とする。

履修条件・他の科目との関連 1回でも欠席すると、授業について行けなくなるから、全回出席することを目指す。
担当教員への連絡方法～鄭 以君 tei@oiu.jp

中国語Ⅰ

授業コード

10004306

授業科目名

中国語Ⅰ

授業担当教員

鄭

以君

成績担当教員

鄭

以君
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実務家教員による授業
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単位数

－

2単位

授業の目的・概要
中国語の正確な発音と「聞く」・「話す」などの基礎的な語学力を習得することによって中国語の初歩的なコ
ミュニケーション能力を身につけ、これからの中国旅行あるいは卒業後の仕事などにおいて中国人とコミュニ
ケーションするのに少しでも役に立つ基礎的な中国語力の習得と中国理解を目的とする。
この授業では正確できれいな発音と聞き取りの練習を繰り返すことにより中国語の基本語彙と文型を習熟して
いく。「読む、書く、聞く、話す」という四基本技能の内、特に「聞く」と「話す」を重視する。
到達目標
1.中国語の発音を正確にできること
2.中国語で自己紹介ができること
3.基礎的な文法事項を習得すること
授業計画
【第1回】
テーマ：中国語とは
内容・方法：これからの授業についての説明。中国語についての紹介。
【第2回】
テーマ：母音と声調
内容・方法：中国語の発音（母音、複母音と声調）の説明と練習。
【第3回】
テーマ：母音と複母音
内容・方法：中国語の発音（母音、複母音と声調）の復習と練習
【第4回】
テーマ：子音と鼻母音
内容・方法：中国語の発音（子音と鼻母音）の説明と練習
【第5回】
テーマ：声調と変調
内容・方法：中国語における変調などについての説明、中国語の発音をまとめながら正確な発音ができるよう練
習と矯正を行う。
【第6回】
テーマ：名詞述語文
内容・方法：第1課、代詞と名詞述語文などの要点説明と練習
【第7回】
テーマ：疑問文と名詞修飾
内容・方法：第1課、疑問文、連体修飾的などの要点説明と練習
【第8回】
テーマ：第1課の理解と練習
内容・方法：第1課の本文理解とドリル
【第9回】
テーマ：動詞述語文
内容・方法：第2課、動詞述語文、省略疑問などの要点説明と練習
【第10回】
テーマ：選択疑問
内容・方法：第2課、選択疑問、副詞也などの要点説明と練習
【第11回】
テーマ：第2課の理解と練習
内容・方法：第2課の本文理解とドリル
【第12回】
テーマ：第1課と第2課についての再確認
内容・方法：第1課と第2課についての復習と考査。学生の質問に説明を行う。
【第13回】
テーマ：所有と存在表現
内容・方法：第3課、所有、存在の有 等の要点説明と練習
【第14回】
テーマ：接続助詞と副詞
内容・方法：第3課、接続詞和、副詞都 等の要点説明と練習
【第15回】
テーマ：第3課の理解と練習
内容・方法：第3課の本文理解とドリル
【第16回】
テーマ：第3課の理解と練習
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内容・方法：第3課の本文理解とドリル
【第17回】
テーマ：形容詞述語文と現在進行形
内容・方法：第4課、形容詞述語文、現在進行の在等の要点説明と練習
【第18回】
テーマ：主述述語文
内容・方法：第4課、主述述語文、「有点児+形容詞」等の要点説明と練習
【第19回】
テーマ：第4課の理解と練習
内容・方法：第4課の本文理解とドリル
【第20回】
テーマ：第3課と第4課の再確認
内容・方法：第3、4課についての復習と考査。学生の質問に説明を行う。
【第21回】
テーマ：年月日と前置詞从
内容・方法：第5課、年月日の言い方、前置詞からなどの要点説明と練習
【第22回】
テーマ：連動文と願望表現
内容・方法：第5課、連動文、願望表現などの要点説明と練習
【第23回】
テーマ：第5課の理解と復習
内容・方法：第5課の本文理解とドリル
【第24回】
テーマ：総合復習
内容・方法：これまでの内容について総合復習と総合練習
【第25回】
テーマ：指示詞と所在
内容・方法：第6課、指示詞、所在の在などの要点説明と練習
【第26回】
テーマ：方位詞と助数詞
内容・方法：第6課、方位詞と助数詞、反復疑問文などの要点説明と練習
【第27回】
テーマ：第6課の本文理解と復習
内容・方法：第6課の本文理解とドリル
【第28回】
テーマ：時間と曜日の言い方
内容・方法：第7課、時間などの表現と前置詞の在などの要点説明と練習
【第29回】
テーマ：比況表現と必要、義務の表現
内容・方法：第7課、「～と同じだ」の表現と助動詞「要」などの要点説明と練習
【第30回】
テーマ：総合復習
内容・方法：第7課までの総合復習
事前事後の学習
授業時間外で、計30時間の事前事後学習が必要です。
授業（１回につき２時間として計算）と事前事後のあわせて１単位あたり４５時間が必要です。
事前、事後学習として、下記の内容について毎回、それぞれ1時間以上の学習が必要。
【第1回】
①事前学修課題：教科書の目次などを見て、中国語について大まかなイメージを掴む
②事後学修課題：教員の説明を復習する。
【第2回】
①事前学修課題：教科書記載の音声ダウンロード方法を参考に音声をダウンロードし、録音を聞いて大まかな母
音と声調を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第3回】
①事前学修課題：音声を聞いて複母音を事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、付属音声を繰り返し聞く。
【第4回】
①事前学修課題：音声を聞いて複母音を事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第5回】
①事前学修課題：音声を聞きながらこれまで学習した中国語の発音を復習
②事後学修課題：個々の発音をマスターできたかを自己チェックしながら、復習。
【第6回】
①事前学修課題：教科書の85と86ページを読んで、中国語の基礎文法のイメージを掴む。
②事後学修課題：新出単語や授業内容を復習する。
【第7回】
①事前学修課題：15ページの説明を読んで、大まかなイメージを掴む。
②事後学修課題：新出単語や授業内容を復習する。この課の内容の音声を繰り返し聞く。
【第8回】
①事前学修課題：16ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気づいた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第9回】
①事前学修課題：第2課の新出単語と18ページの内容を事前予習する。
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②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第10回】
①事前学修課題：19ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第11回】
①事前学修課題：第2課の本文内容と20ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第12回】
①事前学修課題：第1課と第2課で習った内容を確認し、分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：チェックシートで気づいた理解できていない部分を復習する。
【第13回】
①事前学修課題：第3課の新出単語と22ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習、音声を繰り返し聞く。
【第14回】
①事前学修課題：23ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第15回】
①事前学修課題：第3課の本文内容と24ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第16回】
①事前学修課題：第4課の新出単語と26ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第17回】
①事前学修課題：前回内容の復習と27ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第18回】
①事前学修課題：第4課の本文内容と28ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第19回】
①事前学修課題：第3課と第4課で習った内容を確認し、まだ分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：チェックシートで気づいた未だ理解できていない部分を復習する。
【第20回】
①事前学修課題：第5課の新出単語と30ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第21回】
①事前学修課題：前回の内容を復習し、30と31ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第22回】
①事前学修課題：第5課の本文内容と32ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第23回】
①事前学修課題：発音や第1課～第5課の内容の再確認し、35ページの総合練習を事前予習する。
②事後学修課題：文法まとめや総合練習で気づいた理解できていない部分を復習する。
【第24回】
①事前学修課題：第6課の新出単語と38ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。付属CDを繰り返し聞く。
【第25回】
①事前学修課題：前回の内容を復習し、39ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第26回】
①事前学修課題：第6課の本文内容と40ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第27回】
①事前学修課題：第7課の新出単語と42ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第28回】
①事前学修課題：前回の内容を復習し、43ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く
【第29回】
①事前学修課題：第7課の本文内容と44ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第30回】
①事前学修課題：第1課〜第7課を総合的に復習し、まだ分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：総合復習で気づいた問題などについて再度、その内容を復習し、後期の中国語Ⅱに備える。
課題に対するフィードバックの方法
小テストなどを採点後、速やかに返還し間違いやすいところや、理解が不十分のところを説明する。
成績評価の方法・基準（方針）
授業態度、授業中の練習への取り組み方、小テスト及び期末課題提出などによる総合評価。
なお、正当な理由なく、3分の1以上欠席した場合は、評価の対象とせず、「K」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

中国語Ⅰ

授業内での評価

60

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

その他

0

テキスト

『実学実用 漢語起歩』/黄 志軍/白帝社/2400/978-4-86398-116-4

参考書

担当教員より指示する

授業中の参加態度及び小テストの成績を参考に評価す
る。

到達目標の1.2.3とも評
価対象とする。

課題の提出及び完成度

到達目標の1.2.3とも評
価対象とする。

履修条件・他の科目との関連 1回でも欠席すると、授業について行けなくなるから、全回出席することを目指す。
担当教員への連絡方法～鄭 以君 tei@oiu.jp

中国語Ⅰ

授業コード

10402507

授業科目名

中国語Ⅰ

授業担当教員

沈

恩明

成績担当教員

沈

恩明

開講年次

1年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
中国語の正確な発音と「聞く」・「話す」などの基礎的な語学力を習得することによって中国語の初歩的なコ
ミュニケーション能力を身につけ、これからの中国旅行あるいは卒業後の仕事などにおいて中国人とコミュニ
ケーションするのに少しでも役に立つ基礎的な中国語力の習得と中国理解を目的とする。
この授業では正確できれいな発音と聞き取りの練習を繰り返すことにより中国語の基本語彙と文型を習熟して
いく。「読む、書く、聞く、話す」という四基本技能の内、特に「聞く」と「話す」を重視する。
到達目標
1.中国語の発音を正確にできること
2.中国語で自己紹介ができること
3.基礎的な文法事項を習得すること
授業計画
【第1回】
テーマ：中国語とは
内容・方法：これからの授業についての説明。中国語についての紹介。
【第2回】
テーマ：母音と声調
内容・方法：中国語の発音（母音、複母音と声調）の説明と練習。
【第3回】
テーマ：母音と複母音
内容・方法：中国語の発音（母音、複母音と声調）の復習と練習
【第4回】
テーマ：子音と鼻母音
内容・方法：中国語の発音（子音と鼻母音）の説明と練習
【第5回】
テーマ：声調と変調
内容・方法：中国語における変調などについての説明、中国語の発音をまとめながら正確な発音ができるよう練
習と矯正を行う。
【第6回】
テーマ：名詞述語文
内容・方法：第1課、代詞と名詞述語文などの要点説明と練習
【第7回】
テーマ：疑問文と名詞修飾
内容・方法：第1課、疑問文、連体修飾的などの要点説明と練習
【第8回】
テーマ：第1課の理解と練習
内容・方法：第1課の本文理解とドリル
【第9回】
テーマ：動詞述語文
内容・方法：第2課、動詞述語文、省略疑問などの要点説明と練習
【第10回】
テーマ：選択疑問
内容・方法：第2課、選択疑問、副詞也などの要点説明と練習
【第11回】
テーマ：第2課の理解と練習
内容・方法：第2課の本文理解とドリル
【第12回】
テーマ：第1課と第2課についての再確認
内容・方法：第1課と第2課についての復習と考査。学生の質問に説明を行う。
【第13回】
テーマ：所有と存在表現
内容・方法：第3課、所有、存在の有 等の要点説明と練習
【第14回】
テーマ：接続助詞と副詞
内容・方法：第3課、接続詞和、副詞都 等の要点説明と練習
【第15回】
テーマ：第3課の理解と練習
内容・方法：第3課の本文理解とドリル
【第16回】
テーマ：第3課の理解と練習
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内容・方法：第3課の本文理解とドリル
【第17回】
テーマ：形容詞述語文と現在進行形
内容・方法：第4課、形容詞述語文、現在進行の在等の要点説明と練習
【第18回】
テーマ：主述述語文
内容・方法：第4課、主述述語文、「有点児+形容詞」等の要点説明と練習
【第19回】
テーマ：第4課の理解と練習
内容・方法：第4課の本文理解とドリル
【第20回】
テーマ：第3課と第4課の再確認
内容・方法：第3、4課についての復習と考査。学生の質問に説明を行う。
【第21回】
テーマ：年月日と前置詞从
内容・方法：第5課、年月日の言い方、前置詞からなどの要点説明と練習
【第22回】
テーマ：連動文と願望表現
内容・方法：第5課、連動文、願望表現などの要点説明と練習
【第23回】
テーマ：第5課の理解と復習
内容・方法：第5課の本文理解とドリル
【第24回】
テーマ：総合復習
内容・方法：これまでの内容について総合復習と総合練習
【第25回】
テーマ：指示詞と所在
内容・方法：第6課、指示詞、所在の在などの要点説明と練習
【第26回】
テーマ：方位詞と助数詞
内容・方法：第6課、方位詞と助数詞、反復疑問文などの要点説明と練習
【第27回】
テーマ：第6課の本文理解と復習
内容・方法：第6課の本文理解とドリル
【第28回】
テーマ：時間と曜日の言い方
内容・方法：第7課、時間などの表現と前置詞の在などの要点説明と練習
【第29回】
テーマ：比況表現と必要、義務の表現
内容・方法：第7課、「～と同じだ」の表現と助動詞「要」などの要点説明と練習
【第30回】
テーマ：総合復習
内容・方法：第7課までの総合復習
事前事後の学習
授業時間外で、計30時間の事前事後学習が必要です。
事前、事後学習として、下記の内容について毎回、それぞれ1時間以上の学習が必要。
【第1回】
①事前学修課題：教科書の目次などを見て、中国語について大まかなイメージを掴む
②事後学修課題：教員の説明を復習する。
【第2回】
①事前学修課題：教科書記載の音声ダウンロード方法を参考に音声をダウンロードし、録音を聞いて大まかな母
音と声調を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第3回】
①事前学修課題：音声を聞いて複母音を事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、付属音声を繰り返し聞く。
【第4回】
①事前学修課題：音声を聞いて複母音を事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第5回】
①事前学修課題：音声を聞きながらこれまで学習した中国語の発音を復習
②事後学修課題：個々の発音をマスターできたかを自己チェックしながら、復習。
【第6回】
①事前学修課題：教科書の85と86ページを読んで、中国語の基礎文法のイメージを掴む。
②事後学修課題：新出単語や授業内容を復習する。
【第7回】
①事前学修課題：15ページの説明を読んで、大まかなイメージを掴む。
②事後学修課題：新出単語や授業内容を復習する。この課の内容の音声を繰り返し聞く。
【第8回】
①事前学修課題：16ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気づいた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第9回】
①事前学修課題：第2課の新出単語と18ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
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【第10回】
①事前学修課題：19ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第11回】
①事前学修課題：第2課の本文内容と20ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第12回】
①事前学修課題：第1課と第2課で習った内容を確認し、分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：チェックシートで気づいた理解できていない部分を復習する。
【第13回】
①事前学修課題：第3課の新出単語と22ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習、音声を繰り返し聞く。
【第14回】
①事前学修課題：23ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第15回】
①事前学修課題：第3課の本文内容と24ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第16回】
①事前学修課題：第4課の新出単語と26ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第17回】
①事前学修課題：前回内容の復習と27ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第18回】
①事前学修課題：第4課の本文内容と28ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第19回】
①事前学修課題：第3課と第4課で習った内容を確認し、まだ分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：チェックシートで気づいた未だ理解できていない部分を復習する。
【第20回】
①事前学修課題：第5課の新出単語と30ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第21回】
①事前学修課題：前回の内容を復習し、30と31ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第22回】
①事前学修課題：第5課の本文内容と32ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第23回】
①事前学修課題：発音や第1課～第5課の内容の再確認し、35ページの総合練習を事前予習する。
②事後学修課題：文法まとめや総合練習で気づいた理解できていない部分を復習する。
【第24回】
①事前学修課題：第6課の新出単語と38ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。付属CDを繰り返し聞く。
【第25回】
①事前学修課題：前回の内容を復習し、39ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第26回】
①事前学修課題：第6課の本文内容と40ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第27回】
①事前学修課題：第7課の新出単語と42ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第28回】
①事前学修課題：前回の内容を復習し、43ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く
【第29回】
①事前学修課題：第7課の本文内容と44ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第30回】
①事前学修課題：第1課〜第7課を総合的に復習し、まだ分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：総合復習で気づいた問題などについて再度、その内容を復習し、後期の中国語Ⅱに備える。
課題に対するフィードバックの方法
課題提出状況に基づいて、注意すべき点を授業中に説明する。
成績評価の方法・基準（方針）
授業態度、授業中の練習への取り組み方、課題提出及び期末試験などによる総合評価。
なお、正当な理由なく、3分の1以上欠席した場合は、評価の対象とせず、「K」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

授業中の参加態度、練習への取り組み方、課題提出状

到達目標の1.2.3とも評
中国語Ⅰ

況を参考に評価する。
授業外での評価

0

定期試験

50

定期試験に代わるレポート等

0

その他

0

テキスト

『実学実用 漢語起歩』/黄 志軍/白帝社/2400/978-4-86398-116-4

参考書

担当教員より指示する

価対象とする。

到達目標の1と3とも評
価対象とする。

履修条件・他の科目との関連 1回でも欠席すると、授業について行けなくなるから、必ず全回出席すること。

中国語Ⅰ

授業コード

10303707

授業科目名

中国語Ⅰ

授業担当教員

沈

恩明

成績担当教員

沈

恩明

開講年次

1年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
中国語の正確な発音と「聞く」・「話す」などの基礎的な語学力を習得することによって中国語の初歩的なコ
ミュニケーション能力を身につけ、これからの中国旅行あるいは卒業後の仕事などにおいて中国人とコミュニ
ケーションするのに少しでも役に立つ基礎的な中国語力の習得と中国理解を目的とする。
この授業では正確できれいな発音と聞き取りの練習を繰り返すことにより中国語の基本語彙と文型を習熟して
いく。「読む、書く、聞く、話す」という四基本技能の内、特に「聞く」と「話す」を重視する。
到達目標
1.中国語の発音を正確にできること
2.中国語で自己紹介ができること
3.基礎的な文法事項を習得すること
授業計画
【第1回】
テーマ：中国語とは
内容・方法：これからの授業についての説明。中国語についての紹介。
【第2回】
テーマ：母音と声調
内容・方法：中国語の発音（母音、複母音と声調）の説明と練習。
【第3回】
テーマ：母音と複母音
内容・方法：中国語の発音（母音、複母音と声調）の復習と練習
【第4回】
テーマ：子音と鼻母音
内容・方法：中国語の発音（子音と鼻母音）の説明と練習
【第5回】
テーマ：声調と変調
内容・方法：中国語における変調などについての説明、中国語の発音をまとめながら正確な発音ができるよう練
習と矯正を行う。
【第6回】
テーマ：名詞述語文
内容・方法：第1課、代詞と名詞述語文などの要点説明と練習
【第7回】
テーマ：疑問文と名詞修飾
内容・方法：第1課、疑問文、連体修飾的などの要点説明と練習
【第8回】
テーマ：第1課の理解と練習
内容・方法：第1課の本文理解とドリル
【第9回】
テーマ：動詞述語文
内容・方法：第2課、動詞述語文、省略疑問などの要点説明と練習
【第10回】
テーマ：選択疑問
内容・方法：第2課、選択疑問、副詞也などの要点説明と練習
【第11回】
テーマ：第2課の理解と練習
内容・方法：第2課の本文理解とドリル
【第12回】
テーマ：第1課と第2課についての再確認
内容・方法：第1課と第2課についての復習と考査。学生の質問に説明を行う。
【第13回】
テーマ：所有と存在表現
内容・方法：第3課、所有、存在の有 等の要点説明と練習
【第14回】
テーマ：接続助詞と副詞
内容・方法：第3課、接続詞和、副詞都 等の要点説明と練習
【第15回】
テーマ：第3課の理解と練習
内容・方法：第3課の本文理解とドリル
【第16回】
テーマ：第3課の理解と練習
中国語Ⅰ

内容・方法：第3課の本文理解とドリル
【第17回】
テーマ：形容詞述語文と現在進行形
内容・方法：第4課、形容詞述語文、現在進行の在等の要点説明と練習
【第18回】
テーマ：主述述語文
内容・方法：第4課、主述述語文、「有点児+形容詞」等の要点説明と練習
【第19回】
テーマ：第4課の理解と練習
内容・方法：第4課の本文理解とドリル
【第20回】
テーマ：第3課と第4課の再確認
内容・方法：第3、4課についての復習と考査。学生の質問に説明を行う。
【第21回】
テーマ：年月日と前置詞从
内容・方法：第5課、年月日の言い方、前置詞からなどの要点説明と練習
【第22回】
テーマ：連動文と願望表現
内容・方法：第5課、連動文、願望表現などの要点説明と練習
【第23回】
テーマ：第5課の理解と復習
内容・方法：第5課の本文理解とドリル
【第24回】
テーマ：総合復習
内容・方法：これまでの内容について総合復習と総合練習
【第25回】
テーマ：指示詞と所在
内容・方法：第6課、指示詞、所在の在などの要点説明と練習
【第26回】
テーマ：方位詞と助数詞
内容・方法：第6課、方位詞と助数詞、反復疑問文などの要点説明と練習
【第27回】
テーマ：第6課の本文理解と復習
内容・方法：第6課の本文理解とドリル
【第28回】
テーマ：時間と曜日の言い方
内容・方法：第7課、時間などの表現と前置詞の在などの要点説明と練習
【第29回】
テーマ：比況表現と必要、義務の表現
内容・方法：第7課、「～と同じだ」の表現と助動詞「要」などの要点説明と練習
【第30回】
テーマ：総合復習
内容・方法：第7課までの総合復習
事前事後の学習
授業時間外で、計30時間の事前事後学習が必要です。
事前、事後学習として、下記の内容について毎回、それぞれ1時間以上の学習が必要。
【第1回】
①事前学修課題：教科書の目次などを見て、中国語について大まかなイメージを掴む
②事後学修課題：教員の説明を復習する。
【第2回】
①事前学修課題：教科書記載の音声ダウンロード方法を参考に音声をダウンロードし、録音を聞いて大まかな母
音と声調を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第3回】
①事前学修課題：音声を聞いて複母音を事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、付属音声を繰り返し聞く。
【第4回】
①事前学修課題：音声を聞いて複母音を事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第5回】
①事前学修課題：音声を聞きながらこれまで学習した中国語の発音を復習
②事後学修課題：個々の発音をマスターできたかを自己チェックしながら、復習。
【第6回】
①事前学修課題：教科書の85と86ページを読んで、中国語の基礎文法のイメージを掴む。
②事後学修課題：新出単語や授業内容を復習する。
【第7回】
①事前学修課題：15ページの説明を読んで、大まかなイメージを掴む。
②事後学修課題：新出単語や授業内容を復習する。この課の内容の音声を繰り返し聞く。
【第8回】
①事前学修課題：16ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気づいた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第9回】
①事前学修課題：第2課の新出単語と18ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
中国語Ⅰ

【第10回】
①事前学修課題：19ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第11回】
①事前学修課題：第2課の本文内容と20ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第12回】
①事前学修課題：第1課と第2課で習った内容を確認し、分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：チェックシートで気づいた理解できていない部分を復習する。
【第13回】
①事前学修課題：第3課の新出単語と22ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習、音声を繰り返し聞く。
【第14回】
①事前学修課題：23ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第15回】
①事前学修課題：第3課の本文内容と24ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第16回】
①事前学修課題：第4課の新出単語と26ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第17回】
①事前学修課題：前回内容の復習と27ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第18回】
①事前学修課題：第4課の本文内容と28ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第19回】
①事前学修課題：第3課と第4課で習った内容を確認し、まだ分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：チェックシートで気づいた未だ理解できていない部分を復習する。
【第20回】
①事前学修課題：第5課の新出単語と30ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第21回】
①事前学修課題：前回の内容を復習し、30と31ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第22回】
①事前学修課題：第5課の本文内容と32ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第23回】
①事前学修課題：発音や第1課～第5課の内容の再確認し、35ページの総合練習を事前予習する。
②事後学修課題：文法まとめや総合練習で気づいた理解できていない部分を復習する。
【第24回】
①事前学修課題：第6課の新出単語と38ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。付属CDを繰り返し聞く。
【第25回】
①事前学修課題：前回の内容を復習し、39ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第26回】
①事前学修課題：第6課の本文内容と40ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第27回】
①事前学修課題：第7課の新出単語と42ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第28回】
①事前学修課題：前回の内容を復習し、43ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く
【第29回】
①事前学修課題：第7課の本文内容と44ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第30回】
①事前学修課題：第1課〜第7課を総合的に復習し、まだ分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：総合復習で気づいた問題などについて再度、その内容を復習し、後期の中国語Ⅱに備える。
課題に対するフィードバックの方法
課題提出状況に基づいて、注意すべき点を授業中に説明する。
成績評価の方法・基準（方針）
授業態度、授業中の練習への取り組み方、課題提出及び期末試験などによる総合評価。
なお、正当な理由なく、3分の1以上欠席した場合は、評価の対象とせず、「K」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

授業中の参加態度、練習への取り組み方、課題提出状

到達目標の1.2.3とも評
中国語Ⅰ

況を参考に評価する。
授業外での評価

0

定期試験

50

定期試験に代わるレポート等

0

その他

0

テキスト

『実学実用 漢語起歩』/黄 志軍/白帝社/2400/978-4-86398-116-4

参考書

担当教員より指示する

価対象とする。

到達目標の1と3とも評
価対象とする。

履修条件・他の科目との関連 1回でも欠席すると、授業について行けなくなるから、必ず全回出席すること。

中国語Ⅰ

授業コード

10004307

授業科目名

中国語Ⅰ

授業担当教員

沈

恩明

成績担当教員

沈

恩明

開講年次

1年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
中国語の正確な発音と「聞く」・「話す」などの基礎的な語学力を習得することによって中国語の初歩的なコ
ミュニケーション能力を身につけ、これからの中国旅行あるいは卒業後の仕事などにおいて中国人とコミュニ
ケーションするのに少しでも役に立つ基礎的な中国語力の習得と中国理解を目的とする。
この授業では正確できれいな発音と聞き取りの練習を繰り返すことにより中国語の基本語彙と文型を習熟して
いく。「読む、書く、聞く、話す」という四基本技能の内、特に「聞く」と「話す」を重視する。
到達目標
1.中国語の発音を正確にできること
2.中国語で自己紹介ができること
3.基礎的な文法事項を習得すること
授業計画
【第1回】
テーマ：中国語とは
内容・方法：これからの授業についての説明。中国語についての紹介。
【第2回】
テーマ：母音と声調
内容・方法：中国語の発音（母音、複母音と声調）の説明と練習。
【第3回】
テーマ：母音と複母音
内容・方法：中国語の発音（母音、複母音と声調）の復習と練習
【第4回】
テーマ：子音と鼻母音
内容・方法：中国語の発音（子音と鼻母音）の説明と練習
【第5回】
テーマ：声調と変調
内容・方法：中国語における変調などについての説明、中国語の発音をまとめながら正確な発音ができるよう練
習と矯正を行う。
【第6回】
テーマ：名詞述語文
内容・方法：第1課、代詞と名詞述語文などの要点説明と練習
【第7回】
テーマ：疑問文と名詞修飾
内容・方法：第1課、疑問文、連体修飾的などの要点説明と練習
【第8回】
テーマ：第1課の理解と練習
内容・方法：第1課の本文理解とドリル
【第9回】
テーマ：動詞述語文
内容・方法：第2課、動詞述語文、省略疑問などの要点説明と練習
【第10回】
テーマ：選択疑問
内容・方法：第2課、選択疑問、副詞也などの要点説明と練習
【第11回】
テーマ：第2課の理解と練習
内容・方法：第2課の本文理解とドリル
【第12回】
テーマ：第1課と第2課についての再確認
内容・方法：第1課と第2課についての復習と考査。学生の質問に説明を行う。
【第13回】
テーマ：所有と存在表現
内容・方法：第3課、所有、存在の有 等の要点説明と練習
【第14回】
テーマ：接続助詞と副詞
内容・方法：第3課、接続詞和、副詞都 等の要点説明と練習
【第15回】
テーマ：第3課の理解と練習
内容・方法：第3課の本文理解とドリル
【第16回】
テーマ：第3課の理解と練習
中国語Ⅰ

内容・方法：第3課の本文理解とドリル
【第17回】
テーマ：形容詞述語文と現在進行形
内容・方法：第4課、形容詞述語文、現在進行の在等の要点説明と練習
【第18回】
テーマ：主述述語文
内容・方法：第4課、主述述語文、「有点児+形容詞」等の要点説明と練習
【第19回】
テーマ：第4課の理解と練習
内容・方法：第4課の本文理解とドリル
【第20回】
テーマ：第3課と第4課の再確認
内容・方法：第3、4課についての復習と考査。学生の質問に説明を行う。
【第21回】
テーマ：年月日と前置詞从
内容・方法：第5課、年月日の言い方、前置詞からなどの要点説明と練習
【第22回】
テーマ：連動文と願望表現
内容・方法：第5課、連動文、願望表現などの要点説明と練習
【第23回】
テーマ：第5課の理解と復習
内容・方法：第5課の本文理解とドリル
【第24回】
テーマ：総合復習
内容・方法：これまでの内容について総合復習と総合練習
【第25回】
テーマ：指示詞と所在
内容・方法：第6課、指示詞、所在の在などの要点説明と練習
【第26回】
テーマ：方位詞と助数詞
内容・方法：第6課、方位詞と助数詞、反復疑問文などの要点説明と練習
【第27回】
テーマ：第6課の本文理解と復習
内容・方法：第6課の本文理解とドリル
【第28回】
テーマ：時間と曜日の言い方
内容・方法：第7課、時間などの表現と前置詞の在などの要点説明と練習
【第29回】
テーマ：比況表現と必要、義務の表現
内容・方法：第7課、「～と同じだ」の表現と助動詞「要」などの要点説明と練習
【第30回】
テーマ：総合復習
内容・方法：第7課までの総合復習
事前事後の学習
授業時間外で、計30時間の事前事後学習が必要です。
事前、事後学習として、下記の内容について毎回、それぞれ1時間以上の学習が必要。
【第1回】
①事前学修課題：教科書の目次などを見て、中国語について大まかなイメージを掴む
②事後学修課題：教員の説明を復習する。
【第2回】
①事前学修課題：教科書記載の音声ダウンロード方法を参考に音声をダウンロードし、録音を聞いて大まかな母
音と声調を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第3回】
①事前学修課題：音声を聞いて複母音を事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、付属音声を繰り返し聞く。
【第4回】
①事前学修課題：音声を聞いて複母音を事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第5回】
①事前学修課題：音声を聞きながらこれまで学習した中国語の発音を復習
②事後学修課題：個々の発音をマスターできたかを自己チェックしながら、復習。
【第6回】
①事前学修課題：教科書の85と86ページを読んで、中国語の基礎文法のイメージを掴む。
②事後学修課題：新出単語や授業内容を復習する。
【第7回】
①事前学修課題：15ページの説明を読んで、大まかなイメージを掴む。
②事後学修課題：新出単語や授業内容を復習する。この課の内容の音声を繰り返し聞く。
【第8回】
①事前学修課題：16ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気づいた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第9回】
①事前学修課題：第2課の新出単語と18ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
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【第10回】
①事前学修課題：19ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第11回】
①事前学修課題：第2課の本文内容と20ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第12回】
①事前学修課題：第1課と第2課で習った内容を確認し、分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：チェックシートで気づいた理解できていない部分を復習する。
【第13回】
①事前学修課題：第3課の新出単語と22ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習、音声を繰り返し聞く。
【第14回】
①事前学修課題：23ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第15回】
①事前学修課題：第3課の本文内容と24ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第16回】
①事前学修課題：第4課の新出単語と26ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第17回】
①事前学修課題：前回内容の復習と27ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第18回】
①事前学修課題：第4課の本文内容と28ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第19回】
①事前学修課題：第3課と第4課で習った内容を確認し、まだ分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：チェックシートで気づいた未だ理解できていない部分を復習する。
【第20回】
①事前学修課題：第5課の新出単語と30ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第21回】
①事前学修課題：前回の内容を復習し、30と31ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第22回】
①事前学修課題：第5課の本文内容と32ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第23回】
①事前学修課題：発音や第1課～第5課の内容の再確認し、35ページの総合練習を事前予習する。
②事後学修課題：文法まとめや総合練習で気づいた理解できていない部分を復習する。
【第24回】
①事前学修課題：第6課の新出単語と38ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。付属CDを繰り返し聞く。
【第25回】
①事前学修課題：前回の内容を復習し、39ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第26回】
①事前学修課題：第6課の本文内容と40ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第27回】
①事前学修課題：第7課の新出単語と42ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第28回】
①事前学修課題：前回の内容を復習し、43ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く
【第29回】
①事前学修課題：第7課の本文内容と44ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第30回】
①事前学修課題：第1課〜第7課を総合的に復習し、まだ分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：総合復習で気づいた問題などについて再度、その内容を復習し、後期の中国語Ⅱに備える。
課題に対するフィードバックの方法
課題提出状況に基づいて、注意すべき点を授業中に説明する。
成績評価の方法・基準（方針）
授業態度、授業中の練習への取り組み方、課題提出及び期末試験などによる総合評価。
なお、正当な理由なく、3分の1以上欠席した場合は、評価の対象とせず、「K」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

授業中の参加態度、練習への取り組み方、課題提出状

到達目標の1.2.3とも評
中国語Ⅰ

況を参考に評価する。
授業外での評価

0

定期試験

50

定期試験に代わるレポート等

0

その他

0

テキスト

『実学実用 漢語起歩』/黄 志軍/白帝社/2400/978-4-86398-116-4

参考書

担当教員より指示する

価対象とする。

到達目標の1と3とも評
価対象とする。

履修条件・他の科目との関連 1回でも欠席すると、授業について行けなくなるから、必ず全回出席すること。

中国語Ⅰ

授業コード

10402602

授業科目名

中国語Ⅱ

授業担当教員

侯

月琴

成績担当教員

侯

月琴

開講年次

1年

授業種別

実務家教員による授業

演習

開講期

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
「中国語I」に引き続き、中国でもっとも広く使われている「普通話(標準語)」の基礎を勉強していく。中国旅行
や卒業後の仕事などにも生かせるように、中国人とのコミュニケーションがよりスムーズにできるための中国語
を身につけることが目的である。
「中国語I」で習った中国語の発音や基礎文法、文型等を復習しながら、新しい文法事項を習得していく。また、
習得したものを応用できるように授業を進めていく。この講義では「聞く・読む・話す・書く」の四基本技能全
般の能力養成を重視する。
尚、語学的なものの他にその背景となる中国の文化や現在の社会事情などを紹介し、中国社会全体についての興
味を育てる。
到達目標
1.中国語中級程度の文法事項を理解し、応用できること。
2.中国語検定4級程度の能力を身につけること。
授業計画
【第1回】
テーマ：中国語Ⅰの復習
内容・方法：中国語Ⅰで習った内容についての復習をする
【第2回】
テーマ：完了と仮定表現
内容・方法：第8課 完了の了、仮定表現などの要点説明と練習を行う
【第3回】
テーマ：指示詞及び形容詞の名詞修飾
内容・方法：第8課 勧誘を表す「吧」、指示詞や形容詞による名詞修飾などの要点説明と練習を行う
【第4回】
テーマ：第8課の理解と練習
内容・方法：第8課の本文理解とドリル
【第5回】
テーマ：可能表現
内容・方法：第9課 可能表現会、前置詞離などの要点説明と練習を行う
【第6回】
テーマ：時間量の表現と 起点、終点の表現
内容・方法：第9課 時間量、前置詞「从」「到」などの要点説明と練習を行う
【第7回】
テーマ：第9課の理解と練習
内容・方法：第9課の本文理解とドリル
【第8回】
テーマ：第8課と第9課の再確認
内容・方法：第8、9課についての復習と考査。学生の質問に説明を行う。
【第9回】
テーマ：了と比較表現
内容・方法：第10課 発生と実現の了、比較表現などの要点説明と練習を行う
【第10回】
テーマ：結果補語と前置詞給
内容・方法：第10課 結果補語と前置詞の給などの要点説明と練習を行う
【第11回】
テーマ：第10課の理解と練習
内容・方法：第10課の本文理解とドリル
【第12回】
テーマ：第8課～第10課の総合復習
内容・方法：第8課～第10課の総合復習と総合練習
【第13回】
テーマ：様態補語、使役表現
内容・方法：第11課の様態補語、使役表現構文などの要点説明と練習を行う
【第14回】
テーマ：可能表現と二重目的語
内容・方法：第11課 可能の助動詞、二重目的語を取る動詞などの要点説明と練習を行う
【第15回】
テーマ：第11課の理解と練習
内容・方法：第11課の本文理解とドリル
【第16回】
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テーマ：第11課の理解と練習
内容・方法：第11課の本文理解とドリル
【第17回】
テーマ：経験相と可能補語
内容・方法：12課 経験を表す過、可能補語などの要点説明と練習を行う
【第18回】
テーマ：有の連動的構文
内容・方法：第12課 有の連動的構文、「已経?了」などの要点説明と練習を行う
【第19回】
テーマ：第12課の理解と練習
内容・方法：第12課の本文理解とドリル
【第20回】
テーマ：第11課と第12課の再確認
内容・方法：第11、12課の復習と考査
【第21回】
テーマ：前置詞把と方向補語
内容・方法：第13課 「把」の構文、方向補語などの要点説明と練習を行う
【第22回】
テーマ：禁止表現と持続表現
内容・方法：第13課 禁止の「別」と持続の「着」などの要点説明と練習を行う
【第23回】
テーマ：第13課の理解と練習
内容・方法：第13課の本文理解とドリル
【第24回】
テーマ：受動態と因果関係の表現
内容・方法：第14課 受動態被、因果関係表現などの要点説明と練習を行う
【第25回】
テーマ：比況表現、推測表現
内容・方法：第14課 比況表現、推測表現、出現文などの要点説明と練習を行う
【第26回】
テーマ：第14課の理解と練習
内容・方法：第14課の本文理解とドリル
【第27回】
テーマ：第13課と第14課の再確認
内容・方法：第13課と第14課についての復習と考査。学生の質問に説明を行う。
【第28回】
テーマ：疑問詞の呼応と「～ながら」表現
内容・方法：第15課 同一疑問詞の呼応用法と「～ながら」などの要点説明と練習を行う
【第29回】
テーマ：意思表示の表現と「～ために」
内容・方法：第15課 意思表示の表現と「～ために」、「～のみならず」などの文型説明と練習を行う
【第30回】
テーマ：総合復習
内容・方法：第8課〜第15課について総合復習を行う。
事前事後の学習
授業時間外で、計30時間の事前事後学習が必要です。
授業（１回につき２時間として計算）と事前事後のあわせて１単位あたり４５時間が必要です。
事前、事後学習として、下記の内容について毎回、それぞれ1時間以上の学習が必要。
【第1回】
①事前学修課題：中国語Ⅰで習った内容を復習する。
②事後学修課題：授業で復習した時に気づいた忘れていた内容や理解しきれていなかった内容の再復習。
【第2回】
①事前学修課題：第8課の新出単語と46ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第3回】
①事前学修課題：前回の学習内容の復習と47ページの関連内容の事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第4回】
①事前学修課題：第8課の本文と48ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業での説明や練習で気づいた未だ分からなかったところを復習する。
【第5回】
①事前学修課題：第9課の新出単語と50、51ページの関連内容を予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第6回】
①事前学修課題：前回の学習内容の復習と50、51ページの関連内容の事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第7回】
①事前学修課題：第9課の本文と52ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業での説明や練習で気づいたまだ分からなかったところを復習する。
【第8回】
①事前学修課題：第8課、第9家で習った内容を確認し、分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：チェックシートで気づいた理解できていない部分を復習する。
【第9回】
①事前学修課題：第10課の新出単語と54、55ページの関連内容を事前予習する。
中国語Ⅱ

②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第10回】
①事前学修課題：前回の学習内容の復習と54、55ページの関連内容の事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第11回】
①事前学修課題：第10課の本文と56ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業での説明や練習で気づいた分からなかったところを復習する。
【第12回】
①事前学修課題：第8課～第10課で習った内容を再度確認し、分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：文法のまとめや総合練習を通じて、分からなかったところについての説明を再度確認し、復習
する。
【第13回】
①事前学修課題：第11課の新出単語と62、63ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第14回】
①事前学修課題：前回の学習内容の復習と62、63ページの関連内容の事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第15回】
①事前学修課題：第11課の本文と64ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業での説明や練習で気づいた分からなかったところを復習する。
【第16回】
①事前学修課題：第12課の新出単語と66、67ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第17回】
①事前学修課題：前回の内容の復習と66、67ページの関連内容の事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第18回】
①事前学修課題：第12課の本文と68ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業での説明や練習で気づいた分からなかったところを復習する。
【第19回】
①事前学修課題：第11課、第12家で習った内容を確認し、分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：チェックシートで気づいた理解できていない部分を再確認し、復習する。
【第20回】
①事前学修課題：第13課の新出単語と70ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第21回】
①事前学修課題：前回の内容の復習と71ページの内容の事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第22回】
①事前学修課題：第13課の本文内容と72ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業での説明や練習で気づいた分からなかったところを復習する。
【第23回】
①事前学修課題：第14課の新出単語と75ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第24回】
①事前学修課題：前回の内容の復習と74、75ページの関連内容の事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第25回】
①事前学修課題：第14課の本文内容と76ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業での説明や練習で気づいた分からなかったところを復習する。
【第26回】
①事前学修課題：第13課と第14課で習った内容を確認し、分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：チェックシートで気づいた理解できていない部分を復習する。
【第27回】
①事前学修課題：第15課の新出単語と79ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第28回】
①事前学修課題：前回の内容の復習と78、79ページの関連内容の予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第29回】
①事前学修課題：第15課の本文内容と80ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業での説明や練習で気づいた分からなかったところを復習する。
【第30回】
①事前学修課題：81ページの総合練習を事前予習する。不明な点や未だ理解できていないところをメモなどに書
き留める
②事後学修課題：総合復習の内容を再確認し、総点検を行う。
課題に対するフィードバックの方法
次週授業時に解説及びコメントする。
成績評価の方法・基準（方針）
授業態度、授業中の練習への取り組み方、課題提出などによる総合評価。
尚、正当な理由なく3分の1以上欠席した場合は評価の対象とせず、「K」評価とする。
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成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

60

授業中の参加態度及び課題の出来具合を参考に評価
する。

1.2

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

課題提出

1.2

その他

0

テキスト

『実学実用 漢語起歩』/黄 志軍/白帝社/2400/

参考書

担当教員より指示する。

履修条件・他の科目との関連 中国語Iを単位取得したこと。
1回でも欠席すると、授業について行けなくなるから、必ず全回出席すること。

中国語Ⅱ

授業コード

10303802

授業科目名

中国語Ⅱ

授業担当教員

侯

月琴

成績担当教員

侯

月琴

開講年次

1年

授業種別

実務家教員による授業

演習

開講期

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
「中国語I」に引き続き、中国でもっとも広く使われている「普通話(標準語)」の基礎を勉強していく。中国旅行
や卒業後の仕事などにも生かせるように、中国人とのコミュニケーションがよりスムーズにできるための中国語
を身につけることが目的である。
「中国語I」で習った中国語の発音や基礎文法、文型等を復習しながら、新しい文法事項を習得していく。また、
習得したものを応用できるように授業を進めていく。この講義では「聞く・読む・話す・書く」の四基本技能全
般の能力養成を重視する。
尚、語学的なものの他にその背景となる中国の文化や現在の社会事情などを紹介し、中国社会全体についての興
味を育てる。
到達目標
1.中国語中級程度の文法事項を理解し、応用できること。
2.中国語検定4級程度の能力を身につけること。
授業計画
【第1回】
テーマ：中国語Ⅰの復習
内容・方法：中国語Ⅰで習った内容についての復習をする
【第2回】
テーマ：完了と仮定表現
内容・方法：第8課 完了の了、仮定表現などの要点説明と練習を行う
【第3回】
テーマ：指示詞及び形容詞の名詞修飾
内容・方法：第8課 勧誘を表す「吧」、指示詞や形容詞による名詞修飾などの要点説明と練習を行う
【第4回】
テーマ：第8課の理解と練習
内容・方法：第8課の本文理解とドリル
【第5回】
テーマ：可能表現
内容・方法：第9課 可能表現会、前置詞離などの要点説明と練習を行う
【第6回】
テーマ：時間量の表現と 起点、終点の表現
内容・方法：第9課 時間量、前置詞「从」「到」などの要点説明と練習を行う
【第7回】
テーマ：第9課の理解と練習
内容・方法：第9課の本文理解とドリル
【第8回】
テーマ：第8課と第9課の再確認
内容・方法：第8、9課についての復習と考査。学生の質問に説明を行う。
【第9回】
テーマ：了と比較表現
内容・方法：第10課 発生と実現の了、比較表現などの要点説明と練習を行う
【第10回】
テーマ：結果補語と前置詞給
内容・方法：第10課 結果補語と前置詞の給などの要点説明と練習を行う
【第11回】
テーマ：第10課の理解と練習
内容・方法：第10課の本文理解とドリル
【第12回】
テーマ：第8課～第10課の総合復習
内容・方法：第8課～第10課の総合復習と総合練習
【第13回】
テーマ：様態補語、使役表現
内容・方法：第11課の様態補語、使役表現構文などの要点説明と練習を行う
【第14回】
テーマ：可能表現と二重目的語
内容・方法：第11課 可能の助動詞、二重目的語を取る動詞などの要点説明と練習を行う
【第15回】
テーマ：第11課の理解と練習
内容・方法：第11課の本文理解とドリル
【第16回】
中国語Ⅱ

テーマ：第11課の理解と練習
内容・方法：第11課の本文理解とドリル
【第17回】
テーマ：経験相と可能補語
内容・方法：12課 経験を表す過、可能補語などの要点説明と練習を行う
【第18回】
テーマ：有の連動的構文
内容・方法：第12課 有の連動的構文、「已経?了」などの要点説明と練習を行う
【第19回】
テーマ：第12課の理解と練習
内容・方法：第12課の本文理解とドリル
【第20回】
テーマ：第11課と第12課の再確認
内容・方法：第11、12課の復習と考査
【第21回】
テーマ：前置詞把と方向補語
内容・方法：第13課 「把」の構文、方向補語などの要点説明と練習を行う
【第22回】
テーマ：禁止表現と持続表現
内容・方法：第13課 禁止の「別」と持続の「着」などの要点説明と練習を行う
【第23回】
テーマ：第13課の理解と練習
内容・方法：第13課の本文理解とドリル
【第24回】
テーマ：受動態と因果関係の表現
内容・方法：第14課 受動態被、因果関係表現などの要点説明と練習を行う
【第25回】
テーマ：比況表現、推測表現
内容・方法：第14課 比況表現、推測表現、出現文などの要点説明と練習を行う
【第26回】
テーマ：第14課の理解と練習
内容・方法：第14課の本文理解とドリル
【第27回】
テーマ：第13課と第14課の再確認
内容・方法：第13課と第14課についての復習と考査。学生の質問に説明を行う。
【第28回】
テーマ：疑問詞の呼応と「～ながら」表現
内容・方法：第15課 同一疑問詞の呼応用法と「～ながら」などの要点説明と練習を行う
【第29回】
テーマ：意思表示の表現と「～ために」
内容・方法：第15課 意思表示の表現と「～ために」、「～のみならず」などの文型説明と練習を行う
【第30回】
テーマ：総合復習
内容・方法：第8課〜第15課について総合復習を行う。
事前事後の学習
授業時間外で、計30時間の事前事後学習が必要です。
授業（１回につき２時間として計算）と事前事後のあわせて１単位あたり４５時間が必要です。
事前、事後学習として、下記の内容について毎回、それぞれ1時間以上の学習が必要。
【第1回】
①事前学修課題：中国語Ⅰで習った内容を復習する。
②事後学修課題：授業で復習した時に気づいた忘れていた内容や理解しきれていなかった内容の再復習。
【第2回】
①事前学修課題：第8課の新出単語と46ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第3回】
①事前学修課題：前回の学習内容の復習と47ページの関連内容の事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第4回】
①事前学修課題：第8課の本文と48ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業での説明や練習で気づいた未だ分からなかったところを復習する。
【第5回】
①事前学修課題：第9課の新出単語と50、51ページの関連内容を予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第6回】
①事前学修課題：前回の学習内容の復習と50、51ページの関連内容の事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第7回】
①事前学修課題：第9課の本文と52ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業での説明や練習で気づいたまだ分からなかったところを復習する。
【第8回】
①事前学修課題：第8課、第9家で習った内容を確認し、分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：チェックシートで気づいた理解できていない部分を復習する。
【第9回】
①事前学修課題：第10課の新出単語と54、55ページの関連内容を事前予習する。
中国語Ⅱ

②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第10回】
①事前学修課題：前回の学習内容の復習と54、55ページの関連内容の事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第11回】
①事前学修課題：第10課の本文と56ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業での説明や練習で気づいた分からなかったところを復習する。
【第12回】
①事前学修課題：第8課～第10課で習った内容を再度確認し、分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：文法のまとめや総合練習を通じて、分からなかったところについての説明を再度確認し、復習
する。
【第13回】
①事前学修課題：第11課の新出単語と62、63ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第14回】
①事前学修課題：前回の学習内容の復習と62、63ページの関連内容の事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第15回】
①事前学修課題：第11課の本文と64ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業での説明や練習で気づいた分からなかったところを復習する。
【第16回】
①事前学修課題：第12課の新出単語と66、67ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第17回】
①事前学修課題：前回の内容の復習と66、67ページの関連内容の事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第18回】
①事前学修課題：第12課の本文と68ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業での説明や練習で気づいた分からなかったところを復習する。
【第19回】
①事前学修課題：第11課、第12家で習った内容を確認し、分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：チェックシートで気づいた理解できていない部分を再確認し、復習する。
【第20回】
①事前学修課題：第13課の新出単語と70ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第21回】
①事前学修課題：前回の内容の復習と71ページの内容の事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第22回】
①事前学修課題：第13課の本文内容と72ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業での説明や練習で気づいた分からなかったところを復習する。
【第23回】
①事前学修課題：第14課の新出単語と75ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第24回】
①事前学修課題：前回の内容の復習と74、75ページの関連内容の事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第25回】
①事前学修課題：第14課の本文内容と76ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業での説明や練習で気づいた分からなかったところを復習する。
【第26回】
①事前学修課題：第13課と第14課で習った内容を確認し、分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：チェックシートで気づいた理解できていない部分を復習する。
【第27回】
①事前学修課題：第15課の新出単語と79ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第28回】
①事前学修課題：前回の内容の復習と78、79ページの関連内容の予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第29回】
①事前学修課題：第15課の本文内容と80ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業での説明や練習で気づいた分からなかったところを復習する。
【第30回】
①事前学修課題：81ページの総合練習を事前予習する。不明な点や未だ理解できていないところをメモなどに書
き留める
②事後学修課題：総合復習の内容を再確認し、総点検を行う。
課題に対するフィードバックの方法
次週授業時に解説及びコメントする。
成績評価の方法・基準（方針）
授業態度、授業中の練習への取り組み方、課題提出などによる総合評価。
尚、正当な理由なく3分の1以上欠席した場合は評価の対象とせず、「K」評価とする。
中国語Ⅱ

成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

60

授業中の参加態度及び課題の出来具合を参考に評価
する。

1.2

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

課題提出

1.2

その他

0

テキスト

『実学実用 漢語起歩』/黄 志軍/白帝社/2400/

参考書

担当教員より指示する。

履修条件・他の科目との関連 中国語Iを単位取得したこと。
1回でも欠席すると、授業について行けなくなるから、必ず全回出席すること。

中国語Ⅱ

授業コード

10004402

授業科目名

中国語Ⅱ

授業担当教員

侯

月琴

成績担当教員

侯

月琴

開講年次

1年

授業種別

実務家教員による授業

演習

開講期

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
「中国語I」に引き続き、中国でもっとも広く使われている「普通話(標準語)」の基礎を勉強していく。中国旅行
や卒業後の仕事などにも生かせるように、中国人とのコミュニケーションがよりスムーズにできるための中国語
を身につけることが目的である。
「中国語I」で習った中国語の発音や基礎文法、文型等を復習しながら、新しい文法事項を習得していく。また、
習得したものを応用できるように授業を進めていく。この講義では「聞く・読む・話す・書く」の四基本技能全
般の能力養成を重視する。
尚、語学的なものの他にその背景となる中国の文化や現在の社会事情などを紹介し、中国社会全体についての興
味を育てる。
到達目標
1.中国語中級程度の文法事項を理解し、応用できること。
2.中国語検定4級程度の能力を身につけること。
授業計画
【第1回】
テーマ：中国語Ⅰの復習
内容・方法：中国語Ⅰで習った内容についての復習をする
【第2回】
テーマ：完了と仮定表現
内容・方法：第8課 完了の了、仮定表現などの要点説明と練習を行う
【第3回】
テーマ：指示詞及び形容詞の名詞修飾
内容・方法：第8課 勧誘を表す「吧」、指示詞や形容詞による名詞修飾などの要点説明と練習を行う
【第4回】
テーマ：第8課の理解と練習
内容・方法：第8課の本文理解とドリル
【第5回】
テーマ：可能表現
内容・方法：第9課 可能表現会、前置詞離などの要点説明と練習を行う
【第6回】
テーマ：時間量の表現と 起点、終点の表現
内容・方法：第9課 時間量、前置詞「从」「到」などの要点説明と練習を行う
【第7回】
テーマ：第9課の理解と練習
内容・方法：第9課の本文理解とドリル
【第8回】
テーマ：第8課と第9課の再確認
内容・方法：第8、9課についての復習と考査。学生の質問に説明を行う。
【第9回】
テーマ：了と比較表現
内容・方法：第10課 発生と実現の了、比較表現などの要点説明と練習を行う
【第10回】
テーマ：結果補語と前置詞給
内容・方法：第10課 結果補語と前置詞の給などの要点説明と練習を行う
【第11回】
テーマ：第10課の理解と練習
内容・方法：第10課の本文理解とドリル
【第12回】
テーマ：第8課～第10課の総合復習
内容・方法：第8課～第10課の総合復習と総合練習
【第13回】
テーマ：様態補語、使役表現
内容・方法：第11課の様態補語、使役表現構文などの要点説明と練習を行う
【第14回】
テーマ：可能表現と二重目的語
内容・方法：第11課 可能の助動詞、二重目的語を取る動詞などの要点説明と練習を行う
【第15回】
テーマ：第11課の理解と練習
内容・方法：第11課の本文理解とドリル
【第16回】
中国語Ⅱ

テーマ：第11課の理解と練習
内容・方法：第11課の本文理解とドリル
【第17回】
テーマ：経験相と可能補語
内容・方法：12課 経験を表す過、可能補語などの要点説明と練習を行う
【第18回】
テーマ：有の連動的構文
内容・方法：第12課 有の連動的構文、「已経?了」などの要点説明と練習を行う
【第19回】
テーマ：第12課の理解と練習
内容・方法：第12課の本文理解とドリル
【第20回】
テーマ：第11課と第12課の再確認
内容・方法：第11、12課の復習と考査
【第21回】
テーマ：前置詞把と方向補語
内容・方法：第13課 「把」の構文、方向補語などの要点説明と練習を行う
【第22回】
テーマ：禁止表現と持続表現
内容・方法：第13課 禁止の「別」と持続の「着」などの要点説明と練習を行う
【第23回】
テーマ：第13課の理解と練習
内容・方法：第13課の本文理解とドリル
【第24回】
テーマ：受動態と因果関係の表現
内容・方法：第14課 受動態被、因果関係表現などの要点説明と練習を行う
【第25回】
テーマ：比況表現、推測表現
内容・方法：第14課 比況表現、推測表現、出現文などの要点説明と練習を行う
【第26回】
テーマ：第14課の理解と練習
内容・方法：第14課の本文理解とドリル
【第27回】
テーマ：第13課と第14課の再確認
内容・方法：第13課と第14課についての復習と考査。学生の質問に説明を行う。
【第28回】
テーマ：疑問詞の呼応と「～ながら」表現
内容・方法：第15課 同一疑問詞の呼応用法と「～ながら」などの要点説明と練習を行う
【第29回】
テーマ：意思表示の表現と「～ために」
内容・方法：第15課 意思表示の表現と「～ために」、「～のみならず」などの文型説明と練習を行う
【第30回】
テーマ：総合復習
内容・方法：第8課〜第15課について総合復習を行う。
事前事後の学習
授業時間外で、計30時間の事前事後学習が必要です。
授業（１回につき２時間として計算）と事前事後のあわせて１単位あたり４５時間が必要です。
事前、事後学習として、下記の内容について毎回、それぞれ1時間以上の学習が必要。
【第1回】
①事前学修課題：中国語Ⅰで習った内容を復習する。
②事後学修課題：授業で復習した時に気づいた忘れていた内容や理解しきれていなかった内容の再復習。
【第2回】
①事前学修課題：第8課の新出単語と46ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第3回】
①事前学修課題：前回の学習内容の復習と47ページの関連内容の事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第4回】
①事前学修課題：第8課の本文と48ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業での説明や練習で気づいた未だ分からなかったところを復習する。
【第5回】
①事前学修課題：第9課の新出単語と50、51ページの関連内容を予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第6回】
①事前学修課題：前回の学習内容の復習と50、51ページの関連内容の事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第7回】
①事前学修課題：第9課の本文と52ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業での説明や練習で気づいたまだ分からなかったところを復習する。
【第8回】
①事前学修課題：第8課、第9家で習った内容を確認し、分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：チェックシートで気づいた理解できていない部分を復習する。
【第9回】
①事前学修課題：第10課の新出単語と54、55ページの関連内容を事前予習する。
中国語Ⅱ

②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第10回】
①事前学修課題：前回の学習内容の復習と54、55ページの関連内容の事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第11回】
①事前学修課題：第10課の本文と56ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業での説明や練習で気づいた分からなかったところを復習する。
【第12回】
①事前学修課題：第8課～第10課で習った内容を再度確認し、分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：文法のまとめや総合練習を通じて、分からなかったところについての説明を再度確認し、復習
する。
【第13回】
①事前学修課題：第11課の新出単語と62、63ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第14回】
①事前学修課題：前回の学習内容の復習と62、63ページの関連内容の事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第15回】
①事前学修課題：第11課の本文と64ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業での説明や練習で気づいた分からなかったところを復習する。
【第16回】
①事前学修課題：第12課の新出単語と66、67ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第17回】
①事前学修課題：前回の内容の復習と66、67ページの関連内容の事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第18回】
①事前学修課題：第12課の本文と68ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業での説明や練習で気づいた分からなかったところを復習する。
【第19回】
①事前学修課題：第11課、第12家で習った内容を確認し、分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：チェックシートで気づいた理解できていない部分を再確認し、復習する。
【第20回】
①事前学修課題：第13課の新出単語と70ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第21回】
①事前学修課題：前回の内容の復習と71ページの内容の事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第22回】
①事前学修課題：第13課の本文内容と72ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業での説明や練習で気づいた分からなかったところを復習する。
【第23回】
①事前学修課題：第14課の新出単語と75ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第24回】
①事前学修課題：前回の内容の復習と74、75ページの関連内容の事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第25回】
①事前学修課題：第14課の本文内容と76ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業での説明や練習で気づいた分からなかったところを復習する。
【第26回】
①事前学修課題：第13課と第14課で習った内容を確認し、分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：チェックシートで気づいた理解できていない部分を復習する。
【第27回】
①事前学修課題：第15課の新出単語と79ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第28回】
①事前学修課題：前回の内容の復習と78、79ページの関連内容の予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第29回】
①事前学修課題：第15課の本文内容と80ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業での説明や練習で気づいた分からなかったところを復習する。
【第30回】
①事前学修課題：81ページの総合練習を事前予習する。不明な点や未だ理解できていないところをメモなどに書
き留める
②事後学修課題：総合復習の内容を再確認し、総点検を行う。
課題に対するフィードバックの方法
次週授業時に解説及びコメントする。
成績評価の方法・基準（方針）
授業態度、授業中の練習への取り組み方、課題提出などによる総合評価。
尚、正当な理由なく3分の1以上欠席した場合は評価の対象とせず、「K」評価とする。
中国語Ⅱ

成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

60

授業中の参加態度及び課題の出来具合を参考に評価
する。

1.2

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

課題提出

1.2

その他

0

テキスト

『実学実用 漢語起歩』/黄 志軍/白帝社/2400/

参考書

担当教員より指示する。

履修条件・他の科目との関連 中国語Iを単位取得したこと。
1回でも欠席すると、授業について行けなくなるから、必ず全回出席すること。

中国語Ⅱ

授業コード

10402603

授業科目名

中国語Ⅱ

授業担当教員

鄭

以君

成績担当教員

鄭

以君

開講年次

1年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
「中国語I」に引き続き、中国でもっとも広く使われている「普通話(標準語)」の基礎を勉強していく。中国旅行
や卒業後の仕事などにも生かせるように、中国人とのコミュニケーションがよりスムーズにできるための中国語
を身につけることが目的である。
「中国語I」で習った中国語の発音や基礎文法、文型等を復習しながら、新しい文法事項を習得していく。ま
た、習得したものを応用できるように授業を進めていく。この講義では「聞く・読む・話す・書く」の四基本技
能全般の能力養成を重視する。
尚、語学的なものの他にその背景となる中国の文化や現在の社会事情などを紹介し、中国社会全体についての
興味を育てる。
到達目標
1.中国語中級程度の文法事項を理解し、応用できること
2.中国語検定4級程度の能力を身につけること
授業計画
【第1回】
テーマ：中国語Ⅰの復習
内容・方法：中国語Ⅰで習った内容についての復習をする
【第2回】
テーマ：完了と仮定表現
内容・方法：第8課 完了の了、仮定表現などの要点説明と練習を行う
【第3回】
テーマ：指示詞及び形容詞の名詞修飾
内容・方法：第8課 勧誘を表す「吧」、指示詞や形容詞による名詞修飾などの要点説明と練習を行う
【第4回】
テーマ：第8課の理解と練習
内容・方法：第8課の本文理解とドリル
【第5回】
テーマ：可能表現
内容・方法：第9課 可能表現会、前置詞離などの要点説明と練習を行う
【第6回】
テーマ：時間量の表現と 起点、終点の表現
内容・方法：第9課 時間量、前置詞「从」「到」などの要点説明と練習を行う
【第7回】
テーマ：第9課の理解と練習
内容・方法：第9課の本文理解とドリル
【第8回】
テーマ：第8課と第9課の再確認
内容・方法：第8、9課についての復習と考査。学生の質問に説明を行う。
【第9回】
テーマ：了と比較表現
内容・方法：第10課 発生と実現の了、比較表現などの要点説明と練習を行う
【第10回】
テーマ：結果補語と前置詞給
内容・方法：第10課 結果補語と前置詞の給などの要点説明と練習を行う
【第11回】
テーマ：第10課の理解と練習
内容・方法：第10課の本文理解とドリル
【第12回】
テーマ：第8課～第10課の総合復習
内容・方法：第8課～第10課の総合復習と総合練習
【第13回】
テーマ：様態補語、使役表現
内容・方法：第11課の様態補語、使役表現構文などの要点説明と練習を行う
【第14回】
テーマ：可能表現と二重目的語
内容・方法：第11課 可能の助動詞、二重目的語を取る動詞などの要点説明と練習を行う
【第15回】
テーマ：第11課の理解と練習
内容・方法：第11課の本文理解とドリル
【第16回】
中国語Ⅱ

テーマ：第11課の理解と練習
内容・方法：第11課の本文理解とドリル
【第17回】
テーマ：経験相と可能補語
内容・方法：12課 経験を表す過、可能補語などの要点説明と練習を行う
【第18回】
テーマ：有の連動的構文
内容・方法：第12課 有の連動的構文、「已経?了」などの要点説明と練習を行う
【第19回】
テーマ：第12課の理解と練習
内容・方法：第12課の本文理解とドリル
【第20回】
テーマ：第11課と第12課の再確認
内容・方法：第11、12課の復習と考査
【第21回】
テーマ：前置詞把と方向補語
内容・方法：第13課 「把」の構文、方向補語などの要点説明と練習を行う
【第22回】
テーマ：禁止表現と持続表現
内容・方法：第13課 禁止の「別」と持続の「着」などの要点説明と練習を行う
【第23回】
テーマ：第13課の理解と練習
内容・方法：第13課の本文理解とドリル
【第24回】
テーマ：受動態と因果関係の表現
内容・方法：第14課 受動態被、因果関係表現などの要点説明と練習を行う
【第25回】
テーマ：比況表現、推測表現
内容・方法：第14課 比況表現、推測表現、出現文などの要点説明と練習を行う
【第26回】
テーマ：第14課の理解と練習
内容・方法：第14課の本文理解とドリル
【第27回】
テーマ：第13課と第14課の再確認
内容・方法：第13課と第14課についての復習と考査。学生の質問に説明を行う。
【第28回】
テーマ：疑問詞の呼応と「～ながら」表現
内容・方法：第15課 同一疑問詞の呼応用法と「～ながら」などの要点説明と練習を行う
【第29回】
テーマ：意思表示の表現と「～ために」
内容・方法：第15課 意思表示の表現と「～ために」、「～のみならず」などの文型説明と練習を行う
【第30回】
テーマ：総合復習
内容・方法：第8課〜第15課について総合復習を行う。
事前事後の学習
授業時間外で、計30時間の事前事後学習が必要です。
授業（１回につき２時間として計算）と事前事後のあわせて１単位あたり４５時間が必要です。
事前、事後学習として、下記の内容について毎回、それぞれ1時間以上の学習が必要。
【第1回】
①事前学修課題：中国語Ⅰで習った内容を復習する。
②事後学修課題：授業で復習した時に気づいた忘れていた内容や理解しきれていなかった内容の再復習。
【第2回】
①事前学修課題：第8課の新出単語と46ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第3回】
①事前学修課題：前回の学習内容の復習と47ページの関連内容の事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第4回】
①事前学修課題：第8課の本文と48ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業での説明や練習で気づいた未だ分からなかったところを復習する。
【第5回】
①事前学修課題：第9課の新出単語と50、51ページの関連内容を予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第6回】
①事前学修課題：前回の学習内容の復習と50、51ページの関連内容の事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第7回】
①事前学修課題：第9課の本文と52ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業での説明や練習で気づいたまだ分からなかったところを復習する。
【第8回】
①事前学修課題：第8課、第9家で習った内容を確認し、分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：チェックシートで気づいた理解できていない部分を復習する。
【第9回】
①事前学修課題：第10課の新出単語と54、55ページの関連内容を事前予習する。
中国語Ⅱ

②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第10回】
①事前学修課題：前回の学習内容の復習と54、55ページの関連内容の事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第11回】
①事前学修課題：第10課の本文と56ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業での説明や練習で気づいた分からなかったところを復習する。
【第12回】
①事前学修課題：第8課～第10課で習った内容を再度確認し、分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：文法のまとめや総合練習を通じて、分からなかったところについての説明を再度確認し、復習
する。
【第13回】
①事前学修課題：第11課の新出単語と62、63ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第14回】
①事前学修課題：前回の学習内容の復習と62、63ページの関連内容の事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第15回】
①事前学修課題：第11課の本文と64ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業での説明や練習で気づいた分からなかったところを復習する。
【第16回】
①事前学修課題：第12課の新出単語と66、67ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第17回】
①事前学修課題：前回の内容の復習と66、67ページの関連内容の事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第18回】
①事前学修課題：第12課の本文と68ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業での説明や練習で気づいた分からなかったところを復習する。
【第19回】
①事前学修課題：第11課、第12家で習った内容を確認し、分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：チェックシートで気づいた理解できていない部分を再確認し、復習する。
【第20回】
①事前学修課題：第13課の新出単語と70ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第21回】
①事前学修課題：前回の内容の復習と71ページの内容の事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第22回】
①事前学修課題：第13課の本文内容と72ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業での説明や練習で気づいた分からなかったところを復習する。
【第23回】
①事前学修課題：第14課の新出単語と75ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第24回】
①事前学修課題：前回の内容の復習と74、75ページの関連内容の事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第25回】
①事前学修課題：第14課の本文内容と76ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業での説明や練習で気づいた分からなかったところを復習する。
【第26回】
①事前学修課題：第13課と第14課で習った内容を確認し、分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：チェックシートで気づいた理解できていない部分を復習する。
【第27回】
①事前学修課題：第15課の新出単語と79ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第28回】
①事前学修課題：前回の内容の復習と78、79ページの関連内容の予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第29回】
①事前学修課題：第15課の本文内容と80ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業での説明や練習で気づいていなかったところを復習する。
【第30回】
①事前学修課題：81ページの総合練習を事前予習する。不明な点や未だ理解できていないところをメモなどに書
き留める
②事後学修課題：総合復習の内容を再確認し、総点検を行う。
課題に対するフィードバックの方法
次週授業時に解説及びコメント
成績評価の方法・基準（方針）
授業態度、授業中の練習への取り組み方、課題提出、授業内小テストによる総合評価。

中国語Ⅱ

成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

30

授業への取り組み方や授業中の練習の出来具合によって
評価する。

1.2.

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

課題の提出及び完成度

1.2.

その他

30

授業内で2課ごとに行われる確認小テストの成績によって
評価する。

1.2.

テキスト

『実学実用 漢語起歩』/黄 志軍/白帝社/2400/

参考書

担当教員が授業時に指示する。

履修条件・他の科目との関連 中国語Iを単位取得したこと。
1回でも欠席すると、授業について行けなくなるから、全回出席することを目指す。

中国語Ⅱ

授業コード

10303803

授業科目名

中国語Ⅱ

授業担当教員

鄭

以君

成績担当教員

鄭

以君

開講年次

1年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
「中国語I」に引き続き、中国でもっとも広く使われている「普通話(標準語)」の基礎を勉強していく。中国旅行
や卒業後の仕事などにも生かせるように、中国人とのコミュニケーションがよりスムーズにできるための中国語
を身につけることが目的である。
「中国語I」で習った中国語の発音や基礎文法、文型等を復習しながら、新しい文法事項を習得していく。ま
た、習得したものを応用できるように授業を進めていく。この講義では「聞く・読む・話す・書く」の四基本技
能全般の能力養成を重視する。
尚、語学的なものの他にその背景となる中国の文化や現在の社会事情などを紹介し、中国社会全体についての
興味を育てる。
到達目標
1.中国語中級程度の文法事項を理解し、応用できること
2.中国語検定4級程度の能力を身につけること
授業計画
【第1回】
テーマ：中国語Ⅰの復習
内容・方法：中国語Ⅰで習った内容についての復習をする
【第2回】
テーマ：完了と仮定表現
内容・方法：第8課 完了の了、仮定表現などの要点説明と練習を行う
【第3回】
テーマ：指示詞及び形容詞の名詞修飾
内容・方法：第8課 勧誘を表す「吧」、指示詞や形容詞による名詞修飾などの要点説明と練習を行う
【第4回】
テーマ：第8課の理解と練習
内容・方法：第8課の本文理解とドリル
【第5回】
テーマ：可能表現
内容・方法：第9課 可能表現会、前置詞離などの要点説明と練習を行う
【第6回】
テーマ：時間量の表現と 起点、終点の表現
内容・方法：第9課 時間量、前置詞「从」「到」などの要点説明と練習を行う
【第7回】
テーマ：第9課の理解と練習
内容・方法：第9課の本文理解とドリル
【第8回】
テーマ：第8課と第9課の再確認
内容・方法：第8、9課についての復習と考査。学生の質問に説明を行う。
【第9回】
テーマ：了と比較表現
内容・方法：第10課 発生と実現の了、比較表現などの要点説明と練習を行う
【第10回】
テーマ：結果補語と前置詞給
内容・方法：第10課 結果補語と前置詞の給などの要点説明と練習を行う
【第11回】
テーマ：第10課の理解と練習
内容・方法：第10課の本文理解とドリル
【第12回】
テーマ：第8課～第10課の総合復習
内容・方法：第8課～第10課の総合復習と総合練習
【第13回】
テーマ：様態補語、使役表現
内容・方法：第11課の様態補語、使役表現構文などの要点説明と練習を行う
【第14回】
テーマ：可能表現と二重目的語
内容・方法：第11課 可能の助動詞、二重目的語を取る動詞などの要点説明と練習を行う
【第15回】
テーマ：第11課の理解と練習
内容・方法：第11課の本文理解とドリル
【第16回】
中国語Ⅱ

テーマ：第11課の理解と練習
内容・方法：第11課の本文理解とドリル
【第17回】
テーマ：経験相と可能補語
内容・方法：12課 経験を表す過、可能補語などの要点説明と練習を行う
【第18回】
テーマ：有の連動的構文
内容・方法：第12課 有の連動的構文、「已経?了」などの要点説明と練習を行う
【第19回】
テーマ：第12課の理解と練習
内容・方法：第12課の本文理解とドリル
【第20回】
テーマ：第11課と第12課の再確認
内容・方法：第11、12課の復習と考査
【第21回】
テーマ：前置詞把と方向補語
内容・方法：第13課 「把」の構文、方向補語などの要点説明と練習を行う
【第22回】
テーマ：禁止表現と持続表現
内容・方法：第13課 禁止の「別」と持続の「着」などの要点説明と練習を行う
【第23回】
テーマ：第13課の理解と練習
内容・方法：第13課の本文理解とドリル
【第24回】
テーマ：受動態と因果関係の表現
内容・方法：第14課 受動態被、因果関係表現などの要点説明と練習を行う
【第25回】
テーマ：比況表現、推測表現
内容・方法：第14課 比況表現、推測表現、出現文などの要点説明と練習を行う
【第26回】
テーマ：第14課の理解と練習
内容・方法：第14課の本文理解とドリル
【第27回】
テーマ：第13課と第14課の再確認
内容・方法：第13課と第14課についての復習と考査。学生の質問に説明を行う。
【第28回】
テーマ：疑問詞の呼応と「～ながら」表現
内容・方法：第15課 同一疑問詞の呼応用法と「～ながら」などの要点説明と練習を行う
【第29回】
テーマ：意思表示の表現と「～ために」
内容・方法：第15課 意思表示の表現と「～ために」、「～のみならず」などの文型説明と練習を行う
【第30回】
テーマ：総合復習
内容・方法：第8課〜第15課について総合復習を行う。
事前事後の学習
授業時間外で、計30時間の事前事後学習が必要です。
授業（１回につき２時間として計算）と事前事後のあわせて１単位あたり４５時間が必要です。
事前、事後学習として、下記の内容について毎回、それぞれ1時間以上の学習が必要。
【第1回】
①事前学修課題：中国語Ⅰで習った内容を復習する。
②事後学修課題：授業で復習した時に気づいた忘れていた内容や理解しきれていなかった内容の再復習。
【第2回】
①事前学修課題：第8課の新出単語と46ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第3回】
①事前学修課題：前回の学習内容の復習と47ページの関連内容の事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第4回】
①事前学修課題：第8課の本文と48ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業での説明や練習で気づいた未だ分からなかったところを復習する。
【第5回】
①事前学修課題：第9課の新出単語と50、51ページの関連内容を予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第6回】
①事前学修課題：前回の学習内容の復習と50、51ページの関連内容の事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第7回】
①事前学修課題：第9課の本文と52ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業での説明や練習で気づいたまだ分からなかったところを復習する。
【第8回】
①事前学修課題：第8課、第9家で習った内容を確認し、分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：チェックシートで気づいた理解できていない部分を復習する。
【第9回】
①事前学修課題：第10課の新出単語と54、55ページの関連内容を事前予習する。
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②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第10回】
①事前学修課題：前回の学習内容の復習と54、55ページの関連内容の事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第11回】
①事前学修課題：第10課の本文と56ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業での説明や練習で気づいた分からなかったところを復習する。
【第12回】
①事前学修課題：第8課～第10課で習った内容を再度確認し、分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：文法のまとめや総合練習を通じて、分からなかったところについての説明を再度確認し、復習
する。
【第13回】
①事前学修課題：第11課の新出単語と62、63ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第14回】
①事前学修課題：前回の学習内容の復習と62、63ページの関連内容の事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第15回】
①事前学修課題：第11課の本文と64ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業での説明や練習で気づいた分からなかったところを復習する。
【第16回】
①事前学修課題：第12課の新出単語と66、67ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第17回】
①事前学修課題：前回の内容の復習と66、67ページの関連内容の事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第18回】
①事前学修課題：第12課の本文と68ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業での説明や練習で気づいた分からなかったところを復習する。
【第19回】
①事前学修課題：第11課、第12家で習った内容を確認し、分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：チェックシートで気づいた理解できていない部分を再確認し、復習する。
【第20回】
①事前学修課題：第13課の新出単語と70ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第21回】
①事前学修課題：前回の内容の復習と71ページの内容の事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第22回】
①事前学修課題：第13課の本文内容と72ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業での説明や練習で気づいた分からなかったところを復習する。
【第23回】
①事前学修課題：第14課の新出単語と75ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第24回】
①事前学修課題：前回の内容の復習と74、75ページの関連内容の事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第25回】
①事前学修課題：第14課の本文内容と76ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業での説明や練習で気づいた分からなかったところを復習する。
【第26回】
①事前学修課題：第13課と第14課で習った内容を確認し、分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：チェックシートで気づいた理解できていない部分を復習する。
【第27回】
①事前学修課題：第15課の新出単語と79ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第28回】
①事前学修課題：前回の内容の復習と78、79ページの関連内容の予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第29回】
①事前学修課題：第15課の本文内容と80ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業での説明や練習で気づいていなかったところを復習する。
【第30回】
①事前学修課題：81ページの総合練習を事前予習する。不明な点や未だ理解できていないところをメモなどに書
き留める
②事後学修課題：総合復習の内容を再確認し、総点検を行う。
課題に対するフィードバックの方法
次週授業時に解説及びコメント
成績評価の方法・基準（方針）
授業態度、授業中の練習への取り組み方、課題提出、授業内小テストによる総合評価。
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成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

30

授業への取り組み方や授業中の練習の出来具合によって
評価する。

1.2.

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

課題の提出及び完成度

1.2.

その他

30

授業内で2課ごとに行われる確認小テストの成績によって
評価する。

1.2.

テキスト

『実学実用 漢語起歩』/黄 志軍/白帝社/2400/

参考書

担当教員が授業時に指示する。

履修条件・他の科目との関連 中国語Iを単位取得したこと。
1回でも欠席すると、授業について行けなくなるから、全回出席することを目指す。

中国語Ⅱ

授業コード

10004403

授業科目名

中国語Ⅱ

授業担当教員

鄭

以君

成績担当教員

鄭

以君

開講年次

1年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
「中国語I」に引き続き、中国でもっとも広く使われている「普通話(標準語)」の基礎を勉強していく。中国旅行
や卒業後の仕事などにも生かせるように、中国人とのコミュニケーションがよりスムーズにできるための中国語
を身につけることが目的である。
「中国語I」で習った中国語の発音や基礎文法、文型等を復習しながら、新しい文法事項を習得していく。ま
た、習得したものを応用できるように授業を進めていく。この講義では「聞く・読む・話す・書く」の四基本技
能全般の能力養成を重視する。
尚、語学的なものの他にその背景となる中国の文化や現在の社会事情などを紹介し、中国社会全体についての
興味を育てる。
到達目標
1.中国語中級程度の文法事項を理解し、応用できること
2.中国語検定4級程度の能力を身につけること
授業計画
【第1回】
テーマ：中国語Ⅰの復習
内容・方法：中国語Ⅰで習った内容についての復習をする
【第2回】
テーマ：完了と仮定表現
内容・方法：第8課 完了の了、仮定表現などの要点説明と練習を行う
【第3回】
テーマ：指示詞及び形容詞の名詞修飾
内容・方法：第8課 勧誘を表す「吧」、指示詞や形容詞による名詞修飾などの要点説明と練習を行う
【第4回】
テーマ：第8課の理解と練習
内容・方法：第8課の本文理解とドリル
【第5回】
テーマ：可能表現
内容・方法：第9課 可能表現会、前置詞離などの要点説明と練習を行う
【第6回】
テーマ：時間量の表現と 起点、終点の表現
内容・方法：第9課 時間量、前置詞「从」「到」などの要点説明と練習を行う
【第7回】
テーマ：第9課の理解と練習
内容・方法：第9課の本文理解とドリル
【第8回】
テーマ：第8課と第9課の再確認
内容・方法：第8、9課についての復習と考査。学生の質問に説明を行う。
【第9回】
テーマ：了と比較表現
内容・方法：第10課 発生と実現の了、比較表現などの要点説明と練習を行う
【第10回】
テーマ：結果補語と前置詞給
内容・方法：第10課 結果補語と前置詞の給などの要点説明と練習を行う
【第11回】
テーマ：第10課の理解と練習
内容・方法：第10課の本文理解とドリル
【第12回】
テーマ：第8課～第10課の総合復習
内容・方法：第8課～第10課の総合復習と総合練習
【第13回】
テーマ：様態補語、使役表現
内容・方法：第11課の様態補語、使役表現構文などの要点説明と練習を行う
【第14回】
テーマ：可能表現と二重目的語
内容・方法：第11課 可能の助動詞、二重目的語を取る動詞などの要点説明と練習を行う
【第15回】
テーマ：第11課の理解と練習
内容・方法：第11課の本文理解とドリル
【第16回】
中国語Ⅱ

テーマ：第11課の理解と練習
内容・方法：第11課の本文理解とドリル
【第17回】
テーマ：経験相と可能補語
内容・方法：12課 経験を表す過、可能補語などの要点説明と練習を行う
【第18回】
テーマ：有の連動的構文
内容・方法：第12課 有の連動的構文、「已経?了」などの要点説明と練習を行う
【第19回】
テーマ：第12課の理解と練習
内容・方法：第12課の本文理解とドリル
【第20回】
テーマ：第11課と第12課の再確認
内容・方法：第11、12課の復習と考査
【第21回】
テーマ：前置詞把と方向補語
内容・方法：第13課 「把」の構文、方向補語などの要点説明と練習を行う
【第22回】
テーマ：禁止表現と持続表現
内容・方法：第13課 禁止の「別」と持続の「着」などの要点説明と練習を行う
【第23回】
テーマ：第13課の理解と練習
内容・方法：第13課の本文理解とドリル
【第24回】
テーマ：受動態と因果関係の表現
内容・方法：第14課 受動態被、因果関係表現などの要点説明と練習を行う
【第25回】
テーマ：比況表現、推測表現
内容・方法：第14課 比況表現、推測表現、出現文などの要点説明と練習を行う
【第26回】
テーマ：第14課の理解と練習
内容・方法：第14課の本文理解とドリル
【第27回】
テーマ：第13課と第14課の再確認
内容・方法：第13課と第14課についての復習と考査。学生の質問に説明を行う。
【第28回】
テーマ：疑問詞の呼応と「～ながら」表現
内容・方法：第15課 同一疑問詞の呼応用法と「～ながら」などの要点説明と練習を行う
【第29回】
テーマ：意思表示の表現と「～ために」
内容・方法：第15課 意思表示の表現と「～ために」、「～のみならず」などの文型説明と練習を行う
【第30回】
テーマ：総合復習
内容・方法：第8課〜第15課について総合復習を行う。
事前事後の学習
授業時間外で、計30時間の事前事後学習が必要です。
授業（１回につき２時間として計算）と事前事後のあわせて１単位あたり４５時間が必要です。
事前、事後学習として、下記の内容について毎回、それぞれ1時間以上の学習が必要。
【第1回】
①事前学修課題：中国語Ⅰで習った内容を復習する。
②事後学修課題：授業で復習した時に気づいた忘れていた内容や理解しきれていなかった内容の再復習。
【第2回】
①事前学修課題：第8課の新出単語と46ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第3回】
①事前学修課題：前回の学習内容の復習と47ページの関連内容の事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第4回】
①事前学修課題：第8課の本文と48ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業での説明や練習で気づいた未だ分からなかったところを復習する。
【第5回】
①事前学修課題：第9課の新出単語と50、51ページの関連内容を予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第6回】
①事前学修課題：前回の学習内容の復習と50、51ページの関連内容の事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第7回】
①事前学修課題：第9課の本文と52ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業での説明や練習で気づいたまだ分からなかったところを復習する。
【第8回】
①事前学修課題：第8課、第9家で習った内容を確認し、分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：チェックシートで気づいた理解できていない部分を復習する。
【第9回】
①事前学修課題：第10課の新出単語と54、55ページの関連内容を事前予習する。
中国語Ⅱ

②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第10回】
①事前学修課題：前回の学習内容の復習と54、55ページの関連内容の事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第11回】
①事前学修課題：第10課の本文と56ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業での説明や練習で気づいた分からなかったところを復習する。
【第12回】
①事前学修課題：第8課～第10課で習った内容を再度確認し、分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：文法のまとめや総合練習を通じて、分からなかったところについての説明を再度確認し、復習
する。
【第13回】
①事前学修課題：第11課の新出単語と62、63ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第14回】
①事前学修課題：前回の学習内容の復習と62、63ページの関連内容の事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第15回】
①事前学修課題：第11課の本文と64ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業での説明や練習で気づいた分からなかったところを復習する。
【第16回】
①事前学修課題：第12課の新出単語と66、67ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第17回】
①事前学修課題：前回の内容の復習と66、67ページの関連内容の事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第18回】
①事前学修課題：第12課の本文と68ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業での説明や練習で気づいた分からなかったところを復習する。
【第19回】
①事前学修課題：第11課、第12家で習った内容を確認し、分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：チェックシートで気づいた理解できていない部分を再確認し、復習する。
【第20回】
①事前学修課題：第13課の新出単語と70ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第21回】
①事前学修課題：前回の内容の復習と71ページの内容の事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第22回】
①事前学修課題：第13課の本文内容と72ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業での説明や練習で気づいた分からなかったところを復習する。
【第23回】
①事前学修課題：第14課の新出単語と75ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第24回】
①事前学修課題：前回の内容の復習と74、75ページの関連内容の事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第25回】
①事前学修課題：第14課の本文内容と76ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業での説明や練習で気づいた分からなかったところを復習する。
【第26回】
①事前学修課題：第13課と第14課で習った内容を確認し、分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：チェックシートで気づいた理解できていない部分を復習する。
【第27回】
①事前学修課題：第15課の新出単語と79ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第28回】
①事前学修課題：前回の内容の復習と78、79ページの関連内容の予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第29回】
①事前学修課題：第15課の本文内容と80ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業での説明や練習で気づいていなかったところを復習する。
【第30回】
①事前学修課題：81ページの総合練習を事前予習する。不明な点や未だ理解できていないところをメモなどに書
き留める
②事後学修課題：総合復習の内容を再確認し、総点検を行う。
課題に対するフィードバックの方法
次週授業時に解説及びコメント
成績評価の方法・基準（方針）
授業態度、授業中の練習への取り組み方、課題提出、授業内小テストによる総合評価。
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成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

30

授業への取り組み方や授業中の練習の出来具合によって
評価する。

1.2.

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

課題の提出及び完成度

1.2.

その他

30

授業内で2課ごとに行われる確認小テストの成績によって
評価する。

1.2.

テキスト

『実学実用 漢語起歩』/黄 志軍/白帝社/2400/

参考書

担当教員が授業時に指示する。

履修条件・他の科目との関連 中国語Iを単位取得したこと。
1回でも欠席すると、授業について行けなくなるから、全回出席することを目指す。
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授業コード

10402604

授業科目名

中国語Ⅱ

授業担当教員

沈

恩明

成績担当教員

沈

恩明

開講年次

1年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
中国語の正確な発音と「聞く」・「話す」などの基礎的な語学力を習得することによって中国語の初歩的なコ
ミュニケーション能力を身につけ、これからの中国旅行あるいは卒業後の仕事などにおいて中国人とコミュニ
ケーションするのに少しでも役に立つ基礎的な中国語力の習得と中国理解を目的とする。
この授業では正確できれいな発音と聞き取りの練習を繰り返すことにより中国語の基本語彙と文型を習熟して
いく。「読む、書く、聞く、話す」という四基本技能の内、特に「聞く」と「話す」を重視する。
到達目標
1.中国語の発音を正確にできること
2.中国語で自己紹介ができること
3.基礎的な文法事項を習得すること
授業計画
【第1回】
テーマ：中国語とは
内容・方法：これからの授業についての説明。中国語についての紹介。
【第2回】
テーマ：母音と声調
内容・方法：中国語の発音（母音、複母音と声調）の説明と練習。
【第3回】
テーマ：母音と複母音
内容・方法：中国語の発音（母音、複母音と声調）の復習と練習
【第4回】
テーマ：子音と鼻母音
内容・方法：中国語の発音（子音と鼻母音）の説明と練習
【第5回】
テーマ：声調と変調
内容・方法：中国語における変調などについての説明、中国語の発音をまとめながら正確な発音ができるよう練
習と矯正を行う。
【第6回】
テーマ：名詞述語文
内容・方法：第1課、代詞と名詞述語文などの要点説明と練習
【第7回】
テーマ：疑問文と名詞修飾
内容・方法：第1課、疑問文、連体修飾的などの要点説明と練習
【第8回】
テーマ：第1課の理解と練習
内容・方法：第1課の本文理解とドリル
【第9回】
テーマ：動詞述語文
内容・方法：第2課、動詞述語文、省略疑問などの要点説明と練習
【第10回】
テーマ：選択疑問
内容・方法：第2課、選択疑問、副詞也などの要点説明と練習
【第11回】
テーマ：第2課の理解と練習
内容・方法：第2課の本文理解とドリル
【第12回】
テーマ：第1課と第2課についての再確認
内容・方法：第1課と第2課についての復習と考査。学生の質問に説明を行う。
【第13回】
テーマ：所有と存在表現
内容・方法：第3課、所有、存在の有 等の要点説明と練習
【第14回】
テーマ：接続助詞と副詞
内容・方法：第3課、接続詞和、副詞都 等の要点説明と練習
【第15回】
テーマ：第3課の理解と練習
内容・方法：第3課の本文理解とドリル
【第16回】
テーマ：第3課の理解と練習
中国語Ⅱ

内容・方法：第3課の本文理解とドリル
【第17回】
テーマ：形容詞述語文と現在進行形
内容・方法：第4課、形容詞述語文、現在進行の在等の要点説明と練習
【第18回】
テーマ：主述述語文
内容・方法：第4課、主述述語文、「有点児+形容詞」等の要点説明と練習
【第19回】
テーマ：第4課の理解と練習
内容・方法：第4課の本文理解とドリル
【第20回】
テーマ：第3課と第4課の再確認
内容・方法：第3、4課についての復習と考査。学生の質問に説明を行う。
【第21回】
テーマ：年月日と前置詞从
内容・方法：第5課、年月日の言い方、前置詞からなどの要点説明と練習
【第22回】
テーマ：連動文と願望表現
内容・方法：第5課、連動文、願望表現などの要点説明と練習
【第23回】
テーマ：第5課の理解と復習
内容・方法：第5課の本文理解とドリル
【第24回】
テーマ：総合復習
内容・方法：これまでの内容について総合復習と総合練習
【第25回】
テーマ：指示詞と所在
内容・方法：第6課、指示詞、所在の在などの要点説明と練習
【第26回】
テーマ：方位詞と助数詞
内容・方法：第6課、方位詞と助数詞、反復疑問文などの要点説明と練習
【第27回】
テーマ：第6課の本文理解と復習
内容・方法：第6課の本文理解とドリル
【第28回】
テーマ：時間と曜日の言い方
内容・方法：第7課、時間などの表現と前置詞の在などの要点説明と練習
【第29回】
テーマ：比況表現と必要、義務の表現
内容・方法：第7課、「～と同じだ」の表現と助動詞「要」などの要点説明と練習
【第30回】
テーマ：総合復習
内容・方法：第7課までの総合復習
事前事後の学習
授業時間外で、計30時間の事前事後学習が必要です。
事前、事後学習として、下記の内容について毎回、それぞれ1時間以上の学習が必要。
【第1回】
①事前学修課題：教科書の目次などを見て、中国語について大まかなイメージを掴む
②事後学修課題：教員の説明を復習する。
【第2回】
①事前学修課題：教科書記載の音声ダウンロード方法を参考に音声をダウンロードし、録音を聞いて大まかな母
音と声調を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第3回】
①事前学修課題：音声を聞いて複母音を事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、付属音声を繰り返し聞く。
【第4回】
①事前学修課題：音声を聞いて複母音を事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第5回】
①事前学修課題：音声を聞きながらこれまで学習した中国語の発音を復習
②事後学修課題：個々の発音をマスターできたかを自己チェックしながら、復習。
【第6回】
①事前学修課題：教科書の85と86ページを読んで、中国語の基礎文法のイメージを掴む。
②事後学修課題：新出単語や授業内容を復習する。
【第7回】
①事前学修課題：15ページの説明を読んで、大まかなイメージを掴む。
②事後学修課題：新出単語や授業内容を復習する。この課の内容の音声を繰り返し聞く。
【第8回】
①事前学修課題：16ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気づいた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第9回】
①事前学修課題：第2課の新出単語と18ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
中国語Ⅱ

【第10回】
①事前学修課題：19ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第11回】
①事前学修課題：第2課の本文内容と20ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第12回】
①事前学修課題：第1課と第2課で習った内容を確認し、分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：チェックシートで気づいた理解できていない部分を復習する。
【第13回】
①事前学修課題：第3課の新出単語と22ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習、音声を繰り返し聞く。
【第14回】
①事前学修課題：23ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第15回】
①事前学修課題：第3課の本文内容と24ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第16回】
①事前学修課題：第4課の新出単語と26ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第17回】
①事前学修課題：前回内容の復習と27ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第18回】
①事前学修課題：第4課の本文内容と28ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第19回】
①事前学修課題：第3課と第4課で習った内容を確認し、まだ分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：チェックシートで気づいた未だ理解できていない部分を復習する。
【第20回】
①事前学修課題：第5課の新出単語と30ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第21回】
①事前学修課題：前回の内容を復習し、30と31ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第22回】
①事前学修課題：第5課の本文内容と32ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第23回】
①事前学修課題：発音や第1課～第5課の内容の再確認し、35ページの総合練習を事前予習する。
②事後学修課題：文法まとめや総合練習で気づいた理解できていない部分を復習する。
【第24回】
①事前学修課題：第6課の新出単語と38ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。付属CDを繰り返し聞く。
【第25回】
①事前学修課題：前回の内容を復習し、39ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第26回】
①事前学修課題：第6課の本文内容と40ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第27回】
①事前学修課題：第7課の新出単語と42ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第28回】
①事前学修課題：前回の内容を復習し、43ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く
【第29回】
①事前学修課題：第7課の本文内容と44ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第30回】
①事前学修課題：第1課〜第7課を総合的に復習し、まだ分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：総合復習で気づいた問題などについて再度、その内容を復習し、後期の中国語Ⅱに備える。
課題に対するフィードバックの方法
課題の内容を取りみ、注意すべき点を授業中に説明する。
成績評価の方法・基準（方針）
授業態度、授業中の練習への取り組み方、課題提出状況及び期末試験などによる総合評価。
なお、正当な理由なく、3分の1以上欠席した場合は、評価の対象とせず、「K」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

授業中の授業態度、練習への取り組み方、課題提出状

到達目標の1.2.3とも評
中国語Ⅱ

況を参考に評価する。
授業外での評価

0

定期試験

50

定期試験に代わるレポート等

0

その他

0
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参考書

担当教員より指示する

価対象とする。

到達目標の1と3とも評
価対象とする。

履修条件・他の科目との関連 1回でも欠席すると、授業について行けなくなるから、必ず全回出席すること。

中国語Ⅱ

授業コード

10303804

授業科目名

中国語Ⅱ

授業担当教員

沈

恩明

成績担当教員

沈

恩明

開講年次

1年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
中国語の正確な発音と「聞く」・「話す」などの基礎的な語学力を習得することによって中国語の初歩的なコ
ミュニケーション能力を身につけ、これからの中国旅行あるいは卒業後の仕事などにおいて中国人とコミュニ
ケーションするのに少しでも役に立つ基礎的な中国語力の習得と中国理解を目的とする。
この授業では正確できれいな発音と聞き取りの練習を繰り返すことにより中国語の基本語彙と文型を習熟して
いく。「読む、書く、聞く、話す」という四基本技能の内、特に「聞く」と「話す」を重視する。
到達目標
1.中国語の発音を正確にできること
2.中国語で自己紹介ができること
3.基礎的な文法事項を習得すること
授業計画
【第1回】
テーマ：中国語とは
内容・方法：これからの授業についての説明。中国語についての紹介。
【第2回】
テーマ：母音と声調
内容・方法：中国語の発音（母音、複母音と声調）の説明と練習。
【第3回】
テーマ：母音と複母音
内容・方法：中国語の発音（母音、複母音と声調）の復習と練習
【第4回】
テーマ：子音と鼻母音
内容・方法：中国語の発音（子音と鼻母音）の説明と練習
【第5回】
テーマ：声調と変調
内容・方法：中国語における変調などについての説明、中国語の発音をまとめながら正確な発音ができるよう練
習と矯正を行う。
【第6回】
テーマ：名詞述語文
内容・方法：第1課、代詞と名詞述語文などの要点説明と練習
【第7回】
テーマ：疑問文と名詞修飾
内容・方法：第1課、疑問文、連体修飾的などの要点説明と練習
【第8回】
テーマ：第1課の理解と練習
内容・方法：第1課の本文理解とドリル
【第9回】
テーマ：動詞述語文
内容・方法：第2課、動詞述語文、省略疑問などの要点説明と練習
【第10回】
テーマ：選択疑問
内容・方法：第2課、選択疑問、副詞也などの要点説明と練習
【第11回】
テーマ：第2課の理解と練習
内容・方法：第2課の本文理解とドリル
【第12回】
テーマ：第1課と第2課についての再確認
内容・方法：第1課と第2課についての復習と考査。学生の質問に説明を行う。
【第13回】
テーマ：所有と存在表現
内容・方法：第3課、所有、存在の有 等の要点説明と練習
【第14回】
テーマ：接続助詞と副詞
内容・方法：第3課、接続詞和、副詞都 等の要点説明と練習
【第15回】
テーマ：第3課の理解と練習
内容・方法：第3課の本文理解とドリル
【第16回】
テーマ：第3課の理解と練習
中国語Ⅱ

内容・方法：第3課の本文理解とドリル
【第17回】
テーマ：形容詞述語文と現在進行形
内容・方法：第4課、形容詞述語文、現在進行の在等の要点説明と練習
【第18回】
テーマ：主述述語文
内容・方法：第4課、主述述語文、「有点児+形容詞」等の要点説明と練習
【第19回】
テーマ：第4課の理解と練習
内容・方法：第4課の本文理解とドリル
【第20回】
テーマ：第3課と第4課の再確認
内容・方法：第3、4課についての復習と考査。学生の質問に説明を行う。
【第21回】
テーマ：年月日と前置詞从
内容・方法：第5課、年月日の言い方、前置詞からなどの要点説明と練習
【第22回】
テーマ：連動文と願望表現
内容・方法：第5課、連動文、願望表現などの要点説明と練習
【第23回】
テーマ：第5課の理解と復習
内容・方法：第5課の本文理解とドリル
【第24回】
テーマ：総合復習
内容・方法：これまでの内容について総合復習と総合練習
【第25回】
テーマ：指示詞と所在
内容・方法：第6課、指示詞、所在の在などの要点説明と練習
【第26回】
テーマ：方位詞と助数詞
内容・方法：第6課、方位詞と助数詞、反復疑問文などの要点説明と練習
【第27回】
テーマ：第6課の本文理解と復習
内容・方法：第6課の本文理解とドリル
【第28回】
テーマ：時間と曜日の言い方
内容・方法：第7課、時間などの表現と前置詞の在などの要点説明と練習
【第29回】
テーマ：比況表現と必要、義務の表現
内容・方法：第7課、「～と同じだ」の表現と助動詞「要」などの要点説明と練習
【第30回】
テーマ：総合復習
内容・方法：第7課までの総合復習
事前事後の学習
授業時間外で、計30時間の事前事後学習が必要です。
事前、事後学習として、下記の内容について毎回、それぞれ1時間以上の学習が必要。
【第1回】
①事前学修課題：教科書の目次などを見て、中国語について大まかなイメージを掴む
②事後学修課題：教員の説明を復習する。
【第2回】
①事前学修課題：教科書記載の音声ダウンロード方法を参考に音声をダウンロードし、録音を聞いて大まかな母
音と声調を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第3回】
①事前学修課題：音声を聞いて複母音を事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、付属音声を繰り返し聞く。
【第4回】
①事前学修課題：音声を聞いて複母音を事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第5回】
①事前学修課題：音声を聞きながらこれまで学習した中国語の発音を復習
②事後学修課題：個々の発音をマスターできたかを自己チェックしながら、復習。
【第6回】
①事前学修課題：教科書の85と86ページを読んで、中国語の基礎文法のイメージを掴む。
②事後学修課題：新出単語や授業内容を復習する。
【第7回】
①事前学修課題：15ページの説明を読んで、大まかなイメージを掴む。
②事後学修課題：新出単語や授業内容を復習する。この課の内容の音声を繰り返し聞く。
【第8回】
①事前学修課題：16ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気づいた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第9回】
①事前学修課題：第2課の新出単語と18ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
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【第10回】
①事前学修課題：19ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第11回】
①事前学修課題：第2課の本文内容と20ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第12回】
①事前学修課題：第1課と第2課で習った内容を確認し、分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：チェックシートで気づいた理解できていない部分を復習する。
【第13回】
①事前学修課題：第3課の新出単語と22ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習、音声を繰り返し聞く。
【第14回】
①事前学修課題：23ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第15回】
①事前学修課題：第3課の本文内容と24ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第16回】
①事前学修課題：第4課の新出単語と26ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第17回】
①事前学修課題：前回内容の復習と27ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第18回】
①事前学修課題：第4課の本文内容と28ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第19回】
①事前学修課題：第3課と第4課で習った内容を確認し、まだ分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：チェックシートで気づいた未だ理解できていない部分を復習する。
【第20回】
①事前学修課題：第5課の新出単語と30ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第21回】
①事前学修課題：前回の内容を復習し、30と31ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第22回】
①事前学修課題：第5課の本文内容と32ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第23回】
①事前学修課題：発音や第1課～第5課の内容の再確認し、35ページの総合練習を事前予習する。
②事後学修課題：文法まとめや総合練習で気づいた理解できていない部分を復習する。
【第24回】
①事前学修課題：第6課の新出単語と38ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。付属CDを繰り返し聞く。
【第25回】
①事前学修課題：前回の内容を復習し、39ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第26回】
①事前学修課題：第6課の本文内容と40ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第27回】
①事前学修課題：第7課の新出単語と42ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第28回】
①事前学修課題：前回の内容を復習し、43ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く
【第29回】
①事前学修課題：第7課の本文内容と44ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第30回】
①事前学修課題：第1課〜第7課を総合的に復習し、まだ分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：総合復習で気づいた問題などについて再度、その内容を復習し、後期の中国語Ⅱに備える。
課題に対するフィードバックの方法
課題の内容を取りみ、注意すべき点を授業中に説明する。
成績評価の方法・基準（方針）
授業態度、授業中の練習への取り組み方、課題提出状況及び期末試験などによる総合評価。
なお、正当な理由なく、3分の1以上欠席した場合は、評価の対象とせず、「K」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

授業中の授業態度、練習への取り組み方、課題提出状

到達目標の1.2.3とも評
中国語Ⅱ

況を参考に評価する。
授業外での評価

0

定期試験

50

定期試験に代わるレポート等

0

その他

0
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担当教員より指示する

価対象とする。

到達目標の1と3とも評
価対象とする。

履修条件・他の科目との関連 1回でも欠席すると、授業について行けなくなるから、必ず全回出席すること。

中国語Ⅱ

授業コード

10004404

授業科目名

中国語Ⅱ

授業担当教員

沈

恩明

成績担当教員

沈

恩明

開講年次

1年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
中国語の正確な発音と「聞く」・「話す」などの基礎的な語学力を習得することによって中国語の初歩的なコ
ミュニケーション能力を身につけ、これからの中国旅行あるいは卒業後の仕事などにおいて中国人とコミュニ
ケーションするのに少しでも役に立つ基礎的な中国語力の習得と中国理解を目的とする。
この授業では正確できれいな発音と聞き取りの練習を繰り返すことにより中国語の基本語彙と文型を習熟して
いく。「読む、書く、聞く、話す」という四基本技能の内、特に「聞く」と「話す」を重視する。
到達目標
1.中国語の発音を正確にできること
2.中国語で自己紹介ができること
3.基礎的な文法事項を習得すること
授業計画
【第1回】
テーマ：中国語とは
内容・方法：これからの授業についての説明。中国語についての紹介。
【第2回】
テーマ：母音と声調
内容・方法：中国語の発音（母音、複母音と声調）の説明と練習。
【第3回】
テーマ：母音と複母音
内容・方法：中国語の発音（母音、複母音と声調）の復習と練習
【第4回】
テーマ：子音と鼻母音
内容・方法：中国語の発音（子音と鼻母音）の説明と練習
【第5回】
テーマ：声調と変調
内容・方法：中国語における変調などについての説明、中国語の発音をまとめながら正確な発音ができるよう練
習と矯正を行う。
【第6回】
テーマ：名詞述語文
内容・方法：第1課、代詞と名詞述語文などの要点説明と練習
【第7回】
テーマ：疑問文と名詞修飾
内容・方法：第1課、疑問文、連体修飾的などの要点説明と練習
【第8回】
テーマ：第1課の理解と練習
内容・方法：第1課の本文理解とドリル
【第9回】
テーマ：動詞述語文
内容・方法：第2課、動詞述語文、省略疑問などの要点説明と練習
【第10回】
テーマ：選択疑問
内容・方法：第2課、選択疑問、副詞也などの要点説明と練習
【第11回】
テーマ：第2課の理解と練習
内容・方法：第2課の本文理解とドリル
【第12回】
テーマ：第1課と第2課についての再確認
内容・方法：第1課と第2課についての復習と考査。学生の質問に説明を行う。
【第13回】
テーマ：所有と存在表現
内容・方法：第3課、所有、存在の有 等の要点説明と練習
【第14回】
テーマ：接続助詞と副詞
内容・方法：第3課、接続詞和、副詞都 等の要点説明と練習
【第15回】
テーマ：第3課の理解と練習
内容・方法：第3課の本文理解とドリル
【第16回】
テーマ：第3課の理解と練習
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内容・方法：第3課の本文理解とドリル
【第17回】
テーマ：形容詞述語文と現在進行形
内容・方法：第4課、形容詞述語文、現在進行の在等の要点説明と練習
【第18回】
テーマ：主述述語文
内容・方法：第4課、主述述語文、「有点児+形容詞」等の要点説明と練習
【第19回】
テーマ：第4課の理解と練習
内容・方法：第4課の本文理解とドリル
【第20回】
テーマ：第3課と第4課の再確認
内容・方法：第3、4課についての復習と考査。学生の質問に説明を行う。
【第21回】
テーマ：年月日と前置詞从
内容・方法：第5課、年月日の言い方、前置詞からなどの要点説明と練習
【第22回】
テーマ：連動文と願望表現
内容・方法：第5課、連動文、願望表現などの要点説明と練習
【第23回】
テーマ：第5課の理解と復習
内容・方法：第5課の本文理解とドリル
【第24回】
テーマ：総合復習
内容・方法：これまでの内容について総合復習と総合練習
【第25回】
テーマ：指示詞と所在
内容・方法：第6課、指示詞、所在の在などの要点説明と練習
【第26回】
テーマ：方位詞と助数詞
内容・方法：第6課、方位詞と助数詞、反復疑問文などの要点説明と練習
【第27回】
テーマ：第6課の本文理解と復習
内容・方法：第6課の本文理解とドリル
【第28回】
テーマ：時間と曜日の言い方
内容・方法：第7課、時間などの表現と前置詞の在などの要点説明と練習
【第29回】
テーマ：比況表現と必要、義務の表現
内容・方法：第7課、「～と同じだ」の表現と助動詞「要」などの要点説明と練習
【第30回】
テーマ：総合復習
内容・方法：第7課までの総合復習
事前事後の学習
授業時間外で、計30時間の事前事後学習が必要です。
事前、事後学習として、下記の内容について毎回、それぞれ1時間以上の学習が必要。
【第1回】
①事前学修課題：教科書の目次などを見て、中国語について大まかなイメージを掴む
②事後学修課題：教員の説明を復習する。
【第2回】
①事前学修課題：教科書記載の音声ダウンロード方法を参考に音声をダウンロードし、録音を聞いて大まかな母
音と声調を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第3回】
①事前学修課題：音声を聞いて複母音を事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、付属音声を繰り返し聞く。
【第4回】
①事前学修課題：音声を聞いて複母音を事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第5回】
①事前学修課題：音声を聞きながらこれまで学習した中国語の発音を復習
②事後学修課題：個々の発音をマスターできたかを自己チェックしながら、復習。
【第6回】
①事前学修課題：教科書の85と86ページを読んで、中国語の基礎文法のイメージを掴む。
②事後学修課題：新出単語や授業内容を復習する。
【第7回】
①事前学修課題：15ページの説明を読んで、大まかなイメージを掴む。
②事後学修課題：新出単語や授業内容を復習する。この課の内容の音声を繰り返し聞く。
【第8回】
①事前学修課題：16ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気づいた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第9回】
①事前学修課題：第2課の新出単語と18ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
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【第10回】
①事前学修課題：19ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第11回】
①事前学修課題：第2課の本文内容と20ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第12回】
①事前学修課題：第1課と第2課で習った内容を確認し、分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：チェックシートで気づいた理解できていない部分を復習する。
【第13回】
①事前学修課題：第3課の新出単語と22ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習、音声を繰り返し聞く。
【第14回】
①事前学修課題：23ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第15回】
①事前学修課題：第3課の本文内容と24ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第16回】
①事前学修課題：第4課の新出単語と26ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第17回】
①事前学修課題：前回内容の復習と27ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第18回】
①事前学修課題：第4課の本文内容と28ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第19回】
①事前学修課題：第3課と第4課で習った内容を確認し、まだ分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：チェックシートで気づいた未だ理解できていない部分を復習する。
【第20回】
①事前学修課題：第5課の新出単語と30ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第21回】
①事前学修課題：前回の内容を復習し、30と31ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第22回】
①事前学修課題：第5課の本文内容と32ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第23回】
①事前学修課題：発音や第1課～第5課の内容の再確認し、35ページの総合練習を事前予習する。
②事後学修課題：文法まとめや総合練習で気づいた理解できていない部分を復習する。
【第24回】
①事前学修課題：第6課の新出単語と38ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。付属CDを繰り返し聞く。
【第25回】
①事前学修課題：前回の内容を復習し、39ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第26回】
①事前学修課題：第6課の本文内容と40ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第27回】
①事前学修課題：第7課の新出単語と42ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第28回】
①事前学修課題：前回の内容を復習し、43ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く
【第29回】
①事前学修課題：第7課の本文内容と44ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第30回】
①事前学修課題：第1課〜第7課を総合的に復習し、まだ分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：総合復習で気づいた問題などについて再度、その内容を復習し、後期の中国語Ⅱに備える。
課題に対するフィードバックの方法
課題の内容を取りみ、注意すべき点を授業中に説明する。
成績評価の方法・基準（方針）
授業態度、授業中の練習への取り組み方、課題提出状況及び期末試験などによる総合評価。
なお、正当な理由なく、3分の1以上欠席した場合は、評価の対象とせず、「K」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

授業中の授業態度、練習への取り組み方、課題提出状

到達目標の1.2.3とも評
中国語Ⅱ

況を参考に評価する。
授業外での評価

0

定期試験

50

定期試験に代わるレポート等

0

その他

0

テキスト

『実学実用 漢語起歩』/黄 志軍/白帝社/2400/978-4-86398-116-4

参考書

担当教員より指示する

価対象とする。

到達目標の1と3とも評
価対象とする。

履修条件・他の科目との関連 1回でも欠席すると、授業について行けなくなるから、必ず全回出席すること。

中国語Ⅱ

授業コード

10402605

授業科目名

中国語Ⅱ

授業担当教員

侯

月琴

成績担当教員

侯

月琴

開講年次

1年

授業種別

実務家教員による授業

演習

開講期

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
「中国語I」に引き続き、中国でもっとも広く使われている「普通話(標準語)」の基礎を勉強していく。中国旅行
や卒業後の仕事などにも生かせるように、中国人とのコミュニケーションがよりスムーズにできるための中国語
を身につけることが目的である。
「中国語I」で習った中国語の発音や基礎文法、文型等を復習しながら、新しい文法事項を習得していく。また、
習得したものを応用できるように授業を進めていく。この講義では「聞く・読む・話す・書く」の四基本技能全
般の能力養成を重視する。
尚、語学的なものの他にその背景となる中国の文化や現在の社会事情などを紹介し、中国社会全体についての興
味を育てる。
到達目標
1.中国語中級程度の文法事項を理解し、応用できること。
2.中国語検定4級程度の能力を身につけること。
授業計画
【第1回】
テーマ：中国語Ⅰの復習
内容・方法：中国語Ⅰで習った内容についての復習をする
【第2回】
テーマ：完了と仮定表現
内容・方法：第8課 完了の了、仮定表現などの要点説明と練習を行う
【第3回】
テーマ：指示詞及び形容詞の名詞修飾
内容・方法：第8課 勧誘を表す「吧」、指示詞や形容詞による名詞修飾などの要点説明と練習を行う
【第4回】
テーマ：第8課の理解と練習
内容・方法：第8課の本文理解とドリル
【第5回】
テーマ：可能表現
内容・方法：第9課 可能表現会、前置詞離などの要点説明と練習を行う
【第6回】
テーマ：時間量の表現と 起点、終点の表現
内容・方法：第9課 時間量、前置詞「从」「到」などの要点説明と練習を行う
【第7回】
テーマ：第9課の理解と練習
内容・方法：第9課の本文理解とドリル
【第8回】
テーマ：第8課と第9課の再確認
内容・方法：第8、9課についての復習と考査。学生の質問に説明を行う。
【第9回】
テーマ：了と比較表現
内容・方法：第10課 発生と実現の了、比較表現などの要点説明と練習を行う
【第10回】
テーマ：結果補語と前置詞給
内容・方法：第10課 結果補語と前置詞の給などの要点説明と練習を行う
【第11回】
テーマ：第10課の理解と練習
内容・方法：第10課の本文理解とドリル
【第12回】
テーマ：第8課～第10課の総合復習
内容・方法：第8課～第10課の総合復習と総合練習
【第13回】
テーマ：様態補語、使役表現
内容・方法：第11課の様態補語、使役表現構文などの要点説明と練習を行う
【第14回】
テーマ：可能表現と二重目的語
内容・方法：第11課 可能の助動詞、二重目的語を取る動詞などの要点説明と練習を行う
【第15回】
テーマ：第11課の理解と練習
内容・方法：第11課の本文理解とドリル
【第16回】
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テーマ：第11課の理解と練習
内容・方法：第11課の本文理解とドリル
【第17回】
テーマ：経験相と可能補語
内容・方法：12課 経験を表す過、可能補語などの要点説明と練習を行う
【第18回】
テーマ：有の連動的構文
内容・方法：第12課 有の連動的構文、「已経?了」などの要点説明と練習を行う
【第19回】
テーマ：第12課の理解と練習
内容・方法：第12課の本文理解とドリル
【第20回】
テーマ：第11課と第12課の再確認
内容・方法：第11、12課の復習と考査
【第21回】
テーマ：前置詞把と方向補語
内容・方法：第13課 「把」の構文、方向補語などの要点説明と練習を行う
【第22回】
テーマ：禁止表現と持続表現
内容・方法：第13課 禁止の「別」と持続の「着」などの要点説明と練習を行う
【第23回】
テーマ：第13課の理解と練習
内容・方法：第13課の本文理解とドリル
【第24回】
テーマ：受動態と因果関係の表現
内容・方法：第14課 受動態被、因果関係表現などの要点説明と練習を行う
【第25回】
テーマ：比況表現、推測表現
内容・方法：第14課 比況表現、推測表現、出現文などの要点説明と練習を行う
【第26回】
テーマ：第14課の理解と練習
内容・方法：第14課の本文理解とドリル
【第27回】
テーマ：第13課と第14課の再確認
内容・方法：第13課と第14課についての復習と考査。学生の質問に説明を行う。
【第28回】
テーマ：疑問詞の呼応と「～ながら」表現
内容・方法：第15課 同一疑問詞の呼応用法と「～ながら」などの要点説明と練習を行う
【第29回】
テーマ：意思表示の表現と「～ために」
内容・方法：第15課 意思表示の表現と「～ために」、「～のみならず」などの文型説明と練習を行う
【第30回】
テーマ：総合復習
内容・方法：第8課〜第15課について総合復習を行う。
事前事後の学習
授業時間外で、計30時間の事前事後学習が必要です。
授業（１回につき２時間として計算）と事前事後のあわせて１単位あたり４５時間が必要です。
事前、事後学習として、下記の内容について毎回、それぞれ1時間以上の学習が必要。
【第1回】
①事前学修課題：中国語Ⅰで習った内容を復習する。
②事後学修課題：授業で復習した時に気づいた忘れていた内容や理解しきれていなかった内容の再復習。
【第2回】
①事前学修課題：第8課の新出単語と46ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第3回】
①事前学修課題：前回の学習内容の復習と47ページの関連内容の事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第4回】
①事前学修課題：第8課の本文と48ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業での説明や練習で気づいた未だ分からなかったところを復習する。
【第5回】
①事前学修課題：第9課の新出単語と50、51ページの関連内容を予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第6回】
①事前学修課題：前回の学習内容の復習と50、51ページの関連内容の事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第7回】
①事前学修課題：第9課の本文と52ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業での説明や練習で気づいたまだ分からなかったところを復習する。
【第8回】
①事前学修課題：第8課、第9家で習った内容を確認し、分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：チェックシートで気づいた理解できていない部分を復習する。
【第9回】
①事前学修課題：第10課の新出単語と54、55ページの関連内容を事前予習する。
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②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第10回】
①事前学修課題：前回の学習内容の復習と54、55ページの関連内容の事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第11回】
①事前学修課題：第10課の本文と56ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業での説明や練習で気づいた分からなかったところを復習する。
【第12回】
①事前学修課題：第8課～第10課で習った内容を再度確認し、分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：文法のまとめや総合練習を通じて、分からなかったところについての説明を再度確認し、復習
する。
【第13回】
①事前学修課題：第11課の新出単語と62、63ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第14回】
①事前学修課題：前回の学習内容の復習と62、63ページの関連内容の事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第15回】
①事前学修課題：第11課の本文と64ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業での説明や練習で気づいた分からなかったところを復習する。
【第16回】
①事前学修課題：第12課の新出単語と66、67ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第17回】
①事前学修課題：前回の内容の復習と66、67ページの関連内容の事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第18回】
①事前学修課題：第12課の本文と68ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業での説明や練習で気づいた分からなかったところを復習する。
【第19回】
①事前学修課題：第11課、第12家で習った内容を確認し、分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：チェックシートで気づいた理解できていない部分を再確認し、復習する。
【第20回】
①事前学修課題：第13課の新出単語と70ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第21回】
①事前学修課題：前回の内容の復習と71ページの内容の事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第22回】
①事前学修課題：第13課の本文内容と72ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業での説明や練習で気づいた分からなかったところを復習する。
【第23回】
①事前学修課題：第14課の新出単語と75ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第24回】
①事前学修課題：前回の内容の復習と74、75ページの関連内容の事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第25回】
①事前学修課題：第14課の本文内容と76ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業での説明や練習で気づいた分からなかったところを復習する。
【第26回】
①事前学修課題：第13課と第14課で習った内容を確認し、分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：チェックシートで気づいた理解できていない部分を復習する。
【第27回】
①事前学修課題：第15課の新出単語と79ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第28回】
①事前学修課題：前回の内容の復習と78、79ページの関連内容の予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第29回】
①事前学修課題：第15課の本文内容と80ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業での説明や練習で気づいた分からなかったところを復習する。
【第30回】
①事前学修課題：81ページの総合練習を事前予習する。不明な点や未だ理解できていないところをメモなどに書
き留める
②事後学修課題：総合復習の内容を再確認し、総点検を行う。
課題に対するフィードバックの方法
次週授業時に解説及びコメントする。
成績評価の方法・基準（方針）
授業態度、授業中の練習への取り組み方、課題提出などによる総合評価。
尚、正当な理由なく3分の1以上欠席した場合は評価の対象とせず、「K」評価とする。
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成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

60

授業中の参加態度及び課題の出来具合を参考に評価
する。

1.2

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

課題提出

1.2

その他

0

テキスト

『実学実用 漢語起歩』/黄 志軍/白帝社/2400/

参考書

担当教員より指示する。

履修条件・他の科目との関連 中国語Iを単位取得したこと。
1回でも欠席すると、授業について行けなくなるから、必ず全回出席すること。

中国語Ⅱ

授業コード

10303805

授業科目名

中国語Ⅱ

授業担当教員

侯

月琴

成績担当教員

侯

月琴

開講年次

1年

授業種別

実務家教員による授業

演習

開講期

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
「中国語I」に引き続き、中国でもっとも広く使われている「普通話(標準語)」の基礎を勉強していく。中国旅行
や卒業後の仕事などにも生かせるように、中国人とのコミュニケーションがよりスムーズにできるための中国語
を身につけることが目的である。
「中国語I」で習った中国語の発音や基礎文法、文型等を復習しながら、新しい文法事項を習得していく。また、
習得したものを応用できるように授業を進めていく。この講義では「聞く・読む・話す・書く」の四基本技能全
般の能力養成を重視する。
尚、語学的なものの他にその背景となる中国の文化や現在の社会事情などを紹介し、中国社会全体についての興
味を育てる。
到達目標
1.中国語中級程度の文法事項を理解し、応用できること。
2.中国語検定4級程度の能力を身につけること。
授業計画
【第1回】
テーマ：中国語Ⅰの復習
内容・方法：中国語Ⅰで習った内容についての復習をする
【第2回】
テーマ：完了と仮定表現
内容・方法：第8課 完了の了、仮定表現などの要点説明と練習を行う
【第3回】
テーマ：指示詞及び形容詞の名詞修飾
内容・方法：第8課 勧誘を表す「吧」、指示詞や形容詞による名詞修飾などの要点説明と練習を行う
【第4回】
テーマ：第8課の理解と練習
内容・方法：第8課の本文理解とドリル
【第5回】
テーマ：可能表現
内容・方法：第9課 可能表現会、前置詞離などの要点説明と練習を行う
【第6回】
テーマ：時間量の表現と 起点、終点の表現
内容・方法：第9課 時間量、前置詞「从」「到」などの要点説明と練習を行う
【第7回】
テーマ：第9課の理解と練習
内容・方法：第9課の本文理解とドリル
【第8回】
テーマ：第8課と第9課の再確認
内容・方法：第8、9課についての復習と考査。学生の質問に説明を行う。
【第9回】
テーマ：了と比較表現
内容・方法：第10課 発生と実現の了、比較表現などの要点説明と練習を行う
【第10回】
テーマ：結果補語と前置詞給
内容・方法：第10課 結果補語と前置詞の給などの要点説明と練習を行う
【第11回】
テーマ：第10課の理解と練習
内容・方法：第10課の本文理解とドリル
【第12回】
テーマ：第8課～第10課の総合復習
内容・方法：第8課～第10課の総合復習と総合練習
【第13回】
テーマ：様態補語、使役表現
内容・方法：第11課の様態補語、使役表現構文などの要点説明と練習を行う
【第14回】
テーマ：可能表現と二重目的語
内容・方法：第11課 可能の助動詞、二重目的語を取る動詞などの要点説明と練習を行う
【第15回】
テーマ：第11課の理解と練習
内容・方法：第11課の本文理解とドリル
【第16回】
中国語Ⅱ

テーマ：第11課の理解と練習
内容・方法：第11課の本文理解とドリル
【第17回】
テーマ：経験相と可能補語
内容・方法：12課 経験を表す過、可能補語などの要点説明と練習を行う
【第18回】
テーマ：有の連動的構文
内容・方法：第12課 有の連動的構文、「已経?了」などの要点説明と練習を行う
【第19回】
テーマ：第12課の理解と練習
内容・方法：第12課の本文理解とドリル
【第20回】
テーマ：第11課と第12課の再確認
内容・方法：第11、12課の復習と考査
【第21回】
テーマ：前置詞把と方向補語
内容・方法：第13課 「把」の構文、方向補語などの要点説明と練習を行う
【第22回】
テーマ：禁止表現と持続表現
内容・方法：第13課 禁止の「別」と持続の「着」などの要点説明と練習を行う
【第23回】
テーマ：第13課の理解と練習
内容・方法：第13課の本文理解とドリル
【第24回】
テーマ：受動態と因果関係の表現
内容・方法：第14課 受動態被、因果関係表現などの要点説明と練習を行う
【第25回】
テーマ：比況表現、推測表現
内容・方法：第14課 比況表現、推測表現、出現文などの要点説明と練習を行う
【第26回】
テーマ：第14課の理解と練習
内容・方法：第14課の本文理解とドリル
【第27回】
テーマ：第13課と第14課の再確認
内容・方法：第13課と第14課についての復習と考査。学生の質問に説明を行う。
【第28回】
テーマ：疑問詞の呼応と「～ながら」表現
内容・方法：第15課 同一疑問詞の呼応用法と「～ながら」などの要点説明と練習を行う
【第29回】
テーマ：意思表示の表現と「～ために」
内容・方法：第15課 意思表示の表現と「～ために」、「～のみならず」などの文型説明と練習を行う
【第30回】
テーマ：総合復習
内容・方法：第8課〜第15課について総合復習を行う。
事前事後の学習
授業時間外で、計30時間の事前事後学習が必要です。
授業（１回につき２時間として計算）と事前事後のあわせて１単位あたり４５時間が必要です。
事前、事後学習として、下記の内容について毎回、それぞれ1時間以上の学習が必要。
【第1回】
①事前学修課題：中国語Ⅰで習った内容を復習する。
②事後学修課題：授業で復習した時に気づいた忘れていた内容や理解しきれていなかった内容の再復習。
【第2回】
①事前学修課題：第8課の新出単語と46ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第3回】
①事前学修課題：前回の学習内容の復習と47ページの関連内容の事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第4回】
①事前学修課題：第8課の本文と48ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業での説明や練習で気づいた未だ分からなかったところを復習する。
【第5回】
①事前学修課題：第9課の新出単語と50、51ページの関連内容を予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第6回】
①事前学修課題：前回の学習内容の復習と50、51ページの関連内容の事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第7回】
①事前学修課題：第9課の本文と52ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業での説明や練習で気づいたまだ分からなかったところを復習する。
【第8回】
①事前学修課題：第8課、第9家で習った内容を確認し、分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：チェックシートで気づいた理解できていない部分を復習する。
【第9回】
①事前学修課題：第10課の新出単語と54、55ページの関連内容を事前予習する。
中国語Ⅱ

②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第10回】
①事前学修課題：前回の学習内容の復習と54、55ページの関連内容の事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第11回】
①事前学修課題：第10課の本文と56ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業での説明や練習で気づいた分からなかったところを復習する。
【第12回】
①事前学修課題：第8課～第10課で習った内容を再度確認し、分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：文法のまとめや総合練習を通じて、分からなかったところについての説明を再度確認し、復習
する。
【第13回】
①事前学修課題：第11課の新出単語と62、63ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第14回】
①事前学修課題：前回の学習内容の復習と62、63ページの関連内容の事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第15回】
①事前学修課題：第11課の本文と64ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業での説明や練習で気づいた分からなかったところを復習する。
【第16回】
①事前学修課題：第12課の新出単語と66、67ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第17回】
①事前学修課題：前回の内容の復習と66、67ページの関連内容の事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第18回】
①事前学修課題：第12課の本文と68ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業での説明や練習で気づいた分からなかったところを復習する。
【第19回】
①事前学修課題：第11課、第12家で習った内容を確認し、分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：チェックシートで気づいた理解できていない部分を再確認し、復習する。
【第20回】
①事前学修課題：第13課の新出単語と70ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第21回】
①事前学修課題：前回の内容の復習と71ページの内容の事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第22回】
①事前学修課題：第13課の本文内容と72ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業での説明や練習で気づいた分からなかったところを復習する。
【第23回】
①事前学修課題：第14課の新出単語と75ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第24回】
①事前学修課題：前回の内容の復習と74、75ページの関連内容の事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第25回】
①事前学修課題：第14課の本文内容と76ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業での説明や練習で気づいた分からなかったところを復習する。
【第26回】
①事前学修課題：第13課と第14課で習った内容を確認し、分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：チェックシートで気づいた理解できていない部分を復習する。
【第27回】
①事前学修課題：第15課の新出単語と79ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第28回】
①事前学修課題：前回の内容の復習と78、79ページの関連内容の予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第29回】
①事前学修課題：第15課の本文内容と80ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業での説明や練習で気づいた分からなかったところを復習する。
【第30回】
①事前学修課題：81ページの総合練習を事前予習する。不明な点や未だ理解できていないところをメモなどに書
き留める
②事後学修課題：総合復習の内容を再確認し、総点検を行う。
課題に対するフィードバックの方法
次週授業時に解説及びコメントする。
成績評価の方法・基準（方針）
授業態度、授業中の練習への取り組み方、課題提出などによる総合評価。
尚、正当な理由なく3分の1以上欠席した場合は評価の対象とせず、「K」評価とする。
中国語Ⅱ

成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

60

授業中の参加態度及び課題の出来具合を参考に評価
する。

1.2

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

課題提出

1.2

その他

0

テキスト

『実学実用 漢語起歩』/黄 志軍/白帝社/2400/

参考書

担当教員より指示する。

履修条件・他の科目との関連 中国語Iを単位取得したこと。
1回でも欠席すると、授業について行けなくなるから、必ず全回出席すること。

中国語Ⅱ

授業コード

10004405

授業科目名

中国語Ⅱ

授業担当教員

侯

月琴

成績担当教員

侯

月琴

開講年次

1年

授業種別

実務家教員による授業

演習

開講期

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
「中国語I」に引き続き、中国でもっとも広く使われている「普通話(標準語)」の基礎を勉強していく。中国旅行
や卒業後の仕事などにも生かせるように、中国人とのコミュニケーションがよりスムーズにできるための中国語
を身につけることが目的である。
「中国語I」で習った中国語の発音や基礎文法、文型等を復習しながら、新しい文法事項を習得していく。また、
習得したものを応用できるように授業を進めていく。この講義では「聞く・読む・話す・書く」の四基本技能全
般の能力養成を重視する。
尚、語学的なものの他にその背景となる中国の文化や現在の社会事情などを紹介し、中国社会全体についての興
味を育てる。
到達目標
1.中国語中級程度の文法事項を理解し、応用できること。
2.中国語検定4級程度の能力を身につけること。
授業計画
【第1回】
テーマ：中国語Ⅰの復習
内容・方法：中国語Ⅰで習った内容についての復習をする
【第2回】
テーマ：完了と仮定表現
内容・方法：第8課 完了の了、仮定表現などの要点説明と練習を行う
【第3回】
テーマ：指示詞及び形容詞の名詞修飾
内容・方法：第8課 勧誘を表す「吧」、指示詞や形容詞による名詞修飾などの要点説明と練習を行う
【第4回】
テーマ：第8課の理解と練習
内容・方法：第8課の本文理解とドリル
【第5回】
テーマ：可能表現
内容・方法：第9課 可能表現会、前置詞離などの要点説明と練習を行う
【第6回】
テーマ：時間量の表現と 起点、終点の表現
内容・方法：第9課 時間量、前置詞「从」「到」などの要点説明と練習を行う
【第7回】
テーマ：第9課の理解と練習
内容・方法：第9課の本文理解とドリル
【第8回】
テーマ：第8課と第9課の再確認
内容・方法：第8、9課についての復習と考査。学生の質問に説明を行う。
【第9回】
テーマ：了と比較表現
内容・方法：第10課 発生と実現の了、比較表現などの要点説明と練習を行う
【第10回】
テーマ：結果補語と前置詞給
内容・方法：第10課 結果補語と前置詞の給などの要点説明と練習を行う
【第11回】
テーマ：第10課の理解と練習
内容・方法：第10課の本文理解とドリル
【第12回】
テーマ：第8課～第10課の総合復習
内容・方法：第8課～第10課の総合復習と総合練習
【第13回】
テーマ：様態補語、使役表現
内容・方法：第11課の様態補語、使役表現構文などの要点説明と練習を行う
【第14回】
テーマ：可能表現と二重目的語
内容・方法：第11課 可能の助動詞、二重目的語を取る動詞などの要点説明と練習を行う
【第15回】
テーマ：第11課の理解と練習
内容・方法：第11課の本文理解とドリル
【第16回】
中国語Ⅱ

テーマ：第11課の理解と練習
内容・方法：第11課の本文理解とドリル
【第17回】
テーマ：経験相と可能補語
内容・方法：12課 経験を表す過、可能補語などの要点説明と練習を行う
【第18回】
テーマ：有の連動的構文
内容・方法：第12課 有の連動的構文、「已経?了」などの要点説明と練習を行う
【第19回】
テーマ：第12課の理解と練習
内容・方法：第12課の本文理解とドリル
【第20回】
テーマ：第11課と第12課の再確認
内容・方法：第11、12課の復習と考査
【第21回】
テーマ：前置詞把と方向補語
内容・方法：第13課 「把」の構文、方向補語などの要点説明と練習を行う
【第22回】
テーマ：禁止表現と持続表現
内容・方法：第13課 禁止の「別」と持続の「着」などの要点説明と練習を行う
【第23回】
テーマ：第13課の理解と練習
内容・方法：第13課の本文理解とドリル
【第24回】
テーマ：受動態と因果関係の表現
内容・方法：第14課 受動態被、因果関係表現などの要点説明と練習を行う
【第25回】
テーマ：比況表現、推測表現
内容・方法：第14課 比況表現、推測表現、出現文などの要点説明と練習を行う
【第26回】
テーマ：第14課の理解と練習
内容・方法：第14課の本文理解とドリル
【第27回】
テーマ：第13課と第14課の再確認
内容・方法：第13課と第14課についての復習と考査。学生の質問に説明を行う。
【第28回】
テーマ：疑問詞の呼応と「～ながら」表現
内容・方法：第15課 同一疑問詞の呼応用法と「～ながら」などの要点説明と練習を行う
【第29回】
テーマ：意思表示の表現と「～ために」
内容・方法：第15課 意思表示の表現と「～ために」、「～のみならず」などの文型説明と練習を行う
【第30回】
テーマ：総合復習
内容・方法：第8課〜第15課について総合復習を行う。
事前事後の学習
授業時間外で、計30時間の事前事後学習が必要です。
授業（１回につき２時間として計算）と事前事後のあわせて１単位あたり４５時間が必要です。
事前、事後学習として、下記の内容について毎回、それぞれ1時間以上の学習が必要。
【第1回】
①事前学修課題：中国語Ⅰで習った内容を復習する。
②事後学修課題：授業で復習した時に気づいた忘れていた内容や理解しきれていなかった内容の再復習。
【第2回】
①事前学修課題：第8課の新出単語と46ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第3回】
①事前学修課題：前回の学習内容の復習と47ページの関連内容の事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第4回】
①事前学修課題：第8課の本文と48ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業での説明や練習で気づいた未だ分からなかったところを復習する。
【第5回】
①事前学修課題：第9課の新出単語と50、51ページの関連内容を予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第6回】
①事前学修課題：前回の学習内容の復習と50、51ページの関連内容の事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第7回】
①事前学修課題：第9課の本文と52ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業での説明や練習で気づいたまだ分からなかったところを復習する。
【第8回】
①事前学修課題：第8課、第9家で習った内容を確認し、分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：チェックシートで気づいた理解できていない部分を復習する。
【第9回】
①事前学修課題：第10課の新出単語と54、55ページの関連内容を事前予習する。
中国語Ⅱ

②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第10回】
①事前学修課題：前回の学習内容の復習と54、55ページの関連内容の事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第11回】
①事前学修課題：第10課の本文と56ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業での説明や練習で気づいた分からなかったところを復習する。
【第12回】
①事前学修課題：第8課～第10課で習った内容を再度確認し、分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：文法のまとめや総合練習を通じて、分からなかったところについての説明を再度確認し、復習
する。
【第13回】
①事前学修課題：第11課の新出単語と62、63ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第14回】
①事前学修課題：前回の学習内容の復習と62、63ページの関連内容の事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第15回】
①事前学修課題：第11課の本文と64ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業での説明や練習で気づいた分からなかったところを復習する。
【第16回】
①事前学修課題：第12課の新出単語と66、67ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第17回】
①事前学修課題：前回の内容の復習と66、67ページの関連内容の事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第18回】
①事前学修課題：第12課の本文と68ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業での説明や練習で気づいた分からなかったところを復習する。
【第19回】
①事前学修課題：第11課、第12家で習った内容を確認し、分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：チェックシートで気づいた理解できていない部分を再確認し、復習する。
【第20回】
①事前学修課題：第13課の新出単語と70ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第21回】
①事前学修課題：前回の内容の復習と71ページの内容の事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第22回】
①事前学修課題：第13課の本文内容と72ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業での説明や練習で気づいた分からなかったところを復習する。
【第23回】
①事前学修課題：第14課の新出単語と75ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第24回】
①事前学修課題：前回の内容の復習と74、75ページの関連内容の事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第25回】
①事前学修課題：第14課の本文内容と76ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業での説明や練習で気づいた分からなかったところを復習する。
【第26回】
①事前学修課題：第13課と第14課で習った内容を確認し、分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：チェックシートで気づいた理解できていない部分を復習する。
【第27回】
①事前学修課題：第15課の新出単語と79ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第28回】
①事前学修課題：前回の内容の復習と78、79ページの関連内容の予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第29回】
①事前学修課題：第15課の本文内容と80ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業での説明や練習で気づいた分からなかったところを復習する。
【第30回】
①事前学修課題：81ページの総合練習を事前予習する。不明な点や未だ理解できていないところをメモなどに書
き留める
②事後学修課題：総合復習の内容を再確認し、総点検を行う。
課題に対するフィードバックの方法
次週授業時に解説及びコメントする。
成績評価の方法・基準（方針）
授業態度、授業中の練習への取り組み方、課題提出などによる総合評価。
尚、正当な理由なく3分の1以上欠席した場合は評価の対象とせず、「K」評価とする。
中国語Ⅱ

成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

60

授業中の参加態度及び課題の出来具合を参考に評価
する。

1.2

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

課題提出

1.2

その他

0

テキスト

『実学実用 漢語起歩』/黄 志軍/白帝社/2400/

参考書

担当教員より指示する。

履修条件・他の科目との関連 中国語Iを単位取得したこと。
1回でも欠席すると、授業について行けなくなるから、必ず全回出席すること。

中国語Ⅱ

授業コード

10402606

授業科目名

中国語Ⅱ

授業担当教員

鄭

以君

成績担当教員

鄭

以君

開講年次

1年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
「中国語I」に引き続き、中国でもっとも広く使われている「普通話(標準語)」の基礎を勉強していく。中国旅行
や卒業後の仕事などにも生かせるように、中国人とのコミュニケーションがよりスムーズにできるための中国語
を身につけることが目的である。
「中国語I」で習った中国語の発音や基礎文法、文型等を復習しながら、新しい文法事項を習得していく。ま
た、習得したものを応用できるように授業を進めていく。この講義では「聞く・読む・話す・書く」の四基本技
能全般の能力養成を重視する。
尚、語学的なものの他にその背景となる中国の文化や現在の社会事情などを紹介し、中国社会全体についての
興味を育てる。
到達目標
1.中国語中級程度の文法事項を理解し、応用できること
2.中国語検定4級程度の能力を身につけること
授業計画
【第1回】
テーマ：中国語Ⅰの復習
内容・方法：中国語Ⅰで習った内容についての復習をする
【第2回】
テーマ：完了と仮定表現
内容・方法：第8課 完了の了、仮定表現などの要点説明と練習を行う
【第3回】
テーマ：指示詞及び形容詞の名詞修飾
内容・方法：第8課 勧誘を表す「吧」、指示詞や形容詞による名詞修飾などの要点説明と練習を行う
【第4回】
テーマ：第8課の理解と練習
内容・方法：第8課の本文理解とドリル
【第5回】
テーマ：可能表現
内容・方法：第9課 可能表現会、前置詞離などの要点説明と練習を行う
【第6回】
テーマ：時間量の表現と 起点、終点の表現
内容・方法：第9課 時間量、前置詞「从」「到」などの要点説明と練習を行う
【第7回】
テーマ：第9課の理解と練習
内容・方法：第9課の本文理解とドリル
【第8回】
テーマ：第8課と第9課の再確認
内容・方法：第8、9課についての復習と考査。学生の質問に説明を行う。
【第9回】
テーマ：了と比較表現
内容・方法：第10課 発生と実現の了、比較表現などの要点説明と練習を行う
【第10回】
テーマ：結果補語と前置詞給
内容・方法：第10課 結果補語と前置詞の給などの要点説明と練習を行う
【第11回】
テーマ：第10課の理解と練習
内容・方法：第10課の本文理解とドリル
【第12回】
テーマ：第8課～第10課の総合復習
内容・方法：第8課～第10課の総合復習と総合練習
【第13回】
テーマ：様態補語、使役表現
内容・方法：第11課の様態補語、使役表現構文などの要点説明と練習を行う
【第14回】
テーマ：可能表現と二重目的語
内容・方法：第11課 可能の助動詞、二重目的語を取る動詞などの要点説明と練習を行う
【第15回】
テーマ：第11課の理解と練習
内容・方法：第11課の本文理解とドリル
【第16回】
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テーマ：第11課の理解と練習
内容・方法：第11課の本文理解とドリル
【第17回】
テーマ：経験相と可能補語
内容・方法：12課 経験を表す過、可能補語などの要点説明と練習を行う
【第18回】
テーマ：有の連動的構文
内容・方法：第12課 有の連動的構文、「已経?了」などの要点説明と練習を行う
【第19回】
テーマ：第12課の理解と練習
内容・方法：第12課の本文理解とドリル
【第20回】
テーマ：第11課と第12課の再確認
内容・方法：第11、12課の復習と考査
【第21回】
テーマ：前置詞把と方向補語
内容・方法：第13課 「把」の構文、方向補語などの要点説明と練習を行う
【第22回】
テーマ：禁止表現と持続表現
内容・方法：第13課 禁止の「別」と持続の「着」などの要点説明と練習を行う
【第23回】
テーマ：第13課の理解と練習
内容・方法：第13課の本文理解とドリル
【第24回】
テーマ：受動態と因果関係の表現
内容・方法：第14課 受動態被、因果関係表現などの要点説明と練習を行う
【第25回】
テーマ：比況表現、推測表現
内容・方法：第14課 比況表現、推測表現、出現文などの要点説明と練習を行う
【第26回】
テーマ：第14課の理解と練習
内容・方法：第14課の本文理解とドリル
【第27回】
テーマ：第13課と第14課の再確認
内容・方法：第13課と第14課についての復習と考査。学生の質問に説明を行う。
【第28回】
テーマ：疑問詞の呼応と「～ながら」表現
内容・方法：第15課 同一疑問詞の呼応用法と「～ながら」などの要点説明と練習を行う
【第29回】
テーマ：意思表示の表現と「～ために」
内容・方法：第15課 意思表示の表現と「～ために」、「～のみならず」などの文型説明と練習を行う
【第30回】
テーマ：総合復習
内容・方法：第8課〜第15課について総合復習を行う。
事前事後の学習
授業時間外で、計30時間の事前事後学習が必要です。
授業（１回につき２時間として計算）と事前事後のあわせて１単位あたり４５時間が必要です。
事前、事後学習として、下記の内容について毎回、それぞれ1時間以上の学習が必要。
【第1回】
①事前学修課題：中国語Ⅰで習った内容を復習する。
②事後学修課題：授業で復習した時に気づいた忘れていた内容や理解しきれていなかった内容の再復習。
【第2回】
①事前学修課題：第8課の新出単語と46ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第3回】
①事前学修課題：前回の学習内容の復習と47ページの関連内容の事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第4回】
①事前学修課題：第8課の本文と48ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業での説明や練習で気づいた未だ分からなかったところを復習する。
【第5回】
①事前学修課題：第9課の新出単語と50、51ページの関連内容を予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第6回】
①事前学修課題：前回の学習内容の復習と50、51ページの関連内容の事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第7回】
①事前学修課題：第9課の本文と52ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業での説明や練習で気づいたまだ分からなかったところを復習する。
【第8回】
①事前学修課題：第8課、第9家で習った内容を確認し、分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：チェックシートで気づいた理解できていない部分を復習する。
【第9回】
①事前学修課題：第10課の新出単語と54、55ページの関連内容を事前予習する。
中国語Ⅱ

②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第10回】
①事前学修課題：前回の学習内容の復習と54、55ページの関連内容の事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第11回】
①事前学修課題：第10課の本文と56ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業での説明や練習で気づいた分からなかったところを復習する。
【第12回】
①事前学修課題：第8課～第10課で習った内容を再度確認し、分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：文法のまとめや総合練習を通じて、分からなかったところについての説明を再度確認し、復習
する。
【第13回】
①事前学修課題：第11課の新出単語と62、63ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第14回】
①事前学修課題：前回の学習内容の復習と62、63ページの関連内容の事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第15回】
①事前学修課題：第11課の本文と64ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業での説明や練習で気づいた分からなかったところを復習する。
【第16回】
①事前学修課題：第12課の新出単語と66、67ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第17回】
①事前学修課題：前回の内容の復習と66、67ページの関連内容の事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第18回】
①事前学修課題：第12課の本文と68ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業での説明や練習で気づいた分からなかったところを復習する。
【第19回】
①事前学修課題：第11課、第12家で習った内容を確認し、分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：チェックシートで気づいた理解できていない部分を再確認し、復習する。
【第20回】
①事前学修課題：第13課の新出単語と70ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第21回】
①事前学修課題：前回の内容の復習と71ページの内容の事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第22回】
①事前学修課題：第13課の本文内容と72ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業での説明や練習で気づいた分からなかったところを復習する。
【第23回】
①事前学修課題：第14課の新出単語と75ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第24回】
①事前学修課題：前回の内容の復習と74、75ページの関連内容の事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第25回】
①事前学修課題：第14課の本文内容と76ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業での説明や練習で気づいた分からなかったところを復習する。
【第26回】
①事前学修課題：第13課と第14課で習った内容を確認し、分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：チェックシートで気づいた理解できていない部分を復習する。
【第27回】
①事前学修課題：第15課の新出単語と79ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第28回】
①事前学修課題：前回の内容の復習と78、79ページの関連内容の予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第29回】
①事前学修課題：第15課の本文内容と80ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業での説明や練習で気づいていなかったところを復習する。
【第30回】
①事前学修課題：81ページの総合練習を事前予習する。不明な点や未だ理解できていないところをメモなどに書
き留める
②事後学修課題：総合復習の内容を再確認し、総点検を行う。
課題に対するフィードバックの方法
次週授業時に解説及びコメント
成績評価の方法・基準（方針）
授業態度、授業中の練習への取り組み方、課題提出、授業内小テストによる総合評価。
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成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

30

授業への取り組み方や授業中の練習の出来具合によって
評価する。

1.2.

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

課題の提出及び完成度

1.2.

その他

30

授業内で2課ごとに行われる確認小テストの成績によって
評価する。

1.2.

テキスト

『実学実用 漢語起歩』/黄 志軍/白帝社/2400/

参考書

担当教員が授業時に指示する。

履修条件・他の科目との関連 中国語Iを単位取得したこと。
1回でも欠席すると、授業について行けなくなるから、全回出席することを目指す。

中国語Ⅱ

授業コード

10303806

授業科目名

中国語Ⅱ

授業担当教員

鄭

以君

成績担当教員

鄭

以君

開講年次

1年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
「中国語I」に引き続き、中国でもっとも広く使われている「普通話(標準語)」の基礎を勉強していく。中国旅行
や卒業後の仕事などにも生かせるように、中国人とのコミュニケーションがよりスムーズにできるための中国語
を身につけることが目的である。
「中国語I」で習った中国語の発音や基礎文法、文型等を復習しながら、新しい文法事項を習得していく。ま
た、習得したものを応用できるように授業を進めていく。この講義では「聞く・読む・話す・書く」の四基本技
能全般の能力養成を重視する。
尚、語学的なものの他にその背景となる中国の文化や現在の社会事情などを紹介し、中国社会全体についての
興味を育てる。
到達目標
1.中国語中級程度の文法事項を理解し、応用できること
2.中国語検定4級程度の能力を身につけること
授業計画
【第1回】
テーマ：中国語Ⅰの復習
内容・方法：中国語Ⅰで習った内容についての復習をする
【第2回】
テーマ：完了と仮定表現
内容・方法：第8課 完了の了、仮定表現などの要点説明と練習を行う
【第3回】
テーマ：指示詞及び形容詞の名詞修飾
内容・方法：第8課 勧誘を表す「吧」、指示詞や形容詞による名詞修飾などの要点説明と練習を行う
【第4回】
テーマ：第8課の理解と練習
内容・方法：第8課の本文理解とドリル
【第5回】
テーマ：可能表現
内容・方法：第9課 可能表現会、前置詞離などの要点説明と練習を行う
【第6回】
テーマ：時間量の表現と 起点、終点の表現
内容・方法：第9課 時間量、前置詞「从」「到」などの要点説明と練習を行う
【第7回】
テーマ：第9課の理解と練習
内容・方法：第9課の本文理解とドリル
【第8回】
テーマ：第8課と第9課の再確認
内容・方法：第8、9課についての復習と考査。学生の質問に説明を行う。
【第9回】
テーマ：了と比較表現
内容・方法：第10課 発生と実現の了、比較表現などの要点説明と練習を行う
【第10回】
テーマ：結果補語と前置詞給
内容・方法：第10課 結果補語と前置詞の給などの要点説明と練習を行う
【第11回】
テーマ：第10課の理解と練習
内容・方法：第10課の本文理解とドリル
【第12回】
テーマ：第8課～第10課の総合復習
内容・方法：第8課～第10課の総合復習と総合練習
【第13回】
テーマ：様態補語、使役表現
内容・方法：第11課の様態補語、使役表現構文などの要点説明と練習を行う
【第14回】
テーマ：可能表現と二重目的語
内容・方法：第11課 可能の助動詞、二重目的語を取る動詞などの要点説明と練習を行う
【第15回】
テーマ：第11課の理解と練習
内容・方法：第11課の本文理解とドリル
【第16回】
中国語Ⅱ

テーマ：第11課の理解と練習
内容・方法：第11課の本文理解とドリル
【第17回】
テーマ：経験相と可能補語
内容・方法：12課 経験を表す過、可能補語などの要点説明と練習を行う
【第18回】
テーマ：有の連動的構文
内容・方法：第12課 有の連動的構文、「已経?了」などの要点説明と練習を行う
【第19回】
テーマ：第12課の理解と練習
内容・方法：第12課の本文理解とドリル
【第20回】
テーマ：第11課と第12課の再確認
内容・方法：第11、12課の復習と考査
【第21回】
テーマ：前置詞把と方向補語
内容・方法：第13課 「把」の構文、方向補語などの要点説明と練習を行う
【第22回】
テーマ：禁止表現と持続表現
内容・方法：第13課 禁止の「別」と持続の「着」などの要点説明と練習を行う
【第23回】
テーマ：第13課の理解と練習
内容・方法：第13課の本文理解とドリル
【第24回】
テーマ：受動態と因果関係の表現
内容・方法：第14課 受動態被、因果関係表現などの要点説明と練習を行う
【第25回】
テーマ：比況表現、推測表現
内容・方法：第14課 比況表現、推測表現、出現文などの要点説明と練習を行う
【第26回】
テーマ：第14課の理解と練習
内容・方法：第14課の本文理解とドリル
【第27回】
テーマ：第13課と第14課の再確認
内容・方法：第13課と第14課についての復習と考査。学生の質問に説明を行う。
【第28回】
テーマ：疑問詞の呼応と「～ながら」表現
内容・方法：第15課 同一疑問詞の呼応用法と「～ながら」などの要点説明と練習を行う
【第29回】
テーマ：意思表示の表現と「～ために」
内容・方法：第15課 意思表示の表現と「～ために」、「～のみならず」などの文型説明と練習を行う
【第30回】
テーマ：総合復習
内容・方法：第8課〜第15課について総合復習を行う。
事前事後の学習
授業時間外で、計30時間の事前事後学習が必要です。
授業（１回につき２時間として計算）と事前事後のあわせて１単位あたり４５時間が必要です。
事前、事後学習として、下記の内容について毎回、それぞれ1時間以上の学習が必要。
【第1回】
①事前学修課題：中国語Ⅰで習った内容を復習する。
②事後学修課題：授業で復習した時に気づいた忘れていた内容や理解しきれていなかった内容の再復習。
【第2回】
①事前学修課題：第8課の新出単語と46ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第3回】
①事前学修課題：前回の学習内容の復習と47ページの関連内容の事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第4回】
①事前学修課題：第8課の本文と48ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業での説明や練習で気づいた未だ分からなかったところを復習する。
【第5回】
①事前学修課題：第9課の新出単語と50、51ページの関連内容を予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第6回】
①事前学修課題：前回の学習内容の復習と50、51ページの関連内容の事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第7回】
①事前学修課題：第9課の本文と52ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業での説明や練習で気づいたまだ分からなかったところを復習する。
【第8回】
①事前学修課題：第8課、第9家で習った内容を確認し、分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：チェックシートで気づいた理解できていない部分を復習する。
【第9回】
①事前学修課題：第10課の新出単語と54、55ページの関連内容を事前予習する。
中国語Ⅱ

②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第10回】
①事前学修課題：前回の学習内容の復習と54、55ページの関連内容の事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第11回】
①事前学修課題：第10課の本文と56ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業での説明や練習で気づいた分からなかったところを復習する。
【第12回】
①事前学修課題：第8課～第10課で習った内容を再度確認し、分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：文法のまとめや総合練習を通じて、分からなかったところについての説明を再度確認し、復習
する。
【第13回】
①事前学修課題：第11課の新出単語と62、63ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第14回】
①事前学修課題：前回の学習内容の復習と62、63ページの関連内容の事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第15回】
①事前学修課題：第11課の本文と64ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業での説明や練習で気づいた分からなかったところを復習する。
【第16回】
①事前学修課題：第12課の新出単語と66、67ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第17回】
①事前学修課題：前回の内容の復習と66、67ページの関連内容の事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第18回】
①事前学修課題：第12課の本文と68ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業での説明や練習で気づいた分からなかったところを復習する。
【第19回】
①事前学修課題：第11課、第12家で習った内容を確認し、分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：チェックシートで気づいた理解できていない部分を再確認し、復習する。
【第20回】
①事前学修課題：第13課の新出単語と70ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第21回】
①事前学修課題：前回の内容の復習と71ページの内容の事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第22回】
①事前学修課題：第13課の本文内容と72ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業での説明や練習で気づいた分からなかったところを復習する。
【第23回】
①事前学修課題：第14課の新出単語と75ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第24回】
①事前学修課題：前回の内容の復習と74、75ページの関連内容の事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第25回】
①事前学修課題：第14課の本文内容と76ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業での説明や練習で気づいた分からなかったところを復習する。
【第26回】
①事前学修課題：第13課と第14課で習った内容を確認し、分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：チェックシートで気づいた理解できていない部分を復習する。
【第27回】
①事前学修課題：第15課の新出単語と79ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第28回】
①事前学修課題：前回の内容の復習と78、79ページの関連内容の予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第29回】
①事前学修課題：第15課の本文内容と80ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業での説明や練習で気づいていなかったところを復習する。
【第30回】
①事前学修課題：81ページの総合練習を事前予習する。不明な点や未だ理解できていないところをメモなどに書
き留める
②事後学修課題：総合復習の内容を再確認し、総点検を行う。
課題に対するフィードバックの方法
次週授業時に解説及びコメント
成績評価の方法・基準（方針）
授業態度、授業中の練習への取り組み方、課題提出、授業内小テストによる総合評価。
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成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

30

授業への取り組み方や授業中の練習の出来具合によって
評価する。

1.2.

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

課題の提出及び完成度

1.2.

その他

30

授業内で2課ごとに行われる確認小テストの成績によって
評価する。

1.2.

テキスト

『実学実用 漢語起歩』/黄 志軍/白帝社/2400/

参考書

担当教員が授業時に指示する。

履修条件・他の科目との関連 中国語Iを単位取得したこと。
1回でも欠席すると、授業について行けなくなるから、全回出席することを目指す。

中国語Ⅱ

授業コード

10004406

授業科目名

中国語Ⅱ

授業担当教員

鄭

以君

成績担当教員

鄭

以君

開講年次

1年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
「中国語I」に引き続き、中国でもっとも広く使われている「普通話(標準語)」の基礎を勉強していく。中国旅行
や卒業後の仕事などにも生かせるように、中国人とのコミュニケーションがよりスムーズにできるための中国語
を身につけることが目的である。
「中国語I」で習った中国語の発音や基礎文法、文型等を復習しながら、新しい文法事項を習得していく。ま
た、習得したものを応用できるように授業を進めていく。この講義では「聞く・読む・話す・書く」の四基本技
能全般の能力養成を重視する。
尚、語学的なものの他にその背景となる中国の文化や現在の社会事情などを紹介し、中国社会全体についての
興味を育てる。
到達目標
1.中国語中級程度の文法事項を理解し、応用できること
2.中国語検定4級程度の能力を身につけること
授業計画
【第1回】
テーマ：中国語Ⅰの復習
内容・方法：中国語Ⅰで習った内容についての復習をする
【第2回】
テーマ：完了と仮定表現
内容・方法：第8課 完了の了、仮定表現などの要点説明と練習を行う
【第3回】
テーマ：指示詞及び形容詞の名詞修飾
内容・方法：第8課 勧誘を表す「吧」、指示詞や形容詞による名詞修飾などの要点説明と練習を行う
【第4回】
テーマ：第8課の理解と練習
内容・方法：第8課の本文理解とドリル
【第5回】
テーマ：可能表現
内容・方法：第9課 可能表現会、前置詞離などの要点説明と練習を行う
【第6回】
テーマ：時間量の表現と 起点、終点の表現
内容・方法：第9課 時間量、前置詞「从」「到」などの要点説明と練習を行う
【第7回】
テーマ：第9課の理解と練習
内容・方法：第9課の本文理解とドリル
【第8回】
テーマ：第8課と第9課の再確認
内容・方法：第8、9課についての復習と考査。学生の質問に説明を行う。
【第9回】
テーマ：了と比較表現
内容・方法：第10課 発生と実現の了、比較表現などの要点説明と練習を行う
【第10回】
テーマ：結果補語と前置詞給
内容・方法：第10課 結果補語と前置詞の給などの要点説明と練習を行う
【第11回】
テーマ：第10課の理解と練習
内容・方法：第10課の本文理解とドリル
【第12回】
テーマ：第8課～第10課の総合復習
内容・方法：第8課～第10課の総合復習と総合練習
【第13回】
テーマ：様態補語、使役表現
内容・方法：第11課の様態補語、使役表現構文などの要点説明と練習を行う
【第14回】
テーマ：可能表現と二重目的語
内容・方法：第11課 可能の助動詞、二重目的語を取る動詞などの要点説明と練習を行う
【第15回】
テーマ：第11課の理解と練習
内容・方法：第11課の本文理解とドリル
【第16回】
中国語Ⅱ

テーマ：第11課の理解と練習
内容・方法：第11課の本文理解とドリル
【第17回】
テーマ：経験相と可能補語
内容・方法：12課 経験を表す過、可能補語などの要点説明と練習を行う
【第18回】
テーマ：有の連動的構文
内容・方法：第12課 有の連動的構文、「已経?了」などの要点説明と練習を行う
【第19回】
テーマ：第12課の理解と練習
内容・方法：第12課の本文理解とドリル
【第20回】
テーマ：第11課と第12課の再確認
内容・方法：第11、12課の復習と考査
【第21回】
テーマ：前置詞把と方向補語
内容・方法：第13課 「把」の構文、方向補語などの要点説明と練習を行う
【第22回】
テーマ：禁止表現と持続表現
内容・方法：第13課 禁止の「別」と持続の「着」などの要点説明と練習を行う
【第23回】
テーマ：第13課の理解と練習
内容・方法：第13課の本文理解とドリル
【第24回】
テーマ：受動態と因果関係の表現
内容・方法：第14課 受動態被、因果関係表現などの要点説明と練習を行う
【第25回】
テーマ：比況表現、推測表現
内容・方法：第14課 比況表現、推測表現、出現文などの要点説明と練習を行う
【第26回】
テーマ：第14課の理解と練習
内容・方法：第14課の本文理解とドリル
【第27回】
テーマ：第13課と第14課の再確認
内容・方法：第13課と第14課についての復習と考査。学生の質問に説明を行う。
【第28回】
テーマ：疑問詞の呼応と「～ながら」表現
内容・方法：第15課 同一疑問詞の呼応用法と「～ながら」などの要点説明と練習を行う
【第29回】
テーマ：意思表示の表現と「～ために」
内容・方法：第15課 意思表示の表現と「～ために」、「～のみならず」などの文型説明と練習を行う
【第30回】
テーマ：総合復習
内容・方法：第8課〜第15課について総合復習を行う。
事前事後の学習
授業時間外で、計30時間の事前事後学習が必要です。
授業（１回につき２時間として計算）と事前事後のあわせて１単位あたり４５時間が必要です。
事前、事後学習として、下記の内容について毎回、それぞれ1時間以上の学習が必要。
【第1回】
①事前学修課題：中国語Ⅰで習った内容を復習する。
②事後学修課題：授業で復習した時に気づいた忘れていた内容や理解しきれていなかった内容の再復習。
【第2回】
①事前学修課題：第8課の新出単語と46ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第3回】
①事前学修課題：前回の学習内容の復習と47ページの関連内容の事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第4回】
①事前学修課題：第8課の本文と48ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業での説明や練習で気づいた未だ分からなかったところを復習する。
【第5回】
①事前学修課題：第9課の新出単語と50、51ページの関連内容を予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第6回】
①事前学修課題：前回の学習内容の復習と50、51ページの関連内容の事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第7回】
①事前学修課題：第9課の本文と52ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業での説明や練習で気づいたまだ分からなかったところを復習する。
【第8回】
①事前学修課題：第8課、第9家で習った内容を確認し、分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：チェックシートで気づいた理解できていない部分を復習する。
【第9回】
①事前学修課題：第10課の新出単語と54、55ページの関連内容を事前予習する。
中国語Ⅱ

②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第10回】
①事前学修課題：前回の学習内容の復習と54、55ページの関連内容の事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第11回】
①事前学修課題：第10課の本文と56ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業での説明や練習で気づいた分からなかったところを復習する。
【第12回】
①事前学修課題：第8課～第10課で習った内容を再度確認し、分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：文法のまとめや総合練習を通じて、分からなかったところについての説明を再度確認し、復習
する。
【第13回】
①事前学修課題：第11課の新出単語と62、63ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第14回】
①事前学修課題：前回の学習内容の復習と62、63ページの関連内容の事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第15回】
①事前学修課題：第11課の本文と64ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業での説明や練習で気づいた分からなかったところを復習する。
【第16回】
①事前学修課題：第12課の新出単語と66、67ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第17回】
①事前学修課題：前回の内容の復習と66、67ページの関連内容の事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第18回】
①事前学修課題：第12課の本文と68ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業での説明や練習で気づいた分からなかったところを復習する。
【第19回】
①事前学修課題：第11課、第12家で習った内容を確認し、分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：チェックシートで気づいた理解できていない部分を再確認し、復習する。
【第20回】
①事前学修課題：第13課の新出単語と70ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第21回】
①事前学修課題：前回の内容の復習と71ページの内容の事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第22回】
①事前学修課題：第13課の本文内容と72ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業での説明や練習で気づいた分からなかったところを復習する。
【第23回】
①事前学修課題：第14課の新出単語と75ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第24回】
①事前学修課題：前回の内容の復習と74、75ページの関連内容の事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第25回】
①事前学修課題：第14課の本文内容と76ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業での説明や練習で気づいた分からなかったところを復習する。
【第26回】
①事前学修課題：第13課と第14課で習った内容を確認し、分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：チェックシートで気づいた理解できていない部分を復習する。
【第27回】
①事前学修課題：第15課の新出単語と79ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第28回】
①事前学修課題：前回の内容の復習と78、79ページの関連内容の予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第29回】
①事前学修課題：第15課の本文内容と80ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業での説明や練習で気づいていなかったところを復習する。
【第30回】
①事前学修課題：81ページの総合練習を事前予習する。不明な点や未だ理解できていないところをメモなどに書
き留める
②事後学修課題：総合復習の内容を再確認し、総点検を行う。
課題に対するフィードバックの方法
次週授業時に解説及びコメント
成績評価の方法・基準（方針）
授業態度、授業中の練習への取り組み方、課題提出、授業内小テストによる総合評価。

中国語Ⅱ

成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

30

授業への取り組み方や授業中の練習の出来具合によって
評価する。

1.2.

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

課題の提出及び完成度

1.2.

その他

30

授業内で2課ごとに行われる確認小テストの成績によって
評価する。

1.2.

テキスト

『実学実用 漢語起歩』/黄 志軍/白帝社/2400/

参考書

担当教員が授業時に指示する。

履修条件・他の科目との関連 中国語Iを単位取得したこと。
1回でも欠席すると、授業について行けなくなるから、全回出席することを目指す。

中国語Ⅱ

授業コード

10402607

授業科目名

中国語Ⅱ

授業担当教員

沈

恩明

成績担当教員

沈

恩明

開講年次

1年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
中国語の正確な発音と「聞く」・「話す」などの基礎的な語学力を習得することによって中国語の初歩的なコ
ミュニケーション能力を身につけ、これからの中国旅行あるいは卒業後の仕事などにおいて中国人とコミュニ
ケーションするのに少しでも役に立つ基礎的な中国語力の習得と中国理解を目的とする。
この授業では正確できれいな発音と聞き取りの練習を繰り返すことにより中国語の基本語彙と文型を習熟して
いく。「読む、書く、聞く、話す」という四基本技能の内、特に「聞く」と「話す」を重視する。
到達目標
1.中国語の発音を正確にできること
2.中国語で自己紹介ができること
3.基礎的な文法事項を習得すること
授業計画
【第1回】
テーマ：中国語とは
内容・方法：これからの授業についての説明。中国語についての紹介。
【第2回】
テーマ：母音と声調
内容・方法：中国語の発音（母音、複母音と声調）の説明と練習。
【第3回】
テーマ：母音と複母音
内容・方法：中国語の発音（母音、複母音と声調）の復習と練習
【第4回】
テーマ：子音と鼻母音
内容・方法：中国語の発音（子音と鼻母音）の説明と練習
【第5回】
テーマ：声調と変調
内容・方法：中国語における変調などについての説明、中国語の発音をまとめながら正確な発音ができるよう練
習と矯正を行う。
【第6回】
テーマ：名詞述語文
内容・方法：第1課、代詞と名詞述語文などの要点説明と練習
【第7回】
テーマ：疑問文と名詞修飾
内容・方法：第1課、疑問文、連体修飾的などの要点説明と練習
【第8回】
テーマ：第1課の理解と練習
内容・方法：第1課の本文理解とドリル
【第9回】
テーマ：動詞述語文
内容・方法：第2課、動詞述語文、省略疑問などの要点説明と練習
【第10回】
テーマ：選択疑問
内容・方法：第2課、選択疑問、副詞也などの要点説明と練習
【第11回】
テーマ：第2課の理解と練習
内容・方法：第2課の本文理解とドリル
【第12回】
テーマ：第1課と第2課についての再確認
内容・方法：第1課と第2課についての復習と考査。学生の質問に説明を行う。
【第13回】
テーマ：所有と存在表現
内容・方法：第3課、所有、存在の有 等の要点説明と練習
【第14回】
テーマ：接続助詞と副詞
内容・方法：第3課、接続詞和、副詞都 等の要点説明と練習
【第15回】
テーマ：第3課の理解と練習
内容・方法：第3課の本文理解とドリル
【第16回】
テーマ：第3課の理解と練習
中国語Ⅱ

内容・方法：第3課の本文理解とドリル
【第17回】
テーマ：形容詞述語文と現在進行形
内容・方法：第4課、形容詞述語文、現在進行の在等の要点説明と練習
【第18回】
テーマ：主述述語文
内容・方法：第4課、主述述語文、「有点児+形容詞」等の要点説明と練習
【第19回】
テーマ：第4課の理解と練習
内容・方法：第4課の本文理解とドリル
【第20回】
テーマ：第3課と第4課の再確認
内容・方法：第3、4課についての復習と考査。学生の質問に説明を行う。
【第21回】
テーマ：年月日と前置詞从
内容・方法：第5課、年月日の言い方、前置詞からなどの要点説明と練習
【第22回】
テーマ：連動文と願望表現
内容・方法：第5課、連動文、願望表現などの要点説明と練習
【第23回】
テーマ：第5課の理解と復習
内容・方法：第5課の本文理解とドリル
【第24回】
テーマ：総合復習
内容・方法：これまでの内容について総合復習と総合練習
【第25回】
テーマ：指示詞と所在
内容・方法：第6課、指示詞、所在の在などの要点説明と練習
【第26回】
テーマ：方位詞と助数詞
内容・方法：第6課、方位詞と助数詞、反復疑問文などの要点説明と練習
【第27回】
テーマ：第6課の本文理解と復習
内容・方法：第6課の本文理解とドリル
【第28回】
テーマ：時間と曜日の言い方
内容・方法：第7課、時間などの表現と前置詞の在などの要点説明と練習
【第29回】
テーマ：比況表現と必要、義務の表現
内容・方法：第7課、「～と同じだ」の表現と助動詞「要」などの要点説明と練習
【第30回】
テーマ：総合復習
内容・方法：第7課までの総合復習
事前事後の学習
授業時間外で、計30時間の事前事後学習が必要です。
事前、事後学習として、下記の内容について毎回、それぞれ1時間以上の学習が必要。
【第1回】
①事前学修課題：教科書の目次などを見て、中国語について大まかなイメージを掴む
②事後学修課題：教員の説明を復習する。
【第2回】
①事前学修課題：教科書記載の音声ダウンロード方法を参考に音声をダウンロードし、録音を聞いて大まかな母
音と声調を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第3回】
①事前学修課題：音声を聞いて複母音を事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、付属音声を繰り返し聞く。
【第4回】
①事前学修課題：音声を聞いて複母音を事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第5回】
①事前学修課題：音声を聞きながらこれまで学習した中国語の発音を復習
②事後学修課題：個々の発音をマスターできたかを自己チェックしながら、復習。
【第6回】
①事前学修課題：教科書の85と86ページを読んで、中国語の基礎文法のイメージを掴む。
②事後学修課題：新出単語や授業内容を復習する。
【第7回】
①事前学修課題：15ページの説明を読んで、大まかなイメージを掴む。
②事後学修課題：新出単語や授業内容を復習する。この課の内容の音声を繰り返し聞く。
【第8回】
①事前学修課題：16ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気づいた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第9回】
①事前学修課題：第2課の新出単語と18ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
中国語Ⅱ

【第10回】
①事前学修課題：19ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第11回】
①事前学修課題：第2課の本文内容と20ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第12回】
①事前学修課題：第1課と第2課で習った内容を確認し、分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：チェックシートで気づいた理解できていない部分を復習する。
【第13回】
①事前学修課題：第3課の新出単語と22ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習、音声を繰り返し聞く。
【第14回】
①事前学修課題：23ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第15回】
①事前学修課題：第3課の本文内容と24ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第16回】
①事前学修課題：第4課の新出単語と26ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第17回】
①事前学修課題：前回内容の復習と27ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第18回】
①事前学修課題：第4課の本文内容と28ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第19回】
①事前学修課題：第3課と第4課で習った内容を確認し、まだ分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：チェックシートで気づいた未だ理解できていない部分を復習する。
【第20回】
①事前学修課題：第5課の新出単語と30ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第21回】
①事前学修課題：前回の内容を復習し、30と31ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第22回】
①事前学修課題：第5課の本文内容と32ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第23回】
①事前学修課題：発音や第1課～第5課の内容の再確認し、35ページの総合練習を事前予習する。
②事後学修課題：文法まとめや総合練習で気づいた理解できていない部分を復習する。
【第24回】
①事前学修課題：第6課の新出単語と38ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。付属CDを繰り返し聞く。
【第25回】
①事前学修課題：前回の内容を復習し、39ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第26回】
①事前学修課題：第6課の本文内容と40ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第27回】
①事前学修課題：第7課の新出単語と42ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第28回】
①事前学修課題：前回の内容を復習し、43ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く
【第29回】
①事前学修課題：第7課の本文内容と44ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第30回】
①事前学修課題：第1課〜第7課を総合的に復習し、まだ分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：総合復習で気づいた問題などについて再度、その内容を復習し、後期の中国語Ⅱに備える。
課題に対するフィードバックの方法
課題の内容を取りみ、注意すべき点を授業中に説明する。
成績評価の方法・基準（方針）
授業態度、授業中の練習への取り組み方、課題提出状況及び期末試験などによる総合評価。
なお、正当な理由なく、3分の1以上欠席した場合は、評価の対象とせず、「K」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

授業中の授業態度、練習への取り組み方、課題提出状

到達目標の1.2.3とも評
中国語Ⅱ

況を参考に評価する。
授業外での評価

0

定期試験

50

定期試験に代わるレポート等

0

その他

0

テキスト

『実学実用 漢語起歩』/黄 志軍/白帝社/2400/978-4-86398-116-4

参考書

担当教員より指示する

価対象とする。

到達目標の1と3とも評
価対象とする。

履修条件・他の科目との関連 1回でも欠席すると、授業について行けなくなるから、必ず全回出席すること。

中国語Ⅱ

授業コード

10303807

授業科目名

中国語Ⅱ

授業担当教員

沈

恩明

成績担当教員

沈

恩明

開講年次

1年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
中国語の正確な発音と「聞く」・「話す」などの基礎的な語学力を習得することによって中国語の初歩的なコ
ミュニケーション能力を身につけ、これからの中国旅行あるいは卒業後の仕事などにおいて中国人とコミュニ
ケーションするのに少しでも役に立つ基礎的な中国語力の習得と中国理解を目的とする。
この授業では正確できれいな発音と聞き取りの練習を繰り返すことにより中国語の基本語彙と文型を習熟して
いく。「読む、書く、聞く、話す」という四基本技能の内、特に「聞く」と「話す」を重視する。
到達目標
1.中国語の発音を正確にできること
2.中国語で自己紹介ができること
3.基礎的な文法事項を習得すること
授業計画
【第1回】
テーマ：中国語とは
内容・方法：これからの授業についての説明。中国語についての紹介。
【第2回】
テーマ：母音と声調
内容・方法：中国語の発音（母音、複母音と声調）の説明と練習。
【第3回】
テーマ：母音と複母音
内容・方法：中国語の発音（母音、複母音と声調）の復習と練習
【第4回】
テーマ：子音と鼻母音
内容・方法：中国語の発音（子音と鼻母音）の説明と練習
【第5回】
テーマ：声調と変調
内容・方法：中国語における変調などについての説明、中国語の発音をまとめながら正確な発音ができるよう練
習と矯正を行う。
【第6回】
テーマ：名詞述語文
内容・方法：第1課、代詞と名詞述語文などの要点説明と練習
【第7回】
テーマ：疑問文と名詞修飾
内容・方法：第1課、疑問文、連体修飾的などの要点説明と練習
【第8回】
テーマ：第1課の理解と練習
内容・方法：第1課の本文理解とドリル
【第9回】
テーマ：動詞述語文
内容・方法：第2課、動詞述語文、省略疑問などの要点説明と練習
【第10回】
テーマ：選択疑問
内容・方法：第2課、選択疑問、副詞也などの要点説明と練習
【第11回】
テーマ：第2課の理解と練習
内容・方法：第2課の本文理解とドリル
【第12回】
テーマ：第1課と第2課についての再確認
内容・方法：第1課と第2課についての復習と考査。学生の質問に説明を行う。
【第13回】
テーマ：所有と存在表現
内容・方法：第3課、所有、存在の有 等の要点説明と練習
【第14回】
テーマ：接続助詞と副詞
内容・方法：第3課、接続詞和、副詞都 等の要点説明と練習
【第15回】
テーマ：第3課の理解と練習
内容・方法：第3課の本文理解とドリル
【第16回】
テーマ：第3課の理解と練習
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内容・方法：第3課の本文理解とドリル
【第17回】
テーマ：形容詞述語文と現在進行形
内容・方法：第4課、形容詞述語文、現在進行の在等の要点説明と練習
【第18回】
テーマ：主述述語文
内容・方法：第4課、主述述語文、「有点児+形容詞」等の要点説明と練習
【第19回】
テーマ：第4課の理解と練習
内容・方法：第4課の本文理解とドリル
【第20回】
テーマ：第3課と第4課の再確認
内容・方法：第3、4課についての復習と考査。学生の質問に説明を行う。
【第21回】
テーマ：年月日と前置詞从
内容・方法：第5課、年月日の言い方、前置詞からなどの要点説明と練習
【第22回】
テーマ：連動文と願望表現
内容・方法：第5課、連動文、願望表現などの要点説明と練習
【第23回】
テーマ：第5課の理解と復習
内容・方法：第5課の本文理解とドリル
【第24回】
テーマ：総合復習
内容・方法：これまでの内容について総合復習と総合練習
【第25回】
テーマ：指示詞と所在
内容・方法：第6課、指示詞、所在の在などの要点説明と練習
【第26回】
テーマ：方位詞と助数詞
内容・方法：第6課、方位詞と助数詞、反復疑問文などの要点説明と練習
【第27回】
テーマ：第6課の本文理解と復習
内容・方法：第6課の本文理解とドリル
【第28回】
テーマ：時間と曜日の言い方
内容・方法：第7課、時間などの表現と前置詞の在などの要点説明と練習
【第29回】
テーマ：比況表現と必要、義務の表現
内容・方法：第7課、「～と同じだ」の表現と助動詞「要」などの要点説明と練習
【第30回】
テーマ：総合復習
内容・方法：第7課までの総合復習
事前事後の学習
授業時間外で、計30時間の事前事後学習が必要です。
事前、事後学習として、下記の内容について毎回、それぞれ1時間以上の学習が必要。
【第1回】
①事前学修課題：教科書の目次などを見て、中国語について大まかなイメージを掴む
②事後学修課題：教員の説明を復習する。
【第2回】
①事前学修課題：教科書記載の音声ダウンロード方法を参考に音声をダウンロードし、録音を聞いて大まかな母
音と声調を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第3回】
①事前学修課題：音声を聞いて複母音を事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、付属音声を繰り返し聞く。
【第4回】
①事前学修課題：音声を聞いて複母音を事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第5回】
①事前学修課題：音声を聞きながらこれまで学習した中国語の発音を復習
②事後学修課題：個々の発音をマスターできたかを自己チェックしながら、復習。
【第6回】
①事前学修課題：教科書の85と86ページを読んで、中国語の基礎文法のイメージを掴む。
②事後学修課題：新出単語や授業内容を復習する。
【第7回】
①事前学修課題：15ページの説明を読んで、大まかなイメージを掴む。
②事後学修課題：新出単語や授業内容を復習する。この課の内容の音声を繰り返し聞く。
【第8回】
①事前学修課題：16ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気づいた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第9回】
①事前学修課題：第2課の新出単語と18ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
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【第10回】
①事前学修課題：19ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第11回】
①事前学修課題：第2課の本文内容と20ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第12回】
①事前学修課題：第1課と第2課で習った内容を確認し、分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：チェックシートで気づいた理解できていない部分を復習する。
【第13回】
①事前学修課題：第3課の新出単語と22ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習、音声を繰り返し聞く。
【第14回】
①事前学修課題：23ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第15回】
①事前学修課題：第3課の本文内容と24ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第16回】
①事前学修課題：第4課の新出単語と26ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第17回】
①事前学修課題：前回内容の復習と27ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第18回】
①事前学修課題：第4課の本文内容と28ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第19回】
①事前学修課題：第3課と第4課で習った内容を確認し、まだ分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：チェックシートで気づいた未だ理解できていない部分を復習する。
【第20回】
①事前学修課題：第5課の新出単語と30ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第21回】
①事前学修課題：前回の内容を復習し、30と31ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第22回】
①事前学修課題：第5課の本文内容と32ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第23回】
①事前学修課題：発音や第1課～第5課の内容の再確認し、35ページの総合練習を事前予習する。
②事後学修課題：文法まとめや総合練習で気づいた理解できていない部分を復習する。
【第24回】
①事前学修課題：第6課の新出単語と38ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。付属CDを繰り返し聞く。
【第25回】
①事前学修課題：前回の内容を復習し、39ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第26回】
①事前学修課題：第6課の本文内容と40ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第27回】
①事前学修課題：第7課の新出単語と42ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第28回】
①事前学修課題：前回の内容を復習し、43ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く
【第29回】
①事前学修課題：第7課の本文内容と44ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第30回】
①事前学修課題：第1課〜第7課を総合的に復習し、まだ分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：総合復習で気づいた問題などについて再度、その内容を復習し、後期の中国語Ⅱに備える。
課題に対するフィードバックの方法
課題の内容を取りみ、注意すべき点を授業中に説明する。
成績評価の方法・基準（方針）
授業態度、授業中の練習への取り組み方、課題提出状況及び期末試験などによる総合評価。
なお、正当な理由なく、3分の1以上欠席した場合は、評価の対象とせず、「K」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

授業中の授業態度、練習への取り組み方、課題提出状

到達目標の1.2.3とも評
中国語Ⅱ

況を参考に評価する。
授業外での評価

0

定期試験

50

定期試験に代わるレポート等

0

その他

0

テキスト

『実学実用 漢語起歩』/黄 志軍/白帝社/2400/978-4-86398-116-4

参考書

担当教員より指示する

価対象とする。

到達目標の1と3とも評
価対象とする。

履修条件・他の科目との関連 1回でも欠席すると、授業について行けなくなるから、必ず全回出席すること。

中国語Ⅱ

授業コード

10004407

授業科目名

中国語Ⅱ

授業担当教員

沈

恩明

成績担当教員

沈

恩明

開講年次

1年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
中国語の正確な発音と「聞く」・「話す」などの基礎的な語学力を習得することによって中国語の初歩的なコ
ミュニケーション能力を身につけ、これからの中国旅行あるいは卒業後の仕事などにおいて中国人とコミュニ
ケーションするのに少しでも役に立つ基礎的な中国語力の習得と中国理解を目的とする。
この授業では正確できれいな発音と聞き取りの練習を繰り返すことにより中国語の基本語彙と文型を習熟して
いく。「読む、書く、聞く、話す」という四基本技能の内、特に「聞く」と「話す」を重視する。
到達目標
1.中国語の発音を正確にできること
2.中国語で自己紹介ができること
3.基礎的な文法事項を習得すること
授業計画
【第1回】
テーマ：中国語とは
内容・方法：これからの授業についての説明。中国語についての紹介。
【第2回】
テーマ：母音と声調
内容・方法：中国語の発音（母音、複母音と声調）の説明と練習。
【第3回】
テーマ：母音と複母音
内容・方法：中国語の発音（母音、複母音と声調）の復習と練習
【第4回】
テーマ：子音と鼻母音
内容・方法：中国語の発音（子音と鼻母音）の説明と練習
【第5回】
テーマ：声調と変調
内容・方法：中国語における変調などについての説明、中国語の発音をまとめながら正確な発音ができるよう練
習と矯正を行う。
【第6回】
テーマ：名詞述語文
内容・方法：第1課、代詞と名詞述語文などの要点説明と練習
【第7回】
テーマ：疑問文と名詞修飾
内容・方法：第1課、疑問文、連体修飾的などの要点説明と練習
【第8回】
テーマ：第1課の理解と練習
内容・方法：第1課の本文理解とドリル
【第9回】
テーマ：動詞述語文
内容・方法：第2課、動詞述語文、省略疑問などの要点説明と練習
【第10回】
テーマ：選択疑問
内容・方法：第2課、選択疑問、副詞也などの要点説明と練習
【第11回】
テーマ：第2課の理解と練習
内容・方法：第2課の本文理解とドリル
【第12回】
テーマ：第1課と第2課についての再確認
内容・方法：第1課と第2課についての復習と考査。学生の質問に説明を行う。
【第13回】
テーマ：所有と存在表現
内容・方法：第3課、所有、存在の有 等の要点説明と練習
【第14回】
テーマ：接続助詞と副詞
内容・方法：第3課、接続詞和、副詞都 等の要点説明と練習
【第15回】
テーマ：第3課の理解と練習
内容・方法：第3課の本文理解とドリル
【第16回】
テーマ：第3課の理解と練習
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内容・方法：第3課の本文理解とドリル
【第17回】
テーマ：形容詞述語文と現在進行形
内容・方法：第4課、形容詞述語文、現在進行の在等の要点説明と練習
【第18回】
テーマ：主述述語文
内容・方法：第4課、主述述語文、「有点児+形容詞」等の要点説明と練習
【第19回】
テーマ：第4課の理解と練習
内容・方法：第4課の本文理解とドリル
【第20回】
テーマ：第3課と第4課の再確認
内容・方法：第3、4課についての復習と考査。学生の質問に説明を行う。
【第21回】
テーマ：年月日と前置詞从
内容・方法：第5課、年月日の言い方、前置詞からなどの要点説明と練習
【第22回】
テーマ：連動文と願望表現
内容・方法：第5課、連動文、願望表現などの要点説明と練習
【第23回】
テーマ：第5課の理解と復習
内容・方法：第5課の本文理解とドリル
【第24回】
テーマ：総合復習
内容・方法：これまでの内容について総合復習と総合練習
【第25回】
テーマ：指示詞と所在
内容・方法：第6課、指示詞、所在の在などの要点説明と練習
【第26回】
テーマ：方位詞と助数詞
内容・方法：第6課、方位詞と助数詞、反復疑問文などの要点説明と練習
【第27回】
テーマ：第6課の本文理解と復習
内容・方法：第6課の本文理解とドリル
【第28回】
テーマ：時間と曜日の言い方
内容・方法：第7課、時間などの表現と前置詞の在などの要点説明と練習
【第29回】
テーマ：比況表現と必要、義務の表現
内容・方法：第7課、「～と同じだ」の表現と助動詞「要」などの要点説明と練習
【第30回】
テーマ：総合復習
内容・方法：第7課までの総合復習
事前事後の学習
授業時間外で、計30時間の事前事後学習が必要です。
事前、事後学習として、下記の内容について毎回、それぞれ1時間以上の学習が必要。
【第1回】
①事前学修課題：教科書の目次などを見て、中国語について大まかなイメージを掴む
②事後学修課題：教員の説明を復習する。
【第2回】
①事前学修課題：教科書記載の音声ダウンロード方法を参考に音声をダウンロードし、録音を聞いて大まかな母
音と声調を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第3回】
①事前学修課題：音声を聞いて複母音を事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、付属音声を繰り返し聞く。
【第4回】
①事前学修課題：音声を聞いて複母音を事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、音声を繰り返し聞く。
【第5回】
①事前学修課題：音声を聞きながらこれまで学習した中国語の発音を復習
②事後学修課題：個々の発音をマスターできたかを自己チェックしながら、復習。
【第6回】
①事前学修課題：教科書の85と86ページを読んで、中国語の基礎文法のイメージを掴む。
②事後学修課題：新出単語や授業内容を復習する。
【第7回】
①事前学修課題：15ページの説明を読んで、大まかなイメージを掴む。
②事後学修課題：新出単語や授業内容を復習する。この課の内容の音声を繰り返し聞く。
【第8回】
①事前学修課題：16ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気づいた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第9回】
①事前学修課題：第2課の新出単語と18ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
中国語Ⅱ

【第10回】
①事前学修課題：19ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第11回】
①事前学修課題：第2課の本文内容と20ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第12回】
①事前学修課題：第1課と第2課で習った内容を確認し、分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：チェックシートで気づいた理解できていない部分を復習する。
【第13回】
①事前学修課題：第3課の新出単語と22ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習、音声を繰り返し聞く。
【第14回】
①事前学修課題：23ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第15回】
①事前学修課題：第3課の本文内容と24ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第16回】
①事前学修課題：第4課の新出単語と26ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第17回】
①事前学修課題：前回内容の復習と27ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第18回】
①事前学修課題：第4課の本文内容と28ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第19回】
①事前学修課題：第3課と第4課で習った内容を確認し、まだ分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：チェックシートで気づいた未だ理解できていない部分を復習する。
【第20回】
①事前学修課題：第5課の新出単語と30ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第21回】
①事前学修課題：前回の内容を復習し、30と31ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第22回】
①事前学修課題：第5課の本文内容と32ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第23回】
①事前学修課題：発音や第1課～第5課の内容の再確認し、35ページの総合練習を事前予習する。
②事後学修課題：文法まとめや総合練習で気づいた理解できていない部分を復習する。
【第24回】
①事前学修課題：第6課の新出単語と38ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。付属CDを繰り返し聞く。
【第25回】
①事前学修課題：前回の内容を復習し、39ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第26回】
①事前学修課題：第6課の本文内容と40ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第27回】
①事前学修課題：第7課の新出単語と42ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く。
【第28回】
①事前学修課題：前回の内容を復習し、43ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。音声を繰り返し聞く
【第29回】
①事前学修課題：第7課の本文内容と44ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第30回】
①事前学修課題：第1課〜第7課を総合的に復習し、まだ分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：総合復習で気づいた問題などについて再度、その内容を復習し、後期の中国語Ⅱに備える。
課題に対するフィードバックの方法
課題の内容を取りみ、注意すべき点を授業中に説明する。
成績評価の方法・基準（方針）
授業態度、授業中の練習への取り組み方、課題提出状況及び期末試験などによる総合評価。
なお、正当な理由なく、3分の1以上欠席した場合は、評価の対象とせず、「K」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

授業中の授業態度、練習への取り組み方、課題提出状

到達目標の1.2.3とも評
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況を参考に評価する。
授業外での評価

0

定期試験

50

定期試験に代わるレポート等

0

その他

0

テキスト

『実学実用 漢語起歩』/黄 志軍/白帝社/2400/978-4-86398-116-4

参考書

担当教員より指示する

価対象とする。

到達目標の1と3とも評
価対象とする。

履修条件・他の科目との関連 1回でも欠席すると、授業について行けなくなるから、必ず全回出席すること。
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授業コード

10402114

授業種別

授業科目名

Oral English Ⅰ

授業担当教員

J.エチャー

成績担当教員

J.エチャー

開講年次

1年

開講期

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
(Upper) The aim of this course is to introduce you to the basics of English conversation. During
each class, you will take part in conversations about different topics. Sometimes you will work in
pairs or small groups, but other times you will work on your own or in a whole class activity. You
are expected to actively participate in each activity. The textbook includes example conversations
for different situations and will teach you useful phrases and important vocabulary. There will be
regular quizzes and weekly homework assignments. You will need to do at least 1 hour per week of
outside studies, such as class preparation and review. Google Classroom will be used for assignments
and information about this course.
到達目標
At the end of the course, you will be able to:
1 develop the ability to converse about various everyday topics.
2 develop listening and speaking skills related to everyday conversation.
3 learn vocabulary essential for conversing about various everyday topics.
授業計画
【第1回】
テーマ：Course orientation. Google Classroom orientation and explanation. Unit 1: What is your name?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 1 Dialog & pair work.
【第2回】
テーマ：Unit 1: What is your name?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 1 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK Unit test.
【第3回】
テーマ：Unit 2: I love fashion!
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 2 Dialog & pair work.
【第4回】
テーマ：Unit 2: I love fashion!
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 1 & 2 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test
【第5回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 1, 2)
内容・方法： Practice test Units 1 & 2. Unit 1 & 2 Games
【第6回】
テーマ： Unit 3: How do you stay healthy?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 3 Dialog & pair work.
【第7回】
テーマ：Unit 3: How do you stay healthy?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 3 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第8回】
テーマ：Unit 4: How do I get there?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 4 Dialog & pair work.
【第9回】
テーマ：Unit 4: How do I get there?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 4 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第10回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 3, 4)
内容・方法： Practice test Units 3 & 4. Unit 3 & 4 Games
【第11回】
テーマ： Unit 5: What's that?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 5 Dialog & pair work.
【第12回】
テーマ：Unit 5: What's that?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 5 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第13回】
テーマ： Unit 6: What's your dream?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 6 Dialog & pair work.
Oral English Ⅰ

【第14回】
テーマ：Unit 6: What's your dream?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 6 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第15回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 5, 6)
内容・方法： Practice test Units 5 & 6. Unit 5 & 6 Games. Explanation of final test.
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
Note: Students are expected to spend approximately 30 minutes for preparation assignments before
each class AND an additional 30 minutes for review assignments after each class.
【第1回】
①事前学修課題：Buy a textbook.
②事後学修課題：Buy a textbook. Do HWK assignments & Practice Dialog 1
【第2回】
①事前学修課題：Study for vocabulary quiz. Check you did all your HWK. Read the Real Stories passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 1. Do the unit test.
【第3回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 2 Vocabulary and read dialog 2. Practice
dialog 1.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 2.
【第4回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialogs 1 & 2. Do the unit test.
【第5回】
①事前学修課題：Review Unit 1 & 2 for a test. Practice and memorize dialogs 1 & 2 for a test.
②事後学修課題：Do HWK assignments.
【第6回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 3 Vocabulary and dialog 3.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 3.
【第7回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 3. Do the unit test.
【第8回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 4 Vocabulary and dialog 4. Practice dialog 3.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 4.
【第9回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialogs 3 & 4. Do the unit test.
【第10回】
①事前学修課題：Review Unit 3 & 4 for a test. Practice and memorize dialogs 3 & 4 for a test.
②事後学修課題：Do HWK assignments.
【第11回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 5 Vocabulary and dialog 5.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 5.
【第12回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 5. Do the unit test.
【第13回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 6 Vocabulary and dialog 6. Practice dialog 5.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 6.
【第14回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialogs 5 & 6. Do the unit test.
【第15回】
①事前学修課題：Review Unit 5 & 6 for a test. Practice and memorize dialogs 5 & 6 for a test.
②事後学修課題：Do HWK assignments. Submit the final examination.
課題に対するフィードバックの方法
1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom.
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class.
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.
4.The teacher will tell you your current grade at least three times during the semester. In
addition, your grades may also be posted regularly on Google Classroom.
成績評価の方法・基準（方針）
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「以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点 以上を合格とし、所定の単位を認定する」
General Grade Category Breakdown:
1) Participation and class activities (10%)
2) Dialog performance tests (30%)
2) Homework and unit tests (20%)
3) 3 Review tests (30%)
4) Final examination (10%)
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

70

Participation and class activities (10%), 3 unit review
tests (30%) and dialog performance tests (30%)

1,2, & 3

授業外での評価

20

Homework and unit tests (20%)

1,2 & 3

定期試験

0

none

定期試験に代わるレポート等

10

Final examination (10%)

その他

0

none

テキスト

English Firsthand SUCCESS with MyMobile World (2018 5th edition), Marc Helgesen, Steven
Brown, John Wiltshier, Pearson Longman, ISBN: 9789813132764

参考書

Mymobileworld: Online study (optional) you instructor will help you sign up if you are using it
in this course.

1,2 & 3

履修条件・他の科目との関連 Notes:
1) You will get more information from the course teacher during the first class. This
syllabus is subject to change. Changes will be announced in class.
詳細は、初回授業時にコース担当者から説明します。このシラバスは変更される可能性があります。
変更された場合は、授業中にお知らせします。
2) If you are absent more than 4 times without excuse, you cannot receive credit.
４回以上欠席すると、単位を取得することができない。
3) If you are late 3 times, it will be counted as one absence.
遅刻３回は、欠席１回として認める。
4) If you arrive more than 30 minutes late to a 90-minute class (or 15 minutes late to a 45minute class) you may study, but you will be marked as absent.
90分の授業の場合遅刻は30分までとし、それを超えて遅刻した場合は、授業に参加することはでき
るが、欠席扱いとなる。45分の授業の場合、遅刻は15分までとする。
5) Be sure to bring all necessary materials with you to class. In particular, please bring a
smartphone/tablet/laptop and make sure it is charged.
授業に必要なものは持参すること、特に充電済みのスマートフォン、タブレット、ノート型パソコンなどを
必携のこと。
6) No late homework or assignments will be accepted.
期⽇を過ぎた宿題は評価されないので、期⽇を守って提出すること。
7) BYOD - you will need a laptop or tablet in class. A smartphone is not suitable for class
activities.
BYOD - 授業では、ノートパソコンまたはタブレットが必要です。スマートフォンは授業に適しません。
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授業コード

10402115

授業種別

授業科目名

Oral English Ⅰ

授業担当教員

J.A.マクナブ

成績担当教員

J.A.マクナブ

開講年次

1年

開講期

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
(Upper) The aim of this course is to introduce you to the basics of English conversation. During
each class, you will take part in conversations about different topics. Sometimes you will work in
pairs or small groups, but other times you will work on your own or in a whole class activity. You
are expected to actively participate in each activity. The textbook includes example conversations
for different situations and will teach you useful phrases and important vocabulary. There will be
regular quizzes and weekly homework assignments. You will need to do at least 1 hour per week of
outside studies, such as class preparation and review. Google Classroom will be used for assignments
and information about this course.
到達目標
At the end of the course, you will be able to:
1 develop the ability to converse about various everyday topics.
2 develop listening and speaking skills related to everyday conversation.
3 learn vocabulary essential for conversing about various everyday topics.
授業計画
【第1回】
テーマ：Course orientation. Google Classroom orientation and explanation. Unit 1: What is your name?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 1 Dialog & pair work.
【第2回】
テーマ：Unit 1: What is your name?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 1 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK Unit test.
【第3回】
テーマ：Unit 2: I love fashion!
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 2 Dialog & pair work.
【第4回】
テーマ：Unit 2: I love fashion!
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 1 & 2 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test
【第5回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 1, 2)
内容・方法： Practice test Units 1 & 2. Unit 1 & 2 Games
【第6回】
テーマ： Unit 3: How do you stay healthy?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 3 Dialog & pair work.
【第7回】
テーマ：Unit 3: How do you stay healthy?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 3 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第8回】
テーマ：Unit 4: How do I get there?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 4 Dialog & pair work.
【第9回】
テーマ：Unit 4: How do I get there?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 4 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第10回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 3, 4)
内容・方法： Practice test Units 3 & 4. Unit 3 & 4 Games
【第11回】
テーマ： Unit 5: What's that?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 5 Dialog & pair work.
【第12回】
テーマ：Unit 5: What's that?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 5 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第13回】
テーマ： Unit 6: What's your dream?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 6 Dialog & pair work.
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【第14回】
テーマ：Unit 6: What's your dream?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 6 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第15回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 5, 6)
内容・方法： Practice test Units 5 & 6. Unit 5 & 6 Games. Explanation of final test.
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
Note: Students are expected to spend approximately 30 minutes for preparation assignments before
each class AND an additional 30 minutes for review assignments after each class.
【第1回】
①事前学修課題：Buy a textbook.
②事後学修課題：Buy a textbook. Do HWK assignments & Practice Dialog 1
【第2回】
①事前学修課題：Study for vocabulary quiz. Check you did all your HWK. Read the Real Stories passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 1. Do the unit test.
【第3回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 2 Vocabulary and read dialog 2. Practice
dialog 1.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 2.
【第4回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialogs 1 & 2. Do the unit test.
【第5回】
①事前学修課題：Review Unit 1 & 2 for a test. Practice and memorize dialogs 1 & 2 for a test.
②事後学修課題：Do HWK assignments.
【第6回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 3 Vocabulary and dialog 3.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 3.
【第7回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 3. Do the unit test.
【第8回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 4 Vocabulary and dialog 4. Practice dialog 3.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 4.
【第9回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialogs 3 & 4. Do the unit test.
【第10回】
①事前学修課題：Review Unit 3 & 4 for a test. Practice and memorize dialogs 3 & 4 for a test.
②事後学修課題：Do HWK assignments.
【第11回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 5 Vocabulary and dialog 5.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 5.
【第12回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 5. Do the unit test.
【第13回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 6 Vocabulary and dialog 6. Practice dialog 5.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 6.
【第14回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialogs 5 & 6. Do the unit test.
【第15回】
①事前学修課題：Review Unit 5 & 6 for a test. Practice and memorize dialogs 5 & 6 for a test.
②事後学修課題：Do HWK assignments. Submit the final examination.
課題に対するフィードバックの方法
1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom.
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class.
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.
4.The teacher will tell you your current grade at least three times during the semester. In
addition, your grades may also be posted regularly on Google Classroom.
成績評価の方法・基準（方針）
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「以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点 以上を合格とし、所定の単位を認定する」
General Grade Category Breakdown:
1) Participation and class activities (10%)
2) Dialog performance tests (30%)
2) Homework and unit tests (20%)
3) 3 Review tests (30%)
4) Final examination (10%)
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

70

Participation and class activities (10%), 3 unit review
tests (30%) and dialog performance tests (30%)

1,2, & 3

授業外での評価

20

Homework and unit tests (20%)

1,2 & 3

定期試験

0

none

定期試験に代わるレポート等

10

Final examination (10%)

その他

0

none

テキスト

English Firsthand SUCCESS with MyMobile World (2018 5th edition), Marc Helgesen, Steven
Brown, John Wiltshier, Pearson Longman, ISBN: 9789813132764

参考書

Mymobileworld: Online study (optional) you instructor will help you sign up if you are using it
in this course.

1,2 & 3

履修条件・他の科目との関連 Notes:
1) You will get more information from the course teacher during the first class. This
syllabus is subject to change. Changes will be announced in class.
詳細は、初回授業時にコース担当者から説明します。このシラバスは変更される可能性があります。
変更された場合は、授業中にお知らせします。
2) If you are absent more than 4 times without excuse, you cannot receive credit.
４回以上欠席すると、単位を取得することができない。
3) If you are late 3 times, it will be counted as one absence.
遅刻３回は、欠席１回として認める。
4) If you arrive more than 30 minutes late to a 90-minute class (or 15 minutes late to a 45minute class) you may study, but you will be marked as absent.
90分の授業の場合遅刻は30分までとし、それを超えて遅刻した場合は、授業に参加することはでき
るが、欠席扱いとなる。45分の授業の場合、遅刻は15分までとする。
5) Be sure to bring all necessary materials with you to class. In particular, please bring a
smartphone/tablet/laptop and make sure it is charged.
授業に必要なものは持参すること、特に充電済みのスマートフォン、タブレット、ノート型パソコンなどを
必携のこと。
6) No late homework or assignments will be accepted.
期⽇を過ぎた宿題は評価されないので、期⽇を守って提出すること。
7) BYOD - you will need a laptop or tablet in class. A smartphone is not suitable for class
activities.
BYOD - 授業では、ノートパソコンまたはタブレットが必要です。スマートフォンは授業に適しません。
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授業コード

10402116

授業種別

授業科目名

Oral English Ⅰ

授業担当教員

A.ナデュー

成績担当教員

A.ナデュー

開講年次

1年

開講期

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
(Upper) The aim of this course is to introduce you to the basics of English conversation. During
each class, you will take part in conversations about different topics. Sometimes you will work in
pairs or small groups, but other times you will work on your own or in a whole class activity. You
are expected to actively participate in each activity. The textbook includes example conversations
for different situations and will teach you useful phrases and important vocabulary. There will be
regular quizzes and weekly homework assignments. You will need to do at least 1 hour per week of
outside studies, such as class preparation and review. Google Classroom will be used for assignments
and information about this course.
到達目標
At the end of the course, you will be able to:
1 develop the ability to converse about various everyday topics.
2 develop listening and speaking skills related to everyday conversation.
3 learn vocabulary essential for conversing about various everyday topics.
授業計画
【第1回】
テーマ：Course orientation. Google Classroom orientation and explanation. Unit 1: What is your name?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 1 Dialog & pair work.
【第2回】
テーマ：Unit 1: What is your name?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 1 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK Unit test.
【第3回】
テーマ：Unit 2: I love fashion!
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 2 Dialog & pair work.
【第4回】
テーマ：Unit 2: I love fashion!
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 1 & 2 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test
【第5回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 1, 2)
内容・方法： Practice test Units 1 & 2. Unit 1 & 2 Games
【第6回】
テーマ： Unit 3: How do you stay healthy?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 3 Dialog & pair work.
【第7回】
テーマ：Unit 3: How do you stay healthy?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 3 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第8回】
テーマ：Unit 4: How do I get there?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 4 Dialog & pair work.
【第9回】
テーマ：Unit 4: How do I get there?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 4 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第10回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 3, 4)
内容・方法： Practice test Units 3 & 4. Unit 3 & 4 Games
【第11回】
テーマ： Unit 5: What's that?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 5 Dialog & pair work.
【第12回】
テーマ：Unit 5: What's that?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 5 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第13回】
テーマ： Unit 6: What's your dream?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 6 Dialog & pair work.
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【第14回】
テーマ：Unit 6: What's your dream?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 6 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第15回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 5, 6)
内容・方法： Practice test Units 5 & 6. Unit 5 & 6 Games. Explanation of final test.
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
Note: Students are expected to spend approximately 30 minutes for preparation assignments before
each class AND an additional 30 minutes for review assignments after each class.
【第1回】
①事前学修課題：Buy a textbook.
②事後学修課題：Buy a textbook. Do HWK assignments & Practice Dialog 1
【第2回】
①事前学修課題：Study for vocabulary quiz. Check you did all your HWK. Read the Real Stories passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 1. Do the unit test.
【第3回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 2 Vocabulary and read dialog 2. Practice
dialog 1.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 2.
【第4回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialogs 1 & 2. Do the unit test.
【第5回】
①事前学修課題：Review Unit 1 & 2 for a test. Practice and memorize dialogs 1 & 2 for a test.
②事後学修課題：Do HWK assignments.
【第6回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 3 Vocabulary and dialog 3.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 3.
【第7回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 3. Do the unit test.
【第8回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 4 Vocabulary and dialog 4. Practice dialog 3.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 4.
【第9回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialogs 3 & 4. Do the unit test.
【第10回】
①事前学修課題：Review Unit 3 & 4 for a test. Practice and memorize dialogs 3 & 4 for a test.
②事後学修課題：Do HWK assignments.
【第11回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 5 Vocabulary and dialog 5.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 5.
【第12回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 5. Do the unit test.
【第13回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 6 Vocabulary and dialog 6. Practice dialog 5.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 6.
【第14回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialogs 5 & 6. Do the unit test.
【第15回】
①事前学修課題：Review Unit 5 & 6 for a test. Practice and memorize dialogs 5 & 6 for a test.
②事後学修課題：Do HWK assignments. Submit the final examination.
課題に対するフィードバックの方法
1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom.
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class.
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.
4.The teacher will tell you your current grade at least three times during the semester. In
addition, your grades may also be posted regularly on Google Classroom.
成績評価の方法・基準（方針）
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「以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点 以上を合格とし、所定の単位を認定する」
General Grade Category Breakdown:
1) Participation and class activities (10%)
2) Dialog performance tests (30%)
2) Homework and unit tests (20%)
3) 3 Review tests (30%)
4) Final examination (10%)
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

70

Participation and class activities (10%), 3 unit review
tests (30%) and dialog performance tests (30%)

1,2, & 3

授業外での評価

20

Homework and unit tests (20%)

1,2 & 3

定期試験

0

none

定期試験に代わるレポート等

10

Final examination (10%)

その他

0

none

テキスト

English Firsthand SUCCESS with MyMobile World (2018 5th edition), Marc Helgesen, Steven
Brown, John Wiltshier, Pearson Longman, ISBN: 9789813132764

参考書

Mymobileworld: Online study (optional) you instructor will help you sign up if you are using it
in this course.

1,2 & 3

履修条件・他の科目との関連 Notes:
1) You will get more information from the course teacher during the first class. This
syllabus is subject to change. Changes will be announced in class.
詳細は、初回授業時にコース担当者から説明します。このシラバスは変更される可能性があります。
変更された場合は、授業中にお知らせします。
2) If you are absent more than 4 times without excuse, you cannot receive credit.
４回以上欠席すると、単位を取得することができない。
3) If you are late 3 times, it will be counted as one absence.
遅刻３回は、欠席１回として認める。
4) If you arrive more than 30 minutes late to a 90-minute class (or 15 minutes late to a 45minute class) you may study, but you will be marked as absent.
90分の授業の場合遅刻は30分までとし、それを超えて遅刻した場合は、授業に参加することはでき
るが、欠席扱いとなる。45分の授業の場合、遅刻は15分までとする。
5) Be sure to bring all necessary materials with you to class. In particular, please bring a
smartphone/tablet/laptop and make sure it is charged.
授業に必要なものは持参すること、特に充電済みのスマートフォン、タブレット、ノート型パソコンなどを
必携のこと。
6) No late homework or assignments will be accepted.
期⽇を過ぎた宿題は評価されないので、期⽇を守って提出すること。
7) BYOD - you will need a laptop or tablet in class. A smartphone is not suitable for class
activities.
BYOD - 授業では、ノートパソコンまたはタブレットが必要です。スマートフォンは授業に適しません。
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授業コード

10402117

授業種別

授業科目名

Oral English Ⅰ

授業担当教員

S.N.ゴーフ

成績担当教員

S.N.ゴーフ

開講年次

1年

開講期

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
(Regular) The aim of this course is to introduce you to the basics of English conversation. During
each class, you will take part in conversations about different topics. Sometimes you will work in
pairs or small groups, but other times you will work on your own or in a whole class activity. You
are expected to actively participate in each activity. The textbook includes example conversations
for different situations and will teach you useful phrases and important vocabulary. There will be
regular quizzes and weekly homework assignments. You will need to do at least 1 hour per week of
outside studies, such as class preparation and review. Google Classroom will be used for assignments
and information about this course.
到達目標
At the end of the course, you will be able to:
1 develop the ability to converse about various everyday topics.
2 develop listening and speaking skills related to everyday conversation.
3 learn vocabulary essential for conversing about various everyday topics.
授業計画
【第1回】
テーマ：Course orientation. Google Classroom orientation and explanation. Unit 1: What is your name?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 1 Dialog & pair work.
【第2回】
テーマ：Unit 1: What is your name?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 1 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK Unit test.
【第3回】
テーマ：Unit 2: I love fashion!
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 2 Dialog & pair work.
【第4回】
テーマ：Unit 2: I love fashion!
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 1 & 2 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test
【第5回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 1, 2)
内容・方法： Practice test Units 1 & 2. Unit 1 & 2 Games
【第6回】
テーマ： Unit 3: How do you stay healthy?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 3 Dialog & pair work.
【第7回】
テーマ：Unit 3: How do you stay healthy?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 3 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第8回】
テーマ：Unit 4: How do I get there?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 4 Dialog & pair work.
【第9回】
テーマ：Unit 4: How do I get there?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 4 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第10回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 3, 4)
内容・方法： Practice test Units 3 & 4. Unit 3 & 4 Games
【第11回】
テーマ： Unit 5: What's that?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 5 Dialog & pair work.
【第12回】
テーマ：Unit 5: What's that?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 5 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第13回】
テーマ： Unit 6: What's your dream?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 6 Dialog & pair work.
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【第14回】
テーマ：Unit 6: What's your dream?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 6 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第15回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 5, 6)
内容・方法： Practice test Units 5 & 6. Unit 5 & 6 Games. Explanation of final test.
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
Note: Students are expected to spend approximately 30 minutes for preparation assignments before
each class AND an additional 30 minutes for review assignments after each class.
【第1回】
①事前学修課題：Buy a textbook.
②事後学修課題：Buy a textbook. Do HWK assignments & Practice Dialog 1
【第2回】
①事前学修課題：Study for vocabulary quiz. Check you did all your HWK. Read the Real Stories passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 1. Do the unit test.
【第3回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 2 Vocabulary and read dialog 2. Practice
dialog 1.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 2.
【第4回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialogs 1 & 2. Do the unit test.
【第5回】
①事前学修課題：Review Unit 1 & 2 for a test. Practice and memorize dialogs 1 & 2 for a test.
②事後学修課題：Do HWK assignments.
【第6回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 3 Vocabulary and dialog 3.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 3.
【第7回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 3. Do the unit test.
【第8回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 4 Vocabulary and dialog 4. Practice dialog 3.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 4.
【第9回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialogs 3 & 4. Do the unit test.
【第10回】
①事前学修課題：Review Unit 3 & 4 for a test. Practice and memorize dialogs 3 & 4 for a test.
②事後学修課題：Do HWK assignments.
【第11回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 5 Vocabulary and dialog 5.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 5.
【第12回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 5. Do the unit test.
【第13回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 6 Vocabulary and dialog 6. Practice dialog 5.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 6.
【第14回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialogs 5 & 6. Do the unit test.
【第15回】
①事前学修課題：Review Unit 5 & 6 for a test. Practice and memorize dialogs 5 & 6 for a test.
②事後学修課題：Do HWK assignments. Submit the final examination.
課題に対するフィードバックの方法
1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom.
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class.
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.
4.The teacher will tell you your current grade at least three times during the semester. In
addition, your grades may also be posted regularly on Google Classroom.
成績評価の方法・基準（方針）
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「以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点 以上を合格とし、所定の単位を認定する」
General Grade Category Breakdown:
1) Participation and class activities (10%)
2) Dialog performance tests (30%)
2) Homework and unit tests (20%)
3) 3 Review tests (30%)
4) Final examination (10%)
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

70

Participation and class activities (10%), 3 unit review
tests (30%) and dialog performance tests (30%)

1,2, & 3

授業外での評価

20

Homework and unit tests (20%)

1,2 & 3

定期試験

0

none

定期試験に代わるレポート等

10

Final examination (10%)

その他

0

none

テキスト

English Firsthand SUCCESS with MyMobile World (2018 5th edition), Marc Helgesen, Steven
Brown, John Wiltshier, Pearson Longman, ISBN: 9789813132764

参考書

Mymobileworld: Online study (optional) you instructor will help you sign up if you are using it
in this course.

1,2 & 3

履修条件・他の科目との関連 Notes:
1) You will get more information from the course teacher during the first class. This
syllabus is subject to change. Changes will be announced in class.
詳細は、初回授業時にコース担当者から説明します。このシラバスは変更される可能性があります。
変更された場合は、授業中にお知らせします。
2) If you are absent more than 4 times without excuse, you cannot receive credit.
４回以上欠席すると、単位を取得することができない。
3) If you are late 3 times, it will be counted as one absence.
遅刻３回は、欠席１回として認める。
4) If you arrive more than 30 minutes late to a 90-minute class (or 15 minutes late to a 45minute class) you may study, but you will be marked as absent.
90分の授業の場合遅刻は30分までとし、それを超えて遅刻した場合は、授業に参加することはでき
るが、欠席扱いとなる。45分の授業の場合、遅刻は15分までとする。
5) Be sure to bring all necessary materials with you to class. In particular, please bring a
smartphone/tablet/laptop and make sure it is charged.
授業に必要なものは持参すること、特に充電済みのスマートフォン、タブレット、ノート型パソコンなどを
必携のこと。
6) No late homework or assignments will be accepted.
期⽇を過ぎた宿題は評価されないので、期⽇を守って提出すること。
7) BYOD - you will need a laptop or tablet in class. A smartphone is not suitable for class
activities.
BYOD - 授業では、ノートパソコンまたはタブレットが必要です。スマートフォンは授業に適しません。
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授業コード

10402118

授業種別

授業科目名

Oral English Ⅰ

授業担当教員

B.チャールズ

成績担当教員

B.チャールズ

開講年次

1年

開講期

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
(Regular) The aim of this course is to introduce you to the basics of English conversation. During
each class, you will take part in conversations about different topics. Sometimes you will work in
pairs or small groups, but other times you will work on your own or in a whole class activity. You
are expected to actively participate in each activity. The textbook includes example conversations
for different situations and will teach you useful phrases and important vocabulary. There will be
regular quizzes and weekly homework assignments. You will need to do at least 1 hour per week of
outside studies, such as class preparation and review. Google Classroom will be used for assignments
and information about this course.
到達目標
At the end of the course, you will be able to:
1 develop the ability to converse about various everyday topics.
2 develop listening and speaking skills related to everyday conversation.
3 learn vocabulary essential for conversing about various everyday topics.
授業計画
【第1回】
テーマ：Course orientation. Google Classroom orientation and explanation. Unit 1: What is your name?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 1 Dialog & pair work.
【第2回】
テーマ：Unit 1: What is your name?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 1 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK Unit test.
【第3回】
テーマ：Unit 2: I love fashion!
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 2 Dialog & pair work.
【第4回】
テーマ：Unit 2: I love fashion!
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 1 & 2 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test
【第5回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 1, 2)
内容・方法： Practice test Units 1 & 2. Unit 1 & 2 Games
【第6回】
テーマ： Unit 3: How do you stay healthy?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 3 Dialog & pair work.
【第7回】
テーマ：Unit 3: How do you stay healthy?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 3 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第8回】
テーマ：Unit 4: How do I get there?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 4 Dialog & pair work.
【第9回】
テーマ：Unit 4: How do I get there?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 4 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第10回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 3, 4)
内容・方法： Practice test Units 3 & 4. Unit 3 & 4 Games
【第11回】
テーマ： Unit 5: What's that?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 5 Dialog & pair work.
【第12回】
テーマ：Unit 5: What's that?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 5 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第13回】
テーマ： Unit 6: What's your dream?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 6 Dialog & pair work.
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【第14回】
テーマ：Unit 6: What's your dream?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 6 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第15回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 5, 6)
内容・方法： Practice test Units 5 & 6. Unit 5 & 6 Games. Explanation of final test.
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
Note: Students are expected to spend approximately 30 minutes for preparation assignments before
each class AND an additional 30 minutes for review assignments after each class.
【第1回】
①事前学修課題：Buy a textbook.
②事後学修課題：Buy a textbook. Do HWK assignments & Practice Dialog 1
【第2回】
①事前学修課題：Study for vocabulary quiz. Check you did all your HWK. Read the Real Stories passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 1. Do the unit test.
【第3回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 2 Vocabulary and read dialog 2. Practice
dialog 1.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 2.
【第4回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialogs 1 & 2. Do the unit test.
【第5回】
①事前学修課題：Review Unit 1 & 2 for a test. Practice and memorize dialogs 1 & 2 for a test.
②事後学修課題：Do HWK assignments.
【第6回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 3 Vocabulary and dialog 3.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 3.
【第7回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 3. Do the unit test.
【第8回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 4 Vocabulary and dialog 4. Practice dialog 3.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 4.
【第9回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialogs 3 & 4. Do the unit test.
【第10回】
①事前学修課題：Review Unit 3 & 4 for a test. Practice and memorize dialogs 3 & 4 for a test.
②事後学修課題：Do HWK assignments.
【第11回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 5 Vocabulary and dialog 5.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 5.
【第12回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 5. Do the unit test.
【第13回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 6 Vocabulary and dialog 6. Practice dialog 5.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 6.
【第14回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialogs 5 & 6. Do the unit test.
【第15回】
①事前学修課題：Review Unit 5 & 6 for a test. Practice and memorize dialogs 5 & 6 for a test.
②事後学修課題：Do HWK assignments. Submit the final examination.
課題に対するフィードバックの方法
1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom.
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class.
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.
4.The teacher will tell you your current grade at least three times during the semester. In
addition, your grades may also be posted regularly on Google Classroom.
成績評価の方法・基準（方針）
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「以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点 以上を合格とし、所定の単位を認定する」
General Grade Category Breakdown:
1) Participation and class activities (10%)
2) Dialog performance tests (30%)
2) Homework and unit tests (20%)
3) 3 Review tests (30%)
4) Final examination (10%)
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

70

Participation and class activities (10%), 3 unit review
tests (30%) and dialog performance tests (30%)

1,2, & 3

授業外での評価

20

Homework and unit tests (20%)

1,2 & 3

定期試験

0

none

定期試験に代わるレポート等

10

Final examination (10%)

その他

0

none

テキスト

English Firsthand SUCCESS with MyMobile World (2018 5th edition), Marc Helgesen, Steven
Brown, John Wiltshier, Pearson Longman, ISBN: 9789813132764

参考書

Mymobileworld: Online study (optional) you instructor will help you sign up if you are using it
in this course.

1,2 & 3

履修条件・他の科目との関連 Notes:
1) You will get more information from the course teacher during the first class. This
syllabus is subject to change. Changes will be announced in class.
詳細は、初回授業時にコース担当者から説明します。このシラバスは変更される可能性があります。
変更された場合は、授業中にお知らせします。
2) If you are absent more than 4 times without excuse, you cannot receive credit.
４回以上欠席すると、単位を取得することができない。
3) If you are late 3 times, it will be counted as one absence.
遅刻３回は、欠席１回として認める。
4) If you arrive more than 30 minutes late to a 90-minute class (or 15 minutes late to a 45minute class) you may study, but you will be marked as absent.
90分の授業の場合遅刻は30分までとし、それを超えて遅刻した場合は、授業に参加することはでき
るが、欠席扱いとなる。45分の授業の場合、遅刻は15分までとする。
5) Be sure to bring all necessary materials with you to class. In particular, please bring a
smartphone/tablet/laptop and make sure it is charged.
授業に必要なものは持参すること、特に充電済みのスマートフォン、タブレット、ノート型パソコンなどを
必携のこと。
6) No late homework or assignments will be accepted.
期⽇を過ぎた宿題は評価されないので、期⽇を守って提出すること。
7) BYOD - you will need a laptop or tablet in class. A smartphone is not suitable for class
activities.
BYOD - 授業では、ノートパソコンまたはタブレットが必要です。スマートフォンは授業に適しません。
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授業コード

10402119

授業種別

授業科目名

Oral English Ⅰ

授業担当教員

E.マクドゥーガル

成績担当教員

E.マクドゥーガル

開講年次

1年

開講期

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
(Regular) The aim of this course is to introduce you to the basics of English conversation. During
each class, you will take part in conversations about different topics. Sometimes you will work in
pairs or small groups, but other times you will work on your own or in a whole class activity. You
are expected to actively participate in each activity. The textbook includes example conversations
for different situations and will teach you useful phrases and important vocabulary. There will be
regular quizzes and weekly homework assignments. You will need to do at least 1 hour per week of
outside studies, such as class preparation and review. Google Classroom will be used for assignments
and information about this course.
到達目標
At the end of the course, you will be able to:
1 develop the ability to converse about various everyday topics.
2 develop listening and speaking skills related to everyday conversation.
3 learn vocabulary essential for conversing about various everyday topics.
授業計画
【第1回】
テーマ：Course orientation. Google Classroom orientation and explanation. Unit 1: What is your name?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 1 Dialog & pair work.
【第2回】
テーマ：Unit 1: What is your name?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 1 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK Unit test.
【第3回】
テーマ：Unit 2: I love fashion!
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 2 Dialog & pair work.
【第4回】
テーマ：Unit 2: I love fashion!
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 1 & 2 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test
【第5回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 1, 2)
内容・方法： Practice test Units 1 & 2. Unit 1 & 2 Games
【第6回】
テーマ： Unit 3: How do you stay healthy?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 3 Dialog & pair work.
【第7回】
テーマ：Unit 3: How do you stay healthy?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 3 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第8回】
テーマ：Unit 4: How do I get there?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 4 Dialog & pair work.
【第9回】
テーマ：Unit 4: How do I get there?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 4 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第10回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 3, 4)
内容・方法： Practice test Units 3 & 4. Unit 3 & 4 Games
【第11回】
テーマ： Unit 5: What's that?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 5 Dialog & pair work.
【第12回】
テーマ：Unit 5: What's that?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 5 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第13回】
テーマ： Unit 6: What's your dream?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 6 Dialog & pair work.
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【第14回】
テーマ：Unit 6: What's your dream?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 6 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第15回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 5, 6)
内容・方法： Practice test Units 5 & 6. Unit 5 & 6 Games. Explanation of final test.
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
Note: Students are expected to spend approximately 30 minutes for preparation assignments before
each class AND an additional 30 minutes for review assignments after each class.
【第1回】
①事前学修課題：Buy a textbook.
②事後学修課題：Buy a textbook. Do HWK assignments & Practice Dialog 1
【第2回】
①事前学修課題：Study for vocabulary quiz. Check you did all your HWK. Read the Real Stories passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 1. Do the unit test.
【第3回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 2 Vocabulary and read dialog 2. Practice
dialog 1.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 2.
【第4回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialogs 1 & 2. Do the unit test.
【第5回】
①事前学修課題：Review Unit 1 & 2 for a test. Practice and memorize dialogs 1 & 2 for a test.
②事後学修課題：Do HWK assignments.
【第6回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 3 Vocabulary and dialog 3.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 3.
【第7回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 3. Do the unit test.
【第8回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 4 Vocabulary and dialog 4. Practice dialog 3.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 4.
【第9回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialogs 3 & 4. Do the unit test.
【第10回】
①事前学修課題：Review Unit 3 & 4 for a test. Practice and memorize dialogs 3 & 4 for a test.
②事後学修課題：Do HWK assignments.
【第11回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 5 Vocabulary and dialog 5.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 5.
【第12回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 5. Do the unit test.
【第13回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 6 Vocabulary and dialog 6. Practice dialog 5.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 6.
【第14回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialogs 5 & 6. Do the unit test.
【第15回】
①事前学修課題：Review Unit 5 & 6 for a test. Practice and memorize dialogs 5 & 6 for a test.
②事後学修課題：Do HWK assignments. Submit the final examination.
課題に対するフィードバックの方法
1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom.
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class.
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.
4.The teacher will tell you your current grade at least three times during the semester. In
addition, your grades may also be posted regularly on Google Classroom.
成績評価の方法・基準（方針）
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「以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点 以上を合格とし、所定の単位を認定する」
General Grade Category Breakdown:
1) Participation and class activities (10%)
2) Dialog performance tests (30%)
2) Homework and unit tests (20%)
3) 3 Review tests (30%)
4) Final examination (10%)
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

70

Participation and class activities (10%), 3 unit review
tests (30%) and dialog performance tests (30%)

1,2, & 3

授業外での評価

20

Homework and unit tests (20%)

1,2 & 3

定期試験

0

none

定期試験に代わるレポート等

10

Final examination (10%)

その他

0

none

テキスト

English Firsthand SUCCESS with MyMobile World (2018 5th edition), Marc Helgesen, Steven
Brown, John Wiltshier, Pearson Longman, ISBN: 9789813132764

参考書

Mymobileworld: Online study (optional) you instructor will help you sign up if you are using it
in this course.

1,2 & 3

履修条件・他の科目との関連 Notes:
1) You will get more information from the course teacher during the first class. This
syllabus is subject to change. Changes will be announced in class.
詳細は、初回授業時にコース担当者から説明します。このシラバスは変更される可能性があります。
変更された場合は、授業中にお知らせします。
2) If you are absent more than 4 times without excuse, you cannot receive credit.
４回以上欠席すると、単位を取得することができない。
3) If you are late 3 times, it will be counted as one absence.
遅刻３回は、欠席１回として認める。
4) If you arrive more than 30 minutes late to a 90-minute class (or 15 minutes late to a 45minute class) you may study, but you will be marked as absent.
90分の授業の場合遅刻は30分までとし、それを超えて遅刻した場合は、授業に参加することはでき
るが、欠席扱いとなる。45分の授業の場合、遅刻は15分までとする。
5) Be sure to bring all necessary materials with you to class. In particular, please bring a
smartphone/tablet/laptop and make sure it is charged.
授業に必要なものは持参すること、特に充電済みのスマートフォン、タブレット、ノート型パソコンなどを
必携のこと。
6) No late homework or assignments will be accepted.
期⽇を過ぎた宿題は評価されないので、期⽇を守って提出すること。
7) BYOD - you will need a laptop or tablet in class. A smartphone is not suitable for class
activities.
BYOD - 授業では、ノートパソコンまたはタブレットが必要です。スマートフォンは授業に適しません。
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授業コード

10402120

授業種別

授業科目名

Oral English Ⅰ

授業担当教員

M.ウィルモット

成績担当教員

M.ウィルモット

開講年次

1年

開講期

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
(Regular) The aim of this course is to introduce you to the basics of English conversation. During
each class, you will take part in conversations about different topics. Sometimes you will work in
pairs or small groups, but other times you will work on your own or in a whole class activity. You
are expected to actively participate in each activity. The textbook includes example conversations
for different situations and will teach you useful phrases and important vocabulary. There will be
regular quizzes and weekly homework assignments. You will need to do at least 1 hour per week of
outside studies, such as class preparation and review. Google Classroom will be used for assignments
and information about this course.
到達目標
At the end of the course, you will be able to:
1 develop the ability to converse about various everyday topics.
2 develop listening and speaking skills related to everyday conversation.
3 learn vocabulary essential for conversing about various everyday topics.
授業計画
【第1回】
テーマ：Course orientation. Google Classroom orientation and explanation. Unit 1: What is your name?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 1 Dialog & pair work.
【第2回】
テーマ：Unit 1: What is your name?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 1 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK Unit test.
【第3回】
テーマ：Unit 2: I love fashion!
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 2 Dialog & pair work.
【第4回】
テーマ：Unit 2: I love fashion!
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 1 & 2 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test
【第5回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 1, 2)
内容・方法： Practice test Units 1 & 2. Unit 1 & 2 Games
【第6回】
テーマ： Unit 3: How do you stay healthy?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 3 Dialog & pair work.
【第7回】
テーマ：Unit 3: How do you stay healthy?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 3 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第8回】
テーマ：Unit 4: How do I get there?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 4 Dialog & pair work.
【第9回】
テーマ：Unit 4: How do I get there?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 4 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第10回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 3, 4)
内容・方法： Practice test Units 3 & 4. Unit 3 & 4 Games
【第11回】
テーマ： Unit 5: What's that?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 5 Dialog & pair work.
【第12回】
テーマ：Unit 5: What's that?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 5 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第13回】
テーマ： Unit 6: What's your dream?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 6 Dialog & pair work.
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【第14回】
テーマ：Unit 6: What's your dream?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 6 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第15回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 5, 6)
内容・方法： Practice test Units 5 & 6. Unit 5 & 6 Games. Explanation of final test.
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
Note: Students are expected to spend approximately 30 minutes for preparation assignments before
each class AND an additional 30 minutes for review assignments after each class.
【第1回】
①事前学修課題：Buy a textbook.
②事後学修課題：Buy a textbook. Do HWK assignments & Practice Dialog 1
【第2回】
①事前学修課題：Study for vocabulary quiz. Check you did all your HWK. Read the Real Stories passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 1. Do the unit test.
【第3回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 2 Vocabulary and read dialog 2. Practice
dialog 1.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 2.
【第4回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialogs 1 & 2. Do the unit test.
【第5回】
①事前学修課題：Review Unit 1 & 2 for a test. Practice and memorize dialogs 1 & 2 for a test.
②事後学修課題：Do HWK assignments.
【第6回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 3 Vocabulary and dialog 3.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 3.
【第7回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 3. Do the unit test.
【第8回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 4 Vocabulary and dialog 4. Practice dialog 3.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 4.
【第9回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialogs 3 & 4. Do the unit test.
【第10回】
①事前学修課題：Review Unit 3 & 4 for a test. Practice and memorize dialogs 3 & 4 for a test.
②事後学修課題：Do HWK assignments.
【第11回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 5 Vocabulary and dialog 5.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 5.
【第12回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 5. Do the unit test.
【第13回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 6 Vocabulary and dialog 6. Practice dialog 5.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 6.
【第14回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialogs 5 & 6. Do the unit test.
【第15回】
①事前学修課題：Review Unit 5 & 6 for a test. Practice and memorize dialogs 5 & 6 for a test.
②事後学修課題：Do HWK assignments. Submit the final examination.
課題に対するフィードバックの方法
1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom.
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class.
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.
4.The teacher will tell you your current grade at least three times during the semester. In
addition, your grades may also be posted regularly on Google Classroom.
成績評価の方法・基準（方針）
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「以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点 以上を合格とし、所定の単位を認定する」
General Grade Category Breakdown:
1) Participation and class activities (10%)
2) Dialog performance tests (30%)
2) Homework and unit tests (20%)
3) 3 Review tests (30%)
4) Final examination (10%)
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

70

Participation and class activities (10%), 3 unit review
tests (30%) and dialog performance tests (30%)

1,2, & 3

授業外での評価

20

Homework and unit tests (20%)

1,2 & 3

定期試験

0

none

定期試験に代わるレポート等

10

Final examination (10%)

その他

0

none

テキスト

English Firsthand SUCCESS with MyMobile World (2018 5th edition), Marc Helgesen, Steven
Brown, John Wiltshier, Pearson Longman, ISBN: 9789813132764

参考書

Mymobileworld: Online study (optional) you instructor will help you sign up if you are using it
in this course.

1,2 & 3

履修条件・他の科目との関連 Notes:
1) You will get more information from the course teacher during the first class. This
syllabus is subject to change. Changes will be announced in class.
詳細は、初回授業時にコース担当者から説明します。このシラバスは変更される可能性があります。
変更された場合は、授業中にお知らせします。
2) If you are absent more than 4 times without excuse, you cannot receive credit.
４回以上欠席すると、単位を取得することができない。
3) If you are late 3 times, it will be counted as one absence.
遅刻３回は、欠席１回として認める。
4) If you arrive more than 30 minutes late to a 90-minute class (or 15 minutes late to a 45minute class) you may study, but you will be marked as absent.
90分の授業の場合遅刻は30分までとし、それを超えて遅刻した場合は、授業に参加することはでき
るが、欠席扱いとなる。45分の授業の場合、遅刻は15分までとする。
5) Be sure to bring all necessary materials with you to class. In particular, please bring a
smartphone/tablet/laptop and make sure it is charged.
授業に必要なものは持参すること、特に充電済みのスマートフォン、タブレット、ノート型パソコンなどを
必携のこと。
6) No late homework or assignments will be accepted.
期⽇を過ぎた宿題は評価されないので、期⽇を守って提出すること。
7) BYOD - you will need a laptop or tablet in class. A smartphone is not suitable for class
activities.
BYOD - 授業では、ノートパソコンまたはタブレットが必要です。スマートフォンは授業に適しません。
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授業コード

10402121

授業種別

授業科目名

Oral English Ⅰ

授業担当教員

W.マーシ

成績担当教員

W.マーシ

開講年次

1年

開講期

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
(Regular) The aim of this course is to introduce you to the basics of English conversation. During
each class, you will take part in conversations about different topics. Sometimes you will work in
pairs or small groups, but other times you will work on your own or in a whole class activity. You
are expected to actively participate in each activity. The textbook includes example conversations
for different situations and will teach you useful phrases and important vocabulary. There will be
regular quizzes and weekly homework assignments. You will need to do at least 1 hour per week of
outside studies, such as class preparation and review. Google Classroom will be used for assignments
and information about this course.
到達目標
At the end of the course, you will be able to:
1 develop the ability to converse about various everyday topics.
2 develop listening and speaking skills related to everyday conversation.
3 learn vocabulary essential for conversing about various everyday topics.
授業計画
【第1回】
テーマ：Course orientation. Google Classroom orientation and explanation. Unit 1: What is your name?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 1 Dialog & pair work.
【第2回】
テーマ：Unit 1: What is your name?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 1 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK Unit test.
【第3回】
テーマ：Unit 2: I love fashion!
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 2 Dialog & pair work.
【第4回】
テーマ：Unit 2: I love fashion!
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 1 & 2 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test
【第5回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 1, 2)
内容・方法： Practice test Units 1 & 2. Unit 1 & 2 Games
【第6回】
テーマ： Unit 3: How do you stay healthy?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 3 Dialog & pair work.
【第7回】
テーマ：Unit 3: How do you stay healthy?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 3 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第8回】
テーマ：Unit 4: How do I get there?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 4 Dialog & pair work.
【第9回】
テーマ：Unit 4: How do I get there?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 4 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第10回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 3, 4)
内容・方法： Practice test Units 3 & 4. Unit 3 & 4 Games
【第11回】
テーマ： Unit 5: What's that?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 5 Dialog & pair work.
【第12回】
テーマ：Unit 5: What's that?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 5 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第13回】
テーマ： Unit 6: What's your dream?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 6 Dialog & pair work.
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【第14回】
テーマ：Unit 6: What's your dream?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 6 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第15回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 5, 6)
内容・方法： Practice test Units 5 & 6. Unit 5 & 6 Games. Explanation of final test.
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
Note: Students are expected to spend approximately 30 minutes for preparation assignments before
each class AND an additional 30 minutes for review assignments after each class.
【第1回】
①事前学修課題：Buy a textbook.
②事後学修課題：Buy a textbook. Do HWK assignments & Practice Dialog 1
【第2回】
①事前学修課題：Study for vocabulary quiz. Check you did all your HWK. Read the Real Stories passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 1. Do the unit test.
【第3回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 2 Vocabulary and read dialog 2. Practice
dialog 1.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 2.
【第4回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialogs 1 & 2. Do the unit test.
【第5回】
①事前学修課題：Review Unit 1 & 2 for a test. Practice and memorize dialogs 1 & 2 for a test.
②事後学修課題：Do HWK assignments.
【第6回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 3 Vocabulary and dialog 3.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 3.
【第7回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 3. Do the unit test.
【第8回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 4 Vocabulary and dialog 4. Practice dialog 3.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 4.
【第9回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialogs 3 & 4. Do the unit test.
【第10回】
①事前学修課題：Review Unit 3 & 4 for a test. Practice and memorize dialogs 3 & 4 for a test.
②事後学修課題：Do HWK assignments.
【第11回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 5 Vocabulary and dialog 5.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 5.
【第12回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 5. Do the unit test.
【第13回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 6 Vocabulary and dialog 6. Practice dialog 5.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 6.
【第14回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialogs 5 & 6. Do the unit test.
【第15回】
①事前学修課題：Review Unit 5 & 6 for a test. Practice and memorize dialogs 5 & 6 for a test.
②事後学修課題：Do HWK assignments. Submit the final examination.
課題に対するフィードバックの方法
1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom.
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class.
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.
4.The teacher will tell you your current grade at least three times during the semester. In
addition, your grades may also be posted regularly on Google Classroom.
成績評価の方法・基準（方針）
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「以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点 以上を合格とし、所定の単位を認定する」
General Grade Category Breakdown:
1) Participation and class activities (10%)
2) Dialog performance tests (30%)
2) Homework and unit tests (20%)
3) 3 Review tests (30%)
4) Final examination (10%)
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

70

Participation and class activities (10%), 3 unit review
tests (30%) and dialog performance tests (30%)

1,2, & 3

授業外での評価

20

Homework and unit tests (20%)

1,2 & 3

定期試験

0

none

定期試験に代わるレポート等

10

Final examination (10%)

その他

0

none

テキスト

English Firsthand SUCCESS with MyMobile World (2018 5th edition), Marc Helgesen, Steven
Brown, John Wiltshier, Pearson Longman, ISBN: 9789813132764

参考書

Mymobileworld: Online study (optional) you instructor will help you sign up if you are using it
in this course.

1,2 & 3

履修条件・他の科目との関連 Notes:
1) You will get more information from the course teacher during the first class. This
syllabus is subject to change. Changes will be announced in class.
詳細は、初回授業時にコース担当者から説明します。このシラバスは変更される可能性があります。
変更された場合は、授業中にお知らせします。
2) If you are absent more than 4 times without excuse, you cannot receive credit.
４回以上欠席すると、単位を取得することができない。
3) If you are late 3 times, it will be counted as one absence.
遅刻３回は、欠席１回として認める。
4) If you arrive more than 30 minutes late to a 90-minute class (or 15 minutes late to a 45minute class) you may study, but you will be marked as absent.
90分の授業の場合遅刻は30分までとし、それを超えて遅刻した場合は、授業に参加することはでき
るが、欠席扱いとなる。45分の授業の場合、遅刻は15分までとする。
5) Be sure to bring all necessary materials with you to class. In particular, please bring a
smartphone/tablet/laptop and make sure it is charged.
授業に必要なものは持参すること、特に充電済みのスマートフォン、タブレット、ノート型パソコンなどを
必携のこと。
6) No late homework or assignments will be accepted.
期⽇を過ぎた宿題は評価されないので、期⽇を守って提出すること。
7) BYOD - you will need a laptop or tablet in class. A smartphone is not suitable for class
activities.
BYOD - 授業では、ノートパソコンまたはタブレットが必要です。スマートフォンは授業に適しません。
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授業コード

10402122

授業種別

授業科目名
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授業担当教員

クリスティーナ

成績担当教員

クリスティーナ

開講年次

1年

開講期

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
(Regular) The aim of this course is to introduce you to the basics of English conversation. During
each class, you will take part in conversations about different topics. Sometimes you will work in
pairs or small groups, but other times you will work on your own or in a whole class activity. You
are expected to actively participate in each activity. The textbook includes example conversations
for different situations and will teach you useful phrases and important vocabulary. There will be
regular quizzes and weekly homework assignments. You will need to do at least 1 hour per week of
outside studies, such as class preparation and review. Google Classroom will be used for assignments
and information about this course.
到達目標
At the end of the course, you will be able to:
1 develop the ability to converse about various everyday topics.
2 develop listening and speaking skills related to everyday conversation.
3 learn vocabulary essential for conversing about various everyday topics.
授業計画
【第1回】
テーマ：Course orientation. Google Classroom orientation and explanation. Unit 1: What is your name?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 1 Dialog & pair work.
【第2回】
テーマ：Unit 1: What is your name?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 1 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK Unit test.
【第3回】
テーマ：Unit 2: I love fashion!
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 2 Dialog & pair work.
【第4回】
テーマ：Unit 2: I love fashion!
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 1 & 2 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test
【第5回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 1, 2)
内容・方法： Practice test Units 1 & 2. Unit 1 & 2 Games
【第6回】
テーマ： Unit 3: How do you stay healthy?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 3 Dialog & pair work.
【第7回】
テーマ：Unit 3: How do you stay healthy?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 3 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第8回】
テーマ：Unit 4: How do I get there?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 4 Dialog & pair work.
【第9回】
テーマ：Unit 4: How do I get there?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 4 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第10回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 3, 4)
内容・方法： Practice test Units 3 & 4. Unit 3 & 4 Games
【第11回】
テーマ： Unit 5: What's that?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 5 Dialog & pair work.
【第12回】
テーマ：Unit 5: What's that?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 5 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第13回】
テーマ： Unit 6: What's your dream?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 6 Dialog & pair work.
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【第14回】
テーマ：Unit 6: What's your dream?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 6 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第15回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 5, 6)
内容・方法： Practice test Units 5 & 6. Unit 5 & 6 Games. Explanation of final test.
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
Note: Students are expected to spend approximately 30 minutes for preparation assignments before
each class AND an additional 30 minutes for review assignments after each class.
【第1回】
①事前学修課題：Buy a textbook.
②事後学修課題：Buy a textbook. Do HWK assignments & Practice Dialog 1
【第2回】
①事前学修課題：Study for vocabulary quiz. Check you did all your HWK. Read the Real Stories passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 1. Do the unit test.
【第3回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 2 Vocabulary and read dialog 2. Practice
dialog 1.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 2.
【第4回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialogs 1 & 2. Do the unit test.
【第5回】
①事前学修課題：Review Unit 1 & 2 for a test. Practice and memorize dialogs 1 & 2 for a test.
②事後学修課題：Do HWK assignments.
【第6回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 3 Vocabulary and dialog 3.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 3.
【第7回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 3. Do the unit test.
【第8回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 4 Vocabulary and dialog 4. Practice dialog 3.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 4.
【第9回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialogs 3 & 4. Do the unit test.
【第10回】
①事前学修課題：Review Unit 3 & 4 for a test. Practice and memorize dialogs 3 & 4 for a test.
②事後学修課題：Do HWK assignments.
【第11回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 5 Vocabulary and dialog 5.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 5.
【第12回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 5. Do the unit test.
【第13回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 6 Vocabulary and dialog 6. Practice dialog 5.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 6.
【第14回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialogs 5 & 6. Do the unit test.
【第15回】
①事前学修課題：Review Unit 5 & 6 for a test. Practice and memorize dialogs 5 & 6 for a test.
②事後学修課題：Do HWK assignments. Submit the final examination.
課題に対するフィードバックの方法
1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom.
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class.
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.
4.The teacher will tell you your current grade at least three times during the semester. In
addition, your grades may also be posted regularly on Google Classroom.
成績評価の方法・基準（方針）
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「以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点 以上を合格とし、所定の単位を認定する」
General Grade Category Breakdown:
1) Participation and class activities (10%)
2) Dialog performance tests (30%)
2) Homework and unit tests (20%)
3) 3 Review tests (30%)
4) Final examination (10%)
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

70

Participation and class activities (10%), 3 unit review
tests (30%) and dialog performance tests (30%)

1,2, & 3

授業外での評価

20

Homework and unit tests (20%)

1,2 & 3

定期試験

0

none

定期試験に代わるレポート等

10

Final examination (10%)

その他

0

none

テキスト

English Firsthand SUCCESS with MyMobile World (2018 5th edition), Marc Helgesen, Steven
Brown, John Wiltshier, Pearson Longman, ISBN: 9789813132764

参考書

Mymobileworld: Online study (optional) you instructor will help you sign up if you are using it
in this course.

1,2 & 3

履修条件・他の科目との関連 Notes:
1) You will get more information from the course teacher during the first class. This
syllabus is subject to change. Changes will be announced in class.
詳細は、初回授業時にコース担当者から説明します。このシラバスは変更される可能性があります。
変更された場合は、授業中にお知らせします。
2) If you are absent more than 4 times without excuse, you cannot receive credit.
４回以上欠席すると、単位を取得することができない。
3) If you are late 3 times, it will be counted as one absence.
遅刻３回は、欠席１回として認める。
4) If you arrive more than 30 minutes late to a 90-minute class (or 15 minutes late to a 45minute class) you may study, but you will be marked as absent.
90分の授業の場合遅刻は30分までとし、それを超えて遅刻した場合は、授業に参加することはでき
るが、欠席扱いとなる。45分の授業の場合、遅刻は15分までとする。
5) Be sure to bring all necessary materials with you to class. In particular, please bring a
smartphone/tablet/laptop and make sure it is charged.
授業に必要なものは持参すること、特に充電済みのスマートフォン、タブレット、ノート型パソコンなどを
必携のこと。
6) No late homework or assignments will be accepted.
期⽇を過ぎた宿題は評価されないので、期⽇を守って提出すること。
7) BYOD - you will need a laptop or tablet in class. A smartphone is not suitable for class
activities.
BYOD - 授業では、ノートパソコンまたはタブレットが必要です。スマートフォンは授業に適しません。
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授業コード

10402123

授業科目名

Oral English Ⅰ

授業担当教員

G.S.ジョン-バプティースト

成績担当教員

G.S.ジョン-バプティースト
開講期
1年

開講年次

授業種別

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
(Lower) The aim of this course is to introduce you to the basics of English conversation. During
each class, you will take part in conversations about different topics. Sometimes you will work in
pairs or small groups, but other times you will work on your own or in a whole class activity. You
are expected to actively participate in each activity. The textbook includes example conversations
for different situations and will teach you useful phrases and important vocabulary. There will be
regular quizzes and weekly homework assignments. You will need to do at least 1 hour per week of
outside studies, such as class preparation and review. Google Classroom will be used for assignments
and information about this course.
到達目標
At the end of the course, you will be able to:
1 develop the ability to converse about various everyday topics.
2 develop listening and speaking skills related to everyday conversation.
3 learn vocabulary essential for conversing about various everyday topics.
授業計画
【第1回】
テーマ：Course orientation. Google Classroom orientation and explanation. Unit 1: What is your name?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 1 Dialog & pair work.
【第2回】
テーマ：Unit 1: What is your name?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 1 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK Unit test.
【第3回】
テーマ：Unit 2: I love fashion!
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 2 Dialog & pair work.
【第4回】
テーマ：Unit 2: I love fashion!
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 1 & 2 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test
【第5回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 1, 2)
内容・方法： Practice test Units 1 & 2. Unit 1 & 2 Games
【第6回】
テーマ： Unit 3: How do you stay healthy?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 3 Dialog & pair work.
【第7回】
テーマ：Unit 3: How do you stay healthy?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 3 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第8回】
テーマ：Unit 4: How do I get there?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 4 Dialog & pair work.
【第9回】
テーマ：Unit 4: How do I get there?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 4 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第10回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 3, 4)
内容・方法： Practice test Units 3 & 4. Unit 3 & 4 Games
【第11回】
テーマ： Unit 5: What's that?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 5 Dialog & pair work.
【第12回】
テーマ：Unit 5: What's that?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 5 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第13回】
テーマ： Unit 6: What's your dream?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 6 Dialog & pair work.
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【第14回】
テーマ：Unit 6: What's your dream?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 6 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第15回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 5, 6)
内容・方法： Practice test Units 5 & 6. Unit 5 & 6 Games. Explanation of final test.
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
Note: Students are expected to spend approximately 30 minutes for preparation assignments before
each class AND an additional 30 minutes for review assignments after each class.
【第1回】
①事前学修課題：Buy a textbook.
②事後学修課題：Buy a textbook. Do HWK assignments & Practice Dialog 1
【第2回】
①事前学修課題：Study for vocabulary quiz. Check you did all your HWK. Read the Real Stories passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 1. Do the unit test.
【第3回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 2 Vocabulary and read dialog 2. Practice
dialog 1.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 2.
【第4回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialogs 1 & 2. Do the unit test.
【第5回】
①事前学修課題：Review Unit 1 & 2 for a test. Practice and memorize dialogs 1 & 2 for a test.
②事後学修課題：Do HWK assignments.
【第6回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 3 Vocabulary and dialog 3.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 3.
【第7回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 3. Do the unit test.
【第8回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 4 Vocabulary and dialog 4. Practice dialog 3.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 4.
【第9回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialogs 3 & 4. Do the unit test.
【第10回】
①事前学修課題：Review Unit 3 & 4 for a test. Practice and memorize dialogs 3 & 4 for a test.
②事後学修課題：Do HWK assignments.
【第11回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 5 Vocabulary and dialog 5.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 5.
【第12回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 5. Do the unit test.
【第13回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 6 Vocabulary and dialog 6. Practice dialog 5.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 6.
【第14回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialogs 5 & 6. Do the unit test.
【第15回】
①事前学修課題：Review Unit 5 & 6 for a test. Practice and memorize dialogs 5 & 6 for a test.
②事後学修課題：Do HWK assignments. Submit the final examination.
課題に対するフィードバックの方法
1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom.
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class.
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.
4.The teacher will tell you your current grade at least three times during the semester. In
addition, your grades may also be posted regularly on Google Classroom.
成績評価の方法・基準（方針）
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「以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点 以上を合格とし、所定の単位を認定する」
General Grade Category Breakdown:
1) Participation and class activities (10%)
2) Dialog performance tests (30%)
2) Homework and unit tests (20%)
3) 3 Review tests (30%)
4) Final examination (10%)
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

70

Participation and class activities (10%), 3 unit review
tests (30%) and dialog performance tests (30%)

1,2, & 3

授業外での評価

20

Homework and unit tests (20%)

1,2, & 3

定期試験

0

none

定期試験に代わるレポート等

10

Final examination (10%)

その他

0

none

テキスト

English Firsthand SUCCESS with MyMobile World (2018 5th edition), Marc Helgesen, Steven
Brown, John Wiltshier, Pearson Longman, ISBN: 9789813132764

参考書

Mymobileworld: Online study (optional) you instructor will help you sign up if you are using it
in this course.

1,2, & 3

履修条件・他の科目との関連 Notes:
1) You will get more information from the course teacher during the first class. This
syllabus is subject to change. Changes will be announced in class.
詳細は、初回授業時にコース担当者から説明します。このシラバスは変更される可能性があります。
変更された場合は、授業中にお知らせします。
2) If you are absent more than 4 times without excuse, you cannot receive credit.
４回以上欠席すると、単位を取得することができない。
3) If you are late 3 times, it will be counted as one absence.
遅刻３回は、欠席１回として認める。
4) If you arrive more than 30 minutes late to a 90-minute class (or 15 minutes late to a 45minute class) you may study, but you will be marked as absent.
90分の授業の場合遅刻は30分までとし、それを超えて遅刻した場合は、授業に参加することはでき
るが、欠席扱いとなる。45分の授業の場合、遅刻は15分までとする。
5) Be sure to bring all necessary materials with you to class. In particular, please bring a
smartphone/tablet/laptop and make sure it is charged.
授業に必要なものは持参すること、特に充電済みのスマートフォン、タブレット、ノート型パソコンなどを
必携のこと。
6) No late homework or assignments will be accepted.
期⽇を過ぎた宿題は評価されないので、期⽇を守って提出すること。
7) BYOD - you will need a laptop or tablet in class. A smartphone is not suitable for class
activities.
BYOD - 授業では、ノートパソコンまたはタブレットが必要です。スマートフォンは授業に適しません。
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授業コード

10402124

授業種別

授業科目名

Oral English Ⅰ

授業担当教員

P.ベイリー

成績担当教員

P.ベイリー

開講年次

1年

開講期

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
(Lower) The aim of this course is to introduce you to the basics of English conversation. During
each class, you will take part in conversations about different topics. Sometimes you will work in
pairs or small groups, but other times you will work on your own or in a whole class activity. You
are expected to actively participate in each activity. The textbook includes example conversations
for different situations and will teach you useful phrases and important vocabulary. There will be
regular quizzes and weekly homework assignments. You will need to do at least 1 hour per week of
outside studies, such as class preparation and review. Google Classroom will be used for assignments
and information about this course.
到達目標
At the end of the course, you will be able to:
1 develop the ability to converse about various everyday topics.
2 develop listening and speaking skills related to everyday conversation.
3 learn vocabulary essential for conversing about various everyday topics.
授業計画
【第1回】
テーマ：Course orientation. Google Classroom orientation and explanation. Unit 1: What is your name?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 1 Dialog & pair work.
【第2回】
テーマ：Unit 1: What is your name?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 1 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK Unit test.
【第3回】
テーマ：Unit 2: I love fashion!
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 2 Dialog & pair work.
【第4回】
テーマ：Unit 2: I love fashion!
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 1 & 2 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test
【第5回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 1, 2)
内容・方法： Practice test Units 1 & 2. Unit 1 & 2 Games
【第6回】
テーマ： Unit 3: How do you stay healthy?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 3 Dialog & pair work.
【第7回】
テーマ：Unit 3: How do you stay healthy?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 3 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第8回】
テーマ：Unit 4: How do I get there?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 4 Dialog & pair work.
【第9回】
テーマ：Unit 4: How do I get there?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 4 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第10回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 3, 4)
内容・方法： Practice test Units 3 & 4. Unit 3 & 4 Games
【第11回】
テーマ： Unit 5: What's that?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 5 Dialog & pair work.
【第12回】
テーマ：Unit 5: What's that?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 5 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第13回】
テーマ： Unit 6: What's your dream?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 6 Dialog & pair work.
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【第14回】
テーマ：Unit 6: What's your dream?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 6 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第15回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 5, 6)
内容・方法： Practice test Units 5 & 6. Unit 5 & 6 Games. Explanation of final test.
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
Note: Students are expected to spend approximately 30 minutes for preparation assignments before
each class AND an additional 30 minutes for review assignments after each class.
【第1回】
①事前学修課題：Buy a textbook.
②事後学修課題：Buy a textbook. Do HWK assignments & Practice Dialog 1
【第2回】
①事前学修課題：Study for vocabulary quiz. Check you did all your HWK. Read the Real Stories passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 1. Do the unit test.
【第3回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 2 Vocabulary and read dialog 2. Practice
dialog 1.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 2.
【第4回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialogs 1 & 2. Do the unit test.
【第5回】
①事前学修課題：Review Unit 1 & 2 for a test. Practice and memorize dialogs 1 & 2 for a test.
②事後学修課題：Do HWK assignments.
【第6回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 3 Vocabulary and dialog 3.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 3.
【第7回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 3. Do the unit test.
【第8回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 4 Vocabulary and dialog 4. Practice dialog 3.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 4.
【第9回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialogs 3 & 4. Do the unit test.
【第10回】
①事前学修課題：Review Unit 3 & 4 for a test. Practice and memorize dialogs 3 & 4 for a test.
②事後学修課題：Do HWK assignments.
【第11回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 5 Vocabulary and dialog 5.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 5.
【第12回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 5. Do the unit test.
【第13回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 6 Vocabulary and dialog 6. Practice dialog 5.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 6.
【第14回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialogs 5 & 6. Do the unit test.
【第15回】
①事前学修課題：Review Unit 5 & 6 for a test. Practice and memorize dialogs 5 & 6 for a test.
②事後学修課題：Do HWK assignments. Submit the final examination.
課題に対するフィードバックの方法
1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom.
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class.
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.
4.The teacher will tell you your current grade at least three times during the semester. In
addition, your grades may also be posted regularly on Google Classroom.
成績評価の方法・基準（方針）
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「以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点 以上を合格とし、所定の単位を認定する」
General Grade Category Breakdown:
1) Participation and class activities (10%)
2) Dialog performance tests (30%)
2) Homework and unit tests (20%)
3) 3 Review tests (30%)
4) Final examination (10%)
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

70

Participation and class activities (10%), 3 unit review
tests (30%) and dialog performance tests (30%)

1,2, & 3

授業外での評価

20

Homework and unit tests (20%)

1,2, & 3

定期試験

0

none

定期試験に代わるレポート等

10

Final examination (10%)

その他

0

none

テキスト

English Firsthand SUCCESS with MyMobile World (2018 5th edition), Marc Helgesen, Steven
Brown, John Wiltshier, Pearson Longman, ISBN: 9789813132764

参考書

Mymobileworld: Online study (optional) you instructor will help you sign up if you are using it
in this course.

1,2, & 3

履修条件・他の科目との関連 Notes:
1) You will get more information from the course teacher during the first class. This
syllabus is subject to change. Changes will be announced in class.
詳細は、初回授業時にコース担当者から説明します。このシラバスは変更される可能性があります。
変更された場合は、授業中にお知らせします。
2) If you are absent more than 4 times without excuse, you cannot receive credit.
４回以上欠席すると、単位を取得することができない。
3) If you are late 3 times, it will be counted as one absence.
遅刻３回は、欠席１回として認める。
4) If you arrive more than 30 minutes late to a 90-minute class (or 15 minutes late to a 45minute class) you may study, but you will be marked as absent.
90分の授業の場合遅刻は30分までとし、それを超えて遅刻した場合は、授業に参加することはでき
るが、欠席扱いとなる。45分の授業の場合、遅刻は15分までとする。
5) Be sure to bring all necessary materials with you to class. In particular, please bring a
smartphone/tablet/laptop and make sure it is charged.
授業に必要なものは持参すること、特に充電済みのスマートフォン、タブレット、ノート型パソコンなどを
必携のこと。
6) No late homework or assignments will be accepted.
期⽇を過ぎた宿題は評価されないので、期⽇を守って提出すること。
7) BYOD - you will need a laptop or tablet in class. A smartphone is not suitable for class
activities.
BYOD - 授業では、ノートパソコンまたはタブレットが必要です。スマートフォンは授業に適しません。
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授業コード

10402125

授業種別

授業科目名

Oral English Ⅰ

授業担当教員

G.スタガーズ

成績担当教員

G.スタガーズ

開講年次

1年

開講期

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
(Lower) The aim of this course is to introduce you to the basics of English conversation. During
each class, you will take part in conversations about different topics. Sometimes you will work in
pairs or small groups, but other times you will work on your own or in a whole class activity. You
are expected to actively participate in each activity. The textbook includes example conversations
for different situations and will teach you useful phrases and important vocabulary. There will be
regular quizzes and weekly homework assignments. You will need to do at least 1 hour per week of
outside studies, such as class preparation and review. Google Classroom will be used for assignments
and information about this course.
到達目標
At the end of the course, you will be able to:
1 develop the ability to converse about various everyday topics.
2 develop listening and speaking skills related to everyday conversation.
3 learn vocabulary essential for conversing about various everyday topics.
授業計画
【第1回】
テーマ：Course orientation. Google Classroom orientation and explanation. Unit 1: What is your name?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 1 Dialog & pair work.
【第2回】
テーマ：Unit 1: What is your name?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 1 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK Unit test.
【第3回】
テーマ：Unit 2: I love fashion!
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 2 Dialog & pair work.
【第4回】
テーマ：Unit 2: I love fashion!
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 1 & 2 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test
【第5回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 1, 2)
内容・方法： Practice test Units 1 & 2. Unit 1 & 2 Games
【第6回】
テーマ： Unit 3: How do you stay healthy?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 3 Dialog & pair work.
【第7回】
テーマ：Unit 3: How do you stay healthy?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 3 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第8回】
テーマ：Unit 4: How do I get there?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 4 Dialog & pair work.
【第9回】
テーマ：Unit 4: How do I get there?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 4 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第10回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 3, 4)
内容・方法： Practice test Units 3 & 4. Unit 3 & 4 Games
【第11回】
テーマ： Unit 5: What's that?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 5 Dialog & pair work.
【第12回】
テーマ：Unit 5: What's that?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 5 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第13回】
テーマ： Unit 6: What's your dream?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 6 Dialog & pair work.
Oral English Ⅰ

【第14回】
テーマ：Unit 6: What's your dream?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 6 Dialog practice and memorization. Language Check
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第15回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 5, 6)
内容・方法： Practice test Units 5 & 6. Unit 5 & 6 Games. Explanation of final test.
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
Note: Students are expected to spend approximately 30 minutes for preparation assignments before
each class AND an additional 30 minutes for review assignments after each class.
【第1回】
①事前学修課題：Buy a textbook.
②事後学修課題：Buy a textbook. Do HWK assignments & Practice Dialog 1
【第2回】
①事前学修課題：Study for vocabulary quiz. Check you did all your HWK. Read the Real Stories passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 1. Do the unit test.
【第3回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 2 Vocabulary and read dialog 2. Practice
dialog 1.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 2.
【第4回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialogs 1 & 2. Do the unit test.
【第5回】
①事前学修課題：Review Unit 1 & 2 for a test. Practice and memorize dialogs 1 & 2 for a test.
②事後学修課題：Do HWK assignments.
【第6回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 3 Vocabulary and dialog 3.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 3.
【第7回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 3. Do the unit test.
【第8回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 4 Vocabulary and dialog 4. Practice dialog 3.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 4.
【第9回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialogs 3 & 4. Do the unit test.
【第10回】
①事前学修課題：Review Unit 3 & 4 for a test. Practice and memorize dialogs 3 & 4 for a test.
②事後学修課題：Do HWK assignments.
【第11回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 5 Vocabulary and dialog 5.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 5.
【第12回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 5. Do the unit test.
【第13回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read Unit 6 Vocabulary and dialog 6. Practice dialog 5.
②事後学修課題：Practice and memorize dialog 6.
【第14回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Study for vocabulary quiz. Read the Real Stories
passage.
②事後学修課題：Practice and memorize dialogs 5 & 6. Do the unit test.
【第15回】
①事前学修課題：Review Unit 5 & 6 for a test. Practice and memorize dialogs 5 & 6 for a test.
②事後学修課題：Do HWK assignments. Submit the final examination.
課題に対するフィードバックの方法
1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom.
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class.
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.
4.The teacher will tell you your current grade at least three times during the semester. In
addition, your grades may also be posted regularly on Google Classroom.
成績評価の方法・基準（方針）

Oral English Ⅰ

「以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点 以上を合格とし、所定の単位を認定する」
General Grade Category Breakdown:
1) Participation and class activities (10%)
2) Dialog performance tests (30%)
2) Homework and unit tests (20%)
3) 3 Review tests (30%)
4) Final examination (10%)
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

70

Participation and class activities (10%), 3 unit review
tests (30%) and dialog performance tests (30%)

1,2, & 3

授業外での評価

20

Homework and unit tests (20%)

1,2, & 3

定期試験

0

none

定期試験に代わるレポート等

10

Final examination (10%)

その他

0

none

テキスト

English Firsthand SUCCESS with MyMobile World (2018 5th edition), Marc Helgesen, Steven
Brown, John Wiltshier, Pearson Longman, ISBN: 9789813132764

参考書

Mymobileworld: Online study (optional) you instructor will help you sign up if you are using it
in this course.

1,2, & 3

履修条件・他の科目との関連 Notes:
1) You will get more information from the course teacher during the first class. This
syllabus is subject to change. Changes will be announced in class.
詳細は、初回授業時にコース担当者から説明します。このシラバスは変更される可能性があります。
変更された場合は、授業中にお知らせします。
2) If you are absent more than 4 times without excuse, you cannot receive credit.
４回以上欠席すると、単位を取得することができない。
3) If you are late 3 times, it will be counted as one absence.
遅刻３回は、欠席１回として認める。
4) If you arrive more than 30 minutes late to a 90-minute class (or 15 minutes late to a 45minute class) you may study, but you will be marked as absent.
90分の授業の場合遅刻は30分までとし、それを超えて遅刻した場合は、授業に参加することはでき
るが、欠席扱いとなる。45分の授業の場合、遅刻は15分までとする。
5) Be sure to bring all necessary materials with you to class. In particular, please bring a
smartphone/tablet/laptop and make sure it is charged.
授業に必要なものは持参すること、特に充電済みのスマートフォン、タブレット、ノート型パソコンなどを
必携のこと。
6) No late homework or assignments will be accepted.
期⽇を過ぎた宿題は評価されないので、期⽇を守って提出すること。
7) BYOD - you will need a laptop or tablet in class. A smartphone is not suitable for class
activities.
BYOD - 授業では、ノートパソコンまたはタブレットが必要です。スマートフォンは授業に適しません。
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授業コード

10402214

授業種別

授業科目名

Presenting Skills

授業担当教員

J.エチャー

成績担当教員

J.エチャー

開講年次

1年

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
(Upper) The aim of this course is to develop to the basics of English conversation and introduce the
basic skills of presenting. During each class, students will take part in conversations about
different topics and associated vocabulary and grammar. To
develop presenting skills, students will receive instruction in posture, eye contact, and voice
inflection. In addition, instruction will be given creating effective presentation slides and how to
effectively explain the slides. Sometimes you will work in pairs or small groups, but other times
you will work on your own or in a whole class activity. You are expected to actively participate in
each activity. There will be regular quizzes, weekly homework assignments and class presentation
projects. A final presentation will be done in class and submitted as a Power Point video
presentation. You will need to do at least 1 hour per week of outside studies, such as class
preparation and review. Google Classroom will be used for assignments and information about this
course.
到達目標
At the end of the course, you will be able to:
1 develop the ability to converse about various everyday topics.
2 develop listening and speaking skills related to everyday conversation.
3 learn vocabulary essential for conversing about various everyday topics.
4. improve presentation delivery skills.
5. improve presentation visuals and slide.
授業計画
【第1回】
テーマ：Course orientation. Google Classroom orientation and explanation. Study of presenting skills.
内容・方法：Presenting skills, posture, gestures, and voice inflections. Application and practice introductions. HWK: Self-Introduction power point slide
【第2回】
テーマ：Presentation skills practice & Self-Introduction Power Point (1 Slide)
内容・方法：Presentation 1 - group presentations and student checklist & feedback. HWK review text
unit
【第3回】
テーマ：Unit 7:It was great!
内容・方法：Vocabulary building & quiz; Listening/Reading review. Dialog & pair work. HWK Reading
and grammar
【第4回】
テーマ：Unit 8: How much do you know?
内容・方法：Vocabulary building & quiz; Listening/Reading review. Dialog & pair work. HWK Reading
and grammar
【第5回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 7, 8)
内容・方法：Review Presentation skills - posture, gestures, and voice inflections. Plan presentation
2 - decide the topic and plan the slides.
【第6回】
テーマ： Presentation skills practice
内容・方法：Presentation 2: prepare slides and practice delivery - peer edit slides & pairs give
feedback and advice on presentation delivery. HWK: practice presentation 2
【第7回】
テーマ：Presentation 2
内容・方法：Presentation 2 - group presentations and student checklist & feedback. HWK review text
unit
【第8回】
テーマ：Unit 9: She really can sing?
内容・方法：Vocabulary building & quiz; Listening/Reading review. Dialog & pair work. HWK Reading
and grammar
【第9回】
テーマ：Unit 10 What do you like to do?
内容・方法：Vocabulary building & quiz; Listening/Reading review. Dialog & pair work. HWK Reading
and grammar
【第10回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 9 & 10)
Presenting Skills

内容・方法： Review Presentation skills - posture, gestures, and voice inflections. Plan
presentation 3 - decide the topic and plan the slides.
【第11回】
テーマ： Presentation skills practice
内容・方法：Presentation 3: prepare slides and practice delivery - peer edit slides & pairs give
feedback and advice on presentation delivery. HWK: practice presentation 3
【第12回】
テーマ：Presentation 3
内容・方法：Presentation 3 - group presentations and student checklist & feedback.
【第13回】
テーマ： Final presentation
内容・方法：Decide the topic, plan the presentation. Explanation of how to make a power point video
presentation.
【第14回】
テーマ：Final Presentation- session 1
内容・方法： Individual presentations - student feedback and comment.
【第15回】
テーマ：Final Presentation- session 2
内容・方法： Individual presentations - student feedback and comment. Explanation of final test submit a power point movie recording of the final presentation
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
Note: Students are expected to spend approximately 30 minutes for preparation assignments before
each class AND an additional 30 minutes for review assignments after each class.
【第1回】
①事前学修課題 : Review English studied in the Oral English course.
②事後学修課題： Review and practice presenting skills. Do HWK presentation assignment
【第2回】
①事前学修課題 : Check you did all your HWK. Practice and prepare for the presentation.
②事後学修課題：Review the text unit .
【第3回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read text unit.
②事後学修課題：Do HWK assignments.
【第4回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read text unit.
②事後学修課題：Do HWK assignments. Prepare for the unit review.
【第5回】
①事前学修課題：Review for the unit test.
②事後学修課題：Review Presentation skills - posture, gestures, and voice inflections. Do HWK
presentation assignments.
【第6回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Review presentation skills practice.
②事後学修課題：Practice and prepare for presentation.
【第7回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Practice your presentation.
②事後学修課題：Review the text unit .
【第8回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read text unit.
②事後学修課題：Do HWK assignments.
【第9回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read text unit.
②事後学修課題：Do HWK assignments. Prepare for the unit review.
【第10回】
①事前学修課題：Review for the unit test.
②事後学修課題：Review Presentation skills - posture, gestures, and voice inflections. Do HWK
presentation assignments.
【第11回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Review presentation skills practice.
②事後学修課題：Practice and prepare for presentation.
【第12回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Practice your presentation.
②事後学修課題：Prepare for final presentation and do HWK presentation assignments.
【第13回】
①事前学修課題：Prepare for final presentation.
②事後学修課題：Prepare for final presentation and do HWK presentation assignments.
【第14回】
①事前学修課題：Prepare for final presentation.
②事後学修課題：Submit feedback and comments.
【第15回】
①事前学修課題：Prepare for final presentation.
②事後学修課題：Submit feedback and comments. Submit the final presentation power point.
課題に対するフィードバックの方法
Presenting Skills

1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom.
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class.
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.
4.The teacher will tell you your current grade at least three times during the semester. In
addition, your grades may also be posted regularly on Google Classroom.
成績評価の方法・基準（方針）
「以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点 以上を合格とし、所定の単位を認定する」
General Grade Category Breakdown:
1) Participation and class activities (10%)
2) Language (vocabulary & grammar quizzes) (30%)
3) Unit reviews (10%)
4) 3 Class Presentations (30%)
5) Homework assignments (10%)
6) Final presentation and video presentation (10%)
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

80

Participation and class activities (10%), Language
(vocabulary & grammar quizzes) (30%), Unit reviews
(10%) and 3 Class Presentations (30%).

1,2, 3 & 4

授業外での評価

10

Homework assignments (10%)

1,2, 3 & 4

定期試験

0

none

定期試験に代わるレポート等

10

Final presentation and video presentation (10%)

その他

0

none

テキスト

English Firsthand SUCCESS with MyMobile World (2018 5th edition), Marc Helgesen, Steven
Brown, John Wiltshier, Pearson Longman, ISBN: 9789813132764

参考書

Mymobileworld: Online study (optional) you instructor will help you sign up if you are using it
in this course. Teacher will give handouts on presenting.

4,5

履修条件・他の科目との関連 Notes:
1) You will get more information from the course teacher during the first class. This
syllabus is subject to change. Changes will be announced in class.
詳細は、初回授業時にコース担当者から説明します。このシラバスは変更される可能性があります。
変更された場合は、授業中にお知らせします。
2) If you are absent more than 4 times without excuse, you cannot receive credit.
４回以上欠席すると、単位を取得することができない。
3) If you are late 3 times, it will be counted as one absence.
遅刻３回は、欠席１回として認める。
4) If you arrive more than 30 minutes late to a 90-minute class (or 15 minutes late to a 45minute class) you may study, but you will be marked as absent.
90分の授業の場合遅刻は30分までとし、それを超えて遅刻した場合は、授業に参加することはでき
るが、欠席扱いとなる。45分の授業の場合、遅刻は15分までとする。
5) Be sure to bring all necessary materials with you to class. In particular, please bring a
smartphone/tablet/laptop and make sure it is charged.
授業に必要なものは持参すること、特に充電済みのスマートフォン、タブレット、ノート型パソコンなどを
必携のこと。
6) No late homework or assignments will be accepted.
期⽇を過ぎた宿題は評価されないので、期⽇を守って提出すること。
7) BYOD - you will need a laptop or tablet in class. A smartphone is not suitable for class
activities.
BYOD - 授業では、ノートパソコンまたはタブレットが必要です。スマートフォンは授業に適しません。
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授業コード

10402215

授業種別

授業科目名

Presenting Skills

授業担当教員

J.A.マクナブ

成績担当教員

J.A.マクナブ

開講年次

1年

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
(Upper) The aim of this course is to develop to the basics of English conversation and introduce the
basic skills of presenting. During each class, students will take part in conversations about
different topics and associated vocabulary and grammar. To
develop presenting skills, students will receive instruction in posture, eye contact, and voice
inflection. In addition, instruction will be given creating effective presentation slides and how to
effectively explain the slides. Sometimes you will work in pairs or small groups, but other times
you will work on your own or in a whole class activity. You are expected to actively participate in
each activity. There will be regular quizzes, weekly homework assignments and class presentation
projects. A final presentation will be done in class and submitted as a Power Point video
presentation. You will need to do at least 1 hour per week of outside studies, such as class
preparation and review. Google Classroom will be used for assignments and information about this
course.
到達目標
At the end of the course, you will be able to:
1 develop the ability to converse about various everyday topics.
2 develop listening and speaking skills related to everyday conversation.
3 learn vocabulary essential for conversing about various everyday topics.
4. improve presentation delivery skills.
5. improve presentation visuals and slide.
授業計画
【第1回】
テーマ：Course orientation. Google Classroom orientation and explanation. Study of presenting skills.
内容・方法：Presenting skills, posture, gestures, and voice inflections. Application and practice introductions. HWK: Self-Introduction power point slide
【第2回】
テーマ：Presentation skills practice & Self-Introduction Power Point (1 Slide)
内容・方法：Presentation 1 - group presentations and student checklist & feedback. HWK review text
unit
【第3回】
テーマ：Unit 7:It was great!
内容・方法：Vocabulary building & quiz; Listening/Reading review. Dialog & pair work. HWK Reading
and grammar
【第4回】
テーマ：Unit 8: How much do you know?
内容・方法：Vocabulary building & quiz; Listening/Reading review. Dialog & pair work. HWK Reading
and grammar
【第5回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 7, 8)
内容・方法：Review Presentation skills - posture, gestures, and voice inflections. Plan presentation
2 - decide the topic and plan the slides.
【第6回】
テーマ： Presentation skills practice
内容・方法：Presentation 2: prepare slides and practice delivery - peer edit slides & pairs give
feedback and advice on presentation delivery. HWK: practice presentation 2
【第7回】
テーマ：Presentation 2
内容・方法：Presentation 2 - group presentations and student checklist & feedback. HWK review text
unit
【第8回】
テーマ：Unit 9: She really can sing?
内容・方法：Vocabulary building & quiz; Listening/Reading review. Dialog & pair work. HWK Reading
and grammar
【第9回】
テーマ：Unit 10 What do you like to do?
内容・方法：Vocabulary building & quiz; Listening/Reading review. Dialog & pair work. HWK Reading
and grammar
【第10回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 9 & 10)
Presenting Skills

内容・方法： Review Presentation skills - posture, gestures, and voice inflections. Plan
presentation 3 - decide the topic and plan the slides.
【第11回】
テーマ： Presentation skills practice
内容・方法：Presentation 3: prepare slides and practice delivery - peer edit slides & pairs give
feedback and advice on presentation delivery. HWK: practice presentation 3
【第12回】
テーマ：Presentation 3
内容・方法：Presentation 3 - group presentations and student checklist & feedback.
【第13回】
テーマ： Final presentation
内容・方法：Decide the topic, plan the presentation. Explanation of how to make a power point video
presentation.
【第14回】
テーマ：Final Presentation- session 1
内容・方法： Individual presentations - student feedback and comment.
【第15回】
テーマ：Final Presentation- session 2
内容・方法： Individual presentations - student feedback and comment. Explanation of final test submit a power point movie recording of the final presentation
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
Note: Students are expected to spend approximately 30 minutes for preparation assignments before
each class AND an additional 30 minutes for review assignments after each class.
【第1回】
①事前学修課題 : Review English studied in the Oral English course.
②事後学修課題： Review and practice presenting skills. Do HWK presentation assignment
【第2回】
①事前学修課題 : Check you did all your HWK. Practice and prepare for the presentation.
②事後学修課題：Review the text unit .
【第3回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read text unit.
②事後学修課題：Do HWK assignments.
【第4回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read text unit.
②事後学修課題：Do HWK assignments. Prepare for the unit review.
【第5回】
①事前学修課題：Review for the unit test.
②事後学修課題：Review Presentation skills - posture, gestures, and voice inflections. Do HWK
presentation assignments.
【第6回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Review presentation skills practice.
②事後学修課題：Practice and prepare for presentation.
【第7回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Practice your presentation.
②事後学修課題：Review the text unit .
【第8回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read text unit.
②事後学修課題：Do HWK assignments.
【第9回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read text unit.
②事後学修課題：Do HWK assignments. Prepare for the unit review.
【第10回】
①事前学修課題：Review for the unit test.
②事後学修課題：Review Presentation skills - posture, gestures, and voice inflections. Do HWK
presentation assignments.
【第11回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Review presentation skills practice.
②事後学修課題：Practice and prepare for presentation.
【第12回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Practice your presentation.
②事後学修課題：Prepare for final presentation and do HWK presentation assignments.
【第13回】
①事前学修課題：Prepare for final presentation.
②事後学修課題：Prepare for final presentation and do HWK presentation assignments.
【第14回】
①事前学修課題：Prepare for final presentation.
②事後学修課題：Submit feedback and comments.
【第15回】
①事前学修課題：Prepare for final presentation.
②事後学修課題：Submit feedback and comments. Submit the final presentation power point.
課題に対するフィードバックの方法
Presenting Skills

1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom.
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class.
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.
4.The teacher will tell you your current grade at least three times during the semester. In
addition, your grades may also be posted regularly on Google Classroom.
成績評価の方法・基準（方針）
「以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点 以上を合格とし、所定の単位を認定する」
General Grade Category Breakdown:
1) Participation and class activities (10%)
2) Language (vocabulary & grammar quizzes) (30%)
3) Unit reviews (10%)
4) 3 Class Presentations (30%)
5) Homework assignments (10%)
6) Final presentation and video presentation (10%)
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

80

Participation and class activities (10%), Language
(vocabulary & grammar quizzes) (30%), Unit reviews
(10%) and 3 Class Presentations (30%).

1,2, 3 & 4

授業外での評価

10

Homework assignments (10%)

1,2, 3 & 4

定期試験

0

none

定期試験に代わるレポート等

10

Final presentation and video presentation (10%)

その他

0

none

テキスト

English Firsthand SUCCESS with MyMobile World (2018 5th edition), Marc Helgesen, Steven
Brown, John Wiltshier, Pearson Longman, ISBN: 9789813132764

参考書

Mymobileworld: Online study (optional) you instructor will help you sign up if you are using it
in this course. Teacher will give handouts on presenting.

4,5

履修条件・他の科目との関連 Notes:
1) You will get more information from the course teacher during the first class. This
syllabus is subject to change. Changes will be announced in class.
詳細は、初回授業時にコース担当者から説明します。このシラバスは変更される可能性があります。
変更された場合は、授業中にお知らせします。
2) If you are absent more than 4 times without excuse, you cannot receive credit.
４回以上欠席すると、単位を取得することができない。
3) If you are late 3 times, it will be counted as one absence.
遅刻３回は、欠席１回として認める。
4) If you arrive more than 30 minutes late to a 90-minute class (or 15 minutes late to a 45minute class) you may study, but you will be marked as absent.
90分の授業の場合遅刻は30分までとし、それを超えて遅刻した場合は、授業に参加することはでき
るが、欠席扱いとなる。45分の授業の場合、遅刻は15分までとする。
5) Be sure to bring all necessary materials with you to class. In particular, please bring a
smartphone/tablet/laptop and make sure it is charged.
授業に必要なものは持参すること、特に充電済みのスマートフォン、タブレット、ノート型パソコンなどを
必携のこと。
6) No late homework or assignments will be accepted.
期⽇を過ぎた宿題は評価されないので、期⽇を守って提出すること。
7) BYOD - you will need a laptop or tablet in class. A smartphone is not suitable for class
activities.
BYOD - 授業では、ノートパソコンまたはタブレットが必要です。スマートフォンは授業に適しません。

Presenting Skills

授業コード

10402216

授業種別

授業科目名

Presenting Skills

授業担当教員

A.ナデュー

成績担当教員

A.ナデュー

開講年次

1年

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
(Upper) The aim of this course is to develop to the basics of English conversation and introduce the
basic skills of presenting. During each class, students will take part in conversations about
different topics and associated vocabulary and grammar. To
develop presenting skills, students will receive instruction in posture, eye contact, and voice
inflection. In addition, instruction will be given creating effective presentation slides and how to
effectively explain the slides. Sometimes you will work in pairs or small groups, but other times
you will work on your own or in a whole class activity. You are expected to actively participate in
each activity. There will be regular quizzes, weekly homework assignments and class presentation
projects. A final presentation will be done in class and submitted as a Power Point video
presentation. You will need to do at least 1 hour per week of outside studies, such as class
preparation and review. Google Classroom will be used for assignments and information about this
course.
到達目標
At the end of the course, you will be able to:
1 develop the ability to converse about various everyday topics.
2 develop listening and speaking skills related to everyday conversation.
3 learn vocabulary essential for conversing about various everyday topics.
4. improve presentation delivery skills.
5. improve presentation visuals and slide.
授業計画
【第1回】
テーマ：Course orientation. Google Classroom orientation and explanation. Study of presenting skills.
内容・方法：Presenting skills, posture, gestures, and voice inflections. Application and practice introductions. HWK: Self-Introduction power point slide
【第2回】
テーマ：Presentation skills practice & Self-Introduction Power Point (1 Slide)
内容・方法：Presentation 1 - group presentations and student checklist & feedback. HWK review text
unit
【第3回】
テーマ：Unit 7:It was great!
内容・方法：Vocabulary building & quiz; Listening/Reading review. Dialog & pair work. HWK Reading
and grammar
【第4回】
テーマ：Unit 8: How much do you know?
内容・方法：Vocabulary building & quiz; Listening/Reading review. Dialog & pair work. HWK Reading
and grammar
【第5回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 7, 8)
内容・方法：Review Presentation skills - posture, gestures, and voice inflections. Plan presentation
2 - decide the topic and plan the slides.
【第6回】
テーマ： Presentation skills practice
内容・方法：Presentation 2: prepare slides and practice delivery - peer edit slides & pairs give
feedback and advice on presentation delivery. HWK: practice presentation 2
【第7回】
テーマ：Presentation 2
内容・方法：Presentation 2 - group presentations and student checklist & feedback. HWK review text
unit
【第8回】
テーマ：Unit 9: She really can sing?
内容・方法：Vocabulary building & quiz; Listening/Reading review. Dialog & pair work. HWK Reading
and grammar
【第9回】
テーマ：Unit 10 What do you like to do?
内容・方法：Vocabulary building & quiz; Listening/Reading review. Dialog & pair work. HWK Reading
and grammar
【第10回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 9 & 10)
Presenting Skills

内容・方法： Review Presentation skills - posture, gestures, and voice inflections. Plan
presentation 3 - decide the topic and plan the slides.
【第11回】
テーマ： Presentation skills practice
内容・方法：Presentation 3: prepare slides and practice delivery - peer edit slides & pairs give
feedback and advice on presentation delivery. HWK: practice presentation 3
【第12回】
テーマ：Presentation 3
内容・方法：Presentation 3 - group presentations and student checklist & feedback.
【第13回】
テーマ： Final presentation
内容・方法：Decide the topic, plan the presentation. Explanation of how to make a power point video
presentation.
【第14回】
テーマ：Final Presentation- session 1
内容・方法： Individual presentations - student feedback and comment.
【第15回】
テーマ：Final Presentation- session 2
内容・方法： Individual presentations - student feedback and comment. Explanation of final test submit a power point movie recording of the final presentation
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
Note: Students are expected to spend approximately 30 minutes for preparation assignments before
each class AND an additional 30 minutes for review assignments after each class.
【第1回】
①事前学修課題 : Review English studied in the Oral English course.
②事後学修課題： Review and practice presenting skills. Do HWK presentation assignment
【第2回】
①事前学修課題 : Check you did all your HWK. Practice and prepare for the presentation.
②事後学修課題：Review the text unit .
【第3回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read text unit.
②事後学修課題：Do HWK assignments.
【第4回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read text unit.
②事後学修課題：Do HWK assignments. Prepare for the unit review.
【第5回】
①事前学修課題：Review for the unit test.
②事後学修課題：Review Presentation skills - posture, gestures, and voice inflections. Do HWK
presentation assignments.
【第6回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Review presentation skills practice.
②事後学修課題：Practice and prepare for presentation.
【第7回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Practice your presentation.
②事後学修課題：Review the text unit .
【第8回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read text unit.
②事後学修課題：Do HWK assignments.
【第9回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read text unit.
②事後学修課題：Do HWK assignments. Prepare for the unit review.
【第10回】
①事前学修課題：Review for the unit test.
②事後学修課題：Review Presentation skills - posture, gestures, and voice inflections. Do HWK
presentation assignments.
【第11回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Review presentation skills practice.
②事後学修課題：Practice and prepare for presentation.
【第12回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Practice your presentation.
②事後学修課題：Prepare for final presentation and do HWK presentation assignments.
【第13回】
①事前学修課題：Prepare for final presentation.
②事後学修課題：Prepare for final presentation and do HWK presentation assignments.
【第14回】
①事前学修課題：Prepare for final presentation.
②事後学修課題：Submit feedback and comments.
【第15回】
①事前学修課題：Prepare for final presentation.
②事後学修課題：Submit feedback and comments. Submit the final presentation power point.
課題に対するフィードバックの方法
Presenting Skills

1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom.
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class.
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.
4.The teacher will tell you your current grade at least three times during the semester. In
addition, your grades may also be posted regularly on Google Classroom.
成績評価の方法・基準（方針）
「以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点 以上を合格とし、所定の単位を認定する」
General Grade Category Breakdown:
1) Participation and class activities (10%)
2) Language (vocabulary & grammar quizzes) (30%)
3) Unit reviews (10%)
4) 3 Class Presentations (30%)
5) Homework assignments (10%)
6) Final presentation and video presentation (10%)
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

80

Participation and class activities (10%), Language
(vocabulary & grammar quizzes) (30%), Unit reviews
(10%) and 3 Class Presentations (30%).

1,2, 3 & 4

授業外での評価

10

Homework assignments (10%)

1,2, 3 & 4

定期試験

0

none

定期試験に代わるレポート等

10

Final presentation and video presentation (10%)

その他

0

none

テキスト

English Firsthand SUCCESS with MyMobile World (2018 5th edition), Marc Helgesen, Steven
Brown, John Wiltshier, Pearson Longman, ISBN: 9789813132764

参考書

Mymobileworld: Online study (optional) you instructor will help you sign up if you are using it
in this course. Teacher will give handouts on presenting.

4,5

履修条件・他の科目との関連 Notes:
1) You will get more information from the course teacher during the first class. This
syllabus is subject to change. Changes will be announced in class.
詳細は、初回授業時にコース担当者から説明します。このシラバスは変更される可能性があります。
変更された場合は、授業中にお知らせします。
2) If you are absent more than 4 times without excuse, you cannot receive credit.
４回以上欠席すると、単位を取得することができない。
3) If you are late 3 times, it will be counted as one absence.
遅刻３回は、欠席１回として認める。
4) If you arrive more than 30 minutes late to a 90-minute class (or 15 minutes late to a 45minute class) you may study, but you will be marked as absent.
90分の授業の場合遅刻は30分までとし、それを超えて遅刻した場合は、授業に参加することはでき
るが、欠席扱いとなる。45分の授業の場合、遅刻は15分までとする。
5) Be sure to bring all necessary materials with you to class. In particular, please bring a
smartphone/tablet/laptop and make sure it is charged.
授業に必要なものは持参すること、特に充電済みのスマートフォン、タブレット、ノート型パソコンなどを
必携のこと。
6) No late homework or assignments will be accepted.
期⽇を過ぎた宿題は評価されないので、期⽇を守って提出すること。
7) BYOD - you will need a laptop or tablet in class. A smartphone is not suitable for class
activities.
BYOD - 授業では、ノートパソコンまたはタブレットが必要です。スマートフォンは授業に適しません。

Presenting Skills

授業コード

10402217

授業種別

授業科目名

Presenting Skills

授業担当教員

S.N.ゴーフ

成績担当教員

S.N.ゴーフ

開講年次

1年

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
(Regular) The aim of this course is to develop to the basics of English conversation and introduce
the basic skills of presenting. During each class, students will take part in conversations about
different topics and associated vocabulary and grammar. To
develop presenting skills, students will receive instruction in posture, eye contact, and voice
inflection. In addition, instruction will be given creating effective presentation slides and how to
effectively explain the slides. Sometimes you will work in pairs or small groups, but other times
you will work on your own or in a whole class activity. You are expected to actively participate in
each activity. There will be regular quizzes, weekly homework assignments and class presentation
projects. A final presentation will be done in class and submitted as a Power Point video
presentation. You will need to do at least 1 hour per week of outside studies, such as class
preparation and review. Google Classroom will be used for assignments and information about this
course.
到達目標
At the end of the course, you will be able to:
1 develop the ability to converse about various everyday topics.
2 develop listening and speaking skills related to everyday conversation.
3 learn vocabulary essential for conversing about various everyday topics.
4. improve presentation delivery skills.
5. improve presentation visuals and slide.
授業計画
【第1回】
テーマ：Course orientation. Google Classroom orientation and explanation. Study of presenting skills.
内容・方法：Presenting skills, posture, gestures, and voice inflections. Application and practice introductions. HWK: Self-Introduction power point slide
【第2回】
テーマ：Presentation skills practice & Self-Introduction Power Point (1 Slide)
内容・方法：Presentation 1 - group presentations and student checklist & feedback. HWK review text
unit
【第3回】
テーマ：Unit 7:It was great!
内容・方法：Vocabulary building & quiz; Listening/Reading review. Dialog & pair work. HWK Reading
and grammar
【第4回】
テーマ：Unit 8: How much do you know?
内容・方法：Vocabulary building & quiz; Listening/Reading review. Dialog & pair work. HWK Reading
and grammar
【第5回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 7, 8)
内容・方法：Review Presentation skills - posture, gestures, and voice inflections. Plan presentation
2 - decide the topic and plan the slides.
【第6回】
テーマ： Presentation skills practice
内容・方法：Presentation 2: prepare slides and practice delivery - peer edit slides & pairs give
feedback and advice on presentation delivery. HWK: practice presentation 2
【第7回】
テーマ：Presentation 2
内容・方法：Presentation 2 - group presentations and student checklist & feedback. HWK review text
unit
【第8回】
テーマ：Unit 9: She really can sing?
内容・方法：Vocabulary building & quiz; Listening/Reading review. Dialog & pair work. HWK Reading
and grammar
【第9回】
テーマ：Unit 10 What do you like to do?
内容・方法：Vocabulary building & quiz; Listening/Reading review. Dialog & pair work. HWK Reading
and grammar
【第10回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 9 & 10)
Presenting Skills

内容・方法： Review Presentation skills - posture, gestures, and voice inflections. Plan
presentation 3 - decide the topic and plan the slides.
【第11回】
テーマ： Presentation skills practice
内容・方法：Presentation 3: prepare slides and practice delivery - peer edit slides & pairs give
feedback and advice on presentation delivery. HWK: practice presentation 3
【第12回】
テーマ：Presentation 3
内容・方法：Presentation 3 - group presentations and student checklist & feedback.
【第13回】
テーマ： Final presentation
内容・方法：Decide the topic, plan the presentation. Explanation of how to make a power point video
presentation.
【第14回】
テーマ：Final Presentation- session 1
内容・方法： Individual presentations - student feedback and comment.
【第15回】
テーマ：Final Presentation- session 2
内容・方法： Individual presentations - student feedback and comment. Explanation of final test submit a power point movie recording of the final presentation
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
Note: Students are expected to spend approximately 30 minutes for preparation assignments before
each class AND an additional 30 minutes for review assignments after each class.
【第1回】
①事前学修課題 : Review English studied in the Oral English course.
②事後学修課題： Review and practice presenting skills. Do HWK presentation assignment
【第2回】
①事前学修課題 : Check you did all your HWK. Practice and prepare for the presentation.
②事後学修課題：Review the text unit .
【第3回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read text unit.
②事後学修課題：Do HWK assignments.
【第4回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read text unit.
②事後学修課題：Do HWK assignments. Prepare for the unit review.
【第5回】
①事前学修課題：Review for the unit test.
②事後学修課題：Review Presentation skills - posture, gestures, and voice inflections. Do HWK
presentation assignments.
【第6回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Review presentation skills practice.
②事後学修課題：Practice and prepare for presentation.
【第7回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Practice your presentation.
②事後学修課題：Review the text unit .
【第8回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read text unit.
②事後学修課題：Do HWK assignments.
【第9回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read text unit.
②事後学修課題：Do HWK assignments. Prepare for the unit review.
【第10回】
①事前学修課題：Review for the unit test.
②事後学修課題：Review Presentation skills - posture, gestures, and voice inflections. Do HWK
presentation assignments.
【第11回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Review presentation skills practice.
②事後学修課題：Practice and prepare for presentation.
【第12回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Practice your presentation.
②事後学修課題：Prepare for final presentation and do HWK presentation assignments.
【第13回】
①事前学修課題：Prepare for final presentation.
②事後学修課題：Prepare for final presentation and do HWK presentation assignments.
【第14回】
①事前学修課題：Prepare for final presentation.
②事後学修課題：Submit feedback and comments.
【第15回】
①事前学修課題：Prepare for final presentation.
②事後学修課題：Submit feedback and comments. Submit the final presentation power point.
課題に対するフィードバックの方法
Presenting Skills

1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom.
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class.
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.
4.The teacher will tell you your current grade at least three times during the semester. In
addition, your grades may also be posted regularly on Google Classroom.
成績評価の方法・基準（方針）
「以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点 以上を合格とし、所定の単位を認定する」
General Grade Category Breakdown:
1) Participation and class activities (10%)
2) Language (vocabulary & grammar quizzes) (30%)
3) Unit reviews (10%)
4) 3 Class Presentations (30%)
5) Homework assignments (10%)
6) Final presentation and video presentation (10%)
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

80

Participation and class activities (10%), Language
(vocabulary & grammar quizzes) (30%), Unit reviews
(10%) and 3 Class Presentations (30%).

1,2, 3 & 4

授業外での評価

10

Homework assignments (10%)

1,2, 3 & 4

定期試験

0

none

定期試験に代わるレポート等

10

Final presentation and video presentation (10%)

その他

0

none

テキスト

English Firsthand SUCCESS with MyMobile World (2018 5th edition), Marc Helgesen, Steven
Brown, John Wiltshier, Pearson Longman, ISBN: 9789813132764

参考書

Mymobileworld: Online study (optional) you instructor will help you sign up if you are using it
in this course.
Teacher will give handouts on presenting.

4,5

履修条件・他の科目との関連 Notes:
1) You will get more information from the course teacher during the first class. This
syllabus is subject to change. Changes will be announced in class.
詳細は、初回授業時にコース担当者から説明します。このシラバスは変更される可能性があります。
変更された場合は、授業中にお知らせします。
2) If you are absent more than 4 times without excuse, you cannot receive credit.
４回以上欠席すると、単位を取得することができない。
3) If you are late 3 times, it will be counted as one absence.
遅刻３回は、欠席１回として認める。
4) If you arrive more than 30 minutes late to a 90-minute class (or 15 minutes late to a 45minute class) you may study, but you will be marked as absent.
90分の授業の場合遅刻は30分までとし、それを超えて遅刻した場合は、授業に参加することはでき
るが、欠席扱いとなる。45分の授業の場合、遅刻は15分までとする。
5) Be sure to bring all necessary materials with you to class. In particular, please bring a
smartphone/tablet/laptop and make sure it is charged.
授業に必要なものは持参すること、特に充電済みのスマートフォン、タブレット、ノート型パソコンなどを
必携のこと。
6) No late homework or assignments will be accepted.
期⽇を過ぎた宿題は評価されないので、期⽇を守って提出すること。
7) BYOD - you will need a laptop or tablet in class. A smartphone is not suitable for class
activities.
BYOD - 授業では、ノートパソコンまたはタブレットが必要です。スマートフォンは授業に適しません。

Presenting Skills

授業コード

10402218

授業種別

授業科目名

Presenting Skills

授業担当教員

B.チャールズ

成績担当教員

B.チャールズ

開講年次

1年

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
(Regular) The aim of this course is to develop to the basics of English conversation and introduce
the basic skills of presenting. During each class, students will take part in conversations about
different topics and associated vocabulary and grammar. To
develop presenting skills, students will receive instruction in posture, eye contact, and voice
inflection. In addition, instruction will be given creating effective presentation slides and how to
effectively explain the slides. Sometimes you will work in pairs or small groups, but other times
you will work on your own or in a whole class activity. You are expected to actively participate in
each activity. There will be regular quizzes, weekly homework assignments and class presentation
projects. A final presentation will be done in class and submitted as a Power Point video
presentation. You will need to do at least 1 hour per week of outside studies, such as class
preparation and review. Google Classroom will be used for assignments and information about this
course.
到達目標
At the end of the course, you will be able to:
1 develop the ability to converse about various everyday topics.
2 develop listening and speaking skills related to everyday conversation.
3 learn vocabulary essential for conversing about various everyday topics.
4. improve presentation delivery skills.
5. improve presentation visuals and slide.
授業計画
【第1回】
テーマ：Course orientation. Google Classroom orientation and explanation. Study of presenting skills.
内容・方法：Presenting skills, posture, gestures, and voice inflections. Application and practice introductions. HWK: Self-Introduction power point slide
【第2回】
テーマ：Presentation skills practice & Self-Introduction Power Point (1 Slide)
内容・方法：Presentation 1 - group presentations and student checklist & feedback. HWK review text
unit
【第3回】
テーマ：Unit 7:It was great!
内容・方法：Vocabulary building & quiz; Listening/Reading review. Dialog & pair work. HWK Reading
and grammar
【第4回】
テーマ：Unit 8: How much do you know?
内容・方法：Vocabulary building & quiz; Listening/Reading review. Dialog & pair work. HWK Reading
and grammar
【第5回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 7, 8)
内容・方法：Review Presentation skills - posture, gestures, and voice inflections. Plan presentation
2 - decide the topic and plan the slides.
【第6回】
テーマ： Presentation skills practice
内容・方法：Presentation 2: prepare slides and practice delivery - peer edit slides & pairs give
feedback and advice on presentation delivery. HWK: practice presentation 2
【第7回】
テーマ：Presentation 2
内容・方法：Presentation 2 - group presentations and student checklist & feedback. HWK review text
unit
【第8回】
テーマ：Unit 9: She really can sing?
内容・方法：Vocabulary building & quiz; Listening/Reading review. Dialog & pair work. HWK Reading
and grammar
【第9回】
テーマ：Unit 10 What do you like to do?
内容・方法：Vocabulary building & quiz; Listening/Reading review. Dialog & pair work. HWK Reading
and grammar
【第10回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 9 & 10)
Presenting Skills

内容・方法： Review Presentation skills - posture, gestures, and voice inflections. Plan
presentation 3 - decide the topic and plan the slides.
【第11回】
テーマ： Presentation skills practice
内容・方法：Presentation 3: prepare slides and practice delivery - peer edit slides & pairs give
feedback and advice on presentation delivery. HWK: practice presentation 3
【第12回】
テーマ：Presentation 3
内容・方法：Presentation 3 - group presentations and student checklist & feedback.
【第13回】
テーマ： Final presentation
内容・方法：Decide the topic, plan the presentation. Explanation of how to make a power point video
presentation.
【第14回】
テーマ：Final Presentation- session 1
内容・方法： Individual presentations - student feedback and comment.
【第15回】
テーマ：Final Presentation- session 2
内容・方法： Individual presentations - student feedback and comment. Explanation of final test submit a power point movie recording of the final presentation
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
Note: Students are expected to spend approximately 30 minutes for preparation assignments before
each class AND an additional 30 minutes for review assignments after each class.
【第1回】
①事前学修課題 : Review English studied in the Oral English course.
②事後学修課題： Review and practice presenting skills. Do HWK presentation assignment
【第2回】
①事前学修課題 : Check you did all your HWK. Practice and prepare for the presentation.
②事後学修課題：Review the text unit .
【第3回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read text unit.
②事後学修課題：Do HWK assignments.
【第4回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read text unit.
②事後学修課題：Do HWK assignments. Prepare for the unit review.
【第5回】
①事前学修課題：Review for the unit test.
②事後学修課題：Review Presentation skills - posture, gestures, and voice inflections. Do HWK
presentation assignments.
【第6回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Review presentation skills practice.
②事後学修課題：Practice and prepare for presentation.
【第7回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Practice your presentation.
②事後学修課題：Review the text unit .
【第8回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read text unit.
②事後学修課題：Do HWK assignments.
【第9回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read text unit.
②事後学修課題：Do HWK assignments. Prepare for the unit review.
【第10回】
①事前学修課題：Review for the unit test.
②事後学修課題：Review Presentation skills - posture, gestures, and voice inflections. Do HWK
presentation assignments.
【第11回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Review presentation skills practice.
②事後学修課題：Practice and prepare for presentation.
【第12回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Practice your presentation.
②事後学修課題：Prepare for final presentation and do HWK presentation assignments.
【第13回】
①事前学修課題：Prepare for final presentation.
②事後学修課題：Prepare for final presentation and do HWK presentation assignments.
【第14回】
①事前学修課題：Prepare for final presentation.
②事後学修課題：Submit feedback and comments.
【第15回】
①事前学修課題：Prepare for final presentation.
②事後学修課題：Submit feedback and comments. Submit the final presentation power point.
課題に対するフィードバックの方法
Presenting Skills

1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom.
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class.
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.
4.The teacher will tell you your current grade at least three times during the semester. In
addition, your grades may also be posted regularly on Google Classroom.
成績評価の方法・基準（方針）
「以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点 以上を合格とし、所定の単位を認定する」
General Grade Category Breakdown:
1) Participation and class activities (10%)
2) Language (vocabulary & grammar quizzes) (30%)
3) Unit reviews (10%)
4) 3 Class Presentations (30%)
5) Homework assignments (10%)
6) Final presentation and video presentation (10%)
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

80

Participation and class activities (10%), Language
(vocabulary & grammar quizzes) (30%), Unit reviews
(10%) and 3 Class Presentations (30%).

1,2, 3 & 4

授業外での評価

10

Homework assignments (10%)

1,2, 3 & 4

定期試験

0

none

定期試験に代わるレポート等

10

Final presentation and video presentation (10%)

その他

0

none

テキスト

English Firsthand SUCCESS with MyMobile World (2018 5th edition), Marc Helgesen, Steven
Brown, John Wiltshier, Pearson Longman, ISBN: 9789813132764

参考書

Mymobileworld: Online study (optional) you instructor will help you sign up if you are using it
in this course.
Teacher will give handouts on presenting.

4,5

履修条件・他の科目との関連 Notes:
1) You will get more information from the course teacher during the first class. This
syllabus is subject to change. Changes will be announced in class.
詳細は、初回授業時にコース担当者から説明します。このシラバスは変更される可能性があります。
変更された場合は、授業中にお知らせします。
2) If you are absent more than 4 times without excuse, you cannot receive credit.
４回以上欠席すると、単位を取得することができない。
3) If you are late 3 times, it will be counted as one absence.
遅刻３回は、欠席１回として認める。
4) If you arrive more than 30 minutes late to a 90-minute class (or 15 minutes late to a 45minute class) you may study, but you will be marked as absent.
90分の授業の場合遅刻は30分までとし、それを超えて遅刻した場合は、授業に参加することはでき
るが、欠席扱いとなる。45分の授業の場合、遅刻は15分までとする。
5) Be sure to bring all necessary materials with you to class. In particular, please bring a
smartphone/tablet/laptop and make sure it is charged.
授業に必要なものは持参すること、特に充電済みのスマートフォン、タブレット、ノート型パソコンなどを
必携のこと。
6) No late homework or assignments will be accepted.
期⽇を過ぎた宿題は評価されないので、期⽇を守って提出すること。
7) BYOD - you will need a laptop or tablet in class. A smartphone is not suitable for class
activities.
BYOD - 授業では、ノートパソコンまたはタブレットが必要です。スマートフォンは授業に適しません。

Presenting Skills

授業コード

10402219

授業種別

授業科目名

Presenting Skills

授業担当教員

E.マクドゥーガル

成績担当教員

E.マクドゥーガル

開講年次

1年

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
(Regular) The aim of this course is to develop to the basics of English conversation and introduce
the basic skills of presenting. During each class, students will take part in conversations about
different topics and associated vocabulary and grammar. To
develop presenting skills, students will receive instruction in posture, eye contact, and voice
inflection. In addition, instruction will be given creating effective presentation slides and how to
effectively explain the slides. Sometimes you will work in pairs or small groups, but other times
you will work on your own or in a whole class activity. You are expected to actively participate in
each activity. There will be regular quizzes, weekly homework assignments and class presentation
projects. A final presentation will be done in class and submitted as a Power Point video
presentation. You will need to do at least 1 hour per week of outside studies, such as class
preparation and review. Google Classroom will be used for assignments and information about this
course.
到達目標
At the end of the course, you will be able to:
1 develop the ability to converse about various everyday topics.
2 develop listening and speaking skills related to everyday conversation.
3 learn vocabulary essential for conversing about various everyday topics.
4. improve presentation delivery skills.
5. improve presentation visuals and slide.
授業計画
【第1回】
テーマ：Course orientation. Google Classroom orientation and explanation. Study of presenting skills.
内容・方法：Presenting skills, posture, gestures, and voice inflections. Application and practice introductions. HWK: Self-Introduction power point slide
【第2回】
テーマ：Presentation skills practice & Self-Introduction Power Point (1 Slide)
内容・方法：Presentation 1 - group presentations and student checklist & feedback. HWK review text
unit
【第3回】
テーマ：Unit 7:It was great!
内容・方法：Vocabulary building & quiz; Listening/Reading review. Dialog & pair work. HWK Reading
and grammar
【第4回】
テーマ：Unit 8: How much do you know?
内容・方法：Vocabulary building & quiz; Listening/Reading review. Dialog & pair work. HWK Reading
and grammar
【第5回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 7, 8)
内容・方法：Review Presentation skills - posture, gestures, and voice inflections. Plan presentation
2 - decide the topic and plan the slides.
【第6回】
テーマ： Presentation skills practice
内容・方法：Presentation 2: prepare slides and practice delivery - peer edit slides & pairs give
feedback and advice on presentation delivery. HWK: practice presentation 2
【第7回】
テーマ：Presentation 2
内容・方法：Presentation 2 - group presentations and student checklist & feedback. HWK review text
unit
【第8回】
テーマ：Unit 9: She really can sing?
内容・方法：Vocabulary building & quiz; Listening/Reading review. Dialog & pair work. HWK Reading
and grammar
【第9回】
テーマ：Unit 10 What do you like to do?
内容・方法：Vocabulary building & quiz; Listening/Reading review. Dialog & pair work. HWK Reading
and grammar
【第10回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 9 & 10)
Presenting Skills

内容・方法： Review Presentation skills - posture, gestures, and voice inflections. Plan
presentation 3 - decide the topic and plan the slides.
【第11回】
テーマ： Presentation skills practice
内容・方法：Presentation 3: prepare slides and practice delivery - peer edit slides & pairs give
feedback and advice on presentation delivery. HWK: practice presentation 3
【第12回】
テーマ：Presentation 3
内容・方法：Presentation 3 - group presentations and student checklist & feedback.
【第13回】
テーマ： Final presentation
内容・方法：Decide the topic, plan the presentation. Explanation of how to make a power point video
presentation.
【第14回】
テーマ：Final Presentation- session 1
内容・方法： Individual presentations - student feedback and comment.
【第15回】
テーマ：Final Presentation- session 2
内容・方法： Individual presentations - student feedback and comment. Explanation of final test submit a power point movie recording of the final presentation
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
Note: Students are expected to spend approximately 30 minutes for preparation assignments before
each class AND an additional 30 minutes for review assignments after each class.
【第1回】
①事前学修課題 : Review English studied in the Oral English course.
②事後学修課題： Review and practice presenting skills. Do HWK presentation assignment
【第2回】
①事前学修課題 : Check you did all your HWK. Practice and prepare for the presentation.
②事後学修課題：Review the text unit .
【第3回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read text unit.
②事後学修課題：Do HWK assignments.
【第4回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read text unit.
②事後学修課題：Do HWK assignments. Prepare for the unit review.
【第5回】
①事前学修課題：Review for the unit test.
②事後学修課題：Review Presentation skills - posture, gestures, and voice inflections. Do HWK
presentation assignments.
【第6回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Review presentation skills practice.
②事後学修課題：Practice and prepare for presentation.
【第7回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Practice your presentation.
②事後学修課題：Review the text unit .
【第8回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read text unit.
②事後学修課題：Do HWK assignments.
【第9回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read text unit.
②事後学修課題：Do HWK assignments. Prepare for the unit review.
【第10回】
①事前学修課題：Review for the unit test.
②事後学修課題：Review Presentation skills - posture, gestures, and voice inflections. Do HWK
presentation assignments.
【第11回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Review presentation skills practice.
②事後学修課題：Practice and prepare for presentation.
【第12回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Practice your presentation.
②事後学修課題：Prepare for final presentation and do HWK presentation assignments.
【第13回】
①事前学修課題：Prepare for final presentation.
②事後学修課題：Prepare for final presentation and do HWK presentation assignments.
【第14回】
①事前学修課題：Prepare for final presentation.
②事後学修課題：Submit feedback and comments.
【第15回】
①事前学修課題：Prepare for final presentation.
②事後学修課題：Submit feedback and comments. Submit the final presentation power point.
課題に対するフィードバックの方法
Presenting Skills

1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom.
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class.
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.
4.The teacher will tell you your current grade at least three times during the semester. In
addition, your grades may also be posted regularly on Google Classroom.
成績評価の方法・基準（方針）
「以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点 以上を合格とし、所定の単位を認定する」
General Grade Category Breakdown:
1) Participation and class activities (10%)
2) Language (vocabulary & grammar quizzes) (30%)
3) Unit reviews (10%)
4) 3 Class Presentations (30%)
5) Homework assignments (10%)
6) Final presentation and video presentation (10%)
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

80

Participation and class activities (10%), Language
(vocabulary & grammar quizzes) (30%), Unit reviews
(10%) and 3 Class Presentations (30%).

1,2, 3 & 4

授業外での評価

10

Homework assignments (10%)

1,2, 3 & 4

定期試験

0

none

定期試験に代わるレポート等

10

Final presentation and video presentation (10%)

その他

0

none

テキスト

English Firsthand SUCCESS with MyMobile World (2018 5th edition), Marc Helgesen, Steven
Brown, John Wiltshier, Pearson Longman, ISBN: 9789813132764

参考書

Mymobileworld: Online study (optional) you instructor will help you sign up if you are using it
in this course.
Teacher will give handouts on presenting.

4,5

履修条件・他の科目との関連 Notes:
1) You will get more information from the course teacher during the first class. This
syllabus is subject to change. Changes will be announced in class.
詳細は、初回授業時にコース担当者から説明します。このシラバスは変更される可能性があります。
変更された場合は、授業中にお知らせします。
2) If you are absent more than 4 times without excuse, you cannot receive credit.
４回以上欠席すると、単位を取得することができない。
3) If you are late 3 times, it will be counted as one absence.
遅刻３回は、欠席１回として認める。
4) If you arrive more than 30 minutes late to a 90-minute class (or 15 minutes late to a 45minute class) you may study, but you will be marked as absent.
90分の授業の場合遅刻は30分までとし、それを超えて遅刻した場合は、授業に参加することはでき
るが、欠席扱いとなる。45分の授業の場合、遅刻は15分までとする。
5) Be sure to bring all necessary materials with you to class. In particular, please bring a
smartphone/tablet/laptop and make sure it is charged.
授業に必要なものは持参すること、特に充電済みのスマートフォン、タブレット、ノート型パソコンなどを
必携のこと。
6) No late homework or assignments will be accepted.
期⽇を過ぎた宿題は評価されないので、期⽇を守って提出すること。
7) BYOD - you will need a laptop or tablet in class. A smartphone is not suitable for class
activities.
BYOD - 授業では、ノートパソコンまたはタブレットが必要です。スマートフォンは授業に適しません。
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授業コード

10402220

授業種別

授業科目名

Presenting Skills

授業担当教員

M.ウィルモット

成績担当教員

M.ウィルモット

開講年次

1年

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
(Regular) The aim of this course is to develop to the basics of English conversation and introduce
the basic skills of presenting. During each class, students will take part in conversations about
different topics and associated vocabulary and grammar. To
develop presenting skills, students will receive instruction in posture, eye contact, and voice
inflection. In addition, instruction will be given creating effective presentation slides and how to
effectively explain the slides. Sometimes you will work in pairs or small groups, but other times
you will work on your own or in a whole class activity. You are expected to actively participate in
each activity. There will be regular quizzes, weekly homework assignments and class presentation
projects. A final presentation will be done in class and submitted as a Power Point video
presentation. You will need to do at least 1 hour per week of outside studies, such as class
preparation and review. Google Classroom will be used for assignments and information about this
course.
到達目標
At the end of the course, you will be able to:
1 develop the ability to converse about various everyday topics.
2 develop listening and speaking skills related to everyday conversation.
3 learn vocabulary essential for conversing about various everyday topics.
4. improve presentation delivery skills.
5. improve presentation visuals and slide.
授業計画
【第1回】
テーマ：Course orientation. Google Classroom orientation and explanation. Study of presenting skills.
内容・方法：Presenting skills, posture, gestures, and voice inflections. Application and practice introductions. HWK: Self-Introduction power point slide
【第2回】
テーマ：Presentation skills practice & Self-Introduction Power Point (1 Slide)
内容・方法：Presentation 1 - group presentations and student checklist & feedback. HWK review text
unit
【第3回】
テーマ：Unit 7:It was great!
内容・方法：Vocabulary building & quiz; Listening/Reading review. Dialog & pair work. HWK Reading
and grammar
【第4回】
テーマ：Unit 8: How much do you know?
内容・方法：Vocabulary building & quiz; Listening/Reading review. Dialog & pair work. HWK Reading
and grammar
【第5回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 7, 8)
内容・方法：Review Presentation skills - posture, gestures, and voice inflections. Plan presentation
2 - decide the topic and plan the slides.
【第6回】
テーマ： Presentation skills practice
内容・方法：Presentation 2: prepare slides and practice delivery - peer edit slides & pairs give
feedback and advice on presentation delivery. HWK: practice presentation 2
【第7回】
テーマ：Presentation 2
内容・方法：Presentation 2 - group presentations and student checklist & feedback. HWK review text
unit
【第8回】
テーマ：Unit 9: She really can sing?
内容・方法：Vocabulary building & quiz; Listening/Reading review. Dialog & pair work. HWK Reading
and grammar
【第9回】
テーマ：Unit 10 What do you like to do?
内容・方法：Vocabulary building & quiz; Listening/Reading review. Dialog & pair work. HWK Reading
and grammar
【第10回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 9 & 10)
Presenting Skills

内容・方法： Review Presentation skills - posture, gestures, and voice inflections. Plan
presentation 3 - decide the topic and plan the slides.
【第11回】
テーマ： Presentation skills practice
内容・方法：Presentation 3: prepare slides and practice delivery - peer edit slides & pairs give
feedback and advice on presentation delivery. HWK: practice presentation 3
【第12回】
テーマ：Presentation 3
内容・方法：Presentation 3 - group presentations and student checklist & feedback.
【第13回】
テーマ： Final presentation
内容・方法：Decide the topic, plan the presentation. Explanation of how to make a power point video
presentation.
【第14回】
テーマ：Final Presentation- session 1
内容・方法： Individual presentations - student feedback and comment.
【第15回】
テーマ：Final Presentation- session 2
内容・方法： Individual presentations - student feedback and comment. Explanation of final test submit a power point movie recording of the final presentation
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
Note: Students are expected to spend approximately 30 minutes for preparation assignments before
each class AND an additional 30 minutes for review assignments after each class.
【第1回】
①事前学修課題 : Review English studied in the Oral English course.
②事後学修課題： Review and practice presenting skills. Do HWK presentation assignment
【第2回】
①事前学修課題 : Check you did all your HWK. Practice and prepare for the presentation.
②事後学修課題：Review the text unit .
【第3回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read text unit.
②事後学修課題：Do HWK assignments.
【第4回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read text unit.
②事後学修課題：Do HWK assignments. Prepare for the unit review.
【第5回】
①事前学修課題：Review for the unit test.
②事後学修課題：Review Presentation skills - posture, gestures, and voice inflections. Do HWK
presentation assignments.
【第6回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Review presentation skills practice.
②事後学修課題：Practice and prepare for presentation.
【第7回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Practice your presentation.
②事後学修課題：Review the text unit .
【第8回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read text unit.
②事後学修課題：Do HWK assignments.
【第9回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read text unit.
②事後学修課題：Do HWK assignments. Prepare for the unit review.
【第10回】
①事前学修課題：Review for the unit test.
②事後学修課題：Review Presentation skills - posture, gestures, and voice inflections. Do HWK
presentation assignments.
【第11回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Review presentation skills practice.
②事後学修課題：Practice and prepare for presentation.
【第12回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Practice your presentation.
②事後学修課題：Prepare for final presentation and do HWK presentation assignments.
【第13回】
①事前学修課題：Prepare for final presentation.
②事後学修課題：Prepare for final presentation and do HWK presentation assignments.
【第14回】
①事前学修課題：Prepare for final presentation.
②事後学修課題：Submit feedback and comments.
【第15回】
①事前学修課題：Prepare for final presentation.
②事後学修課題：Submit feedback and comments. Submit the final presentation power point.
課題に対するフィードバックの方法
Presenting Skills

1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom.
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class.
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.
4.The teacher will tell you your current grade at least three times during the semester. In
addition, your grades may also be posted regularly on Google Classroom.
成績評価の方法・基準（方針）
「以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点 以上を合格とし、所定の単位を認定する」
General Grade Category Breakdown:
1) Participation and class activities (10%)
2) Language (vocabulary & grammar quizzes) (30%)
3) Unit reviews (10%)
4) 3 Class Presentations (30%)
5) Homework assignments (10%)
6) Final presentation and video presentation (10%)
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

80

Participation and class activities (10%), Language
(vocabulary & grammar quizzes) (30%), Unit reviews
(10%) and 3 Class Presentations (30%).

1,2, 3 & 4

授業外での評価

10

Homework assignments (10%)

1,2, 3 & 4

定期試験

0

none

定期試験に代わるレポート等

10

Final presentation and video presentation (10%)

その他

0

none

テキスト

English Firsthand SUCCESS with MyMobile World (2018 5th edition), Marc Helgesen, Steven
Brown, John Wiltshier, Pearson Longman, ISBN: 9789813132764

参考書

Mymobileworld: Online study (optional) you instructor will help you sign up if you are using it
in this course.
Teacher will give handouts on presenting.

4,5

履修条件・他の科目との関連 Notes:
1) You will get more information from the course teacher during the first class. This
syllabus is subject to change. Changes will be announced in class.
詳細は、初回授業時にコース担当者から説明します。このシラバスは変更される可能性があります。
変更された場合は、授業中にお知らせします。
2) If you are absent more than 4 times without excuse, you cannot receive credit.
４回以上欠席すると、単位を取得することができない。
3) If you are late 3 times, it will be counted as one absence.
遅刻３回は、欠席１回として認める。
4) If you arrive more than 30 minutes late to a 90-minute class (or 15 minutes late to a 45minute class) you may study, but you will be marked as absent.
90分の授業の場合遅刻は30分までとし、それを超えて遅刻した場合は、授業に参加することはでき
るが、欠席扱いとなる。45分の授業の場合、遅刻は15分までとする。
5) Be sure to bring all necessary materials with you to class. In particular, please bring a
smartphone/tablet/laptop and make sure it is charged.
授業に必要なものは持参すること、特に充電済みのスマートフォン、タブレット、ノート型パソコンなどを
必携のこと。
6) No late homework or assignments will be accepted.
期⽇を過ぎた宿題は評価されないので、期⽇を守って提出すること。
7) BYOD - you will need a laptop or tablet in class. A smartphone is not suitable for class
activities.
BYOD - 授業では、ノートパソコンまたはタブレットが必要です。スマートフォンは授業に適しません。

Presenting Skills

授業コード

10402221

授業種別

授業科目名

Presenting Skills

授業担当教員

W.マーシ

成績担当教員

W.マーシ

開講年次

1年

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
(Regular) The aim of this course is to develop to the basics of English conversation and introduce
the basic skills of presenting. During each class, students will take part in conversations about
different topics and associated vocabulary and grammar. To
develop presenting skills, students will receive instruction in posture, eye contact, and voice
inflection. In addition, instruction will be given creating effective presentation slides and how to
effectively explain the slides. Sometimes you will work in pairs or small groups, but other times
you will work on your own or in a whole class activity. You are expected to actively participate in
each activity. There will be regular quizzes, weekly homework assignments and class presentation
projects. A final presentation will be done in class and submitted as a Power Point video
presentation. You will need to do at least 1 hour per week of outside studies, such as class
preparation and review. Google Classroom will be used for assignments and information about this
course.
到達目標
At the end of the course, you will be able to:
1 develop the ability to converse about various everyday topics.
2 develop listening and speaking skills related to everyday conversation.
3 learn vocabulary essential for conversing about various everyday topics.
4. improve presentation delivery skills.
5. improve presentation visuals and slide.
授業計画
【第1回】
テーマ：Course orientation. Google Classroom orientation and explanation. Study of presenting skills.
内容・方法：Presenting skills, posture, gestures, and voice inflections. Application and practice introductions. HWK: Self-Introduction power point slide
【第2回】
テーマ：Presentation skills practice & Self-Introduction Power Point (1 Slide)
内容・方法：Presentation 1 - group presentations and student checklist & feedback. HWK review text
unit
【第3回】
テーマ：Unit 7:It was great!
内容・方法：Vocabulary building & quiz; Listening/Reading review. Dialog & pair work. HWK Reading
and grammar
【第4回】
テーマ：Unit 8: How much do you know?
内容・方法：Vocabulary building & quiz; Listening/Reading review. Dialog & pair work. HWK Reading
and grammar
【第5回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 7, 8)
内容・方法：Review Presentation skills - posture, gestures, and voice inflections. Plan presentation
2 - decide the topic and plan the slides.
【第6回】
テーマ： Presentation skills practice
内容・方法：Presentation 2: prepare slides and practice delivery - peer edit slides & pairs give
feedback and advice on presentation delivery. HWK: practice presentation 2
【第7回】
テーマ：Presentation 2
内容・方法：Presentation 2 - group presentations and student checklist & feedback. HWK review text
unit
【第8回】
テーマ：Unit 9: She really can sing?
内容・方法：Vocabulary building & quiz; Listening/Reading review. Dialog & pair work. HWK Reading
and grammar
【第9回】
テーマ：Unit 10 What do you like to do?
内容・方法：Vocabulary building & quiz; Listening/Reading review. Dialog & pair work. HWK Reading
and grammar
【第10回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 9 & 10)
Presenting Skills

内容・方法： Review Presentation skills - posture, gestures, and voice inflections. Plan
presentation 3 - decide the topic and plan the slides.
【第11回】
テーマ： Presentation skills practice
内容・方法：Presentation 3: prepare slides and practice delivery - peer edit slides & pairs give
feedback and advice on presentation delivery. HWK: practice presentation 3
【第12回】
テーマ：Presentation 3
内容・方法：Presentation 3 - group presentations and student checklist & feedback.
【第13回】
テーマ： Final presentation
内容・方法：Decide the topic, plan the presentation. Explanation of how to make a power point video
presentation.
【第14回】
テーマ：Final Presentation- session 1
内容・方法： Individual presentations - student feedback and comment.
【第15回】
テーマ：Final Presentation- session 2
内容・方法： Individual presentations - student feedback and comment. Explanation of final test submit a power point movie recording of the final presentation
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
Note: Students are expected to spend approximately 30 minutes for preparation assignments before
each class AND an additional 30 minutes for review assignments after each class.
【第1回】
①事前学修課題 : Review English studied in the Oral English course.
②事後学修課題： Review and practice presenting skills. Do HWK presentation assignment
【第2回】
①事前学修課題 : Check you did all your HWK. Practice and prepare for the presentation.
②事後学修課題：Review the text unit .
【第3回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read text unit.
②事後学修課題：Do HWK assignments.
【第4回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read text unit.
②事後学修課題：Do HWK assignments. Prepare for the unit review.
【第5回】
①事前学修課題：Review for the unit test.
②事後学修課題：Review Presentation skills - posture, gestures, and voice inflections. Do HWK
presentation assignments.
【第6回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Review presentation skills practice.
②事後学修課題：Practice and prepare for presentation.
【第7回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Practice your presentation.
②事後学修課題：Review the text unit .
【第8回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read text unit.
②事後学修課題：Do HWK assignments.
【第9回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read text unit.
②事後学修課題：Do HWK assignments. Prepare for the unit review.
【第10回】
①事前学修課題：Review for the unit test.
②事後学修課題：Review Presentation skills - posture, gestures, and voice inflections. Do HWK
presentation assignments.
【第11回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Review presentation skills practice.
②事後学修課題：Practice and prepare for presentation.
【第12回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Practice your presentation.
②事後学修課題：Prepare for final presentation and do HWK presentation assignments.
【第13回】
①事前学修課題：Prepare for final presentation.
②事後学修課題：Prepare for final presentation and do HWK presentation assignments.
【第14回】
①事前学修課題：Prepare for final presentation.
②事後学修課題：Submit feedback and comments.
【第15回】
①事前学修課題：Prepare for final presentation.
②事後学修課題：Submit feedback and comments. Submit the final presentation power point.
課題に対するフィードバックの方法
Presenting Skills

1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom.
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class.
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.
4.The teacher will tell you your current grade at least three times during the semester. In
addition, your grades may also be posted regularly on Google Classroom.
成績評価の方法・基準（方針）
「以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点 以上を合格とし、所定の単位を認定する」
General Grade Category Breakdown:
1) Participation and class activities (10%)
2) Language (vocabulary & grammar quizzes) (30%)
3) Unit reviews (10%)
4) 3 Class Presentations (30%)
5) Homework assignments (10%)
6) Final presentation and video presentation (10%)
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

80

Participation and class activities (10%), Language
(vocabulary & grammar quizzes) (30%), Unit reviews
(10%) and 3 Class Presentations (30%).

1,2, 3 & 4

授業外での評価

10

Homework assignments (10%)

1,2, 3 & 4

定期試験

0

none

定期試験に代わるレポート等

10

Final presentation and video presentation (10%)

その他

0

none

テキスト

English Firsthand SUCCESS with MyMobile World (2018 5th edition), Marc Helgesen, Steven
Brown, John Wiltshier, Pearson Longman, ISBN: 9789813132764

参考書

Mymobileworld: Online study (optional) you instructor will help you sign up if you are using it
in this course.
Teacher will give handouts on presenting.

4,5

履修条件・他の科目との関連 Notes:
1) You will get more information from the course teacher during the first class. This
syllabus is subject to change. Changes will be announced in class.
詳細は、初回授業時にコース担当者から説明します。このシラバスは変更される可能性があります。
変更された場合は、授業中にお知らせします。
2) If you are absent more than 4 times without excuse, you cannot receive credit.
４回以上欠席すると、単位を取得することができない。
3) If you are late 3 times, it will be counted as one absence.
遅刻３回は、欠席１回として認める。
4) If you arrive more than 30 minutes late to a 90-minute class (or 15 minutes late to a 45minute class) you may study, but you will be marked as absent.
90分の授業の場合遅刻は30分までとし、それを超えて遅刻した場合は、授業に参加することはでき
るが、欠席扱いとなる。45分の授業の場合、遅刻は15分までとする。
5) Be sure to bring all necessary materials with you to class. In particular, please bring a
smartphone/tablet/laptop and make sure it is charged.
授業に必要なものは持参すること、特に充電済みのスマートフォン、タブレット、ノート型パソコンなどを
必携のこと。
6) No late homework or assignments will be accepted.
期⽇を過ぎた宿題は評価されないので、期⽇を守って提出すること。
7) BYOD - you will need a laptop or tablet in class. A smartphone is not suitable for class
activities.
BYOD - 授業では、ノートパソコンまたはタブレットが必要です。スマートフォンは授業に適しません。

Presenting Skills

授業コード

10402222

授業種別

授業科目名

Presenting Skills

授業担当教員

クリスティーナ

成績担当教員

クリスティーナ

開講年次

1年

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
(Regular) The aim of this course is to develop to the basics of English conversation and introduce
the basic skills of presenting. During each class, students will take part in conversations about
different topics and associated vocabulary and grammar. To
develop presenting skills, students will receive instruction in posture, eye contact, and voice
inflection. In addition, instruction will be given creating effective presentation slides and how to
effectively explain the slides. Sometimes you will work in pairs or small groups, but other times
you will work on your own or in a whole class activity. You are expected to actively participate in
each activity. There will be regular quizzes, weekly homework assignments and class presentation
projects. A final presentation will be done in class and submitted as a Power Point video
presentation. You will need to do at least 1 hour per week of outside studies, such as class
preparation and review. Google Classroom will be used for assignments and information about this
course.
到達目標
At the end of the course, you will be able to:
1 develop the ability to converse about various everyday topics.
2 develop listening and speaking skills related to everyday conversation.
3 learn vocabulary essential for conversing about various everyday topics.
4. improve presentation delivery skills.
5. improve presentation visuals and slide.
授業計画
【第1回】
テーマ：Course orientation. Google Classroom orientation and explanation. Study of presenting skills.
内容・方法：Presenting skills, posture, gestures, and voice inflections. Application and practice introductions. HWK: Self-Introduction power point slide
【第2回】
テーマ：Presentation skills practice & Self-Introduction Power Point (1 Slide)
内容・方法：Presentation 1 - group presentations and student checklist & feedback. HWK review text
unit
【第3回】
テーマ：Unit 7:It was great!
内容・方法：Vocabulary building & quiz; Listening/Reading review. Dialog & pair work. HWK Reading
and grammar
【第4回】
テーマ：Unit 8: How much do you know?
内容・方法：Vocabulary building & quiz; Listening/Reading review. Dialog & pair work. HWK Reading
and grammar
【第5回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 7, 8)
内容・方法：Review Presentation skills - posture, gestures, and voice inflections. Plan presentation
2 - decide the topic and plan the slides.
【第6回】
テーマ： Presentation skills practice
内容・方法：Presentation 2: prepare slides and practice delivery - peer edit slides & pairs give
feedback and advice on presentation delivery. HWK: practice presentation 2
【第7回】
テーマ：Presentation 2
内容・方法：Presentation 2 - group presentations and student checklist & feedback. HWK review text
unit
【第8回】
テーマ：Unit 9: She really can sing?
内容・方法：Vocabulary building & quiz; Listening/Reading review. Dialog & pair work. HWK Reading
and grammar
【第9回】
テーマ：Unit 10 What do you like to do?
内容・方法：Vocabulary building & quiz; Listening/Reading review. Dialog & pair work. HWK Reading
and grammar
【第10回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 9 & 10)
Presenting Skills

内容・方法： Review Presentation skills - posture, gestures, and voice inflections. Plan
presentation 3 - decide the topic and plan the slides.
【第11回】
テーマ： Presentation skills practice
内容・方法：Presentation 3: prepare slides and practice delivery - peer edit slides & pairs give
feedback and advice on presentation delivery. HWK: practice presentation 3
【第12回】
テーマ：Presentation 3
内容・方法：Presentation 3 - group presentations and student checklist & feedback.
【第13回】
テーマ： Final presentation
内容・方法：Decide the topic, plan the presentation. Explanation of how to make a power point video
presentation.
【第14回】
テーマ：Final Presentation- session 1
内容・方法： Individual presentations - student feedback and comment.
【第15回】
テーマ：Final Presentation- session 2
内容・方法： Individual presentations - student feedback and comment. Explanation of final test submit a power point movie recording of the final presentation
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
Note: Students are expected to spend approximately 30 minutes for preparation assignments before
each class AND an additional 30 minutes for review assignments after each class.
【第1回】
①事前学修課題 : Review English studied in the Oral English course.
②事後学修課題： Review and practice presenting skills. Do HWK presentation assignment
【第2回】
①事前学修課題 : Check you did all your HWK. Practice and prepare for the presentation.
②事後学修課題：Review the text unit .
【第3回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read text unit.
②事後学修課題：Do HWK assignments.
【第4回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read text unit.
②事後学修課題：Do HWK assignments. Prepare for the unit review.
【第5回】
①事前学修課題：Review for the unit test.
②事後学修課題：Review Presentation skills - posture, gestures, and voice inflections. Do HWK
presentation assignments.
【第6回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Review presentation skills practice.
②事後学修課題：Practice and prepare for presentation.
【第7回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Practice your presentation.
②事後学修課題：Review the text unit .
【第8回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read text unit.
②事後学修課題：Do HWK assignments.
【第9回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read text unit.
②事後学修課題：Do HWK assignments. Prepare for the unit review.
【第10回】
①事前学修課題：Review for the unit test.
②事後学修課題：Review Presentation skills - posture, gestures, and voice inflections. Do HWK
presentation assignments.
【第11回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Review presentation skills practice.
②事後学修課題：Practice and prepare for presentation.
【第12回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Practice your presentation.
②事後学修課題：Prepare for final presentation and do HWK presentation assignments.
【第13回】
①事前学修課題：Prepare for final presentation.
②事後学修課題：Prepare for final presentation and do HWK presentation assignments.
【第14回】
①事前学修課題：Prepare for final presentation.
②事後学修課題：Submit feedback and comments.
【第15回】
①事前学修課題：Prepare for final presentation.
②事後学修課題：Submit feedback and comments. Submit the final presentation power point.
課題に対するフィードバックの方法
Presenting Skills

1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom.
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class.
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.
4.The teacher will tell you your current grade at least three times during the semester. In
addition, your grades may also be posted regularly on Google Classroom.
成績評価の方法・基準（方針）
「以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点 以上を合格とし、所定の単位を認定する」
General Grade Category Breakdown:
1) Participation and class activities (10%)
2) Language (vocabulary & grammar quizzes) (30%)
3) Unit reviews (10%)
4) 3 Class Presentations (30%)
5) Homework assignments (10%)
6) Final presentation and video presentation (10%)
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

80

Participation and class activities (10%), Language
(vocabulary & grammar quizzes) (30%), Unit reviews
(10%) and 3 Class Presentations (30%).

1,2, 3 & 4

授業外での評価

10

Homework assignments (10%)

1,2, 3 & 4

定期試験

0

none

定期試験に代わるレポート等

10

Final presentation and video presentation (10%)

その他

0

none

テキスト

English Firsthand SUCCESS with MyMobile World (2018 5th edition), Marc Helgesen, Steven
Brown, John Wiltshier, Pearson Longman, ISBN: 9789813132764

参考書

Mymobileworld: Online study (optional) you instructor will help you sign up if you are using it
in this course.
Teacher will give handouts on presenting.

4,5

履修条件・他の科目との関連 Notes:
1) You will get more information from the course teacher during the first class. This
syllabus is subject to change. Changes will be announced in class.
詳細は、初回授業時にコース担当者から説明します。このシラバスは変更される可能性があります。
変更された場合は、授業中にお知らせします。
2) If you are absent more than 4 times without excuse, you cannot receive credit.
４回以上欠席すると、単位を取得することができない。
3) If you are late 3 times, it will be counted as one absence.
遅刻３回は、欠席１回として認める。
4) If you arrive more than 30 minutes late to a 90-minute class (or 15 minutes late to a 45minute class) you may study, but you will be marked as absent.
90分の授業の場合遅刻は30分までとし、それを超えて遅刻した場合は、授業に参加することはでき
るが、欠席扱いとなる。45分の授業の場合、遅刻は15分までとする。
5) Be sure to bring all necessary materials with you to class. In particular, please bring a
smartphone/tablet/laptop and make sure it is charged.
授業に必要なものは持参すること、特に充電済みのスマートフォン、タブレット、ノート型パソコンなどを
必携のこと。
6) No late homework or assignments will be accepted.
期⽇を過ぎた宿題は評価されないので、期⽇を守って提出すること。
7) BYOD - you will need a laptop or tablet in class. A smartphone is not suitable for class
activities.
BYOD - 授業では、ノートパソコンまたはタブレットが必要です。スマートフォンは授業に適しません。

Presenting Skills

授業コード

10402223

授業科目名

Presenting Skills

授業担当教員

G.S.ジョン-バプティースト

成績担当教員

G.S.ジョン-バプティースト
開講期
1年

開講年次

授業種別

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
(Lower) The aim of this course is to develop to the basics of English conversation and introduce the
basic skills of presenting. During each class, students will take part in conversations about
different topics and associated vocabulary and grammar. To
develop presenting skills, students will receive instruction in posture, eye contact, and voice
inflection. In addition, instruction will be given creating effective presentation slides and how to
effectively explain the slides. Sometimes you will work in pairs or small groups, but other times
you will work on your own or in a whole class activity. You are expected to actively participate in
each activity. There will be regular quizzes, weekly homework assignments and class presentation
projects. A final presentation will be done in class and submitted as a Power Point video
presentation. You will need to do at least 1 hour per week of outside studies, such as class
preparation and review. Google Classroom will be used for assignments and information about this
course.
到達目標
At the end of the course, you will be able to:
1 develop the ability to converse about various everyday topics.
2 develop listening and speaking skills related to everyday conversation.
3 learn vocabulary essential for conversing about various everyday topics.
4. improve presentation delivery skills.
5. improve presentation visuals and slide.
授業計画
【第1回】
テーマ：Course orientation. Google Classroom orientation and explanation. Study of presenting skills.
内容・方法：Presenting skills, posture, gestures, and voice inflections. Application and practice introductions. HWK: Self-Introduction power point slide
【第2回】
テーマ：Presentation skills practice & Self-Introduction Power Point (1 Slide)
内容・方法：Presentation 1 - group presentations and student checklist & feedback. HWK review text
unit
【第3回】
テーマ：Unit 7:It was great!
内容・方法：Vocabulary building & quiz; Listening/Reading review. Dialog & pair work. HWK Reading
and grammar
【第4回】
テーマ：Unit 8: How much do you know?
内容・方法：Vocabulary building & quiz; Listening/Reading review. Dialog & pair work. HWK Reading
and grammar
【第5回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 7, 8)
内容・方法：Review Presentation skills - posture, gestures, and voice inflections. Plan presentation
2 - decide the topic and plan the slides.
【第6回】
テーマ： Presentation skills practice
内容・方法：Presentation 2: prepare slides and practice delivery - peer edit slides & pairs give
feedback and advice on presentation delivery. HWK: practice presentation 2
【第7回】
テーマ：Presentation 2
内容・方法：Presentation 2 - group presentations and student checklist & feedback. HWK review text
unit
【第8回】
テーマ：Unit 9: She really can sing?
内容・方法：Vocabulary building & quiz; Listening/Reading review. Dialog & pair work. HWK Reading
and grammar
【第9回】
テーマ：Unit 10 What do you like to do?
内容・方法：Vocabulary building & quiz; Listening/Reading review. Dialog & pair work. HWK Reading
and grammar
【第10回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 9 & 10)
Presenting Skills

内容・方法： Review Presentation skills - posture, gestures, and voice inflections. Plan
presentation 3 - decide the topic and plan the slides.
【第11回】
テーマ： Presentation skills practice
内容・方法：Presentation 3: prepare slides and practice delivery - peer edit slides & pairs give
feedback and advice on presentation delivery. HWK: practice presentation 3
【第12回】
テーマ：Presentation 3
内容・方法：Presentation 3 - group presentations and student checklist & feedback.
【第13回】
テーマ： Final presentation
内容・方法：Decide the topic, plan the presentation. Explanation of how to make a power point video
presentation.
【第14回】
テーマ：Final Presentation- session 1
内容・方法： Individual presentations - student feedback and comment.
【第15回】
テーマ：Final Presentation- session 2
内容・方法： Individual presentations - student feedback and comment. Explanation of final test submit a power point movie recording of the final presentation
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
Note: Students are expected to spend approximately 30 minutes for preparation assignments before
each class AND an additional 30 minutes for review assignments after each class.
【第1回】
①事前学修課題 : Review English studied in the Oral English course.
②事後学修課題： Review and practice presenting skills. Do HWK presentation assignment
【第2回】
①事前学修課題 : Check you did all your HWK. Practice and prepare for the presentation.
②事後学修課題：Review the text unit .
【第3回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read text unit.
②事後学修課題：Do HWK assignments.
【第4回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read text unit.
②事後学修課題：Do HWK assignments. Prepare for the unit review.
【第5回】
①事前学修課題：Review for the unit test.
②事後学修課題：Review Presentation skills - posture, gestures, and voice inflections. Do HWK
presentation assignments.
【第6回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Review presentation skills practice.
②事後学修課題：Practice and prepare for presentation.
【第7回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Practice your presentation.
②事後学修課題：Review the text unit .
【第8回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read text unit.
②事後学修課題：Do HWK assignments.
【第9回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read text unit.
②事後学修課題：Do HWK assignments. Prepare for the unit review.
【第10回】
①事前学修課題：Review for the unit test.
②事後学修課題：Review Presentation skills - posture, gestures, and voice inflections. Do HWK
presentation assignments.
【第11回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Review presentation skills practice.
②事後学修課題：Practice and prepare for presentation.
【第12回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Practice your presentation.
②事後学修課題：Prepare for final presentation and do HWK presentation assignments.
【第13回】
①事前学修課題：Prepare for final presentation.
②事後学修課題：Prepare for final presentation and do HWK presentation assignments.
【第14回】
①事前学修課題：Prepare for final presentation.
②事後学修課題：Submit feedback and comments.
【第15回】
①事前学修課題：Prepare for final presentation.
②事後学修課題：Submit feedback and comments. Submit the final presentation power point.
課題に対するフィードバックの方法
Presenting Skills

1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom.
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class.
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.
4.The teacher will tell you your current grade at least three times during the semester. In
addition, your grades may also be posted regularly on Google Classroom.
成績評価の方法・基準（方針）
「以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点 以上を合格とし、所定の単位を認定する」
General Grade Category Breakdown:
1) Participation and class activities (10%)
2) Language (vocabulary & grammar quizzes) (30%)
3) Unit reviews (10%)
4) 3 Class Presentations (30%)
5) Homework assignments (10%)
6) Final presentation and video presentation (10%)
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

80

Participation and class activities (10%), Language
(vocabulary & grammar quizzes) (30%), Unit reviews
(10%) and 3 Class Presentations (30%).

1,2, 3 & 4

授業外での評価

10

Homework assignments (10%)

1,2, 3 & 4

定期試験

0

none

定期試験に代わるレポート等

10

Final presentation and video presentation (10%)

その他

0

none

テキスト

English Firsthand SUCCESS with MyMobile World (2018 5th edition), Marc Helgesen, Steven
Brown, John Wiltshier, Pearson Longman, ISBN: 9789813132764

参考書

Mymobileworld: Online study (optional) you instructor will help you sign up if you are using it
in this course.
Teacher will give handouts on presenting.

4,5

履修条件・他の科目との関連 Notes:
1) You will get more information from the course teacher during the first class. This
syllabus is subject to change. Changes will be announced in class.
詳細は、初回授業時にコース担当者から説明します。このシラバスは変更される可能性があります。
変更された場合は、授業中にお知らせします。
2) If you are absent more than 4 times without excuse, you cannot receive credit.
４回以上欠席すると、単位を取得することができない。
3) If you are late 3 times, it will be counted as one absence.
遅刻３回は、欠席１回として認める。
4) If you arrive more than 30 minutes late to a 90-minute class (or 15 minutes late to a 45minute class) you may study, but you will be marked as absent.
90分の授業の場合遅刻は30分までとし、それを超えて遅刻した場合は、授業に参加することはでき
るが、欠席扱いとなる。45分の授業の場合、遅刻は15分までとする。
5) Be sure to bring all necessary materials with you to class. In particular, please bring a
smartphone/tablet/laptop and make sure it is charged.
授業に必要なものは持参すること、特に充電済みのスマートフォン、タブレット、ノート型パソコンなどを
必携のこと。
6) No late homework or assignments will be accepted.
期⽇を過ぎた宿題は評価されないので、期⽇を守って提出すること。
7) BYOD - you will need a laptop or tablet in class. A smartphone is not suitable for class
activities.
BYOD - 授業では、ノートパソコンまたはタブレットが必要です。スマートフォンは授業に適しません。

Presenting Skills

授業コード

10402224

授業種別

授業科目名

Presenting Skills

授業担当教員

P.ベイリー

成績担当教員

P.ベイリー

開講年次

1年

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
(Lower) The aim of this course is to develop to the basics of English conversation and introduce the
basic skills of presenting. During each class, students will take part in conversations about
different topics and associated vocabulary and grammar. To
develop presenting skills, students will receive instruction in posture, eye contact, and voice
inflection. In addition, instruction will be given creating effective presentation slides and how to
effectively explain the slides. Sometimes you will work in pairs or small groups, but other times
you will work on your own or in a whole class activity. You are expected to actively participate in
each activity. There will be regular quizzes, weekly homework assignments and class presentation
projects. A final presentation will be done in class and submitted as a Power Point video
presentation. You will need to do at least 1 hour per week of outside studies, such as class
preparation and review. Google Classroom will be used for assignments and information about this
course.
到達目標
At the end of the course, you will be able to:
1 develop the ability to converse about various everyday topics.
2 develop listening and speaking skills related to everyday conversation.
3 learn vocabulary essential for conversing about various everyday topics.
4. improve presentation delivery skills.
5. improve presentation visuals and slide.
授業計画
【第1回】
テーマ：Course orientation. Google Classroom orientation and explanation. Study of presenting skills.
内容・方法：Presenting skills, posture, gestures, and voice inflections. Application and practice introductions. HWK: Self-Introduction power point slide
【第2回】
テーマ：Presentation skills practice & Self-Introduction Power Point (1 Slide)
内容・方法：Presentation 1 - group presentations and student checklist & feedback. HWK review text
unit
【第3回】
テーマ：Unit 7:It was great!
内容・方法：Vocabulary building & quiz; Listening/Reading review. Dialog & pair work. HWK Reading
and grammar
【第4回】
テーマ：Unit 8: How much do you know?
内容・方法：Vocabulary building & quiz; Listening/Reading review. Dialog & pair work. HWK Reading
and grammar
【第5回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 7, 8)
内容・方法：Review Presentation skills - posture, gestures, and voice inflections. Plan presentation
2 - decide the topic and plan the slides.
【第6回】
テーマ： Presentation skills practice
内容・方法：Presentation 2: prepare slides and practice delivery - peer edit slides & pairs give
feedback and advice on presentation delivery. HWK: practice presentation 2
【第7回】
テーマ：Presentation 2
内容・方法：Presentation 2 - group presentations and student checklist & feedback. HWK review text
unit
【第8回】
テーマ：Unit 9: She really can sing?
内容・方法：Vocabulary building & quiz; Listening/Reading review. Dialog & pair work. HWK Reading
and grammar
【第9回】
テーマ：Unit 10 What do you like to do?
内容・方法：Vocabulary building & quiz; Listening/Reading review. Dialog & pair work. HWK Reading
and grammar
【第10回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 9 & 10)
Presenting Skills

内容・方法： Review Presentation skills - posture, gestures, and voice inflections. Plan
presentation 3 - decide the topic and plan the slides.
【第11回】
テーマ： Presentation skills practice
内容・方法：Presentation 3: prepare slides and practice delivery - peer edit slides & pairs give
feedback and advice on presentation delivery. HWK: practice presentation 3
【第12回】
テーマ：Presentation 3
内容・方法：Presentation 3 - group presentations and student checklist & feedback.
【第13回】
テーマ： Final presentation
内容・方法：Decide the topic, plan the presentation. Explanation of how to make a power point video
presentation.
【第14回】
テーマ：Final Presentation- session 1
内容・方法： Individual presentations - student feedback and comment.
【第15回】
テーマ：Final Presentation- session 2
内容・方法： Individual presentations - student feedback and comment. Explanation of final test submit a power point movie recording of the final presentation
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
Note: Students are expected to spend approximately 30 minutes for preparation assignments before
each class AND an additional 30 minutes for review assignments after each class.
【第1回】
①事前学修課題 : Review English studied in the Oral English course.
②事後学修課題： Review and practice presenting skills. Do HWK presentation assignment
【第2回】
①事前学修課題 : Check you did all your HWK. Practice and prepare for the presentation.
②事後学修課題：Review the text unit .
【第3回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read text unit.
②事後学修課題：Do HWK assignments.
【第4回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read text unit.
②事後学修課題：Do HWK assignments. Prepare for the unit review.
【第5回】
①事前学修課題：Review for the unit test.
②事後学修課題：Review Presentation skills - posture, gestures, and voice inflections. Do HWK
presentation assignments.
【第6回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Review presentation skills practice.
②事後学修課題：Practice and prepare for presentation.
【第7回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Practice your presentation.
②事後学修課題：Review the text unit .
【第8回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read text unit.
②事後学修課題：Do HWK assignments.
【第9回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read text unit.
②事後学修課題：Do HWK assignments. Prepare for the unit review.
【第10回】
①事前学修課題：Review for the unit test.
②事後学修課題：Review Presentation skills - posture, gestures, and voice inflections. Do HWK
presentation assignments.
【第11回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Review presentation skills practice.
②事後学修課題：Practice and prepare for presentation.
【第12回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Practice your presentation.
②事後学修課題：Prepare for final presentation and do HWK presentation assignments.
【第13回】
①事前学修課題：Prepare for final presentation.
②事後学修課題：Prepare for final presentation and do HWK presentation assignments.
【第14回】
①事前学修課題：Prepare for final presentation.
②事後学修課題：Submit feedback and comments.
【第15回】
①事前学修課題：Prepare for final presentation.
②事後学修課題：Submit feedback and comments. Submit the final presentation power point.
課題に対するフィードバックの方法
Presenting Skills

1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom.
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class.
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.
4.The teacher will tell you your current grade at least three times during the semester. In
addition, your grades may also be posted regularly on Google Classroom.
成績評価の方法・基準（方針）
「以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点 以上を合格とし、所定の単位を認定する」
General Grade Category Breakdown:
1) Participation and class activities (10%)
2) Language (vocabulary & grammar quizzes) (30%)
3) Unit reviews (10%)
4) 3 Class Presentations (30%)
5) Homework assignments (10%)
6) Final presentation and video presentation (10%)
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

80

Participation and class activities (10%), Language
(vocabulary & grammar quizzes) (30%), Unit reviews
(10%) and 3 Class Presentations (30%).

1,2, 3 & 4

授業外での評価

10

Homework assignments (10%)

1,2, 3 & 4

定期試験

0

none

定期試験に代わるレポート等

10

Final presentation and video presentation (10%)

その他

0

none

テキスト

English Firsthand SUCCESS with MyMobile World (2018 5th edition), Marc Helgesen, Steven
Brown, John Wiltshier, Pearson Longman, ISBN: 9789813132764

参考書

Mymobileworld: Online study (optional) you instructor will help you sign up if you are using it
in this course.
Teacher will give handouts on presenting.
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履修条件・他の科目との関連 Notes:
1) You will get more information from the course teacher during the first class. This
syllabus is subject to change. Changes will be announced in class.
詳細は、初回授業時にコース担当者から説明します。このシラバスは変更される可能性があります。
変更された場合は、授業中にお知らせします。
2) If you are absent more than 4 times without excuse, you cannot receive credit.
４回以上欠席すると、単位を取得することができない。
3) If you are late 3 times, it will be counted as one absence.
遅刻３回は、欠席１回として認める。
4) If you arrive more than 30 minutes late to a 90-minute class (or 15 minutes late to a 45minute class) you may study, but you will be marked as absent.
90分の授業の場合遅刻は30分までとし、それを超えて遅刻した場合は、授業に参加することはでき
るが、欠席扱いとなる。45分の授業の場合、遅刻は15分までとする。
5) Be sure to bring all necessary materials with you to class. In particular, please bring a
smartphone/tablet/laptop and make sure it is charged.
授業に必要なものは持参すること、特に充電済みのスマートフォン、タブレット、ノート型パソコンなどを
必携のこと。
6) No late homework or assignments will be accepted.
期⽇を過ぎた宿題は評価されないので、期⽇を守って提出すること。
7) BYOD - you will need a laptop or tablet in class. A smartphone is not suitable for class
activities.
BYOD - 授業では、ノートパソコンまたはタブレットが必要です。スマートフォンは授業に適しません。

Presenting Skills

授業コード

10402225

授業種別

授業科目名

Presenting Skills

授業担当教員

G.スタガーズ

成績担当教員

G.スタガーズ

開講年次

1年

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
(Lower) The aim of this course is to develop to the basics of English conversation and introduce the
basic skills of presenting. During each class, students will take part in conversations about
different topics and associated vocabulary and grammar. To
develop presenting skills, students will receive instruction in posture, eye contact, and voice
inflection. In addition, instruction will be given creating effective presentation slides and how to
effectively explain the slides. Sometimes you will work in pairs or small groups, but other times
you will work on your own or in a whole class activity. You are expected to actively participate in
each activity. There will be regular quizzes, weekly homework assignments and class presentation
projects. A final presentation will be done in class and submitted as a Power Point video
presentation. You will need to do at least 1 hour per week of outside studies, such as class
preparation and review. Google Classroom will be used for assignments and information about this
course.
到達目標
At the end of the course, you will be able to:
1 develop the ability to converse about various everyday topics.
2 develop listening and speaking skills related to everyday conversation.
3 learn vocabulary essential for conversing about various everyday topics.
4. improve presentation delivery skills.
5. improve presentation visuals and slide.
授業計画
【第1回】
テーマ：Course orientation. Google Classroom orientation and explanation. Study of presenting skills.
内容・方法：Presenting skills, posture, gestures, and voice inflections. Application and practice introductions. HWK: Self-Introduction power point slide
【第2回】
テーマ：Presentation skills practice & Self-Introduction Power Point (1 Slide)
内容・方法：Presentation 1 - group presentations and student checklist & feedback. HWK review text
unit
【第3回】
テーマ：Unit 7:It was great!
内容・方法：Vocabulary building & quiz; Listening/Reading review. Dialog & pair work. HWK Reading
and grammar
【第4回】
テーマ：Unit 8: How much do you know?
内容・方法：Vocabulary building & quiz; Listening/Reading review. Dialog & pair work. HWK Reading
and grammar
【第5回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 7, 8)
内容・方法：Review Presentation skills - posture, gestures, and voice inflections. Plan presentation
2 - decide the topic and plan the slides.
【第6回】
テーマ： Presentation skills practice
内容・方法：Presentation 2: prepare slides and practice delivery - peer edit slides & pairs give
feedback and advice on presentation delivery. HWK: practice presentation 2
【第7回】
テーマ：Presentation 2
内容・方法：Presentation 2 - group presentations and student checklist & feedback. HWK review text
unit
【第8回】
テーマ：Unit 9: She really can sing?
内容・方法：Vocabulary building & quiz; Listening/Reading review. Dialog & pair work. HWK Reading
and grammar
【第9回】
テーマ：Unit 10 What do you like to do?
内容・方法：Vocabulary building & quiz; Listening/Reading review. Dialog & pair work. HWK Reading
and grammar
【第10回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 9 & 10)
Presenting Skills

内容・方法： Review Presentation skills - posture, gestures, and voice inflections. Plan
presentation 3 - decide the topic and plan the slides.
【第11回】
テーマ： Presentation skills practice
内容・方法：Presentation 3: prepare slides and practice delivery - peer edit slides & pairs give
feedback and advice on presentation delivery. HWK: practice presentation 3
【第12回】
テーマ：Presentation 3
内容・方法：Presentation 3 - group presentations and student checklist & feedback.
【第13回】
テーマ： Final presentation
内容・方法：Decide the topic, plan the presentation. Explanation of how to make a power point video
presentation.
【第14回】
テーマ：Final Presentation- session 1
内容・方法： Individual presentations - student feedback and comment.
【第15回】
テーマ：Final Presentation- session 2
内容・方法： Individual presentations - student feedback and comment. Explanation of final test submit a power point movie recording of the final presentation
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
Note: Students are expected to spend approximately 30 minutes for preparation assignments before
each class AND an additional 30 minutes for review assignments after each class.
【第1回】
①事前学修課題 : Review English studied in the Oral English course.
②事後学修課題： Review and practice presenting skills. Do HWK presentation assignment
【第2回】
①事前学修課題 : Check you did all your HWK. Practice and prepare for the presentation.
②事後学修課題：Review the text unit .
【第3回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read text unit.
②事後学修課題：Do HWK assignments.
【第4回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read text unit.
②事後学修課題：Do HWK assignments. Prepare for the unit review.
【第5回】
①事前学修課題：Review for the unit test.
②事後学修課題：Review Presentation skills - posture, gestures, and voice inflections. Do HWK
presentation assignments.
【第6回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Review presentation skills practice.
②事後学修課題：Practice and prepare for presentation.
【第7回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Practice your presentation.
②事後学修課題：Review the text unit .
【第8回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read text unit.
②事後学修課題：Do HWK assignments.
【第9回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read text unit.
②事後学修課題：Do HWK assignments. Prepare for the unit review.
【第10回】
①事前学修課題：Review for the unit test.
②事後学修課題：Review Presentation skills - posture, gestures, and voice inflections. Do HWK
presentation assignments.
【第11回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Review presentation skills practice.
②事後学修課題：Practice and prepare for presentation.
【第12回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Practice your presentation.
②事後学修課題：Prepare for final presentation and do HWK presentation assignments.
【第13回】
①事前学修課題：Prepare for final presentation.
②事後学修課題：Prepare for final presentation and do HWK presentation assignments.
【第14回】
①事前学修課題：Prepare for final presentation.
②事後学修課題：Submit feedback and comments.
【第15回】
①事前学修課題：Prepare for final presentation.
②事後学修課題：Submit feedback and comments. Submit the final presentation power point.
課題に対するフィードバックの方法
Presenting Skills

1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom.
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class.
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.
4.The teacher will tell you your current grade at least three times during the semester. In
addition, your grades may also be posted regularly on Google Classroom.
成績評価の方法・基準（方針）
「以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点 以上を合格とし、所定の単位を認定する」
General Grade Category Breakdown:
1) Participation and class activities (10%)
2) Language (vocabulary & grammar quizzes) (30%)
3) Unit reviews (10%)
4) 3 Class Presentations (30%)
5) Homework assignments (10%)
6) Final presentation and video presentation (10%)
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

80

Participation and class activities (10%), Language
(vocabulary & grammar quizzes) (30%), Unit reviews
(10%) and 3 Class Presentations (30%).

1,2, 3 & 4

授業外での評価

10

Homework assignments (10%)

1,2, 3 & 4

定期試験

0

none

定期試験に代わるレポート等

10

Final presentation and video presentation (10%)

その他

0

none

テキスト

English Firsthand SUCCESS with MyMobile World (2018 5th edition), Marc Helgesen, Steven
Brown, John Wiltshier, Pearson Longman, ISBN: 9789813132764

参考書

Mymobileworld: Online study (optional) you instructor will help you sign up if you are using it
in this course.
Teacher will give handouts on presenting.

4,5

履修条件・他の科目との関連 Notes:
1) You will get more information from the course teacher during the first class. This
syllabus is subject to change. Changes will be announced in class.
詳細は、初回授業時にコース担当者から説明します。このシラバスは変更される可能性があります。
変更された場合は、授業中にお知らせします。
2) If you are absent more than 4 times without excuse, you cannot receive credit.
４回以上欠席すると、単位を取得することができない。
3) If you are late 3 times, it will be counted as one absence.
遅刻３回は、欠席１回として認める。
4) If you arrive more than 30 minutes late to a 90-minute class (or 15 minutes late to a 45minute class) you may study, but you will be marked as absent.
90分の授業の場合遅刻は30分までとし、それを超えて遅刻した場合は、授業に参加することはでき
るが、欠席扱いとなる。45分の授業の場合、遅刻は15分までとする。
5) Be sure to bring all necessary materials with you to class. In particular, please bring a
smartphone/tablet/laptop and make sure it is charged.
授業に必要なものは持参すること、特に充電済みのスマートフォン、タブレット、ノート型パソコンなどを
必携のこと。
6) No late homework or assignments will be accepted.
期⽇を過ぎた宿題は評価されないので、期⽇を守って提出すること。
7) BYOD - you will need a laptop or tablet in class. A smartphone is not suitable for class
activities.
BYOD - 授業では、ノートパソコンまたはタブレットが必要です。スマートフォンは授業に適しません。

Presenting Skills

授業コード

10402703

授業科目名

韓国語Ⅰ

授業担当教員

全

ウンフィ

成績担当教員

全

ウンフィ

開講年次

1年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
韓国語を初めて学ぶ学生のための入門講座である。韓国語の文字の聞き・読み・書きの能力を習得し、ごく簡単
な韓国語を話せることが目標である。授業の中では、韓国の文化についても適宜紹介する。
到達目標
1．テーマによる語彙を習得する。
2．韓国語の基礎的な文法を習得する。
3．韓国語で簡単なコミュニケーションができる。
授業計画
【第 1 回】
テーマ：ガイダンス
内容・方法：韓国語とハングルについて
【第 2 回】
テーマ：第1課 文字と発音⑴①
内容・方法：単母音について
【第 3 回】
テーマ：第1課 文字と発音⑴②
内容・方法：二重母音について
【第 4 回】
テーマ：第2課 文字と発音⑵①
内容・方法：初声（子音）について１
【第 5 回】
テーマ：第2課 文字と発音⑵②
内容・方法：初声（子音）について２平音
【第 6 回】
テーマ：第3課 文字と発音⑶①
内容・方法：初声（子音）について３激音と濃音
【第 7 回】
テーマ：第3課 文字と発音⑶②
内容・方法：終声と連音について
【第 8 回】
テーマ：かなのハングル表記
内容・方法：日本語のハングル表記と辞書の引き方
【第 9 回】
テーマ：第4課 韓国人です①
内容・方法：簡単な自己紹介
【第10回】
テーマ：第4課 韓国人です②
内容・方法：名詞文の練習
【第11回】
テーマ：第5課 韓国語は専攻ではありません①
内容・方法：よ体で名詞文
【第12回】
テーマ：第5課 韓国語は専攻ではありません②
内容・方法：名詞文の否定
【第13回】
テーマ：第6課 教室は階段の横にあります①
内容・方法：漢数詞
【第14回】
テーマ：第6課 教室は階段の横にあります②
内容・方法：あります／ありません
【第15回】
テーマ：ふりかえとまとめ
内容・方法：第1～6課の復習
事前事後の学習
授業時間外で、計30時間の事前事後学習が必要です。
外国語に慣れるには、まずは時間をかけることが大事である。毎回の事前学習として30分以上、事後学習として
韓国語Ⅰ

30分以上の学習時間を設けること。
・事前学習では、前回の練習問題を復習し、次回の語彙を確認する。
・事後学習では、小テストとその日に学んだ文章を、自分の耳に聞こえる声で数回読み上げる。
ほか、授業の中で提示する。
課題に対するフィードバックの方法
授業中に小テストを行い、採点した答案を返却する。小テストから理解度を把握し、次回の授業内容などに反映
する。
成績評価の方法・基準（方針）
授業への参加度、小テスト、期末テストから総合的に評価する。5回以上の欠席は不可とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

平常点

１、２、３

授業外での評価

20

小レポート

１、２

定期試験

30

期末テスト

１、２、３

定期試験に代わるレポート等

0

その他

0

テキスト

韓国語の世界へ 入門編[三訂版]、李潤玉・酒勾康裕ほか 著、朝日出版社、2300（税別）、
978-4-255-55647-5

参考書

必要に応じて授業の中で配布する。

履修条件・他の科目との関連 韓国語を通して、また違う世界が広がります。積極的に参加しましょう。

韓国語Ⅰ

授業コード

10402803

授業科目名

韓国語Ⅱ

授業担当教員

全

ウンフィ

成績担当教員

全

ウンフィ

開講年次

1年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
韓国語Ⅰで学んだ読み・書き能力をもとに、興味関心や日常生活に関して簡単な韓国語で会話できることが目標
である。授業の中では、韓国のポップな文化についても適宜紹介する。
到達目標
1．テーマによる語彙を習得する。
2．韓国語の基礎的な文法を習得する。
3．韓国語で簡単なコミュニケーションができる。
授業計画
【第 1 回】
テーマ：前期の復習
内容・方法：文字と発音のふりかえ
【第 2 回】
テーマ：前期の復習
内容・方法：文法のふりかえ
【第 3 回】
テーマ：第7課 午後、時間大丈夫ですか①
内容・方法：へヨ体⑴
【第 4 回】
テーマ：第7課 午後、時間大丈夫ですか②
内容・方法：へヨ体⑴と助詞
【第 5 回】
テーマ：第8課 小学生にテコンドーを教えています①
内容・方法：へヨ体⑵
【第 6 回】
テーマ：第8課 小学生にテコンドーを教えています②
内容・方法：へヨ体⑵と助詞
【第 7 回】
テーマ：第9課 ふつう、6時に起きます①
内容・方法：へヨ体⑶と助詞
【第 8 回】
テーマ：第9課 ふつう、6時に起きます②
内容・方法：固有数字
【第 9 回】
テーマ：第10課 野球がとても好きです①
内容・方法：へヨ体⑷と曜日
【第10回】
テーマ：第10課 野球がとても好きです②
内容・方法：時に関する表現
【第11回】
テーマ：第11課 昼ごはん、食べなかったですか①
内容・方法：過去形
【第12回】
テーマ：第11課 昼ごはん、食べなかったですか②
内容・方法：ウ不規則と否定
【第13回】
テーマ：第12課 春休みには何をするつもりですか①
内容・方法：勧誘形と未来形
【第14回】
テーマ：第12課 春休みには何をするつもりですか②
内容・方法：希望や願望の表現
【第15回】
テーマ：ふりかえとまとめ
内容・方法：第7～12課の復習
事前事後の学習
授業時間外で、計30時間の事前事後学習が必要です。
外国語に慣れるには、まずは時間をかけることが大事である。毎回の事前学習として30分以上、事後学習として
韓国語Ⅱ

30分以上の学習時間を設けること。
・事前学習では、前回の練習問題を復習し、次回の語彙を確認する。
・事後学習では、小テストとその日に学んだ文章に関するオンライン動画などを聴取し、自分の耳に聞こえる声
で数回読み上げる。
ほか、従業の中で提示する。
課題に対するフィードバックの方法
授業中に小テストを行い、採点した答案を返却する。授業中に小テストを行い、採点した答案を返却する。小テ
ストから理解度を把握し、次回の授業内容などに反映する。
成績評価の方法・基準（方針）
授業への参加度、小テスト、期末テストから総合的に評価する。5回以上の欠席は不可とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

平常点

１、２、３

授業外での評価

20

小レポート

１、２

定期試験

30

期末テスト

１、２、３

定期試験に代わるレポート等

0

その他

0

テキスト

韓国語の世界へ 入門編[三訂版]、李潤玉・酒勾康裕ほか 著、朝日出版社、2300（税別）、
978-4-255-55647-5

参考書

必要に応じて授業の中で配布する。

履修条件・他の科目との関連 韓国語を通して、また違う世界が広がります。積極的に参加しましょう。

韓国語Ⅱ

授業コード

11100901

授業科目名

リスニングⅠ

授業担当教員

P.ベイリー

成績担当教員

P.ベイリー

開講年次

1年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
In this course you will develop your listening skills. To improve this language skill, you must
learn to listen for specific facts, details, and reasons, as well as learn to understand how
speakers show interest and understanding. There will be many listening assignments in class and for
homework. As strong vocabulary is also necessary for good listening, this course includes vocabulary
building. Particular attention is paid to strategy development for listening during testing
situations and in academic settings, as well as differentiating specific sounds of English. Course
information and homework assignments will be on Google Classroom.
到達目標
By successfully completing this course, students will be able to...
1. Learn a variety of listening strategies for general comprehension of conversations about everyday
themes
2. Apply listening strategies to other contexts
3. Practice bottom-up skills through pronunciation, intonation, and dictation exercises
4. Improve grammar and vocabulary for listening
授業計画
【第1回】
テーマ： Unit 1 & Course Introduction. Google Class registration and explanation.
内容・方法： “The Weekend” : Listening and conversation practice
【第2回】
テーマ： Unit 2
内容・方法： “City Transportation” : Listening and conversation practice
【第3回】
テーマ： Unit 3
内容・方法： “Neighbors” : Listening and conversation practice
【第4回】
テーマ： Unit 4
内容・方法： “Celebrations” : Listening and conversation practice
【第5回】
テーマ： Evaluation 1: Units 1-4
内容・方法： Chapter review test.
【第6回】
テーマ： Unit 5
内容・方法： “Restaurants” : Listening and conversation practice
【第7回】
テーマ： Unit 6
内容・方法： “Gifts” : Listening and conversation practice
【第8回】
テーマ： Unit 7
内容・方法： “Air Travel” : Listening and conversation practice
【第9回】
テーマ： Unit 8
内容・方法： “Mishaps” : Listening and conversation practice
【第10回】
テーマ： Evaluation 2: Units 5-8
内容・方法： Chapter review test.
【第11回】
テーマ： Unit 9
内容・方法： “Jobs” : Listening and conversation practice
【第12回】
テーマ： Unit 10
内容・方法： “Keeping Fit” : Listening and conversation practice
【第13回】
テーマ： Unit 11
内容・方法： “Invitations” : Listening and conversation practice
【第14回】
テーマ： Unit 12
内容・方法： “Campus Life” : Listening and conversation practice
【第15回】
リスニングⅠ

テーマ： Evaluation 3: Units 9-12
内容・方法： Chapter review test.
Final Evaluation explanation.
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
【第1回】
事前学修課題：
事後学修課題：
【第2回】
事前学修課題：
事後学修課題：
【第3回】
事前学修課題：
事後学修課題：
【第4回】
事前学修課題：
事後学修課題：
【第5回】
事前学修課題：
事後学修課題：
【第6回】
事前学修課題：
事後学修課題：
【第7回】
事前学修課題：
事後学修課題：
【第8回】
事前学修課題：
事後学修課題：
【第9回】
事前学修課題：
事後学修課題：
【第10回】
事前学修課題：
事後学修課題：
【第11回】
事前学修課題：
事後学修課題：
【第12回】
事前学修課題：
事後学修課題：
【第13回】
事前学修課題：
事後学修課題：
【第14回】
事前学修課題：
事後学修課題：
【第15回】
事前学修課題：
事後学修課題：

Review the syllabus. Purchase the textbook.
Complete Homework assignments.
Read Unit 2 and check word meanings.
Complete Homework assignments.
Read Unit 3 and check word meanings.
Complete Homework assignments.
Read Unit 4 and check word meanings.
Review chapters 1-4
Prepare for Evaluation 1
Complete Homework assignments.
Read Unit 5 and check word meanings.
Complete Homework assignments.
Read Unit 6 and check word meanings.
Complete Homework assignments.
Read Unit 7 and check word meanings.
Complete Homework assignments.
Read Unit 8 and check word meanings.
Review chapters 5-8
Prepare for Evaluation 2
Complete Homework assignments.
Read Unit 9 and check word meanings.
Complete Homework assignments.
Read Unit 10 and check word meanings.
Complete Homework assignments
Read Unit 11 and check word meanings.
Complete Homework assignments.
Read Unit 12 and check word meanings.
Review chapters 9-12
Prepare for Evaluation 3
Prepare for Final Evaluation

課題に対するフィードバックの方法
1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom.
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class.
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.
成績評価の方法・基準（方針）
Note: The course plan and grading criteria are subject to change. Information about coursework and
grading policy will be on Google Classroom.
Active participation in class (10%)
Vocabulary and Dictation quizzes (10%),
Semester evaluations (30%)
Homework assignments (20%)
Self-study units (10%)
Final evaluation exam (10%)
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

Active participation in class (10%), vocabulary and
dictation quizzes (10%) and semester evaluations
(30%)

1,3

リスニングⅠ

授業外での評価

30

Homework assignments (20%) and self-study units
(10%)

2,4

定期試験

20

Final evaluation exam (10%)

1,3,4

定期試験に代わるレポート等

0

none

その他

0

none

テキスト

Tactics for Listening Developing Student Book,Third Edition: Jack C Richards with Grant
Trew; 2011,(Oxford University Press) ISBN: 978-0-19-401385-7

参考書

none

履修条件・他の科目との関連 Notes:
1) You will get more information from the course teacher during the first class. This
syllabus is subject to change. Changes will be announced in class.
詳細は、初回授業時にコース担当者から説明します。このシラバスは変更される可能性があります。
変更された場合は、授業中にお知らせします。
2) If you are absent more than 4 times without excuse, you cannot receive credit.
４回以上欠席すると、単位を取得することができない。
3) If you are late 3 times, it will be counted as one absence.
遅刻３回は、欠席１回として認める。
4) If you arrive more than 30 minutes late to a 90-minute class (or 15 minutes late to a 45minute class) you may study, but you will be marked as absent.
90分の授業の場合遅刻は30分までとし、それを超えて遅刻した場合は、授業に参加することはでき
るが、欠席扱いとなる。45分の授業の場合、遅刻は15分までとする。
5) Be sure to bring all necessary materials with you to class. In particular, please bring a
smartphone/tablet/laptop and make sure it is charged.
授業に必要なものは持参すること、特に充電済みのスマートフォン、タブレット、ノート型パソコンなどを
必携のこと。
6) No late homework or assignments will be accepted.
期⽇を過ぎた宿題は評価されないので、期⽇を守って提出すること。
7) BYOD - you will need a laptop or tablet in class. A smartphone is not suitable for class
activities.
BYOD - 授業では、ノートパソコンまたはタブレットが必要です。スマートフォンは授業に適しません。

リスニングⅠ

授業コード

10003601

授業科目名

リスニングⅠ

授業担当教員

P.ベイリー

成績担当教員

P.ベイリー

開講年次

1年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
In this course you will develop your listening skills. To improve this language skill, you must
learn to listen for specific facts, details, and reasons, as well as learn to understand how
speakers show interest and understanding. There will be many listening assignments in class and for
homework. As strong vocabulary is also necessary for good listening, this course includes vocabulary
building. Particular attention is paid to strategy development for listening during testing
situations and in academic settings, as well as differentiating specific sounds of English. Course
information and homework assignments will be on Google Classroom.
到達目標
By successfully completing this course, students will be able to...
1. Learn a variety of listening strategies for general comprehension of conversations about everyday
themes
2. Apply listening strategies to other contexts
3. Practice bottom-up skills through pronunciation, intonation, and dictation exercises
4. Improve grammar and vocabulary for listening
授業計画
【第1回】
テーマ： Unit 1 & Course Introduction. Google Class registration and explanation.
内容・方法： “The Weekend” : Listening and conversation practice
【第2回】
テーマ： Unit 2
内容・方法： “City Transportation” : Listening and conversation practice
【第3回】
テーマ： Unit 3
内容・方法： “Neighbors” : Listening and conversation practice
【第4回】
テーマ： Unit 4
内容・方法： “Celebrations” : Listening and conversation practice
【第5回】
テーマ： Evaluation 1: Units 1-4
内容・方法： Chapter review test.
【第6回】
テーマ： Unit 5
内容・方法： “Restaurants” : Listening and conversation practice
【第7回】
テーマ： Unit 6
内容・方法： “Gifts” : Listening and conversation practice
【第8回】
テーマ： Unit 7
内容・方法： “Air Travel” : Listening and conversation practice
【第9回】
テーマ： Unit 8
内容・方法： “Mishaps” : Listening and conversation practice
【第10回】
テーマ： Evaluation 2: Units 5-8
内容・方法： Chapter review test.
【第11回】
テーマ： Unit 9
内容・方法： “Jobs” : Listening and conversation practice
【第12回】
テーマ： Unit 10
内容・方法： “Keeping Fit” : Listening and conversation practice
【第13回】
テーマ： Unit 11
内容・方法： “Invitations” : Listening and conversation practice
【第14回】
テーマ： Unit 12
内容・方法： “Campus Life” : Listening and conversation practice
【第15回】
リスニングⅠ

テーマ： Evaluation 3: Units 9-12
内容・方法： Chapter review test.
Final Evaluation explanation.
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
【第1回】
事前学修課題：
事後学修課題：
【第2回】
事前学修課題：
事後学修課題：
【第3回】
事前学修課題：
事後学修課題：
【第4回】
事前学修課題：
事後学修課題：
【第5回】
事前学修課題：
事後学修課題：
【第6回】
事前学修課題：
事後学修課題：
【第7回】
事前学修課題：
事後学修課題：
【第8回】
事前学修課題：
事後学修課題：
【第9回】
事前学修課題：
事後学修課題：
【第10回】
事前学修課題：
事後学修課題：
【第11回】
事前学修課題：
事後学修課題：
【第12回】
事前学修課題：
事後学修課題：
【第13回】
事前学修課題：
事後学修課題：
【第14回】
事前学修課題：
事後学修課題：
【第15回】
事前学修課題：
事後学修課題：

Review the syllabus. Purchase the textbook.
Complete Homework assignments.
Read Unit 2 and check word meanings.
Complete Homework assignments.
Read Unit 3 and check word meanings.
Complete Homework assignments.
Read Unit 4 and check word meanings.
Review chapters 1-4
Prepare for Evaluation 1
Complete Homework assignments.
Read Unit 5 and check word meanings.
Complete Homework assignments.
Read Unit 6 and check word meanings.
Complete Homework assignments.
Read Unit 7 and check word meanings.
Complete Homework assignments.
Read Unit 8 and check word meanings.
Review chapters 5-8
Prepare for Evaluation 2
Complete Homework assignments.
Read Unit 9 and check word meanings.
Complete Homework assignments.
Read Unit 10 and check word meanings.
Complete Homework assignments
Read Unit 11 and check word meanings.
Complete Homework assignments.
Read Unit 12 and check word meanings.
Review chapters 9-12
Prepare for Evaluation 3
Prepare for Final Evaluation

課題に対するフィードバックの方法
1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom.
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class.
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.
成績評価の方法・基準（方針）
Note: The course plan and grading criteria are subject to change. Information about coursework and
grading policy will be on Google Classroom.
Active participation in class (10%)
Vocabulary and Dictation quizzes (10%),
Semester evaluations (30%)
Homework assignments (20%)
Self-study units (10%)
Final evaluation exam (10%)
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

Active participation in class (10%), vocabulary and
dictation quizzes (10%) and semester evaluations
(30%)

1,3

リスニングⅠ

授業外での評価

30

Homework assignments (20%) and self-study units
(10%)

2,4

定期試験

20

Final evaluation exam (10%)

1,3,4

定期試験に代わるレポート等

0

none

その他

0

none

テキスト

Tactics for Listening Developing Student Book,Third Edition: Jack C Richards with Grant
Trew; 2011,(Oxford University Press) ISBN: 978-0-19-401385-7

参考書

none

履修条件・他の科目との関連 Notes:
1) You will get more information from the course teacher during the first class. This
syllabus is subject to change. Changes will be announced in class.
詳細は、初回授業時にコース担当者から説明します。このシラバスは変更される可能性があります。
変更された場合は、授業中にお知らせします。
2) If you are absent more than 4 times without excuse, you cannot receive credit.
４回以上欠席すると、単位を取得することができない。
3) If you are late 3 times, it will be counted as one absence.
遅刻３回は、欠席１回として認める。
4) If you arrive more than 30 minutes late to a 90-minute class (or 15 minutes late to a 45minute class) you may study, but you will be marked as absent.
90分の授業の場合遅刻は30分までとし、それを超えて遅刻した場合は、授業に参加することはでき
るが、欠席扱いとなる。45分の授業の場合、遅刻は15分までとする。
5) Be sure to bring all necessary materials with you to class. In particular, please bring a
smartphone/tablet/laptop and make sure it is charged.
授業に必要なものは持参すること、特に充電済みのスマートフォン、タブレット、ノート型パソコンなどを
必携のこと。
6) No late homework or assignments will be accepted.
期⽇を過ぎた宿題は評価されないので、期⽇を守って提出すること。
7) BYOD - you will need a laptop or tablet in class. A smartphone is not suitable for class
activities.
BYOD - 授業では、ノートパソコンまたはタブレットが必要です。スマートフォンは授業に適しません。

リスニングⅠ

授業コード

11101001

授業科目名

リスニングⅡ

授業担当教員

P.ベイリー

成績担当教員

P.ベイリー

開講年次

1年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
In this course you will develop your listening skills. To improve this language skill, you must
learn to listen for specific facts, details, and reasons, as well as learn to understand how
speakers show interest and understanding. There will be many listening assignments in class and for
homework. As strong vocabulary is also necessary for good listening, this course includes vocabulary
building. Particular attention is paid to strategy development for listening during testing
situations and in academic settings, as well as differentiating specific sounds of English. Course
information and homework assignments will be on Google Classroom.
到達目標
By successfully completing this course, students will be able to...
1. Learn a variety of listening strategies for general comprehension of conversations about everyday
themes
2. Apply listening strategies to other contexts
3. Practice bottom-up skills through pronunciation, intonation, and dictation exercises
4. Improve grammar and vocabulary for listening
授業計画
【第1回】
テーマ： Unit 13 & Course Introduction.
内容・方法： “Hobbies and Pastimes” : Listening and conversation practice
【第2回】
テーマ： Unit 14
内容・方法： “Shopping Problems” : Listening and conversation practice
【第3回】
テーマ： Unit 15
内容・方法： “Hotel Services” : Listening and conversation practice
【第4回】
テーマ： Unit 16
内容・方法： “Movies” : Listening and conversation practice
【第5回】
テーマ： Evaluation 1: Units 13-16
内容・方法： Chapter review test.
【第6回】
テーマ： Unit 17
内容・方法： “Fears” : Listening and conversation practice
【第7回】
テーマ： Unit 18
内容・方法： “Phone Messages” : Listening and conversation practice
第8回】
テーマ： Unit 19
内容・方法： “Touring a City” : Listening and conversation practice
【第9回】
テーマ： Unit 20
内容・方法： “Airports” : Listening and conversation practice
【第10回】;
テーマ： Evaluation 2: Units 17-20
内容・方法： Chapter review test.
【第11回】
テーマ： Unit 21
内容・方法： “Hotels” : Listening and conversation practice
【第12回】
テーマ： Unit 22
内容・方法： “Traffic” : Listening and conversation practice
【第13回】
テーマ： Unit 23
内容・方法： “Roommates” : Listening and conversation practice
【第14回】
テーマ： Unit 24
内容・方法： “Travel” : Listening and conversation practice
【第15回】
リスニングⅡ

テーマ： Evaluation 3: Units 21-24
内容・方法： Chapter review test.
Final Evaluation explanation.
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
【第1回】
事前学修課題：
事後学修課題：
【第2回】
事前学修課題：
事後学修課題：
【第3回】
事前学修課題：
事後学修課題：
【第4回】
事前学修課題：
事後学修課題：
【第5回】
事前学修課題：
事後学修課題：
【第6回】
事前学修課題：
事後学修課題：
【第7回】
事前学修課題：
事後学修課題：
【第8回】
事前学修課題：
事後学修課題：
【第9回】
事前学修課題：
事後学修課題：
【第10回】
事前学修課題：
事後学修課題：
【第11回】
事前学修課題：
事後学修課題：
【第12回】
事前学修課題：
事後学修課題：
【第13回】
事前学修課題：
事後学修課題：
【第14回】
事前学修課題：
事後学修課題：
【第15回】
事前学修課題：
事後学修課題：

Review the syllabus. Purchase the textbook.
Complete Homework assignments.
Read Unit 14 and check word meanings.
Complete Homework assignments.
Read Unit 15 and check word meanings.
Complete Homework assignments.
Read Unit 16 and check word meanings.
Review chapters 13-16
Prepare for Evaluation 1
Complete Homework assignments.
Read Unit 17 and check word meanings.
Complete Homework assignments.
Read Unit 18 and check word meanings.
Complete Homework assignments.
Read Unit 19 and check word meanings.
Complete Homework assignments.
Read Unit 20 and check word meanings.
Review chapters 17-20
Prepare for Evaluation 2
Complete Homework assignments.
Read Unit 21 and check word meanings.
Complete Homework assignments.
Read Unit 22 and check word meanings.
Complete Homework assignments
Read Unit 23 and check word meanings.
Complete Homework assignments.
Read Unit 24 and check word meanings.
Review chapters 21-24
Prepare for Evaluation 3
Prepare for Final Evaluation

課題に対するフィードバックの方法
1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom.
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class.
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.
成績評価の方法・基準（方針）
Note: The course plan and grading criteria are subject to change. Information about coursework and
grading policy will be on Google Classroom.
Active participation in class (10%)
Vocabulary and Dictation quizzes (10%),
Semester evaluations (30%)
Homework assignments (20%)
Self-study units (10%)
Final evaluation exam (20%)
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

Active participation in class (10%), vocabulary and
dictation quizzes (10%) and semester evaluations
(30%)

1,3

リスニングⅡ

授業外での評価

30

Homework assignments (20%) and self-study units
(10%)

2,4

定期試験

20

Final evaluation exam (10%)

1,3,4

定期試験に代わるレポート等

0

none

その他

0

none

テキスト

Tactics for Listening Developing Student Book,Third Edition: Jack C Richards with Grant
Trew; 2011,(Oxford University Press) ISBN: 978-0-19-401385-7

参考書

none

履修条件・他の科目との関連 Notes:
1) You will get more information from the course teacher during the first class. This
syllabus is subject to change. Changes will be announced in class.
詳細は、初回授業時にコース担当者から説明します。このシラバスは変更される可能性があります。
変更された場合は、授業中にお知らせします。
2)If you are absent more than 4 times without excuse, you cannot receive credit.
４回以上欠席すると、単位を取得することができない。
3) If you are late 3 times, it will be counted as one absence.
遅刻３回は、欠席１回として認める。
4) If you arrive more than 30 minutes late to a 90-minute class (or 15 minutes late to a 45minute class) you may study, but you will be marked as absent.
90分の授業の場合遅刻は30分までとし、それを超えて遅刻した場合は、授業に参加することはでき
るが、欠席扱いとなる。45分の授業の場合、遅刻は15分までとする。
5) Be sure to bring all necessary materials with you to class. In particular, please bring a
smartphone/tablet/laptop and make sure it is charged.
授業に必要なものは持参すること、特に充電済みのスマートフォン、タブレット、ノート型パソコンなどを
必携のこと。
6) No late homework or assignments will be accepted.
期⽇を過ぎた宿題は評価されないので、期⽇を守って提出すること。
7) BYOD - you will need a laptop or tablet in class. A smartphone is not suitable for class
activities.
BYOD - 授業では、ノートパソコンまたはタブレットが必要です。スマートフォンは授業に適しません。

リスニングⅡ

授業コード

10003701

授業科目名

リスニングⅡ

授業担当教員

P.ベイリー

成績担当教員

P.ベイリー

開講年次

1年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
In this course you will develop your listening skills. To improve this language skill, you must
learn to listen for specific facts, details, and reasons, as well as learn to understand how
speakers show interest and understanding. There will be many listening assignments in class and for
homework. As strong vocabulary is also necessary for good listening, this course includes vocabulary
building. Particular attention is paid to strategy development for listening during testing
situations and in academic settings, as well as differentiating specific sounds of English. Course
information and homework assignments will be on Google Classroom.
到達目標
By successfully completing this course, students will be able to...
1. Learn a variety of listening strategies for general comprehension of conversations about everyday
themes
2. Apply listening strategies to other contexts
3. Practice bottom-up skills through pronunciation, intonation, and dictation exercises
4. Improve grammar and vocabulary for listening
授業計画
【第1回】
テーマ： Unit 13 & Course Introduction.
内容・方法： “Hobbies and Pastimes” : Listening and conversation practice
【第2回】
テーマ： Unit 14
内容・方法： “Shopping Problems” : Listening and conversation practice
【第3回】
テーマ： Unit 15
内容・方法： “Hotel Services” : Listening and conversation practice
【第4回】
テーマ： Unit 16
内容・方法： “Movies” : Listening and conversation practice
【第5回】
テーマ： Evaluation 1: Units 13-16
内容・方法： Chapter review test.
【第6回】
テーマ： Unit 17
内容・方法： “Fears” : Listening and conversation practice
【第7回】
テーマ： Unit 18
内容・方法： “Phone Messages” : Listening and conversation practice
第8回】
テーマ： Unit 19
内容・方法： “Touring a City” : Listening and conversation practice
【第9回】
テーマ： Unit 20
内容・方法： “Airports” : Listening and conversation practice
【第10回】;
テーマ： Evaluation 2: Units 17-20
内容・方法： Chapter review test.
【第11回】
テーマ： Unit 21
内容・方法： “Hotels” : Listening and conversation practice
【第12回】
テーマ： Unit 22
内容・方法： “Traffic” : Listening and conversation practice
【第13回】
テーマ： Unit 23
内容・方法： “Roommates” : Listening and conversation practice
【第14回】
テーマ： Unit 24
内容・方法： “Travel” : Listening and conversation practice
【第15回】
リスニングⅡ

テーマ： Evaluation 3: Units 21-24
内容・方法： Chapter review test.
Final Evaluation explanation.
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
【第1回】
事前学修課題：
事後学修課題：
【第2回】
事前学修課題：
事後学修課題：
【第3回】
事前学修課題：
事後学修課題：
【第4回】
事前学修課題：
事後学修課題：
【第5回】
事前学修課題：
事後学修課題：
【第6回】
事前学修課題：
事後学修課題：
【第7回】
事前学修課題：
事後学修課題：
【第8回】
事前学修課題：
事後学修課題：
【第9回】
事前学修課題：
事後学修課題：
【第10回】
事前学修課題：
事後学修課題：
【第11回】
事前学修課題：
事後学修課題：
【第12回】
事前学修課題：
事後学修課題：
【第13回】
事前学修課題：
事後学修課題：
【第14回】
事前学修課題：
事後学修課題：
【第15回】
事前学修課題：
事後学修課題：

Review the syllabus. Purchase the textbook.
Complete Homework assignments.
Read Unit 14 and check word meanings.
Complete Homework assignments.
Read Unit 15 and check word meanings.
Complete Homework assignments.
Read Unit 16 and check word meanings.
Review chapters 13-16
Prepare for Evaluation 1
Complete Homework assignments.
Read Unit 17 and check word meanings.
Complete Homework assignments.
Read Unit 18 and check word meanings.
Complete Homework assignments.
Read Unit 19 and check word meanings.
Complete Homework assignments.
Read Unit 20 and check word meanings.
Review chapters 17-20
Prepare for Evaluation 2
Complete Homework assignments.
Read Unit 21 and check word meanings.
Complete Homework assignments.
Read Unit 22 and check word meanings.
Complete Homework assignments
Read Unit 23 and check word meanings.
Complete Homework assignments.
Read Unit 24 and check word meanings.
Review chapters 21-24
Prepare for Evaluation 3
Prepare for Final Evaluation

課題に対するフィードバックの方法
1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom.
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class.
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.
成績評価の方法・基準（方針）
Note: The course plan and grading criteria are subject to change. Information about coursework and
grading policy will be on Google Classroom.
Active participation in class (10%)
Vocabulary and Dictation quizzes (10%),
Semester evaluations (30%)
Homework assignments (20%)
Self-study units (10%)
Final evaluation exam (20%)
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

Active participation in class (10%), vocabulary and
dictation quizzes (10%) and semester evaluations
(30%)

1,3

リスニングⅡ

授業外での評価

30

Homework assignments (20%) and self-study units
(10%)

2,4

定期試験

20

Final evaluation exam (10%)

1,3,4

定期試験に代わるレポート等

0

none

その他

0

none

テキスト

Tactics for Listening Developing Student Book,Third Edition: Jack C Richards with Grant
Trew; 2011,(Oxford University Press) ISBN: 978-0-19-401385-7

参考書

none

履修条件・他の科目との関連 Notes:
1) You will get more information from the course teacher during the first class. This
syllabus is subject to change. Changes will be announced in class.
詳細は、初回授業時にコース担当者から説明します。このシラバスは変更される可能性があります。
変更された場合は、授業中にお知らせします。
2)If you are absent more than 4 times without excuse, you cannot receive credit.
４回以上欠席すると、単位を取得することができない。
3) If you are late 3 times, it will be counted as one absence.
遅刻３回は、欠席１回として認める。
4) If you arrive more than 30 minutes late to a 90-minute class (or 15 minutes late to a 45minute class) you may study, but you will be marked as absent.
90分の授業の場合遅刻は30分までとし、それを超えて遅刻した場合は、授業に参加することはでき
るが、欠席扱いとなる。45分の授業の場合、遅刻は15分までとする。
5) Be sure to bring all necessary materials with you to class. In particular, please bring a
smartphone/tablet/laptop and make sure it is charged.
授業に必要なものは持参すること、特に充電済みのスマートフォン、タブレット、ノート型パソコンなどを
必携のこと。
6) No late homework or assignments will be accepted.
期⽇を過ぎた宿題は評価されないので、期⽇を守って提出すること。
7) BYOD - you will need a laptop or tablet in class. A smartphone is not suitable for class
activities.
BYOD - 授業では、ノートパソコンまたはタブレットが必要です。スマートフォンは授業に適しません。

リスニングⅡ

授業コード

11101101

授業種別

授業科目名

エッセンシャルグラマーⅠ

授業担当教員

J.D.ラッセル

成績担当教員

J.D.ラッセル

開講年次

1年

開講期

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
A solid understanding of grammar is essential for reading, writing, listening, and speaking English.
This course is designed to improve students' knowledge and understanding of basic grammar and to
enhance their four skills. In each class, students will review grammar topics and then engage in a
variety of writing. reading and speaking activities in order to consolidate their grammar knowledge.
Grammar topics include be verbs, general verbs, progressive tense, future tense, auxiliary verbs,
nouns, articles, pronouns, prepositions, adjectives, adverbs, comparisons, imperatives, and
exclamations. The goal is to acquire a solid working grammar ability through a variety of class
activities. Information about coursework and grading policy will be on Google Classroom.
到達目標
1.
2.
3.
4.
be

Develop the language skills needed to communicate accurately, meaningfully, and appropriately.
Demonstrate understanding of grammar through term tests and final examination.
Build fluency and accuracy through grammar homework..
Students should be able demonstrate a basic understanding of English grammar through usage, and
able to do simple writing, reading and speaking activities.

授業計画
【第1回】
テーマ：Course Introduction and orientation. Google Classroom registration and explanation.
内容・方法：Introducing yourself
【第2回】
テーマ：Unit 1: The Verb Be
内容・方法：Affirmative Statements, Subject Pronouns
【第3回】
テーマ：Unit 2: The Verb Be
内容・方法：Yes/No Questions, Be + Adjective, Negative Statements
【第4回】
テーマ：Unit 3: The Verb Be
内容・方法：Informative Questions, It, and Prepositions of Location
【第5回】
テーマ： Term Test 1
内容・方法： Review of units studied in class and for homework. Term Test.
【第6回】
テーマ：Unit 4: Nouns
内容・方法：Count and Noncount Nouns
【第7回】
テーマ：Unit 4: Nouns
内容・方法：Be + Adjective + Noun
【第8回】
テーマ：Unit 5: The Verb Have
内容・方法：Statements, Questions, Answers
【第9回】
テーマ：Unit 5: The Verb Have
内容・方法：Some/Any
【第10回】
テーマ： Term Test 2
内容・方法：
【第11回】
テーマ：Unit 6: This/That/Those
内容・方法：Using each form correctly
【第12回】
テーマ：Unit 6: Possessives
内容・方法：Pronouns, Adjectives, Questions with whose
【第13回】
テーマ：Unit 7: There is/ There are
内容・方法：Asking and answering questions
【第14回】
テーマ：Unit 7: Articles
内容・方法：A/An versus The
エッセンシャルグラマーⅠ

【第15回】
テーマ：Term Test 3
内容・方法： Final examination explanation.
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
Students are expected to spend approximately 30 minutes for preparation assignments before each
class AND an additional 30 minutes for review assignments after each class.
【第1回】
事前学修課題：Read the course outline. Buy the textbook.
事後学修課題：Buy the textbook. Homework assignment.
【第2回】
事前学修課題：Check that you did all your homework. Review and understand the grammar explanation
and examples of the lesson units.
事後学修課題：Review and study up on the grammar explanation and examples of the lesson units. Do
the HWK assignments.
【第3回】
事前学修課題：Check that you did all your homework. Review and understand the grammar explanation
and examples of the lesson units.
事後学修課題：Review and study up on the grammar explanation and examples of the lesson units. Do
the HWK assignments.
【第4回】
事前学修課題：Check that you did all your homework. Review and understand the grammar explanation
and examples of the lesson units.
事後学修課題：Review and study up on the grammar explanation and examples of the lesson units. Do
the HWK assignments. Prepare for term test 1
【第5回】
事前学修課題：Review previous lessons for the term test 1.
事後学修課題：Review your test errors and make corrections. Do the HWK assignments.
【第6回】
事前学修課題：Check that you did all your homework. Review and understand the grammar explanation
and examples of the lesson units.
事後学修課題：Review and study up on the grammar explanation and examples of the lesson units. Do
the HWK assignments.
【第7回】
事前学修課題：Check that you did all your homework. Review and understand the grammar explanation
and examples of the lesson units.
事後学修課題：Review and study up on the grammar explanation and examples of the lesson units. Do
the HWK assignments.
【第8回】
事前学修課題：Check that you did all your homework. Review and understand the grammar explanation
and examples of the lesson units.
事後学修課題：Review and study up on the grammar explanation and examples of the lesson units. Do
the HWK assignments.
【第9回】
事前学修課題：Check that you did all your homework. Review and understand the grammar explanation
and examples of the lesson units.
事後学修課題：Review and study up on the grammar explanation and examples of the lesson units. Do
the HWK assignments. Prepare for term test 2
【第10回】
事前学修課題：Review previous lessons for the term test 2.
事後学修課題：Review your test errors and make corrections. Do the HWK assignments.
【第11回】
事前学修課題：Check that you did all your homework. Review and understand the grammar explanation
and examples of the lesson units.
事後学修課題：Review and study up on the grammar explanation and examples of the lesson units. Do
the HWK assignments.
【第12回】
事前学修課題：Check that you did all your homework. Review and understand the grammar explanation
and examples of the lesson units.
事後学修課題：Review and study up on the grammar explanation and examples of the lesson units. Do
the HWK assignments.
【第13回】
事前学修課題：Check that you did all your homework. Review and understand the grammar explanation
and examples of the lesson units.
事後学修課題：Review and study up on the grammar explanation and examples of the lesson units. Do
the HWK assignments.
【第14回】
事前学修課題：Check that you did all your homework. Review and understand the grammar explanation
and examples of the lesson units.
事後学修課題：Review and study up on the grammar explanation and examples of the lesson units. Do
the HWK assignments. Prepare for term test 3
【第15回】
事前学修課題：Review previous lessons for the term test 3.
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事後学修課題：Review your test errors and make corrections. Submit the final examination.
課題に対するフィードバックの方法
1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom.
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class.
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.
4.The teacher will tell you your current grade at least three times during the semester. In
addition, your grades may also be posted regularly on Google Classroom.
成績評価の方法・基準（方針）
The course grade breakdown is as follows:
1.
2.
3.
4.

Class participation and classwork activities (30%),
3 term tests (30%)
Grammar homework assignments(20%)
Final Examination (20%)

成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

60

Class participation and classwork activities (30%), 3
term tests (30%).

1, 2, & 4

授業外での評価

20

Grammar homework assignments(20%)

3&4

定期試験

0

none

定期試験に代わるレポート等

20

Final Examination (20%)

その他

0

none

テキスト

Grammar Dimensions 1, 4th Edition, Diane Larsen-Freeman, 2008, National Geographic,
Cengage Learning. ISBN: 978-1413027402

参考書

none

2&4

履修条件・他の科目との関連 Notes:
1) You will get more information from the course teacher during the first class. This
syllabus is subject to change. Changes will be announced in class.
詳細は、初回授業時にコース担当者から説明します。このシラバスは変更される可能性があります。
変更された場合は、授業中にお知らせします。
2) If you are absent more than 4 times without excuse, you cannot receive credit.
４回以上欠席すると、単位を取得することができない。
3) If you are late 3 times, it will be counted as one absence.
遅刻３回は、欠席１回として認める。
4) If you arrive more than 30 minutes late to a 90-minute class (or 15 minutes late to a 45minute class) you may study, but you will be marked as absent.
90分の授業の場合遅刻は30分までとし、それを超えて遅刻した場合は、授業に参加することはでき
るが、欠席扱いとなる。45分の授業の場合、遅刻は15分までとする。
5) Be sure to bring all necessary materials with you to class. In particular, please bring a
smartphone/tablet/laptop and make sure it is charged.
授業に必要なものは持参すること、特に充電済みのスマートフォン、タブレット、ノート型パソコンなどを
必携のこと。
6) No late homework or assignments will be accepted.
期⽇を過ぎた宿題は評価されないので、期⽇を守って提出すること。
7) BYOD - you will need a laptop or tablet in class. A smartphone is not suitable for class
activities.
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授業コード

11101201

授業種別

授業科目名

エッセンシャルグラマーⅡ

授業担当教員

J.D.ラッセル

成績担当教員

J.D.ラッセル

開講年次

1年

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
A solid understanding of grammar is essential for reading, writing, listening, and speaking English.
This course is designed to improve students' knowledge and understanding of basic grammar and to
enhance their four skills. In each class, students will review grammar topics and then engage in a
variety of writing. reading and speaking activities in order to consolidate their grammar knowledge.
Grammar topics include be verbs, general verbs, progressive tense, future tense, auxiliary verbs,
nouns, articles, pronouns, prepositions, adjectives, adverbs, comparisons, imperatives, and
exclamations. The goal is to acquire a solid working grammar ability through a variety of class
activities. Information about coursework and grading policy will be on Google Classroom.
到達目標
1.
2.
3.
4.
be

Develop the language skills needed to communicate accurately, meaningfully, and appropriately.
Demonstrate understanding of grammar through term tests and final examination.
Build fluency and accuracy through grammar homework..
Students should be able demonstrate a basic understanding of English grammar through usage, and
able to do simple writing, reading and speaking activities.

授業計画
【第1回】
テーマ：Course Introduction and orientation. Google Classroom registration and explanation.
内容・方法：
【第2回】
テーマ：Unit 8
内容・方法：Simple Past Tense
【第3回】
テーマ：Unit 9
内容・方法：Wh- questions
【第4回】
テーマ：Unit 10
内容・方法：Imperatives and Prepositions of Direction
【第5回】
テーマ： Term Test 1
内容・方法： Review of units studied in class and for homework. Term Test.
【第6回】
テーマ：Unit 14
内容・方法：Can, Know How To, Be Able To, Connectors
【第7回】
テーマ：Unit 15
内容・方法：Present Progressive Tense
【第8回】
テーマ：Unit 18
内容・方法：Past Tense
【第9回】
テーマ：Unit 20
内容・方法：Future Time
【第10回】
テーマ： Term Test 2
内容・方法：
【第11回】
テーマ：Unit 22
内容・方法：Comparitive Adjectives
【第12回】
テーマ：Unit 22
内容・方法：Expressing Similarities and Differences
【第13回】
テーマ：Unit 23
内容・方法：Comparitive Adverbs
【第14回】
テーマ：Unit 24
内容・方法：Superlatives
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【第15回】
テーマ：Term Test 3
内容・方法： Final examination explanation.
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
Students are expected to spend approximately 30 minutes for preparation assignments before each
class AND an additional 30 minutes for review assignments after each class.
【第1回】
事前学修課題：Read the course outline. Buy the textbook.
事後学修課題：Buy the textbook. Homework assignment.
【第2回】
事前学修課題：Check that you did all your homework. Review and understand the grammar explanation
and examples of the lesson units.
事後学修課題：Review and study up on the grammar explanation and examples of the lesson units. Do
the HWK assignments.
【第3回】
事前学修課題：Check that you did all your homework. Review and understand the grammar explanation
and examples of the lesson units.
事後学修課題：Review and study up on the grammar explanation and examples of the lesson units. Do
the HWK assignments.
【第4回】
事前学修課題：Check that you did all your homework. Review and understand the grammar explanation
and examples of the lesson units.
事後学修課題：Review and study up on the grammar explanation and examples of the lesson units. Do
the HWK assignments. Prepare for term test 1
【第5回】
事前学修課題：Review previous lessons for the term test 1.
事後学修課題：Review your test errors and make corrections. Do the HWK assignments.
【第6回】
事前学修課題：Check that you did all your homework. Review and understand the grammar explanation
and examples of the lesson units.
事後学修課題：Review and study up on the grammar explanation and examples of the lesson units. Do
the HWK assignments.
【第7回】
事前学修課題：Check that you did all your homework. Review and understand the grammar explanation
and examples of the lesson units.
事後学修課題：Review and study up on the grammar explanation and examples of the lesson units. Do
the HWK assignments.
【第8回】
事前学修課題：Check that you did all your homework. Review and understand the grammar explanation
and examples of the lesson units.
事後学修課題：Review and study up on the grammar explanation and examples of the lesson units. Do
the HWK assignments.
【第9回】
事前学修課題：Check that you did all your homework. Review and understand the grammar explanation
and examples of the lesson units.
事後学修課題：Review and study up on the grammar explanation and examples of the lesson units. Do
the HWK assignments. Prepare for term test 2
【第10回】
事前学修課題：Review previous lessons for the term test 2.
事後学修課題：Review your test errors and make corrections. Do the HWK assignments.
【第11回】
事前学修課題：Check that you did all your homework. Review and understand the grammar explanation
and examples of the lesson units.
事後学修課題：Review and study up on the grammar explanation and examples of the lesson units. Do
the HWK assignments.
【第12回】
事前学修課題：Check that you did all your homework. Review and understand the grammar explanation
and examples of the lesson units.
事後学修課題：Review and study up on the grammar explanation and examples of the lesson units. Do
the HWK assignments.
【第13回】
事前学修課題：Check that you did all your homework. Review and understand the grammar explanation
and examples of the lesson units.
事後学修課題：Review and study up on the grammar explanation and examples of the lesson units. Do
the HWK assignments.
【第14回】
事前学修課題：Check that you did all your homework. Review and understand the grammar explanation
and examples of the lesson units.
事後学修課題：Review and study up on the grammar explanation and examples of the lesson units. Do
the HWK assignments. Prepare for term test 3
【第15回】
事前学修課題：Review previous lessons for the term test 3.
エッセンシャルグラマーⅡ

事後学修課題：Review your test errors and make corrections. Submit the final examination.
課題に対するフィードバックの方法
1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom.
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class.
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.
4.The teacher will tell you your current grade at least three times during the semester. In
addition, your grades may also be posted regularly on Google Classroom.
成績評価の方法・基準（方針）
The course grade breakdown is as follows:
1.
2.
3.
4.

Class participation and classwork activities (30%),
3 term tests (30%)
Grammar homework assignments(20%)
Final Examination (20%)

成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

60

Class participation and classwork activities (30%), 3
term tests (30%).

1, 2, & 4

授業外での評価

20

Grammar homework assignments(20%)

3&4

定期試験

0

none

定期試験に代わるレポート等

20

Final Examination (20%)

その他

0

none

テキスト

Grammar Dimensions 1, 4th Edition, Diane Larsen-Freeman, 2008, National Geographic,
Cengage Learning. ISBN: 978-1413027402

参考書

none

2&4

履修条件・他の科目との関連 Notes:
1) You will get more information from the course teacher during the first class. This
syllabus is subject to change. Changes will be announced in class.
詳細は、初回授業時にコース担当者から説明します。このシラバスは変更される可能性があります。
変更された場合は、授業中にお知らせします。
2) If you are absent more than 4 times without excuse, you cannot receive credit.
４回以上欠席すると、単位を取得することができない。
3) If you are late 3 times, it will be counted as one absence.
遅刻３回は、欠席１回として認める。
4) If you arrive more than 30 minutes late to a 90-minute class (or 15 minutes late to a 45minute class) you may study, but you will be marked as absent.
90分の授業の場合遅刻は30分までとし、それを超えて遅刻した場合は、授業に参加することはでき
るが、欠席扱いとなる。45分の授業の場合、遅刻は15分までとする。
5) Be sure to bring all necessary materials with you to class. In particular, please bring a
smartphone/tablet/laptop and make sure it is charged.
授業に必要なものは持参すること、特に充電済みのスマートフォン、タブレット、ノート型パソコンなどを
必携のこと。
6) No late homework or assignments will be accepted.
期⽇を過ぎた宿題は評価されないので、期⽇を守って提出すること。
7) BYOD - you will need a laptop or tablet in class. A smartphone is not suitable for class
activities.
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授業コード

11101301

授業科目名

英語Ⅲ

授業担当教員

T.M.パレ

成績担当教員

T.M.パレ

開講年次

2年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
本授業は、大学生として必要な教養を深めることができるような読み物を用いて、読むことに習熟することを目
的とする。併せて、語彙の増大を図る。また、場合によっては、聞く、書くなどの作業を入れて総合的な英語力
を養成する。
到達目標
①ある程度の長さの英文を読み、その内容を的確に把握することができる。
②読んだ英文に対して自分の考えを持つことができる。
③自分の考えを分かりやすい英語で表現することができる。
授業計画
第1回 Course introduction, good reading habits
第2回 Prism Reading Level 1 - Unit 1 - Places, Read for details, Vocabulary
第3回 Prism Reading Level 1 - Unit 1 - Places, Read for details, Vocabulary
第4回 Prism Reading Level 1 - Unit 1 - Places, Read for details, Vocabulary
第5回 Prism Reading Level 1 - Unit 2 - Festivals and Celebrations, Read for details, Vocabulary
第6回 Prism Reading Level 1 - Unit 2 - Festivals and Celebrations, Read for details, Vocabulary
第7回 Prism Reading Level 1 - Unit 2 - Festivals and Celebrations, Read for details, Vocabulary
第8回 Review and midterm test
第9回 Prism Reading Level 1 - Unit 3 - The Internet and Technology, Read for details, Vocabulary
第10回 Prism Reading Level 1 - Unit 3 - The Internet and Technology, Read for details, Vocabulary
第11回 Prism Reading Level 1 - Unit 3 - The Internet and Technology, Read for details, Vocabulary
第12回 Prism Reading Level 1 - Unit 4 - Weather and Climate, Read for details, Vocabulary
第13回 Prism Reading Level 1 - Unit 4 - Weather and Climate, Read for details, Vocabulary
第14回 Prism Reading Level 1 - Unit 4 - Weather and Climate, Read for details, Vocabulary
第15回 Review and practice for final test
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
授業後、毎週資料を確認し、次のレッスンのために選択したページをプレビューしてください。Please review
materials each week after class and preview the selected pages for the next lesson.
課題に対するフィードバックの方法
先生は、課題と参加について毎週フィードバックを提供します。The teacher will provide feedback each
week on assignments and participation.
成績評価の方法・基準（方針）
In-class Participation (参加) - 40%
Homework (宿題) - 30%
Tests (テスト) - 30%
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

英語Ⅲ

授業内での評価

40

Participation, weekly in-class assignments/ tasks

授業外での評価

30

Homework

定期試験

30

Tests - midterm and final test - 15% each

定期試験に代わるレポート等

0

その他

0

テキスト

Prism Reading Level 1 （Cambridge University Press）
ISBN: 9781108556194

none

参考書
履修条件・他の科目との関連 1) If you are absent 5 or more times without excuse, you cannot receive credit. ５回以上欠
席すると、単位を取得することができない。
2) If you are late 3 times, it will be counted as one absence. If you arrive more than 30
minutes late, you may study, but you will be marked as absent. 遅刻は３０分までとし、それを超
えて遅刻した場合は、授業に参加することはできるが、欠席扱いとなる。

英語Ⅲ

授業コード

10004001

授業科目名

英語Ⅲ

授業担当教員

T.M.パレ

成績担当教員

T.M.パレ

開講年次

2年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
本授業は、大学生として必要な教養を深めることができるような読み物を用いて、読むことに習熟することを目
的とする。併せて、語彙の増大を図る。また、場合によっては、聞く、書くなどの作業を入れて総合的な英語力
を養成する。
到達目標
①ある程度の長さの英文を読み、その内容を的確に把握することができる。
②読んだ英文に対して自分の考えを持つことができる。
③自分の考えを分かりやすい英語で表現することができる。
授業計画
第1回 Course introduction, good reading habits
第2回 Prism Reading Level 1 - Unit 1 - Places, Read for details, Vocabulary
第3回 Prism Reading Level 1 - Unit 1 - Places, Read for details, Vocabulary
第4回 Prism Reading Level 1 - Unit 1 - Places, Read for details, Vocabulary
第5回 Prism Reading Level 1 - Unit 2 - Festivals and Celebrations, Read for details, Vocabulary
第6回 Prism Reading Level 1 - Unit 2 - Festivals and Celebrations, Read for details, Vocabulary
第7回 Prism Reading Level 1 - Unit 2 - Festivals and Celebrations, Read for details, Vocabulary
第8回 Review and midterm test
第9回 Prism Reading Level 1 - Unit 3 - The Internet and Technology, Read for details, Vocabulary
第10回 Prism Reading Level 1 - Unit 3 - The Internet and Technology, Read for details, Vocabulary
第11回 Prism Reading Level 1 - Unit 3 - The Internet and Technology, Read for details, Vocabulary
第12回 Prism Reading Level 1 - Unit 4 - Weather and Climate, Read for details, Vocabulary
第13回 Prism Reading Level 1 - Unit 4 - Weather and Climate, Read for details, Vocabulary
第14回 Prism Reading Level 1 - Unit 4 - Weather and Climate, Read for details, Vocabulary
第15回 Review and practice for final test
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
授業後、毎週資料を確認し、次のレッスンのために選択したページをプレビューしてください。Please review
materials each week after class and preview the selected pages for the next lesson.
課題に対するフィードバックの方法
先生は、課題と参加について毎週フィードバックを提供します。The teacher will provide feedback each
week on assignments and participation.
成績評価の方法・基準（方針）
In-class Participation (参加) - 40%
Homework (宿題) - 30%
Tests (テスト) - 30%
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

英語Ⅲ

授業内での評価

40

Participation, weekly in-class assignments/ tasks

授業外での評価

30

Homework

定期試験

30

Tests - midterm and final test - 15% each

定期試験に代わるレポート等

0

その他

0

テキスト

Prism Reading Level 1 （Cambridge University Press）
ISBN: 9781108556194

none

参考書
履修条件・他の科目との関連 1) If you are absent 5 or more times without excuse, you cannot receive credit. ５回以上欠
席すると、単位を取得することができない。
2) If you are late 3 times, it will be counted as one absence. If you arrive more than 30
minutes late, you may study, but you will be marked as absent. 遅刻は３０分までとし、それを超
えて遅刻した場合は、授業に参加することはできるが、欠席扱いとなる。

英語Ⅲ

授業コード

11101302

授業科目名

英語Ⅲ

授業担当教員

A.ナデュー

成績担当教員

A.ナデュー

開講年次

2年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
本授業は、大学生として必要な教養を深めることができるような読み物を用いて、読むことに習熟することを目
的とする。併せて、語彙の増大を図る。また、場合によっては、聞く、書くなどの作業を入れて総合的な英語力
を養成する。
到達目標
①ある程度の長さの英文を読み、その内容を的確に把握することができる。
②読んだ英文に対して自分の考えを持つことができる。
③自分の考えを分かりやすい英語で表現することができる。
授業計画
【第1回】
テーマ：Introductions / Class Explanation
内容・方法：Introduce yourself / Look over syllabus together / Explain textbook and grading method
【第2回】
テーマ：1-1: Rise of the Megacities
内容・方法：Learn to scan for numbers / use a T-chart / nouns, verbs, and adjectives
【第3回】
テーマ：1-2: Homestay Vacations: A Home away from Home / Vocabulary Quiz
内容・方法： Learn to read for main ideas / read for details / critical thinking collaboration
【第4回】
テーマ：2-1: Celebrate!
内容・方法：Learn to preview / preposition of time and place, adverbs of frequency
【第5回】
テーマ：2-2: Muscat Festival: A Celebration of Omani Culture / Vocabulary Quiz
内容・方法： Learn to understand key vocabulary / use your knowledge / take notes
【第6回】
テーマ：Midterm Review
内容・方法：Review reading skills and vocabulary from Units 1 + 2 / Prepare for Midterm Evaluation
【第7回】
テーマ：Midterm Evaluation
内容・方法：Take midterm evaluation in class
【第8回】
テーマ：3-1: Tech Expert Today: Someone's Always Watching You Online
内容・方法：Learn to read for main ideas / compound nouns / synthesizing
【第9回】
テーマ：3-2: Video Games for Kids: Win, Lose, or Draw / Vocabulary Quiz
内容・方法：Learn to make inferences / give opinions / recognize text type
【第10回】
テーマ：Reading Project
内容・方法：Give presentations / submit reports for your reading project
【第11回】
テーマ：4-1: Extreme Weather
内容・方法： Learn to read for details / collocations with temperature
【第12回】
テーマ：4-2: Surviving the Sea of Sand: How to Stay Alive in the Sahara Desert / Vocabulary Quiz
内容・方法：Learn to use your knowledge to predict content / describe a graph
【第13回】
テーマ：Final Review
内容・方法：Review reading skills and vocabulary from Units 1-4 / Prepare for Final Evaluation
【第14回】
テーマ：Final Evaluation
内容・方法： Take the final evaluation in class
【第15回】
テーマ：Semester Review
内容・方法：Discuss reading skills gained / review learned vocabulary / preview next semester
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
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[第１回]
①事前学修課題：Buy the textbook.
②事後学修課題：Register for Google Classroom.
[第２回]
①事前学修課題：Preview class reading, look up vocabulary you do not know
②事後学修課題：Review reading, complete homework, work on reading project
[第３回]
①事前学修課題：Preview class reading, look up vocabulary you do not know /
②事後学修課題：Review reading, complete homework, work on reading project
[第4回]
①事前学修課題：Preview class reading, look up vocabulary you do not know
②事後学修課題：Review reading, complete homework, work on reading project
[第５回]
①事前学修課題：Preview class reading, look up vocabulary you do not know /
②事後学修課題：Review reading, complete homework, work on reading project
[第６回]
①事前学修課題：Review units 1 + 2
②事後学修課題：Study for midterm evaluation
[第７回]
①事前学修課題： Study for midterm evaluation
②事後学修課題：none
[第８回]
①事前学修課題：Preview class reading, look up vocabulary you do not know
②事後学修課題：Review reading, complete homework, work on reading project
[第９回]
①事前学修課題：Preview class reading, look up vocabulary you do not know /
②事後学修課題：Review reading, complete homework, work on reading project
[第１０回]
①事前学修課題：Be ready to present / hand-in reading report
②事後学修課題：Complete homework / check unfinished assignments
[第１１回]
①事前学修課題：Preview class reading, look up vocabulary you do not know
②事後学修課題：Review reading, complete homework
[第１２回]
①事前学修課題：Preview class reading, look up vocabulary you do not know /
②事後学修課題：Review reading, complete homework
[第１３回]
①事前学修課題：Review units 1-4
②事後学修課題：Study for final evaluation
[第１４回]
①事前学修課題：Study for final evaluation
②事後学修課題：none
[第１５回]
①事前学修課題：Review units 1-4
②事後学修課題：none
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課題に対するフィードバックの方法
課題に対するフィードバックの方法
1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom.
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class.
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.
4.The teacher will tell you your current grade at least three times during the semester. In
addition, your grades may also be posted regularly on Google Classroom.
成績評価の方法・基準（方針）
Classwork / Participation: 35%
Homework: 10%
Quizzes: 10%
Reading Report: 15%
Evaluations: 30%
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

45

Classwork / Participation: 35%
Quizzes: 10%

1, 2, 3

授業外での評価

25

Homework: 10%
Reading Report: 15%

1, 2, 3

定期試験

0
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定期試験に代わるレポート等

30

その他

0

テキスト

Prism Reading Level 1 （Cambridge University Press）
ISBN: 9781108556194

Evaluations: 30%

1, 2, 3

参考書
履修条件・他の科目との関連 1) If you are absent 5 or more times without excuse, you cannot receive credit. ５回以上欠
席すると、単位を取得することができない。
2) If you are late 3 times, it will be counted as one absence. If you arrive more than 30
minutes late, you may study, but you will be marked as absent. 遅刻は３０分までとし、それを超
えて遅刻した場合は、授業に参加することはできるが、欠席扱いとなる。
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授業コード

10004002

授業科目名

英語Ⅲ

授業担当教員

A.ナデュー

成績担当教員

A.ナデュー

開講年次

2年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
本授業は、大学生として必要な教養を深めることができるような読み物を用いて、読むことに習熟することを目
的とする。併せて、語彙の増大を図る。また、場合によっては、聞く、書くなどの作業を入れて総合的な英語力
を養成する。
到達目標
①ある程度の長さの英文を読み、その内容を的確に把握することができる。
②読んだ英文に対して自分の考えを持つことができる。
③自分の考えを分かりやすい英語で表現することができる。
授業計画
【第1回】
テーマ：Introductions / Class Explanation
内容・方法：Introduce yourself / Look over syllabus together / Explain textbook and grading method
【第2回】
テーマ：1-1: Rise of the Megacities
内容・方法：Learn to scan for numbers / use a T-chart / nouns, verbs, and adjectives
【第3回】
テーマ：1-2: Homestay Vacations: A Home away from Home / Vocabulary Quiz
内容・方法： Learn to read for main ideas / read for details / critical thinking collaboration
【第4回】
テーマ：2-1: Celebrate!
内容・方法：Learn to preview / preposition of time and place, adverbs of frequency
【第5回】
テーマ：2-2: Muscat Festival: A Celebration of Omani Culture / Vocabulary Quiz
内容・方法： Learn to understand key vocabulary / use your knowledge / take notes
【第6回】
テーマ：Midterm Review
内容・方法：Review reading skills and vocabulary from Units 1 + 2 / Prepare for Midterm Evaluation
【第7回】
テーマ：Midterm Evaluation
内容・方法：Take midterm evaluation in class
【第8回】
テーマ：3-1: Tech Expert Today: Someone's Always Watching You Online
内容・方法：Learn to read for main ideas / compound nouns / synthesizing
【第9回】
テーマ：3-2: Video Games for Kids: Win, Lose, or Draw / Vocabulary Quiz
内容・方法：Learn to make inferences / give opinions / recognize text type
【第10回】
テーマ：Reading Project
内容・方法：Give presentations / submit reports for your reading project
【第11回】
テーマ：4-1: Extreme Weather
内容・方法： Learn to read for details / collocations with temperature
【第12回】
テーマ：4-2: Surviving the Sea of Sand: How to Stay Alive in the Sahara Desert / Vocabulary Quiz
内容・方法：Learn to use your knowledge to predict content / describe a graph
【第13回】
テーマ：Final Review
内容・方法：Review reading skills and vocabulary from Units 1-4 / Prepare for Final Evaluation
【第14回】
テーマ：Final Evaluation
内容・方法： Take the final evaluation in class
【第15回】
テーマ：Semester Review
内容・方法：Discuss reading skills gained / review learned vocabulary / preview next semester
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
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[第１回]
①事前学修課題：Buy the textbook.
②事後学修課題：Register for Google Classroom.
[第２回]
①事前学修課題：Preview class reading, look up vocabulary you do not know
②事後学修課題：Review reading, complete homework, work on reading project
[第３回]
①事前学修課題：Preview class reading, look up vocabulary you do not know /
②事後学修課題：Review reading, complete homework, work on reading project
[第4回]
①事前学修課題：Preview class reading, look up vocabulary you do not know
②事後学修課題：Review reading, complete homework, work on reading project
[第５回]
①事前学修課題：Preview class reading, look up vocabulary you do not know /
②事後学修課題：Review reading, complete homework, work on reading project
[第６回]
①事前学修課題：Review units 1 + 2
②事後学修課題：Study for midterm evaluation
[第７回]
①事前学修課題： Study for midterm evaluation
②事後学修課題：none
[第８回]
①事前学修課題：Preview class reading, look up vocabulary you do not know
②事後学修課題：Review reading, complete homework, work on reading project
[第９回]
①事前学修課題：Preview class reading, look up vocabulary you do not know /
②事後学修課題：Review reading, complete homework, work on reading project
[第１０回]
①事前学修課題：Be ready to present / hand-in reading report
②事後学修課題：Complete homework / check unfinished assignments
[第１１回]
①事前学修課題：Preview class reading, look up vocabulary you do not know
②事後学修課題：Review reading, complete homework
[第１２回]
①事前学修課題：Preview class reading, look up vocabulary you do not know /
②事後学修課題：Review reading, complete homework
[第１３回]
①事前学修課題：Review units 1-4
②事後学修課題：Study for final evaluation
[第１４回]
①事前学修課題：Study for final evaluation
②事後学修課題：none
[第１５回]
①事前学修課題：Review units 1-4
②事後学修課題：none
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課題に対するフィードバックの方法
課題に対するフィードバックの方法
1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom.
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class.
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.
4.The teacher will tell you your current grade at least three times during the semester. In
addition, your grades may also be posted regularly on Google Classroom.
成績評価の方法・基準（方針）
Classwork / Participation: 35%
Homework: 10%
Quizzes: 10%
Reading Report: 15%
Evaluations: 30%
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

45

Classwork / Participation: 35%
Quizzes: 10%

1, 2, 3

授業外での評価

25

Homework: 10%
Reading Report: 15%

1, 2, 3

定期試験

0
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定期試験に代わるレポート等

30

その他

0

テキスト

Prism Reading Level 1 （Cambridge University Press）
ISBN: 9781108556194

Evaluations: 30%

1, 2, 3

参考書
履修条件・他の科目との関連 1) If you are absent 5 or more times without excuse, you cannot receive credit. ５回以上欠
席すると、単位を取得することができない。
2) If you are late 3 times, it will be counted as one absence. If you arrive more than 30
minutes late, you may study, but you will be marked as absent. 遅刻は３０分までとし、それを超
えて遅刻した場合は、授業に参加することはできるが、欠席扱いとなる。
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授業コード

11101303

授業科目名

英語Ⅲ

授業担当教員

S.N.ゴーフ

成績担当教員

S.N.ゴーフ

開講年次

2年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
本授業は、大学生として必要な教養を深めることができるような読み物を用いて、読むことに習熟することを目
的とする。併せて、語彙の増大を図る。また、場合によっては、聞く、書くなどの作業を入れて総合的な英語力
を養成する。
Purpose and outline of the class
The purpose of this class is to develop proficiency in reading through the use of readings that will
deepen the education necessary for college students. In addition, students will be expected to
increase their vocabulary. In some cases, we will also include listening and writing activities in
order to develop comprehensive English skills.
到達目標
①ある程度の長さの英文を読み、その内容を的確に把握することができる。
②読んだ英文に対して自分の考えを持つことができる。
③自分の考えを分かりやすい英語で表現することができる。
Objectives
(1) To be able to read English sentences of a certain length and accurately grasp their contents.
(2) To be able to formulate one's own opinions about the English text one has read.
(3) To be able to express one's thoughts in simple English.
授業計画
【第1回】
テーマ：Course explanation and orientation. Google Classroom registration and explanation.
Explanation on the uses of PDF files for homework.
内容・方法：Course outline and introductions. Textbook Review. Demonstration of class activities.
Introduction to the use of Adobe in homework assignments.
【第2回】
テーマ：Unit 1. Places: Talking about megacities (Reading #1)
内容・方法：Listening, reading and vocabulary review.
【第3回】
テーマ：Unit 1. Places: Talking about megacities (Reading #2)
内容・方法：Homework review. Vocabulary review.
listen, read and discussion. Vocabulary Quiz.
【第4回】
テーマ：Unit 1. Places: Megacities (Supplementary Task)
内容・方法：Homework review, listening, reading and vocabulary review. Extra reading about cities
and their characteristics.
【第5回】
テーマ：Unit 2. Places: Festivals and Celebrations (Reading #1)
内容・方法：Listening, reading and vocabulary review.
【第5回】
テーマ：Unit 2. Places: Festivals and Celebrations (Reading #2)
内容・方法：Listening, reading and vocabulary review.
【第6回】
テーマ：Unit 2. Places: Festivals and Celebrations (Supplementary Task)
内容・方法：Homework review, listening, reading and vocabulary review. Extra reading about cities
and their characteristics.
【第7回】
テーマ：Unit 3. Internet and Technology (Reading #1)
内容・方法：Homework review, listening, reading and vocabulary review.
【第8回】
テーマ：Unit Review
内容・方法：In-class mid-term examination
【第9回】
テーマ：Unit 3. Internet and Technology (Reading #2)
内容・方法：Homework review, listening, reading and vocabulary review.
【第10回】
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テーマ：Unit 3. Internet and Technology (Supplementary reading)
内容・方法：Homework review, listening, reading and vocabulary review.
【第11回】
テーマ：Unit 4. Weather and Climate (Reading #1)
内容・方法：Homework review, listening, reading and vocabulary review.
【第12回】
テーマ：Unit 4. Weather and Climate (Reading #2)
内容・方法：Homework review, listening, reading and vocabulary review.
【第13回】
テーマ：Unit 4. Weather and Climate (Reading #2)
内容・方法：Homework review, listening, reading and vocabulary review.
【第14回】
テーマ：Unit 4. Weather and Climate (Supplementary reading task)
内容・方法：Homework review, listening, reading and vocabulary review.
【第15回】
テーマ：Final Review
内容・方法: Final test explanation, vocabulary review, final discussions and general review. Final
test preparation time.
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
第1回】
① 事前学修課題：Read the syllabus. Take a look at the textbook.
② 事後学修課題：Read the article and do the homework assignments
【第2回】
① 事前学修課題：Read the assigned articles and do homework vocabulary review.
② 事後学修課題：Do the homework assignments. Study for the vocabulary Quiz
【第3回】
① 事前学修課題：Read the assigned articles
② 事後学修課題：Do the homework assignments. Study for the vocabulary Quiz
【第4回】
① 事前学修課題：Read the assigned articles
② 事後学修課題：Do the homework assignments. Study for the vocabulary Quiz
【第5回】
① 事前学修課題：Read the assigned articles
② 事後学修課題：Do the homework assignments. Study for the vocabulary Quiz
【第6回】
① 事前学修課題：Read the assigned articles
② 事後学修課題：Do the homework assignments. Study for the vocabulary Quiz
【第7回】
① 事前学修課題：Read the assigned articles.
② 事後学修課題：Do the homework assignments. Study for the vocabulary quiz
【第8回】
① 事前学修課題：Read the assigned articles.
② 事後学修課題：Do the homework assignments. Study for the mid-term examination
【第9回】
① 事前学修課題：mid-term examination
② 事後学修課題：Do the homework assignments. Study for the vocabulary Quiz
【第10回】
① 事前学修課題：Read the assigned articles
② 事後学修課題：Do the homework assignments. Study for the vocabulary Quiz
【第11回】
① 事前学修課題：Read the assigned articles
② 事後学修課題：Do the homework assignments. Study for the vocabulary Quiz
【第12回】
① 事前学修課題：Read the assigned articles
② 事後学修課題：Do the homework assignments. Study for the vocabulary Quiz
【第13回】
① 事前学修課題：Read the assigned articles
② 事後学修課題：Do the homework assignments. Study for the vocabulary Quiz
【第14回】
① 事前学修課題：Read the assigned articles
② 事後学修課題：Do the homework assignments. Prepare for your presentation. Study for the
vocabulary Quiz
【第15回】
① 事前学修課題：Get ready for the final test review
② 事後学修課題：Study and review for the final examination
課題に対するフィードバックの方法
1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom.
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class.
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.
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成績評価の方法・基準（方針）
You will be graded on
1. your in-class performance, effort, attendance and attitude,
2. unit quizzes, vocabulary quizzes
3. essay and final assignment
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

60

in-class performance, effort, attendance and
attitude. 40
unit quizzes and vocabulary tests 20

1.2.3.

授業外での評価

20

Homework and Assignments

1.2.3.

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

Final Evaluation Assignment

1.2.3.

その他

0

テキスト

Prism Reading Level 1 （Cambridge University Press）
ISBN: 9781108556194

参考書
履修条件・他の科目との関連 1) If you are absent 5 or more times without excuse, you cannot receive credit. ５回以上欠
席すると、単位を取得することができない。
2) If you are late 3 times, it will be counted as one absence. If you arrive more than 30
minutes late, you may study, but you will be marked as absent. 遅刻は３０分までとし、それを超
えて遅刻した場合は、授業に参加することはできるが、欠席扱いとなる。
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授業コード

10004003

授業科目名

英語Ⅲ

授業担当教員

S.N.ゴーフ

成績担当教員

S.N.ゴーフ

開講年次

2年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
本授業は、大学生として必要な教養を深めることができるような読み物を用いて、読むことに習熟することを目
的とする。併せて、語彙の増大を図る。また、場合によっては、聞く、書くなどの作業を入れて総合的な英語力
を養成する。
Purpose and outline of the class
The purpose of this class is to develop proficiency in reading through the use of readings that will
deepen the education necessary for college students. In addition, students will be expected to
increase their vocabulary. In some cases, we will also include listening and writing activities in
order to develop comprehensive English skills.
到達目標
①ある程度の長さの英文を読み、その内容を的確に把握することができる。
②読んだ英文に対して自分の考えを持つことができる。
③自分の考えを分かりやすい英語で表現することができる。
Objectives
(1) To be able to read English sentences of a certain length and accurately grasp their contents.
(2) To be able to formulate one's own opinions about the English text one has read.
(3) To be able to express one's thoughts in simple English.
授業計画
【第1回】
テーマ：Course explanation and orientation. Google Classroom registration and explanation.
Explanation on the uses of PDF files for homework.
内容・方法：Course outline and introductions. Textbook Review. Demonstration of class activities.
Introduction to the use of Adobe in homework assignments.
【第2回】
テーマ：Unit 1. Places: Talking about megacities (Reading #1)
内容・方法：Listening, reading and vocabulary review.
【第3回】
テーマ：Unit 1. Places: Talking about megacities (Reading #2)
内容・方法：Homework review. Vocabulary review.
listen, read and discussion. Vocabulary Quiz.
【第4回】
テーマ：Unit 1. Places: Megacities (Supplementary Task)
内容・方法：Homework review, listening, reading and vocabulary review. Extra reading about cities
and their characteristics.
【第5回】
テーマ：Unit 2. Places: Festivals and Celebrations (Reading #1)
内容・方法：Listening, reading and vocabulary review.
【第5回】
テーマ：Unit 2. Places: Festivals and Celebrations (Reading #2)
内容・方法：Listening, reading and vocabulary review.
【第6回】
テーマ：Unit 2. Places: Festivals and Celebrations (Supplementary Task)
内容・方法：Homework review, listening, reading and vocabulary review. Extra reading about cities
and their characteristics.
【第7回】
テーマ：Unit 3. Internet and Technology (Reading #1)
内容・方法：Homework review, listening, reading and vocabulary review.
【第8回】
テーマ：Unit Review
内容・方法：In-class mid-term examination
【第9回】
テーマ：Unit 3. Internet and Technology (Reading #2)
内容・方法：Homework review, listening, reading and vocabulary review.
【第10回】
英語Ⅲ

テーマ：Unit 3. Internet and Technology (Supplementary reading)
内容・方法：Homework review, listening, reading and vocabulary review.
【第11回】
テーマ：Unit 4. Weather and Climate (Reading #1)
内容・方法：Homework review, listening, reading and vocabulary review.
【第12回】
テーマ：Unit 4. Weather and Climate (Reading #2)
内容・方法：Homework review, listening, reading and vocabulary review.
【第13回】
テーマ：Unit 4. Weather and Climate (Reading #2)
内容・方法：Homework review, listening, reading and vocabulary review.
【第14回】
テーマ：Unit 4. Weather and Climate (Supplementary reading task)
内容・方法：Homework review, listening, reading and vocabulary review.
【第15回】
テーマ：Final Review
内容・方法: Final test explanation, vocabulary review, final discussions and general review. Final
test preparation time.
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
第1回】
① 事前学修課題：Read the syllabus. Take a look at the textbook.
② 事後学修課題：Read the article and do the homework assignments
【第2回】
① 事前学修課題：Read the assigned articles and do homework vocabulary review.
② 事後学修課題：Do the homework assignments. Study for the vocabulary Quiz
【第3回】
① 事前学修課題：Read the assigned articles
② 事後学修課題：Do the homework assignments. Study for the vocabulary Quiz
【第4回】
① 事前学修課題：Read the assigned articles
② 事後学修課題：Do the homework assignments. Study for the vocabulary Quiz
【第5回】
① 事前学修課題：Read the assigned articles
② 事後学修課題：Do the homework assignments. Study for the vocabulary Quiz
【第6回】
① 事前学修課題：Read the assigned articles
② 事後学修課題：Do the homework assignments. Study for the vocabulary Quiz
【第7回】
① 事前学修課題：Read the assigned articles.
② 事後学修課題：Do the homework assignments. Study for the vocabulary quiz
【第8回】
① 事前学修課題：Read the assigned articles.
② 事後学修課題：Do the homework assignments. Study for the mid-term examination
【第9回】
① 事前学修課題：mid-term examination
② 事後学修課題：Do the homework assignments. Study for the vocabulary Quiz
【第10回】
① 事前学修課題：Read the assigned articles
② 事後学修課題：Do the homework assignments. Study for the vocabulary Quiz
【第11回】
① 事前学修課題：Read the assigned articles
② 事後学修課題：Do the homework assignments. Study for the vocabulary Quiz
【第12回】
① 事前学修課題：Read the assigned articles
② 事後学修課題：Do the homework assignments. Study for the vocabulary Quiz
【第13回】
① 事前学修課題：Read the assigned articles
② 事後学修課題：Do the homework assignments. Study for the vocabulary Quiz
【第14回】
① 事前学修課題：Read the assigned articles
② 事後学修課題：Do the homework assignments. Prepare for your presentation. Study for the
vocabulary Quiz
【第15回】
① 事前学修課題：Get ready for the final test review
② 事後学修課題：Study and review for the final examination
課題に対するフィードバックの方法
1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom.
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class.
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.
英語Ⅲ

成績評価の方法・基準（方針）
You will be graded on
1. your in-class performance, effort, attendance and attitude,
2. unit quizzes, vocabulary quizzes
3. essay and final assignment
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

60

in-class performance, effort, attendance and
attitude. 40
unit quizzes and vocabulary tests 20

1.2.3.

授業外での評価

20

Homework and Assignments

1.2.3.

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

Final Evaluation Assignment

1.2.3.

その他

0

テキスト

Prism Reading Level 1 （Cambridge University Press）
ISBN: 9781108556194

参考書
履修条件・他の科目との関連 1) If you are absent 5 or more times without excuse, you cannot receive credit. ５回以上欠
席すると、単位を取得することができない。
2) If you are late 3 times, it will be counted as one absence. If you arrive more than 30
minutes late, you may study, but you will be marked as absent. 遅刻は３０分までとし、それを超
えて遅刻した場合は、授業に参加することはできるが、欠席扱いとなる。
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授業コード

11101401

授業科目名

英語Ⅳ

授業担当教員

T.M.パレ

成績担当教員

T.M.パレ

開講年次

2年

授業種別

実務家教員による授業

演習

開講期

後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
本授業は、大学生として必要な教養を深めることができるような読み物を用いて、読むことに習熟することを目
的とする。併せて、語彙の増大を図る。また、場合によっては、聞く、書くなどの作業を入れて総合的な英語力
を養成する。
到達目標
①ある程度の長さの英文を読み、その内容を的確に把握することができる。
②読んだ英文に対して自分の考えを持つことができる。
③自分の考えを分かりやすい英語で表現することができる。
授業計画
第1回 Course introduction, review Spring semester topics
第2回 Prism Reading Level 1 - Unit 5 - Sports and Competition, Read for details, Vocabulary
第3回 Prism Reading Level 1 - Unit 5 - Sports and Competition, Read for details, Vocabulary
第4回 Prism Reading Level 1 - Unit 5 - Sports and Competition, Read for details, Vocabulary
第5回 Prism Reading Level 1 - Unit 6 - Business, Read for details, Vocabulary
第6回 Prism Reading Level 1 - Unit 6 - Business, Read for details, Vocabulary
第7回 Prism Reading Level 1 - Unit 6 - Business, Read for details, Vocabulary
第8回 Review and midterm test
第9回 Prism Reading Level 1 - Unit 7 - People, Read for details, Vocabulary
第10回 Prism Reading Level 1 - Unit 7 - People, Read for details, Vocabulary
第11回 Prism Reading Level 1 - Unit 7 - People, Read for details, Vocabulary
第12回 Prism Reading Level 1 - Unit 8 - The Universe, Read for details, Vocabulary
第13回 Prism Reading Level 1 - Unit 8 - The Universe, Read for details, Vocabulary
第14回 Prism Reading Level 1 - Unit 8 - The Universe, Read for details, Vocabulary
第15回 Review and practice for final test
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
授業後、毎週資料を確認し、次のレッスンのために選択したページをプレビューしてください。Please review
materials each week after class and preview the selected pages for the next lesson.
課題に対するフィードバックの方法
先生は、課題と参加について毎週フィードバックを提供します。The teacher will provide feedback each
week on assignments and participation.
成績評価の方法・基準（方針）
In-class Participation (参加) - 40%
Homework (宿題) - 30%
Tests (テスト) - 30%
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

英語Ⅳ

授業内での評価

40

Participation, weekly in-class assignments/ tasks

授業外での評価

30

Homework

定期試験

30

Tests - midterm and final test - 15% each

定期試験に代わるレポート等

0

その他

0

テキスト

Prism Reading Level 1 （Cambridge University Press）
ISBN: 9781108556194

none

参考書
履修条件・他の科目との関連 1) If you are absent 5 or more times without excuse, you cannot receive credit. ５回以上欠
席すると、単位を取得することができない。
2) If you are late 3 times, it will be counted as one absence. If you arrive more than 30
minutes late, you may study, but you will be marked as absent. 遅刻は３０分までとし、それを超
えて遅刻した場合は、授業に参加することはできるが、欠席扱いとなる。

英語Ⅳ

授業コード

10004101

授業種別

授業科目名

英語Ⅳ

授業担当教員

T.M.パレ

成績担当教員

T.M.パレ

開講年次

カリキュラムによる

実務家教員による授業

演習

開講期

後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
本授業は、大学生として必要な教養を深めることができるような読み物を用いて、読むことに習熟することを目
的とする。併せて、語彙の増大を図る。また、場合によっては、聞く、書くなどの作業を入れて総合的な英語力
を養成する。
到達目標
①ある程度の長さの英文を読み、その内容を的確に把握することができる。
②読んだ英文に対して自分の考えを持つことができる。
③自分の考えを分かりやすい英語で表現することができる。
授業計画
第1回 Course introduction, review Spring semester topics
第2回 Prism Reading Level 1 - Unit 5 - Sports and Competition, Read for details, Vocabulary
第3回 Prism Reading Level 1 - Unit 5 - Sports and Competition, Read for details, Vocabulary
第4回 Prism Reading Level 1 - Unit 5 - Sports and Competition, Read for details, Vocabulary
第5回 Prism Reading Level 1 - Unit 6 - Business, Read for details, Vocabulary
第6回 Prism Reading Level 1 - Unit 6 - Business, Read for details, Vocabulary
第7回 Prism Reading Level 1 - Unit 6 - Business, Read for details, Vocabulary
第8回 Review and midterm test
第9回 Prism Reading Level 1 - Unit 7 - People, Read for details, Vocabulary
第10回 Prism Reading Level 1 - Unit 7 - People, Read for details, Vocabulary
第11回 Prism Reading Level 1 - Unit 7 - People, Read for details, Vocabulary
第12回 Prism Reading Level 1 - Unit 8 - The Universe, Read for details, Vocabulary
第13回 Prism Reading Level 1 - Unit 8 - The Universe, Read for details, Vocabulary
第14回 Prism Reading Level 1 - Unit 8 - The Universe, Read for details, Vocabulary
第15回 Review and practice for final test
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
授業後、毎週資料を確認し、次のレッスンのために選択したページをプレビューしてください。Please review
materials each week after class and preview the selected pages for the next lesson.
課題に対するフィードバックの方法
先生は、課題と参加について毎週フィードバックを提供します。The teacher will provide feedback each
week on assignments and participation.
成績評価の方法・基準（方針）
In-class Participation (参加) - 40%
Homework (宿題) - 30%
Tests (テスト) - 30%
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

英語Ⅳ

授業内での評価

40

Participation, weekly in-class assignments/ tasks

授業外での評価

30

Homework

定期試験

30

Tests - midterm and final test - 15% each

定期試験に代わるレポート等

0

その他

0

テキスト

Prism Reading Level 1 （Cambridge University Press）
ISBN: 9781108556194

none

参考書
履修条件・他の科目との関連 1) If you are absent 5 or more times without excuse, you cannot receive credit. ５回以上欠
席すると、単位を取得することができない。
2) If you are late 3 times, it will be counted as one absence. If you arrive more than 30
minutes late, you may study, but you will be marked as absent. 遅刻は３０分までとし、それを超
えて遅刻した場合は、授業に参加することはできるが、欠席扱いとなる。

英語Ⅳ

授業コード

11101402

授業科目名

英語Ⅳ

授業担当教員

A.ナデュー

成績担当教員

A.ナデュー

開講年次

2年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
本授業は、大学生として必要な教養を深めることができるような読み物を用いて、読むことに習熟することを目
的とする。併せて、語彙の増大を図る。また、場合によっては、聞く、書くなどの作業を入れて総合的な英語力
を養成する。
到達目標
①ある程度の長さの英文を読み、その内容を的確に把握することができる。
②読んだ英文に対して自分の考えを持つことができる。
③自分の考えを分かりやすい英語で表現することができる
授業計画
【第1回】
テーマ：Introductions / Class Explanation
内容・方法：Introduce yourself / Look over syllabus together / Explain textbook and grading method
【第2回】
テーマ：5-1: Five Unusual Sports
内容・方法：Learn to scan to predict content / understand key vocabulary
【第3回】
テーマ：5-2: Tough Guy: A Race to the Limit / Vocabulary Quiz
内容・方法： Prepositions of movement / Reading for main ideas and details
【第4回】
テーマ：6-1: Are You Ready for the World of Work?
内容・方法：Working out meaning from context / Scanning to predict content
【第5回】
テーマ：6-2: The Story of Google / Vocabulary Quiz
内容・方法： Annotating / collocations with business / business vocabulary
【第6回】
テーマ：Midterm Review
内容・方法：Review reading skills and vocabulary from Units 5 + 6 / Prepare for Midterm Evaluation
【第7回】
テーマ：Midterm Evaluation
内容・方法：Take midterm evaluation in class
【第8回】
テーマ：7-1: Incredible People: Ben Underwood
内容・方法：Learn to use a Venn diagram / working out meaning
【第9回】
テーマ：7-2: Role Models / Vocabulary Quiz
内容・方法：Learn noun phrases with "of" / adjectives to describe people / previewing
【第10回】
テーマ：Reading Project
内容・方法：Give presentations / submit reports for your reading project
【第11回】
テーマ：8-1: The New Space Race: The Rise of Commercial Space Travel
内容・方法：Learn to identify the author's purpose / Distinguish fact from opinion
【第12回】
テーマ：8-2: Is There Life on Other Planets? / Vocabulary Quiz
内容・方法：Learn to give evidence and support an argument / infinitives of purpose
【第13回】
テーマ：Final Review
内容・方法：Review reading skills and vocabulary from Units 5-8 / Prepare for Final Evaluation
【第14回】
テーマ：Final Evaluation
内容・方法： Take the final evaluation in class
【第15回】
テーマ：Semester Review
内容・方法：Discuss reading skills gained / review learned vocabulary
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。

英語Ⅳ

[第１回]
①事前学修課題：Review reading skills from last semester.
②事後学修課題：Register for Google Classroom.
[第２回]
①事前学修課題：Preview class reading, look up vocabulary you do not know
②事後学修課題：Review reading, complete homework, work on reading project
[第３回]
①事前学修課題：Preview class reading, look up vocabulary you do not know /
②事後学修課題：Review reading, complete homework, work on reading project
[第4回]
①事前学修課題：Preview class reading, look up vocabulary you do not know
②事後学修課題：Review reading, complete homework, work on reading project
[第５回]
①事前学修課題：Preview class reading, look up vocabulary you do not know /
②事後学修課題：Review reading, complete homework, work on reading project
[第６回]
①事前学修課題：Review units 5 + 6
②事後学修課題：Study for midterm evaluation
[第７回]
①事前学修課題： Study for midterm evaluation
②事後学修課題：none
[第８回]
①事前学修課題：Preview class reading, look up vocabulary you do not know
②事後学修課題：Review reading, complete homework, work on reading project
[第９回]
①事前学修課題：Preview class reading, look up vocabulary you do not know /
②事後学修課題：Review reading, complete homework, work on reading project
[第１０回]
①事前学修課題：Be ready to present / hand-in reading report
②事後学修課題：Complete homework / check unfinished assignments
[第１１回]
①事前学修課題：Preview class reading, look up vocabulary you do not know
②事後学修課題：Review reading, complete homework
[第１２回]
①事前学修課題：Preview class reading, look up vocabulary you do not know /
②事後学修課題：Review reading, complete homework
[第１３回]
①事前学修課題：Review units 5-8
②事後学修課題：Study for final evaluation
[第１４回]
①事前学修課題：Study for final evaluation
②事後学修課題：none
[第１５回]
①事前学修課題：Review units 5-8
②事後学修課題：none

Study for Vocabulary Quiz

Study for Vocabulary Quiz

Study for Vocabulary Quiz

Study for Vocabulary Quiz

課題に対するフィードバックの方法
課題に対するフィードバックの方法
1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom.
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class.
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.
4.The teacher will tell you your current grade at least three times during the semester. In
addition, your grades may also be posted regularly on Google Classroom.
成績評価の方法・基準（方針）
Classwork / Participation: 35%
Homework: 10%
Quizzes: 10%
Reading Report: 15%
Evaluations: 30%
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

45

Classwork / Participation: 35%
Quizzes: 10%

1, 2, 3

授業外での評価

25

Homework: 10%
Reading Report: 15%

1, 2, 3

定期試験

0
英語Ⅳ

定期試験に代わるレポート等

30

その他

0

テキスト

Prism Reading Level 1 （Cambridge University Press）
ISBN: 9781108556194

Evaluations: 30%

1, 2, 3

参考書
履修条件・他の科目との関連 1) If you are absent 5 or more times without excuse, you cannot receive credit. ５回以上欠
席すると、単位を取得することができない。
2) If you are late 3 times, it will be counted as one absence. If you arrive more than 30
minutes late, you may study, but you will be marked as absent. 遅刻は３０分までとし、それを超
えて遅刻した場合は、授業に参加することはできるが、欠席扱いとなる。
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授業コード

10004102

授業種別

授業科目名

英語Ⅳ

授業担当教員

A.ナデュー

成績担当教員

A.ナデュー

開講年次

カリキュラムによる

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
本授業は、大学生として必要な教養を深めることができるような読み物を用いて、読むことに習熟することを目
的とする。併せて、語彙の増大を図る。また、場合によっては、聞く、書くなどの作業を入れて総合的な英語力
を養成する。
到達目標
①ある程度の長さの英文を読み、その内容を的確に把握することができる。
②読んだ英文に対して自分の考えを持つことができる。
③自分の考えを分かりやすい英語で表現することができる
授業計画
【第1回】
テーマ：Introductions / Class Explanation
内容・方法：Introduce yourself / Look over syllabus together / Explain textbook and grading method
【第2回】
テーマ：5-1: Five Unusual Sports
内容・方法：Learn to scan to predict content / understand key vocabulary
【第3回】
テーマ：5-2: Tough Guy: A Race to the Limit / Vocabulary Quiz
内容・方法： Prepositions of movement / Reading for main ideas and details
【第4回】
テーマ：6-1: Are You Ready for the World of Work?
内容・方法：Working out meaning from context / Scanning to predict content
【第5回】
テーマ：6-2: The Story of Google / Vocabulary Quiz
内容・方法： Annotating / collocations with business / business vocabulary
【第6回】
テーマ：Midterm Review
内容・方法：Review reading skills and vocabulary from Units 5 + 6 / Prepare for Midterm Evaluation
【第7回】
テーマ：Midterm Evaluation
内容・方法：Take midterm evaluation in class
【第8回】
テーマ：7-1: Incredible People: Ben Underwood
内容・方法：Learn to use a Venn diagram / working out meaning
【第9回】
テーマ：7-2: Role Models / Vocabulary Quiz
内容・方法：Learn noun phrases with "of" / adjectives to describe people / previewing
【第10回】
テーマ：Reading Project
内容・方法：Give presentations / submit reports for your reading project
【第11回】
テーマ：8-1: The New Space Race: The Rise of Commercial Space Travel
内容・方法：Learn to identify the author's purpose / Distinguish fact from opinion
【第12回】
テーマ：8-2: Is There Life on Other Planets? / Vocabulary Quiz
内容・方法：Learn to give evidence and support an argument / infinitives of purpose
【第13回】
テーマ：Final Review
内容・方法：Review reading skills and vocabulary from Units 5-8 / Prepare for Final Evaluation
【第14回】
テーマ：Final Evaluation
内容・方法： Take the final evaluation in class
【第15回】
テーマ：Semester Review
内容・方法：Discuss reading skills gained / review learned vocabulary
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。

英語Ⅳ

[第１回]
①事前学修課題：Review reading skills from last semester.
②事後学修課題：Register for Google Classroom.
[第２回]
①事前学修課題：Preview class reading, look up vocabulary you do not know
②事後学修課題：Review reading, complete homework, work on reading project
[第３回]
①事前学修課題：Preview class reading, look up vocabulary you do not know /
②事後学修課題：Review reading, complete homework, work on reading project
[第4回]
①事前学修課題：Preview class reading, look up vocabulary you do not know
②事後学修課題：Review reading, complete homework, work on reading project
[第５回]
①事前学修課題：Preview class reading, look up vocabulary you do not know /
②事後学修課題：Review reading, complete homework, work on reading project
[第６回]
①事前学修課題：Review units 5 + 6
②事後学修課題：Study for midterm evaluation
[第７回]
①事前学修課題： Study for midterm evaluation
②事後学修課題：none
[第８回]
①事前学修課題：Preview class reading, look up vocabulary you do not know
②事後学修課題：Review reading, complete homework, work on reading project
[第９回]
①事前学修課題：Preview class reading, look up vocabulary you do not know /
②事後学修課題：Review reading, complete homework, work on reading project
[第１０回]
①事前学修課題：Be ready to present / hand-in reading report
②事後学修課題：Complete homework / check unfinished assignments
[第１１回]
①事前学修課題：Preview class reading, look up vocabulary you do not know
②事後学修課題：Review reading, complete homework
[第１２回]
①事前学修課題：Preview class reading, look up vocabulary you do not know /
②事後学修課題：Review reading, complete homework
[第１３回]
①事前学修課題：Review units 5-8
②事後学修課題：Study for final evaluation
[第１４回]
①事前学修課題：Study for final evaluation
②事後学修課題：none
[第１５回]
①事前学修課題：Review units 5-8
②事後学修課題：none

Study for Vocabulary Quiz

Study for Vocabulary Quiz

Study for Vocabulary Quiz

Study for Vocabulary Quiz

課題に対するフィードバックの方法
課題に対するフィードバックの方法
1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom.
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class.
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.
4.The teacher will tell you your current grade at least three times during the semester. In
addition, your grades may also be posted regularly on Google Classroom.
成績評価の方法・基準（方針）
Classwork / Participation: 35%
Homework: 10%
Quizzes: 10%
Reading Report: 15%
Evaluations: 30%
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

45

Classwork / Participation: 35%
Quizzes: 10%

1, 2, 3

授業外での評価

25

Homework: 10%
Reading Report: 15%

1, 2, 3

定期試験

0
英語Ⅳ

定期試験に代わるレポート等

30

その他

0

テキスト

Prism Reading Level 1 （Cambridge University Press）
ISBN: 9781108556194

Evaluations: 30%

1, 2, 3

参考書
履修条件・他の科目との関連 1) If you are absent 5 or more times without excuse, you cannot receive credit. ５回以上欠
席すると、単位を取得することができない。
2) If you are late 3 times, it will be counted as one absence. If you arrive more than 30
minutes late, you may study, but you will be marked as absent. 遅刻は３０分までとし、それを超
えて遅刻した場合は、授業に参加することはできるが、欠席扱いとなる。

英語Ⅳ

授業コード

11101403

授業科目名

英語Ⅳ

授業担当教員

S.N.ゴーフ

成績担当教員

S.N.ゴーフ

開講年次

2年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
本授業は、大学生として必要な教養を深めることができるような読み物を用いて、読むことに習熟することを目
的とする。併せて、語彙の増大を図る。また、場合によっては、聞く、書くなどの作業を入れて総合的な英語力
を養成する。
Purpose and outline of the class
The purpose of this class is to develop proficiency in reading through the use of readings that will
deepen the education necessary for college students. In addition, students will be expected to
increase their vocabulary. In some cases, we will also include listening and writing activities in
order to develop comprehensive English skills.
到達目標
①ある程度の長さの英文を読み、その内容を的確に把握することができる。
②読んだ英文に対して自分の考えを持つことができる。
③自分の考えを分かりやすい英語で表現することができる。
Objectives
(1) To be able to read English sentences of a certain length and accurately grasp their contents.
(2) To be able to formulate one's own opinions about the English text one has read.
(3) To be able to express one's thoughts in simple English.
授業計画
【第1回】
テーマ：Unit 5. Sports and Competition (Reading #1)
内容・方法：Homework review, listening, reading and vocabulary review.
【第2回】
テーマ：Unit 5. Sports and Competition (Reading #2)
内容・方法：Homework review, listening, reading and vocabulary review.
【第3回】
テーマ：Unit 5. Sports and Competition (Supplementary reading and task)
内容・方法：Homework review, listening, reading and vocabulary review.
【第4回】
テーマ：Unit 6. Business (Reading #1)
内容・方法：Homework review, listening, reading and vocabulary review.
【第5回】
テーマ：Unit 6. Business (Reading #2)
内容・方法：Homework review, listening, reading and vocabulary review.
【第6回】
テーマ：Unit 6. Business (Supplementary reading and task)
内容・方法：Homework review, listening, reading and vocabulary review.
【第7回】
テーマ：Unit 5 and Unit 6 summation and supplementary reading
内容・方法：Homework review, listening, reading and vocabulary review. A review of the previous 2
units in preparation for the mid-term examination.
【第8回】
テーマ：Unit Review
内容・方法：In-class mid-term examination
【第9回】
テーマ：Unit 7. People (Reading #1)
内容・方法：Homework review, listening, reading and vocabulary review.
【第10回】
テーマ：Unit 7. People (Reading #2)
内容・方法：Homework review, listening, reading and vocabulary review.
【第11回】
テーマ：Unit 7. People (Supplementary reading)
内容・方法：Homework review, listening, reading and vocabulary review.
【第12回】
テーマ：Unit 8. The Universe (Reading #1)
内容・方法：Homework review, listening, reading and vocabulary review.
【第13回】
テーマ：Unit 8 The Universe (Reading #2)
英語Ⅳ

内容・方法：Homework review, listening, reading and vocabulary review.
【第14回】
テーマ：Unit 8 The Universe (Supplementary)
内容・方法：Homework review, listening, reading and vocabulary review.
【第15回】
テーマ：Final Review
内容・方法: Final test explanation, vocabulary review, final discussions and general review. Final
test preparation time.
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
第1回】
① 事前学修課題：Read the assigned article .
② 事後学修課題：Read the article and do the homework assignments
【第2回】
① 事前学修課題：Read the assigned articles and do homework vocabulary review.
② 事後学修課題：Do the homework assignments. Study for the vocabulary Quiz
【第3回】
① 事前学修課題：Read the assigned articles
② 事後学修課題：Do the homework assignments. Study for the vocabulary Quiz
【第4回】
① 事前学修課題：Read the assigned articles
② 事後学修課題：Do the homework assignments. Study for the vocabulary Quiz
【第5回】
① 事前学修課題：Read the assigned articles
② 事後学修課題：Do the homework assignments. Study for the vocabulary Quiz
【第6回】
① 事前学修課題：Read the assigned articles
② 事後学修課題：Do the homework assignments. Study for the vocabulary Quiz
【第7回】
① 事前学修課題：Read the assigned articles.
② 事後学修課題：Do the homework assignments. Study for the mid-term examination
【第8回】
① 事前学修課題：Read the assigned articles.
② 事後学修課題：Do the homework assignments. Study for the vocabulary Quiz
【第9回】
① 事前学修課題：mid-term examination
② 事後学修課題：Do the homework assignments. Study for the vocabulary Quiz
【第10回】
① 事前学修課題：Read the assigned articles
② 事後学修課題：Do the homework assignments. Study for the vocabulary Quiz
【第11回】
① 事前学修課題：Read the assigned articles
② 事後学修課題：Do the homework assignments. Study for the vocabulary Quiz
【第12回】
① 事前学修課題：Read the assigned articles
② 事後学修課題：Do the homework assignments. Study for the vocabulary Quiz
【第13回】
① 事前学修課題：Read the assigned articles
② 事後学修課題：Do the homework assignments. Study for the vocabulary Quiz
【第14回】
① 事前学修課題：Read the assigned articles
② 事後学修課題：Do the homework assignments. Prepare for your presentation. Study for the
vocabulary Quiz
【第15回】
① 事前学修課題：Get ready for the final test review
② 事後学修課題：Study and review for the final examination
課題に対するフィードバックの方法
1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom.
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class.
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.
成績評価の方法・基準（方針）
You will be graded on
1. your in-class performance, effort, attendance and attitude,
2. unit quizzes, vocabulary quizzes
3. essay and final assignment
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

60

in-class performance, effort, attendance and

1,2,3
英語Ⅳ

attitude. 40
unit quizzes and vocabulary tests 20
授業外での評価

20

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

その他

0

テキスト

Prism Reading Level 1 （Cambridge University Press）
ISBN: 9781108556194

Homework and Assignments

1,2,3

Final Evaluation Assignment

1,2,3

参考書
履修条件・他の科目との関連 1) If you are absent 5 or more times without excuse, you cannot receive credit. ５回以上欠
席すると、単位を取得することができない。
2) If you are late 3 times, it will be counted as one absence. If you arrive more than 30
minutes late, you may study, but you will be marked as absent. 遅刻は３０分までとし、それを超
えて遅刻した場合は、授業に参加することはできるが、欠席扱いとなる。

英語Ⅳ

授業コード

10004103

授業種別

授業科目名

英語Ⅳ

授業担当教員

S.N.ゴーフ

成績担当教員

S.N.ゴーフ

開講年次

カリキュラムによる

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
本授業は、大学生として必要な教養を深めることができるような読み物を用いて、読むことに習熟することを目
的とする。併せて、語彙の増大を図る。また、場合によっては、聞く、書くなどの作業を入れて総合的な英語力
を養成する。
Purpose and outline of the class
The purpose of this class is to develop proficiency in reading through the use of readings that will
deepen the education necessary for college students. In addition, students will be expected to
increase their vocabulary. In some cases, we will also include listening and writing activities in
order to develop comprehensive English skills.
到達目標
①ある程度の長さの英文を読み、その内容を的確に把握することができる。
②読んだ英文に対して自分の考えを持つことができる。
③自分の考えを分かりやすい英語で表現することができる。
Objectives
(1) To be able to read English sentences of a certain length and accurately grasp their contents.
(2) To be able to formulate one's own opinions about the English text one has read.
(3) To be able to express one's thoughts in simple English.
授業計画
【第1回】
テーマ：Unit 5. Sports and Competition (Reading #1)
内容・方法：Homework review, listening, reading and vocabulary review.
【第2回】
テーマ：Unit 5. Sports and Competition (Reading #2)
内容・方法：Homework review, listening, reading and vocabulary review.
【第3回】
テーマ：Unit 5. Sports and Competition (Supplementary reading and task)
内容・方法：Homework review, listening, reading and vocabulary review.
【第4回】
テーマ：Unit 6. Business (Reading #1)
内容・方法：Homework review, listening, reading and vocabulary review.
【第5回】
テーマ：Unit 6. Business (Reading #2)
内容・方法：Homework review, listening, reading and vocabulary review.
【第6回】
テーマ：Unit 6. Business (Supplementary reading and task)
内容・方法：Homework review, listening, reading and vocabulary review.
【第7回】
テーマ：Unit 5 and Unit 6 summation and supplementary reading
内容・方法：Homework review, listening, reading and vocabulary review. A review of the previous 2
units in preparation for the mid-term examination.
【第8回】
テーマ：Unit Review
内容・方法：In-class mid-term examination
【第9回】
テーマ：Unit 7. People (Reading #1)
内容・方法：Homework review, listening, reading and vocabulary review.
【第10回】
テーマ：Unit 7. People (Reading #2)
内容・方法：Homework review, listening, reading and vocabulary review.
【第11回】
テーマ：Unit 7. People (Supplementary reading)
内容・方法：Homework review, listening, reading and vocabulary review.
【第12回】
テーマ：Unit 8. The Universe (Reading #1)
内容・方法：Homework review, listening, reading and vocabulary review.
【第13回】
テーマ：Unit 8 The Universe (Reading #2)
英語Ⅳ

内容・方法：Homework review, listening, reading and vocabulary review.
【第14回】
テーマ：Unit 8 The Universe (Supplementary)
内容・方法：Homework review, listening, reading and vocabulary review.
【第15回】
テーマ：Final Review
内容・方法: Final test explanation, vocabulary review, final discussions and general review. Final
test preparation time.
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
第1回】
① 事前学修課題：Read the assigned article .
② 事後学修課題：Read the article and do the homework assignments
【第2回】
① 事前学修課題：Read the assigned articles and do homework vocabulary review.
② 事後学修課題：Do the homework assignments. Study for the vocabulary Quiz
【第3回】
① 事前学修課題：Read the assigned articles
② 事後学修課題：Do the homework assignments. Study for the vocabulary Quiz
【第4回】
① 事前学修課題：Read the assigned articles
② 事後学修課題：Do the homework assignments. Study for the vocabulary Quiz
【第5回】
① 事前学修課題：Read the assigned articles
② 事後学修課題：Do the homework assignments. Study for the vocabulary Quiz
【第6回】
① 事前学修課題：Read the assigned articles
② 事後学修課題：Do the homework assignments. Study for the vocabulary Quiz
【第7回】
① 事前学修課題：Read the assigned articles.
② 事後学修課題：Do the homework assignments. Study for the mid-term examination
【第8回】
① 事前学修課題：Read the assigned articles.
② 事後学修課題：Do the homework assignments. Study for the vocabulary Quiz
【第9回】
① 事前学修課題：mid-term examination
② 事後学修課題：Do the homework assignments. Study for the vocabulary Quiz
【第10回】
① 事前学修課題：Read the assigned articles
② 事後学修課題：Do the homework assignments. Study for the vocabulary Quiz
【第11回】
① 事前学修課題：Read the assigned articles
② 事後学修課題：Do the homework assignments. Study for the vocabulary Quiz
【第12回】
① 事前学修課題：Read the assigned articles
② 事後学修課題：Do the homework assignments. Study for the vocabulary Quiz
【第13回】
① 事前学修課題：Read the assigned articles
② 事後学修課題：Do the homework assignments. Study for the vocabulary Quiz
【第14回】
① 事前学修課題：Read the assigned articles
② 事後学修課題：Do the homework assignments. Prepare for your presentation. Study for the
vocabulary Quiz
【第15回】
① 事前学修課題：Get ready for the final test review
② 事後学修課題：Study and review for the final examination
課題に対するフィードバックの方法
1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom.
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class.
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.
成績評価の方法・基準（方針）
You will be graded on
1. your in-class performance, effort, attendance and attitude,
2. unit quizzes, vocabulary quizzes
3. essay and final assignment
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

60

in-class performance, effort, attendance and

1,2,3
英語Ⅳ

attitude. 40
unit quizzes and vocabulary tests 20
授業外での評価

20

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

その他

0

テキスト

Prism Reading Level 1 （Cambridge University Press）
ISBN: 9781108556194

Homework and Assignments

1,2,3

Final Evaluation Assignment

1,2,3

参考書
履修条件・他の科目との関連 1) If you are absent 5 or more times without excuse, you cannot receive credit. ５回以上欠
席すると、単位を取得することができない。
2) If you are late 3 times, it will be counted as one absence. If you arrive more than 30
minutes late, you may study, but you will be marked as absent. 遅刻は３０分までとし、それを超
えて遅刻した場合は、授業に参加することはできるが、欠席扱いとなる。

英語Ⅳ

授業コード

11101501

授業科目名

ライティングⅠ

授業担当教員

J.D.ラッセル

成績担当教員

J.D.ラッセル

開講年次

2年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
文法の基礎知識と英語の構造を解説するとともに、文法知識、英文法構造を踏まえて、短い英文が書ける様に、
又、簡単な英語によるコミュニケーションができる様に指導する。
更に授業を通して主体的に学ぶ態度と意欲を身につけるように指導する。
到達目標
1.語彙力の向上。（語彙の拡大と新出単語を使用して文章を作成する力）
2.英語の文法並びに構造を理解し短い英文作成に応用できる。
3.英語の文法を理解し、他者との短い英語でのコミュニケーションが実行できるようになる。
授業計画
第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回
第8回
第9回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回

オリエンテーション（授業の概要について説明）又、基礎語学力のテストを実施。
英文の語順及び５文型を解説し、５文型の活用演習を実施。
BE動詞と一般動詞のルールを解説し、それらを使った基本文章の作成練習を実施。
Unit 1
「出身地」をテーマに、BE動詞を活用した英作文の応用練習を実施。
Unit 1 「出身地」をテーマにListening、Reading、Writingの演習を実施。
Unit 2 「趣味」をテーマに、一般動詞を活用した英作文の応用練習を実施。
Unit 2 「趣味」をテーマに、Listening、Reading、Writingの演習を実施。
語彙クイズ及び復習：Unit 1とUnit2で学んだ語彙や英作文の復習。
Unit 3 「ショッピング」をテーマに、名詞、代名詞の基礎を解説し、英作文の応用練習を実施。
Unit 3 「ショッピング」をテーマに、Listening、Reading、Writingの演習を実施。
Unit 4 「自然」をテーマに、疑問詞（WH)を解説し、英作文の応用練習を実施。
Unit 4 「自然」をテーマに、Listening、Reading、Writingの演習を実施。
Unit 5 「夢の家」をテーマに、前置詞を解説し、英作文の応用練習を実施。
Unit 5 「夢の家」をテーマに、Listening、Reading、Writingの演習を実施。
Unit 6 「食べ物」をテーマに、接続詞を解説し、英作文の応用練習を実施。
Unit 6 「食べ物」をテーマに、Listening、Reading、Writingの演習を実施。
語彙クイズ及び復習：Unit 3, Unit 4, Unit 5, Unit 6で学んだ語彙や英作文の復習及び全体のまとめ。

事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
講義の最後に提示される授業外課題に着実に取り組む事により、事前・事後学習を確実なものにする。又、課題
以外にも自主的に、できるだけ多くの英作文を日ごろから作成する習慣をつける様に指導。（毎回平均1時間）
課題に対するフィードバックの方法
提出された課題等はチェックして返却し、模範となる解答や、共通の文法間違いなどが確認できた場合は、クラ
ス内で解説を行いフィードバックする。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により60点以上を合格として所定の単位を認定する。
正当な理由の無い欠席が５回以上の場合、原則として評価不能とみなしK評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

受講態度、積極性（自主的な発表・質問などの度合
い）、理解度、ペアワーク・グループワークへの取り組み。

1, 3

授業外での評価

30

事前事後学習・課題への取り組み。

2

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

essay final draft

2

その他

0

ライティングⅠ

テキスト

English Ace / Atsuko Yamamoto et al. / SEIBIDO / 1900 / ISBN978-4-7919-5089-8

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 この授業で使用するテキストは後期の「ライティングII」でも引き続き使用する。授業を年間で計画し
ているので、後期「ライティングII」を受講することが望ましい。
5回以上の欠席は単位を取得できない。また3回の遅刻は1回の欠席とみなす。
授業を欠席した場合は、欠席した授業の内容をクラスメートに確認し、自らフォローアップしておくこ
と。

ライティングⅠ

授業コード

10003401

授業種別

授業科目名

ライティングⅠ

授業担当教員

J.D.ラッセル

成績担当教員

J.D.ラッセル

開講年次

カリキュラムによる

開講期

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
文法の基礎知識と英語の構造を解説するとともに、文法知識、英文法構造を踏まえて、短い英文が書ける様に、
又、簡単な英語によるコミュニケーションができる様に指導する。
更に授業を通して主体的に学ぶ態度と意欲を身につけるように指導する。
到達目標
1.語彙力の向上。（語彙の拡大と新出単語を使用して文章を作成する力）
2.英語の文法並びに構造を理解し短い英文作成に応用できる。
3.英語の文法を理解し、他者との短い英語でのコミュニケーションが実行できるようになる。
授業計画
第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回
第8回
第9回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回

オリエンテーション（授業の概要について説明）又、基礎語学力のテストを実施。
英文の語順及び５文型を解説し、５文型の活用演習を実施。
BE動詞と一般動詞のルールを解説し、それらを使った基本文章の作成練習を実施。
Unit 1
「出身地」をテーマに、BE動詞を活用した英作文の応用練習を実施。
Unit 1 「出身地」をテーマにListening、Reading、Writingの演習を実施。
Unit 2 「趣味」をテーマに、一般動詞を活用した英作文の応用練習を実施。
Unit 2 「趣味」をテーマに、Listening、Reading、Writingの演習を実施。
語彙クイズ及び復習：Unit 1とUnit2で学んだ語彙や英作文の復習。
Unit 3 「ショッピング」をテーマに、名詞、代名詞の基礎を解説し、英作文の応用練習を実施。
Unit 3 「ショッピング」をテーマに、Listening、Reading、Writingの演習を実施。
Unit 4 「自然」をテーマに、疑問詞（WH)を解説し、英作文の応用練習を実施。
Unit 4 「自然」をテーマに、Listening、Reading、Writingの演習を実施。
Unit 5 「夢の家」をテーマに、前置詞を解説し、英作文の応用練習を実施。
Unit 5 「夢の家」をテーマに、Listening、Reading、Writingの演習を実施。
Unit 6 「食べ物」をテーマに、接続詞を解説し、英作文の応用練習を実施。
Unit 6 「食べ物」をテーマに、Listening、Reading、Writingの演習を実施。
語彙クイズ及び復習：Unit 3, Unit 4, Unit 5, Unit 6で学んだ語彙や英作文の復習及び全体のまとめ。

事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
講義の最後に提示される授業外課題に着実に取り組む事により、事前・事後学習を確実なものにする。又、課題
以外にも自主的に、できるだけ多くの英作文を日ごろから作成する習慣をつける様に指導。（毎回平均1時間）
課題に対するフィードバックの方法
提出された課題等はチェックして返却し、模範となる解答や、共通の文法間違いなどが確認できた場合は、クラ
ス内で解説を行いフィードバックする。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により60点以上を合格として所定の単位を認定する。
正当な理由の無い欠席が５回以上の場合、原則として評価不能とみなしK評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

受講態度、積極性（自主的な発表・質問などの度合
い）、理解度、ペアワーク・グループワークへの取り組み。

1, 3

授業外での評価

30

事前事後学習・課題への取り組み。

2

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

essay final draft

2

その他

0

ライティングⅠ

テキスト

English Ace / Atsuko Yamamoto et al. / SEIBIDO / 1900 / ISBN978-4-7919-5089-8

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 この授業で使用するテキストは後期の「ライティングII」でも引き続き使用する。授業を年間で計画し
ているので、後期「ライティングII」を受講することが望ましい。
5回以上の欠席は単位を取得できない。また3回の遅刻は1回の欠席とみなす。
授業を欠席した場合は、欠席した授業の内容をクラスメートに確認し、自らフォローアップしておくこ
と。

ライティングⅠ

授業コード

11101601

授業科目名

ライティングⅡ

授業担当教員

J.D.ラッセル

成績担当教員

J.D.ラッセル

開講年次

2年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
文法の基礎知識と英語の構造を解説するとともに、文法知識、英文法構造を踏まえて、短い英文が書ける様に、
又、簡単な英語によるコミュニケーションができる様に指導する。
更に授業を通して主体的に学ぶ態度と意欲を身につけるように指導する。
到達目標
1.語彙力の向上。（語彙の拡大と新出単語を使用して文章を作成する力）
2.英語の文法並びに構造を理解し短い英文作成に応用できる。
3.英語の文法を理解し、他者との短い英語でのコミュニケーションが実行できるようになる。
授業計画
第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回
第8回
第9回

オリエンテーション（授業の概要について説明）又、基礎語学力のテストを実施。
英文の語順及び５文型を解説し、５文型の活用演習を実施。
Unit 8 「探偵と真実」をテーマに、進行形を解説し、それを活用した英作文の応用練習を実施。
Unit 8 「探偵と真実」をテーマに、進行形に関するListening、Reading、Writingの演習を実施。
Unit 9 「経歴」をテーマに、現在完了形を解説し、それを活用した英作文の応用練習を実施。
Unit 9 「経歴」をテーマに、現在完了形に関するListening、Reading、Writingの演習を実施。
Unit 10「パーティー」をテーマに、未来表現を解説し、それを活用した英作文の応用練習を実施。
Unit 10「パーティー」をテーマに、未来表現に関するListening、Reading、Writingの演習を実施。
語彙クイズ及び復習：Unit 8、Unit 9、Unit 10で学んだ語彙や英作文の復習。
Unit 11 「ルール」をテーマに、助動詞を解説し、それを活用した英作文の応用練習を実施。
Unit 11 「ルール」をテーマに、助動詞に関するListening、Reading、Writingの演習を実施。
Unit 12 「発明、発見」をテーマに、受動態を解説し、それを活用した英作文の応用練習を実施。
Unit 12 「発明、発見」をテーマに、受動態に関するListening、Reading、Writingの演習を実施。
Unit 15 「将来の夢」をテーマに、不定詞・動名詞を解説し、それを活用した英作文の応用練習を実施。
Unit 15 「将来の夢」をテーマに、不定詞・動名詞に関するListening、Reading、Writingの演習を実

第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
施。
第15回 語彙クイズ及び復習：Unit 11, Unit 12, Unit 15で学んだ語彙や英作文の復習及び全体のまとめ。
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。

講義の最後に提示される授業外課題に着実に取り組む事により、事前・事後学習を確実なものにする。又、課題
以外にも自主的に、できるだけ多くの英作文を日ごろから作成する習慣をつける様に指導。（毎回平均1時間）
課題に対するフィードバックの方法
提出された課題等はチェックして返却し、模範となる解答や、共通の文法間違いなどが確認できた場合は、クラ
ス内で解説を行いフィードバックする。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により60点以上を合格として所定の単位を認定する。
正当な理由の無い欠席が5回以上の場合、原則として評価不能とみなしK評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

受講態度、積極性（自主的な発表・質問などの度合
い）、理解度、ペアワーク・グループワークへの取り組み。

1, 3

授業外での評価

30

事前事後学習・課題への取り組み。

2

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

essay final draft

2

その他

0

ライティングⅡ

テキスト

English Ace / Atsuko Yamamoto et al. / SEIBIDO / 1900 / ISBN978-4-7919-5089-8

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 5回以上の理由のない欠席は単位を取得できない。また3回の遅刻は1回の欠席とみなす。
授業を欠席した場合は、欠席した授業の内容をクラスメートに確認し、自らフォローアップしておくこ
と。

ライティングⅡ

授業コード

10003501

授業種別

授業科目名

ライティングⅡ

授業担当教員

J.D.ラッセル

成績担当教員

J.D.ラッセル

開講年次

カリキュラムによる

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
文法の基礎知識と英語の構造を解説するとともに、文法知識、英文法構造を踏まえて、短い英文が書ける様に、
又、簡単な英語によるコミュニケーションができる様に指導する。
更に授業を通して主体的に学ぶ態度と意欲を身につけるように指導する。
到達目標
1.語彙力の向上。（語彙の拡大と新出単語を使用して文章を作成する力）
2.英語の文法並びに構造を理解し短い英文作成に応用できる。
3.英語の文法を理解し、他者との短い英語でのコミュニケーションが実行できるようになる。
授業計画
第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回
第8回
第9回

オリエンテーション（授業の概要について説明）又、基礎語学力のテストを実施。
英文の語順及び５文型を解説し、５文型の活用演習を実施。
Unit 8 「探偵と真実」をテーマに、進行形を解説し、それを活用した英作文の応用練習を実施。
Unit 8 「探偵と真実」をテーマに、進行形に関するListening、Reading、Writingの演習を実施。
Unit 9 「経歴」をテーマに、現在完了形を解説し、それを活用した英作文の応用練習を実施。
Unit 9 「経歴」をテーマに、現在完了形に関するListening、Reading、Writingの演習を実施。
Unit 10「パーティー」をテーマに、未来表現を解説し、それを活用した英作文の応用練習を実施。
Unit 10「パーティー」をテーマに、未来表現に関するListening、Reading、Writingの演習を実施。
語彙クイズ及び復習：Unit 8、Unit 9、Unit 10で学んだ語彙や英作文の復習。
Unit 11 「ルール」をテーマに、助動詞を解説し、それを活用した英作文の応用練習を実施。
Unit 11 「ルール」をテーマに、助動詞に関するListening、Reading、Writingの演習を実施。
Unit 12 「発明、発見」をテーマに、受動態を解説し、それを活用した英作文の応用練習を実施。
Unit 12 「発明、発見」をテーマに、受動態に関するListening、Reading、Writingの演習を実施。
Unit 15 「将来の夢」をテーマに、不定詞・動名詞を解説し、それを活用した英作文の応用練習を実施。
Unit 15 「将来の夢」をテーマに、不定詞・動名詞に関するListening、Reading、Writingの演習を実

第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
施。
第15回 語彙クイズ及び復習：Unit 11, Unit 12, Unit 15で学んだ語彙や英作文の復習及び全体のまとめ。
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。

講義の最後に提示される授業外課題に着実に取り組む事により、事前・事後学習を確実なものにする。又、課題
以外にも自主的に、できるだけ多くの英作文を日ごろから作成する習慣をつける様に指導。（毎回平均1時間）
課題に対するフィードバックの方法
提出された課題等はチェックして返却し、模範となる解答や、共通の文法間違いなどが確認できた場合は、クラ
ス内で解説を行いフィードバックする。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により60点以上を合格として所定の単位を認定する。
正当な理由の無い欠席が5回以上の場合、原則として評価不能とみなしK評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

受講態度、積極性（自主的な発表・質問などの度合
い）、理解度、ペアワーク・グループワークへの取り組み。

1, 3

授業外での評価

30

事前事後学習・課題への取り組み。

2

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

essay final draft

2

その他

0

ライティングⅡ

テキスト

English Ace / Atsuko Yamamoto et al. / SEIBIDO / 1900 / ISBN978-4-7919-5089-8

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 5回以上の理由のない欠席は単位を取得できない。また3回の遅刻は1回の欠席とみなす。
授業を欠席した場合は、欠席した授業の内容をクラスメートに確認し、自らフォローアップしておくこ
と。

ライティングⅡ

授業コード

11101701

授業種別

授業科目名

ESP（English for Special Purposes)

授業担当教員

S.N.ゴーフ

成績担当教員

S.N.ゴーフ

開講年次

3年

開講期

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
旅行英語：This is a TRAVEL ENGLISH class. This course aims at preparing students for travel abroad.
You will study the English necessary to communicate when travelling overseas. You will also learn
about cultures and customs in other countries.
到達目標
1. To be able to use memorised phrases to communicate in travel situations
2. To build travel-related vocabulary
3. To communicate confidently with people when travelling overseas
授業計画
【第1回】
テーマ：Orientation. Course Overview and Google Class registration and explanation.
内容・方法：Course outline, expectations, syllabus review and introductions. Talk about what country
you want to travel to.
【第2回】
テーマ：Unit 1: Booking a hotel. Arranging transportation. Travel preparation tips.
内容・方法：Pair work, role play, textbook activities.
【第3回】
テーマ：Unit 2: Asking about facilities and opening hours. Learn about studying abroad.
内容・方法：Pair work, role play, textbook activities.
【第4回】
テーマ：Unit 3: Asking about rules. Requesting permission. Learn about homestays.
内容・方法：Pair work, role play, textbook activities.
【第5回】
テーマ：Unit 4: Ask, give and follow directions. Travel focus: Hollywood.
内容・方法：Pair work, role play, textbook activities.
【第6回】
テーマ：Unit 5: Asking about, ordering and paying for food. Learn about tipping customs. Review 1.
内容・方法：Pair work, role play, textbook activities. Review 1.
【第7回】
テーマ：Mid-term Student Presentations.
内容・方法：Students will give a short presentation sharing a travel experience.
【第8回】
テーマ：Unit 6: Talk about vacation activities. Renting equipment and asking advice. Focus:
Adventure travel. Presentation feedback.
内容・方法：Pair work, role play, textbook activities.
【第9回】
テーマ：Unit 7: Using English to get around town, use public transport. Focus: London taxis.
内容・方法：Pair work, role play, textbook activities.
【第10回】
テーマ：Unit 8: Checking into a hotel and asking about guest services. Focus: unique hotels.
内容・方法：Pair work, role play, textbook activities.
【第11回】
テーマ：Unit 9: Clothes shopping overseas. Focus: shopping in Asia. Review 2.
内容・方法：Pair work, role play, textbook activities. Review 2.
【第12回】
テーマ：Unit 10: Flight check in and seating. Talk about things you need to do before leaving.
Focus: Air travel.
内容・方法：Pair work, role play, textbook activities.
【第13回】
テーマ：Unit 11: Talking about travel experiences, asking opinions, describing tourist places.
Focus: Britain.
内容・方法：Pair work, role play, textbook activities.
【第14回】
テーマ：Unit 12: Talking about your hometown
内容・方法：Pair work, role play, textbook activities.
【第15回】
テーマ：Final presentations. Review 3.
内容・方法：Students will give a short presentation on a foreign travel destination of their choice.
Explanation of the final test. Review 3.
ESP（English for Special Purposes)

事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
毎回の授業では、事前・事後学習として1時間から1時間半の学習が必要です。
【第1回】
①事前学修課題：Students preview the syllabus and textbook, and think about their travel experiences.
②事後学修課題：Homework
【第2回】
①事前学修課題：Preview unit 1.
②事後学修課題：Review today's class. Homework. Self-study.
【第3回】
①事前学修課題：Preview unit 2.
②事後学修課題：Review today's class. Homework. Self-study.
【第4回】
①事前学修課題：Preview unit 3.
②事後学修課題：Review today's class. Homework. Self-study.
【第5回】
①事前学修課題：Preview unit 4.
②事後学修課題：Review today's class. Homework. Self-study.
【第6回】
①事前学修課題：Preview unit 5.
②事後学修課題：Presentation preparation.
【第7回】
①事前学修課題：Presentation practice.
②事後学修課題：Presentation self-reflection.
【第8回】
①事前学修課題：Preview unit 6.
②事後学修課題：Review today's class. Homework. Self-study.
【第9回】
①事前学修課題：Preview unit 7.
②事後学修課題：Review today's class. Homework. Self-study.
【第10回】
①事前学修課題：Preview unit 8.
②事後学修課題：Review today's class. Homework. Self-study.
【第11回】
①事前学修課題：Preview unit 9.
②事後学修課題：Review today's class. Homework. Self-study.
【第12回】
①事前学修課題：Preview unit 10.
②事後学修課題：Review today's class. Homework. Self-study.
【第13回】
①事前学修課題：Preview unit 11.
②事後学修課題：Review today's class. Homework. Self-study.
【第14回】
①事前学修課題：Preview unit 12.
②事後学修課題：Presentation preparation.
【第15回】
①事前学修課題：Revision for the test.
②事後学修課題：Presentation self-reflection. Submission of the final test
課題に対するフィードバックの方法
1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom.
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class.
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.
成績評価の方法・基準（方針）
Grades will be based on the following:
In-class participation (20%), graded dialogues (20%), Presentations (30%), final test (20%),
homework assignments (10%).
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

70

授業への積極的参加態度、主体的なまなび Active
participation (20%), Graded Dialogues 会話 (20%)、
Presentations プレゼンテーション (30%)

1,2,3

授業外での評価

10

宿題 Homework (10%)

1,2,3

定期試験

0

none

定期試験に代わるレポート等

20

Final Test (20%)

1,2,3

ESP（English for Special Purposes)

その他

0

テキスト

On The Go / Steven Gershon, Chris Mares & Richard Walker / Pearson Longman /
9620052544

参考書

必要に応じて授業内で紹介します。

none

履修条件・他の科目との関連 Notes:
1) You will get more information from the course teacher during the first class session. This
syllabus is subject to change. Changes will be announced in class.
詳細は、初回授業時にコース担当者から説明します。このシラバスは変更される可能性があります。
変更された場合は、授業中にお知らせします。
2)If you are absent more than 4 times without excuse, you cannot receive credit.
４回以上欠席すると、単位を取得することができない。
3) If you are late 3 times, it will be counted as one absence.
遅刻３回は、欠席１回として認める。
4) If you arrive more than 30 minutes late to a 90-minute class (or 15 minutes late to a 45minute class) you may study, but you will be marked as absent.
90分の授業の場合遅刻は30分までとし、それを超えて遅刻した場合は、授業に参加することはでき
るが、欠席扱いとなる。45分の授業の場合、遅刻は15分までとする。
5) Be sure to bring all necessary materials with you to class. In particular, please bring a
smartphone/tablet/laptop and make sure it is charged.
授業に必要なものは持参すること、特に充電済みのスマートフォン、タブレット、ノート型パソコンなどを
必携のこと。
6) No late homework or assignments will be accepted.
期⽇を過ぎた宿題は評価されないので、期⽇を守って提出すること。

ESP（English for Special Purposes)

授業コード

10005501

授業科目名

旅行英語

授業担当教員

S.N.ゴーフ

成績担当教員

S.N.ゴーフ

開講年次

3年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
旅行英語：This is a TRAVEL ENGLISH class. This course aims at preparing students for travel abroad.
You will study the English necessary to communicate when travelling overseas. You will also learn
about cultures and customs in other countries.
到達目標
1. To be able to use memorised phrases to communicate in travel situations
2. To build travel-related vocabulary
3. To communicate confidently with people when travelling overseas
授業計画
【第1回】
テーマ：Orientation. Course Overview and Google Class registration and explanation.
内容・方法：Course outline, expectations, syllabus review and introductions. Talk about what country
you want to travel to.
【第2回】
テーマ：Unit 1: Booking a hotel. Arranging transportation. Travel preparation tips.
内容・方法：Pair work, role play, textbook activities.
【第3回】
テーマ：Unit 2: Asking about facilities and opening hours. Learn about studying abroad.
内容・方法：Pair work, role play, textbook activities.
【第4回】
テーマ：Unit 3: Asking about rules. Requesting permission. Learn about homestays.
内容・方法：Pair work, role play, textbook activities.
【第5回】
テーマ：Unit 4: Ask, give and follow directions. Travel focus: Hollywood.
内容・方法：Pair work, role play, textbook activities.
【第6回】
テーマ：Unit 5: Asking about, ordering and paying for food. Learn about tipping customs. Review 1.
内容・方法：Pair work, role play, textbook activities. Review 1.
【第7回】
テーマ：Mid-term Student Presentations.
内容・方法：Students will give a short presentation sharing a travel experience.
【第8回】
テーマ：Unit 6: Talk about vacation activities. Renting equipment and asking advice. Focus:
Adventure travel. Presentation feedback.
内容・方法：Pair work, role play, textbook activities.
【第9回】
テーマ：Unit 7: Using English to get around town, use public transport. Focus: London taxis.
内容・方法：Pair work, role play, textbook activities.
【第10回】
テーマ：Unit 8: Checking into a hotel and asking about guest services. Focus: unique hotels.
内容・方法：Pair work, role play, textbook activities.
【第11回】
テーマ：Unit 9: Clothes shopping overseas. Focus: shopping in Asia. Review 2.
内容・方法：Pair work, role play, textbook activities. Review 2.
【第12回】
テーマ：Unit 10: Flight check in and seating. Talk about things you need to do before leaving.
Focus: Air travel.
内容・方法：Pair work, role play, textbook activities.
【第13回】
テーマ：Unit 11: Talking about travel experiences, asking opinions, describing tourist places.
Focus: Britain.
内容・方法：Pair work, role play, textbook activities.
【第14回】
テーマ：Unit 12: Talking about your hometown
内容・方法：Pair work, role play, textbook activities.
【第15回】
テーマ：Final presentations. Review 3.
内容・方法：Students will give a short presentation on a foreign travel destination of their choice.
Explanation of the final test. Review 3.
旅行英語

事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
毎回の授業では、事前・事後学習として1時間から1時間半の学習が必要です。
【第1回】
①事前学修課題：Students preview the syllabus and textbook, and think about their travel experiences.
②事後学修課題：Homework
【第2回】
①事前学修課題：Preview unit 1.
②事後学修課題：Review today's class. Homework. Self-study.
【第3回】
①事前学修課題：Preview unit 2.
②事後学修課題：Review today's class. Homework. Self-study.
【第4回】
①事前学修課題：Preview unit 3.
②事後学修課題：Review today's class. Homework. Self-study.
【第5回】
①事前学修課題：Preview unit 4.
②事後学修課題：Review today's class. Homework. Self-study.
【第6回】
①事前学修課題：Preview unit 5.
②事後学修課題：Presentation preparation.
【第7回】
①事前学修課題：Presentation practice.
②事後学修課題：Presentation self-reflection.
【第8回】
①事前学修課題：Preview unit 6.
②事後学修課題：Review today's class. Homework. Self-study.
【第9回】
①事前学修課題：Preview unit 7.
②事後学修課題：Review today's class. Homework. Self-study.
【第10回】
①事前学修課題：Preview unit 8.
②事後学修課題：Review today's class. Homework. Self-study.
【第11回】
①事前学修課題：Preview unit 9.
②事後学修課題：Review today's class. Homework. Self-study.
【第12回】
①事前学修課題：Preview unit 10.
②事後学修課題：Review today's class. Homework. Self-study.
【第13回】
①事前学修課題：Preview unit 11.
②事後学修課題：Review today's class. Homework. Self-study.
【第14回】
①事前学修課題：Preview unit 12.
②事後学修課題：Presentation preparation.
【第15回】
①事前学修課題：Revision for the test.
②事後学修課題：Presentation self-reflection. Submission of the final test
課題に対するフィードバックの方法
1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom.
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class.
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.
成績評価の方法・基準（方針）
Grades will be based on the following:
In-class participation (20%), graded dialogues (20%), Presentations (30%), final test (20%),
homework assignments (10%).
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

70

授業への積極的参加態度、主体的なまなび Active
participation (20%), Graded Dialogues 会話 (20%)、
Presentations プレゼンテーション (30%)

1,2,3

授業外での評価

10

宿題 Homework (10%)

1,2,3

定期試験

0

none

定期試験に代わるレポート等

20

Final Test (20%)

1,2,3

旅行英語

その他

0

テキスト

On The Go / Steven Gershon, Chris Mares & Richard Walker / Pearson Longman /
9620052544

参考書

必要に応じて授業内で紹介します。

none

履修条件・他の科目との関連 Notes:
1) You will get more information from the course teacher during the first class session. This
syllabus is subject to change. Changes will be announced in class.
詳細は、初回授業時にコース担当者から説明します。このシラバスは変更される可能性があります。
変更された場合は、授業中にお知らせします。
2)If you are absent more than 4 times without excuse, you cannot receive credit.
４回以上欠席すると、単位を取得することができない。
3) If you are late 3 times, it will be counted as one absence.
遅刻３回は、欠席１回として認める。
4) If you arrive more than 30 minutes late to a 90-minute class (or 15 minutes late to a 45minute class) you may study, but you will be marked as absent.
90分の授業の場合遅刻は30分までとし、それを超えて遅刻した場合は、授業に参加することはでき
るが、欠席扱いとなる。45分の授業の場合、遅刻は15分までとする。
5) Be sure to bring all necessary materials with you to class. In particular, please bring a
smartphone/tablet/laptop and make sure it is charged.
授業に必要なものは持参すること、特に充電済みのスマートフォン、タブレット、ノート型パソコンなどを
必携のこと。
6) No late homework or assignments will be accepted.
期⽇を過ぎた宿題は評価されないので、期⽇を守って提出すること。

旅行英語

授業コード

11101801

授業種別

授業科目名

時事英語

授業担当教員

S.N.ゴーフ

成績担当教員

S.N.ゴーフ

開講年次

カリキュラムによる

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
The purpose of this class is to develop the ability to think about and discuss various global issues
by reading and listening to current English. Current news articles will be taken from the website
Breaking News in English. Students will develop their general English skills through reading,
vocabulary and grammar activities on various topics. Group work and pair work activities for
speaking and expressing opinions about the news topics. Students will need to bring their laptops or
tablets for Google Classroom and for study on the Breaking News in English website.
到達目標
1.
2.
3.
4.

Listen and understand news stories in English
Read and understand news stories in English
Discuss current issues and news with classmates
Vocabulary development

授業計画
【第1回】
テーマ：Course explanation and orientation. Google Classroom registration and explanation.
内容・方法：Course outline and introductions. Website review and orientation. Demonstration of class
activities
【第2回】
テーマ：Current News Article 1
内容・方法：Listen, read and discuss current news. Vocabulary Quiz.
【第3回】
テーマ：Current News Article 2
内容・方法：Listen, read and discuss current news. Vocabulary Quiz.
【第4回】
テーマ：Current News Article 3
内容・方法：Listen, read and discuss current news. Vocabulary Quiz. Presentation explanation.
【第5回】
テーマ：Current News Article 4
内容・方法：Listen, read and discuss current news. Vocabulary Quiz. Presentation preparation.
【第6回】
テーマ：Current News Article 5
内容・方法：Listen, read and discuss current news. Vocabulary Quiz. Presentation preparation.
【第7回】
テーマ：Student Presentations
内容・方法：Students give presentations on a current issue.
【第8回】
テーマ：Current News Article 6
内容・方法：Listen, read and discuss current news. Vocabulary Quiz.
【第9回】
テーマ：Current News Article 7
内容・方法：Listen, read and discuss current news. Vocabulary Quiz.
【第10回】
テーマ：Current News Article 8
内容・方法：Listen, read and discuss current news. Vocabulary Quiz.
【第11回】
テーマ：Current News Article 9
内容・方法：Listen, read and discuss current news. Vocabulary Quiz.
【第12回】
テーマ：Current News Article 10
内容・方法：Listen, read and discuss current news. Vocabulary Quiz. Presentation explanation.
【第13回】
テーマ：Current News Article 11
内容・方法：Listen, read and discuss current news. Vocabulary Quiz. Presentation preparation.
【第14回】
テーマ：Current News Article 12
内容・方法：Listen, read and discuss current news. Vocabulary Quiz. Presentation preparation.
【第15回】
テーマ：Final presentations
内容・方法: Final presentation, Final test explanation.
時事英語

事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
【第1回】
① 事前学修課題：read the syllabus. Take a look at the website.
② 事後学修課題：Read the article and do the homework assignments
【第2回】
① 事前学修課題：Read the assigned articles.
② 事後学修課題：Do the homework assignments. Study for the vocabulary Quiz
【第3回】
① 事前学修課題：Read the assigned articles
② 事後学修課題：Do the homework assignments. Study for the vocabulary Quiz
【第4回】
① 事前学修課題：Read the assigned articles
② 事後学修課題：Do the homework assignments. Select new topics for your presentation. Study for
the vocabulary Quiz
【第5回】
① 事前学修課題：Read the assigned articles
② 事後学修課題：Do the homework assignments. Presentation preparation. Study for the vocabulary
Quiz
【第6回】
① 事前学修課題：Read the assigned articles
② 事後学修課題：Do the homework assignments. Prepare for your presentation. Study for the
vocabulary Quiz
【第7回】
① 事前学修課題：Check your presentation
② 事後学修課題：Do the homework assignments.
【第8回】
① 事前学修課題：Read the assigned articles.
② 事後学修課題：Do the homework assignments. Study for the vocabulary Quiz
【第9回】
① 事前学修課題：Read the assigned articles
② 事後学修課題：Do the homework assignments. Study for the vocabulary Quiz
【第10回】
① 事前学修課題：Read the assigned articles
② 事後学修課題：Do the homework assignments. Study for the vocabulary Quiz
【第11回】
① 事前学修課題：Read the assigned articles
② 事後学修課題：Do the homework assignments. Study for the vocabulary Quiz
【第12回】
① 事前学修課題：Read the assigned articles
② 事後学修課題：Do the homework assignments. Select new topics for your presentation. Study for
the vocabulary Quiz
【第13回】
① 事前学修課題：Read the assigned articles
② 事後学修課題：Do the homework assignments. Prepare for your presentation. Study for the
vocabulary Quiz
【第14回】
① 事前学修課題：Read the assigned articles
② 事後学修課題：Do the homework assignments. Prepare for your presentation. Study for the
vocabulary Quiz
【第15回】
① 事前学修課題：Check your presentation
② 事後学修課題：Submit the final examination.
課題に対するフィードバックの方法
1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom.
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class.
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.
成績評価の方法・基準（方針）
In-class participation and class activities (30%), Presentations (30%), Vocabulary Quizzes (10%),
homework assignments (10%), and final test (20%),
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

70

In-class participation and class activities (30%),
Presentations (30%), Vocabulary Quizzes (10%)

1,2,3,4

授業外での評価

10

homework assignments (10%)

1,2,3,4

定期試験

0

none

時事英語

定期試験に代わるレポート等

20

Final Test (20%)

その他

0

none

テキスト

1. Handouts
2. Laptop or tablet

参考書

Breaking News in English Website: https://breakingnewsenglish.com/

1,2,4

履修条件・他の科目との関連 Notes:
1) You will get more information from the course teacher during the first class session. This
syllabus is subject to change. Changes will be announced in class.
詳細は、初回授業時にコース担当者から説明します。このシラバスは変更される可能性があります。
変更された場合は、授業中にお知らせします。
2) If you are absent more than 4 times without excuse, you cannot receive credit.
４回以上欠席すると、単位を取得することができない。
3) If you are late 3 times, it will be counted as one absence.
遅刻３回は、欠席１回として認める。
4) If you arrive more than 30 minutes late to a 90-minute class (or 15 minutes late to a 45minute class) you may study, but you will be marked as absent.
90分の授業の場合遅刻は30分までとし、それを超えて遅刻した場合は、授業に参加することはでき
るが、欠席扱いとなる。45分の授業の場合、遅刻は15分までとする。
5) Be sure to bring all necessary materials with you to class. In particular, please bring a
smartphone/tablet/laptop and make sure it is charged.
授業に必要なものは持参すること、特に充電済みのスマートフォン、タブレット、ノート型パソコンなどを
必携のこと。
6) No late homework or assignments will be accepted.
期⽇を過ぎた宿題は評価されないので、期⽇を守って提出すること。
7) You will need a laptop of a tablet to study. You cannot use a smartphone.
学習にはノートパソコンやタブレットが必要です。スマートフォンは使用できません。

時事英語

授業コード

10004201

授業種別

授業科目名

時事英語

授業担当教員

S.N.ゴーフ

成績担当教員

S.N.ゴーフ

開講年次

カリキュラムによる

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
The purpose of this class is to develop the ability to think about and discuss various global issues
by reading and listening to current English. Current news articles will be taken from the website
Breaking News in English. Students will develop their general English skills through reading,
vocabulary and grammar activities on various topics. Group work and pair work activities for
speaking and expressing opinions about the news topics. Students will need to bring their laptops or
tablets for Google Classroom and for study on the Breaking News in English website.
到達目標
1.
2.
3.
4.

Listen and understand news stories in English
Read and understand news stories in English
Discuss current issues and news with classmates
Vocabulary development

授業計画
【第1回】
テーマ：Course explanation and orientation. Google Classroom registration and explanation.
内容・方法：Course outline and introductions. Website review and orientation. Demonstration of class
activities
【第2回】
テーマ：Current News Article 1
内容・方法：Listen, read and discuss current news. Vocabulary Quiz.
【第3回】
テーマ：Current News Article 2
内容・方法：Listen, read and discuss current news. Vocabulary Quiz.
【第4回】
テーマ：Current News Article 3
内容・方法：Listen, read and discuss current news. Vocabulary Quiz. Presentation explanation.
【第5回】
テーマ：Current News Article 4
内容・方法：Listen, read and discuss current news. Vocabulary Quiz. Presentation preparation.
【第6回】
テーマ：Current News Article 5
内容・方法：Listen, read and discuss current news. Vocabulary Quiz. Presentation preparation.
【第7回】
テーマ：Student Presentations
内容・方法：Students give presentations on a current issue.
【第8回】
テーマ：Current News Article 6
内容・方法：Listen, read and discuss current news. Vocabulary Quiz.
【第9回】
テーマ：Current News Article 7
内容・方法：Listen, read and discuss current news. Vocabulary Quiz.
【第10回】
テーマ：Current News Article 8
内容・方法：Listen, read and discuss current news. Vocabulary Quiz.
【第11回】
テーマ：Current News Article 9
内容・方法：Listen, read and discuss current news. Vocabulary Quiz.
【第12回】
テーマ：Current News Article 10
内容・方法：Listen, read and discuss current news. Vocabulary Quiz. Presentation explanation.
【第13回】
テーマ：Current News Article 11
内容・方法：Listen, read and discuss current news. Vocabulary Quiz. Presentation preparation.
【第14回】
テーマ：Current News Article 12
内容・方法：Listen, read and discuss current news. Vocabulary Quiz. Presentation preparation.
【第15回】
テーマ：Final presentations
内容・方法: Final presentation, Final test explanation.
時事英語

事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
【第1回】
① 事前学修課題：read the syllabus. Take a look at the website.
② 事後学修課題：Read the article and do the homework assignments
【第2回】
① 事前学修課題：Read the assigned articles.
② 事後学修課題：Do the homework assignments. Study for the vocabulary Quiz
【第3回】
① 事前学修課題：Read the assigned articles
② 事後学修課題：Do the homework assignments. Study for the vocabulary Quiz
【第4回】
① 事前学修課題：Read the assigned articles
② 事後学修課題：Do the homework assignments. Select new topics for your presentation. Study for
the vocabulary Quiz
【第5回】
① 事前学修課題：Read the assigned articles
② 事後学修課題：Do the homework assignments. Presentation preparation. Study for the vocabulary
Quiz
【第6回】
① 事前学修課題：Read the assigned articles
② 事後学修課題：Do the homework assignments. Prepare for your presentation. Study for the
vocabulary Quiz
【第7回】
① 事前学修課題：Check your presentation
② 事後学修課題：Do the homework assignments.
【第8回】
① 事前学修課題：Read the assigned articles.
② 事後学修課題：Do the homework assignments. Study for the vocabulary Quiz
【第9回】
① 事前学修課題：Read the assigned articles
② 事後学修課題：Do the homework assignments. Study for the vocabulary Quiz
【第10回】
① 事前学修課題：Read the assigned articles
② 事後学修課題：Do the homework assignments. Study for the vocabulary Quiz
【第11回】
① 事前学修課題：Read the assigned articles
② 事後学修課題：Do the homework assignments. Study for the vocabulary Quiz
【第12回】
① 事前学修課題：Read the assigned articles
② 事後学修課題：Do the homework assignments. Select new topics for your presentation. Study for
the vocabulary Quiz
【第13回】
① 事前学修課題：Read the assigned articles
② 事後学修課題：Do the homework assignments. Prepare for your presentation. Study for the
vocabulary Quiz
【第14回】
① 事前学修課題：Read the assigned articles
② 事後学修課題：Do the homework assignments. Prepare for your presentation. Study for the
vocabulary Quiz
【第15回】
① 事前学修課題：Check your presentation
② 事後学修課題：Submit the final examination.
課題に対するフィードバックの方法
1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom.
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class.
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.
成績評価の方法・基準（方針）
In-class participation and class activities (30%), Presentations (30%), Vocabulary Quizzes (10%),
homework assignments (10%), and final test (20%),
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

70

In-class participation and class activities (30%),
Presentations (30%), Vocabulary Quizzes (10%)

1,2,3,4

授業外での評価

10

homework assignments (10%)

1,2,3,4

定期試験

0

none

時事英語

定期試験に代わるレポート等

20

Final Test (20%)

その他

0

none

テキスト

1. Handouts
2. Laptop or tablet

参考書

Breaking News in English Website: https://breakingnewsenglish.com/

1,2,4

履修条件・他の科目との関連 Notes:
1) You will get more information from the course teacher during the first class session. This
syllabus is subject to change. Changes will be announced in class.
詳細は、初回授業時にコース担当者から説明します。このシラバスは変更される可能性があります。
変更された場合は、授業中にお知らせします。
2) If you are absent more than 4 times without excuse, you cannot receive credit.
４回以上欠席すると、単位を取得することができない。
3) If you are late 3 times, it will be counted as one absence.
遅刻３回は、欠席１回として認める。
4) If you arrive more than 30 minutes late to a 90-minute class (or 15 minutes late to a 45minute class) you may study, but you will be marked as absent.
90分の授業の場合遅刻は30分までとし、それを超えて遅刻した場合は、授業に参加することはでき
るが、欠席扱いとなる。45分の授業の場合、遅刻は15分までとする。
5) Be sure to bring all necessary materials with you to class. In particular, please bring a
smartphone/tablet/laptop and make sure it is charged.
授業に必要なものは持参すること、特に充電済みのスマートフォン、タブレット、ノート型パソコンなどを
必携のこと。
6) No late homework or assignments will be accepted.
期⽇を過ぎた宿題は評価されないので、期⽇を守って提出すること。
7) You will need a laptop of a tablet to study. You cannot use a smartphone.
学習にはノートパソコンやタブレットが必要です。スマートフォンは使用できません。

時事英語

授業コード

10304201

授業種別

授業科目名

日本語Ⅰａ（文字・語彙）

授業担当教員

村田

菜穂子

成績担当教員

村田

菜穂子

開講年次

1年

開講期

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
大学における学びにおいては、アカデミックな文献の読解やレポートの作成、さらに、上位学年においてはアカ
デミックプレゼンテーションや卒業論文を作成する力が求められる。この授業では、大学において求められる上
級日本語の、語彙の使い分け、漢字の読み書きを中心に解説および演習を行う。さらに、学んだ語彙を使って目
的に応じた文章が書けるようにするとともに、新聞記事等に出現する時事的な語彙を用いて上級日本語の表現が
できるよう指導する。
到達目標
１．大学におけるアカデミックな言語活動を行うための語彙と文字を使用することができる
２．日本における社会生活および就職活動に対応し得る語彙と文字を使用することができる
３．目的や場面によって使い分けられる多様な日本語表現に対応し得る語彙と文字を使用することができる
授業計画
【第1回】
の説明
【第2回】
【第3回】
【第4回】
【第5回】
【第6回】
【第7回】
【第8回】
【第9回】
【第10回】
【第11回】
合演習
【第12回】
【第13回】
【第14回】
【第15回】

ガイダンスと自己紹介
内容：前期授業の概要、授業の方針と進め方、事前事後の学習方法、評価の方法などについて
日本語の語彙と漢字の読み書きの力の強化
日本語の語彙と漢字の読み書きの力の強化
日本語の語彙と漢字の読み書きの力の強化
日本語の語彙と漢字の読み書きの力の強化
日本語の語彙と漢字の読み書きの力の強化
日本語の語彙と漢字の読み書きの力の強化
日本語の語彙と漢字の読み書きの力の強化
日本語の語彙と漢字の読み書きの力の強化
日本語の語彙と漢字の読み書きの力の強化
日本語の語彙と漢字の読み書きの力の強化

新しい言葉を学ぶ：名詞Ａ（その１）
新しい言葉を学ぶ：名詞Ａ（その２）
新しい言葉を学ぶ：動詞Ａ（その１）
新しい言葉を学ぶ：動詞Ａ（その２）
新しい言葉を学ぶ：形容詞Ａ（その１）
新しい言葉を学ぶ：形容詞Ａ（その２）
新しい言葉を学ぶ：カタカナＡ
新しい言葉を学ぶ：副詞Ａ＋接続詞
上級語彙（名詞・動詞）のまとめと総合演習
上級語彙（動詞・形容詞・カタカナ）のまとめと総

日本語の語彙と漢字の読み書きの力の強化
日本語の語彙と漢字の読み書きの力の強化
日本語の語彙と漢字の読み書きの力の強化
前期の総括

新しい言葉を学ぶ：動詞Ｂ（その１）
新しい言葉を学ぶ：動詞Ｂ（その２）
上級語彙（副詞・接続詞等）のまとめと総合演習

事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
【第1回】事後学習：本授業のシラバスをもう一度よく読むとともに、本授業の進め方を再確認する（1時間）。
【第2回】～【第9回】と【第12回】【第13回】毎回の授業において、それぞれ事前学習1.5時間、事後学習1時間
を要する。
①事前学習：各回に対応するテキストを熟読し概要を理解しておくこと。
②事後学習：新しく学んだ事柄を復習するとともに、間違った演習問題や授業中において学んだポイントをノー
トに整理しておくと。
【第10回】【第11回】【第14回】毎回の授業において、それぞれ事前学習1.5時間、事後学習1時間を要する。
①事前学習：各回に対応するテキストを熟読し練習問題を行っておくこと。
②事後学習：新しく学んだ事柄を復習するとともに、間違った演習問題や授業中において学んだポイントをノー
トに整理しておくと。
【第15回】
①事前学習：本授業で学んだ内容全体に目を通し、疑問点を質問できるようにしておく（2時間）。
②事後学習：本授業のポイントを整理する（2時間）。
課題に対するフィードバックの方法
・授業内の課題については、課題については正解（模範解答）を示すとともに、机間巡視により理解度を把握
し、間違いや優れた点の指摘や助言等を行う。
・提出された課題については、必要に応じて授業の中で取り上げて間違いや優れた点の指摘や助言等を行う。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す通り、授業内において実施する課題、授業外において課せる課題、および定期試験に代わるレポート
の評価結果に基づいて総合的な判定のうえ、６０点以上を合格とし、所定の単位を認定する。なお、正当な理由
なく、5回以上欠席した場合は評価対象外となり、「K」評価とする。
日本語Ⅰａ（文字・語彙）

成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

15

リフレクションシート(15)

1,2,3

授業外での評価

50

事前学習・事後学習として課せる課題(50)

1,2

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

30

レポート試験(30)

1,3

その他

5

授業に関する質問・発言(5)

1,2,3

テキスト

・『耳から覚える日本語能力試験 語彙トレーニングＮ１』 安藤栄里子・惠谷容子・阿部比呂子/ア
ルク/2,200円（税込）/ISBN 9784757422223
・このほか、必要に応じて別に教材プリントを配布する。

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 ・５回以上欠席をした場合は、単位は認定されない。（ただし、公欠は含めない。）
・正当な理由がない遅刻は、3回で1回の欠席とみなす。
・日本語辞書および配布したプリントは毎時用意すること。

日本語Ⅰａ（文字・語彙）

授業コード

10012501

授業科目名

日本語Ⅰａ

授業担当教員

村田

菜穂子

成績担当教員

村田

菜穂子

開講年次

1年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
大学における学びにおいては、アカデミックな文献の読解やレポートの作成、さらに、上位学年においてはアカ
デミックプレゼンテーションや卒業論文を作成する力が求められる。この授業では、大学において求められる上
級日本語の、語彙の使い分け、漢字の読み書きを中心に解説および演習を行う。さらに、学んだ語彙を使って目
的に応じた文章が書けるようにするとともに、新聞記事等に出現する時事的な語彙を用いて上級日本語の表現が
できるよう指導する。
到達目標
１．大学におけるアカデミックな言語活動を行うための語彙と文字を使用することができる
２．日本における社会生活および就職活動に対応し得る語彙と文字を使用することができる
３．目的や場面によって使い分けられる多様な日本語表現に対応し得る語彙と文字を使用することができる
授業計画
【第1回】
の説明
【第2回】
【第3回】
【第4回】
【第5回】
【第6回】
【第7回】
【第8回】
【第9回】
【第10回】
【第11回】
合演習
【第12回】
【第13回】
【第14回】
【第15回】

ガイダンスと自己紹介
内容：前期授業の概要、授業の方針と進め方、事前事後の学習方法、評価の方法などについて
日本語の語彙と漢字の読み書きの力の強化
日本語の語彙と漢字の読み書きの力の強化
日本語の語彙と漢字の読み書きの力の強化
日本語の語彙と漢字の読み書きの力の強化
日本語の語彙と漢字の読み書きの力の強化
日本語の語彙と漢字の読み書きの力の強化
日本語の語彙と漢字の読み書きの力の強化
日本語の語彙と漢字の読み書きの力の強化
日本語の語彙と漢字の読み書きの力の強化
日本語の語彙と漢字の読み書きの力の強化

新しい言葉を学ぶ：名詞Ａ（その１）
新しい言葉を学ぶ：名詞Ａ（その２）
新しい言葉を学ぶ：動詞Ａ（その１）
新しい言葉を学ぶ：動詞Ａ（その２）
新しい言葉を学ぶ：形容詞Ａ（その１）
新しい言葉を学ぶ：形容詞Ａ（その２）
新しい言葉を学ぶ：カタカナＡ
新しい言葉を学ぶ：副詞Ａ＋接続詞
上級語彙（名詞・動詞）のまとめと総合演習
上級語彙（動詞・形容詞・カタカナ）のまとめと総

日本語の語彙と漢字の読み書きの力の強化
日本語の語彙と漢字の読み書きの力の強化
日本語の語彙と漢字の読み書きの力の強化
前期の総括

新しい言葉を学ぶ：動詞Ｂ（その１）
新しい言葉を学ぶ：動詞Ｂ（その２）
上級語彙（副詞・接続詞等）のまとめと総合演習

事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
【第1回】事後学習：本授業のシラバスをもう一度よく読むとともに、本授業の進め方を再確認する（1時間）。
【第2回】～【第9回】と【第12回】【第13回】毎回の授業において、それぞれ事前学習1.5時間、事後学習1時間
を要する。
①事前学習：各回に対応するテキストを熟読し概要を理解しておくこと。
②事後学習：新しく学んだ事柄を復習するとともに、間違った演習問題や授業中において学んだポイントをノー
トに整理しておくと。
【第10回】【第11回】【第14回】毎回の授業において、それぞれ事前学習1.5時間、事後学習1時間を要する。
①事前学習：各回に対応するテキストを熟読し練習問題を行っておくこと。
②事後学習：新しく学んだ事柄を復習するとともに、間違った演習問題や授業中において学んだポイントをノー
トに整理しておくと。
【第15回】
①事前学習：本授業で学んだ内容全体に目を通し、疑問点を質問できるようにしておく（2時間）。
②事後学習：本授業のポイントを整理する（2時間）。
課題に対するフィードバックの方法
・授業内の課題については、課題については正解（模範解答）を示すとともに、机間巡視により理解度を把握
し、間違いや優れた点の指摘や助言等を行う。
・提出された課題については、必要に応じて授業の中で取り上げて間違いや優れた点の指摘や助言等を行う。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す通り、授業内において実施する課題、授業外において課せる課題、および定期試験に代わるレポート
の評価結果に基づいて総合的な判定のうえ、６０点以上を合格とし、所定の単位を認定する。なお、正当な理由
なく、5回以上欠席した場合は評価対象外となり、「K」評価とする。
日本語Ⅰａ

成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

15

リフレクションシート(15)

1,2,3

授業外での評価

50

事前学習・事後学習として課せる課題(50)

1,2

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

30

レポート試験(30)

1,3

その他

5

授業に関する質問・発言(5)

1,2,3

テキスト

・『耳から覚える日本語能力試験 語彙トレーニングＮ１』 安藤栄里子・惠谷容子・阿部比呂子/ア
ルク/2,200円（税込）/ISBN 9784757422223
・このほか、必要に応じて別に教材プリントを配布する。

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 ・５回以上欠席をした場合は、単位は認定されない。（ただし、公欠は含めない。）
・正当な理由がない遅刻は、3回で1回の欠席とみなす。
・日本語辞書および配布したプリントは毎時用意すること。

日本語Ⅰａ

授業コード

10304301

授業種別

授業科目名

日本語Ⅰｂ（文字・語彙）

授業担当教員

村田

菜穂子

成績担当教員

村田

菜穂子

開講年次

1年

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
大学における学びにおいては、アカデミックな文献の読解やレポートの作成、さらに、上位学年においてはアカ
デミックプレゼンテーションや卒業論文を作成する力が求められる。この授業では、大学において求められる上
級日本語の、語彙の使い分け、漢字の読み書きを中心に解説および演習を行う。さらに、学んだ語彙を使って目
的に応じた文章が書けるようにするとともに、新聞記事等に出現する時事的な語彙を用いて上級日本語の表現が
できるよう指導する。
到達目標
１．大学におけるアカデミックな言語活動を行うための語彙と文字を使用することができる
２．日本における社会生活および就職活動に対応し得る語彙と文字を使用することができる
３．目的や場面によって使い分けられる多様な日本語表現に対応し得る語彙と文字を使用することができる
授業計画
【第1回】
の説明
【第2回】
【第3回】
【第4回】
【第5回】
【第6回】
【第7回】
【第8回】
【第9回】
【第10回】
の１）
【第11回】
の２）
【第12回】
【第13回】
【第14回】
習
【第15回】

ガイダンスと自己紹介
内容：前期授業の概要、授業の方針と進め方、事前事後の学習方法、評価の方法などについて
日本語の語彙と漢字の読み書きの力の強化
日本語の語彙と漢字の読み書きの力の強化
日本語の語彙と漢字の読み書きの力の強化
日本語の語彙と漢字の読み書きの力の強化
日本語の語彙と漢字の読み書きの力の強化
日本語の語彙と漢字の読み書きの力の強化
日本語の語彙と漢字の読み書きの力の強化
日本語の語彙と漢字の読み書きの力の強化
日本語の語彙と漢字の読み書きの力の強化

新しい言葉を学ぶ：名詞Ｂ
新しい言葉を学ぶ：名詞Ｃ（その１）
新しい言葉を学ぶ：名詞Ｃ（その２）
新しい言葉を学ぶ：カタカナＢ
新しい言葉を学ぶ：形容詞Ｂ（その１）
新しい言葉を学ぶ：形容詞Ｂ（その２）
新しい言葉を学ぶ：副詞Ａ＋連体詞（その１）
新しい言葉を学ぶ：副詞Ａ＋連体詞（その２）
新しい言葉を学ぶ：いろいろな意味をもつ言葉（そ

日本語の語彙と漢字の読み書きの力の強化

新しい言葉を学ぶ：いろいろな意味をもつ言葉（そ

日本語の語彙と漢字の読み書きの力の強化
日本語の語彙と漢字の読み書きの力の強化
日本語の語彙と漢字の読み書きの力の強化

上級語彙（名詞）のまとめと総合演習
上級語彙（カタカナ・形容詞）のまとめと総合演習
上級語彙（副詞・接続詞・連体詞）のまとめと総合演

後期の総括

事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
【第1回】 事後学習：本授業のシラバスをもう一度よく読むとともに、本授業の進め方を再確認する（1時
間）。
【第2回】～【第9回】
毎回の授業において、それぞれ事前学習1.5時間、事後学習1時間を要する。
①事前学習：各回に対応するテキストを熟読し概要を理解しておくこと。
②事後学習：新しく学んだ事柄を復習するとともに、間違った演習問題や授業中において学んだポイントをノー
トに整理しておくと。
【第10回】【第11回】
毎回の授業において、それぞれ事前学習1.5時間、事後学習1時間を要する。
①事前学習：事前に配布されたプリントを熟読し、あらかじめ内容を押さえておくとともに練習問題を行ってお
くこと。
②事後学習：新しく学んだ事柄を復習するとともに、間違った演習問題や授業中において学んだポイントをノー
トに整理しておくと。
【第12回】～【14回】
毎回の授業において、それぞれ事前学習1.5時間、事後学習1時間を要する。
①事前学習：各回に対応するテキストを熟読し練習問題を行っておくこと。
②事後学習：新しく学んだ事柄を復習するとともに、間違った演習問題や授業中において学んだポイントをノー
トに整理しておくと。
【第15回】
①事前学習：本授業で学んだ内容全体に目を通し、疑問点を質問できるようにしておく（2時間）。
②事後学習：本授業のポイントを整理する（2時間）。
課題に対するフィードバックの方法
・授業内の課題については、課題については正解（模範解答）を示すとともに、机間巡視により理解度を把握
し、間違いや優れた点の指摘や助言等を行う。
日本語Ⅰｂ（文字・語彙）

・提出された課題については、必要に応じて授業の中で取り上げて間違いや優れた点の指摘や助言等を行う。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す通り、授業内において実施する課題、授業外において課せる課題、および定期試験に代わるレポート
の評価結果に基づいて総合的な判定のうえ、６０点以上を合格とし、所定の単位を認定する。なお、正当な理由
なく、5回以上欠席した場合は評価対象外となり、「K」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

15

リフレクションシート(15)

1,2,3

授業外での評価

40

事前学習・事後学習として課せる課題(40)

1,2

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

レポート試験（40）

1,3

その他

5

授業に関する質問・発言(5)

1,2,3

テキスト

・『耳から覚える日本語能力試験 語彙トレーニングＮ１』 安藤栄里子・惠谷容子・阿部比呂子/ア
ルク/2,200円（税込）/ISBN 9784757422223
・このほか、必要に応じて別に教材プリントを配布する。

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 ・５回以上欠席をした場合は、単位は認定されない。（ただし、公欠は含めない。）
・正当な理由がない遅刻は、3回で1回の欠席とみなす。
・日本語辞書および配布したプリントは毎時用意すること。

日本語Ⅰｂ（文字・語彙）

授業コード

10012601

授業科目名

日本語Ⅰｂ

授業担当教員

村田

菜穂子

成績担当教員

村田

菜穂子

開講年次

1年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
大学における学びにおいては、アカデミックな文献の読解やレポートの作成、さらに、上位学年においてはアカ
デミックプレゼンテーションや卒業論文を作成する力が求められる。この授業では、大学において求められる上
級日本語の、語彙の使い分け、漢字の読み書きを中心に解説および演習を行う。さらに、学んだ語彙を使って目
的に応じた文章が書けるようにするとともに、新聞記事等に出現する時事的な語彙を用いて上級日本語の表現が
できるよう指導する。
到達目標
１．大学におけるアカデミックな言語活動を行うための語彙と文字を使用することができる
２．日本における社会生活および就職活動に対応し得る語彙と文字を使用することができる
３．目的や場面によって使い分けられる多様な日本語表現に対応し得る語彙と文字を使用することができる
授業計画
【第1回】
の説明
【第2回】
【第3回】
【第4回】
【第5回】
【第6回】
【第7回】
【第8回】
【第9回】
【第10回】
の１）
【第11回】
の２）
【第12回】
【第13回】
【第14回】
習
【第15回】

ガイダンスと自己紹介
内容：前期授業の概要、授業の方針と進め方、事前事後の学習方法、評価の方法などについて
日本語の語彙と漢字の読み書きの力の強化
日本語の語彙と漢字の読み書きの力の強化
日本語の語彙と漢字の読み書きの力の強化
日本語の語彙と漢字の読み書きの力の強化
日本語の語彙と漢字の読み書きの力の強化
日本語の語彙と漢字の読み書きの力の強化
日本語の語彙と漢字の読み書きの力の強化
日本語の語彙と漢字の読み書きの力の強化
日本語の語彙と漢字の読み書きの力の強化

新しい言葉を学ぶ：名詞Ｂ
新しい言葉を学ぶ：名詞Ｃ（その１）
新しい言葉を学ぶ：名詞Ｃ（その２）
新しい言葉を学ぶ：カタカナＢ
新しい言葉を学ぶ：形容詞Ｂ（その１）
新しい言葉を学ぶ：形容詞Ｂ（その２）
新しい言葉を学ぶ：副詞Ａ＋連体詞（その１）
新しい言葉を学ぶ：副詞Ａ＋連体詞（その２）
新しい言葉を学ぶ：いろいろな意味をもつ言葉（そ

日本語の語彙と漢字の読み書きの力の強化

新しい言葉を学ぶ：いろいろな意味をもつ言葉（そ

日本語の語彙と漢字の読み書きの力の強化
日本語の語彙と漢字の読み書きの力の強化
日本語の語彙と漢字の読み書きの力の強化

上級語彙（名詞）のまとめと総合演習
上級語彙（カタカナ・形容詞）のまとめと総合演習
上級語彙（副詞・接続詞・連体詞）のまとめと総合演

後期の総括

事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
【第1回】 事後学習：本授業のシラバスをもう一度よく読むとともに、本授業の進め方を再確認する（1時
間）。
【第2回】～【第9回】
毎回の授業において、それぞれ事前学習1.5時間、事後学習1時間を要する。
①事前学習：各回に対応するテキストを熟読し概要を理解しておくこと。
②事後学習：新しく学んだ事柄を復習するとともに、間違った演習問題や授業中において学んだポイントをノー
トに整理しておくと。
【第10回】【第11回】
毎回の授業において、それぞれ事前学習1.5時間、事後学習1時間を要する。
①事前学習：事前に配布されたプリントを熟読し、あらかじめ内容を押さえておくとともに練習問題を行ってお
くこと。
②事後学習：新しく学んだ事柄を復習するとともに、間違った演習問題や授業中において学んだポイントをノー
トに整理しておくと。
【第12回】～【14回】
毎回の授業において、それぞれ事前学習1.5時間、事後学習1時間を要する。
①事前学習：各回に対応するテキストを熟読し練習問題を行っておくこと。
②事後学習：新しく学んだ事柄を復習するとともに、間違った演習問題や授業中において学んだポイントをノー
トに整理しておくと。
【第15回】
①事前学習：本授業で学んだ内容全体に目を通し、疑問点を質問できるようにしておく（2時間）。
②事後学習：本授業のポイントを整理する（2時間）。
課題に対するフィードバックの方法
・授業内の課題については、課題については正解（模範解答）を示すとともに、机間巡視により理解度を把握
し、間違いや優れた点の指摘や助言等を行う。
日本語Ⅰｂ

・提出された課題については、必要に応じて授業の中で取り上げて間違いや優れた点の指摘や助言等を行う。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す通り、授業内において実施する課題、授業外において課せる課題、および定期試験に代わるレポート
の評価結果に基づいて総合的な判定のうえ、６０点以上を合格とし、所定の単位を認定する。なお、正当な理由
なく、5回以上欠席した場合は評価対象外となり、「K」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

15

リフレクションシート(15)

1,2,3

授業外での評価

40

事前学習・事後学習として課せる課題(40)

1,2

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

レポート試験（40）

1,3

その他

5

授業に関する質問・発言(5)

1,2,3

テキスト

・『耳から覚える日本語能力試験 語彙トレーニングＮ１』 安藤栄里子・惠谷容子・阿部比呂子/ア
ルク/2,200円（税込）/ISBN 9784757422223
・このほか、必要に応じて別に教材プリントを配布する。

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 ・５回以上欠席をした場合は、単位は認定されない。（ただし、公欠は含めない。）
・正当な理由がない遅刻は、3回で1回の欠席とみなす。
・日本語辞書および配布したプリントは毎時用意すること。

日本語Ⅰｂ

授業コード

10304401

授業種別

授業科目名

日本語Ⅱａ（文法）

授業担当教員

網

英美子

成績担当教員

網

英美子

開講年次

1年

実務家教員による授業

演習

開講期

単位数

前期

－

1単位

授業の目的・概要
大学で学ぶために必要なレポートや論文で使用されている文法項目を学び、その学んだ文法・表現を読む・書く
に応用する力を養成する。学んだ文法がレポートや論文の中のどこでどのように使用されることが多いのか、ど
のような目的で使用すればよいかを理解し、表現力を身につけることを目標とする。そのため文法学習をした
後、学んだ単一文レベルでの使い方にかかわる文法項目を使って文を作る練習をする。最終的には、自分自身で
適切な文法・表現を使用し、レポート・論文の型に沿ったある程度の長さの文章が書けるような運用力を身につ
けることを目指す。以上と並行して、JLPTN１N2レベルの文法を復習するとともに、その文法を使って、文を作る
練習を行う。
到達目標
１．学んだ文法表現が、レポートや論文でどのように使用されているかについて説明できる。
２．適切な文法・表現を使用して、大学のレポートや論文などある程度の長さの文が書ける。
３．JLPT N1N2レベルの文法を正しく理解し、文を作成できる。
授業計画
第1回

オリエンテーション

：前期の授業の概要説明と受講の心構え

第2回

書き言葉に統一する①

：書き言葉の文体と表現を学ぶ

第3回

書き言葉に統一する②

：レポート・論文にふさわしい文体を学ぶ

第4回

文の意味を明確にする①

：同じ接続詞の繰り返しを避ける方法を学ぶ／

第5回

文の意味を明確にする②

：長文を避ける方法を学ぶ

第6回

「こと」と「の」を使い分ける①

：「の」を使う場合のルールを学ぶ

第7回

「こと」と「の」を使い分ける②

：「こと」を使う場合のルールを学ぶ

第8回

前半のまとめと復習（中間筆記試験）

第9回

文をシンプルにする①

小テスト①

／ 小テスト②

：名詞化にする方法を学ぶ

第10回

文をシンプルにする②

第11回

「は」と「が」を使い分ける①

：「は」と「が」の使い分けを学ぶ

第12回

「は」と「が」を使い分ける②

：対比の「は」と主題化の「は」について学ぶ

第13回

書き手の視点を示す①

第14回 書き手の視点を示す②
役」の使い分け
第15回

：助詞をともなった名詞化の方法を学ぶ
／小テスト③

：「他動詞／使役形」と「自動詞／受身形」の使い分けを学ぶ

／小テスト④

：レポート・論文の中での「自動詞／他動詞の受身」と「他動詞／自動詞の使

後半のまとめと復習

事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
第1回
【事前】
【事後】
第2回
【事前】
【事後】
第3回
【事前】
【事後】
第4回
【事前】

授業のシラバスを熟読し、授業構成を理解する
実力試しテストのできなかった部分を復習する
配布プリント1課「やってみよう」に取り組む
指示された事後課題に取り組む 0.5時間
新しい文法項目について予習する
指示された事後課題に取り組む

0.5時間
0.5時間
0.5時間

0.5時間
0.5時間

配布プリント2課の「やってみよう」に取り組む

0.5時間
日本語Ⅱａ（文法）

【事後】 指示された事後課題に取り組む
0.5時間
第5回
【事前】 新しい文法項目について予習する 0.5時間
【事後】 指示された事後課題に取り組む 0.5時間
第6回
【事前】 配布プリントの3課「やってみよう」に取り組む 0.5時間
【事後】 指示された事後課題に取り組む 0.5時間
第7回
【事前】 新しい文法項目について予習する 0.5時間
【事後】 指示された事後課題に取り組む 0.5時間
第8回
【事前】 配布プリント1課～3課までの内容を見直す。筆記試験前に疑問点があれば、それを解消できるよう、
質問する準備をする。0.5時間
【事後】 筆記試験の復習を行い、指示された事後課題に取り組む
0.5時間
第9回
【事前】 配布プリント４課の「やってみよう」に取り組む 0.5時間
【事後】 指示された事後課題に取り組む
0.5時間
第10回
【事前】 新しい文法項目について予習する 0.5時間
【事後】 指示された事後課題に取り組む 0.5時間
第11回
【事前】 配布プリント5課の「やってみよう」に取り組む 0.5時間
【事後】 指示された事後課題に取り組む
0.5時間
第12回
【事前】 新しい文法項目について予習する 0.5時間
【事後】 指示された事後課題に取り組む 0.5時間
第13回
【事前】 配布プリント6課の「やってみよう」に取り組む 0.5時間
【事後】 指示された事後課題に取り組む
0.5時間
第14回
【事前】 新しい文法項目について予習する 0.5時間
【事後】 指示された事後課題に取り組む 0.5時間
第15回
【事前】 配布プリント４課～6課までの内容をみなおす 0.5時間
【事後】 今学期学んだ内容の振り返りをする
0.5時間
課題に対するフィードバックの方法
小テスト、中間筆記試験は、授業内でフィードバックを行う。
試験用紙を返却する。

期末筆記試験に関しては、希望があれば採点後

成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
正当な理由のない欠席5回以上、または中間・期末の筆記試験を未受験の場合、評価の対象とせず「K」評価とす
る。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

20

小テスト（5×4回）

3

授業外での評価

0

定期試験

35

筆記試験（35）

1,2,3

定期試験に代わるレポート等

0

その他

45

テキスト

事前にプリントを配布する。また授業内で必要に応じて案内する。

参考書

『ここがポイントレポート論文を書くための日本語文法』小森万理・三井久美子、くろしお出版
『アカデミック・ライティングのためのパラフレーズ演習』鎌田美千子 仁科浩美、スリーエーネットワーク
『TRY！トライ日本語能力試験N1文法から伸ばす日本語 改訂版』ABK公益財団法人アジア学
生文化協会著、アスク出版
『TRY！トライ日本語能力試験N2文法から伸ばす日本語 改訂版』ABK公益財団法人アジア学
生文化協会著、アスク出版

中間筆記試験（35）

授業への取り組み姿勢（10）

1,2,3

履修条件・他の科目との関連 正当な理由がない遅刻は、3回で欠席1回とみなす。
欠席する場合は必ず連絡し、講師からの指示を確認すること。
欠席した場合、授業資料は、GoogleClassroomからダウンロードするように。

日本語Ⅱａ（文法）

授業コード

10012701

授業種別

授業科目名

日本語Ⅱａ

授業担当教員

網

英美子

成績担当教員

網

英美子

開講年次

1年

実務家教員による授業

演習

開講期

単位数

前期

－

1単位

授業の目的・概要
大学で学ぶために必要なレポートや論文で使用されている文法項目を学び、その学んだ文法・表現を読む・書く
に応用する力を養成する。学んだ文法がレポートや論文の中のどこでどのように使用されることが多いのか、ど
のような目的で使用すればよいかを理解し、表現力を身につけることを目標とする。そのため文法学習をした
後、学んだ単一文レベルでの使い方にかかわる文法項目を使って文を作る練習をする。最終的には、自分自身で
適切な文法・表現を使用し、レポート・論文の型に沿ったある程度の長さの文章が書けるような運用力を身につ
けることを目指す。以上と並行して、JLPTN１N2レベルの文法を復習するとともに、その文法を使って、文を作る
練習を行う。
到達目標
１．学んだ文法表現が、レポートや論文でどのように使用されているかについて説明できる。
２．適切な文法・表現を使用して、大学のレポートや論文などある程度の長さの文が書ける。
３．JLPT N1N2レベルの文法を正しく理解し、文を作成できる。
授業計画
第1回

オリエンテーション

：前期の授業の概要説明と受講の心構え

第2回

書き言葉に統一する①

：書き言葉の文体と表現を学ぶ

第3回

書き言葉に統一する②

：レポート・論文にふさわしい文体を学ぶ

第4回

文の意味を明確にする①

：同じ接続詞の繰り返しを避ける方法を学ぶ／

第5回

文の意味を明確にする②

：長文を避ける方法を学ぶ

第6回

「こと」と「の」を使い分ける①

：「の」を使う場合のルールを学ぶ

第7回

「こと」と「の」を使い分ける②

：「こと」を使う場合のルールを学ぶ

第8回

前半のまとめと復習（中間筆記試験）

第9回

文をシンプルにする①

小テスト①

／ 小テスト②

：名詞化にする方法を学ぶ

第10回

文をシンプルにする②

第11回

「は」と「が」を使い分ける①

：「は」と「が」の使い分けを学ぶ

第12回

「は」と「が」を使い分ける②

：対比の「は」と主題化の「は」について学ぶ

第13回

書き手の視点を示す①

第14回 書き手の視点を示す②
役」の使い分け
第15回

：助詞をともなった名詞化の方法を学ぶ
／小テスト③

：「他動詞／使役形」と「自動詞／受身形」の使い分けを学ぶ

／小テスト④

：レポート・論文の中での「自動詞／他動詞の受身」と「他動詞／自動詞の使

後半のまとめと復習

事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
第1回
【事前】
【事後】
第2回
【事前】
【事後】
第3回
【事前】
【事後】
第4回
【事前】

授業のシラバスを熟読し、授業構成を理解する
実力試しテストのできなかった部分を復習する
配布プリント1課「やってみよう」に取り組む
指示された事後課題に取り組む 0.5時間
新しい文法項目について予習する
指示された事後課題に取り組む

0.5時間
0.5時間
0.5時間

0.5時間
0.5時間

配布プリント2課の「やってみよう」に取り組む

0.5時間
日本語Ⅱａ

【事後】 指示された事後課題に取り組む
0.5時間
第5回
【事前】 新しい文法項目について予習する 0.5時間
【事後】 指示された事後課題に取り組む 0.5時間
第6回
【事前】 配布プリントの3課「やってみよう」に取り組む 0.5時間
【事後】 指示された事後課題に取り組む 0.5時間
第7回
【事前】 新しい文法項目について予習する 0.5時間
【事後】 指示された事後課題に取り組む 0.5時間
第8回
【事前】 配布プリント1課～3課までの内容を見直す。筆記試験前に疑問点があれば、それを解消できるよう、
質問する準備をする。0.5時間
【事後】 筆記試験の復習を行い、指示された事後課題に取り組む
0.5時間
第9回
【事前】 配布プリント４課の「やってみよう」に取り組む 0.5時間
【事後】 指示された事後課題に取り組む
0.5時間
第10回
【事前】 新しい文法項目について予習する 0.5時間
【事後】 指示された事後課題に取り組む 0.5時間
第11回
【事前】 配布プリント5課の「やってみよう」に取り組む 0.5時間
【事後】 指示された事後課題に取り組む
0.5時間
第12回
【事前】 新しい文法項目について予習する 0.5時間
【事後】 指示された事後課題に取り組む 0.5時間
第13回
【事前】 配布プリント6課の「やってみよう」に取り組む 0.5時間
【事後】 指示された事後課題に取り組む
0.5時間
第14回
【事前】 新しい文法項目について予習する 0.5時間
【事後】 指示された事後課題に取り組む 0.5時間
第15回
【事前】 配布プリント４課～6課までの内容をみなおす 0.5時間
【事後】 今学期学んだ内容の振り返りをする
0.5時間
課題に対するフィードバックの方法
小テスト、中間筆記試験は、授業内でフィードバックを行う。
試験用紙を返却する。

期末筆記試験に関しては、希望があれば採点後

成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
正当な理由のない欠席5回以上、または中間・期末の筆記試験を未受験の場合、評価の対象とせず「K」評価とす
る。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

20

小テスト（5×4回）

3

授業外での評価

0

定期試験

35

筆記試験（35）

1,2,3

定期試験に代わるレポート等

0

その他

45

テキスト

事前にプリントを配布する。また授業内で必要に応じて案内する。

参考書

『ここがポイントレポート論文を書くための日本語文法』小森万理・三井久美子、くろしお出版
『アカデミック・ライティングのためのパラフレーズ演習』鎌田美千子 仁科浩美、スリーエーネットワーク
『TRY！トライ日本語能力試験N1文法から伸ばす日本語 改訂版』ABK公益財団法人アジア学
生文化協会著、アスク出版
『TRY！トライ日本語能力試験N2文法から伸ばす日本語 改訂版』ABK公益財団法人アジア学
生文化協会著、アスク出版

中間筆記試験（35）

授業への取り組み姿勢（10）

1,2,3

履修条件・他の科目との関連 正当な理由がない遅刻は、3回で欠席1回とみなす。
欠席する場合は必ず連絡し、講師からの指示を確認すること。
欠席した場合、授業資料は、GoogleClassroomからダウンロードするように。

日本語Ⅱａ

授業コード

10304501

授業種別

授業科目名

日本語Ⅱｂ（文法）

授業担当教員

網

英美子

成績担当教員

網

英美子

開講年次

1年

実務家教員による授業

演習

開講期

後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
大学で学ぶために必要なレポートや論文で使用されている文法項目を学び、その学んだ文法・表現を読む・書く
に応用する力を養成する。学んだ文法がレポートや論文の中のどこでどのように使用されることが多いのか、ど
のような目的で使用すればよいかを理解し、表現力を身につけることを目標とする。そのため談話レベルでの使
い方にかかわる文法項目学習した後、その文法を使って文を作る練習をする。最終的には、自分自身で適切な文
法・表現を使用し、レポート・論文の型に沿ったある程度の長さの文章が書けるような運用力を身につけること
を目指す。以上と並行して、JLPTN１レベルの文法を復習するとともに、その文法を使って文を作る練習を行う。
到達目標
１．学んだ文法表現が、レポートや論文でどのように使用されているかについて説明できる。
２．適切な文法・表現を使用して、大学のレポートや論文などある程度の長さの文が書ける。
３．JLPT N1レベルの文法を正しく理解し、文を作成できる。
授業計画
第1回

文を首尾一貫させる①

：文頭と文末の呼応のさせかたを学ぶ

第2回

文を首尾一貫させる②

：副詞・疑問詞との呼応を学ぶ

／小テスト①

第3回 形が似ている表現を使い分ける①
て）の使い分けを学ぶ

：形が似ている助詞相当語（によって・によると・に関して・に対し

第4回 形が似ている表現を使い分ける②
て）の使い分けを学ぶ
／小テスト②

：状態述語とともに用いる助詞相当語（にとって・として・に対し

第5回

過去と現在のつながりを示す①

第6回 過去と現在のつながりを示す②
るか学ぶ
／小テスト③

：時間を表すための述語の形（ル形・タ形・テイル形）を学ぶ
：テイタ形。テイル形。タ形がレポート・論文のどの部分で使われてい

第7回

前半のまとめと復習（中間筆記試験）

第8回

文章中の語を指し示す①

：指示詞「コ」と「ソ」の使い分けについて学ぶ

第9回

文章中の語を指し示す②

：指示詞を使った定型表現について学ぶ

第10回

前後の関係を表す①

：レポートや論文でよく使われる接続詞・接続表現を学ぶ

第11回

前後の関係を表す②

：間違いやすい接続詞について学ぶ

第12回
⑤

前の文に関連づける①

：「～のだ文」が使える場合と使えない場合の特徴について学ぶ

第13回

前の文に関連づける②

：「～のだ文」で表現できる４つの用法について学ぶ

第14回

効果的に意見を述べる①

第15回 効果的に意見を述べる②
めと復習

：意見を述べる文末表現の使い分けについて学ぶ

／小テスト④

／小テスト

／小テスト⑥

：書き手の意見を述べる文末表現の使い分けについて学ぶ

／ 後半のまと

事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
第1回
【事前】
【事後】
第2回
【事前】
【事後】
第3回

配布プリントの7課「やってみよう」に取り組む
指示された事後課題に取り組む
0.5時間

0.5時間

新しい項目について予習する 0.5時間
指示された事後課題に取り組む 0.5時間

日本語Ⅱｂ（文法）

【事前】 配布プリントの8課「やってみよう」に取り組む 0.5時間
【事後】 指示された事後課題に取り組む
0.5時間
第4回
【事前】 新しい文法項目について予習する 0.5時間
【事後】 指示された事後課題に取り組む
0.5時間
第5回
【事前】 配布プリントの9課「やってみよう」に取り組む 0.5時間
【事後】 指示された事後課題に取り組む 0.5時間
第6回
【事前】 新しい文法項目について予習する 0.5時間
【事後】 指示された事後課題に取り組む 0.5時間
第7回
【事前】 配布プリント７～９課の内容を見直す。筆記試験前に疑問点があれば、それを解消できるよう質問の
準備をする。0.5時間
【事後】 筆記試験の復習を行い、指示された事後課題に取り組む 0.5時間
第8回
【事前】 配布プリント10課「やってみよう」に取り組む 0.5時間
【事後】 指示された事後課題に取り組む
0.5時間
第9回
【事前】 新しい文法項目について予習する 0.5時間
【事後】 指示された事後課題に取り組む
0.5時間
第10回
【事前】 配布プリント11課「やってみよう」に取り組む 0.5時間
【事後】 指示された事後課題に取り組む 0.5時間
第11回
【事前】 新しい文法項目について予習する 0.5時間
【事後】 指示された事後課題に取り組む
0.5時間
第12回
【事前】 配布プリントの12課「やってみよう」に取り組む 0.5時間
【事後】 指示された事後課題に取り組む 0.5時間
第13回
【事前】 新しい文法項目について予習する 0.5時間
【事後】 指示された事後課題に取り組む
0.5時間
第14回
【事前】 配布プリントの13課「やってみよう」に取り組む 0.5時間
【事後】 指示された事後課題に取り組む 0.5時間
第15回
【事前】 新しい文法項目について予習する 0.5時間
【事後】 配布プリント10課～13課までの内容をみなおす
0.5時間
課題に対するフィードバックの方法
小テスト・中間筆記試験は、授業内でフィードバックを行う。
用紙を返却する。

期末試験に関しては、希望があれば採点後試験

成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
正当な理由な理由のない欠席5回以上、または中間・期末の筆記試験を未受験の場合、評価の対象とせず「K」評
価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

18

小テスト（3×6回）

3

授業外での評価

0

定期試験

35

期末筆記試験（35）

1,2,3

定期試験に代わるレポート等

0

その他

47

テキスト

事前にプリントを配布する。また授業内で必要に応じて案内する。

参考書

『ここがポイントレポート論文を書くための日本語文法』小森万理・三井久美子、くろしお出版
『アカデミック・ライティングのためのパラフレーズ演習』鎌田美千子 仁科浩美、スリーエーネットワーク
『TRY！トライ日本語能力試験N1文法から伸ばす日本語 改訂版』ABK公益財団法人アジア学
生文化協会 著、アスク出版

中間筆記試験（35）

授業への取り組み姿勢（12）

1,2,3

履修条件・他の科目との関連 正当な理由がない遅刻は、3回で欠席1回とみなす。
欠席する場合は必ず連絡し、講師からの指示を確認すること。
欠席した場合、授業資料は、GoogleClassroomからダウンロードするように。

日本語Ⅱｂ（文法）

授業コード

10012801

授業種別

授業科目名

日本語Ⅱｂ

授業担当教員

網

英美子

成績担当教員

網

英美子

開講年次

1年

実務家教員による授業

演習

開講期

後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
大学で学ぶために必要なレポートや論文で使用されている文法項目を学び、その学んだ文法・表現を読む・書く
に応用する力を養成する。学んだ文法がレポートや論文の中のどこでどのように使用されることが多いのか、ど
のような目的で使用すればよいかを理解し、表現力を身につけることを目標とする。そのため談話レベルでの使
い方にかかわる文法項目学習した後、その文法を使って文を作る練習をする。最終的には、自分自身で適切な文
法・表現を使用し、レポート・論文の型に沿ったある程度の長さの文章が書けるような運用力を身につけること
を目指す。以上と並行して、JLPTN１レベルの文法を復習するとともに、その文法を使って文を作る練習を行う。
到達目標
１．学んだ文法表現が、レポートや論文でどのように使用されているかについて説明できる。
２．適切な文法・表現を使用して、大学のレポートや論文などある程度の長さの文が書ける。
３．JLPT N1レベルの文法を正しく理解し、文を作成できる。
授業計画
第1回

文を首尾一貫させる①

：文頭と文末の呼応のさせかたを学ぶ

第2回

文を首尾一貫させる②

：副詞・疑問詞との呼応を学ぶ

／小テスト①

第3回 形が似ている表現を使い分ける①
て）の使い分けを学ぶ

：形が似ている助詞相当語（によって・によると・に関して・に対し

第4回 形が似ている表現を使い分ける②
て）の使い分けを学ぶ
／小テスト②

：状態述語とともに用いる助詞相当語（にとって・として・に対し

第5回

過去と現在のつながりを示す①

第6回 過去と現在のつながりを示す②
るか学ぶ
／小テスト③

：時間を表すための述語の形（ル形・タ形・テイル形）を学ぶ
：テイタ形。テイル形。タ形がレポート・論文のどの部分で使われてい

第7回

前半のまとめと復習（中間筆記試験）

第8回

文章中の語を指し示す①

：指示詞「コ」と「ソ」の使い分けについて学ぶ

第9回

文章中の語を指し示す②

：指示詞を使った定型表現について学ぶ

第10回

前後の関係を表す①

：レポートや論文でよく使われる接続詞・接続表現を学ぶ

第11回

前後の関係を表す②

：間違いやすい接続詞について学ぶ

第12回
⑤

前の文に関連づける①

：「～のだ文」が使える場合と使えない場合の特徴について学ぶ

第13回

前の文に関連づける②

：「～のだ文」で表現できる４つの用法について学ぶ

第14回

効果的に意見を述べる①

第15回 効果的に意見を述べる②
めと復習

：意見を述べる文末表現の使い分けについて学ぶ

／小テスト④

／小テスト

／小テスト⑥

：書き手の意見を述べる文末表現の使い分けについて学ぶ

／ 後半のまと

事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
第1回
【事前】
【事後】
第2回
【事前】
【事後】
第3回

配布プリントの7課「やってみよう」に取り組む
指示された事後課題に取り組む
0.5時間

0.5時間

新しい項目について予習する 0.5時間
指示された事後課題に取り組む 0.5時間

日本語Ⅱｂ

【事前】 配布プリントの8課「やってみよう」に取り組む 0.5時間
【事後】 指示された事後課題に取り組む
0.5時間
第4回
【事前】 新しい文法項目について予習する 0.5時間
【事後】 指示された事後課題に取り組む
0.5時間
第5回
【事前】 配布プリントの9課「やってみよう」に取り組む 0.5時間
【事後】 指示された事後課題に取り組む 0.5時間
第6回
【事前】 新しい文法項目について予習する 0.5時間
【事後】 指示された事後課題に取り組む 0.5時間
第7回
【事前】 配布プリント７～９課の内容を見直す。筆記試験前に疑問点があれば、それを解消できるよう質問の
準備をする。0.5時間
【事後】 筆記試験の復習を行い、指示された事後課題に取り組む 0.5時間
第8回
【事前】 配布プリント10課「やってみよう」に取り組む 0.5時間
【事後】 指示された事後課題に取り組む
0.5時間
第9回
【事前】 新しい文法項目について予習する 0.5時間
【事後】 指示された事後課題に取り組む
0.5時間
第10回
【事前】 配布プリント11課「やってみよう」に取り組む 0.5時間
【事後】 指示された事後課題に取り組む 0.5時間
第11回
【事前】 新しい文法項目について予習する 0.5時間
【事後】 指示された事後課題に取り組む
0.5時間
第12回
【事前】 配布プリントの12課「やってみよう」に取り組む 0.5時間
【事後】 指示された事後課題に取り組む 0.5時間
第13回
【事前】 新しい文法項目について予習する 0.5時間
【事後】 指示された事後課題に取り組む
0.5時間
第14回
【事前】 配布プリントの13課「やってみよう」に取り組む 0.5時間
【事後】 指示された事後課題に取り組む 0.5時間
第15回
【事前】 新しい文法項目について予習する 0.5時間
【事後】 配布プリント10課～13課までの内容をみなおす
0.5時間
課題に対するフィードバックの方法
小テスト・中間筆記試験は、授業内でフィードバックを行う。
用紙を返却する。

期末試験に関しては、希望があれば採点後試験

成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
正当な理由な理由のない欠席5回以上、または中間・期末の筆記試験を未受験の場合、評価の対象とせず「K」評
価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

18

小テスト（3×6回）

3

授業外での評価

0

定期試験

35

期末筆記試験（35）

1,2,3

定期試験に代わるレポート等

0

その他

47

テキスト

事前にプリントを配布する。また授業内で必要に応じて案内する。

参考書

『ここがポイントレポート論文を書くための日本語文法』小森万理・三井久美子、くろしお出版
『アカデミック・ライティングのためのパラフレーズ演習』鎌田美千子 仁科浩美、スリーエーネットワーク
『TRY！トライ日本語能力試験N1文法から伸ばす日本語 改訂版』ABK公益財団法人アジア学
生文化協会 著、アスク出版

中間筆記試験（35）

授業への取り組み姿勢（12）

1,2,3

履修条件・他の科目との関連 正当な理由がない遅刻は、3回で欠席1回とみなす。
欠席する場合は必ず連絡し、講師からの指示を確認すること。
欠席した場合、授業資料は、GoogleClassroomからダウンロードするように。

日本語Ⅱｂ

授業コード

10304601

授業種別

授業科目名

日本語Ⅲａ（聴解・会話）

授業担当教員

青島

美紀

成績担当教員

青島

美紀

開講年次

1年

開講期

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
日本での日常生活や大学の授業において必要とされる、幅広いテーマに関する聞き取り能力の向上、および「通
じる日本語」を正確に話せる会話力の養成を目指す。日本語の音声の特徴や語彙・表現等について学び、実際に
聞く・書き取る・要約する・発音する・テーマに沿った発表をする等の練習を行う。
到達目標
１．日常生活および大学での受講に必要な日本語聴解力を身につける
２．短いニュースや、ある程度長さのある内容を聴いて要約することができる
３．自分の考えを筋道立てて述べることができる
４．正確な発音とイントネーションで適切なコミュニケーションが行える
授業計画
【第1回】授業オリエンテーション
授業内容と進め方および自己紹介
【第2回】
ニュースの聞き取り 要約して提出
第1課 「掃除」（1）
導入と内容の予想。本文に出てくる語彙や表現の確認と説明。発音とアクセントの練習。
本文を聞き、大意を理解するための質問、および話の重要ポイントを押さえるための質問に答え、提出。
【第3回】
ニュースの聞き取り 要約して提出
第1課 「掃除」（2）
前回の重要ポイントの確認。スクリプトを読みながら、本文の細かい部分まで聞き取り理解するための質疑
応答。
本文全体あるいは必要部分の音読やイントネーション・プロミネンス等の練習。 本文を要約して、提出。
【第4回】
ニュースの聞き取り 要約して提出
発表準備 「私のお気に入り」というテーマで発表をするための準備シート作成。
【第5回】
ニュースの聞き取り 要約して提出
発表「私のお気に入り」 発表後質疑応答
発表者の評価及び自己評価を提出
【第6回】
ニュースの聞き取り 要約して提出
第2課「本屋」（1）
導入と内容の予想。本文に出てくる語彙や表現の確認と説明。発音とアクセントの練習。
本文を聞き、大意を理解するための質問、および話の重要ポイントを押さえるための質問に答え、提出。
【第7回】
ニュースの聞き取り 要約して提出
第2課 「本屋」（2）
前回の重要ポイントの確認。スクリプトを読みながら、本文の細かい部分まで聞き取り理解するための質疑
応答。
本文全体あるいは必要部分の音読やイントネーション・プロミネンス等の練習。 本文を要約して、提出。
【第8回】
ニュースの聞き取り 要約して提出
第3課「新幹線のおでこ」（1）
導入と内容の予想。本文に出てくる語彙や表現の確認と説明。発音とアクセントの練習。
本文を聞き、大意を理解するための質問、および話の重要ポイントを押さえるための質問に答え、提出。
【第9回】
ニュースの聞き取り 要約して提出
第3課 「新幹線のおでこ」（2）
前回の重要ポイントの確認。スクリプトを読みながら、本文の細かい部分まで聞き取り理解するための質疑
応答。
本文全体あるいは必要部分の音読やイントネーション・プロミネンス等の練習。 本文を要約して、提出。
【第10回】
ニュースの聞き取り 要約して提出
発表準備 「母国語の歴史」というテーマで発表するための資料作成
【第11回】
ニュースの聞き取り 要約して提出
発表「母国語の歴史」 発表後、質疑応答
発表者の評価及び自己評価を提出
【第12回】
日本語Ⅲａ（聴解・会話）

ニュースの聞き取り 要約して提出
第4課「体験プレゼント」（1）
導入と内容の予想。本文に出てくる語彙や表現の確認と説明。発音とアクセントの練習。
本文を聞き、大意を理解するための質問、および話の重要ポイントを押さえるための質問に答え、提出。
【第13回】
ニュースの聞き取り 要約して提出
第4課 「体験プレゼント」（2）
前回の重要ポイントの確認。スクリプトを読みながら、本文の細かい部分まで聞き取り理解するための質疑
応答。
本文全体あるいは必要部分の音読やイントネーション・プロミネンス等の練習。 本文を要約して、提出。
【第14回】
ニュースの聞き取り 要約して提出
発表準備 「これが日本だ」と思うものについての発表シート作成
各自発表シートをまとめて次週に備える。
【第15回】
最終発表
発表シートに沿って意見を述べ、質疑応答
発表者の評価及び自己評価を提出
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
毎回の授業の最初にニュースの聞き取りを行うので、日々の出来事に目を向け、知らない言葉は辞書で調べてお
くこと。授業内で聞いた内容は、終了後にスクリプトとして渡すので、再度内容を読み、理解できない単語、文
法などがあれば質問できるように準備しておくこと。
第1回
【事前】シラバスを読んでおく
【事後】サンプルとして聞いたニュースのスクリプトを読んでおく
第2回
【事前】自分の国のお正月の準備について説明できるように準備しておく
【事後】今日のニュースのスクリプトを読んで、提出した要約の内容と比較しておく
第3回
【事前】第1課の語彙を復習しておく
0.5時間
【事後】今日のニュースのスクリプトを読んで、提出した要約の内容と比較しておく
第1課のスクリプトを読んで、内容を確認しておく
第4回
【事前】今自分が気に入っているものについて言えるように準備しておく
【事後】今日のニュースのスクリプトを読んで、提出した要約の内容と比較しておく
第5回
【事前】発表ができるように資料をまとめておく
【事後】今日のニュースのスクリプトを読んで、提出した要約の内容と比較しておく
第6回
【事前】自分はどこでどんな本を買うか言えるように準備しておく
【事後】今日のニュースのスクリプトを読んで、提出した要約の内容と比較しておく
第7回
【事前】第２課の語彙を復習しておくこと
【事後】今日のニュースのスクリプトを読んで、提出した要約の内容と比較しておく
第２課のスクリプトを読んで、内容を確認しておく
第8
【事前】日本の新幹線について知っていることをまとめておく
【事後】今日のニュースのスクリプトを読んで、提出した要約の内容と比較しておく
第9回
【事前】第３課の語彙を復習しておく
【事後】今日のニュースのスクリプトを読んで、提出した要約の内容と比較しておく
第３課のスクリプトを読んで、内容を確認しておく
第10回
【事前】自分の母国語の歴史を簡単に調べておく
0.5時間
【事後】今日のニュースのスクリプトを読んで、提出した要約の内容と比較しておく
第11回
【事前】発表ができるように資料を確認しておく
【事後】今日のニュースのスクリプトを読んで、提出した要約の内容と比較しておく
第12回
【事前】もらったプレゼントで一番記憶に残っているものを考えておく
【事後】今日のニュースのスクリプトを読んで、提出した要約の内容と比較しておく
第13回
【事前】第４課の語彙を復習しておく
【事後】今日のニュースのスクリプトを読んで、提出した要約の内容と比較しておく
第14回
【事前】自分が日本的だと思うものについて考えておくこと
【事後】今日のニュースのスクリプトを読んで、提出した要約の内容と比較しておく
第15回
【事前】発表ができるように資料を確認しておく
【事後】発表の振り返りシートを書いて提出する

0.5時間
1時間
0.5時間
1時間

1時間
0.5時間
1時間
0.5時間
1時間
0.5時間
1時間
0.5時間
1時間
0.5時間
1時間
0.5時間
1時間

1時間
0.5時間
1時間
0.5時間
1時間
0.5時間
1時間
0.5時間
1時間
0.5時間
1時間
日本語Ⅲａ（聴解・会話）

課題に対するフィードバックの方法
毎回行うニュースの要約は、模範解答とスクリプトを添付し、10段階で評価後、コメントを付ける。
提出された発表準備シートは内容をチェックし、不足箇所があれば再提出させる。発表後は、コメントを付けて
返却する。
ディスカッションや発表において発音やイントネーションのチェックをし、終了後に問題部分を指摘する。前回
指摘した箇所の比較も行う。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判断のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

60

ニュースの要約内容（20）
聴解問題の正解率（20）
発話・発表内容（20）

１、２、３、４

授業外での評価

20

発表のための準備シートの内容（20）

3

定期試験

20

資料音読による発音・イントネーションチェック（10）
聴解問題の正解率（10）

１、4

定期試験に代わるレポート等

0

その他

0

テキスト

テキストを使用しない。

参考書

『留学生のためのアカデミック・ジャパニーズ聴解［中上級］』（スリーエーネットワーク）
その他、必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 ・5回以上欠席をした場合は、単位は認定されない。（ただし、公欠は含めない。）
・正当な理由がない遅刻は、3回で1回の欠席とみなす。
・欠席する（した）場合は、自ら教員に連絡を取って、配布物や課題について責任を持って準備する
こと。
・授業人数やレベルにより授業内容や進度を多少変更することもある。
・毎回、配布プリントや辞書を持参すること。

日本語Ⅲａ（聴解・会話）

授業コード

10012901

授業科目名

日本語Ⅲａ

授業担当教員

青島

美紀

成績担当教員

青島

美紀

開講年次

1年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
日本での日常生活や大学の授業において必要とされる、幅広いテーマに関する聞き取り能力の向上、および「通
じる日本語」を正確に話せる会話力の養成を目指す。日本語の音声の特徴や語彙・表現等について学び、実際に
聞く・書き取る・要約する・発音する・テーマに沿った発表をする等の練習を行う。
到達目標
１．日常生活および大学での受講に必要な日本語聴解力を身につける
２．短いニュースや、ある程度長さのある内容を聴いて要約することができる
３．自分の考えを筋道立てて述べることができる
４．正確な発音とイントネーションで適切なコミュニケーションが行える
授業計画
【第1回】授業オリエンテーション
授業内容と進め方および自己紹介
【第2回】
ニュースの聞き取り 要約して提出
第1課 「掃除」（1）
導入と内容の予想。本文に出てくる語彙や表現の確認と説明。発音とアクセントの練習。
本文を聞き、大意を理解するための質問、および話の重要ポイントを押さえるための質問に答え、提出。
【第3回】
ニュースの聞き取り 要約して提出
第1課 「掃除」（2）
前回の重要ポイントの確認。スクリプトを読みながら、本文の細かい部分まで聞き取り理解するための質疑
応答。
本文全体あるいは必要部分の音読やイントネーション・プロミネンス等の練習。 本文を要約して、提出。
【第4回】
ニュースの聞き取り 要約して提出
発表準備 「私のお気に入り」というテーマで発表をするための準備シート作成。
【第5回】
ニュースの聞き取り 要約して提出
発表「私のお気に入り」 発表後質疑応答
発表者の評価及び自己評価を提出
【第6回】
ニュースの聞き取り 要約して提出
第2課「本屋」（1）
導入と内容の予想。本文に出てくる語彙や表現の確認と説明。発音とアクセントの練習。
本文を聞き、大意を理解するための質問、および話の重要ポイントを押さえるための質問に答え、提出。
【第7回】
ニュースの聞き取り 要約して提出
第2課 「本屋」（2）
前回の重要ポイントの確認。スクリプトを読みながら、本文の細かい部分まで聞き取り理解するための質疑
応答。
本文全体あるいは必要部分の音読やイントネーション・プロミネンス等の練習。 本文を要約して、提出。
【第8回】
ニュースの聞き取り 要約して提出
第3課「新幹線のおでこ」（1）
導入と内容の予想。本文に出てくる語彙や表現の確認と説明。発音とアクセントの練習。
本文を聞き、大意を理解するための質問、および話の重要ポイントを押さえるための質問に答え、提出。
【第9回】
ニュースの聞き取り 要約して提出
第3課 「新幹線のおでこ」（2）
前回の重要ポイントの確認。スクリプトを読みながら、本文の細かい部分まで聞き取り理解するための質疑
応答。
本文全体あるいは必要部分の音読やイントネーション・プロミネンス等の練習。 本文を要約して、提出。
【第10回】
ニュースの聞き取り 要約して提出
発表準備 「母国語の歴史」というテーマで発表するための資料作成
【第11回】
ニュースの聞き取り 要約して提出
発表「母国語の歴史」 発表後、質疑応答
発表者の評価及び自己評価を提出
【第12回】
日本語Ⅲａ

ニュースの聞き取り 要約して提出
第4課「体験プレゼント」（1）
導入と内容の予想。本文に出てくる語彙や表現の確認と説明。発音とアクセントの練習。
本文を聞き、大意を理解するための質問、および話の重要ポイントを押さえるための質問に答え、提出。
【第13回】
ニュースの聞き取り 要約して提出
第4課 「体験プレゼント」（2）
前回の重要ポイントの確認。スクリプトを読みながら、本文の細かい部分まで聞き取り理解するための質疑
応答。
本文全体あるいは必要部分の音読やイントネーション・プロミネンス等の練習。 本文を要約して、提出。
【第14回】
ニュースの聞き取り 要約して提出
発表準備 「これが日本だ」と思うものについての発表シート作成
各自発表シートをまとめて次週に備える。
【第15回】
最終発表
発表シートに沿って意見を述べ、質疑応答
発表者の評価及び自己評価を提出
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
毎回の授業の最初にニュースの聞き取りを行うので、日々の出来事に目を向け、知らない言葉は辞書で調べてお
くこと。授業内で聞いた内容は、終了後にスクリプトとして渡すので、再度内容を読み、理解できない単語、文
法などがあれば質問できるように準備しておくこと。
第1回
【事前】シラバスを読んでおく
【事後】サンプルとして聞いたニュースのスクリプトを読んでおく
第2回
【事前】自分の国のお正月の準備について説明できるように準備しておく
【事後】今日のニュースのスクリプトを読んで、提出した要約の内容と比較しておく
第3回
【事前】第1課の語彙を復習しておく
0.5時間
【事後】今日のニュースのスクリプトを読んで、提出した要約の内容と比較しておく
第1課のスクリプトを読んで、内容を確認しておく
第4回
【事前】今自分が気に入っているものについて言えるように準備しておく
【事後】今日のニュースのスクリプトを読んで、提出した要約の内容と比較しておく
第5回
【事前】発表ができるように資料をまとめておく
【事後】今日のニュースのスクリプトを読んで、提出した要約の内容と比較しておく
第6回
【事前】自分はどこでどんな本を買うか言えるように準備しておく
【事後】今日のニュースのスクリプトを読んで、提出した要約の内容と比較しておく
第7回
【事前】第２課の語彙を復習しておくこと
【事後】今日のニュースのスクリプトを読んで、提出した要約の内容と比較しておく
第２課のスクリプトを読んで、内容を確認しておく
第8
【事前】日本の新幹線について知っていることをまとめておく
【事後】今日のニュースのスクリプトを読んで、提出した要約の内容と比較しておく
第9回
【事前】第３課の語彙を復習しておく
【事後】今日のニュースのスクリプトを読んで、提出した要約の内容と比較しておく
第３課のスクリプトを読んで、内容を確認しておく
第10回
【事前】自分の母国語の歴史を簡単に調べておく
0.5時間
【事後】今日のニュースのスクリプトを読んで、提出した要約の内容と比較しておく
第11回
【事前】発表ができるように資料を確認しておく
【事後】今日のニュースのスクリプトを読んで、提出した要約の内容と比較しておく
第12回
【事前】もらったプレゼントで一番記憶に残っているものを考えておく
【事後】今日のニュースのスクリプトを読んで、提出した要約の内容と比較しておく
第13回
【事前】第４課の語彙を復習しておく
【事後】今日のニュースのスクリプトを読んで、提出した要約の内容と比較しておく
第14回
【事前】自分が日本的だと思うものについて考えておくこと
【事後】今日のニュースのスクリプトを読んで、提出した要約の内容と比較しておく
第15回
【事前】発表ができるように資料を確認しておく
【事後】発表の振り返りシートを書いて提出する
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課題に対するフィードバックの方法
毎回行うニュースの要約は、模範解答とスクリプトを添付し、10段階で評価後、コメントを付ける。
提出された発表準備シートは内容をチェックし、不足箇所があれば再提出させる。発表後は、コメントを付けて
返却する。
ディスカッションや発表において発音やイントネーションのチェックをし、終了後に問題部分を指摘する。前回
指摘した箇所の比較も行う。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判断のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

60

ニュースの要約内容（20）
聴解問題の正解率（20）
発話・発表内容（20）

１、２、３、４

授業外での評価

20

発表のための準備シートの内容（20）

3

定期試験

20

資料音読による発音・イントネーションチェック（10）
聴解問題の正解率（10）

１、4

定期試験に代わるレポート等

0

その他

0

テキスト

テキストを使用しない。

参考書

『留学生のためのアカデミック・ジャパニーズ聴解［中上級］』（スリーエーネットワーク）
その他、必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 ・5回以上欠席をした場合は、単位は認定されない。（ただし、公欠は含めない。）
・正当な理由がない遅刻は、3回で1回の欠席とみなす。
・欠席する（した）場合は、自ら教員に連絡を取って、配布物や課題について責任を持って準備する
こと。
・授業人数やレベルにより授業内容や進度を多少変更することもある。
・毎回、配布プリントや辞書を持参すること。

日本語Ⅲａ

授業コード

10304701

授業種別

授業科目名

日本語Ⅲｂ（聴解・会話）

授業担当教員

青島

美紀

成績担当教員

青島

美紀

開講年次

1年

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
日本での日常生活や大学の授業において必要とされる、幅広いテーマに関する聞き取り能力の向上、および「通
じる日本語」を正確に話せる会話力の養成を目指す。日本語の音声の特徴や語彙・表現等について学び、実際に
聞く・書き取る・要約する・発音する・テーマに沿った発表をする等の練習を行う。
到達目標
１．日常生活および大学での受講に必要な日本語聴解力を身につける
２．短いニュースや、ある程度長さのある内容を聴いて要約することができる
３．自分の考えを筋道立てて述べることができる
４．グループ内で話し合った内容をまとめることができる
５．正確な発音とイントネーションで適切なコミュニケーションが行える
授業計画
【第1回】
ニュースの聞き取り 要約して提出
第5課「そば屋ののれん」（1）
導入と内容の予想。本文に出てくる語彙や表現の確認と説明。発音とアクセントの練習。
本文を聞き、大意を理解するための質問、および話の重要ポイントを押さえるための質問に答え、提出。
【第2回】
ニュースの聞き取り 要約して提出
第5課 「そば屋ののれん」（2）
前回の重要ポイントの確認。スクリプトを読みながら、本文の細かい部分まで聞き取り理解するための質疑
応答。
本文全体あるいは必要部分の音読やイントネーション・プロミネンス等の練習。 本文を要約して、提出。
【第3回】
ニュースの聞き取り 要約して提出
第6課「犬の肥満」（1）
導入と内容の予想。本文に出てくる語彙や表現の確認と説明。発音とアクセントの練習。
本文を聞き、大意を理解するための質問、および話の重要ポイントを押さえるための質問に答え、提出。
【第4回】
ニュースの聞き取り 要約して提出
第6課 「犬の肥満」（2）
前回の重要ポイントの確認。スクリプトを読みながら、本文の細かい部分まで聞き取り理解するための質疑
応答。
本文全体あるいは必要部分の音読やイントネーション・プロミネンス等の練習。 本文を要約して、提出。
【第5回】
ニュースの聞き取り 要約して提出
グループディスカッション①「効果的なリラックス法」＊パソコンを使用しての会話
グループで一番いい方法を考え、まとめて提出
【第6回】
ニュースの聞き取り 要約して提出
第8課 「女性専用車両」（1）
導入と内容の予想。本文に出てくる語彙や表現の確認と説明。発音とアクセントの練習。
本文を聞き、大意を理解するための質問、および話の重要ポイントを押さえるための質問に答え、提出。
【第7回】
ニュースの聞き取り 要約して提出
第8課 「女性専用車両」（2）
前回の重要ポイントの確認。スクリプトを読みながら、本文の細かい部分まで聞き取り理解するための質疑
応答。
本文全体あるいは必要部分の音読やイントネーション・プロミネンス等の練習。 本文を要約して、提出。
【第8回】
ニュースの聞き取り 要約して提出
グループディスカッション②「自分の周りの大問題」について意見を述べ合う。 ＊パソコンを使用しての
会話
終了後各グループでの内容をまとめ提出
【第9回】
ニュースの聞き取り 要約して提出
第9課 「剣道」（1）
導入と内容の予想。本文に出てくる語彙や表現の確認と説明。発音とアクセントの練習。
本文を聞き、大意を理解するための質問、および話の重要ポイントを押さえるための質問に答え、提出
【第10回】
日本語Ⅲｂ（聴解・会話）

ニュースの聞き取り 要約して提出
第9課 「剣道」（2）
前回の重要ポイントの確認。スクリプトを読みながら、本文の細かい部分まで聞き取り理解するための質疑
応答。
本文全体あるいは必要部分の音読やイントネーション・プロミネンス等の練習。 本文を要約して、提出。
【第11回】
ニュースの聞き取り 要約して提出
日本語の曲紹介 好きな日本語の曲についてプレゼンテーションするための準備シート作成
【第12回】
ニュースの聞き取り 要約して提出
発表「好きな日本語の曲」 発表後質疑応答
自己評価表提出
【第13回】
ニュースの聞き取り 要約して提出
第11課 「そばをすする音」（1）
導入と内容の予想。本文に出てくる語彙や表現の確認と説明。発音とアクセントの練習。
本文を聞き、大意を理解するための質問、および話の重要ポイントを押さえるための質問に答え、提出。
【第14回】
ニュースの聞き取り 要約して提出
第11課 「そばをすする音」（2）
前回の重要ポイントの確認。スクリプトを読みながら、本文の細かい部分まで聞き取り理解するための質疑
応答。
本文全体あるいは必要部分の音読やイントネーション・プロミネンス等の練習。 本文を要約して、提出。
【第15回】
第1４課 「明治神宮の森」
問題終了後、答え合わせと解説。
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
毎回の授業の最初にニュースの聞き取りを行うので、日々の出来事に目を向け、知らない言葉は辞書で調べてお
くこと。授業内で聞いた内容は、終了後にスクリプトとして渡すので、再度内容を読み、理解できない単語、文
法などがあれば質問できるように準備しておくこと。
第1回
【事前】日本の店の看板などで、読めない文字を探しておく
【事後】今日のニュースのスクリプトを読んで、提出した要約の内容と比較しておく
第2回
【事前】第5課の語彙を復習しておく
【事後】今日のニュースのスクリプトを読んで、提出した要約の内容と比較しておく
第5課のスクリプトを読んで、内容を確認しておく
第3回
【事前】ペットを飼うときに難しいことは何か考えておく
間
【事後】今日のニュースのスクリプトを読んで、提出した要約の内容と比較しておく
第4回
【事前】第6課の語彙を復習しておく
【事後】今日のニュースのスクリプトを読んで、提出した要約の内容と比較しておく
第6課のスクリプトを読んで、内容を確認しておく
第5回
【事前】自分のやっているリラックス法が紹介できるように準備しておく
【事後】今日のニュースのスクリプトを読んで、提出した要約の内容と比較しておく
第6回
【事前】女性専用車両について調べておく（日本と自分の国）
【事後】今日のニュースのスクリプトを読んで、提出した要約の内容と比較しておく
第7回
【事前】第8課の語彙を復習しておくこと
【事後】今日のニュースのスクリプトを読んで、提出した要約の内容と比較しておく
第8課のスクリプトを読んで、内容を確認しておく
第8回
【事前】自分が今一番問題だと思うことについて考えておく
【事後】今日のニュースのスクリプトを読んで、提出した要約の内容と比較しておく
第9回
【事前】自分の知っている日本の伝統的なスポーツについて調べておく
【事後】今日のニュースのスクリプトを読んで、提出した要約の内容と比較しておく
第10回
【事前】第9課の語彙を復習しておく
【事後】今日のニュースのスクリプトを読んで、提出した要約の内容と比較しておく
第９課のスクリプトを読んで、内容を確認しておく
第11回
【事前】自分の好きな日本語の曲を選んでおく
【事後】今日のニュースのスクリプトを読んで、提出した要約の内容と比較しておく
第12回
【事前】曲が紹介できるように音源を準備し、資料をまとめておく
【事後】今日のニュースのスクリプトを読んで、提出した要約の内容と比較しておく
第13回
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【事前】日本人が麺類を食べるときの音についてどう思うか考えておく
【事後】今日のニュースのスクリプトを読んで、提出した要約の内容と比較しておく
第14回
【事前】第11課の語彙を復習しておく
【事後】今日のニュースのスクリプトを読んで、提出した要約の内容と比較しておく
第11課のスクリプトを読んで、内容を確認しておく
第15回
【事前】明治神宮について調べておく
【事後】第14課のスクリプトを読んで、提出した内容と比較する
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1時間

課題に対するフィードバックの方法
毎回行うニュースの要約は、模範解答とスクリプトを添付し、10段階で評価後、コメントを付ける。
提出された発表準備シートは内容をチェックし、不足箇所があれば再提出させる。発表後は、コメントを付けて
返却する。
ディスカッションや発表において発音やイントネーションのチェックをし、終了後に問題部分を指摘する。前回
指摘した箇所の比較も行う。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判断のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

60

ニュースの要約内容（20）
聴解問題の正解率（20）
グループ活動での発言および活動記録の内容（10）
発話・発表内容（10）

１、２、３、４、５

授業外での評価

20

発表のための準備シートの内容（20）

3

定期試験

20

総まとめとしての聴解問題
聴解問題の正解率（10）
課題文の要約内容（10）

1、２

定期試験に代わるレポート等

0

その他

0

テキスト

テキストを使用しない。

参考書

『留学生のためのアカデミック・ジャパニーズ聴解［中上級］』（スリーエーネットワーク）
その他、必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 ・5回以上欠席をした場合は、単位は認定されない。（ただし、公欠は含めない。）
・正当な理由がない遅刻は、3回で1回の欠席とみなす。
・欠席する（した）場合は、自ら教員に連絡を取って、配布物や課題について責任を持って準備する
こと。
・授業人数やレベルにより授業内容や進度を多少変更することもある。
・毎回、配布プリントや辞書を持参すること。

日本語Ⅲｂ（聴解・会話）

授業コード

10013001

授業科目名

日本語Ⅲｂ

授業担当教員

青島

美紀

成績担当教員

青島

美紀

開講年次

1年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
日本での日常生活や大学の授業において必要とされる、幅広いテーマに関する聞き取り能力の向上、および「通
じる日本語」を正確に話せる会話力の養成を目指す。日本語の音声の特徴や語彙・表現等について学び、実際に
聞く・書き取る・要約する・発音する・テーマに沿った発表をする等の練習を行う。
到達目標
１．日常生活および大学での受講に必要な日本語聴解力を身につける
２．短いニュースや、ある程度長さのある内容を聴いて要約することができる
３．自分の考えを筋道立てて述べることができる
４．グループ内で話し合った内容をまとめることができる
５．正確な発音とイントネーションで適切なコミュニケーションが行える
授業計画
【第1回】
ニュースの聞き取り 要約して提出
第5課「そば屋ののれん」（1）
導入と内容の予想。本文に出てくる語彙や表現の確認と説明。発音とアクセントの練習。
本文を聞き、大意を理解するための質問、および話の重要ポイントを押さえるための質問に答え、提出。
【第2回】
ニュースの聞き取り 要約して提出
第5課 「そば屋ののれん」（2）
前回の重要ポイントの確認。スクリプトを読みながら、本文の細かい部分まで聞き取り理解するための質疑
応答。
本文全体あるいは必要部分の音読やイントネーション・プロミネンス等の練習。 本文を要約して、提出。
【第3回】
ニュースの聞き取り 要約して提出
第6課「犬の肥満」（1）
導入と内容の予想。本文に出てくる語彙や表現の確認と説明。発音とアクセントの練習。
本文を聞き、大意を理解するための質問、および話の重要ポイントを押さえるための質問に答え、提出。
【第4回】
ニュースの聞き取り 要約して提出
第6課 「犬の肥満」（2）
前回の重要ポイントの確認。スクリプトを読みながら、本文の細かい部分まで聞き取り理解するための質疑
応答。
本文全体あるいは必要部分の音読やイントネーション・プロミネンス等の練習。 本文を要約して、提出。
【第5回】
ニュースの聞き取り 要約して提出
グループディスカッション①「効果的なリラックス法」＊パソコンを使用しての会話
グループで一番いい方法を考え、まとめて提出
【第6回】
ニュースの聞き取り 要約して提出
第8課 「女性専用車両」（1）
導入と内容の予想。本文に出てくる語彙や表現の確認と説明。発音とアクセントの練習。
本文を聞き、大意を理解するための質問、および話の重要ポイントを押さえるための質問に答え、提出。
【第7回】
ニュースの聞き取り 要約して提出
第8課 「女性専用車両」（2）
前回の重要ポイントの確認。スクリプトを読みながら、本文の細かい部分まで聞き取り理解するための質疑
応答。
本文全体あるいは必要部分の音読やイントネーション・プロミネンス等の練習。 本文を要約して、提出。
【第8回】
ニュースの聞き取り 要約して提出
グループディスカッション②「自分の周りの大問題」について意見を述べ合う。 ＊パソコンを使用しての
会話
終了後各グループでの内容をまとめ提出
【第9回】
ニュースの聞き取り 要約して提出
第9課 「剣道」（1）
導入と内容の予想。本文に出てくる語彙や表現の確認と説明。発音とアクセントの練習。
本文を聞き、大意を理解するための質問、および話の重要ポイントを押さえるための質問に答え、提出
【第10回】
日本語Ⅲｂ

ニュースの聞き取り 要約して提出
第9課 「剣道」（2）
前回の重要ポイントの確認。スクリプトを読みながら、本文の細かい部分まで聞き取り理解するための質疑
応答。
本文全体あるいは必要部分の音読やイントネーション・プロミネンス等の練習。 本文を要約して、提出。
【第11回】
ニュースの聞き取り 要約して提出
日本語の曲紹介 好きな日本語の曲についてプレゼンテーションするための準備シート作成
【第12回】
ニュースの聞き取り 要約して提出
発表「好きな日本語の曲」 発表後質疑応答
自己評価表提出
【第13回】
ニュースの聞き取り 要約して提出
第11課 「そばをすする音」（1）
導入と内容の予想。本文に出てくる語彙や表現の確認と説明。発音とアクセントの練習。
本文を聞き、大意を理解するための質問、および話の重要ポイントを押さえるための質問に答え、提出。
【第14回】
ニュースの聞き取り 要約して提出
第11課 「そばをすする音」（2）
前回の重要ポイントの確認。スクリプトを読みながら、本文の細かい部分まで聞き取り理解するための質疑
応答。
本文全体あるいは必要部分の音読やイントネーション・プロミネンス等の練習。 本文を要約して、提出。
【第15回】
第1４課 「明治神宮の森」
問題終了後、答え合わせと解説。
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
毎回の授業の最初にニュースの聞き取りを行うので、日々の出来事に目を向け、知らない言葉は辞書で調べてお
くこと。授業内で聞いた内容は、終了後にスクリプトとして渡すので、再度内容を読み、理解できない単語、文
法などがあれば質問できるように準備しておくこと。
第1回
【事前】日本の店の看板などで、読めない文字を探しておく
【事後】今日のニュースのスクリプトを読んで、提出した要約の内容と比較しておく
第2回
【事前】第5課の語彙を復習しておく
【事後】今日のニュースのスクリプトを読んで、提出した要約の内容と比較しておく
第5課のスクリプトを読んで、内容を確認しておく
第3回
【事前】ペットを飼うときに難しいことは何か考えておく
間
【事後】今日のニュースのスクリプトを読んで、提出した要約の内容と比較しておく
第4回
【事前】第6課の語彙を復習しておく
【事後】今日のニュースのスクリプトを読んで、提出した要約の内容と比較しておく
第6課のスクリプトを読んで、内容を確認しておく
第5回
【事前】自分のやっているリラックス法が紹介できるように準備しておく
【事後】今日のニュースのスクリプトを読んで、提出した要約の内容と比較しておく
第6回
【事前】女性専用車両について調べておく（日本と自分の国）
【事後】今日のニュースのスクリプトを読んで、提出した要約の内容と比較しておく
第7回
【事前】第8課の語彙を復習しておくこと
【事後】今日のニュースのスクリプトを読んで、提出した要約の内容と比較しておく
第8課のスクリプトを読んで、内容を確認しておく
第8回
【事前】自分が今一番問題だと思うことについて考えておく
【事後】今日のニュースのスクリプトを読んで、提出した要約の内容と比較しておく
第9回
【事前】自分の知っている日本の伝統的なスポーツについて調べておく
【事後】今日のニュースのスクリプトを読んで、提出した要約の内容と比較しておく
第10回
【事前】第9課の語彙を復習しておく
【事後】今日のニュースのスクリプトを読んで、提出した要約の内容と比較しておく
第９課のスクリプトを読んで、内容を確認しておく
第11回
【事前】自分の好きな日本語の曲を選んでおく
【事後】今日のニュースのスクリプトを読んで、提出した要約の内容と比較しておく
第12回
【事前】曲が紹介できるように音源を準備し、資料をまとめておく
【事後】今日のニュースのスクリプトを読んで、提出した要約の内容と比較しておく
第13回

0.5時間
1時間
0.5時間
1時間
0.5時
1時間
0.5時間
1時間
0.5時間
1時間
0.5時間
1時間
0.5時間
1時間
0.5時間
1時間
0.5時間
1時間
0.5時間
1時間
0.5時間
1時間
0.5時間
1時間
日本語Ⅲｂ

【事前】日本人が麺類を食べるときの音についてどう思うか考えておく
【事後】今日のニュースのスクリプトを読んで、提出した要約の内容と比較しておく
第14回
【事前】第11課の語彙を復習しておく
【事後】今日のニュースのスクリプトを読んで、提出した要約の内容と比較しておく
第11課のスクリプトを読んで、内容を確認しておく
第15回
【事前】明治神宮について調べておく
【事後】第14課のスクリプトを読んで、提出した内容と比較する

0.5時間
1時間
0.5時間
1時間
0.5時間
1時間

課題に対するフィードバックの方法
毎回行うニュースの要約は、模範解答とスクリプトを添付し、10段階で評価後、コメントを付ける。
提出された発表準備シートは内容をチェックし、不足箇所があれば再提出させる。発表後は、コメントを付けて
返却する。
ディスカッションや発表において発音やイントネーションのチェックをし、終了後に問題部分を指摘する。前回
指摘した箇所の比較も行う。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判断のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

60

ニュースの要約内容（20）
聴解問題の正解率（20）
グループ活動での発言および活動記録の内容（10）
発話・発表内容（10）

１、２、３、４、５

授業外での評価

20

発表のための準備シートの内容（20）

3

定期試験

20

総まとめとしての聴解問題
聴解問題の正解率（10）
課題文の要約内容（10）

1、２

定期試験に代わるレポート等

0

その他

0

テキスト

テキストを使用しない。

参考書

『留学生のためのアカデミック・ジャパニーズ聴解［中上級］』（スリーエーネットワーク）
その他、必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 ・5回以上欠席をした場合は、単位は認定されない。（ただし、公欠は含めない。）
・正当な理由がない遅刻は、3回で1回の欠席とみなす。
・欠席する（した）場合は、自ら教員に連絡を取って、配布物や課題について責任を持って準備する
こと。
・授業人数やレベルにより授業内容や進度を多少変更することもある。
・毎回、配布プリントや辞書を持参すること。

日本語Ⅲｂ

授業コード

10304801

授業種別

授業科目名

日本語Ⅳａ（作文）

授業担当教員

網

英美子

成績担当教員

網

英美子

開講年次

1年

開講期

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
この授業は今後の大学における学習やレポート等の作成に必要とされる、書く力の養成が目的である。そのため
に日本語文法に基づいた表現を身につけることが必要となる。それらの表現を正しく理解・運用し、レポート作
成に生かせることを目指す。
提出した課題作文の誤用分析を中心に、正しい用法や、より自然な表現を質疑応答により確認する。
また、授業の前半のまとめと、後半のまとめとして、第７回と終講後に、レポートを作成する。
到達目標
1．初歩的な間違いのない、日本語の文を書くことができる。
2．中上級の日本語文法を理解し、正確な日本語の文章を書くことができる。
3．学んだ表現を生かして、自分の意見や感想を文章で書き表すことができる。
授業計画
第１回
第２回
第３回
第４回
第５回
第６回
第７回

授業オリエンテーション
書き言葉の文体と表現 ―レポートに相応しい文末と接続表現
書き言葉の文体と表現 ―話し言葉と書き言葉の表現の違い
複文の適切な使い方 —同じ接続表現の繰り返しを避けるために
複文の適切な使い方 ―一文が長すぎる文章にならないために
名詞節「こと」と「の」の使い分け ―主に「の」を使う場合
名詞節「こと」と「の」の使い分け ―主に「こと」を使う場合
（レポート課題『ソーシャルゲームと子供』、下書き提出）
第８回 レポートの手直しと清書、及び前半の復習
第９回 語や節の名詞化
第10回 名詞化にともなう助詞の変更
第11回 助詞「は」と「が」の使い分け
第12回 対比の「は」と主題化の「は」
第13回 書き手の視点を示す ー「他動詞／使役形」と「自動詞／受身形」の使い分け
第14回 書き手の視点を示す ー使い分けの具体例を学ぶ
第15回 終講後のレポートについての説明、及び後半の復習
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
【事前学習】事前に与えられた課題を、今までの学習をもとに作成しておく。課題をする中で、生じた疑問を質
問できるよう整理しておく。課題提出前には必ず読み返し、初歩的な間違いを犯さないよう十分に注意する。
（0.5時間）
【事後学習】授業内で新たに学んだ語彙・文法について復習し、使いこなせるようにする。返却された課題の添
削部分を見直し、なぜ間違いがあったかを確認する。授業や添削内容で疑問点がないか振り返っておく。（0.5時
間）
【その他】前半のレポート及び、終講後のレポートの準備・作成・振り返りにそれぞれ4時間程度を要する。
課題に対するフィードバックの方法
前半のレポート課題、及び終講後のレポートで提出したものについては、手直しの指導を行うので、その中で説
明する。毎回の課題は授業内に説明を行う。希望者に点数と内容を開示する。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、授業終講後のレポートとレポート課題、また小課題及び毎回の授業姿勢を総合的に判定の
上、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
５回以上欠席（ただし、公欠は含めない）をした場合は、評価の対象とせず、「K」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

30

リフレクションシート（10）、授業内で行う小課題解説をもと
にした小課題の再提出（10）、前半レポートの添削指導
後の再提出（10）

1,2,3

授業外での評価

30

小課題の内容に対する評価（計7回）（15）、レポート（１
回）（15）

1,2,3

日本語Ⅳａ（作文）

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

30

最終レポート（30）

1,2,3

その他

10

授業に関する質問・発言（5）、取り組み姿勢（5）

2

テキスト

授業内で案内する。

参考書

授業内で必要に応じて紹介する。

履修条件・他の科目との関連 ＊正当な理由のない欠席を５回以上した場合は、単位は認定されない。
＊正当な理由がない遅刻は、3回で1回の欠席とみなす。
＊課題の作成やレポートが学習の大きな柱となるので、しっかり取り組むことが求められる。
＊課題提出が必要であることも多いので、欠席する場合は必ず連絡し、講師からの指示を確認する
こと。

日本語Ⅳａ（作文）

授業コード

10013101

授業科目名

日本語Ⅳａ

授業担当教員

網

英美子

成績担当教員

網

英美子

開講年次

1年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
この授業は今後の大学における学習やレポート等の作成に必要とされる、書く力の養成が目的である。そのため
に日本語文法に基づいた表現を身につけることが必要となる。それらの表現を正しく理解・運用し、レポート作
成に生かせることを目指す。
提出した課題作文の誤用分析を中心に、正しい用法や、より自然な表現を質疑応答により確認する。
また、授業の前半のまとめと、後半のまとめとして、第７回と終講後に、レポートを作成する。
到達目標
1．初歩的な間違いのない、日本語の文を書くことができる。
2．中上級の日本語文法を理解し、正確な日本語の文章を書くことができる。
3．学んだ表現を生かして、自分の意見や感想を文章で書き表すことができる。
授業計画
第１回
第２回
第３回
第４回
第５回
第６回
第７回

授業オリエンテーション
書き言葉の文体と表現 ―レポートに相応しい文末と接続表現
書き言葉の文体と表現 ―話し言葉と書き言葉の表現の違い
複文の適切な使い方 —同じ接続表現の繰り返しを避けるために
複文の適切な使い方 ―一文が長すぎる文章にならないために
名詞節「こと」と「の」の使い分け ―主に「の」を使う場合
名詞節「こと」と「の」の使い分け ―主に「こと」を使う場合
（レポート課題『ソーシャルゲームと子供』、下書き提出）
第８回 レポートの手直しと清書、及び前半の復習
第９回 語や節の名詞化
第10回 名詞化にともなう助詞の変更
第11回 助詞「は」と「が」の使い分け
第12回 対比の「は」と主題化の「は」
第13回 書き手の視点を示す ー「他動詞／使役形」と「自動詞／受身形」の使い分け
第14回 書き手の視点を示す ー使い分けの具体例を学ぶ
第15回 終講後のレポートについての説明、及び後半の復習
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
【事前学習】事前に与えられた課題を、今までの学習をもとに作成しておく。課題をする中で、生じた疑問を質
問できるよう整理しておく。課題提出前には必ず読み返し、初歩的な間違いを犯さないよう十分に注意する。
（0.5時間）
【事後学習】授業内で新たに学んだ語彙・文法について復習し、使いこなせるようにする。返却された課題の添
削部分を見直し、なぜ間違いがあったかを確認する。授業や添削内容で疑問点がないか振り返っておく。（0.5時
間）
【その他】前半のレポート及び、終講後のレポートの準備・作成・振り返りにそれぞれ4時間程度を要する。
課題に対するフィードバックの方法
前半のレポート課題、及び終講後のレポートで提出したものについては、手直しの指導を行うので、その中で説
明する。毎回の課題は授業内に説明を行う。希望者に点数と内容を開示する。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、授業終講後のレポートとレポート課題、また小課題及び毎回の授業姿勢を総合的に判定の
上、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
５回以上欠席（ただし、公欠は含めない）をした場合は、評価の対象とせず、「K」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

30

リフレクションシート（10）、授業内で行う小課題解説をもと
にした小課題の再提出（10）、前半レポートの添削指導
後の再提出（10）

1,2,3

授業外での評価

30

小課題の内容に対する評価（計7回）（15）、レポート（１
回）（15）

1,2,3

日本語Ⅳａ

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

30

最終レポート（30）

1,2,3

その他

10

授業に関する質問・発言（5）、取り組み姿勢（5）

2

テキスト

授業内で案内する。

参考書

授業内で必要に応じて紹介する。

履修条件・他の科目との関連 ＊正当な理由のない欠席を５回以上した場合は、単位は認定されない。
＊正当な理由がない遅刻は、3回で1回の欠席とみなす。
＊課題の作成やレポートが学習の大きな柱となるので、しっかり取り組むことが求められる。
＊課題提出が必要であることも多いので、欠席する場合は必ず連絡し、講師からの指示を確認する
こと。

日本語Ⅳａ

授業コード

10304901

授業種別

授業科目名

日本語Ⅳｂ（作文）

授業担当教員

村田

菜穂子

成績担当教員

村田

菜穂子

開講年次

1年

実務家教員による授業

演習

開講期

後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
日本語を使って論理的な文章を作成する能力を身につけるために、必要な文法項目をおさえつつ、実践的な作文
演習を行い、大学生として求められる日本語表現やレポート作成ができることを目標とする。
到達目標
1．文法的に間違いのない正しい日本語の文を書くことができる
2．学んだ表現を活用して、目的や場面に応じた文章で事実や意見を書き表すことができる
3．(1)着眼する、(2)情報を収集する、(3)分析し考察する、という論理的な思考をまとめる方法が身についてい
る
授業計画
第１回
第２回
第３回
第４回
第５回
第６回
第７回
第８回
第９回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回

講義ガイダンス（講義の目的や評価・実施方法等について解説する）
表記の基本
文章の種類と文体
書き言葉の文体
アカデミックな文章において避けるべき表現
アカデミックな文章においてよく使われる表現
段落（１）段落と中心文、支持文
段落（２）段落のつながりと接続の言葉
意見文を書く
事実を示す方法
引用のしかた
レポートの基本構成
レポートを書く（１）序論：背景の説明と問題提起
レポートを書く（２）本論と結論
後期授業内容のまとめと、期末レポートについての説明

事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
第1回は事後学習に1時間、第2回～第14回は事前学習1時間・事後学習2時間、第15回は事前学習2時間・事後学習5
時間を要する（詳細は授業中に説明する）。
課題に対するフィードバックの方法
・授業内の課題については、課題については正解（模範解答）を示すとともに、机間巡視により理解度を把握
し、間違いや優れた点の指摘や助言等を行う。
・提出された課題については、必要に応じて授業の中で取り上げて間違いや優れた点の指摘や助言等を行う。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す通り、授業内において実施する課題、授業外における課題、および定期試験に代わるレポートの評価
結果に基づいて総合的な判定のうえ、６０点以上を合格とし、所定の単位を認定する。なお、正当な理由なく、5
回以上欠席した場合は評価対象外となり、「K」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

15

リフレクションシート(15)

1,2

授業外での評価

39

事前学習・事後学習として課せる課題(39)

1,2,3

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

41

レポート試験(41)

1,2,3

その他

5

授業に関する質問・発言(5)

1,2,3

テキスト

・『小論文への12のステップ』 友松悦子/スリーネットワーク/1,760円（税込）/ISBN 9784883194889
・このほか、必要に応じて別に教材プリントを配布する。
日本語Ⅳｂ（作文）

テキスト
参考書

必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 ・５回以上欠席をした場合は、単位は認定されない。（ただし、公欠は含めない。）
・正当な理由がない遅刻は、3回で1回の欠席とみなす。
・「日本語Ⅳａ」を履修しておくことが望ましい。

日本語Ⅳｂ（作文）

授業コード

10013201

授業科目名

日本語Ⅳｂ

授業担当教員

村田

菜穂子

成績担当教員

村田

菜穂子

開講年次

1年

授業種別

実務家教員による授業

演習

開講期

後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
日本語を使って論理的な文章を作成する能力を身につけるために、必要な文法項目をおさえつつ、実践的な作文
演習を行い、大学生として求められる日本語表現やレポート作成ができることを目標とする。
到達目標
1．文法的に間違いのない正しい日本語の文を書くことができる
2．学んだ表現を活用して、目的や場面に応じた文章で事実や意見を書き表すことができる
3．(1)着眼する、(2)情報を収集する、(3)分析し考察する、という論理的な思考をまとめる方法が身についてい
る
授業計画
第１回
第２回
第３回
第４回
第５回
第６回
第７回
第８回
第９回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回

講義ガイダンス（講義の目的や評価・実施方法等について解説する）
表記の基本
文章の種類と文体
書き言葉の文体
アカデミックな文章において避けるべき表現
アカデミックな文章においてよく使われる表現
段落（１）段落と中心文、支持文
段落（２）段落のつながりと接続の言葉
意見文を書く
事実を示す方法
引用のしかた
レポートの基本構成
レポートを書く（１）序論：背景の説明と問題提起
レポートを書く（２）本論と結論
後期授業内容のまとめと、期末レポートについての説明

事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
第1回は事後学習に1時間、第2回～第14回は事前学習1時間・事後学習2時間、第15回は事前学習2時間・事後学習5
時間を要する（詳細は授業中に説明する）。
課題に対するフィードバックの方法
・授業内の課題については、課題については正解（模範解答）を示すとともに、机間巡視により理解度を把握
し、間違いや優れた点の指摘や助言等を行う。
・提出された課題については、必要に応じて授業の中で取り上げて間違いや優れた点の指摘や助言等を行う。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す通り、授業内において実施する課題、授業外における課題、および定期試験に代わるレポートの評価
結果に基づいて総合的な判定のうえ、６０点以上を合格とし、所定の単位を認定する。なお、正当な理由なく、5
回以上欠席した場合は評価対象外となり、「K」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

15

リフレクションシート(15)

1,2

授業外での評価

39

事前学習・事後学習として課せる課題(39)

1,2,3

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

41

レポート試験(41)

1,2,3

その他

5

授業に関する質問・発言(5)

1,2,3

テキスト

・『小論文への12のステップ』 友松悦子/スリーネットワーク/1,760円（税込）/ISBN 9784883194889
・このほか、必要に応じて別に教材プリントを配布する。
日本語Ⅳｂ

テキスト
参考書

必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 ・５回以上欠席をした場合は、単位は認定されない。（ただし、公欠は含めない。）
・正当な理由がない遅刻は、3回で1回の欠席とみなす。
・「日本語Ⅳａ」を履修しておくことが望ましい。

日本語Ⅳｂ

授業コード

10305001

授業種別

授業科目名

日本語Ⅴａ（読解）

授業担当教員

網

英美子

成績担当教員

網

英美子

開講年次

1年

実務家教員による授業

演習

開講期

単位数

前期

－

1単位

授業の目的・概要
専門分野のレポート・論文・専門書などの論理的文章を読むための基礎的な読解技術を養う。大学生として必要
な文章が正しく理解できるようになることを目標に、読解ストラテジー（ボトムアップ処理・トップダウン処
理・局所的な処理・全体的な処理）を身につける。さらに、社会的なトピックやアカデミックなトピックの内容
の文章を読み、自分を取り巻く世界や社会で起きていることについて自分に引き付けて考える能力を養う。具体
的には、まず様々な読解ストラテジーを学び、その技術を使って読むことを繰り返し行う。また、社会的なト
ピックの内容の文章を読み、内容理解の確認をしたうえで、文章の内容を簡潔にまとめる練習をする。さらに、
そのトピックについて各自考え、意見を交換しあう。
到達目標
１．読解力を向上させるための読解ストラテジーを学び、それらを適切に使うことができる。
２．読解ストラテジーを使って文章を読み、様々なジャンルの文章を正しく把握できる。
３．読んだ文章の内容を簡潔にまとめ、自らの言葉で説明できる。
授業計画
【第1回】

オリエンテーション／

【第2回】

小読解ａ

【第3回】

前件と後件の関係をつかむ

【第4回】

読解①

【第5回】 小読解ｂ
理解する。

今後の授業の進め方について理解する

：「衝動買い」に関する文章を読み、アウトラインをつかみ、内容を理解する。
：複雑な複文を読み解くストラテジーを学ぶ

：「貿易とグローバル化」に関する文章を読み考え意見交換をする
：「日本人の意識ー結婚と家庭ー」に関する文章を読み、アウトラインをつかみ、内容を

【第6回】

文の構造をとらえる

：修飾関係を正しく理解するストラテジーを学ぶ

【第7回】

筆者の意図を理解する

【第8回】

読解②：「女性の働き方」に関する文章を読み考え意見交換をする

：文末表現から筆者の意図を理解するストラテジーを学ぶ

【第9回】 前半のまとめ（中間筆記試験）
トラインをつかみ、内容を理解する。

／

小読解ｃ

：「フリーター問題」に関する文章を読み、アウ

【第10回】

筆者の意見を見抜く

：文末表現から筆者の意見を見抜くストラテジーを学ぶ

【第11回】
を学ぶ

大切なことを伝えるサインをつかむ

【第12回】

読解③

【第13回】

内容を素早く理解する

【第14回】

文章の話題を見抜く

：何について書かれた文章かを見抜くストラテジーを学ぶ

【第15回】

後半のまとめ

読解④：「『科学』を考える」に関する文章を読み考え意見交換をする

：文章内のサインを使って文章の展開をつかむストラテジー

：「いのちと科学」に関する文章を読み考え意見交換をする

／

：文章の内容を短時間で理解する「速読」のストラテジーを学ぶ

事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
第1回
【事前】
【事後】
第2回
【事前】
【事後】
第3回
【事前】
【事後】

授業のシラバスを熟読し、授業構成を理解する 0.5時間
自分の使用している読解ストラテジーについて振り返る 0.5時間
第2回で読む文章のわからない語彙・漢字の読み方を調べる
授業中に指示された課題に取り組む 0.5時間

0.5時間

第3回で読む文章のわからない語彙・漢字の読み方を調べる
授業中に指示された課題に取り組む 0.5時間

0.5時間

日本語Ⅴａ（読解）

第4回
【事前】 第4回で読む文章のわからない語彙・漢字の読み方を調べる
0.5時間
【事後】 授業中に指示された課題に取り組む 0.5時間
第5回
【事前】 第5回で読む文章のわからない語彙・漢字の読み方を調べる
0.5時間
【事後】 授業中に指示された課題に取り組む 0.5時間
第6回
【事前】 第6回で読む文章のわからない語彙・漢字の読み方を調べる
0.5時間
【事後】 授業中に指示された課題に取り組む 0.5時間
第7回
【事前】 第7回で読む文章のわからない語彙・漢字の読み方を調べる
0.5時間
【事後】 授業中に指示された課題に取り組む 0.5時間
第8回
【事前】 第8回で読む文章のわからない語彙・漢字の読み方を調べる
0.5時間
【事後】 授業中に指示された課題に取り組む 0.5時間
第9回
【事前】 第1回～第８回で学んだことを復習しておく。また第9回で読む文章のわからない語彙・漢字の読み方
を調べる。
0.5時間
【事後】 授業中に指示された課題に取り組む 0.5時間
第10回
【事前】 第10回で読む文章のわからない語彙・漢字の読み方を調べる
0.5時間
【事後】 授業中に指示された課題に取り組む 0.5時間
第11回
【事前】 第11回で読む文章のわからない語彙・漢字の読み方を調べる
0.5時間
【事後】 授業中に指示された課題に取り組む 0.5時間
第12回
【事前】 第12回で読む文章のわからない語彙・漢字の読み方を調べる
0.5時間
【事後】 授業中に指示された課題に取り組む 0.5時間
第13回
【事前】 第13回で読む文章のわからない語彙・漢字の読み方を調べる
0.5時間
【事後】 授業中に指示された課題に取り組む 0.5時間
第14回
【事前】 第14回で読む文章のわからない語彙・漢字の読み方を調べる
0.5時間
【事後】 授業中に指示された課題に取り組む 0.5時間
第15回
【事前】 第15回で読む文章のわからない語彙・漢字の読み方を調べる
0.5時間
【事後】 授業で学んだ読解ストラテジーの振り返りをする 0.5時間
課題に対するフィードバックの方法
課題・中間筆記試験は、授業内でフィードバックを行う。期末試験に関しては、希望があれば採点後試験用紙を
返却する。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
正当な理由のない欠席5回以上、または中間・期末の筆記試験を未受験の場合、評価の対象とせず「K」評価とす
る。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

0

授業外での評価

15

指示された課題の提出率・内容

1,3

定期試験

35

筆記試験

1,2

定期試験に代わるレポート等

0

その他

50

テキスト

事前にプリントを配布する。必要に応じて授業内で案内する。

参考書

『留学生のための読解トレーニング』石黒圭編著、凡人社
『考える人の【上級】日本語読解』奥山貴之・宇津木奈美子・東会娟、凡人社
『中上級者のための速読の日本語第2版』岡まゆみ著、The japan times

中間筆記試験（35）

授業への取り組み姿勢（15）

１,２,３

履修条件・他の科目との関連 正当な理由がない遅刻は、3回で欠席1回とみなす。
課題提出が必要であることもあるので、欠席する場合は必ず連絡し、講師からの指示を確認するこ
と。
欠席した場合、授業資料は、GoogleClassroomからダウンロードするように。

日本語Ⅴａ（読解）

授業コード

10013301

授業科目名

日本語Ⅴａ

授業担当教員

網

英美子

成績担当教員

網

英美子

開講年次

1年

授業種別

実務家教員による授業

演習

開講期

単位数

前期

－

1単位

授業の目的・概要
専門分野のレポート・論文・専門書などの論理的文章を読むための基礎的な読解技術を養う。大学生として必要
な文章が正しく理解できるようになることを目標に、読解ストラテジー（ボトムアップ処理・トップダウン処
理・局所的な処理・全体的な処理）を身につける。さらに、社会的なトピックやアカデミックなトピックの内容
の文章を読み、自分を取り巻く世界や社会で起きていることについて自分に引き付けて考える能力を養う。具体
的には、まず様々な読解ストラテジーを学び、その技術を使って読むことを繰り返し行う。また、社会的なト
ピックの内容の文章を読み、内容理解の確認をしたうえで、文章の内容を簡潔にまとめる練習をする。さらに、
そのトピックについて各自考え、意見を交換しあう。
到達目標
１．読解力を向上させるための読解ストラテジーを学び、それらを適切に使うことができる。
２．読解ストラテジーを使って文章を読み、様々なジャンルの文章を正しく把握できる。
３．読んだ文章の内容を簡潔にまとめ、自らの言葉で説明できる。
授業計画
【第1回】

オリエンテーション／

【第2回】

小読解ａ

【第3回】

前件と後件の関係をつかむ

【第4回】

読解①

【第5回】 小読解ｂ
理解する。

今後の授業の進め方について理解する

：「衝動買い」に関する文章を読み、アウトラインをつかみ、内容を理解する。
：複雑な複文を読み解くストラテジーを学ぶ

：「貿易とグローバル化」に関する文章を読み考え意見交換をする
：「日本人の意識ー結婚と家庭ー」に関する文章を読み、アウトラインをつかみ、内容を

【第6回】

文の構造をとらえる

：修飾関係を正しく理解するストラテジーを学ぶ

【第7回】

筆者の意図を理解する

【第8回】

読解②：「女性の働き方」に関する文章を読み考え意見交換をする

：文末表現から筆者の意図を理解するストラテジーを学ぶ

【第9回】 前半のまとめ（中間筆記試験）
トラインをつかみ、内容を理解する。

／

小読解ｃ

：「フリーター問題」に関する文章を読み、アウ

【第10回】

筆者の意見を見抜く

：文末表現から筆者の意見を見抜くストラテジーを学ぶ

【第11回】
を学ぶ

大切なことを伝えるサインをつかむ

【第12回】

読解③

【第13回】

内容を素早く理解する

【第14回】

文章の話題を見抜く

：何について書かれた文章かを見抜くストラテジーを学ぶ

【第15回】

後半のまとめ

読解④：「『科学』を考える」に関する文章を読み考え意見交換をする

：文章内のサインを使って文章の展開をつかむストラテジー

：「いのちと科学」に関する文章を読み考え意見交換をする

／

：文章の内容を短時間で理解する「速読」のストラテジーを学ぶ

事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
第1回
【事前】
【事後】
第2回
【事前】
【事後】
第3回
【事前】
【事後】

授業のシラバスを熟読し、授業構成を理解する 0.5時間
自分の使用している読解ストラテジーについて振り返る 0.5時間
第2回で読む文章のわからない語彙・漢字の読み方を調べる
授業中に指示された課題に取り組む 0.5時間

0.5時間

第3回で読む文章のわからない語彙・漢字の読み方を調べる
授業中に指示された課題に取り組む 0.5時間

0.5時間

日本語Ⅴａ

第4回
【事前】 第4回で読む文章のわからない語彙・漢字の読み方を調べる
0.5時間
【事後】 授業中に指示された課題に取り組む 0.5時間
第5回
【事前】 第5回で読む文章のわからない語彙・漢字の読み方を調べる
0.5時間
【事後】 授業中に指示された課題に取り組む 0.5時間
第6回
【事前】 第6回で読む文章のわからない語彙・漢字の読み方を調べる
0.5時間
【事後】 授業中に指示された課題に取り組む 0.5時間
第7回
【事前】 第7回で読む文章のわからない語彙・漢字の読み方を調べる
0.5時間
【事後】 授業中に指示された課題に取り組む 0.5時間
第8回
【事前】 第8回で読む文章のわからない語彙・漢字の読み方を調べる
0.5時間
【事後】 授業中に指示された課題に取り組む 0.5時間
第9回
【事前】 第1回～第８回で学んだことを復習しておく。また第9回で読む文章のわからない語彙・漢字の読み方
を調べる。
0.5時間
【事後】 授業中に指示された課題に取り組む 0.5時間
第10回
【事前】 第10回で読む文章のわからない語彙・漢字の読み方を調べる
0.5時間
【事後】 授業中に指示された課題に取り組む 0.5時間
第11回
【事前】 第11回で読む文章のわからない語彙・漢字の読み方を調べる
0.5時間
【事後】 授業中に指示された課題に取り組む 0.5時間
第12回
【事前】 第12回で読む文章のわからない語彙・漢字の読み方を調べる
0.5時間
【事後】 授業中に指示された課題に取り組む 0.5時間
第13回
【事前】 第13回で読む文章のわからない語彙・漢字の読み方を調べる
0.5時間
【事後】 授業中に指示された課題に取り組む 0.5時間
第14回
【事前】 第14回で読む文章のわからない語彙・漢字の読み方を調べる
0.5時間
【事後】 授業中に指示された課題に取り組む 0.5時間
第15回
【事前】 第15回で読む文章のわからない語彙・漢字の読み方を調べる
0.5時間
【事後】 授業で学んだ読解ストラテジーの振り返りをする 0.5時間
課題に対するフィードバックの方法
課題・中間筆記試験は、授業内でフィードバックを行う。期末試験に関しては、希望があれば採点後試験用紙を
返却する。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
正当な理由のない欠席5回以上、または中間・期末の筆記試験を未受験の場合、評価の対象とせず「K」評価とす
る。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

0

授業外での評価

15

指示された課題の提出率・内容

1,3

定期試験

35

筆記試験

1,2

定期試験に代わるレポート等

0

その他

50

テキスト

事前にプリントを配布する。必要に応じて授業内で案内する。

参考書

『留学生のための読解トレーニング』石黒圭編著、凡人社
『考える人の【上級】日本語読解』奥山貴之・宇津木奈美子・東会娟、凡人社
『中上級者のための速読の日本語第2版』岡まゆみ著、The japan times

中間筆記試験（35）

授業への取り組み姿勢（15）

１,２,３

履修条件・他の科目との関連 正当な理由がない遅刻は、3回で欠席1回とみなす。
課題提出が必要であることもあるので、欠席する場合は必ず連絡し、講師からの指示を確認するこ
と。
欠席した場合、授業資料は、GoogleClassroomからダウンロードするように。

日本語Ⅴａ

授業コード

10305101

授業種別

授業科目名

日本語Ⅴｂ（読解）

授業担当教員

網

英美子

成績担当教員

網

英美子

開講年次

1年

実務家教員による授業

演習

開講期

後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
専門分野のレポート・論文・専門書などの論理的文章を読むための基礎的な読解技術を養う。大学生として必要
な文章が正しく理解できるようになることを目標に、メタ認知を活用した読解ストラテジーを身につける。さら
に、社会的なトピックやアカデミックなトピックの内容の文章を読み、自分を取り巻く世界や社会で起きている
ことについて自分に引き付けて考える能力を養う。具体的には、まず様々な読解ストラテジーを学び、その技術
を使って読むことを繰り返し行う。また、社会的なトピックの内容の文章を読み、内容理解の確認をしたうえ
で、文章の内容を簡潔にまとめる練習をする。さらに、読んだ文章ついてディスカッションをし内容を深め、そ
の内容に関することについて調べ発表する。
到達目標
１．読解力を向上させるための読解ストラテジーを学び、それらを適切に使うことができる。
２．読解ストラテジーを使って文章を読み、様々なジャンルの文章を正しく把握できる。
３．読んだ文章の内容を簡潔にまとめることができる。
４．読んだ内容に関することについて調べ自らの言葉で説明できる。
授業計画
【第1回】

メタ認知を使って読むとは

【第2回】

知っているルールを利用して読む方法を学ぶ

【第3回】

自分の知っていることや経験に引き付けて考えて読む方法を学ぶ

【第4回】

読解①

【第5回】

焦点をしぼって読む方法を学ぶ

【第6回】

メモをしながら読む方法を学ぶ

【第7回】

読解②

【第8回】

7回で読んだ内容についての発表（中間発表）

【第9回】

図や表を利用して読む方法を学ぶ

： 「ゲームと人と社会と私」に関する文章を読み考え意見交換をする

： 「言語と向き合う」に関する文章を読み考え意見交換をする

【第10回】

周りの情報からことばの意味を推測しながら読む方法を学ぶ

【第11回】

読解③

【第12回】

読むときの質問のしかたを学ぶ

【第13回】

読んだ後の理解度を自己評価する方法を学ぶ

【第14回】

読解④

【第15回】

14回で読んだ内容についての発表（期末発表）

：「子供と自尊感情」に関する文章を読み考え意見交換をする

： 「持続可能な社会」に関する文章を読み考え意見交換する

事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
第1回
【事前】 授業のシラバスを熟読し、授業構成を理解する 0.5時間
【事後】 自分が今までどのようなメタ認知を使って読んでいたか振り返る 0.5時間
第2回
【事前】 第2回で読む長文のわからない語彙、漢字の読み方を調べる 0.5時間
【事後】 読んだ長文の内容理解チェックをする。「知っているルール」というストラテジーを使って読んでみ
てどのようなことに気づいたか考える。 0.5時間
第3回
【事前】 第3回で読む長文のわからない語彙、漢字の読み方を調べる 0.5時間
【事後】 読んだ長文の内容理解チェックをする。「自分の知っていることや経験に引き付けて考える」ストラ
テジーを使って読んでみてどのようなことに気づいたかを考える。 0.5時間
日本語Ⅴｂ（読解）

第4回
【事前】 配布したプリントの長文のわからない語彙、漢字の読み方を調べる 0.5時間
【事後】 「ゲームについての見方」に関しての教師が提示する質問について考えまとめる。0.5時間
第5回
【事前】 第5回で読む長文のわからない語彙、漢字の読み方を調べる 0.5時間
【事後】 読んだ長文の内容理解チェックをする。「焦点をしぼる」ストラテジーを使って読んでみてどのよう
なことに気づいたか考える。 0.5時間
第6回
【事前】 第6回で読む長文のわからない語彙、漢字の読み方を調べる 0.5時間
【事後】 読んだ長文の内容理解チェックをする。「メモをしながら読む」というストラテジーを使って読んで
みてどのようなことに気づいたか考える。 0.5時間
第7回
【事前】 配布したプリントの長文のわからない語彙、漢字の読み方を調べる 0.5時間
【事後】 「身近にある言語状況」に関しての教師が提示する質問について考えまとめる 0.5時間
第8回
【事前】 中間発表の準備
2時間
【事後】 発表の振り返りをする 0.5時間
第9回
【事前】 第9回で読む長文のわからない語彙、漢字の読み方を調べる 0.5時間
【事後】 読んだ長文の内容理解チェックをする。「図や表を利用する」というストラテジーを使って読んでみ
てどのようなことに気づいたか考える。 0.5時間
第10回
【事前】 第10回で読む長文のわからない語彙、漢字の読み方を調べる0.5時間
【事後】 読んだ長文の内容理解チェックをする。「周りの情報から言葉の意味を推測する」というストラテ
ジーを使って読んでみてどのようなことに気づいたか考える。 0.5時間
第11回
【事前】 配布したプリントのわからない語彙、漢字の読み方を調べる 0.5時間
【事後】 「自尊感情」についての読みもの、読む①と読む②の論旨の違いを考える。 0.5時間
第12回
【事前】 第12回で読む長文のわからない語彙、漢字の読み方を調べる 0.5時間
【事後】 読んだ長文の内容理チェックをする。「質問して確認する」というストラテジーを使って読んでみて
どのようなことに気づいたか考える。 0.5時間
第13回
【事前】 第13回で読む長文のわからない語彙、漢字の読み方を調べる 0.5時間
【事後】 読んだ長文の内容理チェックをする。ストラテジーの選び方・使い方を自己評価してみてどのような
ことに気づいたか考える。 0.5時間
第14回
【事前】 配布したプリントの長文のわからない語彙、漢字の読み方を調べる 0.5時間
【事後】 「持続可能な開発」に関しての教師が提示した質問について考えまとめる。 0.5時間
第15回
【事前】 期末発表準備 2時間
【事後】 発表の振り返りをする。 0.5時間
課題に対するフィードバックの方法
中間発表及び期末発表は、必ず授業内でフィードバックを行う。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
正当な理由ない欠席5回以上、または中間・期末の発表を未受験の場合、評価の対象とせず「K」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

60

中間発表(30) 期末発表（30）

1,2,3,4

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

25

最終レポート

1,2,3

その他

15

授業への取り組み姿勢

1,4

テキスト

必要に応じて授業内で案内する。

参考書

『考える人の【上級】日本語読解』奥山貴之・宇津木奈美子・東会娟、凡人社

履修条件・他の科目との関連 正当な理由がない遅刻は、3回で欠席1回とみなす。
欠席する場合は必ず連絡し、講師からの指示を確認すること。

日本語Ⅴｂ（読解）

授業コード

10013401

授業科目名

日本語Ⅴｂ

授業担当教員

網

英美子

成績担当教員

網

英美子

開講年次

1年

授業種別

実務家教員による授業

演習

開講期

後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
専門分野のレポート・論文・専門書などの論理的文章を読むための基礎的な読解技術を養う。大学生として必要
な文章が正しく理解できるようになることを目標に、メタ認知を活用した読解ストラテジーを身につける。さら
に、社会的なトピックやアカデミックなトピックの内容の文章を読み、自分を取り巻く世界や社会で起きている
ことについて自分に引き付けて考える能力を養う。具体的には、まず様々な読解ストラテジーを学び、その技術
を使って読むことを繰り返し行う。また、社会的なトピックの内容の文章を読み、内容理解の確認をしたうえ
で、文章の内容を簡潔にまとめる練習をする。さらに、読んだ文章ついてディスカッションをし内容を深め、そ
の内容に関することについて調べ発表する。
到達目標
１．読解力を向上させるための読解ストラテジーを学び、それらを適切に使うことができる。
２．読解ストラテジーを使って文章を読み、様々なジャンルの文章を正しく把握できる。
３．読んだ文章の内容を簡潔にまとめることができる。
４．読んだ内容に関することについて調べ自らの言葉で説明できる。
授業計画
【第1回】

メタ認知を使って読むとは

【第2回】

知っているルールを利用して読む方法を学ぶ

【第3回】

自分の知っていることや経験に引き付けて考えて読む方法を学ぶ

【第4回】

読解①

【第5回】

焦点をしぼって読む方法を学ぶ

【第6回】

メモをしながら読む方法を学ぶ

【第7回】

読解②

【第8回】

7回で読んだ内容についての発表（中間発表）

【第9回】

図や表を利用して読む方法を学ぶ

： 「ゲームと人と社会と私」に関する文章を読み考え意見交換をする

： 「言語と向き合う」に関する文章を読み考え意見交換をする

【第10回】

周りの情報からことばの意味を推測しながら読む方法を学ぶ

【第11回】

読解③

【第12回】

読むときの質問のしかたを学ぶ

【第13回】

読んだ後の理解度を自己評価する方法を学ぶ

【第14回】

読解④

【第15回】

14回で読んだ内容についての発表（期末発表）

：「子供と自尊感情」に関する文章を読み考え意見交換をする

： 「持続可能な社会」に関する文章を読み考え意見交換する

事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
第1回
【事前】 授業のシラバスを熟読し、授業構成を理解する 0.5時間
【事後】 自分が今までどのようなメタ認知を使って読んでいたか振り返る 0.5時間
第2回
【事前】 第2回で読む長文のわからない語彙、漢字の読み方を調べる 0.5時間
【事後】 読んだ長文の内容理解チェックをする。「知っているルール」というストラテジーを使って読んでみ
てどのようなことに気づいたか考える。 0.5時間
第3回
【事前】 第3回で読む長文のわからない語彙、漢字の読み方を調べる 0.5時間
【事後】 読んだ長文の内容理解チェックをする。「自分の知っていることや経験に引き付けて考える」ストラ
テジーを使って読んでみてどのようなことに気づいたかを考える。 0.5時間
日本語Ⅴｂ

第4回
【事前】 配布したプリントの長文のわからない語彙、漢字の読み方を調べる 0.5時間
【事後】 「ゲームについての見方」に関しての教師が提示する質問について考えまとめる。0.5時間
第5回
【事前】 第5回で読む長文のわからない語彙、漢字の読み方を調べる 0.5時間
【事後】 読んだ長文の内容理解チェックをする。「焦点をしぼる」ストラテジーを使って読んでみてどのよう
なことに気づいたか考える。 0.5時間
第6回
【事前】 第6回で読む長文のわからない語彙、漢字の読み方を調べる 0.5時間
【事後】 読んだ長文の内容理解チェックをする。「メモをしながら読む」というストラテジーを使って読んで
みてどのようなことに気づいたか考える。 0.5時間
第7回
【事前】 配布したプリントの長文のわからない語彙、漢字の読み方を調べる 0.5時間
【事後】 「身近にある言語状況」に関しての教師が提示する質問について考えまとめる 0.5時間
第8回
【事前】 中間発表の準備
2時間
【事後】 発表の振り返りをする 0.5時間
第9回
【事前】 第9回で読む長文のわからない語彙、漢字の読み方を調べる 0.5時間
【事後】 読んだ長文の内容理解チェックをする。「図や表を利用する」というストラテジーを使って読んでみ
てどのようなことに気づいたか考える。 0.5時間
第10回
【事前】 第10回で読む長文のわからない語彙、漢字の読み方を調べる0.5時間
【事後】 読んだ長文の内容理解チェックをする。「周りの情報から言葉の意味を推測する」というストラテ
ジーを使って読んでみてどのようなことに気づいたか考える。 0.5時間
第11回
【事前】 配布したプリントのわからない語彙、漢字の読み方を調べる 0.5時間
【事後】 「自尊感情」についての読みもの、読む①と読む②の論旨の違いを考える。 0.5時間
第12回
【事前】 第12回で読む長文のわからない語彙、漢字の読み方を調べる 0.5時間
【事後】 読んだ長文の内容理チェックをする。「質問して確認する」というストラテジーを使って読んでみて
どのようなことに気づいたか考える。 0.5時間
第13回
【事前】 第13回で読む長文のわからない語彙、漢字の読み方を調べる 0.5時間
【事後】 読んだ長文の内容理チェックをする。ストラテジーの選び方・使い方を自己評価してみてどのような
ことに気づいたか考える。 0.5時間
第14回
【事前】 配布したプリントの長文のわからない語彙、漢字の読み方を調べる 0.5時間
【事後】 「持続可能な開発」に関しての教師が提示した質問について考えまとめる。 0.5時間
第15回
【事前】 期末発表準備 2時間
【事後】 発表の振り返りをする。 0.5時間
課題に対するフィードバックの方法
中間発表及び期末発表は、必ず授業内でフィードバックを行う。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
正当な理由ない欠席5回以上、または中間・期末の発表を未受験の場合、評価の対象とせず「K」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

60

中間発表(30) 期末発表（30）

1,2,3,4

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

25

最終レポート

1,2,3

その他

15

授業への取り組み姿勢

1,4

テキスト

必要に応じて授業内で案内する。

参考書

『考える人の【上級】日本語読解』奥山貴之・宇津木奈美子・東会娟、凡人社

履修条件・他の科目との関連 正当な理由がない遅刻は、3回で欠席1回とみなす。
欠席する場合は必ず連絡し、講師からの指示を確認すること。

日本語Ⅴｂ

授業コード

10301901

授業科目名

キャリア基礎Ⅰ

授業担当教員

高橋

広明

成績担当教員

高橋

広明

開講年次

1年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
主体性の向上と社会⼈基礎⼒養成を⽬標に演習（情報収集と分析・集約、課題の形成、解決策の検討）を通じ
て、グループワークの進め⽅、傾聴姿勢、⾃⼰の意⾒の伝え⽅、異なる意⾒との調整の進め方やチームとしての
とりまとめの作法を学びます。キャリア基礎Ⅰの再履修クラスとして集中講義で行います。
到達目標
１．⾃⼰の意⾒をまとめ、よく知らない相⼿にも伝わるように話すことができる。
２．よく知らない相手の意見を傾聴できる。
３．情報を収集し拡散と集約を繰り返しながらポイントをまとめることができる。
４．積極的に議論やグループワークに参加し、他メンバーのことも考えながら協働することができる。
５．自分の社会人基礎力を客観的にとらえ、今後伸ばしたい力を説明できる。
授業計画
【第１回】（Episode1）テーマ：オリエンテーション、 ⾃⼰紹介〜話しやすいチームづくり〜 ※第１回 基礎
⼒セルフチェック
【第２回】（Episode2）テーマ：軽く議論をしてみよう〜議論になれる〜
【第３回】（Episode4）テーマ：本格議論。チームで協⼒してお客様が喜ぶ「移動動物園」を企画しよう。《プ
ロジェクト授業：企画回》
【第４回】（Episode5）テーマ：本格議論、企画を発表し合い、振り返りから気づきを得よう 。《プロジェクト
授業：発表回》
【第５回】（Episode6）テーマ：情報を集めよう、有効で効率的な情報収集について考えよう 。《プロジェクト
授業：企画回》
【第６回】テーマ（Episode7）：情報を集めよう、調査内容を発表し合い、情報収集⼒についてふりかえろう
《プロジェクト授業︔発表回》
【第７回】（Episode8）テーマ：個性を⽣かそう、〜チームの活動で発揮している⾃分の個性を発⾒し磨きをか
ける〜／新チームをつくる。
【第８回】（Episode3）テーマ：新チームで ⾃分の意⾒を伝えよう （チーム再編成）
【第９回】（Episode9）テーマ：情報を分析しよう、効果的な情報分析について考えよう。《プロジェクト授
業：企画回》
【第１０回】（Episode10）テーマ：情報を分析しよう各チームの発表を通じて、情報分析⼒についてふりかえろ
う。《プロジェクト授業：発表回》
【第１１回】（Episode11）テーマ：問題を提起しよう 今、解決すべき問題は何か考えよう 。《プロジェクト授
業：企画回》
【第１２回】（Episode11）テーマ：問題を提起しよう、今、解決すべき問題は何か考えよう。《プロジェクト授
業：中間回》
【第１３回】（Episode12）テーマ：問題を提起しよう、今、解決すべき問題は何か考えよう。《プロジェクト授
業：発表回》
【第１４回】（OIU オリジナル）テーマ︓、チームメンバーで企画検討しよう
【第１５回】（Episode15）〜学んだことを今後に⽣かす〜「⾃分と仲間の成⻑」※第２回基礎⼒セルフチェック
※プログラムアンケートの回答
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
今後のキャリア科目はじめチームとしてのワークの進め方に参考となるものです。特に事後の学習にはしっかり
取り組んでください。
課題に対するフィードバックの方法
・「正解のない課題」についてのディスカッション型、プロジェクト型授業であるため、授業内で、各チームの
取組み姿勢や課題取り組みの視点などについて、良い事例を中心に紹介し、各自のふりかえりや次回の取組みへ
の参考とします。
・毎回実施する「ふりかえりシート」に適宜フィードバックコメントを記入し、返却します。
成績評価の方法・基準（方針）
・毎回の授業への取り組み姿勢・受講態度、グループワークの取組み内容や成果物、また各回のふりかえりシー
トで評価します。
・正当な理由なく５回以上欠席した場合は、K評価（評定不可）とします。

キャリア基礎Ⅰ

成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

100

・授業授業への取り組み姿勢・受講態度やグルーフ゜ワー
ク（90％）
・ふりかえりシート（10％）

１．２．３，４．５

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

0

その他

0

テキスト

「タクナル」テキスト 発行：㈱リアセック

参考書
履修条件・他の科目との関連 キャリア基礎Ⅱ、キャリアデザインⅠ・Ⅱの基盤となる科目です。

キャリア基礎Ⅰ

授業コード

10302001

授業種別

授業科目名

キャリア基礎Ⅱ

授業担当教員

小牧

一裕、森本

成績担当教員

小牧

一裕

開講年次

2年

実務家教員による授業

演習

－

康太郎
開講期

前期

単位数

1単位

授業の目的・概要
本授業は「何のために働くのか」をテーマに、自分の思い描く将来像や働く意義を主体的に考えることができる
力を養うことを目的とする。社会人として働くことに関して知っておくべき基礎的な事柄を理解し、仕事や就職
に関して必要な情報を探索、収集し、社会と自分との係わりを考えるために必要な考え方や方法を学ぶ。授業
は、講義による基礎的項目の解説、資料学習による情報探索と収集、ゲストスピーカーによる講話、授業課題に
よる学びの整理・考察・自己表現など、多角的なアプローチで構成する。
到達目標
1.社会人として働くことに関して知っておくべき基礎的な事柄について説明することができる
2.仕事や就職に関して必要な情報を探索し、収集することができる
3.自分の思い描く将来像や働く意義を他者にわかりやすく説明することができる
授業計画
【第1回】オリエンテーション
【第2回】多様なキャリア
【第3回】産業・業界・業種理解
理解する
【第4回】会社・仕事の仕組み
【第5回】ワークルール
やルールを理解する
【第6回】働く意義について
【第7回】世代や立場による働く意義の違い
【第8回】社会人に学ぶ①
ぶ
【第9回】社会人に学ぶ②
ぶ
【第10回】社会人に学ぶ③
学ぶ
【第11回】就職活動の理解
【第12回】企業研究・職業調べ
る
【第13回】インターンシップについて
【第14回】インターンシップ経験談
について学ぶ
【第15回】まとめ・振り返り

授業目的・計画・内容など本授業の概要について理解する
多様なキャリア・働き方の種類や特徴を理解する
産業・業界・業種など、仕事を取り巻く社会の全体像について
企業経営者の話を聞き、会社や仕事の仕組みについて学ぶ
就業規則や労働関係法規など、働く人として知っておくべき規則
企業経営者の話を聞き、働く意義について考える
世代や立場の違いによる働く価値観の違いについて考える
営業職に就く社会人の話を聞き、仕事とやりがいなどについて学
販売職に就く社会人の話を聞き、仕事とやりがいなどについて学
総務職に就く社会人の話を聞き、仕事とやりがいなどについて
就職活動の最新動向について理解を深める
企業研究や職業調べに必要な視点や具体的方法について理解す
インターンシップについて理解する
インターンシップに参加した先輩学生の話を聞き、参加意義
授業全体のまとめと振り返り

※心理コミュニケーション学科では、第7〜10回にかけて「社会人インタビュー」に関する学科独自の課題を課す
ので、適宜、担当教員の指示に従うこと。
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
事後に、毎回の授業で指示のある授業内容の理解度を確認する授業課題に最低1時間取り組むこと。
課題に対するフィードバックの方法
必要に応じて、Googleクラスルーム、あるいはOIUメールを通じて行う。
成績評価の方法・基準（方針）
・オンデマンド型の遠隔授業であるため、毎回の課題提出を持って出席を確認し、提出課題を評価対象とする。
・5回の未提出でK評価となる。
成績評価の種類

評価割合
（％）

授業内での評価

0

授業外での評価

80

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

毎回の授業課題で授業内容の理解度と考察度合いを確 1,2,3
認

キャリア基礎Ⅱ

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

0

その他

20

テキスト

テキストは使用しない

参考書

必要に応じて、授業内で紹介する

課題に対する取り組み姿勢（提出・質問など）

1,2,3

履修条件・他の科目との関連 キャリア基礎Ⅰの履修修了が望ましい

キャリア基礎Ⅱ

授業コード

10302002

授業科目名

キャリア基礎Ⅱ

授業担当教員

有田

亘、森本

成績担当教員

有田

亘

開講年次

2年

授業種別

実務家教員による授業

演習

－

康太郎
開講期

前期

単位数

1単位

授業の目的・概要
本授業は「何のために働くのか」をテーマに、自分の思い描く将来像や働く意義を主体的に考えることができる
力を養うことを目的とする。社会人として働くことに関して知っておくべき基礎的な事柄を理解し、仕事や就職
に関して必要な情報を探索、収集し、社会と自分との係わりを考えるために必要な考え方や方法を学ぶ。授業
は、講義による基礎的項目の解説、資料学習による情報探索と収集、ゲストスピーカーによる講話、授業課題に
よる学びの整理・考察・自己表現など、多角的なアプローチで構成する。
到達目標
1.社会人として働くことに関して知っておくべき基礎的な事柄について説明することができる
2.仕事や就職に関して必要な情報を探索し、収集することができる
3.自分の思い描く将来像や働く意義を他者にわかりやすく説明することができる
授業計画
【第1回】オリエンテーション
【第2回】多様なキャリア
【第3回】産業・業界・業種理解
理解する
【第4回】会社・仕事の仕組み
【第5回】ワークルール
やルールを理解する
【第6回】働く意義について
【第7回】世代や立場による働く意義の違い
【第8回】社会人に学ぶ①
ぶ
【第9回】社会人に学ぶ②
ぶ
【第10回】社会人に学ぶ③
学ぶ
【第11回】就職活動の理解
【第12回】企業研究・職業調べ
る
【第13回】インターンシップについて
【第14回】インターンシップ経験談
について学ぶ
【第15回】まとめ・振り返り

授業目的・計画・内容など本授業の概要について理解する
多様なキャリア・働き方の種類や特徴を理解する
産業・業界・業種など、仕事を取り巻く社会の全体像について
企業経営者の話を聞き、会社や仕事の仕組みについて学ぶ
就業規則や労働関係法規など、働く人として知っておくべき規則
企業経営者の話を聞き、働く意義について考える
世代や立場の違いによる働く価値観の違いについて考える
営業職に就く社会人の話を聞き、仕事とやりがいなどについて学
販売職に就く社会人の話を聞き、仕事とやりがいなどについて学
総務職に就く社会人の話を聞き、仕事とやりがいなどについて
就職活動の最新動向について理解を深める
企業研究や職業調べに必要な視点や具体的方法について理解す
インターンシップについて理解する
インターンシップに参加した先輩学生の話を聞き、参加意義
授業全体のまとめと振り返り

※心理コミュニケーション学科では、第7〜10回にかけて「社会人インタビュー」に関する学科独自の課題を課す
ので、適宜、担当教員の指示に従うこと。
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
事後に、毎回の授業で指示のある授業内容の理解度を確認する授業課題に最低1時間取り組むこと。
課題に対するフィードバックの方法
必要に応じて、Googleクラスルーム、あるいはOIUメールを通じて行う。
成績評価の方法・基準（方針）
・オンデマンド型の遠隔授業であるため、毎回の課題提出を持って出席を確認し、提出課題を評価対象とする。
・5回の未提出でK評価となる。
成績評価の種類

評価割合
（％）

授業内での評価

0

授業外での評価

80

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

毎回の授業課題で授業内容の理解度と考察度合いを確 1,2,3
認

キャリア基礎Ⅱ

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

0

その他

20

テキスト

テキストは使用しない

参考書

必要に応じて、授業内で紹介する

課題に対する取り組み姿勢（提出・質問など）

1,2,3

履修条件・他の科目との関連 キャリア基礎Ⅰの履修修了が望ましい

キャリア基礎Ⅱ

授業コード

10302003

授業種別

授業科目名

キャリア基礎Ⅱ

授業担当教員

上原

健太郎、森本

成績担当教員

上原

健太郎

開講年次

2年

実務家教員による授業

演習

－

康太郎
開講期

前期

単位数

1単位

授業の目的・概要
本授業は「何のために働くのか」をテーマに、自分の思い描く将来像や働く意義を主体的に考えることができる
力を養うことを目的とする。社会人として働くことに関して知っておくべき基礎的な事柄を理解し、仕事や就職
に関して必要な情報を探索、収集し、社会と自分との係わりを考えるために必要な考え方や方法を学ぶ。授業
は、講義による基礎的項目の解説、資料学習による情報探索と収集、ゲストスピーカーによる講話、授業課題に
よる学びの整理・考察・自己表現など、多角的なアプローチで構成する。
到達目標
1.社会人として働くことに関して知っておくべき基礎的な事柄について説明することができる
2.仕事や就職に関して必要な情報を探索し、収集することができる
3.自分の思い描く将来像や働く意義を他者にわかりやすく説明することができる
授業計画
【第1回】オリエンテーション
【第2回】多様なキャリア
【第3回】産業・業界・業種理解
理解する
【第4回】会社・仕事の仕組み
【第5回】ワークルール
やルールを理解する
【第6回】働く意義について
【第7回】世代や立場による働く意義の違い
【第8回】社会人に学ぶ①
ぶ
【第9回】社会人に学ぶ②
ぶ
【第10回】社会人に学ぶ③
学ぶ
【第11回】就職活動の理解
【第12回】企業研究・職業調べ
る
【第13回】インターンシップについて
【第14回】インターンシップ経験談
について学ぶ
【第15回】まとめ・振り返り

授業目的・計画・内容など本授業の概要について理解する
多様なキャリア・働き方の種類や特徴を理解する
産業・業界・業種など、仕事を取り巻く社会の全体像について
企業経営者の話を聞き、会社や仕事の仕組みについて学ぶ
就業規則や労働関係法規など、働く人として知っておくべき規則
企業経営者の話を聞き、働く意義について考える
世代や立場の違いによる働く価値観の違いについて考える
営業職に就く社会人の話を聞き、仕事とやりがいなどについて学
販売職に就く社会人の話を聞き、仕事とやりがいなどについて学
総務職に就く社会人の話を聞き、仕事とやりがいなどについて
就職活動の最新動向について理解を深める
企業研究や職業調べに必要な視点や具体的方法について理解す
インターンシップについて理解する
インターンシップに参加した先輩学生の話を聞き、参加意義
授業全体のまとめと振り返り

※心理コミュニケーション学科では、第7〜10回にかけて「社会人インタビュー」に関する学科独自の課題を課す
ので、適宜、担当教員の指示に従うこと。
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
事後に、毎回の授業で指示のある授業内容の理解度を確認する授業課題に最低1時間取り組むこと。
課題に対するフィードバックの方法
必要に応じて、Googleクラスルーム、あるいはOIUメールを通じて行う。
成績評価の方法・基準（方針）
・オンデマンド型の遠隔授業であるため、毎回の課題提出を持って出席を確認し、提出課題を評価対象とする。
・5回の未提出でK評価となる。
成績評価の種類

評価割合
（％）

授業内での評価

0

授業外での評価

80

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

毎回の授業課題で授業内容の理解度と考察度合いを確 1,2,3
認

キャリア基礎Ⅱ

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

0

その他

20

テキスト

テキストは使用しない

参考書

必要に応じて、授業内で紹介する

課題に対する取り組み姿勢（提出・質問など）

1,2,3

履修条件・他の科目との関連 キャリア基礎Ⅰの履修修了が望ましい

キャリア基礎Ⅱ

授業コード

10302011

授業科目名

キャリア基礎Ⅱ

授業担当教員

長野

崇、山本

成績担当教員

長野

崇

開講年次

2年

授業種別

実務家教員による授業

演習

－

幸一
開講期

前期

単位数

1単位

授業の目的・概要
本授業は「何のために働くのか」をテーマに、自分の思い描く将来像や働く意義を主体的に考えることができる
力を養うことを目的とする。社会人として働くことに関して知っておくべき基礎的な事柄を理解し、仕事や就職
に関して必要な情報を探索、収集し、社会と自分との係わりを考えるために必要な考え方や方法を学ぶ。授業
は、講義による基礎的項目の解説、資料学習による情報探索と収集、ゲストスピーカーによる講話、授業課題に
よる学びの整理・考察・自己表現など、多角的なアプローチで構成する。
到達目標
1.社会人として働くことに関して知っておくべき基礎的な事柄について説明することができる
2.仕事や就職に関して必要な情報を探索し、収集することができる
3.自分の思い描く将来像や働く意義を他者にわかりやすく説明することができる
授業計画
【第1回】オリエンテーション
【第2回】多様なキャリア
【第3回】産業・業界・業種理解
理解する
【第4回】会社・仕事の仕組み
【第5回】ワークルール
やルールを理解する
【第6回】働く意義について
【第7回】世代や立場による働く意義の違い
【第8回】社会人に学ぶ①
ぶ
【第9回】社会人に学ぶ②
ぶ
【第10回】社会人に学ぶ③
学ぶ
【第11回】就職活動の理解
【第12回】企業研究・職業調べ
る
【第13回】インターンシップについて
【第14回】インターンシップ経験談
について学ぶ
【第15回】まとめ・振り返り

授業目的・計画・内容など本授業の概要について理解する
多様なキャリア・働き方の種類や特徴を理解する
産業・業界・業種など、仕事を取り巻く社会の全体像について
企業経営者の話を聞き、会社や仕事の仕組みについて学ぶ
就業規則や労働関係法規など、働く人として知っておくべき規則
企業経営者の話を聞き、働く意義について考える
世代や立場の違いによる働く価値観の違いについて考える
営業職に就く社会人の話を聞き、仕事とやりがいなどについて学
販売職に就く社会人の話を聞き、仕事とやりがいなどについて学
総務職に就く社会人の話を聞き、仕事とやりがいなどについて
就職活動の最新動向について理解を深める
企業研究や職業調べに必要な視点や具体的方法について理解す
インターンシップについて理解する
インターンシップに参加した先輩学生の話を聞き、参加意義
授業全体のまとめと振り返り

※心理コミュニケーション学科では、第7〜10回にかけて「社会人インタビュー」に関する学科独自の課題を課す
ので、適宜、担当教員の指示に従うこと。
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
事後に、毎回の授業で指示のある授業内容の理解度を確認する授業課題に最低1時間取り組むこと。
課題に対するフィードバックの方法
必要に応じて、Googleクラスルーム、あるいはOIUメールを通じて行う。
成績評価の方法・基準（方針）
・オンデマンド型の遠隔授業であるため、毎回の課題提出を持って出席を確認し、提出課題を評価対象とする。
・5回の未提出でK評価となる。
成績評価の種類

評価割合
（％）

授業内での評価

0

授業外での評価

80

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

毎回の授業課題で授業内容の理解度と考察度合いを確 1,2,3
認

キャリア基礎Ⅱ

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

0

その他

20

テキスト

テキストは使用しない

参考書

必要に応じて、授業内で紹介する

課題に対する取り組み姿勢（提出・質問など）

1,2,3

履修条件・他の科目との関連 キャリア基礎Ⅰの履修修了が望ましい

キャリア基礎Ⅱ

授業コード

10302012

授業科目名

キャリア基礎Ⅱ

授業担当教員

藤田

了、山本

成績担当教員

藤田

了

開講年次

2年

授業種別

実務家教員による授業

演習

－

幸一
開講期

前期

単位数

1単位

授業の目的・概要
本授業は「何のために働くのか」をテーマに、自分の思い描く将来像や働く意義を主体的に考えることができる
力を養うことを目的とする。社会人として働くことに関して知っておくべき基礎的な事柄を理解し、仕事や就職
に関して必要な情報を探索、収集し、社会と自分との係わりを考えるために必要な考え方や方法を学ぶ。授業
は、講義による基礎的項目の解説、資料学習による情報探索と収集、ゲストスピーカーによる講話、授業課題に
よる学びの整理・考察・自己表現など、多角的なアプローチで構成する。
到達目標
1.社会人として働くことに関して知っておくべき基礎的な事柄について説明することができる
2.仕事や就職に関して必要な情報を探索し、収集することができる
3.自分の思い描く将来像や働く意義を他者にわかりやすく説明することができる
授業計画
【第1回】オリエンテーション
【第2回】多様なキャリア
【第3回】産業・業界・業種理解
理解する
【第4回】会社・仕事の仕組み
【第5回】ワークルール
やルールを理解する
【第6回】働く意義について
【第7回】世代や立場による働く意義の違い
【第8回】社会人に学ぶ①
ぶ
【第9回】社会人に学ぶ②
ぶ
【第10回】社会人に学ぶ③
学ぶ
【第11回】就職活動の理解
【第12回】企業研究・職業調べ
る
【第13回】インターンシップについて
【第14回】インターンシップ経験談
について学ぶ
【第15回】まとめ・振り返り

授業目的・計画・内容など本授業の概要について理解する
多様なキャリア・働き方の種類や特徴を理解する
産業・業界・業種など、仕事を取り巻く社会の全体像について
企業経営者の話を聞き、会社や仕事の仕組みについて学ぶ
就業規則や労働関係法規など、働く人として知っておくべき規則
企業経営者の話を聞き、働く意義について考える
世代や立場の違いによる働く価値観の違いについて考える
営業職に就く社会人の話を聞き、仕事とやりがいなどについて学
販売職に就く社会人の話を聞き、仕事とやりがいなどについて学
総務職に就く社会人の話を聞き、仕事とやりがいなどについて
就職活動の最新動向について理解を深める
企業研究や職業調べに必要な視点や具体的方法について理解す
インターンシップについて理解する
インターンシップに参加した先輩学生の話を聞き、参加意義
授業全体のまとめと振り返り

※心理コミュニケーション学科では、第7〜10回にかけて「社会人インタビュー」に関する学科独自の課題を課す
ので、適宜、担当教員の指示に従うこと。
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
事後に、毎回の授業で指示のある授業内容の理解度を確認する授業課題に最低1時間取り組むこと。
課題に対するフィードバックの方法
必要に応じて、Googleクラスルーム、あるいはOIUメールを通じて行う。
成績評価の方法・基準（方針）
・オンデマンド型の遠隔授業であるため、毎回の課題提出を持って出席を確認し、提出課題を評価対象とする。
・5回の未提出でK評価となる。
成績評価の種類

評価割合
（％）

授業内での評価

0

授業外での評価

80

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

毎回の授業課題で授業内容の理解度と考察度合いを確 1,2,3
認

キャリア基礎Ⅱ

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

0

その他

20

テキスト

テキストは使用しない

参考書

必要に応じて、授業内で紹介する

課題に対する取り組み姿勢（提出・質問など）

1,2,3

履修条件・他の科目との関連 キャリア基礎Ⅰの履修修了が望ましい

キャリア基礎Ⅱ

授業コード

10302013

授業種別

授業科目名

キャリア基礎Ⅱ

授業担当教員

柴嵜

雅子、山本

成績担当教員

柴嵜

雅子

開講年次

2年

実務家教員による授業

演習

－

幸一
開講期

前期

単位数

1単位

授業の目的・概要
本授業は「何のために働くのか」をテーマに、自分の思い描く将来像や働く意義を主体的に考えることができる
力を養うことを目的とする。社会人として働くことに関して知っておくべき基礎的な事柄を理解し、仕事や就職
に関して必要な情報を探索、収集し、社会と自分との係わりを考えるために必要な考え方や方法を学ぶ。授業
は、講義による基礎的項目の解説、資料学習による情報探索と収集、ゲストスピーカーによる講話、授業課題に
よる学びの整理・考察・自己表現など、多角的なアプローチで構成する。
到達目標
1.社会人として働くことに関して知っておくべき基礎的な事柄について説明することができる
2.仕事や就職に関して必要な情報を探索し、収集することができる
3.自分の思い描く将来像や働く意義を他者にわかりやすく説明することができる
授業計画
【第1回】オリエンテーション
【第2回】多様なキャリア
【第3回】産業・業界・業種理解
理解する
【第4回】会社・仕事の仕組み
【第5回】ワークルール
やルールを理解する
【第6回】働く意義について
【第7回】世代や立場による働く意義の違い
【第8回】社会人に学ぶ①
ぶ
【第9回】社会人に学ぶ②
ぶ
【第10回】社会人に学ぶ③
学ぶ
【第11回】就職活動の理解
【第12回】企業研究・職業調べ
る
【第13回】インターンシップについて
【第14回】インターンシップ経験談
について学ぶ
【第15回】まとめ・振り返り

授業目的・計画・内容など本授業の概要について理解する
多様なキャリア・働き方の種類や特徴を理解する
産業・業界・業種など、仕事を取り巻く社会の全体像について
企業経営者の話を聞き、会社や仕事の仕組みについて学ぶ
就業規則や労働関係法規など、働く人として知っておくべき規則
企業経営者の話を聞き、働く意義について考える
世代や立場の違いによる働く価値観の違いについて考える
営業職に就く社会人の話を聞き、仕事とやりがいなどについて学
販売職に就く社会人の話を聞き、仕事とやりがいなどについて学
総務職に就く社会人の話を聞き、仕事とやりがいなどについて
就職活動の最新動向について理解を深める
企業研究や職業調べに必要な視点や具体的方法について理解す
インターンシップについて理解する
インターンシップに参加した先輩学生の話を聞き、参加意義
授業全体のまとめと振り返り

※心理コミュニケーション学科では、第7〜10回にかけて「社会人インタビュー」に関する学科独自の課題を課す
ので、適宜、担当教員の指示に従うこと。
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
事後に、毎回の授業で指示のある授業内容の理解度を確認する授業課題に最低1時間取り組むこと。
課題に対するフィードバックの方法
必要に応じて、Googleクラスルーム、あるいはOIUメールを通じて行う。
成績評価の方法・基準（方針）
・オンデマンド型の遠隔授業であるため、毎回の課題提出を持って出席を確認し、提出課題を評価対象とする。
・5回の未提出でK評価となる。
成績評価の種類

評価割合
（％）

授業内での評価

0

授業外での評価

80

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

毎回の授業課題で授業内容の理解度と考察度合いを確 1,2,3
認

キャリア基礎Ⅱ

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

0

その他

20

テキスト

テキストは使用しない

参考書

必要に応じて、授業内で紹介する

課題に対する取り組み姿勢（提出・質問など）

1,2,3

履修条件・他の科目との関連 キャリア基礎Ⅰの履修修了が望ましい

キャリア基礎Ⅱ

授業コード

10302014

授業種別

授業科目名

キャリア基礎Ⅱ

授業担当教員

山口

直範、山本

成績担当教員

山口

直範

開講年次

2年

実務家教員による授業

演習

－

幸一
開講期

前期

単位数

1単位

授業の目的・概要
本授業は「何のために働くのか」をテーマに、自分の思い描く将来像や働く意義を主体的に考えることができる
力を養うことを目的とする。社会人として働くことに関して知っておくべき基礎的な事柄を理解し、仕事や就職
に関して必要な情報を探索、収集し、社会と自分との係わりを考えるために必要な考え方や方法を学ぶ。授業
は、講義による基礎的項目の解説、資料学習による情報探索と収集、ゲストスピーカーによる講話、授業課題に
よる学びの整理・考察・自己表現など、多角的なアプローチで構成する。
到達目標
1.社会人として働くことに関して知っておくべき基礎的な事柄について説明することができる
2.仕事や就職に関して必要な情報を探索し、収集することができる
3.自分の思い描く将来像や働く意義を他者にわかりやすく説明することができる
授業計画
【第1回】オリエンテーション
【第2回】多様なキャリア
【第3回】産業・業界・業種理解
理解する
【第4回】会社・仕事の仕組み
【第5回】ワークルール
やルールを理解する
【第6回】働く意義について
【第7回】世代や立場による働く意義の違い
【第8回】社会人に学ぶ①
ぶ
【第9回】社会人に学ぶ②
ぶ
【第10回】社会人に学ぶ③
学ぶ
【第11回】就職活動の理解
【第12回】企業研究・職業調べ
る
【第13回】インターンシップについて
【第14回】インターンシップ経験談
について学ぶ
【第15回】まとめ・振り返り

授業目的・計画・内容など本授業の概要について理解する
多様なキャリア・働き方の種類や特徴を理解する
産業・業界・業種など、仕事を取り巻く社会の全体像について
企業経営者の話を聞き、会社や仕事の仕組みについて学ぶ
就業規則や労働関係法規など、働く人として知っておくべき規則
企業経営者の話を聞き、働く意義について考える
世代や立場の違いによる働く価値観の違いについて考える
営業職に就く社会人の話を聞き、仕事とやりがいなどについて学
販売職に就く社会人の話を聞き、仕事とやりがいなどについて学
総務職に就く社会人の話を聞き、仕事とやりがいなどについて
就職活動の最新動向について理解を深める
企業研究や職業調べに必要な視点や具体的方法について理解す
インターンシップについて理解する
インターンシップに参加した先輩学生の話を聞き、参加意義
授業全体のまとめと振り返り

※心理コミュニケーション学科では、第7〜10回にかけて「社会人インタビュー」に関する学科独自の課題を課す
ので、適宜、担当教員の指示に従うこと。
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
事後に、毎回の授業で指示のある授業内容の理解度を確認する授業課題に最低1時間取り組むこと。
課題に対するフィードバックの方法
必要に応じて、Googleクラスルーム、あるいはOIUメールを通じて行う。
成績評価の方法・基準（方針）
・オンデマンド型の遠隔授業であるため、毎回の課題提出を持って出席を確認し、提出課題を評価対象とする。
・5回の未提出でK評価となる。
成績評価の種類

評価割合
（％）

授業内での評価

0

授業外での評価

80

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

毎回の授業課題で授業内容の理解度と考察度合いを確 1,2,3
認

キャリア基礎Ⅱ

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

0

その他

20

テキスト

テキストは使用しない

参考書

必要に応じて、授業内で紹介する

課題に対する取り組み姿勢（提出・質問など）

1,2,3

履修条件・他の科目との関連 キャリア基礎Ⅰの履修修了が望ましい

キャリア基礎Ⅱ

授業コード

10302021

授業種別

授業科目名

キャリア基礎Ⅱ

授業担当教員

新村

由恵、森本

成績担当教員

新村

由恵

開講年次

2年

実務家教員による授業

演習

－

康太郎
開講期

前期

単位数

1単位

授業の目的・概要
本授業は「何のために働くのか」をテーマに、自分の思い描く将来像や働く意義を主体的に考えることができる
力を養うことを目的とする。社会人として働くことに関して知っておくべき基礎的な事柄を理解し、仕事や就職
に関して必要な情報を探索、収集し、社会と自分との係わりを考えるために必要な考え方や方法を学ぶ。授業
は、講義による基礎的項目の解説、資料学習による情報探索と収集、ゲストスピーカーによる講話、授業課題に
よる学びの整理・考察・自己表現など、多角的なアプローチで構成する。
到達目標
1.社会人として働くことに関して知っておくべき基礎的な事柄について説明することができる
2.仕事や就職に関して必要な情報を探索し、収集することができる
3.自分の思い描く将来像や働く意義を他者にわかりやすく説明することができる
授業計画
【第1回】オリエンテーション
【第2回】多様なキャリア
【第3回】産業・業界・業種理解
理解する
【第4回】会社・仕事の仕組み
【第5回】ワークルール
やルールを理解する
【第6回】働く意義について
【第7回】世代や立場による働く意義の違い
【第8回】社会人に学ぶ①
ぶ
【第9回】社会人に学ぶ②
ぶ
【第10回】社会人に学ぶ③
学ぶ
【第11回】就職活動の理解
【第12回】企業研究・職業調べ
る
【第13回】インターンシップについて
【第14回】インターンシップ経験談
について学ぶ
【第15回】まとめ・振り返り

授業目的・計画・内容など本授業の概要について理解する
多様なキャリア・働き方の種類や特徴を理解する
産業・業界・業種など、仕事を取り巻く社会の全体像について
企業経営者の話を聞き、会社や仕事の仕組みについて学ぶ
就業規則や労働関係法規など、働く人として知っておくべき規則
企業経営者の話を聞き、働く意義について考える
世代や立場の違いによる働く価値観の違いについて考える
営業職に就く社会人の話を聞き、仕事とやりがいなどについて学
販売職に就く社会人の話を聞き、仕事とやりがいなどについて学
総務職に就く社会人の話を聞き、仕事とやりがいなどについて
就職活動の最新動向について理解を深める
企業研究や職業調べに必要な視点や具体的方法について理解す
インターンシップについて理解する
インターンシップに参加した先輩学生の話を聞き、参加意義
授業全体のまとめと振り返り

※心理コミュニケーション学科では、第7〜10回にかけて「社会人インタビュー」に関する学科独自の課題を課す
ので、適宜、担当教員の指示に従うこと。
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
事後に、毎回の授業で指示のある授業内容の理解度を確認する授業課題に最低1時間取り組むこと。
課題に対するフィードバックの方法
必要に応じて、Googleクラスルーム、あるいはOIUメールを通じて行う。
成績評価の方法・基準（方針）
・オンデマンド型の遠隔授業であるため、毎回の課題提出を持って出席を確認し、提出課題を評価対象とする。
・5回の未提出でK評価となる。
成績評価の種類

評価割合
（％）

授業内での評価

0

授業外での評価

80

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

毎回の授業課題で授業内容の理解度と考察度合いを確 1,2,3
認

キャリア基礎Ⅱ

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

0

その他

20

テキスト

テキストは使用しない

参考書

必要に応じて、授業内で紹介する

課題に対する取り組み姿勢（提出・質問など）

1,2,3

履修条件・他の科目との関連 キャリア基礎Ⅰの履修修了が望ましい

キャリア基礎Ⅱ

授業コード

10302022

授業種別

授業科目名

キャリア基礎Ⅱ

授業担当教員

津吉

哲士、山本

成績担当教員

津吉

哲士

開講年次

2年

実務家教員による授業

演習

－

幸一
開講期

前期

単位数

1単位

授業の目的・概要
本授業は「何のために働くのか」をテーマに、自分の思い描く将来像や働く意義を主体的に考えることができる
力を養うことを目的とする。社会人として働くことに関して知っておくべき基礎的な事柄を理解し、仕事や就職
に関して必要な情報を探索、収集し、社会と自分との係わりを考えるために必要な考え方や方法を学ぶ。授業
は、講義による基礎的項目の解説、資料学習による情報探索と収集、ゲストスピーカーによる講話、授業課題に
よる学びの整理・考察・自己表現など、多角的なアプローチで構成する。
到達目標
1.社会人として働くことに関して知っておくべき基礎的な事柄について説明することができる
2.仕事や就職に関して必要な情報を探索し、収集することができる
3.自分の思い描く将来像や働く意義を他者にわかりやすく説明することができる
授業計画
【第1回】オリエンテーション
【第2回】多様なキャリア
【第3回】産業・業界・業種理解
理解する
【第4回】会社・仕事の仕組み
【第5回】ワークルール
やルールを理解する
【第6回】働く意義について
【第7回】世代や立場による働く意義の違い
【第8回】社会人に学ぶ①
ぶ
【第9回】社会人に学ぶ②
ぶ
【第10回】社会人に学ぶ③
学ぶ
【第11回】就職活動の理解
【第12回】企業研究・職業調べ
る
【第13回】インターンシップについて
【第14回】インターンシップ経験談
について学ぶ
【第15回】まとめ・振り返り

授業目的・計画・内容など本授業の概要について理解する
多様なキャリア・働き方の種類や特徴を理解する
産業・業界・業種など、仕事を取り巻く社会の全体像について
企業経営者の話を聞き、会社や仕事の仕組みについて学ぶ
就業規則や労働関係法規など、働く人として知っておくべき規則
企業経営者の話を聞き、働く意義について考える
世代や立場の違いによる働く価値観の違いについて考える
営業職に就く社会人の話を聞き、仕事とやりがいなどについて学
販売職に就く社会人の話を聞き、仕事とやりがいなどについて学
総務職に就く社会人の話を聞き、仕事とやりがいなどについて
就職活動の最新動向について理解を深める
企業研究や職業調べに必要な視点や具体的方法について理解す
インターンシップについて理解する
インターンシップに参加した先輩学生の話を聞き、参加意義
授業全体のまとめと振り返り

※心理コミュニケーション学科では、第7〜10回にかけて「社会人インタビュー」に関する学科独自の課題を課す
ので、適宜、担当教員の指示に従うこと。
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
事後に、毎回の授業で指示のある授業内容の理解度を確認する授業課題に最低1時間取り組むこと。
課題に対するフィードバックの方法
必要に応じて、Googleクラスルーム、あるいはOIUメールを通じて行う。
成績評価の方法・基準（方針）
・オンデマンド型の遠隔授業であるため、毎回の課題提出を持って出席を確認し、提出課題を評価対象とする。
・5回の未提出でK評価となる。
成績評価の種類

評価割合
（％）

授業内での評価

0

授業外での評価

80

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

毎回の授業課題で授業内容の理解度と考察度合いを確 1,2,3
認

キャリア基礎Ⅱ

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

0

その他

20

テキスト

テキストは使用しない

参考書

必要に応じて、授業内で紹介する

課題に対する取り組み姿勢（提出・質問など）

1,2,3

履修条件・他の科目との関連 キャリア基礎Ⅰの履修修了が望ましい

キャリア基礎Ⅱ

授業コード

10302023

授業種別

授業科目名

キャリア基礎Ⅱ

授業担当教員

堀込

孝二、森本

成績担当教員

堀込

孝二

開講年次

2年

実務家教員による授業

演習

－

康太郎
開講期

前期

単位数

1単位

授業の目的・概要
本授業は「何のために働くのか」をテーマに、自分の思い描く将来像や働く意義を主体的に考えることができる
力を養うことを目的とする。社会人として働くことに関して知っておくべき基礎的な事柄を理解し、仕事や就職
に関して必要な情報を探索、収集し、社会と自分との係わりを考えるために必要な考え方や方法を学ぶ。授業
は、講義による基礎的項目の解説、資料学習による情報探索と収集、ゲストスピーカーによる講話、授業課題に
よる学びの整理・考察・自己表現など、多角的なアプローチで構成する。
到達目標
1.社会人として働くことに関して知っておくべき基礎的な事柄について説明することができる
2.仕事や就職に関して必要な情報を探索し、収集することができる
3.自分の思い描く将来像や働く意義を他者にわかりやすく説明することができる
授業計画
【第1回】オリエンテーション
【第2回】多様なキャリア
【第3回】産業・業界・業種理解
理解する
【第4回】会社・仕事の仕組み
【第5回】ワークルール
やルールを理解する
【第6回】働く意義について
【第7回】世代や立場による働く意義の違い
【第8回】社会人に学ぶ①
ぶ
【第9回】社会人に学ぶ②
ぶ
【第10回】社会人に学ぶ③
学ぶ
【第11回】就職活動の理解
【第12回】企業研究・職業調べ
る
【第13回】インターンシップについて
【第14回】インターンシップ経験談
について学ぶ
【第15回】まとめ・振り返り

授業目的・計画・内容など本授業の概要について理解する
多様なキャリア・働き方の種類や特徴を理解する
産業・業界・業種など、仕事を取り巻く社会の全体像について
企業経営者の話を聞き、会社や仕事の仕組みについて学ぶ
就業規則や労働関係法規など、働く人として知っておくべき規則
企業経営者の話を聞き、働く意義について考える
世代や立場の違いによる働く価値観の違いについて考える
営業職に就く社会人の話を聞き、仕事とやりがいなどについて学
販売職に就く社会人の話を聞き、仕事とやりがいなどについて学
総務職に就く社会人の話を聞き、仕事とやりがいなどについて
就職活動の最新動向について理解を深める
企業研究や職業調べに必要な視点や具体的方法について理解す
インターンシップについて理解する
インターンシップに参加した先輩学生の話を聞き、参加意義
授業全体のまとめと振り返り

※心理コミュニケーション学科では、第7〜10回にかけて「社会人インタビュー」に関する学科独自の課題を課す
ので、適宜、担当教員の指示に従うこと。
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
事後に、毎回の授業で指示のある授業内容の理解度を確認する授業課題に最低1時間取り組むこと。
課題に対するフィードバックの方法
必要に応じて、Googleクラスルーム、あるいはOIUメールを通じて行う。
成績評価の方法・基準（方針）
・オンデマンド型の遠隔授業であるため、毎回の課題提出を持って出席を確認し、提出課題を評価対象とする。
・5回の未提出でK評価となる。
成績評価の種類

評価割合
（％）

授業内での評価

0

授業外での評価

80

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

毎回の授業課題で授業内容の理解度と考察度合いを確 1,2,3
認

キャリア基礎Ⅱ

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

0

その他

20

テキスト

テキストは使用しない

参考書

必要に応じて、授業内で紹介する

課題に対する取り組み姿勢（提出・質問など）

1,2,3

履修条件・他の科目との関連 キャリア基礎Ⅰの履修修了が望ましい

キャリア基礎Ⅱ

授業コード

10302024

授業科目名

キャリア基礎Ⅱ

授業担当教員

奥島

大、山本

成績担当教員

奥島

大

開講年次

2年

授業種別

実務家教員による授業

演習

－

幸一
開講期

前期

単位数

1単位

授業の目的・概要
本授業は「何のために働くのか」をテーマに、自分の思い描く将来像や働く意義を主体的に考えることができる
力を養うことを目的とする。社会人として働くことに関して知っておくべき基礎的な事柄を理解し、仕事や就職
に関して必要な情報を探索、収集し、社会と自分との係わりを考えるために必要な考え方や方法を学ぶ。授業
は、講義による基礎的項目の解説、資料学習による情報探索と収集、ゲストスピーカーによる講話、授業課題に
よる学びの整理・考察・自己表現など、多角的なアプローチで構成する。
到達目標
1.社会人として働くことに関して知っておくべき基礎的な事柄について説明することができる
2.仕事や就職に関して必要な情報を探索し、収集することができる
3.自分の思い描く将来像や働く意義を他者にわかりやすく説明することができる
授業計画
【第1回】オリエンテーション
【第2回】多様なキャリア
【第3回】産業・業界・業種理解
理解する
【第4回】会社・仕事の仕組み
【第5回】ワークルール
やルールを理解する
【第6回】働く意義について
【第7回】世代や立場による働く意義の違い
【第8回】社会人に学ぶ①
ぶ
【第9回】社会人に学ぶ②
ぶ
【第10回】社会人に学ぶ③
学ぶ
【第11回】就職活動の理解
【第12回】企業研究・職業調べ
る
【第13回】インターンシップについて
【第14回】インターンシップ経験談
について学ぶ
【第15回】まとめ・振り返り

授業目的・計画・内容など本授業の概要について理解する
多様なキャリア・働き方の種類や特徴を理解する
産業・業界・業種など、仕事を取り巻く社会の全体像について
企業経営者の話を聞き、会社や仕事の仕組みについて学ぶ
就業規則や労働関係法規など、働く人として知っておくべき規則
企業経営者の話を聞き、働く意義について考える
世代や立場の違いによる働く価値観の違いについて考える
営業職に就く社会人の話を聞き、仕事とやりがいなどについて学
販売職に就く社会人の話を聞き、仕事とやりがいなどについて学
総務職に就く社会人の話を聞き、仕事とやりがいなどについて
就職活動の最新動向について理解を深める
企業研究や職業調べに必要な視点や具体的方法について理解す
インターンシップについて理解する
インターンシップに参加した先輩学生の話を聞き、参加意義
授業全体のまとめと振り返り

※心理コミュニケーション学科では、第7〜10回にかけて「社会人インタビュー」に関する学科独自の課題を課す
ので、適宜、担当教員の指示に従うこと。
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
事後に、毎回の授業で指示のある授業内容の理解度を確認する授業課題に最低1時間取り組むこと。
課題に対するフィードバックの方法
必要に応じて、Googleクラスルーム、あるいはOIUメールを通じて行う。
成績評価の方法・基準（方針）
・オンデマンド型の遠隔授業であるため、毎回の課題提出を持って出席を確認し、提出課題を評価対象とする。
・5回の未提出でK評価となる。
成績評価の種類

評価割合
（％）

授業内での評価

0

授業外での評価

80

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

毎回の授業課題で授業内容の理解度と考察度合いを確 1,2,3
認

キャリア基礎Ⅱ

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

0

その他

20

テキスト

テキストは使用しない

参考書

必要に応じて、授業内で紹介する

課題に対する取り組み姿勢（提出・質問など）

1,2,3

履修条件・他の科目との関連 キャリア基礎Ⅰの履修修了が望ましい

キャリア基礎Ⅱ

授業コード

10302026

授業種別

授業科目名

キャリア基礎Ⅱ

授業担当教員

谷川

哲朗、森本

成績担当教員

谷川

哲朗

開講年次

2年

実務家教員による授業

演習

－

康太郎
開講期

前期

単位数

1単位

授業の目的・概要
本授業は「何のために働くのか」をテーマに、自分の思い描く将来像や働く意義を主体的に考えることができる
力を養うことを目的とする。社会人として働くことに関して知っておくべき基礎的な事柄を理解し、仕事や就職
に関して必要な情報を探索、収集し、社会と自分との係わりを考えるために必要な考え方や方法を学ぶ。授業
は、講義による基礎的項目の解説、資料学習による情報探索と収集、ゲストスピーカーによる講話、授業課題に
よる学びの整理・考察・自己表現など、多角的なアプローチで構成する。
到達目標
1.社会人として働くことに関して知っておくべき基礎的な事柄について説明することができる
2.仕事や就職に関して必要な情報を探索し、収集することができる
3.自分の思い描く将来像や働く意義を他者にわかりやすく説明することができる
授業計画
【第1回】オリエンテーション
【第2回】多様なキャリア
【第3回】産業・業界・業種理解
理解する
【第4回】会社・仕事の仕組み
【第5回】ワークルール
やルールを理解する
【第6回】働く意義について
【第7回】世代や立場による働く意義の違い
【第8回】社会人に学ぶ①
ぶ
【第9回】社会人に学ぶ②
ぶ
【第10回】社会人に学ぶ③
学ぶ
【第11回】就職活動の理解
【第12回】企業研究・職業調べ
る
【第13回】インターンシップについて
【第14回】インターンシップ経験談
について学ぶ
【第15回】まとめ・振り返り

授業目的・計画・内容など本授業の概要について理解する
多様なキャリア・働き方の種類や特徴を理解する
産業・業界・業種など、仕事を取り巻く社会の全体像について
企業経営者の話を聞き、会社や仕事の仕組みについて学ぶ
就業規則や労働関係法規など、働く人として知っておくべき規則
企業経営者の話を聞き、働く意義について考える
世代や立場の違いによる働く価値観の違いについて考える
営業職に就く社会人の話を聞き、仕事とやりがいなどについて学
販売職に就く社会人の話を聞き、仕事とやりがいなどについて学
総務職に就く社会人の話を聞き、仕事とやりがいなどについて
就職活動の最新動向について理解を深める
企業研究や職業調べに必要な視点や具体的方法について理解す
インターンシップについて理解する
インターンシップに参加した先輩学生の話を聞き、参加意義
授業全体のまとめと振り返り

※心理コミュニケーション学科では、第7〜10回にかけて「社会人インタビュー」に関する学科独自の課題を課す
ので、適宜、担当教員の指示に従うこと。
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
事後に、毎回の授業で指示のある授業内容の理解度を確認する授業課題に最低1時間取り組むこと。
課題に対するフィードバックの方法
必要に応じて、Googleクラスルーム、あるいはOIUメールを通じて行う。
成績評価の方法・基準（方針）
・オンデマンド型の遠隔授業であるため、毎回の課題提出を持って出席を確認し、提出課題を評価対象とする。
・5回の未提出でK評価となる。
成績評価の種類

評価割合
（％）

授業内での評価

0

授業外での評価

80

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

毎回の授業課題で授業内容の理解度と考察度合いを確 1,2,3
認

キャリア基礎Ⅱ

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

0

その他

20

テキスト

テキストは使用しない

参考書

必要に応じて、授業内で紹介する

課題に対する取り組み姿勢（提出・質問など）

1,2,3

履修条件・他の科目との関連 キャリア基礎Ⅰの履修修了が望ましい

キャリア基礎Ⅱ

授業コード

10302101

授業種別

授業科目名

キャリアデザインⅠ

授業担当教員

森本

康太郎

成績担当教員

森本

康太郎

開講年次

2年

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
本科目では、職業理解と自己理解を深め、これらを踏まえて自分が目指したいキャリアのあり方について検討し
ていく。このことを通じて、自分の目指したいキャリアを実現するために何が必要なのかに気づき、必要な行動
計画を立てる準備をする。さらに、自己洞察を通じて、今後の学生生活を充実させることの意義と、そのために
とるべき行動について認識することを目指す。
本科目は、講義内容を記録した動画を一定期間に視聴し、所定の課題を提出するオンデマンド型の遠隔授業で実
施する。
到達目標
1. 職業や産業、労働の世界に関する基礎的事項を説明できる。
2. キャリアプランニングに必要な自己理解を行い、将来を展望することができる。
3. キャリアプランニングについての気づきや基礎的知識を文章で表現することができる。
授業計画
第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回
第8回
第9回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回

オリエンテーション
社会・経済・雇用の変化
就職活動の変化
働き方の変化
業界、企業への着目
第1回～第5回の振り返り
採用担当者の視点（1）
採用担当者の視点（2）
インターンシップの意義と活用法
職業適性とキャリアプランニング
キャリア自己診断の実施と結果の読み取り
自分の持つ強みの理解
今までの人生経験から自己理解を深める
コミュニケーションから自己理解を深める
ライフキャリアと人生の多重役割

事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
授業（1回につき2時間と計算）と事前事後のあわせて1単位あたり45時間が必要である。職業理解と自己理解を深
めるために、毎授業で行ったワークおよび返却された前回のレポートを見直すことで、毎回約2時間の学修が必要
である。
課題に対するフィードバックの方法
毎回のミニレポートなど、提出された課題はすべて評価を付して返却する。
成績評価の方法・基準（方針）
・毎回のミニレポートならびにクイズ等で評価する。
・事由なく欠席5回以上はK評価とする。
・「理由のある欠席」の場合、その回の授業に関する特別課題によって評価する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

授業内での評価

0

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

0

その他

100

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

講義内容に関する基礎的知識の理解度、講義内容を踏 1、2、3
まえた自身の考えや洞察に関する文章内容

キャリアデザインⅠ

テキスト

使用しない。適宜プリントを配布する。

参考書

必要に応じて授業の中で指示する。

履修条件・他の科目との関連 「キャリア基礎Ⅱ」を受講していることが望ましい。

キャリアデザインⅠ

授業コード

10302111

授業種別

授業科目名

キャリアデザインⅠ

授業担当教員

森本

康太郎

成績担当教員

森本

康太郎

開講年次

2年

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
本科目では、職業理解と自己理解を深め、これらを踏まえて自分が目指したいキャリアのあり方について検討し
ていく。このことを通じて、自分の目指したいキャリアを実現するために何が必要なのかに気づき、必要な行動
計画を立てる準備をする。さらに、自己洞察を通じて、今後の学生生活を充実させることの意義と、そのために
とるべき行動について認識することを目指す。
本科目は、講義内容を記録した動画を一定期間に視聴し、所定の課題を提出するオンデマンド型の遠隔授業で実
施する。
到達目標
1. 職業や産業、労働の世界に関する基礎的事項を説明できる。
2. キャリアプランニングに必要な自己理解を行い、将来を展望することができる。
3. キャリアプランニングについての気づきや基礎的知識を文章で表現することができる。
授業計画
第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回
第8回
第9回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回

オリエンテーション
社会・経済・雇用の変化
就職活動の変化
働き方の変化
業界、企業への着目
第1回～第5回の振り返り
採用担当者の視点（1）
採用担当者の視点（2）
インターンシップの意義と活用法
職業適性とキャリアプランニング
キャリア自己診断の実施と結果の読み取り
自分の持つ強みの理解
今までの人生経験から自己理解を深める
コミュニケーションから自己理解を深める
ライフキャリアと人生の多重役割

事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
授業（1回につき2時間と計算）と事前事後のあわせて1単位あたり45時間が必要である。職業理解と自己理解を深
めるために、毎授業で行ったワークおよび返却された前回のレポートを見直すことで、毎回約2時間の学修が必要
である。
課題に対するフィードバックの方法
毎回のミニレポートなど、提出された課題はすべて評価を付して返却する。
成績評価の方法・基準（方針）
・毎回のミニレポートならびにクイズ等で評価する。
・事由なく欠席5回以上はK評価とする。
・「理由のある欠席」の場合、その回の授業に関する特別課題によって評価する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

授業内での評価

0

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

0

その他

100

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

講義内容に関する基礎的知識の理解度、講義内容を踏 1、2、3
まえた自身の考えや洞察に関する文章内容

キャリアデザインⅠ

テキスト

使用しない。適宜プリントを配布する。

参考書

必要に応じて授業の中で指示する。

履修条件・他の科目との関連 「キャリア基礎Ⅱ」を受講していることが望ましい。

キャリアデザインⅠ

授業コード

10302121

授業種別

授業科目名

キャリアデザインⅠ

授業担当教員

森本

康太郎

成績担当教員

森本

康太郎

開講年次

2年

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
本科目では、職業理解と自己理解を深め、これらを踏まえて自分が目指したいキャリアのあり方について検討し
ていく。このことを通じて、自分の目指したいキャリアを実現するために何が必要なのかに気づき、必要な行動
計画を立てる準備をする。さらに、自己洞察を通じて、今後の学生生活を充実させることの意義と、そのために
とるべき行動について認識することを目指す。
本科目は、講義内容を記録した動画を一定期間に視聴し、所定の課題を提出するオンデマンド型の遠隔授業で実
施する。
到達目標
1. 職業や産業、労働の世界に関する基礎的事項を説明できる。
2. キャリアプランニングに必要な自己理解を行い、将来を展望することができる。
3. キャリアプランニングについての気づきや基礎的知識を文章で表現することができる。
授業計画
第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回
第8回
第9回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回

オリエンテーション
社会・経済・雇用の変化
就職活動の変化
働き方の変化
業界、企業への着目
第1回～第5回の振り返り
採用担当者の視点（1）
採用担当者の視点（2）
インターンシップの意義と活用法
職業適性とキャリアプランニング
キャリア自己診断の実施と結果の読み取り
自分の持つ強みの理解
今までの人生経験から自己理解を深める
コミュニケーションから自己理解を深める
ライフキャリアと人生の多重役割

事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
授業（1回につき2時間と計算）と事前事後のあわせて1単位あたり45時間が必要である。職業理解と自己理解を深
めるために、毎授業で行ったワークおよび返却された前回のレポートを見直すことで、毎回約2時間の学修が必要
である。
課題に対するフィードバックの方法
毎回のミニレポートなど、提出された課題はすべて評価を付して返却する。
成績評価の方法・基準（方針）
・毎回のミニレポートならびにクイズ等で評価する。
・事由なく欠席5回以上はK評価とする。
・「理由のある欠席」の場合、その回の授業に関する特別課題によって評価する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

授業内での評価

0

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

0

その他

100

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

講義内容に関する基礎的知識の理解度、講義内容を踏 1、2、3
まえた自身の考えや洞察に関する文章内容

キャリアデザインⅠ

テキスト

使用しない。適宜プリントを配布する。

参考書

必要に応じて授業の中で指示する。

履修条件・他の科目との関連 「キャリア基礎Ⅱ」を受講していることが望ましい。

キャリアデザインⅠ

授業コード

10302122

授業種別

授業科目名

キャリアデザインⅠ

授業担当教員

山本

幸一

成績担当教員

山本

幸一

開講年次

2年

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
本科目では、職業理解と自己理解を深め、これらを踏まえて自分が目指したいキャリアのあり方について検討し
ていく。このことを通じて、自分の目指したいキャリアを実現するために何が必要なのかに気づき、必要な行動
計画を立てる準備をする。さらに、自己洞察を通じて、今後の学生生活を充実させることの意義と、そのために
とるべき行動について認識することを目指す。
本科目は、講義内容を記録した動画を一定期間に視聴し、所定の課題を提出するオンデマンド型の遠隔授業で実
施する。
到達目標
1. 職業や産業、労働の世界に関する基礎的事項を説明できる。
2. キャリアプランニングに必要な自己理解を行い、将来を展望することができる。
3. キャリアプランニングについての気づきや基礎的知識を文章で表現することができる。
授業計画
第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回
第8回
第9回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回

オリエンテーション
社会・経済・雇用の変化
就職活動の変化
働き方の変化
業界、企業への着目
第1回～第5回の振り返り
採用担当者の視点（1）
採用担当者の視点（2）
インターンシップの意義と活用法
職業適性とキャリアプランニング
キャリア自己診断の実施と結果の読み取り
自分の持つ強みの理解
今までの人生経験から自己理解を深める
コミュニケーションから自己理解を深める
ライフキャリアと人生の多重役割

事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
授業（1回につき2時間と計算）と事前事後のあわせて1単位あたり45時間が必要である。職業理解と自己理解を深
めるために、毎授業で行ったワークおよび返却された前回のレポートを見直すことで、毎回約2時間の学修が必要
である。
課題に対するフィードバックの方法
毎回のミニレポートなど、提出された課題はすべて評価を付して返却する。
成績評価の方法・基準（方針）
・毎回のミニレポートならびにクイズ等で評価する。
・事由なく欠席5回以上はK評価とする。
・「理由のある欠席」の場合、その回の授業に関する特別課題によって評価する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

授業内での評価

0

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

0

その他

100

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

講義内容に関する基礎的知識の理解度、講義内容を踏 1、2、3
まえた自身の考えや洞察に関する文章内容

キャリアデザインⅠ

テキスト

使用しない。適宜プリントを配布する。

参考書

必要に応じて授業の中で指示する。

履修条件・他の科目との関連 「キャリア基礎Ⅱ」を受講していることが望ましい。

キャリアデザインⅠ

授業コード

10302201

授業種別

授業科目名

キャリアデザインⅡ

授業担当教員

森本

康太郎

成績担当教員

森本

康太郎

開講年次

3年

実務家教員による授業

演習

開講期

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
本科目では、自身の進路・就職を具体的に考え、キャリアプランニングに取り組み、社会的・職業的自立に向け
た準備を行うことを目的とする。具体的には、雇用環境や就職活動に関する基礎的知識、実践的な活動内容を学
び、今後の就職活動に円滑に進めることを目指す。
到達目標
1. 雇用環境や就職活動に関する基礎的知識、実践的な活動内容を説明できる。
2. 目指す進路・就職を実現するために必要な事柄を理解し、その準備に着手することができる。
3. 社会的・職業的自立に向けての気づきや行動計画を文章で表現することができる。
授業計画
第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回
第8回
第9回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回

オリエンテーション
自己理解と職業理解を踏まえた今後の準備
職業理解の基礎知識
業界研究・企業研究
インターンシップ（課外）の活用
筆記試験で求められるもの
自己分析①
自己分析②
エントリーシートの作成①
エントリーシートの作成②
就職活動で求められるマナー
グループディスカッションの実践
面接の実践①
面接の実践②
今後の行動計画、就職活動に向けた留意事項等

事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
授業（1回につき2時間と計算）と事前事後のあわせて1単位あたり45時間が必要である。職業理解と自己理解を深
めるために、毎授業で行ったワークおよび返却された前回のレポートを見直すことで、毎回約2時間の学修が必要
である。
課題に対するフィードバックの方法
毎回のミニレポートならびに提出された課題はすべて評価を付して返却する。
成績評価の方法・基準（方針）
・毎回のミニレポートおよび適宜課題で評価する。
・事由なく欠席5回以上はK評価とする。
・「理由のある欠席」の場合、その回の授業に関する特別課題によって評価する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

授業内での評価

0

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

0

その他

100

テキスト

使用しない。適宜プリントを配布する。

評価対象となる到達目標

講義内容に関する基礎的知識の理解度、講義内容を踏 1、2、3
まえた自身の考えや洞察、今後の行動計画に関する文章
内容

キャリアデザインⅡ

参考書

必要に応じて授業の中で指示する。

履修条件・他の科目との関連 「キャリアデザインⅠ」を履修していることが望ましい。

キャリアデザインⅡ

授業コード

10302202

授業種別

授業科目名

キャリアデザインⅡ

授業担当教員

中村

優子

成績担当教員

中村

優子

開講年次

3年

実務家教員による授業

演習

開講期

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
本科目では、自身の進路・就職を具体的に考え、キャリアプランニングに取り組み、社会的・職業的自立に向け
た準備を行うことを目的とする。具体的には、雇用環境や就職活動に関する基礎的知識、実践的な活動内容を学
び、今後の就職活動に円滑に進めることを目指す。
到達目標
1. 雇用環境や就職活動に関する基礎的知識、実践的な活動内容を説明できる。
2. 目指す進路・就職を実現するために必要な事柄を理解し、その準備に着手することができる。
3. 社会的・職業的自立に向けての気づきや行動計画を文章で表現することができる。
授業計画
第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回
第8回
第9回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回

オリエンテーション
自己理解と職業理解を踏まえた今後の準備
職業理解の基礎知識
業界研究・企業研究
インターンシップ（課外）の活用
筆記試験で求められるもの
自己分析①
自己分析②
エントリーシートの作成①
エントリーシートの作成②
就職活動で求められるマナー
グループディスカッションの実践
面接の実践①
面接の実践②
今後の行動計画、就職活動に向けた留意事項等

事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
授業（1回につき2時間と計算）と事前事後のあわせて1単位あたり45時間が必要である。職業理解と自己理解を深
めるために、毎授業で行ったワークおよび返却された前回のレポートを見直すことで、毎回約2時間の学修が必要
である。
課題に対するフィードバックの方法
毎回のミニレポートならびに提出された課題はすべて評価を付して返却する。
成績評価の方法・基準（方針）
・毎回のミニレポートおよび適宜課題で評価する。
・事由なく欠席5回以上はK評価とする。
・「理由のある欠席」の場合、その回の授業に関する特別課題によって評価する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

授業内での評価

0

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

0

その他

100

テキスト

使用しない。適宜プリントを配布する。

評価対象となる到達目標

講義内容に関する基礎的知識の理解度、講義内容を踏 1、2、3
まえた自身の考えや洞察、今後の行動計画に関する文章
内容

キャリアデザインⅡ

参考書

必要に応じて授業の中で指示する。

履修条件・他の科目との関連 「キャリアデザインⅠ」を履修していることが望ましい。

キャリアデザインⅡ

授業コード

10302203

授業種別

授業科目名

キャリアデザインⅡ

授業担当教員

山本

幸一

成績担当教員

山本

幸一

開講年次

3年

実務家教員による授業

演習

開講期

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
本科目では、自身の進路・就職を具体的に考え、キャリアプランニングに取り組み、社会的・職業的自立に向け
た準備を行うことを目的とする。具体的には、雇用環境や就職活動に関する基礎的知識、実践的な活動内容を学
び、今後の就職活動に円滑に進めることを目指す。
到達目標
1. 雇用環境や就職活動に関する基礎的知識、実践的な活動内容を説明できる。
2. 目指す進路・就職を実現するために必要な事柄を理解し、その準備に着手することができる。
3. 社会的・職業的自立に向けての気づきや行動計画を文章で表現することができる。
授業計画
第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回
第8回
第9回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回

オリエンテーション
自己理解と職業理解を踏まえた今後の準備
職業理解の基礎知識
業界研究・企業研究
インターンシップ（課外）の活用
筆記試験で求められるもの
自己分析①
自己分析②
エントリーシートの作成①
エントリーシートの作成②
就職活動で求められるマナー
グループディスカッションの実践
面接の実践①
面接の実践②
今後の行動計画、就職活動に向けた留意事項等

事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
授業（1回につき2時間と計算）と事前事後のあわせて1単位あたり45時間が必要である。職業理解と自己理解を深
めるために、毎授業で行ったワークおよび返却された前回のレポートを見直すことで、毎回約2時間の学修が必要
である。
課題に対するフィードバックの方法
毎回のミニレポートならびに提出された課題はすべて評価を付して返却する。
成績評価の方法・基準（方針）
・毎回のミニレポートおよび適宜課題で評価する。
・事由なく欠席5回以上はK評価とする。
・「理由のある欠席」の場合、その回の授業に関する特別課題によって評価する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

授業内での評価

0

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

0

その他

100

テキスト

使用しない。適宜プリントを配布する。

評価対象となる到達目標

講義内容に関する基礎的知識の理解度、講義内容を踏 1、2、3
まえた自身の考えや洞察、今後の行動計画に関する文章
内容

キャリアデザインⅡ

参考書

必要に応じて授業の中で指示する。

履修条件・他の科目との関連 「キャリアデザインⅠ」を履修していることが望ましい。

キャリアデザインⅡ

授業コード

10302211

授業種別

授業科目名

キャリアデザインⅡ

授業担当教員

山本

幸一

成績担当教員

山本

幸一

開講年次

3年

実務家教員による授業

演習

開講期

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
本科目では、自身の進路・就職を具体的に考え、キャリアプランニングに取り組み、社会的・職業的自立に向け
た準備を行うことを目的とする。具体的には、雇用環境や就職活動に関する基礎的知識、実践的な活動内容を学
び、今後の就職活動に円滑に進めることを目指す。
到達目標
1. 雇用環境や就職活動に関する基礎的知識、実践的な活動内容を説明できる。
2. 目指す進路・就職を実現するために必要な事柄を理解し、その準備に着手することができる。
3. 社会的・職業的自立に向けての気づきや行動計画を文章で表現することができる。
授業計画
第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回
第8回
第9回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回

オリエンテーション
自己理解と職業理解を踏まえた今後の準備
職業理解の基礎知識
業界研究・企業研究
インターンシップ（課外）の活用
筆記試験で求められるもの
自己分析①
自己分析②
エントリーシートの作成①
エントリーシートの作成②
就職活動で求められるマナー
グループディスカッションの実践
面接の実践①
面接の実践②
今後の行動計画、就職活動に向けた留意事項等

事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
授業（1回につき2時間と計算）と事前事後のあわせて1単位あたり45時間が必要である。職業理解と自己理解を深
めるために、毎授業で行ったワークおよび返却された前回のレポートを見直すことで、毎回約2時間の学修が必要
である。
課題に対するフィードバックの方法
毎回のミニレポートならびに提出された課題はすべて評価を付して返却する。
成績評価の方法・基準（方針）
・毎回のミニレポートおよび適宜課題で評価する。
・事由なく欠席5回以上はK評価とする。
・「理由のある欠席」の場合、その回の授業に関する特別課題によって評価する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

授業内での評価

0

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

0

その他

100

テキスト

使用しない。適宜プリントを配布する。

評価対象となる到達目標

講義内容に関する基礎的知識の理解度、講義内容を踏 1、2、3
まえた自身の考えや洞察、今後の行動計画に関する文章
内容

キャリアデザインⅡ

参考書

必要に応じて授業の中で指示する。

履修条件・他の科目との関連 「キャリアデザインⅠ」を履修していることが望ましい。

キャリアデザインⅡ

授業コード

10302212

授業種別

授業科目名

キャリアデザインⅡ

授業担当教員

森本

康太郎

成績担当教員

森本

康太郎

開講年次

3年

実務家教員による授業

演習

開講期

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
本科目では、自身の進路・就職を具体的に考え、キャリアプランニングに取り組み、社会的・職業的自立に向け
た準備を行うことを目的とする。具体的には、雇用環境や就職活動に関する基礎的知識、実践的な活動内容を学
び、今後の就職活動に円滑に進めることを目指す。
到達目標
1. 雇用環境や就職活動に関する基礎的知識、実践的な活動内容を説明できる。
2. 目指す進路・就職を実現するために必要な事柄を理解し、その準備に着手することができる。
3. 社会的・職業的自立に向けての気づきや行動計画を文章で表現することができる。
授業計画
第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回
第8回
第9回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回

オリエンテーション
自己理解と職業理解を踏まえた今後の準備
職業理解の基礎知識
業界研究・企業研究
インターンシップ（課外）の活用
筆記試験で求められるもの
自己分析①
自己分析②
エントリーシートの作成①
エントリーシートの作成②
就職活動で求められるマナー
グループディスカッションの実践
面接の実践①
面接の実践②
今後の行動計画、就職活動に向けた留意事項等

事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
授業（1回につき2時間と計算）と事前事後のあわせて1単位あたり45時間が必要である。職業理解と自己理解を深
めるために、毎授業で行ったワークおよび返却された前回のレポートを見直すことで、毎回約2時間の学修が必要
である。
課題に対するフィードバックの方法
毎回のミニレポートならびに提出された課題はすべて評価を付して返却する。
成績評価の方法・基準（方針）
・毎回のミニレポートおよび適宜課題で評価する。
・事由なく欠席5回以上はK評価とする。
・「理由のある欠席」の場合、その回の授業に関する特別課題によって評価する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

授業内での評価

0

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

0

その他

100

テキスト

使用しない。適宜プリントを配布する。

評価対象となる到達目標

講義内容に関する基礎的知識の理解度、講義内容を踏 1、2、3
まえた自身の考えや洞察、今後の行動計画に関する文章
内容

キャリアデザインⅡ

参考書

必要に応じて授業の中で指示する。

履修条件・他の科目との関連 「キャリアデザインⅠ」を履修していることが望ましい。

キャリアデザインⅡ

授業コード

10302213

授業種別

授業科目名

キャリアデザインⅡ

授業担当教員

中村

優子

成績担当教員

中村

優子

開講年次

3年

実務家教員による授業

演習

開講期

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
本科目では、自身の進路・就職を具体的に考え、キャリアプランニングに取り組み、社会的・職業的自立に向け
た準備を行うことを目的とする。具体的には、雇用環境や就職活動に関する基礎的知識、実践的な活動内容を学
び、今後の就職活動に円滑に進めることを目指す。
到達目標
1. 雇用環境や就職活動に関する基礎的知識、実践的な活動内容を説明できる。
2. 目指す進路・就職を実現するために必要な事柄を理解し、その準備に着手することができる。
3. 社会的・職業的自立に向けての気づきや行動計画を文章で表現することができる。
授業計画
第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回
第8回
第9回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回

オリエンテーション
自己理解と職業理解を踏まえた今後の準備
職業理解の基礎知識
業界研究・企業研究
インターンシップ（課外）の活用
筆記試験で求められるもの
自己分析①
自己分析②
エントリーシートの作成①
エントリーシートの作成②
就職活動で求められるマナー
グループディスカッションの実践
面接の実践①
面接の実践②
今後の行動計画、就職活動に向けた留意事項等

事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
授業（1回につき2時間と計算）と事前事後のあわせて1単位あたり45時間が必要である。職業理解と自己理解を深
めるために、毎授業で行ったワークおよび返却された前回のレポートを見直すことで、毎回約2時間の学修が必要
である。
課題に対するフィードバックの方法
毎回のミニレポートならびに提出された課題はすべて評価を付して返却する。
成績評価の方法・基準（方針）
・毎回のミニレポートおよび適宜課題で評価する。
・事由なく欠席5回以上はK評価とする。
・「理由のある欠席」の場合、その回の授業に関する特別課題によって評価する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

授業内での評価

0

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

0

その他

100

テキスト

使用しない。適宜プリントを配布する。

評価対象となる到達目標

講義内容に関する基礎的知識の理解度、講義内容を踏 1、2、3
まえた自身の考えや洞察、今後の行動計画に関する文章
内容

キャリアデザインⅡ

参考書

必要に応じて授業の中で指示する。

履修条件・他の科目との関連 「キャリアデザインⅠ」を履修していることが望ましい。

キャリアデザインⅡ

授業コード

10302221

授業種別

授業科目名

キャリアデザインⅡ

授業担当教員

森本

康太郎

成績担当教員

森本

康太郎

開講年次

3年

実務家教員による授業

演習

開講期

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
本科目では、自身の進路・就職を具体的に考え、キャリアプランニングに取り組み、社会的・職業的自立に向け
た準備を行うことを目的とする。具体的には、雇用環境や就職活動に関する基礎的知識、実践的な活動内容を学
び、今後の就職活動に円滑に進めることを目指す。
到達目標
1. 雇用環境や就職活動に関する基礎的知識、実践的な活動内容を説明できる。
2. 目指す進路・就職を実現するために必要な事柄を理解し、その準備に着手することができる。
3. 社会的・職業的自立に向けての気づきや行動計画を文章で表現することができる。
授業計画
第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回
第8回
第9回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回

オリエンテーション
自己理解と職業理解を踏まえた今後の準備
職業理解の基礎知識
業界研究・企業研究
インターンシップ（課外）の活用
筆記試験で求められるもの
自己分析①
自己分析②
エントリーシートの作成①
エントリーシートの作成②
就職活動で求められるマナー
グループディスカッションの実践
面接の実践①
面接の実践②
今後の行動計画、就職活動に向けた留意事項等

事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
授業（1回につき2時間と計算）と事前事後のあわせて1単位あたり45時間が必要である。職業理解と自己理解を深
めるために、毎授業で行ったワークおよび返却された前回のレポートを見直すことで、毎回約2時間の学修が必要
である。
課題に対するフィードバックの方法
毎回のミニレポートならびに提出された課題はすべて評価を付して返却する。
成績評価の方法・基準（方針）
・毎回のミニレポートおよび適宜課題で評価する。
・事由なく欠席5回以上はK評価とする。
・「理由のある欠席」の場合、その回の授業に関する特別課題によって評価する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

授業内での評価

0

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

0

その他

100

テキスト

使用しない。適宜プリントを配布する。

評価対象となる到達目標

講義内容に関する基礎的知識の理解度、講義内容を踏 1、2、3
まえた自身の考えや洞察、今後の行動計画に関する文章
内容

キャリアデザインⅡ

参考書

必要に応じて授業の中で指示する。

履修条件・他の科目との関連 「キャリアデザインⅠ」を履修していることが望ましい。

キャリアデザインⅡ

授業コード

10302222

授業種別

授業科目名

キャリアデザインⅡ

授業担当教員

浜崎

美恵子

成績担当教員

浜崎

美恵子

開講年次

3年

実務家教員による授業

演習

開講期

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
本科目では、自身の進路・就職を具体的に考え、キャリアプランニングに取り組み、社会的・職業的自立に向け
た準備を行うことを目的とする。具体的には、雇用環境や就職活動に関する基礎的知識、実践的な活動内容を学
び、今後の就職活動に円滑に進めることを目指す。
到達目標
1. 雇用環境や就職活動に関する基礎的知識、実践的な活動内容を説明できる。
2. 目指す進路・就職を実現するために必要な事柄を理解し、その準備に着手することができる。
3. 社会的・職業的自立に向けての気づきや行動計画を文章で表現することができる。
授業計画
第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回
第8回
第9回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回

オリエンテーション
自己理解と職業理解を踏まえた今後の準備
職業理解の基礎知識
業界研究・企業研究
インターンシップ（課外）の活用
筆記試験で求められるもの
自己分析①
自己分析②
エントリーシートの作成①
エントリーシートの作成②
就職活動で求められるマナー
グループディスカッションの実践
面接の実践①
面接の実践②
今後の行動計画、就職活動に向けた留意事項等

事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
授業（1回につき2時間と計算）と事前事後のあわせて1単位あたり45時間が必要である。職業理解と自己理解を深
めるために、毎授業で行ったワークおよび返却された前回のレポートを見直すことで、毎回約2時間の学修が必要
である。
課題に対するフィードバックの方法
毎回のミニレポートならびに提出された課題はすべて評価を付して返却する。
成績評価の方法・基準（方針）
・毎回のミニレポートおよび適宜課題で評価する。
・事由なく欠席5回以上はK評価とする。
・「理由のある欠席」の場合、その回の授業に関する特別課題によって評価する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

授業内での評価

0

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

0

その他

100

テキスト

使用しない。適宜プリントを配布する。

評価対象となる到達目標

講義内容に関する基礎的知識の理解度、講義内容を踏 1、2、3
まえた自身の考えや洞察、今後の行動計画に関する文章
内容

キャリアデザインⅡ

参考書

必要に応じて授業の中で指示する。

履修条件・他の科目との関連 「キャリアデザインⅠ」を履修していることが望ましい。

キャリアデザインⅡ

授業コード

10302223

授業種別

授業科目名

キャリアデザインⅡ

授業担当教員

岡田

麻衣子

成績担当教員

岡田

麻衣子

開講年次

3年

実務家教員による授業

演習

開講期

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
本科目では、自身の進路・就職を具体的に考え、キャリアプランニングに取り組み、社会的・職業的自立に向け
た準備を行うことを目的とする。具体的には、雇用環境や就職活動に関する基礎的知識、実践的な活動内容を学
び、今後の就職活動に円滑に進めることを目指す。
到達目標
1. 雇用環境や就職活動に関する基礎的知識、実践的な活動内容を説明できる。
2. 目指す進路・就職を実現するために必要な事柄を理解し、その準備に着手することができる。
3. 社会的・職業的自立に向けての気づきや行動計画を文章で表現することができる。
授業計画
第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回
第8回
第9回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回

オリエンテーション
自己理解と職業理解を踏まえた今後の準備
職業理解の基礎知識
業界研究・企業研究
インターンシップ（課外）の活用
筆記試験で求められるもの
自己分析①
自己分析②
エントリーシートの作成①
エントリーシートの作成②
就職活動で求められるマナー
グループディスカッションの実践
面接の実践①
面接の実践②
今後の行動計画、就職活動に向けた留意事項等

事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
授業（1回につき2時間と計算）と事前事後のあわせて1単位あたり45時間が必要である。職業理解と自己理解を深
めるために、毎授業で行ったワークおよび返却された前回のレポートを見直すことで、毎回約2時間の学修が必要
である。
課題に対するフィードバックの方法
毎回のミニレポートならびに提出された課題はすべて評価を付して返却する。
成績評価の方法・基準（方針）
・毎回のミニレポートおよび適宜課題で評価する。
・事由なく欠席5回以上はK評価とする。
・「理由のある欠席」の場合、その回の授業に関する特別課題によって評価する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

授業内での評価

0

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

0

その他

100

テキスト

使用しない。適宜プリントを配布する。

評価対象となる到達目標

講義内容に関する基礎的知識の理解度、講義内容を踏 1、2、3
まえた自身の考えや洞察、今後の行動計画に関する文章
内容

キャリアデザインⅡ

参考書

必要に応じて授業の中で指示する。

履修条件・他の科目との関連 「キャリアデザインⅠ」を履修していることが望ましい。

キャリアデザインⅡ

授業コード

10302224

授業種別

授業科目名

キャリアデザインⅡ

授業担当教員

山本

幸一

成績担当教員

山本

幸一

開講年次

3年

実務家教員による授業

演習

開講期

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
本科目では、自身の進路・就職を具体的に考え、キャリアプランニングに取り組み、社会的・職業的自立に向け
た準備を行うことを目的とする。具体的には、雇用環境や就職活動に関する基礎的知識、実践的な活動内容を学
び、今後の就職活動に円滑に進めることを目指す。
到達目標
1. 雇用環境や就職活動に関する基礎的知識、実践的な活動内容を説明できる。
2. 目指す進路・就職を実現するために必要な事柄を理解し、その準備に着手することができる。
3. 社会的・職業的自立に向けての気づきや行動計画を文章で表現することができる。
授業計画
第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回
第8回
第9回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回

オリエンテーション
自己理解と職業理解を踏まえた今後の準備
職業理解の基礎知識
業界研究・企業研究
インターンシップ（課外）の活用
筆記試験で求められるもの
自己分析①
自己分析②
エントリーシートの作成①
エントリーシートの作成②
就職活動で求められるマナー
グループディスカッションの実践
面接の実践①
面接の実践②
今後の行動計画、就職活動に向けた留意事項等

事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
授業（1回につき2時間と計算）と事前事後のあわせて1単位あたり45時間が必要である。職業理解と自己理解を深
めるために、毎授業で行ったワークおよび返却された前回のレポートを見直すことで、毎回約2時間の学修が必要
である。
課題に対するフィードバックの方法
毎回のミニレポートならびに提出された課題はすべて評価を付して返却する。
成績評価の方法・基準（方針）
・毎回のミニレポートおよび適宜課題で評価する。
・事由なく欠席5回以上はK評価とする。
・「理由のある欠席」の場合、その回の授業に関する特別課題によって評価する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

授業内での評価

0

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

0

その他

100

テキスト

使用しない。適宜プリントを配布する。

評価対象となる到達目標

講義内容に関する基礎的知識の理解度、講義内容を踏 1、2、3
まえた自身の考えや洞察、今後の行動計画に関する文章
内容

キャリアデザインⅡ

参考書

必要に応じて授業の中で指示する。

履修条件・他の科目との関連 「キャリアデザインⅠ」を履修していることが望ましい。

キャリアデザインⅡ

授業コード

10302225

授業種別

授業科目名

キャリアデザインⅡ

授業担当教員

香川

愁吾

成績担当教員

香川

愁吾

開講年次

3年

実務家教員による授業

演習

開講期

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
本科目では、自身の進路・就職を具体的に考え、キャリアプランニングに取り組み、社会的・職業的自立に向け
た準備を行うことを目的とする。具体的には、雇用環境や就職活動に関する基礎的知識、実践的な活動内容を学
び、今後の就職活動に円滑に進めることを目指す。
到達目標
1. 雇用環境や就職活動に関する基礎的知識、実践的な活動内容を説明できる。
2. 目指す進路・就職を実現するために必要な事柄を理解し、その準備に着手することができる。
3. 社会的・職業的自立に向けての気づきや行動計画を文章で表現することができる。
授業計画
第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回
第8回
第9回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回

オリエンテーション
自己理解と職業理解を踏まえた今後の準備
職業理解の基礎知識
業界研究・企業研究
インターンシップ（課外）の活用
筆記試験で求められるもの
自己分析①
自己分析②
エントリーシートの作成①
エントリーシートの作成②
就職活動で求められるマナー
グループディスカッションの実践
面接の実践①
面接の実践②
今後の行動計画、就職活動に向けた留意事項等

事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
授業（1回につき2時間と計算）と事前事後のあわせて1単位あたり45時間が必要である。職業理解と自己理解を深
めるために、毎授業で行ったワークおよび返却された前回のレポートを見直すことで、毎回約2時間の学修が必要
である。
課題に対するフィードバックの方法
毎回のミニレポートならびに提出された課題はすべて評価を付して返却する。
成績評価の方法・基準（方針）
・毎回のミニレポートおよび適宜課題で評価する。
・事由なく欠席5回以上はK評価とする。
・「理由のある欠席」の場合、その回の授業に関する特別課題によって評価する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

授業内での評価

0

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

0

その他

100

テキスト

使用しない。適宜プリントを配布する。

評価対象となる到達目標

講義内容に関する基礎的知識の理解度、講義内容を踏 1、2、3
まえた自身の考えや洞察、今後の行動計画に関する文章
内容

キャリアデザインⅡ

参考書

必要に応じて授業の中で指示する。

履修条件・他の科目との関連 「キャリアデザインⅠ」を履修していることが望ましい。

キャリアデザインⅡ

授業コード

10302291

授業種別

授業科目名

キャリアデザインⅡ

授業担当教員

森本

康太郎

成績担当教員

森本

康太郎

開講年次

3年

実務家教員による授業

演習

開講期

後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
本科目では、自身の進路・就職を具体的に考え、キャリアプランニングに取り組み、社会的・職業的自立に向け
た準備を行うことを目的とする。具体的には、雇用環境や就職活動に関する基礎的知識、実践的な活動内容を学
び、今後の就職活動に円滑に進めることを目指す。
到達目標
1. 雇用環境や就職活動に関する基礎的知識、実践的な活動内容を説明できる。
2. 目指す進路・就職を実現するために必要な事柄を理解し、その準備に着手することができる。
3. 社会的・職業的自立に向けての気づきや行動計画を文章で表現することができる。
授業計画
第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回
第8回
第9回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回

オリエンテーション
自己理解と職業理解を踏まえた今後の準備
職業理解の基礎知識
業界研究・企業研究
インターンシップ（課外）の活用
筆記試験で求められるもの
自己分析①
自己分析②
エントリーシートの作成①
エントリーシートの作成②
就職活動で求められるマナー
グループディスカッションの実践
面接の実践①
面接の実践②
今後の行動計画、就職活動に向けた留意事項等

事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
授業（1回につき2時間と計算）と事前事後のあわせて1単位あたり45時間が必要である。職業理解と自己理解を深
めるために、毎授業で行ったワークおよび返却された前回のレポートを見直すことで、毎回約2時間の学修が必要
である。
課題に対するフィードバックの方法
毎回のミニレポートならびに提出された課題はすべて評価を付して返却する。
成績評価の方法・基準（方針）
・毎回のミニレポートおよび適宜課題で評価する。
・事由なく欠席5回以上はK評価とする。
・「理由のある欠席」の場合、その回の授業に関する特別課題によって評価する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

授業内での評価

0

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

0

その他

100

テキスト

使用しない。適宜プリントを配布する。

評価対象となる到達目標

講義内容に関する基礎的知識の理解度、講義内容を踏 1、2、3
まえた自身の考えや洞察、今後の行動計画に関する文章
内容

キャリアデザインⅡ

参考書

必要に応じて授業の中で指示する。

履修条件・他の科目との関連 「キャリアデザインⅠ」を履修していることが望ましい。

キャリアデザインⅡ

授業コード

10403401

授業種別

授業科目名

ﾌｭｰﾁｬｰ･ｽｷﾙｽﾞ･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ(FSP)

授業担当教員

森本

康太郎

成績担当教員

森本

康太郎

開講年次

1年

実務家教員による授業

演習

開講期

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
本科目は、大学と企業が連携する「産学連携」による、社会で実際にある課題の解決に向けて挑戦する「課題解
決型」（Project Based Learning: PBL）の授業です。協力企業2社から示される課題テーマに対して提案を行う
ため、プロジェクト活動（情報収集、グループ議論、発表）に取り組んでいきます。協力企業の方がそれぞれ来
学され、発表に対する評価やコメントをいただきます。この授業のプロジェクトの経験によって、「大学でいか
に学ぶべきか」「学んだことをどのように役立てるか」を考え、自分のキャリアを形成していくことにつなげて
いきます。
到達目標
1．目的意識を持って主体的に学ぶ姿勢を身につける。
2．大学での学びを「社会」や「社会で求められる能力」と結び付けて考えることができる。
3．課題解決に必要な基本的な能力を身につけ、チームで力を合わせて課題を遂行することができる。
授業計画
第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回
第8回
第9回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回

オリエンテーション
マインドセット・チーム編成・課題の進め方
プロジェクトA（協力企業A）】①協力企業からの課題提示
【プロジェクトA（協力企業A）】②グループ活動
【プロジェクトA（協力企業A）】③協力企業への一次提案
【プロジェクトA（協力企業A）】④グループ活動
【プロジェクトA（協力企業A）】⑤企業への最終提案・評価
振り返り・チームの再編
【プロジェクトB（協力企業B）】①協力企業からの課題提示
【プロジェクトB（協力企業B）】②グループ活動
【プロジェクトB（協力企業B）】③協力企業への一次提案
【プロジェクトB（協力企業B）】④グループ活動
【プロジェクトB（協力企業B）】⑤企業への最終提案・評価
全体の振り返り
今後の学びの検討、自分Project宣言

事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
図書館で新聞、雑誌、本を読み、自宅や大学で様々な情報を調べるなど、大学生としてしっかり勉強する姿勢が
重要となります。課題に対してチームで検討し、提案することになるため、授業時間以外の場でも自主的に集ま
り、準備することもあります。
課題に対するフィードバックの方法
毎回提出するリアクションシートに書かれた質問等に対して、次回授業の冒頭で回答します。
成績評価の方法・基準（方針）
授業への参加度、チーム活動評価、最終レポート、プレゼンテーション評価
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

65

受講姿勢、チーム活動

1、2，3

授業外での評価

20

チーム活動

1、2、3

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

15

最終レポート

1、2

その他

0

テキスト

『Project Support Notebook』 (ベネッセコーポレーション）

参考書
ﾌｭｰﾁｬｰ･ｽｷﾙｽﾞ･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ(FSP)

参考書
履修条件・他の科目との関連 本科目は、1年次生を対象とし、課題解決に向けたプロジェクトにチャレンジしていきます。本科目を
受講するための専門知識は必要としないので、安心してください。

ﾌｭｰﾁｬｰ･ｽｷﾙｽﾞ･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ(FSP)

授業コード

10302302

授業種別

授業科目名

インターンシップⅠ

授業担当教員

堀込

孝二

成績担当教員

堀込

孝二

開講年次

2年

開講期

実習（学外）

前期

実務家教員による授業

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
本科目は、実際の企業・団体などの仕事の現場をフィールドとして、主に夏休み期間を中心に、80時間（10日）
以上の就業体験（以下、インターンシップ）を行う実習科目である。実際の仕事の現場での実践を通じて、関わ
る業界や仕事の理解、自身の得意・不得意、向き・不向き、強み・弱みなどの自己理解を深め、経験からの気づ
きや学びを、その後の学生生活や将来に向けた自律的なキャリアデザインに活かしていくことを目的とする。通
年開講の集中科目である本科目は、年度当初の履修登録はなく、①すべての研修への参加と授業課題の期限内提
出、②すべてのエントリープロセスへの参加とエントリー課題の期限内提出、③本科目で紹介する受け入れ先で
の80時間以上のインターンシップと実習中課題の期限内提出、これらの単位認定要件を充たした者を成績評価の
対象とする。本科目は、授業として行うインターンシップであり、受け入れ先も本科目の目的に賛同した企業・
団体が前提となるため、就職活動に直接結びつく可能性のある企業主導型のインターンシップではない（企業・
団体に採用意図はない）ということと、本科目の目的を理解した上で受講することを求める。
到達目標
1.インターンシップ先企業・団体の産業・業界・職種、事業や仕事の特徴を他者にわかりやすく説明することが
できる
2.自分の立場と周囲からの期待を理解し、役割を果たし、周囲に貢献することができる
3.目標を掲げ、目標達成に向けて行動し、行動を内省・省察し、行動をより良く変えていくことができる
4.経験に意味を見出し、自分の将来や学生生活にどのように活かしていくか説明することができる
授業計画
本科目は、対面での通常授業を予定しているが、受講生の人数や教室確保の状況、あるいは、授業内容の特性を
考慮し、新型コロナウィルスの感染予防として、遠隔授業として行う場合がある。
また、実際のインターンシップに関しても、社会情勢や企業・団体の受け入れ状況により、実施できない場合が
ある。しかし、実施が実現できることを前提に授業を進める。授業のスケジュールや開講日時などの詳細は、4月
に開催する正課インターンシップ科目説明会にて案内をするので、必ず参加すること。
【事前研修(1)】 オリエンテーション （授業：90分）
授業目的・内容・プログラム・スケジュール・エントリープロセス・単位認定要件・受講条件を理解する
インターンシップの参加目的を明確にし、インターンシップ参加で果たしたい目標を設定する
【事前研修(2)】 エントリーシートの作成 （授業：90分）
企業選びの考え方、エントリーシートの書き方を学び、内容を深めるための視点を理解する
【事前研修(3)】 ビジネスマナー① （授業：90分）
ビジネスで使用するEメールでの連絡とコミュニケーションなどについて、その目的と具体的方法について理解す
る
【エントリープロセス(1)】 学内選考 （連絡調整：30分・面談：60分 ※場合により複数回実施する可能性が
ある）
学内選考として、学科担当教員との個人面談面談を受ける
【事前研修(4)】 ビジネスマナー② （授業：90分）
エントリー先への事前連絡・訪問・面接の目的と具体的方法、訪問マナーについて理解する
【エントリープロセス(2)】 個人票の作成、事前訪問・受け入れ先選考（連絡調整：30分・面接：60分 ※場合
により複数回実施）
受け入れ先選考として企業・団体を訪問し、面接を受ける
【事前研修(5)】 キックオフ研修 （授業：90分）
インターンシップスタートにあたっての注意事項、実習中の心構え、実習中課題について理解する
【インターンシップ実施】 （主に夏休み期間を中心に、80時間以上のインターンシップを実施）
各受入先のプログラムでインターンシップを行い、毎日、振り返りの上、活動日誌を作成し、必要な課題に取り
組む
【事後研修】 経験の振り返り・修了報告会（授業：90分）
インターンシップ終了後、実務内容の報告と今後のアクションプランに関するプレゼンテーションを行う
事前事後の学習
必要に応じて、担当教員より指示する。
事後、毎回の授業で指示のある授業後の課題に最低1時間取り組み、期限内に提出すること。
また、エントリープロセスの中で、エントリーシートや個人票など、課題の再修正や面談を繰り返す可能性があ
る。
課題に対するフィードバックの方法
毎回の授業で全体に向け課題に対しての振り返りとフィードバックを行うともに、必要に応じて、個人に対し、
インターンシップⅠ

課題の添削・コメントを、Googleクラスルーム・OIUメール、または、直接口頭で行う。
成績評価の方法・基準（方針）
【単位認定要件】
①すべての研修への参加と授業課題の期限内提出
②すべてのエントリープロセスへの参加とエントリー課題の期限内提出
③本科目で紹介する受け入れ先での80時間以上のインターンシップと実習中課題の期限内提出
【成績評価】
すべての単位認定要件を充たした者を成績評価対象とし、提出課題と評価表を評価する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

40

授業課題、エントリー課題

1、2、3、4

授業外での評価

30

活動日誌

1、2、3、4

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

10

修了報告書（最終のレポート課題として提出）

1、2、3、4

その他

20

受入先評価

1、2、3、4

テキスト

授業内で配布する

参考書

必要に応じて、授業内で紹介する

履修条件・他の科目との関連 年度当初の履修登録はない。
受講希望者は、4月に実施する正課インターンシップ科目説明会に必ず参加すること。
説明会案内は、受講対象者全員に対し、4月初旬にUNIPAとキャリアサポートセンターHPにて案内
する。

インターンシップⅠ

授業コード

10015102

授業種別

授業科目名

インターンシップⅠ

授業担当教員

堀込

孝二

成績担当教員

堀込

孝二

開講年次

2年

開講期

実習（学外）

前期

実務家教員による授業

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
本科目は、実際の企業・団体などの仕事の現場をフィールドとして、主に夏休み期間を中心に、80時間（10日）
以上の就業体験（以下、インターンシップ）を行う実習科目である。実際の仕事の現場での実践を通じて、関わ
る業界や仕事の理解、自身の得意・不得意、向き・不向き、強み・弱みなどの自己理解を深め、経験からの気づ
きや学びを、その後の学生生活や将来に向けた自律的なキャリアデザインに活かしていくことを目的とする。通
年開講の集中科目である本科目は、年度当初の履修登録はなく、①すべての研修への参加と授業課題の期限内提
出、②すべてのエントリープロセスへの参加とエントリー課題の期限内提出、③本科目で紹介する受け入れ先で
の80時間以上のインターンシップと実習中課題の期限内提出、これらの単位認定要件を充たした者を成績評価の
対象とする。本科目は、授業として行うインターンシップであり、受け入れ先も本科目の目的に賛同した企業・
団体が前提となるため、就職活動に直接結びつく可能性のある企業主導型のインターンシップではない（企業・
団体に採用意図はない）ということと、本科目の目的を理解した上で受講することを求める。
到達目標
1.インターンシップ先企業・団体の産業・業界・職種、事業や仕事の特徴を他者にわかりやすく説明することが
できる
2.自分の立場と周囲からの期待を理解し、役割を果たし、周囲に貢献することができる
3.目標を掲げ、目標達成に向けて行動し、行動を内省・省察し、行動をより良く変えていくことができる
4.経験に意味を見出し、自分の将来や学生生活にどのように活かしていくか説明することができる
授業計画
本科目は、対面での通常授業を予定しているが、受講生の人数や教室確保の状況、あるいは、授業内容の特性を
考慮し、新型コロナウィルスの感染予防として、遠隔授業として行う場合がある。
また、実際のインターンシップに関しても、社会情勢や企業・団体の受け入れ状況により、実施できない場合が
ある。しかし、実施が実現できることを前提に授業を進める。授業のスケジュールや開講日時などの詳細は、4月
に開催する正課インターンシップ科目説明会にて案内をするので、必ず参加すること。
【事前研修(1)】 オリエンテーション （授業：90分）
授業目的・内容・プログラム・スケジュール・エントリープロセス・単位認定要件・受講条件を理解する
インターンシップの参加目的を明確にし、インターンシップ参加で果たしたい目標を設定する
【事前研修(2)】 エントリーシートの作成 （授業：90分）
企業選びの考え方、エントリーシートの書き方を学び、内容を深めるための視点を理解する
【事前研修(3)】 ビジネスマナー① （授業：90分）
ビジネスで使用するEメールでの連絡とコミュニケーションなどについて、その目的と具体的方法について理解す
る
【エントリープロセス(1)】 学内選考 （連絡調整：30分・面談：60分 ※場合により複数回実施する可能性が
ある）
学内選考として、学科担当教員との個人面談面談を受ける
【事前研修(4)】 ビジネスマナー② （授業：90分）
エントリー先への事前連絡・訪問・面接の目的と具体的方法、訪問マナーについて理解する
【エントリープロセス(2)】 個人票の作成、事前訪問・受け入れ先選考（連絡調整：30分・面接：60分 ※場合
により複数回実施）
受け入れ先選考として企業・団体を訪問し、面接を受ける
【事前研修(5)】 キックオフ研修 （授業：90分）
インターンシップスタートにあたっての注意事項、実習中の心構え、実習中課題について理解する
【インターンシップ実施】 （主に夏休み期間を中心に、80時間以上のインターンシップを実施）
各受入先のプログラムでインターンシップを行い、毎日、振り返りの上、活動日誌を作成し、必要な課題に取り
組む
【事後研修】 経験の振り返り・修了報告会（授業：90分）
インターンシップ終了後、実務内容の報告と今後のアクションプランに関するプレゼンテーションを行う
事前事後の学習
必要に応じて、担当教員より指示する。
事後、毎回の授業で指示のある授業後の課題に最低1時間取り組み、期限内に提出すること。
また、エントリープロセスの中で、エントリーシートや個人票など、課題の再修正や面談を繰り返す可能性があ
る。
課題に対するフィードバックの方法
毎回の授業で全体に向け課題に対しての振り返りとフィードバックを行うともに、必要に応じて、個人に対し、
インターンシップⅠ

課題の添削・コメントを、Googleクラスルーム・OIUメール、または、直接口頭で行う。
成績評価の方法・基準（方針）
【単位認定要件】
①すべての研修への参加と授業課題の期限内提出
②すべてのエントリープロセスへの参加とエントリー課題の期限内提出
③本科目で紹介する受け入れ先での80時間以上のインターンシップと実習中課題の期限内提出
【成績評価】
すべての単位認定要件を充たした者を成績評価対象とし、提出課題と評価表を評価する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

40

授業課題、エントリー課題

1、2、3、4

授業外での評価

30

活動日誌

1、2、3、4

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

10

修了報告書（最終のレポート課題として提出）

1、2、3、4

その他

20

受入先評価

1、2、3、4

テキスト

授業内で配布する

参考書

必要に応じて、授業内で紹介する

履修条件・他の科目との関連 年度当初の履修登録はない。
受講希望者は、4月に実施する正課インターンシップ科目説明会に必ず参加すること。
説明会案内は、受講対象者全員に対し、4月初旬にUNIPAとキャリアサポートセンターHPにて案内
する。

インターンシップⅠ

授業コード

10015202

授業種別

授業科目名

インターンシップⅡ

授業担当教員

堀込

孝二

成績担当教員

堀込

孝二

開講年次

2年

開講期

実習（学外）

前期

実務家教員による授業

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
本科目は、実際の企業・団体などの仕事の現場をフィールドとして、主に夏休み期間を中心に、80時間（10日）
以上の就業体験（以下、インターンシップ）を行う実習科目である。実際の仕事の現場での実践を通じて、関わ
る業界や仕事の理解、自身の得意・不得意、向き・不向き、強み・弱みなどの自己理解を深め、経験からの気づ
きや学びを、その後の学生生活や将来に向けた自律的なキャリアデザインに活かしていくことを目的とする。通
年開講の集中科目である本科目は、年度当初の履修登録はなく、①すべての研修への参加と授業課題の期限内提
出、②すべてのエントリープロセスへの参加とエントリー課題の期限内提出、③本科目で紹介する受け入れ先で
の80時間以上のインターンシップと実習中課題の期限内提出、これらの単位認定要件を充たした者を成績評価の
対象とする。本科目は、授業として行うインターンシップであり、受け入れ先も本科目の目的に賛同した企業・
団体が前提となるため、就職活動に直接結びつく可能性のある企業主導型のインターンシップではない（企業・
団体に採用意図はない）ということと、本科目の目的を理解した上で受講することを求める。
到達目標
1.インターンシップ先企業・団体の産業・業界・職種、事業や仕事の特徴を他者にわかりやすく説明することが
できる
2.自分の立場と周囲からの期待を理解し、役割を果たし、周囲に貢献することができる
3.目標を掲げ、目標達成に向けて行動し、行動を内省・省察し、行動をより良く変えていくことができる
4.経験に意味を見出し、自分の将来や学生生活にどのように活かしていくか説明することができる
授業計画
本科目は、対面での通常授業を予定しているが、受講生の人数や教室確保の状況、あるいは、授業内容の特性を
考慮し、新型コロナウィルスの感染予防として、遠隔授業として行う場合がある。
また、実際のインターンシップに関しても、社会情勢や企業・団体の受け入れ状況により、実施できない場合が
ある。しかし、実施が実現できることを前提に授業を進める。授業のスケジュールや開講日時などの詳細は、4月
に開催する正課インターンシップ科目説明会にて案内をするので、必ず参加すること。
【事前研修(1)】 オリエンテーション （授業：90分）
授業目的・内容・プログラム・スケジュール・エントリープロセス・単位認定要件・受講条件を理解する
インターンシップの参加目的を明確にし、インターンシップ参加で果たしたい目標を設定する
【事前研修(2)】 エントリーシートの作成 （授業：90分）
企業選びの考え方、エントリーシートの書き方を学び、内容を深めるための視点を理解する
【事前研修(3)】 ビジネスマナー① （授業：90分）
ビジネスで使用するEメールでの連絡とコミュニケーションなどについて、その目的と具体的方法について理解す
る
【エントリープロセス(1)】 学内選考 （連絡調整：30分・面談：60分 ※場合により複数回実施する可能性が
ある）
学内選考として、学科担当教員との個人面談面談を受ける
【事前研修(4)】 ビジネスマナー② （授業：90分）
エントリー先への事前連絡・訪問・面接の目的と具体的方法、訪問マナーについて理解する
【エントリープロセス(2)】 個人票の作成、事前訪問・受け入れ先選考（連絡調整：30分・面接：60分 ※場合
により複数回実施）
受け入れ先選考として企業・団体を訪問し、面接を受ける
【事前研修(5)】 キックオフ研修 （授業：90分）
インターンシップスタートにあたっての注意事項、実習中の心構え、実習中課題について理解する
【インターンシップ実施】 （主に夏休み期間を中心に、80時間以上のインターンシップを実施）
各受入先のプログラムでインターンシップを行い、毎日、振り返りの上、活動日誌を作成し、必要な課題に取り
組む
【事後研修】 経験の振り返り・修了報告会（授業：90分）
インターンシップ終了後、実務内容の報告と今後のアクションプランに関するプレゼンテーションを行う
事前事後の学習
必要に応じて、担当教員より指示する。
事後、毎回の授業で指示のある授業後の課題に最低1時間取り組み、期限内に提出すること。
また、エントリープロセスの中で、エントリーシートや個人票など、課題の再修正や面談を繰り返す可能性があ
る。
課題に対するフィードバックの方法
毎回の授業で全体に向け課題に対しての振り返りとフィードバックを行うともに、必要に応じて、個人に対し、
インターンシップⅡ

課題の添削・コメントを、Googleクラスルーム・OIUメール、または、直接口頭で行う。
成績評価の方法・基準（方針）
【単位認定要件】
①すべての研修への参加と授業課題の期限内提出
②すべてのエントリープロセスへの参加とエントリー課題の期限内提出
③本科目で紹介する受け入れ先での80時間以上のインターンシップと実習中課題の期限内提出
【成績評価】
すべての単位認定要件を充たした者を成績評価対象とし、提出課題と評価表を評価する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

40

授業課題、エントリー課題

1、2、3、4

授業外での評価

30

活動日誌

1、2、3、4

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

10

修了報告書（最終のレポート課題として提出）

1、2、3、4

その他

20

受入先評価

1、2、3、4

テキスト

授業内で配布する

参考書

必要に応じて、授業内で紹介する

履修条件・他の科目との関連 年度当初の履修登録はない。
受講希望者は、4月に実施する正課インターンシップ科目説明会に必ず参加すること。
説明会案内は、受講対象者全員に対し、4月初旬にUNIPAとキャリアサポートセンターHPにて案内
する。

インターンシップⅡ

授業コード

10302402

授業種別

授業科目名

インターンシップⅡ

授業担当教員

堀込

孝二

成績担当教員

堀込

孝二

開講年次

2年

開講期

実習（学外）

前期

実務家教員による授業

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
本科目は、実際の企業・団体などの仕事の現場をフィールドとして、主に夏休み期間を中心に、80時間（10日）
以上の就業体験（以下、インターンシップ）を行う実習科目である。実際の仕事の現場での実践を通じて、関わ
る業界や仕事の理解、自身の得意・不得意、向き・不向き、強み・弱みなどの自己理解を深め、経験からの気づ
きや学びを、その後の学生生活や将来に向けた自律的なキャリアデザインに活かしていくことを目的とする。通
年開講の集中科目である本科目は、年度当初の履修登録はなく、①すべての研修への参加と授業課題の期限内提
出、②すべてのエントリープロセスへの参加とエントリー課題の期限内提出、③本科目で紹介する受け入れ先で
の80時間以上のインターンシップと実習中課題の期限内提出、これらの単位認定要件を充たした者を成績評価の
対象とする。本科目は、授業として行うインターンシップであり、受け入れ先も本科目の目的に賛同した企業・
団体が前提となるため、就職活動に直接結びつく可能性のある企業主導型のインターンシップではない（企業・
団体に採用意図はない）ということと、本科目の目的を理解した上で受講することを求める。
到達目標
1.インターンシップ先企業・団体の産業・業界・職種、事業や仕事の特徴を他者にわかりやすく説明することが
できる
2.自分の立場と周囲からの期待を理解し、役割を果たし、周囲に貢献することができる
3.目標を掲げ、目標達成に向けて行動し、行動を内省・省察し、行動をより良く変えていくことができる
4.経験に意味を見出し、自分の将来や学生生活にどのように活かしていくか説明することができる
授業計画
本科目は、対面での通常授業を予定しているが、受講生の人数や教室確保の状況、あるいは、授業内容の特性を
考慮し、新型コロナウィルスの感染予防として、遠隔授業として行う場合がある。
また、実際のインターンシップに関しても、社会情勢や企業・団体の受け入れ状況により、実施できない場合が
ある。しかし、実施が実現できることを前提に授業を進める。授業のスケジュールや開講日時などの詳細は、4月
に開催する正課インターンシップ科目説明会にて案内をするので、必ず参加すること。
【事前研修(1)】 オリエンテーション （授業：90分）
授業目的・内容・プログラム・スケジュール・エントリープロセス・単位認定要件・受講条件を理解する
インターンシップの参加目的を明確にし、インターンシップ参加で果たしたい目標を設定する
【事前研修(2)】 エントリーシートの作成 （授業：90分）
企業選びの考え方、エントリーシートの書き方を学び、内容を深めるための視点を理解する
【事前研修(3)】 ビジネスマナー① （授業：90分）
ビジネスで使用するEメールでの連絡とコミュニケーションなどについて、その目的と具体的方法について理解す
る
【エントリープロセス(1)】 学内選考 （連絡調整：30分・面談：60分 ※場合により複数回実施する可能性が
ある）
学内選考として、学科担当教員との個人面談面談を受ける
【事前研修(4)】 ビジネスマナー② （授業：90分）
エントリー先への事前連絡・訪問・面接の目的と具体的方法、訪問マナーについて理解する
【エントリープロセス(2)】 個人票の作成、事前訪問・受け入れ先選考（連絡調整：30分・面接：60分 ※場合
により複数回実施）
受け入れ先選考として企業・団体を訪問し、面接を受ける
【事前研修(5)】 キックオフ研修 （授業：90分）
インターンシップスタートにあたっての注意事項、実習中の心構え、実習中課題について理解する
【インターンシップ実施】 （主に夏休み期間を中心に、80時間以上のインターンシップを実施）
各受入先のプログラムでインターンシップを行い、毎日、振り返りの上、活動日誌を作成し、必要な課題に取り
組む
【事後研修】 経験の振り返り・修了報告会（授業：90分）
インターンシップ終了後、実務内容の報告と今後のアクションプランに関するプレゼンテーションを行う
事前事後の学習
必要に応じて、担当教員より指示する。
事後、毎回の授業で指示のある授業後の課題に最低1時間取り組み、期限内に提出すること。
また、エントリープロセスの中で、エントリーシートや個人票など、課題の再修正や面談を繰り返す可能性があ
る。
課題に対するフィードバックの方法
毎回の授業で全体に向け課題に対しての振り返りとフィードバックを行うともに、必要に応じて、個人に対し、
インターンシップⅡ

課題の添削・コメントを、Googleクラスルーム・OIUメール、または、直接口頭で行う。
成績評価の方法・基準（方針）
【単位認定要件】
①すべての研修への参加と授業課題の期限内提出
②すべてのエントリープロセスへの参加とエントリー課題の期限内提出
③本科目で紹介する受け入れ先での80時間以上のインターンシップと実習中課題の期限内提出
【成績評価】
すべての単位認定要件を充たした者を成績評価対象とし、提出課題と評価表を評価する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

40

授業課題、エントリー課題

1、2、3、4

授業外での評価

30

活動日誌

1、2、3、4

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

10

修了報告書（最終のレポート課題として提出）

1、2、3、4

その他

20

受入先評価

1、2、3、4

テキスト

授業内で配布する

参考書

必要に応じて、授業内で紹介する

履修条件・他の科目との関連 年度当初の履修登録はない。
受講希望者は、4月に実施する正課インターンシップ科目説明会に必ず参加すること。
説明会案内は、受講対象者全員に対し、4月初旬にUNIPAとキャリアサポートセンターHPにて案内
する。

インターンシップⅡ

授業コード

10403501

授業科目名

コーオプⅠ

授業担当教員

山本

幸一

成績担当教員

山本

幸一

開講年次

1年

授業種別

開講期

演習・実習（学外）

前期

実務家教員による授業

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
本授業は、今後の学生生活を通じて、自分の歩み方（キャリア）を自分自身の力で自律的に描いていくために、
実社会の企業の現場で行う「現場探究活動」の実践から、社会や仕事の世界を見る視野を拡げ、自分と仕事、自
分と社会との繋がりを見出していく力を養うことを目的とする演習・実習科目である。「現場探究活動」とは、
本授業の中で夏休み期間を利用して企業の現場で行う合計24時間（3日程度を想定）以上の観察・インタビュー・
調査・就業体験など、仕事の理解を深めるための実践活動を指す。学期期間中の事前授業では、受け入れ先とな
る企業人とのトークセッションや自己分析ワークから、仕事に対する理解と自分の将来に対するイメージを深
め、活動の「目的と目標」を明確にしていく。また、講義やワークを通じて、「活動計画」の作成やビジネス上
で必要な「コミュニケーション学習」など、現場探究活動の実施に必要な事柄に関する事前学習を行う。そし
て、夏休み期間に実際の仕事現場で行う現場探究活動では、企業の受け入れ担当者のもと、「活動計画」に沿っ
て「探究」活動を行う。現場探究活動後の事後授業では、「経験の振り返り」と「意味づけ」を行い、最終的に
取り組みを通じて得た学びを整理した「仕事発見レポート」を作成する。⑴学期期間中に集中して行う事前授
業、⑵実習として行う夏休み期間の3日（24時間）以上の現場探究活動、⑶授業のまとめとなる事後授業、そし
て、授業外の学習を含むこれらのプロセスの中で⑷必要な課題の期限内提出と、⑸必要な取り組みの期限内実
施、すべてを漏れなく取り組むことが単位認定要件となる。
到達目標
1.
2.
3.
4.
5.
6.

客観的な視点で、物事の背景や意味を深く考えることができる
主体的に、物事の自分にとっての意味を考えることができる
深い考察から、自分なりの新たな問いを立てることができる
適切で丁寧な言葉と文章で、自分の考えを表現することができる
困難な状況にも、諦めずに努力することができる
経験を振り返り、気づきや学びを活かすことができる

授業計画
本授業は、学外の連携企業と協働で行う学内だけでは完結しない授業であるため、以下のすべてのスケジュール
に参加できることを受講の条件とする。また、事前・事後の授業は所定の日時に集中して行うため、受講希望者
はあらかじめ予定を立てておくことを求める。集中科目であるため、学生は年度当初の履修登録の必要はなく、
第2回事前授業後に教員が履修登録の手続きを行う（履修単位制限外での履修が可能）。受講希望者は5月14日
（土）13:00-14:30にオンライン（ZOOM開催）で実施する科目説明会に申込の上、必ず参加すること。科目説明会
の詳細は4月28日（木）にUNIPAで案内する。
◉事前授業
事前授業⑴ 6/4（土） 3限
【第1回】 オリエンテーション（授業概要/自己分析ワーク）
事前授業⑵ 6/11（土）3,4,5限
【第2,3,4回】 受入企業・社会人とのトークセッション（ゲストトーク/
対話/ES）
（※事前授業⑵の後に、実習希望企業を記載したエントリーシートを提出し、選考を経て、実習先を決定する。
その上で、継続意思を確認し、教員が履修登録の手続きを行う）
事前授業⑶ 7/2（土）3,4,5限
【第5,6,7,回】 現場探究活動計画の作成（目的・目標設定/活動計画/企業
訪問準備）
（※事前授業⑶の後に、実習先へ連絡の上、訪問（オンラインも想定）し、活動内容/スケジュール/日時などを
相談する）
事前授業⑷ 8/13（土）3,4限
【第8,9回】 キックオフ研修（心構え/事前準備）
◉現場実習
現場探究活動の実施期間：8/15（月）〜9/2（金）の間で、合計24時間（3日程度を想定）以上
（※実際の企業の仕事現場で受け入れ先担当者のもと、活動計画に沿って観察・インタビュー・調査・就業体験
などの探究活動を実施。具体的な活動日時は、事前の企業訪問の際に、学生と企業とで個別に日程調整する。）
◉事後授業
事後授業⑴ 9/3（土）3,4,5限
理と意味づけ）

【第10,11,12回】経験の振り返り（相互フィードバックによる経験の整

事前事後の学習
必要に応じて、担当教員より指示する。
授業（24時間）・実習（24時間）以外で、計42時間の事前事後学習が必要である。
事前授業⑴
〈事前〉シラバスを熟読の上、授業内容とスケジュールを理解しておくこと
コーオプⅠ

〈事後〉授業で行った自己分析ワークをもとに、プロフィールシートを作成すること
事前授業⑵
〈事前〉受入企業情報資料の熟読と各社のホームページを閲覧し、仕事内容を把握しておくこと
〈事後〉エントリーシートを作成すること
事前授業⑶
〈事前〉現場探究活動計画書の素案を作成しておくこと
〈事後〉受入先企業へ連絡の上、訪問もしくはオンラインで現場実習の内容/スケジュール/日時についての相談
を行う
事前授業⑷
〈事前〉打ち合わせ報告書をまとめておくこと
〈事後〉現場探究活動計画書を完成させ、受け入れ先へEメールにて提出する。また、実習に必要な準備を整える
現場実習
〈事前〉毎回の実習前には、受け入れ担当者にメール連絡を入れ、活動内容の確認を行うこと
〈事後〉毎回の実習後には、振り返りの上、活動報告書を作成する
事後授業⑴
〈事前〉仕事発見レポートを作成しておくこと
〈事後〉事後授業での他者からのフィードバックと気づき・学びを踏まえ、仕事発見レポートを完成させる
課題に対するフィードバックの方法
課題は授業内で講評する。また、必要に応じて個別にコメントを付して、あるいは口頭で直接フィードバックす
る。
成績評価の方法・基準（方針）
すべての事前授業・現場探究活動・事後授業への参加と、現場探究活動の参加に必要な課題の期限内提出、必要
な取り組みへの期限内実施を単位認定要件とする。その上で、単位認定要件を満たした者に対し、以下に示す評
価方法により総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
（その他、成績評価に関する注意事項）
・正当な理由なく、所定の事前授業・現場探究活動・事後授業に「出席しない」場合は「K評価」とする。
・正当な理由なく、期限までに「必要な課題の提出」がない場合、その時点で、それ以降の受講を認めない。
・正当な理由なく、期限までに「必要な取り組み」を行わない場合、その時点で、それ以降の受講を認めない。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

20

振り返りシート 20%

1,2,3,4,5,6

授業外での評価

40

エントリー課題 20%
活動報告書 20%

1,2,3,4,5,6

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

仕事発見レポート 40%

1,2,3,4,5,6

その他

0

テキスト

テキストは使用せず資料を配布する

参考書

必要に応じて授業内で紹介する

履修条件・他の科目との関連 ・シラバスに記載の日程を確認の上、すべてのスケジュールに参加できることを受講の条件とする
・協働先企業の数に限り（15社程度）があるため、受講人数（30〜45名程度を想定）を制限するこ
とがある
・受講者を選抜する際の方法は、第2回事前授業終了後の課題であるエントリーシートの内容とエン
トリー希望の状況等にて総合的に判断する
・集中科目であるため、学生は年度当初の履修登録の必要はなく、第2回事前授業後に継続意思
を確認し、教員が履修登録の手続きを行う（履修単位制限外での履修が可能）
・受講希望者は、科目説明会への参加を必須とする（5/14（土）13:00-14:30 オンライン,ZOOM開
催）
・科目説明会の詳細は、4月28日（木）に対象者にUNIPAにて案内する
・科目説明会の参加は申込を必須とし、説明会への不参加は、その後の受講を認めない
・事前の申し出なく、科目説明会に参加できなかった場合の事後対応（個別説明）は行わない
・新型コロナウィルスの感染拡大状況によっては、学内のガイドラインに従い、授業を延期あるいは中
止することがある
・21年度以前の入学生については、「インターンシップⅠ,Ⅱ」と同科目である

コーオプⅠ

授業コード

10015101

授業種別

授業科目名

インターンシップⅠ

授業担当教員

山本

幸一

成績担当教員

山本

幸一

開講年次

2年

開講期

実習（学外）

前期

実務家教員による授業

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
本授業は、今後の学生生活を通じて、自分の歩み方（キャリア）を自分自身の力で自律的に描いていくために、
実社会の企業の現場で行う「現場探究活動」の実践から、社会や仕事の世界を見る視野を拡げ、自分と仕事、自
分と社会との繋がりを見出していく力を養うことを目的とする演習・実習科目である。「現場探究活動」とは、
本授業の中で夏休み期間を利用して企業の現場で行う合計24時間（3日程度を想定）以上の観察・インタビュー・
調査・就業体験など、仕事の理解を深めるための実践活動を指す。学期期間中の事前授業では、受け入れ先とな
る企業人とのトークセッションや自己分析ワークから、仕事に対する理解と自分の将来に対するイメージを深
め、活動の「目的と目標」を明確にしていく。また、講義やワークを通じて、「活動計画」の作成やビジネス上
で必要な「コミュニケーション学習」など、現場探究活動の実施に必要な事柄に関する事前学習を行う。そし
て、夏休み期間に実際の仕事現場で行う現場探究活動では、企業の受け入れ担当者のもと、「活動計画」に沿っ
て「探究」活動を行う。現場探究活動後の事後授業では、「経験の振り返り」と「意味づけ」を行い、最終的に
取り組みを通じて得た学びを整理した「仕事発見レポート」を作成する。⑴学期期間中に集中して行う事前授
業、⑵実習として行う夏休み期間の3日（24時間）以上の現場探究活動、⑶授業のまとめとなる事後授業、そし
て、授業外の学習を含むこれらのプロセスの中で⑷必要な課題の期限内提出と、⑸必要な取り組みの期限内実
施、すべてを漏れなく取り組むことが単位認定要件となる。
到達目標
1.
2.
3.
4.
5.
6.

客観的な視点で、物事の背景や意味を深く考えることができる
主体的に、物事の自分にとっての意味を考えることができる
深い考察から、自分なりの新たな問いを立てることができる
適切で丁寧な言葉と文章で、自分の考えを表現することができる
困難な状況にも、諦めずに努力することができる
経験を振り返り、気づきや学びを活かすことができる

授業計画
本授業は、学外の連携企業と協働で行う学内だけでは完結しない授業であるため、以下のすべてのスケジュール
に参加できることを受講の条件とする。また、事前・事後の授業は所定の日時に集中して行うため、受講希望者
はあらかじめ予定を立てておくことを求める。集中科目であるため、学生は年度当初の履修登録の必要はなく、
第2回事前授業後に教員が履修登録の手続きを行う（履修単位制限外での履修が可能）。受講希望者は5月14日
（土）13:00-14:30にオンライン（ZOOM開催）で実施する科目説明会に申込の上、必ず参加すること。科目説明会
の詳細は4月28日（木）にUNIPAで案内する。
◉事前授業
事前授業⑴ 6/4（土） 3限
【第1回】 オリエンテーション（授業概要/自己分析ワーク）
事前授業⑵ 6/11（土）3,4,5限
【第2,3,4回】 受入企業・社会人とのトークセッション（ゲストトーク/
対話/ES）
（※事前授業⑵の後に、実習希望企業を記載したエントリーシートを提出し、選考を経て、実習先を決定する。
その上で、継続意思を確認し、教員が履修登録の手続きを行う）
事前授業⑶ 7/2（土）3,4,5限
【第5,6,7,回】 現場探究活動計画の作成（目的・目標設定/活動計画/企業
訪問準備）
（※事前授業⑶の後に、実習先へ連絡の上、訪問（オンラインも想定）し、活動内容/スケジュール/日時などを
相談する）
事前授業⑷ 8/13（土）3,4限
【第8,9回】 キックオフ研修（心構え/事前準備）
◉現場実習
現場探究活動の実施期間：8/15（月）〜9/2（金）の間で、合計24時間（3日程度を想定）以上
（※実際の企業の仕事現場で受け入れ先担当者のもと、活動計画に沿って観察・インタビュー・調査・就業体験
などの探究活動を実施。具体的な活動日時は、事前の企業訪問の際に、学生と企業とで個別に日程調整する。）
◉事後授業
事後授業⑴ 9/3（土）3,4,5限
理と意味づけ）

【第10,11,12回】経験の振り返り（相互フィードバックによる経験の整

事前事後の学習
必要に応じて、担当教員より指示する。
授業（24時間）・実習（24時間）以外で、計42時間の事前事後学習が必要である。
事前授業⑴
〈事前〉シラバスを熟読の上、授業内容とスケジュールを理解しておくこと
インターンシップⅠ

〈事後〉授業で行った自己分析ワークをもとに、プロフィールシートを作成すること
事前授業⑵
〈事前〉受入企業情報資料の熟読と各社のホームページを閲覧し、仕事内容を把握しておくこと
〈事後〉エントリーシートを作成すること
事前授業⑶
〈事前〉現場探究活動計画書の素案を作成しておくこと
〈事後〉受入先企業へ連絡の上、訪問もしくはオンラインで現場実習の内容/スケジュール/日時についての相談
を行う
事前授業⑷
〈事前〉打ち合わせ報告書をまとめておくこと
〈事後〉現場探究活動計画書を完成させ、受け入れ先へEメールにて提出する。また、実習に必要な準備を整える
現場実習
〈事前〉毎回の実習前には、受け入れ担当者にメール連絡を入れ、活動内容の確認を行うこと
〈事後〉毎回の実習後には、振り返りの上、活動報告書を作成する
事後授業⑴
〈事前〉仕事発見レポートを作成しておくこと
〈事後〉事後授業での他者からのフィードバックと気づき・学びを踏まえ、仕事発見レポートを完成させる
課題に対するフィードバックの方法
課題は授業内で講評する。また、必要に応じて個別にコメントを付して、あるいは口頭で直接フィードバックす
る。
成績評価の方法・基準（方針）
すべての事前授業・現場探究活動・事後授業への参加と、現場探究活動の参加に必要な課題の期限内提出、必要
な取り組みへの期限内実施を単位認定要件とする。その上で、単位認定要件を満たした者に対し、以下に示す評
価方法により総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
（その他、成績評価に関する注意事項）
・正当な理由なく、所定の事前授業・現場探究活動・事後授業に「出席しない」場合は「K評価」とする。
・正当な理由なく、期限までに「必要な課題の提出」がない場合、その時点で、それ以降の受講を認めない。
・正当な理由なく、期限までに「必要な取り組み」を行わない場合、その時点で、それ以降の受講を認めない。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

20

振り返りシート 20%

1,2,3,4,5,6

授業外での評価

40

エントリー課題 20%
活動報告書 20%

1,2,3,4,5,6

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

仕事発見レポート 40%

1,2,3,4,5,6

その他

0

テキスト

テキストは使用せず資料を配布する

参考書

必要に応じて授業内で紹介する

履修条件・他の科目との関連 ・シラバスに記載の日程を確認の上、すべてのスケジュールに参加できることを受講の条件とする
・協働先企業の数に限り（15社程度）があるため、受講人数（30〜45名程度を想定）を制限するこ
とがある
・受講者を選抜する際の方法は、第2回事前授業終了後の課題であるエントリーシートの内容とエン
トリー希望の状況等にて総合的に判断する
・集中科目であるため、学生は年度当初の履修登録の必要はなく、第2回事前授業後に継続意思
を確認し、教員が履修登録の手続きを行う（履修単位制限外での履修が可能）
・受講希望者は、科目説明会への参加を必須とする（5/14（土）13:00-14:30 オンライン,ZOOM開
催）
・科目説明会の詳細は、4月28日（木）に対象者にUNIPAにて案内する
・科目説明会の参加は申込を必須とし、説明会への不参加は、その後の受講を認めない
・事前の申し出なく、科目説明会に参加できなかった場合の事後対応（個別説明）は行わない
・新型コロナウィルスの感染拡大状況によっては、学内のガイドラインに従い、授業を延期あるいは中
止することがある
・21年度以前の入学生については、「インターンシップⅠ,Ⅱ」と同科目である

インターンシップⅠ

授業コード

10302301

授業種別

授業科目名

インターンシップⅠ

授業担当教員

山本

幸一

成績担当教員

山本

幸一

開講年次

2年

開講期

実習（学外）

前期

実務家教員による授業

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
本授業は、今後の学生生活を通じて、自分の歩み方（キャリア）を自分自身の力で自律的に描いていくために、
実社会の企業の現場で行う「現場探究活動」の実践から、社会や仕事の世界を見る視野を拡げ、自分と仕事、自
分と社会との繋がりを見出していく力を養うことを目的とする演習・実習科目である。「現場探究活動」とは、
本授業の中で夏休み期間を利用して企業の現場で行う合計24時間（3日程度を想定）以上の観察・インタビュー・
調査・就業体験など、仕事の理解を深めるための実践活動を指す。学期期間中の事前授業では、受け入れ先とな
る企業人とのトークセッションや自己分析ワークから、仕事に対する理解と自分の将来に対するイメージを深
め、活動の「目的と目標」を明確にしていく。また、講義やワークを通じて、「活動計画」の作成やビジネス上
で必要な「コミュニケーション学習」など、現場探究活動の実施に必要な事柄に関する事前学習を行う。そし
て、夏休み期間に実際の仕事現場で行う現場探究活動では、企業の受け入れ担当者のもと、「活動計画」に沿っ
て「探究」活動を行う。現場探究活動後の事後授業では、「経験の振り返り」と「意味づけ」を行い、最終的に
取り組みを通じて得た学びを整理した「仕事発見レポート」を作成する。⑴学期期間中に集中して行う事前授
業、⑵実習として行う夏休み期間の3日（24時間）以上の現場探究活動、⑶授業のまとめとなる事後授業、そし
て、授業外の学習を含むこれらのプロセスの中で⑷必要な課題の期限内提出と、⑸必要な取り組みの期限内実
施、すべてを漏れなく取り組むことが単位認定要件となる。
到達目標
1.
2.
3.
4.
5.
6.

客観的な視点で、物事の背景や意味を深く考えることができる
主体的に、物事の自分にとっての意味を考えることができる
深い考察から、自分なりの新たな問いを立てることができる
適切で丁寧な言葉と文章で、自分の考えを表現することができる
困難な状況にも、諦めずに努力することができる
経験を振り返り、気づきや学びを活かすことができる

授業計画
本授業は、学外の連携企業と協働で行う学内だけでは完結しない授業であるため、以下のすべてのスケジュール
に参加できることを受講の条件とする。また、事前・事後の授業は所定の日時に集中して行うため、受講希望者
はあらかじめ予定を立てておくことを求める。集中科目であるため、学生は年度当初の履修登録の必要はなく、
第2回事前授業後に教員が履修登録の手続きを行う（履修単位制限外での履修が可能）。受講希望者は5月14日
（土）13:00-14:30にオンライン（ZOOM開催）で実施する科目説明会に申込の上、必ず参加すること。科目説明会
の詳細は4月28日（木）にUNIPAで案内する。
◉事前授業
事前授業⑴ 6/4（土） 3限
【第1回】 オリエンテーション（授業概要/自己分析ワーク）
事前授業⑵ 6/11（土）3,4,5限
【第2,3,4回】 受入企業・社会人とのトークセッション（ゲストトーク/
対話/ES）
（※事前授業⑵の後に、実習希望企業を記載したエントリーシートを提出し、選考を経て、実習先を決定する。
その上で、継続意思を確認し、教員が履修登録の手続きを行う）
事前授業⑶ 7/2（土）3,4,5限
【第5,6,7,回】 現場探究活動計画の作成（目的・目標設定/活動計画/企業
訪問準備）
（※事前授業⑶の後に、実習先へ連絡の上、訪問（オンラインも想定）し、活動内容/スケジュール/日時などを
相談する）
事前授業⑷ 8/13（土）3,4限
【第8,9回】 キックオフ研修（心構え/事前準備）
◉現場実習
現場探究活動の実施期間：8/15（月）〜9/2（金）の間で、合計24時間（3日程度を想定）以上
（※実際の企業の仕事現場で受け入れ先担当者のもと、活動計画に沿って観察・インタビュー・調査・就業体験
などの探究活動を実施。具体的な活動日時は、事前の企業訪問の際に、学生と企業とで個別に日程調整する。）
◉事後授業
事後授業⑴ 9/3（土）3,4,5限
理と意味づけ）

【第10,11,12回】経験の振り返り（相互フィードバックによる経験の整

事前事後の学習
必要に応じて、担当教員より指示する。
授業（24時間）・実習（24時間）以外で、計42時間の事前事後学習が必要である。
事前授業⑴
〈事前〉シラバスを熟読の上、授業内容とスケジュールを理解しておくこと
インターンシップⅠ

〈事後〉授業で行った自己分析ワークをもとに、プロフィールシートを作成すること
事前授業⑵
〈事前〉受入企業情報資料の熟読と各社のホームページを閲覧し、仕事内容を把握しておくこと
〈事後〉エントリーシートを作成すること
事前授業⑶
〈事前〉現場探究活動計画書の素案を作成しておくこと
〈事後〉受入先企業へ連絡の上、訪問もしくはオンラインで現場実習の内容/スケジュール/日時についての相談
を行う
事前授業⑷
〈事前〉打ち合わせ報告書をまとめておくこと
〈事後〉現場探究活動計画書を完成させ、受け入れ先へEメールにて提出する。また、実習に必要な準備を整える
現場実習
〈事前〉毎回の実習前には、受け入れ担当者にメール連絡を入れ、活動内容の確認を行うこと
〈事後〉毎回の実習後には、振り返りの上、活動報告書を作成する
事後授業⑴
〈事前〉仕事発見レポートを作成しておくこと
〈事後〉事後授業での他者からのフィードバックと気づき・学びを踏まえ、仕事発見レポートを完成させる
課題に対するフィードバックの方法
課題は授業内で講評する。また、必要に応じて個別にコメントを付して、あるいは口頭で直接フィードバックす
る。
成績評価の方法・基準（方針）
すべての事前授業・現場探究活動・事後授業への参加と、現場探究活動の参加に必要な課題の期限内提出、必要
な取り組みへの期限内実施を単位認定要件とする。その上で、単位認定要件を満たした者に対し、以下に示す評
価方法により総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
（その他、成績評価に関する注意事項）
・正当な理由なく、所定の事前授業・現場探究活動・事後授業に「出席しない」場合は「K評価」とする。
・正当な理由なく、期限までに「必要な課題の提出」がない場合、その時点で、それ以降の受講を認めない。
・正当な理由なく、期限までに「必要な取り組み」を行わない場合、その時点で、それ以降の受講を認めない。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

20

振り返りシート 20%

1,2,3,4,5,6

授業外での評価

40

エントリー課題 20%
活動報告書 20%

1,2,3,4,5,6

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

仕事発見レポート 40%

1,2,3,4,5,6

その他

0

テキスト

テキストは使用せず資料を配布する

参考書

必要に応じて授業内で紹介する

履修条件・他の科目との関連 ・シラバスに記載の日程を確認の上、すべてのスケジュールに参加できることを受講の条件とする
・協働先企業の数に限り（15社程度）があるため、受講人数（30〜45名程度を想定）を制限するこ
とがある
・受講者を選抜する際の方法は、第2回事前授業終了後の課題であるエントリーシートの内容とエン
トリー希望の状況等にて総合的に判断する
・集中科目であるため、学生は年度当初の履修登録の必要はなく、第2回事前授業後に継続意思
を確認し、教員が履修登録の手続きを行う（履修単位制限外での履修が可能）
・受講希望者は、科目説明会への参加を必須とする（5/14（土）13:00-14:30 オンライン,ZOOM開
催）
・科目説明会の詳細は、4月28日（木）に対象者にUNIPAにて案内する
・科目説明会の参加は申込を必須とし、説明会への不参加は、その後の受講を認めない
・事前の申し出なく、科目説明会に参加できなかった場合の事後対応（個別説明）は行わない
・新型コロナウィルスの感染拡大状況によっては、学内のガイドラインに従い、授業を延期あるいは中
止することがある
・21年度以前の入学生については、「インターンシップⅠ,Ⅱ」と同科目である

インターンシップⅠ

授業コード

15001401

授業種別

授業科目名

教職概論

授業担当教員

川村

光

成績担当教員

川村

光

開講年次

カリキュラムによる

開講期

実務家教員による授業

講義

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
【目的】
現代社会における教職の重要性の高まりを背景に、教職の意義、教員の役割・資質能力・職務内容等について講
義とともにアクティブラーニングなどを通して主体的に身に付け、教職への意欲を高め、さらに適性を判断し、
進路選択に資する教職の在り方を理解する。
【概要】
●本講義では、教職のあり方や教師像を形成した歴史的・社会的背景を広く概観して理解する。
●専門職としての教職の意義や教師の役割を理解する。
到達目標
１．我が国における今日の学校教育や教職の社会的意義を理解する。
２．教育の動向を踏まえ、今日の教員に求められる役割や資質能力を理解する。
３．教員の職務内容の全体像や教員に課せられる服務上・身分上の義務を理解する。
４．学校の担う役割が拡大・多様化する中で、学校が内外の専門家等と連携・分担して対応する必要性について
理解する。
授業計画
【第 1 回】授業オリエンテーション
【第 2 回】日本の教職観の変遷 … 教科書pp.33-53
・教職観の歴史と今日教師に求められる役割を学ぶ。
【第 3 回】教員養成の歴史と現状 … 教科書pp.54-72
・教師と教員養成の歴史について学ぶ。
【第 4 回】教職の意義（１）
・野生児の事例の検討を通して、教職の意義を考える。
【第 5 回】教職の意義（２）
・ボノボの事例の検討を通して、教職の意義を考える。
【第 6 回】教職の意義（３） … 教科書pp.27-31
・4回目と5回目の講義内容と社会化理論を関連づけて、教職の意義を考える。
【第 7 回】教師の役割と仕事 … 教科書pp.91-113
・教師の職務内容とその特徴（他職業との比較）、勤務実態について学ぶ。
【第 8 回】管理職・主任の役割とチーム学校 … 教科書pp.114-130
・管理職・主任の役割の概要と、チーム学校運営とそれへの対応について学ぶ。
【第 9 回】講義：メディアと教師 … 教科書pp.43-53
・メディアによって形成される教師像について考える。
【第 10 回】教員の任用と服務 … 教科書pp.73-90
・教員の任用と服務の概要について学ぶ。
【第 11 回】教師の力量形成 … 教科書pp.153-172
・教師の資質向上と研修について学ぶ。
【第 12 回】養成段階から初任期への移行 … 教科書pp.164-172，pp.192-230
・教職への進路選択と教員採用選考、新任教師の課題について理解する。
【第 13 回】教師の思考過程
・授業中の教師の思考過程について学ぶ。
【第 14 回】学校の機能と教師
・学校の機能という観点から教師が子どもに行っている教育について学ぶ。
【第 15 回】まとめ
・これまでの復習を行い、本科目の自身の学習到達度について理解する。
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
各回に対応するテキストの内容を事前に熟読し概要を理解しておくこと。また、事後には学んだ内容について復
習しておくこと。
課題に対するフィードバックの方法
実施した課題について採点した後、希望者に点数と内容を開示する。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、授業期間中に実施される課題と期末試験（レポート）の評価結果に基づき総合的に判定した
教職概論

うえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

0

授業外での評価

30

8回目の授業終了後に実施するレポート課題

1、2

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

70

全授業終了後に実施するレポート試験（70）

1、2、3、4

その他

0

テキスト

『教職概論 第５次改訂版』佐藤晴雄 著、学陽書房、 2,400円（税別）、ISBN 9784313611429

参考書

必要に応じて授業のなかで紹介する。

履修条件・他の科目との関連 講義中には確実にノートをとることが必要である。

教職概論

授業コード

15003401

授業科目名

教育原理

授業担当教員

中村

浩子

成績担当教員

中村

浩子

開講年次

3年

授業種別

実務家教員による授業

講義

開講期

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
教育の基本的概念は何か、また、教育の理念にはどのようなものがあり、教育の歴史や思想において、それらは
どのように現れてきたのか。またこれまでの教育及び学校の営みはどのように捉えられ、変遷してきたのか。
こうした問題関心のもと、前半は日本の学校教育の歴史について、後半は西洋における教育思想史について概
説していく。
到達目標
1. 教育の基本的概念を用いながら、教育を成り立たせる諸要因とそれら相互の関係について説明できる。
2. 過去から現代に至るまでの教育及び学校の変遷について説明できる。
3. 教育に関する様々な思想や理念について、実際の教育及び学校教育に照らしつつ説明できる。
授業計画
第1回
第２回
第３回
第４回
第５回
第６回
第７回
第８回
第９回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回

イントロダクション：授業の進め方
近世の教育：江戸時代の教育について学ぶ
近代教育制度の誕生：学制について学ぶ
公教育制度の確立：自由教育令と改正教育令について学ぶ
大正期の教育：大正自由教育運動について学ぶ
戦時下の教育：国民学校について学ぶ
教育の民主化：戦後の教育改革について学ぶ
高度経済成長期の教育：逆コース期及び高度経済成長期の教育について学ぶ
現代社会における教育課題：臨時教育審議会以降の教育について学ぶ
古代の教育思想：ソクラテスの思想と社会的背景について学ぶ
市民革命と教育思想：J・ロックの教育思想と時代背景について学ぶ
「子どもの発見」の系譜：ルソーの教育思想と時代背景について学ぶ
啓蒙主義と教育思想：カントの教育思想と時代背景について学ぶ
19世紀の教育思想：J・デューイの教育思想と時代背景について学ぶ
まとめ

事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
自らが中学と高等学校で受けてきた教育を振り返りながら、毎回の講義内容に関連する書籍を図書館で手にとっ
て見ること。また事後には、学んだ内容に関連する文献や資料についてリサーチすること。
課題に対するフィードバックの方法
最終レポートについては、希望があればフィードバックを行う。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
正当な理由なく３回をこえて授業課題の提出がなかった場合は、「ｋ」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

30

リアクションペーパー

1, 2, 3

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

70

最終レポート

1, 2, 3

その他

0

テキスト

テキストを使用しない

参考書

『教育学の根本問題』奥川義尚ほか著、ミネルヴァ書房
『西洋教育思想史』山崎英則・徳本 達夫編著、ミネルヴァ書房
教育原理

履修条件・他の科目との関連 本科目は教職関連科目であり、卒業要件単位数に算入することはできませんので注意して下さい。

教育原理

授業コード

15004601

授業科目名

教育心理学Ⅰ

授業担当教員

中村

昌子

成績担当教員

中村

昌子

開講年次

2年

授業種別

実務家教員による授業

講義

開講期

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
教育を行う者は、児童生徒の心身の発達や学習の過程に関する心理学的な見方や考え方を理解した上で、児童生
徒に関わる必要がある。本授業は、教育心理学の知見や考え方を学ぶことを通して、教育に携わる際に必要とな
る実践力を身につけることを目的としている。「教育心理学Ⅰ」では、「発達」「学習」を中心に、各発達段階
における発達の様相及び学習の形態や概念を概説し、児童生徒に対する適切な指導・支援につなげる。
授業の形態は、対面授業であり、講義及び演習を組み合わせて行う。グループでの活動など、積極的な参加が必
要となる。
到達目標
1 「発達」に関する基礎的な事項を説明することができる。
2 「学習」に関する基礎的な事項を説明することができる。
3 記憶や知能に関する基礎的な事項を説明することができる。
授業計画
【第1回】 オリエンテーション・教育心理学とは・教育心理学とコアカリキュラム
【第2回】 教育心理学の歴史と研究法
【第3回】 発達の基礎①：発達の基本的法則・発達段階の特徴
【第4回】 発達の基礎②：ピアジェの認知発達論・エリクソンのライフサイクル理論
【第5回】 発達の基礎③：コールバーグの道徳性発達理論・道徳への科学的アプローチ
【第6回】 発達の基礎④：ハヴィガーストの発達課題・愛着の形成
【第7回】 学習の基礎①：学習とは・古典的条件付け・オペラント条件付け
【第8回】 学習の基礎②：発見学習・有意味需要学習
【第9回】 学習の基礎③：洞察説・エキスパートシステム
【第10回】 記憶・思考の基礎①：認知心理学とは・言語の学習
【第11回】 記憶・思考の基礎②：忘却・記憶のメカニズム
【第12回】 記憶・思考の基礎③：思考とは・批判的思考
【第13回】 知能の基礎①：知能とは・知能指数
【第14回】 知能の基礎②：知能検査
【第15回】 アセスメント：心理アセスメントとは・様々な心理療法
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
【事前】 毎回の授業で教育に関わるニュースを確認するので、最新の情報を調べておくこと。
【事後】 毎回の授業で課題を課すので、次回の授業時に提出すること。
課題に対するフィードバックの方法
・授業内で実施する発表やグループワークについては、適時指導助言を行う。
・各回の課題については、授業内で解説する。レポートは、採点後希望者に点数と内容を開示する。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、授業内及び授業外の課題、期末試験（レポート）の結果に基づき総合的に判定のうえ、60点
以上を合格とし、所定の単位を認定する。正当な理由なく5回以上欠席した場合は、評価の対象とせず、「K」評
価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

40

ワークシート（10回を予定）（40）

1、2、3

授業外での評価

30

中間レポート（30）

1、2、3

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

30

全授業終了後に実施するレポート試験（30）

1、2、3

その他

0

教育心理学Ⅰ

テキスト

テキストは使用せず資料を配付する。

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 ・「教育心理学Ⅱ」への連続科目である。本科目を履修後、「教育心理学Ⅱ」を受講することが望
ましい。
・教員免許取得の必修科目である。教員としての自覚を持ち、主体的に授業に取り組んでいただき
たい。
・欠席した場合、担当教員に欠席を連絡したうえで、資料を取りに来ること。

教育心理学Ⅰ

授業コード

15004701

授業科目名

教育心理学Ⅱ

授業担当教員

中村

昌子

成績担当教員

中村

昌子

開講年次

2年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

講義

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
教育を行う者は、児童生徒の心身の発達や学習の過程に関する心理学的な見方や考え方を理解した上で、児童生
徒に関わる必要がある。本授業は、教育心理学の知見や考え方を学ぶことを通して、教育に携わる際に必要とな
る実践力を身につけることを目的としている。「教育心理学Ⅱ」では、「教育心理学Ⅰ」を踏まえ、児童生徒の
主体的学習を支える考え方や動機付け、学習評価の在り方、学級集団づくりについて概説する。また、特別な支
援を必要とする児童生徒の理解と指導についても取り上げ、教育実践につなげる。
授業の形態は、対面授業であり、講義及び演習を組み合わせて行う。グループでの活動など、積極的な参加が必
要となる。
到達目標
1 児童生徒の主体的学習に向けた動機づけ、学習集団、学習評価の在り方について説明できる。
2 教育心理学の考え方や知識に基づいて、指導の在り方について考え説明できる。
3 発達に課題のある児童生徒への適切な指導・支援を考え説明することができる。
授業計画
【第1回】 動機付け①：動機付けとは・好奇心・コンピテンス
【第2回】 動機付け②：自己効力感と学習性無力感・原因帰属
【第3回】 動機付け③：外発的動機づけと内発的動機付け・自己決定理論
【第4回】 教育評価①：教育評価の意義と歴史・絶対評価と相対評価
【第5回】 教育評価②：評価の時期と方法・完全習得学習
【第6回】 欲求と適応①：適応とは・適応規制
【第7回】 欲求と適応②：欲求の種類・欲求の発達的変化
【第8回】 学級集団①：学級集団の発達と方法
【第9回】 学級集団②：教師のリーダーシップ・教師-生徒関係
【第10回】 パーソナリティ①：パーソナリティとは・特性論・類型論
【第11回】 パーソナリティ②：パーソナリティ検査
【第12回】 ストレス①：ストレッサーとストレス反応・学校ストレス
【第13回】 ストレス②：災害とストレス・摂食行動
【第14回】 発達障がいと特別支援教育①：発達障がいとは・障がいの種類
【第15回】 発達障がいと特別支援教育②：特別支援教育における指導と支援
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
【事前】 毎回の授業で教育に関わるニュースを確認するので、最新の情報を調べておくこと。
【事後】 毎回の授業で課題を課すので、次回の授業時に提出すること。
課題に対するフィードバックの方法
・授業内で実施する発表やグループワークについては、適時指導助言を行う。
・各回の課題については、授業内で解説する。レポートは、採点後希望者に点数と内容を開示する。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、授業内及び授業外の課題、期末試験（レポート）の結果に基づき総合的に判定のうえ、60点
以上を合格とし、所定の単位を認定する。正当な理由なく5回以上欠席した場合は、評価の対象とせず、「K」評
価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

40

ワークシート（10回を予定）（40）

1、2、3

授業外での評価

30

中間レポート（30）

1、2、3

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

30

全授業終了後に実施するレポート試験（30）

1、2、3

その他

0

教育心理学Ⅱ

テキスト

テキストは使用せず資料を配付する。

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 ・「教育心理学Ⅰ」からの連続科目である。「教育心理学Ⅰ」を履修している前提で授業を行う。
・教員免許取得の必修科目である。教員としての自覚を持ち、主体的に授業に取り組んでいただき
たい。
・欠席した場合、担当教員に欠席を連絡したうえで、資料を取りに来ること。

教育心理学Ⅱ

授業コード

15003501

授業科目名

教育制度論

授業担当教員

吉田

武大

成績担当教員

吉田

武大

開講年次

3年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

講義

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
この授業では、現代の教育制度に関するさまざまなトピックを取り上げ、日々の学校教育の営みと教育に関する
法規などがどのように関わっているのかを理解する。これによって、教師として必須の教育制度に関する基礎知
識を習得するとともに、教育制度の現状を批判的に捉えながら、いかに現状を改善・改革するかというデザイン
力を身につけることも目的とする。なお、教育の事例や制度に対して受講者の意見を求めるなど、学生参加型の
授業形式も必要に応じて取り入れる予定である。
到達目標
1．教育法規や教育行政の動向といった教育制度に関する基本的な知識を説明することができる。
2．日々の学校教育の営みが教育に関する法規などとどのように関わっているのかを説明することができる。
3．教育制度に関する具体的な改善・改革案を構想し、わかりやすく表現することができる。
4．自らの学習をふりかえり、適切な改善を図ることができる。
授業計画
第1回：オリエンテーション（授業のねらい、成績評価、教育法―教育行政―学校教育という3層構造）
第2回：懲戒・体罰、出席停止、ふりかえり
第3回：いじめ、就学義務、ふりかえり
第4回：児童虐待、特別支援教育、ふりかえり
第5回：学校組織（校務分掌、チームとしての学校）、ふりかえり
第6回：学校評価と情報公開、開かれた学校（学校運営協議会等）、ふりかえり
第7回：教育課程、教科書、ふりかえり
第8回：学校安全、学校事故、ふりかえり
第9回：教員の服務（法令及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止等）、ふりかえり
第10回：分限処分、著作権、ふりかえり
第11回：教育制度の基本原理（義務性、無償性、中立性等）、ふりかえり
第12回：教育の市場化（学校選択制、学校の民営化）
第13回：学校体系（学校体系の概要、日本における教育制度の歴史）
第14回：教育行政制度（教育委員会、文部科学省）
第15回：教育制度のまとめとふりかえり（これまでの学習内容の整理、アピールシートの作成）
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
授業時間外で、計15時間の事前事後学修が必要である。
参考書を手掛かりとしながら各回に対応する内容を熟読し、概要を理解しておくこと。また事後には、法規など
の教育制度に関わる基礎知識を整理するとともに、学んだ事例や論点に対する自身の見解を作成すること。
課題に対するフィードバックの方法
・ふりかえりについて、次の授業回で全体共有や論点の提示等を行う。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す通り、授業期間中に実施されるふりかえりとアピールシートと定期試験の評価結果に基づき総合的に
判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

40

ふりかえり（3％×10回）、アピールシート10％

1、2、4

授業外での評価

0

定期試験

60

授業終了後に実施する定期試験

1、2、3、4

定期試験に代わるレポート等

0

その他

0

テキスト

テキストはありません。毎回資料を配布します。
教育制度論

参考書

・坂田仰、黒川雅子編 『事例で学ぶ学校の法律問題』教育開発研究所、2014年（2200円【税
込】、ISBN : 978-4873804477）
・篠原清昭編『教育のための法学』 ミネルヴァ書房、2013年（2800円＋税、ISBN :
9784623067480）
・坂野慎二・湯藤定宗・福本みちよ編 『教育の制度と経営』 玉川大学出版部、2017年（2800円
＋税、ISBN : 9784623067480 ）

履修条件・他の科目との関連 ・あらかじめ「日本国憲法」を履修しておくことが望ましい。

教育制度論

授業コード

15005301

授業科目名

特別支援教育

授業担当教員

早野

眞美

成績担当教員

早野

眞美

開講年次

3年

授業種別

実務家教員による授業

講義

開講期

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
近年、全国的に特別支援を必要とする子どもたちの数が増えています。そうした子どもたちの自立や社会参加に
向けた主体的な取組を支援するという視点に立ち、特別支援教育に必要な基礎的・基本的事項ついて実際的な講
義を進めていきます。特別支援を学ぶことによって子どもの発達や特性を理解し、子どもの支援指導に積極的に
取り組むことができる人材の養成を目指します。テーマによっては、ワークも取り入れています。
到達目標
【知識・理解】
1.特別支援教育にかかわる語句について説明することができる。
2.障害のある子どもへの支援の制度的変遷についてその社会的背景も含めて説明することができる。
3.障害種ごとの一般的な知識や指導法に関して説明することができる。
【思考・判断・表現】
4.障害を肯定的に捉えることができる。(価値観の転換)
5.障害を社会的障害として捉えることができる。(主従観の転換)
6.障害を自分たちの問題として捉えることができる。(奉仕観の転換)
【関心・意欲・態度】
7.他者との協働的取組から多面的に学習し、判断や実行することができる。
8.自分に解らないこと、納得できないことを表出し、そのような問いを追及することができる。
9.何のために学ぶのかという学習の意義や目的を持ち続けながら学習し、実行に移すことができる。
【技能】
10.各技法を適切に用いて支援方法を考えることができる。
授業計画
第1回特別支援教育の概要
○特別支援教育の基礎知識
〇特別支援教育コーディネーターの役割
〇特別なニーズのある幼児児童生徒への理解
第２回障害についての基礎知識（１）
〇視覚・聴覚障害
〇知的障害
第３回障害についての基礎知識（２）
〇肢体不自由障害
〇発達障害
第４回アセスメントと心理検査、学び場について
〇アセスメント（心理検査）
〇「特別支援学校」「特別支援学級」「通級による指導」
第５回支援の実際１
〇応用行動分析
〇ソーシャルスキルトレーニング
第６回支援の実際２
〇感覚統合・情報機器等の活用
第７回家庭や関係機関との連携とキャリア教育と進路指導
第８回個別の教育支援計画・指導計画の実際と作成
〇自立活動の時間
事前事後の学習
授業時間外で、計30時間の事前事後学習が必要です。
第1回特別支援教育の概要
【事前】授業のシラバスを熟読し、何を学ぶのかを理解する
【事後】特別支援教育がどのように変わってきたのか整理する
第２回障害についての基礎知識（１）
【事前】様々な障害について調べていく
【事後】それぞれの障害の特性をまとめておく
第３回障害についての基礎知識（２）
【事前】様々な障害について調べていく
【事後】それぞれの障害の特性をまとめておく
第４回アセスメントと心理検査、学び場について
【事前】様々な心理検査について調べておく
【事後】心理検査について長所・短所をまとめておく
特別支援教育

第５回支援の実際１
【事前】支援の方法を調べておく
【事後】それぞれの支援方法を整理しておく
第６回支援の実際２
【事前】支援の方法を調べておく
【事後】それぞれの支援方法を整理しておく
第７回家庭や関係機関との連携とキャリア教育と進路指導
【事前】キャリア教育について調べておく
【事後】進路指導のあり方をまとめておく
第８回個別の教育支援計画・指導計画の実際と作成
【事前】一生涯にわたる支援についてどのような関係機関があるか調べておく
【事後】支援の引継の重要性についてまとめておく
課題に対するフィードバックの方法
課題の内容について授業の中で解説を行います。希望者には個別に添削指導を行います。
成績評価の方法・基準（方針）
平常課題(レポート課題を含む) ４０％
【４０％の内訳】
「授業に関する発言・質問」「事前事後学習への取り組み状況」
16％
レポート課題 24 ％
講義の振り返りを毎時間提出。講義のキーワードが含まれている(1点)、授業外学習で学んだことが含まれている
(２点)。8回のレポート×３点＝24点(最高点)
希望者には個別に添削指導を行います。
期末レポート ６０％
期末レポートは学んだことを活かし、架空の事例に対して適切な支援「実態把握(30)・方法(30)」で組み立てら
れるかどうかを問います。
正当な理由なく５回をこえて授業を欠席した場合は「K」評価とします。
他の学生の学びに差し障りのある行為(講義に関係のない話をする、必要ない場面で携帯等をみる、体調が悪いわ
けでもないのに眠る等)に関しては、２度注意されて改善が見られない場合は、その授業について欠席扱いとしま
す。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

40

「授業に関する発言・質問」「事前事後学習への取り組み
状況」 （１６）・レポート課題（２４）

１～10

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

60

期末レポート 実態把握(30)・方法（30）

１～10

その他

0

テキスト

テキストは使用いたしません。
毎回パワーポイントの資料を配布いたします。

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 「学んだことを他者に説明できる」レベルの内容理解を求めます。また、障害のある子どもの「困り感」
に視点を置きながら学んでください。
欠席した場合には次回の授業で申し出て資料を受け取り、自習すること。

特別支援教育

授業コード

15003101

授業科目名

教育課程論

授業担当教員

本宮

裕示郎

成績担当教員

本宮

裕示郎

開講年次

3年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

講義

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
教育課程は、各学校が国や教育委員会が示す基準にもとづいて、地域や学校の実態、児童･生徒の心身の発達段階
や特性を考慮して編成される。本講義では、教育課程に関する基本的な概念や編成原理について学習する。ま
た、背景理解を深めるために、日本における教育課程の歴史的変遷を学ぶ。さらに、小学校学習指導要領と幼稚
園教育要領をもとに、近年重視されているアクティブ・ラーニングやICTを活用した教育課程のあり方、カリキュ
ラム・マネジメントなどを取りあげて、時事的な問題を交えて考察する。
到達目標
１．教育課程の意義や編成原理についての基本的な事項を理解し、説明できる。
２．教育課程の歴史について基本的な事項を理解し、説明できる。
３．近年行われている教育改革の流れについて、教育課程の視点から考察し、自らの意見を述べることができ
る。
授業計画
第１回：オリエンテーション
第２回：教育課程とは何か～さまざまな定義～
第３回：教育課程の編成原理（1）経験主義の立場
第４回：教育課程の編成原理（2）系統主義の立場
第５回：教育課程の構造（領域）について（1）教科のカリキュラム
第６回：教育課程の構造（領域）について（2）教科外のカリキュラム
第７回：教育課程の歴史（1）明治期・大正期・国民学校期
第８回：教育課程の歴史（2）戦後の学習指導要領の変遷
第９回： 現代における教育課程改革
第１０回：新学習指導要領の特徴（1）教科と教科外
第１１回：新学習指導要領の特徴（2）カリキュラム・マネジメント
第１２回：幼稚園教育要領の内容～5領域について～
第１３回：幼小接続～幼稚園義務化をめぐる各国の動向～
第１４回：諸外国における教育課程の改革動向
第１５回：授業の統括
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
予習として、テレビや新聞、インターネットなどをもとに、講義の内容について事前に学び、復習として、授業
内で指示された課題を行う（事前・事後それぞれの学習内容は初回授業にて指示する）。
課題に対するフィードバックの方法
授業内で受講者の疑問・質問・意見を紹介することで理解を深める一助とする。また、中間レポートや期末レ
ポートについては、希望者に対して個別に成績開示やフィードバックを行う。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定したうえで、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

60

授業内での提出課題（30）・中間レポート（30）

１・２・３

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

期末レポート

１・２・３

その他

0

テキスト

テキストは使用せず、レジュメを適宜配布する。

教育課程論

参考書

授業内で適宜紹介する。

履修条件・他の科目との関連 欠席した場合は、次回授業冒頭でレジュメを配布する。

教育課程論

授業コード

15003601

授業種別

授業科目名

保健体育科教育法Ⅰａ

授業担当教員

寺田

進志

成績担当教員

寺田

進志

開講年次

2年

開講期

実務家教員による授業

講義

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
新学習指導要領における保健体育科改訂の趣旨と要点、保健体育科の目標及び内容、科目・体育の性格、目標、
内容及び内容の取扱いや、保健体育科の教育内容と部活動や健康教育、道徳教育など学校教育全般との関連につ
いて説明する。
また、総則に関連する事項についても配慮するなど実践的指導力のある保健体育科教員としての資質と能力の育
成を図ることを目的とする。
本授業では、講義及び個人ワークを中心に保健体育科教員として身につけておくべき資質や体育領域の性格、目
標、内容などについての基礎・基本を概説する。
到達目標
１．保健体育科の目標・内容を理解し、説明することができる。
２．体育領域の性格・目標・内容の確実な理解のもと、実践的な授業力の大切さを理解することができる。
３．保健体育科教員として必須である学習指導案（体育領域）の概要を理解することができる。
授業計画
【第1回】
テーマ：学習指導要領改訂の趣旨
内容・方法：学習指導要領改訂の趣旨について学習
【第2回】
テーマ：学習指導要領・保健体育科改訂の趣旨・要点
内容・方法：学習指導要領・保健体育科改訂の趣旨・要点について学習
【第3回】
テーマ：保健体育科の目標及び内容
内容・方法：学習指導要領・保健体育科の目標及び内容について学習
【第4回】
テーマ：体育の性格、目標
内容・方法：学習指導要領・体育の性格及び目標について学習
【第5回】
テーマ：体育の各領域とその内容Ａ体つくり運動
内容・方法：学習指導要領・体育の各領域とその内容Ａ体つくり運動について学習
【第6回】
テーマ：体育の各領域とその内容Ｂ器械運動
内容・方法：学習指導要領・体育の各領域とその内容Ｂ器械運動について学習
【第7回】
テーマ：体育の各領域とその内容Ｃ陸上競技
内容・方法：学習指導要領・体育の各領域とその内容Ｃ陸上競技について学習
【第8回】
テーマ：体育の各領域とその内容Ｄ水泳
内容・方法：学習指導要領・体育の各領域とその内容Ｄ水泳について学習
【第9回】
テーマ：体育の各領域とその内容Ｅ球技
内容・方法：学習指導要領・体育の各領域とその内容Ｅ球技について学習
【第10回】
テーマ：体育の各領域とその内容Ｆ武道
内容・方法：学習指導要領・体育の各領域とその内容Ｆ武道について学習
【第11回】
テーマ：体育の各領域とその内容Ｇダンス
内容・方法：学習指導要領・体育の各領域とその内容Ｇダンスについて学習
【第12回】
テーマ：体育の各領域とその内容Ｈ体育理論
内容・方法：学習指導要領・体育の各領域とその内容Ｈ体育理論について学習
【第13回】
テーマ：内容の取扱い
内容・方法：学習指導要領・体育の内容の取扱いについて学習
【第14回】
テーマ：体育の評価
内容・方法：体育の評価方法について学習
【第15回】
テーマ：まとめと保健体育科における今日的課題
内容・方法：前期授業についてのまとめと教科指導における今日的課題研究
保健体育科教育法Ⅰａ

事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
【第1回】
①事前学修課題：学習指導要領解説保健体育編・改訂の経緯の予習
②事後学修課題：講義内容の復習
【第2回】
①事前学修課題：学習指導要領解説保健体育編・保健体育科改訂の趣旨・要点の予習
②事後学修課題：講義内容の復習
【第3回】
①事前学修課題：学習指導要領解説保健体育編・保健体育科の目標及び内容の予習
②事後学修課題：講義内容の復習
【第4回】
①事前学修課題：学習指導要領解説保健体育編・体育の性格及び目標の予習
②事後学修課題：講義内容の復習
【第5回】
①事前学修課題：学習指導要領解説保健体育編・体育の各領域とその内容Ａ体つくり運動の予習
②事後学修課題：講義内容の復習
【第6回】
①事前学修課題：学習指導要領解説保健体育編・体育の各領域とその内容Ｂ器械運動の予習
②事後学修課題：講義内容の復習
【第7回】
①事前学修課題：学習指導要領解説保健体育編・体育の各領域とその内容Ｃ陸上競技の予習
②事後学修課題：講義内容の復習
【第8回】
①事前学修課題：学習指導要領解説保健体育編・体育の各領域とその内容Ｄ水泳の予習
②事後学修課題：講義内容の復習
【第9回】
①事前学修課題：学習指導要領解説保健体育編・体育の各領域とその内容Ｅ球技の予習
②事後学修課題：講義内容の復習
【第10回】
①事前学修課題：学習指導要領解説保健体育編・体育の各領域とその内容Ｆ武道の予習
②事後学修課題：講義内容の復習
【第11回】
①事前学修課題：学習指導要領解説保健体育編・体育の各領域とその内容Ｇダンスの予習
②事後学修課題：講義内容の復習
【第12回】
①事前学修課題：学習指導要領解説保健体育編・体育の各領域とその内容Ｈ体育理論の予習
②事後学修課題：講義内容の復習
【第13回】
①事前学修課題：学習指導要領解説保健体育編・体育の内容の取扱いの予習
②事後学修課題：講義内容の復習
【第14回】
①事前学修課題：授業の評価方法について調べ学習
②事後学修課題：講義内容の復習
【第15回】
①事前学修課題：保健体育科に関する教育課題を一つ取り上げ、そのことについて調査研究
②事後学修課題：講義内容の復習
課題に対するフィードバックの方法
提出された課題に対して授業内でフィードバックする。
成績評価の方法・基準（方針）
定期試験に代わるレポートを評価し，5段階評価において「2」以上の評価を得られた者に単位が認定される。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

0

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

100

レポート

1，2，3

その他

0

テキスト

中学校学習指導要領（平成29年告示）解説・保健体育編/文部科学省/東山書房
高等学校学習指導要領（平成30年告示）解説・保健体育編・体育編/文部科学省/東山書房

参考書

アクティブスポーツ（大修館書店）
生徒指導提要（文部科学省）
保健体育科教育法Ⅰａ

履修条件・他の科目との関連 ・保健体育指導法Ⅱa・bと合わせて受講することを勧めます。
・教師をめざす者としての心構えをもって主体的、積極的，真面目に受講すること。

保健体育科教育法Ⅰａ

授業コード

15003701

授業種別

授業科目名

保健体育科教育法Ⅰｂ

授業担当教員

寺田

進志

成績担当教員

寺田

進志

開講年次

2年

開講期

実務家教員による授業

講義

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
新学習指導要領における保健体育科改訂の趣旨と要点、保健体育科の目標及び内容、科目・体育の性格、目標、
内容及び内容の取扱いや、保健体育科の教育内容と部活動や健康教育、道徳教育など学校教育全般との関連につ
いて説明する。
また、総則に関連する事項についても配慮するなど実践的指導力のある保健体育科教員としての資質と能力の育
成を図ることを目的とする。
本授業では、教員として必須である学習指導案（指導計画、授業計画）の作成の仕方を講義及び演習を通じて概
説する。
到達目標
１．保健体育科の目標・内容を理解し、説明することができる。
２．体育領域の性格・目標・内容の確実な理解のもと、実践的な授業力の大切さを理解することができる。
３．保健体育科教員の授業実践に欠かすことのできない学習指導案（体育領域）の意義を理解し、作成すること
ができる。
授業計画
【第1回】
テーマ：体育の指導計画の作成及び体育・健康に関する指導
内容・方法：学習指導要領・体育の指導計画の作成及び体育・健康に関する指導について学習
【第2回】
テーマ：部活動の意義と留意点及び総則に関連する事項
内容・方法：学習指導要領・部活動の意義と留意点及び総則に関連する事項について学習
【第3回】
テーマ：体育分野・単元の指導計画作成Ⅰ（器械運動）
内容・方法：器械運動の授業計画を作成
【第4回】
テーマ：体育分野・本時の指導計画作成Ⅰ（器械運動）
内容・方法：器械運動の授業計画を作成
【第5回】
テーマ：体育分野・単元の指導計画作成Ⅱ（陸上競技）
内容・方法：陸上競技の授業計画を作成
【第6回】
テーマ：体育分野・単元の指導計画作成Ⅱ（陸上競技）
内容・方法：陸上競技の授業計画を作成
【第7回】
テーマ：体育分野・単元の指導計画作成Ⅲ（水泳）
内容・方法：水泳の授業計画を作成
【第8回】
テーマ：体育分野・単元の指導計画作成Ⅲ（水泳）
内容・方法：水泳の授業計画を作成
【第9回】
テーマ：体育分野・単元の指導計画作成Ⅳ（球技）
内容・方法：球技の授業計画を作成
【第10回】
テーマ：体育分野・単元の指導計画作成Ⅳ（球技）
内容・方法：球技の授業計画を作成
【第11回】
テーマ：体育分野・単元の指導計画作成Ⅴ（武道）
内容・方法：武道の授業計画を作成
【第12回】
テーマ：体育分野・単元の指導計画作成Ⅴ（武道）
内容・方法：武道の授業計画を作成
【第13回】
テーマ：体育分野・単元の指導計画作成Ⅵ（ダンス）
内容・方法：ダンスの授業計画を作成
【第14回】
テーマ：体育分野・単元の指導計画作成Ⅵ（ダンス）
内容・方法：ダンスの授業計画を作成
【第15回】
テーマ：まとめと今日的教育課題
内容・方法：後期授業のまとめと今日的教育課題について考察
保健体育科教育法Ⅰｂ

事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
【第1回】
①事前学修課題：学習指導要領解説保健体育編・体育の指導計画の作成及び体育・健康に関する指導について予
習
②事後学修課題：講義内容の復習
【第2回】
①事前学修課題：学習指導要領解説保健体育編・部活動の意義と留意点及び総則に関連する事項について予習
②事後学修課題：講義内容の復習
【第3回】
①事前学修課題：マット運動、鉄棒の技をまとめる
②事後学修課題：講義内容の復習
【第4回】
①事前学修課題：平均台運動、跳び箱運動の技を調べる
②事後学修課題：講義内容の復習
【第5回】
①事前学修課題：短距離走、リレー、ハードル走について調べる
②事後学修課題：講義内容の復習
【第6回】
①事前学修課題：跳躍、投てきについて調べる
②事後学修課題：講義内容の復習
【第7回】
①事前学修課題：クロール、平泳ぎについて調べる
②事後学修課題：講義内容の復習
【第8回】
①事前学修課題：背泳ぎ、バタフライについて調べる
②事後学修課題：講義内容の復習
【第9回】
①事前学修課題：サッカー、バスケットボールについて調べる
②事後学修課題：講義内容の復習
【第10回】
①事前学修課題：バレーボール、ソフトボールについて調べる
②事後学修課題：講義内容の復習
【第11回】
①事前学修課題：柔道について調べる
②事後学修課題：講義内容の復習
【第12回】
①事前学修課題：剣道について調べる
②事後学修課題：講義内容の復習
【第13回】
①事前学修課題：創作ダンス、フォークダンスについて調べる
②事後学修課題：講義内容の復習
【第14回】
①事前学修課題：現代的なリズムのダンス、民謡について調べる
②事後学修課題：講義内容の復習
【第15回】
①事前学修課題：今日的教育課題を一つ取り上げ、そのことについて調査研究する
②事後学修課題：講義内容の復習
課題に対するフィードバックの方法
提出された課題に対して授業内にフィードバックする。
成績評価の方法・基準（方針）
定期試験に代わるレポートを評価し，5段階評価において「2」以上の評価を得られた者に単位が認定される。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

0

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

100

レポート

1，2，3

その他

0

テキスト

中学校学習指導要領（平成29年告示）解説・保健体育編/文部科学省/東山書房
高等学校学習指導要領（平成30年告示）解説・保健体育編・体育編/文部科学省/東山書房

参考書

アクティブスポーツ（大修館書店）
保健体育科教育法Ⅰｂ

参考書

生徒指導提要（文部科学省）

履修条件・他の科目との関連 ・保健体育指導法Ⅱと合わせて受講することを勧めます。
・教師をめざす者としての心構えをもって主体的、積極的、真面目に受講すること。

保健体育科教育法Ⅰｂ

授業コード

15003801

授業種別

授業科目名

保健体育科教育法Ⅱａ

授業担当教員

寺田

進志

成績担当教員

寺田

進志

開講年次

3年

開講期

実務家教員による授業

講義

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
新学習指導要領における保健体育科改訂の趣旨と要点、科目・保健の性格、目標、内容及び内容の取扱いや、保
健・衛生や健康教育など学校教育活動全般との関連について説明する。
また総則に関連する事項などにも配慮し実践的指導力のある保健体育科教員としての資質と能力の育成を図るこ
とを目的とする。
本授業では、講義及び個人ワークを中心に保健体育科教員として身につけておくべき資質や保健領域の性格、目
標、内容などについての基礎・基本を概説する。
到達目標
１．保健体育科の目標・内容を理解し、説明することができる。
２．保健領域の性格・目標・内容の確実な理解のもと、実践的な授業力の大切さを理解することができる。
３．保健体育科教員として必須である学習指導案（保健領域）の概要を理解することができる。
授業計画
【第1回】
テーマ：保健の性格及び目標
内容・方法：学習指導要領・保健の性格及び目標について学習
【第2回】
テーマ：保健の内容（中学校）
内容・方法：中学校・保健の内容について学習
【第3回】
テーマ：保健の内容の取扱い（中学校）
内容・方法：中学校・保健の内容の取扱いについて学習
【第4回】
テーマ：保健の内容（高等学校）
内容・方法：高等学校・保健の内容について学習
【第5回】
テーマ：保健の内容の取扱い（高等学校）
内容・方法：高等学校・保健の内容の取扱いについて学習
【第6回】
テーマ：保健分野・単元の指導計画作成Ⅰ
内容・方法：中学校保健分野内容「健康な生活と疾病の予防」の指導計画について学習
【第7回】
テーマ：保健分野・本時の指導計画作成Ⅰ
内容・方法：中学校保健分野内容「健康な生活と疾病の予防」の中から本時の指導計画について学習
【第8回】
テーマ：模擬授業Ⅰ
内容・方法：中学校保健分野内容「健康な生活と疾病の予防」の授業研究
【第9回】
テーマ：保健分野・単元の指導計画作成Ⅱ
内容・方法：中学校保健分野内容「心身の機能の発達と心の健康」の指導計画について学習
【第10回】
テーマ：保健分野・本時の指導計画作成Ⅱ
内容・方法：中学校保健分野内容「心身の機能の発達と心の健康」の中から本時の指導計画について学習
【第11回】
テーマ：模擬授業Ⅱ
内容・方法：中学校保健分野内容「心身の機能の発達と心の健康」の授業研究
【第12回】
テーマ：保健分野・単元の指導計画作成Ⅲ
内容・方法：中学校保健分野内容「傷害の防止」の指導計画について学習
【第13回】
テーマ：保健分野・本時の指導計画作成Ⅲ
内容・方法：中学校保健分野内容「傷害の防止」の中から本時の指導計画について学習
【第14回】
テーマ：模擬授業Ⅲ
内容・方法：中学校保健分野内容「傷害の防止」の授業研究
【第15回】
テーマ：まとめと科目・保健に関わる今日的課題
内容・方法：前期のまとめと科目・保健に関わる今日的課題について考察
事前事後の学習
保健体育科教育法Ⅱａ

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
【第1回】
①事前学修課題：学習指導要領解説保健体育編・保健の性格及び目標の予習
②事後学修課題：講義内容の復習
【第2回】
①事前学修課題：中学校学習指導要領解説保健体育編・保健の内容の予習
②事後学修課題：講義内容の復習
【第3回】
①事前学修課題：中学校学習指導要領解説保健体育編・保健の内容の取扱い予習
②事後学修課題：講義内容の復習
【第4回】
①事前学修課題：高等学校学習指導要領解説保健体育編・保健の内容の予習
②事後学修課題：講義内容の復習
【第5回】
①事前学修課題：高等学校学習指導要領解説保健体育編・保健の内容の取扱い予習
②事後学修課題：講義内容の復習
【第6回】
①事前学修課題：中学校学習指導要領解説保健体育編・保健分野内容「健康な生活と疾病の予防」の予習
②事後学修課題：講義内容の復習
【第7回】
①事前学修課題：中学校保健分野内容「健康な生活と疾病の予防」の本時の指導計画に関する教材研究
②事後学修課題：講義内容の復習
【第8回】
①事前学修課題：中学校保健分野内容「健康な生活と疾病の予防」の模擬授業準備
②事後学修課題：講義内容の復習
【第9回】
①事前学修課題：中学校学習指導要領解説保健体育編・保健分野内容「心身の機能の発達と心の健康」の予習
②事後学修課題：講義内容の復習
【第10回】
①事前学修課題：中学校保健分野内容「心身の機能の発達と心の健康」の本時の指導計画に関する教材研究
②事後学修課題：講義内容の復習
【第11回】
①事前学修課題：中学校保健分野内容「心身の機能の発達と心の健康」の模擬授業準備
②事後学修課題：講義内容の復習
【第12回】
①事前学修課題：中学校学習指導要領解説保健体育編・保健分野内容「傷害の防止」の予習
②事後学修課題：講義内容の復習
【第13回】
①事前学修課題：中学校保健分野内容「傷害の防止」の本時の指導計画に関する教材研究
②事後学修課題：講義内容の復習
【第14回】
①事前学修課題：中学校保健分野内容「傷害の防止」の模擬授業準備
②事後学修課題：講義内容の復習
【第15回】
①事前学修課題：科目・保健に関わる今日的課題の中からテーマを一つ取り上げ調査研究する
②事後学修課題：講義内容の復習
課題に対するフィードバックの方法
提出された課題に対して授業内でフィードバックする。
成績評価の方法・基準（方針）
定期試験に代わるレポートを評価し，5段階評価において「2」以上の評価を得られた者に単位が認定される。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

0

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

100

レポート

1，2，3

その他

0

テキスト

中学校学習指導要領（平成29年告示）解説・保健体育編/文部科学省/東山書房
高等学校学習指導要領（平成30年告示）解説・保健体育編・体育編/文部科学省/東山書房
高等学校教科書・現代保健体育/髙石昌弘 他/大修館書店
中学校教科書・保健体育/高橋健夫 他/大修館書店

参考書

アクティブスポーツ（大修館書店）
生徒指導提要（文部科学省）
保健体育科教育法Ⅱａ

履修条件・他の科目との関連 ・保健体育科教育法Iとあわせて受講することを勧めます。
・教員をめざす者としての心構えをもって主体的、積極的、真面目に受講すること。

保健体育科教育法Ⅱａ

授業コード

15003901

授業種別

授業科目名

保健体育科教育法Ⅱｂ

授業担当教員

寺田

進志

成績担当教員

寺田

進志

開講年次

3年

開講期

実務家教員による授業

講義

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
新学習指導要領における保健体育科改訂の趣旨と要点、科目・保健の性格、目標、内容及び内容の取扱いや、保
健・衛生や健康教育など学校教育活動全般との関連について説明する。
また、総則に関連する事項などにも配慮し実践的指導力のある保健体育科教員としての資質と能力の育成を図る
ことを目的とする。
本授業では、講義及び個人ワークを中心に保健体育科教員として身につけておくべき資質や保健領域の性格、目
標、内容などについての基礎・基本を概説する。
到達目標
１．保健体育科の目標・内容を理解し、説明することができる。
２．保健領域の性格・目標・内容の確実な理解のもと、実践的な授業力の大切さを理解することができる。
３．保健体育科教員の授業実践に欠かすことのできない学習指導案（保健領域）の意義を理解し、作成すること
ができる。
授業計画
【第1回】
テーマ：保健体育科と学校組織及び教育活動との関連
内容・方法：保健体育科の教育活動と学校組織及び教育活動との関連について学習
【第2回】
テーマ：保健分野・単元の指導計画作成Ⅳ
内容・方法：中学校保健分野内容「健康な生活と疾病の予防」の指導計画について学習
【第3回】
テーマ：保健分野・本時の指導計画作成Ⅳ
内容・方法：中学校保健分野内容「健康な生活と疾病の予防」の授業研究
【第4回】
テーマ：模擬授業Ⅳ
内容・方法：中学校保健分野内容「健康な生活と疾病の予防」の授業研究
【第5回】
テーマ：地方自治体の教育の取り組み
内容・方法：地方自治体の教育の取り組みの具体について学習
【第6回】
テーマ：保健分野・単元の指導計画作成Ⅴ
内容・方法：高等学校保健分野内容「現代社会と健康」の指導計画について学習
【第7回】
テーマ：保健分野・本時の指導計画作成Ⅴ
内容・方法：高等学校保健分野内容「現代社会と健康」の中から本時の指導計画について学習
【第8回】
テーマ：模擬授業Ⅴ
内容・方法：高等学校保健分野内容「現代社会と健康」の授業研究
【第9回】
テーマ：保健分野・単元の指導計画作成Ⅵ
内容・方法：高等学校保健分野内容「生涯を通じる健康」の指導計画について学習
【第10回】
テーマ：保健分野・本時の指導計画作成Ⅵ
内容・方法：高等学校保健分野内容「生涯を通じる健康」の中から本時の指導計画について学習
【第11回】
テーマ：模擬授業Ⅵ
内容・方法：高等学校保健分野内容「生涯を通じる健康」の授業研究
【第12回】
テーマ：保健分野・単元の指導計画作成Ⅶ
内容・方法：高等学校保健分野内容「社会生活と健康」の指導計画について学習
【第13回】
テーマ：保健分野・本時の指導計画作成Ⅶ
内容・方法：高等学校保健分野内容「社会生活と健康」の中から本時の指導計画について学習
【第14回】
テーマ：模擬授業Ⅶ
内容・方法：高等学校保健分野内容「社会生活と健康」の授業研究
【第15回】
テーマ：前・後期のまとめ及び教員に求められる教養
内容・方法：本時の総括及び教員に求められる専門教養、教職教養、一般教養について学習
保健体育科教育法Ⅱｂ

事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
【第1回】
①事前学修課題：校務組織（保健部、健康安全委員会、特別活動委員会など）について予習
②事後学修課題：講義内容の復習
【第2回】
①事前学修課題：中学校学習指導要領解説保健体育編・保健分野内容「健康な生活と疾病の予防」の予習
②事後学修課題：講義内容の復習
【第3回】
①事前学修課題：中学校保健分野内容「健康な生活と疾病の予防」の本時の指導計画に関する教材研究
②事後学修課題：講義内容の復習
【第4回】
①事前学修課題：中学校保健分野内容「健康な生活と疾病の予防」の模擬授業準備
②事後学修課題：講義内容の復習
【第5回】
①事前学修課題：各自地域の教育の取り組みに関する調べ学習
②事後学修課題：講義内容の復習
【第6回】
①事前学修課題：高等学校保健分野内容「現代社会と健康」の予習
②事後学修課題：講義内容の復習
【第7回】
①事前学修課題：高等学校保健分野内容「現代社会と健康」の本時の指導計画に関する教材研究
②事後学修課題：講義内容の復習
【第8回】
①事前学修課題：高等学校保健分野内容「現代社会と健康」の模擬授業準備
②事後学修課題：講義内容の復習
【第9回】
①事前学修課題：高等学校保健分野内容「生涯を通じる健康」の予習
②事後学修課題：講義内容の復習
【第10回】
①事前学修課題：高等学校保健分野内容「生涯を通じる健康」の本時の指導計画に関する教材研究
②事後学修課題：講義内容の復習
【第11回】
①事前学修課題：高等学校保健分野内容「生涯を通じる健康」の模擬授業準備
②事後学修課題：講義内容の復習
【第12回】
①事前学修課題：高等学校保健分野内容「社会生活と健康」の予習
②事後学修課題：講義内容の復習
【第13回】
①事前学修課題：高等学校保健分野内容「社会生活と健康」の本時の指導計画に関する教材研究
②事後学修課題：講義内容の復習
【第14回】
①事前学修課題：高等学校保健分野内容「社会生活と健康」の模擬授業準備
②事後学修課題：講義内容の復習
【第15回】
①事前学修課題：専門教養、教職教養、一般教養に関する問題演習
②事後学修課題：講義内容の復習
課題に対するフィードバックの方法
提出された課題に対して授業内でフィードバックする。
成績評価の方法・基準（方針）
定期試験に代わるレポートを評価し，5段階評価において「2」以上の評価を得られた者に単位が認定される。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

0

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

100

レポート

1，2，3

その他

0

テキスト

中学校学習指導要領（平成29年告示）解説・保健体育編/文部科学省/東山書房
高等学校学習指導要領（平成30年告示）解説・保健体育編・体育編/文部科学省/東山書房
高等学校教科書・現代保健体育/髙石昌弘 他/大修館書店
中学校教科書・保健体育/高橋健夫 他/大修館書店

保健体育科教育法Ⅱｂ

参考書

アクティブスポーツ（大修館書店）
生徒指導提要（文部科学省）

履修条件・他の科目との関連 ・保健体育科教育法Iとあわせて受講することを勧めます。
・教員をめざす者としての心構えをもって主体的、積極的、真面目に受講すること。

保健体育科教育法Ⅱｂ

授業コード

15004401

授業科目名

道徳教育指導論

授業担当教員

中村

浩子

成績担当教員

中村

浩子

開講年次

1年

授業種別

実務家教員による授業

講義

開講期

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
道徳教育は、教育基本法及び学校教育法に定められた教育の根本精神を踏まえ、自己の生き方や人間としての生
き方を考え、主体的な判断の下に行動し、自立した人間として他者と共によりよく生きるための基盤となる道徳
性を育成する教育活動である。
道徳の意義や原理等を踏まえ、学校の教育活動全体を通じて行う道徳教育及びその要となる道徳科の目標や内
容、指導計画等について説明する。また実践的な指導力を身に付けるべく、教材研究や学習指導案作成の方法に
ついて説明していく。
到達目標
1. 日本の学校教育における道徳の歴史について説明ができる。
2. 道徳の意義や原理等を踏まえ、学校における道徳教育の目標や内容について説明できる。
3. 学校の教育活動全体を通して行う道徳教育及びその要となる道徳科における指導計画を立てることができる。
4. 道徳科における学習指導案を作成することができる。
授業計画
第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回
第8回
第9回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回

道徳とは何か：授業の進め方
道徳教育の歴史（１） 修身科の誕生について学ぶ
道徳教育の歴史（２） 教育勅語の内容について学ぶ
道徳教育の歴史（３） 教育勅語の扱いについて学ぶ
道徳教育の歴史（４） 学習指導要領の誕生と変遷について学ぶ
現代社会における道徳教育の意義について考える
中間まとめ
コールバーグの道徳性発達理論について学ぶ
ケアリング論と教師の姿勢について学ぶ
道徳科における教材と授業設計について学ぶ
学習指導案の意義と作成方法について学ぶ
学習活動と発問構成について考える
潜在的カリキュラムと授業の会話構造について学ぶ
学習指導案を作成する
道徳科における学習評価について学ぶ

事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
教師を志す者として、自らはどのように道徳教育を行いたいかを常に意識しつつ、これまで自分が受けてきた授
業を振り返りながら、毎回の講義内容について事前準備を行うこと。また事後には、学んだ内容に関連する文献
や資料についてリサーチすること。
課題に対するフィードバックの方法
中間試験については、採点後に返却する。
レポート試験の結果に関しては、希望があればフィードバックを行う。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
正当な理由なく3回をこえて授業に欠席した場合は、「k」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

中間試験

1

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

50

最終レポート

2, 3, 4

その他

0
道徳教育指導論

テキスト

テキストを使用しない

参考書

『中学校学習指導要領』、文部科学省
『史料 道徳教育を考える』、浪本勝年ほか（編）、北樹出版
その他は必要に応じて授業の中で紹介する

履修条件・他の科目との関連 本科目は教職関連科目であり、卒業要件単位数に算入することはできませんので注意して下さい。

道徳教育指導論

授業コード

15005401

授業種別

授業科目名

総合的な学習の時間の指導法

授業担当教員

酒井

達哉

成績担当教員

酒井

達哉

開講年次

3年

実務家教員による授業

講義

開講期

後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
総合的な学習の時間における横断的・総合的な学習や児童の興味・関心等に基づく学習など創意工夫を生かし
た教育活動の展開に必要な基礎的知識を学習し、総合的な学習の展開に必要な資質を身につける。
「総合的な学習の時間」の背景と実践の現状を把握し、そのねらいや意義を考察する。その上で、「総合的な
学習の時間」の計画・実施・評価のプロセスについて理解を深める。さらに、実践事例をもとに基本的な学習過
程や教師の役割について考察するとともに、大学周辺を校区に見立ててテーマを決めて「総合的な学習の時間」
の探究活動を体験する。これらの学習を通して、総合的な学習の時間の単元構成のあり方について考察する。
到達目標
１．総合的な学習の時間の意義と教育課程において果たす役割について、教科を越えて必要となる資質・能力の
育成の視点から理解している。
２．学習指導要領における総合的な学習の時間の目標並びに各学校において目標及び内容を定める際の考え方や
留意点を理解している。
３．各教科等との関連性を図りながら総合的な学習の時間の年間指導計画を作成することの重要性と、その具体
的な事例を理解している。
４．主体的・対話的で深い学びを実現するような、総合的な学習の時間の単元計画を作成することの重要性とそ
の具体的な事例を理解している。
５．総合的な学習の時間の指導と評価の考え方および実践上の留意点を理解する。
６．総合的な学習の時間における児童及び生徒の学習状況に関する評価の方法及びその留意点を理解している。
授業計画
第１回：
第２回：
第３回：
第４回：
第５回：
第６回：
第７回：
第８回：

創設の趣旨と経緯
目標の構成と趣旨
指導計画の作成にあたっての配慮事項と指導計画の要素
内容と内容の取り扱いについての配慮事項
学校における実践事例（学習指導の基本的な考え方や学習指導のポイント）
総合的な学習の時間の実際 ①（課題設定、情報の収集）
総合的な学習の時間の実際 ②（整理・分析、まとめ・表現）
総合的な学習の時間の評価

事前事後の学習
授業時間外で、計30時間の事前事後学習が必要です。
予習：次回授業までに関連する範囲について教科書などを読み、課題に取り組んでくること。
復習：授業中に提示する参考文献に基づいて復習を行うこと。
課題に対するフィードバックの方法
最終授業で全体に対するフィードバックを行う。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定の上、６０点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

60

各回の提出課題(60)

１・２・５・6

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

レポート試験(40)

３・４

その他

0

テキスト

文部科学省『中学校学習指導要領解説 総合的な学習の時間編』（平成30年）

総合的な学習の時間の指導法

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 現在の居住地又は出身地における、総合的な学習の時間で活用できる地域教材について理解を
深めておいてください。

総合的な学習の時間の指導法

授業コード

15004501

授業科目名

特別活動論

授業担当教員

尾場

友和

成績担当教員

尾場

友和

開講年次

2年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

講義

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
この授業では、特別活動の目標や内容について理解を深めるとともに、各教科や特別の教科道徳、総合的な学習
の時間などと関連性を持たせた実践ができるように、特別活動の理論と実践の両方から学習を促す。授業の序盤
では、特別活動の特徴や意義、集団づくりのあり方について、学習指導要領や教育課程における他の活動との関
連に触れ、学級（ホームルーム）活動や生徒会活動などの領域における活動内容や指導方法について検討する。
その後、特別活動の指導計画を構想し、具体的な場面における基本的な実践力の習得を目指す。
到達目標
１．学校教育全体における特別活動の各領域の学習内容、特徴、理論を理解できる。
２．特別活動と各教科等を往還し、年間の指導計画や毎時の授業を計画できる。
３．１・２を踏まえ、特別活動を実際に担当し、実践指導ができる。
授業計画
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14
15

学習指導要領における特別活動の意義と目標
特別活動の特徴と他の教育活動との関連
学級（ホームルーム）活動の内容と指導（１）生活集団づくりと健康安全
学級（ホームルーム）活動の内容と指導（２）キャリア形成と自己実現
学級（ホームルーム）活動の内容と指導（３）模擬授業の計画
学級（ホームルーム）活動の内容と指導（４）模擬授業
生徒会活動の内容と指導
学校行事の内容と指導（１）儀式的行事、遠足・集団宿泊的行事、勤労生産・奉仕的行事
学校行事の内容と指導（２）文化的行事、健康安全・体育的行事
学校行事の内容と指導（３）指導計画の作成
学校行事の内容と指導（４）模擬授業（遠足・集団宿泊的行事）
学校行事の内容と指導（５）模擬授業（健康安全・体育的行事）
学校行事の内容と指導（６）模擬授業の振り返り（グループワーク）
家庭、地域、関係機関と連携した特別活動
特別活動の取り組みに対する評価・改善

事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
【第1 回】 事前：学習指導要領とは何かを調べておく
事後：学習指導要領における特別活動の目標を精読する
【第2 回】 事前：特別活動と他の教育活動との違いについて調べておく
事後：特別活動と教職免許取得予定教科の教育活動の関連性をまとめる
【第3 回】 事前：学習指導要領における学級（ホームルーム）活動の目標・内容を精読する
事後：学校における生活集団づくりと健康安全について実践事例をまとめる
【第4 回】 事前：キャリア形成と自己実現を整理する
事後：キャリア形成と自己実現について実践事例をまとめる
【第5 回】 事前：学級（ホームルーム）活動における模擬授業の指導計画を構想を練る
事後：学級（ホームルーム）活動における模擬授業の計画を最終確認する
【第6 回】 事前：学級（ホームルーム）活動における模擬授業の予行練習をする
事後：学級（ホームルーム）活動における模擬授業を振り返り、課題をまとめる
【第7 回】 事前：学習指導要領における生徒会活動の目標・内容を精読する
事後：生徒会活動について実践事例をまとめる
【第8 回】 事前：学習指導要領における儀式的行事、遠足・集団宿泊的行事、勤労生産・奉仕的行事の目標・内
容を精読する
事後：儀式的行事、遠足・集団宿泊的行事、勤労生産・奉仕的行事について実践事例をまとめる
【第9 回】 事前：学習指導要領における文化的行事、健康安全・体育的行事の目標・内容を精読する
事後：文化的行事、健康安全・体育的行事について実践事例をまとめる
【第10 回】事前：遠足・集団宿泊的行事、健康安全・体育的行事の指導計画を構想を練る
事後：遠足・集団宿泊的行事、健康安全・体育的行事の指導計画を最終確認する
【第11 回】事前：遠足・集団宿泊的行事における模擬授業の予行練習をする
事後：遠足・集団宿泊的行事における模擬授業の予行練習を振り返り、課題をまとめる
【第12 回】事前：健康安全・体育的行事における模擬授業の予行練習をする
事後：健康安全・体育的行事における模擬授業の予行練習を振り返り、課題をまとめる
【第13 回】事前：模擬授業の改善点について検討する
事後：今後の指導においてどのような点に注意すれば良いかまとめる
【第14 回】事前：学習指導要領における家庭、地域、関係機関との連携の背景やそのねらいを精読する
特別活動論

事後：家庭、地域、関係機関との連携の実践事例をまとめる
【第15 回】事前：これまでの講義を振り返り、整理する
事後：教員の⽴場で、特別活動をどのように指導していけばよいか、まとめる
課題に対するフィードバックの方法
授業内で講評・解説する。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。また、定期試験
に代わるレポートを未提出の場合、「K」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

模擬授業の指導案、模擬授業、リフレクションシート 等

１～３

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

50

レポート

1～2

その他

0

テキスト

山田浩之編 教師教育講座第８巻特別活動論 協同出版 2013

参考書

文部科学省 中学校学習指導要領 東山書房 2018
文部科学省 高等学校学習指導要領 東山書房 2018

履修条件・他の科目との関連 全ての教職科目と関連がある。

特別活動論

授業コード

15004502

授業科目名

特別活動論

授業担当教員

尾場

友和

成績担当教員

尾場

友和

開講年次

2年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

講義

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
この授業では、特別活動の目標や内容について理解を深めるとともに、各教科や特別の教科道徳、総合的な学習
の時間などと関連性を持たせた実践ができるように、特別活動の理論と実践の両方から学習を促す。授業の序盤
では、特別活動の特徴や意義、集団づくりのあり方について、学習指導要領や教育課程における他の活動との関
連に触れ、学級（ホームルーム）活動や生徒会活動などの領域における活動内容や指導方法について検討する。
その後、特別活動の指導計画を構想し、具体的な場面における基本的な実践力の習得を目指す。
到達目標
１．学校教育全体における特別活動の各領域の学習内容、特徴、理論を理解できる。
２．特別活動と各教科等を往還し、年間の指導計画や毎時の授業を計画できる。
３．１・２を踏まえ、特別活動を実際に担当し、実践指導ができる。
授業計画
１
２
３
４
５
６
７
８
９
10
11
12
13
14
15

学習指導要領における特別活動の意義と目標
特別活動の特徴と他の教育活動との関連
学級（ホームルーム）活動の内容と指導（１）生活集団づくりと健康安全
学級（ホームルーム）活動の内容と指導（２）キャリア形成と自己実現
学級（ホームルーム）活動の内容と指導（３）模擬授業の計画
学級（ホームルーム）活動の内容と指導（４）模擬授業
生徒会活動の内容と指導
学校行事の内容と指導（１）儀式的行事、遠足・集団宿泊的行事、勤労生産・奉仕的行事
学校行事の内容と指導（２）文化的行事、健康安全・体育的行事
学校行事の内容と指導（３）指導計画の作成
学校行事の内容と指導（４）模擬授業（遠足・集団宿泊的行事）
学校行事の内容と指導（５）模擬授業（健康安全・体育的行事）
学校行事の内容と指導（６）模擬授業の振り返り（グループワーク）
家庭、地域、関係機関と連携した特別活動
特別活動の取り組みに対する評価・改善

事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
【第1 回】 事前：学習指導要領とは何かを調べておく
事後：学習指導要領における特別活動の目標を精読する
【第2 回】 事前：特別活動と他の教育活動との違いについて調べておく
事後：特別活動と教職免許取得予定教科の教育活動の関連性をまとめる
【第3 回】 事前：学習指導要領における学級（ホームルーム）活動の目標・内容を精読する
事後：学校における生活集団づくりと健康安全について実践事例をまとめる
【第4 回】 事前：キャリア形成と自己実現を整理する
事後：キャリア形成と自己実現について実践事例をまとめる
【第5 回】 事前：学級（ホームルーム）活動における模擬授業の指導計画を構想を練る
事後：学級（ホームルーム）活動における模擬授業の計画を最終確認する
【第6 回】 事前：学級（ホームルーム）活動における模擬授業の予行練習をする
事後：学級（ホームルーム）活動における模擬授業を振り返り、課題をまとめる
【第7 回】 事前：学習指導要領における生徒会活動の目標・内容を精読する
事後：生徒会活動について実践事例をまとめる
【第8 回】 事前：学習指導要領における儀式的行事、遠足・集団宿泊的行事、勤労生産・奉仕的行事の目標・内
容を精読する
事後：儀式的行事、遠足・集団宿泊的行事、勤労生産・奉仕的行事について実践事例をまとめる
【第9 回】 事前：学習指導要領における文化的行事、健康安全・体育的行事の目標・内容を精読する
事後：文化的行事、健康安全・体育的行事について実践事例をまとめる
【第10 回】事前：遠足・集団宿泊的行事、健康安全・体育的行事の指導計画を構想を練る
事後：遠足・集団宿泊的行事、健康安全・体育的行事の指導計画を最終確認する
【第11 回】事前：遠足・集団宿泊的行事における模擬授業の予行練習をする
事後：遠足・集団宿泊的行事における模擬授業の予行練習を振り返り、課題をまとめる
【第12 回】事前：健康安全・体育的行事における模擬授業の予行練習をする
事後：健康安全・体育的行事における模擬授業の予行練習を振り返り、課題をまとめる
【第13 回】事前：模擬授業の改善点について検討する
事後：今後の指導においてどのような点に注意すれば良いかまとめる
【第14 回】事前：学習指導要領における家庭、地域、関係機関との連携の背景やそのねらいを精読する
特別活動論

事後：家庭、地域、関係機関との連携の実践事例をまとめる
【第15 回】事前：これまでの講義を振り返り、整理する
事後：教員の⽴場で、特別活動をどのように指導していけばよいか、まとめる
課題に対するフィードバックの方法
授業内で講評・解説する。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。また、定期試験
に代わるレポートを未提出の場合、「K」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

模擬授業の指導案、模擬授業、リフレクションシート 等

１～３

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

50

レポート

1～2

その他

0

テキスト

山田浩之編 教師教育講座第８巻特別活動論 協同出版 2013

参考書

文部科学省 中学校学習指導要領 東山書房 2018
文部科学省 高等学校学習指導要領 東山書房 2018

履修条件・他の科目との関連 全ての教職科目と関連がある。

特別活動論

授業コード

15003201

授業種別

授業科目名

教育方法・技術論

授業担当教員

藤本

光司

成績担当教員

藤本

光司

開講年次

2年

開講期

実務家教員による授業

講義

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
本授業「教育の方法及び技術（情報通信技術の活用含む）」は，教員の免許状取得のための必修科目です。
教育の方法及び技術の考え方を基本として、テキスト・動画等を用いて、毎回のテーマを解説する。少レポート
や小テストを適宜行う。対面授業の際には，グループ演習を適宜実施する。また、ICTを活用して，教材作成（遠
隔教材作成も含む）や簡易の学習指導案を作成する過程で，教職の業務を理解する。LMS（学習支援システム）を
活用して，予習・復習や課題提出を実施する。教材作成やプレゼンテーションを実施するので個人用ノートPC・
タブレット等を必携とします。
到達目標
１．教員としての指導方法や授業技術に関して、教育方法学の側面から知識を得る。（知識・理解）
２．教育工学の視点からICTの活用方法や指導方法を身につけ、課題レポートとして的確な文章表現等ができる。
（技能）
３．教育目的に即した学習活動のあり方を探究し、教員としての資質を高める。（意欲・態度）
４．よくわかる／楽しい授業を構築し、生徒の「生きる力」を育むための教材作成に取り組む。（創意工夫）
５．昨今の教育事情を把握し、グループ討論を通じて学校現場での問題解決に対する姿勢を育む。（課題解決）
授業計画
第１回：ガイダンス（教員紹介・授業内容・課題提出・成績評価），ICTを活用した教学とは？
第２回：教育方法の基礎的理論と実践の理解（教学とコミュニケーション）
第３回：子どもの自主性・主体性，教授学習理論（ピグマリオン効果），対話的な学び（伝える力）
第４回：子どもの情意面育成（自己肯定感、結果・効力予期、自尊感情、自己効力感）
第５回：学習評価（教育評価の基本的な考え方，ブルームの評価段階，絶対評価と相対評価など）
第６回：授業設計と学習者のレディネス分析（既有知識の視覚化、学習者のスキーマー，ID理論）
第７回：情報通信技術の活用の意義と在り方（特別の支援を必要とする児童及び生徒に対する情報通信技術の活
用に当たっての留意点を含む）の理解
第８回：ICT支援員などの外部との連携及び学校におけるICT環境の整備の在り方
第９回：育成を目指す資質・能力や学習場面に応じた情報通信技術を効果的に活用した指導事例（デジタル教材
の作成・利用を含む。）の理解及び基礎的な指導法
第１０回：学習履歴（スタディ・ログ）など教育データ活用での指導や学習評価への活用及び教育情報セキュリ
ティの重要性の理解
第１１回：遠隔・オンライン教育の意義や関連するシステムの使用法
第１２回：統合型校務支援システムを含む情報通信技術を効果的に活用した校務の推進の理解
第１３回：教科、道徳、特別活動、総合的な学習の時間における横断的に育成する情報活用能力（情報モラルを
含む。）の理解
第１４回：情報活用能力（情報モラルを含む。）の理解、教科、道徳、特別活動、総合的な学習の時間の特性に
応じた指導事例の理解及び基礎的な指導法
第１５回：まとめ
定期試験
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
【第1回】
・事前（予習）：
・事後（復習）：
時間）
【第2回】
・事前（予習）：
・事後（復習）：
（2.5時間）
【第3回】
・事前（予習）：
・事後（復習）：
【第4回】
・事前（予習）：
・事後（復習）：
【第5回】
・事前（予習）：
・事後（復習）：
【第6回】

あらかじめ購入した授業で使用するテキストの概要を読んでおく。（2.5時間）
就職活動面接や採用試験（教員など）を想定した自己紹介を800文字程度で記入する。（1.5
前時で紹介した本時のテキスト内容をあらかじめ熟読しておく。（1.5時間）
授業の後半に示した課題レポート「教学とコミュニケーションに関する考察」を作成する。
前時で紹介した本時のテキスト内容をあらかじめ熟読しておく。（1.5時間）
授業の後半に示した課題レポート「自主性尺度分析に関する考察」を作成する。（2.5時間）
前時で紹介した本時のテキスト内容をあらかじめ熟読しておく。（1.5時間）
授業の後半に示した課題レポート「子どもの情意面育成」を作成する。（2.5時間）
前時で紹介した本時のテキスト内容をあらかじめ熟読しておく。（1.5時間）
授業の後半に示した課題レポート「教育評価の基本的な考え方」を作成する。（2.5時間）

教育方法・技術論

・事前（予習）：
・事後（復習）：
時間）
【第7回】
・事前（予習）：
・事後（復習）：
【第8回】
・事前（予習）：
・事後（復習）：
【第9回】
・事前（予習）：
・事後（復習）：
【第10回】
・事前（予習）：
・事後（復習）：
る。（2.5時間）
【第11回】
・事前（予習）：
・事後（復習）：
【第12回】
・事前（予習）：
・事後（復習）：
時間）
【第13回】
・事前（予習）：
・事後（復習）：
【第14回】
・事前（予習）：
・事後（復習）：
時間）
【第15回】
・事前（予習）：
・事後（復習）：

前時で紹介した本時のテキスト内容をあらかじめ熟読しておく。（1.5時間）
授業の後半に示した課題レポート「授業設計と学習者のレディネス分析」を作成する。（2.5
前時で紹介した本時のテキスト内容をあらかじめ熟読しておく。（1.5時間）
授業の後半に示した課題レポート「情報通信技術の活用の意義」を作成する。（2.5時間）
前時で紹介した本時のテキスト内容をあらかじめ熟読しておく。（1.5時間）
授業の後半に示した課題レポート「学校におけるICT環境の整備」を作成する。（2.5時間）
前時で紹介した本時のテキスト内容をあらかじめ熟読しておく。（1.5時間）
授業の後半に示した課題レポート「デジタル教材の作成・利用」を作成する。（2.5時間）
前時で紹介した本時のテキスト内容をあらかじめ熟読しておく。（1.5時間）
授業の後半に示した課題レポート「教育データ活用での指導や学習評価への活用」を作成す
前時で紹介した本時のテキスト内容をあらかじめ熟読しておく。（1.5時間）
授業の後半に示した課題レポート「遠隔・オンライン教育の意義」を作成する。（2.5時間）
前時で紹介した本時のテキスト内容をあらかじめ熟読しておく。（1.5時間）
授業の後半に示した課題レポート「ICTを効果的に活用した校務の推進」を作成する。（2.5
前時で紹介した本時のテキスト内容をあらかじめ熟読しておく。（1.5時間）
授業の後半に示した課題レポート「情報モラル」を作成する。（2.5時間）
前時で紹介した本時のテキスト内容をあらかじめ熟読しておく。（1.5時間）
授業の後半に示した課題レポート「指導事例の理解及び基礎的な指導法」を作成する。（2.5
これまで学習した内容についての質問事項を整理しておく。（1.5時間）
期末試験に向けてこれまでの学びを整理する。（2.5時間）

課題に対するフィードバックの方法
・授業内の課題は、リアルタイムサポートシステム（REAS）やGoogleフォームズを活用して間違いや優れた点の
指摘、助言等を行う。
・記述式の課題レポートは添削して返却する。Web提出の場合はコメントを返信する。
・第8回目で配布する中間成績や期末試験の評価結果について希望があれば開示する。
成績評価の方法・基準（方針）
・平常点は、課題レポートの評価や授業中の演習での情意面（取り組み姿勢など）とする。
・毎時のレポート課題は、①記述分量、②誤字脱字、③内容表現より採点して蓄積する。
・対面授業では、主体的で対話的な深い学びを担保とするため、授業内での発表のパフォーマンス度も評価す
る。よって出席状況（欠席・遅刻・無断早退など）も評価に関連することがある。
評価基準について
[最低限の到達度]
文章を読み取って理解する能力とともに、テキストや配布資料の解読を通して情報と社会に関する知識と思考
力、判断力と表現力を身につけることができている。アクティブラーニングの側面では、一定の討議に参加して
いる。また、授業を概ね理解して課題レポートを書くことができる。（60-69点）
〔望ましい到達度〕
文章を正確に読み取って理解する能力とともに、テキストや配布資料の解読を通して情報と社会に関する専門的
な知識と思考力、判断力と表現力を深め、研究上で活用を可能とする水準まで身につけることができている。ア
クティブラーニングの側面では、自分の考えを整理して的確に発表することができる。また、授業内容を深く理
解した上で、自分の考えを含めたレポートを書くことができる。（80-100点）
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

30

授業外での評価

30

定期試験

20

定期試験に代わるレポート等

20

その他

0

テキスト

林徳治／藤本光司／若杉祥太 編著、『アクティブラーニングに導く 教学改善のすすめ』、ぎょうせ
い,2020

参考書

中学校学習指導要領（平成29年3月告示 文部科学省）
教育方法・技術論

参考書

高等学校学習指導要領（平成30年3月告示 文部科学省）
自分が取得する教科の検定教科書（中学校，高等学校の各教科）
稲垣忠／佐藤和紀 編著、『ICT活用の理論と実践 ＤＸ時代の教師を目指して』、北大路書房

履修条件・他の科目との関連 教員の免許状取得のための必修科目
MSN Office（ワード，エクセル，パワーポイント）などの初級スキルを最低限身に着けている事。
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授業コード

15001601

授業種別

授業科目名

生徒指導（進路指導を含む）

授業担当教員

青砥

正壽

成績担当教員

青砥

正壽

開講年次

カリキュラムによる

開講期

実務家教員による授業

講義

後期

単位数

〇

2単位

授業の目的・概要
生徒指導・進路指導は、生徒一人ひとりの「生き方」につながる、非常に重要な教育活動であるとともに、授業
中だけでなく様々な場面で展開される活動でもある。本授業では、学校における生徒指導・進路指導の諸課題を
総合的に理解するとともに、実践において求められる理論と技法の習得をめざす。学校及び大阪府教育委員会で
従事した実務経験をもとに、将来、教員として活躍したい学生に対し、教育実践に役立つ授業を展開する。
授業の形態は、講義及び演習を組み合わせたものである。授業の中に、ロールプレイング、事例検討、グループ
討議などの活動を取り入れて進めるので、主体的に取り組むことが重要となる。また、授業で与える課題は、期
限までに必ず提出すること。
到達目標
1 生徒指導・進路指導における、全体及び個別の指導・支援の在り方や考え方を説明することができる。
2 生徒や学校を取り巻く諸課題や生起する問題について、多面的にとらえることができる。
3 生徒指導及び進路指導上、教員に求められる役割を説明することができる。
授業計画
【第1回】 授業オリエンテーション・生徒指導の意義と役割
【第2回】 生徒指導の教育課程上の位置づけ・教科等各領域との関連
【第3回】 生徒指導の歴史と理論
【第4回】 校則と生徒指導
【第5回】 生徒指導における生徒理解の理論と実際
【第6回】 集団づくりと生徒指導
【第7回】 生徒指導の実際と対応（1）いじめ問題
【第8回】 生徒指導の実際と対応（2）暴力・非行問題
【第9回】 生徒指導の実際と対応（3）不登校・中途退学
【第10回】 生徒指導の実際と対応（4）生徒指導上の現代的課題
【第11回】 進路指導・キャリア教育の意義と役割
【第12回】 進路指導・キャリア教育の教育課程上の位置づけ
【第13回】 ガイダンスとしての進路指導・キャリア教育
【第14回】 カウンセリングとしての進路指導・キャリア教育
【第15回】 生徒指導・進路指導・キャリア教育の課題と展望
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
全回
【事前】
第1回
【事前】
【事後】
第2回
【事前】
【事後】
第3回
【事前】
【事後】
第4回
【事前】
【事後】
第5回
【事前】
【事後】
第6回
【事前】
【事後】
第7回
【事前】
【事後】
第8回
【事前】
【事後】

授業の初めに教育に関係するニュースを確認するので、新聞等で最新の情報を得ておく。
シラバスを熟読し、授業の流れを理解しておく。
生徒指導の意義と役割について、授業内容をふり返り整理する。
学習指導と生徒指導の関係について、自身の考えをまとめておく。
生徒指導と各教科との連携について、授業内容をふり返り整理する。
自身の中学・高校時代の生徒指導についてふり返り、考えをまとめておく。
生徒指導の変遷を踏まえて、生徒指導の在り方についてまとめる。
自身の中学・高校時代の校則についてふり返り、その根拠を考えておく。
校則の意義について、グループ討論の内容をまとめる。
生徒指導リーフ18を読んで、「自尊感情」「自己有用感」について調べておく。
グループ討論を踏まえて、生徒指導における個別指導についてまとめる。
学校を取り巻く様々な専門職について調べておく。
専門職や外部機関の役割、連携の在り方についてまとめる。
「いじめ防止対策推進法」を読み、そのポイントを考えておく。
いじめ問題の未然防止と対応について、事例検討を踏まえて内容をまとめる。
学校における暴力・非行問題には、どのようなものがあるか調べておく。
グループワークを踏まえて、暴力行為が発生するメカニズムについてまとめる。
生徒指導（進路指導を含む）

第9回
【事前】
【事後】
第10回
【事前】
【事後】
第11回
【事前】
【事後】
第12回
【事前】
【事後】
第13回
【事前】
【事後】
第14回
【事前】
【事後】
る。
第15回
【事前】
【事後】

不登校生徒への支援等に関する国の動向について調べておく。
不登校生徒への様々な支援について理解を深め、多様な指導方法のイメージを持つ。
生徒指導上の現代的な課題について、どのようなものがあるか調べておく。
生徒の命にかかわる事象等について、授業内容をまとめる。
「キャリア教育・進路指導に関する総合的実態調査」（国立教育政策研究所）を読んでおく。
小中高、それぞれのキャリア教育の内容についてまとめる。
2020年度より全校種で始まった「キャリアパスポート」について調べておく。
進路指導・キャリア教育の違いを整理し、自身の専門教科で何ができるかをまとめる。
キャリアガイダンスとは何かを、文献やインターネットで調べておく。
キャリアガイダンスの必要性についてまとめる。
キャリアカウンセリングとは何かを、文献やインターネットで調べておく。
キャリアカウンセリングとキャリアガイダンスの違い、キャリアカウンセリングの方法についてまとめ
実際に生徒指導を行う場面を想定して、考えられる課題を挙げる。
生徒指導、進路指導、キャリア教育が連携した教育活動についてまとめる。

課題に対するフィードバックの方法
・授業内で実施する発表やグループワークについては、適時指導助言を行う。
・各回の課題については、授業内で解説する。レポートは、採点後希望者に点数と内容を開示する。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、授業内及び授業外の課題、期末試験（レポート）の結果に基づき総合的に判定のうえ、60点
以上を合格とし、所定の単位を認定する。正当な理由なく5回以上欠席した場合は、評価の対象とせず、「K」評
価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

ワークシート（10回を予定）（40）、授業内発表（10）

1、2、3

授業外での評価

30

小課題（6回を予定）（30）

1、2、3

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

全授業終了後に実施するレポート試験（20）

1、2、3

その他

0

テキスト

文部科学省編『生徒指導提要』 ※2022年4月改訂予定 最新のものをご用意ください。

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 ・本授業は、教員免許取得の必須要件である。教員としての自覚を持ち、主体的に授業に取り組
むこと。
・欠席した場合、担当教員に欠席を連絡したうえで、資料を取りに来ること。

生徒指導（進路指導を含む）

授業コード

15001301

授業種別

授業科目名

教育相談

授業担当教員

中川

千夏

成績担当教員

中川

千夏

開講年次

カリキュラムによる

開講期

実務家教員による授業

講義

前期

単位数

〇

2単位

授業の目的・概要
教育相談とは、成長期にある子どもたちが学校生活を送る中で生じるさまざまな問題の解決を目指す相談活動で
ある。そのため、この授業では、相談の担い手に求められる子どもの各年代における発達課題や子どもを取り巻
く学校内外の環境に関する基礎的知識を概説する。また、実際の相談活動で必要とされるカウンセリングの視点
についても言及する。
また、担当教員が過去に公立中学校にスクールカウンセラーとして勤務した経験をもとに、実務家教員として
将来学校教育にかかわる仕事に就きたいと考えている方にも役立つ授業にしたい。
到達目標
１．実際の教育相談における具体的な相談内容を知る
２．子どもの発達課題を理解する
３．大人も子どもを取り巻く一つの環境であることを自覚する
４．実際の教育相談活動においてカウンセリング的視点を持つことができるようにする
授業計画
【第1回】
テーマ：授業オリエンテーション
教育相談とは
内容・方法：授業計画の紹介 評価方法の説明など
教育相談の歴史、現状、システムなど
【第2回】
テーマ：教育相談の実際①
内容・方法：「いじめ」
近年のいじめの特徴やその変遷を振り返り、いじめ防止のために必要な視点を概説す
る。
【第3回】
テーマ：」教育相談の実際②
内容・方法：「不登校」 その背景やタイプを説明し、「学校に行かない（行けない）」ということをどのよう
にとらえるべきか言及する。
【第4回】
テーマ：教育相談の実際③
内容・方法：「児童虐待」 児童虐待の現状を説明し、その複雑な背景とそれらが子どもにもたらす影響につい
て概説する。
【第５回】
テーマ：教育相談の実際④
内容・方法：「児童虐待 その２」 児童虐待の現状を説明し、その複雑な背景とそれらが子どもにもたらす影
響について概説する。
【第６回】
テーマ：教育相談の実際⑤
内容・方法：「非行問題」万引き、金銭問題、性非行、違法薬物など校内で出会う頻度の高い問題について概説
する。
【第７回】
テーマ：教育相談の実際⑥
内容・方法：「特別支援教育」主として発達障害について概説する。
【第８回】
テーマ：子どもの発達課題①
内容・方法：「乳幼児期の発達課題」アタッチメントの形成を中心に乳幼児のコミュニケーション能力の発達に
ついて概説する。
【第９回】
テーマ：子どもの発達課題②
内容・方法：「児童期の発達課題」ピアジェの発生的認識論に基づく思考の発達や仲間関係など社会性の発達に
ついて概説する。
【第10回】
テーマ：子どもの発達課題③
内容・方法：「思春期・青年期の課題」 第二次性徴と親からの精神的な自立の過程、アイデンティティの確立
について概説する。
【第11回】
テーマ：保護者への支援と教育相談
内容・方法：「保護者の不安と願い」保護者からの学校への要求その背景について説明し、信頼関係を築くため
の姿勢について概説する。
【第12回】
テーマ：教育相談とカウンセリング➀
教育相談

内容・方法：「教師のメンタルヘルス」教師に特有の悩みやストレスについて説明し、その予防策と支援につい
て概説する。
【第13回】
テーマ：教育相談とカウンセリング②
内容・方法：「スクールカウンセラーとカウンセリング」校内の異職種であるスクールカウンセラーの役割を紹
介し、連携の取り方について説明する。
【第14回】
テーマ：専門機関との連携と教育相談
内容・方法：「校外の専門機関とのネットワーク」校外に存在するさまざまな専門機関の利用の仕方について概
説する。
【第15回】
まとめ
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
授業中に配布される資料に関連する時事ニュースについて意識を高めること。また、紹介される書籍等について
も積極的に目を通しておくこと。
課題に対するフィードバックの方法
毎回、提出していただくリフレクションシートや感想から一部、匿名で紹介し、受講生全体でシェアする。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す3つの評価方法の総合で評価する。
➀毎回の授業終了後に提出していただくリフレクションシートまたは資料の感想
➁授業期間内に提出していただくレポート課題
➂定期試験期間中に行う筆記テスト
以上3つの評価結果に基づき総合的に判定し、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
正当な理由のない欠席4回以上、または、欠席3回以下であっても、上記②の授業期間内のレポート課題が未提出
であれば、評価の対象とせず、「K」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

60

・リフレクションシートまたは資料の感想
・授業期間内に提出するレポート課題

１．２．３．４．

授業外での評価

0

定期試験

40

定期試験に代わるレポート等

0

その他

0

テキスト

テキストは使用しません。
レジュメを配布する。
その他は必要に応じて授業の中で紹介する。

参考書

『よくわかる教育相談』春日井敏之、伊藤美奈子 編
その他は必要に応じて授業の中で紹介する。

１．２．３．４．

ミネルヴァ書房

履修条件・他の科目との関連 教職課程科目、心理学関連の科目を履修していることが望ましい。

教育相談

授業コード

15001101

授業種別

授業科目名

教育実習Ⅰ

授業担当教員

寺田

進志、谷川

成績担当教員

寺田

進志

開講年次

カリキュラムによる

実務家教員による授業

実習

－

哲朗
開講期

前期、後期

単位数

3単位

授業の目的・概要
教育実習の事前学習として、学校教育の様相、今日的教育課題、教育実習の内容、教育実習に際しての心構えや
留意することを説明する。
また、教育実習に際しては、これまでに学んだ教職教養、専門教養、一般教養など教員としての技能を統合し
実習を行うとともに、学校現場での教育実践を通して学校教育の内容や今日的課題などを総合的、体験的に学
び、教員としての資質と能力の向上を図ることの意義を概説する。
さらに、巡回指導において実習状況に応じた課題の克服にあたるとともに、事後学習においては、自己の教育
実習を総括し、卒業生の現役教員等からも教育現場の実際について学び、めざす教師像に反映させることの大切
さを説明する。
到達目標
１．学校教育について教育実践を通して理解を深め、実習の意義について考えることができる。
２．教師の職務、服務を確実に遂行できる資質と能力を理解し、実践することができる。
３．自ら進んで生徒たちと触れ合い、生徒理解を深め、生徒指導力の向上をめざすことができる。
４．教育課程についての理解を深め、教材及び指導計画作成に努めることができる。
授業計画
教育実践研究（教育実習の事前・事後指導）
第１回 事前指導① 教育実習に係る手続き及び教育実習に際する抱負
第２回 事前指導② 教育実習の意義及び学校教育の様相
第３回 事前指導③ 教師の職務・服務及び教育実習の心得
第４回 事前指導④ 地方自治体における教育の取り組み
第５回 事前指導⑤ 学校教育の全容、実習ノートに関する説明及び教育実習直前まとめ
第６回 事後指導① 教育実習の総括と実践事例研究（１）
第７回 事後指導② 教育実習の総括と実践事例研究（２）及び教員免許申請に関して
第８回 事後指導③ 教育実習の総括と自己の課題研究及び教職セミナー
教育実習
中学校又は高等学校での教育実習
（１）学校教育について教育実践を通して理解を深め、実習の意義について再確認する。
（２）教育の今日的課題についての理解を図り、その課題解決に関する意識を高める。
（３）教育課程についての理解を深め、その指導の在り方について研修する。
（４）自ら進んで生徒たちと触れ合い、生徒理解を深め、生徒指導力の向上を図る。
（５）支援を要する生徒について、指導教員の指導の下、適切に支援教育を実践する。
事前事後の学習
必要に応じて、担当教員より指示する。
第1回～第5回の事前指導①～⑤については、教育実習に際する抱負、学習指導案、模擬授業など教育実習の心得
としてそれぞれ約2時間の事前学習を要する。また、第6回～第8回の事後指導①～③については、教育実習の総括
と自己課題研究としてそれぞれ約2時間の事後学習を要する。
課題に対するフィードバックの方法
実習校への提出物、学習指導案、模擬授業など本人の希望に応じて適宜指導・助言を講じる。
成績評価の方法・基準（方針）
教育実習校の教育実習についての評価並びに事前・事後学習及び巡回指導教員の評価などから総合的に評価す
る。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

10

・教育実習（事前・事後指導含む）に臨む姿勢、発言内
容、課題への取組（意欲、主体性）等を総合評価。
（10％）

1，2

授業外での評価

80

（１）学習指導（30％）
・教材に関する知識と理解の程度
・教材及び指導計画作成上の研究態度

1，2，3，4

教育実習Ⅰ

・学習指導上の技術と態度
（２）生徒指導（20％）
・生徒指導に関する理解の程度
・生徒指導の能力と態度
・指導技術（個人指導、学級指導）
（３）教職勤務（30％）
・自律的な勤務状況
・教育的熱意
・教師としての資質
定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

10

その他

0

テキスト

プリントを配付する。

参考書

適宜紹介する。

・総括（教育実習レポート）

1，2，3，4

履修条件・他の科目との関連 教員への強い志と熱意をもって教育実習に挑む姿勢を持ち合わせていること。
教育実習までに教育実習研究Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの履修を終え単位修得しておくことが必須。

教育実習Ⅰ

授業コード

15001201

授業種別

授業科目名

教育実習Ⅱ

授業担当教員

寺田

進志、谷川

成績担当教員

寺田

進志

開講年次

カリキュラムによる

実務家教員による授業

実習

－

哲朗
開講期

前期、後期

単位数

2単位

授業の目的・概要
教育実習の事前学習として、学校教育の様相、今日的教育課題、教育実習の内容、教育実習に際しての心構えや
留意することを説明する。
また、教育実習に際しては、これまでに学んだ教職教養、専門教養、一般教養など教員としての技能を統合し
実習を行うとともに、学校現場での教育実践を通して学校教育の内容や今日的課題などを総合的、体験的に学
び、教員としての資質と能力の向上を図ることの意義を概説する。
さらに、巡回指導において実習状況に応じた課題の克服にあたるとともに、事後学習においては、自己の教育
実習を総括し、卒業生の現役教員等からも教育現場の実際について学び、めざす教師像に反映させることの大切
さを説明する。
到達目標
１．学校教育について教育実践を通して理解を深め、実習の意義について考えることができる。
２．教師の職務、服務を確実に遂行できる資質と能力を理解し、実践することができる。
３．自ら進んで生徒たちと触れ合い、生徒理解を深め、生徒指導力の向上をめざすことができる。
４．教育課程についての理解を深め、教材及び指導計画作成に努めることができる。
授業計画
教育実践研究（教育実習の事前・事後指導）
第１回 事前指導① 教育実習に係る手続き及び教育実習に際する抱負
第２回 事前指導② 教育実習の意義及び学校教育の様相
第３回 事前指導③ 教師の職務・服務及び教育実習の心得
第４回 事前指導④ 地方自治体における教育の取り組み
第５回 事前指導⑤ 学校教育の全容、実習ノートに関する説明及び教育実習直前まとめ
第６回 事後指導① 教育実習の総括と実践事例研究（１）
第７回 事後指導② 教育実習の総括と実践事例研究（２）及び教員免許申請に関して
第８回 事後指導③ 教育実習の総括と自己の課題研究及び教職セミナー
教育実習
中学校又は高等学校での教育実習
（１）学校教育について教育実践を通して理解を深め、実習の意義について再確認する。
（２）教育の今日的課題についての理解を図り、その課題解決に関する意識を高める。
（３）教育課程についての理解を深め、その指導の在り方について研修する。
（４）自ら進んで生徒たちと触れ合い、生徒理解を深め、生徒指導力の向上を図る。
（５）支援を要する生徒について、指導教員の指導の下、適切に支援教育を実践する。
事前事後の学習
必要に応じて、担当教員より指示する。
第1回～第5回の事前指導①～⑤については、教育実習に際する抱負、学習指導案、模擬授業など教育実習の心得
としてそれぞれ約2時間の事前学習を要する。
また、第6回～第8回の事後指導①～③については、教育実習の総括と自己課題研究としてそれぞれ約2時間の事後
学習を要する。
課題に対するフィードバックの方法
実習校への提出物、学習指導案、模擬授業など本人の希望に応じて適宜指導・助言を講じる。
成績評価の方法・基準（方針）
教育実習校の教育実習についての評価並びに事前・事後学習及び巡回指導教員の評価などから総合的に評価す
る。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

10

教育実習（事前・事後指導含む）に臨む姿勢、発言内
容、課題への取組（意欲、主体性）等を総合評価。
（10％）

1，2

授業外での評価

80

（１）学習指導（30％）
・教材に関する知識と理解の程度

1，2，3，4

教育実習Ⅱ

・教材及び指導計画作成上の研究態度
・学習指導上の技術と態度
（２）生徒指導（20％）
・生徒指導に関する理解の程度
・生徒指導の能力と態度
・指導技術（個人指導、学級指導）
（３）教職勤務（30％）
・自律的な勤務状況
・教育的熱意
・教師としての資質
定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

10

その他

0

テキスト

プリントを配付する。

参考書

適宜紹介する。

・総括（教育実習レポート）

1，2，3，4

履修条件・他の科目との関連 教員への強い志と熱意をもって教育実習に挑む姿勢を持ち合わせていること。
教育実習までに教育実習研究Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの履修を終え単位修得しておくことが必須。

教育実習Ⅱ

授業コード

15003301

授業種別

授業科目名

教職実践演習（中・高）

授業担当教員

中村

浩子、小倉

成績担当教員

中村

浩子

開講年次

カリキュラムによる

実務家教員による授業

演習

－

幸雄
開講期

後期

単位数

2単位

授業の目的・概要
教職課程を通じて学習してきたことを振り返りつつ、教員としての心構えと職務内容について再確認し、生徒指
導、学級経営、同僚教職員や保護者との連携協力、生徒が今日抱えうる諸課題への対応について、事例等を用い
ながらロールプレイ、グループ討論を行いつつICTも活用しながら検討し、実践的な力を育む。
また教科指導について、授業計画、学習形態、指導法の工夫について議論・検討する。
到達目標
1．「教育」という仕事に対する誇り、使命、責任とは何か、自らの意見を他者と共有することができる。
2．教職員・保護者と協力しつつ、生徒の成長に寄与することができるようになる。
3．生徒の状況を理解し、生徒との信頼関係を築きながら、生徒への指導及び学級づくりができるようになる。
4．教科に対する十分な知識をもとに、生徒の理解に応じた授業計画や学習形態、指導法を工夫することができ
る。
授業計画
第１回 ： イントロダクション： 「教職実践演習」の意義と学習内容及び進め方
第２回 ： 教師としての心構えについて考える
第３回 ： 特別支援教育について考える
第４回 ： 保護者への対応と協力のあり方について考える
第５回 ： 教員としての役割と職務内容について考える
第６回 ： 学級経営について考える
第７回 ： 生徒指導について考える
第８回 ： 近年の学校教育改革について考える
第９回 ： 進路指導とキャリア教育について考える
第１０回 ： いじめ問題の事例と対策について考える
第１１回 ： 不登校について考える
第１２回 ：保健教育の役割と意義（グループ討議）、年間指導計画作成（ グループ討議）
第１３回 ：体育実技指導（インクルーシブ体育含む）における生徒の心情の変化と留意点(各自の経験発表から
の検討)
第１４回 ：体育実技における学習場面及び安全管理（事故事例から討論）
第１５回 ： 総まとめ
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
各回で扱うテーマについて、これまで教職課程を通じて学習してきたことを振り返りつつ事前準備を行うこと。
毎回につき２．５時間ほどの事前学習および１．５時間ほどの事後学習が必要である。
課題に対するフィードバックの方法
授業内でフィードバックする。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
正当な理由なく3回をこえて授業に欠席した場合は、「K」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

80

授業における課題への取り組み状況

1, 2, 3, 4

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

最終レポート

1, 2, 3, 4

その他

0

テキスト

テキストを使用しない
教職実践演習（中・高）

参考書

学習指導要領（中学校および高等学校版）各解説。その他、演習の中で適宜紹介する予定。

履修条件・他の科目との関連 「教育実習I」及び「教育実習Ⅱ」を履修済みであること。

教職実践演習（中・高）

授業コード

13057201

授業種別

授業科目名

教育実習研究Ⅰ

授業担当教員

東

亜弓

成績担当教員

東

亜弓

開講年次

カリキュラムによる

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
（１）教員免許取得条件や教員を目指す者としての心構えについて説明する。
（２）３年次に実施する介護等体験に参加するための必要な介護保険制度、介助の方法、障がいの種類等に関し
ての基礎的知識・技能の習得について講義や実習等を通して概説する。
（３）保健体育科教員として求められる専門教養、教職教養、一般教養あるいは教育実習生として不可欠な事柄
についてグループワークや演習、実技等を通して解説する。
（４）教育現場の多様化する現状について概説する。
授業は教員による解説と学生による発表を組み合わせたものです。配布資料は、基本的にデータでGoogleクラス
ルームより配信します。授業内に直接配布する場合もあります。事前学習では、レジュメの作成や実技課題のリ
ハーサルなどの準備を行っておくこと。事後学習では、教員からのフィードバックを元にふり返りを行うなど、
主体的に取り組むことが必要です。
到達目標
１．教育実習での自己紹介が適切にできる。
２．板書計画の要領を理解し、実行できる。
３．ラジオ体操第１・２の模範的演技ができ、また集団行動の創作ができる。
４．保健体育教員として求められる資質・能力を理解し、説明できる。
５．介護等体験に参加するための基礎知識及び基本技能を理解し、説明できる。
授業計画
【第1回】
テーマ：本授業の目的と意義及び教職課程履修の心構え（免許取得条件）
内容・方法： 本授業の目的と意義及び教職課程履修の心構え、教免取得条件、施設等体験実習、教育実習の概要
と心構えを学習する
【第2回】
テーマ：自己紹介と自己評価・他者評価
内容・方法： 教育実習における自己紹介について自己評価と他者評価を通して学習する
【第3回】
テーマ：板書と自己評価・他者評価
内容・方法： 板書について自己評価と他者評価を通して学習する
【第4回】
テーマ：ラジオ体操第1
内容・方法： ラジオ体操第１を指導者として正確に実施できるように学習する
【第5回】
テーマ：ラジオ体操第２
内容・方法： ラジオ体操第２を指導者として正確に実施できるように学習する
【第6回】
テーマ：ラジオ体操第1・２の自己評価と他者評価
内容・方法： ラジオ体操第1・２の模範演技テストと指導上のポイントについて学習する
【第7回】
テーマ：集団行動（集合・整列・隊形移動・行進）
内容・方法：実技領域「体育」の導入・まとめを指導者として実践する
【第8回】
テーマ：「体育」領域の学習指導案（導入・まとめ）作成
内容・方法： 「導入」及び「まとめ」の学習指導案について学習する
【第9回】
テーマ：集団行動（集合・整列・隊形移動・行進）の自己評価と他者評価
内容・方法： グループごとに発表（準備、整理体操を入れて実践する）
【第10回】
テーマ：模擬の介護等体験
内容・方法： 車いす介助の方法、視覚障がい者の実体験を通して学習する
【第11回】
テーマ：インクルーシブ「体育」を考える
内容・方法： 「ともに学び、ともに育つ」の理念及び人権について学習する
【第12回】
テーマ：教員免許更新制の概要及び教育現場を知る（多様化する生徒像）
内容・方法：教員免許更新制の概要を理解すると共にいじめ、不登校生徒の事例等から対応策を考える
【第13回】
テーマ：多様化する生徒の現状と教員の対応
内容・方法： 個々の考えた対応策を発表する（自他評価を通して深める）
【第14回】
教育実習研究Ⅰ

テーマ：教職志望に対する心構え
内容・方法：現在の教職志望に対する自分の心構え・課題を記述し、グループ協議を経て全体発表を行う
【第15回】
テーマ：介護等体験の話（３年生による体験談）及び総括
内容・方法：３年生の介護等体験談を聞くことで自己イメージを深めるとともに自身のめざす教員像を文にまと
める
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
【第1回】
①事前学修課題：教職課程履修の心構えについてまとめる
②事後学修課題：教員としての心構えや姿勢についてまとめる
【第2回】
①事前学修課題：教育実習での自己紹介についての考えをまとめる
②事後学修課題：自己紹介の内容等に関して自己の課題についてまとめる
【第3回】
①事前学修課題：板書について考えをまとめる
②事後学修課題：板書の留意点をまとめ、提示された教材の板書計画を作成する
【第4回】
①事前学修課題：ラジオ体操第１の練習をする
②事後学修課題：ラジオ体操第１の動作の留意点をまとめる
【第5回】
①事前学修課題：ラジオ体操第２の練習をする
②事後学修課題：ラジオ体操第２の動作の留意点をまとめる
【第6回】
①事前学修課題：ラジオ体操第１・２を模範的に実施できるよう練習する
②事後学修課題：仲間とお互いに教え合い、評価することを通して各人の課題点と指導方法をまとめる
【第7回】
①事前学修課題：集団行動（集合・整列・隊形移動・行進）の動きを確認する
②事後学修課題：集団行動指導（集合・整列・隊形移動・行進）の留意点をまとめる
【第8回】
①事前学修課題：体育領域（導入・まとめ）の内容を整理する
②事後学修課題：体育領域（導入・まとめ）の学習指導案作成の留意点をまとめる
【第9回】
①事前学修課題：集団行動指導（集合・整列・隊形移動・行進）を進め方を確認する
②事後学修課題：仲間とお互いに教え合い、評価することを通して各人の課題点と指導方法をまとめる
【第10回】
①事前学修課題：高齢者及び障がい者対象デーサービスについて調べる
②事後学修課題：介助、介護方法について復習をする
【第11回】
①事前学修課題：障がいのある生徒の体育指導に必要な資質、専門性について自己の考えをまとめる
②事後学修課題：インクルーシブ体育の意義について復習し、理解を深める
【第12回】
①事前学修課題：教員免許更新制について調べる
②事後学修課題：教員免許更新制について復習し、理解を深める
【第13回】
①事前学修課題：いじめ、不登校生徒の現状について調べ、自身の対応策をまとめる
②事後学修課題：仲間とお互いの発表について評価することを通して各人の課題点と指導方法をまとめる
【第14回】
①事前学修課題：現在、教職を志望する自分を問い直し、また、教育実習や介護等体験に参加する抱負をまとめ
る
②事後学修課題：学校における今日的教育課題についてまとめる
【第15回】
①事前学修課題：介護等体験にむけて３年生への質問内容をまとめる
②事後学修課題：教職への自己イメージを深めるとともに介護等体験、教育実習にむけての心構えを整理する
課題に対するフィードバックの方法
授業の中で実施する実技、発表、演習等についてはその都度学生一人ひとりにフィードバックを行い、課題等に
ついては適宜適切に指導助言を行う。
成績評価の方法・基準（方針）
授業に対する積極的な学びを前提とし、以下に示す評価方法により、授業内における課題発表・レポート作成
と、授業終講後の定期試験に代わるレポートの評価結果に基づき総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所
定の単位を認定する。
・正当な理由のない授業回数の1/3以上（5回）の欠席者、または定期試験に代わるレポート試験が未提出の場合
は評価対象とせず、「Ｋ］評価とする。
・忌引き及び感染症による出席停止を除く、「やむを得ない欠席（介護等体験・教育実習関係、クラブ活動関係
など）」についても必ず事前に連絡を入れること。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

80

・授業態度・意欲など課題などの取り組み姿勢(30)

１、2、3、4、5
教育実習研究Ⅰ

・発表に向けた準備状況やその目標到達度(30)
・教員を志望する者として相応の取り組み態度(20)
授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

その他

0

テキスト

テキストは使用しない。適宜資料プリントを配付する。
プリントは、Googleクラスルームに提示する場合がある。

参考書

中学校学習指導要領、高等学校学習指導要領（文部科学省）
生徒指導提要（文部科学省）

全授業終了後に実施するレポート試験(20)

1、2、3、4、5

履修条件・他の科目との関連 教員免許取得希望者を対象とする科目で、その他の教職科目との関連性を理解し、常に教師にな
るためにはどうあるべきかについて意識して授業に臨むこと。
なお、「教育実習」に参加するためには本科目の単位修得が必須である。
※ 「教育実習」の参加条件は教育実習研究Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの履修を終え、すべての単位修得している
こと。
授業を欠席した場合、授業内に直接配布された資料を担当教員の研究室まで受取りに行くこと。

教育実習研究Ⅰ

授業コード

13057202

授業種別

授業科目名

教育実習研究Ⅰ

授業担当教員

寺田

進志

成績担当教員

寺田

進志

開講年次

カリキュラムによる

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
（１）教員免許取得条件や教員を目指す者としての心構えについて説明する。
（２）３年次に実施する介護等体験に参加するための必要な介護保険制度、介助の方法、障がいの種類等に関し
ての基礎的知識・技能の習得について講義や実習等を通して概説する。
（３）保健体育科教員として求められる専門教養、教職教養、一般教養あるいは教育実習生として不可欠な事柄
についてグループワークや演習、実技等を通して解説する。
（４）教育現場の多様化する現状について概説する。
授業は教員による解説と学生による発表を組み合わせたものです。配布資料は、基本的にデータでGoogleクラス
ルームより配信します。授業内に直接配布する場合もあります。事前学習では、レジュメの作成や実技課題のリ
ハーサルなどの準備を行っておくこと。事後学習では、教員からのフィードバックを元にふり返りを行うなど、
主体的に取り組むことが必要です。
到達目標
１．教育実習での自己紹介が適切にできる。
２．板書計画の要領を理解し、実行できる。
３．ラジオ体操第１・２の模範的演技ができ、また集団行動の創作ができる。
４．保健体育教員として求められる資質・能力を理解し、説明できる。
５．介護等体験に参加するための基礎知識及び基本技能を理解し、説明できる。
授業計画
【第1回】
テーマ：本授業の目的と意義及び教職課程履修の心構え（免許取得条件）
内容・方法： 本授業の目的と意義及び教職課程履修の心構え、教免取得条件、施設等体験実習、教育実習の概要
と心構えを学習する
【第2回】
テーマ：自己紹介と自己評価・他者評価
内容・方法： 教育実習における自己紹介について自己評価と他者評価を通して学習する
【第3回】
テーマ：板書と自己評価・他者評価
内容・方法： 板書について自己評価と他者評価を通して学習する
【第4回】
テーマ：ラジオ体操第1
内容・方法： ラジオ体操第１を指導者として正確に実施できるように学習する
【第5回】
テーマ：ラジオ体操第２
内容・方法： ラジオ体操第２を指導者として正確に実施できるように学習する
【第6回】
テーマ：ラジオ体操第1・２の自己評価と他者評価
内容・方法： ラジオ体操第1・２の模範演技テストと指導上のポイントについて学習する
【第7回】
テーマ：集団行動（集合・整列・隊形移動・行進）
内容・方法：実技領域「体育」の導入・まとめを指導者として実践する
【第8回】
テーマ：「体育」領域の学習指導案（導入・まとめ）作成
内容・方法： 「導入」及び「まとめ」の学習指導案について学習する
【第9回】
テーマ：集団行動（集合・整列・隊形移動・行進）の自己評価と他者評価
内容・方法： グループごとに発表（準備、整理体操を入れて実践する）
【第10回】
テーマ：模擬の介護等体験
内容・方法： 車いす介助の方法、視覚障がい者の実体験を通して学習する
【第11回】
テーマ：インクルーシブ「体育」を考える
内容・方法： 「ともに学び、ともに育つ」の理念及び人権について学習する
【第12回】
テーマ：教員免許更新制の概要及び教育現場を知る（多様化する生徒像）
内容・方法：教員免許更新制の概要を理解すると共にいじめ、不登校生徒の事例等から対応策を考える
【第13回】
テーマ：多様化する生徒の現状と教員の対応
内容・方法： 個々の考えた対応策を発表する（自他評価を通して深める）
【第14回】
教育実習研究Ⅰ

テーマ：教職志望に対する心構え
内容・方法：現在の教職志望に対する自分の心構え・課題を記述し、グループ協議を経て全体発表を行う
【第15回】
テーマ：介護等体験の話（３年生による体験談）及び総括
内容・方法：３年生の介護等体験談を聞くことで自己イメージを深めるとともに自身のめざす教員像を文にまと
める
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
【第1回】
①事前学修課題：教職課程履修の心構えについてまとめる
②事後学修課題：教員としての心構えや姿勢についてまとめる
【第2回】
①事前学修課題：教育実習での自己紹介についての考えをまとめる
②事後学修課題：自己紹介の内容等に関して自己の課題についてまとめる
【第3回】
①事前学修課題：板書について考えをまとめる
②事後学修課題：板書の留意点をまとめ、提示された教材の板書計画を作成する
【第4回】
①事前学修課題：ラジオ体操第１の練習をする
②事後学修課題：ラジオ体操第１の動作の留意点をまとめる
【第5回】
①事前学修課題：ラジオ体操第２の練習をする
②事後学修課題：ラジオ体操第２の動作の留意点をまとめる
【第6回】
①事前学修課題：ラジオ体操第１・２を模範的に実施できるよう練習する
②事後学修課題：仲間とお互いに教え合い、評価することを通して各人の課題点と指導方法をまとめる
【第7回】
①事前学修課題：集団行動（集合・整列・隊形移動・行進）の動きを確認する
②事後学修課題：集団行動指導（集合・整列・隊形移動・行進）の留意点をまとめる
【第8回】
①事前学修課題：体育領域（導入・まとめ）の内容を整理する
②事後学修課題：体育領域（導入・まとめ）の学習指導案作成の留意点をまとめる
【第9回】
①事前学修課題：集団行動指導（集合・整列・隊形移動・行進）を進め方を確認する
②事後学修課題：仲間とお互いに教え合い、評価することを通して各人の課題点と指導方法をまとめる
【第10回】
①事前学修課題：高齢者及び障がい者対象デーサービスについて調べる
②事後学修課題：介助、介護方法について復習をする
【第11回】
①事前学修課題：障がいのある生徒の体育指導に必要な資質、専門性について自己の考えをまとめる
②事後学修課題：インクルーシブ体育の意義について復習し、理解を深める
【第12回】
①事前学修課題：教員免許更新制について調べる
②事後学修課題：教員免許更新制について復習し、理解を深める
【第13回】
①事前学修課題：いじめ、不登校生徒の現状について調べ、自身の対応策をまとめる
②事後学修課題：仲間とお互いの発表について評価することを通して各人の課題点と指導方法をまとめる
【第14回】
①事前学修課題：現在、教職を志望する自分を問い直し、また、教育実習や介護等体験に参加する抱負をまとめ
る
②事後学修課題：学校における今日的教育課題についてまとめる
【第15回】
①事前学修課題：介護等体験にむけて３年生への質問内容をまとめる
②事後学修課題：教職への自己イメージを深めるとともに介護等体験、教育実習にむけての心構えを整理する
課題に対するフィードバックの方法
授業の中で実施する実技、発表、演習等についてはその都度学生一人ひとりにフィードバックを行い、課題等に
ついては適宜適切に指導助言を行う。
成績評価の方法・基準（方針）
授業に対する積極的な学びを前提とし、以下に示す評価方法により、授業内における課題発表・レポート作成
と、授業終講後の定期試験に代わるレポートの評価結果に基づき総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所
定の単位を認定する。
・正当な理由のない授業回数の1/3以上（5回）の欠席者、または定期試験に代わるレポート試験が未提出の場合
は評価対象とせず、「Ｋ］評価とする。
・忌引き及び感染症による出席停止を除く、「やむを得ない欠席（介護等体験・教育実習関係、クラブ活動関係
など）」についても必ず事前に連絡を入れること。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

80

・授業態度・意欲など課題などの取り組み姿勢(30)

１、2、3、4、5
教育実習研究Ⅰ

・発表に向けた準備状況やその目標到達度(30)
・教員を志望する者として相応の取り組み態度(20)
授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

その他

0

テキスト

テキストは使用しない。適宜資料プリントを配付する。
プリントは、Googleクラスルームに提示する場合がある。

参考書

中学校学習指導要領、高等学校学習指導要領（文部科学省）
生徒指導提要（文部科学省）

全授業終了後に実施するレポート試験(20)

1、2、3、4、5

履修条件・他の科目との関連 教員免許取得希望者を対象とする科目で、その他の教職科目との関連性を理解し、常に教師にな
るためにはどうあるべきかについて意識して授業に臨むこと。
なお、「教育実習」に参加するためには本科目の単位修得が必須である。
※ 「教育実習」の参加条件は教育実習研究Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの履修を終え、すべての単位修得している
こと。
授業を欠席した場合、授業内に直接配布された資料を担当教員の研究室まで受取りに行くこと。

教育実習研究Ⅰ

授業コード

13057203

授業種別

授業科目名

教育実習研究Ⅰ

授業担当教員

谷川

哲朗

成績担当教員

谷川

哲朗

開講年次

カリキュラムによる

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
（１）教員免許取得条件や教員を目指す者としての心構えについて説明する。
（２）３年次に実施する介護等体験に参加するための必要な介護保険制度、介助の方法、障がいの種類等に関し
ての基礎的知識・技能の習得について講義や実習等を通して概説する。
（３）保健体育科教員として求められる専門教養、教職教養、一般教養あるいは教育実習生として不可欠な事柄
についてグループワークや演習、実技等を通して解説する。
（４）教育現場の多様化する現状について概説する。
授業は教員による解説と学生による発表を組み合わせたものです。配布資料は、基本的にデータでGoogleクラス
ルームより配信します。授業内に直接配布する場合もあります。事前学習では、レジュメの作成や実技課題のリ
ハーサルなどの準備を行っておくこと。事後学習では、教員からのフィードバックを元にふり返りを行うなど、
主体的に取り組むことが必要です。
到達目標
１．教育実習での自己紹介が適切にできる。
２．板書計画の要領を理解し、実行できる。
３．ラジオ体操第１・２の模範的演技ができ、また集団行動の創作ができる。
４．保健体育教員として求められる資質・能力を理解し、説明できる。
５．介護等体験に参加するための基礎知識及び基本技能を理解し、説明できる。
授業計画
【第1回】
テーマ：本授業の目的と意義及び教職課程履修の心構え（免許取得条件）
内容・方法： 本授業の目的と意義及び教職課程履修の心構え、教免取得条件、施設等体験実習、教育実習の概要
と心構えを学習する
【第2回】
テーマ：自己紹介と自己評価・他者評価
内容・方法： 教育実習における自己紹介について自己評価と他者評価を通して学習する
【第3回】
テーマ：板書と自己評価・他者評価
内容・方法： 板書について自己評価と他者評価を通して学習する
【第4回】
テーマ：ラジオ体操第1
内容・方法： ラジオ体操第１を指導者として正確に実施できるように学習する
【第5回】
テーマ：ラジオ体操第２
内容・方法： ラジオ体操第２を指導者として正確に実施できるように学習する
【第6回】
テーマ：ラジオ体操第1・２の自己評価と他者評価
内容・方法： ラジオ体操第1・２の模範演技テストと指導上のポイントについて学習する
【第7回】
テーマ：集団行動（集合・整列・隊形移動・行進）
内容・方法：実技領域「体育」の導入・まとめを指導者として実践する
【第8回】
テーマ：「体育」領域の学習指導案（導入・まとめ）作成
内容・方法： 「導入」及び「まとめ」の学習指導案について学習する
【第9回】
テーマ：集団行動（集合・整列・隊形移動・行進）の自己評価と他者評価
内容・方法： グループごとに発表（準備、整理体操を入れて実践する）
【第10回】
テーマ：模擬の介護等体験
内容・方法： 車いす介助の方法、視覚障がい者の実体験を通して学習する
【第11回】
テーマ：インクルーシブ「体育」を考える
内容・方法： 「ともに学び、ともに育つ」の理念及び人権について学習する
【第12回】
テーマ：教員免許更新制の概要及び教育現場を知る（多様化する生徒像）
内容・方法：教員免許更新制の概要を理解すると共にいじめ、不登校生徒の事例等から対応策を考える
【第13回】
テーマ：多様化する生徒の現状と教員の対応
内容・方法： 個々の考えた対応策を発表する（自他評価を通して深める）
【第14回】
教育実習研究Ⅰ

テーマ：教職志望に対する心構え
内容・方法：現在の教職志望に対する自分の心構え・課題を記述し、グループ協議を経て全体発表を行う
【第15回】
テーマ：介護等体験の話（３年生による体験談）及び総括
内容・方法：３年生の介護等体験談を聞くことで自己イメージを深めるとともに自身のめざす教員像を文にまと
める
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
【第1回】
①事前学修課題：教職課程履修の心構えについてまとめる
②事後学修課題：教員としての心構えや姿勢についてまとめる
【第2回】
①事前学修課題：教育実習での自己紹介についての考えをまとめる
②事後学修課題：自己紹介の内容等に関して自己の課題についてまとめる
【第3回】
①事前学修課題：板書について考えをまとめる
②事後学修課題：板書の留意点をまとめ、提示された教材の板書計画を作成する
【第4回】
①事前学修課題：ラジオ体操第１の練習をする
②事後学修課題：ラジオ体操第１の動作の留意点をまとめる
【第5回】
①事前学修課題：ラジオ体操第２の練習をする
②事後学修課題：ラジオ体操第２の動作の留意点をまとめる
【第6回】
①事前学修課題：ラジオ体操第１・２を模範的に実施できるよう練習する
②事後学修課題：仲間とお互いに教え合い、評価することを通して各人の課題点と指導方法をまとめる
【第7回】
①事前学修課題：集団行動（集合・整列・隊形移動・行進）の動きを確認する
②事後学修課題：集団行動指導（集合・整列・隊形移動・行進）の留意点をまとめる
【第8回】
①事前学修課題：体育領域（導入・まとめ）の内容を整理する
②事後学修課題：体育領域（導入・まとめ）の学習指導案作成の留意点をまとめる
【第9回】
①事前学修課題：集団行動指導（集合・整列・隊形移動・行進）を進め方を確認する
②事後学修課題：仲間とお互いに教え合い、評価することを通して各人の課題点と指導方法をまとめる
【第10回】
①事前学修課題：高齢者及び障がい者対象デーサービスについて調べる
②事後学修課題：介助、介護方法について復習をする
【第11回】
①事前学修課題：障がいのある生徒の体育指導に必要な資質、専門性について自己の考えをまとめる
②事後学修課題：インクルーシブ体育の意義について復習し、理解を深める
【第12回】
①事前学修課題：教員免許更新制について調べる
②事後学修課題：教員免許更新制について復習し、理解を深める
【第13回】
①事前学修課題：いじめ、不登校生徒の現状について調べ、自身の対応策をまとめる
②事後学修課題：仲間とお互いの発表について評価することを通して各人の課題点と指導方法をまとめる
【第14回】
①事前学修課題：現在、教職を志望する自分を問い直し、また、教育実習や介護等体験に参加する抱負をまとめ
る
②事後学修課題：学校における今日的教育課題についてまとめる
【第15回】
①事前学修課題：介護等体験にむけて３年生への質問内容をまとめる
②事後学修課題：教職への自己イメージを深めるとともに介護等体験、教育実習にむけての心構えを整理する
課題に対するフィードバックの方法
授業の中で実施する実技、発表、演習等についてはその都度学生一人ひとりにフィードバックを行い、課題等に
ついては適宜適切に指導助言を行う。
成績評価の方法・基準（方針）
授業に対する積極的な学びを前提とし、以下に示す評価方法により、授業内における課題発表・レポート作成
と、授業終講後の定期試験に代わるレポートの評価結果に基づき総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所
定の単位を認定する。
・正当な理由のない授業回数の1/3以上（5回）の欠席者、または定期試験に代わるレポート試験が未提出の場合
は評価対象とせず、「Ｋ］評価とする。
・忌引き及び感染症による出席停止を除く、「やむを得ない欠席（介護等体験・教育実習関係、クラブ活動関係
など）」についても必ず事前に連絡を入れること。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

80

・授業態度・意欲など課題などの取り組み姿勢(30)

１、2、3、4、5
教育実習研究Ⅰ

・発表に向けた準備状況やその目標到達度(30)
・教員を志望する者として相応の取り組み態度(20)
授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

その他

0

テキスト

テキストは使用しない。適宜資料プリントを配付する。
プリントは、Googleクラスルームに提示する場合がある。

参考書

中学校学習指導要領、高等学校学習指導要領（文部科学省）
生徒指導提要（文部科学省）

全授業終了後に実施するレポート試験(20)

1、2、3、4、5

履修条件・他の科目との関連 教員免許取得希望者を対象とする科目で、その他の教職科目との関連性を理解し、常に教師にな
るためにはどうあるべきかについて意識して授業に臨むこと。
なお、「教育実習」に参加するためには本科目の単位修得が必須である。
※ 「教育実習」の参加条件は教育実習研究Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの履修を終え、すべての単位修得している
こと。
授業を欠席した場合、授業内に直接配布された資料を担当教員の研究室まで受取りに行くこと。

教育実習研究Ⅰ

授業コード

13057301

授業科目名

教育実習研究Ⅱ

授業担当教員

東

亜弓

成績担当教員

東

亜弓

開講年次

3年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
（1）学習指導要領・総則について概説する。
（2）４回生での教育実習、3回生での介護等体験における基礎的知識や姿勢について説明し、学校園及び福祉施
設の現状や教育実習における使命、責任等について解説する。また、 学校現場での発言上の留意点、人権上配慮
を必要とすることなどについても演習を通して概説する。
（3）教員として求められる一般教養、専門教養、教職教養についてまた教員採用試験の現状等について概説す
る。
（4）今日的教育課題について説明し、また、模擬授業を通して授業実践力の育成について概説する。
授業は教員による解説と学生による模擬授業を組み合わせたものです。配布資料は、基本的にデータでGoogleク
ラスルームより配信します。授業内に直接配布する場合もあります。事前学習では、指導案の作成や模擬授業の
リハーサルなどの準備を行っておくこと。事後学習では、教員からのフィードバックを元にふり返りを行うな
ど、主体的に取り組むことが必要です。
到達目標
１．学習指導要領・総則について理解し、説明することができる
２．人権が尊重された教育活動について理解し、説明することができる
３．専門教養（体育理論）の授業力向上に取り組むことができる
４．今日的教育課題について理解し、発表することができる
５．自己評価、他者評価のポイントを理解し、適切に実行することができる
授業計画
【第1回】
テーマ：本授業の目的と意義
内容・方法：教育実習研究Ⅱの目的とその重要性
【第2回】
テーマ：人権上の諸課題（言語表現について）
内容・方法：人権を尊重した発言の留意点とその実際
【第3回】
テーマ：教育現場における諸課題の現状と対策（1）「教育と体罰」
内容・方法：具体的諸課題についての現状把握と課題解決・教育と体罰」について考え、発表しあう
【第4回】
テーマ：教育現場における諸課題の現状と対策（2）「いじめ」
内容・方法：具体的諸課題についての現状把握と課題解決・教育現場における「いじめ」について考え、発表
しあう
【第5回】
テーマ：教育現場における諸課題の現状と対策（3）「虐待の現状とその対応について」
内容・方法：具体的諸課題についての現状把握と課題解決・家庭などにおける生徒への「虐待」について考
え、発表しあう
【第6回】
テーマ：教育現場における諸課題の現状と対策（４）「不登校の原因とその対策について」
内容・方法：具体的諸課題についての現状把握と課題解決・「不登校」について考え、発表しあう
【第7回】
テーマ：「体育理論」模擬授業について
内容・方法：テーマ設定・学習指導案作成・模擬授業の実際を学習する
【第8回】
テーマ：「体育理論」模擬授業（１）
内容・方法：高等学校「体育理論」単元：「運動・スポーツの文化的特徴」の模擬授業の実施
【第9回】
テーマ：「体育理論」模擬授業（２）
内容・方法：高等学校「体育理論」単元：「運動・スポーツの学び方」の模擬授業の実施
【第10回】
テーマ：「体育理論」模擬授業（３）
内容・方法：高等学校「体育理論」単元：「豊かなスポーツライフの設計」の模擬授業の実施
【第11回】
テーマ：「体育理論」模擬授業（４）
内容・方法：中学校「体育理論」単元：「運動やスポーツの魅力と学び方」の模擬授業の実施
【第12回】
テーマ：「体育理論」模擬授業（５）
内容・方法：中学校「体育理論」単元：「運動やスポーツの効果と安全」の模擬授業の実施
【第13回】
テーマ：「体育理論」模擬授業（６）
教育実習研究Ⅱ

内容・方法：中学校「体育理論」単元：「文化としてのスポーツ」の模擬授業の実施
【第14回】
テーマ：中学校・高等学校の学習指導要領・総則（１）
内容・方法：教育課程の基準、教育課程の編成及び実施、指導計画の作成について学習する
【第15回】
テーマ：中学校・高等学校学習指導要領・総則(2)及び本科目のまとめ
内容・方法：教育課程実施上の配慮事項、教育課程編成の手順と評価及び本授業のまとめ
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
【第1回】
①事前学修課題：本授業の受講理由を記述する
②事後学修課題：本授業の目標と照らし合わせ、教員志望に対する今の姿勢を記述する
【第2回】
①事前学修課題：学校園における人権上の諸課題について調べまとめる
②事後学修課題：人権を尊重した教育の取り組み、発言上の留意事項についてまとめる
【第3回】
①事前学修課題：教育と体罰の現状について調べまとめる
②事後学修課題：体罰の根絶についてまとめる
【第4回】
①事前学修課題：教育現場におけるいじめの現状について調べまとめる
②事後学修課題：教育現場におけるいじめ防止策についてまとめる
【第5回】
①事前学修課題：児童・生徒への虐待の現状とその対処等について調べまとめる
②事後学修課題：教育現場における虐待対処法についてまとめる
【第6回】
①事前学修課題：不登校の現状とその対策について調べまとめる
②事後学修課題：不登校の防止策についてまとめる
【第7回】
①事前学修課題：学習指導案の様式について調べまとめる
②事後学修課題：学習指導案の各項目とその関連性についてまとめる
【第8回】
①事前学修課題：模擬授業の学習指導案の作成（高校・単元：運動・スポーツの文化的特徴）
②事後学修課題：作成した学習指導案を加筆・修正する
【第9回】
①事前学修課題：模擬授業の学習指導案の作成（高校・単元：運動・スポーツの学び方）
②事後学修課題：作成した学習指導案を加筆・修正する
【第10回】
①事前学修課題：模擬授業の学習指導案の作成（高校・単元：豊かなスポーツライフの設計）
②事後学修課題：作成した学習指導案を加筆・修正する
【第11回】
①事前学修課題：模擬授業の学習指導案の作成（中学・単元：運動やスポーツの魅力と学び方）
②事後学修課題：作成した学習指導案を加筆・修正する
【第12回】
①事前学修課題：模擬授業の学習指導案の作成（中学・単元：運動やスポーツの効果と安全）
②事後学修課題：作成した学習指導案を加筆・修正する
【第13回】
①事前学修課題：模擬授業の学習指導案の作成（中学・単元：文化としてのスポーツ）
②事後学修課題：作成した学習指導案を加筆・修正する
【第14回】
①事前学修課題：中学校及び高等学校の学習指導要領・総則（第１～2章）を調べまとめる
②事後学修課題：中学校及び高等学校の学習指導要領・総則（第１～2章）を整理し要約する
【第15回】
①事前学修課題：中学校及び高等学校の学習指導要領・総則（第3～4章）を調べまとめる
②事後学修課題：中学校及び高等学校の学習指導要領・総則（第3～4章）を整理し要約する
課題に対するフィードバックの方法
授業中に実施する課題発表や模擬授業については適宜適切に学生一人ひとりに指導・助言を行い、また、学習指
導案の作成に関しては個別に添削指導を実施する。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、授業に対する積極的な学びを前提とし、授業内における模擬授業・レポート作成と、授業終
講後の定期試験に代わるレポートの評価結果に基づき総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を
認定する。
・正当な理由のない授業回数の1/3以上（5回）の欠席者、または定期試験に代わるレポート試験が未提出の場合
は評価対象とせず、「Ｋ］評価とする。
・忌引き及び感染症による出席停止を除く、「やむを得ない欠席（介護等体験・教育実習関係、クラブ活動関係
など）」についても必ず事前に連絡を入れること。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

80

・授業中の態度、課題に対する取組姿勢(20)

1、2、3、4、5
教育実習研究Ⅱ

・レポート、課題の提出状況(20)
・学習指導案作成および模擬授業の相互評価(40)
授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

その他

0

テキスト

中学校学習指導要領解説 総則編（平成29年告示）/文部科学省/東山書房／276円
高等学校学習指導要領解説 総則編（平成30年7月告示）/文部科学省/東山書房／418円
その他適宜プリントを配付する

参考書

高等学校教科書・現代保健体育/髙石昌弘 他/大修館書店
中学校教科書・保健体育/高橋健夫 他/大修館書店
介護体験ハンドブック（全国特殊学校長会編著）
教職教養ランナー・目で見る介護のしかた（成美堂）
教育実習ハンドブック；松田義松・学文社

全授業終了後に実施するレポート試験（20）

1、2、3、4、5

履修条件・他の科目との関連 教員免許取得希望者を対象とする科目で、その他の教職科目との関連性を理解し、常に教師にな
るためにはどうあるべきかについて意識して授業に臨むこと。
なお、教育実習に参加するためには本科目の単位修得が必須である。
※ 教育実習の参加条件は教育実習研究Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの履修を終え、すべての単位修得しているこ
と。
授業を欠席した場合、授業内に直接配布された資料を担当教員の研究室まで受取りに行くこと。

教育実習研究Ⅱ

授業コード

13057302

授業科目名

教育実習研究Ⅱ

授業担当教員

新村

由恵

成績担当教員

新村

由恵

開講年次

3年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
（1）学習指導要領・総則について概説する。
（2）４回生での教育実習、3回生での介護等体験における基礎的知識や姿勢について説明し、学校園及び福祉施
設の現状や教育実習における使命、責任等について解説する。また、 学校現場での発言上の留意点、人権上配慮
を必要とすることなどについても演習を通して概説する。
（3）教員として求められる一般教養、専門教養、教職教養についてまた教員採用試験の現状等について概説す
る。
（4）今日的教育課題について説明し、また、模擬授業を通して授業実践力の育成について概説する。
授業は教員による解説と学生による模擬授業を組み合わせたものです。配布資料は、基本的にデータでGoogleク
ラスルームより配信します。授業内に直接配布する場合もあります。事前学習では、指導案の作成や模擬授業の
リハーサルなどの準備を行っておくこと。事後学習では、教員からのフィードバックを元にふり返りを行うな
ど、主体的に取り組むことが必要です。
到達目標
１．学習指導要領・総則について理解し、説明することができる
２．人権が尊重された教育活動について理解し、説明することができる
３．専門教養（体育理論）の授業力向上に取り組むことができる
４．今日的教育課題について理解し、発表することができる
５．自己評価、他者評価のポイントを理解し、適切に実行することができる
授業計画
【第1回】
テーマ：本授業の目的と意義
内容・方法：教育実習研究Ⅱの目的とその重要性
【第2回】
テーマ：人権上の諸課題（言語表現について）
内容・方法：人権を尊重した発言の留意点とその実際
【第3回】
テーマ：教育現場における諸課題の現状と対策（1）「教育と体罰」
内容・方法：具体的諸課題についての現状把握と課題解決・教育と体罰」について考え、発表しあう
【第4回】
テーマ：教育現場における諸課題の現状と対策（2）「いじめ」
内容・方法：具体的諸課題についての現状把握と課題解決・教育現場における「いじめ」について考え、発表
しあう
【第5回】
テーマ：教育現場における諸課題の現状と対策（3）「虐待の現状とその対応について」
内容・方法：具体的諸課題についての現状把握と課題解決・家庭などにおける生徒への「虐待」について考
え、発表しあう
【第6回】
テーマ：教育現場における諸課題の現状と対策（４）「不登校の原因とその対策について」
内容・方法：具体的諸課題についての現状把握と課題解決・「不登校」について考え、発表しあう
【第7回】
テーマ：「体育理論」模擬授業について
内容・方法：テーマ設定・学習指導案作成・模擬授業の実際を学習する
【第8回】
テーマ：「体育理論」模擬授業（１）
内容・方法：高等学校「体育理論」単元：「運動・スポーツの文化的特徴」の模擬授業の実施
【第9回】
テーマ：「体育理論」模擬授業（２）
内容・方法：高等学校「体育理論」単元：「運動・スポーツの学び方」の模擬授業の実施
【第10回】
テーマ：「体育理論」模擬授業（３）
内容・方法：高等学校「体育理論」単元：「豊かなスポーツライフの設計」の模擬授業の実施
【第11回】
テーマ：「体育理論」模擬授業（４）
内容・方法：中学校「体育理論」単元：「運動やスポーツの魅力と学び方」の模擬授業の実施
【第12回】
テーマ：「体育理論」模擬授業（５）
内容・方法：中学校「体育理論」単元：「運動やスポーツの効果と安全」の模擬授業の実施
【第13回】
テーマ：「体育理論」模擬授業（６）
教育実習研究Ⅱ

内容・方法：中学校「体育理論」単元：「文化としてのスポーツ」の模擬授業の実施
【第14回】
テーマ：中学校・高等学校の学習指導要領・総則（１）
内容・方法：教育課程の基準、教育課程の編成及び実施、指導計画の作成について学習する
【第15回】
テーマ：中学校・高等学校学習指導要領・総則(2)及び本科目のまとめ
内容・方法：教育課程実施上の配慮事項、教育課程編成の手順と評価及び本授業のまとめ
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
【第1回】
①事前学修課題：本授業の受講理由を記述する
②事後学修課題：本授業の目標と照らし合わせ、教員志望に対する今の姿勢を記述する
【第2回】
①事前学修課題：学校園における人権上の諸課題について調べまとめる
②事後学修課題：人権を尊重した教育の取り組み、発言上の留意事項についてまとめる
【第3回】
①事前学修課題：教育と体罰の現状について調べまとめる
②事後学修課題：体罰の根絶についてまとめる
【第4回】
①事前学修課題：教育現場におけるいじめの現状について調べまとめる
②事後学修課題：教育現場におけるいじめ防止策についてまとめる
【第5回】
①事前学修課題：児童・生徒への虐待の現状とその対処等について調べまとめる
②事後学修課題：教育現場における虐待対処法についてまとめる
【第6回】
①事前学修課題：不登校の現状とその対策について調べまとめる
②事後学修課題：不登校の防止策についてまとめる
【第7回】
①事前学修課題：学習指導案の様式について調べまとめる
②事後学修課題：学習指導案の各項目とその関連性についてまとめる
【第8回】
①事前学修課題：模擬授業の学習指導案の作成（高校・単元：運動・スポーツの文化的特徴）
②事後学修課題：作成した学習指導案を加筆・修正する
【第9回】
①事前学修課題：模擬授業の学習指導案の作成（高校・単元：運動・スポーツの学び方）
②事後学修課題：作成した学習指導案を加筆・修正する
【第10回】
①事前学修課題：模擬授業の学習指導案の作成（高校・単元：豊かなスポーツライフの設計）
②事後学修課題：作成した学習指導案を加筆・修正する
【第11回】
①事前学修課題：模擬授業の学習指導案の作成（中学・単元：運動やスポーツの魅力と学び方）
②事後学修課題：作成した学習指導案を加筆・修正する
【第12回】
①事前学修課題：模擬授業の学習指導案の作成（中学・単元：運動やスポーツの効果と安全）
②事後学修課題：作成した学習指導案を加筆・修正する
【第13回】
①事前学修課題：模擬授業の学習指導案の作成（中学・単元：文化としてのスポーツ）
②事後学修課題：作成した学習指導案を加筆・修正する
【第14回】
①事前学修課題：中学校及び高等学校の学習指導要領・総則（第１～2章）を調べまとめる
②事後学修課題：中学校及び高等学校の学習指導要領・総則（第１～2章）を整理し要約する
【第15回】
①事前学修課題：中学校及び高等学校の学習指導要領・総則（第3～4章）を調べまとめる
②事後学修課題：中学校及び高等学校の学習指導要領・総則（第3～4章）を整理し要約する
課題に対するフィードバックの方法
授業中に実施する課題発表や模擬授業については適宜適切に学生一人ひとりに指導・助言を行い、また、学習指
導案の作成に関しては個別に添削指導を実施する。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、授業に対する積極的な学びを前提とし、授業内における模擬授業・レポート作成と、授業終
講後の定期試験に代わるレポートの評価結果に基づき総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を
認定する。
・正当な理由のない授業回数の1/3以上（5回）の欠席者、または定期試験に代わるレポート試験が未提出の場合
は評価対象とせず、「Ｋ］評価とする。
・忌引き及び感染症による出席停止を除く、「やむを得ない欠席（介護等体験・教育実習関係、クラブ活動関係
など）」についても必ず事前に連絡を入れること。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

80

・授業中の態度、課題に対する取組姿勢(20)

1、2、3、4、5
教育実習研究Ⅱ

・レポート、課題の提出状況(20)
・学習指導案作成および模擬授業の相互評価(40)
授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

その他

0

テキスト

中学校学習指導要領解説 総則編（平成29年告示）/文部科学省/東山書房／276円
高等学校学習指導要領解説 総則編（平成30年7月告示）/文部科学省/東山書房／418円
その他適宜プリントを配付する

参考書

高等学校教科書・現代保健体育/髙石昌弘 他/大修館書店
中学校教科書・保健体育/高橋健夫 他/大修館書店
介護体験ハンドブック（全国特殊学校長会編著）
教職教養ランナー・目で見る介護のしかた（成美堂）
教育実習ハンドブック；松田義松・学文社

全授業終了後に実施するレポート試験（20）

1、2、3、4、5

履修条件・他の科目との関連 教員免許取得希望者を対象とする科目で、その他の教職科目との関連性を理解し、常に教師にな
るためにはどうあるべきかについて意識して授業に臨むこと。
なお、教育実習に参加するためには本科目の単位修得が必須である。
※ 教育実習の参加条件は教育実習研究Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの履修を終え、すべての単位修得しているこ
と。
授業を欠席した場合、授業内に直接配布された資料を担当教員の研究室まで受取りに行くこと。

教育実習研究Ⅱ

授業コード

13057303

授業科目名

教育実習研究Ⅱ

授業担当教員

寺田

進志

成績担当教員

寺田

進志

開講年次

3年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
（1）学習指導要領・総則について概説する。
（2）４回生での教育実習、3回生での介護等体験における基礎的知識や姿勢について説明し、学校園及び福祉施
設の現状や教育実習における使命、責任等について解説する。また、 学校現場での発言上の留意点、人権上配慮
を必要とすることなどについても演習を通して概説する。
（3）教員として求められる一般教養、専門教養、教職教養についてまた教員採用試験の現状等について概説す
る。
（4）今日的教育課題について説明し、また、模擬授業を通して授業実践力の育成について概説する。
授業は教員による解説と学生による模擬授業を組み合わせたものです。配布資料は、基本的にデータでGoogleク
ラスルームより配信します。授業内に直接配布する場合もあります。事前学習では、指導案の作成や模擬授業の
リハーサルなどの準備を行っておくこと。事後学習では、教員からのフィードバックを元にふり返りを行うな
ど、主体的に取り組むことが必要です。
到達目標
１．学習指導要領・総則について理解し、説明することができる
２．人権が尊重された教育活動について理解し、説明することができる
３．専門教養（体育理論）の授業力向上に取り組むことができる
４．今日的教育課題について理解し、発表することができる
５．自己評価、他者評価のポイントを理解し、適切に実行することができる
授業計画
【第1回】
テーマ：本授業の目的と意義
内容・方法：教育実習研究Ⅱの目的とその重要性
【第2回】
テーマ：人権上の諸課題（言語表現について）
内容・方法：人権を尊重した発言の留意点とその実際
【第3回】
テーマ：教育現場における諸課題の現状と対策（1）「教育と体罰」
内容・方法：具体的諸課題についての現状把握と課題解決・教育と体罰」について考え、発表しあう
【第4回】
テーマ：教育現場における諸課題の現状と対策（2）「いじめ」
内容・方法：具体的諸課題についての現状把握と課題解決・教育現場における「いじめ」について考え、発表
しあう
【第5回】
テーマ：教育現場における諸課題の現状と対策（3）「虐待の現状とその対応について」
内容・方法：具体的諸課題についての現状把握と課題解決・家庭などにおける生徒への「虐待」について考
え、発表しあう
【第6回】
テーマ：教育現場における諸課題の現状と対策（４）「不登校の原因とその対策について」
内容・方法：具体的諸課題についての現状把握と課題解決・「不登校」について考え、発表しあう
【第7回】
テーマ：「体育理論」模擬授業について
内容・方法：テーマ設定・学習指導案作成・模擬授業の実際を学習する
【第8回】
テーマ：「体育理論」模擬授業（１）
内容・方法：高等学校「体育理論」単元：「運動・スポーツの文化的特徴」の模擬授業の実施
【第9回】
テーマ：「体育理論」模擬授業（２）
内容・方法：高等学校「体育理論」単元：「運動・スポーツの学び方」の模擬授業の実施
【第10回】
テーマ：「体育理論」模擬授業（３）
内容・方法：高等学校「体育理論」単元：「豊かなスポーツライフの設計」の模擬授業の実施
【第11回】
テーマ：「体育理論」模擬授業（４）
内容・方法：中学校「体育理論」単元：「運動やスポーツの魅力と学び方」の模擬授業の実施
【第12回】
テーマ：「体育理論」模擬授業（５）
内容・方法：中学校「体育理論」単元：「運動やスポーツの効果と安全」の模擬授業の実施
【第13回】
テーマ：「体育理論」模擬授業（６）
教育実習研究Ⅱ

内容・方法：中学校「体育理論」単元：「文化としてのスポーツ」の模擬授業の実施
【第14回】
テーマ：中学校・高等学校の学習指導要領・総則（１）
内容・方法：教育課程の基準、教育課程の編成及び実施、指導計画の作成について学習する
【第15回】
テーマ：中学校・高等学校学習指導要領・総則(2)及び本科目のまとめ
内容・方法：教育課程実施上の配慮事項、教育課程編成の手順と評価及び本授業のまとめ
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
【第1回】
①事前学修課題：本授業の受講理由を記述する
②事後学修課題：本授業の目標と照らし合わせ、教員志望に対する今の姿勢を記述する
【第2回】
①事前学修課題：学校園における人権上の諸課題について調べまとめる
②事後学修課題：人権を尊重した教育の取り組み、発言上の留意事項についてまとめる
【第3回】
①事前学修課題：教育と体罰の現状について調べまとめる
②事後学修課題：体罰の根絶についてまとめる
【第4回】
①事前学修課題：教育現場におけるいじめの現状について調べまとめる
②事後学修課題：教育現場におけるいじめ防止策についてまとめる
【第5回】
①事前学修課題：児童・生徒への虐待の現状とその対処等について調べまとめる
②事後学修課題：教育現場における虐待対処法についてまとめる
【第6回】
①事前学修課題：不登校の現状とその対策について調べまとめる
②事後学修課題：不登校の防止策についてまとめる
【第7回】
①事前学修課題：学習指導案の様式について調べまとめる
②事後学修課題：学習指導案の各項目とその関連性についてまとめる
【第8回】
①事前学修課題：模擬授業の学習指導案の作成（高校・単元：運動・スポーツの文化的特徴）
②事後学修課題：作成した学習指導案を加筆・修正する
【第9回】
①事前学修課題：模擬授業の学習指導案の作成（高校・単元：運動・スポーツの学び方）
②事後学修課題：作成した学習指導案を加筆・修正する
【第10回】
①事前学修課題：模擬授業の学習指導案の作成（高校・単元：豊かなスポーツライフの設計）
②事後学修課題：作成した学習指導案を加筆・修正する
【第11回】
①事前学修課題：模擬授業の学習指導案の作成（中学・単元：運動やスポーツの魅力と学び方）
②事後学修課題：作成した学習指導案を加筆・修正する
【第12回】
①事前学修課題：模擬授業の学習指導案の作成（中学・単元：運動やスポーツの効果と安全）
②事後学修課題：作成した学習指導案を加筆・修正する
【第13回】
①事前学修課題：模擬授業の学習指導案の作成（中学・単元：文化としてのスポーツ）
②事後学修課題：作成した学習指導案を加筆・修正する
【第14回】
①事前学修課題：中学校及び高等学校の学習指導要領・総則（第１～2章）を調べまとめる
②事後学修課題：中学校及び高等学校の学習指導要領・総則（第１～2章）を整理し要約する
【第15回】
①事前学修課題：中学校及び高等学校の学習指導要領・総則（第3～4章）を調べまとめる
②事後学修課題：中学校及び高等学校の学習指導要領・総則（第3～4章）を整理し要約する
課題に対するフィードバックの方法
授業中に実施する課題発表や模擬授業については適宜適切に学生一人ひとりに指導・助言を行い、また、学習指
導案の作成に関しては個別に添削指導を実施する。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、授業に対する積極的な学びを前提とし、授業内における模擬授業・レポート作成と、授業終
講後の定期試験に代わるレポートの評価結果に基づき総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を
認定する。
・正当な理由のない授業回数の1/3以上（5回）の欠席者、または定期試験に代わるレポート試験が未提出の場合
は評価対象とせず、「Ｋ］評価とする。
・忌引き及び感染症による出席停止を除く、「やむを得ない欠席（介護等体験・教育実習関係、クラブ活動関係
など）」についても必ず事前に連絡を入れること。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

80

・授業中の態度、課題に対する取組姿勢(20)

1、2、3、4、5
教育実習研究Ⅱ

・レポート、課題の提出状況(20)
・学習指導案作成および模擬授業の相互評価(40)
授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

その他

0

テキスト

中学校学習指導要領解説 総則編（平成29年告示）/文部科学省/東山書房／276円
高等学校学習指導要領解説 総則編（平成30年7月告示）/文部科学省/東山書房／418円
その他適宜プリントを配付する

参考書

高等学校教科書・現代保健体育/髙石昌弘 他/大修館書店
中学校教科書・保健体育/高橋健夫 他/大修館書店
介護体験ハンドブック（全国特殊学校長会編著）
教職教養ランナー・目で見る介護のしかた（成美堂）
教育実習ハンドブック；松田義松・学文社

全授業終了後に実施するレポート試験（20）

1、2、3、4、5

履修条件・他の科目との関連 教員免許取得希望者を対象とする科目で、その他の教職科目との関連性を理解し、常に教師にな
るためにはどうあるべきかについて意識して授業に臨むこと。
なお、教育実習に参加するためには本科目の単位修得が必須である。
※ 教育実習の参加条件は教育実習研究Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの履修を終え、すべての単位修得しているこ
と。
授業を欠席した場合、授業内に直接配布された資料を担当教員の研究室まで受取りに行くこと。

教育実習研究Ⅱ

授業コード

13057401

授業科目名

教育実習研究Ⅲ

授業担当教員

東

亜弓

成績担当教員

東

亜弓

開講年次

3年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
（１）４回生での教育実習、3回生での介護等体験における基礎的知識や姿勢について概説し、学校園及び福祉施
設の現状や教育実習における使命、責任等についてグループによる研究協議を活用しながら説明する。
（２）科目保健の学習指導案の作成とその模擬授業の演習を通して授業力向上について解説する。
（３）インクルーシブ教育の取り組みとして特別な支援を必要とする生徒が含まれる体育実技の授業づくりにつ
いて各人又はグループが考案した指導内容や指導方法等を活用して説明する。
授業は教員による解説と学生による模擬授業を組み合わせたものです。配布資料は、基本的にデータでGoogleク
ラスルームより配信します。授業内に直接配布する場合もあります。事前学習では、指導案の作成や模擬授業の
リハーサルなどの準備を行っておくと。事後学習では、教員からのフィードバックを元にふり返りを行うなど、
主体的に取り組むことが必要です。
到達目標
１．教員の職務と服務を理解し、教育実習に使命感・責任感等をもって参加する心構えができている。
２．学習指導案の作成方法を理解し、教材研究の重要性に気付くなど保健、道徳の授業力向上に創意工夫するこ
とができる。
３．学習活動を主体的、能動的、自立的な態度で実行できる。
４．安全性に留意し、声の大きさや授業の分かりやすさを生徒目線で判断することができる。
５．自己評価、他者評価のポイントを理解し、適切に行うことができる。
授業計画
【第1回】
テーマ：本授業の目的
内容・方法：教育実習研究Ⅲの目標と意義
【第2回】
テーマ：模擬授業の実施方法等について
内容・方法：中学校、高等学校の保健教育の現状及び周到な教材研究に基づく模擬授業作り
【第3回】
テーマ：学習指導案の作成
内容・方法：単元目標、評価基準、指導観、教材観、生徒観、本時の学習内容などの記述方法等
【第4回】
テーマ：模擬授業①「中学校保健 単元：心身の機能の発達と心の健康」
内容・方法：模擬授業および研究協議
【第5回】
テーマ：模擬授業②「中学校保健 単元：健康と環境」
内容・方法：模擬授業および研究協議
【第6回】
テーマ：模擬授業③「中学校保健 単元：けがの防止」
内容・方法：模擬授業および研究協議
【第7回】
テーマ：模擬授業④「中学校保健 単元：健康な生活と病気の予防」
内容・方法：模擬授業および研究協議
【第8回】
テーマ：模擬授業⑤「高等学校保健 単元：現代社会と健康（１）」
内容・方法：模擬授業および研究協議
【第9回】
テーマ：模擬授業⑥「高等学校保健 単元：現代社会と健康（２）」
内容・方法：模擬授業および研究協議
【第10回】
テーマ：模擬授業⑦「高等学校保健 単元：現代社会と健康（３）」
内容・方法：模擬授業および研究協議
【第11回】
テーマ：模擬授業⑧「高等学校保健 単元：生涯を通じる健康」
内容・方法：模擬授業および研究協議
【第12回】
テーマ：模擬授業⑨「高等学校保健 単元：社会生活と健康」
内容・方法：模擬授業および研究協議
【第13回】
テーマ：「保健」模擬授業のまとめ
内容・方法：授業を実践する上での留意点等についてグループで協議してまとめ発表する
【第14回】
テーマ：特別な支援を必要とする生徒が含まれる体育の授業づくり
教育実習研究Ⅲ

内容・方法：①特別な支援を必要とする生徒が含まれる体育実技指導案を創意工夫して作成する ②インクルー
シブ教育について学ぶ
【第15回】
テーマ：教育実習の実体験に学ぶ
内容・方法：①4回生による教育実習体験談、質疑、感想文記述 ②「教員を志望する自己の心構えと課題」をま
とめる
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
【第1回】
①事前学修課題：教員の職務、服務について調べまとめる
②事後学修課題：教育実習研究Ⅲの目標、意義をまとめる
【第2回】
①事前学修課題：保健教育の意義について考察する。また、単元を選択しその単元に関する教材研究を行う
②事後学修課題：学校における保健教育のあり方についてまとめる
【第3回】
①事前学修課題：単元を選択しその単元の目標、教材観、指導観、評価基準を記述する
②事後学修課題：単元目標、教材観、指導観、評価基準、指導上の留意点、学習内容等についてまとめる
【第4回】
①事前学修課題：「中学校保健 単元：心身の機能の発達と心の健康」の学習指導案を作成する
②事後学修課題：模擬授業の課題および相互の意見交換についてまとめる
【第5回】
①事前学修課題：「中学校保健 単元：健康と環境」の学習指導案を作成する
②事後学修課題：模擬授業の課題および相互の意見交換についてまとめる
【第6回】
①事前学修課題：「中学校保健 単元：けがの防止」の学習指導案を作成する
②事後学修課題：模擬授業の課題および相互の意見交換についてまとめる
【第7回】
①事前学修課題：「中学校保健 単元：健康な生活と病気の予防」の学習指導案を作成する
②事後学修課題：模擬授業の課題および相互の意見交換についてまとめる
【第8回】
①事前学修課題：「高等学校保健 単元：現代社会と健康（１）」の学習指導案を作成する
②事後学修課題：模擬授業の課題および相互の意見交換についてまとめる
【第9回】
①事前学修課題：「高等学校保健 単元：現代社会と健康（２）」の学習指導案を作成する
②事後学修課題：模擬授業の課題および相互の意見交換についてまとめる
【第10回】
①事前学修課題：「高等学校保健 単元：現代社会と健康（３）」の学習指導案を作成する
②事後学修課題：模擬授業の課題および相互の意見交換についてまとめる
【第11回】
①事前学修課題：「高等学校保健 単元：生涯を通じる健康」の学習指導案を作成する
②事後学修課題：模擬授業の課題および相互の意見交換についてまとめる
【第12回】
①事前学修課題：「高等学校保健 単元：社会生活と健康」の学習指導案を作成する
②事後学修課題：模擬授業の課題および相互の意見交換についてまとめる
【第13回】
①事前学修課題：模擬授業を振り返りその要点を整理する
②事後学修課題：教育実習の参加に向けて自己の授業に関する課題と改善策を整理しまとめる
【第14回】
①事前学修課題：特別な支援を必要とする生徒が含まれる体育実技について自己の体験を振り返りまとめる
②事後学修課題：特別な支援を必要とする生徒が含まれる体育実技についてグループ編成の方法やルールの工夫
等についてまとめる
【第15回】
①事前学修課題：教育実習に関する疑問や質問を整理する
②事後学修課題：教員を志望する自己の心構えや課題についてまとめる
課題に対するフィードバックの方法
受講生が作成した学習指導案については個別に添削指導を行い、また、模擬授業等については学生一人ひとりに
適宜適切に指導助言を実施する。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、授業に対する積極的な学びを前提とし、授業内における課題発表・レポート作成と、授業終
講後の定期試験に代わるレポートの評価結果に基づき総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を
認定する。
・正当な理由のない授業回数の1/3以上（5回）の欠席者、または定期試験に代わるレポート試験が未提出の場合
は評価対象とせず、「Ｋ］評価とする。
・忌引き及び感染症による出席停止を除く、「やむを得ない欠席（介護等体験・教育実習関係、部活動関係な
ど）」についても必ず事前に連絡を入れること。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

80

・授業中の態度、課題に対する取組姿勢(20)

1、2、3、4、5
教育実習研究Ⅲ

・模擬授業等の発表に向けた準備状況やその目標到達
度(30)
・学習指導案作成、ワークシート・スライド作成ならびに模
擬授業実践における教職を志望する者として相応の取り
組み(30)
授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

その他

0

テキスト

テキストを使用しない
適宜プリントを配付する

参考書

高等学校教科書・現代保健体育/髙石昌弘 他/大修館書店
中学校教科書・保健体育/高橋健夫 他/大修館書店介護体験ハンドブック（全国特殊学校長
会編著）
教職教養ランナー・目で見る介護のしかた（成美堂）
教育実習ハンドブック；松田義松・学文社

全授業終了後に実施するレポート試験（20）

1、2、3、4、5

履修条件・他の科目との関連 教員免許取得希望者を対象とする科目で、その他の教職科目との関連性を理解し、常に教師にな
るためにはどうあるべきかについて意識して授業に臨むこと。
なお、教育実習に参加するためには本科目の単位修得が必須である。
※ 教育実習の参加条件は教育実習研究Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの履修を終え、すべての単位を修得している
こと。
授業を欠席した場合、授業内に直接配布された資料を担当教員の研究室まで受取りに行くこと。

教育実習研究Ⅲ

授業コード

13057402

授業科目名

教育実習研究Ⅲ

授業担当教員

新村

由恵

成績担当教員

新村

由恵

開講年次

3年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
（１）４回生での教育実習、3回生での介護等体験における基礎的知識や姿勢について概説し、学校園及び福祉施
設の現状や教育実習における使命、責任等についてグループによる研究協議を活用しながら説明する。
（２）科目保健の学習指導案の作成とその模擬授業の演習を通して授業力向上について解説する。
（３）インクルーシブ教育の取り組みとして特別な支援を必要とする生徒が含まれる体育実技の授業づくりにつ
いて各人又はグループが考案した指導内容や指導方法等を活用して説明する。
授業は教員による解説と学生による模擬授業を組み合わせたものです。配布資料は、基本的にデータでGoogleク
ラスルームより配信します。授業内に直接配布する場合もあります。事前学習では、指導案の作成や模擬授業の
リハーサルなどの準備を行っておくと。事後学習では、教員からのフィードバックを元にふり返りを行うなど、
主体的に取り組むことが必要です。
到達目標
１．教員の職務と服務を理解し、教育実習に使命感・責任感等をもって参加する心構えができている。
２．学習指導案の作成方法を理解し、教材研究の重要性に気付くなど保健、道徳の授業力向上に創意工夫するこ
とができる。
３．学習活動を主体的、能動的、自立的な態度で実行できる。
４．安全性に留意し、声の大きさや授業の分かりやすさを生徒目線で判断することができる。
５．自己評価、他者評価のポイントを理解し、適切に行うことができる。
授業計画
【第1回】
テーマ：本授業の目的
内容・方法：教育実習研究Ⅲの目標と意義
【第2回】
テーマ：模擬授業の実施方法等について
内容・方法：中学校、高等学校の保健教育の現状及び周到な教材研究に基づく模擬授業作り
【第3回】
テーマ：学習指導案の作成
内容・方法：単元目標、評価基準、指導観、教材観、生徒観、本時の学習内容などの記述方法等
【第4回】
テーマ：模擬授業①「中学校保健 単元：心身の機能の発達と心の健康」
内容・方法：模擬授業および研究協議
【第5回】
テーマ：模擬授業②「中学校保健 単元：健康と環境」
内容・方法：模擬授業および研究協議
【第6回】
テーマ：模擬授業③「中学校保健 単元：けがの防止」
内容・方法：模擬授業および研究協議
【第7回】
テーマ：模擬授業④「中学校保健 単元：健康な生活と病気の予防」
内容・方法：模擬授業および研究協議
【第8回】
テーマ：模擬授業⑤「高等学校保健 単元：現代社会と健康（１）」
内容・方法：模擬授業および研究協議
【第9回】
テーマ：模擬授業⑥「高等学校保健 単元：現代社会と健康（２）」
内容・方法：模擬授業および研究協議
【第10回】
テーマ：模擬授業⑦「高等学校保健 単元：現代社会と健康（３）」
内容・方法：模擬授業および研究協議
【第11回】
テーマ：模擬授業⑧「高等学校保健 単元：生涯を通じる健康」
内容・方法：模擬授業および研究協議
【第12回】
テーマ：模擬授業⑨「高等学校保健 単元：社会生活と健康」
内容・方法：模擬授業および研究協議
【第13回】
テーマ：「保健」模擬授業のまとめ
内容・方法：授業を実践する上での留意点等についてグループで協議してまとめ発表する
【第14回】
テーマ：特別な支援を必要とする生徒が含まれる体育の授業づくり
教育実習研究Ⅲ

内容・方法：①特別な支援を必要とする生徒が含まれる体育実技指導案を創意工夫して作成する ②インクルー
シブ教育について学ぶ
【第15回】
テーマ：教育実習の実体験に学ぶ
内容・方法：①4回生による教育実習体験談、質疑、感想文記述 ②「教員を志望する自己の心構えと課題」をま
とめる
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
【第1回】
①事前学修課題：教員の職務、服務について調べまとめる
②事後学修課題：教育実習研究Ⅲの目標、意義をまとめる
【第2回】
①事前学修課題：保健教育の意義について考察する。また、単元を選択しその単元に関する教材研究を行う
②事後学修課題：学校における保健教育のあり方についてまとめる
【第3回】
①事前学修課題：単元を選択しその単元の目標、教材観、指導観、評価基準を記述する
②事後学修課題：単元目標、教材観、指導観、評価基準、指導上の留意点、学習内容等についてまとめる
【第4回】
①事前学修課題：「中学校保健 単元：心身の機能の発達と心の健康」の学習指導案を作成する
②事後学修課題：模擬授業の課題および相互の意見交換についてまとめる
【第5回】
①事前学修課題：「中学校保健 単元：健康と環境」の学習指導案を作成する
②事後学修課題：模擬授業の課題および相互の意見交換についてまとめる
【第6回】
①事前学修課題：「中学校保健 単元：けがの防止」の学習指導案を作成する
②事後学修課題：模擬授業の課題および相互の意見交換についてまとめる
【第7回】
①事前学修課題：「中学校保健 単元：健康な生活と病気の予防」の学習指導案を作成する
②事後学修課題：模擬授業の課題および相互の意見交換についてまとめる
【第8回】
①事前学修課題：「高等学校保健 単元：現代社会と健康（１）」の学習指導案を作成する
②事後学修課題：模擬授業の課題および相互の意見交換についてまとめる
【第9回】
①事前学修課題：「高等学校保健 単元：現代社会と健康（２）」の学習指導案を作成する
②事後学修課題：模擬授業の課題および相互の意見交換についてまとめる
【第10回】
①事前学修課題：「高等学校保健 単元：現代社会と健康（３）」の学習指導案を作成する
②事後学修課題：模擬授業の課題および相互の意見交換についてまとめる
【第11回】
①事前学修課題：「高等学校保健 単元：生涯を通じる健康」の学習指導案を作成する
②事後学修課題：模擬授業の課題および相互の意見交換についてまとめる
【第12回】
①事前学修課題：「高等学校保健 単元：社会生活と健康」の学習指導案を作成する
②事後学修課題：模擬授業の課題および相互の意見交換についてまとめる
【第13回】
①事前学修課題：模擬授業を振り返りその要点を整理する
②事後学修課題：教育実習の参加に向けて自己の授業に関する課題と改善策を整理しまとめる
【第14回】
①事前学修課題：特別な支援を必要とする生徒が含まれる体育実技について自己の体験を振り返りまとめる
②事後学修課題：特別な支援を必要とする生徒が含まれる体育実技についてグループ編成の方法やルールの工夫
等についてまとめる
【第15回】
①事前学修課題：教育実習に関する疑問や質問を整理する
②事後学修課題：教員を志望する自己の心構えや課題についてまとめる
課題に対するフィードバックの方法
受講生が作成した学習指導案については個別に添削指導を行い、また、模擬授業等については学生一人ひとりに
適宜適切に指導助言を実施する。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、授業に対する積極的な学びを前提とし、授業内における課題発表・レポート作成と、授業終
講後の定期試験に代わるレポートの評価結果に基づき総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を
認定する。
・正当な理由のない授業回数の1/3以上（5回）の欠席者、または定期試験に代わるレポート試験が未提出の場合
は評価対象とせず、「Ｋ］評価とする。
・忌引き及び感染症による出席停止を除く、「やむを得ない欠席（介護等体験・教育実習関係、部活動関係な
ど）」についても必ず事前に連絡を入れること。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

80

・授業中の態度、課題に対する取組姿勢(20)

1、2、3、4、5
教育実習研究Ⅲ

・模擬授業等の発表に向けた準備状況やその目標到達
度(30)
・学習指導案作成、ワークシート・スライド作成ならびに模
擬授業実践における教職を志望する者として相応の取り
組み(30)
授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

その他

0

テキスト

テキストを使用しない
適宜プリントを配付する

参考書

高等学校教科書・現代保健体育/髙石昌弘 他/大修館書店
中学校教科書・保健体育/高橋健夫 他/大修館書店介護体験ハンドブック（全国特殊学校長
会編著）
教職教養ランナー・目で見る介護のしかた（成美堂）
教育実習ハンドブック；松田義松・学文社

全授業終了後に実施するレポート試験（20）

1、2、3、4、5

履修条件・他の科目との関連 教員免許取得希望者を対象とする科目で、その他の教職科目との関連性を理解し、常に教師にな
るためにはどうあるべきかについて意識して授業に臨むこと。
なお、教育実習に参加するためには本科目の単位修得が必須である。
※ 教育実習の参加条件は教育実習研究Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの履修を終え、すべての単位を修得している
こと。
授業を欠席した場合、授業内に直接配布された資料を担当教員の研究室まで受取りに行くこと。

教育実習研究Ⅲ

授業コード

13057403

授業科目名

教育実習研究Ⅲ

授業担当教員

寺田

進志

成績担当教員

寺田

進志

開講年次

3年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
（１）４回生での教育実習、3回生での介護等体験における基礎的知識や姿勢について概説し、学校園及び福祉施
設の現状や教育実習における使命、責任等についてグループによる研究協議を活用しながら説明する。
（２）科目保健の学習指導案の作成とその模擬授業の演習を通して授業力向上について解説する。
（３）インクルーシブ教育の取り組みとして特別な支援を必要とする生徒が含まれる体育実技の授業づくりにつ
いて各人又はグループが考案した指導内容や指導方法等を活用して説明する。
授業は教員による解説と学生による模擬授業を組み合わせたものです。配布資料は、基本的にデータでGoogleク
ラスルームより配信します。授業内に直接配布する場合もあります。事前学習では、指導案の作成や模擬授業の
リハーサルなどの準備を行っておくと。事後学習では、教員からのフィードバックを元にふり返りを行うなど、
主体的に取り組むことが必要です。
到達目標
１．教員の職務と服務を理解し、教育実習に使命感・責任感等をもって参加する心構えができている。
２．学習指導案の作成方法を理解し、教材研究の重要性に気付くなど保健、道徳の授業力向上に創意工夫するこ
とができる。
３．学習活動を主体的、能動的、自立的な態度で実行できる。
４．安全性に留意し、声の大きさや授業の分かりやすさを生徒目線で判断することができる。
５．自己評価、他者評価のポイントを理解し、適切に行うことができる。
授業計画
【第1回】
テーマ：本授業の目的
内容・方法：教育実習研究Ⅲの目標と意義
【第2回】
テーマ：模擬授業の実施方法等について
内容・方法：中学校、高等学校の保健教育の現状及び周到な教材研究に基づく模擬授業作り
【第3回】
テーマ：学習指導案の作成
内容・方法：単元目標、評価基準、指導観、教材観、生徒観、本時の学習内容などの記述方法等
【第4回】
テーマ：模擬授業①「中学校保健 単元：心身の機能の発達と心の健康」
内容・方法：模擬授業および研究協議
【第5回】
テーマ：模擬授業②「中学校保健 単元：健康と環境」
内容・方法：模擬授業および研究協議
【第6回】
テーマ：模擬授業③「中学校保健 単元：けがの防止」
内容・方法：模擬授業および研究協議
【第7回】
テーマ：模擬授業④「中学校保健 単元：健康な生活と病気の予防」
内容・方法：模擬授業および研究協議
【第8回】
テーマ：模擬授業⑤「高等学校保健 単元：現代社会と健康（１）」
内容・方法：模擬授業および研究協議
【第9回】
テーマ：模擬授業⑥「高等学校保健 単元：現代社会と健康（２）」
内容・方法：模擬授業および研究協議
【第10回】
テーマ：模擬授業⑦「高等学校保健 単元：現代社会と健康（３）」
内容・方法：模擬授業および研究協議
【第11回】
テーマ：模擬授業⑧「高等学校保健 単元：生涯を通じる健康」
内容・方法：模擬授業および研究協議
【第12回】
テーマ：模擬授業⑨「高等学校保健 単元：社会生活と健康」
内容・方法：模擬授業および研究協議
【第13回】
テーマ：「保健」模擬授業のまとめ
内容・方法：授業を実践する上での留意点等についてグループで協議してまとめ発表する
【第14回】
テーマ：特別な支援を必要とする生徒が含まれる体育の授業づくり
教育実習研究Ⅲ

内容・方法：①特別な支援を必要とする生徒が含まれる体育実技指導案を創意工夫して作成する ②インクルー
シブ教育について学ぶ
【第15回】
テーマ：教育実習の実体験に学ぶ
内容・方法：①4回生による教育実習体験談、質疑、感想文記述 ②「教員を志望する自己の心構えと課題」をま
とめる
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
【第1回】
①事前学修課題：教員の職務、服務について調べまとめる
②事後学修課題：教育実習研究Ⅲの目標、意義をまとめる
【第2回】
①事前学修課題：保健教育の意義について考察する。また、単元を選択しその単元に関する教材研究を行う
②事後学修課題：学校における保健教育のあり方についてまとめる
【第3回】
①事前学修課題：単元を選択しその単元の目標、教材観、指導観、評価基準を記述する
②事後学修課題：単元目標、教材観、指導観、評価基準、指導上の留意点、学習内容等についてまとめる
【第4回】
①事前学修課題：「中学校保健 単元：心身の機能の発達と心の健康」の学習指導案を作成する
②事後学修課題：模擬授業の課題および相互の意見交換についてまとめる
【第5回】
①事前学修課題：「中学校保健 単元：健康と環境」の学習指導案を作成する
②事後学修課題：模擬授業の課題および相互の意見交換についてまとめる
【第6回】
①事前学修課題：「中学校保健 単元：けがの防止」の学習指導案を作成する
②事後学修課題：模擬授業の課題および相互の意見交換についてまとめる
【第7回】
①事前学修課題：「中学校保健 単元：健康な生活と病気の予防」の学習指導案を作成する
②事後学修課題：模擬授業の課題および相互の意見交換についてまとめる
【第8回】
①事前学修課題：「高等学校保健 単元：現代社会と健康（１）」の学習指導案を作成する
②事後学修課題：模擬授業の課題および相互の意見交換についてまとめる
【第9回】
①事前学修課題：「高等学校保健 単元：現代社会と健康（２）」の学習指導案を作成する
②事後学修課題：模擬授業の課題および相互の意見交換についてまとめる
【第10回】
①事前学修課題：「高等学校保健 単元：現代社会と健康（３）」の学習指導案を作成する
②事後学修課題：模擬授業の課題および相互の意見交換についてまとめる
【第11回】
①事前学修課題：「高等学校保健 単元：生涯を通じる健康」の学習指導案を作成する
②事後学修課題：模擬授業の課題および相互の意見交換についてまとめる
【第12回】
①事前学修課題：「高等学校保健 単元：社会生活と健康」の学習指導案を作成する
②事後学修課題：模擬授業の課題および相互の意見交換についてまとめる
【第13回】
①事前学修課題：模擬授業を振り返りその要点を整理する
②事後学修課題：教育実習の参加に向けて自己の授業に関する課題と改善策を整理しまとめる
【第14回】
①事前学修課題：特別な支援を必要とする生徒が含まれる体育実技について自己の体験を振り返りまとめる
②事後学修課題：特別な支援を必要とする生徒が含まれる体育実技についてグループ編成の方法やルールの工夫
等についてまとめる
【第15回】
①事前学修課題：教育実習に関する疑問や質問を整理する
②事後学修課題：教員を志望する自己の心構えや課題についてまとめる
課題に対するフィードバックの方法
受講生が作成した学習指導案については個別に添削指導を行い、また、模擬授業等については学生一人ひとりに
適宜適切に指導助言を実施する。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、授業に対する積極的な学びを前提とし、授業内における課題発表・レポート作成と、授業終
講後の定期試験に代わるレポートの評価結果に基づき総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を
認定する。
・正当な理由のない授業回数の1/3以上（5回）の欠席者、または定期試験に代わるレポート試験が未提出の場合
は評価対象とせず、「Ｋ］評価とする。
・忌引き及び感染症による出席停止を除く、「やむを得ない欠席（介護等体験・教育実習関係、部活動関係な
ど）」についても必ず事前に連絡を入れること。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

80

・授業中の態度、課題に対する取組姿勢(20)

1、2、3、4、5
教育実習研究Ⅲ

・模擬授業等の発表に向けた準備状況やその目標到達
度(30)
・学習指導案作成、ワークシート・スライド作成ならびに模
擬授業実践における教職を志望する者として相応の取り
組み(30)
授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

その他

0

テキスト

テキストを使用しない
適宜プリントを配付する

参考書

高等学校教科書・現代保健体育/髙石昌弘 他/大修館書店
中学校教科書・保健体育/高橋健夫 他/大修館書店介護体験ハンドブック（全国特殊学校長
会編著）
教職教養ランナー・目で見る介護のしかた（成美堂）
教育実習ハンドブック；松田義松・学文社

全授業終了後に実施するレポート試験（20）

1、2、3、4、5

履修条件・他の科目との関連 教員免許取得希望者を対象とする科目で、その他の教職科目との関連性を理解し、常に教師にな
るためにはどうあるべきかについて意識して授業に臨むこと。
なお、教育実習に参加するためには本科目の単位修得が必須である。
※ 教育実習の参加条件は教育実習研究Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの履修を終え、すべての単位を修得している
こと。
授業を欠席した場合、授業内に直接配布された資料を担当教員の研究室まで受取りに行くこと。

教育実習研究Ⅲ

授業コード

11100401

授業科目名

経済学入門

授業担当教員

宇野

伸孝

成績担当教員

宇野

伸孝

開講年次

1年

授業種別

実務家教員による授業

講義

開講期

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
「コンビニでパンを買う」たったそれだけの行動にも、様々な経済的要素が含まれています。そのパンをなぜ選
んだのか。値段がお手頃、メーカーの信頼度、以前食べて美味しかった、テレビで紹介されていた等々。そもそ
もお金の出所は、お小遣いなのかバイト代なのか。支払いは現金か電子マネーか。もちろん消費税も払う必要が
あるし、買ったパンがどのようにして作られたかまで考えるときりがありません。
また、景気の悪い日本しか知らない諸君も、かつてはこの国にも高度成長期や、バブルではあれ80年代後半の
国全体が活気に満ち溢れていた時代があったという事は知っているでしょう。では、なぜ景気が良くなったり悪
くなったりするのか？そもそも景気とは何なのか？
この授業では、いわゆる「経済学」の基礎的な考え方を説明します。それはつまり、モノとカネの動きを捉
え、人と人、人と社会、社会と社会の相互依存関係を理論的に明らかにすることです。ごくごく身近な問題から
国や世界レベルまで、さらに時間的にも過去・現在・未来と広範囲に渡りますが、各回の練習問題を解いていく
ことで理解を深められます。
なお、この授業はオンデマンド型の遠隔授業です。Google Classroomで配信するビデオを視聴し、期限（次の
回の前日）までに課題を提出してもらいます。
到達目標
1.
2.
3.
4.

経済の基本的な仕組みを説明できる
経済学の視点から物事を判断できる
現実の経済動向について基礎的な分析ができる
現実の経済が抱える様々な問題点について議論できる

授業計画
【第1回】ガイダンス
【第2回】市場とは？（その仕組みと役割を理解します）
【第3回】ミクロとマクロの経済学（経済理論を大別する２つの違いを定義します）
【第4回】ミクロ編1：家計の経済行動（家計＝消費者の経済学的考え方と行動を解説します）
【第5回】ミクロ編2：企業の経済行動（企業＝生産者の経済学的考え方と行動を解説します）
【第6回】ミクロ編3：ゲーム理論（幅広い分野で応用されるゲーム理論の基礎を学びます）
【第7回】ミクロ編4：余剰分析（政府の介入による経済厚生の変化について議論します）
【第8回】ミクロ編5：情報の非対称性（情報の偏りによって起こる問題とその克服法を考察します）
【第9回】ミクロ編まとめ
【第10回】マクロ編1：GDP統計（GDPとは何かを再確認し、GDP関連のデータを整理します）
【第11回】マクロ編2：GDPの決定理論1（GDPが決定する仕組みを理論モデルで解明します～民間のみ～）
【第12回】マクロ編3：GDPの決定理論2（前回のモデルに政府を追加します）
【第13回】マクロ編4：経済政策1（IS-LMモデルを使った同時均衡を説明します～IS曲線～）
【第14回】マクロ編5：経済政策2（前回のつづきとしてLM曲線と財政・金融政策の効果について議論します）
【第15回】マクロ編まとめ
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
事前学習として、各回のレジュメを読んで、わからないところをチェックしておきましょう。事後学習として
は、授業の復習はもちろん、前回分の課題を間違えた場合は、納得ができるまで繰り返し解いてみましょう。
課題に対するフィードバックの方法
授業始めに前回分の課題を解説します。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、各回の課題と最終レポートの結果を総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位
を認定します。ただし、課題と最終レポートの配布・提出にはGoogle Classroomを使用します。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

60

授業内課題の提出状況及び得点

1、2、3、4

授業外での評価

0

定期試験

0
経済学入門

定期試験に代わるレポート等

40

その他

0

テキスト

テキストは使用しません。その代わりに毎回Google Classroomでレジュメを配布します。

参考書

必要に応じて授業内で紹介します。

最終レポート

1、2、3

履修条件・他の科目との関連 この授業の後に続けて履修することが望ましい科目として、ミクロ経済学I・IIやマクロ経済学I・IIがあり
ます。

経済学入門

授業コード

11100701

授業科目名

法学入門

授業担当教員

三輪

淳之

成績担当教員

三輪

淳之

開講年次

1年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

講義

前期

単位数

〇

2単位

授業の目的・概要
「法律」は、我々が社会の中で守らなければならないルールである。
「法学」は、そのようなルールを学ぶもので、その知識と法的なものの考え方を身に着けておくことで、これか
らの人生でトラブルが起こった場合でも冷静に対処できる。
本授業では、皆さんの多くが経験していくであろう場面や身近なテーマについて、担当教員が長年に亘り、企業
において「国際法務」業務に従事してきた経験をもとに、実務家教員として、実際に経験した実例を取り入れな
がら概説し、「役に立つ法学」とすることを目標とし、「役に立つことを学んで得をした」、と感じることがで
きる実践的な学びの場とすることを狙いとする。
新聞やインターネット上の新聞記事に普段から目を通して、日常生活の中での法律・ルールに関連するトピック
について意識をしてピックアップするとともに、何がとりあげられてどのような焦点が当てられているのかにつ
いて理解と関心を高めておくこと。
到達目標
１．法律やルールの存在意義・基本的な枠組みについて記述することができる
２．法律を日常生活の武器として活用し、自分を守るための法的思考力を身につけることにより、社会的・政治
的問題について主体的に考え、説明することができる。
授業計画
第1回；ガイダンス － 法学への招待
「法律とは何なのか、法律の種類にはどのようなものがあるのか、私たちの生活に法律はどのような影響を及ぼ
しているのかについて学ぶ。」
第2回；民法（契約法） － 契約は守るべき？
「契約はどのようにすれば成立するのか、契約はなぜ守らなければならないのか、契約から解放されたいときは
どのような手段があるのかについて学ぶ。」
第3回；民法（消費者法） － 身近な生活の中で
「消費者法とはどのような法律を指しているのかや民法の一般的なルールとは異なり消費者が特に手厚く保護さ
れている理由を学ぶ。」
第4回；民法（不法行為） － もしケガをさせてしまったら？
「どのような行為をすれば損害賠償を請求することができるのか、また損害賠償はどのような形で請求すること
ができるのかを学ぶ。」
第5回；民法（家族法）
「家族法とは何を指すのか、結婚が認められるのはどのような時か、また子の保護をどのように行っているのか
について学ぶ。」
第6回；刑法（犯罪と刑罰） － 民法と刑法はどう違う？
「民法と刑法の違い、刑罰の種類、罪が認められる条件にはどのようなものがあるにかについて学ぶ。」
第7回；刑法（性犯罪関係） － トラブルに巻き込まれたら
「性犯罪を題材に、刑法典に規定されている罪だけではなく、その周辺の特別法の罪についても学ぶ。」
第8回；憲法（統治） － 選挙、大切な一票
「憲法とはどのような法律なのか、主権者である国民はどのように政治に参加するのか、国会・内閣・裁判所は
どのような仕事をしているのかについて学ぶ。」
第9回；憲法（人権） － 憲法で人権を保障するということ
「憲法上の人権は誰に対して保障されるのか、人権の種類、人権の制約が許されるのはどのような時であるのか
について学ぶ。」
第10回；会社法 － 企業は社会でどう活動するの？
「株式会社が資金を調達する方法や株式会社を適切に運営するための組織の仕組みについて学ぶ。」
第11回；労働法 － 職業選択の自由、アルバイトも正社員も労働者
「株式会社が資金を調達する方法や株式会社を適切に運営するための組織の仕組みについて学ぶ。」
第12回；国際連合と国際法 － SDGｓと日本
「条約と国際慣習法や、国内法と国際法の関係、SDGsについて学ぶ。」
第13回；国際法と人権 － グローバル化と法
「人権は国際的にどのように保障されているのか、外国人労働者は法的にどのように保護されるのかについて学
ぶ。」
第14回；法律学習リテラシー － より本格的に学びたい人のために
「インターネット時代の法律のあり方や新たに出現した人権などを中心に時代に即した法律について学ぶ。」
第15回；振り返り・まとめ
「 14回目まで学んできた法律を総ざらいし、あらためて私たちの生活と法律の関係について学ぶ。」
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

法学入門

各回、事前学修は2時間、事後学修は2時間を目安とする。
・事前学習；
テキストの該当箇所を読んで、疑問点を整理しておくこと。
・事後学習；
毎授業の最後の10分間で、その授業の理解度を確認するために、｢Googleクラスルーム｣で配信する方式で｢理解
度テスト｣を実施することを基本とする。
詳細は初回授業の際に説明する。
課題に対するフィードバックの方法
各理解度テスト(場合によってはレポート課題に代わる場合もあり)については、次回の授業において回答や解
説、講評等をおこなう。
詳細は初回授業の際に説明する。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、授業期間内に実施される理解度テスト（レポート課題に代わる可能性あり）、定期試験（レ
ポート課題に代わる可能性あり）等を総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
正当な理由なく理解度テストを4回以上未提出の場合、又は定期試験を受験・提出（レポート課題未提出）しな
かったか のいずれかの場合、評価の対象とせず、「K」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

40

毎授業後の理解度テスト（レポート課題に代わる可能性
あり）(40)

1, 2

授業外での評価

0

定期試験

60

全授業終了後に実施する試験又はレポート試験（60）

１、２

定期試験に代わるレポート等

0

その他

0

テキスト

「プレステップ 法学 第4版」池田 真朗（弘文堂、2020年）
1,800円(税別) ISBN978-4-335-00099-7

参考書

ポケット六法などの六法があれば望ましい

履修条件・他の科目との関連 法律についての知識がない学生を歓迎します。
新聞やインターネット上の新聞記事に普段から目を通して、日常生活の中での法律・ルールに関連
するトピックについて意識をしてピックアップするとともに、何がとりあげられてどのような焦点が当てられて
いるのかについて理解と関心を高めておくこと。

法学入門

授業コード

11100801

授業科目名

情報学入門

授業担当教員

安達

康生

成績担当教員

安達

康生

開講年次

1年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

講義

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
情報学は、現在においても、唯一の明快な定義は無く、主に自然界や人工物の分野における情報に関する学問の
領域であるとされている。それだけ「情報」というのは多義性があり、世の中すべてを対象とすると言ってもよ
いほどあいまいなものである。本講義では、社会のすべてについて情報との関わりを探求することを目標とする
が、特に人間と人間、人間と社会、および人間と機械のインターフェイスとしての情報の役割や今後の発展につ
いて考察する。
到達目標
１．情報学の基礎概念を理解し、情報関連のニュースを読めるようになること。
２．情報技術の進歩の歴史について知り、現代社会を動かしている情報技術の成り立ちを理解すること。
３．情報技術の進歩についての概要を知り、今後の社会の変化について議論できるようになること。
授業計画
この授業は、遠隔授業となります。原則として、オンデマンド型授業で実施予定です。
参加方法などの詳細は、追って案内します。
【第1回】
テーマ：オリエンテーション
内容・方法：科目の概要,目的,達成目標やスケジュールなどについて説明する．
【第2回】
テーマ：情報とはなにか
内容・方法：情報とは何か。身の回りの情報とコンピュータにおける内部表現について。
【第3回】
テーマ：ハードウェアとソフトウェア
内容・方法：コンピューターのハードウェアとソフトウェアについて分類し、解説する。
【第4回】
テーマ：プログラムとアルゴリズム
内容・方法：ソフトウェアを2つに分けたうちのひとつ、プログラムについて。
【第5回】
テーマ：データベース
内容・方法：ソフトウェアを2つに分けたうちのもうひとつ、データについて。
【第6回】
テーマ：ネットワークのしくみ
内容・方法：ネットワークの分類、プロトコル、サービス、伝送速度について。
【第7回】
テーマ：ネットワークの利用
内容・方法：ネットワークのハードウェアと、メールやWEBなどネットワークアプリケーションについて。
【第8回】
テーマ：ネットワークのセキュリティ
内容・方法：セキュリティとリスク、暗号技術など。
【第9回】
テーマ：コンピューターシステムの進化
内容・方法：コンピューターの歴史を振り返り、この先を予想する。
【第10回】
テーマ：メディアとしてのコンピューター
内容・方法：コンピューターとインターネットがもたらした新しいメディアについて。
【第11回】
テーマ：ネットワークと著作権
内容・方法：コンピューターネットワークが変えた、法律と社会。
【第12回】
テーマ：ヒューマンインタフェース
内容・方法：高度に専門的な機械が廉価になり大衆化していった経緯。
【第13回】
テーマ：ロボットと人工知能
内容・方法：ロボットなどの事例を通して機器を人工知能技術で制御することについて。
【第14回】
テーマ：社会を変える情報ネットワーク
内容・方法：情報ネットワークがもたらす、高度に情報化された社会。
【第15回】
テーマ：授業内試験
内容・方法：この授業全体を通して総括するとともに,理解度の確認を行う．
情報学入門

事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
事前学修：事前に配布された資料について内容を確認し,疑問点等をまとめておく．
事後学修：授業中に出された課題についてまとめ,提出する．
課題に対するフィードバックの方法
授業中に出した課題について解説を行い,理解度の確認を行う．
成績評価の方法・基準（方針）
授業内での評価と最終回の授業内試験の結果を合計して評価する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

毎回の小テスト,リアクションペーパーにより評価する．

1、2、3

授業外での評価

0

定期試験

50

定期試験の得点によって評価する。

1，2，3

定期試験に代わるレポート等

0

その他

0

テキスト

資料としてパワーポイントのファイルをGoogle Classroomにて配布する。

参考書

必要な都度にプリントを配布したり,書籍などを紹介する．

履修条件・他の科目との関連 正当な理由なく５回以上欠席した場合は、評価の対象とせず、「K」評価とする。

情報学入門

授業コード

11100302

授業科目名

経営学入門

授業担当教員

田窪

美葉

成績担当教員

田窪

美葉

開講年次

1年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

講義

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
これから経営学や経済学、マーケティング、会計学、ファイナンスの学習を始める方を対象に、企業経営に対す
る興味を持ってもらうこと、そして、今後の学習を進めていくにあたって最低限必要な基礎知識の習得を学習の
ねらいとする。「経営学」の入門というより、広く「経営」全般に対する入門講座だと考えてもらいたい。ま
た、関連する経営学の本についても紹介する。
初回に授業の進め方や成績評価の方法、受講に際しての注意など、基本的なガイダンスを行う。次に、ビデオ
鑑賞の時間を設けて、楽しみながらビジネスの世界について感覚的に理解してもらう。その後は、企業経営の基
礎知識についてわかりやすく解説した独自教材を使用して学習を進める。また、毎回、出席確認も兼ねて演習問
題を行う。
到達目標
1.主に経営学・経営に関する基礎知識の習得をすることができる
2.経営学に関連する書籍や資料について、その内容を説明することができる
授業計画
【第1回】
テーマ：ガイダンス
内容：成績評価について確認する。
【第2回】
授業テーマ：経営と家計、企業と経営
内容：経済活動とは何か、家計と企業の関係、自由主義経済制度、所有と経営の分離、について学ぶ。
【第3回】
テーマ：政府と経営、経営と情報
内容：政府の役割、公企業、経営資源、 POSシステムについて学ぶ。
【第4回】
テーマ：DVD教材を用いた学習①
内容：DVDの映像を通して、経営の専門用語や経営戦略のことを理解する。
【第5回】
テーマ：DVD教材を用いた学習②
内容：DVDの映像を通して、経営の専門用語や経営戦略のことを理解する。
【第6回】
テーマ：産業構造の変化―サービス産業
内容：第１次産業、第２次産業、第３次産業について学ぶ。
【第7回】
テーマ：サービス業の経営
内容：サービスの特質、サービス業の現状、高齢少子化問題について学ぶ。
【第8回】
テーマ：組織の形態と経営管理
内容：取締役会の役割、職能別組織、事業部制組織について学ぶ。
【第9回】
テーマ：経営計画と意思決定と財務管理
内容：計画、非定型的意思決定、マネジメント・サイクルについて学ぶ。
【第10回】
テーマ：組織と経営戦略
内容：組織の成立条件、代表的な組織観、経営戦略について学ぶ。
【第11回】
テーマ：労務政策とコミュニケーション
内容：労働力管理、人間観の変遷、管理原則、コミュニケーションの原則について学ぶ。
【第12回】
テーマ：日本的経営の特質
内容：稟議制度、終身雇用制度、年功賃金制について学ぶ。
【第13回】
テーマ：企業の環境適応と中小企業の経営
内容：消費者志向、中小企業者の定義、産業集積、下請けについて学ぶ。
【第14回】
テーマ：多国籍企業
内容：海外進出、多国籍企業、経済のグローバリゼーションについて学ぶ。
【第15回】
テーマ：企業経営の課題（企業の社会的責任）
内容：企業の社会的責任、フィランソロピー、リストラクチャリングについて学ぶ。
経営学入門

事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
【第1回】
①事前学修課題：ガイダンスを読んでおく。1.0時間
②事後学修課題：配布資料を復習し,授業テーマを現実に即して理解する。1.0時間
【第2回】
①事前学修課題：経営と家計、企業と経営に関連したレジュメを読んでおく。1.5時間
②事後学修課題：配布資料を復習し,授業テーマを現実に即して理解する。2.5時間
【第3回】
①事前学修課題：政府と経営、経営と情報に関連したレジュメを読んでおく。1.5時間
②事後学修課題：配布資料を復習し,授業テーマを現実に即して理解する。2.5時間
【第4回】
①事前学修課題：経営に関するトピックを探す。1.5時間
②事後学修課題：配布資料を復習し,授業テーマを現実に即して理解する。2.5時間
【第5回】
①事前学修課題：教材に基づいて、実際の事例を探す。1.5時間
②事後学修課題：配布資料を復習し,授業テーマを現実に即して理解する。2.5時間
【第6回】
①事前学修課題：産業構造の変化―サービス産業に関連したレジュメを読んでおく。1.5時間
②事後学修課題：配布資料を復習し,授業テーマを現実に即して理解する。2.5時間
【第7回】
①事前学修課題：サービス業の経営に関連したレジュメを読んでおく。1.5時間
②事後学修課題：配布資料を復習し,授業テーマを現実に即して理解する。2.5時間
【第8回】
①事前学修課題：組織の形態と経営管理に関連したレジュメを読んでおく。1.5時間
②事後学修課題：配布資料を復習し,授業テーマを現実に即して理解する。2.5時間
【第9回】
①事前学修課題：経営計画と意思決定と財務管理に関連したレジュメを読んでおく。1.5時間
②事後学修課題：配布資料を復習し,授業テーマを現実に即して理解する。2.5時間
【第10回】
①事前学修課題：組織と経営戦略に関連したレジュメを読んでおく。1.5時間
②事後学修課題：配布資料を復習し,授業テーマを現実に即して理解する。2.5時間
【第11回】
①事前学修課題：労務政策とコミュニケーションに関連したレジュメを読んでおく。1.5時間
②事後学修課題：配布資料を復習し,授業テーマを現実に即して理解する。2.5時間
【第12回】
①事前学修課題：日本的経営の特質に関連したレジュメを読んでおく。1.5時間
②事後学修課題：配布資料を復習し,授業テーマを現実に即して理解する。2.5時間
【第13回】
①事前学修課題：企業の環境適応と中小企業の経営に関連したアップしたレジュメを読んでおく。1.5時間
②事後学修課題：配布資料を復習し,授業テーマを現実に即して理解する。2.5時間
【第14回】
①事前学修課題：多国籍企業に関連したレジュメを読んでおく。1.5時間
②事後学修課題：配布資料を復習し,授業テーマを現実に即して理解する。2.5時間
【第15回】
①事前学修課題：企業経営の課題に関連したレジュメを読んでおく。1.5時間
②事後学修課題：最終レポートを作成する。4.5時間
課題に対するフィードバックの方法
フィードバックは授業内で解説したり、Moodleの自動採点機能を用いた課題で対応する。
成績評価の方法・基準（方針）
通常授業内での配布課題及びMoodleでの課題(Classroomから連携予定)と、レポート免除試験(予定)もしくは期末
レポート試験により評価する。
正当な理由のない欠席4回以上、毎回の通常課題未提出4回以上、または期末レポートを未提出の場合、評価の対
象とせず、「K」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

毎回の課題

1

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

50

レポート免除試験(予定)もしくは期末レポート試験

1、2

その他

0

テキスト

プリントを配布する

経営学入門

参考書

稲葉元吉他著 『経営新訂版』 実教出版株式会社 2004年

履修条件・他の科目との関連 毎回の配布するプリントを大切に保管し復習やレポート対策に使用すること。欠席時はMoodleより
入手すること。

経営学入門

授業コード

11100702

授業科目名

法学入門

授業担当教員

三輪

淳之

成績担当教員

三輪

淳之

開講年次

1年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

講義

前期

単位数

〇

2単位

授業の目的・概要
「法律」は、我々が社会の中で守らなければならないルールである。
「法学」は、そのようなルールを学ぶもので、その知識と法的なものの考え方を身に着けておくことで、これか
らの人生でトラブルが起こった場合でも冷静に対処できる。
本授業では、皆さんの多くが経験していくであろう場面や身近なテーマについて、担当教員が長年に亘り、企業
において「国際法務」業務に従事してきた経験をもとに、実務家教員として、実際に経験した実例を取り入れな
がら概説し、「役に立つ法学」とすることを目標とし、「役に立つことを学んで得をした」、と感じることがで
きる実践的な学びの場とすることを狙いとする。
新聞やインターネット上の新聞記事に普段から目を通して、日常生活の中での法律・ルールに関連するトピック
について意識をしてピックアップするとともに、何がとりあげられてどのような焦点が当てられているのかにつ
いて理解と関心を高めておくこと。
到達目標
１．法律やルールの存在意義・基本的な枠組みについて記述することができる
２．法律を日常生活の武器として活用し、自分を守るための法的思考力を身につけることにより、社会的・政治
的問題について主体的に考え、説明することができる。
授業計画
第1回；ガイダンス － 法学への招待
「法律とは何なのか、法律の種類にはどのようなものがあるのか、私たちの生活に法律はどのような影響を及ぼ
しているのかについて学ぶ。」
第2回；民法（契約法） － 契約は守るべき？
「契約はどのようにすれば成立するのか、契約はなぜ守らなければならないのか、契約から解放されたいときは
どのような手段があるのかについて学ぶ。」
第3回；民法（消費者法） － 身近な生活の中で
「消費者法とはどのような法律を指しているのかや民法の一般的なルールとは異なり消費者が特に手厚く保護さ
れている理由を学ぶ。」
第4回；民法（不法行為） － もしケガをさせてしまったら？
「どのような行為をすれば損害賠償を請求することができるのか、また損害賠償はどのような形で請求すること
ができるのかを学ぶ。」
第5回；民法（家族法）
「家族法とは何を指すのか、結婚が認められるのはどのような時か、また子の保護をどのように行っているのか
について学ぶ。」
第6回；刑法（犯罪と刑罰） － 民法と刑法はどう違う？
「民法と刑法の違い、刑罰の種類、罪が認められる条件にはどのようなものがあるにかについて学ぶ。」
第7回；刑法（性犯罪関係） － トラブルに巻き込まれたら
「性犯罪を題材に、刑法典に規定されている罪だけではなく、その周辺の特別法の罪についても学ぶ。」
第8回；憲法（統治） － 選挙、大切な一票
「憲法とはどのような法律なのか、主権者である国民はどのように政治に参加するのか、国会・内閣・裁判所は
どのような仕事をしているのかについて学ぶ。」
第9回；憲法（人権） － 憲法で人権を保障するということ
「憲法上の人権は誰に対して保障されるのか、人権の種類、人権の制約が許されるのはどのような時であるのか
について学ぶ。」
第10回；会社法 － 企業は社会でどう活動するの？
「株式会社が資金を調達する方法や株式会社を適切に運営するための組織の仕組みについて学ぶ。」
第11回；労働法 － 職業選択の自由、アルバイトも正社員も労働者
「株式会社が資金を調達する方法や株式会社を適切に運営するための組織の仕組みについて学ぶ。」
第12回；国際連合と国際法 － SDGｓと日本
「条約と国際慣習法や、国内法と国際法の関係、SDGsについて学ぶ。」
第13回；国際法と人権 － グローバル化と法
「人権は国際的にどのように保障されているのか、外国人労働者は法的にどのように保護されるのかについて学
ぶ。」
第14回；法律学習リテラシー － より本格的に学びたい人のために
「インターネット時代の法律のあり方や新たに出現した人権などを中心に時代に即した法律について学ぶ。」
第15回；振り返り・まとめ
「 14回目まで学んできた法律を総ざらいし、あらためて私たちの生活と法律の関係について学ぶ。」
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

法学入門

各回、事前学修は2時間、事後学修は2時間を目安とする。
・事前学習；
テキストの該当箇所を読んで、疑問点を整理しておくこと。
・事後学習；
毎授業の最後の10分間で、その授業の理解度を確認するために、｢Googleクラスルーム｣で配信する方式で｢理解
度テスト｣を実施することを基本とする。
詳細は初回授業の際に説明する。
課題に対するフィードバックの方法
各理解度テスト(場合によってはレポート課題に代わる場合もあり)については、次回の授業において回答や解
説、講評等をおこなう。
詳細は初回授業の際に説明する。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、授業期間内に実施される理解度テスト（レポート課題に代わる可能性あり）、定期試験（レ
ポート課題に代わる可能性あり）等を総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
正当な理由なく理解度テストを4回以上未提出の場合、又は定期試験を受験・提出（レポート課題未提出）しな
かったか のいずれかの場合、評価の対象とせず、「K」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

40

毎授業後の理解度テスト（レポート課題に代わる可能性
あり）(40)

1, 2

授業外での評価

0

定期試験

60

全授業終了後に実施する試験又はレポート試験（60）

1, 2

定期試験に代わるレポート等

0

その他

0

テキスト

「プレステップ 法学 第4版」池田 真朗（弘文堂、2020年）
1,800円(税別) ISBN978-4-335-00099-7

参考書

ポケット六法などの六法があれば望ましい

履修条件・他の科目との関連 法律についての知識がない学生を歓迎します。
新聞やインターネット上の新聞記事に普段から目を通して、日常生活の中での法律・ルールに関連
するトピックについて意識をしてピックアップするとともに、何がとりあげられてどのような焦点が当てられて
いるのかについて理解と関心を高めておくこと。

法学入門

授業コード

11100802

授業科目名

情報学入門

授業担当教員

下條

善史

成績担当教員

下條

善史

開講年次

1年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

講義

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
情報学は、現在においても、唯一の明快な定義は無く、主に自然界や人工物の分野における情報に関する学問の
領域であるとされている。それだけ「情報」というのは多義性があり、世の中すべてを対象とすると言ってもよ
いほどあいまいなものである。本講義では、社会のすべてについて情報との関わりを探求することを目標とする
が、特に人間と人間、人間と社会、および人間と機械のインターフェイスとしての情報の役割や今後の発展につ
いて考察する。
★この授業は、遠隔授業となります。参加方法などの詳細は、追って案内します。
（状況をみて変更する可能性あり）
到達目標
１．情報学の基礎概念を理解し、情報関連のニュースを読めるようになること。
２．情報技術の進歩の歴史について知り、現代社会を動かしている情報技術の成り立ちを理解すること。
３．情報技術の進歩についての概要を知り、今後の社会の変化について議論できるようになること。
授業計画
【第1回】
テーマ：オリエンテーション
内容・方法：科目の概要,目的,達成目標やスケジュールなどについて説明する．
【第2回】
テーマ：情報とはなにか
内容・方法：情報とは何か。身の回りの情報とコンピュータにおける内部表現について。
【第3回】
テーマ：ハードウェアとソフトウェア
内容・方法：コンピューターのハードウェアとソフトウェアについて分類し、解説する。
【第4回】
テーマ：プログラムとアルゴリズム
内容・方法：ソフトウェアを2つに分けたうちのひとつ、プログラムについて。
【第5回】
テーマ：データベース
内容・方法：ソフトウェアを2つに分けたうちのもうひとつ、データについて。
【第6回】
テーマ：ネットワークのしくみ
内容・方法：ネットワークの分類、プロトコル、サービス、伝送速度について。
【第7回】
テーマ：ネットワークの利用
内容・方法：ネットワークのハードウェアと、メールやWEBなどネットワークアプリケーションについて。
【第8回】
テーマ：ネットワークのセキュリティ
内容・方法：セキュリティとリスク、暗号技術など。
【第9回】
テーマ：コンピューターシステムの進化
内容・方法：コンピューターの歴史を振り返り、この先を予想する。
【第10回】
テーマ：メディアとしてのコンピューター
内容・方法：コンピューターとインターネットがもたらした新しいメディアについて。
【第11回】
テーマ：ネットワークと著作権
内容・方法：コンピューターネットワークが変えた、法律と社会。
【第12回】
テーマ：ヒューマンインタフェース
内容・方法：高度に専門的な機械が廉価になり大衆化していった経緯。
【第13回】
テーマ：ロボットと人工知能
内容・方法：ロボットなどの事例を通して機器を人工知能技術で制御することについて。
【第14回】
テーマ：社会を変える情報ネットワーク
内容・方法：情報ネットワークがもたらす、高度に情報化された社会。
【第15回】
テーマ：まとめと最終レポート
内容・方法：この授業全体を通して総括するとともに,理解度の確認を行い，最終レポートを課す．
情報学入門

事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
事前学修：事前に配布された資料について内容を確認し,疑問点等をまとめておく．
事後学修：授業中に出された課題についてまとめ,提出する．
課題に対するフィードバックの方法
授業中に出した課題について解説を行い,理解度の確認を行う．
成績評価の方法・基準（方針）
本授業はオンデマンド教材による遠隔授業である。オンデマンド教材をそれぞれのペースで自己学習し、各課程
において用意された問題を解くことで学習深度を確認、Google Classroomにて自身の意見や質問などを担当講師
に投げかけることで、授業に積極的に参加することが重要となる。したがって本科目では、毎回の学習（出席確
認）、課題の達成度、最終レポートの3点をもって評価する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

60

毎回の学習（出席確認）

1,2

授業外での評価

20

課題の達成度

2,3

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

最終レポート

1,3

その他

0

テキスト

資料としてPPTXファイルをGoogle Classroomにて配布する。

参考書

必要な都度にプリントを配布したり,書籍などを紹介する．

履修条件・他の科目との関連 5回以上の欠席者は不合格とする．

情報学入門

授業コード

13036201

授業種別

授業科目名

コミュニケーション論

授業担当教員

尾添

侑太、上原

成績担当教員

尾添

侑太

開講年次

1年

健太郎、飯田

実務家教員による授業

講義
香織、青野

開講期

明子、有田

前期

亘、小牧

一裕、戸口

単位数

－
愛泰

2単位

授業の目的・概要
心理コミュニケーション学科の学びは多彩である。したがって、学科の専任教員の専門分野も多様である。たと
えば、心理の領域であっても、社会心理学もあれば、臨床心理学もある。また、コミュニケーションの領域で
あっても、社会学、ファッションと同様なことが言える。しかし、まずは、基本的に、コミュニケーションとは
何かということを理解することが重要である。
そこで、各教員が各自の専門領域とコミュニケーションを融合させたテーマを設定し、わかりやすく解説するこ
とがこの科目の目的である。
授業形態は、オムニバスである（主として学科の専任教員が順番に講義を担当する）。
到達目標
1.コミュニケーションの概念について考えることができる
2.多様なコミュニケーションのあり方を説明できる。
授業計画
【第1回】オリエンテーション（本授業の趣旨、成績評価方法などの説明）
【第2回】コミュニケーションとは何か
【第3回】一時的協力への扉
【第4回】人と人とのコミュニケーションの扉
【第5回】人と動物とのコミュニケーションの扉
【第6回】対等で親密なコミュニケーションへの扉
【第7回】信頼とコミュニケーションの扉
【第8回】見えない世界への扉 ―四国遍路を歩くということ
【第9回】「特別な場所」への扉 ― 路上生活者と地域社会のコミュニケーション
【第10回】自分も相手も大切にしたコミュニケーションの扉 ー人に気持ちを伝える技術
【第11回】コミュニケーション社会学への橋と扉
【第12回】自由と孤独の扉
【第13回】競争社会への扉
【第14回】コミュニケーションとコミュニティへの扉
【第15回】まとめ

【尾添】
【尾添】
【尾添】
【青野】
【戸口】
【西岡】
【小牧】
【 林 】
【上原】
【飯田】
【有田】
【尾添】
【尾添】
【尾添】
【尾添】

事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
事前学習として、毎回、およそ1時間以上、シラバスを確認し、テキストを熟読する。また、テーマにかかわる
ワードについて下調べをする。
事後学習として、毎回、およそ3時間以上、テキストに記載されている参考文献や授業で扱われた内容に関する本
を積極的に読む。
課題に対するフィードバックの方法
授業担当回の各教員別に個別開示（開示方法は、各教員によって異なる。授業中に要確認）
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

0

授業外での評価

90

毎回授業でのレポート課題（90）

2

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

10

期末レポート（10）

1

その他

0

テキスト

有田亘編、2019、『心理コミュニケーションの扉』大阪国際大学人間科学部心理コミュニケーション
コミュニケーション論

テキスト

学科（初回授業時に受講者に配布）

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する

履修条件・他の科目との関連 ・1回生は必修科目である。
・多様なコミュニケーションを理解するために、必ず、毎回出席すること。

コミュニケーション論

授業コード

13036202

授業種別

授業科目名

コミュニケーション論

授業担当教員

尾添

侑太、上原

成績担当教員

尾添

侑太

開講年次

1年

健太郎、飯田

実務家教員による授業

講義
香織、青野

開講期

明子、有田

前期

亘、小牧

一裕、戸口

単位数

－
愛泰

2単位

授業の目的・概要
心理コミュニケーション学科の学びは多彩である。したがって、学科の専任教員の専門分野も多様である。たと
えば、心理の領域であっても、社会心理学もあれば、臨床心理学もある。また、コミュニケーションの領域で
あっても、社会学、ファッションと同様なことが言える。しかし、まずは、基本的に、コミュニケーションとは
何かということを理解することが重要である。
そこで、各教員が各自の専門領域とコミュニケーションを融合させたテーマを設定し、わかりやすく解説するこ
とがこの科目の目的である。
授業形態は、オムニバスである（主として学科の専任教員が順番に講義を担当する）。
到達目標
1.コミュニケーションの概念について考えることができる
2.多様なコミュニケーションのあり方を説明できる。
授業計画
【第1回】オリエンテーション（本授業の趣旨、成績評価方法などの説明）
【第2回】コミュニケーションとは何か
【第3回】一時的協力への扉
【第4回】人と人とのコミュニケーションの扉
【第5回】人と動物とのコミュニケーションの扉
【第6回】対等で親密なコミュニケーションへの扉
【第7回】信頼とコミュニケーションの扉
【第8回】見えない世界への扉 ―四国遍路を歩くということ
【第9回】「特別な場所」への扉 ― 路上生活者と地域社会のコミュニケーション
【第10回】自分も相手も大切にしたコミュニケーションの扉 ー人に気持ちを伝える技術
【第11回】コミュニケーション社会学への橋と扉
【第12回】自由と孤独の扉
【第13回】競争社会への扉
【第14回】コミュニケーションとコミュニティへの扉
【第15回】まとめ

【尾添】
【尾添】
【尾添】
【青野】
【戸口】
【西岡】
【小牧】
【 林 】
【上原】
【飯田】
【有田】
【尾添】
【尾添】
【尾添】
【尾添】

事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
事前学習として、毎回、およそ1時間以上、シラバスを確認し、テキストを熟読する。また、テーマにかかわる
ワードについて下調べをする。
事後学習として、毎回、およそ3時間以上、テキストに記載されている参考文献や授業で扱われた内容に関する本
を積極的に読む。
課題に対するフィードバックの方法
授業担当回の各教員別に個別開示（開示方法は、各教員によって異なる。授業中に要確認）
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

0

授業外での評価

90

毎回授業でのレポート課題（90）

2

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

10

期末レポート（10）

1

その他

0

テキスト

有田亘編、2019、『心理コミュニケーションの扉』大阪国際大学人間科学部心理コミュニケーション
コミュニケーション論

テキスト

学科（初回授業時に受講者に配布）

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する

履修条件・他の科目との関連 ・1回生は必修科目である。
・多様なコミュニケーションを理解するために、必ず、毎回出席すること。

コミュニケーション論

授業コード

13048301

授業種別

授業科目名

人間関係論

授業担当教員

尾添

侑太

成績担当教員

尾添

侑太

開講年次

カリキュラムによる

実務家教員による授業

講義

開講期

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
人は社会的存在といわれるように、われわれは社会生活を営むうえで何らかの形で人間関係を築く必要がある。
一方で、人と人とのかかわりのあり方は、いつでもどこでも不変であるわけではなく、時代や文化や社会状況に
よってめまぐるしく変化するものである。本講義では、そうした人間関係の側面に焦点をあて、自己・家族・友
人・職場・地域などにおける現代的な変容と問題について社会学的に概説する。
到達目標
1.現代の人間関係（自己と他者のかかわり）における問題を理解できる。
2.自分の立場や視点から身近な人間関係を実感し、捉えなおすことができる。
3.より多様な人と人とのかかわりかたの可能性を考え、説明できる。
授業計画
第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回
第8回
第9回
第10回
第11回
第11回
する
第12回
第14回
第15回

イントロダクション―人と人とのかかわりの現在
時代背景をおさえる―社会と意識の変化
本授業の時代設定を押さえたうえで、意識調査から対人関係観の変化と現代的問題を解説する
自己と他者①現代のアイデンティティ
現代の自分探しの仕組みを知り、自己と向き合うための対策を解説する
自己と他者②他者の二重性
社会学における他者の捉え方を概観し、自己と他者のかかわり方の複雑さを解説する
新たな家族①―非血縁のつながり
ポスト平成における家族関係の変化と問題を理解し、家族を再考する必要性を解説する
新たな家族②―LGBTと家族
多様な家族的かかわりの可能性や困難をセクシャルマイノリティの実践から解説する
友人というかかわり
友人という社会関係の変化を、閉塞化と複雑化というキーワードから解説する
中間まとめー親密なかかわりを振り返って
自己／他者、家族、友人という身近で重要な人間関係が抱える現代的問題を解説する
匿名的なかかわり
メディアの発達が達成する匿名性の問題を信頼関係という観点から解説する
ボランティアとコミュニティ
ボランティア活動への参与や支援行為と日本的コミュニティのかかわりを解説する
地域でのかかわり①－サードプレイス
サードプレイスの概念や実践を概観し、サードプレイスのもつ可能性を解説する
地域でのかかわり②－新しい居場所実践
子ども食堂・地域カフェ・学校内居場所などの具体的なサードプレイス実践から居場所の重要性を解説
コミュニケーション能力を問い直す
現代の能力言説の内容を踏まえ、個人に責任を期す社会のあり方と問題を解説する
強いつながりからゆるやかなつながりへ
後期近代における人と人とのかかわりの変化とこれからの個人と社会の関係を解説する
まとめーこれからの社会を生きるために

受講生の理解度や関心、進捗状況によって内容を変更することもありうる
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
事前学習： 各テーマについて自身の見解を用意し、情報を収集する（各1.5時間）
事後学習：講義後、自身の見解を振り返り、より多角的な視点から再評価する（各2.5時間）
課題に対するフィードバックの方法
授業冒頭にコメントペーパーをフィードバックする
希望者にはレポートに対するコメントをフィードバックする
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標
人間関係論

授業内での評価

30

コメントペーパー（30）

1、2

授業外での評価

30

小論課題（30）

1、3

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

期末レポート（40）

1、2、3

その他

0

テキスト

テキストを使用しない

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する

履修条件・他の科目との関連 社会学やコミュニケーションに関連している科目を受講していることが望ましいが、身近な人と人とのか
かわりに関して問題関心をもって授業に臨むことが何より重要である。

人間関係論

授業コード

13048302

授業種別

授業科目名

人間関係論

授業担当教員

尾添

侑太

成績担当教員

尾添

侑太

開講年次

カリキュラムによる

実務家教員による授業

講義

開講期

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
人は社会的存在といわれるように、われわれは社会生活を営むうえで何らかの形で人間関係を築く必要がある。
一方で、人と人とのかかわりのあり方は、いつでもどこでも不変であるわけではなく、時代や文化や社会状況に
よってめまぐるしく変化するものである。本講義では、そうした人間関係の側面に焦点をあて、自己・家族・友
人・職場・地域などにおける現代的な変容と問題について社会学的に概説する。
到達目標
1.現代の人間関係（自己と他者のかかわり）における問題を理解できる。
2.自分の立場や視点から身近な人間関係を実感し、捉えなおすことができる。
3.より多様な人と人とのかかわりかたの可能性を考え、説明できる。
授業計画
第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回
第8回
第9回
第10回
第11回
第11回
する
第12回
第14回
第15回

イントロダクション―人と人とのかかわりの現在
時代背景をおさえる―社会と意識の変化
本授業の時代設定を押さえたうえで、意識調査から対人関係観の変化と現代的問題を解説する
自己と他者①現代のアイデンティティ
現代の自分探しの仕組みを知り、自己と向き合うための対策を解説する
自己と他者②他者の二重性
社会学における他者の捉え方を概観し、自己と他者のかかわり方の複雑さを解説する
新たな家族①―非血縁のつながり
ポスト平成における家族関係の変化と問題を理解し、家族を再考する必要性を解説する
新たな家族②―LGBTと家族
多様な家族的かかわりの可能性や困難をセクシャルマイノリティの実践から解説する
友人というかかわり
友人という社会関係の変化を、閉塞化と複雑化というキーワードから解説する
中間まとめー親密なかかわりを振り返って
自己／他者、家族、友人という身近で重要な人間関係が抱える現代的問題を解説する
匿名的なかかわり
メディアの発達が達成する匿名性の問題を信頼関係という観点から解説する
ボランティアとコミュニティ
ボランティア活動への参与や支援行為と日本的コミュニティのかかわりを解説する
地域でのかかわり①－サードプレイス
サードプレイスの概念や実践を概観し、サードプレイスのもつ可能性を解説する
地域でのかかわり②－新しい居場所実践
子ども食堂・地域カフェ・学校内居場所などの具体的なサードプレイス実践から居場所の重要性を解説
コミュニケーション能力を問い直す
現代の能力言説の内容を踏まえ、個人に責任を期す社会のあり方と問題を解説する
強いつながりからゆるやかなつながりへ
後期近代における人と人とのかかわりの変化とこれからの個人と社会の関係を解説する
まとめーこれからの社会を生きるために

受講生の理解度や関心、進捗状況によって内容を変更することもありうる
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
事前学習： 各テーマについて自身の見解を用意し、情報を収集する（各1.5時間）
事後学習：講義後、自身の見解を振り返り、より多角的な視点から再評価する（各2.5時間）
課題に対するフィードバックの方法
授業冒頭にコメントペーパーをフィードバックする
希望者にはレポートに対するコメントをフィードバックする
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標
人間関係論

授業内での評価

30

コメントペーパー（30）

1、2

授業外での評価

30

小論課題（30）

1、3

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

期末レポート（40）

1、2、3

その他

0

テキスト

テキストを使用しない

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する

履修条件・他の科目との関連 社会学やコミュニケーションに関連している科目を受講していることが望ましいが、身近な人と人とのか
かわりに関して問題関心をもって授業に臨むことが何より重要である。

人間関係論

授業コード

13099301

授業種別

授業科目名

フィールドワーク入門

授業担当教員

有田

亘、上原

成績担当教員

有田

亘

開講年次

1年

健太郎、尾添

実務家教員による授業

講義

－

侑太

開講期

後期

単位数

2単位

授業の目的・概要
フィールドワークは、現場での調査からデータを収集し、社会学的事実を記述・分析するための方法である。
フィールドワーク入門では、社会学におけるその基本概念や技法についての基礎的な知識を学ぶ。
授業形態は講義である。必要に応じてアクティブラーニングを活用したフィールドワーク練習を行う。
到達目標
1.フィールドワーカーの視点を身につけ、それを実践することができる。
2.質的調査・分析の初歩を実践することができる。
授業計画
第1回 オリエンテーション（授業の概要と受講の⼼構えについて）（尾添、上原、有田）
第2回 資料調査の初歩(1)「まとめサイト」を例に（有田）
第3回 資料調査の初歩(2)出典をたどる（有田）
第4回 資料調査の初歩(3)要約する（有田）
第5回 資料調査の初歩(4)整理・再構成する（有田）
第6回 フィールドに⼊る、とは︖（上原）
第7回 フィールドノートを作成する（上原）
第8回 フィールドノートを読む（上原）
第9回 フィールドノート作成の留意点（上原）
第10回 インタビュー調査とは何か（尾添）
第11回 インタビュー調査前に行うこと（尾添）
第12回 インタビューを実施するうえでの知識（尾添）
第13回 インタビュー調査後の作業ートランスクリプト（尾添）
第14回 調査倫理について（尾添）
第15回まとめ（尾添、上原、有田）
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
事前学習 授業1回につき2時間以上、授業内容に関する参考書や資料を熟読したり、テーマにかかわるワードに
ついて下調べをすることで、問題関心を明確化しておく。
事後学習 授業1回につき2時間以上、授業内容を振り返り、日常生活と関連付けて理解を深めるとともに、それ
らの成果をレポート課題に反映させる。
課題に対するフィードバックの方法
必要に応じて、Googleクラスルーム、あるいはOIUメールを通じて行う。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

30

教員ごとに授業内で指示する作業への取り組み・成果(10
✕3)

1,2

授業外での評価

60

資料調査レポート(20)、観察調査レポート(20)、インタ
ビュー調査レポート(20)

1,2

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

10

コメントペーパー(10)

1,2

その他

0

テキスト

テキストは使用しない

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する
フィールドワーク入門

履修条件・他の科目との関連 フィールドワークⅠ・Ⅱと合わせて履修することが望ましい。
2年次以降のアクション分野科目の履修者選抜において、本科目の成績が考慮されることがある。

フィールドワーク入門

授業コード

13077201

授業種別

授業科目名

ファッションコーディネートⅠ

授業担当教員

西岡

敦子

成績担当教員

西岡

敦子

開講年次

1年

開講期

実務家教員による授業

講義

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
講義科目名の「ファッション」という言葉の示す範疇は限りなく広いが、本講義では「衣服」に限定し、ノン
バーバルコミュニケーションの一つとして捉えることとする。また、「コーディネート」という言葉は、本来、
「調整する、調和させる」という意味であるが、衣服（モノ）が成り立つ全プロセスとし、広く扱うこととす
る。
まず、服を着用する人体、アイテムやシルエットについて、次に、洋服の素材、柄、構成へと進み、二次元パ
ターンと三次元形状との関係性や、布物性との関係性を解説する。また、和服の構成やその着装方法にもふれ、
最後に、サイズシステムと品質表示についても解説する。
衣服全体を知ることによって、TPOに応じた適切な衣服を選択することや、衣服管理にも役立つ。
授業は、基本的に講義形式で行うが、理解を助けるために簡単な実習を多く取り入れるとともに、それらすべ
到達目標
1.衣服全般に関する基礎的事項を広範囲にわたって説明できる。
2.衣服をノンバーバル・コミュニケーションとして捉えることができる。
3.TPOに応じた適切な衣服選択や衣服管理が行える。
授業計画
【第1回】ファッションとは何か？（デザインとアート、衣服デザインの構成要素）
【第2回】衣服を着る人体（人体の運動機構と、形態、体型（人体の形態、構成比率課題の説明含む））
【第3回】服装デザイン画の基礎（プロポーション（デザイン画実習含む））
【第4回】衣服の形態（アイテム、シルエット、ディテール（衣服の形態分類の課題説明含む））
【第5回】衣服の材料（衣服材料の性質と織物の構成（織り組織の模型作成実習含む））
【第6回】衣服の柄（柄の種類
日本の伝統文様（文様製図実習含む））
【第7回】洋服の原型（女性上衣原型製図（製図実習含む））
【第8回】デザインの展開（下衣）（スカート原型からのデザイン展開（製図展開実習含む））
【第9回】デザインの展開（上衣）（女性上衣原型からのデザイン展開（製図展開実習含む））
【第10回】デザインと素材（デザインへの素材物性の影響）
【第11回】和服の種類と着装（伝統きものからニューきものまで（ビデオ視聴含む）（和服のたたみ方実習含
む））
【第12回】和服の構成（和服の構成（紙素材のひな形作成実習含む））
【第13回】衣服のサイズ（JISサイズシステム）
【第14回】衣服の品質管理（品質表示）
【第15回】まとめ（総復習）
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
1回につき、平均4時間の事前事後学習を必要とするが、試験対策の学習も必要である。
【第1回】①事前学修課題：シラバスを熟読し、気になる事項については、本やインターネット等で調べておく。
②事後学修課題：本時の内容を理解すると共に、本やインターネット等を利用して理解を深める。
（以降、同様）
課題プリント（次回、持参）
【第2回】①事前学修課題：人体の動き方や体型ついて観察しておく。
②事後学修課題：課題Ⅰ：「人体の形態、構成比率」授業中のサンプル値を自分の値に入れ替え
て作成する。
【第3回】①事前学修課題：人体の構成比率について観察しておく。
②事後学修課題：課題Ⅱ：「デザイン画」 授業中に仕上がらなかった分は宿題（以降、同様）
【第4回】①事前学修課題：様々な衣服を観察しておく。
②事後学修課題：課題Ⅲ：「衣服の形態分類」
授業中に指示された分類に合致する着想された画像を添付する。
【第5回】①事前学修課題：織物の組織を観察しておく。
②事後学修課題：課題Ⅳ：「織り組織の模型」
【第6回】①事前学修課題：衣服の柄を観察しておく。
②事後学修課題：課題Ⅴ：「日本の伝統文様の製図」
【第7回】①事前学修課題：衣服の構成、特に女性上衣の構造を観察しておく。
②事後学修課題：課題Ⅵ：「女性上衣原型」（製図）
【第8回】①事前学修課題：衣服の構造、特に女性下衣の構造、様々な形態を観察しておく。
②事後学修課題：課題Ⅶ：「スカート原型からのデザイン展開」（製図）
ファッションコーディネートⅠ

【第9回】①事前学修課題：女性上衣の様々な形態を観察しておく。
②事後学修課題：課題Ⅷ：「女性上衣原型からのデザイン展開」（製図）
【第10回】①事前学修課題：多くの衣服素材に触れておく。
②事後学修課題：「衣服のデザイン展開」の復習をしておく。
【第11回】①事前学修課題：和服と洋服の違いを観察しておく。
②事後学修課題：和服のたたみ方の実習の復習
【第12回】①事前学修課題：和服の構成について観察しておく。
②事後学修課題：課題ⅠX：「和服の構成のひな形」
【第13回】①事前学修課題：衣服に取り付けられているサイズ表示を確認しておく。
②事後学修課題：課題X：「サイズシステム」授業中のサンプル値を自分の値に入れ替えて作
成する。
【第14回】①事前学修課題：衣服に取り付けられている品質表示マークを確認しておく。
②事後学修課題：課題XⅠ：「新しい品質表示」手持ちの衣服に付いている品質表示画像を添
付し、
新しい品質表示に置き換える。
【第15回】①事前学修課題：前回までのすべての課題の提出を確認しておく。
②事後学修課題：本やインターネット等を利用して、さらに理解や知識を深める。
課題に対するフィードバックの方法
提出された課題にコメントを記して返却する。試験に関しては、希望者に達成度を口頭開示する。
成績評価の方法・基準（方針）
・以下に示す評価方法により総合的に判定の上、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
・正当な理由なく3回をこえて欠席した場合は「K」評価となる。また、3回の遅刻で1回の欠席と換算する。
・授業中に指導するすべての実習課題の提出、および、定期試験が評価の前提である。
よって、すべての実習課題の提出と定期試験の受験がない場合も「K」評価となる。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

70

授業中に指導するすべての実習課題等の提出を前提と
する、実習課題の達成度

1.～3.

授業外での評価

0

定期試験

30

筆記試験の達成度

1.～3.

定期試験に代わるレポート等

0

その他

0

テキスト

プリントを配付する。

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 ・ほぼ毎回、実習課題があるので、出席をしなければ課題内容がわからず、
課題の提出ができなくなるので、必ず出席をすること。
・はさみ、のり、セロテープ、定規、カッターナイフ（デザインナイフ）など基本的な工作用具が必要であ
る。
指示に従って忘れずに持参すること。
・課題が多いように感じられるかもしれないが、授業内容の確認レベルである。
・欠席した場合は、早急に、5-811研究室前のボックスから、各自で取ること。

ファッションコーディネートⅠ

授業コード

13077202

授業種別

授業科目名

ファッションコーディネートⅠ

授業担当教員

西岡

敦子

成績担当教員

西岡

敦子

開講年次

1年

開講期

実務家教員による授業

講義

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
講義科目名の「ファッション」という言葉の示す範疇は限りなく広いが、本講義では「衣服」に限定し、ノン
バーバルコミュニケーションの一つとして捉えることとする。また、「コーディネート」という言葉は、本来、
「調整する、調和させる」という意味であるが、衣服（モノ）が成り立つ全プロセスとし、広く扱うこととす
る。
まず、服を着用する人体、アイテムやシルエットについて、次に、洋服の素材、柄、構成へと進み、二次元パ
ターンと三次元形状との関係性や、布物性との関係性を解説する。また、和服の構成やその着装方法にもふれ、
最後に、サイズシステムと品質表示についても解説する。
衣服全体を知ることによって、TPOに応じた適切な衣服を選択することや、衣服管理にも役立つ。
授業は、基本的に講義形式で行うが、理解を助けるために簡単な実習を多く取り入れるとともに、それらすべ
到達目標
1.衣服全般に関する基礎的事項を広範囲にわたって説明できる。
2.衣服をノンバーバル・コミュニケーションとして捉えることができる。
3.TPOに応じた適切な衣服選択や衣服管理が行える。
授業計画
【第1回】ファッションとは何か？（デザインとアート、衣服デザインの構成要素）
【第2回】衣服を着る人体（人体の運動機構と、形態、体型（人体の形態、構成比率課題の説明含む））
【第3回】服装デザイン画の基礎（プロポーション（デザイン画実習含む））
【第4回】衣服の形態（アイテム、シルエット、ディテール（衣服の形態分類の課題説明含む））
【第5回】衣服の材料（衣服材料の性質と織物の構成（織り組織の模型作成実習含む））
【第6回】衣服の柄（柄の種類
日本の伝統文様（文様製図実習含む））
【第7回】洋服の原型（女性上衣原型製図（製図実習含む））
【第8回】デザインの展開（下衣）（スカート原型からのデザイン展開（製図展開実習含む））
【第9回】デザインの展開（上衣）（女性上衣原型からのデザイン展開（製図展開実習含む））
【第10回】デザインと素材（デザインへの素材物性の影響）
【第11回】和服の種類と着装（伝統きものからニューきものまで（ビデオ視聴含む）（和服のたたみ方実習含
む））
【第12回】和服の構成（和服の構成（紙素材のひな形作成実習含む））
【第13回】衣服のサイズ（JISサイズシステム）
【第14回】衣服の品質管理（品質表示）
【第15回】まとめ（総復習）
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
1回につき、平均4時間の事前事後学習を必要とするが、試験対策の学習も必要である。
【第1回】①事前学修課題：シラバスを熟読し、気になる事項については、本やインターネット等で調べておく。
②事後学修課題：本時の内容を理解すると共に、本やインターネット等を利用して理解を深める。
（以降、同様）
課題プリント（次回、持参）
【第2回】①事前学修課題：人体の動き方や体型ついて観察しておく。
②事後学修課題：課題Ⅰ：「人体の形態、構成比率」授業中のサンプル値を自分の値に入れ替え
て作成する。
【第3回】①事前学修課題：人体の構成比率について観察しておく。
②事後学修課題：課題Ⅱ：「デザイン画」 授業中に仕上がらなかった分は宿題（以降、同様）
【第4回】①事前学修課題：様々な衣服を観察しておく。
②事後学修課題：課題Ⅲ：「衣服の形態分類」
授業中に指示された分類に合致する着想された画像を添付する。
【第5回】①事前学修課題：織物の組織を観察しておく。
②事後学修課題：課題Ⅳ：「織り組織の模型」
【第6回】①事前学修課題：衣服の柄を観察しておく。
②事後学修課題：課題Ⅴ：「日本の伝統文様の製図」
【第7回】①事前学修課題：衣服の構成、特に女性上衣の構造を観察しておく。
②事後学修課題：課題Ⅵ：「女性上衣原型」（製図）
【第8回】①事前学修課題：衣服の構造、特に女性下衣の構造、様々な形態を観察しておく。
②事後学修課題：課題Ⅶ：「スカート原型からのデザイン展開」（製図）
ファッションコーディネートⅠ

【第9回】①事前学修課題：女性上衣の様々な形態を観察しておく。
②事後学修課題：課題Ⅷ：「女性上衣原型からのデザイン展開」（製図）
【第10回】①事前学修課題：多くの衣服素材に触れておく。
②事後学修課題：「衣服のデザイン展開」の復習をしておく。
【第11回】①事前学修課題：和服と洋服の違いを観察しておく。
②事後学修課題：和服のたたみ方の実習の復習
【第12回】①事前学修課題：和服の構成について観察しておく。
②事後学修課題：課題ⅠX：「和服の構成のひな形」
【第13回】①事前学修課題：衣服に取り付けられているサイズ表示を確認しておく。
②事後学修課題：課題X：「サイズシステム」授業中のサンプル値を自分の値に入れ替えて作
成する。
【第14回】①事前学修課題：衣服に取り付けられている品質表示マークを確認しておく。
②事後学修課題：課題XⅠ：「新しい品質表示」手持ちの衣服に付いている品質表示画像を添
付し、
新しい品質表示に置き換える。
【第15回】①事前学修課題：前回までのすべての課題の提出を確認しておく。
②事後学修課題：本やインターネット等を利用して、さらに理解や知識を深める。
課題に対するフィードバックの方法
提出された課題にコメントを記して返却する。試験に関しては、希望者に達成度を口頭開示する。
成績評価の方法・基準（方針）
・以下に示す評価方法により総合的に判定の上、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
・正当な理由なく3回をこえて欠席した場合は「K」評価となる。また、3回の遅刻で1回の欠席と換算する。
・授業中に指導するすべての実習課題の提出、および、定期試験が評価の前提である。
よって、すべての実習課題の提出と定期試験の受験がない場合も「K」評価となる。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

70

授業中に指導するすべての実習課題等の提出を前提と
する、実習課題の達成度

1.～3.

授業外での評価

0

定期試験

30

筆記試験の達成度

1.～3.

定期試験に代わるレポート等

0

その他

0

テキスト

プリントを配付する。

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 ・ほぼ毎回、実習課題があるので、出席をしなければ課題内容がわからず、
課題の提出ができなくなるので、必ず出席をすること。
・はさみ、のり、セロテープ、定規、カッターナイフ（デザインナイフ）など基本的な工作用具が必要であ
る。
指示に従って忘れずに持参すること。
・課題が多いように感じられるかもしれないが、授業内容の確認レベルである。
・欠席した場合は、早急に、5-811研究室前のボックスから、各自で取ること。

ファッションコーディネートⅠ

授業コード

13083501

授業科目名

現代社会論

授業担当教員

有田

亘

成績担当教員

有田

亘

開講年次

3年

授業種別

実務家教員による授業

講義

開講期

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
本学科の社会学関連講義科目としては最後に位置づけられる講義である。そこで、これまで社会学系科目で折に
触れ論じられてきた論点や思考の重要なものを再検討し、現代社会の様々な現象の理解に応用することを試み
る。特に模倣という社会的プロセスと、人間心理についての核心的(コア)な知見を掘り下げる予定である。
到達目標
1.文献参照の規則や、文章作法、その他学問的ルールに則った形式の答案を作成できる。
2.授業内で学習した社会学的知識を正しく説明することができる。
3.学術的ルールに則った形式と正しい知識に基づいて、合理的根拠を伴った社会学的意見を述べることができ
る。
授業計画
※受講に先立ち重要事項を説明するオリエンテーションを実施するので、指示に従い履修登録すること。
第１回
第２回
第３回
第４回
第５回
第６回
第７回
第８回
第９回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回

オリエンテーション
デュルケム 自殺論(1)個人的動機への批判・社会現象としての自殺
デュルケム 自殺論(2)社会実在論
タルド 模倣の社会学(1)無意識的模倣
タルド 模倣の社会学(2)反対模倣
デュルケムタルド論争とメディア論的なタルド再評価
前半まとめ
欲望／欲求
消費社会論
ジラール 欲望の三角形(1)ロマンティックの虚偽とロマネスクの真実
ジラール 欲望の三角形(2)モデル＝ライバル
フロイトの社会学(1)無意識
フロイトの社会学(2)抑圧
フロイトの文明論と現代社会
後半まとめ

事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
事前学習
事後学習
うこと。

授業1回につき2時間以上、授業内容に関するテキストや資料を熟読し、予備知識を得ておくこと。
授業1回につき2時間以上、授業内容を振り返って理解を深めるとともに、必要に応じて意見交換を行

課題に対するフィードバックの方法
必要に応じて、Googleクラスルーム、あるいはOIUメールを通じて行う。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

授業内レポート課題、および意見交換課題への取り組
み・成果(50)

1,2,3

授業外での評価

30

事前オリエンテーションにおける重要事項の理解(10) 中
間レポート課題(20)

1,2,3

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

期末レポート課題(20)

1,2,3

その他

0

現代社会論

テキスト

いろいろあるコミュニケーションの社会学Ver.2.0 /有田亘・松井広志編/北樹出版
ISBN9784779306259 1,900円＋税

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する

履修条件・他の科目との関連 コア科目の性質上、私の担当する他の科目よりも難易度が高く設定されているのを理解し、納得の
上で受講すること。

現代社会論

授業コード

13022401

授業科目名

社会学Ⅱ

授業担当教員

有田

亘

成績担当教員

有田

亘

開講年次

1年

授業種別

実務家教員による授業

講義

開講期

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
本学科の社会学関連講義科目としては最後に位置づけられる講義である。そこで、これまで社会学系科目で折に
触れ論じられてきた論点や思考の重要なものを再検討し、現代社会の様々な現象の理解に応用することを試み
る。特に模倣という社会的プロセスと、人間心理についての核心的(コア)な知見を掘り下げる予定である。
到達目標
1.文献参照の規則や、文章作法、その他学問的ルールに則った形式の答案を作成できる。
2.授業内で学習した社会学的知識を正しく説明することができる。
3.学術的ルールに則った形式と正しい知識に基づいて、合理的根拠を伴った社会学的意見を述べることができ
る。
授業計画
※受講に先立ち重要事項を説明するオリエンテーションを実施するので、指示に従い履修登録すること。
第１回
第２回
第３回
第４回
第５回
第６回
第７回
第８回
第９回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回

オリエンテーション
デュルケム 自殺論(1)個人的動機への批判・社会現象としての自殺
デュルケム 自殺論(2)社会実在論
タルド 模倣の社会学(1)無意識的模倣
タルド 模倣の社会学(2)反対模倣
デュルケムタルド論争とメディア論的なタルド再評価
前半まとめ
欲望／欲求
消費社会論
ジラール 欲望の三角形(1)ロマンティックの虚偽とロマネスクの真実
ジラール 欲望の三角形(2)モデル＝ライバル
フロイトの社会学(1)無意識
フロイトの社会学(2)抑圧
フロイトの文明論と現代社会
後半まとめ

事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
事前学習
事後学習
うこと。

授業1回につき2時間以上、授業内容に関するテキストや資料を熟読し、予備知識を得ておくこと。
授業1回につき2時間以上、授業内容を振り返って理解を深めるとともに、必要に応じて意見交換を行

課題に対するフィードバックの方法
必要に応じて、Googleクラスルーム、あるいはOIUメールを通じて行う。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

授業内レポート課題、および意見交換課題への取り組
み・成果(50)

1,2,3

授業外での評価

30

事前オリエンテーションにおける重要事項の理解(10) 中
間レポート課題(20)

1,2,3

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

期末レポート課題(20)

1,2,3

その他

0

社会学Ⅱ

テキスト

いろいろあるコミュニケーションの社会学Ver.2.0 /有田亘・松井広志編/北樹出版
ISBN9784779306259 1,900円＋税

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する

履修条件・他の科目との関連 コア科目の性質上、私の担当する他の科目よりも難易度が高く設定されているのを理解し、納得の
上で受講すること。

社会学Ⅱ

授業コード

13079901

授業科目名

社会学理論

授業担当教員

有田

亘

成績担当教員

有田

亘

開講年次

3年

授業種別

実務家教員による授業

講義

開講期

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
本学科の社会学関連講義科目としては最後に位置づけられる講義である。そこで、これまで社会学系科目で折に
触れ論じられてきた論点や思考の重要なものを再検討し、現代社会の様々な現象の理解に応用することを試み
る。特に模倣という社会的プロセスと、人間心理についての核心的(コア)な知見を掘り下げる予定である。
到達目標
1.文献参照の規則や、文章作法、その他学問的ルールに則った形式の答案を作成できる。
2.授業内で学習した社会学的知識を正しく説明することができる。
3.学術的ルールに則った形式と正しい知識に基づいて、合理的根拠を伴った社会学的意見を述べることができ
る。
授業計画
※受講に先立ち重要事項を説明するオリエンテーションを実施するので、指示に従い履修登録すること。
第１回
第２回
第３回
第４回
第５回
第６回
第７回
第８回
第９回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回

オリエンテーション
デュルケム 自殺論(1)個人的動機への批判・社会現象としての自殺
デュルケム 自殺論(2)社会実在論
タルド 模倣の社会学(1)無意識的模倣
タルド 模倣の社会学(2)反対模倣
デュルケムタルド論争とメディア論的なタルド再評価
前半まとめ
欲望／欲求
消費社会論
ジラール 欲望の三角形(1)ロマンティックの虚偽とロマネスクの真実
ジラール 欲望の三角形(2)モデル＝ライバル
フロイトの社会学(1)無意識
フロイトの社会学(2)抑圧
フロイトの文明論と現代社会
後半まとめ

事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
事前学習
事後学習
うこと。

授業1回につき2時間以上、授業内容に関するテキストや資料を熟読し、予備知識を得ておくこと。
授業1回につき2時間以上、授業内容を振り返って理解を深めるとともに、必要に応じて意見交換を行

課題に対するフィードバックの方法
必要に応じて、Googleクラスルーム、あるいはOIUメールを通じて行う。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

授業内レポート課題、および意見交換課題への取り組
み・成果(50)

1,2,3

授業外での評価

30

事前オリエンテーションにおける重要事項の理解(10) 中
間レポート課題(20)

1,2,3

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

期末レポート課題(20)

1,2,3

その他

0

社会学理論

テキスト

いろいろあるコミュニケーションの社会学Ver.2.0 /有田亘・松井広志編/北樹出版
ISBN9784779306259 1,900円＋税

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する

履修条件・他の科目との関連 コア科目の性質上、私の担当する他の科目よりも難易度が高く設定されているのを理解し、納得の
上で受講すること。

社会学理論

授業コード

13080501

授業科目名

青年心理学

授業担当教員

飯田

香織

成績担当教員

飯田

香織

開講年次

1年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

講義

前期

単位数

〇

2単位

授業の目的・概要
青年期特有の心の発達について、心理学的側面から概説する。青年期に起こる様々な身体的変化や認知の発達や
それに伴う心理的影響、青年期の親子関係、友人関係、青年期の心理社会的発達課題であるアイデンティティの
確立などについて講義による理論的な理解を深めてもらうとともに、ワークなども通して自己理解を進めること
も目的とする。授業では、担当教員が長年にわたり現場で心理支援を行ってきた経験をもとに、実務家教員とし
て、理論的理解に加えて実践や事例を交えて、できるだけわかりやすく講義を展開する。
到達目標
１、青年期に起こる身体的な発達、認知発達などについて理解し、説明することができる
２、青年期特有の対人関係について理解し、説明することができる
３、青年期の発達や心理について学んだことを、自分自身の生活に応用し、考えることができる
授業計画
★この授業は、遠隔授業となります。
リアルタイム型の遠隔授業（その授業時間にZoom等で参加する方法）ではなく、講義を録画した動画を一定期
間中に視聴し、所定の課題を提出する形で実施予定です。
【第1回】
生涯発達
内容：人は生涯発達を続けるという生涯発達の考え方における、各発達段階の発達課題について学ぶ。
【第2回】
生涯発達の中の青年期
内容：生涯発達全体の中で、青年期の特徴について学ぶ。
【第3回】
青年期の身体的変化と心理的影響
内容：青年期に起こる身体的変化とそれに伴う心理的影響について学ぶ。
【第4回】
青年期における認知と感情の発達
内容：青年期における認知発達とそれに伴う感情の発達、大学生の生活感情、ネガティブな感情、自己愛傾
向などについて学ぶ。
【第5回】
自己意識の形成
内容：乳幼児期からの自己意識の発達と、現実の自己と理想自己の一致・不一致などについて学ぶ。
【第6回】
アイデンティティの発達
内容：自分が「自分自身だ」という実感を表す「アイデンティティ」の発達、アイデンティティの発達に影
響する充実感、いろいろなアイデンティティのステイタス（状態）について学び、自分自身のアイデンティティ
の現状についても考える。
【第7回】
自己理解 演習
内容：自分を表す20の文を作ったり、エゴグラムを実施したりして、自己理解を深める。
【第8回】
青年期の親子関係
内容：青年期の親子関係の特徴と、現代の特徴、親からの自立、親子のコミュニケーションなどについて学
ぶ。
【第9回】
青年期の友人関係
内容：青年期の友人関係の特徴、友人グループの発達などについて学ぶ。
【第10回】 青年期の恋愛関係
内容：現代の青年期の恋愛関係の特徴、恋愛関係が青年に及ぼす影響、青年期における恋愛の発達的意義な
どについて学ぶ。
【第11回】 恋愛の心理
内容：心理学的理論に基づく恋愛の心理について学ぶ。心理学的理論に基づく簡単な心理テストも行う。
【第12回】 社会性の発達
内容：道徳性や社会的行動の発達、対人交渉能力の発達などについて学ぶ。
【第13回】 青年のキャリア発達
内容：人が生涯の中で様々な役割を果たしていくために、自分のもつ可能性と将来の選択肢について、どの
ようなことが影響しているかを学び、自分のキャリア形成のイメージ作りも行う。
【第14回】 青年期の社会不適応
内容：青年期に起こってくる社会的不適応（非行、いじめ、ひきこもり、自傷、自殺など）について学び、
それらの支援について考える。
【第15回】 生きることの意味
内容：青年期の悩みと自己への問いを経て、「生きる」ということを考える。
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
授業（1回につき2時間として計算）と事前事後の合わせて1単位45時間の学習が必要です。
毎回の事前学習として、関連する文献・資料を読んでおくこと（1.5時間）。そして事後学習として授業中に追記
した資料を使って復習し、授業で習った概要について説明できる程度に理解を深めておくことが必要である（2.5
青年心理学

時間）。
課題に対するフィードバックの方法
毎回の授業の提出課題において、質問があった場合、提出締め切り後、質問への回答をクラスルームに掲載す
る。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。正当な理由なく5
回以上欠席した場合は、評価の対象とせず、「K」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

授業内での評価

60

第１回～第15回の授業毎の提出課題（各４点）を実施す １，２，３
る（４×15＝６０）。

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

その他

0

テキスト

テキストは使用しない

参考書

レクチャー青年心理学 高坂康雅など 風間書房

最終レポート（40）

評価対象となる到達目標

１，２，３

履修条件・他の科目との関連 この科目はコア科目（選択必修）の1つである。

青年心理学

授業コード

13074401

授業科目名

臨床心理学概論

授業担当教員

青野

明子

成績担当教員

青野

明子

開講年次

2年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

講義

前期

単位数

〇

2単位

授業の目的・概要
本科目は公認心理師カリキュラム、心理学基礎科目の一科目である。臨床心理学の成り立ち、臨床心理学の代表
的な基礎理論を学ぶ。臨床心理学は、心理的な障害や問題に悩む人を対象にする応用心理学の一分野である。精
神医学が主に病的な人を対象とするのに対し、必ずしも病的とはいえない範囲までを対象として、広く人間の心
理的適応・健康や発達、自己実現、心の安定を援助するための心理学的人間理解と方法を実践的・理論的に探究
する分野である。公認心理師は「国民の心の健康の保持増進に寄与すること」を目的とした国家資格であり、本
科目では専門職としての臨床心理学の技能、すなわちリサーチ技能と臨床技能のうち、臨床技能に必要な代表的
な基礎理論について学ぶ。
担当教員が公認心理師・臨床心理士であり、実務家教員として多領域での経験をもとに、将来公認心理師の業
務に従事したいと考えている人にも役立つ授業としたい。
到達目標
1.臨床心理学の成り立ちを理解し、基本的な概念について説明できる
2.臨床心理学の代表的な理論を理解する
3.アセスメントの理論と技法について理解し、概説できる
4.ケースフォーミュレーションと心理療法の理論について理解し、概説できる
5.心理療法の折衷と技法選択,効果のエビデンスについて理解し、概説できる
授業計画
【第1回】
テーマ：授業の進め方と評価の方法・日本の臨床心理学
内容・方法：授業の進め方および評価の方法について解説する。
日本の臨床心理学の誕生と国家資格公認心理師の誕生について解説する。
【第2回】
テーマ：世界の臨床心理学
内容・方法：世界の臨床心理学の誕生と心理学的アセスメント・心理学的支援法の展開について解説する。
【第3回】
テーマ：臨床心理学の定義・理念・体系
内容・方法：臨床心理学の定義と基礎理念および体系について解説する。
【第4回】
テーマ：臨床心理学の体表的な基礎理論 ①精神分析的アプローチ
内容・方法：精神分析的アプローチの定義、歴史、病理論、治療論について解説する。
【第5回】
テーマ：分析心理学的アプローチ
内容・方法：分析心理学的アプローチの自己関係、コンプレックス、集合的無意識、象徴、個性化の過程につい
て解説する。
【第6回】
テーマ：行動論・認知論的アプローチ
内容・方法：行動論・認知論的アプローチの定義、歴史、臨床理論、介入論について解説する。
【第7回】
テーマ：中間のまとめ
内容・方法：中間のまとめと到達度の確認
【第8回】
テーマ：ヒューマニスティック・アプロ―チ
内容・方法：ヒューマニスティック・アプローチの歴史、定義、パーソナリティ論、治療論について解説する。
【第9回】
テーマ：システミック・アプローチ
内容・方法：システミック・アプローチの定義、歴史、理論モデル、治療論について解説する。
【第10回】
テーマ：グループ・アプローチ
内容・方法：グループ・アプローチの定義、歴史、臨床理論、研究および意義と展開について解説する。
【第11回】
テーマ：コミュニティ・アプローチ
内容・方法：コミュニティ・アプローチの定義、歴史、諸理論、介入方法について解説する。
【第12回】
テーマ：ナラティヴ・アプローチ
内容・方法：ナラティブ・アプローチの定義、意義、治療論、リサーチエビデンスについて解説する。
【第13回】
テーマ：非言語的アプローチ
内容・方法：非言語的アプローチの特徴、適用範囲とアセスメント、エビデンス、意義について解説する。
【第14回】
臨床心理学概論

テーマ：統合的アプローチ
内容・方法：統合的アプローチの定義、歴史、病理論、アセスメントについて解説する。
【第15回】
テーマ：臨床心理学概論まとめ
内容・方法：授業全体のまとめとDVDの視聴および到達度の確認
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
毎回の講義内容について、関連の図書等を読むなどの1.5時間の事前学習、および配布資料を復習するなどの2.5
時間の事後学習が必要である。中間、最終回の到達度の確認については、それぞれ20時間ほどの学習を要する。
課題に対するフィードバックの方法
毎回の授業でのリアクションレポートを、次回の授業の最初にコメントしてフィードバックする。
成績評価の方法・基準（方針）
毎回の提出課題と中間と最終回の到達度の確認の総合評価とする。以下に示す評価方法により総合的に判定のう
え、60 点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

40

各回のリアクションレポートの量（20）および質（20）

1,2,3,4,5

授業外での評価

30

授業外での学習をふまえた授業内中間到達度の確認
（30）

1,2,3

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

30

到達度の確認まとめの点数（30）

1,2,3,4,5

その他

0

テキスト

『公認心理師の基礎と実践 3臨床心理学概論』/野島和彦・岡村達也(編)/遠見書房/2400/

参考書

適宜、参考図書を紹介する。

履修条件・他の科目との関連 公認心理師カリキュラム科目は関連があるため、併せて受講することが望ましい。

臨床心理学概論

授業コード

13032201

授業種別

授業科目名

臨床心理学Ⅰ

授業担当教員

青野

明子

成績担当教員

青野

明子

開講年次

カリキュラムによる

開講期

実務家教員による授業

講義

前期

単位数

〇

2単位

授業の目的・概要
本科目は公認心理師カリキュラム、心理学基礎科目の一科目である。臨床心理学の成り立ち、臨床心理学の代表
的な基礎理論を学ぶ。臨床心理学は、心理的な障害や問題に悩む人を対象にする応用心理学の一分野である。精
神医学が主に病的な人を対象とするのに対し、必ずしも病的とはいえない範囲までを対象として、広く人間の心
理的適応・健康や発達、自己実現、心の安定を援助するための心理学的人間理解と方法を実践的・理論的に探究
する分野である。公認心理師は「国民の心の健康の保持増進に寄与すること」を目的とした国家資格であり、本
科目では専門職としての臨床心理学の技能、すなわちリサーチ技能と臨床技能のうち、臨床技能に必要な代表的
な基礎理論について学ぶ。
担当教員が公認心理師・臨床心理士であり、実務家教員として多領域での経験をもとに、将来公認心理師の業
務に従事したいと考えている人にも役立つ授業としたい。
到達目標
1.臨床心理学の成り立ちを理解し、基本的な概念について説明できる
2.臨床心理学の代表的な理論を理解する
3.アセスメントの理論と技法について理解し、概説できる
4.ケースフォーミュレーションと心理療法の理論について理解し、概説できる
5.心理療法の折衷と技法選択,効果のエビデンスについて理解し、概説できる
授業計画
【第1回】
テーマ：授業の進め方と評価の方法・日本の臨床心理学
内容・方法：授業の進め方および評価の方法について解説する。
日本の臨床心理学の誕生と国家資格公認心理師の誕生について解説する。
【第2回】
テーマ：世界の臨床心理学
内容・方法：世界の臨床心理学の誕生と心理学的アセスメント・心理学的支援法の展開について解説する。
【第3回】
テーマ：臨床心理学の定義・理念・体系
内容・方法：臨床心理学の定義と基礎理念および体系について解説する。
【第4回】
テーマ：臨床心理学の体表的な基礎理論 ①精神分析的アプローチ
内容・方法：精神分析的アプローチの定義、歴史、病理論、治療論について解説する。
【第5回】
テーマ：分析心理学的アプローチ
内容・方法：分析心理学的アプローチの自己関係、コンプレックス、集合的無意識、象徴、個性化の過程につい
て解説する。
【第6回】
テーマ：行動論・認知論的アプローチ
内容・方法：行動論・認知論的アプローチの定義、歴史、臨床理論、介入論について解説する。
【第7回】
テーマ：中間のまとめ
内容・方法：中間のまとめと到達度の確認
【第8回】
テーマ：ヒューマニスティック・アプロ―チ
内容・方法：ヒューマニスティック・アプローチの歴史、定義、パーソナリティ論、治療論について解説する。
【第9回】
テーマ：システミック・アプローチ
内容・方法：システミック・アプローチの定義、歴史、理論モデル、治療論について解説する。
【第10回】
テーマ：グループ・アプローチ
内容・方法：グループ・アプローチの定義、歴史、臨床理論、研究および意義と展開について解説する。
【第11回】
テーマ：コミュニティ・アプローチ
内容・方法：コミュニティ・アプローチの定義、歴史、諸理論、介入方法について解説する。
【第12回】
テーマ：ナラティヴ・アプローチ
内容・方法：ナラティブ・アプローチの定義、意義、治療論、リサーチエビデンスについて解説する。
【第13回】
テーマ：非言語的アプローチ
内容・方法：非言語的アプローチの特徴、適用範囲とアセスメント、エビデンス、意義について解説する。
【第14回】
臨床心理学Ⅰ

テーマ：統合的アプローチ
内容・方法：統合的アプローチの定義、歴史、病理論、アセスメントについて解説する。
【第15回】
テーマ：臨床心理学概論まとめ
内容・方法：授業全体のまとめとDVDの視聴および到達度の確認
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
毎回の講義内容について、関連の図書等を読むなどの1.5時間の事前学習、および配布資料を復習するなどの2.5
時間の事後学習が必要である。中間、最終回の到達度の確認については、それぞれ20時間ほどの学習を要する。
課題に対するフィードバックの方法
毎回の授業でのリアクションレポートを、次回の授業の最初にコメントしてフィードバックする。
成績評価の方法・基準（方針）
毎回の提出課題と中間と最終回の到達度の確認の総合評価とする。以下に示す評価方法により総合的に判定のう
え、60 点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

40

各回のリアクションレポートの量（20）および質（20）

1,2,3,4,5

授業外での評価

30

授業外での学習をふまえた授業内中間到達度の確認
（30）

1,2,3

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

30

到達度の確認まとめの点数（30）

1,2,3,4,5

その他

0

テキスト

『公認心理師の基礎と実践 3臨床心理学概論』/野島和彦・岡村達也(編)/遠見書房/2400/

参考書

適宜、参考図書を紹介する。

履修条件・他の科目との関連 公認心理師カリキュラム科目は関連があるため、併せて受講することが望ましい。

臨床心理学Ⅰ

授業コード

13080801

授業種別

授業科目名

社会・集団・家族心理学

授業担当教員

林

幸史

成績担当教員

林

幸史

開講年次

1年

実務家教員による授業

講義

開講期

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
本科目は公認心理師を目指す人のための発展科目である。
授業では、社会的存在としての人間の心と行動について、個人、対人、家族、集団、文化といった5つの側面から
解説する。
具体的には、社会的行動の基礎となる認知・感情・動機、他者や集団との関係における個人、家族の成立からそ
の発達に関する理論や学説について講義する。
到達目標
1. ⼈の態度及び⾏動について説明できる。
2. 対⼈関係並びに集団における⼈の意識及び⾏動についての⼼の過程を説明できる。
3. 家族、集団及び⽂化が個⼈に及ぼす影響について説明できる。
授業計画
第01回
第02回
第03回
第04回
第05回
第06回
第07回
第08回
第09回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回

社会・集団・家族の心理学
社会心理学の歴史的な実験
社会的自己①：自分自身を知る
社会的自己②：自分自身を見せる
社会的認知：他者と社会を知る
動機と感情：行動を起こすもの
説得と態度変容：態度と行動
対人行動：対人コミュニケーション
対人関係：対人魅力
攻撃と援助：助ける心、傷つける心
文化と社会化：文化的存在としての私
集団と個人：集団の中の私
健康と幸福：ストレスの理解
家族の心理学：夫婦と親子
まとめ

事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
毎回につき1.5時間ほどの事前学習および2.5時間ほどの事後学習が必要。
事前学習の内容については１週前の授業で通達する。
事後学習では、授業で取り上げた理論や学説について、専門書等でさらに理解を深めておくこと。
課題に対するフィードバックの方法
毎回の授業課題については、翌週の授業の冒頭でフィードバックを実施する。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

30

授業課題

1，2，3

授業外での評価

0

定期試験

70

定期試験に代わるレポート等

0

その他

0

テキスト

講義レジュメをClassroomに投稿する。

参考書

授業中に適宜紹介する。

1，2，3

社会・集団・家族心理学

履修条件・他の科目との関連 本科目は公認心理師となるために大学で修めるべき科目である。

社会・集団・家族心理学

授業コード

13022601

授業科目名

社会心理学Ⅱ

授業担当教員

林

幸史

成績担当教員

林

幸史

開講年次

1年

授業種別

実務家教員による授業

講義

開講期

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
本科目は公認心理師を目指す人のための発展科目である。
授業では、社会的存在としての人間の心と行動について、個人、対人、家族、集団、文化といった5つの側面から
解説する。
具体的には、社会的行動の基礎となる認知・感情・動機、他者や集団との関係における個人、家族の成立からそ
の発達に関する理論や学説について講義する。
到達目標
1. ⼈の態度及び⾏動について説明できる。
2. 対⼈関係並びに集団における⼈の意識及び⾏動についての⼼の過程を説明できる。
3. 家族、集団及び⽂化が個⼈に及ぼす影響について説明できる。
授業計画
第01回
第02回
第03回
第04回
第05回
第06回
第07回
第08回
第09回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回

社会・集団・家族の心理学
社会心理学の歴史的な実験
社会的自己①：自分自身を知る
社会的自己②：自分自身を見せる
社会的認知：他者と社会を知る
動機と感情：行動を起こすもの
説得と態度変容：態度と行動
対人行動：対人コミュニケーション
対人関係：対人魅力
攻撃と援助：助ける心、傷つける心
文化と社会化：文化的存在としての私
集団と個人：集団の中の私
健康と幸福：ストレスの理解
家族の心理学：夫婦と親子
まとめ

事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
毎回につき1.5時間ほどの事前学習および2.5時間ほどの事後学習が必要。
事前学習の内容については１週前の授業で通達する。
事後学習では、授業で取り上げた理論や学説について、専門書等でさらに理解を深めておくこと。
課題に対するフィードバックの方法
毎回の授業課題については、翌週の授業の冒頭でフィードバックを実施する。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

30

授業課題

1，2，3

授業外での評価

0

定期試験

70

定期試験に代わるレポート等

0

その他

0

テキスト

講義レジュメをClassroomに投稿する。

参考書

授業中に適宜紹介する。

1，2，3

社会心理学Ⅱ

履修条件・他の科目との関連 本科目は公認心理師となるために大学で修めるべき科目である。

社会心理学Ⅱ

授業コード

13036001

授業種別

授業科目名

対人コミュニケーション演習

授業担当教員

戸口

愛泰

成績担当教員

戸口

愛泰

開講年次

1年

開講期

実務家教員による授業

演習

前期、後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
この演習は，学内および学外において、自己の分析、他者とのコミュニケーション、集団への適応といった対人
関係能力を高めるための体験型プログラム（集中講義）である。授業では、心理学に基づくさまざまなワークを
行うことで、他者と円滑なコミュニケーションを行うために必要な能力について学び、それを実践を通じて学習
する。学内では、シンプルなゲームやロールプレイングをはじめとしたワークを行い、学外では、自然環境と
いった非日常的な空間の中でワークを行う。また、学内、学外演習を行った後に、フォローアッププログラムに
参加し、振り返りとまとめ作業を行う。
到達目標
1. 非言語コミュニケーションの重要性がわかる。
2. 他者との共同作業ができる。
授業計画
【第1回】 オリエンテーション（自己紹介ワーク）
【第2回】 ワーク１：ウォーミングアップ（アイスブレイクワーク）
【第3回】 ワーク２：スキルトレーニング１（アイコンタクトの重要性について）
【第4回】 ワーク3：スキルトレーニング２（ノンバーバルの重要性について）
【第5回】 ワーク４：グループ活動計画（活動計画の作成）
【第6回】 ワーク５：スキルトレーニング３（傾聴の重要性について）
【第7回】 ワーク６：スキルトレーニング４（信頼関係の構築について）
【第8回】 ワーク７：スキルトレーニング５（信頼関係の維持について）
【第9回】 ワーク８：スキルトレーニング６（自己開示の重要性について）
【第10回】 ワーク９：スキルトレーニング７（自己開示の重要性について）
【第11回】 振り返りとまとめ（中間）（振り返りワーク）
【第12回】 ワーク10：グループワーク１（協力関係の構築について）
【第13回】 ワーク11：グループワーク２（協力）（協力関係の維持について）
【第14回】 ワーク12：フォローアップワーク（フォローアップとフィードバック）
【第15回】振り返りとまとめ（振り返りワーク）
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
課題を完成させる上で，合わせて4時間の事前・事後学習が必要である。
課題に対するフィードバックの方法
課題（プログラムの準備や実行状況）におけるフィードバックはその場で行う。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

80

コミュニケーションワーク（学内演習・学外演習）の参加状
況

1,2

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

小レポート

1,2

その他

0

テキスト

テキストは使用しない。

参考書

適宜紹介する。

対人コミュニケーション演習

履修条件・他の科目との関連 1泊2日の野外ワークを行うため、参加者は健康上特に問題のない人。
この科目はコア科目（選択必修）の1つである。
2022年度が最後の開講となる。

対人コミュニケーション演習

授業コード

13073601

授業科目名

心理学概論

授業担当教員

森上

幸夫

成績担当教員

森上

幸夫

開講年次

1年

授業種別

実務家教員による授業

講義

開講期

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
＜心理学概論の目的と概要＞
本科目は公認心理師を目指す人のための基礎科目である。そのため、心理学という学問の研究対象を可能な限
り網羅し、同時に現在の心理学が直面する課題にふれる内容構成とすることを目的とする。
本科目の概要は、現代の心理学がいかなる経緯で成立したか、また成立からこれまでいかなる学問体系として
発展してきたかを紹介し、くわえて心理学が明らかにしてきた人の心の仕組みや働きにおける理論や概念に関す
る代表的な研究成果を示していることである。
到達目標
1．「心理学の成り立ち」を理解し説明できる
2．「人の心の基本的な仕組み及び働き」を理解し説明できる
授業計画
第1回 授業オリエンテーション
第2回 心理学の成り立ち(1) ：心理学と諸科学
第3回 心理学の成り立ち(2) ：心理学の歴史1 「ヴント以前の心理学」
第4回 心理学の成り立ち(3) ：心理学の歴史2 「科学的心理学の成立と展開、他領域の影響」
第5回 心理学の諸分野(1) ：認知的基盤 「知覚」
第6回 心理学の諸分野(2) ：個体発生的基盤1 「発達」
第7回 心理学の諸分野(3) ：個体発生的基盤2 「学習」
第8回 心理学の諸分野(4) ：言語的基盤1 「記憶」
第9回 心理学の諸分野(5) ：言語的基盤2 「言語・思考」
第10回 心理学の諸分野(6) ：社会的基盤1 「集団」
第11回 心理学の諸分野(7) ：社会的基盤2 「社会」
第12回 心理学の諸分野(8) ：適応的基盤1 「健康・医療」
第13回 心理学の諸分野(9) ：適応的基盤2 「障害」
第14回 心理学の諸分野(10) ：個人的基盤1 「パーソナリティ」
第15回 心理学の諸分野(11) ：個人的基盤2 「臨床」
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
第1回
【事前】授業のシラバスを熟読し、授業構成を理解する 2.0時間
【事後】オリエンテーションの内容にもとづき心理学の位置づけと歴史的経緯を自習し、またノートを準備する
2.0時間
第2回
【事前】心理学と隣接する学問について予備知識を得る 1.5時間
【事後】「心理学と諸科学」に関する文献を参照のうえノートを加筆する 2.5時間
第3回
【事前】人間の「精神、魂、こころ」に関する歴史的文献を閲覧する 1.5時間
【事後】現代心理学成立前の人間の心理に関する文献の内容を整理しノートを加筆する 2.5時間
第4回
【事前】現代心理学成立に関わる社会的背景や文化について調べる 1.5時間
【事後】現代心理学成立後の主要文献を参照のうえノートを加筆する 2.5時間
第5回
【事前】人間の「知覚」に関する文献を閲覧する 1.5時間
【事後】教科書の指定箇所を熟読・理解したうえで「知覚」に関してノートを加筆する 2.5時間
第6回
【事前】人間の「心の発達」に関する文献を閲覧する 1.5時間
【事後】教科書の指定箇所を熟読・理解したうえで「心の発達」に関してノートを加筆する 2.5時間
第7回
【事前】人間の「学習」に関する文献を閲覧する 1.5時間
【事後】教科書の指定箇所を熟読・理解したうえで「学習」に関してノートを加筆する 2.5時間
第8回
【事前】人間の「記憶」に関する文献を閲覧する 1.5時間
【事後】教科書の指定箇所を熟読・理解したうえで「記憶」に関してノートを加筆する 2.5時間
第9回
【事前】人間の「言語・思考」に関する文献を閲覧する 1.5時間
【事後】教科書の指定箇所を熟読・理解したうえで「言語・思考」に関してノートを加筆する 2.5時間
心理学概論

第10回
【事前】人間の「集団心理」に関する文献を閲覧する 1.5時間
【事後】教科書の指定箇所を熟読・理解したうえで「集団心理」に関してノートを加筆する 2.5時間
第11回
【事前】人間の「社会心理」に関する文献を閲覧する 1.5時間
【事後】教科書の指定箇所を熟読・理解したうえで「社会心理」に関してノートを加筆する 2.5時間
第12回
【事前】人間の「心の健康・医療」に関する文献を閲覧する 1.5時間
【事後】教科書の指定箇所を熟読・理解したうえで「心の健康・医療」に関してノートを加筆する 2.5時間
第13回
【事前】人間の「心の障害」に関する文献を閲覧する 1.5時間
【事後】教科書の指定箇所を熟読・理解したうえで「心の障害」に関してノートを加筆する 2.5時間
第14回
【事前】人間の「パーソナリティ」に関する文献を閲覧する 1.5時間
【事後】教科書の指定箇所を熟読・理解したうえで「パーソナリティ」に関してノートを加筆する 2.5時間
第15回
【事前】人間の「心理臨床」に関する文献を閲覧する 1.5時間
【事後】教科書の指定箇所を熟読・理解したうえで「心理臨床」に関してノートを加筆する 2.5時間
課題に対するフィードバックの方法
実施した課題について自己採点が可能になるよう正解（模範解答）を開示する。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、授業内での評価に関する課題と、定期試験に代わるレポートの評価結果に基づき総合的に判
定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する 。正当な理由のない欠席4回以上、または定期試験に代
わるレポートを未提出の場合、評価の対象とせず、「K」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

30

第4回までの内容に関する課題

1

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

70

第5回から第15回までの内容に関する課題

2

その他

0

テキスト

スーパーエッセンス心理学/石田・谷口(編著)/北大路書房/2700/978-4-7628-2375-6

参考書

はじめて出会う心理学 改訂版/長谷川・東條ほか/有斐閣アルマ/2160/978-4-641-12345-8

履修条件・他の科目との関連 公認心理師の資格取得を目指す場合は必ず履修すること。

心理学概論

授業コード

13023901

授業科目名

心理学Ⅱ

授業担当教員

森上

幸夫

成績担当教員

森上

幸夫

開講年次

1年

授業種別

実務家教員による授業

講義

開講期

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
＜心理学概論の目的と概要＞
本科目は公認心理師を目指す人のための基礎科目である。そのため、心理学という学問の研究対象を可能な限
り網羅し、同時に現在の心理学が直面する課題にふれる内容構成とすることを目的とする。
本科目の概要は、現代の心理学がいかなる経緯で成立したか、また成立からこれまでいかなる学問体系として
発展してきたかを紹介し、くわえて心理学が明らかにしてきた人の心の仕組みや働きにおける理論や概念に関す
る代表的な研究成果を示していることである。
到達目標
1．「心理学の成り立ち」を理解し説明できる
2．「人の心の基本的な仕組み及び働き」を理解し説明できる
授業計画
第1回 授業オリエンテーション
第2回 心理学の成り立ち(1) ：心理学と諸科学
第3回 心理学の成り立ち(2) ：心理学の歴史1 「ヴント以前の心理学」
第4回 心理学の成り立ち(3) ：心理学の歴史2 「科学的心理学の成立と展開、他領域の影響」
第5回 心理学の諸分野(1) ：認知的基盤 「知覚」
第6回 心理学の諸分野(2) ：個体発生的基盤1 「発達」
第7回 心理学の諸分野(3) ：個体発生的基盤2 「学習」
第8回 心理学の諸分野(4) ：言語的基盤1 「記憶」
第9回 心理学の諸分野(5) ：言語的基盤2 「言語・思考」
第10回 心理学の諸分野(6) ：社会的基盤1 「集団」
第11回 心理学の諸分野(7) ：社会的基盤2 「社会」
第12回 心理学の諸分野(8) ：適応的基盤1 「健康・医療」
第13回 心理学の諸分野(9) ：適応的基盤2 「障害」
第14回 心理学の諸分野(10) ：個人的基盤1 「パーソナリティ」
第15回 心理学の諸分野(11) ：個人的基盤2 「臨床」
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
第1回
【事前】授業のシラバスを熟読し、授業構成を理解する 2.0時間
【事後】オリエンテーションの内容にもとづき心理学の位置づけと歴史的経緯を自習し、またノートを準備する
2.0時間
第2回
【事前】心理学と隣接する学問について予備知識を得る 1.5時間
【事後】「心理学と諸科学」に関する文献を参照のうえノートを加筆する 2.5時間
第3回
【事前】人間の「精神、魂、こころ」に関する歴史的文献を閲覧する 1.5時間
【事後】現代心理学成立前の人間の心理に関する文献の内容を整理しノートを加筆する 2.5時間
第4回
【事前】現代心理学成立に関わる社会的背景や文化について調べる 1.5時間
【事後】現代心理学成立後の主要文献を参照のうえノートを加筆する 2.5時間
第5回
【事前】人間の「知覚」に関する文献を閲覧する 1.5時間
【事後】教科書の指定箇所を熟読・理解したうえで「知覚」に関してノートを加筆する 2.5時間
第6回
【事前】人間の「心の発達」に関する文献を閲覧する 1.5時間
【事後】教科書の指定箇所を熟読・理解したうえで「心の発達」に関してノートを加筆する 2.5時間
第7回
【事前】人間の「学習」に関する文献を閲覧する 1.5時間
【事後】教科書の指定箇所を熟読・理解したうえで「学習」に関してノートを加筆する 2.5時間
第8回
【事前】人間の「記憶」に関する文献を閲覧する 1.5時間
【事後】教科書の指定箇所を熟読・理解したうえで「記憶」に関してノートを加筆する 2.5時間
第9回
【事前】人間の「言語・思考」に関する文献を閲覧する 1.5時間
【事後】教科書の指定箇所を熟読・理解したうえで「言語・思考」に関してノートを加筆する 2.5時間
心理学Ⅱ

第10回
【事前】人間の「集団心理」に関する文献を閲覧する 1.5時間
【事後】教科書の指定箇所を熟読・理解したうえで「集団心理」に関してノートを加筆する 2.5時間
第11回
【事前】人間の「社会心理」に関する文献を閲覧する 1.5時間
【事後】教科書の指定箇所を熟読・理解したうえで「社会心理」に関してノートを加筆する 2.5時間
第12回
【事前】人間の「心の健康・医療」に関する文献を閲覧する 1.5時間
【事後】教科書の指定箇所を熟読・理解したうえで「心の健康・医療」に関してノートを加筆する 2.5時間
第13回
【事前】人間の「心の障害」に関する文献を閲覧する 1.5時間
【事後】教科書の指定箇所を熟読・理解したうえで「心の障害」に関してノートを加筆する 2.5時間
第14回
【事前】人間の「パーソナリティ」に関する文献を閲覧する 1.5時間
【事後】教科書の指定箇所を熟読・理解したうえで「パーソナリティ」に関してノートを加筆する 2.5時間
第15回
【事前】人間の「心理臨床」に関する文献を閲覧する 1.5時間
【事後】教科書の指定箇所を熟読・理解したうえで「心理臨床」に関してノートを加筆する 2.5時間
課題に対するフィードバックの方法
実施した課題について自己採点が可能になるよう正解（模範解答）を開示する。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、授業内での評価に関する課題と、定期試験に代わるレポートの評価結果に基づき総合的に判
定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する 。正当な理由のない欠席4回以上、または定期試験に代
わるレポートを未提出の場合、評価の対象とせず、「K」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

30

第4回までの内容に関する課題

1

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

70

第5回から第15回までの内容に関する課題

2

その他

0

テキスト

スーパーエッセンス心理学/石田・谷口(編著)/北大路書房/2700/978-4-7628-2375-6

参考書

はじめて出会う心理学 改訂版/長谷川・東條ほか/有斐閣アルマ/2160/978-4-641-12345-8

履修条件・他の科目との関連 公認心理師の資格取得を目指す場合は必ず履修すること。

心理学Ⅱ

授業コード

13080601

授業種別

授業科目名

学習・言語心理学

授業担当教員

野口

智草

成績担当教員

野口

智草

開講年次

1年

開講期

実務家教員による授業

講義

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
本科目は公認心理師を目指す人のための発展科目である。
学習心理学に関する代表的な理論、言語習得の過程について概説する。
この授業は、オンデマンド型の遠隔授業となります。リアルタイム型の遠隔授業（その授業時
間に Zoom 等で参加する方法）ではなく、講義を録画した動画を一定期間中に視聴し、所定の
課題を提出していただく形で実施する予定です。
到達目標
１）人間の心の働きに関する知識を修得し、理解している。
２）様々な情報を読み解くことで導き出された考えやアイデアを説得的に表現できる。（論理的思考力）
３）多様な人間心理や社会の在り方を受容し、多様な人々を寛容に受け入れる態度を持つ。（寛容性）
授業計画
第1回：ガイダンス
授業の進め方や内容、採点方法などについて説明する
学習心理学の導入として、簡単な授業を行う
第2回：学習・行動領域の心理学
学習・行動研究の歴史、考え方、他領域との接続について説明を行う
第3回：行動の測定と実験デザイン
行動の定義、行動の測定法・観察法・実験法について説明を行う
第4回：生得的行動
行動の分類、随伴性と条件付け、生得性行動の種類、馴化と鋭敏化について学ぶ
第5回：レスポンデント（古典的）条件づけ
レスポンデント条件づけの手続きやその実験事実について説明を行う
第6回：オペラント（道具的）条件づけ
オペラント条件づけの手続きやその実験事実について説明を行う
第7回：強化の方法
行動の増強や減弱をもたらす諸変数、強化スケジュールの基礎について説明を行う
第8回：般化と弁別
弁別オペラント条件付けの手続き、弁別や般化の基礎、条件性弁別、反応連鎖について説明を行う
第9回：高次の学習・行動
選択行動、連続逆転弁別学習、学習の構え、洞察学習、社会的学習などについて説明を行う
第10回：言語に関する理論と研究
言語学の分野の紹介や、代表的な研究者と彼らの考え方について説明を行う
第11回：言語の獲得過程①
第12回：言語の獲得過程②
2週にわたって、子どもが言葉を話せるようになる過程について説明を行う
第13回：言語の生物学的基礎と障害
ことばと脳、失語症などの障害について説明を行う
第14回：言語と文化・第二言語習得
文化差や第二言語習得について説明を行う
第15回：ノンバーバル・コミュニケーション
ことばを使わないコミュニケーションについて説明を行う
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
授業（１回につき２時間として計算）と事前事後のあわせて１単位あたり４５時間が必要です。
事前学習：授業プリントに掲載の資料に目を通しておいてください。
事後学習：課題として出題された課題に取り組み、期限内に提出してください。授業内容は私たちの普段の生活
とリンクした内容が多いです。過去の経験や日常生活などと照らし合わせ、理解を深めてください。
課題に対するフィードバックの方法
全ての課題について、classroomを通じてフィードバックを行う。
成績評価の方法・基準（方針）
学習・言語心理学

以下に示す評価方法により60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
正当な理由のない欠席が 4 回以上の場合は、評価の対象とせず「K」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

93

毎回の提出課題

１） ２） ３）

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

7

第15回授業で出された課題の提出

１） ２） ３）

その他

0

テキスト

テキストなし

参考書

授業中に紹介する

履修条件・他の科目との関連 ＊ 2/3以上の出席がなければ単位認定はしません。出席確認は、課題を期限内に提出したかどう
かで行います。
＊ 期限内に課題を提出できなかった場合、その課題点は0点、出欠は「欠席」となります。
＊ 通信機器などの問題で期限内に課題が提出できない場合には、早めにclassroomからメッセージ
を送ってください。
＊ 新型コロナウイルスの感染状況等により、進め方や内容を一部変更する場合があります。その場
合は随時連絡します。

学習・言語心理学

授業コード

13074102

授業科目名

発達心理学

授業担当教員

青野

明子

成績担当教員

青野

明子

開講年次

2年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

講義

後期

単位数

〇

2単位

授業の目的・概要
本科目は遠隔授業です。
本科目は公認心理師カリキュラム準拠科目である。公認心理師資格取得を目指す基礎として、誕生から老年期
までの心身の発達を学ぶ。人間の発達のプロセスを捉えるために、認知機能の発達及び感情・社会性の発達、自
己と他者の関係の在り方と心理的発達、発達障害等非定型発達についての知識及び考え方を身に着ける。さらに
発達心理学の知識を自らの進路に活かすために、教育、福祉、対人援助などにつながる心理学的な考え方を身に
つける。
担当教員が公認心理師・臨床心理士であり、実務家教員としての多領域での経験をもとに、将来公認心理師の
業務に従事したいと考えている人にも役立つ授業としたい。
到達目標
1.人間の発達のプロセスを理解し、誕生から老年期までの心の発達を説明できる。
2.心身両面の健康的な発達への意欲・関心をもち、それらを説明できる。
3.認知機能の発達及び感情・社会性の発達について説明できる。
4.自己と他者の関係の在り方と心理的発達について説明できる。
5.人間の発達とそれを取り巻く諸問題について、授業内容をふまえて自分で考え、意見を表明できる。
授業計画
★この授業は、オンデマンド型の遠隔授業となります。リアルタイム型の遠隔授業（その授業時間に Zoom 等で
参加する方法）ではなく、講義を録画した動画を一定期間中に視聴し、所定の課題を提出していただく形で実施
する予定です。
【第1回 】
テーマ:公認心理師のための発達心理学-発達心理学と理論
内容：発達心理学の理論と近接領域について解説する。
【第2回 】
テーマ:発達の生物学的基礎
内容：行動遺伝学と心の発達と進化について解説する。
【第3回】
テーマ： 感覚と運動の発達
内容：胎児期から乳児期に至る感覚・運動の発達について解説する。
【第4回 】
テーマ：アタッチメントの発達
内容：乳児期のアタッチメントの発達と個人差について解説する。
【第5回 】
テーマ：認知の発達
内容：認知発達の理論と情報処理理論に基づくアプローチについて解説する。
【第6回 】
テーマ：社会性の発達
内容：社会的認知と社会的行動の発達について解説する。
【第7回】
テーマ： 感情と自己の発達
内容：感情と自己の発達と社会性との関係について解説する。
【第8回】
テーマ： 遊びと対人関係の発達
内容：遊びと対人関係の発達と現代の課題について解説する。
【第9回 】
テーマ：言葉と思考をめぐる発達
内容：身体発育と運動能力の発達と言葉と思考の発達について解説する。
【第10回】
テーマ： 青年期の発達
内容：青年期の心身の発達とアイデンティティ発達について解説する。
【第11回 】
テーマ：職業意識とキャリアの発達
内容：生き方の選択と生きがいについて解説する。
【第12回 】
テーマ：成人期の発達
内容：成人期の心身の発達と家族形成について解説する。
【第13回 】
テーマ：老年期の発達
内容：老年期の心身の発達と心理社会的問題について解説する。
発達心理学

【第14回 】
テーマ：発達障害と非定型発達
内容：発達上の問題と支援の視点について解説する。
【第15回】
テーマ： 発達心理学のまとめと到達度確認
内容：授業全体のまとめの解説と到達度の確認を実施する。
＊講義の進捗状況などにより、授業内容が一部変更される場合があります。
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
授業（１回につき２時間として計算）と事前事後のあわせて１単位あたり４５時間が必要です。
毎回の講義内容について、関連の図書等を読むなどの1.5時間の事前学習、および配布資料を復習するなどの2.5
時間の事後学習が必要である。到達度の確認については、20時間ほどの学習を要する。
課題に対するフィードバックの方法
毎回のリアクションレポートから数名分を取り上げ、次回の講義中にコメントしてフィードバックする。
成績評価の方法・基準（方針）
毎回のリアクションレポートと到達度の確認レポートとの総合評価とする。以下に示す評価方法により総合的に
判定のうえ、60 点以上を合格とし、所定の単位を認定する
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

60

毎回のリアクションレポートの量（30）および質（30）

1,2,3,4,5

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

到達度の確認レポートの量（10）および質（30）

1,2,3,4,5

その他

0

テキスト

テキストは使用せず、資料を配布する。

参考書

公認心理士スタンダードテキストシリーズ12『発達心理学』下山晴彦他監修 ミネルヴァ書房
公認心理士の基礎と実践12『発達心理学』本郷一夫編 遠見書房
『教育心理学Ⅱ－発達と臨床援助の心理学』下山晴彦編 東京大学出版会

履修条件・他の科目との関連 公認心理師カリキュラム科目は関連があるため、併せて受講することが望ましい。

発達心理学

授業コード

13080701

授業種別

授業科目名

教育・学校心理学

授業担当教員

牧野

幸志

成績担当教員

牧野

幸志

開講年次

2年

開講期

実務家教員による授業

講義

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
この講義では,さまざまな教育場面での実践活動をより効果的に推進するため,教育と学校にかかわる基礎理論と
その応用について心理学的な立場から概説する。まず,子どもの心身の発達,記憶,学習などについて基礎的理解を
はかり,それを基盤として,子どもの教育場面での諸問題への心構えやその実際的応用について明らかにしてい
く。主体的・能動的に活動すること。
到達目標
１．教育現場(学校など)における児童・生徒の態度と行動を記述することができる
２．教育現場(学校など)における児童・生徒の行動とその心理過程を説明することができる
３．教育現場(学校など)における教員の態度と行動を記述することができる
４．教育現場(学校など)における教員の行動とその心理過程を説明することができる
授業計画
この授業は、対面授業となります。講義形式で行います。毎回資料などを配布するので、ノートを取ってくださ
い。
【第1回】
テーマ：教育・学校心理学とは？
内容・方法：ガイダンス 授業ルールの説明
教育・学校心理学とは？ 教育心理学の手法
【第2回】
テーマ：発達と成長
内容・方法：発達と教育 人間の性格は、遺伝か？,環境か？
【第3回】
テーマ：認知機能の発達
内容・方法：ピアジェ認知発達段階 各段階の発達課題
【第4回】
テーマ：人間の記憶システム
内容・方法：短期記憶と長期記憶
【第5回】
テーマ：言語と発達
内容・方法：言語能力の発達? 乳児とことば 初語はいつか？
【第6回】
テーマ：性格の形成
内容・方法：親子関係と性格との関連 性格に影響を与えるもの
【第7回】
テーマ：社会とジェンダー
内容・方法：男らしさと女らしさはどこから来るのか？ ジェンダーの原因
【第8回】
テーマ：社会性の発達
内容・方法：遊びと仲間関係 社会性の発達と遊び
【第9回】
テーマ：社会的スキルの発達
内容・方法：人と仲良くなれる人,なれない人 社会的スキルを身につけるには？
【第10回】
テーマ：学習の動機づけ
内容・方法：内発的動機づけと外発的動機づけ
【第11回】
テーマ：自己の認知と動機づけ
内容・方法：自己と自己効力感 自己に関する認知の発達
【第12回】
テーマ：学級集団と子どもの行動
内容・方法：学級の理解と指導 学級崩壊とリーダーシップ
【第13回】
テーマ：学校への不適応問題
内容・方法：不適応児・生徒の理解 不登校の原因と対策
【第14回】
テーマ：障害心理学
内容・方法：障害のある幼児,児童及び生徒の学習過程 発達障害の現状と対策
【第15回】
テーマ：心理療法とカウンセリング
内容・方法：心理療法の諸技法とカウンセリング理論
教育・学校心理学

事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
以下の手順・方法で事前学修1時間、事後学修各1時間とする。
①事前学修課題：各回の学習内容に該当する教科書部分を読み、キーワードを理解する。
②事後学修課題：各回の学習内容を理解できたか復習し、要点をまとめる。
課題に対するフィードバックの方法
毎回テーマごとにいくつかの授業課題を出す。出された課題に対して、回答を提出してください。当日授業内か
翌週の授業以降にフィードバックを行う。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点以上を合格とし、所定の単位を認定する。毎週の授業で実
施される小テストと授業課題(20％)、最終試験(80％)の評価結果に基づき総合的に判定のうえ、60点以上を合格
とし、所定の単位を認定する。出席点などはない。合格の基準以上の得点を取得していない場合、評価の対象と
せず、「K」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

20

授業内で課される小テストと授業内で課される授業課題
(20％)

1, 2, 3, 4

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

80

全授業終了後に実施する最終試験(80％)

2, 4

その他

0

テキスト

コンパクト教育心理学/北尾倫彦他/北大路書房/2000/978-4-7628-2522-4

参考書

学校教育の心理学 北尾倫彦他著 北大路書房
ほかは講義の中で紹介する

履修条件・他の科目との関連 この授業は対面授業となります。小テストの実施、授業課題の提出は、moodle または、Google
Classroom を使用する予定です。 授業中に、授業課題が出ますので、その答えを指定の紙に書い
てください。授業後に画像を提出してください。また、授業終了後に、小テストを受けてください。小テ
スト、授業課題には締切があります。必ず守ってください。最終回に最終試験(授業期間内)がありま
すので、受験してください。
私語厳禁。スマホなどは、電源を切ってしまっておくこと。遅刻しないように受講する。遅刻などは減
点の対象となる(－5点)。
本科目は,公認心理師の国家試験のための科目です。将来、国家資格取得希望の方はしっかりと
学習すること。また、本科目は教職科目でもあります。将来教員になりたいという方は、教育の諸問
題を考えながら、受講してください。教員希望でない人も、教育現場における様々な心理的課題を
理解するよう努めてください。

教育・学校心理学

授業コード

13078901

授業科目名

教育心理学Ⅰ

授業担当教員

牧野

幸志

成績担当教員

牧野

幸志

開講年次

2年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

講義

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
この講義では,さまざまな教育場面での実践活動をより効果的に推進するため,教育と学校にかかわる基礎理論と
その応用について心理学的な立場から概説する。まず,子どもの心身の発達,記憶,学習などについて基礎的理解を
はかり,それを基盤として,子どもの教育場面での諸問題への心構えやその実際的応用について明らかにしてい
く。主体的・能動的に活動すること。
到達目標
１．教育現場(学校など)における児童・生徒の態度と行動を記述することができる
２．教育現場(学校など)における児童・生徒の行動とその心理過程を説明することができる
３．教育現場(学校など)における教員の態度と行動を記述することができる
４．教育現場(学校など)における教員の行動とその心理過程を説明することができる
授業計画
この授業は、対面授業となります。講義形式で行います。毎回資料などを配布するので、ノートを取ってくださ
い。
【第1回】
テーマ：教育・学校心理学とは？
内容・方法：ガイダンス 授業ルールの説明
教育・学校心理学とは？ 教育心理学の手法
【第2回】
テーマ：発達と成長
内容・方法：発達と教育 人間の性格は、遺伝か？,環境か？
【第3回】
テーマ：認知機能の発達
内容・方法：ピアジェ認知発達段階 各段階の発達課題
【第4回】
テーマ：人間の記憶システム
内容・方法：短期記憶と長期記憶
【第5回】
テーマ：言語と発達
内容・方法：言語能力の発達? 乳児とことば 初語はいつか？
【第6回】
テーマ：性格の形成
内容・方法：親子関係と性格との関連 性格に影響を与えるもの
【第7回】
テーマ：社会とジェンダー
内容・方法：男らしさと女らしさはどこから来るのか？ ジェンダーの原因
【第8回】
テーマ：社会性の発達
内容・方法：遊びと仲間関係 社会性の発達と遊び
【第9回】
テーマ：社会的スキルの発達
内容・方法：人と仲良くなれる人,なれない人 社会的スキルを身につけるには？
【第10回】
テーマ：学習の動機づけ
内容・方法：内発的動機づけと外発的動機づけ
【第11回】
テーマ：自己の認知と動機づけ
内容・方法：自己と自己効力感 自己に関する認知の発達
【第12回】
テーマ：学級集団と子どもの行動
内容・方法：学級の理解と指導 学級崩壊とリーダーシップ
【第13回】
テーマ：学校への不適応問題
内容・方法：不適応児・生徒の理解 不登校の原因と対策
【第14回】
テーマ：障害心理学
内容・方法：障害のある幼児,児童及び生徒の学習過程 発達障害の現状と対策
【第15回】
テーマ：心理療法とカウンセリング
内容・方法：心理療法の諸技法とカウンセリング理論
教育心理学Ⅰ

事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
以下の手順・方法で事前学修1時間、事後学修各1時間とする。
①事前学修課題：各回の学習内容に該当する教科書部分を読み、キーワードを理解する。
②事後学修課題：各回の学習内容を理解できたか復習し、要点をまとめる。
課題に対するフィードバックの方法
毎回テーマごとにいくつかの授業課題を出す。出された課題に対して、回答を提出してください。当日授業内か
翌週の授業以降にフィードバックを行う。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点以上を合格とし、所定の単位を認定する。毎週の授業で実
施される小テストと授業課題(20％)、最終試験(80％)の評価結果に基づき総合的に判定のうえ、60点以上を合格
とし、所定の単位を認定する。出席点などはない。合格の基準以上の得点を取得していない場合、評価の対象と
せず、「K」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

20

授業内で課される小テストと授業内で課される授業課題
(20％)

1, 2, 3, 4

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

80

全授業終了後に実施する最終試験(80％)

2, 4

その他

0

テキスト

コンパクト教育心理学/北尾倫彦他/北大路書房/2000/978-4-7628-2522-4

参考書

学校教育の心理学 北尾倫彦他著 北大路書房
ほかは講義の中で紹介する

履修条件・他の科目との関連 この授業は対面授業となります。小テストの実施、授業課題の提出は、moodle または、Google
Classroom を使用する予定です。 授業中に、授業課題が出ますので、その答えを指定の紙に書い
てください。授業後に画像を提出してください。また、授業終了後に、小テストを受けてください。小テ
スト、授業課題には締切があります。必ず守ってください。最終回に最終試験(授業期間内)がありま
すので、受験してください。
私語厳禁。スマホなどは、電源を切ってしまっておくこと。遅刻しないように受講する。遅刻などは減
点の対象となる(－5点)。
本科目は,公認心理師の国家試験のための科目です。将来、国家資格取得希望の方はしっかりと
学習すること。また、本科目は教職科目でもあります。将来教員になりたいという方は、教育の諸問
題を考えながら、受講してください。教員希望でない人も、教育現場における様々な心理的課題を
理解するよう努めてください。

教育心理学Ⅰ

授業コード

13080901

授業種別

授業科目名

感情・人格心理学

授業担当教員

野口

智草

成績担当教員

野口

智草

開講年次

1年

実務家教員による授業

講義

開講期

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
本科目は公認心理師を目指す人のための発展科目である。
感情心理学、人格心理学について概説する。
★この授業は、オンデマンド型の遠隔授業となります。リアルタイム型の遠隔授業（その授業時
間に Zoom 等で参加する方法）ではなく、講義を録画した動画を一定期間中に視聴し、所定の
課題を提出していただく形で実施する予定です。
到達目標
１）人間の心の働きに関する知識を修得し、理解している。
２）様々な情報を読み解くことで導き出された考えやアイデアを説得的に表現できる。（論理的思考力）
３）多様な人間心理や社会の在り方を受容し、多様な人々を寛容に受け入れる態度を持つ。（寛容性）
授業計画
第1回：ガイダンス／感情の基礎
授業の進め方や内容、採点方法などについて説明する
感情心理学の導入として、簡単な授業を行う
第2回：感情の生物学的基礎
感情と脳機能、感情と身体の働きについて説明を行う
第3回：感情の理論(1)古典的理論
抹消起源説や中枢起源説、二要因説について説明を行う
第4回：感情の理論(2)基本的感情説と次元説
各研究者の基本的感情の捉え方、感情の次元説について学ぶ
第5回：感情の測定
感情の測定方法について説明を行う
第6回：感情と行動①
感情の機能や、感情がいかに適応的な判断や行動を導くかについて説明を行う
第7回：感情と行動②
視点取得や共感的関心について説明を行う
第8回：感情の制御
バイオフィードバック法、自律訓練法、マインドフルネスについて説明を行う
第9回：人格の概念
人格の統合機能、人格の個人差や変容について説明を行う
第10回：人格の形成と変容
人格の形成および変容について説明を行う
第11回：人格の理論
類型論、特性論、因子論について説明を行う
第12回：性格5因子論
性格5因子論について説明を行う
第13回：人格の測定・個人差
人格の測定方法、人格や知能の個人差について説明を行う
第14回：人格の障害
パーソナリティー障害について説明を行う
第15回：授業の総復習
全15回授業の総復習を行う。
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
授業（１回につき２時間として計算）と事前事後のあわせて１単位あたり４５時間が必要です。
事前学習：授業プリントに掲載の資料に目を通しておいてください。
事後学習：課題として出題された課題に取り組み、期限内に提出してください。
課題に対するフィードバックの方法
全ての課題について、classroomを通じてフィードバックを行う。

感情・人格心理学

成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
正当な理由のない欠席が 4 回以上の場合、評価の対象とせず「K」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

90

毎回の提出課題

1) 2) 3)

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

10

その他

0

テキスト

テキストなし

参考書

授業中に紹介する

1) 2)

第 12 回の授業に関するレポート課題

1) 2)

履修条件・他の科目との関連 ＊ 2/3以上の出席がなければ単位認定はしません。出席確認は、課題を期限内に提出したかどう
かで行います。
＊ 期限内に課題を提出できなかった場合、その課題点は0点、出欠は「欠席」となります。
＊ 通信機器などの問題で期限内に課題が提出できない場合には、早めにclassroomからメッセージ
を送ってください。
＊ 新型コロナウイルスの感染状況等により、進め方や内容を一部変更する場合があります。その場
合は随時連絡します。

感情・人格心理学

授業コード

13081001

授業科目名

心と身体

授業担当教員

林

幸史

成績担当教員

林

幸史

開講年次

2年

授業種別

実務家教員による授業

講義

開講期

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
この授業では、身体を通して心の働きについて考えるとともに、ヨーガや坐禅、茶道の実践を通して、「身体で
心を整える」ことを学ぶ。
実習形式でヨーガや坐禅、茶道を専門家の指導の下に体験してもらう。坐禅体験においては、寺院において、僧
侶の指導の下に行う。
到達目標
1. ⾝体⼼理学の概念や理論を理解し、説明できる。
2. ⽇々の⽣活の中で、⼼と⾝体の調和を意識できる。
授業計画
第01講
第02講
第03講
第04講
第05講
第06講
第07講
第08講
第09講
第10講
第11講
第12講
第13講
第14講
第15講

身体で心を整える
ヨーガ講義
ヨーガ体験①
ヨーガ体験②
ヨーガ体験③
ヨーガ体験④
茶道講義
茶道体験①
茶道体験②
茶道体験③
坐禅講義
坐禅体験①
坐禅体験②
坐禅体験③
まとめ

事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
ヨーガや坐禅は⼀度体験しただけで習熟できるようなものではない。
本授業は、あくまで受講⽣にとって「きっかけ」や「気づき」を提供するための場である。
そのため、受講⽣は普段の⽣活においても、授業で学んだ内容を⽇々実践し、⾃分のものとするように努めるこ
とが求められる。
課題に対するフィードバックの方法
レポートについては、総評を口頭で伝える。
成績評価の方法・基準（方針）
授業での取り組み姿勢と期末レポートで総合的に評価する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

80

授業での取り組み姿勢

1，2

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

レポート

1

その他

0

テキスト

なし

参考書

心と身体

履修条件・他の科目との関連 寺院での坐禅体験が家庭の宗教上、問題とならないこと。
学外施設の受け入れ可能人数の都合上、20名の履修を上限とする。
履修希望者が20名を超えた場合は、2年次生の履修登録を優先するとともに、抽選によって履修の
可否を決定する。
抽選を行う場合は、UNIPA経由で連絡する。

心と身体

授業コード

13081101

授業種別

授業科目名

公認心理師の職責

授業担当教員

青野

明子

成績担当教員

青野

明子

開講年次

2年

開講期

実務家教員による授業

講義

後期

単位数

〇

2単位

授業の目的・概要
本科目は公認心理師カリキュラム、心理学基礎科目の一科目である。公認心理師を目指す人の導入科目であり、
その役割、法的義務および倫理、具体的な業務、連携などを学ぶ。心理に関する支援を要する者等の安全の確
保、情報の適切な取り扱い、保健医療、福祉、教育、司法・犯罪、産業・労働の各分野における公認心理師の具
体的な業務について解説する。心理学的業務を遂行する中で必要な、自己課題発見・解決能力、生涯学習への準
備、他職種連携及び地域連携について学ぶ。
担当教員が公認心理師・臨床心理士であり、実務家教員としての長年の多領域での経験をもとに、将来公認心
理師の業務に従事したいと考えている人にも役立つ授業としたい。
到達目標
1.公認心理師の職責について理解する
2.保健医療分野における公認心理師の具体的な業務について理解する
3.福祉分野における公認心理師の具体的な業務について理解する
4.教育分野における公認心理師の具体的な業務について理解する
5.司法・犯罪分野における公認心理師の具体的な業務について理解する
6.産業・労働分野における公認心理師の具体的な業務について理解する
7.他職種連携と地域連携および公認心理師の今後の課題と生涯学習への準備について理解する
授業計画
【第1回】
テーマ：授業の進め方と評価方法、公認心理師の役割
内容・方法：授業の進め方および評価の方法について解説する。
公認心理師としての職責と自覚、公認心理師の役割、知識および技術について解説する。
【第2回】
テーマ：公認心理師の法的義務・倫理
内容・方法：公認心理師の法的位置づけ、法的義務と倫理について解説する。
【第3回】
テーマ：心理に関する支援を要する者等の安全の確保
内容・方法：クライエント／患者らの安全の確保のための倫理的配慮、物理的安全、心理的安全について解説す
る。
【第4回】
テーマ：情報の適切な取り扱いについて
内容・方法：心理職の職業倫理、秘密保持とその例外状況について解説する。
【第5回】
テーマ：保健医療分野における公認心理師の具体的な業務
内容・方法：保健医療分野における心理職の業務と実際について解説する。
【第6回】
テーマ：福祉分野における公認心理師の具体的な業務
内容・方法：福祉分野における心理支援活動の特徴と職能について解説する。
【第7回】
テーマ：中間のまとめと到達度の確認
内容・方法：中間のまとめと到達度の確認を実施する。
【第8回】
テーマ：教育分野における公認心理師の具体的な業務
内容・方法：教育分野における公認心理師の職責と学問的背景、スクールカウンセリングの実際、チーム学校に
ついて解説する。
【第9回】
テーマ：司法・犯罪分野における公認心理師の具体的な業務
内容・方法：非行臨床の概要、犯罪臨床の概要、被害者支援、家族臨床の概要について解説する。
【第10回】
テーマ：産業・労働分野における公認心理師の具体敵な業務
内容・方法：産業分野における公認心理師の業務、産業分野における心理的支援の実際について解説する。
【第11回】
テーマ：支援者としての自己課題発見・解決能力
内容・方法：公認心理師としての自己課題の発見方法と解決への取り組みについて解説する。
【第12回】
テーマ：生涯学習への準備
内容・方法：公認心理師の生涯学習について解説する。
【第13回】
テーマ：他職種連携と地域連携
内容・方法：他職種連携と地域連携、連携する上での留意点について解説する。
公認心理師の職責

【第14回】
テーマ：公認心理師の今後の課題
内容・方法：公認心理師の資質と心理に関する支援の多様な展開について解説する。
【第15回】
テーマ：公認心理師の職責まとめ
内容・方法：授業全体のまとめとDVDの視聴および到達度の確認を実施する。
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
毎回の講義内容について、関連の図書等を読むなどの1.5時間の事前学習、および配布資料を復習するなどの2.5
時間の事後学習が必要である。中間、最終回の到達度の確認については、それぞれ20時間ほどの学習を要する。
課題に対するフィードバックの方法
毎回の授業でのリアクションレポートを、次回の授業の最初にコメントしてフィードバックする。
成績評価の方法・基準（方針）
中間・最終回の到達度の確認、毎回のリアクションレポート、受講態度、ワークへの取り組み態度の総合評価と
する。以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

40

各回のリアクションレポートの量（20）および質（20）

1,2,3,4,5,6,7

授業外での評価

30

授業外での学習をふまえた中間の到達度の確認の点数
（30）

1,2,3

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

30

授業外での学習をふまえた到達度の確認の点数（30）

1,2,3,4,5,6,7

その他

0

テキスト

『公認心理師の基礎と実践 1公認心理師の職責』/野島和彦（編）/遠見書房/2000/

参考書

適宜、参考図書を紹介する。

履修条件・他の科目との関連 公認心理師カリキュラム科目は関連があるため、併せて受講することが望ましい。

公認心理師の職責

授業コード

13081201

授業種別

授業科目名

知覚・認知心理学

授業担当教員

戸口

愛泰

成績担当教員

戸口

愛泰

開講年次

2年

実務家教員による授業

講義

開講期

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
本科目は公認心理師を目指す人のための発展科目である。人は環境からの情報を入力し,記憶し,判断を行い,環境
に適応的な行動として出力する。授業では,こうした情報処理システムの機序ついて理解をすることを目的とし,
知覚・認知心理学における代表的な知見・理論を概観し,分かりやすく解説する。
到達目標
1.人の心の仕組みと働きについての基本的な考え方を概説できる。
2.感覚・知覚・認知の機序及びその障害を概説できる。
授業計画
この授業は遠隔授業となります。原則としてリアルタイム型授業で実施（Zoom等）予定で,その内容を録画した動
画も後日配布予定です。
第 1回：オリエンテーション（知覚・認知心理学とは）
第 2回：感覚
第 3回：知覚
第 4回：注意
第 5回：記憶①ワーキングメモリ
第 6回：記憶②長期記憶
第 7回：記憶③日常記憶
第 8回：知識の表象と構造
第 9回：問題解決と推論
第10回：意思決定
第11回：社会的認知①
第12回：社会的認知②
第13回：知覚・認知の障害①
第14回：知覚・認知の障害②
第15回：まとめと復習
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
第 1回：（事前）シラバスを熟考し,授業を理解する,（事後）オリエンテーション内容に基づき自修・授業コメ
ントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第 2回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第 3回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第 4回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第 5回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第 6回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第 7回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第 8回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第 9回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第10回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第11回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第12回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第13回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第14回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第15回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
課題に対するフィードバックの方法
授業中に実施する小レポートのフィードバックを実施する。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

60

小レポート

1,2
知覚・認知心理学

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

その他

0

テキスト

適宜指定する。

参考書

基礎から学ぶ認知心理学 服部雅史など 有斐閣
認知心理学 箱田祐司など 有斐閣
知覚・認知心理学（公認心理師の基礎と実践）箱田 裕司（編）遠見書房

期末課題（試験またはレポート）

1,2

履修条件・他の科目との関連 公認心理師の資格取得を目指す場合は必ず履修すること。

知覚・認知心理学

授業コード

13081301

授業種別

授業科目名

神経・生理心理学

授業担当教員

飯田

香織

成績担当教員

飯田

香織

開講年次

2年

開講期

実務家教員による授業

講義

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
脳を中心とした中枢神経系の機能について学ぶ。心の問題に見える行動や感情は中枢神経系の活動と関係してい
る。脳疾患に伴う高次脳機能障害などの診断、治療、神経構造の解明を目的とする神経心理学と、中枢神経や自
律神経の機能が心理や行動にどのような影響を及ぼすかに焦点を当てる生理心理学を学び、人間の「心」と脳の
関係を理解することを目的とする。
到達目標
１、脳神経系の構造及び機能について概説できる。
２、記憶，情動等の生理学的反応の機序について概説できる。
３、高次脳機能の障害および必要な支援について説明できる。
４，脳と運動、言語、遂行機能などの関係について理解し、説明できる。
授業計画
★この授業は、遠隔授業となります。リアルタイム型の遠隔授業(その授業時間にZoom等で参加する方法)ではな
く、講義を録画した動画を一定期間中に視聴し、所定の課題を提出していただく形で実施予定です。
【第1回】
脳全体の構造、大脳・間脳・小脳などの仕組みと働き
内容：脳全体の構造と脳の各部位のしくみと働きについて学ぶ。
【第2回】
脳を構成する細胞の仕組み
内容：ニューロン、シナプス、神経伝達物質などについて学ぶ。
【第3回】
神経系の構造と機能
内容：神経ネットワークの全体像や脳神経、脊髄神経について学ぶ。
【第4回】
自律神経系
内容：自律神経のメカニズムについて学ぶ。
【第5回】
運動と体性感覚
内容：運動指令が伝わる仕組みや神経の損傷による運動障害、体性感覚伝達路の仕組み、温度覚、痛覚が伝わ
る仕組みなどについて学ぶ
【第6回】
視覚・聴覚
内容：視覚・聴覚のメカニズムと視覚や聴覚に障害が生じる場合について学ぶ。
【第7回】
記憶、学習
内容：記憶の仕組みや記憶の障がいと脳領域の関係、学習の仕組みなどについて学ぶ。
【第8回】
言語と脳
内容：言語と脳の関係や、言語面に障がいが生じる場合について学ぶ。
【第9回】
感情や情動と脳
内容：情動の形成と表出の仕組み、脳と感情の関係などについて学ぶ
【第10回】
注意
内容：注意の種類や注意障がいに関連した症状について学ぶ。
【第11回】
遂行機能
内容：遂行機能とは何か、遂行機能の障がいについて学ぶ。
【第12回】
脳の病気、精神疾患
内容：脳血管障害やてんかん、統合失調症、物質依存について学ぶ。
【第13回】
認知リハビリテーション
内容：高次脳機能障害などに対する認知リハビリテーションについて学ぶ。
【第14回】
高次脳機能障害
内容：高次脳機能障害と必要な支援について学ぶ。
【第15回】
睡眠
内容：睡眠の構造や睡眠障害などについて学ぶ。
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
毎回の講義内容について、関連の図書などを読むなどの1.5時間の事前学習、および配布資料を復習し、授業で
習ったことの概要を説明することができる程度に理解を深めるなどの2.5時間の事後学習が必要である。
課題に対するフィードバックの方法
授業の提出課題において、質問があった場合、提出締め切り後、質問への回答をクラスルームに掲載する。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。正当な理由なく5
神経・生理心理学

回以上欠席した場合は、評価の対象とせず「K」評価とする。遠隔授業の場合、毎回の録画を見て課題を提出する
ことで出席とみなす。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

授業内での評価

60

第１回～第15回の授業毎の提出課題（各４点）を実施す １，２，３，４
る（４×15＝６０）。

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

その他

0

テキスト

公認心理師の基礎と実践⑩ 神経・生理心理学 遠見書房

参考書

ぜんぶわかる脳の事典―部位別・機能別にわかりやすくビジュアル解説
美堂出版

最終レポート（40）

評価対象となる到達目標

１，２，３，４

坂井健雄、久光正 成

履修条件・他の科目との関連 正当な理由なく5回以上欠席した場合は、評価の対象とせず、「K」評価とする。

神経・生理心理学

授業コード

13081401

授業科目名

心理学的支援法

授業担当教員

飯田

香織

成績担当教員

飯田

香織

開講年次

3年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

講義

前期

単位数

〇

2単位

授業の目的・概要
代表的な心理学の理論や概念を踏まえて、心理学的支援を行う際の実際の技術についても概説する。カウンセリ
ングだけではなく、プレイセラピーやグループセラピー、心の健康教育などの心理学的支援の方法についても説
明する。講義によって、人間の心の働きに関する知識の習得、理解し、演習によって人間のコミュニケーション
に関する理解を深め、コミュニケーションスキルの向上を目指す。授業では、担当教員が長年にわたり現場で心
理支援を行ってきた経験をもとに、実務家教員として、理論的理解に加えて実践や事例を交えて、できるだけわ
かりやすく講義を展開する。
到達目標
１、心理学の代表的な理論について理解し、説明することができる
２、心理学の多様な支援の技術について理解し、日常生活に活かすことができる
３、演習を通じて、心理学的支援やコミュニケーションのスキルを高める
授業計画
【第1回】 こころの仕組みと心理の仕事
内容：意識と無意識の関係、防衛機制など、人間が自然に行っている心の働きを学ぶ。また、心理職がどのよ
うな分野で、どのように働いているのかについて学ぶ。
【第2回】 心理学的支援とは 演習
内容：心理学的支援の定義、アセスメントに基づく支援、学派を超えて共通する治療要因、心理学的支援の限
界などについて学ぶ。基礎演習を実施する。
【第3回】 学派を超えて共通する治療的要因
内容：学派にかかわらず心理学的支援において治療的に作用する要因などについて学ぶ。基礎演習を実施す
る。
【第4回】 行動論
/ 心理力動論 演習
内容：行動論の考え方、学習、精神分析などについて学ぶ。基礎演習を実施する。
【第5回】 システム論
内容：個人だけではなく、環境にも目を向け、様々なことのつながりを考えるシステム論の考え方、直接的因
果律、円環的因果律などについて学ぶ。基礎演習を実施する。
【第6回】 支援者に求められる倫理
内容：倫理とは何か、命令倫理、理想追及倫理、倫理的に健全な心理臨床実践のルール、インフォームド・コ
ンセント等について学ぶ。
【第7回】 援助的コミュニケーションのスキル 演習
内容：心理学的支援の基礎となる基本的な援助的コミュニケーション、カウンセリングで行う基本的な傾聴と
応答などについて学ぶ。基礎演習を実施する。
【第8回】 心理学的支援の技術１： 気づきの促進、２： 新しい体験の提供
内容：カウンセリングの基礎である「洞察」やエンパワメント、クライアントの気づきを促進する技術につい
て学ぶ。クライアントに新しい体験を提供することになる修正感情体験や、新しい体験を促す様々なワークにつ
いて学ぶ。基礎演習を実施する。
【第9回】 心理学的支援の技術３： より適応的な行動の学習
内容：行動論や認知行動療法に基づく心理学的支援について学ぶ。基礎演習を実施する。
【第10回】 心理学的支援の技術４： 関係者のシステムに働きかける
内容：関係者の人間関係をシステムとしてとらえて支援するシステムズアプローチを学び、システム全体に働
きかける心理学的支援の実際について事例を通して学ぶ。基礎演習を実施する。
【第11回】
訪問支援
内容：心理学的支援として訪問支援を行う際の注意点や事例について学ぶ。
【第12回】 コミュニティ心理学的支援
内容：コミュニティ心理学の主要概念と、それらの概念に基づく心理学的支援について学ぶ。基礎演習を実施す
る。
【第13回】 プレイセラピー
内容：遊ぶことを通して心理学的支援を行うプレイセラピー（遊戯療法）の原則や実際の様子などについて学
ぶ。基礎演習を実施する。
【第14回】 グループセラピー
内容：様々なグループセラピーとグループセラピーを行う際のポイントや注意点、グループの発達段階等を学
ぶ。基礎演習を実施する。
【第15回】 心の健康教育
内容：心理的に重篤な課題を有する前に、できるだけ予防的に支援的介入をするという心の健康教育として、
近年心理職に求められる心理教育について学ぶ。基礎演習を実施する。
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
心理学的支援法

毎回の講義内容について、関連の図書などを読むなどの1.5時間の事前学習、および配布資料を復習し、授業で
習ったことの概要を説明することができる程度に理解を深めるなどの2.5時間の事後学習が必要である。
課題に対するフィードバックの方法
毎回の授業でのミニレポートを、次回の授業の最初にコメントしてフィードバックする。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。正当な理由なく5
回以上欠席した場合は、評価の対象とせず、「K」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

60

授業内で課されるミニレポート（６０）。第１回～第15回の
授業の最後にミニレポート（各４点）を実施する（４×１５
＝６０）。

1、2、3

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

期末レポート

1,2

その他

0

テキスト

プリントを配布する

参考書

『公認心理師標準テキスト 心理学的支援法』 北大路書房 杉原保史他編著

履修条件・他の科目との関連 心理学関連の科目を履修していることが望ましい。

心理学的支援法

授業コード

13001401

授業種別

授業科目名

カウンセリングⅡ

授業担当教員

飯田

香織

成績担当教員

飯田

香織

開講年次

カリキュラムによる

開講期

実務家教員による授業

講義

前期

単位数

〇

2単位

授業の目的・概要
代表的な心理学の理論や概念を踏まえて、心理学的支援を行う際の実際の技術についても概説する。カウンセリ
ングだけではなく、プレイセラピーやグループセラピー、心の健康教育などの心理学的支援の方法についても説
明する。講義によって、人間の心の働きに関する知識の習得、理解し、演習によって人間のコミュニケーション
に関する理解を深め、コミュニケーションスキルの向上を目指す。授業では、担当教員が長年にわたり現場で心
理支援を行ってきた経験をもとに、実務家教員として、理論的理解に加えて実践や事例を交えて、できるだけわ
かりやすく講義を展開する。
到達目標
１、心理学の代表的な理論について理解し、説明することができる
２、心理学の多様な支援の技術について理解し、日常生活に活かすことができる
３、演習を通じて、心理学的支援やコミュニケーションのスキルを高める
授業計画
【第1回】 こころの仕組みと心理の仕事
内容：意識と無意識の関係、防衛機制など、人間が自然に行っている心の働きを学ぶ。また、心理職がどのよ
うな分野で、どのように働いているのかについて学ぶ。
【第2回】 心理学的支援とは 演習
内容：心理学的支援の定義、アセスメントに基づく支援、学派を超えて共通する治療要因、心理学的支援の限
界などについて学ぶ。基礎演習を実施する。
【第3回】 学派を超えて共通する治療的要因
内容：学派にかかわらず心理学的支援において治療的に作用する要因などについて学ぶ。基礎演習を実施す
る。
【第4回】 行動論
/ 心理力動論 演習
内容：行動論の考え方、学習、精神分析などについて学ぶ。基礎演習を実施する。
【第5回】 システム論
内容：個人だけではなく、環境にも目を向け、様々なことのつながりを考えるシステム論の考え方、直接的因
果律、円環的因果律などについて学ぶ。基礎演習を実施する。
【第6回】 支援者に求められる倫理
内容：倫理とは何か、命令倫理、理想追及倫理、倫理的に健全な心理臨床実践のルール、インフォームド・コ
ンセント等について学ぶ。
【第7回】 援助的コミュニケーションのスキル 演習
内容：心理学的支援の基礎となる基本的な援助的コミュニケーション、カウンセリングで行う基本的な傾聴と
応答などについて学ぶ。基礎演習を実施する。
【第8回】 心理学的支援の技術１： 気づきの促進、２： 新しい体験の提供
内容：カウンセリングの基礎である「洞察」やエンパワメント、クライアントの気づきを促進する技術につい
て学ぶ。クライアントに新しい体験を提供することになる修正感情体験や、新しい体験を促す様々なワークにつ
いて学ぶ。基礎演習を実施する。
【第9回】 心理学的支援の技術３： より適応的な行動の学習
内容：行動論や認知行動療法に基づく心理学的支援について学ぶ。基礎演習を実施する。
【第10回】 心理学的支援の技術４： 関係者のシステムに働きかける
内容：関係者の人間関係をシステムとしてとらえて支援するシステムズアプローチを学び、システム全体に働
きかける心理学的支援の実際について事例を通して学ぶ。基礎演習を実施する。
【第11回】
訪問支援
内容：心理学的支援として訪問支援を行う際の注意点や事例について学ぶ。
【第12回】 コミュニティ心理学的支援
内容：コミュニティ心理学の主要概念と、それらの概念に基づく心理学的支援について学ぶ。基礎演習を実施す
る。
【第13回】 プレイセラピー
内容：遊ぶことを通して心理学的支援を行うプレイセラピー（遊戯療法）の原則や実際の様子などについて学
ぶ。基礎演習を実施する。
【第14回】 グループセラピー
内容：様々なグループセラピーとグループセラピーを行う際のポイントや注意点、グループの発達段階等を学
ぶ。基礎演習を実施する。
【第15回】 心の健康教育
内容：心理的に重篤な課題を有する前に、できるだけ予防的に支援的介入をするという心の健康教育として、
近年心理職に求められる心理教育について学ぶ。基礎演習を実施する。
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
カウンセリングⅡ

毎回の講義内容について、関連の図書などを読むなどの1.5時間の事前学習、および配布資料を復習し、授業で
習ったことの概要を説明することができる程度に理解を深めるなどの2.5時間の事後学習が必要である。
課題に対するフィードバックの方法
毎回の授業でのミニレポートを、次回の授業の最初にコメントしてフィードバックする。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。正当な理由なく5
回以上欠席した場合は、評価の対象とせず、「K」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

60

授業内で課されるミニレポート（６０）。第１回～第15回の
授業の最後にミニレポート（各４点）を実施する（４×１５
＝６０）。

1、2、3

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

期末レポート

1,2

その他

0

テキスト

プリントを配布する

参考書

『公認心理師標準テキスト 心理学的支援法』 北大路書房 杉原保史他編著

履修条件・他の科目との関連 心理学関連の科目を履修していることが望ましい。

カウンセリングⅡ

授業コード

13081402

授業科目名

心理学的支援法

授業担当教員

青野

明子

成績担当教員

青野

明子

開講年次

3年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

講義

前期

単位数

〇

2単位

授業の目的・概要
本科目は公認心理師クラス対象科目である。公認心理師養成カリキュラムの心理学発展科目の中の基礎心理学科
目群に属し、代表的な心理療法やカウンセリングについて、訪問支援や地域支援に意義、良好な人間関係の築き
方、プライバシー、関係者への支援の在り方の内容から構成される。本科目は面接演習・グループディスカッ
ション・発表と質疑応答形式で進み、アクティブラーニングの要素を含む。
担当教員が公認心理師・臨床心理士であり、実務家教員としての長年の多領域での経験をもとに、将来公認心
理師の業務に従事したいと考えている人にも役立つ授業としたい。
到達目標
1.代表的な心理療法並びにカウンセリングの歴史,概念,意義,適応及び限界について理解し、説明できる
2.訪問による支援や地域支援の意義について理解し、概説できる
3.良好な人間関係を築くためのコミュニケーションの方法について理解し、実践することができる
4.プライバシーへの配慮について理解し、説明することができる
5.心理に関する支援を要する者の関係者に対する支援および心理教育について理解し、概説することができる
授業計画
【第1回】
テーマ：心理学的支援とは 演習
内容・方法：心理学的支援の定義、学派、共通する治療要因、心理学的支援の限界について解説する。
基礎演習を実施する。
【第2回】
テーマ：心理力動論 演習
内容・方法：心理力動論の歴史、特徴、主要概念、支援の実際、力動的心理療法の限界について解説する。基礎
演習を実施する。
【第3回】
テーマ：行動論 演習
内容・方法：行動論について、学習、多様な支援法、支援法の歴史、支援の要点について解説する。基礎演習を
実施する。
【第4回】
テーマ：システム論 演習
内容・方法：システム論について概観し、有効性と課題を解説する。基礎演習を実施する。
【第5回】
テーマ：心理学的支援における価値と倫理 演習
内容・方法：心理学的支援と価値、職業倫理、倫理的な意思決定のプロセスについて解説する。基礎演習を実施
する。
【第6回】
テーマ：援助的コミュニケーションのスキル
演習
内容・方法：援助的コミュニケーションについて、言語的・非言語的コミュニケーション、イメージや物を媒介
としたコミュニケーション、危機的関係におけるコミュニケーションについて解説する。基礎演習を実施する。
【第7回】
テーマ：気づきを促進する 演習
内容・方法：力動的心理療法にへおける気づきについて解説する。基礎演習を実施する。
【第8回】
テーマ：新しい感情を提供する 演習
内容・方法：修正感情体験を促す介入技法について解説する。基礎演習を実施する。
【第9回】
テーマ：より適応的な行動の学習を促進する 演習
内容・方法：行動理論と認知理論の心理的支援について解説する。基礎演習を実施する。
【第10回】
テーマ：関係者のシステムに働きかける支援のあり方 演習
内容・方法：関係者を対象とした支援についてを解説する。基礎演習を実施する。
【第11回】
テーマ：プレイセラピー 演習
内容・方法：遊戯療法の理論と歴史、実際について解説する。基礎演習を実施する。
【第12回】
テーマ：グループセラピー 演習
内容・方法：グループセラピーの技法について解説する。基礎演習を実施する。
【第13回】
テーマ：地域支援の実際 演習
内容・方法：地域支援が重視する考えと地域支援の方法について解説する。基礎演習を実施する。
【第14回】
心理学的支援法

テーマ：訪問による支援 演習
内容・方法：訪問による支援と各領域における訪問支援について解説する。基礎演習を実施する。
【第15回】
テーマ：心の健康教育
内容・方法：心理教育という支援について解説する。基礎演習を実施する。
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
毎回の講義内容について、関連の図書等を読むなどの1.5時間の事前学習、および配布資料を復習するなどの2.5
時間の事後学習が必要である。最終課題作成については、20時間ほどの学習を要する。
課題に対するフィードバックの方法
毎回の授業でのリアクションレポートを、次回の授業の最初にコメントしてフィードバックする。
成績評価の方法・基準（方針）
毎回の提出課題と最終レポートの総合評価とする。以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点以上を
合格とし、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

40

各回の演習への参加姿勢(20)各回のリアクションレポート
の量（10）および質（10）

1,2,3,4,5

授業外での評価

20

各課題の量(10)および質(10)

1,2,4,5

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

最終課題レポートの量（10）および質（30）

1,2,3,4,5

その他

0

テキスト

プリントを配布する

参考書

『公認心理師標準テキスト 心理学的支援法』北大路書房 杉原保史他編著

履修条件・他の科目との関連 公認心理師クラス対象科目である。公認心理師カリキュラム科目は合わせて単位取得することが望
ましい。

心理学的支援法

授業コード

13081501

授業種別

授業科目名

グループダイナミクス

授業担当教員

林

幸史

成績担当教員

林

幸史

開講年次

2年

実務家教員による授業

講義

開講期

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
グループダイナミクスとは、集団を通して人間行動を理解しようとする心理学の一分野である。
この授業では、集団行動を理解する上で不可欠な概念や理論を解説する。
具体的には、他者存在が人間行動に与える影響からはじまり、集団の中での個人の心理過程、偏見や差別の心理
的メカニズム、集団間関係について講義する。
到達目標
1. 私たちの生活において不可欠な集団について理解を深める。
2. 差別や偏見のメカニズムについて理解を深める。
3. 集団行動について心理学の理論を用いて科学的な説明ができる。
授業計画
★この授業は、オンデマンド型の遠隔授業（録画した講義動画を視聴し、課題を提出してもらう形式）となる。
第01回 グループダイナミクスとは？
第02回 集団の形成と発達
第03回 集団の影響過程
第04回 リーダーシップ
第05回 集団での意思決定
第06回 内集団と外集団①
第07回 内集団と外集団②
第08回 内集団と外集団③
第09回 差別と偏見①
第10回 差別と偏見②
第11回 差別と偏見③
第12回 差別と偏見④
第13回 差別と偏見⑤
第14回 差別と偏見⑥
第15回 まとめ
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
毎回につき1.5時間ほどの事前学習および2.5時間ほどの事後学習が必要。
具体的には、授業で取り上げた理論や学説について、専門書等でさらに理解を深めておくこと。
課題に対するフィードバックの方法
毎回の授業課題については、翌週の授業の冒頭でフィードバックを実施する。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

30

授業課題

1，2

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

70

レポート

1，2，3

その他

0

テキスト

講義レジュメをClassroomに投稿する。

参考書

授業中に適宜紹介する。

グループダイナミクス

履修条件・他の科目との関連 身近な社会現象や社会問題について関心を持ち、それらが講義で取り上げた心理学の理論や学
説でどのように説明できるかを考えてみること。

グループダイナミクス

授業コード

13001901

授業種別

授業科目名

グループダイナミクスⅠ

授業担当教員

林

幸史

成績担当教員

林

幸史

開講年次

カリキュラムによる

実務家教員による授業

講義

開講期

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
グループダイナミクスとは、集団を通して人間行動を理解しようとする心理学の一分野である。
この授業では、集団行動を理解する上で不可欠な概念や理論を解説する。
具体的には、他者存在が人間行動に与える影響からはじまり、集団の中での個人の心理過程、偏見や差別の心理
的メカニズム、集団間関係について講義する。
到達目標
1. 私たちの生活において不可欠な集団について理解を深める。
2. 差別や偏見のメカニズムについて理解を深める。
3. 集団行動について心理学の理論を用いて科学的な説明ができる。
授業計画
★この授業は、オンデマンド型の遠隔授業（録画した講義動画を視聴し、課題を提出してもらう形式）となる。
第01回 グループダイナミクスとは？
第02回 集団の形成と発達
第03回 集団の影響過程
第04回 リーダーシップ
第05回 集団での意思決定
第06回 内集団と外集団①
第07回 内集団と外集団②
第08回 内集団と外集団③
第09回 差別と偏見①
第10回 差別と偏見②
第11回 差別と偏見③
第12回 差別と偏見④
第13回 差別と偏見⑤
第14回 差別と偏見⑥
第15回 まとめ
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
毎回につき1.5時間ほどの事前学習および2.5時間ほどの事後学習が必要。
具体的には、授業で取り上げた理論や学説について、専門書等でさらに理解を深めておくこと。
課題に対するフィードバックの方法
毎回の授業課題については、翌週の授業の冒頭でフィードバックを実施する。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

30

授業課題

1，2

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

70

レポート

1，2，3

その他

0

テキスト

講義レジュメをClassroomに投稿する。

参考書

授業中に適宜紹介する。

グループダイナミクスⅠ

履修条件・他の科目との関連 身近な社会現象や社会問題について関心を持ち、それらが講義で取り上げた心理学の理論や学
説でどのように説明できるかを考えてみること。

グループダイナミクスⅠ

授業コード

13081601

授業種別

授業科目名

健康・医療心理学

授業担当教員

竹端

佑介

成績担当教員

竹端

佑介

開講年次

3年

開講期

実務家教員による授業

講義

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
本科目は公認心理師を目指す人のための発展科目である。
医療が発達する現代においてもなお私たちの健康は医学だけに頼ることができない。それを補うのが心理学の分
野である。本講義では心理学の分野の観点から、人の健康について概観する。特に、医療・福祉の分野からどの
ような心の問題があり、その支援の仕方について具体的に学んでもらう。
授業はパワーポイントにて行い、文字情報および静止画・動画の資料などを提示する講義形式となる。
事前学習では授業テーマに関するキーワードを調べ、前週のノートを復習すること、事後学習では授業で提示さ
れた資料や紹介された図書や論文をもとに自身のノートに加筆するなどそれぞれ主体的・積極的な学習が必要と
なる。
到達目標
1．医療・福祉分野で用いられる心理学の専門用語を説明できる。
2．医療・福祉分野で用いられる心理学の専門用語を記述できる。
3．心身相関の意味を理解し、説明できる。
4．心身相関の意味を理解し、記述できる。
授業計画
【第 1 回】オリエンテーション：心理学が果たす役割について考える
【第 2 回】健康とストレス：健康とストレスの関係について考える
【第 3 回】こころの病①：映像をもとにこころの病とは何かを考える
【第 4 回】こころの②：うつ病とは何かを考える
【第 5 回】気分が人の健康を害する？：気分障害について学ぶ
【第 6 回】こころと健康：カウンセリング事例から自分自身のストレスを考える
【第 7 回】ストレス対処：ストレスへの対処には何があるかを考える
【第 8 回】笑いとことば：心疾患に対する治療について考える
【第 9 回】食行動の異常について：摂食障害をストレスの観点から考える
【第10回】DVの理解：家庭内暴力およびデートDVや医療DVなどの社会問題を知る
【第11回】児童虐待：児童虐待の現状と課題について考える
【第12回】依存症とは何か？：アルコール、薬物、携帯など様々な依存症とその治療について考える
【第13回】災害とストレス①：災害によるPTSDを中心について考える
【第14回】災害とストレス②：災害時における心理支援について学ぶ
【第15回】まとめ：第1～14回をもとに心身相関とは何かを考え、心理学が果たす役割を今一度考える
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
第1回
【事前】授業のシラバスを熟読し、授業構成を理解する。授業を受けるにあたってのノート作り 1.0時間
【事後】オリエンテーション説明内容に基づき、心理学の「種類」について調べ、ノートに加筆する 1.0時間
第2回
【事前】前週分のノートを復習するとともに、「健康」の定義について自分なりに調べ、考えておく 1.5時間
【事後】「引きこもり」の病態について、ノートに加筆する 2.5時間
第3回
【事前】“こころの病”とは何か自分なりに調べ、まとめておく 1.5時間
【事後】厚生労働省ホームページよりこころの病について調べ、ノートに加筆する 2.5時間
第4回
【事前】前週分のノートを復習するとともに、「うつ病」の治療にはどのようなものがあるか自分になりに調
べ、考えておく 1.5時間
【事後】うつ病と関連する文学作品を探し、ノートに加筆する 2.5時間
第5回
【事前】前週分のノートを復習するとともに、気分障害について自分なりに調べ、考えておく 1.5時間
【事後】神経の作りについて今一度まとめるとともに、神経伝達物質の種類をノートに加筆する 2.5時間
第6回
【事前】前週分のノートを復習するとともに、「自己開示」について自分なり調べ、考えておく 1.5時間
【事後】論文「RSNPを用いた自己開示を促す会話エージェント」を熟読し、ノートに加筆する 2.5時間
第7回
【事前】前週分のノートを復習するとともに、自身のストレスにどう対処できるか自分なりに考えておく 1.5時
間
【事後】論文「大学生における睡眠の質と関連する生活習慣と精神的健康」を熟読し、ノートに加筆する 2.5時
間
健康・医療心理学

第8回
【事前】前週分のノートを復習するとともに、「笑い」の心身に与える影響について自分なりに調べ、考えてお
く 1.5時間
【事後】論文「健康における笑いの効果の文献学的考察」を熟読し、ノートに加筆する 2.5時間
第9回
【事前】前週分のノートを復習するとともに、「摂食障害」とは何かを自分なりに調べ、考えておく 1.5時間
【事後】論文「青年期における摂食障害傾向の心理的特徴」を熟読し、ノートに加筆する 3.5時間
第10回
【事前】前週分のノートを復習し、「DV」について自分なりに調べ、考えておく 1.5時間
【事後】「DV防止法」についてさらに詳しく調べ、ノートに加筆する 2.5時間
第11回
【事前】前週分のノートを復習し、「児童福祉法」について自分なりに調べ、考えておく 1.5時間
【事後】虐待による脳の各種機能への影響について詳しくノートに加筆する 2.5時間
第12回
【事前】前週分のノートを復習し、「依存」とは何か調べ、考えておく 1.5時間
【事後】論文「精神科病院におけるアルコール依存症者の治療」を熟読し、ノートに加筆する 2.5時間
第13回
【事前】前週分のノートを復習し、「PTSD」について自分なりに調べ、考えておく 1.5時間
【事後】災害時における心理的経過について、ノートに加筆する 2.5時間
第14回
【事前】前週分のノートを復習し、災害時における心理的支援について自分なりに調べ、考えておく 1.5時間
【事後】「アウトリーチ」における具体的な支援法についてノートに加筆する 2.5時間
第15回
【事前】第1回から第14回のノートを復習する 1.5時間
【事後】医療・福祉分野における心理の役割について今一度考え、説明できるようにノートに加筆する 3.5時間
課題に対するフィードバックの方法
実施した課題のフィードバックについては翌週以降の授業あるいは、Google Classroomにて解説や提示をする。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定の上、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
なお、毎授業時に実施する課題について5回以上の未提出 、または定期試験に代わるレポートの未提出がある場
合においては、評価対象外となり、「 K 」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

授業内で提示された各種レポート

1,2,3,4

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

50

レポート試験

1,2,3,4

その他

0

テキスト

テキストは使用しない。

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 新型コロナウイルス感染症の状況により授業形態やその内容、評価方法が変更される場合がある。

健康・医療心理学

授業コード

13081701

授業種別

授業科目名

産業・組織心理学

授業担当教員

小牧

一裕

成績担当教員

小牧

一裕

開講年次

3年

開講期

実務家教員による授業

講義

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
本科目は公認心理師を目指す人のための発展科目である。もちろん社会に出ていく前に知っておくべき知識・情
報も多く含まれているので、数年後の自分のためにしっかり学んでほしい。
産業・組織心理学では、大きく①職場における問題に対しての支援と、②職場における人間の行動について学
ぶ。
具体的には、①では、制度や法律、作業改善や安全衛生、職業ストレスとメンタルヘルス、キャリア形成、消
費者行動について学び、②では、職場集団のダイナミックスや組織コミュニケーション、リーダーシップやチー
ム、組織成員の心理についてワークモチベーション等に関する知識を習得する。さらに、これらを実際に使える
ようになることが本講義の目的である。
到達目標
1.
2.
3.
4.

組織における人間の行動についての知識を習得し、説明ができる。
組織におけるコミュニケーションスキルについて理解し、実際に使うことができる。
組織における問題発見とその解決のためのスキルを身につけ、実際に使うことできる。
キャリア形成能力を身につけ、実際に使うことができる。

授業計画
【第1回】産業・組織心理学について：産業・組織心理学の歴史とその範囲について学ぶ
【第2回】人事心理学1：評価と処遇について学ぶ
【第3回】人事心理学2：キャリアについての理論、人材育成、能力開発について学ぶ
【第4回】人事心理学3：労働時間と法律、ブラック企業について学ぶ
【第5回】働く人の安全：作業改善、安全衛生、ヒューマンエラーについて学ぶ
【第6回】集団・組織における行動：集団の意思決定について学ぶ
【第7回】組織コミュニケーション：組織におけるコミュニケーション、伝わらない原因とその対処について学ぶ
【第8回】リーダーシップ：リーダーシップ諸諸理論およびその活用について学ぶ
【第9回】モチベーション：モチベーションに関する理論とその活用について学ぶ
【第10回】チームワーク：集団における役割およびチームワークについて学ぶ
【第11回】組織におけるストレス：職業性ストレスの仕組みとその原因について学ぶ
【第12回】職場のメンタルヘルス対策：ストレスマネジメント、メンタルヘルス、ストレスチェックについて学
ぶ
【第13回】消費者行動の心理1：消費者行動の規定因、購買意思決定過程について学ぶ
【第14回】消費者行動の心理2：説得過程、苦情処理、悪徳商法と欺瞞的説得について学ぶ
【第15回】働く人の支援とまとめ：就業支援（復職支援含む）、従業員支援プログラムについて学ぶ
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
授業（１回につき２時間として計算）と事前事後のあわせて１単位あたり60時間が必要です。
毎回の課題提出のため、各回の事前学習1時間程度、事後学習3時間程度が必要である。
事前学習では、授業内容の理解を深めるため、キーワードの情報収集および読んで理解すること。
事後学習では、授業ノートの読み返し復習と加筆、ならびに毎回課題を課す。
課題に対するフィードバックの方法
実施した課題について採点した後、希望者に点数と内容を開示する。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、授業期間中に実施される課題・レポートと、定期試験に代わるレポート等の評価結果に基づ
き、総合的に判定する。
60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
5回以上の欠席、またはレポートが未提出の場合、「Ｋ」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

42

授業内で課される課題（計14回を予定）（各3）

1,2,3,4

授業外での評価

15

第7回の授業終了後に実施するレポート課題（15）

1,4

産業・組織心理学

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

43

その他

0

テキスト

テキストは使用しない。

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する。

全授業終了後に実施するレポート課題（43）

1,2,3,4

履修条件・他の科目との関連 心理学関連の授業を履修していることが望ましい。講義中にノートをとることが必要となる。

産業・組織心理学

授業コード

13081801

授業種別

授業科目名

人体の構造と機能及び疾病

授業担当教員

森岡

郁晴

成績担当教員

森岡

郁晴

開講年次

3年

実務家教員による授業

講義

開講期

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
本科目は公認心理師を目指す人のための発展科目である。
身体的疾患に罹患した人々を心身両面からサポートをするために理解しなければならない人体の構造と機能の基
礎知識を習得し、それらの疾患の病態について理解を深める。
さらに、心理師が他の専門職とチームを構築し、心理サポートをする環境を整えるために必要な医学的知識を学
修する。
到達目標
１．人体の構造と機能の基礎知識を身体的疾患に罹患した人々を心身両面からサポートに応用できる。
２．心身両面からサポートをするために理解しなければならない疾患の病態について説明できる。
３．心理師が他の専門職とのチームを構築し、心理サポートをする環境を整えるために必要な医学的知識を応用
できる。
授業計画
★この授業は、遠隔授業になります。
リアルタイム型の遠隔授業（その授業時間にZoom等で参加する方法）ではなく、講義を録画した動画を一定期
間中に視聴し、所定の課題を提出していただく形で実施予定です。
第 1回：細胞、組織学
第 2回：病理学総論１（退行性、進行性病変）
第 3回：病理学総論２（循環障害、炎症）
第 4回：病理学総論３（感染症、腫瘍）
第 5回：運動器
第 6回：循環器
第 7回：消化器系（消化管）
第 8回：消化器系（胆肝膵）
第 9回：呼吸器
第10回：血液と免疫系
第11回：泌尿器系
第12回：神経系
第13回：内分泌系
第14回：生殖器系
第15回：感覚器
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
授業（１回につき２時間として計算）と事前事後のあわせて１単位あたり４５時間が必要です。
事前学修として関連する人体の機能と構造の部分を予習する。事後学修として課題を提出する、この両者を合わ
せて2時間を必要とします。
課題の内容は、講義に含まれていないので、講義内容を踏まえて積極的に学修することが必要です。
課題に対するフィードバックの方法
レポート課題の評価については、希望者に開示する。
成績評価の方法・基準（方針）
レポート課題の提出状況、その内容による総合評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

0

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

10

レポート課題の内容

１・２・３

その他

90

レポート課題の提出状況、その内容

１・２・３
人体の構造と機能及び疾病

テキスト

なし

参考書

公認心理師の基礎と実践 第21巻 人体の構造と機能及び疾病／遠見書房

履修条件・他の科目との関連 「公認心理師資格」の取得を考えている学生さんを対象にします。
課題は自ら学ぶものであるので、積極的な学びを希望する者が履修してください。

人体の構造と機能及び疾病

授業コード

13081901

授業科目名

福祉心理学

授業担当教員

飯田

香織

成績担当教員

飯田

香織

開講年次

3年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

講義

後期

単位数

〇

2単位

授業の目的・概要
福祉分野における心理学的支援についての総合的な知識と、児童福祉、障がい者福祉、虐待などの各論につい
て、現状や課題を理解し、それぞれの分野における心理学的支援について概説する。授業では、担当教員が長年
にわたり現場で心理支援を行ってきた経験をもとに、実務家教員として、理論的理解に加えて実践や事例を交え
て、できるだけわかりやすく講義を展開する。
到達目標
１、福祉分野における心理学的支援について理解し、説明することができる
２、福祉分野において心理職に求められる役割を理解することができる
３、児童福祉、障がい者福祉、虐待などの社会における事象について、知識に基づいて考えることができるよう
になる
授業計画
★この授業は、遠隔授業となります。
リアルタイム型の遠隔授業（その授業時間にZoom等で参加する方法）ではなく、講義を録画した動画を一定期
間中に視聴し、所定の課題を提出する形で実施予定です。
【第1回】
福祉心理学総論 －福祉分野における心理学的支援についてー
内容：福祉の定義、福祉心理学的支援とは何かなどについて学ぶ。
【第2回】
児童虐待と支援
内容：児童虐待の種類、現状、要保護児童対策地域協議会などの支援などについて学ぶ。
【第3回】
子育て支援
内容：日本で行われている子育て支援の施策や児童相談所の役割、保護者支援の具体例、社会的養護、乳幼児
健診などについて学ぶ。
【第4回】
障がい・疾病のある人への心理支援
内容：障がい・疾病のある人への制度の変遷と障がい観の変容、障がい者福祉における心理職の役割などについ
て学ぶ
【第5回】
精神疾患の理解と支援 －統合失調症を中心にー
内容：精神疾患に関する心理支援について学ぶ。統合失調症の特徴と支援について理解する。
【第6回】
精神疾患の理解と支援 －うつ病を中心にー
内容：精神疾患に関する心理支援について学ぶ。うつ病の特徴と支援について理解する。動画等を視聴して理
解を深める。
【第7回】
人格障害の理解と支援
内容：人格障害の中でも特に境界性人格障害について、その特徴と支援について学ぶ。
【第8回】
発達障がいの理解と支援
内容：自閉スペクトラム症、ADHD、LD、知的障害の特徴と支援について学ぶ。
【第9回】
高齢者への心理支援・認知症高齢者の心理支援
内容：高齢者の特徴と支援、認知症高齢者の特徴と心理支援について学ぶ。
【第10回】
高齢者福祉におけるチーム医療
内容：高齢者福祉における課題やどのようにチーム医療を行っていくかについて、事例などから学ぶ。
【第11回】
ひきこもり・自殺予防の心理支援
内容：引きこもりの現状、要因、支援について学ぶ。また、自殺予防として、誰もがゲートキーパーとしてで
き得る支援や自殺にまつわる話の聞き方について学ぶ。
【第12回】
生活困窮者・貧困者への心理支援
内容：生活困窮・貧困の背景と問題、実態とそれに対する心理支援について学ぶ。
【第13回】
福祉分野での多職種協働と心理職の位置づけ
内容：多職種協働を行う際のポイント、その共通理解のもととなるBPSモデル、チームアプローチの特徴、多職
種協働における公認心理師の役割などについて学ぶ。
【第14回】
生態学的視座に基づくアセスメントと支援
内容：人と環境の関わりを考える心理学であるシステム論の考え方の特徴と、その考え方に基づく支援につい
て、事例も含めて学ぶ。
【第15回】
児童福祉の中での心理学的支援
内容：児童福祉における心理職の役割などについて、事例を通して学ぶ。
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
授業（1回につき2時間として計算）と事前事後の合わせて1単位45時間の学習が必要です。
毎回の事前学習として、関連する文献・資料を読んでおくこと（1.5時間）。そして事後学習として授業中に追記
した資料を使って復習し、授業で習った概要について説明できる程度に理解を深めておくことが必要である（2.5
時間）。
福祉心理学

課題に対するフィードバックの方法
毎回の提出課題を採点し、必要に応じてフィードバックする。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。正当な理由なく5
回以上欠席した場合は、評価の対象とせず、「K」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

60

授業内で課されるミニレポート（６０）。第１回～第15回の
授業の最後にミニレポート（各４点）を実施する（４×１５
＝６０）。

1、2、3

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

期末レポート

１，２，３

その他

0

テキスト

教員が作成した資料をクラスルームに掲示する

参考書

第17巻 福祉心理学（公認心理師の基礎と実践） 中島健一など 遠見書房

履修条件・他の科目との関連 心理学関連の科目を履修していることが望ましい。
新型コロナウイルスの感染状況等により、進め方や内容を一部変更する場合があります。その場合
は随時連絡します。

福祉心理学

授業コード

13082001

授業種別

授業科目名

司法・犯罪心理学

授業担当教員

板山

昂

成績担当教員

板山

昂

開講年次

1年

開講期

実務家教員による授業

講義

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
本科目は公認心理師を目指す人のための発展科目である。
犯罪の発生原因や犯罪捜査、矯正、裁判などに関わる心理学の理論や制度・法律を取りあげる。
加害者、被害者、第三者といった様々な側面から、「犯罪」という現象に目を向け、
犯罪への理解を深めるとともに、その解決に向けた心理学的支援について学習する。
到達目標
① 犯罪・非行の発生メカニズムを犯罪心理学の視点から説明できるようになる。
② 犯罪・非行を繰り返させないための指導や効果的な教育・指導の内容を説明できるようになる。
③ 犯罪・非行の抑止・解決に必要な要因を説明できるようになる。
④ ①②③の知識をもとに問題を発見し、また、必要な情報を取集し、具体的な解決策を提示することができるよ
うになる。
授業計画
第1回：授業オリエンテーション（司法・犯罪心理学とは）
第2回：統計面から我が国の犯罪状況
第3回：犯罪・非行の原因論①（生物学的要因、精神障害の要因、性格の要因）
第4回：犯罪・非行の原因論②（家庭環境、物理的・状況的な環境、社会的環境）
第5回：窃盗・強盗（窃盗の原因・予防・解決・支援）
第6回：DVとデートDV（加害者・被害者における心理学的問題、制度・法律、関連機関）
第7回：DV被害者に対する心理的支援。ハラスメント。
第8回：ストーキング（発生原因と法律、関連機関、支援）
第9回：犯罪者プロファイリング
第10回：子ども虐待（原因、虐待に関する制度・法律、関連機関、支援）
第11回：法と心理学①（取り調べと供述の心理学・目撃供述の心理学）
第12回：法と心理学②（裁判員制度、刑事訴訟法・民事訴訟法、修復的司法）
第13回：更生・矯正（関連法律や関連機関）
第14回：犯罪被害への支援（心理的被害・2次被害、支援と関連機関）
第15回：再犯リスク予防（アセスメントの次元と手法）
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
事前学修：各回のテーマについて関連文献を調べたり、犯罪のニュースをチェックしておく。
事後学習：各回の授業資料を整理し、ふりかえりを行う。
事前・事後学習には、毎回およそ1.5時間～２時間を要する。
なお、事前・事後学習は各回の前後に具体的なテーマを提示し、調べ学習を求める場合がある。
課題に対するフィードバックの方法
毎回のレポートについて、次の授業冒頭で解説する。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、６０点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

授業内での評価

0

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

100

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

・毎授業終了時に課す振り返りレポート・小テスト点での
評価（15回分）
評価基準
・問題に対して授業内容を理解したうえでの具体的で明
確な回答が出来ているか。

①②➂④

司法・犯罪心理学

・感想を求める場合の採点の参考基準
【A】的確な着眼点の意見、感想。
【B】授業内容を適切に理解している内容と意見。
【C】授業内容の理解が不十分なもの。
【D】ただの感想（感情的な評価）。
【E】あまりにも稚拙な感想。
その他

0

テキスト

特に指定はしない。毎授業で資料を配布する

参考書

必要に応じて授業中に紹介する。

履修条件・他の科目との関連 心理学関連の他科目をある程度履修済みであることが望ましい。

司法・犯罪心理学

授業コード

13082101

授業種別

授業科目名

精神疾患とその治療

授業担当教員

竹端

佑介

成績担当教員

竹端

佑介

開講年次

3年

実務家教員による授業

講義

開講期

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
本講義は公認心理師を目指す人のための発展科目である。
心理学を学ぶ者にとっては、心理学の「周辺学問」について熟知しておく必要がある。本講義では、心理学との
関わりが深い精神医学についての基本知識を身につけ、現在の精神医学の基本的考え方を理解することを目的と
する。そのために、精神疾患の疫学、症候学、診断学、治療の基礎を理解するとともに、精神疾患における治療
（薬物、精神療法等）について具体的に説明する。
授業はパワーポイントにて行い、文字情報および静止画・動画の資料などを提示する講義形式となるが、単に知
識の提供だけでなく、他者との知識の共有しながら、精神医学の考え方を学ぶことが求められる。
本講義においては、事前学習では授業テーマに関するキーワードを調べ、前週のノートを復習すること、事後学
習では授業で提示された資料や紹介された論文や図書をもとに自身のノートに加筆すること、などの主体的学習
が必要となる。
到達目標
1．精神医学に必須の専門用語について説明できる。
2．精神医学に必須の専門用語ついて記述できる。
3．コ・メディカルスタッフの関わりについて説明できる。
授業計画
本講義は遠隔授業となる。原則として、リアルタイム型授業として展開するが、参加方法などの詳細は、追って
案内する。
【第 1 回】 序論：精神疾患とは？
【第 2 回】 症候学①：正常とは？
【第 3 回】 症候学②：了解と説明
【第 4 回】 統合失調症①：障害とは？
【第 5 回】 統合失調症②：特徴、その治療
【第 6 回】 気分障害①：気分とは？
【第 7 回】 気分障害②：双極性障害について
【第 8 回】 不安障害①：不安とは？
【第 9 回】 不安障害②：解離性障害群
【第10回】 パーソナリティー障害、摂食障害
【第11回】 発達障害
【第12回】 認知症
【第13回】 てんかん
【第14回】 コンサルテーション・リエゾン精神医学
【第15回】 まとめ：第1～14回までのまとめ
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
事前事後学習等については、必要に応じて担当教員より指示するが、以下の事前事後学習内容および時間を参考
にすること。
第1回
【事前】授業のシラバスを熟読し、授業構成を理解する 授業を受けるにあたってのノート作り 1.0時間
【事後】「国際生活機能分類」について、ノートにまとめる 1.0時間
第2回
【事前】「病気」とは何かについて自分なりに調べ、まとめておく 1.5時間
【事後】「疾患」と「疾病」について考え、ノートに加筆する 2.5時間
第3回
【事前】「経過」「予後」とは何か、自分になりに調べ、まとめる 1.5時間
【事後】論文「Jaspersの了解概念の精神療法的活用の可能性」を熟読し、ノートに加筆する 2.5時間
第4回
【事前】「障がい」とは何か自分なりに調べ、まとめる 1.5時間
【事後】「精神疾患の分類」についてノートに加筆する 2.5時間
第5回
【事前】「統合失調症に使われる薬」について自分なりに調べ、まとめる 1.5時間
【事後】論文「うつ病の新しい考え方」を熟読し、ノートに加筆する 2.5時間
第6回
【事前】「気分」とは何かについて自分なりに調べ、まとめる 1.5時間
【事後】気分に作用する「脳機能」の箇所について、ノートに加筆する 2.5時間
精神疾患とその治療

第7回
【事前】「双極性障害」とは何か自分なりに調べ、まとめる 1.5時間
【事後】DSM－5より、双極性障害の分類についてノートに加筆する 2.5時間
第8回
【事前】「不安」とは何か自分なりに調べ、まとめる 1.5時間
【事後】脳機能から見た「不安」の作用について、ノートに加筆する 2.5時間
第9回
【事前】「自律神経系」について自分なりに調べ、まとめる 1.5時間
【事後】論文「不安障害の診断及び不安の心理療法」を熟読し、ノートに加筆する 3.5時間
第10回
【事前】「パーソナリティ」とは何か自分なりに調べ、まとめる 1.5時間
【事後】論文「思春期以降の回避・制限性食物摂取症の臨床症状」を熟読し、ノートに加筆する 2.5時間
第11回
【事前】「発達」について自分なりに調べ、まとめる 1.5時間
【事後】論文「発達障害の理解と援助」を熟読し、ノートに加筆する 2.5時間
第12回
【事前】「認知症」とは何か自分なりに調べ、まとめる 1.5時間
【事後】論文「認知症のステージ進行に応じたケアの特徴」について熟読し、ノートに加筆する 2.5時間
第13回
【事前】「てんかん」とは何か自分なりに調べ、まとめる 1.5時間
【事後】論文「てんかん患者に見られる精神症状とその原因」について熟読し、ノートに加筆する 2.5時間
第14回
【事前】「コンサルテーション」とは何か自分なりに調べ、まとめる 1.5時間
【事後】論文「コンサルテーションの理論と実際」を熟読し、ノートに加筆する 2.5時間
第15回
【事前】第1回から第14回のノートを復習する 1.5時間
【事後】精神医学の知識が心理臨床現場においてどのように役立つのか、説明できるようにノートに加筆する
3.5時間
課題に対するフィードバックの方法
実施した課題のフィードバックについては授業あるいは、Google Classroomにて解説や提示をする。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定の上、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
なお、毎授業時に実施する課題について5回以上の未提出 、または定期試験に代わるレポートの未提出がある場
合においては、評価対象外となり、「 K 」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

45

講義中に実施する課題

1,2,3

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

50

レポート試験

1,2,3

その他

5

発言や取り組む姿勢

1,3

テキスト

テキストは使用しない。

参考書

福島哲夫他（編） 公認心理師必携テキスト 改訂第2版 学研メディカル秀潤社 ISBN:9784780913729 定価5280円

履修条件・他の科目との関連 ・受講生の要望や状況で授業の一部、評価方法が変更する場合がある。
・本講義は臨床実習を行うために必要な知識の習得だけでなく、他者とのコミュニケーションをとること
や自身の考えを発表するなど様々に行うため、中途半端な気持ちでの受講は控える。

精神疾患とその治療

授業コード

13082201

授業種別

授業科目名

関係行政論

授業担当教員

戸口

愛泰、板山

成績担当教員

戸口

愛泰

開講年次

1年

昂、藤田

実務家教員による授業

講義
了、森岡

開講期

郁晴、後和
前期、後期

－

美朝
単位数

2単位

授業の目的・概要
本科目は公認心理師を目指す人のための発展科目である。公認心理師に関係する保健医療、福祉、教育、司法・
犯罪、産業・労働の分野における法律および制度を概観する。主に、憲法、医療法、社会保障法、教育法、民
法、国家賠償法、裁判所法、刑法、刑事訴訟法、少年法、犯罪者処遇法（刑事政策）、労働法、障害者雇用促進
法などの法律およびそれらに関連する制度が考察の対象となり、多くの専門分野にわたる。また、公認心理士
は、保健医療、福祉、教育、司法・犯罪、産業・労働など多職種にわたって、また地域との緊密な連携に基づ
き、主に心理的側面から、個人・集団・社会に幅広い支援を提供する。このような公認心理士の重要な役割を認
識するとともに、公認心理士の法的義務の確認、心理に関する支援を要する者などの安全・利益を最優先する態
度の涵養を通じて、現場での問題を自らまたは連携によって解決する能力を身につけることを目標とする。
到達目標
1.保健医療分野に関係する法律・制度について理解できる。
2.福祉分野に関係する法律・制度について理解できる。
3.教育分野に関係する法律・制度について理解できる。
4.司法・犯罪分野に関係する法律・制度について理解できる。
5.産業・労働分野に関係する法律・制度について理解できる。
授業計画
1. オリエンテーション（「心理に関する支援を要する者」の権利など）。
2. 保健医療分野に関係する法律・制度（1）（高齢者医療保険制度、医療保険制度、医療法など）
3. 保健医療分野に関係する法律・制度（2）（精神保健福祉法、地域包括ケアシステムなど）
4. 福祉分野に関係する法律・制度（1）（児童福祉法、子ども・子育て支援法、児童虐待防止法、児童福祉の行
政組織・施設など）
5. 福祉分野に関係する法律・制度（2）（高齢者福祉、老人福祉法、老人保健法、高齢者の住居、介護保険制度
など）
6. 福祉分野に関係する法律・制度（3）（障害者福祉、障害者総合支援法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉
法、障害者差別解消法など）
7. 福祉分野に関係する法律・制度（4）（成年後見制度、成年被後見人に対する民法の契約法・不法行為法・家
族法の適用、生活保護制度・生活保護法など）
8. 教育分野に関係する法律・制度（1）（教育基本法、学校教育法、特別支援教育、障害者権利条約、障害者基
本法、発達障害者支援法など）
9. 教育分野に関係する法律・制度（2）（学校・施設における幼児・児童・生徒に対する暴力・いじめ問題、い
じめ防止対策推進法、国家賠償法、民法の不法行為法、教員、養護教員、スクールカウンセラー、学校、教育委
員会など）
10. 司法・犯罪分野に関係する法律・制度（１）（要支援者と刑法、要支援者と刑事訴訟法、要支援者と少年法
など）
11. 司法・犯罪分野に関係する法律・制度（２）（要支援者と刑事施設処遇法、他害行為と措置入院、心神喪失
者等医療観察法、刑罰と精神医療の問題など）
12. 司法・犯罪分野に関係する法律・制度（３）（犯罪被害者等基本法、犯罪被害者補償法、犯罪被害者援助組
織など）
13. 産業・労働分野に関係する法律・制度（１）（労働法、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、過労死
防止対策推進法など）
14. 産業・労働分野に関係する法律・制度（２）（障害者雇用促進制度、一般就労支援、労働基準監督官、障害
者職業センターなど）
15. まとめ
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
第 1回：（事前）シラバスを熟考し,授業を理解,（事後）オリエンテーション内容の復習,事前・事後合わせて4
時間の学習が必要。
第 2回：（事前）保険医療分野について予習,（事後）授業内容の復習,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第 3回：（事前）保険医療分野について予習,（事後）授業内容の復習,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第 4回：（事前）福祉分野について予習,（事後）授業内容の復習,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第 5回：（事前）福祉分野について予習,（事後）授業内容の復習,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第 6回：（事前）福祉分野について予習,（事後）授業内容の復習,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第 7回：（事前）福祉分野について予習,（事後）授業内容の復習,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第 8回：（事前）教育分野について予習,（事後）授業内容の復習,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第 9回：（事前）教育分野について予習,（事後）授業内容の復習,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第10回：（事前）司法・犯罪分野について予習,（事後）授業内容の復習,事前・事後合わせて4時間の学習が必
関係行政論

要。
第11回：（事前）司法・犯罪分野について予習,（事後）授業内容の復習,事前・事後合わせて4時間の学習が必
要。
第12回：（事前）司法・犯罪分野について予習,（事後）授業内容の復習,事前・事後合わせて4時間の学習が必
要。
第13回：（事前）産業・労働分野について予習,（事後）授業内容の復習,事前・事後合わせて4時間の学習が必
要。
第14回：（事前）産業・労働分野について予習,（事後）授業内容の復習,事前・事後合わせて4時間の学習が必
要。
第15回：（事前）授業内容の振り返り,（事後）授業内容の復習,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
課題に対するフィードバックの方法
小レポートや小テストについて、希望者には採点基準と評価を個別に連絡する。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点以上を合格とし、所定の単位を認定する
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

90

小レポートまたは小テスト

1,2,3,4,5

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

10

期末レポート

1,2,3,4,5

その他

0

テキスト

関係行政論（公認心理師の基礎と実践）元永拓郎（編）黒川達雄（法律監修）遠見書房

参考書

適宜指示する。

履修条件・他の科目との関連 公認心理師の資格取得を目指す場合は必ず履修すること。
複数教員でのオムニバス形式となり，授業日程が通常と異なることからUNIPA・Googleクラスルーム
での情報確認を忘れないこと（授業は1年を通して実施される）。

関係行政論

授業コード

13100701

授業種別

授業科目名

障害者・障害児心理学

授業担当教員

牧野

幸志

成績担当教員

牧野

幸志

開講年次

4年

開講期

実務家教員による授業

講義

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
この講義では,さまざまな障害を持つ成人または子どもの現状、心理的特性と支援について、幅広く解説してい
く。まず、身体障害、精神障害、知的障害など、それぞれの障害について、機能と心的特性を解説して、その特
徴と支援の在り方について考えていく。その後、教育場面あるいは社会現場での実際の心構えやその実際的援助
について矯正社会の視点から明らかにしていく。オンデマンドではあるが、主体的・能動的に活動すること。
到達目標
１．身体障害，知的障害および精神障害の概要を機能，心理的特性から説明することができる。
２．障害者・障害児への適切な支援について、具体的に説明することができる。
３．共生・共存社会の実現のため、教育現場(学校など)や社会現場においてどのような支援が求められているか
を記述することができる。
授業計画
この授業は、遠隔授業となります。リアルタイム型の遠隔授業(その授業時間にZoom等で参加する方法)ではな
く、講義を録画した動画を一定期間中に視聴し、所定の課題を提出していただく形(オンデマンド型)で実施予定
です。
【第1回】
テーマ：障害者・障害児心理学とは？
内容・方法：ガイダンス 授業ルールの説明 障害者・障害児心理学とは？
【第2回】
テーマ：障害者心理学へのいざない
内容・方法：障害者心理学の意義と目的、障害の定義、障害者心理学が役立つ仕事
【第3回】
テーマ：視覚障害の心理とその支援
内容・方法：視覚障害とは、視覚障害の心理特性
【第4回】
テーマ：聴覚障害の心理とその支援
内容・方法：聴覚障害とは、聴覚障害の心理特性
【第5回】
テーマ：音声・言語障害の心理とその支援
内容・方法：音声・言語障害とは、音声・言語障害の心理特性
【第6回】
テーマ：知的障害の心理とその支援
内容・方法：知的障害とは、知的障害の心理特性
【第7回】
テーマ：知的障害と発達障害
内容・方法：知的障害心理学が役立つ仕事、発達障害の心理
【第8回】
テーマ：自閉スペクトラム症とその支援
内容・方法：自閉スペクトラム症とは、自閉スペクトラム症の心理特性
【第9回】
テーマ：学習障害の心理とその支援
内容・方法：学習障害とは、学習障害の心理特性
【第10回】
テーマ：注意欠陥・多動症の心理とその支援
内容・方法：注意欠陥・多動症とは、注意欠陥・多動症の心理特性
【第11回】
テーマ：情緒障害の心理とその支援
内容・方法：情緒障害とは、情緒障害の心理特性
【第12回】
テーマ：肢体不自由の心理とその支援
内容・方法：肢体不自由とは、肢体不自由の心理特性
【第13回】
テーマ：健康障害の心理とその支援
内容・方法：健康障害とは、健康障害の心理特性
【第14回】
テーマ：重度・重複障害の心理とその支援
内容・方法：重度・重複障害とは、重度・重複障害の心理特性
【第15回】
テーマ：障害心理学への支援、まとめ
内容・方法：各障害に対する心理的支援の在り方
障害者・障害児心理学

事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
以下の手順・方法で事前学修1時間、事後学修各1時間とする。
①事前学修課題：各回の学習内容に該当する教科書部分を読み、キーワードを理解する。
②事後学修課題：各回の学習内容を理解できたか復習し、要点をまとめる。
課題に対するフィードバックの方法
毎回テーマごとにいくつかの授業課題を出す。出された課題に対して、回答を提出してください。翌週の授業以
降にフィードバックを行う。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点以上を合格とし、所定の単位を認定する。毎週の授業で実
施される小テスト(40%)、授業課題(40％)と期末試験(教科書課題)(20％)の評価結果に基づき総合的に判定のう
え、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。合格の基準以上の小テストを受験していない場合、または、
授業課題を提出していない場合、評価の対象とせず、「K」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

80

授業内で課される小テスト(40％)、授業内で課される授
業課題(40％)

1, 2, 3

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

レポート(教科書の指定箇所を読んでまとめる課題(20％)

2, 3

その他

0

テキスト

障害者心理学 (シリーズ心理学と仕事 15)/太田 信夫 (監修), 柿澤 敏文 (編集)/北大路書房
/2017/978-4762829840

参考書
履修条件・他の科目との関連 この授業は遠隔授業(オンデマンド)となります。動画の配信、小テストの実施、授業課題、レポート
課題(教科書課題)の提出は、Google Classroom を使用します。 動画の途中に授業課題が出ま
すので、その答えをスマホ等にメモしておいてください。あとから提出となります。また、動画視聴後に小
テストを受けてください。小テストには受験期限等、授業課題とレポート課題(教科書課題)には締切
があります。必ず守ってください。動画が一定期間公開されます。視聴期間内に視聴してください。
本科目は,公認心理師の国家試験のための科目です。将来、国家資格取得希望の方はしっかりと
学習すること。

障害者・障害児心理学

授業コード

13024001

授業科目名

心理学研究法Ⅰ

授業担当教員

林

幸史

成績担当教員

林

幸史

開講年次

2年

授業種別

実務家教員による授業

講義

開講期

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
本科目は公認心理師を目指す人のための基礎科目である。
人間の心と行動を科学的に研究する心理学においては、実際に集めた証拠(データ)に基づいて仮説や理論の正当
性を示すことが求められる。
本科目では、確かな証拠を得るための心理学の研究方法について学ぶ。
具体的には、観察、実験、調査、検査、面接によってデータを収集する方法、統計的手法を用いたデータの処
理、実証的な思考方法について学ぶ。
到達目標
1.
心理学の研究方法（実験法、調査法、面接法、検査法）についての知識と手法を習得する。
2.
研究テーマに応じて仮説を立て、それが得られたデータによって支持されているかを検証できるようにな
る。
3. クリティカル思考（証拠に基づく論理的で偏りのない思考）を身につける。
授業計画
第01回
第02回
第03回
第04回
第05回
第06回
第07回
第08回
第09回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回

心理学研究法Iで学ぶこと：科学と実証
実験法①：独立変数と従属変数（錯視の実験）
統計法①：実証の手続き（測定の基礎）
統計法②：記述統計（データの図表化と数値要約）
実証的思考法：相関と因果
実験法②：剰余変数と統制（鏡映描写の実験）
実験法③：自律神経系の実験（心拍測定）
実験法④：実験デザイン（ストループ効果の実験実験）
調査法①：SD法でのイメージ測定
調査法②：質問紙の作成
調査法③：社会調査の方法
調査法④：母集団と標本
面接法と検査法
研究倫理：人権尊重とインフォームドコンセント
まとめ

事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
毎回につき1.5時間ほどの事前学習および2.5時間ほどの事後学習が必要。
事前学習の内容については１週前の授業で通達する。
事後学習では、授業で取り上げた研究法について、専門書等でさらに理解を深めておくこと。
課題に対するフィードバックの方法
毎回の授業課題については、翌週の授業の冒頭でフィードバックを実施する。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

30

毎回の授業課題

2，3

授業外での評価

0

定期試験

70

定期試験に代わるレポート等

0

その他

0

テキスト

講義レジュメをClassroomに投稿する。

1，2，3

心理学研究法Ⅰ

参考書

授業中に適宜紹介する。

履修条件・他の科目との関連 この授業は「心理学実験演習Ⅰ」と同時に受講すること。
後期の「心理学研究法Ⅱ」も含めて必ず通年で履修すること。
いずれも公認心理師資格取得、認定心理士資格申請に必須の科目。

心理学研究法Ⅰ

授業コード

13024101

授業科目名

心理学研究法Ⅱ

授業担当教員

林

幸史

成績担当教員

林

幸史

開講年次

2年

授業種別

実務家教員による授業

講義

開講期

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
本科目は公認心理師を目指す人のための基礎科目である。
人間の心と行動を科学的に研究する心理学においては、実際に集めた証拠(データ)に基づいて仮説や理論の正当
性を示すことが求められる。
この授業では、「確かな証拠」を得るための心理学の研究方法について学ぶ。
具体的には、性格や態度などを測定するために用いる心理尺度の作成方法や実験法、統計的手法を用いたデータ
の処理について学ぶ。
到達目標
1. 心理学の研究方法（実験法、調査法、面接法、検査法）についての知識と手法を習得する。
2. 研究テーマに応じて仮説を立て、それが得られたデータによって支持されているかを検証できるようにな
る。
3. クリティカル思考（証拠に基づく論理的で偏りのない思考）を身につける。
授業計画
第01回
第02回
第03回
第04回
第05回
第06回
第07回
第08回
第09回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回

心理学研究法Ⅱで学ぶこと：オリエンテーション
実験法①：自由再生の実験
実験法②：パーソナルスペースの実験
心理学論文の読み方①：心理学論文の構成
心理学論文の読み方②：統計的手法の概説
心理学論文の読み方③：パラグラフで読み取る
調査法①：５因子性格測定
観察法：自然観察法
統計法：クロス表の作成
調査法②：リッカート尺度の作成
調査法③：項目分析
調査法④：信頼性と妥当性
心理学史①：ヴント以前
心理学史②：ヴント以後
まとめ

事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
毎回につき1.5時間ほどの事前学習および2.5時間ほどの事後学習が必要。
事前学習の内容については１週前の授業で通達する。
事後学習では、授業で取り上げた研究法について、専門書等でさらに理解を深めておくこと。
課題に対するフィードバックの方法
毎回の授業課題については、翌週の授業の冒頭でフィードバックを実施する。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

30

授業課題

2，3

授業外での評価

0

定期試験

70

定期試験に代わるレポート等

0

その他

0

テキスト

講義レジュメをClassroomに投稿する。

1，2，3

心理学研究法Ⅱ

参考書

授業中に適宜紹介する。

履修条件・他の科目との関連 この授業は「心理学実験演習Ⅱ」と同時に受講すること。
前期の「心理学研究法Ⅰ」も含めて必ず通年で履修すること。
いずれも公認心理師資格取得、認定心理士資格申請に必須の科目。

心理学研究法Ⅱ

授業コード

13082401

授業科目名

心理学実験Ⅰ

授業担当教員

小牧

一裕、林

成績担当教員

小牧

一裕

開講年次

2年

授業種別

実務家教員による授業

実験

－

幸史
開講期

前期

単位数

1単位

授業の目的・概要
心理学実験Ⅰでは、心理学における実験的研究の基礎を習得することを目的とする。そのため、心理学の実験と
してよく知られているものを取り上げる。知覚・学習・認知・社会等の領域を中心に、実験・調査等の方法につ
いて、実験･実習の実験者および研究対象者（実験参加者、調査協力者）として参加体験する。心理学の基礎実
験･実習を経験するとともに、得られたデータを分析･考察して実験報告書に課題をまとめることを通じて、実験
的技法・実証的手法の体系的な知識を身につける。
到達目標
1. さまざまな実験的技法・実証的手法について知識を身につけ、その内容を説明し、実際に使うことができ
る。
2. 数量的・仮説検証的調査研究について説明し、それを実施することができる。
3. レポートの締め切りを守ることやグループでの討論を通じて、心理的耐性を身につけることができる。
授業計画
【第1回】オリエンテーション：授業の進め方および実験や調査の概要についての説明
【第2回】テーマ：実験１（ミュラーリヤーの学習） 内容・方法：実験の説明と実験器具の使い方
【第3回】テーマ：実験１（実習１） 内容・方法：実験の実施
【第4回】テーマ：実験１（実習２） 内容・方法：結果のまとめと発表
【第5回】テーマ：実験２（両側性転移） 内容・方法：実験の説明
【第6回】テーマ：実験２（実習１） 内容・方法：実験の実施
【第7回】テーマ：実験２（実習２） 内容・方法：結果のまとめと発表
【第8回】テーマ：実験３（生理指標） 内容・方法：実験の実施
【第9回】テーマ：実験３（生理指標） 内容・方法：結果のまとめ
【第10回】テーマ：実験４（認知的葛藤） 内容・方法：実験の説明と実施
【第11回】テーマ：実験４（実習1） 内容・方法：結果のまとめ
【第12回】テーマ：実験４（実習2） 内容・方法：レポートの作成と発表
【第13回】テーマ：実験５（SD法の学習）内容・方法：内容の説明と準備
【第14回】テーマ：実験５（SD法の学習）内容・方法：実施とデータ作成
【第15回】テーマ：実験５（SD法の学習）内容・方法：結果のまとめと発表
事前事後の学習
必要に応じて、担当教員より指示する。
事前学習として、実験や調査の内容について情報を収集しておくこと。
事後学習として、個人レポートの作成等を行うことが必要である。
課題に対するフィードバックの方法
実施した課題について採点した後、希望者に点数と内容を開示する。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、授業期間中に実施される課題と、定期試験に代わるレポート等の評価結果に基づき、総合的
に判定する。
60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
欠席回数が3分の1を超える場合は評価対象外とする。
原則として、全課題に実験者・実験参加者として実習を体験し、指定期限内にレポートを提出すること。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

25

授業内で課される課題（25）

1,2,3

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

75

全授業終了後に実施するレポート課題（75）

1,2,3

その他

0

心理学実験Ⅰ

テキスト

テキストは使用しない。

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 心理学研究法Ⅰを同時に履修してください。
認定心理士および公認心理師の資格希望者は、必ず履修してください。

心理学実験Ⅰ

授業コード

13024201

授業種別

授業科目名

心理学実験演習Ⅰ

授業担当教員

小牧

一裕、林

成績担当教員

小牧

一裕

開講年次

2年

実務家教員による授業

実験

－

幸史
開講期

前期

単位数

2単位

授業の目的・概要
心理学実験Ⅰでは、心理学における実験的研究の基礎を習得することを目的とする。そのため、心理学の実験と
してよく知られているものを取り上げる。知覚・学習・認知・社会等の領域を中心に、実験・調査等の方法につ
いて、実験･実習の実験者および研究対象者（実験参加者、調査協力者）として参加体験する。心理学の基礎実
験･実習を経験するとともに、得られたデータを分析･考察して実験報告書に課題をまとめることを通じて、実験
的技法・実証的手法の体系的な知識を身につける。
到達目標
1. さまざまな実験的技法・実証的手法について知識を身につけ、その内容を説明し、実際に使うことができ
る。
2. 数量的・仮説検証的調査研究について説明し、それを実施することができる。
3. レポートの締め切りを守ることやグループでの討論を通じて、心理的耐性を身につけることができる。
授業計画
【第1回】オリエンテーション：授業の進め方および実験や調査の概要についての説明
【第2回】テーマ：実験１（ミュラーリヤーの学習） 内容・方法：実験の説明と実験器具の使い方
【第3回】テーマ：実験１（実習１） 内容・方法：実験の実施
【第4回】テーマ：実験１（実習２） 内容・方法：結果のまとめと発表
【第5回】テーマ：実験２（両側性転移） 内容・方法：実験の説明
【第6回】テーマ：実験２（実習１） 内容・方法：実験の実施
【第7回】テーマ：実験２（実習２） 内容・方法：結果のまとめと発表
【第8回】テーマ：実験３（生理指標） 内容・方法：実験の実施
【第9回】テーマ：実験３（生理指標） 内容・方法：結果のまとめ
【第10回】テーマ：実験４（認知的葛藤） 内容・方法：実験の説明と実施
【第11回】テーマ：実験４（実習1） 内容・方法：結果のまとめ
【第12回】テーマ：実験４（実習2） 内容・方法：レポートの作成と発表
【第13回】テーマ：実験５（SD法の学習）内容・方法：内容の説明と準備
【第14回】テーマ：実験５（SD法の学習）内容・方法：実施とデータ作成
【第15回】テーマ：実験５（SD法の学習）内容・方法：結果のまとめと発表
事前事後の学習
必要に応じて、担当教員より指示する。
事前学習として、実験や調査の内容について情報を収集しておくこと。
事後学習として、個人レポートの作成等を行うことが必要である。
課題に対するフィードバックの方法
実施した課題について採点した後、希望者に点数と内容を開示する。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、授業期間中に実施される課題と、定期試験に代わるレポート等の評価結果に基づき、総合的
に判定する。
60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
欠席回数が3分の1を超える場合は評価対象外とする。
原則として、全課題に実験者・実験参加者として実習を体験し、指定期限内にレポートを提出すること。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

25

授業内で課される課題（25）

1,2,3

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

75

全授業終了後に実施するレポート課題（75）

1,2,3

その他

0

心理学実験演習Ⅰ

テキスト

テキストは使用しない。

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 心理学研究法Ⅰを同時に履修してください。
認定心理士および公認心理師の資格希望者は、必ず履修してください。

心理学実験演習Ⅰ

授業コード

13082402

授業科目名

心理学実験Ⅰ

授業担当教員

小牧

一裕、林

成績担当教員

小牧

一裕

開講年次

2年

授業種別

実務家教員による授業

実験

－

幸史
開講期

前期

単位数

1単位

授業の目的・概要
心理学実験Ⅰでは、心理学における実験的研究の基礎を習得することを目的とする。そのため、心理学の実験と
してよく知られているものを取り上げる。知覚・学習・認知・社会等の領域を中心に、実験・調査等の方法につ
いて、実験･実習の実験者および研究対象者（実験参加者、調査協力者）として参加体験する。心理学の基礎実
験･実習を経験するとともに、得られたデータを分析･考察して実験報告書に課題をまとめることを通じて、実験
的技法・実証的手法の体系的な知識を身につける。
到達目標
1. さまざまな実験的技法・実証的手法について知識を身につけ、その内容を説明し、実際に使うことができ
る。
2. 数量的・仮説検証的調査研究について説明し、それを実施することができる。
3. レポートの締め切りを守ることやグループでの討論を通じて、心理的耐性を身につけることができる。
授業計画
【第1回】オリエンテーション：授業の進め方および実験や調査の概要についての説明
【第2回】テーマ：実験１（ミュラーリヤーの学習） 内容・方法：実験の説明と実験器具の使い方
【第3回】テーマ：実験１（実習１） 内容・方法：実験の実施
【第4回】テーマ：実験１（実習２） 内容・方法：結果のまとめと発表
【第5回】テーマ：実験２（両側性転移） 内容・方法：実験の説明
【第6回】テーマ：実験２（実習１） 内容・方法：実験の実施
【第7回】テーマ：実験２（実習２） 内容・方法：結果のまとめと発表
【第8回】テーマ：実験３（生理指標） 内容・方法：実験の実施
【第9回】テーマ：実験３（生理指標） 内容・方法：結果のまとめ
【第10回】テーマ：実験４（認知的葛藤） 内容・方法：実験の説明と実施
【第11回】テーマ：実験４（実習1） 内容・方法：結果のまとめ
【第12回】テーマ：実験４（実習2） 内容・方法：レポートの作成と発表
【第13回】テーマ：実験５（SD法の学習）内容・方法：内容の説明と準備
【第14回】テーマ：実験５（SD法の学習）内容・方法：実施とデータ作成
【第15回】テーマ：実験５（SD法の学習）内容・方法：結果のまとめと発表
事前事後の学習
必要に応じて、担当教員より指示する。
事前学習として、実験や調査の内容について情報を収集しておくこと。
事後学習として、個人レポートの作成等を行うことが必要である。
課題に対するフィードバックの方法
実施した課題について採点した後、希望者に点数と内容を開示する。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、授業期間中に実施される課題と、定期試験に代わるレポート等の評価結果に基づき、総合的
に判定する。
60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
欠席回数が3分の1を超える場合は評価対象外とする。
原則として、全課題に実験者・実験参加者として実習を体験し、指定期限内にレポートを提出すること。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

25

授業内で課される課題（25）

1,2,3

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

75

全授業終了後に実施するレポート課題（75）

1,2,3

その他

0

心理学実験Ⅰ

テキスト

テキストは使用しない。

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 心理学研究法Ⅰを同時に履修してください。
認定心理士および公認心理師の資格希望者は、必ず履修してください。

心理学実験Ⅰ

授業コード

13024202

授業種別

授業科目名

心理学実験演習Ⅰ

授業担当教員

小牧

一裕、林

成績担当教員

小牧

一裕

開講年次

2年

実務家教員による授業

実験

－

幸史
開講期

前期

単位数

2単位

授業の目的・概要
心理学実験Ⅰでは、心理学における実験的研究の基礎を習得することを目的とする。そのため、心理学の実験と
してよく知られているものを取り上げる。知覚・学習・認知・社会等の領域を中心に、実験・調査等の方法につ
いて、実験･実習の実験者および研究対象者（実験参加者、調査協力者）として参加体験する。心理学の基礎実
験･実習を経験するとともに、得られたデータを分析･考察して実験報告書に課題をまとめることを通じて、実験
的技法・実証的手法の体系的な知識を身につける。
到達目標
1. さまざまな実験的技法・実証的手法について知識を身につけ、その内容を説明し、実際に使うことができ
る。
2. 数量的・仮説検証的調査研究について説明し、それを実施することができる。
3. レポートの締め切りを守ることやグループでの討論を通じて、心理的耐性を身につけることができる。
授業計画
【第1回】オリエンテーション：授業の進め方および実験や調査の概要についての説明
【第2回】テーマ：実験１（ミュラーリヤーの学習） 内容・方法：実験の説明と実験器具の使い方
【第3回】テーマ：実験１（実習１） 内容・方法：実験の実施
【第4回】テーマ：実験１（実習２） 内容・方法：結果のまとめと発表
【第5回】テーマ：実験２（両側性転移） 内容・方法：実験の説明
【第6回】テーマ：実験２（実習１） 内容・方法：実験の実施
【第7回】テーマ：実験２（実習２） 内容・方法：結果のまとめと発表
【第8回】テーマ：実験３（生理指標） 内容・方法：実験の実施
【第9回】テーマ：実験３（生理指標） 内容・方法：結果のまとめ
【第10回】テーマ：実験４（認知的葛藤） 内容・方法：実験の説明と実施
【第11回】テーマ：実験４（実習1） 内容・方法：結果のまとめ
【第12回】テーマ：実験４（実習2） 内容・方法：レポートの作成と発表
【第13回】テーマ：実験５（SD法の学習）内容・方法：内容の説明と準備
【第14回】テーマ：実験５（SD法の学習）内容・方法：実施とデータ作成
【第15回】テーマ：実験５（SD法の学習）内容・方法：結果のまとめと発表
事前事後の学習
必要に応じて、担当教員より指示する。
事前学習として、実験や調査の内容について情報を収集しておくこと。
事後学習として、個人レポートの作成等を行うことが必要である。
課題に対するフィードバックの方法
実施した課題について採点した後、希望者に点数と内容を開示する。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、授業期間中に実施される課題と、定期試験に代わるレポート等の評価結果に基づき、総合的
に判定する。
60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
欠席回数が3分の1を超える場合は評価対象外とする。
原則として、全課題に実験者・実験参加者として実習を体験し、指定期限内にレポートを提出すること。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

25

授業内で課される課題（25）

1,2,3

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

75

全授業終了後に実施するレポート課題（75）

1,2,3

その他

0

心理学実験演習Ⅰ

テキスト

テキストは使用しない。

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 心理学研究法Ⅰを同時に履修してください。
認定心理士および公認心理師の資格希望者は、必ず履修してください。

心理学実験演習Ⅰ

授業コード

13082501

授業科目名

心理学実験Ⅱ

授業担当教員

小牧

一裕、林

成績担当教員

小牧

一裕

開講年次

2年

授業種別

実務家教員による授業

実験

－

幸史
開講期

後期

単位数

1単位

授業の目的・概要
心理学実験Ⅱでは、心理学における実験的研究の基礎を習得することを目的とする。そのため、心理学の実験と
してよく知られているものを取り上げる。知覚・認知・社会等の領域を中心に、実験・観察・調査等の方法につ
いて、実験･実習の実験者および研究対象者（実験参加者、調査協力者）として参加体験する。心理学の基礎実
験･実習を経験するとともに、得られたデータを分析･考察して実験報告書に課題をまとめることを通じて、実験
的技法・実証的手法の体系的な知識を身につける。
到達目標
1. さまざまな実験的技法・実証的手法について知識を身につけ、その内容を説明し、実際に使うことができ
る。
2. 数量的・仮説検証的調査研究について説明し、それを実施することができる。
3. レポートの締め切りを守ることやグループでの討論を通じて、心理的耐性を身につけることができる。
授業計画
【第1回】オリエンテーション：授業の進め方および実験や調査の概要についての説明
【第2回】テーマ：実験１（自由再生の学習） 内容・方法：内容の説明と準備
【第3回】テーマ：実験１（実習１） 内容・方法：実施とデータ作成
【第4回】テーマ：実験１（実習２） 内容・方法：結果のまとめと発表
【第5回】テーマ：行動観察（実習１） 内容・方法：観察の計画
【第6回】テーマ：行動観察（実習２） 内容・方法：結果のまとめ
【第7回】テーマ：性格テスト（実習１） 内容・方法：内容の説明と準備
【第8回】テーマ：性格テスト（実習２） 内容・方法：調査の実施
【第9回】テーマ：性格テスト（実習３） 内容・方法：結果のまとめと発表
【第10回】テーマ：知能検査（実習１） 内容・方法：説明と実施
【第11回】テーマ：知能検査（実習２） 内容・方法：結果のまとめ
【第12回】テーマ：調査（リッカート法の学習） 内容・方法：内容の説明と準備
【第13回】テーマ：調査（実習1） 内容・方法：調査の実施とデータの作成
【第14回】テーマ：調査（実習2） 内容・方法：結果のまとめ
【第15回】テーマ：心理学実験演習IIまとめ 内容・方法：結果のまとめと発表
事前事後の学習
必要に応じて、担当教員より指示する。
事前学習として、実験や調査の内容について情報を収集しておくこと。
事後学習として、個人レポートの作成等を行うことが必要である。
課題に対するフィードバックの方法
実施した課題について採点した後、希望者に点数と内容を開示する。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、授業期間中に実施される課題と、定期試験に代わるレポート等の評価結果に基づき、総合的
に判定する。
60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
欠席回数が3分の1を超える場合は評価対象外とする。
原則として、全課題に実験者・実験参加者として実習を体験し、指定期限内にレポートを提出すること。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

25

授業内で課される課題（25）

1,2,3

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

75

全授業終了後に実施するレポート課題（75）

1,2,3

その他

0

心理学実験Ⅱ

テキスト

テキストは使用しない。

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 心理学研究法Ⅱを同時に履修してください。
認定心理士および公認心理師の資格希望者は、必ず履修してください。

心理学実験Ⅱ

授業コード

13024301

授業種別

授業科目名

心理学実験演習Ⅱ

授業担当教員

小牧

一裕、林

成績担当教員

小牧

一裕

開講年次

2年

実務家教員による授業

実験

－

幸史
開講期

後期

単位数

2単位

授業の目的・概要
心理学実験Ⅱでは、心理学における実験的研究の基礎を習得することを目的とする。そのため、心理学の実験と
してよく知られているものを取り上げる。知覚・認知・社会等の領域を中心に、実験・観察・調査等の方法につ
いて、実験･実習の実験者および研究対象者（実験参加者、調査協力者）として参加体験する。心理学の基礎実
験･実習を経験するとともに、得られたデータを分析･考察して実験報告書に課題をまとめることを通じて、実験
的技法・実証的手法の体系的な知識を身につける。
到達目標
1. さまざまな実験的技法・実証的手法について知識を身につけ、その内容を説明し、実際に使うことができ
る。
2. 数量的・仮説検証的調査研究について説明し、それを実施することができる。
3. レポートの締め切りを守ることやグループでの討論を通じて、心理的耐性を身につけることができる。
授業計画
【第1回】オリエンテーション：授業の進め方および実験や調査の概要についての説明
【第2回】テーマ：実験１（自由再生の学習） 内容・方法：内容の説明と準備
【第3回】テーマ：実験１（実習１） 内容・方法：実施とデータ作成
【第4回】テーマ：実験１（実習２） 内容・方法：結果のまとめと発表
【第5回】テーマ：行動観察（実習１） 内容・方法：観察の計画
【第6回】テーマ：行動観察（実習２） 内容・方法：結果のまとめ
【第7回】テーマ：性格テスト（実習１） 内容・方法：内容の説明と準備
【第8回】テーマ：性格テスト（実習２） 内容・方法：調査の実施
【第9回】テーマ：性格テスト（実習３） 内容・方法：結果のまとめと発表
【第10回】テーマ：知能検査（実習１） 内容・方法：説明と実施
【第11回】テーマ：知能検査（実習２） 内容・方法：結果のまとめ
【第12回】テーマ：調査（リッカート法の学習） 内容・方法：内容の説明と準備
【第13回】テーマ：調査（実習1） 内容・方法：調査の実施とデータの作成
【第14回】テーマ：調査（実習2） 内容・方法：結果のまとめ
【第15回】テーマ：心理学実験演習IIまとめ 内容・方法：結果のまとめと発表
事前事後の学習
必要に応じて、担当教員より指示する。
事前学習として、実験や調査の内容について情報を収集しておくこと。
事後学習として、個人レポートの作成等を行うことが必要である。
課題に対するフィードバックの方法
実施した課題について採点した後、希望者に点数と内容を開示する。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、授業期間中に実施される課題と、定期試験に代わるレポート等の評価結果に基づき、総合的
に判定する。
60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
欠席回数が3分の1を超える場合は評価対象外とする。
原則として、全課題に実験者・実験参加者として実習を体験し、指定期限内にレポートを提出すること。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

25

授業内で課される課題（25）

1,2,3

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

75

全授業終了後に実施するレポート課題（75）

1,2,3

その他

0

心理学実験演習Ⅱ

テキスト

テキストは使用しない。

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 心理学研究法Ⅱを同時に履修してください。
認定心理士および公認心理師の資格希望者は、必ず履修してください。

心理学実験演習Ⅱ

授業コード

13082502

授業科目名

心理学実験Ⅱ

授業担当教員

小牧

一裕、林

成績担当教員

小牧

一裕

開講年次

2年

授業種別

実務家教員による授業

実験

－

幸史
開講期

後期

単位数

1単位

授業の目的・概要
心理学実験Ⅱでは、心理学における実験的研究の基礎を習得することを目的とする。そのため、心理学の実験と
してよく知られているものを取り上げる。知覚・認知・社会等の領域を中心に、実験・観察・調査等の方法につ
いて、実験･実習の実験者および研究対象者（実験参加者、調査協力者）として参加体験する。心理学の基礎実
験･実習を経験するとともに、得られたデータを分析･考察して実験報告書に課題をまとめることを通じて、実験
的技法・実証的手法の体系的な知識を身につける。
到達目標
1. さまざまな実験的技法・実証的手法について知識を身につけ、その内容を説明し、実際に使うことができ
る。
2. 数量的・仮説検証的調査研究について説明し、それを実施することができる。
3. レポートの締め切りを守ることやグループでの討論を通じて、心理的耐性を身につけることができる。
授業計画
【第1回】オリエンテーション：授業の進め方および実験や調査の概要についての説明
【第2回】テーマ：実験１（自由再生の学習） 内容・方法：内容の説明と準備
【第3回】テーマ：実験１（実習１） 内容・方法：実施とデータ作成
【第4回】テーマ：実験１（実習２） 内容・方法：結果のまとめと発表
【第5回】テーマ：行動観察（実習１） 内容・方法：観察の計画
【第6回】テーマ：行動観察（実習２） 内容・方法：結果のまとめ
【第7回】テーマ：性格テスト（実習１） 内容・方法：内容の説明と準備
【第8回】テーマ：性格テスト（実習２） 内容・方法：調査の実施
【第9回】テーマ：性格テスト（実習３） 内容・方法：結果のまとめと発表
【第10回】テーマ：知能検査（実習１） 内容・方法：説明と実施
【第11回】テーマ：知能検査（実習２） 内容・方法：結果のまとめ
【第12回】テーマ：調査（リッカート法の学習） 内容・方法：内容の説明と準備
【第13回】テーマ：調査（実習1） 内容・方法：調査の実施とデータの作成
【第14回】テーマ：調査（実習2） 内容・方法：結果のまとめ
【第15回】テーマ：心理学実験演習IIまとめ 内容・方法：結果のまとめと発表
事前事後の学習
必要に応じて、担当教員より指示する。
事前学習として、実験や調査の内容について情報を収集しておくこと。
事後学習として、個人レポートの作成等を行うことが必要である。
課題に対するフィードバックの方法
実施した課題について採点した後、希望者に点数と内容を開示する。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、授業期間中に実施される課題と、定期試験に代わるレポート等の評価結果に基づき、総合的
に判定する。
60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
欠席回数が3分の1を超える場合は評価対象外とする。
原則として、全課題に実験者・実験参加者として実習を体験し、指定期限内にレポートを提出すること。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

25

授業内で課される課題（25）

1,2,3

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

75

全授業終了後に実施するレポート課題（75）

1,2,3

その他

0

心理学実験Ⅱ

テキスト

テキストは使用しない。

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 心理学研究法Ⅱを同時に履修してください。
認定心理士および公認心理師の資格希望者は、必ず履修してください。

心理学実験Ⅱ

授業コード

13024302

授業種別

授業科目名

心理学実験演習Ⅱ

授業担当教員

小牧

一裕、林

成績担当教員

小牧

一裕

開講年次

2年

実務家教員による授業

実験

－

幸史
開講期

後期

単位数

2単位

授業の目的・概要
心理学実験Ⅱでは、心理学における実験的研究の基礎を習得することを目的とする。そのため、心理学の実験と
してよく知られているものを取り上げる。知覚・認知・社会等の領域を中心に、実験・観察・調査等の方法につ
いて、実験･実習の実験者および研究対象者（実験参加者、調査協力者）として参加体験する。心理学の基礎実
験･実習を経験するとともに、得られたデータを分析･考察して実験報告書に課題をまとめることを通じて、実験
的技法・実証的手法の体系的な知識を身につける。
到達目標
1. さまざまな実験的技法・実証的手法について知識を身につけ、その内容を説明し、実際に使うことができ
る。
2. 数量的・仮説検証的調査研究について説明し、それを実施することができる。
3. レポートの締め切りを守ることやグループでの討論を通じて、心理的耐性を身につけることができる。
授業計画
【第1回】オリエンテーション：授業の進め方および実験や調査の概要についての説明
【第2回】テーマ：実験１（自由再生の学習） 内容・方法：内容の説明と準備
【第3回】テーマ：実験１（実習１） 内容・方法：実施とデータ作成
【第4回】テーマ：実験１（実習２） 内容・方法：結果のまとめと発表
【第5回】テーマ：行動観察（実習１） 内容・方法：観察の計画
【第6回】テーマ：行動観察（実習２） 内容・方法：結果のまとめ
【第7回】テーマ：性格テスト（実習１） 内容・方法：内容の説明と準備
【第8回】テーマ：性格テスト（実習２） 内容・方法：調査の実施
【第9回】テーマ：性格テスト（実習３） 内容・方法：結果のまとめと発表
【第10回】テーマ：知能検査（実習１） 内容・方法：説明と実施
【第11回】テーマ：知能検査（実習２） 内容・方法：結果のまとめ
【第12回】テーマ：調査（リッカート法の学習） 内容・方法：内容の説明と準備
【第13回】テーマ：調査（実習1） 内容・方法：調査の実施とデータの作成
【第14回】テーマ：調査（実習2） 内容・方法：結果のまとめ
【第15回】テーマ：心理学実験演習IIまとめ 内容・方法：結果のまとめと発表
事前事後の学習
必要に応じて、担当教員より指示する。
事前学習として、実験や調査の内容について情報を収集しておくこと。
事後学習として、個人レポートの作成等を行うことが必要である。
課題に対するフィードバックの方法
実施した課題について採点した後、希望者に点数と内容を開示する。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、授業期間中に実施される課題と、定期試験に代わるレポート等の評価結果に基づき、総合的
に判定する。
60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
欠席回数が3分の1を超える場合は評価対象外とする。
原則として、全課題に実験者・実験参加者として実習を体験し、指定期限内にレポートを提出すること。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

25

授業内で課される課題（25）

1,2,3

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

75

全授業終了後に実施するレポート課題（75）

1,2,3

その他

0

心理学実験演習Ⅱ

テキスト

テキストは使用しない。

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 心理学研究法Ⅱを同時に履修してください。
認定心理士および公認心理師の資格希望者は、必ず履修してください。

心理学実験演習Ⅱ

授業コード

13082601

授業科目名

心理学統計法

授業担当教員

戸口

愛泰

成績担当教員

戸口

愛泰

開講年次

3年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

講義

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
本科目は公認心理師を目指す人のための基礎科目である。講義では,心理学における実験および調査で収集した
データを統計的手法を用いて理解できるように統計学の基本的な概念と知識の修得を目的とする。
到達目標
1.心理学で用いられる統計手法を説明できる。
2.統計に関する基礎的な知識を説明できる。
授業計画
この授業は遠隔授業となります。リアルタイム型授業ではなく,録画・録音した講義内容を配布し,一定期間中に
視聴し,所定の課題を提出してもらう予定です。
第1回 心理学統計法とは何か
第2回 度数分布とヒストグラム
第3回 データ・変数・尺度水準
第4回 1つの変数の記述統計―データの記述
第5回 2つの変数の記述統計―相関と回帰
第6回 統計的推測の基礎
第7回 クロス集計表の検定
第8回 2群の平均値差の検定
第9回 複数の群の平均値差の検定
第10回 相関分析
第11回 重回帰分析
第12回 因子分析
第13回 ノンパラメトリック検定
第14回 効果量と信頼区間,メタ分析
第15回 まとめ
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
第 1回：（事前）シラバスを熟考し,授業を理解する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の
学習が必要。
第 2回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第 3回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第 4回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第 5回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第 6回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第 7回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第 8回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第 9回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第10回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第11回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第12回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第13回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第14回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第15回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
課題に対するフィードバックの方法
提出された課題についてフィードバックを授業前半で行うことで,適正な回答事例を確認することができる。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

60

小レポート

1,2

授業外での評価

0
心理学統計法

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

その他

0

テキスト

心理学統計法（公認心理師の基礎と実践）繁桝算男・山田剛史（編）遠見書房

参考書

適宜紹介する。

期末テスト

1,2

履修条件・他の科目との関連 心理学研究法I・IIおよび心理学実験演習I・IIを単位取得していることが受講の必要条件である。
心理学統計法演習I・IIを同年次に履修しなければならない。
公認心理師の資格取得を目指す場合は必ず履修すること。
認定心理士の資格を必要とする場合は単位取得が望ましい。
「心理学系ゼミ」の学生は履修,および単位取得が必須である。

心理学統計法

授業コード

13024801

授業種別

授業科目名

心理統計学Ⅰ

授業担当教員

戸口

愛泰

成績担当教員

戸口

愛泰

開講年次

カリキュラムによる

開講期

実務家教員による授業

講義

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
本科目は公認心理師を目指す人のための基礎科目である。講義では,心理学における実験および調査で収集した
データを統計的手法を用いて理解できるように統計学の基本的な概念と知識の修得を目的とする。
到達目標
1.心理学で用いられる統計手法を説明できる。
2.統計に関する基礎的な知識を説明できる。
授業計画
この授業は遠隔授業となります。リアルタイム型授業ではなく,録画・録音した講義内容を配布し,一定期間中に
視聴し,所定の課題を提出してもらう予定です。
第1回 心理学統計法とは何か
第2回 度数分布とヒストグラム
第3回 データ・変数・尺度水準
第4回 1つの変数の記述統計―データの記述
第5回 2つの変数の記述統計―相関と回帰
第6回 統計的推測の基礎
第7回 クロス集計表の検定
第8回 2群の平均値差の検定
第9回 複数の群の平均値差の検定
第10回 相関分析
第11回 重回帰分析
第12回 因子分析
第13回 ノンパラメトリック検定
第14回 効果量と信頼区間,メタ分析
第15回 まとめ
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
第 1回：（事前）シラバスを熟考し,授業を理解する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の
学習が必要。
第 2回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第 3回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第 4回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第 5回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第 6回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第 7回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第 8回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第 9回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第10回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第11回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第12回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第13回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第14回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第15回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
課題に対するフィードバックの方法
提出された課題についてフィードバックを授業前半で行うことで,適正な回答事例を確認することができる。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

60

小レポート

1,2

授業外での評価

0
心理統計学Ⅰ

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

その他

0

テキスト

心理学統計法（公認心理師の基礎と実践）繁桝算男・山田剛史（編）遠見書房

参考書

適宜紹介する。

期末テスト

1,2

履修条件・他の科目との関連 心理学研究法I・IIおよび心理学実験演習I・IIを単位取得していることが受講の必要条件である。
心理学統計法演習I・IIを同年次に履修しなければならない。
公認心理師の資格取得を目指す場合は必ず履修すること。
認定心理士の資格を必要とする場合は単位取得が望ましい。
「心理学系ゼミ」の学生は履修,および単位取得が必須である。

心理統計学Ⅰ

授業コード

13082701

授業種別

授業科目名

心理学統計法演習Ⅰ

授業担当教員

戸口

愛泰

成績担当教員

戸口

愛泰

開講年次

3年

開講期

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
本科目では、心理学統計法で学習した統計的手法や知識をもとに実際に心理学実験および調査により収集した
データをExcelとSPSSで解析しながら、心理統計に関する手法を修得することを目的とする。
到達目標
1.心理学統計法で学習した統計的手法や知識をもとに、心理学関連のデータを処理することができる。
2.Excelを用いてデータの集計やグラフ化をおこなうことができる。
3.SPSSを用いて多変量解析をおこなうことができる。
授業計画
【第1回】
【第2回】
【第3回】
【第4回】
【第5回】
【第6回】
【第7回】
【第8回】
【第9回】
【第10回】
【第11回】
【第12回】
【第13回】
【第14回】
【第15回】

心理統計法とは何か（演習内容の紹介）
統計ソフトの扱い方（統計ソフトの扱い方について）
「変数とデータ」（「変数とデータ」に関する演習）
「度数分布」に関する演習１（度数分布表の作成）
「度数分布」に関する演習２（ヒストグラムの作成）
「正規分布」（「正規分布」に関する演習）
「記述統計」に関する演習１（データの特徴）
「記述統計」に関する演習２（代表値と散布度）
「統計的検定」（「統計的検定」に関する演習）
「対応のないｔ検定」（「対応のないｔ検定」に関する演習）
「対応のあるｔ検定」（「対応のあるｔ検定」に関する演習）
「χ2検定」（「χ2検定」に関する演習）
「分散分析」（「分散分析」に関する演習）
「分散分析の下位検定」（「分散分析の下位検定」に関する演習）
心理統計法演習Iのまとめ（心理統計法演習Iのまとめ）

事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
第 1回：（事前）シラバスを熟考し,授業を理解する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の
学習が必要。
第 2回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第 3回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第 4回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第 5回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第 6回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第 7回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第 8回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第 9回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第10回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第11回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第12回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第13回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第14回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第15回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
課題に対するフィードバックの方法
提出された課題から適切な解答例をフィードバックとして次回の授業前半に提示をする。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

60

小課題

1,2,3

授業外での評価

0

心理学統計法演習Ⅰ

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

その他

0

テキスト

適宜紹介する。

参考書

適宜紹介する。

期末課題

1,2,3

履修条件・他の科目との関連 心理学研究法I・IIおよび心理学実験演習I・IIを単位取得していることが受講の必要条件である。
心理学統計法、心理学統計法演習IIを同年次に履修しなければならない。
公認心理師の資格取得を目指す場合は必ず履修すること。
認定心理士の資格を必要とする場合は単位取得が望ましい。
「心理学系ゼミ」の学生は履修および単位取得が必須である。

心理学統計法演習Ⅰ

授業コード

13025001

授業種別

授業科目名

心理統計法演習Ⅰ

授業担当教員

戸口

愛泰

成績担当教員

戸口

愛泰

開講年次

カリキュラムによる

開講期

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
本科目では、心理学統計法で学習した統計的手法や知識をもとに実際に心理学実験および調査により収集した
データをExcelとSPSSで解析しながら、心理統計に関する手法を修得することを目的とする。
到達目標
1.心理学統計法で学習した統計的手法や知識をもとに、心理学関連のデータを処理することができる。
2.Excelを用いてデータの集計やグラフ化をおこなうことができる。
3.SPSSを用いて多変量解析をおこなうことができる。
授業計画
【第1回】
【第2回】
【第3回】
【第4回】
【第5回】
【第6回】
【第7回】
【第8回】
【第9回】
【第10回】
【第11回】
【第12回】
【第13回】
【第14回】
【第15回】

心理統計法とは何か（演習内容の紹介）
統計ソフトの扱い方（統計ソフトの扱い方について）
「変数とデータ」（「変数とデータ」に関する演習）
「度数分布」に関する演習１（度数分布表の作成）
「度数分布」に関する演習２（ヒストグラムの作成）
「正規分布」（「正規分布」に関する演習）
「記述統計」に関する演習１（データの特徴）
「記述統計」に関する演習２（代表値と散布度）
「統計的検定」（「統計的検定」に関する演習）
「対応のないｔ検定」（「対応のないｔ検定」に関する演習）
「対応のあるｔ検定」（「対応のあるｔ検定」に関する演習）
「χ2検定」（「χ2検定」に関する演習）
「分散分析」（「分散分析」に関する演習）
「分散分析の下位検定」（「分散分析の下位検定」に関する演習）
心理統計法演習Iのまとめ（心理統計法演習Iのまとめ）

事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
第 1回：（事前）シラバスを熟考し,授業を理解する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の
学習が必要。
第 2回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第 3回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第 4回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第 5回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第 6回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第 7回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第 8回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第 9回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第10回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第11回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第12回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第13回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第14回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第15回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
課題に対するフィードバックの方法
提出された課題から適切な解答例をフィードバックとして次回の授業前半に提示をする。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

60

小課題

1,2,3

授業外での評価

0

心理統計法演習Ⅰ

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

その他

0

テキスト

適宜紹介する。

参考書

適宜紹介する。

期末課題

1,2,3

履修条件・他の科目との関連 心理学研究法I・IIおよび心理学実験演習I・IIを単位取得していることが受講の必要条件である。
心理学統計法、心理学統計法演習IIを同年次に履修しなければならない。
公認心理師の資格取得を目指す場合は必ず履修すること。
認定心理士の資格を必要とする場合は単位取得が望ましい。
「心理学系ゼミ」の学生は履修および単位取得が必須である。

心理統計法演習Ⅰ

授業コード

13082702

授業種別

授業科目名

心理学統計法演習Ⅰ

授業担当教員

戸口

愛泰

成績担当教員

戸口

愛泰

開講年次

3年

開講期

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
本科目では、心理学統計法で学習した統計的手法や知識をもとに実際に心理学実験および調査により収集した
データをExcelとSPSSで解析しながら、心理統計に関する手法を修得することを目的とする。
到達目標
1.心理学統計法で学習した統計的手法や知識をもとに、心理学関連のデータを処理することができる。
2.Excelを用いてデータの集計やグラフ化をおこなうことができる。
3.SPSSを用いて多変量解析をおこなうことができる。
授業計画
【第1回】
【第2回】
【第3回】
【第4回】
【第5回】
【第6回】
【第7回】
【第8回】
【第9回】
【第10回】
【第11回】
【第12回】
【第13回】
【第14回】
【第15回】

心理統計法とは何か（演習内容の紹介）
統計ソフトの扱い方（統計ソフトの扱い方について）
「変数とデータ」（「変数とデータ」に関する演習）
「度数分布」に関する演習１（度数分布表の作成）
「度数分布」に関する演習２（ヒストグラムの作成）
「正規分布」（「正規分布」に関する演習）
「記述統計」に関する演習１（データの特徴）
「記述統計」に関する演習２（代表値と散布度）
「統計的検定」（「統計的検定」に関する演習）
「対応のないｔ検定」（「対応のないｔ検定」に関する演習）
「対応のあるｔ検定」（「対応のあるｔ検定」に関する演習）
「χ2検定」（「χ2検定」に関する演習）
「分散分析」（「分散分析」に関する演習）
「分散分析の下位検定」（「分散分析の下位検定」に関する演習）
心理統計法演習Iのまとめ（心理統計法演習Iのまとめ）

事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
第 1回：（事前）シラバスを熟考し,授業を理解する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の
学習が必要。
第 2回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第 3回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第 4回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第 5回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第 6回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第 7回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第 8回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第 9回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第10回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第11回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第12回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第13回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第14回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第15回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
課題に対するフィードバックの方法
提出された課題から適切な解答例をフィードバックとして次回の授業前半に提示をする。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

60

小課題

1,2,3

授業外での評価

0

心理学統計法演習Ⅰ

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

その他

0

テキスト

適宜紹介する。

参考書

適宜紹介する。

期末課題

1,2,3

履修条件・他の科目との関連 心理学研究法I・IIおよび心理学実験演習I・IIを単位取得していることが受講の必要条件である。
心理学統計法、心理学統計法演習IIを同年次に履修しなければならない。
公認心理師の資格取得を目指す場合は必ず履修すること。
認定心理士の資格を必要とする場合は単位取得が望ましい。
「心理学系ゼミ」の学生は履修および単位取得が必須である。

心理学統計法演習Ⅰ

授業コード

13082801

授業種別

授業科目名

心理学統計法演習Ⅱ

授業担当教員

戸口

愛泰

成績担当教員

戸口

愛泰

開講年次

3年

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
本科目では、心理学統計法で学習した統計的手法や知識をもとに実際に心理学実験および調査により収集した
データをSPSSで解析しながら、心理統計に関する手法を修得することを目的とする。
到達目標
1.心理統計学Ｉで学習した統計的手法や知識をもとに、心理学関連のデータを処理することができる。
2.Excelを用いてデータの集計やグラフ化をおこなうことができる。
3.SPSSを用いて多変量解析をおこなうことができる。
授業計画
【第1回】
【第2回】
【第3回】
【第4回】
【第5回】
【第6回】
【第7回】
【第8回】
【第9回】
【第10回】
【第11回】
【第12回】
【第13回】
【第14回】
【第15回】

心理統計法の事例研究（心理統計法の事例研究について）
多変量解析と推測統計の種類（多変量解析と推測統計の種類について）
「相関分析」に関する演習１（量的変数と質的変数）
「相関分析」に関する演習２（ピアソンの相関分析）
「重回帰分析」に関する演習１（分析モデル）
「重回帰分析」に関する演習２（変数の設定）
「重回帰分析」に関する演習３（変数の投入）
「因子分析」に関する演習１（分析モデル）
「因子分析」に関する演習２（直交回転）
「因子分析」に関する演習３（斜交回転）
心理統計法演習の応用課題１（記述統計）
心理統計法演習の応用課題２（統計的検定）
心理統計法演習の応用課題３（相関分析）
心理統計法演習の応用課題４（重回帰分析、因子分析）
心理統計法演習IIのまとめ

事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
第 1回：（事前）シラバスを熟考し,授業を理解する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の
学習が必要。
第 2回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第 3回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第 4回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第 5回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第 6回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第 7回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第 8回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第 9回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第10回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第11回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第12回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第13回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第14回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第15回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
課題に対するフィードバックの方法
提出された課題から適切な解答例をフィードバックとして次回の授業前半に提示をする。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

60

小課題

1,2,3

授業外での評価

0

心理学統計法演習Ⅱ

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

その他

0

テキスト

適宜紹介する。

参考書

適宜紹介する。

期末課題

1,2,3

履修条件・他の科目との関連 心理学研究法I・IIおよび心理学実験演習I・IIを単位取得していることが受講の必要条件である。
心理学統計法、心理学統計法演習Iを同年次に履修しなければならない。
公認心理師の資格取得を目指す場合は必ず履修すること。
認定心理士の資格を必要とする場合は単位取得が望ましい。
「心理学系ゼミ」の学生は履修および単位取得が必須である。

心理学統計法演習Ⅱ

授業コード

13025101

授業種別

授業科目名

心理統計法演習Ⅱ

授業担当教員

戸口

愛泰

成績担当教員

戸口

愛泰

開講年次

カリキュラムによる

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
本科目では、心理学統計法で学習した統計的手法や知識をもとに実際に心理学実験および調査により収集した
データをSPSSで解析しながら、心理統計に関する手法を修得することを目的とする。
到達目標
1.心理統計学Ｉで学習した統計的手法や知識をもとに、心理学関連のデータを処理することができる。
2.Excelを用いてデータの集計やグラフ化をおこなうことができる。
3.SPSSを用いて多変量解析をおこなうことができる。
授業計画
【第1回】
【第2回】
【第3回】
【第4回】
【第5回】
【第6回】
【第7回】
【第8回】
【第9回】
【第10回】
【第11回】
【第12回】
【第13回】
【第14回】
【第15回】

心理統計法の事例研究（心理統計法の事例研究について）
多変量解析と推測統計の種類（多変量解析と推測統計の種類について）
「相関分析」に関する演習１（量的変数と質的変数）
「相関分析」に関する演習２（ピアソンの相関分析）
「重回帰分析」に関する演習１（分析モデル）
「重回帰分析」に関する演習２（変数の設定）
「重回帰分析」に関する演習３（変数の投入）
「因子分析」に関する演習１（分析モデル）
「因子分析」に関する演習２（直交回転）
「因子分析」に関する演習３（斜交回転）
心理統計法演習の応用課題１（記述統計）
心理統計法演習の応用課題２（統計的検定）
心理統計法演習の応用課題３（相関分析）
心理統計法演習の応用課題４（重回帰分析、因子分析）
心理統計法演習IIのまとめ

事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
第 1回：（事前）シラバスを熟考し,授業を理解する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の
学習が必要。
第 2回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第 3回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第 4回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第 5回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第 6回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第 7回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第 8回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第 9回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第10回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第11回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第12回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第13回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第14回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第15回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
課題に対するフィードバックの方法
提出された課題から適切な解答例をフィードバックとして次回の授業前半に提示をする。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

60

小課題

1,2,3

授業外での評価

0

心理統計法演習Ⅱ

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

その他

0

テキスト

適宜紹介する。

参考書

適宜紹介する。

期末課題

1,2,3

履修条件・他の科目との関連 心理学研究法I・IIおよび心理学実験演習I・IIを単位取得していることが受講の必要条件である。
心理学統計法、心理学統計法演習Iを同年次に履修しなければならない。
公認心理師の資格取得を目指す場合は必ず履修すること。
認定心理士の資格を必要とする場合は単位取得が望ましい。
「心理学系ゼミ」の学生は履修および単位取得が必須である。

心理統計法演習Ⅱ

授業コード

13082802

授業種別

授業科目名

心理学統計法演習Ⅱ

授業担当教員

戸口

愛泰

成績担当教員

戸口

愛泰

開講年次

3年

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
本科目では、心理学統計法で学習した統計的手法や知識をもとに実際に心理学実験および調査により収集した
データをSPSSで解析しながら、心理統計に関する手法を修得することを目的とする。
到達目標
1.心理統計学Ｉで学習した統計的手法や知識をもとに、心理学関連のデータを処理することができる。
2.Excelを用いてデータの集計やグラフ化をおこなうことができる。
3.SPSSを用いて多変量解析をおこなうことができる。
授業計画
【第1回】
【第2回】
【第3回】
【第4回】
【第5回】
【第6回】
【第7回】
【第8回】
【第9回】
【第10回】
【第11回】
【第12回】
【第13回】
【第14回】
【第15回】

心理統計法の事例研究（心理統計法の事例研究について）
多変量解析と推測統計の種類（多変量解析と推測統計の種類について）
「相関分析」に関する演習１（量的変数と質的変数）
「相関分析」に関する演習２（ピアソンの相関分析）
「重回帰分析」に関する演習１（分析モデル）
「重回帰分析」に関する演習２（変数の設定）
「重回帰分析」に関する演習３（変数の投入）
「因子分析」に関する演習１（分析モデル）
「因子分析」に関する演習２（直交回転）
「因子分析」に関する演習３（斜交回転）
心理統計法演習の応用課題１（記述統計）
心理統計法演習の応用課題２（統計的検定）
心理統計法演習の応用課題３（相関分析）
心理統計法演習の応用課題４（重回帰分析、因子分析）
心理統計法演習IIのまとめ

事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
第 1回：（事前）シラバスを熟考し,授業を理解する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の
学習が必要。
第 2回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第 3回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第 4回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第 5回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第 6回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第 7回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第 8回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第 9回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第10回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第11回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第12回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第13回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第14回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
第15回：（事前）前授業を復習する,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
課題に対するフィードバックの方法
提出された課題から適切な解答例をフィードバックとして次回の授業前半に提示をする。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

60

小課題

1,2,3

授業外での評価

0

心理学統計法演習Ⅱ

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

その他

0

テキスト

適宜紹介する。

参考書

適宜紹介する。

期末課題

1,2,3

履修条件・他の科目との関連 心理学研究法I・IIおよび心理学実験演習I・IIを単位取得していることが受講の必要条件である。
心理学統計法、心理学統計法演習Iを同年次に履修しなければならない。
公認心理師の資格取得を目指す場合は必ず履修すること。
認定心理士の資格を必要とする場合は単位取得が望ましい。
「心理学系ゼミ」の学生は履修および単位取得が必須である。

心理学統計法演習Ⅱ

授業コード

13082901

授業種別

授業科目名

心理的アセスメント

授業担当教員

木村

真人

成績担当教員

木村

真人

開講年次

3年

開講期

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
この授業では、心理テスト等についての演習およびその理論的背景や実施方法等の説明を通して、心理的アセス
メントの方法や原理、心理学理論に基づく解釈について学ぶとともに、受講者自身の自己理解を深めることを目
的とします。それにより、人間の心の働きやコミュニケーションについての知識を習得、理解し、コミュニケー
ション・スキル・問題解決スキルを獲得することもねらいとします。の心理テストは質問紙法を中心に取り上げ
ます。毎回の授業で心理テストを実施し、結果を解釈し、所見をまとめます。なお、下記の授業計画は、受講生
の要望や進捗状況により変更する場合があります。
到達目標
１．心理的アセスメントの目的と方法について説明できる。
２．心理テストの演習を通して、自らのパーソナリティや心理特性について説明できる。
授業計画
【第1回】
テーマ：ガイダンス（心理的アセスメントとは）
【第2回】
テーマ：心理的アセスメントの目的および倫理
【第3回】
テーマ：質問紙法１(性格検査：YG性格検査)
【第4回】
テーマ：作業検査法（内田クレペリン精神作業検査）
【第5回】
テーマ：質問紙法２（職業興味検査1）
【第6回】
テーマ：質問紙法３（職業興味検査2）
【第7回】
テーマ：観察法
【第8回】
テーマ：質問紙法４（性格検査：ビッグファイブ）
【第9回】
テーマ：質問紙法５（性格検査：エゴグラム）
【第10回】
テーマ：精神症状のアセスメント
【第11回】
テーマ：認知機能検査
【第12回】
テーマ：面接法
【第13回】
テーマ：描画法
【第14回】
テーマ：事例から理解する心理的アセスメント
【第15回】
テーマ：総括
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
【第1回】
事前：シラバスを確認する。
事後：ガイダンスの説明内容に基づき、重要なポイントをノート・資料にまとめる。
【第2回】
事前：心理的アセスメントの目的と倫理について考える。
事後：心理的アセスメントにおける倫理について、授業で提示した事例に基づいて復習する。
【第3回】
事前：質問紙法およびその長短について調べる。
事後：授業で体験した質問紙法の方法・結果・解釈について復習する。
【第4回】
事前：作業検査法およびその長短について調べる。
事後：授業で体験した作業検査法の方法・結果・解釈について復習する。
【第5回】
心理的アセスメント

事前：自分自身の職業興味について振り返る。
事後：授業で体験した職業興味検査の方法・結果・解釈について復習する。
【第6回】
事前：自分自身の性格と職業興味の関係について振り返る。
事後：授業で体験した職業興味検査の方法・結果・解釈について復習する。
【第7回】
事前：観察法について調べる。
事後：観察法について、授業で提示した事例を通して復習する。
【第8回】
事前：自分自身の性格・パーソナリティについて振り返る。
事後：授業で体験した質問紙法の方法・結果・解釈について復習する。
【第9回】
事前：交流分析について調べる。
事後：授業で体験した質問紙法の方法・結果・解釈について復習する。
【第10回】
事前：精神症状にはどのような種類・側面があるのかについて調べる。
事後：授業で体験した精神症状のアセスメントの方法について復習する。
【第11回】
事前：認知症について調べる。
事後：授業で体験した認知機能検査の方法・結果・解釈について復習する。
【第12回】
事前：観察法について調べる。
事後：観察法について、授業で提示した事例を通して復習する。
【第13回】
事前：投映法と描画法について調べる。
事後：授業で体験した認知機能検査の方法・結果・解釈について復習する。
【第14回】
事前：これまで体験した心理テストの結果を振り返る。
事後：授業で提示した事例を参考に、これまで体験した心理テストの結果について総合的な理解をまとめる。
【第15回】
事前：心理的アセスメントを心理支援にどのように活かすか考える。
事後：心理テストの結果をもとに、新たな自己理解につながった点をまとめる。
課題に対するフィードバックの方法
毎回の授業内課題やレポートについて授業内で講評・解説します。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定します。
正当な理由なく5回以上欠席した場合、または定期試験に代わるレポート未提出の場合、評価の対象とせず、
「K」評価とします。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

75

毎回の授業内で課される課題（計15回）（各５）

１,２

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

25

レポート

１,２

その他

0

テキスト

テキストを使用しません。毎回、資料を配布します。

参考書

必要に応じて授業の中で紹介します。

履修条件・他の科目との関連 ・理解をより深めるために、心理学関連の科目を受講していることが望ましいです。
・受講にあたり、特別な配慮を必要とする学生は申し出てください。

心理的アセスメント

授業コード

13024601

授業種別

授業科目名

心理測定演習Ⅰ

授業担当教員

木村

真人

成績担当教員

木村

真人

開講年次

カリキュラムによる

開講期

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
この授業では、心理テスト等についての演習およびその理論的背景や実施方法等の説明を通して、心理的アセス
メントの方法や原理、心理学理論に基づく解釈について学ぶとともに、受講者自身の自己理解を深めることを目
的とします。それにより、人間の心の働きやコミュニケーションについての知識を習得、理解し、コミュニケー
ション・スキル・問題解決スキルを獲得することもねらいとします。の心理テストは質問紙法を中心に取り上げ
ます。毎回の授業で心理テストを実施し、結果を解釈し、所見をまとめます。なお、下記の授業計画は、受講生
の要望や進捗状況により変更する場合があります。
到達目標
１．心理的アセスメントの目的と方法について説明できる。
２．心理テストの演習を通して、自らのパーソナリティや心理特性について説明できる。
授業計画
【第1回】
テーマ：ガイダンス（心理的アセスメントとは）
【第2回】
テーマ：心理的アセスメントの目的および倫理
【第3回】
テーマ：質問紙法１(性格検査：YG性格検査)
【第4回】
テーマ：作業検査法（内田クレペリン精神作業検査）
【第5回】
テーマ：質問紙法２（職業興味検査1）
【第6回】
テーマ：質問紙法３（職業興味検査2）
【第7回】
テーマ：観察法
【第8回】
テーマ：質問紙法４（性格検査：ビッグファイブ）
【第9回】
テーマ：質問紙法５（性格検査：エゴグラム）
【第10回】
テーマ：精神症状のアセスメント
【第11回】
テーマ：認知機能検査
【第12回】
テーマ：面接法
【第13回】
テーマ：描画法
【第14回】
テーマ：事例から理解する心理的アセスメント
【第15回】
テーマ：総括
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
【第1回】
事前：シラバスを確認する。
事後：ガイダンスの説明内容に基づき、重要なポイントをノート・資料にまとめる。
【第2回】
事前：心理的アセスメントの目的と倫理について考える。
事後：心理的アセスメントにおける倫理について、授業で提示した事例に基づいて復習する。
【第3回】
事前：質問紙法およびその長短について調べる。
事後：授業で体験した質問紙法の方法・結果・解釈について復習する。
【第4回】
事前：作業検査法およびその長短について調べる。
事後：授業で体験した作業検査法の方法・結果・解釈について復習する。
【第5回】
心理測定演習Ⅰ

事前：自分自身の職業興味について振り返る。
事後：授業で体験した職業興味検査の方法・結果・解釈について復習する。
【第6回】
事前：自分自身の性格と職業興味の関係について振り返る。
事後：授業で体験した職業興味検査の方法・結果・解釈について復習する。
【第7回】
事前：観察法について調べる。
事後：観察法について、授業で提示した事例を通して復習する。
【第8回】
事前：自分自身の性格・パーソナリティについて振り返る。
事後：授業で体験した質問紙法の方法・結果・解釈について復習する。
【第9回】
事前：交流分析について調べる。
事後：授業で体験した質問紙法の方法・結果・解釈について復習する。
【第10回】
事前：精神症状にはどのような種類・側面があるのかについて調べる。
事後：授業で体験した精神症状のアセスメントの方法について復習する。
【第11回】
事前：認知症について調べる。
事後：授業で体験した認知機能検査の方法・結果・解釈について復習する。
【第12回】
事前：観察法について調べる。
事後：観察法について、授業で提示した事例を通して復習する。
【第13回】
事前：投映法と描画法について調べる。
事後：授業で体験した認知機能検査の方法・結果・解釈について復習する。
【第14回】
事前：これまで体験した心理テストの結果を振り返る。
事後：授業で提示した事例を参考に、これまで体験した心理テストの結果について総合的な理解をまとめる。
【第15回】
事前：心理的アセスメントを心理支援にどのように活かすか考える。
事後：心理テストの結果をもとに、新たな自己理解につながった点をまとめる。
課題に対するフィードバックの方法
毎回の授業内課題やレポートについて授業内で講評・解説します。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定します。
正当な理由なく5回以上欠席した場合、または定期試験に代わるレポート未提出の場合、評価の対象とせず、
「K」評価とします。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

75

毎回の授業内で課される課題（計15回）（各５）

１,２

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

25

レポート

１,２

その他

0

テキスト

テキストを使用しません。毎回、資料を配布します。

参考書

必要に応じて授業の中で紹介します。

履修条件・他の科目との関連 ・理解をより深めるために、心理学関連の科目を受講していることが望ましいです。
・受講にあたり、特別な配慮を必要とする学生は申し出てください。

心理測定演習Ⅰ

授業コード

13082902

授業種別

授業科目名

心理的アセスメント

授業担当教員

飯田

香織

成績担当教員

飯田

香織

開講年次

3年

実務家教員による授業

演習

開講期

前期

単位数

〇

2単位

授業の目的・概要
本科目は、公認心理師となるために必要な基礎心理学の一科目である。授業では、心理的アセスメントの目的や
理論を学んだ後に、臨床現場で用いられることが多い心理検査を実際に体験し、結果の分析、解釈、所見作成、
報告について学習する。毎回の授業で心理検査の演習を実施し、結果の解釈を行い、検査結果報告書を作成しま
す。授業では、担当教員が長年にわたり現場で心理支援を行ってきた経験をもとに、実務家教員として、理論的
理解に加えて実践や事例を交えて、できるだけわかりやすく講義を展開する。
到達目標
１、心理的アセスメントの目的や責任などについて理解し、説明することができる
２、心理検査の種類、成り立ち、特徴、意義及び限界について概説できる
３、心理検査の適応及び実施方法について説明でき、正しく実施し、検査結果を解釈することができる
４、適切に記録、報告、ふりかえり等を行うことができる
授業計画
【第1回】
【第2回】
【第3回】
【第4回】
【第5回】
【第6回】
【第7回】
【第8回】
【第9回】
【第10回】
【第11回】
【第12回】
【第13回】
【第14回】
【第15回】

心理的アセスメントの目的と責任 、知能検査：１ 演習
演習
実施方法と報告書作成
知能検査：２
演習
実施方法と報告書作成
知能検査：３
演習
実施方法と報告書作成
知能検査：４
演習
実施方法と報告書作成
質問紙法：１ 演習
実施方法と報告書作成
質問紙法：２
演習
実施方法と報告書作成
描画式投影法
演習
実施方法と報告書作成
質問紙法：３
演習
実施方法と報告書作成
投影法：１
演習
実施方法と報告書作成
投影法：２
演習
実施方法と報告書作成
作業検査法
演習
実施方法と報告書作成
投影法：３
演習
実施方法と報告書作成
質問紙法：4
演習
実施方法と報告書作成
質問紙法：５
演習
実施方法と報告書作成
テストバッテリー （多角的理解のために心理検査を組み合わせて実施する）

事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
授業（1回につき2時間として計算）と事前事後のあわせて1単位あたり45時間（2単位のため60時間）が必要で
す。
各階を通じて
【事前】 本などを読み、実施する心理検査の知識を得ておく 1.5時間
【事後】 演習した心理検査を復習し、心理検査の適応及び実施方法について説明でき、正しく実施し、検査結
果を解釈することができるようにしておく 2.5時間
課題に対するフィードバックの方法
毎回の授業で作成する検査結果報告書について、次回の授業の最初にコメントしてフィードバックする。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。正当な理由なく5
回以上欠席した場合は、評価の対象とせず、「K」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

70

毎回の検査結果報告書（70）

1、2、3、4

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

期末レポート（20）

１，２，３

その他

10

演習への取り組み姿勢（10）

３，４
心理的アセスメント

テキスト

テキストは使用しない

参考書

必要に応じて授業の中で説明する

履修条件・他の科目との関連 公認心理師となるために必要な他の科目も併せて履修すること。

心理的アセスメント

授業コード

13083001

授業種別

授業科目名

心理演習

授業担当教員

青野

明子、飯田

成績担当教員

青野

明子

開講年次

3年

実務家教員による授業

演習

〇

香織
開講期

後期

単位数

2単位

授業の目的・概要
本科目は、公認心理師クラス対象科目であり、公認心理師受験資格取得に必要な科目である。公認心理師のため
に必要な知識および技能の基本的な水準の修得を目的とする。次に掲げる事項について,具体的な場面を想定した
役割演技（ロールプレイング）を行い,事例検討で取り上げる。(ア) 心理に関する支援を要する者等に関する以
下の知識及び技能の修得 （1）コミュニケ－ション,（2）心理検査,（3）心理面接,（4）地域支援 等。(イ) 心
理に関する支援を要する者等の理解とニーズの把握及び支援計画の作成。(ウ) 心理に関する支援を要する者の現
実生活を視野に入れたチームアプローチ。(エ) 多職種連携及び地域連携。(オ) 公認心理師としての職業倫理及
び法的義務への理解。
担当教員が臨床心理士・公認心理師であり、実務家教員として長年の多領域での経験をもとに、将来公認心理
師の業務に従事したいと考えている人に役立つ授業としたい。
到達目標
1.心理に関する支援を要する者等に関する（1）コミュニケ－ション（2）心理検査（3）心理面接（4）地域支
援、の知識及び技能を修得し実践できる
2.心理に関する支援を要する者等の理解とニーズの把握、及び支援計画の作成について概説できる
3.心理に関する支援を要する者の現実生活を視野に入れたチームアプローチについて理解し、概説できる
4.多職種連携及び地域連携について理解し、検討することができる
5.公認心理師としての職業倫理及び法的義務を理解し、それに基づく基本的な判断ができる
授業計画
【第1回】
テーマ：イントロダクション。テーマ：心理教育の理解
内容・方法：心理教育の事例をもとに、グループディスカッションを実施する。
【第2回】
テーマ：多職種連携・地域連携・職業倫理、箱庭
内容・方法：多職種連携・地域連携が必要な様々な場面を想定した模擬事例について、職業倫理との兼ね合いも
考えて、具体的な連携方法をワーク形式で考え、ディスカッションする。
【第3回】
テーマ：心理面接演習
内容・方法：架空事例について、心理面接のロールプレイを実施し、面接記録を作成する。
【第4回】
テーマ：心理面接演習
内容・方法：架空事例について、心理面接のロールプレイを実施し、面接記録を作成する
【第5回】
テーマ：プレイセラピー
内容・方法：プレイセラピー演習を行い、どのように理解し、どのように反応するかを考え、ディスカッション
する。
【第6回】
テーマ：心理検査演習（実施）
内容・方法：実際に心理検査を実施する手順を学ぶ、どのような点を見ていくのかを学ぶ。
【第7回】
テーマ：心理検査演習（スコアリング、結果のフィードバック演習）
内容・方法：検査結果を保護者（もしくは本人）にフィードバックする演習
【第8回】
テーマ：心理検査演習
内容・方法：投影法を実施し、配布資料をもとに結果を解釈し、検査所見をまとめる。
【第9回】
テーマ：心理検査演習
内容・方法：質問紙法を実施し、配布資料をもとに結果を解釈し、検査所見をまとめる。
【第10回】
テーマ：心理検査演習
内容・方法：質問紙法を実施し、配布資料をもとに結果を解釈し、検査所見をまとめる。
【第11回】
テーマ：コミュニケーション演習
内容・方法：架空事例をもとに心理面接のロールプレイを実施し、面接記録を作成する。
【第12回】
テーマ：コミュニケーション演習
内容・方法：架空事例をもとに心理面接のロールプレイを実施し、面接記録を作成する。
【第13回】
テーマ：コミュニケーション演習
内容・方法：架空事例をもとに心理面接のロールプレイを実施し、面接記録を書く。
心理演習

【第14回】
テーマ：グループアプローチと事例の理解
内容・方法：グループアプローチの事例をもとに、グループワークを実施する。
【第15回】
テーマ：心理演習のまとめ
内容・方法：授業内容の振り返りおよび、授業内課題の作成
事前事後の学習
授業時間外で、計30時間の事前事後学習が必要です。
毎回の授業内容に合わせた文献を読むなどの事前学習1.5時間および、実施した心理検査の所見を作成するという
2.5時間の事後学習が必要である。
課題に対するフィードバックの方法
提出した心理検査所見や面接記録等について、コメント記入後、返却する。数人分の所見を記録を読み上げ、全
体に向けてフィードバックする。
成績評価の方法・基準（方針）
毎回の心理検査所見、面接記録、リアクションペーパー、受講態度、演習への取り組み態度、最終課題の総合評
価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

毎回の演習参加態度(30)質疑応答(10)リアクションペー
パー(10)

1,2,3,4,5

授業外での評価

30

心理検査所見、面接記録等の提出課題の量(10)および
質(20)

1,2,3,4,5

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

レポート

1,2,3,4,5

その他

0

テキスト

プリントを配布する。

参考書

必要に応じて資料や参考図書を紹介、配布する。

履修条件・他の科目との関連 公認心理師クラス対象の科目である。他の公認心理師受験に必要な科目について、ある一定以
上の成績で単位取得していること等の履修条件がある。心理演習の履修・単位取得は、心理実習
の履修の条件となる。

心理演習

授業コード

13083101

授業種別

授業科目名

心理実習

授業担当教員

飯田

香織、青野

成績担当教員

飯田

香織

開講年次

4年

明子、戸口
開講期

実務家教員による授業

実習
愛泰、林

〇

幸史
前期、後期

単位数

2単位

授業の目的・概要
本科目は公認心理師クラス対象科目であり、公認心理師受験資格取得に必要な科目である。公認心理師のために
必要な知識および技能の基本的な水準の修得を目的とする。心理実習を通して、保健医療,福祉,教育,司法・犯
罪,産業・労働の５つの分野の施設において,見学等による実習を行いながら,相談援助に係る知識と技術について
教員による指導を受ける。また、公認心理師として求められる資質、技能、倫理、自己に求められる課題把握
等、総合的に対応できる能力を習得する。関連分野の専門職との連携のあり方及びその具体的内容を理解する。
次に挙げる事項について心理実習指導担当教員による指導及び施設関係者との連携のもと個別指導を行う。
（ア）心理に関する支援を要する者へのチームアプローチ、（イ）多職種連携及び地域連携、（ウ）公認心理師
としての職業倫理及び法的義務への理解。
担当教員が臨床心理士・公認心理師であり、実務家教員として長年の多領域での実務経験をもとに、将来公認
心理師の業務に従事したいと考えている人に役立つ授業としたい。
到達目標
1.公認心理師に必要な知識と技術、職業倫理及び法的義務について、実習を通して理解し、それに基づく基本的
な判断ができる
2.実習先の利用者及び関係者、実習先の組織・運営・地域社会との関わり等から、公認心理師の業務を総合的に
理解し、概説できる
3.母性や乳幼児への心理的支援、高齢者への心理的支援、教育現場での心理的支援、子どもをめぐる問題への心
理的支援、司法・犯罪分野での心理的支援、職場のメンタルヘルスにかかわる心理的支援について理解し、概説
できる。
4.多職種連携及び地域連携、チームアプローチによる総合的支援の実践について理解し、概説できる
授業計画
【実習の組み合わせと時間】
3年次の『心理演習』を履修した後、4年次の『心理実習』を履修する。心理実習科目における実習時間は合計90
時間とする。事前学習30時間、3-5領域から選択した実習時間40時間、事後学習20時間で構成する。
【実習期間と実習日】
実習期間は,集中講義（通年）とする。実習日は、実習生と実習受入機関・施設担当者とが協議の上,決定する。
但し,休暇期間を中心に、大学での講義等の受講に支障のない範囲とする。
【 実習先の選択】
①保健医療分野…医療機関の実習は各自必須とし、提携医療機関（複数）にて実施する。
②福祉分野…提携２施設について、選択制で実施する。
③教育分野…本学園幼稚園、中学・高等学校への実習を必須とする。その他の提携教育機関にて、選択制で実施
する。
④司法・犯罪分野…施設見学への同行、定例会・研修会への参加を選択制で実施する。
⑤産業・労働分野…提携２施設にて選択制で実施する。
・福祉・教育施設への実習時間を多めに取ることで,実習時間の確保を優先する場合もある。その他施設の選択方
法については,学生の希望と日時の調整により決定する。
【実習計画】
①事前学習…30時間
・4-5月 実習先選択の話し合い
・6月 実習先決定とオリエンテーション
・7月 事前打ち合わせ・実習計画書の作成・実習計画書の印刷、受入先に提出
②実習期間…40時間
・8-12月 実習（3-5領域×8-14時間=40時間）
③事後学習…20時間
・12月 ・報告書の作成・報告書の印刷・受入先に提出・発表会（運営）準備・発表会資料作成
・1月 成果発表会
【オリエンテーション内容】
1.実習領域別グループ編成・実習領域別グループによる学習 （領域における現状、課題の検討）
2.実習計画書の書き方
3.公認心理師の職域における課題についてグループ討論
4.実習場面を想定したロールプレイ
5.実習の心得についてグループ討論
6.テーマ別討論会
7.発表会
8.公認心理師ゲスト講師より 「公認心理師の現状」
心理実習

9.まとめ
事前事後の学習
必要に応じて、担当教員より指示する。
授業（１回につき２時間として計算）と事前事後のあわせて１単位あたり４５時間が必要です。
事前学習…30時間
・4-5月 実習先選択の話し合い
・6月 実習先決定とオリエンテーション
・7月 事前打ち合わせ・実習計画書の作成・実習計画書の印刷、受入先に提出
事後学習…20時間
・12月 報告書の作成・報告書の印刷・受入先に提出・発表会（運営）準備・発表会資料作成
・1月 成果発表会
課題に対するフィードバックの方法
実習計画書・実習日誌・実習報告書・成果発表会での報告書等の提出課題については、担当教員および実習施設
担当者により、確認後フィードバックされる。
成績評価の方法・基準（方針）
受講態度、実習への取り組み態度、実習計画書・実習日誌・実習報告書・成果発表会での報告書等、提出課題の
総合評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

40

実習・事前事後学習への参加態度(30)実習日誌等のリ
アクションペーパー(10)

１，２，３，４

授業外での評価

40

実習計画書・実習日誌・実習報告書・成果発表会での
報告書等の提出課題の量（20）および質（20）

１，２，３，４

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

成果発表会での最終報告書の作成（10）発表会での質
疑応答（10）

１，２

その他

0

テキスト

実習内で適宜資料を配布する。

参考書

実習内で適宜紹介する。

履修条件・他の科目との関連 公認心理師クラス対象科目である。他の公認心理師受験に必要な科目について、ある一定以上
の成績で単位取得していること等の履修条件がある。3年次の『心理演習』を履修した後、4年次の
『心理実習』を履修する。
実習は資格取得のためのトレーニングであると同時に、実習先では実際の公認心理師としての行
動や態度も期待される。初学者としての謙虚さとともに積極性と主体性をもって受講すること。

心理実習

授業コード

13083201

授業科目名

心理学特別演習

授業担当教員

林

幸史

成績担当教員

林

幸史

開講年次

4年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
本授業は、フリーの統計プログラムHADを用いて各自の卒業研究データを解析し、応用的な観点から心理学におけ
るデータの分析手法を身につけることを目的としている。
具体的には、データの入力と加工の仕方から、基礎統計量の算出、t検定や分散分析、さらには因子分析や重回帰
分析などの多変量解析の実施方法について学ぶ。
また、授業では分析結果を卒業論文にどのように記載すればよいのかについても解説する。
到達目標
1. 卒業研究で各⾃が収集したデータを適切な統計⼿法を⽤いて分析し、結果を正しく論⽂に記載し、発表では
聴衆に理解させることができる。
2. ⼼理学論⽂に記載されている分析⼿法を理解し、正しく結果を読み取ることができる。
授業計画
第01回
第02回
第03回
第04回
第05回
第06回
第07回
第08回
第09回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回

卒業研究データ分析法で学ぶこと：統計法の復習
データの入力と加工
基礎統計量の算出：データの図表化と数値要約について
多変量解析①：因子分析について
α係数と尺度得点の算出：α係数と尺度得点の算出について
論文での結果の記述①：分析結果の論文での記載の仕方について
変数間の関連：相関分析とχ2検定について
変数間の相違①：t検定について
変数間の相違②：１要因の分散分析について
変数間の相違③：２要因の分散分析について
多変量解析②：クラスター分析について
多変量解析③：重回帰分析について
論文での結果の記述②：分析結果の論文での記載の仕方について
分析結果のプレゼンテーション①
分析結果のプレゼンテーション②

事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
毎回につき1.5時間ほどの事前学習および2.5時間ほどの事後学習が必要。
具体的には、授業で取り上げた統計手法について、専門書等でさらに理解を深めておくこと。
また、各自の卒業研究テーマに関する論文を収集し、どのような分析手法が用いられているのかを調べることが
求められる。
課題に対するフィードバックの方法
レポート課題の提出を複数回求めるが、いずれに関しても、採点結果に批評文を添えて返却する。
分析結果のプレゼンテーション課題では、口頭にてフィードバックを行う。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

20

プレゼンテーション

1

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

80

分析レポート

1，2

その他

0

テキスト

なし
心理学特別演習

参考書

授業中に必要に応じて紹介する。

履修条件・他の科目との関連 受講者は心理統計に関する授業を履修し、統計法についての知識を有していること。
また、卒業研究におけるデータを収集済みであること。

心理学特別演習

授業コード

13061501

授業種別

授業科目名

卒業研究データ分析法

授業担当教員

林

幸史

成績担当教員

林

幸史

開講年次

4年

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
本授業は、フリーの統計プログラムHADを用いて各自の卒業研究データを解析し、応用的な観点から心理学におけ
るデータの分析手法を身につけることを目的としている。
具体的には、データの入力と加工の仕方から、基礎統計量の算出、t検定や分散分析、さらには因子分析や重回帰
分析などの多変量解析の実施方法について学ぶ。
また、授業では分析結果を卒業論文にどのように記載すればよいのかについても解説する。
到達目標
1. 卒業研究で各⾃が収集したデータを適切な統計⼿法を⽤いて分析し、結果を正しく論⽂に記載し、発表では
聴衆に理解させることができる。
2. ⼼理学論⽂に記載されている分析⼿法を理解し、正しく結果を読み取ることができる。
授業計画
第01回
第02回
第03回
第04回
第05回
第06回
第07回
第08回
第09回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回

卒業研究データ分析法で学ぶこと：統計法の復習
データの入力と加工
基礎統計量の算出：データの図表化と数値要約について
多変量解析①：因子分析について
α係数と尺度得点の算出：α係数と尺度得点の算出について
論文での結果の記述①：分析結果の論文での記載の仕方について
変数間の関連：相関分析とχ2検定について
変数間の相違①：t検定について
変数間の相違②：１要因の分散分析について
変数間の相違③：２要因の分散分析について
多変量解析②：クラスター分析について
多変量解析③：重回帰分析について
論文での結果の記述②：分析結果の論文での記載の仕方について
分析結果のプレゼンテーション①
分析結果のプレゼンテーション②

事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
毎回につき1.5時間ほどの事前学習および2.5時間ほどの事後学習が必要。
具体的には、授業で取り上げた統計手法について、専門書等でさらに理解を深めておくこと。
また、各自の卒業研究テーマに関する論文を収集し、どのような分析手法が用いられているのかを調べることが
求められる。
課題に対するフィードバックの方法
レポート課題の提出を複数回求めるが、いずれに関しても、採点結果に批評文を添えて返却する。
分析結果のプレゼンテーション課題では、口頭にてフィードバックを行う。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

20

プレゼンテーション

1

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

80

分析レポート

1，2

その他

0

テキスト

なし
卒業研究データ分析法

参考書

授業中に必要に応じて紹介する。

履修条件・他の科目との関連 受講者は心理統計に関する授業を履修し、統計法についての知識を有していること。
また、卒業研究におけるデータを収集済みであること。

卒業研究データ分析法

授業コード

13099401

授業種別

授業科目名

コミュニケーションスキル演習

授業担当教員

尾添

侑太

成績担当教員

尾添

侑太

開講年次

1年

実務家教員による授業

演習

開講期

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
心理コミュニケーション学科の学びにおいて重要な、実用的な場面におけるコミュニケーションの実践的スキル
を修得させることを目標とする。
対人的なコミュニケーションスキルのみならず、論文作成やプレゼンテーション場面におけるメディアコミュニ
ケーションスキルにも習熟してもらうことを意図している。
到達目標
1.実用的な資格を取得可能なレベルのコミュニケーション能力を身につける。
2.実用的な資格を取得可能なレベルのメディアリテラシーを身につける。
授業計画
第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回
第8回
第9回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回

オリエンテーション（演習の概要、授業の進め方）
コミュニケーション理論（1）「聞く力」
コミュニケーション理論（2）「話す力」
コミュニケーション実践（1）「来客対応」「電話対応」「アポイントメント・訪問・挨拶」
コミュニケーション実践（2）「情報共有の重要性」「チーム・コミュニケーション」「接客・営業」
コミュニケーション実践（3）「クレーム対応」「会議・取材・ヒアリング」「面接」
到達度の確認と要注意項目の解説
到達度の最終確認（実践コミュニケーションスキル）
求められるメディアリテラシーと基礎スキルについての解説
文書作成ソフトの実践的使用スキル（1）「 文書作成と管理」
文書作成ソフトの実践的使用スキル（2） 「文字・段落・セクションの書式設定」
文書作成ソフトの実践的使用スキル（3）「 表やリストの作成」
文書作成ソフトの実践的使用スキル（4） 「参考資料の適用」
文書作成ソフトの実践的使用スキル（5）「オブジェクトの挿入と書式設定」
到達度の最終確認（メディアコミュニケーションスキル）

事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
事前学習：テキストに目を通しておくこと。
事後学習：テキストに掲載されている問題について復習しておくこと。
課題に対するフィードバックの方法
授業内で講評・解説する
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
なお、正当な理由なく5回以上欠席した場合は、評価の対象とせず「K」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

30

授業内小課題（30）

1、2

授業外での評価

30

到達度確認テスト（30）

1

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

30

報告レポート（30）

2

その他

10

実習への取り組み（10）

1、2

テキスト

・コミュニケーション検定 初級公式ガイドブック&問題集
ISBN 978-4-907893-73-6 1700円＋税
・よくわかるマスター MOS Word 365 & 2019 対策テキスト & 問題集
ISBN 978-4-86510-430-1 2100円＋税

参考書
コミュニケーションスキル演習

参考書
履修条件・他の科目との関連 ・履修者は、コミュニケーション検定（初級）とMOS試験の受験を必須とし、履修にあたって検定の事
前払込をしてもらう。
（コミュニケーション検定受験料2700円、Microsoft Office Specialist Word 2019受験料約1万円)
・とりわけメディアリテラシーに関しては、PC必須となる。
・演習科目につき、履修者制限を設ける。

コミュニケーションスキル演習

授業コード

13083301

授業種別

授業科目名

コミュニケーション社会学

授業担当教員

有田

亘

成績担当教員

有田

亘

開講年次

1年

実務家教員による授業

講義

開講期

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
コミュニケーションとは人々が互いに知り合い、理解し合うことだと一般に考えられている。たしかにそれもコ
ミュニケーションの一面ではあるが、それだけでは不十分でもある。むしろ互いに知り合わないですませるこ
と、理解しないまま過ごすことの方が、コミュニケーションの重要な、ともするとより本質的な側面であるとも
言えるのである。ストレンジャー・インタラクションと呼ばれる、他者とのそうしたコミュニケーションについ
て、通常より広い視野に立った理解を深めていく。
到達目標
1.文献参照の規則や、文章作法、その他学問的ルールに則った形式の答案を作成できる。
2.授業内で学習したコミュニケーション社会学的知識を正しく説明することができる。
3.学術的ルールに則った形式と正しい知識に基づいて、合理的根拠を伴ったコミュニケーション社会学的意見を
述べることができる。
授業計画
第１回
第２回
第３回
第４回
第５回
第６回
第７回
第８回
第９回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回

はじめに ストレンジャー・インタラクション
不関与規範
社交性
親友の社交性
ドラマトゥルギー
ゴフマンの知らないホストクラブの世界
感情労働
前半まとめ
ラベリング理論
スティグマ
老人とのコミュニケーション
AIとのコミュニケーション
家族とのストレンジャー・インタラクション
会話分析からわかること
後半まとめ

事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
事前学習
事後学習
うこと。

授業1回につき2時間以上、授業内容に関するテキストや資料を熟読し、予備知識を得ておくこと。
授業1回につき2時間以上、授業内容を振り返って理解を深めるとともに、必要に応じて意見交換を行

課題に対するフィードバックの方法
必要に応じて、Googleクラスルーム、あるいはOIUメールを通じて行う。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

授業内レポート、および意見交換課題への取り組み・成
果(50)

1,2,3

授業外での評価

25

中間レポート課題(25)

1,2,3

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

25

期末レポート課題(25)

1,2,3

その他

0

テキスト

いろいろあるコミュニケーションの社会学Ver.2.0 /有田亘・松井広志編/北樹出版
コミュニケーション社会学

テキスト
参考書

ISBN9784779306259 1,900円＋税
必要に応じて授業の中で紹介する

履修条件・他の科目との関連 社会学と合わせて履修することが望ましい。
コミュニケーション論(1年前期)の有田担当回は、コミュニケーション社会学(1年後期)のオリエンテー
ションを兼ねている。授業趣旨に理解・納得の上で受講すること。(適宜、履修修正期間を活用する
とよい。)
テキストは上位学年配当の有田担当授業でも用いる。

コミュニケーション社会学

授業コード

13060601

授業種別

授業科目名

コミュニケーション社会学Ⅰ

授業担当教員

有田

亘

成績担当教員

有田

亘

開講年次

1年

実務家教員による授業

講義

開講期

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
コミュニケーションとは人々が互いに知り合い、理解し合うことだと一般に考えられている。たしかにそれもコ
ミュニケーションの一面ではあるが、それだけでは不十分でもある。むしろ互いに知り合わないですませるこ
と、理解しないまま過ごすことの方が、コミュニケーションの重要な、ともするとより本質的な側面であるとも
言えるのである。ストレンジャー・インタラクションと呼ばれる、他者とのそうしたコミュニケーションについ
て、通常より広い視野に立った理解を深めていく。
到達目標
1.文献参照の規則や、文章作法、その他学問的ルールに則った形式の答案を作成できる。
2.授業内で学習したコミュニケーション社会学的知識を正しく説明することができる。
3.学術的ルールに則った形式と正しい知識に基づいて、合理的根拠を伴ったコミュニケーション社会学的意見を
述べることができる。
授業計画
第１回
第２回
第３回
第４回
第５回
第６回
第７回
第８回
第９回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回

はじめに ストレンジャー・インタラクション
不関与規範
社交性
親友の社交性
ドラマトゥルギー
ゴフマンの知らないホストクラブの世界
感情労働
前半まとめ
ラベリング理論
スティグマ
老人とのコミュニケーション
AIとのコミュニケーション
家族とのストレンジャー・インタラクション
会話分析からわかること
後半まとめ

事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
事前学習
事後学習
うこと。

授業1回につき2時間以上、授業内容に関するテキストや資料を熟読し、予備知識を得ておくこと。
授業1回につき2時間以上、授業内容を振り返って理解を深めるとともに、必要に応じて意見交換を行

課題に対するフィードバックの方法
必要に応じて、Googleクラスルーム、あるいはOIUメールを通じて行う。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

授業内レポート、および意見交換課題への取り組み・成
果(50)

1,2,3

授業外での評価

25

中間レポート課題(25)

1,2,3

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

25

期末レポート課題(25)

1,2,3

その他

0

テキスト

いろいろあるコミュニケーションの社会学Ver.2.0 /有田亘・松井広志編/北樹出版
コミュニケーション社会学Ⅰ

テキスト
参考書

ISBN9784779306259 1,900円＋税
必要に応じて授業の中で紹介する

履修条件・他の科目との関連 社会学と合わせて履修することが望ましい。
コミュニケーション論(1年前期)の有田担当回は、コミュニケーション社会学(1年後期)のオリエンテー
ションを兼ねている。授業趣旨に理解・納得の上で受講すること。(適宜、履修修正期間を活用する
とよい。)
テキストは上位学年配当の有田担当授業でも用いる。

コミュニケーション社会学Ⅰ

授業コード

13076001

授業科目名

多文化共生論

授業担当教員

遠藤

正敬

成績担当教員

遠藤

正敬

開講年次

2年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

講義

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
本講義では、政治社会においてざまな形で展開される異文化の接触と衝突を知ることで、「国民」や「民族」と
いったものの中身を理解し、あるべき共生社会を考える手がかりをさぐることを目的とする。具体的には、文
学、芸術、映画、漫画など諸文化が国家、法、戦争、外交などをどようにとらえ、またの政治によってどのよう
に左右されてきたのかを考えていきたい。
到達目標
1、現在の自分を取り巻く世界の情勢がどのようなものであるかを理解できる。
2、何事にも多様な価値観をもって評価することができる。
3、法や社会の流れを自分なりの意見をもって説明できる。
授業計画
今年度は感染症対策の要請から、遠隔授業となり、オンデマンド動画形式で行う。
【第1回】
テーマ：序章
内容・方法：文化の異同からみえてくるもの
【第2回】
テーマ：国内社会のグローバル化
内容・方法：日本における多文化社会
【第3回】
テーマ：文化と政治（１）
内容・方法：国内政治の観点から
【第4回】
テーマ：文化と政治（２）
内容・方法：国際政治の観点から
【第5回】
テーマ：文明の衝突
内容・方法：宗教と国際社会
【第6回】
テーマ：文化と戦争（1）
内容・方法：二つの世界大戦と文化
【第7回】
テーマ：文化と戦争（２）
内容・方法：冷戦後の戦争と文化
【第8回】
テーマ：文化と市民運動
文化と市民運動
内容・方法：世界を変える文化の力
【第9回】
テーマ：文化と差別（１）
内容・方法：「人種」「国籍」「民族」の描かれ方
【第10回】
テーマ：文化と差別（２）
内容・方法：マイノリティと抵抗としての文化
【第11回】
テーマ：文化と企業
内容・方法：越境する文化ビジネス
【第12回】
テーマ：オリンピックと政治
内容・方法：スポーツからみた国際政治の歴史
【第13回】
テーマ： 日本とアジアの文化交流
内容・方法：日中、日韓関係と文化政策
【第14回】
テーマ： 世界の家族あれこれ
内容・方法：家族、結婚、身分登録の比較
【第15回】
テーマ：まとめ
内容・方法：過去の講義の総括
事前事後の学習
多文化共生論

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
【第1回】
①事前学修課題：特になし
2時間
②事後学修課題：疑問点の整理 2時間
【第2回】
①事前学修課題：多文化社会の観察
2時間
②事後学修課題：多文化社会の発見
2時間
【第3回】
①事前学修課題：ニュースの確認
2時間
②事後学修課題：講義内容の復習
2時間
【第4回】
①事前学修課題：ニュースの確認
2時間
②事後学修課題：講義内容の復習
2時間
【第5回】
①事前学修課題：資料の予習
2時間
②事後学修課題：資料の理解
2時間
【第6回】
①事前学修課題：歴史の復習
2時間
②事後学修課題：テキストの理解
2時間
【第7回】
①事前学修課題：予備知識の確認
2時間
②事後学修課題：テキストの理解
2時間
【第8回】
①事前学修課題：備知識の確認
2時間
②事後学修課題：行動してみること
2時間
【第9回】
①事前学修課題：「○○人」とは何かを考える
2時間
②事後学修課題：国籍とは何かを考える
2時間
【第10回】
①事前学修課題：差別とは何かを考える
2時間
②事後学修課題：自分と差別について考える
2時間
【第11回】
①事前学修課題：ニュースの確認
2時間
②事後学修課題：資料の理解
2時間
【第12回】
①事前学修課題：スポーツの歴史を知る
2時間
②事後学修課題： 自分の意見をまとめる
2時間
【第13回】
①事前学修課題：文化交流とは何かを考える
2時間
②事後学修課題：異文化の比較
2時間
【第14回】
①事前学修課題：予備知識の習得
2時間
②事後学修課題：自分の問題としての考察
2時間
【第15回】
①事前学修課題：これまでの復習
2時間
②事後学修課題： 何を理解できたかを確認してみる
2時間
課題に対するフィードバックの方法
前回の授業の復習として不特定の履修者に質問し、理解度を確認する。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により、課題および最終レポート等によって到達目標に即して総合的に判定の上、60点以上
を合格とし、所定の単位を認定する。正当な理由なく5回以上欠席した場合は「K」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

60

授業内課題（60）

1,2,3

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

最終レポート（40）

1,2,3

その他

0

テキスト

毎回、レジュメを配布する。

参考書

田中宏『在日外国人 第3版』岩波新書、2013
Ｓ・ハンチントン著、鈴木主税訳『文明の衝突』集英社、1998

履修条件・他の科目との関連 積極的に授業への意見や質問を投じる。
多文化共生論

多文化共生論

授業コード

13061601

授業種別

授業科目名

異文化間コミュニケーション

授業担当教員

遠藤

正敬

成績担当教員

遠藤

正敬

開講年次

カリキュラムによる

開講期

実務家教員による授業

講義

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
本講義では、政治社会においてざまな形で展開される異文化の接触と衝突を知ることで、「国民」や「民族」と
いったものの中身を理解し、あるべき共生社会を考える手がかりをさぐることを目的とする。具体的には、文
学、芸術、映画、漫画など諸文化が国家、法、戦争、外交などをどようにとらえ、またの政治によってどのよう
に左右されてきたのかを考えていきたい。
到達目標
1、現在の自分を取り巻く世界の情勢がどのようなものであるかを理解できる。
2、何事にも多様な価値観をもって評価することができる。
3、法や社会の流れを自分なりの意見をもって説明できる。
授業計画
今年度は感染症対策の要請から、遠隔授業となり、オンデマンド動画形式で行う。
【第1回】
テーマ：序章
内容・方法：文化の異同からみえてくるもの
【第2回】
テーマ：国内社会のグローバル化
内容・方法：日本における多文化社会
【第3回】
テーマ：文化と政治（１）
内容・方法：国内政治の観点から
【第4回】
テーマ：文化と政治（２）
内容・方法：国際政治の観点から
【第5回】
テーマ：文明の衝突
内容・方法：宗教と国際社会
【第6回】
テーマ：文化と戦争（1）
内容・方法：二つの世界大戦と文化
【第7回】
テーマ：文化と戦争（２）
内容・方法：冷戦後の戦争と文化
【第8回】
テーマ：文化と市民運動
文化と市民運動
内容・方法：世界を変える文化の力
【第9回】
テーマ：文化と差別（１）
内容・方法：「人種」「国籍」「民族」の描かれ方
【第10回】
テーマ：文化と差別（２）
内容・方法：マイノリティと抵抗としての文化
【第11回】
テーマ：文化と企業
内容・方法：越境する文化ビジネス
【第12回】
テーマ：オリンピックと政治
内容・方法：スポーツからみた国際政治の歴史
【第13回】
テーマ： 日本とアジアの文化交流
内容・方法：日中、日韓関係と文化政策
【第14回】
テーマ： 世界の家族あれこれ
内容・方法：家族、結婚、身分登録の比較
【第15回】
テーマ：まとめ
内容・方法：過去の講義の総括
事前事後の学習
異文化間コミュニケーション

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
【第1回】
①事前学修課題：特になし
2時間
②事後学修課題：疑問点の整理 2時間
【第2回】
①事前学修課題：多文化社会の観察
2時間
②事後学修課題：多文化社会の発見
2時間
【第3回】
①事前学修課題：ニュースの確認
2時間
②事後学修課題：講義内容の復習
2時間
【第4回】
①事前学修課題：ニュースの確認
2時間
②事後学修課題：講義内容の復習
2時間
【第5回】
①事前学修課題：資料の予習
2時間
②事後学修課題：資料の理解
2時間
【第6回】
①事前学修課題：歴史の復習
2時間
②事後学修課題：テキストの理解
2時間
【第7回】
①事前学修課題：予備知識の確認
2時間
②事後学修課題：テキストの理解
2時間
【第8回】
①事前学修課題：備知識の確認
2時間
②事後学修課題：行動してみること
2時間
【第9回】
①事前学修課題：「○○人」とは何かを考える
2時間
②事後学修課題：国籍とは何かを考える
2時間
【第10回】
①事前学修課題：差別とは何かを考える
2時間
②事後学修課題：自分と差別について考える
2時間
【第11回】
①事前学修課題：ニュースの確認
2時間
②事後学修課題：資料の理解
2時間
【第12回】
①事前学修課題：スポーツの歴史を知る
2時間
②事後学修課題： 自分の意見をまとめる
2時間
【第13回】
①事前学修課題：文化交流とは何かを考える
2時間
②事後学修課題：異文化の比較
2時間
【第14回】
①事前学修課題：予備知識の習得
2時間
②事後学修課題：自分の問題としての考察
2時間
【第15回】
①事前学修課題：これまでの復習
2時間
②事後学修課題： 何を理解できたかを確認してみる
2時間
課題に対するフィードバックの方法
前回の授業の復習として不特定の履修者に質問し、理解度を確認する。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により、課題および最終レポート等によって到達目標に即して総合的に判定の上、60点以上
を合格とし、所定の単位を認定する。正当な理由なく5回以上欠席した場合は「K」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

60

授業内課題（60）

1,2,3

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

最終レポート（40）

1,2,3

その他

0

テキスト

毎回、レジュメを配布する。

参考書

田中宏『在日外国人 第3版』岩波新書、2013
Ｓ・ハンチントン著、鈴木主税訳『文明の衝突』集英社、1998

履修条件・他の科目との関連 積極的に授業への意見や質問を投じる。
異文化間コミュニケーション

異文化間コミュニケーション

授業コード

13075901

授業科目名

ジェンダー論

授業担当教員

西岡

敦子

成績担当教員

西岡

敦子

開講年次

1年

授業種別

実務家教員による授業

講義

開講期

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
「女らしく」しなさい、その行動は「男らしく」ない、等といった言動を身近で見聞きしたことはないだろう
か？
「女らしく」「男らしく」という言説は、肉体的・生物学的な性差「セックス(sex)」を根拠にしたものではな
く、社会的・文化的に構築された性差「ジェンダー（gender）」という概念を根拠にしている。 「女だから○
○してはいけない」、「男だから××すべきだ」といった枠組みを一度取り払って物事を考えてみることによっ
て、今まで、当然視していたものが違っていたことに気づくこともあるだろう。
本講義を通して、受講生が自分自身の生き方を探ることができるようになることを目指して、ジェンダーにつ
いて概説する。その中で、人間の心の働きや、対人関係、多様な人々の受容など、自分自身や社会のあり様を理
解していけるようになると考える。
授業形態は資料提示やビデオを用いた講義形式である。
授業の構成は、はじめに前回の授業時に書いてもらったミニレポートの講評、および感想の共有を行い、引き
続き本時の授業に入る。終了前の10分程度でその日の授業に関するレポートを作成してもらい、その時間の評価
とする。（別途、定期試験代わりのレポートを課す）
到達目標
1.ジェンダーの概念を正しく説明できる。
2.自分の中にあるジェンダー意識を分析できる。
3.ジェンダーに関する身近な課題に積極的に行動できる。
授業計画
【第1回】オリエンテーション
ジェンダーとセックスとセクシュアリティ
【第2回】セクソロジーとジェンダー（１）（性の分化）
【第3回】セクソロジーとジェンダー（２）（性アイデンティティ）
【第4回】健康とジェンダー（１）（摂食障害）
【第5回】健康とジェンダー（２）（リプロダクティヴ・ヘルス／ライツ）
【第6回】家族とジェンダー（１）（「家」制度）
【第7回】家族とジェンダー（２）（ドメスティック・バイオレンス①）
【第8回】家族とジェンダー（２）（ドメスティック・バイオレンス②）
【第9回】雇用労働とジェンダー（１）（M字型就労）
【第10回】雇用労働とジェンダー（２）（セクシュアル・ハラスメント）
【第11回】文化とジェンダー（１）（おとぎ話、童話）
【第12回】文化とジェンダー（２）（ポルノ・グラフィ）
【第13回】社会政策とジェンダー（夫婦別姓選択制度）
【第14回】教育とジェンダー（家庭教育、学校教育）
【第15回】まとめ（男性学）
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
1回につき、平均4時間の事前・事後学習を必要とするが、定期試験代わりのレポート作成にかかる学習時間が必
要である。
事前学習としては、時間ごとのテーマを参考に、関連した本に目を通し、予備知識を得ておく。
事後学習としては、授業内容を復習するとともに、紹介した本やインターネット等を利用し、さらに理解を深
め、定期試験代わりのレポート作成に備える。
課題に対するフィードバックの方法
毎回のレポートに対しては、次回の授業の最初に、全体を通しての内容の開示を行う。
あわせて、希望者に対して、授業の終了時にレポート内容の達成度を口頭開示する。
定期試験に対しては、希望者に対して口頭開示する。
成績評価の方法・基準（方針）
・以下に示す評価方法により総合的に判定の上、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
・正当な理由なく3回をこえて欠席した場合は「K」評価となる。また、3回の遅刻で1回の欠席と換算する。
・毎時間の授業終了10分前に実施するミニレポートの評価（およそ85％（0〜6点×15回））、定期試験代わりの
最終レポートの評価（およそ15％（未提出は「K」評価））の総合評価である。
・出席を前提とした評価方法であるので、遅刻せずにすべての授業に出席することが求められる。
ジェンダー論

成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

85

ミニレポートの達成度

1.2.

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

15

最終レポートの達成度

1.～3.

その他

0

テキスト

テキストを使用しない

参考書

授業中に適宜紹介する

履修条件・他の科目との関連 心理コミュニケーション学科の2017年度以降の入学生は専門科目、それ以外の学生は基礎教育科
目の枠になるので注意すること。

ジェンダー論

授業コード

10000101

授業科目名

ジェンダー論

授業担当教員

西岡

敦子

成績担当教員

西岡

敦子

開講年次

1年

授業種別

実務家教員による授業

講義

開講期

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
「女らしく」しなさい、その行動は「男らしく」ない、等といった言動を身近で見聞きしたことはないだろう
か？
「女らしく」「男らしく」という言説は、肉体的・生物学的な性差「セックス(sex)」を根拠にしたものではな
く、社会的・文化的に構築された性差「ジェンダー（gender）」という概念を根拠にしている。 「女だから○
○してはいけない」、「男だから××すべきだ」といった枠組みを一度取り払って物事を考えてみることによっ
て、今まで、当然視していたものが違っていたことに気づくこともあるだろう。
本講義を通して、受講生が自分自身の生き方を探ることができるようになることを目指して、ジェンダーにつ
いて概説する。その中で、人間の心の働きや、対人関係、多様な人々の受容など、自分自身や社会のあり様を理
解していけるようになると考える。
授業形態は資料提示やビデオを用いた講義形式である。
授業の構成は、はじめに前回の授業時に書いてもらったミニレポートの講評、および感想の共有を行い、引き
続き本時の授業に入る。終了前の10分程度でその日の授業に関するレポートを作成してもらい、その時間の評価
とする。（別途、定期試験代わりのレポートを課す）
到達目標
1.ジェンダーの概念を正しく説明できる。
2.自分の中にあるジェンダー意識を分析できる。
3.ジェンダーに関する身近な課題に積極的に行動できる。
授業計画
【第1回】オリエンテーション
ジェンダーとセックスとセクシュアリティ
【第2回】セクソロジーとジェンダー（１）（性の分化）
【第3回】セクソロジーとジェンダー（２）（性アイデンティティ）
【第4回】健康とジェンダー（１）（摂食障害）
【第5回】健康とジェンダー（２）（リプロダクティヴ・ヘルス／ライツ）
【第6回】家族とジェンダー（１）（「家」制度）
【第7回】家族とジェンダー（２）（ドメスティック・バイオレンス①）
【第8回】家族とジェンダー（２）（ドメスティック・バイオレンス②）
【第9回】雇用労働とジェンダー（１）（M字型就労）
【第10回】雇用労働とジェンダー（２）（セクシュアル・ハラスメント）
【第11回】文化とジェンダー（１）（おとぎ話、童話）
【第12回】文化とジェンダー（２）（ポルノ・グラフィ）
【第13回】社会政策とジェンダー（夫婦別姓選択制度）
【第14回】教育とジェンダー（家庭教育、学校教育）
【第15回】まとめ（男性学）
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
1回につき、平均4時間の事前・事後学習を必要とするが、定期試験代わりのレポート作成にかかる学習時間が必
要である。
事前学習としては、時間ごとのテーマを参考に、関連した本に目を通し、予備知識を得ておく。
事後学習としては、授業内容を復習するとともに、紹介した本やインターネット等を利用し、さらに理解を深
め、定期試験代わりのレポート作成に備える。
課題に対するフィードバックの方法
毎回のレポートに対しては、次回の授業の最初に、全体を通しての内容の開示を行う。
あわせて、希望者に対して、授業の終了時にレポート内容の達成度を口頭開示する。
定期試験に対しては、希望者に対して口頭開示する。
成績評価の方法・基準（方針）
・以下に示す評価方法により総合的に判定の上、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
・正当な理由なく3回をこえて欠席した場合は「K」評価となる。また、3回の遅刻で1回の欠席と換算する。
・毎時間の授業終了10分前に実施するミニレポートの評価（およそ85％（0〜6点×15回））、定期試験代わりの
最終レポートの評価（およそ15％（未提出は「K」評価））の総合評価である。
・出席を前提とした評価方法であるので、遅刻せずにすべての授業に出席することが求められる。
ジェンダー論

成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

85

ミニレポートの達成度

1.2.

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

15

最終レポートの達成度

1.～3.

その他

0

テキスト

テキストを使用しない

参考書

授業中に適宜紹介する

履修条件・他の科目との関連 心理コミュニケーション学科の2017年度以降の入学生は専門科目、それ以外の学生は基礎教育科
目の枠になるので注意すること。

ジェンダー論

授業コード

13085401

授業科目名

現代社会と女性

授業担当教員

西岡

敦子

成績担当教員

西岡

敦子

開講年次

2年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

講義

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
変動する社会の中にあって、今、「いかに生きるか」ということが大きな問題になっている。その一つとして、
今まで、一般的に受け入れられてきたものとは相反するような価値観の表出、また、それに伴う、個々人の価値
観の多様化があるように思われる。
ここでは、その中でも特に「女性」という視点から幾つかの問題を取り上げ、考察する。そこから、女性の置
かれた状況を男女ともに認識することによって、男女が共に生きやすい社会を考え、「いかに生きるか」という
ことを考えられるように指導する。
その中で、コミュニケーション能力や多様な人々を受け入れる態度を身に着け、社会生活や家庭生活を円滑に
営めるようになれると考える。
授業形態は、講義である。ビデオ等も利用する。
授業の最初に、前回の授業時に書いてもらったミニレポートの講評、および感想の共有を行い、引き続き本時
の授業を行う。授業終了前の１０分程度を利用して本時の授業に関するミニレポートを作成してもらい、本時の
評価とする。（別途、定期試験代わりのレポートを課す。）
到達目標
1.社会の中での女性が置かれている状況を様々な事象をもって説明できる。
2.また、その解決に向けて考えることができる。
3.男女相互理解の上に立って、いかに生きるかを考えることができる。
授業計画
【第1回】オリエンテーション「 ジェンダーとは何か？」
【第2回】セクシュアリティ・心・体（1）「不妊治療1－母体保護法」
【第3回】セクシュアリティ・心・体（1）「不妊治療2－代理母」
【第4回】セクシュアリティ・心・体（1）「不妊治療3（ディスカッション）」
【第5回】セクシュアリティ・心・体（2）「チャイルド・アビューズ」
【第6回】セクシュアリティ・心・体（3）「買売春」
【第7回】セクシュアリティ・心・体（4）「フェミニスト・カウンセリング」
【第8回】家族・仕事・社会（1）「男女雇用機会均等法」
【第9回】家族・仕事・社会（2）「育児休業法」
【第10回】家族・仕事・社会（3）「介護休業法」
【第11回】家族・仕事・社会（4）「政治参画」
【第12回】家族・仕事・社会（5）「宗教と女性」
【第13回】海外の女性「開発と女性1－平等・開発・平和」
【第14回】海外の女性「開発と女性2－人間開発」
【第15回】まとめ（総復習）
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
1回につき、平均4時間の事前・事後学習を必要とするが、定期試験代わりのレポート作成にかかる学習時間が必
要である。
事前学習としては、時間ごとのテーマを参考に、関連した本に目を通し、予備知識を得ておく。
事後学習としては、授業内容を復習するとともに、紹介した本やインターネット等を利用し、さらに理解を深
め、定期試験代わりのレポート作成に備える。
課題に対するフィードバックの方法
毎回のレポートに対しては、次回の授業の最初に、全体を通しての内容の開示を行う。
あわせて、希望者に対して、授業の終了時にレポート内容の達成度を口頭開示する。
定期試験に対しては、希望者に対して口頭開示する。
成績評価の方法・基準（方針）
・以下に示す評価方法により総合的に判定の上、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
・正当な理由なく3回をこえて欠席した場合は「K」評価となる。また、3回の遅刻で1回の欠席と換算する。
・毎時間の授業終了10分前に実施するミニレポートの評価（およそ85％（0～6点×15回））、定期試験代わりの
最終レポートの評価（およそ15％（未提出は「K」評価））の総合評価とする。
・出席を前提とした評価方法であるので、遅刻せずにすべての授業に出席することが求められる。

現代社会と女性

成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

85

ミニレポートの達成度

1.～3.

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

15

最終レポートの達成度

1.～3.

その他

0

テキスト

テキストを使用しない

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する

履修条件・他の科目との関連 「ジェンダー論」が履修済みであることが望ましい

現代社会と女性

授業コード

13060701

授業種別

授業科目名

コミュニケーション社会学Ⅱ

授業担当教員

西岡

敦子

成績担当教員

西岡

敦子

開講年次

1年

開講期

実務家教員による授業

講義

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
変動する社会の中にあって、今、「いかに生きるか」ということが大きな問題になっている。その一つとして、
今まで、一般的に受け入れられてきたものとは相反するような価値観の表出、また、それに伴う、個々人の価値
観の多様化があるように思われる。
ここでは、その中でも特に「女性」という視点から幾つかの問題を取り上げ、考察する。そこから、女性の置
かれた状況を男女ともに認識することによって、男女が共に生きやすい社会を考え、「いかに生きるか」という
ことを考えられるように指導する。
その中で、コミュニケーション能力や多様な人々を受け入れる態度を身に着け、社会生活や家庭生活を円滑に
営めるようになれると考える。
授業形態は、講義である。ビデオ等も利用する。
授業の最初に、前回の授業時に書いてもらったミニレポートの講評、および感想の共有を行い、引き続き本時
の授業を行う。授業終了前の１０分程度を利用して本時の授業に関するミニレポートを作成してもらい、本時の
評価とする。（別途、定期試験代わりのレポートを課す。）
到達目標
1.社会の中での女性が置かれている状況を様々な事象をもって説明できる。
2.また、その解決に向けて考えることができる。
3.男女相互理解の上に立って、いかに生きるかを考えることができる。
授業計画
【第1回】オリエンテーション「 ジェンダーとは何か？」
【第2回】セクシュアリティ・心・体（1）「不妊治療1－母体保護法」
【第3回】セクシュアリティ・心・体（1）「不妊治療2－代理母」
【第4回】セクシュアリティ・心・体（1）「不妊治療3（ディスカッション）」
【第5回】セクシュアリティ・心・体（2）「チャイルド・アビューズ」
【第6回】セクシュアリティ・心・体（3）「買売春」
【第7回】セクシュアリティ・心・体（4）「フェミニスト・カウンセリング」
【第8回】家族・仕事・社会（1）「男女雇用機会均等法」
【第9回】家族・仕事・社会（2）「育児休業法」
【第10回】家族・仕事・社会（3）「介護休業法」
【第11回】家族・仕事・社会（4）「政治参画」
【第12回】家族・仕事・社会（5）「宗教と女性」
【第13回】海外の女性「開発と女性1－平等・開発・平和」
【第14回】海外の女性「開発と女性2－人間開発」
【第15回】まとめ（総復習）
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
1回につき、平均4時間の事前・事後学習を必要とするが、定期試験代わりのレポート作成にかかる学習時間が必
要である。
事前学習としては、時間ごとのテーマを参考に、関連した本に目を通し、予備知識を得ておく。
事後学習としては、授業内容を復習するとともに、紹介した本やインターネット等を利用し、さらに理解を深
め、定期試験代わりのレポート作成に備える。
課題に対するフィードバックの方法
毎回のレポートに対しては、次回の授業の最初に、全体を通しての内容の開示を行う。
あわせて、希望者に対して、授業の終了時にレポート内容の達成度を口頭開示する。
定期試験に対しては、希望者に対して口頭開示する。
成績評価の方法・基準（方針）
・以下に示す評価方法により総合的に判定の上、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
・正当な理由なく3回をこえて欠席した場合は「K」評価となる。また、3回の遅刻で1回の欠席と換算する。
・毎時間の授業終了10分前に実施するミニレポートの評価（およそ85％（0～6点×15回））、定期試験代わりの
最終レポートの評価（およそ15％（未提出は「K」評価））の総合評価とする。
・出席を前提とした評価方法であるので、遅刻せずにすべての授業に出席することが求められる。

コミュニケーション社会学Ⅱ

成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

85

ミニレポートの達成度

1.～3.

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

15

最終レポートの達成度

1.～3.

その他

0

テキスト

テキストを使用しない

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する

履修条件・他の科目との関連 「ジェンダー論」が履修済みであることが望ましい

コミュニケーション社会学Ⅱ

授業コード

13076401

授業科目名

文化社会学Ⅰ

授業担当教員

有田

亘

成績担当教員

有田

亘

開講年次

2年

授業種別

実務家教員による授業

講義

開講期

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
文化はわれわれ人間が社会生活を営むための様々なスタイルである。この授業では、その多様なあり方を概観
し、考察することで社会についての理解を深めることを目指す。そのために社会批評という方法を用いる。それ
はシンプルには主観的な感想文ではなく、客観的な根拠に基づく研究論文を書くための方法だが、個々人（読者
だけでなく、作者も、誰も）が、独善的な主張を一方的に押し付けるのではなく、相互理解にいたるための多様
な道を探るための方法である。その説明のため、受講生にとってわかりやすいであろう大衆文化や若者文化に具
体例の多くを求めることになるだろう。
到達目標
1.文献参照の規則や、文章作法、その他学問的ルールに則った形式の答案を作成できる。
2.授業内で学習した批評理論および文化社会学的知識を正しく説明することができる。
3.学術的ルールに則った形式と正しい知識に基づいて、文化社会学的な批評文を書くことができる。
授業計画
※受講に先立ち重要事項を説明するオリエンテーションを実施するので、指示に従い履修登録すること。
第1回 はじめに 批評・文化論・社会学
第2回 批評理論の基礎(1)批評と感想
第3回 批評理論の基礎(2)作品・作者・読者
第4回 作品批評
第5回 「となりのトトロ」を例に
第6回 「崖の上のポニョ」を例に
第7回 「ハウルの動く城」を例に
第8回 前半まとめ
第9回 サブカルチャー論：文化社会学Ⅱとの接続
第10回 文化批評
第11回 「アナと雪の女王」を例に
第12回 「Let It Go」と英語版(日本語字幕)／日本語吹替版の比較
第13回 「雪の女王」との比較
第14回 オタク文化とその国際化
第15回 後半まとめ
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
事前学習
事後学習
うこと。

授業1回につき2時間以上、授業内容に関するテキストや資料を熟読し、予備知識を得ておくこと。
授業1回につき2時間以上、授業内容を振り返って理解を深めるとともに、必要に応じて意見交換を行

課題に対するフィードバックの方法
必要に応じて、Googleクラスルーム、あるいはOIUメールを通じて行う。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

授業内レポート課題、および意見交換課題への取り組
み・成果(50)

1,2,3

授業外での評価

30

事前オリエンテーションにおける重要事項の理解(10) 中
間レポート課題(20)

1,2,3

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

期末レポート課題(20)

1,2,3

その他

0
文化社会学Ⅰ

テキスト

いろいろあるコミュニケーションの社会学Ver.2.0 /有田亘・松井広志編/北樹出版
ISBN9784779306259 1,900円＋税

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する

履修条件・他の科目との関連 必要に応じて授業時間外に学外授業を実施し、それへの参加を求めることがある。（交通費等実費
は学生負担）

文化社会学Ⅰ

授業コード

13049801

授業種別

授業科目名

サブカルチャー論

授業担当教員

有田

亘

成績担当教員

有田

亘

開講年次

カリキュラムによる

実務家教員による授業

講義

開講期

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
文化はわれわれ人間が社会生活を営むための様々なスタイルである。この授業では、その多様なあり方を概観
し、考察することで社会についての理解を深めることを目指す。そのために社会批評という方法を用いる。それ
はシンプルには主観的な感想文ではなく、客観的な根拠に基づく研究論文を書くための方法だが、個々人（読者
だけでなく、作者も、誰も）が、独善的な主張を一方的に押し付けるのではなく、相互理解にいたるための多様
な道を探るための方法である。その説明のため、受講生にとってわかりやすいであろう大衆文化や若者文化に具
体例の多くを求めることになるだろう。
到達目標
1.文献参照の規則や、文章作法、その他学問的ルールに則った形式の答案を作成できる。
2.授業内で学習した批評理論および文化社会学的知識を正しく説明することができる。
3.学術的ルールに則った形式と正しい知識に基づいて、文化社会学的な批評文を書くことができる。
授業計画
※受講に先立ち重要事項を説明するオリエンテーションを実施するので、指示に従い履修登録すること。
第1回 はじめに 批評・文化論・社会学
第2回 批評理論の基礎(1)批評と感想
第3回 批評理論の基礎(2)作品・作者・読者
第4回 作品批評
第5回 「となりのトトロ」を例に
第6回 「崖の上のポニョ」を例に
第7回 「ハウルの動く城」を例に
第8回 前半まとめ
第9回 サブカルチャー論：文化社会学Ⅱとの接続
第10回 文化批評
第11回 「アナと雪の女王」を例に
第12回 「Let It Go」と英語版(日本語字幕)／日本語吹替版の比較
第13回 「雪の女王」との比較
第14回 オタク文化とその国際化
第15回 後半まとめ
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
事前学習
事後学習
うこと。

授業1回につき2時間以上、授業内容に関するテキストや資料を熟読し、予備知識を得ておくこと。
授業1回につき2時間以上、授業内容を振り返って理解を深めるとともに、必要に応じて意見交換を行

課題に対するフィードバックの方法
必要に応じて、Googleクラスルーム、あるいはOIUメールを通じて行う。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

授業内レポート課題、および意見交換課題への取り組
み・成果(50)

1,2,3

授業外での評価

30

事前オリエンテーションにおける重要事項の理解(10) 中
間レポート課題(20)

1,2,3

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

期末レポート課題(20)

1,2,3

その他

0
サブカルチャー論

テキスト

いろいろあるコミュニケーションの社会学Ver.2.0 /有田亘・松井広志編/北樹出版
ISBN9784779306259 1,900円＋税

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する

履修条件・他の科目との関連 必要に応じて授業時間外に学外授業を実施し、それへの参加を求めることがある。（交通費等実費
は学生負担）

サブカルチャー論

授業コード

13076501

授業科目名

文化社会学Ⅱ

授業担当教員

有田

亘

成績担当教員

有田

亘

開講年次

2年

授業種別

実務家教員による授業

講義

開講期

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
この授業では、われわれの暮らす現代社会について、サブカルチャーを手がかりに考えていく。
社会の多様性・複雑性を考える際に、「メイン(中心的・支配的)」ではなく「サブ（下位的、二次的）」という
観点は重要である。
また、社会を「カルチャー(文化)」、すなわちわれわれの生活（ライフ）に具体的に直結すると同時に、抽象的
な様式（スタイル）として成立しているものとして捉える観点も重要である。
それは物事を難解にしすぎず単純化しすぎずに考え、誰をも受け入れることができると同時に、誰からも受け入
れられる魅力的な人間性を育むために、必要な思考法だからである。
到達目標
1.文献参照の規則や、文章作法、その他学問的ルールに則った形式の答案を作成できる。
2.授業内で学習した文化社会学的知識を正しく説明することができる。
3.学術的ルールに則った形式と正しい知識に基づいて、合理的根拠を伴った文化社会学的な意見を述べることが
できる。
授業計画
※受講に先立ち重要事項を説明するオリエンテーションを実施するので、指示に従い履修登録すること。
第1回 はじめに
メインとサブ、そしてカルチャー(文化)
第2回 異文化とサブカルチャー 食文化を例に
第3回 「恐怖系」のサブカルチャー
第4回 「廃墟」のサブカルチャー
第5回 「ホスト」のサブカルチャー
第6回 「身体加工」のサブカルチャー(1)タトゥー、ピアス
第7回 「身体加工」のサブカルチャー(2)美容整形、ボディハッキング
第8回 前半のまとめと中間テスト
第9回 「古着」文化論
第10回 「ロリータファッション」のサブカルチャー
第11回 「アイドル」文化論
第12回 「ヤンキー」文化論
第13回 「茶の湯」とサブカルチャー
第14回 サブカルチャー図鑑をつくってみる
第15回 品評会、後半のまとめ
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
事前学習
事後学習
うこと。

授業1回につき2時間以上、授業内容に関するテキストや資料を熟読し、予備知識を得ておくこと。
授業1回につき2時間以上、授業内容を振り返って理解を深めるとともに、必要に応じて意見交換を行

課題に対するフィードバックの方法
必要に応じて、Googleクラスルーム、あるいはOIUメールを通じて行う。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

授業内レポート課題、および意見交換課題への取り組
み・成果(50)

1,2,3

授業外での評価

30

事前オリエンテーションにおける重要事項の理解(10) 中
間レポート課題(20)

1,2,3

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

期末レポート課題(20)

1,2,3
文化社会学Ⅱ

その他

0

テキスト

いろいろあるコミュニケーションの社会学Ver.2.0 /有田亘・松井広志編/北樹出版
ISBN9784779306259 1,900円＋税

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 科目の性質上、個人の好みが分かれる内容も取り扱う。授業計画を熟読し、事前オリエンテーション
にも参加して、納得のうえで履修すること。
必要に応じて授業時間外に学外授業を実施し、それへの参加を求めることがある。（交通費等実費
は学生負担）

文化社会学Ⅱ

授業コード

13011001

授業種別

授業科目名

マンガ文化論

授業担当教員

有田

亘

成績担当教員

有田

亘

開講年次

カリキュラムによる

実務家教員による授業

講義

開講期

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
この授業では、われわれの暮らす現代社会について、サブカルチャーを手がかりに考えていく。
社会の多様性・複雑性を考える際に、「メイン(中心的・支配的)」ではなく「サブ（下位的、二次的）」という
観点は重要である。
また、社会を「カルチャー(文化)」、すなわちわれわれの生活（ライフ）に具体的に直結すると同時に、抽象的
な様式（スタイル）として成立しているものとして捉える観点も重要である。
それは物事を難解にしすぎず単純化しすぎずに考え、誰をも受け入れることができると同時に、誰からも受け入
れられる魅力的な人間性を育むために、必要な思考法だからである。
到達目標
1.文献参照の規則や、文章作法、その他学問的ルールに則った形式の答案を作成できる。
2.授業内で学習した文化社会学的知識を正しく説明することができる。
3.学術的ルールに則った形式と正しい知識に基づいて、合理的根拠を伴った文化社会学的な意見を述べることが
できる。
授業計画
※受講に先立ち重要事項を説明するオリエンテーションを実施するので、指示に従い履修登録すること。
第1回 はじめに
メインとサブ、そしてカルチャー(文化)
第2回 異文化とサブカルチャー 食文化を例に
第3回 「恐怖系」のサブカルチャー
第4回 「廃墟」のサブカルチャー
第5回 「ホスト」のサブカルチャー
第6回 「身体加工」のサブカルチャー(1)タトゥー、ピアス
第7回 「身体加工」のサブカルチャー(2)美容整形、ボディハッキング
第8回 前半のまとめと中間テスト
第9回 「古着」文化論
第10回 「ロリータファッション」のサブカルチャー
第11回 「アイドル」文化論
第12回 「ヤンキー」文化論
第13回 「茶の湯」とサブカルチャー
第14回 サブカルチャー図鑑をつくってみる
第15回 品評会、後半のまとめ
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
事前学習
事後学習
うこと。

授業1回につき2時間以上、授業内容に関するテキストや資料を熟読し、予備知識を得ておくこと。
授業1回につき2時間以上、授業内容を振り返って理解を深めるとともに、必要に応じて意見交換を行

課題に対するフィードバックの方法
必要に応じて、Googleクラスルーム、あるいはOIUメールを通じて行う。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

授業内レポート課題、および意見交換課題への取り組
み・成果(50)

1,2,3

授業外での評価

30

事前オリエンテーションにおける重要事項の理解(10) 中
間レポート課題(20)

1,2,3

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

期末レポート課題(20)

1,2,3
マンガ文化論

その他

0

テキスト

いろいろあるコミュニケーションの社会学Ver.2.0 /有田亘・松井広志編/北樹出版
ISBN9784779306259 1,900円＋税

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 科目の性質上、個人の好みが分かれる内容も取り扱う。授業計画を熟読し、事前オリエンテーション
にも参加して、納得のうえで履修すること。
必要に応じて授業時間外に学外授業を実施し、それへの参加を求めることがある。（交通費等実費
は学生負担）

マンガ文化論

授業コード

13083401

授業科目名

メディア社会学

授業担当教員

有田

亘

成績担当教員

有田

亘

開講年次

3年

授業種別

実務家教員による授業

講義

開講期

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
メディア、特にうわさや都市伝説というメディアがわれわれ(の思い込み)に与える社会的影響について考える。
そのことを通じて、レポートや論文の書く際に「自分の意見を述べる」とはどういうことかを理解するだけでな
く、われわれの暮らす民主主義社会のあるべき形についても考える。
到達目標
1.文献参照の規則や、文章作法、その他学問的ルールに則った形式の答案を作成できる。
2.授業内で学習したメディア社会学的知識を正しく説明することができる。
3.学術的ルールに則った形式と正しい知識に基づいて、合理的根拠を伴ったメディア社会学的意見を述べること
ができる。
授業計画
※受講に先立ち重要事項を説明するオリエンテーションを実施するので、指示に従い履修登録すること。
第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回
第8回
第9回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回

はじめに メディアの影響と現代社会
初期強力効果説（弾丸理論）
初期強力効果説の衰退
限定効果説(1)二段階の流れモデル
限定効果説(2)補強効果・選択的受容
メディア効果論中間まとめ
うわさというメディア(1)オルポート・ポストマンの公式
うわさというメディア(2)ケーススタディ
うわさというメディア(3)都市伝説
サブリミナル効果(1)
カウンターナレッジ
新しい強力効果説
メディア論的な強力効果
初期強力効果論についてのうわさ
全体まとめ

事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
事前学習
事後学習
うこと。

授業1回につき2時間以上、授業内容に関するテキストや資料を熟読し、予備知識を得ておくこと。
授業1回につき2時間以上、授業内容を振り返って理解を深めるとともに、必要に応じて意見交換を行

課題に対するフィードバックの方法
必要に応じて、Googleクラスルーム、あるいはOIUメールを通じて行う。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

授業内レポート課題、および意見交換課題への取り組
み・成果(50)

1,2,3

授業外での評価

30

事前オリエンテーションにおける重要事項の理解(10) 中
間レポート課題(20)

1,2,3

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

期末レポート課題(20)

1,2,3

その他

0

メディア社会学

テキスト

いろいろあるコミュニケーションの社会学Ver.2.0 /有田亘・松井広志編/北樹出版
ISBN9784779306259 1,900円＋税

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する

履修条件・他の科目との関連 コミュニケーション社会学、文化社会学Ⅰ・Ⅱを履修していることが望ましい。
それらの科目より難易度が高めに設定されているのを理解し納得の上で受講すること。

メディア社会学

授業コード

13060401

授業種別

授業科目名

メディア社会学Ⅰ

授業担当教員

有田

亘

成績担当教員

有田

亘

開講年次

カリキュラムによる

実務家教員による授業

講義

開講期

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
メディア、特にうわさや都市伝説というメディアがわれわれ(の思い込み)に与える社会的影響について考える。
そのことを通じて、レポートや論文の書く際に「自分の意見を述べる」とはどういうことかを理解するだけでな
く、われわれの暮らす民主主義社会のあるべき形についても考える。
到達目標
1.文献参照の規則や、文章作法、その他学問的ルールに則った形式の答案を作成できる。
2.授業内で学習したメディア社会学的知識を正しく説明することができる。
3.学術的ルールに則った形式と正しい知識に基づいて、合理的根拠を伴ったメディア社会学的意見を述べること
ができる。
授業計画
※受講に先立ち重要事項を説明するオリエンテーションを実施するので、指示に従い履修登録すること。
第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回
第8回
第9回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回

はじめに メディアの影響と現代社会
初期強力効果説（弾丸理論）
初期強力効果説の衰退
限定効果説(1)二段階の流れモデル
限定効果説(2)補強効果・選択的受容
メディア効果論中間まとめ
うわさというメディア(1)オルポート・ポストマンの公式
うわさというメディア(2)ケーススタディ
うわさというメディア(3)都市伝説
サブリミナル効果(1)
カウンターナレッジ
新しい強力効果説
メディア論的な強力効果
初期強力効果論についてのうわさ
全体まとめ

事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
事前学習
事後学習
うこと。

授業1回につき2時間以上、授業内容に関するテキストや資料を熟読し、予備知識を得ておくこと。
授業1回につき2時間以上、授業内容を振り返って理解を深めるとともに、必要に応じて意見交換を行

課題に対するフィードバックの方法
必要に応じて、Googleクラスルーム、あるいはOIUメールを通じて行う。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

授業内レポート課題、および意見交換課題への取り組
み・成果(50)

1,2,3

授業外での評価

30

事前オリエンテーションにおける重要事項の理解(10) 中
間レポート課題(20)

1,2,3

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

期末レポート課題(20)

1,2,3

その他

0

メディア社会学Ⅰ

テキスト

いろいろあるコミュニケーションの社会学Ver.2.0 /有田亘・松井広志編/北樹出版
ISBN9784779306259 1,900円＋税

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する

履修条件・他の科目との関連 コミュニケーション社会学、文化社会学Ⅰ・Ⅱを履修していることが望ましい。
それらの科目より難易度が高めに設定されているのを理解し納得の上で受講すること。

メディア社会学Ⅰ

授業コード

13099501

授業科目名

教育社会学

授業担当教員

上原

健太郎

成績担当教員

上原

健太郎

開講年次

2年

授業種別

実務家教員による授業

講義

開講期

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
この授業では、＜教育＞にまつわる社会事象について考えることを目的とする。特に、「よきもの」とされがち
な＜教育＞にまつわる事象について、批判的な観点から社会学的に考えることに主眼を置く。なお、この授業で
は、＜教育＞を単に学校教育や家庭教育に限定せず、人間形成（社会化）の過程という大きな観点から捉えるこ
とを目指す。
到達目標
１．「教育＝よきもの」という固定化された考え方を相対化することができる
２．学校や家庭だけでなく、幅広い観点から＜教育＞を捉えることができる
３．身近な出来事から、＜教育＞の問題について考えることができる
授業計画
第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回
第8回
第9回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回

授業のオリエンテーション
教育リスクと組体操
教育リスクと体罰
ブラック校則
第4回までのふりかえりと中間レポートに関するアナウンス
非正規教員問題
義務教育が適用されない子ども
学校文化と友だち地獄
就職活動と準拠集団
第9回までのふりかえりと中間レポートに関するアナウンス
しつけの社会史：戦前編
しつけの社会史：戦後編
文化資本と社会的地位の再生産
文化住宅街の子どもたち
全体の振り返り

事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
事前学習：家族、学校生活、バイトなど、日常に潜む＜教育＞にまつわる事象について考える。各回ごとに2時間
以上。
事後学習：授業で学習したことを念頭に、改めて自らの日々の日常生活を教育社会学的に捉え返す。各回ごとに2
時間以上。
課題に対するフィードバックの方法
提出されたレポート課題に対しては、希望があればコメントを返す。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

0

授業外での評価

50

中間レポート（25）計2回実施

１、２、３

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

50

最終レポートの提出（50）

１、２、３

その他

0

テキスト

とくになし

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する
教育社会学

履修条件・他の科目との関連 他の社会学関連科目を履修していることが望ましい。

教育社会学

授業コード

13099601

授業科目名

地域社会学

授業担当教員

上原

健太郎

成績担当教員

上原

健太郎

開講年次

2年

授業種別

実務家教員による授業

講義

開講期

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
この授業では、地域社会について考えることを目的とする。特に、都市・地方・農村といったそれぞれの地域に
ついて、歴史、地域移動、観光、コミュニティといった社会学的な観点から考えることに主眼を置く。
到達目標
１．複眼的な視点から地域社会を考えることができる
２．社会学的な概念を用いて地域社会の特徴が説明できる
３．地域社会と人間の関係性について幅広く捉えることができる
授業計画
第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回
第8回
第9回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回

授業のオリエンテーション
地域社会とは何か（都市と地方）
地域イメージとオリエンテリズム
地域イメージとジレンマ（ジェントリフィケーションとオーバーツーリズム）
第4回までのふりかえりと中間レポートに関するアナウンス
地方にとどまる若者たち（ほどほどパラダイス論をめぐる論争）
都市の中の村（都市開発とサードプレイス論）
排除する地域社会（ハンセン病の歴史的変遷）
排除する地域社会（人生の再生に向けた生活実践）
第9回までのふりかえりと中間レポートに関するアナウンス
同心円地帯理論と大阪の地理的空間
不法占拠地区と空間
地域社会と同性婚（同性パートナーシップの制度化）
地域社会と同性婚（出産と育児をめぐる問題）
全体の振り返り

事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
事前学習：都市的生活、地方的生活など、自らが生活する（してきた）地域社会について考える。各回ごとに2時
間以上。
事後学習：授業で学習したことを念頭に、改めて自らの日々の日常生活を地域社会学的に捉え返す。各回ごとに2
時間以上。
課題に対するフィードバックの方法
提出されたレポート課題に対しては、希望があればコメントを返す。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

0

授業外での評価

50

中間レポート（25）計2回実施

１、２、３

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

50

最終レポートの提出（50）

１、２、３

その他

0

テキスト

とくになし

参考書

森岡清志編、2008、『地域の社会学』有斐閣アルマ

履修条件・他の科目との関連 他の社会学関連科目を履修していることが望ましい。
地域社会学

地域社会学

授業コード

13077301

授業種別

授業科目名

ファッションコーディネートⅡ

授業担当教員

西岡

敦子

成績担当教員

西岡

敦子

開講年次

1年

開講期

実務家教員による授業

講義

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
ファッションコーディネートⅠは、衣服（モノ）が成り立つ全プロセスとして広く扱ったが、Ⅱでは、その成立
要素の一つとしての色を扱う。
色は心身に大きな影響を与えるものであることから、個人の装いはもとより、医療、ビジネスの世界でも重要
視されている。その色の知識を基礎から応用まで概説する。
色は単なる感覚、感性で成り立つものではなく、理論が確立されている。その色の基礎的な知識を得、社会人
として、また、家庭人として、社会や家庭生活の中で応用できるように指導する。
授業形態は、主として講義であるが、配色分析実習を通して、色に関する情報収集、分析、整理、発表につい
ても言及する。
到達目標
1.色に関する基本的な事柄を説明できる。
2.色の基本的な知識を使って、配色に応用できる。
3.社会人として、家庭人として、適切なカラーコーディネートができる。
授業計画
【1】オリエンテーション（色のはたらき）
色を表す方法1（色の名前）
【2】色を表す方法1（色の分類）
【3】色を表す方法2（PCCSの色相・明度・彩度）
【4】色を表す方法2（PCCSのトーン）
【5】【1】～【4】の復習と実習〈1〉
【6】光がつくる色（光と色の見え方・眼のしくみ・照明と色の見え方・混色）
【7】色がもたらす心理的作用（色と心理・視覚効果・錯視）
【8】【6】・【7】の復習と実習〈2〉
【9】配色の調和1（配色の基本・色相からの配色・トーンからの配色）
【10】配色の調和2（配色の基本技法・色彩構成）
【11】ファッションと生活環境のカラーコーディネート
【12】【9】～【11】の復習と配色分析の実習
【13】【12】までの復習確認
【14】配色分析の実習作品の発表と講評
【15】まとめ
※受講人数により、計画の変更があり得る
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
事前学習は、該当回のテキストに目を通しておくことである。
事後学習は、毎回の授業内容を復習し、十分に理解したうえで、必ず、次回までに必要事項を覚えてくること、
また、実習課題は仕上げておくことである。それを怠ると、次回以降の授業内容が理解できなくなる。
課題に対するフィードバックの方法
発表課題については、授業内で講評する。
試験については、希望者に口頭開示する。
成績評価の方法・基準（方針）
・以下に示す評価方法により総合的に判定の上、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
・正当な理由なく3回をこえて欠席した場合は、「K」評価となる。また、3回の遅刻で1回の欠席と換算する。
・配色分析課題の未提出、定期試験の未受験も「K」評価となる。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

60

提出課題の達成度（配色分析は除く）（20％）、
配色分析課題の提出、および、プレゼンテーションの達成
度（40％）

1.～3.

授業外での評価

0

ファッションコーディネートⅡ

定期試験

40

定期試験に代わるレポート等

0

その他

0

テキスト

１回で合格！色彩検定3級 テキスト&問題集
西川礼子/成美堂出版/1500円+税/ISBN978-4415231488

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する。

定期試験の達成度

1.～3.

履修条件・他の科目との関連 実習が含まれるので、のり、はさみ、定規などの基本的な用具、および、実習材料を忘れずに持参
すること。

ファッションコーディネートⅡ

授業コード

13037201

授業種別

授業科目名

カラーコーディネート

授業担当教員

西岡

敦子

成績担当教員

西岡

敦子

開講年次

1年

開講期

実務家教員による授業

講義

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
ファッションコーディネートⅠは、衣服（モノ）が成り立つ全プロセスとして広く扱ったが、Ⅱでは、その成立
要素の一つとしての色を扱う。
色は心身に大きな影響を与えるものであることから、個人の装いはもとより、医療、ビジネスの世界でも重要
視されている。その色の知識を基礎から応用まで概説する。
色は単なる感覚、感性で成り立つものではなく、理論が確立されている。その色の基礎的な知識を得、社会人
として、また、家庭人として、社会や家庭生活の中で応用できるように指導する。
授業形態は、主として講義であるが、配色分析実習を通して、色に関する情報収集、分析、整理、発表につい
ても言及する。
到達目標
1.色に関する基本的な事柄を説明できる。
2.色の基本的な知識を使って、配色に応用できる。
3.社会人として、家庭人として、適切なカラーコーディネートができる。
授業計画
【1】オリエンテーション（色のはたらき）
色を表す方法1（色の名前）
【2】色を表す方法1（色の分類）
【3】色を表す方法2（PCCSの色相・明度・彩度）
【4】色を表す方法2（PCCSのトーン）
【5】【1】～【4】の復習と実習〈1〉
【6】光がつくる色（光と色の見え方・眼のしくみ・照明と色の見え方・混色）
【7】色がもたらす心理的作用（色と心理・視覚効果・錯視）
【8】【6】・【7】の復習と実習〈2〉
【9】配色の調和1（配色の基本・色相からの配色・トーンからの配色）
【10】配色の調和2（配色の基本技法・色彩構成）
【11】ファッションと生活環境のカラーコーディネート
【12】【9】～【11】の復習と配色分析の実習
【13】【12】までの復習確認
【14】配色分析の実習作品の発表と講評
【15】まとめ
※受講人数により、計画の変更があり得る
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
事前学習は、該当回のテキストに目を通しておくことである。
事後学習は、毎回の授業内容を復習し、十分に理解したうえで、必ず、次回までに必要事項を覚えてくること、
また、実習課題は仕上げておくことである。それを怠ると、次回以降の授業内容が理解できなくなる。
課題に対するフィードバックの方法
発表課題については、授業内で講評する。
試験については、希望者に口頭開示する。
成績評価の方法・基準（方針）
・以下に示す評価方法により総合的に判定の上、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
・正当な理由なく3回をこえて欠席した場合は、「K」評価となる。また、3回の遅刻で1回の欠席と換算する。
・配色分析課題の未提出、定期試験の未受験も「K」評価となる。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

60

提出課題の達成度（配色分析は除く）（20％）、
配色分析課題の提出、および、プレゼンテーションの達成
度（40％）

1.～3.

授業外での評価

0

カラーコーディネート

定期試験

40

定期試験に代わるレポート等

0

その他

0

テキスト

１回で合格！色彩検定3級 テキスト&問題集
西川礼子/成美堂出版/1500円+税/ISBN978-4415231488

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する。

定期試験の達成度

1.～3.

履修条件・他の科目との関連 実習が含まれるので、のり、はさみ、定規などの基本的な用具、および、実習材料を忘れずに持参
すること。

カラーコーディネート

授業コード

13077401

授業種別

授業科目名

ファッションコーディネートⅢ

授業担当教員

加藤

由佳里

成績担当教員

加藤

由佳里

開講年次

2年

開講期

実務家教員による授業

講義

後期

単位数

〇

2単位

授業の目的・概要
この授業では、ファッションコーディネートの中でも「インテリア」について概説する。
好きなカフェでお茶を飲んでホッとするようにお気に入りの空間に居るだけで気持ちが和み癒されることがあ
る。また、インテリアコーディネートを工夫することで暮らしやすくなったり、そこに集う人達の会話が弾んだ
りといったコミュニケーションの良し悪しにも影響することがある。このように日々を過ごす環境にこだわるこ
とは、とても大切なことである。ただ「素敵な部屋で暮らしたい」と思っているだけでは部屋は素敵にならな
い。また、それぞれの人がイメージする「素敵な部屋で暮らしたい」の中身は千差万別でもある。授業では、イ
ンテリアを構成する要素やコーディネートについて説明する。自分がイメージする素敵なインテリアはどんなも
のなのかを考え、イメージボードを作って確認し、そのインテリアスタイル・エレメント・基本色などが、どの
ように構成されているかを学ぶ。
居心地のよいインテリア空間づくりに必要な知識を講義と実習を通して身につけ実生活に活かせるよう、また将
来インテリアの分野で活躍したい人にも役立ててもらえるように実務家教員が、インテリアコーディネート業務
に従事した経験をもとに授業を展開する。
到達目標
１．インテリアの要素には、どんなものがあるかを説明できる
２．インテリアコーディネートの流れを説明できる
３．インテリアスタイルについてそれぞれの特徴を分析出来るようになる
４．インテリアの基礎知識を実生活に応用できる
５．自分らしいインテリアスタイルをイメージボードに表現出来る
６．自分が作成したイメージボードのテーマやコンセプトを説明出来る
授業計画
【第1回】
オリエンテーション
インテリアとは？インテリアコーディネートの流れと要素
内容・方法：インテリアの発生やインテリアプランの流れを学び、実施例などを見て確認する
【第2回】
テーマ：インテリアスタイルと歴史について
内容・方法：インテリアのイメージ・スタイルには、どのようなものがあるのか？それぞれの特徴や違いを学ぶ
【第3回】
テーマ：インテリアのカラーコーディネート1
内容・方法：インテリアスタイルとそれぞれの配色・形・素材の特徴について学ぶ
【第4回】
テーマ：インテリアのカラーコーディネート2 【実習】
内容・方法：自分の好きなインテリアスタイルを考え、カラーコーディネートについて実習をする
【第5回】
テーマ：部屋づくりの基本〈家具〉
内容・方法：家具の基礎知識とレイアウトをする時に必要な空間を考える
【第6回】
テーマ：間取り図の基礎知識【実習】
内容・方法：間取り図の読み方、扉の形状と表現を学び、種々の電気配線図を学ぶ
【第7回】
テーマ：部屋づくりの基本〈収納〉
内容・方法：知っておきたい収納の基本を学ぶ
【第8回】
テーマ：部屋づくりの基本〈内装材〉
内容・方法：内装材とはどのようなものかを学ぶ
【第9回】
テーマ：部屋づくりの基本〈ウィンドートリートメント〉
内容・方法：ウィンドウトリートメントの基礎知識を学び、インテリアスタイルとその空間に使われるトリート
メントを理解する
【第10回】
テーマ：イメージボードをつくる（１）【実習】
内容・方法：イメージボードを創る準備をする、コンセプトを考え、ネーミングを考える
【第11回】
テーマ：イメージボードをつくる（２）【実習】
内容・方法：イメージボードのレイアウトを試みる、過不足が無いかチェックする、題名・コンセプトを決める
【第12回】
テーマ：イメージボードをつくる（３）【実習】
ファッションコーディネートⅢ

内容・方法：題名とコンセプトを貼り、イメージボードのレイアウトを決めて貼る
【第13回】
テーマ：部屋づくりの基本〈照明〉
内容・方法：照明の基礎知識を学ぶ
【第14回】
テーマ：イメージボードの発表
内容・方法：自分が作ったイメージボードの発表をする
【第15回】テーマ：部屋づくりの基本〈ディスプレイ〉とまとめ
内容・方法：インテリアの仕上げの基本を学ぶ
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
【第1回】
事前学習：インテリアとは、どのようなものか考える
事後学習：インテリアコーディネートの目的を理解し、プランニングの流れを確認する
【第2回】
事前学習：さまざまなインテリアを観察する
事後学習：身の回りのインテリアがどのスタイルの種類かを観察、分析する
【第3回】
事前学習：自分の好きなインテリアの色をチェックする
事後学習：インテリアのスタイルとその特徴を身の回りのインテリアを見て再確認する
【第4回】
事前学習：身の回りのインテリアのカラーコーディネートを観察してくる
事後学習：インテリアスタイルとカラーコーディネートの関係を日常空間において学ぶ
【第5回】
事前学習：身近な家具の観察
事後学習：家具が実際にどのようにレイアウトされているか観察をし、日常生活で改善点が無いか検討してみる
【第6回】
事前学習：間取りがどのようになっているかを観察する
事後学習：不動産の案内チラシを観察し、その表現を見て授業の内容を再確認する
【第7回】
事前学習：家の中はスッキリと片付いているかチェックする
事後学習：学習した収納の注意点に沿って収納を見直す
【第8回】
事前学習：自分の部屋の内装はどのようなものかを観察する
事後学習：自分の部屋がどのような内装材で出来ているのか観察する
【第9回】
事前学習：日常において窓回りはどのようなものが使われているかを観察する
事後学習：ウィンドウトリートメントは窓回りのみではなく部屋作りにとって大切なものであることを確認する
【第10回】
事前学習：イメージボード作成に向けてイメージに合った切り抜きを集める
事後学習：レイアウト下準備をしてみて不足のイメージの切抜きを集める
【第11回】
事前学習：イメージボードの準備の切り抜きのチェック、題名・コンセプトの確認
事後学習：イメージボードの仕上げに向けて不足を補う
【第12回】
事前学習：イメージボードの仕上げ準備をする
事後学習：ボードの提出を済ませ、他の人たちのボードを見て比較検討する
【第13回】
事前学習：照明がどのように使われているのかを観察する
事後学習：自分の部屋の照明はどのようなものか、お気に入りの店の照明はどのようなものか観察する
【第14回】
事前学習：自分の作成したボードをどのように発表するかを考える
事後学習：他のボードと自分のボードの違いを観察、分析する
【第15回】
事前学習：どんなショールームに行きたいか、何を探しに行きたいかを考える
事後学習：自分の部屋のディスプレイを見直してみる。ショップやショールームに行ってみる
課題に対するフィードバックの方法
授業内で行う課題や実習については、講義終了時もしくは提出期限までにGoogle Classroomに提出してもらい、
翌週までに返却し授業内で解説を行う。疑問点や不明点が残らないようにGoogle Classroomのコメント欄を利用
してフィードバックを行う。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定の上、６０点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
また、正当な理由なく５回以上授業に欠席した場合は、「K」評価である。また、3回の遅刻で1回の欠席と換算す
る。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

60

イメージボード制作実習（25）、発表（5）、間取り実習

１、２、３、４、５、６
ファッションコーディネートⅢ

（10）、授業内簡便課題（計10回を予定）（各2）
授業外での評価

0

定期試験

40

定期試験に代わるレポート等

0

その他

0

テキスト

テキストを使用しない。毎回プリントを配布する。

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する。

筆記試験

１、２、３、４

履修条件・他の科目との関連 ・ほぼ毎回課題や実習を行うため、休まずに出席し、期限を守って提出する事が大切である。イメー
ジボードは必ず作成して提出し、定期試験を受験することが必須条件である。
・実習に応じてはさみ、のり、筆記用具などの文房具が必要である。指示に従って持参すること。
・やむを得ず授業を欠席した場合は、配布プリントをGoogle Classroomから確認しておくこと。
・新型コロナウィルス感染状況等により、進め方や内容を一部変更する場合がある。その場合は、随
時連絡する。

ファッションコーディネートⅢ

授業コード

13049701

授業種別

授業科目名

インテリア・コーディネート

授業担当教員

加藤

由佳里

成績担当教員

加藤

由佳里

開講年次

2年

開講期

実務家教員による授業

講義

後期

単位数

〇

2単位

授業の目的・概要
この授業では、ファッションコーディネートの中でも「インテリア」について概説する。
好きなカフェでお茶を飲んでホッとするようにお気に入りの空間に居るだけで気持ちが和み癒されることがあ
る。また、インテリアコーディネートを工夫することで暮らしやすくなったり、そこに集う人達の会話が弾んだ
りといったコミュニケーションの良し悪しにも影響することがある。このように日々を過ごす環境にこだわるこ
とは、とても大切なことである。ただ「素敵な部屋で暮らしたい」と思っているだけでは部屋は素敵にならな
い。また、それぞれの人がイメージする「素敵な部屋で暮らしたい」の中身は千差万別でもある。授業では、イ
ンテリアを構成する要素やコーディネートについて説明する。自分がイメージする素敵なインテリアはどんなも
のなのかを考え、イメージボードを作って確認し、そのインテリアスタイル・エレメント・基本色などが、どの
ように構成されているかを学ぶ。
居心地のよいインテリア空間づくりに必要な知識を講義と実習を通して身につけ実生活に活かせるよう、また将
来インテリアの分野で活躍したい人にも役立ててもらえるように実務家教員が、インテリアコーディネート業務
に従事した経験をもとに授業を展開する。
到達目標
１．インテリアの要素には、どんなものがあるかを説明できる
２．インテリアコーディネートの流れを説明できる
３．インテリアスタイルについてそれぞれの特徴を分析出来るようになる
４．インテリアの基礎知識を実生活に応用できる
５．自分らしいインテリアスタイルをイメージボードに表現出来る
６．自分が作成したイメージボードのテーマやコンセプトを説明出来る
授業計画
【第1回】
オリエンテーション
インテリアとは？インテリアコーディネートの流れと要素
内容・方法：インテリアの発生やインテリアプランの流れを学び、実施例などを見て確認する
【第2回】
テーマ：インテリアスタイルと歴史について
内容・方法：インテリアのイメージ・スタイルには、どのようなものがあるのか？それぞれの特徴や違いを学ぶ
【第3回】
テーマ：インテリアのカラーコーディネート1
内容・方法：インテリアスタイルとそれぞれの配色・形・素材の特徴について学ぶ
【第4回】
テーマ：インテリアのカラーコーディネート2 【実習】
内容・方法：自分の好きなインテリアスタイルを考え、カラーコーディネートについて実習をする
【第5回】
テーマ：部屋づくりの基本〈家具〉
内容・方法：家具の基礎知識とレイアウトをする時に必要な空間を考える
【第6回】
テーマ：間取り図の基礎知識【実習】
内容・方法：間取り図の読み方、扉の形状と表現を学び、種々の電気配線図を学ぶ
【第7回】
テーマ：部屋づくりの基本〈収納〉
内容・方法：知っておきたい収納の基本を学ぶ
【第8回】
テーマ：部屋づくりの基本〈内装材〉
内容・方法：内装材とはどのようなものかを学ぶ
【第9回】
テーマ：部屋づくりの基本〈ウィンドートリートメント〉
内容・方法：ウィンドウトリートメントの基礎知識を学び、インテリアスタイルとその空間に使われるトリート
メントを理解する
【第10回】
テーマ：イメージボードをつくる（１）【実習】
内容・方法：イメージボードを創る準備をする、コンセプトを考え、ネーミングを考える
【第11回】
テーマ：イメージボードをつくる（２）【実習】
内容・方法：イメージボードのレイアウトを試みる、過不足が無いかチェックする、題名・コンセプトを決める
【第12回】
テーマ：イメージボードをつくる（３）【実習】
インテリア・コーディネート

内容・方法：題名とコンセプトを貼り、イメージボードのレイアウトを決めて貼る
【第13回】
テーマ：部屋づくりの基本〈照明〉
内容・方法：照明の基礎知識を学ぶ
【第14回】
テーマ：イメージボードの発表
内容・方法：自分が作ったイメージボードの発表をする
【第15回】テーマ：部屋づくりの基本〈ディスプレイ〉とまとめ
内容・方法：インテリアの仕上げの基本を学ぶ
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
【第1回】
事前学習：インテリアとは、どのようなものか考える
事後学習：インテリアコーディネートの目的を理解し、プランニングの流れを確認する
【第2回】
事前学習：さまざまなインテリアを観察する
事後学習：身の回りのインテリアがどのスタイルの種類かを観察、分析する
【第3回】
事前学習：自分の好きなインテリアの色をチェックする
事後学習：インテリアのスタイルとその特徴を身の回りのインテリアを見て再確認する
【第4回】
事前学習：身の回りのインテリアのカラーコーディネートを観察してくる
事後学習：インテリアスタイルとカラーコーディネートの関係を日常空間において学ぶ
【第5回】
事前学習：身近な家具の観察
事後学習：家具が実際にどのようにレイアウトされているか観察をし、日常生活で改善点が無いか検討してみる
【第6回】
事前学習：間取りがどのようになっているかを観察する
事後学習：不動産の案内チラシを観察し、その表現を見て授業の内容を再確認する
【第7回】
事前学習：家の中はスッキリと片付いているかチェックする
事後学習：学習した収納の注意点に沿って収納を見直す
【第8回】
事前学習：自分の部屋の内装はどのようなものかを観察する
事後学習：自分の部屋がどのような内装材で出来ているのか観察する
【第9回】
事前学習：日常において窓回りはどのようなものが使われているかを観察する
事後学習：ウィンドウトリートメントは窓回りのみではなく部屋作りにとって大切なものであることを確認する
【第10回】
事前学習：イメージボード作成に向けてイメージに合った切り抜きを集める
事後学習：レイアウト下準備をしてみて不足のイメージの切抜きを集める
【第11回】
事前学習：イメージボードの準備の切り抜きのチェック、題名・コンセプトの確認
事後学習：イメージボードの仕上げに向けて不足を補う
【第12回】
事前学習：イメージボードの仕上げ準備をする
事後学習：ボードの提出を済ませ、他の人たちのボードを見て比較検討する
【第13回】
事前学習：照明がどのように使われているのかを観察する
事後学習：自分の部屋の照明はどのようなものか、お気に入りの店の照明はどのようなものか観察する
【第14回】
事前学習：自分の作成したボードをどのように発表するかを考える
事後学習：他のボードと自分のボードの違いを観察、分析する
【第15回】
事前学習：どんなショールームに行きたいか、何を探しに行きたいかを考える
事後学習：自分の部屋のディスプレイを見直してみる。ショップやショールームに行ってみる
課題に対するフィードバックの方法
授業内で行う課題や実習については、講義終了時もしくは提出期限までにGoogle Classroomに提出してもらい、
翌週までに返却し授業内で解説を行う。疑問点や不明点が残らないようにGoogle Classroomのコメント欄を利用
してフィードバックを行う。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定の上、６０点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
また、正当な理由なく５回以上授業に欠席した場合は、「K」評価である。また、3回の遅刻で1回の欠席と換算す
る。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

60

イメージボード制作実習（25）、発表（5）、間取り実習

１、２、３、４、５、６
インテリア・コーディネート

（10）、授業内簡便課題（計10回を予定）（各2）
授業外での評価

0

定期試験

40

定期試験に代わるレポート等

0

その他

0

テキスト

テキストを使用しない。毎回プリントを配布する。

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する。

筆記試験

１、２、３、４

履修条件・他の科目との関連 ・ほぼ毎回課題や実習を行うため、休まずに出席し、期限を守って提出する事が大切である。イメー
ジボードは必ず作成して提出し、定期試験を受験することが必須条件である。
・実習に応じてはさみ、のり、筆記用具などの文房具が必要である。指示に従って持参すること。
・やむを得ず授業を欠席した場合は、配布プリントをGoogle Classroomから確認しておくこと。
・新型コロナウィルス感染状況等により、進め方や内容を一部変更する場合がある。その場合は、随
時連絡する。

インテリア・コーディネート

授業コード

13083601

授業科目名

クラフトワーク

授業担当教員

西岡

敦子

成績担当教員

西岡

敦子

開講年次

2年

授業種別

実務家教員による授業

演習

開講期

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
本科目は、心理コミュニケーション学科のコミュニケーション分野に配置されるものである。
よって、人を思い、人の手によって受け継がれてきた手工芸を幾つか取り上げ、その文化背景や心情を説明す
る。また、それらを体験すべく、実習課題を設定し指導する。
その実習課題を通して、人の心とそれを受け継いでいく関係性や精神性、また、課題遂行における集中力、忍
耐力や、互いに教えあう関係性の構築や、さらには、生涯学習の楽しみも感じられると考える。
授業形態は、ほぼ毎回、講義と、講義を理解するための実習のセットである。なお、最終回は課題のプレゼン
テーションである。
到達目標
1.手工芸作品の制作を通しての心理的影響を説明できる。
2.手工芸作品自体が人に与える影響を説明できる。
3.簡単な手工芸作品を制作することができる。
4.手工芸のある文化背景を説明できる。
授業計画
【第1 回】オリエンテーションとプレ実習
【第2 回】手工芸と心
【第3 回】包むと心（折形）
【第4 回】折ると心（連鶴）
【第5 回】結ぶと心①（紐飾り）
【第6 回】結ぶと心②（水引）
【第7 回】組むと心①（組紐）
【第8 回】組むと心②（リボンレイ）
【第9 回】繍すと心①（背守り）
【第10 回】繍すと心②（クロスステッチ）
【第11 回】織ると心（紙バンド）
【第12 回】編むと心（リリヤン）
【第13 回】15 回目の準備回
【第14 回】エンボスと心（メタル）
【第15 回】課題プレゼンテーション
※日程が前後することがある。実習課題が変更になる可能性がある。
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
・毎回の授業内容を理解し、提出課題を仕上げて、決められた期限までに提出できるようにする。
・授業で扱う基本的な提出課題を超え、さらなる学習を求める。
課題に対するフィードバックの方法
提出された課題にコメントを記して返却する。
プレゼンテーション課題に対しては、希望者に達成度を口頭開示する。
成績評価の方法・基準（方針）
・以下に示す評価方法により総合的に判定の上、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
・正当な理由なく3回をこえて欠席した場合は「K」評価となる。また、3回の遅刻で1回の欠席に換算する。
・授業中に指導するすべての実習課題の提出が評価の前提であるので、すべての課題提出が求められる。よっ
て、未提出があれば「K」評価となる。
・また、15 回目の課題プレゼンテーションは定期試験を兼ねるので未発表も「K」評価となる。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

80

授業中に指導するすべての実習課題等の提出を前提と
する、実習課題等の達成度

1.～4.

授業外での評価

0

クラフトワーク

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

その他

0

テキスト

プリントを配付する。

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する。

課題作成とそのプレゼンテーションの達成度

1.～4.

履修条件・他の科目との関連 ・はさみ、のり、セロテープ、定規、カッターナイフ（デザインナイフ）など、基本的な工作用具が必要で
ある。
指示に従って、忘れずに持参すること。
・毎回、実習課題があるので、出席をしなければ、課題内容がわからず、
課題提出ができなくなるので、必ず、出席をすること。
・受講人数によって、授業計画の変更等があり得る。
・欠席した場合は、早急に、5-811研究室前のボックスから、各自で取ること。

クラフトワーク

授業コード

13048801

授業種別

授業科目名

フィールドワークⅠ

授業担当教員

上原

健太郎、尾添

成績担当教員

上原

健太郎

開講年次

カリキュラムによる

実務家教員による授業

演習

－

侑太
開講期

前期

単位数

2単位

授業の目的・概要
この授業では、フィールドワークの基礎を学ぶ。具体的には、ある特定の社会現象や日常世界についてフィール
ドワーク練習を実施し、対象世界を多面的に理解するための基礎的な手法を身につける。授業形態はフィールド
ワークを取り入れた演習である。学内外でのフィールドワーク練習を行う。
到達目標
１．問題関心に沿って明確なテーマを設定する
２．対象世界を観察する手法を身につける
３．調査結果を分析し、成果にまとめることができる
授業計画
第1回 オリエンテーション（授業の概要と受講の心構えについて）
第2回 全体構想・プロジェクト企画
第3回 調査計画 テーマの設定
第4回 調査計画 資料調査
第5回 初回調査実施
第6回 資料整理
第7回 実施報告
第8回 調査方針の確認・修正
第9回 第2回調査実施
第10回 資料分析
第11回 プレゼン資料の作成
第12回 グループ発表
第13回 調査に対するフィードバック
第14回 調査報告書の作成
第15回 総括
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
事前学習：授業内容との関連においてテキストを熟読し、授業内での作業準備を行う。
事後学習：調査の計画・実施に伴うさまざまな作業（調査依頼書の作成やデータの整理、報告書原稿の執筆等）
を行う。
課題に対するフィードバックの方法
授業内で講評・解説する
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により、総合的に判定の上、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

20

グループ発表（20）

１、２、３

授業外での評価

40

フィールドワーク調査（40）

2

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

30

調査報告書（30）

3

その他

10

グループワークへの貢献（10）

１、２、３

テキスト

とくになし

参考書

必要に応じて授業中に紹介する。

履修条件・他の科目との関連 学外でのフィールドワークへの参加を求める（交通費等は学生負担）。
フィールドワークⅠ

履修条件・他の科目との関連 フィールドワークに参加しなかった場合は、成績評価の対象とせず、K評価とする。
フィールドワーク入門を履修していることが望ましい。
なお、学外授業実施等を含む演習科目としての性格から、学科の選抜基準に則り履修者制限を
設ける。
また、上原・尾添の2クラス制となるが、履修者の振り分けは原則ランダムとする。
本演習は個人調査ではなくグループ調査を実施するため、グループワーク中心の授業となる。

フィールドワークⅠ

授業コード

13048802

授業種別

授業科目名

フィールドワークⅠ

授業担当教員

尾添

侑太、上原

成績担当教員

尾添

侑太

開講年次

カリキュラムによる

実務家教員による授業

演習

－

健太郎
開講期

前期

単位数

2単位

授業の目的・概要
この授業では、フィールドワークの基礎を学ぶ。具体的には、ある特定の社会現象や日常世界についてフィール
ドワーク練習を実施し、対象世界を多面的に理解するための基礎的な手法を身につける。授業形態はフィールド
ワークを取り入れた演習である。学内外でのフィールドワーク練習を行う。
到達目標
１．問題関心に沿って明確なテーマを設定する
２．対象世界を観察する手法を身につける
３．調査結果を分析し、成果にまとめることができる
授業計画
第1回 オリエンテーション（授業の概要と受講の心構えについて）
第2回 全体構想・プロジェクト企画
第3回 調査計画 テーマの設定
第4回 調査計画 資料調査
第5回 初回調査実施
第6回 資料整理
第7回 実施報告
第8回 調査方針の確認・修正
第9回 第2回調査実施
第10回 資料分析
第11回 プレゼン資料の作成
第12回 グループ発表
第13回 調査に対するフィードバック
第14回 調査報告書の作成
第15回 総括
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
事前学習：授業内容との関連においてテキストを熟読し、授業内での作業準備を行う。
事後学習：調査の計画・実施に伴うさまざまな作業（調査依頼書の作成やデータの整理、報告書原稿の執筆等）
を行う。
課題に対するフィードバックの方法
授業内で講評・解説する
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により、総合的に判定の上、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

20

グループ発表（20）

１、２、３

授業外での評価

40

フィールドワーク調査（40）

2

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

30

調査報告書（30）

3

その他

10

グループワークへの貢献（10）

１、２、３

テキスト

とくになし

参考書

必要に応じて授業中に紹介する。

履修条件・他の科目との関連 学外でのフィールドワークへの参加を求める（交通費等は学生負担）。
フィールドワークⅠ

履修条件・他の科目との関連 フィールドワークに参加しなかった場合は、成績評価の対象とせず、K評価とする。
フィールドワーク入門を履修していることが望ましい。
なお、学外授業実施等を含む演習科目としての性格から、学科の選抜基準に則り履修者制限を
設ける。
また、上原・尾添の2クラス制となるが、履修者の振り分けは原則ランダムとする。
本演習は個人調査ではなくグループ調査を実施するため、グループワーク中心の授業となる。

フィールドワークⅠ

授業コード

13048901

授業種別

授業科目名

フィールドワークⅡ

授業担当教員

尾添

侑太、上原

成績担当教員

尾添

侑太

開講年次

カリキュラムによる

実務家教員による授業

演習

－

健太郎
開講期

後期

単位数

2単位

授業の目的・概要
この授業では、フィールドワークの応用を学ぶ。具体的には、ある特定の社会現象や日常世界についてフィール
ドワーク練習を実施し、対象世界を多面的に理解するための応用的手法を身につける。授業形態はフィールド
ワークを取り入れた演習である。学内外でのフィールドワーク練習を行う。
到達目標
１．問題関心に沿って明確なテーマを設定する
２．人びとの語りに耳を傾ける手法を身につける
３．語りを分析し、成果にまとめることができる
授業計画
第1回 オリエンテーション（授業の概要と受講の心構えについて）
第2回 全体構想・プロジェクト企画
第3回 テーマの設定
第4回 資料調査
第5回 取材対象の決定
第6回 調査依頼書の作成、質問項目の設定
第7回 アポ取り
第8回 調査実施
第9回 グループ発表
第10回 追加調査
第11回 実施後の資料整理
第12回 トランスクリプション
第13回 調査報告書の作成
第14回 優秀調査発表会
第15回 総括
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
事前学習：授業内容との関連においてテキストを熟読し、授業内での作業準備を行う。
事後学習：調査の計画・実施に伴うさまざまな作業（調査依頼書の作成やデータの整理、報告書原稿の執筆等）
を行う。
課題に対するフィードバックの方法
授業内で講評・解説する
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により、総合的に判定の上、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

20

グループ発表（10）、資料調査（10）

１、２、３

授業外での評価

40

インタビュー調査（40）

2、３

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

30

報告書（30）

3

その他

10

グループワークへの貢献（10）

1

テキスト

とくになし

参考書

必要に応じて授業中に紹介する。

履修条件・他の科目との関連 学外でのフィールドワークへの参加を求める（交通費等は学生負担）。
フィールドワークⅡ

履修条件・他の科目との関連 フィールドワークに参加しなかった場合は、成績評価の対象とせず、K評価とする。
「フィールドワーク入門」「フィールドワークⅠ」を履修していることが望ましい。
なお、学外授業実施等を含む演習科目としての性格から、学科の選抜基準に則り履修者制限を
設ける。
また、上原・尾添の2クラス制となるが、履修者の振り分けは原則ランダムとする。
本演習は個人での調査を実施してもらう。

フィールドワークⅡ

授業コード

13048902

授業種別

授業科目名

フィールドワークⅡ

授業担当教員

上原

健太郎、尾添

成績担当教員

上原

健太郎

開講年次

カリキュラムによる

実務家教員による授業

演習

－

侑太
開講期

後期

単位数

2単位

授業の目的・概要
この授業では、フィールドワークの応用を学ぶ。具体的には、ある特定の社会現象や日常世界についてフィール
ドワーク練習を実施し、対象世界を多面的に理解するための応用的手法を身につける。授業形態はフィールド
ワークを取り入れた演習である。学内外でのフィールドワーク練習を行う。
到達目標
１．問題関心に沿って明確なテーマを設定する
２．人びとの語りに耳を傾ける手法を身につける
３．語りを分析し、成果にまとめることができる
授業計画
第1回 オリエンテーション（授業の概要と受講の心構えについて）
第2回 全体構想・プロジェクト企画
第3回 テーマの設定
第4回 資料調査
第5回 取材対象の決定
第6回 調査依頼書の作成、質問項目の設定
第7回 アポ取り
第8回 調査実施
第9回 グループ発表
第10回 追加調査
第11回 実施後の資料整理
第12回 トランスクリプション
第13回 調査報告書の作成
第14回 優秀調査発表会
第15回 総括
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
事前学習：授業内容との関連においてテキストを熟読し、授業内での作業準備を行う。
事後学習：調査の計画・実施に伴うさまざまな作業（調査依頼書の作成やデータの整理、報告書原稿の執筆等）
を行う。
課題に対するフィードバックの方法
授業内で講評・解説する
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により、総合的に判定の上、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

20

グループ発表（10）、資料調査（10）

１、２、３

授業外での評価

40

インタビュー調査（40）

2、３

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

30

報告書（30）

3

その他

10

グループワークへの貢献（10）

1

テキスト

とくになし

参考書

必要に応じて授業中に紹介する。

履修条件・他の科目との関連 学外でのフィールドワークへの参加を求める（交通費等は学生負担）。
フィールドワークⅡ

履修条件・他の科目との関連 フィールドワークに参加しなかった場合は、成績評価の対象とせず、K評価とする。
「フィールドワーク入門」「フィールドワークⅠ」を履修していることが望ましい。
なお、学外授業実施等を含む演習科目としての性格から、学科の選抜基準に則り履修者制限を
設ける。
また、上原・尾添の2クラス制となるが、履修者の振り分けは原則ランダムとする。
本演習は個人での調査を実施してもらう。

フィールドワークⅡ

授業コード

13083701

授業科目名

ＰＢＬ演習Ⅰ

授業担当教員

有田

亘

成績担当教員

有田

亘

開講年次

2年

授業種別

実務家教員による授業

演習

開講期

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
この授業では、プロジェクトに基づく学習(PBL)を取り入れた社会学的演習を行う。文化に関連したフィールド
ワーク練習として、社会的活動を企画し、主体的に実践し、成果を達成するまでを学ぶ。具体的にはガーデンテ
ラスを活用した園芸活動や古着屋プロジェクトを想定しているが、履修者と事前に相談する。キャリア教育との
連携も考えている。
到達目標
1.プロジェクト型社会的活動（アクション）を企画することができる。
2.企画したアクションを実施することができる。
3.実施したアクションについて報告することができる。
授業計画
第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回
第8回
第9回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回

オリエンテーション
プロジェクト企画①
プロジェクト企画②
企画報告会
実施計画①
実施計画②
中間報告会
プロジェクト実施①
プロジェクト実施②
プロジェクト実施③
プロジェクト実施④
成果報告作成①
成果報告作成②
成果報告作成③
最終報告会

事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
事前学習 授業1回につき2時間以上、授業内容に関する参考書や資料を熟読したり、テーマにかかわるワードに
ついて下調べをすることで、授業内での作業準備を行う。
事後学習 授業1回につき2時間以上、授業内容を振り返って理解を深めるとともに、必要に応じて授業に沿った
追加活動を行う。またそれらの成果を記録し、後の報告に活用する。
課題に対するフィードバックの方法
必要に応じて、Googleクラスルーム、あるいはOIUメールを通じて行う。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

30

毎回の活動成果(30)

1,2

授業外での評価

40

事前オリエンテーションにおける重要事項の理解(10) 毎
回の活動報告(30)

1,2,3

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

30

最終成果報告発表(30)

3

その他

0

テキスト

テキストは使用しない

ＰＢＬ演習Ⅰ

参考書

必要に応じて授業中に指示する。

履修条件・他の科目との関連 学外授業への参加を求めることがある。（交通費等は学生負担)
学外授業実施等を含む演習科目としての性格から、(1)履修者制限を設ける。なお、履修選抜にあ
たっては過去のアクション科目の成績も参考にする。(2)受講に先立ち重要事項を説明するオリエン
テーションを実施するので、指示に従い履修登録すること。

ＰＢＬ演習Ⅰ

授業コード

13049401

授業種別

授業科目名

コミュニケーションゲーム演習

授業担当教員

有田

亘

成績担当教員

有田

亘

開講年次

2年

実務家教員による授業

演習

開講期

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
この授業では、プロジェクトに基づく学習(PBL)を取り入れた社会学的演習を行う。文化に関連したフィールド
ワーク練習として、社会的活動を企画し、主体的に実践し、成果を達成するまでを学ぶ。具体的にはガーデンテ
ラスを活用した園芸活動や古着屋プロジェクトを想定しているが、履修者と事前に相談する。キャリア教育との
連携も考えている。
到達目標
1.プロジェクト型社会的活動（アクション）を企画することができる。
2.企画したアクションを実施することができる。
3.実施したアクションについて報告することができる。
授業計画
第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回
第8回
第9回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回

オリエンテーション
プロジェクト企画①
プロジェクト企画②
企画報告会
実施計画①
実施計画②
中間報告会
プロジェクト実施①
プロジェクト実施②
プロジェクト実施③
プロジェクト実施④
成果報告作成①
成果報告作成②
成果報告作成③
最終報告会

事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
事前学習 授業1回につき2時間以上、授業内容に関する参考書や資料を熟読したり、テーマにかかわるワードに
ついて下調べをすることで、授業内での作業準備を行う。
事後学習 授業1回につき2時間以上、授業内容を振り返って理解を深めるとともに、必要に応じて授業に沿った
追加活動を行う。またそれらの成果を記録し、後の報告に活用する。
課題に対するフィードバックの方法
必要に応じて、Googleクラスルーム、あるいはOIUメールを通じて行う。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

30

毎回の活動成果(30)

1,2

授業外での評価

40

事前オリエンテーションにおける重要事項の理解(10) 毎
回の活動報告(30)

1,2,3

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

30

最終成果報告発表(30)

3

その他

0

テキスト

テキストは使用しない

コミュニケーションゲーム演習

参考書

必要に応じて授業中に指示する。

履修条件・他の科目との関連 学外授業への参加を求めることがある。（交通費等は学生負担)
学外授業実施等を含む演習科目としての性格から、(1)履修者制限を設ける。なお、履修選抜にあ
たっては過去のアクション科目の成績も参考にする。(2)受講に先立ち重要事項を説明するオリエン
テーションを実施するので、指示に従い履修登録すること。

コミュニケーションゲーム演習

授業コード

13083801

授業科目名

ＰＢＬ演習Ⅱ

授業担当教員

上原

健太郎

成績担当教員

上原

健太郎

開講年次

2年

授業種別

実務家教員による授業

演習

開講期

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
この授業では、プロジェクトに基づく学習（PBL）を取り入れた社会学的な演習を行う。具体的には、「沖縄」に
関連したフィールドワーク調査（資料分析、参与観察、インタビューなど）を実施し、地域社会の多様性・複雑
性を「記録すること」に主眼を置く。また、調査計画、調査依頼、調査の実施、データ化、データの記述、報告
書の作成など、フィールドワーク調査を実施するうえで最低限おさえなければいけない一連のプロセスを経験す
ることを目指す。
到達目標
１．フィールドワーク調査の実施を通じて、地域社会の多様性・複雑性について考えることができる。
２．調査で得られたデータを整理し、分析し、記述することができる
３．他の受講生と協力しながら、フィールドワーク調査の実施および報告書作成に取り組むことができる
授業計画
第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回
第8回
第9回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回

オリエンテーション
企画の設定① 情報収集
企画の設定② テーマの選定
企画報告会
調査の実施計画① 調査方法の検討
調査の実施計画② スケジュールの検討
調査の実施計画③ 調査の依頼
中間報告会
プロジェクト実施① 調査の実施
プロジェクト実施② データの整理
プロジェクト実施③ データの分析
成果報告書の作成① テーマと調査概要の執筆
成果報告書の作成② データの記述
成果報告書の作成③ 結論と課題の記述
最終報告会

事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
事前学習：企画の設定、調査計画、プロジェクト実施、報告書の作成について、グループで話し合い、作業を進
める。各回2時間以上。
事後学習：企画報告会、中間報告回、最終報告会に向けて、グループで話し合い、作業を進める。各回2時間以
上。
課題に対するフィードバックの方法
企画の設定、調査計画、プロジェクト実施、報告書の作成過程において、適宜コメントする。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

15

授業への参加態度（5）、企画の設定（5）、調査計画（5）

１、２、３

授業外での評価

40

調査の実施

1

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

45

報告書の作成（45）

１、２、３

その他

0

テキスト

なし
ＰＢＬ演習Ⅱ

参考書

必要に応じて授業中に指示する。

履修条件・他の科目との関連 実際に「沖縄に行く」など、学外授業への参加を求めることがある（交通費や旅費等は基本的に学
生負担）。
学外授業実施等を含む演習科目としての性格から、学科の選抜基準に則り、履修者制限を設け
る。
なお、履修選抜にあたっては過去のアクション科目（フィールドワーク入門、フィールドワークⅠ、PBL
Ⅰ）の成績も参考にする。

ＰＢＬ演習Ⅱ

授業コード

13083901

授業科目名

ＰＢＬ演習Ⅲ

授業担当教員

尾添

侑太

成績担当教員

尾添

侑太

開講年次

3年

授業種別

実務家教員による授業

演習

開講期

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
本授業は、学生自身が設定した問題を解決するための社会学的な演習を行う。具体的には小グループに分かれ、
都市や地域における社会問題を発見し、それらを解決するためのプロジェクトの企画・実践、成果報告を主体的
に行ってもらう。
到達目標
1.現代における社会的課題を発見できる。
2.自ら設定した問題に対して、新たな企画や解決策の提言を発信することができる。
3.グループでの協働を通じて、自身の役割を発揮できる。
授業計画
第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回
第8回
第9回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回

オリエンテーション（演習の概要、授業の進め方）
グループ分けとアイスブレイク
問題設定①テーマを決定する、問題関心を明確化する
問題設定②調査対象／仮説を決定する
調査計画書・調査依頼書を作成し、アポを取る
資料調査（学術書、論文、新聞）
調査実施
中間報告
レポート作成
追加調査
新聞記事作成
最終報告発表
結果へのフィードバック
調査報告書作成
総括

事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
事前学習： 調査計画をスムーズに実施するための準備をする
事後学習： 授業内で生じた課題や作業を進める
課題に対するフィードバックの方法
授業内で講評・コメントを行う。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
なお、正答な理由なく5回以上欠席した場合は、評価の対象とせず「K」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

20

プレゼン（20）

1、2

授業外での評価

40

学外調査実施（40）

1、3

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

30

調査報告書（30）

1、2

その他

10

グループワークへの貢献（10）

3

テキスト

テキストを使用しない

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 本演習は、正課と結びついたアクションプロジェクト（大阪日日新聞プロジェクト）となるため、事前説
ＰＢＬ演習Ⅲ

履修条件・他の科目との関連 明会への出席が義務付けられている。
また、新聞記事を作成するため、学外調査の実施が必須となる（交通費等は学生負担）。
学外授業実施等を含む演習という科目特性から、履修者制限を設ける。
なお、履修希望者が超過した場合には学科基準に則り選抜を行う。
新聞社との協働、学外関係者への取材があるため、強い責任感と計画力が求められる。

ＰＢＬ演習Ⅲ

授業コード

13084001

授業科目名

ＰＢＬ演習Ⅳ

授業担当教員

林

幸史

成績担当教員

林

幸史

開講年次

3年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
本授業では、カメラと写真を用いたコミュニケーションについて学ぶ。
まず、フォト・ベースド・コミュニケーション（Photo Based Communication: PBC）の実践を通して、写真表現
の可能性について考える。
次に、PBCを小学校の児童を対象として実践することを想定して、子どもたちの自己肯定感を高めるためには、
PBCをどのように改良するべきかを受講生全員で議論する。
最終的には、改良したPBCを小学校の授業で実践し、子どもたちが写真で表現したものを読みとる。
到達目標
1. フォト・ベースド・コミュニケーションがなぜ教育現場で有効なのかを説明できる。
2. 写真で⾃分の想いを伝えるとともに、他者の写真から読み取ることができる。
3. 写真をもちいた表現の可能性を理解する。
授業計画
第01回
第02回
第03回
第04回
第05回
第06回
第07回
第08回
第09回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回

オリエンテーション：PBCの概要
PBCの実践①：発見
PBCの実践②：発見
写真発表会
PBCの実践③：想いを撮る
PBCの実践④：想いを撮る
PBC改良のための検討会①
PBC改良のための検討会②
PBC改良のための検討会③
PBC改良のための検討会④
小学校でのPBCの教育実践①
小学校でのPBCの教育実践②
小学校でのPBCの教育実践③
PBC報告会①
PBC報告会②

事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
授業時間外においても、心理学やコミュニケーションの知識を体系化することが求められる。
また、巷に散在する写真に目を向け、写真表現や写真コミュニケーションについての各自の見解をまとめること
が求められる。
課題に対するフィードバックの方法
発表に対しては、プロのフォトグラファーと担当教員が口頭でのフィードバックを行う。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点以上を合格とし、所定の単位を認定する
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

80

授業への取り組み姿勢と最終発表

2，3

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

レポート

1

その他

0

テキスト

なし

参考書
ＰＢＬ演習Ⅳ

参考書
履修条件・他の科目との関連 使用できる撮影機材に限りがあるため、25名を履修の上限とする。

ＰＢＬ演習Ⅳ

授業コード

13077501

授業種別

授業科目名

コミュニケーションスキル特別研究

授業担当教員

林

幸史

成績担当教員

林

幸史

開講年次

3年

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
本授業では、カメラと写真を用いたコミュニケーションについて学ぶ。
まず、フォト・ベースド・コミュニケーション（Photo Based Communication: PBC）の実践を通して、写真表現
の可能性について考える。
次に、PBCを小学校の児童を対象として実践することを想定して、子どもたちの自己肯定感を高めるためには、
PBCをどのように改良するべきかを受講生全員で議論する。
最終的には、改良したPBCを小学校の授業で実践し、子どもたちが写真で表現したものを読みとる。
到達目標
1. フォト・ベースド・コミュニケーションがなぜ教育現場で有効なのかを説明できる。
2. 写真で⾃分の想いを伝えるとともに、他者の写真から読み取ることができる。
3. 写真をもちいた表現の可能性を理解する。
授業計画
第01回
第02回
第03回
第04回
第05回
第06回
第07回
第08回
第09回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回

オリエンテーション：PBCの概要
PBCの実践①：発見
PBCの実践②：発見
写真発表会
PBCの実践③：想いを撮る
PBCの実践④：想いを撮る
PBC改良のための検討会①
PBC改良のための検討会②
PBC改良のための検討会③
PBC改良のための検討会④
小学校でのPBCの教育実践①
小学校でのPBCの教育実践②
小学校でのPBCの教育実践③
PBC報告会①
PBC報告会②

事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
授業時間外においても、心理学やコミュニケーションの知識を体系化することが求められる。
また、巷に散在する写真に目を向け、写真表現や写真コミュニケーションについての各自の見解をまとめること
が求められる。
課題に対するフィードバックの方法
発表に対しては、プロのフォトグラファーと担当教員が口頭でのフィードバックを行う。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点以上を合格とし、所定の単位を認定する
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

80

授業への取り組み姿勢と最終発表

2，3

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

レポート

1

その他

0

テキスト

なし

参考書
コミュニケーションスキル特別研究

参考書
履修条件・他の科目との関連 使用できる撮影機材に限りがあるため、25名を履修の上限とする。

コミュニケーションスキル特別研究

授業コード

13084101

授業種別

授業科目名

グループダイナミクス特別演習

授業担当教員

林

幸史

成績担当教員

林

幸史

開講年次

3年

開講期

実務家教員による授業

演習

前期、後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
さまざまな課題を通じてリーダーシップとは何か、集団の中でリーダーシップをとるのに何が必要であるのかを
学ぶ。
野外を活用したワークやグループ活動の演習を通じて人間交流を図り相互理解を深めるとともに、
グループのもつ特性やグループ活動におけるリーダーの役割を体験から学び、適切な集団運営とリーダーシップ
の発揮方法について理解する。
到達目標
1. 集団の持つ特性を理解している。
2. グループのメンバーと信頼関係を築くことができる。
3. ⼀定の⼿順を踏んでグループで課題解決への取り組みができる。
授業計画
第01回
第02回
第03回
第04回
第05回
第06回
第07回
第08回
第09回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回

グループワーク①：グループによる分担と統合のワーク：絵合わせ
グループワーク①：グループによる分担と統合のワーク：絵合わせ
グループワーク①：ワークの振り返り
グループワーク②：グループ課題の計画：野外調理
グループワーク②：グループ課題の計画：野外調理
グループワーク③：グループ課題の計画：カヤック・キャンプ
グループワーク③：グループ課題の実行：カヤック・キャンプ・野外調理
グループワーク③：グループ課題の実行：カヤック・キャンプ・野外調理
グループワーク③：グループ課題の実行：カヤック・キャンプ・野外調理
グループワーク③：グループ課題の評価：カヤック・キャンプ・野外調理
グループワーク④：自然体験活動の振り返り
グループワーク④：自然体験活動の振り返り
グループワーク④：自然体験活動の振り返り
グループワーク⑤：フォローアップワーク
グループワーク⑤：フォローアップワーク

事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
集中講義の受講前には、グループダイナミクスや対人コミュニケーションについての理論を専門書を読むなどし
て復習、理解しておくこと。
また、グループワークの実施後には、当初の計画がどの程度達成できたのかを検討し、今後の課題点を見出す振
り返りを、個人単位と集団単位の両方で実施しておくこと。
課題に対するフィードバックの方法
学外演習、学外演習、フォローアップの各回の最後に総評として口頭でフィードバックする。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

80

集団活動への取り組み姿勢、発言回数と内容

2，3

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

レポート

1，3

その他

0

テキスト

なし

参考書
グループダイナミクス特別演習

参考書
履修条件・他の科目との関連 宿泊を伴う野外でのグループワークのため、参加者は健康上特に問題のない人。
グループダイナミクスとの関連性が高いため、それを受講していることが好ましい。

グループダイナミクス特別演習

授業コード

13012801

授業種別

授業科目名

リーダーシップ特別演習

授業担当教員

林

幸史

成績担当教員

林

幸史

開講年次

カリキュラムによる

開講期

実務家教員による授業

演習

前期、後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
さまざまな課題を通じてリーダーシップとは何か、集団の中でリーダーシップをとるのに何が必要であるのかを
学ぶ。
野外を活用したワークやグループ活動の演習を通じて人間交流を図り相互理解を深めるとともに、
グループのもつ特性やグループ活動におけるリーダーの役割を体験から学び、適切な集団運営とリーダーシップ
の発揮方法について理解する。
到達目標
1. 集団の持つ特性を理解している。
2. グループのメンバーと信頼関係を築くことができる。
3. ⼀定の⼿順を踏んでグループで課題解決への取り組みができる。
授業計画
第01回
第02回
第03回
第04回
第05回
第06回
第07回
第08回
第09回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回

グループワーク①：グループによる分担と統合のワーク：絵合わせ
グループワーク①：グループによる分担と統合のワーク：絵合わせ
グループワーク①：ワークの振り返り
グループワーク②：グループ課題の計画：野外調理
グループワーク②：グループ課題の計画：野外調理
グループワーク③：グループ課題の計画：カヤック・キャンプ
グループワーク③：グループ課題の実行：カヤック・キャンプ・野外調理
グループワーク③：グループ課題の実行：カヤック・キャンプ・野外調理
グループワーク③：グループ課題の実行：カヤック・キャンプ・野外調理
グループワーク③：グループ課題の評価：カヤック・キャンプ・野外調理
グループワーク④：自然体験活動の振り返り
グループワーク④：自然体験活動の振り返り
グループワーク④：自然体験活動の振り返り
グループワーク⑤：フォローアップワーク
グループワーク⑤：フォローアップワーク

事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
集中講義の受講前には、グループダイナミクスや対人コミュニケーションについての理論を専門書を読むなどし
て復習、理解しておくこと。
また、グループワークの実施後には、当初の計画がどの程度達成できたのかを検討し、今後の課題点を見出す振
り返りを、個人単位と集団単位の両方で実施しておくこと。
課題に対するフィードバックの方法
学外演習、学外演習、フォローアップの各回の最後に総評として口頭でフィードバックする。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

80

集団活動への取り組み姿勢、発言回数と内容

2，3

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

レポート

1，3

その他

0

テキスト

なし

参考書
リーダーシップ特別演習

参考書
履修条件・他の科目との関連 宿泊を伴う野外でのグループワークのため、参加者は健康上特に問題のない人。
グループダイナミクスとの関連性が高いため、それを受講していることが好ましい。

リーダーシップ特別演習

授業コード

13077701

授業種別

授業科目名

アクションリサーチ

授業担当教員

有田

亘

成績担当教員

有田

亘

開講年次

3年

実務家教員による授業

演習

開講期

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
この授業では、アクションリサーチについて学ぶ。文化やメディアに関連した簡単なアクションリサーチを企画
し、主体的に実施し、成果を達成するまでを演習する。具体的にはガーデンテラスや古着屋プロジェクトなどを
想定しているが、履修者と事前に相談する。キャリア教育との連携も考えている。
到達目標
1.初歩的なアクションリサーチを計画することができる。
2.計画したアクションリサーチを実施することができる。
3.実施したアクションリサーチについて報告することができる。
授業計画
第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回
第8回
第9回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回

オリエンテーション
アクションリサーチ企画①
アクションリサーチ企画②
企画報告会
実施計画①
実施計画②
中間報告会
アクションリサーチ実施①
アクションリサーチ実施②
アクションリサーチ実施③
アクションリサーチ実施④
成果報告作成①
成果報告作成②
成果報告作成③
最終報告会

事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
事前学習 授業1回につき2時間以上、授業内容に関する参考書や資料を熟読したり、テーマにかかわるワードに
ついて下調べをすることで、授業内での作業準備を行う。
事後学習 授業1回につき2時間以上、授業内容を振り返って理解を深めるとともに、必要に応じて授業に沿った
追加活動を行う。またそれらの成果を記録し、後の報告に活用する。
課題に対するフィードバックの方法
必要に応じて、Googleクラスルーム、あるいはOIUメールを通じて行う。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

30

毎回の活動成果(30)

1,2

授業外での評価

40

事前オリエンテーションにおける重要事項の理解(10) 毎
回の活動報告(30)

1,2,3

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

30

最終成果報告発表(30)

3

その他

0

テキスト

テキストを使用しない

参考書

必要に応じて授業中に指示する。
アクションリサーチ

履修条件・他の科目との関連 学外授業への参加を求めることがある。（交通費等は学生負担)
学外授業実施等を含む演習科目としての性格から、(1)履修者制限を設ける。なお、履修選抜にあ
たっては過去のアクション科目の成績も参考にする。(2)受講に先立ち重要事項を説明するオリエン
テーションを実施するので、指示に従い履修登録すること。

アクションリサーチ

授業コード

13058301

授業科目名

セミナーⅠａ

授業担当教員

戸口

愛泰

成績担当教員

戸口

愛泰

開講年次

1年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
セミナーIaでは、大学生活を有意義なものとし、多大な成果をあげるための最大限のサポートをします。ただ
し、大学生活における成果は自分の努力の 結果なのだということを十分に自覚してください。
セミナーIaが目指すものは、大学生として必要な素養を身につけることです。講義ではややもすると受け身的に
なりがちですが、セミナーでは自ら主体 的に「求める」「得る」「伝える」ことがなによりも大切です。
積極的な態度で参加するように心がけてください。
到達目標
１．大学生として備えておくべき知識を得る
２．より高度な知識を得るための方法を学ぶ
３．論理的な思考を身につける
４．文章力を磨く
５．発表力を養う
６．「冊子」を作成する
授業計画
【第1回】 オリエンテーション（セミナー学生の集合と紹介）
【第2回】 オリエンテーション（自己紹介ワークを行う）
【第3回】 ライブラリーツアー（日程は前後する）
【第4回】 コミュニケーションワーク（コミュニケーション能力向上のためのワーク）
【第5回】 テキストの紹介と説明（使用するテキストの紹介と配布）
【第6回】 テキスト内容のプレゼン・討論（担当章のプレゼンテーションと討論）
【第7回】 コミュニケーションワーク（コミュニケーション能力向上のためのワーク）
【第8回】 テキスト内容のプレゼン・討論（担当章のプレゼンテーションと討論）
【第9回】 テキスト内容のプレゼン・討論（担当章のプレゼンテーションと討論）
【第10回】 テキスト内容のプレゼン・討論（担当章のプレゼンテーションと討論）
【第11回】 全学人権映画会（合同）（日程は前後する）（「人権」に関する映画を視聴することで、より深く
「人権」について理解する）
【第12回】 テキスト内容のプレゼン・討論（担当章のプレゼンテーションと討論）
【第13回】 冊子作成（内容・体裁・書式の確認）（前期冊子内容の確認）
【第14回】 冊子作成（提出・製本）
【第15回】 前期のまとめ
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
授業（１回につき２時間として計算）と事前事後のあわせて１単位あたり４５時間が必要です。
セミナー課題（プレゼンテーションや冊子など）を完成させる上で,合わせて4時間の事前・事後学習が必要であ
る。
課題に対するフィードバックの方法
セミナー課題（プレゼンテーション）におけるフィードバックはその場で行う。
成績評価の方法・基準（方針）
平常点,個人発表,小レポートおよび冊子作成による総合評価とする。
単位取得の必要条件として,冊子作成がある。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

40

個人発表

1,2,3,4,5

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

小レポート

3,4

その他

40

冊子作成

3,6
セミナーⅠａ

テキスト

テキストは使用しない。

参考書

佐藤望（編）2006 アカデミックスキルズ 大学生のための知的技法入門 慶應義塾大学出版会

履修条件・他の科目との関連 セミナーの無断欠席遅刻は厳禁とする。

セミナーⅠａ

授業コード

13058401

授業科目名

セミナーⅠｂ

授業担当教員

戸口

愛泰

成績担当教員

戸口

愛泰

開講年次

1年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
セミナーIbでは、大学生活を有意義なものとし、多大な成果をあげるための最大限サポートをします。ただし、
大学生活における成果は自分の努力の結 果なのだということを十分に自覚してください。セミナーIbが目指すも
のは、大学生として必要な素養を身につけらキとです。講義ではややもすると受け身的にながちですが、セミ
ナーでは自ら主体的 に「求める」「得る」「伝える」ことがなによりも大切です。積極的な態度で参加するよう
に心がけてください。
到達目標
１．大学生として備えておくべき知識を得る
２．より高度な知識を得るための方法を学ぶ
３．論理的な思考を身につける
４．文章力を磨く
５．発表力を養う
６．「冊子」を作成する
授業計画
【第1回】
【第2回】
【第3回】
【第4回】
【第5回】
【第6回】
【第7回】
【第8回】
【第9回】
【第10回】
【第11回】
【第12回】
【第13回】
【第14回】
【第15回】

オリエンテーション（発表テーマの設定と発表の仕方）
個人発表・討論（個人発表と内容についての質疑応答と討論）
個人発表・討論（個人発表と内容についての質疑応答と討論）
個人発表・討論（個人発表と内容についての質疑応答と討論）
個人発表・討論（個人発表と内容についての質疑応答と討論）
個人発表・討論（個人発表と内容についての質疑応答と討論）
冊子作成（内容・体裁・書式の確認）
個人発表・討論（個人発表と内容についての質疑応答と討論）
個人発表・討論（個人発表と内容についての質疑応答と討論）
個人発表・討論（個人発表と内容についての質疑応答と討論）
個人発表・討論（個人発表と内容についての質疑応答と討論）
個人発表・討論（個人発表と内容についての質疑応答と討論）
個人発表・討論（個人発表と内容についての質疑応答と討論）
冊子作成（製本）（後期冊子の提出と製本）
後期のまとめ

事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
授業（１回につき２時間として計算）と事前事後のあわせて１単位あたり４５時間が必要です。
セミナー課題（プレゼンテーションや冊子など）を完成させる上で,合わせて4時間の事前・事後学習が必要であ
る。
課題に対するフィードバックの方法
セミナー課題（プレゼンテーション）におけるフィードバックはその場で行う。
成績評価の方法・基準（方針）
平常点,個人発表,小レポートおよび冊子作成による総合評価とする。
単位取得の必要条件として,冊子作成がある
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

40

個人発表

1,2,3,4,5

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

小レポート

3,4

その他

40

冊子作成

3,4,6

セミナーⅠｂ

テキスト

テキストは使用しない。

参考書

佐藤望（編）2006 アカデミックスキルズ 大学生のための知的技法入門 慶應義塾大学出版会

履修条件・他の科目との関連 セミナーの無断欠席遅刻は厳禁とする。

セミナーⅠｂ

授業コード

13061801

授業科目名

セミナーⅡａ

授業担当教員

有田

亘

成績担当教員

有田

亘

開講年次

2年

授業種別

実務家教員による授業

演習

開講期

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
セミナーⅡでは、セミナーⅠで養ってきた（1）高度な知識、（2）情報収集能力、（3）論理的思考力、（4）文
章力、（5）発表力をさらに養い、個人の中で統合して活用できる能力を身につけてもらいます。
特にセミナーⅡは、セミナーⅢ・Ⅳに向けての基礎固めにあたる重要な節目です。（1）将来の進路を視野に入
れ、（2）何に関心があるかを明確にしていきつつ、（3）そのために必要なことを具体的に考えていくことが必
要です。セミナーⅠとくらべて、より積極的、かつ自主的な姿勢が求められます。
到達目標
1. 将来の進路を視野に入れて、高度な知識・情報を収集し、それを論理的な文章で表現し発表できる。
2. 自分が何に関心があるかを明確に説明できる。
3. 自分の関心ある勉学にとって必要なものを考えることができる
授業計画
第１回
第２回
第３回
第４回
第５回
第６回
第７回
第８回
第９回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回

ガイダンス
セミナーでの作法
グループワーク① 問題の発見
グループワーク② 問題関心の共有
グループワーク③ 文献を探す
グループワーク④ 文献を読み込む
グループワーク⑤ 文献を要約する
グループワーク⑥ 文献を比較する
グループワーク⑦ レジュメを作成する
グループワーク⑧ 発表する
全学人権映画会（合同・日程は前後する）
研究報告① 研究テーマの設定
研究報告② 研究の方法と実施
研究報告③ 研究の発表
まとめ

事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
事前学習 授業1回につき2時間以上、各回のテーマについて、予備知識を得て、授業内で具体的に発表・討議で
きるようにしておく。
事後学習 授業1回につき2時間以上、各回授業を受けて、自らの研究を改善し、冊子課題に反映させる。
課題に対するフィードバックの方法
必要に応じて、Googleクラスルーム、あるいはOIUメールを通じて行う。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
単位取得の必要条件として、セミナーで作成する冊子への課題内容の掲載がある。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

30

毎回の活動成果(30)

1,2,3

授業外での評価

30

毎回の活動報告(30)

1,2,3

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

セミナー冊子(40)

1,2,3

その他

0

テキスト

テキストを使用しない。

セミナーⅡａ

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 セミナーへの積極的な取り組み姿勢を重視する。
有田ゼミ独自の取り組みとして、キャリア教育と関連したPBLの機会を設けることがある。

セミナーⅡａ

授業コード

13061802

授業科目名

セミナーⅡａ

授業担当教員

青野

明子

成績担当教員

青野

明子

開講年次

2年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
セミナーIIaでは、セミナーIで養ってきた（1）高度な知識、（2）情報収集能力、（3）論理的思考力、（4）文
章力、（5）発表力をさらに養い、個人の中で統合して活用できる能力を身につけてもらいます。
特にセミナーIIaは、セミナーIII・IVに向けての基礎固めにあたる重要な節目です。（1）将来の進路を視野に
入れ、（2）何に関心があるかを明確にしていきつつ、（3）そのために必要なことを具体的に考えていくことが
必要です。セミナーIとくらべて、より積極的、かつ自主的な姿勢が求められます。
到達目標
1.大学生として備えておくべき知識を得る
2.より高度な知識を得るための方法を学ぶ
3.論理的な思考を身につける・文章力を磨く
4.発表力を養う
上記の点において、セミナーIの時よりも向上する
授業計画
【第1回】
テーマ：オリエンテーション
内容・方法：
【第2回】
テーマ：イントロダクション
内容・方法：授業の進め方および評価方法について説明する。2人1組やグループでの自己紹介を通じて、対話の
練習をする。
【第3回】
テーマ：『レポートの種類』について
1対1、グルーブでの対話の練習
内容・方法：『レポートの種類』について解説する。2人1組やグループで、ゲーム形式の対話の練習をする。
【第4回】
テーマ：自己探求（合同）（日程は前後する)
内容・方法：自己発見レポート結果に関するフォローアップガイダンス。
【第5回】
テーマ：『レポートの書式とマナー』について
3人での対話の練習
内容・方法：『レポートの書式とマナー』について解説する。
3人組、グループでの対話の練習をする。
【第6回】
テーマ：『ゼミ発表の仕方；聞く気にさせる話し方』について
課題の発表1 質疑応答
内容・方法：『ゼミ発表の仕方；聞く気にさせる話し方』について解説する。
順に課題を発表し、質疑応答する。
【第7回】
テーマ：『レポート・論文の書き方；基本編』について
課題の発表2 質疑応答
内容・方法：『レポート・論文の書き方；基本編』について解説する。
順に課題を発表し、質疑応答する。
【第8回】
テーマ：『レポート・論文の書き方；実践編』について
課題の発表3 質疑応答
内容・方法：レポート・論文の書き方；実践編』について解説する。
順に課題を発表し、質疑応答する。
【第9回】
テーマ：『表現を洗練させる』について
課題の発表4 質疑応答
内容・方法：『表現を洗練させる』について解説する。
順に課題を発表し、質疑応答する。
【第10回】
テーマ：『引用の方法』について
課題の発表5 質疑応答
内容・方法：『引用の方法』について解説する。
順に課題を発表し、質疑応答する。
【第11回】
テーマ：全学人権映画会（合同）（日程は前後する）
セミナーⅡａ

内容・方法：「人権」に関する映画を視聴することで、より深く「人権」について理解する。
【第12回】
テーマ：『レジュメの作り方』について
課題の発表6 質疑応答
内容・方法：『レジュメの作り方』について解説する。
順に課題を発表し、質疑応答する。
【第13回】
テーマ：『図書館探索と資料の検索』について
課題の発表7 質疑応答
内容・方法：『図書館探索と資料の検索』について解説する。
順に課題を発表し、質疑応答する。
【第14回】
テーマ：2年次生用ライブラリーツアー(日程は前後する)
内容・方法：図書館職員による2回生向けの図書館の利用案内・簡単な実習を体験する。
【第15回】
テーマ：セミナーⅡaのまとめ
内容・方法：全員の課題を印刷し、冊子に製本する。授業終了後、ラーニングポートフォリオを作成する。
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
毎回の講義内容について、関連の図書等を読むなどの1.5時間の事前学習、および配布資料を復習するなどの2.5
時間の事後学習が必要である。最終課題の冊子作成については、15時間ほどの学習を要する。
課題に対するフィードバックの方法
毎回のリアクションレポートは、OIUメールで提出し、ラーニングポートフォリオを作成し最終課題とする。その
他の課題については、提出後評価・コメントする。
成績評価の方法・基準（方針）
単位取得の必要条件として、冊子の作成がある。セミナーへの積極的な取り組み姿勢を重視する。以下に示す評
価方法により総合的に判定のうえ、60 点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

30

リアクションレポート（30）

1,2,3,4

授業外での評価

30

各回の小課題の量（20)、および各小課題の質（10）

1,2,3

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

冊子課題レポート（30）
ラーニングポートフォリオ（10）

1,2,3,4

その他

0

テキスト

プリントを配布する。

参考書

適宜資料を配布する。

履修条件・他の科目との関連 単位取得の必要条件として、セミナーⅡaで作成する冊子への課題内容の掲載がある。
セミナーⅡabでの研究・発表を通じて自身の興味を明確化し、セミナーⅢ選択および進路選択に結
び付けるようにする。

セミナーⅡａ

授業コード

13061803

授業科目名

セミナーⅡａ

授業担当教員

尾添

侑太

成績担当教員

尾添

侑太

開講年次

2年

授業種別

実務家教員による授業

演習

開講期

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
セミナーⅡでは、セミナーⅠで養ってきた（1）高度な知識、（2）情報収集能力、（3）論理的思考力、（4）文
章力、（5）発表力を、さらに養い個人の中で統合して活用できる能力を身につけてもらいます。
特にセミナーⅡは、セミナーⅢ・Ⅳに向けての基礎固めにあたる重要な節目です。（1）将来の進路を視野に入
れ、（2）何に関心があるかを明確にしていきつつ、（3）そのために必要なことを具体的に考えていくことが必
要です。セミナーⅠとくらべて、より積極的、かつ自主的な姿勢が求められます。
到達目標
1.大学生として備えておくべき知識を獲得する
2.より高度な知識を得るための方法を学ぶ
3.論理的な思考と文章力を身につける
4.発表力を養う
授業計画
第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回
第8回
第9回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回

オリエンテーション（セミナーⅡの位置づけと目標）
冊子課題のテーマ設定
文献の検索と決定
文章の要約と批評
冊子課題の問題関心と方法の検討
グループ発表（中間）
先行研究の検討
二次資料の検索
アウトライン作成
グループ発表（二次）
全学人権映画会（合同・日程は前後する）
成果発表①個人発表
成果発表②フィードバック
冊子課題の作成
前期のまとめ

事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
事前学習：授業内で使用する資料収集や事前の資料読み込み（1.5時間）
事後学習：授業内で生じた課題や作業を進める（2.5時間）
課題に対するフィードバックの方法
必要に応じて、口頭で開示する。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
単位取得の必要条件として、冊子課題の掲載がある。
なお、正答な理由なく5回以上欠席した場合は、評価の対象とせず「K」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

20

プレゼン（20）

1、4

授業外での評価

20

ワークシート（20）

1、2

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

冊子課題（40）

1、2、3

その他

20

演習に対する参与度・発言・質問・コメント（20）

1、2、4

テキスト

テキストを使用しない
セミナーⅡａ

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する

履修条件・他の科目との関連 原則、毎回の出席とし、やむを得ず遅刻や欠席をする場合は、必ず授業開始前までに連絡を行うこ
と。
冊子課題は本演習の単位必須課題となる。

セミナーⅡａ

授業コード

13061804

授業科目名

セミナーⅡａ

授業担当教員

飯田

香織

成績担当教員

飯田

香織

開講年次

2年

授業種別

実務家教員による授業

演習

開講期

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
セミナーIIでは、セミナーIで養ってきた（1）高度な知識、（2）情報収集能力、（3）論理的思考力、（4）文章
力、（5）発表力をさらに養い、個人の中で統合して活用できる能力を身につけてもらいます。
特にセミナーIIは、セミナーIII・IVに向けての基礎固めにあたる重要な節目です。（1）将来の進路を視野に
入れ、（2）何に関心があるかを明確にしていきつつ、（3）そのために必要なことを具体的に考えていくことが
必要です。セミナーIとくらべて、より積極的、かつ自主的な姿勢が求められます。
到達目標
１,大学生として備えておくべき知識を得る
２,より高度な知識を得るための方法を学ぶ
３,論理的な思考を身につける・文章力を磨く
４,発表力を養う
上記の点において、セミナーIの時よりも向上する
授業計画
【第1回】 オリエンテーション、自己紹介
【第2回】 Ⅰbで行った研究発表１
【第3回】 Ⅰbで行った研究発表２
【第4回】 Ⅰbで行った研究発表３
【第5回】 Ⅱaで行いたい研究を全員が口頭発表し、意見交換を行う。
【第6回】 レポートや論文の書き方１： 全体の構造
内容： レポートの構造について説明する。自身が調べたいことの内容（目的、方法、知りたい点など）につ
いて全体構造を決める
【第７回】 レポートや論文の書き方２： 調査の方法
内容： レポートや論文を作成するときの調査の方法について解説し、自身が行う方法を決める。
【第８回】 レポートや論文の書き方３： 結果と考察の書き方
【第９回】 レポートや論文の書き方４： 引用の仕方
【第10回】 まとめている内容について中間発表、意見交換
内容： Ⅱaの課題としてまとめている内容を中間発表し、皆で意見交換する。
【第11回】 全学人権学習（日程は前後する）
内容： 人権に関する学びを全学共通で行う。
【第12回】 Ⅱaまとめ発表１
内容： 前期に学んできたことを、レポートのまとめ方を意識してまとめてきて、発表してディスカッション
する。
【第13回】 Ⅱaまとめ発表２
内容： 前期に学んできたことを、レポートのまとめ方を意識してまとめてきて、発表してディスカッション
する。
【第14回】 Ⅱaまとめ発表３
内容： 前期に学んできたことを、レポートのまとめ方を意識してまとめてきて、発表してディスカッション
する。
【第15回】 前期のまとめ
前期で学んできたことを振り返って、後期の計画を立てる。
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
授業（1回につき2時間として計算）と事前事後の合わせて1単位当たり45時間が必要です。事前学習として2.5時
間、事後学習として1.5時間程度が必要。
事前学習： 次回までに調べてくること、まとめてくることを授業内で指示し、その課題を次回の授業までに行
う
事後学習：セミナーでのディスカッションを踏まえたうえで、課題についての情報を収集すること、情報をまと
めること、発表の準備をすることが必要となる。
課題に対するフィードバックの方法
必要に応じて、授業内での発表に対し適宜コメントを行う。
成績評価の方法・基準（方針）
授業内での発表の内容と期末の提出課題（期末レポート）を評価の対象とする。3回以上の理由のない欠席は認め
ない。遅刻3回で1回の欠席とみなす。
セミナーⅡａ

成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

40

発表時の発表内容

１，２，３，４

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

50

期末提出課題（期末レポート）

１，２，３

その他

10

取り組み姿勢

１，２，３，４

テキスト

必要に応じてプリントを配布する。

参考書

内容に応じて適宜紹介する。

履修条件・他の科目との関連 3回以上の理由のない欠席は認めない。遅刻3回で1回の欠席とみなす。課題の提出締め切りを必
ず守ること。無断欠席厳禁。最後まであきらめずに出席し、参画すること。授業への積極的な参加を
求めます。受講生の関心に応じて授業内容は適宜調整する。日程が前後する場合もある。単位取
得の必要条件として、セミナーで作成する冊子への課題内容の掲載がある。
セミナーⅡでの研究・発表を通じて自身の興味を明確化し、セミナーⅢ選択および進路選択に結び
付けるようにする。
新型コロナウイルスの感染状況等により、進め方や内容を一部変更する可能性があります。その場
合は随時連絡します。

セミナーⅡａ

授業コード

13061901

授業科目名

セミナーⅡｂ

授業担当教員

有田

亘

成績担当教員

有田

亘

開講年次

2年

授業種別

実務家教員による授業

演習

開講期

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
セミナーIIでは、セミナーIで養ってきた（1）高度な知識、（2）情報収集能力、（3）論理的思考力、（4）文章
力、（5）発表力をさらに養い、個人の中で統合して活用できる能力を身につけてもらいます。
特にセミナーIIは、セミナーIII・IVに向けての基礎固めにあたる重要な節目です。（1）将来の進路を視野に
入れ、（2）何に関心があるかを明確にしていきつつ、（3）そのために必要なことを具体的に考えていくことが
必要です。セミナーIとくらべて、より積極的、かつ自主的な姿勢が求められます。
到達目標
1.将来の進路を視野に入れて、高度な知識・情報を収集し、それを論理的な文章で表現し発表できる。
2.自分が何に関心があるかを明確に説明できる。
3.自分の関心ある勉学にとって必要なものを考えることができる。
授業計画
第１回 イントロダクション
第２回 パネル課題の検討１ 統一テーマを提示し、学生との意見交換を通してテーマの概要をかためる。
第３回 パネル課題の検討２ テーマを細分化して提示する。学生間で調整をさせることにより、個別テーマの決
定に導く。
第４回 パネル作成１ パワーポイントでパネル原稿を作成する
第５回 パネル作成２ パワーポイントでパネル原稿を作成する
第６回 パネル作成３ パワーポイントでパネル原稿を作成する
第７回 パネル作成４ パワーポイントでパネル原稿を作成する
第８回 パネル作成５ パワーポイントでパネル原稿を作成する
第９回 パネル作成６ パワーポイントでパネル原稿を作成する
第10回 パネル発表の検討１ 合同パネル発表会に向けての検討・討議
第11回 パネル発表の検討２ 合同パネル発表会に向けての検討・討議
第12回 パネル発表の検討３ 合同パネル発表会に向けての検討・討議
第13回 パネル発表会（合同） パネル掲示方式の発表会を実施する。質疑応答、それに基づく課題提出がある。
第14回 セミナーⅢ配属説明会（合同）
第15回 まとめ パネル発表を受けて、セミナー２で得られた学びの振り返り
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
事前学習 授業1回につき2時間以上、各回のテーマについて、予備知識を得て、授業内で具体的に発表・討議で
きるようにしておく。
事後学習 授業1回につき2時間以上、各回授業を受けて、自らの研究を改善し、パネル発表に反映させる。
課題に対するフィードバックの方法
必要に応じて、Googleクラスルーム、あるいはOIUメールを通じて行う。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
単位取得の必要条件として、パネル作成と全体発表会への参加がある。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

30

毎回の活動成果(30)

1,2,3

授業外での評価

30

毎回の活動報告(30)

1,2,3

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

パネル発表(40)

1,2,3

その他

0

セミナーⅡｂ

テキスト

テキストを使用しない。

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 セミナーへの積極的な取り組み姿勢を重視する。
有田ゼミ独自の取り組みとして、キャリア教育と関連したPBLの機会を設けることがある。

セミナーⅡｂ

授業コード

13061902

授業科目名

セミナーⅡｂ

授業担当教員

青野

明子

成績担当教員

青野

明子

開講年次

2年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
セミナーIIbでは、セミナーⅡaで養ってきた（1）高度な知識、（2）情報収集能力、（3）論理的思考力、（4）
文章力、（5）発表力をさらに養い、個人の中で統合して活用できる能力を身につけます。
特にセミナーIIbは、セミナーIII・IVに向けての基礎固めにあたる重要な節目です。（1）将来の進路を視野に
入れ、（2）何に関心があるかを明確にしていきつつ、（3）そのために必要なことを具体的に考えていくことが
必要です。セミナーⅡaに比べ、より積極的、かつ自主的な姿勢が求められます。
セミナーⅢ選択を視野に入れ、興味のある研究テーマを見つけるため、図書館を積極的に活用します。各種課
題では、自分でテーマを設定し、興味を深めます。授業は発表と討論で進められ、アクティブラーニングの要素
を含みます。発表時は聞き手を惹きつけるわかりやすい発表ができること、質問時は積極的に手を挙げて質問す
る力を養成します。
到達目標
1.大学生として備えておくべき知識を得る
2.より高度な知識を得るための方法を学ぶ
3.論理的な思考を身につける・文章力を磨く
4.発表力を養う
上記の点において、セミナーⅡaの時よりも向上する
5.「パネル発表会」で発表する
授業計画
【第1回】
テーマ：セミナーⅡbのイントロダクション
内容・方法：セミナーⅡbの授業内容、評価方法について説明する。
セミナーⅡbの発表順を決める。
【第2回】
テーマ：パワーポイントを使用した課題発表1
内容・方法：課題レポートをパワーポイントで発表し、質疑応答する。
【第3回】
テーマ：パワーポイントを使用した課題発表2
内容・方法：課題レポートをパワーポイントで発表し、質疑応答する。
【第4回】
テーマ：パワーポイントを使用した課題発表3
内容・方法：課題レポートをパワーポイントで発表し、質疑応答する。
【第5回】
テーマ：パワーポイントを使用した課題発表4
内容・方法：課題レポートをパワーポイントで発表し、質疑応答する。
【第6回】
テーマ：パネル制作1
内容・方法：発表後、修正したデータを印刷し、パネルを製作する。
【第7回】
テーマ：パネル制作2
内容・方法：発表後、修正したデータを印刷し、パネルを製作する。
【第8回】
テーマ：パネル発表会(合同)
内容・方法：パネル提示方式の発表会を実施する。質疑応答、それに基づく課題提出がある。
【第9回】
テーマ：セミナーⅢ配属説明会(合同)
内容・方法：専門セミナーの位置づけになるセミナーⅢの選択方法、および、決定方法等の説明。
【第10回】
テーマ：キャリア教育
内容・方法：自分の将来、特に大学卒業後の進路について具体的に考える。
【第11回】
テーマ：職業適性セミナーを体験する（日程は前後する）
内容・方法：学生相談室主催の職業適性セミナーを体験し、職業適性検査を受けて解説を聞く。
【第12回】
テーマ：留学について考える（日程は前後する）
内容・方法：国際交流センターから講師を招いて、留学についての説明を聞く。
【第13回】
テーマ：パワーポイントを使用した課題発表5
内容・方法：課題レポートをパワーポイントで発表し、質疑応答する。
【第14回】
セミナーⅡｂ

テーマ：パワーポイントを使用した課題発表6
内容・方法：課題レポートをパワーポイントで発表し、質疑応答する。
【第15回】
テーマ：まとめ
内容・方法：『大学生のあいだに実現したいこと』について各自発表し、グループワーク『言葉の花束を贈ろ
う』を実施する。
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
毎回の講義内容について、関連の図書等を読むなどの1.5時間の事前学習、および配布資料を復習するなどの2.5
時間の事後学習が必要である。最終課題のパネル発表会用パネル作成については、15時間ほどの学習を要する。
課題に対するフィードバックの方法
毎回のリアクションレポートは、OIUメールで提出する。授業終了後にまとめてその他の課題については、提出後
評価・コメントする。
成績評価の方法・基準（方針）
単位取得の必要条件として、パネル作成と全体発表会への参加がある。セミナーへの積極的な取り組み姿勢を重
視する。以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

30

小課題の発表（20）質疑応答（10）

1,2,3,4

授業外での評価

30

小課題の量（20）および質（10）

1,2,3

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

30

パネル発表会用パネルの作成（20）パネル発表会での発
表・質疑応答（10）

1,2,3,4,5

その他

10

ラーニングポートフォリオ（10）

1,2,3

テキスト

プリントを配布する。

参考書

適宜資料を配布する。

履修条件・他の科目との関連 セミナーⅡbでの研究・発表を通じて自身の興味を明確化し、セミナーⅢ選択および進路選択に結
び付けるようにする。

セミナーⅡｂ

授業コード

13061903

授業科目名

セミナーⅡｂ

授業担当教員

尾添

侑太

成績担当教員

尾添

侑太

開講年次

2年

授業種別

実務家教員による授業

演習

開講期

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
セミナーⅡでは、セミナーⅠで養ってきた（1）高度な知識、（2）情報収集能力、（3）論理的思考力、（4）文
章力、（5）発表力をさらに養い、個人の中で統合して活用できる能力を身につけてもらいます。
特にセミナーⅡは、セミナーⅢ・Ⅳに向けての基礎固めにあたる重要な節目です。（1）将来の進路を視野に入
れ、（2）何に関心があるかを明確にしていきつつ、（3）そのために必要なことを具体的に考えていくことが必
要です。セミナーⅠとくらべて、より積極的、かつ自主的な姿勢が求められます。
到達目標
1.大学生として備えておくべき知識を獲得する
2.より高度な知識を得るための方法を学ぶ
3.論理的な思考と文章力を身につける
4.発表力を養う
授業計画
第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回
第8回
第9回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回

オリエンテーション
パネル課題のテーマ検討
先行研究と方法の検討
調査実施（個別）
中間発表
課題内容の精査と最終決定
Powerpoint作成
成果発表①個人発表
成果発表②フィードバック
パネル作成
パネル発表会（合同）
セミナーⅢ配属説明会（合同）
質疑へのフィードバック
発表会終了後の報告レポート（自己評価シート）
一年間の振り返りーセミナーⅢへ向けて―

事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
事前学習： 授業内で使用する資料収集や事前の資料読み込み（1.5時間）
事後学習：授業内で生じた課題や作業を進める（2.5時間）
課題に対するフィードバックの方法
必要に応じて、口頭で開示する。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
単位取得の必要条件として、パネル発表会の参加がある。
なお、正答な理由なく5回以上欠席した場合は、評価の対象とせず「K」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

20

個人発表（20）

2、4

授業外での評価

20

ワークシート（20）

1、2、3

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

パネルポスター（40）

2、3、4

その他

20

演習・発表会における参与度、質問、発言（20）

2、3、4

テキスト

テキストを使用しない
セミナーⅡｂ

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する

履修条件・他の科目との関連 4回生の卒業研究発表会への参加を求める可能性がある。
原則、毎回の出席とし、やむを得ず遅刻や欠席をする場合は、必ず授業開始前までに連絡を行うこ
と。
パネル作成および発表が本演習における単位必須課題となる。

セミナーⅡｂ

授業コード

13061904

授業科目名

セミナーⅡｂ

授業担当教員

飯田

香織

成績担当教員

飯田

香織

開講年次

2年

授業種別

実務家教員による授業

演習

開講期

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
セミナーIIでは、セミナーIで養ってきた（1）高度な知識、（2）情報収集能力、（3）論理的思考力、（4）文章
力、（5）発表力をさらに養い、個人の中で統合して活用できる能力を身につけてもらいます。
特にセミナーIIは、セミナーIII・IVに向けての基礎固めにあたる重要な節目です。（1）将来の進路を視野に
入れ、（2）何に関心があるかを明確にしていきつつ、（3）そのために必要なことを具体的に考えていくことが
必要です。セミナーIとくらべて、より積極的、かつ自主的な姿勢が求められます。
到達目標
到達目標
１,大学生として備えておくべき知識を得る
２,より高度な知識を得るための方法を学ぶ
３,論理的な思考を身につける・文章力を磨く
４,発表力を養う
上記の点において、セミナーIの時よりも向上する
５,「パネル発表会」を行なう
授業計画
【第1回】 セミナーⅡbのイントロダクション、パネル発表会のテーマと方法を各自考えて口頭発表
【第2回】 先行研究発表１： 夏休みに調べた先行研究をまとめて発表し、質疑応答する。
【第3回】 先行研究発表１： 夏休みに調べた先行研究をまとめて発表し、質疑応答する。
【第4回】 先行研究発表１： 夏休みに調べた先行研究をまとめて発表し、質疑応答する。
【第5回】 先行研究発表１： 夏休みに調べた先行研究をまとめて発表し、質疑応答する。
【第6回】
パネル中間発表
内容：発表を経て、内容や形式などを確認してパネル用パワーポイントを仕上げていく。
【第7回】
パネル中間発表
内容：全員がパワーポイント９枚をA４：１枚に印刷してきて、教員や学生との意見交換を行い、内容を確定
させる。
【第8回】 パネル発表会予行演習１
内容：全員がパワーポイントを使って発表し、パネル発表会の予行演習を行う。
【第9回】 パネル発表会予行演習２
内容：全員がパワーポイントを使って発表し、パネル発表会の予行演習を行う。
【第10回】 パネル作成
内容：次週のパネル発表会に向けてパネルを完成させる。
【第11回】 パネル発表会
内容：セミナーⅡを通して調べたことを、まとめてパネル発表会で発表。
【第12回】 セミナーⅢ配属説明会（合同）
内容：セミナーⅢ配属について、合同説明会に参加する。
【第13回】
セミナーⅢで行う研究について
内容：セミナーⅢに向けて、自分が調べたいこと、関心があることについて、自分の考えをまとめ、意見交
換を行う。
【第14回】 セミナーⅢで行う研究について
内容：セミナーⅢに向けて、自分が調べたいこと、関心があることについて、自分の考えをまとめ、意見交
換を行う。
【第15回】 セミナーⅡのまとめ
内容：セミナーⅡを通して学んできた、調べたいことを決めること、調べること、調べたことをまとめるこ
と、伝えることなどについてまとめを行う。
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
授業（1回につき2時間として計算）と事前事後の合わせて1単位当たり45時間が必要です。事前学習として2.5時
間、事後学習として1.5時間程度が必要。
事前学習： 次回までに調べてくること、まとめてくることを授業内で指示し、その課題を次回の授業までに行
う
事後学習：セミナーでのディスカッションを踏まえたうえで、課題についての情報を収集すること、情報をまと
めること、発表の準備をすることが必要となる。
課題に対するフィードバックの方法
必要に応じて、授業内での発表に対し適宜コメントを行う。
セミナーⅡｂ

成績評価の方法・基準（方針）
授業内での発表の内容と期末試験のレポートを評価の対象とする。3回以上の理由のない欠席は認めない。遅刻3
回で1回の欠席とみなす。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

発表時の発表内容

１，２，３，４，５

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

期末課題レポート

１，２，３

その他

10

取り組み姿勢

２，３，４

テキスト

必要に応じてプリントを配布する。

参考書

内容に応じて適宜紹介する。

履修条件・他の科目との関連 3回以上の理由のない欠席は認めない。遅刻3回で1回の欠席とみなす。課題の提出締め切りを必
ず守ること。無断欠席厳禁。最後まであきらめずに出席し、参画すること。授業への積極的な参加を
求めます。受講生の関心に応じて授業内容は適宜調整する。日程が前後する場合もある。セミナー
Ⅱbでの研究・発表を通じて自身の興味を明確化し、セミナーⅢ選択および進路選択に結び付ける
ようにする。新型コロナウイルスの感染状況等により、進め方や内容を一部変更する可能性がありま
す。その場合は随時連絡します。

セミナーⅡｂ

授業コード

13071401

授業科目名

セミナーⅢａ

授業担当教員

飯田

香織

成績担当教員

飯田

香織

開講年次

3年

授業種別

実務家教員による授業

演習

開講期

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
セミナーⅢでは、卒業研究に向けて、研究テーマの設定と具体化を行っていくことを目的とする。前期は、自身
の研究したいテーマを設定し、どのような心理学的研究法を用いて分析、研究を行うかについて、具体的に考え
ていく。そのために、研究する分野の先行研究を集めてまとめ、発表とディスカッションを行う。後期は、決定
したテーマに沿って予備調査を実施する。データ入力後、統計解析結果を発表してディスカッションを行い、卒
業研究の準備を行う。
到達目標
１,先行研究などの文献を調べてまとめることができる。
２,研究テーマを決定することができる。
３,テーマとそのテーマを明らかにするための心理学的研究法を選ぶことができる。
４,質問紙の作成を行い、分析することができる。
授業計画
【第1回】 オリエンテーション、自己紹介
【第2回】 セミナーⅡbの発表１
【第3回】 セミナーⅡbの発表２
【第4回】 セミナーⅢの研究内容を各自口頭発表、意見交換
【第5回】 先行研究発表１
内容：自分の行いたい研究に近い先行研究1つをまとめて、発表
【第6回】 先行研究発表２
内容：自分の行いたい研究に近い先行研究1つをまとめて、発表
【第7回】 先行研究発表３
内容：自分の行いたい研究に近い先行研究1つをまとめて、発表
【第8回】 先行研究発表４
内容：自分の行いたい研究に近い先行研究1つをまとめて、発表
【第9回】 研究計画を作成してみよう１
内容：セミナーⅢを通して行う研究、予備調査の計画を作成してみる
【第10回】 研究計画を作成してみよう２
内容：セミナーⅢを通して行う研究、予備調査の計画を作成してみる
【第11回】 全学人権学習（日程は前後する）
【第12回】 キャリア教育
【第13回】 予備調査の研究方法を各自発表、意見交換
【第13回】 予備調査の具体化１
内容：使用する尺度や時期などを決めていく
【第14回】 予備調査の具体化
内容：使用する尺度や時期などを決めていく
【第15回】 前期のまとめ
前期で学んできたことを振り返って補足説明をし、今後について考える。
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
授業（1回につき2時間として計算）と事前事後の合わせて1単位当たり45時間が必要です。事前学習として2.5時
間、事後学習として1.5時間程度が必要。
事前学習： 次回までに調べてくること、まとめてくることを授業内で指示し、その課題を次回の授業までに行
う
事後学習：セミナーでのディスカッションを踏まえたうえで、課題についての情報を収集すること、情報をまと
めること、発表の準備をすることが必要となる。
課題に対するフィードバックの方法
必要に応じて、授業内での発表に対し適宜コメントを行う。
成績評価の方法・基準（方針）
授業内での発表の内容とレポートを評価の対象とする。3回以上の理由のない欠席は認めない。遅刻3回で1回の欠
席とみなす。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

セミナーⅢａ

授業内での評価

60

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

発表時の発表内容（先行研究、自身の研究計画など）

１，２，３，４

30

レポート

１，２，３

その他

10

取り組み姿勢

１，２，３，４

テキスト

必要に応じてプリントを配布する。

参考書

内容に応じて適宜紹介する。

履修条件・他の科目との関連 3回以上の理由のない欠席は認めない。遅刻3回で1回の欠席とみなす。課題の提出締め切りを必
ず守ること。無断欠席厳禁。最後まであきらめずに出席し、参画すること。授業への積極的な参加を
求めます。受講生の関心に応じて授業内容は適宜調整する。日程が前後する場合もある。新型コ
ロナウイルスの感染状況等により、進め方や内容を一部変更する可能性があります。その場合は随
時連絡します。

セミナーⅢａ

授業コード

13071402

授業科目名

セミナーⅢａ

授業担当教員

尾添

侑太

成績担当教員

尾添

侑太

開講年次

3年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
本セミナーでは、①現代のコミュニケーションまたは対人関係に関する問題を社会学的に分析する、②フィール
ドワークや質的調査法を理解しつつ、各自が選択したテーマについて方法と課題を検討することを目的とする。
Ⅲaでは、社会学（および横断する隣接領域）におけるコミュケーション論や現代社会についての基礎的な知識を
深める。具体的には、研究テーマに基づいた文献資料の読み込み、先行研究調査の発表を中心とする。
到達目標
1.社会学的視点を養い、基礎的な理論・視点を知識として獲得する
2.コミュニケーション・人間関係についての文献を深く読み込み、自身の問題関心に対して応用することができ
る
3.研究テーマについて、自分の見解を他者に丁寧に説明することができる
授業計画
第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回
第8回
第9回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回

オリエンテーション（前期の位置づけ）
輪読文献の決定と分担
輪読①教員による基礎文献の紹介
輪読②個人発表
輪読③フィードバック
卒業研究テーマの検討
問題の設定とは（オリエンテーション）
グループ分けと文献・資料の読み込み
グループディスカッションと資料作成
グループ発表①内容のプレゼン
グループ発表②批評とフィードバック
各自の研究課題の検討
研究ノートの作成
課題の再設定と後期までに行う作業計画
前期振り返り

事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
事前（2時間）・事後（2時間）において調査資料の収集、読み込み、整理が求められる。
課題に対するフィードバックの方法
授業内での個人発表などにおいて、口頭でフィードバックを行う。
また、必要に応じてワークシートについてコメントを行う。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

30

発表（30）

1、3

授業外での評価

20

ワークシート（20）

1、2

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

30

レポート（30）

1、2、3

その他

20

演習での発言・質疑、グループワークでの貢献（20）

2、3

テキスト

テキストを使用しない

参考書

必要に応じて授業内で紹介する

セミナーⅢａ

履修条件・他の科目との関連 原則として毎回の出席を求め、やむを得ず欠席する場合は必ず事前連絡をすること。
受講生同士の活発な意見交換や批判的態度が求められる。
積極的な学外調査やフィールドワークが求められる（交通費等は学生負担）。
社会学系講義やアクション科目を履修していることが望ましい。

セミナーⅢａ

授業コード

13071403

授業科目名

セミナーⅢａ

授業担当教員

上原

健太郎

成績担当教員

上原

健太郎

開講年次

3年

授業種別

実務家教員による授業

演習

開講期

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
本セミナーでは、身近な、「ごくごくありふれた日常」について考える。ここでいう「ごくごくありふれた日
常」とは、例えばアルバイト、就職活動、サークル活動、観光地、友人、恋愛、家族、都会、地元、障害、ジェ
ンダー、セクシュアリティなどをさす。具体的には、ある特定のテーマに沿って本を選定し、セミナー全体で輪
読し、デュスカッションを行う。そのことを通じて、社会に対する複眼的思考力を修得し、卒業研究のテーマ設
定に向けて準備を進める。
到達目標
１．社会学的な「問い」を発見することができる
２．複眼的に社会について考えることができる
３．他の受講生に対して、自らの考えや調べてきたことを具体的に伝えることできる
授業計画
第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回
第8回
第9回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回

前期イントロダクション
本の選定と発表者の決定
個人発表とディスカッション１ 社会学的な「問い」とは？
個人発表とディスカッション２ 複眼的な思考法
個人発表とディスカッション３ 社会の多様性と複雑性
第５回までのふりかえり 社会学の基本的視座
本の選定と発表者の決定
個人発表とディスカッション１ 社会学的な方法論
個人発表とディスカッション２ 社会学的な調査
個人発表とディスカッション３ 社会学的な分析
第11回までのふりかえり
卒業研究に向けた準備１ テーマの選定と発表
卒業研究に向けた準備２ テーマに関連する文献の収集
卒業研究に向けた準備３ 研究目的の明確化
前期のふりかえりと夏季休暇の課題について

事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
事前学習：文献の精読と個人発表に向けた資料作成。各回ごとに2時間以上。
事後学習：セミナーでのディスカッションを踏まえ、発表資料の加筆修正。各回ごとに2時間以上。
課題に対するフィードバックの方法
授業中の個人発表、および発表資料に対して適宜コメントする。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

80

授業への参加態度（20）、個人発表（60）

１、２、３

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

レポートの作成（20）

１、２、３

その他

0

テキスト

テキストは使用しない

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する。

セミナーⅢａ

履修条件・他の科目との関連 無遅刻、無欠席を原則とします。
事情で休む場合、遅刻する場合は、事前に担当教員に必ず連絡してください。

セミナーⅢａ

授業コード

13071404

授業科目名

セミナーⅢａ

授業担当教員

林

幸史

成績担当教員

林

幸史

開講年次

3年

授業種別

実務家教員による授業

演習

開講期

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
セミナーでは、社会の中で生活する人間の行動を心理学的な観点から分析するとともに、
卒業論文の作成に必要となる科学的な思考方法と表現法について学んでいきます。
前期は、心理学の研究方法について理解を深めることを目的とします。
具体的には、各自に心理学の論文を読んでもらい、それを発表する形式で授業を進めます。
到達目標
1. 社会の中で⽣活する⼈間の⾏動を⼼理学的な観点から分析できる。
2. 卒業論⽂の作成に必要となる、科学的な思考⽅法と表現法を⾝につける。
授業計画
第01回：セミナーⅢで学ぶこと（オリエンテーション）
第02回：文献検索の方法（論文や書籍の検索方法について）
第03回：グループ討議（年間グループ課題の設定）
第04回：心理学論文の読み方（心理学論文の構成と読み方について）
第05回：心理学論文講読①（個人発表と質疑応答）
第06回：心理学論文講読②（個人発表と質疑応答）
第07回：心理学論文講読③（個人発表と質疑応答）
第08回：心理学論文講読④（個人発表と質疑応答）
第09回：心理学論文講読⑤（個人発表と質疑応答）
第10回：心理学論文講読⑥（個人発表と質疑応答）
第11回：全学人権映画会
第12回：心理学論文講読⑦（個人発表と質疑応答）
第13回：心理学論文講読⑧（個人発表と質疑応答）
第14回：キャリア教育
第15回：前期の振り返り（前期の反省と後期の課題発見）
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
前期は、各自の担当論文について関連する書籍を読むなどして理解するとともに、発表用の資料を作成すること
が主となる。
そのためには、文献の検索と熟考、セミナー学生との意見交換などを求める。
発表前にはレジュメの作成、学期末にはレポート執筆がある。
課題に対するフィードバックの方法
レポート課題に関しては、独自の評価シートに批評文を添えて返却する。
成績評価の方法・基準（方針）
授業中の討議への参加姿勢と期末レポートで総合的に評価する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

60

授業中の討議への参加姿勢

1，2

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

レポート

1，2

その他

0

テキスト

なし

参考書

松井豊（2010）改訂新版 心理学論文の書き方―卒業論文や修士論文を書くために 河出書房
新社
セミナーⅢａ

履修条件・他の科目との関連 セミナーⅣで実施される中間発表会に積極的に参加すること。

セミナーⅢａ

授業コード

13071405

授業科目名

セミナーⅢａ

授業担当教員

有田

亘

成績担当教員

有田

亘

開講年次

3年

授業種別

実務家教員による授業

演習

開講期

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
社会学、文化社会学、メディア論の分野から、受講者の興味のあるテーマを設定し、自由に研究・発表を通じて
問題意識や知識を深める。4回生の卒業研究の準備を整えることを第一目的としている。
到達目標
1.卒業研究の仮テーマを設定する。
2.設定したテーマに基づき卒業研究の準備作業を行う。
3.準備作業に基づき3年次後期の卒業研究計画を立案する。
授業計画
第１回
第２回
第３回
第４回
第５回
第６回
第７回
第８回
第９回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回

ガイダンス
図書館ツアー（日程は前後する）
研究法の解説(1)
研究法の解説(2)
研究テーマ決定のための発表と討議(1)
研究テーマ決定のための発表と討議(2)
研究テーマ決定のための発表と討議(3)
研究テーマ決定のための発表と討議(4)
研究テーマ決定のための発表と討議(5)
研究テーマ決定のための発表と討議(6)
全学人権映画会（日程は前後する）
研究テーマ決定のための発表と討議(7）
研究テーマ決定のための発表と討議(8)
研究テーマ決定のための発表と討議(9)
まとめ

事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
事前学習 授業1回につき2時間以上、自らの研究を各回の授業内で具体的に発表・討議できるよう、内容を深め進
捗させておく。
事後学習 授業1回につき2時間以上、各回授業を受けて、自らの研究を改善し、次回に向けて進捗させる。
課題に対するフィードバックの方法
必要に応じて、Googleクラスルーム、あるいはOIUメールを通じて行う。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

40

毎回の活動成果(40)

1,2,3

授業外での評価

40

毎回の活動報告(40)

1,2,3

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

卒業研究計画書案(20)

1,2,3

その他

0

テキスト

テキストを使用しない。

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 卒業「研究」は卒業「論文」だけではない。最終成果物である論文に至る研究過程全てが評価され
る。
セミナーⅢａ

履修条件・他の科目との関連 卒業研究は各自がどのようなテーマに取り組むかによって、指導内容や難易度が大きく変化する。こ
のことを理解の上、教員と研究計画を十分な余裕を持って相談し、合意しておくこと。
必要に応じて、個別指導のための補講を実施する。
4回生が実施する中間発表に積極的に参加すること。
有田ゼミ独自の取り組みとして、キャリア教育と関連したPBLの機会を設けることがある。

セミナーⅢａ

授業コード

13071406

授業科目名

セミナーⅢａ

授業担当教員

戸口

愛泰

成績担当教員

戸口

愛泰

開講年次

3年

授業種別

実務家教員による授業

演習

開講期

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
本セミナーでは、各自が関心や問題意識に基づく独自の研究テーマを設定し、テーマに関連する資料の収集、研
究背景の理解を深めながら、研究計画を立てることを目的とする。さらに、討論を繰り返しながら、方法論の検
討、調査・実験の実施、結果の分析・解釈など、各自の進行にあわせて順次指導をする。
到達目標
1.文献資料の入手と熟読をすることができる。
2.研究テーマの決定をすることができる。
3.方法論の理解と実施内容の決定をすることができる。
4.質問紙の作成をすることができる。
授業計画
【第1回】 オリエンテーション（セミナー内容の確認）
【第2回】 4回生によるプレゼミ（自己紹介等）
【第3回】 個別発表（研究テーマの設定と計画の具体化）
【第4回】 個別発表（研究テーマの設定と計画の具体化）
【第5回】 個別発表（研究テーマの設定と計画の具体化）
【第6回】 個別発表（研究テーマの設定と計画の具体化）
【第7回】 個別発表（研究テーマの設定と計画の具体化）
【第8回】 個別発表（研究テーマの設定と計画の具体化）
【第9回】 個別発表（研究テーマの設定と計画の具体化）
【第10回】 個別発表（研究テーマの設定と計画の具体化）
【第11回】 全学人権映画会（合同）（日程は前後する）（「人権」に関する映画を視聴することで、より深く
「人権」について理解する）
【第12回】 個別発表（研究テーマの設定と計画の具体化）
【第13回】 個別発表（研究テーマの設定と計画の具体化）
【第14回】 キャリア教育（日程は前後する）（大学卒業後の具体的な進路に応じて、その準備に必要な事柄を
学ぶ）
【第15回】 前期のまとめ
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
【第1回】
【第2回】
【第3回】
【第4回】
【第5回】
【第6回】
【第7回】
【第8回】
【第9回】
【第10回】
【第11回】
【第12回】
【第13回】
【第14回】
必要。
【第15回】

（事前）自己紹介の準備,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
（事前）自己紹介の準備,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
（事前）発表準備,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
（事前）発表準備,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
（事前）発表準備,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
（事前）発表準備,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
（事前）発表準備,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
（事前）発表準備,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
（事前）発表準備,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
（事前）発表準備,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
（事前）発表準備,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
（事前）発表準備,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
（事前）発表準備,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
（事前）キャリアについての探索,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が
（事前）小レポートの準備,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。

課題に対するフィードバックの方法
セミナー課題（プレゼンテーション）におけるフィードバックはその場で行う。
成績評価の方法・基準（方針）
個別発表とレポートおよび授業内討論による総合評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標
セミナーⅢａ

授業内での評価

60

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

個別発表

1,2,3,4

20

小レポート

1,2

その他

20

授業内討論における取り組み姿勢

2,3

テキスト

テキストは使用しない。

参考書

適宜紹介する。

履修条件・他の科目との関連 セミナーⅣで実施される中間発表会に積極的に参加し、「卒業研究発表会」には必ず出席するこ
と。

セミナーⅢａ

授業コード

13071407

授業科目名

セミナーⅢａ

授業担当教員

西岡

敦子

成績担当教員

西岡

敦子

開講年次

3年

授業種別

実務家教員による授業

演習

開講期

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
常日頃から普通だと思っていることに対して、ある時ふと立ち止まって考えてみると、なぜ？と不思議に思うこ
とがあるのではないか？ 女性に関する様々ななぜ？と同時に男性に関するなぜを追求していくことによって、
今ある私たちの居場所のありようがわかり、そして、未来が創造できるのではないか。
本セミナーは、女性、および、男性に関する様々ななぜ？を各自が発掘し、各自が追求していこうとすること
を基本とし、さらに、それによって得られた情報をセミナー構成員が互いに共有できるような姿勢で臨むことに
よって成り立つものであると考えている。
１．研究テーマを設定する。
(ただし、女性・男性、ジェンダーという切り口で分析することが前提。または、生活科学（被服）に関する
内容)
２．研究テーマに沿って、情報を収集する（本を中心とする）。
３．収集した情報をまとめ、発表し、質疑応答を行う。
以上のことを各自が実行していけるように指導する。
授業形態は演習である。
到達目標
1.男女共同参画社会、または、生活科学（被服）について、その大意と幾つかのトピックを説明できる。
2.本の内容を理解し、それを説明できる。
3.本の内容を理解し、批判的に分析できる。
授業計画
【第1回】オリエンテーション①
【第2回】オリエンテーション②
【第3回】〜【第5回】文献発表（本）A
（3回に分けて全員が、レジュメを用いて口頭発表、質疑応答を行う）
【第6回】〜【第8回】文献発表（本）B
（3回に分けて全員が、レジュメを用いて口頭発表、質疑応答を行う）
【第9回】【第10回】・【第12回】〜【第14回】文献発表（本）C
（5回に分けて全員が、レジュメとパワーポイントを用いて口頭発表、質疑応答を行う）
【第11回】全学人権映画会（合同）（日程は前後する）
【第15回】セミナーⅢｂに向けての準備
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
1回につき、平均4時間の事前・事後の学習が求められる。
【第1回】①事前学修課題：履修申請書の作成
②事後学修課題：研究テーマの模索
【第2回】①事前学修課題：2年間の履修計画の作成
②事後学修課題：文献検索（図書）、入手、レジュメの作成
【第3回】〜【第8回】
①事前学修課題：各自の研究テーマに関連した図書を読み、レジュメを作成し、口頭発表に備える
②事後学修課題：質疑応答を経て、理解を深める（発表者）
各自の研究テーマに関連した図書を読み、レジュメ等を作成
し、口頭発表に備える
【第9回】【第10回】【第12回】〜【第14回】
①事前学修課題：各自の研究テーマに関連した図書を読み、レジュメ、パワーポイントを作成し、口
頭発表に備える
②事後学修課題：質疑応答を経て、理解を深める（発表者）
各自の研究テーマに関連した図書を読み、レジュメ等を作成
し、口頭発表に備える
【第11回】①事前学修課題：「人権」について、書籍やインターネット等を利用して予備知識を得る
②事後学修課題：「人権」についてさらに深く学ぶ
【第15回】①事前学修課題：前期のすべての課題の修了確認
②事後学修課題：文献検索（論文）、入手、内容を理解し、レジュメの作成
（夏期休暇中、必要であれば相談日時を予約すること）
（各自のテーマに関連した図書を5冊以上読み、その情報を
まとめる）

セミナーⅢａ

課題に対するフィードバックの方法
発表時に、質疑応答を通して指導していく。
成績評価の方法・基準（方針）
・以下に示す評価方法により総合的に判定の上、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
・授業に出席し、すべての課題をこなすことを前提とした評価である。
・正当な理由なく3回をこえて欠席した場合も「K」評価となる。また、3回の遅刻で1回の欠席と換算する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

75

口頭発表、質疑応答の達成度

1.～3.

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

25

最終レポートの達成度

1.～3.

その他

0

テキスト

テキストなし

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する

履修条件・他の科目との関連 ・セミナーの発表日程に応じて、計画的に準備をすること。
・「セミナーⅣａ」で実施される卒業研究中間発表会に積極的に参加すること。

セミナーⅢａ

授業コード

13071408

授業科目名

セミナーⅢａ

授業担当教員

青野

明子

成績担当教員

青野

明子

開講年次

3年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

〇

2単位

授業の目的・概要
本セミナーでは人間の心について、心理学的研究法の手法を用いて分析、卒業研究の準備をすることを目的とす
る。各自興味のあるテーマを決定し、先行研究を収集して発表し、討議する。決定したテーマに沿って、卒業研
究予備調査の準備を進める。セミナーⅢaは発表と質疑応答形式で進み、アクティブラーニングの要素を含む。
担当教員が臨床心理士・公認心理師であり、長年の勤務経験をもとに、実務家教員とし て、将来心理関係の業
務に従事したいと考えている人にも役立つ授業としたい。
到達目標
1.レジュメ作成と発表・質疑応答を通じて、卒業研究のテーマを決定する
2.文章作成力を高める
3.論理的思考力を高める
4.主体性、表現力、コミュニケーション力を高める
授業計画
【第1回】
テーマ：オリエンテーション
内容・方法：
【第2回】
テーマ：前期発表予定の
決定・4回生の研究発表と質疑応答1
内容・方法：前期の発表順と予定を決める。4回生の卒業研究発表を聞き、討議する。
【第3回】
テーマ：4回生の研究発表と質疑応答2
内容・方法：4回生の卒業研究発表を聞き、討議する。
【第4回】
テーマ：研究テーマに関連する論文をまとめて発表1‐1
内容・方法：興味のあるテーマの先行研究を収集し、論文をレビューにまとめて発表する。
【第5回】
テーマ：研究テーマに関連する論文をまとめて発表1‐2
内容・方法：興味のあるテーマの先行研究を収集し、論文をレビューにまとめて発表する。
【第6回】
テーマ：研究テーマに関連する論文をまとめて発表1‐3
内容・方法：興味のあるテーマの先行研究を収集し、論文をレビューにまとめて発表する。
【第7回】
テーマ：研究テーマに関連する論文をまとめて発表1‐4
内容・方法：興味のあるテーマの先行研究を収集し、論文をレビューにまとめて発表する。
【第8回】
テーマ：研究テーマに関連する論文をまとめて発表1‐5
内容・方法：興味のあるテーマの先行研究を収集し、論文をレビューにまとめて発表する。
【第9回】
テーマ：研究テーマに関連する論文をまとめて発表1‐6
内容・方法：興味のあるテーマの先行研究を収集し、論文をレビューにまとめて発表する。
【第10回】
テーマ：研究テーマに関連する論文をまとめて発表2‐1
内容・方法：興味のあるテーマの先行研究を収集し、論文をレビューにまとめて発表する。
【第11回】
テーマ：全学人権映画会（合同・日程は前後する）
内容・方法：「人権」に関する映画を視聴することで、より深く「人権」について理解する。
【第12回】
テーマ：研究テーマに関連する論文をまとめて発表2‐2
内容・方法：興味のあるテーマの先行研究を収集し、論文をレビューにまとめて発表する。
【第13回】
テーマ：研究テーマに関連する論文をまとめて発表2‐3
内容・方法：興味のあるテーマの先行研究を収集し、論文をレビューにまとめて発表する。
【第14回】
テーマ：研究テーマに関連する論文をまとめて発表2‐4
内容・方法：興味のあるテーマの先行研究を収集し、論文をレビューにまとめて発表する。
【第15回】
テーマ：研究テーマに関連する論文をまとめて発表2‐5
内容・方法：興味のあるテーマの先行研究を収集し、論文をレビューにまとめて発表する。
セミナーⅢａ

事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
【第1回】
①事前学修課題：プレゼミの配布資料をよく読み、セミナーⅢの留意点を理解する。
②事後学修課題：シラバスと配布資料をよく読み、理解する。
【第2回】
①事前学修課題：シラバス、オリエンテーションの配布資料をよく読み、理解する。
②事後学修課題：授業内の配布資料をよく読み、理解を深める。
各自、発表日までに先行研究を収集し、レジュメを作成する。
【第3回】
①事前学修課題：前回の授業内の配布資料をよく読み、理解を深める。
各自、発表日までに先行研究を収集し、レジュメを作成する。
②事後学修課題：今回の授業内の配布資料をよく読み、理解を深める。
各自、発表日までに先行研究を収集し、レジュメを作成する。
【第4回】
①事前学修課題：前回の授業内の配布資料をよく読み、理解を深める。
各自、発表日までに先行研究を収集し、レジュメを作成する。
②事後学修課題：今回の授業内の配布資料をよく読み、理解を深める。
発表後の質疑応答をふまえ、各自の興味あるテーマを明確にしていく。
【第5回】
①事前学修課題：前回の授業内の配布資料をよく読み、理解を深める。
各自、発表日までに先行研究を収集し、レジュメを作成する。
②事後学修課題：今回の授業内の配布資料をよく読み、理解を深める。
発表後の質疑応答をふまえ、各自の興味あるテーマを明確にしていく。
【第6回】
①事前学修課題：前回の授業内の配布資料をよく読み、理解を深める。
各自、発表日までに先行研究を収集し、レジュメを作成する。
②事後学修課題：今回の授業内の配布資料をよく読み、理解を深める。
発表後の質疑応答をふまえ、各自の興味あるテーマを明確にしていく。
【第7回】
①事前学修課題：前回の授業内の配布資料をよく読み、理解を深める。
各自、発表日までに先行研究を収集し、レジュメを作成する。
②事後学修課題：今回の授業内の配布資料をよく読み、理解を深める。
発表後の質疑応答をふまえ、各自の興味あるテーマを明確にしていく。
【第8回】
①事前学修課題：前回の授業内の配布資料をよく読み、理解を深める。
各自、発表日までに先行研究を収集し、レジュメを作成する。
②事後学修課題：今回の授業内の配布資料をよく読み、理解を深める。
発表後の質疑応答をふまえ、各自の興味あるテーマを明確にしていく。
【第9回】
①事前学修課題：前回の授業内の配布資料をよく読み、理解を深める。
各自、発表日までに先行研究を収集し、レジュメを作成する。
②事後学修課題：今回の授業内の配布資料をよく読み、理解を深める。
発表後の質疑応答をふまえ、各自の興味あるテーマを明確にしていく。
【第10回】
①事前学修課題：前回の授業内の配布資料をよく読み、理解を深める。
各自、発表日までに先行研究を収集し、レジュメを作成する。
②事後学修課題：今回の授業内の配布資料をよく読み、理解を深める。
発表後の質疑応答をふまえ、各自の興味あるテーマを明確にしていく。
【第11回】
①事前学修課題：「人権」について、書籍やインターネット等を利用して予備知識を得る
②事後学修課題：「人権」についてさらに深く学ぶ
【第12回】
①事前学修課題：前回の授業内の配布資料をよく読み、理解を深める。
各自、発表日までに先行研究を収集し、レジュメを作成する。
②事後学修課題：今回の授業内の配布資料をよく読み、理解を深める。
発表後の質疑応答をふまえ、各自の興味あるテーマを明確にしていく。
【第13回】
①事前学修課題：前回の授業内の配布資料をよく読み、理解を深める。
各自、発表日までに先行研究を収集し、レジュメを作成する。
②事後学修課題：今回の授業内の配布資料をよく読み、理解を深める。
発表後の質疑応答をふまえ、各自の興味あるテーマを明確にしていく。
【第14回】
①事前学修課題：前回の授業内の配布資料をよく読み、理解を深める。
各自、発表日までに先行研究を収集し、レジュメを作成する。
②事後学修課題：今回の授業内の配布資料をよく読み、理解を深める。
発表後の質疑応答をふまえ、各自の興味あるテーマを明確にしていく。
【第15回】
①事前学修課題：前回の授業内の配布資料をよく読み、理解を深める。
各自、発表日までに先行研究を収集し、レジュメを作成する。
②事後学修課題：今回の授業内の配布資料をよく読み、理解を深める。
発表後の質疑応答をふまえ、各自の興味あるテーマを明確にしていく。
課題に対するフィードバックの方法
セミナーⅢａ

発表回の授業時間内にコメントする。授業時間外に個人面談し、課題のフィードバックをする。
成績評価の方法・基準（方針）
セミナーへの積極的な取り組み姿勢を評価する。以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点以上を合
格とし、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

各発表回の発表（30）質疑応答（20）

1,2,3,4

授業外での評価

30

各発表回の発表レジュメ作成（20）レジュメの質（10）

1,2,3

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

ラーニングポートフォリオ（20）

2,3,4

その他

0

テキスト

プリントを配布する。

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 セミナーⅣで実施される中間発表会に積極的に参加すること。
心理学関連科目を履修していることが望ましい。

セミナーⅢａ

授業コード

13071501

授業科目名

セミナーⅢｂ

授業担当教員

飯田

香織

成績担当教員

飯田

香織

開講年次

3年

授業種別

実務家教員による授業

演習

開講期

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
セミナーⅢでは、卒業研究に向けて、研究テーマの設定と具体化を行っていくことを目的とする。前期は、自身
の研究したいテーマを設定し、どのような心理学的研究法を用いて分析、研究を行うかについて、具体的に考え
ていく。そのために、研究する分野の先行研究を集めてまとめ、発表とディスカッションを行う。後期は、決定
したテーマに沿って予備調査を実施する。データ入力後、統計解析結果を発表してディスカッションを行い、卒
業研究の準備を行う。
到達目標
１,先行研究などの文献を調べてまとめることができる。
２,研究テーマを決定することができる。
３,テーマとそのテーマを明らかにするための心理学的研究法を選ぶことができる。
４,質問紙の作成を行い、分析することができる。
５，予備調査を行うことができる。
授業計画
【第1回】 セミナーⅢbの研究計画の確認
【第2回】 先行研究発表１
内容：夏休みに調べてきた先行研究3本のうち、1本について発表
【第3回】 先行研究発表２
内容：夏休みに調べてきた先行研究3本のうち、1本について発表
【第4回】 先行研究発表３
内容：夏休みに調べてきた先行研究3本のうち、1本について発表
【第5回】 先行研究発表４
内容：夏休みに調べてきた先行研究3本のうち、1本について発表
【第6回】 予備調査で使用する尺度を作成して発表、意見交換
【第7回】 尺度として完成したものをセミナーⅢメンバーで検討、実施
【第8回】 完成した尺度をセミナーⅢメンバー対象に実施
【第9回】 キャリアに関する合同セミナー
【第10回】 予備調査分析実施 （コンピューター室）
【第11回】 予備調査分析実施 （コンピューター室）
【第12回】 予備調査分析実施 （コンピューター室）
【第13回】 予備調査結果発表１
【第14回】 予備調査結果発表２
【第15回】 セミナーⅣ研究計画作成
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
授業（1回につき2時間として計算）と事前事後の合わせて1単位当たり45時間が必要です。事前学習として2.5時
間、事後学習として1.5時間程度が必要。
事前学習： 次回までに調べてくること、まとめてくることを授業内で指示し、その課題を次回の授業までに行
う
事後学習：セミナーでのディスカッションを踏まえたうえで、課題についての情報を収集すること、情報をまと
めること、発表の準備をすることが必要となる。
課題に対するフィードバックの方法
必要に応じて、授業内での発表に対し適宜コメントを行う。
成績評価の方法・基準（方針）
授業内での発表の内容とレポートを評価の対象とする。3回以上の理由のない欠席は認めない。遅刻3回で1回の欠
席とみなす。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

60

発表時の発表内容

１，２，３，４，５

授業外での評価

0

セミナーⅢｂ

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

30

レポート

１，２、３，４，５

その他

10

取り組み姿勢

１，２，３，４，５

テキスト

必要に応じてプリントを配布する。

参考書

内容に応じて適宜紹介する。

履修条件・他の科目との関連 3回以上の理由のない欠席は認めない。遅刻3回で1回の欠席とみなす。課題の提出締め切りを必
ず守ること。無断欠席厳禁。最後まであきらめずに出席し、参画すること。授業への積極的な参加を
求めます。受講生の関心に応じて授業内容は適宜調整する。日程が前後する場合もある。新型コ
ロナウイルスの感染状況等により、進め方や内容を一部変更する可能性があります。その場合は随
時連絡します

セミナーⅢｂ

授業コード

13071502

授業科目名

セミナーⅢｂ

授業担当教員

尾添

侑太

成績担当教員

尾添

侑太

開講年次

3年

授業種別

実務家教員による授業

演習

開講期

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
本セミナーでは、①現代のコミュニケーションまたは対人関係に関する問題を社会学的に分析する、②フィール
ドワークや質的調査法を理解しつつ、各自が選択したテーマについて方法と課題を検討することを目的とする。
Ⅲbでは、卒業研究計画の作成を目的とする。個人発表やディスカッションを通じてブラッシュアップを行い、卒
業研究までの課題を明らかにする。また、質的調査研究法の理解を深め、調査練習も行う。
到達目標
1.社会学的視点を養い、基礎的な理論・視点を知識として獲得する
2.コミュニケーション・人間関係についての文献を深く読み込み、自身の問題関心に対して応用することができ
る
3.質的調査方法を理解し、卒業研究を完成させるための手法を設定できる
4.3で設定した方法を実行し、結果を分析できる
授業計画
第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回
第8回
第9回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回

オリエンテーション（後期の位置づけ）
テーマと課題報告（夏季休暇中の報告）
輪読文献と分担の決定
輪読文献を読みこむまえのオリエンテーション
輪読発表①個人発表
輪読発表②フィードバック
調査方法の検討
調査方法の決定ーどのように明らかにするのか
プレ調査
調査報告①実施の詳細
調査報告②実施後の課題ー次に何をするべきか
卒業研究計画書の作成
卒業研究計画書発表①
卒業研究計画書発表②
後期の振り返りと冬期休暇中の作業課題の検討

事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
事前（2時間）・事後（2時間）において調査資料の収集、フィールドデータの整理など卒業研究に向けた準備が
求められる。
課題に対するフィードバックの方法
授業内での個人発表などにおいて、口頭でフィードバックを行う。
また、必要に応じてワークシートについてコメントを行う。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

30

発表（15）、実施報告（15）

1、3、4

授業外での評価

20

プレ調査実施（20）

3、4

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

卒業研究計画書（40）

2、3、4

その他

10

演習での発言と質疑・課題への取り組み（10）

1、2、3

テキスト

テキストを使用しない

セミナーⅢｂ

参考書

必要に応じて授業内で紹介する

履修条件・他の科目との関連 原則として毎回の出席を求め、やむを得ず欠席する場合は必ず事前連絡をすること。
受講生同士の活発な意見交換や批判的態度が求められる。
積極的な学外調査やフィールドワークが求められる（交通費等は学生負担）。
社会学系講義やアクション科目を履修していることが望ましい。

セミナーⅢｂ

授業コード

13071503

授業科目名

セミナーⅢｂ

授業担当教員

上原

健太郎

成績担当教員

上原

健太郎

開講年次

3年

授業種別

実務家教員による授業

演習

開講期

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
本セミナーでは、身近な、「ごくごくありふれた日常」について考える。とくに後期のセミナーⅢbでは、前期の
学習成果を踏まえつつ、卒業研究のテーマの明確化、テーマに沿った文献のリストアップ、文献の精読とその関
連づけに取り組む。そのことを通じて、研究計画書の中身をブラッシュアップし、次年度の卒業研究執筆へのス
ムーズな移行を目指す。
到達目標
１．社会学的なテーマを設定することができる
２．文献を精読し、それらを関連づけることができる
３．研究の目的を明確にすることができる
授業計画
第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回
第8回
第9回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回

後期イントロダクション
研究テーマの発表者の決定
個人発表とディスカッション１ 社会学的な「テーマ」とは？
個人発表とディスカッション２ 社会問題との関連づけ
個人発表とディスカッション３ 個人の問題と社会の問題
第５回までのふりかえり テーマ・先行研究・目的
文献レビューの発表者の決定
個人発表とディスカッション１ 先行研究とは？
個人発表とディスカッション２ 先行研究を関連づける
個人発表とディスカッション３ 目的の明確化
第11回までのふりかえり 大きな問いから小さな問いへ
卒業研究に向けた準備１ 研究計画書の再構成
卒業研究に向けた準備２ 研究計画書の報告
卒業研究に向けた準備３ 研究計画書の完成
後期のふりかえりと冬季休暇の課題について

事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
事前学習：個人発表に向けた資料作成。各回ごとに2時間以上。
事後学習：セミナーでのディスカッションを踏まえ、研究計画書の加筆修正。各回ごとに2時間以上。
課題に対するフィードバックの方法
授業中の個人発表、および発表資料に対して適宜コメントする。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

80

授業への参加態度（20）、個人発表（60）

１、２、３

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

レポートの提出（20）

１、２、３

その他

0

テキスト

テキストは使用しない

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 無遅刻、無欠席を原則とします。
セミナーⅢｂ

履修条件・他の科目との関連 事情で休む場合、遅刻する場合は、事前に担当教員に必ず連絡してください。

セミナーⅢｂ

授業コード

13071504

授業科目名

セミナーⅢｂ

授業担当教員

林

幸史

成績担当教員

林

幸史

開講年次

3年

授業種別

実務家教員による授業

演習

開講期

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
セミナーでは、社会の中で生活する人間の行動を心理学的な観点から分析するとともに、卒業論文の作成に必要
となる科学的な思考方法と表現法について学んでいきます。
後期は、卒業研究の「問い」を設定し、具体的な研究計画を立てることを目的とします。
そのため、テーマに関する専門書や論文を読み、個人で発表を行いながら、プレ卒論を作成します。
到達目標
1. 社会の中で⽣活する⼈間の⾏動を⼼理学的な観点から分析できる。
2. 卒業論⽂の作成に必要となる、科学的な思考⽅法と表現法を⾝につける。
授業計画
第01回：イントロダクション（後期の展望）
第02回：旅の文化研究報告会
第03回：卒業研究のテーマ設定（卒業研究で取り組むテーマを決定する）
第04回：卒論計画発表①（研究計画発表と質疑応答）
第05回：卒論計画発表②（研究計画発表と質疑応答）
第06回：卒論計画発表③（研究計画発表と質疑応答）
第07回：卒論計画発表④（研究計画発表と質疑応答）
第08回：卒論計画発表⑤（研究計画発表と質疑応答）
第09回：卒論計画発表⑥（研究計画発表と質疑応答）
第10回：卒論計画発表⑦（研究計画発表と質疑応答）
第11回：卒論計画発表⑧（研究計画発表と質疑応答）
第12回：卒業研究の仮説構築①（仮説とその根拠を組み立てる）
第13回：卒業研究の仮説構築②（仮説とその根拠を組み立てる）
第14回：卒業研究の仮説構築③（仮説とその根拠を組み立てる）
第15回：後期の振り返り
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
各自の卒業研究テーマに応じて仮説の設定および研究計画の立案が必要となる。
そのためには、文献の検索と熟考、セミナー学生との意見交換などを求める。
発表前にはレジュメの作成、学期末にはレポート執筆がある。
課題に対するフィードバックの方法
レポート課題に関しては、独自の評価シートに批評文を添えて返却する。
成績評価の方法・基準（方針）
授業中の討議への参加姿勢と期末レポートで総合的に評価する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

60

授業中の討議への参加姿勢

1，2

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

レポート

1，2

その他

0

テキスト

なし

参考書

松井豊（2010）改訂新版 心理学論文の書き方―卒業論文や修士論文を書くために 河出書房
新社

セミナーⅢｂ

履修条件・他の科目との関連 卒業研究発表会にも必ず出席すること。

セミナーⅢｂ

授業コード

13071505

授業科目名

セミナーⅢｂ

授業担当教員

有田

亘

成績担当教員

有田

亘

開講年次

3年

授業種別

実務家教員による授業

演習

開講期

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
社会学、文化社会学、メディア論の分野から、受講者の興味のあるテーマを設定し、自由に研究・発表を通じて
問題意識や知識を深める。4回生の卒業研究の準備を整えることを第一目的としている。
到達目標
1.卒業研究のテーマを設定する。
2.設定したテーマに基づき卒業研究の準備作業を行う。
3.準備作業に基づき4年次の卒業研究計画を立案する。
授業計画
第１回
第２回
第３回
第４回
第５回
第６回
第７回
第８回
第９回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回

オリエンテーション
先行研究講読(1)
先行研究講読(2)
先行研究講読(3)
先行研究講読(4)
先行研究講読(5)
個人発表(1)
個人発表(2)
個人発表(3)
個人発表(4)
個人発表(5)
PROGフォローアップ
研究計画策定(1)
研究計画策定(2)
まとめ

事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
事前学習 授業1回につき2時間以上、自らの研究を各回の授業内で具体的に発表・討議できるよう、内容を深め
進捗させておく。
事後学習 授業1回につき2時間以上、各回授業を受けて、自らの研究を改善し、次回に向けて進捗させる。
課題に対するフィードバックの方法
必要に応じて、Googleクラスルーム、あるいはOIUメールを通じて行う。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

40

毎回の活動成果(40)

1,2,3

授業外での評価

40

毎回の活動報告(40)

1,2,3

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

卒業研究計画書(20)

1,2,3

その他

0

テキスト

テキストを使用しない。

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 卒業「研究」は卒業「論文」だけではない。最終成果物である論文に至る研究過程全てが評価され
る。
セミナーⅢｂ

履修条件・他の科目との関連 卒業研究は各自がどのようなテーマに取り組むかによって、指導内容や難易度が大きく変化する。こ
のことを理解の上、教員と研究計画を十分な余裕を持って相談し、合意しておくこと。
必要に応じて、個別指導のための補講を実施する。
4回生が実施する「卒業研究発表会」には必ず出席すること。
有田ゼミ独自の取り組みとして、キャリア教育と関連したPBLの機会を設けることがある。

セミナーⅢｂ

授業コード

13071506

授業科目名

セミナーⅢｂ

授業担当教員

戸口

愛泰

成績担当教員

戸口

愛泰

開講年次

3年

授業種別

実務家教員による授業

演習

開講期

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
本セミナーでは、各自が関心や問題意識に基づく独自の研究テーマを設定し、テーマに関連する資料の収集、研
究背景の理解を深めながら、研究計画を立てることを目的とする。さらに、討論を繰り返しながら、方法論の検
討、調査・実験の実施、結果の分析・解釈など、各自の進行にあわせて順次指導をする。
到達目標
1.文献資料の入手と熟読ができる。
2.研究テーマの決定をすることができる。
3.方法論の理解と実施内容の決定をすることができる。
4.質問紙の作成をすることができる。
授業計画
【第1回】
【第2回】
【第3回】
【第4回】
【第5回】
【第6回】
【第7回】
【第8回】
【第9回】
【第10回】
【第11回】
【第12回】
【第13回】
【第14回】
【第15回】

前期の振り返り
オリエンテーション（後期内容の確認）
個別発表（質問紙作成と予備調査準備）
個別発表（質問紙作成と予備調査準備）
個別発表（質問紙作成と予備調査準備）
個別発表（質問紙作成と予備調査準備）
個別発表（質問紙作成と予備調査準備）
個別発表（質問紙作成と予備調査準備）
個別発表（予備調査結果発表）
個別発表（予備調査結果発表）
個別発表（予備調査結果発表）
個別発表（予備調査結果発表）
個別発表（予備調査結果発表）
個別発表（予備調査結果発表）
プレゼミの準備（次年度用）（作業役割の分担）

事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
【第1回】
【第2回】
が必要。
【第3回】
【第4回】
【第5回】
【第6回】
【第7回】
【第8回】
【第9回】
【第10回】
【第11回】
【第12回】
【第13回】
【第14回】
【第15回】

（事前）前期の振り返り,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
（事前）研究テーマについての確認,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習
（事前）発表準備,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
（事前）発表準備,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
（事前）発表準備,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
（事前）発表準備,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
（事前）発表準備,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
（事前）発表準備,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
（事前）発表準備,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
（事前）発表準備,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
（事前）発表準備,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
（事前）発表準備,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
（事前）発表準備,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
（事前）発表準備,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
（事前）小レポートの準備,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。

課題に対するフィードバックの方法
セミナー課題（プレゼンテーション）におけるフィードバックはその場で行う。
成績評価の方法・基準（方針）
個別発表とレポートおよび授業内討論による総合評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

60

個別発表

1,2,3,4
セミナーⅢｂ

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

小レポート

1,2

その他

20

授業内討論への取り組み姿勢

2,3

テキスト

テキストは使用しない。

参考書

適宜紹介する。

履修条件・他の科目との関連 セミナーⅣで実施される中間発表会に積極的に参加し、「卒業研究発表会」には必ず出席するこ
と。

セミナーⅢｂ

授業コード

13071507

授業科目名

セミナーⅢｂ

授業担当教員

西岡

敦子

成績担当教員

西岡

敦子

開講年次

3年

授業種別

実務家教員による授業

演習

開講期

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
常日頃から普通だと思っていることに対して、ある時ふと立ち止まって考えてみると、なぜ？と不思議に思うこ
とがあるのではないか？ 女性に関する様々ななぜ？と同時に男性に関するなぜを追求していくことによって、
今ある私たちの居場所のありようがわかり、そして、未来が創造できるのではないか。
本セミナーは、女性、および、男性に関する様々ななぜ？を各自が発掘し、各自が追求していこうとすること
を基本とし、さらに、それによって得られた情報をセミナー構成員が互いに共有できるような姿勢で臨むことに
よって成り立つものであると考えている。
１．研究テーマを設定する。
(ただし、女性・男性、ジェンダーという切り口で分析することが前提。または、生活科学（被服）に関する
内容)
２．研究テーマに沿って、情報を収集する（論文を中心とする）。
３．収集した情報をまとめ、発表し、質疑応答を行う。
４．後期終了までに、1年間の情報収集の結果を卒業研究の背景としてまとめる。(4回生の卒業研究に繋げる)
以上のことを各自が実行していけるように指導する。
授業形態は演習である。
到達目標
1.男女共同参画社会、または、生活科学（被服）に関して、1つのトピックについて詳しく説明できる。
2.論文の内容を理解し、それを説明できる。
3.論文の内容を理解し、それを批判的に分析できる。
4.卒業研究のテーマを立て、その背景をまとめることができる。
5.卒業研究発表会の進行、質疑応答ができる。
授業計画
【第1回】オリエンテーション
【第2回】キャリア教育（日程は前後する）
【第3回】〜【第6回】文献発表（論文）A
（4回に分けて全員が、レジュメを用いて口頭発表、質疑応答行う）
【第7回】〜【第10回】文献発表（論文）B
（4回に分けて全員が、レジュメとパワーポイントを用いて口頭発表、質疑応答を行う）
【第11回】キャリア教育（日程は前後する）
【第12回】・【第13回】卒業研究の問題提起の設定 C
（2回に分けて全員が、レジュメを用いて問題提起を説明し、問題提起を明確にする）
【第14回】・【第15回】卒業研究の計画 D
（2回に分けて全員が、問題提起を受け、研究計画を立てる）
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
1回につき、平均4時間の事前・事後の学習が求められる。
【第1回】①事前学修課題：（夏期休暇中、必要であれば相談日時を予約すること）
各自のテーマに関連した図書を5冊以上読み、その情報をまとめる
各自のテーマに関連した論文を5本程度準備しておく
履修修正の確認
②事後学修課題：各自の研究テーマに関連した論文を読み、レジュメ等を作成し、口頭発表に備
える
【第2回】①事前学修課題：将来の進路について考える
②事後学修課題：将来の進路を具体的に考える
【第3回】〜【第6回】
①事前学修課題：各自の研究テーマに関連した論文を読み、レジュメを作成し、口頭発表に備える
②事後学修課題：質疑応答を経て、理解を深める（発表者）
各自の研究テーマに関連した論文を読み、レジュメ等を作成し、口頭発
表に備える
【第7回】〜【第10回】
①事前学修課題：各自の研究テーマに関連した論文を読み、レジュメとパワーポイントを作成し、口
頭発表に備える
②事後学修課題：質疑応答を経て、理解を深める（発表者）
各自の研究テーマに関連した論文を読み、レジュメとパワーポイントを
セミナーⅢｂ

作成し、口頭発表に備える
【第11回】①事前学修課題：将来への心構えを新たにし、進路に必要な情報を入手・整理しておく
②事後学修課題：将来の進路を目指し具体的な活動に取り掛かる
【第12回】【第13回】
①事前学修課題：問題提起に関するレジュメを作成する
②事後学修課題：質疑応答を経て、内容を深める（発表者）
問題提起に関するレジュメを作成する
【第14回】【第15回】
①事前学修課題：研究計画に関するレジュメを作成する
②事後学修課題：質疑応答を経て、内容を深める（発表者）
卒業研究のテーマの背景を作成する
卒業研究にむけて、春期休暇中に相談日を設定する。必要であれば事
前予約をすること。
課題に対するフィードバックの方法
発表時に、質疑応答を通して指導していく。
成績評価の方法・基準（方針）
・以下に示す評価方法により総合的に判定の上、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
・授業に出席し、すべての課題をこなすことを前提とした評価である。
・正当な理由なく3回をこえて欠席した場合も「K」評価となる。また、3回の遅刻で1回の欠席と換算する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

75

口頭発表、質疑応答の達成度

1.～3.

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

最終レポートの達成度

4

その他

5

卒業研究発表会の進行・質疑応答の達成度

5

テキスト

テキストなし

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する

履修条件・他の科目との関連 ・セミナーの発表日程に応じて、計画的に準備をすること。
・セミナーⅣbで実施される「卒業研究発表会」には必ず出席すること。

セミナーⅢｂ

授業コード

13071508

授業科目名

セミナーⅢｂ

授業担当教員

青野

明子

成績担当教員

青野

明子

開講年次

3年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

〇

2単位

授業の目的・概要
本セミナーでは人間の心について、心理学的研究法の手法を用いて分析、研究していくことを目的とする。セミ
ナーⅢaで各自決定したテーマに沿って、レジュメと質問紙を作成し、予備調査を実施する。収集したデータを入
力後、統計解析結果を発表して討議し、卒業研究の準備を進める。セミナーⅢbは発表と質疑応答形式で進み、ア
クティブラーニングの要素を含む。
担当教員が臨床心理士・公認心理師であり、長年の勤務経験をもとに、実務家教員とし て、将来心理関係の業
務に従事したいと考えている人にも役立つ授業としたい。
到達目標
1.レジュメ作成と発表・質疑応答を通じて、卒業研究のテーマを決定する
2.文章作成力を高める
3.論理的思考力を高める
4.発表・質疑応答および、セミナー内での対人関係を通じて、主体性、表現力、コミュニケーション力を身につ
ける
授業計画
【第1回】
テーマ：研究テーマに関連する論文をまとめて発表1
内容・方法：興味のあるテーマの先行研究を収集し、論文をレビューにまとめて発表する。発表順と予定を決め
る。
【第2回】
テーマ：研究テーマに関連する論文をまとめて発表2
内容・方法：興味のあるテーマの先行研究を収集し、論文をレビューにまとめて発表する。
【第3回】
テーマ：予備調査レジュメ発表および予備調査準備1
内容・方法：予備調査のテーマを決定し、発表日までに質問紙とレジュメを作成する。レジュメ発表、質疑応答
後、予備調査の準備をする。
【第4回】
テーマ：予備調査レジュメ発表および予備調査準備2
内容・方法：予備調査のテーマを決定し、発表日までに質問紙とレジュメを作成する。レジュメ発表、質疑応答
後、予備調査の準備をする。
【第5回】
テーマ：予備調査レジュメ発表および予備調査準備3
内容・方法：予備調査のテーマを決定し、発表日までに質問紙とレジュメを作成する。レジュメ発表、質疑応答
後、予備調査の準備をする。
【第6回】
テーマ：予備調査レジュメ発表および予備調査準備4
内容・方法：予備調査のテーマを決定し、発表日までに質問紙とレジュメを作成する。レジュメ発表、質疑応答
後、予備調査の準備をする。
【第7回】
テーマ：予備調査レジュメ発表および予備調査準備5
内容・方法：予備調査のテーマを決定し、発表日までに質問紙とレジュメを作成する。レジュメ発表、質疑応答
後、予備調査の準備をする。
【第8回】
テーマ：キャリア教育（日程は前後する）
内容・方法：大学卒業後の具体的な進路に応じて、その準備に必要な事柄を学ぶ。
【第9回】
テーマ：予備調査結果発表1
内容・方法：予備調査実施後、相関分析結果までのレジュメを発表し、質疑応答する。
【第10回】
テーマ：予備調査結果発表2
内容・方法：予備調査実施後、相関分析結果までのレジュメを発表し、質疑応答する。
【第11回】
テーマ：予備調査結果発表3
内容・方法：予備調査実施後、相関分析結果までのレジュメを発表し、質疑応答する。
【第12回】
テーマ：予備調査結果発表4
内容・方法：予備調査実施後、相関分析結果までのレジュメを発表し、質疑応答する。
【第13回】
テーマ：予備調査結果発表5
内容・方法：予備調査実施後、相関分析結果までのレジュメを発表し、質疑応答する。
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【第14回】
テーマ：予備調査結果発表6
内容・方法：予備調査実施後、相関分析結果までのレジュメを発表し、質疑応答する。
【第15回】
テーマ：プレゼミ準備1
内容・方法：新3回生を迎えるためのブレゼミの準備をする。担当者を決め、発表のためのパワーポイントを作成
する。
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
【第1回】
①事前学修課題：前回の授業内の配布資料をよく読み、理解を深める。
各自、発表日までに先行研究を収集し、レジュメを作成する。
②事後学修課題：今回の授業内の配布資料をよく読み、理解を深める。
発表後の質疑応答をふまえ、各自の興味あるテーマを明確にしていく。
【第2回】
①事前学修課題：前回の授業内の配布資料をよく読み、理解を深める。
各自、発表日までに予備調査のテーマを決定し、レジュメと質問紙を作成する。
②事後学修課題：今回の授業内の配布資料をよく読み、理解を深める。
質問紙を印刷し、予備調査を実施する。
【第3回】
①事前学修課題：前回の授業内の配布資料をよく読み、理解を深める。
各自、発表日までに予備調査のテーマを決定し、レジュメと質問紙を作成する。
②事後学修課題：今回の授業内の配布資料をよく読み、理解を深める。
質問紙を印刷し、予備調査を実施する。
【第4回】
①事前学修課題：前回の授業内の配布資料をよく読み、理解を深める。
各自、発表日までに予備調査の研究テーマを決定し、レジュメと質問紙を作成する。
②事後学修課題：今回の授業内の配布資料をよく読み、理解を深める。
質問紙を印刷し、予備調査を実施する。
【第5回】
①事前学修課題：前回の授業内の配布資料をよく読み、理解を深める。
各自、発表日までに予備調査の研究テーマを決定し、レジュメと質問紙を作成する。
②事後学修課題：今回の授業内の配布資料をよく読み、理解を深める。
質問紙を印刷し、予備調査を実施する。
【第6回】
①事前学修課題：前回の授業内の配布資料をよく読み、理解を深める。
各自、発表日までに予備調査の研究テーマを決定し、レジュメと質問紙を作成する。
②事後学修課題：今回の授業内の配布資料をよく読み、理解を深める。
質問紙を印刷し、予備調査を実施する。
【第7回】
①事前学修課題：将来への心構えを新たにし、進路に必要な情報を入手・整理しておく。
②事後学修課題：将来の進路を目指し具体的な活動に取り掛かる。
【第8回】
①事前学修課題：前回の授業内の配布資料をよく読み、理解を深める。
予備調査実施後、発表日までに予備調査のデータを入力し、相関分析までの結果をレジュメにする。
②事後学修課題：今回の授業内の配布資料をよく読み、理解を深める。
予備調査の結果をふまえ、本調査の準備をする。
【第9回】
①事前学修課題：前回の授業内の配布資料をよく読み、理解を深める。
予備調査実施後、発表日までに予備調査のデータを入力し、相関分析までの結果をレジュメにする。
②事後学修課題：今回の授業内の配布資料をよく読み、理解を深める。
予備調査の結果をふまえ、本調査の準備をする。
【第10回】
①事前学修課題：前回の授業内の配布資料をよく読み、理解を深める。
予備調査実施後、発表日までに予備調査のデータを入力し、相関分析までの結果をレジュメにする。
②事後学修課題：今回の授業内の配布資料をよく読み、理解を深める。
予備調査の結果をふまえ、本調査の準備をする。
【第11回】
①事前学修課題：前回の授業内の配布資料をよく読み、理解を深める。
予備調査実施後、発表日までに予備調査のデータを入力し、相関分析までの結果をレジュメにする。
②事後学修課題：今回の授業内の配布資料をよく読み、理解を深める。
予備調査の結果をふまえ、本調査の準備をする。
【第12回】
①事前学修課題：前回の授業内の配布資料をよく読み、理解を深める。
予備調査実施後、発表日までに予備調査のデータを入力し、相関分析までの結果をレジュメにする。
②事後学修課題：今回の授業内の配布資料をよく読み、理解を深める。
予備調査の結果をふまえ、本調査の準備をする。
【第13回】
①事前学修課題：前回の授業内の配布資料をよく読み、理解を深める。
予備調査実施後、発表日までに予備調査のデータを入力し、相関分析までの結果をレジュメにする。
②事後学修課題：今回の授業内の配布資料をよく読み、理解を深める。
予備調査の結果をふまえ、本調査の準備をする。
【第14回】
①事前学修課題：前回の授業内の配布資料をよく読み、理解を深める。
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予備調査の結果をふまえ、本調査の準備をする。
②事後学修課題：プレゼミの担当箇所について、パワーポイントによる発表準備をする。
【第15回】
①事前学修課題：プレゼミの担当箇所について、パワーポイントによる発表準備をする。
②事後学修課題：プレゼミ当日の運営について、準備を整える。
課題に対するフィードバックの方法
各発表回の授業時間内にフィードバックする。授業時間外に個人面談し、課題についてフィードバックする。
成績評価の方法・基準（方針）
セミナーへの積極的な取り組み姿勢を評価する。以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点以上を合
格とし、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

各発表回の発表（30）質疑応答（20）

1,2,3,4

授業外での評価

30

各発表回の発表レジュメ作成（20）レジュメの質（10）

1,2,3

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

ラーニングポートフォリオ（20）

2,3,4

その他

0

テキスト

プリントを配布する

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 セミナーⅣaで実施される中間発表会に積極的に参加し、セミナーⅣbの「卒業研究発表会」には必
ず出席すること。
心理学関連科目を履修していることが望ましい。

セミナーⅢｂ

授業コード

13077901

授業科目名

セミナーⅣａ

授業担当教員

飯田

香織

成績担当教員

飯田

香織

開講年次

4年

授業種別

実務家教員による授業

演習

開講期

前期

単位数

〇

2単位

授業の目的・概要
本セミナーでは、「セミナーⅢ」で習得したことを基礎として、各自の選択したテーマに沿って仮説を設定し、
調査、研究を行う。最終的には卒業研究としてまとめ、発表することを目的とする。セミナーⅣは発表と質疑応
答形式で進み、アクティブラーニングの要素を含む。
担当教員が臨床心理士・公認心理師であり、長年の勤務経験をもとに、実務家教員とし て、将来心理関係の業
務に従事したいと考えている人にも役立つ授業としたい。
到達目標
１、卒業研究を作成する
２，先行研究などの文献を調べてまとめることができる。
３，自分の研究テーマを決め、調査、分析を行うことができる
４、自分の意見や調査結果を発表、質疑応答ができる
授業計画
【第1回】 オリエンテーション、本調査研究計画決定 質問紙の決定 本調査の実施順、発表順を決める
【第2回】 本調査準備１ セミナー内での調査実施
【第3回】 本調査準備２ 本調査日程など決定
【第4回】 卒業研究レジュメ発表および本調査準備、実施１
内容・方法 :卒業研究の項目や調査などを進め、進んだところまでを発表、共有、意見交換。
【第5回】 卒業研究レジュメ発表および本調査準備、実施２
内容・方法 :卒業研究の項目や調査などを進め、進んだところまでを発表、共有、意見交換。
【第6回】 卒業研究レジュメ発表および本調査準備、実施３
内容・方法 :卒業研究の項目や調査などを進め、進んだところまでを発表、共有、意見交換。
【第7回】 卒業研究レジュメ発表および本調査準備、実施４
内容・方法 :卒業研究の項目や調査などを進め、進んだところまでを発表、共有、意見交換。
【第8回】 卒業研究レジュメ発表および本調査準備、実施５
内容・方法 :卒業研究の項目や調査などを進め、進んだところまでを発表、共有、意見交換。
【第9回】 本調査結果発表1
内容・方法：本調査研究計画に基づき、発表順に本調査を実施し、発表日までに質問紙データを入力し、因子分
析、相関分析までの結果をレジュメ発表する。
【第10回】 本調査結果発表2
内容・方法：本調査研究計画に基づき、発表順に本調査を実施し、発表日までに質問紙データを入力し、因子分
析、相関分析までの結果をレジュメ発表する。
【第11回】 本調査結果発表3
内容・方法：本調査研究計画に基づき、発表順に本調査を実施し、発表日までに質問紙データを入力し、因子分
析、相関分析までの結果をレジュメ発表する。
【第12回】 本調査結果発表4
内容・方法：本調査研究計画に基づき、発表順に本調査を実施し、発表日までに質問紙データを入力し、因子分
析、相関分析までの結果をレジュメ発表する。
【第13回】 本調査結果発表5
内容・方法：本調査研究計画に基づき、発表順に本調査を実施し、発表日までに質問紙データを入力し、因子分
析、相関分析までの結果をレジュメ発表する。
【第14回】 本調査結果発表6
内容・方法：本調査研究計画に基づき、発表順に本調査を実施し、発表日までに質問紙データを入力し、因子分
析、相関分析までの結果をレジュメ発表する。
【第15回】 前期まとめ
内容・方法：進捗状況を確認し、今後の計画について検討する。
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
授業（1回につき2時間として計算）と事前事後の合わせて1単位当たり45時間が必要です。事前学習として2.5時
間、事後学習として1.5時間程度が必要。
事前学習： 次回までに調べてくること、まとめてくることを授業内で指示し、その課題を次回の授業までに行
う
事後学習：セミナーでのディスカッションを踏まえたうえで、課題についての情報を収集すること、情報をまと
めること、発表の準備をすることが必要となる。
課題に対するフィードバックの方法
必要に応じて、授業内での発表に対し適宜コメントを行う。
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成績評価の方法・基準（方針）
授業内での発表の内容と卒業研究を評価の対象とする。3回以上の理由のない欠席は認めない。遅刻3回で1回の欠
席とみなす。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

60

発表時の発表内容（先行研究、自身の研究計画など）

１，２，３，４

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

30

前期終了時にできているところまでの卒業研究を提出

１，２，３

その他

10

取り組み姿勢

１，２，３，４

テキスト

必要に応じてプリントを配布する。

参考書

内容に応じて適宜紹介する。

履修条件・他の科目との関連 3回以上の理由のない欠席は認めない。遅刻3回で1回の欠席とみなす。課題の提出締め切りを必
ず守ること。無断欠席厳禁。最後まであきらめずに出席し、参画すること。授業への積極的な参加を
求めます。受講生の関心に応じて授業内容は適宜調整する。日程が前後する場合もある。新型コ
ロナウイルスの感染状況等により、進め方や内容を一部変更する可能性があります。その場合は随
時連絡します

セミナーⅣａ

授業コード

13077902

授業科目名

セミナーⅣａ

授業担当教員

尾添

侑太

成績担当教員

尾添

侑太

開講年次

4年

授業種別

実務家教員による授業

演習

開講期

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
セミナーⅣでは、セミナーⅢa、セミナーⅢbでの研究成果・計画をもとに、卒業研究の完成に向けて執筆活動を
開始する。
Ⅳaでは先行文献の整理と調査計画に基づいた調査実施を目的とし、必要な情報の収集・整理・分析を行う。
到達目標
1.卒業研究の先行研究をまとめ、研究課題に基づいてそれらを分析することができる
2.卒業研究計画書に基づいて調査を実施できる
3.調査実施後の資料を整理、分析することができる
授業計画
第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回
第8回
第9回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回

前期イントロダクション
春期休暇中の成果発表
先行研究の収集と整理
先行研究の分析
個人発表①先行研究
方法の再検討と調査計画のブラッシュアップ
個人発表②調査計画
調査実施準備
調査実施①
調査実施②
実施報告
中間発表準備
中間発表会
論文のいろはー形式の確認
まとめー夏季休暇中の作業確認

事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
事前学習：個人発表・調査実施に向けた情報の収集・整理（2時間以上）
事後学習：先行研究・調査実施後の分析と執筆（2時間以上）
課題に対するフィードバックの方法
授業中に適宜口頭でのフィードバックを行う
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

20

先行研究発表（10）、調査計画発表（10）

1

授業外での評価

40

調査実施（40）

2、3

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

30

プレ卒業研究（30）

1、2、3

その他

10

演習における発言・質疑、グループワークの貢献（10）

1、2、3

テキスト

テキストを使用しない

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する

履修条件・他の科目との関連 4年間の集大成として、これまで学んだことを自分自身の言動で表現することが求められる。
必要に応じて個別での補講を行う可能性がある。
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履修条件・他の科目との関連 卒業研究中間発表会への出席は必須。

セミナーⅣａ

授業コード

13077903

授業科目名

セミナーⅣａ

授業担当教員

上原

健太郎

成績担当教員

上原

健太郎

開講年次

4年

授業種別

実務家教員による授業

演習

開講期

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
セミナーⅢa、セミナーⅢbでの学習成果をもとに、卒業研究の完成に向けて執筆活動を開始する。具体的には、
設定したテーマに基づき、先行研究を整理し、その上で綿密な調査計画を立て、必要な情報の収集・整理・分析
を行う。とくにセミナーⅣaでは、個人発表やディスカッションを通じて、卒業研究を完成度の高いものに仕上げ
ていくことに主眼を置く。
到達目標
１．設定したテーマに基づき、必要な情報を集めることができる
２．集めた情報を整理することができる
３．集めた情報を分析することができる
授業計画
第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回
第8回
第9回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回

前期イントロダクション
研究テーマの設定と発表
先行研究の収集
先行研究の整理
調査計画書の作成
調査計画書の完成
中間発表の準備１ 問題意識と問いの明確化
中間発表の準備２ 先行研究の整理
中間発表の準備３ 調査概要の要約
個人発表とディスカッション１ 論文の構成
個人発表とディスカッション２ レイアウトの調整
発表資料の作成と完成
中間発表会
研究計画書および調査計画書の再調整
まとめと復習

事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
事前学習：個人発表に向けた情報の収集・整理、および資料作成。各回ごとに2時間以上。
事後学習：セミナーでのディスカッションを踏まえ、中間発表会に向けた資料の加筆修正。各回ごとに2時間以
上。
課題に対するフィードバックの方法
授業中の個人発表、および、中間発表会用の資料に対して適宜コメントする。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

60

授業への参加態度（20）、個人発表（40）

１、２、３

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

卒業研究の執筆（40）

１、２、３

その他

0

テキスト

テキストを使用しない

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する

セミナーⅣａ

履修条件・他の科目との関連 必要に応じて、個別指導のための補講を実施します。

セミナーⅣａ

授業コード

13077904

授業科目名

セミナーⅣａ

授業担当教員

林

幸史

成績担当教員

林

幸史

開講年次

4年

授業種別

実務家教員による授業

演習

開講期

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
セミナーⅣでは、セミナーⅢで学んだことをもとに、卒業研究を論文としてまとめることを目的とします。
具体的には、各自のテーマに沿ってデータの収集と分析を行い、論文の執筆と発表を行います。
到達目標
1. 社会の中で⽣きる⼈間の⾏動を⼼理学的な観点から分析し、卒業論⽂としてまとめること。
2. ⼤学4年間で学んできた科学的な思考⽅法と表現⽅法を実践すること。
授業計画
第01回
第02回
第03回
第04回
第05回
第06回
第07回
第08回
第09回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回

卒業研究のテーマ確認
研究経過発表①：個人発表と質疑応答
研究経過発表②：個人発表と質疑応答
研究経過発表③：個人発表と質疑応答
研究経過発表④：個人発表と質疑応答
調査･実験の準備①：予備調査・実験の実施
調査･実験の準備②：予備調査・実験の実施
研究経過発表⑤：個人発表と質疑応答
研究経過発表⑥：個人発表と質疑応答
研究経過発表⑦：個人発表と質疑応答
全学人権映画会（合同）
研究経過発表⑧：個人発表と質疑応答
中間発表会の準備：パネルの印刷と発表の心構え
中間発表会（合同）：パネル提示方式の発表会
中間発表会の振り返り：中間発表会の反省

事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
各自のテーマのもと卒業研究に取り組むことが必要である。
具体的には、調査票の作成、データ収集、データ分析などである。
課題に対するフィードバックの方法
中間発表会での発表について、口頭でのフィードバックを行う。
成績評価の方法・基準（方針）
授業内での議論を活発にする意見出しと、卒業研究の取り組み姿勢で評価する。
単位取得のための前提条件として、中間発表会での発表が必要。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

授業内での議論を活発にする意見出し

1，2

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

50

中間発表のパネル

1，2

その他

0

テキスト

なし

参考書

松井豊（2010）改訂新版 心理学論文の書き方―卒業論文や修士論文を書くために 河出書房
新社

履修条件・他の科目との関連 他のセミナー生の卒業研究にも積極的に関与すること。

セミナーⅣａ

授業コード

13077905

授業科目名

セミナーⅣａ

授業担当教員

有田

亘

成績担当教員

有田

亘

開講年次

4年

授業種別

実務家教員による授業

演習

開講期

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
セミナーⅢで学んだことを元に、社会学、文化社会学、メディア論的な観点からの卒業論文を執筆し、中間発表
を行う。
到達目標
1.卒業研究を行い、卒業論文を執筆する。
2.卒業研究の要旨を作成し、研究発表を行う。
授業計画
第１回
第２回
第３回
第４回
第５回
第６回
第７回
第８回
第９回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回

ガイダンス
図書館ツアー(日程は前後する)
個人発表(1）
個人発表(2)
個人発表(3)
個人発表(4)
個人発表(5)
個人発表(6)
全学人権映画会（日程は前後する）
中間発表準備(1)
中間発表準備(2)
中間発表準備(3)
中間発表準備(4)
中間発表会
まとめ

事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
事前学習 授業1回につき2時間以上、自らの研究を各回の授業内で具体的に発表・討議できるよう、内容を深め
進捗させておく。
事後学習 授業1回につき2時間以上、各回授業を受けて、自らの研究を改善し、次回に向けて進捗させる。
課題に対するフィードバックの方法
必要に応じて、Googleクラスルーム、あるいはOIUメールを通じて行う。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
なお、単位取得のための前提条件として,卒業研究（中間発表）に合格している必要がある。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

30

毎回の活動成果(30)

1,2

授業外での評価

30

毎回の卒業研究進捗報告・卒業論文原稿(30)

1,2

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

卒業研究中間発表(40)

1,2

その他

0

テキスト

テキストを使用しない。

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 セミナー3までの研究計画の進捗を前提とした指導と評価を行う。
卒業「研究」は卒業「論文」だけではない。最終成果物である論文に至る研究過程全てが評価され
セミナーⅣａ

履修条件・他の科目との関連 る。
卒業研究は各自がどのようなテーマに取り組むかによって、指導内容や難易度が大きく変化する。こ
のことを理解の上、教員と研究計画を十分な余裕を持って相談し、合意しておくこと。
必要に応じて、個別指導のための補講を実施する。
有田ゼミ独自の取り組みとして、キャリア教育と関連したPBLの機会を設けることがある。

セミナーⅣａ

授業コード

13077906

授業科目名

セミナーⅣａ

授業担当教員

戸口

愛泰

成績担当教員

戸口

愛泰

開講年次

4年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
本セミナーでは、セミナーⅢで学習したことを基礎に、各自が関心や問題意識に基づく独自の研究テーマから卒
業研究を立案、調査・実験の実施、結果の分析、論文の執筆を行う。また、中間発表と卒業研究提出後の発表会
には、各自が卒業研究のプレゼンテーションを行う。
到達目標
1.調査を実施することができる。
2.調査結果の分析と理解ができる。
3.問題の理論的理解と論文構成の検討ができる。
4.ポスター発表を実施できる。
5.論文の執筆をすることができる。
6.PPTファイルを用いたプレゼンテーションをすることができる。
授業計画
【第1回】 オリエンテーション（セミナー内容の確認）
【第2回】 3回生へのプレゼミ（プレゼミの運営）
【第3回】 個別発表（本調査の準備・実施）
【第4回】 個別発表（本調査の準備・実施）
【第5回】 個別発表（本調査の準備・実施）
【第6回】 個別発表（本調査の準備・実施）
【第7回】 個別発表（本調査の準備・実施）
【第8回】 個別発表（本調査の準備・実施）
【第9回】 個別発表（本調査結果発表）
【第10回】 個別発表（本調査結果発表）
【第11回】 全学人権映画会（合同・日程は前後する）（「人権」に関する映画を視聴することで、より深く
「人権」について理解する）
【第12回】 中間発表会の準備（パネルの作成）
【第13回】 中間発表会の準備（パネルの作成）
【第14回】 中間発表会（合同）（パネル提示方式の発表会を実施する。質疑応答、それに基づく課題提出があ
る）
【第15回】 前期のまとめ
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
セミナー課題（個人発表や卒業研究作成）を完成させる上で,合わせて4時間の事前・事後学習が必要である。
【第1回】 （事前）振り返り作業,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
【第2回】 （事前）プレゼミの準備,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
【第3回】 （事前）個別発表の準備,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
【第4回】 （事前）個別発表の準備,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
【第5回】 （事前）個別発表の準備,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
【第6回】 （事前）個別発表の準備,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
【第7回】 （事前）個別発表の準備,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
【第8回】 （事前）個別発表の準備,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
【第9回】 （事前）個別発表の準備,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
【第10回】 （事前）個別発表の準備,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
【第11回】 （事前）個別発表の準備,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
【第12回】 （事前）中間発表の準備,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
【第13回】 （事前）中間発表の準備,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
【第14回】 （事前）中間発表の準備,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
【第15回】 （事前）中間発表の反省,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
課題に対するフィードバックの方法
セミナー課題（個人発表や卒業研究作成）におけるフィードバックはその場で行う。
成績評価の方法・基準（方針）
単位取得のための前提条件として、以下の3件が揃っていること。
1.卒業研究（中間発表）
2.卒業研究（論文形式）
セミナーⅣａ

3.卒業研究（口頭発表）
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

60

本調査の進捗と個別発表と中間発表

1,2,3,4,5,6

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

本文の進捗状況

1,2,3,4,5,6

その他

0

テキスト

テキストは使用しない。

参考書

適宜紹介する。

履修条件・他の科目との関連 中間発表までにデータ収集（調査・実験・インタビュー等）が終了していることが望ましい。
セミナー外の時間も積極的に取り組むこと。

セミナーⅣａ

授業コード

13077907

授業科目名

セミナーⅣａ

授業担当教員

西岡

敦子

成績担当教員

西岡

敦子

開講年次

4年

授業種別

実務家教員による授業

演習

開講期

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
大学生活の集大成として、卒業研究を行う。
「セミナーⅢa」「セミナーⅢb」で学習した内容を基礎として、様々な問題を「女性・男性」「ジェンダー」
および「生活科学（被服）」という切りロで、さらに深く考えていくとともに、3回生後期に各自が決定した卒業
研究題材に対して、さらに、情報を収集し、整理し、分析し、問題解明に向けて取り組めるように指導してい
く。
セミナー全体としては、セミナー構成員がお互いの研究題材の情報交換を行うことによって、より広く深く関
連情報を入手し、お互いに議論が深められる場としたい。
授業形態は、演習である。
到達目標
1.男女共同参画社会、または、生活科学（被服）に関する一つのトピックに対して、解説できる。
2.問題を自ら発見し、情報を取集し、整理し、分析し、解明することができる。
3.卒業研究の成果をパネル、文章、口頭で発表できる。
授業計画
【第1回】オリエンテーション（卒業研究の問題提起の確認）
【第2回】【第3回】卒業研究の概要（研究全体の概要の組み立て確認・修正）
【第4回】研究計画の詳細の詰め（研究計画の詳細の詰めの確認）
【第5回】〜【第9回】研究準備（情報収集・整理・分析・考察）
【第10回】中間発表会の準備①（パネルの構成・作成）
【第11回】全学人権映画会（合同）（日程は前後する）
【第12回】中間発表会の準備②（パネル修正と仕上げ・質疑応答準備）
【第13回】中間発表会（合同）
【第14回】中間発表会の振り返り
【第15回】今後の計画調整（前期のまとめと夏期休業中の課題の確認）
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
1回につき、平均4時間以上の事前・事後の学習が求められる。
【第1回】①事前学修課題：履修申請書の作成・卒業研究の問題提起の確認
②事後学修課題：卒業研究の問題提起の修正
【第2回】【第3回】①事前学修課題：研究全体の概要の組み立て作成
②事後学修課題：研究全体の概要の組み立ての修正
【第4回】①事前学修課題：研究計画の詳細の作成
②事後学修課題：研究計画の詳細の修正
【第5回】〜【第9回】 ①事前学修課題：情報収集・整理・分析・考察
②事後学修課題：情報収集・整理・分析・考察
【第10回】①事前学修課題：パネルの構成・作成
②事後学修課題：パネルの構成・作成の修正
【第11回】①事前学修課題：「人権」について、書籍やインターネット等を利用して予備知識を得る
②事後学修課題：「人権」についてさらに深く学ぶ
【第12回】①事前学修課題：パネル修正
②事後学修課題：パネル修正と仕上げ・質疑応答準備
【第13回】①事前学修課題：パネルを準備しておく。
②事後学修課題：質疑応答内容も含め、卒業研究の作成に活用する。
【第14回】①事前学修課題：中間発表時の質疑応答を整理しておく。
②事後学修課題：今後の計画の調整を考えておく。
【第15回】①事前学修課題：今後の計画調整の作成
②事後学修課題：夏期休暇中の指導日程の調整
課題に対するフィードバックの方法
各自の発表、報告等を通して、個人指導の中で行う。
成績評価の方法・基準（方針）
・以下に示す評価方法により総合的に判定の上、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
・単位取得のための前提条件として、「卒業研究（中間発表）」は、必須である。
セミナーⅣａ

・授業に出席し、すべての課題をこなすことを前提とした評価である。
・正当な理由なく3回をこえて欠席した場合も「K」評価である。また、3回の遅刻で1回の欠席と換算する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

卒業研究への取り組み姿勢（報告、連絡、相談、行動、
相互協力）

1.～3.

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

0

その他

50

すべての課題の達成度

1.～3.

テキスト

テキストなし

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する

履修条件・他の科目との関連 ・時間割上の「セミナーIVa」の時間だけでは、卒業研究はとうてい仕上がらない。
時間割上のセミナー以外での活動時間は多大である。
早い時期から、積極的に行動することを望む。
・事由無き欠席は認めない。無断欠席厳禁。

セミナーⅣａ

授業コード

13077908

授業科目名

セミナーⅣａ

授業担当教員

小牧

一裕

成績担当教員

小牧

一裕

開講年次

4年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
現代社会における人々のさまざまな状態や社会的行動の諸特性および社会現象について、各自が関心や興味のあ
るテーマを自分で研究していくために必要な情報を提供する。具体的には、社会心理学的なアプローチや方法論
を用いた専門的な実証的研究を行い、その成果を卒業研究として論文にまとめて発表する。
到達目標
1.
2.
3.
4.

心の働きについての知識を習得し説明できる。
定量的研究あるいは定性的研究を遂行できる。
物事を論理的に思考することができる。
心理的耐性を身につけ、実行できる。

授業計画
【第1回】テーマ：前期オリエンテーション 卒業研究の完成に向けて、どのように進めるのかを各人が検討す
る。
【第2回】テーマ：研究発表１（本調査の計画) 予備調査の結果をもとに、本調査の計画を発表する。
【第3回】テーマ：研究発表２（本調査の計画） 予備調査の結果をもとに、本調査の計画を発表する。
【第4回】テーマ：研究発表３（本調査の計画） 予備調査の結果をもとに、本調査の計画を発表する。
【第5回】テーマ：仮説発表１ 予備調査の結果をもとに、本調査の仮説を設定し、その根拠を発表する。
【第6回】テーマ：仮説発表２ 予備調査の結果をもとに、本調査の仮説を設定し、その根拠を発表する。
【第7回】テーマ：仮説発表３ 予備調査の結果をもとに、本調査の仮説を設定し、その根拠を発表する。
【第8回】テーマ：仮説発表４ 予備調査の結果をもとに、本調査の仮説を発表する。
【第9回】テーマ：結果発表１ 実施した本調査の基本的な結果をまとめる。
【第10回】テーマ：結果発表２ 実施した本調査の基本的な結果をまとめる。
【第11回】テーマ：全学人権映画会（合同）（日程は前後する）
【第12回】テーマ：中間発表の準備 実施した本調査の結果をまとめ、中間発表の準備をする。
【第13回】テーマ：パネルの作成 卒業研究の中間発表のためにパネルの最終確認を行う。
【第14回】テーマ：中間発表会（合同）
【第15回】テーマ：論文の作成手順 研究論文の作成手順と記述方法
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
事前学習として2時間程度、事後学習として2時間程度が必要である。
課題について、情報を収集すること、情報をまとめること、発表の準備をすることが必要となる。
課題に対するフィードバックの方法
課題について、提出した内容をチェックし、全員に返却する。最終版を評価対象とする。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、授業期間中に実施される課題と、定期試験に代わるレポート等の評価結果に基づき、総合的
に判定する。60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
単位取得のための前提条件として,以下の3件が揃っていること（前期は1.のみ）。
1．卒業研究（中間発表）
2．卒業研究（論文形式）
3．卒業研究（口頭発表）
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

40

授業内で課される卒業研究課題（40）

1,2,3,4

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

60

授業終了後の卒業研究課題（60）

1,2,3,4

その他

0

セミナーⅣａ

テキスト

テキストは使用しない。

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 セミナーⅣで実施される中間発表会にパネル発表し、「卒業研究発表会」には必ず出席すること。
課題の提出締切を必ず守ること。

セミナーⅣａ

授業コード

13077909

授業科目名

セミナーⅣａ

授業担当教員

青野

明子

成績担当教員

青野

明子

開講年次

4年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

〇

2単位

授業の目的・概要
本セミナーでは、「セミナーⅢa・セミナーⅢb」で習得したことを基礎として、各自の選択したテーマに沿って
仮説を設定し、調査、研究を行う。最終的には卒業研究作成を進め、卒業研究中間発表会で発表することを目的
とする。セミナーⅣaは発表と質疑応答形式で進み、アクティブラーニングの要素を含む。
担当教員が臨床心理士・公認心理師であり、長年の勤務経験をもとに、実務家教員とし て、将来心理関係の業
務に従事したいと考えている人にも役立つ授業としたい。
到達目標
1.卒業研究を作成する
2.卒業研究中間発表会に参加し、発表・質疑応答をする
3.卒業研究の作成を通じて、論理的思考力を高める
4.セミナー内外での発表や対人関係を通じて、主体性・表現力・コミュニケーション力を高める
授業計画
【第1回】
テーマ：オリエンテーション
内容・方法：
【第2回】
テーマ：年間計画および前期発表予定の決定
内容・方法：前期15回までの発表順と予定を決める。
【第3回】
テーマ：本調査レジュメ発表および本調査準備1
内容・方法：発表者はセミナーⅢでの予備調査結果をふまえ、本調査に向けて研究計画を進め、レジュメを作成
する。
【第4回】
テーマ：本調査レジュメ発表および本調査準備2
内容・方法：発表者はセミナーⅢでの予備調査結果をふまえ、本調査に向けて研究計画を進め、レジュメを作成
する。
【第5回】
テーマ：本調査レジュメ発表および本調査準備3
内容・方法：発表者はセミナーⅢでの予備調査結果をふまえ、本調査に向けて研究計画を進め、レジュメを作成
する。
【第6回】
テーマ：本調査レジュメ発表および本調査準備4
内容・方法：発表者はセミナーⅢでの予備調査結果をふまえ、本調査に向けて研究計画を進め、レジュメを作成
する。
【第7回】
テーマ：本調査レジュメ発表および本調査準備5
内容・方法：発表者はセミナーⅢでの予備調査結果をふまえ、本調査に向けて研究計画を進め、レジュメを作成
する。
【第8回】
テーマ：本調査レジュメ発表および本調査準備6
内容・方法：発表者はセミナーⅢでの予備調査結果をふまえ、本調査に向けて研究計画を進め、レジュメを作成
する。
【第9回】
テーマ：本調査結果発表1
内容・方法：本調査研究計画に基づき、発表順に本調査を実施し、発表日までに質問紙データを入力し、因子分
析、相関分析までの結果をレジュメ発表する。
【第10回】
テーマ：本調査結果発表2
内容・方法：本調査研究計画に基づき、発表順に本調査を実施し、発表日までに質問紙データを入力し、因子分
析、相関分析までの結果をレジュメ発表する。
【第11回】
テーマ：全学人権映画会（合同）（日程は前後する）
内容・方法：「人権」に関する映画を視聴することで、より深く「人権」について理解する。
【第12回】
テーマ：本調査結果発表3
内容・方法：本調査研究計画に基づき、発表順に本調査を実施し、発表日までに質問紙データを入力し、因子分
析、相関分析までの結果をレジュメ発表する。
【第13回】
テーマ：本調査結果発表4
セミナーⅣａ

内容・方法：本調査研究計画に基づき、発表順に本調査を実施し、発表日までに質問紙データを入力し、因子分
析、相関分析までの結果をレジュメ発表する。
【第14回】
テーマ：中間発表会（合同）
内容・方法：パネル提示方式の発表会を実施する。質疑応答、それに基づく課題提出がある。
【第15回】
テーマ：中間発表の振り返り
内容・方法：中間発表時、どのような質疑応答があったかについて各自発表し、不明瞭な箇所を解決する。
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
【第1回】
①事前学修課題：シラバスをよく読み、1年間の学修内容について理解する。
②事後学修課題：次回に向けて、必要な準備を進める。
【第2回】
①事前学修課題：各自発表日までに、セミナーⅢでの予備調査をふまえ、本調査に向けて研究計画を進め、レ
ジュメを作成する。
②事後学修課題：質疑応答の結果をふまえて、不足部分を補う等、研究計画を精密化する。
【第3回】
①事前学修課題：各自発表日までに、セミナーⅢでの予備調査をふまえ、本調査に向けて研究計画を進め、レ
ジュメを作成する。
②事後学修課題：質疑応答の結果をふまえて、不足部分を補う等、研究計画を精密化する。
【第4回】
①事前学修課題：各自発表日までに、セミナーⅢでの予備調査をふまえ、本調査に向けて研究計画を進め、レ
ジュメを作成する。
②事後学修課題：質疑応答の結果をふまえて、不足部分を補う等、研究計画を精密化する。
【第5回】
①事前学修課題：各自発表日までに、セミナーⅢでの予備調査をふまえ、本調査に向けて研究計画を進め、レ
ジュメを作成する。
②事後学修課題：質疑応答の結果をふまえて、不足部分を補う等、研究計画を精密化する。
【第6回】
①事前学修課題：各自発表日までに、セミナーⅢでの予備調査をふまえ、本調査に向けて研究計画を進め、レ
ジュメを作成する。
②事後学修課題：質疑応答の結果をふまえて、不足部分を補う等、研究計画を精密化する。
【第7回】
①事前学修課題：各自発表日までに、セミナーⅢでの予備調査をふまえ、本調査に向けて研究計画を進め、レ
ジュメを作成する。
②事後学修課題：質疑応答の結果をふまえて、不足部分を補う等、研究計画を精密化する。
【第8回】
①事前学修課題：各自発表日までに、セミナーⅢでの予備調査をふまえ、本調査に向けて研究計画を進め、レ
ジュメを作成する。
②事後学修課題：質疑応答の結果をふまえて、不足部分を補う等、研究計画を精緻化する。
【第9回】
①事前学修課題：発表順に本調査を実施し、発表日までに質問紙データを入力し、因子分析、相関分析まで統計
を進める。結果のレジュメを作成する。
②事後学修課題：発表後の質疑応答をふまえ、修正を加えながら、統計解析、卒論本文作成を進める。
【第10回】
①事前学修課題：発表順に本調査を実施し、発表日までに質問紙データを入力し、因子分析、相関分析まで統計
を進める。結果のレジュメを作成する。
②事後学修課題：発表後の質疑応答をふまえ、修正を加えながら、統計解析、卒論本文作成を進める。
【第11回】
①事前学修課題：「人権」について、書籍やインターネット等を利用して予備知識を得る。
②事後学修課題：「人権」についてさらに深く学ぶ。
【第12回】
①事前学修課題：発表順に本調査を実施し、発表日までに質問紙データを入力し、因子分析、相関分析まで統計
を進める。結果のレジュメを作成する。
②事後学修課題：発表後の質疑応答をふまえ、修正を加えながら、統計解析、卒論本文作成を進める。
【第13回】
①事前学修課題：中間発表パネルを作成する。
②事後学修課題：中間発表パネルを作成する。
【第14回】
①事前学修課題：パネルを準備しておく。
②事後学修課題：質疑応答内容も含め、卒業研究の作成に活用する。
【第15回】
①事前学修課題：発表時の質疑応答や教員からの意見を整理しておく。
②事後学修課題：中間発表の振り返りを基に、さらに研究内容を進める。
課題に対するフィードバックの方法
授業時間以外に個別面談し、発表および卒業研究について話し合い、フィードバックする。
成績評価の方法・基準（方針）
単位取得のための前提条件として,卒業研究（中間発表）のパネル作成・出席・質疑応答が揃っていること。
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
セミナーⅣａ

成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

30

各発表回での発表（20）各回での質疑応答（10）

1,3,4

授業外での評価

20

各発表回用レジュメの量（10）および質（10）

1,3,4

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

50

卒業研究中間発表パネルの質と質疑応答（30）ラーニン
グポートフォリオ（20）

1,2,3,4

その他

0

テキスト

プリントを配布する。

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 心理学関連の講義科目を履修していることが望まれる。セミナーへの積極的な取り組みを重視す
る。

セミナーⅣａ

授業コード

13032730

授業種別

授業科目名

セミナーⅣ（卒業研究を含む）

授業担当教員

青野

明子

成績担当教員

青野

明子

開講年次

4年

開講期

実務家教員による授業

演習

前期、後期

単位数

〇

6単位

授業の目的・概要
本セミナーでは、「セミナーⅢa・セミナーⅢb」で習得したことを基礎として、各自の選択したテーマに沿って
仮説を設定し、調査、研究を行う。最終的には卒業研究作成を進め、卒業研究中間発表会で発表することを目的
とする。セミナーⅣは発表と質疑応答形式で進み、アクティブラーニングの要素を含む。
担当教員が臨床心理士・公認心理師であり、長年の勤務経験をもとに、実務家教員とし て、将来心理関係の業
務に従事したいと考えている人にも役立つ授業としたい。
到達目標
1.卒業研究を作成する
2.卒業研究中間発表会に参加し、発表・質疑応答をする
3.卒業研究の作成を通じて、論理的思考力を高める
4.セミナー内外での発表や対人関係を通じて、主体性・表現力・コミュニケーション力を高める
授業計画
＜前期＞
【第1回】
テーマ：オリエンテーション
内容・方法：
【第2回】
テーマ：年間計画および前期発表予定の決定
内容・方法：前期15回までの発表順と予定を決める。
【第3回】
テーマ：本調査レジュメ発表および本調査準備1
内容・方法：発表者はセミナーⅢでの予備調査結果をふまえ、本調査に向けて研究計画を進め、レジュメを作成
する。
【第4回】
テーマ：本調査レジュメ発表および本調査準備2
内容・方法：発表者はセミナーⅢでの予備調査結果をふまえ、本調査に向けて研究計画を進め、レジュメを作成
する。
【第5回】
テーマ：本調査レジュメ発表および本調査準備3
内容・方法：発表者はセミナーⅢでの予備調査結果をふまえ、本調査に向けて研究計画を進め、レジュメを作成
する。
【第6回】
テーマ：本調査レジュメ発表および本調査準備4
内容・方法：発表者はセミナーⅢでの予備調査結果をふまえ、本調査に向けて研究計画を進め、レジュメを作成
する。
【第7回】
テーマ：本調査レジュメ発表および本調査準備5
内容・方法：発表者はセミナーⅢでの予備調査結果をふまえ、本調査に向けて研究計画を進め、レジュメを作成
する。
【第8回】
テーマ：本調査レジュメ発表および本調査準備6
内容・方法：発表者はセミナーⅢでの予備調査結果をふまえ、本調査に向けて研究計画を進め、レジュメを作成
する。
【第9回】
テーマ：本調査結果発表1
内容・方法：本調査研究計画に基づき、発表順に本調査を実施し、発表日までに質問紙データを入力し、因子分
析、相関分析までの結果をレジュメ発表する。
【第10回】
テーマ：本調査結果発表2
内容・方法：本調査研究計画に基づき、発表順に本調査を実施し、発表日までに質問紙データを入力し、因子分
析、相関分析までの結果をレジュメ発表する。
【第11回】
テーマ：全学人権映画会（合同）（日程は前後する）
内容・方法：「人権」に関する映画を視聴することで、より深く「人権」について理解する。
【第12回】
テーマ：本調査結果発表3
内容・方法：本調査研究計画に基づき、発表順に本調査を実施し、発表日までに質問紙データを入力し、因子分
析、相関分析までの結果をレジュメ発表する。
【第13回】
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テーマ：本調査結果発表4
内容・方法：本調査研究計画に基づき、発表順に本調査を実施し、発表日までに質問紙データを入力し、因子分
析、相関分析までの結果をレジュメ発表する。
【第14回】
テーマ：中間発表会（合同）
内容・方法：パネル提示方式の発表会を実施する。質疑応答、それに基づく課題提出がある。
【第15回】
テーマ：中間発表の振り返り
内容・方法：中間発表時、どのような質疑応答があったかについて各自発表し、不明瞭な箇所を解決する。
＜後期＞
【第1回】
テーマ：中間発表の振り返り
内容・方法：中間発表時、どのような質疑応答があったかについて各自発表し、不明瞭な箇所を解決する。
【第2回】
テーマ：発表予定の決定
内容・方法：発表順と予定を決める。
【第3回】
テーマ：本調査統計結果の発表1
内容・方法：本調査結果の統計解析を進め、卒業研究本文を進行具合に応じて発表する。
【第4回】
テーマ：本調査統計結果の発表2
内容・方法：本調査結果の統計解析を進め、卒業研究本文を進行具合に応じて発表する。
【第5回】
テーマ：本調査統計結果の発表3
内容・方法：本調査結果の統計解析を進め、卒業研究本文を進行具合に応じて発表する。
【第6回】
テーマ：本調査統計結果の発表4
内容・方法：本調査結果の統計解析を進め、卒業研究本文を進行具合に応じて発表する。
【第7回】
テーマ：本調査統計結果の発表5
内容・方法：本調査結果の統計解析を進め、卒業研究本文を進行具合に応じて発表する。
【第8回】
テーマ：本調査統計結果の発表6
内容・方法：本調査結果の統計解析を進め、卒業研究本文を進行具合に応じて発表する。
【第9回】
テーマ：卒業研究本文の発表1
内容・方法：本調査結果の統計解析を進め、卒業研究本文を進行具合に応じて発表する。
【第10回】
テーマ：卒業研究本文の発表2
内容・方法：本調査結果の統計解析を進め、卒業研究本文を進行具合に応じて発表する。
【第11回】
テーマ：卒業研究本文の発表3
内容・方法：本調査結果の統計解析を進め、卒業研究本文を進行具合に応じて発表する。
【第12回】
テーマ：卒業研究本文の発表4
内容・方法：本調査結果の統計解析を進め、卒業研究本文を進行具合に応じて発表する。
【第13回】
テーマ：卒業研究本文の発表5
内容・方法：本調査結果の統計解析を進め、卒業研究本文を進行具合に応じて発表する。
【第14回】
テーマ：レジュメの作成および卒業研究発表会準備
内容・方法：本調査結果の統計解析を進め、卒業研究本文を進行具合に応じて発表する。
【第15回】
テーマ：卒業研究発表会準備1
内容・方法：卒業研究発表会に向けて、準備したパワーポイントデータを使用し、セミナー内で発表する。
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
＜前期＞
【第1回】
①事前学修課題：シラバスをよく読み、1年間の学修内容について理解する。
②事後学修課題：次回に向けて、必要な準備を進める。
【第2回】
①事前学修課題：各自発表日までに、セミナーⅢでの予備調査をふまえ、本調査に向けて研究計画を進め、レ
ジュメを作成する。
②事後学修課題：質疑応答の結果をふまえて、不足部分を補う等、研究計画を精密化する。
【第3回】
①事前学修課題：各自発表日までに、セミナーⅢでの予備調査をふまえ、本調査に向けて研究計画を進め、レ
ジュメを作成する。
②事後学修課題：質疑応答の結果をふまえて、不足部分を補う等、研究計画を精密化する。
【第4回】
①事前学修課題：各自発表日までに、セミナーⅢでの予備調査をふまえ、本調査に向けて研究計画を進め、レ
ジュメを作成する。
②事後学修課題：質疑応答の結果をふまえて、不足部分を補う等、研究計画を精密化する。
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【第5回】
①事前学修課題：各自発表日までに、セミナーⅢでの予備調査をふまえ、本調査に向けて研究計画を進め、レ
ジュメを作成する。
②事後学修課題：質疑応答の結果をふまえて、不足部分を補う等、研究計画を精密化する。
【第6回】
①事前学修課題：各自発表日までに、セミナーⅢでの予備調査をふまえ、本調査に向けて研究計画を進め、レ
ジュメを作成する。
②事後学修課題：質疑応答の結果をふまえて、不足部分を補う等、研究計画を精密化する。
【第7回】
①事前学修課題：各自発表日までに、セミナーⅢでの予備調査をふまえ、本調査に向けて研究計画を進め、レ
ジュメを作成する。
②事後学修課題：質疑応答の結果をふまえて、不足部分を補う等、研究計画を精密化する。
【第8回】
①事前学修課題：各自発表日までに、セミナーⅢでの予備調査をふまえ、本調査に向けて研究計画を進め、レ
ジュメを作成する。
②事後学修課題：質疑応答の結果をふまえて、不足部分を補う等、研究計画を精緻化する。
【第9回】
①事前学修課題：発表順に本調査を実施し、発表日までに質問紙データを入力し、因子分析、相関分析まで統計
を進める。結果のレジュメを作成する。
②事後学修課題：発表後の質疑応答をふまえ、修正を加えながら、統計解析、卒論本文作成を進める。
【第10回】
①事前学修課題：発表順に本調査を実施し、発表日までに質問紙データを入力し、因子分析、相関分析まで統計
を進める。結果のレジュメを作成する。
②事後学修課題：発表後の質疑応答をふまえ、修正を加えながら、統計解析、卒論本文作成を進める。
【第11回】
①事前学修課題：「人権」について、書籍やインターネット等を利用して予備知識を得る。
②事後学修課題：「人権」についてさらに深く学ぶ。
【第12回】
①事前学修課題：発表順に本調査を実施し、発表日までに質問紙データを入力し、因子分析、相関分析まで統計
を進める。結果のレジュメを作成する。
②事後学修課題：発表後の質疑応答をふまえ、修正を加えながら、統計解析、卒論本文作成を進める。
【第13回】
①事前学修課題：中間発表パネルを作成する。
②事後学修課題：中間発表パネルを作成する。
【第14回】
①事前学修課題：パネルを準備しておく。
②事後学修課題：質疑応答内容も含め、卒業研究の作成に活用する。
【第15回】
①事前学修課題：発表時の質疑応答や教員からの意見を整理しておく。
②事後学修課題：中間発表の振り返りを基に、さらに研究内容を進める。
＜後期＞
【第1回】
①事前学修課題：各自発表日までに、前回の発表をふまえて、統計解析および卒論本文作成を進める。
②事後学修課題：各自発表日までに、前回の発表をふまえて、統計解析および卒論本文作成を進める。
【第2回】
①事前学修課題：各自発表日までに、前回の発表をふまえて、統計解析および卒論本文作成を進める。
②事後学修課題：各自発表日までに、前回の発表をふまえて、統計解析および卒論本文作成を進める。
【第3回】
①事前学修課題：各自発表日までに、前回の発表をふまえて、統計解析および卒論本文作成を進める。
②事後学修課題：各自発表日までに、前回の発表をふまえて、統計解析および卒論本文作成を進める。
【第4回】
①事前学修課題：各自発表日までに、前回の発表をふまえて、統計解析および卒論本文作成を進める。
②事後学修課題：各自発表日までに、前回の発表をふまえて、統計解析および卒論本文作成を進める。
【第5回】
①事前学修課題：各自発表日までに、前回の発表をふまえて、統計解析および卒論本文作成を進める。
②事後学修課題：各自発表日までに、前回の発表をふまえて、統計解析および卒論本文作成を進める。
【第6回】
①事前学修課題：各自発表日までに、前回の発表をふまえて、統計解析および卒論本文作成を進める。
②事後学修課題：各自発表日までに、前回の発表をふまえて、統計解析および卒論本文作成を進める。
【第7回】
①事前学修課題：各自発表日までに、前回の発表をふまえて、統計解析および卒論本文作成を進める。
②事後学修課題：各自発表日までに、前回の発表をふまえて、統計解析および卒論本文作成を進める。
【第8回】
①事前学修課題：各自発表日までに、前回の発表をふまえて、統計解析および卒論本文作成を進める。
②事後学修課題：各自発表日までに、前回の発表をふまえて、統計解析および卒論本文作成を進める。
【第9回】
①事前学修課題：各自発表日までに、前回の発表をふまえて、統計解析および卒論本文作成を進める。
②事後学修課題：各自発表日までに、前回の発表をふまえて、統計解析および卒論本文作成を進める。
【第10回】
①事前学修課題：各自発表日までに、前回の発表をふまえて、統計解析および卒論本文作成を進める。
②事後学修課題：各自発表日までに、前回の発表をふまえて、統計解析および卒論本文作成を進める。
【第11回】
①事前学修課題：各自、統計解析および卒論本文作成を進める。本文作成終了後、レジュメの作成と卒研発表会
準備に移る。
②事後学修課題：各自、統計解析および卒論本文作成を進める。本文作成終了後、レジュメの作成と卒研発表会
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準備に移る。
【第12回】
①事前学修課題：各自、統計解析および卒論本文作成を進める。本文作成終了後、レジュメの作成と卒研発表会
準備に移る。
②事後学修課題：各自、統計解析および卒論本文作成を進める。本文作成終了後、レジュメの作成と卒研発表会
準備に移る。
【第13回】
①事前学修課題：各自、統計解析および卒論本文作成を進める。本文作成終了後、レジュメの作成と卒研発表会
準備に移る。
②事後学修課題：各自、統計解析および卒論本文作成を進める。本文作成終了後、レジュメの作成と卒研発表会
準備に移る。
【第14回】
①事前学修課題：各自、統計解析および卒論本文作成を進める。本文作成終了後、卒研発表会準備に移る。
②事後学修課題：各自、統計解析および卒論本文作成を進める。本文作成終了後卒研発表会準備に移る。
【第15回】
①事前学修課題：各自、パワーポイントを使用して卒研発表会準備を進める。
②事後学修課題：各自、パワーポイントを使用して卒研発表会準備を進める。
課題に対するフィードバックの方法
授業時間以外に個別面談し、発表および卒業研究について話し合い、フィードバックする。
成績評価の方法・基準（方針）
単位取得のための前提条件として,以下の3件が揃っていること。
1．卒業研究（論文形式）
2．卒業研究（口頭発表抄録）
3．卒業研究（発表会での口頭発表と質疑応答）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

30

各発表回での発表（20）各回での質疑応答（10）

1,3,4

授業外での評価

20

各発表回用レジュメの量（10）および質（10）

1,3,4

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

50

卒業研究本文（20）卒業研究発表抄録（10）卒業研究
発表会での発表と質疑応答（20）

1,2,3,4

その他

0

テキスト

プリントを配布する。

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 心理学関連の講義科目を履修していることが望まれる。セミナーへの積極的な取り組みを重視す
る。

セミナーⅣ（卒業研究を含む）

授業コード

13078001

授業科目名

セミナーⅣｂ

授業担当教員

飯田

香織

成績担当教員

飯田

香織

開講年次

4年

授業種別

実務家教員による授業

演習

開講期

後期

単位数

〇

2単位

授業の目的・概要
本セミナーでは、「セミナーⅢ」で習得したことを基礎として、各自の選択したテーマに沿って仮説を設定し、
調査、研究を行う。最終的には卒業研究としてまとめ、発表することを目的とする。セミナーⅣは発表と質疑応
答形式で進み、アクティブラーニングの要素を含む。
担当教員が臨床心理士・公認心理師であり、長年の勤務経験をもとに、実務家教員とし て、将来心理関係の業
務に従事したいと考えている人にも役立つ授業としたい。
到達目標
１、卒業研究を作成する
２，先行研究などの文献を調べてまとめることができる。
３，自分の研究テーマを決め、調査、分析を行うことができる
４、自分の意見や調査結果を発表、質疑応答ができる
授業計画
【第1回】テーマ：研究発表１（分析結果の発表） 実施した本調査の結果を分析し、発表する。
【第2回】テーマ：研究発表２（分析結果の発表） 実施した本調査の結果を分析し、発表する。
【第3回】テーマ：研究発表３（分析結果の発表） 実施した本調査の結果を分析し、発表する。
【第4回】テーマ：研究発表４（分析結果の発表） 実施した本調査の結果を再分析し、発表する。
【第5回】テーマ：研究論文の作成１ 問題と目的、仮説、方法
【第6回】テーマ：研究論文の作成２ 問題と目的、仮説、方法
【第7回】テーマ：研究論文の作成３ 結果
【第８回】テーマ：研究論文の作成４ 結果
【第11回】テーマ：研究発表５ 卒研提出に向けて、要旨、結果、考察について発表する。
【第12回】テーマ：研究発表６ 卒研提出に向けて、要旨、結果、考察について発表する。
【第13回】テーマ：研究発表７ 卒研提出に向けて、要旨、結果、考察について発表する。
【第14回】テーマ：発表準備１ 卒業研究発表会に向けて準備をする。
【第15回】テーマ：卒業研究発表会予行演習 卒業研究発表会の予行演習を行う。
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
授業（1回につき2時間として計算）と事前事後の合わせて1単位当たり45時間が必要です。事前学習として2.5時
間、事後学習として1.5時間程度が必要。
事前学習： 次回までに調べてくること、まとめてくることを授業内で指示し、その課題を次回の授業までに行
う
事後学習：セミナーでのディスカッションを踏まえたうえで、課題についての情報を収集すること、情報をまと
めること、発表の準備をすることが必要となる。
課題に対するフィードバックの方法
必要に応じて、授業内での発表に対し適宜コメントを行う。
成績評価の方法・基準（方針）
授業内で課される卒業研究課題と卒業研究を評価の対象とする。3回以上の理由のない欠席は認めない。遅刻3回
で1回の欠席とみなす。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

40

授業内で課される卒業研究課題

１，２，３，４

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

60

全授業終了時に実施する卒業研究課題

１，２，３

その他

0

セミナーⅣｂ

テキスト

必要に応じてプリントを配布する。

参考書

内容に応じて適宜紹介する。

履修条件・他の科目との関連 セミナーⅣで実施される中間発表会にパネル発表し、「卒業研究発表会」には必ず出席すること。
課題の提出締切を必ず守ること。3回以上の理由のない欠席は認めない。遅刻3回で1回の欠席と
みなす。課題の提出締め切りを必ず守ること。無断欠席厳禁。最後まであきらめずに出席し、参画
すること。授業への積極的な参加を求めます。受講生の関心に応じて授業内容は適宜調整する。
日程が前後する場合もある。新型コロナウイルスの感染状況等により、進め方や内容を一部変更す
る可能性があります。その場合は随時連絡します。

セミナーⅣｂ

授業コード

13078002

授業科目名

セミナーⅣｂ

授業担当教員

尾添

侑太

成績担当教員

尾添

侑太

開講年次

4年

授業種別

実務家教員による授業

演習

開講期

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
セミナーⅣでは、セミナーⅢa、セミナーⅢbでの研究成果・計画をもとに、卒業研究の完成に向けて執筆活動を
開始する。
Ⅳbでは卒業研究の完成を目的とし、調査から得られた独自の成果をもとに研究課題を検討し、分析・考察を行
う。論文と発表をもって最終成果とする。
到達目標
1.アカデミックな形式を備えた研究論文を執筆することができる
2.自身の成果を、他者に表現し伝え、応答することができる
授業計画
第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回
第8回
第9回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回

後期イントロダクション
アウトライン発表
卒業研究執筆①調査パート
卒業研究執筆②考察パート
卒業研究執筆③結論と課題パート
仮原稿の添削と修正
クラス内発表① テーマ・問題・目的
クラス内発表② 先行研究と方法
クラス内発表③ 調査とフィールド記述
クラス内発表④ 調査結果の分析
クラス内発表⑤ 結論
体裁の添削と最終修正
卒業研究最終原稿作成
卒業研究発表会要旨作成
卒業研究発表会資料作成

事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
事前学習：卒業研究の執筆
事後学習：卒業研究の執筆
課題に対するフィードバックの方法
授業中に適宜フィードバックを行う。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

20

個人発表（20）

1、2

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

60

卒業研究（60）

1、2

その他

20

演習での発言・質疑、グループワークへの貢献（20）

1、2

テキスト

テキストを使用しない

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する

履修条件・他の科目との関連 4年間の集大成として、これまで学んだことを自分自身の言動で表現することが求められる。
必要に応じて個別での補講を行う可能性がある。
セミナーⅣｂ

セミナーⅣｂ

授業コード

13078003

授業科目名

セミナーⅣｂ

授業担当教員

上原

健太郎

成績担当教員

上原

健太郎

開講年次

4年

授業種別

実務家教員による授業

演習

開講期

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
セミナーⅣaでの学習成果をもとに、卒業研究の完成に向けて執筆活動を開始する。具体的には、綿密な調査計画
書に基づいて収集した情報の分析・考察を実施し、それらを文章化していく。とくにセミナーⅣbでは、卒業研究
に必要な各項目（テーマ、先行研究の位置づけ、目的、調査概要、分析、考察、結論、今後の課題）の整合性を
意識し、一つの社会学的な「作品」の完成を目指す。
到達目標
１．集めた情報を分析し、考察まで展開することができる
２．分析と考察を踏まえた上で、研究目的に対する明確な解答を導出することができる
３．卒業研究の内容を、他の受講生や教員にきちんと伝えることができる
授業計画
第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回
第8回
第9回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回

後期イントロダクション
調査結果の報告
調査結果の文章化
考察と結論の執筆
今後の課題の執筆
卒業研究の仮原稿の提出と添削
個人発表とディスカッション テーマ
個人発表とディスカッション 先行研究と目的
個人発表とディスカッション 調査概要
個人発表とディスカッション 調査結果の分析と考察
個人発表とディスカッション 結論と課題
個人発表とディスカッション レイアウトの調整
卒業研究の完成と提出
卒業研究発表会に向けた準備１ 要旨作成
卒業研究発表会に向けた準備２ 発表資料の作成

事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
事前学習：卒業研究の執筆。各回ごとに2時間以上。
事後学習：卒業研究の執筆、および、ディスカッションを踏まえて論文の加筆修正。各回ごとに2時間以上。
課題に対するフィードバックの方法
授業中の個人発表、および、中間発表会用の資料に対して適宜コメントする。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

授業への参加態度（10）、個人発表（40）

１、２、３

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

50

卒業研究の提出（30）、卒業研究発表会での発表（20）

１、２、３

その他

0

テキスト

テキストを使用しない

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する

履修条件・他の科目との関連 必要に応じて、個別指導のための補講を実施します。
セミナーⅣｂ

セミナーⅣｂ

授業コード

13078004

授業科目名

セミナーⅣｂ

授業担当教員

林

幸史

成績担当教員

林

幸史

開講年次

4年

授業種別

実務家教員による授業

演習

開講期

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
セミナーⅣでは、セミナーⅢで学んだことをもとに、卒業研究を論文としてまとめることを目的とします。
具体的には、各自のテーマに沿ってデータの収集と分析を行い、論文の執筆と発表を行います。
到達目標
1. 社会の中で⽣きる⼈間の⾏動を⼼理学的な観点から分析し、卒業論⽂としてまとめること。
2. ⼤学4年間で学んできた科学的な思考⽅法と表現⽅法を実践すること。
授業計画
第01回
第02回
第03回
第04回
第05回
第06回
第07回
第08回
第09回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回

卒業研究論文の執筆に向けて
データの分析①：卒業研究データの分析
データの分析②：卒業研究データの分析
データの分析③：卒業研究データの分析
分析結果発表①：個人発表と質疑応答
分析結果発表②：個人発表と質疑応答
分析結果発表③：個人発表と質疑応答
論文指導①：卒業論文の加筆・修正
論文指導②：卒業論文の加筆・修正
論文指導③：卒業論文の加筆・修正
論文指導④：卒業論文の加筆・修正
論文指導⑤：卒業論文の加筆・修正
論文指導⑥：卒業論文の加筆・修正
論文指導⑦：要旨集の原稿修正
卒研発表会の準備：卒業研究発表会のスライド作成

事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
各自のテーマのもと卒業研究に取り組むことが必要である。
具体的には、データ分析、論文の執筆、要旨集の原稿作成、発表会の資料作成などである。
課題に対するフィードバックの方法
執筆した卒業論文、卒業研究発表会での発表について、フィードバックを行う。
発表に関しては口頭にて、論文に関しては独自の評価シートに批評文を添えてフィードバックする。
成績評価の方法・基準（方針）
単位取得のための前提条件として、以下の3件が揃っていること。
1．卒業研究（論文形式）
2．卒業研究（要旨集掲載）
3．卒業研究（口頭発表）
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

0

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

70

卒業研究論文

1，2

その他

30

卒業研究発表

1，2

テキスト

なし

参考書

松井豊（2010）改訂新版 心理学論文の書き方―卒業論文や修士論文を書くために 河出書房
新社
セミナーⅣｂ

履修条件・他の科目との関連 セミナーの受講生は、心理学特別演習を同時に履修すること。

セミナーⅣｂ

授業コード

13078005

授業科目名

セミナーⅣｂ

授業担当教員

有田

亘

成績担当教員

有田

亘

開講年次

4年

授業種別

実務家教員による授業

演習

開講期

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
セミナーⅢおよびⅣaで学んだことを元に、社会学、文化社会学、メディア論的な観点からの卒業論文を完成さ
せ、発表を行う。
到達目標
1.卒業研究を行い、卒業論文を執筆する。
2.卒業研究の要旨を作成し、研究発表を行う。
授業計画
第１回
第２回
第３回
第４回
第５回
第６回
第７回
第８回
第９回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回

前期後半のまとめとフィードバック
卒業研究完成に向けての計画
卒業論文作成と個人発表１
卒業論文作成と個人発表２
卒業論文作成と個人発表３
卒業論文作成と個人発表４
卒業論文作成と個人発表５
卒業論文作成と個人発表６
卒業論文作成と個人発表７
卒業論文作成と個人発表８
卒業論文作成と個人発表９
卒業論文作成と個人発表10
卒業論文作成と個人発表11
卒研発表会準備１
卒研発表会準備２

事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
事前学習 授業1回につき2時間以上、自らの研究を各回の授業内で具体的に発表・討議できるよう、内容を深め
進捗させておく。
事後学習 授業1回につき2時間以上、各回授業を受けて、自らの研究を改善し、次回に向けて進捗させる。
課題に対するフィードバックの方法
必要に応じて、Googleクラスルーム、あるいはOIUメールを通じて行う。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
なお、単位取得のための前提条件として,以下の3件が揃っていること。
1．卒業研究（中間発表）
2．卒業研究（論文形式）
3．卒業研究（口頭発表）
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

30

毎回の活動成果(30)

1,2

授業外での評価

30

毎回の卒業研究進捗報告・卒業論文原稿(30)

1,2

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

卒業研究発表（卒研要旨の作成を含む）(40)

1,2

その他

0

テキスト

テキストを使用しない。

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する。
セミナーⅣｂ

履修条件・他の科目との関連 卒業「研究」は卒業「論文」だけではない。最終成果物である論文に至る研究過程全てが評価され
る。
卒業研究は各自がどのようなテーマに取り組むかによって、指導内容や難易度が大きく変化する。こ
のことを理解の上、教員と研究計画を十分な余裕を持って相談し、合意しておくこと。
必要に応じて、個別指導のための補講を実施する。

セミナーⅣｂ

授業コード

13078006

授業科目名

セミナーⅣｂ

授業担当教員

戸口

愛泰

成績担当教員

戸口

愛泰

開講年次

4年

授業種別

実務家教員による授業

演習

開講期

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
本セミナーでは、セミナーⅢで学習したことを基礎に、各自が関心や問題意識に基づく独自の研究テーマから卒
業研究を立案、調査・実験の実施、結果の分析、論文の執筆を行う。また、中間発表と卒業研究提出後の発表会
には、各自が卒業研究のプレゼンテーションを行う。
到達目標
1.調査を実施することができる。
2.調査結果の分析と理解ができる。
3.問題の理論的理解と論文構成の検討ができる。
4.ポスター発表を実施できる。
5.論文の執筆をすることができる。
6.PPTファイルを用いたプレゼンテーションをすることができる。
授業計画
【第1回】
【第2回】
【第3回】
【第4回】
【第5回】
【第6回】
【第7回】
【第8回】
【第9回】
【第10回】
【第11回】
【第12回】
【第13回】
【第14回】
【第15回】

前期の振り返り
オリエンテーション（今後のスケジュール確認）
卒業研究の作成
卒業研究の作成
卒業研究の作成
卒業研究の作成
卒業研究の作成
卒業研究の作成
卒業研究の作成
卒業研究の作成
卒業研究の作成（タイトル提出）
卒業研究の作成（本文のゼミ内提出）
卒業研究の作成（レジュメ提出）
卒業研究の作成
卒業研究の確認と提出

事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
【第1回】
【第2回】
【第3回】
【第4回】
【第5回】
【第6回】
【第7回】
【第8回】
【第9回】
【第10回】
【第11回】
必要。
【第12回】
【第13回】
必要。
【第14回】
要。
【第15回】
要。

（事前）前期の振り返り,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
（事前）卒業研究の執筆,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
（事前）卒業研究の執筆,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
（事前）卒業研究の執筆,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
（事前）卒業研究の執筆,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
（事前）卒業研究の執筆,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
（事前）卒業研究の執筆,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
（事前）卒業研究の執筆,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
（事前）卒業研究の執筆,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
（事前）卒業研究の執筆,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
（事前）卒業研究タイトルの執筆,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が
（事前）卒業研究の執筆,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必要。
（事前）卒業研究レジュメの執筆,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が
（事前）プレゼン資料の作成,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必
（事前）プレゼン資料の作成,（事後）授業コメントの入力,事前・事後合わせて4時間の学習が必

課題に対するフィードバックの方法
セミナー課題（個人発表や卒業研究作成）におけるフィードバックはその場で行う。
成績評価の方法・基準（方針）
単位取得のための前提条件として、以下の3件が揃っていること。
1.卒業研究（中間発表）
セミナーⅣｂ

2.卒業研究（論文形式）
3.卒業研究（口頭発表）
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

40

卒業研究作業と個別発表

1,2,3,5

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

50

卒業研究の執筆

1,2,3,5

その他

10

卒業研究発表会

4,6

テキスト

テキストは使用しない。

参考書

適宜紹介する。

履修条件・他の科目との関連 中間発表までにデータ収集（調査・実験・インタビュー等）が終了していることが望ましい。
セミナー外の時間も積極的に取り組むこと。

セミナーⅣｂ

授業コード

13078007

授業科目名

セミナーⅣｂ

授業担当教員

西岡

敦子

成績担当教員

西岡

敦子

開講年次

4年

授業種別

実務家教員による授業

演習

開講期

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
大学生活の集大成として、卒業研究を行う。
「セミナーⅢａ」「セミナーⅢｂ」で学習した内容を基礎として、様々な問題を「女性・男性」「ジェン
ダー」および「生活科学（被服）」という切りロで、さらに深く考えていくとともに、3回生後期に各自が決定し
た卒業研究題材に対して、さらに、情報を収集し、整理し、分析し、問題解明に向けて取り組めるように指導し
ていく。
セミナー全体としては、セミナー構成員がお互いの研究題材の情報交換を行うことによって、より広く深く関
連情報を入手し、お互いに議論が深められる場としたい。
授業形態は、演習である。
到達目標
1.男女共同参画社会、または、生活科学（被服）に関するトピックに対して、解説できる。
2.問題を自ら発見し、情報を収集し、整理し、分析し、解明することができる。
3.卒業研究の成果をパワーポイント、文書、口頭で発表できる。
授業計画
【第1回】オリエンテーション（夏期休暇中の進捗状況の発表）
【第2回】〜【第6回】研究の詳細（情報収集・整理・分析・考察・結果）
【第7回】〜【第11回】研究論文作成
【第12回】【第13回】レジュメの作成（レジュメの構成、内容確認、仕上げ）
【第14回】【第15回】口頭発表準備（口頭発表原稿とパワーポイントの作成、仕上げ）
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
1回につき、平均4時間以上の事前・事後の学習が求められる。
【第1回】①事前学修課題：夏期休暇中の課題の報告準備
②事後学修課題：夏期休暇中の課題の発表を受けて、研究計画の再考
【第2回】〜【第6回】①事前学修課題：情報収集・整理・分析・考察・結果
②事後学修課題：情報収集・整理・分析・考察・結果の再考
【第7回】〜【第11回】①事前学修課題：研究論文作成
②事後学修課題：研究論文修正
【第12回】【第13回】①事前学修課題：レジュメの作成
②事後学修課題：レジュメの修正・仕上げ
【第14回】【第15回】①事前学修課題：口頭発表原稿とパワーポイントの作成
②事後学修課題：口頭発表原稿とパワーポイントの修正・仕上げ・質疑
応答対応
課題に対するフィードバックの方法
各自の発表、報告等を通して、個人指導の中で行う。
成績評価の方法・基準（方針）
・以下に示す評価方法により総合的に判定の上、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
・単位取得のための前提条件として、「卒業研究（論文形式（レジュメ含む））」「卒業研究（口頭発表）」
は、必須である。
・授業に出席し、すべての課題をこなすことを前提とした評価である。
・正当な理由なく3回をこえて欠席した場合も「K」評価となる。また、3回の遅刻を1回の欠席に換算する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

卒業研究への取り組み姿勢（報告、連絡、相談、行動、
相互協力）

1.～3.

授業外での評価

0

定期試験

0

セミナーⅣｂ

定期試験に代わるレポート等

0

その他

50

テキスト

テキストなし

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する

すべての課題の達成度

1.～3.

履修条件・他の科目との関連 ・時間割上の「セミナーIVｂ」の時間だけでは、卒業研究はとうてい仕上がらない。
時間割上のセミナー以外での活動時間は多大である。
早い時期から、積極的に行動することを望む。
・事由無き欠席は認めない。無断欠席厳禁。

セミナーⅣｂ

授業コード

13078008

授業科目名

セミナーⅣｂ

授業担当教員

小牧

一裕

成績担当教員

小牧

一裕

開講年次

4年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
現代社会における人々のさまざまな状態や社会的行動の諸特性および社会現象について、各自が関心や興味のあ
るテーマを自分で研究していくために必要な情報を提供する。具体的には、社会心理学的なアプローチや方法論
を用いた専門的な実証的研究を行い、その成果を卒業研究として論文にまとめて発表する。
到達目標
1.
2.
3.
4.

心の働きについての知識を習得し説明できる。
定量的研究あるいは定性的研究を遂行できる。
物事を論理的に思考することができる。
心理的耐性を身につけ、実行できる。

授業計画
【第1回】テーマ：後期オリエンテーション
【第2回】テーマ：先行研究のまとめ
【第3回】テーマ：研究発表１（分析結果の発表） 実施した本調査の結果を分析し、発表する。
【第4回】テーマ：研究発表２（分析結果の発表） 実施した本調査の結果を分析し、発表する。
【第5回】テーマ：研究発表３（分析結果の発表） 実施した本調査の結果を分析し、発表する。
【第6回】テーマ：研究発表４（分析結果の発表） 実施した本調査の結果を再分析し、発表する。
【第7回】テーマ：研究論文の作成１ 先行研究から仮説の確認を経て方法へ。
【第8回】テーマ：研究論文の作成２ 先行研究から仮説の確認を経て方法へ。
【第9回】テーマ：研究論文の作成３ 結果の部分をチェックする。
【第10回】テーマ：研究論文の作成４ 結果の部分をチェックする。
【第11回】テーマ：研究発表５（論文要旨の発表） 卒論提出に向けて、要旨をまとめ、発表する。
【第12回】テーマ：研究発表６（論文要旨の発表） 卒論提出に向けて、要旨をまとめ、発表する。
【第13回】テーマ：研究発表７（論文要旨の発表） 卒論提出に向けて、要旨をまとめ、発表する。
【第14回】テーマ：研究発表８（論文要旨の発表） 卒論提出に向けて、要旨をまとめ、発表する。
【第15回】テーマ：発表準備１ 提出する卒業研究をもとに、発表の準備をする。
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
事前学習として2時間程度、事後学習として2時間程度が必要である。
課題について、情報を収集すること、情報をまとめること、発表の準備をすることが必要となる。
課題に対するフィードバックの方法
課題について、提出した内容をチェックし、全員に返却する。最終版を評価対象とする。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、授業期間中に実施される課題と、定期試験に代わるレポート等の評価結果に基づき、総合的
に判定する。
60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
単位取得のための前提条件として,以下の3件が揃っていること（後期は2と3）。
1．卒業研究（中間発表）
2．卒業研究（論文形式）
3．卒業研究（口頭発表）
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

40

授業内で課される卒業研究課題（40）

1,2,3,4

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

60

授業終了後の卒業研究課題および発表（60）

1,2,3,4

その他

0

セミナーⅣｂ

テキスト

テキストは使用しない。

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 セミナーⅣで実施される中間発表会にパネル発表し、「卒業研究発表会」には必ず出席すること。
課題の提出締切を必ず守ること。

セミナーⅣｂ

授業コード

13078009

授業科目名

セミナーⅣｂ

授業担当教員

青野

明子

成績担当教員

青野

明子

開講年次

4年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

〇

2単位

授業の目的・概要
本セミナーでは、セミナーⅣaで習得したことを基礎として、各自の選択したテーマに沿って仮説を設定し、調
査、研究を行う。最終的には卒業研究としてまとめ、発表することを目的とする。セミナーⅣbは発表と質疑応答
形式で進み、アクティブラーニングの要素を含む。
担当教員が臨床心理士・公認心理師であり、長年の勤務経験をもとに、実務家教員とし て、将来心理関係の業
務に従事したいと考えている人にも役立つ授業としたい。
到達目標
1.卒業研究を作成する
2.卒業研究発表会において、発表・質疑応答をする
3.卒業研究の作成を通じて、論理的思考力を高める
4.セミナー内外での発表や対人関係を通じて、主体性・表現力・コミュニケーション力を高める
授業計画
【第1回】
テーマ：中間発表の振り返り
内容・方法：中間発表時、どのような質疑応答があったかについて各自発表し、不明瞭な箇所を解決する。
【第2回】
テーマ：発表予定の決定
内容・方法：発表順と予定を決める。
【第3回】
テーマ：本調査統計結果の発表1
内容・方法：本調査結果の統計解析を進め、卒業研究本文を進行具合に応じて発表する。
【第4回】
テーマ：本調査統計結果の発表2
内容・方法：本調査結果の統計解析を進め、卒業研究本文を進行具合に応じて発表する。
【第5回】
テーマ：本調査統計結果の発表3
内容・方法：本調査結果の統計解析を進め、卒業研究本文を進行具合に応じて発表する。
【第6回】
テーマ：本調査統計結果の発表4
内容・方法：本調査結果の統計解析を進め、卒業研究本文を進行具合に応じて発表する。
【第7回】
テーマ：本調査統計結果の発表5
内容・方法：本調査結果の統計解析を進め、卒業研究本文を進行具合に応じて発表する。
【第8回】
テーマ：本調査統計結果の発表6
内容・方法：本調査結果の統計解析を進め、卒業研究本文を進行具合に応じて発表する。
【第9回】
テーマ：卒業研究本文の発表1
内容・方法：本調査結果の統計解析を進め、卒業研究本文を進行具合に応じて発表する。
【第10回】
テーマ：卒業研究本文の発表2
内容・方法：本調査結果の統計解析を進め、卒業研究本文を進行具合に応じて発表する。
【第11回】
テーマ：卒業研究本文の発表3
内容・方法：本調査結果の統計解析を進め、卒業研究本文を進行具合に応じて発表する。
【第12回】
テーマ：卒業研究本文の発表4
内容・方法：本調査結果の統計解析を進め、卒業研究本文を進行具合に応じて発表する。
【第13回】
テーマ：卒業研究本文の発表5
内容・方法：本調査結果の統計解析を進め、卒業研究本文を進行具合に応じて発表する。
【第14回】
テーマ：レジュメの作成および卒業研究発表会準備
内容・方法：本調査結果の統計解析を進め、卒業研究本文を進行具合に応じて発表する。
【第15回】
テーマ：卒業研究発表会準備1
内容・方法：卒業研究発表会に向けて、準備したパワーポイントデータを使用し、セミナー内で発表する。
事前事後の学習
セミナーⅣｂ

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
【第1回】
①事前学修課題：各自発表日までに、前回の発表をふまえて、統計解析および卒論本文作成を進める。
②事後学修課題：各自発表日までに、前回の発表をふまえて、統計解析および卒論本文作成を進める。
【第2回】
①事前学修課題：各自発表日までに、前回の発表をふまえて、統計解析および卒論本文作成を進める。
②事後学修課題：各自発表日までに、前回の発表をふまえて、統計解析および卒論本文作成を進める。
【第3回】
①事前学修課題：各自発表日までに、前回の発表をふまえて、統計解析および卒論本文作成を進める。
②事後学修課題：各自発表日までに、前回の発表をふまえて、統計解析および卒論本文作成を進める。
【第4回】
①事前学修課題：各自発表日までに、前回の発表をふまえて、統計解析および卒論本文作成を進める。
②事後学修課題：各自発表日までに、前回の発表をふまえて、統計解析および卒論本文作成を進める。
【第5回】
①事前学修課題：各自発表日までに、前回の発表をふまえて、統計解析および卒論本文作成を進める。
②事後学修課題：各自発表日までに、前回の発表をふまえて、統計解析および卒論本文作成を進める。
【第6回】
①事前学修課題：各自発表日までに、前回の発表をふまえて、統計解析および卒論本文作成を進める。
②事後学修課題：各自発表日までに、前回の発表をふまえて、統計解析および卒論本文作成を進める。
【第7回】
①事前学修課題：各自発表日までに、前回の発表をふまえて、統計解析および卒論本文作成を進める。
②事後学修課題：各自発表日までに、前回の発表をふまえて、統計解析および卒論本文作成を進める。
【第8回】
①事前学修課題：各自発表日までに、前回の発表をふまえて、統計解析および卒論本文作成を進める。
②事後学修課題：各自発表日までに、前回の発表をふまえて、統計解析および卒論本文作成を進める。
【第9回】
①事前学修課題：各自発表日までに、前回の発表をふまえて、統計解析および卒論本文作成を進める。
②事後学修課題：各自発表日までに、前回の発表をふまえて、統計解析および卒論本文作成を進める。
【第10回】
①事前学修課題：各自発表日までに、前回の発表をふまえて、統計解析および卒論本文作成を進める。
②事後学修課題：各自発表日までに、前回の発表をふまえて、統計解析および卒論本文作成を進める。
【第11回】
①事前学修課題：各自、統計解析および卒論本文作成を進める。本文作成終了後、レジュメの作成と卒研発表会
準備に移る。
②事後学修課題：各自、統計解析および卒論本文作成を進める。本文作成終了後、レジュメの作成と卒研発表会
準備に移る。
【第12回】
①事前学修課題：各自、統計解析および卒論本文作成を進める。本文作成終了後、レジュメの作成と卒研発表会
準備に移る。
②事後学修課題：各自、統計解析および卒論本文作成を進める。本文作成終了後、レジュメの作成と卒研発表会
準備に移る。
【第13回】
①事前学修課題：各自、統計解析および卒論本文作成を進める。本文作成終了後、レジュメの作成と卒研発表会
準備に移る。
②事後学修課題：各自、統計解析および卒論本文作成を進める。本文作成終了後、レジュメの作成と卒研発表会
準備に移る。
【第14回】
①事前学修課題：各自、統計解析および卒論本文作成を進める。本文作成終了後、卒研発表会準備に移る。
②事後学修課題：各自、統計解析および卒論本文作成を進める。本文作成終了後卒研発表会準備に移る。
【第15回】
①事前学修課題：各自、パワーポイントを使用して卒研発表会準備を進める。
②事後学修課題：各自、パワーポイントを使用して卒研発表会準備を進める。
課題に対するフィードバックの方法
授業時間以外に個別面談し、発表および卒業研究について話し合い、フィードバックする。
成績評価の方法・基準（方針）
単位取得のための前提条件として,以下の3件が揃っていること。
1．卒業研究（論文形式）
2．卒業研究（口頭発表抄録）
3．卒業研究（発表会での口頭発表と質疑応答）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

30

各発表回での発表（20）各回での質疑応答（10）

1,3,4

授業外での評価

20

各発表回用レジュメの量（10）および質（10）

1,3,4

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

50

卒業研究本文（20）卒業研究発表抄録（10）卒業研究
発表会での発表と質疑応答（20）

1,2,3,4

セミナーⅣｂ

その他

0

テキスト

プリントを配布する。

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 心理学関連の講義科目を履修していることが望まれる。セミナーへの積極的な取り組みを重視す
る。

セミナーⅣｂ

授業コード

13099801

授業科目名

生命科学の基礎

授業担当教員

山口

直範

成績担当教員

山口

直範

開講年次

1年

授業種別

実務家教員による授業

講義

開講期

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
健康科学を学ぶ上で生命現象を科学的に理解することは必修である。
本科目は、専門科目を学ぶ上で必要な生命に関する現象について科学的に講義していく。日常における人間行動
の中から心理学を中心に講義するが、それを理解するために必要な生命倫理などの隣接分野についても随時触れ
る。
到達目標
１．科学とはどのようなものなのかを論じることができる。
２．脳の活動と生命現象の関係を科学的にとらえて記述できる。
３．人間発達と生命現象の関係を科学的にとらえて記述できる。
授業計画
【第1回】
テーマ：序論（生命とは何か）
内容・方法：絵本「葉っぱのフレディ」を通して生命の持つ意味について考える
【第2回】
テーマ：生命現象を理解するために必要な基礎知識
内容・方法：生命体の構成を理解するための化学、物理学、生理学、心理学
【第3回】
テーマ：生命維持のためのシステムⅠ
内容・方法：生命体を維持するためのホメオスタシス（体液、血液）
【第4回】
テーマ：生命維持のためのシステムⅡ
内容・方法：呼吸器系（呼吸運動のしくみ、呼吸量の調整）
【第5回】
テーマ：生命維持のためのシステムⅢ
内容・方法：代謝、栄養、体温（エネルギー代謝と体温の関係）
【第6回】
テーマ：生命維持のためのシステムⅣ
内容・方法：脳神経系（脳の役割、シナプスと電気的興奮、大脳半球と優位半球、脳梁切断の事例）
【第7回】
テーマ：脳と心
内容・方法：運動野、言語野、前頭前野の損傷事例
【第8回】
テーマ：生命と睡眠
内容・方法：レム睡眠とノンレム睡眠、睡眠と安全
【第9回】
テーマ：前半の復習と中間確認試験
内容・方法：前半の復習と中間確認課題の実施
【第10回】
テーマ：生命の誕生と発達Ⅰ
内容・方法：胎児期と新生児期
【第11回】
テーマ：生命の誕生と発達Ⅱ
内容・方法：乳児期（愛着、言語、歩行）
【第12回】
テーマ：生命の誕生と発達Ⅲ
内容・方法：幼児期（遊びを通した学習、危険感受性）
【第13回】
テーマ：生きる力を育む教育
内容・方法：考える力、課題の解決、現代社会の課題
【第14回】
テーマ：生と死の科学
内容・方法：病気、自殺、事故、遺伝と環境の関係、
【第15回】
テーマ：生命現象の基礎と生命
内容・方法：生命倫理、死を受け入れる心と後半のまとめ
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
生命科学の基礎

事前学修において生命科学関連図書を精読し、自らの理解度を見極め、疑問点を列挙することを求める。事後学
修として参考文献を読み、さらなる理解を求める。
このため事前事後の学修には4時間以上が必要となる。
課題に対するフィードバックの方法
中間確認課題については、講義時間内に主な間違いをピックアップして学生にフィードバックする。
成績評価の方法・基準（方針）
講義時間内に実施する中間確認試験（40）と定期試験（60）の合計（100）で評価する（ともに持ち込み不可）。
講義に出席さえしていれば単位修得できるわけではなく、実際にどれくらいの知識が身についているのかが非常
に重要である。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

40

講義時間内に持ち込み不可で実施する中間確認試験
（40）

1,２

授業外での評価

0

定期試験

60

持ち込み不可で60点満点の定期試験を実施する（60）

1,2,3

定期試験に代わるレポート等

0

その他

0

テキスト

指定しない

参考書
履修条件・他の科目との関連 心理学や健康科学の基礎科目の内容を十分に理解しておくこと。

生命科学の基礎

授業コード

13058501

授業科目名

生命現象の基礎

授業担当教員

山口

直範

成績担当教員

山口

直範

開講年次

1年

授業種別

実務家教員による授業

講義

開講期

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
健康科学を学ぶ上で生命現象を科学的に理解することは必修である。
本科目は、専門科目を学ぶ上で必要な生命に関する現象について科学的に講義していく。日常における人間行動
の中から心理学を中心に講義するが、それを理解するために必要な生命倫理などの隣接分野についても随時触れ
る。
到達目標
１．科学とはどのようなものなのかを論じることができる。
２．脳の活動と生命現象の関係を科学的にとらえて記述できる。
３．人間発達と生命現象の関係を科学的にとらえて記述できる。
授業計画
【第1回】
テーマ：序論（生命とは何か）
内容・方法：絵本「葉っぱのフレディ」を通して生命の持つ意味について考える
【第2回】
テーマ：生命現象を理解するために必要な基礎知識
内容・方法：生命体の構成を理解するための化学、物理学、生理学、心理学
【第3回】
テーマ：生命維持のためのシステムⅠ
内容・方法：生命体を維持するためのホメオスタシス（体液、血液）
【第4回】
テーマ：生命維持のためのシステムⅡ
内容・方法：呼吸器系（呼吸運動のしくみ、呼吸量の調整）
【第5回】
テーマ：生命維持のためのシステムⅢ
内容・方法：代謝、栄養、体温（エネルギー代謝と体温の関係）
【第6回】
テーマ：生命維持のためのシステムⅣ
内容・方法：脳神経系（脳の役割、シナプスと電気的興奮、大脳半球と優位半球、脳梁切断の事例）
【第7回】
テーマ：脳と心
内容・方法：運動野、言語野、前頭前野の損傷事例
【第8回】
テーマ：生命と睡眠
内容・方法：レム睡眠とノンレム睡眠、睡眠と安全
【第9回】
テーマ：前半の復習と中間確認試験
内容・方法：前半の復習と中間確認課題の実施
【第10回】
テーマ：生命の誕生と発達Ⅰ
内容・方法：胎児期と新生児期
【第11回】
テーマ：生命の誕生と発達Ⅱ
内容・方法：乳児期（愛着、言語、歩行）
【第12回】
テーマ：生命の誕生と発達Ⅲ
内容・方法：幼児期（遊びを通した学習、危険感受性）
【第13回】
テーマ：生きる力を育む教育
内容・方法：考える力、課題の解決、現代社会の課題
【第14回】
テーマ：生と死の科学
内容・方法：病気、自殺、事故、遺伝と環境の関係、
【第15回】
テーマ：生命現象の基礎と生命
内容・方法：生命倫理、死を受け入れる心と後半のまとめ
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
生命現象の基礎

事前学修において生命科学関連図書を精読し、自らの理解度を見極め、疑問点を列挙することを求める。事後学
修として参考文献を読み、さらなる理解を求める。
このため事前事後の学修には4時間以上が必要となる。
課題に対するフィードバックの方法
中間確認課題については、講義時間内に主な間違いをピックアップして学生にフィードバックする。
成績評価の方法・基準（方針）
講義時間内に実施する中間確認試験（40）と定期試験（60）の合計（100）で評価する（ともに持ち込み不可）。
講義に出席さえしていれば単位修得できるわけではなく、実際にどれくらいの知識が身についているのかが非常
に重要である。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

40

講義時間内に持ち込み不可で実施する中間確認試験
（40）

1,２

授業外での評価

0

定期試験

60

持ち込み不可で60点満点の定期試験を実施する（60）

1,2,3

定期試験に代わるレポート等

0

その他

0

テキスト

指定しない

参考書
履修条件・他の科目との関連 心理学や健康科学の基礎科目の内容を十分に理解しておくこと。

生命現象の基礎

授業コード

13099901

授業科目名

栄養の基礎

授業担当教員

喜多野

宣子

成績担当教員

喜多野

宣子

開講年次

1年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

講義

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
健康的な食生活を送るために、またあふれる食情報を正しく理解し、生活に役立てていくためには、栄養に関わ
る正しい科学的知識が必要です。人間が食物を摂取するのはなぜか、栄養素とは何か、摂取した食物は消化管内
でどのように変化するのか、また生体エネルギーについて知ることを目的とし、それらのための基本的な事項に
ついて概説します。授業は講義形式で行います。
到達目標
１．栄養や食生活にかかわる公的なデータを読み解き説明することができる。
２．食物の消化吸収にかかわる臓器について説明することができる。
３．栄養素の分類を説明することができる。
４．各栄養素の身体での働きを説明することができる。
５．各栄養素が主に含まれている食品について、また各栄養素の効率の良い摂取方法について説明することがで
きる。
６．栄養学で学んだ知識を実生活にどのように活かすか計画し説明することができる。
授業計画
★この授業は、遠隔授業となります。原則として、リアルタイム型授業で実施予定です。参加方法などの詳細
は、追って案内します。
1 オリエンテーション
栄養とは何かについて学ぶ
2 現代栄養に関するフェイクニュース 正しい情報や知識をもって食生活を行う大切さを知る
3 人はなぜ食べるのか
食生活の意義について 人はなぜ食べるのかについて学ぶ
4 5大栄養素とエネルギー
5大栄養素の主な働きとエネルギーについて学ぶ
5 1回目中間テストと栄養素の消化吸収 第2～4回目講義の確認テスト、3大栄養素の消化吸収の概要について学ぶ
6 TCA回路について
グルコースの体内での利用について学ぶ
7 タンパク質の消化と体内利用について タンパク質の消化と体内での働きについて学ぶ
8 脂質の消化と体内利用
脂質の消化と体内での働きについて学ぶ
9 ビタミンとミネラル
ビタミンとミネラルの概要を学ぶ
10 2回目中間テストとビタミン
第2～9回目講義の確認テスト、ビタミンAについて学ぶ
11 ビタミンB群
ビタミンB群（B1～B6）について学ぶ
12 ビタミンB群とC
ビタミンB群（B12～パントテン酸）とビタミンCについて学ぶ
13 ビタミンD～ミネラル
ビタミンD～ミネラル（Ca など）について学ぶ
14 ミネラル（P-Fe・Zn）
ミネラル（P-Fe・Zn）について学ぶ
15 栄養学のまとめ
栄養学で学んだことを振り返り学ぶ
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
授業内容の復習と、授業ノートの整理を行うこと。復習テストのための準備や予習等、毎回1.5時間程度の事前学
習および2.5時間程度の事後学習が必要。
課題に対するフィードバックの方法
各中間テスト結果にてフィードバックを行う
成績評価の方法・基準（方針）
授業に取り組む態度および、2回実施する中間テストと総合まとめテスト、期末レポートにより評価する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

90

授業に取り組む態度 （30）
中間テスト2回 （2回実施）（各15点、計30）
第15回目 総合まとめテスト （30）

１、２、３、４、５

授業外での評価

0

定期試験

0

栄養の基礎

定期試験に代わるレポート等

10

その他

0

テキスト

コンパクト版保育者養成シリーズ＜新版＞子どもの食と栄養/水上由紀・細川裕子/一藝社
/2000/9784863591356

参考書

なし

課題レポート（10）

４、５、６

履修条件・他の科目との関連 状況により授業内容の一部および順番を変更する場合もあります。
次回の授業までにノート・教科書を読み返しておくこと。
20分以上の遅刻は欠席とみなす場合があります。
遅刻3回で１回の欠席とします。
欠席した講義の資料はGoogleクラスルームに各回講義終了後に掲示するので確認し、提出物の指
示がある場合は期日までに提出すること。

栄養の基礎

授業コード

13058601

授業科目名

栄養学

授業担当教員

喜多野

宣子

成績担当教員

喜多野

宣子

開講年次

1年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

講義

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
健康的な食生活を送るために、またあふれる食情報を正しく理解し、生活に役立てていくためには、栄養に関わ
る正しい科学的知識が必要です。人間が食物を摂取するのはなぜか、栄養素とは何か、摂取した食物は消化管内
でどのように変化するのか、また生体エネルギーについて知ることを目的とし、それらのための基本的な事項に
ついて概説します。授業は講義形式で行います。
到達目標
１．栄養や食生活にかかわる公的なデータを読み解き説明することができる。
２．食物の消化吸収にかかわる臓器について説明することができる。
３．栄養素の分類を説明することができる。
４．各栄養素の身体での働きを説明することができる。
５．各栄養素が主に含まれている食品について、また各栄養素の効率の良い摂取方法について説明することがで
きる。
６．栄養学で学んだ知識を実生活にどのように活かすか計画し説明することができる。
授業計画
★この授業は、遠隔授業となります。原則として、リアルタイム型授業で実施予定です。参加方法などの詳細
は、追って案内します。
1 オリエンテーション
栄養とは何かについて学ぶ
2 現代栄養に関するフェイクニュース 正しい情報や知識をもって食生活を行う大切さを知る
3 人はなぜ食べるのか
食生活の意義について 人はなぜ食べるのかについて学ぶ
4 5大栄養素とエネルギー
5大栄養素の主な働きとエネルギーについて学ぶ
5 1回目中間テストと栄養素の消化吸収 第2～4回目講義の確認テスト、3大栄養素の消化吸収の概要について学ぶ
6 TCA回路について
グルコースの体内での利用について学ぶ
7 タンパク質の消化と体内利用について タンパク質の消化と体内での働きについて学ぶ
8 脂質の消化と体内利用
脂質の消化と体内での働きについて学ぶ
9 ビタミンとミネラル
ビタミンとミネラルの概要を学ぶ
10 2回目中間テストとビタミン
第2～9回目講義の確認テスト、ビタミンAについて学ぶ
11 ビタミンB群
ビタミンB群（B1～B6）について学ぶ
12 ビタミンB群とC
ビタミンB群（B12～パントテン酸）とビタミンCについて学ぶ
13 ビタミンD～ミネラル
ビタミンD～ミネラル（Ca など）について学ぶ
14 ミネラル（P-Fe・Zn）
ミネラル（P-Fe・Zn）について学ぶ
15 栄養学のまとめ
栄養学で学んだことを振り返り学ぶ
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
授業内容の復習と、授業ノートの整理を行うこと。復習テストのための準備や予習等、毎回1.5時間程度の事前学
習および2.5時間程度の事後学習が必要。
課題に対するフィードバックの方法
各中間テスト結果にてフィードバックを行う
成績評価の方法・基準（方針）
授業に取り組む態度および、2回実施する中間テストと総合まとめテスト、期末レポートにより評価する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

90

授業に取り組む態度 （30）
中間テスト2回 （2回実施）（各15点、計30）
第15回目 総合まとめテスト （30）

１、２、３、４、５

授業外での評価

0

定期試験

0

栄養学

定期試験に代わるレポート等

10

その他

0

テキスト

コンパクト版保育者養成シリーズ＜新版＞子どもの食と栄養/水上由紀・細川裕子/一藝社
/2000/9784863591356

参考書

なし

課題レポート（10）

４、５、６

履修条件・他の科目との関連 状況により授業内容の一部および順番を変更する場合もあります。
次回の授業までにノート・教科書を読み返しておくこと。
20分以上の遅刻は欠席とみなす場合があります。
遅刻3回で１回の欠席とします。
欠席した講義の資料はGoogleクラスルームに各回講義終了後に掲示するので確認し、提出物の指
示がある場合は期日までに提出すること。

栄養学

授業コード

13013401

授業種別

授業科目名

レクリエーション概論

授業担当教員

高山

昌子

成績担当教員

高山

昌子

開講年次

1年

開講期

実務家教員による授業

講義

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
現代社会におけるレクリエーションの意義や価値の多様性を学修するとともに、レクリエーションプログラムの
企画等を実施し、レクリエーション指導者に求められる基礎的な考え方や技術の習得を目指す。
到達目標
1.レクリエーションの概説を説明することができる。
2.レクリエーション活動を安全に楽しむための基礎的な知識を説明することができる。
3.レクリエーションの指導者に必要な知識を説明することができる。
授業計画
【第1回】
テーマ：オリエンテーション
内容・方法：授業内容の説明
【第2回】
テーマ：レクリエーション概論①
内容・方法：レクリエーション支援とは、レクリエーション・インストラクターの役割
【第3回】
テーマ：レクリエーション概論②
内容・方法：レクリエーション支援とは、レクリエーション・インストラクターの役割
【第4回】
テーマ：レクリエーション概論③
内容・方法：レクリエーション支援とは、レクリエーション・インストラクターの役割
【第5回】
テーマ：楽しさと心の元気づくりの理論①
内容・方法：楽しさをとおした心の元気づくりと対象者の心の元気
【第6回】
テーマ：楽しさと心の元気づくりの理論②
内容・方法：楽しさをとおした心の元気づくりと対象者の心の元気
【第7回】
テーマ：楽しさと心の元気づくりの理論③
内容・方法：心の元気と地域のきずな
【第8回】
テーマ：レクリエーション支援の理論①
内容・方法：コミュニケーションと信頼関係づくりの理論
【第9回】
テーマ：レクリエーション支援の理論②
内容・方法：良好な集団づくりの理論
【第10回】
テーマ：レクリエーション支援の理論③
内容・方法：自主的、主体的に楽しむ力を育む理論
【第11回】
テーマ：レクリエーション支援の方法①
内容・方法：リスクマネジメント
【第12回】
テーマ：レクリエーション支援の方法②
内容・方法：プログラムの立案
【第13回】
テーマ：レクリエーション支援の方法③
内容・方法：プログラムの立案
【第14回】
テーマ：レクリエーション支援の方法④
内容・方法：プログラムの立案
【第15回】
テーマ：レクリエーション支援の方法⑤
内容・方法：プログラムの立案
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
第１回
レクリエーション概論

【事前】
【事後】
2.5時間
第２回
【事前】
【事後】
第３回
【事前】
【事後】
第４回
【事前】
【事後】
第５回
【事前】
【事後】
第６回
【事前】
【事後】
第７回
【事前】
【事後】
第８回
【事前】
【事後】
第９回
【事前】
【事後】
第10回
【事前】
【事後】
第11回
【事前】
【事後】
第12回
【事前】
【事後】
第13回
【事前】
【事後】
第14回
【事前】
【事後】
第15回
【事前】
【事後】

シラバスを確認しておく 1.5時間
オリエンテーション説明内容にもとづきレクリエーションの基礎知識を自修し、ノートを準備する
身近にある「心が元気になる活動」について列挙し、その理由をまとめる
レクリエーションの変遷をまとめる 2,5時間
テキストのレクリエーション支援についての内容を読んでおく
レクリエーション支援についてまとめる 2.5時間
レクリエーション・インストラクターについて調べる
有資格者の具体的な活動についてまとめる 2.5時間

1.5時間

1.5時間

1.5時間

「心が元気」とはどのようなことを意味するのかをまとめる 1.5時間
身体と心は密接に関わっている理由についてまとめる 2.5時間
他者の心を元気にするための手法を列挙する 1.5時間
子どもが元気であるということについて調べてまとめる

2.5時間

高齢者の心を元気にするための手法を列挙する 1.5時間
高齢者が元気であるということについて調べてまとめる 2.5時間
地域を元気にするための手法を列挙する 1.5時間
地域が元気であるということについて調べてまとめる

2.5時間

良好な集団とはどのような集団なのか調べる 1.5時間
良好な集団をつくるためにはどのようなことが必要なのかをまとめる
自主的に取り組んだことを列挙する 1.5時間
自主的・主体的に取り組むために必要なことをまとめる

2.5時間

2.5時間

身近なところにある危険因子を列挙する 1.5時間
レクリエーション活動におけるリスクマネジメントについてまとめる
大学生を対象としたレクリエーション支援の内容を立案する
立案プログラムの修正を行う 2.5時間

1.5時間

子どもを対象としたレクリエーション支援の内容を立案する
立案プログラムの修正を行う 2.5時間

1.5時間

高齢者を対象としたレクリエーション支援の活動内容を立案する
立案プログラムの修正を行う 2.5時間

2.5時間

1.5時間

地域で行われている行事を調べる 1.5時間
提出課題について確認をしておく 2.5時間

課題に対するフィードバックの方法
授業内の課題に関して、翌週以降の授業で解説をする。
成績評価の方法・基準（方針）
レクリエーション・インストラクター資格取得に必要な科目である。正当な理由なく５回以上の欠席は評価が
「K」となる。
課題を期日厳守で提出すること。評価は課題や試験を総合的に評価し、60点以上が合格となる。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

55

授業内で提示する課題(25)、小テスト（30）

1,2,3

授業外での評価

40

プログラムの立案(40)

1,2,3

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

5

レポート（5）

1,2,3

その他

0

テキスト

楽しさをとおした心の元気づくり レクリエーション支援の基本の理論と方法、公益財団法人日本レク
リエーション協会、公益財団法人日本レクリエーション協会、1,944円、ISBN 978-4-931180-95-6

参考書

必要に応じて適宜配布します

履修条件・他の科目との関連 レクリエーション・インストラクター資格取得の必須科目である。資格取得を希望する学生は必ず履
レクリエーション概論

履修条件・他の科目との関連 修してください。受講生の状況により、授業内容を一部変更することがあります。
コロナ感染状況によっては、オンライン授業になる可能性もあります。
レクリエーション演習Ⅰ、レクリエーション演習Ⅱ

レクリエーション概論

授業コード

13013402

授業種別

授業科目名

レクリエーション概論

授業担当教員

高山

昌子

成績担当教員

高山

昌子

開講年次

1年

開講期

実務家教員による授業

講義

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
現代社会におけるレクリエーションの意義や価値の多様性を学修するとともに、レクリエーションプログラムの
企画等を実施し、レクリエーション指導者に求められる基礎的な考え方や技術の習得を目指す。
到達目標
1.レクリエーションの概説を説明することができる。
2.レクリエーション活動を安全に楽しむための基礎的な知識を説明することができる。
3.レクリエーションの指導者に必要な知識を説明することができる。
授業計画
【第1回】
テーマ：オリエンテーション
内容・方法：授業内容の説明
【第2回】
テーマ：レクリエーション概論①
内容・方法：レクリエーション支援とは、レクリエーション・インストラクターの役割
【第3回】
テーマ：レクリエーション概論②
内容・方法：レクリエーション支援とは、レクリエーション・インストラクターの役割
【第4回】
テーマ：レクリエーション概論③
内容・方法：レクリエーション支援とは、レクリエーション・インストラクターの役割
【第5回】
テーマ：楽しさと心の元気づくりの理論①
内容・方法：楽しさをとおした心の元気づくりと対象者の心の元気
【第6回】
テーマ：楽しさと心の元気づくりの理論②
内容・方法：楽しさをとおした心の元気づくりと対象者の心の元気
【第7回】
テーマ：楽しさと心の元気づくりの理論③
内容・方法：心の元気と地域のきずな
【第8回】
テーマ：レクリエーション支援の理論①
内容・方法：コミュニケーションと信頼関係づくりの理論
【第9回】
テーマ：レクリエーション支援の理論②
内容・方法：良好な集団づくりの理論
【第10回】
テーマ：レクリエーション支援の理論③
内容・方法：自主的、主体的に楽しむ力を育む理論
【第11回】
テーマ：レクリエーション支援の方法①
内容・方法：リスクマネジメント
【第12回】
テーマ：レクリエーション支援の方法②
内容・方法：プログラムの立案
【第13回】
テーマ：レクリエーション支援の方法③
内容・方法：プログラムの立案
【第14回】
テーマ：レクリエーション支援の方法④
内容・方法：プログラムの立案
【第15回】
テーマ：レクリエーション支援の方法⑤
内容・方法：プログラムの立案
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
第１回
レクリエーション概論

【事前】
【事後】
2.5時間
第２回
【事前】
【事後】
第３回
【事前】
【事後】
第４回
【事前】
【事後】
第５回
【事前】
【事後】
第６回
【事前】
【事後】
第７回
【事前】
【事後】
第８回
【事前】
【事後】
第９回
【事前】
【事後】
第10回
【事前】
【事後】
第11回
【事前】
【事後】
第12回
【事前】
【事後】
第13回
【事前】
【事後】
第14回
【事前】
【事後】
第15回
【事前】
【事後】

シラバスを確認しておく 1.5時間
オリエンテーション説明内容にもとづきレクリエーションの基礎知識を自修し、ノートを準備する
身近にある「心が元気になる活動」について列挙し、その理由をまとめる
レクリエーションの変遷をまとめる 2,5時間
テキストのレクリエーション支援についての内容を読んでおく
レクリエーション支援についてまとめる 2.5時間
レクリエーション・インストラクターについて調べる
有資格者の具体的な活動についてまとめる 2.5時間

1.5時間

1.5時間

1.5時間

「心が元気」とはどのようなことを意味するのかをまとめる 1.5時間
身体と心は密接に関わっている理由についてまとめる 2.5時間
他者の心を元気にするための手法を列挙する 1.5時間
子どもが元気であるということについて調べてまとめる

2.5時間

高齢者の心を元気にするための手法を列挙する 1.5時間
高齢者が元気であるということについて調べてまとめる 2.5時間
地域を元気にするための手法を列挙する 1.5時間
地域が元気であるということについて調べてまとめる

2.5時間

良好な集団とはどのような集団なのか調べる 1.5時間
良好な集団をつくるためにはどのようなことが必要なのかをまとめる
自主的に取り組んだことを列挙する 1.5時間
自主的・主体的に取り組むために必要なことをまとめる

2.5時間

2.5時間

身近なところにある危険因子を列挙する 1.5時間
レクリエーション活動におけるリスクマネジメントについてまとめる
大学生を対象としたレクリエーション支援の内容を立案する
立案プログラムの修正を行う 2.5時間

1.5時間

子どもを対象としたレクリエーション支援の内容を立案する
立案プログラムの修正を行う 2.5時間

1.5時間

高齢者を対象としたレクリエーション支援の活動内容を立案する
立案プログラムの修正を行う 2.5時間

2.5時間

1.5時間

地域で行われている行事を調べる 1.5時間
提出課題について確認をしておく 2.5時間

課題に対するフィードバックの方法
授業内の課題に関して、翌週以降の授業で解説をする。
成績評価の方法・基準（方針）
レクリエーション・インストラクター資格取得に必要な科目である。正当な理由なく５回以上の欠席は評価が
「K」となる。
課題を期日厳守で提出すること。評価は課題や試験を総合的に評価し、60点以上が合格となる。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

55

授業内で提示する課題(25)、小テスト（30）

1,2,3

授業外での評価

40

プログラムの立案(40)

1,2,3

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

5

レポート（5）

1,2,3

その他

0

テキスト

楽しさをとおした心の元気づくり レクリエーション支援の基本の理論と方法、公益財団法人日本レク
リエーション協会、公益財団法人日本レクリエーション協会、1,944円、ISBN 978-4-931180-95-6

参考書

必要に応じて適宜配布します

履修条件・他の科目との関連 レクリエーション・インストラクター資格取得の必須科目である。資格取得を希望する学生は必ず履
レクリエーション概論

履修条件・他の科目との関連 修してください。受講生の状況により、授業内容を一部変更することがあります。
コロナ感染状況によっては、オンライン授業になる可能性もあります。
レクリエーション演習Ⅰ、レクリエーション演習Ⅱ

レクリエーション概論

授業コード

13058801

授業種別

授業科目名

ライフサイクルと健康

授業担当教員

後和

美朝

成績担当教員

後和

美朝

開講年次

1年

実務家教員による授業

講義

開講期

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
本講義では、生命の発生から小児期・思春期の発育発達、成人以後のエイジング（老化）から死に至るまでの生
命現象や社会的影響による発育促進現象、体格の評価方法等について解説するとともに、それぞれのライフス
テージにみられる健康課題について議論します。特に、いずれのライフステージにおいても今日的課題と言える
身体活動（生活活動や運動）の必要性についても解説し、それぞれのライフステージのQuality of Life（QOL）
について理解を深めます。なお、この授業はリアルタイム型の遠隔授業となります。参加方法などの詳細は、第1
回目の授業時に案内します。
到達目標
1．ヒトの発育発達の特殊性について記述することができる
2．体格の評価方法について記述することができる
3．運動の必要性について記述することができる
4．エイジングや加齢について記述することができる
5．それぞれのライフステージの健康課題について記述することができる
授業計画
【第1回】授業オリエンテーション
【第2回】ヒトの発生発育の特殊性を学ぶ
【第3回】乳幼児期の発育発達の特徴を学ぶ
【第4回】小児期の発育発達の特徴を学ぶ
【第5回】思春期の発育発達の特徴を学ぶ
【第6回】生理的機序と発育促進現象を学ぶ
【第7回】発育発達の社会的影響を学ぶ
【第8回】体格の評価方法を学ぶ
【第9回】小児期から青年期の体力・運動能力の発達を学ぶ
【第10回】女性の体力・運動能力の特徴と健康課題を学ぶ
【第11回】加齢に伴う体力・運動能力の低下を学ぶ
【第12回】身体活動・運動の必要性を学ぶ
【第13回】運動による健康行動への影響を学ぶ
【第14回】エイジングと加齢を学ぶ
【第15回】疾病の予防対策を学ぶ
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
第1回
【事前】授業のシラバスを熟読し、授業構成を理解する1.5時間
【事後】オリエンテーション説明内容にもとづき各ライフステージの健康課題の基礎知識を自修し、ノートを準
備する2.5時間
第2回
【事前】身近なヒトの発育発達を列挙する1.5時間
【事後】提示資料「ヒトの発生発育の特殊性」を参照のうえノートを加筆する2.5時間
第3回
【事前】前週分のノートを復習し、「ヒトの発生発育の特殊性」について熟考する1.5時間
【事後】提示資料「乳幼児期の発育発達の特徴」を参照のうえノートを加筆する2.5時間
第4回
【事前】前週分のノートを復習し、「乳幼児期の発育発達の特徴」について熟考する1.5時間
【事後】提示資料「小児期の発育発達の特徴」を参照のうえノートを加筆する2.5時間
第5回
【事前】前週分のノートを復習し、「小児期の発育発達の特徴」について熟考する1.5時間
【事後】提示資料「思春期の発育発達の特徴」を参照のうえノートを加筆する2.5時間
第6回
【事前】前週分のノートを復習し、「思春期の発育発達の特徴」について熟考する1.5時間
【事後】提示資料「生理的機序と発育促進現象」を参照のうえノートを加筆する2.5時間
第7回
【事前】前週分のノートを復習し、「生理的機序と発育促進現象」について熟考する1.5時間
【事後】提示資料「発育発達の社会的影響」を参照のうえノートを加筆する2.5時間
第8回
【事前】前週分のノートを復習し、「発育発達の社会的影響」について熟考する1.5時間
【事後】提示資料「体格の評価方法」を参照のうえノートを加筆する2.5時間
ライフサイクルと健康

第9回
【事前】前週分のノートを復習し、「体格の評価方法」について熟考する1.5時間
【事後】提示資料「小児期から青年期の体力・運動能力の発達」を参照のうえノートを加筆する2.5時間
第10回
【事前】前週分のノートを復習し、「小児期から青年期の体力・運動能力の発達」について熟考する1.5時間
【事後】提示資料「女性の体力・運動能力の特徴と健康課題」を参照のうえノートを加筆する2.5時間
第11回
【事前】前週分のノートを復習し、「女性の体力・運動能力の特徴と健康課題」について熟考する1.5時間
【事後】提示資料「加齢に伴う体力・運動能力の低下」を参照のうえノートを加筆する2.5時間
第12回
【事前】前週分のノートを復習し、「加齢に伴う体力・運動能力の低下」について熟考する1.5時間
【事後】提示資料「身体活動・運動の必要性」を参照のうえノートを加筆する2.5時間
第13回
【事前】前週分のノートを復習し、「身体活動・運動の必要性」について熟考する1.5時間
【事後】提示資料「運動による健康行動への影響」を参照のうえノートを加筆する2.5時間
第14回
【事前】前週分のノートを復習し、「運動による健康行動への影響」について熟考する1.5時間
【事後】提示資料「エイジングと加齢」を参照のうえノートを加筆する2.5時間
第15回
【事前】前週分のノートを復習し、「エイジングと加齢」について熟考する1.5時間
【事後】提示資料「疾病の予防対策」を参照のうえノートを加筆する2.5時間
課題に対するフィードバックの方法
実施した課題の評価については希望者に開示します。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、毎授業時に実施される課題 ・レポート と 、期末試験（レポート試験） の評価結果に基づ
き総合的に判定 のうえ、 60点以上を合格とし、所定の単位を認定します。
毎授業時に実施される課題 ・レポートを5回以上未提出 、または期末試験（レポート試験）が未提出の場合、
評価の対象とせず、「 K 」評価とします。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

90

毎授業に実施される課題・レポート（90）

1、2、3、4、5

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

10

その他

0

テキスト

テキストは使用しません。

参考書

必要に応じて授業の中に紹介します。

全授業終了後に実施されるレポート試験（10%）

履修条件・他の科目との関連 講義中は積極的に発言し、ノートをとるようにしてください。

ライフサイクルと健康

授業コード

13058901

授業種別

授業科目名

人体の構造と機能

授業担当教員

長野

崇

成績担当教員

長野

崇

開講年次

1年

開講期

実務家教員による授業

講義

前期

単位数

〇

2単位

授業の目的・概要
この講義を通じて、からだの不思議がわかる「解剖生理学」を修得する。講義全体を通し、器官・臓器が特定の
生理学的な機能を果たすように解剖学的に形成されていることを理解する「構造と機能の関係性」を学修する．
また「ホメオスタシス」それぞれの器官系が安定して生命を維持するようにはたらいている「ホメオスタシス」
を学修する．
そしてこの繊細な平衡が乱されたときに、何が起こるかについて理解することで、習熟度を高める．
プロスポーツクラブや地方自治体と協働で、長年にわたり育成年代の科学的トレーニング指導に従事してきた担
当教員の実務経験を元に、「人体の構造と機能」に関する理論を実践との応用を関連づけながら講義を展開す
る．
到達目標
1．各器官系の構造と機能を学び,人体の内部環境の恒常性を維持する営み,生体を防御するしくみ,生命を次代に
繋ぐ生殖等、人間の身体で繰り広げられている生命活動を理解する
2．病気や健康状態を理解する上で必要な人体の構造と仕組みを理解する
3．網羅的に覚えるのではなく、組織的階層的に理解し、他の教科で使用可能な知識を修得する
授業計画
第

1回；ガイダンス
授業の内容・進め方・評価方法の概説
第 2回；免疫系
生体の防御機構：免疫；自己と非自己、リンパ球、胸腺
第 3回；血液
血液の組成と機能
第 4回；内分泌系の構成と機能
内分泌系の構成と機能の理解
第 5回；循環器系の構成と機能１
心臓の構造と機能の理解
第 6回；循環器系の構成と機能２
動脈、静脈、リンパ管の理解
第 7回；呼吸器系の構成と機能
鼻腔から肺胞にいたる呼吸器系の理解
第 8回；消化器系の構成と機能
口腔から肛門に至る消化管の理解と肝臓、膵臓の理解
第 9回；泌尿器系の構成と機能
腎臓、尿管、膀胱、尿道についての理解
第10回；生殖器系の構造と機能
女性生殖器、男性生殖器、受精、胎児の発生の理解
第11回；運動器系の構成と機能１
骨の構造と機能、骨化、骨と骨の結合の理解
機能解剖（上肢・脊柱と胸部・骨盤と下肢）
第12回；運動器系の構成と機能２
筋肉の構造と機能、主な筋肉のはたらき
第13回；神経系の構成と機能１
ニューロン、グリアについて 中枢神経系の理解
第14回；神経系の構成と機能２
末梢神経系の理解
第15回；総括とサマライズ
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
授業（１回につき２時間として計算）と事前事後のあわせて１単位あたり４５時間が必要です。
主体的な準備学習(予習・復習)が求めらる．
各回の講義項目および講義内容を確認し、教科書や参考書、授業内で配布するプリントを参考に準備学習(予習・
復習)を行うこと．
課題に対するフィードバックの方法
Google Class Roomを通じて適宜（得点・コメント）フィードバックする．

人体の構造と機能

成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判断のうえ、60点以上を合格とし所定の単位を認定する．
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

45

授業内で行うサマライズシートへの要約

1，2，3

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

55

最終課題レポート

1，2，3

その他

0

テキスト

配布資料

参考書

公益財団法人健康・体力づくり事業財団健康運動実践指導者養成用テキスト
日本トレーニング指導者協会公認トレーニング指導者テキスト実践編
日本トレーニング指導者協会公認トレーニング指導者テキスト理論編

履修条件・他の科目との関連 スポーツ医学、バイオメカ二クス、健康づくり運動の基礎、運動生理学等との関連がある．
遅刻は3回で欠席1回とみなす．
20分以上の遅刻は欠席．
課題などの未提出および授業の欠席4回以上は評価の対象外．

人体の構造と機能

授業コード

13059001

授業科目名

健康心理学入門

授業担当教員

竹端

佑介

成績担当教員

竹端

佑介

開講年次

1年

授業種別

実務家教員による授業

講義

開講期

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
医療技術等が発展する現代においてもなお私たちの健康は医学の知識や技術だけに頼ることができない。それを
補うのが心理学の分野である。本講義では心理学の観点から心身の関わり方について説明し、健康とは何かにつ
いて総合的に学ぶ。
授業はパワーポイントにて行い、文字情報および静止画・動画の資料などを提示する講義形式となる。
事前学習では授業テーマに関するキーワードを調べ、前週のノートを復習すること、事後学習では授業で提示さ
れた資料や紹介された図書や論文をもとに自身のノートに加筆するなどの主体的な学習が必要となる。
到達目標
1．健康心理学に関する専門用語を説明できる。
2．健康心理学に関する心理学の専門用語を記述できる。
3．心身相関の意味を理解し、説明できる。
4．心身相関の意味を理解し、記述できる。
授業計画
【第 1 回】オリエンテーション：心理学が果たす役割について考える
【第 2 回】健康とストレス：健康とストレスの関係について考える
【第 3 回】こころの病①：映像をもとにこころの病とは何かを考える
【第 4 回】こころの病②：うつ病とは何かを考える
【第 5 回】気分が人の健康を害する？：気分障害について学ぶ
【第 6 回】こころと健康：カウンセリング事例から自身の心身について考える
【第 7 回】睡眠とストレス：自身の睡眠について考える
【第 8 回】笑いとことば：笑いが心身にどのような影響を与えるか考える
【第 9 回】食行動の異常について：現代における摂食障害について考える
【第10回】DVの理解：DV被害について考える
【第11回】児童虐待：児童虐待について考える
【第12回】依存症とは何か？：アルコール依存症を中心に考える
【第13回】災害とストレス①：災害によるPTSDを中心について考える
【第14回】災害とストレス②：災害時における心理機制について学ぶ
【第15回】まとめ：第1～14回をもとに心身相関とは何かを考え、心理学が果たす役割を今一度考える
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
第1回
【事前】授業のシラバスを熟読し、授業構成を理解する。授業を受けるにあたってのノート作り 1.0時間
【事後】オリエンテーション説明内容に基づき、心理学の「種類」について調べ、ノートに加筆する 1.0時間
第2回
【事前】前週分のノートを復習するとともに、「健康」の定義について自分なりに調べ、考えておく 1.5時間
【事後】「引きこもり」の病態について、ノートに加筆する 2.5時間
第3回
【事前】“こころの病”とは何か自分なりに調べ、まとめておく 1.5時間
【事後】厚生労働省ホームページよりこころの病について調べ、ノートに加筆する 2.5時間
第4回
【事前】前週分のノートを復習するとともに、「うつ病」の治療にはどのようなものがあるか自分になりに調
べ、考えておく 1.5時間
【事後】うつ病と関連する文学作品を探し、ノートに加筆する 2.5時間
第5回
【事前】前週分のノートを復習するとともに、気分障害について自分なりに調べ、考えておく 1.5時間
【事後】神経の作りについて今一度まとめるとともに、神経伝達物質の種類をノートに加筆する 2.5時間
第6回
【事前】前週分のノートを復習するとともに、「自己開示」について自分なり調べ、考えておく 1.5時間
【事後】「ジョハリの窓」の特徴について、ノートに加筆する 2.5時間
第7回
【事前】前週分のノートを復習するとともに、自身のストレスにどう対処できるか自分なりに考えておく 1.5時
間
【事後】「睡眠の質」について、ノートに加筆する 2.5時間
第8回
【事前】前週分のノートを復習するとともに、「免疫」について自分なりに調べ、考えておく 1.5時間
【事後】楽しいから「笑う」のか、「笑う」から楽しいのかについて考え、ノートに加筆する 2.5時間
健康心理学入門

第9回
【事前】前週分のノートを復習するとともに、「摂食障害」とは何かを自分なりに調べ、考えておく 1.5時間
【事後】論文「ストレス関連疾患としての摂食障害」を熟読し、ノートに加筆する 3.5時間
第10回
【事前】前週分のノートを復習し、「DV」について自分なりに調べ、考えておく 1.5時間
【事後】「デートDV」白書を調べ、ノートに加筆する 2.5時間
第11回
【事前】前週分のノートを復習し、「虐待」について自分なりに調べ、考えておく 1.5時間
【事後】「世代間伝達」について調べ、ノートに加筆する 2.5時間
第12回
【事前】前週分のノートを復習し、「依存」とは何か調べ、考えておく 1.5時間
【事後】論文「精神科病院におけるアルコール依存症者の治療」を熟読し、ノートに加筆する 2.5時間
第13回
【事前】前週分のノートを復習し、「トラウマ」について自分なりに調べ、考えておく 1.5時間
【事後】災害時における心理的経過について、ノートに加筆する 2.5時間
第14回
【事前】前週分のノートを復習し、「パニック」とは何か自分なりに調べ、考えておく 1.5時間
【事後】災害時における様々な「バイアス」ついて自分なりにノートに加筆する 2.5時間
第15回
【事前】第1回から第14回のノートを復習する 1.5時間
【事後】医療・福祉分野における心理の役割について今一度考え、説明できるようにノートに加筆する 3.5時間
課題に対するフィードバックの方法
実施した課題のフィードバックについては翌週以降の授業あるいは、Google Classroomにて解説や提示をする。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定の上、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
なお、毎授業時に実施する課題について5回以上の未提出 、または定期試験に代わるレポートの未提出がある場
合においては、評価対象外となり、「 K 」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

授業内で提示された各種レポート

1,2,3

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

50

レポート試験

1,2,3,4

その他

0

テキスト

テキストは使用しない。

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 新型コロナウイルス感染症の状況により授業形態やその内容、評価方法が変更される場合がある。

健康心理学入門

授業コード

13100001

授業科目名

社会福祉概論

授業担当教員

藤田

了

成績担当教員

藤田

了

開講年次

1年

授業種別

実務家教員による授業

講義

開講期

後期

単位数

〇

2単位

授業の目的・概要
本講義は、社会で生活している自分自身を含め、我々の今日的な「幸せ」に着目し、「より良い暮らし」の実現
に向けて行われるさまざまな実践について社会福祉の領域から説明する。社会福祉に関連する制度や仕組みにつ
いて、健康の考え方、社会保障と公衆衛生、介護や保育等に関する諸制度について概説する。具体的には、社会
福祉の対象者である高齢者、障がい者、児童、傷病者、低所得者に対するサービスや制度・政策についてフォー
マル・インフォーマルの両側面から説明する。
授業は講義形式が中心であるが、適宜授業の理解を深めるために、DVD等の視聴覚教材の活用、ペアワーク、グ
ループワーク等の演習を行うので主体的に取り組むことが必要である。講義はパワーポイントによる文字情報お
よび静止画・動画の資料などを提示しながらすすめていく。
長年、社会福祉法人等で福祉・介護業界に従事してきた経験をもとに、実務家教員として、福祉・介護などの分
野に興味がある人に対しても、具体的な実践についてイメージができるよう授業を展開する。
到達目標
1．自身が考える「福祉」について自己理解を深め記述することができる。
2．社会生活の中で、「より良い暮らし」が阻害されている要因を説明できる。
3．貧困・低所得者、児童福祉、障がい者福祉、高齢者福祉について説明できる。
4．福祉関係の専門職について説明できる。
授業計画
【第1回】
【第2回】
【第3回】
【第4回】
【第5回】
【第6回】
【第7回】
【第8回】
【第9回】
【第10回】
【第11回】
【第12回】
【第13回】
【第14回】
【第15回】

授業オリエンテーション（授業の進め方、受講ルール）
社会福祉の変遷（日本・イギリス・アメリカ）
貧困・低所得者の福祉
児童福祉：児童福祉関連の制度
児童福祉：児童福祉関連の実践
障がい者福祉：障がい者福祉関連の制度
障がい者福祉：障がい者福祉関連の実践
社会福祉概論前半のまとめ（中間レポート）
高齢者福祉：高齢者福祉関連の制度
高齢者福祉：高齢者福祉関連の実践
介護保険法
権利擁護と成年後見制度
社会福祉関連の専門職
地域包括ケアシステム
社会福祉概論後半のまとめ

事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
第1回
【事前】
【事後】
第2回
【事前】
【事後】
第3回
【事前】
【事後】
第4回
【事前】
【事後】
第5回
【事前】
【事後】
第6回
【事前】
【事後】
第7回
【事前】
【事後】
第8回

授業のシラバスを確認しておく。1.0時間
授業ルールの確認。ノートを準備する。1.0時間
社会福祉に関連する記事やニュースなどを視聴する。1.5時間
「社会福祉の変遷」の資料を参照のうえノートを加筆する。2.5時間
前回のノートを復習し「貧困」について調べる。1.5時間
「社会保障制度」の資料を参照のうえノートを加筆する。2.5時間
自身の地域の保育問題について調べておく。1.5時間
「児童福祉」の資料を参照のうえノートを加筆する。2.5時間
自身の地域の保育所について設置数や概要を調べておく。1.5時間
「児童福祉」の資料を参照のうえノートを加筆する。2.5時間
自身の地域の障がい児・者問題について調べておく。1.5時間
「障がい者福祉」の資料を参照のうえノートを加筆する。2.5時間
自身の地域の障がい者施設について設置数や概要を調べておく。1.5時間
「障がい者福祉」の資料を参照のうえノートを加筆する。2.5時間

社会福祉概論

【事前】
【事後】
第9回
【事前】
【事後】
第10回
【事前】
【事後】
第11回
【事前】
【事後】
第12回
【事前】
【事後】
第13回
【事前】
【事後】
第14回
【事前】
【事後】
第15回
【事前】
【事後】

第2回から第7回のノート、資料を復習する。1.5時間
社会保障、児童福祉、障がい者福祉について説明できるようノートを再加筆する。3.5時間
自身の地域の介護問題について調べておく。1.5時間
「高齢者福祉」の資料を参照のうえノートを加筆する。2.5時間
自身の地域の高齢者施設について設置数や概要を調べておく。1.5時間
「高齢者福祉」の資料を参照のうえノートを加筆する。2.5時間
前回のノートを復習し「訪問介護」と「通所介護」について自分なりに調べる。1.5時間
「介護保険法」の資料を参照のうえノートを加筆する。2.5時間
「社会福祉協議会」の概要について自分なりに調べておく。1.5時間
「権利擁護、成年後見制度」の資料を参照のうえノートを加筆する。2.5時間
社会福祉関連の専門職にはどのようなものがあるか調べておく。1.5時間
「社会福祉関連の専門職」の資料を参照のうえノートを加筆する。2.5時間
前回のノートを復習し「地域包括支援センター」について自分なりに調べる。1.5時間
「地域包括ケアシステム」の資料を参照のうえノートを加筆する。2.5時間
第9回～第14回のノートを復習する。1.5時間
これまで学んだ社会福祉の対象者について説明できるようノートを再加筆する。3.5時間

課題に対するフィードバックの方法
実施した課題について採点した後希望者に点数及び内容を開示する。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、授業内に実施される課題と、定期試験に代わるレポートの評価結果に基づき総合的に判定の
うえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

80

・毎回（第１回、第８回、第15回以外）の授業内で課され
る課題：各5／計12回（60）
・第8回：前半のまとめ（中間レポート）（20）

1、2、3、4

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

定期試験に代わるレポート（20）

1、2、3、4

その他

0

テキスト

テキストは使用せず適宜プリント（資料）を配布する。

参考書

現代社会福祉要説/松井圭三・今井慶宗編著/ふくろう出版/2500+税/ISBN978-4-86186806-1

履修条件・他の科目との関連 ・授業内で配布した資料を用い各自がしっかりと自身の講義ノートを作成することが求められます。
・状況により授業内容の一部および順番を変更する場合があります。

社会福祉概論

授業コード

13059101

授業科目名

人間福祉学

授業担当教員

藤田

了

成績担当教員

藤田

了

開講年次

1年

授業種別

実務家教員による授業

講義

開講期

後期

単位数

〇

2単位

授業の目的・概要
本講義は、社会で生活している自分自身を含め、我々の今日的な「幸せ」に着目し、「より良い暮らし」の実現
に向けて行われるさまざまな実践について社会福祉の領域から説明する。社会福祉に関連する制度や仕組みにつ
いて、健康の考え方、社会保障と公衆衛生、介護や保育等に関する諸制度について概説する。具体的には、社会
福祉の対象者である高齢者、障がい者、児童、傷病者、低所得者に対するサービスや制度・政策についてフォー
マル・インフォーマルの両側面から説明する。
授業は講義形式が中心であるが、適宜授業の理解を深めるために、DVD等の視聴覚教材の活用、ペアワーク、グ
ループワーク等の演習を行うので主体的に取り組むことが必要である。講義はパワーポイントによる文字情報お
よび静止画・動画の資料などを提示しながらすすめていく。
長年、社会福祉法人等で福祉・介護業界に従事してきた経験をもとに、実務家教員として、福祉・介護などの分
野に興味がある人に対しても、具体的な実践についてイメージができるよう授業を展開する。
到達目標
1．自身が考える「福祉」について自己理解を深め記述することができる。
2．社会生活の中で、「より良い暮らし」が阻害されている要因を説明できる。
3．貧困・低所得者、児童福祉、障がい者福祉、高齢者福祉について説明できる。
4．福祉関係の専門職について説明できる。
授業計画
【第1回】
【第2回】
【第3回】
【第4回】
【第5回】
【第6回】
【第7回】
【第8回】
【第9回】
【第10回】
【第11回】
【第12回】
【第13回】
【第14回】
【第15回】

授業オリエンテーション（授業の進め方、受講ルール）
社会福祉の変遷（日本・イギリス・アメリカ）
貧困・低所得者の福祉
児童福祉：児童福祉関連の制度
児童福祉：児童福祉関連の実践
障がい者福祉：障がい者福祉関連の制度
障がい者福祉：障がい者福祉関連の実践
社会福祉概論前半のまとめ（中間レポート）
高齢者福祉：高齢者福祉関連の制度
高齢者福祉：高齢者福祉関連の実践
介護保険法
権利擁護と成年後見制度
社会福祉関連の専門職
地域包括ケアシステム
社会福祉概論後半のまとめ

事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
第1回
【事前】
【事後】
第2回
【事前】
【事後】
第3回
【事前】
【事後】
第4回
【事前】
【事後】
第5回
【事前】
【事後】
第6回
【事前】
【事後】
第7回
【事前】
【事後】
第8回

授業のシラバスを確認しておく。1.0時間
授業ルールの確認。ノートを準備する。1.0時間
社会福祉に関連する記事やニュースなどを視聴する。1.5時間
「社会福祉の変遷」の資料を参照のうえノートを加筆する。2.5時間
前回のノートを復習し「貧困」について調べる。1.5時間
「社会保障制度」の資料を参照のうえノートを加筆する。2.5時間
自身の地域の保育問題について調べておく。1.5時間
「児童福祉」の資料を参照のうえノートを加筆する。2.5時間
自身の地域の保育所について設置数や概要を調べておく。1.5時間
「児童福祉」の資料を参照のうえノートを加筆する。2.5時間
自身の地域の障がい児・者問題について調べておく。1.5時間
「障がい者福祉」の資料を参照のうえノートを加筆する。2.5時間
自身の地域の障がい者施設について設置数や概要を調べておく。1.5時間
「障がい者福祉」の資料を参照のうえノートを加筆する。2.5時間

人間福祉学

【事前】
【事後】
第9回
【事前】
【事後】
第10回
【事前】
【事後】
第11回
【事前】
【事後】
第12回
【事前】
【事後】
第13回
【事前】
【事後】
第14回
【事前】
【事後】
第15回
【事前】
【事後】

第2回から第7回のノート、資料を復習する。1.5時間
社会保障、児童福祉、障がい者福祉について説明できるようノートを再加筆する。3.5時間
自身の地域の介護問題について調べておく。1.5時間
「高齢者福祉」の資料を参照のうえノートを加筆する。2.5時間
自身の地域の高齢者施設について設置数や概要を調べておく。1.5時間
「高齢者福祉」の資料を参照のうえノートを加筆する。2.5時間
前回のノートを復習し「訪問介護」と「通所介護」について自分なりに調べる。1.5時間
「介護保険法」の資料を参照のうえノートを加筆する。2.5時間
「社会福祉協議会」の概要について自分なりに調べておく。1.5時間
「権利擁護、成年後見制度」の資料を参照のうえノートを加筆する。2.5時間
社会福祉関連の専門職にはどのようなものがあるか調べておく。1.5時間
「社会福祉関連の専門職」の資料を参照のうえノートを加筆する。2.5時間
前回のノートを復習し「地域包括支援センター」について自分なりに調べる。1.5時間
「地域包括ケアシステム」の資料を参照のうえノートを加筆する。2.5時間
第9回～第14回のノートを復習する。1.5時間
これまで学んだ社会福祉の対象者について説明できるようノートを再加筆する。3.5時間

課題に対するフィードバックの方法
実施した課題について採点した後希望者に点数及び内容を開示する。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、授業内に実施される課題と、定期試験に代わるレポートの評価結果に基づき総合的に判定の
うえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

80

・毎回（第１回、第８回、第15回以外）の授業内で課され
る課題：各5／計12回（60）
・第8回：前半のまとめ（中間レポート）（20）

1、2、3、4

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

定期試験に代わるレポート（20）

1、2、3、4

その他

0

テキスト

テキストは使用せず適宜プリント（資料）を配布する。

参考書

現代社会福祉要説/松井圭三・今井慶宗編著/ふくろう出版/2500+税/ISBN978-4-86186806-1

履修条件・他の科目との関連 ・授業内で配布した資料を用い各自がしっかりと自身の講義ノートを作成することが求められます。
・状況により授業内容の一部および順番を変更する場合があります。

人間福祉学

授業コード

13067501

授業種別

授業科目名

健康情報処理演習

授業担当教員

石川

高行

成績担当教員

石川

高行

開講年次

2年

実務家教員による授業

演習

開講期

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
統計処理は、コンピュータが扱えるだけでそれなりの処理結果が得られるように見られるが、表面的にしか理解
していないと、筋違いの処理をして全く役に立たない結果を振り回すことになる。そのため、統計学を学ぶ際
は、その本質を理解することと、コンピュータなどを使って実際に統計処理できる技能を身につけることの、2点
が重要となる。
教科書は独学できるほど分かりやすいものを採用したので、これを読んだ上で、「こういったデータはどうい
う統計処理をするとよいか」が判断できることを目指す。
到達目標
1.
2.
3.
4.

標準偏差が計算できる
偏差値が計算できる
簡単な検定ができる
既に存在する情報について、どのような統計処理をするとよいか、判断できる

授業計画
この科目は、遠隔授業であるため、授業時間外に内容を先取りしてどんどん進んでいってもよい。URL は初回授
業日に送信する。
1. 授業案内
2. Excel の基本操作
3. 度数分布表
4. 平均値
5. 標準偏差
6. 基準化と基準値
7. 偏差値
8. 正規分布
9. 各種分布、他
10. 相関係数
11. 検定 (1)
12. 検定 (2)
13. 検定 (3)
14. 検定 (4)
15. 検定 (5)、まとめ
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
標準的な学生であれば復習を含めて90時間で終了できる分量を想定している。
教科書に沿った内容の課題は比較的時間がかからないが、教科書の方法を用いて独自の統計処理をする課題は、
完全に正解するまで取り組む必要があるため、それなりに時間がかかることが見込まれる。
課題に対するフィードバックの方法
Moodle における自動採点機能を全面的に利用する。自分自身の力で正解が導けるまで何度でも挑戦できるので、
分かるまで頑張ること。
教員へ質問する際は、e-mail にパソコンの画面を貼り付けて科目担当教員へ送ること。
成績評価の方法・基準（方針）
下記の通り、通常課題と最終課題合わせて 100% で評価するが、それぞれの課題には締切が設定されているた
め、本来の授業日を大きく過ぎてから課題に取り組もうとしても取り組めないものがある。つまり、課題への挑
戦頻度が授業参加頻度を兼ねて成績となる。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

90

自動採点課題 (90)

1., 2., 3.

授業外での評価

0
健康情報処理演習

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

10

その他

0

テキスト

高橋 信 著『マンガでわかる統計学』(オーム社, 2004年, ISBN:978-4-274-06570-5, 税別2000円)
https://www.ohmsha.co.jp/book/9784274065705/

参考書

なし。

10

1., 2., 3.

履修条件・他の科目との関連 科目担当教員とのやりとりには e-mail を使うため、普段から e-mail を1日1回は読んでおくこと。
e-mail で質問する際は、自分が困っている場面を写真に撮るかスクリーンショットに撮って e-mail
に添付すること。
一部、携帯電話だけでも取り組める課題があるが、全ての課題に取り組むには MS-Excel が必須
である。
MS-Excel 上の簡単な関数や絶対指定・相対指定については、自分自身で習熟しておくこと。
MS-Excel を扱う授業を履修済みであることが望ましいが、必要条件ではない。

健康情報処理演習

授業コード

13062001

授業種別

授業科目名

生命倫理学

授業担当教員

柴嵜

雅子

成績担当教員

柴嵜

雅子

開講年次

カリキュラムによる

開講期

実務家教員による授業

講義

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
この授業の第一の目的は、人工妊娠中絶、安楽死といった生命倫理学の主要な問題について理解し、自分なりの
考えを作り上げることである。こうした問題は国や地域によって、常識や法律が異なることも少なくない。視野
を広げて深く考察できるようにするために、世界の状況も踏まえて概説する。
この授業の第二の目的は、思考力、日本語の読解力・表現力、自己管理力といったスキルを高めることであ
る。そのため、毎回、3つの記述式の問いに解答することを求める。
到達目標
①生命倫理学に関する文章やデータを正確に理解できる。
②生命倫理学に関する他者の主張に対して、自分自身の考えを作ることができる。
③生命倫理学の問題について、自分自身の考えを的確な日本語で表現できる。
授業計画
【第1回】オリエンテーション 国による「人の命」の格差
【第2回】生命倫理の二つの原理 ―「生命の神聖性」と「生命の質（ＱＯＬ）］
【第3回】人工妊娠中絶（欧米）
【第4回】人工妊娠中絶（日本）
【第5回】生殖補助医療
【第6回】ダウン症の出生前診断
【第7回】病気の遺伝
【第8回】「障害者」の問題
【第9回】脳死移植
【第10回】生体移植
【第11回】輸血の問題点と献血
【第12回】動物の生命
【第13回】自殺
【第14回】安楽死
【第15回】個人の生命と共同体の存続
この授業はGoogle Classroomを介してオンデマンド方式で実施する。
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
第1回
【事前】シラバスをよく読んで、学習計画を立てる。0.5時間
【事後】第1回の「一歩進んだ学びのためのキーワード」と参考図書を調べる。3時間
第2回～第15回
【事後】提出した課題に対するコメントを確認する。「前回の振り返り」を読み、自分の解答と模範解答とを比
較して改善点を考える。１時間
その回の「一歩進んだ学びのためのキーワード」と参考図書を調べる。３時間
＊定期試験に代わるレポートを仕上げる

２時間

課題に対するフィードバックの方法
毎回の課題の点数、および加点・減点理由を、Google Classroomの公開限定コメント欄で知らせる。
成績評価の方法・基準（方針）
毎回の授業課題と定期試験に代わるレポートに基づき評価する。正当な理由がなく毎回の課題を6回以上、期限ま
でに提出しなかった場合は、「Ｋ」評価で不合格となる。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

90

毎回の授業で出される課題〈15回×6〉

①②③

授業外での評価

0

生命倫理学

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

10

その他

0

テキスト

テキストは使用しない。

参考書

毎回の授業で指示する。

レポート

①②③

履修条件・他の科目との関連 共通基礎科目（基礎教育科目）の「人間学」と関連している。

生命倫理学

授業コード

13062101

授業科目名

健康と環境

授業担当教員

眞鍋

昇

成績担当教員

眞鍋

昇

開講年次

2年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

講義

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
人間が健康を維持して幸せに暮らし続けるためは、生活をとりまく様々な環境を適切に整えることが大切です。
この講義では、環境に関する最新の自然科学的知識を身につけるために「環境が人間に及ぼす影響」と「人間が
環境に及ぼす影響」について具体的な事例をあげながら説明します。特に、講義を通して、地球規模で大きな問
題となっている地球温暖化のメカニズム、軽減策や再生エネルギーの利用などを詳述します。授業を通じて、人
間を取り巻く環境の問題点について情報を集め、理解し、考察して将来健康に暮らしてくために欠かせない基盤
的知識とスキルを身につけます。
到達目標
１） 地球規模で進行している地球温暖化や環境の劣化が人間の健康およぼす影響について、科学的かつ具体的に
実例をあげながら説明できるようになります。
２） 地球規模で問題化している人口増加と食料危機、水の不足、エネルギーと資源の枯渇などについて、科学的
かつ具体的に実例をあげながら説明できるようになります。
３） 地球の長い歴史のなかで繰り返されてきた生物の絶滅と産業革命がはじまってから急激に進行している生物
の絶滅について、科学的かつ具体的に実例をあげながら説明できるようになります。
４） 将来、健康に暮らし続けるために欠かすことができない環境問題についての知識を身に着けて、それに対応
する様々なスキルを身につけて的確かつ具体的に実例をあげながら説明できるようになります。
授業計画
第１回 講義のオリエンテーション：人間の健康と環境に関するイントロダクション。
第２回 気候変動と地球温暖化（１）：地球の長い歴史のなかで繰り返されてきた機構変動について解説し、地
球温暖化のメカニズムについて説明します。
第３回 気候変動と地球温暖化（２）：地球温暖化の軽減策や再生エネルギーの利用について説明します。
第４回 気候変動と地球温暖化（３）：地球規模での取り組み（気候変動枠組条約・締約国会議・Conference
of the Parties：ＣＯＰ）などについて説明します。
第５回 大気や水の汚染：地球規模で進行している環境汚染について説明しし、それが人間におよぼす影響につ
いて考察します。
第６回 生物の絶滅（１）：地球の長い歴史のなかで繰り返されてきた生物の絶滅について解説します。
第７回 生物の絶滅（２）：産業革命がはじまって以降の生物の絶滅について解説し、それが人間におよぼす影
響について考察します。
第８回 前半のまとめと復習（中試験）
第９回 食料危機（１）：人間が発明した農業の歴史とそれによってもたらされた人口増加について説明しま
す。
第１０回 食料危機（２）：２０世紀以降の爆発的人口増加と食糧生産の増加との関係について説明します。
第１１回 食料危機（３）：食料を増産する方法とそれを阻害する要因について説明し、食料供給の未来につい
て考察します。
第１２回 水の利用と砂漠化：地球規模で進行している水不足について説明し、それが人間におよぼす影響につ
いて考察します。
第１３回 エネルギーと資源の枯渇：地球規模で進行しているエネルギーと資源の枯渇について説明し、それが
人間におよぼす影響について考察します。
第１４回 防災の科学：人間が経験してきた災害の歴史と対策について説明します。
第１５回 後半のまとめと復習
第１６回 期末試験
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
この授業はオンライン形式でおこなうので受動的学習となり、アクティヴラーニングの要素を含みませんが、事
前に積極的に教科書、参考書の講読やオンラインを通じて配布する講義用のパワーポイントのpdfの精読、イン
ターネット検索などによる基礎的知識を身につけたうえで受講することなどが必要です（１．５時間の事前学
習）。事後に講義ノートを整理しながら復習すること、および受講レポートの作成やレポート試験に解答するこ
となどが必須です（２．５時間の事後学習）。
課題に対するフィードバックの方法
試験などを実施する場合を除いて、授業毎に「講義の概要」と「講義をうけて新たに分かったことや自分で考え
たこと、質問したかったことなど」などを記述した受講レポートを実施します。質問があった場合には適時講義
中に説明します。「前半のまとめと復習」において実施する中試験や期末試験などを介して自己評価と復習を即
します。

健康と環境

成績評価の方法・基準（方針）
下記のように、受講の平常点（受講レポートの提出）と授業内試験として実施する中試験（レポート形式）およ
び期末試験（レポート形式）によって成績を総合的に評価します。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

授業内での評価

70

授業内試験として「前半のまとめと復習」の際に中試験（レ １，２，３，４
ポート試験）を行います。教員が提示した課題に対するレ
ポートを提出してください・２０%
受講毎の平常点として受講後に提出する受講レポートの
内容を評価します・５０％

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

30

その他

0

テキスト

「文系のための環境科学入門新版」・藤倉良ら著・有斐閣・ISBN：978-4-641-17423-8
別途、オンラインを通じて授業毎に講義用のパワーポイントのpdfを配布します。

参考書

「トコトンやさしい環境汚染の本」・大岩敏男ら著・日刊工業新聞社・ISBN：978-4-526-07300-7
「健康と環境の科学：人類の明るい未来を目指して」・三浦悌ら著・南山堂・ISBN：978-4-52561101-9
上記の他に参考資料などを必要に応じて授業の中で紹介します。

期末試験を終講後に実施します。教員が提示する課題
に対するレポートの内容を評価します：３０％

評価対象となる到達目標

１，２，３，４

履修条件・他の科目との関連 テキストと参考書およびオンラインを通じて配布する講義用のパワーポイントのpdfなどを用いて予習・
復習を行って受講してください。講義に際しては、各自がしっかりと自分自身の講義ノートを作成する
ことが求められます。
・状況により授業内容の一部および順番を変更する場合があります。
・受講レポート、授業内試験（中試験・レポート試験）、レポート形式の定期試験などは締切期限ま
でに必ず提出してください。提出が遅れた場合は評価しません。

健康と環境

授業コード

13020501

授業種別

授業科目名

健康産業論

授業担当教員

高山

昌子

成績担当教員

高山

昌子

開講年次

カリキュラムによる

開講期

実務家教員による授業

講義

単位数

前期

－

2単位

授業の目的・概要
健康産業を人間生活の健康維持、増進に積極的に貢献する産業として広義の意味でとらえ、健康産業の仕組みや
動向を解説する。
また、関連企業で働く外部講師による講義を行う。
ポスター発表によるプレゼンテーションを行い、プレゼンテーション力を高め知識を広げる。
到達目標
1.健康産業に関する様々な分野を説明することができる。
2.日本社会における健康産業にかかわる課題について考えることができる。
3.テーマについて調べ、wordを用いてポスターを作成することができる。
授業計画
この授業は、対面授業となります。
第１回 オリエンテーション 授業の概要と受講の心構えについて
第２回 健康産業の仕組みを学ぶ
第３回 健康産業の動向（１）健康ビジネス・業界のトレンドを学ぶ
第４回 健康産業の動向（２）健康ビジネス・業界の行方を学ぶ
第５回 健康産業の行方（１）健康ビジネスの市場を学ぶ
第６回 健康産業の行方（２）健康ビジネスの市場と行を学ぶ
第７回 健康産業の行方（３）健康ビジネスにおける社会貢献について学ぶ
第８回 健康産業の行方（４）健康ビジネスにおける社会貢献について学ぶ
第９回 健康産業（１）健康関連企業を紹介する
第10回 健康産業（２）健康関連企業を紹介する
第11回 プレゼンテーションの説明 プレゼンテーション（発表）の説明を行う
第12回 プレゼンテーション（１）ポスター発表を行い、健康関連産業に関する知識を広げる
第13回 プレゼンテーション（２）ポスター発表を行い、健康関連産業に関する知識を広げる。
第14回 プレゼンテーション（３）ポスター発表を行い、健康関連産業に関する知識を広げる
第15回 プレゼンテーション（４）ポスター発表を行い、健康関連産業に関する知識を広げる
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
第１回
【事前】
【事後】
第２回
【事前】
【事後】
第３回
【事前】
【事後】
第４回
【事前】
【事後】
第５回
【事前】
【事後】
第６回
【事前】
【事後】
第７回
【事前】
【事後】
第８回
【事前】
【事後】
第９回
【事前】
【事後】
第10回

シラバスを確認しておく 1.0時間
授業時の説明内容に基づき、課題に取り組む

2.5時間

身近な物（こと）消費からどのようなものがあるのかを列挙する
提示資料を参照のうえ、ノートを作成する 2.5時間

1.5時間

健康に関する企業の業務内容を調べておく 1.5時間
新聞やインターネットを活用して、「健康」に関する記事を読み、内容をまとめる
「身体」の健康に関する企業とその面となる事業について列挙する
授業時に提示された課題に取り組む 2.5時間

2.5時間

1.5時間

「食」の健康に関する企業とそのメインとなる事業について列挙する
授業時に提示された課題に取り組む 2.5時間
「食」の健康に関する企業とそのメインとなる事業について列挙する
授業時に提示された課題に取り組む 2.5時間
世界規模に視点を移し、問題となっていることを調べて列挙する 1.5時間
企業による社会貢献についてどのような内容を行なっているのかをまとめる

2.5時間

「身体」分野、「食」分野、「心理」分野における企業の社会貢献について調べる
「社会貢献」についての課題に取り組む 2.5時間

1.5時間

「食」の分野についての企業を選び、列挙する 1.5時間
「食」の分野の企業について調べておく 2.5時間

健康産業論

【事前】
【事後】
第11回
【事前】
【事後】
第12回
【事前】
【事後】
第13回
【事前】
【事後】
第１4回
【事前】
【事後】
第１5回
【事前】
【事後】

「カゴメ株式会社」の業務内容を調べる 1.5時間
健康産業ビジネスの視点から、カゴメ株式会社についてレポートを作成する

2.5時間

「カゴメ株式会社」への質問を列挙する 1.5時間
外部講師の講演より、健康産業ビジネス、企業における社会貢献についてまとめる
ポスター作成のため、Wordの操作について復習しておく
ポスター発表用の企業ポスターを作成する 2.5時間

1.5時間

ポスター発表のための資料を企業のホームページや市場調査などを参考に準備する
ポスター発表用の原稿を作成する 2.5時間
３分発表の原稿を作成する 1.5時間
発表者に対してのコメント、発表しての振り返りを作成する
発表資料を整理しておく 1.5時間
提出課題等について最終確認をしておく

2.5時間

1.5時間

2.5時間

2.5時間

課題に対するフィードバックの方法
授業内課題や提出課題等は後日、学生に返却をする。
成績評価の方法・基準（方針）
提出された課題、プレゼンテーションを総合的に評価する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

80

授業内で課される簡易課題(25%)、発表(55%)

1,2,3

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

レポート(20)

1,2,3

その他

0

テキスト

使用しません

参考書

必要に応じて適宜配布します。資料はGoogle classroomよりダウンロードしてください。

履修条件・他の科目との関連 受講態度が悪い学生（私語等の注意・指導に従わないなど）には、履修を取消していただきます。
5回以上の欠席は単位認定ができません。
状況により、講義内容が一部変更することがあります。

健康産業論

授業コード

13018002

授業種別

授業科目名

衛生・公衆衛生学

授業担当教員

西岡

ゆかり

成績担当教員

西岡

ゆかり

開講年次

カリキュラムによる

開講期

実務家教員による授業

講義

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
現代の日本は,高齢化・長寿化に伴い生活習慣病や老化に伴う身体機能の低下といった健康問題に直面している。
また,新興感染症の脅威にもさらされている。この講義では,健康と社会的要因との関連について,疾病の現状・感
染症とその予防・平均寿命と健康寿命などについて具体的に学び,健康寿命延伸・感染症予防のために必要な知識
を身につけると共に,衛生・公衆衛生学的な行動が取れるようになることを目指す。
到達目標
1．人口構成や疾病構造の変化と現状の課題を理解し,説明できる
2．環境や生活習慣が健康に与える影響を理解し,説明することが出来る
3．感染症予防に必要な基礎知識を身につけ,衛生・公衆衛生学的な立場での簡単な指導が出来る。
授業計画
★この授業は、リアルタイムの遠隔授業となります。時間割配当時間に出席して下さい。
【第１回】
衛生学と公衆衛生学の違いについて学ぶ
【第２回】
感染症の歴史と予防対策について学ぶ
【第３回】
新興感染症,再興感染症に付いて学び,予防対策について考える
【第４回】
現代における感染症の脅威（薬剤耐性病原体や新興感染症など）と,予防について学ぶ
【第５回】
公害の種類,職業病について学び,労働者の健康問題について考える
【第６回】
現代社会と人口問題（少子化や慢性疾患の増加など,先進国が抱える問題）について学ぶ
【第７回】
水分補給（熱中症などの予防に対する水分補給の重要性）について学ぶ
【第８回】
生活習慣病に関する基礎知識（生活習慣・食習慣など）と判定方法について学ぶ
【第９回】
生活習慣とメタボリックシンドローム（メタボリックシンドロームの予防改善のための食事と運動）について学
ぶ
【第１０回】
肥満の定義,問題点,減量方法について学ぶ
【第１１回】
日本人の健康上望ましいPFC比,BMIについて学ぶ
【第１２回】
自分に必要な食事量を求める方法について学ぶ
【第１３回】
ライフステージ別の食事の摂り方・注意点などについて学ぶ
【第１４回】
食をめぐる問題（健康食品・サプリメントなど）を取り上げ,健康との関連を通じて食育の意味について考える
【第１５回】
授業のまとめ（授業内容全体の振り返り）をおこない,要点の再確認を行う
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
授業（１回につき２時間として計算）と事前事後のあわせて１単位あたり４５時間が必要です。
１．授業1回あたり,あわせて４時間の事前事後学習を行うこと（授業15回で60時間）
２．授業内容の理解を進めるために,感染症や労働災害などに関する新聞記事やニュースに目を通しておくこと
３．内容に関する質問や疑問はGoogle ClassroomやOIUメールを利用して,積極的に行うこと
課題に対するフィードバックの方法
提出された課題やレポートは,内容を確認後授業内またはGoogle Classroomを用いてフィードバックを行う 。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点以 上を合格とし、所定の単位を認定する
衛生・公衆衛生学

成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

60

毎回の授業内課題の提出

1・2・3

授業外での評価

20

授業期間2回のレポート

1・2

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

レポート試験

1・2・3

その他

0

テキスト

テキストは使用しない。適宜資料の提示を行う。

参考書

必要に応じ授業内で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 ・授業内課題は必ず提出すること

衛生・公衆衛生学

授業コード

13016001

授業種別

授業科目名

運動生理学

授業担当教員

長野

崇

成績担当教員

長野

崇

開講年次

カリキュラムによる

開講期

実務家教員による授業

講義

前期

単位数

〇

2単位

授業の目的・概要
生理学とは、生きることの理（ことわり）である。すなわち身体が勝手に反応する原理を学ぶことに繋がる。
｢運動と身体｣について学ぶ最も基本的な学問分野であることから、身体活動や運動、更にはスポーツ実施時の一
過性生体反応や、継続的トレーニングによる身体機能の適応や変化について学修する。
担当教員が長年にわたり、プロスポーツクラブや地方自治体との協働において、育成年代の科学的トレーニング
指導に従事してきた実務経験を元に、「運動生理学」に関する理論を実践への応用を関連づけながら講義を展開
する。
到達目標
1．筋線維の収縮特性および筋収縮のエネルギー供給機構を理解する
2．筋の収縮特性と筋力との関係を理解し、トレーニングによる筋力増加を理解する
3．最大酸素摂取量及び無酸素性作業閾値を理解する
授業計画
第

1回；ガイダンス
授業の内容・進め方・評価方法の概説
第 2回；運動の発現
脳神経系の分類／不随運動と随意運動／運動単位と力の発揮
第 3回；骨格筋収縮の神経系による収縮と仕組みおよびエネルギー供給機構
骨格筋の構造・メカニズム・収縮のためのエネルギー
第 4回；筋の収縮様式と筋力との関係
赤筋と白筋、遅筋と速筋／筋線維タイプの分類方法／タイプⅠ線維とタイプⅡ線維
SO線維、FOG線維、FG線維
第 5回；トレーニングによる筋力の増加
短距離選手とマラソン選手の筋線維／筋線維タイプの決定
筋収縮の様式と筋力／筋肥大トレーニング
第 6回；運動時の呼吸循環系の役割①
呼吸器の働きと構造／血液循環経路／心臓の働きと構造／血管の役割と構造
第 7回；運動時の呼吸循環系の役割②
運動時の呼吸の変化・心拍数の変化・１回拍出量の変化・心拍出量の変化・血圧の変化
第 8回；最大酸素摂取量・無酸素性作業閾値①
無酸素性閾値／最大酸素摂取量／酸素借と酸素負債
第 9回；最大酸素摂取量・無酸素性作業閾値②
持久的トレーニングと呼吸系・心臓・血管の適応
第10回；運動に対する血液・体液が果たす役割
体液の分類と役割／血液における物質運搬／血液による免疫作用
第11回；体力・基礎的動作の発達
有酸素性体力・筋力・基礎的動作スキルの発達
第12回；加齢と体力の発達
成人以降の加齢に伴う体力・運動能力の低下
第13回；体力に影響を及ぼす先天的要因と後天的要因
体力に影響を及ぼす先天的要因（遺伝）と後天的要因（運動実践の効果）
第14回；運動と生活習慣病
生活習慣病とは／生活習慣病の特徴／運動処方の実践
第15回；総括とサマライズ
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
授業（１回につき２時間として計算）と事前事後のあわせて１単位あたり４５時間が必要です。
主体的な準備学習(予習・復習)が求めらる．
各回の講義項目および講義内容を確認し、教科書や参考書、授業内で配布するプリントを参考に準備学習(予習・
復習)を行うこと．
課題に対するフィードバックの方法
Google Class Roomを通じて適宜（得点・コメント）フィードバックする．
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判断のうえ、60点以上を合格とし所定の単位を認定する．
運動生理学

成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

45

授業内で行うサマライズシートへの要約

1，2，3

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

55

最終課題レポート

1，2，3

その他

0

テキスト

配布資料

参考書

公益財団法人健康・体力づくり事業財団健康運動実践指導者養成用テキスト
日本トレーニング指導者協会公認トレーニング指導者テキスト実践編
日本トレーニング指導者協会公認トレーニング指導者テキスト理論編

履修条件・他の科目との関連 スポーツ医学、バイオメカ二クス、健康づくり運動の基礎等との関連がある．
遅刻は3回で欠席1回とみなす．
20分以上の遅刻は欠席．
課題などの未提出および授業の欠席4回以上は評価の対象外．

運動生理学

授業コード

13008401

授業種別

授業科目名

バイオメカニクス

授業担当教員

岸本

恵一

成績担当教員

岸本

恵一

開講年次

2年

開講期

実務家教員による授業

講義

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
バイオメカニクスの理解は運動機能の向上やハイパフォーマンスの発揮、無理のない動きや正確な動作を理解す
る上で重要となる。またスポーツ傷害を考察する上でも必要不可欠な学問である。本講義では機能解剖学とバイ
オメカニクスを実践的な立場から捉え、各種運動での活用が可能となるように授業展開していく。またバイオメ
カニクス的知識に基づいた各種の運動プログラムの作成が出来るよう学習を深めていく。
到達目標
１．バイオメカニクスの基本的概念について理解することが出来る。
２．効率的な身体運動やスポーツ動作、各種の外傷・障害を考える際の基礎知識を学ぶことが出来る。
３．バイオメカニクス的知識を応用した、安全かつ効率的な運動プログラムが作成できる。
授業計画
【第1回】
テーマ：バイオメカニクスを学ぶにあたって
内容・方法：運動器系を中心とした系統および機能解剖学の確認
【第2回】
テーマ：バイオメカニクスの基礎知識1
内容・方法：バイオメカニクスにおける力学的基礎
【第3回】
テーマ：バイオメカニクスの基礎知識2
内容・方法：力学的エネルギーとは
【第4回】
テーマ：足関節の機能解剖学とバイオメカニクス
内容・方法：足関節の局所解剖学と動きのメカニズム
【第5回】
テーマ：膝関節の機能解剖学とバイオメカニクス
内容・方法：膝靱帯損傷のバイオメカニクスと予防対策
【第6回】
テーマ：股関節・骨盤周囲の機能解剖学とバイオメカニクス
内容・方法：キック動作のバイオメカニクス
【第7回】
テーマ：下肢運動連鎖
内容・方法：下肢運動におけるバイオメカニクスの応用
【第8回】
テーマ：体幹部の機能解剖学とバイオメカニクス１
内容・方法：脊柱（頚椎・胸椎・腰椎）及び胸郭の機能とバイオメカニクス
【第9回】
テーマ：体幹部の機能解剖学とバイオメカニクス２
内容・方法：「腰部痛」に対するバイオメカニクス的考察
【第10回】
テーマ：上肢帯の機能解剖とバイオメカニクス-肩関節複合体内容・方法：投球動作のバイオメカニクス
【第11回】
テーマ：上肢帯の機能解剖とバイオメカニクス-肘関節及び前腕部内容：方法：グリップ動作などに関するバイオメカニクス
【第12回】
テーマ：オーバーヘッドスポーツ
内容・方法：投球動作以外のオーバーヘッドスポーツにおけるバイオメカニクス
【第13回】
テーマ：球技のバイオメカニクス
内容・方法：パフォーマンス向上、傷害予防のためのバイオメカニクスの応用
【第14回】
テーマ：レジスタンストレーニングとバイオメカニクスの関係
内容・方法：バイオメカニクスの応用によるレジスタンストレーニングとは
【第15回】
テーマ：スポーツ現場におけるバイオメカニクスとは
内容・方法：バイオメカニクスの臨床応用と限界
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
バイオメカニクス

【第1回】
事前学習課題：1年次開講科目の人体の構造と機能について復習しておく
事後学習課題：講義の内容をまとめ、不明な点については次回授業時に質問できるようにしておく
【第2回】
事前学習課題：バイオメカニクスに関して、参考図書の当該部分をまとめておく
事後学習課題：講義の内容をまとめ、不明な点については次回授業時に質問できるようにしておく
【第3回】
事前学習課題：力学的エネルギーに関して、参考図書の当該部分をまとめておく
事後学習課題：講義の内容をまとめ、不明な点については次回授業時に質問できるようにしておく
【第4回】
事前学習課題：足関節の骨・関節・筋について調べておく
事後学習課題：講義の内容をまとめ、不明な点については次回授業時に質問できるようにしておく
【第5回】
事前学習課題：膝関節の局所解剖学について調べておく
事後学習課題：講義の内容をまとめ、不明な点については次回授業時に質問できるようにしておく
【第6回】
事前学習課題：股関節の局所解剖学について調べておく
事後学習課題：講義の内容をまとめ、不明な点については次回授業時に質問できるようにしておく
【第7回】
事前学習課題：足・膝・股関節のバイオメカニクスについて復習しておく
事後学習課題：講義の内容をまとめ、不明な点については次回授業時に質問できるようにしておく
【第8回】
事前学習課題：頚椎・胸椎・腰椎の特徴について調べておく
事後学習課題：講義の内容をまとめ、不明な点については次回授業時に質問できるようにしておく
【第9回】
事前学習課題：前回授業時配布資料を復習しておく
事後学習課題：講義の内容をまとめ、不明な点については次回授業時に質問できるようにしておく
【第10回】
事前学習課題：肩関節複合体の局所解剖学について調べておく
事後学習課題：講義の内容をまとめ、不明な点については次回授業時に質問できるようにしておく
【第11回】
事前学習課題：肘・手関節および手指の局所解剖学について調べておく
事後学習課題：講義の内容をまとめ、不明な点については次回授業時に質問できるようにしておく
【第12回】
事前学習課題：オーバーヘッドスポーツの特徴について調べておく
事後学習課題：講義の内容をまとめ、不明な点については次回授業時に質問できるようにしておく
【第13回】
事前学習課題：最も興味のある球技についてその競技特性を調べておく
事後学習課題：講義の内容をまとめ、不明な点については次回授業時に質問できるようにしておく
【第14回】
事前学習課題：各種レジスタンストレーニングの方法について調べておく
事後学習課題：講義の内容をまとめ、不明な点については次回授業時に質問できるようにしておく
【第15回】
事前学習課題：これまでの全配布資料を復習し、疑問などについてまとめておく
事後学習課題：これまでの配布資料をまとめ直す
課題に対するフィードバックの方法
授業中に課した発表や課題に対しては、本人の希望があれば翌週以降に評価を開示することが可能である。
成績評価の方法・基準（方針）
・総授業回数に対して3分の1以上欠席した場合は評価対象外とする場合がある。
・授業開始時刻より5分以上の遅刻、教員の許可なく途中退室した場合は減点対象とする。
・以下に示すとおり、授業期間中に実施されるレポート課題や確認テスト、および定期試験に代わるレポート等
の評価結果に基づき総合的に判定する。
・総合判定で60点以上を対象に、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

40

授業内で課され課題に対して、内容を理解し、論理的に
考察した上で、適切にまとめられているかを評価する。

１,２,３

授業外での評価

30

複数回の課題レポートおよび確認テストにて評価する。

１,２

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

30

課され設問に対して、内容を適切かつ合理的に理解し、
論理的に考察されているかを評価する。

１,２,３

その他

0

テキスト

テキストは使用しない。
適宜授業内にプリントを配布する。

バイオメカニクス

参考書

『トレーニング指導者テキスト［理論編］』NPO法人日本トレーニング指導者協会 編著,
大修館書店, 2,800円＋税, ISBN978-4-469-26755-6
『健康運動実践指導者養成用テキスト』公益財団法人健康・体力づくり事業財団,南江堂
『健康運動指導士養成講習会テキスト』公益財団法人健康・体力づくり事業財団,南江堂

履修条件・他の科目との関連 出席の不正に関しては厳正に対処する。

バイオメカニクス

授業種別

実務家教員による授業

授業コード

13050201

授業科目名

健康づくりの運動Ⅰ （ウォーキングとジョギング）

授業担当教員

倉益

弥生

成績担当教員

倉益

弥生

開講年次

カリキュラムによる

開講期

実技

後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
健康の保持・増進ならびに生活習慣病の予防という観点から、運動の基本動作である「歩く」、「走る」につい
て学習する。ウォーキングおよびジョギングでは基本姿勢ならびにそれぞれの特徴と効果について理解する。ま
た、速さの異なったウォーキング運動を行い、性差、年齢差、体力差と歩数、歩幅、速度などの関係について理
解を深める。また、この授業では、それぞれの運動実施時の効果的で安全な方法について学ぶ。
健康運動実践指導者資格取得希望の人を対象とするため、授業の中で指導する体験を積み重ね、指導する能力
を養うことも目的とする。
※天候やグラウンドの状況により、場所・授業内容を変更することがある。
到達目標
１,ウォーキング・ジョギングの技術を習得し、実践できるようになる
２,指導者として必要な技術を習得し、示範及び指導ができるようになる
３,健康づくりの運動についての知識を得る
授業計画
【第1回】
テーマ：ガイダンス
内容・方法：授業の目的と進行について説明
【第2回】
テーマ：ウォーキング１
内容・方法：フォームの習得
【第3回】
テーマ：ウォーキング２
内容・方法：速さ、歩幅、ピッチ、強度の測定①
【第4回】
テーマ：ウォーキング３
内容・方法：速さ、歩幅、ピッチ、強度の測定②
【第5回】
テーマ：ウォーキング４
内容・方法：大学周辺をウォーキング
【第6回】
テーマ：ウォーキング５
内容・方法：ウォークラリーを楽しむ
【第7回】
テーマ：ジョギング１
内容・方法：フォームの習得
【第8回】
テーマ：ジョギング２
内容・方法：速さ、歩幅、ピッチ、強度の測定①
【第9回】
テーマ：ジョギング3
内容・方法：速さ、歩幅、ピッチ、強度の測定②
【第10回】
テーマ：ジョギング4
内容・方法：30分間走の実施
【第11回】
テーマ：ウォーキングおよびジョギングの指導方法１
内容・方法：実際の指導とフィードバック１
【第12回】
テーマ：ウォーキングおよびジョギングの指導方法２
内容・方法：実際の指導とフィードバック２
【第13回】
テーマ：ストレッチング１
内容・方法：ストレッチングとは
【第14回】
テーマ：ストレッチング２
内容・方法：ストレッチングの実際
【第15回】
テーマ：総括
健康づくりの運動Ⅰ （ウォーキングとジョギング）

内容・方法：まとめ
事前事後の学習
必要に応じて、担当教員より指示する。
【第1回】
①事前学修課題：授業のシラバスを熟読し、授業構成を理解する 1,0時間
②事後学修課題：オリエンテーション説明内容に基づきウォーキングについての基礎知識を自修する日常の歩き
の中に運動としてのウォーキングを意識し歩数を増やす 1,0時間
【第2回】
①事前学修課題：ウォーキングを意識し歩数を増やす １,5時間
②事後学修課題：授業で取り上げたウォーキングの姿勢を毎日に取り入れる
2,5時間
【第3回】
①事前学修課題：レジメに目を通しておく １,5時間
②事後学修課題：授業で取り上げたウォーキングの速さ、歩幅を意識して変えてみて強度の変化を感じる 2,5時
間
【第4回】
①事前学修課題：レジメに目を通しておく １,5時間
②事後学修課題：授業で取り上げたウォーキングの速さ、歩幅を意識して変えてみて強度の変化を感じる 2,5時
間
【第5回】
①事前学修課題：配布された地図に目を通しておく １,5時間
②事後学修課題：自宅周りなどで1時間程度のウォーキングを行い強度等をチェックする 2,5時間
【第6回】
①事前学修課題：レジメに目を通しウォークラリーについて調べておく
１,5時間
②事後学修課題：ウォークラリーの感想等ノートに加筆する
2,5時間
【第7回】
①事前学修課題：ジョギングについてテキストに目を通し、実際に走ってみる １,5時間
②事後学修課題：授業で取り上げたジョギングの姿勢を確認し30分間走を行ってみる 2,5時間
【第8回】
①事前学修課題：レジメに目を通しておく １,5時間
②事後学修課題：自分に合った有酸素運動としてのジョギングを強度等で確認する 2,5時間
【第9回】
①事前学修課題：レジメに目を通しておく １,5時間
②事後学修課題：自分に合った有酸素運動としてのジョギングを強度等で確認する 2,5時間
【第10回】
①事前学修課題：有酸素運動を行う機会を増やし体調を整える １,5時間
②事後学修課題：30分間走後の体調等を細かくノートに加筆する 2,5時間
【第11回】
①事前学修課題：指導の台本原案をノートに作る １,5時間
②事後学修課題：指導につてのフィードバックを確認し次回に向けて改善を行い、シュミレーションする 2,5時
間
【第12回】
①事前学修課題：指導テスト練習 2,5時間
②事後学修課題：教員や学友からのフィードバック等をノートに加筆する 2,5時間
【第13回】
①事前学修課題：レジメに目を通しておく１ ,5時間
②事後学修課題：毎日にストレッチを取り入れ体の変化をノートに加筆する
2,5時間
【第14回】
①事前学修課題：レジメに目を通しておく
１,5時間
②事後学修課題：ストレッチングとウォーキングやジョギングを行い、強度や体の変化等をノートに加筆する
2,5時間
【第15回】
①事前学修課題：ウォーキング、ジョギング等について質問がないか確認
１,5時間
②事後学修課題：学習したことをノートにまとめておく
2,5時間
課題に対するフィードバックの方法
課題提出物においては教員から、実技課題等においては学生同士や教員からも感想やアドバイスを行う
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、授業期間中に実施される課題・レポートと授業内試験（示範と指導）の評価結果に基づき総
合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。正当な理由のない4回以上の欠席は評価対象外
とする
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

90

授業への参加度、課題に取り組む姿勢、ノート課題・70
実技テスト・20

1,2,3

授業外での評価

0

定期試験

0

健康づくりの運動Ⅰ （ウォーキングとジョギング）

定期試験に代わるレポート等

10

その他

0

テキスト

テキストは使用しない

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する。

レポート提出・10

１，授業内容の再確認

履修条件・他の科目との関連 ・無遅刻、無欠席につとめること。
・４回以上の欠席は評価対象外とする。
・病気による「欠席届」の扱いは欠席として処理する。
・遅刻は授業開始時刻から２０分以内を遅刻として記録する。それ以後は欠席とする。
・運動に適したトレーニングウェアとシューズを着用すること。

健康づくりの運動Ⅰ （ウォーキングとジョギング）

授業種別

実務家教員による授業

授業コード

13050202

授業科目名

健康づくりの運動Ⅰ （ウォーキングとジョギング）

授業担当教員

倉益

弥生

成績担当教員

倉益

弥生

開講年次

カリキュラムによる

開講期

実技

後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
健康の保持・増進ならびに生活習慣病の予防という観点から、運動の基本動作である「歩く」、「走る」につい
て学習する。ウォーキングおよびジョギングでは基本姿勢ならびにそれぞれの特徴と効果について理解する。ま
た、速さの異なったウォーキング運動を行い、性差、年齢差、体力差と歩数、歩幅、速度などの関係について理
解を深める。また、この授業では、それぞれの運動実施時の効果的で安全な方法について学ぶ。
健康運動実践指導者資格取得希望の人を対象とするため、授業の中で指導する体験を積み重ね、指導する能力
を養うことも目的とする。
※天候やグラウンドの状況により、場所・授業内容を変更することがある。
到達目標
１,ウォーキング・ジョギングの技術を習得し、実践できるようになる
２,指導者として必要な技術を習得し、示範及び指導ができるようになる
３,健康づくりの運動についての知識を得る
授業計画
【第1回】
テーマ：ガイダンス
内容・方法：授業の目的と進行について説明
【第2回】
テーマ：ウォーキング１
内容・方法：フォームの習得
【第3回】
テーマ：ウォーキング２
内容・方法：速さ、歩幅、ピッチ、強度の測定①
【第4回】
テーマ：ウォーキング３
内容・方法：速さ、歩幅、ピッチ、強度の測定②
【第5回】
テーマ：ウォーキング４
内容・方法：大学周辺をウォーキング
【第6回】
テーマ：ウォーキング５
内容・方法：ウォークラリーを楽しむ
【第7回】
テーマ：ジョギング１
内容・方法：フォームの習得
【第8回】
テーマ：ジョギング２
内容・方法：速さ、歩幅、ピッチ、強度の測定①
【第9回】
テーマ：ジョギング3
内容・方法：速さ、歩幅、ピッチ、強度の測定②
【第10回】
テーマ：ジョギング4
内容・方法：30分間走の実施
【第11回】
テーマ：ウォーキングおよびジョギングの指導方法１
内容・方法：実際の指導とフィードバック１
【第12回】
テーマ：ウォーキングおよびジョギングの指導方法２
内容・方法：実際の指導とフィードバック２
【第13回】
テーマ：ストレッチング１
内容・方法：ストレッチングとは
【第14回】
テーマ：ストレッチング２
内容・方法：ストレッチングの実際
【第15回】
テーマ：総括
健康づくりの運動Ⅰ （ウォーキングとジョギング）

内容・方法：まとめ
事前事後の学習
必要に応じて、担当教員より指示する。
【第1回】
①事前学修課題：授業のシラバスを熟読し、授業構成を理解する 1,0時間
②事後学修課題：オリエンテーション説明内容に基づきウォーキングについての基礎知識を自修する日常の歩き
の中に運動としてのウォーキングを意識し歩数を増やす 1,0時間
【第2回】
①事前学修課題：ウォーキングを意識し歩数を増やす １,5時間
②事後学修課題：授業で取り上げたウォーキングの姿勢を毎日に取り入れる
2,5時間
【第3回】
①事前学修課題：レジメに目を通しておく １,5時間
②事後学修課題：授業で取り上げたウォーキングの速さ、歩幅を意識して変えてみて強度の変化を感じる 2,5時
間
【第4回】
①事前学修課題：レジメに目を通しておく １,5時間
②事後学修課題：授業で取り上げたウォーキングの速さ、歩幅を意識して変えてみて強度の変化を感じる 2,5時
間
【第5回】
①事前学修課題：配布された地図に目を通しておく １,5時間
②事後学修課題：自宅周りなどで1時間程度のウォーキングを行い強度等をチェックする 2,5時間
【第6回】
①事前学修課題：レジメに目を通しウォークラリーについて調べておく
１,5時間
②事後学修課題：ウォークラリーの感想等ノートに加筆する
2,5時間
【第7回】
①事前学修課題：ジョギングについてテキストに目を通し、実際に走ってみる １,5時間
②事後学修課題：授業で取り上げたジョギングの姿勢を確認し30分間走を行ってみる 2,5時間
【第8回】
①事前学修課題：レジメに目を通しておく １,5時間
②事後学修課題：自分に合った有酸素運動としてのジョギングを強度等で確認する 2,5時間
【第9回】
①事前学修課題：レジメに目を通しておく １,5時間
②事後学修課題：自分に合った有酸素運動としてのジョギングを強度等で確認する 2,5時間
【第10回】
①事前学修課題：有酸素運動を行う機会を増やし体調を整える １,5時間
②事後学修課題：30分間走後の体調等を細かくノートに加筆する 2,5時間
【第11回】
①事前学修課題：指導の台本原案をノートに作る １,5時間
②事後学修課題：指導につてのフィードバックを確認し次回に向けて改善を行い、シュミレーションする 2,5時
間
【第12回】
①事前学修課題：指導テスト練習 2,5時間
②事後学修課題：教員や学友からのフィードバック等をノートに加筆する 2,5時間
【第13回】
①事前学修課題：レジメに目を通しておく１ ,5時間
②事後学修課題：毎日にストレッチを取り入れ体の変化をノートに加筆する
2,5時間
【第14回】
①事前学修課題：レジメに目を通しておく
１,5時間
②事後学修課題：ストレッチングとウォーキングやジョギングを行い、強度や体の変化等をノートに加筆する
2,5時間
【第15回】
①事前学修課題：ウォーキング、ジョギング等について質問がないか確認
１,5時間
②事後学修課題：学習したことをノートにまとめておく
2,5時間
課題に対するフィードバックの方法
課題提出物においては教員から、実技課題等においては学生同士や教員からも感想やアドバイスを行う
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、授業期間中に実施される課題・レポートと授業内試験（示範と指導）の評価結果に基づき総
合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。正当な理由のない4回以上の欠席は評価対象外
とする
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

90

授業への参加度、課題に取り組む姿勢、ノート課題・70
実技テスト・20

1,2,3

授業外での評価

0

定期試験

0

健康づくりの運動Ⅰ （ウォーキングとジョギング）

定期試験に代わるレポート等

10

その他

0

テキスト

テキストは使用しない

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する。

レポート提出・10

１，授業内容の再確認

履修条件・他の科目との関連 ・無遅刻、無欠席につとめること。
・４回以上の欠席は評価対象外とする。
・病気による「欠席届」の扱いは欠席として処理する。
・遅刻は授業開始時刻から２０分以内を遅刻として記録する。それ以後は欠席とする。
・運動に適したトレーニングウェアとシューズを着用すること。

健康づくりの運動Ⅰ （ウォーキングとジョギング）

授業種別

実務家教員による授業

授業コード

13050301

授業科目名

健康づくりの運動Ⅱ （エアロビックダンス）

授業担当教員

本山

彩乃

成績担当教員

本山

彩乃

開講年次

2年

実技

開講期

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
エアロビックダンスの一連の運動動作を実習するとともに、エアロビックダンスの特性と効果についての理解を
深め、基本的な技術を学習する。
健康運動実践指導者の資格取得の人を対象とする。
そのため授業の中で、指導する体験を積み重ね、指導する能力を養うことも目的とする。
到達目標
１、エアロビックダンスの特徴を理解し、ステップと動きについて指導出来るようになる。
２、エアロビックダンスの技術を習得し、実践することが出来るようになる。
３、指導者として必要な技術を習得し、示範及び指導が出来るようになる。
授業計画
＜1回目＞
オリエンテーション・エアロビックダンスについて
・授業内容、評価方法とエアロビクスの背景と特徴
＜2回目＞
エアロビックダンスの基本
・リズムの取り方とエアロビックダンスの基本のステップ
＜３回目＞
エアロビックダンスの体験
・実際にエアロビックダンスを体験し動く
＜４回目＞
基本ステップの紹介と習得１
・基本のステップを理解し、正確に動けるようにする
＜５回目＞
基本ステップの紹介と習得２
・基本のステップを理解し、正確に動けるようにする
＜６回目＞
基本ステップと組み合わせる上肢の紹介と習得
・下肢と上肢を連携させた動きやバリエーションを増やす
＜７回目＞
指導方法
・エアロビックダンスの際の指導方法（キューイング）を理解し、タイミングの練習をする
＜８回目＞
指導方法
・動きと言葉を駆使し、さらに伝えやすいキューイングの練習をする
＜９回目＞
エアロビックダンスの指導
・エアロビックダンスの特性を理解し、グループに分かれ、キューイングを駆使しながら指導の練習を行う
＜１０回目＞
エアロビックダンスの指導
・エアロビックダンスの特性・ステップ名と動きと特徴の最終確認
＜１１回目＞
プログラムの構成と指導練習
・自分でプログラムを作成し、キューイング、動き、姿勢を確認しながら練習する
＜１２回目＞
エアロビックダンスの体験
健康づくりの運動Ⅱ （エアロビックダンス）

・再度エアロビックダンスを体験し、自分お指導に必要な部分を確認し、自分のプログラムに修正をかける
＜１３回目＞
指導練習
・自分で作成したプログラムを指導者として練習し、より質の高いものを目指す
＜１４回目＞
実技テスト
・自分で作成したプログラムを指導者として発表する
＜１５回目＞
プレゼンテーション
・相互評価を行い、フィードバックをおこなう
事前事後の学習
必要に応じて、担当教員より指示する。
＜１〜３回目＞
・様々な音楽を聴いてリズムに慣れる
・音楽に合わせてカウントを取れるようにする
＜４〜６回目＞
・ステップ名と動きの一致とステップの反復練習
＜７〜９回目＞
・キューイングの反復練習
＜１０・１１回目＞
・エアロビックダンスの特徴を理解した上で、指導の反復練習
＜１２回目＞
・自分のプログラムの修正とチェック
＜１３・１４回目＞
・自分のプログラムの反復練習
＜１５回目＞
・資格取得のための必要事項をまとめる
課題に対するフィードバックの方法
動きに関するチェックは、毎回本人の希望があればチェックすることが可能
実技試験に対する評価は、本人の希望があれば翌週以降に開示することが可能
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定の上、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

60

平常（20） 実技試験（40）

1,2,3

授業外での評価

10

提出物（10）

1,2

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

30

レポート課題（30）

1,2,3

その他

0

テキスト

必要に応じてプリントしたものを配布します

参考書
履修条件・他の科目との関連 健康運動実践指導者の資格取得を目的とした授業を行います。
3回以上の欠席は評価対象外とする。
出欠確認が終わった時点で来ていない者は遅刻とする。
20分以上の遅刻は欠席扱いとする。
エアロビックダンスに適した服装・運動靴を着用する。
外靴で室内に入った場合は、欠席扱いとする。

健康づくりの運動Ⅱ （エアロビックダンス）

授業種別

実務家教員による授業

授業コード

13050401

授業科目名

健康づくりの運動Ⅲ (ｴｱﾛﾋﾞｯｸﾀﾞﾝｽと水泳･水中運動)

授業担当教員

西岡

ゆかり

成績担当教員

西岡

ゆかり

開講年次

3年

開講期

実技

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
本科目では,エアロビックダンスおよび水泳・水中運動の基本動作を確実に習得するとともに,それぞれの運動の
特性と効果について理解を深めます。また，高齢者の健康維持増進のための運動と指導についても学びます。健
康運動実践指導者資格の取得を目指す人や,運動指導者を目指す人を対象とする科目であるため,授業内で指導体
験を積み重ね,指導能力の養成を行うことを目的とします。
到達目標
1．エアロビックダンスおよび水中運動の技術を習得し,実践できる
2．指導者として必要な知識・技術を習得し,示範および指導が出来る
3．体力測定が実施でき,結果の解析とフィードバックが出来る
授業計画
【第１回】
エアロビックダンスのプログラム(ウォーミングアップとクールダウンを含む)について学ぶ
【第２回】
エアロビックダンスの基本 4 ステップの正しい動きとブレイクダウンを学ぶ
【第３回】
基本ステップを用いたプログラムの作成①
【第４回】
基本ステップを用いたプログラムの作成②
【第５回】
作成したプログラムの指導練習
【第６回】
エアロビックダンスのグループ指導を体験する
【第７回】
高齢者の体力維持向上のための運動（介護予防の運動）①
【第８回】
高齢者の体力維持向上のための運動（介護予防の運動）②
【第９回】
高齢者への介護予防運動の指導体験
【第１０回】
水中レジスタンストレーニングの基本動作と指導方法を学ぶ①
【第１１回】
水中レジスタンストレーニングの基本動作と指導方法を学ぶ②水中運動のプログラム作成と集団指導を体験する
【第１２回】
水中ウォーキングの基本動作と指導方法を学ぶ①
【第１３回】
水中ウォーキングの基本動作と指導方法を学ぶ②
【第１４回】
水中運動のプログラム作成と集団指導を体験する
【第１５回】
水中運動の個別指導を体験する
事前事後の学習
必要に応じて、担当教員より指示する。
授業（１回につき２時間として計算）と事前事後のあわせて１単位あたり４５時間が必要です。
１．授業1回あたり,あわせて3時間の事前事後学習を行うこと（授業15回で45時間）
２．授業内容の理解を進めるために,次回授業までに自主練習を行っておくこと
３．内容に関する質問や疑問は授業やGoogle ClassroomやOIUメールを利用して,積極的に行うこと
課題に対するフィードバックの方法
提出された課題やレポートは,内容を確認後,次回授業内やGoogle Classroomを用いてフィードバックを行う
成績評価の方法・基準（方針）
１．以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点以 上を合格とし、所定の単位を認定する
２．遅刻は20分以内とする
３．遅刻3回を1回の欠席として取り扱う
健康づくりの運動Ⅲ (ｴｱﾛﾋﾞｯｸﾀﾞﾝｽと水泳･水中運動)

成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

60

授業への取り組み,目標達成度

1,2,3

授業外での評価

10

授業期間内2回の課題レポート

1,2,3

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

30

レジスタンストレーニングおよび有酸素運動を5分間で実践
指導し,完成度を評価する。

1,2,3

その他

0

テキスト

健康運動実践指導者用テキスト（健康・体力づくり事業財団/4,500）
テキストは直接大学から財団に申し込む。
申込期間はUNIPAにて案内する。

参考書

「新エアロビックダンスエクササイズの実技指導」日本フィットネス協会
購入は大学から一括して申し込む。申込期間はUNIPAにて案内する。

履修条件・他の科目との関連 健康運動実践指導者・GFI資格取得希望者は,本科目を履修することが必要である。
無遅刻,無欠席につとめる事。
遅刻は授業開始20分以内とし,それ以降は欠席扱いとする。
遅刻3回は欠席1回として取り扱う。
運動に適したウェア及びシューズを着用すること。
水中運動に適した水着およびスイミングキャップを着用すること。

健康づくりの運動Ⅲ (ｴｱﾛﾋﾞｯｸﾀﾞﾝｽと水泳･水中運動)

授業種別

実務家教員による授業

授業コード

13050501

授業科目名

健康づくりの運動Ⅳ (ﾚｼﾞｽﾀﾝｽｴｸｻｻｲｽﾞと水泳･水中運動)

授業担当教員

長野

崇

成績担当教員

長野

崇

開講年次

3年

開講期

実技

前期

単位数

〇

1単位

授業の目的・概要
レジスタンスエクササイズおよび水中水泳運動の一連の運動動作を学修するとともに、それぞれの運動における
特性と効果についての理解を深め、基本的な技術を習得する。
積極的な健康づくりを目的とした運動を安全かつ効果的に実践指導できる能力を養成する。適切な運動プログラ
ムを構成する能力、自ら動きの見本を示せる実演能力、優れた指導能力を修得する。
担当教員が長年にわたり、プロスポーツクラブや地方自治体との協働において、育成年代の科学的トレーニング
指導に従事してきた実務経験を元に、「健康づくりの運動」に関する理論を実践への応用を関連づけながら講義
を展開する。
到達目標
1．運動プログラムを構成することができる
2．動きの見本を示すことができる
3．動きを指導、修正することができる
4．運動における動機付けを行うことができる
授業計画
第

1回；ガイダンス
授業の内容・進め方・評価方法の概説
第 2回；レジスタンス運動の分類
等尺性・等張性・等速性収縮
第 3回；MAX（最大筋力）の測定
１RMテスト・最大下テスト
第 4回；マシントレーニング①
ウェイトスタック方式・油圧式・空気圧式・電磁式
第 5回；マシントレーニング②
動員される筋肉
第 6回；フリーウェイトトレーニング①
ツーハンズカール・サイドレイズ・ベントオーバーロウ
第 7回；フリーウェイトトレーニング②
ベンチプレス・ミリタリープレス・アップライトロウ
第 8回；自重や身近な用具を使ったトレーニング
ゴムバンド・チューブ・自体重・パートナーの力を利用
第 9回；指導練習（水中ウォーキングとレジスタンス運動）
第10回；指導練習（水中ウォーキングとレジスタンス運動）
第11回；指導練習（水中ウォーキングとレジスタンス運動）
第12回；指導練習（水中ウォーキングとレジスタンス運動）
第13回；指導練習（水中ウォーキングとレジスタンス運動）
第14回；サーキットトレーニング
サーキットウェイトトレーニング／スーパーサーキットウェイトトレーニング
第15回；トレーニング施設の管理運営・リスクマネジメント
総括とサマライズ
事前事後の学習
必要に応じて、担当教員より指示する。
授業（１回につき２時間として計算）と事前事後のあわせて１単位あたり４５時間が必要です。
主体的な準備学習(予習・復習)が求めらる．
各回の講義項目および講義内容を確認し、教科書や参考書、授業内で配布するプリントを参考に準備学習(予習・
復習)を行うこと．
課題に対するフィードバックの方法
Google Class Roomを通じて適宜（得点・コメント）フィードバックする．
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判断のうえ、60点以上を合格とし所定の単位を認定する．
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

健康づくりの運動Ⅳ (ﾚｼﾞｽﾀﾝｽｴｸｻｻｲｽﾞと水泳･水中運動)

授業内での評価

45

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

55

その他

0

テキスト

配布資料

参考書

公益財団法人健康・体力づくり事業財団健康運動実践指導者養成用テキスト
日本トレーニング指導者協会公認トレーニング指導者テキスト実践編
日本トレーニング指導者協会公認トレーニング指導者テキスト理論編

授業内で行うサマライズシートへの要約

1，2，3，4

最終課題レポート

1，2，3，4

履修条件・他の科目との関連 スポーツ医学、バイオメカ二クス、運動生理学等との関連がある．
遅刻は3回で欠席1回とみなす．
20分以上の遅刻は欠席．
課題などの未提出および授業の欠席4回以上は評価の対象外．

健康づくりの運動Ⅳ (ﾚｼﾞｽﾀﾝｽｴｸｻｻｲｽﾞと水泳･水中運動)

授業コード

13035201

授業科目名

運動処方論

授業担当教員

長野

崇

成績担当教員

長野

崇

開講年次

2年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

講義

後期

単位数

〇

2単位

授業の目的・概要
処方とは、治療のために患者に与える薬の名や分量などを医師が指示することであるが、運動不足病が社会問題
となっている我が国においては、薬と同様に運動がこれらの疾病に有効であることが明らかとなった。
生活習慣病予防における身体活動・運動の必要性とその期待できる効果について学び、性、年齢などの諸条件を
考慮した安全かつ効果的な運動プログラムについて学修する。
担当教員が長年にわたり、プロスポーツクラブや地方自治体との協働において、育成年代の科学的トレーニング
指導に従事してきた実務経験を元に、「運動処方論」に関する理論を実践への応用を関連づけながら講義を展開
する。
到達目標
1．健康増進のための運動効能と運動不足が健康に与える影響について理解する
2．健康づくりのための運動プログラム作成のポイントを理解する
3．レジスタンスエクササイズの運動強度の捉え方を理解し、安全性確保のための至適運動強度を推定せきる
授業計画
第1回；健康づくりのための身体活動指針
身体活動基準2013・アクティブガイド
第2回；健康づくりのためのトレーニングの原則
運動強度としての％VO2max，トレーニング効果と脱トレーニング
第3回；健康づくりと運動プログラム作成の基礎
運動トレーニングの原則と運動プログラム作成の基礎
第4回；運動プログラムの実際
目標設定と効果の判定
第5回；有酸素性運動とその効果
有酸素性運動のプログラミング・有酸素性運動機器の選択と留意点
第6回；レジスタンス運動とその効果
安全性・効果・負荷設定・回数・頻度・種類
第7回；W-upとC-down
目的・効果・方法・構成・実際のプログラム
第8回；ストレッチング
ストレッチングの種類とその特性
第9回；陸上での運動や動作
ウォーキングとジョギングの特性・運動効果・速度とエネルギー消費量
第10回；エアロビックダンス
エアロビックダンスの特性・運動プログラム
第11回；水泳・水中運動
水泳・水中運動の力学
第12回；筋パワー・筋持久力向上のためのトレーニング
筋持久力とは何か，力ー速度－パワーの関係
第13回；健常者と特殊な状況にある人の運動処方
妊婦・小児期・青年期・高齢者・環境的考察
第14回；他の臨床疾患患者の運動処方
入院患者のリハビリテーション・外来運動プログラム
第15回；総括とサマライズ
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
授業（１回につき２時間として計算）と事前事後のあわせて１単位あたり４５時間が必要です。
主体的な準備学習(予習・復習)が求めらる．
各回の講義項目および講義内容を確認し、教科書や参考書、授業内で配布するプリントを参考に準備学習(予習・
復習)を行うこと．
課題に対するフィードバックの方法
Google Class Roomを通じて適宜（得点・コメント）フィードバックする．
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判断のうえ、60点以上を合格とし所定の単位を認定する．
運動処方論

成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

45

授業内で行うサマライズシートへの要約

1，2，3

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

55

最終課題レポート

1，2，3

その他

0

テキスト

配布資料

参考書

公益財団法人健康・体力づくり事業財団健康運動実践指導者養成用テキスト
入門運動生理学第4版（杏林書院）
運動処方の指針（American College of Sports Medicine）

履修条件・他の科目との関連 スポーツ医学、バイオメカ二クス、運動生理学等との関連がある．
遅刻は3回で欠席1回とみなす．
20分以上の遅刻は欠席．
課題などの未提出および授業の欠席4回以上は評価の対象外．

運動処方論

授業コード

13015901

授業科目名

運動処方演習

授業担当教員

長野

崇

成績担当教員

長野

崇

開講年次

3年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

〇

2単位

授業の目的・概要
処方とは、治療のために患者に与える薬の名や分量などを医師が指示することであるが、運動不足病が社会と
なっている我が国においては、薬と同様に運動がこれらの疾病に有効であることが明らかとなった。
生活習慣病予防における身体活動・運動の必要性とその期待できる効果及びその有益性について学び、性、年齢
などの諸条件を考慮した安全且つ効果的な運動プログラムを体得する。
担当教員が長年にわたり、プロスポーツクラブや地方自治体との協働において、育成年代の科学的トレーニング
指導に従事してきた実務経験を元に、「運動処方演習」に関する理論を実践への応用を関連づけながら講義を展
開する。
到達目標
1．健康の維持増進、体力および競技力向上のための安全で効果的な運動プログラムについて理解する．
2．実際の運動・トレーニング現場での問題点や最新のトピックスを理解する．
3．トレーニング・運動処方に関する課題について熟考し考察する能力を養う．
授業計画
第 1回；ガイダンス
授業の内容・進め方・評価方法の概説
第2回；運動に対する正しい知識と動機づけ
健康に対する運動の功罪
第3回；問診表の作成
検査、測定および運動実施のための必要項目
第4回；医学的検査
尿、血液、血圧、心電図
第5回；運動負荷試験
負荷方法、心電図の診かた、運動の中止条件、手順
第6回；運動負荷試験
自転車による運動負荷試験、血圧、心電図の監視と記録
第7回；形態測定
肥満およびメタボリックシンドローム判定のための測定方法と基準
第8回；体力測定
新体力測定
第9回；形態・体力測定実習
第10回；形態・体力測定実習
皮下脂肪、腹囲、筋力、筋持久力、柔軟性
第11回；形態・体力測定実習
皮下脂肪、腹囲、筋力、筋持久力、柔軟性
第12回；データの整理
最大酸素摂取量の推定、体力の5段階評価
第13回；運動プログラム作成の手順
個人の評価とプログラム作成の指針
第14回；運動プログラムの作成
個人データに即した運動プログラム作成
第15回；運動プログラム指導実習
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
授業（１回につき２時間として計算）と事前事後のあわせて１単位あたり４５時間が必要です。
運動処方を行う上で必要とされる運動生理学、解剖学、バイオメカ二クスの知識を有することが求められる．
更には人と対峙しコーチングを行うことからコミュニケーションスキルも必須である．
課題に対するフィードバックの方法
Google Class Roomを通じて適宜（得点・コメント）フィードバックする．
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判断のうえ、60点以上を合格とし所定の単位を認定する．
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標
運動処方演習

授業内での評価

45

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

55

その他

0

テキスト

配布資料

参考書

公益財団法人健康・体力づくり事業財団健康運動実践指導者養成用テキスト
入門運動生理学第4版（杏林書院）
運動処方の指針（American College of Sports Medicine）

授業内で行うサマライズシートへの要約

1，2，3

最終課題レポート

1，2，3

履修条件・他の科目との関連 運動処方論・生理学・バイオメカ二クスで学んだ知識を実演を通して修得する．
遅刻は3回で欠席1回とみなす．
20分以上の遅刻は欠席．
課題などの未提出および授業の欠席4回以上は評価の対象外．

運動処方演習

授業コード

13100201

授業種別

授業科目名

トレーニング法Ⅰ

授業担当教員

長野

崇

成績担当教員

長野

崇

開講年次

2年

開講期

実務家教員による授業

講義

後期

単位数

〇

2単位

授業の目的・概要
積極的な健康づくりを目的とした運動やスポーツを、安全にかつ効果的に実践指導するための科学的トレーニン
グを体得し、適切なプログラムを構成する能力や自ら動きの見本を示せる実演能力の向上を目指す。
担当教員が長年にわたり、プロスポーツクラブや地方自治体との協働において、育成年代の科学的トレーニング
指導に従事してきた実務経験を元に、「スポーツトレーニング法」に関する理論を実践への応用を関連づけなが
ら講義を展開する。
到達目標
1．スポーツ選手や一般健常者を対象とした、パフォーマンス向上のための体力強化や形態の改善、障害予防、体
調調整などを目的にトレーニングを行う知識と技能を修得する
2．効果的に指導・運営する知識と技能を修得する
3．自ら動きの見本を示せる知識と実演能力を修得する
授業計画
第 1回；ガイダンス
授業の内容・進め方・評価方法の概説
第 2回；トレーニング処方の条件
FITT（頻度・強度・時間・種類）の原則
目標心拍数測定・最大酸素摂取量・消費カロリー計算
第 3回；健康づくりのためのトレーニングの基本原理・原則
最大筋力測定・RM・RFD・筋の起始停止
第 4回；有酸素性トレーニングとその効果
プログラミングとプログラムの進行
第 5回；無酸素性トレーニングとその効果
プログラミングとプログラムの進行
第 6回；柔軟性トレーニングとその効果
スタティック・ダイナミック・PNF・バリスティック
第 7回；柔軟性トレーニングとその効果
PNF・バリスティック
第 8回；レジスタンス運動の負荷設定方法
目的に応じた負荷強度、反復回数
第 9回；体力測定の意義
レジスタンストレーニングの種類、頻度
第10回；体力測定の実際
レジスタンス（RM測定）の得点化による評価
第11回；体力測定の実際
新体力テストと得点化による評価
第12回；体力測定の実際
レジスタンス（フリーウエイト）の得点化による評価
第13回；体力測定の実際
自重負荷の得点化による評価
第14回；レジスタンストレーニング演習
第15回；総括及びサマライズ
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
授業（１回につき２時間として計算）と事前事後のあわせて１単位あたり４５時間が必要です。
主体的な準備学習(予習・復習)が求めらる．
各回の講義項目および講義内容を確認し、教科書や参考書、授業内で配布するプリントを参考に準備学習(予習・
復習)を行うこと．
課題に対するフィードバックの方法
Google Class Roomを通じて適宜（得点・コメント）フィードバックする．
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判断のうえ、60点以上を合格とし所定の単位を認定する．

トレーニング法Ⅰ

成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

45

授業内で行うサマライズシートへの要約

1，2，3

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

55

最終課題レポート

1，2，3

その他

0

テキスト

配布資料

参考書

公益財団法人健康・体力づくり事業財団健康運動実践指導者養成用テキスト
日本トレーニング指導者協会公認トレーニング指導者テキスト実践編
日本トレーニング指導者協会公認トレーニング指導者テキスト理論編

履修条件・他の科目との関連 運動処方論・生理学等で学んだ内容を深化させ科学的根拠に基づいたトレーニング手法を体得す
る．
遅刻は3回で欠席1回とみなす．
20分以上の遅刻は欠席．
課題などの未提出および授業の欠席4回以上は評価の対象外．

トレーニング法Ⅰ

授業コード

13003501

授業種別

授業科目名

スポーツトレーニング法Ⅰ

授業担当教員

長野

崇

成績担当教員

長野

崇

開講年次

2年

開講期

実務家教員による授業

講義

後期

単位数

〇

2単位

授業の目的・概要
積極的な健康づくりを目的とした運動やスポーツを、安全にかつ効果的に実践指導するための科学的トレーニン
グを体得し、適切なプログラムを構成する能力や自ら動きの見本を示せる実演能力の向上を目指す。
担当教員が長年にわたり、プロスポーツクラブや地方自治体との協働において、育成年代の科学的トレーニング
指導に従事してきた実務経験を元に、「スポーツトレーニング法」に関する理論を実践への応用を関連づけなが
ら講義を展開する。
到達目標
1．スポーツ選手や一般健常者を対象とした、パフォーマンス向上のための体力強化や形態の改善、障害予防、体
調調整などを目的にトレーニングを行う知識と技能を修得する
2．効果的に指導・運営する知識と技能を修得する
3．自ら動きの見本を示せる知識と実演能力を修得する
授業計画
第 1回；ガイダンス
授業の内容・進め方・評価方法の概説
第 2回；トレーニング処方の条件
FITT（頻度・強度・時間・種類）の原則
目標心拍数測定・最大酸素摂取量・消費カロリー計算
第 3回；健康づくりのためのトレーニングの基本原理・原則
最大筋力測定・RM・RFD・筋の起始停止
第 4回；有酸素性トレーニングとその効果
プログラミングとプログラムの進行
第 5回；無酸素性トレーニングとその効果
プログラミングとプログラムの進行
第 6回；柔軟性トレーニングとその効果
スタティック・ダイナミック・PNF・バリスティック
第 7回；柔軟性トレーニングとその効果
PNF・バリスティック
第 8回；レジスタンス運動の負荷設定方法
目的に応じた負荷強度、反復回数
第 9回；体力測定の意義
レジスタンストレーニングの種類、頻度
第10回；体力測定の実際
レジスタンス（RM測定）の得点化による評価
第11回；体力測定の実際
新体力テストと得点化による評価
第12回；体力測定の実際
レジスタンス（フリーウエイト）の得点化による評価
第13回；体力測定の実際
自重負荷の得点化による評価
第14回；レジスタンストレーニング演習
第15回；総括及びサマライズ
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
授業（１回につき２時間として計算）と事前事後のあわせて１単位あたり４５時間が必要です。
主体的な準備学習(予習・復習)が求めらる．
各回の講義項目および講義内容を確認し、教科書や参考書、授業内で配布するプリントを参考に準備学習(予習・
復習)を行うこと．
課題に対するフィードバックの方法
Google Class Roomを通じて適宜（得点・コメント）フィードバックする．
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判断のうえ、60点以上を合格とし所定の単位を認定する．

スポーツトレーニング法Ⅰ

成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

45

授業内で行うサマライズシートへの要約

1，2，3

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

55

最終課題レポート

1，2，3

その他

0

テキスト

配布資料

参考書

公益財団法人健康・体力づくり事業財団健康運動実践指導者養成用テキスト
日本トレーニング指導者協会公認トレーニング指導者テキスト実践編
日本トレーニング指導者協会公認トレーニング指導者テキスト理論編

履修条件・他の科目との関連 運動処方論・生理学等で学んだ内容を深化させ科学的根拠に基づいたトレーニング手法を体得す
る．
遅刻は3回で欠席1回とみなす．
20分以上の遅刻は欠席．
課題などの未提出および授業の欠席4回以上は評価の対象外．

スポーツトレーニング法Ⅰ

授業コード

13100301

授業種別

授業科目名

トレーニング法Ⅱ

授業担当教員

長野

崇

成績担当教員

長野

崇

開講年次

2年

開講期

実務家教員による授業

講義

後期

単位数

〇

2単位

授業の目的・概要
トレーニングを実施する対象につき、さまざまな角度から情報収集を行い現状を把握した上で、トレーニング目
標を設定し実演する能力を養う。
また上記を達成するための効果的なトレーニングプログラムを作成する能力を養う。
更には科学的根拠に基づく正しい知識や情報について、実施者の特性やレベルに応じてわかりやすく説明する手
法についても修得する。
担当教員が長年にわたり、プロスポーツクラブや地方自治体との協働において、育成年代の科学的トレーニング
指導に従事してきた実務経験を元に、「スポーツトレーニング法」に関する理論を実践への応用を関連づけなが
ら講義を展開する。
到達目標
1．スポーツ選手を対象とした競技力向上のための体力強化や形態の改善、生害予防、体調調整などを目的とした
トレーニングを行う知識と技能を修得する．
2．上記を効果的に指導・運営する知識と技能を修得する．
授業計画
第

1回；ガイダンス（運動指導のための情報収集と活用）
授業の内容・進め方・評価方法の概説
第 2回；スポーツの人的資源（トレーニング指導者の役割）
第 3回；筋力トレーニングの実際（フリーウエイト）
第 4回；パワートレーニング
第 5回；特殊なトレーニングシステム及びプログラム作成
第 6回；筋力トレー二ング及びプログラム作成（フリーウエイト）
第 7回；筋力トレーニング及びプログラム作成（フリーウエイトⅡ）
第 8回；パワートレーニング及びプログラム作成（クイックリフト）
第 9回；パワートレーニング及びプログラム作成（クイックリフトⅡ）
第10回；Strech Shortning Cycle
第11回；サーキットトレーニング
第12回；Speed Agility Quicknessトレーニングおよびプログラム作成
第13回；Speed Agility Quicknessトレーニングの実際
第14回；実演及び演習トレーニング
第15回；総括及びサマライズ
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
授業（１回につき２時間として計算）と事前事後のあわせて１単位あたり４５時間が必要です。
主体的な準備学習(予習・復習)が求めらる．
各回の講義項目および講義内容を確認し、教科書や参考書、授業内で配布するプリントを参考に準備学習(予習・
復習)を行うこと．
課題に対するフィードバックの方法
Google Class Roomを通じて適宜（得点・コメント）フィードバックする．
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判断のうえ、60点以上を合格とし所定の単位を認定する．
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

45

授業内で行うサマライズシートへの要約

1，2

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

55

最終課題レポート

1，2

その他

0
トレーニング法Ⅱ

テキスト

配布資料

参考書

公益財団法人健康・体力づくり事業財団健康運動実践指導者養成用テキスト
日本トレーニング指導者協会公認トレーニング指導者テキスト実践編
日本トレーニング指導者協会公認トレーニング指導者テキスト理論編

履修条件・他の科目との関連 運動処方論・トレーニング法Ⅰで学んだ知識と実演能力をより深化させる．
遅刻は3回で欠席1回とみなす．
20分以上の遅刻は欠席．
課題などの未提出および授業の欠席4回以上は評価の対象外．

トレーニング法Ⅱ

授業コード

13003601

授業種別

授業科目名

スポーツトレーニング法Ⅱ

授業担当教員

長野

崇

成績担当教員

長野

崇

開講年次

カリキュラムによる

開講期

実務家教員による授業

講義

後期

単位数

〇

2単位

授業の目的・概要
トレーニングを実施する対象につき、さまざまな角度から情報収集を行い現状を把握した上で、トレーニング目
標を設定し実演する能力を養う。
また上記を達成するための効果的なトレーニングプログラムを作成する能力を養う。
更には科学的根拠に基づく正しい知識や情報について、実施者の特性やレベルに応じてわかりやすく説明する手
法についても修得する。
担当教員が長年にわたり、プロスポーツクラブや地方自治体との協働において、育成年代の科学的トレーニング
指導に従事してきた実務経験を元に、「スポーツトレーニング法」に関する理論を実践への応用を関連づけなが
ら講義を展開する。
到達目標
1．スポーツ選手を対象とした競技力向上のための体力強化や形態の改善、生害予防、体調調整などを目的とした
トレーニングを行う知識と技能を修得する．
2．上記を効果的に指導・運営する知識と技能を修得する．
授業計画
第

1回；ガイダンス（運動指導のための情報収集と活用）
授業の内容・進め方・評価方法の概説
第 2回；スポーツの人的資源（トレーニング指導者の役割）
第 3回；筋力トレーニングの実際（フリーウエイト）
第 4回；パワートレーニング
第 5回；特殊なトレーニングシステム及びプログラム作成
第 6回；筋力トレー二ング及びプログラム作成（フリーウエイト）
第 7回；筋力トレーニング及びプログラム作成（フリーウエイトⅡ）
第 8回；パワートレーニング及びプログラム作成（クイックリフト）
第 9回；パワートレーニング及びプログラム作成（クイックリフトⅡ）
第10回；Strech Shortning Cycle
第11回；サーキットトレーニング
第12回；Speed Agility Quicknessトレーニングおよびプログラム作成
第13回；Speed Agility Quicknessトレーニングの実際
第14回；実演及び演習トレーニング
第15回；総括及びサマライズ
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
授業（１回につき２時間として計算）と事前事後のあわせて１単位あたり４５時間が必要です。
主体的な準備学習(予習・復習)が求めらる．
各回の講義項目および講義内容を確認し、教科書や参考書、授業内で配布するプリントを参考に準備学習(予習・
復習)を行うこと．
課題に対するフィードバックの方法
Google Class Roomを通じて適宜（得点・コメント）フィードバックする．
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判断のうえ、60点以上を合格とし所定の単位を認定する．
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

45

授業内で行うサマライズシートへの要約

1，2

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

55

最終課題レポート

1，2

その他

0
スポーツトレーニング法Ⅱ

テキスト

配布資料

参考書

公益財団法人健康・体力づくり事業財団健康運動実践指導者養成用テキスト
日本トレーニング指導者協会公認トレーニング指導者テキスト実践編
日本トレーニング指導者協会公認トレーニング指導者テキスト理論編

履修条件・他の科目との関連 運動処方論・トレーニング法Ⅰで学んだ知識と実演能力をより深化させる．
遅刻は3回で欠席1回とみなす．
20分以上の遅刻は欠席．
課題などの未提出および授業の欠席4回以上は評価の対象外．

スポーツトレーニング法Ⅱ

授業コード

13047803

授業科目名

スポーツ医学Ⅰ

授業担当教員

岸本

恵一

成績担当教員

岸本

恵一

開講年次

2年

授業種別

実務家教員による授業

講義

開講期

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
スポーツ医学Ⅰでは、競技スポーツや様々な身体活動に伴う外傷・障害などを理解する上で必要不可欠な知識で
ある解剖学や病理学などの基礎的知識を学習するとともに、各種エクササイズが身体に与える影響を学び、外
傷・障害の予防や治療、各疾病に対する対応だけでなく、競技力向上や健康増進に役立てるための方法について
学習する。
到達目標
１．スポーツ医学の意義を理解することが出来る。
２．各種外傷や障害に対するスポーツ医学的知識が習得できる。
３．生活習慣病などの各種疾病に対する対処法が理解できる。
授業計画
【第1回】
テーマ：健康とスポーツ医学の関係性
内容・方法：スポーツ医学の概要、健康の概念と歴史的流れ
【第2回】
テーマ： スポーツ医学総論
内容・方法：スポーツ指導者とスポーツ医学
【第3回】
テーマ：スポーツ医学の基礎知識１
内容・方法：スポーツ医学を理解する上で必要な機能解剖学・病理学
【第4回】
テーマ：スポーツ医学の基礎知識２
内容・方法：エクササイズが身体へ与える影響
【第5回】
テーマ：スポーツと健康管理
内容・方法：スポーツ医学と健康づくり施策
【第6回】
テーマ：メディカルチェック
内容・方法：内科的および整形外科的メディカルチェックと運動基準・運動指針
【第7回】
テーマ：外科的スポーツ外傷・障害１
内容・方法：外科的スポーツ外傷・障害の基礎知識
【第8回】
テーマ：外科的スポーツ外傷・障害２
内容・方法：頭頚部・体幹のスポーツ外傷
【第9回】
テーマ：外科的スポーツ外傷・障害３
内容・方法：上肢のスポーツ外傷・障害
【第10回】
テーマ：外科的スポーツ外傷・障害４
内容・方法：下肢のスポーツ外傷・障害
【第11回】
テーマ：内科的スポーツ障害１
内容・方法：急性疾患について
【第12回】
テーマ：内科的スポーツ障害２
内容・方法：生活習慣病を中心に
【第13回】
テーマ：内科的疾患に対する運動療法
内容・方法：運動療法の種類と効果
【第14回】
テーマ：競技別スポーツ医学
内容・方法：各競技におけるスポーツ医学の役割
【第15回】
テーマ：スポーツ医学とは
内容・方法：スポーツ指導者が備えるべきスポーツ医学
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
スポーツ医学Ⅰ

【第1回】
事前学習課題：スポーツ医学の歴史的変遷について調べておく
事後学習課題：講義内容をまとめ、不明点については次回授業時に質問できるようにしておく
【第2回】
事前学習課題： スポーツ指導者が備えるべき医学的知識についてまとめておく
事後学習課題：講義内容をまとめ、不明点については次回授業時に質問できるようにしておく
【第3回】
事前学習課題：人体の機能と構造で学んだ内容を復習しておく
事後学習課題：講義内容をまとめ、不明点については次回授業時に質問できるようにしておく
【第4回】
テーマ：スポーツ医学の基礎知識２
事前学習課題：レジスタンストレーニングおよび持久系エクササイズが身体に及ぼす影響についてまとめておく
事後学習課題：講義内容をまとめ、不明点については次回授業時に質問できるようにしておく
【第5回】
事前学習課題：WHOの健康施策について調べておく
事後学習課題：講義内容をまとめ、不明点については次回授業時に質問できるようにしておく
【第6回】
テーマ：メディカルチェック
事前学習課題：若年層における突然死の原因について調べておく
事後学習課題：講義内容をまとめ、不明点については次回授業時に質問できるようにしておく
【第7回】
事前学習課題：外傷と障害の違いについてまとめておく
事後学習課題：講義内容をまとめ、不明点については次回授業時に質問できるようにしておく
【第8回】
事前学習課題：頭頚部および体幹に多く発生する外傷を調べておく
事後学習課題：講義内容をまとめ、不明点については次回授業時に質問できるようにしておく
【第9回】
事前学習課題：肩甲上腕関節脱臼についてまとめておく
事後学習課題：講義内容をまとめ、不明点については次回授業時に質問できるようにしておく
【第10回】
事前学習課題：足関節捻挫および膝靭帯損傷についてまとめておく
事後学習課題：講義内容をまとめ、不明点については次回授業時に質問できるようにしておく
【第11回】
事前学習課題：急性疾患とはなにかについてまとめておく
事後学習課題：講義内容をまとめ、不明点については次回授業時に質問できるようにしておく
【第12回】
事前学習課題：生活習慣病に含まれる各疾患について調べておく
事後学習課題：講義内容をまとめ、不明点については次回授業時に質問できるようにしておく
【第13回】
事前学習課題：運動療法の意義についてまとめておく
事後学習課題：講義内容をまとめ、不明点については次回授業時に質問できるようにしておく
【第14回】
事前学習課題：これまで経験したことのあるスポーツに多く生じる外傷・障害、疾患を調べておく
事後学習課題：講義内容をまとめ、不明点については次回授業時に質問できるようにしておく
【第15回】
事前学習課題：これまでの全配布資料を復習し、疑問点などをまとめておく
事後学習課題：これまでの配布資料をまとめ直す
課題に対するフィードバックの方法
授業中に課した発表や課題に対しては、本人の希望があれば翌週以降に評価を開示することが可能であり、確認
テストについては採点後、希望者に内容を返却する。
成績評価の方法・基準（方針）
・総授業回数に対して3分の1以上欠席した場合は評価対象外とする場合がある。
・授業開始時刻より5分以上の遅刻、教員の許可なく途中退室した場合は減点対象とする。
・以下に示すとおり、授業期間中に実施されるレポート課題や確認テスト、および定期試験に代わるレポート等
の評価結果に基づき総合的に判定する。
・総合判定で60点以上を対象に、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

40

授業内で課され課題に対して、内容を理解し、論理的に
考察した上で、適切にまとめられているかを評価する。

１,２,３

授業外での評価

30

複数回の課題レポートおよび確認テストにて評価する。

１,２,３

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

30

課された設問に対して、内容を適切かつ合理的に理解
し、論理的に考察されているかを評価する。

１,２,３

その他

0

スポーツ医学Ⅰ

テキスト

テキストは使用しない。
適宜授業内にプリントを配布する

参考書

『スポーツ指導者のためのスポーツ医学』小出清一ほか,
南江堂,3,200円＋税,ISBN978-4-524-52424034-0．
『健康運動実践指導者養成用テキスト』公益財団法人健康・体力づくり事業財団,南江堂

履修条件・他の科目との関連 出席の不正については厳正に対処する。

スポーツ医学Ⅰ

授業コード

13031001

授業科目名

野外活動論

授業担当教員

横山

誠

成績担当教員

横山

誠

開講年次

1年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

講義

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
野外で自然資源を生かしつつ行われている活動は、教育の補完的活動であることを解説しつつ、環境教育や冒険
教育および価値教育の視点からその重要性について理解する。
また、自然の中での活動は青少年から高齢者、障がい者まで幅広く参加できることから、野外活動が生涯教育
の一環としての役割も担っていることを理解する。特に、このような経験を通して自然と人間の関わり合いを学
ぶ必要性およびリーダーシップの形成について解説するとともに、組織キャンプの形態、野外活動のプログラム
および経営について理解する。特に様々な事例や映像を用いて安全管理やリスクマネジメントに関する理解を深
めたり、映像や新聞記事等から社会問題について考える。現場で活躍する外部講師を招いて理解を深めることも
ある。
到達目標
１．自らが安全で楽しい野外活動を行うという意識を持つことができる。
２．野外活動のタイプや対象を理解する。
３．リスクマネジメントのスキルを身につける。
４．野外活動のベネフィットを理解する。
授業計画
【第1回】
テーマ：オリエンテーション
内容・方法：授業の進め方や評価の説明、資格に関するガイダンス
【第2回】
テーマ：自然体験活動の意義
内容・方法：自然体験活動の目的や目標を理解する
【第3回】
テーマ：野外教育の効果
内容・方法：定義や分類や効果について理解する
【第4回】
テーマ：組織キャンプ
内容・方法：キャンプの変遷や自然体験活動の意義を理解する
【第5回】
テーマ：指導者の役割と責任
内容・方法：指導者として基本的な心構えや倫理観を理解する
【第6回】
テーマ：対象者の理解
内容・方法：対象者の特性や配慮事項を理解する
【第7回】
テーマ：青少年教育における体験活動
内容・方法：地域活性化や文化・資源を活用した体験の可能性を理解する
【第8回】
テーマ：プログラムの理解と企画・立案について
内容・方法：対象者の理解や地域資源を活用した企画を考える
【第9回】
テーマ：安全教育・防災教育について
内容・方法：基本的な安全管理を理解する
【第10回】
テーマ：安全教育・リスクマネジメント・KYTについて
内容・方法：応急処置やKYTについて理解する
【第11回】
テーマ：野外活動の技術とプログラム
内容・方法：キャンプギアにふれてみる
【第12回】
テーマ：野外活動の技術とプログラム
内容・方法：身近な自然物を使ったクラフト
【第13回】
テーマ：野外活動の技術とプログラム
内容・方法：パッケージド・プログラム
【第14回】
テーマ：野外活動の技術とプログラム
内容・方法：アウトドアリビングスキル
【第15回】
テーマ：後期授業のまとめ
野外活動論

内容・方法：授業のふりかえりと今後の野外活動への抱負
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
授業内容に関する情報収集など自分なりのイメージを持つ。（各回2時間）
講義の中で説明した内容をまとめ、情報検索を行うなどして知識を深める。（各回2時間）
具体的な事前・事後学習内容は第1回のオリエンテーションにて説明を行うが、授業終了後のレポート作成と事前
課題への取り組みを上手く活用すること。
レポート、課題以外にもインターネット等を活用して情報収集に努めること。
自分が興味関心を持つ野外活動については積極的に取り組み体験から学ぶことも推奨する。
課題に対するフィードバックの方法
授業内での学習内容を確認するために授業終了後に原則毎回ふりかえりシートの提出を求める。
課題レポートについては、内容を評価に反映させることもある。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
原則、公欠以外で5回以上欠席した場合は、評価の対象とせず「K」評価とする。
授業内での評価：授業態度や積極性、取り組みなどを評価
授業外での評価：ふりかえりシートや課題レポートを評価
期末試験：試験もしくはレポート試験にて評価
その他：ふりかえりやレポートの内容により評価
※公欠以外で5回以上の欠席した場合は、評価対象とせず「K]評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

45

授業態度や積極性、取り組み、ふりかえりシートなどを評
価

１,２,３,４

授業外での評価

5

ふりかえりシートや課題レポートを評価

１,２,３,４

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

50

期末レポート課題により評価する

１,２,３,４

その他

0

テキスト

特に指定しない。適宜紹介する。

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する

履修条件・他の科目との関連 レジャースポーツ実習に積極的に参加することが望まれる。
希望者は自然体験活動指導者資格者（NEAL リーダー） を申請することができるが、詳細は授業
内で説明する。
自然体験活動指導者（リーダー）に関する資料やテキストはclassroomにてPDFデータを配信する。

野外活動論

授業コード

13064401

授業種別

授業科目名

レクリエーション演習Ⅰ

授業担当教員

高山

昌子

成績担当教員

高山

昌子

開講年次

カリキュラムによる

開講期

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
レクリエーションに関する基礎理論を理解すると共に、レクリエーション支援のために活用しやすいプログラム
とレクリエーション活動を習得する。
到達目標
1.レクリエーションおよび支援の技法についての知識を説明することができる。
2.レクリエーション活動のプログラムを立案することができる。
3.集団や個人とのコミュニケーションをとる能力、集団の中のコミュニケーションを促進する方法を説明するこ
とができる。
4.集団において良好な関係を築くための「姿勢・態度・行動」を考えることができる。
授業計画
【第１回】 オリエンテーション レクリエーション活動の習得（１）レクリエーション支援のために活用しや
すいプログラムとレクリエーション活動を習得する。集団を対象にしたゲーム１
【第２回】 レクリエーション活動の習得（２）レクリエーション支援のために活用しやすいプログラムとレク
リエーション活動を習得する。集団を対象にしたゲーム２
【第３回】 レクリエーション活動の習得（３）レクリエーション支援のために活用しやすいプログラムとレク
リエーション活動を習得する。集団を対象にしたゲーム３
【第４回】 レクリエーション活動の習得（４）レクリエーション支援のために活用しやすいプログラムとレク
リエーション活動を習得する。歌を活用したゲーム
【第５回】 レクリエーション活動の習得（５）レクリエーション支援のために活用しやすいプログラムとレク
リエーション活動を習得する。音楽にあわせた身体活動１
【第６回】 レクリエーション活動の習得（６）レクリエーション支援のために活用しやすいプログラムとレク
リエーション活動を習得する。音楽に合わせた身体活動２
【第７回】 レクリエーション活動の習得（７）レクリエーション支援のために活用しやすいプログラムとレク
リエーション活動を習得する。用具を使用したゲーム１
【第８回】 レクリエーション活動の習得（８）レクリエーション支援のために活用しやすいプログラムとレク
リエーション活動を習得する。用具を使用したゲーム２
【第９回】 レクリエーション活動の習得（９）レクリエーション支援のために活用しやすいプログラムとレク
リエーション活動を習得する。アレンジの基本と応用１
【第10回】 レクリエーション活動の習得（10）レクリエーション支援のために活用しやすいプログラムとレク
リエーション活動を習得する。アレンジの基本と応用２
【第11回】 レクリエーション支援の実施（１）理論科目で身に付けた根拠に基づき実技科目で習得した方法と
活動を用いて、対象者と活動現場を想定したレクリエーション支援を実施し、評価し、改善する。企画書・指導
案の作成
【第12回】 レクリエーション支援の実施（２）発表（評価）
【第13回】 レクリエーション支援の実施（３）発表（評価）
【第14回】 レクリエーション支援の実施（４）発表（評価）
【第15回】 レクリエーション支援の評価、まとめ 振り返りを実施し、評価をおこなう
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
実技がメインの授業となるため、授業で実施する内容について事前に確認しておくこと。
授業後は提示された課題に取り組むこと。
人前での発表が評価となるため、説明の仕方や指導案を書く練習をしておくこと。
課題に対するフィードバックの方法
課題やレポートについては、Google classroomを通じてフィードバックを行う。
授業内の課題については、優れた点を適宜、受講学生と共有する。
成績評価の方法・基準（方針）
・レクリエーション・インストラクター資格取得に関連する必須科目であるため、5回以上の欠席は評価対象とせ
ず「K」評価とする。
・遅刻および早退は1/3欠席、15分以上の遅刻は欠席扱いとする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

レクリエーション演習Ⅰ

授業内での評価

70

レクリエーション活動の発表(70)

1,2,3

授業外での評価

20

レクリエーション活動のプログラムを立案（20）

2

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

10

レポート（10）

1,2,3,4

その他

0

テキスト

楽しさをとおしたこころの元気づくり レクリエーション支援の基本理論と方法、公益財団法人日本レ
クリエーション協会編、日本レクリエーション協会、ISBN 978-4-931180-95-6

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する

履修条件・他の科目との関連 ・実技授業のため、運動のできる服装（トレーニングウェア）で参加すること。
・化粧、アクセサリー類は事故や怪我の原因となるので、必ず外すこと。
・レクリエーション・インストラクター資格の必須科目。
・レクリエーション概論、レクリエーション演習Ⅰ
・コロナ感染状況によっては、オンライン授業または中止となる可能性があります。

レクリエーション演習Ⅰ

授業コード

13064402

授業種別

授業科目名

レクリエーション演習Ⅰ

授業担当教員

高山

昌子

成績担当教員

高山

昌子

開講年次

カリキュラムによる

開講期

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
レクリエーションに関する基礎理論を理解すると共に、レクリエーション支援のために活用しやすいプログラム
とレクリエーション活動を習得する。
到達目標
1.レクリエーションおよび支援の技法についての知識を説明することができる。
2.レクリエーション活動のプログラムを立案することができる。
3.集団や個人とのコミュニケーションをとる能力、集団の中のコミュニケーションを促進する方法を説明するこ
とができる。
4.集団において良好な関係を築くための「姿勢・態度・行動」を考えることができる。
授業計画
【第１回】 オリエンテーション レクリエーション活動の習得（１）レクリエーション支援のために活用しや
すいプログラムとレクリエーション活動を習得する。集団を対象にしたゲーム１
【第２回】 レクリエーション活動の習得（２）レクリエーション支援のために活用しやすいプログラムとレク
リエーション活動を習得する。集団を対象にしたゲーム２
【第３回】 レクリエーション活動の習得（３）レクリエーション支援のために活用しやすいプログラムとレク
リエーション活動を習得する。集団を対象にしたゲーム３
【第４回】 レクリエーション活動の習得（４）レクリエーション支援のために活用しやすいプログラムとレク
リエーション活動を習得する。歌を活用したゲーム
【第５回】 レクリエーション活動の習得（５）レクリエーション支援のために活用しやすいプログラムとレク
リエーション活動を習得する。音楽にあわせた身体活動１
【第６回】 レクリエーション活動の習得（６）レクリエーション支援のために活用しやすいプログラムとレク
リエーション活動を習得する。音楽に合わせた身体活動２
【第７回】 レクリエーション活動の習得（７）レクリエーション支援のために活用しやすいプログラムとレク
リエーション活動を習得する。用具を使用したゲーム１
【第８回】 レクリエーション活動の習得（８）レクリエーション支援のために活用しやすいプログラムとレク
リエーション活動を習得する。用具を使用したゲーム２
【第９回】 レクリエーション活動の習得（９）レクリエーション支援のために活用しやすいプログラムとレク
リエーション活動を習得する。アレンジの基本と応用１
【第10回】 レクリエーション活動の習得（10）レクリエーション支援のために活用しやすいプログラムとレク
リエーション活動を習得する。アレンジの基本と応用２
【第11回】 レクリエーション支援の実施（１）理論科目で身に付けた根拠に基づき実技科目で習得した方法と
活動を用いて、対象者と活動現場を想定したレクリエーション支援を実施し、評価し、改善する。企画書・指導
案の作成
【第12回】 レクリエーション支援の実施（２）発表（評価）
【第13回】 レクリエーション支援の実施（３）発表（評価）
【第14回】 レクリエーション支援の実施（４）発表（評価）
【第15回】 レクリエーション支援の評価、まとめ 振り返りを実施し、評価をおこなう
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
実技がメインの授業となるため、授業で実施する内容について事前に確認しておくこと。
授業後は提示された課題に取り組むこと。
人前での発表が評価となるため、説明の仕方や指導案を書く練習をしておくこと。
課題に対するフィードバックの方法
課題やレポートについては、Google classroomを通じてフィードバックを行う。
授業内の課題については、優れた点を適宜、受講学生と共有する。
成績評価の方法・基準（方針）
・レクリエーション・インストラクター資格取得に関連する必須科目であるため、5回以上の欠席は評価対象とせ
ず「K」評価とする。
・遅刻および早退は1/3欠席、15分以上の遅刻は欠席扱いとする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

レクリエーション演習Ⅰ

授業内での評価

70

レクリエーション活動の発表(70)

1,2,3

授業外での評価

20

レクリエーション活動のプログラムを立案（20）

2

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

10

レポート（10）

1,2,3,4

その他

0

テキスト

楽しさをとおしたこころの元気づくり レクリエーション支援の基本理論と方法、公益財団法人日本レ
クリエーション協会編、日本レクリエーション協会、ISBN 978-4-931180-95-6

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する

履修条件・他の科目との関連 ・実技授業のため、運動のできる服装（トレーニングウェア）で参加すること。
・化粧、アクセサリー類は事故や怪我の原因となるので、必ず外すこと。
・レクリエーション・インストラクター資格の必須科目。
・レクリエーション概論、レクリエーション演習Ⅰ
・コロナ感染状況によっては、オンライン授業または中止となる可能性があります。

レクリエーション演習Ⅰ

授業コード

13064501

授業種別

授業科目名

レクリエーション演習Ⅱ

授業担当教員

高山

昌子

成績担当教員

高山

昌子

開講年次

カリキュラムによる

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
レクリエーションは、スポーツと同様に現代社会において重要な役割を持っている。
「楽しい」や「生きがいづくり」を提供する上で必要な基礎知識を身につけ、教育現場・地域・福祉現場にて、
レクリエーション活動プログラムの企画等を実施する。この授業では、競技力向上とは異なる視点から、スポー
ツや身体活動を「誰でも、いつでも、どこでも、楽しく」できるように工夫し、支援・指導・提供する方法を学
修する。レクリエーション・インストラクターに求められる基礎的な考え方や技術の修得を目指す。
到達目標
1.レクリエーションおよび支援の技法についての知識を説明することができる。
2.レクリエーション活動のプログラムを立案することができる。
3.集団や個人とのコミュニケーションをとる能力、集団の中のコミュニケーションを促進する方法を人前で説明
することができる。
4.集団において良好な関係を築くための「姿勢・態度・行動」を考えることができる。
授業計画
【第1回】 授業ガイダンス（授業内容の説明、レクリエーション活動） コミュニケーションワーク(1)アイスブ
レーキング（仲間作り・友達作り）
【第2回】 コミュニケーションワーク(2)アイスブレーキング（仲間作り・友達作り） 学内クイズラリー
【第3回】 コミュニケーションワーク(2)アイスブレーキング（コミュニケーションの方法を検討したゲーム）
【第4回】 コミュニケーションワーク(3)アイスブレーキング(チーム対抗のゲーム・ニュースポーツ）
【第5回】 コミュニケーションワーク(5)ホスピタリティトレーニング（課題解決型ゲーム）
【第6回】 レクリエーションワーク(1)目的・対象に合わせた活動レク式体力チェック（新体力測定）
【第7回】 レクリエーションワーク(2)目的・対象者に合わせた活動レク式体力チェック（身体組成の測定）
【第8回】 レクリエーションワーク(3) 目的・対象者に合わせた活動レク式体力チェック（レク式体力チェッ
ク・ロコモ度テスト）
【第9回】 レクリエーションワーク(4)素材・アクティビティの選択 レク式体力チェック（体力測定結果の
フィードバックを含む）
【第10回】 レクリエーションワーク(5)活動のアレンジ
【第11回】 レクリエーションワーク(6)活動のアレンジ
【第12回】 レクリエーション活動の企画立案
【第13回】 レクリエーション活動の企画立案
【第14回】 レクリエーション活動の発表
【第15回】 レクリエーション活動の発表
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
実技がメインの科目であるため、授業で実施する内容について事前に確認をしておくこと。
授業後は提示された課題に取り組むこと。
人前での発表が評価となるため、説明の仕方や指導案を書く練習をしておくこと。
課題に対するフィードバックの方法
課題やレポートについてはGoogle classroomを通じてフィードバックを行う。
授業内の課題については、優れた点を適宜、受講学生と共有する。
成績評価の方法・基準（方針）
・レクリエーション・インストラクター資格、健康運動指導士資格取得に関連する必須科目であるため、5回以上
の欠席は評価対象とせず「K」評価とする。
・欠席した際には課題を期日までに提出すること。
・遅刻および早退は1/3欠席、15分以上の遅刻は欠席扱いとする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

30

レクリエーション活動の発表(30)

1,2,3,4

授業外での評価

20

レクリエーション活動の企画書(20)

2

レクリエーション演習Ⅱ

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

10

レポート(10)

1,2,3,4

その他

40

グループワーク貢献度(40)

4

テキスト

楽しさをとおした心の元気づくり レクリエーション支援の基本理論と方法、公益財団法人日本レクリ
エーション協会編、日本レクリエーション協会、1,944円、ISBN 978-4-931180-95-6

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 ・実技科目のため、運動のできる服装（トレーニングウェア）で参加すること。
・化粧、アクセサリー類は事故や怪我の原因となるので、必ず外すこと。
・レクリエーション・インストラクター資格の必須科目。
・健康運動指導士資格の必須科目。
・レクリエーション概論、レクリエーション演習Ⅰ
・コロナ感染状況によってはオンライン授業または授業内容を変更する可能性があります。

レクリエーション演習Ⅱ

授業コード

13064502

授業種別

授業科目名

レクリエーション演習Ⅱ

授業担当教員

高山

昌子

成績担当教員

高山

昌子

開講年次

カリキュラムによる

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
レクリエーションは、スポーツと同様に現代社会において重要な役割を持っている。
「楽しい」や「生きがいづくり」を提供する上で必要な基礎知識を身につけ、教育現場・地域・福祉現場にて、
レクリエーション活動プログラムの企画等を実施する。この授業では、競技力向上とは異なる視点から、スポー
ツや身体活動を「誰でも、いつでも、どこでも、楽しく」できるように工夫し、支援・指導・提供する方法を学
修する。レクリエーション・インストラクターに求められる基礎的な考え方や技術の修得を目指す。
到達目標
1.レクリエーションおよび支援の技法についての知識を説明することができる。
2.レクリエーション活動のプログラムを立案することができる。
3.集団や個人とのコミュニケーションをとる能力、集団の中のコミュニケーションを促進する方法を人前で説明
することができる。
4.集団において良好な関係を築くための「姿勢・態度・行動」を考えることができる。
授業計画
【第1回】 授業ガイダンス（授業内容の説明、レクリエーション活動） コミュニケーションワーク(1)アイスブ
レーキング（仲間作り・友達作り）
【第2回】 コミュニケーションワーク(2)アイスブレーキング（仲間作り・友達作り） 学内クイズラリー
【第3回】 コミュニケーションワーク(2)アイスブレーキング（コミュニケーションの方法を検討したゲーム）
【第4回】 コミュニケーションワーク(3)アイスブレーキング(チーム対抗のゲーム・ニュースポーツ）
【第5回】 コミュニケーションワーク(5)ホスピタリティトレーニング（課題解決型ゲーム）
【第6回】 レクリエーションワーク(1)目的・対象に合わせた活動レク式体力チェック（新体力測定）
【第7回】 レクリエーションワーク(2)目的・対象者に合わせた活動レク式体力チェック（身体組成の測定）
【第8回】 レクリエーションワーク(3) 目的・対象者に合わせた活動レク式体力チェック（レク式体力チェッ
ク・ロコモ度テスト）
【第9回】 レクリエーションワーク(4)素材・アクティビティの選択 レク式体力チェック（体力測定結果の
フィードバックを含む）
【第10回】 レクリエーションワーク(5)活動のアレンジ
【第11回】 レクリエーションワーク(6)活動のアレンジ
【第12回】 レクリエーション活動の企画立案
【第13回】 レクリエーション活動の企画立案
【第14回】 レクリエーション活動の発表
【第15回】 レクリエーション活動の発表
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
実技がメインの科目であるため、授業で実施する内容について事前に確認をしておくこと。
授業後は提示された課題に取り組むこと。
人前での発表が評価となるため、説明の仕方や指導案を書く練習をしておくこと。
課題に対するフィードバックの方法
課題やレポートについてはGoogle classroomを通じてフィードバックを行う。
授業内の課題については、優れた点を適宜、受講学生と共有する。
成績評価の方法・基準（方針）
・レクリエーション・インストラクター資格、健康運動指導士資格取得に関連する必須科目であるため、5回以上
の欠席は評価対象とせず「K」評価とする。
・欠席した際には課題を期日までに提出すること。
・遅刻および早退は1/3欠席、15分以上の遅刻は欠席扱いとする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

30

レクリエーション活動の発表(30)

1,2,3,4

授業外での評価

20

レクリエーション活動の企画書(20)

2

レクリエーション演習Ⅱ

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

10

レポート(10)

1,2,3,4

その他

40

グループワーク貢献度(40)

4

テキスト

楽しさをとおした心の元気づくり レクリエーション支援の基本理論と方法、公益財団法人日本レクリ
エーション協会編、日本レクリエーション協会、1,944円、ISBN 978-4-931180-95-6

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 ・実技科目のため、運動のできる服装（トレーニングウェア）で参加すること。
・化粧、アクセサリー類は事故や怪我の原因となるので、必ず外すこと。
・レクリエーション・インストラクター資格の必須科目。
・健康運動指導士資格の必須科目。
・レクリエーション概論、レクリエーション演習Ⅰ
・コロナ感染状況によってはオンライン授業または授業内容を変更する可能性があります。

レクリエーション演習Ⅱ

授業コード

13107501

授業種別

授業科目名

レジャースポーツ（基礎Ⅰ）

授業担当教員

佐藤

光子

成績担当教員

佐藤

光子

開講年次

1年

開講期

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
現代社会においてスポーツは、狭い意味では競争・競技として行う運動、広い意味では楽しみや健康のために自
発的に行う運動であると定義されている。またレジャーとは余暇に行う楽しみや遊びのことを指す。レジャース
ポーツとは勝ち負けよりも楽しみを重視して行うスポーツと理解できるだろう。
授業は体育館にて実際に様々なスポーツを実践しながら進める。例えば「ボッチャ」のように、年齢・性別・体
力レベルの違いがあっても互いに楽しめるスポーツを紹介する。また「バレーボール」のようにこれまで競技と
して体験してきたスポーツについては、皆が楽しむための工夫について意見交換の場を設ける。各スポーツの特
性に応じてグループワークやペアワークを行い、各自の適性に応じてリーダーシップやフォロワーシップが発揮
できる場面を設ける。
これらの実践を通して、健康増進やレクリエーションについての基礎知識や、仲間と協調しつつ主体的に行動す
る力を身につけてほしい。
到達目標
１．レジャースポーツ全般の定義と意義を説明できる
２．授業で実践した各スポーツの特徴・正規のルール・楽しむための工夫について説明できる
３．スポーツ実践に際して主体的に行動し、成果を上げるための努力ができる
４．スポーツ実践に際して安全に留意した行動ができる
５．スポーツ実践に際してよい人間関係を結ぶ行動ができる
授業計画
原則として体育館におけるスポーツ実践としての対面授業を行う
その他に適宜Classroomで課題を提示する
【第１回】受講方法や授業内ルールの説明（運動のできる服装、室内用シューズを着用して集合）
【第２回】バドミントン：ラリーを楽しもう
【第３回】バドミントン：いろいろな人とペアを組もう
【第４回】卓球：苦手な人もラージボールなら楽しめる
【第５回】ボッチャ：性別や体力だけで勝敗は決まらない
【第６回】バスケットボール：シュートを入れよう
【第７回】バスケットボール：スピーディーな３Ｘ３
【第８回】フライングディスク：ディスクゴルフ、ガッツ
【第９回】フライングディスク：ドッジビー
【第10回】フライングディスク：アルティメット
【第11回】バレーボール：ボールをつなぐ楽しさ
【第12回】バレーボール：アタックを打ってみたい
【第13回】キンボール：三つ巴のボールゲーム
【第14回】スポーツ大会を企画しよう
【第15回】スポーツ大会を開催しよう
※スポーツの種類は状況によって変更することがある
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
事前学習として、毎回、実践するスポーツの特徴、ルール、技術などについて調べておくこと（0.5時間）
事後学習として、有酸素運動とレジスタンス運動を中心にトレーニングを実施し、健康管理を行うこと（0.5時
間）
課題に対するフィードバックの方法
スポーツ実践における主体的で安全な行動や仲間との協調性については、授業時に教員が観察評価しているの
で、問合せがあれば回答する。
Classroomで提示した課題（各スポーツの基礎知識、最終的な総括レポート）は、その都度採点し返却する。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定したうえ、60点以上を合格とする。
ただし、正当な理由なく６回以上欠席した場合は、評価の対象とせず「K」と評価する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

60

スポーツ実践の際の安全・人間関係・主体的行動に係る

３・４・５
レジャースポーツ（基礎Ⅰ）

姿勢（60）
授業外での評価

20

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

その他

0

テキスト

テキストなし。

各スポーツに関する基礎知識の理解度（20）

2

全授業終了後に提出する総括レポート（20）

1

参考書
履修条件・他の科目との関連 履修のための条件（他の科目を受講しなければこれを受講できないなど）は特にありません。
しかしスポーツ実践を伴うので、常に健康・体力を維持する、受講にふさわしい身なりで参加する（服
装、シューズ、長い髪はまとめる、爪は短く清潔になど）、お互いに仲良く協力する、特に自分の立場
を自覚してリーダーシップを発揮したり、リーダーに従うフォロワーシップを発揮するなど、皆で楽しいス
ポーツの場を作るという努力が必要です。

レジャースポーツ（基礎Ⅰ）

授業コード

13059603

授業種別

授業科目名

レジャースポーツ（基礎）

授業担当教員

佐藤

光子

成績担当教員

佐藤

光子

開講年次

1年

開講期

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
現代社会においてスポーツは、狭い意味では競争・競技として行う運動、広い意味では楽しみや健康のために自
発的に行う運動であると定義されている。またレジャーとは余暇に行う楽しみや遊びのことを指す。レジャース
ポーツとは勝ち負けよりも楽しみを重視して行うスポーツと理解できるだろう。
授業は体育館にて実際に様々なスポーツを実践しながら進める。例えば「ボッチャ」のように、年齢・性別・体
力レベルの違いがあっても互いに楽しめるスポーツを紹介する。また「バレーボール」のようにこれまで競技と
して体験してきたスポーツについては、皆が楽しむための工夫について意見交換の場を設ける。各スポーツの特
性に応じてグループワークやペアワークを行い、各自の適性に応じてリーダーシップやフォロワーシップが発揮
できる場面を設ける。
これらの実践を通して、健康増進やレクリエーションについての基礎知識や、仲間と協調しつつ主体的に行動す
る力を身につけてほしい。
到達目標
１．レジャースポーツ全般の定義と意義を説明できる
２．授業で実践した各スポーツの特徴・正規のルール・楽しむための工夫について説明できる
３．スポーツ実践に際して主体的に行動し、成果を上げるための努力ができる
４．スポーツ実践に際して安全に留意した行動ができる
５．スポーツ実践に際してよい人間関係を結ぶ行動ができる
授業計画
原則として体育館におけるスポーツ実践としての対面授業を行う
その他に適宜Classroomで課題を提示する
【第１回】受講方法や授業内ルールの説明（運動のできる服装、室内用シューズを着用して集合）
【第２回】バドミントン：ラリーを楽しもう
【第３回】バドミントン：いろいろな人とペアを組もう
【第４回】卓球：苦手な人もラージボールなら楽しめる
【第５回】ボッチャ：性別や体力だけで勝敗は決まらない
【第６回】バスケットボール：シュートを入れよう
【第７回】バスケットボール：スピーディーな３Ｘ３
【第８回】フライングディスク：ディスクゴルフ、ガッツ
【第９回】フライングディスク：ドッジビー
【第10回】フライングディスク：アルティメット
【第11回】バレーボール：ボールをつなぐ楽しさ
【第12回】バレーボール：アタックを打ってみたい
【第13回】キンボール：三つ巴のボールゲーム
【第14回】スポーツ大会を企画しよう
【第15回】スポーツ大会を開催しよう
※スポーツの種類は状況によって変更することがある
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
事前学習として、毎回、実践するスポーツの特徴、ルール、技術などについて調べておくこと（0.5時間）
事後学習として、有酸素運動とレジスタンス運動を中心にトレーニングを実施し、健康管理を行うこと（0.5時
間）
課題に対するフィードバックの方法
スポーツ実践における主体的で安全な行動や仲間との協調性については、授業時に教員が観察評価しているの
で、問合せがあれば回答する。
Classroomで提示した課題（各スポーツの基礎知識、最終的な総括レポート）は、その都度採点し返却する。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定したうえ、60点以上を合格とする。
ただし、正当な理由なく６回以上欠席した場合は、評価の対象とせず「K」と評価する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

60

スポーツ実践の際の安全・人間関係・主体的行動に係る

３・４・５
レジャースポーツ（基礎）

姿勢（60）
授業外での評価

20

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

その他

0

テキスト

テキストなし。

各スポーツに関する基礎知識の理解度（20）

2

全授業終了後に提出する総括レポート（20）

1

参考書
履修条件・他の科目との関連 履修のための条件（他の科目を受講しなければこれを受講できないなど）は特にありません。
しかしスポーツ実践を伴うので、常に健康・体力を維持する、受講にふさわしい身なりで参加する（服
装、シューズ、長い髪はまとめる、爪は短く清潔になど）、お互いに仲良く協力する、特に自分の立場
を自覚してリーダーシップを発揮したり、リーダーに従うフォロワーシップを発揮するなど、皆で楽しいス
ポーツの場を作るという努力が必要です。

レジャースポーツ（基礎）

授業コード

13107502

授業種別

授業科目名

レジャースポーツ（基礎Ⅰ）

授業担当教員

佐藤

光子

成績担当教員

佐藤

光子

開講年次

1年

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
現代社会においてスポーツは、狭い意味では競争・競技として行う運動、広い意味では楽しみや健康のために自
発的に行う運動であると定義されている。またレジャーとは余暇に行う楽しみや遊びのことを指す。レジャース
ポーツとは勝ち負けよりも楽しみを重視して行うスポーツと理解できるだろう。
授業は体育館にて実際に様々なスポーツを実践しながら進める。例えば「ボッチャ」のように、年齢・性別・体
力レベルの違いがあっても互いに楽しめるスポーツを紹介する。また「バレーボール」のようにこれまで競技と
して体験してきたスポーツについては、皆が楽しむための工夫について意見交換の場を設ける。各スポーツの特
性に応じてグループワークやペアワークを行い、各自の適性に応じてリーダーシップやフォロワーシップが発揮
できる場面を設ける。
これらの実践を通して、健康増進やレクリエーションについての基礎知識や、仲間と協調しつつ主体的に行動す
る力を身につけてほしい。
到達目標
１．レジャースポーツ全般の定義と意義を説明できる
２．授業で実践した各スポーツの特徴・正規のルール・楽しむための工夫について説明できる
３．スポーツ実践に際して主体的に行動し、成果を上げるための努力ができる
４．スポーツ実践に際して安全に留意した行動ができる
５．スポーツ実践に際してよい人間関係を結ぶ行動ができる
授業計画
原則として体育館におけるスポーツ実践としての対面授業を行う
その他に適宜Classroomで課題を提示する
【第１回】受講方法や授業内ルールの説明（運動のできる服装、室内用シューズを着用して集合）
【第２回】バドミントン：ラリーを楽しもう
【第３回】バドミントン：いろいろな人とペアを組もう
【第４回】卓球：苦手な人もラージボールなら楽しめる
【第５回】ボッチャ：性別や体力だけで勝敗は決まらない
【第６回】バスケットボール：シュートを入れよう
【第７回】バスケットボール：スピーディーな３Ｘ３
【第８回】フライングディスク：ディスクゴルフ、ガッツ
【第９回】フライングディスク：ドッジビー
【第10回】フライングディスク：アルティメット
【第11回】バレーボール：ボールをつなぐ楽しさ
【第12回】バレーボール：アタックを打ってみたい
【第13回】キンボール：三つ巴のボールゲーム
【第14回】スポーツ大会を企画しよう
【第15回】スポーツ大会を開催しよう
※スポーツの種類は状況によって変更することがある
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
事前学習として、毎回、実践するスポーツの特徴、ルール、技術などについて調べておくこと（0.5時間）
事後学習として、有酸素運動とレジスタンス運動を中心にトレーニングを実施し、健康管理を行うこと（0.5時
間）
課題に対するフィードバックの方法
スポーツ実践における主体的で安全な行動や仲間との協調性については、授業時に教員が観察評価しているの
で、問合せがあれば回答する。
Classroomで提示した課題（各スポーツの基礎知識、最終的な総括レポート）は、その都度採点し返却する。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定したうえ、60点以上を合格とする。
ただし、正当な理由なく６回以上欠席した場合は、評価の対象とせず「K」と評価する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

60

スポーツ実践の際の安全・人間関係・主体的行動に係る

３・４・５
レジャースポーツ（基礎Ⅰ）

姿勢（60）
授業外での評価

20

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

その他

0

テキスト

テキストなし。

各スポーツに関する基礎知識の理解度（20）

2

全授業終了後に提出する総括レポート（20）

1

参考書
履修条件・他の科目との関連 履修のための条件（他の科目を受講しなければこれを受講できないなど）は特にありません。
しかしスポーツ実践を伴うので、常に健康・体力を維持する、受講にふさわしい身なりで参加する（服
装、シューズ、長い髪はまとめる、爪は短く清潔になど）、お互いに仲良く協力する、特に自分の立場
を自覚してリーダーシップを発揮したり、リーダーに従うフォロワーシップを発揮するなど、皆で楽しいス
ポーツの場を作るという努力が必要です。

レジャースポーツ（基礎Ⅰ）

授業コード

13059604

授業種別

授業科目名

レジャースポーツ（基礎）

授業担当教員

佐藤

光子

成績担当教員

佐藤

光子

開講年次

1年

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
現代社会においてスポーツは、狭い意味では競争・競技として行う運動、広い意味では楽しみや健康のために自
発的に行う運動であると定義されている。またレジャーとは余暇に行う楽しみや遊びのことを指す。レジャース
ポーツとは勝ち負けよりも楽しみを重視して行うスポーツと理解できるだろう。
授業は体育館にて実際に様々なスポーツを実践しながら進める。例えば「ボッチャ」のように、年齢・性別・体
力レベルの違いがあっても互いに楽しめるスポーツを紹介する。また「バレーボール」のようにこれまで競技と
して体験してきたスポーツについては、皆が楽しむための工夫について意見交換の場を設ける。各スポーツの特
性に応じてグループワークやペアワークを行い、各自の適性に応じてリーダーシップやフォロワーシップが発揮
できる場面を設ける。
これらの実践を通して、健康増進やレクリエーションについての基礎知識や、仲間と協調しつつ主体的に行動す
る力を身につけてほしい。
到達目標
１．レジャースポーツ全般の定義と意義を説明できる
２．授業で実践した各スポーツの特徴・正規のルール・楽しむための工夫について説明できる
３．スポーツ実践に際して主体的に行動し、成果を上げるための努力ができる
４．スポーツ実践に際して安全に留意した行動ができる
５．スポーツ実践に際してよい人間関係を結ぶ行動ができる
授業計画
原則として体育館におけるスポーツ実践としての対面授業を行う
その他に適宜Classroomで課題を提示する
【第１回】受講方法や授業内ルールの説明（運動のできる服装、室内用シューズを着用して集合）
【第２回】バドミントン：ラリーを楽しもう
【第３回】バドミントン：いろいろな人とペアを組もう
【第４回】卓球：苦手な人もラージボールなら楽しめる
【第５回】ボッチャ：性別や体力だけで勝敗は決まらない
【第６回】バスケットボール：シュートを入れよう
【第７回】バスケットボール：スピーディーな３Ｘ３
【第８回】フライングディスク：ディスクゴルフ、ガッツ
【第９回】フライングディスク：ドッジビー
【第10回】フライングディスク：アルティメット
【第11回】バレーボール：ボールをつなぐ楽しさ
【第12回】バレーボール：アタックを打ってみたい
【第13回】キンボール：三つ巴のボールゲーム
【第14回】スポーツ大会を企画しよう
【第15回】スポーツ大会を開催しよう
※スポーツの種類は状況によって変更することがある
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
事前学習として、毎回、実践するスポーツの特徴、ルール、技術などについて調べておくこと（0.5時間）
事後学習として、有酸素運動とレジスタンス運動を中心にトレーニングを実施し、健康管理を行うこと（0.5時
間）
課題に対するフィードバックの方法
スポーツ実践における主体的で安全な行動や仲間との協調性については、授業時に教員が観察評価しているの
で、問合せがあれば回答する。
Classroomで提示した課題（各スポーツの基礎知識、最終的な総括レポート）は、その都度採点し返却する。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定したうえ、60点以上を合格とする。
ただし、正当な理由なく６回以上欠席した場合は、評価の対象とせず「K」と評価する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

60

スポーツ実践の際の安全・人間関係・主体的行動に係る

３・４・５
レジャースポーツ（基礎）

姿勢（60）
授業外での評価

20

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

その他

0

テキスト

テキストなし。

各スポーツに関する基礎知識の理解度（20）

2

全授業終了後に提出する総括レポート（20）

1

参考書
履修条件・他の科目との関連 履修のための条件（他の科目を受講しなければこれを受講できないなど）は特にありません。
しかしスポーツ実践を伴うので、常に健康・体力を維持する、受講にふさわしい身なりで参加する（服
装、シューズ、長い髪はまとめる、爪は短く清潔になど）、お互いに仲良く協力する、特に自分の立場
を自覚してリーダーシップを発揮したり、リーダーに従うフォロワーシップを発揮するなど、皆で楽しいス
ポーツの場を作るという努力が必要です。

レジャースポーツ（基礎）

授業コード

13059701

授業種別

授業科目名

レジャースポーツ（キャンプ）

授業担当教員

高山

昌子、西岡

成績担当教員

高山

昌子

開講年次

1年

ゆかり、横山

実務家教員による授業

演習

－

誠

開講期

前期、後期

単位数

1単位

授業の目的・概要
レジャ一スポーツ（キャンプ）は、夏季に野外活動としてのキャンプを実施します。本授業は宿泊を伴う学外実
習と学内での事前指導（演習）によって展開します。また、集中講義として行うため、ガイダンスは4月の学科別
オリエンテーション時に行い、事前指導は5時限目以降、空き時間あるいは補講調整日、学外実習の直前に実施し
ます。今年度はコロナ感染予防から、学外実習は集中講義期間あるいは夏季休暇中に学内および学外の野外施設
において、通所で行います。学外実習ではキャンプに関する技術の習得を目指すだけでなく、課題克服型体験学
習も行います。事前指導では用語、用具などについて学習するとともに、ロープワーク、テント設営方法、野外
料理になどに関する基礎的知識について解説します。
到達目標
1．キャンプに関わる用語について説明できるようになる
2．野外での生活空間が確保できる（テントの設営・撤収を含む）
3．野外炊飯ができるようになる
4．ロープワークができるようになる
授業計画
【第1回】キャップの事前指導と学外実習についてのガイダンス
【第2回】事前指導1：アウトドアリビングスキル
【第3回】事前指導2：野外炊飯について
【第4回】学外実習1：テントの設営
【第5回】学外実習2：生活空間を確保
【第6回】学外実習3：生活用品の作成（お箸づくり）
【第7回】学外実習4：夕食の準備と作成、炊飯場の後片付け
【第8回】学外実習5：ロープワークへの取り組み
【第9回】学外実習6：昼食の準備と作成、炊飯場の後片付け
【第10回】学外実習7：HRTアクティビティ
【第11回】学外実習8：夕食の準備と作成、炊飯場の後片付け
【第12回】学外実習9：ロープワーク（実技試験）
【第13回】学外実習10：テント等の撤収
【第14回】学外実習11：生活空間、炊飯場等の清掃
【第15回】学外実習12：学外実習のまとめと振り返り
事前事後の学習
学修に必要な総時間数は45時間です。 事前事後学習等については、必要に応じて担当教員より指示します。
事前学習と事後学習に要する時間の詳細は第1回目の授業時に提示します。第1回～第3回は講義、第4回以後は学
外実習となりますが、それぞれ1時間の事後学習を要します。
課題に対するフィードバックの方法
ロープワーク（実技）、レポート課題、研修日記の評価については希望者に開示します。
成績評価の方法・基準（方針）
レポート課題、研修日誌、ロープワーク（実技試験）、クラフトの作成、事前指導と学外実習時の活動状況によ
る総合評価とします。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

60

ロープワーク（20）、野外調理（20）、テント設営（20）

2,3,4

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

10

レポート(10)

1,2,3,4

その他

30

グループワーク貢献度(30)

1,2,3,4

レジャースポーツ（キャンプ）

テキスト

使用しません。必要に応じて配布します。

参考書

『キャンプテキスト』（日本野外教育研究会）
『ロープワーク入門講座』（国方成一）
『野外料理のレシピ集235』（地球丸）

履修条件・他の科目との関連 ・講義形態が集中講義であるため、諸連絡はUNIPA、クラスルームで行います。
・事前指導の欠席者は学外実習には参加できません。また、単位の認定には学外実習への参加が
必要です。
・「レクリエーション概論」を必ず履修してください。
・学外実習費用（交通費、宿泊費、食費、傷害保険料等）：11,750円（2019年実績、2泊3日）
・自然体験活動指導者（NEAL）資格の取得可能 申請料：3,000円
・コロナ感染状況によっては、実習が中止または内容が変更となる可能性があります。

レジャースポーツ（キャンプ）

授業コード

13059801

授業種別

授業科目名

レジャースポーツ（スキー・スノーボード）

授業担当教員

高山

昌子、西岡

成績担当教員

高山

昌子

開講年次

1年

実務家教員による授業

演習

－

ゆかり
開講期

後期

単位数

1単位

授業の目的・概要
レジャースポーツ（スキー・スノーボード）は、冬季にスキーあるいはスノーボードを行います。本授業は宿泊
を伴う学外実習と学内での事前指導（演習）によって展開します。また、集中講義として行うため、ガイダンス
は4月時の学科オリエンテーション時に行い、事前指導は５限目以降、空き時間あるいは補講調整日に実施しま
す。事前指導ではスキー・スノーボードに関する基礎知識として用語や技術などについて学習し、学外実習に向
けての知識と技能を身につけます。
到達目標
1.雪上でのスポーツについて説明することができる。
2.スキー・スノーボードの用語と技術を説明することができる
3.スキー・スノーボードの技術を身につけ、楽しむことができる
授業計画
【第１回】 ガイダンス 実施時期、実施場所、実施内容について解説
【第２回】 事前指導１ 雪上でのレジャースポーツの安全確保と注意事項について解説
【第３回】 事前指導２ スキー・スノーボードの仕組みと用語、用具、操作方法について解説
【第４回】 事前指導３ 実施要項の確認と学外実習先のゲレンデの詳細、注意事項について解説
【第５回】 学外実習１ スキー・スノーボードの用具、操作方法について実習をおこなう
【第６回】 学外実習２ 平地での基本動作を行う
【第７回】 学外実習３ 緩斜面での基本動作と滑走練習を行う
【第８回】 学外実習４ 緩斜面でのターンの反復練習を行う
【第９回】 学外実習５ リフトに乗って滑走する
【第10回】 学外実習６ 主に整地されたゲレンデで滑走する
【第１１回】 学外実習７ 整地されたゲレンデだけではなく、新雪等の不整地なゲレンデで滑走する
【第１2回】 学外実習８ ノンストップトレーニングを行う
【第１３回】 学外実習９ ナイター滑走を実施
【第１４回】 学外実習10 グループ滑走を実施
【第１５回】 学外実習のまとめ 雪上実習のまとめと評価を行う
事前事後の学習
学修に必要な総時間数は45時間です。 事前事後学習等については、必要に応じて担当教員より指示します。
事前学習と事後学習に要する時間は第１回目の授業時に提示します。
第１回〜第４回は講義、第５回以降は学外実習となりますが、それぞれ1時間の事後学習を要します。
課題に対するフィードバックの方法
実技、レポート課題、研修日誌の評価については希望者に開示します。
成績評価の方法・基準（方針）
・実技試験、レポート課題、研修日誌、事前指導と学外実習時の活動状況による総合評価とします。
・事前指導の欠席過多の者は学外実習には参加できません
・単位の認定には学外実習への参加が必要です
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

スキー・スノーボードの実技試験(50)

1,2,3

授業外での評価

30

研修日誌（30）

1,2,3

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

レポート（20）

1,2,3

その他

0

テキスト

使用しません。必要に応じてプリントを配布します。

レジャースポーツ（スキー・スノーボード）

参考書

「日本スキー教程」（全日本スキー連盟）
「全日本スノーボード教程」（日本スノーボード協会）

履修条件・他の科目との関連 ・講義形態が集中講義であるため、諸連絡はUNIPAまたはGoogle classroomよりおこないます。
・事前指導の欠席は学外実習には参加できません。また、単位の認定には学外実習への参加が必
要です。
・学外実費用（交通費、宿泊費、食事、リフト代など）：2017年度実績；33,830円
・ウェア、ボード等のレンタルを利用する場合は、別途レンタル料が必要になります。
・「レクリエーション概論」を履修しておくこと
・コロナ感染状況によっては、実習が中止または内容が変更となる可能性があります。

レジャースポーツ（スキー・スノーボード）

授業コード

13064601

授業種別

授業科目名

レジャースポーツ（ダイビング）

授業担当教員

石引

伸

成績担当教員

石引

伸

開講年次

カリキュラムによる

開講期

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
レジャースポーツ（ダイビング）は事前指導としてスクーバダイビングに関する基礎知識の講義を行い、6月～7
月あるいは夏季休暇中に海洋実習を行う。海洋実習ではスクーバダイビングに関する技能の修得とPADIスクーバ
ダイバーライセンスの取得を目指す。事前指導では、マニュアルで予習・復習をしてきたダイビングに関する基
礎知識について、質疑応答とスライド学習で理解を深め、海洋実習に必要な知識を概説する。具体的には安全潜
水、ダイビング器材・用語、トラブル回避方法等について説明する。また、海洋実習の前に器材の取り扱い方に
ついて学び、事前指導で学んだ、耳抜き、トラブル回避方法等の技能習得に必要な実習は海の浅瀬で行う限定水
域実習で練習したうえで海洋実習を実施する。
到達目標
１．安全な潜水計画の立て方とその実施方法について説明できるようになる
２．スクーバ器材の正しい取り扱いと水中でのコミュニケーション方法を習得し出来るようになる
３．ダイビング中に起こりうるトラブルを想定出来るようになる。そしてその対処法を説明し回避できるように
なる
４．ダイビング事故が何故起きるのか？を考え、どのように行うことで安全に実施できるのかを説明できるよう
になる
５. PADIスクーバダイバーライセンス取得に必要な知識と技術を習得する
授業計画
★この授業は遠隔授業となります。原則として、リアルタイム型授業で実施予定です。参加方法などの詳細は
追って案内いたします。
【第1回】授業のオリエンテーションとスクーバダイビングの概要
（授業の進め方の説明とダイビングに関する基礎理解：スクーバダイビングの魅力とダイビングの危険性につい
て解説する）
【第2回】ダイビングライセンスについて
（ライセンスの種類と潜水制限について、ライセンス取得に必要な事柄について解説する）
【第3回】ダイビングと健康について
（スクーバダイビングを行う為に重要な健康上の事前確認と病歴診断書について解説する）
【第4回】水中世界、ダイビング器材①、第１回小テスト
（ダイビングの基礎知識1：水中環境と基本的なダイビング器材の役割・取り扱い方法について解説する）
【第5回】水中世界への適用、呼吸
（ダイビングの基礎知識2：水中での物の見え方や音の伝わり方など生理的適応と水中での呼吸の仕方について解
説する）
【第6回】バディシステム、コミュニケーション手順、第２回小テスト
（基礎知識3：バディシステムの重要性とハンドシグナルについて解説する）
【第7回】トラブルの管理、ダイビング前の安全確認
（基礎知識4：ダイビング中に起こりうるトラブルの紹介とそのトラブルの回避方法について解説する。）
【第8回】ダイビング器材②、第3回小テスト
（基礎知識5：マスクやスノーケル、フィンなどのダイビング軽器材とウエットスーツやドライスーツなどのダイ
ビングスーツについて解説する）
【第9回】ダイビング環境とコンディションの評価
（基礎知識6：砂地や岩場、珊瑚礁などのダイビング環境の紹介とそのコンディションの評価の仕方をについて解
説する）
【第10回】水中生物、ダイビング器材③、第４回小テスト
（基礎知識7：水中生物の生息場所や生態について説明し危険な生物の紹介をする。レギュレーターなどのダイビ
ング重器材の解説をする）
【第11回】ダイビング計画と減圧症
（基礎知識8：ダイブテーブルを用いて安全なダイビング計画の立て方についてと潜水病「減圧症」について解説
する）
レジャースポーツ（ダイビング）

【第12回】さまざまなダイビングエリアについて、第5回小テスト
（基礎知識9：ナイトダイビングやディープダイビング、水中洞窟や沈没船の中などのダイビングエリアの紹介と
そのために必要なダイビングスキルとライセンスについて解説する）
【第13回】限定水域実習：器材の組み立て方、水中での基本動作、基本スキルの練習
（陸上での器材セッティングと、海の浅瀬を使って呼吸の仕方や残圧確認などダイビングの基本動作の実習、足
のつかない深場でマスククリア、レギュレーターリカバリー等のスキル練習と水中・水面移動、潜降・浮上、耳
抜き等の実習を行う）
【第14回】海洋実習：海での基本スキルの評価、最終学科試験
（限定水域実習で練習したスキルの習得度を評価する）
【第15回】実習評価とダイビング事故について
（実例を元にダイビング事故について考察し、安全なダイビングの実施方法について解説する）
事前事後の学習
学修に必要な総時間数は45時間です。 事前事後学習等については、必要に応じて担当教員より指示します。
授業（１回につき２時間として計算）と事前事後のあわせて１単位あたり４５時間が必要です。
課題に対するフィードバックの方法
事前学習してきたマニュアル内の「知識の復習」ページについて授業中に解答し質疑応答の時間で正しく覚え
る。５つのsectionの最後に小テストを毎回実施し、次のsectionに進む前に解答と解説で解らない箇所や間違っ
た問題を正しく理解し復習する
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

30

課題の提出（15）小テスト計５回（15）

1,2,3,5

授業外での評価

30

海洋実習

1,2,3,5

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

レポート（20） 実習時に行う学科試験（20）

4,5

その他

0

テキスト

OWDマニュアル 5,500～6,500円
トレーニングレコード＆ログブック 1,200～2,000円

参考書

必要に応じて提示する

履修条件・他の科目との関連 ・海洋実習費用（施設使用料、器材レンタル料、宿泊代など）：23,000～26,000円
・現地までの交通費は海洋実習費用に含まれていない
・ライセンス取得には別途申請料が必要である

レジャースポーツ（ダイビング）

授業種別

実務家教員による授業

授業コード

13064701

授業科目名

レジャースポーツ（アドヴェンチャースポーツ）

授業担当教員

後和

美朝

成績担当教員

後和

美朝

開講年次

2年

開講期

演習

前期、後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
レジャ一スポーツ（アドベンチャースポーツ）は夏季にラフティング（渓流下り）を実施します。本授業は宿泊
を伴う学外実習と学内での事前指導（演習）によって展開します。また、集中講義として行うため、ガイダンス
は4月時の学科別オリエンテーション時に行い、事前指導は補講期間あるいは学外実習の直前に実施します。学外
実習は集中講義期間あるいは夏季休暇中に学外の野外施設において、1日2泊で行います。学外実習ではラフティ
ングに関する技術の習得を目指します。また、事前指導ではラフティングに関する基礎知識として用語、トラブ
ル回避方法等について学習するとともに、基本的な実習も行い、学外実習に向けての知識と技能を身につけま
す。
到達目標
1．ラフティングの用語と技術について説明できる
2．河川で行うレジャースポーツの安全な行動をとることができる
3．ラフティング技術を身につけ、楽しむことができる
4．研修日誌をまとめることができる
授業計画
【第1回】ラフティングの事前指導と学外実習についてのガイダンス
【第2回】事前指導1：河川のルールとトラブル回避方法
【第3回】事前指導2：河川で行うレジャースポーツの安全な行動
【第4回】事前指導3：ボートを利用したウォータースポーツ
【第5回】事前指導4：ラフティングに関する用語と技術1
【第6回】事前指導5：ラフティングに関する用語と技術2
【第7回】学外実習1：オリエンテーションとブリーフィング
【第8回】学外実習2：ラフティング器材の確認と準備
【第9回】学外実習3：ラフティング実習1
【第10回】学外実習4：ラフティング実習2
【第11回】学外実習5：ラフティング実習3
【第12回】学外実習6：ラフティング実習4
【第13回】学外実習7：ラフティング実習5
【第14回】学外実習8：ラフティング実習6
【第15回】学外実習9：ラフティング実習7
事前事後の学習
学修に必要な総時間数は45時間です。 事前事後学習等については、必要に応じて担当教員より指示します。
第1回
【事前】授業のシラバスを熟読し、授業構成を理解する1.0時間
【事後】オリエンテーション説明内容にもとづき夏季に行われているレジャースポーツ（アドヴェンチャース
ポーツ）の基礎知識を自修し、ノートを準備する3.0時間
第2回
【事前】河川のルールとトラブル回避方法を調べる2.0時間
【事後】河川のルールとトラブル回避方法をまとめる3.0時間
第3回
【事前】河川で行うレジャースポーツの安全な行動を調べる2.0時間
【事後】河川で行うレジャースポーツの安全な行動をまとめる3.0時間
第4回
【事前】ボートを利用したウォータースポーツを調べる2.0時間
【事後】ボートを利用したウォータースポーツをまとめる3.0時間
第5回
【事前】ラフティングに関する用語と技術を調べる2.0時間
【事後】ラフティングに関する用語と技術をまとめる3.0時間
第6回
【事前】ラフティングに関する用語と技術を調べる2.0時間
【事後】ラフティングに関する用語と技術をまとめる3.0時間
第7~9回
【事前】ラフティングを行う河川や器材を確認する1.5時間
【事後】ラフティング実習での取組みをまとめる3.0時間
第10~13回
【事前】今日のラフティング実習の取組み内容を確認する1.5時間
【事後】ラフティング実習での取組みをまとめる3.0時間
レジャースポーツ（アドヴェンチャースポーツ）

第14・15回
【事前】今日のラフティング実習の取組み内容を確認する1.5時間
【事後】研修日誌をまとめる5.5時間
課題に対するフィードバックの方法
研修日誌やレポート試験の評価は希望者に開示します。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、研修日誌、実習時の取り組む姿勢、レポート試験に基づき、60点以上を合格とし、所定の単
位を認定します。
事前指導の欠席者は学外実習には参加できません。また、単位の認定には学外実習への参加が必要です。学外実
習に不参加の場合、 評価の対象とせず、「 K 」評価とします。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

実習時の取り組む姿勢（50%）

1、2、3

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

10

全授業終了後に行うレポート試験（10%）

1、2

その他

40

研修日誌（40%）

4

テキスト

テキストは使用しません。

参考書

必要に応じて授業の中で紹介します。

履修条件・他の科目との関連 ・講義形態が集中講義であるため、諸連絡はUNIPAもしくはclassroomで行ないます。
・学外実習費用（交通費、施設利用費、器材レンタル費、傷害保険料等）が別途必要になりま
す。

レジャースポーツ（アドヴェンチャースポーツ）

授業コード

13079101

授業種別

授業科目名

レジャースポーツ（マリンスポーツ）

授業担当教員

後和

美朝

成績担当教員

後和

美朝

開講年次

2年

開講期

実務家教員による授業

演習

前期、後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
レジャースポーツ（マリンスポーツ）では、海洋で楽しむスポーツとしてスタンドアップパドルボード（SUP）、
ウィンドサーフィン（WSF）、ダイビング等の知識と技能の習得を目指します。また、レジャースポーツの知識と
技能の習得だけでなく、海洋でスポーツ安全に楽しむためのルールやトラブル回避行動についても理解を深めま
す。本授業は学外実習（海洋実習）と学内での事前指導によって展開します。また、集中講義として行うため、
事前指導は5時限目以降、空き時間、補講調整日あるいは学外実習の直前に実施します。
到達目標
1．マリンスポーツの用語と技術について説明できる
2．海洋で行うレジャースポーツの安全な行動をとることができる
3．マリンスポーツの技術を身につけ、楽しむことができる
4．研修日誌をまとめることができる
授業計画
【第1回】マリンスポーツの事前指導と学外実習についてのガイダンス
【第2回】事前指導1：海洋でのルールとトラブル回避方法
【第3回】事前指導2：海洋で行うレジャースポーツの安全な行動
【第4回】事前指導3：マリンスポーツとは
【第5回】事前指導4：マリンスポーツ（スタンドアップパドルボード）に関する用語と技術
【第6回】事前指導5：マリンスポーツ（ウィンドサーフィン）に関する用語と技術
【第7回】学外実習1：海洋実習に向けての最終確認、ブリーフィング
【第8回】学外実習2：マリンスポーツの器材の装着と基本操作の確認
【第9回】学外実習3：海洋実習1
【第10回】学外実習4：海洋実習2
【第11回】学外実習5：海洋実習3
【第12回】学外実習6：海洋実習4
【第13回】学外実習7：海洋実習5
【第14回】学外実習8：海洋実習6
【第15回】学外実習9：海洋実習のまとめと振り返り
事前事後の学習
学修に必要な総時間数は45時間です。 事前事後学習等については、必要に応じて担当教員より指示します。
第1回
【事前】授業のシラバスを熟読し、授業構成を理解する1.0時間
【事後】オリエンテーション説明内容にもとづき夏季に行われているマリンスポーツの基礎知識を自修し、ノー
トを準備する3.0時間
第2回
【事前】海洋のルールとトラブル回避方法を調べる2.0時間
【事後】海洋のルールとトラブル回避方法をまとめる3.0時間
第3回
【事前】海洋で行うレジャースポーツの安全な行動を調べる2.0時間
【事後】海洋で行うレジャースポーツの安全な行動をまとめる3.0時間
第4回
【事前】マリンスポーツを調べる2.0時間
【事後】マリンススポーツをまとめる3.0時間
第5回
【事前】マリンスポーツに関する用語と技術を調べる2.0時間
【事後】マリンスポーツに関する用語と技術をまとめる3.0時間
第6回
【事前】マリンスポーツに関する用語と技術を調べる2.0時間
【事後】マリンスポーツに関する用語と技術をまとめる3.0時間
第7~9回
【事前】マリンスポーツを行う海洋や器材を確認する1.5時間
【事後】マリンスポーツ実習での取組みをまとめる3.0時間
第10~13回
【事前】今日のマリンスポーツ実習の取組み内容を確認する1.5時間
【事後】マリンスポーツ実習での取組みをまとめる3.0時間
第14・15回
【事前】今日のマリンスポーツ実習の取組み内容を確認する1.5時間
レジャースポーツ（マリンスポーツ）

【事後】研修日誌をまとめる5.5時間
課題に対するフィードバックの方法
研修日誌やレポート試験の評価については希望者に開示します。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、研修日誌、実習時の取り組む姿勢、レポート試験に基づき、60点以上を合格とし、所定の単
位を認定します。
事前指導の欠席者は学外実習には参加できません。また、単位の認定には学外実習への参加が必要です。学外実
習に不参加の場合、 評価の対象とせず、「 K 」評価とします。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

実習時の取り組む姿勢（50%）

1、2、3

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

10

全授業終了後に行うレポート試験（10%）

1、2

その他

40

研究日誌（40%）

4

テキスト

使用しません。必要に応じてプリントを配布します。

参考書

必要に応じて紹介します。

履修条件・他の科目との関連 ・講義形態が集中講義であるため、諸連絡はUNIPAもしくはclassroomで行います。
・事前指導の欠席者は学外実習には参加できません。
・学外実習費用（交通費、施設利用費、器材レンタル費、傷害保険料等）が別途必要になりま
す。

レジャースポーツ（マリンスポーツ）

授業コード

13065001

授業種別

授業科目名

レジャースポーツ（ウォータースポーツ）

授業担当教員

後和

美朝

成績担当教員

後和

美朝

開講年次

3年

実務家教員による授業

演習

開講期

前期、後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
レジャ一スポー（ウォータースポーツ）はウェイクボードを実施します。本授業は日帰り2日間の学外実習と学内
での事前指導（演習）によって展開します。また、集中講義として行うため、ガイダンスは4月時の学科別オリエ
ンテーション時に行い、事前指導は補講調整日あるいは学外実習の直前に実施します。学外実習は集中補講期間
あるいは夏季休暇中に琵琶湖（滋賀県）にあるウォータースポーツ専用施設で行い、技術の習得を目指します。
また、学外実習に向けての事前指導では、ウェイクボードに関する基礎知識として用語や技術などについて学習
するとともに、基本的な実習も実施し、学外実習に向けての知識と技能を身につけます。
到達目標
1．ウェイクボードの用語と技術について説明できる
2．モーターボートを使う上での安全な行動をとることができる
3．ウェイクボード技術を身につけ、楽しむことができる
4．研修日誌をまとめることができる
授業計画
【第1回】のウォータースポーツの事前指導と学外実習についてのガイダンス
【第2回】事前指導1：船舶のルールとトラブル回避方法
【第3回】事前指導2：モーターボートを使う上での安全な行動
【第4回】事前指導3：モーターボートを利用したウォータースポーツ
【第5回】事前指導4：ウェイクボードに関する用語と技術1
【第6回】事前指導5：ウェイクボードに関する用語と技術2
【第7回】学外実習1：オリエンテーションとブリーフィング
【第8回】学外実習2：ウェイクボード器材の確認と準備
【第9回】学外実習3：ウェイクボード実習1
【第10回】学外実習4：ウェイクボード実習2
【第11回】学外実習5：ウェイクボード実習3
【第12回】学外実習6：ウェイクボード実習4
【第13回】学外実習7：ウェイクボード実習5
【第14回】学外実習8：ウェイクボード実習6
【第15回】学外実習9：ウェイクボード実習7
事前事後の学習
学修に必要な総時間数は45時間です。 事前事後学習等については、必要に応じて担当教員より指示します。
第1回
【事前】授業のシラバスを熟読し、授業構成を理解する1.0時間
【事後】オリエンテーション説明内容にもとづき夏季に行われているレジャースポーツ（ウォータースポーツ）
の基礎知識を自修し、ノートを準備する3.0時間
第2回
【事前】船舶のルールとトラブル回避方法を調べる2.5時間
【事後】船舶のルールとトラブル回避方法をまとめる2.5時間
第3回
【事前】モーターボートを使う上での安全な行動を調べる2.5時間
【事後】モーターボートを使う上での安全な行動をまとめる2.5時間
第4回
【事前】モーターボートを利用したウォータースポーツを調べる2.5時間
【事後】モーターボートを利用したウォータースポーツをまとめる2.5時間
第5回
【事前】ウェイクボードに関する用語と技術を調べる2.5時間
【事後】ウェイクボードに関する用語と技術をまとめる2.5時間
第6回
【事前】ウェイクボードに関する用語と技術を調べる2.5時間
【事後】ウェイクボードに関する用語と技術をまとめる2.5時間
第7~9回
【事前】ウェイクボードを行うゲレンデや器材を確認する1.5時間
【事後】ウェイクボード実習での取組みをまとめる3.0時間
第10~13回
【事前】今日のウェイクボード実習の取組み内容を確認する1.5時間
【事後】ウェイクボード実習での取組みをまとめる3.0時間
第14・15回
レジャースポーツ（ウォータースポーツ）

【事前】今日のウェイクボード実習の取組み内容を確認する1.5時間
【事後】研修日誌をまとめる5.5時間
課題に対するフィードバックの方法
研修日誌やレポート試験の評価は希望者に開示します。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、研修日誌、実習に取り組む姿勢、レポート試験に基づき、6 0 点以上を合格とし、所定の単
位を認定します。事前指導の欠席者は学外実習には参加できません。また、単位の認定には学外実習への参加が
必要です。学外実習に不参加の場合、 評価の対象とせず、「 K 」評価とします。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

実習での取り組む姿勢（50%）

1、2、3

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

10

全授業終了後に行うレポート試験（10%）

1、2

その他

40

研修日誌（40%）

4

テキスト

テキストは使用しません。

参考書

必要に応じて授業の中で紹介します。

履修条件・他の科目との関連 ・講義形態が集中講義であるため、諸連絡はUNIPAもしくはclassromで行ないます。
・学外実習費用（交通費、施設利用費、器材レンタル費、傷害保険料等）が別途必要になりま
す。

レジャースポーツ（ウォータースポーツ）

授業コード

13079302

授業種別

授業科目名

レジャースポーツ（マリンスポーツ応用）

授業担当教員

後和

美朝

成績担当教員

後和

美朝

開講年次

3年

実務家教員による授業

演習

開講期

前期、後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
レジャースポーツ（マリンスポーツ応用）では、マリンスポーツ（スタンドアップパドルボード（SUP）、ウィン
ドサーフィン（WSF）、スクーバダイビング等）の応用科目としてさらなる知識の習得と技術の向上を目指しま
す。特に、スクーバダイビングでは上位ライセンスの取得を目指します。海洋実習はマリンスポーツの環境に恵
まれた沖縄本島あるいは宮古島や石垣島で実施します。本授業は学内での事前指導と宿泊を伴う学外実習によっ
て展開します。集中講義として行うため、事前指導は5時限目以降、空き時間あるいは補講調整日、学外実習の直
前に実施します。事前指導では学外実習での活動計画を作成して個々が計画をもとに実習を行い、生涯スポーツ
として楽しむことができる知識と技能を身につけます。
到達目標
1．海洋で行うことができるマリンスポーツを解説できる
2．マリンスポーツの活動計画を作成することができる
3．マリンスポーツを安全に楽しむことができる
4．研修日誌をまとめることができる
授業計画
【第1回】マリンスポーツ応用の事前指導と学外実習についてのガイダンス
【第2回】事前指導1：マリンスポーツの事故や傷害と安全行動
【第3回】事前指導2：学外実習での活動計画を立案1
【第4回】事前指導3：学外実習での活動計画を立案2
【第5回】事前指導4：実施要項の確認と学外実習先のゲレンデの詳細、注意事項等
【第6回】学外実習1：マリンスポーツⅠ：海洋実習1
【第7回】学外実習2：マリンスポーツⅠ：海洋実習2
【第8回】学外実習3：マリンスポーツⅠ：海洋実習3
【第9回】学外実習4：マリンスポーツⅡ：海洋実習1
【第10回】学外実習5：マリンスポーツⅡ：海洋実習2
【第11回】学外実習6：マリンスポーツⅡ：海洋実習3
【第12回】学外実習7：マリンスポーツⅢ：海洋実習1
【第13回】学外実習8：マリンスポーツⅢ：海洋実習2
【第14回】学外実習9：マリンスポーツⅢ：海洋実習3
【第15回】学外実習10：学外実習のまとめと振り返り
事前事後の学習
学修に必要な総時間数は45時間です。 事前事後学習等については、必要に応じて担当教員より指示します。
第1回
【事前】授業のシラバスを熟読し、授業構成を理解する1.0時間
【事後】オリエンテーション説明内容にもとづき夏季に行われているマリンスポーツについて自修し、ノートを
準備する3.0時間
第2回
【事前】マリンスポーツの事故や傷害と安全行動を調べる2.0時間
【事後】マリンスポーツの事故や傷害と安全行動をまとめる3.0時間
第3回
【事前】学外実習での活動計画を検討する2.0時間
【事後】学外実習での活動計画の素案を検討する3.0時間
第4回
【事前】学外実習での活動計画の素案を作成する2.0時間
【事後】学外実習での活動計画をまとめる3.0時間
第5回
【事前】学外実習先のゲレンデを調べる2.0時間
【事後】学外実習先のゲレンデをもとに活動計画を修正する3.0時間
第6～8回
【事前】マリンスポーツⅠで実施する器材を確認する2.0時間
【事後】マリンスポーツⅠでの取組みをまとめる3.0時間
第9～11回
【事前】マリンスポーツⅡで実施する器材を確認する2.0時間
【事後】マリンスポーツⅡでの取組みをまとめる3.0時間
第12~14回
【事前】マリンスポーツⅢで実施する器材を確認する2.0時間
【事後】マリンスポーツⅢでの取組みをまとめる3.0時間
レジャースポーツ（マリンスポーツ応用）

第15回
【事前】今日のマリンスポーツ実習の取組み内容を確認する2.0時間
【事後】研修日誌をまとめる4.0時間
課題に対するフィードバックの方法
活動計画書、実習日誌、レポート試験の評価は希望者に開示します。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、活動計画書、研修日誌、実習時の取り組む姿勢、レポート試験に基づき、60点以上を合格と
し、所定の単位を認定します。
事前指導の欠席者は学外実習には参加できません。また、単位の認定には学外実習への参加が必要です。学外実
習に不参加の場合、 評価の対象とせず、「 K 」評価とします。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

実習時の取り組む姿勢（50%）

1、3

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

10

全授業終了後に行うレポート試験（10%）

1

その他

40

活動計画書（10%）、研修日誌（30%）

2、4

テキスト

使用しません。必要に応じてプリントを配布します。

参考書

必要に応じて提示します。

履修条件・他の科目との関連 ・講義形態が集中講義であるため、諸連絡はUNIPAもしくはclassroomで行ないます。
・学外実習費用（交通費、施設利用費、器材レンタル費、傷害保険料等）が別途必要になりま
す。
・台風等が発生した場合，海洋実習がキャンセルされることがあります。

レジャースポーツ（マリンスポーツ応用）

授業コード

13065201

授業種別

授業科目名

レジャー・マネジメント演習

授業担当教員

玉井

久実代

成績担当教員

玉井

久実代

開講年次

カリキュラムによる

実務家教員による授業

演習

開講期

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
本授業は、レクリエーションやレジャーに関してこれまで学修したことをもとに、レクリエーション・インスト
ラクターに必要な知識やスキルを実践を通してより深めることを目的とする。
レジャー、レクリエーション・プログラムの計画や運営等をグループで協働して行うことや、実際の現場での支
援を通して、レジャー、レクリエーション・プログラムの効果的、効率的な運営、支援の方法を実践的に学び、
学修成果を実践力として定着できるよう説明する。
到達目標
1．レクリエーション・プログラムを立案することができる。
2．レクリエーション・プログラムを支援することができる。
授業計画
この授業は演習形式の授業ですので、授業内容に応じた教室（体育館や講義室）を使用します。
【第1回】オリエンテーション
【第2回】プログラムの企画について
【第3回】レクリエーション活動の実践
【第4回】プログラムの計画1：企画
【第5回】プログラムの計画1：準備
【第6回】プログラムの計画１：準備
【第7回】プログラムの計画１：実施・評価
【第8回】プログラムの計画2：企画
【第9回】プログラムの計画2：準備
【第10回】プログラムの計画2：実施
【第11回】プログラムの計画2：評価
【第12回】プログラムの計画3：企画
【第13回】プログラムの計画3：準備
【第14回】プログラムの計画3：準備
【第15回】プログラムの計画３：実施・評価、まとめ
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
授業（1回につき2時間として計算）と事前事後学習をあわせて、1単位あたり45時間が必要です。
1回の授業につき、事前事後合わせて4時間の学習が必要です。
【事前】グループで、プログラムの打合せや準備を行う。
【事後】インターネットや書籍で、レクリエーション事業やプログラムについて、情報収集を行う。
課題に対するフィードバックの方法
実施した課題のフィードバックは、翌週以降の授業や Google Classroom で行う。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判断のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
正当な理由なく、4回以上欠席した場合は、評価の対象とせず、「K」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

90

支援のスキル（30）
取り組み姿勢（30）
グループメンバーとの協働姿勢（30）

1、2

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

10

期末レポート

1、2

その他

0

レジャー・マネジメント演習

テキスト

なし

参考書

必要に応じて授業で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 ・「レジャー・マネジメント演習」は、レクリエーション・インストラクター資格取得科目の一つに位置づけ
られている。
・「レクリエーション概論」と「レクリエーション演習Ⅰ･Ⅱ」を履修していることが望ましい。
・学外のレクリエーション事業に参加し支援方法を学ぶ。
・授業参加は、授業期間外に行うことや遠隔等の方法で行うことがある。
・事業参加の状況により、授業計画を変更することがある。
・新型コロナウイルス感染症の状況により、内容を変更することがある。
・１回目の授業はオリエンテーションを行うため必ず出席すること。
・１回目の授業は、体育館に集合してください。服装は私服で結構です。

レジャー・マネジメント演習

授業コード

13059201

授業種別

授業科目名

対人コミュニケーション

授業担当教員

東

真由美

成績担当教員

東

真由美

開講年次

1年

開講期

実務家教員による授業

講義

前期

単位数

〇

2単位

授業の目的・概要
人と人との出会いや印象形成、円滑な人間関係構築など、身近なコミュニケーション場面に活用できる理論や技
法について学ぶ。とくに社会心理学や臨床心理学の観点からコミュニケーションについて理解を進め、日常場面
への応用を目指す。
担当教員の臨床心理業務経験をもとに、実務家教員として講義を行い、将来、対人支援にかかわる業務に従事し
たいと考えている人にも役立つ授業としたい。
授業はテキストを使用し、講義形式で行うが、理解を深め、コミュニケーション力を身につけるために様々な
ワークを実施する。
到達目標
１．人間関係の基礎となる対人コミュニケーションの基礎理論を理解し、他者に説明できる。
２．コミュニケーションには様々な方法があり、場に応じて使い分けることにより円滑な関係が構築されること
を理解する。
３．周囲と良好な人間関係を保つコミュニケーション力を身につけて、適切な自己表現ができる。
授業計画
この授業は、遠隔授業となります。リアルタイム型の遠隔授業を受講し、毎回所定の課題を期限内に提出してい
ただく形で実施予定です。参加方法などの詳細は、追って案内します。
【第１回】人と人との出会い１
オリエンテーション。どのようにして第一印象が形成されるか理解し、印象形成について学ぶ。
【第２回】人と人との出会い２
対人認知、対人魅力について学ぶ。
【第３回】人を好きになる心理学
恋愛について心理学の観点で解説する。
【第４回】非言語的コミュニケーション
言語的コミュニケーションと非言語的コミュニケーションの違い、
対人距離やアイコンタクトなど言葉を用いないコミュニケーションを学ぶ。
【第５回】効果的なコミュニケーションをめざして１
積極的傾聴法について学ぶ。
【第６回】効果的なコミュニケーションをめざして２
アサーショントレーニングについて学ぶ。
【第７回】われわれは他者からどのように影響を受けるか１「説得的コミュニケーション」
社会心理学の効果的な説得の技法を学ぶ。
【第８回】われわれは他者からどのように影響を受けるか２「マス・コミュニケーション」
マス・メディアが生むゆがみや偏りについて理解する。
【第９回】われわれは他者からどのように影響を受けるか３「コンピュータ・コミュニケーション」
インターネット上のコミュニケーションの特徴やマナーについて学習する。
【第10回】ストレスと人間関係
ストレスの要因となるストレッサーを分類し、その性質について学ぶ。
【第11回】対人関係の諸問題
攻撃行動、フラストレーション、匿名性など人が攻撃的になる要因を学ぶ。
【第12回】より良い人間関係を保つために１
自分を知るために交流分析のエゴグラムを体験する。
【第13回】より良い人間関係を保つために２
リフレーミングを学び、自分を肯定的にとらえる。
【第14回】より良い人間関係を保つために３
他者に関心をもち肯定的にみようとすることの大切さを学ぶ。
【第15回】まとめ
対人コミュニケーションに関する心理学についてのまとめ
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
各回の授業前に2時間の事前学習と授業後に2時間の事後学習（宿題レポート含む）を要する。
【第１回】
①事前学習：過去の経験を思い出して、第一印象はどうやって形成されるのか、自分の考えをまとめてくる。
②事後学習：授業で学んだ印象形成のしくみについてまとめておく。
【第２回】
対人コミュニケーション

①事前学習：「対人魅力の規定因」の項を読んでおくこと。
②事後学習：対人魅力の規定因についてまとめ、理解を深める。
【第３回】
①事前学習：「親密な人間関係」についての項を読んでおくこと。
②事後学習：恋愛、友情、孤独の心理についてまとめておく。
【第４回】
①事前学習：身の回りにある非言語によるコミュニケーション手段を調べておく。
②事後学習：非言語によるコミュニケーションが対人関係に与える効果、文化による違いについて要約する。
【第５回】
①事前学習：対人コミュニケーションの分類を調べる。普段、どのように他者の話をきいているか振り返ってお
く。
②事後学習：積極的傾聴法のテクニックを生かして、自分らしい話の聴き方を身につけられるよう練習する。
【第６回】
①事前学習：自分の普段のコミュニケーションの仕方について振り返っておく。
②事後学習：アサーショントレーニングについて復習し、アサーションを上達させるための練習をする。
【第７回】
①事前学習：社会心理学でいう「態度」とはなにか、その概念について調べておく。
②事後学習：紹介した各説得のテクニックを整理しておくこと。
【第８回】
①事前学習：自分の生活の中でマス・メディアの影響を受けていると思うことを調べておく。
②事後学習：メディアによる広告効果や流行の仕組みについてまとめておくこと。
【第９回】
①事前学習：コンピュータ・コミュニケーションの特徴や問題点について調べる。
②事後学習：インターネット上のコミュニケーションの特徴やマナーのあり方について各自考えておく。
【第10回】
①事前学習：ストレッサー、ストレス関連疾患について調べておく。
②事後学習：自分のストレッサーを認知的に評価して、その対処方法を考えて実践する。
【第11回】
①事前学習：対人関係の諸問題について調べておく。
②事後学習：なぜ人は攻撃的になってしまうことがあるのか、自分の考えをまとめる。
【第12回】
①事前学習：自分の性格について、自分の長所・短所について考えておく。
②事後学習：交流分析について復習する。
【第13回】
①事前学習：リフレーミングについて調べる。
②事後学習：自分自身を肯定的にとらえられるようにリフレーミングを練習し、上手な自己紹介ができるように
なる。
【第14回】
①事前学習：他者との関係の中で人間関係を保つために必要なことについて考えておく。
②事後学習：良好な人間関係について、講義から得た知識や体験の中から再度考えを深め、実践につなげる。
【第15回】
①事前学習：すべての復習をしてから講義に臨むこと。
②事後学習：これまでの授業内容や課題の意義を再確認し、今後の生きかたに関連付ける。
課題に対するフィードバックの方法
毎回の授業でレポート課題を行うが、理解不十分な内容については、後日の授業中に再度説明するなどのフィー
ドバックを行う。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
授業ごとに毎回行うレポートの質および課題への積極的取り組み（レポートの文章量等）に対する総合評価とす
る。評価の84％を占めるため必ず出席し、レポートを提出すること。
加えて、期末試験として、最終回終了後、最終レポート（評価の16％）を提出すること。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

84

授業内レポート（84）

1・2・3

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

16

最終レポート（16）

1・2・3

その他

0

テキスト

ワークショップ人間関係の心理学／藤本忠明・東正訓／ナカニシヤ出版／２００４／
ISBN9784888488334

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 ワークを積極的に行い、レポート等の締切を厳守すること。
レポートの提出回数が比較的多い授業なので、授業を受けたらすぐ課題に取り組み、すぐ提出する
対人コミュニケーション

履修条件・他の科目との関連 こと。先延ばしにしているとレポートを提出することを忘れ、単位取得が危ぶまれるので、注意が必要
である。

対人コミュニケーション

授業コード

13074101

授業科目名

発達心理学

授業担当教員

山口

直範

成績担当教員

山口

直範

開講年次

2年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

講義

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
本講義では、生涯発達の観点から発達心理学の基礎理論および臨床場面における発達支援について学ぶ。特に幼
児期～児童期～青年期の発達について学び、その後は発達障害の特性や課題について事例を交えながら紹介す
る。
到達目標
１．人間の発達は段階的であり、生涯にわたることを説明できる。
２．人間の発達は段階的であり、生涯にわたることを記述できる。
３．発達障害に偏見や誤解を持たず、人間科学の観点で説明できる。
４．発達障害に偏見や誤解を持たず、人間科学の観点で記述できる。
授業計画
この授業は、通常授業となります。
【第1回】
テーマ：オリエンテーション、発達障害とは
内容・方法：講義計画の概要を紹介し、生涯発達の概念と発達障害への理解を高める。
【第2回】
テーマ：発達心理学の基礎Ⅰ
胎児期・新生児期の発達
内容・方法：胎児・新生児の特性を学ぶ
【第3回】
テーマ：発達心理学の基礎Ⅱ
乳児期の発達
内容・方法：乳児期の特徴を紹介し、事例を通して愛着や社会的参照などの理論を説明する。
【第4回】
テーマ：発達心理学の基礎Ⅲ
幼児期の発達
内容・方法：自我の芽生え、他視点取得などの基礎理論について事例を通して紹介する。
【第5回】
テーマ：発達心理学の基礎Ⅳ
児童期の発達
内容・方法：就学すると学習環境が大きく変化するために生じる発達的な課題について紹介する。
【第6回】
テーマ：発達心理学の基礎Ⅴ
青年期・成人期・老年期の発達
内容・方法：アイデンティティの構築、よりよく生きることをについて学ぶ。
【第7回】
テーマ：前半のまとめ
内容・方法：講義内容の理解の度合いを確認するために講義時間内に課題を実施する。
【第8回】
テーマ：自閉スペクトラム症の理解Ⅰ
内容・方法：発達障害の概念を説明し、自閉症について学ぶ。
【第9回】
テーマ：自閉スペクトラム症の理解Ⅱ—１
内容・方法：ASD：アスペルガー症候群の概念・特徴を学ぶ。
【第10回】
テーマ：自閉スペクトラム症の理解Ⅱ—２
内容・方法：ビデオを見ながらASDの実態を学ぶ。
【第11回】
テーマ：自閉スペクトラム症の理解Ⅲ—１
内容・方法：LD：学習障害の概念・特徴を学び、知的障害との違いを理解する。
【第12回】
テーマ：自閉症スペクトラム障害の理解Ⅲ—２
内容・方法：LD：援助の方法を学ぶ。
【第13回】
テーマ：自閉スペクトラム症の理解Ⅳ
内容・方法：ADHDの概念・特徴を学び、正しく理解する。
【第14回】
テーマ：成人の発達障害
内容・方法：成人になって発達障害の診断を受けた人々のビデオを視聴しながら、成人ならではの問題を考え
る。
発達心理学

【第15回】
テーマ：発達障害へのソーシャルスキルトレーニング
内容・方法：発達障害者が社会に適応するための方法を学ぶ。
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
【第1回】
①事前学修課題：人間発達はいつまでなのか自分の考えをまとめる。
②事後学修課題：発達障害に関すること諸問題を調べる。
【第2回】
①事前学修課題：人間発達とは何かを予習しておく。
②事後学修課題：人間発達に関する本や論文を1冊読んでおくこと。
【第3回】
①事前学修課題：人間発達に関する本または文献を1冊読んでおくこと。
②事後学修課題：乳児期の社会的な問題を考える。
【第4回】
①事前学修課題：自分の過去を振り返ってみて発達を考える。
②事後学修課題：それぞれの特徴と概念を整理しておく。
【第5回】
①事前学修課題：小学校に入ると何が変化するのかを具体的に思い起こしておく。
②事後学修課題：就学初期の課題を考える。
【第6回】
①事前学修課題：自分の今までの発達について考える。
②事後学修課題：現在の自分の発達的な課題を考える。
【第7回】
①事前学修課題：いままで習ったことすべてを復習しておく。
②事後学修課題：確認試験を終えて回答できなかったことを調べる。
【第8回】
①事前学修課題：発達障害の定義、現状を知る。
②事後学修課題：自閉症について調べる。
【第9回】
①事前学修課題：学ぶ前に自分が思っているASDはどのようなものなのかまとめてくる。
②事後学修課題：二次障害を防ぐために何ができるかを考える。
【第10回】
①事前学修課題：自分の過去を振り返ってみてASDの人とのかかわりを考える。
②事後学修課題：ASDへの支援を考える。
【第11回】
①事前学修課題：自分の過去を振り返ってみてLDとのかかわりを考える。
②事後学修課題：二次障害を防ぐために何ができるかを考える。
【第12回】
①事前学修課題：過去に紹介した発達障害の特徴を整理しておく。
②事後学修課題：二次障害を防ぐために何ができるかを考える。
【第13回】
①事前学修課題：ADHDの特性を復習しておく。
②事後学修課題：それぞれの症状の連続性と違いを理解する。
【第14回】
①事前学修課題：成人の発達障害でなにが生きていくうえでの障害になるのか考える。
②事後学修課題：生きていくうえでの障害を取り外すために何が必要かを考える。
【第15回】
①事前学修課題：発達障害者の社会適応に重要な要素を考える。
②事後学修課題：二次障害を防ぐために何ができるかを考える。
課題に対するフィードバックの方法
ビデオ視聴や講義の感想文を提出させた時は、翌週の講義開始時に学生全体にコメントしてフィードバックす
る。
また、人間発達と発達障害を正しく理解することにより二次的な障害を抑止できることを伝える。
成績評価の方法・基準（方針）
定期試験と講義時に実施する中間確認試験にて評価する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

講義時間内に実施する中間確認試験（50）

1,2,3,4

授業外での評価

0

定期試験

50

持ち込み不可で臨床発達心理学の試験を実施する(50)

2,4

定期試験に代わるレポート等

0

その他

0
発達心理学

テキスト

講義時にプリントを配布する

参考書

よくわかる発達心理学 無藤 隆・岡本祐子・大坪治彦編 ミネルヴァ書房 2400円＋税
よくわかる発達障害 LD・ADHD・高機能自閉症・アスペルガー症候群 小野次郎・上野一彦・藤
田継道編 ミネルヴァ書房 2200円＋税

履修条件・他の科目との関連 隣接領域にある心理学の講義を併せて受講することが望ましい。

発達心理学

授業コード

13006401

授業種別

授業科目名

スポーツ心理学

授業担当教員

山口

直範

成績担当教員

山口

直範

開講年次

カリキュラムによる

開講期

実務家教員による授業

講義

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
人間の健康は,単に身体を動かすことだけでなく,心をコントロールすることと密接に関係している。
スポーツと心理学といえばメンタルトレーニングやイメージトレーニングのことを連想するのも,そうしたことが
暗黙のうちに理解されているからであろう。
現代の科学的なスポーツ実践では,気合、根性、体力だけでは通用せず,心と体の関係性を理解しない限り,実力を
発揮することはできない。
スポーツ心理学では,心と競技成績の関係を広く理解するために,競技スポーツを中心に自らの競技経験を交えな
がら心のはたらきを論じていく。
到達目標
１．目標設定の意味や達成動機を理解し、競技スポーツにおける心の重要性を論理的に説明できる。
２．試合に向けた心のコンディションの重要性を説明できる。
３．スポーツ心理学で得た知見を競技だけではなく日常生活でも活用できる。
授業計画
この授業は、対面の通常授業となります。
重要：「資料配布せず、テキストを利用することが非常に多いため、必ず指定のテキストを購入しておくこ
と。」
【第1回】
テーマ：スポーツ心理学では何を学修するのか
内容・方法：運動心理学とスポーツ心理学の定義
【第2回】
テーマ：心理的スキルとは何か
内容・方法：集中力、コミュニケーション力などさまざま心がある
【第3回】
テーマ：「やる気」とは何か
内容・方法：目標設定の方法により、やる気が高まる。自らの競技力だけではなく指導にも役立つ
【第4回】
テーマ：リラックスと「よい緊張感」とは何か
内容・方法：実力発揮のためのリラックス法を学ぶ
【第5回】
テーマ：トップアスリートから心を学ぶ
内容・方法：国際大会や全日本で協議したアスリートの映像から学ぶ
【第6回】
テーマ：集中力を高める方法
内容・方法：集中力を高め、持続するには何が必要か
【第7回】
テーマ：自信を高める方法
内容・方法：自身を高める要因と方法について
【第8回】
テーマ：作戦イメージのトレーニング
内容・方法：相手によって変化する戦略の重要性を学ぶ
【第9回】
テーマ：競技前の心理的準備とは
内容・方法：競技前のメンタルコンディショニング
【第10回】
テーマ：チームづくりに必要なもの
内容・方法：コミュニケーションスキルの必要性
【第11回】
テーマ：競技スポーツ選手の指導法
内容・方法：介入・指導の方法（個人競技・団体競技）
【第12回】
テーマ：技術獲得の心理的課題
内容・方法：合理的な運動学習の理論
【第13回】
テーマ：健康スポーツとは何か
内容・方法：運動とメンタルヘルスの関係について学ぶ
【第14回】
テーマ：スポーツで心の健康を高められるのか
内容・方法：運動・スポーツの心理的効果
【第15回】
スポーツ心理学

テーマ：まとめ
内容・方法：心の強さにより競技結果が左右されることを理解する
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
【第1回】
①事前学修課題：自分のスポーツ経験を振り返っておく
②事後学修課題：スポーツ心理学の持つ意味を考える
【第2回】
①事前学修課題：心理的スキルは競技結果に与える影響
②事後学修課題：過去の自分は競技に向けてどうであったか振り返る
【第3回】
①事前学修課題：やる気が出るときと出ないときは何が違うか考える
②事後学修課題：自分の目標を設定してみる
【第4回】
①事前学修課題：様々なリラクセイションを知る
②事後学修課題：自分にあうリラクセイションを実践する
【第5回】
①事前学修課題：プロスポーツとアマチュアスポーツの違いを考える
②事後学修課題：トップアスリートの競技への姿勢を習得する
【第6回】
①事前学修課題：雑然とした中で集中する方法を考える
②事後学修課題：集中力を妨害されない方法を習得する
【第7回】
①事前学修課題：自分の実力を客観視してポジションを考える
②事後学修課題：自信が結果に及ぼす影響を把握する
【第8回】
①事前学修課題：イメージとは何かを調べておく
②事後学修課題：自宅などでイメージトレーニングを実践する
【第9回】
①事前学修課題：競技前に望ましい心の状態を考える
②事後学修課題：競技前の心が競技中に与える影響を振り返る
【第10回】
①事前学修課題：コミュニケーション力はなぜ必要なのか考える
②事後学修課題：個人競技・団体競技に関係なく必要であることを理解する
【第11回】
①事前学修課題：過去の自分のスポーツ経験から指導法を考える
②事後学修課題：受講後にもう一度、より有効な指導法を考えてみる
【第12回】
①事前学修課題：心理学の学習理論を理解しておく
②事後学修課題：自分の競技に適した学習方法を論理的に把握する
【第13回】
①事前学修課題：競技レベルと健康レベルの運動は何が違うのか調べる
②事後学修課題：健康スポーツの具体的な効果を検討する
【第14回】
①事前学修課題：心と身体の関係を調べる
②事後学修課題：運動・スポーツで心の健康を維持している場を探してみる
【第15回】
①事前学修課題：すべてを振り返ってから講義に臨む
②事後学修課題：すべてを振り返り、今後の自分の生活に役立てる
課題に対するフィードバックの方法
スポーツ心理学は競技以外の場でも活用できるため、講義で学んだことを日常生活に応用して実践する。
日頃から緊張のあまり実力が発揮できない人は、講義時のコメントに記述すれば、適宜講義内容を活用して
フィードバックする。
成績評価の方法・基準（方針）
定期試験の結果をもって最終評価とする。
試験は持ち込み不可で実施し、欠席した学生は評価の対象としない。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

0

なし

1,2,3

授業外での評価

0

なし

なし

定期試験

100

定期試験に代わるレポート等

0

その他

0

1,2

スポーツ心理学

テキスト

教養としてのスポーツ心理学/徳永 幹雄/大修館書店/2160/978-4469265774
・「配布資料ではなくテキストの内容とPPTスライドを中心」に講義するため、持っていなければ理解が
深まらない。必ず購入しておくこと。

参考書

適宜紹介する。

履修条件・他の科目との関連 ・他に心理学関連の科目を受講している方が望ましい。
・遅刻は,科目担当者にとっても他の受講者にとっても大変迷惑である。理由なく大幅に遅刻した場
合は減点対象とする。

スポーツ心理学

授業コード

13062601

授業種別

授業科目名

ストレスマネジメント

授業担当教員

竹端

佑介

成績担当教員

竹端

佑介

開講年次

カリキュラムによる

実務家教員による授業

講義

開講期

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
現代人の私たちは常にストレスに晒されている。そのため、ストレスに対応していく必要があるもののストレス
とは何かを知らなければ、ストレスと向き合うことはできない。誰もが関心のある“ストレス”をネガティブに
捉えるのではなでなく、ストレスを知り、自分自身でストレスコントロールしていくことこそが現代社会を生き
るために必要なことである。
本講義ではストレスの仕組みとストレスとの付き合い方（ストレス・マネジメント）について概観する。そのた
めに、ストレスの概念について説明し、ストレスと健康との関わりについて考える。また、実際のストレスに対
処していくための様々な技法を知り、日常生活上で実践していけるようにしていくことを目標とする。
授業はパワーポイントにて行い、文字情報および静止画・動画の資料などを提示する講義形式となるが、実際の
マネジメント法を習得することも求められる。
事前学習では授業テーマに関するキーワードを調べ、前週のノートを復習すること、事後学習では授業で提示さ
れた資料や紹介された図書や論文をもとに自身のノートに加筆するなど積極的な学習を行う必要がある。
到達目標
1．ストレスマネジメントにおける専門用語を説明できる。
2．ストレスマネジメントにおける専門用語を記述できる。
3．具体的なストレス対処法を理解できる。
4．具体的なストレス対処法を使うことができる。
授業計画
【第 1 回】オリエンテーション：授業の概要、ストレスと向き合うことの意味について考える
【第 2 回】ストレスとは？①：ストレッサーについて学び、自身のストレッサーをチェックシートにて評価して
いく
【第 3 回】ストレスとは？②：ストレス反応について学び、自身のストレッサーをチェックシートにて評価して
いく
【第 4 回】ストレス関連する心の病気について：ストレス関連疾患について学ぶ
【第 5 回】ストレスマネジメントとは？：コーピングについて学ぶ
【第 6 回】ストレスマネジメントとは？：認知と行動修正について学ぶ
【第 7 回】ストレスとは?③：キラーストレスについて考える
【第 8 回】ストレスに対するセルフカウンセリング（実習）：ストレスへの理解を深めるとともに、自身のスト
レスマネジメント法を思考するためのセルフカウンセリング法を使う
【第 9 回】ストレス対処法①：統合的メンタルトレーニング1－呼吸法について学ぶ－
【第10回】ストレス対処法②：統合的メンタルトレーニング2－漸進的筋弛緩法、ボディースキャンについて学ぶ
－
【第11回】ストレス対処法③：統合的メンタルトレーニング3－イメージ法について学ぶ―思考と身体活動との違
いにおける健康への影響について考える
【第12回】ストレス対処法④：ストレス統合的メンタルトレーニング4－メンタル・リハーサルについて学ぶー
【第13回】ストレス対処法⑤：自律訓練法の基礎について学ぶ
【第14回】ストレス対処法⑥：フォーカシングについて学ぶ
【第15回】総復習：ストレスマネジメントとは何か？を今一度考える
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
第1回
【事前】授業のシラバスを熟読し、授業構成を理解する 授業を受けるにあたってのノート作り
1.0時間
【事後】オリエンテーション説明内容に基づき、ストレスについての基礎知識を自修し、ノートを準備する 1.0
時間
第2回
【事前】ストレッサーとは何かを調べ、自分自身のストレッサーを考えておく 1.5時間
【事後】「適度なストレッサー」によるパフォーマンス効果についてノートに加筆する 2.5時間
第3回
【事前】前週分のノートを復習するとともに、「ストレス反応」とは何かを自分になりに調べ、考えておく 1.5
時間
【事後】特に自律神経系の特徴についてノートに加筆する 2.5時間
第4回
【事前】前週分のノートを復習するとともに、「心身相関」について自分なりに調べ、考えておく 1.5時間
【事後】「パニック障害」における実際の治療について、ノートに加筆する 2.5時間
第5回
【事前】前週分のノートを復習するとともに、自分自身がストレスどう対処しているか考えておく 1.5時間
ストレスマネジメント

【事後】論文「ストレスコーピング—自分でできるストレスマネジメント」を熟読し、ノートに加筆する 2.5時
間
第6回
【事前】前週分のノートを復習するとともに、「認知」について自分なり調べ、考えておく 1.5時間
【事後】論文「認知機能がネガティブな自動思考・スキーマに与える影響」を熟読し、ノートに加筆する 2.5時
間
第7回
【事前】前週分のノートを復習するとともに、ストレスが心身に及ぼす影響について自分なりに考えておく 1.5
時間
【事後】「視床下部」「扁桃体」など位置を図に描きながら、その特徴についてノートに加筆する 2.5時間
第8回
【事前】第1回から第7回のノートを復習するとともに、自分自身のストレスについて考えておく 1.5時間
【事後】自分自身のストレスが「身体」および「心」にどう影響しているか具体的に考えながら、その特徴につ
いてノートに加筆する 2.5時間
第9回
【事前】前週分のノートを復習するとともに、自分自身の呼吸の仕方についてストレスがかかる時とそうでない
ときでどのような違いがあるか観察し、まとめておく 1.5時間
【事後】実際に呼吸法を実践し、心身への影響について観察し、ノートに加筆する 3.5時間
第10回
【事前】前週分のノートを復習し、医療現場で使われているCTスキャンについてその機能や特徴について調べて
おく 1.5時間
【事後】論文「競技者における漸進的筋弛緩法の継続的実施が心身に与える影響」を熟読し、ノートに加筆する
2.5時間
第11回
【事前】前週分のノートを復習し、イメージとは何か自分なりに調べ、考えておく 1.5時間
【事後】論文「イメージトレーニングによる筋力増強効果の検討」を熟読し、ノートに加筆する 2.5時間
第12回
【事前】前週分のノートを復習し、「リハーサル」の意味について調べ、考えておく 1.5時間
【事後】論文「動物恐怖によるメンタル・リハーサルによるイメージの効果」を熟読し、ノートに加筆する 2.5
時間
第13回
【事前】前週分のノートを復習し、「暗示」について自分なりに調べ、考えておく 1.5時間
【事後】論文「体育・スポーツにおける自律訓練法と催眠法利用の実験的研究」を熟読し、ノートに加筆する
2.5時間
第14回
【事前】前週分のノートを復習し、自分自身の内面の感情に注意を向けると心身がどのように反応するか観察
し、その反応について考えておく 1.5時間
【事後】実際のストレスマネジメント法を実際に行ってみた場合に、自身の心身がどのように反応するか観察
し、そのことについてノートに加筆する 2.5時間
第15回
【事前】第1回から第14回のノートを復習する 1.5時間
【事後】授業後の日常生活上で、自分自身が具体的にどのようなストレスマネジメント法を実践していけるか考
え、さらにどのように実行していけるかを考え、説明できるようにノートに加筆する 3.5時間
課題に対するフィードバックの方法
実施した課題のフィードバックについては翌週以降の授業あるいは、Google Classroomにて解説や提示をする。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定の上、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
なお、毎授業時に実施する課題について5回以上の未提出 、または定期試験に代わるレポートの未提出がある場
合においては、評価対象外となり、「 K 」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

授業内で提示された課題

1,2

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

50

レポート試験

1,2,3,4

その他

0

テキスト

テキストは使用しない。

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 新型コロナウイルス感染症の状況により授業形態やその内容、評価方法が変更される場合がある。

ストレスマネジメント

授業コード

13078201

授業種別

授業科目名

リスクマネジメント特論

授業担当教員

山口

直範

成績担当教員

山口

直範

開講年次

2年

開講期

実務家教員による授業

講義

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
日常生活の中で危険やリスクは、いたるところに存在する。リスクとは何かを理解し、リスクを回避するだけで
はなく、どのようにしてマネジメントするのかが重要である。
本講義では災害、犯罪、交通事故の事例を中心としたリスクに関する理論を解説する。
また、開催が可能な状況であればリスクマネジメントに関する学外研修（白バイ隊員のトレーニング視察など）
を実施する予定である。実施日は施設との日程調整よるため不確定である。
なお、本講義は専門性が高くリスクに関する専門用語や基礎理論が出てくるため、前期科目「安全の行動科学」
を必ず履修しておくこと。
到達目標
１．災害、犯罪、交通事故の３つのリスクをデータに基づいて客観的に説明できる。
２．３つのリスクについて危険を感じた時には、まず自分が率先して安全行動に移ることができる理由を論じ
る。
３．日常生活に潜在的に存在しているリスクに気が付き、正しく評価できる。
４．科学的データに基づいてリスクマネジメントについて記述できる。
授業計画
この授業は、通常授業となります。
【第1回】
テーマ：オリエンテーション、リスクとは
内容・方法：講義計画の概要を紹介し、行動科学の概念と安全対策への理解を高める。
【第2回】
テーマ：リスクと心理学
内容・方法：人はなぜリスクをとるのか、そのメカニズムを学ぶ。
【第3回】
テーマ：リスク行動を理解する
内容・方法：リスクと人間行動の関係を説明する。
【第4回】
テーマ：リスク知覚
内容・方法：リスクのとらえ方について心理学の観点から事例を通して紹介する。
【第5回】
テーマ：危険とリスクテイキング
内容・方法：リスクに限らず幅広い「危険」について解説する。
また、人はなぜ危険であるとわかっていても、危ないことをしてしまうのかを解説する。
【第6回】
テーマ：リスクとエラーの関係
内容・方法：急いだり、あわてたりするとなぜミスが増えるのかを人間科学で解説する。
【第7回】
テーマ：リスクマネジメントの実践（学外研修：開講回は視察日に準じて変更する）
内容・方法：白バイ隊員のトレーニングや大会を視察することにより事故防止のためにリスクマネジメントを学
ぶ。
【第8回】
テーマ：日常の中に潜在するリスクを考えるⅠ
内容・方法：自分の身の回りに潜在しているリスクと対処法を考える。
【第9回】
テーマ：日常の中に潜在するリスクを考えるⅡ
内容・方法：グループワーク（日常正確に潜在しているリスクと対処法を考える）
【第10回】
テーマ：日常の中に潜在するリスクを考えるⅢ
内容・方法：グループワーク（日常正確に潜在しているリスクと対処法を考える）
【第11回】
テーマ：リスクマネジメントの発表Ⅰ
内容・方法：グループワークの結果を発表する。
【第12回】
テーマ：リスクマネジメントの発表Ⅱ
内容・方法：グループワークの結果を発表する。
【第13回】
テーマ：日常の中に潜在するリスクを考えるⅢ
内容・方法：グループワーク（日常正確に潜在しているリスクと対処法を考える）
【第14回】
テーマ：リスクとの付き合い方
リスクマネジメント特論

内容・方法：交通行動に限らず事故や危険へのリスクは避けられない。共存していく方法を考える。
【第15回】
テーマ：全体のまとめ
内容・方法：講義内容の理解の度合いを確認するために講義時間内に課題を実施する。
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
日常生活に潜むリスクに意識を向け、国内だけではなく、海外の取り組みにも目を向ける。
また、学んだことは日常生活に活用してリスクマネジメントに努めることを復習とする。
【第1回】
①事前学修課題：リスクとは何なのか、事前に調べる。
②事後学修課題：自分が興味を持った大きな事故に関することを調べる。
【第2回】
①事前学修課題：リスクとエラーの関係を予習しておく。
②事後学修課題：リスクに関する本や論文を1冊読んでおくこと。
【第3回】
①事前学修課題：リスクに関する本または文献を1冊読んでおくこと。
②事後学修課題：視覚から入る情報に関する問題をエラーと合わせて考える。
【第4回】
①事前学修課題：危険感受性について考える。
②事後学修課題：リスク知覚について、自分の考えを整理しておく。
【第5回】
①事前学修課題：日常生活の中に潜む危険とリスクを探す。
②事後学修課題：潜在的な危険と顕在的な危険に対する人間の行動特性を考える。
【第6回】
①事前学修課題：なぜ人は危ないことをするのかについて考える。
②事後学修課題：自分の過去を振り返ってリスクテイキング行動を考える。
【第7回】
①事前学修課題：リスクテイクのメカニズムを知る。
②事後学修課題：どのような時にリスク補償行動が生じるのか調べる。
【第8回】
①事前学修課題：日常生活の中にある潜在的なリスクを探す
②事後学修課題：リスクについて自分のを考えをまとめてグループワークに備える。
【第9回】
①事前学修課題：リスクについて自分のを考えをまとめてグループワークに備える。
②事後学修課題：グループワークでの自分の担当箇所について調べる。
【第10回】
①事前学修課題：リスクについて自分のを考えをまとめてグループワークに備える。
②事後学修課題：グループワークの発表に備える。
【第11回】
①事前学修課題：グループワークの発表に備える。
②事後学修課題：他のグループの発表について自分の考えをまとめる。
【第12回】
①事前学修課題：グループワークの発表に備える。
②事後学修課題：他のグループの発表について自分の考えをまとめる。
【第13回】
①事前学修課題：グループワークの発表に備える。
②事後学修課題：他のグループの発表について自分の考えをまとめる。
【第14回】
①事前学修課題：リスクと安全教育の意味を考える。
②事後学修課題：有効な安全教育の方法を考える。
【第15回】
①事前学修課題：いままで習ったことすべてを復習しておく。
②事後学修課題：学んだことを参考にして危険への感受性を高めていく。
課題に対するフィードバックの方法
グループワークやビデオ視聴の感想文に記載された内容や質問に対して次回の講義開始時にコメントしてフィー
ドバックする。
成績評価の方法・基準（方針）
講義内に実施するレポート、発表、グループワーク、期末試験にて評価する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

講義内に実施する小レポート、発表、グループワーク（50）

1,2,3

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

50

全授業終了後に実施するレポート試験(50)

4
リスクマネジメント特論

その他

0

テキスト

適宜プリントを配布する

参考書

適宜紹介する。

履修条件・他の科目との関連 本講義は特論であるため実践的な内容を中心に解説する。
基本的には講義、事例の検索、発表、グループワークで構成する。
また、専門性が高くリスクに関する専門用語や基礎理論が出てくるため、前期科目「安全の行動科
学」を必ず履修しておくこと。

リスクマネジメント特論

授業コード

13078301

授業科目名

コーチング理論

授業担当教員

東

亜弓

成績担当教員

東

亜弓

開講年次

3年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

講義

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
この授業では、スポーツ・運動のコーチングについて概説します。スポーツ・運動指導者には、スポーツ科学の
様々な分野の知識が必要です。また、その知識を応用して選手やチームを育成する指導者自身の人間力もコーチ
には重要な資質の一つです。授業の前半では、運動学習の基礎知識を主にスポーツ心理学の分野から解説し、実
際の運動場面や競技スポーツとの関連性を考えてもらいます。他にも、選手の動機づけや指導におけるハラスメ
ントなどの問題についても概説します。後半では、学んだことを応用・活用する力を身につけることを目標とし
ています。
授業はスライド資料によるプレゼン形式で行い、文字情報、動画などを提示しながらすすめていきます。配布
資料は、データでGoogleクラスルームより配信します。事前学習では、次回の授業に関するキーワードの意味を
調べておくことが望ましいです。事後学習では、授業で学んだトピックについて調べ直すことや、テキストをも
とにノートに加筆するなどの、主体的学習が必要です。
到達目標
１．新しい時代のコーチとしての心得を理解し説明することができる
２．コーチングに必要な運動学習の知識を説明することができる
３．コミュニケーションスキルについて理解し応用することができる
４．コーチにとって指導以外に必要なスキルを理解し応用することができる
授業計画
【第1回】ガイダンス
内容：授業計画の概要を説明し、コーチングとは何かを考える
【第2回】コーチングに求められる資質について
内容： スポーツ庁が発信しているグッドコーチについて理解する
【第3回】 スキルの学習段階
内容：運動の学習曲線とパフォーマンスとの関連
【第4回】 効果的なフィードバック
内容：内在的フィードバックと外在的フィードバック
【第5回】選手の動機づけ
内容：動機づけとパフォーマンス
【第6回】 様々な対象者に指導する
内容：心の発達段階
【第7回】コーチに必要なコミュニケーションスキル
内容：言語的コミュニケーション、非言語的コミュニケーション
【第8回】 リーダーシップ
内容：組織のリーダーについて考える
【第9回】ゴールセッティング
内容： 心理的スキルとしての目標設定
【第10回】チームビルディング
内容： 成長するチームづくり
【第11回】リーダーの哲学
内容：様々な領域のリーダーはどのような哲学を持っているのかを調べる。
【第12回】コーチのストレスマネジメント
内容：コーチが抱えるストレスとその対処法を学ぶ
【第13回】コーチのタイムマネジメント
内容：練習のタイムマネジメント、生活のタイムマネジメント
【第14回】リスクマネジメント
内容：指導現場における不測の事態にどのように対処するのかを学ぶ
【第15回】まとめ
内容：コーチとしての役割、哲学を考える
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
【事前学習】
毎回の授業までに、授業で指示するトピックについて事前にノートにまとめておくこと
【事後学習】
毎回の授業で学んだ内容や気づきなどについて、ノートに加筆すること
授業内で気が付いたことや疑問に思ったことについて、ノートに記述しておく
課題に対するフィードバックの方法
コーチング理論

授業内にフィードバックを行います
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、授業期間中に実施する「小テスト」ならびに、授業内レポート、定期試験に代わるレポート
の評価結果に基づき、総合的に判定したうえで60点以上を合格とし所定の単位を認定します。
正当な理由のない欠席5回以上、定期試験に代わるレポートの未提出、指示された提出物が未提出の場合は、評価
対象とせず「K」評価とします。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

授業内容の理解度を確認する小テスト（計5回を予定）
(各10点)

1、2、3、4

授業外での評価

20

授業内容に関するふり返りレポートの提出(計5回を予定)
（各4点）

1、2、3、4

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

30

全授業終了後に実施するレポート試験(30)

1、2、3、4

その他

0

テキスト

教材がある場合は別途配布する

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する

履修条件・他の科目との関連 スポーツ科学の基礎的な知識を習得していることが望ましい。
欠席学生への配布資料は、紙媒体のものは研究室（5-1002）まで取りに来てください。

コーチング理論

授業コード

13062801

授業種別

授業科目名

健康心理学研究法

授業担当教員

竹端

佑介

成績担当教員

竹端

佑介

開講年次

3年

開講期

実務家教員による授業

講義

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
近年では様々な環境変化に伴い、健康に対する意識を高く持つ人がいる一方で、自分自身の健康を省みない人も
いる。それは心身に何ら問題がなければ健康を意識することは難しいからである。しかし、病気がないから健康
であると言って良いのだろうか。昨今の目まぐるしい環境変化のなかで私たちが生活していくためには、病気の
有無に関わらず「健康」について考えていく必要がある。健康心理学はあらゆる人が自分自身の生き方の目標を
定め、自分自身を高める意欲を持ち、「健康的」に生活するために必要な学問である。
本講義では健康心理学の基礎的な概念について説明し、各項目で取り上げられるキーワードが実際どのように研
究されているかを学ぶことを目的とする。そのために、講義では健康心理学に関する論文などを取り上げなが
ら、心の健康について概観する。
授業はパワーポイントにて行い、文字情報および静止画・動画の資料などを提示する講義形式となるが、時に自
分自身の意見、あるいはグループで調べ、発表することが求められる場合もある。
事前学習では授業テーマに関するキーワードを調べ、前週のノートを復習すること、事後学習では授業で提示さ
れた資料や紹介された図書や論文をもとに自身のノートに加筆すること、それぞれ主体的・積極的な学習を行う
必要がある。
到達目標
1．健康心理学の用語を説明できる。
2．健康心理学の用語を記述できる。
3．健康心理学の役割について説明できる。
4．健康心理学の役割について記述できる。
授業計画
【第 1 回】健康心理学とは：健康の定義を再確認し、健康心理学の役割について概観する
【第 2 回】ライフサイクルと健康：人間の発達とそれに伴う健康問題について考える
【第 3 回】ストレスと心の健康1：ストレスの定義を確認し、様々なストレス研究を見て考える
【第 4 回】ストレスと心の健康2：ストレスへの強さ、弱さについて考える
【第 5 回】ストレスと心の健康3：日常生活上から受けるストレスについて考える
【第 6 回】ストレスと病気1：ストレスから心の病への繋がりについてか学ぶ
【第 7 回】ストレスと病気2：ストレスと関連する具体的な心の病気について学ぶ
【第 8 回】心の病気にならないようにするには：ストレスによる心の病気へどう予防していくか考える
【第 9 回】前半のまとめ
【第10回】劣等感コンプレックスとは1：コンプレックスについて考える
【第11回】劣等感コンプレックスとは2：劣等感を考える
【第12回】劣等感コンプレックスとは3：目的論について学ぶ
【第13回】劣等感コンプレックスまとめ：劣等感、劣等感コンプレックスについて今一度考える
【第14回】人間関係と健康：人との関わりが健康にどのように影響するか考える
【第15回】総まとめ：健康心理学の視点から自身の健康について考える
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
第1回
【事前】授業のシラバスを熟読し、授業構成を理解する 授業を受けるにあたってのノート作り 1.0時間
【事後】オリエンテーション説明内容に基づき、健康心理学の基礎知識を自修し、ノートを準備する 1.0時間
第2回
【事前】ライフサイクルとは何かを調べ、自分自身のライフサイクルを考えておく 1.5時間
【事後】「ハヴィガーストの発達課題」および「エリクソンの発達課題」についてノートに加筆する 2.5時間
第3回
【事前】前週分のノートを復習するとともに、「ストレス」とは何かを自分になりに調べ、考えておく 1.5時間
【事後】自分自身のストレッサーを点数化したものから、その原因と結果についてノートに加筆する 2.5時間
第4回
【事前】前週分のノートを復習するとともに、ストレスに弱い、強いとはどのようなことか自分なりに考え、整
理してみる 1.5時間
【事後】論文「ストレス耐性を高めるには」を熟読し、ノートに加筆する 2.5時間
第5回
【事前】前週分のノートを復習するとともに、ストレッサーによる心と身体の反応について考えておく 1.5時間
【事後】論文「出来事のストレス評価」を熟読し、ノートに加筆する 2.5時間
第6回
【事前】前週分のノートを復習するとともに、ストレスが生じても、何故私たちの心身が一定に保つことができ
るのか自分なりに考えておく 1.5時間
健康心理学研究法

【事後】論文「ストレスと免疫系」を熟読し、ノートに加筆する 2.5時間
第7回
【事前】前週分のノートを復習するとともに、何故ストレスで病気になってしまうのか自分なりに考えておく
1.5時間
【事後】授業で提示した以外に、どのようなストレスに関連する病気があるか調べ、ノートに加筆する 2.5時間
第8回
【事前】前週分のノートを復習するとともに、自分自身のストレスへの耐性がどの程度あるか考えておく 1.5時
間
【事後】身体、精神、社会的視点から自分自身のストレス耐性について、ノートに加筆する 2.5時間
第9回
【事前】第2回から第8回のノートを復習し、心身の健康について再考する 1.5時間
【事後】ストレスの視点から、心身の健康に与える影響をまとめ、さらに、健康心理学がどのような役割を果た
すのか、ノートに再加筆する 3.5時間
第10回
【事前】前週分のノートを復習し、自分自身が特に他者と比べてしまう時の心身の反応について考えておく 1.5
時間
【事後】論文「青年期における劣等感と競争心との関連」を熟読し、ノートに加筆する 2.5時間
第11回
【事前】前週分のノートを復習し、自分自身の劣等感について考えておく 1.5時間
【事後】自分自身の劣等感とどう付き合えるか考え、自分なりの対処の仕方についてノートに加筆する 2.5時間
第12回
【事前】前週分のノートを復習し、「原因」と「結果」の因果関係について考えておく 1.5時間
【事後】特に、「目的論」について、自分なりの考えをノートに加筆する 2.5時間
第13回
【事前】前週分のノートを復習し、今一度自分自身の劣等感について考えておく 1.5時間
【事後】アドラー心理学の視点から劣等感についてノートに加筆する 2.5時間
第14回
【事前】前週分のノートを復習し、他者との「つながり」について考えておく 1.5時間
【事後】論文「実習前後の学生のストレスコーピングと今後の課題」を熟読し、ノートに加筆する 2.5時間
第15回
【事前】第1回から第14回のノートを復習する 1.5時間
【事後】健康心理学の視点から、自分自身の健康をどのように維持向上できるか具体的に考え、さらにどのよう
に実行できるか考え、説明できるようにノートに加筆する 3.5時間

課題に対するフィードバックの方法
実施した課題のフィードバックについては翌週以降の授業あるいは、Google Classroomにて解説や提示をする。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定の上、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
なお、毎授業時に実施する課題について5回以上の未提出 、または定期試験に代わるレポートの未提出がある場
合においては、評価対象外となり、「 K 」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

授業内で提示された課題

1,2,3,4

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

50

レポート試験

1,2,3,4

その他

0

テキスト

テキストは使用しない。

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 新型コロナウイルス感染症の状況により授業形態やその内容、評価方法が変更される場合がある。

健康心理学研究法

授業コード

13078402

授業種別

授業科目名

カウンセリング理論と技法

授業担当教員

竹端

佑介

成績担当教員

竹端

佑介

開講年次

3年

実務家教員による授業

講義

開講期

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
現代人の多くが悩みや不安を抱えているように見受けられるが、そのような悩みや不安を抱える者への支援のひ
とつとしてカウンセリングがある。カウンセリングは世の中に広く知れ渡っているが、実際どのようなことを
行っているのだろうか。また、複雑化された現代にあっては、人と人との関わりはますます重要になってくるよ
うに思われるが、カウンセリングの理論やそれに基づいた技法は他者との関わる際に私たちにヒントを与えてく
れる。
本講義ではカウンセリングの専門性を考え、さらに日常生活上に応用できるカウンセリングの技法の知識の習得
を目指す。そのため講義では、カウンセリングの知識について説明するとともに、実際にカウンセリング技法の
基礎的技法（聴く、受け止める等）を習得していくことを目的とする。
授業はパワーポイントにて行い、文字情報および静止画・動画の資料などを提示する講義形式となるが、単にカ
ウンセリングの理論を学ぶだけでなく、他者との関わり技法について習得することも求められる。
事前学習では授業テーマに関するキーワードを調べ、前週のノートを復習すること、事後学習では授業で提示さ
れた資料や紹介された図書や論文をもとに自身のノートに加筆すること、それぞれ主体的・積極的な学習を行う
ことが必要となる。
到達目標
1．カウンセリングにおける専門用語を記述できる。
2．カウンセリングにおける専門用語を説明できる。
3．傾聴等のカウンセリングの基本技法を使うことができる。
授業計画
本講義は『遠隔授業』となる。原則として、『リアルタイム型授業』での実施を予定している。
参加方法などの詳細は追って案内する。
【第 1 回】オリエンテーション：授業の概要、カウンセリングの知識が何故必要かを考える。
【第 2 回】カウンセリングとは？：そもそも“カウンセリング”とは何か、その定義や歴史を辿る。
【第 3 回】カウンセリング場面を見る：カウンセリングがどのようにして行われるか考える。
【第 4 回】心理アセスメント①：心理査定法について理解する。
【第 5 回】心理アセスメント②：心理検査について知る。
【第 6 回】様々なカウンセリング技法：3大カウンセリング理論とその技法について知る
【第 7 回】カウンセリング技法実習：芸術療法について知る
【第 8 回】前半のまとめ
【第 9 回】カウンセリングに必要なコミュニケーション①：「きく」について考える
【第10回】カウンセリングに必要なコミュニケーション②：「受け取る」について考える
【第11回】カウンセリングに必要なコミュニケーション③：「伝える」について考える
【第12回】カウンセリングに必要なノンバーバル・コミュニケーション④：「非言語」について考える
【第13回】カウンセリングに必要なノンバーバル・コミュニケーション⑤
【第14回】カウンセリング必要なコミュニケーション体験：「ペーシング」について考える
【第15回】コミュニケーションの方法を使ったカウンセリングまとめ：これまでのカウンセリング理論と技法を
振り返る
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
第1回
【事前】授業のシラバスを熟読し、授業構成を理解する 授業を受けるにあたってのノート作り 1.0時間
【事後】オリエンテーション説明内容に基づき、カウンセリングについての基礎知識を自修し、ノートを準備す
る 1.0時間
第2回
【事前】コーチングについて自分なりに調べ、まとめておく 1.5時間
【事後】資料「カウンセリングにおける「秘密」」を熟読し、ノートに加筆する 2.5時間
第3回
【事前】前週分のノートを復習するとともに、「対話」とは何かを自分になりに調べ、考えておく 1.5時間
【事後】論文「心理療法における治療契約の意味」を熟読し、ノートに加筆する 2.5時間
第4回
【事前】前週分のノートを復習するとともに、日常生活上で目にする「心理テスト」にはどのようなものがある
かについて自分なりに調べ、考えておく 1.5時間
【事後】論文「心理査定とは何か」の指定された箇所を熟読し、ノートに加筆する 2.5時間
第5回
【事前】前週分のノートを復習するとともに、「投影」とは何か自分なりに調べ、考えておく 1.5時間
カウンセリング理論と技法

【事後】論文「心理査定とは何か」の指定された箇所を熟読し、ノートに加筆する 2.5時間
第6回
【事前】前週分のノートを復習するとともに、実際にカウンセリングにはどのような技法があるのか自分なり調
べ、考えておく 1.5時間
【事後】インフォームドコンセントの詳細について、ノートに加筆する 2.5時間
第7回
【事前】前週分のノートを復習するとともに、「芸術療法」ついて自分なりに考えておく 1.5時間
【事後】「箱庭療法」についてノートに加筆する 2.5時間
第8回
【事前】第1回から第7回のノートを復習するとともに、どのようなカウンセリング理論や技法があったかについ
てまとめておく 1.5時間
【事後】特に、ロジャースのカウンセリング理論について、その特徴をノートに加筆する 2.5時間
第9回
【事前】前週分のノートを復習するとともに、「きく」とは何かを自分なりに調べ、考えておく 1.5時間
【事後】カウンセリングにおける「きく」がどのように有効となるか実際場面から観察し、ノートに加筆する
3.5時間
第10回
【事前】前週分のノートを復習し、「受容」について調べ、考えておく 1.5時間
【事後】「同情」と「共感」の違いについて考え、ノートに加筆する 2.5時間
第11回
【事前】前週分のノートを復習し、カウンセリングにおけるカウンセラーの言葉かけの仕方自分なりに調べ、考
えておく 1.5時間
【事後】学修した技法を実際に使ってみて他者との関わりがこれまでとどう違うか観察し、ノートに加筆する
2.5時間
第12回
【事前】前週分のノートを復習し、「非言語」とは何か調べ、考えておく 1.5時間
【事後】論文「Personal Space in Individuals with Autism Spectrum Disorder」を熟読し、ノートに加筆する
2.5時間
第13回
【事前】前週分のノートを復習し、相手の「心情」をどのように理解することができるか自分なりに調べ、考え
ておく 1.5時間
【事後】他者を「尊重する」ことの意味を考え、ノートに加筆する 2.5時間
第14回
【事前】前週分のノートを復習し、相手に「合わせる」ことについて自分なりに調べ、考えておく 1.5時間
【事後】他者との一体感や安心感はどのように生まれるか考え、そのことについてノートに加筆する 2.5時間
第15回
【事前】第1回から第14回のノートを復習する 1.5時間
【事後】授業後の日常生活上で、自分自身が具体的にどのようにしてカウンセリング技法を使って行けるか考
え、説明できるようにノートに加筆する 3.5時間
課題に対するフィードバックの方法
実施した課題のフィードバックについては翌週以降の授業あるいは、Google Classroomにて解説や提示をする。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定の上、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
なお、毎授業時に実施する課題について5回以上の未提出 、または定期試験に代わるレポートの未提出がある場
合においては、評価対象外となり、「 K 」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

60

授業内で提示された課題

1,2,3

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

レポート試験

1,2,3

その他

0

テキスト

テキストは使用しない。

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 受講者の学習状況により、講義の進め方や評価方法が変更される場合がある。

カウンセリング理論と技法

授業コード

13078502

授業科目名

健康心理学演習

授業担当教員

竹端

佑介

成績担当教員

竹端

佑介

開講年次

3年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
様々な環境変化に伴い、健康に対する意識を持ち、健康行動を実践する者がいる一方で、自分自身の健康を省み
ない者もいる。それは心身に何ら問題がなければ健康を意識することは難しいからである。健康心理学はあらゆ
る人が自分自身の生き方の目標を定め、自分を高める意欲を持ち、健康的に生活するために必要な学問となる。
本講義では前期の健康心理学研究法からさらに日常生活上の具体的な健康行動について行動変容の理論を概観す
るとともに、自身や周りの者の健康問題とその健康行動を変化させるための実践的な健康行動への取り組みを考
え、試みることを目的とする。
授業はパワーポイントにて行い、文字情報および静止画・動画の資料などを提示するとともに、健康行動につい
て各自（グループ）で調べ、紹介しながら互いの学びを深めていく。
事前学習では授業テーマに関するキーワードを調べ、前週のノートを復習すること、事後学習では授業で提示さ
れた資料や紹介された図書や論文をもとに自身のノートに加筆するなど主体的・積極的な学習が必要となる。
到達目標
1．健康心理学が果たす役割について説明できる。
2．健康心理学が果たす役割について記述できる。
3．取り上げた健康心理学の用語を説明できる。
4．取り上げた健康心理学の用語を記述できる。
5．健康心理学に関わるデータを収集できる。
授業計画
【第 1 回】オリエンテーション：授業の概要、今一度「健康」とは何か考えるにあたり、行動変容の理論につい
て概説する
【第 2 回】健康心理アセスメント：健康心理学は何をアセスメントするのか考える
【第 3 回】疾病と生活習慣：健康行動の意味を考える
【第 4 回】健康リスク要因と行動①（実習）：喫煙と健康について考えながら、喫煙行動を減らす取り組みやセ
ルフカウンセリングを試みる
【第 5 回】健康リスク要因と行動②（実習）：飲酒と健康について考ええながら、飲酒行動を減らす取り組みや
セルフカウンセリングを試みる
【第 6 回】健康な食生活：食における脳機能と心身の健康について考える
【第 7 回】行動変容の実践的適用：自身の運動習慣を行動変容ステージモデルより考える。また、睡眠の質につ
いて考える
【第 8 回】前半まとめ
【第 9 回】子どもの健康問題：どのような心身の問題があるか考え、子どもの心身の健康行動を変容させるため
の実践的な健康活動について具体的に考える
【第10回】女性の健康問題：月経と心身の健康との関連について考える
【第11回】高齢者の健康問題：サクセスフルエイジングやターミナルケアについて考える
【第12回】健康とソーシャルサポート①：社会的孤立と心身の問題について考える
【第13回】健康とソーシャルサポート②：都道府県での健康問題への具体的な取り組みついて知る
【第14回】健康とソーシャルサポート③：発表
【第15回】まとめ：第1～14回をもとに日常生活における健康心理学の果たす役割を考えながら、自身や他者の健
康問題のこれからを考える
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
第1回
【事前】授業のシラバスを熟読し、授業構成を理解する 授業を受けるにあたってのノート作り 1.0時間
【事後】オリエンテーション説明内容に基づき、健康心理学とは何かを自分なりにまとめるとともに、ノートを
準備する 1.0時間
第2回
【事前】「アセスメント」とは何かを自分なりに調べ、考えておく 1.5時間
【事後】論文「高齢者における主観的健康感アセスメント法の検討一Visual Analogue Scaleの信頼性と妥当性
一」を熟読し、ノートに加筆する 2.5時間
第3回
【事前】前週分のノートを復習するとともに、「生活習慣病」とは何かを自分になりに調べ、考えておく 1.5時
間
【事後】論文「大学生の生活実態調査から見た体調について」を熟読し、ノートに加筆する 2.5時間
第4回
【事前】前週分のノートを復習するとともに、喫煙行動と依存について自分なりに調べ、まとめておく 1.5時間
【事後】論文「タバコ学事始～なぜその葉は社会を蝕むのか～」を熟読し、ノートに加筆する 2.5時間
健康心理学演習

第5回
【事前】前週分のノートを復習するとともに、お酒が作用する内臓器官や部位について自分なりに調べ、まとめ
ておく 1.5時間
【事後】論文「精神科病院におけるアルコール依存症者の治療」を熟読し、ノートに加筆する 2.5時間
第6回
【事前】前週分のノートを復習するとともに、「視床下部」の位置や機能について自分なりに調べ、まとめてお
く 1.5時間
【事後】論文「男子高校生の食生活の実態と願望および健康行動の関連」を熟読し、ノートに加筆する 2.5時間
第7回
【事前】前週分のノートを復習するとともに、「ホルモン」や「新陳代謝」とは何か、自分なりに調べ、まとめ
ておく 1.5時間
【事後】自身の運動習慣についてさらに考え、実際の行動に移す具体的な案を考える。また、睡眠改善の具体的
なプランについても考え、ノートに加筆する。 2.5時間
第8回
【事前】前週分のノートを復習するとともに、第1回～第7回までに学んだことを今一度自分の言葉でノートにま
とめておく 1.5時間
【事後】日常生活における自身の行動がどのように心身の健康に影響を及ぼしているかを考えながら、健康心理
学が果たす役割について、ノートに加筆する 2.5時間
第9回
【事前】子どもの健康問題について自分なりに調べ、まとめておく 1.5時間
【事後】子どものロコモティブシンドローム改善案を考え、ノートに加筆する。また、ストレスモデルにおける
不登校についてまとめておく3.5時間
第10回
【事前】前週分のノートを復習し、「卵胞ホルモン」「黄体ホルモン」について自分なりに調べ、まとめておく
1.5時間
【事後】論文「ライフスタイルからみた女性の健康問題」を熟読し、ノートに加筆する 2.5時間
第11回
【事前】前週分のノートを復習し、「平均余命」、高齢者の健康問題を自分なりに調べ、まとめておく 1.5時間
【事後】論文「看護学からみた高齢者への健康生活の支援」を熟読し、ノートに加筆する 2.5時間
第12回
【事前】前週分のノートを復習し、「ソーシャルサポート」について自分なりに調べ、まとめておく 1.5時間
【事後】論文「大学生におけるソーシャルサポートの日常生活ストレスに対する効果」を熟読し、ノートに加筆
する 2.5時間
第13回
【事前】前週分のノートを復習し、自身が調べた都道府県での健康問題への取り組みについてまとめておく 1.5
時間
【事後】論文「健康寿命及び地域格差の要因分析と健康増進対策の効果検証に関する研究」の指定された箇所を
熟読し、ノートに加筆する 2.5時間
第14回
【事前】前週分のノートを復習し、ソーシャルサポートが心身にどのように影響するか改めて考え、自分なりに
まとめておく 1.5時間
【事後】論文「健康寿命及び地域格差の要因分析と健康増進対策の効果検証に関する研究」の指定された箇所を
熟読し、ノートに加筆する、ノートに加筆する 2.5時間
第15回
【事前】第1回から第14回のノートを復習する 1.5時間
【事後】健康心理学の視点から、自分自身の健康だけでなく、他者の健康にどう関与していけるか考え、説明で
きるようにノートに加筆する 3.5時間

課題に対するフィードバックの方法
実施した課題のフィードバックについては翌週以降の授業あるいは、Google Classroomにて解説や提示をする。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定の上、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
なお、毎授業時に実施する課題について5回以上の未提出 、または定期試験に代わるレポートの未提出がある場
合においては、評価対象外となり、「 K 」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

授業内で提示された課題（40）
発表（10）

1,2,3,4,5

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

50

レポート試験

1,2,3,4

その他

0

テキスト

テキストは使用しない。

健康心理学演習

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 ・本講義を履修する者は前期「健康心理学研究法」も履修しておくと良い。
・新型コロナウイルス感染症の状況により授業形態やその内容、評価方法が変更される場合があ
る。

健康心理学演習

授業コード

13059301

授業種別

授業科目名

リラクセーション

授業担当教員

竹端

佑介

成績担当教員

竹端

佑介

開講年次

カリキュラムによる

開講期

実務家教員による授業

講義

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
「ストレス社会」にある現代において、私たちは常にストレスに晒されており、ストレスに対応していく必要が
ある。特にストレス反応に対する対処方法のひとつととして、自分なりのリラックス法を身につけておくことで
ある。本講義では、具体的なリラックス技法を概観し、自分にあったリラックス法に気づき、ストレスコント
ロールを向上させ、各自の生活や進路に役立てることを目的とする。
授業はパワーポイントにて行い、文字情報および静止画・動画の資料などを提示する講義形式となるが、単に知
識の提供だけでなく、各種の具体的なリラクセーション技法を習得することも求められる。そのため、事前学習
では授業テーマに関するキーワードを調べ、前週のノートを復習すること、事後学習では授業で提示された資料
や紹介された図書をもとに自身のノートに加筆すること、などの主体的学習が必要となる。
到達目標
1．リラクセーションの効果について説明できる。
2．リラクセーションの効果について記述できる。
3．各種のリラクセーション技法について説明できる。
4．各種のリラクセーション技法について記述できる。
5．各種のリラクセーション技法を使うことができる。
授業計画
【第 1 回】オリエンテーション：集中講義における学修について
【第 2 回】事前指導および講義①：履修上の注意およびリラクセーション技法を習得する意味について
【第 3 回】事前指導および講義②：履修上の注意およびリラクセーションと心身との関連について
【第 4 回】リラクセーションの必要性とは？
【第 5 回】呼吸法における心身リラクッスについて
【第 6 回】自然に触れることによる心身の効果について
【第 7 回】音楽療法について
【第 8 回】休息とリラクセーションについて
【第 9 回】絵画療法について（解説と体験）
【第10回】ヨガについて（解説と体験）
【第11回】ヨガが心身に果たす役割について（解説）
【第12回】アロマテラピーについて（解説と体験）
【第13回】アロマテラピーについて（解説と体験）
【第14回】ダンスセラピーについて（解説と体験）
【第15回】まとめ：第1回～第14回までの振り返り
事前事後の学習
学修に必要な総時間数は90時間です。 事前事後学習等については、必要に応じて担当教員より指示します。
事前事後学習等については、必要に応じて担当教員より指示するが、以下の事前事後学習内容および時間を参考
にすること。
第1回
【事前】授業のシラバスを熟読し、授業構成を理解する 授業を受けるにあたってのノート作り 1.0時間
【事後】オリエンテーション説明内容に基づき、普段の自分のリラックス法について考え、ノートを準備する
1.0時間
第2回
【事前】「リラクセーション」とはなにかについて自分なりに調べ、まとめておく 1.5時間
【事後】集中講義「リラクセーション」の資料を熟読し、ノートに加筆する 2.5時間
第3回
【事前】前週分のノートを復習するとともに、「心身」の繋がりについて自分になりに調べ、まとめる 1.5時間
【事後】「心身相関」について、ノートに加筆する 2.5時間
第4回
【事前】現代の生活において「リラクセーション」が果たす役割について自分なりに調べ、まとめる 1.5時間
【事後】講義資料を熟読し、「リラクセーション」についてノートに加筆する 2.5時間
第5回
【事前】「呼吸法」とは何か自分なりに調べ、まとめる 1.5時間
【事後】講義資料を熟読し、具体的な「呼吸法」についてノートに加筆する 2.5時間
第6回
【事前】普段の自身の生活の中で「自然」に触れることで、自分自身にどのような影響があるか考え、まとめる
1.5時間
【事後】講義資料を熟読し、「自然」が実際に自身の心身にどのような影響を及ぼしていたか、「心身相関」の
視点からノートに加筆する 2.5時間
リラクセーション

第7回
【事前】音楽を「聴く」ことが普段自身にどのような影響があるか観察しておき、まとめる 1.5時間
【事後】講義資料を熟読し、講義で使用された音楽聴取が、自身の心身にどのような影響を及ぼしていたか、
「心身相関」の視点からノートに加筆する 2.5時間
第8回
【事前】普段の自分の「休息」の仕方について考え、まとめる 1.5時間
【事後】講義資料を熟読し、実際の「フットマッサージ」が心身にどのような影響を及ぼしていたか、「心身相
関」の視点からノートに加筆する 2.5時間
第9回
【事前】「色彩」が心身にどのような影響があるか自分なりに調べ、まとめる 1.5時間
【事後】講義資料を熟読し、「色彩」が、自身の心身にどのような影響を及ぼしていたか、「心身相関」の視点
からノートに加筆する 2.5時間3.5時間
第10回
【事前】「東洋医学」とは何かを自分なりに調べ、まとめる 1.5時間
【事後】講義資料を熟読し、「ヨガ」の効果についてノートに加筆する 3.5時間
第11回
【事前】「自律神経系」とは何かを自分なりに調べ、まとめる 1.5時間
【事後】講義資料を熟読し、実際の「ヨガ」が自身の心身にどのような影響を及ぼしていたか、「心身相関」の
視点からノートに加筆する 2.5時間
第12回
【事前】「アロマ」とは何か自分なりに調べ、まとめる 1.5時間
【事後】講義資料を熟読し、「香り」が心身に及ぼす影響について、ノートに加筆する 2.5時間
第13回
【事前】「触れる」ことが心身に及ぼす影響について自分なりに調べ、まとめる 1.5時間
【事後】講義資料を熟読し、実際に使用したどのようなアロマ成分がどのような効能があったかノートに加筆す
る 2.5時間
第14回
【事前】身体を動かすことが心身にどのような影響を及ぼすか考え、まとめる 1.5時間
【事後】講義資料を熟読し、実際の身体の動かし方が、自身の心身にどのような影響を及ぼしていたか、「心身
相関」の視点からノートに加筆する 2.5時間
第15回
【事前】第1回から第14回のノートを復習する 1.5時間
【事後】授業後の日常生活上で、自分自身が具体的にどのようにして「リラクセーション技法」を使っていける
か考え、説明できるようにノートに加筆する 3.5時間
課題に対するフィードバックの方法
実施した課題のフィードバックについては授業あるいは、Google Classroomにて解説や提示をする。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定の上、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
なお、毎授業時に実施する課題について5回以上の未提出 、または定期試験に代わるレポートの未提出がある場
合においては、評価対象外となり、「 K 」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

45

講義中に実施する各種課題

1,2,3,4,5

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

レポート試験

1,2,3,4,5

その他

15

発言や取り組む姿勢

1,3,5

テキスト

テキストは使用しない。

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 ・本講義は、定員を設定する。定員を超えた場合、各自のGPAに判断する。
・本講義は「集中講義」となるため、「事前説明会の参加」が必須となる。
・新型コロナウイルス感染症状況によるが、講義は学外で行うことも予定している。また、一部講義に
おいて、外部講師による講義等を行うため、受講者は学外施設費や研修費を支払う必要が出てく
る。
・新型コロナウイルス感染症の状況により授業形態やその内容、評価方法が変更される場合があ
る。

リラクセーション

授業コード

13078602

授業種別

授業科目名

心理サポート演習

授業担当教員

竹端

佑介

成績担当教員

竹端

佑介

開講年次

3年

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
複雑化した世の中において、悩みや不安を抱えることが多くなる。悩みや不安を抱える者を支援するひとつにカ
ウンセリングがある。カウンセリングは世の中に広く知れ渡っているが、実際どのようなことを行っているのだ
ろうか。また、複雑化された現代にあっては、人と人との関わりはますます重要になってくるように思われる。
このような中でカウンセリング技法は他者との関わる際に私たちにヒントを与えてくれる。
本講義では前期で学んだカウンセリングに必要な基礎知識の説明を行いながら、実際の体験を通してカウンセリ
ングの基礎的技法の習得を目指す。そのため講義では、前期での学んだ技法を実際にどのように活用していける
か具体的な技法について学ぶことを目的とする。
授業はパワーポイントにて行い、文字情報および静止画・動画の資料などを提示するとともに、カウンセリング
の実習体験、グループワークを通して他者との関わることが求められる。
事前学習では授業テーマに関するキーワードを調べ、前週のノートを復習すること、事後学習では授業で提示さ
れた資料や紹介された図書や論文をもとに自身のノートに加筆すること、さらに、授業で学んだ技法を練習する
などの積極的、主体的学習が必要となる。
到達目標
1．カウンセリングにおける専門用語を記述できる。
2．カウンセリングにおける専門用語を説明できる。
3．カウンセリング基本技法を使うことができる。
4．カウンセリング応用技法を使うことができる。
授業計画
【第 1 回】オリエンテーション：授業の概要、簡単なワークを通して他者と関わる
【第 2 回】カウンセリング用語：カウンセリングに必要な用語を理解する
【第 3 回】カウンセリングの実際①：カウンセリングがどのように行われているか確認し、どのような「条件」
が必要となるか考える
【第 4 回】カウンセリング実際②：子どもの心理カウンセリングについて事例を通して考える
【第 5 回】グループワーク：個人療法と集団療法の違いについて考える
【第 6 回】「仮説」を立てる：他者との関わりから、実際の仮説作りを行う
【第 7 回】前半のまとめ
【第 8 回】カウンセリング実習①：基本技法の確認と、実践
【第 9 回】カウンセリング実習②：応用技法の確認と、実践
【第10回】カウンセリング実習③：基本および応答技法を活用し、相手を「理解」する
【第11回】逐語作成①：逐語とは？
【第12回】逐語作成②：記録作成練習
【第13回】逐語作成③：記録作成本番
【第14回】カウンセリング実習④：複数人との関わり方について考える
【第15回】総まとめ：これまでの振り返りと技法実践
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
第1回
【事前】授業のシラバスを熟読し、授業構成を理解する 授業を受けるにあたってのノート作り 1.0時間
【事後】オリエンテーション説明内容に基づき、カウンセリングについての基礎知識を自修し、ノートを準備す
る 1.0時間
第2回
【事前】カウンセリングにおいて重要となりそうな用語を自分なりに調べ、まとめておく 1.5時間
【事後】カウンセリングの基本スタイルについて、ノートに加筆する 2.5時間
第3回
【事前】前週分のノートを復習するとともに、「専門性」とは何かを自分になりに調べ、考えておく 1.5時間
【事後】「守秘」について改めて考え、カウンセリングにおける「倫理」についてノートに加筆する 2.5時間
第4回
【事前】前週分のノートを復習するとともに、他者との関わりにおいて、「非言語」が他者にどのように影響す
るか自分なりに調べ、考えておく 1.5時間
【事後】論文「遊戯療法の技法をめぐる一考察」を熟読し、ノートに加筆する 2.5時間
第5回
【事前】前週分のノートを復習するとともに、「集団カウンセリング」について自分なりに調べ、考えておく
1.5時間
【事後】論文「グループワークの心理的効果についての一考察」を熟読し、ノートに加筆する 2.5時間
第6回
心理サポート演習

【事前】前週分のノートを復習するとともに、「仮説」とは何か自分なりに調べ、考えておく 1.5時間
【事後】論文「インテーク面接機能」を熟読し、ノートに加筆する 2.5時間
第7回
【事前】第1回から第7回のノートを復習するとともに、カウンセリングの専門性についてまとめておく 1.5時間
【事後】事例から、どのように仮説を立てられるか考え、実際の仮説作りについてノートに加筆する 2.5時間
第8回
【事前】「傾聴」「受容」について確認し、実際にこれらの技法をどのように使っていくことができるか自分な
りに考え、まとめておく 1.5時間
【事後】授業内で実践したことを、実生活の場において練習し、どう活用していけるかについてノートに加筆す
る 2.5時間
第9回
【事前】前週分のノートを復習するとともに、他者との関わりにおいて「想像する」ことの意味を考え、まとめ
ておく 1.5時間
【事後】カウンセリングにおける「受容」がどのように有効となるか実際場面から観察し、ノートに加筆する
3.5時間
第10回
【事前】前週分のノートを復習し、「基本技法」及び「応答技法」について再度自分の言葉で説明、記述してお
く 1.5時間
【事後】知らない他者と関わった場合に、場の「雰囲気」どのように作れるか考え、ノートに加筆する 2.5時間
第11回
【事前】前週分のノートを復習し、カウンセリングにおける「記録」の意味を自分なりに調べ、考えておく 1.5
時間
【事後】逐語記録の取り方を練習しておくとともに、逐語記録の作成にあたり、どのような「工夫」ができるか
考え、ノートに加筆する 2.5時間
第12回
【事前】前週分のノートを復習し、「ラポール」について今一度調べ、考えておく 1.5時間
【事後】逐語記録のさらなる練習。他者と関わりにおける自分自身の「癖」をよく観察し、ノートに加筆する
2.5時間
第13回
【事前】前週分のノートを復習し、相手の「心情」をどのように理解することができるか自分なりに調べ、考え
ておく 1.5時間
【事後】他者を「尊重する」ことの意味を考え、ノートに加筆する 2.5時間
第14回
【事前】前週分のノートを復習し、1対複数人との関わり方について自分なりに調べ、考えておく 1.5時間
【事後】家族療法における基本技法について、ノートに加筆する 2.5時間
第15回
【事前】第1回から第14回のノートを復習する 1.5時間
【事後】授業後の日常生活上で、自分自身が具体的にどのようにしてカウンセリング技法を使いながら、他者支
援ができるか考え、そのことについて説明できるようにノートに加筆する 3.5時間

課題に対するフィードバックの方法
実施した課題のフィードバックについては翌週以降の授業あるいは、Google Classroomにて解説や提示をする。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定の上、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
なお、毎授業時に実施する課題について5回以上の未提出 、授業外で実施する課題の未提出、または定期試験に
代わるレポートの未提出がある場合においては、評価対象外となり、「 K 」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

授業内で提示された課題（30）
授業内小テスト（20）

1,2

授業外での評価

20

授業外で作成するレポート課題（20）

1,2,３,4

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

30

レポート試験

1,2,3,4

その他

0

テキスト

テキストは使用しない。

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 ・本講義を履修する者は前期「カウンセリング理論と技法」も履修しておくと良い。
・新型コロナウイルス感染症の状況により授業形態やその内容、評価方法が変更される場合があ
る。

心理サポート演習

授業コード

13059501

授業種別

授業科目名

栄養科学

授業担当教員

西岡

ゆかり

成績担当教員

西岡

ゆかり

開講年次

カリキュラムによる

開講期

実務家教員による授業

講義

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
人間が健康を維持して幸せに暮らし続けるためには,私達が日常摂取している様々な食品の栄養バランスを適切に
整えることだけではなく運動が大切です。この講義では,私達が日常摂取している様々な食品に含まれている栄養
素の体内での働きや，健康の維持増進のために必要な食事摂取と運動の関係について学びます。また，講義を通
して,正しい情報を取捨選択できるようになるための基礎知識を身につけます。
到達目標
1．様々な食品に含まれている栄養素が,人間の健康におよぼす影響について説明することが出来る
2．健康を増進するための栄養素の役割と,栄養素のバランスについて科学的に説明することが出来る
3．健康維持増進に関わる食生活と運動の関係をを理解し,説明することが出来る
授業計画
【第１回】
食品に含まれている５大栄養素と体組成の関係について
【第２回】
栄養素の機能と代謝①炭水化物（糖質）について
【第３回】
栄養素の機能と代謝②タンパク質について
【第４回】
栄養素の機能と代謝③脂質について
【第５回】
消化吸収の機序について
【第６回】
身体活動量の定量法について
【第７回】
身体活動量の定量方法の実際と結果の理解
【第８回】
身体組成の測定方法と結果の理解
【第９回】
ビタミン・ミネラルの生理学的役割と,スポーツによる消費量の変化について
【第１０回】
トレーニング効果を高めるための食事摂取とタイミングについて
【第１１回】
健康の維持改善に関わる食生活と健康運動について
【第１２回】
生活習慣とメタボリックシンドローム（メタボリックシンドロームの予防改善のための食事と運動）について
【第１３回】
栄養・食事アセスメント（低栄養対策を含む）
【第１４回】
健康維持増進のための食生活指導（栄養・食事指導）について①
【第１５回】
健康維持増進のための食生活指導（栄養・食事指導）について②
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
授業（１回につき２時間として計算）と事前事後のあわせて１単位あたり４５時間が必要です
１．授業1回あたり,あわせて４時間の事前事後学習を行うこと（授業15回で60時間）
２．授業内容の理解を進めるために,スポーツと栄養に関する新聞記事やニュースに目を通しておくこと
３．内容に関する質問や疑問はGoogle ClassroomやOIUメールを利用して,積極的に行うこと
課題に対するフィードバックの方法
・授業内で質疑応答を行う
・提出された課題やレポートは,内容を確認後授業内やGoogle Classroomを用いてフィードバックを行う
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点以 上を合格とし、所定の単位を認定する

栄養科学

成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

60

授業内小テスト

1,2,3

授業外での評価

10

課題レポート

1,2,3

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

30

レポート試験

1,2,3

その他

0

テキスト

・特に使用しない
・授業内で適宜資料配付

参考書

・公益財団法人健康・体力づくり事業財団健康運動実践指導者養成用テキスト
・必要に応授業内で紹介する

履修条件・他の科目との関連 ・状況により授業回を変更することがあります

栄養科学

授業コード

13063101

授業科目名

食品学

授業担当教員

眞鍋

昇

成績担当教員

眞鍋

昇

開講年次

2年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

講義

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
私たちの健康を維持して幸せに暮らすためには様々な食品を毎日摂りつづけなくてはならないので、食品の分
類、食品に含まれている成分や機能、食品の加工などの科学的特徴について正しい知識を身につけることが重要
です。食品は安全で美味しいものであることは言うまでもありませんが、人間の健康の維持・増進に寄与するこ
とが重要な価値です。現代では、健康と食に関するさまざまな情報が氾濫していますが、これらの情報の真偽や
有効性を的確に評価して、科学的に正しい情報を選択して良好な食環境を維持することが大切です。加えて、食
品の不適切な摂取に起因する生活習慣病を防ぐこと、乳幼児から高齢者までの様々な世代における低栄養を予防
すること、健常状態から要介護へ移行する中間の段階（フレイル）における要介護化を防止することなどにも食
品の科学的知識を身に着けることが欠かせません。この講義では、食品の分類と成分・機能、加工や微生物の利
用、様々な食品と健康との関係などについて具体的な事例をあげながら丁寧に説明します。食品の種類や性質、
成分などを的確に把握して健康におよぼす影響について理解し、考察して健康に暮らしてくために欠かせない基
盤的知識とスキルを身につけます。
到達目標
１） 食品の分類や成分について理解を深め、有効成分が人間の健康におよぼす影響について、科学的かつ具体的
に実例をあげながら説明できるようになります。
２） 様々な食品の栽培・飼養の歴史や加工の役割と人間の健康におよぼす機能について、科学的かつ具体的に実
例をあげながら説明できるようになります。
３） 健康に暮らし続けるために欠かすことができない様々な食品の成分と機能に関わるスキルを身につけ、食品
と健康とのかかわりについて、科学的かつ具体的に実例をあげながら的確に説明できるようになります。
４） 厚生労働省が発出している「食事摂取基準」や「授乳・離乳の支援ガイド」などを理解して、食品の不適切
な摂取に起因する生活習慣病の予防、乳幼児から高齢者までの様々な世代における低栄養予防、健常状態から要
介護へ移行する中間の段階（フレイル）における要介護化防止などについて、科学的かつ具体的に実例をあげな
がら説明できるようになります。
授業計画
第１回 講義のオリエンテーション（１）：食品の分類や食品成分と機能（健康との関連性）、食品加工などに
関するイントロダクション。
第２回 食品の分類と食品成分表：複雑な食品分類法（生産様式・原料・栄養素・食習慣などによる分類）と食
品成分表の理解（構成と内容・収載項目・表示方法・調理条件・利用上の注意点など）について説明します。
第３回 植物性食品（１）：穀類の栽培の歴史、食品科学的特徴や利用などについて具体的な実例をあげながら
説明します。
第４回 植物性食品（２）：芋類・果実類などの栽培の歴史、食品科学的特徴や利用などについて具体的な実例
をあげながら説明します。
第５回 植物性食品（３）：果菜類（野菜類・果実類）などの栽培の歴史、食品科学的特徴や利用などについて
具体的な実例をあげながら説明します。
第６回 植物性食品（４）：スパイス・ハーブ類、伝統的生薬類などの栽培の歴史、食品科学的特徴、薬理的効
果（生活習慣病予防など・フレイル化予防効果など）と利用などについて具体的な実例をあげながら説明しま
す。
第７回 前半のまとめと復習（中試験）
第８回 動物性食品（１）：肉用家畜家禽の飼養の歴史、食品科学的特徴や利用などについて説明します。
第９回 動物性食品（２）：乳用家畜家禽・卵用家禽の飼養の歴史、食品科学的特徴や利用などについて説明し
ます。
第１０回 動物性食品（３）：生命科学的視点からみた食品科学的特徴（乳幼児から高齢者までの様々な世代に
おける低栄養予防効果）と利用などについて具体的な実例をあげながら説明します。
第１１回 油脂：油脂の分類と製造を解説し、人間の健康におよぼす影響について具体的な実例をあげながら考
察します。
第１２回 発酵食品・調味料・嗜好飲料：発酵食品・調味料・嗜好飲料などの歴史、食品科学的特徴（人間の健
康におよぼす様々な効果など）と利用などについて概説し、人間の健康との関わり合いについて具体的な実例を
あげながら考察します。
第１３回 加工食品：食品長期間保存するために発達してきた食品加工の歴史と人間の繁栄にはたしてきた役割
について具体的な実例をあげながら説明します。
第１４回 微生物利用食品・バイオ食品（遺伝子編集食品）などの新規食品：微生物利用の歴史と食品科学的役
割を具体的な実例をあげながら説明します。加えて、先端的遺伝子科学を活用した遺伝子組み換え食品や遺伝子
編集食品などについて具体的な実例をあげながら説明し、食品の未来について考察します。
第１５回 後半のまとめと復習
第１６回 期末試験
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
食品学

この授業は講義形式でおこなうので受動的学習となり、アクティラーニングの要素を含まないが、事前に積極的
に専門的参考書の講読やインターネット検索などによって基礎的知識を身につけたうえで受講することや事後に
講義中に自分で作成したノートを読み返して復習・整理することなどの主体的学習を実践することで深い理解を
えることができます。
課題に対するフィードバックの方法
試験などを実施する場合を除いて、授業毎に「講義の概要」と「講義をうけて新たに分かったことや自分で考え
たこと、質問したかったことなど」などを記述した受講レポートを実施します。質問があった場合には適時講義
中に説明します。「前半のまとめと復習」において実施する中試験や期末試験などを介して自己評価と復習を即
します。
成績評価の方法・基準（方針）
下記のように、受講の平常点（受講レポートの提出）と授業内試験として実施する中試験（レポート形式）およ
び期末試験（レポート形式）によって成績を総合的に評価します。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

授業内での評価

70

授業内試験として「前半のまとめと復習」の際に中試験（レ １，２，３，４
ポート試験）を行います。教員が提示した課題に対するレ
ポートを提出してください・２０%
受講毎の平常点として受講後に提出する受講レポートの
内容を評価します・５０％

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

30

その他

0

テキスト

「三訂栄養と健康 第２版」・日本フードスペシャリスト協会編・建帛社・ISBN：978-4-7679-05396
別途、オンラインを通じて授業毎に講義用のパワーポイントのpdfを配布します。

参考書

「栄養科学イラストレイテッド食品学Ⅰ」・水品善之ら編・羊土社・ISBN：978-4-7581-0879-9
「栄養科学イラストレイテッド食品学Ⅱ」・栢野新市ら編・羊土社・ISBN：978-4-7581-0880-5
「基礎栄養学（栄養科学イラストレイテッド）」・田地陽一編集・羊土社・ISBN：978-4-7581-13502
上記の他に参考資料などを必要に応じて授業の中で紹介します。

期末試験を終講後に実施します。教員が提示する課題
に対するレポートの内容を評価します：３０％

評価対象となる到達目標

１，２，３，４

履修条件・他の科目との関連 テキストと参考書およびオンラインを通じて配布する講義用のパワーポイントのpdfなどを用いて予習・
復習を行って受講してください。講義に際しては、各自がしっかりと自分自身の講義ノートを作成する
ことが求められます。
・状況により授業内容の一部および順番を変更する場合があります。
・受講レポート、授業内試験（中試験・レポート試験）、レポート形式の定期試験などは締切期限ま
でに必ず提出してください。提出が遅れた場合は評価しません。

食品学

授業コード

13063201

授業種別

授業科目名

ライフサイクルと食生活

授業担当教員

喜多野

宣子

成績担当教員

喜多野

宣子

開講年次

カリキュラムによる

開講期

実務家教員による授業

講義

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
人が誕生してから死に至るまでのライフサイクル、各ライフステージごとの身体的特性および栄養所要量につい
て理解するとともに、栄養に関する基礎的知識のもと、各ライフステージに応じた適切な食生活のあり方につい
て理解する。また、食生活上の問題について考える。自身の食生活を中心とした生活習慣をチェックし、生涯健
康を意識した適切な生活習慣を身につけることを目標とする。
到達目標
1.
2.
3.
4.

栄養の基礎的な知識を説明することができる。
ライフサイクルに応じた食生活の特徴およびポイントを説明することができる。
嚥下障害時や特殊環境（アスリート他）時の食生活の特徴およびポイントを説明することができる。
自身のライフサイクルおよび生活状況に応じた食生活を計画し実践につなげることができる。

授業計画
★この授業は、遠隔授業となります。①リアルタイム型の遠隔授業(その授業時間にZoom等で参加する方法)と、
②講義を録画した動画を一定期間
中に視聴し、所定の課題を提出していただく方法 両方の方法で実施する予定です。
①②どちらの方法で講義を実施するかはGoogleクラスルームで事前に連絡するので確認すること。
1 自身の人生計画
自身のライフサイクルを振り返り、今後の人生計画をたてる。
2 日本人の死因
厚生労働省の統計データより日本人の死因を読み解く
3 日本人の食事とその背景
日本の食事を数値で知る
4 妊産婦の食事
妊産婦の食事について学ぶ
5 新生児、乳児の成長と栄養
新生児の食と成長について学ぶ
6 乳児期母乳栄養
各時期の身体の特徴と栄養について学ぶ
7 離乳食
各時期の身体の特徴と栄養について学ぶ
8 学童期
各時期の身体の特徴と栄養について学ぶ
9 思春期
各時期の身体の特徴と栄養について学ぶ
10 青年期
各時期の身体の特徴と栄養について学ぶ
11 思春期の食生活
思春期に気を付けるべき食のポイントについて学ぶ
12 思春期～壮年期
各ライフサイクル時の体の変化と生活習慣病について学ぶ
13 老年期
老年期、終末までの食について学ぶ
14 スポーツ栄養と特殊環境時の栄養 スポーツ栄養と特殊環境栄養の概要について学ぶ
15 ライフサイクルと食生活のまとめ、確認オンラインテストの実施
学んできたことを整理する。
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
授業内容の復習と、授業ノートの整理を行うこと。授業時に提示された課題について（課題の作成、発表準備の
ための資料整理等）、毎回1.5時間程度の事前学習および2.5時間程度の事後学習が必要。
毎回につき 1.5 時間ほどの事前学習および 2.5 時間ほどの事後学習が必要である。
【第1回】
①事前学修課題：シラバスを熟読する。
②事後学修課題：ライフサイクルに沿った自身の人生計画をたてる。
【第2回】
①事前学修課題：日本人の死因について各省庁の統計データを検索する。
②事後学修課題：厚生労働省の統計データより日本人の死因についてまとめる。
【第3回】
①事前学修課題：厚生労働省のHPから国民健康・栄養調査報告を検索し、閲覧する。
②事後学修課題：日本人の栄養摂取状況について気づいたことをまとめる。
【第4回】
①事前学修課題：教科書第8章を読む。
②事後学修課題：講義内容を復習する。
【第5回】
①事前学修課題：教科書第9章第1節を読む。
②事後学修課題：講義内容を復習する。
【第6回】
①事前学修課題：教科書第９章第２節を読む。
②事後学修課題：講義内容を復習する。
【第7回】
ライフサイクルと食生活

①事前学修課題：教科書第9章第3節～第10章を読む。
②事後学修課題：講義内容を復習する。
【第8回】
①事前学修課題：教科書第11章第1節を読む。
②事後学修課題：講義内容を復習する。
【第9回】
①事前学修課題：教科書第11章第2～4節を読む。
②事後学修課題：講義内容を復習する。
【第10回】
①事前学修課題：青年期の栄養について調べる。
②事後学修課題：講義資料を基に講義内容を復習する。
【第11回】
①事前学修課題：自身の食生活の記録をとる。
②事後学修課題：自身の食生活について改善点について考察する。
【第12回】
①事前学修課題：青年期から壮年期の健康について情報を集める。
②事後学修課題：講義内容を復習する。
【第13回】
①事前学修課題：壮年期、老年期の身体の変化、介護食について調べる。
②事後学修課題：配布したプリントをもとに、壮年期、老年期の食生活の留意点についてまとめる。
【第14回】
①事前学修課題：スポーツ栄養について調べる。
②事後学修課題：講義内容を復習する。
【第15回】
①事前学修課題：ライフサイクルと食生活について学んだことをいかし、自身の食生活を見直す。
②事後学修課題：自身の食生活の改善点等についてレポートにまとめる。
課題に対するフィードバックの方法
各課題に関して適宜フィードバックを行う。
成績評価の方法・基準（方針）
本講義の評価には通常授業時の取り組み態度等（課題点には遠隔授業時での課題提出状況等）に加え、授業内で
の確認テスト、および期末レポートにより評価されます。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

80

授業での取り組み（30）
第15回目確認オンラインテスト（50）

1.2.3.4

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

期末レポート課題（20）

２、３、４

その他

0

テキスト

子どもの食と栄養/水上由紀他編著 谷貝田公昭他監修/一藝社/2000/9784863591356

参考書

必要に応じて授業内で紹介する

履修条件・他の科目との関連 ◎コア科目「栄養学」で履修した内容を復習しておくこと。
◎教科書は2018年度以降のコア科目「栄養学」で使用したものと同じである。
◎第1回目に内容、レポート等の詳細を説明するので、受講希望者は必ず出席すること。
◎提出物は期限厳守とする。正当な理由なしの提出物未提出の場合は期限を過ぎての提出は一
切認めない。
◎遅刻および早退あわせて3回を欠席1回とみなす。30分以上の遅刻は、欠席１回と同等とみな
す。授業中の私語（ミュート機能ON）を慎む。
◎講義を欠席した際、講義に使用した資料およびプリント等はGoogleクラスルームに各回講義終了
後に掲示するので必ず確認し、提出が必要な課題は期日までに提出すること。

ライフサイクルと食生活

授業コード

13063301

授業科目名

基礎調理実習

授業担当教員

喜多野

宣子

成績担当教員

喜多野

宣子

開講年次

2年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

実習

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
本実習では、調理の基本的な操作の習得と調理理論および各食材の扱い方について学ぶ。授業方法は、調理理論
の講義の後、調理方法の説明を行う。 調理理論の理解を深めるため、簡単な調理実験を行うこともある。
食材選択や調理操作のスキルを身につけ、食から自身の健康管理を行う能力を身につけることを目標とする。
到達目標
１．調理の基本的な用語を使用できる。
２．基本的な調理ができる。
３．レシピを読み調理することができる。
４．レシピを作成することができる。
授業計画
★この授業は、遠隔授業となります。原則として、掲示した資料をもとにリアルタイム型授業で説明のみ行い、
自宅にて課題となる料理等に取り組みレポートにまとめ提出する方法で実施予定です。参加方法などの詳細は、
追って案内します。
1 オリエンテーション、スクラブ法
衛生管理について学ぶ
2 調理の基礎知識
計量方法、調味料種類について学ぶ
3 炊飯
米の扱い方、炊飯理論について学ぶ
4 キュウリの輪切り
包丁の扱い方について学ぶ
5 だしの取り方・かきたま汁 出汁の種類、かつお出汁のとりかたについて、卵の調理について学ぶ
6 大根の味噌汁、きんぴら
切り方の練習、出汁取り方、みそ汁、炒め煮について学ぶ
7 青椒肉絲
切り方の練習、肉の扱い方、炒め物について学ぶ
8 豚汁
包丁の使い方・切り方名称について学ぶ
9 鮭のムニエル
魚の扱い方、臭み抜き、ソテーについて学ぶ
10 出汁巻き卵
卵の調理、フライパンの扱いについて学ぶ
11 レシピの考案
レシピの作成方法について学ぶ
12 レシピの考案
作成したレシピをもとに調理することを学ぶ
13 そぼろ弁当
ひき肉、卵、青野菜の調理について学ぶ
14 ハンバーグ
ひき肉の調理、タマネギみじん切りについて学ぶ
15 ニンジンのグラッセ、オレンジゼリー ゲル化剤の調理、グラッセについて学ぶ
事前事後の学習
必要に応じて、担当教員より指示する。
1～15回共通
【事前】各回の実習で使用する器具の準備、食材の買い出し等 計画して課題に取り組めるように準備してくだ
さい（各回1時間）。
【事後】課題の料理および料理工程について指定された方法で写真または動画撮影し、指定されたレポート用紙
に写真または動画および課題の文章を記載し期日内に提出すること（各回1.5時間）。
【第1回】
①事前学修課題：シラバスを熟読する。教科書第１章「危機管理」を読む。（1.5時間）
②事後学修課題：食中毒についてその原因と予防法についてまとめる。（1.5時間）
【第2回】
①事前学修課題：教科書第2章「調理の基本と工夫」を読んでノートにまとめる。（1.5時間）
②事後学修課題：実習内容とポイント、各食材、調味料の計量方法などを感想などとともに実習ノートにまとめ
る。（1.5時間）
【第3回】
①事前学修課題：教科書第6章「ご飯」を読んでノートにまとめる。（1.5時間）
食材の切り方の名称をノートにまとめる。
②事後学修課題：実習内容とポイント、感想などをレポートにまとめる。（1.5時間）
【第4回】
①事前学修課題：教科書第7章「汁物、スープ」を読んでノートにまとめる。
②事後学修課題：実習内容とポイント、感想などをレポートにまとめる。（1.5時間）
【第5回】
①事前学修課題：教科書を読んでノートにまとめる。（1.5時間）
②事後学修課題：実習内容とポイント、感想などをレポートにまとめる。（1.5時間）
基礎調理実習

【第6回】
①事前学修課題：教科書を読んでノートにまとめる。（1.5時間）
②事後学修課題：実習内容とポイント、感想などをレポートにまとめる。（1.5時間）
【第7回】
①事前学修課題：教科書を読んでノートにまとめる。（1.5時間）
②事後学修課題：実習内容とポイント、感想などをレポートにまとめる。（1.5時間）
【第8回】
①事前学修課題：教科書を読んでノートにまとめる。（1.5時間）
②事後学修課題：実習内容とポイント、感想などをレポートにまとめる。（1.5時間）
【第9回】
①事前学修課題：教科書を読んでノートにまとめる。（1.5時間）
②事後学修課題：実習内容とポイント、感想などをレポートにまとめる。（1.5時間）
【第10回】
①事前学修課題：教科書を読んでノートにまとめる。（1.5時間）
②事後学修課題：実習内容とポイント、感想などをレポートにまとめる。（1.5時間）
【第11回】
①事前学修課題：教科書を読んでノートにまとめる。（1.5時間）
②事後学修課題：実習内容とポイント、感想などをレポートにまとめる。（1.5時間）
【第12回】
①事前学修課題：教科書を読んでノートにまとめる。（1.5時間）
②事後学修課題：実習内容とポイント、感想などをレポートにまとめる。（1.5時間）
【第13回】
①事前学修課題：教科書を読んでノートにまとめる。（1.5時間）
②事後学修課題：実習内容とポイント、感想などをレポートにまとめる。（1.5時間）
【第14回】
①事前学修課題：教科書を読んでノートにまとめる。（1.5時間）
②事後学修課題：教科書を読んでノートにまとめる。（1.5時間）
②事後学修課題：実習内容とポイント、感想などをレポートにまとめる。（1.5時間）
【第15回】
①事前学修課題：今まで学んだことを振り返る。（1.5時間）
②事後学修課題：実習内容とポイント、感想などをレポートにまとめる。（1.5時間）
課題に対するフィードバックの方法
レポート返還時等にフィードバックを行う。
成績評価の方法・基準（方針）
授業に取り組む態度や課題提出状況及びその内容、期末レポートにより評価を行う。理由なき課題の未提出（5回
以上）の際は評価を「K]とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

30

授業に取り組む態度（30）

1

授業外での評価

60

毎回の課題提出 （全15回）（各4）

１,２,３,４

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

10

その他

0

テキスト

基礎調理実習/小川宣子/化学同人/2500/978-4-7598-1078-3

１、２、３、４
期末レポート課題の提出 （10）

２、３、４

参考書
履修条件・他の科目との関連 第1回目のオンライン授業時に授業内容、実習費等説明するので、受講希望者は必ず出席するこ
と。
◎エプロン、三角巾（バンダナ可）および自宅での調理器具等を各自準備すること。
◎材料費光熱費等自宅での調理にかかる費用は自己負担となります。
◎無断欠席、正当な理由がない各実習レポート未提出5回以上および提出の大幅な遅れ等の行
為を繰り返した場合は単位を認定しない（K判定）。
◎実習内容は諸事情により変更となる場合があります。
◎欠席した講義の資料はGoogleクラスルームに各回講義終了後に掲示するので確認し、提出物の
指示がある場合は期日までに提出すること。

基礎調理実習

授業コード

13063302

授業科目名

基礎調理実習

授業担当教員

喜多野

宣子

成績担当教員

喜多野

宣子

開講年次

2年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

実習

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
本実習では、調理の基本的な操作の習得と調理理論および各食材の扱い方について学ぶ。授業方法は、調理理論
の講義の後、調理方法の説明を行う。 調理理論の理解を深めるため、簡単な調理実験を行うこともある。
食材選択や調理操作のスキルを身につけ、食から自身の健康管理を行う能力を身につけることを目標とする。
到達目標
１．調理の基本的な用語を使用できる。
２．基本的な調理ができる。
３．レシピを読み調理することができる。
４．レシピを作成することができる。
授業計画
★この授業は、遠隔授業となります。原則として、掲示した資料をもとにリアルタイム型授業で説明のみ行い、
自宅にて課題となる料理等に取り組みレポートにまとめ提出する方法で実施予定です。参加方法などの詳細は、
追って案内します。
1 オリエンテーション、スクラブ法
衛生管理について学ぶ
2 調理の基礎知識
計量方法、調味料種類について学ぶ
3 炊飯
米の扱い方、炊飯理論について学ぶ
4 キュウリの輪切り
包丁の扱い方について学ぶ
5 だしの取り方・かきたま汁 出汁の種類、かつお出汁のとりかたについて、卵の調理について学ぶ
6 大根の味噌汁、きんぴら
切り方の練習、出汁取り方、みそ汁、炒め煮について学ぶ
7 青椒肉絲
切り方の練習、肉の扱い方、炒め物について学ぶ
8 豚汁
包丁の使い方・切り方名称について学ぶ
9 鮭のムニエル
魚の扱い方、臭み抜き、ソテーについて学ぶ
10 出汁巻き卵
卵の調理、フライパンの扱いについて学ぶ
11 レシピの考案
レシピの作成方法について学ぶ
12 レシピの考案
作成したレシピをもとに調理することを学ぶ
13 そぼろ弁当
ひき肉、卵、青野菜の調理について学ぶ
14 ハンバーグ
ひき肉の調理、タマネギみじん切りについて学ぶ
15 ニンジンのグラッセ、オレンジゼリー ゲル化剤の調理、グラッセについて学ぶ
事前事後の学習
必要に応じて、担当教員より指示する。
1～15回共通
【事前】各回の実習で使用する器具の準備、食材の買い出し等 計画して課題に取り組めるように準備してくだ
さい（各回1時間）。
【事後】課題の料理および料理工程について指定された方法で写真または動画撮影し、指定されたレポート用紙
に写真または動画および課題の文章を記載し期日内に提出すること（各回1.5時間）。
【第1回】
①事前学修課題：シラバスを熟読する。教科書第１章「危機管理」を読む。（1.5時間）
②事後学修課題：食中毒についてその原因と予防法についてまとめる。（1.5時間）
【第2回】
①事前学修課題：教科書第2章「調理の基本と工夫」を読んでノートにまとめる。（1.5時間）
②事後学修課題：実習内容とポイント、各食材、調味料の計量方法などを感想などとともに実習ノートにまとめ
る。（1.5時間）
【第3回】
①事前学修課題：教科書第6章「ご飯」を読んでノートにまとめる。（1.5時間）
食材の切り方の名称をノートにまとめる。
②事後学修課題：実習内容とポイント、感想などをレポートにまとめる。（1.5時間）
【第4回】
①事前学修課題：教科書第7章「汁物、スープ」を読んでノートにまとめる。
②事後学修課題：実習内容とポイント、感想などをレポートにまとめる。（1.5時間）
【第5回】
①事前学修課題：教科書を読んでノートにまとめる。（1.5時間）
②事後学修課題：実習内容とポイント、感想などをレポートにまとめる。（1.5時間）
基礎調理実習

【第6回】
①事前学修課題：教科書を読んでノートにまとめる。（1.5時間）
②事後学修課題：実習内容とポイント、感想などをレポートにまとめる。（1.5時間）
【第7回】
①事前学修課題：教科書を読んでノートにまとめる。（1.5時間）
②事後学修課題：実習内容とポイント、感想などをレポートにまとめる。（1.5時間）
【第8回】
①事前学修課題：教科書を読んでノートにまとめる。（1.5時間）
②事後学修課題：実習内容とポイント、感想などをレポートにまとめる。（1.5時間）
【第9回】
①事前学修課題：教科書を読んでノートにまとめる。（1.5時間）
②事後学修課題：実習内容とポイント、感想などをレポートにまとめる。（1.5時間）
【第10回】
①事前学修課題：教科書を読んでノートにまとめる。（1.5時間）
②事後学修課題：実習内容とポイント、感想などをレポートにまとめる。（1.5時間）
【第11回】
①事前学修課題：教科書を読んでノートにまとめる。（1.5時間）
②事後学修課題：実習内容とポイント、感想などをレポートにまとめる。（1.5時間）
【第12回】
①事前学修課題：教科書を読んでノートにまとめる。（1.5時間）
②事後学修課題：実習内容とポイント、感想などをレポートにまとめる。（1.5時間）
【第13回】
①事前学修課題：教科書を読んでノートにまとめる。（1.5時間）
②事後学修課題：実習内容とポイント、感想などをレポートにまとめる。（1.5時間）
【第14回】
①事前学修課題：教科書を読んでノートにまとめる。（1.5時間）
②事後学修課題：教科書を読んでノートにまとめる。（1.5時間）
②事後学修課題：実習内容とポイント、感想などをレポートにまとめる。（1.5時間）
【第15回】
①事前学修課題：今まで学んだことを振り返る。（1.5時間）
②事後学修課題：実習内容とポイント、感想などをレポートにまとめる。（1.5時間）
課題に対するフィードバックの方法
レポート返還時等にフィードバックを行う。
成績評価の方法・基準（方針）
授業に取り組む態度や課題提出状況及びその内容、期末レポートにより評価を行う。理由なき課題の未提出（5回
以上）の際は評価を「K]とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

30

授業に取り組む態度（30）

1

授業外での評価

60

毎回の課題提出 （全15回）（各4）

１,２,３,４

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

10

その他

0

テキスト

基礎調理実習/小川宣子/化学同人/2500/978-4-7598-1078-3

１、２、３、４
期末レポート課題の提出 （10）

２、３、４

参考書
履修条件・他の科目との関連 第1回目のオンライン授業時に授業内容、実習費等説明するので、受講希望者は必ず出席するこ
と。
◎エプロン、三角巾（バンダナ可）および自宅での調理器具等を各自準備すること。
◎材料費光熱費等自宅での調理にかかる費用は自己負担となります。
◎無断欠席、正当な理由がない各実習レポート未提出5回以上および提出の大幅な遅れ等の行
為を繰り返した場合は単位を認定しない（K判定）。
◎実習内容は諸事情により変更となる場合があります。
◎欠席した講義の資料はGoogleクラスルームに各回講義終了後に掲示するので確認し、提出物の
指示がある場合は期日までに提出すること。

基礎調理実習

授業コード

13063401

授業科目名

応用調理実習

授業担当教員

喜多野

宣子

成績担当教員

喜多野

宣子

開講年次

2年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

実習

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
基本的な調理技術をもとに、各種材料を用いて応用調理を行い、各種調理操作別献立、旬の食品を使用した献
立、日本をはじめ各国の食文化について理解を深める。本実習を通して調理技術だけでなく食事を構成する能力
を養い、配膳方法や食事マナー、行事食、世界の料理などについても学ぶ。授業は、調理理論や製菓理論、食文
化論等の講義および調理技術などの説明を行う。離乳食や咀嚼嚥下困難食、アレルギー対応食等の病者対応、宗
教禁忌についても説明を行う。
到達目標
１．調理の基本的な操作ができる。
２．調理した食材の特徴を知り、調理することができる。
３．実習で習得した料理を実生活で作ることができるようになる。
４．料理に関する歴史や文化について説明することができる。
授業計画
【第1回】
テーマ：オリエンテーション（実習内容、衛生管理、実習室使用法等説明）
内容・方法：後期実習内容の説明、スクラブ法の実践、衛生管理について講義
＊調理実習室以外の教室で実施予定（教室は後日Googleクラスルーム等で連絡）
【第2回】
テーマ：調理の基本操作（日本料理）
内容・方法：鶏そぼろ丼、味噌汁、薄揚げときゅうりのゴマ酢和え
【第3回】
テーマ：西洋料理（イタリア料理）
内容・方法：アマトリチャーナ（パスタ）、くるみサラダ、スノーボール、紅茶
【第4回】
テーマ：日本料理（味付け飯、和菓子、緑茶の入れ方）
内容・方法：炊き込みご飯、おでん、大根のきんぴら、大福、緑茶
【第5回】
テーマ：西洋料理（米料理、焼き菓子、レギュラーコーヒーの入れ方）
内容・方法：鯛のオーブン焼き、リゾット、アレルギー対応西洋菓子、コーヒー
【第6回】
テーマ：中国料理（卵料理、中国茶の種類と入れ方）
内容・方法：レタスチャーハン、カニ玉、中華風和え物、ウズラ卵のスープ、中国茶
【第7回】
テーマ：西洋料理・食事バランスガイドについて（弁当メニュー作成・計画）
内容・方法：エビグラタン、カボチャサラダ、スイートポテト、食事バランスガイドにもとづいた弁当メニュー
の作成
【第8回】
テーマ：食事バランスガイドにもとづいた弁当実習・発表
内容・方法：各実習班で計画した弁当献立に基づき、4名分の弁当を作る。
【第9回】
テーマ：日本料理の応用料理２（郷土料理）
内容・方法：煮魚、れんこん饅頭、小松菜の煮浸し、他
【第10回】
テーマ：エスニック料理
内容・方法：カレー（スパイスの調合）、ナン、フルーツサラダ、クッキー
【第11回】
テーマ：中国料理（豆腐料理、点心）
内容・方法：麻婆豆腐、白菜のカニあんかけ、マーラーカオ
【第12回】
テーマ：行事食（クリスマス）、テーブルコーディネート
内容・方法：鶏肉料理、トマトのブルスケッタ、ポタージュ、デコレーションケーキ
【第13回】
テーマ：行事食（おせち料理）
内容・方法：ブリの照り焼き、ごまめ、紅白なます、栗きんとんなど
【第14回】
テーマ：行事食としてのふるさとのお雑煮 調理、試食、発表
内容・方法：各自各家庭、または地域の雑煮の再現。雑煮にみられる地域性について考える。
【第15回】
テーマ：確認小テスト・離乳食、咀嚼嚥下困難食について
テーブルマナー
応用調理実習

内容・方法：実習内容についての小テスト、市販の離乳食や嚥下困難食の試食、テーブルマナー講習、実習室の
掃除
事前事後の学習
必要に応じて、担当教員より指示する。
毎回につき 1.5 時間ほどの事前学習および3時間ほどの事後学習が必要である。
【第1回】
①事前学修課題：教科書第1章危機管理について熟読する。
②事後学修課題：食品衛生管理について実習ノートにまとめる。
【第2回】
①事前学修課題：教科書を参考にし、米の調理、だしの取り方について実習ノートにまとめる。
②事後学修課題：実習の内容、注意点、改善点、感想などを実習ノートにまとめる。
【第3回】
①事前学修課題：パスタの種類および調理法について調べる。紅茶の種類と入れ方について調べる。種実類
（ナッツ）の種類について調べる。
②事後学修課題：実習の内容、注意点、改善点、感想などを実習ノートにまとめる。
【第4回】
①事前学修課題：教科書第6章ご飯6.3調理のポイントを読み、ノートにまとめる。緑茶の製法と種類、入れ方に
ついてノートにまとめる。
②事後学修課題：実習の内容、注意点、改善点、感想などを実習ノートにまとめる。
【第5回】
①事前学修課題：リゾットに適した米の種類について調べる。コーヒーの入れ方についてノートにまとめる。
②事後学修課題：実習の内容、注意点、改善点、感想などを実習ノートにまとめる。
【第6回】
①事前学修課題：中国茶の種類と入れ方についてノートにまとめる。
②事後学修課題：実習の内容、注意点、改善点、感想などを実習ノートにまとめる。
【第7回】
①事前学修課題：教科書第8章「えびとほうれんそうのグラタン」をノートにまとめる。
②事後学修課題：各実習班のメンバーで実習の計画、注意点などを実習ノートにまとめる。
【第8回】
①事前学修課題：弁当のレシピを読み、各班で調理方法の注意点や分担を決める等打ち合わせを行い、ノートに
まとめる。
②事後学修課題：実習の内容、注意点、改善点、感想などを実習ノートにまとめる。
【第9回】
①事前学修課題：教科書第8章8.3魚調理のポイントを読み、ノートにまとめる。
②事後学修課題：実習の内容、注意点、改善点、感想などを実習ノートにまとめる。
【第10回】
①事前学修課題：カレーに使用するスパイスの種類について調べ、ノートにまとめる。
②事後学修課題：実習の内容、注意点、改善点、感想などを実習ノートにまとめる。
【第11回】
①事前学修課題：中国の調味料、香辛料および中華菓子について調べた内容をノートにまとめる。
②事後学修課題：実習の内容、注意点、改善点、感想などを実習ノートにまとめる。
【第12回】
①事前学修課題：世界各国のクリスマスの料理について調べる。
②事後学修課題：実習の内容、注意点、改善点、感想などを実習ノートにまとめる。
【第13回】
①事前学修課題：教科書第15章行事食15.1 正月の献立とその由来について読み、ノートにまとめる。
②事後学修課題：実習の内容、注意点、改善点、感想などを実習ノートにまとめる。
【第14回】
①事前学修課題：雑煮について調べ、自身が食しているまたは自身が住んでいる地域の雑煮のレシピを完成させ
る。
②事後学修課題：実習の内容、注意点、改善点、感想などを実習ノートにまとめる。
【第15回】
①事前学修課題：実習内容の総復習を行う。
②事後学修課題：実習の内容、注意点、改善点、感想などを実習ノートにまとめる。
課題に対するフィードバックの方法
各回の実習ノート返却時に適宜実施する。
成績評価の方法・基準（方針）
実習時の受講態度および課題提出および内容、期末レポートにより評価する。理由なき欠席（5回以上）および
ノートや課題提出がなかった場合は評価を「K]とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

60

受講態度（60）

１、２、３

授業外での評価

30

各回の実習ノート（15回提出） （各２）

３、４

定期試験

0

応用調理実習

定期試験に代わるレポート等

10

その他

0

テキスト

基礎調理実習/小川宣子/化学同人/2500/978-4-7598-1078-3

参考書

◎テキストは前期開講「基礎調理実習（旧カリキュラム名：調理実習Ⅰ）」で使用したものと同じで
す。
◎参考書「調理学: おいしく安全に調理を行うための科学の基礎」久木久美子他著、化学同人

期末レポート（10）

２、３、４

履修条件・他の科目との関連 ・「基礎調理実習」を履修済であることが望ましい。受講希望者は、初回の授業に必ず出席、教科
書は実習前に購入、必携とする。白衣または割烹着などの長袖のもの（エプロン不可）、帽子または
頭全体を覆える大きさの三角巾（バンダナ）を各自準備すること。調理実習室の衛生管理のルール
に従うこと。無遅刻が条件。３回の遅刻は１回の欠席、30分以上の遅刻は欠席とする。◎実習費
別途徴収（8000円を予定）。無断欠席、遅刻等他の受講生に対し迷惑となる行為を繰り返した場
合は単位認定しない。実習内容や実施回は材料調達の状況で変更となる
・新型コロナウィルス感染対策等の理由で実習が遠隔となる場合があります。その際は随時ユニパま
たはGoogleクラスルーム等で連絡いたします。
・欠席した講義の資料については、次回の実習時に申し出て受け取ってください。

応用調理実習

授業コード

13063501

授業科目名

食品栄養実習

授業担当教員

尾関

清子

成績担当教員

尾関

清子

開講年次

2年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

実習

後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
加工・調理による食品成分の変化について学ぶ。理論を理解し、食品のサンプリング方法や結果の解析手法を身
につけることを目的とする。実習はグループで行い、実習終了後にレポートの提出を義務付け、科学的･論理的な
ものの見方ができる力を養う。
加工・調理による食品成分の変化について学ぶ。
到達目標
1.調理・加工中の食品成分の変化について理解できる
2.正しく比較を行うことができる
3.サンプリングの重要性について理解できる
授業計画
【第1回】テーマ：オリエンテーション
内容・方法：授業の進め方について
レポートの書き方について
【第2回】テーマ：計量に関する実験
内容・方法：計量器具を用いてその再現性について確認する
【第3回】テーマ：だし汁に関する実験
内容・方法：鰹節やコンブ、風味調味料を比較する
【第4回】テーマ：乾物の実験
内容・方法：乾物の戻し方と吸水率を調べる
【第5回】テーマ：野菜に関する実験
内容・方法：表面積と脱水率と吸水率について調べる
【第6回】テーマ：イモの種類に関する実験
内容・方法：イモの種類と調理性について比較する
【第7回】テーマ：リンゴの種類と調理性に関する実験
内容・方法：リンゴの種類によってジャムの加工特性がどのように変化するか調べる
【第8回】テーマ：卵の加熱特性を知る
内容・方法：ゆで卵の加熱による変化について調べる
【第9回】テーマ：米粉の実験
内容・方法：米粉の種類と加工特性を調べる
【第10回】テーマ：ゲル化剤に関する実験
内容・方法：各種ゲル化剤の特徴について調べる
【第11回】テーマ：卵液の調理性に関する実験
内容・方法：卵液の希釈割合と副材料による調理性の違いを調べる
【第12回】テーマ：食品の色の変化に関する実験
内容・方法：食品に含まれる成分による色の変化を調べる
【第13回】テーマ： ゼラチンの性質に関する実験
内容・方法：ゼラチンの特性について調べる
【第14回】テーマ：豆乳と牛乳を固める
内容・方法：豆乳とにがり、牛乳と酸の関係を調べる
【第15回】テーマ：溶けないアイスを作ろう
内容・方法：溶けないアイスを作ってなぜ溶けないか考える
＊食材納入状況等により、実習順、実習内容を変更することがあります
事前事後の学習
必要に応じて、担当教員より指示する。
事前に教科書(またはプリント)に目を通し、基礎的な知識や事例を身につけておくこと、事後にノート(またはプ
リント）を整理しながらじ復習することが必要です。
課題に対するフィードバックの方法
レポートの際の課題の内容を、振り返り授業を行うことで重要な内容を確認する。
成績評価の方法・基準（方針）
授業内での評価：実習へとり組む姿勢を評価
実習内容の把握について評価
班員との協力姿勢（下準備、当番などを含む）を評価
食品栄養実習

授業外での評価：レポートと課題の完成度について評価
定期試験に代わるレポート：15回の授業後、レポートの提出の完成度について評価
正当な理由なく、5回を超えて欠席した場合は「K」評価とする
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

実習へのとり組姿勢を評価（30）

1.2.3

実習内容の把握について評価（10）
班員との協力姿勢の評価（10）
授業外での評価

30

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

その他

0

テキスト

プリント（実験計画書）を配布

参考書

授業中に適宜紹介します

実習レポートの完成度を評価（30）

1.2

実習授業の振り返りをレポートとして課し、その内容を評
価する(20)

1.2

履修条件・他の科目との関連 この授業は、フードスペシャリストの資格試験に必須です。食品学、栄養学の知識も必要です。
また、実習にあたっては、白衣か割烹着(そで付きのもの),三角巾(バンダナでも可能)が必要です。忘
れた場合は実習は受けられません。
実習材料費として2000円徴収します。
実習室への入室に人数制限があります。フードスペシャリストの資格取得希望者を優先して、選別
する場合があります。
遅刻3回で1回の欠席、30分以上の遅刻は認めません。5回を超えての欠席は「K」評価となります。

食品栄養実習

授業コード

13063601

授業科目名

調理学

授業担当教員

喜多野

宣子

成績担当教員

喜多野

宣子

開講年次

2年

授業種別

実務家教員による授業

講義

開講期

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
調理学では、食品を食品衛生上安全で、消化がよくおいしい食べ物にするために必要な調理の基礎的
な理論を学ぶ。食物のおいしさは、色、味、香り、口あたり、温度などで左右されるが、それらの要因は調理過
程で起こる食品成分の変化により作られる。よりおいしく食べ物を調理するためには、食品材料の種類、食品の
機能や調理操作の意義、食品と成分の調理変化等を知る必要がある。本講義でで学んだ内容を調理実習にて実践
できるよう食材（実物）を講義中に使用することもある。
到達目標
１．食品の調理特性を説明することができる。
２．調理器具の素材や使用方法について説明することができる。
３．調理の理論にもとづき、各調理法の説明ができる。
４．おいしさについて科学的に説明することができる。
授業計画
★この授業は、遠隔授業となります。原則として、リアルタイム型授業で実施予定です。参加方法などの詳細
は、追って案内します。
【第1回】
テーマ：調理の目的
内容・方法：調理を行う目的について学ぶ
【第2回】
テーマ：食べ物のおいしさ
内容・方法：食べ物のおいしさのメカニズムについて学ぶ
【第3回】
テーマ：調理操作と調理機器
内容・方法：非加熱調理操作、加熱調理操作について学ぶ
【第4回】
テーマ：米と小麦の調理
内容・方法：米と小麦の調理について学ぶ
【第5回】
テーマ：いも類、豆類、種実類の調理
内容・方法：いも類、豆類、種実類の調理について学ぶ
【第6回】
テーマ：野菜、果物、きのこ類、藻類の調理
内容・方法：野菜、果物、きのこ、藻類の調理について学ぶ
【第7回】
テーマ：動物性食品の調理（食肉類）
内容・方法：食肉類の調理について学ぶ
【第8回】
テーマ：動物性食品の調理（魚介類）
内容・方法：魚介類の調理について学ぶ
【第9回】
テーマ：動物性食品の調理（卵類）
内容・方法：卵類の調理について学ぶ
【第10回】
テーマ：動物性食品の調理（牛乳、乳製品）
内容・方法：牛乳、乳製品の調理について学ぶ
【第11回】
テーマ：油脂類の調理
内容・方法：油脂類の調理について学ぶ
【第12回】
テーマ：ゲル化剤、とろみ剤の調理
内容・方法：ゲル化剤、とろみ剤の調理について学ぶ
【第13回】
テーマ：調味料、香辛料の調理
内容・方法：調味料、香辛料の調理について学ぶ
【第14回】
テーマ：フードスペシャリスト対策
内容・方法：フードスペシャリストの試験過去問題解説により資格試験の傾向を知る
【第15回】
テーマ：振り返り小テスト、解説およびまとめ
調理学

内容・方法：振り返り小テストの実施、解説、まとめ
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
授業内容の復習と、授業ノートの整理を行うこと。復習テストのための準備や予習等、毎回1.5時間程度の事前学
習および2.5時間程度の事後学習が必要。
授業で使用した資料はGoogleクラスルームに授業終了後に掲示するので適宜使用すること。
課題に対するフィードバックの方法
小テスト返却時にフィードバックする
成績評価の方法・基準（方針）
授業に取り組む態度および授業内の確認テストの結果、期末レポートにより評価する。教科書を必携とし、講義
内で適宜教科書の内容について質問をするのでその際の質疑応答により評価を行う。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

90

授業に取り組む態度 （60）
15回目に実施する確認テスト（30）

１、２、３、４

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

10

期末レポート（10）

１、２、３、４

その他

0

テキスト

調理学: おいしく安全に調理を行うための科学の基礎 /久木久美子/化学同人/2268/978-47598-1450-7

参考書

適宜紹介する。

履修条件・他の科目との関連 指定された教科書を必携とする。
フードスペシャリスト資格取得に必要な科目。基礎調理実習、応用調理実習を履修することにより、
より理解を深めることができます。
欠席した講義の資料はGoogleクラスルームに各回講義終了後に掲示するので確認し、提出物の指
示がある場合は期日までに提出すること。

調理学

授業コード

13063701

授業科目名

食品衛生学

授業担当教員

眞鍋

昇

成績担当教員

眞鍋

昇

開講年次

2年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

講義

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
食品は健康を維持するために欠かせない重要なものです。人間が幸せに暮らし続けるためには、私たちが日常
摂っている様々な食品、それに含まれる毒物、それを汚染する微生物、それに含まれる食品添加物などが全て統
御されていて、すべての食品が安全であることがとても重要です。この講義では、有害有毒な化学物質や感染性
微生物などを含む食品を摂取してしまうことで引き起こされる食中毒を中心に、食品の原料の生産、加工、流
通、最終消費まで一貫した流れの中における食品の衛生の保持、ならびに容器などの安全性について総合的に説
明します。これらの食品に関わる有害有毒なものが健康におよぼす影響について、実際に頻発している国内外の
食中毒事件の事例を集め、発生原因や対処法を説明して、人類が健康に暮らしてくために欠かせない基盤的知識
とスキルを身につけます。
到達目標
１） 食中毒を引き起こす様々な生物学的、化学的要因について人間の健康を害するメカニズムと対処法について
具体的な事例をあげながら説明できるようになります。
２） 食品の安全を保つための科学的な衛生対策やそれに関わる法令などについて具体的な事例をあげながらわが
国の食品衛生の現状とこれからの課題について説明できるようになります。
３） 様々な化学物質による食品汚染に起因する食中毒、病原性微生物に起因する食通読、コロナ禍で発展著しい
新しい食品の消費・流通であるネット通販などにおける食品の安全性に関わる問題点などについて具体的な事例
をあげながら説明できるようになります
４） 将来、健康に暮らし続けるために欠かすことができない様々な食品よるリスクと衛生対策に関わるスキルを
身につけ、食品と健康のかかわりについて的確に説明できるようになります。
授業計画
第１回 講義のオリエンテーション（１）：食品の安全性を取り巻く状況を説明しながら食品衛生の重要性に関
するイントロダクション。
第２回 講義のオリエンテーション（２）：わが国の食品衛生の現状と問題点、およびこれからの課題と対策な
どについて説明します。
第３回 微生物による汚染（１）：食品の品質（腐敗と変質）と微生物とのかかわり、品質保持方法などについ
て事例をあげながら説明します。
第４回 微生物による汚染（２）：糞便を介する微生物による食品汚染、食品変質防止法（冷蔵法・冷凍法・脱
水法・塩蔵法・砂糖漬法・加熱法・電磁波殺菌法・燻煙法・真空包装法・食品添加物など）などについて事例を
あげながら説明します。
第５回 化学物質による汚染（１）：食品成分の化学的変質（油脂の化学的変質（変敗）・クロロフィルの化学
的変化・硝酸態窒素とＮ－ニトロソアミン類・トランス脂肪酸・加熱調理で生成する発がん性物質・アクリルア
ミドなど）と対処法などについて事例をあげながら説明します。
第６回 化学物質による汚染（２）：有害物質（マイコトキシン・環境汚染物質・農薬・抗生物質・合成抗菌
剤・放射性物質など）による食品汚染と対処法などについて事例をあげながら説明します。
第７回 前半のまとめと復習（中試験）
第８回 食中毒（１）：微生物（ウイルス・真菌・寄生虫）による感染症としての食中毒と対処法などについて
事例をあげながら説明します。
第９回 食中毒（２）：細菌性食中毒のうちの毒素型食中毒と感染型食中毒および人獣共通感染症・３類感染症
起因菌による食中毒と対処法などについて事例をあげながら説明します。
第１０回 食中毒（３）：異常プリオンによる感染症としての食中毒と対処法などについて事例をあげながら説
明します。
第１２回 有害物質よる汚染・器具や包装の衛生：自然毒と化学物質による食中毒とそれへの対処法、および食
中毒予防対策としてのＨＡＣＣＰや器具や包装の衛生保持法などについて事例をあげながら説明します。
第１３回 食品添加物：食品添加物の光と影について事例をあげながら説明します。
第１４回 食品の消費期限と賞味期限：世界規模での食料生産・加工・流通の視点からみた食品の消費期限と賞
味期限などについて説明します。
第１５回 後半のまとめと復習
第１６回 期末試験
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
この授業は講義形式でおこなうので受動的学習となり、アクティヴラーニングの要素を含みませんが、事前に積
極的に教科書、参考書の講読やオンラインを通じて配布する講義用のパワーポイントのpdfの精読、インターネッ
ト検索などによる基礎的知識を身につけたうえで受講することなどが必要です（１．５時間の事前学習）。事後
に講義ノートを整理しながら復習すること、および受講レポートの作成やレポート試験に解答することなどが必
須です（２．５時間の事後学習）。

食品衛生学

課題に対するフィードバックの方法
試験などを実施する場合を除いて、授業毎に「講義の概要」と「講義をうけて新たに分かったことや自分で考え
たこと、質問したかったことなど」などを記述した受講レポートを実施します。質問があった場合には適時講義
中に説明します。「前半のまとめと復習」において実施する中試験および期末試験などを介して自己評価と復習
を即します。
成績評価の方法・基準（方針）
下記のように、受講の平常点（受講レポートの提出）と授業内試験として実施する中試験（レポート形式）およ
び期末試験（レポート形式）によって成績を総合的に評価します。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

授業内での評価

70

授業内試験として「前半のまとめと復習」の際に中試験（レ １，２，３，４
ポート試験）を行います。教員が提示した課題に対するレ
ポートを提出してください・２０%
受講毎の平常点として受講後に提出する受講レポートの
内容を評価します・５０％

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

30

その他

0

テキスト

「三訂・食品の安全性 第３版」・日本フードスペシャリスト協会編集・建帛社・ISBN：978-4-76790715-4
別途、オンラインを通じて授業毎に講義用のパワーポイントのpdfを配布します。

参考書

「食品衛生学 第４版・栄養科学シリーズＮＥＸＴシリーズ」・植木幸英ら編・講談社・ISBN：978-406-155389-7
「食品衛生学 改訂第２版・栄養科学イラストレイテッド」・田﨑達明ら編・羊土社・ISBN：978-4758-11359-5
上記の他に参考資料などを必要に応じて授業の中で紹介します。

期末試験を終講後に実施します。教員が提示する課題
に対するレポートの内容を評価します：３０％

評価対象となる到達目標

１，２，３，４

履修条件・他の科目との関連 テキストと参考書およびオンラインを通じて配布する講義用のパワーポイントのpdfなどを用いて予習・
復習を行って受講してください。講義に際しては、各自がしっかりと自分自身の講義ノートを作成する
ことが求められます。
・状況により授業内容の一部および順番を変更する場合があります。
・受講レポート、授業内試験（中試験・レポート試験）、レポート形式の定期試験などは締切期限ま
でに必ず提出してください。提出が遅れた場合は評価しません。

食品衛生学

授業コード

13063801

授業科目名

食品流通論

授業担当教員

眞鍋

昇

成績担当教員

眞鍋

昇

開講年次

2年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

講義

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
私たちが健康を維持するためには様々な食品を毎日摂りつづけなくてはならないが、安全な食品を安定して供給
できるシステムは人間が幸せに暮らすために欠かせないものであるので正しい知識を身につけることが重要で
す。この授業は講義形式で行います。講義では、食品の供給の上流から下流まで、すなわち生産、流通、加工、
消費までについて具体的な事例をあげながら説明し、特に流通、フードビジネスなどについては詳細に講義しま
す。食品流通を通じてフードシステムの全体像を的確に把握して健康におよぼす影響について理解し、考察して
健康に暮らしてくために欠かせない基盤的知識とスキルを身につけます。
到達目標
１） 安全な食品を滞りなく安定して供給することは、人間の生存と健康維持に欠かせないことの理解を深め、そ
の役割について科学的かつ具体的に実例をあげながら説明できるようになります。
２） 多様な食品毎に、生産・加工・流通の歴史や各々の役割を学び、人間の健康維持における食品流通の重要性
について科学的かつ具体的に実例をあげながら説明できるようになります。
３） 健康に暮らし続けるために欠かすことができない食品の安定的供給に関わるスキルを身につけるとともに、
食品の表示やトレーサビリティシステムなど流通システムにおける食品の安全を担保するシステムについて具体
的に実例をあげながら的確に説明できるようになります。
４） 様々なフードビジネス（新しい加工・流通・小売の形態であるプライベートブランド、食品流通システムの
下流にある内食・中食・外食の変遷、コロナ禍で発展著しい新しい食品の消費・流通であるネット通販）の特徴
と動向、物流の問題点などについて具体的な事例をあげながら説明できるようになります。
授業計画
第１回 講義のオリエンテーション：食品を生産する農業、加工と物流、マーケティング、小売や外食といった
フードシステムを構成する食品流通について、身近な食品を事例にあげながら食品生産されてから消費されるま
での仕組みを学びます。
第２回 食生活の変遷：急激に変遷してきている食生活について説明します。
第３回 フードシステムと食品流通：食品の生産から流通、消費といったフードシステム全体における食品流通
の社会的な役割について解説します。
第４回 農場：食品の生産の最上流である農場について説明し、将来の食料供給予測について考察します。
第５回 生鮮食料品：農場で生産される生鮮食料品について説明します。
第６回 輸入食品：エネルギーベースで６０％輸入されている食料について説明します。
第７回 加工食品：国産と輸入品にわけて加工食品について説明します。
第８回 前半のまとめと復習（中試験）
第９回 卸売市場：食品市場と食品流通システムにおける卸売市場の役割と変遷について説明します。
第１０回 小売：食品市場と食品流通システムにおける小売（コンビニエンスストア、スーパーマーケットな
ど）の役割と変遷について説明し、将来像を考察します。
第１１回 プライベートブランド（ＰＢ）商品：新しい加工・流通・小売の形態であるＰＢの様々な課題につい
て事例をあげながら説明します。
第１２回 内食・中食：食品流通システムの下流にある内食とマーケットが拡大中の中食の変遷について説明し
ます。
第１３回 外食・飲食店など：食品流通システムの最下流にある外食や飲食店などの変遷について説明し、将来
の予測について考察します。
第１４回 新しい食品消費・流通：コロナ禍で普及が著しいネット通販や宅配などの特徴と動向、物流の問題点
などの様々な課題について事例をあげながら説明します。
第１５回 後半のまとめと復習
第１６回 期末試験
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
この授業は講義形式でおこなうので受動的学習となり、アクティラーニングの要素を含まないが、事前に積極的
に専門的参考書の講読やインターネット検索などによって基礎的知識を身につけたうえで受講することや事後に
講義中に自分で作成したノートを読み返して復習・整理することなどの主体的学習を実践することで深い理解を
えることができます。
課題に対するフィードバックの方法
試験などを実施する場合を除いて、授業毎に「講義の概要」と「講義をうけて新たに分かったことや自分で考え
たこと、質問したかったことなど」などを記述した受講レポートを実施します。質問があった場合には適時講義
中に説明します。「前半のまとめと復習」において実施する中試験や期末試験などを介して自己評価と復習を即
します。
食品流通論

成績評価の方法・基準（方針）
下記のように、受講の平常点（受講レポートの提出）と授業内試験として実施する中試験（レポート形式）およ
び期末試験（レポート形式）によって成績を総合的に評価します。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

授業内での評価

70

授業内試験として「前半のまとめと復習」の際に中試験（レ １，２，３，４
ポート試験）を行います。教員が提示した課題に対するレ
ポートを提出してください・２０%
受講毎の平常点として受講後に提出する受講レポートの
内容を評価します・５０％

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

30

その他

0

テキスト

「四訂・食品の消費と流通」・日本フードスペシャリスト協会編集・建帛社・ISBN：978-4-76790687-4
別途、オンラインを通じて授業毎に講義用のパワーポイントのpdfを配布します。

参考書

「食品の流通経済学」・菊地哲夫・農林統計出版・ISBN：978-4-897-32282-7
「フードシステムの経済学・第５版」・時子山ひろみ・医歯薬出版・ISBN：978-4-263-70606-0
上記の他に参考資料などを必要に応じて授業の中で紹介します。

期末試験を終講後に実施します。教員が提示する課題
に対するレポートの内容を評価します：３０％

評価対象となる到達目標

１，２，３，４

履修条件・他の科目との関連 テキストと参考書およびオンラインを通じて配布する講義用のパワーポイントのpdfなどを用いて予習・
復習を行って受講してください。講義に際しては、各自がしっかりと自分自身の講義ノートを作成する
ことが求められます。
・状況により授業内容の一部および順番を変更する場合があります。
・受講レポート、授業内試験（中試験・レポート試験）、レポート形式の定期試験などは締切期限ま
でに必ず提出してください。提出が遅れた場合は評価しません。

食品流通論

授業コード

13063901

授業科目名

食品科学

授業担当教員

眞鍋

昇

成績担当教員

眞鍋

昇

開講年次

3年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

講義

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
私たちは、様々な食品を毎日摂りつづることで健康を維持できて幸せに暮らすことができます。様々な食品を適
切に摂るためには、食品に含まれている多様な成分の化学的特性や物性、嗜好成分などの健康機能性などについ
て正しい科学的知識を身につけて食品がどのように生命現象に関わっているのか理解することが重要です。この
講義では、食品の一次機能（生命現象を営むために必要不可欠なエネルギー源や生体構成成分の補給に必要な栄
養素としての機能）、食品の二次機能（食品自体あるいは食品成分が生体の感覚器に影響を及ぼすことにより発
現する嗜好性に関わる機能のことで「感覚機能」と呼ばれることもある）、食品の三次機能（生体リズムの調
節、疾病の予防・回復、健康の維持や向上に関与する生体調節機能）などについて具体的な事例をあげながら生
命科学的視点にたって説明します。食品成分の種類や特性、生理・薬理的機能などを的確に把握し、各々の食品
が健康におよぼす影響について理解し考察することで、健康を維持して幸せに暮らしていくために欠かせない基
盤的知識とスキルを身につけます。
到達目標
１） 食品に含まれる様々な栄養成分の各々の化学的特性について科学的かつ具体的に実例をあげながら説明でき
るようになり、食品成分の化学的基礎力を身に着けます。
２） 食品の物性や食品成分の変化・変性について理解し、人間の健康を害する場合や健康を増進する場合などに
ついて科学的かつ具体的に実例をあげながら説明できるようになり、食品の開発・製造・販売などに関わる領域
のスペシャリストとしての技能を身に着けます。
３） 健康に暮らし続けるために欠かすことができない様々な食品の機能、特に疾病の予防や健康の増進などの生
体調節機能に関わる生命科学的メカニズムを理解し、食品と健康のかかわりについて科学的かつ具体的に実例を
あげながら適切に説明できるようになります。
４） 食品の食品の一次機能（生命現象を営むために必要不可欠なエネルギー源や生体構成成分の補給に必要な栄
養素としての機能）、食品の二次機能（食品自体あるいは食品成分が生体の感覚器に影響を及ぼすことにより発
現する嗜好性に関わる機能のことで「感覚機能」と呼ばれることもある）、食品の三次機能（生体リズムの調
節、疾病の予防・回復、健康の維持や向上に関与する生体調節機能）一次機能、二次機能、三次機能について理
解を深め、食品が人間の健康におよぼす影響について科学的かつ具体的に実例をあげながら説明できるようにな
ります。
授業計画
第１回 講義のオリエンテーション（１）：食品科学の概要ならびに食品に含まれる様々な栄養成分の化学的特
性などに関するイントロダクション。
第２回 講義のオリエンテーション（２）：人間と食品：食品には単にエネルギー源としての役割だけでなく、
常に死滅と再生を繰り返している身体の材料としての役割があることを説明します。次いで、食品の成分のなか
には、血圧、血糖、血中脂質などを正常に保つことやお腹の調子を整えたりするのに役立つなどの身体の生理学
的機能に影響を与えるものも知られていることを説明します。
第３回 食品の一次機能（１）：食品の一次機能とは栄養機能、すなわち生命現象を営むために必要不可欠なエ
ネルギー源や生体構成成分の補給に必要な栄養素としての機能です。３大栄養素のひとつの炭水化物の化学構造
や特性について説明します。
第４回 食品の一次機能（２）：植物油、動物脂、魚油などの３大栄養素のひとつの油脂の化学構造や特性につ
いて説明します。
第５回 食品の一次機能（３）：３大栄養素のひとつのタンパクとそれを構成するアミノ酸の化学的特性とタン
パクの構造変化と変性について説明します。
第６回 食品の二次機能（１）：食品の二次機能とは嗜好性にかかわる機能、すなわち食品自体あるいは食品成
分が生体の感覚器に影響を及ぼすことにより発現する嗜好性に関わる機能のことで、「感覚機能」と呼ばれるこ
ともあります。食品に含まれる色素成分、呈味成分、香気成分などの化学構造や特性について実例をあげながら
説明します。
第７回 食品の二次機能（２）：官能評価の方法や特徴、食品に含まれる有害成分などについて実例をあげなが
ら説明します。
第８回 前半のまとめと復習（中試験）
第９回 食品の三次機能（１）：食品の三次機能とは疾病の予防や健康の増進などの生体調節機能、すなわち生
体リズムの調節、疾病の予防・回復、健康の維持や向上に関与する機能のことです。吸収前に口腔内や消化管内
で作用する食品について事例をあげながら説明します。
第１０回 食品の三次機能（２）：吸収後に肝臓や血管などの標的臓器で作用する食品について事例をあげなが
ら説明します。
第１１回 食品の三次機能（３）：健康食品の作用機構を実例をあげながら説明し、実例をあげながらリスクと
ベネフィットについて考察します。
第１２回 食品成分の変化・変性：食品の変化・変性（澱粉の糊化、脂質の酸化、食肉の変色や褐変）がおこる
化学機構を理解し、それを予防する手法を考察します。
第１３回 食品の物性：食品の品質に支配的に影響するコロイド分散、レオロジー（弾性・粘性・粘弾性の測
定）、テクスチャーなどについて実例をあげながら説明します。
第１４回 食品の表示と規格基準：食品にかかわる主要な法令（食品衛生法・健康増進法・農林水産食品の規格
食品科学

化等に関するＪＡＳ法）と食品表示の制度について実例をあげながら説明します。
第１５回 後半のまとめと復習
第１６回 期末試験
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
この授業は講義形式でおこなうので受動的学習となり、アクティラーニングの要素を含まないが、事前に積極的
に専門的参考書の講読やインターネット検索などによって基礎的知識を身につけたうえで受講することや事後に
講義中に自分で作成したノートを読み返して復習・整理することなどの主体的学習を実践することで深い理解を
えることができます。
課題に対するフィードバックの方法
試験などを実施する場合を除いて、授業毎に「講義の概要」と「講義をうけて新たに分かったことや自分で考え
たこと、質問したかったことなど」などを記述した受講レポートを実施します。質問があった場合には適時講義
中に説明します。「前半のまとめと復習」において実施する中試験や期末試験などを介して自己評価と復習を即
します。
成績評価の方法・基準（方針）
下記のように、受講の平常点（受講レポートの提出）と授業内試験として実施する中試験（レポート形式）およ
び期末試験（レポート形式）によって成績を総合的に評価します。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

授業内での評価

70

授業内試験として「前半のまとめと復習」の際に中試験（レ １，２，３，４
ポート試験）を行います。教員が提示した課題に対するレ
ポートを提出してください・２０%
受講毎の平常点として受講後に提出する受講レポートの
内容を評価します・５０％

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

30

その他

0

テキスト

「三訂栄養と健康 第２版」・日本フードスペシャリスト協会編・建帛社・ISBN：978-4-7679-06614
別途、オンラインを通じて授業毎に講義用のパワーポイントのpdfを配布します。

参考書

「栄養科学イラストレイテッド食品学Ⅰ」・水品善之ら編・羊土社・ISBN：978-4-7581-0879-9
「栄養科学イラストレイテッド食品学Ⅱ」・栢野新市ら編・羊土社・ISBN：978-4-7581-0880-5
「基礎栄養学（栄養科学イラストレイテッド）」・田地陽一編集・羊土社・ISBN：978-4-7581-13502
上記の他に参考資料などを必要に応じて授業の中で紹介します。

期末試験を終講後に実施します。教員が提示する課題
に対するレポートの内容を評価します：３０％

評価対象となる到達目標

１，２，３，４

履修条件・他の科目との関連 テキストと参考書およびオンラインを通じて配布する講義用のパワーポイントのpdfなどを用いて予習・
復習を行って受講してください。講義に際しては、各自がしっかりと自分自身の講義ノートを作成する
ことが求められます。
・状況により授業内容の一部および順番を変更する場合があります。
・受講レポート、授業内試験（中試験・レポート試験）、レポート形式の定期試験などは締切期限ま
でに必ず提出してください。提出が遅れた場合は評価しません。

食品科学

授業コード

13064001

授業種別

授業科目名

食品の官能評価・鑑別演習

授業担当教員

尾関

清子

成績担当教員

尾関

清子

開講年次

3年

開講期

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
食品を選択するという行為には多くの背景と動機が存在するが、食品についての深い知識および品質を見 抜く技
能が必要となる。そのためには、食品の規格や表示、それを規定する制度などについて理解したうえで、様々な
評価方法を知る必要がある。食品の評価方法として、官能評価、化学的評価法、物理的評価方法、個別食品の鑑
別について、実際に鑑別を行いながら、演習形式で学ぶ。
到達目標
1.身近な食材の種類についてその特徴を知る。
2.官能評価のさまざまな手法を、実際の食材を用いて評価し、数的な評価を出す。
3.チームとして行動するためのコミュニケーションをとることができる。
4.各班で計画した実習計画と指導ができる。
5.テキスト「食品の官能評価・鑑別演習」の内容を理解する。
授業計画
【第１回】 テーマ：オリエンテーション、食品の表示について
内容・方法：授業計画、レポートの書き方、食品の表示について
【第２回】 テーマ：食品の特徴について
内容・方法：食品の特徴についてその種類、栄養的な特徴、加工品についてまとめる
【第３回】 テーマ：テキスト「官能評価」について学ぶ(フードスペシャリストの過去問をテキストを調べてま
とめる)
内容・方法：５味の識別を実施する
【第４回】 テーマ：テキスト「化学的評価法」について学ぶ(フードスペシャリストの過去問をテキストで調べ
てまとめる )
内容・方法：ヨーグルトの識別、トマトジュースの識別を実施する
【第5回】 テーマ：テキスト「物理的評価法」について学ぶ(フードスペシャリストの過去問をテキストで調べて
まとめる )
内容・方法：果物の糖度と酸度を調べ、官能評価する
【第６回】 テーマ：テキスト「穀類」について学ぶ (フードスペシャリストの過去問をテキストで調べてまとめ
る )
内容・方法：米の種類を官能評価する
【第７回】 テーマ：各地のそうめんについて官能評価する
内容・方法：配布した、３種類のそうめんについて官能評価する。 また、各地のそうめんの特徴を
調べる
【第８回】 テーマ：テキスト「豆類・イモ類」について学ぶ
内容・方法：豆類の調理性、米粉の調理性を調べ、 乾物である小豆を調理し、さらに米粉の調理性
を調べる
【第９回】 テーマ：小麦粉の種類を変えて、麺類の特性を調べる
内容・方法：強力粉、薄力粉を使ってうどんを作り、出来上がりの食感や味を比較する
【第10回】 テーマ：テキスト「野菜・海藻・魚介類」について学ぶ(フードスペシャリストの過去問をテキスト
で調べてまとめる)
内容・方法： テーマ：代表的な野菜や珍しい野菜を官能評価する
【第11回】 テーマ：テキスト「肉類・牛乳・乳製品・卵・油脂類」について学ぶ(フードスペシャリストの過去
問をテキストを調べてまとめる)
内容・方法：さまざまな保存法の卵の鮮度を判定する
【第12回】テーマ：冷凍卵と新鮮卵の比較をする
内容・方法：冷凍卵と新鮮卵の調理性を比較する
【第13回】 テーマ：各班で拡販で官能評価を計画する
内容・方法：これまでの実習を振り返り、興味を持った食品の官能評価を計画する
【第14回】テーマ：班で計画した実習計画に従って、各班で官能評価を実施指導する
内容・方法：指導に従って、官能評価を実施する
【第15回】 テーマ：班で計画した実習計画に従って、各班で官能評価を実施指導する
内容・方法：指導に従って、官能評価を実施するテーマ：
＊食材の入荷状況等により授業内容の一部および順番を変更する場合があります。
事前事後の学習
授業時間外で、計30時間の事前事後学習が必要です。
各回を通じて
食品の官能評価・鑑別演習

【事前】食品の官能評価・鑑別演習のテキストの内容を学習しておく
【事後】官能評価で出た結果をもとに、その結果と考察、また実習によっては数的な評価も行い、レポートを作
成する。
また、提示された課題をまとめて提出する。
課題に対するフィードバックの方法
実習レポートを点検し、評価し、返却する。
課題に関しては、課題提出後復習する。
成績評価の方法・基準（方針）
授業内での評価：実習へとり組む姿勢を評価
実習内容の把握について評価
班員との協力姿勢（下準備、当番などを含む）を評価
実習計画の内容と指導の評価
授業外での評価：レポートと課題の完成度について評価
定期試験：15回の授業後、授業で課した課題内容で試験をする
正当な理由なく、5回を超えて欠席した場合は「K」評価とする
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

実習へのとり組姿勢を評価（30）
1.2.3.4
実習内容の把握についての評価（5） 1.2.3.4
班員との協力姿勢の評価（5） 1.2.3.4
実習計画の内容と指導の評価(10) 1.2.3.4

1.2.3.4.

授業外での評価

30

実習レポートの完成度を評価（30）

1.2

定期試験

20

テキスト「食品の官能評価・鑑別演習」の内容で試験を
行う(20)

5

定期試験に代わるレポート等

0

その他

0

テキスト

プリント（実験計画書）を配布
食品の官能評価・鑑別演習/日本フードスペシャリスト協会編/建帛社

参考書

授業中に適宜紹介します

履修条件・他の科目との関連 この授業は、フードスペシャリストの資格試験に必須です。食品学、栄養学の知識も必要です。
また、実習にあたっては、白衣か割烹着(そで付きのもの)、三角巾(バンダナでも可能)が必要です。忘
れた場合は実習は受けられません。
実習材料費として2000円徴収します。
実習室への入室に人数制限があります。フードスペシャリストの資格取得希望者を優先して、選別
する場合があります。
遅刻3回で1回の欠席、30分以上の遅刻は認めません。正当な理由なく、欠席が5回を超えた場合
「K」評価となります。

食品の官能評価・鑑別演習

授業コード

13064101

授業種別

授業科目名

フードコーディネート論

授業担当教員

西岡

ゆかり

成績担当教員

西岡

ゆかり

開講年次

3年

開講期

実務家教員による授業

講義

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
フードスペシャリスト養成課程必修科目であり、資格認定試験科目でもあるフードコーディネート論では、フー
ドスペシャリストとして必要とされるフードコーディネートの知識と技術の習得をめざし、テーブルコーディ
ネートやメニュープランニングから、食空間のコーディネートやフードサービスマネージメントまで、幅広く学
んでもらいます。
また、食に纏わる環境が著しく変化している現代において、フードスペシャリストとして、その変化を掴み対応
していくことが求められていますが、それにはまず長い年月を経て築かれてきた食に関わる文化やメニュー、
テーブルウェアやマナーなどの基本的な知識を身につけ、感性を磨いておくことも必要であり、授業を通して身
につけ、磨いていってもらうことを望みます。
そのためには、常日頃から、メニューや食品、調理器具・機器等に関心をもち、五感を使って情報収集すること
も大切です。心がけて下さい。
新型コロナウィルスの感染拡大により、飲食業界は大きく変化しています。その変化について確認しておくとと
もに、今後の動向についても注視しておいてください。
到達目標
１．講義内容に関心を持ち、知識習得及び情報収集に積極的に取り組んでいる。
２．基本的な知識を理解している。
３．習得した基本的知識を活用することができる。
４．フードスペシャリスト資格認定試験で解答できるだけの知識を習得している。
授業計画
この授業は、リアルタイム型の遠隔授業となります。
時間割配当時間に授業を行います。
主に、テキストに従って授業を進めます。
【第1回】
テーマ：・本授業について
・フードコーディネートの基本理念
内容・方法：・授業の進め方、授業内容、成績評価等についての説明する。
・おいしさの本質、おいしさとフードコーディネートについて、講義する。
【第2回】
テーマ：・食事の文化
内容・方法：・日本の食事の歴史、特別な日の食事について、講義する。
【第3回】
テーマ：・食事の文化
内容・方法：・外国の食事、食のタブーと宗教について講義する。
【第4回】
テーマ：食卓のコーディネート
内容・方法：テーブルコーディネートの要点、日本料理と中国料理の食卓のコーディネート、について講義す
る。
【第5回】
テーマ：食卓のコーディネート
内容・方法：西洋料理の食卓のコーディネート、について講義する。
【第6回】
テーマ：食卓のサービスとマナー
内容・方法：サービスとマナーの基本、日本料理のサービスとマナー、について講義する。
【第7回】
テーマ：食卓のサービスとマナー
内容・方法：中国料理と西洋料理のサービスとマナー、パーティ、プロトコルについて講義する。
【第8回】
テーマ：メニュープランニング
内容・方法：メニュープランニングの要件、日本料理様式のメニュー開発について講義する。
【第9回】
テーマ：メニュープランニング
内容・方法：中国料理様式、西洋料理様式、その他の様式のメニュー開発について講義する。
【第10回】
テーマ：食空間のコーディネート
内容・方法：食空間のコーディネートの基礎について講義する。
【第11回】
テーマ：食空間のコーディネート
内容・方法：食事空間とキッチンのコーディネートについて講義する。
フードコーディネート論

【第12回】
テーマ：フードサービスマネージメント
内容・方法：フードサービスビジネスの動向と特性、マネジメントの基本、フードサービスの起業について講義
する。
【第13回】
テーマ：フードサービスマネージメント
内容・方法：投資計画・収支計画の作成、損益分岐点売上げ高について講義する。
【第14回】
テーマ：食企画の実践コーディネート
内容・方法：食企画の流れ、食企画に必要な基礎スキルについて講義する。
【第15回】
テーマ：まとめ
内容・方法：・理解しにくかった部分を中心に振り返り講義する。
・フードスペシャリスト資格認定試験過去問等について解説する。
・レポート課題・試験
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
授業（１回につき２時間として計算）と事前事後のあわせて１単位あたり４５時間が必要です。
課題に対するフィードバックの方法
適宜課題レポートの提出を求め，提出された課題により理解度を確認し、授業内または資料にて解説することに
より、理解を促す。
随時クラスルームのコメント欄を利用して質疑応答する。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

40

授業内課題提出

1・２

授業外での評価

20

授業期間内2回のレポート

1・2・3

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

レポート試験

2・3・4

その他

0

テキスト

三訂 フードコーディネート論 / 日本フードスペシャリスト協会 編 / 建帛社 / 定価：2,090円（本体
価格：1,900円）/ ISBN : 978-4-7679-0440-5

参考書

必要に応じ，授業内で適宜紹介する。

履修条件・他の科目との関連 ・本科目はフードスペシャリスト養成課程必修科目であり、フードスペシャリスト資格認定試験を受け
る方は、積極的に受講して合格を目指してください。
・新型コロナウイルスの感染状況や、授業の進捗状況等により、授業の進め方や内容の一部、評価
方法を変更する場合があります。
・授業は、主にテキストに沿って進めていきますので、準備ください。

フードコーディネート論

授業コード

13064201

授業種別

授業科目名

フードスペシャリスト論

授業担当教員

西岡

ゆかり

成績担当教員

西岡

ゆかり

開講年次

3年

開講期

実務家教員による授業

講義

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
フードスペシャリストは消費者の食品に対するニーズの多様化に呼応して生まれた流通・販売分野における食の
専門職である。その業務も広く、高度な食の専門知識を駆使しての活躍が期待されている。本科目は養成課程の
必修科目であり、フードスペシャリストの意義とその概要、さらにその活動における責務を理解するとともに、
食の専門家として具備すべき基本知識を講義形式で学ぶ。また、フードスペシャリスト資格認定試験に向けて、
過去問題を取り上げ、それらの解説を行う。
到達目標
１．フードスペシャリストの意義と概要、その活動内容と責務を理解している。
２．日本や各国の食文化の形成過程や現在おかれている食の状況や環境、法令など理解し、説明できる。
３．流通されている食品の品質規格と表示についての知識を習得し、説明できる。
４．フードスペシャリスト資格認定試験に向けて意識を高めた。
授業計画
この授業はリアルタイムの遠隔授業となります。時間割配当時間に出席する様にして下さい。
【第1回】
テーマ：ガイダンス
フードスペシャリストとは
内容・方法：フードスペシャリストの概念と専門性および活躍分野の概要を学ぶとともに、フードスペシャリス
トの責務を説明する。
【第2回】
テーマ：人類と食物
内容・方法：道具や農耕・牧畜の開発など、人類の食物獲得の歴史と食物の加工・保存技術の歴史を講義する。
【第3回】
テーマ：世界の食
内容・方法：世界の食作法や食事内容の多様性を学び、国際化している食の世界に対応できる視野を養うととも
に地域の自然環境により食文化が構築されてきた構造を解説する。
【第4回】
テーマ：日本の食①
内容・方法：先人たちはどのようなものを、どのように食べてきたのか、経時的に特徴を講義する。
【第5回】
テーマ：日本の食②
内容・方法：日本の土地的背景から育まれてきた食の地域差について解説する。
【第6回】
テーマ：現代日本の食生活①
内容・方法：戦後の食生活の変遷と現在置かれている食の状況や課題を解説する。
【第7回】
テーマ：現代日本の食生活②
内容・方法：現在の食の状況を認識し、より良い食生活の営みの基本的な知識を講義する。
【第8回】
テーマ：食品産業の役割
内容・方法：食の消費と生産をつなぐ食品産業の役割について概説する。
【第9回】
テーマ：食品の品質規格と表示①
内容・方法：消費者が食品を安全に、また自主的かつ合理的に選択するために資する食品の表示について解説す
る。
【第10回】
テーマ：食品の品質規格と表示②
内容・方法：現在食べている食品の品質規格と表示に関わる法規や規制の概略を講義する。
【第11回】
テーマ：食情報と消費者保護①
内容・方法：食品偽装、フードファディズム、風評被害、トレーサビリティシステムなど食の情報にかかわる問
題について講義する。
【第12回】
テーマ：食情報と消費者保護②
内容・方法：食品の安全におけるリスク分析や食品安全基本法、消費者問題と消費者基本法など消費者保護のあ
り方について講義する。
【第13回】
テーマ：フードスペシャリスト資格認定試験に向けて
内容・方法：授業内試験（2021年度フードスペシャリスト資格認定試験の対策を兼ねて、これまでの学習範囲の
理解度を試す。）
フードスペシャリスト論

【第14回】
テーマ：食と環境
内容・方法：食料やこれらにかかわる環境問題について講義する。
【第15回】
テーマ：まとめ
内容・方法：第1回～14回を振り返り、総括する。
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
授業（１回につき２時間として計算）と事前事後のあわせて１単位あたり４５時間が必要です。
【
課題に対するフィードバックの方法
・授業内で課題の解説や質疑応答を行う。
・随時クラスルームコメント欄で質疑応答を行う。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定の上、60点以上を合格とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

授業内レポート（30），確認テスト（20）

1・2・3・4

授業外での評価

20

課題レポート

2・4

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

30

レポート試験

1・2・3・4

その他

0

テキスト

四訂フードスペシャリスト論第6版/ 日本フードスペシャリスト協会/建帛社/2,200/978-4-76790660-7

参考書

必要に応じて授業内で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 １．食と健康に関わる授業を積極的に履修しておくこと。
２．日本フードスペシャリスト協会編著のテキストを用いて授業を進めるため、指定のテキストを必ず
用意すること。

フードスペシャリスト論

授業コード

13100501

授業種別

授業科目名

社会福祉援助技術論

授業担当教員

藤田

了

成績担当教員

藤田

了

開講年次

2年

実務家教員による授業

講義

開講期

単位数

前期

〇

2単位

授業の目的・概要
社会福祉実践における社会福祉援助技術（ソーシャルワーク）の意義や理論、方法の基本的知識について説明す
る。具体的には、さまざまなトピック（人権・虐待・障がい・貧困・高齢など）を取り上げ、個別援助や集団援
助、家族への関わりなどについて概説する。
授業は講義形式が中心であるが、適宜授業の理解を深めるために、DVD等の視聴覚教材の活用、ペアワーク、グ
ループワーク等の演習を行うので主体的に取り組むことが必要である。講義はパワーポイントによる文字情報お
よび静止画・動画の資料などを提示しながらすすめていく。
長年、社会福祉法人等で福祉・介護業界に従事してきた経験をもとに、実務家教員として、将来福祉・介護関係
の業務に従事したいと考えている人に対しても実践・理論等役立つ授業を展開する。
到達目標
1．「共生」の阻害要因について具体的に記述することができる。
2．相談援助に携わる専門職の専門性について説明することができる。
3．ソーシャルワーカーの役割について説明することができる。
4．さまざまな分野で実践しているソーシャルワーカーについて説明することができる。
授業計画
【第1回】
【第2回】
【第3回】
【第4回】
【第5回】
【第6回】
【第7回】
【第8回】
【第9回】
【第10回】
【第11回】
【第12回】
【第13回】
【第14回】
【第15回】

授業オリエンテーション（授業の進め方、受講ルール）
「社会生活」と「共に生きる」ことについて
ソーシャルインクルージョン
「共生」の阻害要因
援助と支援
利用者主体
社会福祉の援助過程の実際
社会福祉援助技術論前半のまとめ（中間レポート）
ソーシャルワークの概要
ソーシャルワーカー
ソーシャルワークの実践
対人援助におけるさまざまな技術
共生社会の関連領域
ストレングスとエンパワメント
社会福祉援助技術論後半のまとめ

事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
第1回
【事前】
【事後】
第2回
【事前】
【事後】
第3回
【事前】
【事後】
第4回
【事前】
【事後】
第5回
【事前】
【事後】
第6回
【事前】
【事後】
第7回
【事前】
【事後】
第8回
【事前】
【事後】

授業のシラバスを確認しておく。 1.0時間
授業ルールの確認。ノートを準備する。 1.0時間
自分自身が考える「共に生きる社会」と何か列挙しておく。 1.5時間
授業を振り返り「共生」について感じたことをノートに加筆する。 2.5時間
さまざまな社会問題に関する記事やニュースを視聴する。 1.5時間
「ソーシャルインクルージョン」の資料を参照のうえノートを加筆する。

2.5時間

人権について自分の意見を記述する。 1.5時間
授業の資料を参照のうえ「共生」の阻害要因についてノートを加筆する。

2.5時間

前回分のノートを復習し「人権」について熟考する。 1.5時間
「援助」と「支援」について説明できるようノートを加筆する。

2.5時間

前回分のノートを復習し「利用者支援」の福祉的視点について熟考する。
「利用者主体」の資料を参照のうえノートを加筆する。 2.5時間
ケースワークの概要について調べておく。 1.5時間
授業の資料を参照のうえ援助の展開過程についてノートを加筆する。

1.5時間

2.5時間

第2回から第7回のノート、資料を復習する。 1.5時間
「利用者主体」から捉える「個別支援」について説明できるようノートを再加筆する。

3.5時間

社会福祉援助技術論

第9回
【事前】
【事後】
第10回
【事前】
【事後】
第11回
【事前】
【事後】
第12回
【事前】
【事後】
第13回
【事前】
【事後】
間
第14回
【事前】
【事後】
第15回
【事前】
【事後】

福祉にまつわる地域の社会資源にはどのようなものがあるのか調べておく。 1.5時間
「ソーシャルワークの概要」の資料を参照のうえノートを加筆する。 2.5時間
前回分のノートを復習し「ケースワーク」について熟考する。 1.5時間
「ソーシャルワーカー」の資料を参照のうえノートを加筆する。 2.5時間
前回分のノートを復習し「ソーシャルワーカー」について熟考する。
「ソーシャルワークの実践」の資料を参照のうえノートを加筆する。

1.5時間
2.5時間

「社会福祉士」とはどのような資格でどのような職業に従事しているのか調べておく。
福祉関連の専門職が説明できるようノートを加筆する。 2.5時間

1.5時間

前回分のノートを復習し「福祉の専門職」について熟考する。 1.5時間
授業資料を参照のうえ社会福祉の関連する領域について説明ができるようノートを加筆する。

2.5時

前回分のノートを復習し「介護士」と「保育士」について熟考する。 1.5時間
「ストレングスとエンパワメント」の資料を参照のうえノートを加筆する。 2.5時間
第9回～第14回のノートを復習する。 1.5時間
ソーシャルワークについて具体的に説明できるようノートを再加筆する。

3.5時間

課題に対するフィードバックの方法
実施した課題について採点した後希望者に点数及び内容を開示する。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、授業内に実施される課題と、定期試験に代わるレポートの評価結果に基づき総合的に判定の
うえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

65

・毎回の授業内で課される課題：各2／計15回（30）
・第8回：前半のまとめ（中間レポート）（35）

1、2、3、4

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

35

定期試験に代わるレポート（35）

1、2、3、4

その他

0

テキスト

テキストは使用せずプリント（資料）を配布する

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 ・介護・福祉関連の科目を履修していることが望ましい。
・新型コロナウイルスの感染状況等により、進め方や内容を一部変更する場合があります。その場合
は随時連絡します。

社会福祉援助技術論

授業コード

13019601

授業種別

授業科目名

共生の援助技術

授業担当教員

藤田

了

成績担当教員

藤田

了

開講年次

カリキュラムによる

実務家教員による授業

講義

開講期

単位数

前期

〇

2単位

授業の目的・概要
社会福祉実践における社会福祉援助技術（ソーシャルワーク）の意義や理論、方法の基本的知識について説明す
る。具体的には、さまざまなトピック（人権・虐待・障がい・貧困・高齢など）を取り上げ、個別援助や集団援
助、家族への関わりなどについて概説する。
授業は講義形式が中心であるが、適宜授業の理解を深めるために、DVD等の視聴覚教材の活用、ペアワーク、グ
ループワーク等の演習を行うので主体的に取り組むことが必要である。講義はパワーポイントによる文字情報お
よび静止画・動画の資料などを提示しながらすすめていく。
長年、社会福祉法人等で福祉・介護業界に従事してきた経験をもとに、実務家教員として、将来福祉・介護関係
の業務に従事したいと考えている人に対しても実践・理論等役立つ授業を展開する。
到達目標
1．「共生」の阻害要因について具体的に記述することができる。
2．相談援助に携わる専門職の専門性について説明することができる。
3．ソーシャルワーカーの役割について説明することができる。
4．さまざまな分野で実践しているソーシャルワーカーについて説明することができる。
授業計画
【第1回】
【第2回】
【第3回】
【第4回】
【第5回】
【第6回】
【第7回】
【第8回】
【第9回】
【第10回】
【第11回】
【第12回】
【第13回】
【第14回】
【第15回】

授業オリエンテーション（授業の進め方、受講ルール）
「社会生活」と「共に生きる」ことについて
ソーシャルインクルージョン
「共生」の阻害要因
援助と支援
利用者主体
社会福祉の援助過程の実際
社会福祉援助技術論前半のまとめ（中間レポート）
ソーシャルワークの概要
ソーシャルワーカー
ソーシャルワークの実践
対人援助におけるさまざまな技術
共生社会の関連領域
ストレングスとエンパワメント
社会福祉援助技術論後半のまとめ

事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
第1回
【事前】
【事後】
第2回
【事前】
【事後】
第3回
【事前】
【事後】
第4回
【事前】
【事後】
第5回
【事前】
【事後】
第6回
【事前】
【事後】
第7回
【事前】
【事後】
第8回
【事前】
【事後】

授業のシラバスを確認しておく。 1.0時間
授業ルールの確認。ノートを準備する。 1.0時間
自分自身が考える「共に生きる社会」と何か列挙しておく。 1.5時間
授業を振り返り「共生」について感じたことをノートに加筆する。 2.5時間
さまざまな社会問題に関する記事やニュースを視聴する。 1.5時間
「ソーシャルインクルージョン」の資料を参照のうえノートを加筆する。

2.5時間

人権について自分の意見を記述する。 1.5時間
授業の資料を参照のうえ「共生」の阻害要因についてノートを加筆する。

2.5時間

前回分のノートを復習し「人権」について熟考する。 1.5時間
「援助」と「支援」について説明できるようノートを加筆する。

2.5時間

前回分のノートを復習し「利用者支援」の福祉的視点について熟考する。
「利用者主体」の資料を参照のうえノートを加筆する。 2.5時間
ケースワークの概要について調べておく。 1.5時間
授業の資料を参照のうえ援助の展開過程についてノートを加筆する。

1.5時間

2.5時間

第2回から第7回のノート、資料を復習する。 1.5時間
「利用者主体」から捉える「個別支援」について説明できるようノートを再加筆する。

3.5時間
共生の援助技術

第9回
【事前】
【事後】
第10回
【事前】
【事後】
第11回
【事前】
【事後】
第12回
【事前】
【事後】
第13回
【事前】
【事後】
間
第14回
【事前】
【事後】
第15回
【事前】
【事後】

福祉にまつわる地域の社会資源にはどのようなものがあるのか調べておく。 1.5時間
「ソーシャルワークの概要」の資料を参照のうえノートを加筆する。 2.5時間
前回分のノートを復習し「ケースワーク」について熟考する。 1.5時間
「ソーシャルワーカー」の資料を参照のうえノートを加筆する。 2.5時間
前回分のノートを復習し「ソーシャルワーカー」について熟考する。
「ソーシャルワークの実践」の資料を参照のうえノートを加筆する。

1.5時間
2.5時間

「社会福祉士」とはどのような資格でどのような職業に従事しているのか調べておく。
福祉関連の専門職が説明できるようノートを加筆する。 2.5時間

1.5時間

前回分のノートを復習し「福祉の専門職」について熟考する。 1.5時間
授業資料を参照のうえ社会福祉の関連する領域について説明ができるようノートを加筆する。

2.5時

前回分のノートを復習し「介護士」と「保育士」について熟考する。 1.5時間
「ストレングスとエンパワメント」の資料を参照のうえノートを加筆する。 2.5時間
第9回～第14回のノートを復習する。 1.5時間
ソーシャルワークについて具体的に説明できるようノートを再加筆する。

3.5時間

課題に対するフィードバックの方法
実施した課題について採点した後希望者に点数及び内容を開示する。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、授業内に実施される課題と、定期試験に代わるレポートの評価結果に基づき総合的に判定の
うえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

65

・毎回の授業内で課される課題：各2／計15回（30）
・第8回：前半のまとめ（中間レポート）（35）

1、2、3、4

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

35

定期試験に代わるレポート（35）

1、2、3、4

その他

0

テキスト

テキストは使用せずプリント（資料）を配布する

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 ・介護・福祉関連の科目を履修していることが望ましい。
・新型コロナウイルスの感染状況等により、進め方や内容を一部変更する場合があります。その場合
は随時連絡します。

共生の援助技術

授業コード

13078701

授業科目名

安全の行動科学

授業担当教員

山口

直範

成績担当教員

山口

直範

開講年次

2年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

講義

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
本講義では、なぜ人間はリスクを冒してしまうのか、災害や犯罪に対してどのように行動すればいいのかなどを
心理学の観点から解説する。
また、警察本部や国内外の地域の行政機関と連携して交通安全対策に取り組んできた経験をもとに交通安全対
策・教育の実践事例を交えてを紹介する。
なお、本科目は実践的な行動科学であるため、社会的重大事故や事件が発生した際は、授業計画を入れ替えて発
生した事象に準じた内容を紹介する場合がある。
なお、後期科目の「リスクマネジメント特論」の履修予定者は必ず履修しておくこと。
到達目標
１．リスクテイキングする人間の心の動きを論理的に説明できる。
２．重大災害が発生した際に生じる人間の心の動きを論理的に説明できる。
３．リスクテイキングする人間の心の動きを論理的に記述できる。
４．学んだ安全行動を日常生活に活用し、経緯を適切に記述できる。
授業計画
この授業は、対面の通常授業となります。
【第1回】
テーマ：オリエンテーション、安全とは？行動科学とは？
内容・方法：講義計画の概要を紹介し、行動科学の概念と安全対策への理解を高める。
【第2回】
テーマ：ヒューマンエラーと心理学の関係
内容・方法：人はなぜエラーやミスをするのか、そのメカニズムを学ぶ。
【第3回】
テーマ：事故事例を通して考える
内容・方法：ヒューマンエラーとヒューマンファクターの関係を整理して今後の対策を検討する
【第4回】
テーマ：危険とリスクテイキング
内容・方法：リスクやハザードに限らず幅広い「危険」について解説する。
また、人はなぜ危険であるとわかっていても、危ないことをしてしまうのかを解説する
【第5回】
テーマ：防災安全を考える
内容・方法：事例を交えて地震や津波による災害被害に対しての備えや災害時の適切な行動を解説する。
【第6回】
テーマ：生活安全を考える
内容・方法：日常に潜む危険や犯罪について解説する。
また、事故や犯罪の被害に遭わないためにどのように行動すればいいのかを考える。
【第7回】
テーマ：視覚と注意の特性を理解する
内容・方法：目から入る刺激と人間行動の関係と錯視の理論を説明する。
また、人間の注意について交通心理学の観点から事例を通して紹介する。
【第8回】
テーマ：ワークショップ（自動運転は安全なのか）
内容・方法：近年話題になっている自動運転は本当実現するのか。
また、実現させるためには何が必要なのかを検討する。
【第9回】
テーマ：交通心理学から安全を考えるⅠ
内容・方法：子どもの交通行動を心理学の観点で解説する。
【第10回】
テーマ：交通心理学から安全を考えるⅡ
内容・方法：高齢者の交通行動を心理学の観点で解説する。
【第11回】
テーマ：交通心理学から安全を考えるⅢ
内容・方法：自転車運転者とオートバイ運転者の交通行動を心理学の観点で解説する。
【第12回】
テーマ：交通心理学から安全を考えるⅣ
内容・方法：自動車運転者の交通行動を心理学の観点で解説する。
【第13回】
テーマ：交通環境の変化と運転行動の関係
内容・方法：場の理論では人間行動の決定は、個人特性と環境の相互作用によるものである。
交通環境の変化が運転行動にどのように影響しているのかを事例を通して解説する。
安全の行動科学

【第14回】
テーマ：なぜ交通事故は無くならないのか
内容・方法：人的要因を中心に事故発生を防ぐ方法を学生同士で検討する。
【第15回】
テーマ：全体のまとめ
内容・方法：講義内容の理解の度合いを確認するために講義時間内に課題を実施する。
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
災害・犯罪・事故の報道に意識を向け、国内だけではなく、海外の取り組みにも目を向ける。
また、学んだことは日常生活に活用して安全に努めることを復習とする。
【第1回】
①事前学修課題：安全とは何なのか、また安心とはどう違うのか、自分の考えをまとめて講義に臨む。
②事後学修課題：自分が興味を持った大きな事故に関することを調べる。
【第2回】
①事前学修課題：ヒューマンエラー・ヒューマンファクターとは何かを予習しておく。
②事後学修課題：事故に関する本や論文を1冊読んで、事故発生について自分の考えを持つこと。
【第3回】
①事前学修課題：自分の経験から人間の視覚と注意の特性について考える。
②事後学修課題：視覚から入る情報に関する問題を身近なエラーと合わせて考える。
【第4回】
①事前学修課題：阪神および東北の震災について当時の状況を調べておく。
②事後学修課題：南海トラフ地震に備えて何をすべきか自分の中で考えを確立する。
【第5回】
①事前学修課題：日常生活の中に潜む犯罪を探す。
②事後学修課題：犯罪に巻き込まれないためにどのように行動すべきかを考える。
【第6回】
①事前学修課題：なぜ人は危ないことをするのかについて考える。
②事後学修課題：自分の過去を振り返ってリスクテイキング行動を考える。
【第7回】
①事前学修課題：事故発生のメカニズムを知る。
②事後学修課題：国内外問わず重大事故の発生とその要因について調べる。
【第8回】
①事前学修課題：子どもの交通事故の現状を調べる。
②事後学修課題：子どもの事故を防ぐために何ができるかを考える。
【第9回】
①事前学修課題：高齢者の交通事故の現状を調べる。
②事後学修課題：高齢者のの事故を防ぐために何ができるかを考える。
【第10回】
①事前学修課題：自転車の交通事故の現状を調べる。
②事後学修課題：自転車の事故を防ぐために何ができるかを考える。
【第11回】
①事前学修課題：オートバイの交通事故の現状と国内にける二輪車の歴史を調べる。
②事後学修課題：オートバイの事故を防ぐための具体策を心理学の観点で考えてみる。
【第12回】
①事前学修課題：自動車の交通事故の現状を調べる。
②事後学修課題：自動車の事故を防ぐために何ができるかを考える。
【第13回】
①事前学修課題：交通事故発生の要因をさまざまな観点で調べる。
②事後学修課題：グループワークの内容をまとめる。
【第14回】
①事前学修課題：安全教育の意味を考える。
②事後学修課題：有効な安全教育の方法を考える。
【第15回】
①事前学修課題：いままで習ったことすべてを復習しておく。
②事後学修課題：確認試験を終えて回答できなかったことを調べる。
課題に対するフィードバックの方法
講義やビデオ視聴の感想に記載された内容や質問に対して次回の講義開始時にコメントしてフィードバックす
る。
成績評価の方法・基準（方針）
講義内で実施する確認試験、定期試験の結果を最終評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

講義内に実施する確認試験と講義への意見や考え方の
レポート（50）

1,2,3,4

授業外での評価

0

定期試験

50

講義で紹介した安全行動に関する理論を正しく理解し、
正しく記述できるのかを定期試験で確認する(50)

3,4
安全の行動科学

定期試験に代わるレポート等

0

その他

0

テキスト

適宜プリントを配布する。

参考書

交通心理学 2012 蓮花一己・向井希弘 放送大学教育振興会
子どものための交通安全教育入門 2016 大谷 亮・金光義弘他 ナカニシヤ出版

履修条件・他の科目との関連 安全だけではなく危険やリスクについて学ぶため、後期科目の「リスクマネジメント特論」の履修予定
者は必ず履修しておくこと。

安全の行動科学

授業コード

13078801

授業種別

授業科目名

共生のコミュニケーション

授業担当教員

中上

美雪

成績担当教員

中上

美雪

開講年次

カリキュラムによる

実務家教員による授業

講義

開講期

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
日本語は勿論のこと英語、韓国語、中国語なども全て「音声言語」です。一方、聞こえないろう者の言葉である
手話は「視覚言語」です。そ の仕組みは音声言語とは全く異なります。手話は「日本語を手の動きで表現してい
るもの」と思っている人が多いですが、それは誤解です。手話 の魅力も学習の難しさも、手話が日本語とは根本
的にちがう仕組みを持った言葉であるというところに発しています。表現や身体をフルに使って 表す手話は、私
たちが日本語を使いこなすことに反比例して失いがちな身体全体の表現力を再開してくれます。手話を学ぶとい
うことは、ろう 者とコミニュケーションすることを可能にし、今まで気づかなかった日本語の一面や新しい言語
の世界が見えてきます。 授業では日常会話程度の手話を学ぶと共に、聴覚障害を持った人々が現実に置かれてい
る状況や問題についても学びます。また、皆さん自身 の表現や仕種を豊かにして全身の表現力を引き出しコミ
ニュケーションの能力を高めます。
到達目標
1. ろう者が日常的に使用する言語である日本手話を学習します。
2.手話会話が出来るように学習します。
3.履歴書に 「手話ができる」 と書けるレベルを目指します。
4.ろう者の手話を読み取ることができる。
授業計画
第１講座 聴覚障害の基礎知識
第２講座 手話の基礎知識
第３講座 実技:自己紹介（名前）、挨拶
第４講座 実技:家族を紹介。
第５講座 実技:数字、時間
第６講座 実技:趣味、色
第７講座 実技:食べ物、飲み物
第８講座 小テスト
第９講座 実技:指文字を覚えましょう
第１０講座 実技:対話の基礎練習①
第１１講座 実技:対話の基礎練習②
第１２講座 実技:対話の基礎練習③
第１３講座 実技:対話の基礎練習④
第１４講座 復習
第１５講座 まとめとテスト
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
授業 (1回につき 2 時間としての計算) 事前事後の合わせて1単位あたり 45 時間が必要 毎回の授業の後、4時間
ほどの学習内容の復習
課題に対するフィードバックの方法
授業中に理解度を確認し、誤りがあれば、その場で指摘する
成績評価の方法・基準（方針）
小テスト（20%）、レポート（10%）、最終試験（30%）、授業態度（40%）
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

40

授業へ臨む姿勢40%

1、2、3、4、

授業外での評価

20

レポート20%

1、2、3、4、

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

レポート試験40%

1、2、3、4、

その他

0

共生のコミュニケーション

テキスト

毎回プリントを配布します。

参考書

1.ろう者のトリセツ聴者のトリセツーろう者と聴者の言葉のズレ 1200円＋税

履修条件・他の科目との関連 ●テキストはその都度配布します。 ファイルに綴じて毎回に持参してください。
●教室では指示に従い着席してください。
●日本語(音声言語)に頼らず、目と身体を使って楽しく学習します。
●学習意欲がなく私語をしたりスマホの使用や居眠りなどは授業の妨げになるのでお断りし、 教室か
ら出ていただきます。
●必要に応じて授業内にテストを行います。

共生のコミュニケーション

授業コード

13078802

授業種別

授業科目名

共生のコミュニケーション

授業担当教員

中上

美雪

成績担当教員

中上

美雪

開講年次

カリキュラムによる

実務家教員による授業

講義

開講期

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
日本語は勿論のこと英語、韓国語、中国語なども全て「音声言語」です。一方、聞こえないろう者の言葉である
手話は「視覚言語」です。そ の仕組みは音声言語とは全く異なります。手話は「日本語を手の動きで表現してい
るもの」と思っている人が多いですが、それは誤解です。手話 の魅力も学習の難しさも、手話が日本語とは根本
的にちがう仕組みを持った言葉であるというところに発しています。表現や身体をフルに使って 表す手話は、私
たちが日本語を使いこなすことに反比例して失いがちな身体全体の表現力を再開してくれます。手話を学ぶとい
うことは、ろう 者とコミニュケーションすることを可能にし、今まで気づかなかった日本語の一面や新しい言語
の世界が見えてきます。 授業では日常会話程度の手話を学ぶと共に、聴覚障害を持った人々が現実に置かれてい
る状況や問題についても学びます。また、皆さん自身 の表現や仕種を豊かにして全身の表現力を引き出しコミ
ニュケーションの能力を高めます。
到達目標
1. ろう者が日常的に使用する言語である日本手話を学習します。
2.手話会話が出来るように学習します。
3.履歴書に 「手話ができる」 と書けるレベルを目指します。
4.ろう者の手話を読み取ることができる。
授業計画
第１講座 聴覚障害の基礎知識
第２講座 手話の基礎知識
第３講座 実技:自己紹介（名前）、挨拶
第４講座 実技:家族を紹介。
第５講座 実技:数字、時間
第６講座 実技:趣味、色
第７講座 実技:食べ物、飲み物
第８講座 小テスト
第９講座 実技:指文字を覚えましょう
第１０講座 実技:対話の基礎練習①
第１１講座 実技:対話の基礎練習②
第１２講座 実技:対話の基礎練習③
第１３講座 実技:対話の基礎練習④
第１４講座 復習
第１５講座 まとめとテスト
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
授業 (1回につき 2 時間としての計算) 事前事後の合わせて1単位あたり 45 時間が必要 毎回の授業の後、4時間
ほどの学習内容の復習
課題に対するフィードバックの方法
授業中に理解度を確認し、誤りがあれば、その場で指摘する
成績評価の方法・基準（方針）
小テスト（20%）、レポート（10%）、最終試験（30%）、授業態度（40%）
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

40

授業へ臨む姿勢40%

1、2、3、4、

授業外での評価

20

レポート20%

1、2、3、4、

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

レポート試験40%

1、2、3、4、

その他

0

共生のコミュニケーション

テキスト

毎回プリントを配布します。

参考書

1.ろう者のトリセツ聴者のトリセツーろう者と聴者の言葉のズレ 1200円＋税

履修条件・他の科目との関連 ●テキストはその都度配布します。 ファイルに綴じて毎回に持参してください。
●教室では指示に従い着席してください。
●日本語(音声言語)に頼らず、目と身体を使って楽しく学習します。
●学習意欲がなく私語をしたりスマホの使用や居眠りなどは授業の妨げになるのでお断りし、 教室か
ら出ていただきます。
●必要に応じて授業内にテストを行います。

共生のコミュニケーション

授業コード

13078803

授業種別

授業科目名

共生のコミュニケーション

授業担当教員

中上

美雪

成績担当教員

中上

美雪

開講年次

カリキュラムによる

実務家教員による授業

講義

開講期

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
日本語は勿論のこと英語、韓国語、中国語なども全て「音声言語」です。一方、聞こえないろう者の言葉である
手話は「視覚言語」です。そ の仕組みは音声言語とは全く異なります。手話は「日本語を手の動きで表現してい
るもの」と思っている人が多いですが、それは誤解です。手話 の魅力も学習の難しさも、手話が日本語とは根本
的にちがう仕組みを持った言葉であるというところに発しています。表現や身体をフルに使って 表す手話は、私
たちが日本語を使いこなすことに反比例して失いがちな身体全体の表現力を再開してくれます。手話を学ぶとい
うことは、ろう 者とコミニュケーションすることを可能にし、今まで気づかなかった日本語の一面や新しい言語
の世界が見えてきます。 授業では日常会話程度の手話を学ぶと共に、聴覚障害を持った人々が現実に置かれてい
る状況や問題についても学びます。また、皆さん自身 の表現や仕種を豊かにして全身の表現力を引き出しコミ
ニュケーションの能力を高めます。
到達目標
1. ろう者が日常的に使用する言語である日本手話を学習します。
2.手話会話が出来るように学習します。
3.履歴書に 「手話ができる」 と書けるレベルを目指します。
4.ろう者の手話を読み取ることができる。
授業計画
第１講座 聴覚障害の基礎知識
第２講座 手話の基礎知識
第３講座 実技:自己紹介（名前）、挨拶
第４講座 実技:家族を紹介。
第５講座 実技:数字、時間
第６講座 実技:趣味、色
第７講座 実技:食べ物、飲み物
第８講座 小テスト
第９講座 実技:指文字を覚えましょう
第１０講座 実技:対話の基礎練習①
第１１講座 実技:対話の基礎練習②
第１２講座 実技:対話の基礎練習③
第１３講座 実技:対話の基礎練習④
第１４講座 復習
第１５講座 まとめとテスト
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
授業 (1回につき 2 時間としての計算) 事前事後の合わせて1単位あたり 45 時間が必要 毎回の授業の後、4時間
ほどの学習内容の復習
課題に対するフィードバックの方法
授業中に理解度を確認し、誤りがあれば、その場で指摘する
成績評価の方法・基準（方針）
小テスト（20%）、レポート（10%）、最終試験（30%）、授業態度（40%）
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

40

授業へ臨む姿勢40%

1、2、3、4、

授業外での評価

20

レポート20%

1、2、3、4、

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

レポート試験40%

1、2、3、4、

その他

0

共生のコミュニケーション

テキスト

毎回プリントを配布します。

参考書

1.ろう者のトリセツ聴者のトリセツーろう者と聴者の言葉のズレ 1200円＋税

履修条件・他の科目との関連 ●テキストはその都度配布します。 ファイルに綴じて毎回に持参してください。
●教室では指示に従い着席してください。
●日本語(音声言語)に頼らず、目と身体を使って楽しく学習します。
●学習意欲がなく私語をしたりスマホの使用や居眠りなどは授業の妨げになるのでお断りし、 教室か
ら出ていただきます。
●必要に応じて授業内にテストを行います。

共生のコミュニケーション

授業コード

13018401

授業種別

授業科目名

介護の基礎

授業担当教員

藤田

了

成績担当教員

藤田

了

開講年次

カリキュラムによる

実務家教員による授業

講義

開講期

後期

単位数

〇

2単位

授業の目的・概要
我が国は、少子高齢化社会の進展と障がいなどのために介護を必要とする人も含め、介護の問題は特定の人に対
する問題から社会全体の問題となっている。本講義は、当事者である介護が必要な人と、介護者の理解を深め、
多種多様な生活課題に対応する制度・政策・サービス・支援について説明する。また、介護に関連する福祉・保
健・医療の領域の専門職について概説する。
授業は講義形式が中心であるが、適宜授業の理解を深めるために、DVD等の視聴覚教材の活用、ペアワーク、グ
ループワーク等の演習を行うので主体的に取り組むことが必要である。講義はパワーポイントによる文字情報お
よび静止画・動画の資料などを提示しながらすすめていく。
長年、社会福祉法人等で福祉・介護業界に従事してきた経験をもとに、実務家教員として、将来福祉・介護関係
の業務に従事したいと考えている人に対しても実践・理論等役立つ授業を展開する。
到達目標
1．要介護者の「生活のしづらさ」について個人因子と環境因子の両側面から説明することができる。
2．介護に関連するフォーマル・インフォーマル支援について実践者として説明することができる。
3．具体的な居宅サービス、施設サービスについて説明することができる。
4．ICFについて基礎的な事項を説明することができる。
授業計画
【第1回】
【第2回】
【第3回】
【第4回】
【第5回】
【第6回】
【第7回】
【第8回】
【第9回】
【第10回】
【第11回】
【第12回】
【第13回】
【第14回】
【第15回】

授業オリエンテーション（授業の進め方、受講ルール）
介護の実際（在宅）
介護の実際（施設）
高齢者福祉に関するさまざまな制度・政策
介護を必要とする状態（要介護）と日常生活に支援が必要な状態（要支援）
認知症
虐待
介護の基礎前半のまとめ（中間レポート）
介護保険制度
居宅（在宅）サービス
施設（入所）サービス
ケアマネジメント
障がい者の運動能力の特徴と運動や活動
ICFの基礎的理解と活用方法
介護の基礎後半のまとめ

事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
第1回
【事前】
【事後】
第2回
【事前】
【事後】
第3回
【事前】
【事後】
第4回
【事前】
【事後】
第5回
【事前】
【事後】
第6回
【事前】
【事後】
第7回
【事前】
【事後】
第8回
【事前】

授業のシラバスを確認しておく。 1.0時間
授業ルールの確認。ノートを準備する。 1.0時間
介護に関連する記事やニュースなどを視聴する。 1.5時間
「介護の実際（在宅）」の資料を参照のうえノートを加筆する。

2.5時間

社会における介護の問題を列挙する。 1.5時間
「介護の実際（施設）」の資料を参照のうえノートを加筆する。

2.5時間

高齢者福祉の概要について自分なりに調べておく。 1.5時間
「高齢者福祉に関するさまざまな制度・政策」の資料を参照のうえノートを加筆する。

2.5時間

自身の地域の要介護者について、人数や要介護度を調べておく。 1.5時間
要介護者と要支援者が説明できるようノートを加筆する。 2.5時間
認知症の主要な４種類を調べておく。 1.5時間
「認知症」の資料を参照のうえノートを加筆する。
虐待について、概要と種類について調べておく。
「虐待」の資料を参照のうえノートを加筆する。
第2回から第7回のノート、資料を復習する。

2.5時間
1.5時間
2.5時間

1.5時間
介護の基礎

【事後】
第9回
【事前】
【事後】
第10回
【事前】
【事後】
第11回
【事前】
【事後】
第12回
【事前】
【事後】
第13回
【事前】
【事後】
第14回
【事前】
【事後】
第15回
【事前】
【事後】

高齢者福祉に関連する制度・政策について説明できるようノートを再加筆する。

3.5時間

介護保険制度の概要について自分なりに調べておく。 1.5時間
「介護保険制度」の資料を参照のうえノートを加筆する。 2.5時間
居宅サービスにはどのような種類があるのか調べておく。 1.5時間
「居宅（在宅）サービス」の資料を参照のうえノートを加筆する。 2.5時間
施設サービスにはどのような種類があるのか調べておく。 1.5時間
「施設（入所）サービス」の資料を参照のうえノートを加筆する。 2.5時間
「介護支援専門員（ケアマネジャー）とはどのような職業なのか調べておく。
「ケアマネジメント」の資料を参照のうえノートを加筆する。 2.5時間
自分自身が考える「自立」とは何かノートにまとめておく。
「ICF」の資料を参照のうえノートを加筆する。 2.5時間

1.5時間

1.5時間

前回のノートを復習しICFとICIDHの説明できるようノートを再加筆する。 1.5時間
「地域包括ケアシステム」の資料を参照のうえノートを加筆する。 2.5時間
第9回～第14回のノートを復習する。 1.5時間
介護保険制度について説明できるようノートを再加筆する。

3.5時間

課題に対するフィードバックの方法
実施した課題について採点した後希望者に点数及び内容を開示する。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、授業内に実施される課題と、定期試験に代わるレポートの評価結果に基づき総合的に判定の
うえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

65

・毎回の授業内で課される課題：各2／計15回（30）
・第8回：前半のまとめ（中間レポート）（35）

1、2、3、4

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

35

定期試験に代わるレポート（35）

1、2、3、4

その他

0

テキスト

NIE介護の基本演習/松井圭三・小倉毅・今井慶宗/大学教育出版/2160+税/ISBN978-486692-004-7

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 ・介護・社会福祉関連の科目を履修していることが望ましい。
・新型コロナウイルスの感染状況等により、進め方や内容を一部変更する場合があります。その場合
は随時連絡します。

介護の基礎

授業コード

13079702

授業科目名

福祉産業論

授業担当教員

藤田

了

成績担当教員

藤田

了

開講年次

3年

授業種別

実務家教員による授業

講義

開講期

前期

単位数

〇

2単位

授業の目的・概要
従来、公的な要素が多いサービスとして位置付けられていた介護・障がい者福祉・保育・教育・医療の各分野に
おいて、さまざまな主体の参入が進展してきている現状について概説する。その上で、福祉業界のサービスのあ
り方や質の向上に必要な基礎的な知識を学ぶ。経営戦略としてのマネジメント手法の有用性と、もともと営利を
目的としていない各分野の特異性と現代社会に有用な福祉産業について概説する。
授業は講義形式が中心であるが、適宜授業の理解を深めるために、DVD等の視聴覚教材の活用、ペアワーク、グ
ループワーク等の演習を行うので主体的に取り組むことが必要である。講義はパワーポイントによる文字情報お
よび静止画・動画の資料などを提示しながらすすめていく。
長年、社会福祉法人等で福祉・介護業界に従事してきた経験をもとに、実務家教員として、将来福祉・介護関係
の業務に従事したいと考えている人に対しても実践・理論等役立つ授業を展開する。
到達目標
1．福祉産業の現場から見えてくる、今日的な生活課題について記述することができる。
2．「介護・障がい者福祉・保育」の制度・政策について具体的に説明することができる。
3．介護予防の為のリハビリテーションやレクリエーションについて説明できる。
4．福祉関連施設の報酬体系について説明することができる。
授業計画
【第1回】
【第2回】
【第3回】
【第4回】
【第5回】
【第6回】
【第7回】
【第8回】
【第9回】
【第10回】
【第11回】
【第12回】
【第13回】
【第14回】
【第15回】

授業オリエンテーション（授業の進め方、受講ルール）
社会福祉事業法から社会福祉法へ
「法人」について
法令遵守
福祉事業と経営
福祉関連施設のレクリエーション
福祉と介護予防
福祉産業論前半のまとめ
介護予防とリハビリテーション
介護予防に関連するサービス
さまざまな福祉関連施設
福祉関連施設のサービス内容
在宅介護と施設介護
福祉産業に関連する専門職
福祉産業論後半のまとめ

事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
第1回
【事前】
【事後】
第2回
【事前】
【事後】
第3回
【事前】
【事後】
第4回
【事前】
【事後】
第5回
【事前】
【事後】
第6回
【事前】
【事後】
第7回
【事前】
【事後】
第8回
【事前】

授業のシラバスを確認しておく。 1.0時間
授業ルールの確認。ノートを準備する。 1.0時間
「社会福祉事業法」と「社会福祉法」について調べておく。 1.5時間
授業を振り返り「福祉産業」について感じたことをノートに加筆する。

2.5時間

自分自身の出身学校等（幼稚園（保育園）・小学校・中学校）の法人について調べておく。
「法人」の資料を参照のうえ振り返りノートを加筆する。 2.5時間

1.5時間

さまざまな福祉の問題に関する記事やニュースを視聴し列挙する。 1.5時間
「法令遵守」の資料を参照のうえ振り返りノートを加筆する。 2.5時間
前回分のノートを復習し「社会福祉法」について熟考する。 1.5時間
「福祉事業と経営」の資料を参照のうえ振り返りノートを加筆する。 2.5時間
前回分のノートを復習し「福祉施設」について熟考する。 1.5時間
授業の資料を参照のうえレクリエーションについて振り返りノートを加筆する。
介護予防の概要について調べておく。 1.5時間
授業の資料を参照のうえ介護予防の具体的な内容についてノートを加筆する。
第2回から第7回のノート、資料を復習する。

2.5時間

2.5時間

1.5時間
福祉産業論

【事後】
第9回
【事前】
【事後】
第10回
【事前】
【事後】
第11回
【事前】
【事後】
第12回
【事前】
【事後】
第13回
【事前】
【事後】
第14回
【事前】
【事後】
第15回
【事前】
【事後】

介護予防の概要について説明できるようノートを再加筆する。

3.5時間

リハビリテーションを受けるにはどのような手続きが必要なのか調べておく。 1.5時間
「介護予防とリハビリテーション」の資料を参照のうえノートを加筆する。 2.5時間
前回分のノートを復習し「介護予防」について熟考する。 1.5時間
「介護予防に関連するサービス」の資料を参照のうえ復習しノートを加筆する。
福祉に関連する施設にはどのようなものがあるか調べておく。 1.5時間
「さまざまな福祉関連施設」の資料を参照のうえ復習しノートを加筆する。

2.5時間

2.5時間

前回分のノートを復習し介護予防関連の施設について熟考する。 1.5時間
介護予防の具体的なサービスが説明できるようノートを加筆する。 2.5時間
在宅介護と施設介護にはどのようなものがあるか調べておく。 1.5時間
「在宅介護と施設介護」の資料を参照のうえ復習しノートを加筆する。

2.5時間

前回分のノートを復習し「福祉施設」について熟考する。 1.5時間
福祉産業に関連する「専門職」について具体的に説明できるようノートを加筆する。
第9回～第14回のノートを復習する。 1.5時間
福祉産業の具体的な事業所について説明できるようノートを再加筆する。

2.5時間

3.5時間

課題に対するフィードバックの方法
実施した課題について採点した後希望者に点数及び内容を開示する。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、授業内に実施される課題と、定期試験に代わるレポートの評価結果に基づき総合的に判定の
うえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

65

・毎回の授業内で課される課題：各2／計15回（30）
・第8回：前半のまとめ（中間レポート）（35）

1、2、3、4

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

35

定期試験に代わるレポート（35）

1、2、3、4

その他

0

テキスト

テキストは使用せずプリント（資料）を配布する

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 ・介護・福祉関連の科目を履修していることが望ましい。
・新型コロナウイルスの感染状況等により、進め方や内容を一部変更する場合があります。その場合
は随時連絡します。

福祉産業論

授業コード

13058421

授業科目名

セミナーⅠｂ

授業担当教員

竹端

佑介

成績担当教員

竹端

佑介

開講年次

1年

授業種別

実務家教員による授業

演習

開講期

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
社会的な観点を持ち、レポートの作成や発表ができるよう、演習中心にを行う。セミナーⅠb共通課題として、健
康に関して自分の興味のあるテーマについてレポートを書いて発表してもらう。
到達目標
1.専門図書を読むことができる。
2.専門図書を説明することができる。
3.800字程度のレポートが作成できる。
4.パワーポイントを用いて人前で発表することができる。
授業計画
【第１回目】オリエンテーション、履修変更の確認
【第２回目】共通課題設定（1：図書探し）
【第３回目】演習（1）
【第４回目】演習（2）
【第５回目】演習（3）
【第６回目】共通課題設定（2：レポート作成に向けての復習）
【第７回目】演習（4）
【第８回目】演習（5）
【第９回目】演習（6）、履修取り消しの確認
【第10回目】共通課題発表に向けて（1：プレゼンテーション資料作成①）
【第11回目】演習（7）
【第12回目】共通課題発表に向けて（2：プレゼンテーション資料作成②）
【第13回目】演習（8）
【第14回目】セミナーⅠb共通課題の発表
【第15回目】1年間の振り返り、資格の説明
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
授業の復習や発表の準備などに、毎回３時間ほどの学習が求められる。
さらに共通課題の作成のために、合わせて15時間ほどかかる。
課題に対するフィードバックの方法
改善すべき点、さらに調べるべき点などを、主として授業中に指示する。
成績評価の方法・基準（方針）
セミナーⅠb共通課題を提出・発表しないと、「K」評価で不合格となる。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

80

授業内での小レポート（30）
セミナーⅠb共通課題等の内容（50）

1,2,3,4

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

10

全授業終了後に実施されるレポート

3

その他

10

共通課題に取り組む姿勢

1,2,3,4

テキスト

テキストなし

参考書

随時紹介する

履修条件・他の科目との関連 ・無遅刻・無欠席を原則とする。
セミナーⅠｂ

履修条件・他の科目との関連 ・新型コロナウイルス感染症の状況により授業形態が変更される場合がある。

セミナーⅠｂ

授業コード

13061821

授業科目名

セミナーⅡａ

授業担当教員

喜多野

宣子

成績担当教員

喜多野

宣子

開講年次

2年

授業種別

実務家教員による授業

演習

開講期

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
セミナーⅡaでは、セミナーⅠaおよびⅠbで養ってきた力をさらに高め、自らを向上させていこうとする力（自己
学習力）を身につけることを目的とします。卒業研究の基盤となる企画力、実行力およびプレゼンテーション力
を養います。
到達目標
１．必要な情報を収集することができる。
２．自分の伝えたいことを他人に伝達することができる。
３．発表等の企画および実行することができる。
授業計画
【第1回】
テーマ：オリエンテーション
内容・方法：時間割の作成を行う。
【第2回】
テーマ：お互いを知る（自己紹介、他己紹介）
内容・方法：自己紹介の後、セミナーのメンバーでインタビューを行い、他己紹介を行う。
【第3回】
テーマ：1年間の目標、1年間の行動計画作成
内容・方法：1年間の目標を決め、行動計画（資格、参加する研修など）を作成する。
【第4回】
テーマ：1年間の目標、行動計画（発表）、夢を実現させるためには？
内容・方法：1年間の目標、行動計画について発表する。
【第5回】
テーマ：グループワークの計画
内容・方法：グループごとにテーマを決める。
【第6回】
テーマ：ライブラリーツアー
内容・方法：セミナーの課題を行うための文献検索方法を知る。ライブラリーツアーに参加する。
【第7回】
テーマ：グループワーク（情報交換）
内容・方法：集めた文献の内容を各自各グループ内で発表する。
【第8回】
テーマ：グループワーク（内容要約）
内容・方法：課題を規定の用紙にまとめる。
【第9回】
テーマ：グループワーク（発表準備）
内容・方法：各グループで発表準備を行う（発表原稿の作成）
【第10回】
テーマ：グループワーク（発表準備）
内容・方法：各グループで発表準備を行う（パワーポイントの作成）
【第11回】
テーマ：人権映画会
内容・方法：人権について理解を深める。
【第12回】
テーマ：各グループで発表準備を行う（リハーサル）
内容・方法：発表リハーサルを行う。
【第13回】
テーマ：グループワークの発表
内容・方法：グループで取り組んだ課題の発表会で発表する。
【第14回】
テーマ：1年間の計画進捗状況について
内容・方法：1年間の計画進捗状況について発表する（中間発表）。
【第15回】
テーマ：夏休みの課題について
内容・方法：夏休みの目標、課題を各自掲げ、計画等を発表する。
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
セミナーⅡａ

授業の復習や発表の準備などに、毎回3時間程の学修が求められる。さらに共通課題の作成に合わせて15時間ほど
かける必要がある。
【第1回】
＜事前＞過年度の履修状況の確認、履修科目の確認
1.0時間
＜事後＞作成した時間割の登録の確認およびシラバスによる準備物等の準備
1.5時間
【第2回】
＜事前＞自己紹介の準備、プレゼンの方法について調べる
1.5時間
＜事後＞自己紹介および他己紹介について自己紹介の進め方、インタビューの方法を振り返る 1.5時間
【第3回】
＜事前＞履修する科目や取得する資格を確認、また課外活動や研修等の予定を確認する。
1.5時間
＜事前＞作成した行動計画を自身の予定に組み込み、時間割や受講科目等の確認登録を行う。 1.5時間
【第4回】
＜事前＞1年間の目標・行動計画の発表原稿をまとめる
1.5時間
＜事後＞作成した1年間の行動計画をもとに準備するべき事項を確認しスケジュール等に追加する 1.5時間
【第5回】
＜事前＞グループ発表で取り上げるテーマを提案できるよう学科で学ぶ分野の中からテーマの案を考える
2.0
時間
＜事後＞決定したテーマについて下調べをする
1.5
時間
【第6回】
＜事前＞図書館のHPを確認し、施設使用のマニュアル等を確認する
2.5時間
＜事後＞ライブラリーツアーで学んだ文献資料等の検索方法で資料の検索を行い資料を収集する 2.5時間
【第7回】
＜事前＞資料の内容を読み、要点をまとめ発表の準備を行う
2.5時間
＜事後＞グループワークで情報交換した内容を整理する
2.5時間
【第8回】
＜事前＞グループワークで情報交換した内容を要約しまとめる
1.5時間
＜事後＞発表の内容をまとめる
2.5時間
【第9回】
＜事前＞自身が担当する発表部分の原稿の下書きを作成する 2.5時間
＜事後＞グループの発表原稿を確認し、パワーポイントの作成に必要な情報を集める 2.5時間
【第10回】
＜事前＞パワーポイントに使用する図表を作成するためのデータや情報を収集する
2.5時間
＜事後＞自身が担当するパワーポイントを完成させる
2.5時間
【第11回】
＜事前＞事前に人権映画会のテーマについて下調べし、知識を得る
1.5時間
＜事後＞映画の内容について感想等をまとめレポートを作成する
1.5時間
【第12回】
＜事前＞発表に使用するパワーポイントおよび発表原稿を確認し、自身でリハーサルを行う 2.5時間
＜事後＞発表内容および使用する資料についてグループメンバーとのミーティング等を行い練習する
2.5時間
【第13回】
＜事前＞グループワークの発表について自身が担当する部分を繰り返し練習し調整する
2.5時間
＜事後＞発表内容を見直し、グループのメンバーで振り返る
2.5時間
【第14回】
＜事前＞1年間を振り返り計画の進捗状況について発表内容をまとめる
2.5時間
＜事後＞1年間の振り返りをもとに今後の計画をたてる
1.5時間
【第15回】
＜事前＞夏休み期間中の自身の行動目標、計画についての発表原稿を作成する
2.5時間
＜事後＞計画を遂行するための準備を行うとともに実行に移す
1.5時間
課題に対するフィードバックの方法
第９回、１０回、12回発表準備時に適宜フィードバックを行う。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点以上を合格とし、所定の単位を認定する。正当な理由なく
欠席（遅刻または早退3回につき1回欠席とする）した場合は、担当教員からレポート等の課題提出の指示があり
ます。欠席等レポート5回以上の未提出で「K」評価とする。共通課題および5回以上欠席課題が提出されない場合
は評価の対象とせず「K」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

セミナーⅡグループワーク課題の提出（50）

１、２

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

10

全授業終了後に実施するレポート試験（10）

１、２

その他

40

課題や発表に取り組む姿勢や内容で評価（40）

１、２、3

テキスト

テキストは使用せずプリント（資料）を配布する
セミナーⅡａ

参考書

必要に応じて適宜紹介する

履修条件・他の科目との関連 ・新型コロナウィルス感染対策等の理由でグループ活動や発表が遠隔となる場合があります。その際
は随時ユニパまたはGoogleクラスルーム等で連絡いたします。
・欠席した講義の資料はGoogleクラスルームに各回講義終了後に掲示するので確認すること。掲示
されない場合もありますのでその際は各担当教員までメール等で問い合わせ受け取ってください。欠
席した場合でも提出物の指示がある場合は期日までに提出すること。

セミナーⅡａ

授業コード

13061822

授業科目名

セミナーⅡａ

授業担当教員

長野

崇

成績担当教員

長野

崇

開講年次

2年

授業種別

実務家教員による授業

演習

開講期

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
セミナーⅡaでは、セミナーⅠaおよびⅠbで養ってきた力をさらに高め、自らを向上させていこうとする力（自己
学習力）を身につけることを目的とします。卒業研究の基盤となる企画力、実行力およびプレゼンテーション力
を養います。
到達目標
１．必要な情報を収集することができる。
２．自分の伝えたいことを他人に伝達することができる。
３．発表等の企画および実行することができる。
授業計画
【第1回】
テーマ：オリエンテーション
内容・方法：時間割の作成を行う。
【第2回】
テーマ：お互いを知る（自己紹介、他己紹介）
内容・方法：自己紹介の後、セミナーのメンバーでインタビューを行い、他己紹介を行う。
【第3回】
テーマ：1年間の目標、1年間の行動計画作成
内容・方法：1年間の目標を決め、行動計画（資格、参加する研修など）を作成する。
【第4回】
テーマ：1年間の目標、行動計画（発表）、夢を実現させるためには？
内容・方法：1年間の目標、行動計画について発表する。
【第5回】
テーマ：グループワークの計画
内容・方法：グループごとにテーマを決める。
【第6回】
テーマ：ライブラリーツアー
内容・方法：セミナーの課題を行うための文献検索方法を知る。ライブラリーツアーに参加する。
【第7回】
テーマ：グループワーク（情報交換）
内容・方法：集めた文献の内容を各自各グループ内で発表する。
【第8回】
テーマ：グループワーク（内容要約）
内容・方法：課題を規定の用紙にまとめる。
【第9回】
テーマ：グループワーク（発表準備）
内容・方法：各グループで発表準備を行う（発表原稿の作成）
【第10回】
テーマ：グループワーク（発表準備）
内容・方法：各グループで発表準備を行う（パワーポイントの作成）
【第11回】
テーマ：人権映画会
内容・方法：人権について理解を深める。
【第12回】
テーマ：各グループで発表準備を行う（リハーサル）
内容・方法：発表リハーサルを行う。
【第13回】
テーマ：グループワークの発表
内容・方法：グループで取り組んだ課題の発表会で発表する。
【第14回】
テーマ：1年間の計画進捗状況について
内容・方法：1年間の計画進捗状況について発表する（中間発表）。
【第15回】
テーマ：夏休みの課題について
内容・方法：夏休みの目標、課題を各自掲げ、計画等を発表する。
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

セミナーⅡａ

授業（１回につき２時間として計算）と事前事後のあわせて１単位あたり４５時間が必要です。
授業の復習や発表の準備などに、毎回3時間程の学修が求められる。さらに共通課題の作成に合わせて15時間ほど
かける必要がある。
【第1回】
＜事前＞過年度の履修状況の確認、履修科目の確認
1.0時間
＜事後＞作成した時間割の登録の確認およびシラバスによる準備物等の準備
1.5時間
【第2回】
＜事前＞自己紹介の準備、プレゼンの方法について調べる
1.5時間
＜事後＞自己紹介および他己紹介について自己紹介の進め方、インタビューの方法を振り返る 1.5時間
【第3回】
＜事前＞履修する科目や取得する資格を確認、また課外活動や研修等の予定を確認する。
1.5時間
＜事前＞作成した行動計画を自身の予定に組み込み、時間割や受講科目等の確認登録を行う。 1.5時間
【第4回】
＜事前＞1年間の目標・行動計画の発表原稿をまとめる
1.5時間
＜事後＞作成した1年間の行動計画をもとに準備するべき事項を確認しスケジュール等に追加する 1.5時間
【第5回】
＜事前＞グループ発表で取り上げるテーマを提案できるよう学科で学ぶ分野の中からテーマの案を考える
2.0
時間
＜事後＞決定したテーマについて下調べをする
1.5
時間
【第6回】
＜事前＞図書館のHPを確認し、施設使用のマニュアル等を確認する
2.5時間
＜事後＞ライブラリーツアーで学んだ文献資料等の検索方法で資料の検索を行い資料を収集する 2.5時間
【第7回】
＜事前＞資料の内容を読み、要点をまとめ発表の準備を行う
2.5時間
＜事後＞グループワークで情報交換した内容を整理する
2.5時間
【第8回】
＜事前＞グループワークで情報交換した内容を要約しまとめる
1.5時間
＜事後＞発表の内容をまとめる
2.5時間
【第9回】
＜事前＞自身が担当する発表部分の原稿の下書きを作成する 2.5時間
＜事後＞グループの発表原稿を確認し、パワーポイントの作成に必要な情報を集める 2.5時間
【第10回】
＜事前＞パワーポイントに使用する図表を作成するためのデータや情報を収集する
2.5時間
＜事後＞自身が担当するパワーポイントを完成させる
2.5時間
【第11回】
＜事前＞事前に人権映画会のテーマについて下調べし、知識を得る
1.5時間
＜事後＞映画の内容について感想等をまとめレポートを作成する
1.5時間
【第12回】
＜事前＞発表に使用するパワーポイントおよび発表原稿を確認し、自身でリハーサルを行う 2.5時間
＜事後＞発表内容および使用する資料についてグループメンバーとのミーティング等を行い練習する
2.5時間
【第13回】
＜事前＞グループワークの発表について自身が担当する部分を繰り返し練習し調整する
2.5時間
＜事後＞発表内容を見直し、グループのメンバーで振り返る
2.5時間
【第14回】
＜事前＞1年間を振り返り計画の進捗状況について発表内容をまとめる
2.5時間
＜事後＞1年間の振り返りをもとに今後の計画をたてる
1.5時間
【第15回】
＜事前＞夏休み期間中の自身の行動目標、計画についての発表原稿を作成する
2.5時間
＜事後＞計画を遂行するための準備を行うとともに実行に移す
1.5時間
課題に対するフィードバックの方法
第９回、１０回、12回発表準備時に適宜フィードバックを行う。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点以上を合格とし、所定の単位を認定する。正当な理由なく
欠席（遅刻または早退3回につき1回欠席とする）した場合は、担当教員からレポート等の課題提出の指示があり
ます。
欠席等レポート5回以上の未提出で「K」評価とする。
共通課題および5回以上欠席課題が提出されない場合は評価の対象とせず「K」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

セミナーⅡグループワーク課題の提出

1，2

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

10

全授業終了後に実施するレポート試験

1，2

その他

40

課題や発表に取り組む姿勢や内容で評価

1，2，3

セミナーⅡａ

テキスト

テキストは使用せずプリント（資料）を配布する

参考書

必要に応じて適宜紹介する

履修条件・他の科目との関連 ・新型コロナウィルス感染対策等の理由でグループ活動や発表が遠隔となる場合があります。その際
は随時ユニパまたはGoogleクラスルーム等で連絡いたします。
・欠席した講義の資料はGoogleクラスルームに各回講義終了後に掲示するので確認すること。掲示
されない場合もありますのでその際は各担当教員までメール等で問い合わせ受け取ってください。欠
席した場合でも提出物の指示がある場合は期日までに提出すること。

セミナーⅡａ

授業コード

13061823

授業科目名

セミナーⅡａ

授業担当教員

藤田

了

成績担当教員

藤田

了

開講年次

2年

授業種別

実務家教員による授業

演習

開講期

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
セミナーⅡaでは、セミナーⅠaおよびⅠbで養ってきた力をさらに高め、自らを向上させていこうとする力（自己
学習力）を身につけることを目的とします。卒業研究の基盤となる企画力、実行力およびプレゼンテーション力
を養います。
到達目標
１．必要な情報を収集することができる。
２．自分の伝えたいことを他人に伝達することができる。
３．発表等の企画および実行することができる。
授業計画
【第1回】
テーマ：オリエンテーション
内容・方法：時間割の作成を行う。
【第2回】
テーマ：お互いを知る（自己紹介、他己紹介）
内容・方法：自己紹介の後、セミナーのメンバーでインタビューを行い、他己紹介を行う。
【第3回】
テーマ：1年間の目標、1年間の行動計画作成
内容・方法：1年間の目標を決め、行動計画（資格、参加する研修など）を作成する。
【第4回】
テーマ：1年間の目標、行動計画（発表）、夢を実現させるためには？
内容・方法：1年間の目標、行動計画について発表する。
【第5回】
テーマ：グループワークの計画
内容・方法：グループごとにテーマを決める。
【第6回】
テーマ：ライブラリーツアー
内容・方法：セミナーの課題を行うための文献検索方法を知る。ライブラリーツアーに参加する。
【第7回】
テーマ：グループワーク（情報交換）
内容・方法：集めた文献の内容を各自各グループ内で発表する。
【第8回】
テーマ：グループワーク（内容要約）
内容・方法：課題を規定の用紙にまとめる。
【第9回】
テーマ：グループワーク（発表準備）
内容・方法：各グループで発表準備を行う（発表原稿の作成）
【第10回】
テーマ：グループワーク（発表準備）
内容・方法：各グループで発表準備を行う（パワーポイントの作成）
【第11回】
テーマ：人権映画会
内容・方法：人権について理解を深める。
【第12回】
テーマ：各グループで発表準備を行う（リハーサル）
内容・方法：発表リハーサルを行う。
【第13回】
テーマ：グループワークの発表
内容・方法：グループで取り組んだ課題の発表会で発表する。
【第14回】
テーマ：1年間の計画進捗状況について
内容・方法：1年間の計画進捗状況について発表する（中間発表）。
【第15回】
テーマ：夏休みの課題について
内容・方法：夏休みの目標、課題を各自掲げ、計画等を発表する。
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
セミナーⅡａ

授業の復習や発表の準備などに、毎回3時間程の学修が求められる。さらに共通課題の作成に合わせて15時間ほど
かける必要がある。
【第1回】
＜事前＞過年度の履修状況の確認、履修科目の確認
1.0時間
＜事後＞作成した時間割の登録の確認およびシラバスによる準備物等の準備
1.5時間
【第2回】
＜事前＞自己紹介の準備、プレゼンの方法について調べる
1.5時間
＜事後＞自己紹介および他己紹介について自己紹介の進め方、インタビューの方法を振り返る 1.5時間
【第3回】
＜事前＞履修する科目や取得する資格を確認、また課外活動や研修等の予定を確認する。
1.5時間
＜事前＞作成した行動計画を自身の予定に組み込み、時間割や受講科目等の確認登録を行う。 1.5時間
【第4回】
＜事前＞1年間の目標・行動計画の発表原稿をまとめる
1.5時間
＜事後＞作成した1年間の行動計画をもとに準備するべき事項を確認しスケジュール等に追加する 1.5時間
【第5回】
＜事前＞グループ発表で取り上げるテーマを提案できるよう学科で学ぶ分野の中からテーマの案を考える
2.0
時間
＜事後＞決定したテーマについて下調べをする
1.5
時間
【第6回】
＜事前＞図書館のHPを確認し、施設使用のマニュアル等を確認する
2.5時間
＜事後＞ライブラリーツアーで学んだ文献資料等の検索方法で資料の検索を行い資料を収集する 2.5時間
【第7回】
＜事前＞資料の内容を読み、要点をまとめ発表の準備を行う
2.5時間
＜事後＞グループワークで情報交換した内容を整理する
2.5時間
【第8回】
＜事前＞グループワークで情報交換した内容を要約しまとめる
1.5時間
＜事後＞発表の内容をまとめる
2.5時間
【第9回】
＜事前＞自身が担当する発表部分の原稿の下書きを作成する 2.5時間
＜事後＞グループの発表原稿を確認し、パワーポイントの作成に必要な情報を集める 2.5時間
【第10回】
＜事前＞パワーポイントに使用する図表を作成するためのデータや情報を収集する
2.5時間
＜事後＞自身が担当するパワーポイントを完成させる
2.5時間
【第11回】
＜事前＞事前に人権映画会のテーマについて下調べし、知識を得る
1.5時間
＜事後＞映画の内容について感想等をまとめレポートを作成する
1.5時間
【第12回】
＜事前＞発表に使用するパワーポイントおよび発表原稿を確認し、自身でリハーサルを行う 2.5時間
＜事後＞発表内容および使用する資料についてグループメンバーとのミーティング等を行い練習する
2.5時間
【第13回】
＜事前＞グループワークの発表について自身が担当する部分を繰り返し練習し調整する
2.5時間
＜事後＞発表内容を見直し、グループのメンバーで振り返る
2.5時間
【第14回】
＜事前＞1年間を振り返り計画の進捗状況について発表内容をまとめる
2.5時間
＜事後＞1年間の振り返りをもとに今後の計画をたてる
1.5時間
【第15回】
＜事前＞夏休み期間中の自身の行動目標、計画についての発表原稿を作成する
2.5時間
＜事後＞計画を遂行するための準備を行うとともに実行に移す
1.5時間
課題に対するフィードバックの方法
第９回、１０回、12回発表準備時に適宜フィードバックを行う。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点以上を合格とし、所定の単位を認定する。正当な理由なく
欠席（遅刻または早退3回につき1回欠席とする）した場合は、担当教員からレポート等の課題提出の指示があり
ます。欠席等レポート5回以上の未提出で「K」評価とする。共通課題および5回以上欠席課題が提出されない場合
は評価の対象とせず「K」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

セミナーⅡグループワーク課題の提出（50）

１、２

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

10

全授業終了後に実施するレポート試験（10）

１、２

その他

40

課題や発表に取り組む姿勢や内容で評価（40）

１、２、3

テキスト

テキストは使用せずプリント（資料）を配布する
セミナーⅡａ

参考書

必要に応じて適宜紹介する

履修条件・他の科目との関連 ・新型コロナウィルス感染対策等の理由でグループ活動や発表が遠隔となる場合があります。その際
は随時ユニパまたはGoogleクラスルーム等で連絡いたします。
・欠席した講義の資料はGoogleクラスルームに各回講義終了後に掲示するので確認すること。掲示
されない場合もありますのでその際は各担当教員までメール等で問い合わせ受け取ってください。欠
席した場合でも提出物の指示がある場合は期日までに提出すること。

セミナーⅡａ

授業コード

13061824

授業科目名

セミナーⅡａ

授業担当教員

山口

直範

成績担当教員

山口

直範

開講年次

2年

授業種別

実務家教員による授業

演習

開講期

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
セミナーⅡaでは、セミナーⅠaおよびⅠbで養ってきた力をさらに高め、自らを向上させていこうとする力（自己
学習力）を身につけることを目的とします。
卒業研究の基盤となる企画力、実行力およびプレゼンテーション力を養います。
到達目標
１．必要な情報を収集することができる。
２．自分の伝えたいことを他人に伝達することができる。
３．発表等の企画および実行することができる。
授業計画
【第1回】
テーマ：オリエンテーション
内容・方法：時間割の作成を行う。
【第2回】
テーマ：お互いを知る（自己紹介、他己紹介）
内容・方法：自己紹介の後、セミナーのメンバーでインタビューを行い、他己紹介を行う。
【第3回】
テーマ：1年間の目標、1年間の行動計画作成
内容・方法：1年間の目標を決め、行動計画（資格、参加する研修など）を作成する。
【第4回】
テーマ：1年間の目標、行動計画（発表）、夢を実現させるためには？
内容・方法：1年間の目標、行動計画について発表する。
【第5回】
テーマ：グループワークの計画
内容・方法：グループごとにテーマを決める。
【第6回】
テーマ：ライブラリーツアー
内容・方法：セミナーの課題を行うための文献検索方法を知る。ライブラリーツアーに参加する。
【第7回】
テーマ：グループワーク（情報交換）
内容・方法：集めた文献の内容を各自各グループ内で発表する。
【第8回】
テーマ：グループワーク（内容要約）
内容・方法：課題を規定の用紙にまとめる。
【第9回】
テーマ：グループワーク（発表準備）
内容・方法：各グループで発表準備を行う（発表原稿の作成）
【第10回】
テーマ：グループワーク（発表準備）
内容・方法：各グループで発表準備を行う（パワーポイントの作成）
【第11回】
テーマ：人権映画会
内容・方法：人権について理解を深める。
【第12回】
テーマ：各グループで発表準備を行う（リハーサル）
内容・方法：発表リハーサルを行う。
【第13回】
テーマ：グループワークの発表
内容・方法：グループで取り組んだ課題の発表会で発表する。
【第14回】
テーマ：1年間の計画進捗状況について
内容・方法：1年間の計画進捗状況について発表する（中間発表）。
【第15回】
テーマ：夏休みの課題について
内容・方法：夏休みの目標、課題を各自掲げ、計画等を発表する。
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
セミナーⅡａ

授業の復習や発表の準備などに、毎回3時間程の学修が求められる。さらに共通課題の作成に合わせて15時間ほど
かける必要がある。
【第1回】
＜事前＞過年度の履修状況の確認、履修科目の確認
1.0時間
＜事後＞作成した時間割の登録の確認およびシラバスによる準備物等の準備
1.5時間
【第2回】
＜事前＞自己紹介の準備、プレゼンの方法について調べる
1.5時間
＜事後＞自己紹介および他己紹介について自己紹介の進め方、インタビューの方法を振り返る 1.5時間
【第3回】
＜事前＞履修する科目や取得する資格を確認、また課外活動や研修等の予定を確認する。
1.5時間
＜事前＞作成した行動計画を自身の予定に組み込み、時間割や受講科目等の確認登録を行う。 1.5時間
【第4回】
＜事前＞1年間の目標・行動計画の発表原稿をまとめる
1.5時間
＜事後＞作成した1年間の行動計画をもとに準備するべき事項を確認しスケジュール等に追加する 1.5時間
【第5回】
＜事前＞グループ発表で取り上げるテーマを提案できるよう学科で学ぶ分野の中からテーマの案を考える
2.0
時間
＜事後＞決定したテーマについて下調べをする
1.5
時間
【第6回】
＜事前＞図書館のHPを確認し、施設使用のマニュアル等を確認する
2.5時間
＜事後＞ライブラリーツアーで学んだ文献資料等の検索方法で資料の検索を行い資料を収集する 2.5時間
【第7回】
＜事前＞資料の内容を読み、要点をまとめ発表の準備を行う
2.5時間
＜事後＞グループワークで情報交換した内容を整理する
2.5時間
【第8回】
＜事前＞グループワークで情報交換した内容を要約しまとめる
1.5時間
＜事後＞発表の内容をまとめる
2.5時間
【第9回】
＜事前＞自身が担当する発表部分の原稿の下書きを作成する 2.5時間
＜事後＞グループの発表原稿を確認し、パワーポイントの作成に必要な情報を集める 2.5時間
【第10回】
＜事前＞パワーポイントに使用する図表を作成するためのデータや情報を収集する
2.5時間
＜事後＞自身が担当するパワーポイントを完成させる
2.5時間
【第11回】
＜事前＞事前に人権映画会のテーマについて下調べし、知識を得る
1.5時間
＜事後＞映画の内容について感想等をまとめレポートを作成する
1.5時間
【第12回】
＜事前＞発表に使用するパワーポイントおよび発表原稿を確認し、自身でリハーサルを行う 2.5時間
＜事後＞発表内容および使用する資料についてグループメンバーとのミーティング等を行い練習する
2.5時間
【第13回】
＜事前＞グループワークの発表について自身が担当する部分を繰り返し練習し調整する
2.5時間
＜事後＞発表内容を見直し、グループのメンバーで振り返る
2.5時間
【第14回】
＜事前＞1年間を振り返り計画の進捗状況について発表内容をまとめる
2.5時間
＜事後＞1年間の振り返りをもとに今後の計画をたてる
1.5時間
【第15回】
＜事前＞夏休み期間中の自身の行動目標、計画についての発表原稿を作成する
2.5時間
＜事後＞計画を遂行するための準備を行うとともに実行に移す
1.5時間
課題に対するフィードバックの方法
第９回、10回、12回発表準備時に適宜フィードバックを行う。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
正当な理由なく欠席（遅刻または早退3回につき1回欠席とする）した場合は、担当教員からレポート等の課題提
出の指示がある。
欠席等レポート5回以上の未提出で「K」評価とする。共通課題および5回以上欠席課題が提出されない場合は評価
の対象とせず「K」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

セミナーⅡグループワーク課題の提出（50）

１、２

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

10

全授業終了後に実施するレポート試験(10)

その他

40

課題や発表に取り組む姿勢や内容で評価（40）

１、２、3

セミナーⅡａ

テキスト

テキストは使用せず適宜プリント（資料）を配布する

参考書

必要に応じて適宜紹介する

履修条件・他の科目との関連 ・新型コロナウィルス感染対策等の理由でグループ活動や発表が遠隔となる場合があります。その際
は随時ユニパまたはGoogleクラスルーム等で連絡いたします。
・欠席した講義の資料はGoogleクラスルームに各回講義終了後に掲示するので確認すること。掲示
されない場合もありますのでその際は各担当教員までメール等で問い合わせ受け取ってください。欠
席した場合でも提出物の指示がある場合は期日までに提出すること。

セミナーⅡａ

授業コード

13061921

授業科目名

セミナーⅡｂ

授業担当教員

喜多野

宣子

成績担当教員

喜多野

宣子

開講年次

2年

授業種別

実務家教員による授業

演習

開講期

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
セミナーⅡbでは、セミナーⅡaで養ってきた力をさらに高め、自己学習力を高めていくことを目的とします。ま
た、社会に出て仕事をしていく上で不可欠な力を身につけることを習得します。
到達目標
１．必要な情報を収集し、分析および活用することができる。
２．自分の伝えたいことを他人に伝達することができる。
３．ソーシャルスキルが向上する。
授業計画
【第1回】
テーマ：オリエンテーション
内容・方法：夏休みに取り組んだことを振り返り、今後の計画を立てる。
【第2回】
テーマ：夏休みの課題発表
内容・方法：夏休みに取り組んだことを発表し、その成果と今後の計画について述べる。
【第3回】
テーマ：セミナー課題について
内容・方法：セミナーⅡの課題について、取り組み方、進め方、まとめ方等の説明
【第4回】
テーマ：セミナー課題（文献調査方法を知る）
内容・方法：図書館にて学術論文等の検索方法を学び、実践する。
【第5回】
テーマ：セミナー課題（テーマ決め）
内容・方法：自身が取り組む課題のテーマを決める。
【第6回】
テーマ：セミナー課題（文献調査）
内容・方法：テーマに属した文献を検索し、手に入れる。
【第7回】
テーマ：セミナー課題（文献調査）
内容・方法：検索した文献の要点をまとめる。
【第8回】
テーマ：セミナー課題（複数の文献を読む）
内容・方法：複数の文献を読み比べ、テーマに沿ってまとめる。
【第9回】
テーマ：セミナー課題（レポートをまとめる）
内容・方法：得られた情報を文章にまとめる。
【第10回】
テーマ：セミナー課題（図表の作成方法）
内容・方法：図表にするデータをもとに、図表を作成する。
【第11回】
テーマ：セミナー課題（レポートの完成）
内容・方法：図表を加えたレポートを完成させる。
【第12回】
テーマ：社会人のマナー
内容・方法：外部講師による社会人マナー教育講演
【第13回】
テーマ：課題のチェック（相互チェック）
内容・方法：共通課題の提出に向け、第三者のチェックを受ける。
【第14回】
テーマ：共通課題提出
内容・方法：課題提出、まとめ
【第15回】
テーマ：1年間を振り返って
内容・方法：1年間を振り返り、発表する。
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
【1回】
セミナーⅡｂ

①事前学修課題：特になし
②事後学修課題：夏休みの課題発表準備を行う。2.0時間
【第2回】
①事前学修課題：夏休みの課題発表準備を行う。
2.5時間
②事後学修課題：セミナー課題の準備（興味があるテーマを決める） 2.5時間
【第3回】
①事前学修課題：セミナー課題の準備（興味があるテーマを決める） 2.5時間
②事後学修課題：興味があるテーマを決め、さらに興味がある事柄をしぼる。 2.5時間
【第4回】
①事前学修課題：興味があるテーマを決め、さらに興味がある事柄をしぼる。 2.5時間
②事後学修課題：図書館で得た情報をもとに、文献検索を行う。 2.5時間
【第5回】
①事前学修課題：図書館で得た情報をもとに、文献検索を行う。 2.5時間
②事後学修課題：更に新しい文献を検索する。
2.5時間
【第6回】
①事前学修課題：更に新しい文献を検索する。
2.5時間
②事後学修課題：新聞などで最新の情報を集める。 2.5時間
【第8回】
①事前学修課題：課題のフォーマットを準備する。 2.5時間
②事後学修課題：図表にするデータを集める。
2.5時間
【第9回】
①事前学修課題：図表にするデータを集める。
2.5時間
②事後学修課題：作成した図表のレイアウトを考える。 2.5時間
【第10回】
①事前学修課題：作成した図表のレイアウトを考える。 2.5時間
②事後学修課題：図表作成の際に使用したデータの出典等をチェックする。 2.5時間
【第11回】
①事前学修課題：作成した図表のチェック、参考文献の情報をまとめる。 2.5時間
②事後学修課題：完成したレポートの誤字脱字等のチェックを行う。
2.5時間
【第12回】
①事前学修課題：事前に配布された資料を確認する。 1.0時間
②事後学修課題：学んだ事を実生活で実践する。
1.0時間
【第13回】
①事前学修課題：課題をプリントアウトする。
1.5時間
②事後学修課題：課題レポートを校正し、提出のための準備を行う。 2.5時間
【第14回】
①事前学修課題：課題レポートを校正し、提出のための準備を行う。 2.5時間
②事後学修課題：1年間を振り返り、発表内容を考える。
2.0時間
【第15回】
①事前学修課題：1年間を振り返り、発表内容を考える。
１.0時間
②事後学修課題：卒業研究のテーマについて考える。
１.5時間
課題に対するフィードバックの方法
第３～11回および第14回発表準備時に適宜フィードバックを行う。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点以上を合格とし、所定の単位を認定する。また正当な理由
なく欠席（遅刻または早退3回につき1回欠席とする）した場合は、担当教員からレポート等の課題提出の指示が
あります。欠席等レポート5回以上未提出で「K」評価とする。
セミナーⅡb課題について、正当な理由なしに〆切期限に未提出および未完成の場合は評価の対象とせず「K」評
価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

課題への取り組む態度（20）
進捗状況確認のためのレポート提出（30）

１、２、３

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

10

全授業終了後に実施するレポート試験（10）

１、２

その他

40

第１４回共通課題提出について、規定内容の達成度
（40）

１、２、３

テキスト

テキストは使用せずプリント（資料）を配布する

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する

履修条件・他の科目との関連 ・レポート課題については、作成途中のレポートを各授業回にて提出することがもとめられる。
・新型コロナウィルス感染対策等の理由で授業が遠隔となる場合があります。その際は随時ユニパま
たはGoogleクラスルーム等で連絡いたします。
セミナーⅡｂ

履修条件・他の科目との関連 ・欠席した講義の資料はGoogleクラスルームに各回講義終了後に掲示するので確認すること。掲示
されない場合もありますのでその際は各担当教員までメール等で問い合わせ受け取ってください。欠
席した場合でも提出物の指示がある場合は期日までに提出すること。

セミナーⅡｂ

授業コード

13061922

授業科目名

セミナーⅡｂ

授業担当教員

長野

崇

成績担当教員

長野

崇

開講年次

2年

授業種別

実務家教員による授業

演習

開講期

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
セミナーⅡbでは、セミナーⅡaで養ってきた力をさらに高め、自己学習力を高めていくことを目的とします。ま
た、社会に出て仕事をしていく上で不可欠な力を身につけることを習得します。
到達目標
１．必要な情報を収集し、分析および活用することができる。
２．自分の伝えたいことを他人に伝達することができる。
３．ソーシャルスキルが向上する。
授業計画
【第1回】
テーマ：オリエンテーション
内容・方法：夏休みに取り組んだことを振り返り、今後の計画を立てる。
【第2回】
テーマ：夏休みの課題発表
内容・方法：夏休みに取り組んだことを発表し、その成果と今後の計画について述べる。
【第3回】
テーマ：セミナー課題について
内容・方法：セミナーⅡの課題について、取り組み方、進め方、まとめ方等の説明
【第4回】
テーマ：セミナー課題（文献調査方法を知る）
内容・方法：図書館にて学術論文等の検索方法を学び、実践する。
【第5回】
テーマ：セミナー課題（テーマ決め）
内容・方法：自身が取り組む課題のテーマを決める。
【第6回】
テーマ：セミナー課題（文献調査）
内容・方法：テーマに属した文献を検索し、手に入れる。
【第7回】
テーマ：セミナー課題（文献調査）
内容・方法：検索した文献の要点をまとめる。
【第8回】
テーマ：セミナー課題（複数の文献を読む）
内容・方法：複数の文献を読み比べ、テーマに沿ってまとめる。
【第9回】
テーマ：セミナー課題（レポートをまとめる）
内容・方法：得られた情報を文章にまとめる。
【第10回】
テーマ：セミナー課題（図表の作成方法）
内容・方法：図表にするデータをもとに、図表を作成する。
【第11回】
テーマ：セミナー課題（レポートの完成）
内容・方法：図表を加えたレポートを完成させる。
【第12回】
テーマ：社会人のマナー
内容・方法：外部講師による社会人マナー教育講演
【第13回】
テーマ：課題のチェック（相互チェック）
内容・方法：共通課題の提出に向け、第三者のチェックを受ける。
【第14回】
テーマ：共通課題提出
内容・方法：課題提出、まとめ
【第15回】
テーマ：1年間を振り返って
内容・方法：1年間を振り返り、発表する。
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
授業（１回につき２時間として計算）と事前事後のあわせて１単位あたり４５時間が必要です。
セミナーⅡｂ

【1回】
①事前学修課題：特になし
②事後学修課題：夏休みの課題発表準備を行う。2.0時間
【第2回】
①事前学修課題：夏休みの課題発表準備を行う。
2.5時間
②事後学修課題：セミナー課題の準備（興味があるテーマを決める） 2.5時間
【第3回】
①事前学修課題：セミナー課題の準備（興味があるテーマを決める） 2.5時間
②事後学修課題：興味があるテーマを決め、さらに興味がある事柄をしぼる。 2.5時間
【第4回】
①事前学修課題：興味があるテーマを決め、さらに興味がある事柄をしぼる。 2.5時間
②事後学修課題：図書館で得た情報をもとに、文献検索を行う。 2.5時間
【第5回】
①事前学修課題：図書館で得た情報をもとに、文献検索を行う。 2.5時間
②事後学修課題：更に新しい文献を検索する。
2.5時間
【第6回】
①事前学修課題：更に新しい文献を検索する。
2.5時間
②事後学修課題：新聞などで最新の情報を集める。 2.5時間
【第8回】
①事前学修課題：課題のフォーマットを準備する。 2.5時間
②事後学修課題：図表にするデータを集める。
2.5時間
【第9回】
①事前学修課題：図表にするデータを集める。
2.5時間
②事後学修課題：作成した図表のレイアウトを考える。 2.5時間
【第10回】
①事前学修課題：作成した図表のレイアウトを考える。 2.5時間
②事後学修課題：図表作成の際に使用したデータの出典等をチェックする。 2.5時間
【第11回】
①事前学修課題：作成した図表のチェック、参考文献の情報をまとめる。 2.5時間
②事後学修課題：完成したレポートの誤字脱字等のチェックを行う。
2.5時間
【第12回】
①事前学修課題：事前に配布された資料を確認する。 1.0時間
②事後学修課題：学んだ事を実生活で実践する。
1.0時間
【第13回】
①事前学修課題：課題をプリントアウトする。
1.5時間
②事後学修課題：課題レポートを校正し、提出のための準備を行う。 2.5時間
【第14回】
①事前学修課題：課題レポートを校正し、提出のための準備を行う。 2.5時間
②事後学修課題：1年間を振り返り、発表内容を考える。
2.0時間
【第15回】
①事前学修課題：1年間を振り返り、発表内容を考える。
１.0時間
②事後学修課題：卒業研究のテーマについて考える。
１.5時間
課題に対するフィードバックの方法
第３～11回および第14回発表準備時に適宜フィードバックを行う。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
正当な理由なく５回以上欠席（遅刻または早退3回につき1回欠席とする）した場合は、評価の対象とせず、「K」
評価とする。
セミナーⅡb課題について、正当な理由なしに〆切期限に未提出および未完成の場合は評価の対象とせず「K」評
価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

課題への取り組む態度（20）
進捗状況確認のためのレポート提出（30）

1，2，3

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

10

全授業終了後に実施するレポート試験（10）

1，2

その他

40

第１４回共通課題提出について、規定内容の達成度
（40）

1，2，3

テキスト

テキストは使用せずプリント（資料）を配布する

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する

履修条件・他の科目との関連 ・レポート課題については、作成途中のレポートを各授業回にて提出することがもとめられる。
・新型コロナウィルス感染対策等の理由で授業が遠隔となる場合があります。その際は随時ユニパま
セミナーⅡｂ

履修条件・他の科目との関連 たはGoogleクラスルーム等で連絡いたします。
・欠席した講義の資料はGoogleクラスルームに各回講義終了後に掲示するので確認すること。掲示
されない場合もありますのでその際は各担当教員までメール等で問い合わせ受け取ってください。欠
席した場合でも提出物の指示がある場合は期日までに提出すること。

セミナーⅡｂ

授業コード

13061923

授業科目名

セミナーⅡｂ

授業担当教員

藤田

了

成績担当教員

藤田

了

開講年次

2年

授業種別

実務家教員による授業

演習

開講期

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
セミナーⅡbでは、セミナーⅡaで養ってきた力をさらに高め、自己学習力を高めていくことを目的とします。ま
た、社会に出て仕事をしていく上で不可欠な力を身につけることを習得します。
到達目標
１．必要な情報を収集し、分析および活用することができる。
２．自分の伝えたいことを他人に伝達することができる。
３．ソーシャルスキルが向上する。
授業計画
【第1回】
テーマ：オリエンテーション
内容・方法：夏休みに取り組んだことを振り返り、今後の計画を立てる。
【第2回】
テーマ：夏休みの課題発表
内容・方法：夏休みに取り組んだことを発表し、その成果と今後の計画について述べる。
【第3回】
テーマ：セミナー課題について
内容・方法：セミナーⅡの課題について、取り組み方、進め方、まとめ方等の説明
【第4回】
テーマ：セミナー課題（文献調査方法を知る）
内容・方法：図書館にて学術論文等の検索方法を学び、実践する。
【第5回】
テーマ：セミナー課題（テーマ決め）
内容・方法：自身が取り組む課題のテーマを決める。
【第6回】
テーマ：セミナー課題（文献調査）
内容・方法：テーマに属した文献を検索し、手に入れる。
【第7回】
テーマ：セミナー課題（文献調査）
内容・方法：検索した文献の要点をまとめる。
【第8回】
テーマ：セミナー課題（複数の文献を読む）
内容・方法：複数の文献を読み比べ、テーマに沿ってまとめる。
【第9回】
テーマ：セミナー課題（レポートをまとめる）
内容・方法：得られた情報を文章にまとめる。
【第10回】
テーマ：セミナー課題（図表の作成方法）
内容・方法：図表にするデータをもとに、図表を作成する。
【第11回】
テーマ：セミナー課題（レポートの完成）
内容・方法：図表を加えたレポートを完成させる。
【第12回】
テーマ：社会人のマナー
内容・方法：外部講師による社会人マナー教育講演
【第13回】
テーマ：課題のチェック（相互チェック）
内容・方法：共通課題の提出に向け、第三者のチェックを受ける。
【第14回】
テーマ：共通課題提出
内容・方法：課題提出、まとめ
【第15回】
テーマ：1年間を振り返って
内容・方法：1年間を振り返り、発表する。
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
【1回】
セミナーⅡｂ

①事前学修課題：特になし
②事後学修課題：夏休みの課題発表準備を行う。2.0時間
【第2回】
①事前学修課題：夏休みの課題発表準備を行う。
2.5時間
②事後学修課題：セミナー課題の準備（興味があるテーマを決める） 2.5時間
【第3回】
①事前学修課題：セミナー課題の準備（興味があるテーマを決める） 2.5時間
②事後学修課題：興味があるテーマを決め、さらに興味がある事柄をしぼる。 2.5時間
【第4回】
①事前学修課題：興味があるテーマを決め、さらに興味がある事柄をしぼる。 2.5時間
②事後学修課題：図書館で得た情報をもとに、文献検索を行う。 2.5時間
【第5回】
①事前学修課題：図書館で得た情報をもとに、文献検索を行う。 2.5時間
②事後学修課題：更に新しい文献を検索する。
2.5時間
【第6回】
①事前学修課題：更に新しい文献を検索する。
2.5時間
②事後学修課題：新聞などで最新の情報を集める。 2.5時間
【第8回】
①事前学修課題：課題のフォーマットを準備する。 2.5時間
②事後学修課題：図表にするデータを集める。
2.5時間
【第9回】
①事前学修課題：図表にするデータを集める。
2.5時間
②事後学修課題：作成した図表のレイアウトを考える。 2.5時間
【第10回】
①事前学修課題：作成した図表のレイアウトを考える。 2.5時間
②事後学修課題：図表作成の際に使用したデータの出典等をチェックする。 2.5時間
【第11回】
①事前学修課題：作成した図表のチェック、参考文献の情報をまとめる。 2.5時間
②事後学修課題：完成したレポートの誤字脱字等のチェックを行う。
2.5時間
【第12回】
①事前学修課題：事前に配布された資料を確認する。 1.0時間
②事後学修課題：学んだ事を実生活で実践する。
1.0時間
【第13回】
①事前学修課題：課題をプリントアウトする。
1.5時間
②事後学修課題：課題レポートを校正し、提出のための準備を行う。 2.5時間
【第14回】
①事前学修課題：課題レポートを校正し、提出のための準備を行う。 2.5時間
②事後学修課題：1年間を振り返り、発表内容を考える。
2.0時間
【第15回】
①事前学修課題：1年間を振り返り、発表内容を考える。
１.0時間
②事後学修課題：卒業研究のテーマについて考える。
１.5時間
課題に対するフィードバックの方法
第３～11回および第14回発表準備時に適宜フィードバックを行う。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点以上を合格とし、所定の単位を認定する。また正当な理由
なく欠席（遅刻または早退3回につき1回欠席とする）した場合は、担当教員からレポート等の課題提出の指示が
あります。欠席等レポート5回以上未提出で「K」評価とする。
セミナーⅡb課題について、正当な理由なしに〆切期限に未提出および未完成の場合は評価の対象とせず「K」評
価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

課題への取り組む態度（20）
進捗状況確認のためのレポート提出（30）

１、２、３

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

10

全授業終了後に実施するレポート試験（10）

１、２

その他

40

第１４回共通課題提出について、規定内容の達成度
（40）

１、２、３

テキスト

テキストは使用せずプリント（資料）を配布する

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する

履修条件・他の科目との関連 ・レポート課題については、作成途中のレポートを各授業回にて提出することがもとめられる。
・新型コロナウィルス感染対策等の理由で授業が遠隔となる場合があります。その際は随時ユニパま
たはGoogleクラスルーム等で連絡いたします。
セミナーⅡｂ

履修条件・他の科目との関連 ・欠席した講義の資料はGoogleクラスルームに各回講義終了後に掲示するので確認すること。掲示
されない場合もありますのでその際は各担当教員までメール等で問い合わせ受け取ってください。欠
席した場合でも提出物の指示がある場合は期日までに提出すること。

セミナーⅡｂ

授業コード

13061924

授業科目名

セミナーⅡｂ

授業担当教員

山口

直範

成績担当教員

山口

直範

開講年次

2年

授業種別

実務家教員による授業

演習

開講期

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
セミナーⅡbでは、セミナーⅡaで養ってきた力をさらに高め、自己学習力を高めていくことを目的とします。
また、社会に出て仕事をしていく上で不可欠な力を身につけることを習得します。
到達目標
１．必要な情報を収集し、分析および活用することができる。
２．自分の伝えたいことを他人に伝達することができる。
３．ソーシャルスキルが向上する。
授業計画
【第1回】
テーマ：オリエンテーション
内容・方法：夏休みに取り組んだことを振り返り、今後の計画を立てる。
【第2回】
テーマ：夏休みの課題発表
内容・方法：夏休みに取り組んだことを発表し、その成果と今後の計画について述べる。
【第3回】
テーマ：セミナー課題について
内容・方法：セミナーⅡの課題について、取り組み方、進め方、まとめ方等の説明
【第4回】
テーマ：セミナー課題（文献調査方法を知る）
内容・方法：図書館にて学術論文等の検索方法を学び、実践する。
【第5回】
テーマ：セミナー課題（テーマ決め）
内容・方法：自身が取り組む課題のテーマを決める。
【第6回】
テーマ：セミナー課題（文献調査）
内容・方法：テーマに属した文献を検索し、手に入れる。
【第7回】
テーマ：セミナー課題（文献調査）
内容・方法：検索した文献の要点をまとめる。
【第8回】
テーマ：セミナー課題（複数の文献を読む）
内容・方法：複数の文献を読み比べ、テーマに沿ってまとめる。
【第9回】
テーマ：セミナー課題（レポートをまとめる）
内容・方法：得られた情報を文章にまとめる。
【第10回】
テーマ：セミナー課題（図表の作成方法）
内容・方法：図表にするデータをもとに、図表を作成する。
【第11回】
テーマ：セミナー課題（レポートの完成）
内容・方法：図表を加えたレポートを完成させる。
【第12回】
テーマ：社会人のマナー
内容・方法：外部講師による社会人マナー教育講演
【第13回】
テーマ：課題のチェック（相互チェック）
内容・方法：共通課題の提出に向け、第三者のチェックを受ける。
【第14回】
テーマ：共通課題提出
内容・方法：課題提出、まとめ
【第15回】
テーマ：1年間を振り返って
内容・方法：1年間を振り返り、発表する。
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
【1回】
セミナーⅡｂ

①事前学修課題：特になし
②事後学修課題：夏休みの課題発表準備を行う。2.0時間
【第2回】
①事前学修課題：夏休みの課題発表準備を行う。
2.5時間
②事後学修課題：セミナー課題の準備（興味があるテーマを決める） 2.5時間
【第3回】
①事前学修課題：セミナー課題の準備（興味があるテーマを決める） 2.5時間
②事後学修課題：興味があるテーマを決め、さらに興味がある事柄をしぼる。 2.5時間
【第4回】
①事前学修課題：興味があるテーマを決め、さらに興味がある事柄をしぼる。 2.5時間
②事後学修課題：図書館で得た情報をもとに、文献検索を行う。 2.5時間
【第5回】
①事前学修課題：図書館で得た情報をもとに、文献検索を行う。 2.5時間
②事後学修課題：更に新しい文献を検索する。
2.5時間
【第6回】
①事前学修課題：更に新しい文献を検索する。
2.5時間
②事後学修課題：新聞などで最新の情報を集める。 2.5時間
【第8回】
①事前学修課題：課題のフォーマットを準備する。 2.5時間
②事後学修課題：図表にするデータを集める。
2.5時間
【第9回】
①事前学修課題：図表にするデータを集める。
2.5時間
②事後学修課題：作成した図表のレイアウトを考える。 2.5時間
【第10回】
①事前学修課題：作成した図表のレイアウトを考える。 2.5時間
②事後学修課題：図表作成の際に使用したデータの出典等をチェックする。 2.5時間
【第11回】
①事前学修課題：作成した図表のチェック、参考文献の情報をまとめる。 2.5時間
②事後学修課題：完成したレポートの誤字脱字等のチェックを行う。
2.5時間
【第12回】
①事前学修課題：事前に配布された資料を確認する。 1.0時間
②事後学修課題：学んだ事を実生活で実践する。
1.0時間
【第13回】
①事前学修課題：課題をプリントアウトする。
1.5時間
②事後学修課題：課題レポートを校正し、提出のための準備を行う。 2.5時間
【第14回】
①事前学修課題：課題レポートを校正し、提出のための準備を行う。 2.5時間
②事後学修課題：1年間を振り返り、発表内容を考える。
2.0時間
【第15回】
①事前学修課題：1年間を振り返り、発表内容を考える。
１.0時間
②事後学修課題：卒業研究のテーマについて考える。
１.5時間
課題に対するフィードバックの方法
第３～11回および第14回発表準備時に適宜フィードバックを行う。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
また正当な理由なく欠席（遅刻または早退3回につき1回欠席とする）した場合は、担当教員からレポート等の課
題提出の指示がある。
欠席等レポート5回以上未提出で「K」評価とする。
セミナーⅡb課題について、正当な理由なしに〆切期限に未提出および未完成の場合は評価の対象とせず「K」評
価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

課題への取り組む態度（20）
進捗状況確認のためのレポート提出（30）

１、２、３

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

10

全講義終了後の課題（10）

2

その他

40

第１４回共通課題提出について、規定内容の達成度
（40）

１、２、３

テキスト

テキストは使用せずプリント（資料）を配布する

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する

履修条件・他の科目との関連 ・レポート課題については、作成途中のレポートを各授業回にて提出することがもとめられる。
・新型コロナウィルス感染対策等の理由で授業が遠隔となる場合があります。その際は随時ユニパま
セミナーⅡｂ

履修条件・他の科目との関連 たはGoogleクラスルーム等で連絡いたします。
・欠席した講義の資料はGoogleクラスルームに各回講義終了後に掲示するので確認すること。掲示
されない場合もありますのでその際は各担当教員までメール等で問い合わせ受け取ってください。欠
席した場合でも提出物の指示がある場合は期日までに提出すること。

セミナーⅡｂ

授業コード

13071411

授業科目名

セミナーⅢａ

授業担当教員

喜多野

宣子

成績担当教員

喜多野

宣子

開講年次

3年

授業種別

実務家教員による授業

演習

開講期

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
本セミナーは、前期では専門書、雑誌、新聞、インターネット等から自分自身が関心・興味を持った「食・料
理・食文化」に関する事柄を探し出すことから始まります。次に、それをテーマとした研究をどのようにして進
めていくかについての討論を行います。討論の内容は、なぜそのテーマに関心を持ったのか、そしてどのような
方法を用いてその研究を進めていくのかなどで、例えば文献研究、アンケート調査の実施、実験計画などの研究
方法について話し合い、研究計画を立てます。後期では夏休みの研究課題を発表し、研究テーマや分析方法につ
いて再検討を行い、必要に応じてアンケートであれば予備調査、実習を行う場合は予備実習を行い、その結果を
まとめて研究レポートを提出し、セミナーIVへとつなげます。また、セミナーⅢでは、食をテーマにした学外で
の見学会や活動を学生自身が企画し、実施します。さらにセミナーで学んだことを形にし、各コンテストへ参加
することも可能です。
到達目標
1.卒業研究に必要な基礎知識について説明することができる。
2.卒業研究の計画を立て、実践することができる。
3.様々なテーマについて討論し、自身の考えを理論立てて述べることができる。
授業計画
【第1回】
テーマ：オリエンテーション
内容・方法：諸連絡、ゼミ内交流
【第2回】
テーマ：日本の食生活および食文化について
内容・方法：食生活および食文化について講義を行う。
【第3回】
テーマ：学外の見学会の為の調査（1）
内容・方法：行き先候補と予算の検討
【第4回】
テーマ：学外の見学会の為の調査（2）
内容・方法：行き先の決定、交通手段の決定
【第5回】
テーマ：日本の食生活、食文化（発表）
内容・方法：発表（各自）
【第6回】
テーマ：世界の食文化について1
内容・方法：講義、研究発表担当について
【第7回】
テーマ：世界の食文化について2
内容・方法：講義（宗教上の禁忌など）
【第8回】
テーマ：研究発表準備
内容・方法：発表原稿の書き方、レジメの作成方法について学ぶ
【第9回】
テーマ：研究発表会
内容・方法：各自、調べた事を発表する
【第10回】
テーマ：学外見学会の下調べ
内容・方法：見学先の内容にそった資料をまとめる
【第11回】
テーマ：卒業研究について
内容・方法：研究活動の方法について（資料等収集）
【第12回】
テーマ：卒業研究について（文献検索）
内容・方法：研究活動（文献検索）
【第13回】
テーマ：卒業研究について（文献を読む）
内容・方法：選んだ文献を読む
【第14回】
テーマ：卒業研究について（文献内容をまとめる）
内容・方法：文献の内容をまとめ、レジメを作成する。
【第15回】
テーマ：卒業研究について（文献発表）
セミナーⅢａ

内容・方法：文献内容の発表、夏季休暇中の計画について
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
毎回につき 1.5 時間ほどの事前学習および 2.5 時間ほどの事後学習が必要である。
【第1回】
①事前学修課題：なし
②事後学修課題：研修先と予算を調べる。
【第2回】
①事前学修課題：新聞などから最近の食生活に関する動向について調べる。
②事後学修課題：次回の発表内容を考える。
【第3回】
①事前学修課題：行き先候補と予算の発表準備
②事後学修課題：行き先の施設予約、交通手段を調べる。
【第4回】
①事前学修課題：行き先の発表準備
②事後学修課題：見学先の下調べ
【第5回】
①事前学修課題：発表担当者は発表原稿、レジメをまとめる
②事後学修課題：特になし
【第6回】
①事前学修課題：日本の食文化について復習する
②事後学修課題：世界の食文化についてワークシートを仕上げる。
【第7回】
①事前学修課題：研究発表の準備
②事後学修課題：世界の食文化についてワークシートを仕上げる。
【第8回】
①事前学修課題：発表原稿の作成、レジメの作成
②事後学修課題：発表原稿、レジメを完成させる
【第9回】
①事前学修課題：発表原稿、レジメを完成させ、発表の準備を行う
②事後学修課題：特になし
【第10回】
①事前学修課題：学外見学会の資料を集める。
②事後学修課題：資料を原稿にまとめる。
【第11回】
①事前学修課題：卒業研究のテーマを考える
②事後学修課題：卒業研究のテーマにそった資料を集める。
【第12回】
①事前学修課題：特になし
②事後学修課題：検索した文献を選ぶ。
【第13回】
①事前学修課題：読む文献を入手する。
②事後学修課題：文献を読み、要点をまとめる。
【第14回】
①事前学修課題：文献の内容をまとめる。
②事後学修課題：レジメを完成させる。
【第15回】
①事前学修課題：文献内容の発表準備
②事後学修課題：夏季休暇中計画に基づき、行動する。
課題に対するフィードバックの方法
セミナー時に適宜フィードバックを行う
成績評価の方法・基準（方針）
受講態度および進捗状況報告のためのレポート提出などにより評価する。理由なき欠席およびレポート未提出の
場合は評価を「K」とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

60

受講態度（40）
レポートおよび進捗状況報告 （20）

１、２、３

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

0

その他

40

期末レポート（40）

１、２、３

テキスト

プリントを配布する
セミナーⅢａ

参考書

「食生活デザイン」川端晶子他共著 家政教育社 2000円

履修条件・他の科目との関連 ◎5回を超えて担当教員への連絡なしに欠席し、欠席課題の提出がなかった学生（公欠を除く）は、
単位を取得することができない。
◎就職ガイダンス、学校行事等にも積極的に参加すること。
◎無断欠席、遅刻、他の受講生に対し迷惑となる行為を繰り返した場合は単位を認定しない。
◎欠席した場合は、課題等のプリントを研究室に取りに来ること。また、課題は次回のセミナー時まで
に所定の方法で提出すること。
・新型コロナウィルス感染対策等の理由で研究活動やゼミ内での発表等が遠隔となる場合がありま
す。その際は随時ユニパまたはGoogleクラスルーム等で連絡いたします。
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授業コード

13071412

授業科目名

セミナーⅢａ

授業担当教員

後和

美朝

成績担当教員

後和

美朝

開講年次

3年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
セミナーⅢａでは、4回生の卒業研究に向けたテーマについて検討します。そのために、専門書、雑誌、新聞、イ
ンターネット等から自分自身が関心・興味を持ったテーマを探し出すことから始まります。次に、なぜそのテー
マに関心を持ったのかなどの研究の背景について討論し、その研究課題をどのように明らかにしていくかについ
て考えます。最終的にはセミナーⅢｂに向けての研究計画書を作成します。
到達目標
1．卒業研究のテーマを明確にすることができる
2．資料の収集方法、分析方法を身につける
3．プレゼンテーション方法を身につける
4．研究計画書を作成することができる
授業計画
【第1回】研究の進め方
【第2回】研究課題の設定
【第3回】データの分析方法（アンケート調査）
【第4回】データの分析方法（実験）
【第5回】統計的手法
【第6回】研究結果のまとめ方
【第7回】研究課題についての討論会1
【第8回】研究課題についての討論会2
【第9回】研究課題についての討論会3
【第10回】研究課題についての討論会4
【第11回】研究課題についての討論会5
【第12回】研究課題についての討論会6
【第13回】研究計画書の検討1
【第14回】研究計画書の検討2
【第15回】研究計画書の検討3
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
第1回
【事前】授業のシラバスを熟読し、授業構成を理解する1.5時間
【事後】研究に関わる基礎知識を自修し、研究ノートを準備する2.5時間
第2回
【事前】研究テーマを列挙する1.5時間
【事後】列挙した研究テーマに関する関連情報をまとめる2.5時間
第3回
【事前】アンケート調査の方法について熟考する1.5時間
【事後】質問紙やForm等のアンケート方法をまとめる2.5時間
第4回
【事前】実験方法を熟考する1.5時間
【事後】実験の要項や実験方法をまとめる2.5時間
第5回
【事前】統計的手法を熟考する1.5時間
【事後】アンケートや実験に利用する統計的手法をまとめる2.5時間
第6回
【事前】研究結果のまとめ方を熟考する1.5時間
【事後】研究結果のまとめ方まとめる2.5時間
第7回
【事前】討論会1に提案する資料を準備する1.5時間
【事後】討論会1での結果をまとめる2.5時間
第8回
【事前】討論会2に提案する資料を準備する1.5時間
【事後】討論会2での結果をまとめる2.5時間
第9回
【事前】討論会3に提案する資料を準備する1.5時間
【事後】討論会3での結果をまとめる2.5時間
第10回
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【事前】討論会4に提案する資料を準備する1.5時間
【事後】討論会4での結果をまとめる2.5時間
第11回
【事前】討論会5に提案する資料を準備する1.5時間
【事後】討論会5での結果をまとめる2.5時間
第12回
【事前】討論会6に提案する資料を準備する1.5時間
【事後】討論会6での結果をまとめる2.5時間
第13回
【事前】研究計画書を準備する1.5時間
【事後】研究計画書を修正する2.5時間
第14回
【事前】修正した研究計画書を準備する1.5時間
【事後】研究計画書を修正する2.5時間
第15回
【事前】修正した研究計画書を準備する1.5時間
【事後】研究計画書を修正する2.5時間
課題に対するフィードバックの方法
課題や研究計画書の評価は希望者に開示します。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、授業で課される課題・レポートと研究計画書に基づき評価します。また、研究計画書を提出
しなければ、「 K 」評価で不合格とします。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

60

授業で課される課題・レポート（60%）

1、2、3

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

研究計画書（40%）

4

その他

0

テキスト

テキストは使用しません。

参考書

必要に応じて授業の中で紹介します。

履修条件・他の科目との関連 セミナー時間内では不十分なので、時間外でもできるだけ研究室に来室し、研究の進捗状況につい
て報告してください。
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授業コード

13071413

授業科目名

セミナーⅢａ

授業担当教員

竹端

佑介

成績担当教員

竹端

佑介

開講年次

3年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
セミナーⅢは卒業研究を行うための基礎固めとなる大事な授業である。本セミナーⅢa、Ⅲbでは、人間の心や行
動について心理学を中心とした学問を共に学ぶ。
まずセミナーⅢaでは、自分が興味ある心理学のテーマを「見つける」、「調べる」ことを目的とする。そのため
に、自分自身の研究テーマに関連する先行研究を見つけ、「まとめる」、「発表する」ことを行い、具体的な卒
業研究の計画を行えるようにしていく。
その他に、自己理解、他者との積極的な議論を行うなどの取り組みを通して就職活動に向けての準備を行う。
到達目標
1．専門論文あるいは専門図書を読むことができる。
2．専門論文あるいは専門図書について説明できる。
3．専門用語を記述できる。
4．様々なテーマについて、自身の考えを論理的に述べることができる。
5．今後の進路に向けた自己理解ができる。
授業計画
【第 1 回】オリエンテーション：セミナーがどのような学修を行うかを知る
【第 2 回】お互いを知る：2年間一緒に学ぶ為、互いのことを知る
【第 3 回】1年間の目標、行動計画作成
【第 4 回】図書館見学及び、文献検索の仕方を学ぶ
【第 5 回】テーマを見つけ、発表する①：文献検索から自身がどのような研究を行いたいかを発表し、議論する
【第 6 回】テーマを見つけ、発表する②：第5回の発表、議論から、自身の研究をより具体的にしていく
【第 7 回】自分自身を知る体験ワーク①：投影法などを使い自己理解を図る
【第 8 回】自分自身を知る体験ワーク②：就職適正検査を使い、進路について考える
【第 9 回】卒業研究構想ディスカッション①：自身がどのような研究を行いたいか考える
【第10回】卒業研究構想ディスカッション②：先行研究を探す、発表する
【第11回】卒業研究構想ディスカッション③：先行研究を探す、発表する
【第12回】卒業研究構想ディスカッション④：研究に向けての具体的な方法を考える（予備的研究の実施）
【第13回】卒業研究構想ディスカッション⑤：研究構想をまとめる
【第14回】卒業研究構想ディスカッション⑥：研究構想を発表する
【第15回】振り返り：自身の研究について今一度考える
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
第1回
【事前】授業のシラバスを熟読し、授業構成を理解する 自分自身はどのようことに興味関心があるか考える
1.0時間
【事後】オリエンテーション説明内容に基づき、興味関心がどのようなところにあるかノートに加筆する 1.0時
間
第2回
【事前】自身のことを他者にどのように紹介できるか考え、ノートに加筆する 1.5時間
【事後】他者との関わりから、気づいていなかった新たな自分についてノートに加筆する 2.5時間
第3回
【事前】セミナーⅢa、Ⅲbでどのような学びができるか自分なりに考え、まとめる 1.5時間
【事後】立てた行動計画を実現させるために、どのようにしていくべきか具体的な実行プランをノートに加筆す
る 2.5時間
第4回
【事前】文献とは何かを調べ、文献検索の仕方についてノートに加筆する 1.5時間
【事後】興味関心のある文献を実際に探してみる 2.5時間
第5回
【事前】興味関心のある文献をさらに絞りこみ、さらに文献検索する 1.5時間
【事後】議論したことから、さらに具体的にどのような研究を行いたいか考え、文献検索する 2.5時間
第6回
【事前】絞られた文献についてノートに加筆する 1.5時間
【事後】自身の研究について詳細に考え、さらに必要な文献を検索する 2.5時間
第7回
【事前】「投影法」とは何か調べ、ノートに加筆する 1.5時間
【事後】実施した投影法から発見した自分について考え、ノートに加筆する 2.5時間
セミナーⅢａ

第8回
【事前】どのようなこと仕事を行いたいか考え、実際に調べてみる 1.5時間
【事後】適性検査から得られた結果を今一度、振り返り、今後どのように活動を行っていくか具体的な行動計画
を立てる 2.5時間
第9回
【事前】調査とは何か自分なりに調べ、ノートに加筆する 1.5時間
【事後】質問紙の作り方について調べ、ノートに加筆する 3.5時間
第10回
【事前】統計とは何か自分なりに調べ、まとめる 1.5時間
【事後】得られた調査からどのような統計処理ができるか調べ、ノートにまとめておく 2.5時間
第11回
【事前】結果のまとめ方について自分なりに調べ、ノートに加筆する 1.5時間
【事後】卒業研究に関連する文献を探し、整理する 2.5時間
第12回
【事前】自身が担当した箇所をまとめ、発表原稿を作成する1.5時間
【事後】予備的研究結果をまとめ、さらにどのような方法が必要かノートに加筆する
2.5時間
第13回
【事前】どのような研究を実際に行いたいかさらに考え、文献を検索する 1.5時間
【事後】自身の研究実施の方向性を固め、具体的にどのような研究を行えるかノートに加筆する 2.5時間
第14回
【事前】自身の研究を行うべく、その方法論について文献を検索し、ノートに加筆する 1.5時間
【事後】具体的な研究方法を考え、ノートに加筆する 2.5時間
第15回
【事前】セミナーⅢaからどのような学びがあったかを考え、ノートに加筆する 1.5時間
【事後】今一度自身の研究、今後の就職活動についてそれぞれ具体的に考え、ノートに加筆する 3.5時間
課題に対するフィードバックの方法
実施した課題のフィードバックについては翌週以降の授業あるいは、Google Classroomにて解説や提示をする。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、授業課題、発表、定期試験に代わるレポート等、その他の評価結果に基づき総合的に判定の
うえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
なお、毎授業時に実施する課題が5回以上未提出、あるいは5回以上未発表の場合は評価対象外となり、「 K 」評
価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

90

授業内課題（40）
発表（50）

1,2,3

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

0

その他

10

質疑応答

4

テキスト

特定のテキストは使用しない。

参考書

松井 豊著：心理学論文の書き方,河出書房新社,978-4309245225 価格：1870円

履修条件・他の科目との関連 特になし。
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授業コード

13071414

授業科目名

セミナーⅢａ

授業担当教員

山口

直範

成績担当教員

山口

直範

開講年次

3年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
本セミナーでは行動科学系の心理学を中心に学問の実際に触れることを通して、人間の心や行動のしくみについ
て多くのことを座学や体験を通して共に学ぶ。
また、学外研修では神戸大学大学院海事科学研究科附属練習船への乗船や兵庫県警察の白バイ隊訓練の視察を予
定している。船上における支持・合図・確認などのコミュニケーションや高い運転技能がどのように交通安全や
治安の維持に役立っているのかを心理学の観点で体験的に学ぶ（学外研修日は調整のうえ決定する）。
到達目標
１．人間の行動を科学的にとらえて論理的に説明することができる。
２．統計データを客観的な視点で読み解き、新たな観点を見出すことができる。
３．人間の行動の背景にある心の動きを心理学の観点で説明できる。
授業計画
【第1回】
テーマ：オリエンテーション
内容・方法：メンバーの自己紹介、希望する研究テーマの発表およびセミナー内の係・予定を決める。
【第2回】
テーマ：設定目標の作成
内容・方法：自分のやりたいことと実践できることを客観的に検討し、卒業研究に向けて意識を高める。
【第3回】
テーマ：図書館などで文献探し
内容・方法：自分の興味のある論文を検索して、読み込んでみる。
【第4回】
テーマ：卒業研究に向けて
内容・方法：自分が興味を持っていることについて調べて発表する（１）
【第5回】
テーマ：卒業研究に向けて
内容・方法：自分が興味を持っていることについて調べて発表する（２）
【第6回】
テーマ：学外研修：閉鎖された空間における人間関係の重要性
内容・方法：神戸大学大学院海事科学研究科附属練習船深江丸に乗船して、支持・合図・確認などのコミュニ
ケーションが安全な運行に非常に重要であることを体験的に学ぶ。なお、日程は神戸大学と調整のうえ変更する
ことがある。
【第7回】
テーマ：学外研修：閉鎖された空間で心身の健康を維持するには
内容・方法：神戸大学大学院海事科学研究科附属練習船深江丸に乗船して、心身の健康を保つことが安全な運行
に非常に重要であることを体験的に学ぶ。
【第8回】
テーマ：卒業研究に向けて
内容・方法：研究論文を読む（１）
【第9回】
テーマ：卒業研究に向けて
内容・方法：研究論文を読む（２）
【第10回】
テーマ：卒業研究に向けて
内容・方法：研究論文を読む（３）
【第11回】
テーマ：卒業研究に向けて
内容・方法：研究論文を読んで、レジュメ作成、発表、質疑応答（１）
【第12回】
テーマ：卒業研究に向けて
内容・方法：研究論文を読んで、レジュメ作成、発表、質疑応答（２）
【第13回】
テーマ：卒業研究に向けて
内容・方法：研究論文を読んで、レジュメ作成、発表、質疑応答（３）
【第14回】
テーマ：卒業研究に向けて
内容・方法：授業発表＋よりよい話し合いの方法
【第15回】
テーマ：卒業研究に向けて
セミナーⅢａ

内容・方法：前期の振り返り＋課題の説明
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
【第1回】
①事前学修課題：国内・海外を問わずこの1週間で発生した社会の動き・事故・事件など気になった出来事につい
て調べておく。
②事後学修課題：学んだ内容を振り返り、自分の新たな知識として確実に把握しておくこと。
【第2回】
①事前学修課題：国内・海外を問わずこの1週間で発生した社会の動き・事故・事件など気になった出来事につい
て調べておく。
②事後学修課題：学んだ内容を振り返り、自分の新たな知識として確実に把握しておくこと。
【第3回】
①事前学修課題：国内・海外を問わずこの1週間で発生した社会の動き・事故・事件など気になった出来事につい
て調べておく。
②事後学修課題：学んだ内容を振り返り、自分の新たな知識として確実に把握しておくこと。
【第4回】
①事前学修課題：国内・海外を問わずこの1週間で発生した社会の動き・事故・事件など気になった出来事につい
て調べておく。
②事後学修課題：学んだ内容を振り返り、自分の新たな知識として確実に把握しておくこと。
【第5回】
①事前学修課題：国内・海外を問わずこの1週間で発生した社会の動き・事故・事件など気になった出来事につい
て調べておく。
②事後学修課題：学んだ内容を振り返り、自分の新たな知識として確実に把握しておくこと。
【第6回】
①事前学修課題：国内・海外を問わずこの1週間で発生した社会の動き・事故・事件など気になった出来事につい
て調べておく。
②事後学修課題：学んだ内容を振り返り、自分の新たな知識として確実に把握しておくこと。
【第7回】
①事前学修課題：国内・海外を問わずこの1週間で発生した社会の動き・事故・事件など気になった出来事につい
て調べておく。
②事後学修課題：学んだ内容を振り返り、自分の新たな知識として確実に把握しておくこと。
【第8回】
①事前学修課題：国内・海外を問わずこの1週間で発生した社会の動き・事故・事件など気になった出来事につい
て調べておく。
②事後学修課題：学んだ内容を振り返り、自分の新たな知識として確実に把握しておくこと。
【第9回】
①事前学修課題：国内・海外を問わずこの1週間で発生した社会の動き・事故・事件など気になった出来事につい
て調べておく。
②事後学修課題：学んだ内容を振り返り、自分の新たな知識として確実に把握しておくこと。
【第10回】
①事前学修課題：国内・海外を問わずこの1週間で発生した社会の動き・事故・事件など気になった出来事につい
て調べておく。
②事後学修課題：学んだ内容を振り返り、自分の新たな知識として確実に把握しておくこと。
【第11回】
①事前学修課題：国内・海外を問わずこの1週間で発生した社会の動き・事故・事件など気になった出来事につい
て調べておく。
②事後学修課題：学んだ内容を振り返り、自分の新たな知識として確実に把握しておくこと。
【第12回】
①事前学修課題：国内・海外を問わずこの1週間で発生した社会の動き・事故・事件など気になった出来事につい
て調べておく。
②事後学修課題：学んだ内容を振り返り、自分の新たな知識として確実に把握しておくこと。
【第13回】
①事前学修課題：国内・海外を問わずこの1週間で発生した社会の動き・事故・事件など気になった出来事につい
て調べておく。
②事後学修課題：学んだ内容を振り返り、自分の新たな知識として確実に把握しておくこと。
【第14回】
①事前学修課題：国内・海外を問わずこの1週間で発生した社会の動き・事故・事件など気になった出来事につい
て調べておく。
②事後学修課題：学んだ内容を振り返り、自分の新たな知識として確実に把握しておくこと。
【第15回】
①事前学修課題：国内・海外を問わずこの1週間で発生した社会の動き・事故・事件など気になった出来事につい
て調べておく。
②事後学修課題：学んだ内容を振り返り、自分の新たな知識として確実に把握しておくこと。
課題に対するフィードバックの方法
毎回のゼミを通じて、個々の学生の課題を指摘する。
成績評価の方法・基準（方針）
以下の2つから総合的に評価する。
・授業発表や目標設定の内容や取り組み方
・卒業研究に向けたレポートの内容
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成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

100

・授業発表や目標設定の内容や取り組み方（50）
・卒業研究に向けたレポートの内容（50）

1,2,3

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

0

その他

0

テキスト

適宜プリントを配布する

参考書

適宜紹介すると同時に研究室の書籍の貸出を認める。

履修条件・他の科目との関連 ・無断欠席・遅刻、他の受講生に迷惑になる行為を繰り返す場合は単位を認定しない。
・止むを得ず欠席、遅刻する場合は担当教員に必ず事前に本人が連絡すること。
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授業コード

13071415

授業科目名

セミナーⅢａ

授業担当教員

眞鍋

昇

成績担当教員

眞鍋

昇

開講年次

3年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
本セミナーは、これまでにセミナーＩａ、セミナーＩｂ、セミナーＩＩａ、セミナーＩＩｂで養ってきた自ら学
習して向上させていこうとする力（自己学習力）をいっそう高めて、３年生と４年生との２年間で行う「卒業研
究」に必要な経験・知識・技術などを身につけながら、「卒業研究」の課題を自ら決め、文献検索などを行いな
がら具体的な研究計画を自ら立てることを主眼としています。
（１）食品の生産・流通・販売などの食品産業（フードビジネス）にかかわる現場（農場・市場・食品加工工
場・商店街など）を見学・踏査して、食に関わるビジネスとはなになのか具体的かつ積極的に体験して理解しま
す。
（２）農村部や都市部などの地域の活性化（地域創生）や地域の健康増進などに食のビジネスがどのように貢献
できるのか具体的事例をあげながら考察します。
（３）研究のために必要な基盤的知識、文献検索法などの研究技術を身につけます。
・学術書籍・学術論文・新聞・雑誌などから適切な情報を自ら探し出し、整理して取り纏めたものをパワーポイ
ントに取りまとめてプレゼンテーションできる能力を身に着けます。
・本質的な問題点が何なのかを深く掘り下げて考え、それを解決する具体的な方策を考えて「卒業研究」の課題
の決定と研究企画を行います。
・専門書や英文資料の講読を介して英語を活用できる実践力を伸ばします。
これらの受講課題を習熟して人間の健康におよぼす様々な要因について理解し考察することで、健康に暮らして
くために欠かせない基盤的知識とスキルを身につけます。
到達目標
（１）食品ビジネスについて理解を深め、食品に関わるビジネスが人間の健康におよぼす影響について科学的に
説明できるようになり、卒業研究の方向性を自ら決められます。
（２）食品ビジネスに関わる卒業研究の課題を策定し、文献検索をすすめることで、その研究の学術的意義ある
いは社会的意義について具体的に説明できるようになります。
（３）健康に暮らし続けるために欠かすことができない様々な食品ビジネスに関わる多様なスキルを身につけ、
食品と健康のかかわりについて具体的に的確な説明ができるようになり、卒業研究の企画を自ら立てることがで
きるようになります。
（４）卒業研究を遂行できるスキル（学術書籍・学術論文・新聞・雑誌などからの情報検索、情報検索結果をパ
ワーポイントに取りまとめてプレゼンテーションできる能力、英文の専門書・論文・学術資料などを講読できる
実践力など）を身につけ、研究課題をきめることができるようになります。
授業計画
第１回 セミナーのオリエンテーション：卒業研究の課題設定と研究のすすめかたなどの概要を説明します。
第２回 論文検索（１）：卒業研究に欠かせない学術論文のオンライン検索法を説明します。
第３回 書籍検索（２）：図書館で卒業研究に欠かせない学術書籍の検索法を説明します。
第４回 学術英語：卒業研究に欠かせない学術英語について説明します。
第５回 報告会（１）：受講生が、食品の生産農場を見学した際の知見や市場・商店街や中食・外食の現場を踏
査した際の知見をパワーポイントにとりまとめて発表します。
第６回 報告会（２）：受講生が、青物市場を見学した際の知見や市場・商店街や中食・外食の現場を踏査した
際の知見をパワーポイントにとりまとめて発表します。
第７回 報告会（３）：受講生が、食品の製造工場を見学した際の知見や市場・商店街や中食・外食の現場を踏
査した際の知見をパワーポイントにとりまとめて発表します。
第８回 前半のまとめと復習
第９回 卒業研究の進捗状況報告会（１）：受講生が、各々の卒業研究の進捗状況をパワーポイントにとりまと
めて発表します。
第１０回 卒業研究の進捗状況報告会（２）：受講生が、各々の卒業研究の進捗状況をパワーポイントにとりま
とめて発表します。
第１１回 卒業研究の進捗状況報告会（３）：受講生が、各々の卒業研究の進捗状況をパワーポイントにとりま
とめて発表します。
第１２回 卒業研究の課題の決定（１）：各々の卒業生の卒業研究の課題を面談しながら作成します。
第１３回 卒業研究の課題の決定（２）：各々の卒業生の卒業研究の課題を面談しながら作成します。
第１４回 卒業研究の課題の決定（３）：各々の卒業生の卒業研究の課題を面談しながら作成します。
第１５回 後半のまとめと復習
第１６回 期末試験：レポート（卒業研究の課題決定と中間報告の概要企画書）の提出
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
この授業は講義形式でおこなうので受動的学習と食品の生産・流通・販売などの食品産業（フードビジネス）に
かかわる現場（農場・市場・食品加工工場・商店街など）を見学・踏査するアクティヴラーニングの要素を含み
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ます。事前に積極的に書籍や論文などの検索やインターネット検索などによる基礎的知識を身につけたうえで受
講したり見学・踏査することが必要です（１．５時間の事前学習）。事後に講義ノートを整理しながら復習する
こと、情報検索結果や見学・踏査の成果をパワーポイントに取りまとめて講義中に実施するプレゼンの準備、卒
業研究の課題決定、研究企画の策定などが必須です（２．５時間の事後学習）。
課題に対するフィードバックの方法
原則として授業毎に「講義をうけて新たに分かったこと」、「講義をうけて自分で考えたこと」、「質問した
かったこと」などの講義レポートを実施し、適時質問事項について説明するとともに、講義内に適時実施するプ
レゼンテーションおよび「前期まとめ」と「後期のまとめ」において実施するレポート試験、期末試験、定期試
験などを介して自己評価と復習を即します。
成績評価の方法・基準（方針）
下記のように、受講の平常点、食のビジネス現場の見学や踏査の報告、卒業研究中間報告に取り組む姿勢ならび
に卒業研究の課題の決定と研究企画の策定などを総合的に評価して成績を評価します。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

70

受講の平常点として食のビジネスに関わる適切な情報を
探し出してパワーポイントに取りまとめたプレゼンテーションな
どを評価します・４０％
食のビジネス現場の見学や踏査した後に提出する受講レ
ポートの内容を評価します・７０％

１，２，３，４

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

30

卒業研究の課題の決定と研究企画の策定および卒業研
究の中間報告に取り組む姿勢を評価します・３０％

１，２，３，４

その他

0

テキスト

「よくわかる卒論の書き方第２版」白井利明・高橋一郎・ミネルヴァ書房・ISBN：978-4-6230-65721
別途、オンラインを通じて受講に必要な資料のpdfなどを配布します。

参考書

「健康・スポーツ科学のための卒業論文の書き方」出村慎一・山次俊介・杏林書院・ISBN：978-47644-1162-3
「フードサービスの教科書」茂木信太郎・創成社・ISBN：978-4-7944-2504-1
「フードビジネスのための最新飲食業の法律問題と実務マニュアル」服部真和監修・三修社・ISBN：
978-4-3840-4688-5
上記の他に日経ＭＪ（流通新聞）や参考資料などを必要に応じて授業の中で紹介します。

履修条件・他の科目との関連 このセミナーは、講義中のノートテイキングや食のビジネスの事例報告、食品の生産農場や製造工
場の見学報告、市場・商店街や中食・外食の踏査報告、卒業研究の進捗状況報告など受講生
が積極的に活動することを重視するものですので、各自がしっかりと自分自身のノートを作成するとと
もに、テキストや参考書などを手元において予習と復習をしっかり行うことが求められます。
受講生は、学外の市町村や会社などの現場の担当者と交わりながら勉強をします。毎週１回開催
するセミナーの授業時間は「実際に行ったことの進捗状況の報告」や「計画の相談」などの時間で
す。授業がなくて空いている時間を有効に使って、研究に取り組んでください。
・状況により授業内容の一部および順番を変更する場合があります。
・授業中のプレゼンテーションは指定された授業日に必ず実施し、卒業研究の課題や企画書などは
締切期限までに必ず提出してください。プレゼンテーションをしなかった場合や提出が遅れた場合は評
価しません。

セミナーⅢａ

授業コード

13071416

授業科目名

セミナーⅢａ

授業担当教員

藤田

了

成績担当教員

藤田

了

開講年次

3年

授業種別

実務家教員による授業

演習

開講期

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
本セミナーは、自分自身が興味や関心を持った「福祉」に関連するテーマを探す。そして、事前に発表の順番を
決め、「テーマに沿った文献の収集、集めた文献をもとに報告資料の作成、報告、グループ討議」の流れを基本
とする。また、文献の購読とグループ討議を行う。
発表、討論を主とする授業である。発表に対する自主学習には積極的な姿勢が必要であり、周りと協力する協調
性が求められる授業である。
到達目標
1．調べた内容をまとめることができる。
2．プレゼンテーション力を高めることができる。
3．卒業研究のテーマを決める。
授業計画
【第1回】
【第2回】
【第3回】
【第4回】
【第5回】
【第6回】
【第7回】
【第8回】
【第9回】
【第10回】
【第11回】
【第12回】
【第13回】
【第14回】
【第15回】

オリエンテーション（セミナーⅢの授業説明と自己紹介）
年間計画作成（年間の行動計画表の作成、発表順番決めと発表方法の説明）
発表と討論①（一番興味のあること）
発表と討論②（一番興味のあること）
発表と討論③（一番興味のあること）
発表と討論④（一番興味のあること）
ＳＰＩ試験
発表と質疑応答（卒業研究で取り組みたいテーマ）
論文講読と質疑応答①（研究テーマの先行研究）
論文講読と質疑応答②（研究テーマの先行研究）
人権映画鑑賞
論文講読と質疑応答③（研究テーマの先行研究）
論文講読と質疑応答④（研究テーマの先行研究）
論文講読と質疑応答⑤（研究テーマの先行研究）
夏休みの課題について

事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
授業（１回につき２時間として計算）と事前事後のあわせて１単位あたり４５時間が必要です。
授業以外で作業することも多く、毎回につき1.5時間程度の事前学習と2.5時間程度の事後学習が必要です。わか
らないことがあれば積極的に質問をすること。
【事前】 発表の準備（研究についての情報収集や発表資料の作成など）
【事後】 議論をしたら発表したものについては修正をしておく。
課題に対するフィードバックの方法
適宜、授業中やメール、Googleclassroomなどにて個別に対応する。
成績評価の方法・基準（方針）
以下の通り、卒業研究中間報告に関する課題と授業内での評価に基づき評価する。課題を提出しなければ、「K」
評価で不合格となる。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

課題の発表（50）

1、2、3

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

0

その他

50

課題に取り組む姿勢（50）

1、2

セミナーⅢａ

テキスト

テキストを使用しない

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する

履修条件・他の科目との関連 ・やむを得ず欠席や遅刻する場合は必ず本人が担当教員に事前に連絡すること。
・30分を超過した遅刻､および30分以上の早退は欠席とする。
・3回の遅刻（早退を含む）で、1回の欠席とする。

セミナーⅢａ

授業コード

13071417

授業科目名

セミナーⅢａ

授業担当教員

高山

昌子

成績担当教員

高山

昌子

開講年次

3年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
本セミナーでは、３回生時に４回生で作成する卒業研究に向けて必要な基礎的な内容を学修します。
前期は、レクリエーション活動の企画と運営について、独自のレクリエーション活動を企画し、レクリエーショ
ンインストラクター資格課程認定校交流大会や、レクリエーション活動を実施します。
先行研究の検索方法や、資料のまとめ方などについて学修します。
到達目標
1.情報を収集してまとめることができる。
2.学術論文を読み、内容をまとめることができる。
3.プレゼンテーションができる。
4.レクリエーション活動の企画・運営を安全に実施することができる。
授業計画
【第１回目】
テーマ：オリエンテーション
内容・方法：セミナーⅢの進め方について確認をする。
【第２回目】
テーマ：セミナーの年間計画を立てる
内容・方法：セミナーの年間計画を立てる
【第３回目】
テーマ：対象者に適したレクリエーション活動１
内容・方法：企画書を作成する
【第４回目】
テーマ： 対象者に適したレクリエーション活動２
内容・方法： コンペティション１（各自発表し、活動内容の決定）
【第５回目】
テーマ：対象者に適したレクリエーション活動３
内容・方法：コンペティション２（各自発表し、活動内容の決定）
【第６回目】
テーマ：対象者に適したレクリエーション活動４
内容・方法：決定した内容について、詳細を決めていく。
【第７回目】
テーマ：対象者に適したレクリエーション活動５
内容・方法：ルール等の作成
【第８回目】
テーマ：対象者に適したレクリエーション活動６
内容・方法：大阪府レクリエーションインストラクター資格課程認定校交流大会の準備
【第９回目】
テーマ：対象者に適したレクリエーション活動７
内容・方法：大阪府レクリエーションインストラクター資格課程認定校交流大会の準備
【第10回目】
テーマ：対象者に適したレクリエーション活動８
内容・方法：大阪府レクリエーションインストラクター資格課程認定校交流大会の準備
【第11回目】対象者に適したレクリエーション活動９
テーマ：内容・方法：大阪府レクリエーションインストラクター資格課程認定校交流大会の準備
【第12回目】
テーマ：対象者に適したレクリエーション活動10
内容・方法：大阪府レクリエーションインストラクター資格課程認定校交流大会の準備
【第13回目】
テーマ：対象者に適したレクリエーション活動11
内容・方法：大阪府レクリエーションインストラクター資格課程認定校交流大会リハーサル
【第14回目】
テーマ：対象者に適したレクリエーション活動12
内容・方法：大阪府レクリエーションインストラクター資格課程認定校交流大会最終確認
【第15回目】
テーマ：対象者に適したレクリエーション活動13
内容・方法：大阪府レクリエーションインストラクター資格課程認定校交流大会まとめ
後期に向けての課題について確認する。
事前事後の学習

セミナーⅢａ

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
授業内容の復習と、授業ノートの整理を行うこと。興味ある内容について、専門書を読んでおくこと。
授業時に提示された課題について（課題の作成、発表準備のための資料整理等）、毎回1.5時間程度の事前学習お
よび2.5時間程度の事後学習が必要。
課題に対するフィードバックの方法
翌授業時に学生へ返却し、指導する。
成績評価の方法・基準（方針）
プレゼンテーション、レクリエーション活動、レポート課題を提出しなければ、不合格（Ｋ評価）とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

70

演習課題の達成度(30）、課題発表の内容(40)

1,2,3,4

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

10

レポート（10）

1,2,3,4

その他

20

グループワーク貢献度(20)

3,4

テキスト

使用しません

参考書

必要に応じて適宜配布します

履修条件・他の科目との関連 レクリエーション概論、レクリエーション演習Ⅰ、レクリエーション演習Ⅱ

セミナーⅢａ

授業コード

13071418

授業科目名

セミナーⅢａ

授業担当教員

長野

崇

成績担当教員

長野

崇

開講年次

3年

授業種別

実務家教員による授業

演習

開講期

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
スポーツパフォーマンス向上に関する文献の講読、プレゼンテーション、討論などを行い、卒業研究に取り組む
ために必要なスキルを身につけることを目的とする．
スポーツパフォーマンス向上を目指す選手への運動処方に関する知見を明らかにする．
目的や志向に沿ったトレーニング様式・強度・時間・頻度・期間・休憩時間等のプログラム変数に対して最適な
ものを選び、最大の効果を得られるように至適な組み合わせを検討する．
多くの文献で明らかになっているトレーニングプロトコル（手順）に従い、自身や仲間を被検者とし、トレーニ
ングを行い測定評価を行うことで、その運動処方がパフォーマンスにどのような影響を与えたのかを理解する．
到達目標
1．卒業研究中間発表の準備を行うことができる
2．文献に表出する専門用語を深く掘り下げ調べることができる
3．基本的な統計学の知識を有する
授業計画
第1回；ガイダンス 授業の内容・進め方・評価方法の概説
第2回；グループディスカッション
スポーツパフォーマンス規定要因である内的要因（運動・精神・健康領域の三領域）
第3回；文献調査
第4回；卒業研究で取り組みたいテーマに関するディベイト
第5回；卒業研究で取り組みたいテーマに関するディベイト
第6回；卒業研究で取り組みたいテーマに関するディベイト
第7回；卒業研究で取り組みたいテーマに関するディベイト
第8回；SPI試験
第9回；卒業研究で取り組みたいテーマに関するディベイト
第10回；卒業研究で取り組みたいテーマに関するディベイト
第11回；人権映画会
第12回；卒業研究で取り組みたいテーマに関するディベイト
第13回；卒業研究で取り組みたいテーマに関するディベイト
第14回；卒業研究で取り組みたいテーマに関するディベイト
第15回；総括
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
授業（１回につき２時間として計算）と事前事後のあわせて１単位あたり４５時間が必要です。
授業で学んだ内容を自身の言葉でサマライズすることができる
統計学における予習・復習
課題に対するフィードバックの方法
Google Class Roomを通じて適宜（得点・コメント）フィードバックする．
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判断のうえ、60点以上を合格とし所定の単位を認定する．
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

80

文献調査を行い、文献中の専門用語を深く掘り下げ調べ
ることができる能力
統計学的有意差に関する理解度

1，2，3

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

0

その他

20

卒業研究中間報告対する取り組む姿勢

1，2，3
セミナーⅢａ

テキスト

適宜授業中に指示する

参考書

適宜授業中に指示する

履修条件・他の科目との関連 遅刻は3回で欠席1回とみなす．
20分以上の遅刻は欠席．
課題などの未提出および授業の欠席4回以上は評価の対象外．

セミナーⅢａ

授業コード

13071419

授業科目名

セミナーⅢａ

授業担当教員

西岡

ゆかり

成績担当教員

西岡

ゆかり

開講年次

3年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
本科目では,スポーツ栄養・高齢者の運動指導・防災を主テーマに,講義・学外での実習やボランティアを通して,
来年度の卒業研究に必要となる知識・技術の習得や文献検索方法について学びます。また,卒業研究で必要となる
実験器具や測定機器の操作を習得する事を目指します。
到達目標
1．トレーニングと栄養補給の関係について,理解を深め説明できる
2．自然災害の種類について理解を深め,各種の災害の説明ができる
3．防災・減災に関する知識と技術を身につけ,他者に指導することができる
4．高齢者に対する体力測定・体組成測定ができる
授業計画
第１回】
高齢者およびスポーツ選手の食事について学ぶ
【第２回】
筋肉作りと筋肉作り・栄養摂取の関係について学ぶ
【第３回】
トレーニング効率を高めるための栄養補給について学ぶ
【第４回】
身体組成とエネルギー代謝（身体の構成要素と,エネルギー代謝の種類について）について学ぶ
【第５回】
高齢者の生理機能について学ぶと共に,フレイル・サルコペニアについて学ぶ
【第６回】
高齢者の運動指導に関する基礎知識と指導方法を学び,地域で開催されている運動教室を体験する
【第７回】
高齢者やスポーツ選手の熱中症予防のための水分補給について学ぶ
【第９回】
形態計測,骨密度測定方法を習得すると共に,各自の体組成・骨密度を測定し現状の分析を行う
【第１０回】
体力測定方法（新体力測定,レク式体力測定）を学び,現場で実際に測定が出来るようになる
【第１１回】
我が国における自然災害の種類と,災害の原因と被害状況について学ぶ
【第１２回】
自然災害の種類,発生機序について学ぶ
【第１３回】
自然災害の減災・防災について学び,被害を軽減するための方策を検討する
【第１４回】
文献検索方法を学ぶとともに,卒業研究で必要となる文献の収集を行う
【第１５回】
収集した文献をまとめ発表を行う
事前事後の学習
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
授業（１回につき２時間として計算）と事前事後のあわせて１単位あたり４５時間が必要です。
１．授業1回あたり,あわせて４時間の事前事後学習を行うこと（授業15回で60時間）
２．授業内容の理解を進めるために,スポーツと栄養・自然災害・高齢者に関する新聞記事やニュースに目を通し
ておくこと
３．内容に関する質問や疑問は,次回授業時やGoogle ClassroomやOIUメールを利用して,積極的に行うこと
課題に対するフィードバックの方法
提出された課題やレポートは,内容を確認後,次回授業内やGoogle Classroom,OIUメールを用いてフィードバック
を行う
成績評価の方法・基準（方針）
１．以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点以 上を合格とし、所定の単位を認定する
２．正当な理由無く5回以上欠席した場合は,評価の対象とせず「K」評価とする。
３．学外での活動の参加状況を評価対象に加える
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成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

60

授業への参加状況,レポート（2回）提出・発表（2回）

1,2,3,4

授業外での評価

20

学外活動の参加状況と参加報告書

3,4

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

レポート試験

1,2,3,4

その他

0

テキスト

特に使用しません。必要に応じ適宜資料配布を行います。

参考書

授業内で適宜紹介します。

履修条件・他の科目との関連 本科目は講義形式で行うだけでなく,実際に学外に出かけて活動現場を体験するアクティブラーニン
グ形式を併せ持っています。特に防災関係は現場体験が重要ですので積極的に現場にも出かけま
す。また,現場ではコミュニケーション能力が必要となるため,学んだことをパワーポイントなどにまとめて発
表するなどの自主的学習の実践を求めます。そのため,授業時間以外にも時間を要します。
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授業コード

13071511

授業科目名

セミナーⅢｂ

授業担当教員

喜多野

宣子

成績担当教員

喜多野

宣子

開講年次

3年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
本セミナーは、前期では専門書、雑誌、新聞、インターネット等から自分自身が関心・興味を持った「食・料
理・食文化」に関する事柄を探し出すことから始まります。次に、それをテーマとした研究をどのようにして進
めていくかについての討論を行います。討論の内容は、なぜそのテーマに関心を持ったのか、そしてどのような
方法を用いてその研究を進めていくのかなどで、例えば文献研究、アンケート調査の実施、実験計画などの研究
方法について話し合い、研究計画を立てます。後期では夏休みの研究課題を発表し、研究テーマや分析方法につ
いて再検討を行い、必要に応じてアンケートであれば予備調査、実習を行う場合は予備実習を行い、その結果を
まとめて研究レポートを提出し、セミナーIVへとつなげます。また、セミナーⅢでは、食をテーマにした学外で
の見学会や活動を学生自身が企画し、実施します。さらにセミナーで学んだことを形にし、各コンテストへ参加
することも可能です。
到達目標
１．所定の書式の卒業研究中間報告を作成できる。
授業計画
【第1回】
テーマ：卒業研究について（文献発表）
内容・方法：文献内容の発表、夏季休暇中の計画について
【第2回】
テーマ：夏季休暇中の報告
内容・方法：レポート提出、後期のスケジュールについて
【第3回】
テーマ：夏季休暇中の課題発表
内容・方法：夏季休暇中の課題について各自発表する
【第4回】
テーマ：研究計画発表
内容・方法：卒業研究テーマの見直し、後期研究計画発表
【第5回】
テーマ：アンケート調査について
内容・方法：アンケート調査の方法（各テーマに基づいた内容）
【第6回】
テーマ：アンケート調査の実施
内容・方法：アンケート調査実施
【第7回】
テーマ：アンケート調査の集計
内容・方法：アンケート調査の集計
【第8回】
テーマ：アンケート調査結果まとめ
内容・方法：アンケート調査結果をグラフにまとめる
【第9回】
テーマ：アンケート調査結果発表
内容・方法：アンケート調査結果発表
【第10回】
テーマ：官能検査実験の理論
内容・方法：官能検査の理論
【第11回】
テーマ：官能検査の実施準備
内容・方法：実験計画の立て方、予備実験、実習・実験
【第12回】
テーマ：官能検査実験
内容・方法：官能検査実験の実施
【第13回】
テーマ：官能検査結果のまとめ
内容・方法：実験結果をまとめる
【第14回】
テーマ：レポート作成
内容・方法：アンケート、官能検査実験についてレポートをまとめる。
【第15回】
テーマ：進路（就職、進学等）の相談
内容・方法：進路の相談（個別）
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事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
毎回につき 1.5 時間ほどの事前学習および 2.5 時間ほどの事後学習が必要である。
【第1回】
①事前学修課題：夏季休暇中の研究活動についての報告レポートをまとめる
②事後学修課題：今後の研究計画を立てる。夏季休暇中の課題の発表準備
【第2回】
①事前学修課題：課題発表の準備（PPT作成）
②事後学修課題：特になし
【第3回】
①事前学修課題：研究テーマ等について見直す
②事後学修課題：研究テーマを再度検討する。
【第4回】
①事前学修課題：アンケートの内容を考える
②事後学修課題：アンケート調査に関する復習
【第5回】
①事前学修課題：アンケートを仕上げる
②事後学修課題：アンケート調査用紙の整理
【第6回】
①事前学修課題：エクセルの復習
②事後学修課題：アンケート調査の集計結果をまとめる
【第7回】
①事前学修課題：エクセル図形の作成復習
②事後学修課題：アンケートの調査結果をもとに結果考察をまとめる。
【第8回】
①事前学修課題：アンケート調査結果について発表原稿をまとめる。
②事後学修課題：特になし
【第9回】
①事前学修課題：特になし
②事後学修課題：資料を読み、復習する。
【第10回】
①事前学修課題：官能検査の方法について調べる
②事後学修課題：特になし
【第11回】
①事前学修課題：実施する官能検査の手順を確認する
②事後学修課題：官能検査の結果をまとめる
【第12回】
①事前学修課題：官能検査の結果を整理する
②事後学修課題：官能検査実験の結果、考察をまとめる
【第13回】
①事前学修課題：実験などの結果をまとめる。
②事後学修課題：特になし
【第14回】
①事前学修課題：進路について考える。
②事後学修課題：得た情報をもとに行動する。
【第15回】
①事前学修課題：具体的な活動計画を立てる
②事後学修課題：エントリーシートの作成等、行動する。
課題に対するフィードバックの方法
セミナー時に適宜フィードバックを行う
成績評価の方法・基準（方針）
受講態度40％、発表等活動状況30％、最終報告レポート30％の総合評価とする。
20分以上の遅刻は欠席とみなします。遅刻3回で1回の欠席とします。
卒業研究中間報告を提出しなければ、不合格（Ｋ評価）とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

卒業研究に取り組む態度（20）
進捗状況確認のためのレポート提出（30）

1

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

30

卒業研究中間報告（30）

1

その他

20

卒業研究中間報告に取り組む姿勢（20）

1
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テキスト

プリントを配布する

参考書

「食生活デザイン」川端晶子他共著 家政教育社 2000円

履修条件・他の科目との関連 ◎5回以上担当教員への連絡なしに欠席し、欠席時の課題を5回以上未提出の学生（公欠を除
く）は、単位を取得することができない。
◎就職ガイダンス、学校行事等にも積極的に参加すること。
◎無断欠席、遅刻、他の受講生に対し迷惑となる行為を繰り返した場合は単位を認定しない。
◎欠席した場合は、課題等のプリントを研究室に取りに来ること。また、課題は次週のセミナー時に
提出すること。
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授業コード

13071512

授業科目名

セミナーⅢｂ

授業担当教員

後和

美朝

成績担当教員

後和

美朝

開講年次

3年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
セミナーⅢｂでは、セミナーⅢａで検討した卒業研究に向けたテーマについて、どのような方法を用いてその研
究を進めていくのか、例えば文献研究、アンケート調査の実施、実験計画などの研究方法や分析方法について議
論し、最終的に卒業研究中間報告書を作成します。必要に応じてアンケートであれば予備調査、実験を行う場合
は予備実験を行い、その結果とセミナーIVａ、IVｂで実施する研究内容について、卒業研究中間報告書として提
出します。
到達目標
1．卒業研究中間報告を行うことができる
2．資料の収集方法、分析方法を身につける
3．プレゼンテーション方法を身につける
授業計画
【第1回】卒業研究テーマの検討1
【第2回】卒業研究テーマの検討2
【第3回】卒業研究テーマの検討3
【第4回】卒業研究の研究計画の検討1
【第5回】卒業研究の研究計画の検討2
【第6回】卒業研究の研究計画の検討3
【第7回】卒業研究の予備実験・調査の実施1
【第8回】卒業研究の予備実験・調査の実施2
【第9回】卒業研究の予備実験・調査の実施3
【第10回】卒業研究の予備実験・調査結果の分析1
【第11回】卒業研究の予備実験・調査結果の分析2
【第12回】卒業研究の予備実験・調査結果の分析3
【第13回】卒業研究中間報告の検討1
【第14回】卒業研究中間報告の検討2
【第15回】卒業研究中間報告の検討3
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
第1回
【事前】セミナーⅢaで提出した「研究計画書」を熟考する1.5時間
【事後】「研究計画書」をもとに卒業研究テーマを修正する2.5時間
第2回
【事前】修正した卒業研究テーマを熟考する1.5時間
【事後】卒業研究テーマを再検討する2.5時間
第3回
【事前】修正した卒業研究テーマを熟考する1.5時間
【事後】卒業研究テーマを再検討する2.5時間
第4回
【事前】修正した卒業研究テーマを熟考する1.5時間
【事後】修正した卒業研究テーマから研究計画を修正する2.5時間
第5回
【事前】研究計画を検討する1.5時間
【事後】研究計画を修正する2.5時間
第6回
【事前】研究計画を検討する1.5時間
【事後】研究計画を修正する2.5時間
第7回
【事前】研究計画に基づいた予備実験・調査内容を検討する1.5時間
【事後】研究計画に基づいた予備実験・調査内容を修正する2.5時間
第8回
【事前】研究計画に基づいた予備実験・調査内容を検討する1.5時間
【事後】研究計画に基づいた予備実験・調査内容を再修正する2.5時間
第9回
【事前】研究計画に基づいた予備実験・調査内容を検討する1.5時間
【事後】研究計画に基づいた予備実験・調査内容を再修正する2.5時間
第10回
セミナーⅢｂ

【事前】研究計画に基づいた予備実験・調査を行う1.5時間
【事後】研究計画に基づいた予備実験・調査を集計する2.5時間
第11回
【事前】研究計画に基づいた予備実験・調査結果を検討する1.5時間
【事後】研究計画に基づいた予備実験・調査結果をまとめる2.5時間
第12回
【事前】まとめた予備実験・調査結果を検討する1.5時間
【事後】まとめた予備実験・調査結果を再検討する2.5時間
第13回
【事前】まとめた予備実験・調査結果から卒業研究中間報告を検討する1.5時間
【事後】卒業研究中間報告をまとめる2.5時間
第14回
【事前】まとめた卒業研究中間報告を再検討する1.5時間
【事後】卒業研究中間報告を修正する2.5時間
第15回
【事前】まとめた卒業研究中間報告を再検討する1.5時間
【事後】卒業研究中間報告をまとめる2.5時間
課題に対するフィードバックの方法
課題や卒業研究中間報告の評価は希望者に開示します。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、授業で課される課題・レポートと卒業研究中間報告に基づき評価します。
また、研究計画書が未提出の場合、 評価の対象とせず、「 K 」評価とします。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

授業で課される課題・レポート（50%）

2、3

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

50

卒業研究中間報告（50%）

1

その他

0

テキスト

テキストは使用しません。

参考書

参考書 必要に応じて授業の中で紹介します。

履修条件・他の科目との関連 セミナー時間内では不十分なので、時間外でもできるだけ研究室に来室し、研究の進捗状況につい
て報告してください。
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授業コード

13071513

授業科目名

セミナーⅢｂ

授業担当教員

竹端

佑介

成績担当教員

竹端

佑介

開講年次

3年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
セミナーⅢは卒業研究を行うための基礎固めとなる大事な授業である。本セミナーⅢa、Ⅲbでは、人間の心や行
動について心理学を中心とした学問を共に学ぶ。
セミナーⅢbでは、セミナーⅢaで学んだこと（「見つける」、「調べる」、「まとめる」、「発表する」）を活
かし、卒業研究に向けての具体的に準備を進めていく。すなわち、卒業研究としてどのような研究を行うか具体
化し、各自テーマを絞り込むことを目的とする。
到達目標
1．研究論文を読むことができる。
2．研究論文を要約することできる。
3．様々なテーマについて、自身の考えを論理的に述べることができる。
4．所定の書式の卒業研究中間報告を作成できる。
授業計画
【第 1 回】 後期行動計画作成①：具体的な行動計画書を作成する
【第 2回】 グループワーク①：行動観察（主観と客観について考える）
【第 3 回】 グループワーク②：データを収集する
【第 4 回】 データのまとめ方、分析の方法①：収集したデータの分析する方法を考える
【第 5 回】 データのまとめ方、分析の方法②：データの「バラつき」について考える
【第 6 回】 卒業研究テーマの選定①：前期第11～14回で構想してきた自身の研究テーマについて具体化してい
く
【第 7 回】 卒業研究テーマの選定②：文献レビュー
【第 8 回】 卒業研究テーマの選定③：テーマについての発表
【第 9 回】 卒業研究テーマの選定④：テーマについての発表
【第10回】 卒業研究：具体的方法論の構想①：文献研究、調査、実験について考える
【第11回】 卒業研究：具体的方法論の構想②：予備調査、実験の準備
【第12回】 卒業研究中間報告書作成①：研究論文の書き方について
【第13回】 卒業研究中間報告書作成②：先行研究、方法のまとめ方について
【第14回】 調査、実験の実施
【第15回】 調査、実験を実施しての報告、およびまとめ
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
第1回
【事前】授業のシラバスを熟読し、授業構成を理解する 卒業研究中間報告書を作成するにあたって、自身の実
際の行動スケジュールを組む
1.0時間
【事後】立てた行動計画書を再度見直し、加筆修正する 1.0時間
第2回
【事前】「観察」とは何かを自分なりに調べ、ノートに加筆する 1.5時間
【事後】研究における客観性について、自分のことばでまとめる 2.5時間
第3回
【事前】「データ」とは何か自分なりに調べ、ノートに加筆する 1.5時間
【事後】データを「解析する」とはどういうことか自分なりに調べ、ノートに加筆する 2.5時間
第4回
【事前】データをどのように収集できるか自分なりに考え、ノートに加筆する 1.5時間
【事後】得られたデータをグラフ化する（エクセルを使用することが求められる） 2.5時間
第5回
【事前】データの「バラつき」とは何か自分なりに調べ、ノートに加筆する 1.5時間
【事後】様々なデータ例から平均値と標準偏差の計算の練習をする 2.5時間
第6回
【事前】研究テーマをより具体的にしておく 1.5時間
【事後】テーマを絞るために、文献検索し、まとめる 2.5時間
第7回
【事前】文献検索し、まとめておく 1.5時間
【事後】さらに得られた文献をまとめる 2.5時間
第8回
【事前】研究テーマをより明確化させ、パワーポイントを作成する 1.5時間
【事後】指摘を受けたことについて考え、文献検索や研究方法について考え、まとめる 2.5時間
第9回
セミナーⅢｂ

【事前】文献検索し、まとめおく 1.5時間
【事後】文献検索や研究方法について考え、まとめる 3.5時間
第10回
【事前】研究を実施するために、どのような「方法」があるのか自分なりに調べ、まとめる 1.5時間
【事後】自身の研究における「方法」を考え、まとめておく 2.5時間
第11回
【事前】予備調査、予備実験とは何か自分なりに調べ、ノートに加筆する 1.5時間
【事後】自身の予備調査あるいは予備実験を行うための準備をする 2.5時間
第12回
【事前】研究論文の構成について自分なりに調べ、ノートに加筆する 1.5時間
【事後】自身の研究に必要な文献の整理をする
2.5時間
第13回
【事前】先行研究とはどのようことであり、自身の研究に必要な文献をどう活用できるか考え、自分なりにまと
めておく 1.5時間
【事後】「はじめに」および「研究目的」、「方法」について執筆する 2.5時間
第14回
【事前】予備実験あるいは予備調査を実施するための準備をしておく 1.5時間
【事後】予備調査あるいは予備実験から得られたデータの整理をする 2.5時間
第15回
【事前】予備実験あるいは予備調査を実施するための準備をしておく 1.5時間
【事後】予備調査あるいは予備実験から得られたデータの整理をする 3.5時間
課題に対するフィードバックの方法
実施した課題のフィードバックについては翌週以降の授業あるいは、Google Classroomにて解説や提示をする。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、授業課題、発表、定期試験に代わるレポート等、その他の評価結果に基づき総合的に評価す
る。
なお、「卒業研究中間報告」がない場合は評価対象外となり、「K」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

授業内に提示する課題（20）
発表（30）

1,2,3

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

30

卒業研究中間報告

4

その他

20

卒業研究中間報告に取り組む姿勢

4

テキスト

テキストは使用しない。

参考書

松井 豊著：心理学論文の書き方,河出書房新社,978-4309245225 価格：1870円

履修条件・他の科目との関連 なし
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授業コード

13071514

授業科目名

セミナーⅢｂ

授業担当教員

山口

直範

成績担当教員

山口

直範

開講年次

3年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
自分の興味のあることに対して、素朴な疑問や関心を持ち、学際的な研究に邁進する。
各自の研究テーマにそって研究計画を練り、実践し、卒業研究として要旨をまとめ研究発表会で報告する。
到達目標
１．人間の行動を科学的にとらえて論理的に記述することができる。
２．統計解析を通じて得られた結果を読み解き、考察を加えることができる。
３．先行研究を用いて自分の研究の科学性を説明できる。
授業計画
【第1回】
テーマ：卒業研究に向けて
内容・方法：自分の卒業研究における質問紙調査・実験・社会調査・事例研究の実施報告。
【第2回】
テーマ：卒業研究に向けて
内容・方法：夏休み中の進捗状況の報告
【第3回】
テーマ：卒業研究に向けて
内容・方法：卒業研究の論文指導・校正
【第4回】
テーマ：卒業研究に向けて
内容・方法：卒業研究の論文指導・校正
【第5回】
テーマ：卒業研究に向けて
内容・方法：卒業研究の論文指導・校正
【第6回】
テーマ：卒業研究に向けて
内容・方法：卒業研究の論文指導・校正
【第7回】
テーマ：卒業研究に向けて
内容・方法：卒業研究の論文指導・校正
【第8回】
テーマ：卒業研究に向けて
内容・方法：卒業研究の論文指導・校正
【第9回】
テーマ：卒業研究に向けて
内容・方法：卒業研究の論文指導・校正
【第10回】
テーマ：卒業研究に向けて
内容・方法：卒業研究の論文指導・校正
【第11回】
テーマ：卒業研発表に向けて
内容・方法：卒業研究の論集用原稿の作成指導
【第12回】
テーマ：卒業発表に向けて
内容・方法：卒業研究の論集用原稿の作成指導
【第13回】
テーマ：卒業発表に向けて
内容・方法：パワーポイントを使用したプレゼンテーション練習・指導
【第14回】
テーマ：卒業発表に向けて
内容・方法：パワーポイントを使用したプレゼンテーション練習・指導
【第15回】
テーマ：卒業発表に向けて
内容・方法：パワーポイントを使用したプレゼンテーション練習・指導
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
【第1回】
セミナーⅢｂ

①事前学修課題：自分の卒業研究に関する社会の動きや出来事について常に関心を持ち、調べておく。
②事後学修課題：学んだ内容を振り返り、卒業研究の論文作成に役立てる知識として理解を深めておくこと。
【第2回】
①事前学修課題：自分の卒業研究に関する社会の動きや出来事について常に関心を持ち、調べておく。
②事後学修課題：学んだ内容を振り返り、卒業研究の論文作成に役立てる知識として理解を深めておくこと。
【第3回】
①事前学修課題：自分の卒業研究に関する社会の動きや出来事について常に関心を持ち、調べておく。
②事後学修課題：学んだ内容を振り返り、卒業研究の論文作成に役立てる知識として理解を深めておくこと。
【第4回】
①事前学修課題：自分の卒業研究に関する社会の動きや出来事について常に関心を持ち、調べておく。
②事後学修課題：学んだ内容を振り返り、卒業研究の論文作成に役立てる知識として理解を深めておくこと。
【第5回】
①事前学修課題：自分の卒業研究に関する社会の動きや出来事について常に関心を持ち、調べておく。
②事後学修課題：学んだ内容を振り返り、卒業研究の論文作成に役立てる知識として理解を深めておくこと。
【第6回】
①事前学修課題：自分の卒業研究に関する社会の動きや出来事について常に関心を持ち、調べておく。
②事後学修課題：学んだ内容を振り返り、卒業研究の論文作成に役立てる知識として理解を深めておくこと。
【第7回】
①事前学修課題：自分の卒業研究に関する社会の動きや出来事について常に関心を持ち、調べておく。
②事後学修課題：学んだ内容を振り返り、卒業研究の論文作成に役立てる知識として理解を深めておくこと。
【第8回】
①事前学修課題：自分の卒業研究に関する社会の動きや出来事について常に関心を持ち、調べておく。
②事後学修課題：学んだ内容を振り返り、卒業研究の論文作成に役立てる知識として理解を深めておくこと。
【第9回】
①事前学修課題：自分の卒業研究に関する社会の動きや出来事について常に関心を持ち、調べておく。
②事後学修課題：学んだ内容を振り返り、卒業研究の論文作成に役立てる知識として理解を深めておくこと。
【第10回】
①事前学修課題：自分の卒業研究に関する社会の動きや出来事について常に関心を持ち、調べておく。
②事後学修課題：学んだ内容を振り返り、卒業研究の論文作成に役立てる知識として理解を深めておくこと。
【第11回】
①事前学修課題：自分の卒業研究に関する社会の動きや出来事について常に関心を持ち、調べておく。
②事後学修課題：学んだ内容を振り返り、卒業研究の論文作成に役立てる知識として理解を深めておくこと。
【第12回】
①事前学修課題：自分の卒業研究に関する社会の動きや出来事について常に関心を持ち、調べておく。
②事後学修課題：学んだ内容を振り返り、卒業研究発表会に役立てる知識として理解を深めておくこと。
【第13回】
①事前学修課題：自分の卒業研究に関する社会の動きや出来事について常に関心を持ち、調べておく。
②事後学修課題：学んだ内容を振り返り、卒業研究発表会に役立てる知識として理解を深めておくこと。
【第14回】
①事前学修課題：自分の卒業研究に関する社会の動きや出来事について常に関心を持ち、調べておく。
②事後学修課題：学んだ内容を振り返り、卒業研究発表会に役立てる知識として理解を深めておくこと。
【第15回】
①事前学修課題：パワーポイントの資料を十分に把握しておく。
②事後学修課題：卒業研究の経験を今後の人生に役立てられるように理解を深めておくこと。
課題に対するフィードバックの方法
毎回のゼミを通じて個別に対応する。
成績評価の方法・基準（方針）
以下の2つから総合的に評価する。
・授業発表や目標設定の内容や取り組み方
・レポート：内容は、卒業研究発表会の要旨を含む
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

授業発表や目標設定の内容や取り組み方(50)

1,2,3

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

50

卒業研究発表会の要旨を含む（50）

1.2.3

その他

0

テキスト

適宜プリントを配布する

参考書

特に指定しない。

履修条件・他の科目との関連 特になし。
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授業コード

13071515

授業科目名

セミナーⅢｂ

授業担当教員

眞鍋

昇

成績担当教員

眞鍋

昇

開講年次

3年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
本セミナーは、これまでにセミナーＩａ、セミナーＩｂ、セミナーＩＩａ、セミナーＩＩｂ、セミナーＩＩＩａ
で養ってきた自ら学習して向上させていこうとする力（自己学習力）をいっそう高めて、３年生と４年生との２
年間で行う「卒業研究」に必要な経験・知識・技術などを身につけながら、「卒業研究」の課題を自ら決め、文
献検索などを行いながら具体的な研究計画を自ら立てることを主眼としています。
（１）食品の生産・流通・販売などの食品産業（フードビジネス）にかかわる現場（農場・市場・食品加工工
場・商店街など）を見学・踏査して、食に関わるビジネスとはなになのか具体的かつ積極的に体験して理解しま
す。
（２）農村部や都市部などの地域の活性化（地域創生）や地域の健康増進などに食のビジネスがどのように貢献
できるのか具体的事例をあげながら考察します。
（３）研究のために必要な基盤的知識、文献検索法などの研究技術を身につけます。
・学術書籍・学術論文・新聞・雑誌などから適切な情報を自ら探し出し、整理して取り纏めたものをパワーポイ
ントに取りまとめてプレゼンテーションできる能力を身に着けます。
・本質的な問題点が何なのかを深く掘り下げて考え、それを解決する具体的な方策を考えて「卒業研究」の課題
の決定と研究企画を行います。
・専門書や英文資料の講読を介して英語を活用できる実践力を伸ばします。
これらの受講課題を習熟して人間の健康におよぼす様々な要因について理解し考察することで、健康に暮らして
くために欠かせない基盤的知識とスキルを身につけます。
到達目標
（１）食品ビジネスについて理解を深め、食品に関わるビジネスが人間の健康におよぼす影響について科学的に
説明できるようになり、卒業研究の方向性を自ら決められます。
（２）食品ビジネスに関わる卒業研究の課題を策定し、文献検索をすすめることで、その研究の学術的意義ある
いは社会的意義について具体的に説明できるようになります。
（３）健康に暮らし続けるために欠かすことができない様々な食品ビジネスに関わる多様なスキルを身につけ、
食品と健康のかかわりについて具体的に的確な説明ができるようになり、卒業研究の企画を自ら立てることがで
きるようになります。
（４）卒業研究を遂行できるスキル（学術書籍・学術論文・新聞・雑誌などからの情報検索、情報検索結果をパ
ワーポイントに取りまとめてプレゼンテーションできる能力、英文の専門書・論文・学術資料などを講読できる
実践力など）を身につけ、卒業研究中間報告を作成して提出できるようになります。
授業計画
第１回 論文検索（１）：卒業研究に欠かせない学術論文のオンライン検索法を説明します。
第２回 論文検索（２）：卒業研究に欠かせない学術論文のオンライン検索法を説明します。
第３回 書籍検索：図書館で卒業研究に欠かせない学術書籍の検索法を説明します。
第４回 学術英語：卒業研究に欠かせない学術英語について説明します。
第５回 報告会（１）：受講生が、食品の生産農場を見学した際の知見や市場・商店街や中食・外食の現場を踏
査した際の知見をパワーポイントにとりまとめて発表します。
第６回 報告会（２）：受講生が、青物市場を見学した際の知見や市場・商店街や中食・外食の現場を踏査した
際の知見をパワーポイントにとりまとめて発表します。
第７回 報告会（３）：受講生が、食品の製造工場を見学した際の知見や市場・商店街や中食・外食の現場を踏
査した際の知見をパワーポイントにとりまとめて発表します。
第８回 前半のまとめと復習
第９回 卒業研究の進捗状況報告会（１）：受講生が、各々の卒業研究の進捗状況をパワーポイントにとりまと
めて発表します。
第１０回 卒業研究の進捗状況報告会（２）：受講生が、各々の卒業研究の進捗状況をパワーポイントにとりま
とめて発表します。
第１１回 卒業研究の進捗状況報告会（３）：受講生が、各々の卒業研究の進捗状況をパワーポイントにとりま
とめて発表します。
第１２回 卒業研究の課題の決定（１）：各々の卒業生の卒業研究の中間報告を面談しながら作成します。
第１３回 卒業研究の課題の決定（２）：各々の卒業生の卒業研究の中間報告を面談しながら作成します。
第１４回 卒業研究の課題の決定（３）：各々の卒業生の卒業研究の中間報告を面談しながら作成します。
第１５回 卒業研究の中間報告の作成および後半のまとめと復習
第１６回 期末試験：卒業研究の中間報告の提出
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
この授業は講義形式でおこなうので受動的学習と食品の生産・流通・販売などの食品産業（フードビジネス）に
かかわる現場（農場・市場・食品加工工場・商店街など）を見学・踏査するアクティヴラーニングの要素を含み
セミナーⅢｂ

ます。事前に積極的に書籍や論文などの検索やインターネット検索などによる基礎的知識を身につけたうえで受
講したり見学・踏査することが必要です（１．５時間の事前学習）。事後に講義ノートを整理しながら復習する
こと、情報検索結果や見学・踏査の成果をパワーポイントに取りまとめて講義中に実施するプレゼンの準備、卒
業研究の課題決定、研究企画の策定などが必須です（２．５時間の事後学習）。
課題に対するフィードバックの方法
原則として授業毎に「講義をうけて新たに分かったこと」、「講義をうけて自分で考えたこと」、「質問した
かったこと」などの講義レポートを実施し、適時質問事項について説明するとともに、講義内に適時実施するプ
レゼンテーションおよび「前期まとめ」と「後期のまとめ」において実施するレポート試験、期末試験などを介
して自己評価と復習を即します。
成績評価の方法・基準（方針）
下記のように、受講の平常点、食のビジネス現場の見学や踏査の報告、卒業研究中間報告に取り組む姿勢ならび
に卒業研究の課題の決定と研究企画の策定などを総合的に評価し成績を評価します。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

70

受講の平常点として食のビジネスに関わる適切な情報を
探し出してパワーポイントに取りまとめたプレゼンテーションな
どを評価します・４０％
食のビジネス現場の見学や踏査した後に提出する受講レ
ポートの内容を評価します・７０％

１，２，３，４

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

30

卒業研究の課題決定・研究企画策定して卒業研究中
間報告を作成して提出すること、ならびに卒業研究に取り
組む姿勢を評価します・３０％

１，２，３，４

その他

0

テキスト

「よくわかる卒論の書き方第２版」白井利明・高橋一郎・ミネルヴァ書房・ISBN：978-4-6230-65721
別途、オンラインを通じて受講に必要な資料のpdfなどを配布します。

参考書

「健康・スポーツ科学のための卒業論文の書き方」出村慎一・山次俊介・杏林書院・ISBN：978-47644-1162-3
「フードサービスの教科書」茂木信太郎・創成社・ISBN：978-4-7944-2504-1
「フードビジネスのための最新飲食業の法律問題と実務マニュアル」服部真和監修・三修社・ISBN：
978-4-3840-4688-5
上記の他に日経ＭＪ（流通新聞）や参考資料などを必要に応じて授業の中で紹介します。

履修条件・他の科目との関連 このセミナーは、講義中のノートテイキングや食のビジネスの事例報告、食品の生産農場や製造工
場の見学報告、市場・商店街や中食・外食の踏査報告、卒業研究の進捗状況報告など受講生
が積極的に活動することを重視するものですので、各自がしっかりと自分自身のノートを作成するとと
もに、テキストや参考書などを手元において予習と復習をしっかり行うことが求められます。
受講生は、学外の市町村や会社などの現場の担当者と交わりながら勉強をします。毎週１回開催
するセミナーの授業時間は「実際に行ったことの進捗状況の報告」や「計画の相談」などの時間で
す。授業がなくて空いている時間を有効に使って、研究に取り組んでください。
・状況により授業内容の一部および順番を変更する場合があります。
・授業中のプレゼンテーションは指定された授業日に必ず実施し、卒業研究の課題や企画書、卒業
研究中間報告などは締切期限までに必ず提出してください。プレゼンテーションをしなかった場合や提
出が遅れた場合は評価しません。

セミナーⅢｂ

授業コード

13071516

授業科目名

セミナーⅢｂ

授業担当教員

藤田

了

成績担当教員

藤田

了

開講年次

3年

授業種別

実務家教員による授業

演習

開講期

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
本セミナーは、卒業研究テーマを絞りグループで検討を重ねる。そして具体的にどんな方法で研究を行うのか決
めていく。アンケート調査や実験を実施する場合は、予備調査や予備実験を行い、卒業研究中間報告を作成し、
セミナーⅣへとつなげていく。
発表、討論を主とする授業である。発表に対する自主学習には積極的な姿勢が必要であり、周りと協力する協調
性が求められる授業である。
到達目標
1．所定の書式の卒業研究中間報告を作成できる。
授業計画
【第1回】
【第2回】
【第3回】
【第4回】
【第5回】
【第6回】
【第7回】
【第8回】
【第9回】
【第10回】
【第11回】
【第12回】
【第13回】
【第14回】
【第15回】

夏休みの課題発表
就職ガイダンス
卒業研究テーマの発表と質疑応答①
卒業研究テーマの発表と質疑応答②
卒業研究テーマの発表と質疑応答③
卒業研究テーマの発表と質疑応答④
卒業研究テーマの発表と質疑応答⑤
卒業研究テーマの発表と質疑応答⑥
卒業研究テーマの発表と質疑応答⑦
卒業研究テーマの発表と質疑応答⑧
研究計画書の発表と討論①
研究計画書の発表と討論②
研究計画書の発表と討論③
卒業研究中間報告完成
卒業研究中間報告発表

事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
授業（１回につき２時間として計算）と事前事後のあわせて１単位あたり４５時間が必要です。
授業以外で作業することも多く、毎回につき1.5時間程度の事前学習と2.5時間程度の事後学習が必要です。わか
らないことがあれば積極的に質問をすること。
【事前】 発表の準備（研究についての情報収集や発表資料の作成など）
【事後】 議論をしたら発表したものについては修正をしておく。
課題に対するフィードバックの方法
適宜、授業中やメール、Googleclassroomなどにて個別に対応する。
成績評価の方法・基準（方針）
以下の通り、卒業研究中間報告と授業内での評価に基づき評価する。卒業研究中間報告を提出しなければ、「K」
評価で不合格となる。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

課題の発表（50）

1

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

30

卒業研究中間報告（30）

1

その他

20

卒業研究中間報告に取り組む姿勢（20）

1

テキスト

テキストを使用しない

セミナーⅢｂ

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する

履修条件・他の科目との関連 ・やむを得ず欠席や遅刻する場合は必ず本人が担当教員に事前に連絡すること。
・30分を超過した遅刻､および30分以上の早退は欠席とする。
・3回の遅刻（早退を含む）で、1回の欠席とする。

セミナーⅢｂ

授業コード

13071517

授業科目名

セミナーⅢｂ

授業担当教員

高山

昌子

成績担当教員

高山

昌子

開講年次

3年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
学生が興味関心のあることについて、専門書・新聞・雑誌・インターネットなどを用いて資料を集め、パワーポ
イントを使用して発表します。また、データ入力の方法、分析方法、まとめ方、図表の作成方法などを学びま
す。
最終的には、研究計画書を作成し、セミナーⅣにつなげます。
到達目標
1.情報を収集してまとめることができる。
2.学術論文を読むことができる。
3.プレゼンテーションができる。
4.レクリエーション活動の企画・運営を安全に実施することができる。
5.所定の書式の卒業研究中間報告を作成できる。
授業計画
【第1回目】
テーマ：夏休みの課題報告会
内容・方法：夏休みの課題の進捗状況を報告する。
【第2回目】
テーマ： 課題の発表と評価１
内容・方法：興味関心のあることについて、専門書、新聞、雑誌、インターネットから調べて発表する。
【第3回目】
テーマ：課題の発表と評価２
内容・方法：興味関心のあることについて、専門書、新聞、雑誌、インターネットから調べて発表する。
【第4回目】
テーマ：論文抄読
内容・方法：卒業論文に関する論文紹介と論文の読み方について
【第5回目】
テーマ：論文抄読
内容・方法：卒業論文に関する論文紹介と論文の読み方について
【第6回目】
テーマ：課題の発表と評価３
内容・方法：論文を読み、まとめ、発表する
【第7回目】
テーマ：課題の発表と評価４
内容・方法：論文を読み、まとめ、発表する
【第8回目】
テーマ：課題の発表と評価5
内容・方法：論文を読み、まとめ、発表する
【第9回目】
テーマ：データの分析方法１
内容・方法：データの分析を行う
【第10回目】
テーマ：データの分析方法２
内容・方法：データの分析を行う
【第11回目】
テーマ：研究計画書の作成１
内容・方法：各自のテーマについて論文を抄読し、ディスカッションを行う
【第12回目】
テーマ：研究計画書の作成２
内容・方法：各自のテーマについて論文を抄読し、ディスカッションを行う
【第13回目】
テーマ：研究計画書の作成３
内容・方法：研究計画書の確認、相談
【第14回目】
テーマ：研究計画書の作成４
内容・方法：研究計画書の確認、相談
【第15回目】
テーマ：まとめ 卒業研究に向けてスケジュール作成
内容・方法：研究計画書の提出、卒業研究のスケジュールを立てる
事前事後の学習
セミナーⅢｂ

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
授業内容の復習と、授業ノートの整理を行うこと。興味をもったないようについて、専門書を読んでおくこと。
授業時に提示された課題について（課題の作成、発表準備のための資料整理等）、毎回1.5時間程度の事前学習お
よび2.5時間程度の事後学習が必要。
課題に対するフィードバックの方法
翌授業時に学生へ返却し、指導する。
成績評価の方法・基準（方針）
以下の通り、卒業研究中間報告と発表、レクリエーション活動、レポート課題に基づき評価する。卒業中間報告
を提出しなければ「K」評価で不合格となる。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

演習課題の達成度(30)、発表内容(20)

1,2,3

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

30

卒業研究中間報告（30）

5

その他

20

グループワーク貢献度(20)

4

テキスト

使用しません

参考書

必要に応じて適宜配布します

履修条件・他の科目との関連 ・積極的に各種行事に参加できる学生。
・セミナー学生同士が協力をして課題に取り組むようすること。
・セミナー時間内では不十分なので、時間外でもできるだけ研究室に来室し、研究の進捗状況につ
いて報告してください。
・欠席した授業時に配布された資料は、次回の出席時に受け取るようにしてください。
・状況により、演習内容が一部変更することがあります。
レクリエーション概論、レクリエーション演習Ⅰ、レクリエーション演習Ⅱ

セミナーⅢｂ

授業コード

13071518

授業科目名

セミナーⅢｂ

授業担当教員

長野

崇

成績担当教員

長野

崇

開講年次

3年

授業種別

実務家教員による授業

演習

開講期

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
スポーツパフォーマンス向上に関する文献の講読、プレゼンテーション、討論などを行い、卒業研究に取り組む
ために必要なスキルを身につけることを目的とする．
スポーツパフォーマンス向上を目指す選手への運動処方に関する知見を明らかにする．
目的や志向に沿ったトレーニング様式・強度・時間・頻度・期間・休憩時間等のプログラム変数に対して最適な
ものを選び、最大の効果を得られるように至適な組み合わせを検討する．
多くの文献で明らかになっているトレーニングプロトコル（手順）に従い、自身や仲間を被検者とし、トレーニ
ングを行い測定評価を行うことで、その運動処方がパフォーマンスにどのような影響を与えたのかを理解する．
到達目標
1．卒業研究中間報告を行うことができる
2．文献に表出する専門用語を深く掘り下げ調べることができる
授業計画
第1回；ガイダンス 授業の内容・進め方・評価方法の概説
第2回；卒業研究で取り組みたいテーマに関するディベイト
第3回；卒業研究で取り組みたいテーマに関するディベイト
第4回；卒業研究で取り組みたいテーマに関するディベイト
第5回；卒業研究で取り組みたいテーマに関するディベイト
第6回；卒業研究で取り組みたいテーマに関するディベイト
第7回；卒業研究で取り組みたいテーマに関するディベイト
第8回；卒業研究で取り組みたいテーマに関するディベイト
第9回；卒業研究で取り組みたいテーマに関するディベイト
第10回；卒業研究で取り組みたいテーマに関するディベイト
第11回；卒業研究で取り組みたいテーマに関するディベイト
第12回；卒業研究で取り組みたいテーマに関するディベイト
第13回；卒業研究で取り組みたいテーマに関するディベイト
第14回；卒業研究で取り組みたいテーマに関するディベイト
第15回；総括
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
授業（１回につき２時間として計算）と事前事後のあわせて１単位あたり４５時間が必要です。
授業で学んだ内容を自身の言葉でサマライズすることができる
統計学における予習・復習
課題に対するフィードバックの方法
Google Class Roomを通じて適宜（得点・コメント）フィードバックする．
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判断のうえ、60点以上を合格とし所定の単位を認定する．
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

文献調査を行い、文献中の専門用語を深く掘り下げ調べ
ることができる能力
統計学的有意差に関する理解度

1，2

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

30

卒業研究中間報告

1

その他

20

卒業研究中間報告に取り組む姿勢

1，2

セミナーⅢｂ

テキスト

適宜授業中に指示する

参考書

適宜授業中に指示する

履修条件・他の科目との関連 遅刻は3回で欠席1回とみなす．
20分以上の遅刻は欠席．
課題などの未提出および授業の欠席4回以上は評価の対象外．

セミナーⅢｂ

授業コード

13071519

授業科目名

セミナーⅢｂ

授業担当教員

西岡

ゆかり

成績担当教員

西岡

ゆかり

開講年次

3年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
本科目では,スポーツ栄養・高齢者の運動指導・防災・を主テーマに,講義・学外での実習やボランティアを通し
て,来年度の卒業研究に必要となる知識・技術の習得や文献検索方法について学びます。また,卒業研究の一分野
として昆虫食に関する分野についても知見を深めます。健康運動実践指導者・健康運動指導士・GFI資格取得に向
けた知識・技術の習得を目指します。授業内ではグループワーク・発表・模擬授業を行うことで,コミュニケー
ション能力や作文能力を高めます。
到達目標
1． 卒業研究に必要な文献の検索と要約の紹介をする事が出来る
2． 高齢者に対する運動指導を行う事が出来る
3． スポーツ選手・高齢者を対象とした食事指導を行うことが出来る
授業計画
【第１回】
卒業研究のテーマ設定と中間報告,卒業研究の進め方について説明します
【第２回】
FAOの報告に基づき食糧自給の今後の見通しと,昆虫食文化について学びます
【第３回】
昆虫食の現状と,栄養特性に着目し,食材としての可能性について学びます
【第４回】
高齢者やスポーツ選手の補食,防災食への昆虫利用の可能性について検討します
【第５回】
卒業研究で必要となる文献の読み方を学ぶとともに,論文の要約を行います
【第６回】
前回の授業で要約した論文を発表し,プレゼンテーション力の養成を行います
【第７回】
スポーツ選手を対象に想定した食事指導の実習を行い,指導能力の養成を行います
【第８回】
高齢者を対象に想定した食事指導の実習を行い,指導能力の養成を行います
【第９回】
高齢者に対する運動指導方法の実習を行い,指導能力の養成を行います
【第１０回】
健康状態の維持改善のための運動について,外部で行われている運動教室のサポートを行い指導能力の養成を行い
ます
【第１１回】
運動指導能力を高めるため,グループワークで実習を行います
【第１２回】
卒業研究テーマの決定と関連文献の検索を行い,卒業研究中間報告の作成準備を行います
【第１３回】
卒業研究中間報告作成に取り組みます
【第１４回】
卒業研究中間報告を完成させると共に,パワーポイントを作成しプレゼンテーションを行います
【第１５回】
授業のまとめ（授業内容全体の振り返り）をおこない,次年度に向けての取り組みについて説明します
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
授業（１回につき２時間として計算）と事前事後のあわせて１単位あたり４５時間が必要です。
１．授業1回あたり,あわせて４時間の事前事後学習を行うこと（授業15回で60時間）
２．授業内容の理解を進めるために,スポーツと栄養,高齢者,昆虫食に関する新聞記事やニュースに目を通してお
くこと
３．内容に関する質問や疑問は授業内やGoogle Classroom,OIUメールを利用して積極的に行うこと
課題に対するフィードバックの方法
提出された課題やレポートは,内容を確認後,次回の授業やGoogle Classroomを用いてフィードバックを行いま
す。

セミナーⅢｂ

成績評価の方法・基準（方針）
成績評価の方法・基準（方針）
１．以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点以 上を合格とし、所定の単位を認定する
２．正当な理由無く5回以上欠席した場合は,評価の対象とせず「K」評価とする。
３．学外での活動の参加状況を評価対象に加える
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

60

授業への参加状況,発表（2回）,卒業研究中間報告の提
出

1,2,3

授業外での評価

20

学外活動の参加状況と参加報告書

2,3

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

卒業研究中間報告（レポート試験）

1,2,3

その他

0

テキスト

特に用いません

参考書

必要に応じ適宜紹介します

履修条件・他の科目との関連 本科目は講義形式で行うだけでなく,実際に学外に出かけて活動現場を体験するアクティブラーニン
グ形式を併せ持っています。特に指導関係は現場体験が重要ですので積極的に現場にも出かけま
す。また,現場ではコミュニケーション能力が必要となるため,学んだことをパワーポイントなどにまとめて発
表するなどの自主的学習の実践を求めます。そのため,授業時間以外にも時間を要する事を心得て
おく事。

セミナーⅢｂ

授業コード

13077911

授業科目名

セミナーⅣａ

授業担当教員

喜多野

宣子

成績担当教員

喜多野

宣子

開講年次

4年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
設定したテーマについて実験あるいは調査を行い、中間発表で発表する。
到達目標
１．卒業研究中間発表を行うことができる。
授業計画
【第1回】
テーマ：セミナーⅣガイダンス
内容・方法：今年度のスケジュールについて、長期休暇中の指導について、その他個別指導（進路等含む）
【第2回】
テーマ：就職活動、進学に関する指導1
内容・方法：就職活動、進学準備の状況について相互発表
【第3回】
テーマ：研究計画作成
内容・方法：3年次の中間発表内容をもとに、4年次の研究計画を立てる。
【第4回】
テーマ：研究計画および進捗状況発表
内容・方法：文献検索等の成果を報告する。
【第5回】
テーマ：研究計画完成（個別指導）
内容・方法：研究計画について具体的な指導を受ける。
【第6回】
テーマ：各自の研究テーマに関する活動報告・相談
内容・方法：研究の進捗状況の報告、相談
【第7回】
テーマ：各自の研究テーマに関する活動報告・相談
内容・方法：研究の進捗状況の報告、相談
【第8回】
テーマ：各自の研究テーマに関する活動報告・相談。
内容・方法：研究の進捗状況の報告、相談
【第9回】
テーマ：各自の研究テーマに関する活動報告・相談
内容・方法：研究の進捗状況の報告、相談
【第10回】
テーマ：中間発表に向けて（準備）
内容・方法：研究データ整理、データのまとめ
【第11回】
テーマ：各自の研究テーマに関する結果報告・相談
内容・方法：研究の進捗状況の報告、相談
【第12回】
テーマ：各自の研究テーマに関する結果報告・相談
内容・方法：研究の進捗状況の報告、相談
【第13回】
テーマ：中間発表リハーサル
内容・方法：中間発表の原稿作成。
【第14回】
テーマ：中間発表
内容・方法：中間発表。質疑応答あり。
【第15回】
テーマ：夏期休暇中の卒業研究活動計画相談（個別指導）
内容・方法：夏季休暇中の研究計画を立てる。
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
資料探しや発表やプレゼンテーションなどが行われるため、文献を探し読みこと、さらに資料作りなどが必要と
なるため、事前事後の学習は毎回4時間以上（事前学習は1.5時間以上、事後学習は2.5時間以上）必要となる。
それ以外にも、卒業研究提出レジュメ作成及び卒業研究発表会に向けての資料作成とプレゼンテーションの練習
などに90時間以上の学習時間が必要となる。
セミナーⅣａ

課題に対するフィードバックの方法
各回セミナー時にフィードバックを行う
成績評価の方法・基準（方針）
以下の通り、卒業研究中間発表と卒業研究に取り組む姿勢や研究進捗状況に基づき評価する。卒業研究中間発表
を行なわければ「K」評価で不合格となる。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

0

授業外での評価

50

卒業研究の進捗状況レポートの作成（50）

1

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

30

卒業研究中間発表（30）

1

その他

20

卒業研究を取り組む姿勢（20）

1

テキスト

テキストなし

参考書

適宜紹介する。

履修条件・他の科目との関連 卒業研究指導は、テーマ毎に個別に行うため、定められたセミナーの時間に行なうとは限らない。その
場合は、学生と教員が相談して時間を設定する。実験や調査は、授業期間以外夏季休暇や冬期
休暇期間にも実施する。
卒研の実施においては、セミナー内でお互いに協力することを求める。
無断欠席、遅刻、他の受講生に対し迷惑となる行為を繰り返した場合は単位を認定しない。
◎欠席した場合は、課題等のプリントを研究室に取りに来ること。また、課題は次回のセミナー時に
提出すること。

セミナーⅣａ

授業コード

13077912

授業科目名

セミナーⅣａ

授業担当教員

後和

美朝

成績担当教員

後和

美朝

開講年次

4年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
セミナーⅣａは、セミナーⅢｂ作成した卒業研究中間報告をもとに、卒業研究をさらに発展させ、本調査や本実
験を行うとともに、参考文献、資料等の収集を行います。最終的には卒業研究中間報告会を行い、追加実験や追
加調査等の行うべき課題を明らかにし、セミナーⅣｂにつなげます。
到達目標
1．卒業研究中間発表を行うことができる
2．参考文献、資料を収集することができる
3．統計的手法を活用することができる
授業計画
【第1回】研究の進め方の検討
【第2回】参考文献、先行研究の収集と分析1
【第3回】参考文献、先行研究の収集と分析2
【第4回】参考文献、先行研究の収集と分析3
【第5回】調査・実験の実施1
【第6回】調査・実験の実施2
【第7回】調査・実験の実施3
【第8回】調査・実験の実施4
【第9回】研究結果の分析とまとめ1
【第10回】研究結果の分析とまとめ2
【第11回】研究結果の分析とまとめ3
【第12回】研究結果の分析とまとめ4
【第13回】研究結果の分析とまとめ5
【第14回】卒業研究中間報告会での発表
【第15回】卒業研究中間報告会のまとめ
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
第1回
【事前】セミナーⅢｂで提出した「卒業研究計報告」を熟考する1.5時間
【事後】「卒業研究計報告」をもとに卒業研究の進め方を検討する2.5時間
第2回
【事前】参考文献、先行研究の収集と分析方法を検討する1.5時間
【事後】参考文献、先行研究の収集と分析方法を検討する2.5時間
第3回
【事前】参考文献、先行研究の収集と分析方法を検討する1.5時間
【事後】参考文献、先行研究の収集と分析方法を検討する2.5時間
第4回
【事前】参考文献、先行研究の収集と分析方法を検討する1.5時間
【事後】参考文献、先行研究の収集と分析方法を検討する2.5時間
第5回
【事前】調査・実験方法を検討する1.5時間
【事後】調査・実験を実施する2.5時間
第6回
【事前】調査・実験方法を検討する1.5時間
【事後】調査・実験を実施する2.5時間
第7回
【事前】調査・実験方法を検討する1.5時間
【事後】調査・実験を実施する2.5時間
第8回
【事前】調査・実験方法を検討する1.5時間
【事後】調査・実験を実施する2.5時間
第9回
【事前】研究結果をまとめる1.5時間
【事後】研究結果を分析する2.5時間
第10回
【事前】研究結果をまとめる1.5時間
【事後】研究結果を分析する2.5時間
セミナーⅣａ

第11回
【事前】研究結果をまとめる1.5時間
【事後】研究結果を分析する2.5時間
第12回
【事前】研究結果をまとめる1.5時間
【事後】研究結果を分析する2.5時間
第13回
【事前】研究結果をまとめる1.5時間
【事後】研究結果を分析する2.5時間
第14回
【事前】卒業研究中間発表の資料を準備する1.5時間
【事後】卒業研究中間発表をまとめる2.5時間
第15回
【事前】まとめた卒業研究中間発表を熟考する1.5時間
【事後】まとめた卒業研究中間発表を熟考再検討する2.5時間
課題に対するフィードバックの方法
課題や卒業研究中間発表の評価は希望者に開示します。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、授業で課される課題・レポートと卒業研究中間発表に基づき評価します。また、卒業研究中
間発表を行わなければ、「 K 」評価で不合格とします。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

60

授業で課される課題・レポート（60%）

2、3

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

卒業研究中間発表（40%）

1

その他

0

テキスト

テキストは使用しません。

参考書

必要に応じて授業の中で紹介します。

履修条件・他の科目との関連 セミナー時間内では不十分なので、時間外でもできるだけ研究室に来室し、研究の進捗状況につい
て報告してください。

セミナーⅣａ

授業コード

13077913

授業科目名

セミナーⅣａ

授業担当教員

柴嵜

雅子

成績担当教員

柴嵜

雅子

開講年次

4年

授業種別

実務家教員による授業

演習

開講期

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
このセミナーでは、主として卒業研究に関する発表と質疑応答を行い、その合間に文献の講読と討議を実施す
る。
到達目標
①卒業研究中間発表を行うことができる。
②データをもとに適切な考察が行える。
③学術論文を正確に読解できる。
授業計画
第1回】オリエンテーション
【第2回】卒業研究に関する発表、第1ラウンド（１）
【第3回】卒業研究に関する発表、第1ラウンド（２）
【第4回】卒業研究に関する発表、第1ラウンド（３）
【第5回】卒業研究に関する発表、第2ラウンド（１）
【第6回】卒業研究に関する発表、第2ラウンド（２）
【第7回】卒業研究に関する発表、第2ラウンド（３）
【第8回】卒業研究に関する発表、第3ラウンド（１）
【第9回】卒業研究に関する発表、第3ラウンド（２）
【第10回】卒業研究に関する発表、第3ラウンド（３）
【第11回】卒業研究に関する発表、第4ラウンド（１）
【第12回】卒業研究に関する発表、第4ラウンド（２）
【第13回】卒業研究に関する発表、第4ラウンド（３）
【第14回】夏休みと後期の計画
【第15回】振り返り
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
少なくとも４回は発表することになるが、そのために文献を調べる、読んで理解する、考察する、レポートにま
とめる、スライドを作成する、といった多くの作業が必要である。発表1回につき少なくとも準備に15時間は必要
である。
課題に対するフィードバックの方法
改善すべき点やさらに調べるべき点を、セミナー中あるいはメール等で個別に指示する。
成績評価の方法・基準（方針）
以下の通り、卒業研究中間発表、文献に基づく討議により評価する。卒業研究中間発表を行わなければ、「Ｋ」
評価で不合格となる。正当な理由がない欠席が6回以上になった場合も、「Ｋ」評価で不合格となる。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

卒業研究に関する発表（30）
文献に基づく討議（20）

②③②③

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

30

卒業研究中間発表

①

その他

20

卒業研究中間発表に取り組む姿勢

①

テキスト

テキストは使用しない。

参考書

各自の卒業研究のテーマに合わせて、授業のなかで紹介する。
セミナーⅣａ

履修条件・他の科目との関連 セミナーⅢa、セミナーⅢbに続き、卒業研究の土台を作り上げる科目である。

セミナーⅣａ

授業コード

13077914

授業科目名

セミナーⅣａ

授業担当教員

竹端

佑介

成績担当教員

竹端

佑介

開講年次

4年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
セミナーⅣは自らが考えた研究を形にしていく大事な授業となる。セミナーⅣでは、セミナーⅣa及びⅣbより人
間健康科学科で学ぶ、体、食、心、福祉のいずれかの領域において、研究計画、実行、まとめ、発表を行う。
本セミナーにおいては、「心」の領域を中心に、人間の心や行動について実際に研究を実際に行い、各自が立て
た仮説を検証していくことを目的とする。そのため、セミナーⅣaでは、各自が設定した心理学に関するテーマに
ついての発表、質疑応答だけでなく、実際に調査・実験を実施してもらう。
到達目標
1．卒業研究中間発表を行うことができる。
2．心理学に関する研究論文を読むことができる。
3．心理学に関する専門用語を説明できる。
4．心理学に関する専門用語を記述できる。
5．データを収集することができる。
6．様々なテーマについて、自身の考えを論理的に述べことができる。
授業計画
【第 1 回】 オリエンテーション：自身がどのような学びを行うか具体的な計画を立てる
【第 2 回】 研究計画：自身の研究を今後どのように行っていくか考える
【第 3 回】 研究計画の見直し、修正①：文献を調べる
【第 4 回】 研究計画の見直し、修正②：具体的な研究方法を探る
【第 5 回】 研究計画の見直し、修正③：仮説を立てる（仮説修正を含む）
【第 6 回】 研究計画書の完成：研究計画書を完成させる
【第 7 回】 研究計画の実行①：研究計画に従い、具体的な研究方法について考える
【第 8 回】 研究計画の実行②：第7回で考えた研究方法を実際に行う（予備的研究）
【第 9 回】 研究計画の実行③：第8回の予備的研究から、研究方法を修正する さらに、研究倫理について考
える
【第10回】 研究計画の実行③：本調査、本実験の実施
【第11回】 卒業研究中間報告資料作成にあたって①：文献の整理
【第12回】 卒業研究中間報告資料作成にあたって②：先行研究をまとめる
【第13回】 卒業研究中間報告資料にあたって③：自身が実施した（あるいは実施する）研究方法を文章にまと
める
【第14回】 卒業研究中間報告
【第15回】 振り返り：これまで自身が実施した研究に不備がないか確認するとともに、どのような補足をして
いく必要があるかを考える
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
第1回
【事前】授業のシラバスを熟読し、授業構成を理解する 自分自身が卒業研究を行う上でどのような行動ができ
るか考える
1.0時間
【事後】オリエンテーション説明内容に基づき、卒業研究に向けた行動計画を、ノートに加筆する 1.0時間
第2回
【事前】卒業研究を行うために、何が必要か考え、どのような資料を集めておく必要があるか調べる 1.5時間
【事後】自身が立てた研究計画を実行するために、今後何が必要となるかを調べ、ノートに加筆する 2.5時間
第3回
【事前】どのような文献を調べる必要があるか考え、実際に文献検索する 1.5時間
【事後】調べた文献を自分なりに要約し、その研究の課題について考える 2.5時間
第4回
【事前】さらに必要な文献を検索する 1.5時間
【事後】追加された文献を要約するとともに、自身の研究における方法論考え、加筆する 2.5時間
第5回
【事前】「仮説」とは何か調べ、自身の研究仮説について考える 1.5時間
【事後】自身の「仮説」がどのように検証可能となるか考え、具体的な研究方法について考える 2.5時間
第6回
【事前】研究計画資料を作成する。文献を検索する 1.5時間
【事後】研究計画資料より、自身の研究方法を詳細に考える 2.5時間
第7回
【事前】研究計画より、研究の具体的な実施時期について考える。文献を検索する 1.5時間
【事後】調査紙の作成、実験準備などを行う 2.5時間
セミナーⅣａ

第8回
【事前】調査紙の作成、実験準備。文献を検索する 1.5時間
【事後】予備調査、実験から得られたデータを加筆し、本調査、本実験に何が必要かを考える 2.5時間
第9回
【事前】本調査、本実験に向けた準備。文献を検索する 1.5時間
【事後】本調査、本実験に向けた最終調整を行う 自身の研究について研究倫理より考える 3.5時間
第10回
【事前】本調査、本実験の最終的な準備。文献を検索する 1.5時間
【事後】本調査、本実験から得られるデータをどのように整理できるかをデータ整理について調べ、加筆してお
く 2.5時間
第11回
【事前】集めた文献より、今後自身の研究に必要な文献が何か整理するとともに、さらに必要となる文献は何か
を考える 1.5時間
【事後】整理した文献を報告資料の中にどのように組み込めるか、文章にしてみる 2.5時間
第12回
【事前】研究論文の構成について調べておく 1.5時間
【事後】先行研究をまとめる
2.5時間
第13回
【事前】研究方法のまとめ方について調べておく 1.5時間
【事後】卒業中間報告資料を完成させる 2.5時間
第14回
【事前】自身が調べ、まとめたことをどのように相手に伝えられるか調べ、プレゼンの練習をしておく 1.5時間
【事後】卒業中間報告より今後自身の研究をどのように行っていくべきか考えるとともに、さらに必要な文献を
調べる 2.5時間
第15回
【事前】セミナーⅣbでの卒業研究発表に向けて、今後自身の研究には「何が」必要かを考え、文献を集めておく
1.5時間
【事後】本調査、本実験の追加あるいは再修正の必要性を考え、卒業研究発表に向けての準備を行う 3.5時間
課題に対するフィードバックの方法
実施した課題のフィードバックについては翌週以降の授業あるいは、Google Classroomにて解説や提示をする。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり授業内での評価、定期試験に代わるレポート等、その他の評価結果に基づき総合的に評価す
る。
なお、「卒業研究中間発表」を行わない場合は評価対象外となり、「K」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

論文要約（10）
データ収集・分析（10）
発表（30）

2,3,4,5,6

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

30

卒業研究中間発表

1

その他

20

卒業研究中間発表に取り組む姿勢

1,6

テキスト

テキストは使用しない。

参考書

松井 豊著：心理学論文の書き方,河出書房新社,978-4309245225 価格：1870円

履修条件・他の科目との関連 なし

セミナーⅣａ

授業コード

13077915

授業科目名

セミナーⅣａ

授業担当教員

山口

直範

成績担当教員

山口

直範

開講年次

4年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
自分の興味のあることに対して、素朴な疑問や関心を持ち、学際的な研究に邁進する。
各自の研究テーマにそって研究計画を練り、実践し、卒業研究としてまとめ研究発表会で報告する。
到達目標
１．人間の行動を科学的にとらえて論理的に記述することができる。
２．統計解析を通じて得られた結果を読み解き、考察を加えることができる。
３．先行研究を用いて自分の研究の科学性を説明できる。
授業計画
【第1回】
テーマ：オリエンテーション
内容・方法：卒業研究にむけてタイムテーブルの作成
【第2回】
テーマ：卒業研究に向けて
内容・方法：3年時にまとめた卒業研究に関する文献を読み直す
【第3回】
テーマ：卒業研究に向けて
内容・方法：自分の卒業研究における質問紙調査・実験・社会調査・事例研究の具体的方法を検討する。
【第4回】
テーマ：卒業研究に向けて
内容・方法：自分の卒業研究における質問紙調査・実験・社会調査・事例研究の具体的方法を検討する。
【第5回】
テーマ：卒業研究に向けて
内容・方法：自分の卒業研究における質問紙調査・実験・社会調査・事例研究の具体的方法を検討する。
【第6回】
テーマ：卒業研究に向けて
内容・方法：自分の卒業研究における質問紙調査・実験・社会調査・事例研究の具体的方法を検討する。
【第7回】
テーマ：卒業研究に向けて
内容・方法：自分の卒業研究における質問紙調査・実験・社会調査・事例研究の具体的方法を検討する。
【第8回】
テーマ：卒業研究に向けて
内容・方法：自分の卒業研究における質問紙調査・実験・社会調査・事例研究の具体的方法を検討する。
【第9回】
テーマ：卒業研究に向けて
内容・方法：自分の卒業研究における質問紙調査・実験・社会調査・事例研究の具体的方法を検討する。
【第10回】
テーマ：卒業研究に向けて
内容・方法：自分の卒業研究における質問紙調査・実験・社会調査・事例研究の具体的方法を検討する。
【第11回】
テーマ：卒業研究に向けて
内容・方法：自分の卒業研究における質問紙調査・実験・社会調査・事例研究の実施報告。
【第12回】
テーマ：卒業研究に向けて
内容・方法：自分の卒業研究における質問紙調査・実験・社会調査・事例研究の実施報告。
【第13回】
テーマ：卒業研究に向けて
内容・方法：自分の卒業研究における質問紙調査・実験・社会調査・事例研究の実施報告。
【第14回】
テーマ：卒業研究に向けて
内容・方法：自分の卒業研究における質問紙調査・実験・社会調査・事例研究の実施報告。
【第15回】
テーマ：卒業研究に向けて
内容・方法：自分の卒業研究における質問紙調査・実験・社会調査・事例研究の実施報告。
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
【第1回】
セミナーⅣａ

①事前学修課題：自分の卒業研究に関する社会の動きや出来事について常に関心を持ち、調べておく。
②事後学修課題：学んだ内容を振り返り、卒業研究の論文作成に役立てる知識として理解を深めておくこと。
【第2回】
①事前学修課題：自分の卒業研究に関する社会の動きや出来事について常に関心を持ち、調べておく。
②事後学修課題：学んだ内容を振り返り、卒業研究の論文作成に役立てる知識として理解を深めておくこと。
【第3回】
①事前学修課題：自分の卒業研究に関する社会の動きや出来事について常に関心を持ち、調べておく。
②事後学修課題：学んだ内容を振り返り、卒業研究の論文作成に役立てる知識として理解を深めておくこと。
【第4回】
①事前学修課題：自分の卒業研究に関する社会の動きや出来事について常に関心を持ち、調べておく。
②事後学修課題：学んだ内容を振り返り、卒業研究の論文作成に役立てる知識として理解を深めておくこと。
【第5回】
①事前学修課題：自分の卒業研究に関する社会の動きや出来事について常に関心を持ち、調べておく。
②事後学修課題：学んだ内容を振り返り、卒業研究の論文作成に役立てる知識として理解を深めておくこと。
【第6回】
①事前学修課題：自分の卒業研究に関する社会の動きや出来事について常に関心を持ち、調べておく。
②事後学修課題：学んだ内容を振り返り、卒業研究の論文作成に役立てる知識として理解を深めておくこと。
【第7回】
①事前学修課題：自分の卒業研究に関する社会の動きや出来事について常に関心を持ち、調べておく。
②事後学修課題：学んだ内容を振り返り、卒業研究の論文作成に役立てる知識として理解を深めておくこと。
【第8回】
①事前学修課題：自分の卒業研究に関する社会の動きや出来事について常に関心を持ち、調べておく。
②事後学修課題：学んだ内容を振り返り、卒業研究の論文作成に役立てる知識として理解を深めておくこと。
【第9回】
①事前学修課題：自分の卒業研究に関する社会の動きや出来事について常に関心を持ち、調べておく。
②事後学修課題：学んだ内容を振り返り、卒業研究の論文作成に役立てる知識として理解を深めておくこと。
【第10回】
①事前学修課題：自分の卒業研究に関する社会の動きや出来事について常に関心を持ち、調べておく。
②事後学修課題：学んだ内容を振り返り、卒業研究の論文作成に役立てる知識として理解を深めておくこと。
【第11回】
①事前学修課題：自分の卒業研究に関する社会の動きや出来事について常に関心を持ち、調べておく。
②事後学修課題：学んだ内容を振り返り、卒業研究の論文作成に役立てる知識として理解を深めておくこと。
【第12回】
①事前学修課題：自分の卒業研究に関する社会の動きや出来事について常に関心を持ち、調べておく。
②事後学修課題：学んだ内容を振り返り、卒業研究の論文作成に役立てる知識として理解を深めておくこと。
【第13回】
①事前学修課題：自分の卒業研究に関する社会の動きや出来事について常に関心を持ち、調べておく。
②事後学修課題：学んだ内容を振り返り、卒業研究の論文作成に役立てる知識として理解を深めておくこと。
【第14回】
①事前学修課題：自分の卒業研究に関する社会の動きや出来事について常に関心を持ち、調べておく。
②事後学修課題：学んだ内容を振り返り、卒業研究の論文作成に役立てる知識として理解を深めておくこと。
【第15回】
①事前学修課題：自分の卒業研究に関する社会の動きや出来事について常に関心を持ち、調べておく。
②事後学修課題：夏休み中に卒業研究の論文作成の具体的計画を立てておくこと。
課題に対するフィードバックの方法
毎回のゼミを通じて個別に対応する。
成績評価の方法・基準（方針）
以下の2つから総合的に評価する。
・授業発表や目標設定の内容や研究への取り組み方
・レポートの内容は、卒業研究発表会の要旨を含む
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

80

・授業発表や目標設定の内容や研究への取り組み方
（80）

1,2,3

授業外での評価

20

・卒業研究発表会にむけた講義時間外での調査の実
施、文献の検索（20）

1,2,3

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

0

その他

0

テキスト

適宜プリントを配布する

参考書

特に指定しない。

履修条件・他の科目との関連 特になし。

セミナーⅣａ

授業コード

13077916

授業科目名

セミナーⅣａ

授業担当教員

眞鍋

昇

成績担当教員

眞鍋

昇

開講年次

4年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
本セミナーは、これまでにセミナーＩａ、セミナーＩｂ、セミナーＩＩａ、セミナーＩＩｂ、セミナーＩＩＩ
ａ、セミナーＩＩＩｂで養ってきた自ら学習して向上させていこうとする力（自己学習力）をいっそう高めて、
「卒業研究」に必要な経験・知識・技術などを身につけながら、「卒業研究」を遂行することを主眼としていま
す。
（１）食品の生産・流通・販売などの食品産業（フードビジネス）にかかわる現場（農場・市場・食品加工工
場・商店街など）を見学・踏査して、食に関わるビジネスとはなになのか具体的かつ積極的に体験して理解しま
す。
（２）農村部や都市部などの地域の活性化（地域創生）や地域の健康増進などに食のビジネスがどのように貢献
できるのか具体的事例をあげながら考察します。
（３）研究のために必要な基盤的知識、文献検索法などの研究技術を身につけます。
・学術書籍・学術論文・新聞・雑誌などから適切な情報を自ら探し出し、整理して取り纏めたものをパワーポイ
ントに取りまとめてプレゼンテーションできる能力を身に着けます。
・本質的な問題点が何なのかを深く掘り下げて考え、それを解決する具体的な方策を考えて「卒業研究」を遂行
し、卒業論文を作成します。
・専門書や英文資料の講読を介して英語を活用できる実践力を伸ばします。
これらの受講課題を習熟して人間の健康におよぼす様々な要因について理解し考察することで、健康に暮らして
くために欠かせない基盤的知識とスキルを身につけます。
到達目標
（１）食品ビジネスについて理解を深め、食品に関わるビジネスが人間の健康におよぼす影響について科学的に
説明できるようになり、卒業研究の学術踏査やアンケート調査などを行うことができるようになります。
（２）食品ビジネスに関わる卒業研究の課題を策定し、文献検索をすすめることで、その研究の学術的意義ある
いは社会的意義について具体的に説明できるようになります。
（３）健康に暮らし続けるために欠かすことができない様々な食品ビジネスに関わる多様なスキルを身につけ、
食品と健康のかかわりについて具体的に的確な説明ができるようになり、卒業研究を自ら遂行することができる
ようになります。
（４）卒業研究を遂行できるスキル（学術書籍・学術論文・新聞・雑誌などからの情報検索、情報検索結果をパ
ワーポイントに取りまとめてプレゼンテーションできる能力、英文の専門書・論文・学術資料などを講読できる
実践力など）を身につけ卒業研究の遂行にいかし、卒業研究論文の作成を進めて卒業研究中間発表をすることが
できるようになります。
授業計画
第１回 セミナーのオリエンテーション：卒業研究のすすめかたなどの概要を説明します。
第２回 論文検索（１）：卒業研究に欠かせない学術論文の高度なオンライン検索法を説明します。
第３回 書籍検索（２）：図書館で卒業研究に欠かせない学術書籍の高度な検索法を説明します。
第４回 学術英語：卒業研究に欠かせない高度な学術英語について説明します。
第５回 報告会（１）：受講生が、食品の生産農場を見学した際の知見や市場・商店街や中食・外食の現場を踏
査した際の知見をパワーポイントにとりまとめて発表します。
第６回 報告会（２）：受講生が、青物市場を見学した際の知見や市場・商店街や中食・外食の現場を踏査した
際の知見をパワーポイントにとりまとめて発表します。
第７回 報告会（３）：受講生が、食品の製造工場を見学した際の知見や市場・商店街や中食・外食の現場を踏
査した際の知見をパワーポイントにとりまとめて発表します。
第８回 前半のまとめと復習
第９回 卒業研究の進捗状況報告会（１）：受講生が、各々の卒業研究の進捗状況をパワーポイントにとりまと
めて発表します。
第１０回 卒業研究の進捗状況報告会（２）：受講生が、各々の卒業研究の進捗状況をパワーポイントにとりま
とめて発表します。
第１１回 卒業研究の進捗状況報告会（３）：受講生が、各々の卒業研究の進捗状況をパワーポイントにとりま
とめて発表します。
第１２回 卒業研究の課題の決定（１）：各々の卒業生の卒業研究のアンケート調査などについてを面談しなが
ら遂行します。
第１３回 卒業研究の課題の決定（２）：各々の卒業生の卒業研究のアンケート調査などについてを面談しなが
ら遂行します。
第１４回 卒業研究の課題の決定（３）：各々の卒業生の卒業研究のアンケート調査などについてを面談しなが
ら遂行します。
第１５回 後半のまとめと復習
第１６回 期末試験：レポート（卒業研究のアンケート調査などの報告書）の提出
事前事後の学習

セミナーⅣａ

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
この授業は講義形式でおこなうので受動的学習と食品の生産・流通・販売などの食品産業（フードビジネス）に
かかわる現場（農場・市場・食品加工工場・商店街など）を見学・踏査するアクティヴラーニングの要素を含み
ます。事前に積極的に書籍や論文などの検索やインターネット検索などによる基礎的知識を身につけたうえで受
講したり見学・踏査することが必要です（１．５時間の事前学習）。事後に講義ノートを整理しながら復習する
こと、情報検索結果や見学・踏査の成果をパワーポイントに取りまとめて講義中に実施するプレゼンの準備、卒
業研究のアンケート用紙の作成と報告書の提出、卒業研究論文の作成と発表会の準備などが必須です（２．５時
間の事後学習）。
課題に対するフィードバックの方法
原則として授業毎に「講義をうけて新たに分かったこと」、「講義をうけて自分で考えたこと」、「質問した
かったこと」などの講義レポートを実施し、適時質問事項について説明するとともに、講義内に適時実施するプ
レゼンテーションおよび「前期まとめ」と「後期のまとめ」において実施するレポート試験、期末試験などを介
して自己評価と復習を即します。
成績評価の方法・基準（方針）
下記のように、受講の平常点、食のビジネス現場の見学や踏査の報告、卒業研究に取り組む姿勢ならびに卒業研
究のためのアンケート調査、卒業研究論文の作成と発表などの遂行を総合的に評価し成績を評価します。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

70

受講の平常点として食のビジネスに関わる適切な情報を
探し出してパワーポイントに取りまとめたプレゼンテーションな
どを評価します・２０％
卒業研究のアンケート調査、卒業研究論文の作成と発
表などの遂行能力などを評価します：７０％

１，２，３，４

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

30

卒業研究のアンケート調査、卒業研究論文の作成と発
表などの遂行能力などを取り纏めたレポートなどに加えて
卒業研究中間発表を評価します：３０％

１，２，３，４

その他

0

テキスト

「よくわかる卒論の書き方第２版」白井利明・高橋一郎・ミネルヴァ書房・ISBN：978-4-6230-65721
「食事調査マニュアル・はじめの一歩から実践・応用まで 改訂３版」日本栄養改善学会（監修）・
伊達ちぐさ・徳留裕子・吉池信男（編集）・南山堂・ISBN：978-4-525-63333-2
別途、オンラインを通じて受講に必要な資料のpdfなどを配布します。

参考書

「健康・スポーツ科学のための卒業論文の書き方」出村慎一・山次俊介・杏林書院・ISBN：978-47644-1162-3
「フードサービスの教科書」茂木信太郎・創成社・ISBN：978-4-7944-2504-1
「フードビジネスのための最新飲食業の法律問題と実務マニュアル」服部真和監修・三修社・ISBN：
978-4-3840-4688-5
上記の他に日経ＭＪ（流通新聞）や参考資料などを必要に応じて授業の中で紹介します。

履修条件・他の科目との関連 このセミナーは、講義中のノートテイキングや食のビジネスの事例報告、食品の生産農場や製造工
場の見学報告、市場・商店街や中食・外食の踏査報告、卒業研究の進捗状況報告など受講生
が積極的に活動することを重視するものですので、各自がしっかりと自分自身のノートを作成するとと
もに、テキストや参考書などを手元において予習と復習をしっかり行うことが求められます。
受講生は、学外の市町村や会社などの現場の担当者と交わりながら勉強をします。毎週１回開催
するセミナーの授業時間は「実際に行ったことの進捗状況の報告」や「計画の相談」などの時間で
す。授業がなくて空いている時間を有効に使って、研究に取り組んでください。
・状況により授業内容の一部および順番を変更する場合があります。
・授業中のプレゼンテーションは指定された授業日に必ず実施し、卒業研究のためのアンケート用
紙、要旨原稿、発表用資料などは締切期限までに必ず提出してください。プレゼンテーションをしな
かった場合や提出が遅れた場合は評価しません。

セミナーⅣａ

授業コード

13077917

授業科目名

セミナーⅣａ

授業担当教員

藤田

了

成績担当教員

藤田

了

開講年次

4年

授業種別

実務家教員による授業

演習

開講期

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
３回生で設定したテーマについて研究計画を立てる。調査、研究を行い、中間報告をまとめてパワーポイントを
活用し発表する。
発表、討論を主とする授業である。発表に対する自主学習には積極的な姿勢が必要であり、周りと協力する協調
性が求められる授業である。
到達目標
1．卒業研究中間発表を行うことができる。
授業計画
【第1回】
【第2回】
【第3回】
【第4回】
【第5回】
【第6回】
【第7回】
【第8回】
【第9回】
【第10回】
【第11回】
【第12回】
【第13回】
【第14回】
【第15回】

オリエンテーション（ 1年間の卒業研究計画を立てます）
研究計画発表と討論①
研究計画発表と討論②
研究計画発表と討論③
研究テーマに関する活動報告①（文献検索、調査報告等）
研究テーマに関する活動報告②（文献検索、調査報告等）
研究テーマに関する活動報告③（文献検索、調査報告等）
研究テーマに関する活動報告④（文献検索、調査報告等）
研究テーマに関する活動報告⑤（卒業研究中間報告の準備）
研究テーマに関する活動報告⑥（卒業研究中間報告の準備）
人権映画鑑賞
研究テーマに関する活動報告⑦（卒業研究中間報告の準備）
卒業研究中間報告①
卒業研究中間報告②
卒業研究中間発表

事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
授業（１回につき２時間として計算）と事前事後のあわせて１単位あたり４５時間が必要です。
授業以外で作業することも多く、毎回につき1.5時間程度の事前学習と2.5時間程度の事後学習が必要です。わか
らないことがあれば積極的に質問をすること。
【事前】 発表の準備（研究についての情報収集や発表資料の作成など）
【事後】 議論をしたら発表したものについては修正をしておく。
課題に対するフィードバックの方法
適宜、授業中やメール、Googleclassroomなどにて個別に対応する。
成績評価の方法・基準（方針）
以下の通り、卒業研究中間発表と授業内での評価に基づき評価する。卒業研究中間発表を行わなければ、「K」評
価で不合格となる。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

0

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

30

卒業研究中間発表（30）

1

その他

70

卒業研究中間発表に取り組む姿勢（70）

1

テキスト

テキストを使用しない

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する
セミナーⅣａ

履修条件・他の科目との関連 ・やむを得ず欠席や遅刻する場合は必ず本人が担当教員に事前に連絡すること。
・30分を超過した遅刻､および30分以上の早退は欠席とする。
・3回の遅刻（早退を含む）で、1回の欠席とする。

セミナーⅣａ

授業コード

13077918

授業科目名

セミナーⅣａ

授業担当教員

高山

昌子

成績担当教員

高山

昌子

開講年次

4年

授業種別

実務家教員による授業

演習

開講期

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
各自のテーマについて研究計画を立て、卒業研究をまとめる
到達目標
1.卒業研究中間報告を行う
2.テーマにそったプレゼン発表ができる
授業計画
【第1回】
テーマ：オリエンテーション
内容・方法：セミナーの進め方について概説する
セミナーの年間計画を立てる
【第2回】
テーマ：卒業研究中間報告の発表１
内容・方法：各自のテーマを発表する
【第3回】
テーマ：卒業研究中間報告の発表２
内容・方法：各自のテーマを発表する
【第4回】
テーマ：各自のテーマに沿って研究を進める１
内容・方法：卒業研究の内容の確認と相談
【第5回】
テーマ：各自のテーマに沿って研究を進める２
内容・方法：卒業研究の内容の確認と相談
【第6回】
テーマ：各自のテーマに沿って研究を進める３
内容・方法：卒業研究の内容の確認と相談
【第7回】
テーマ：各自のテーマに沿って研究を進める４
内容・方法：卒業研究の内容の確認と相談
【第8回】テーマ：進捗状況の報告会１
内容・方法：卒業研究の進捗状況を報告し合う
【第9回】
テーマ：各自のテーマに沿って研究を進める５
内容・方法：卒業研究の内容の確認と相談
【第10回】
テーマ：各自のテーマに沿って研究を進める６
内容・方法：卒業研究の内容の確認と相談
【第11回】
テーマ：各自のテーマに沿って研究を進める７
内容・方法：卒業研究の内容の確認と相談
【第12回】
テーマ：各自のテーマに沿って研究を進める８
内容・方法：卒業研究の内容の確認と相談
【第13回】
テーマ：各自のテーマに沿って研究を進める９
内容・方法：卒業研究の内容の確認と相談
【第14回】
テーマ：進捗状況の報告会２
内容・方法：卒業研究の進捗状況を報告し合う（中間報告会）
【第15回】
テーマ：前期の振り返り
内容・方法：前期取り組みの振り返りを行う
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
授業以外で作業することも多く、毎回につき1.5時間程度の事前学習と2.5時間程度の事後学習が必要です。わか
らないことがあれば積極的に質問をしてください。

セミナーⅣａ

課題に対するフィードバックの方法
個別指導の中で適宜、課題のフィードバックを行う
成績評価の方法・基準（方針）
以下の通り、卒業研究中間発表と各種活動に基づき評価する。
卒業研究中間発表を行わなければ、「K」評価で不合格となる。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

テーマにそった発表（50）

2

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

30

卒業研究中間報告内容(50）

1

その他

20

卒業研究に取り組む姿勢（20）

1,2

テキスト

使用しません

参考書

必要に応じて適宜配布します

履修条件・他の科目との関連 レクリエーション概論、レクリエーション演習Ⅰ、レクリエーション演習Ⅱ

セミナーⅣａ

授業コード

13077919

授業科目名

セミナーⅣａ

授業担当教員

長野

崇

成績担当教員

長野

崇

開講年次

4年

授業種別

実務家教員による授業

演習

開講期

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
スポーツパフォーマンス向上に関する文献の講読、プレゼンテーション、討論などを行い、卒業研究に取り組む
ために必要なスキルを身につけることを目的とする．
スポーツパフォーマンス向上を目指す選手への運動処方に関する知見を明らかにする．
目的や志向に沿ったトレーニング様式・強度・時間・頻度・期間・休憩時間等のプログラム変数に対して最適な
ものを選び、最大の効果を得られるように至適な組み合わせを検討する．
多くの文献で明らかになっているトレーニングプロトコル（手順）に従い、自身や仲間を被検者とし、トレーニ
ングを行い測定評価を行うことで、その運動処方がパフォーマンスにどのような影響を与えたのかを理解する．
到達目標
1．卒業研究予備発表を行うことができる
2．文献に表出する専門用語を深く掘り下げ調べることができる
3．データ分析を行うことができる
授業計画
第1回；ガイダンス 授業の内容・進め方・評価方法の概説
第2回；卒業研究で取り組みたいテーマに関するディベイト
第3回；卒業研究で取り組みたいテーマに関するディベイト
第4回；卒業研究で取り組みたいテーマに関するディベイト
第5回；卒業研究で取り組みたいテーマに関するディベイト
第6回；卒業研究で取り組みたいテーマに関するディベイト
第7回；卒業研究で取り組みたいテーマに関するディベイト
第8回；卒業研究で取り組みたいテーマに関するディベイト
第9回；卒業研究で取り組みたいテーマに関するディベイト
第10回；卒業研究で取り組みたいテーマに関するディベイト
第11回；卒業研究で取り組みたいテーマに関するディベイト
第12回；卒業研究で取り組みたいテーマに関するディベイト
第13回；卒業研究で取り組みたいテーマに関するディベイト
第14回；卒業研究で取り組みたいテーマに関するディベイト
第15回；総括
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
授業（１回につき２時間として計算）と事前事後のあわせて１単位あたり４５時間が必要です。
授業で学んだ内容を自身の言葉でサマライズすることができる
統計学における予習・復習
課題に対するフィードバックの方法
Google Class Roomを通じて適宜（得点・コメント）フィードバックする．
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判断のうえ、60点以上を合格とし所定の単位を認定する．
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

80

科学的根拠に基づいた研究計画の遂行
アカデミックライティングを行うことができる

1，2

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

0

その他

20

卒業研究に対する取り組む姿勢

セミナーⅣａ

テキスト

適宜授業中に指示する

参考書

適宜授業中に指示する

履修条件・他の科目との関連 遅刻は3回で欠席1回とみなす．
20分以上の遅刻は欠席．
課題などの未提出および授業の欠席4回以上は評価の対象外．

セミナーⅣａ

授業コード

13077920

授業科目名

セミナーⅣａ

授業担当教員

西岡

ゆかり

成績担当教員

西岡

ゆかり

開講年次

4年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
大学生活の集大成として,卒業研究に取り組みます。「セミナーIIIa,IIIb」で学習した内容を基礎として様々な
問題を「栄養」,「運動」,「防災・減災」,「昆虫食」という切り口でさらに深く考えていくと共に,3回生後期で
各自が決定した卒業研究題材に対して,さらに情報を収集・分析し,問題解明に取り組みます。

到達目標
1．卒業研究に必要な文献・資料の収集が出来る
2．卒業研究計画を立て,データ収集を行い,進捗状況をまとめて発表することが出来る
3．卒業研究の中間報告が出来る
授業計画
【第１回】
卒業研究の手順について確認を行い,テーマ設定を行います
【第２回】
卒業研究テーマに関する文献・試料を入手し,内容を理解し要約します
【第３回】
入手した文献・資料の要約を発表し,プレゼンテーション能力を高めます
【第４回】
卒業研究のデータ収集に必要な質問紙・嗜好調査用紙の検討を行います
【第５回】
質問紙・嗜好調査用紙を完成させ,質問紙調査のシミュレーションを行います
【第６回】
卒業研究の進捗状況の確認とデータ収集に取り組みます
【第７回】
被災後の避難生活で生ずる健康問題とその改善方法について学びます
【第８回】
被災者のQOL向上のための食事と運動について学び,避難所での食事改善について考えます
【第９回】
避難所生活でのエコノミー症候群予防のための運動プログラムの作成を行います
【第１０回】
大学近隣の協力者に対して,作成した運動プログラムの指導を行い,プログラムの評価を行います
【第１１回】
FAOの報告に基づき,昆虫食の可能性について学びます
【第１２回】
昆虫食と食物新奇性恐怖について学びます
【第１３回】
外来生物の有効利用について可能性の検討を行います
【第１４回】
セミナー内で実施する,卒業研究中間報告会の準備に取り組みます
【第１５回】
卒業研究中間報告会を実施し,後期に向けた準備を行います
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
授業（１回につき２時間として計算）と事前事後のあわせて１単位あたり４５時間が必要です。
１．授業1回あたり,あわせて４時間の事前事後学習を行うこと（授業15回で60時間）
２．授業内容の理解を進めるために,スポーツと栄養に関する新聞記事やニュースに目を通しておくこと
３．内容に関する質問や疑問は授業内やGoogle ClassroomやOIUメールを利用して,積極的に行うこと
課題に対するフィードバックの方法
提出された課題やレポートは,内容を確認後,次回授業内やGoogle Classroom,OIUメールを用いてフィードバック
を行う
成績評価の方法・基準（方針）
セミナーⅣａ

１．以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点以 上を合格とし、所定の単位を認定する
２．正当な理由無く5回以上欠席した場合は,評価の対象とせず「K」評価とする
３．遅刻（30分以内）3回で1回の欠席とする
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

60

卒業研究への取り組み,中間報告

1,2,3

授業外での評価

20

卒業研究のデータ収集

1,2,3

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

レポート試験

1,2,3

その他

0

テキスト

特に使用しません

参考書

必要に応じ適宜紹介します

履修条件・他の科目との関連 自らテーマ・目的を設定し,目的達成のために必要なデータを収集すると共に,文献検索・文献講読を
行います。指示を待つのではなく,自主的に卒業研究を進め,セミナー以外の時間を有効に使って卒
業研究を進める。

セミナーⅣａ

授業コード

13078011

授業科目名

セミナーⅣｂ

授業担当教員

喜多野

宣子

成績担当教員

喜多野

宣子

開講年次

4年

授業種別

実務家教員による授業

演習

開講期

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
設定したテーマについて実験あるいは調査を行い、卒業研究として論文にまとめて発表する。
到達目標
１．卒業研究要旨を作成することができる。
２．卒業研究発表を行うことができる。
授業計画
【第1回】
テーマ：夏期休暇中の卒業研究活動計画相談（個別指導）
内容・方法：夏季休暇中の研究計画を立てる。
【第2回】
テーマ：夏期休暇中の研究活動成果報告・相談
内容・方法：夏期休暇中の研究活動成果報告・相談を行う。
【第3回】
テーマ：各自の研究テーマに関する活動報告・相談
内容・方法：研究の進捗状況の報告、相談
【第4回】
テーマ：各自の研究テーマに関する活動報告・相談。
内容・方法：研究の進捗状況の報告、相談
【第5回】
テーマ：各自の研究テーマに関する活動報告・相談。
内容・方法：研究の進捗状況の報告、相談
【第6回】
テーマ：各自の研究テーマに関する活動報告・相談
内容・方法：研究の進捗状況の報告、相談
【第7回】
テーマ：研究データ整理・報告・相談
内容・方法：研究の進捗状況の報告、相談
【第8回】
テーマ：研究データ整理・報告・相談
内容・方法：研究の進捗状況の報告、相談
【第9回】
テーマ：後期中間発表の準備
内容・方法：中間発表の準備を行う
【第10回】
テーマ：後期中間発表会
内容・方法：後期中間発表会開催
【第11回】
テーマ：卒業論文作成開始
内容・方法：卒業論文の進捗状況の報告、相談
【第12回】
テーマ：卒業論文作成
内容・方法：卒業論文の進捗状況の報告、相談
【第13回】
テーマ：卒業研究発表論文完成
内容・方法：卒業論文の進捗状況の報告、相談
【第14回】
卒業研究要旨提出
【第15回】
卒業研究発表の発表媒体および原稿作成
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
資料探しや発表やプレゼンテーションなどが行われるため、文献を探し読みこと、さらに資料作りなどが必要と
なるため、事前事後の学習は毎回4時間以上（事前学習は1.5時間以上、事後学習は2.5時間以上）必要となる。
それ以外にも、卒業研究提出レジュメ作成及び卒業研究発表会に向けての資料作成とプレゼンテーションの練習
などに90時間以上の学習時間が必要となる。

セミナーⅣｂ

課題に対するフィードバックの方法
各回セミナー時にフィードバックを行う
成績評価の方法・基準（方針）
以下の通り、卒業研究の用紙の提出と発表に基づき評価する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

卒業研究要旨（50）

1

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

30

卒業研究発表（30）

2

その他

20

取り組む姿勢（20）

１、２

テキスト

テキストなし

参考書

適宜紹介する。

履修条件・他の科目との関連 卒業研究指導は、テーマ毎に個別に行うため、定められたセミナーの時間に行なうとは限らない。その
場合は、学生と教員が相談して時間を設定する。実験や調査は、授業期間以外の春休み、夏休
みの間にも実施する。
卒研の実施においては、セミナー内でお互いに協力することを求める。
無断欠席、遅刻、他の受講生に対し迷惑となる行為を繰り返した場合は単位を認定しない。
◎欠席した場合は、課題等のプリントを研究室に取りに来ること。また、課題は次回のセミナー時に
提出すること。

セミナーⅣｂ

授業コード

13078012

授業科目名

セミナーⅣｂ

授業担当教員

後和

美朝

成績担当教員

後和

美朝

開講年次

4年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
セミナーⅣｂは、セミナーⅣａで行った卒業研究中間報告をもとに、資料の収集と再分析を行うとともに、必要
に応じて調査・実験の再実施を行い、研究結果を必要に応じて統計的手法を用いて再分析を行います。さらに、
内容を的確に伝える図や表の作成方法やプレゼンテーションの方法についても理解を深めます。最終的には大学4
年間の締めくくりとして卒業研究要旨を作成し、卒業研究発表を行います。
到達目標
1．卒業研究要旨を作成することができる
2．卒業研究発表を行うことができる
授業計画
【第1回】資料の収集と再分析1
【第2回】資料の収集と再分析2
【第3回】調査・実験の再実施1
【第4回】調査・実験の再実施2
【第5回】研究結果の再分析1
【第6回】研究結果の再分析2
【第7回】卒業研究要旨の作成1
【第8回】卒業研究要旨の作成2
【第9回】卒業研究要旨の作成3
【第10回】卒業研究要旨の作成4
【第11回】卒業研究発表時のパワーポイントの作成1
【第12回】卒業研究発表時のパワーポイントの作成2
【第13回】卒業研究発表時のパワーポイントの作成3
【第14回】特業研究要旨提出
【第15回】卒業研究発表
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
第1回
【事前】セミナーⅢｂで提出した「卒業研究中間発表」を熟考する1.5時間
【事後】「卒業研究中間発表」のまとめをもとに資料の収集と再分析する2.5時間
第2回
【事前】資料の収集と再分析する1.5時間
【事後】資料の収集と再分析する2.5時間
第3回
【事前】必要に応じて再調査や再実験を検討する1.5時間
【事後】必要に応じて再調査や再実験を実施する2.5時間
第4回
【事前】必要に応じて再調査や再実験を検討する1.5時間
【事後】必要に応じて再調査や再実験を実施する2.5時間
第5回
【事前】必要に応じて再調査や再実験の結果をまとめる1.5時間
【事後】必要に応じて再調査や再実験の結果を分析する2.5時間
第6回
【事前】卒業研究要旨をまとめる1.5時間
【事後】卒業研究要旨を検討する2.5時間
第7回
【事前】卒業研究要旨をまとめる1.5時間
【事後】卒業研究要旨を再検討する2.5時間
第8回
【事前】卒業研究要旨をまとめる1.5時間
【事後】卒業研究要旨を再検討する2.5時間
第9回
【事前】卒業研究要旨をまとめる1.5時間
【事後】卒業研究要旨を再検討する2.5時間
第10回
【事前】卒業研究要旨をまとめる1.5時間
【事後】卒業研究要旨を再検討する2.5時間
セミナーⅣｂ

第11回
【事前】卒業研究発表時のパワーポイントを検討する1.5時間
【事後】卒業研究発表時のパワーポイントをまとめる2.5時間
第12回
【事前】作成した卒業研究発表時のパワーポイントを確認する1.5時間
【事後】作成した卒業研究発表時のパワーポイントを再検討する2.5時間
第13回
【事前】作成した卒業研究発表時のパワーポイントを再確認する1.5時間
【事後】作成した卒業研究発表時のパワーポイントを再修正する2.5時間
第14回
【事前】提出する卒業研究要旨を再確認する1.5時間
【事後】卒業研究発表に向けて発表内容を精査する2.5時間
第15回
【事前】卒業研究発表を準備する1.5時間
【事後】卒業研究発表時の質問等をまとめる2.5時間
課題に対するフィードバックの方法
卒業研究要旨や卒業研究発表の評価は希望者に開示します。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、卒業研究要旨の提出と卒業研究発表に基づき評価します。卒業研究要旨を提出しなかった
り、卒業研究発表を行わなければ、「 K 」評価で不合格とします。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

0

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

100

卒業研究要旨（50%）、卒業研究発表（50%）

1、2

その他

0

テキスト

テキストは使用しません。

参考書

必要に応じて授業の中で紹介します。

履修条件・他の科目との関連 セミナー時間内では不十分なので、時間外でもできるだけ研究室に来室し、研究の進捗状況につい
て報告してください。

セミナーⅣｂ

授業コード

13078013

授業科目名

セミナーⅣｂ

授業担当教員

柴嵜

雅子

成績担当教員

柴嵜

雅子

開講年次

4年

授業種別

実務家教員による授業

演習

開講期

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
このセミナーでは発表と質疑応答を通じて、卒業研究を完成させる。
到達目標
①卒業研究要旨を作成することができる。
②卒業研究発表を行うことができる。
授業計画
第1回】オリエンテーション
【第2回】卒業研究に関する発表、第1ラウンド（１）
【第3回】卒業研究に関する発表、第1ラウンド（２）
【第4回】卒業研究に関する発表、第1ラウンド（３）
【第5回】卒業研究に関する発表、第2ラウンド（１）
【第6回】卒業研究に関する発表、第2ラウンド（２）
【第7回】卒業研究に関する発表、第2ラウンド（３）
【第8回】卒業研究に関する発表、第3ラウンド（１）
【第9回】卒業研究に関する発表、第3ラウンド（２）
【第10回】卒業研究に関する発表、第3ラウンド（３）
【第11回】卒業研究に関する発表、第4ラウンド（１）
【第12回】卒業研究に関する発表、第4ラウンド（２）
【第13回】卒業研究に関する発表、第4ラウンド（３）
【第14回】卒業研究発表準備（１）
【第15回】卒業研究発表準備（２）
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
卒業研究要旨を完成させ、発表会の準備をするために、文献を調べる、読んで理解する、アンケートを集計す
る、考察する、要旨にまとめる、スライドを作成する、といった多くの作業が必要である。少なくとも4回ある発
表のために、1回につき少なくとも準備に10時間は必要である。 また最終的にまとめるために、さらに20 時間は
かかる。
課題に対するフィードバックの方法
改善すべき点やさらに調べるべき点を、セミナー中あるいはメール等で個別に指示する。
成績評価の方法・基準（方針）
以下の通り、卒業研究の要旨の提出と発表に基づき評価する。卒業研究の要旨を提出しなかったり、発表を行わ
なければ、「Ｋ」評価で不合格となる。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

卒業研究要旨

①

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

30

卒業研究発表

②

その他

20

卒業研究に取り組む姿勢

①②

テキスト

テキストは使用しない。

参考書

各自の卒業研究のテーマに合わせて、授業の際に紹介する。

履修条件・他の科目との関連 「セミナーⅣa」に続いて卒業研究を完成させるだけでなく、大学での学修の総決算となる科目であ
る。
セミナーⅣｂ

セミナーⅣｂ

授業コード

13078014

授業科目名

セミナーⅣｂ

授業担当教員

竹端

佑介

成績担当教員

竹端

佑介

開講年次

4年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
セミナーⅣは自らが考えた研究を形にしていく大事な授業となる。セミナーⅣでは、セミナーⅣa及びⅣbより人
間健康科学科で学ぶ、体、食、心、福祉のいずれかの領域において、研究計画、実行、まとめ、発表を行う。
本セミナーにおいては、「心」の領域を中心に、人間の心や行動について実際に研究を実際に行い、各自が立て
た仮説を検証していくことを目的とする。そのため、セミナーⅣbでは、セミナーⅣaにおいて各自が設定した心
理学に関するテーマについての調査・実験結果をまとめ、卒業研究を完成させることを目的とする。
到達目標
1．卒業研究要旨を作成することができる。
2．卒用研究発表を行うことができる。
授業計画
【第 1 回】オリエンテーション：自身がどのような学びを行うか具体的な計画を立てる
【第 2 回】行動計画：前期より実施している自身の研究についての今後の方向性を検討する
【第 3 回】個別調査・実験・文献研究の調整①：調査や実験の実施あるいは、追加調査・実験について考え、計
画する前期より取り組んだ文献の整理も行う
【第 4 回】個別調査・実験・文献研究の調整②：調査紙の作成・再作成、実験準備・再実験準備などを行う
【第 5 回】個別調査・実験・文献研究の調整③：準備した調査、実験を実施する、再調整を行う
【第 6 回】結果の整理①：データ入力の仕方学ぶ（エクセルで図表を作る）
【第 7 回】結果の整理②：統計的手法について考える（エクセル統計を学ぶ―基本統計量（平均、中央値、標準
偏差、標準誤差等）
【第 8 回】結果の整理③：関連性と関係性の違いについて考える
【第 9 回】結果の整理④：平均値の差について考える
【第10回】提出用原稿作成①：「はじめに」（先行研究の記述の仕方）、「目的」を書く
【第11回】提出用原稿作成②：「方法」をまとめる
【第12回】提出用原稿作成③：「結果」の記述の仕方を考える
【第13回】提出用原稿作成④：「考察」の記述の仕方を考える
【第14回】提出原稿について、相互確認及び修正
【第15回】最終修正・卒業発表に向けての準備
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
第1回
【事前】授業のシラバスを熟読し、授業構成を理解する 自分自身が卒業研究を行う上でどのような行動ができ
るか考える
1.0時間
【事後】オリエンテーション説明内容に基づき、卒業研究に向けた行動計画を、ノートに加筆する 1.0時間
第2回
【事前】前期より実施している自身の研究の進捗状況を把握するとともに、改善点等を検討する 1.5時間
【事後】授業内で検討した研究の方向性より、今後必要となる具体的な作業についてノートに加筆する 合わせ
て「インフォームドコンセント」についても考えておく 2.5時間
第3回
【事前】実施している、あるいは実施する調査や実験への取り組みについて整理する 1.5時間
【事後】卒業研究要旨を作成するにあたって、論文構成となる、「はじめに」「目的」「方法」「結果」「考
察」の構成について調べ、その書き方についてノートに加筆する 2.5時間
第4回
【事前】さらに必要な文献を検索する 1.5時間
【事後】研究論文のまとめ方を再度調べ、ノートに加筆する 合わせて「研究倫理」について再度調べて、まと
めておく2.5時間
第5回
【事前】「データ」とは何か自分なりに調べ、考えておく 1.5時間
【事後】得られる、あるいは得られたデータをどのように整理するか考え、ノートに加筆する 2.5時間
第6回
【事前】エクセルにどのようにデータを入力するか自分なりに調べ、考えておく 1.5時間
【事後】実際に得られたデータの入力作業 2.5時間
第7回
【事前】「統計」とは何か自分なりに調べ、考えておく 1.5時間
【事後】入力したデータよりどのような統計分析できるか考え、エクセル統計を実施する 2.5時間
第8回
【事前】「相関」について自分なりに調べ、考えておく 1.5時間
セミナーⅣｂ

【事後】得られたデータ間の相関を算出させる 2.5時間
第9回
【事前】データ間の「差」とは何か自分なりに調べ、考えておく 1.5時間
【事後】得られたデータの差の検定を行う 3.5時間
第10回
【事前】「盗用」「剽窃」などについて調べ、加筆する 1.5時間
【事後】「はじめに」の箇所において、正しい引用がなされているか、チェックするとともに、「はじめに」を
文章化する 2.5時間
第11回
【事前】自身の研究における「方法」がどのようになっているか考え、整理しておく 1.5時間
【事後】「方法」を文章化する 2.5時間
第12回
【事前】データ分析したことから、どのような「結果」を述べることができるか自分なりに考え、まとめてみる
1.5時間
【事後】「結果」を文章化する 2.5時間
第13回
【事前】「考察」とは何か自分なりに調べ、まとめておく 1.5時間
【事後】「考察」を文章化する 2.5時間
第14回
【事前】作成した卒業研究要旨を読み、正しく記載できているか確認、修正を行う 1.5時間
【事後】卒業研究要旨の加筆修正を行う 2.5時間
第15回
【事前】卒業研究要旨の加筆修正を行う1.5時間
【事後】卒業研究要旨の加筆修正を行うとともに、パワーポイントの作成を行う 3.5時間
課題に対するフィードバックの方法
卒業研究要旨や卒業研究発表への改善点などその都度個別に提示する
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、卒業研究要旨の提出、卒業研究発表に基づき評価する。「卒業研究要旨」の未提出あるい
は、「卒業研究発表」を行わない場合は「K」評価で不合格とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

卒業研究要旨

1

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

30

卒業研究発表

2

その他

20

卒業研究発表要旨及び卒業研究発表に取り組む姿勢

1,2

テキスト

テキストは使用しない。

参考書

松井 豊著：心理学論文の書き方,河出書房新社,978-4309245225 価格：1870円

履修条件・他の科目との関連 なし

セミナーⅣｂ

授業コード

13078015

授業科目名

セミナーⅣｂ

授業担当教員

山口

直範

成績担当教員

山口

直範

開講年次

4年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
自分の興味のあることに対して、素朴な疑問や関心を持ち、学際的な研究に邁進する。
各自の研究テーマにそって研究計画を練り、実践し、卒業研究として要旨をまとめ卒業研究発表会で報告する。
到達目標
１．人間の行動を科学的にとらえて論理的に記述することができる。
２．統計解析を通じて得られた結果を読み解き、考察を加えることができる。
３．先行研究を用いて自分の研究の科学性を説明できる。
授業計画
【第1回】
テーマ：卒業研究に向けて
内容・方法：自分の卒業研究における質問紙調査・実験・社会調査・事例研究の実施報告。
【第2回】
テーマ：卒業研究に向けて
内容・方法：夏休み中の進捗状況の報告
【第3回】
テーマ：卒業研究に向けて
内容・方法：卒業研究の論文指導・校正
【第4回】
テーマ：卒業研究に向けて
内容・方法：卒業研究の論文指導・校正
【第5回】
テーマ：卒業研究に向けて
内容・方法：卒業研究の論文指導・校正
【第6回】
テーマ：卒業研究に向けて
内容・方法：卒業研究の論文指導・校正
【第7回】
テーマ：卒業研究に向けて
内容・方法：卒業研究の論文指導・校正
【第8回】
テーマ：卒業研究に向けて
内容・方法：卒業研究の論文指導・校正
【第9回】
テーマ：卒業研究に向けて
内容・方法：卒業研究の論文指導・校正
【第10回】
テーマ：卒業研究に向けて
内容・方法：卒業研究の論文指導・校正
【第11回】
テーマ：卒業研発表に向けて
内容・方法：卒業研究の論集用原稿の作成指導
【第12回】
テーマ：卒業発表に向けて
内容・方法：卒業研究の論集用原稿の作成指導
【第13回】
テーマ：卒業発表に向けて
内容・方法：パワーポイントを使用したプレゼンテーション練習・指導
【第14回】
テーマ：卒業発表に向けて
内容・方法：パワーポイントを使用したプレゼンテーション練習・指導
【第15回】
テーマ：卒業発表に向けて
内容・方法：パワーポイントを使用したプレゼンテーション練習・指導
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
【第1回】
セミナーⅣｂ

①事前学修課題：自分の卒業研究に関する社会の動きや出来事について常に関心を持ち、調べておく。
②事後学修課題：学んだ内容を振り返り、卒業研究の論文作成に役立てる知識として理解を深めておくこと。
【第2回】
①事前学修課題：自分の卒業研究に関する社会の動きや出来事について常に関心を持ち、調べておく。
②事後学修課題：学んだ内容を振り返り、卒業研究の論文作成に役立てる知識として理解を深めておくこと。
【第3回】
①事前学修課題：自分の卒業研究に関する社会の動きや出来事について常に関心を持ち、調べておく。
②事後学修課題：学んだ内容を振り返り、卒業研究の論文作成に役立てる知識として理解を深めておくこと。
【第4回】
①事前学修課題：自分の卒業研究に関する社会の動きや出来事について常に関心を持ち、調べておく。
②事後学修課題：学んだ内容を振り返り、卒業研究の論文作成に役立てる知識として理解を深めておくこと。
【第5回】
①事前学修課題：自分の卒業研究に関する社会の動きや出来事について常に関心を持ち、調べておく。
②事後学修課題：学んだ内容を振り返り、卒業研究の論文作成に役立てる知識として理解を深めておくこと。
【第6回】
①事前学修課題：自分の卒業研究に関する社会の動きや出来事について常に関心を持ち、調べておく。
②事後学修課題：学んだ内容を振り返り、卒業研究の論文作成に役立てる知識として理解を深めておくこと。
【第7回】
①事前学修課題：自分の卒業研究に関する社会の動きや出来事について常に関心を持ち、調べておく。
②事後学修課題：学んだ内容を振り返り、卒業研究の論文作成に役立てる知識として理解を深めておくこと。
【第8回】
①事前学修課題：自分の卒業研究に関する社会の動きや出来事について常に関心を持ち、調べておく。
②事後学修課題：学んだ内容を振り返り、卒業研究の論文作成に役立てる知識として理解を深めておくこと。
【第9回】
①事前学修課題：自分の卒業研究に関する社会の動きや出来事について常に関心を持ち、調べておく。
②事後学修課題：学んだ内容を振り返り、卒業研究の論文作成に役立てる知識として理解を深めておくこと。
【第10回】
①事前学修課題：自分の卒業研究に関する社会の動きや出来事について常に関心を持ち、調べておく。
②事後学修課題：学んだ内容を振り返り、卒業研究の論文作成に役立てる知識として理解を深めておくこと。
【第11回】
①事前学修課題：自分の卒業研究に関する社会の動きや出来事について常に関心を持ち、調べておく。
②事後学修課題：学んだ内容を振り返り、卒業研究の論文作成に役立てる知識として理解を深めておくこと。
【第12回】
①事前学修課題：自分の卒業研究に関する社会の動きや出来事について常に関心を持ち、調べておく。
②事後学修課題：学んだ内容を振り返り、卒業研究発表会に役立てる知識として理解を深めておくこと。
【第13回】
①事前学修課題：自分の卒業研究に関する社会の動きや出来事について常に関心を持ち、調べておく。
②事後学修課題：学んだ内容を振り返り、卒業研究発表会に役立てる知識として理解を深めておくこと。
【第14回】
①事前学修課題：自分の卒業研究に関する社会の動きや出来事について常に関心を持ち、調べておく。
②事後学修課題：学んだ内容を振り返り、卒業研究発表会に役立てる知識として理解を深めておくこと。
【第15回】
①事前学修課題：パワーポイントの資料を十分に把握しておく。
②事後学修課題：卒業研究の経験を今後の人生に役立てられるように理解を深めておくこと。
課題に対するフィードバックの方法
毎回のゼミを通じて個別に対応する。
成績評価の方法・基準（方針）
以下の2つから総合的に評価する。
・授業発表や目標設定の内容や取り組み方
・レポート：卒業研究発表会の要旨を含む
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

授業発表や目標設定の内容や取り組み方(50)

1,2,3

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

50

レポート：卒業研究発表会の要旨を含む(50)

1，2，3

その他

0

テキスト

適宜プリントを配布する

参考書

特に指定しない。

履修条件・他の科目との関連 特になし。

セミナーⅣｂ

授業コード

13078016

授業科目名

セミナーⅣｂ

授業担当教員

眞鍋

昇

成績担当教員

眞鍋

昇

開講年次

4年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
本セミナーは、これまでにセミナーＩａ、セミナーＩｂ、セミナーＩＩａ、セミナーＩＩｂ、セミナーＩＩＩ
ａ、セミナーＩＩＩｂ、セミナーＩＶａで養ってきた自ら学習して向上させていこうとする力（自己学習力）を
いっそう高めて、「卒業研究」に必要な経験・知識・技術などを身につけながら、「卒業研究」を遂行すること
を主眼としています。
（１）食品の生産・流通・販売などの食品産業（フードビジネス）にかかわる現場（農場・市場・食品加工工
場・商店街など）を見学・踏査して、食に関わるビジネスとはなになのか具体的かつ積極的に体験して理解しま
す。
（２）農村部や都市部などの地域の活性化（地域創生）や地域の健康増進などに食のビジネスがどのように貢献
できるのか具体的事例をあげながら考察します。
（３）研究のために必要な基盤的知識、文献検索法などの研究技術を身につけます。
・学術書籍・学術論文・新聞・雑誌などから適切な情報を自ら探し出し、整理して取り纏めたものをパワーポイ
ントに取りまとめてプレゼンテーションできる能力を身に着けます。
・本質的な問題点が何なのかを深く掘り下げて考え、それを解決する具体的な方策を考えて「卒業研究」を遂行
し、卒業論文を作成します。
・専門書や英文資料の講読を介して英語を活用できる実践力を伸ばします。
これらの受講課題を習熟して人間の健康におよぼす様々な要因について理解し考察することで、健康に暮らして
くために欠かせない基盤的知識とスキルを身につけます。
到達目標
（１）食品ビジネスについて理解を深め、食品に関わるビジネスが人間の健康におよぼす影響について科学的に
説明できるようになり、卒業研究の学術踏査やアンケート調査などを行うことができるようになります。
（２）食品ビジネスに関わる卒業研究の課題を策定し、文献検索をすすめることで、その研究の学術的意義ある
いは社会的意義について具体的に説明できるようになります。
（３）健康に暮らし続けるために欠かすことができない様々な食品ビジネスに関わる多様なスキルを身につけ、
食品と健康のかかわりについて具体的に的確な説明ができるようになり、卒業研究を自ら遂行することができる
ようになります。
（４）卒業研究を遂行できるスキル（学術書籍・学術論文・新聞・雑誌などからの情報検索、情報検索結果をパ
ワーポイントに取りまとめてプレゼンテーションできる能力、英文の専門書・論文・学術資料などを講読できる
実践力など）を身につけ卒業研究の遂行にいかし、卒業研究論文要旨を作成して提出したり卒業研究発表を行う
ことができるようになります。
授業計画
第１回 論文検索（１）：卒業研究に欠かせない学術論文のより一層高度なオンライン検索法を説明します。
第２回 論文検索（２）：卒業研究に欠かせない学術論文のより一層高度なオンライン検索法を説明します。
第３回 論文検索（３）：図書館で卒業研究に欠かせない学術書籍のより一層高度な検索法を説明します。
第４回 学術英語：卒業研究に欠かせないより一層高度な学術英語について説明します。
第５回 報告会＋アンケート調査（１）：受講生が、食品の生産農場を見学した際の知見や市場・商店街や中
食・外食の現場を踏査した際の知見をパワーポイントにとりまとめて発表するとともに卒論のためのアンケート
調査の進捗状況や成果の取り纏めについて発表します。
第６回 報告会＋アンケート調査（２）：受講生が、青物市場を見学した際の知見や市場・商店街や中食・外食
の現場を踏査した際の知見をパワーポイントにとりまとめて発表するとともに卒論のためのアンケート調査の進
捗状況や成果の取り纏めについて発表します。
第７回 報告会＋アンケート調査（３）：受講生が、食品の製造工場を見学した際の知見や市場・商店街や中
食・外食の現場を踏査した際の知見をパワーポイントにとりまとめて発表するとともに卒論のためのアンケート
調査の進捗状況や成果の取り纏めについて発表します。
第８回 前半のまとめと復習
第９回 卒業研究の進捗状況報告会（１）：受講生が、各々の卒業研究の進捗状況をパワーポイントにとりまと
めて発表します。
第１０回 卒業研究の進捗状況報告会（２）：受講生が、各々の卒業研究の進捗状況をパワーポイントにとりま
とめて発表します。
第１１回 卒業研究の進捗状況報告会（３）：受講生が、各々の卒業研究の進捗状況をパワーポイントにとりま
とめて発表します。
第１２回 卒業研究の課題の決定（１）：各々の卒業生の卒業研究の要旨を面談しながら作成します。
第１３回 卒業研究の課題の決定（２）：各々の卒業生の卒業研究の要旨を面談しながら作成します。
第１４回 卒業研究の課題の決定（３）：各々の卒業生の卒業研究の要旨を面談しながら作成します。
第１５回 後半のまとめと復習
第１６回 期末試験：卒業研究の要旨の提出と発表
事前事後の学習

セミナーⅣｂ

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
この授業は講義形式でおこなうので受動的学習と食品の生産・流通・販売などの食品産業（フードビジネス）に
かかわる現場（農場・市場・食品加工工場・商店街など）を見学・踏査するアクティヴラーニングの要素を含み
ます。事前に積極的に書籍や論文などの検索やインターネット検索などによる基礎的知識を身につけたうえで受
講したり見学・踏査することが必要です（１．５時間の事前学習）。事後に講義ノートを整理しながら復習する
こと、情報検索結果や見学・踏査の成果をパワーポイントに取りまとめて講義中に実施するプレゼンの準備、卒
業研究の要旨の作成と提出および成果の発表の準備などが必須です（２．５時間の事後学習）
課題に対するフィードバックの方法
原則として授業毎に「講義をうけて新たに分かったこと」、「講義をうけて自分で考えたこと」、「質問した
かったこと」などの講義レポートを実施し、適時質問事項について説明するとともに、講義内に適時実施するプ
レゼンテーションおよび「前期まとめ」と「後期のまとめ」において実施するレポート試験、期末試験などを介
して自己評価と復習を即します。
成績評価の方法・基準（方針）
下記のように、受講の平常点、食のビジネス現場の見学や踏査の報告、卒業研究に取り組む姿勢ならびに卒業研
究のためのアンケート調査、卒業研究論文の作成と発表などの遂行を総合的に評価し成績を評価します。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

受講の平常点として食のビジネスに関わる適切な情報を
探し出してパワーポイントに取りまとめたたり卒業研究に関
わる進行状況などを取りまとめたプレゼンテーションなどを
評価するとともに卒業研究要旨を作成して提出できること
を評価します・７０％

１，２，３，４

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

30

卒業研究のアンケート調査を取り纏めたレポートや卒業研
究論文要旨などを取りまとめた卒業研究発表を評価しま
す：３０％

１，２，３，４

その他

20

卒業研究のアンケート調査、卒業研究要旨の作成、卒
業研究発表などに取り組む姿勢と遂行能力などを評価し
ます：２０％

１，２，３，４

テキスト

「よくわかる卒論の書き方第２版」白井利明・高橋一郎・ミネルヴァ書房・ISBN：978-4-6230-65721
「食事調査マニュアル・はじめの一歩から実践・応用まで 改訂３版」日本栄養改善学会（監修）・
伊達ちぐさ・徳留裕子・吉池信男（編集）・南山堂・ISBN：978-4-525-63333-2
別途、オンラインを通じて受講に必要な資料のpdfなどを配布します。

参考書

「健康・スポーツ科学のための卒業論文の書き方」出村慎一・山次俊介・杏林書院・ISBN：978-47644-1162-3
「フードサービスの教科書」茂木信太郎・創成社・ISBN：978-4-7944-2504-1
「フードビジネスのための最新飲食業の法律問題と実務マニュアル」服部真和監修・三修社・ISBN：
978-4-3840-4688-5
上記の他に日経ＭＪ（流通新聞）や参考資料などを必要に応じて授業の中で紹介します。

履修条件・他の科目との関連 このセミナーは、講義中のノートテイキングや食のビジネスの事例報告、食品の生産農場や製造工
場の見学報告、市場・商店街や中食・外食の踏査報告、卒業研究の進捗状況報告など受講生
が積極的に活動することを重視するものですので、各自がしっかりと自分自身のノートを作成するとと
もに、テキストや参考書などを手元において予習と復習をしっかり行うことが求められます。
受講生は、学外の市町村や会社などの現場の担当者と交わりながら勉強をします。毎週１回開催
するセミナーの授業時間は「実際に行ったことの進捗状況の報告」や「計画の相談」などの時間で
す。授業がなくて空いている時間を有効に使って、研究に取り組んでください。
・状況により授業内容の一部および順番を変更する場合があります。
・授業中のプレゼンテーションは指定された授業日に必ず実施し、卒業研究のためのアンケート用
紙、要旨原稿、発表用資料などは締切期限までに必ず提出してください。プレゼンテーションをしな
かった場合や提出が遅れた場合は評価しません。

セミナーⅣｂ

授業コード

13078017

授業科目名

セミナーⅣｂ

授業担当教員

藤田

了

成績担当教員

藤田

了

開講年次

4年

授業種別

実務家教員による授業

演習

開講期

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
４回生前期に引き続き、研究計画に沿って調査、研究を行い、最終的に卒業研究として論文にまとめてパワーポ
イントを活用し発表する。
発表、討論を主とする授業である。発表に対する自主学習には積極的な姿勢が必要であり、周りと協力する協調
性が求められる授業である。
到達目標
1．卒業研究要旨を作成することができる。
2．卒業研究発表を行うことができる。
授業計画
【第1回】
【第2回】
【第3回】
【第4回】
【第5回】
【第6回】
【第7回】
【第8回】
【第9回】
【第10回】
【第11回】
【第12回】
【第13回】
【第14回】
【第15回】

研究の進捗状況の報告、後期スケジュールの確認
卒業研究の内容の確認①
卒業研究の内容の確認②
卒業テーマ論文の発表と質疑応答①
卒業テーマ論文の発表と質疑応答②
卒業テーマ論文の発表と質疑応答③
卒業テーマ論文の発表と質疑応答④
卒業研究要旨の発表と質疑応答①
卒業研究要旨の発表と質疑応答②
卒業研究要旨の発表と質疑応答③
卒業研究要旨の発表と質疑応答④
卒業研究発表リハーサル①
卒業研究発表リハーサル②
卒業研究要旨提出
卒業研究発表最終リハーサル

事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
授業（１回につき２時間として計算）と事前事後のあわせて１単位あたり４５時間が必要です。
授業以外で作業することも多く、毎回につき1.5時間程度の事前学習と2.5時間程度の事後学習が必要です。ま
た、卒業研究要旨については全部で少なくとも60時間以上、卒業研究発表会用のスライド作成については少なく
とも30 時間以上の学習時間が必要となる。わからないことがあれば積極的に質問をすること。
【事前】 発表の準備（研究についての情報収集や発表資料の作成など）
【事後】 議論をしたら発表したものについては修正をしておく。
課題に対するフィードバックの方法
適宜、授業中やメール、Googleclassroomなどにて個別に対応する。
成績評価の方法・基準（方針）
以下の通り、卒業研究の要旨の提出と発表に基づき評価する。卒業研究の要旨を提出しなかったり、発表を行わ
なければ、「K」評価で不合格となる。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

30

卒業研究要旨（30）

1

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

30

卒業研究発表（30）

2

その他

40

卒業研究に取り組む姿勢（40）

1、2

テキスト

テキストを使用しない
セミナーⅣｂ

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する

履修条件・他の科目との関連 ・やむを得ず欠席や遅刻する場合は必ず本人が担当教員に事前に連絡すること。
・30分を超過した遅刻､および30分以上の早退は欠席とする。
・3回の遅刻（早退を含む）で、1回の欠席とする。

セミナーⅣｂ

授業コード

13078018

授業科目名

セミナーⅣｂ

授業担当教員

高山

昌子

成績担当教員

高山

昌子

開講年次

4年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
各自のテーマについて研究計画を立て、卒業研究をまとめ発表する
到達目標
1.卒業研究要旨を作成することができる。
2.卒業研究発表を行うことができる。
授業計画
【第1回】
テーマ：進捗状況の報告会３
内容・方法：卒業研究の進捗状況を報告し合う、後期スケジュールの確認
【第2回】
テーマ：卒業研究に関する報告、相談１
内容・方法：卒業研究の内容の確認と相談
【第3回】
テーマ：卒業研究に関する報告、相談２
内容・方法：卒業研究の内容の確認と相談
【第4回】
テーマ：卒業研究に関する報告、相談３
内容・方法：卒業研究の内容の確認と相談
【第5回】
テーマ：卒業研究に関する報告、相談４
内容・方法：卒業研究の内容の確認と相談
【第6回】
テーマ：卒業研究に関する報告、相談５
内容・方法：卒業研究の内容の確認と相談
【第7回】
テーマ：進捗状況の報告会４
内容・方法：卒業研究の進捗状況を報告し合う
【第8回】
テーマ：卒業研究のレジュメの作成１
内容・方法：卒業研究の内容の確認と相談
【第9回】
テーマ：卒業研究のレジュメの作成２
内容・方法：卒業研究の内容の確認と相談
【第10回】
テーマ：卒業研究のレジュメの作成３
内容・方法：卒業研究の内容の確認と相談
【第11回】
テーマ：卒業研究のレジュメの作成４
内容・方法：卒業研究の内容の確認と相談
【第12回】
テーマ：卒業研究のレジュメの作成５
内容・方法：卒業研究の内容の確認と相談
【第13回】
テーマ：進捗状況の報告会５
内容・方法：卒業研究の進捗状況を報告し合う
【第14回】
テーマ：卒業研究要旨提出
内容・方法：卒業研究要旨提出
【第15回】
テーマ：卒業研究発表会
内容・方法：卒業研究発表
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
事前学習は卒業研究の計画に沿って卒業研究を進め、事後学習は授業で確認したことを見直す。
事前学習と事後学習は、それぞれ2時間必要とする。

セミナーⅣｂ

課題に対するフィードバックの方法
個別指導の中で、適宜フィードバックを行う
成績評価の方法・基準（方針）
以下の通り、卒業研究の要旨の提出と発表に基づき評価する。卒業研究の要旨を提出しなかったり、発表を行わ
なければ「K」評価で不合格となる。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

卒業研究要旨（50）

1

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

30

研究発表（30）

2

その他

20

卒業研究に取り組む姿勢（20）

1,2

テキスト

使用しません

参考書

必要に応じて適宜配布

履修条件・他の科目との関連 セミナー学生が協力しながら、主体的、積極的に取り組んでください。

セミナーⅣｂ

授業コード

13078019

授業科目名

セミナーⅣｂ

授業担当教員

長野

崇

成績担当教員

長野

崇

開講年次

4年

授業種別

実務家教員による授業

演習

開講期

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
スポーツパフォーマンス向上に関する文献の講読、プレゼンテーション、討論などを行い、卒業研究に取り組む
ために必要なスキルを身につけることを目的とする．
スポーツパフォーマンス向上を目指す選手への運動処方に関する知見を明らかにする．
目的や志向に沿ったトレーニング様式・強度・時間・頻度・期間・休憩時間等のプログラム変数に対して最適な
ものを選び、最大の効果を得られるように至適な組み合わせを検討する．
多くの文献で明らかになっているトレーニングプロトコル（手順）に従い、自身や仲間を被検者とし、トレーニ
ングを行い測定評価を行うことで、その運動処方がパフォーマンスにどのような影響を与えたのかを理解する．
到達目標
1．卒業研究要旨を作成することができる
2．卒業研究発表を行うことができる
授業計画
第1回；ガイダンス 授業の内容・進め方・評価方法の概説
第2回；卒業研究で取り組みたいテーマに関するディベイト
第3回；卒業研究で取り組みたいテーマに関するディベイト
第4回；卒業研究で取り組みたいテーマに関するディベイト
第5回；卒業研究で取り組みたいテーマに関するディベイト
第6回；卒業研究で取り組みたいテーマに関するディベイト
第7回；卒業研究で取り組みたいテーマに関するディベイト
第8回；卒業研究で取り組みたいテーマに関するディベイト
第9回；卒業研究で取り組みたいテーマに関するディベイト
第10回；卒業研究で取り組みたいテーマに関するディベイト
第11回；卒業研究で取り組みたいテーマに関するディベイト
第12回；卒業研究で取り組みたいテーマに関するディベイト
第13回；卒業研究で取り組みたいテーマに関するディベイト
第14回；卒業研究で取り組みたいテーマに関するディベイト
第15回；総括
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
授業（１回につき２時間として計算）と事前事後のあわせて１単位あたり４５時間が必要です。
授業で学んだ内容を自身の言葉でサマライズすることができる
統計学における予習・復習
課題に対するフィードバックの方法
Google Class Roomを通じて適宜（得点・コメント）フィードバックする．
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判断のうえ、60点以上を合格とし所定の単位を認定する．
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

卒業研究要旨

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

30

卒業研究発表

1，2

その他

20

卒業研究に対する取り組む姿勢

1，2

テキスト

適宜授業中に指示する

セミナーⅣｂ

参考書

適宜授業中に指示する

履修条件・他の科目との関連 遅刻は3回で欠席1回とみなす．
20分以上の遅刻は欠席．
課題などの未提出および授業の欠席4回以上は評価の対象外．

セミナーⅣｂ

授業コード

13078020

授業科目名

セミナーⅣｂ

授業担当教員

西岡

ゆかり

成績担当教員

西岡

ゆかり

開講年次

4年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
大学生活の集大成として,卒業研究に取り組みます。「セミナーIIIa,IIIb」で学習した内容を基礎として,「セミ
ナーIVa」で収集した情報を「高齢者」,「栄養」,「運動」,「防災・減災」,「昆虫食」という切り口でさらに深
く考えていくと共に,卒業研究の完成を目指します。

卒業研究抄録作成
1,2,3
定期試験
0
その他
20
卒業研究発表
1,2,3,4
テキスト
特に使用しません
参考書
適宜紹介します
履修条件・他の科目との関連
自らテーマ・目的を設定し,目的達成のために必要なデータを収集すると共に,文献検索・文献講読を行います。
指示を待つのではなく,自主的に卒業研究を進め,セミナー以外の時間を有効に使って卒業研究を完成させる。
到達目標
1．卒業研究に必要な文献・資料の収集が出来る
2．卒業研究計画を立て,データ収集を行い,進捗状況をまとめて発表することが出来る
3．卒業研究の中間報告が出来る
4. 卒業研究抄録を作成し,卒業研究発表が出来る
授業計画
【第１回】
卒業研究の進捗状況について確認を行い,セミナー内での中間発表の準備に取り組みます
【第２回】
セミナー内中間発表用のパワーポイントや抄録の作成に取り組みます
【第３回】
各自作製したパワーポイントを用いて中間発表を行い,プレゼンテーション能力を高めます
【第４回】
我が国で頻発する自然災害の発生機序について理解を深めます
【第５回】
大学近隣の住民に対して,防災・減災教育の実践を行います
【第６回】
防災・減災教育を実践した効果の評価を行います
【第７回】
収集したデータを分析できる形に加工する方法を学びます
【第８回】
データ分析に必要な検定方法について学びます
【第９回】
収集したデータを用いて,t検定・一元配置の分散分析などの統計処理を学びます
【第１０回】
卒業研究抄録の作成に取り組みます
【第１１回】
卒業研究発表で用いるパワーポイントの作成に取り組みます
セミナーⅣｂ

【第１２回】
卒業研究抄録を完成させ,データとの齟齬がないか確認します
【第１３回】
パワーポイントを完成させ,スライド画面の確認を行います
【第１４回】
卒業研究発表会の準備に取り組みます
【第１５回】
卒業研究発表練習と卒業研究のまとめを行います
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
授業（１回につき２時間として計算）と事前事後のあわせて１単位あたり４５時間が必要です。
１．授業1回あたり,あわせて４時間の事前事後学習を行うこと（授業15回で60時間）
２．授業内容の理解を進めるために,スポーツと栄養に関する新聞記事やニュースに目を通しておくこと
３．内容に関する質問や疑問は授業内やGoogle ClassroomやOIUメールを利用して,積極的に行うこと
課題に対するフィードバックの方法
提出された課題やレポートは,内容を確認後,次回授業内やGoogle Classroom,OIUメールを用いてフィードバック
を行う
成績評価の方法・基準（方針）
１．以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点以 上を合格とし、所定の単位を認定する
２．正当な理由無く5回以上欠席した場合は,評価の対象とせず「K」評価とする。
３．遅刻（30分以内）3回を1回の欠席として扱う
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

40

卒業研究への取り組み,中間発表

1,2,3,4

授業外での評価

20

卒業研究のデータ収集

1,2

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

卒業研究抄録作成

1,2,3,4

その他

20

卒業研究発表

1,2,3,4

テキスト

特に使用しません

参考書

必要に応じ適宜紹介します

履修条件・他の科目との関連 自らテーマ・目的を設定し,目的達成のために必要なデータを収集すると共に,文献検索・文献講読を
行います。指示を待つのではなく,自主的に卒業研究を進め,セミナー以外の時間を有効に使って卒
業研究を完成させる。
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授業コード

13025801

授業種別

授業科目名

人体の機能と構造Ⅰ

授業担当教員

奥島

大

成績担当教員

奥島

大

開講年次

1年

開講期

実務家教員による授業

講義

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
健康づくりのための運動処方や、スポーツ技能向上のための指導やトレーニングなどを行うために必要となる人
体各部の構造や機能に関する解剖生理学的基礎知識を身につける。加えて、加齢にともなう世代ごとの人体の構
造や機能の特性についても理解することを目的とする。この講義では、骨格・筋・神経・感覚器系に関する人体
の機能と構造について講義形式で学習する。この授業は遠隔授業（オンデマンド形式）であり、講義を録画した
動画を視聴し、あわせて提示された授業内課題に取り組みながら進めていく。
到達目標
１．骨格・筋・神経・感覚器系に関する人体の機能と構造について、仲間に口頭で説明できる力を身につける。
授業計画
【第1回】オリエンテーション：この授業の位置づけ、授業の概要、および成績評価について解説する。
【第2回】細胞と組織：細胞・組織・器官・個体の関連性について解説する。
【第3回】骨格系①：骨の成分・構造や、骨の成長と老化について解説する。
【第4回】骨格系②：頭蓋骨や脊柱を構成する骨名や構造について解説する。
【第5回】骨格系③：胸郭、上肢、下肢を構成する骨名や構造について解説する。
【第6回】関節の構造と働き：全身（脊柱・胸郭・上肢・下肢）の関節名やそれを構成する骨名について解説す
る。
【第7回】筋系①：骨格筋の構造と働き、および筋収縮の仕組みについて解説する。
【第8回】筋系②（脊柱・胸郭1）：頚部や体幹部の筋名、付着点、およびその働きについて解説する。
【第9回】筋系③（脊柱・胸郭2）：肩甲骨を安定させる筋や肩関節を動かす筋の名称、付着点、およびその働き
を解説する。
【第10回】筋系④（上肢）：上肢筋の筋名、付着点や、その働きについて解説する。
【第11回】筋系⑤（下肢）：下肢筋の筋名、付着点や、その働きについて解説する。
【第12回】神経系①：神経の仕組みと働き、および中枢神経について解説する。
【第13回】神経系②：体性神経と自律神経の仕組みと働き、および神経伝達機序について解説する。加えて、上
肢と下肢の神経・血管についても解説する。
【第14回】感覚器：視覚・聴覚・平衡覚・嗅覚・味覚・皮膚感覚について解説する。
【第15回】まとめ：骨格系・筋系・神経系・感覚器の相互関連について解説する。
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
事前学習［各1.5時間］
【第1回】「人体の機能と構造」の学習が自己のスポーツ実践や指導者としてスポーツ指導する際にどのように役
立つのか考える。
【第2回】個体を形成する器官系について調べ、各器官系に属す器官名を調べてみる。
【第3回】骨の成分・構造について調べてみる。
【第4回】頭蓋骨や脊柱を構成する骨名を調べてみる。
【第5回】胸郭、上肢や、下肢を構成する骨名を調べてみる。
【第6回】全身の関節名およびそれを構成する骨名を調べてみる。
【第7回】筋肉がどのように収縮するのか、中枢から運動神経終末までの伝達、神経筋終末での伝達、および筋収
縮のメカニズムを調べてみる。
【第8回】頚部や体幹部を構成する筋名を調べてみる。
【第9回】肩甲骨を安定させる筋や肩関節を動かす筋名を調べてみる。
【第10回】上肢に存在する筋名を調べてみる。
【第11回】下肢に存在する筋名を調べてみる。
【第12回】中枢神経がどのような働きをしているのか調べてみる。
【第13回】体性神経と自律神経の仕組みと働きを調べてみる。
【第14回】五感とは何か、また、その受容器の分布場所を調べてみる。
【第15回】骨格系・筋系・神経系・感覚器がどのように相互関連しているのか考えてみる。
事後学習［各2.5時間］
【第1回】「人体の機能と構造」の学習が今後スポーツ行動学科の他の科目とどのように関連するのか具体的に考
えてみる。
【第2回】各器官系とその役割をまとめてみる。
【第3回】骨の成分・構造や骨の成長と老化についてまとめてみる。
【第4回】頭蓋骨や脊柱を構成する骨名を漢字で書けるようにし、その位置関係を自分の体で説明してみる。
【第5回】胸郭、上肢や、下肢を構成する骨名を漢字で書けるようにし、その位置関係を自分の体で説明してみ
る。
人体の機能と構造Ⅰ

【第6回】全身の関節名およびそれを構成する骨名を漢字で書けるようにし、自分の体でそれらを説明してみる。
【第7回】筋収縮のメカニズムを復習する。
【第8回】頚部や体幹部を構成する筋名を漢字で書けるようにし、その位置関係を自分の体で説明してみる。加え
て、各筋肉はどのような運動に参画しているのか説明できるようにする。
【第9回】肩甲骨を安定させる筋や肩関節を動かす筋名を漢字で書けるようにし、その位置関係を自分の体で説明
してみる。さらに、各筋肉はどのような運動に参画しているのか説明できるようにする。
【第10回】上肢の筋名を漢字で書けるようにし、その位置関係を自分の体で説明してみる。さらに、各筋肉はど
のような運動に参画しているのか説明できるようにする。
【第11回】下肢の筋名を漢字で書けるようにし、その位置関係を自分の体で説明してみる。さらに、それぞれの
筋肉はどのような運動に参画しているのか説明できるようにする。
【第12回】運動・スポーツ場面で中枢神経がどのように働いているのか自分が実践するスポーツ場面で説明す
る。
【第13回】体性神経（脳神経と脊髄神経）と自律神経（交感神経と副交感神経）の働きをまとめてみる。
【第14回】視覚・聴覚・平衡覚がスポーツ場面でどのような役割をしているのか自分が実践するスポーツ場面で
説明してみる。
【第15回】骨格系・筋系・神経系・感覚器がどのように相互関連しているのか自分が実践するスポーツ場面で説
明してみる。
課題に対するフィードバックの方法
毎回授業内課題を実施し、その結果は学生に返却する。また、正解と解説を次の授業時に動画で公開する。
成績評価の方法・基準（方針）
授業内で課す小テストと期末試験の総合評価とする。ただし、授業回数の1/3以上欠席した者は成績評価を受ける
ことはできない。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

40

授業内課題(40)

1

授業外での評価

0

定期試験

60

オンライン試験(60)

1

定期試験に代わるレポート等

0

その他

0

テキスト

目でみるからだのメカニズム，堺章，医学書院，商品コード：9784260027762

参考書

授業内で必要に応じて適宜紹介する。

履修条件・他の科目との関連 この授業はスポーツ行動学科における健康・スポーツ分野で必要な基礎的知識を学習するものであ
る。他の授業の下地となるものであるため、しっかりと受講して欲しい。
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授業コード

13025901

授業種別

授業科目名

人体の機能と構造Ⅱ

授業担当教員

奥島

大

成績担当教員

奥島

大

開講年次

1年

開講期

実務家教員による授業

講義

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
健康づくりのための運動処方や、スポーツ技能向上のための指導やトレーニングなどを行うために必要となる人
体各部の構造や機能に関する解剖生理学的基礎知識を身につける。加えて、加齢にともなう世代ごとの人体の構
造や機能の特性についても理解することを目的とする。この講義では、循環器・呼吸器・消化器・泌尿器・生殖
器系に関する人体の機能と構造について学習し、器官および器官系がどのように協調しながら個体としての人間
を形成しているのかについて理解することを目的とする。この授業は遠隔授業（オンデマンド形式）であり、講
義を録画した動画を視聴し、あわせて提示された授業内課題に取り組みながら進めていく。
到達目標
１．循環器・呼吸器・消化器・泌尿器・生殖器系に関する人体の機能と構造について、仲間に口頭でわかりやす
く説明できる力を身につける。
授業計画
【第1回】オリエンテーション・循環器系①：この授業の位置づけ、講義の進め方、および循環器系の仕組みにつ
いて解説する
【第2回】循環器系②：心臓の構造と働きについて解説する。
【第3回】循環器系③：心臓の働きを調節する仕組みについて解説する。
【第4回】循環器系④：血管の種類と分布について解説する。
【第5回】循環器系⑤：血管の血液配分と血流調節について解説する。
【第6回】呼吸器系①：呼吸器系を構成する器官、肺の構造と仕組み、および呼吸運動と調節のメカニズムについ
て解説する。
【第7回】呼吸器系②：ガス交換の仕組みについて解説する。
【第8回】消化器系①：消化器を構成する器官、口腔・咽頭・食道・胃の構造と働きについて解説する。
【第9回】消化器系②：胃・小腸での消化と消化液分泌について解説する。
【第10回】消化器系③：肝臓・胆道の構造と働きについて解説する。
【第11回】消化器系④：すい臓と大腸の構造と働きについて解説する。
【第12回】消化器系⑤：三大栄養素の消化について解説する。
【第13回】泌尿器系①：泌尿器系（腎臓・尿管・膀胱・尿道）の仕組みと働きについて解説する。
【第14回】生殖系：女性生殖器の構造と働きや性周期について解説する。
【第15回】まとめ：循環器系・呼吸器系・消化器系・泌尿器系・生殖器系の相互関連について解説する。
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
事前学習［各1.5時間］
【第1回】循環器・呼吸器・消化器・泌尿器・生殖器系の機能と構造の学習が、スポーツ実践や指導にどのように
役立つのか考えてみる。
【第2回】心臓の構造と働きおよび刺激伝導系について調べてみる。
【第3回】安静時および運動時の心拍数がどの範囲変化するのかについて運動・スポーツ場面別に調べてみる。
【第4回】動脈・静脈の分布状況およびその主要な血管名を調べてみる。
【第5回】安静時の血液配分について調べてみる。
【第6回】外呼吸にかかわる器官および肺胞の構造を調べてみる。
【第7回】肺胞でのガス交換を促す拡散・分圧について調べてみる。
【第8回】消化器系を構成する器官名とその位置を調べてみる。
【第9回】口から小腸までの消化管で分泌される消化液を調べてみる。
【第10回】肝臓・胆のう・膵臓の働きを調べてみる。
【第11回】膵液とインスリンの働きを調べてみる。
【第12回】消化液の分泌と水分の関係（水分出納）を調べてみる。
【第13回】尿生成の仕組みを調べてみる。
【第14回】女性器（卵巣・卵管・子宮）の構造と働きを調べてみる。
【第15回】これまでに学んだ循環器系・呼吸器系・消化器系・泌尿器系・生殖器系の相互関連を考えてみる。
事後学習［各2.5時間］
【第1回】肺循環と体循環を区分させながら血液の流れをまとめてみる。
【第2回】心臓の拍動メカニズムを刺激伝導系と心電図記録を対応させて理解する。
【第3回】心臓の働きを調節する圧受容器・化学受容器・循環中枢・副交感神経・交感神経・交感神経～副腎系な
どのネットワークの巧妙さを理解する。
【第4回】血管の種類と分布および血圧の高低を決定する要因を理解する。
【第5回】安静と運動時の脳・心臓・肝臓と消化管・腎臓・骨格筋への血液配分はどのように変化するのか理解す
る。
人体の機能と構造Ⅱ

【第6回】吸気のしくみや呼気の仕組みを内・外肋間筋、横隔膜、胸腔や、胸腔内圧の働きから説明してみる。
【第7回】肺胞と毛細血管でのガス交換（拡散）の仕組みを肺動脈内の静脈血と肺胞気間に観察される酸素と二酸
化炭素分圧差から説明してみる。
【第8回】唾液分泌と食塊を胃に送る仕組みおよび胃の働きをまとめてみる。
【第9回】口から小腸までの消化管で分泌される消化液で炭水化物、タンパク質や、脂肪がどのように消化される
のかまとめてみる。
【第10回】肝臓での胆汁生成、栄養素の貯蔵と加工、解毒作用、生体防御作用、血液凝固作用物質の産生や、造
血をまとめてみる。
【第11回】消化されたけブドウ糖が肝臓と筋肉にどのように取り込まれて保存され、必要に応じてどのように取
り出されるのか理解する。
【第12回】大腸での水分吸収と糞便形成過程および三大栄養素の消化過程をまとめて理解する。
【第13回】腎臓が尿生成と生体の恒常性維持に果たす役割を理解する。
【第14回】卵巣（成熟卵胞形成・排卵・黄体形成）、子宮内膜、血中女性ホルモンや、基礎体温におけるそれぞ
れの性周期およびそれらの相互関連を理解する。
【第15回】この授業で学んだ循環器系・呼吸器系・消化器系・泌尿器系・生殖器系に関する知識を今後のスポー
ツ実践や指導に役立たせるためには、今後、どのようなことを学習するべきか考えてみる。
課題に対するフィードバックの方法
毎回授業内課題を実施し、その結果は学生に返却する。また、正解と解説を次の授業時に動画で公開する。
成績評価の方法・基準（方針）
授業内で課す課題と期末試験の総合評価とする。ただし、授業回数の1/3以上⽋席した者は成績評価をうけること
ができない。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

40

授業内課題(40)

1

授業外での評価

0

定期試験

60

オンライン試験(60)

1

定期試験に代わるレポート等

0

その他

0

テキスト

目でみるからだのメカニズム，堺章，医学書院，商品コード：9784260027762

参考書

授業内で必要に応じて適宜紹介する。

履修条件・他の科目との関連 この授業はスポーツ行動学科における健康・スポーツ分野で必要な基礎的知識を学習するものであ
る。他の授業の下地となるものであるため、しっかりと受講して欲しい。

人体の機能と構造Ⅱ

授業コード

13900201

授業種別

授業科目名

スポーツ生理学

授業担当教員

奥島

大

成績担当教員

奥島

大

開講年次

カリキュラムによる

開講期

実務家教員による授業

講義

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
スポーツ生理学では、身体活動時における呼吸器系・循環器系・神経系・骨格筋系・内分泌系・免疫系・体温調
節系などの変化やそれらの系の相互関連調節について理解させ、スポーツ活動時におこる生理的適応や安全対策
を考究できる応用的能力の獲得をめざす。この授業はオンデマンド型の遠隔授業になる。講義を録画した動画を
一定期間中に視聴し、所定の課題を提出する形式で実施する予定である。
到達目標
１．運動やスポーツなどの身体活動に伴い呼吸器系・循環器系・神経系・骨格筋系・内分泌系・免疫系・体温調
節系などで起こる生理的な変化や適応の基本的事象について、仲間に口頭でわかりやすく説明できる力を身につ
ける。
授業計画
【第1回】オリエンテーション・エネルギー供給系と運動①：講義内容の概略と進め方や筋運動を発現させるエネ
ルギーについて解説する。
【第2回】エネルギー供給系と運動②：筋運動を発現させるエネルギー供給機構について解説する。
【第3回】呼吸循環系と運動①：呼吸器の構造、運動時の換気亢進や持久性トレーニングが呼吸機能に及ぼす影響
について解説する。
【第4回】呼吸循環系と運動②：循環器の構造、運動時の各種循環指標やそれらの調節について解説する。
【第5回】呼吸循環系と運動③：運動トレーニングによる心機能・血管機能の変化や運動に対する呼吸循環機能の
指標について解説する。
【第6回】骨格筋系と運動①：骨格筋の働き、骨格筋の形状や神経・筋機能について解説する。
【第7回】骨格筋系と運動②：骨格筋の力学的特性、運動トレーニングに対する骨格筋の適応について解説する。
【第8回】神経系と運動①：神経系の構造、脳の運動中枢、運動経路や運動の発現と制御について解説する。
【第9回】神経系と運動②：運動の発現と制御、脳神経の発育、および加齢変化について解説する。
【第10回】内分泌系と運動：ホルモンの種類、作用やその機序、および運動とホルモンの関連性について解説す
る。
【第11回】免疫と運動：免疫系の概要、体力と感染リスクの関連や、運動が免疫能に及ぼす影響について解説す
る。
【第12回】環境と運動①：体温調節の基礎、運動時の体温調節を変化させる要因や高温下での運動について解説
する。
【第13回】環境と運動②：熱中症と水分補給、暑熱順化と運動トレーニングや寒冷順化と運動について解説す
る。
【第14回】環境と運動③：低酸素環境が身体機能や運動パフォーマンスに与える影響、および水中環境と運動に
ついて解説する。
【第15回】復習：これまでの講義内容の復習とともに各種調節系がいかに相互関連して調節されているのかにつ
いて解説する。
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
事前学習［各1.5時間］
【第1回】身体を動かす直接的なエネルギーは何か考えてみる。
【第2回】各エネルギー供給系の運動時における疲労要因について考える。
【第3回】「人体の機能と構造Ⅱ」で学習した吸気・呼気の仕組みや、肺胞の拡散作用を復習する。
【第4回】「人体の機能と構造Ⅱ」で学習した心臓の構造・機能、刺激伝導系や、心臓の調節機構について復習す
る。
【第5回】「人体の機能と構造Ⅱ」で学習した血圧調節、酸素摂取量や、心拍出量について復習する。
【第6回】「人体の機能と構造Ⅰ」で学習した骨格筋の構造と骨格筋が収縮する仕組みについて復習する。
【第7回】自分の取り組むスポーツでどのような筋線維タイプがよく発達するのか復習する。
【第8回】「人体の機能と構造Ⅰ」で学習した脳・神経系の基本的構成について復習する。
【第9回】「人体の機能と構造Ⅰ」で学習した大脳皮質や小脳における運動制御について復習する。
【第10回】「人体の機能と構造Ⅰ・Ⅱ」で学習した内分泌器腺、ホルモンや、その作用について復習する。
【第11回】免疫系の働きについて予習する。
【第12回】「人体の機能と構造Ⅰ」で学習した主な体温調節について復習する。
【第13回】「人体の機能と構造Ⅰ」で学習した主な熱中症について復習する。
【第14回】高地や水中が生体反応や運動パフォーマンスにどのような影響を及ぼすか考える。
【第15回】運動時の呼吸・循環器系・神経系・骨格筋系・内分泌系・免疫系・体温調節がどのように相互関連し
ているのか考える。

スポーツ生理学

事後学習［各2.5時間］
【第1回】エネルギーを利用して運動を発現する仕組みを理解する。
【第2回】各エネルギー供給系によってエネルギーが再合成される過程を理解する。
【第3回】運動時の呼吸反応とその調節機構や最大酸素摂取量を決める要因について理解する。
【第4回】運動時の一回拍出量を調節する静脈還流量と心筋収縮力、血液再配分と血流調節について理解する。
【第5回】動的・静的運動における血圧応答や運動時の動脈血圧がはたらく仕組みについて理解する。
【第6回】筋線維タイプの分類と特徴について理解する。
【第7回】レジスタンストレーニングや持久性トレーニングに伴う筋機能向上の仕組みを理解する。
【第8回】反射の仕組みと運動制御の階層構造や脊髄・脳幹における運動制御について理解する。
【第9回】運動・動作の上達のメカニズム、脳・神経の発育と加齢変化や、運動トレーニングに伴う脳・神経系の
変化について理解する。
【第10回】運動・トレーニングに伴うホルモンの分泌について理解する。
【第11回】運動トレーニングによる免疫能の変化、休養や栄養管理と免疫能との関わりについて理解する。
【第12回】運動時の体温、体熱平衡、体温調節や、運動時の体温を上昇させる要因について理解する。
【第13回】高温下・寒冷下の運動時体温調節とパフォーマンスの関連性や、運動トレーニングに伴う暑熱・寒冷
反応の変化を理解する。
【第14回】低酸素環境や水中環境が身体諸機能に与える影響や、低酸素適応や水中トレーニングの効果について
理解する。
【第15回】運動時の呼吸・循環器系・神経系・骨格筋系・内分泌系・免疫系・体温調節がどのように相互関連し
ているのか自分が実践するスポーツ場面で説明する。
課題に対するフィードバックの方法
授業内課題に対して翌週に動画で解説を加える。
成績評価の方法・基準（方針）
授業内で課す⼩テスト・レポートと期末試験の総合評価とする。ただし、授業回数の1/3以上⽋席した者は成績評
価をうけることができない。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

40

授業内課題（40）

1

授業外での評価

0

定期試験

60

オンライン試験（60）

1

定期試験に代わるレポート等

0

その他

0

テキスト

運動生理学，池上晴夫，朝倉書店，ISBN：978-4-254-61618-7

参考書

『目でみるからだのメカニズム』，堺章，医学書院
健康運動指導士養成講習会テキスト，健康・体力づくり事業財団，南江堂

履修条件・他の科目との関連 人体の機能と構造Ⅰ・Ⅱが基礎となるので、これらを理解した上で講義に出席してほしい。パワーポ
イント教材やプリントも併用しながら講義を進める。

スポーツ生理学

授業コード

13047401

授業種別

授業科目名

スポーツ生理学Ⅰ

授業担当教員

奥島

大

成績担当教員

奥島

大

開講年次

カリキュラムによる

開講期

実務家教員による授業

講義

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
スポーツ生理学では、身体活動時における呼吸器系・循環器系・神経系・骨格筋系・内分泌系・免疫系・体温調
節系などの変化やそれらの系の相互関連調節について理解させ、スポーツ活動時におこる生理的適応や安全対策
を考究できる応用的能力の獲得をめざす。この授業はオンデマンド型の遠隔授業になる。講義を録画した動画を
一定期間中に視聴し、所定の課題を提出する形式で実施する予定である。
到達目標
１．運動やスポーツなどの身体活動に伴い呼吸器系・循環器系・神経系・骨格筋系・内分泌系・免疫系・体温調
節系などで起こる生理的な変化や適応の基本的事象について、仲間に口頭でわかりやすく説明できる力を身につ
ける。
授業計画
【第1回】オリエンテーション・エネルギー供給系と運動①：講義内容の概略と進め方や筋運動を発現させるエネ
ルギーについて解説する。
【第2回】エネルギー供給系と運動②：筋運動を発現させるエネルギー供給機構について解説する。
【第3回】呼吸循環系と運動①：呼吸器の構造、運動時の換気亢進や持久性トレーニングが呼吸機能に及ぼす影響
について解説する。
【第4回】呼吸循環系と運動②：循環器の構造、運動時の各種循環指標やそれらの調節について解説する。
【第5回】呼吸循環系と運動③：運動トレーニングによる心機能・血管機能の変化や運動に対する呼吸循環機能の
指標について解説する。
【第6回】骨格筋系と運動①：骨格筋の働き、骨格筋の形状や神経・筋機能について解説する。
【第7回】骨格筋系と運動②：骨格筋の力学的特性、運動トレーニングに対する骨格筋の適応について解説する。
【第8回】神経系と運動①：神経系の構造、脳の運動中枢、運動経路や運動の発現と制御について解説する。
【第9回】神経系と運動②：運動の発現と制御、脳神経の発育、および加齢変化について解説する。
【第10回】内分泌系と運動：ホルモンの種類、作用やその機序、および運動とホルモンの関連性について解説す
る。
【第11回】免疫と運動：免疫系の概要、体力と感染リスクの関連や、運動が免疫能に及ぼす影響について解説す
る。
【第12回】環境と運動①：体温調節の基礎、運動時の体温調節を変化させる要因や高温下での運動について解説
する。
【第13回】環境と運動②：熱中症と水分補給、暑熱順化と運動トレーニングや寒冷順化と運動について解説す
る。
【第14回】環境と運動③：低酸素環境が身体機能や運動パフォーマンスに与える影響、および水中環境と運動に
ついて解説する。
【第15回】復習：これまでの講義内容の復習とともに各種調節系がいかに相互関連して調節されているのかにつ
いて解説する。
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
事前学習［各1.5時間］
【第1回】身体を動かす直接的なエネルギーは何か考えてみる。
【第2回】各エネルギー供給系の運動時における疲労要因について考える。
【第3回】「人体の機能と構造Ⅱ」で学習した吸気・呼気の仕組みや、肺胞の拡散作用を復習する。
【第4回】「人体の機能と構造Ⅱ」で学習した心臓の構造・機能、刺激伝導系や、心臓の調節機構について復習す
る。
【第5回】「人体の機能と構造Ⅱ」で学習した血圧調節、酸素摂取量や、心拍出量について復習する。
【第6回】「人体の機能と構造Ⅰ」で学習した骨格筋の構造と骨格筋が収縮する仕組みについて復習する。
【第7回】自分の取り組むスポーツでどのような筋線維タイプがよく発達するのか復習する。
【第8回】「人体の機能と構造Ⅰ」で学習した脳・神経系の基本的構成について復習する。
【第9回】「人体の機能と構造Ⅰ」で学習した大脳皮質や小脳における運動制御について復習する。
【第10回】「人体の機能と構造Ⅰ・Ⅱ」で学習した内分泌器腺、ホルモンや、その作用について復習する。
【第11回】免疫系の働きについて予習する。
【第12回】「人体の機能と構造Ⅰ」で学習した主な体温調節について復習する。
【第13回】「人体の機能と構造Ⅰ」で学習した主な熱中症について復習する。
【第14回】高地や水中が生体反応や運動パフォーマンスにどのような影響を及ぼすか考える。
【第15回】運動時の呼吸・循環器系・神経系・骨格筋系・内分泌系・免疫系・体温調節がどのように相互関連し
ているのか考える。

スポーツ生理学Ⅰ

事後学習［各2.5時間］
【第1回】エネルギーを利用して運動を発現する仕組みを理解する。
【第2回】各エネルギー供給系によってエネルギーが再合成される過程を理解する。
【第3回】運動時の呼吸反応とその調節機構や最大酸素摂取量を決める要因について理解する。
【第4回】運動時の一回拍出量を調節する静脈還流量と心筋収縮力、血液再配分と血流調節について理解する。
【第5回】動的・静的運動における血圧応答や運動時の動脈血圧がはたらく仕組みについて理解する。
【第6回】筋線維タイプの分類と特徴について理解する。
【第7回】レジスタンストレーニングや持久性トレーニングに伴う筋機能向上の仕組みを理解する。
【第8回】反射の仕組みと運動制御の階層構造や脊髄・脳幹における運動制御について理解する。
【第9回】運動・動作の上達のメカニズム、脳・神経の発育と加齢変化や、運動トレーニングに伴う脳・神経系の
変化について理解する。
【第10回】運動・トレーニングに伴うホルモンの分泌について理解する。
【第11回】運動トレーニングによる免疫能の変化、休養や栄養管理と免疫能との関わりについて理解する。
【第12回】運動時の体温、体熱平衡、体温調節や、運動時の体温を上昇させる要因について理解する。
【第13回】高温下・寒冷下の運動時体温調節とパフォーマンスの関連性や、運動トレーニングに伴う暑熱・寒冷
反応の変化を理解する。
【第14回】低酸素環境や水中環境が身体諸機能に与える影響や、低酸素適応や水中トレーニングの効果について
理解する。
【第15回】運動時の呼吸・循環器系・神経系・骨格筋系・内分泌系・免疫系・体温調節がどのように相互関連し
ているのか自分が実践するスポーツ場面で説明する。
課題に対するフィードバックの方法
授業内課題に対して翌週に動画で解説を加える。
成績評価の方法・基準（方針）
授業内で課す⼩テスト・レポートと期末試験の総合評価とする。ただし、授業回数の1/3以上⽋席した者は成績評
価をうけることができない。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

40

授業内課題（40）

1

授業外での評価

0

定期試験

60

オンライン試験（60）

1

定期試験に代わるレポート等

0

その他

0

テキスト

運動生理学，池上晴夫，朝倉書店，ISBN：978-4-254-61618-7

参考書

『目でみるからだのメカニズム』，堺章，医学書院
健康運動指導士養成講習会テキスト，健康・体力づくり事業財団，南江堂

履修条件・他の科目との関連 人体の機能と構造Ⅰ・Ⅱが基礎となるので、これらを理解した上で講義に出席してほしい。パワーポ
イント教材やプリントも併用しながら講義を進める。

スポーツ生理学Ⅰ

授業コード

13006701

授業種別

授業科目名

スポーツ体力学

授業担当教員

新村

由恵

成績担当教員

新村

由恵

開講年次

カリキュラムによる

開講期

実務家教員による授業

講義

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
本講義では、体力の概念を捉えるとともにトレーニングによる体力変化や異なるライフステージ、性、スポーツ
種目において求められる体力について学びます.
到達目標
１．体力の構成要素を理解する.
２．トレーニングによる体力変化を理解する.
３．異なるライフステージや性、スポーツ種目に求められる体力を理解できる.
４．各回の授業内容を理解し、説明できる．
授業計画
★この授業は、遠隔授業となります。
講義を録画した動画を一定期間中に視聴し、所定の課題を期限内に提出してもらう形で実施予定です。詳細は
第１回授業動画で説明しますのでご確認ください。
※リアルタイム型の遠隔授業（その授業時間にZoom等で参加する方法）ではありません。
【第 1 回】
テーマ：体力の概念
内 容：体力の概念を捉えるとともにトレーニングによる体力変化や異なるライフステージ、性、スポーツ種目
において求められる体力について学ぶ．
【第 2 回】
テーマ：体力の分類と構成要素
内 容：体力の分類と構成要素を理解し、低下や向上が日常生活に及ぼす影響について学ぶ．
【第 3 回】
テーマ：運動条件と反応・運動強度、エネルギー供給
内 容：健康づくり運動の基礎となるトレーニングの原理・原則、及び運動生理学との関係性について学ぶ．
【第 4 回】
テーマ：筋力・筋量増強をねらいとした運動条件とその効果
内 容：筋力と筋量を増強するための運動条件とその効果を理解する．
【第 5 回】
テーマ：筋パワーと筋持久力の向上をねらいとしたトレーニング
内 容：筋パワーと筋持久力を高めるための運動条件とその効果について理解する．
【第６回】
テーマ：有酸素性能力と運動
内容：遺伝的要因、後天的要因などが及ぼす影響と、測定のためのディバイスについて学ぶ．
【第７回】
テーマ：全身持久力の向上をねらいとしたトレーニング
内 容：有酸素性運動と無酸素性運動の違いを理解し、至適運動強度や時間の違いによる効果の違いを知る．
【第８回】
テーマ：青少年期の成長・発達と運動
内 容：青少年期の成長、発育の特徴について理解し、運動の必要性やトレーニング効果について学ぶ．
【第９回】
テーマ：女性の体力の特徴と運動
内 容：女性の身体的特徴と体力・運動能力の特徴について理解し、運動の効果、指導上の留意点について学
ぶ．
【第 10 回】
テーマ：高齢者の体力の特徴と運動
内 容：加齢に伴う生理学的変化と運動効果について学習し、運動様式別の運動効果についてライフステージ別
に理解する．
【第 11 回】
テーマ：障がい者の体力の特徴と運動
内 容：障がい者の区分による運動能力の特徴について理解し、体力測定や指導時の留意点を学ぶ．
【第 12 回】
テーマ：体力測定・評価の必要性
内 容：高齢者や有疾患者に向けた体力測定・評価の必要性について理解する．
【第 13 回】
テーマ：生活関連体力測定①（実技紹介）
内 容：高齢者や有疾患者向けの生活関連体力測定を安全且つ正確に実施する上で必要なノウハウを身につけ
る．
【第 14 回】
テーマ：生活関連体力測定②（実技紹介）
スポーツ体力学

内 容：高齢者や有疾患者向けの生活関連体力測定を安全且つ正確に実施する上で必要なノウハウを身につけ
る．
【第 15 回】
テーマ：生活関連体力測定（データ処理・評価）
内 容： 生活関連体力測定で得られた結果のデータ処理および体力年齢算出の方法を習得する．
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
★授業（１回につき２時間として計算）と事前事後のあわせて１単位あたり４５時間が必要です。
つまり、本授業は２単位科目であるため、合計９０時間の学習が必要となります。
各授業（２時間）に加えて、事前学習（２時間以上）、事後学習（２時間以上）を毎回各自で行ってくださ
い。
事前学修課題（2時間以上）：前回の講義終了時に出された予習課題について調べてくる．
事後学修課題（2時間以上）：授業動画資料を確認するとともに,授業の最後に行う「確認テスト」の修正・間違
い直しを行う．
課題に対するフィードバックの方法
毎回、講義中に「予習の確認」を行う．
また、授業の最後にはGoogleフォームによる「確認テスト」をおこなう。「確認テスト」のスコア通知（採点結
果・正誤内容・解答）は、ClassroomおよびOIUメールを介して通知する。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により、総合的に判定の上、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
なお、欠席５回以上（遅刻３回で欠席１回と評価，も含む）の場合は、K評価（評価不能）とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

60

毎回の課題（確認テスト）の提出の有無より、授業への参
加状況として評価する。

１・２・３・4

授業外での評価

30

各回の授業後にGoogleフォームを介して実施する提出課
題状況（確認テストの結果）から評価する。

１・２・３

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

10

最終レポート試験の結果から評価する。

4

その他

0

テキスト

必要があれば授業の中で紹介する。

参考書

健康運動指導士養成講習会テキスト上・下巻
JATI認定トレーニング指導者オフィシャルテキスト理論編

履修条件・他の科目との関連 健康運動指導士の資格取得を目指す人は履修してください.

スポーツ体力学

授業コード

13004102

授業種別

授業科目名

スポーツバイオメカニクスⅠ

授業担当教員

谷川

哲朗

成績担当教員

谷川

哲朗

開講年次

カリキュラムによる

開講期

実務家教員による授業

講義

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
身体運動・スポーツ種目における力学的しくみを知るために、ヒトの骨・関節・筋などの生理・機能解剖学と、
力学の基礎について講義形式で学修する。
到達目標
１）骨・関節・筋の種類、構造・機能について説明できる。
２）バイオメカニクス・力学の基礎知識を説明できる。
３）歩・走・跳・投・泳などの基本的な身体運動のしくみを説明できる。
授業計画
この授業は、遠隔授業となります。
リアルタイム型の遠隔授業（その授業時間にZoom等で参加する方法）ではなく、講義を録画した動画を一定期間
中に視聴し、所定の課題を提出していただく形で実施予定です。
【第1回】
テーマ：スポーツ・バイオメカニクス概論
内容・方法：スポーツ・バイオメカニクスの領域、基礎と応用、発展的アプローチ
【第2回】
テーマ：からだの構造と運動①
内容・方法：ヒトの骨・関節
【第3回】
テーマ：からだの構造と運動②
内容・方法：筋の構造と機能
【第4回】
テーマ：からだの構造と運動③
内容・方法：関節運動の種類
【第5回】
テーマ：からだの構造と運動④
内容・方法：骨格筋の作用機序①
【第6回】
テーマ：からだの構造と運動⑤
内容・方法：骨格筋の作用機序②
【第7回】
テーマ：身体重心
内容・方法：姿勢の安定性と重心
【第8回】
テーマ：運動の力学的法則①
内容・方法：並進・回転運動のキネマティクス・キネティックス
【第9回】
テーマ：運動の力学的法則②
内容・方法：運動量と力積
【第10回】
テーマ：運動の力学的法則③
内容・方法：角運動量の保存
【第11回】
テーマ：運動の力学的法則④
内容・方法：力学的エネルギーと仕事
【第12回】
テーマ：運動の力学的法則⑤
内容・方法：弾性エネルギー
【第13回】
テーマ：身体運動における基本動作のメカニズム①
内容・方法：歩・走動作のメカニズム
【第14回】
テーマ：身体運動における基本動作のメカニズム②
内容・方法：跳・投動作のメカニズム
【第15回】
テーマ：身体運動における基本動作のメカニズム③
内容・方法：蹴る・泳ぐ動作のメカニズム
事前事後の学習
スポーツバイオメカニクスⅠ

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
事前学修課題：スポーツパフォーマンスの発展とスポーツ科学の関わりについて、具体例を考える．2.5時間の事
前学修が必要である．
事後学修課題：授業ノートをまとめ,確認テストを見直すこと．1.5時間の事後学修が必要である．
課題に対するフィードバックの方法
毎時、確認テストを実施するため、授業の始めに回答・自己評価を元に課題点について確認する。
成績評価の方法・基準（方針）
下記に示す評価方法により,総合的に判定のうえ,60点以上を合格とし,所定の単位を認定する．
１）正当な理由がなく,5回以上の欠席は評価の対象とせず,「K」評価とする．
２）授業の遅刻および早退は1/3欠席として扱う．
３）タームペーパー未提出者は,評価の対象とせず,「K」評価とする．
*やむをえない事情がある場合には,事前の連絡・報告・相談すること．
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

授業時の課題（30）、確認テスト（20）等

１）、２）、３）

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

30

学期末レポート（30）

その他

20

授業に関する質問・発言（10）,取り組み姿勢（10）等

テキスト

スポーツ・バイオメカニクス入門 絵で見る講義ノート 第4版
金子公宥 著
杏林書院
ISBN 9784764412118

参考書

「目で見る動きの解剖学」 ロルフ・ヴィルヘード著、大修館書店

１）、２）、３）

履修条件・他の科目との関連 １．「スポーツバイオメカニクスⅡ」と併せて受講することが望ましい。
２．授業スケジュールは「①前回テーマの復習・確認、②本日のテーマ、③確認テスト・自己評価」で
ある。

スポーツバイオメカニクスⅠ

授業コード

13004201

授業種別

授業科目名

スポーツバイオメカニクスⅡ

授業担当教員

小倉

幸雄

成績担当教員

小倉

幸雄

開講年次

カリキュラムによる

開講期

実務家教員による授業

講義

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
スポーツ・バイオメカニクスの基礎知識について学び,各種スポーツ種目の技術について学修する．さらに,ス
ポーツパフォーマンスを分析・評価するための方法について理解を深める．
到達目標
１．スポーツ・バイオメカニクスの基礎知識を応用できる．
２．各種スポーツ種目の技術について,スポーツ・バイオメカニクスの観点から説明できる．
３．スポーツパフォーマンスをスポーツ・バイオメカニクス的に分析・評価できる．
授業計画
【第1回】
テーマ：スポーツ・バイオメカニクスとは？
内容・方法：スポーツ科学における学問的意義
【第2回】
テーマ：筋収縮とエネルギー供給系
内容・方法：筋収縮による力の発生、エネルギー供給のメカニズム
【第3回】
テーマ：からだの構造と運動
内容・方法：筋・骨格系
【第4回】
テーマ：運動と力学の法則①
内容・方法：ニュートンの法則
【第5回】
テーマ：運動と力学の法則②
内容・方法：運動量と力積,力学的エネルギー
【第6回】
テーマ：スポーツにおける基本動作のメカニズム①
内容・方法：歩行動作のメカニズム、地面反力、力学的エネルギー
【第7回】
テーマ：スポーツにおける基本動作のメカニズム②
内容・方法：走動作のメカニズム、キック力と力学的エネルギー、関節トルクとパワー
【第8回】
テーマ：スポーツにおける基本動作のメカニズム③
内容・方法：走高跳のメカニズム、反動動作の効果、筋のバネ作用
【第9回】
テーマ：スポーツにおける基本動作のメカニズム④
内容・方法：走幅跳のメカニズム、助走速度と踏切技術
【第10回】
テーマ：スポーツにおける基本動作のメカニズム⑤
内容・方法：砲丸投・ハンマー投げ・槍投げのメカニズム
【第11回】
テーマ：スポーツにおける基本動作のメカニズム⑥
内容・方法：打つ動作のメカニズム、運動量保存の法則
【第12回】
テーマ：スポーツにおける基本動作のメカニズム⑦
内容・方法：蹴る・泳ぐ動作のメカニズム、効率と巧みさ
【第13回】
テーマ：発育に伴う基本動作の習熟過程
内容・方法：走る・立ち幅跳び・ボール投げ
【第14回】
テーマ：スポーツ技術のバイオメカニクス的分析
内容・方法：トップアスリートの技術、各種分析方法
【第15回】
テーマ：スポーツ技術のバイオメカニクス的研究方法
内容・方法：分析・研究方法、フィードバックについて
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
【第1回】
スポーツバイオメカニクスⅡ

①事前学修課題：筋・骨格系,運動の法則について事前準備を行うこと．1.5時間の事前学修が必要である．
②事後学修課題：授業ノートをまとめ,確認テストを見直すこと．2.5時間の事後学修が必要である．
【第2回】
①事前学修課題：これまで学修してきたスポーツ科学の分野をふまえ事前準備を行うこと．1.5時間の事前学修が
必要である．
②事後学修課題：授業ノートをまとめ,確認テストを見直すこと．2.5時間の事後学修が必要である．
【第3回】
①事前学修課題：これまで学修してきたスポーツ科学の分野をふまえ事前準備を行うこと．1.5時間の事前学修が
必要である．
②事後学修課題：授業ノートをまとめ,確認テストを見直すこと．2.5時間の事後学修が必要である．
【第4回】
①事前学修課題：これまで学修してきたスポーツ科学の分野をふまえ事前準備を行うこと．1.5時間の事前学修が
必要である．
②事後学修課題：授業ノートをまとめ,確認テストを見直すこと．2.5時間の事後学修が必要である．
【第5回】
①事前学修課題：これまで学修してきたスポーツ科学の分野をふまえ事前準備を行うこと．1.5時間の事前学修が
必要である．
②事後学修課題：授業ノートをまとめ,確認テストを見直すこと．2.5時間の事後学修が必要である．
【第6回】
①事前学修課題：これまで学修してきたスポーツ科学の分野をふまえ事前準備を行うこと．1.5時間の事前学修が
必要である．
②事後学修課題：授業ノートをまとめ,確認テストを見直すこと．2.5時間の事後学修が必要である．
【第7回】
①事前学修課題：これまで学修してきたスポーツ科学の分野をふまえ事前準備を行うこと．1.5時間の事前学修が
必要である．
②事後学修課題：授業ノートをまとめ,確認テストを見直すこと．2.5時間の事後学修が必要である．
【第8回】
①事前学修課題：これまで学修してきたスポーツ科学の分野をふまえ事前準備を行うこと．1.5時間の事前学修が
必要である．
②事後学修課題：授業ノートをまとめ,確認テストを見直すこと．2.5時間の事後学修が必要である．
【第9回】
①事前学修課題：これまで学修してきたスポーツ科学の分野をふまえ事前準備を行うこと．1.5時間の事前学修が
必要である．
②事後学修課題：授業ノートをまとめ,確認テストを見直すこと．2.5時間の事後学修が必要である．
【第10回】
①事前学修課題：これまで学修してきたスポーツ科学の分野をふまえ事前準備を行うこと．1.5時間の事前学修が
必要である．
②事後学修課題：授業ノートをまとめ,確認テストを見直すこと．2.5時間の事後学修が必要である．
【第11回】
①事前学修課題：これまで学修してきたスポーツ科学の分野をふまえ事前準備を行うこと．1.5時間の事前学修が
必要である．
②事後学修課題：授業ノートをまとめ,確認テストを見直すこと．2.5時間の事後学修が必要である．
【第12回】
①事前学修課題：これまで学修してきたスポーツ科学の分野をふまえ事前準備を行うこと．1.5時間の事前学修が
必要である．
②事後学修課題：授業ノートをまとめ,確認テストを見直すこと．2.5時間の事後学修が必要である．
【第13回】
①事前学修課題：これまで学修してきたスポーツ科学の分野をふまえ事前準備を行うこと．1.5時間の事前学修が
必要である．
②事後学修課題：授業ノートをまとめ,確認テストを見直すこと．2.5時間の事後学修が必要である．
【第14回】
①事前学修課題：これまで学修してきたスポーツ科学の分野をふまえ事前準備を行うこと．1.5時間の事前学修が
必要である．
②事後学修課題：授業ノートをまとめ,確認テストを見直すこと．2.5時間の事後学修が必要である．
【第15回】
①事前学修課題：これまで学修してきたスポーツ科学の分野をふまえ事前準備を行うこと．1.5時間の事前学修が
必要である．
②事後学修課題：授業ノートをまとめ,確認テストを見直すこと．2.5時間の事後学修が必要である．
課題に対するフィードバックの方法
毎時、確認テストを実施していることから,授業の始めに回答・自己評価を元に,課題点について確認する．
成績評価の方法・基準（方針）
下記に示す評価方法により,総合的に判定のうえ,60点以上を合格とし,所定の単位を認定する．
１）正当な理由がなく,5回以上の欠席は評価の対象とせず,「K」評価とする．
２）授業の遅刻および早退は1/3欠席として扱う．
３）タームペーパー未提出者は,評価の対象とせず,「K」評価とする．
*やむをえない事情がある場合には,事前の連絡・報告・相談すること．
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

授業時の課題（30）,リフレクションノート（20）等

１,２,３

授業外での評価

0
スポーツバイオメカニクスⅡ

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

30

タームペーパー

１,２,３

その他

20

授業に関する質問・発言（10）,取り組み姿勢（10）等

１,２,３

テキスト

スポーツ・バイオメカニクス入門 絵で見る講義ノート、金子公宥著、杏林書院

参考書

「目で見る動きの解剖学」 ロルフ・ヴィルヘード著、大修館書店

履修条件・他の科目との関連 １．「スポーツバイオメカニクスⅠ」と併せて受講することが望ましい．
２．授業スケジュールは「①前回テーマの復習・確認,②本日のテーマ,③確認テスト・自己評価」であ
る．
３．レポートの未提出,５回以上の欠席は評価対象外とする．

スポーツバイオメカニクスⅡ

授業コード

13047801

授業科目名

スポーツ医学Ⅰ

授業担当教員

岸本

恵一

成績担当教員

岸本

恵一

開講年次

2年

授業種別

実務家教員による授業

講義

開講期

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
スポーツ医学Ⅰでは、競技スポーツや様々な身体活動に伴う外傷・障害などを理解する上で必要不可欠な知識で
ある解剖学や病理学などの基礎的知識を学習するとともに、各種エクササイズが身体に与える影響を学び、外
傷・障害の予防や治療、各疾病に対する対応だけでなく、競技力向上や健康増進に役立てるための方法について
学習する。
到達目標
１．スポーツ医学の意義を理解することが出来る。
２．各種外傷や障害に対するスポーツ医学的知識が習得できる。
３．生活習慣病などの各種疾病に対する対処法が理解できる。
授業計画
【第1回】
テーマ：健康とスポーツ医学の関係性
内容・方法：スポーツ医学の概要、健康の概念と歴史的流れ
【第2回】
テーマ： スポーツ医学総論
内容・方法：スポーツ指導者とスポーツ医学
【第3回】
テーマ：スポーツ医学の基礎知識１
内容・方法：スポーツ医学を理解する上で必要な機能解剖学・病理学
【第4回】
テーマ：スポーツ医学の基礎知識２
内容・方法：エクササイズが身体へ与える影響
【第5回】
テーマ：スポーツと健康管理
内容・方法：スポーツ医学と健康づくり施策
【第6回】
テーマ：メディカルチェック
内容・方法：内科的および整形外科的メディカルチェックと運動基準・運動指針
【第7回】
テーマ：外科的スポーツ外傷・障害１
内容・方法：外科的スポーツ外傷・障害の基礎知識
【第8回】
テーマ：外科的スポーツ外傷・障害２
内容・方法：頭頚部・体幹のスポーツ外傷
【第9回】
テーマ：外科的スポーツ外傷・障害３
内容・方法：上肢のスポーツ外傷・障害
【第10回】
テーマ：外科的スポーツ外傷・障害４
内容・方法：下肢のスポーツ外傷・障害
【第11回】
テーマ：内科的スポーツ障害１
内容・方法：急性疾患について
【第12回】
テーマ：内科的スポーツ障害２
内容・方法：生活習慣病を中心に
【第13回】
テーマ：内科的疾患に対する運動療法
内容・方法：運動療法の種類と効果
【第14回】
テーマ：競技別スポーツ医学
内容・方法：各競技におけるスポーツ医学の役割
【第15回】
テーマ：スポーツ医学とは
内容・方法：スポーツ指導者が備えるべきスポーツ医学
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
スポーツ医学Ⅰ

【第1回】
事前学習課題：スポーツ医学の歴史的変遷について調べておく
事後学習課題：講義内容をまとめ、不明点については次回授業時に質問できるようにしておく
【第2回】
事前学習課題： スポーツ指導者が備えるべき医学的知識についてまとめておく
事後学習課題：講義内容をまとめ、不明点については次回授業時に質問できるようにしておく
【第3回】
事前学習課題：人体の機能と構造で学んだ内容を復習しておく
事後学習課題：講義内容をまとめ、不明点については次回授業時に質問できるようにしておく
【第4回】
テーマ：スポーツ医学の基礎知識２
事前学習課題：レジスタンストレーニングおよび持久系エクササイズが身体に及ぼす影響についてまとめておく
事後学習課題：講義内容をまとめ、不明点については次回授業時に質問できるようにしておく
【第5回】
事前学習課題：WHOの健康施策について調べておく
事後学習課題：講義内容をまとめ、不明点については次回授業時に質問できるようにしておく
【第6回】
テーマ：メディカルチェック
事前学習課題：若年層における突然死の原因について調べておく
事後学習課題：講義内容をまとめ、不明点については次回授業時に質問できるようにしておく
【第7回】
事前学習課題：外傷と障害の違いについてまとめておく
事後学習課題：講義内容をまとめ、不明点については次回授業時に質問できるようにしておく
【第8回】
事前学習課題：頭頚部および体幹に多く発生する外傷を調べておく
事後学習課題：講義内容をまとめ、不明点については次回授業時に質問できるようにしておく
【第9回】
事前学習課題：肩甲上腕関節脱臼についてまとめておく
事後学習課題：講義内容をまとめ、不明点については次回授業時に質問できるようにしておく
【第10回】
事前学習課題：足関節捻挫および膝靭帯損傷についてまとめておく
事後学習課題：講義内容をまとめ、不明点については次回授業時に質問できるようにしておく
【第11回】
事前学習課題：急性疾患とはなにかについてまとめておく
事後学習課題：講義内容をまとめ、不明点については次回授業時に質問できるようにしておく
【第12回】
事前学習課題：生活習慣病に含まれる各疾患について調べておく
事後学習課題：講義内容をまとめ、不明点については次回授業時に質問できるようにしておく
【第13回】
事前学習課題：運動療法の意義についてまとめておく
事後学習課題：講義内容をまとめ、不明点については次回授業時に質問できるようにしておく
【第14回】
事前学習課題：これまで経験したことのあるスポーツに多く生じる外傷・障害、疾患を調べておく
事後学習課題：講義内容をまとめ、不明点については次回授業時に質問できるようにしておく
【第15回】
事前学習課題：これまでの全配布資料を復習し、疑問点などをまとめておく
事後学習課題：これまでの配布資料をまとめ直す
課題に対するフィードバックの方法
授業中に課した発表や課題に対しては、本人の希望があれば翌週以降に評価を開示することが可能であり、確認
テストについては採点後、希望者に内容を返却する。
成績評価の方法・基準（方針）
・総授業回数に対して3分の1以上欠席した場合は評価対象外とする場合がある。
・授業開始時刻より5分以上の遅刻、教員の許可なく途中退室した場合は減点対象とする。
・以下に示すとおり、授業期間中に実施されるレポート課題や確認テスト、および定期試験に代わるレポート等
の評価結果に基づき総合的に判定する。
・総合判定で60点以上を対象に、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

40

授業内で課され課題に対して、内容を理解し、論理的に
考察した上で、適切にまとめられているかを評価する。

１,２,３

授業外での評価

30

複数回の課題レポートおよび確認テストにて評価する。

１,２,３

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

30

課された設問に対して、内容を適切かつ合理的に理解
し、論理的に考察されているかを評価する。

１,２,３

その他

0

スポーツ医学Ⅰ

テキスト

テキストは使用しない。
適宜授業内にプリントを配布する

参考書

『スポーツ指導者のためのスポーツ医学』小出清一ほか,
南江堂,3,200円＋税,ISBN978-4-524-52424034-0．
『健康運動実践指導者養成用テキスト』公益財団法人健康・体力づくり事業財団,南江堂

履修条件・他の科目との関連 出席の不正については厳正に対処する。

スポーツ医学Ⅰ

授業コード

13047901

授業種別

授業科目名

スポーツ医学Ⅱ

授業担当教員

森岡

郁晴、岸本

成績担当教員

森岡

郁晴

開講年次

3年

実務家教員による授業

講義

－

恵一
開講期

前期

単位数

2単位

授業の目的・概要
生活習慣病（NCD）、特定健診・保健指導、介護予防について学修するとともに、運動による内科的障害や外科的
損傷とその救急対応について理解を深める。
さらに、救急救護と外科的応急処置の基礎的知識を学修するだけでなく、心肺蘇生法、AED、RICE処置、テーピン
グ等の取扱手法を身に付ける。
到達目標
１．生活習慣病（NCD）、特定健診・保健指導、介護予防について説明できる。
２．運動による内科的障害や外科的損傷に係る救急対応を説明できる。
３．救急救護と外科的応急処置の基礎的知識を、心肺蘇生法、AED、RICE処置、テーピングの場面に応用できる。
授業計画
★この授業は、第1回から第13回は遠隔授業になります。
リアルタイム型の遠隔授業（その授業時間にZoom等で参加する方法）ではなく、講義を録画した動画を一定期
間中に視聴し、所定の課題を提出していただく形で実施予定です。
第1回 生活習慣病（NCD）と特定健診・保健指導
第2回 介護予防と運動の重要性
第3回 健康診断と運動前のメディカルチェックの重要性
第4回 健診結果・安静時心電図の読み方（1）健常者の場合
第5回 健診結果・安静時心電図の読み方（2）心疾患等罹患者等の場合
第6回 内科的障害とその予防（1） 運動中の突然死、熱中症の病態と処置
第7回 内科的障害とその予防（2） 貧血、オーバートレーニング
第8回 外科的損傷（頭部、頸部、上肢、体幹）とその予防 機能解剖、急性疾患、慢性疾患
第9回 外科的損傷（腰部、下肢）とその予防 機能解剖、急性疾患、慢性疾患
第10回 救急救護の基礎 心肺蘇生とAED
第11回 外科的応急処置の基礎 RICE処置とテーピング
第12回 救急処置の実際（1）心肺蘇生法
第13回 救急処置の実際（2）AEDの取扱い方
第14回 外科的応急処置の実際（1）RICE処置（実習）
第15回 外科的応急処置の実際（2）テーピングによる処置（実習）
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
授業（１回につき２時間として計算）と事前事後のあわせて１単位あたり４５時間が必要です。
事前学修として関連する人体の機能と構造の部分を復習する、事後学修として課題を提出する、この両者を合わ
せて2時間を必要とします。
課題の内容は、講義に含まれていないので、講義内容を踏まえて自ら積極的に学修することが必要です。
課題に対するフィードバックの方法
レポート課題の評価については、希望者に開示する。
成績評価の方法・基準（方針）
レポート課題の提出状況、その内容による総合評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

0

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

10

レポート課題の内容

１・２・３

その他

90

レポート課題の提出状況、その内容

１・２・３

スポーツ医学Ⅱ

テキスト

なし

参考書

健康運動指導士養成講習会テキスト 財団法人健康・体力づくり事業財団発行／南江堂

履修条件・他の科目との関連 課題は自ら学ぶものであるので、積極的な学びを希望する者が履修してください。
本授業は健康運動実践指導者、健康運動指導士の養成も目的のひとつとしている。

スポーツ医学Ⅱ

授業コード

13047902

授業種別

授業科目名

スポーツ医学Ⅱ

授業担当教員

森岡

郁晴、岸本

成績担当教員

森岡

郁晴

開講年次

3年

実務家教員による授業

講義

－

恵一
開講期

前期

単位数

2単位

授業の目的・概要
生活習慣病（NCD）、特定健診・保健指導、介護予防について学修するとともに、運動による内科的障害や外科的
損傷とその救急対応について理解を深める。
さらに、救急救護と外科的応急処置の基礎的知識を学修するだけでなく、心肺蘇生法、AED、RICE処置、テーピン
グ等の取扱手法を身に付ける。
到達目標
１．生活習慣病（NCD）、特定健診・保健指導、介護予防について説明できる。
２．運動による内科的障害や外科的損傷に係る救急対応を説明できる。
３．救急救護と外科的応急処置の基礎的知識を、心肺蘇生法、AED、RICE処置、テーピングの場面に応用できる。
授業計画
★この授業は、第1回から第13回は遠隔授業になります。
リアルタイム型の遠隔授業（その授業時間にZoom等で参加する方法）ではなく、講義を録画した動画を一定期
間中に視聴し、所定の課題を提出していただく形で実施予定です。
第1回 生活習慣病（NCD）と特定健診・保健指導
第2回 介護予防と運動の重要性
第3回 健康診断と運動前のメディカルチェックの重要性
第4回 健診結果・安静時心電図の読み方（1）健常者の場合
第5回 健診結果・安静時心電図の読み方（2）心疾患等罹患者等の場合
第6回 内科的障害とその予防（1） 運動中の突然死、熱中症の病態と処置
第7回 内科的障害とその予防（2） 貧血、オーバートレーニング
第8回 外科的損傷（頭部、頸部、上肢、体幹）とその予防 機能解剖、急性疾患、慢性疾患
第9回 外科的損傷（腰部、下肢）とその予防 機能解剖、急性疾患、慢性疾患
第10回 救急救護の基礎 心肺蘇生とAED
第11回 外科的応急処置の基礎 RICE処置とテーピング
第12回 救急処置の実際（1）心肺蘇生法
第13回 救急処置の実際（2）AEDの取扱い方
第14回 外科的応急処置の実際（1）RICE処置（実習）
第15回 外科的応急処置の実際（2）テーピングによる処置（実習）
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
授業（１回につき２時間として計算）と事前事後のあわせて１単位あたり４５時間が必要です。
事前学修として関連する人体の機能と構造の部分を復習する、事後学修として課題を提出する、この両者を合わ
せて2時間を必要とします。
課題の内容は、講義に含まれていないので、講義内容を踏まえて自ら積極的に学修することが必要です。
課題に対するフィードバックの方法
レポート課題の評価については、希望者に開示する。
成績評価の方法・基準（方針）
レポート課題の提出状況、その内容による総合評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

0

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

10

レポート課題の内容

１・２・３

その他

90

レポート課題の提出状況、その内容

１・２・３

スポーツ医学Ⅱ

テキスト

なし

参考書

健康運動指導士養成講習会テキスト 財団法人健康・体力づくり事業財団発行／南江堂

履修条件・他の科目との関連 課題は自ら学ぶものであるので、積極的な学びを希望する者が履修してください。
本授業は健康運動実践指導者、健康運動指導士の養成も目的のひとつとしている。

スポーツ医学Ⅱ

授業コード

13069001

授業種別

授業科目名

スポーツリハビリテーション

授業担当教員

岸本

恵一

成績担当教員

岸本

恵一

開講年次

3年

開講期

実務家教員による授業

講義

前期

単位数

〇

2単位

授業の目的・概要
本講義ではスポーツや運動・身体活動により生じる主要な外傷・障害に対して、医療機関ならびにスポーツ
フィールドで実施されるスポーツリハビリテーションについて学ぶ。外傷・障害に対する基本的な知識を深める
とともに、これまで長年に亘りスポーツリハビリテーションの現場に携わってきた実務家教員としての経験をも
とに、科学的事実と臨床との乖離を明らかとしながら、理論と実践応用をより密接に関連付けながら授業を展開
する。本講義の受講により将来、医療機関およびスポーツフィールドで活躍できる人材の育成を目指す。なお、
本講義における「スポーツリハビリテーション」とは「アスレティック・リハビリテーション」と同義として授
業を展開する。
到達目標
１．スポーツ外傷・障害に対するスポーツリハビリテーションの重要性を理解できる。
２．各スポーツ外傷・障害の病態生理など、基礎医学的知識が習得できる。
３．各種の外傷・障害に対するスポーツリハビリテーションの技能を習得できる。
授業計画
【第1回】
テーマ：スポーツリハビリテーションとスポーツ指導者の関係
内容・方法：スポーツリハビリテーションの概要
【第2回】
テーマ：スポーツリハビリテーションとは
内容・方法：リハビリテーションおよびスポーツリハビリテーションという用語に関して
【第3回】
テーマ：足関節疾患に対するスポーツリハビリテーション
内容・方法：足関節捻挫の病態生理と競技復帰を目指したリハビリテーション手法
【第4回】
テーマ：膝関節疾患に対するスポーツリハビリテーション
内容・方法：前十字靭帯損傷の病態生理と競技復帰を目指したリハビリテーション手法
【第5回】
テーマ：大腿部・下腿部疾患に対するスポーツリハビリテーション
内容・方法：肉離れの評価とスポーツリハビリテーション
【第6回】
テーマ：股関節疾患に対するスポーツリハビリテーション
内容・方法：鼠径部痛症候群の評価とスポーツリハビリテーション
【第7回】
テーマ：腰背部疾患に対するスポーツリハビリテーション
内容・方法：腰部痛の分類と各種スポーツリハビリテーション手法
【第8回】
テーマ：中間評価ならびに解説
内容・方法：これまでの内容に関する小テスト
【第9回】
テーマ：肩関節複合体の疾患に対するスポーツリハビリテーション
内容・方法：投球障害に対するスポーツリハビリテーション
【第10回】
テーマ：上肢疾患に対するスポーツリハビリテーション
内容・方法：肩関節複合体以外の部位の慢性障害に対するスポーツリハビリテーション
【第11回】
テーマ：内科的疾患に対するスポーツリハビリテーション
内容・方法：生活習慣病に対するスポーツリハビリテーション（運動療法）
【第12回】
テーマ：競技別スポーツリハビリテーション１
内容・方法：受傷から復帰までのプログラム作成および発表
【第13回】
テーマ：競技別スポーツリハビリテーション２
内容・方法：受傷から復帰までのプログラム作成および発表
【第14回】
テーマ：疾患別スポーツリハビリテーション
内容・方法：受傷から復帰までのプログラム作成および発表
【第15回】
テーマ：スポーツ外傷・障害の予防
内容・方法：スポーツ外傷・障害予防の考え方と安全管理
スポーツリハビリテーション

事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
【第1回】
事前学修課題：興味のある外傷・障害について考えてくる
事後学修課題：内容をまとめ、不明な点については次回授業時に質問できるようにしておく
【第2回】
事前学修課題：リハビリテーションの種類と関連職種について調べ、まとめておく
事後学修課題：講義内容をまとめ、不明な点については次回授業時に質問できるようにしておく
【第3回】
事前学修課題：足関節の機能解剖学について復習しておく
事後学修課題：講義内容をまとめ、不明な点については次回授業時に質問できるようにしておく
【第4回】
事前学修課題：膝関節の機能解剖学について復習しておく
事後学修課題：講義内容をまとめ、不明な点については次回授業時に質問できるようにしておく
【第5回】
事前学修課題：大腿部・下腿部の機能解剖学について復習しておく
事後学修課題：講義内容をまとめ、不明な点については次回授業時に質問できるようにしておく
【第6回】
事前学修課題：股関節・骨盤周囲の機能解剖学について復習しておく
事後学修課題：講義内容をまとめ、不明な点については次回授業時に質問できるようにしておく
【第7回】
事前学修課題：体幹部の機能解剖学について復習しておく
事後学修課題：講義内容をまとめ、不明な点については次回授業時に質問できるようにしておく
【第8回】
事前学修課題：これまでの資料をまとめ直しておく
事後学修課題：理解困難であった箇所をまとめておく
【第9回】
事前学修課題：肩関節複合体の機能解剖学について復習しておく
事後学修課題：講義内容をまとめ、不明な点については次回授業時に質問できるようにしておく
【第10回】
事前学修課題：上肢の機能解剖学について復習しておく
事後学修課題：講義内容をまとめ、不明な点については次回授業時に質問できるようにしておく
【第11回】
事前学修課題：生活習慣病の種類と病態について調べておく
事後学修課題：講義内容をまとめ、不明な点については
【第12回】
事前学修課題：これまでの資料をまとめ直し、プレゼンテーション資料を作成する
事後学修課題：理解困難であった箇所をまとめ、次回授業時に質問できるようにしておく
【第13回】
事前学修課題：これまでの資料をまとめ直し、プレゼンテーション資料を作成する
事後学修課題：理解困難であった箇所をまとめ、次回授業時に質問できるようにしておく
【第14回】
事前学修課題：これまでの資料をまとめ直し、プレゼンテーション資料を作成する
事後学修課題：理解困難であった箇所をまとめ、次回授業時に質問できるようにしておく
【第15回】
事前学修課題：外傷・障害を予防する上で重要となる項目を自分なりにまとめておく
事後学修課題：これまでの資料を全てまとめ直しておく
課題に対するフィードバックの方法
授業中に課した発表や課題に対しては、本人の希望があれば翌週以降に評価を開示することが可能であり、確認
テストについては採点後、希望者に内容を返却する。
成績評価の方法・基準（方針）
・総授業回数に対して3分の1以上欠席した場合は評価対象外とする場合がある。
・授業開始時刻より5分以上の遅刻、教員の許可なく途中退室した場合は減点対象とする。
・以下に示すとおり、授業期間中に実施されるレポート課題や確認テスト、および定期試験に代わるレポート等
の評価結果に基づき総合的に判定する。
・総合判定で60点以上を対象に、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

40

授業内で課され課題に対して、内容を理解し、論理的に
考察した上で、適切にまとめられているかを評価する。

１,２,３

授業外での評価

30

複数回の課題レポートおよび確認テストにて評価する。

１,２,３

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

30

課された設問に対して、内容を適切かつ合理的に理解
し、論理的に考察されているかを評価する。

１,２,３

その他

0
スポーツリハビリテーション

テキスト

テキストは使用しない。
適宜授業内にプリントを配布する。

参考書

必要があれば授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 講義主体であるが、内容の理解を深めるために一部実技的要素を実施する場合がある。
出席の不正については厳正に対処する。

スポーツリハビリテーション

授業コード

13069002

授業種別

授業科目名

スポーツリハビリテーション

授業担当教員

岸本

恵一

成績担当教員

岸本

恵一

開講年次

3年

開講期

実務家教員による授業

講義

前期

単位数

〇

2単位

授業の目的・概要
本講義ではスポーツや運動・身体活動により生じる主要な外傷・障害に対して、医療機関ならびにスポーツ
フィールドで実施されるスポーツリハビリテーションについて学ぶ。外傷・障害に対する基本的な知識を深める
とともに、これまで長年に亘りスポーツリハビリテーションの現場に携わってきた実務家教員としての経験をも
とに、科学的事実と臨床との乖離を明らかとしながら、理論と実践応用をより密接に関連付けながら授業を展開
する。本講義の受講により将来、医療機関およびスポーツフィールドで活躍できる人材の育成を目指す。なお、
本講義における「スポーツリハビリテーション」とは「アスレティック・リハビリテーション」と同義として授
業を展開する。
到達目標
１．スポーツ外傷・障害に対するスポーツリハビリテーションの重要性を理解できる。
２．各スポーツ外傷・障害の病態生理など、基礎医学的知識が習得できる。
３．各種の外傷・障害に対するスポーツリハビリテーションの技能を習得できる。
授業計画
【第1回】
テーマ：スポーツリハビリテーションとスポーツ指導者の関係
内容・方法：スポーツリハビリテーションの概要
【第2回】
テーマ：スポーツリハビリテーションとは
内容・方法：リハビリテーションおよびスポーツリハビリテーションという用語に関して
【第3回】
テーマ：足関節疾患に対するスポーツリハビリテーション
内容・方法：足関節捻挫の病態生理と競技復帰を目指したリハビリテーション手法
【第4回】
テーマ：膝関節疾患に対するスポーツリハビリテーション
内容・方法：前十字靭帯損傷の病態生理と競技復帰を目指したリハビリテーション手法
【第5回】
テーマ：大腿部・下腿部疾患に対するスポーツリハビリテーション
内容・方法：肉離れの評価とスポーツリハビリテーション
【第6回】
テーマ：股関節疾患に対するスポーツリハビリテーション
内容・方法：鼠径部痛症候群の評価とスポーツリハビリテーション
【第7回】
テーマ：腰背部疾患に対するスポーツリハビリテーション
内容・方法：腰部痛の分類と各種スポーツリハビリテーション手法
【第8回】
テーマ：中間評価ならびに解説
内容・方法：これまでの内容に関する小テスト
【第9回】
テーマ：肩関節複合体の疾患に対するスポーツリハビリテーション
内容・方法：投球障害に対するスポーツリハビリテーション
【第10回】
テーマ：上肢疾患に対するスポーツリハビリテーション
内容・方法：肩関節複合体以外の部位の慢性障害に対するスポーツリハビリテーション
【第11回】
テーマ：内科的疾患に対するスポーツリハビリテーション
内容・方法：生活習慣病に対するスポーツリハビリテーション（運動療法）
【第12回】
テーマ：競技別スポーツリハビリテーション１
内容・方法：受傷から復帰までのプログラム作成および発表
【第13回】
テーマ：競技別スポーツリハビリテーション２
内容・方法：受傷から復帰までのプログラム作成および発表
【第14回】
テーマ：疾患別スポーツリハビリテーション
内容・方法：受傷から復帰までのプログラム作成および発表
【第15回】
テーマ：スポーツ外傷・障害の予防
内容・方法：スポーツ外傷・障害予防の考え方と安全管理
スポーツリハビリテーション

事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
【第1回】
事前学修課題：興味のある外傷・障害について考えてくる
事後学修課題：内容をまとめ、不明な点については次回授業時に質問できるようにしておく
【第2回】
事前学修課題：リハビリテーションの種類と関連職種について調べ、まとめておく
事後学修課題：講義内容をまとめ、不明な点については次回授業時に質問できるようにしておく
【第3回】
事前学修課題：足関節の機能解剖学について復習しておく
事後学修課題：講義内容をまとめ、不明な点については次回授業時に質問できるようにしておく
【第4回】
事前学修課題：膝関節の機能解剖学について復習しておく
事後学修課題：講義内容をまとめ、不明な点については次回授業時に質問できるようにしておく
【第5回】
事前学修課題：大腿部・下腿部の機能解剖学について復習しておく
事後学修課題：講義内容をまとめ、不明な点については次回授業時に質問できるようにしておく
【第6回】
事前学修課題：股関節・骨盤周囲の機能解剖学について復習しておく
事後学修課題：講義内容をまとめ、不明な点については次回授業時に質問できるようにしておく
【第7回】
事前学修課題：体幹部の機能解剖学について復習しておく
事後学修課題：講義内容をまとめ、不明な点については次回授業時に質問できるようにしておく
【第8回】
事前学修課題：これまでの資料をまとめ直しておく
事後学修課題：理解困難であった箇所をまとめておく
【第9回】
事前学修課題：肩関節複合体の機能解剖学について復習しておく
事後学修課題：講義内容をまとめ、不明な点については次回授業時に質問できるようにしておく
【第10回】
事前学修課題：上肢の機能解剖学について復習しておく
事後学修課題：講義内容をまとめ、不明な点については次回授業時に質問できるようにしておく
【第11回】
事前学修課題：生活習慣病の種類と病態について調べておく
事後学修課題：講義内容をまとめ、不明な点については
【第12回】
事前学修課題：これまでの資料をまとめ直し、プレゼンテーション資料を作成する
事後学修課題：理解困難であった箇所をまとめ、次回授業時に質問できるようにしておく
【第13回】
事前学修課題：これまでの資料をまとめ直し、プレゼンテーション資料を作成する
事後学修課題：理解困難であった箇所をまとめ、次回授業時に質問できるようにしておく
【第14回】
事前学修課題：これまでの資料をまとめ直し、プレゼンテーション資料を作成する
事後学修課題：理解困難であった箇所をまとめ、次回授業時に質問できるようにしておく
【第15回】
事前学修課題：外傷・障害を予防する上で重要となる項目を自分なりにまとめておく
事後学修課題：これまでの資料を全てまとめ直しておく
課題に対するフィードバックの方法
授業中に課した発表や課題に対しては、本人の希望があれば翌週以降に評価を開示することが可能であり、確認
テストについては採点後、希望者に内容を返却する。
成績評価の方法・基準（方針）
・総授業回数に対して3分の1以上欠席した場合は評価対象外とする場合がある。
・授業開始時刻より5分以上の遅刻、教員の許可なく途中退室した場合は減点対象とする。
・以下に示すとおり、授業期間中に実施されるレポート課題や確認テスト、および定期試験に代わるレポート等
の評価結果に基づき総合的に判定する。
・総合判定で60点以上を対象に、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

40

授業内で課され課題に対して、内容を理解し、論理的に
考察した上で、適切にまとめられているかを評価する。

１,２,３

授業外での評価

30

複数回の課題レポートおよび確認テストにて評価する。

１,２,３

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

30

課された設問に対して、内容を適切かつ合理的に理解
し、論理的に考察されているかを評価する。

１,２,３

その他

0
スポーツリハビリテーション

テキスト

テキストは使用しない。
適宜授業内にプリントを配布する。

参考書

必要があれば授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 講義主体であるが、内容の理解を深めるために一部実技的要素を実施する場合がある。
出席の不正については厳正に対処する。

スポーツリハビリテーション

授業コード

13080001

授業科目名

スポーツと栄養

授業担当教員

津吉

哲士

成績担当教員

津吉

哲士

開講年次

1年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

講義

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
栄養に関する基礎的な知識を理解するとともに、実際のスポーツ現場において必要な栄養管理について理解し、
実践する力を身につけることを目的とする。
自分自身の競技力やコンディションの向上を考えている人、スポーツ選手を栄養面からサポートしたいと考えて
いる人、健康のための栄養・食事に関心を持っている人などを対象として、栄養学の基礎知識からスポーツ現場
で必要とされる栄養管理の知識・技術について説明する。
到達目標
1．スポーツと栄養の関係について理解し説明できる。
2．スポーツ選手の栄養面における課題を発見し、課題解決のために必要となる知識・技能を判断できる。
3．スポーツ選手の特性に応じた栄養管理について説明できる。
授業計画
【第1回】授業オリエンテーション：「スポーツと栄養」の要点について理解する。
【第2回】エネルギー代謝：エネルギー摂取および消費の仕組みについて理解し、エネルギー消費量の測定方法に
ついて学ぶ。
【第3回】エネルギー補給Ⅰ：炭水化物の特性について理解し、摂取する際のポイントについて学ぶ。
【第4回】エネルギー補給Ⅱ：脂質の特性について理解し、摂取する際のポイントについて学ぶ。
【第5回】スポーツ選手の身体組成：スポーツ選手の身体組成の特徴とその測定方法について学ぶ。
【第6回】身体づくりと栄養摂取Ⅰ：たんぱく質の特性について理解し、摂取する際のポイントについて学ぶ。
【第7回】身体づくりと栄養摂取Ⅱ：ミネラルの特性について理解し、摂取する際のポイントについて学ぶ。
【第8回】コンデョショニングと栄養摂取Ⅰ：ビタミンの特性について理解し、摂取する際のポイントについて学
ぶ。
【第9回】コンデョショニングと栄養摂取Ⅱ：貧血予防の栄養管理について学ぶ。
【第10回】水分補給：水分の特性について理解し、補給する際のポイントについて学ぶ。
【第11回】サプリメントとエルゴジェニックエイド：サプリメントとエルゴジェニックエイドの特性について理
解し、摂取する際のポイントについて学ぶ。
【第12回】栄養アセスメント：主に食事調査の方法について学ぶ。
【第13回】試合・遠征時の栄養管理：試合・遠征時の栄養管理のポイントについて学ぶ。
【第14回】スポーツ選手の栄養教育：スポーツ選手の栄養教育の考え方や進め方のポイントについて学ぶ。
【第15回】授業まとめ：授業内容を振り返り、「スポーツと栄養」の要点について理解する。
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
事前学習：各回のテーマに関する内容について、専門書や新聞記事等を活用し、事前に情報を取得することによ
り、授業の理解度を高められるように準備すること。
事後学習：各回の授業終了後、講義内容を復習し、要点をまとめておくこと。可能であれば、講義内容を実践す
ることが望ましい。
課題に対するフィードバックの方法
・小テストは、授業時間中に返却し、解説を実施する。
・リフレクションペーパーについては、次回の授業内で講評する。
成績評価の方法・基準（方針）
・正当な理由なく5回以上欠席した場合、正当な理由なく定期試験を欠席した場合は「K」評価とする。
・30分以上の遅刻は欠席扱いとする。（公共交通機関の遅延等の場合を除く）
・遅刻や授業進行の妨げとなるような受講態度は減点の対象となることがある。
・以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

60

小テスト（30）、リフレクションペーパー（30）

1．2．3

授業外での評価

0

定期試験

40

筆記試験

1．2．3

スポーツと栄養

定期試験に代わるレポート等

0

その他

0

テキスト

テキストは使用しない。必要に応じて資料を配布する予定。

参考書

体育･スポーツ指導者と学生のためのスポーツ栄養学、田口素子・樋口満編著、市村出版 、
2,970 円(税込)
アスリートのための栄養・食事ガイド、小林修平編著、第一出版 、2,640 円(税込)

履修条件・他の科目との関連 GFI・JATI・CSCS資格取得希望者は、本科目が資格対応科目となっている。

スポーツと栄養

授業コード

13003701

授業種別

授業科目名

スポーツと栄養Ⅰ

授業担当教員

津吉

哲士

成績担当教員

津吉

哲士

開講年次

1年

開講期

実務家教員による授業

講義

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
栄養に関する基礎的な知識を理解するとともに、実際のスポーツ現場において必要な栄養管理について理解し、
実践する力を身につけることを目的とする。
自分自身の競技力やコンディションの向上を考えている人、スポーツ選手を栄養面からサポートしたいと考えて
いる人、健康のための栄養・食事に関心を持っている人などを対象として、栄養学の基礎知識からスポーツ現場
で必要とされる栄養管理の知識・技術について説明する。
到達目標
1．スポーツと栄養の関係について理解し説明できる。
2．スポーツ選手の栄養面における課題を発見し、課題解決のために必要となる知識・技能を判断できる。
3．スポーツ選手の特性に応じた栄養管理について説明できる。
授業計画
【第1回】授業オリエンテーション：「スポーツと栄養」の要点について理解する。
【第2回】エネルギー代謝：エネルギー摂取および消費の仕組みについて理解し、エネルギー消費量の測定方法に
ついて学ぶ。
【第3回】エネルギー補給Ⅰ：炭水化物の特性について理解し、摂取する際のポイントについて学ぶ。
【第4回】エネルギー補給Ⅱ：脂質の特性について理解し、摂取する際のポイントについて学ぶ。
【第5回】スポーツ選手の身体組成：スポーツ選手の身体組成の特徴とその測定方法について学ぶ。
【第6回】身体づくりと栄養摂取Ⅰ：たんぱく質の特性について理解し、摂取する際のポイントについて学ぶ。
【第7回】身体づくりと栄養摂取Ⅱ：ミネラルの特性について理解し、摂取する際のポイントについて学ぶ。
【第8回】コンデョショニングと栄養摂取Ⅰ：ビタミンの特性について理解し、摂取する際のポイントについて学
ぶ。
【第9回】コンデョショニングと栄養摂取Ⅱ：貧血予防の栄養管理について学ぶ。
【第10回】水分補給：水分の特性について理解し、補給する際のポイントについて学ぶ。
【第11回】サプリメントとエルゴジェニックエイド：サプリメントとエルゴジェニックエイドの特性について理
解し、摂取する際のポイントについて学ぶ。
【第12回】栄養アセスメント：主に食事調査の方法について学ぶ。
【第13回】試合・遠征時の栄養管理：試合・遠征時の栄養管理のポイントについて学ぶ。
【第14回】スポーツ選手の栄養教育：スポーツ選手の栄養教育の考え方や進め方のポイントについて学ぶ。
【第15回】授業まとめ：授業内容を振り返り、「スポーツと栄養」の要点について理解する。
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
事前学習：各回のテーマに関する内容について、専門書や新聞記事等を活用し、事前に情報を取得することによ
り、授業の理解度を高められるように準備すること。
事後学習：各回の授業終了後、講義内容を復習し、要点をまとめておくこと。可能であれば、講義内容を実践す
ることが望ましい。
課題に対するフィードバックの方法
・小テストは、授業時間中に返却し、解説を実施する。
・リフレクションペーパーについては、次回の授業内で講評する。
成績評価の方法・基準（方針）
・正当な理由なく5回以上欠席した場合、正当な理由なく定期試験を欠席した場合は「K」評価とする。
・30分以上の遅刻は欠席扱いとする。（公共交通機関の遅延等の場合を除く）
・遅刻や授業進行の妨げとなるような受講態度は減点の対象となることがある。
・以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

60

小テスト（30）、リフレクションペーパー（30）

1．2．3

授業外での評価

0

定期試験

40

筆記試験

1．2．3

スポーツと栄養Ⅰ

定期試験に代わるレポート等

0

その他

0

テキスト

テキストは使用しない。必要に応じて資料を配布する予定。

参考書

体育･スポーツ指導者と学生のためのスポーツ栄養学、田口素子・樋口満編著、市村出版 、
2,970 円(税込)
アスリートのための栄養・食事ガイド、小林修平編著、第一出版 、2,640 円(税込)

履修条件・他の科目との関連 GFI・JATI・CSCS資格取得希望者は、本科目が資格対応科目となっている。

スポーツと栄養Ⅰ

授業コード

13080002

授業科目名

スポーツと栄養

授業担当教員

津吉

哲士

成績担当教員

津吉

哲士

開講年次

1年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

講義

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
栄養に関する基礎的な知識を理解するとともに、実際のスポーツ現場において必要な栄養管理について理解し、
実践する力を身につけることを目的とする。
自分自身の競技力やコンディションの向上を考えている人、スポーツ選手を栄養面からサポートしたいと考えて
いる人、健康のための栄養・食事に関心を持っている人などを対象として、栄養学の基礎知識からスポーツ現場
で必要とされる栄養管理の知識・技術について説明する。
到達目標
1．スポーツと栄養の関係について理解し説明できる。
2．スポーツ選手の栄養面における課題を発見し、課題解決のために必要となる知識・技能を判断できる。
3．スポーツ選手の特性に応じた栄養管理について説明できる。
授業計画
【第1回】授業オリエンテーション：「スポーツと栄養」の要点について理解する。
【第2回】エネルギー代謝：エネルギー摂取および消費の仕組みについて理解し、エネルギー消費量の測定方法に
ついて学ぶ。
【第3回】エネルギー補給Ⅰ：炭水化物の特性について理解し、摂取する際のポイントについて学ぶ。
【第4回】エネルギー補給Ⅱ：脂質の特性について理解し、摂取する際のポイントについて学ぶ。
【第5回】スポーツ選手の身体組成：スポーツ選手の身体組成の特徴とその測定方法について学ぶ。
【第6回】身体づくりと栄養摂取Ⅰ：たんぱく質の特性について理解し、摂取する際のポイントについて学ぶ。
【第7回】身体づくりと栄養摂取Ⅱ：ミネラルの特性について理解し、摂取する際のポイントについて学ぶ。
【第8回】コンデョショニングと栄養摂取Ⅰ：ビタミンの特性について理解し、摂取する際のポイントについて学
ぶ。
【第9回】コンデョショニングと栄養摂取Ⅱ：貧血予防の栄養管理について学ぶ。
【第10回】水分補給：水分の特性について理解し、補給する際のポイントについて学ぶ。
【第11回】サプリメントとエルゴジェニックエイド：サプリメントとエルゴジェニックエイドの特性について理
解し、摂取する際のポイントについて学ぶ。
【第12回】栄養アセスメント：主に食事調査の方法について学ぶ。
【第13回】試合・遠征時の栄養管理：試合・遠征時の栄養管理のポイントについて学ぶ。
【第14回】スポーツ選手の栄養教育：スポーツ選手の栄養教育の考え方や進め方のポイントについて学ぶ。
【第15回】授業まとめ：授業内容を振り返り、「スポーツと栄養」の要点について理解する。
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
事前学習：各回のテーマに関する内容について、専門書や新聞記事等を活用し、事前に情報を取得することによ
り、授業の理解度を高められるように準備すること。
事後学習：各回の授業終了後、講義内容を復習し、要点をまとめておくこと。可能であれば、講義内容を実践す
ることが望ましい。
課題に対するフィードバックの方法
・小テストは、授業時間中に返却し、解説を実施する。
・リフレクションペーパーについては、次回の授業内で講評する。
成績評価の方法・基準（方針）
・正当な理由なく5回以上欠席した場合、正当な理由なく定期試験を欠席した場合は「K」評価とする。
・30分以上の遅刻は欠席扱いとする。（公共交通機関の遅延等の場合を除く）
・遅刻や授業進行の妨げとなるような受講態度は減点の対象となることがある。
・以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

60

小テスト（30）、リフレクションペーパー（30）

1．2．3

授業外での評価

0

定期試験

40

筆記試験

1．2．3

スポーツと栄養

定期試験に代わるレポート等

0

その他

0

テキスト

テキストは使用しない。必要に応じて資料を配布する予定。

参考書

体育･スポーツ指導者と学生のためのスポーツ栄養学、田口素子・樋口満編著、市村出版 、
2,970 円(税込)
アスリートのための栄養・食事ガイド、小林修平編著、第一出版 、2,640 円(税込)

履修条件・他の科目との関連 GFI・JATI・CSCS資格取得希望者は、本科目が資格対応科目となっている。

スポーツと栄養

授業コード

13003702

授業種別

授業科目名

スポーツと栄養Ⅰ

授業担当教員

津吉

哲士

成績担当教員

津吉

哲士

開講年次

1年

開講期

実務家教員による授業

講義

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
栄養に関する基礎的な知識を理解するとともに、実際のスポーツ現場において必要な栄養管理について理解し、
実践する力を身につけることを目的とする。
自分自身の競技力やコンディションの向上を考えている人、スポーツ選手を栄養面からサポートしたいと考えて
いる人、健康のための栄養・食事に関心を持っている人などを対象として、栄養学の基礎知識からスポーツ現場
で必要とされる栄養管理の知識・技術について説明する。
到達目標
1．スポーツと栄養の関係について理解し説明できる。
2．スポーツ選手の栄養面における課題を発見し、課題解決のために必要となる知識・技能を判断できる。
3．スポーツ選手の特性に応じた栄養管理について説明できる。
授業計画
【第1回】授業オリエンテーション：「スポーツと栄養」の要点について理解する。
【第2回】エネルギー代謝：エネルギー摂取および消費の仕組みについて理解し、エネルギー消費量の測定方法に
ついて学ぶ。
【第3回】エネルギー補給Ⅰ：炭水化物の特性について理解し、摂取する際のポイントについて学ぶ。
【第4回】エネルギー補給Ⅱ：脂質の特性について理解し、摂取する際のポイントについて学ぶ。
【第5回】スポーツ選手の身体組成：スポーツ選手の身体組成の特徴とその測定方法について学ぶ。
【第6回】身体づくりと栄養摂取Ⅰ：たんぱく質の特性について理解し、摂取する際のポイントについて学ぶ。
【第7回】身体づくりと栄養摂取Ⅱ：ミネラルの特性について理解し、摂取する際のポイントについて学ぶ。
【第8回】コンデョショニングと栄養摂取Ⅰ：ビタミンの特性について理解し、摂取する際のポイントについて学
ぶ。
【第9回】コンデョショニングと栄養摂取Ⅱ：貧血予防の栄養管理について学ぶ。
【第10回】水分補給：水分の特性について理解し、補給する際のポイントについて学ぶ。
【第11回】サプリメントとエルゴジェニックエイド：サプリメントとエルゴジェニックエイドの特性について理
解し、摂取する際のポイントについて学ぶ。
【第12回】栄養アセスメント：主に食事調査の方法について学ぶ。
【第13回】試合・遠征時の栄養管理：試合・遠征時の栄養管理のポイントについて学ぶ。
【第14回】スポーツ選手の栄養教育：スポーツ選手の栄養教育の考え方や進め方のポイントについて学ぶ。
【第15回】授業まとめ：授業内容を振り返り、「スポーツと栄養」の要点について理解する。
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
事前学習：各回のテーマに関する内容について、専門書や新聞記事等を活用し、事前に情報を取得することによ
り、授業の理解度を高められるように準備すること。
事後学習：各回の授業終了後、講義内容を復習し、要点をまとめておくこと。可能であれば、講義内容を実践す
ることが望ましい。
課題に対するフィードバックの方法
・小テストは、授業時間中に返却し、解説を実施する。
・リフレクションペーパーについては、次回の授業内で講評する。
成績評価の方法・基準（方針）
・正当な理由なく5回以上欠席した場合、正当な理由なく定期試験を欠席した場合は「K」評価とする。
・30分以上の遅刻は欠席扱いとする。（公共交通機関の遅延等の場合を除く）
・遅刻や授業進行の妨げとなるような受講態度は減点の対象となることがある。
・以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

60

小テスト（30）、リフレクションペーパー（30）

1．2．3

授業外での評価

0

定期試験

40

筆記試験

1．2．3

スポーツと栄養Ⅰ

定期試験に代わるレポート等

0

その他

0

テキスト

テキストは使用しない。必要に応じて資料を配布する予定。

参考書

体育･スポーツ指導者と学生のためのスポーツ栄養学、田口素子・樋口満編著、市村出版 、
2,970 円(税込)
アスリートのための栄養・食事ガイド、小林修平編著、第一出版 、2,640 円(税込)

履修条件・他の科目との関連 GFI・JATI・CSCS資格取得希望者は、本科目が資格対応科目となっている。

スポーツと栄養Ⅰ

授業コード

13069101

授業種別

授業科目名

スポーツ栄養指導

授業担当教員

津吉

哲士

成績担当教員

津吉

哲士

開講年次

カリキュラムによる

開講期

実務家教員による授業

講義

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
スポーツ選手に栄養指導を行う際には、様々な栄養素や食品に関する知識が必要とされる。本科目では、トレー
ニングと食事摂取のタイミングやスポーツ選手の栄養・食事サポートを行う際に必要となる食品や料理の知識を
高め、正しい減量方法や身体活動量、体組成測定等について理解を深めることを目的とする。また、スポーツと
関わりの深いビタミン・ミネラルについて、体内での生理作用、必要量などに重点を置いて説明する。
到達目標
1．栄養素の生理作用を理解し説明することができる。
2．他者に対して食事アドバイスを行うことができる。
3．場面にあわせた食事摂取方法を理解し、説明することができる。
授業計画
【第1回】各栄養素が解糖系・TCA サイクルを通してどの様に代謝し、エネルギー産生に関わるかについて学ぶ。
【第2回】運動継続時間とエネルギー源となる栄養素の関係について学ぶ。
【第3回】生活習慣病の予防・改善に関わりの深い栄養素について理解を深め、体内での働きを学ぶ。
【第4回】摂取した食品に含まれる栄養素の消化吸収時間について学ぶ。
【第5回】スポーツシーン（試合やトレーニングなど）に適した食事摂取のタイミングについて学ぶ。
【第6回】バランスの良い食事とはなにか、バランスが良いとはどの様な状態を指すのかについて、ライフステー
ジを踏まえて学ぶ。
【第7回】スポーツ選手にとって食事がどの様な役割を果たしているか、スポーツ選手として望ましい食事とは何
かについて学ぶ。
【第8回】栄養素の過不足がスポーツ選手の心身におよぼす影響について学ぶ。
【第9回】栄養素の過不足を食事で改善するための方法について、ライフステージを踏まえて学ぶ。
【第10回】自分自身の食事をチェックし、栄養素の過不足について評価を行う。
【第11回】基礎代謝・運動消費を含めた,エネルギー消費量の測定方法と自分自身のエネルギー消費量について学
ぶ。
【第12回】健康運動指導者として身につけておく必要のある健康を損なわない適切な減量を行うための方法につ
いて学ぶ。
【第13回】体組成および骨密度の測定方法について学ぶ。
【第14回】日本人の健康上望ましいPFC 比を理解し、食事で摂取する3 大栄養素の構成割合について学ぶ。
【第15回】食生活の判定方法を学び、自分自身の食生活の評価を行う。
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
事前学習：各回のテーマに関する内容について、専門書や新聞記事等を活用し、事前に情報を取得することによ
り、授業の理解度を高められるように準備すること。
事後学習：各回の授業終了後、講義内容を復習し、要点をまとめておくこと。可能であれば、講義内容を実践す
ることが望ましい。
課題に対するフィードバックの方法
・小テストは、授業時間中に返却し、解説を実施する。
・リフレクションペーパーについては、次回の授業内で講評する。
成績評価の方法・基準（方針）
・正当な理由なく5回以上欠席した場合、正当な理由なく定期試験を欠席した場合は「K」評価とする。
・30分以上の遅刻は欠席扱いとする。（公共交通機関の遅延等の場合を除く）
・遅刻や授業進行の妨げとなるような受講態度は減点の対象となることがある。
・以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

60

小テスト（30）、リフレクションペーパー（30）

1．2．3

授業外での評価

0

定期試験

40

筆記試験

1．2．3
スポーツ栄養指導

定期試験に代わるレポート等

0

その他

0

テキスト

テキストは使用しない。必要に応じて資料を配布する予定。

参考書

やさしいスチューデントトレーナーシリーズ5 新・スポーツ栄養学、メディカルフィットネス・協会監修、嵯
峨野書院 、2,600 円(税別)
健康運動指導士養成講習会テキスト、健康・体力づくり事業財団、南江堂

履修条件・他の科目との関連 健康運動実践指導者・健康運動指導士資格取得希望者は、本科目が資格対応科目となってい
る。
スポーツと栄養・スポーツと栄養Ⅰを受講していることが望ましい。

スポーツ栄養指導

授業コード

13068501

授業科目名

運動処方基礎

授業担当教員

新村

由恵

成績担当教員

新村

由恵

開講年次

2年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

講義

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
人々の健康寿命の延伸や高齢社会対策、医療費の増大などの課題に対し、健康関連体力を向上させるための運動
が担う役割は大きい。本講義では、運動処方の基本的な考え方と個々に応じた適切な運動プログラムの提供に関
する一般的な原則について解説する。
到達目標
１．健康の保持増進における運動の効果や役割について理解する.
２．運動処方に関する種々の原則について理解する.
３．運動処方の基本的な概念を理解する.
４．各回の授業内容を理解し、説明できる．
授業計画
★この授業は、対面授業となります。
★授業に関する連絡や課題案内はすべてClassroonに提示します。
※新型コロナウィルスの感染状況等により、必要に応じて「オンデマンド形式」に変更する場合もあります。
その場合は、Classroomのストリーム（お知らせ）より連絡します。
【第1回】
テーマ：健康の概念と制度
内 容：運動処方の基本的な考え方と個々に応じた適切な運動プログラムの提供に関する一般的な原則について
学ぶ．
【第2回】
テーマ：我が国の健康づくり施策と現状
内容：我が国の健康づくり施策の変遷と現状、運動指導者が果たすべき役割などについて学ぶ．
【第3回】
テーマ：生活習慣病概論と特定検診・保健指導
内 容：生活習慣病について知るとともに、我国で実施されている特定検診・保健指導の必要性について学ぶ．
【第4回】
テーマ：運動プログラム作成の基本
内 容：運動プログラム作成の必要性について学ぶ．
【第5回】
テーマ：運動プログラム作成の実践
内 容：運動プログラム作成の実践について学ぶとともに安全性への配慮について考える．
【第6回】
テーマ：生活習慣病に対する運動療法プログラム作成の基本
内 容：生活習慣病予防に向けた運動の有効性について知るとともに、プログラム作成の基本について学ぶ．
【第7回】
テーマ：過体重（肥満）・肥満症に向けた運動療法プログラム
内 容：過体重（肥満）・肥満症に向けた運動療法プログラム作成について学ぶ．
【第8回】
テーマ：高血糖・糖尿病に向けた運動療法プログラム
内 容：高血糖・糖尿病に向けた運動療法プログラム作成について学ぶ．
【第9回】
テーマ：高血圧症・脂質異常症患者に向けた運動療法プログラム
内 容：高血圧症・脂質異常症患者に向けた運動療法プログラム作成について学ぶ．
【第10回】
テーマ：ロコモティブシンドローム・運動器退行性疾患者に向けた運動療法プログラム①
内 容：ロコモティブシンドローム・運動器退行性疾患者に向けた運動療法プログラム作成について学ぶ．
【第11回】
テーマ：ロコモティブシンドローム・運動器退行性疾患者に向けた運動療法プログラム②
内 容：ロコモティブシンドローム・運動器退行性疾患者に向けた運動療法プログラム作成について学ぶ．
【第12回】
テーマ：脳血管疾患患者に向けた運動療法プログラム
内 容：脳血管疾患患者に向けた運動療法プログラム作成について学ぶ．
【第13回】
テーマ：認知症予防に向けた運動の活用
内 容：認知症予防に向けた運動の活用について学ぶ．
【第14回】
テーマ：高齢者に向けた運動処方プログラムの紹介
内 容：実際の運動処方プログラム実施の様子を観て学ぶとともに、指導者としてどのような配慮が必要かを考
える．
運動処方基礎

【第15回】
テーマ：実践のまとめと復習
内 容：これまでに学んだ実践内容を整理して確認する．
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
★授業（１回につき２時間として計算）と事前事後のあわせて１単位あたり４５時間が必要です。
つまり、本授業は２単位科目であるため、合計９０時間の学習が必要となります。
各授業（２時間）に加えて、事前学習（２時間以上）、事後学習（２時間以上）を毎回各自で行ってくださ
い。
事前学修課題（2時間以上）：前回の講義終了時に出された予習課題について調べてくる。
事後学修課題（2時間以上）：授業動画資料を確認するとともに,授業の最後に行う「確認テスト」の修正・間違
い直しを行う。
課題に対するフィードバックの方法
毎回、講義の最初にGoogleフォームによる「予習確認テスト」を行う。
また、授業の最後にはGoogleフォームによる「授業確認テスト」をおこなう。
※各「確認テスト」のスコア通知（採点結果・正誤内容・解答）は、ClassroomおよびOIUメールを介して通知す
る。
※各「確認テスト」は、授業時間内に実施するものであり、教員より指示された時間帯に取り組む。
※上記テストに取り組むために、PC等（タブレット・スマートフォンも場合によっては可）、Googleフォームの
使用可能な機器を必ず準備すること。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により、総合的に判定の上、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
なお、欠席５回以上（遅刻３回で欠席１回と評価、も含む）の場合は、K評価（評価不能）とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

授業内での評価

50

授業への参加状況をUNIPAおよび各確認テストの提出状 １・２・３・4
況、教員による出席確認の３つの方法により評価する。
※本授業は座席指定である。
また、授業へ参加する姿勢からも評価する（授業時間内
におけるリアルタイムでの課題提出状況も含む）。

授業外での評価

20

各回の授業開始前に実施する「予習確認テスト」、および １・２・３
授業後に実施する「授業確認テスト」の課題提出状況
（確認テストの結果）から評価する。
※各確認テストは、Googleフォームを介して授業時間内に
実施する。

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

30

その他

0

テキスト

必要があれば授業の中で紹介する．

参考書

健康運動指導士養成講習会テキスト上・下巻
健康運動実践指導者養成用テキスト
中高年の疾病予防・改善のための運動プログラム/田中喜代次 牧田茂（編著）/NAP

第１５回授業時に最終試験を実施する。

評価対象となる到達目標

最終試験の得点を評価
する。ただし、最終試験
の得点が100点満点のう
ち40点未満の場合は、
評価「1」、最終試験を
受験しなかった場合は評
価「K」とする。なお、再
試験は実施しない。

履修条件・他の科目との関連 ・健康運動指導士・健康運動実践指導者を目指す人は履修してください.
・Classroomに参加登録すること。
・座席指定のため、指定された座席に必ず着席すること。
・欠席５回以上（遅刻３回で欠席１回と評価、も含む）の場合は、K評価（評価不能）とする。
・授業開始時刻以降にUNIPAに出席登録した場合は「遅刻」と評価する（原則、１分でも遅れたら
遅刻とする）。
＜持ち物＞
・筆記用具、ノートもしくはルーズリーフ
・PC等（タブレット・スマートフォンも場合によっては可）、Googleフォームの使用可能な機器
運動処方基礎

運動処方基礎

授業コード

13068502

授業科目名

運動処方基礎

授業担当教員

新村

由恵

成績担当教員

新村

由恵

開講年次

2年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

講義

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
人々の健康寿命の延伸や高齢社会対策、医療費の増大などの課題に対し、健康関連体力を向上させるための運動
が担う役割は大きい。本講義では、運動処方の基本的な考え方と個々に応じた適切な運動プログラムの提供に関
する一般的な原則について解説する。
到達目標
１．健康の保持増進における運動の効果や役割について理解する.
２．運動処方に関する種々の原則について理解する.
３．運動処方の基本的な概念を理解する.
４．各回の授業内容を理解し、説明できる．
授業計画
★この授業は、対面授業となります。
★授業に関する連絡や課題案内はすべてClassroonに提示します。
※新型コロナウィルスの感染状況等により、必要に応じて「オンデマンド形式」に変更する場合もあります。
その場合は、Classroomのストリーム（お知らせ）より連絡します。
【第1回】
テーマ：健康の概念と制度
内 容：運動処方の基本的な考え方と個々に応じた適切な運動プログラムの提供に関する一般的な原則について
学ぶ．
【第2回】
テーマ：我が国の健康づくり施策と現状
内容：我が国の健康づくり施策の変遷と現状、運動指導者が果たすべき役割などについて学ぶ．
【第3回】
テーマ：生活習慣病概論と特定検診・保健指導
内 容：生活習慣病について知るとともに、我国で実施されている特定検診・保健指導の必要性について学ぶ．
【第4回】
テーマ：運動プログラム作成の基本
内 容：運動プログラム作成の必要性について学ぶ．
【第5回】
テーマ：運動プログラム作成の実践
内 容：運動プログラム作成の実践について学ぶとともに安全性への配慮について考える．
【第6回】
テーマ：生活習慣病に対する運動療法プログラム作成の基本
内 容：生活習慣病予防に向けた運動の有効性について知るとともに、プログラム作成の基本について学ぶ．
【第7回】
テーマ：過体重（肥満）・肥満症に向けた運動療法プログラム
内 容：過体重（肥満）・肥満症に向けた運動療法プログラム作成について学ぶ．
【第8回】
テーマ：高血糖・糖尿病に向けた運動療法プログラム
内 容：高血糖・糖尿病に向けた運動療法プログラム作成について学ぶ．
【第9回】
テーマ：高血圧症・脂質異常症患者に向けた運動療法プログラム
内 容：高血圧症・脂質異常症患者に向けた運動療法プログラム作成について学ぶ．
【第10回】
テーマ：ロコモティブシンドローム・運動器退行性疾患者に向けた運動療法プログラム①
内 容：ロコモティブシンドローム・運動器退行性疾患者に向けた運動療法プログラム作成について学ぶ．
【第11回】
テーマ：ロコモティブシンドローム・運動器退行性疾患者に向けた運動療法プログラム②
内 容：ロコモティブシンドローム・運動器退行性疾患者に向けた運動療法プログラム作成について学ぶ．
【第12回】
テーマ：脳血管疾患患者に向けた運動療法プログラム
内 容：脳血管疾患患者に向けた運動療法プログラム作成について学ぶ．
【第13回】
テーマ：認知症予防に向けた運動の活用
内 容：認知症予防に向けた運動の活用について学ぶ．
【第14回】
テーマ：高齢者に向けた運動処方プログラムの紹介
内 容：実際の運動処方プログラム実施の様子を観て学ぶとともに、指導者としてどのような配慮が必要かを考
える．
運動処方基礎

【第15回】
テーマ：実践のまとめと復習
内 容：これまでに学んだ実践内容を整理して確認する．
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
★授業（１回につき２時間として計算）と事前事後のあわせて１単位あたり４５時間が必要です。
つまり、本授業は２単位科目であるため、合計９０時間の学習が必要となります。
各授業（２時間）に加えて、事前学習（２時間以上）、事後学習（２時間以上）を毎回各自で行ってくださ
い。
事前学修課題（2時間以上）：前回の講義終了時に出された予習課題について調べてくる。
事後学修課題（2時間以上）：授業動画資料を確認するとともに,授業の最後に行う「確認テスト」の修正・間違
い直しを行う。
課題に対するフィードバックの方法
毎回、講義の最初にGoogleフォームによる「予習確認テスト」を行う。
また、授業の最後にはGoogleフォームによる「授業確認テスト」をおこなう。
※各「確認テスト」のスコア通知（採点結果・正誤内容・解答）は、ClassroomおよびOIUメールを介して通知す
る。
※各「確認テスト」は、授業時間内に実施するものであり、教員より指示された時間帯に取り組む。
※上記テストに取り組むために、PC等（タブレット・スマートフォンも場合によっては可）、Googleフォームの
使用可能な機器を必ず準備すること。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により、総合的に判定の上、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
なお、欠席５回以上（遅刻３回で欠席１回と評価、も含む）の場合は、K評価（評価不能）とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

授業内での評価

50

授業への参加状況をUNIPAおよび各確認テストの提出状 １・２・３・4
況、教員による出席確認の３つの方法により評価する。
※本授業は座席指定である。
また、授業へ参加する姿勢からも評価する（授業時間内
におけるリアルタイムでの課題提出状況も含む）。

授業外での評価

20

各回の授業開始前に実施する「予習確認テスト」、および １・２・３
授業後に実施する「授業確認テスト」の課題提出状況
（確認テストの結果）から評価する。
※各確認テストは、Googleフォームを介して授業時間内に
実施する。

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

30

その他

0

テキスト

必要があれば授業の中で紹介する．

参考書

健康運動指導士養成講習会テキスト上・下巻
健康運動実践指導者養成用テキスト
中高年の疾病予防・改善のための運動プログラム/田中喜代次 牧田茂（編著）/NAP

第１５回授業時に最終試験を実施する。

評価対象となる到達目標

最終試験の得点を評価
する。ただし、最終試験
の得点が100点満点のう
ち40点未満の場合は、
評価「1」、最終試験を
受験しなかった場合は評
価「K」とする。なお、再
試験は実施しない。

履修条件・他の科目との関連 ・健康運動指導士・健康運動実践指導者を目指す人は履修してください.
・Classroomに参加登録すること。
・座席指定のため、指定された座席に必ず着席すること。
・欠席５回以上（遅刻３回で欠席１回と評価、も含む）の場合は、K評価（評価不能）とする。
・授業開始時刻以降にUNIPAに出席登録した場合は「遅刻」と評価する（原則、１分でも遅れたら
遅刻とする）。
＜持ち物＞
・筆記用具、ノートもしくはルーズリーフ
・PC等（タブレット・スマートフォンも場合によっては可）、Googleフォームの使用可能な機器
運動処方基礎

運動処方基礎

授業コード

13069702

授業科目名

運動処方の実際

授業担当教員

森岡

郁晴

成績担当教員

森岡

郁晴

開講年次

3年

授業種別

実務家教員による授業

講義

開講期

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
メタボリックシンドローム、それに関わる疾患、ロコモティブシンドローム、運動器退行性疾患、運動に関係す
る疾患等について学修するとともに、それらの病因、危険因子、合併症等について理解を深める。
また、運動負荷試験の目的やその手順、禁忌条件、中止条件について理解を深める。
到達目標
１．メタボリックシンドロームと、それに関わる疾患について説明できる。
２．ロコモティブシンドローム、運動器退行性疾患、運動に関係する疾患等の概要について説明できる。
３．運動負荷試験の目的やその手順、禁忌条件、中止条件について説明できる。
授業計画
★この授業は、遠隔授業になります。
リアルタイム型の遠隔授業（その授業時間にZoom等で参加する方法）ではなく、講義を録画した動画を一定期
間中に視聴し、所定の課題を提出していただく形で実施予定です。
第1回 メタボリックシンドロームとは
第2回 肥満・肥満症
第3回 高血圧
第4回 脂質異常症
第5回 耐糖能異常・糖尿病
第6回 虚血性心疾患とリハビリテーション
第7回 ロコモティブシンドロームとADL
第8回 運動器退行性疾患（変形性関節症・脊椎症、骨粗鬆症、運動器不安定症）
第9回 呼吸器疾患（慢性閉塞性肺疾患、運動誘発性喘息）
第10回 がん（悪性新生物）と生活習慣
第11回 軽度認知障害（MCI）と認知症
第12回 服薬者の運動プログラムの作成上の注意
第13回 運動負荷試験の実際（プロトコール、禁忌条件、運動の中止条件）
第14回 運動負荷試験（トレッドミル）
第15回 運動負荷試験（自転車エルゴメータ）
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
授業（１回につき２時間として計算）と事前事後のあわせて１単位あたり４５時間が必要です。
事前学修として関連する人体の機能と構造の部分を復習する、事後学修として課題を提出する、この両者を合わ
せてに2時間を必要とします。
課題の内容は、講義に含まれていないので、講義内容を踏まえて自ら積極的に学修することが必要です。
課題に対するフィードバックの方法
レポート課題の評価については、希望者に開示する。
成績評価の方法・基準（方針）
レポート課題の提出状況、その内容による総合評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

0

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

10

レポート課題の内容

１・２・３

その他

90

レポート課題の提出状況、その内容

１・２・３

テキスト

なし
運動処方の実際

参考書

健康運動指導士養成講習会テキスト 財団法人健康・体力づくり事業財団発行／南江堂

履修条件・他の科目との関連 課題は自ら学ぶものであるので、積極的な学びを希望する者が履修してください。
本授業は健康運動指導士の養成も目的のひとつとしている。

運動処方の実際

授業コード

13084201

授業種別

授業科目名

スポーツトレーニング法

授業担当教員

石指

宏通

成績担当教員

石指

宏通

開講年次

2年

開講期

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
トレーニングの基礎となる呼吸・循環系および筋系の機能についての基礎的知識と測定方法を理解する。スポー
ツ競技力の向上を目的としたトレーニングの指導法を立案し、実践する能力を身につける。
また、健康の保持・増進を目的としたトレーニングに関する知識および指導法についても理解する。
到達目標
1. トレーニングに必要な身体機能を理解する。
2. トレーニングの意義と原理・原則を理解する。
3. 個人の能力に応じた、効果的なトレーニング計画を作成し実践できる。
授業計画
[第1回]
テーマ：オリエンテーションおよびトレーニング概論
内容・方法：15回の講義内容の概略と成績評価の方法について説明する。また、トレーニングの意義と原理・原
則について講義する。
[第2回]
テーマ：神経系と運動
内容・方法： 筋活動（筋収縮）は、中枢神経(大脳）からの活動電位という信号（ある筋肉を動かそうという意
思）が末梢神経（運動ニューロン呼ばれる神経細胞）を通じて移動して骨格筋の筋線維に伝わることで起こる仕
組みを講義する。
[第3回]
テーマ：運動器系（骨格筋と関節）と運動
内容・方法： ：骨格筋、関節の構造と機能、ならびにそれら機能の運動・トレーニングによる変化について講義
する。
[第4回]
テーマ：呼吸・循環器系と運動
内容・方法：呼吸器、循環器の構造と機能、ならびにそれら機能の運動・トレーニングによる変化について講義
する。
[第5回]
テーマ：エネルギー供給と運動
内容・方法： 筋活動に必要なエネルギーであるATP (アデノシン3リン酸)の利用と再合成の仕組み。ならびに運
動・トレーニングによる変化について講義する。
[第6回]
テーマ：体力測定と評価
内容・方法：体力テストの目的と適正な測定方法ならびに評価の仕方について講義する。
[第7回]
テーマ：メディカルチェック
内容・方法：メディカルチェックの重要性と基本的事項、ならびに適正な方法と評価の仕方について講義する。
[第8回]
テーマ：ウオームアップとクールダウン
内容・方法：ウオームアップとクールダウンの重要性と基本的事項、ならびにパフォーマンスに与える影響につ
いて講義する。
[第9回]
テーマ：各種トレーニングの具体例
内容・方法：体力要素（筋力・持久力・スピード等）に応じた各種トレーニングの基本的事項と効果について講
義する。
[第10回]
テーマ：トレーニング負荷の設定条件
内容・方法 トレーニングの構成要素であるプログラム変数である①強度、②量（頻度）、③配列、④休息の組
み合わせ方法について講義する。
[第11回]
テーマ：トレーニング計画作成①（ニーズ分析）
スポーツトレーニング法

内容・方法：各競技を分析することから得られる客観的体力特性と実施者個人の体力特性の２つ特性からトレー
ニングを考える方法について講義する。
[第12回]
テーマ：トレーニング計画作成②（年間計画）
内容・方法：トレーニングの効果を最大に発揮するための「段階性と周期性」（ピリオダイゼーション）につい
て講義する。
[第13回]
テーマ：トレーニング計画作成③（週間計画）
内容・方法：1週間のトレーニングを計画する際の①トレーニング種目、②負荷、③配列等の設定方法について講
義する。
[第14回]
テーマ： トレーニング計画作成④（具体的なメニュー）
内容・方法：一日の練習・トレーニングを計画する際の①トレーニング種目、②負荷、③配列の設定方法につい
て講義する。
[第15回]
テーマ：トレーニングの実践と総括
内容・方法：作成したトレーニングプログラムを紹介し、実践する。
主体的学び
自らの体力レベルを実際に測定することで自身の能力を知ること、自らの能力に基づいたトレーニングメニュー
を作成すること。
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
[第1回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
[第2回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
[第3回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
[第4回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
[第5回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
[第6回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
[第7回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
[第8回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
[第9回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
[第10回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
[第11回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
[第12回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
スポーツトレーニング法

[第13回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
[第14回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
[第15回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
課題に対するフィードバックの方法
レポート課題については採点基準を明確に公開し、再提出も可能とする。授業内試験については試験終了後に解
説し、理解するまで復習を可能にする。
成績評価の方法・基準（方針）
毎回提出するレポート課題、と授業期間の最後に提出するトレーニング計画書（4回セット）の総合評価。ただ
し、授業回数の１/3以上欠席した場合は成績評価を受けることができない。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

60

授業中に実施される小テスト

1,2

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

トレーニング計画書(年間計画、週間計画他）

3

その他

0

テキスト

テキストなし 毎回資料を配布する

参考書

健康実践指導士養成講習会テキスト
その他、随時紹介する

履修条件・他の科目との関連 この授業は、スポーツ行動学科の健康・スポーツ分野の知識を用いて、トレーニング計画の作成およ
び実践する科目である。また、「運動実践指導士」の資格希望者の履修科目となるため、この資格
レベルに応じたトレーニング理論と実践を行う。

スポーツトレーニング法

授業コード

13068101

授業種別

授業科目名

スポーツトレーニング法（呼吸・循環器系）

授業担当教員

石指

宏通

成績担当教員

石指

宏通

開講年次

2年

開講期

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
トレーニングの基礎となる呼吸・循環系および筋系の機能についての基礎的知識と測定方法を理解する。スポー
ツ競技力の向上を目的としたトレーニングの指導法を立案し、実践する能力を身につける。
また、健康の保持・増進を目的としたトレーニングに関する知識および指導法についても理解する。
到達目標
1. トレーニングに必要な身体機能を理解する。
2. トレーニングの意義と原理・原則を理解する。
3. 個人の能力に応じた、効果的なトレーニング計画を作成し実践できる。
授業計画
[第1回]
テーマ：オリエンテーションおよびトレーニング概論
内容・方法：15回の講義内容の概略と成績評価の方法について説明する。また、トレーニングの意義と原理・原
則について講義する。
[第2回]
テーマ：神経系と運動
内容・方法： 筋活動（筋収縮）は、中枢神経(大脳）からの活動電位という信号（ある筋肉を動かそうという意
思）が末梢神経（運動ニューロン呼ばれる神経細胞）を通じて移動して骨格筋の筋線維に伝わることで起こる仕
組みを講義する。
[第3回]
テーマ：運動器系（骨格筋と関節）と運動
内容・方法： ：骨格筋、関節の構造と機能、ならびにそれら機能の運動・トレーニングによる変化について講義
する。
[第4回]
テーマ：呼吸・循環器系と運動
内容・方法：呼吸器、循環器の構造と機能、ならびにそれら機能の運動・トレーニングによる変化について講義
する。
[第5回]
テーマ：エネルギー供給と運動
内容・方法： 筋活動に必要なエネルギーであるATP (アデノシン3リン酸)の利用と再合成の仕組み。ならびに運
動・トレーニングによる変化について講義する。
[第6回]
テーマ：体力測定と評価
内容・方法：体力テストの目的と適正な測定方法ならびに評価の仕方について講義する。
[第7回]
テーマ：メディカルチェック
内容・方法：メディカルチェックの重要性と基本的事項、ならびに適正な方法と評価の仕方について講義する。
[第8回]
テーマ：ウオームアップとクールダウン
内容・方法：ウオームアップとクールダウンの重要性と基本的事項、ならびにパフォーマンスに与える影響につ
いて講義する。
[第9回]
テーマ：各種トレーニングの具体例
内容・方法：体力要素（筋力・持久力・スピード等）に応じた各種トレーニングの基本的事項と効果について講
義する。
[第10回]
テーマ：トレーニング負荷の設定条件
内容・方法 トレーニングの構成要素であるプログラム変数である①強度、②量（頻度）、③配列、④休息の組
み合わせ方法について講義する。
[第11回]
テーマ：トレーニング計画作成①（ニーズ分析）
スポーツトレーニング法（呼吸・循環器系）

内容・方法：各競技を分析することから得られる客観的体力特性と実施者個人の体力特性の２つ特性からトレー
ニングを考える方法について講義する。
[第12回]
テーマ：トレーニング計画作成②（年間計画）
内容・方法：トレーニングの効果を最大に発揮するための「段階性と周期性」（ピリオダイゼーション）につい
て講義する。
[第13回]
テーマ：トレーニング計画作成③（週間計画）
内容・方法：1週間のトレーニングを計画する際の①トレーニング種目、②負荷、③配列等の設定方法について講
義する。
[第14回]
テーマ： トレーニング計画作成④（具体的なメニュー）
内容・方法：一日の練習・トレーニングを計画する際の①トレーニング種目、②負荷、③配列の設定方法につい
て講義する。
[第15回]
テーマ：トレーニングの実践と総括
内容・方法：作成したトレーニングプログラムを紹介し、実践する。
主体的学び
自らの体力レベルを実際に測定することで自身の能力を知ること、自らの能力に基づいたトレーニングメニュー
を作成すること。
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
[第1回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
[第2回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
[第3回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
[第4回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
[第5回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
[第6回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
[第7回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
[第8回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
[第9回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
[第10回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
[第11回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
[第12回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
スポーツトレーニング法（呼吸・循環器系）

[第13回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
[第14回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
[第15回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
課題に対するフィードバックの方法
レポート課題については採点基準を明確に公開し、再提出も可能とする。授業内試験については試験終了後に解
説し、理解するまで復習を可能にする。
成績評価の方法・基準（方針）
毎回提出するレポート課題、と授業期間の最後に提出するトレーニング計画書（4回セット）の総合評価。ただ
し、授業回数の１/3以上欠席した場合は成績評価を受けることができない。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

60

授業中に実施される小テスト

1,2

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

トレーニング計画書(年間計画、週間計画他）

3

その他

0

テキスト

テキストなし 毎回資料を配布する

参考書

健康実践指導士養成講習会テキスト
その他、随時紹介する

履修条件・他の科目との関連 この授業は、スポーツ行動学科の健康・スポーツ分野の知識を用いて、トレーニング計画の作成およ
び実践する科目である。また、「運動実践指導士」の資格希望者の履修科目となるため、この資格
レベルに応じたトレーニング理論と実践を行う。

スポーツトレーニング法（呼吸・循環器系）

授業コード

13084202

授業種別

授業科目名

スポーツトレーニング法

授業担当教員

石指

宏通

成績担当教員

石指

宏通

開講年次

2年

開講期

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
トレーニングの基礎となる呼吸・循環系および筋系の機能についての基礎的知識と測定方法を理解する。スポー
ツ競技力の向上を目的としたトレーニングの指導法を立案し、実践する能力を身につける。
また、健康の保持・増進を目的としたトレーニングに関する知識および指導法についても理解する。
到達目標
1. トレーニングに必要な身体機能を理解する。
2. トレーニングの意義と原理・原則を理解する。
3. 個人の能力に応じた、効果的なトレーニング計画を作成し実践できる。
授業計画
[第1回]
テーマ：オリエンテーションおよびトレーニング概論
内容・方法：15回の講義内容の概略と成績評価の方法について説明する。また、トレーニングの意義と原理・原
則について講義する。
[第2回]
テーマ：神経系と運動
内容・方法： 筋活動（筋収縮）は、中枢神経(大脳）からの活動電位という信号（ある筋肉を動かそうという意
思）が末梢神経（運動ニューロン呼ばれる神経細胞）を通じて移動して骨格筋の筋線維に伝わることで起こる仕
組みを講義する。
[第3回]
テーマ：運動器系（骨格筋と関節）と運動
内容・方法： ：骨格筋、関節の構造と機能、ならびにそれら機能の運動・トレーニングによる変化について講義
する。
[第4回]
テーマ：呼吸・循環器系と運動
内容・方法：呼吸器、循環器の構造と機能、ならびにそれら機能の運動・トレーニングによる変化について講義
する。
[第5回]
テーマ：エネルギー供給と運動
内容・方法： 筋活動に必要なエネルギーであるATP (アデノシン3リン酸)の利用と再合成の仕組み。ならびに運
動・トレーニングによる変化について講義する。
[第6回]
テーマ：体力測定と評価
内容・方法：体力テストの目的と適正な測定方法ならびに評価の仕方について講義する。
[第7回]
テーマ：メディカルチェック
内容・方法：メディカルチェックの重要性と基本的事項、ならびに適正な方法と評価の仕方について講義する。
[第8回]
テーマ：ウオームアップとクールダウン
内容・方法：ウオームアップとクールダウンの重要性と基本的事項、ならびにパフォーマンスに与える影響につ
いて講義する。
[第9回]
テーマ：各種トレーニングの具体例
内容・方法：体力要素（筋力・持久力・スピード等）に応じた各種トレーニングの基本的事項と効果について講
義する。
[第10回]
テーマ：トレーニング負荷の設定条件
内容・方法 トレーニングの構成要素であるプログラム変数である①強度、②量（頻度）、③配列、④休息の組
み合わせ方法について講義する。
[第11回]
テーマ：トレーニング計画作成①（ニーズ分析）
スポーツトレーニング法

内容・方法：各競技を分析することから得られる客観的体力特性と実施者個人の体力特性の２つ特性からトレー
ニングを考える方法について講義する。
[第12回]
テーマ：トレーニング計画作成②（年間計画）
内容・方法：トレーニングの効果を最大に発揮するための「段階性と周期性」（ピリオダイゼーション）につい
て講義する。
[第13回]
テーマ：トレーニング計画作成③（週間計画）
内容・方法：1週間のトレーニングを計画する際の①トレーニング種目、②負荷、③配列等の設定方法について講
義する。
[第14回]
テーマ： トレーニング計画作成④（具体的なメニュー）
内容・方法：一日の練習・トレーニングを計画する際の①トレーニング種目、②負荷、③配列の設定方法につい
て講義する。
[第15回]
テーマ：トレーニングの実践と総括
内容・方法：作成したトレーニングプログラムを紹介し、実践する。
主体的学び
自らの体力レベルを実際に測定することで自身の能力を知ること、自らの能力に基づいたトレーニングメニュー
を作成すること。
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
[第1回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
[第2回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
[第3回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
[第4回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
[第5回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
[第6回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
[第7回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
[第8回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
[第9回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
[第10回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
[第11回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
[第12回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
スポーツトレーニング法

[第13回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
[第14回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
[第15回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
課題に対するフィードバックの方法
レポート課題については採点基準を明確に公開し、再提出も可能とする。授業内試験については試験終了後に解
説し、理解するまで復習を可能にする。
成績評価の方法・基準（方針）
毎回提出するレポート課題、と授業期間の最後に提出するトレーニング計画書（4回セット）の総合評価。ただ
し、授業回数の１/3以上欠席した場合は成績評価を受けることができない。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

60

授業中に実施される小テスト

1,2

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

トレーニング計画書(年間計画、週間計画他）

3

その他

0

テキスト

テキストなし 毎回資料を配布する

参考書

健康実践指導士養成講習会テキスト
その他、随時紹介する

履修条件・他の科目との関連 この授業は、スポーツ行動学科の健康・スポーツ分野の知識を用いて、トレーニング計画の作成およ
び実践する科目である。また、「運動実践指導士」の資格希望者の履修科目となるため、この資格
レベルに応じたトレーニング理論と実践を行う。

スポーツトレーニング法

授業コード

13068102

授業種別

授業科目名

スポーツトレーニング法（呼吸・循環器系）

授業担当教員

石指

宏通

成績担当教員

石指

宏通

開講年次

2年

開講期

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
トレーニングの基礎となる呼吸・循環系および筋系の機能についての基礎的知識と測定方法を理解する。スポー
ツ競技力の向上を目的としたトレーニングの指導法を立案し、実践する能力を身につける。
また、健康の保持・増進を目的としたトレーニングに関する知識および指導法についても理解する。
到達目標
1. トレーニングに必要な身体機能を理解する。
2. トレーニングの意義と原理・原則を理解する。
3. 個人の能力に応じた、効果的なトレーニング計画を作成し実践できる。
授業計画
[第1回]
テーマ：オリエンテーションおよびトレーニング概論
内容・方法：15回の講義内容の概略と成績評価の方法について説明する。また、トレーニングの意義と原理・原
則について講義する。
[第2回]
テーマ：神経系と運動
内容・方法： 筋活動（筋収縮）は、中枢神経(大脳）からの活動電位という信号（ある筋肉を動かそうという意
思）が末梢神経（運動ニューロン呼ばれる神経細胞）を通じて移動して骨格筋の筋線維に伝わることで起こる仕
組みを講義する。
[第3回]
テーマ：運動器系（骨格筋と関節）と運動
内容・方法： ：骨格筋、関節の構造と機能、ならびにそれら機能の運動・トレーニングによる変化について講義
する。
[第4回]
テーマ：呼吸・循環器系と運動
内容・方法：呼吸器、循環器の構造と機能、ならびにそれら機能の運動・トレーニングによる変化について講義
する。
[第5回]
テーマ：エネルギー供給と運動
内容・方法： 筋活動に必要なエネルギーであるATP (アデノシン3リン酸)の利用と再合成の仕組み。ならびに運
動・トレーニングによる変化について講義する。
[第6回]
テーマ：体力測定と評価
内容・方法：体力テストの目的と適正な測定方法ならびに評価の仕方について講義する。
[第7回]
テーマ：メディカルチェック
内容・方法：メディカルチェックの重要性と基本的事項、ならびに適正な方法と評価の仕方について講義する。
[第8回]
テーマ：ウオームアップとクールダウン
内容・方法：ウオームアップとクールダウンの重要性と基本的事項、ならびにパフォーマンスに与える影響につ
いて講義する。
[第9回]
テーマ：各種トレーニングの具体例
内容・方法：体力要素（筋力・持久力・スピード等）に応じた各種トレーニングの基本的事項と効果について講
義する。
[第10回]
テーマ：トレーニング負荷の設定条件
内容・方法 トレーニングの構成要素であるプログラム変数である①強度、②量（頻度）、③配列、④休息の組
み合わせ方法について講義する。
[第11回]
テーマ：トレーニング計画作成①（ニーズ分析）
スポーツトレーニング法（呼吸・循環器系）

内容・方法：各競技を分析することから得られる客観的体力特性と実施者個人の体力特性の２つ特性からトレー
ニングを考える方法について講義する。
[第12回]
テーマ：トレーニング計画作成②（年間計画）
内容・方法：トレーニングの効果を最大に発揮するための「段階性と周期性」（ピリオダイゼーション）につい
て講義する。
[第13回]
テーマ：トレーニング計画作成③（週間計画）
内容・方法：1週間のトレーニングを計画する際の①トレーニング種目、②負荷、③配列等の設定方法について講
義する。
[第14回]
テーマ： トレーニング計画作成④（具体的なメニュー）
内容・方法：一日の練習・トレーニングを計画する際の①トレーニング種目、②負荷、③配列の設定方法につい
て講義する。
[第15回]
テーマ：トレーニングの実践と総括
内容・方法：作成したトレーニングプログラムを紹介し、実践する。
主体的学び
自らの体力レベルを実際に測定することで自身の能力を知ること、自らの能力に基づいたトレーニングメニュー
を作成すること。
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
[第1回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
[第2回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
[第3回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
[第4回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
[第5回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
[第6回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
[第7回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
[第8回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
[第9回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
[第10回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
[第11回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
[第12回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
スポーツトレーニング法（呼吸・循環器系）

[第13回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
[第14回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
[第15回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
課題に対するフィードバックの方法
レポート課題については採点基準を明確に公開し、再提出も可能とする。授業内試験については試験終了後に解
説し、理解するまで復習を可能にする。
成績評価の方法・基準（方針）
毎回提出するレポート課題、と授業期間の最後に提出するトレーニング計画書（4回セット）の総合評価。ただ
し、授業回数の１/3以上欠席した場合は成績評価を受けることができない。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

60

授業中に実施される小テスト

1,2

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

トレーニング計画書(年間計画、週間計画他）

3

その他

0

テキスト

テキストなし 毎回資料を配布する

参考書

健康実践指導士養成講習会テキスト
その他、随時紹介する

履修条件・他の科目との関連 この授業は、スポーツ行動学科の健康・スポーツ分野の知識を用いて、トレーニング計画の作成およ
び実践する科目である。また、「運動実践指導士」の資格希望者の履修科目となるため、この資格
レベルに応じたトレーニング理論と実践を行う。

スポーツトレーニング法（呼吸・循環器系）

授業コード

13084203

授業種別

授業科目名

スポーツトレーニング法

授業担当教員

石指

宏通

成績担当教員

石指

宏通

開講年次

2年

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
トレーニングの基礎となる呼吸・循環系および筋系の機能についての基礎的知識と測定方法を理解する。スポー
ツ競技力の向上を目的としたトレーニングの指導法を立案し、実践する能力を身につける。
また、健康の保持・増進を目的としたトレーニングに関する知識および指導法についても理解する。
到達目標
1. トレーニングに必要な身体機能を理解する。
2. トレーニングの意義と原理・原則を理解する。
3. 個人の能力に応じた、効果的なトレーニング計画を作成し実践できる。
授業計画
[第1回]
テーマ：オリエンテーションおよびトレーニング概論
内容・方法：15回の講義内容の概略と成績評価の方法について説明する。また、トレーニングの意義と原理・原
則について講義する。
[第2回]
テーマ：神経系と運動
内容・方法： 筋活動（筋収縮）は、中枢神経(大脳）からの活動電位という信号（ある筋肉を動かそうという意
思）が末梢神経（運動ニューロン呼ばれる神経細胞）を通じて移動して骨格筋の筋線維に伝わることで起こる仕
組みを講義する。
[第3回]
テーマ：運動器系（骨格筋と関節）と運動
内容・方法： ：骨格筋、関節の構造と機能、ならびにそれら機能の運動・トレーニングによる変化について講義
する。
[第4回]
テーマ：呼吸・循環器系と運動
内容・方法：呼吸器、循環器の構造と機能、ならびにそれら機能の運動・トレーニングによる変化について講義
する。
[第5回]
テーマ：エネルギー供給と運動
内容・方法： 筋活動に必要なエネルギーであるATP (アデノシン3リン酸)の利用と再合成の仕組み。ならびに運
動・トレーニングによる変化について講義する。
[第6回]
テーマ：体力測定と評価
内容・方法：体力テストの目的と適正な測定方法ならびに評価の仕方について講義する。
[第7回]
テーマ：メディカルチェック
内容・方法：メディカルチェックの重要性と基本的事項、ならびに適正な方法と評価の仕方について講義する。
[第8回]
テーマ：ウオームアップとクールダウン
内容・方法：ウオームアップとクールダウンの重要性と基本的事項、ならびにパフォーマンスに与える影響につ
いて講義する。
[第9回]
テーマ：各種トレーニングの具体例
内容・方法：体力要素（筋力・持久力・スピード等）に応じた各種トレーニングの基本的事項と効果について講
義する。
[第10回]
テーマ：トレーニング負荷の設定条件
内容・方法 トレーニングの構成要素であるプログラム変数である①強度、②量（頻度）、③配列、④休息の組
み合わせ方法について講義する。
[第11回]
テーマ：トレーニング計画作成①（ニーズ分析）
スポーツトレーニング法

内容・方法：各競技を分析することから得られる客観的体力特性と実施者個人の体力特性の２つ特性からトレー
ニングを考える方法について講義する。
[第12回]
テーマ：トレーニング計画作成②（年間計画）
内容・方法：トレーニングの効果を最大に発揮するための「段階性と周期性」（ピリオダイゼーション）につい
て講義する。
[第13回]
テーマ：トレーニング計画作成③（週間計画）
内容・方法：1週間のトレーニングを計画する際の①トレーニング種目、②負荷、③配列等の設定方法について講
義する。
[第14回]
テーマ： トレーニング計画作成④（具体的なメニュー）
内容・方法：一日の練習・トレーニングを計画する際の①トレーニング種目、②負荷、③配列の設定方法につい
て講義する。
[第15回]
テーマ：トレーニングの実践と総括
内容・方法：作成したトレーニングプログラムを紹介し、実践する。
主体的学び
自らの体力レベルを実際に測定することで自身の能力を知ること、自らの能力に基づいたトレーニングメニュー
を作成すること。
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
[第1回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
[第2回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
[第3回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
[第4回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
[第5回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
[第6回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
[第7回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
[第8回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
[第9回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
[第10回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
[第11回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
[第12回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
スポーツトレーニング法

[第13回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
[第14回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
[第15回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
課題に対するフィードバックの方法
レポート課題については採点基準を明確に公開し、再提出も可能とする。授業内試験については試験終了後に解
説し、理解するまで復習を可能にする。
成績評価の方法・基準（方針）
毎回提出するレポート課題、と授業期間の最後に提出するトレーニング計画書（4回セット）の総合評価。ただ
し、授業回数の１/3以上欠席した場合は成績評価を受けることができない。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

60

授業中に実施される小テスト

1,2

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

トレーニング計画書(年間計画、週間計画他）

3

その他

0

テキスト

テキストなし 毎回資料を配布する

参考書

健康実践指導士養成講習会テキスト
その他、随時紹介する

履修条件・他の科目との関連 この授業は、スポーツ行動学科の健康・スポーツ分野の知識を用いて、トレーニング計画の作成およ
び実践する科目である。また、「運動実践指導士」の資格希望者の履修科目となるため、この資格
レベルに応じたトレーニング理論と実践を行う。

スポーツトレーニング法

授業コード

13068103

授業種別

授業科目名

スポーツトレーニング法（呼吸・循環器系）

授業担当教員

石指

宏通

成績担当教員

石指

宏通

開講年次

2年

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
トレーニングの基礎となる呼吸・循環系および筋系の機能についての基礎的知識と測定方法を理解する。スポー
ツ競技力の向上を目的としたトレーニングの指導法を立案し、実践する能力を身につける。
また、健康の保持・増進を目的としたトレーニングに関する知識および指導法についても理解する。
到達目標
1. トレーニングに必要な身体機能を理解する。
2. トレーニングの意義と原理・原則を理解する。
3. 個人の能力に応じた、効果的なトレーニング計画を作成し実践できる。
授業計画
[第1回]
テーマ：オリエンテーションおよびトレーニング概論
内容・方法：15回の講義内容の概略と成績評価の方法について説明する。また、トレーニングの意義と原理・原
則について講義する。
[第2回]
テーマ：神経系と運動
内容・方法： 筋活動（筋収縮）は、中枢神経(大脳）からの活動電位という信号（ある筋肉を動かそうという意
思）が末梢神経（運動ニューロン呼ばれる神経細胞）を通じて移動して骨格筋の筋線維に伝わることで起こる仕
組みを講義する。
[第3回]
テーマ：運動器系（骨格筋と関節）と運動
内容・方法： ：骨格筋、関節の構造と機能、ならびにそれら機能の運動・トレーニングによる変化について講義
する。
[第4回]
テーマ：呼吸・循環器系と運動
内容・方法：呼吸器、循環器の構造と機能、ならびにそれら機能の運動・トレーニングによる変化について講義
する。
[第5回]
テーマ：エネルギー供給と運動
内容・方法： 筋活動に必要なエネルギーであるATP (アデノシン3リン酸)の利用と再合成の仕組み。ならびに運
動・トレーニングによる変化について講義する。
[第6回]
テーマ：体力測定と評価
内容・方法：体力テストの目的と適正な測定方法ならびに評価の仕方について講義する。
[第7回]
テーマ：メディカルチェック
内容・方法：メディカルチェックの重要性と基本的事項、ならびに適正な方法と評価の仕方について講義する。
[第8回]
テーマ：ウオームアップとクールダウン
内容・方法：ウオームアップとクールダウンの重要性と基本的事項、ならびにパフォーマンスに与える影響につ
いて講義する。
[第9回]
テーマ：各種トレーニングの具体例
内容・方法：体力要素（筋力・持久力・スピード等）に応じた各種トレーニングの基本的事項と効果について講
義する。
[第10回]
テーマ：トレーニング負荷の設定条件
内容・方法 トレーニングの構成要素であるプログラム変数である①強度、②量（頻度）、③配列、④休息の組
み合わせ方法について講義する。
[第11回]
テーマ：トレーニング計画作成①（ニーズ分析）
スポーツトレーニング法（呼吸・循環器系）

内容・方法：各競技を分析することから得られる客観的体力特性と実施者個人の体力特性の２つ特性からトレー
ニングを考える方法について講義する。
[第12回]
テーマ：トレーニング計画作成②（年間計画）
内容・方法：トレーニングの効果を最大に発揮するための「段階性と周期性」（ピリオダイゼーション）につい
て講義する。
[第13回]
テーマ：トレーニング計画作成③（週間計画）
内容・方法：1週間のトレーニングを計画する際の①トレーニング種目、②負荷、③配列等の設定方法について講
義する。
[第14回]
テーマ： トレーニング計画作成④（具体的なメニュー）
内容・方法：一日の練習・トレーニングを計画する際の①トレーニング種目、②負荷、③配列の設定方法につい
て講義する。
[第15回]
テーマ：トレーニングの実践と総括
内容・方法：作成したトレーニングプログラムを紹介し、実践する。
主体的学び
自らの体力レベルを実際に測定することで自身の能力を知ること、自らの能力に基づいたトレーニングメニュー
を作成すること。
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
[第1回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
[第2回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
[第3回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
[第4回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
[第5回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
[第6回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
[第7回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
[第8回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
[第9回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
[第10回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
[第11回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
[第12回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
スポーツトレーニング法（呼吸・循環器系）

[第13回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
[第14回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
[第15回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
課題に対するフィードバックの方法
レポート課題については採点基準を明確に公開し、再提出も可能とする。授業内試験については試験終了後に解
説し、理解するまで復習を可能にする。
成績評価の方法・基準（方針）
毎回提出するレポート課題、と授業期間の最後に提出するトレーニング計画書（4回セット）の総合評価。ただ
し、授業回数の１/3以上欠席した場合は成績評価を受けることができない。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

60

授業中に実施される小テスト

1,2

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

トレーニング計画書(年間計画、週間計画他）

3

その他

0

テキスト

テキストなし 毎回資料を配布する

参考書

健康実践指導士養成講習会テキスト
その他、随時紹介する

履修条件・他の科目との関連 この授業は、スポーツ行動学科の健康・スポーツ分野の知識を用いて、トレーニング計画の作成およ
び実践する科目である。また、「運動実践指導士」の資格希望者の履修科目となるため、この資格
レベルに応じたトレーニング理論と実践を行う。

スポーツトレーニング法（呼吸・循環器系）

授業コード

13084204

授業種別

授業科目名

スポーツトレーニング法

授業担当教員

石指

宏通

成績担当教員

石指

宏通

開講年次

2年

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
トレーニングの基礎となる呼吸・循環系および筋系の機能についての基礎的知識と測定方法を理解する。スポー
ツ競技力の向上を目的としたトレーニングの指導法を立案し、実践する能力を身につける。
また、健康の保持・増進を目的としたトレーニングに関する知識および指導法についても理解する。
到達目標
1. トレーニングに必要な身体機能を理解する。
2. トレーニングの意義と原理・原則を理解する。
3. 個人の能力に応じた、効果的なトレーニング計画を作成し実践できる。
授業計画
[第1回]
テーマ：オリエンテーションおよびトレーニング概論
内容・方法：15回の講義内容の概略と成績評価の方法について説明する。また、トレーニングの意義と原理・原
則について講義する。
[第2回]
テーマ：神経系と運動
内容・方法： 筋活動（筋収縮）は、中枢神経(大脳）からの活動電位という信号（ある筋肉を動かそうという意
思）が末梢神経（運動ニューロン呼ばれる神経細胞）を通じて移動して骨格筋の筋線維に伝わることで起こる仕
組みを講義する。
[第3回]
テーマ：運動器系（骨格筋と関節）と運動
内容・方法： ：骨格筋、関節の構造と機能、ならびにそれら機能の運動・トレーニングによる変化について講義
する。
[第4回]
テーマ：呼吸・循環器系と運動
内容・方法：呼吸器、循環器の構造と機能、ならびにそれら機能の運動・トレーニングによる変化について講義
する。
[第5回]
テーマ：エネルギー供給と運動
内容・方法： 筋活動に必要なエネルギーであるATP (アデノシン3リン酸)の利用と再合成の仕組み。ならびに運
動・トレーニングによる変化について講義する。
[第6回]
テーマ：体力測定と評価
内容・方法：体力テストの目的と適正な測定方法ならびに評価の仕方について講義する。
[第7回]
テーマ：メディカルチェック
内容・方法：メディカルチェックの重要性と基本的事項、ならびに適正な方法と評価の仕方について講義する。
[第8回]
テーマ：ウオームアップとクールダウン
内容・方法：ウオームアップとクールダウンの重要性と基本的事項、ならびにパフォーマンスに与える影響につ
いて講義する。
[第9回]
テーマ：各種トレーニングの具体例
内容・方法：体力要素（筋力・持久力・スピード等）に応じた各種トレーニングの基本的事項と効果について講
義する。
[第10回]
テーマ：トレーニング負荷の設定条件
内容・方法 トレーニングの構成要素であるプログラム変数である①強度、②量（頻度）、③配列、④休息の組
み合わせ方法について講義する。
[第11回]
テーマ：トレーニング計画作成①（ニーズ分析）
スポーツトレーニング法

内容・方法：各競技を分析することから得られる客観的体力特性と実施者個人の体力特性の２つ特性からトレー
ニングを考える方法について講義する。
[第12回]
テーマ：トレーニング計画作成②（年間計画）
内容・方法：トレーニングの効果を最大に発揮するための「段階性と周期性」（ピリオダイゼーション）につい
て講義する。
[第13回]
テーマ：トレーニング計画作成③（週間計画）
内容・方法：1週間のトレーニングを計画する際の①トレーニング種目、②負荷、③配列等の設定方法について講
義する。
[第14回]
テーマ： トレーニング計画作成④（具体的なメニュー）
内容・方法：一日の練習・トレーニングを計画する際の①トレーニング種目、②負荷、③配列の設定方法につい
て講義する。
[第15回]
テーマ：トレーニングの実践と総括
内容・方法：作成したトレーニングプログラムを紹介し、実践する。
主体的学び
自らの体力レベルを実際に測定することで自身の能力を知ること、自らの能力に基づいたトレーニングメニュー
を作成すること。
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
[第1回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
[第2回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
[第3回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
[第4回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
[第5回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
[第6回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
[第7回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
[第8回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
[第9回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
[第10回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
[第11回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
[第12回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
スポーツトレーニング法

[第13回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
[第14回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
[第15回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
課題に対するフィードバックの方法
レポート課題については採点基準を明確に公開し、再提出も可能とする。授業内試験については試験終了後に解
説し、理解するまで復習を可能にする。
成績評価の方法・基準（方針）
毎回提出するレポート課題、と授業期間の最後に提出するトレーニング計画書（4回セット）の総合評価。ただ
し、授業回数の１/3以上欠席した場合は成績評価を受けることができない。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

60

授業中に実施される小テスト

1,2

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

トレーニング計画書(年間計画、週間計画他）

3

その他

0

テキスト

テキストなし 毎回資料を配布する

参考書

健康実践指導士養成講習会テキスト
その他、随時紹介する

履修条件・他の科目との関連 この授業は、スポーツ行動学科の健康・スポーツ分野の知識を用いて、トレーニング計画の作成およ
び実践する科目である。また、「運動実践指導士」の資格希望者の履修科目となるため、この資格
レベルに応じたトレーニング理論と実践を行う。

スポーツトレーニング法

授業コード

13068104

授業種別

授業科目名

スポーツトレーニング法（呼吸・循環器系）

授業担当教員

石指

宏通

成績担当教員

石指

宏通

開講年次

2年

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
トレーニングの基礎となる呼吸・循環系および筋系の機能についての基礎的知識と測定方法を理解する。スポー
ツ競技力の向上を目的としたトレーニングの指導法を立案し、実践する能力を身につける。
また、健康の保持・増進を目的としたトレーニングに関する知識および指導法についても理解する。
到達目標
1. トレーニングに必要な身体機能を理解する。
2. トレーニングの意義と原理・原則を理解する。
3. 個人の能力に応じた、効果的なトレーニング計画を作成し実践できる。
授業計画
[第1回]
テーマ：オリエンテーションおよびトレーニング概論
内容・方法：15回の講義内容の概略と成績評価の方法について説明する。また、トレーニングの意義と原理・原
則について講義する。
[第2回]
テーマ：神経系と運動
内容・方法： 筋活動（筋収縮）は、中枢神経(大脳）からの活動電位という信号（ある筋肉を動かそうという意
思）が末梢神経（運動ニューロン呼ばれる神経細胞）を通じて移動して骨格筋の筋線維に伝わることで起こる仕
組みを講義する。
[第3回]
テーマ：運動器系（骨格筋と関節）と運動
内容・方法： ：骨格筋、関節の構造と機能、ならびにそれら機能の運動・トレーニングによる変化について講義
する。
[第4回]
テーマ：呼吸・循環器系と運動
内容・方法：呼吸器、循環器の構造と機能、ならびにそれら機能の運動・トレーニングによる変化について講義
する。
[第5回]
テーマ：エネルギー供給と運動
内容・方法： 筋活動に必要なエネルギーであるATP (アデノシン3リン酸)の利用と再合成の仕組み。ならびに運
動・トレーニングによる変化について講義する。
[第6回]
テーマ：体力測定と評価
内容・方法：体力テストの目的と適正な測定方法ならびに評価の仕方について講義する。
[第7回]
テーマ：メディカルチェック
内容・方法：メディカルチェックの重要性と基本的事項、ならびに適正な方法と評価の仕方について講義する。
[第8回]
テーマ：ウオームアップとクールダウン
内容・方法：ウオームアップとクールダウンの重要性と基本的事項、ならびにパフォーマンスに与える影響につ
いて講義する。
[第9回]
テーマ：各種トレーニングの具体例
内容・方法：体力要素（筋力・持久力・スピード等）に応じた各種トレーニングの基本的事項と効果について講
義する。
[第10回]
テーマ：トレーニング負荷の設定条件
内容・方法 トレーニングの構成要素であるプログラム変数である①強度、②量（頻度）、③配列、④休息の組
み合わせ方法について講義する。
[第11回]
テーマ：トレーニング計画作成①（ニーズ分析）
スポーツトレーニング法（呼吸・循環器系）

内容・方法：各競技を分析することから得られる客観的体力特性と実施者個人の体力特性の２つ特性からトレー
ニングを考える方法について講義する。
[第12回]
テーマ：トレーニング計画作成②（年間計画）
内容・方法：トレーニングの効果を最大に発揮するための「段階性と周期性」（ピリオダイゼーション）につい
て講義する。
[第13回]
テーマ：トレーニング計画作成③（週間計画）
内容・方法：1週間のトレーニングを計画する際の①トレーニング種目、②負荷、③配列等の設定方法について講
義する。
[第14回]
テーマ： トレーニング計画作成④（具体的なメニュー）
内容・方法：一日の練習・トレーニングを計画する際の①トレーニング種目、②負荷、③配列の設定方法につい
て講義する。
[第15回]
テーマ：トレーニングの実践と総括
内容・方法：作成したトレーニングプログラムを紹介し、実践する。
主体的学び
自らの体力レベルを実際に測定することで自身の能力を知ること、自らの能力に基づいたトレーニングメニュー
を作成すること。
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
[第1回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
[第2回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
[第3回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
[第4回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
[第5回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
[第6回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
[第7回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
[第8回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
[第9回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
[第10回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
[第11回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
[第12回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
スポーツトレーニング法（呼吸・循環器系）

[第13回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
[第14回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
[第15回]
事前学習課題：関連図書・資料などで予習
事後学習課題：ノート、配布資料を整理して授業内容の復習
課題に対するフィードバックの方法
レポート課題については採点基準を明確に公開し、再提出も可能とする。授業内試験については試験終了後に解
説し、理解するまで復習を可能にする。
成績評価の方法・基準（方針）
毎回提出するレポート課題、と授業期間の最後に提出するトレーニング計画書（4回セット）の総合評価。ただ
し、授業回数の１/3以上欠席した場合は成績評価を受けることができない。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

60

授業中に実施される小テスト

1,2

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

トレーニング計画書(年間計画、週間計画他）

3

その他

0

テキスト

テキストなし 毎回資料を配布する

参考書

健康実践指導士養成講習会テキスト
その他、随時紹介する

履修条件・他の科目との関連 この授業は、スポーツ行動学科の健康・スポーツ分野の知識を用いて、トレーニング計画の作成およ
び実践する科目である。また、「運動実践指導士」の資格希望者の履修科目となるため、この資格
レベルに応じたトレーニング理論と実践を行う。

スポーツトレーニング法（呼吸・循環器系）

授業コード

13018001

授業種別

授業科目名

衛生・公衆衛生学

授業担当教員

佐藤

智明

成績担当教員

佐藤

智明

開講年次

カリキュラムによる

開講期

実務家教員による授業

講義

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
衛生・公衆衛生は集団の健康を対象として、予防医学、健康教育の推進、生活の質の向上、環境改善などを展開
する学問である。本科目では、保健体育の教員を目指す学生のみならず一般学生も対象として、社会の一員とし
て必要な「みんなの健康をみんなで作る」ための、基礎知識について理解を深める。
到達目標
1.感染症などの予防対策を考えることができる。
2.自身の生活環境を変えることができる。
3.社会の一員としての衛生活動を考えることができる。
授業計画
★この授業は、遠隔授業となります。原則として、リアルタイム型授業で実施予定です。参加方法などの詳細
は、追って案内します。
【第1回】
テーマ： 公衆衛生と健康
内容：公衆衛生の概念と歴史
【第2回】
テーマ：疫学とは
内容：疫学の三要素と概念
【第3回】
テーマ：感染症対策1
内容：感染症の成り立ちと感染の3大因子
【第4回】
テーマ：感染症対策2
内容：感染症に関する法律と院内感染対策
【第5回】
テーマ：学校保健
内容：学校保健関連法規と学校保健の現状と動向
【第6回】
テーマ：地域保健
内容：地域保健対策の動向と健康日本21
【第7回】
テーマ：母子保健
内容：母子保健施策の概要と母子保健法
【第8回】
テーマ：高齢者保健
内容：高齢者の現状と介護保険によるサービス
【第9回】
テーマ：社会保障と医療経済
内容：社会保障制度と医療保障制度
【第10回】
テーマ：障害者福祉
内容：疾病・障害の概念と精神保健福祉
【第11回】
テーマ：産業保健1
内容：産業保健の総論と関連法規
【第12回】
テーマ：産業保健2
内容：職業性疾病と作業環境による障害
【第13回】
テーマ：食品衛生・栄養
内容：食品保健と食事摂取基準
【第14回】
テーマ：環境保健
内容：環境と適応及び環境基本法
【第15回】
テーマ：国際保健
内容：日本の経済協力と世界の保健問題
事前事後の学習
衛生・公衆衛生学

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
第1回：
【事前】講義シラバスを熟読し、講義構成を理解する。 1.5時間
【事後】講義ノートを整理しながら復習し、配布レポート「公衆衛生と健康」の作成を実施する事。 2.5時間
第2回：
【事前】「疫学」についての書籍や情報ツールなどで基礎的知識を学んでおく事。 1.5時間
【事後】講義ノートを整理しながら復習し、配布レポート「疫学とは」の作成を実施する事。 2.5時間
第3回：
【事前】「感染症対策」についての書籍や情報ツールなどで基礎的知識を学んでおく事。 1.5時間
【事後】講義ノートを整理しながら復習し、配布レポート「感染症対策1」の作成を実施する事。 2.5時間
第4回：
【事前】前回の「感染症対策」についての講義ノートとレポートを見直しておく事。 1.5時間
【事後】講義ノートを整理しながら復習し、配布レポート「感染症対策2」の作成を実施する事。 2.5時間
第5回：
【事前】「学校保健」についての書籍や情報ツールなどで基礎的知識を学んでおく事。 1.5時間
【事後】講義ノートを整理しながら復習し、配布レポート「学校保健」の作成を実施する事。 2.5時間
第6回：
【事前】「地域保健」についての書籍や情報ツールなどで基礎的知識を学んでおく事。 1.5時間
【事後】講義ノートを整理しながら復習し、配布レポート「地域保健」の作成を実施する事。 2.5時間
第7回：
【事前】「母子保健」についての書籍や情報ツールなどで基礎的知識を学んでおく事。 1.5時間
【事後】講義ノートを整理しながら復習し、配布レポート「母子保健」の作成を実施する事。 2.5時間
第8回：
【事前】「高齢者保健」についての書籍や情報ツールなどで基礎的知識を学んでおく事。 1.5時間
【事後】講義ノートを整理しながら復習し、配布レポート「高齢者保健」の作成を実施する事。 2.5時間
第9回：
【事前】「社会保障と医療経済」についての書籍や情報ツールなどで基礎的知識を学んでおく事。 1.5時間
【事後】講義ノートを整理しながら復習し、配布レポート「社会保障と医療経済」の作成を実施する事。 2.5時
間
第10回：
【事前】「障害者福祉」についての書籍や情報ツールなどで基礎的知識を学んでおく事。 1.5時間
【事後】講義ノートを整理しながら復習し、配布レポート「障害者福祉」の作成を実施する事。 2.5時間
第11回：
【事前】「産業保健」についての書籍や情報ツールなどで基礎的知識を学んでおく事。 1.5時間
【事後】講義ノートを整理しながら復習し、配布レポート「産業保健」の作成を実施する事。 2.5時間
第12回：
【事前】前回の「産業保健」についての講義ノートとレポートを見直しておく事。 1.5時間
【事後】講義ノートを整理しながら復習し、配布レポート「産業保健2」の作成を実施する事。 2.5時間
第13回：
【事前】「食品衛生・栄養」についての書籍や情報ツールなどで基礎的知識を学んでおく事。 1.5時間
【事後】講義ノートを整理しながら復習し、配布レポート「食品衛生・栄養」の作成を実施する事。 2.5時間
第14回：
【事前】「環境保健」についての書籍や情報ツールなどで基礎的知識を学んでおく事。 1.5時間
【事後】講義ノートを整理しながら復習し、配布レポート「環境保健」の作成を実施する事。 2.5時間
第15回：
【事前】「国際保健」についての書籍や情報ツールなどで基礎的知識を学んでおく事。 1.5時間
【事後】講義ノートを整理しながら復習し、配布レポート「国際保健」の作成を実施する事。 2.5時間
課題に対するフィードバックの方法
学んだ内容を講義中にレポートとして提出し、次回までに採点をし、復習を可能とする。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す通り、講義期間中に実施される通常課題の提出、期末試験（レポート）、その他受講態度を最低採点
基準とし、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
正当な理由のない欠席5回以上（毎回の課題が未提出の場合、欠席扱いとなります）、またレポート課題や期末レ
ポート試験を未提出の場合、評価の対象とせず、「1」若しくは「K」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

25

講義内で課されるレポート課題

1.2

授業外での評価

25

授業外で課されるレポート課題

1.2.3

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

30

15回の講義終了後に課されるレポート課題

1.2.3

その他

20

問いへの回答などによる積極的な受講態度

テキスト

テキストを使用しない。

参考書

必要に応じて講義の中で紹介する。
衛生・公衆衛生学

履修条件・他の科目との関連 特になし

衛生・公衆衛生学

授業コード

13018701

授業科目名

学校保健Ⅰ

授業担当教員

後和

美朝

成績担当教員

後和

美朝

開講年次

3年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

講義

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
本講義では、学校保健が確立された歴史的背景について解説するとともに、現代社会の学校保健の役割について
解説します。また、保健管理の中心的活動でかつ学校行事となっている健康診断や学校での感染症対策について
その内容と意義について学習するだけでなく、臨時休業の考え方についても理解を深め、講義を通して学校での
健康管理のあり方について考え、子ども達の現在や未来の健康について解説します。さらに、学校環境衛生では
活動やその基準だけでなく、子ども達の学びの場である学校の環境のあり方について学修します。この授業は、
オンデマンド型の 遠隔授業となります。リアルタイム型 の遠隔授業（その授業時間に Zoom 等で参加する方
法）で はなく、講義を録画した動画を一定期間中に視聴し、所定の課題を提出する形態での実施になります。
到達目標
1．学校保健関連法規の適用と学校保健行政について記述することできる
2．就学時、児童生徒等の健康診断について記述することができる
3．学校における感染症対策について記述することができる
4．学校保健組織活動、学校保健安全計画について記述することできる
授業計画
本講義は、遠隔授業となります。原則として、リアルタイム型授業で実施予定ですが、参加方法などの詳細は
追って案内します。
【第1回】授業オリエンテーション
【第2回】学校保健の考え方：学校保健の対象・目的・機能
【第3回】わが国の学校保健の展開1：明治から戦前の学校保健
【第4回】わが国の学校保健の展開2：戦後の学校保健と現代社会の学校保健の役割
【第5回】学校保健の構造と領域1：学校における保健管理
【第6回】学校保健の構造と領域2：学校における保健教育
【第7回】学校保健の構造と領域3：学校保健組織活動
【第8回】学校保健管理1：就学時の健康診断
【第9回】学校保健管理2：児童生徒等の健康診断
【第10回】学校保健管理3：乳幼児の健康診査やその他の健康診断
【第11回】学校保健管理4：学校でみられる疾病と学校生活管理指導表
【第12回】学校保健管理5：学校における感染症対策
【第13回】学校保健管理6：学校における臨時休業の考え方
【第14回】学校保健管理7：学校環境衛生活動とその基準
【第15回】養護教諭と保健室の役割
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
第1回
【事前】授業のシラバスを熟読し、授業構成を理解する1.5時間
【事後】オリエンテーション説明内容にもとづき学校保健の基礎知識を自修し、ノートを準備する2.5時間
第2回
【事前】身近な学校保健活動を列挙する1.5時間
【事後】提示資料「学校保健の考え方」を参照のうえノートを加筆する2.5時間
第3回
【事前】前週分のノートを復習し、「学校保健の対象・目的・機能」について熟考する1.5時間
【事後】提示資料「わが国の学校保健の展開（明治から戦前の学校保健）」を参照のうえノートを加筆する2.5時
間
第4回
【事前】前週分のノートを復習し、「明治から戦前の学校保健」について熟考する1.5時間
【事後】提示資料「わが国の学校保健の展開学校保健の展開（戦後の学校保健と現代社会の学校保健の役割）」
を参照のうえノートを加筆する2.5時間
第5回
【事前】前週分のノートを復習し、「戦後の学校保健と現代社会の学校保健の役割」について熟考する1.5時間
【事後】提示資料「学校保健の構造と領域（保健管理）」を参照のうえノートを加筆する2.5時間
第6回
【事前】前週分のノートを復習し、「保健管理」について熟考する1.5時間
【事後】提示資料「学校保健の構造と領域（保健教育）」を参照のうえノートを加筆する2.5時間
第7回
【事前】前週分のノートを復習し、「保健教育」について熟考する1.5時間
学校保健Ⅰ

【事後】提示資料「学校保健の構造と領域（学校保健組織活動）」を参照のうえノートを加筆する2.5時間
第8回
【事前】学校で行われている健康診断について調べる1.5時間
【事後】提示資料「学校保健管理（就学時の健康診断）」を参照のうえノートを加筆する2.5時間
第9回
【事前】前週分のノートを復習し、「学校保健管理（就学時の健康診断）」について熟考する1.5時間
【事後】提示資料「学校保健管理（児童生徒等の健康診断）」を参照のうえノートを加筆する2.5時間
第10回
【事前】前週分のノートを復習し、「児童生徒等の健康診断」を熟考する1.5時間
【事後】提示資料「学校保健管理（乳幼児の健康診査やその他の健康診断）」を参照のうえノートを加筆する2.5
時間
第11回
【事前】前週分のノートを復習し、「乳幼児の健康診査やその他の健康診断」を熟考する1.5時間
【事後】提示資料「学校保健管理（学校でみられる疾病と学校生活管理指導表）」を参照のうえノートを加筆す
る2.5時間
第12回
【事前】前週分のノートを復習し、「学校でみられる疾病と学校生活管理指導表」を熟考する1.5時間
【事後】提示資料「学校保健管理（学校における感染症対策）」を参照のうえノートを加筆する2.5時間
第13回
【事前】前週分のノートを復習し、「学校における感染症対策」を熟考する1.5時間
【事後】提示資料「学校保健管理：学校における臨時休業のあり方）」を参照のうえノートを加筆する2.5時間
第14回
【事前】前週分のノートを復習し、「学校における臨時休業のあり方」を熟考する1.5時間
【事後】提示資料「学校環境衛生の基準と活動」を参照のうえノートを加筆する2.5時間
第15回
【事前】前週分のノートを復習し、「学校環境衛生の基準と活動」を熟考する1.5時間
【事後】提示資料「養護教諭と保健室の役割」を参照のうえノートを加筆する2.5時間
課題に対するフィードバックの方法
実施した課題の評価については希望者に開示します。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、毎授業時に実施される課題 ・レポート と 、期末試験（レポート試験） の評価結果に基づ
き総合的に判定 のうえ、 60点以上を合格とし、所定の単位を認定します 。
毎授業時に実施される課題 ・レポートを5回以上未提出 、または期末試験（レポート試験）が未提出の場合、
評価の対象とせず、「 K 」評価とします。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

90

毎授業時に実施される課題・レポート（90%）

1、2、3、4

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

10

全授業終了後に実施するレポート試験（10%）

1、2、3、4

その他

0

テキスト

テキストは使用しません。

参考書

『基礎から学ぶ学校保健』瀧澤利行 建帛社
『学校保健ハンドブック』教員養成系大学保健協議会編 ぎゅうせい
『学校保健マニュアル』衞藤 隆、岡田加奈子編 南山堂
『新学校保健法の解説』渋谷敬三編 第一法規

履修条件・他の科目との関連 この科目は教免必修科目です。将来、教師を目指す者としての態度で受講してください。

学校保健Ⅰ

授業コード

13018801

授業科目名

学校保健Ⅱ

授業担当教員

後和

美朝

成績担当教員

後和

美朝

開講年次

3年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

講義

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
本講義では、学校保健の対象としての子どもや青年の発育や発達について解説し、その評価方法についても学習
するとともに、小児保健や精神保健を通して子どもに多い疾病や感染症、思春期のからだとこころの健康課題に
ついて理解を深めます。また、学校管理下での事故内容やその発生要因、防止対策について解説し、学校安全の
意義について理解を深めます。さらに、学校保健教育では保健学習と保健指導の方法論、その進め方について解
説するだけでなく、実際に保健学習に関する指導案を作成し、学校保健教育の今日的課題について学修します。
なお、この授業はオンデマンド型の 遠隔授業となります。リアルタイム型 の遠隔授業（その授業時間に Zoom
等で参加する方法）で はなく、講義を録画した動画を一定期間中に視聴し、所定の課題を提出する形態での実施
になります。
到達目標
1．発育発達の特徴について記述することできる
2．学校でみられるこころの健康課題について記述することできる
3．学校安全、学校管理下の事故について記述することできる
4．学校保健教育について記述することできる
授業計画
本講義は、遠隔授業となります。原則として、リアルタイム型授業で実施予定ですが、参加方法などの詳細は
追って案内します。
【第1回】授業オリエンテーション
【第2回】学校保健の対象としての子ども・青年1：ヒトの発育発達の特殊性
【第3回】学校保健の対象としての子ども・青年2：小児期の発育発達の特徴
【第4回】学校保健の対象としての子ども・青年3：児童期の発育発達の特徴
【第5回】学校保健の対象としての子ども・青年4：思春期の発育発達の特徴
【第6回】学校保健の対象としての子ども・青年5：発育発達の評価方法
【第7回】学校保健の対象としての子ども・青年6：発育発達の社会的影響
【第8回】学校精神保健1：思春期のからだとこころ
【第9回】学校精神保健2：学校でみられるこころの健康課題
【第10回】学校給食の目的と役割
【第11回】学校安全1：管理と活動（救急処置を含む）
【第12回】学校安全2：学校管理下の事故の内容と発生要因
【第13回】学校保健教育1：学校における保健指導の目的と内容
【第14回】学校保健教育2：学校における保健学習の目的と内容
【第15回】保健学習の指導案の作成方法
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
第1回
【事前】授業のシラバスを熟読し、授業構成を理解する1.5時間
【事後】オリエンテーション説明内容にもとづき学校保健の基礎知識を自修し、ノートを準備する2.5時間
第2回
【事前】ヒトと他の哺乳類の発育発達の違いを考える1.5時間
【事後】提示資料「学校保健の対象としての子ども・青年（ヒトの発育発達の特殊性）」を参照のうえノートを
加筆する2.5時間
第3回
【事前】前週分のノートを復習し、「ヒトの発育発達の特殊性」を熟考する1.5時間
【事後】提示資料「学校保健の対象としての子ども・青年（小児期の発育発達の特徴）」を参照のうえノートを
加筆する2.5時間
第4回
【事前】前週分のノートを復習し、「小児期の発育発達の特徴」を熟考する1.5時間
【事後】提示資料「学校保健の対象としての子ども・青年（児童期の発育発達の特徴）」を参照のうえノートを
加筆する2.5時間
第5回
【事前】前週分のノートを復習し、「児童期の発育発達の特徴」を熟考する1.5時間
【事後】提示資料「学校保健の対象としての子ども・青年（思春期の発育発達の特徴）」を参照のうえノートを
加筆する2.5時間
第6回
【事前】前週分のノートを復習し、「思春期の発育発達の特徴」を熟考する1.5時間
学校保健Ⅱ

【事後】提示資料「学校保健の対象としての子ども・青年（発育発達の評価方法）」を参照のうえノートを加筆
する2.5時間
第7回
【事前】前週分のノートを復習し、「発育発達の評価方法」を熟考する1.5時間
【事後】提示資料「学校保健の対象としての子ども・青年（発育発達の社会的影響）」を参照のうえノートを加
筆する2.5時間
第8回
【事前】前週分のノートを復習し、「発育発達の社会的影響」を熟考する1.5時間
【事後】提示資料「学校精神保健（思春期のからだとこころ）」を参照のうえノートを加筆する2.5時間
第9回
【事前】前週分のノートを復習し、「思春期のからだとこころ」を熟考する1.5時間
【事後】提示資料「学校精神保健（学校でみられるこころの健康課題）」を参照のうえノートを加筆する2.5時間
第10回
【事前】「学校給食の目的と役割」を調べる1.5時間
【事後】提示資料「学校給食の目的と役割」を参照のうえノートを加筆する2.5時間
第11回
【事前】前週分のノートを復習し、「学校給食の目的と役割」について熟考する1.5時間
【事後】提示資料「学校安全（管理と活動（救急処置を含む））」を参照のうえノートを加筆する2.5時間
第12回
【事前】前週分のノートを復習し、「学校安全の管理と活動」について熟考する1.5時間
【事後】提示資料「学校安全（学校管理下の事故の内容と発生要因）」を参照のうえノートを加筆する2.5時間
第13回
【事前】」「学校における保健指導」を調べる1.5時間
【事後】提示資料「学校保健教育（学校における保健指導の目的と内容）」を参照のうえノートを加筆する2.5時
間
第14回
【事前】「学校における保健学習」を調べる1.5時間
【事後】提示資料「学校保健教育（学校における保健学習の目的と内容）」を参照のうえノートを加筆する2.5時
間
第15回
【事前】前週分のノートを復習し、「学校における保健学習の目的と内容）」について熟考する1.5時間
【事後】提示資料「保健学習の指導案の作成方法」を参照のうえノートを加筆する2.5時間
課題に対するフィードバックの方法
実施した課題の評価については希望者に開示します。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、毎授業時に実施される課題 ・レポート と 、期末試験（レポート試験） の評価結果に基づ
き総合的に判定 のうえ、 60点以上を合格とし、所定の単位を認定します 。
毎授業時に実施される課題 ・レポートを5回以上未提出 、または期末試験（レポート試験）が未提出の場合、
評価の対象とせず、「 K 」評価とします。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

90

毎授業時に実施される課題・レポート（90%）

1、2、3、4

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

10

その他

0

テキスト

テキストは使用しません。

参考書

『基礎から学ぶ学校保健』瀧澤利行 建帛社
『学校保健ハンドブック』教員養成系大学保健協議会編 ぎゅうせい
『学校保健マニュアル』衞藤 隆、岡田加奈子編 南山堂
『新学校保健法の解説』渋谷敬三編 第一法規

全授業終了後に実施されるレポート試験（10%）

履修条件・他の科目との関連 この科目は教免必修科目です。将来、教師を目指す者としての態度で受講してください。

学校保健Ⅱ

授業コード

13003901

授業種別

授業科目名

スポーツの測定・評価

授業担当教員

奥島

大

成績担当教員

奥島

大

開講年次

カリキュラムによる

開講期

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
適切なトレーニングプログラムや運動処方案の作成には、対象者の身体能力を正しく把握する測定技法、測定結
果の処理、および評価に関する知識や技術が必要となる。この授業科目では、トレーニングプログラムや運動処
方案の作成において活用場面の多い新体力テストを中心に、測定方法の理解、およびデータの収集、分析や、評
価について理解することを目的として、その内容について解説する。
到達目標
1．体力測定・評価の意義や活用方法について説明できる
2．様々な現場で活用される「新体力テスト」の実施方法について注意点も含めて説明できる
3．収集した測定値を適切に処理することができる
4．収集した測定値を妥当な方法で評価することができる
授業計画
【第1回】体力測定・評価の意義および活用方法
【第2回】新体力テストの測定法（1）成人を対象とする場合
【第3回】新体力テストの測定法（2）高齢者を対象とする場合
【第4回】新体力テストの測定法（3）子どもを対象とする場合
【第5回】形態、身体組成の測定法や留意点
【第６回】測定値を処理する方法（1）：測定したデータを整理する方法について知る①代表値・ばらつき
【第7回】測定値を処理する方法（2）：測定したデータの特徴を推定する術を知る①確率分布
【第8回】測定値を処理する方法（3）：測定したデータの特徴を推定する術を知る②不偏推定量と標本分布
【第9回】測定値を処理する方法（4）：測定したデータの特徴を推定する術を知る③信頼区間の推定
【第10回】測定値を処理する方法（5）：測定したデータの特徴を推定する術を知る④特徴的な確率分布
【第11回】測定値を処理する方法（6）：測定したデータの特徴を推定する術を知る⑤検定の基本
【第12回】測定値を処理する方法（7）：測定したデータの特徴を推定する術を知る⑥2群の平均の差の検定
【第13回】測定値を処理する方法（8）：測定したデータの特徴を推定する術を知る⑦（一元配置）分散分析
【第14回】体力、および身体組成を実際に測定・評価してみる（実習）
【第15回】介護予防に関連した体力の測定・評価（実習）
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
事前学習課題（各2時間）
【第1回】体力測定・評価を必要とする対象者の種類や、その意義について自らの経験を振り返りつつ考える
【第2回】成人（20-64歳）を対象とした新体力テストの項目やポイントについて調べる
【第3回】高齢者（65-79歳）を対象とした新体力テストの項目やポイントについて調べる
【第4回】子ども（6-11歳）を対象とした新体力テストの項目やポイントについて調べる
【第5回】形態や身体組成を測定する方法にはどのようなものがあるのか調べる
【第６回】ニュースや雑誌などで利用されている数値の表し方やその「ばらつき」について調べる
【第7回】確率分布とはどういうものか考えてみる
【第8回】推測する上で重要なこととは何か考えてみる
【第9回】信頼区間とはどういうものか考えてみる
【第10回】カイ二乗分布・F分布という言葉を調べてみる
【第11回】多くの人が納得できるデータの評価に必要な条件について考えて見る
【第12回】2つの平均値を比較する状況について自らの経験を振り返りつつ考えてみる
【第13回】3つ以上の平均値を比較する状況について自らの経験を振り返りつつ考えてみる
【第14回】測定・評価を実際に行う上でどのような準備が必要になるか考えてみる
【第15回】測定を行う対象者が異なる場合、測定評価の留意点がどのように変化するか考えてみる
事後学習課題（各2時間）
【第1回】体力測定・評価を必要とする理由について口頭で説明できるように授業内容を復習する
【第2回】成人（20-64歳）を対象とした新体力テストの項目やポイントを口頭で説明できるようにする
【第3回】高齢者（65-79歳）を対象とした新体力テストの項目やポイントを口頭で説明できるようにする
【第4回】子ども（6-11歳）を対象とした新体力テストの項目やポイントを口頭で説明できるようにする
【第5回】形態・身体組成を測定する意義やポイントを口頭で説明できるようにする
【第６回】代表値の種類や特徴、およびデータのばらつきを表現する方法とその意義について口頭で説明できる
ようにする
【第7回】確率分布を利用する意義やその種類・特徴について口頭で説明できるようにする
【第8回】不偏推定量とはなにか、また母集団と標本について学んだことを口頭で説明できるようにする
【第9回】信頼区間の推定の前提となる標本と分布の特徴について口頭で説明できるようにする
スポーツの測定・評価

【第10回】カイ二乗分布・F分布がどういうものか口頭で説明できるようにする
【第11回】統計的検定の手順について口頭で説明できるようにする
【第12回】2つの平均値を比較する手順について口頭で説明できるようにする
【第13回】3つ以上の平均値を比較する手順について口頭で説明できるようにする
【第14回】測定・評価で気を付けるべき点について口頭で説明できるようにする
【第15回】異なる対象者の測定・評価で気を付けるべき点について口頭で説明できるようにする
課題に対するフィードバックの方法
取り組んだ課題に関しては、課題後の授業内、あるいは補助資料などを用いて解説を行い、学生の理解を助ける
ようにする。
成績評価の方法・基準（方針）
以下の評価方法に基づいて総合的に判定した上で、60点以上を合格として所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

30

各授業内で課される授業内課題(30)

1, 2, 3, 4

授業外での評価

0

定期試験

70

定期試験(70)

1, 2, 3, 4

定期試験に代わるレポート等

0

その他

0

テキスト

テキストは使用せず、必要に応じて資料を配付する。

参考書

栗原伸一著，入門統計学－検定から多変量解析・実験計画法まで－，オーム社，ISBN978-4274-06855-3
健康運動指導士養成講習会テキスト（上）（下）

履修条件・他の科目との関連 授業内でルート計算が可能な電卓、およびExcelを使用することがあるため、事前に準備する必要が
ある。また、この授業で扱う測定結果の評価方法には、高校数学の知識が不可欠になるため、履修
前に復習することを勧める。加えて、この授業で学ぶ測定内容の選択や測定結果の解釈には、ス
ポーツ生理学、心理学、および社会学といった様々な分野の専門的知識が不可欠であるため、これ
らの知識について自ら積極的に学ぶことを期待する。

スポーツの測定・評価

授業コード

13047601

授業種別

授業科目名

スポーツの測定・評価Ⅰ

授業担当教員

奥島

大

成績担当教員

奥島

大

開講年次

カリキュラムによる

開講期

実務家教員による授業

講義

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
適切なトレーニングプログラムや運動処方案の作成には、対象者の身体能力を正しく把握する測定技法、測定結
果の処理、および評価に関する知識や技術が必要となる。この授業科目では、トレーニングプログラムや運動処
方案の作成において活用場面の多い新体力テストを中心に、測定方法の理解、およびデータの収集、分析や、評
価について理解することを目的として、その内容について解説する。
到達目標
1．体力測定・評価の意義や活用方法について説明できる
2．様々な現場で活用される「新体力テスト」の実施方法について注意点も含めて説明できる
3．収集した測定値を適切に処理することができる
4．収集した測定値を妥当な方法で評価することができる
授業計画
【第1回】体力測定・評価の意義および活用方法
【第2回】新体力テストの測定法（1）成人を対象とする場合
【第3回】新体力テストの測定法（2）高齢者を対象とする場合
【第4回】新体力テストの測定法（3）子どもを対象とする場合
【第5回】形態、身体組成の測定法や留意点
【第６回】測定値を処理する方法（1）：測定したデータを整理する方法について知る①代表値・ばらつき
【第7回】測定値を処理する方法（2）：測定したデータの特徴を推定する術を知る①確率分布
【第8回】測定値を処理する方法（3）：測定したデータの特徴を推定する術を知る②不偏推定量と標本分布
【第9回】測定値を処理する方法（4）：測定したデータの特徴を推定する術を知る③信頼区間の推定
【第10回】測定値を処理する方法（5）：測定したデータの特徴を推定する術を知る④特徴的な確率分布
【第11回】測定値を処理する方法（6）：測定したデータの特徴を推定する術を知る⑤検定の基本
【第12回】測定値を処理する方法（7）：測定したデータの特徴を推定する術を知る⑥2群の平均の差の検定
【第13回】測定値を処理する方法（8）：測定したデータの特徴を推定する術を知る⑦（一元配置）分散分析
【第14回】体力、および身体組成を実際に測定・評価してみる（実習）
【第15回】介護予防に関連した体力の測定・評価（実習）
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
事前学習課題（各2時間）
【第1回】体力測定・評価を必要とする対象者の種類や、その意義について自らの経験を振り返りつつ考える
【第2回】成人（20-64歳）を対象とした新体力テストの項目やポイントについて調べる
【第3回】高齢者（65-79歳）を対象とした新体力テストの項目やポイントについて調べる
【第4回】子ども（6-11歳）を対象とした新体力テストの項目やポイントについて調べる
【第5回】形態や身体組成を測定する方法にはどのようなものがあるのか調べる
【第６回】ニュースや雑誌などで利用されている数値の表し方やその「ばらつき」について調べる
【第7回】確率分布とはどういうものか考えてみる
【第8回】推測する上で重要なこととは何か考えてみる
【第9回】信頼区間とはどういうものか考えてみる
【第10回】カイ二乗分布・F分布という言葉を調べてみる
【第11回】多くの人が納得できるデータの評価に必要な条件について考えて見る
【第12回】2つの平均値を比較する状況について自らの経験を振り返りつつ考えてみる
【第13回】3つ以上の平均値を比較する状況について自らの経験を振り返りつつ考えてみる
【第14回】測定・評価を実際に行う上でどのような準備が必要になるか考えてみる
【第15回】測定を行う対象者が異なる場合、測定評価の留意点がどのように変化するか考えてみる
事後学習課題（各2時間）
【第1回】体力測定・評価を必要とする理由について口頭で説明できるように授業内容を復習する
【第2回】成人（20-64歳）を対象とした新体力テストの項目やポイントを口頭で説明できるようにする
【第3回】高齢者（65-79歳）を対象とした新体力テストの項目やポイントを口頭で説明できるようにする
【第4回】子ども（6-11歳）を対象とした新体力テストの項目やポイントを口頭で説明できるようにする
【第5回】形態・身体組成を測定する意義やポイントを口頭で説明できるようにする
【第６回】代表値の種類や特徴、およびデータのばらつきを表現する方法とその意義について口頭で説明できる
ようにする
【第7回】確率分布を利用する意義やその種類・特徴について口頭で説明できるようにする
【第8回】不偏推定量とはなにか、また母集団と標本について学んだことを口頭で説明できるようにする
【第9回】信頼区間の推定の前提となる標本と分布の特徴について口頭で説明できるようにする
スポーツの測定・評価Ⅰ

【第10回】カイ二乗分布・F分布がどういうものか口頭で説明できるようにする
【第11回】統計的検定の手順について口頭で説明できるようにする
【第12回】2つの平均値を比較する手順について口頭で説明できるようにする
【第13回】3つ以上の平均値を比較する手順について口頭で説明できるようにする
【第14回】測定・評価で気を付けるべき点について口頭で説明できるようにする
【第15回】異なる対象者の測定・評価で気を付けるべき点について口頭で説明できるようにする
課題に対するフィードバックの方法
取り組んだ課題に関しては、課題後の授業内、あるいは補助資料などを用いて解説を行い、学生の理解を助ける
ようにする。
成績評価の方法・基準（方針）
以下の評価方法に基づいて総合的に判定した上で、60点以上を合格として所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

30

各授業内で課される授業内課題(30)

1, 2, 3, 4

授業外での評価

0

定期試験

70

定期試験(70)

1, 2, 3, 4

定期試験に代わるレポート等

0

その他

0

テキスト

テキストは使用せず、必要に応じて資料を配付する。

参考書

栗原伸一著，入門統計学－検定から多変量解析・実験計画法まで－，オーム社，ISBN978-4274-06855-3
健康運動指導士養成講習会テキスト（上）（下）

履修条件・他の科目との関連 授業内でルート計算が可能な電卓、およびExcelを使用することがあるため、事前に準備する必要が
ある。また、この授業で扱う測定結果の評価方法には、高校数学の知識が不可欠になるため、履修
前に復習することを勧める。加えて、この授業で学ぶ測定内容の選択や測定結果の解釈には、ス
ポーツ生理学、心理学、および社会学といった様々な分野の専門的知識が不可欠であるため、これ
らの知識について自ら積極的に学ぶことを期待する。

スポーツの測定・評価Ⅰ

授業コード

13047701

授業種別

授業科目名

スポーツの測定・評価Ⅱ

授業担当教員

奥島

大

成績担当教員

奥島

大

開講年次

4年

開講期

実務家教員による授業

講義

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
適切なトレーニングプログラムや運動処方案の作成には、対象者の身体能力を正しく把握する測定技法、測定結
果の処理、および評価に関する知識や技術が必要となる。この授業科目では、トレーニングプログラムや運動処
方案の作成において活用場面の多い新体力テストを中心に、測定方法の理解、およびデータの収集、分析や、評
価について理解することを目的として、その内容について解説する。
到達目標
1．体力測定・評価の意義や活用方法について説明できる
2．様々な現場で活用される「新体力テスト」の実施方法について注意点も含めて説明できる
3．収集した測定値を適切に処理することができる
4．収集した測定値を妥当な方法で評価することができる
授業計画
【第1回】体力測定・評価の意義および活用方法
【第2回】新体力テストの測定法（1）成人を対象とする場合
【第3回】新体力テストの測定法（2）高齢者を対象とする場合
【第4回】新体力テストの測定法（3）子どもを対象とする場合
【第5回】形態、身体組成の測定法や留意点
【第６回】測定値を処理する方法（1）：測定したデータを整理する方法について知る①代表値・ばらつき
【第7回】測定値を処理する方法（2）：測定したデータの特徴を推定する術を知る①確率分布
【第8回】測定値を処理する方法（3）：測定したデータの特徴を推定する術を知る②不偏推定量と標本分布
【第9回】測定値を処理する方法（4）：測定したデータの特徴を推定する術を知る③信頼区間の推定
【第10回】測定値を処理する方法（5）：測定したデータの特徴を推定する術を知る④特徴的な確率分布
【第11回】測定値を処理する方法（6）：測定したデータの特徴を推定する術を知る⑤検定の基本
【第12回】測定値を処理する方法（7）：測定したデータの特徴を推定する術を知る⑥2群の平均の差の検定
【第13回】測定値を処理する方法（8）：測定したデータの特徴を推定する術を知る⑦（一元配置）分散分析
【第14回】体力、および身体組成を実際に測定・評価してみる（実習）
【第15回】介護予防に関連した体力の測定・評価（実習）
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
事前学習課題（各2時間）
【第1回】体力測定・評価を必要とする対象者の種類や、その意義について自らの経験を振り返りつつ考える
【第2回】成人（20-64歳）を対象とした新体力テストの項目やポイントについて調べる
【第3回】高齢者（65-79歳）を対象とした新体力テストの項目やポイントについて調べる
【第4回】子ども（6-11歳）を対象とした新体力テストの項目やポイントについて調べる
【第5回】形態や身体組成を測定する方法にはどのようなものがあるのか調べる
【第６回】ニュースや雑誌などで利用されている数値の表し方やその「ばらつき」について調べる
【第7回】確率分布とはどういうものか考えてみる
【第8回】推測する上で重要なこととは何か考えてみる
【第9回】信頼区間とはどういうものか考えてみる
【第10回】カイ二乗分布・F分布という言葉を調べてみる
【第11回】多くの人が納得できるデータの評価に必要な条件について考えて見る
【第12回】2つの平均値を比較する状況について自らの経験を振り返りつつ考えてみる
【第13回】3つ以上の平均値を比較する状況について自らの経験を振り返りつつ考えてみる
【第14回】測定・評価を実際に行う上でどのような準備が必要になるか考えてみる
【第15回】測定を行う対象者が異なる場合、測定評価の留意点がどのように変化するか考えてみる
事後学習課題（各2時間）
【第1回】体力測定・評価を必要とする理由について口頭で説明できるように授業内容を復習する
【第2回】成人（20-64歳）を対象とした新体力テストの項目やポイントを口頭で説明できるようにする
【第3回】高齢者（65-79歳）を対象とした新体力テストの項目やポイントを口頭で説明できるようにする
【第4回】子ども（6-11歳）を対象とした新体力テストの項目やポイントを口頭で説明できるようにする
【第5回】形態・身体組成を測定する意義やポイントを口頭で説明できるようにする
【第６回】代表値の種類や特徴、およびデータのばらつきを表現する方法とその意義について口頭で説明できる
ようにする
【第7回】確率分布を利用する意義やその種類・特徴について口頭で説明できるようにする
【第8回】不偏推定量とはなにか、また母集団と標本について学んだことを口頭で説明できるようにする
【第9回】信頼区間の推定の前提となる標本と分布の特徴について口頭で説明できるようにする
スポーツの測定・評価Ⅱ

【第10回】カイ二乗分布・F分布がどういうものか口頭で説明できるようにする
【第11回】統計的検定の手順について口頭で説明できるようにする
【第12回】2つの平均値を比較する手順について口頭で説明できるようにする
【第13回】3つ以上の平均値を比較する手順について口頭で説明できるようにする
【第14回】測定・評価で気を付けるべき点について口頭で説明できるようにする
【第15回】異なる対象者の測定・評価で気を付けるべき点について口頭で説明できるようにする
課題に対するフィードバックの方法
取り組んだ課題に関しては、課題後の授業内、あるいは補助資料などを用いて解説を行い、学生の理解を助ける
ようにする。
成績評価の方法・基準（方針）
以下の評価方法に基づいて総合的に判定した上で、60点以上を合格として所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

30

各授業内で課される授業内課題(30)

1, 2, 3, 4

授業外での評価

0

定期試験

70

定期試験(70)

1, 2, 3, 4

定期試験に代わるレポート等

0

その他

0

テキスト

テキストは使用せず、必要に応じて資料を配付する。

参考書

栗原伸一著，入門統計学－検定から多変量解析・実験計画法まで－，オーム社，ISBN978-4274-06855-3
健康運動指導士養成講習会テキスト（上）（下）

履修条件・他の科目との関連 授業内でルート計算が可能な電卓、およびExcelを使用することがあるため、事前に準備する必要が
ある。また、この授業で扱う測定結果の評価方法には、高校数学の知識が不可欠になるため、履修
前に復習することを勧める。加えて、この授業で学ぶ測定内容の選択や測定結果の解釈には、ス
ポーツ生理学、心理学、および社会学といった様々な分野の専門的知識が不可欠であるため、これ
らの知識について自ら積極的に学ぶことを期待する。

スポーツの測定・評価Ⅱ

授業コード

13003902

授業種別

授業科目名

スポーツの測定・評価

授業担当教員

奥島

大

成績担当教員

奥島

大

開講年次

カリキュラムによる

開講期

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
適切なトレーニングプログラムや運動処方案の作成には、対象者の身体能力を正しく把握する測定技法、測定結
果の処理、および評価に関する知識や技術が必要となる。この授業科目では、トレーニングプログラムや運動処
方案の作成において活用場面の多い新体力テストを中心に、測定方法の理解、およびデータの収集、分析や、評
価について理解することを目的として、その内容について解説する。
到達目標
1．体力測定・評価の意義や活用方法について説明できる
2．様々な現場で活用される「新体力テスト」の実施方法について注意点も含めて説明できる
3．収集した測定値を適切に処理することができる
4．収集した測定値を妥当な方法で評価することができる
授業計画
【第1回】体力測定・評価の意義および活用方法
【第2回】新体力テストの測定法（1）成人を対象とする場合
【第3回】新体力テストの測定法（2）高齢者を対象とする場合
【第4回】新体力テストの測定法（3）子どもを対象とする場合
【第5回】形態、身体組成の測定法や留意点
【第６回】測定値を処理する方法（1）：測定したデータを整理する方法について知る①代表値・ばらつき
【第7回】測定値を処理する方法（2）：測定したデータの特徴を推定する術を知る①確率分布
【第8回】測定値を処理する方法（3）：測定したデータの特徴を推定する術を知る②不偏推定量と標本分布
【第9回】測定値を処理する方法（4）：測定したデータの特徴を推定する術を知る③信頼区間の推定
【第10回】測定値を処理する方法（5）：測定したデータの特徴を推定する術を知る④特徴的な確率分布
【第11回】測定値を処理する方法（6）：測定したデータの特徴を推定する術を知る⑤検定の基本
【第12回】測定値を処理する方法（7）：測定したデータの特徴を推定する術を知る⑥2群の平均の差の検定
【第13回】測定値を処理する方法（8）：測定したデータの特徴を推定する術を知る⑦（一元配置）分散分析
【第14回】体力、および身体組成を実際に測定・評価してみる（実習）
【第15回】介護予防に関連した体力の測定・評価（実習）
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
事前学習課題（各2時間）
【第1回】体力測定・評価を必要とする対象者の種類や、その意義について自らの経験を振り返りつつ考える
【第2回】成人（20-64歳）を対象とした新体力テストの項目やポイントについて調べる
【第3回】高齢者（65-79歳）を対象とした新体力テストの項目やポイントについて調べる
【第4回】子ども（6-11歳）を対象とした新体力テストの項目やポイントについて調べる
【第5回】形態や身体組成を測定する方法にはどのようなものがあるのか調べる
【第６回】ニュースや雑誌などで利用されている数値の表し方やその「ばらつき」について調べる
【第7回】確率分布とはどういうものか考えてみる
【第8回】推測する上で重要なこととは何か考えてみる
【第9回】信頼区間とはどういうものか考えてみる
【第10回】カイ二乗分布・F分布という言葉を調べてみる
【第11回】多くの人が納得できるデータの評価に必要な条件について考えて見る
【第12回】2つの平均値を比較する状況について自らの経験を振り返りつつ考えてみる
【第13回】3つ以上の平均値を比較する状況について自らの経験を振り返りつつ考えてみる
【第14回】測定・評価を実際に行う上でどのような準備が必要になるか考えてみる
【第15回】測定を行う対象者が異なる場合、測定評価の留意点がどのように変化するか考えてみる
事後学習課題（各2時間）
【第1回】体力測定・評価を必要とする理由について口頭で説明できるように授業内容を復習する
【第2回】成人（20-64歳）を対象とした新体力テストの項目やポイントを口頭で説明できるようにする
【第3回】高齢者（65-79歳）を対象とした新体力テストの項目やポイントを口頭で説明できるようにする
【第4回】子ども（6-11歳）を対象とした新体力テストの項目やポイントを口頭で説明できるようにする
【第5回】形態・身体組成を測定する意義やポイントを口頭で説明できるようにする
【第６回】代表値の種類や特徴、およびデータのばらつきを表現する方法とその意義について口頭で説明できる
ようにする
【第7回】確率分布を利用する意義やその種類・特徴について口頭で説明できるようにする
【第8回】不偏推定量とはなにか、また母集団と標本について学んだことを口頭で説明できるようにする
【第9回】信頼区間の推定の前提となる標本と分布の特徴について口頭で説明できるようにする
スポーツの測定・評価

【第10回】カイ二乗分布・F分布がどういうものか口頭で説明できるようにする
【第11回】統計的検定の手順について口頭で説明できるようにする
【第12回】2つの平均値を比較する手順について口頭で説明できるようにする
【第13回】3つ以上の平均値を比較する手順について口頭で説明できるようにする
【第14回】測定・評価で気を付けるべき点について口頭で説明できるようにする
【第15回】異なる対象者の測定・評価で気を付けるべき点について口頭で説明できるようにする
課題に対するフィードバックの方法
取り組んだ課題に関しては、課題後の授業内、あるいは補助資料などを用いて解説を行い、学生の理解を助ける
ようにする。
成績評価の方法・基準（方針）
以下の評価方法に基づいて総合的に判定した上で、60点以上を合格として所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

30

各授業内で課される授業内課題(30)

1, 2, 3, 4

授業外での評価

0

定期試験

70

定期試験(70)

1, 2, 3, 4

定期試験に代わるレポート等

0

その他

0

テキスト

テキストは使用せず、必要に応じて資料を配付する。

参考書

栗原伸一著，入門統計学－検定から多変量解析・実験計画法まで－，オーム社，ISBN978-4274-06855-3
健康運動指導士養成講習会テキスト（上）（下）

履修条件・他の科目との関連 授業内でルート計算が可能な電卓、およびExcelを使用することがあるため、事前に準備する必要が
ある。また、この授業で扱う測定結果の評価方法には、高校数学の知識が不可欠になるため、履修
前に復習することを勧める。加えて、この授業で学ぶ測定内容の選択や測定結果の解釈には、ス
ポーツ生理学、心理学、および社会学といった様々な分野の専門的知識が不可欠であるため、これ
らの知識について自ら積極的に学ぶことを期待する。

スポーツの測定・評価

授業コード

13047602

授業種別

授業科目名

スポーツの測定・評価Ⅰ

授業担当教員

奥島

大

成績担当教員

奥島

大

開講年次

カリキュラムによる

開講期

実務家教員による授業

講義

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
適切なトレーニングプログラムや運動処方案の作成には、対象者の身体能力を正しく把握する測定技法、測定結
果の処理、および評価に関する知識や技術が必要となる。この授業科目では、トレーニングプログラムや運動処
方案の作成において活用場面の多い新体力テストを中心に、測定方法の理解、およびデータの収集、分析や、評
価について理解することを目的として、その内容について解説する。
到達目標
1．体力測定・評価の意義や活用方法について説明できる
2．様々な現場で活用される「新体力テスト」の実施方法について注意点も含めて説明できる
3．収集した測定値を適切に処理することができる
4．収集した測定値を妥当な方法で評価することができる
授業計画
【第1回】体力測定・評価の意義および活用方法
【第2回】新体力テストの測定法（1）成人を対象とする場合
【第3回】新体力テストの測定法（2）高齢者を対象とする場合
【第4回】新体力テストの測定法（3）子どもを対象とする場合
【第5回】形態、身体組成の測定法や留意点
【第６回】測定値を処理する方法（1）：測定したデータを整理する方法について知る①代表値・ばらつき
【第7回】測定値を処理する方法（2）：測定したデータの特徴を推定する術を知る①確率分布
【第8回】測定値を処理する方法（3）：測定したデータの特徴を推定する術を知る②不偏推定量と標本分布
【第9回】測定値を処理する方法（4）：測定したデータの特徴を推定する術を知る③信頼区間の推定
【第10回】測定値を処理する方法（5）：測定したデータの特徴を推定する術を知る④特徴的な確率分布
【第11回】測定値を処理する方法（6）：測定したデータの特徴を推定する術を知る⑤検定の基本
【第12回】測定値を処理する方法（7）：測定したデータの特徴を推定する術を知る⑥2群の平均の差の検定
【第13回】測定値を処理する方法（8）：測定したデータの特徴を推定する術を知る⑦（一元配置）分散分析
【第14回】体力、および身体組成を実際に測定・評価してみる（実習）
【第15回】介護予防に関連した体力の測定・評価（実習）
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
事前学習課題（各2時間）
【第1回】体力測定・評価を必要とする対象者の種類や、その意義について自らの経験を振り返りつつ考える
【第2回】成人（20-64歳）を対象とした新体力テストの項目やポイントについて調べる
【第3回】高齢者（65-79歳）を対象とした新体力テストの項目やポイントについて調べる
【第4回】子ども（6-11歳）を対象とした新体力テストの項目やポイントについて調べる
【第5回】形態や身体組成を測定する方法にはどのようなものがあるのか調べる
【第６回】ニュースや雑誌などで利用されている数値の表し方やその「ばらつき」について調べる
【第7回】確率分布とはどういうものか考えてみる
【第8回】推測する上で重要なこととは何か考えてみる
【第9回】信頼区間とはどういうものか考えてみる
【第10回】カイ二乗分布・F分布という言葉を調べてみる
【第11回】多くの人が納得できるデータの評価に必要な条件について考えて見る
【第12回】2つの平均値を比較する状況について自らの経験を振り返りつつ考えてみる
【第13回】3つ以上の平均値を比較する状況について自らの経験を振り返りつつ考えてみる
【第14回】測定・評価を実際に行う上でどのような準備が必要になるか考えてみる
【第15回】測定を行う対象者が異なる場合、測定評価の留意点がどのように変化するか考えてみる
事後学習課題（各2時間）
【第1回】体力測定・評価を必要とする理由について口頭で説明できるように授業内容を復習する
【第2回】成人（20-64歳）を対象とした新体力テストの項目やポイントを口頭で説明できるようにする
【第3回】高齢者（65-79歳）を対象とした新体力テストの項目やポイントを口頭で説明できるようにする
【第4回】子ども（6-11歳）を対象とした新体力テストの項目やポイントを口頭で説明できるようにする
【第5回】形態・身体組成を測定する意義やポイントを口頭で説明できるようにする
【第６回】代表値の種類や特徴、およびデータのばらつきを表現する方法とその意義について口頭で説明できる
ようにする
【第7回】確率分布を利用する意義やその種類・特徴について口頭で説明できるようにする
【第8回】不偏推定量とはなにか、また母集団と標本について学んだことを口頭で説明できるようにする
【第9回】信頼区間の推定の前提となる標本と分布の特徴について口頭で説明できるようにする
スポーツの測定・評価Ⅰ

【第10回】カイ二乗分布・F分布がどういうものか口頭で説明できるようにする
【第11回】統計的検定の手順について口頭で説明できるようにする
【第12回】2つの平均値を比較する手順について口頭で説明できるようにする
【第13回】3つ以上の平均値を比較する手順について口頭で説明できるようにする
【第14回】測定・評価で気を付けるべき点について口頭で説明できるようにする
【第15回】異なる対象者の測定・評価で気を付けるべき点について口頭で説明できるようにする
課題に対するフィードバックの方法
取り組んだ課題に関しては、課題後の授業内、あるいは補助資料などを用いて解説を行い、学生の理解を助ける
ようにする。
成績評価の方法・基準（方針）
以下の評価方法に基づいて総合的に判定した上で、60点以上を合格として所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

30

各授業内で課される授業内課題(30)

1, 2, 3, 4

授業外での評価

0

定期試験

70

定期試験(70)

1, 2, 3, 4

定期試験に代わるレポート等

0

その他

0

テキスト

テキストは使用せず、必要に応じて資料を配付する。

参考書

栗原伸一著，入門統計学－検定から多変量解析・実験計画法まで－，オーム社，ISBN978-4274-06855-3
健康運動指導士養成講習会テキスト（上）（下）

履修条件・他の科目との関連 授業内でルート計算が可能な電卓、およびExcelを使用することがあるため、事前に準備する必要が
ある。また、この授業で扱う測定結果の評価方法には、高校数学の知識が不可欠になるため、履修
前に復習することを勧める。加えて、この授業で学ぶ測定内容の選択や測定結果の解釈には、ス
ポーツ生理学、心理学、および社会学といった様々な分野の専門的知識が不可欠であるため、これ
らの知識について自ら積極的に学ぶことを期待する。

スポーツの測定・評価Ⅰ

授業コード

13109101

授業種別

授業科目名

健康・スポーツ科学総論

授業担当教員

新村

由恵、堀込

成績担当教員

新村

由恵

開講年次

1年

孝二、谷川
開講期

実務家教員による授業

演習

－

哲朗
後期

単位数

2単位

授業の目的・概要
本授業は、スポーツ行動学科の３本柱である、「スポーツ教育分野」「健康・スポーツ分野」「スポーツマネジ
メント分野」における導入編として位置づけられており、学問的な知識や理解を深めるとともに、これらの分野
が社会でどのように役立てられているかを総合的に修得することを目的としている。
授業は、３つの分野を広く学ぶことができるように、各分野を専門とする３名の教員が５回ずつ担当する「オム
ニバス形式」で展開する。各分野の学問的視野を広げ、様々な観点から「健康・スポーツ科学」について学び、
自らの関心を見出すことを意識するとともに、問題解決に積極的に取り組むことが求められる。
さらに、本授業での学びを基に、自身の進むべき将来についても考え、２年次生以降の学びへのさらなる意識の
向上や、取得を希望する資格の検討に活かすことを目標としている。
到達目標
１．【健康・スポーツ分野】健康の保持増進における運動の効果や役割について理解する。
２．【スポーツ教育分野】スポーツ教育分野に関する情報を理解する。
３．【スポーツマネジメント分野】地域やプロスポーツ、スポーツイベントなどの本質を理解する。
４．各回の授業内容を理解し、説明できる．
授業計画
★この授業は、対面授業となります。
★授業に関する連絡はすべてClassroonに提示します。また、必要に応じて授業時間内にも周知します。
※新型コロナウィルスの感染状況等により、必要に応じて「オンデマンド形式」に変更する場合もあります。
その場合は、Classroomのストリーム（お知らせ）より連絡します。
【第1回】
テーマ：ガイダンス／体力の概念
内 容：健康・スポーツ分野の授業に関するガイダンスを行う．
体力の概念を捉えるとともにトレーニングによる体力変化や異なるライフステージ、性、スポーツ種目
において求められる体力について学ぶ．
【第2回】
テーマ：我が国の健康づくり施策における運動の位置づけ
内 容：健康づくり運動の基本的な考え方と個々に応じた適切な運動プログラムの提供に関する一般的な原則に
ついて学ぶ．
【第3回】
テーマ：生活習慣病予防に向けた健康運動の役割
内 容：生活習慣病について知るとともに、我国で実施されている健康運動の効果や役割ついて学び、考える．
【第4回】
テーマ：介護予防に向けた健康運動の役割
内 容：要介護状態について知るとともに、我国で実施されている健康運動の効果や役割ついて学び、考える．
【第5回】
テーマ：健康・スポーツ分野の評価
内 容：第1回から第4回まで実施した健康・スポーツ分野に関する評価テストを実施する．
【第6回】
テーマ：ガイダンス／コーチングとは？
内 容：スポーツ教育分野の授業に関するガイダンスを行う．
コーチングの概要、グッドコーチに求められる役割、知識、スキルについて学ぶ．
【第7回】
テーマ：障害者スポーツ概論
内 容：障害の種類や障害の特徴、障害者スポーツの現状と課題を学ぶ．
【第8回】
テーマ：スポーツバイオメカニクス概論
内 容：スポーツバイオメカニクスの概要を学ぶ．現場で実施されているパフォーマンス分析を紹介しながら、
分析方法を知る．
【第9回】
テーマ：ハイパフォーマンススポーツにおけるサポートの実際
内 容：日本のハイパフォーマンススポーツに関する動向、サポート体制や方法について学ぶ．
【第10回】
テーマ：スポーツ教育分野の評価
内 容：第6回から第9回まで実施したスポーツ教育分野に関する評価テストを実施する．
【第11回】
テーマ：ガイダンス／スポーツの定義
内 容：スポーツマネジメント分野の授業に関するガイダンスを行う．
スポーツの歴史からスポーツと体育の違いを考察するなどスポーツの本質を概説するとともに、スポー
健康・スポーツ科学総論

ツの定義について学ぶ．
【第12回】
テーマ：地域スポーツとは何か
内 容：スポーツがいかに地域に貢献できるか、をマネジメントの観点から検討していく．指定管理者制度、ス
ポーツツーリズム、まちづくりなど現代社会とスポーツとの新たな関わり方を模索、考察する．
【第13回】
テーマ：オリンピックとは何か
内 容：そもそもオリンピックはなぜ始まったのか、という歴史から現代までの流れ、そして問題点を明確にし
て近代オリンピックのあり方を考察していく．
【第14回】
テーマ：日米スポーツ比較論
内 容：日本とアメリカのスポーツ事情を正しく理解する．アメリカが「オールOK」ということではなくお互い
の考え方、文化を理解し、それが日本におけるスポーツが発展させるアイデア、ヒントになるよう検討してい
く．アメリカのスタジアムの紹介を行ない日本との違いを知る。
【第15回】
テーマ：スポーツマネジメント分野の評価
内 容：第11回から第14回まで実施したスポーツマネジメント分野に関する最終レポートを作成する．
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
授業（１回につき２時間として計算）と事前事後のあわせて１単位あたり４５時間が必要である。
つまり、本授業は２単位科目であるため、合計９０時間の学習が必要となることから、
各授業（２時間）に加えて、事前学習（２時間以上）、事後学習（２時間以上）を毎回各自で行う必要がある。
課題に対するフィードバックの方法
毎回授業の最後に、授業の習熟度を評価するための「確認課題」を実施する。
詳細は、各分野における初回授業のガイダンスの中で説明するため、必ず出席すること（第1回・第6回・第11回
授業）。
以下、ガイダンス時に必ず確認すべき事項。
※各「確認課題」の形式および提出方法は、各分野の教員により異なるため指示に従うこと。
※各「確認課題」のフィードバックは、各分野の教員により異なるため確認すること。
なお、「確認課題」は、授業時間内に実施するものであり、教員より指示された時間帯に取り組むこと。
また、上記課題に取り組むために、各自「パソコン」を必ず準備すること。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により、総合的に判定の上、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
なお、欠席５回以上（遅刻３回で欠席１回と評価、も含む）の場合は、K評価（評価不能）とする。
授業開始時刻以降にUNIPAに出席登録した場合は「遅刻」と評価する。
※本授業は受講者が多いため、早めに教室に来て出席端末で登録することを推奨する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

70

出席状況、各回確認課題の提出状況、および課題得点
により総合的に評価する．

１・２・３・4

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

30

各分野における最終回（第5回・第10回・第15回授業）に
実施する、評価テストもしくはレポート試験により評価す
る。

１・２・３・４

その他

0

テキスト

公認スポーツ指導者養成講習会用テキスト「リファレンスブック」：JSPO（日本スポーツ協会）出版

参考書

必要があれば授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 ・スポーツ行動学科2022年度入学生以降の学生であること（卒業必修科目）。
・Classroomに参加登録すること。
・座席指定のため、指定された座席に必ず着席すること。
・欠席５回以上（遅刻３回で欠席１回と評価、も含む）の場合は、K評価（評価不能）とする。
・授業開始時刻以降にUNIPAに出席登録した場合は「遅刻」と評価する（原則、１分でも遅れたら
遅刻とする）。
※本授業は受講者が多いため、早めに教室に来て出席端末で登録することを推奨する。
＜持ち物＞
パソコン、テキスト、筆記用具、ノートもしくはルーズリーフ
※パソコンは必ず充電して持参すること

健康・スポーツ科学総論

授業コード

13084501

授業種別

授業科目名

スポーツトレーナー演習

授業担当教員

岸本

恵一

成績担当教員

岸本

恵一

開講年次

3年

開講期

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

〇

1単位

授業の目的・概要
スポーツフィールドのみならず教育現場においてもスポーツに伴う外傷・障害および生命予後に関わる事故など
に対して備えておくことは必要不可欠である。本授業ではアスレティックトレーニングの中から、各種傷害に対
する救急処置の必要性を理解し、確実に実践できるよう、講義および実技を交えて学習する。また、万一に備え
たCPRおよびAEDの実践方法、緊急時の対応（EAP）についても実務家教員の立場から説明する。
到達目標
１．アスレティック(スポーツ)トレーナーの職域について理解できる。
２．健康教育に関する基礎知識を習得できる。
３．体育・スポーツ活動中に生じる外傷に対する応急処置の重要性を理解できる。
４．緊急時に備えたCPRやAED、その他状況に応じた応急処置の実践が出来る。
授業計画
【第1回】
テーマ：アスレティック・トレーニング
内容・方法：いわゆる「トレーナー」とは、関連職種との連携など
【第2回】
テーマ：アスレティック(スポーツ)・トレーナーの基礎知識
内容・方法：アスレティック・トレーナーの役割と職域
【第3回】
テーマ：傷害および疾病の予防
内容・方法：スポーツに伴う傷害や疾病の病態および予防対策について
【第4回】
テーマ：傷害および疾病の評価
内容・方法：各種傷害および疾病のプレホスピタルケア（RICE処置含）
【第5回】
テーマ：頭頚部外傷に対する応急処置
内容・方法：脳振盪と頸椎(頸髄)損傷を中心に
【第6回】
テーマ：体幹部の外傷に対する応急処置
内容・方法：腰背部、胸腹部外傷の評価と応急処置
【第7回】
テーマ：上肢外傷に対する応急処置
内容・方法：肩関節および肘関節の骨折・脱臼を中心に
【第8回】
テーマ：膝および足関節外傷に対する応急処置
内容・方法：靭帯損傷に対する評価と応急処置
【第9回】
テーマ：その他のスポーツ外傷に対する応急処置
内容・方法：熱中症や突然死、特殊環境下における外傷の応急処置
【第10回】
テーマ：緊急時対応計画（エマージェンシー・アクション・プラン）
内容・方法：緊急事案発生時の対応計画立案について
【第11回】
テーマ：心肺蘇生法（1）
内容・方法：心肺蘇生法およびAEDの取扱いについて
【第12回】
テーマ：心肺蘇生法（2）
内容・方法：心肺蘇生法の実践
【第13回】
テーマ：アスレティックトレーニングにおける管理
内容・方法：傷害予防のための取組みなど
【第14回】
テーマ：グループ発表（1）
内容・方法：急性外傷に対する評価および応急処置、予防対策に関する発表と討論
【第15回】
テーマ：グループ発表（2）
内容・方法：急性外傷に対する評価および応急処置、予防対策に関する発表と討論、フィードバック
事前事後の学習

スポーツトレーナー演習

授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
【第1回】
事前学修課題：「トレーナー」という用語の歴史と現状について調べておく
事後学修課題：講義の内容をまとめ、不明な点については次回授業時に質問できるようにしておく
【第2回】
事前学修課題：日本と米国におけるアスレティックトレーニングの違いについてまとめておく
事後学修課題：講義の内容をまとめ、不明な点については次回授業時に質問できるようにしておく
【第3回】
事前学修課題：傷害という言葉の意味と、これまでの自身の怪我についてまとめておく
事後学修課題：講義の内容をまとめ、不明な点については次回授業時に質問できるようにしておく
【第4回】
事前学修課題：プレホスピタルケアおよびRICE処置について調べ、疑問点をまとめておく
事後学修課題：講義の内容をまとめ、不明な点については次回授業時に質問できるようにしておく
【第5回】
事前学修課題：頭部および頸部の機能解剖学について予習しておく
事後学修課題：講義の内容をまとめ、不明な点については次回授業時に質問できるようにしておく
【第6回】
事前学修課題：体幹部の機能解剖学について予習しておく
事後学修課題：講義の内容をまとめ、不明な点については次回授業時に質問できるようにしておく
【第7回】
事前学修課題：肩甲上腕関節および腕尺関節の機能的特徴について調べておく
事後学修課題：講義の内容をまとめ、不明な点については次回授業時に質問できるようにしておく
【第8回】
事前学修課題：足関節および膝関節の代表的靭帯の機能的役割についてまとめておく
事後学修課題：講義の内容をまとめ、不明な点については次回授業時に質問できるようにしておく
【第9回】
事前学修課題：暑熱環境下が身体に及ぼす影響についてまとめておく
事後学修課題：講義の内容をまとめ、不明な点については次回授業時に質問できるようにしておく
【第10回】
事前学修課題：エマージェンシーアクションプランについて調べておく
事後学修課題：講義の内容をまとめ、不明な点については次回授業時に質問できるようにしておく
【第11回】
事前学修課題：CPR/AEDの取扱いについて調べておく
事後学修課題：講義の内容をまとめ、不明な点については次回授業時に質問できるようにしておく
【第12回】
事前学修課題：ガイドライン2010・2015・2020の違いについてまとめておく
事後学修課題：講義の内容をまとめ、不明な点については次回授業時に質問できるようにしておく
【第13回】
事前学修課題：教育現場で生じる可能性の高い外傷について調べ、予防対策を講じておく
事後学修課題：講義の内容をまとめ、不明な点については次回授業時に質問できるようにしておく
【第14回】
事前学修課題：急性外傷を身体部位別にまとめておく
事後学修課題：講義の内容をまとめ、不明な点については次回授業時に質問できるようにしておく
【第15回】
事前学修課題：これまでの講義内容についてまとめ、疑問点や不明な点を明確にしておく
事後学修課題：これまでの講義内容をまとめ直す
課題に対するフィードバックの方法
授業中に課した発表や課題に対しては、本人の希望があれば翌週以降に評価を開示することが可能であり、確認
テストについては採点後、希望者に内容を返却する。
成績評価の方法・基準（方針）
・総授業回数に対して3分の1以上欠席した場合は評価対象外とする場合がある。
・授業開始時刻より5分以上の遅刻、教員の許可なく途中退室した場合は減点対象とする。
・以下に示すとおり、授業期間中に実施されるレポート課題や確認テスト、および定期試験に代わるレポート等
の評価結果に基づき総合的に判定する。
・総合判定で60点以上を対象に、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

40

授業内で課され課題に対して、内容を理解し、論理的に
考察した上で、適切にまとめられているかを評価する。

１,２,３,４

授業外での評価

30

複数回の確認テストにて評価する。

１,２,３

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

15

課された設問に対して、内容を適切かつ合理的に理解
し、論理的に考察されているかを評価する。

１,２,３

その他

15

実技の成否および積極的な共同活動により評価する。
なお共同活動とは、課題に対して他者との積極的な協力
関係をもって評価する。

4

スポーツトレーナー演習

テキスト

テキストを使用しない。
適宜授業内でプリントを配布する。

参考書

『スポーツ外傷アセスメント』渡辺好博ほか,
西村書店,12,000円＋税,ISBN978-4-89013-196-9．
『アスレティックトレーニング』平井千貴ほか,
ブックハウスHD,7,000円＋税,ISBN4-938335-03-4

履修条件・他の科目との関連 実技を交えることがあることを了承しておくこと。
出席の不正については厳正に対処する。

スポーツトレーナー演習

授業コード

13084502

授業種別

授業科目名

スポーツトレーナー演習

授業担当教員

岸本

恵一

成績担当教員

岸本

恵一

開講年次

3年

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

〇

1単位

授業の目的・概要
スポーツフィールドのみならず教育現場においてもスポーツに伴う外傷・障害および生命予後に関わる事故など
に対して備えておくことは必要不可欠である。本授業ではアスレティックトレーニングの中から、各種傷害に対
する救急処置の必要性を理解し、確実に実践できるよう、講義および実技を交えて学習する。また、万一に備え
たCPRおよびAEDの実践方法、緊急時の対応（EAP）についても実務家教員の立場から説明する。
到達目標
１．アスレティック(スポーツ)トレーナーの職域について理解できる。
２．健康教育に関する基礎知識を習得できる。
３．体育・スポーツ活動中に生じる外傷に対する応急処置の重要性を理解できる。
４．緊急時に備えたCPRやAED、その他状況に応じた応急処置の実践が出来る。
授業計画
【第1回】
テーマ：アスレティック・トレーニング
内容・方法：いわゆる「トレーナー」とは、関連職種との連携など
【第2回】
テーマ：アスレティック(スポーツ)・トレーナーの基礎知識
内容・方法：アスレティック・トレーナーの役割と職域
【第3回】
テーマ：傷害および疾病の予防
内容・方法：スポーツに伴う傷害や疾病の病態および予防対策について
【第4回】
テーマ：傷害および疾病の評価
内容・方法：各種傷害および疾病のプレホスピタルケア（RICE処置含）
【第5回】
テーマ：頭頚部外傷に対する応急処置
内容・方法：脳振盪と頸椎(頸髄)損傷を中心に
【第6回】
テーマ：体幹部の外傷に対する応急処置
内容・方法：腰背部、胸腹部外傷の評価と応急処置
【第7回】
テーマ：上肢外傷に対する応急処置
内容・方法：肩関節および肘関節の骨折・脱臼を中心に
【第8回】
テーマ：膝および足関節外傷に対する応急処置
内容・方法：靭帯損傷に対する評価と応急処置
【第9回】
テーマ：その他のスポーツ外傷に対する応急処置
内容・方法：熱中症や突然死、特殊環境下における外傷の応急処置
【第10回】
テーマ：緊急時対応計画（エマージェンシー・アクション・プラン）
内容・方法：緊急事案発生時の対応計画立案について
【第11回】
テーマ：心肺蘇生法（1）
内容・方法：心肺蘇生法およびAEDの取扱いについて
【第12回】
テーマ：心肺蘇生法（2）
内容・方法：心肺蘇生法の実践
【第13回】
テーマ：アスレティックトレーニングにおける管理
内容・方法：傷害予防のための取組みなど
【第14回】
テーマ：グループ発表（1）
内容・方法：急性外傷に対する評価および応急処置、予防対策に関する発表と討論
【第15回】
テーマ：グループ発表（2）
内容・方法：急性外傷に対する評価および応急処置、予防対策に関する発表と討論、フィードバック
事前事後の学習

スポーツトレーナー演習

授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
【第1回】
事前学修課題：「トレーナー」という用語の歴史と現状について調べておく
事後学修課題：講義の内容をまとめ、不明な点については次回授業時に質問できるようにしておく
【第2回】
事前学修課題：日本と米国におけるアスレティックトレーニングの違いについてまとめておく
事後学修課題：講義の内容をまとめ、不明な点については次回授業時に質問できるようにしておく
【第3回】
事前学修課題：傷害という言葉の意味と、これまでの自身の怪我についてまとめておく
事後学修課題：講義の内容をまとめ、不明な点については次回授業時に質問できるようにしておく
【第4回】
事前学修課題：プレホスピタルケアおよびRICE処置について調べ、疑問点をまとめておく
事後学修課題：講義の内容をまとめ、不明な点については次回授業時に質問できるようにしておく
【第5回】
事前学修課題：頭部および頸部の機能解剖学について予習しておく
事後学修課題：講義の内容をまとめ、不明な点については次回授業時に質問できるようにしておく
【第6回】
事前学修課題：体幹部の機能解剖学について予習しておく
事後学修課題：講義の内容をまとめ、不明な点については次回授業時に質問できるようにしておく
【第7回】
事前学修課題：肩甲上腕関節および腕尺関節の機能的特徴について調べておく
事後学修課題：講義の内容をまとめ、不明な点については次回授業時に質問できるようにしておく
【第8回】
事前学修課題：足関節および膝関節の代表的靭帯の機能的役割についてまとめておく
事後学修課題：講義の内容をまとめ、不明な点については次回授業時に質問できるようにしておく
【第9回】
事前学修課題：暑熱環境下が身体に及ぼす影響についてまとめておく
事後学修課題：講義の内容をまとめ、不明な点については次回授業時に質問できるようにしておく
【第10回】
事前学修課題：エマージェンシーアクションプランについて調べておく
事後学修課題：講義の内容をまとめ、不明な点については次回授業時に質問できるようにしておく
【第11回】
事前学修課題：CPR/AEDの取扱いについて調べておく
事後学修課題：講義の内容をまとめ、不明な点については次回授業時に質問できるようにしておく
【第12回】
事前学修課題：ガイドライン2010・2015・2020の違いについてまとめておく
事後学修課題：講義の内容をまとめ、不明な点については次回授業時に質問できるようにしておく
【第13回】
事前学修課題：教育現場で生じる可能性の高い外傷について調べ、予防対策を講じておく
事後学修課題：講義の内容をまとめ、不明な点については次回授業時に質問できるようにしておく
【第14回】
事前学修課題：急性外傷を身体部位別にまとめておく
事後学修課題：講義の内容をまとめ、不明な点については次回授業時に質問できるようにしておく
【第15回】
事前学修課題：これまでの講義内容についてまとめ、疑問点や不明な点を明確にしておく
事後学修課題：これまでの講義内容をまとめ直す
課題に対するフィードバックの方法
授業中に課した発表や課題に対しては、本人の希望があれば翌週以降に評価を開示することが可能であり、確認
テストについては採点後、希望者に内容を返却する。
成績評価の方法・基準（方針）
・総授業回数に対して3分の1以上欠席した場合は評価対象外とする場合がある。
・授業開始時刻より5分以上の遅刻、教員の許可なく途中退室した場合は減点対象とする。
・以下に示すとおり、授業期間中に実施されるレポート課題や確認テスト、および定期試験に代わるレポート等
の評価結果に基づき総合的に判定する。
・総合判定で60点以上を対象に、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

40

授業内で課され課題に対して、内容を理解し、論理的に
考察した上で、適切にまとめられているかを評価する。

１,２,３,４

授業外での評価

30

複数回の確認テストにて評価する。

１,２,３

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

15

課された設問に対して、内容を適切かつ合理的に理解
し、論理的に考察されているかを評価する。

１,２,３

その他

15

実技の成否および積極的な共同活動により評価する。
なお共同活動とは、課題に対して他者との積極的な協力
関係をもって評価する。

4

スポーツトレーナー演習

テキスト

テキストを使用しない。
適宜授業内でプリントを配布する。

参考書

『スポーツ外傷アセスメント』渡辺好博ほか,
西村書店,12,000円＋税,ISBN978-4-89013-196-9．
『アスレティックトレーニング』平井千貴ほか,
ブックハウスHD,7,000円＋税,ISBN4-938335-03-4

履修条件・他の科目との関連 実技を交えることがあることを了承しておくこと。
出席の不正については厳正に対処する。

スポーツトレーナー演習

授業コード

13084503

授業種別

授業科目名

スポーツトレーナー演習

授業担当教員

岸本

恵一

成績担当教員

岸本

恵一

開講年次

3年

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

〇

1単位

授業の目的・概要
スポーツフィールドのみならず教育現場においてもスポーツに伴う外傷・障害および生命予後に関わる事故など
に対して備えておくことは必要不可欠である。本授業ではアスレティックトレーニングの中から、各種傷害に対
する救急処置の必要性を理解し、確実に実践できるよう、講義および実技を交えて学習する。また、万一に備え
たCPRおよびAEDの実践方法、緊急時の対応（EAP）についても実務家教員の立場から説明する。
到達目標
１．アスレティック(スポーツ)トレーナーの職域について理解できる。
２．健康教育に関する基礎知識を習得できる。
３．体育・スポーツ活動中に生じる外傷に対する応急処置の重要性を理解できる。
４．緊急時に備えたCPRやAED、その他状況に応じた応急処置の実践が出来る。
授業計画
【第1回】
テーマ：アスレティック・トレーニング
内容・方法：いわゆる「トレーナー」とは、関連職種との連携など
【第2回】
テーマ：アスレティック(スポーツ)・トレーナーの基礎知識
内容・方法：アスレティック・トレーナーの役割と職域
【第3回】
テーマ：傷害および疾病の予防
内容・方法：スポーツに伴う傷害や疾病の病態および予防対策について
【第4回】
テーマ：傷害および疾病の評価
内容・方法：各種傷害および疾病のプレホスピタルケア（RICE処置含）
【第5回】
テーマ：頭頚部外傷に対する応急処置
内容・方法：脳振盪と頸椎(頸髄)損傷を中心に
【第6回】
テーマ：体幹部の外傷に対する応急処置
内容・方法：腰背部、胸腹部外傷の評価と応急処置
【第7回】
テーマ：上肢外傷に対する応急処置
内容・方法：肩関節および肘関節の骨折・脱臼を中心に
【第8回】
テーマ：膝および足関節外傷に対する応急処置
内容・方法：靭帯損傷に対する評価と応急処置
【第9回】
テーマ：その他のスポーツ外傷に対する応急処置
内容・方法：熱中症や突然死、特殊環境下における外傷の応急処置
【第10回】
テーマ：緊急時対応計画（エマージェンシー・アクション・プラン）
内容・方法：緊急事案発生時の対応計画立案について
【第11回】
テーマ：心肺蘇生法（1）
内容・方法：心肺蘇生法およびAEDの取扱いについて
【第12回】
テーマ：心肺蘇生法（2）
内容・方法：心肺蘇生法の実践
【第13回】
テーマ：アスレティックトレーニングにおける管理
内容・方法：傷害予防のための取組みなど
【第14回】
テーマ：グループ発表（1）
内容・方法：急性外傷に対する評価および応急処置、予防対策に関する発表と討論
【第15回】
テーマ：グループ発表（2）
内容・方法：急性外傷に対する評価および応急処置、予防対策に関する発表と討論、フィードバック
事前事後の学習

スポーツトレーナー演習

授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
【第1回】
事前学修課題：「トレーナー」という用語の歴史と現状について調べておく
事後学修課題：講義の内容をまとめ、不明な点については次回授業時に質問できるようにしておく
【第2回】
事前学修課題：日本と米国におけるアスレティックトレーニングの違いについてまとめておく
事後学修課題：講義の内容をまとめ、不明な点については次回授業時に質問できるようにしておく
【第3回】
事前学修課題：傷害という言葉の意味と、これまでの自身の怪我についてまとめておく
事後学修課題：講義の内容をまとめ、不明な点については次回授業時に質問できるようにしておく
【第4回】
事前学修課題：プレホスピタルケアおよびRICE処置について調べ、疑問点をまとめておく
事後学修課題：講義の内容をまとめ、不明な点については次回授業時に質問できるようにしておく
【第5回】
事前学修課題：頭部および頸部の機能解剖学について予習しておく
事後学修課題：講義の内容をまとめ、不明な点については次回授業時に質問できるようにしておく
【第6回】
事前学修課題：体幹部の機能解剖学について予習しておく
事後学修課題：講義の内容をまとめ、不明な点については次回授業時に質問できるようにしておく
【第7回】
事前学修課題：肩甲上腕関節および腕尺関節の機能的特徴について調べておく
事後学修課題：講義の内容をまとめ、不明な点については次回授業時に質問できるようにしておく
【第8回】
事前学修課題：足関節および膝関節の代表的靭帯の機能的役割についてまとめておく
事後学修課題：講義の内容をまとめ、不明な点については次回授業時に質問できるようにしておく
【第9回】
事前学修課題：暑熱環境下が身体に及ぼす影響についてまとめておく
事後学修課題：講義の内容をまとめ、不明な点については次回授業時に質問できるようにしておく
【第10回】
事前学修課題：エマージェンシーアクションプランについて調べておく
事後学修課題：講義の内容をまとめ、不明な点については次回授業時に質問できるようにしておく
【第11回】
事前学修課題：CPR/AEDの取扱いについて調べておく
事後学修課題：講義の内容をまとめ、不明な点については次回授業時に質問できるようにしておく
【第12回】
事前学修課題：ガイドライン2010・2015・2020の違いについてまとめておく
事後学修課題：講義の内容をまとめ、不明な点については次回授業時に質問できるようにしておく
【第13回】
事前学修課題：教育現場で生じる可能性の高い外傷について調べ、予防対策を講じておく
事後学修課題：講義の内容をまとめ、不明な点については次回授業時に質問できるようにしておく
【第14回】
事前学修課題：急性外傷を身体部位別にまとめておく
事後学修課題：講義の内容をまとめ、不明な点については次回授業時に質問できるようにしておく
【第15回】
事前学修課題：これまでの講義内容についてまとめ、疑問点や不明な点を明確にしておく
事後学修課題：これまでの講義内容をまとめ直す
課題に対するフィードバックの方法
授業中に課した発表や課題に対しては、本人の希望があれば翌週以降に評価を開示することが可能であり、確認
テストについては採点後、希望者に内容を返却する。
成績評価の方法・基準（方針）
・総授業回数に対して3分の1以上欠席した場合は評価対象外とする場合がある。
・授業開始時刻より5分以上の遅刻、教員の許可なく途中退室した場合は減点対象とする。
・以下に示すとおり、授業期間中に実施されるレポート課題や確認テスト、および定期試験に代わるレポート等
の評価結果に基づき総合的に判定する。
・総合判定で60点以上を対象に、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

40

授業内で課され課題に対して、内容を理解し、論理的に
考察した上で、適切にまとめられているかを評価する。

１,２,３,４

授業外での評価

30

複数回の確認テストにて評価する。

１,２,３

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

15

課された設問に対して、内容を適切かつ合理的に理解
し、論理的に考察されているかを評価する。

１,２,３

その他

15

実技の成否および積極的な共同活動により評価する。
なお共同活動とは、課題に対して他者との積極的な協力
関係をもって評価する。

4

スポーツトレーナー演習

テキスト

テキストを使用しない。
適宜授業内でプリントを配布する。

参考書

『スポーツ外傷アセスメント』渡辺好博ほか,
西村書店,12,000円＋税,ISBN978-4-89013-196-9．
『アスレティックトレーニング』平井千貴ほか,
ブックハウスHD,7,000円＋税,ISBN4-938335-03-4

履修条件・他の科目との関連 実技を交えることがあることを了承しておくこと。
出席の不正については厳正に対処する。

スポーツトレーナー演習

授業コード

13109301

授業種別

授業科目名

ストレングス＆コンディショニングⅠ

授業担当教員

津吉

哲士

成績担当教員

津吉

哲士

開講年次

1年

開講期

実務家教員による授業

実技

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
本授業では、トレーニング指導者に必要な基礎的知識およびスキルとして、ストレッチングやウォーミングアッ
プ、そしてレジスタンストレーニングの実技を中心に説明する。その中でプログラムの展開方法や指導のポイン
トについても解説する。
到達目標
１．運動・トレーニング指導者としての基礎知識が身についている
２．ストレッチングの理論を理解し、適切な指導ができる
３．ウォーミングアップとクールダウンの理論を理解し、適切な指導ができる
４．レジスタンストレーニングの基本が理解できている
授業計画
1回
2回
3回
4回
5回
6回
7回
8回
9回
10回
11回
12回
13回
14回
15回

：ガイダンス
各種運動・トレーニング指導資格について/運動・トレーニング指導者の役割
：姿勢の評価
姿勢および静的アライメントの評価
：ストレッチング（１）
ストレッチングの特性と分類/機能解剖学
：ストレッチング（２）
スタティックストレッチング（セルフ/パートナー）①上半身
：ストレッチング（３）
スタティックストレッチング（セルフ/パートナー）②下半身
：ストレッチング（４）
スタティックストレッチング（セルフ/パートナー）③体幹部
：ストレッチング（５）
ダイナミックストレッチング
：ストレッチング（６）
徒手抵抗ストレッチング
：ウォームアップとクールダウン（１）
ウォームアップの目的と効果
：ウォームアップとクールダウン（２）
一般および専門的ウォームアップ
：ウォームアップとクールダウン（３）
クールダウン/セルフケア
：レジスタンストレーニング（１） 障害予防とパフォーマンス向上のためのエクササイズ
：レジスタンストレーニング（２） 体幹トレーニング
：ストレッチング・ウォーミングアップの実技および指導スキルの確認（１）
：ストレッチング・ウォーミングアップの実技および指導スキルの確認（２）

事前事後の学習
必要に応じて、担当教員より指示する。
事前学修課題：体調管理に努めるとともに、前回の講義終了時に出された予習課題について調べてくる。
事後学修課題：授業内容を自分なりにまとめ、不明な箇所については次回質問事項として整理しておく。
課題に対するフィードバックの方法
授業中に課した課題や各種試験の評価については、本人の希望があれば翌週以降に開示することが可能
成績評価の方法・基準（方針）
正当な理由なく3回以上の欠席した場合は、評価の対象とせず、「K」評価とする
以下に示す評価方法により総合的に判定の上、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

10

小テスト（10）

1,2

授業外での評価

10

ワークノート（10）

2,3

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

理論課題（20）、実技課題（20）

1,2,3,4

その他

40

授業への取り組み（30）、グループワークでの発言等（10）

2,3,4

テキスト

「トレーニング指導者テキスト［実技編］」NPO法人 日本トレーニング指導者協会 編著,大修館書
店

参考書

「トレーニング指導者テキスト［理論編］改訂版」NPO法人 日本トレーニング指導者協会 編著,大
ストレングス＆コンディショニングⅠ

参考書

修館書店
「トレーニング指導者テキスト［実践編］改訂版」NPO法人 日本トレーニング指導者協会 編著,大
修館書店

履修条件・他の科目との関連 特になし

ストレングス＆コンディショニングⅠ

授業コード

13109302

授業種別

授業科目名

ストレングス＆コンディショニングⅠ

授業担当教員

津吉

哲士

成績担当教員

津吉

哲士

開講年次

1年

開講期

実務家教員による授業

実技

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
本授業では、トレーニング指導者に必要な基礎的知識およびスキルとして、ストレッチングやウォーミングアッ
プ、そしてレジスタンストレーニングの実技を中心に説明する。その中でプログラムの展開方法や指導のポイン
トについても解説する。
到達目標
１．運動・トレーニング指導者としての基礎知識が身についている
２．ストレッチングの理論を理解し、適切な指導ができる
３．ウォーミングアップとクールダウンの理論を理解し、適切な指導ができる
４．レジスタンストレーニングの基本が理解できている
授業計画
1回
2回
3回
4回
5回
6回
7回
8回
9回
10回
11回
12回
13回
14回
15回

：ガイダンス
各種運動・トレーニング指導資格について/運動・トレーニング指導者の役割
：姿勢の評価
姿勢および静的アライメントの評価
：ストレッチング（１）
ストレッチングの特性と分類/機能解剖学
：ストレッチング（２）
スタティックストレッチング（セルフ/パートナー）①上半身
：ストレッチング（３）
スタティックストレッチング（セルフ/パートナー）②下半身
：ストレッチング（４）
スタティックストレッチング（セルフ/パートナー）③体幹部
：ストレッチング（５）
ダイナミックストレッチング
：ストレッチング（６）
徒手抵抗ストレッチング
：ウォームアップとクールダウン（１）
ウォームアップの目的と効果
：ウォームアップとクールダウン（２）
一般および専門的ウォームアップ
：ウォームアップとクールダウン（３）
クールダウン/セルフケア
：レジスタンストレーニング（１） 障害予防とパフォーマンス向上のためのエクササイズ
：レジスタンストレーニング（２） 体幹トレーニング
：ストレッチング・ウォーミングアップの実技および指導スキルの確認（１）
：ストレッチング・ウォーミングアップの実技および指導スキルの確認（２）

事前事後の学習
必要に応じて、担当教員より指示する。
事前学修課題：体調管理に努めるとともに、前回の講義終了時に出された予習課題について調べてくる。
事後学修課題：授業内容を自分なりにまとめ、不明な箇所については次回質問事項として整理しておく。
課題に対するフィードバックの方法
授業中に課した課題や各種試験の評価については、本人の希望があれば翌週以降に開示することが可能
成績評価の方法・基準（方針）
正当な理由なく3回以上の欠席した場合は、評価の対象とせず、「K」評価とする
以下に示す評価方法により総合的に判定の上、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

10

小テスト（10）

1,2

授業外での評価

10

ワークノート（10）

2,3

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

理論課題（20）、実技課題（20）

1,2,3,4

その他

40

授業への取り組み（30）、グループワークでの発言等（10）

2,3,4

テキスト

「トレーニング指導者テキスト［実技編］」NPO法人 日本トレーニング指導者協会 編著,大修館書
店

参考書

「トレーニング指導者テキスト［理論編］改訂版」NPO法人 日本トレーニング指導者協会 編著,大
ストレングス＆コンディショニングⅠ

参考書

修館書店
「トレーニング指導者テキスト［実践編］改訂版」NPO法人 日本トレーニング指導者協会 編著,大
修館書店

履修条件・他の科目との関連 特になし

ストレングス＆コンディショニングⅠ

授業コード

13080101

授業種別

授業科目名

フィットネスエクササイズⅠ

授業担当教員

津吉

哲士

成績担当教員

津吉

哲士

開講年次

1年

開講期

実務家教員による授業

実技

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
本授業では、トレーニング指導者に必要な基礎的知識およびスキルとして、ストレッチングやウォーミングアッ
プ、そしてレジスタンストレーニングの実技を中心に説明する。その中でプログラムの展開方法や指導のポイン
トについても解説する。
到達目標
１．運動・トレーニング指導者としての基礎知識が身についている
２．ストレッチングの理論を理解し、適切な指導ができる
３．ウォーミングアップとクールダウンの理論を理解し、適切な指導ができる
４．レジスタンストレーニングの基本が理解できている
授業計画
1回
2回
3回
4回
5回
6回
7回
8回
9回
10回
11回
12回
13回
14回
15回

：ガイダンス
各種運動・トレーニング指導資格について/運動・トレーニング指導者の役割
：姿勢の評価
姿勢および静的アライメントの評価
：ストレッチング（１）
ストレッチングの特性と分類/機能解剖学
：ストレッチング（２）
スタティックストレッチング（セルフ/パートナー）①上半身
：ストレッチング（３）
スタティックストレッチング（セルフ/パートナー）②下半身
：ストレッチング（４）
スタティックストレッチング（セルフ/パートナー）③体幹部
：ストレッチング（５）
ダイナミックストレッチング
：ストレッチング（６）
徒手抵抗ストレッチング
：ウォームアップとクールダウン（１）
ウォームアップの目的と効果
：ウォームアップとクールダウン（２）
一般および専門的ウォームアップ
：ウォームアップとクールダウン（３）
クールダウン/セルフケア
：レジスタンストレーニング（１） 障害予防とパフォーマンス向上のためのエクササイズ
：レジスタンストレーニング（２） 体幹トレーニング
：ストレッチング・ウォーミングアップの実技および指導スキルの確認（１）
：ストレッチング・ウォーミングアップの実技および指導スキルの確認（２）

事前事後の学習
必要に応じて、担当教員より指示する。
事前学修課題：体調管理に努めるとともに、前回の講義終了時に出された予習課題について調べてくる。
事後学修課題：授業内容を自分なりにまとめ、不明な箇所については次回質問事項として整理しておく。
課題に対するフィードバックの方法
授業中に課した課題や各種試験の評価については、本人の希望があれば翌週以降に開示することが可能
成績評価の方法・基準（方針）
正当な理由なく3回以上の欠席した場合は、評価の対象とせず、「K」評価とする
以下に示す評価方法により総合的に判定の上、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

10

小テスト（10）

1,2

授業外での評価

10

ワークノート（10）

2,3

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

理論課題（20）、実技課題（20）

1,2,3,4

その他

40

授業への取り組み（30）、グループワークでの発言等（10）

2,3,4

テキスト

「トレーニング指導者テキスト［実技編］」NPO法人 日本トレーニング指導者協会 編著,大修館書
店

参考書

「トレーニング指導者テキスト［理論編］改訂版」NPO法人 日本トレーニング指導者協会 編著,大
フィットネスエクササイズⅠ

参考書

修館書店
「トレーニング指導者テキスト［実践編］改訂版」NPO法人 日本トレーニング指導者協会 編著,大
修館書店

履修条件・他の科目との関連 特になし

フィットネスエクササイズⅠ

授業コード

13109303

授業種別

授業科目名

ストレングス＆コンディショニングⅠ

授業担当教員

河合

美和

成績担当教員

河合

美和

開講年次

1年

開講期

実務家教員による授業

実技

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
本授業では、トレーニング指導者に必要な基礎的知識およびスキルとして、ストレッチングやウォーミングアッ
プ、そしてレジスタンストレーニングの実技を中心に説明する。その中でプログラムの展開方法や指導のポイン
トについても解説する。
到達目標
１．運動・トレーニング指導者としての基礎知識が身についている
２．ストレッチングの理論を理解し、適切な指導ができる
３．ウォーミングアップとクールダウンの理論を理解し、適切な指導ができる
４．レジスタンストレーニングの基本が理解できている
授業計画
1回
2回
3回
4回
5回
6回
7回
8回
9回
10回
11回
12回
13回
14回
15回

：ガイダンス
各種運動・トレーニング指導資格について/運動・トレーニング指導者の役割
：姿勢の評価
姿勢および静的アライメントの評価
：ストレッチング（１）
ストレッチングの特性と分類/機能解剖学
：ストレッチング（２）
スタティックストレッチング（セルフ/パートナー）①上半身
：ストレッチング（３）
スタティックストレッチング（セルフ/パートナー）②下半身
：ストレッチング（４）
スタティックストレッチング（セルフ/パートナー）③体幹部
：ストレッチング（５）
ダイナミックストレッチング
：ストレッチング（６）
徒手抵抗ストレッチング
：ウォームアップとクールダウン（１）
ウォームアップの目的と効果
：ウォームアップとクールダウン（２）
一般および専門的ウォームアップ
：ウォームアップとクールダウン（３）
クールダウン/セルフケア
：レジスタンストレーニング（１） 障害予防とパフォーマンス向上のためのエクササイズ
：レジスタンストレーニング（２） 体幹トレーニング
：ストレッチング・ウォーミングアップの実技および指導スキルの確認（１）
：ストレッチング・ウォーミングアップの実技および指導スキルの確認（２）

事前事後の学習
必要に応じて、担当教員より指示する。
事前学修課題：体調管理に努めるとともに、前回の講義終了時に出された予習課題について調べてくる。
事後学修課題：授業内容を自分なりにまとめ、不明な箇所については次回質問事項として整理しておく。
課題に対するフィードバックの方法
授業中に課した課題や各種試験の評価については、本人の希望があれば翌週以降に開示することが可能
成績評価の方法・基準（方針）
正当な理由なく3回以上の欠席した場合は、評価の対象とせず、「K」評価とする
以下に示す評価方法により総合的に判定の上、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

10

小テスト（10）

1,2

授業外での評価

10

ワークノート（10）

2,3

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

理論課題（20）、実技課題（20）

1,2,3,4

その他

40

授業への取り組み（30）、グループワークでの発言等（10）

2,3,4

テキスト

「トレーニング指導者テキスト［実技編］」NPO法人 日本トレーニング指導者協会 編著,大修館書
店

参考書

「トレーニング指導者テキスト［理論編］改訂版」NPO法人 日本トレーニング指導者協会 編著,大
ストレングス＆コンディショニングⅠ

参考書

修館書店
「トレーニング指導者テキスト［実践編］改訂版」NPO法人 日本トレーニング指導者協会 編著,大
修館書店

履修条件・他の科目との関連 特になし

ストレングス＆コンディショニングⅠ

授業コード

13109304

授業種別

授業科目名

ストレングス＆コンディショニングⅠ

授業担当教員

河合

美和

成績担当教員

河合

美和

開講年次

1年

開講期

実務家教員による授業

実技

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
本授業では、トレーニング指導者に必要な基礎的知識およびスキルとして、ストレッチングやウォーミングアッ
プ、そしてレジスタンストレーニングの実技を中心に説明する。その中でプログラムの展開方法や指導のポイン
トについても解説する。
到達目標
１．運動・トレーニング指導者としての基礎知識が身についている
２．ストレッチングの理論を理解し、適切な指導ができる
３．ウォーミングアップとクールダウンの理論を理解し、適切な指導ができる
４．レジスタンストレーニングの基本が理解できている
授業計画
1回
2回
3回
4回
5回
6回
7回
8回
9回
10回
11回
12回
13回
14回
15回

：ガイダンス
各種運動・トレーニング指導資格について/運動・トレーニング指導者の役割
：姿勢の評価
姿勢および静的アライメントの評価
：ストレッチング（１）
ストレッチングの特性と分類/機能解剖学
：ストレッチング（２）
スタティックストレッチング（セルフ/パートナー）①上半身
：ストレッチング（３）
スタティックストレッチング（セルフ/パートナー）②下半身
：ストレッチング（４）
スタティックストレッチング（セルフ/パートナー）③体幹部
：ストレッチング（５）
ダイナミックストレッチング
：ストレッチング（６）
徒手抵抗ストレッチング
：ウォームアップとクールダウン（１）
ウォームアップの目的と効果
：ウォームアップとクールダウン（２）
一般および専門的ウォームアップ
：ウォームアップとクールダウン（３）
クールダウン/セルフケア
：レジスタンストレーニング（１） 障害予防とパフォーマンス向上のためのエクササイズ
：レジスタンストレーニング（２） 体幹トレーニング
：ストレッチング・ウォーミングアップの実技および指導スキルの確認（１）
：ストレッチング・ウォーミングアップの実技および指導スキルの確認（２）

事前事後の学習
必要に応じて、担当教員より指示する。
事前学修課題：体調管理に努めるとともに、前回の講義終了時に出された予習課題について調べてくる。
事後学修課題：授業内容を自分なりにまとめ、不明な箇所については次回質問事項として整理しておく。
課題に対するフィードバックの方法
授業中に課した課題や各種試験の評価については、本人の希望があれば翌週以降に開示することが可能
成績評価の方法・基準（方針）
正当な理由なく3回以上の欠席した場合は、評価の対象とせず、「K」評価とする
以下に示す評価方法により総合的に判定の上、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

10

小テスト（10）

1,2

授業外での評価

10

ワークノート（10）

2,3

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

理論課題（20）、実技課題（20）

1,2,3,4

その他

40

授業への取り組み（30）、グループワークでの発言等（10）

2,3,4

テキスト

「トレーニング指導者テキスト［実技編］」NPO法人 日本トレーニング指導者協会 編著,大修館書
店

参考書

「トレーニング指導者テキスト［理論編］改訂版」NPO法人 日本トレーニング指導者協会 編著,大
ストレングス＆コンディショニングⅠ

参考書

修館書店
「トレーニング指導者テキスト［実践編］改訂版」NPO法人 日本トレーニング指導者協会 編著,大
修館書店

履修条件・他の科目との関連 特になし

ストレングス＆コンディショニングⅠ

授業コード

13109305

授業種別

授業科目名

ストレングス＆コンディショニングⅠ

授業担当教員

本山

彩乃

成績担当教員

本山

彩乃

開講年次

1年

開講期

実務家教員による授業

実技

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
本授業では、トレーニング指導者に必要な基礎的知識およびスキルとして、ストレッチングやウォーミングアッ
プ、そしてレジスタンストレーニングの実技を中心に説明する。その中でプログラムの展開方法や指導のポイン
トについても解説する。
到達目標
１．運動・トレーニング指導者としての基礎知識が身についている
２．ストレッチングの理論を理解し、適切な指導ができる
３．ウォーミングアップとクールダウンの理論を理解し、適切な指導ができる
４．レジスタンストレーニングの基本が理解できている
授業計画
1回
2回
3回
4回
5回
6回
7回
8回
9回
10回
11回
12回
13回
14回
15回

：ガイダンス
各種運動・トレーニング指導資格について/運動・トレーニング指導者の役割
：姿勢の評価
姿勢および静的アライメントの評価
：ストレッチング（１）
ストレッチングの特性と分類/機能解剖学
：ストレッチング（２）
スタティックストレッチング（セルフ/パートナー）①上半身
：ストレッチング（３）
スタティックストレッチング（セルフ/パートナー）②下半身
：ストレッチング（４）
スタティックストレッチング（セルフ/パートナー）③体幹部
：ストレッチング（５）
ダイナミックストレッチング
：ストレッチング（６）
徒手抵抗ストレッチング
：ウォームアップとクールダウン（１）
ウォームアップの目的と効果
：ウォームアップとクールダウン（２）
一般および専門的ウォームアップ
：ウォームアップとクールダウン（３）
クールダウン/セルフケア
：レジスタンストレーニング（１） 障害予防とパフォーマンス向上のためのエクササイズ
：レジスタンストレーニング（２） 体幹トレーニング
：ストレッチング・ウォーミングアップの実技および指導スキルの確認（１）
：ストレッチング・ウォーミングアップの実技および指導スキルの確認（２）

事前事後の学習
必要に応じて、担当教員より指示する。
事前学修課題：体調管理に努めるとともに、前回の講義終了時に出された予習課題について調べてくる。
事後学修課題：授業内容を自分なりにまとめ、不明な箇所については次回質問事項として整理しておく。
課題に対するフィードバックの方法
授業中に課した課題や各種試験の評価については、本人の希望があれば翌週以降に開示することが可能
成績評価の方法・基準（方針）
正当な理由なく3回以上の欠席した場合は、評価の対象とせず、「K」評価とする
以下に示す評価方法により総合的に判定の上、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

10

小テスト（10）

1,2

授業外での評価

10

ワークノート（10）

2,3

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

理論課題（20）、実技課題（20）

1,2,3,4

その他

40

授業への取り組み（30）、グループワークでの発言等（10）

2,3,4

テキスト

「トレーニング指導者テキスト［実技編］」NPO法人 日本トレーニング指導者協会 編著,大修館書
店

参考書

「トレーニング指導者テキスト［理論編］改訂版」NPO法人 日本トレーニング指導者協会 編著,大
ストレングス＆コンディショニングⅠ

参考書

修館書店
「トレーニング指導者テキスト［実践編］改訂版」NPO法人 日本トレーニング指導者協会 編著,大
修館書店

履修条件・他の科目との関連 特になし

ストレングス＆コンディショニングⅠ

授業コード

13109306

授業種別

授業科目名

ストレングス＆コンディショニングⅠ

授業担当教員

本山

彩乃

成績担当教員

本山

彩乃

開講年次

1年

開講期

実務家教員による授業

実技

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
本授業では、トレーニング指導者に必要な基礎的知識およびスキルとして、ストレッチングやウォーミングアッ
プ、そしてレジスタンストレーニングの実技を中心に説明する。その中でプログラムの展開方法や指導のポイン
トについても解説する。
到達目標
１．運動・トレーニング指導者としての基礎知識が身についている
２．ストレッチングの理論を理解し、適切な指導ができる
３．ウォーミングアップとクールダウンの理論を理解し、適切な指導ができる
４．レジスタンストレーニングの基本が理解できている
授業計画
1回
2回
3回
4回
5回
6回
7回
8回
9回
10回
11回
12回
13回
14回
15回

：ガイダンス
各種運動・トレーニング指導資格について/運動・トレーニング指導者の役割
：姿勢の評価
姿勢および静的アライメントの評価
：ストレッチング（１）
ストレッチングの特性と分類/機能解剖学
：ストレッチング（２）
スタティックストレッチング（セルフ/パートナー）①上半身
：ストレッチング（３）
スタティックストレッチング（セルフ/パートナー）②下半身
：ストレッチング（４）
スタティックストレッチング（セルフ/パートナー）③体幹部
：ストレッチング（５）
ダイナミックストレッチング
：ストレッチング（６）
徒手抵抗ストレッチング
：ウォームアップとクールダウン（１）
ウォームアップの目的と効果
：ウォームアップとクールダウン（２）
一般および専門的ウォームアップ
：ウォームアップとクールダウン（３）
クールダウン/セルフケア
：レジスタンストレーニング（１） 障害予防とパフォーマンス向上のためのエクササイズ
：レジスタンストレーニング（２） 体幹トレーニング
：ストレッチング・ウォーミングアップの実技および指導スキルの確認（１）
：ストレッチング・ウォーミングアップの実技および指導スキルの確認（２）

事前事後の学習
必要に応じて、担当教員より指示する。
事前学修課題：体調管理に努めるとともに、前回の講義終了時に出された予習課題について調べてくる。
事後学修課題：授業内容を自分なりにまとめ、不明な箇所については次回質問事項として整理しておく。
課題に対するフィードバックの方法
授業中に課した課題や各種試験の評価については、本人の希望があれば翌週以降に開示することが可能
成績評価の方法・基準（方針）
正当な理由なく3回以上の欠席した場合は、評価の対象とせず、「K」評価とする
以下に示す評価方法により総合的に判定の上、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

10

小テスト（10）

1,2

授業外での評価

10

ワークノート（10）

2,3

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

理論課題（20）、実技課題（20）

1,2,3,4

その他

40

授業への取り組み（30）、グループワークでの発言等（10）

2,3,4

テキスト

「トレーニング指導者テキスト［実技編］」NPO法人 日本トレーニング指導者協会 編著,大修館書
店

参考書

「トレーニング指導者テキスト［理論編］改訂版」NPO法人 日本トレーニング指導者協会 編著,大
ストレングス＆コンディショニングⅠ

参考書

修館書店
「トレーニング指導者テキスト［実践編］改訂版」NPO法人 日本トレーニング指導者協会 編著,大
修館書店

履修条件・他の科目との関連 特になし

ストレングス＆コンディショニングⅠ

授業コード

13109401

授業種別

授業科目名

ストレングス＆コンディショニングⅡ

授業担当教員

岸本

恵一

成績担当教員

岸本

恵一

開講年次

1年

開講期

実務家教員による授業

実技

後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
スポーツ障害予防および競技力向上などを目的とする筋力・パワー向上のためのレジスタンストレーニングを実
技形式で実施する。本授業では、トレーニング指導者として必要な基礎知識や正しいトレーニングテクニックを
中心に説明し、プログラム作成や指導スキルの重要なポイントについて解説する。また、筋力・パワーの測定と
評価からフィードバックまでの流れを学修することで、様々なフィールドで活躍するための実践的指導スキルを
習得することを目指します。
到達目標
１．レジスタンストレーニングの種目を理解し、デモンストレーションや指導ができる
２．パワートレーニングの種目を理解し、デモンストレーションや指導ができる
３．筋力・パワー向上のためのトレーニングプログラムを作成することができる
４．筋力・パワーを測定し、評価、フィードバックできる
授業計画
1回 ：ガイダンス
トレーニングの用語の理解および授業の進め方や評価方法など
2回 ：レジスタンストレーニング
レジスタンストレーニングの基礎理論およびプログラム作成の基礎
3回 ：レジスタンストレーニングの実際（１）
ビッグ3（ベンチプレス、スクワット、デッドリフト）
4回 ：レジスタンストレーニングの実際（２）
上半身のレジスタンストレーニング（胸、肩）
5回 ：レジスタンストレーニングの実際（３）
上半身のレジスタンストレーニング（背、腕）
6回 ：レジスタンストレーニングの実際（４）
下半身のレジスタンストレーニング①
7回 ：レジスタンストレーニングの実際（５）
下半身のレジスタンストレーニング②
8回 ：レジスタンストレーニングの実際（６）
体幹部のレジスタンストレーニング
9回 ：パワー向上のためのトレーニング（１）
オリンピックリフティング（スナッチ）
10回 ：パワー向上のためのトレーニング（２）
オリンピックリフティング（クリーン）
11回 ：パワー向上のためのトレーニング（３）
その他のパワートレーニング/プライオメトリクストレーニ
ング
12回 ：パワー向上のためのトレーニング（４）
様々な対象へのパワートレーニング/プログラム作成とその
注意点
13回 ：筋力・パワーの測定と評価（１）
トレーニング指導における測定データの活用
14回 ：筋力・パワーの測定と評価（２）
測定データの分析（統計処理）とフィードバック
15回 ：まとめ
レジスタンストレーニングのデモンストレーションおよび指導
事前事後の学習
必要に応じて、担当教員より指示する。
事前学修課題：体調管理に努めるとともに、前回の講義終了時に出された予習課題について調べてくる。
事後学修課題：授業内容を自分なりにまとめ、不明な箇所については次回質問事項として整理しておく。
課題に対するフィードバックの方法
授業中に課した課題や各種試験の評価については、本人の希望があれば翌週以降に開示することが可能
成績評価の方法・基準（方針）
正当な理由なく3回以上の欠席した場合は、評価の対象とせず、「K」評価とする
以下に示す評価方法により総合的に判定の上、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

10

小テスト（10）

1,2

授業外での評価

10

ワークノート（10）

1,3

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

理論課題（20）、実技課題（20）

1,2,3,4

その他

40

授業への取り組み（30）、グループワークでの発言等（10）

1,2

ストレングス＆コンディショニングⅡ

テキスト

「トレーニング指導者テキスト［実技編］」NPO法人 日本トレーニング指導者協会 編著,大修館書
店

参考書

「トレーニング指導者テキスト［理論編］改訂版」NPO法人 日本トレーニング指導者協会 編著,大
修館書店
「トレーニング指導者テキスト［実践編］改訂版」NPO法人 日本トレーニング指導者協会 編著,大
修館書店

履修条件・他の科目との関連 積極的に実技を実践できることが必要となる。

ストレングス＆コンディショニングⅡ

授業コード

13109402

授業種別

授業科目名

ストレングス＆コンディショニングⅡ

授業担当教員

岸本

恵一

成績担当教員

岸本

恵一

開講年次

1年

開講期

実務家教員による授業

実技

後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
スポーツ障害予防および競技力向上などを目的とする筋力・パワー向上のためのレジスタンストレーニングを実
技形式で実施する。本授業では、トレーニング指導者として必要な基礎知識や正しいトレーニングテクニックを
中心に説明し、プログラム作成や指導スキルの重要なポイントについて解説する。また、筋力・パワーの測定と
評価からフィードバックまでの流れを学修することで、様々なフィールドで活躍するための実践的指導スキルを
習得することを目指します。
到達目標
１．レジスタンストレーニングの種目を理解し、デモンストレーションや指導ができる
２．パワートレーニングの種目を理解し、デモンストレーションや指導ができる
３．筋力・パワー向上のためのトレーニングプログラムを作成することができる
４．筋力・パワーを測定し、評価、フィードバックできる
授業計画
1回 ：ガイダンス
トレーニングの用語の理解および授業の進め方や評価方法など
2回 ：レジスタンストレーニング
レジスタンストレーニングの基礎理論およびプログラム作成の基礎
3回 ：レジスタンストレーニングの実際（１）
ビッグ3（ベンチプレス、スクワット、デッドリフト）
4回 ：レジスタンストレーニングの実際（２）
上半身のレジスタンストレーニング（胸、肩）
5回 ：レジスタンストレーニングの実際（３）
上半身のレジスタンストレーニング（背、腕）
6回 ：レジスタンストレーニングの実際（４）
下半身のレジスタンストレーニング①
7回 ：レジスタンストレーニングの実際（５）
下半身のレジスタンストレーニング②
8回 ：レジスタンストレーニングの実際（６）
体幹部のレジスタンストレーニング
9回 ：パワー向上のためのトレーニング（１）
オリンピックリフティング（スナッチ）
10回 ：パワー向上のためのトレーニング（２）
オリンピックリフティング（クリーン）
11回 ：パワー向上のためのトレーニング（３）
その他のパワートレーニング/プライオメトリクストレーニ
ング
12回 ：パワー向上のためのトレーニング（４）
様々な対象へのパワートレーニング/プログラム作成とその
注意点
13回 ：筋力・パワーの測定と評価（１）
トレーニング指導における測定データの活用
14回 ：筋力・パワーの測定と評価（２）
測定データの分析（統計処理）とフィードバック
15回 ：まとめ
レジスタンストレーニングのデモンストレーションおよび指導
事前事後の学習
必要に応じて、担当教員より指示する。
事前学修課題：体調管理に努めるとともに、前回の講義終了時に出された予習課題について調べてくる。
事後学修課題：授業内容を自分なりにまとめ、不明な箇所については次回質問事項として整理しておく。
課題に対するフィードバックの方法
授業中に課した課題や各種試験の評価については、本人の希望があれば翌週以降に開示することが可能
成績評価の方法・基準（方針）
正当な理由なく3回以上の欠席した場合は、評価の対象とせず、「K」評価とする
以下に示す評価方法により総合的に判定の上、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

10

小テスト（10）

1,2

授業外での評価

10

ワークノート（10）

1,3

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

理論課題（20）、実技課題（20）

1,2,3,4

その他

40

授業への取り組み（30）、グループワークでの発言等（10）

1,2

ストレングス＆コンディショニングⅡ

テキスト

「トレーニング指導者テキスト［実技編］」NPO法人 日本トレーニング指導者協会 編著,大修館書
店

参考書

「トレーニング指導者テキスト［理論編］改訂版」NPO法人 日本トレーニング指導者協会 編著,大
修館書店
「トレーニング指導者テキスト［実践編］改訂版」NPO法人 日本トレーニング指導者協会 編著,大
修館書店

履修条件・他の科目との関連 積極的に実技を実践できることが必要となる。

ストレングス＆コンディショニングⅡ

授業コード

13109403

授業種別

授業科目名

ストレングス＆コンディショニングⅡ

授業担当教員

田中

淳

成績担当教員

田中

淳

開講年次

1年

開講期

実務家教員による授業

実技

後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
スポーツ障害予防および競技力向上などを目的とする筋力・パワー向上のためのレジスタンストレーニングを実
技形式で実施する。本授業では、トレーニング指導者として必要な基礎知識や正しいトレーニングテクニックを
中心に説明し、プログラム作成や指導スキルの重要なポイントについて解説する。また、筋力・パワーの測定と
評価からフィードバックまでの流れを学修することで、様々なフィールドで活躍するための実践的指導スキルを
習得することを目指します。
到達目標
１．レジスタンストレーニングの種目を理解し、デモンストレーションや指導ができる
２．パワートレーニングの種目を理解し、デモンストレーションや指導ができる
３．筋力・パワー向上のためのトレーニングプログラムを作成することができる
４．筋力・パワーを測定し、評価、フィードバックできる
授業計画
1回 ：ガイダンス
トレーニングの用語の理解および授業の進め方や評価方法など
2回 ：レジスタンストレーニング
レジスタンストレーニングの基礎理論およびプログラム作成の基礎
3回 ：レジスタンストレーニングの実際（１）
ビッグ3（ベンチプレス、スクワット、デッドリフト）
4回 ：レジスタンストレーニングの実際（２）
上半身のレジスタンストレーニング（胸、肩）
5回 ：レジスタンストレーニングの実際（３）
上半身のレジスタンストレーニング（背、腕）
6回 ：レジスタンストレーニングの実際（４）
下半身のレジスタンストレーニング①
7回 ：レジスタンストレーニングの実際（５）
下半身のレジスタンストレーニング②
8回 ：レジスタンストレーニングの実際（６）
体幹部のレジスタンストレーニング
9回 ：パワー向上のためのトレーニング（１）
オリンピックリフティング（スナッチ）
10回 ：パワー向上のためのトレーニング（２）
オリンピックリフティング（クリーン）
11回 ：パワー向上のためのトレーニング（３）
その他のパワートレーニング/プライオメトリクストレーニ
ング
12回 ：パワー向上のためのトレーニング（４）
様々な対象へのパワートレーニング/プログラム作成とその
注意点
13回 ：筋力・パワーの測定と評価（１）
トレーニング指導における測定データの活用
14回 ：筋力・パワーの測定と評価（２）
測定データの分析（統計処理）とフィードバック
15回 ：まとめ
レジスタンストレーニングのデモンストレーションおよび指導
事前事後の学習
必要に応じて、担当教員より指示する。
事前学修課題：体調管理に努めるとともに、前回の講義終了時に出された予習課題について調べてくる。
事後学修課題：授業内容を自分なりにまとめ、不明な箇所については次回質問事項として整理しておく。
課題に対するフィードバックの方法
授業中に課した課題や各種試験の評価については、本人の希望があれば翌週以降に開示することが可能
成績評価の方法・基準（方針）
正当な理由なく3回以上の欠席した場合は、評価の対象とせず、「K」評価とする
以下に示す評価方法により総合的に判定の上、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

10

小テスト（10）

1,2

授業外での評価

10

ワークノート（10）

1,3

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

理論課題（20）、実技課題（20）

1,2,3,4

その他

40

授業への取り組み（30）、グループワークでの発言等（10）

1,2

ストレングス＆コンディショニングⅡ

テキスト

「トレーニング指導者テキスト［実技編］」NPO法人 日本トレーニング指導者協会 編著,大修館書
店

参考書

「トレーニング指導者テキスト［理論編］改訂版」NPO法人 日本トレーニング指導者協会 編著,大
修館書店
「トレーニング指導者テキスト［実践編］改訂版」NPO法人 日本トレーニング指導者協会 編著,大
修館書店

履修条件・他の科目との関連 積極的に実技を実践できることが必要となる。

ストレングス＆コンディショニングⅡ

授業コード

13109404

授業種別

授業科目名

ストレングス＆コンディショニングⅡ

授業担当教員

田中

淳

成績担当教員

田中

淳

開講年次

1年

開講期

実務家教員による授業

実技

後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
スポーツ障害予防および競技力向上などを目的とする筋力・パワー向上のためのレジスタンストレーニングを実
技形式で実施する。本授業では、トレーニング指導者として必要な基礎知識や正しいトレーニングテクニックを
中心に説明し、プログラム作成や指導スキルの重要なポイントについて解説する。また、筋力・パワーの測定と
評価からフィードバックまでの流れを学修することで、様々なフィールドで活躍するための実践的指導スキルを
習得することを目指します。
到達目標
１．レジスタンストレーニングの種目を理解し、デモンストレーションや指導ができる
２．パワートレーニングの種目を理解し、デモンストレーションや指導ができる
３．筋力・パワー向上のためのトレーニングプログラムを作成することができる
４．筋力・パワーを測定し、評価、フィードバックできる
授業計画
1回 ：ガイダンス
トレーニングの用語の理解および授業の進め方や評価方法など
2回 ：レジスタンストレーニング
レジスタンストレーニングの基礎理論およびプログラム作成の基礎
3回 ：レジスタンストレーニングの実際（１）
ビッグ3（ベンチプレス、スクワット、デッドリフト）
4回 ：レジスタンストレーニングの実際（２）
上半身のレジスタンストレーニング（胸、肩）
5回 ：レジスタンストレーニングの実際（３）
上半身のレジスタンストレーニング（背、腕）
6回 ：レジスタンストレーニングの実際（４）
下半身のレジスタンストレーニング①
7回 ：レジスタンストレーニングの実際（５）
下半身のレジスタンストレーニング②
8回 ：レジスタンストレーニングの実際（６）
体幹部のレジスタンストレーニング
9回 ：パワー向上のためのトレーニング（１）
オリンピックリフティング（スナッチ）
10回 ：パワー向上のためのトレーニング（２）
オリンピックリフティング（クリーン）
11回 ：パワー向上のためのトレーニング（３）
その他のパワートレーニング/プライオメトリクストレーニ
ング
12回 ：パワー向上のためのトレーニング（４）
様々な対象へのパワートレーニング/プログラム作成とその
注意点
13回 ：筋力・パワーの測定と評価（１）
トレーニング指導における測定データの活用
14回 ：筋力・パワーの測定と評価（２）
測定データの分析（統計処理）とフィードバック
15回 ：まとめ
レジスタンストレーニングのデモンストレーションおよび指導
事前事後の学習
必要に応じて、担当教員より指示する。
事前学修課題：体調管理に努めるとともに、前回の講義終了時に出された予習課題について調べてくる。
事後学修課題：授業内容を自分なりにまとめ、不明な箇所については次回質問事項として整理しておく。
課題に対するフィードバックの方法
授業中に課した課題や各種試験の評価については、本人の希望があれば翌週以降に開示することが可能
成績評価の方法・基準（方針）
正当な理由なく3回以上の欠席した場合は、評価の対象とせず、「K」評価とする
以下に示す評価方法により総合的に判定の上、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

10

小テスト（10）

1,2

授業外での評価

10

ワークノート（10）

1,3

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

理論課題（20）、実技課題（20）

1,2,3,4

その他

40

授業への取り組み（30）、グループワークでの発言等（10）

1,2

ストレングス＆コンディショニングⅡ

テキスト

「トレーニング指導者テキスト［実技編］」NPO法人 日本トレーニング指導者協会 編著,大修館書
店

参考書

「トレーニング指導者テキスト［理論編］改訂版」NPO法人 日本トレーニング指導者協会 編著,大
修館書店
「トレーニング指導者テキスト［実践編］改訂版」NPO法人 日本トレーニング指導者協会 編著,大
修館書店

履修条件・他の科目との関連 積極的に実技を実践できることが必要となる。

ストレングス＆コンディショニングⅡ

授業コード

13080201

授業種別

授業科目名

フィットネスエクササイズⅡ

授業担当教員

本山

彩乃

成績担当教員

本山

彩乃

開講年次

1年

実務家教員による授業

実技

開講期

後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
運動を開始する前のチェックとして体力測定の実際とその評価方法を学ぶ。
また、フィットネスエクササイズⅠで学んだことを踏まえ、エアロビックダンスエクササイズの運動強度を理解
し、プログラムの展開方法を学ぶ。
更に、エアロビックダンスエクササイズの動きや筋コンディショニングを学び、動きのトレーニングを積むこと
で、一層洗練された指導力を体得する。
同時に指導者としてのテクニックの獲得を目標にキューイングを練習し習得する。
到達目標
１、新体力テストの測定を実践することが出来る。
２、介護予防に関連した測定を実践することが出来る。
３、エアロビックダンスエクササイズの基礎的な指導と実践が出来る。
４、レジスタンストレーニングの基礎的な指導と実践が出来る。
授業計画
＜1回目＞
オリエンテーション
・授業内容、評価方法の説明
＜２回目＞
新体力テストの測定方法と実践
・３つの新体力テストの測定方法を知り、実際に測定を行う
＜３回目＞
新体力テストの測定方法と実践
・３つの新体力テストの測定方法をしり、実際に測定を行う
＜４回目＞
中高年のフィールドテストの実践
・フィールドテストの内容を理解し、実際に測定を行う
＜５回目＞
高齢者及び介護予防に関連した測定と実践
・高齢者、介護予防について特徴を知り、実際に測定を行う
＜６回目＞
測定効果の評価とフィードバック
・測定した内容をまとめ、効果と対策を考えまとめる
＜７回目＞
エアロビックダンスエクササイズの指導の実際
・エアロビックダンスの特徴を知り、リズムの取り方や基本ステップを習得する
＜８回目＞
エアロビックダンスエクササイズの指導の実際
・エアロビックダンスを実際に体験し、基本ステップの習得と指導の仕方を理解する
＜９回目＞
エアロビックダンスエクササイズの指導の実際
・エアロビックダンスに必要な指導（キューイング）を理解し、練習し習得する
＜１０回目＞
エアロビックダンスエクササイズの指導の実際
・キューイングを練習し、様々な動きに対して指導できるように練習し習得する。
＜１１回目＞
エアロビックダンスエクササイズとレジスタンストレーニング
フィットネスエクササイズⅡ

・エアロビックダンスのプログラムを構成し指導できるように練習する
・自重でのレジスタンストレーニングを体験し動けるようにする
＜１２回目＞
エアロビックダンスエクササイズとレジスタンストレーニング
・構成したエアロビックダンスの指導を練習し、最終修正と確認をする
・自重でのレジスタンストーレニングを体験し動けるようにする
＜１３回目＞
エアロビックダンスエクササイズのテスト
・構成したエアロビックダンスを前に出て指導する
＜１４回目＞
レジスタンストレーニングのテスト
・指定されたレジスタンストレーニングを前に出て指導する
＜１５回目＞
まとめ
・新体力テスト、エアロビックダンスエクササイズ、レジスタンストレーニングまとめ
事前事後の学習
必要に応じて、担当教員より指示する。
＜１〜６回目＞
授業内で説明した内容や測定結果をまとめる
＜７〜１０回目＞
授業内で説明した内容をまとめ、動きや指導が習得できるように練習する
＜１１〜１５回目＞
・授業内で説明した内容をまとめ、動きや指導が正確にできるように練習する
・トレーニングの場所と内容を一致させ、正確に動けるように、指導ができるように練習する
課題に対するフィードバックの方法
実技試験に対する評価は本人の希望があれば翌週以降に開示することが可能
動きのチェックは、毎回本人の希望があればチェックすることが可能
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

70

平常点・授業態度(30)
エアロビックダンス実技試験(20)
レジスタンストレーニング実技試験(20)

1.2.3.4

授業外での評価

10

提出物（10）

1.2

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

レポート（20）

1.2.3.4

その他

0

テキスト

必要に応じてプリントを渡します

参考書

必要に応じて授業の中で紹介します

履修条件・他の科目との関連 3回以上の欠席は評価対象外とする。
5分以上の遅刻及び早退は2回で1回欠席とし、事由のない欠席は認めない。
服装は運動に適したものを着用し、室内シューズが必要。
外靴で室内に入った場合は欠席扱いとする。
ノートは毎授業時に持参すること。

フィットネスエクササイズⅡ

授業コード

13084301

授業種別

授業科目名

アスレティックトレーニングⅠ

授業担当教員

生方

美奈子

成績担当教員

生方

美奈子

開講年次

2年

開講期

実務家教員による授業

実技

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
スポーツ障害予防および競技力向上などを目的とする筋力・パワー向上のためのレジスタンストレーニングを実
技形式で実施する。本授業では、トレーニング指導者として必要な基礎知識や正しいトレーニングテクニックを
中心に説明し、プログラム作成や指導スキルの重要なポイントについて解説する。また、筋力・パワーの測定と
評価からフィードバックまでの流れを学修することで、様々なフィールドで活躍するための実践的指導スキルを
習得することを目指します。
到達目標
１．レジスタンストレーニングの種目を理解し、デモンストレーションや指導ができる
２．パワートレーニングの種目を理解し、デモンストレーションや指導ができる
３．筋力・パワー向上のためのトレーニングプログラムを作成することができる
４．筋力・パワーを測定し、評価、フィードバックできる
授業計画
1回 ：ガイダンス
トレーニングの用語の理解および授業の進め方や評価方法など
2回 ：レジスタンストレーニング
レジスタンストレーニングの基礎理論およびプログラム作成の基礎
3回 ：レジスタンストレーニングの実際（１）
ビッグ3（ベンチプレス、スクワット、デッドリフト）
4回 ：レジスタンストレーニングの実際（２）
上半身のレジスタンストレーニング①（胸、肩）
5回 ：レジスタンストレーニングの実際（３）
上半身のレジスタンストレーニング②（背、腕）
6回 ：レジスタンストレーニングの実際（４）
下半身のレジスタンストレーニング①
7回 ：レジスタンストレーニングの実際（５）
下半身のレジスタンストレーニング②
8回 ：レジスタンストレーニングの実際（６）
体幹部のレジスタンストレーニング
9回 ：パワー向上のためのトレーニング（１）
オリンピックリフティング（スナッチ）
10回 ：パワー向上のためのトレーニング（２）
オリンピックリフティング（クリーン）
11回 ：パワー向上のためのトレーニング（３）
その他のパワートレーニング/プライオメトリクストレーニ
ング
12回 ：パワー向上のためのトレーニング（４）
様々な対象へのパワートレーニング/プログラム作成とその
注意点
13回 ：筋力・パワーの測定と評価（１）
トレーニング指導における測定データの活用
14回 ：筋力・パワーの測定と評価（２）
測定データの分析（統計処理）とフィードバック
15回 ：まとめ
レジスタンストレーニングのデモンストレーションおよび指導
事前事後の学習
必要に応じて、担当教員より指示する。
事前学修課題：体調管理に努めるとともに、前回の講義終了時に出された予習課題について調べてくる。
事後学修課題：授業内容を自分なりにまとめ、不明な箇所については次回質問事項として整理しておく。
課題に対するフィードバックの方法
授業中に課した課題や各種試験の評価については、本人の希望があれば翌週以降に開示することが可能
成績評価の方法・基準（方針）
正当な理由なく3回以上の欠席した場合は、評価の対象とせず、「K」評価とする
以下に示す評価方法により総合的に判定の上、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

10

小テスト（10）

1,2

授業外での評価

10

ワークノート（10）

1,3

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

理論課題（20）、実技課題（20）

1,2,3,4

その他

40

授業への取り組み（30）、グループワークでの発言等（10）

1,2

アスレティックトレーニングⅠ

テキスト

「トレーニング指導者テキスト［実技編］」NPO法人 日本トレーニング指導者協会 編著,大修館書
店

参考書

「トレーニング指導者テキスト［理論編］改訂版」NPO法人 日本トレーニング指導者協会 編著,大
修館書店
「トレーニング指導者テキスト［実践編］改訂版」NPO法人 日本トレーニング指導者協会 編著,大
修館書店

履修条件・他の科目との関連 積極的に実技を実践できることが必要となる。

アスレティックトレーニングⅠ

授業コード

13084302

授業種別

授業科目名

アスレティックトレーニングⅠ

授業担当教員

生方

美奈子

成績担当教員

生方

美奈子

開講年次

2年

開講期

実務家教員による授業

実技

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
スポーツ障害予防および競技力向上などを目的とする筋力・パワー向上のためのレジスタンストレーニングを実
技形式で実施する。本授業では、トレーニング指導者として必要な基礎知識や正しいトレーニングテクニックを
中心に説明し、プログラム作成や指導スキルの重要なポイントについて解説する。また、筋力・パワーの測定と
評価からフィードバックまでの流れを学修することで、様々なフィールドで活躍するための実践的指導スキルを
習得することを目指します。
到達目標
１．レジスタンストレーニングの種目を理解し、デモンストレーションや指導ができる
２．パワートレーニングの種目を理解し、デモンストレーションや指導ができる
３．筋力・パワー向上のためのトレーニングプログラムを作成することができる
４．筋力・パワーを測定し、評価、フィードバックできる
授業計画
1回 ：ガイダンス
トレーニングの用語の理解および授業の進め方や評価方法など
2回 ：レジスタンストレーニング
レジスタンストレーニングの基礎理論およびプログラム作成の基礎
3回 ：レジスタンストレーニングの実際（１）
ビッグ3（ベンチプレス、スクワット、デッドリフト）
4回 ：レジスタンストレーニングの実際（２）
上半身のレジスタンストレーニング①（胸、肩）
5回 ：レジスタンストレーニングの実際（３）
上半身のレジスタンストレーニング②（背、腕）
6回 ：レジスタンストレーニングの実際（４）
下半身のレジスタンストレーニング①
7回 ：レジスタンストレーニングの実際（５）
下半身のレジスタンストレーニング②
8回 ：レジスタンストレーニングの実際（６）
体幹部のレジスタンストレーニング
9回 ：パワー向上のためのトレーニング（１）
オリンピックリフティング（スナッチ）
10回 ：パワー向上のためのトレーニング（２）
オリンピックリフティング（クリーン）
11回 ：パワー向上のためのトレーニング（３）
その他のパワートレーニング/プライオメトリクストレーニ
ング
12回 ：パワー向上のためのトレーニング（４）
様々な対象へのパワートレーニング/プログラム作成とその
注意点
13回 ：筋力・パワーの測定と評価（１）
トレーニング指導における測定データの活用
14回 ：筋力・パワーの測定と評価（２）
測定データの分析（統計処理）とフィードバック
15回 ：まとめ
レジスタンストレーニングのデモンストレーションおよび指導
事前事後の学習
必要に応じて、担当教員より指示する。
事前学修課題：体調管理に努めるとともに、前回の講義終了時に出された予習課題について調べてくる。
事後学修課題：授業内容を自分なりにまとめ、不明な箇所については次回質問事項として整理しておく。
課題に対するフィードバックの方法
授業中に課した課題や各種試験の評価については、本人の希望があれば翌週以降に開示することが可能
成績評価の方法・基準（方針）
正当な理由なく3回以上の欠席した場合は、評価の対象とせず、「K」評価とする
以下に示す評価方法により総合的に判定の上、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

10

小テスト（10）

1,2

授業外での評価

10

ワークノート（10）

1,3

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

理論課題（20）、実技課題（20）

1,2,3,4

その他

40

授業への取り組み（30）、グループワークでの発言等（10）

1,2

アスレティックトレーニングⅠ

テキスト

「トレーニング指導者テキスト［実技編］」NPO法人 日本トレーニング指導者協会 編著,大修館書
店

参考書

「トレーニング指導者テキスト［理論編］改訂版」NPO法人 日本トレーニング指導者協会 編著,大
修館書店
「トレーニング指導者テキスト［実践編］改訂版」NPO法人 日本トレーニング指導者協会 編著,大
修館書店

履修条件・他の科目との関連 積極的に実技を実践できることが必要となる。

アスレティックトレーニングⅠ

授業コード

13084303

授業種別

授業科目名

アスレティックトレーニングⅠ

授業担当教員

生方

美奈子

成績担当教員

生方

美奈子

開講年次

2年

開講期

実務家教員による授業

実技

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
スポーツ障害予防および競技力向上などを目的とする筋力・パワー向上のためのレジスタンストレーニングを実
技形式で実施する。本授業では、トレーニング指導者として必要な基礎知識や正しいトレーニングテクニックを
中心に説明し、プログラム作成や指導スキルの重要なポイントについて解説する。また、筋力・パワーの測定と
評価からフィードバックまでの流れを学修することで、様々なフィールドで活躍するための実践的指導スキルを
習得することを目指します。
到達目標
１．レジスタンストレーニングの種目を理解し、デモンストレーションや指導ができる
２．パワートレーニングの種目を理解し、デモンストレーションや指導ができる
３．筋力・パワー向上のためのトレーニングプログラムを作成することができる
４．筋力・パワーを測定し、評価、フィードバックできる
授業計画
1回 ：ガイダンス
トレーニングの用語の理解および授業の進め方や評価方法など
2回 ：レジスタンストレーニング
レジスタンストレーニングの基礎理論およびプログラム作成の基礎
3回 ：レジスタンストレーニングの実際（１）
ビッグ3（ベンチプレス、スクワット、デッドリフト）
4回 ：レジスタンストレーニングの実際（２）
上半身のレジスタンストレーニング①（胸、肩）
5回 ：レジスタンストレーニングの実際（３）
上半身のレジスタンストレーニング②（背、腕）
6回 ：レジスタンストレーニングの実際（４）
下半身のレジスタンストレーニング①
7回 ：レジスタンストレーニングの実際（５）
下半身のレジスタンストレーニング②
8回 ：レジスタンストレーニングの実際（６）
体幹部のレジスタンストレーニング
9回 ：パワー向上のためのトレーニング（１）
オリンピックリフティング（スナッチ）
10回 ：パワー向上のためのトレーニング（２）
オリンピックリフティング（クリーン）
11回 ：パワー向上のためのトレーニング（３）
その他のパワートレーニング/プライオメトリクストレーニ
ング
12回 ：パワー向上のためのトレーニング（４）
様々な対象へのパワートレーニング/プログラム作成とその
注意点
13回 ：筋力・パワーの測定と評価（１）
トレーニング指導における測定データの活用
14回 ：筋力・パワーの測定と評価（２）
測定データの分析（統計処理）とフィードバック
15回 ：まとめ
レジスタンストレーニングのデモンストレーションおよび指導
事前事後の学習
必要に応じて、担当教員より指示する。
事前学修課題：体調管理に努めるとともに、前回の講義終了時に出された予習課題について調べてくる。
事後学修課題：授業内容を自分なりにまとめ、不明な箇所については次回質問事項として整理しておく。
課題に対するフィードバックの方法
授業中に課した課題や各種試験の評価については、本人の希望があれば翌週以降に開示することが可能
成績評価の方法・基準（方針）
正当な理由なく3回以上の欠席した場合は、評価の対象とせず、「K」評価とする
以下に示す評価方法により総合的に判定の上、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

10

小テスト（10）

1,2

授業外での評価

10

ワークノート（10）

1,3

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

理論課題（20）、実技課題（20）

1,2,3,4

その他

40

授業への取り組み（30）、グループワークでの発言等（10）

1,2

アスレティックトレーニングⅠ

テキスト

「トレーニング指導者テキスト［実技編］」NPO法人 日本トレーニング指導者協会 編著,大修館書
店

参考書

「トレーニング指導者テキスト［理論編］改訂版」NPO法人 日本トレーニング指導者協会 編著,大
修館書店
「トレーニング指導者テキスト［実践編］改訂版」NPO法人 日本トレーニング指導者協会 編著,大
修館書店

履修条件・他の科目との関連 積極的に実技を実践できることが必要となる。

アスレティックトレーニングⅠ

授業コード

13084304

授業種別

授業科目名

アスレティックトレーニングⅠ

授業担当教員

田中

淳

成績担当教員

田中

淳

開講年次

2年

開講期

実務家教員による授業

実技

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
スポーツ障害予防および競技力向上などを目的とする筋力・パワー向上のためのレジスタンストレーニングを実
技形式で実施する。本授業では、トレーニング指導者として必要な基礎知識や正しいトレーニングテクニックを
中心に説明し、プログラム作成や指導スキルの重要なポイントについて解説する。また、筋力・パワーの測定と
評価からフィードバックまでの流れを学修することで、様々なフィールドで活躍するための実践的指導スキルを
習得することを目指します。
到達目標
１．レジスタンストレーニングの種目を理解し、デモンストレーションや指導ができる
２．パワートレーニングの種目を理解し、デモンストレーションや指導ができる
３．筋力・パワー向上のためのトレーニングプログラムを作成することができる
４．筋力・パワーを測定し、評価、フィードバックできる
授業計画
1回 ：ガイダンス
トレーニングの用語の理解および授業の進め方や評価方法など
2回 ：レジスタンストレーニング
レジスタンストレーニングの基礎理論およびプログラム作成の基礎
3回 ：レジスタンストレーニングの実際（１）
ビッグ3（ベンチプレス、スクワット、デッドリフト）
4回 ：レジスタンストレーニングの実際（２）
上半身のレジスタンストレーニング①（胸、肩）
5回 ：レジスタンストレーニングの実際（３）
上半身のレジスタンストレーニング②（背、腕）
6回 ：レジスタンストレーニングの実際（４）
下半身のレジスタンストレーニング①
7回 ：レジスタンストレーニングの実際（５）
下半身のレジスタンストレーニング②
8回 ：レジスタンストレーニングの実際（６）
体幹部のレジスタンストレーニング
9回 ：パワー向上のためのトレーニング（１）
オリンピックリフティング（スナッチ）
10回 ：パワー向上のためのトレーニング（２）
オリンピックリフティング（クリーン）
11回 ：パワー向上のためのトレーニング（３）
その他のパワートレーニング/プライオメトリクストレーニ
ング
12回 ：パワー向上のためのトレーニング（４）
様々な対象へのパワートレーニング/プログラム作成とその
注意点
13回 ：筋力・パワーの測定と評価（１）
トレーニング指導における測定データの活用
14回 ：筋力・パワーの測定と評価（２）
測定データの分析（統計処理）とフィードバック
15回 ：まとめ
レジスタンストレーニングのデモンストレーションおよび指導
事前事後の学習
必要に応じて、担当教員より指示する。
事前学修課題：体調管理に努めるとともに、前回の講義終了時に出された予習課題について調べてくる。
事後学修課題：授業内容を自分なりにまとめ、不明な箇所については次回質問事項として整理しておく。
課題に対するフィードバックの方法
授業中に課した課題や各種試験の評価については、本人の希望があれば翌週以降に開示することが可能
成績評価の方法・基準（方針）
正当な理由なく3回以上の欠席した場合は、評価の対象とせず、「K」評価とする
以下に示す評価方法により総合的に判定の上、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

10

小テスト（10）

1,2

授業外での評価

10

ワークノート（10）

1,3

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

理論課題（20）、実技課題（20）

1,2,3,4

その他

40

授業への取り組み（30）、グループワークでの発言等（10）

1,2

アスレティックトレーニングⅠ

テキスト

「トレーニング指導者テキスト［実技編］」NPO法人 日本トレーニング指導者協会 編著,大修館書
店

参考書

「トレーニング指導者テキスト［理論編］改訂版」NPO法人 日本トレーニング指導者協会 編著,大
修館書店
「トレーニング指導者テキスト［実践編］改訂版」NPO法人 日本トレーニング指導者協会 編著,大
修館書店

履修条件・他の科目との関連 積極的に実技を実践できることが必要となる。

アスレティックトレーニングⅠ

授業コード

13084305

授業種別

授業科目名

アスレティックトレーニングⅠ

授業担当教員

田中

淳

成績担当教員

田中

淳

開講年次

2年

開講期

実務家教員による授業

実技

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
スポーツ障害予防および競技力向上などを目的とする筋力・パワー向上のためのレジスタンストレーニングを実
技形式で実施する。本授業では、トレーニング指導者として必要な基礎知識や正しいトレーニングテクニックを
中心に説明し、プログラム作成や指導スキルの重要なポイントについて解説する。また、筋力・パワーの測定と
評価からフィードバックまでの流れを学修することで、様々なフィールドで活躍するための実践的指導スキルを
習得することを目指します。
到達目標
１．レジスタンストレーニングの種目を理解し、デモンストレーションや指導ができる
２．パワートレーニングの種目を理解し、デモンストレーションや指導ができる
３．筋力・パワー向上のためのトレーニングプログラムを作成することができる
４．筋力・パワーを測定し、評価、フィードバックできる
授業計画
1回 ：ガイダンス
トレーニングの用語の理解および授業の進め方や評価方法など
2回 ：レジスタンストレーニング
レジスタンストレーニングの基礎理論およびプログラム作成の基礎
3回 ：レジスタンストレーニングの実際（１）
ビッグ3（ベンチプレス、スクワット、デッドリフト）
4回 ：レジスタンストレーニングの実際（２）
上半身のレジスタンストレーニング①（胸、肩）
5回 ：レジスタンストレーニングの実際（３）
上半身のレジスタンストレーニング②（背、腕）
6回 ：レジスタンストレーニングの実際（４）
下半身のレジスタンストレーニング①
7回 ：レジスタンストレーニングの実際（５）
下半身のレジスタンストレーニング②
8回 ：レジスタンストレーニングの実際（６）
体幹部のレジスタンストレーニング
9回 ：パワー向上のためのトレーニング（１）
オリンピックリフティング（スナッチ）
10回 ：パワー向上のためのトレーニング（２）
オリンピックリフティング（クリーン）
11回 ：パワー向上のためのトレーニング（３）
その他のパワートレーニング/プライオメトリクストレーニ
ング
12回 ：パワー向上のためのトレーニング（４）
様々な対象へのパワートレーニング/プログラム作成とその
注意点
13回 ：筋力・パワーの測定と評価（１）
トレーニング指導における測定データの活用
14回 ：筋力・パワーの測定と評価（２）
測定データの分析（統計処理）とフィードバック
15回 ：まとめ
レジスタンストレーニングのデモンストレーションおよび指導
事前事後の学習
必要に応じて、担当教員より指示する。
事前学修課題：体調管理に努めるとともに、前回の講義終了時に出された予習課題について調べてくる。
事後学修課題：授業内容を自分なりにまとめ、不明な箇所については次回質問事項として整理しておく。
課題に対するフィードバックの方法
授業中に課した課題や各種試験の評価については、本人の希望があれば翌週以降に開示することが可能
成績評価の方法・基準（方針）
正当な理由なく3回以上の欠席した場合は、評価の対象とせず、「K」評価とする
以下に示す評価方法により総合的に判定の上、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

10

小テスト（10）

1,2

授業外での評価

10

ワークノート（10）

1,3

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

理論課題（20）、実技課題（20）

1,2,3,4

その他

40

授業への取り組み（30）、グループワークでの発言等（10）

1,2

アスレティックトレーニングⅠ

テキスト

「トレーニング指導者テキスト［実技編］」NPO法人 日本トレーニング指導者協会 編著,大修館書
店

参考書

「トレーニング指導者テキスト［理論編］改訂版」NPO法人 日本トレーニング指導者協会 編著,大
修館書店
「トレーニング指導者テキスト［実践編］改訂版」NPO法人 日本トレーニング指導者協会 編著,大
修館書店

履修条件・他の科目との関連 積極的に実技を実践できることが必要となる。

アスレティックトレーニングⅠ

授業コード

13084306

授業種別

授業科目名

アスレティックトレーニングⅠ

授業担当教員

田中

淳

成績担当教員

田中

淳

開講年次

2年

開講期

実務家教員による授業

実技

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
スポーツ障害予防および競技力向上などを目的とする筋力・パワー向上のためのレジスタンストレーニングを実
技形式で実施する。本授業では、トレーニング指導者として必要な基礎知識や正しいトレーニングテクニックを
中心に説明し、プログラム作成や指導スキルの重要なポイントについて解説する。また、筋力・パワーの測定と
評価からフィードバックまでの流れを学修することで、様々なフィールドで活躍するための実践的指導スキルを
習得することを目指します。
到達目標
１．レジスタンストレーニングの種目を理解し、デモンストレーションや指導ができる
２．パワートレーニングの種目を理解し、デモンストレーションや指導ができる
３．筋力・パワー向上のためのトレーニングプログラムを作成することができる
４．筋力・パワーを測定し、評価、フィードバックできる
授業計画
1回 ：ガイダンス
トレーニングの用語の理解および授業の進め方や評価方法など
2回 ：レジスタンストレーニング
レジスタンストレーニングの基礎理論およびプログラム作成の基礎
3回 ：レジスタンストレーニングの実際（１）
ビッグ3（ベンチプレス、スクワット、デッドリフト）
4回 ：レジスタンストレーニングの実際（２）
上半身のレジスタンストレーニング①（胸、肩）
5回 ：レジスタンストレーニングの実際（３）
上半身のレジスタンストレーニング②（背、腕）
6回 ：レジスタンストレーニングの実際（４）
下半身のレジスタンストレーニング①
7回 ：レジスタンストレーニングの実際（５）
下半身のレジスタンストレーニング②
8回 ：レジスタンストレーニングの実際（６）
体幹部のレジスタンストレーニング
9回 ：パワー向上のためのトレーニング（１）
オリンピックリフティング（スナッチ）
10回 ：パワー向上のためのトレーニング（２）
オリンピックリフティング（クリーン）
11回 ：パワー向上のためのトレーニング（３）
その他のパワートレーニング/プライオメトリクストレーニ
ング
12回 ：パワー向上のためのトレーニング（４）
様々な対象へのパワートレーニング/プログラム作成とその
注意点
13回 ：筋力・パワーの測定と評価（１）
トレーニング指導における測定データの活用
14回 ：筋力・パワーの測定と評価（２）
測定データの分析（統計処理）とフィードバック
15回 ：まとめ
レジスタンストレーニングのデモンストレーションおよび指導
事前事後の学習
必要に応じて、担当教員より指示する。
事前学修課題：体調管理に努めるとともに、前回の講義終了時に出された予習課題について調べてくる。
事後学修課題：授業内容を自分なりにまとめ、不明な箇所については次回質問事項として整理しておく。
課題に対するフィードバックの方法
授業中に課した課題や各種試験の評価については、本人の希望があれば翌週以降に開示することが可能
成績評価の方法・基準（方針）
正当な理由なく3回以上の欠席した場合は、評価の対象とせず、「K」評価とする
以下に示す評価方法により総合的に判定の上、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

10

小テスト（10）

1,2

授業外での評価

10

ワークノート（10）

1,3

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

理論課題（20）、実技課題（20）

1,2,3,4

その他

40

授業への取り組み（30）、グループワークでの発言等（10）

1,2

アスレティックトレーニングⅠ

テキスト

「トレーニング指導者テキスト［実技編］」NPO法人 日本トレーニング指導者協会 編著,大修館書
店

参考書

「トレーニング指導者テキスト［理論編］改訂版」NPO法人 日本トレーニング指導者協会 編著,大
修館書店
「トレーニング指導者テキスト［実践編］改訂版」NPO法人 日本トレーニング指導者協会 編著,大
修館書店

履修条件・他の科目との関連 積極的に実技を実践できることが必要となる。

アスレティックトレーニングⅠ

授業コード

13084401

授業種別

授業科目名

アスレティックトレーニングⅡ

授業担当教員

生方

美奈子

成績担当教員

生方

美奈子

開講年次

2年

開講期

実務家教員による授業

実技

後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
トレーニング指導者として、より高度な指導スキルを身につけることを目指し、アスレティックトレーニングⅠ
で学修した内容をさらに深化する形で授業を展開する。各種体力トレーニングについて、スポーツフィールドを
意識したより実践的な内容とし、スポーツパフォーマンス向上を目指すトレーニングのプログラム作成から実際
の指導スキルについて説明する。また各種フィールドテストを活用したトレーニング効果の評価についても体験
する。
到達目標
１．各種トレーニングの方法を理解し、デモンストレーションや指導ができる
２．各種トレーニングのプログラムを作成することができる
３．各種フィールドテストを活用し、トレーニング効果を評価できる
授業計画
1回
2回
成
3回
4回
5回
6回
7回
8回
9回
10回
11回
12回
13回
14回
15回

：ガイダンス
アスレティックトレーニングⅠの復習および授業の進め方や評価方法などについて
：プライオメトリクストレーニング（１）
プライオメトリクストレーニングの基礎理論とプログラム作
：プライオメトリクストレーニング（２）
下肢のプライオメトリクストレーニング
：プライオメトリクストレーニング（３）
上肢のプライオメトリクストレーニング
：スピード向上トレーニング（１）
スピード向上トレーニングの基礎理論とプログラム作成
：スピード向上トレーニング（２）
スタート～加速期のトレーニング
：スピード向上トレーニング（３）
最高速度期のトレーニング
：アジリティトレーニング（１） アジリティトレーニングの基礎理論とプログラム作成
：アジリティトレーニング（２） アジリティの基本動作（減速、停止、方向転換）
：アジリティトレーニング（３） 各種アジリティトレーニング
：持久力トレーニング（１）
有酸素性持久力トレーニングの基礎理論とプログラム作成
：持久力トレーニング（２）
無酸素性持久力トレーニングの基礎理論とプログラム作成
：フィールドテストと評価（１）
測定機器の使い方と測定方法の理解
：フィールドテストと評価（２）
データ分析（統計処理）とフィードバック
：まとめ 各種トレーニングのデモンストレーションと指導のポイント

事前事後の学習
必要に応じて、担当教員より指示する。
事前学修課題：体調管理に努めるとともに、前回の講義終了時に出された予習課題について調べてくる。
事後学修課題：授業内容を自分なりにまとめ、不明な箇所については次回質問事項として整理しておく。
課題に対するフィードバックの方法
授業中に課した課題や各種試験の評価については、本人の希望があれば翌週以降に開示することが可能
成績評価の方法・基準（方針）
正当な理由なく3回以上の欠席した場合は、評価の対象とせず、「K」評価とする
以下に示す評価方法により総合的に判定の上、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

30

小テスト・レポート（10）、グループ発表（20）

1,2

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

理論課題（20）、実技課題（20）

1,2,3

その他

30

授業への取組みやグループワークでの発言等（30）

1,2,3

テキスト

「トレーニング指導者テキスト［実技編］」NPO法人 日本トレーニング指導者協会 編著,大修館書
店
アスレティックトレーニングⅡ

参考書

「トレーニング指導者テキスト［理論編］改訂版』NPO法人 日本トレーニング指導者協会 編著,大
修館書店
「トレーニング指導者テキスト［実践編］改訂版」NPO法人 日本トレーニング指導者協会 編著,大
修館書店

履修条件・他の科目との関連 事前に「フィットネスエクササイズⅠ」および「アスレティックトレーニングⅠ」の単位を取得していること。

アスレティックトレーニングⅡ

授業コード

13084402

授業種別

授業科目名

アスレティックトレーニングⅡ

授業担当教員

生方

美奈子

成績担当教員

生方

美奈子

開講年次

2年

開講期

実務家教員による授業

実技

後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
トレーニング指導者として、より高度な指導スキルを身につけることを目指し、アスレティックトレーニングⅠ
で学修した内容をさらに深化する形で授業を展開する。各種体力トレーニングについて、スポーツフィールドを
意識したより実践的な内容とし、スポーツパフォーマンス向上を目指すトレーニングのプログラム作成から実際
の指導スキルについて説明する。また各種フィールドテストを活用したトレーニング効果の評価についても体験
する。
到達目標
１．各種トレーニングの方法を理解し、デモンストレーションや指導ができる
２．各種トレーニングのプログラムを作成することができる
３．各種フィールドテストを活用し、トレーニング効果を評価できる
授業計画
1回
2回
成
3回
4回
5回
6回
7回
8回
9回
10回
11回
12回
13回
14回
15回

：ガイダンス
アスレティックトレーニングⅠの復習および授業の進め方や評価方法などについて
：プライオメトリクストレーニング（１）
プライオメトリクストレーニングの基礎理論とプログラム作
：プライオメトリクストレーニング（２）
下肢のプライオメトリクストレーニング
：プライオメトリクストレーニング（３）
上肢のプライオメトリクストレーニング
：スピード向上トレーニング（１）
スピード向上トレーニングの基礎理論とプログラム作成
：スピード向上トレーニング（２）
スタート～加速期のトレーニング
：スピード向上トレーニング（３）
最高速度期のトレーニング
：アジリティトレーニング（１） アジリティトレーニングの基礎理論とプログラム作成
：アジリティトレーニング（２） アジリティの基本動作（減速、停止、方向転換）
：アジリティトレーニング（３） 各種アジリティトレーニング
：持久力トレーニング（１）
有酸素性持久力トレーニングの基礎理論とプログラム作成
：持久力トレーニング（２）
無酸素性持久力トレーニングの基礎理論とプログラム作成
：フィールドテストと評価（１）
測定機器の使い方と測定方法の理解
：フィールドテストと評価（２）
データ分析（統計処理）とフィードバック
：まとめ 各種トレーニングのデモンストレーションと指導のポイント

事前事後の学習
必要に応じて、担当教員より指示する。
事前学修課題：体調管理に努めるとともに、前回の講義終了時に出された予習課題について調べてくる。
事後学修課題：授業内容を自分なりにまとめ、不明な箇所については次回質問事項として整理しておく。
課題に対するフィードバックの方法
授業中に課した課題や各種試験の評価については、本人の希望があれば翌週以降に開示することが可能
成績評価の方法・基準（方針）
正当な理由なく3回以上の欠席した場合は、評価の対象とせず、「K」評価とする
以下に示す評価方法により総合的に判定の上、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

30

小テスト・レポート（10）、グループ発表（20）

1,2

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

理論課題（20）、実技課題（20）

1,2,3

その他

30

授業への取組みやグループワークでの発言等（30）

1,2,3

テキスト

「トレーニング指導者テキスト［実技編］」NPO法人 日本トレーニング指導者協会 編著,大修館書
店
アスレティックトレーニングⅡ

参考書

「トレーニング指導者テキスト［理論編］改訂版』NPO法人 日本トレーニング指導者協会 編著,大
修館書店
「トレーニング指導者テキスト［実践編］改訂版」NPO法人 日本トレーニング指導者協会 編著,大
修館書店

履修条件・他の科目との関連 事前に「フィットネスエクササイズⅠ」および「アスレティックトレーニングⅠ」の単位を取得していること。

アスレティックトレーニングⅡ

授業コード

13084403

授業種別

授業科目名

アスレティックトレーニングⅡ

授業担当教員

田中

淳

成績担当教員

田中

淳

開講年次

2年

開講期

実務家教員による授業

実技

後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
トレーニング指導者として、より高度な指導スキルを身につけることを目指し、アスレティックトレーニングⅠ
で学修した内容をさらに深化する形で授業を展開する。各種体力トレーニングについて、スポーツフィールドを
意識したより実践的な内容とし、スポーツパフォーマンス向上を目指すトレーニングのプログラム作成から実際
の指導スキルについて説明する。また各種フィールドテストを活用したトレーニング効果の評価についても体験
する。
到達目標
１．各種トレーニングの方法を理解し、デモンストレーションや指導ができる
２．各種トレーニングのプログラムを作成することができる
３．各種フィールドテストを活用し、トレーニング効果を評価できる
授業計画
1回
2回
成
3回
4回
5回
6回
7回
8回
9回
10回
11回
12回
13回
14回
15回

：ガイダンス
アスレティックトレーニングⅠの復習および授業の進め方や評価方法などについて
：プライオメトリクストレーニング（１）
プライオメトリクストレーニングの基礎理論とプログラム作
：プライオメトリクストレーニング（２）
下肢のプライオメトリクストレーニング
：プライオメトリクストレーニング（３）
上肢のプライオメトリクストレーニング
：スピード向上トレーニング（１）
スピード向上トレーニングの基礎理論とプログラム作成
：スピード向上トレーニング（２）
スタート～加速期のトレーニング
：スピード向上トレーニング（３）
最高速度期のトレーニング
：アジリティトレーニング（１） アジリティトレーニングの基礎理論とプログラム作成
：アジリティトレーニング（２） アジリティの基本動作（減速、停止、方向転換）
：アジリティトレーニング（３） 各種アジリティトレーニング
：持久力トレーニング（１）
有酸素性持久力トレーニングの基礎理論とプログラム作成
：持久力トレーニング（２）
無酸素性持久力トレーニングの基礎理論とプログラム作成
：フィールドテストと評価（１）
測定機器の使い方と測定方法の理解
：フィールドテストと評価（２）
データ分析（統計処理）とフィードバック
：まとめ 各種トレーニングのデモンストレーションと指導のポイント

事前事後の学習
必要に応じて、担当教員より指示する。
事前学修課題：体調管理に努めるとともに、前回の講義終了時に出された予習課題について調べてくる。
事後学修課題：授業内容を自分なりにまとめ、不明な箇所については次回質問事項として整理しておく。
課題に対するフィードバックの方法
授業中に課した課題や各種試験の評価については、本人の希望があれば翌週以降に開示することが可能
成績評価の方法・基準（方針）
正当な理由なく3回以上の欠席した場合は、評価の対象とせず、「K」評価とする
以下に示す評価方法により総合的に判定の上、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

30

小テスト・レポート（10）、グループ発表（20）

1,2

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

理論課題（20）、実技課題（20）

1,2,3

その他

30

授業への取組みやグループワークでの発言等（30）

1,2,3

テキスト

「トレーニング指導者テキスト［実技編］」NPO法人 日本トレーニング指導者協会 編著,大修館書
店
アスレティックトレーニングⅡ

参考書

「トレーニング指導者テキスト［理論編］改訂版』NPO法人 日本トレーニング指導者協会 編著,大
修館書店
「トレーニング指導者テキスト［実践編］改訂版」NPO法人 日本トレーニング指導者協会 編著,大
修館書店

履修条件・他の科目との関連 事前に「フィットネスエクササイズⅠ」および「アスレティックトレーニングⅠ」の単位を取得していること。

アスレティックトレーニングⅡ

授業コード

13084404

授業種別

授業科目名

アスレティックトレーニングⅡ

授業担当教員

田中

淳

成績担当教員

田中

淳

開講年次

2年

開講期

実務家教員による授業

実技

後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
トレーニング指導者として、より高度な指導スキルを身につけることを目指し、アスレティックトレーニングⅠ
で学修した内容をさらに深化する形で授業を展開する。各種体力トレーニングについて、スポーツフィールドを
意識したより実践的な内容とし、スポーツパフォーマンス向上を目指すトレーニングのプログラム作成から実際
の指導スキルについて説明する。また各種フィールドテストを活用したトレーニング効果の評価についても体験
する。
到達目標
１．各種トレーニングの方法を理解し、デモンストレーションや指導ができる
２．各種トレーニングのプログラムを作成することができる
３．各種フィールドテストを活用し、トレーニング効果を評価できる
授業計画
1回
2回
成
3回
4回
5回
6回
7回
8回
9回
10回
11回
12回
13回
14回
15回

：ガイダンス
アスレティックトレーニングⅠの復習および授業の進め方や評価方法などについて
：プライオメトリクストレーニング（１）
プライオメトリクストレーニングの基礎理論とプログラム作
：プライオメトリクストレーニング（２）
下肢のプライオメトリクストレーニング
：プライオメトリクストレーニング（３）
上肢のプライオメトリクストレーニング
：スピード向上トレーニング（１）
スピード向上トレーニングの基礎理論とプログラム作成
：スピード向上トレーニング（２）
スタート～加速期のトレーニング
：スピード向上トレーニング（３）
最高速度期のトレーニング
：アジリティトレーニング（１） アジリティトレーニングの基礎理論とプログラム作成
：アジリティトレーニング（２） アジリティの基本動作（減速、停止、方向転換）
：アジリティトレーニング（３） 各種アジリティトレーニング
：持久力トレーニング（１）
有酸素性持久力トレーニングの基礎理論とプログラム作成
：持久力トレーニング（２）
無酸素性持久力トレーニングの基礎理論とプログラム作成
：フィールドテストと評価（１）
測定機器の使い方と測定方法の理解
：フィールドテストと評価（２）
データ分析（統計処理）とフィードバック
：まとめ 各種トレーニングのデモンストレーションと指導のポイント

事前事後の学習
必要に応じて、担当教員より指示する。
事前学修課題：体調管理に努めるとともに、前回の講義終了時に出された予習課題について調べてくる。
事後学修課題：授業内容を自分なりにまとめ、不明な箇所については次回質問事項として整理しておく。
課題に対するフィードバックの方法
授業中に課した課題や各種試験の評価については、本人の希望があれば翌週以降に開示することが可能
成績評価の方法・基準（方針）
正当な理由なく3回以上の欠席した場合は、評価の対象とせず、「K」評価とする
以下に示す評価方法により総合的に判定の上、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

30

小テスト・レポート（10）、グループ発表（20）

1,2

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

理論課題（20）、実技課題（20）

1,2,3

その他

30

授業への取組みやグループワークでの発言等（30）

1,2,3

テキスト

「トレーニング指導者テキスト［実技編］」NPO法人 日本トレーニング指導者協会 編著,大修館書
店
アスレティックトレーニングⅡ

参考書

「トレーニング指導者テキスト［理論編］改訂版』NPO法人 日本トレーニング指導者協会 編著,大
修館書店
「トレーニング指導者テキスト［実践編］改訂版」NPO法人 日本トレーニング指導者協会 編著,大
修館書店

履修条件・他の科目との関連 事前に「フィットネスエクササイズⅠ」および「アスレティックトレーニングⅠ」の単位を取得していること。

アスレティックトレーニングⅡ

授業コード

13084601

授業種別

授業科目名

フィットネスエクササイズ指導

授業担当教員

生方

美奈子

成績担当教員

生方

美奈子

開講年次

3年

開講期

実務家教員による授業

実技

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
健康運動実践指導者は健康づくりのための運動を安全かつ適切に指導できる、特に実践指導のための指導技術に
重点をおいた指導者として平成元年（１９８９年）に誕生しました。少子・超高齢社会を健康で活力あるものと
していくためには、単に病気の早期発見や治療にとどまるのではなく、健康を増進し、発病を予防する「一次予
防」を重視すること、生活の質を高めることにより、実り豊かで満足できる生涯づくりを目指すことが重要で
す。（財団法人 健康・体力づくり事業財団的 テキストより抜粋）
本授業では健康運動実践指導者資格試験である陸上運動・エアロビックダンスとレジスタンストレーニングの指
導法と動作練習を行う。
エアロビックダンスエクササイズの特徴や構成を理解し動きを展開するための方法論を学習する。
レジスタンス運動では動的トレーニングを安全に実践するための姿勢・フォーム・負荷強度について説明できる
よう学習する。
到達目標
【授業の到達目標】
1.健康づくりのための運動指導ができる
2.エアロビックダンスの構成を理解しグループエクササイズの指導ができる
3ウォーキングおよびジョギングの効果などを説明でき、かつ実践的に指導できる
4.対象者に応じた運動の目的と内容を理解し安全に効果的に行うための指導説明ができる
5.表現・伝達能力を身につける
授業計画
【計画】
第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回
第8回
第9回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回

テーマ：ガイダンス
内 容：健康運動実践指導者と健康運動指導士の社会的役割について
テーマ：エアロビックダンス課題運動の練習①
内 容：ステップタッチ・グレープバイン・Vテップ・ニーリフト
テーマ：エアロビックダンス課題運動の練習②
内 容：ステップタッチ・グレープバイン・Vテップ・ニーリフト
テーマ：エアロビックダンスの指導方法について①
内 容：指導の循環について
テーマ：エアロビックダンスのキューイング
内 容：バーバルキューイングの練習
テーマ：エアロビックダンスにおける運動強度の考え方
内 容：運動強度の修正と動きの難易度の修正
テーマ：レジスタンストレーニング
内 容：スクワット・バードドッグ・フォワードランジ・クランチ・プッシュアップ
テーマ：エアロビックダンスパートとレジスタンストレーニング実技
内 容：課題運動の実技テスト
テーマ：ウォーキング・ジョギング1
内 容：それぞれの特性と運動効果、至適運動強度の設定など
テーマ：ウォーキング・ジョギング2
内 容：安全で効果的なウォーキング・ジョギングの実践
テーマ：ウォーキング・ジョギング3
内 容：安全で効果的なウォーキング・ジョギングのプログラム作成と指導
テーマ：対象者に応じたウォーキング・ジョギング、レジスタンストレーニング
内 容：各年代の生理学特性に応じたプログラム作成と指導
テーマ：自重負荷法による介護予防に関する各種エクササイズ1
内 容：自立度に応じた運動のプログラミングと実践
テーマ：自重負荷法による介護予防に関する各種エクササイズ2
内 容：QOLの向上及び転倒予防を目的とした運動指導
テーマ：実践のまとめと復習

事前事後の学習
必要に応じて、担当教員より指示する。
エアロビックダンス実技の課題に対して動作練習とキューイング練習を行うこと
課題運動（レジスタンストレーニング）の使用部位・動作ポイントをまとめる
課題に対するフィードバックの方法
フィットネスエクササイズ指導

授業中の発表に対する評価は本人の希望があれば翌週以降に開示することが可能
成績評価の方法・基準（方針）
正当な理由なく3回以上の欠席した場合は、評価の対象とせず「K」評価とする。
１０分以上の遅刻および早退は2回で１回欠席とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

60

エアロビックダンス実技(20)
レジスタンストレーニング実技(20)
キューイング(20)

1.2.3.4

授業外での評価

20

レポート課題

課題の提出

定期試験

20

実技試験

定期試験に代わるレポート等

0

その他

0

テキスト

「健康運動実践指導者養成用テキスト」 財団法人 健康・体力づくり事業財団

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する

履修条件・他の科目との関連 服装はトレーニングに適した（教員から指定された）ものを着用し、室内シューズが必要。
筆記用具は毎回持参すること

フィットネスエクササイズ指導

授業コード

13068601

授業種別

授業科目名

エアロビックダンス指導Ⅰ

授業担当教員

生方

美奈子

成績担当教員

生方

美奈子

開講年次

3年

開講期

実務家教員による授業

実技

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
健康運動実践指導者は健康づくりのための運動を安全かつ適切に指導できる、特に実践指導のための指導技術に
重点をおいた指導者として平成元年（１９８９年）に誕生しました。少子・超高齢社会を健康で活力あるものと
していくためには、単に病気の早期発見や治療にとどまるのではなく、健康を増進し、発病を予防する「一次予
防」を重視すること、生活の質を高めることにより、実り豊かで満足できる生涯づくりを目指すことが重要で
す。（財団法人 健康・体力づくり事業財団的 テキストより抜粋）
本授業では健康運動実践指導者資格試験である陸上運動・エアロビックダンスとレジスタンストレーニングの指
導法と動作練習を行う。
エアロビックダンスエクササイズの特徴や構成を理解し動きを展開するための方法論を学習する。
レジスタンス運動では動的トレーニングを安全に実践するための姿勢・フォーム・負荷強度について説明できる
よう学習する。
到達目標
【授業の到達目標】
1.健康づくりのための運動指導ができる
2.エアロビックダンスの構成を理解しグループエクササイズの指導ができる
3ウォーキングおよびジョギングの効果などを説明でき、かつ実践的に指導できる
4.対象者に応じた運動の目的と内容を理解し安全に効果的に行うための指導説明ができる
5.表現・伝達能力を身につける
授業計画
【計画】
第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回
第8回
第9回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回

テーマ：ガイダンス
内 容：健康運動実践指導者と健康運動指導士の社会的役割について
テーマ：エアロビックダンス課題運動の練習①
内 容：ステップタッチ・グレープバイン・Vテップ・ニーリフト
テーマ：エアロビックダンス課題運動の練習②
内 容：ステップタッチ・グレープバイン・Vテップ・ニーリフト
テーマ：エアロビックダンスの指導方法について①
内 容：指導の循環について
テーマ：エアロビックダンスのキューイング
内 容：バーバルキューイングの練習
テーマ：エアロビックダンスにおける運動強度の考え方
内 容：運動強度の修正と動きの難易度の修正
テーマ：レジスタンストレーニング
内 容：スクワット・バードドッグ・フォワードランジ・クランチ・プッシュアップ
テーマ：エアロビックダンスパートとレジスタンストレーニング実技
内 容：課題運動の実技テスト
テーマ：ウォーキング・ジョギング1
内 容：それぞれの特性と運動効果、至適運動強度の設定など
テーマ：ウォーキング・ジョギング2
内 容：安全で効果的なウォーキング・ジョギングの実践
テーマ：ウォーキング・ジョギング3
内 容：安全で効果的なウォーキング・ジョギングのプログラム作成と指導
テーマ：対象者に応じたウォーキング・ジョギング、レジスタンストレーニング
内 容：各年代の生理学特性に応じたプログラム作成と指導
テーマ：自重負荷法による介護予防に関する各種エクササイズ1
内 容：自立度に応じた運動のプログラミングと実践
テーマ：自重負荷法による介護予防に関する各種エクササイズ2
内 容：QOLの向上及び転倒予防を目的とした運動指導
テーマ：実践のまとめと復習

事前事後の学習
必要に応じて、担当教員より指示する。
エアロビックダンス実技の課題に対して動作練習とキューイング練習を行うこと
課題運動（レジスタンストレーニング）の使用部位・動作ポイントをまとめる
課題に対するフィードバックの方法
エアロビックダンス指導Ⅰ

授業中の発表に対する評価は本人の希望があれば翌週以降に開示することが可能
成績評価の方法・基準（方針）
正当な理由なく3回以上の欠席した場合は、評価の対象とせず「K」評価とする。
１０分以上の遅刻および早退は2回で１回欠席とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

60

エアロビックダンス実技(20)
レジスタンストレーニング実技(20)
キューイング(20)

1.2.3.4

授業外での評価

20

レポート課題

課題の提出

定期試験

20

実技試験

定期試験に代わるレポート等

0

その他

0

テキスト

「健康運動実践指導者養成用テキスト」 財団法人 健康・体力づくり事業財団

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する

履修条件・他の科目との関連 服装はトレーニングに適した（教員から指定された）ものを着用し、室内シューズが必要。
筆記用具は毎回持参すること

エアロビックダンス指導Ⅰ

授業コード

13084602

授業種別

授業科目名

フィットネスエクササイズ指導

授業担当教員

生方

美奈子

成績担当教員

生方

美奈子

開講年次

3年

開講期

実務家教員による授業

実技

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
健康運動実践指導者は健康づくりのための運動を安全かつ適切に指導できる、特に実践指導のための指導技術に
重点をおいた指導者として平成元年（１９８９年）に誕生しました。少子・超高齢社会を健康で活力あるものと
していくためには、単に病気の早期発見や治療にとどまるのではなく、健康を増進し、発病を予防する「一次予
防」を重視すること、生活の質を高めることにより、実り豊かで満足できる生涯づくりを目指すことが重要で
す。（財団法人 健康・体力づくり事業財団的 テキストより抜粋）
本授業では健康運動実践指導者資格試験である陸上運動・エアロビックダンスとレジスタンストレーニングの指
導法と動作練習を行う。
エアロビックダンスエクササイズの特徴や構成を理解し動きを展開するための方法論を学習する。
レジスタンス運動では動的トレーニングを安全に実践するための姿勢・フォーム・負荷強度について説明できる
よう学習する。
到達目標
【授業の到達目標】
1.健康づくりのための運動指導ができる
2.エアロビックダンスの構成を理解しグループエクササイズの指導ができる
3ウォーキングおよびジョギングの効果などを説明でき、かつ実践的に指導できる
4.対象者に応じた運動の目的と内容を理解し安全に効果的に行うための指導説明ができる
5.表現・伝達能力を身につける
授業計画
【計画】
第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回
第8回
第9回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回

テーマ：ガイダンス
内 容：健康運動実践指導者と健康運動指導士の社会的役割について
テーマ：エアロビックダンス課題運動の練習①
内 容：ステップタッチ・グレープバイン・Vテップ・ニーリフト
テーマ：エアロビックダンス課題運動の練習②
内 容：ステップタッチ・グレープバイン・Vテップ・ニーリフト
テーマ：エアロビックダンスの指導方法について①
内 容：指導の循環について
テーマ：エアロビックダンスのキューイング
内 容：バーバルキューイングの練習
テーマ：エアロビックダンスにおける運動強度の考え方
内 容：運動強度の修正と動きの難易度の修正
テーマ：レジスタンストレーニング
内 容：スクワット・バードドッグ・フォワードランジ・クランチ・プッシュアップ
テーマ：エアロビックダンスパートとレジスタンストレーニング実技
内 容：課題運動の実技テスト
テーマ：ウォーキング・ジョギング1
内 容：それぞれの特性と運動効果、至適運動強度の設定など
テーマ：ウォーキング・ジョギング2
内 容：安全で効果的なウォーキング・ジョギングの実践
テーマ：ウォーキング・ジョギング3
内 容：安全で効果的なウォーキング・ジョギングのプログラム作成と指導
テーマ：対象者に応じたウォーキング・ジョギング、レジスタンストレーニング
内 容：各年代の生理学特性に応じたプログラム作成と指導
テーマ：自重負荷法による介護予防に関する各種エクササイズ1
内 容：自立度に応じた運動のプログラミングと実践
テーマ：自重負荷法による介護予防に関する各種エクササイズ2
内 容：QOLの向上及び転倒予防を目的とした運動指導
テーマ：実践のまとめと復習

事前事後の学習
必要に応じて、担当教員より指示する。
エアロビックダンス実技の課題に対して動作練習とキューイング練習を行うこと
課題運動（レジスタンストレーニング）の使用部位・動作ポイントをまとめる
課題に対するフィードバックの方法
フィットネスエクササイズ指導

授業中の発表に対する評価は本人の希望があれば翌週以降に開示することが可能
成績評価の方法・基準（方針）
正当な理由なく3回以上の欠席した場合は、評価の対象とせず「K」評価とする。
１０分以上の遅刻および早退は2回で１回欠席とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

60

エアロビックダンス実技(20)
レジスタンストレーニング実技(20)
キューイング(20)

1.2.3.4

授業外での評価

20

レポート課題

課題の提出

定期試験

20

実技試験

定期試験に代わるレポート等

0

その他

0

テキスト

「健康運動実践指導者養成用テキスト」 財団法人 健康・体力づくり事業財団

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する

履修条件・他の科目との関連 服装はトレーニングに適した（教員から指定された）ものを着用し、室内シューズが必要。
筆記用具は毎回持参すること

フィットネスエクササイズ指導

授業コード

13068602

授業種別

授業科目名

エアロビックダンス指導Ⅰ

授業担当教員

生方

美奈子

成績担当教員

生方

美奈子

開講年次

3年

開講期

実務家教員による授業

実技

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
健康運動実践指導者は健康づくりのための運動を安全かつ適切に指導できる、特に実践指導のための指導技術に
重点をおいた指導者として平成元年（１９８９年）に誕生しました。少子・超高齢社会を健康で活力あるものと
していくためには、単に病気の早期発見や治療にとどまるのではなく、健康を増進し、発病を予防する「一次予
防」を重視すること、生活の質を高めることにより、実り豊かで満足できる生涯づくりを目指すことが重要で
す。（財団法人 健康・体力づくり事業財団的 テキストより抜粋）
本授業では健康運動実践指導者資格試験である陸上運動・エアロビックダンスとレジスタンストレーニングの指
導法と動作練習を行う。
エアロビックダンスエクササイズの特徴や構成を理解し動きを展開するための方法論を学習する。
レジスタンス運動では動的トレーニングを安全に実践するための姿勢・フォーム・負荷強度について説明できる
よう学習する。
到達目標
【授業の到達目標】
1.健康づくりのための運動指導ができる
2.エアロビックダンスの構成を理解しグループエクササイズの指導ができる
3ウォーキングおよびジョギングの効果などを説明でき、かつ実践的に指導できる
4.対象者に応じた運動の目的と内容を理解し安全に効果的に行うための指導説明ができる
5.表現・伝達能力を身につける
授業計画
【計画】
第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回
第8回
第9回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回

テーマ：ガイダンス
内 容：健康運動実践指導者と健康運動指導士の社会的役割について
テーマ：エアロビックダンス課題運動の練習①
内 容：ステップタッチ・グレープバイン・Vテップ・ニーリフト
テーマ：エアロビックダンス課題運動の練習②
内 容：ステップタッチ・グレープバイン・Vテップ・ニーリフト
テーマ：エアロビックダンスの指導方法について①
内 容：指導の循環について
テーマ：エアロビックダンスのキューイング
内 容：バーバルキューイングの練習
テーマ：エアロビックダンスにおける運動強度の考え方
内 容：運動強度の修正と動きの難易度の修正
テーマ：レジスタンストレーニング
内 容：スクワット・バードドッグ・フォワードランジ・クランチ・プッシュアップ
テーマ：エアロビックダンスパートとレジスタンストレーニング実技
内 容：課題運動の実技テスト
テーマ：ウォーキング・ジョギング1
内 容：それぞれの特性と運動効果、至適運動強度の設定など
テーマ：ウォーキング・ジョギング2
内 容：安全で効果的なウォーキング・ジョギングの実践
テーマ：ウォーキング・ジョギング3
内 容：安全で効果的なウォーキング・ジョギングのプログラム作成と指導
テーマ：対象者に応じたウォーキング・ジョギング、レジスタンストレーニング
内 容：各年代の生理学特性に応じたプログラム作成と指導
テーマ：自重負荷法による介護予防に関する各種エクササイズ1
内 容：自立度に応じた運動のプログラミングと実践
テーマ：自重負荷法による介護予防に関する各種エクササイズ2
内 容：QOLの向上及び転倒予防を目的とした運動指導
テーマ：実践のまとめと復習

事前事後の学習
必要に応じて、担当教員より指示する。
エアロビックダンス実技の課題に対して動作練習とキューイング練習を行うこと
課題運動（レジスタンストレーニング）の使用部位・動作ポイントをまとめる
課題に対するフィードバックの方法
エアロビックダンス指導Ⅰ

授業中の発表に対する評価は本人の希望があれば翌週以降に開示することが可能
成績評価の方法・基準（方針）
正当な理由なく3回以上の欠席した場合は、評価の対象とせず「K」評価とする。
１０分以上の遅刻および早退は2回で１回欠席とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

60

エアロビックダンス実技(20)
レジスタンストレーニング実技(20)
キューイング(20)

1.2.3.4

授業外での評価

20

レポート課題

課題の提出

定期試験

20

実技試験

定期試験に代わるレポート等

0

その他

0

テキスト

「健康運動実践指導者養成用テキスト」 財団法人 健康・体力づくり事業財団

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する

履修条件・他の科目との関連 服装はトレーニングに適した（教員から指定された）ものを着用し、室内シューズが必要。
筆記用具は毎回持参すること

エアロビックダンス指導Ⅰ

授業コード

13084701

授業科目名

水泳

授業担当教員

谷川

哲朗

成績担当教員

谷川

哲朗

開講年次

2年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

実技

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
本授業では、水泳が持つ独自の楽しさを体験しながら、近代４泳法（バタフライ・背泳ぎ・平泳ぎ・クロール）
の学習の仕方を学ぶ。また、中学・高等学校やスポーツクラブ等で水泳の安全で効率的な指導ができるようにな
ることを念頭に置き、４泳法の模範泳ができるような技術および能力を身につけ、知識を深めた上で、正しい指
導法を習得する。授業では、冒頭に泳ぎのコツ、各種泳法のポイントおよび指導上の留意点等を解説した後、そ
の事項を実技で実践する。
到達目標
１）水泳が持つ独自の楽しさを体験するとともに、学習の仕方を習得する。
２）中学・高等学校やスポーツクラブでの水泳指導にて、安全で効果的な指導ができることを念頭に置き、知識
を深めた上で正しい指導法を習得する。
３）４泳法の模範泳ができるような技術および能力を身につける。
４）一定時間続けて泳げるようになる。
授業計画
【第1回】ガイダンス / 水泳と生理 【講義】
本授業におけるスケジュールやプールの使用方法を説明する．また,女性の生理についても学ぶ．
事前：シラバスを読み,授業の流れについて理解する．
事後：本時で学んだ内容を復習する．
【第2回】水泳の基礎【講義】
水の特性や水泳に必要な基本的な能力について解説する．
事前：これまでの水泳の授業について振り返り,内容をまとめておく．
事後：本時で学んだ内容を復習する．
【第3回】近代4泳法の泳ぎ方,指導方法【講義】
クロール,平泳ぎ,背泳ぎ,バタフライの泳ぎ方について概説し,指導方法を学ぶ．
事前：前回学んだ水泳に必要な基本的な能力について,再確認する．
事後：本時で学んだ内容を復習する．
【第4回】水泳と安全【講義】
水難事故について学ぶ．プールで多い事故（飛び込み,潜水）を避ける方法について学ぶ．
事前：水難事故について,インターネット等で情報を収集し,どのような事故が多いのか調べる．
事後：本時で学んだ内容を復習する．
【第5回】着衣泳および泳力判定（１）【実技】
着衣時の泳ぎにくさを体験する．クロール,平泳ぎ,背泳ぎ,バタフライの25m泳のタイムを計測する．
事前：4泳法の泳ぎ方を確認する．
事後：苦手な泳法について,泳ぎのコツを調べてまとめる．
【第6回】水泳の基本動作 浮く・進む / クロール（１）【実技】
クロールに必要な基礎的技術を習得する．特に,キックを中心に行う．
事前：クロールのキック動作のコツについて調べる．
事後：本時で学んだ技能や知識をまとめる．
【第7回】クロール（２）【実技】
クロールに必要な基礎的技術を習得する．特に,腕のストロークを中心に行う．
事前：クロールのストローク動作のコツについて調べる．
事後：本時で学んだ技能や知識をまとめる．
【第8回】平泳ぎ（１）【実技】
平泳ぎに必要な基礎的技術を習得する．特に,キックを中心に行う．
事前：平泳ぎの「あおり足」というのはどのような状態なのか,調べる．
事後：本時で学んだ技能や知識をまとめる．
【第9回】平泳ぎ（２）【実技】
平泳ぎに必要な基礎的技術を習得する．特に,腕のストロークを中心に行う．
事前：足と手を動かすタイミングについて調べる．
事後：本時で学んだ技能や知識をまとめる．
【第10回】背泳ぎ（１） 【実技】
水泳

背泳ぎに必要な基礎的技術を習得する．特に,キックを中心に行う．
事前：背泳ぎのキック動作のコツについて調べる．
事後：本時で学んだ技能や知識をまとめる．
【第11回】背泳ぎ（２）【実技】
背泳ぎに必要な基礎的技術を習得する．特に,腕のストロークを中心に行う．
事前：足と手を動かすタイミングについて調べる．
事後：本時で学んだ技能や知識をまとめる．
【第12回】バタフライ（１）【実技】
バタフライに必要な基礎的技術を習得する．特に,キックを中心に行う．
事前：バタフライのキック動作のコツについて調べる．
事後：本時で学んだ技能や知識をまとめる．
【第13回】バタフライ（２）【実技】
バタフライに必要な基礎的技術を習得する．特に,腕のストロークを中心に行う．
事前：足と手を動かすタイミングについて調べる．
事後：本時で学んだ技能や知識をまとめる．
【第14回】ターン動作の方法 /泳距離判定【実技】
様々なターンの方法を理解・実践し,5分間泳を行う．
事前：水泳におけるターンの方法は,どんなものがあるのか調べる．
事後：本時で学んだ技能や知識をまとめる．
【第15回】泳力判定（２）：4泳法の25ｍのタイム測定【実技】
クロール,平泳ぎ,背泳ぎ,バタフライの25m泳のタイムを計測する．
事前：各泳法の注意点とターン動作の方法を確認する．
事後：第5回で計測した記録と比較し,今後の課題をまとめる．
事前事後の学習
必要に応じて、担当教員より指示する。
授業計画に記載の通り。
課題に対するフィードバックの方法
１）見学時のレポートは提出した翌週に評価を伝える。
２）泳力チェックの評価・コメントは終了後に伝える。
成績評価の方法・基準（方針）
下記に示す評価方法により、総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
１）3回以上の事由のない欠席は評価の対象とせず「K」評価とする。
２）欠席,見学等で5回以上の実技不参加の場合は評価の対象とせず「K」評価とする。
３）遅刻3回で欠席1回の扱いとする。
４）1回の出席を1点とした場合,見学（レポート提出）は0.5点と評価する。
ただし、見学レポートを期限までに提出しない場合は欠席扱いとする。
５）泳力チェックは、4泳法の合格基準（泳法・記録）を満たすこと。
６）学期末レポートの提出がない場合、評価の対象とせず「K」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価
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授業での課題（15）、リフレクションシート（15）、泳力チェッ
ク（40）

１）、２）、３）、４）

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

10

学期末レポート（10）

１）、２）

その他

20

授業に関する質問・発言（10）、取り組み姿勢（10）等

１）、２）、３）、４）

テキスト

テキストは使用せず、必要に応じてプリント（資料）を配布する。

参考書

必要に応じて授業で紹介する。
中学校学習指導要領解説 保健体育編 文部科学省 386円
高等学校学習指導要領解説 保健体育編 文部科学省 478円

履修条件・他の科目との関連 １）スイムキャップやゴーグルの貸し出しはしない。
２）安全管理の観点から、スイムキャップの色は黄色とする。
キャップの前面に大きく自分の氏名を油性マジック等で書いておく。
３）他の受講生の迷惑となる行為をしている者は退出してもらう（欠席扱い）。
４）見学であっても、積極的に授業に参加すること。
見学時の服装はTシャツまたはポロシャツとハーフパンツまたは短パンとする。
水泳

水泳

授業コード

13084702

授業科目名

水泳

授業担当教員

栗山

晶代

成績担当教員

栗山

晶代

開講年次

2年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

実技

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
本授業では、水泳が持つ独自の楽しさを体験しながら、近代４泳法（バタフライ・背泳ぎ・平泳ぎ・クロール）
の学習の仕方を学ぶ。また、中学・高等学校やスポーツクラブ等で水泳の安全で効率的な指導ができるようにな
ることを念頭に置き、４泳法の模範泳ができるような技術および能力を身につけ、知識を深めた上で、正しい指
導法を習得する。授業では、冒頭に泳ぎのコツ、各種泳法のポイントおよび指導上の留意点等を解説した後、そ
の事項を実技で実践する。
到達目標
１）水泳が持つ独自の楽しさを体験するとともに、学習の仕方を習得する。
２）中学・高等学校やスポーツクラブでの水泳指導にて、安全で効果的な指導ができることを念頭に置き、知識
を深めた上で正しい指導法を習得する。
３）４泳法の模範泳ができるような技術および能力を身につける。
４）一定時間続けて泳げるようになる。
授業計画
【第1回】ガイダンス / 水泳と生理 【講義】
本授業におけるスケジュールやプールの使用方法を説明する．また,女性の生理についても学ぶ．
事前：シラバスを読み,授業の流れについて理解する．
事後：本時で学んだ内容を復習する．
【第2回】水泳の基礎【講義】
水の特性や水泳に必要な基本的な能力について解説する．
事前：これまでの水泳の授業について振り返り,内容をまとめておく．
事後：本時で学んだ内容を復習する．
【第3回】近代4泳法の泳ぎ方,指導方法【講義】
クロール,平泳ぎ,背泳ぎ,バタフライの泳ぎ方について概説し,指導方法を学ぶ．
事前：前回学んだ水泳に必要な基本的な能力について,再確認する．
事後：本時で学んだ内容を復習する．
【第4回】水泳と安全【講義】
水難事故について学ぶ．プールで多い事故（飛び込み,潜水）を避ける方法について学ぶ．
事前：水難事故について,インターネット等で情報を収集し,どのような事故が多いのか調べる．
事後：本時で学んだ内容を復習する．
【第5回】着衣泳および泳力判定（１）【実技】
着衣時の泳ぎにくさを体験する．クロール,平泳ぎ,背泳ぎ,バタフライの25m泳のタイムを計測する．
事前：4泳法の泳ぎ方を確認する．
事後：苦手な泳法について,泳ぎのコツを調べてまとめる．
【第6回】水泳の基本動作 浮く・進む / クロール（１）【実技】
クロールに必要な基礎的技術を習得する．特に,キックを中心に行う．
事前：クロールのキック動作のコツについて調べる．
事後：本時で学んだ技能や知識をまとめる．
【第7回】クロール（２）【実技】
クロールに必要な基礎的技術を習得する．特に,腕のストロークを中心に行う．
事前：クロールのストローク動作のコツについて調べる．
事後：本時で学んだ技能や知識をまとめる．
【第8回】平泳ぎ（１）【実技】
平泳ぎに必要な基礎的技術を習得する．特に,キックを中心に行う．
事前：平泳ぎの「あおり足」というのはどのような状態なのか,調べる．
事後：本時で学んだ技能や知識をまとめる．
【第9回】平泳ぎ（２）【実技】
平泳ぎに必要な基礎的技術を習得する．特に,腕のストロークを中心に行う．
事前：足と手を動かすタイミングについて調べる．
事後：本時で学んだ技能や知識をまとめる．
【第10回】背泳ぎ（１） 【実技】
水泳

背泳ぎに必要な基礎的技術を習得する．特に,キックを中心に行う．
事前：背泳ぎのキック動作のコツについて調べる．
事後：本時で学んだ技能や知識をまとめる．
【第11回】背泳ぎ（２）【実技】
背泳ぎに必要な基礎的技術を習得する．特に,腕のストロークを中心に行う．
事前：足と手を動かすタイミングについて調べる．
事後：本時で学んだ技能や知識をまとめる．
【第12回】バタフライ（１）【実技】
バタフライに必要な基礎的技術を習得する．特に,キックを中心に行う．
事前：バタフライのキック動作のコツについて調べる．
事後：本時で学んだ技能や知識をまとめる．
【第13回】バタフライ（２）【実技】
バタフライに必要な基礎的技術を習得する．特に,腕のストロークを中心に行う．
事前：足と手を動かすタイミングについて調べる．
事後：本時で学んだ技能や知識をまとめる．
【第14回】ターン動作の方法 /泳距離判定【実技】
様々なターンの方法を理解・実践し,5分間泳を行う．
事前：水泳におけるターンの方法は,どんなものがあるのか調べる．
事後：本時で学んだ技能や知識をまとめる．
【第15回】泳力判定（２）：4泳法の25ｍのタイム測定【実技】
クロール,平泳ぎ,背泳ぎ,バタフライの25m泳のタイムを計測する．
事前：各泳法の注意点とターン動作の方法を確認する．
事後：第5回で計測した記録と比較し,今後の課題をまとめる．
事前事後の学習
必要に応じて、担当教員より指示する。
授業計画に記載の通り。
課題に対するフィードバックの方法
１）見学時のレポートは提出した翌週に評価を伝える。
２）泳力チェックの評価・コメントは終了後に伝える。
成績評価の方法・基準（方針）
下記に示す評価方法により、総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
１）3回以上の事由のない欠席は評価の対象とせず「K」評価とする。
２）欠席,見学等で5回以上の実技不参加の場合は評価の対象とせず「K」評価とする。
３）遅刻3回で欠席1回の扱いとする。
４）1回の出席を1点とした場合,見学（レポート提出）は0.5点と評価する。
ただし、見学レポートを期限までに提出しない場合は欠席扱いとする。
５）泳力チェックは、4泳法の合格基準（泳法・記録）を満たすこと。
６）学期末レポートの提出がない場合、評価の対象とせず「K」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

70

授業での課題（15）、リフレクションシート（15）、泳力チェッ
ク（40）

１）、２）、３）、４）

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

10

学期末レポート（10）

１）、２）

その他

20

授業に関する質問・発言（10）、取り組み姿勢（10）等

１）、２）、３）、４）

テキスト

テキストは使用せず、必要に応じてプリント（資料）を配布する。

参考書

必要に応じて授業で紹介する。
中学校学習指導要領解説 保健体育編 文部科学省 386円
高等学校学習指導要領解説 保健体育編 文部科学省 478円

履修条件・他の科目との関連 １）スイムキャップやゴーグルの貸し出しはしない。
２）安全管理の観点から、スイムキャップの色は黄色とする。
キャップの前面に大きく自分の氏名を油性マジック等で書いておく。
３）他の受講生の迷惑となる行為をしている者は退出してもらう（欠席扱い）。
４）見学であっても、積極的に授業に参加すること。
見学時の服装はTシャツまたはポロシャツとハーフパンツまたは短パンとする。
水泳

水泳

授業コード

13084703

授業科目名

水泳

授業担当教員

栗山

晶代

成績担当教員

栗山

晶代

開講年次

2年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

実技

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
本授業では、水泳が持つ独自の楽しさを体験しながら、近代４泳法（バタフライ・背泳ぎ・平泳ぎ・クロール）
の学習の仕方を学ぶ。また、中学・高等学校やスポーツクラブ等で水泳の安全で効率的な指導ができるようにな
ることを念頭に置き、４泳法の模範泳ができるような技術および能力を身につけ、知識を深めた上で、正しい指
導法を習得する。授業では、冒頭に泳ぎのコツ、各種泳法のポイントおよび指導上の留意点等を解説した後、そ
の事項を実技で実践する。
到達目標
１）水泳が持つ独自の楽しさを体験するとともに、学習の仕方を習得する。
２）中学・高等学校やスポーツクラブでの水泳指導にて、安全で効果的な指導ができることを念頭に置き、知識
を深めた上で正しい指導法を習得する。
３）４泳法の模範泳ができるような技術および能力を身につける。
４）一定時間続けて泳げるようになる。
授業計画
【第1回】ガイダンス / 水泳と生理 【講義】
本授業におけるスケジュールやプールの使用方法を説明する．また,女性の生理についても学ぶ．
事前：シラバスを読み,授業の流れについて理解する．
事後：本時で学んだ内容を復習する．
【第2回】水泳の基礎【講義】
水の特性や水泳に必要な基本的な能力について解説する．
事前：これまでの水泳の授業について振り返り,内容をまとめておく．
事後：本時で学んだ内容を復習する．
【第3回】近代4泳法の泳ぎ方,指導方法【講義】
クロール,平泳ぎ,背泳ぎ,バタフライの泳ぎ方について概説し,指導方法を学ぶ．
事前：前回学んだ水泳に必要な基本的な能力について,再確認する．
事後：本時で学んだ内容を復習する．
【第4回】水泳と安全【講義】
水難事故について学ぶ．プールで多い事故（飛び込み,潜水）を避ける方法について学ぶ．
事前：水難事故について,インターネット等で情報を収集し,どのような事故が多いのか調べる．
事後：本時で学んだ内容を復習する．
【第5回】着衣泳および泳力判定（１）【実技】
着衣時の泳ぎにくさを体験する．クロール,平泳ぎ,背泳ぎ,バタフライの25m泳のタイムを計測する．
事前：4泳法の泳ぎ方を確認する．
事後：苦手な泳法について,泳ぎのコツを調べてまとめる．
【第6回】水泳の基本動作 浮く・進む / クロール（１）【実技】
クロールに必要な基礎的技術を習得する．特に,キックを中心に行う．
事前：クロールのキック動作のコツについて調べる．
事後：本時で学んだ技能や知識をまとめる．
【第7回】クロール（２）【実技】
クロールに必要な基礎的技術を習得する．特に,腕のストロークを中心に行う．
事前：クロールのストローク動作のコツについて調べる．
事後：本時で学んだ技能や知識をまとめる．
【第8回】平泳ぎ（１）【実技】
平泳ぎに必要な基礎的技術を習得する．特に,キックを中心に行う．
事前：平泳ぎの「あおり足」というのはどのような状態なのか,調べる．
事後：本時で学んだ技能や知識をまとめる．
【第9回】平泳ぎ（２）【実技】
平泳ぎに必要な基礎的技術を習得する．特に,腕のストロークを中心に行う．
事前：足と手を動かすタイミングについて調べる．
事後：本時で学んだ技能や知識をまとめる．
【第10回】背泳ぎ（１） 【実技】
水泳

背泳ぎに必要な基礎的技術を習得する．特に,キックを中心に行う．
事前：背泳ぎのキック動作のコツについて調べる．
事後：本時で学んだ技能や知識をまとめる．
【第11回】背泳ぎ（２）【実技】
背泳ぎに必要な基礎的技術を習得する．特に,腕のストロークを中心に行う．
事前：足と手を動かすタイミングについて調べる．
事後：本時で学んだ技能や知識をまとめる．
【第12回】バタフライ（１）【実技】
バタフライに必要な基礎的技術を習得する．特に,キックを中心に行う．
事前：バタフライのキック動作のコツについて調べる．
事後：本時で学んだ技能や知識をまとめる．
【第13回】バタフライ（２）【実技】
バタフライに必要な基礎的技術を習得する．特に,腕のストロークを中心に行う．
事前：足と手を動かすタイミングについて調べる．
事後：本時で学んだ技能や知識をまとめる．
【第14回】ターン動作の方法 /泳距離判定【実技】
様々なターンの方法を理解・実践し,5分間泳を行う．
事前：水泳におけるターンの方法は,どんなものがあるのか調べる．
事後：本時で学んだ技能や知識をまとめる．
【第15回】泳力判定（２）：4泳法の25ｍのタイム測定【実技】
クロール,平泳ぎ,背泳ぎ,バタフライの25m泳のタイムを計測する．
事前：各泳法の注意点とターン動作の方法を確認する．
事後：第5回で計測した記録と比較し,今後の課題をまとめる．
事前事後の学習
必要に応じて、担当教員より指示する。
授業計画に記載の通り。
課題に対するフィードバックの方法
１）見学時のレポートは提出した翌週に評価を伝える。
２）泳力チェックの評価・コメントは終了後に伝える。
成績評価の方法・基準（方針）
下記に示す評価方法により、総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
１）3回以上の事由のない欠席は評価の対象とせず「K」評価とする。
２）欠席,見学等で5回以上の実技不参加の場合は評価の対象とせず「K」評価とする。
３）遅刻3回で欠席1回の扱いとする。
４）1回の出席を1点とした場合,見学（レポート提出）は0.5点と評価する。
ただし、見学レポートを期限までに提出しない場合は欠席扱いとする。
５）泳力チェックは、4泳法の合格基準（泳法・記録）を満たすこと。
６）学期末レポートの提出がない場合、評価の対象とせず「K」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価
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授業での課題（15）、リフレクションシート（15）、泳力チェッ
ク（40）

１）、２）、３）、４）

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

10

学期末レポート（10）

１）、２）

その他

20

授業に関する質問・発言（10）、取り組み姿勢（10）等

１）、２）、３）、４）

テキスト

テキストは使用せず、必要に応じてプリント（資料）を配布する。

参考書

必要に応じて授業で紹介する。
中学校学習指導要領解説 保健体育編 文部科学省 386円
高等学校学習指導要領解説 保健体育編 文部科学省 478円

履修条件・他の科目との関連 １）スイムキャップやゴーグルの貸し出しはしない。
２）安全管理の観点から、スイムキャップの色は黄色とする。
キャップの前面に大きく自分の氏名を油性マジック等で書いておく。
３）他の受講生の迷惑となる行為をしている者は退出してもらう（欠席扱い）。
４）見学であっても、積極的に授業に参加すること。
見学時の服装はTシャツまたはポロシャツとハーフパンツまたは短パンとする。
水泳

水泳

授業コード

13084704

授業科目名

水泳

授業担当教員

栗山

晶代

成績担当教員

栗山

晶代

開講年次

2年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

実技

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
本授業では、水泳が持つ独自の楽しさを体験しながら、近代４泳法（バタフライ・背泳ぎ・平泳ぎ・クロール）
の学習の仕方を学ぶ。また、中学・高等学校やスポーツクラブ等で水泳の安全で効率的な指導ができるようにな
ることを念頭に置き、４泳法の模範泳ができるような技術および能力を身につけ、知識を深めた上で、正しい指
導法を習得する。授業では、冒頭に泳ぎのコツ、各種泳法のポイントおよび指導上の留意点等を解説した後、そ
の事項を実技で実践する。
到達目標
１）水泳が持つ独自の楽しさを体験するとともに、学習の仕方を習得する。
２）中学・高等学校やスポーツクラブでの水泳指導にて、安全で効果的な指導ができることを念頭に置き、知識
を深めた上で正しい指導法を習得する。
３）４泳法の模範泳ができるような技術および能力を身につける。
４）一定時間続けて泳げるようになる。
授業計画
【第1回】ガイダンス / 水泳と生理 【講義】
本授業におけるスケジュールやプールの使用方法を説明する．また,女性の生理についても学ぶ．
事前：シラバスを読み,授業の流れについて理解する．
事後：本時で学んだ内容を復習する．
【第2回】水泳の基礎【講義】
水の特性や水泳に必要な基本的な能力について解説する．
事前：これまでの水泳の授業について振り返り,内容をまとめておく．
事後：本時で学んだ内容を復習する．
【第3回】近代4泳法の泳ぎ方,指導方法【講義】
クロール,平泳ぎ,背泳ぎ,バタフライの泳ぎ方について概説し,指導方法を学ぶ．
事前：前回学んだ水泳に必要な基本的な能力について,再確認する．
事後：本時で学んだ内容を復習する．
【第4回】水泳と安全【講義】
水難事故について学ぶ．プールで多い事故（飛び込み,潜水）を避ける方法について学ぶ．
事前：水難事故について,インターネット等で情報を収集し,どのような事故が多いのか調べる．
事後：本時で学んだ内容を復習する．
【第5回】着衣泳および泳力判定（１）【実技】
着衣時の泳ぎにくさを体験する．クロール,平泳ぎ,背泳ぎ,バタフライの25m泳のタイムを計測する．
事前：4泳法の泳ぎ方を確認する．
事後：苦手な泳法について,泳ぎのコツを調べてまとめる．
【第6回】水泳の基本動作 浮く・進む / クロール（１）【実技】
クロールに必要な基礎的技術を習得する．特に,キックを中心に行う．
事前：クロールのキック動作のコツについて調べる．
事後：本時で学んだ技能や知識をまとめる．
【第7回】クロール（２）【実技】
クロールに必要な基礎的技術を習得する．特に,腕のストロークを中心に行う．
事前：クロールのストローク動作のコツについて調べる．
事後：本時で学んだ技能や知識をまとめる．
【第8回】平泳ぎ（１）【実技】
平泳ぎに必要な基礎的技術を習得する．特に,キックを中心に行う．
事前：平泳ぎの「あおり足」というのはどのような状態なのか,調べる．
事後：本時で学んだ技能や知識をまとめる．
【第9回】平泳ぎ（２）【実技】
平泳ぎに必要な基礎的技術を習得する．特に,腕のストロークを中心に行う．
事前：足と手を動かすタイミングについて調べる．
事後：本時で学んだ技能や知識をまとめる．
【第10回】背泳ぎ（１） 【実技】
水泳

背泳ぎに必要な基礎的技術を習得する．特に,キックを中心に行う．
事前：背泳ぎのキック動作のコツについて調べる．
事後：本時で学んだ技能や知識をまとめる．
【第11回】背泳ぎ（２）【実技】
背泳ぎに必要な基礎的技術を習得する．特に,腕のストロークを中心に行う．
事前：足と手を動かすタイミングについて調べる．
事後：本時で学んだ技能や知識をまとめる．
【第12回】バタフライ（１）【実技】
バタフライに必要な基礎的技術を習得する．特に,キックを中心に行う．
事前：バタフライのキック動作のコツについて調べる．
事後：本時で学んだ技能や知識をまとめる．
【第13回】バタフライ（２）【実技】
バタフライに必要な基礎的技術を習得する．特に,腕のストロークを中心に行う．
事前：足と手を動かすタイミングについて調べる．
事後：本時で学んだ技能や知識をまとめる．
【第14回】ターン動作の方法 /泳距離判定【実技】
様々なターンの方法を理解・実践し,5分間泳を行う．
事前：水泳におけるターンの方法は,どんなものがあるのか調べる．
事後：本時で学んだ技能や知識をまとめる．
【第15回】泳力判定（２）：4泳法の25ｍのタイム測定【実技】
クロール,平泳ぎ,背泳ぎ,バタフライの25m泳のタイムを計測する．
事前：各泳法の注意点とターン動作の方法を確認する．
事後：第5回で計測した記録と比較し,今後の課題をまとめる．
事前事後の学習
必要に応じて、担当教員より指示する。
授業計画に記載の通り。
課題に対するフィードバックの方法
１）見学時のレポートは提出した翌週に評価を伝える。
２）泳力チェックの評価・コメントは終了後に伝える。
成績評価の方法・基準（方針）
下記に示す評価方法により、総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
１）3回以上の事由のない欠席は評価の対象とせず「K」評価とする。
２）欠席,見学等で5回以上の実技不参加の場合は評価の対象とせず「K」評価とする。
３）遅刻3回で欠席1回の扱いとする。
４）1回の出席を1点とした場合,見学（レポート提出）は0.5点と評価する。
ただし、見学レポートを期限までに提出しない場合は欠席扱いとする。
５）泳力チェックは、4泳法の合格基準（泳法・記録）を満たすこと。
６）学期末レポートの提出がない場合、評価の対象とせず「K」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価
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授業での課題（15）、リフレクションシート（15）、泳力チェッ
ク（40）

１）、２）、３）、４）

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

10

学期末レポート（10）

１）、２）

その他

20

授業に関する質問・発言（10）、取り組み姿勢（10）等

１）、２）、３）、４）

テキスト

テキストは使用せず、必要に応じてプリント（資料）を配布する。

参考書

必要に応じて授業で紹介する。
中学校学習指導要領解説 保健体育編 文部科学省 386円
高等学校学習指導要領解説 保健体育編 文部科学省 478円

履修条件・他の科目との関連 １）スイムキャップやゴーグルの貸し出しはしない。
２）安全管理の観点から、スイムキャップの色は黄色とする。
キャップの前面に大きく自分の氏名を油性マジック等で書いておく。
３）他の受講生の迷惑となる行為をしている者は退出してもらう（欠席扱い）。
４）見学であっても、積極的に授業に参加すること。
見学時の服装はTシャツまたはポロシャツとハーフパンツまたは短パンとする。
水泳

水泳

授業コード

13067701

授業種別

授業科目名

ウォーターエクササイズ指導実習

授業担当教員

奥田

千代

成績担当教員

奥田

千代

開講年次

カリキュラムによる

開講期

実務家教員による授業

実習

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
水の物理的特徴を理解し、水環境でのさまざまなエクササイズを体験する。健康の維持・増進を目的とした
ウォーターエクササイズを受講するとともに、プログラム構成を理解する。各プログラムの特色、指導法、実施
時の注意点などを学び、プールデッキ上でウォータースピードでのインストラクションを習得する。
到達目標
１．水の特性をウォータ―エクササイズの特徴をわかりやすく説明できる。
２．ウォーターエクササイズのウォーキング、レジスタンス、アクアダンスの指導プログラムの立案方法を学び
立案できる能力を習得する。
３．適切な姿勢で、それぞれのエクササイズの動作（インストラクション）を実演する能力を身に付ける。
４．指導の循環を行いながらプログラムを指導・展開すること、タイミングの良いキューイングなどの技術を習
得する。
授業計画
【第1回】
テーマ：授業方針の理解・水の物理的特徴の体験、ウォーキングの体験
内容・方法：オリエンテーション、水の物理的特徴、水環境、トレーニングの原則など
【第2回】
テーマ：水中エクササイズ①
内容・方法：水の物理的特徴の体験、立位への回復動作、ウォーキングの体験と指導
【第3回】
テーマ：水中エクササイズ②
内容・方法：水の物理的特徴、ウォーキングバリエーション、インストラクション練習
【第4回】
テーマ：水中エクササイズ③
内容・方法：水の物理的特徴、ウォーキングインストラクション練習、リラクゼーション
【第5回】
テーマ：水中エクササイズ④
内容・方法：ウォーキングインストラクション練習、筋コンディショニングとストレッチの体験
【第6回】
テーマ：水中エクササイズ⑤
内容・方法：筋コンディショニングとストレッチ、インストラクション練習
【第7回】
テーマ：水中エクササイズ⑥
内容・方法：アクアダンス（リニアプログレッション）の体験と構成理解
【第8回】
テーマ：水中エクササイズ⑦
内容・方法：アクアダンスインストラクション練習
【第9回】
テーマ：水中エクササイズ⑧
内容・方法：口頭プレゼンテーションテスト、プログラムの構成と基本動作の確認
【第10回】
テーマ：水中エクササイズ⑨
内容・方法：アクアダンス（コンビネーション）の体験と構成理解
【第11回】
テーマ：水中エクササイズ⑩
内容・方法：アクアダンスインストラクション練習
【第12回】
テーマ：水中エクササイズ⑪
内容・方法：実技テスト課題練習、プログラム構成の確認
【第13回】
テーマ：水中エクササイズ⑫
内容・方法：実技テスト
【第14回】
テーマ：水中エクササイズ⑬
内容・方法：実技テスト
【第15回】
テーマ：水中エクササイズ⑭
内容・方法：多種なツール体験、授業まとめ
事前事後の学習
ウォーターエクササイズ指導実習

必要に応じて、担当教員より指示する。
【第1回】
①事前学修課題：授業内容の予習
②事後学修課題：授業内容の確認と授業ノートの整理
【第2回】
①事前学修課題：前回授業内容の復習
②事後学修課題：授業内容の確認と授業ノートの整理
【第3回】
①事前学修課題：前回授業内容の復習
②事後学修課題：授業内容の確認と授業ノートの整理
【第4回】
①事前学修課題：前回授業内容の復習
②事後学修課題：授業内容の確認と授業ノートの整理
【第5回】
①事前学修課題：前回授業内容の復習
②事後学修課題：授業内容の確認と授業ノートの整理
【第6回】
①事前学修課題：前回授業内容の復習
②事後学修課題：授業内容の確認と授業ノートの整理
【第7回】
①事前学修課題：前回授業内容の復習
②事後学修課題：授業内容の確認と授業ノートの整理
【第8回】
①事前学修課題：前回授業内容の復習
②事後学修課題：授業内容の確認と授業ノートの整理
【第9回】
①事前学修課題：前回授業内容の復習
②事後学修課題：授業内容の確認と授業ノートの整理
【第10回】
①事前学修課題：前回授業内容の復習
②事後学修課題：授業内容の確認と授業ノートの整理
【第11回】
①事前学修課題：前回授業内容の復習
②事後学修課題：授業内容の確認と授業ノートの整理
【第12回】
①事前学修課題：前回授業内容の復習
②事後学修課題：授業内容の確認と授業ノートの整理
【第13回】
①事前学修課題：前回授業内容の復習
②事後学修課題：授業内容の確認と授業ノートの整理
【第14回】
①事前学修課題：前回授業内容の復習
②事後学修課題：授業内容の確認と授業ノートの整理
【第15回】
①事前学修課題：授業内容の復習
②事後学修課題：授業内容の確認と授業ノートの整理
課題に対するフィードバックの方法
プログラムシートの添削、口頭にてフィードバック
成績評価の方法・基準（方針）
半期4回以上の欠席、授業の受講態度の悪い者は成績不可、遅刻及び早退は1/3欠席、15分以上の遅刻は欠席扱い
とする。
その他：施設利用のマナー、忘れ物（キャップ・テキスト・資料）など
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

60

実技試験（40） 授業での課題（20）

１．２．３．４

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

授業のまとめに関するレポートの実施（20）

１．２．３．４

その他

20

授業に対して積極的な取り組み姿勢（10）、授業に関す
る質問や発言（10）等

１．２．３．４

テキスト

AQWBI・AQWI・AQDBI・AQDIのためのアクアエクササイズ指導理論/編著：深代泰子 著：田中千
晶/（公社）日本フィットネス協会/2160/

参考書

「水泳指導教本」 日本水泳連盟
ウォーターエクササイズ指導実習

参考書

「アクアスポーツ科学」 清水富弘（監修） 科学新聞社
「アクアエクササイズ指導教本」 （公社）日本フィットネス協会

履修条件・他の科目との関連 水着、スイムキャップ（必ず名前を書いたもの）を着用する．また指導実習の際プールサイドでの着用
できるシューズ、サンダルを用意しておくこと。
時計、アクセサリー類は必ずはずすこと．水分補給のための飲料水を準備しておくこと．
指定テキスト、1年次のエアロビックダンスのテキスト、配布プリントおよび筆記用具を持参する．
見学者は授業内容をレポートとして提出することにより出席扱いとする．

ウォーターエクササイズ指導実習

授業コード

13067702

授業種別

授業科目名

ウォーターエクササイズ指導実習

授業担当教員

奥田

千代

成績担当教員

奥田

千代

開講年次

カリキュラムによる

開講期

実務家教員による授業

実習

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
水の物理的特徴を理解し、水環境でのさまざまなエクササイズを体験する。健康の維持・増進を目的とした
ウォーターエクササイズを受講するとともに、プログラム構成を理解する。各プログラムの特色、指導法、実施
時の注意点などを学び、プールデッキ上でウォータースピードでのインストラクションを習得する。
到達目標
１．水の特性をウォータ―エクササイズの特徴をわかりやすく説明できる。
２．ウォーターエクササイズのウォーキング、レジスタンス、アクアダンスの指導プログラムの立案方法を学び
立案できる能力を習得する。
３．適切な姿勢で、それぞれのエクササイズの動作（インストラクション）を実演する能力を身に付ける。
４．指導の循環を行いながらプログラムを指導・展開すること、タイミングの良いキューイングなどの技術を習
得する。
授業計画
【第1回】
テーマ：授業方針の理解・水の物理的特徴の体験、ウォーキングの体験
内容・方法：オリエンテーション、水の物理的特徴、水環境、トレーニングの原則など
【第2回】
テーマ：水中エクササイズ①
内容・方法：水の物理的特徴の体験、立位への回復動作、ウォーキングの体験と指導
【第3回】
テーマ：水中エクササイズ②
内容・方法：水の物理的特徴、ウォーキングバリエーション、インストラクション練習
【第4回】
テーマ：水中エクササイズ③
内容・方法：水の物理的特徴、ウォーキングインストラクション練習、リラクゼーション
【第5回】
テーマ：水中エクササイズ④
内容・方法：ウォーキングインストラクション練習、筋コンディショニングとストレッチの体験
【第6回】
テーマ：水中エクササイズ⑤
内容・方法：筋コンディショニングとストレッチ、インストラクション練習
【第7回】
テーマ：水中エクササイズ⑥
内容・方法：アクアダンス（リニアプログレッション）の体験と構成理解
【第8回】
テーマ：水中エクササイズ⑦
内容・方法：アクアダンスインストラクション練習
【第9回】
テーマ：水中エクササイズ⑧
内容・方法：口頭プレゼンテーションテスト、プログラムの構成と基本動作の確認
【第10回】
テーマ：水中エクササイズ⑨
内容・方法：アクアダンス（コンビネーション）の体験と構成理解
【第11回】
テーマ：水中エクササイズ⑩
内容・方法：アクアダンスインストラクション練習
【第12回】
テーマ：水中エクササイズ⑪
内容・方法：実技テスト課題練習、プログラム構成の確認
【第13回】
テーマ：水中エクササイズ⑫
内容・方法：実技テスト
【第14回】
テーマ：水中エクササイズ⑬
内容・方法：実技テスト
【第15回】
テーマ：水中エクササイズ⑭
内容・方法：多種なツール体験、授業まとめ
事前事後の学習
ウォーターエクササイズ指導実習

必要に応じて、担当教員より指示する。
【第1回】
①事前学修課題：授業内容の予習
②事後学修課題：授業内容の確認と授業ノートの整理
【第2回】
①事前学修課題：前回授業内容の復習
②事後学修課題：授業内容の確認と授業ノートの整理
【第3回】
①事前学修課題：前回授業内容の復習
②事後学修課題：授業内容の確認と授業ノートの整理
【第4回】
①事前学修課題：前回授業内容の復習
②事後学修課題：授業内容の確認と授業ノートの整理
【第5回】
①事前学修課題：前回授業内容の復習
②事後学修課題：授業内容の確認と授業ノートの整理
【第6回】
①事前学修課題：前回授業内容の復習
②事後学修課題：授業内容の確認と授業ノートの整理
【第7回】
①事前学修課題：前回授業内容の復習
②事後学修課題：授業内容の確認と授業ノートの整理
【第8回】
①事前学修課題：前回授業内容の復習
②事後学修課題：授業内容の確認と授業ノートの整理
【第9回】
①事前学修課題：前回授業内容の復習
②事後学修課題：授業内容の確認と授業ノートの整理
【第10回】
①事前学修課題：前回授業内容の復習
②事後学修課題：授業内容の確認と授業ノートの整理
【第11回】
①事前学修課題：前回授業内容の復習
②事後学修課題：授業内容の確認と授業ノートの整理
【第12回】
①事前学修課題：前回授業内容の復習
②事後学修課題：授業内容の確認と授業ノートの整理
【第13回】
①事前学修課題：前回授業内容の復習
②事後学修課題：授業内容の確認と授業ノートの整理
【第14回】
①事前学修課題：前回授業内容の復習
②事後学修課題：授業内容の確認と授業ノートの整理
【第15回】
①事前学修課題：授業内容の復習
②事後学修課題：授業内容の確認と授業ノートの整理
課題に対するフィードバックの方法
プログラムシートの添削、口頭にてフィードバック
成績評価の方法・基準（方針）
半期4回以上の欠席、授業の受講態度の悪い者は成績不可、遅刻及び早退は1/3欠席、15分以上の遅刻は欠席扱い
とする。
その他：施設利用のマナー、忘れ物（キャップ・テキスト・資料）など
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

60

実技試験（40） 授業での課題（20）

１．２．３．４

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

授業のまとめに関するレポートの実施（20）

１．２．３．４

その他

20

授業に対して積極的な取り組み姿勢（10）、授業に関す
る質問や発言（10）等

１．２．３．４

テキスト

AQWBI・AQWI・AQDBI・AQDIのためのアクアエクササイズ指導理論/編著：深代泰子 著：田中千
晶/（公社）日本フィットネス協会/2160/

参考書

「水泳指導教本」 日本水泳連盟
ウォーターエクササイズ指導実習

参考書

「アクアスポーツ科学」 清水富弘（監修） 科学新聞社
「アクアエクササイズ指導教本」 （公社）日本フィットネス協会

履修条件・他の科目との関連 水着、スイムキャップ（必ず名前を書いたもの）を着用する．また指導実習の際プールサイドでの着用
できるシューズ、サンダルを用意しておくこと。
時計、アクセサリー類は必ずはずすこと．水分補給のための飲料水を準備しておくこと．
指定テキスト、1年次のエアロビックダンスのテキスト、配布プリントおよび筆記用具を持参する．
見学者は授業内容をレポートとして提出することにより出席扱いとする．

ウォーターエクササイズ指導実習

授業コード

13067703

授業種別

授業科目名

ウォーターエクササイズ指導実習

授業担当教員

奥田

千代

成績担当教員

奥田

千代

開講年次

カリキュラムによる

開講期

実務家教員による授業

実習

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
水の物理的特徴を理解し、水環境でのさまざまなエクササイズを体験する。健康の維持・増進を目的とした
ウォーターエクササイズを受講するとともに、プログラム構成を理解する。各プログラムの特色、指導法、実施
時の注意点などを学び、プールデッキ上でウォータースピードでのインストラクションを習得する。
到達目標
１．水の特性をウォータ―エクササイズの特徴をわかりやすく説明できる。
２．ウォーターエクササイズのウォーキング、レジスタンス、アクアダンスの指導プログラムの立案方法を学び
立案できる能力を習得する。
３．適切な姿勢で、それぞれのエクササイズの動作（インストラクション）を実演する能力を身に付ける。
４．指導の循環を行いながらプログラムを指導・展開すること、タイミングの良いキューイングなどの技術を習
得する。
授業計画
【第1回】
テーマ：授業方針の理解・水の物理的特徴の体験、ウォーキングの体験
内容・方法：オリエンテーション、水の物理的特徴、水環境、トレーニングの原則など
【第2回】
テーマ：水中エクササイズ①
内容・方法：水の物理的特徴の体験、立位への回復動作、ウォーキングの体験と指導
【第3回】
テーマ：水中エクササイズ②
内容・方法：水の物理的特徴、ウォーキングバリエーション、インストラクション練習
【第4回】
テーマ：水中エクササイズ③
内容・方法：水の物理的特徴、ウォーキングインストラクション練習、リラクゼーション
【第5回】
テーマ：水中エクササイズ④
内容・方法：ウォーキングインストラクション練習、筋コンディショニングとストレッチの体験
【第6回】
テーマ：水中エクササイズ⑤
内容・方法：筋コンディショニングとストレッチ、インストラクション練習
【第7回】
テーマ：水中エクササイズ⑥
内容・方法：アクアダンス（リニアプログレッション）の体験と構成理解
【第8回】
テーマ：水中エクササイズ⑦
内容・方法：アクアダンスインストラクション練習
【第9回】
テーマ：水中エクササイズ⑧
内容・方法：口頭プレゼンテーションテスト、プログラムの構成と基本動作の確認
【第10回】
テーマ：水中エクササイズ⑨
内容・方法：アクアダンス（コンビネーション）の体験と構成理解
【第11回】
テーマ：水中エクササイズ⑩
内容・方法：アクアダンスインストラクション練習
【第12回】
テーマ：水中エクササイズ⑪
内容・方法：実技テスト課題練習、プログラム構成の確認
【第13回】
テーマ：水中エクササイズ⑫
内容・方法：実技テスト
【第14回】
テーマ：水中エクササイズ⑬
内容・方法：実技テスト
【第15回】
テーマ：水中エクササイズ⑭
内容・方法：多種なツール体験、授業まとめ
事前事後の学習
ウォーターエクササイズ指導実習

必要に応じて、担当教員より指示する。
【第1回】
①事前学修課題：授業内容の予習
②事後学修課題：授業内容の確認と授業ノートの整理
【第2回】
①事前学修課題：前回授業内容の復習
②事後学修課題：授業内容の確認と授業ノートの整理
【第3回】
①事前学修課題：前回授業内容の復習
②事後学修課題：授業内容の確認と授業ノートの整理
【第4回】
①事前学修課題：前回授業内容の復習
②事後学修課題：授業内容の確認と授業ノートの整理
【第5回】
①事前学修課題：前回授業内容の復習
②事後学修課題：授業内容の確認と授業ノートの整理
【第6回】
①事前学修課題：前回授業内容の復習
②事後学修課題：授業内容の確認と授業ノートの整理
【第7回】
①事前学修課題：前回授業内容の復習
②事後学修課題：授業内容の確認と授業ノートの整理
【第8回】
①事前学修課題：前回授業内容の復習
②事後学修課題：授業内容の確認と授業ノートの整理
【第9回】
①事前学修課題：前回授業内容の復習
②事後学修課題：授業内容の確認と授業ノートの整理
【第10回】
①事前学修課題：前回授業内容の復習
②事後学修課題：授業内容の確認と授業ノートの整理
【第11回】
①事前学修課題：前回授業内容の復習
②事後学修課題：授業内容の確認と授業ノートの整理
【第12回】
①事前学修課題：前回授業内容の復習
②事後学修課題：授業内容の確認と授業ノートの整理
【第13回】
①事前学修課題：前回授業内容の復習
②事後学修課題：授業内容の確認と授業ノートの整理
【第14回】
①事前学修課題：前回授業内容の復習
②事後学修課題：授業内容の確認と授業ノートの整理
【第15回】
①事前学修課題：授業内容の復習
②事後学修課題：授業内容の確認と授業ノートの整理
課題に対するフィードバックの方法
プログラムシートの添削、口頭にてフィードバック
成績評価の方法・基準（方針）
半期4回以上の欠席、授業の受講態度の悪い者は成績不可、遅刻及び早退は1/3欠席、15分以上の遅刻は欠席扱い
とする。
その他：施設利用のマナー、忘れ物（キャップ・テキスト・資料）など
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

60

実技試験（40） 授業での課題（20）
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授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

授業のまとめに関するレポートの実施（20）
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その他

20

授業に対して積極的な取り組み姿勢（10）、授業に関す
る質問や発言（10）等

１．２．３．４

テキスト

AQWBI・AQWI・AQDBI・AQDIのためのアクアエクササイズ指導理論/編著：深代泰子 著：田中千
晶/（公社）日本フィットネス協会/2160/

参考書

「水泳指導教本」 日本水泳連盟
ウォーターエクササイズ指導実習

参考書

「アクアスポーツ科学」 清水富弘（監修） 科学新聞社
「アクアエクササイズ指導教本」 （公社）日本フィットネス協会

履修条件・他の科目との関連 水着、スイムキャップ（必ず名前を書いたもの）を着用する．また指導実習の際プールサイドでの着用
できるシューズ、サンダルを用意しておくこと。
時計、アクセサリー類は必ずはずすこと．水分補給のための飲料水を準備しておくこと．
指定テキスト、1年次のエアロビックダンスのテキスト、配布プリントおよび筆記用具を持参する．
見学者は授業内容をレポートとして提出することにより出席扱いとする．

ウォーターエクササイズ指導実習

授業コード

13109701

授業科目名

陸上競技

授業担当教員

奥島

大

成績担当教員

奥島

大

開講年次

1年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

実技

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
陸上競技の運動特性,教育的特性を理解し,走・跳・投種目における基本技術,実践的運動手段・方法,指導法につ
いて確認（修得）する．また,実践的な指導力を身につけるために,グループ（3～5名）ごとに指導計画・案を作
成し,模擬授業（他の受講生を対象）を行う．毎時授業の後半では,指導計画・案,および模擬授業について意見交
換や討論を実施し,授業評価によるフィードバックを行うことで実践的な指導力を養う．
到達目標
１．陸上競技の特性について説明できる．
２．走・跳・投種目の基本技術や練習手段・方法を,指導場面で応用できる．
３．指導計画・案を作成して,実践できる．
授業計画
【第1回】
テーマ：陸上競技の運動特性の理解Ⅰ
内容・方法：短距離・リレーにおける運動特性、技術、運動手段・方法、指導法
【第2回】
テーマ：陸上競技の運動特性の理解Ⅱ
内容・方法：ハードル走における運動特性、技術、運動手段・方法、指導法
【第3回】
テーマ：陸上競技の運動特性の理解Ⅲ
内容・方法：跳躍種目（走高跳・走幅跳）における運動特性、技術,運動手段・方法、指導法
【第4回】
テーマ：陸上競技の運動特性の理解Ⅳ
内容・方法：投擲種目における運動特性、技術、運動手段・方法、指導法
【第5回】
テーマ：指導計画・案に基づいた模擬授業と授業評価（１）
内容・方法：グループによる模擬授業の実践と反省会・討論
【第6回】
テーマ：指導計画・案に基づいた模擬授業と授業評価（２）
内容・方法：グループによる模擬授業の実践と反省会・討論
【第7回】
テーマ：指導計画・案に基づいた模擬授業と授業評価（３）
内容・方法：グループによる模擬授業の実践と反省会・討論
【第8回】
テーマ：指導計画・案に基づいた模擬授業と授業評価（４）
内容・方法：グループによる模擬授業の実践と反省会・討論
【第9回】
テーマ：指導計画・案に基づいた模擬授業と授業評価（５）
内容・方法：グループによる模擬授業の実践と反省会・討論
【第10回】
テーマ：指導計画・案に基づいた模擬授業と授業評価（６）
内容・方法：少人数による模擬授業の実践と反省会・討論
【第11回】
テーマ：指導計画・案に基づいた模擬授業と授業評価（７）
内容・方法：少人数による模擬授業の実践と反省会・討論
【第12回】
テーマ：指導計画・案に基づいた模擬授業と授業評価（８）
内容・方法：少人数による模擬授業の実践と反省会・討論
【第13回】
テーマ：指導計画・案に基づいた模擬授業と授業評価（９）
内容・方法：少人数による模擬授業の実践と反省会・討論
【第14回】
テーマ：指導計画・案に基づいた模擬授業と授業評価（１０）
内容・方法：少人数による模擬授業の実践と反省会・討論
【第15回】
テーマ：まとめ、教育実習に向けて
内容・方法：陸上競技の運動特性や技術について確認．指導上の課題である「つまずき」,「修得のコツ」につい
て復習．模擬授業の実践を通して学んだことや課題についの話し合い
事前事後の学習

陸上競技

必要に応じて、担当教員より指示する。
【第1回】
①事前学修課題：学校体育における陸上競技の意義と指導者のあり方について,事前にまとめておくこと．30分の
事前学修が必要である．
②事後学修課題：授業の内容や気づきについてノートにまとめる．30分の事後学修が必要である．
【第2回】
①事前学修課題：前回の実践内容の留意点を確認するとともに,体調を整えること．30不運の事前学修が必要であ
る．
②事後学修課題：授業の内容や気づきについてノートにまとめる．30分の事後学修が必要である．
【第3回】
①事前学修課題：：前回の実践内容の留意点を確認するとともに,体調を整えること．30不運の事前学修が必要で
ある．
②事後学修課題：授業の内容や気づきについてノートにまとめる．30分の事後学修が必要である．
【第4回】
①事前学修課題：：前回の実践内容の留意点を確認するとともに,体調を整えること．30不運の事前学修が必要で
ある．
②事後学修課題：授業の内容や気づきについてノートにまとめる．30分の事後学修が必要である．
【第5回】
①事前学修課題：1)模擬授業の課題について確認し、体調を整えておくこと、2)模擬授業の担当グループは指導
案を作成すること．30分の事前学修が必要である．
②事後学修課題：模擬授業の反省や課題についてノートにまとめること．30分の事後学修が必要である．
【第6回】
①事前学修課題：1)模擬授業の課題について確認し、体調を整えておくこと、2)模擬授業の担当グループは指導
案を作成すること．30分の事前学修が必要である．
②事後学修課題：模擬授業の反省や課題についてノートにまとめること．30分の事後学修が必要である．
【第7回】
①事前学修課題：1)模擬授業の課題について確認し、体調を整えておくこと、2)模擬授業の担当グループは指導
案を作成すること．30分の事前学修が必要である．
②事後学修課題：模擬授業の反省や課題についてノートにまとめること．30分の事後学修が必要である．
【第8回】
①事前学修課題：1)模擬授業の課題について確認し、体調を整えておくこと、2)模擬授業の担当グループは指導
案を作成すること．30分の事前学修が必要である．
②事後学修課題：模擬授業の反省や課題についてノートにまとめること．30分の事後学修が必要である．
【第9回】
①事前学修課題：1)模擬授業の課題について確認し、体調を整えておくこと、2)模擬授業の担当グループは指導
案を作成すること．30分の事前学修が必要である．
②事後学修課題：模擬授業の反省や課題についてノートにまとめること．30分の事後学修が必要である．
【第10回】
①事前学修課題：1)模擬授業の課題について確認し、体調を整えておくこと、2)模擬授業の担当グループは指導
案を作成すること．30分の事前学修が必要である．
②事後学修課題：模擬授業の反省や課題についてノートにまとめること．30分の事後学修が必要である．
【第11回】
①事前学修課題：1)模擬授業の課題について確認し、体調を整えておくこと、2)模擬授業の担当グループは指導
案を作成すること．30分の事前学修が必要である．
②事後学修課題：模擬授業の反省や課題についてノートにまとめること．30分の事後学修が必要である．
【第12回】
①事前学修課題：1)模擬授業の課題について確認し、体調を整えておくこと、2)模擬授業の担当グループは指導
案を作成すること．30分の事前学修が必要である．
②事後学修課題：模擬授業の反省や課題についてノートにまとめること．30分の事後学修が必要である．
【第13回】
①事前学修課題：1)模擬授業の課題について確認し、体調を整えておくこと、2)模擬授業の担当グループは指導
案を作成すること．30分の事前学修が必要である．
②事後学修課題：模擬授業の反省や課題についてノートにまとめること．30分の事後学修が必要である．
【第14回】
①事前学修課題：1)模擬授業の課題について確認し、体調を整えておくこと、2)模擬授業の担当グループは指導
案を作成すること．30分の事前学修が必要である．
②事後学修課題：模擬授業の反省や課題についてノートにまとめること．30分の事後学修が必要である．
【第15回】
①事前学修課題：1)模擬授業の課題について確認し、体調を整えておくこと、2)模擬授業の担当グループは指導
案を作成すること．30分の事前学修が必要である．
②事後学修課題：模擬授業の反省や課題についてノートにまとめること．30分の事後学修が必要である．
課題に対するフィードバックの方法
毎時間の最後にまとめとして,学習の達成度を伝え,次回の課題とする．
成績評価の方法・基準（方針）
下記に示す評価方法により,総合的に判定のうえ,60点以上を合格とし,所定の単位を認定する．
１）正当な理由がなく,5回以上の欠席は評価の対象とせず,「K」評価とする．
２）授業の遅刻および早退は1/3欠席として扱う．
３）タームペーパー未提出者は,評価の対象とせず,「K」評価とする．
*やむをえない事情がある場合には,事前の連絡・報告・相談すること．
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標
陸上競技

授業内での評価

80

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

その他

0

テキスト

中学・高校 陸上競技の学習指導「わかって・できる」指導の工夫/小木曽一之（編著）清水茂
幸、串間敦郎、得居雅人、小倉幸雄、田附俊一著）/道和書院//978-4-8105-2133-7

参考書

『陸上運動の方法』、『陸上競技の方法』関岡康雄（道和書院）

取り組み姿勢（20）,模擬授業（60）等

１,２,３

タームペーパー

１,２,３

履修条件・他の科目との関連 ・実技指導や模擬授業,授業評価について,毎時ノートにまとめておくこと
・陸上競技用のシューズ,実技に適した服装で受講すること
・水分補給用の飲水ボトルを用意すること

陸上競技

授業コード

13070302

授業科目名

陸上競技基礎

授業担当教員

奥島

大

成績担当教員

奥島

大

開講年次

1年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

実技

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
陸上競技の運動特性,教育的特性を理解し,走・跳・投種目における基本技術,実践的運動手段・方法,指導法につ
いて確認（修得）する．また,実践的な指導力を身につけるために,グループ（3～5名）ごとに指導計画・案を作
成し,模擬授業（他の受講生を対象）を行う．毎時授業の後半では,指導計画・案,および模擬授業について意見交
換や討論を実施し,授業評価によるフィードバックを行うことで実践的な指導力を養う．
到達目標
１．陸上競技の特性について説明できる．
２．走・跳・投種目の基本技術や練習手段・方法を,指導場面で応用できる．
３．指導計画・案を作成して,実践できる．
授業計画
【第1回】
テーマ：陸上競技の運動特性の理解Ⅰ
内容・方法：短距離・リレーにおける運動特性、技術、運動手段・方法、指導法
【第2回】
テーマ：陸上競技の運動特性の理解Ⅱ
内容・方法：ハードル走における運動特性、技術、運動手段・方法、指導法
【第3回】
テーマ：陸上競技の運動特性の理解Ⅲ
内容・方法：跳躍種目（走高跳・走幅跳）における運動特性、技術,運動手段・方法、指導法
【第4回】
テーマ：陸上競技の運動特性の理解Ⅳ
内容・方法：投擲種目における運動特性、技術、運動手段・方法、指導法
【第5回】
テーマ：指導計画・案に基づいた模擬授業と授業評価（１）
内容・方法：グループによる模擬授業の実践と反省会・討論
【第6回】
テーマ：指導計画・案に基づいた模擬授業と授業評価（２）
内容・方法：グループによる模擬授業の実践と反省会・討論
【第7回】
テーマ：指導計画・案に基づいた模擬授業と授業評価（３）
内容・方法：グループによる模擬授業の実践と反省会・討論
【第8回】
テーマ：指導計画・案に基づいた模擬授業と授業評価（４）
内容・方法：グループによる模擬授業の実践と反省会・討論
【第9回】
テーマ：指導計画・案に基づいた模擬授業と授業評価（５）
内容・方法：グループによる模擬授業の実践と反省会・討論
【第10回】
テーマ：指導計画・案に基づいた模擬授業と授業評価（６）
内容・方法：少人数による模擬授業の実践と反省会・討論
【第11回】
テーマ：指導計画・案に基づいた模擬授業と授業評価（７）
内容・方法：少人数による模擬授業の実践と反省会・討論
【第12回】
テーマ：指導計画・案に基づいた模擬授業と授業評価（８）
内容・方法：少人数による模擬授業の実践と反省会・討論
【第13回】
テーマ：指導計画・案に基づいた模擬授業と授業評価（９）
内容・方法：少人数による模擬授業の実践と反省会・討論
【第14回】
テーマ：指導計画・案に基づいた模擬授業と授業評価（１０）
内容・方法：少人数による模擬授業の実践と反省会・討論
【第15回】
テーマ：まとめ、教育実習に向けて
内容・方法：陸上競技の運動特性や技術について確認．指導上の課題である「つまずき」,「修得のコツ」につい
て復習．模擬授業の実践を通して学んだことや課題についの話し合い
事前事後の学習

陸上競技基礎

必要に応じて、担当教員より指示する。
【第1回】
①事前学修課題：学校体育における陸上競技の意義と指導者のあり方について,事前にまとめておくこと．30分の
事前学修が必要である．
②事後学修課題：授業の内容や気づきについてノートにまとめる．30分の事後学修が必要である．
【第2回】
①事前学修課題：前回の実践内容の留意点を確認するとともに,体調を整えること．30不運の事前学修が必要であ
る．
②事後学修課題：授業の内容や気づきについてノートにまとめる．30分の事後学修が必要である．
【第3回】
①事前学修課題：：前回の実践内容の留意点を確認するとともに,体調を整えること．30不運の事前学修が必要で
ある．
②事後学修課題：授業の内容や気づきについてノートにまとめる．30分の事後学修が必要である．
【第4回】
①事前学修課題：：前回の実践内容の留意点を確認するとともに,体調を整えること．30不運の事前学修が必要で
ある．
②事後学修課題：授業の内容や気づきについてノートにまとめる．30分の事後学修が必要である．
【第5回】
①事前学修課題：1)模擬授業の課題について確認し、体調を整えておくこと、2)模擬授業の担当グループは指導
案を作成すること．30分の事前学修が必要である．
②事後学修課題：模擬授業の反省や課題についてノートにまとめること．30分の事後学修が必要である．
【第6回】
①事前学修課題：1)模擬授業の課題について確認し、体調を整えておくこと、2)模擬授業の担当グループは指導
案を作成すること．30分の事前学修が必要である．
②事後学修課題：模擬授業の反省や課題についてノートにまとめること．30分の事後学修が必要である．
【第7回】
①事前学修課題：1)模擬授業の課題について確認し、体調を整えておくこと、2)模擬授業の担当グループは指導
案を作成すること．30分の事前学修が必要である．
②事後学修課題：模擬授業の反省や課題についてノートにまとめること．30分の事後学修が必要である．
【第8回】
①事前学修課題：1)模擬授業の課題について確認し、体調を整えておくこと、2)模擬授業の担当グループは指導
案を作成すること．30分の事前学修が必要である．
②事後学修課題：模擬授業の反省や課題についてノートにまとめること．30分の事後学修が必要である．
【第9回】
①事前学修課題：1)模擬授業の課題について確認し、体調を整えておくこと、2)模擬授業の担当グループは指導
案を作成すること．30分の事前学修が必要である．
②事後学修課題：模擬授業の反省や課題についてノートにまとめること．30分の事後学修が必要である．
【第10回】
①事前学修課題：1)模擬授業の課題について確認し、体調を整えておくこと、2)模擬授業の担当グループは指導
案を作成すること．30分の事前学修が必要である．
②事後学修課題：模擬授業の反省や課題についてノートにまとめること．30分の事後学修が必要である．
【第11回】
①事前学修課題：1)模擬授業の課題について確認し、体調を整えておくこと、2)模擬授業の担当グループは指導
案を作成すること．30分の事前学修が必要である．
②事後学修課題：模擬授業の反省や課題についてノートにまとめること．30分の事後学修が必要である．
【第12回】
①事前学修課題：1)模擬授業の課題について確認し、体調を整えておくこと、2)模擬授業の担当グループは指導
案を作成すること．30分の事前学修が必要である．
②事後学修課題：模擬授業の反省や課題についてノートにまとめること．30分の事後学修が必要である．
【第13回】
①事前学修課題：1)模擬授業の課題について確認し、体調を整えておくこと、2)模擬授業の担当グループは指導
案を作成すること．30分の事前学修が必要である．
②事後学修課題：模擬授業の反省や課題についてノートにまとめること．30分の事後学修が必要である．
【第14回】
①事前学修課題：1)模擬授業の課題について確認し、体調を整えておくこと、2)模擬授業の担当グループは指導
案を作成すること．30分の事前学修が必要である．
②事後学修課題：模擬授業の反省や課題についてノートにまとめること．30分の事後学修が必要である．
【第15回】
①事前学修課題：1)模擬授業の課題について確認し、体調を整えておくこと、2)模擬授業の担当グループは指導
案を作成すること．30分の事前学修が必要である．
②事後学修課題：模擬授業の反省や課題についてノートにまとめること．30分の事後学修が必要である．
課題に対するフィードバックの方法
毎時間の最後にまとめとして,学習の達成度を伝え,次回の課題とする．
成績評価の方法・基準（方針）
下記に示す評価方法により,総合的に判定のうえ,60点以上を合格とし,所定の単位を認定する．
１）正当な理由がなく,5回以上の欠席は評価の対象とせず,「K」評価とする．
２）授業の遅刻および早退は1/3欠席として扱う．
３）タームペーパー未提出者は,評価の対象とせず,「K」評価とする．
*やむをえない事情がある場合には,事前の連絡・報告・相談すること．
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標
陸上競技基礎

授業内での評価

80

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

その他

0
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参考書

『陸上運動の方法』、『陸上競技の方法』関岡康雄（道和書院）

取り組み姿勢（20）,模擬授業（60）等

１,２,３

タームペーパー

１,２,３

履修条件・他の科目との関連 ・実技指導や模擬授業,授業評価について,毎時ノートにまとめておくこと
・陸上競技用のシューズ,実技に適した服装で受講すること
・水分補給用の飲水ボトルを用意すること

陸上競技基礎

授業コード

13109702

授業科目名

陸上競技

授業担当教員

奥島

大、小倉

成績担当教員

奥島

大

開講年次

1年

授業種別

実務家教員による授業

実技

－

幸雄
開講期

後期

単位数

1単位

授業の目的・概要
陸上競技の運動特性,教育的特性を理解し,走・跳・投種目における基本技術,実践的運動手段・方法,指導法につ
いて確認（修得）する．また,実践的な指導力を身につけるために,グループ（3～5名）ごとに指導計画・案を作
成し,模擬授業（他の受講生を対象）を行う．毎時授業の後半では,指導計画・案,および模擬授業について意見交
換や討論を実施し,授業評価によるフィードバックを行うことで実践的な指導力を養う．
到達目標
１．陸上競技の特性について説明できる．
２．走・跳・投種目の基本技術や練習手段・方法を,指導場面で応用できる．
３．指導計画・案を作成して,実践できる．
授業計画
【第1回】
テーマ：陸上競技の運動特性の理解Ⅰ
内容・方法：短距離・リレーにおける運動特性、技術、運動手段・方法、指導法
【第2回】
テーマ：陸上競技の運動特性の理解Ⅱ
内容・方法：ハードル走における運動特性、技術、運動手段・方法、指導法
【第3回】
テーマ：陸上競技の運動特性の理解Ⅲ
内容・方法：跳躍種目（走高跳・走幅跳）における運動特性、技術,運動手段・方法、指導法
【第4回】
テーマ：陸上競技の運動特性の理解Ⅳ
内容・方法：投擲種目における運動特性、技術、運動手段・方法、指導法
【第5回】
テーマ：指導計画・案に基づいた模擬授業と授業評価（１）
内容・方法：グループによる模擬授業の実践と反省会・討論
【第6回】
テーマ：指導計画・案に基づいた模擬授業と授業評価（２）
内容・方法：グループによる模擬授業の実践と反省会・討論
【第7回】
テーマ：指導計画・案に基づいた模擬授業と授業評価（３）
内容・方法：グループによる模擬授業の実践と反省会・討論
【第8回】
テーマ：指導計画・案に基づいた模擬授業と授業評価（４）
内容・方法：グループによる模擬授業の実践と反省会・討論
【第9回】
テーマ：指導計画・案に基づいた模擬授業と授業評価（５）
内容・方法：グループによる模擬授業の実践と反省会・討論
【第10回】
テーマ：指導計画・案に基づいた模擬授業と授業評価（６）
内容・方法：少人数による模擬授業の実践と反省会・討論
【第11回】
テーマ：指導計画・案に基づいた模擬授業と授業評価（７）
内容・方法：少人数による模擬授業の実践と反省会・討論
【第12回】
テーマ：指導計画・案に基づいた模擬授業と授業評価（８）
内容・方法：少人数による模擬授業の実践と反省会・討論
【第13回】
テーマ：指導計画・案に基づいた模擬授業と授業評価（９）
内容・方法：少人数による模擬授業の実践と反省会・討論
【第14回】
テーマ：指導計画・案に基づいた模擬授業と授業評価（１０）
内容・方法：少人数による模擬授業の実践と反省会・討論
【第15回】
テーマ：まとめ、教育実習に向けて
内容・方法：陸上競技の運動特性や技術について確認．指導上の課題である「つまずき」,「修得のコツ」につい
て復習．模擬授業の実践を通して学んだことや課題についの話し合い
事前事後の学習

陸上競技

必要に応じて、担当教員より指示する。
【第1回】
①事前学修課題：学校体育における陸上競技の意義と指導者のあり方について,事前にまとめておくこと．30分の
事前学修が必要である．
②事後学修課題：授業の内容や気づきについてノートにまとめる．30分の事後学修が必要である．
【第2回】
①事前学修課題：前回の実践内容の留意点を確認するとともに,体調を整えること．30不運の事前学修が必要であ
る．
②事後学修課題：授業の内容や気づきについてノートにまとめる．30分の事後学修が必要である．
【第3回】
①事前学修課題：：前回の実践内容の留意点を確認するとともに,体調を整えること．30不運の事前学修が必要で
ある．
②事後学修課題：授業の内容や気づきについてノートにまとめる．30分の事後学修が必要である．
【第4回】
①事前学修課題：：前回の実践内容の留意点を確認するとともに,体調を整えること．30不運の事前学修が必要で
ある．
②事後学修課題：授業の内容や気づきについてノートにまとめる．30分の事後学修が必要である．
【第5回】
①事前学修課題：1)模擬授業の課題について確認し、体調を整えておくこと、2)模擬授業の担当グループは指導
案を作成すること．30分の事前学修が必要である．
②事後学修課題：模擬授業の反省や課題についてノートにまとめること．30分の事後学修が必要である．
【第6回】
①事前学修課題：1)模擬授業の課題について確認し、体調を整えておくこと、2)模擬授業の担当グループは指導
案を作成すること．30分の事前学修が必要である．
②事後学修課題：模擬授業の反省や課題についてノートにまとめること．30分の事後学修が必要である．
【第7回】
①事前学修課題：1)模擬授業の課題について確認し、体調を整えておくこと、2)模擬授業の担当グループは指導
案を作成すること．30分の事前学修が必要である．
②事後学修課題：模擬授業の反省や課題についてノートにまとめること．30分の事後学修が必要である．
【第8回】
①事前学修課題：1)模擬授業の課題について確認し、体調を整えておくこと、2)模擬授業の担当グループは指導
案を作成すること．30分の事前学修が必要である．
②事後学修課題：模擬授業の反省や課題についてノートにまとめること．30分の事後学修が必要である．
【第9回】
①事前学修課題：1)模擬授業の課題について確認し、体調を整えておくこと、2)模擬授業の担当グループは指導
案を作成すること．30分の事前学修が必要である．
②事後学修課題：模擬授業の反省や課題についてノートにまとめること．30分の事後学修が必要である．
【第10回】
①事前学修課題：1)模擬授業の課題について確認し、体調を整えておくこと、2)模擬授業の担当グループは指導
案を作成すること．30分の事前学修が必要である．
②事後学修課題：模擬授業の反省や課題についてノートにまとめること．30分の事後学修が必要である．
【第11回】
①事前学修課題：1)模擬授業の課題について確認し、体調を整えておくこと、2)模擬授業の担当グループは指導
案を作成すること．30分の事前学修が必要である．
②事後学修課題：模擬授業の反省や課題についてノートにまとめること．30分の事後学修が必要である．
【第12回】
①事前学修課題：1)模擬授業の課題について確認し、体調を整えておくこと、2)模擬授業の担当グループは指導
案を作成すること．30分の事前学修が必要である．
②事後学修課題：模擬授業の反省や課題についてノートにまとめること．30分の事後学修が必要である．
【第13回】
①事前学修課題：1)模擬授業の課題について確認し、体調を整えておくこと、2)模擬授業の担当グループは指導
案を作成すること．30分の事前学修が必要である．
②事後学修課題：模擬授業の反省や課題についてノートにまとめること．30分の事後学修が必要である．
【第14回】
①事前学修課題：1)模擬授業の課題について確認し、体調を整えておくこと、2)模擬授業の担当グループは指導
案を作成すること．30分の事前学修が必要である．
②事後学修課題：模擬授業の反省や課題についてノートにまとめること．30分の事後学修が必要である．
【第15回】
①事前学修課題：1)模擬授業の課題について確認し、体調を整えておくこと、2)模擬授業の担当グループは指導
案を作成すること．30分の事前学修が必要である．
②事後学修課題：模擬授業の反省や課題についてノートにまとめること．30分の事後学修が必要である．
課題に対するフィードバックの方法
毎時間の最後にまとめとして,学習の達成度を伝え,次回の課題とする．
成績評価の方法・基準（方針）
下記に示す評価方法により,総合的に判定のうえ,60点以上を合格とし,所定の単位を認定する．
１）正当な理由がなく,5回以上の欠席は評価の対象とせず,「K」評価とする．
２）授業の遅刻および早退は1/3欠席として扱う．
３）タームペーパー未提出者は,評価の対象とせず,「K」評価とする．
*やむをえない事情がある場合には,事前の連絡・報告・相談すること．
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標
陸上競技

授業内での評価

80

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

その他

0
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参考書

『陸上運動の方法』、『陸上競技の方法』関岡康雄（道和書院）

取り組み姿勢（20）,模擬授業（60）等

１,２,３

タームペーパー

１,２,３

履修条件・他の科目との関連 ・実技指導や模擬授業,授業評価について,毎時ノートにまとめておくこと
・陸上競技用のシューズ,実技に適した服装で受講すること
・水分補給用の飲水ボトルを用意すること

陸上競技

授業コード

13070303

授業科目名

陸上競技基礎

授業担当教員

奥島

大、小倉

成績担当教員

奥島

大

開講年次

1年

授業種別

実務家教員による授業

実技

－

幸雄
開講期

後期

単位数

1単位

授業の目的・概要
陸上競技の運動特性,教育的特性を理解し,走・跳・投種目における基本技術,実践的運動手段・方法,指導法につ
いて確認（修得）する．また,実践的な指導力を身につけるために,グループ（3～5名）ごとに指導計画・案を作
成し,模擬授業（他の受講生を対象）を行う．毎時授業の後半では,指導計画・案,および模擬授業について意見交
換や討論を実施し,授業評価によるフィードバックを行うことで実践的な指導力を養う．
到達目標
１．陸上競技の特性について説明できる．
２．走・跳・投種目の基本技術や練習手段・方法を,指導場面で応用できる．
３．指導計画・案を作成して,実践できる．
授業計画
【第1回】
テーマ：陸上競技の運動特性の理解Ⅰ
内容・方法：短距離・リレーにおける運動特性、技術、運動手段・方法、指導法
【第2回】
テーマ：陸上競技の運動特性の理解Ⅱ
内容・方法：ハードル走における運動特性、技術、運動手段・方法、指導法
【第3回】
テーマ：陸上競技の運動特性の理解Ⅲ
内容・方法：跳躍種目（走高跳・走幅跳）における運動特性、技術,運動手段・方法、指導法
【第4回】
テーマ：陸上競技の運動特性の理解Ⅳ
内容・方法：投擲種目における運動特性、技術、運動手段・方法、指導法
【第5回】
テーマ：指導計画・案に基づいた模擬授業と授業評価（１）
内容・方法：グループによる模擬授業の実践と反省会・討論
【第6回】
テーマ：指導計画・案に基づいた模擬授業と授業評価（２）
内容・方法：グループによる模擬授業の実践と反省会・討論
【第7回】
テーマ：指導計画・案に基づいた模擬授業と授業評価（３）
内容・方法：グループによる模擬授業の実践と反省会・討論
【第8回】
テーマ：指導計画・案に基づいた模擬授業と授業評価（４）
内容・方法：グループによる模擬授業の実践と反省会・討論
【第9回】
テーマ：指導計画・案に基づいた模擬授業と授業評価（５）
内容・方法：グループによる模擬授業の実践と反省会・討論
【第10回】
テーマ：指導計画・案に基づいた模擬授業と授業評価（６）
内容・方法：少人数による模擬授業の実践と反省会・討論
【第11回】
テーマ：指導計画・案に基づいた模擬授業と授業評価（７）
内容・方法：少人数による模擬授業の実践と反省会・討論
【第12回】
テーマ：指導計画・案に基づいた模擬授業と授業評価（８）
内容・方法：少人数による模擬授業の実践と反省会・討論
【第13回】
テーマ：指導計画・案に基づいた模擬授業と授業評価（９）
内容・方法：少人数による模擬授業の実践と反省会・討論
【第14回】
テーマ：指導計画・案に基づいた模擬授業と授業評価（１０）
内容・方法：少人数による模擬授業の実践と反省会・討論
【第15回】
テーマ：まとめ、教育実習に向けて
内容・方法：陸上競技の運動特性や技術について確認．指導上の課題である「つまずき」,「修得のコツ」につい
て復習．模擬授業の実践を通して学んだことや課題についの話し合い
事前事後の学習

陸上競技基礎

必要に応じて、担当教員より指示する。
【第1回】
①事前学修課題：学校体育における陸上競技の意義と指導者のあり方について,事前にまとめておくこと．30分の
事前学修が必要である．
②事後学修課題：授業の内容や気づきについてノートにまとめる．30分の事後学修が必要である．
【第2回】
①事前学修課題：前回の実践内容の留意点を確認するとともに,体調を整えること．30不運の事前学修が必要であ
る．
②事後学修課題：授業の内容や気づきについてノートにまとめる．30分の事後学修が必要である．
【第3回】
①事前学修課題：：前回の実践内容の留意点を確認するとともに,体調を整えること．30不運の事前学修が必要で
ある．
②事後学修課題：授業の内容や気づきについてノートにまとめる．30分の事後学修が必要である．
【第4回】
①事前学修課題：：前回の実践内容の留意点を確認するとともに,体調を整えること．30不運の事前学修が必要で
ある．
②事後学修課題：授業の内容や気づきについてノートにまとめる．30分の事後学修が必要である．
【第5回】
①事前学修課題：1)模擬授業の課題について確認し、体調を整えておくこと、2)模擬授業の担当グループは指導
案を作成すること．30分の事前学修が必要である．
②事後学修課題：模擬授業の反省や課題についてノートにまとめること．30分の事後学修が必要である．
【第6回】
①事前学修課題：1)模擬授業の課題について確認し、体調を整えておくこと、2)模擬授業の担当グループは指導
案を作成すること．30分の事前学修が必要である．
②事後学修課題：模擬授業の反省や課題についてノートにまとめること．30分の事後学修が必要である．
【第7回】
①事前学修課題：1)模擬授業の課題について確認し、体調を整えておくこと、2)模擬授業の担当グループは指導
案を作成すること．30分の事前学修が必要である．
②事後学修課題：模擬授業の反省や課題についてノートにまとめること．30分の事後学修が必要である．
【第8回】
①事前学修課題：1)模擬授業の課題について確認し、体調を整えておくこと、2)模擬授業の担当グループは指導
案を作成すること．30分の事前学修が必要である．
②事後学修課題：模擬授業の反省や課題についてノートにまとめること．30分の事後学修が必要である．
【第9回】
①事前学修課題：1)模擬授業の課題について確認し、体調を整えておくこと、2)模擬授業の担当グループは指導
案を作成すること．30分の事前学修が必要である．
②事後学修課題：模擬授業の反省や課題についてノートにまとめること．30分の事後学修が必要である．
【第10回】
①事前学修課題：1)模擬授業の課題について確認し、体調を整えておくこと、2)模擬授業の担当グループは指導
案を作成すること．30分の事前学修が必要である．
②事後学修課題：模擬授業の反省や課題についてノートにまとめること．30分の事後学修が必要である．
【第11回】
①事前学修課題：1)模擬授業の課題について確認し、体調を整えておくこと、2)模擬授業の担当グループは指導
案を作成すること．30分の事前学修が必要である．
②事後学修課題：模擬授業の反省や課題についてノートにまとめること．30分の事後学修が必要である．
【第12回】
①事前学修課題：1)模擬授業の課題について確認し、体調を整えておくこと、2)模擬授業の担当グループは指導
案を作成すること．30分の事前学修が必要である．
②事後学修課題：模擬授業の反省や課題についてノートにまとめること．30分の事後学修が必要である．
【第13回】
①事前学修課題：1)模擬授業の課題について確認し、体調を整えておくこと、2)模擬授業の担当グループは指導
案を作成すること．30分の事前学修が必要である．
②事後学修課題：模擬授業の反省や課題についてノートにまとめること．30分の事後学修が必要である．
【第14回】
①事前学修課題：1)模擬授業の課題について確認し、体調を整えておくこと、2)模擬授業の担当グループは指導
案を作成すること．30分の事前学修が必要である．
②事後学修課題：模擬授業の反省や課題についてノートにまとめること．30分の事後学修が必要である．
【第15回】
①事前学修課題：1)模擬授業の課題について確認し、体調を整えておくこと、2)模擬授業の担当グループは指導
案を作成すること．30分の事前学修が必要である．
②事後学修課題：模擬授業の反省や課題についてノートにまとめること．30分の事後学修が必要である．
課題に対するフィードバックの方法
毎時間の最後にまとめとして,学習の達成度を伝え,次回の課題とする．
成績評価の方法・基準（方針）
下記に示す評価方法により,総合的に判定のうえ,60点以上を合格とし,所定の単位を認定する．
１）正当な理由がなく,5回以上の欠席は評価の対象とせず,「K」評価とする．
２）授業の遅刻および早退は1/3欠席として扱う．
３）タームペーパー未提出者は,評価の対象とせず,「K」評価とする．
*やむをえない事情がある場合には,事前の連絡・報告・相談すること．
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標
陸上競技基礎

授業内での評価

80

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

その他

0

テキスト

中学・高校 陸上競技の学習指導「わかって・できる」指導の工夫/小木曽一之（編著）清水茂
幸、串間敦郎、得居雅人、小倉幸雄、田附俊一著）/道和書院//978-4-8105-2133-7

参考書

『陸上運動の方法』、『陸上競技の方法』関岡康雄（道和書院）

取り組み姿勢（20）,模擬授業（60）等

１,２,３

タームペーパー

１,２,３

履修条件・他の科目との関連 ・実技指導や模擬授業,授業評価について,毎時ノートにまとめておくこと
・陸上競技用のシューズ,実技に適した服装で受講すること
・水分補給用の飲水ボトルを用意すること

陸上競技基礎

授業コード

13109703

授業科目名

陸上競技

授業担当教員

野口

研治

成績担当教員

野口

研治

開講年次

1年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

実技

後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
陸上競技の運動特性,教育的特性を理解し,走・跳・投種目における基本技術,実践的運動手段・方法,指導法につ
いて確認（修得）する．また,実践的な指導力を身につけるために,グループ（3～5名）ごとに指導計画・案を作
成し,模擬授業（他の受講生を対象）を行う．毎時授業の後半では,指導計画・案,および模擬授業について意見交
換や討論を実施し,授業評価によるフィードバックを行うことで実践的な指導力を養う．
到達目標
１．陸上競技の特性について説明できる．
２．走・跳・投種目の基本技術や練習手段・方法を,指導場面で応用できる．
３．指導計画・案を作成して,実践できる．
授業計画
【第1回】
テーマ：陸上競技の運動特性の理解Ⅰ
内容・方法：短距離・リレーにおける運動特性、技術、運動手段・方法、指導法
【第2回】
テーマ：陸上競技の運動特性の理解Ⅱ
内容・方法：ハードル走における運動特性、技術、運動手段・方法、指導法
【第3回】
テーマ：陸上競技の運動特性の理解Ⅲ
内容・方法：跳躍種目（走高跳・走幅跳）における運動特性、技術,運動手段・方法、指導法
【第4回】
テーマ：陸上競技の運動特性の理解Ⅳ
内容・方法：投擲種目における運動特性、技術、運動手段・方法、指導法
【第5回】
テーマ：指導計画・案に基づいた模擬授業と授業評価（１）
内容・方法：グループによる模擬授業の実践と反省会・討論
【第6回】
テーマ：指導計画・案に基づいた模擬授業と授業評価（２）
内容・方法：グループによる模擬授業の実践と反省会・討論
【第7回】
テーマ：指導計画・案に基づいた模擬授業と授業評価（３）
内容・方法：グループによる模擬授業の実践と反省会・討論
【第8回】
テーマ：指導計画・案に基づいた模擬授業と授業評価（４）
内容・方法：グループによる模擬授業の実践と反省会・討論
【第9回】
テーマ：指導計画・案に基づいた模擬授業と授業評価（５）
内容・方法：グループによる模擬授業の実践と反省会・討論
【第10回】
テーマ：指導計画・案に基づいた模擬授業と授業評価（６）
内容・方法：少人数による模擬授業の実践と反省会・討論
【第11回】
テーマ：指導計画・案に基づいた模擬授業と授業評価（７）
内容・方法：少人数による模擬授業の実践と反省会・討論
【第12回】
テーマ：指導計画・案に基づいた模擬授業と授業評価（８）
内容・方法：少人数による模擬授業の実践と反省会・討論
【第13回】
テーマ：指導計画・案に基づいた模擬授業と授業評価（９）
内容・方法：少人数による模擬授業の実践と反省会・討論
【第14回】
テーマ：指導計画・案に基づいた模擬授業と授業評価（１０）
内容・方法：少人数による模擬授業の実践と反省会・討論
【第15回】
テーマ：まとめ、教育実習に向けて
内容・方法：陸上競技の運動特性や技術について確認．指導上の課題である「つまずき」,「修得のコツ」につい
て復習．模擬授業の実践を通して学んだことや課題についの話し合い
事前事後の学習

陸上競技

必要に応じて、担当教員より指示する。
【第1回】
①事前学修課題：学校体育における陸上競技の意義と指導者のあり方について,事前にまとめておくこと．30分の
事前学修が必要である．
②事後学修課題：授業の内容や気づきについてノートにまとめる．30分の事後学修が必要である．
【第2回】
①事前学修課題：前回の実践内容の留意点を確認するとともに,体調を整えること．30不運の事前学修が必要であ
る．
②事後学修課題：授業の内容や気づきについてノートにまとめる．30分の事後学修が必要である．
【第3回】
①事前学修課題：：前回の実践内容の留意点を確認するとともに,体調を整えること．30不運の事前学修が必要で
ある．
②事後学修課題：授業の内容や気づきについてノートにまとめる．30分の事後学修が必要である．
【第4回】
①事前学修課題：：前回の実践内容の留意点を確認するとともに,体調を整えること．30不運の事前学修が必要で
ある．
②事後学修課題：授業の内容や気づきについてノートにまとめる．30分の事後学修が必要である．
【第5回】
①事前学修課題：1)模擬授業の課題について確認し、体調を整えておくこと、2)模擬授業の担当グループは指導
案を作成すること．30分の事前学修が必要である．
②事後学修課題：模擬授業の反省や課題についてノートにまとめること．30分の事後学修が必要である．
【第6回】
①事前学修課題：1)模擬授業の課題について確認し、体調を整えておくこと、2)模擬授業の担当グループは指導
案を作成すること．30分の事前学修が必要である．
②事後学修課題：模擬授業の反省や課題についてノートにまとめること．30分の事後学修が必要である．
【第7回】
①事前学修課題：1)模擬授業の課題について確認し、体調を整えておくこと、2)模擬授業の担当グループは指導
案を作成すること．30分の事前学修が必要である．
②事後学修課題：模擬授業の反省や課題についてノートにまとめること．30分の事後学修が必要である．
【第8回】
①事前学修課題：1)模擬授業の課題について確認し、体調を整えておくこと、2)模擬授業の担当グループは指導
案を作成すること．30分の事前学修が必要である．
②事後学修課題：模擬授業の反省や課題についてノートにまとめること．30分の事後学修が必要である．
【第9回】
①事前学修課題：1)模擬授業の課題について確認し、体調を整えておくこと、2)模擬授業の担当グループは指導
案を作成すること．30分の事前学修が必要である．
②事後学修課題：模擬授業の反省や課題についてノートにまとめること．30分の事後学修が必要である．
【第10回】
①事前学修課題：1)模擬授業の課題について確認し、体調を整えておくこと、2)模擬授業の担当グループは指導
案を作成すること．30分の事前学修が必要である．
②事後学修課題：模擬授業の反省や課題についてノートにまとめること．30分の事後学修が必要である．
【第11回】
①事前学修課題：1)模擬授業の課題について確認し、体調を整えておくこと、2)模擬授業の担当グループは指導
案を作成すること．30分の事前学修が必要である．
②事後学修課題：模擬授業の反省や課題についてノートにまとめること．30分の事後学修が必要である．
【第12回】
①事前学修課題：1)模擬授業の課題について確認し、体調を整えておくこと、2)模擬授業の担当グループは指導
案を作成すること．30分の事前学修が必要である．
②事後学修課題：模擬授業の反省や課題についてノートにまとめること．30分の事後学修が必要である．
【第13回】
①事前学修課題：1)模擬授業の課題について確認し、体調を整えておくこと、2)模擬授業の担当グループは指導
案を作成すること．30分の事前学修が必要である．
②事後学修課題：模擬授業の反省や課題についてノートにまとめること．30分の事後学修が必要である．
【第14回】
①事前学修課題：1)模擬授業の課題について確認し、体調を整えておくこと、2)模擬授業の担当グループは指導
案を作成すること．30分の事前学修が必要である．
②事後学修課題：模擬授業の反省や課題についてノートにまとめること．30分の事後学修が必要である．
【第15回】
①事前学修課題：1)模擬授業の課題について確認し、体調を整えておくこと、2)模擬授業の担当グループは指導
案を作成すること．30分の事前学修が必要である．
②事後学修課題：模擬授業の反省や課題についてノートにまとめること．30分の事後学修が必要である．
課題に対するフィードバックの方法
毎時間の最後にまとめとして,学習の達成度を伝え,次回の課題とする．
成績評価の方法・基準（方針）
下記に示す評価方法により,総合的に判定のうえ,60点以上を合格とし,所定の単位を認定する．
１）正当な理由がなく,5回以上の欠席は評価の対象とせず,「K」評価とする．
２）授業の遅刻および早退は1/3欠席として扱う．
３）タームペーパー未提出者は,評価の対象とせず,「K」評価とする．
*やむをえない事情がある場合には,事前の連絡・報告・相談すること．
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標
陸上競技

授業内での評価

80

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

その他

0

テキスト

中学・高校 陸上競技の学習指導「わかって・できる」指導の工夫/小木曽一之（編著）清水茂
幸、串間敦郎、得居雅人、小倉幸雄、田附俊一著）/道和書院//978-4-8105-2133-7

参考書

『陸上運動の方法』、『陸上競技の方法』関岡康雄（道和書院）

取り組み姿勢（20）,模擬授業（60）等

１,２,３

タームペーパー

１,２,３

履修条件・他の科目との関連 ・実技指導や模擬授業,授業評価について,毎時ノートにまとめておくこと
・陸上競技用のシューズ,実技に適した服装で受講すること
・水分補給用の飲水ボトルを用意すること

陸上競技

授業コード

13070304

授業科目名

陸上競技基礎

授業担当教員

野口

研治

成績担当教員

野口

研治

開講年次

1年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

実技

後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
陸上競技の運動特性,教育的特性を理解し,走・跳・投種目における基本技術,実践的運動手段・方法,指導法につ
いて確認（修得）する．また,実践的な指導力を身につけるために,グループ（3～5名）ごとに指導計画・案を作
成し,模擬授業（他の受講生を対象）を行う．毎時授業の後半では,指導計画・案,および模擬授業について意見交
換や討論を実施し,授業評価によるフィードバックを行うことで実践的な指導力を養う．
到達目標
１．陸上競技の特性について説明できる．
２．走・跳・投種目の基本技術や練習手段・方法を,指導場面で応用できる．
３．指導計画・案を作成して,実践できる．
授業計画
【第1回】
テーマ：陸上競技の運動特性の理解Ⅰ
内容・方法：短距離・リレーにおける運動特性、技術、運動手段・方法、指導法
【第2回】
テーマ：陸上競技の運動特性の理解Ⅱ
内容・方法：ハードル走における運動特性、技術、運動手段・方法、指導法
【第3回】
テーマ：陸上競技の運動特性の理解Ⅲ
内容・方法：跳躍種目（走高跳・走幅跳）における運動特性、技術,運動手段・方法、指導法
【第4回】
テーマ：陸上競技の運動特性の理解Ⅳ
内容・方法：投擲種目における運動特性、技術、運動手段・方法、指導法
【第5回】
テーマ：指導計画・案に基づいた模擬授業と授業評価（１）
内容・方法：グループによる模擬授業の実践と反省会・討論
【第6回】
テーマ：指導計画・案に基づいた模擬授業と授業評価（２）
内容・方法：グループによる模擬授業の実践と反省会・討論
【第7回】
テーマ：指導計画・案に基づいた模擬授業と授業評価（３）
内容・方法：グループによる模擬授業の実践と反省会・討論
【第8回】
テーマ：指導計画・案に基づいた模擬授業と授業評価（４）
内容・方法：グループによる模擬授業の実践と反省会・討論
【第9回】
テーマ：指導計画・案に基づいた模擬授業と授業評価（５）
内容・方法：グループによる模擬授業の実践と反省会・討論
【第10回】
テーマ：指導計画・案に基づいた模擬授業と授業評価（６）
内容・方法：少人数による模擬授業の実践と反省会・討論
【第11回】
テーマ：指導計画・案に基づいた模擬授業と授業評価（７）
内容・方法：少人数による模擬授業の実践と反省会・討論
【第12回】
テーマ：指導計画・案に基づいた模擬授業と授業評価（８）
内容・方法：少人数による模擬授業の実践と反省会・討論
【第13回】
テーマ：指導計画・案に基づいた模擬授業と授業評価（９）
内容・方法：少人数による模擬授業の実践と反省会・討論
【第14回】
テーマ：指導計画・案に基づいた模擬授業と授業評価（１０）
内容・方法：少人数による模擬授業の実践と反省会・討論
【第15回】
テーマ：まとめ、教育実習に向けて
内容・方法：陸上競技の運動特性や技術について確認．指導上の課題である「つまずき」,「修得のコツ」につい
て復習．模擬授業の実践を通して学んだことや課題についの話し合い
事前事後の学習

陸上競技基礎

必要に応じて、担当教員より指示する。
【第1回】
①事前学修課題：学校体育における陸上競技の意義と指導者のあり方について,事前にまとめておくこと．30分の
事前学修が必要である．
②事後学修課題：授業の内容や気づきについてノートにまとめる．30分の事後学修が必要である．
【第2回】
①事前学修課題：前回の実践内容の留意点を確認するとともに,体調を整えること．30不運の事前学修が必要であ
る．
②事後学修課題：授業の内容や気づきについてノートにまとめる．30分の事後学修が必要である．
【第3回】
①事前学修課題：：前回の実践内容の留意点を確認するとともに,体調を整えること．30不運の事前学修が必要で
ある．
②事後学修課題：授業の内容や気づきについてノートにまとめる．30分の事後学修が必要である．
【第4回】
①事前学修課題：：前回の実践内容の留意点を確認するとともに,体調を整えること．30不運の事前学修が必要で
ある．
②事後学修課題：授業の内容や気づきについてノートにまとめる．30分の事後学修が必要である．
【第5回】
①事前学修課題：1)模擬授業の課題について確認し、体調を整えておくこと、2)模擬授業の担当グループは指導
案を作成すること．30分の事前学修が必要である．
②事後学修課題：模擬授業の反省や課題についてノートにまとめること．30分の事後学修が必要である．
【第6回】
①事前学修課題：1)模擬授業の課題について確認し、体調を整えておくこと、2)模擬授業の担当グループは指導
案を作成すること．30分の事前学修が必要である．
②事後学修課題：模擬授業の反省や課題についてノートにまとめること．30分の事後学修が必要である．
【第7回】
①事前学修課題：1)模擬授業の課題について確認し、体調を整えておくこと、2)模擬授業の担当グループは指導
案を作成すること．30分の事前学修が必要である．
②事後学修課題：模擬授業の反省や課題についてノートにまとめること．30分の事後学修が必要である．
【第8回】
①事前学修課題：1)模擬授業の課題について確認し、体調を整えておくこと、2)模擬授業の担当グループは指導
案を作成すること．30分の事前学修が必要である．
②事後学修課題：模擬授業の反省や課題についてノートにまとめること．30分の事後学修が必要である．
【第9回】
①事前学修課題：1)模擬授業の課題について確認し、体調を整えておくこと、2)模擬授業の担当グループは指導
案を作成すること．30分の事前学修が必要である．
②事後学修課題：模擬授業の反省や課題についてノートにまとめること．30分の事後学修が必要である．
【第10回】
①事前学修課題：1)模擬授業の課題について確認し、体調を整えておくこと、2)模擬授業の担当グループは指導
案を作成すること．30分の事前学修が必要である．
②事後学修課題：模擬授業の反省や課題についてノートにまとめること．30分の事後学修が必要である．
【第11回】
①事前学修課題：1)模擬授業の課題について確認し、体調を整えておくこと、2)模擬授業の担当グループは指導
案を作成すること．30分の事前学修が必要である．
②事後学修課題：模擬授業の反省や課題についてノートにまとめること．30分の事後学修が必要である．
【第12回】
①事前学修課題：1)模擬授業の課題について確認し、体調を整えておくこと、2)模擬授業の担当グループは指導
案を作成すること．30分の事前学修が必要である．
②事後学修課題：模擬授業の反省や課題についてノートにまとめること．30分の事後学修が必要である．
【第13回】
①事前学修課題：1)模擬授業の課題について確認し、体調を整えておくこと、2)模擬授業の担当グループは指導
案を作成すること．30分の事前学修が必要である．
②事後学修課題：模擬授業の反省や課題についてノートにまとめること．30分の事後学修が必要である．
【第14回】
①事前学修課題：1)模擬授業の課題について確認し、体調を整えておくこと、2)模擬授業の担当グループは指導
案を作成すること．30分の事前学修が必要である．
②事後学修課題：模擬授業の反省や課題についてノートにまとめること．30分の事後学修が必要である．
【第15回】
①事前学修課題：1)模擬授業の課題について確認し、体調を整えておくこと、2)模擬授業の担当グループは指導
案を作成すること．30分の事前学修が必要である．
②事後学修課題：模擬授業の反省や課題についてノートにまとめること．30分の事後学修が必要である．
課題に対するフィードバックの方法
毎時間の最後にまとめとして,学習の達成度を伝え,次回の課題とする．
成績評価の方法・基準（方針）
下記に示す評価方法により,総合的に判定のうえ,60点以上を合格とし,所定の単位を認定する．
１）正当な理由がなく,5回以上の欠席は評価の対象とせず,「K」評価とする．
２）授業の遅刻および早退は1/3欠席として扱う．
３）タームペーパー未提出者は,評価の対象とせず,「K」評価とする．
*やむをえない事情がある場合には,事前の連絡・報告・相談すること．
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標
陸上競技基礎

授業内での評価

80

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

その他

0

テキスト

中学・高校 陸上競技の学習指導「わかって・できる」指導の工夫/小木曽一之（編著）清水茂
幸、串間敦郎、得居雅人、小倉幸雄、田附俊一著）/道和書院//978-4-8105-2133-7

参考書

『陸上運動の方法』、『陸上競技の方法』関岡康雄（道和書院）

取り組み姿勢（20）,模擬授業（60）等

１,２,３

タームペーパー

１,２,３

履修条件・他の科目との関連 ・実技指導や模擬授業,授業評価について,毎時ノートにまとめておくこと
・陸上競技用のシューズ,実技に適した服装で受講すること
・水分補給用の飲水ボトルを用意すること

陸上競技基礎

授業コード

13032901

授業科目名

陸上競技応用

授業担当教員

小倉

幸雄

成績担当教員

小倉

幸雄

開講年次

3年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

実技

後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
陸上競技の運動特性,教育的特性を理解し,走・跳・投種目における基本技術,実践的運動手段・方法,指導法につ
いて確認（修得）する．また,実践的な指導力を身につけるために,グループ（3～5名）ごとに指導計画・案を作
成し,模擬授業（他の受講生を対象）を行う．毎時授業の後半では,指導計画・案,および模擬授業について意見交
換や討論を実施し,授業評価によるフィードバックを行うことで実践的な指導力を養う．
到達目標
１．陸上競技の特性について説明できる．
２．走・跳・投種目の基本技術や練習手段・方法を,指導場面で応用できる．
３．指導計画・案を作成して,実践できる．
授業計画
【第1回】
テーマ：陸上競技の運動特性の理解Ⅰ
内容・方法：短距離・リレーにおける運動特性、技術、運動手段・方法、指導法
【第2回】
テーマ：陸上競技の運動特性の理解Ⅱ
内容・方法：ハードル走における運動特性、技術、運動手段・方法、指導法
【第3回】
テーマ：陸上競技の運動特性の理解Ⅲ
内容・方法：跳躍種目（走高跳・走幅跳）における運動特性、技術,運動手段・方法、指導法
【第4回】
テーマ：陸上競技の運動特性の理解Ⅳ
内容・方法：投擲種目における運動特性、技術、運動手段・方法、指導法
【第5回】
テーマ：指導計画・案に基づいた模擬授業と授業評価（１）
内容・方法：グループによる模擬授業の実践と反省会・討論
【第6回】
テーマ：指導計画・案に基づいた模擬授業と授業評価（２）
内容・方法：グループによる模擬授業の実践と反省会・討論
【第7回】
テーマ：指導計画・案に基づいた模擬授業と授業評価（３）
内容・方法：グループによる模擬授業の実践と反省会・討論
【第8回】
テーマ：指導計画・案に基づいた模擬授業と授業評価（４）
内容・方法：グループによる模擬授業の実践と反省会・討論
【第9回】
テーマ：指導計画・案に基づいた模擬授業と授業評価（５）
内容・方法：グループによる模擬授業の実践と反省会・討論
【第10回】
テーマ：指導計画・案に基づいた模擬授業と授業評価（６）
内容・方法：少人数による模擬授業の実践と反省会・討論
【第11回】
テーマ：指導計画・案に基づいた模擬授業と授業評価（７）
内容・方法：少人数による模擬授業の実践と反省会・討論
【第12回】
テーマ：指導計画・案に基づいた模擬授業と授業評価（８）
内容・方法：少人数による模擬授業の実践と反省会・討論
【第13回】
テーマ：指導計画・案に基づいた模擬授業と授業評価（９）
内容・方法：少人数による模擬授業の実践と反省会・討論
【第14回】
テーマ：指導計画・案に基づいた模擬授業と授業評価（１０）
内容・方法：少人数による模擬授業の実践と反省会・討論
【第15回】
テーマ：まとめ、教育実習に向けて
内容・方法：陸上競技の運動特性や技術について確認．指導上の課題である「つまずき」,「修得のコツ」につい
て復習．模擬授業の実践を通して学んだことや課題についの話し合い
事前事後の学習

陸上競技応用

必要に応じて、担当教員より指示する。
【第1回】
①事前学修課題：学校体育における陸上競技の意義と指導者のあり方について,事前にまとめておくこと．30分の
事前学修が必要である．
②事後学修課題：授業の内容や気づきについてノートにまとめる．30分の事後学修が必要である．
【第2回】
①事前学修課題：前回の実践内容の留意点を確認するとともに,体調を整えること．30不運の事前学修が必要であ
る．
②事後学修課題：授業の内容や気づきについてノートにまとめる．30分の事後学修が必要である．
【第3回】
①事前学修課題：：前回の実践内容の留意点を確認するとともに,体調を整えること．30不運の事前学修が必要で
ある．
②事後学修課題：授業の内容や気づきについてノートにまとめる．30分の事後学修が必要である．
【第4回】
①事前学修課題：：前回の実践内容の留意点を確認するとともに,体調を整えること．30不運の事前学修が必要で
ある．
②事後学修課題：授業の内容や気づきについてノートにまとめる．30分の事後学修が必要である．
【第5回】
①事前学修課題：1)模擬授業の課題について確認し、体調を整えておくこと、2)模擬授業の担当グループは指導
案を作成すること．30分の事前学修が必要である．
②事後学修課題：模擬授業の反省や課題についてノートにまとめること．30分の事後学修が必要である．
【第6回】
①事前学修課題：1)模擬授業の課題について確認し、体調を整えておくこと、2)模擬授業の担当グループは指導
案を作成すること．30分の事前学修が必要である．
②事後学修課題：模擬授業の反省や課題についてノートにまとめること．30分の事後学修が必要である．
【第7回】
①事前学修課題：1)模擬授業の課題について確認し、体調を整えておくこと、2)模擬授業の担当グループは指導
案を作成すること．30分の事前学修が必要である．
②事後学修課題：模擬授業の反省や課題についてノートにまとめること．30分の事後学修が必要である．
【第8回】
①事前学修課題：1)模擬授業の課題について確認し、体調を整えておくこと、2)模擬授業の担当グループは指導
案を作成すること．30分の事前学修が必要である．
②事後学修課題：模擬授業の反省や課題についてノートにまとめること．30分の事後学修が必要である．
【第9回】
①事前学修課題：1)模擬授業の課題について確認し、体調を整えておくこと、2)模擬授業の担当グループは指導
案を作成すること．30分の事前学修が必要である．
②事後学修課題：模擬授業の反省や課題についてノートにまとめること．30分の事後学修が必要である．
【第10回】
①事前学修課題：1)模擬授業の課題について確認し、体調を整えておくこと、2)模擬授業の担当グループは指導
案を作成すること．30分の事前学修が必要である．
②事後学修課題：模擬授業の反省や課題についてノートにまとめること．30分の事後学修が必要である．
【第11回】
①事前学修課題：1)模擬授業の課題について確認し、体調を整えておくこと、2)模擬授業の担当グループは指導
案を作成すること．30分の事前学修が必要である．
②事後学修課題：模擬授業の反省や課題についてノートにまとめること．30分の事後学修が必要である．
【第12回】
①事前学修課題：1)模擬授業の課題について確認し、体調を整えておくこと、2)模擬授業の担当グループは指導
案を作成すること．30分の事前学修が必要である．
②事後学修課題：模擬授業の反省や課題についてノートにまとめること．30分の事後学修が必要である．
【第13回】
①事前学修課題：1)模擬授業の課題について確認し、体調を整えておくこと、2)模擬授業の担当グループは指導
案を作成すること．30分の事前学修が必要である．
②事後学修課題：模擬授業の反省や課題についてノートにまとめること．30分の事後学修が必要である．
【第14回】
①事前学修課題：1)模擬授業の課題について確認し、体調を整えておくこと、2)模擬授業の担当グループは指導
案を作成すること．30分の事前学修が必要である．
②事後学修課題：模擬授業の反省や課題についてノートにまとめること．30分の事後学修が必要である．
【第15回】
①事前学修課題：1)模擬授業の課題について確認し、体調を整えておくこと、2)模擬授業の担当グループは指導
案を作成すること．30分の事前学修が必要である．
②事後学修課題：模擬授業の反省や課題についてノートにまとめること．30分の事後学修が必要である．
課題に対するフィードバックの方法
毎時間の最後にまとめとして,学習の達成度を伝え,次回の課題とする．
成績評価の方法・基準（方針）
下記に示す評価方法により,総合的に判定のうえ,60点以上を合格とし,所定の単位を認定する．
１）正当な理由がなく,5回以上の欠席は評価の対象とせず,「K」評価とする．
２）授業の遅刻および早退は1/3欠席として扱う．
３）タームペーパー未提出者は,評価の対象とせず,「K」評価とする．
*やむをえない事情がある場合には,事前の連絡・報告・相談すること．
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標
陸上競技応用

授業内での評価

80

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

その他

0

テキスト

中学・高校 陸上競技の学習指導「わかって・できる」指導の工夫/小木曽一之（編著）清水茂
幸、串間敦郎、得居雅人、小倉幸雄、田附俊一著）/道和書院//978-4-8105-2133-7

参考書

『陸上運動の方法』、『陸上競技の方法』関岡康雄（道和書院）

取り組み姿勢（20）,模擬授業（60）等

１,２,３

タームペーパー

１,２,３

履修条件・他の科目との関連 ・実技指導や模擬授業,授業評価について,毎時ノートにまとめておくこと
・陸上競技用のシューズ,実技に適した服装で受講すること
・水分補給用の飲水ボトルを用意すること

陸上競技応用

授業コード

13080301

授業種別

授業科目名

バスケットボール

授業担当教員

佐藤

亜紀子

成績担当教員

佐藤

亜紀子

開講年次

1年

開講期

実務家教員による授業

実技

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
バスケットボールの技術に対する理論的裏づけを説明し、個人的技能、集団的技能の向上を図るとともに、バス
ケットボール教科の指導を行うために必要な基礎的知識などを身につけることができる。
教科を深めるために、バスケットボールの技術構造の理解の上に立って、見本として必要な基礎・基本技術を実
践により習得することを目的とする。また、審判方法に関係する基本的なルールを知ることも目的である。
到達目標
1.バスケットボールの基本的な技能及び知識を習得する
技術については、
ボールハンドリング：1分半以内に全ての課題をクリアできる
ドリブル&ランニングシュート：5本中3本以上決めることが出来る(左右)
マイカンドリル：30秒間で10本以上決めることが出来る
知識については、3×3及び5人制のルールを習得する
2.模擬授業(導入)の指導案を作成し授業を行うことが出来る
3.模擬授業に参加し評価することが出来る
授業計画
【第1回】
テーマ：ガイダンス(筆記用具を用意すること)
内容・方法：バスケットボールの基礎理論Ⅰ
【第2回】
テーマ：ファンダメンタル１
内容・方法：ボールハンドリング、マイカンドリル(リバウンドシュート)、フットワーク
【第3回】
テーマ：ファンダメンタル２
内容・方法：ボールハンドリング、ドリブルシュート、1on1
【第4回】
テーマ：ハーフコート2on1
内容・方法：ボールハンドリング、パスワーク、パス＆ランニングシュート、2on1ゲーム
【第5回】
テーマ：ハーフコート2on2
内容・方法：ボールハンドリング、ディフェンスの考え方、パススティールゲーム、2on2ゲーム
【第6回】
テーマ：ハーフコート3on2
内容・方法：ボールハンドリングスキルテスト①、スペースの使い方について、3on2ゲーム
【第7回】
テーマ：ハーフコート3on3①
内容・方法：マイカンドリルスキルテスト①、3×3ルールの確認及びカスタマイズルールの構築、3×3ゲーム
【第8回】
テーマ：ハーフコート3on3②
内容・方法：ドリブル&ランニングシュートスキルテスト①、スクリーンとは、スクリーン練習、3×3ｹﾞｰﾑ
【第9回】
テーマ：ハーフコート3on3③
内容・方法：チーム練習、3×3ゲーム
【第10回】
テーマ：ハーフコート3on3④
内容・方法：ボールハンドリングスキルテスト②、チーム練習、3×3ゲーム
【第11回】
テーマ：ハーフコート3on3→3men
内容・方法：マイカンドリルスキルテスト②、オールコートランニングシュート(3men)、ハーフコート3on3→
3menゲーム
【第12回】
テーマ：オールコート4on4
内容・方法：ドリブル&ランニングシュートスキルテスト②、ハーフコート4on4→4menゲーム
【第13回】
テーマ：オールコート5on5①
内容・方法：5人制ルールの確認及びカスタマイズルールの構築、5on5ゲーム
【第14回】
テーマ：オールコート5on5②
内容・方法：チーム練習、5on5ゲーム、スキルテスト未合格者再テスト
【第15回】
バスケットボール

テーマ：オールコート5on5③
内容・方法：チーム練習、5on5ゲーム、スキルテスト未合格者再テスト
事前事後の学習
必要に応じて、担当教員より指示する。
バスケットボールのルールや競技特性を習得するため,毎回につき1.5時間ほどの事前学習と1.5時間ほどの事後学
習が必要です
事前学修課題：実技内容(目的・内容)についてテキスト及び配布資料を読んで理解を深めておくこと
事後学修課題：前回の実技内容についてテキストなどを利用し復習しておくこと。また、模擬授業のフィード
バックコメントを提出する。
課題に対するフィードバックの方法
技術に対する評価は、授業内にその場で行う
また、別途課題を課した場合はGoogle classroom内でフィードバックを行う
成績評価の方法・基準（方針）
授業の欠席3回以上(遅刻3回で欠席1回とすることを含む)は、評価の対象外とする。
教職免許取得希望者は、模擬授業の指導案未作成は、評価の対象外とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

60

授業への取り組み(参加・意欲・態度・協力・主体性・協
調性等)
教職免許取得希望者は、模擬授業の実施を含む
３つのスキルテスト

1、2、3

授業外での評価

30

レポート課題
教職免許取得希望者は、模擬授業の指導案作成を含
む

1、2、3

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

10

全授業終了後にまとめレポートを提出

1

その他

0

テキスト

適宜プリントを配布又はGoogle classroomに掲示する

参考書

中学校学習指導要領解説 保健体育編 文部科学省 386円
高等学校学習指導要領解説 保健体育編 文部科学省 478円
日本バスケットボール協会編「バスケットボール指導教本」大修館書店

履修条件・他の科目との関連 運動にふさわしい服装、室内シューズを着用し、時計や装飾品（ピアス、ヘアピンなど）は身に付けな
いこと。
コートや用具の安全を確認し、自他の健康・安全に留意して受講すること。
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バスケットボール基礎

授業担当教員
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亜紀子
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佐藤

亜紀子

開講年次

1年

開講期
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実技
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単位数

－

1単位

授業の目的・概要
バスケットボールの技術に対する理論的裏づけを説明し、個人的技能、集団的技能の向上を図るとともに、バス
ケットボール教科の指導を行うために必要な基礎的知識などを身につけることができる。
教科を深めるために、バスケットボールの技術構造の理解の上に立って、見本として必要な基礎・基本技術を実
践により習得することを目的とする。また、審判方法に関係する基本的なルールを知ることも目的である。
到達目標
1.バスケットボールの基本的な技能及び知識を習得する
技術については、
ボールハンドリング：1分半以内に全ての課題をクリアできる
ドリブル&ランニングシュート：5本中3本以上決めることが出来る(左右)
マイカンドリル：30秒間で10本以上決めることが出来る
知識については、3×3及び5人制のルールを習得する
2.模擬授業(導入)の指導案を作成し授業を行うことが出来る
3.模擬授業に参加し評価することが出来る
授業計画
【第1回】
テーマ：ガイダンス(筆記用具を用意すること)
内容・方法：バスケットボールの基礎理論Ⅰ
【第2回】
テーマ：ファンダメンタル１
内容・方法：ボールハンドリング、マイカンドリル(リバウンドシュート)、フットワーク
【第3回】
テーマ：ファンダメンタル２
内容・方法：ボールハンドリング、ドリブルシュート、1on1
【第4回】
テーマ：ハーフコート2on1
内容・方法：ボールハンドリング、パスワーク、パス＆ランニングシュート、2on1ゲーム
【第5回】
テーマ：ハーフコート2on2
内容・方法：ボールハンドリング、ディフェンスの考え方、パススティールゲーム、2on2ゲーム
【第6回】
テーマ：ハーフコート3on2
内容・方法：ボールハンドリングスキルテスト①、スペースの使い方について、3on2ゲーム
【第7回】
テーマ：ハーフコート3on3①
内容・方法：マイカンドリルスキルテスト①、3×3ルールの確認及びカスタマイズルールの構築、3×3ゲーム
【第8回】
テーマ：ハーフコート3on3②
内容・方法：ドリブル&ランニングシュートスキルテスト①、スクリーンとは、スクリーン練習、3×3ｹﾞｰﾑ
【第9回】
テーマ：ハーフコート3on3③
内容・方法：チーム練習、3×3ゲーム
【第10回】
テーマ：ハーフコート3on3④
内容・方法：ボールハンドリングスキルテスト②、チーム練習、3×3ゲーム
【第11回】
テーマ：ハーフコート3on3→3men
内容・方法：マイカンドリルスキルテスト②、オールコートランニングシュート(3men)、ハーフコート3on3→
3menゲーム
【第12回】
テーマ：オールコート4on4
内容・方法：ドリブル&ランニングシュートスキルテスト②、ハーフコート4on4→4menゲーム
【第13回】
テーマ：オールコート5on5①
内容・方法：5人制ルールの確認及びカスタマイズルールの構築、5on5ゲーム
【第14回】
テーマ：オールコート5on5②
内容・方法：チーム練習、5on5ゲーム、スキルテスト未合格者再テスト
【第15回】
バスケットボール基礎

テーマ：オールコート5on5③
内容・方法：チーム練習、5on5ゲーム、スキルテスト未合格者再テスト
事前事後の学習
必要に応じて、担当教員より指示する。
バスケットボールのルールや競技特性を習得するため,毎回につき1.5時間ほどの事前学習と1.5時間ほどの事後学
習が必要です
事前学修課題：実技内容(目的・内容)についてテキスト及び配布資料を読んで理解を深めておくこと
事後学修課題：前回の実技内容についてテキストなどを利用し復習しておくこと。また、模擬授業のフィード
バックコメントを提出する。
課題に対するフィードバックの方法
技術に対する評価は、授業内にその場で行う
また、別途課題を課した場合はGoogle classroom内でフィードバックを行う
成績評価の方法・基準（方針）
授業の欠席3回以上(遅刻3回で欠席1回とすることを含む)は、評価の対象外とする。
教職免許取得希望者は、模擬授業の指導案未作成は、評価の対象外とする。
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授業の目的・概要
バスケットボールの技術に対する理論的裏づけを説明し、個人的技能、集団的技能の向上を図るとともに、バス
ケットボール教科の指導を行うために必要な基礎的知識などを身につけることができる。
教科を深めるために、バスケットボールの技術構造の理解の上に立って、見本として必要な基礎・基本技術を実
践により習得することを目的とする。また、審判方法に関係する基本的なルールを知ることも目的である。
到達目標
1.バスケットボールの基本的な技能及び知識を習得する
技術については、
ボールハンドリング：1分半以内に全ての課題をクリアできる
ドリブル&ランニングシュート：5本中3本以上決めることが出来る(左右)
マイカンドリル：30秒間で10本以上決めることが出来る
知識については、3×3及び5人制のルールを習得する
2.模擬授業(導入)の指導案を作成し授業を行うことが出来る
3.模擬授業に参加し評価することが出来る
授業計画
【第1回】
テーマ：ガイダンス(筆記用具を用意すること)
内容・方法：バスケットボールの基礎理論Ⅰ
【第2回】
テーマ：ファンダメンタル１
内容・方法：ボールハンドリング、マイカンドリル(リバウンドシュート)、フットワーク
【第3回】
テーマ：ファンダメンタル２
内容・方法：ボールハンドリング、ドリブルシュート、1on1
【第4回】
テーマ：ハーフコート2on1
内容・方法：ボールハンドリング、パスワーク、パス＆ランニングシュート、2on1ゲーム
【第5回】
テーマ：ハーフコート2on2
内容・方法：ボールハンドリング、ディフェンスの考え方、パススティールゲーム、2on2ゲーム
【第6回】
テーマ：ハーフコート3on2
内容・方法：ボールハンドリングスキルテスト①、スペースの使い方について、3on2ゲーム
【第7回】
テーマ：ハーフコート3on3①
内容・方法：マイカンドリルスキルテスト①、3×3ルールの確認及びカスタマイズルールの構築、3×3ゲーム
【第8回】
テーマ：ハーフコート3on3②
内容・方法：ドリブル&ランニングシュートスキルテスト①、スクリーンとは、スクリーン練習、3×3ｹﾞｰﾑ
【第9回】
テーマ：ハーフコート3on3③
内容・方法：チーム練習、3×3ゲーム
【第10回】
テーマ：ハーフコート3on3④
内容・方法：ボールハンドリングスキルテスト②、チーム練習、3×3ゲーム
【第11回】
テーマ：ハーフコート3on3→3men
内容・方法：マイカンドリルスキルテスト②、オールコートランニングシュート(3men)、ハーフコート3on3→
3menゲーム
【第12回】
テーマ：オールコート4on4
内容・方法：ドリブル&ランニングシュートスキルテスト②、ハーフコート4on4→4menゲーム
【第13回】
テーマ：オールコート5on5①
内容・方法：5人制ルールの確認及びカスタマイズルールの構築、5on5ゲーム
【第14回】
テーマ：オールコート5on5②
内容・方法：チーム練習、5on5ゲーム、スキルテスト未合格者再テスト
【第15回】
バスケットボール

テーマ：オールコート5on5③
内容・方法：チーム練習、5on5ゲーム、スキルテスト未合格者再テスト
事前事後の学習
必要に応じて、担当教員より指示する。
バスケットボールのルールや競技特性を習得するため,毎回につき1.5時間ほどの事前学習と1.5時間ほどの事後学
習が必要です
事前学修課題：実技内容(目的・内容)についてテキスト及び配布資料を読んで理解を深めておくこと
事後学修課題：前回の実技内容についてテキストなどを利用し復習しておくこと。また、模擬授業のフィード
バックコメントを提出する。
課題に対するフィードバックの方法
技術に対する評価は、授業内にその場で行う
また、別途課題を課した場合はGoogle classroom内でフィードバックを行う
成績評価の方法・基準（方針）
授業の欠席3回以上(遅刻3回で欠席1回とすることを含む)は、評価の対象外とする。
教職免許取得希望者は、模擬授業の指導案未作成は、評価の対象外とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

60

授業への取り組み(参加・意欲・態度・協力・主体性・協
調性等)
教職免許取得希望者は、模擬授業の実施を含む
３つのスキルテスト

1、2、3

授業外での評価

30

レポート課題
教職免許取得希望者は、模擬授業の指導案作成を含
む

1、2、3

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

10

全授業終了後にまとめレポートを提出

1

その他

0

テキスト

適宜プリントを配布又はGoogle classroomに掲示する

参考書

中学校学習指導要領解説 保健体育編 文部科学省 386円
高等学校学習指導要領解説 保健体育編 文部科学省 478円
日本バスケットボール協会編「バスケットボール指導教本」大修館書店

履修条件・他の科目との関連 運動にふさわしい服装、室内シューズを着用し、時計や装飾品（ピアス、ヘアピンなど）は身に付けな
いこと。
コートや用具の安全を確認し、自他の健康・安全に留意して受講すること。

バスケットボール

授業コード

13066202

授業種別

授業科目名

バスケットボール基礎

授業担当教員

佐藤

亜紀子

成績担当教員

佐藤

亜紀子

開講年次

1年

開講期

実務家教員による授業

実技

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
バスケットボールの技術に対する理論的裏づけを説明し、個人的技能、集団的技能の向上を図るとともに、バス
ケットボール教科の指導を行うために必要な基礎的知識などを身につけることができる。
教科を深めるために、バスケットボールの技術構造の理解の上に立って、見本として必要な基礎・基本技術を実
践により習得することを目的とする。また、審判方法に関係する基本的なルールを知ることも目的である。
到達目標
1.バスケットボールの基本的な技能及び知識を習得する
技術については、
ボールハンドリング：1分半以内に全ての課題をクリアできる
ドリブル&ランニングシュート：5本中3本以上決めることが出来る(左右)
マイカンドリル：30秒間で10本以上決めることが出来る
知識については、3×3及び5人制のルールを習得する
2.模擬授業(導入)の指導案を作成し授業を行うことが出来る
3.模擬授業に参加し評価することが出来る
授業計画
【第1回】
テーマ：ガイダンス(筆記用具を用意すること)
内容・方法：バスケットボールの基礎理論Ⅰ
【第2回】
テーマ：ファンダメンタル１
内容・方法：ボールハンドリング、マイカンドリル(リバウンドシュート)、フットワーク
【第3回】
テーマ：ファンダメンタル２
内容・方法：ボールハンドリング、ドリブルシュート、1on1
【第4回】
テーマ：ハーフコート2on1
内容・方法：ボールハンドリング、パスワーク、パス＆ランニングシュート、2on1ゲーム
【第5回】
テーマ：ハーフコート2on2
内容・方法：ボールハンドリング、ディフェンスの考え方、パススティールゲーム、2on2ゲーム
【第6回】
テーマ：ハーフコート3on2
内容・方法：ボールハンドリングスキルテスト①、スペースの使い方について、3on2ゲーム
【第7回】
テーマ：ハーフコート3on3①
内容・方法：マイカンドリルスキルテスト①、3×3ルールの確認及びカスタマイズルールの構築、3×3ゲーム
【第8回】
テーマ：ハーフコート3on3②
内容・方法：ドリブル&ランニングシュートスキルテスト①、スクリーンとは、スクリーン練習、3×3ｹﾞｰﾑ
【第9回】
テーマ：ハーフコート3on3③
内容・方法：チーム練習、3×3ゲーム
【第10回】
テーマ：ハーフコート3on3④
内容・方法：ボールハンドリングスキルテスト②、チーム練習、3×3ゲーム
【第11回】
テーマ：ハーフコート3on3→3men
内容・方法：マイカンドリルスキルテスト②、オールコートランニングシュート(3men)、ハーフコート3on3→
3menゲーム
【第12回】
テーマ：オールコート4on4
内容・方法：ドリブル&ランニングシュートスキルテスト②、ハーフコート4on4→4menゲーム
【第13回】
テーマ：オールコート5on5①
内容・方法：5人制ルールの確認及びカスタマイズルールの構築、5on5ゲーム
【第14回】
テーマ：オールコート5on5②
内容・方法：チーム練習、5on5ゲーム、スキルテスト未合格者再テスト
【第15回】
バスケットボール基礎

テーマ：オールコート5on5③
内容・方法：チーム練習、5on5ゲーム、スキルテスト未合格者再テスト
事前事後の学習
必要に応じて、担当教員より指示する。
バスケットボールのルールや競技特性を習得するため,毎回につき1.5時間ほどの事前学習と1.5時間ほどの事後学
習が必要です
事前学修課題：実技内容(目的・内容)についてテキスト及び配布資料を読んで理解を深めておくこと
事後学修課題：前回の実技内容についてテキストなどを利用し復習しておくこと。また、模擬授業のフィード
バックコメントを提出する。
課題に対するフィードバックの方法
技術に対する評価は、授業内にその場で行う
また、別途課題を課した場合はGoogle classroom内でフィードバックを行う
成績評価の方法・基準（方針）
授業の欠席3回以上(遅刻3回で欠席1回とすることを含む)は、評価の対象外とする。
教職免許取得希望者は、模擬授業の指導案未作成は、評価の対象外とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

60

授業への取り組み(参加・意欲・態度・協力・主体性・協
調性等)
教職免許取得希望者は、模擬授業の実施を含む
３つのスキルテスト

1、2、3

授業外での評価

30

レポート課題
教職免許取得希望者は、模擬授業の指導案作成を含
む

1、2、3

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

10

全授業終了後にまとめレポートを提出

1

その他

0

テキスト

適宜プリントを配布又はGoogle classroomに掲示する

参考書

中学校学習指導要領解説 保健体育編 文部科学省 386円
高等学校学習指導要領解説 保健体育編 文部科学省 478円
日本バスケットボール協会編「バスケットボール指導教本」大修館書店

履修条件・他の科目との関連 運動にふさわしい服装、室内シューズを着用し、時計や装飾品（ピアス、ヘアピンなど）は身に付けな
いこと。
コートや用具の安全を確認し、自他の健康・安全に留意して受講すること。

バスケットボール基礎

授業コード

13080303

授業種別

授業科目名

バスケットボール

授業担当教員

佐藤

亜紀子

成績担当教員

佐藤

亜紀子

開講年次

1年

開講期

実務家教員による授業

実技

後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
バスケットボールの技術に対する理論的裏づけを説明し、個人的技能、集団的技能の向上を図るとともに、バス
ケットボール教科の指導を行うために必要な基礎的知識などを身につけることができる。
教科を深めるために、バスケットボールの技術構造の理解の上に立って、見本として必要な基礎・基本技術を実
践により習得することを目的とする。また、審判方法に関係する基本的なルールを知ることも目的である。
到達目標
1.バスケットボールの基本的な技能及び知識を習得する
技術については、
ボールハンドリング：1分半以内に全ての課題をクリアできる
ドリブル&ランニングシュート：5本中3本以上決めることが出来る(左右)
マイカンドリル：30秒間で10本以上決めることが出来る
知識については、3×3及び5人制のルールを習得する
2.模擬授業(導入)の指導案を作成し授業を行うことが出来る
3.模擬授業に参加し評価することが出来る
授業計画
【第1回】
テーマ：ガイダンス(筆記用具を用意すること)
内容・方法：バスケットボールの基礎理論Ⅰ
【第2回】
テーマ：ファンダメンタル１
内容・方法：ボールハンドリング、マイカンドリル(リバウンドシュート)、フットワーク
【第3回】
テーマ：ファンダメンタル２
内容・方法：ボールハンドリング、ドリブルシュート、1on1
【第4回】
テーマ：ハーフコート2on1
内容・方法：ボールハンドリング、パスワーク、パス＆ランニングシュート、2on1ゲーム
【第5回】
テーマ：ハーフコート2on2
内容・方法：ボールハンドリング、ディフェンスの考え方、パススティールゲーム、2on2ゲーム
【第6回】
テーマ：ハーフコート3on2
内容・方法：ボールハンドリングスキルテスト①、スペースの使い方について、3on2ゲーム
【第7回】
テーマ：ハーフコート3on3①
内容・方法：マイカンドリルスキルテスト①、3×3ルールの確認及びカスタマイズルールの構築、3×3ゲーム
【第8回】
テーマ：ハーフコート3on3②
内容・方法：ドリブル&ランニングシュートスキルテスト①、スクリーンとは、スクリーン練習、3×3ｹﾞｰﾑ
【第9回】
テーマ：ハーフコート3on3③
内容・方法：チーム練習、3×3ゲーム
【第10回】
テーマ：ハーフコート3on3④
内容・方法：ボールハンドリングスキルテスト②、チーム練習、3×3ゲーム
【第11回】
テーマ：ハーフコート3on3→3men
内容・方法：マイカンドリルスキルテスト②、オールコートランニングシュート(3men)、ハーフコート3on3→
3menゲーム
【第12回】
テーマ：オールコート4on4
内容・方法：ドリブル&ランニングシュートスキルテスト②、ハーフコート4on4→4menゲーム
【第13回】
テーマ：オールコート5on5①
内容・方法：5人制ルールの確認及びカスタマイズルールの構築、5on5ゲーム
【第14回】
テーマ：オールコート5on5②
内容・方法：チーム練習、5on5ゲーム、スキルテスト未合格者再テスト
【第15回】
バスケットボール

テーマ：オールコート5on5③
内容・方法：チーム練習、5on5ゲーム、スキルテスト未合格者再テスト
事前事後の学習
必要に応じて、担当教員より指示する。
バスケットボールのルールや競技特性を習得するため,毎回につき1.5時間ほどの事前学習と1.5時間ほどの事後学
習が必要です
事前学修課題：実技内容(目的・内容)についてテキスト及び配布資料を読んで理解を深めておくこと
事後学修課題：前回の実技内容についてテキストなどを利用し復習しておくこと。また、模擬授業のフィード
バックコメントを提出する。
課題に対するフィードバックの方法
技術に対する評価は、授業内にその場で行う
また、別途課題を課した場合はGoogle classroom内でフィードバックを行う
成績評価の方法・基準（方針）
授業の欠席3回以上(遅刻3回で欠席1回とすることを含む)は、評価の対象外とする。
教職免許取得希望者は、模擬授業の指導案未作成は、評価の対象外とする。
成績評価の種類
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授業への取り組み(参加・意欲・態度・協力・主体性・協
調性等)
教職免許取得希望者は、模擬授業の実施を含む
３つのスキルテスト

1、2、3

授業外での評価

30

レポート課題
教職免許取得希望者は、模擬授業の指導案作成を含
む

1、2、3

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

10

全授業終了後にまとめレポートを提出

1

その他

0

テキスト

適宜プリントを配布又はGoogle classroomに掲示する

参考書

中学校学習指導要領解説 保健体育編 文部科学省 386円
高等学校学習指導要領解説 保健体育編 文部科学省 478円
日本バスケットボール協会編「バスケットボール指導教本」大修館書店

履修条件・他の科目との関連 運動にふさわしい服装、室内シューズを着用し、時計や装飾品（ピアス、ヘアピンなど）は身に付けな
いこと。
コートや用具の安全を確認し、自他の健康・安全に留意して受講すること。
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授業の目的・概要
バスケットボールの技術に対する理論的裏づけを説明し、個人的技能、集団的技能の向上を図るとともに、バス
ケットボール教科の指導を行うために必要な基礎的知識などを身につけることができる。
教科を深めるために、バスケットボールの技術構造の理解の上に立って、見本として必要な基礎・基本技術を実
践により習得することを目的とする。また、審判方法に関係する基本的なルールを知ることも目的である。
到達目標
1.バスケットボールの基本的な技能及び知識を習得する
技術については、
ボールハンドリング：1分半以内に全ての課題をクリアできる
ドリブル&ランニングシュート：5本中3本以上決めることが出来る(左右)
マイカンドリル：30秒間で10本以上決めることが出来る
知識については、3×3及び5人制のルールを習得する
2.模擬授業(導入)の指導案を作成し授業を行うことが出来る
3.模擬授業に参加し評価することが出来る
授業計画
【第1回】
テーマ：ガイダンス(筆記用具を用意すること)
内容・方法：バスケットボールの基礎理論Ⅰ
【第2回】
テーマ：ファンダメンタル１
内容・方法：ボールハンドリング、マイカンドリル(リバウンドシュート)、フットワーク
【第3回】
テーマ：ファンダメンタル２
内容・方法：ボールハンドリング、ドリブルシュート、1on1
【第4回】
テーマ：ハーフコート2on1
内容・方法：ボールハンドリング、パスワーク、パス＆ランニングシュート、2on1ゲーム
【第5回】
テーマ：ハーフコート2on2
内容・方法：ボールハンドリング、ディフェンスの考え方、パススティールゲーム、2on2ゲーム
【第6回】
テーマ：ハーフコート3on2
内容・方法：ボールハンドリングスキルテスト①、スペースの使い方について、3on2ゲーム
【第7回】
テーマ：ハーフコート3on3①
内容・方法：マイカンドリルスキルテスト①、3×3ルールの確認及びカスタマイズルールの構築、3×3ゲーム
【第8回】
テーマ：ハーフコート3on3②
内容・方法：ドリブル&ランニングシュートスキルテスト①、スクリーンとは、スクリーン練習、3×3ｹﾞｰﾑ
【第9回】
テーマ：ハーフコート3on3③
内容・方法：チーム練習、3×3ゲーム
【第10回】
テーマ：ハーフコート3on3④
内容・方法：ボールハンドリングスキルテスト②、チーム練習、3×3ゲーム
【第11回】
テーマ：ハーフコート3on3→3men
内容・方法：マイカンドリルスキルテスト②、オールコートランニングシュート(3men)、ハーフコート3on3→
3menゲーム
【第12回】
テーマ：オールコート4on4
内容・方法：ドリブル&ランニングシュートスキルテスト②、ハーフコート4on4→4menゲーム
【第13回】
テーマ：オールコート5on5①
内容・方法：5人制ルールの確認及びカスタマイズルールの構築、5on5ゲーム
【第14回】
テーマ：オールコート5on5②
内容・方法：チーム練習、5on5ゲーム、スキルテスト未合格者再テスト
【第15回】
バスケットボール基礎

テーマ：オールコート5on5③
内容・方法：チーム練習、5on5ゲーム、スキルテスト未合格者再テスト
事前事後の学習
必要に応じて、担当教員より指示する。
バスケットボールのルールや競技特性を習得するため,毎回につき1.5時間ほどの事前学習と1.5時間ほどの事後学
習が必要です
事前学修課題：実技内容(目的・内容)についてテキスト及び配布資料を読んで理解を深めておくこと
事後学修課題：前回の実技内容についてテキストなどを利用し復習しておくこと。また、模擬授業のフィード
バックコメントを提出する。
課題に対するフィードバックの方法
技術に対する評価は、授業内にその場で行う
また、別途課題を課した場合はGoogle classroom内でフィードバックを行う
成績評価の方法・基準（方針）
授業の欠席3回以上(遅刻3回で欠席1回とすることを含む)は、評価の対象外とする。
教職免許取得希望者は、模擬授業の指導案未作成は、評価の対象外とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

60

授業への取り組み(参加・意欲・態度・協力・主体性・協
調性等)
教職免許取得希望者は、模擬授業の実施を含む
３つのスキルテスト

1、2、3

授業外での評価

30

レポート課題
教職免許取得希望者は、模擬授業の指導案作成を含
む

1、2、3

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

10

全授業終了後にまとめレポートを提出

1

その他

0

テキスト

適宜プリントを配布又はGoogle classroomに掲示する

参考書

中学校学習指導要領解説 保健体育編 文部科学省 386円
高等学校学習指導要領解説 保健体育編 文部科学省 478円
日本バスケットボール協会編「バスケットボール指導教本」大修館書店

履修条件・他の科目との関連 運動にふさわしい服装、室内シューズを着用し、時計や装飾品（ピアス、ヘアピンなど）は身に付けな
いこと。
コートや用具の安全を確認し、自他の健康・安全に留意して受講すること。

バスケットボール基礎

授業コード

13084801

授業科目名

バレーボール

授業担当教員

福田

康弘

成績担当教員

福田

康弘

開講年次

2年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

実技

前期

単位数

〇

1単位

授業の目的・概要
バレーボールに必要なパス（オーバーハンド・アンダーハンド）、レシーブ、スパイク、ブロック、サーブ等の
基本的個人技術と各動作に伴うフットワークの修得に焦点を当てる。また、実践前後のストレッチ、ウォーミン
グアップ、クーリングダウン方法、スポーツ障害、プレー上での安全管理や日常トレーニング方法の基礎を説明
する。試合運営については、構成メンバーと役割、コート面積、ネットの高さ（男女、年齢別）等を理解すると
共に、ルールを説明し、審判法も身に付ける。授業評価によるフィードバックを行うことで実践的な指導力を養
い基本技術からゲーム運営と幅広く展開することにより、将来指導者としての資質を高めることも合わせて目指
す。「国内トップリーグ女子チーム」や「女子日本代表チーム」でのコーチング経験をもとに実務家教員として
授業内容を展開する。
到達目標
基本技術を取得し、３段攻撃（サーブレシーブ→トス→スパイク）でゲームが展開できるようする。
（１）アンダーパス全般の重要性を理解し、次に正確に繋げることができる
（２）オーバーパス全般の重要性を理解し、次に正確に繋げることができるコ
（３）色々な攻撃の方法を理解し、得点に繋がる展開を考えることができる
（４）コート内にボールを落としてはいけない様々な状況を理解しどの手法を使うのが適切か判断しながらゲー
ムを進行できる
授業計画
【第１回】
テーマ：オリエンテーション
内容・方法：授業方針・構成とバレーボールの魅力について（歴史・バレーボールの種類・ルール・用具、器具
について）
【第２回】
テーマ：ウォーミングアップと円陣パス
内容・方法：安全に競技を行うためのウォーミングアップとラリーが続く楽しさについて（バレーボールに慣れ
る）
【第３回】
テーマ：色々なパスのコントロール練習及び継続及び声の重要性
内容・方法：バレーボール競技における様々なパスの回数コントロール（オーバーハンドパス、左右ワンハンド
パス）
【第４回】
テーマ：オーバーハンドパスの正確性の修得
内容・方法：オーバーハンドパスのポイント（コントロール・距離）を知る→基本的パス・２段トス・バックト
ス
【第５回】
テーマ：アンダーハンドパスの正確性の修得
内容・方法：アンダーハンドパスのポイント（コントロール・距離）を知る→基本的パス・対人レシーブ・サー
ブレシーブの実践
【第６回】
テーマ：色々な場面でのアンダーパスの種類と重要性
内容・方法：チャンスボール返球・強打レシーブの実践
【第７回】
テーマ：サーブの種類及びスパイクのステップの基本動作の習得Ⅰ
内容・方法：サーブ（アンダーサーブ・フローターサーブ）の距離・スピードとコース打ち及びスパイク助走と
スイング（ミート）
【第８回】
テーマ：サーブの種類及びスパイクのステップの基本動作の習得Ⅱ
内容・方法：サーブ（ターゲットを狙うサーブ練習法、タイミングを意識したスパイクの実践
【第９回】
テーマ：攻撃力の向上（スパイク力の安定）の重要性
内容・方法：クロス・ストレートのコース打ちを意識して安定性を高める
【第１０回】
テーマ：色々な攻撃と総合的なチーム練習
内容・方法：色々なスパイク攻撃の応用技術（クイック・時間差攻撃・ダイレクトスパイクなど）
【第１１回】
テーマ：ブロックの目的と形及びシステムの理解
内容・方法：ブロックステップ（オープンステップ・クロスステップ）及び手の出し方の実践
【第１２回】
テーマ：ゲーム①
内容・方法：チーム分けによるリーグ戦実施
バレーボール

【第１3回】
テーマ：ゲーム②
内容・方法：チーム分けによるリーグ戦実施
【第１４回】
テーマ：ゲーム①
内容・方法：チーム分けによるリーグ戦実施
【第１５回】
テーマ：実技確認
内容・方法：基礎技術と連携プレー（正確なパス及び対応力を対人レシーブの継続及びサーブコントロールにて
確認）
事前事後の学習
必要に応じて、担当教員より指示する。
【第１回】
（１） 事前学習課題：シラバスの確認
（２） 事後学習課題：講義で行った内容を次回授業に活かす
【第２回】
（１） 事前学習課題：ルールについて調べる
（２） 事後学習課題：実技で行った内容を次回授業で活かす
【第３回】
（１） 事前学習課題：パスの種類について調べる
（２） 事後学習課題：実技で行った内容をバレーボールノートに記入
【第４回】
（１） 事前学習課題：オーバーハンドパスの方法について調べる
（２） 事後学習課題：実技で行った内容をバレーボールノートに記入
【第５回】
（１） 事前学習課題：アンダーハンドパスの方法について調べる
（２） 事後学習課題：実技で行った内容をバレーボールノートに記入
【第６回】
（１） 事前学習課題：強打レシーブ・チャンスボールについて調べる
（２） 事後学習課題：実技で行った内容をバレーボールノートに記入
【第７回】
（１） 事前学習課題：サーブの基本動作について調べる
（２） 事後学習課題：実技で行った内容をバレーボールノートに記入
【第８回】
（１） 事前学習課題：スパイクの基本動作について調べる
（２） 事後学習課題：実技で行った内容をバレーボールノートに記入
【第９回】
（１） 事前学習課題：攻撃的な攻撃、守備について調べる
（２） 事後学習課題：実技で行った内容をバレーボールノートに記入
【第１０回】
（１） 事前学習課題：クイックスパイクの種類・基本動作について調べる
（２） 事後学習課題：実技で行った内容をバレーボールノートに記入
【第１１回】
（１） 事前学習課題：ブロックの基本動作について調べる、効果的な攻撃、守備について調べる
（２） 事後学習課題：実技で行った内容をバレーボールノートに記入
【第１２回】
（１） 事前学習課題：チームの戦術について調べる
（２） 事後学習課題：実技で行った内容をバレーボールノートに記入
【第１３回】
（１） 事前学習課題：前回のゲームを踏まえ、戦術を考える
（２） 事後学習課題：実技で行った内容をバレーボールノートに記入
【第１４回】
（１） 事前学習課題：前回のゲームを踏まえ、戦術を考える
（２） 事後学習課題：実技で行った内容をバレーボールノートに記入
【第１５回】
（１） 事前学習課題：全講義の復習と基本動作について確認
課題に対するフィードバックの方法
インターネット等を使い、ルールや動作について調べることを事前学修課題とし、講義の内容や動作についてバ
レーボールノートへの記入を事後学修課題とし、３０分～１時間程度の復習を求める
成績評価の方法・基準（方針）
実技種目のため出席を重視します。従って授業態度と貢献度、実技確認、課題で総合的に判定の上、６０点以上
を合格とし、所定の単位を認定する。また、正当な理由なく３回以上欠席した場合は、評価の対象とせず、「K」
評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

72

出席（６０）、技術確認（１２）

（１）（２）（３）（４）

授業外での評価

18

バレーノート作成まとめ（１８）

（１）（２）（３）
バレーボール

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

10

その他

0

テキスト

テキストを使用しない

参考書

６人制、９人制ルールブック
中高学習指導要領（保健体育編）
日本バレーボール協会 コーチングバレーボール

期末レポート課題、取組み姿勢（１０）

（３）（４）

履修条件・他の科目との関連 実技授業なので必ず運動に適した服装、滑らない体育館シューズを準備し、授業に出席すること。
運動に適さない場合は出席を認めない。コートや用具の安全を確かめ、自他の健康、安全に注意し
て、練習やゲーム形式を展開する。授業には自主的且つ積極的に参加することを望む。

バレーボール

授業コード

13068401

授業種別

授業科目名

バレーボール基礎

授業担当教員

福田

康弘

成績担当教員

福田

康弘

開講年次

2年

開講期

実務家教員による授業

実技

前期

単位数

〇

1単位

授業の目的・概要
バレーボールに必要なパス（オーバーハンド・アンダーハンド）、レシーブ、スパイク、ブロック、サーブ等の
基本的個人技術と各動作に伴うフットワークの修得に焦点を当てる。また、実践前後のストレッチ、ウォーミン
グアップ、クーリングダウン方法、スポーツ障害、プレー上での安全管理や日常トレーニング方法の基礎を説明
する。試合運営については、構成メンバーと役割、コート面積、ネットの高さ（男女、年齢別）等を理解すると
共に、ルールを説明し、審判法も身に付ける。授業評価によるフィードバックを行うことで実践的な指導力を養
い基本技術からゲーム運営と幅広く展開することにより、将来指導者としての資質を高めることも合わせて目指
す。「国内トップリーグ女子チーム」や「女子日本代表チーム」でのコーチング経験をもとに実務家教員として
授業内容を展開する。
到達目標
基本技術を取得し、３段攻撃（サーブレシーブ→トス→スパイク）でゲームが展開できるようする。
（１）アンダーパス全般の重要性を理解し、次に正確に繋げることができる
（２）オーバーパス全般の重要性を理解し、次に正確に繋げることができるコ
（３）色々な攻撃の方法を理解し、得点に繋がる展開を考えることができる
（４）コート内にボールを落としてはいけない様々な状況を理解しどの手法を使うのが適切か判断しながらゲー
ムを進行できる
授業計画
【第１回】
テーマ：オリエンテーション
内容・方法：授業方針・構成とバレーボールの魅力について（歴史・バレーボールの種類・ルール・用具、器具
について）
【第２回】
テーマ：ウォーミングアップと円陣パス
内容・方法：安全に競技を行うためのウォーミングアップとラリーが続く楽しさについて（バレーボールに慣れ
る）
【第３回】
テーマ：色々なパスのコントロール練習及び継続及び声の重要性
内容・方法：バレーボール競技における様々なパスの回数コントロール（オーバーハンドパス、左右ワンハンド
パス）
【第４回】
テーマ：オーバーハンドパスの正確性の修得
内容・方法：オーバーハンドパスのポイント（コントロール・距離）を知る→基本的パス・２段トス・バックト
ス
【第５回】
テーマ：アンダーハンドパスの正確性の修得
内容・方法：アンダーハンドパスのポイント（コントロール・距離）を知る→基本的パス・対人レシーブ・サー
ブレシーブの実践
【第６回】
テーマ：色々な場面でのアンダーパスの種類と重要性
内容・方法：チャンスボール返球・強打レシーブの実践
【第７回】
テーマ：サーブの種類及びスパイクのステップの基本動作の習得Ⅰ
内容・方法：サーブ（アンダーサーブ・フローターサーブ）の距離・スピードとコース打ち及びスパイク助走と
スイング（ミート）
【第８回】
テーマ：サーブの種類及びスパイクのステップの基本動作の習得Ⅱ
内容・方法：サーブ（ターゲットを狙うサーブ練習法、タイミングを意識したスパイクの実践
【第９回】
テーマ：攻撃力の向上（スパイク力の安定）の重要性
内容・方法：クロス・ストレートのコース打ちを意識して安定性を高める
【第１０回】
テーマ：色々な攻撃と総合的なチーム練習
内容・方法：色々なスパイク攻撃の応用技術（クイック・時間差攻撃・ダイレクトスパイクなど）
【第１１回】
テーマ：ブロックの目的と形及びシステムの理解
内容・方法：ブロックステップ（オープンステップ・クロスステップ）及び手の出し方の実践
【第１２回】
テーマ：ゲーム①
内容・方法：チーム分けによるリーグ戦実施
バレーボール基礎

【第１3回】
テーマ：ゲーム②
内容・方法：チーム分けによるリーグ戦実施
【第１４回】
テーマ：ゲーム①
内容・方法：チーム分けによるリーグ戦実施
【第１５回】
テーマ：実技確認
内容・方法：基礎技術と連携プレー（正確なパス及び対応力を対人レシーブの継続及びサーブコントロールにて
確認）
事前事後の学習
必要に応じて、担当教員より指示する。
【第１回】
（１） 事前学習課題：シラバスの確認
（２） 事後学習課題：講義で行った内容を次回授業に活かす
【第２回】
（１） 事前学習課題：ルールについて調べる
（２） 事後学習課題：実技で行った内容を次回授業で活かす
【第３回】
（１） 事前学習課題：パスの種類について調べる
（２） 事後学習課題：実技で行った内容をバレーボールノートに記入
【第４回】
（１） 事前学習課題：オーバーハンドパスの方法について調べる
（２） 事後学習課題：実技で行った内容をバレーボールノートに記入
【第５回】
（１） 事前学習課題：アンダーハンドパスの方法について調べる
（２） 事後学習課題：実技で行った内容をバレーボールノートに記入
【第６回】
（１） 事前学習課題：強打レシーブ・チャンスボールについて調べる
（２） 事後学習課題：実技で行った内容をバレーボールノートに記入
【第７回】
（１） 事前学習課題：サーブの基本動作について調べる
（２） 事後学習課題：実技で行った内容をバレーボールノートに記入
【第８回】
（１） 事前学習課題：スパイクの基本動作について調べる
（２） 事後学習課題：実技で行った内容をバレーボールノートに記入
【第９回】
（１） 事前学習課題：攻撃的な攻撃、守備について調べる
（２） 事後学習課題：実技で行った内容をバレーボールノートに記入
【第１０回】
（１） 事前学習課題：クイックスパイクの種類・基本動作について調べる
（２） 事後学習課題：実技で行った内容をバレーボールノートに記入
【第１１回】
（１） 事前学習課題：ブロックの基本動作について調べる、効果的な攻撃、守備について調べる
（２） 事後学習課題：実技で行った内容をバレーボールノートに記入
【第１２回】
（１） 事前学習課題：チームの戦術について調べる
（２） 事後学習課題：実技で行った内容をバレーボールノートに記入
【第１３回】
（１） 事前学習課題：前回のゲームを踏まえ、戦術を考える
（２） 事後学習課題：実技で行った内容をバレーボールノートに記入
【第１４回】
（１） 事前学習課題：前回のゲームを踏まえ、戦術を考える
（２） 事後学習課題：実技で行った内容をバレーボールノートに記入
【第１５回】
（１） 事前学習課題：全講義の復習と基本動作について確認
課題に対するフィードバックの方法
インターネット等を使い、ルールや動作について調べることを事前学修課題とし、講義の内容や動作についてバ
レーボールノートへの記入を事後学修課題とし、３０分～１時間程度の復習を求める
成績評価の方法・基準（方針）
実技種目のため出席を重視します。従って授業態度と貢献度、実技確認、課題で総合的に判定の上、６０点以上
を合格とし、所定の単位を認定する。また、正当な理由なく３回以上欠席した場合は、評価の対象とせず、「K」
評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

72

出席（６０）、技術確認（１２）

（１）（２）（３）（４）

授業外での評価

18

バレーノート作成まとめ（１８）

（１）（２）（３）
バレーボール基礎

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

10

その他

0

テキスト

テキストを使用しない

参考書

６人制、９人制ルールブック
中高学習指導要領（保健体育編）
日本バレーボール協会 コーチングバレーボール

期末レポート課題、取組み姿勢（１０）

（３）（４）

履修条件・他の科目との関連 実技授業なので必ず運動に適した服装、滑らない体育館シューズを準備し、授業に出席すること。
運動に適さない場合は出席を認めない。コートや用具の安全を確かめ、自他の健康、安全に注意し
て、練習やゲーム形式を展開する。授業には自主的且つ積極的に参加することを望む。

バレーボール基礎

授業コード

13084802

授業科目名

バレーボール

授業担当教員

福田

康弘

成績担当教員

福田

康弘

開講年次

2年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

実技

前期

単位数

〇

1単位

授業の目的・概要
バレーボールに必要なパス（オーバーハンド・アンダーハンド）、レシーブ、スパイク、ブロック、サーブ等の
基本的個人技術と各動作に伴うフットワークの修得に焦点を当てる。また、実践前後のストレッチ、ウォーミン
グアップ、クーリングダウン方法、スポーツ障害、プレー上での安全管理や日常トレーニング方法の基礎を説明
する。試合運営については、構成メンバーと役割、コート面積、ネットの高さ（男女、年齢別）等を理解すると
共に、ルールを説明し、審判法も身に付ける。授業評価によるフィードバックを行うことで実践的な指導力を養
い基本技術からゲーム運営と幅広く展開することにより、将来指導者としての資質を高めることも合わせて目指
す。「国内トップリーグ女子チーム」や「女子日本代表チーム」でのコーチング経験をもとに実務家教員として
授業内容を展開する。
到達目標
基本技術を取得し、３段攻撃（サーブレシーブ→トス→スパイク）でゲームが展開できるようする。
（１）アンダーパス全般の重要性を理解し、次に正確に繋げることができる
（２）オーバーパス全般の重要性を理解し、次に正確に繋げることができるコ
（３）色々な攻撃の方法を理解し、得点に繋がる展開を考えることができる
（４）コート内にボールを落としてはいけない様々な状況を理解しどの手法を使うのが適切か判断しながらゲー
ムを進行できる
授業計画
【第１回】
テーマ：オリエンテーション
内容・方法：授業方針・構成とバレーボールの魅力について（歴史・バレーボールの種類・ルール・用具、器具
について）
【第２回】
テーマ：ウォーミングアップと円陣パス
内容・方法：安全に競技を行うためのウォーミングアップとラリーが続く楽しさについて（バレーボールに慣れ
る）
【第３回】
テーマ：色々なパスのコントロール練習及び継続及び声の重要性
内容・方法：バレーボール競技における様々なパスの回数コントロール（オーバーハンドパス、左右ワンハンド
パス）
【第４回】
テーマ：オーバーハンドパスの正確性の修得
内容・方法：オーバーハンドパスのポイント（コントロール・距離）を知る→基本的パス・２段トス・バックト
ス
【第５回】
テーマ：アンダーハンドパスの正確性の修得
内容・方法：アンダーハンドパスのポイント（コントロール・距離）を知る→基本的パス・対人レシーブ・サー
ブレシーブの実践
【第６回】
テーマ：色々な場面でのアンダーパスの種類と重要性
内容・方法：チャンスボール返球・強打レシーブの実践
【第７回】
テーマ：サーブの種類及びスパイクのステップの基本動作の習得Ⅰ
内容・方法：サーブ（アンダーサーブ・フローターサーブ）の距離・スピードとコース打ち及びスパイク助走と
スイング（ミート）
【第８回】
テーマ：サーブの種類及びスパイクのステップの基本動作の習得Ⅱ
内容・方法：サーブ（ターゲットを狙うサーブ練習法、タイミングを意識したスパイクの実践
【第９回】
テーマ：攻撃力の向上（スパイク力の安定）の重要性
内容・方法：クロス・ストレートのコース打ちを意識して安定性を高める
【第１０回】
テーマ：色々な攻撃と総合的なチーム練習
内容・方法：色々なスパイク攻撃の応用技術（クイック・時間差攻撃・ダイレクトスパイクなど）
【第１１回】
テーマ：ブロックの目的と形及びシステムの理解
内容・方法：ブロックステップ（オープンステップ・クロスステップ）及び手の出し方の実践
【第１２回】
テーマ：ゲーム①
内容・方法：チーム分けによるリーグ戦実施
バレーボール

【第１3回】
テーマ：ゲーム②
内容・方法：チーム分けによるリーグ戦実施
【第１４回】
テーマ：ゲーム①
内容・方法：チーム分けによるリーグ戦実施
【第１５回】
テーマ：実技確認
内容・方法：基礎技術と連携プレー（正確なパス及び対応力を対人レシーブの継続及びサーブコントロールにて
確認）
事前事後の学習
必要に応じて、担当教員より指示する。
【第１回】
（１） 事前学習課題：シラバスの確認
（２） 事後学習課題：講義で行った内容を次回授業に活かす
【第２回】
（１） 事前学習課題：ルールについて調べる
（２） 事後学習課題：実技で行った内容を次回授業で活かす
【第３回】
（１） 事前学習課題：パスの種類について調べる
（２） 事後学習課題：実技で行った内容をバレーボールノートに記入
【第４回】
（１） 事前学習課題：オーバーハンドパスの方法について調べる
（２） 事後学習課題：実技で行った内容をバレーボールノートに記入
【第５回】
（１） 事前学習課題：アンダーハンドパスの方法について調べる
（２） 事後学習課題：実技で行った内容をバレーボールノートに記入
【第６回】
（１） 事前学習課題：強打レシーブ・チャンスボールについて調べる
（２） 事後学習課題：実技で行った内容をバレーボールノートに記入
【第７回】
（１） 事前学習課題：サーブの基本動作について調べる
（２） 事後学習課題：実技で行った内容をバレーボールノートに記入
【第８回】
（１） 事前学習課題：スパイクの基本動作について調べる
（２） 事後学習課題：実技で行った内容をバレーボールノートに記入
【第９回】
（１） 事前学習課題：攻撃的な攻撃、守備について調べる
（２） 事後学習課題：実技で行った内容をバレーボールノートに記入
【第１０回】
（１） 事前学習課題：クイックスパイクの種類・基本動作について調べる
（２） 事後学習課題：実技で行った内容をバレーボールノートに記入
【第１１回】
（１） 事前学習課題：ブロックの基本動作について調べる、効果的な攻撃、守備について調べる
（２） 事後学習課題：実技で行った内容をバレーボールノートに記入
【第１２回】
（１） 事前学習課題：チームの戦術について調べる
（２） 事後学習課題：実技で行った内容をバレーボールノートに記入
【第１３回】
（１） 事前学習課題：前回のゲームを踏まえ、戦術を考える
（２） 事後学習課題：実技で行った内容をバレーボールノートに記入
【第１４回】
（１） 事前学習課題：前回のゲームを踏まえ、戦術を考える
（２） 事後学習課題：実技で行った内容をバレーボールノートに記入
【第１５回】
（１） 事前学習課題：全講義の復習と基本動作について確認
課題に対するフィードバックの方法
インターネット等を使い、ルールや動作について調べることを事前学修課題とし、講義の内容や動作についてバ
レーボールノートへの記入を事後学修課題とし、３０分～１時間程度の復習を求める
成績評価の方法・基準（方針）
実技種目のため出席を重視します。従って授業態度と貢献度、実技確認、課題で総合的に判定の上、６０点以上
を合格とし、所定の単位を認定する。また、正当な理由なく３回以上欠席した場合は、評価の対象とせず、「K」
評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

72

出席（６０）、技術確認（１２）

（１）（２）（３）（４）

授業外での評価

18

バレーノート作成まとめ（１８）

（１）（２）（３）
バレーボール

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

10

その他

0

テキスト

テキストを使用しない

参考書

６人制、９人制ルールブック
中高学習指導要領（保健体育編）
日本バレーボール協会 コーチングバレーボール

期末レポート課題、取組み姿勢（１０）

（３）（４）

履修条件・他の科目との関連 実技授業なので必ず運動に適した服装、滑らない体育館シューズを準備し、授業に出席すること。
運動に適さない場合は出席を認めない。コートや用具の安全を確かめ、自他の健康、安全に注意し
て、練習やゲーム形式を展開する。授業には自主的且つ積極的に参加することを望む。

バレーボール

授業コード

13068402

授業種別

授業科目名

バレーボール基礎

授業担当教員

福田

康弘

成績担当教員

福田

康弘

開講年次

2年

開講期

実務家教員による授業

実技

前期

単位数

〇

1単位

授業の目的・概要
バレーボールに必要なパス（オーバーハンド・アンダーハンド）、レシーブ、スパイク、ブロック、サーブ等の
基本的個人技術と各動作に伴うフットワークの修得に焦点を当てる。また、実践前後のストレッチ、ウォーミン
グアップ、クーリングダウン方法、スポーツ障害、プレー上での安全管理や日常トレーニング方法の基礎を説明
する。試合運営については、構成メンバーと役割、コート面積、ネットの高さ（男女、年齢別）等を理解すると
共に、ルールを説明し、審判法も身に付ける。授業評価によるフィードバックを行うことで実践的な指導力を養
い基本技術からゲーム運営と幅広く展開することにより、将来指導者としての資質を高めることも合わせて目指
す。「国内トップリーグ女子チーム」や「女子日本代表チーム」でのコーチング経験をもとに実務家教員として
授業内容を展開する。
到達目標
基本技術を取得し、３段攻撃（サーブレシーブ→トス→スパイク）でゲームが展開できるようする。
（１）アンダーパス全般の重要性を理解し、次に正確に繋げることができる
（２）オーバーパス全般の重要性を理解し、次に正確に繋げることができるコ
（３）色々な攻撃の方法を理解し、得点に繋がる展開を考えることができる
（４）コート内にボールを落としてはいけない様々な状況を理解しどの手法を使うのが適切か判断しながらゲー
ムを進行できる
授業計画
【第１回】
テーマ：オリエンテーション
内容・方法：授業方針・構成とバレーボールの魅力について（歴史・バレーボールの種類・ルール・用具、器具
について）
【第２回】
テーマ：ウォーミングアップと円陣パス
内容・方法：安全に競技を行うためのウォーミングアップとラリーが続く楽しさについて（バレーボールに慣れ
る）
【第３回】
テーマ：色々なパスのコントロール練習及び継続及び声の重要性
内容・方法：バレーボール競技における様々なパスの回数コントロール（オーバーハンドパス、左右ワンハンド
パス）
【第４回】
テーマ：オーバーハンドパスの正確性の修得
内容・方法：オーバーハンドパスのポイント（コントロール・距離）を知る→基本的パス・２段トス・バックト
ス
【第５回】
テーマ：アンダーハンドパスの正確性の修得
内容・方法：アンダーハンドパスのポイント（コントロール・距離）を知る→基本的パス・対人レシーブ・サー
ブレシーブの実践
【第６回】
テーマ：色々な場面でのアンダーパスの種類と重要性
内容・方法：チャンスボール返球・強打レシーブの実践
【第７回】
テーマ：サーブの種類及びスパイクのステップの基本動作の習得Ⅰ
内容・方法：サーブ（アンダーサーブ・フローターサーブ）の距離・スピードとコース打ち及びスパイク助走と
スイング（ミート）
【第８回】
テーマ：サーブの種類及びスパイクのステップの基本動作の習得Ⅱ
内容・方法：サーブ（ターゲットを狙うサーブ練習法、タイミングを意識したスパイクの実践
【第９回】
テーマ：攻撃力の向上（スパイク力の安定）の重要性
内容・方法：クロス・ストレートのコース打ちを意識して安定性を高める
【第１０回】
テーマ：色々な攻撃と総合的なチーム練習
内容・方法：色々なスパイク攻撃の応用技術（クイック・時間差攻撃・ダイレクトスパイクなど）
【第１１回】
テーマ：ブロックの目的と形及びシステムの理解
内容・方法：ブロックステップ（オープンステップ・クロスステップ）及び手の出し方の実践
【第１２回】
テーマ：ゲーム①
内容・方法：チーム分けによるリーグ戦実施
バレーボール基礎

【第１3回】
テーマ：ゲーム②
内容・方法：チーム分けによるリーグ戦実施
【第１４回】
テーマ：ゲーム①
内容・方法：チーム分けによるリーグ戦実施
【第１５回】
テーマ：実技確認
内容・方法：基礎技術と連携プレー（正確なパス及び対応力を対人レシーブの継続及びサーブコントロールにて
確認）
事前事後の学習
必要に応じて、担当教員より指示する。
【第１回】
（１） 事前学習課題：シラバスの確認
（２） 事後学習課題：講義で行った内容を次回授業に活かす
【第２回】
（１） 事前学習課題：ルールについて調べる
（２） 事後学習課題：実技で行った内容を次回授業で活かす
【第３回】
（１） 事前学習課題：パスの種類について調べる
（２） 事後学習課題：実技で行った内容をバレーボールノートに記入
【第４回】
（１） 事前学習課題：オーバーハンドパスの方法について調べる
（２） 事後学習課題：実技で行った内容をバレーボールノートに記入
【第５回】
（１） 事前学習課題：アンダーハンドパスの方法について調べる
（２） 事後学習課題：実技で行った内容をバレーボールノートに記入
【第６回】
（１） 事前学習課題：強打レシーブ・チャンスボールについて調べる
（２） 事後学習課題：実技で行った内容をバレーボールノートに記入
【第７回】
（１） 事前学習課題：サーブの基本動作について調べる
（２） 事後学習課題：実技で行った内容をバレーボールノートに記入
【第８回】
（１） 事前学習課題：スパイクの基本動作について調べる
（２） 事後学習課題：実技で行った内容をバレーボールノートに記入
【第９回】
（１） 事前学習課題：攻撃的な攻撃、守備について調べる
（２） 事後学習課題：実技で行った内容をバレーボールノートに記入
【第１０回】
（１） 事前学習課題：クイックスパイクの種類・基本動作について調べる
（２） 事後学習課題：実技で行った内容をバレーボールノートに記入
【第１１回】
（１） 事前学習課題：ブロックの基本動作について調べる、効果的な攻撃、守備について調べる
（２） 事後学習課題：実技で行った内容をバレーボールノートに記入
【第１２回】
（１） 事前学習課題：チームの戦術について調べる
（２） 事後学習課題：実技で行った内容をバレーボールノートに記入
【第１３回】
（１） 事前学習課題：前回のゲームを踏まえ、戦術を考える
（２） 事後学習課題：実技で行った内容をバレーボールノートに記入
【第１４回】
（１） 事前学習課題：前回のゲームを踏まえ、戦術を考える
（２） 事後学習課題：実技で行った内容をバレーボールノートに記入
【第１５回】
（１） 事前学習課題：全講義の復習と基本動作について確認
課題に対するフィードバックの方法
インターネット等を使い、ルールや動作について調べることを事前学修課題とし、講義の内容や動作についてバ
レーボールノートへの記入を事後学修課題とし、３０分～１時間程度の復習を求める
成績評価の方法・基準（方針）
実技種目のため出席を重視します。従って授業態度と貢献度、実技確認、課題で総合的に判定の上、６０点以上
を合格とし、所定の単位を認定する。また、正当な理由なく３回以上欠席した場合は、評価の対象とせず、「K」
評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

72

出席（６０）、技術確認（１２）

（１）（２）（３）（４）

授業外での評価

18

バレーノート作成まとめ（１８）

（１）（２）（３）
バレーボール基礎

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

10

その他

0

テキスト

テキストを使用しない

参考書

６人制、９人制ルールブック
中高学習指導要領（保健体育編）
日本バレーボール協会 コーチングバレーボール

期末レポート課題、取組み姿勢（１０）

（３）（４）

履修条件・他の科目との関連 実技授業なので必ず運動に適した服装、滑らない体育館シューズを準備し、授業に出席すること。
運動に適さない場合は出席を認めない。コートや用具の安全を確かめ、自他の健康、安全に注意し
て、練習やゲーム形式を展開する。授業には自主的且つ積極的に参加することを望む。

バレーボール基礎

授業コード

13084804

授業科目名

バレーボール

授業担当教員

福田

康弘

成績担当教員

福田

康弘

開講年次

2年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

実技

後期

単位数

〇

1単位

授業の目的・概要
バレーボールに必要なパス（オーバーハンド・アンダーハンド）、レシーブ、スパイク、ブロック、サーブ等の
基本的個人技術と各動作に伴うフットワークの修得に焦点を当てる。また、実践前後のストレッチ、ウォーミン
グアップ、クーリングダウン方法、スポーツ障害、プレー上での安全管理や日常トレーニング方法の基礎を説明
する。試合運営については、構成メンバーと役割、コート面積、ネットの高さ（男女、年齢別）等を理解すると
共に、ルールを説明し、審判法も身に付ける。授業評価によるフィードバックを行うことで実践的な指導力を養
い基本技術からゲーム運営と幅広く展開することにより、将来指導者としての資質を高めることも合わせて目指
す。「国内トップリーグ女子チーム」や「女子日本代表チーム」でのコーチング経験をもとに実務家教員として
授業内容を展開する。
到達目標
基本技術を取得し、３段攻撃（サーブレシーブ→トス→スパイク）でゲームが展開できるようする。
（１）アンダーパス全般の重要性を理解し、次に正確に繋げることができる
（２）オーバーパス全般の重要性を理解し、次に正確に繋げることができるコ
（３）色々な攻撃の方法を理解し、得点に繋がる展開を考えることができる
（４）コート内にボールを落としてはいけない様々な状況を理解しどの手法を使うのが適切か判断しながらゲー
ムを進行できる
授業計画
【第１回】
テーマ：オリエンテーション
内容・方法：授業方針・構成とバレーボールの魅力について（歴史・バレーボールの種類・ルール・用具、器具
について）
【第２回】
テーマ：ウォーミングアップと円陣パス
内容・方法：安全に競技を行うためのウォーミングアップとラリーが続く楽しさについて（バレーボールに慣れ
る）
【第３回】
テーマ：色々なパスのコントロール練習及び継続及び声の重要性
内容・方法：バレーボール競技における様々なパスの回数コントロール（オーバーハンドパス、左右ワンハンド
パス）
【第４回】
テーマ：オーバーハンドパスの正確性の修得
内容・方法：オーバーハンドパスのポイント（コントロール・距離）を知る→基本的パス・２段トス・バックト
ス
【第５回】
テーマ：アンダーハンドパスの正確性の修得
内容・方法：アンダーハンドパスのポイント（コントロール・距離）を知る→基本的パス・対人レシーブ・サー
ブレシーブの実践
【第６回】
テーマ：色々な場面でのアンダーパスの種類と重要性
内容・方法：チャンスボール返球・強打レシーブの実践
【第７回】
テーマ：サーブの種類及びスパイクのステップの基本動作の習得Ⅰ
内容・方法：サーブ（アンダーサーブ・フローターサーブ）の距離・スピードとコース打ち及びスパイク助走と
スイング（ミート）
【第８回】
テーマ：サーブの種類及びスパイクのステップの基本動作の習得Ⅱ
内容・方法：サーブ（ターゲットを狙うサーブ練習法、タイミングを意識したスパイクの実践
【第９回】
テーマ：攻撃力の向上（スパイク力の安定）の重要性
内容・方法：クロス・ストレートのコース打ちを意識して安定性を高める
【第１０回】
テーマ：色々な攻撃と総合的なチーム練習
内容・方法：色々なスパイク攻撃の応用技術（クイック・時間差攻撃・ダイレクトスパイクなど）
【第１１回】
テーマ：ブロックの目的と形及びシステムの理解
内容・方法：ブロックステップ（オープンステップ・クロスステップ）及び手の出し方の実践
【第１２回】
テーマ：ゲーム①
内容・方法：チーム分けによるリーグ戦実施
バレーボール

【第１3回】
テーマ：ゲーム②
内容・方法：チーム分けによるリーグ戦実施
【第１４回】
テーマ：ゲーム①
内容・方法：チーム分けによるリーグ戦実施
【第１５回】
テーマ：実技確認
内容・方法：基礎技術と連携プレー（正確なパス及び対応力を対人レシーブの継続及びサーブコントロールにて
確認）
事前事後の学習
必要に応じて、担当教員より指示する。
【第１回】
（１） 事前学習課題：シラバスの確認
（２） 事後学習課題：講義で行った内容を次回授業に活かす
【第２回】
（１） 事前学習課題：ルールについて調べる
（２） 事後学習課題：実技で行った内容を次回授業で活かす
【第３回】
（１） 事前学習課題：パスの種類について調べる
（２） 事後学習課題：実技で行った内容をバレーボールノートに記入
【第４回】
（１） 事前学習課題：オーバーハンドパスの方法について調べる
（２） 事後学習課題：実技で行った内容をバレーボールノートに記入
【第５回】
（１） 事前学習課題：アンダーハンドパスの方法について調べる
（２） 事後学習課題：実技で行った内容をバレーボールノートに記入
【第６回】
（１） 事前学習課題：強打レシーブ・チャンスボールについて調べる
（２） 事後学習課題：実技で行った内容をバレーボールノートに記入
【第７回】
（１） 事前学習課題：サーブの基本動作について調べる
（２） 事後学習課題：実技で行った内容をバレーボールノートに記入
【第８回】
（１） 事前学習課題：スパイクの基本動作について調べる
（２） 事後学習課題：実技で行った内容をバレーボールノートに記入
【第９回】
（１） 事前学習課題：攻撃的な攻撃、守備について調べる
（２） 事後学習課題：実技で行った内容をバレーボールノートに記入
【第１０回】
（１） 事前学習課題：クイックスパイクの種類・基本動作について調べる
（２） 事後学習課題：実技で行った内容をバレーボールノートに記入
【第１１回】
（１） 事前学習課題：ブロックの基本動作について調べる、効果的な攻撃、守備について調べる
（２） 事後学習課題：実技で行った内容をバレーボールノートに記入
【第１２回】
（１） 事前学習課題：チームの戦術について調べる
（２） 事後学習課題：実技で行った内容をバレーボールノートに記入
【第１３回】
（１） 事前学習課題：前回のゲームを踏まえ、戦術を考える
（２） 事後学習課題：実技で行った内容をバレーボールノートに記入
【第１４回】
（１） 事前学習課題：前回のゲームを踏まえ、戦術を考える
（２） 事後学習課題：実技で行った内容をバレーボールノートに記入
【第１５回】
（１） 事前学習課題：全講義の復習と基本動作について確認
課題に対するフィードバックの方法
インターネット等を使い、ルールや動作について調べることを事前学修課題とし、講義の内容や動作についてバ
レーボールノートへの記入を事後学修課題とし、３０分～１時間程度の復習を求める
成績評価の方法・基準（方針）
実技種目のため出席を重視します。従って授業態度と貢献度、実技確認、課題で総合的に判定の上、６０点以上
を合格とし、所定の単位を認定する。また、正当な理由なく３回以上欠席した場合は、評価の対象とせず、「K」
評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

72

出席（６０）、技術確認（１２）

（１）（２）（３）（４）

授業外での評価

18

バレーノート作成まとめ（１８）

（１）（２）（３）
バレーボール

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

10

その他

0

テキスト

テキストを使用しない

参考書

６人制、９人制ルールブック
中高学習指導要領（保健体育編）
日本バレーボール協会 コーチングバレーボール

期末レポート課題、取組み姿勢（１０）

（３）（４）

履修条件・他の科目との関連 実技授業なので必ず運動に適した服装、滑らない体育館シューズを準備し、授業に出席すること。
運動に適さない場合は出席を認めない。コートや用具の安全を確かめ、自他の健康、安全に注意し
て、練習やゲーム形式を展開する。授業には自主的且つ積極的に参加することを望む。

バレーボール

授業コード

13068404

授業種別

授業科目名

バレーボール基礎

授業担当教員

福田

康弘

成績担当教員

福田

康弘

開講年次

2年

開講期

実務家教員による授業

実技

後期

単位数

〇

1単位

授業の目的・概要
バレーボールに必要なパス（オーバーハンド・アンダーハンド）、レシーブ、スパイク、ブロック、サーブ等の
基本的個人技術と各動作に伴うフットワークの修得に焦点を当てる。また、実践前後のストレッチ、ウォーミン
グアップ、クーリングダウン方法、スポーツ障害、プレー上での安全管理や日常トレーニング方法の基礎を説明
する。試合運営については、構成メンバーと役割、コート面積、ネットの高さ（男女、年齢別）等を理解すると
共に、ルールを説明し、審判法も身に付ける。授業評価によるフィードバックを行うことで実践的な指導力を養
い基本技術からゲーム運営と幅広く展開することにより、将来指導者としての資質を高めることも合わせて目指
す。「国内トップリーグ女子チーム」や「女子日本代表チーム」でのコーチング経験をもとに実務家教員として
授業内容を展開する。
到達目標
基本技術を取得し、３段攻撃（サーブレシーブ→トス→スパイク）でゲームが展開できるようする。
（１）アンダーパス全般の重要性を理解し、次に正確に繋げることができる
（２）オーバーパス全般の重要性を理解し、次に正確に繋げることができるコ
（３）色々な攻撃の方法を理解し、得点に繋がる展開を考えることができる
（４）コート内にボールを落としてはいけない様々な状況を理解しどの手法を使うのが適切か判断しながらゲー
ムを進行できる
授業計画
【第１回】
テーマ：オリエンテーション
内容・方法：授業方針・構成とバレーボールの魅力について（歴史・バレーボールの種類・ルール・用具、器具
について）
【第２回】
テーマ：ウォーミングアップと円陣パス
内容・方法：安全に競技を行うためのウォーミングアップとラリーが続く楽しさについて（バレーボールに慣れ
る）
【第３回】
テーマ：色々なパスのコントロール練習及び継続及び声の重要性
内容・方法：バレーボール競技における様々なパスの回数コントロール（オーバーハンドパス、左右ワンハンド
パス）
【第４回】
テーマ：オーバーハンドパスの正確性の修得
内容・方法：オーバーハンドパスのポイント（コントロール・距離）を知る→基本的パス・２段トス・バックト
ス
【第５回】
テーマ：アンダーハンドパスの正確性の修得
内容・方法：アンダーハンドパスのポイント（コントロール・距離）を知る→基本的パス・対人レシーブ・サー
ブレシーブの実践
【第６回】
テーマ：色々な場面でのアンダーパスの種類と重要性
内容・方法：チャンスボール返球・強打レシーブの実践
【第７回】
テーマ：サーブの種類及びスパイクのステップの基本動作の習得Ⅰ
内容・方法：サーブ（アンダーサーブ・フローターサーブ）の距離・スピードとコース打ち及びスパイク助走と
スイング（ミート）
【第８回】
テーマ：サーブの種類及びスパイクのステップの基本動作の習得Ⅱ
内容・方法：サーブ（ターゲットを狙うサーブ練習法、タイミングを意識したスパイクの実践
【第９回】
テーマ：攻撃力の向上（スパイク力の安定）の重要性
内容・方法：クロス・ストレートのコース打ちを意識して安定性を高める
【第１０回】
テーマ：色々な攻撃と総合的なチーム練習
内容・方法：色々なスパイク攻撃の応用技術（クイック・時間差攻撃・ダイレクトスパイクなど）
【第１１回】
テーマ：ブロックの目的と形及びシステムの理解
内容・方法：ブロックステップ（オープンステップ・クロスステップ）及び手の出し方の実践
【第１２回】
テーマ：ゲーム①
内容・方法：チーム分けによるリーグ戦実施
バレーボール基礎

【第１3回】
テーマ：ゲーム②
内容・方法：チーム分けによるリーグ戦実施
【第１４回】
テーマ：ゲーム①
内容・方法：チーム分けによるリーグ戦実施
【第１５回】
テーマ：実技確認
内容・方法：基礎技術と連携プレー（正確なパス及び対応力を対人レシーブの継続及びサーブコントロールにて
確認）
事前事後の学習
必要に応じて、担当教員より指示する。
【第１回】
（１） 事前学習課題：シラバスの確認
（２） 事後学習課題：講義で行った内容を次回授業に活かす
【第２回】
（１） 事前学習課題：ルールについて調べる
（２） 事後学習課題：実技で行った内容を次回授業で活かす
【第３回】
（１） 事前学習課題：パスの種類について調べる
（２） 事後学習課題：実技で行った内容をバレーボールノートに記入
【第４回】
（１） 事前学習課題：オーバーハンドパスの方法について調べる
（２） 事後学習課題：実技で行った内容をバレーボールノートに記入
【第５回】
（１） 事前学習課題：アンダーハンドパスの方法について調べる
（２） 事後学習課題：実技で行った内容をバレーボールノートに記入
【第６回】
（１） 事前学習課題：強打レシーブ・チャンスボールについて調べる
（２） 事後学習課題：実技で行った内容をバレーボールノートに記入
【第７回】
（１） 事前学習課題：サーブの基本動作について調べる
（２） 事後学習課題：実技で行った内容をバレーボールノートに記入
【第８回】
（１） 事前学習課題：スパイクの基本動作について調べる
（２） 事後学習課題：実技で行った内容をバレーボールノートに記入
【第９回】
（１） 事前学習課題：攻撃的な攻撃、守備について調べる
（２） 事後学習課題：実技で行った内容をバレーボールノートに記入
【第１０回】
（１） 事前学習課題：クイックスパイクの種類・基本動作について調べる
（２） 事後学習課題：実技で行った内容をバレーボールノートに記入
【第１１回】
（１） 事前学習課題：ブロックの基本動作について調べる、効果的な攻撃、守備について調べる
（２） 事後学習課題：実技で行った内容をバレーボールノートに記入
【第１２回】
（１） 事前学習課題：チームの戦術について調べる
（２） 事後学習課題：実技で行った内容をバレーボールノートに記入
【第１３回】
（１） 事前学習課題：前回のゲームを踏まえ、戦術を考える
（２） 事後学習課題：実技で行った内容をバレーボールノートに記入
【第１４回】
（１） 事前学習課題：前回のゲームを踏まえ、戦術を考える
（２） 事後学習課題：実技で行った内容をバレーボールノートに記入
【第１５回】
（１） 事前学習課題：全講義の復習と基本動作について確認
課題に対するフィードバックの方法
インターネット等を使い、ルールや動作について調べることを事前学修課題とし、講義の内容や動作についてバ
レーボールノートへの記入を事後学修課題とし、３０分～１時間程度の復習を求める
成績評価の方法・基準（方針）
実技種目のため出席を重視します。従って授業態度と貢献度、実技確認、課題で総合的に判定の上、６０点以上
を合格とし、所定の単位を認定する。また、正当な理由なく３回以上欠席した場合は、評価の対象とせず、「K」
評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

72

出席（６０）、技術確認（１２）

（１）（２）（３）（４）

授業外での評価

18

バレーノート作成まとめ（１８）

（１）（２）（３）
バレーボール基礎

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

10

その他

0

テキスト

テキストを使用しない

参考書

６人制、９人制ルールブック
中高学習指導要領（保健体育編）
日本バレーボール協会 コーチングバレーボール

期末レポート課題、取組み姿勢（１０）

（３）（４）

履修条件・他の科目との関連 実技授業なので必ず運動に適した服装、滑らない体育館シューズを準備し、授業に出席すること。
運動に適さない場合は出席を認めない。コートや用具の安全を確かめ、自他の健康、安全に注意し
て、練習やゲーム形式を展開する。授業には自主的且つ積極的に参加することを望む。

バレーボール基礎

授業コード

13084901

授業科目名

サッカー

授業担当教員

中尾

拓

成績担当教員

中尾

拓

開講年次

3年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

実技

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
サッカーの技術に対する理論的裏づけを説明し、個人的技能、集団的技能の向上を図るとともに、教科の指導を
行うために必要な基礎的知識などを身につけることができる。
教科を深めるために、サッカーの技術構造の理解の上に立って、見本として必要な基礎・基本技術を実践により
習得することを目的とする。
また、審判方法に関係する基本的なルールを知ることも目的である。
到達目標
1.知識・技能の観点
・種目の基礎的・実践的技術について習得する。
・種目の成り立ちやルールについて理解し、その種目に親しむことができる。
2.思考力・判断力・表現力等の能力の観点
・実際の競技中において適切なプレーを判断し、実践することができる。
・仲間と十分なコミュニケーションを図りながらプレーすることができる。
3.主体的な態度の観点
・積極的に授業に参加し、競技の運営・準備を円滑に進めることができる。
・学習を振り返り、適切な改善点を考えながら取り組むことができる。
授業計画
【第1回 】テーマ:ガイダンス＜筆記用具＞を用意
内容・方法:オリエンテーション、ルールづくり
【第2回 】テーマ:基礎（個人）技術の習得①
内容・方法:ドリブル、シュート、動きづくり
【第3回 】テーマ:基礎（個人・複数）技術の習得②
内容・方法:ドリブル、パス、動きづくり
【第4回 】テーマ:基礎（個人・複数）技術の習得③
内容・方法:パス、シュート、動きづくり
【第5回 】テーマ:基礎（個人、グループ）技術／対人技術の習得①（ドリブル）
方法 :各種ドリブル、パス&コントロール、守備がある中でのプレー発揮
【第6回 】テーマ:基礎（個人、グループ）技術／対人技術の習得②（パス）
方法 :各種パス&コントロール、守備がある中でのプレー発揮
【第7回 】テーマ:グループ戦術①
内容・方法:組織的な攻撃
【第8回 】テーマ:グループ戦術②
内容・方法 :組織的な守備
【第9回 】テーマ：ゲームの運営
内容・方法:ゲームの運用、審判方法など
【第10回 】テーマ:模擬授業①
内容・方法 :導入10分、メイン20分を担当、最後に全員から評価表を受け取る
【第11回 】テーマ:模擬授業②
内容・方法 :導入10分、メイン20分を担当、最後に全員から評価表を受け取る
【第12回 】テーマ:模擬授業③
内容・方法 :導入10分、メイン20分を担当、最後に全員から評価表を受け取る
【第13回 】テーマ:模擬授業④
内容・方法 :導入10分、メイン20分を担当、最後に全員から評価表を受け取る
【第14回 】テーマ:模擬授業⑤
内容・方法 :導入10分、メイン20分を担当、最後に全員から評価表を受け取る
サッカー

【第15回 】テーマ:模擬授業⑥
内容・方法 :導入10分、メイン20分を担当、最後に全員から評価表を受け取る
＊授業計画は、受講生の状況、コロナ・天候その他の状況により、柔軟に変更する
事前事後の学習
必要に応じて、担当教員より指示する。
実技の実施にあたり健康管理、有酸素運動・体力維持をするとともに
ルールや競技特性を習得するため,毎回につき1.5時 間ほどの事前学習と1.5時間ほどの事後学習が必要です。
課題に対するフィードバックの方法
技術に対する評価は、授業内にその場で行う
成績評価の方法・基準（方針）
以下に⽰す評価⽅法により総合的に判定のうえ、60 点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
ただし、正当な理由なく3回以上⽋席した場合ならびにレポート(指導案等)の未提出は、評価の対象とせず、
「K」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

70

授業に対する積極的な取り組み（45）
ドリブル、キック、などの基礎技術の習得度（5）
指導を⾏う基礎知識（10）
仲間と共に安全に配慮しなが ら活動を⾏う（10）

1.2.3.4.

授業外での評価

20

指導案等のプリント・提出物の作成、振り返り（20）

1.2.3.4.

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

10

レポート提出・完成度（10）

1.2.3.4.

その他

0

テキスト

適宜必要な場合に配布、紹介

参考書

適宜必要な場合に配布、紹介

履修条件・他の科目との関連 1.運動にふさわしい【服装】と【シューズ】を着⽤すること
2.時計や装飾品は⾝につけない
3.コートや⽤具の安全を確認し、⾃他の健康安全に留意して受講すること
4.「コーチング実践」（学生が先生役となり模擬授業コーチング）の実施があります
5.「教員」「（スポーツ）指導者」「その他（人と接する仕事など）」を将来目指し、
必要な要素を学びながら授業内で互いにコミュニケーションをとりながら高め合うことが必要になりま
す。
6.その他受講上の留意事項については、第１回目の授業で確認

サッカー

授業コード

13084902

授業科目名

サッカー

授業担当教員

中尾

拓

成績担当教員

中尾

拓

開講年次

3年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

実技

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
サッカーの技術に対する理論的裏づけを説明し、個人的技能、集団的技能の向上を図るとともに、教科の指導を
行うために必要な基礎的知識などを身につけることができる。
教科を深めるために、サッカーの技術構造の理解の上に立って、見本として必要な基礎・基本技術を実践により
習得することを目的とする。
また、審判方法に関係する基本的なルールを知ることも目的である。
到達目標
1.知識・技能の観点
・種目の基礎的・実践的技術について習得する。
・種目の成り立ちやルールについて理解し、その種目に親しむことができる。
2.思考力・判断力・表現力等の能力の観点
・実際の競技中において適切なプレーを判断し、実践することができる。
・仲間と十分なコミュニケーションを図りながらプレーすることができる。
3.主体的な態度の観点
・積極的に授業に参加し、競技の運営・準備を円滑に進めることができる。
・学習を振り返り、適切な改善点を考えながら取り組むことができる。
授業計画
【第1回 】テーマ:ガイダンス＜筆記用具＞を用意
内容・方法:オリエンテーション、ルールづくり
【第2回 】テーマ:基礎（個人）技術の習得①
内容・方法:ドリブル、シュート、動きづくり
【第3回 】テーマ:基礎（個人・複数）技術の習得②
内容・方法:ドリブル、パス、動きづくり
【第4回 】テーマ:基礎（個人・複数）技術の習得③
内容・方法:パス、シュート、動きづくり
【第5回 】テーマ:基礎（個人、グループ）技術／対人技術の習得①（ドリブル）
方法 :各種ドリブル、パス&コントロール、守備がある中でのプレー発揮
【第6回 】テーマ:基礎（個人、グループ）技術／対人技術の習得②（パス）
方法 :各種パス&コントロール、守備がある中でのプレー発揮
【第7回 】テーマ:グループ戦術①
内容・方法:組織的な攻撃
【第8回 】テーマ:グループ戦術②
内容・方法 :組織的な守備
【第9回 】テーマ：ゲームの運営
内容・方法:ゲームの運用、審判方法など
【第10回 】テーマ:模擬授業①
内容・方法 :導入10分、メイン20分を担当、最後に全員から評価表を受け取る
【第11回 】テーマ:模擬授業②
内容・方法 :導入10分、メイン20分を担当、最後に全員から評価表を受け取る
【第12回 】テーマ:模擬授業③
内容・方法 :導入10分、メイン20分を担当、最後に全員から評価表を受け取る
【第13回 】テーマ:模擬授業④
内容・方法 :導入10分、メイン20分を担当、最後に全員から評価表を受け取る
【第14回 】テーマ:模擬授業⑤
内容・方法 :導入10分、メイン20分を担当、最後に全員から評価表を受け取る
サッカー

【第15回 】テーマ:模擬授業⑥
内容・方法 :導入10分、メイン20分を担当、最後に全員から評価表を受け取る
＊授業計画は、受講生の状況、コロナ・天候その他の状況により、柔軟に変更する
事前事後の学習
必要に応じて、担当教員より指示する。
実技の実施にあたり健康管理、有酸素運動・体力維持をするとともに
ルールや競技特性を習得するため,毎回につき1.5時 間ほどの事前学習と1.5時間ほどの事後学習が必要です。
課題に対するフィードバックの方法
技術に対する評価は、授業内にその場で行う
成績評価の方法・基準（方針）
以下に⽰す評価⽅法により総合的に判定のうえ、60 点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
ただし、正当な理由なく3回以上⽋席した場合ならびにレポート(指導案等)の未提出は、評価の対象とせず、
「K」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

70

授業に対する積極的な取り組み（45）
ドリブル、キック、などの基礎技術の習得度（5）
指導を⾏う基礎知識（10）
仲間と共に安全に配慮しなが ら活動を⾏う（10）

1.2.3.4.

授業外での評価

20

指導案等のプリント・提出物の作成、振り返り（20）

1.2.3.4.

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

10

レポート提出・完成度（10）

1.2.3.4.

その他

0

テキスト

適宜必要な場合に配布、紹介

参考書

適宜必要な場合に配布、紹介

履修条件・他の科目との関連 1.運動にふさわしい【服装】と【シューズ】を着⽤すること
2.時計や装飾品は⾝につけない
3.コートや⽤具の安全を確認し、⾃他の健康安全に留意して受講すること
4.「コーチング実践」（学生が先生役となり模擬授業コーチング）の実施があります
5.「教員」「（スポーツ）指導者」「その他（人と接する仕事など）」を将来目指し、
必要な要素を学びながら授業内で互いにコミュニケーションをとりながら高め合うことが必要になりま
す。
6.その他受講上の留意事項については、第１回目の授業で確認

サッカー

授業コード

13084903

授業科目名

サッカー

授業担当教員

中尾

拓

成績担当教員

中尾

拓

開講年次

3年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

実技

後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
サッカーの技術に対する理論的裏づけを説明し、個人的技能、集団的技能の向上を図るとともに、教科の指導を
行うために必要な基礎的知識などを身につけることができる。
教科を深めるために、サッカーの技術構造の理解の上に立って、見本として必要な基礎・基本技術を実践により
習得することを目的とする。
また、審判方法に関係する基本的なルールを知ることも目的である。
到達目標
1.知識・技能の観点
・種目の基礎的・実践的技術について習得する。
・種目の成り立ちやルールについて理解し、その種目に親しむことができる。
2.思考力・判断力・表現力等の能力の観点
・実際の競技中において適切なプレーを判断し、実践することができる。
・仲間と十分なコミュニケーションを図りながらプレーすることができる。
3.主体的な態度の観点
・積極的に授業に参加し、競技の運営・準備を円滑に進めることができる。
・学習を振り返り、適切な改善点を考えながら取り組むことができる。
授業計画
【第1回 】テーマ:ガイダンス＜筆記用具＞を用意
内容・方法:オリエンテーション、ルールづくり
【第2回 】テーマ:基礎（個人）技術の習得①
内容・方法:ドリブル、シュート、動きづくり
【第3回 】テーマ:基礎（個人・複数）技術の習得②
内容・方法:ドリブル、パス、動きづくり
【第4回 】テーマ:基礎（個人・複数）技術の習得③
内容・方法:パス、シュート、動きづくり
【第5回 】テーマ:基礎（個人、グループ）技術／対人技術の習得①（ドリブル）
方法 :各種ドリブル、パス&コントロール、守備がある中でのプレー発揮
【第6回 】テーマ:基礎（個人、グループ）技術／対人技術の習得②（パス）
方法 :各種パス&コントロール、守備がある中でのプレー発揮
【第7回 】テーマ:グループ戦術①
内容・方法:組織的な攻撃
【第8回 】テーマ:グループ戦術②
内容・方法 :組織的な守備
【第9回 】テーマ：ゲームの運営
内容・方法:ゲームの運用、審判方法など
【第10回 】テーマ:模擬授業①
内容・方法 :導入10分、メイン20分を担当、最後に全員から評価表を受け取る
【第11回 】テーマ:模擬授業②
内容・方法 :導入10分、メイン20分を担当、最後に全員から評価表を受け取る
【第12回 】テーマ:模擬授業③
内容・方法 :導入10分、メイン20分を担当、最後に全員から評価表を受け取る
【第13回 】テーマ:模擬授業④
内容・方法 :導入10分、メイン20分を担当、最後に全員から評価表を受け取る
【第14回 】テーマ:模擬授業⑤
内容・方法 :導入10分、メイン20分を担当、最後に全員から評価表を受け取る
サッカー

【第15回 】テーマ:模擬授業⑥
内容・方法 :導入10分、メイン20分を担当、最後に全員から評価表を受け取る
＊授業計画は、受講生の状況、コロナ・天候その他の状況により、柔軟に変更する
事前事後の学習
必要に応じて、担当教員より指示する。
実技の実施にあたり健康管理、有酸素運動・体力維持をするとともに
ルールや競技特性を習得するため,毎回につき1.5時 間ほどの事前学習と1.5時間ほどの事後学習が必要です。
課題に対するフィードバックの方法
技術に対する評価は、授業内にその場で行う
成績評価の方法・基準（方針）
以下に⽰す評価⽅法により総合的に判定のうえ、60 点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
ただし、正当な理由なく3回以上⽋席した場合ならびにレポート(指導案等)の未提出は、評価の対象とせず、
「K」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

70

授業に対する積極的な取り組み（45）
ドリブル、キック、などの基礎技術の習得度（5）
指導を⾏う基礎知識（10）
仲間と共に安全に配慮しなが ら活動を⾏う（10）

1.2.3.4.

授業外での評価

20

指導案等のプリント・提出物の作成、振り返り（20）

1.2.3.4.

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

10

レポート提出・完成度（10）

1.2.3.4.

その他

0

テキスト

適宜必要な場合に配布、紹介

参考書

適宜必要な場合に配布、紹介

履修条件・他の科目との関連 1.運動にふさわしい【服装】と【シューズ】を着⽤すること
2.時計や装飾品は⾝につけない
3.コートや⽤具の安全を確認し、⾃他の健康安全に留意して受講すること
4.「コーチング実践」（学生が先生役となり模擬授業コーチング）の実施があります
5.「教員」「（スポーツ）指導者」「その他（人と接する仕事など）」を将来目指し、
必要な要素を学びながら授業内で互いにコミュニケーションをとりながら高め合うことが必要になりま
す。
6.その他受講上の留意事項については、第１回目の授業で確認

サッカー

授業コード

13019101

授業種別

授業科目名

器械運動

授業担当教員

内藤

恵

成績担当教員

内藤

恵

開講年次

カリキュラムによる

開講期

実務家教員による授業

実技

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
器械運動の運動特性の理解を深めるとともに、マット運動、鉄棒運動、跳び箱運動の基本とする技の習得と、そ
の種目の具体的な指導法と安全な補助法を身につける。
さらに、自己の能力に応じた技を習得すること、技が円滑にできるための体の動かし方や具体的な練習方法な
ど、個人が自ら考え、様々な運動課題の解決に取り組む実践的指導方法も学習する。
到達目標
器械運動の運動特性の理解を深める
１．マット、鉄棒、跳び箱運動の基本とする技を習得する（各種目、7割以上の習得が到達目標）
２．具体的な指導方法と安全な補助法による実践的指導ができる力を身に付ける
３．各種目の具体的な指導法と安全な補助法を身に付ける
授業計画
【第1回】
テーマ：器械運動概論
内容・方法：半期間における器械運動の内容説明、および基本運動の実践。
【第2回】
テーマ：マット運動
内容・方法：マット運動の基本回転系種目の説明と実践。
【第3回】
テーマ：マット運動
内容・方法：マット運動の支持系種目の説明と実践。
補助法の説明と種目練習
【第4回】
テーマ：跳び箱運動
内容・方法：跳び箱運動の基本運動種目の説明と実践。
【第5回】
テーマ：跳び箱運動
内容・方法：跳び箱運動の技術内容の説明と実践。
補助法の説明と種目練習
【第6回】
テーマ：鉄棒運動
内容・方法：鉄棒運動の基本運動種目の説明と実践。
【第7回】
テーマ：鉄棒運動
内容・方法：鉄棒運動の技術内容の説明と実践。
補助法の説明と種目練習
【第8回】
テーマ：各自練習
内容・方法：各種目、技の習得に向けての種目練習
【第9回】
テーマ：各自練習
内容・方法：各種目、技の習得に向けての種目練習
【第10回】
テーマ：各自練習
内容・方法：各種目、技の習得に向けての種目練習
【第11回】
テーマ：各自練習と技の習熟度テスト
内容・方法：各自、種目練習と技の習熟度テスト。
【第12回】
テーマ：各自練習と技の習熟度テスト
内容・方法：各自、種目練習と技の習熟度テスト。
【第13回】
テーマ：各自練習と技の習熟度テスト
内容・方法：各自、種目練習と技の習熟度テスト。
【第14回】
テーマ：各自練習と技の習熟度テスト
内容・方法：各自、種目練習と技の習熟度テスト。
【第15回】
テーマ：各自練習と技の習熟度テスト
内容・方法：各自、種目練習と技の習熟度テスト。
器械運動

事前事後の学習
必要に応じて、担当教員より指示する。
授業（１回につき２時間として計算）と事前事後のあわせて１単位あたり４５時間が必要です。
つまり、本授業は１単位科目であるため、合計４５時間の学習が必要となります。
各授業（２時間）に加えて、事前・事後学習時間が毎回１時間必要です。
【第1回】
①事前学修課題：器械運動の性質上、柔軟性が高いことは有利である。無理のない程度に日頃よりストレッチに
努める。
②事後学修課題：基本運動の大切さを正しく理解し、自らの技術習得ならびに指導に役立たせる。
【第2回】
①事前学修課題：器械運動の性質上、柔軟性が高いことは有利である。無理のない程度に日頃よりストレッチに
努める。
②事後学修課題：各種目における運動のメカニズムを正しく理解し、各自未習得の技術に対して課題を見つけ出
し、次回授業にそなえる。
【第3回】
①事前学修課題：器械運動の性質上、柔軟性が高いことは有利である。無理のない程度に日頃よりストレッチに
努める。
②事後学修課題：各種目における運動のメカニズムを正しく理解し、各自未習得の技術に対して課題を見つけ出
し、次回授業にそなえる。
【第4回】
①事前学修課題：器械運動の性質上、柔軟性が高いことは有利である。無理のない程度に日頃よりストレッチに
努める。
②事後学修課題：各種目における運動のメカニズムを正しく理解し、各自未習得の技術に対して課題を見つけ出
し、次回授業にそなえる。
【第5回】
①事前学修課題：器械運動の性質上、柔軟性が高いことは有利である。無理のない程度に日頃よりストレッチに
努める。
②事後学修課題：各種目における運動のメカニズムを正しく理解し、各自未習得の技術に対して課題を見つけ出
し、次回授業にそなえる。
【第6回】
①事前学修課題：器械運動の性質上、柔軟性が高いことは有利である。無理のない程度に日頃よりストレッチに
努める。
②事後学修課題：各種目における運動のメカニズムを正しく理解し、各自未習得の技術に対して課題を見つけ出
し、次回授業にそなえる。
【第7回】
①事前学修課題：器械運動の性質上、柔軟性が高いことは有利である。無理のない程度に日頃よりストレッチに
努める。
②事後学修課題：各種目における運動のメカニズムを正しく理解し、各自未習得の技術に対して課題を見つけ出
し、次回授業にそなえる。
【第8回】
①事前学修課題：器械運動の性質上、柔軟性が高いことは有利である。無理のない程度に日頃よりストレッチに
努める。
②事後学修課題：各種目における運動のメカニズムを正しく理解し、各自未習得の技術に対して課題を見つけ出
し、次回授業にそなえる。
【第9回】
①事前学修課題：器械運動の性質上、柔軟性が高いことは有利である。無理のない程度に日頃よりストレッチに
努める。
②事後学修課題：各種目における運動のメカニズムを正しく理解し、各自未習得の技術に対して課題を見つけ出
し、次回授業にそなえる。
【第10回】
①事前学修課題：器械運動の性質上、柔軟性が高いことは有利である。無理のない程度に日頃よりストレッチに
努める。
②事後学修課題：各種目における運動のメカニズムを正しく理解し、各自未習得の技術に対して課題を見つけ出
し、次回授業にそなえる。
【第11回】
①事前学修課題：器械運動の性質上、柔軟性が高いことは有利である。無理のない程度に日頃よりストレッチに
努める。
②事後学修課題：各種目における運動のメカニズムを正しく理解し、各自未習得の技術に対して課題を見つけ出
し、次回授業にそなえる。
【第12回】
①事前学修課題：器械運動の性質上、柔軟性が高いことは有利である。無理のない程度に日頃よりストレッチに
努める。
②事後学修課題：各種目における運動のメカニズムを正しく理解し、各自未習得の技術に対して課題を見つけ出
し、次回授業にそなえる。
【第13回】
①事前学修課題：器械運動の性質上、柔軟性が高いことは有利である。無理のない程度に日頃よりストレッチに
努める。
②事後学修課題：各種目における運動のメカニズムを正しく理解し、各自未習得の技術に対して課題を見つけ出
し、次回授業にそなえる。
【第14回】
①事前学修課題：器械運動の性質上、柔軟性が高いことは有利である。無理のない程度に日頃よりストレッチに
努める。
②事後学修課題：各種目における運動のメカニズムを正しく理解し、各自未習得の技術に対して課題を見つけ出
器械運動

し、次回授業にそなえる。
【第15回】
①事前学修課題：器械運動の性質上、柔軟性が高いことは有利である。無理のない程度に日頃よりストレッチに
努める。
②事後学修課題：授業を通じて獲得した技術や指導上の知識を整理し、今後に役立たせる。
課題に対するフィードバックの方法
全体指導を行ったあと、学生の質問等に個別対応を行う。
各自、種目練習時にも個別に対応し、補助や質問に応える。
成績評価の方法・基準（方針）
・授業へ取り組む意欲的な姿勢
・各種目、技の習熟度テストの評価
・最終レポートの内容と質
技の習得のみではなく、具体的な指導法と安全な補助法による実践的指導ができる力を身につけること。
3回以上欠席の学生については、評価対象外（不可）とする。
出席確認後までに来ていない学生は、遅刻とする（2回遅刻で1回欠席）
授業開始後、30分を過ぎる場合は欠席扱いとする
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

80

授業へ取り組む意欲的な姿勢
各種目の習熟度テストの評価

１、２、３

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

最終レポートの内容と質

１、２、３

その他

0

テキスト

なし

参考書

中学校学習指導要領解説 保健体育編 文部科学省 496円
高等学校学習指導要領解説 保健体育編 文部科学省 552円

履修条件・他の科目との関連 ・運動に適した服装を着用すること
・装飾品は外すこと
・髪が肩にかかる場合は結うなど、邪魔にならないようにすること
教員関連科目であるため、指導者を目指す者の態度、意欲で受講してください。

器械運動

授業コード

13019102

授業種別

授業科目名

器械運動

授業担当教員

内藤

恵

成績担当教員

内藤

恵

開講年次

カリキュラムによる

開講期

実務家教員による授業

実技

後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
器械運動の運動特性の理解を深めるとともに、マット運動、鉄棒運動、跳び箱運動の基本とする技の習得と、そ
の種目の具体的な指導法と安全な補助法を身につける。
さらに、自己の能力に応じた技を習得すること、技が円滑にできるための体の動かし方や具体的な練習方法な
ど、個人が自ら考え、様々な運動課題の解決に取り組む実践的指導方法も学習する。
到達目標
器械運動の運動特性の理解を深める
１．マット、鉄棒、跳び箱運動の基本とする技を習得する（各種目、7割以上の習得が到達目標）
２．具体的な指導方法と安全な補助法による実践的指導ができる力を身に付ける
３．各種目の具体的な指導法と安全な補助法を身に付ける
授業計画
【第1回】
テーマ：器械運動概論
内容・方法：半期間における器械運動の内容説明、および基本運動の実践。
【第2回】
テーマ：マット運動
内容・方法：マット運動の基本回転系種目の説明と実践。
【第3回】
テーマ：マット運動
内容・方法：マット運動の支持系種目の説明と実践。
補助法の説明と種目練習
【第4回】
テーマ：跳び箱運動
内容・方法：跳び箱運動の基本運動種目の説明と実践。
【第5回】
テーマ：跳び箱運動
内容・方法：跳び箱運動の技術内容の説明と実践。
補助法の説明と種目練習
【第6回】
テーマ：鉄棒運動
内容・方法：鉄棒運動の基本運動種目の説明と実践。
【第7回】
テーマ：鉄棒運動
内容・方法：鉄棒運動の技術内容の説明と実践。
補助法の説明と種目練習
【第8回】
テーマ：各自練習
内容・方法：各種目、技の習得に向けての種目練習
【第9回】
テーマ：各自練習
内容・方法：各種目、技の習得に向けての種目練習
【第10回】
テーマ：各自練習
内容・方法：各種目、技の習得に向けての種目練習
【第11回】
テーマ：各自練習と技の習熟度テスト
内容・方法：各自、種目練習と技の習熟度テスト。
【第12回】
テーマ：各自練習と技の習熟度テスト
内容・方法：各自、種目練習と技の習熟度テスト。
【第13回】
テーマ：各自練習と技の習熟度テスト
内容・方法：各自、種目練習と技の習熟度テスト。
【第14回】
テーマ：各自練習と技の習熟度テスト
内容・方法：各自、種目練習と技の習熟度テスト。
【第15回】
テーマ：各自練習と技の習熟度テスト
内容・方法：各自、種目練習と技の習熟度テスト。
器械運動

事前事後の学習
必要に応じて、担当教員より指示する。
授業（１回につき２時間として計算）と事前事後のあわせて１単位あたり４５時間が必要です。
つまり、本授業は１単位科目であるため、合計４５時間の学習が必要となります。
各授業（２時間）に加えて、事前・事後学習時間が毎回１時間必要です。
【第1回】
①事前学修課題：器械運動の性質上、柔軟性が高いことは有利である。無理のない程度に日頃よりストレッチに
努める。
②事後学修課題：基本運動の大切さを正しく理解し、自らの技術習得ならびに指導に役立たせる。
【第2回】
①事前学修課題：器械運動の性質上、柔軟性が高いことは有利である。無理のない程度に日頃よりストレッチに
努める。
②事後学修課題：各種目における運動のメカニズムを正しく理解し、各自未習得の技術に対して課題を見つけ出
し、次回授業にそなえる。
【第3回】
①事前学修課題：器械運動の性質上、柔軟性が高いことは有利である。無理のない程度に日頃よりストレッチに
努める。
②事後学修課題：各種目における運動のメカニズムを正しく理解し、各自未習得の技術に対して課題を見つけ出
し、次回授業にそなえる。
【第4回】
①事前学修課題：器械運動の性質上、柔軟性が高いことは有利である。無理のない程度に日頃よりストレッチに
努める。
②事後学修課題：各種目における運動のメカニズムを正しく理解し、各自未習得の技術に対して課題を見つけ出
し、次回授業にそなえる。
【第5回】
①事前学修課題：器械運動の性質上、柔軟性が高いことは有利である。無理のない程度に日頃よりストレッチに
努める。
②事後学修課題：各種目における運動のメカニズムを正しく理解し、各自未習得の技術に対して課題を見つけ出
し、次回授業にそなえる。
【第6回】
①事前学修課題：器械運動の性質上、柔軟性が高いことは有利である。無理のない程度に日頃よりストレッチに
努める。
②事後学修課題：各種目における運動のメカニズムを正しく理解し、各自未習得の技術に対して課題を見つけ出
し、次回授業にそなえる。
【第7回】
①事前学修課題：器械運動の性質上、柔軟性が高いことは有利である。無理のない程度に日頃よりストレッチに
努める。
②事後学修課題：各種目における運動のメカニズムを正しく理解し、各自未習得の技術に対して課題を見つけ出
し、次回授業にそなえる。
【第8回】
①事前学修課題：器械運動の性質上、柔軟性が高いことは有利である。無理のない程度に日頃よりストレッチに
努める。
②事後学修課題：各種目における運動のメカニズムを正しく理解し、各自未習得の技術に対して課題を見つけ出
し、次回授業にそなえる。
【第9回】
①事前学修課題：器械運動の性質上、柔軟性が高いことは有利である。無理のない程度に日頃よりストレッチに
努める。
②事後学修課題：各種目における運動のメカニズムを正しく理解し、各自未習得の技術に対して課題を見つけ出
し、次回授業にそなえる。
【第10回】
①事前学修課題：器械運動の性質上、柔軟性が高いことは有利である。無理のない程度に日頃よりストレッチに
努める。
②事後学修課題：各種目における運動のメカニズムを正しく理解し、各自未習得の技術に対して課題を見つけ出
し、次回授業にそなえる。
【第11回】
①事前学修課題：器械運動の性質上、柔軟性が高いことは有利である。無理のない程度に日頃よりストレッチに
努める。
②事後学修課題：各種目における運動のメカニズムを正しく理解し、各自未習得の技術に対して課題を見つけ出
し、次回授業にそなえる。
【第12回】
①事前学修課題：器械運動の性質上、柔軟性が高いことは有利である。無理のない程度に日頃よりストレッチに
努める。
②事後学修課題：各種目における運動のメカニズムを正しく理解し、各自未習得の技術に対して課題を見つけ出
し、次回授業にそなえる。
【第13回】
①事前学修課題：器械運動の性質上、柔軟性が高いことは有利である。無理のない程度に日頃よりストレッチに
努める。
②事後学修課題：各種目における運動のメカニズムを正しく理解し、各自未習得の技術に対して課題を見つけ出
し、次回授業にそなえる。
【第14回】
①事前学修課題：器械運動の性質上、柔軟性が高いことは有利である。無理のない程度に日頃よりストレッチに
努める。
②事後学修課題：各種目における運動のメカニズムを正しく理解し、各自未習得の技術に対して課題を見つけ出
器械運動

し、次回授業にそなえる。
【第15回】
①事前学修課題：器械運動の性質上、柔軟性が高いことは有利である。無理のない程度に日頃よりストレッチに
努める。
②事後学修課題：授業を通じて獲得した技術や指導上の知識を整理し、今後に役立たせる。
課題に対するフィードバックの方法
全体指導を行ったあと、学生の質問等に個別対応を行う。
各自、種目練習時にも個別に対応し、補助や質問に応える。
成績評価の方法・基準（方針）
・授業へ取り組む意欲的な姿勢
・各種目、技の習熟度テストの評価
・最終レポートの内容と質
技の習得のみではなく、具体的な指導法と安全な補助法による実践的指導ができる力を身につけること。
3回以上欠席の学生については、評価対象外（不可）とする。
出席確認後までに来ていない学生は、遅刻とする（2回遅刻で1回欠席）
授業開始後、30分を過ぎる場合は欠席扱いとする
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

80

授業へ取り組む意欲的な姿勢
各種目の習熟度テストの評価

１、２、３

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

最終レポートの内容と質

１、２、３

その他

0

テキスト

なし

参考書

中学校学習指導要領解説 保健体育編 文部科学省 496円
高等学校学習指導要領解説 保健体育編 文部科学省 552円

履修条件・他の科目との関連 ・運動に適した服装を着用すること
・装飾品は外すこと
・髪が肩にかかる場合は結うなど、邪魔にならないようにすること
教員関連科目であるため、指導者を目指す者の態度、意欲で受講してください。

器械運動

授業コード

13019103

授業種別

授業科目名

器械運動

授業担当教員

内藤

恵

成績担当教員

内藤

恵

開講年次

カリキュラムによる

開講期

実務家教員による授業

実技

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
器械運動の運動特性の理解を深めるとともに、マット運動、鉄棒運動、跳び箱運動の基本とする技の習得と、そ
の種目の具体的な指導法と安全な補助法を身につける。
さらに、自己の能力に応じた技を習得すること、技が円滑にできるための体の動かし方や具体的な練習方法な
ど、個人が自ら考え、様々な運動課題の解決に取り組む実践的指導方法も学習する。
到達目標
器械運動の運動特性の理解を深める
１．マット、鉄棒、跳び箱運動の基本とする技を習得する（各種目、7割以上の習得が到達目標）
２．具体的な指導方法と安全な補助法による実践的指導ができる力を身に付ける
３．各種目の具体的な指導法と安全な補助法を身に付ける
授業計画
【第1回】
テーマ：器械運動概論
内容・方法：半期間における器械運動の内容説明、および基本運動の実践。
【第2回】
テーマ：マット運動
内容・方法：マット運動の基本回転系種目の説明と実践。
【第3回】
テーマ：マット運動
内容・方法：マット運動の支持系種目の説明と実践。
補助法の説明と種目練習
【第4回】
テーマ：跳び箱運動
内容・方法：跳び箱運動の基本運動種目の説明と実践。
【第5回】
テーマ：跳び箱運動
内容・方法：跳び箱運動の技術内容の説明と実践。
補助法の説明と種目練習
【第6回】
テーマ：鉄棒運動
内容・方法：鉄棒運動の基本運動種目の説明と実践。
【第7回】
テーマ：鉄棒運動
内容・方法：鉄棒運動の技術内容の説明と実践。
補助法の説明と種目練習
【第8回】
テーマ：各自練習
内容・方法：各種目、技の習得に向けての種目練習
【第9回】
テーマ：各自練習
内容・方法：各種目、技の習得に向けての種目練習
【第10回】
テーマ：各自練習
内容・方法：各種目、技の習得に向けての種目練習
【第11回】
テーマ：各自練習と技の習熟度テスト
内容・方法：各自、種目練習と技の習熟度テスト。
【第12回】
テーマ：各自練習と技の習熟度テスト
内容・方法：各自、種目練習と技の習熟度テスト。
【第13回】
テーマ：各自練習と技の習熟度テスト
内容・方法：各自、種目練習と技の習熟度テスト。
【第14回】
テーマ：各自練習と技の習熟度テスト
内容・方法：各自、種目練習と技の習熟度テスト。
【第15回】
テーマ：各自練習と技の習熟度テスト
内容・方法：各自、種目練習と技の習熟度テスト。
器械運動

事前事後の学習
必要に応じて、担当教員より指示する。
授業（１回につき２時間として計算）と事前事後のあわせて１単位あたり４５時間が必要です。
つまり、本授業は１単位科目であるため、合計４５時間の学習が必要となります。
各授業（２時間）に加えて、事前・事後学習時間が毎回１時間必要です。
【第1回】
①事前学修課題：器械運動の性質上、柔軟性が高いことは有利である。無理のない程度に日頃よりストレッチに
努める。
②事後学修課題：基本運動の大切さを正しく理解し、自らの技術習得ならびに指導に役立たせる。
【第2回】
①事前学修課題：器械運動の性質上、柔軟性が高いことは有利である。無理のない程度に日頃よりストレッチに
努める。
②事後学修課題：各種目における運動のメカニズムを正しく理解し、各自未習得の技術に対して課題を見つけ出
し、次回授業にそなえる。
【第3回】
①事前学修課題：器械運動の性質上、柔軟性が高いことは有利である。無理のない程度に日頃よりストレッチに
努める。
②事後学修課題：各種目における運動のメカニズムを正しく理解し、各自未習得の技術に対して課題を見つけ出
し、次回授業にそなえる。
【第4回】
①事前学修課題：器械運動の性質上、柔軟性が高いことは有利である。無理のない程度に日頃よりストレッチに
努める。
②事後学修課題：各種目における運動のメカニズムを正しく理解し、各自未習得の技術に対して課題を見つけ出
し、次回授業にそなえる。
【第5回】
①事前学修課題：器械運動の性質上、柔軟性が高いことは有利である。無理のない程度に日頃よりストレッチに
努める。
②事後学修課題：各種目における運動のメカニズムを正しく理解し、各自未習得の技術に対して課題を見つけ出
し、次回授業にそなえる。
【第6回】
①事前学修課題：器械運動の性質上、柔軟性が高いことは有利である。無理のない程度に日頃よりストレッチに
努める。
②事後学修課題：各種目における運動のメカニズムを正しく理解し、各自未習得の技術に対して課題を見つけ出
し、次回授業にそなえる。
【第7回】
①事前学修課題：器械運動の性質上、柔軟性が高いことは有利である。無理のない程度に日頃よりストレッチに
努める。
②事後学修課題：各種目における運動のメカニズムを正しく理解し、各自未習得の技術に対して課題を見つけ出
し、次回授業にそなえる。
【第8回】
①事前学修課題：器械運動の性質上、柔軟性が高いことは有利である。無理のない程度に日頃よりストレッチに
努める。
②事後学修課題：各種目における運動のメカニズムを正しく理解し、各自未習得の技術に対して課題を見つけ出
し、次回授業にそなえる。
【第9回】
①事前学修課題：器械運動の性質上、柔軟性が高いことは有利である。無理のない程度に日頃よりストレッチに
努める。
②事後学修課題：各種目における運動のメカニズムを正しく理解し、各自未習得の技術に対して課題を見つけ出
し、次回授業にそなえる。
【第10回】
①事前学修課題：器械運動の性質上、柔軟性が高いことは有利である。無理のない程度に日頃よりストレッチに
努める。
②事後学修課題：各種目における運動のメカニズムを正しく理解し、各自未習得の技術に対して課題を見つけ出
し、次回授業にそなえる。
【第11回】
①事前学修課題：器械運動の性質上、柔軟性が高いことは有利である。無理のない程度に日頃よりストレッチに
努める。
②事後学修課題：各種目における運動のメカニズムを正しく理解し、各自未習得の技術に対して課題を見つけ出
し、次回授業にそなえる。
【第12回】
①事前学修課題：器械運動の性質上、柔軟性が高いことは有利である。無理のない程度に日頃よりストレッチに
努める。
②事後学修課題：各種目における運動のメカニズムを正しく理解し、各自未習得の技術に対して課題を見つけ出
し、次回授業にそなえる。
【第13回】
①事前学修課題：器械運動の性質上、柔軟性が高いことは有利である。無理のない程度に日頃よりストレッチに
努める。
②事後学修課題：各種目における運動のメカニズムを正しく理解し、各自未習得の技術に対して課題を見つけ出
し、次回授業にそなえる。
【第14回】
①事前学修課題：器械運動の性質上、柔軟性が高いことは有利である。無理のない程度に日頃よりストレッチに
努める。
②事後学修課題：各種目における運動のメカニズムを正しく理解し、各自未習得の技術に対して課題を見つけ出
器械運動

し、次回授業にそなえる。
【第15回】
①事前学修課題：器械運動の性質上、柔軟性が高いことは有利である。無理のない程度に日頃よりストレッチに
努める。
②事後学修課題：授業を通じて獲得した技術や指導上の知識を整理し、今後に役立たせる。
課題に対するフィードバックの方法
全体指導を行ったあと、学生の質問等に個別対応を行う。
各自、種目練習時にも個別に対応し、補助や質問に応える。
成績評価の方法・基準（方針）
・授業へ取り組む意欲的な姿勢
・各種目、技の習熟度テストの評価
・最終レポートの内容と質
技の習得のみではなく、具体的な指導法と安全な補助法による実践的指導ができる力を身につけること。
3回以上欠席の学生については、評価対象外（不可）とする。
出席確認後までに来ていない学生は、遅刻とする（2回遅刻で1回欠席）
授業開始後、30分を過ぎる場合は欠席扱いとする
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

80

授業へ取り組む意欲的な姿勢
各種目の習熟度テストの評価

１、２、３

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

最終レポートの内容と質

１、２、３

その他

0

テキスト

なし

参考書

中学校学習指導要領解説 保健体育編 文部科学省 496円
高等学校学習指導要領解説 保健体育編 文部科学省 552円

履修条件・他の科目との関連 ・運動に適した服装を着用すること
・装飾品は外すこと
・髪が肩にかかる場合は結うなど、邪魔にならないようにすること
教員関連科目であるため、指導者を目指す者の態度、意欲で受講してください。

器械運動

授業コード

13019104

授業種別

授業科目名

器械運動

授業担当教員

内藤

恵

成績担当教員

内藤

恵

開講年次

カリキュラムによる

開講期

実務家教員による授業

実技

後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
器械運動の運動特性の理解を深めるとともに、マット運動、鉄棒運動、跳び箱運動の基本とする技の習得と、そ
の種目の具体的な指導法と安全な補助法を身につける。
さらに、自己の能力に応じた技を習得すること、技が円滑にできるための体の動かし方や具体的な練習方法な
ど、個人が自ら考え、様々な運動課題の解決に取り組む実践的指導方法も学習する。
到達目標
器械運動の運動特性の理解を深める
１．マット、鉄棒、跳び箱運動の基本とする技を習得する（各種目、7割以上の習得が到達目標）
２．具体的な指導方法と安全な補助法による実践的指導ができる力を身に付ける
３．各種目の具体的な指導法と安全な補助法を身に付ける
授業計画
【第1回】
テーマ：器械運動概論
内容・方法：半期間における器械運動の内容説明、および基本運動の実践。
【第2回】
テーマ：マット運動
内容・方法：マット運動の基本回転系種目の説明と実践。
【第3回】
テーマ：マット運動
内容・方法：マット運動の支持系種目の説明と実践。
補助法の説明と種目練習
【第4回】
テーマ：跳び箱運動
内容・方法：跳び箱運動の基本運動種目の説明と実践。
【第5回】
テーマ：跳び箱運動
内容・方法：跳び箱運動の技術内容の説明と実践。
補助法の説明と種目練習
【第6回】
テーマ：鉄棒運動
内容・方法：鉄棒運動の基本運動種目の説明と実践。
【第7回】
テーマ：鉄棒運動
内容・方法：鉄棒運動の技術内容の説明と実践。
補助法の説明と種目練習
【第8回】
テーマ：各自練習
内容・方法：各種目、技の習得に向けての種目練習
【第9回】
テーマ：各自練習
内容・方法：各種目、技の習得に向けての種目練習
【第10回】
テーマ：各自練習
内容・方法：各種目、技の習得に向けての種目練習
【第11回】
テーマ：各自練習と技の習熟度テスト
内容・方法：各自、種目練習と技の習熟度テスト。
【第12回】
テーマ：各自練習と技の習熟度テスト
内容・方法：各自、種目練習と技の習熟度テスト。
【第13回】
テーマ：各自練習と技の習熟度テスト
内容・方法：各自、種目練習と技の習熟度テスト。
【第14回】
テーマ：各自練習と技の習熟度テスト
内容・方法：各自、種目練習と技の習熟度テスト。
【第15回】
テーマ：各自練習と技の習熟度テスト
内容・方法：各自、種目練習と技の習熟度テスト。
器械運動

事前事後の学習
必要に応じて、担当教員より指示する。
授業（１回につき２時間として計算）と事前事後のあわせて１単位あたり４５時間が必要です。
つまり、本授業は１単位科目であるため、合計４５時間の学習が必要となります。
各授業（２時間）に加えて、事前・事後学習時間が毎回１時間必要です。
【第1回】
①事前学修課題：器械運動の性質上、柔軟性が高いことは有利である。無理のない程度に日頃よりストレッチに
努める。
②事後学修課題：基本運動の大切さを正しく理解し、自らの技術習得ならびに指導に役立たせる。
【第2回】
①事前学修課題：器械運動の性質上、柔軟性が高いことは有利である。無理のない程度に日頃よりストレッチに
努める。
②事後学修課題：各種目における運動のメカニズムを正しく理解し、各自未習得の技術に対して課題を見つけ出
し、次回授業にそなえる。
【第3回】
①事前学修課題：器械運動の性質上、柔軟性が高いことは有利である。無理のない程度に日頃よりストレッチに
努める。
②事後学修課題：各種目における運動のメカニズムを正しく理解し、各自未習得の技術に対して課題を見つけ出
し、次回授業にそなえる。
【第4回】
①事前学修課題：器械運動の性質上、柔軟性が高いことは有利である。無理のない程度に日頃よりストレッチに
努める。
②事後学修課題：各種目における運動のメカニズムを正しく理解し、各自未習得の技術に対して課題を見つけ出
し、次回授業にそなえる。
【第5回】
①事前学修課題：器械運動の性質上、柔軟性が高いことは有利である。無理のない程度に日頃よりストレッチに
努める。
②事後学修課題：各種目における運動のメカニズムを正しく理解し、各自未習得の技術に対して課題を見つけ出
し、次回授業にそなえる。
【第6回】
①事前学修課題：器械運動の性質上、柔軟性が高いことは有利である。無理のない程度に日頃よりストレッチに
努める。
②事後学修課題：各種目における運動のメカニズムを正しく理解し、各自未習得の技術に対して課題を見つけ出
し、次回授業にそなえる。
【第7回】
①事前学修課題：器械運動の性質上、柔軟性が高いことは有利である。無理のない程度に日頃よりストレッチに
努める。
②事後学修課題：各種目における運動のメカニズムを正しく理解し、各自未習得の技術に対して課題を見つけ出
し、次回授業にそなえる。
【第8回】
①事前学修課題：器械運動の性質上、柔軟性が高いことは有利である。無理のない程度に日頃よりストレッチに
努める。
②事後学修課題：各種目における運動のメカニズムを正しく理解し、各自未習得の技術に対して課題を見つけ出
し、次回授業にそなえる。
【第9回】
①事前学修課題：器械運動の性質上、柔軟性が高いことは有利である。無理のない程度に日頃よりストレッチに
努める。
②事後学修課題：各種目における運動のメカニズムを正しく理解し、各自未習得の技術に対して課題を見つけ出
し、次回授業にそなえる。
【第10回】
①事前学修課題：器械運動の性質上、柔軟性が高いことは有利である。無理のない程度に日頃よりストレッチに
努める。
②事後学修課題：各種目における運動のメカニズムを正しく理解し、各自未習得の技術に対して課題を見つけ出
し、次回授業にそなえる。
【第11回】
①事前学修課題：器械運動の性質上、柔軟性が高いことは有利である。無理のない程度に日頃よりストレッチに
努める。
②事後学修課題：各種目における運動のメカニズムを正しく理解し、各自未習得の技術に対して課題を見つけ出
し、次回授業にそなえる。
【第12回】
①事前学修課題：器械運動の性質上、柔軟性が高いことは有利である。無理のない程度に日頃よりストレッチに
努める。
②事後学修課題：各種目における運動のメカニズムを正しく理解し、各自未習得の技術に対して課題を見つけ出
し、次回授業にそなえる。
【第13回】
①事前学修課題：器械運動の性質上、柔軟性が高いことは有利である。無理のない程度に日頃よりストレッチに
努める。
②事後学修課題：各種目における運動のメカニズムを正しく理解し、各自未習得の技術に対して課題を見つけ出
し、次回授業にそなえる。
【第14回】
①事前学修課題：器械運動の性質上、柔軟性が高いことは有利である。無理のない程度に日頃よりストレッチに
努める。
②事後学修課題：各種目における運動のメカニズムを正しく理解し、各自未習得の技術に対して課題を見つけ出
器械運動

し、次回授業にそなえる。
【第15回】
①事前学修課題：器械運動の性質上、柔軟性が高いことは有利である。無理のない程度に日頃よりストレッチに
努める。
②事後学修課題：授業を通じて獲得した技術や指導上の知識を整理し、今後に役立たせる。
課題に対するフィードバックの方法
全体指導を行ったあと、学生の質問等に個別対応を行う。
各自、種目練習時にも個別に対応し、補助や質問に応える。
成績評価の方法・基準（方針）
・授業へ取り組む意欲的な姿勢
・各種目、技の習熟度テストの評価
・最終レポートの内容と質
技の習得のみではなく、具体的な指導法と安全な補助法による実践的指導ができる力を身につけること。
3回以上欠席の学生については、評価対象外（不可）とする。
出席確認後までに来ていない学生は、遅刻とする（2回遅刻で1回欠席）
授業開始後、30分を過ぎる場合は欠席扱いとする
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

80

授業へ取り組む意欲的な姿勢
各種目の習熟度テストの評価

１、２、３

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

最終レポートの内容と質

１、２、３

その他

0

テキスト

なし

参考書

中学校学習指導要領解説 保健体育編 文部科学省 496円
高等学校学習指導要領解説 保健体育編 文部科学省 552円

履修条件・他の科目との関連 ・運動に適した服装を着用すること
・装飾品は外すこと
・髪が肩にかかる場合は結うなど、邪魔にならないようにすること
教員関連科目であるため、指導者を目指す者の態度、意欲で受講してください。

器械運動

授業コード

13085001

授業科目名

ソフトボール

授業担当教員

西村

真由子

成績担当教員

西村

真由子

開講年次

3年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

実技

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
ソフトボールは、老若男女に生涯スポーツとして親しまれ、仲間と楽しむことのできるスポーツである。また、
学校体育でも多く取り入れられており、中学校ではベースボール型球技が必修となっている。
授業では、スローピッチソフトボールとファーストピッチソフトボールのそれぞれのルールを理解し、ソフト
ボールに必要な守備・打撃・走塁の基本技術を獲得する。また、それらの基本的技術構造を解説し、具体的な指
導方法についても学修する。チームの特徴を生かして作戦を立て、具体的な実践の場面で協力しながら攻撃や防
御が出来るようにするとともに、安全な試合運営方法も修得する。また、経験者・初心者関係なく学生間同士で
コーチングをすることで、技術や戦術の理解を深め、アドバイスの仕方などの指導力を身につける。そのため自
らが積極的に授業や仲間に関わり、主体的に取り組むことを望む。
到達目標
１．ソフトボールの基礎技術（守備、打撃、走塁）について、中学・高校の体育教員として見本となることがで
きる。
２．ルールを理解し、試合で実践できる。また、メンバー構成や場所によって、ルールや道具を工夫できる。
３．安全な運営方法を習得し、実践できる。
４．ゲームでは、チームの特性を活かして作戦を立て、仲間と協力し合うことができる。
５．初心者への指導方法を学修し、他者へアドバイスすることができる。
授業計画
第 1回
第 2回
第 3回
第 4回
第 5回
第 6回
第 7回
第 8回
第 9回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回

オリエンテーション（授業の進め方、ベースボール型球技・ソフトボールについての基礎理論）
キャッチボール基礎①（初心者への投動作指導について、遠くに投げる）
キャッチボール基礎②（素早く正確に投げる）
捕球基礎①（初心者への守備動作指導について、ゴロ、フライ捕球）
捕球基礎②（捕球から送球動作へつなげる）
バッティング基礎①（初心者への打撃指導、スイング）
バッティング基礎②（ティー台を使用してのバッティング）
バッティング基礎③（遠くに打つ）
走塁とルールの理解（ミニゲームを通して理解をする）
投手の投球技術（学校体育ソフトボールのスタンダード投法、競技ソフトボールのウインドミル投法）
ゲーム１（安全なゲームの進め方、審判方法）
ゲーム２（チーム別課題練習、ルールの工夫）
ゲーム３（チーム別課題練習、ルールの工夫）
ゲーム４（チーム別課題練習、ルールの工夫）
ゲーム５（チーム別課題練習、ルールの工夫、まとめ）

事前事後の学習
必要に応じて、担当教員より指示する。
基本技術の解説、練習方法の理解を深めるために、図書室にあるソフトボールに関する書籍やDVDを事前に確認し
ておく。また、技術を習得しやすくするために、テレビ、インターネット、SNSなどでプロ野球・ソフトボールの
試合やプレーを見て、イメージ作りをしておくこと。また事後には、次回授業への課題を明確にするために、そ
の日の授業内容、技術のコツ、など学んだこと、気が付いたことなどを振り返りシートにまとめて提出をする。
課題に対するフィードバックの方法
技術に対する評価は、授業内にその都度行う。
また毎時間の最後にまとめとして、学習の達成度を伝え、次回の課題とする。
成績評価の方法・基準（方針）
下記の評価方法により、総合的に評価する。
授業の欠席5回以上は、評価の対象外とする。(遅刻3回で欠席1回とする)
*やむをえない事情がある場合には,事前に報告・連絡・相談すること。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

75

授業に対しての取り組み姿勢(30)
走塁・打撃・守備 技術点(30）
ルールの理解(10）

１、２、３、４、５

ソフトボール

他者へアドバイスをするなど関わる姿勢(5）
授業外での評価

15

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

10

その他

0

テキスト

テキストは使用せず必要に応じてプリントを配布する

参考書

中学校学習指導要領解説 保健体育編 文部科学省
高等学校学習指導要領解説 保健体育編 体育編 文部科学省

毎時の振り返りシート提出(15)

２、３、４、５

初心者への指導法についてレポート(10)

5

履修条件・他の科目との関連 ・実技に適した服装、シューズで受講すること。アクセサリー類は授業前に外しておくこと。
・水分補給用の飲水ボトルを用意すること。
・グラウンドや用具の安全を確認し、自他の健康・安全に留意して受講すること。

ソフトボール

授業コード

13069401

授業種別

授業科目名

ソフトボール基礎

授業担当教員

西村

真由子

成績担当教員

西村

真由子

開講年次

3年

開講期

実務家教員による授業

実技

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
ソフトボールは、老若男女に生涯スポーツとして親しまれ、仲間と楽しむことのできるスポーツである。また、
学校体育でも多く取り入れられており、中学校ではベースボール型球技が必修となっている。
授業では、スローピッチソフトボールとファーストピッチソフトボールのそれぞれのルールを理解し、ソフト
ボールに必要な守備・打撃・走塁の基本技術を獲得する。また、それらの基本的技術構造を解説し、具体的な指
導方法についても学修する。チームの特徴を生かして作戦を立て、具体的な実践の場面で協力しながら攻撃や防
御が出来るようにするとともに、安全な試合運営方法も修得する。また、経験者・初心者関係なく学生間同士で
コーチングをすることで、技術や戦術の理解を深め、アドバイスの仕方などの指導力を身につける。そのため自
らが積極的に授業や仲間に関わり、主体的に取り組むことを望む。
到達目標
１．ソフトボールの基礎技術（守備、打撃、走塁）について、中学・高校の体育教員として見本となることがで
きる。
２．ルールを理解し、試合で実践できる。また、メンバー構成や場所によって、ルールや道具を工夫できる。
３．安全な運営方法を習得し、実践できる。
４．ゲームでは、チームの特性を活かして作戦を立て、仲間と協力し合うことができる。
５．初心者への指導方法を学修し、他者へアドバイスすることができる。
授業計画
第 1回
第 2回
第 3回
第 4回
第 5回
第 6回
第 7回
第 8回
第 9回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回

オリエンテーション（授業の進め方、ベースボール型球技・ソフトボールについての基礎理論）
キャッチボール基礎①（初心者への投動作指導について、遠くに投げる）
キャッチボール基礎②（素早く正確に投げる）
捕球基礎①（初心者への守備動作指導について、ゴロ、フライ捕球）
捕球基礎②（捕球から送球動作へつなげる）
バッティング基礎①（初心者への打撃指導、スイング）
バッティング基礎②（ティー台を使用してのバッティング）
バッティング基礎③（遠くに打つ）
走塁とルールの理解（ミニゲームを通して理解をする）
投手の投球技術（学校体育ソフトボールのスタンダード投法、競技ソフトボールのウインドミル投法）
ゲーム１（安全なゲームの進め方、審判方法）
ゲーム２（チーム別課題練習、ルールの工夫）
ゲーム３（チーム別課題練習、ルールの工夫）
ゲーム４（チーム別課題練習、ルールの工夫）
ゲーム５（チーム別課題練習、ルールの工夫、まとめ）

事前事後の学習
必要に応じて、担当教員より指示する。
基本技術の解説、練習方法の理解を深めるために、図書室にあるソフトボールに関する書籍やDVDを事前に確認し
ておく。また、技術を習得しやすくするために、テレビ、インターネット、SNSなどでプロ野球・ソフトボールの
試合やプレーを見て、イメージ作りをしておくこと。また事後には、次回授業への課題を明確にするために、そ
の日の授業内容、技術のコツ、など学んだこと、気が付いたことなどを振り返りシートにまとめて提出をする。
課題に対するフィードバックの方法
技術に対する評価は、授業内にその都度行う。
また毎時間の最後にまとめとして、学習の達成度を伝え、次回の課題とする。
成績評価の方法・基準（方針）
下記の評価方法により、総合的に評価する。
授業の欠席5回以上は、評価の対象外とする。(遅刻3回で欠席1回とする)
*やむをえない事情がある場合には,事前に報告・連絡・相談すること。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

75

授業に対しての取り組み姿勢(30)
走塁・打撃・守備 技術点(30）
ルールの理解(10）

１、２、３、４、５

ソフトボール基礎

他者へアドバイスをするなど関わる姿勢(5）
授業外での評価

15

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

10

その他

0

テキスト

テキストは使用せず必要に応じてプリントを配布する

参考書

中学校学習指導要領解説 保健体育編 文部科学省
高等学校学習指導要領解説 保健体育編 体育編 文部科学省

毎時の振り返りシート提出(15)

２、３、４、５

初心者への指導法についてレポート(10)

5

履修条件・他の科目との関連 ・実技に適した服装、シューズで受講すること。アクセサリー類は授業前に外しておくこと。
・水分補給用の飲水ボトルを用意すること。
・グラウンドや用具の安全を確認し、自他の健康・安全に留意して受講すること。

ソフトボール基礎

授業コード

13085002

授業科目名

ソフトボール

授業担当教員

西村

真由子

成績担当教員

西村

真由子

開講年次

3年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

実技

後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
ソフトボールは、老若男女に生涯スポーツとして親しまれ、仲間と楽しむことのできるスポーツである。また、
学校体育でも多く取り入れられており、中学校ではベースボール型球技が必修となっている。
授業では、スローピッチソフトボールとファーストピッチソフトボールのそれぞれのルールを理解し、ソフト
ボールに必要な守備・打撃・走塁の基本技術を獲得する。また、それらの基本的技術構造を解説し、具体的な指
導方法についても学修する。チームの特徴を生かして作戦を立て、具体的な実践の場面で協力しながら攻撃や防
御が出来るようにするとともに、安全な試合運営方法も修得する。また、経験者・初心者関係なく学生間同士で
コーチングをすることで、技術や戦術の理解を深め、アドバイスの仕方などの指導力を身につける。そのため自
らが積極的に授業や仲間に関わり、主体的に取り組むことを望む。
到達目標
１．ソフトボールの基礎技術（守備、打撃、走塁）について、中学・高校の体育教員として見本となることがで
きる。
２．ルールを理解し、試合で実践できる。また、メンバー構成や場所によって、ルールや道具を工夫できる。
３．安全な運営方法を習得し、実践できる。
４．ゲームでは、チームの特性を活かして作戦を立て、仲間と協力し合うことができる。
５．初心者への指導方法を学修し、他者へアドバイスすることができる。
授業計画
第 1回
第 2回
第 3回
第 4回
第 5回
第 6回
第 7回
第 8回
第 9回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回

オリエンテーション（授業の進め方、ベースボール型球技・ソフトボールについての基礎理論）
キャッチボール基礎①（初心者への投動作指導について、遠くに投げる）
キャッチボール基礎②（素早く正確に投げる）
捕球基礎①（初心者への守備動作指導について、ゴロ、フライ捕球）
捕球基礎②（捕球から送球動作へつなげる）
バッティング基礎①（初心者への打撃指導、スイング）
バッティング基礎②（ティー台を使用してのバッティング）
バッティング基礎③（遠くに打つ）
走塁とルールの理解（ミニゲームを通して理解をする）
投手の投球技術（学校体育ソフトボールのスタンダード投法、競技ソフトボールのウインドミル投法）
ゲーム１（安全なゲームの進め方、審判方法）
ゲーム２（チーム別課題練習、ルールの工夫）
ゲーム３（チーム別課題練習、ルールの工夫）
ゲーム４（チーム別課題練習、ルールの工夫）
ゲーム５（チーム別課題練習、ルールの工夫、まとめ）

事前事後の学習
必要に応じて、担当教員より指示する。
基本技術の解説、練習方法の理解を深めるために、図書室にあるソフトボールに関する書籍やDVDを事前に確認し
ておく。また、技術を習得しやすくするために、テレビ、インターネット、SNSなどでプロ野球・ソフトボールの
試合やプレーを見て、イメージ作りをしておくこと。また事後には、次回授業への課題を明確にするために、そ
の日の授業内容、技術のコツ、など学んだこと、気が付いたことなどを振り返りシートにまとめて提出をする。
課題に対するフィードバックの方法
技術に対する評価は、授業内にその都度行う。
また毎時間の最後にまとめとして、学習の達成度を伝え、次回の課題とする。
成績評価の方法・基準（方針）
下記の評価方法により、総合的に評価する。
授業の欠席5回以上は、評価の対象外とする。(遅刻3回で欠席1回とする)
*やむをえない事情がある場合には,事前に報告・連絡・相談すること。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

75

授業に対しての取り組み姿勢(30)
走塁・打撃・守備 技術点(30）
ルールの理解(10）

１、２、３、４、５

ソフトボール

他者へアドバイスをするなど関わる姿勢(5）
授業外での評価

15

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

10

その他

0

テキスト

テキストは使用せず必要に応じてプリントを配布する

参考書

中学校学習指導要領解説 保健体育編 文部科学省
高等学校学習指導要領解説 保健体育編 体育編 文部科学省

毎時の振り返りシート提出(15)

２、３、４、５

初心者への指導法についてレポート(10)

5

履修条件・他の科目との関連 ・実技に適した服装、シューズで受講すること。アクセサリー類は授業前に外しておくこと。
・水分補給用の飲水ボトルを用意すること。
・グラウンドや用具の安全を確認し、自他の健康・安全に留意して受講すること。

ソフトボール

授業コード

13069402

授業種別

授業科目名

ソフトボール基礎

授業担当教員

西村

真由子

成績担当教員

西村

真由子

開講年次

3年

開講期

実務家教員による授業

実技

後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
ソフトボールは、老若男女に生涯スポーツとして親しまれ、仲間と楽しむことのできるスポーツである。また、
学校体育でも多く取り入れられており、中学校ではベースボール型球技が必修となっている。
授業では、スローピッチソフトボールとファーストピッチソフトボールのそれぞれのルールを理解し、ソフト
ボールに必要な守備・打撃・走塁の基本技術を獲得する。また、それらの基本的技術構造を解説し、具体的な指
導方法についても学修する。チームの特徴を生かして作戦を立て、具体的な実践の場面で協力しながら攻撃や防
御が出来るようにするとともに、安全な試合運営方法も修得する。また、経験者・初心者関係なく学生間同士で
コーチングをすることで、技術や戦術の理解を深め、アドバイスの仕方などの指導力を身につける。そのため自
らが積極的に授業や仲間に関わり、主体的に取り組むことを望む。
到達目標
１．ソフトボールの基礎技術（守備、打撃、走塁）について、中学・高校の体育教員として見本となることがで
きる。
２．ルールを理解し、試合で実践できる。また、メンバー構成や場所によって、ルールや道具を工夫できる。
３．安全な運営方法を習得し、実践できる。
４．ゲームでは、チームの特性を活かして作戦を立て、仲間と協力し合うことができる。
５．初心者への指導方法を学修し、他者へアドバイスすることができる。
授業計画
第 1回
第 2回
第 3回
第 4回
第 5回
第 6回
第 7回
第 8回
第 9回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回

オリエンテーション（授業の進め方、ベースボール型球技・ソフトボールについての基礎理論）
キャッチボール基礎①（初心者への投動作指導について、遠くに投げる）
キャッチボール基礎②（素早く正確に投げる）
捕球基礎①（初心者への守備動作指導について、ゴロ、フライ捕球）
捕球基礎②（捕球から送球動作へつなげる）
バッティング基礎①（初心者への打撃指導、スイング）
バッティング基礎②（ティー台を使用してのバッティング）
バッティング基礎③（遠くに打つ）
走塁とルールの理解（ミニゲームを通して理解をする）
投手の投球技術（学校体育ソフトボールのスタンダード投法、競技ソフトボールのウインドミル投法）
ゲーム１（安全なゲームの進め方、審判方法）
ゲーム２（チーム別課題練習、ルールの工夫）
ゲーム３（チーム別課題練習、ルールの工夫）
ゲーム４（チーム別課題練習、ルールの工夫）
ゲーム５（チーム別課題練習、ルールの工夫、まとめ）

事前事後の学習
必要に応じて、担当教員より指示する。
基本技術の解説、練習方法の理解を深めるために、図書室にあるソフトボールに関する書籍やDVDを事前に確認し
ておく。また、技術を習得しやすくするために、テレビ、インターネット、SNSなどでプロ野球・ソフトボールの
試合やプレーを見て、イメージ作りをしておくこと。また事後には、次回授業への課題を明確にするために、そ
の日の授業内容、技術のコツ、など学んだこと、気が付いたことなどを振り返りシートにまとめて提出をする。
課題に対するフィードバックの方法
技術に対する評価は、授業内にその都度行う。
また毎時間の最後にまとめとして、学習の達成度を伝え、次回の課題とする。
成績評価の方法・基準（方針）
下記の評価方法により、総合的に評価する。
授業の欠席5回以上は、評価の対象外とする。(遅刻3回で欠席1回とする)
*やむをえない事情がある場合には,事前に報告・連絡・相談すること。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

75

授業に対しての取り組み姿勢(30)
走塁・打撃・守備 技術点(30）
ルールの理解(10）

１、２、３、４、５

ソフトボール基礎

他者へアドバイスをするなど関わる姿勢(5）
授業外での評価

15

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

10

その他

0

テキスト

テキストは使用せず必要に応じてプリントを配布する

参考書

中学校学習指導要領解説 保健体育編 文部科学省
高等学校学習指導要領解説 保健体育編 体育編 文部科学省

毎時の振り返りシート提出(15)

２、３、４、５

初心者への指導法についてレポート(10)

5

履修条件・他の科目との関連 ・実技に適した服装、シューズで受講すること。アクセサリー類は授業前に外しておくこと。
・水分補給用の飲水ボトルを用意すること。
・グラウンドや用具の安全を確認し、自他の健康・安全に留意して受講すること。
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授業の目的・概要
ソフトボールは、老若男女に生涯スポーツとして親しまれ、仲間と楽しむことのできるスポーツである。また、
学校体育でも多く取り入れられており、中学校ではベースボール型球技が必修となっている。
授業では、スローピッチソフトボールとファーストピッチソフトボールのそれぞれのルールを理解し、ソフト
ボールに必要な守備・打撃・走塁の基本技術を獲得する。また、それらの基本的技術構造を解説し、具体的な指
導方法についても学修する。チームの特徴を生かして作戦を立て、具体的な実践の場面で協力しながら攻撃や防
御が出来るようにするとともに、安全な試合運営方法も修得する。また、経験者・初心者関係なく学生間同士で
コーチングをすることで、技術や戦術の理解を深め、アドバイスの仕方などの指導力を身につける。そのため自
らが積極的に授業や仲間に関わり、主体的に取り組むことを望む。
到達目標
１．ソフトボールの基礎技術（守備、打撃、走塁）について、中学・高校の体育教員として見本となることがで
きる。
２．ルールを理解し、試合で実践できる。また、メンバー構成や場所によって、ルールや道具を工夫できる。
３．安全な運営方法を習得し、実践できる。
４．ゲームでは、チームの特性を活かして作戦を立て、仲間と協力し合うことができる。
５．初心者への指導方法を学修し、他者へアドバイスすることができる。
授業計画
第 1回
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第 3回
第 4回
第 5回
第 6回
第 7回
第 8回
第 9回
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第11回
第12回
第13回
第14回
第15回

オリエンテーション（授業の進め方、ベースボール型球技・ソフトボールについての基礎理論）
キャッチボール基礎①（初心者への投動作指導について、遠くに投げる）
キャッチボール基礎②（素早く正確に投げる）
捕球基礎①（初心者への守備動作指導について、ゴロ、フライ捕球）
捕球基礎②（捕球から送球動作へつなげる）
バッティング基礎①（初心者への打撃指導、スイング）
バッティング基礎②（ティー台を使用してのバッティング）
バッティング基礎③（遠くに打つ）
走塁とルールの理解（ミニゲームを通して理解をする）
投手の投球技術（学校体育ソフトボールのスタンダード投法、競技ソフトボールのウインドミル投法）
ゲーム１（安全なゲームの進め方、審判方法）
ゲーム２（チーム別課題練習、ルールの工夫）
ゲーム３（チーム別課題練習、ルールの工夫）
ゲーム４（チーム別課題練習、ルールの工夫）
ゲーム５（チーム別課題練習、ルールの工夫、まとめ）
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必要に応じて、担当教員より指示する。
基本技術の解説、練習方法の理解を深めるために、図書室にあるソフトボールに関する書籍やDVDを事前に確認し
ておく。また、技術を習得しやすくするために、テレビ、インターネット、SNSなどでプロ野球・ソフトボールの
試合やプレーを見て、イメージ作りをしておくこと。また事後には、次回授業への課題を明確にするために、そ
の日の授業内容、技術のコツ、など学んだこと、気が付いたことなどを振り返りシートにまとめて提出をする。
課題に対するフィードバックの方法
技術に対する評価は、授業内にその都度行う。
また毎時間の最後にまとめとして、学習の達成度を伝え、次回の課題とする。
成績評価の方法・基準（方針）
下記の評価方法により、総合的に評価する。
授業の欠席5回以上は、評価の対象外とする。(遅刻3回で欠席1回とする)
*やむをえない事情がある場合には,事前に報告・連絡・相談すること。
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学校体育でも多く取り入れられており、中学校ではベースボール型球技が必修となっている。
授業では、スローピッチソフトボールとファーストピッチソフトボールのそれぞれのルールを理解し、ソフト
ボールに必要な守備・打撃・走塁の基本技術を獲得する。また、それらの基本的技術構造を解説し、具体的な指
導方法についても学修する。チームの特徴を生かして作戦を立て、具体的な実践の場面で協力しながら攻撃や防
御が出来るようにするとともに、安全な試合運営方法も修得する。また、経験者・初心者関係なく学生間同士で
コーチングをすることで、技術や戦術の理解を深め、アドバイスの仕方などの指導力を身につける。そのため自
らが積極的に授業や仲間に関わり、主体的に取り組むことを望む。
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きる。
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３．安全な運営方法を習得し、実践できる。
４．ゲームでは、チームの特性を活かして作戦を立て、仲間と協力し合うことができる。
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投手の投球技術（学校体育ソフトボールのスタンダード投法、競技ソフトボールのウインドミル投法）
ゲーム１（安全なゲームの進め方、審判方法）
ゲーム２（チーム別課題練習、ルールの工夫）
ゲーム３（チーム別課題練習、ルールの工夫）
ゲーム４（チーム別課題練習、ルールの工夫）
ゲーム５（チーム別課題練習、ルールの工夫、まとめ）

事前事後の学習
必要に応じて、担当教員より指示する。
基本技術の解説、練習方法の理解を深めるために、図書室にあるソフトボールに関する書籍やDVDを事前に確認し
ておく。また、技術を習得しやすくするために、テレビ、インターネット、SNSなどでプロ野球・ソフトボールの
試合やプレーを見て、イメージ作りをしておくこと。また事後には、次回授業への課題を明確にするために、そ
の日の授業内容、技術のコツ、など学んだこと、気が付いたことなどを振り返りシートにまとめて提出をする。
課題に対するフィードバックの方法
技術に対する評価は、授業内にその都度行う。
また毎時間の最後にまとめとして、学習の達成度を伝え、次回の課題とする。
成績評価の方法・基準（方針）
下記の評価方法により、総合的に評価する。
授業の欠席5回以上は、評価の対象外とする。(遅刻3回で欠席1回とする)
*やむをえない事情がある場合には,事前に報告・連絡・相談すること。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

75

授業に対しての取り組み姿勢(30)
走塁・打撃・守備 技術点(30）
ルールの理解(10）

１、２、３、４、５

ソフトボール基礎

他者へアドバイスをするなど関わる姿勢(5）
授業外での評価

15

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

10

その他

0

テキスト

テキストは使用せず必要に応じてプリントを配布する

参考書

中学校学習指導要領解説 保健体育編 文部科学省
高等学校学習指導要領解説 保健体育編 体育編 文部科学省

毎時の振り返りシート提出(15)

２、３、４、５

初心者への指導法についてレポート(10)

5

履修条件・他の科目との関連 ・実技に適した服装、シューズで受講すること。アクセサリー類は授業前に外しておくこと。
・水分補給用の飲水ボトルを用意すること。
・グラウンドや用具の安全を確認し、自他の健康・安全に留意して受講すること。

ソフトボール基礎

授業コード

13007801

授業種別

授業科目名

ニュースポーツ

授業担当教員

髙見

彰

成績担当教員

髙見

彰

開講年次

カリキュラムによる

開講期

実務家教員による授業

実技

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
仲間との交流、家族のふれあい、健康・体力つくり等様々な目的で行われている「手軽に楽しめるスポーツ」
「生涯スポーツ」として「ニュースポーツ」が近年積極的に取りあげられている。子どもから老人までのだれも
が、いつでも、どこでも、気軽に楽しめるレクリエーションとして、地域の人々のスポーツライフに多いに役立
つよう普及・定着することが期待されている。
こうした目的に合うスポーツの種目としては
①個人の能力を生かし楽しめる
②適度な運動量、安全性が高い
③ルールが易しい
④短時間で技術修得、などの要素が必要であると考えられる。
「ニュースポーツ」は、生涯スポーツの目的にあったより親しみやすく爽快感を味わえる種目として、地域の
人々の豊かさスポーツライフに大いに役立つよう、普及・定着することが期待されている。
上記を理解しながら、教育実習や地域スポーツ教室などで教えることの出来るレベルまでスキルの習得を追求す
る。
到達目標
本授業では、スポーツ＝競技スポーツという狭い枠から抜け出し、幅広いスポーツ経験を体験する機会を持ち、
楽しんでスポーツをする、楽しんで体を動かす事の大切さを実感して欲しいと考える。
1．ニュースポーツの特性を理解し、自らプログラムを作成し、スポーツの楽しさを伝えることができる。
2. 学校や地域スポーツの現場で「ニュースポーツ」を楽しく、安全に指導できる技術と知識を身につけてい
る。
授業計画
本授業は対面で行うが、途中、天候や施設の利用状況、コロナ感染症の対応などでA班とB班に分かれ前後半45分
２交代制（対面）で行う場合がある。
【第1回】ガイダンス（教室）
【第2回】フライングディスク（スローイング）
【第3回】フライングディスク（スローイング、テスト）
【第4回】フライングディスク（ドッジビー、アルティメット導入）
【第5回】フライングディスク（アルティメット）
【第6回】フライングディスク（アルティメット）
【第7回】キンボール（リードアップゲーム）
【第8回】キンボール（コンペティションゲーム）
【第9回】キンボール（コンペティションゲーム）
【第10回】ソフトバレーボール
【第11回】インディアカ
【第12回】ダブルダッチ
【第13回】モルック
【第14回】シャッフルボード
【第15回】今期まとめ（テスト）
事前事後の学習
必要に応じて、担当教員より指示する。
【第1回】
①事前学修課題：シラバスを確認しておく
②事後学修課題：授業の内容を確認しておく
【第2回】
①事前学修課題：フライングディスクの指定ビデオを見てイメージをつくる
②事後学修課題：種目内容と指導方法を整理する
【第3回】
①事前学修課題：フライングディスクの指定ビデオを見てイメージをつくる
②事後学修課題：種目内容と指導方法を整理する
【第4回】
①事前学修課題：ドッジビーの指定ビデオを見てイメージをつくる
②事後学修課題：種目内容と指導方法を整理する
【第5回】
①事前学修課題：アルティメットの指定ビデオを見てイメージをつくる
②事後学修課題：種目内容と指導方法を整理する
【第6回】
ニュースポーツ

①事前学修課題：アルティメットの指定ビデオを見てイメージをつくる
②事後学修課題：種目内容と指導方法を整理する
【第7回】
①事前学修課題：キンボールの指定ビデオを見てイメージをつくる
②事後学修課題：種目内容と指導方法を整理する
【第8回】
①事前学修課題：キンボールの指定ビデオを見てイメージをつくる
②事後学修課題：種目内容と指導方法を整理する
【第9回】
①事前学修課題：キンボールの指定ビデオを見てイメージをつくる
②事後学修課題：種目内容と指導方法を整理する
【第10回】
①事前学修課題：ソフトバレーボールの指定ビデオを見てイメージをつくる
②事後学修課題：種目内容と指導方法を整理する
【第11回】
①事前学修課題：インディアカの指定ビデオを見てイメージをつくる
②事後学修課題：種目内容と指導方法を整理する
【第12回】
①事前学修課題：ダブルダッチの指定ビデオを見てイメージをつくる
②事後学修課題：種目内容と指導方法を整理する
【第13回】
①事前学修課題：モルックの指定ビデオを見てイメージをつくる
②事後学修課題：種目内容と指導方法を整理する
【第14回】
①事前学修課題：シャッフルボードの指定ビデオを見てイメージをつくる
②事後学修課題：種目内容と指導方法を整理する
【第15回】
①事前学修課題：前回までの授業内容の確認
②事後学修課題：今後の指導に生かすことができるよう、授業内容をまとめる
※事前、事後学習には各々2時間程度をかけて学習すること
課題に対するフィードバックの方法
課題の技術習得については即時のアドバイスを行い、できなければ必要に応じて補講を行う。
期末の試験については試験終了後、採点を行い、理解が進まなかったところについてはclassroomにて解説を加え
る。
成績評価の方法・基準（方針）
下記の評価項目で総合的に判定する。（30）
・到達目標への積極的取り組み（特に①安全に配慮できているか、②対人関係構築のために積極に働きかけてい
るか）
授業準備への積極的参加（授業前の施設環境整備、用具の出し入れなど）
授業進行への積極的協力（自ら動き、スムーズな時間進行に協力できているか）
感染症対策に対する取り組み（授業開始前の検温、手指消毒、用具の消毒が確実にできているか）
出席状況
・期末の理解度テスト（70）
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

30

下記の評価項目で総合的に判定する。
・到達目標への積極的取り組み（特に①安全に配慮でき
ているか、②対人関係構築のために積極に働きかけている
か）（30）
授業準備への積極的参加（授業前の施設環境整備、
用具の出し入れなど）
授業進行への積極的協力（自ら動き、スムーズな時間
進行に協力できているか）
感染症対策に対する取り組み（授業開始前の検温、手
指消毒、用具の消毒が確実にできているか）
出席状況

1. 2.

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

70

・期末の理解度テスト（70）
ルールの理解、ゲーム成立の背景の理解、Classroomに
アップする資料に目を通して自学自習を進めたか

1.2

その他

0

テキスト

classroomによる資料呈示も含めて、授業中に資料を配付する。

参考書

適宜指示する
ニュースポーツ

履修条件・他の科目との関連 ・5回の欠席で評価不可とする
・学外実習や課外活動が休みの欠席は公欠ではないので注意すること。
・早めに教室に来て、検温と体調チェックを済ますこと。

ニュースポーツ

授業コード

13007802

授業種別

授業科目名

ニュースポーツ

授業担当教員

新村

由恵

成績担当教員

新村

由恵

開講年次

カリキュラムによる

開講期

実務家教員による授業

実技

後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
仲間との交流、家族のふれあい、健康・体力つくり等様々な目的で行われている「手軽に楽しめるスポーツ」
「生涯スポーツ」として「ニュースポーツ」が近年積極的に取りあげられている。子どもから老人までのだれも
が、いつでも、どこでも、気軽に楽しめるレクリエーションとして、地域の人々のスポーツライフに多いに役立
つよう普及・定着することが期待されている。
こうした目的に合うスポーツの種目としては
①個人の能力を生かし楽しめる
②適度な運動量、安全性が高い
③ルールが易しい
④短時間で技術修得、などの要素が必要であると考えられる。
「ニュースポーツ」は、生涯スポーツの目的にあったより親しみやすく爽快感を味わえる種目として、地域の
人々の豊かさスポーツライフに大いに役立つよう、普及・定着することが期待されている。
上記を理解しながら、教育実習や地域スポーツ教室などで教えることの出来るレベルまでスキルの習得を追求す
る。
到達目標
本授業では、スポーツ＝競技スポーツという狭い枠から抜け出し、幅広いスポーツ経験を体験する機会を持ち、
楽しんでスポーツをする、楽しんで体を動かす事の大切さを実感して欲しいと考える。
1．ニュースポーツの特性を理解し、自らプログラムを作成し、スポーツの楽しさを伝えることができる。
2. 学校や地域スポーツの現場で「ニュースポーツ」を楽しく、安全に指導できる技術と知識を身につけてい
る。
授業計画
本授業は対面で行うが、途中、天候や施設の利用状況、コロナ感染症の対応などでA班とB班に分かれ前後半45分
２交代制（対面）で行う場合がある。
【第1回】ガイダンス（教室）
【第2回】フライングディスク（スローイング）
【第3回】フライングディスク（スローイング、テスト）
【第4回】フライングディスク（ドッジビー、アルティメット導入）
【第5回】フライングディスク（アルティメット）
【第6回】フライングディスク（アルティメット）
【第7回】キンボール（リードアップゲーム）
【第8回】キンボール（コンペティションゲーム）
【第9回】キンボール（コンペティションゲーム）
【第10回】ソフトバレーボール
【第11回】インディアカ
【第12回】ダブルダッチ
【第13回】モルック
【第14回】シャッフルボード
【第15回】今期まとめ（テスト）
事前事後の学習
必要に応じて、担当教員より指示する。
【第1回】
①事前学修課題：シラバスを確認しておく
②事後学修課題：授業の内容を確認しておく
【第2回】
①事前学修課題：フライングディスクの指定ビデオを見てイメージをつくる
②事後学修課題：種目内容と指導方法を整理する
【第3回】
①事前学修課題：フライングディスクの指定ビデオを見てイメージをつくる
②事後学修課題：種目内容と指導方法を整理する
【第4回】
①事前学修課題：ドッジビーの指定ビデオを見てイメージをつくる
②事後学修課題：種目内容と指導方法を整理する
【第5回】
①事前学修課題：アルティメットの指定ビデオを見てイメージをつくる
②事後学修課題：種目内容と指導方法を整理する
【第6回】
ニュースポーツ

①事前学修課題：アルティメットの指定ビデオを見てイメージをつくる
②事後学修課題：種目内容と指導方法を整理する
【第7回】
①事前学修課題：キンボールの指定ビデオを見てイメージをつくる
②事後学修課題：種目内容と指導方法を整理する
【第8回】
①事前学修課題：キンボールの指定ビデオを見てイメージをつくる
②事後学修課題：種目内容と指導方法を整理する
【第9回】
①事前学修課題：キンボールの指定ビデオを見てイメージをつくる
②事後学修課題：種目内容と指導方法を整理する
【第10回】
①事前学修課題：ソフトバレーボールの指定ビデオを見てイメージをつくる
②事後学修課題：種目内容と指導方法を整理する
【第11回】
①事前学修課題：インディアカの指定ビデオを見てイメージをつくる
②事後学修課題：種目内容と指導方法を整理する
【第12回】
①事前学修課題：ダブルダッチの指定ビデオを見てイメージをつくる
②事後学修課題：種目内容と指導方法を整理する
【第13回】
①事前学修課題：モルックの指定ビデオを見てイメージをつくる
②事後学修課題：種目内容と指導方法を整理する
【第14回】
①事前学修課題：シャッフルボードの指定ビデオを見てイメージをつくる
②事後学修課題：種目内容と指導方法を整理する
【第15回】
①事前学修課題：前回までの授業内容の確認
②事後学修課題：今後の指導に生かすことができるよう、授業内容をまとめる
※事前、事後学習には各々2時間程度をかけて学習すること
課題に対するフィードバックの方法
課題の技術習得については即時のアドバイスを行い、できなければ必要に応じて補講を行う。
期末の試験については試験終了後、採点を行い、理解が進まなかったところについてはclassroomにて解説を加え
る。
成績評価の方法・基準（方針）
下記の評価項目で総合的に判定する。（30）
・到達目標への積極的取り組み（特に①安全に配慮できているか、②対人関係構築のために積極に働きかけてい
るか）
授業準備への積極的参加（授業前の施設環境整備、用具の出し入れなど）
授業進行への積極的協力（自ら動き、スムーズな時間進行に協力できているか）
感染症対策に対する取り組み（授業開始前の検温、手指消毒、用具の消毒が確実にできているか）
出席状況
・期末の理解度テスト（70）
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

30

下記の評価項目で総合的に判定する。
・到達目標への積極的取り組み（特に①安全に配慮でき
ているか、②対人関係構築のために積極に働きかけている
か）（30）
授業準備への積極的参加（授業前の施設環境整備、
用具の出し入れなど）
授業進行への積極的協力（自ら動き、スムーズな時間
進行に協力できているか）
感染症対策に対する取り組み（授業開始前の検温、手
指消毒、用具の消毒が確実にできているか）
出席状況

1. 2.

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

70

・期末の理解度テスト（70）
ルールの理解、ゲーム成立の背景の理解、Classroomに
アップする資料に目を通して自学自習を進めたか

1.2

その他

0

テキスト

classroomによる資料呈示も含めて、授業中に資料を配付する。

参考書

適宜指示する
ニュースポーツ

履修条件・他の科目との関連 ・5回の欠席で評価不可とする
・学外実習や課外活動が休みの欠席は公欠ではないので注意すること。
・早めに教室に来て、検温と体調チェックを済ますこと。

ニュースポーツ

授業コード

13007803

授業種別

授業科目名

ニュースポーツ

授業担当教員

髙見

彰

成績担当教員

髙見

彰

開講年次

カリキュラムによる

開講期

実務家教員による授業

実技

後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
仲間との交流、家族のふれあい、健康・体力つくり等様々な目的で行われている「手軽に楽しめるスポーツ」
「生涯スポーツ」として「ニュースポーツ」が近年積極的に取りあげられている。子どもから老人までのだれも
が、いつでも、どこでも、気軽に楽しめるレクリエーションとして、地域の人々のスポーツライフに多いに役立
つよう普及・定着することが期待されている。
こうした目的に合うスポーツの種目としては
①個人の能力を生かし楽しめる
②適度な運動量、安全性が高い
③ルールが易しい
④短時間で技術修得、などの要素が必要であると考えられる。
「ニュースポーツ」は、生涯スポーツの目的にあったより親しみやすく爽快感を味わえる種目として、地域の
人々の豊かさスポーツライフに大いに役立つよう、普及・定着することが期待されている。
上記を理解しながら、教育実習や地域スポーツ教室などで教えることの出来るレベルまでスキルの習得を追求す
る。
到達目標
本授業では、スポーツ＝競技スポーツという狭い枠から抜け出し、幅広いスポーツ経験を体験する機会を持ち、
楽しんでスポーツをする、楽しんで体を動かす事の大切さを実感して欲しいと考える。
1．ニュースポーツの特性を理解し、自らプログラムを作成し、スポーツの楽しさを伝えることができる。
2. 学校や地域スポーツの現場で「ニュースポーツ」を楽しく、安全に指導できる技術と知識を身につけてい
る。
授業計画
本授業は対面で行うが、途中、天候や施設の利用状況、コロナ感染症の対応などでA班とB班に分かれ前後半45分
２交代制（対面）で行う場合がある。
【第1回】ガイダンス（教室）
【第2回】フライングディスク（スローイング）
【第3回】フライングディスク（スローイング、テスト）
【第4回】フライングディスク（ドッジビー、アルティメット導入）
【第5回】フライングディスク（アルティメット）
【第6回】フライングディスク（アルティメット）
【第7回】キンボール（リードアップゲーム）
【第8回】キンボール（コンペティションゲーム）
【第9回】キンボール（コンペティションゲーム）
【第10回】ソフトバレーボール
【第11回】インディアカ
【第12回】ダブルダッチ
【第13回】モルック
【第14回】シャッフルボード
【第15回】今期まとめ（テスト）
事前事後の学習
必要に応じて、担当教員より指示する。
【第1回】
①事前学修課題：シラバスを確認しておく
②事後学修課題：授業の内容を確認しておく
【第2回】
①事前学修課題：フライングディスクの指定ビデオを見てイメージをつくる
②事後学修課題：種目内容と指導方法を整理する
【第3回】
①事前学修課題：フライングディスクの指定ビデオを見てイメージをつくる
②事後学修課題：種目内容と指導方法を整理する
【第4回】
①事前学修課題：ドッジビーの指定ビデオを見てイメージをつくる
②事後学修課題：種目内容と指導方法を整理する
【第5回】
①事前学修課題：アルティメットの指定ビデオを見てイメージをつくる
②事後学修課題：種目内容と指導方法を整理する
【第6回】
ニュースポーツ

①事前学修課題：アルティメットの指定ビデオを見てイメージをつくる
②事後学修課題：種目内容と指導方法を整理する
【第7回】
①事前学修課題：キンボールの指定ビデオを見てイメージをつくる
②事後学修課題：種目内容と指導方法を整理する
【第8回】
①事前学修課題：キンボールの指定ビデオを見てイメージをつくる
②事後学修課題：種目内容と指導方法を整理する
【第9回】
①事前学修課題：キンボールの指定ビデオを見てイメージをつくる
②事後学修課題：種目内容と指導方法を整理する
【第10回】
①事前学修課題：ソフトバレーボールの指定ビデオを見てイメージをつくる
②事後学修課題：種目内容と指導方法を整理する
【第11回】
①事前学修課題：インディアカの指定ビデオを見てイメージをつくる
②事後学修課題：種目内容と指導方法を整理する
【第12回】
①事前学修課題：ダブルダッチの指定ビデオを見てイメージをつくる
②事後学修課題：種目内容と指導方法を整理する
【第13回】
①事前学修課題：モルックの指定ビデオを見てイメージをつくる
②事後学修課題：種目内容と指導方法を整理する
【第14回】
①事前学修課題：シャッフルボードの指定ビデオを見てイメージをつくる
②事後学修課題：種目内容と指導方法を整理する
【第15回】
①事前学修課題：前回までの授業内容の確認
②事後学修課題：今後の指導に生かすことができるよう、授業内容をまとめる
※事前、事後学習には各々2時間程度をかけて学習すること
課題に対するフィードバックの方法
課題の技術習得については即時のアドバイスを行い、できなければ必要に応じて補講を行う。
期末の試験については試験終了後、採点を行い、理解が進まなかったところについてはclassroomにて解説を加え
る。
成績評価の方法・基準（方針）
下記の評価項目で総合的に判定する。（30）
・到達目標への積極的取り組み（特に①安全に配慮できているか、②対人関係構築のために積極に働きかけてい
るか）
授業準備への積極的参加（授業前の施設環境整備、用具の出し入れなど）
授業進行への積極的協力（自ら動き、スムーズな時間進行に協力できているか）
感染症対策に対する取り組み（授業開始前の検温、手指消毒、用具の消毒が確実にできているか）
出席状況
・期末の理解度テスト（70）
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

30

下記の評価項目で総合的に判定する。
・到達目標への積極的取り組み（特に①安全に配慮でき
ているか、②対人関係構築のために積極に働きかけている
か）（30）
授業準備への積極的参加（授業前の施設環境整備、
用具の出し入れなど）
授業進行への積極的協力（自ら動き、スムーズな時間
進行に協力できているか）
感染症対策に対する取り組み（授業開始前の検温、手
指消毒、用具の消毒が確実にできているか）
出席状況

1. 2.

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

70

・期末の理解度テスト（70）
ルールの理解、ゲーム成立の背景の理解、Classroomに
アップする資料に目を通して自学自習を進めたか

1.2

その他

0

テキスト

classroomによる資料呈示も含めて、授業中に資料を配付する。

参考書

適宜指示する
ニュースポーツ

履修条件・他の科目との関連 ・5回の欠席で評価不可とする
・学外実習や課外活動が休みの欠席は公欠ではないので注意すること。
・早めに教室に来て、検温と体調チェックを済ますこと。

ニュースポーツ

授業コード

13073201

授業科目名

ダンス

授業担当教員

殿谷

成子

成績担当教員

殿谷

成子

開講年次

2年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

実技

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
ダンスは身体全体を使ってリズミカルな動きを楽しむ運動です。２０１２年度から中学校ではダンスが男女共
修、必修化されました。
中学校、高等学校で実施されるダンスには、「創作ダンス」、「現代的なリズムのダンス」、「フォークダン
ス」があります。
本授業では、教育実習で役立つように、また教員となってからダンス授業ができるように、ダンス授業の基礎と
なる学習をします。
到達目標
1.フォークダンスでは、動きやステップを覚え、リズミカルに正確におどることができるようにする
2.創作ダンスでは、動きを見つけ、工夫し、動きを構成する力をつける
3.現代的なリズムのダンスでは、リズミカルにおどることができるようにする
4.ダンスについて幅広く理解を深める
5.学習した内容を指導者の視点を持ち考える
授業計画
【第1回】
テーマ：オリエンテーション、フォークダンスと基本ステップ
内容・方法：フォークダンスをおどる フォークダンスで使われるステップを学習する
【第2回】
テーマ：現代的なリズムのダンス、ジャズダンスのアイソレーションとステップ
内容・方法：ジャズのリズムに合わせておどる
【第3回】
テーマ：フォークダンス 民踊
内容・方法：フォークダンスや民踊をおどる
【第4回】
テーマ：民踊 盆踊りを考える
内容・方法：オリジナルな盆踊りを創作しておどる
【第5回】
テーマ：フォークダンスの動きのテスト
内容・方法：動きを正確に動く
【第6回】
テーマ：創作ダンス 身体ほぐし ミラーリング ポーズづくり
内容・方法：身体でいろいろな形をつくる
【第7回】
テーマ：創作ダンス スポーツの動きから
内容・方法：いろいろなスポーツから動きを見つけ、ダンスの動きに発展させる
【第8回】
テーマ：創作ダンス 日常生活の中から動きを見つける
内容・方法：日常生活の中の動きや何気ないしぐさをダンスの動きにする
【第9回】
テーマ：創作ダンス 言葉から動きを見つける
内容・方法：言葉をきっかけに動きを見つけ、それぞれの動きをつないでひと流れの動きにする
【第10回】
テーマ：創作ダンス ポーズをつないで動きをつくる
内容・方法：ポーズをつなぎ、メリハリのあるひと流れの動きにする ひと流れの動きを繰り返して動く
【第11回】
テーマ：「創作ダンス」のテスト
内容・方法:自分が見つけた動きを発表する
【第12回】
テーマ：現代的なリズムのダンス
内容・方法：リズムに乗っておどる
【第13回】
テーマ：現代的なリズムのダンス
グループでダンスを創る１
内容・方法：グループでダンスを創る
【第14回】
テーマ：現代的なリズムのダンス
グループでダンスを創る２
ダンス

内容・方法：グループでダンスを創る
【第15回】
テーマ：現代的なリズムのダンス
グループ発表
内容・方法：グループで創作したリズムダンスを発表する
事前事後の学習
必要に応じて、担当教員より指示する。
【第1回】
①事前学修課題：中学校・高等学校のダンスについて調べておく
②事後学修課題：授業で学んだことについて、ノートにまとめる
【第2回】
①事前学修課題：フォークダンスについて調べておく
②事後学修課題：授業で学んだことについて、ノートにまとめる
【第3回】
①事前学修課題：フォークダンスや民踊について調べておく
②事後学修課題：授業で学んだことについて、ノートにまとめる
【第4回】
①事前学修課題：自分の住んでいる地域でおどられている盆踊りを思い出しておく
②事後学修課題：授業で学んだことについて、ノートにまとめる
【第5回】
①事前学修課題：フォークダンスの動きを思い出しておく
②事後学修課題：授業で学んだことについて、ノートにまとめる
【第6回】
①事前学修課題：どのような形がおもしろいか、考えておく
②事後学修課題：授業で学んだことについて、ノートにまとめる
【第7回】
①事前学修課題：いろいろなスポーツの特徴ある動きを思い出しておく
②事後学修課題：授業で学んだことについて、ノートにまとめる
【第8回】
①事前学修課題：日常生活の中でどのような動きがあるか、思い出しておく
②事後学修課題：授業で学んだことについて、ノートにまとめる
【第9回】
①事前学修課題：文字や言葉を動きにすると、どのような動きにすればよいか考えておく
②事後学修課題：授業で学んだことについて、ノートにまとめる
【第10回】
①事前学修課題：ひと流れの動きのまとめ方について考えておく
②事後学修課題：授業で学んだことについて、ノートにまとめる
【第11回】
①事前学修課題：自分の見つけた動きの独創性、つまり、おもしろさ、良さはどこなのか を考えておく
②事後学修課題：授業で学んだことについて、ノートにまとめる
【第12回】
①事前学修課題：リズミカルな動きについて、中学校、高等学校で学んだ経験を思い出しておく
②事後学修課題：授業で学んだことについて、ノートにまとめる
【第13回】
①事前学修課題：どのような動きをしたいか、考えておく
②事後学修課題：授業で学んだことについて、ノートにまとめる
【第14回】
①事前学修課題：前回の授業を思い出しておく
②事後学修課題：授業で学んだことについて、ノートにまとめる
【第15回】
①事前学修課題：前回の授業を思い出しておく
②事後学修課題：授業で学んだことについて、ノートにまとめる
課題に対するフィードバックの方法
本人からの希望があれば、具体的な点数を伝えて、どのような基準で採点したかを説明する
成績評価の方法・基準（方針）
受講態度：授業への取り組み姿勢を評価
ダンス

フォークダンスの動きのテスト：リズミカルに正確に動けているかを評価
創作ダンスの動きのテスト：動きの独創性、表現力、技術力を評価
現代的なリズムのダンス（グループ活動）：リズミカルに動けているか、グループ活動への取り組み姿勢を評価
ノートおよびレポート：授業および課題の内容を理解し、自分の考えを含め、記述できているかを評価
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

80

授業への取り組み姿勢（40）
フォークダンスの動きのテスト（10）
創作ダンスの動きのテスト（20）
現代的なリズムのダンスのテスト（10）

1、2、3

授業外での評価

10

授業ノートの完成度を評価（10）

4、5

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

10

課題レポートの完成度を評価（10）

4，5

その他

0

テキスト

テキストなし

参考書

「動く 見つける 創る 中学校・高等学校のダンス教育」碓井節子 内山明子 殿谷成子編著 晩
成書房 2160円

履修条件・他の科目との関連 3回以上の欠席は評価対象外とする。
ダンスに適した服装を着用し、ダンスシューズあるいは運動靴を準備する。素足にもなれるようにする。
この科目は教免関連科目である。将来、教師を目指すものとしての態度で受講すること。
受講態度に問題がある場合は速やかに退室願い、欠席扱いとする。

ダンス

授業コード

13073202

授業科目名

ダンス

授業担当教員

本山

彩乃

成績担当教員

本山

彩乃

開講年次

2年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

実技

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
ダンスは身体全体を使ってリズミカルな動きを楽しむ運動です。２０１２年度から中学校ではダンスが男女共
修、必修化されました。
中学校、高等学校で実施されるダンスには、「創作ダンス」、「現代的なリズムのダンス」、「フォークダン
ス」があります。
本授業では、教育実習で役立つように、また教員となってからダンス授業ができるように、ダンス授業の基礎と
なる学習をします。
到達目標
1.フォークダンスでは、動きやステップを覚え、リズミカルに正確におどることができるようにする
2.創作ダンスでは、動きを見つけ、工夫し、動きを構成する力をつける
3.現代的なリズムのダンスでは、リズミカルにおどることができるようにする
4.ダンスについて幅広く理解を深める
5.学習した内容を指導者の視点を持ち考える
授業計画
【第1回】
テーマ：オリエンテーション、フォークダンスと基本ステップ
内容・方法：フォークダンスをおどる フォークダンスで使われるステップを学習する
【第2回】
テーマ：現代的なリズムのダンス、ジャズダンスのアイソレーションとステップ
内容・方法：ジャズのリズムに合わせておどる
【第3回】
テーマ：フォークダンス 民踊
内容・方法：フォークダンスや民踊をおどる
【第4回】
テーマ：民踊 盆踊りを考える
内容・方法：オリジナルな盆踊りを創作しておどる
【第5回】
テーマ：フォークダンスの動きのテスト
内容・方法：動きを正確に動く
【第6回】
テーマ：創作ダンス 身体ほぐし ミラーリング ポーズづくり
内容・方法：身体でいろいろな形をつくる
【第7回】
テーマ：創作ダンス スポーツの動きから
内容・方法：いろいろなスポーツから動きを見つけ、ダンスの動きに発展させる
【第8回】
テーマ：創作ダンス 日常生活の中から動きを見つける
内容・方法：日常生活の中の動きや何気ないしぐさをダンスの動きにする
【第9回】
テーマ：創作ダンス 言葉から動きを見つける
内容・方法：言葉をきっかけに動きを見つけ、それぞれの動きをつないでひと流れの動きにする
【第10回】
テーマ：創作ダンス ポーズをつないで動きをつくる
内容・方法：ポーズをつなぎ、メリハリのあるひと流れの動きにする ひと流れの動きを繰り返して動く
【第11回】
テーマ：「創作ダンス」のテスト
内容・方法:自分が見つけた動きを発表する
【第12回】
テーマ：現代的なリズムのダンス
内容・方法：リズムに乗っておどる
【第13回】
テーマ：現代的なリズムのダンス
グループでダンスを創る１
内容・方法：グループでダンスを創る
【第14回】
テーマ：現代的なリズムのダンス
グループでダンスを創る２
ダンス

内容・方法：グループでダンスを創る
【第15回】
テーマ：現代的なリズムのダンス
グループ発表
内容・方法：グループで創作したリズムダンスを発表する
事前事後の学習
必要に応じて、担当教員より指示する。
【第1回】
①事前学修課題：中学校・高等学校のダンスについて調べておく
②事後学修課題：授業で学んだことについて、ノートにまとめる
【第2回】
①事前学修課題：フォークダンスについて調べておく
②事後学修課題：授業で学んだことについて、ノートにまとめる
【第3回】
①事前学修課題：フォークダンスや民踊について調べておく
②事後学修課題：授業で学んだことについて、ノートにまとめる
【第4回】
①事前学修課題：自分の住んでいる地域でおどられている盆踊りを思い出しておく
②事後学修課題：授業で学んだことについて、ノートにまとめる
【第5回】
①事前学修課題：フォークダンスの動きを思い出しておく
②事後学修課題：授業で学んだことについて、ノートにまとめる
【第6回】
①事前学修課題：どのような形がおもしろいか、考えておく
②事後学修課題：授業で学んだことについて、ノートにまとめる
【第7回】
①事前学修課題：いろいろなスポーツの特徴ある動きを思い出しておく
②事後学修課題：授業で学んだことについて、ノートにまとめる
【第8回】
①事前学修課題：日常生活の中でどのような動きがあるか、思い出しておく
②事後学修課題：授業で学んだことについて、ノートにまとめる
【第9回】
①事前学修課題：文字や言葉を動きにすると、どのような動きにすればよいか考えておく
②事後学修課題：授業で学んだことについて、ノートにまとめる
【第10回】
①事前学修課題：ひと流れの動きのまとめ方について考えておく
②事後学修課題：授業で学んだことについて、ノートにまとめる
【第11回】
①事前学修課題：自分の見つけた動きの独創性、つまり、おもしろさ、良さはどこなのか を考えておく
②事後学修課題：授業で学んだことについて、ノートにまとめる
【第12回】
①事前学修課題：リズミカルな動きについて、中学校、高等学校で学んだ経験を思い出しておく
②事後学修課題：授業で学んだことについて、ノートにまとめる
【第13回】
①事前学修課題：どのような動きをしたいか、考えておく
②事後学修課題：授業で学んだことについて、ノートにまとめる
【第14回】
①事前学修課題：前回の授業を思い出しておく
②事後学修課題：授業で学んだことについて、ノートにまとめる
【第15回】
①事前学修課題：前回の授業を思い出しておく
②事後学修課題：授業で学んだことについて、ノートにまとめる
課題に対するフィードバックの方法
本人からの希望があれば、具体的な点数を伝えて、どのような基準で採点したかを説明する
成績評価の方法・基準（方針）
受講態度：授業への取り組み姿勢を評価
ダンス

フォークダンスの動きのテスト：リズミカルに正確に動けているかを評価
創作ダンスの動きのテスト：動きの独創性、表現力、技術力を評価
現代的なリズムのダンス（グループ活動）：リズミカルに動けているか、グループ活動への取り組み姿勢を評価
ノートおよびレポート：授業および課題の内容を理解し、自分の考えを含め、記述できているかを評価
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

80

授業への取り組み姿勢（40）
フォークダンスの動きのテスト（10）
創作ダンスの動きのテスト（20）
現代的なリズムのダンスのテスト（10）

1、2、3

授業外での評価

10

授業ノートの完成度を評価（10）

4、5

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

10

課題レポートの完成度を評価（10）

4，5

その他

0

テキスト

テキストなし

参考書

「動く 見つける 創る 中学校・高等学校のダンス教育」碓井節子 内山明子 殿谷成子編著 晩
成書房 2160円

履修条件・他の科目との関連 3回以上の欠席は評価対象外とする。
ダンスに適した服装を着用し、ダンスシューズあるいは運動靴を準備する。素足にもなれるようにする。
この科目は教免関連科目である。将来、教師を目指すものとしての態度で受講すること。
受講態度に問題がある場合は速やかに退室願い、欠席扱いとする。

ダンス

授業コード

13073203

授業科目名

ダンス

授業担当教員

殿谷

成子

成績担当教員

殿谷

成子

開講年次

2年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

実技

後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
ダンスは身体全体を使ってリズミカルな動きを楽しむ運動です。２０１２年度から中学校ではダンスが男女共
修、必修化されました。
中学校、高等学校で実施されるダンスには、「創作ダンス」、「現代的なリズムのダンス」、「フォークダン
ス」があります。
本授業では、教育実習で役立つように、また教員となってからダンス授業ができるように、ダンス授業の基礎と
なる学習をします。
到達目標
1.フォークダンスでは、動きやステップを覚え、リズミカルに正確におどることができるようにする
2.創作ダンスでは、動きを見つけ、工夫し、動きを構成する力をつける
3.現代的なリズムのダンスでは、リズミカルにおどることができるようにする
4.ダンスについて幅広く理解を深める
5.学習した内容を指導者の視点を持ち考える
授業計画
【第1回】
テーマ：オリエンテーション、フォークダンスと基本ステップ
内容・方法：フォークダンスをおどる フォークダンスで使われるステップを学習する
【第2回】
テーマ：現代的なリズムのダンス、ジャズダンスのアイソレーションとステップ
内容・方法：ジャズのリズムに合わせておどる
【第3回】
テーマ：フォークダンス 民踊
内容・方法：フォークダンスや民踊をおどる
【第4回】
テーマ：民踊 盆踊りを考える
内容・方法：オリジナルな盆踊りを創作しておどる
【第5回】
テーマ：フォークダンスの動きのテスト
内容・方法：動きを正確に動く
【第6回】
テーマ：創作ダンス 身体ほぐし ミラーリング ポーズづくり
内容・方法：身体でいろいろな形をつくる
【第7回】
テーマ：創作ダンス スポーツの動きから
内容・方法：いろいろなスポーツから動きを見つけ、ダンスの動きに発展させる
【第8回】
テーマ：創作ダンス 日常生活の中から動きを見つける
内容・方法：日常生活の中の動きや何気ないしぐさをダンスの動きにする
【第9回】
テーマ：創作ダンス 言葉から動きを見つける
内容・方法：言葉をきっかけに動きを見つけ、それぞれの動きをつないでひと流れの動きにする
【第10回】
テーマ：創作ダンス ポーズをつないで動きをつくる
内容・方法：ポーズをつなぎ、メリハリのあるひと流れの動きにする ひと流れの動きを繰り返して動く
【第11回】
テーマ：「創作ダンス」のテスト
内容・方法:自分が見つけた動きを発表する
【第12回】
テーマ：現代的なリズムのダンス
内容・方法：リズムに乗っておどる
【第13回】
テーマ：現代的なリズムのダンス
グループでダンスを創る１
内容・方法：グループでダンスを創る
【第14回】
テーマ：現代的なリズムのダンス
グループでダンスを創る２
ダンス

内容・方法：グループでダンスを創る
【第15回】
テーマ：現代的なリズムのダンス
グループ発表
内容・方法：グループで創作したリズムダンスを発表する
事前事後の学習
必要に応じて、担当教員より指示する。
【第1回】
①事前学修課題：中学校・高等学校のダンスについて調べておく
②事後学修課題：授業で学んだことについて、ノートにまとめる
【第2回】
①事前学修課題：フォークダンスについて調べておく
②事後学修課題：授業で学んだことについて、ノートにまとめる
【第3回】
①事前学修課題：フォークダンスや民踊について調べておく
②事後学修課題：授業で学んだことについて、ノートにまとめる
【第4回】
①事前学修課題：自分の住んでいる地域でおどられている盆踊りを思い出しておく
②事後学修課題：授業で学んだことについて、ノートにまとめる
【第5回】
①事前学修課題：フォークダンスの動きを思い出しておく
②事後学修課題：授業で学んだことについて、ノートにまとめる
【第6回】
①事前学修課題：どのような形がおもしろいか、考えておく
②事後学修課題：授業で学んだことについて、ノートにまとめる
【第7回】
①事前学修課題：いろいろなスポーツの特徴ある動きを思い出しておく
②事後学修課題：授業で学んだことについて、ノートにまとめる
【第8回】
①事前学修課題：日常生活の中でどのような動きがあるか、思い出しておく
②事後学修課題：授業で学んだことについて、ノートにまとめる
【第9回】
①事前学修課題：文字や言葉を動きにすると、どのような動きにすればよいか考えておく
②事後学修課題：授業で学んだことについて、ノートにまとめる
【第10回】
①事前学修課題：ひと流れの動きのまとめ方について考えておく
②事後学修課題：授業で学んだことについて、ノートにまとめる
【第11回】
①事前学修課題：自分の見つけた動きの独創性、つまり、おもしろさ、良さはどこなのか を考えておく
②事後学修課題：授業で学んだことについて、ノートにまとめる
【第12回】
①事前学修課題：リズミカルな動きについて、中学校、高等学校で学んだ経験を思い出しておく
②事後学修課題：授業で学んだことについて、ノートにまとめる
【第13回】
①事前学修課題：どのような動きをしたいか、考えておく
②事後学修課題：授業で学んだことについて、ノートにまとめる
【第14回】
①事前学修課題：前回の授業を思い出しておく
②事後学修課題：授業で学んだことについて、ノートにまとめる
【第15回】
①事前学修課題：前回の授業を思い出しておく
②事後学修課題：授業で学んだことについて、ノートにまとめる
課題に対するフィードバックの方法
本人からの希望があれば、具体的な点数を伝えて、どのような基準で採点したかを説明する
成績評価の方法・基準（方針）
受講態度：授業への取り組み姿勢を評価
ダンス

フォークダンスの動きのテスト：リズミカルに正確に動けているかを評価
創作ダンスの動きのテスト：動きの独創性、表現力、技術力を評価
現代的なリズムのダンス（グループ活動）：リズミカルに動けているか、グループ活動への取り組み姿勢を評価
ノートおよびレポート：授業および課題の内容を理解し、自分の考えを含め、記述できているかを評価
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

80

授業への取り組み姿勢（40）
フォークダンスの動きのテスト（10）
創作ダンスの動きのテスト（20）
現代的なリズムのダンスのテスト（10）

1、2、3

授業外での評価

10

授業ノートの完成度を評価（10）

4、5

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

10

課題レポートの完成度を評価（10）

4，5

その他

0

テキスト

テキストなし

参考書

「動く 見つける 創る 中学校・高等学校のダンス教育」碓井節子 内山明子 殿谷成子編著 晩
成書房 2160円

履修条件・他の科目との関連 3回以上の欠席は評価対象外とする。
ダンスに適した服装を着用し、ダンスシューズあるいは運動靴を準備する。素足にもなれるようにする。
この科目は教免関連科目である。将来、教師を目指すものとしての態度で受講すること。
受講態度に問題がある場合は速やかに退室願い、欠席扱いとする。
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彩乃
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1単位

授業の目的・概要
ダンスは身体全体を使ってリズミカルな動きを楽しむ運動です。２０１２年度から中学校ではダンスが男女共
修、必修化されました。
中学校、高等学校で実施されるダンスには、「創作ダンス」、「現代的なリズムのダンス」、「フォークダン
ス」があります。
本授業では、教育実習で役立つように、また教員となってからダンス授業ができるように、ダンス授業の基礎と
なる学習をします。
到達目標
1.フォークダンスでは、動きやステップを覚え、リズミカルに正確におどることができるようにする
2.創作ダンスでは、動きを見つけ、工夫し、動きを構成する力をつける
3.現代的なリズムのダンスでは、リズミカルにおどることができるようにする
4.ダンスについて幅広く理解を深める
5.学習した内容を指導者の視点を持ち考える
授業計画
【第1回】
テーマ：オリエンテーション、フォークダンスと基本ステップ
内容・方法：フォークダンスをおどる フォークダンスで使われるステップを学習する
【第2回】
テーマ：現代的なリズムのダンス、ジャズダンスのアイソレーションとステップ
内容・方法：ジャズのリズムに合わせておどる
【第3回】
テーマ：フォークダンス 民踊
内容・方法：フォークダンスや民踊をおどる
【第4回】
テーマ：民踊 盆踊りを考える
内容・方法：オリジナルな盆踊りを創作しておどる
【第5回】
テーマ：フォークダンスの動きのテスト
内容・方法：動きを正確に動く
【第6回】
テーマ：創作ダンス 身体ほぐし ミラーリング ポーズづくり
内容・方法：身体でいろいろな形をつくる
【第7回】
テーマ：創作ダンス スポーツの動きから
内容・方法：いろいろなスポーツから動きを見つけ、ダンスの動きに発展させる
【第8回】
テーマ：創作ダンス 日常生活の中から動きを見つける
内容・方法：日常生活の中の動きや何気ないしぐさをダンスの動きにする
【第9回】
テーマ：創作ダンス 言葉から動きを見つける
内容・方法：言葉をきっかけに動きを見つけ、それぞれの動きをつないでひと流れの動きにする
【第10回】
テーマ：創作ダンス ポーズをつないで動きをつくる
内容・方法：ポーズをつなぎ、メリハリのあるひと流れの動きにする ひと流れの動きを繰り返して動く
【第11回】
テーマ：「創作ダンス」のテスト
内容・方法:自分が見つけた動きを発表する
【第12回】
テーマ：現代的なリズムのダンス
内容・方法：リズムに乗っておどる
【第13回】
テーマ：現代的なリズムのダンス
グループでダンスを創る１
内容・方法：グループでダンスを創る
【第14回】
テーマ：現代的なリズムのダンス
グループでダンスを創る２
ダンス

内容・方法：グループでダンスを創る
【第15回】
テーマ：現代的なリズムのダンス
グループ発表
内容・方法：グループで創作したリズムダンスを発表する
事前事後の学習
必要に応じて、担当教員より指示する。
【第1回】
①事前学修課題：中学校・高等学校のダンスについて調べておく
②事後学修課題：授業で学んだことについて、ノートにまとめる
【第2回】
①事前学修課題：フォークダンスについて調べておく
②事後学修課題：授業で学んだことについて、ノートにまとめる
【第3回】
①事前学修課題：フォークダンスや民踊について調べておく
②事後学修課題：授業で学んだことについて、ノートにまとめる
【第4回】
①事前学修課題：自分の住んでいる地域でおどられている盆踊りを思い出しておく
②事後学修課題：授業で学んだことについて、ノートにまとめる
【第5回】
①事前学修課題：フォークダンスの動きを思い出しておく
②事後学修課題：授業で学んだことについて、ノートにまとめる
【第6回】
①事前学修課題：どのような形がおもしろいか、考えておく
②事後学修課題：授業で学んだことについて、ノートにまとめる
【第7回】
①事前学修課題：いろいろなスポーツの特徴ある動きを思い出しておく
②事後学修課題：授業で学んだことについて、ノートにまとめる
【第8回】
①事前学修課題：日常生活の中でどのような動きがあるか、思い出しておく
②事後学修課題：授業で学んだことについて、ノートにまとめる
【第9回】
①事前学修課題：文字や言葉を動きにすると、どのような動きにすればよいか考えておく
②事後学修課題：授業で学んだことについて、ノートにまとめる
【第10回】
①事前学修課題：ひと流れの動きのまとめ方について考えておく
②事後学修課題：授業で学んだことについて、ノートにまとめる
【第11回】
①事前学修課題：自分の見つけた動きの独創性、つまり、おもしろさ、良さはどこなのか を考えておく
②事後学修課題：授業で学んだことについて、ノートにまとめる
【第12回】
①事前学修課題：リズミカルな動きについて、中学校、高等学校で学んだ経験を思い出しておく
②事後学修課題：授業で学んだことについて、ノートにまとめる
【第13回】
①事前学修課題：どのような動きをしたいか、考えておく
②事後学修課題：授業で学んだことについて、ノートにまとめる
【第14回】
①事前学修課題：前回の授業を思い出しておく
②事後学修課題：授業で学んだことについて、ノートにまとめる
【第15回】
①事前学修課題：前回の授業を思い出しておく
②事後学修課題：授業で学んだことについて、ノートにまとめる
課題に対するフィードバックの方法
本人からの希望があれば、具体的な点数を伝えて、どのような基準で採点したかを説明する
成績評価の方法・基準（方針）
受講態度：授業への取り組み姿勢を評価
ダンス

フォークダンスの動きのテスト：リズミカルに正確に動けているかを評価
創作ダンスの動きのテスト：動きの独創性、表現力、技術力を評価
現代的なリズムのダンス（グループ活動）：リズミカルに動けているか、グループ活動への取り組み姿勢を評価
ノートおよびレポート：授業および課題の内容を理解し、自分の考えを含め、記述できているかを評価
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

80

授業への取り組み姿勢（40）
フォークダンスの動きのテスト（10）
創作ダンスの動きのテスト（20）
現代的なリズムのダンスのテスト（10）

1、2、3

授業外での評価

10

授業ノートの完成度を評価（10）

4、5

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

10

課題レポートの完成度を評価（10）

4，5

その他

0

テキスト

テキストなし

参考書

「動く 見つける 創る 中学校・高等学校のダンス教育」碓井節子 内山明子 殿谷成子編著 晩
成書房 2160円

履修条件・他の科目との関連 3回以上の欠席は評価対象外とする。
ダンスに適した服装を着用し、ダンスシューズあるいは運動靴を準備する。素足にもなれるようにする。
この科目は教免関連科目である。将来、教師を目指すものとしての態度で受講すること。
受講態度に問題がある場合は速やかに退室願い、欠席扱いとする。

ダンス

授業コード

13057101

授業科目名

剣道

授業担当教員

高山

昌子

成績担当教員

高山

昌子

開講年次

2年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

実技

後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
生涯スポーツの一つとして、剣道は息の長い種目であることを体験を通して理解を深める。近代スポーツと大き
く異なる各種所作や動作を実際に動きを通して体得し、理解を深める。中学校・高等学校保健体育授業の必修科
目であることから、初心者が興味関心をもって剣道に親しむ指導技術や内容を実践により修得することを目的と
する。剣道の審判方法に関係する基本的なルールを理解することも目的である。技術到達のまとめとして、防具
着装、竹刀操作、基本技術の実技試験を行う。授業に必要な物品を必ず持参すること。
到達目標
1.スポーツと武道の違いについて説明することができる。
2.剣道の基本技術（所作・足捌き、構え、素振り）を正しくできる。
3.剣道の防具を正しくつけることができる。
4.剣道の実践（打返し・打込み・受け方・試合）を正しく行うことができる。
5.剣道のルールを理解し、説明することができる。
授業計画
第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回
第8回
第9回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回

授業オリエンテーション （授業の進め方、受講ルール、剣道の用具購入について）
安全事項の徹底・所作 剣道に必要な所作を身につける。竹刀の扱い方・足捌き、防具の着脱（胴・垂）
基本動作（1）踏み込み足・いろいろな素振り
基本動作（2）基本的な技の打ち方を学ぶ。
基本動作（3）「打つ」ということ
基本動作（4）打ち返し（面・胴）
基本動作（5）基本打突（面・小手・胴）、打たせ方・受け方
基本動作（6）基本打突（二段・三段技）、打ち込み
基本動作（7）「気・剣・体」の一致、体当たりの仕方、引き技
基本動作（8）応じ技、打ち込み
互角稽古（１）気剣体一致の技を体得する
互角稽古（２）打突の好機を体得する
互角稽古（3）相手の技に適した技をだす
試合（1）個人戦・審判法を学ぶ
試合（2）団体戦

事前事後の学習
必要に応じて、担当教員より指示する。
各回を通じて、
【事前】実技内容について、動画などを利用して動きを予習し、確認しておく。また、わからない内容について
は質問できるように準備しておく。
【事後】授業時に学んだ所作や動きの要点、剣道の理論について調べる。また、授業時に実施した各種動きを動
画で確認し、個々に次の授業までに理解しておく。
課題に対するフィードバックの方法
授業時に適宜、間違いや優れた点の指摘、助言を行う。
成績評価の方法・基準（方針）
・教員免許必須の科目のため、正当な理由なく3回以上の欠席は評価対象とせず「K」評価とする。
・遅刻および早退は1/3欠席、15分以上の遅刻は欠席扱いとする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

90

正しい防具の着装(10)
基本動作の評価(35)
応用動作の評価(35)
授業時に提示する課題の評価(10)

2.3.4

授業外での評価

0

定期試験

0
剣道

定期試験に代わるレポート等

10

その他

0

テキスト

テキストを使用しない。必要に応じて資料を配布する。

参考書

中学校学習指導要領解説 保健体育編 文部科学省 458円
高等学校学習指導要領解説 保健体育編 文部科学省 552円

レポート（10）

1,5

履修条件・他の科目との関連 ・保健体育教員免許に必要な科目。
・状況により、実技の内容が一部変更になることもあります。
・実技科目のため、運動のできる服装（トレーニングウェア）に着替えて参加すること。
・化粧や、アクセサリー類は事故や怪我につながるので、必ず外すこと。
・やむなく見学の場合は、授業内レポートを作成し、授業終了時に提出すること。
・ルールが守れない場合は、受講を取りやめてもらうことがあります。
・剣道受講には、竹刀他の備品購入が必要です。初回の授業時に説明をするので、必ず出席する
ようにしてください。
・備品一覧：竹刀（3.8）鍔・鍔止め、竹刀袋、面下、甲手下手袋、垂袋（250円〜3,000円2021
年）
・コロナ感染状況によっては、オンライン授業または中止となる可能性があります。

剣道

授業コード

13057102

授業科目名

剣道

授業担当教員

高山

昌子

成績担当教員

高山

昌子

開講年次

2年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

実技

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
生涯スポーツの一つとして、剣道は息の長い種目であることを体験を通して理解を深める。近代スポーツと大き
く異なる各種所作や動作を実際に動きを通して体得し、理解を深める。中学校・高等学校保健体育授業の必修科
目であることから、初心者が興味関心をもって剣道に親しむ指導技術や内容を実践により修得することを目的と
する。剣道の審判方法に関係する基本的なルールを理解することも目的である。技術到達のまとめとして、防具
着装、竹刀操作、基本技術の実技試験を行う。授業に必要な物品を必ず持参すること。
到達目標
1.スポーツと武道の違いについて説明することができる。
2.剣道の基本技術（所作・足捌き、構え、素振り）を正しくできる。
3.剣道の防具を正しくつけることができる。
4.剣道の実践（打返し・打込み・受け方・試合）を正しく行うことができる。
5.剣道のルールを理解し、説明することができる。
授業計画
第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回
第8回
第9回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回

授業オリエンテーション （授業の進め方、受講ルール、剣道の用具購入について）
安全事項の徹底・所作 剣道に必要な所作を身につける。竹刀の扱い方・足捌き、防具の着脱（胴・垂）
基本動作（1）踏み込み足・いろいろな素振り
基本動作（2）基本的な技の打ち方を学ぶ。
基本動作（3）「打つ」ということ
基本動作（4）打ち返し（面・胴）
基本動作（5）基本打突（面・小手・胴）、打たせ方・受け方
基本動作（6）基本打突（二段・三段技）、打ち込み
基本動作（7）「気・剣・体」の一致、体当たりの仕方、引き技
基本動作（8）応じ技、打ち込み
互角稽古（１）気剣体一致の技を体得する
互角稽古（２）打突の好機を体得する
互角稽古（3）相手の技に適した技をだす
試合（1）個人戦・審判法を学ぶ
試合（2）団体戦

事前事後の学習
必要に応じて、担当教員より指示する。
各回を通じて、
【事前】実技内容について、動画などを利用して動きを予習し、確認しておく。また、わからない内容について
は質問できるように準備しておく。
【事後】授業時に学んだ所作や動きの要点、剣道の理論について調べる。また、授業時に実施した各種動きを動
画で確認し、個々に次の授業までに理解しておく。
課題に対するフィードバックの方法
授業時に適宜、間違いや優れた点の指摘、助言を行う。
成績評価の方法・基準（方針）
・教員免許必須の科目のため、正当な理由なく3回以上の欠席は評価対象とせず「K」評価とする。
・遅刻および早退は1/3欠席、15分以上の遅刻は欠席扱いとする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

90

正しい防具の着装(10)
基本動作の評価(35)
応用動作の評価(35)
授業時に提示する課題の評価(10)

2.3.4

授業外での評価

0

定期試験

0
剣道

定期試験に代わるレポート等

10

その他

0

テキスト

テキストを使用しない。必要に応じて資料を配布する。

参考書

中学校学習指導要領解説 保健体育編 文部科学省 458円
高等学校学習指導要領解説 保健体育編 文部科学省 552円

レポート（10）

1,5

履修条件・他の科目との関連 ・保健体育教員免許に必要な科目。
・状況により、実技の内容が一部変更になることもあります。
・実技科目のため、運動のできる服装（トレーニングウェア）に着替えて参加すること。
・化粧や、アクセサリー類は事故や怪我につながるので、必ず外すこと。
・やむなく見学の場合は、授業内レポートを作成し、授業終了時に提出すること。
・ルールが守れない場合は、受講を取りやめてもらうことがあります。
・剣道受講には、竹刀他の備品購入が必要です。初回の授業時に説明をするので、必ず出席する
ようにしてください。
・備品一覧：竹刀（3.8）鍔・鍔止め、竹刀袋、面下、甲手下手袋、垂袋（250円〜3,000円2021
年）
・コロナ感染状況によっては、オンライン授業または中止となる可能性があります。

剣道

授業コード

13085101

授業科目名

柔道

授業担当教員

小林

勇介

成績担当教員

小林

勇介

開講年次

2年

授業種別

実務家教員による授業

実技

開講期

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
日本発祥競技でオリンピック種目でもある柔道の歴史について学ぶ。安全に授業を行うために受身など基本動作
習得に時間をかける。受身を習得後に立ち技および寝技の基本的な技の習得を目指す。受身、立ち技の基本技、
寝技の基本などを習得後に実践形式の試合を行い、ルールや審判法などの学修も行う。柔道は、対人競技である
ため相手を尊重することや、仲間と協力し合うことの重要性を学び、実技を通して課題を発見する観察能力を身
につけることを目標とする。
到達目標
1.柔道の歴史と礼儀作法を理解する
2.柔道衣を正しく着ることができる
3.受身の特性について理解をし前後左右の受身ができる
4.前回り受身ができる
5.立技を理解する
6.寝技を理解する
7.試合の作法を理解する
授業計画
第１回：ガイダンス
今後の授業の進め方、成績評価の基準を説明
第２回：基礎知識
柔道の歴史、特性、柔道着の扱い方、礼法など柔道において必要な知識を身に付ける。
第３回：受け身
基本動作である、後ろ受け身、横受け身、前回り受け身を身に付ける。
第４回：受け身
基本動作である、後ろ受け身、横受け身、前回り受け身を身に付ける。
第５回：受け身
基本動作である、後ろ受け身、横受け身、前回り受け身を身に付ける。
第６回：立技
投げ技の基本動作を2人１組になって学ぶ。姿勢、受け身、身体動作、崩し、体さばきを学ぶ。
第７回：立技
投げ技の基本動作を2人１組になって学ぶ。姿勢、受け身、身体動作、崩し、体さばきを学ぶ。
第８回：立技
投げ技の基本動作を2人１組になって学ぶ。姿勢、受け身、身体動作、崩し、体さばきを学ぶ。
第９回：立技
かかり練習、約束練習、自由練習の行い方を身に付ける。
第１０回：寝技
固め技の基本動作を2人１組となって学ぶ。固め技の姿勢、簡単な攻め方と返し方を学ぶ。
第１１回：寝技
固め技の基本動作を2人１組となって学ぶ。固め技の姿勢、簡単な攻め方と返し方を学ぶ。
第１２回：寝技
固め技の基本動作を2人１組となって学ぶ。固め技の姿勢、簡単な攻め方と返し方を学ぶ。
第１３回：試合
試合のルールや、審判法を学び簡単な試合を行う。
第１４回：試合
試合を行い見つかった課題を修正し、もう一度試合を行う。
第１５回：まとめ（団体戦）
グループに分かれ団体戦を行う。
事前事後の学習
必要に応じて、担当教員より指示する。
授業時に提示された課題について（課題の作成や専門用語の確認など）約1時間の復習を要する。翌授業時に指示
された課題を提出する。
課題に対するフィードバックの方法
課題を翌授業時に提出する。課題内容を確認して後日返却する。
成績評価の方法・基準（方針）
実技試験が評価の主となるが課題提出も加点対象とする。また、実技授業のため平常点（授業態度や忘れ物）も
柔道

重視する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

70

礼儀作法・柔道衣の着こなし・受身・立技・寝技の実演
の質

2,3,4,5,6,7

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

10

柔道の歴史や礼儀（マナー）についてのレポート及び授業
事後のレポート

1

その他

20

第7回目授業で左右前方回転受身の実技テストを実施
その質を評価する

3,4

テキスト

テキストを使用しない。

参考書

必要に応じて資料を配布する。

履修条件・他の科目との関連 保健体育教員免許に必要な科目。
半期3回の欠席で成績不可。遅刻早退は1/3欠席、15分以上の遅刻は欠席扱いとする。
化粧やアクセサリー類は怪我や事故につながるので必ず外すこと。
やもなく見学の場合は、授業内容のレポートを作成して授業終了時に提出すること。
授業は学外施設を使用します。施設使用のルールを遵守すること。
柔道衣を持っていないものは初回の授業で注文手続きを行うので必ず出席すること。
柔道衣を持っているものは第2回目の授業から持参すること。
第２回目の授業から下足袋（ビニル袋でかまいません）を持参すること。
初回の授業で説明をするので必ず出席すること。

柔道

授業コード

13085102

授業科目名

柔道

授業担当教員

小林

勇介

成績担当教員

小林

勇介

開講年次

2年

授業種別

実務家教員による授業

実技

開講期

後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
日本発祥競技でオリンピック種目でもある柔道の歴史について学ぶ。安全に授業を行うために受身など基本動作
習得に時間をかける。受身を習得後に立ち技および寝技の基本的な技の習得を目指す。受身、立ち技の基本技、
寝技の基本などを習得後に実践形式の試合を行い、ルールや審判法などの学修も行う。柔道は、対人競技である
ため相手を尊重することや、仲間と協力し合うことの重要性を学び、実技を通して課題を発見する観察能力を身
につけることを目標とする。
到達目標
1.柔道の歴史と礼儀作法を理解する
2.柔道衣を正しく着ることができる
3.受身の特性について理解をし前後左右の受身ができる
4.前回り受身ができる
5.立技を理解する
6.寝技を理解する
7.試合の作法を理解する
授業計画
第１回：ガイダンス
今後の授業の進め方、成績評価の基準を説明
第２回：基礎知識
柔道の歴史、特性、柔道着の扱い方、礼法など柔道において必要な知識を身に付ける。
第３回：受け身
基本動作である、後ろ受け身、横受け身、前回り受け身を身に付ける。
第４回：受け身
基本動作である、後ろ受け身、横受け身、前回り受け身を身に付ける。
第５回：受け身
基本動作である、後ろ受け身、横受け身、前回り受け身を身に付ける。
第６回：立技
投げ技の基本動作を2人１組になって学ぶ。姿勢、受け身、身体動作、崩し、体さばきを学ぶ。
第７回：立技
投げ技の基本動作を2人１組になって学ぶ。姿勢、受け身、身体動作、崩し、体さばきを学ぶ。
第８回：立技
投げ技の基本動作を2人１組になって学ぶ。姿勢、受け身、身体動作、崩し、体さばきを学ぶ。
第９回：立技
かかり練習、約束練習、自由練習の行い方を身に付ける。
第１０回：寝技
固め技の基本動作を2人１組となって学ぶ。固め技の姿勢、簡単な攻め方と返し方を学ぶ。
第１１回：寝技
固め技の基本動作を2人１組となって学ぶ。固め技の姿勢、簡単な攻め方と返し方を学ぶ。
第１２回：寝技
固め技の基本動作を2人１組となって学ぶ。固め技の姿勢、簡単な攻め方と返し方を学ぶ。
第１３回：試合
試合のルールや、審判法を学び簡単な試合を行う。
第１４回：試合
試合を行い見つかった課題を修正し、もう一度試合を行う。
第１５回：まとめ（団体戦）
グループに分かれ団体戦を行う。
事前事後の学習
必要に応じて、担当教員より指示する。
授業時に提示された課題について（課題の作成や専門用語の確認など）約1時間の復習を要する。翌授業時に指示
された課題を提出する。
課題に対するフィードバックの方法
課題を翌授業時に提出する。課題内容を確認して後日返却する。
成績評価の方法・基準（方針）
実技試験が評価の主となるが課題提出も加点対象とする。また、実技授業のため平常点（授業態度や忘れ物）も
柔道

重視する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

70

礼儀作法・柔道衣の着こなし・受身・立技・寝技の実演
の質

2,3,4,5,6,7

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

10

柔道の歴史や礼儀（マナー）についてのレポート及び授業
事後のレポート

1

その他

20

第7回目授業で左右前方回転受身の実技テストを実施
その質を評価する

3,4

テキスト

テキストを使用しない。

参考書

必要に応じて資料を配布する。

履修条件・他の科目との関連 保健体育教員免許に必要な科目。
半期3回の欠席で成績不可。遅刻早退は1/3欠席、15分以上の遅刻は欠席扱いとする。
化粧やアクセサリー類は怪我や事故につながるので必ず外すこと。
やもなく見学の場合は、授業内容のレポートを作成して授業終了時に提出すること。
授業は学外施設を使用します。施設使用のルールを遵守すること。
柔道衣を持っていないものは初回の授業で注文手続きを行うので必ず出席すること。
柔道衣を持っているものは第2回目の授業から持参すること。
第２回目の授業から下足袋（ビニル袋でかまいません）を持参すること。
初回の授業で説明をするので必ず出席すること。

柔道

授業コード

13003001

授業種別

授業科目名

スキー実習

授業担当教員

田中

淳、奥島

成績担当教員

田中

淳

開講年次

カリキュラムによる

大、津吉

実務家教員による授業

実習
哲士、新村

開講期

由恵、髙見
後期

－

彰
単位数

1単位

授業の目的・概要
本実習は、雪山という特別な環境での仲間との集団生活を通じて、団体行動の大切さや仲間との絆、今後の大学
生活に積極的に取り組む態度などを確認します。冬季スポーツのひとつであるアルペンスキーについてスポーツ
競技や生涯スポーツとして側面を学修し、その理論および基本技術を習得します。また雪山での活動を通じて環
境問題や安全管理についても学びます。
到達目標
１．スキーの基礎技術を習得する
２．規律ある集団生活を通して社会性や人間関係の構築する
３．指導者としての資質（新しいことに積極的に取り組む態度等）を向上させる
４．冬季野外スポーツを理解し、環境問題や生涯スポーツとしてのスキーの楽しさを学ぶ
授業計画
第 1回
第 2回
第 3回
第 4回
第 5回
第 6回
第 7回
第 8回
第 9回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回

事前指導① スキー実習の目的および概要／生涯スポーツとしてのスキー
事前指導② スキー実習の心構え／スキー事故と安全管理
事前指導③ スキー実習の注意事項／ウィンタースポーツビジネス
事前指導④ 実習前の最終確認／スキー用具の知識と基礎的な技術
実技講習① 班分けおよびスキー用具に慣れる
理論講習① スキー技術の理論および雪山の知識
実技講習② 各班にて実技指導
実技講習③ 各班にて実技指導
スキー技能到達度の確認 班別でのミーティング
実技講習④ 各班にて実技講習
実技講習⑤ 各班にて実技講習
理論講習② 冬季スポーツ競技とウィンタースポーツ業界
実技講習⑥ 各班にて実技講習
実技講習⑦ 各班にて実技講習
実技講習⑧ スキー技能到達度確認

事前事後の学習
必要に応じて、担当教員より指示する。
【事前研修】研修内容をしっかりと理解して、不明点などは質問事項として整理しておく。
【研修期間中】その日の講習内容や感想、反省を実習日誌にまとめて、翌日の講習の準備をする。
【研修終了後】実習日誌の整理、レポートの作成を通じて本実習の振り返りを行う。
課題に対するフィードバックの方法
講習中に指導者から出される課題や指導に対する質問には、指導の中でその都度対応する。
また班別ミーティングでは、動画やテキストを使用し、より詳細なフィードバックを行う。
成績評価の方法・基準（方針）
正当な理由なく事前指導を欠席した場合は、雪上実習に参加することができないため評価の対象とせず、「K」評
価とする。
以下に示す評価方法により総合的に判定の上、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

40

事前指導での小テスト（10）、実習での取組み姿勢等
（30）

2,3

授業外での評価

20

実習日誌（10）、レポート（10）

1,3

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

10

スキー理論の課題（10）

1,3

その他

30

スキー技術の修得（30）

1,4

スキー実習

テキスト

実習日誌（必要に応じてプリントを配布する）

参考書

全日本スキー連盟 スキー教程

履修条件・他の科目との関連 初回ガイダンスの日程は、UNIPAを通じて連絡します。
すべての事前指導への出席が受講の条件となるので注意すること。

スキー実習

授業コード

13048101

授業種別

授業科目名

海洋・野外スポーツ実習

授業担当教員

髙見

彰、東

成績担当教員

髙見

彰

開講年次

1年

亜弓、堀込

実務家教員による授業

実習
孝二、谷川

開講期

哲朗、津吉

－

哲士

前期、後期

単位数

1単位

授業の目的・概要
野外活動は学校や地域社会の中で豊かな人間力を身につける上で大切な体験学習の場となっている。今回の野外
実習は、体験活動を通して豊かな人間関係づくりに目標を定め、その基本的理論と技術を学びつつ実習を進めて
いく。野外活動の企画などの導入から評価、持続可能な自然保護まで実体験を通じて学修する。この実習は、参
加者自らの協力とプログラム運営の協働が重要なテーマです。将来、教員や生涯スポーツ、民間スポーツ団体の
指導者をめざす学生だけでなく、最低限のアウトドアリビングスキルを習得し、防災活動に資するためにも必要
な実習である。履修人数により、２グループ（前期・後期）に分けての実施となる場合がある。
到達目標
1.集団生活を通して規律正しい生活と協調性を身につけることができる
2.自然体験を通して自然観や環境理解などを身につけることができる
3.野外教育の効果について理解することができる
4.アウトドアリビングスキルを身につけることができる
5.安全教育に関する意識を持つことができる
授業計画
■事前講義（第1週から第3週）
野外教育の理念と目標
野外教育の特性
指導者の役割と責務
プログラムの計画・実施・評価
■実習中（3泊4日）
安全管理
チームビルディングのための技術
キャンプ生活技術（ロープワーク・テント・炊飯・用品管理）
応用理論（個人装備・団体装備・アウトドアリビングスキル）
ソロビバーク体験
■事後講義
知識、技術習得確認の振り返り
事前事後の学習
必要に応じて、担当教員より指示する。
テキストを熟読し、講義に臨む。
実習中は一日の振り返りを通じて学修したことを確実にする
実習後には確認テストで、学修成果を確認する
課題に対するフィードバックの方法
実習日誌と試験（振り返りを含む）を評価し結果を各自に返却を行う。
成績評価の方法・基準（方針）
受講態度・試験評価とする。
事前講義は必ず出席すること。（日時については掲示板を確認すること）
事前講義の無断欠席は、参加を認めないことがある。
実習終了後、実習ノートを提出し、実習期間の取り組みと学びの達成度を見る。
実習後に確認テスト（振り返り含む）を行う
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

40

事前指導から実習終了までの取り組みを総合的に評価。 １．２．３．４．５
特に現地にてルールを守り、団体行動の意義について積
極的に考え実践し、活動中も自身や仲間の安全に対して
真摯に向き合っているかを実習ノートを通して評価。

授業外での評価

0

定期試験

0

海洋・野外スポーツ実習

定期試験に代わるレポート等

60

その他

0

テキスト

公益社団法人日本キャンプ協会 キャンプ指導者入門第5版 ISBN978-4-904008-15-7

参考書

適宜講義中に指示する

最終試験（振り返り含む）の得点により評価

１．２．３．４．５

履修条件・他の科目との関連 公益社団法人日本キャンプ協会公認 キャンプインストラクターの資格取得ができる授業です。
別途手続きと公認料などが必要になります。
事前指導の欠席や手続き等を怠った場合は参加を認めないことがあります。

海洋・野外スポーツ実習

授業コード

13110001

授業科目名

スポーツ心理学

授業担当教員

東

亜弓

成績担当教員

東

亜弓

開講年次

1年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

講義

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
この授業では、運動・スポーツの動機づけ（モチベーション）、身体の発達・こころの発達と運動の関わりな
ど、スポーツ心理学の基礎的内容を概説します。情報量が多く、予習と復習が必要です。したがって、テキスト
を授業および小テストで使用します。スポーツ心理学のトピックは、様々な場面で応用することができます。将
来、スポーツ関係の指導者や保健体育教員として知識を得るためだけではなく、日常生活をおくる上でヒントと
なる内容については、実際に試しながら気づきを深めていくことを望みます。
授業はスライド資料によるプレゼン形式で行い、文字情報、動画などを提示しながらすすめていきます。配布
資料は、データでGoogleクラスルームより配信します。事前学習では、授業テーマに該当するテキストページを
読み、分からない言葉を調べておくこと。事後学習では、授業で学んだキーワードについて調べ直すことや、テ
キストをもとにノートに加筆するなどの、主体的学習が必要です。
到達目標
１．スポーツ・運動を実施するための動機づけを理解し説明することができる
２．パフォーマンスを高めるための指導に関する基礎知識を理解し、応用することができる
３．スポーツ・運動の実践を促す理論を説明することができる
４．スポーツ心理学の基本的な用語を理解し、説明することができる
授業計画
【第1回】
テーマ：スポーツ心理学への導入
内容・方法：運動の心理的効果
【第2回】
テーマ：スポーツ・運動に対する動機づけ（１）
内容・方法：内発的動機づけ、外発的動機づけ、非動機づけ
【第3回】
テーマ：スポーツ・運動に対する動機づけ（２）
内容・方法：動機づけとパフォーマンス
【第4回】
テーマ：運動学習（１）
内容・方法：情報処理モデル
【第5回】
テーマ：運動学習（２）
内容・方法：指導方法への応用
【第6回】
テーマ：コーチングの心理
内容・方法：新しいコーチングに必要なこと、スポーツ集団とリーダーシップ
【第7回】
テーマ：健康とスポーツ（１）
内容・方法：スポーツ傷害、バーンアウト
【第8回】
テーマ：健康とスポーツ（２）
内容・方法：健康と運動実践（TTMモデル）
【第9回】
テーマ：健康とスポーツ（３）
内容・方法：運動へのバリア要因
【第10回】
テーマ：健康とスポーツ（４）
内容・方法：健康づくり運動とカウンセリング
【第11回】
テーマ：心の発達段階
内容・方法：発育発達における各年代の特徴
【第12回】
テーマ：ストレスマネジメント（１）
内容・方法：ストレッサーとストレス反応
【第13回】
テーマ：ストレスマネジメント（２）
内容・方法：ストレスの捉え方、ストレスへの対処法
【第14回】
テーマ：現場における心理サポートの実際
内容・方法：現場ではどのようにスポーツ心理学が実践されているのか
【第15回】
スポーツ心理学

テーマ：コンサルテーション実習
内容・方法：ロールプレイング（話を聴く）
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
【事前学習】
毎回の授業までに、テキスト当該箇所を読み、分からない言葉を事前にチェックしておくこと
その他、下記について事前に予習しておく
第2回から第3回までは、日常・競技生活の中で自分自身が何に動機づけられているかを書き出す
第4回から第5回までは、これまでの経験からどうやって練習で出来るようになったのかを書き出す
第6回は、国内で発生した、指導者が関係する様々な記事を調べておく
第7回から第10回までは、スポーツ庁の報告書などから、国内の健康づくり運動に関連する情報を調べておく
第11回から第14回までは、日常・競技生活の中で自分自身が経験した出来事を記録しておく
【事後学習】
授業で学んだ内容や気づきなどについてふり返り、ノートに加筆すること
課題に対するフィードバックの方法
授業内で解説する
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、授業期間中に実施する「小テスト」ならびに、授業内レポート、定期試験に代わるレポート
の評価結果に基づき、総合的に判定したうえで60点以上を合格とし所定の単位を認定します。
正当な理由のない欠席5回以上、定期試験に代わるレポートの未提出、指示された提出物が未提出の場合は、評価
対象とせず「K」評価とします。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

授業内容の理解度を確認する小テスト（計5回を予定）
(各10点)

2、4

授業外での評価

20

授業内容に関するふり返りレポートの提出(計5回を予定)
（各4点）

1、2、3、4

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

30

全授業終了後に実施するレポート試験(30)

1、2、3、4

その他

0

テキスト

『これから学ぶスポーツ心理学 改訂版』荒木雅信編著（大修館書店）2,200円（税込）
書籍版 ISBN9784469268362
電子版 ISBN9784469822359
（書籍版、電子版のどちらか一つをテキストとして使用してください）

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する

履修条件・他の科目との関連 この授業は次の資格取得に必要な科目です。
「中学校教諭一種免許・高等学校教諭一種免許（保健体育）」「健康運動指導士資格」「健康
運動実践指導者資格」「JATI-ATI資格」「中級障がい者スポーツ指導員資格」「JAFA認定GFI資
格」
欠席学生への配布資料は、紙媒体のものは研究室（5-1002）まで取りに来てください。

スポーツ心理学

授業コード

13032801

授業種別

授業科目名

スポーツ心理学

授業担当教員

東

亜弓

成績担当教員

東

亜弓

開講年次

カリキュラムによる

開講期

実務家教員による授業

講義

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
この授業では、運動・スポーツの動機づけ（モチベーション）、身体の発達・こころの発達と運動の関わりな
ど、スポーツ心理学の基礎的内容を概説します。情報量が多く、予習と復習が必要です。したがって、テキスト
を授業および小テストで使用します。スポーツ心理学のトピックは、様々な場面で応用することができます。将
来、スポーツ関係の指導者や保健体育教員として知識を得るためだけではなく、日常生活をおくる上でヒントと
なる内容については、実際に試しながら気づきを深めていくことを望みます。
授業はスライド資料によるプレゼン形式で行い、文字情報、動画などを提示しながらすすめていきます。配布
資料は、データでGoogleクラスルームより配信します。事前学習では、授業テーマに該当するテキストページを
読み、分からない言葉を調べておくこと。事後学習では、授業で学んだキーワードについて調べ直すことや、テ
キストをもとにノートに加筆するなどの、主体的学習が必要です。
到達目標
１．スポーツ・運動を実施するための動機づけを理解し説明することができる
２．パフォーマンスを高めるための指導に関する基礎知識を理解し、応用することができる
３．スポーツ・運動の実践を促す理論を説明することができる
４．スポーツ心理学の基本的な用語を理解し、説明することができる
授業計画
【第1回】
テーマ：スポーツ心理学への導入
内容・方法：運動の心理的効果
【第2回】
テーマ：スポーツ・運動に対する動機づけ（１）
内容・方法：内発的動機づけ、外発的動機づけ、非動機づけ
【第3回】
テーマ：スポーツ・運動に対する動機づけ（２）
内容・方法：動機づけとパフォーマンス
【第4回】
テーマ：運動学習（１）
内容・方法：情報処理モデル
【第5回】
テーマ：運動学習（２）
内容・方法：指導方法への応用
【第6回】
テーマ：コーチングの心理
内容・方法：新しいコーチングに必要なこと、スポーツ集団とリーダーシップ
【第7回】
テーマ：健康とスポーツ（１）
内容・方法：スポーツ傷害、バーンアウト
【第8回】
テーマ：健康とスポーツ（２）
内容・方法：健康と運動実践（TTMモデル）
【第9回】
テーマ：健康とスポーツ（３）
内容・方法：運動へのバリア要因
【第10回】
テーマ：健康とスポーツ（４）
内容・方法：健康づくり運動とカウンセリング
【第11回】
テーマ：心の発達段階
内容・方法：発育発達における各年代の特徴
【第12回】
テーマ：ストレスマネジメント（１）
内容・方法：ストレッサーとストレス反応
【第13回】
テーマ：ストレスマネジメント（２）
内容・方法：ストレスの捉え方、ストレスへの対処法
【第14回】
テーマ：現場における心理サポートの実際
内容・方法：現場ではどのようにスポーツ心理学が実践されているのか
【第15回】
スポーツ心理学

テーマ：コンサルテーション実習
内容・方法：ロールプレイング（話を聴く）
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
【事前学習】
毎回の授業までに、テキスト当該箇所を読み、分からない言葉を事前にチェックしておくこと
その他、下記について事前に予習しておく
第2回から第3回までは、日常・競技生活の中で自分自身が何に動機づけられているかを書き出す
第4回から第5回までは、これまでの経験からどうやって練習で出来るようになったのかを書き出す
第6回は、国内で発生した、指導者が関係する様々な記事を調べておく
第7回から第10回までは、スポーツ庁の報告書などから、国内の健康づくり運動に関連する情報を調べておく
第11回から第14回までは、日常・競技生活の中で自分自身が経験した出来事を記録しておく
【事後学習】
授業で学んだ内容や気づきなどについてふり返り、ノートに加筆すること
課題に対するフィードバックの方法
授業内で解説する
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、授業期間中に実施する「小テスト」ならびに、授業内レポート、定期試験に代わるレポート
の評価結果に基づき、総合的に判定したうえで60点以上を合格とし所定の単位を認定します。
正当な理由のない欠席5回以上、定期試験に代わるレポートの未提出、指示された提出物が未提出の場合は、評価
対象とせず「K」評価とします。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

授業内容の理解度を確認する小テスト（計5回を予定）
(各10点)

2、4

授業外での評価

20

授業内容に関するふり返りレポートの提出(計5回を予定)
（各4点）

1、2、3、4

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

30

全授業終了後に実施するレポート試験(30)

1、2、3、4

その他

0

テキスト

『これから学ぶスポーツ心理学 改訂版』荒木雅信編著（大修館書店）2,200円（税込）
書籍版 ISBN9784469268362
電子版 ISBN9784469822359
（書籍版、電子版のどちらか一つをテキストとして使用してください）

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する

履修条件・他の科目との関連 この授業は次の資格取得に必要な科目です。
「中学校教諭一種免許・高等学校教諭一種免許（保健体育）」「健康運動指導士資格」「健康
運動実践指導者資格」「JATI-ATI資格」「中級障がい者スポーツ指導員資格」「JAFA認定GFI資
格」
欠席学生への配布資料は、紙媒体のものは研究室（5-1002）まで取りに来てください。

スポーツ心理学

授業コード

13110002

授業科目名

スポーツ心理学

授業担当教員

東

亜弓

成績担当教員

東

亜弓

開講年次

1年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

講義

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
この授業では、運動・スポーツの動機づけ（モチベーション）、身体の発達・こころの発達と運動の関わりな
ど、スポーツ心理学の基礎的内容を概説します。情報量が多く、予習と復習が必要です。したがって、テキスト
を授業および小テストで使用します。スポーツ心理学のトピックは、様々な場面で応用することができます。将
来、スポーツ関係の指導者や保健体育教員として知識を得るためだけではなく、日常生活をおくる上でヒントと
なる内容については、実際に試しながら気づきを深めていくことを望みます。
授業はスライド資料によるプレゼン形式で行い、文字情報、動画などを提示しながらすすめていきます。配布
資料は、データでGoogleクラスルームより配信します。事前学習では、授業テーマに該当するテキストページを
読み、分からない言葉を調べておくこと。事後学習では、授業で学んだキーワードについて調べ直すことや、テ
キストをもとにノートに加筆するなどの、主体的学習が必要です。
到達目標
１．スポーツ・運動を実施するための動機づけを理解し説明することができる
２．パフォーマンスを高めるための指導に関する基礎知識を理解し、応用することができる
３．スポーツ・運動の実践を促す理論を説明することができる
４．スポーツ心理学の基本的な用語を理解し、説明することができる
授業計画
【第1回】
テーマ：スポーツ心理学への導入
内容・方法：運動の心理的効果
【第2回】
テーマ：スポーツ・運動に対する動機づけ（１）
内容・方法：内発的動機づけ、外発的動機づけ、非動機づけ
【第3回】
テーマ：スポーツ・運動に対する動機づけ（２）
内容・方法：動機づけとパフォーマンス
【第4回】
テーマ：運動学習（１）
内容・方法：情報処理モデル
【第5回】
テーマ：運動学習（２）
内容・方法：指導方法への応用
【第6回】
テーマ：コーチングの心理
内容・方法：新しいコーチングに必要なこと、スポーツ集団とリーダーシップ
【第7回】
テーマ：健康とスポーツ（１）
内容・方法：スポーツ傷害、バーンアウト
【第8回】
テーマ：健康とスポーツ（２）
内容・方法：健康と運動実践（TTMモデル）
【第9回】
テーマ：健康とスポーツ（３）
内容・方法：運動へのバリア要因
【第10回】
テーマ：健康とスポーツ（４）
内容・方法：健康づくり運動とカウンセリング
【第11回】
テーマ：心の発達段階
内容・方法：発育発達における各年代の特徴
【第12回】
テーマ：ストレスマネジメント（１）
内容・方法：ストレッサーとストレス反応
【第13回】
テーマ：ストレスマネジメント（２）
内容・方法：ストレスの捉え方、ストレスへの対処法
【第14回】
テーマ：現場における心理サポートの実際
内容・方法：現場ではどのようにスポーツ心理学が実践されているのか
【第15回】
スポーツ心理学

テーマ：コンサルテーション実習
内容・方法：ロールプレイング（話を聴く）
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
【事前学習】
毎回の授業までに、テキスト当該箇所を読み、分からない言葉を事前にチェックしておくこと
その他、下記について事前に予習しておく
第2回から第3回までは、日常・競技生活の中で自分自身が何に動機づけられているかを書き出す
第4回から第5回までは、これまでの経験からどうやって練習で出来るようになったのかを書き出す
第6回は、国内で発生した、指導者が関係する様々な記事を調べておく
第7回から第10回までは、スポーツ庁の報告書などから、国内の健康づくり運動に関連する情報を調べておく
第11回から第14回までは、日常・競技生活の中で自分自身が経験した出来事を記録しておく
【事後学習】
授業で学んだ内容や気づきなどについてふり返り、ノートに加筆すること
課題に対するフィードバックの方法
授業内で解説する
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、授業期間中に実施する「小テスト」ならびに、授業内レポート、定期試験に代わるレポート
の評価結果に基づき、総合的に判定したうえで60点以上を合格とし所定の単位を認定します。
正当な理由のない欠席5回以上、定期試験に代わるレポートの未提出、指示された提出物が未提出の場合は、評価
対象とせず「K」評価とします。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

授業内容の理解度を確認する小テスト（計5回を予定）
(各10点)

2、4

授業外での評価

20

授業内容に関するふり返りレポートの提出(計5回を予定)
（各4点）

1、2、3、4

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

30

全授業終了後に実施するレポート試験(30)

1、2、3、4

その他

0

テキスト

『これから学ぶスポーツ心理学 改訂版』荒木雅信編著（大修館書店）2,200円（税込）
書籍版 ISBN9784469268362
電子版 ISBN9784469822359
（書籍版、電子版のどちらか一つをテキストとして使用してください）

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する

履修条件・他の科目との関連 この授業は次の資格取得に必要な科目です。
「中学校教諭一種免許・高等学校教諭一種免許（保健体育）」「健康運動指導士資格」「健康
運動実践指導者資格」「JATI-ATI資格」「中級障がい者スポーツ指導員資格」「JAFA認定GFI資
格」
欠席学生への配布資料は、紙媒体のものは研究室（5-1002）まで取りに来てください。

スポーツ心理学

授業コード

13032802

授業種別

授業科目名

スポーツ心理学

授業担当教員

東

亜弓

成績担当教員

東

亜弓

開講年次

カリキュラムによる

開講期

実務家教員による授業

講義

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
この授業では、運動・スポーツの動機づけ（モチベーション）、身体の発達・こころの発達と運動の関わりな
ど、スポーツ心理学の基礎的内容を概説します。情報量が多く、予習と復習が必要です。したがって、テキスト
を授業および小テストで使用します。スポーツ心理学のトピックは、様々な場面で応用することができます。将
来、スポーツ関係の指導者や保健体育教員として知識を得るためだけではなく、日常生活をおくる上でヒントと
なる内容については、実際に試しながら気づきを深めていくことを望みます。
授業はスライド資料によるプレゼン形式で行い、文字情報、動画などを提示しながらすすめていきます。配布
資料は、データでGoogleクラスルームより配信します。事前学習では、授業テーマに該当するテキストページを
読み、分からない言葉を調べておくこと。事後学習では、授業で学んだキーワードについて調べ直すことや、テ
キストをもとにノートに加筆するなどの、主体的学習が必要です。
到達目標
１．スポーツ・運動を実施するための動機づけを理解し説明することができる
２．パフォーマンスを高めるための指導に関する基礎知識を理解し、応用することができる
３．スポーツ・運動の実践を促す理論を説明することができる
４．スポーツ心理学の基本的な用語を理解し、説明することができる
授業計画
【第1回】
テーマ：スポーツ心理学への導入
内容・方法：運動の心理的効果
【第2回】
テーマ：スポーツ・運動に対する動機づけ（１）
内容・方法：内発的動機づけ、外発的動機づけ、非動機づけ
【第3回】
テーマ：スポーツ・運動に対する動機づけ（２）
内容・方法：動機づけとパフォーマンス
【第4回】
テーマ：運動学習（１）
内容・方法：情報処理モデル
【第5回】
テーマ：運動学習（２）
内容・方法：指導方法への応用
【第6回】
テーマ：コーチングの心理
内容・方法：新しいコーチングに必要なこと、スポーツ集団とリーダーシップ
【第7回】
テーマ：健康とスポーツ（１）
内容・方法：スポーツ傷害、バーンアウト
【第8回】
テーマ：健康とスポーツ（２）
内容・方法：健康と運動実践（TTMモデル）
【第9回】
テーマ：健康とスポーツ（３）
内容・方法：運動へのバリア要因
【第10回】
テーマ：健康とスポーツ（４）
内容・方法：健康づくり運動とカウンセリング
【第11回】
テーマ：心の発達段階
内容・方法：発育発達における各年代の特徴
【第12回】
テーマ：ストレスマネジメント（１）
内容・方法：ストレッサーとストレス反応
【第13回】
テーマ：ストレスマネジメント（２）
内容・方法：ストレスの捉え方、ストレスへの対処法
【第14回】
テーマ：現場における心理サポートの実際
内容・方法：現場ではどのようにスポーツ心理学が実践されているのか
【第15回】
スポーツ心理学

テーマ：コンサルテーション実習
内容・方法：ロールプレイング（話を聴く）
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
【事前学習】
毎回の授業までに、テキスト当該箇所を読み、分からない言葉を事前にチェックしておくこと
その他、下記について事前に予習しておく
第2回から第3回までは、日常・競技生活の中で自分自身が何に動機づけられているかを書き出す
第4回から第5回までは、これまでの経験からどうやって練習で出来るようになったのかを書き出す
第6回は、国内で発生した、指導者が関係する様々な記事を調べておく
第7回から第10回までは、スポーツ庁の報告書などから、国内の健康づくり運動に関連する情報を調べておく
第11回から第14回までは、日常・競技生活の中で自分自身が経験した出来事を記録しておく
【事後学習】
授業で学んだ内容や気づきなどについてふり返り、ノートに加筆すること
課題に対するフィードバックの方法
授業内で解説する
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、授業期間中に実施する「小テスト」ならびに、授業内レポート、定期試験に代わるレポート
の評価結果に基づき、総合的に判定したうえで60点以上を合格とし所定の単位を認定します。
正当な理由のない欠席5回以上、定期試験に代わるレポートの未提出、指示された提出物が未提出の場合は、評価
対象とせず「K」評価とします。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

授業内容の理解度を確認する小テスト（計5回を予定）
(各10点)

2、4

授業外での評価

20

授業内容に関するふり返りレポートの提出(計5回を予定)
（各4点）

1、2、3、4

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

30

全授業終了後に実施するレポート試験(30)

1、2、3、4

その他

0

テキスト

『これから学ぶスポーツ心理学 改訂版』荒木雅信編著（大修館書店）2,200円（税込）
書籍版 ISBN9784469268362
電子版 ISBN9784469822359
（書籍版、電子版のどちらか一つをテキストとして使用してください）

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する

履修条件・他の科目との関連 この授業は次の資格取得に必要な科目です。
「中学校教諭一種免許・高等学校教諭一種免許（保健体育）」「健康運動指導士資格」「健康
運動実践指導者資格」「JATI-ATI資格」「中級障がい者スポーツ指導員資格」「JAFA認定GFI資
格」
欠席学生への配布資料は、紙媒体のものは研究室（5-1002）まで取りに来てください。

スポーツ心理学

授業コード

13006101

授業科目名

スポーツ社会学

授業担当教員

髙見

彰

成績担当教員

髙見

彰

開講年次

1年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

講義

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
今後、4年間スポーツ科学の学修を進めていく上で、スポーツを学ぶ（学んだ）者として、最低限の知っておくべ
き教養（知識、用語、考え方）がある。1年生の前期の段階でこれらの基本的ことがらについて説明できるように
しておけば、今後、スポーツと社会との関わりを深めていくのに多いに役立ち、自分自身のスポーツの視野を広
げるのに役立つ。
今やスポーツは払たちの生活に根ざし、社会と深い関わりを持つようになっている。
今まで、皆さんはアスリートとして競技力をどのように高めるかに関心が集中していたかもしれないが、スポー
ツの持つ意義（チカラ）が及ぶ世界はそんな狭いモノではない。スポーツの中には「するスポーツ」「極めるス
ポーツ」だけでなく「観る」、「支える」「育てる」などのさまざまな関わり方が広がりを見せ、スポーツその
ものも変容しつつある。スポーツ文化、スポーツを支えるしくみ、スポーツと人権、様々な社会課題に関わる教
養を身につけ、現代社会におけるスポーツの意義について考えてみる。
到達目標
これからスポーツについて学んでいく学生にとって、スポーツを幅広く考える視点は絶対に必要である。授業を
通して以下のことができるようにする。
１．さまざまなスポーツ知識を得るため、新聞やテレビ、webニュースをはじめとするSNSなど毎日目を通すこと
ができる。
２．「スポーツ文化」「地域スポーツ振興」「スポーツボランティア」「障がい者スポーツ」「女性とスポーツ
の関わり」「オリンピック」など授業ごとに出される課題について２００字程度にまとめることができる。
授業計画
この授業は、遠隔授業となります。講義を録画した動画を一定期間中に視聴し、所定の課題を提出していただく
形にて実施予定です。内容については変更する場合があります。
【第1回】内容：今後の授業予定とガイダンス／スポーツ社会学ってどんな学問？？
【第2回】内容：スポーツの概念（定義、意義）と歴史を振り返る
【第3回】内容：スポーツはあそびか？楽しさって何？
【第4回】内容：スポーツマンシップって何
【第5回】内容：多様化するスポーツの関わり方（する、みる、支えるスポーツ）
【第6回】内容：スポーツ法律と行政（私たちのスポーツはどんな仕組みで支えられているの）
【第7回】内容：地域にねざすスポーツ文化を考える（ヨーロッパ型の総合型スポーツクラブ）
【第8回】内容：ボランティアがささえるスポーツ文化（スポーツボランティアを考える）
【第9回】内容：スポーツ指導者とキャリア形成（スポーツ指導者の資質とポリシー形成）
【第10回】内容：スポーツ指導者と倫理（部活の体罰問題を考える）
【第11回】内容：スポーツと人権（ジェンダーフリーのスポーツを考える）
【第12回】内容：障がい者スポーツを考える（その歴史とノーマライゼーション）
【第13回】内容：ドーピングを考える（ドーピングはなぜいけないのか）
【第14回】内容：オリンピックのトピックから時代をみる
【第15回】内容：今期のまとめと成果確認テスト
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
【第1回】
①事前学修課題：スポーツ社会学のシラバスに目を通して授業全体を把握する。
②事後学修課題：スポーツに関する新聞記事、web ニュースに必ず目を通す
【第2回】
①事前学修課題：囲碁、チェス、オセロ、ｅスポーツはスポーツかを考えてくる
②事後学修課題：スポーツはいったいどういう意味なのかについて２００字以上で説明してみよう
【第3回】
①事前学修課題：スポーツをあそびとして考えたことあるか。自身の体験から考えてみよう
②事後学修課題：あそびの概念（考え方）について２００字程度で説明してみよう
【第4回】
①事前学修課題：宣誓！われわれはスポーツマンシップにのっとり正々堂々と・・・・どういう意味か考えてみ
よう。
②事後学修課題：スポーツマンシップについて２００字程度で説明してみよう
【第5回】
①事前学修課題：する、見る、支えるって具体的どういう関わり方か考えてくる
総合型地域スポーツクラブについて調べてくる
②事後学修課題：する、みる、ささえるスポーツの現状について２００字以上でまとめて見る
スポーツ社会学

【第6回】
①事前学修課題：スポーツ庁を中心にした組織団体の名前を覚えてくる
②事後学修課題：主要な組織団体の名称と役割がしっかりいえる
【第7回】
①事前学修課題：総合型地域スポーツクラブとは何かについてネットなどで調べておく
②事後学修課題：日本にはどんな地域クラブがあるのか、特に自分の住んでいる地域に焦点をあて調べておく
【第8回】
①事前学修課題：スポーツボランティアとはどういうことなのか調べてくる
②事後学修課題：具体的なボランティアについて参加予定をたててみる
【第9回】
①事前学修課題：著名なスポーツ指導者について一人をとりあげ、どんな指導理念をもっているのか調べておく
②事後学修課題：自分自身の指導者像を考えてみる
【第10回】
①事前学修課題：ドーピングによりスポーツ界を追われた選手を調べる
②事後学修課題：ドーピングについて200字程度でまとめる。
【第11回】
①事前学修課題：障がい者スポーツについてトピックを見つけ事例を説明できるようにしておく
②事後学修課題：パラリンピックやデフリンピック、スペシャルオリンピックスについて200字程度で説明できる
ようにしておく。
【第12回】
①事前学修課題：ジェンダーとは何かについて説明できるようにしてくる
②事後学修課題：自分の体験を通してスポーツとジェンダーの関係を説明できるようにしておく
【第13回】
①事前学修課題：オリンピックの概要について、web で調べておく
②事後学修課題：重要な事項について確実に覚える
【第14回】
①事前学修課題：オリンピックの概要について、web で調べておく
②事後学修課題：重要な事項について確実に覚える
【第15回】成果確認テスト
①事前学修課題：今期配布のプリントすべてを持参し目を通しておく
②事後学修課題：授業中に押さえた事項について確実に復習すること
※毎回、事前事後学習には各々2時間程度をかけて行うこと。
課題に対するフィードバックの方法
授業終了後のフォームによる課題について、質問や提出内容のフィードバックについてはオフィスアワーを使
い。都度対面で行う。
成果確認テストの全体でのフィードバックは行わないが、疑義が生じた場合や質問には個々に対応する。
成績評価の方法・基準（方針）
・毎週提出のGoogle formによる課題提出
・期末成果確認テスト
ます）

40％
60％

（時間割通りの時間内でテストを行い

成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

40

・毎回Google formで期日までに提出する課題提出で評
価する。（40）
課題内容については、スポーツ界に起きた最近の話題につ
いて問うものと、授業内容についてまとめるものが毎回出さ
れます。
評価基準
A：期日までに提出され、指定字数を守り、課題に沿った
模範的な回答がなされている。出席を認める。
B: 期日までに提出され、指定字数を守り、課題に沿った
回答がなされている。出席を認める。
C：期日までに提出されたが、指定字数が守られていない
か、課題に沿った回答がなされていない。
出席を認める。
D：期日まで

1. 2.

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

60

・期末確認テスト（60）
全授業を振り返るために、毎回の授業で重要なキーワード
を問う問題に解答してもらいます。
（時間割通りの時間内でテストを行います）

1.2

その他

0

テキスト

プリントをGoogle classroomで配布する。各自印刷すること。

参考書

授業中に提示します。
スポーツ社会学

参考書
履修条件・他の科目との関連 ■５回の欠席で単位認定が認められません。
■忌引き、法定伝染病罹患による公欠、ならびに教授会で認められた「やむをえない欠席」以外は
すべて欠席となります。
■障がい者スポーツ指導者資格受検のための科目内容を含んでいます。
■「保健体育科教育」の授業や「スポーツマネジメント」科目を受講する際の基礎的知識を得るため
に役立ちます。

スポーツ社会学

授業コード

13085201

授業科目名

スポーツ指導論

授業担当教員

小倉

幸雄

成績担当教員

小倉

幸雄

開講年次

2年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

講義

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
健康教育及びスポーツコーチングの概念や原理について,単に経験だけに基づくものだけでなく,スポーツバイオ
メカニクス・生理学・運動学・栄養学・心理学・教育学・倫理学・社会学などを統合したスポーツ科学的な視点
から学ぶ．つまり,健康・体力の維持増進や競技力向上を目的に,発育発達や性差など個人差や対象者に応じた効
果的で,安全な指導法について,指導者の役割や資質を踏まえて学修する．
到達目標
１．スポーツコーチングの概念や原理について説明できる．
２．対象者に応じた効果的・安全的な指導法について説明できる．
３．指導者の役割や資質について説明できる．
授業計画
【第1回】
テーマ：健康教育とスポーツコーチング
内容・方法：経験論・根性論とスポーツ科学を生かした指導法について
【第2回】
テーマ：健康・体力とは
内容・方法：健康の定義と体力の分類について
【第3回】
テーマ：健康づくりの施策
内容・方法：健康教育,身体活動基準,アクティブガイドについて
【第4回】
テーマ：健康づくりにおける社会的環境
内容・方法：「健康日本２１」について
【第5回】
テーマ：健康な地域づくりの策定方法
内容・方法：健康施策の評価について
【第6回】
テーマ：体力・技術のトレーニング効果
内容・方法：レディネスとトレーニングプロセスについて
【第7回】
テーマ：スキルの分析とフィードバック
内容・方法：動きの獲得と質的評価，獲得されたスキルの矯正方法・プロセスについて
【第8回】
テーマ：指導者の役割
内容・方法：指導者の資質・能力と行動倫理について
【第9回】
テーマ：コーチングスキル
内容・方法：コーチングスタイルとコミュニケーションスキルについて
【第10回】
テーマ：チームマネージメント
内容・方法：指導形態とチームの運営について
【第11回】
テーマ：目標設定とモチベーション
内容・方法：効果的な目標設定と動機づけの種類・方法について
【第12回】
テーマ：発育発達とスポーツ指導①
内容・方法：幼少期における身体、認知、運動、ことばの発達の理解と運動指導時の留意点および運動遊びの具
体例について
幼少期における身体、認知、運動、ことばの発達の理解と運動指導時の留意点および運動遊びの具体例
【第13回】
テーマ：発育発達とスポーツ指導②
内容・方法：ジュニアからシニア期のスポーツパフォーマンスの将来性について
【第14回】
テーマ：個人差を考慮したトレーニング計画
内容・方法：女性アスリートにおけるトレーニングの実際について
【第15回】
テーマ：運動・スポーツ指導論のまとめ
内容・方法：健康教育とスポーツ指導の今後のあり方について
事前事後の学習
スポーツ指導論

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
【第1回】
①事前学修課題：スポーツを取り巻く環境や現状について,まとめておくこと．1.5時間の事後学修が必要であ
る．
②事後学修課題：授業ノートをまとめ,確認テストを見直すこと．2.5時間の事後学修が必要である．
【第2回】
①事前学修課題：これまで学修してきたスポーツ科学の分野をふまえ事前準備を行うこと．1.5時間の事前学修が
必要である．
②事後学修課題：授業ノートをまとめ,確認テストを見直すこと．2.5時間の事後学修が必要である．
【第3回】
①事前学修課題：これまで学修してきたスポーツ科学の分野をふまえ事前準備を行うこと．1.5時間の事前学修が
必要である．
②事後学修課題：授業ノートをまとめ,確認テストを見直すこと．2.5時間の事後学修が必要である．
【第4回】
①事前学修課題：これまで学修してきたスポーツ科学の分野をふまえ事前準備を行うこと．1.5時間の事前学修が
必要である．
②事後学修課題：授業ノートをまとめ,確認テストを見直すこと．2.5時間の事後学修が必要である．
【第5回】
①事前学修課題：これまで学修してきたスポーツ科学の分野をふまえ事前準備を行うこと．1.5時間の事前学修が
必要である．
②事後学修課題：授業ノートをまとめ,確認テストを見直すこと．2.5時間の事後学修が必要である．
【第6回】
①事前学修課題：これまで学修してきたスポーツ科学の分野をふまえ事前準備を行うこと．1.5時間の事前学修が
必要である．
②事後学修課題：授業ノートをまとめ,確認テストを見直すこと．2.5時間の事後学修が必要である．
【第7回】
①事前学修課題：これまで学修してきたスポーツ科学の分野をふまえ事前準備を行うこと．1.5時間の事前学修が
必要である．
②事後学修課題：授業ノートをまとめ,確認テストを見直すこと．2.5時間の事後学修が必要である．
【第8回】
①事前学修課題：これまで学修してきたスポーツ科学の分野をふまえ事前準備を行うこと．1.5時間の事前学修が
必要である．
②事後学修課題：授業ノートをまとめ,確認テストを見直すこと．2.5時間の事後学修が必要である．
【第9回】
①事前学修課題：これまで学修してきたスポーツ科学の分野をふまえ事前準備を行うこと．1.5時間の事前学修が
必要である．
②事後学修課題：授業ノートをまとめ,確認テストを見直すこと．2.5時間の事後学修が必要である．
【第10回】
①事前学修課題：これまで学修してきたスポーツ科学の分野をふまえ事前準備を行うこと．1.5時間の事前学修が
必要である．
②事後学修課題：授業ノートをまとめ,確認テストを見直すこと．2.5時間の事後学修が必要である．
【第11回】
①事前学修課題：これまで学修してきたスポーツ科学の分野をふまえ事前準備を行うこと．1.5時間の事前学修が
必要である．
②事後学修課題：授業ノートをまとめ,確認テストを見直すこと．2.5時間の事後学修が必要である．
【第12回】
①事前学修課題：これまで学修してきたスポーツ科学の分野をふまえ事前準備を行うこと．1.5時間の事前学修が
必要である．
②事後学修課題：授業ノートをまとめ,確認テストを見直すこと．2.5時間の事後学修が必要である．
【第13回】
①事前学修課題：これまで学修してきたスポーツ科学の分野をふまえ事前準備を行うこと．1.5時間の事前学修が
必要である．
②事後学修課題：授業ノートをまとめ,確認テストを見直すこと．2.5時間の事後学修が必要である．
【第14回】
①事前学修課題：これまで学修してきたスポーツ科学の分野をふまえ事前準備を行うこと．1.5時間の事前学修が
必要である．
②事後学修課題：授業ノートをまとめ,確認テストを見直すこと．2.5時間の事後学修が必要である．
【第15回】
①事前学修課題：これまで学修してきたスポーツ科学の分野をふまえ事前準備を行うこと．1.5時間の事前学修が
必要である．
②事後学修課題：授業ノートをまとめ,確認テストを見直すこと．2.5時間の事後学修が必要である．
課題に対するフィードバックの方法
毎時,確認テストを実施していることから,授業の始めに回答・自己評価を元に,課題点について確認する．
成績評価の方法・基準（方針）
下記に示す評価方法により,総合的に判定のうえ,60点以上を合格とし,所定の単位を認定する．
１）正当な理由がなく,5回以上の欠席は評価の対象とせず,「K」評価とする．
２）授業の遅刻および早退は1/3欠席として扱う．
３）タームペーパー未提出者は,評価の対象とせず,「K」評価とする．
*やむをえない事情がある場合には,事前の連絡・報告・相談すること．
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標
スポーツ指導論

授業内での評価

50

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

授業時の課題（30）,リフレクションノート（20）

１,２,３

30

タームペーパー

１,２,３

その他

20

授業に関する質問・発言（10）,取り組み姿勢（10）等

１,２,３

テキスト

テキストなし

参考書

・JSPO Reference Book，実践！グッドコーチング
・健康運動指導士，健康運動実践指導者テキスト
・トレーニング指導者テキスト（JATI）

履修条件・他の科目との関連 １．「スポーツ実践指導法」と併せて受講することが望ましい．
２．授業スケジュールは「①前回テーマの復習・確認,②本日のテーマ,③確認テスト・自己評価」であ
る．
３．レポートの未提出及び,５回以上の欠席は評価対象外とする．

スポーツ指導論

授業コード

13085301

授業種別

授業科目名

スポーツ実践指導法

授業担当教員

西村

真由子

成績担当教員

西村

真由子

開講年次

2年

開講期

実務家教員による授業

講義

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
スポーツの指導の考え方、スポーツ指導における課題など、いくつかのスポーツ種目を例示しつつ、生涯スポー
ツにおける健康保持や体力作り、または競技スポーツにおけるパフォーマンスの向上など、それぞれの目的に応
じた実践的な指導方法を学修する。
また、スポーツ、スポーツ指導に関する話題がニュースになっている時、授業内で取り上げることもあるので日
頃から情報収集などを行っておく。
到達目標
１．スポーツ指導者に必要な基礎的知識を身につけ、活かすことができる。
２．スポーツ科学に基づいた基礎的な指導方法を説明することができる。
３．対象者に合わせた指導方法を説明することができる。
４．指導現場の問題点など理解し、指導者の役割・資質について説明できる。
授業計画
第 1回
第 2回
第 3回
第 4回
第 5回
第 6回
第 7回
第 8回
第 9回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回

オリエンテーション、スポーツ指導とは(授業の進め方、コーチ、コーチングについて)
コーチングスキル(コミュニケーション、言葉がけの影響、GROWモデルについて)
スポーツ活動と安全管理(スポーツ活動における安全確保の知識、具体的行動について)
トレーニングの運営（トレーニング施設の管理・運営、リスクマネジメントについて）
スポーツ指導者に必要な医学的知識（急性障害、慢性障害、救急処置について）
スポーツ指導者に必要な医学的知識（活動中に多いケガ、応急処置について）
対象者に合わせたスポーツ指導(中高年者とスポーツについて)
対象者に合わせたスポーツ指導（女性とスポーツについて）
対象者に合わせたスポーツ指導（ジュニア期のスポーツについて①）
対象者に合わせたスポーツ指導（ジュニア期のスポーツについて②）
競技力の養成（技術とは、技術トレーニングの指導について）
競技力の養成（戦術とは、戦術トレーニングの指導について）
競技力の養成（体力とは、体力トレーニングについて）
競技トレーニングの計画・立案（目標設定、期分けについて）
運動指導のための情報収集と活用（情報の収集・活用、スポーツと映像について）

事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
各回事前に講義テーマについて自ら調べ、概要を把握しておく。今までのスポーツ活動中に気になった場面など
があれば、ノートにまとめておく。また事後には、授業ノートを確認し、講義内容を復習する。興味や疑問を
もった内容について、調べる、専門書を読むなど学びを深める。
課題に対するフィードバックの方法
毎時の確認テストでのよい回答や、質問などについては、次回授業の冒頭で紹介をし、解説する。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、授業内に実施される課題と、期末試験の評価結果に基づき総合的に判定のうえ、60点以上を
合格とし、所定の単位を認定する 。
正当な理由のない欠席５回以上、または期末レポート試験未提出の場合、評価の対象とせず、「１」もしくは
「K」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

75

毎時授業後の確認テスト内容にて評価

１、２、３、４

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

25

全授業終了後に実施するレポート課題

２、３、４

その他

0

スポーツ実践指導法

テキスト

テキストは使用せず、プリントを配布。

参考書

公認スポーツ指導者テキスト共通科目Ⅰ、財団法人日本スポーツ協会 4,000円
公認スポーツ指導者テキスト共通科目Ⅱ、財団法人日本スポーツ協会 4,000円
公認スポーツ指導者テキスト共通科目Ⅲ、財団法人日本スポーツ協会 5,800円
リファレンスブックフルバージョン、財団法人日本スポーツ協会 4,400円
トレーニング指導者テキスト[実践編]改訂版、大修館書店 2,800円＋税

履修条件・他の科目との関連 「スポーツ指導論」と併せて受講することが望ましい。
欠席した場合、配布プリントで復習をしておくこと。

スポーツ実践指導法

授業コード

13005701

授業種別

授業科目名

スポーツ指導法Ⅰ（競技スポーツ）

授業担当教員

西村

真由子

成績担当教員

西村

真由子

開講年次

カリキュラムによる

開講期

実務家教員による授業

講義

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
スポーツの指導の考え方、スポーツ指導における課題など、いくつかのスポーツ種目を例示しつつ、生涯スポー
ツにおける健康保持や体力作り、または競技スポーツにおけるパフォーマンスの向上など、それぞれの目的に応
じた実践的な指導方法を学修する。
また、スポーツ、スポーツ指導に関する話題がニュースになっている時、授業内で取り上げることもあるので日
頃から情報収集などを行っておく。
到達目標
１．スポーツ指導者に必要な基礎的知識を身につけ、活かすことができる。
２．スポーツ科学に基づいた基礎的な指導方法を説明することができる。
３．対象者に合わせた指導方法を説明することができる。
４．指導現場の問題点など理解し、指導者の役割・資質について説明できる。
授業計画
第 1回
第 2回
第 3回
第 4回
第 5回
第 6回
第 7回
第 8回
第 9回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回

オリエンテーション、スポーツ指導とは(授業の進め方、コーチ、コーチングについて)
コーチングスキル(コミュニケーション、言葉がけの影響、GROWモデルについて)
スポーツ活動と安全管理(スポーツ活動における安全確保の知識、具体的行動について)
トレーニングの運営（トレーニング施設の管理・運営、リスクマネジメントについて）
スポーツ指導者に必要な医学的知識（急性障害、慢性障害、救急処置について）
スポーツ指導者に必要な医学的知識（活動中に多いケガ、応急処置について）
対象者に合わせたスポーツ指導(中高年者とスポーツについて)
対象者に合わせたスポーツ指導（女性とスポーツについて）
対象者に合わせたスポーツ指導（ジュニア期のスポーツについて①）
対象者に合わせたスポーツ指導（ジュニア期のスポーツについて②）
競技力の養成（技術とは、技術トレーニングの指導について）
競技力の養成（戦術とは、戦術トレーニングの指導について）
競技力の養成（体力とは、体力トレーニングについて）
競技トレーニングの計画・立案（目標設定、期分けについて）
運動指導のための情報収集と活用（情報の収集・活用、スポーツと映像について）

事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
各回事前に講義テーマについて自ら調べ、概要を把握しておく。今までのスポーツ活動中に気になった場面など
があれば、ノートにまとめておく。また事後には、授業ノートを確認し、講義内容を復習する。興味や疑問を
もった内容について、調べる、専門書を読むなど学びを深める。
課題に対するフィードバックの方法
毎時の確認テストでのよい回答や、質問などについては、次回授業の冒頭で紹介をし、解説する。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、授業内に実施される課題と、期末試験の評価結果に基づき総合的に判定のうえ、60点以上を
合格とし、所定の単位を認定する 。
正当な理由のない欠席５回以上、または期末レポート試験未提出の場合、評価の対象とせず、「１」もしくは
「K」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

75

毎時授業後の確認テスト内容にて評価

１、２、３、４

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

25

全授業終了後に実施するレポート課題

２、３、４

その他

0

スポーツ指導法Ⅰ（競技スポーツ）

テキスト

テキストは使用せず、プリントを配布。

参考書

公認スポーツ指導者テキスト共通科目Ⅰ、財団法人日本スポーツ協会 4,000円
公認スポーツ指導者テキスト共通科目Ⅱ、財団法人日本スポーツ協会 4,000円
公認スポーツ指導者テキスト共通科目Ⅲ、財団法人日本スポーツ協会 5,800円
リファレンスブックフルバージョン、財団法人日本スポーツ協会 4,400円
トレーニング指導者テキスト[実践編]改訂版、大修館書店 2,800円＋税

履修条件・他の科目との関連 「スポーツ指導論」と併せて受講することが望ましい。
欠席した場合、配布プリントで復習をしておくこと。

スポーツ指導法Ⅰ（競技スポーツ）

授業コード

13079401

授業種別

授業科目名

障害者スポーツ指導実習Ⅰ

授業担当教員

谷川

哲朗

成績担当教員

谷川

哲朗

開講年次

2年

開講期

実務家教員による授業

実習

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
本授業では、Adapted Sports（アダプテッド・スポーツ）の立場から、障がい者にとっての運動・スポーツ活動
の意義を考える。また、障害の知識、スポーツ時および日常生活時の課題、障害者および障害者スポーツとの関
わり方を学ぶ。特に、本授業は「障がい者スポーツ指導員（初級）」資格のコア・カリキュラムとなる。そのた
め、障害者スポーツ協会が実施している障害者スポーツ指導員講習会の内容を基に授業が構成されており、障が
い者スポーツ指導員として必要な知識や指導方法などを中心に概説する。
到達目標
１）障がい者にとっての運動・スポーツ活動の意義が説明できるようになる。
２）障がいの知識,障がいの症状,スポーツ時の課題,日常生活時の課題について理解する。
３）障がい者および障がい者スポーツに関わろうとする態度を身につける。
授業計画
【第1回】障がい者スポーツのありかた
「障がい者の体育・スポーツ＝見学」であった経緯や障がい者スポーツの歴史などを通して,障がい者スポーツ
のあり方について考える．
事前：体育・スポーツ場面での自身のスポーツ経験について振り返る．
事後：障がい者スポーツの現状から障がい者スポーツ実践,運営上の課題をまとめる．
【第2回】障がい者スポーツの意義と理念
障がい者にとっての運動・スポーツの意義と理念を理解する．
事前：障がい者スポーツの果たす役割とはなにか,自分の考えまとめる．
事後：障がい者が運動・スポーツをする意義について,自分の考えを整理する．
【第3回】障がい者スポーツに関する諸施策
わが国の障がい者福祉施策（障害者手帳を含む）および障がい者スポーツに関する施策（スポーツ基本法やス
ポーツ基本計画など）について学ぶ．
事前：これまでの日本国内の障がい者福祉施策の歴史について調べる．
事後：スポーツにおけるユニバーサルデザインについて自分の考えを整理する．
【第4回】全国障がい者スポーツ大会の概要
全国障がい者スポーツ大会の基本理念など大会の概要および大会開催の目的や意義について学び,大会がスポー
ツ未経験者や初心者のスポーツ参加の動機づけになっていること,地域のスポーツ振興を進める契機となっている
ことを学ぶ．
事前：全国障がい者スポーツ大会の種目について調べる．
事後：全国障がい者スポーツ大会で行われている種目と障害の種類,課題について整理する．
【第5回】各障がいの理解とスポーツ（１）脊髄損傷と内部障がい
脊髄損傷および内部障がいの主な特性や実際のスポーツ活動場面で活かせる知識と指導上の配慮点を身につけ
る．
事前：脊髄損傷と内部障がいについて,それぞれの概要と症状とそれぞれの関係について調べる．
事後：脊髄損傷者と内部障がい者のスポーツや指導法について整理する．
【第6回】各障がいのスポーツ指導上の留意点と工夫（1）実技：ボッチャ
ボッチャのルールや用具の工夫の仕方,指導員としての留意点を学ぶ．
事前：ボッチャ競技のルールを調べておく．
事後：ボッチャ競技の得点方法や試合の流れについて情報を整理する．
【第7回】障がいのある人との交流
スポーツ活動をしている障がいのある方の体験談を聞き,障がい者スポーツの現状を学ぶ．
事前：ゲスト講師の先生の障がいの概要について調査する．
事後：障がいのある人への指導やサポートの方法について自分の考えをまとめる．
【第8回】各障がいの理解とスポーツ（2）視覚障がい
視覚障がいの主な特性や実際のスポーツ活動場面で活かせる知識と指導上の配慮点を身につける．
事前：視覚障がいの概要と症状について調べる．
事後：視覚障がい者が行うスポーツやその指導法について整理する．
【第9回】障害に応じたスポーツの工夫・実施（2）実技：視覚障がい者とスポーツ
手引きの方法や視覚障がい者が行うスポーツのルールや用具の工夫の仕方,指導員としての留意点を学ぶ．
事前：視覚障がい者の陸上競技のルールを調べておく．
障害者スポーツ指導実習Ⅰ

事後：視覚障がい者に対するサポート方法について整理しておく．
【第10回】各障がいの理解とスポーツ（3）知的障がい者とスポーツ
知的障がいに関する知識と指導法を学ぶ．
事前：スペシャルオリンピックスについて調べる．
事後：知的障がい者を指導する際の留意事項について整理する．
【第11回】スポーツインテグリティと指導者に求められる資質
スポーツにおけるインテグリティを理解し,プレイヤーズファーストの視点やプレイヤーとともに学び続ける姿
勢について学ぶ．
事前：スポーツインテグリティの意味を調べておく．
事後：スポーツインテグリティに関するニュースを調べ,対応策について自分の考えをまとめる．
【第12回】各障がいの理解とスポーツ（４）精神障がい者とスポーツ
知的障がい者とスポーツの振り返り / 精神障がいに関する知識と指導法を学ぶ
事前：精神障がいの症状について調べる．
事後：知的障がい者を指導する際の留意事項について整理する．
【第13回】コミュニケーションスキルの基礎
障がい者スポーツ指導者として必要なコミュニケーションスキルやソーシャルスキルの基礎を学ぶ．
事前：ソーシャルスキルの意味を調べ,指導者に必要なソーシャルスキルについて自分の考えをまとめる．
事後：現在行っているスポーツ活動等と本時に学んだ内容の違いを整理する．
【第14回】安全管理
スポーツを実施する際の安全管理の基本的な項目と内容を学ぶ．
事前：指導者の「安全配慮義務」について調べる．
事後：AEDや救急対応ができるように,情報を整理する．
【第15回】各地域の障がい者スポーツ推進の取り組み
資格を取得した後に,地域で行われている教室や大会等への積極的に関われるように,地域の障がい者スポーツ振
興の現状について学ぶ．
事前：障がい者にとって,スポーツが果たす役割とはなにか,自分の考えをまとめる．
事後：日本の障がい者スポーツの現状と課題について,総括的に記述する．
事前事後の学習
必要に応じて、担当教員より指示する。
授業計画に記載のとおり。
課題に対するフィードバックの方法
定期的に確認テストを実施する。翌週に、解説や具体的な事例をフィードバッグする。
講義ではパワーポイントなどを使用し、実技は指導方法、介助方法等、具体的動作を通してフィードバッグす
る。
成績評価の方法・基準（方針）
下記に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
１）正当な理由がなく、3回以上の欠席は評価の対象とせず,「K」評価とする。
２）授業の遅刻および早退は1/3欠席として扱う。
３）レポート未提出者は評価の対象とせず、「K」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

40

確認テスト（20）、確認テスト（20）等

１）、２）

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

学期末レポート（40）

１）、２）、３）

その他

20

授業に関する質問・発言（10）、取り組み姿勢（10）等

３）

テキスト

テキストは使用せず、プリント（資料）を配布する。

参考書

必要に応じて授業で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 本科目は、初級・中級障がい者スポーツ指導員の資格取得科目である。講義・実技を行うが、実
技の際は、障がい者スポーツ指導員としてふさわしい服装、みだしなみで参加すること。障害者スポー
ツ指導実習ⅡおよびⅢの履修を希望する場合、障害者スポーツ指導実習Ⅰを理解している前提で
授業が展開されるため、授業の内容理解の観点から、必ず本授業を履修すること。
授業を欠席した場合、担当教員に申し出て、配布資料を受け取ること。

障害者スポーツ指導実習Ⅰ

授業コード

13079402

授業種別

授業科目名

障害者スポーツ指導実習Ⅰ

授業担当教員

野口

研治

成績担当教員

野口

研治

開講年次

2年

開講期

実務家教員による授業

実習

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
本授業では、Adapted Sports（アダプテッド・スポーツ）の立場から、障がい者にとっての運動・スポーツ活動
の意義を考える。また、障害の知識、スポーツ時および日常生活時の課題、障害者および障害者スポーツとの関
わり方を学ぶ。特に、本授業は「障がい者スポーツ指導員（初級）」資格のコア・カリキュラムとなる。そのた
め、障害者スポーツ協会が実施している障害者スポーツ指導員講習会の内容を基に授業が構成されており、障が
い者スポーツ指導員として必要な知識や指導方法などを中心に概説する。
到達目標
１）障がい者にとっての運動・スポーツ活動の意義が説明できるようになる。
２）障がいの知識,障がいの症状,スポーツ時の課題,日常生活時の課題について理解する。
３）障がい者および障がい者スポーツに関わろうとする態度を身につける。
授業計画
【第1回】障がい者スポーツのありかた
「障がい者の体育・スポーツ＝見学」であった経緯や障がい者スポーツの歴史などを通して,障がい者スポーツ
のあり方について考える．
事前：体育・スポーツ場面での自身のスポーツ経験について振り返る．
事後：障がい者スポーツの現状から障がい者スポーツ実践,運営上の課題をまとめる．
【第2回】障がい者スポーツの意義と理念
障がい者にとっての運動・スポーツの意義と理念を理解する．
事前：障がい者スポーツの果たす役割とはなにか,自分の考えまとめる．
事後：障がい者が運動・スポーツをする意義について,自分の考えを整理する．
【第3回】障がい者スポーツに関する諸施策
わが国の障がい者福祉施策（障害者手帳を含む）および障がい者スポーツに関する施策（スポーツ基本法やス
ポーツ基本計画など）について学ぶ．
事前：これまでの日本国内の障がい者福祉施策の歴史について調べる．
事後：スポーツにおけるユニバーサルデザインについて自分の考えを整理する．
【第4回】全国障がい者スポーツ大会の概要
全国障がい者スポーツ大会の基本理念など大会の概要および大会開催の目的や意義について学び,大会がスポー
ツ未経験者や初心者のスポーツ参加の動機づけになっていること,地域のスポーツ振興を進める契機となっている
ことを学ぶ．
事前：全国障がい者スポーツ大会の種目について調べる．
事後：全国障がい者スポーツ大会で行われている種目と障害の種類,課題について整理する．
【第5回】各障がいの理解とスポーツ（１）脊髄損傷と内部障がい
脊髄損傷および内部障がいの主な特性や実際のスポーツ活動場面で活かせる知識と指導上の配慮点を身につけ
る．
事前：脊髄損傷と内部障がいについて,それぞれの概要と症状とそれぞれの関係について調べる．
事後：脊髄損傷者と内部障がい者のスポーツや指導法について整理する．
【第6回】各障がいのスポーツ指導上の留意点と工夫（1）実技：ボッチャ
ボッチャのルールや用具の工夫の仕方,指導員としての留意点を学ぶ．
事前：ボッチャ競技のルールを調べておく．
事後：ボッチャ競技の得点方法や試合の流れについて情報を整理する．
【第7回】障がいのある人との交流
スポーツ活動をしている障がいのある方の体験談を聞き,障がい者スポーツの現状を学ぶ．
事前：ゲスト講師の先生の障がいの概要について調査する．
事後：障がいのある人への指導やサポートの方法について自分の考えをまとめる．
【第8回】各障がいの理解とスポーツ（2）視覚障がい
視覚障がいの主な特性や実際のスポーツ活動場面で活かせる知識と指導上の配慮点を身につける．
事前：視覚障がいの概要と症状について調べる．
事後：視覚障がい者が行うスポーツやその指導法について整理する．
【第9回】障害に応じたスポーツの工夫・実施（2）実技：視覚障がい者とスポーツ
手引きの方法や視覚障がい者が行うスポーツのルールや用具の工夫の仕方,指導員としての留意点を学ぶ．
事前：視覚障がい者の陸上競技のルールを調べておく．
障害者スポーツ指導実習Ⅰ

事後：視覚障がい者に対するサポート方法について整理しておく．
【第10回】各障がいの理解とスポーツ（3）知的障がい者とスポーツ
知的障がいに関する知識と指導法を学ぶ．
事前：スペシャルオリンピックスについて調べる．
事後：知的障がい者を指導する際の留意事項について整理する．
【第11回】スポーツインテグリティと指導者に求められる資質
スポーツにおけるインテグリティを理解し,プレイヤーズファーストの視点やプレイヤーとともに学び続ける姿
勢について学ぶ．
事前：スポーツインテグリティの意味を調べておく．
事後：スポーツインテグリティに関するニュースを調べ,対応策について自分の考えをまとめる．
【第12回】各障がいの理解とスポーツ（４）精神障がい者とスポーツ
知的障がい者とスポーツの振り返り / 精神障がいに関する知識と指導法を学ぶ
事前：精神障がいの症状について調べる．
事後：知的障がい者を指導する際の留意事項について整理する．
【第13回】コミュニケーションスキルの基礎
障がい者スポーツ指導者として必要なコミュニケーションスキルやソーシャルスキルの基礎を学ぶ．
事前：ソーシャルスキルの意味を調べ,指導者に必要なソーシャルスキルについて自分の考えをまとめる．
事後：現在行っているスポーツ活動等と本時に学んだ内容の違いを整理する．
【第14回】安全管理
スポーツを実施する際の安全管理の基本的な項目と内容を学ぶ．
事前：指導者の「安全配慮義務」について調べる．
事後：AEDや救急対応ができるように,情報を整理する．
【第15回】各地域の障がい者スポーツ推進の取り組み
資格を取得した後に,地域で行われている教室や大会等への積極的に関われるように,地域の障がい者スポーツ振
興の現状について学ぶ．
事前：障がい者にとって,スポーツが果たす役割とはなにか,自分の考えをまとめる．
事後：日本の障がい者スポーツの現状と課題について,総括的に記述する．
事前事後の学習
必要に応じて、担当教員より指示する。
授業計画に記載のとおり。
課題に対するフィードバックの方法
定期的に確認テストを実施する。翌週に、解説や具体的な事例をフィードバッグする。
講義ではパワーポイントなどを使用し、実技は指導方法、介助方法等、具体的動作を通してフィードバッグす
る。
成績評価の方法・基準（方針）
下記に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
１）正当な理由がなく、3回以上の欠席は評価の対象とせず,「K」評価とする。
２）授業の遅刻および早退は1/3欠席として扱う。
３）レポート未提出者は評価の対象とせず、「K」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

40

確認テスト（20）、確認テスト（20）等

１）、２）

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

学期末レポート（40）

１）、２）、３）

その他

20

授業に関する質問・発言（10）、取り組み姿勢（10）等

３）

テキスト

テキストは使用せず、プリント（資料）を配布する。

参考書

必要に応じて授業で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 本科目は、初級・中級障がい者スポーツ指導員の資格取得科目である。講義・実技を行うが、実
技の際は、障がい者スポーツ指導員としてふさわしい服装、みだしなみで参加すること。障害者スポー
ツ指導実習ⅡおよびⅢの履修を希望する場合、障害者スポーツ指導実習Ⅰを理解している前提で
授業が展開されるため、授業の内容理解の観点から、必ず本授業を履修すること。
授業を欠席した場合、担当教員に申し出て、配布資料を受け取ること。

障害者スポーツ指導実習Ⅰ

授業コード

13079501

授業種別

授業科目名

障害者スポーツ指導実習Ⅱ

授業担当教員

谷川

哲朗

成績担当教員

谷川

哲朗

開講年次

3年

実務家教員による授業

実習

開講期

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
本授業は「障がい者スポーツ指導実習Ⅰ」で学習した内容（知識・実践）を基に、下記の項目について実施す
る。
１）身体障害、知的障害、精神障害に焦点をあてた障害の特性
２）障害者の体力、トレーニング方法、スポーツ実践の現状と課題
３）二次障害の予防
なお、中級障害者スポーツ指導員資格のカリキュラムに則って展開される。
到達目標
１）障がい種類、障がい程度についての理解ができる。
２）障がい者の運動の特性と体力について理解できる。
３）補装具の現状と二次障害を含めた課題について理解できる。
授業計画
【第1回】障がい各論（1）聴覚障害
聴覚障がい者のスポーツの歴史と実際のスポーツ実践上の課題を学ぶ。
事前：デフリンピックの歴史について調べる。
事後：聴覚障がいの特徴と聴覚障がい者のサポート方法を整理しておく。
【第2回】障がい各論（2）視覚障害
視覚障がい者の障がい程度（全盲、弱視）、発達と運動,視覚障がい者と事故について実例から学ぶ。
事前：視覚障がい者の手引きの方法と運動時のサポート方法についてそれぞれ調べる。
事後：視覚障がいの特徴と視覚障がい者のサポート方法を整理しておく。
【第3回】全国障害者スポーツ大会実施種目【陸上】
全国障害者スポーツ大会実施種目の実技（陸上）を行う。プレ－ヤーと審判の役割を設定し、学習する。
事前：陸上（走・跳・投）のルールについて再確認する。
事後：陸上（走・跳・投）のルールや審判の方法を整理する。
【第4回】障がい各論（4）脳性まひ
脳性まひ発症の原因,病症タイプの特徴と配慮について学ぶ。
事前：脳性まひ者の手引きの方法と運動時のサポート方法についてそれぞれ調べる。
事後：脳性まひ者がスポーツをする際の注意点とサポート方法を整理しておく。
【第5回】障がい各論（3）四肢欠損・切断
四肢欠損・切断者の動きや動作の特徴について学ぶ．義手・義足,補助具についても学ぶ．
事前：義手,義足,補助具にはどのようなものがあるのか,機能について調べる．
事後：四肢欠損・切断者が運動・スポーツをする際の注意点とサポート方法を整理しておく．
【第6回】障がい各論（5）脊髄損傷と内部障がい
脊髄損傷と内部障がいの概要とメディカルチェックの方法について学ぶ。
事前：内部障がいにはどのような種類があるのか調べる。
事後：内部障がいの概要を整理する。
【第7回】地域における障がい者スポーツ振興【ゲスト講師の招聘】
障がい者スポーツに関わる諸団体や関係所管について理解し，連携することの必要性について学ぶ。
事前：障害者スポーツ指導実習ⅠおよびⅡで学んだことについて復習する。
事後：障がい者スポーツ協会や障がい者スポーツセンターでの取り組みについて整理しておく。
【第8回】全国障害者スポーツ大会実施種目【陸上】
全国障害者スポーツ大会実施種目実技（スラローム）を行う。プレ－ヤーと審判の役割を設定し、学習する。
事前：陸上（スラローム）のルールについて再確認する。
事後：陸上（スラローム）のルールや審判の方法を整理する。
【第9回】障がい各論（6）知的障害
知的障がい者における障がい程度と運動の特性について学ぶ。
事前：知的障がいの概要を整理する。
事後：知的障がい者が運動・スポーツをする際の注意点とサポート方法を整理しておく。
【第10回】障がい各論（7）発達障害
発達障がい者における障がい程度と運動の特性について学ぶ。
障害者スポーツ指導実習Ⅱ

事前：発達障がいの概要を整理する。
事後：発達障がい者が運動・スポーツをする際の注意点とサポート方法を整理しておく。
【第11回】リスクマネジメント
リスクマネジメントに関する基礎知識を学び，障がい者スポーツ指導現場における事例を学ぶ．
事前：障がいのある人の指導者として試合に引率する場合，どのような課題があるか整理する．
事後：授業で学んだリスクを整理し，事故が起こらないような対応策を整理する．
【第12回】補装具の理解【ゲスト講師の招聘】
補装具の種類とその構造を知り、その取扱について学ぶ。車いすのパンク修理なども行う。
事前：補装具の種類について調べる。
事後：補助具の特徴,備えるべき条件を整理する。
【第13回】全国障害者スポーツ大会実施種目（水泳）
全国障害者スポーツ大会実施種目（水泳）を行う．
特に,視覚障がい者が用いるブラックゴーグルを使用して泳ぐ体験や壁に近づいたことを知らせるタッピングを体
験する．
事前：水泳の基本的な技術（浮く・進む）について,学習する．
事後：視覚障がい者のサポートに必要な内容および方法について整理する．
【第14回】全国障害者スポーツ大会実施種目（水泳）
全国障害者スポーツ大会実施種目（水泳）を行う．
特に,肢体不自由で車椅子を使用者の介助方法や運動のサポート方法を学ぶ．
事前：脊髄損傷者や脳血管障がいの障がいを持つ人に指導する際の留意点を復習する．
事後：車椅子の介助の方法と運動サポートの方法について整理する．
【第15回】障がい各論（8）精神障害
精神障がい者数の推移から症状、原因を学ぶ。内部障がいの概要とメディカルチェックの方法について学ぶ。
事前：全国障がい者スポーツ大会に参加している精神障がいの特徴を調べる．
事後：精神障がい者のスポーツ場面におけるサポート方法を整理する．
事前事後の学習
必要に応じて、担当教員より指示する。
授業（1回につき2時間として計算）と事前事後の学修と合わせて、1単位あたり45時間の学修が必要である。
各授業（2時間）に加えて、事前・事後学修1時間が必要である。学修内容は、授業計画に記載の通りである。
課題に対するフィードバックの方法
適宜、授業終了前に確認テストを実施する。次回、解説や具体的な事例をフィードバッグする。
講義では、パワーポイントなどを使用し、実技は指導方法、介助方法等、具体的動作を通してフィードバッグす
る。
成績評価の方法・基準（方針）
下記に示す評価方法により、総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
１）正当な理由がなく3回以上の欠席は評価の対象とせず、「K」評価とする。
２）授業の遅刻および早退は1/3欠席として扱う。
３）レポート未提出者は評価の対象とせず「K」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

40

授業時の課題（20）、確認テスト（20）等

１）、２）、３）

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

学期末レポート（40）

１）、２）、３）

その他

20

授業に関する質問・発言（10）、取り組み姿勢（10）等

１）、２）、３）

テキスト

テキストは使用しない。
適宜、プリント（資料）を配布する。

参考書

必要に応じて授業で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 本授業は、中級障がい者スポーツ指導員の資格取得科目である。講義・実技を行うが、実技の際
には障がい者スポーツ指導員としてふさわしい服装、身だしなみで参加すること。また、障害者スポー
ツを理解する上で、障がい者とのふれあいを重視するため、補講期間中に学外授業（障がい者ス
ポーツ観戦・経験・サポート）の実施を予定している（日程の都合上、紹介のみの場合もある）。
なお、本授業は障害者スポーツ指導実習Ⅰの内容を理解している前提で授業が展開される。その
ため、授業の内容理解の観点から事前に障害者スポーツ指導実習Ⅰの単位を取得すること。さら
に、障害者スポーツ指導実習Ⅲの履修を希望する場合、障害者スポーツ指導実習ⅠおよびⅡを理
解している前提で授業が展開されるため、授業の内容理解の観点から事前に本授業を履修するこ
障害者スポーツ指導実習Ⅱ

履修条件・他の科目との関連 と。

障害者スポーツ指導実習Ⅱ

授業コード

13079502

授業種別

授業科目名

障害者スポーツ指導実習Ⅱ

授業担当教員

野口

研治

成績担当教員

野口

研治

開講年次

3年

実務家教員による授業

実習

開講期

前期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
本授業は「障がい者スポーツ指導実習Ⅰ」で学習した内容（知識・実践）を基に、下記の項目について実施す
る。
１）身体障害、知的障害、精神障害に焦点をあてた障害の特性
２）障害者の体力、トレーニング方法、スポーツ実践の現状と課題
３）二次障害の予防
なお、中級障害者スポーツ指導員資格のカリキュラムに則って展開される。
到達目標
１）障がい種類、障がい程度についての理解ができる。
２）障がい者の運動の特性と体力について理解できる。
３）補装具の現状と二次障害を含めた課題について理解できる。
授業計画
【第1回】障がい各論（1）聴覚障害
聴覚障がい者のスポーツの歴史と実際のスポーツ実践上の課題を学ぶ。
事前：デフリンピックの歴史について調べる。
事後：聴覚障がいの特徴と聴覚障がい者のサポート方法を整理しておく。
【第2回】障がい各論（2）視覚障害
視覚障がい者の障がい程度（全盲、弱視）、発達と運動,視覚障がい者と事故について実例から学ぶ。
事前：視覚障がい者の手引きの方法と運動時のサポート方法についてそれぞれ調べる。
事後：視覚障がいの特徴と視覚障がい者のサポート方法を整理しておく。
【第3回】全国障害者スポーツ大会実施種目【陸上】
全国障害者スポーツ大会実施種目の実技（陸上）を行う。プレ－ヤーと審判の役割を設定し、学習する。
事前：陸上（走・跳・投）のルールについて再確認する。
事後：陸上（走・跳・投）のルールや審判の方法を整理する。
【第4回】障がい各論（4）脳性まひ
脳性まひ発症の原因,病症タイプの特徴と配慮について学ぶ。
事前：脳性まひ者の手引きの方法と運動時のサポート方法についてそれぞれ調べる。
事後：脳性まひ者がスポーツをする際の注意点とサポート方法を整理しておく。
【第5回】障がい各論（3）四肢欠損・切断
四肢欠損・切断者の動きや動作の特徴について学ぶ．義手・義足,補助具についても学ぶ．
事前：義手,義足,補助具にはどのようなものがあるのか,機能について調べる．
事後：四肢欠損・切断者が運動・スポーツをする際の注意点とサポート方法を整理しておく．
【第6回】障がい各論（5）脊髄損傷と内部障がい
脊髄損傷と内部障がいの概要とメディカルチェックの方法について学ぶ。
事前：内部障がいにはどのような種類があるのか調べる。
事後：内部障がいの概要を整理する。
【第7回】地域における障がい者スポーツ振興【ゲスト講師の招聘】
障がい者スポーツに関わる諸団体や関係所管について理解し，連携することの必要性について学ぶ。
事前：障害者スポーツ指導実習ⅠおよびⅡで学んだことについて復習する。
事後：障がい者スポーツ協会や障がい者スポーツセンターでの取り組みについて整理しておく。
【第8回】全国障害者スポーツ大会実施種目【陸上】
全国障害者スポーツ大会実施種目実技（スラローム）を行う。プレ－ヤーと審判の役割を設定し、学習する。
事前：陸上（スラローム）のルールについて再確認する。
事後：陸上（スラローム）のルールや審判の方法を整理する。
【第9回】障がい各論（6）知的障害
知的障がい者における障がい程度と運動の特性について学ぶ。
事前：知的障がいの概要を整理する。
事後：知的障がい者が運動・スポーツをする際の注意点とサポート方法を整理しておく。
【第10回】障がい各論（7）発達障害
発達障がい者における障がい程度と運動の特性について学ぶ。
障害者スポーツ指導実習Ⅱ

事前：発達障がいの概要を整理する。
事後：発達障がい者が運動・スポーツをする際の注意点とサポート方法を整理しておく。
【第11回】リスクマネジメント
リスクマネジメントに関する基礎知識を学び，障がい者スポーツ指導現場における事例を学ぶ．
事前：障がいのある人の指導者として試合に引率する場合，どのような課題があるか整理する．
事後：授業で学んだリスクを整理し，事故が起こらないような対応策を整理する．
【第12回】補装具の理解【ゲスト講師の招聘】
補装具の種類とその構造を知り、その取扱について学ぶ。車いすのパンク修理なども行う。
事前：補装具の種類について調べる。
事後：補助具の特徴,備えるべき条件を整理する。
【第13回】全国障害者スポーツ大会実施種目（水泳）
全国障害者スポーツ大会実施種目（水泳）を行う．
特に,視覚障がい者が用いるブラックゴーグルを使用して泳ぐ体験や壁に近づいたことを知らせるタッピングを体
験する．
事前：水泳の基本的な技術（浮く・進む）について,学習する．
事後：視覚障がい者のサポートに必要な内容および方法について整理する．
【第14回】全国障害者スポーツ大会実施種目（水泳）
全国障害者スポーツ大会実施種目（水泳）を行う．
特に,肢体不自由で車椅子を使用者の介助方法や運動のサポート方法を学ぶ．
事前：脊髄損傷者や脳血管障がいの障がいを持つ人に指導する際の留意点を復習する．
事後：車椅子の介助の方法と運動サポートの方法について整理する．
【第15回】障がい各論（8）精神障害
精神障がい者数の推移から症状、原因を学ぶ。内部障がいの概要とメディカルチェックの方法について学ぶ。
事前：全国障がい者スポーツ大会に参加している精神障がいの特徴を調べる．
事後：精神障がい者のスポーツ場面におけるサポート方法を整理する．
事前事後の学習
必要に応じて、担当教員より指示する。
授業（1回につき2時間として計算）と事前事後の学修と合わせて、1単位あたり45時間の学修が必要である。
各授業（2時間）に加えて、事前・事後学修1時間が必要である。学修内容は、授業計画に記載の通りである。
課題に対するフィードバックの方法
適宜、授業終了前に確認テストを実施する。次回、解説や具体的な事例をフィードバッグする。
講義では、パワーポイントなどを使用し、実技は指導方法、介助方法等、具体的動作を通してフィードバッグす
る。
成績評価の方法・基準（方針）
下記に示す評価方法により、総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
１）正当な理由がなく3回以上の欠席は評価の対象とせず、「K」評価とする。
２）授業の遅刻および早退は1/3欠席として扱う。
３）レポート未提出者は評価の対象とせず「K」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

40

授業時の課題（20）、確認テスト（20）等

１）、２）、３）

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

学期末レポート（40）

１）、２）、３）

その他

20

授業に関する質問・発言（10）、取り組み姿勢（10）等

１）、２）、３）

テキスト

テキストは使用しない。
適宜、プリント（資料）を配布する。

参考書

必要に応じて授業で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 本授業は、中級障がい者スポーツ指導員の資格取得科目である。講義・実技を行うが、実技の際
には障がい者スポーツ指導員としてふさわしい服装、身だしなみで参加すること。また、障害者スポー
ツを理解する上で、障がい者とのふれあいを重視するため、補講期間中に学外授業（障がい者ス
ポーツ観戦・経験・サポート）の実施を予定している（日程の都合上、紹介のみの場合もある）。
なお、本授業は障害者スポーツ指導実習Ⅰの内容を理解している前提で授業が展開される。その
ため、授業の内容理解の観点から事前に障害者スポーツ指導実習Ⅰの単位を取得すること。さら
に、障害者スポーツ指導実習Ⅲの履修を希望する場合、障害者スポーツ指導実習ⅠおよびⅡを理
解している前提で授業が展開されるため、授業の内容理解の観点から事前に本授業を履修するこ
障害者スポーツ指導実習Ⅱ

履修条件・他の科目との関連 と。

障害者スポーツ指導実習Ⅱ

授業コード

13079601

授業種別

授業科目名

障害者スポーツ指導実習Ⅲ

授業担当教員

谷川

哲朗

成績担当教員

谷川

哲朗

開講年次

3年

開講期

実務家教員による授業

実習

後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
本授業では、「障害者スポーツ指導実習Ⅰ」および「障害者スポーツ指導実習Ⅱ」で学習した内容を基に、下記
の内容を行う。
１）障害別に応じて開催されている大会の現状を国内大会、国際大会の観点から学習する。
２）全国障害者スポーツ大会の歴史を含めた背景、大会運営状況と課題、クラス分け、競技規則、指導法等を学
習する。
なお、中級障害者スポーツ指導員資格のカリキュラムに則って展開される。
到達目標
１）全国障がい者スポーツ大会,他大会実施状況が把握できる。
２）全国障がい者スポーツ大会実施種目の障がい区分、競技規則が理解できる。
３）障がい者の運動の特性に応じた指導ができる。
授業計画
【第1回】全国障害者スポーツ大会の歴史と目的・意義
「障害者スポーツ指導実習Ⅰ」および「障害者スポーツ指導実習ⅠⅡ」の復習を行う。
全国障害者スポーツ大会の歴史と目的・意義を理解し、大会の現状や競技種目の変遷を学習する。
事前：障害者スポーツ指導実習ⅠおよびⅡで学習した内容について復習しておく。
事後：全国障害者スポーツ大会の歴史と目的・意義を理解し,大会の現状や競技種目の変遷について整理する。
【第2回】全国障害者スポーツ大会の実施競技
全国障害者スポーツ大会の実施競技について解説し、ルールやサポートの方法、審判の方法を学ぶ。
事前：今年度の全国障害者スポーツ大会の実施競技で実施される競技について、オープン競技も含めて調べてお
く。
事後：全国障害者スポーツ大会で実施される競技のルールやサポート方法、審判の方法を整理する。
【第3回】全国障害者スポーツ大会実施種目【実技：フライングディスク】
全国障害者スポーツ大会実施種目の実技（フライングディスク）を行う。プレ－ヤーと審判の役割を設定し、学
習する。
事前：フライングディスクのルールについて再確認する。
事後：フライングディスクのルールや審判の方法を整理する。
【第4回】障害者のスポーツ指導における留意点（１）
障害者がスポーツを行う際や日常生活に必要なサポートについて課題を挙げ、指導計画を作成する。
事前：視覚障がいの概要とサポート方法について復習する．
事後：サポート方法や指導時の注意点をまとめる．
【第5回】発育・発達に応じた指導法（１）
身体の発育・発達の原則を学ぶ。特に、発育・発達の捉え方について学ぶ。
事前：知的障がい、発達障がいの概要について復習する。
事後：発育・発達の捉え方について、整理する。
【第6回】発育・発達に応じた指導法（２）
精神的な発達、知的障害の発育発達について学ぶ。特に、からだの発育・発達のパターンについて学ぶ。
事前：スペシャルオリンピックスについて調べる。
事後：からだの発育・発達のパターンについて、整理する。
【第7回】全国障害者スポーツ大会出場選手の声【ゲスト講師の招聘】
全国障害者スポーツ大会出場選手の講演から、障がい区分、実技競技、選手の編成とコーチの役割について学
ぶ。
事前：全国障害者スポーツ大会に指導者として帯同することを想定して、本年度に開催される全国障害者スポー
ツ大会について調べる。
事後：全国障害者スポーツ大会の意義について整理する。
【第8回】全国障害者スポーツ大会実施種目【実技：シッティングバレーボール】
全国障害者スポーツ大会実施種目実技（シッティングバレー）を行う。プレ－ヤーと審判の役割を設定し、学習
する。
事前：ルールを調べて確認する。
事後：ルールや審判の方法を整理する。
【第9回】全国障害者スポーツ大会の障害区分
障害者スポーツ指導実習Ⅲ

過去の全国障害者スポーツ大会を基に、競技種目、選手選考方法の現状と課題について学習する。
また、クラス分けの現状と課題を学習する。
事前：全国障害者スポーツ大会で実施される競技と出場できる障害区分について確認する。
事後：全国障害者スポーツ大会の障害区分についてパラリンピックのクラス分けと区別して確認する。
【第10回】重症心身障がい児・者とスポーツの実際
重症心身障がい児・者の運動・スポーツの現状と課題とサポートの方法について学習する。ボッチャを体験す
る。
事前：重症心身障がい児・者は,どういった症状がある人のことをいうのか調べる。
事後：重症心身障がい児・者が運動・スポーツを行う際の課題とサポート方法について整理する。
【第11回】全国障害者スポーツ大会実施種目【バスケットボール】
全国障害者スポーツ大会実施種目実技（バスケットボール）を行う。プレ－ヤーと審判の役割を設定し、学習す
る。
事前：ルールを調べて確認する。
事後：ルールや審判の方法を整理する。
【第12回】障害者のスポーツ指導における留意点（２）
障害者がスポーツを行う際や日常生活に必要なサポートについて課題を挙げ、指導案を作成する。
事前：指導案の作成方法を復習する．
事後：サポート方法や指導時の注意点をまとめる．
【第13回】障害者のスポーツ指導における留意点（３）
障害者がスポーツを行う際や日常生活に必要なサポートについて課題を挙げ、指導案を作成する。
事前：指導案の作成方法を復習する．
事後：サポート方法や指導時の注意点をまとめる．
【第14回】全国障害者スポーツ大会実施種目の大会運営
各障害に応じた指導の事例を通して指導上の留意点を把握しながら,全国障害者スポーツ大会実施種目（フライン
グディスク、バスケットボール、ボッチャ、シッティングバレーボール）について、学生が主体となって大会を
企画・運営方法についてディスカッションを行い、実際にゲームを行う。
事前：フライングディスク、バスケットボール、ボッチャ、シッティングバレーボールのルールを確認してお
く．
事後：各競技の試合や練習での課題を整理する．
【第15回】障がい者スポーツ指導員としてのキャリア形成
過去と将来の指導者としてのキャリアを考え、自身の指導者像についてディスカッションを通じて、理想的な指
導者とはどのような特長があるのか探求する。
事前：これまでに自身が関わった指導者の特長について整理しておく。
事後：自身が目指す指導者の特長を整理し、そのためには何が必要かを明確にする。
事前事後の学習
必要に応じて、担当教員より指示する。
授業（1回につき2時間として計算）と事前事後の学修と合わせて、1単位あたり45時間の学修が必要である。各授
業（2時間）に加えて事前・事後学修1時間が必要である。学修内容は授業計画に記載の通りである。
課題に対するフィードバックの方法
授業終了前に確認テストを実施する。次回、解説や具体的な事例をフィードバッグする。
講義ではパワーポイントなどを使用し、実技は指導方法、介助方法等、具体的動作を通してフィードバッグす
る。
成績評価の方法・基準（方針）
下記に示す評価方法により、総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
１）正当な理由がなく、3回以上の欠席は評価の対象とせず、「K」評価とする。
２）授業の遅刻および早退は1/3欠席として扱う。
３）レポート未提出者は評価の対象とせず「K」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

40

授業時の課題（20）、確認テスト（20）等

１）、２）、３）

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

学期末レポート（40）

１）、２）、３）

その他

20

授業に関する質問・発言（10）,取り組み姿勢（10）等

１）、２）、３）

テキスト

テキストは使用せず、プリント（資料）を配布する。

参考書

必要に応じて授業で紹介する。
障害者スポーツ指導実習Ⅲ

参考書
履修条件・他の科目との関連 本授業は、中級障がい者スポーツ指導員の資格取得科目である。講義・実技を行うが、実技の際
には障がい者スポーツ指導員としてふさわしい服装、身だしなみで参加すること。また、障がい者ス
ポーツを理解する上で、障がい者とのふれあいを重視するため、補講期間中に学外授業（障がい者
スポーツ観戦・経験・サポート）を予定している（日程の都合上,紹介のみの場合もある）。
なお、本授業は障害者スポーツ指導実習Ⅰおよび障害者スポーツ指導実習ⅠⅡの内容を理解し
ている前提で授業が展開されるため、授業の内容理解の観点から事前に障害者スポーツ指導実習
ⅠおよびⅡの単位を取得していること。

障害者スポーツ指導実習Ⅲ

授業コード

13079602

授業種別

授業科目名

障害者スポーツ指導実習Ⅲ

授業担当教員

野口

研治

成績担当教員

野口

研治

開講年次

3年

開講期

実務家教員による授業

実習

後期

単位数

－

1単位

授業の目的・概要
本授業では、「障害者スポーツ指導実習Ⅰ」および「障害者スポーツ指導実習Ⅱ」で学習した内容を基に、下記
の内容を行う。
１）障害別に応じて開催されている大会の現状を国内大会、国際大会の観点から学習する。
２）全国障害者スポーツ大会の歴史を含めた背景、大会運営状況と課題、クラス分け、競技規則、指導法等を学
習する。
なお、中級障害者スポーツ指導員資格のカリキュラムに則って展開される。
到達目標
１）全国障がい者スポーツ大会,他大会実施状況が把握できる。
２）全国障がい者スポーツ大会実施種目の障がい区分、競技規則が理解できる。
３）障がい者の運動の特性に応じた指導ができる。
授業計画
【第1回】全国障害者スポーツ大会の歴史と目的・意義
「障害者スポーツ指導実習Ⅰ」および「障害者スポーツ指導実習ⅠⅡ」の復習を行う。
全国障害者スポーツ大会の歴史と目的・意義を理解し、大会の現状や競技種目の変遷を学習する。
事前：障害者スポーツ指導実習ⅠおよびⅡで学習した内容について復習しておく。
事後：全国障害者スポーツ大会の歴史と目的・意義を理解し,大会の現状や競技種目の変遷について整理する。
【第2回】全国障害者スポーツ大会の実施競技
全国障害者スポーツ大会の実施競技について解説し、ルールやサポートの方法、審判の方法を学ぶ。
事前：今年度の全国障害者スポーツ大会の実施競技で実施される競技について、オープン競技も含めて調べてお
く。
事後：全国障害者スポーツ大会で実施される競技のルールやサポート方法、審判の方法を整理する。
【第3回】全国障害者スポーツ大会実施種目【実技：フライングディスク】
全国障害者スポーツ大会実施種目の実技（フライングディスク）を行う。プレ－ヤーと審判の役割を設定し、学
習する。
事前：フライングディスクのルールについて再確認する。
事後：フライングディスクのルールや審判の方法を整理する。
【第4回】障害者のスポーツ指導における留意点（１）
障害者がスポーツを行う際や日常生活に必要なサポートについて課題を挙げ、指導計画を作成する。
事前：視覚障がいの概要とサポート方法について復習する．
事後：サポート方法や指導時の注意点をまとめる．
【第5回】発育・発達に応じた指導法（１）
身体の発育・発達の原則を学ぶ。特に、発育・発達の捉え方について学ぶ。
事前：知的障がい、発達障がいの概要について復習する。
事後：発育・発達の捉え方について、整理する。
【第6回】発育・発達に応じた指導法（２）
精神的な発達、知的障害の発育発達について学ぶ。特に、からだの発育・発達のパターンについて学ぶ。
事前：スペシャルオリンピックスについて調べる。
事後：からだの発育・発達のパターンについて、整理する。
【第7回】全国障害者スポーツ大会出場選手の声【ゲスト講師の招聘】
全国障害者スポーツ大会出場選手の講演から、障がい区分、実技競技、選手の編成とコーチの役割について学
ぶ。
事前：全国障害者スポーツ大会に指導者として帯同することを想定して、本年度に開催される全国障害者スポー
ツ大会について調べる。
事後：全国障害者スポーツ大会の意義について整理する。
【第8回】全国障害者スポーツ大会実施種目【実技：シッティングバレーボール】
全国障害者スポーツ大会実施種目実技（シッティングバレー）を行う。プレ－ヤーと審判の役割を設定し、学習
する。
事前：ルールを調べて確認する。
事後：ルールや審判の方法を整理する。
【第9回】全国障害者スポーツ大会の障害区分
障害者スポーツ指導実習Ⅲ

過去の全国障害者スポーツ大会を基に、競技種目、選手選考方法の現状と課題について学習する。
また、クラス分けの現状と課題を学習する。
事前：全国障害者スポーツ大会で実施される競技と出場できる障害区分について確認する。
事後：全国障害者スポーツ大会の障害区分についてパラリンピックのクラス分けと区別して確認する。
【第10回】重症心身障がい児・者とスポーツの実際
重症心身障がい児・者の運動・スポーツの現状と課題とサポートの方法について学習する。ボッチャを体験す
る。
事前：重症心身障がい児・者は,どういった症状がある人のことをいうのか調べる。
事後：重症心身障がい児・者が運動・スポーツを行う際の課題とサポート方法について整理する。
【第11回】全国障害者スポーツ大会実施種目【バスケットボール】
全国障害者スポーツ大会実施種目実技（バスケットボール）を行う。プレ－ヤーと審判の役割を設定し、学習す
る。
事前：ルールを調べて確認する。
事後：ルールや審判の方法を整理する。
【第12回】障害者のスポーツ指導における留意点（２）
障害者がスポーツを行う際や日常生活に必要なサポートについて課題を挙げ、指導案を作成する。
事前：指導案の作成方法を復習する．
事後：サポート方法や指導時の注意点をまとめる．
【第13回】障害者のスポーツ指導における留意点（３）
障害者がスポーツを行う際や日常生活に必要なサポートについて課題を挙げ、指導案を作成する。
事前：指導案の作成方法を復習する．
事後：サポート方法や指導時の注意点をまとめる．
【第14回】全国障害者スポーツ大会実施種目の大会運営
各障害に応じた指導の事例を通して指導上の留意点を把握しながら,全国障害者スポーツ大会実施種目（フライン
グディスク、バスケットボール、ボッチャ、シッティングバレーボール）について、学生が主体となって大会を
企画・運営方法についてディスカッションを行い、実際にゲームを行う。
事前：フライングディスク、バスケットボール、ボッチャ、シッティングバレーボールのルールを確認してお
く．
事後：各競技の試合や練習での課題を整理する．
【第15回】障がい者スポーツ指導員としてのキャリア形成
過去と将来の指導者としてのキャリアを考え、自身の指導者像についてディスカッションを通じて、理想的な指
導者とはどのような特長があるのか探求する。
事前：これまでに自身が関わった指導者の特長について整理しておく。
事後：自身が目指す指導者の特長を整理し、そのためには何が必要かを明確にする。
事前事後の学習
必要に応じて、担当教員より指示する。
授業（1回につき2時間として計算）と事前事後の学修と合わせて、1単位あたり45時間の学修が必要である。各授
業（2時間）に加えて事前・事後学修1時間が必要である。学修内容は授業計画に記載の通りである。
課題に対するフィードバックの方法
授業終了前に確認テストを実施する。次回、解説や具体的な事例をフィードバッグする。
講義ではパワーポイントなどを使用し、実技は指導方法、介助方法等、具体的動作を通してフィードバッグす
る。
成績評価の方法・基準（方針）
下記に示す評価方法により、総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
１）正当な理由がなく、3回以上の欠席は評価の対象とせず、「K」評価とする。
２）授業の遅刻および早退は1/3欠席として扱う。
３）レポート未提出者は評価の対象とせず「K」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

40

授業時の課題（20）、確認テスト（20）等

１）、２）、３）

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

学期末レポート（40）

１）、２）、３）

その他

20

授業に関する質問・発言（10）,取り組み姿勢（10）等

１）、２）、３）

テキスト

テキストは使用せず、プリント（資料）を配布する。

参考書

必要に応じて授業で紹介する。
障害者スポーツ指導実習Ⅲ

参考書
履修条件・他の科目との関連 本授業は、中級障がい者スポーツ指導員の資格取得科目である。講義・実技を行うが、実技の際
には障がい者スポーツ指導員としてふさわしい服装、身だしなみで参加すること。また、障がい者ス
ポーツを理解する上で、障がい者とのふれあいを重視するため、補講期間中に学外授業（障がい者
スポーツ観戦・経験・サポート）を予定している（日程の都合上,紹介のみの場合もある）。
なお、本授業は障害者スポーツ指導実習Ⅰおよび障害者スポーツ指導実習ⅠⅡの内容を理解し
ている前提で授業が展開されるため、授業の内容理解の観点から事前に障害者スポーツ指導実習
ⅠおよびⅡの単位を取得していること。

障害者スポーツ指導実習Ⅲ

授業コード

13003201

授業種別

授業科目名

スポーツカウンセリング

授業担当教員

東

亜弓

成績担当教員

東

亜弓

開講年次

カリキュラムによる

開講期

実務家教員による授業

講義

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
この授業では、アスリートが一般的に抱えるストレスや怪我についての理解、スポーツカウンセリングの目的や
理論的背景、アセスメントなどについて概説します。授業の目的は、体育・スポーツ場面における対人理解を深
めることです。また内容の性質上、実習形式の授業形態をとることもあります。知識の習得だけではなく、種々
の心理テストなどを実施します。
授業はスライド資料によるプレゼン形式で行い、文字情報、動画などを提示しながらすすめていきます。内容
に応じて、グループに分かれてディスカッションを行うこともあります。配布資料は、データでGoogleクラス
ルームより配信します。事前学習では、授業テーマに該当するテキストページを読み、分からない言葉を調べて
おくこと。事後学習では、授業で学んだキーワードについて調べ直すことや、テキストをもとにノートに加筆す
るなどの、主体的学習が必要です。
到達目標
１．スポーツカウンセリングの特徴を記述し、説明することができる
２．体育・スポーツの指導者として、選手理解、生徒理解に活かすことができるカウンセリングマインドを記述
し、説明することができる
授業計画
【第1回】ガイダンス
内容：スポーツカウンセリングの講義概要
【第2回】スポーツカウンセリングの機能と役割
内容：スポーツカウンセリングがどのように活用されているのか
【第3回】心理サポートとスポーツカウンセリング
内容：心理サポートの位置づけ
【第4回】メンタルトレーニングとスポーツカウンセリング
内容：アスリートに対するサポート
【第5回】チームビルディングとスポーツカウンセリング
内容：チームの変容とサポート事例
【第6回】競技ストレスとスポーツカウンセリング
内容：アスリートが抱えるストレス
【第7回】バーンアウトとスポーツカウンセリング
内容：バーンアウトに対する対応
【第8回】負傷とスポーツカウンセリング
内容：スポーツ傷害、スポーツ障害の理解
【第9回】こころの健康とスポーツカウンセリング
内容：メンタルヘルス、女性アスリートの特徴
【第10回】スポーツカウンセリングへの期待
内容：学校体育におけるカウンセリングマインド
【第11回】スポーツカウンセリングの可能性を考える
内容：エンカウンター
【第12回】スポーツカウンセリングの実践
内容：アセスメント
【第13回】指導者に期待されるスポーツ心理学的支援
内容：学校体育、競技スポーツから考える
【第14回】スポーツカウンセリングの実際
内容：現場ではどのようにサポートが行われているのかについて
【第15回】総括
内容：講義内容の理解度を確認
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
【事前学習】
毎回の授業までに、授業で指示するトピックについて事前にノートにまとめておくこと
第4回から第9回までは、これまでの経験を思い出し、その経験を書き出しておく
【事後学習】
毎回の授業で学んだ内容や気づきなどについて、ノートに加筆すること
授業内で実践したことについて、その経験をノートに記述しておく
課題に対するフィードバックの方法
授業内にフィードバックを行う
スポーツカウンセリング

成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、授業期間中に実施する「小テスト」ならびに、授業内レポート、定期試験に代わるレポート
の評価結果に基づき、総合的に判定したうえで60点以上を合格とし所定の単位を認定します。
正当な理由のない欠席5回以上、定期試験に代わるレポートの未提出、指示された提出物が未提出の場合は、評価
対象とせず「K」評価とします。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

授業内容の理解度を確認する小テスト（計5回を予定）
(各10点)

1、2

授業外での評価

20

授業内容に関するふり返りレポートの提出(計5回を予定)
（各4点）

1、2

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

30

全授業終了後に実施するレポート試験(30)

1、2

その他

0

テキスト

テキストを使用しない
教材がある場合は、授業内に配布する

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する

履修条件・他の科目との関連 この授業は次の資格取得に必要な科目です。
「中学校教諭一種・高等学校教諭一種免許（保健体育）」の「３．教科又は教職に関する科目」の
うち「選択」科目に該当
「メンタルトレーニング法」と連携した内容であり,両方の授業をあわせて受講することが望ましい
欠席学生への配布資料は、紙媒体のものは研究室（5-1002）まで取りに来てください。

スポーツカウンセリング

授業コード

13011401

授業種別

授業科目名

メンタルトレーニング法

授業担当教員

東

亜弓

成績担当教員

東

亜弓

開講年次

カリキュラムによる

実務家教員による授業

講義

開講期

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
近年、競技場面での実力発揮をねらいとした心理的スキルトレーニング（メンタルトレーニング）に対する関心
が高まっています。この授業では、日本スポーツ心理学会が認定している「スポーツメンタルトレーニング指導
士」資格で定義されているメンタルトレーニングの理論的背景と実践例を概説し、この分野の理解を深めていき
ます。また、体験的な理解を深めるために、心理的なスキルトレーニングの実践を交えた授業を行います。これ
らを通して、運動・スポーツ指導者ならびに保健体育教員に必要なセルフコントロールや目標設定のスキルを身
につけることを目的とします。
授業はスライド資料によるプレゼン形式で行い、文字情報、動画などを提示しながらすすめていきます。配布資
料は、データでGoogleクラスルームより配信します。事前学習では、授業テーマに該当するテキストページを読
み、分からない言葉を調べておくこと。事後学習では、毎日の課題に取り組むことや授業で学んだキーワードに
ついて調べ直すなどの、主体的学習が必要です。
到達目標
１．心理的スキルを実践し、その取り組みを記述し、説明することができる
２．基本的な専門用語について説明することができる
３．スポーツメンタルトレーニングの心理的スキルとその目的を記述し、説明することができる
授業計画
【第1回】ガイダンス
内容：授業の進め方や授業の内容について
【第2回】メンタルトレーニングとは
内容：メンタルトレーニングプログラムの概観
【第3回】メンタルトレーニングの活用
内容：心理サポートの必要性
【第4回】アセスメントとふり返り
内容：アセスメントの理解とふり返りの方法
【第5回】自己分析の実践
内容：心理検査を用いた自己分析の実践
【第6回】目標設定
内容：目標設定の理論と実際
【第7回】リラクセーション技法
内容：呼吸法、漸進的筋弛緩法、バイオフィードバック
【第8回】注意集中技法
内容：注意集中を高めるパフォーマンスルーティン
【第9回】イメージトレーニングの基礎
内容：理論と実際
【第10回】イメージトレーニングの実践
内容：ピークパフォーマンス分析から
【第11回】自信を高める
内容：セルフ・エフィカシー（自己効力感）
【第12回】チームワークを向上する
内容：チームビルディングの実践
【第13回】心理的スキルトレーニング実践の評価
内容：取り組んだ成果のふり返り
【第14回】様々な種目におけるメンタルトレーニング
内容：メンタルトレーニング実践例の紹介
【第15回】総括
内容：これまでの学習成果を確認
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
【事前学習】
毎回の授業までに、テキスト当該箇所を読み、分からない言葉を事前にチェックしておくこと
【事後学習】
授業で学んだ内容や気づきなどについてふり返り、ノートに加筆すること
目標設定課題を毎日記録すること
課題に対するフィードバックの方法
授業内にフィードバックを行う
メンタルトレーニング法

成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、授業期間中に実施する「小テスト」ならびに、授業内レポート、期末試験の評価結果に基づ
き、総合的に判定したうえで60点以上を合格とし所定の単位を認定します。
ただし、正当な理由のない欠席4回以上、各種テストや試験を受けていない、指示された提出物が未提出の場合は
評価対象とせず「K」評価とします。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

授業内容の理解度を確認する小テスト（計5回を予定）
(各10点)

1、2、3

授業外での評価

20

授業内容に関するふり返りレポートの提出(計5回を予定)
（各4点）

1、2、3

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

30

全授業終了後に実施するレポート試験(30)

1、2、3

その他

0

テキスト

『スポーツメンタルトレーニング教本 三訂版』日本スポーツ心理学会編（大修館書店） 本体2,420
円（税込）
書籍版 ISBN9784469268065
電子版 ISBN9784469822366
（書籍版、電子版のどちらか一つをテキストとして使用してください）

参考書

必要に応じて授業の中で紹介します

履修条件・他の科目との関連 この授業は次の資格取得に必要な科目です。
「中級障がい者スポーツ指導員資格」
欠席学生への配布資料は、紙媒体のものは研究室（5-1002）まで取りに来てください。

メンタルトレーニング法

授業コード

13005601

授業種別

授業科目名

スポーツ産業

授業担当教員

菊地

靖

成績担当教員

菊地

靖

開講年次

カリキュラムによる

開講期

実務家教員による授業

講義

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
主に1年生を対象にした講義です。「スポーツ産業」の歴史、成り立ち、仕組み等々、広義的な基本知識を学習す
る場にしたいと考えています。いわゆる「スポーツ産業」といっても対象業種は多岐に渡ります。世界の中でも
スポーツ先進国と言われる米国の最新事情も紹介しながら、講義を進めていく予定です。
在米24年間でスポーツ現場で取材を続けてきた経験を生かし、動画や画像などを利用しながらスポーツ産業の現
状を紹介していきます。それを踏まえ「スポーツ産業」分野で最先端を走る米国の事情を理解しながら、さらに
日本も対比して日本の現状も考察していきます。
到達目標
1．「スポーツ産業」の歴史を理解する。
2．「スポーツ産業」の成り立ちを理解する。
3．「スポーツ産業」の仕組みを理解する。
4．「スポーツ産業」の最新情報を理解する。
5．「スポーツ産業」の将来性を考察する。
授業計画
【第1回】内容：今後の授業予定とガイダンス
【第2回】内容：スポール産業の概念
【第3回】内容：スポーツ産業の根幹をなすプロスポーツ（その1）
【第4回】内容：スポーツ産業の根幹をなすプロスポーツ（その2）
【第5回】内容：スポーツ界を支える関連産業（スポーツ用品産業その1）
【第6回】内容：スポーツ界を支える関連産業（スポーツ用品産業その2）
【第7回】内容：スポーツ界を支える関連産業（スポーツ施設その1）
【第8回】内容：スポーツ界を支える関連産業（スポーツ施設その2）
【第9回】内容：スポーツ界を支える関連産業（人材育成と派遣）
【第10回】内容：スポーツ界を支える関連産業（スポーツエージェント）
【第11回】内容：スポーツ界を支える関連産業（スポーツ情報産業）
【第12回】内容：スポーツ界を支える関連産業（スポーツ関連サービス産業）
【第13回】内容：スポーツ産業の新興勢力eスポーツ（その誕生と歴史）
【第14回】内容：スポーツ産業の新興産業eスポーツ（急成長とその将来性）
【第15回】内容：講義のまとめと成果確認
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
【第1回】
①事前学修課題：スポーツ産業のシラバスに目を通して授業全体を把握する。
②事後学修課題：自分なりにスポーツ産業がどんなものかを考える。
【第2回】
①事前学修課題：自分が考えるスポーツ産業を列記する。
②事後学修課題：授業を聞いた内容を元にして自分が列記したスポーツ産業を分類分けする。
【第3回】
①事前学修課題：世界中の人気プロスポーツを調べる。
②事後学修課題：世界と人気プロスポーツの地域性を復習する。
【第4回】
①事前学修課題：プロスポーツの様々な収入源を調べる。
②事後学修課題：各人気スポーツの主要収入源を復習する。
【第5回】
①事前学修課題：自分が携わったスポーツと専門用品の関連性を考える。
②事後学修課題：スポーツ用品が各競技の発展を如何に支えたのかを復習する。
【第6回】
①事前学修課題：スポーツ用品のファッション性について考える。
②事後学修課題：人気アスリートのシグネチャーモデルを調べる。
【第7回】
①事前学修課題：これまで自分が使用してきたスポーツ施設を列記する。
②事後学修課題：これまで使用してきたスポーツ施設の運営面を調べる。
【第8回】
①事前学修課題：自分の周りにあるスポーツ施設を調べる。
②事後学修課題：一般生活の中に溶け込むスポーツ施設について復習する。
【第9回】
スポーツ産業

①事前学修課題：これまで自分が携わったスポーツでお世話になった人たちを列記する。
②事後学修課題：アスリートを支える人たちの重要性を復習する。
【第10回】
①事前学修課題：スポーツエージェントについて調べ予備知識を得る。
②事後学修課題：スポーツエージェントがスポーツ界の発展に寄与している構造を復習する。
【第11回】
①事前学修課題：多岐に渡りスポーツ情報を提供する企業について調べる。
②事後学修課題：スポーツ界とスポーツ情報との関連性を復習する。
【第12回】
①事前学修課題：スポーツイベント等の運営に携わる企業について調べる。
②事後学修課題：スポーツ運営を支える企業の多様性について復習する。
【第13回】
①事前学修課題：eスポーツがいつ頃から認知され始めたのかを調べる。
②事後学修課題：eスポーツがなぜ人気を集めるようになったのかを復習する。
【第14回】
①事前学修課題：第13回の授業を聞いてeスポーツの可能性について考える。
②事後学修課題：eスポーツとスポーツとの関連性について復習する。
【第15回】
①事前学修課題：今期配布のプリントすべてを持参し目を通しておく。
②事後学修課題：授業中に押さえた事項について確実に復習すること。
課題に対するフィードバックの方法
前述の事前調査、事後調査は、課題として提出を求めるケースもあります。今年度もGoogleクラスルームが使用
していきますので、同機能を通じて学生の皆さんにフィードバックしていく予定です。
成績評価の方法・基準（方針）
通常通り対面授業で実施される場合は、第15回目に実施する論述試験と提出を義務づける課題によって評価して
いきます。また多少出席状況も検討する場合もあります。もし昨年度のように遠隔授業で実施される場合は、状
況に合わせながら対応していく予定です。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

授業内容に関する事前調査、事後調査等を課題として
提出してもらい、関連事項に関する理解度を確認します。

1．2．3．4．5

授業外での評価

0

定期試験

50

定期試験に代わるレポート等

0

その他

0

テキスト

特にありません。こちらで資料を含め学習教材を用意する予定です。

第15回目の授業で2～3問程度の論述試験を実施しま
1．2．3．4．5.
す。ただし今年度も遠隔授業に指令された場合は、試験
ではなくレポート提出に変更される場合があります。
授業で学んだ内容をどの程度理解できたかを確認すること
を目的にしたものです。論述式なので、しっかり自分の意
見をしっかり文章にできるかが求められます。

参考書
履修条件・他の科目との関連 明確な履修条件はありません。「スポーツ産業」に興味がある学生であれば、対象学生なら誰でも履
修可能です。

スポーツ産業

授業コード

13005501

授業種別

授業科目名

スポーツ経営・管理

授業担当教員

赤松

喜久

成績担当教員

赤松

喜久

開講年次

カリキュラムによる

開講期

実務家教員による授業

講義

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
人が運動・スポーツに継続的に参加できるために、どのような条件整備が求められることになるのか理論的理解
に向けて、体育経営学とスポーツ経営学の基本的な理論的枠組みについて説明し（一方的な情報伝達とならない
よう毎時PBLを採用）、実践的な企画・運営能力の涵養をめざす。
到達目標
１ 体育経営学、スポーツ経営学の理論的枠組みについて理解する（理解）
２ 体育事業論、マーケティング・ミックスの理論的・一般的理解を身近なスポーツ経営事象に当てはめて捉え
ようとする（関心）
３ スポーツ経営組織を取り巻く外部環境ならびに内部環境に照らして、どのような戦略が適当か考えることが
できる（判断）
４ 体育経営学、スポーツ経営学の論拠に基づいて具体的な体育事業の企画・立案や経営戦略を策定することが
できる（知識・技能）
授業計画
この授業は遠隔授業（Google Classroomを利用してのオンデマンド形式）として実施予定である。
１ 「スポーツ経営・管理が対象とする領域」と「経営と管理の関連」について
２ 体育（教育の営みとして計画的組織的に行われるスポーツ活動）経営における基本的体育事業の枠組み
３ クラブ・サービスの概要と学校運動部のこれからの方向性
４ エリア・サービスの概要と身近な施設の要件
５ 指定管理者制度の意味・意義
６ プログラム・サービスの概要（運動会のタイプ、形態の検討を含む）
７ 関連的体育事業としてのインフォメーション・サービスの展開の検討
８ 運動者行動（運動・スポーツへの接近-離脱-逃避）と関係する要因の検討
９ スポーツ経営の意味の理解に向けたマーケティングの考え方の援用
１０ スポーツ経営が対象とするプロダクトの特性について
１１ 消費者行動モデルに基づくスポーツ消費促進方略について
１２ 集団と組織の異同と組織構造、組織過程についての理解
１３ スポーツ経営組織の特徴（ボランティアにとっての誘因を含む）
１４ 組織外人材のスポーツ経営組織への参画促進（関係性マーケティング）について
１５ スポーツ指導場面におけるリスク・マネジメント
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
毎時オンデマンドで配信されたキーワードを各自事前に調べ学習したうえで（30分程度）、Web配信する授業内容
を視聴し課題を提出してもらいます。課題作成にあたっては内容に深みを持たせるために、各自振り返りの学習
で理解を深めてもらいます（30分程度）。そのために有用となる資料等の提示をします。
課題に対するフィードバックの方法
毎回の授業で提出された課題について、 Google Classroom のフィードバックの機能を使用し、フィードバック
します。事後の学習として各自学習に取り組んでください。
成績評価の方法・基準（方針）
課題の内容（毎回１０点満点で評価します。提出期間を課題提示から２週間以内とし、それを過ぎたものは減
点）により評価します。課題未提出（欠席）が６回以上となると評価対象外とします。
提出された課題が他者のものと同一もの（コピー・ペースト）と判断され場合は、同一内容と判断されるすべて
の人の点数が０点となりますので注意してください。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

25

提出された課題が授業内容を踏まえており（50%）、各自
の考えが反映されていること（25%）。加えて授業で得た知
識を応用しようとしている(25%)。

１,４

授業外での評価

25

授業内容を基に主体的に知識を深め（50%）実践に生か
そうとしている（50%）。

2,3

スポーツ経営・管理

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

25

その他

25

テキスト

テキストは使用しません。

参考書

体育経営管理学講義 大修館書店
出典が多岐にわたるので、授業時に提示します。

体育経営学、スポーツ経営学に関わる理論的理解につい
ての記述内容の評価（100％）

体育経営学、スポーツ経
営学に関わる基礎的な
枠組みについて理論的
に理解する。

履修条件・他の科目との関連 特にありません。

スポーツ経営・管理

授業コード

13066701

授業種別

授業科目名

スポーツ安全管理

授業担当教員

赤松

喜久

成績担当教員

赤松

喜久

開講年次

カリキュラムによる

開講期

実務家教員による授業

講義

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
人が運動・スポーツに安心して安全に参加することができるためにどのような環境整備が不可欠となるか、ま
た、運動やスポーツの指導に携わる指導者（あるいは使用者）が不測の事故によりトラブルに巻き込まれること
のないように、どのような義務を欠かすことができないのかについて、基本的な配慮事項を説明し（一方的な情
報伝達とならないよう毎時PBLを採用）、実践的な対応能力の涵養をめざす。
到達目標
１
２
３
４

スポーツ指導場面に伴う義務・責任について理解する（理解）
スポーツ安全管理を身近なスポーツ指導場面に当てはめて捉えようとする（関心）
多種多様なスポーツ指導場面で、どのような安全管理が適当か考えることができる（判断）
危険予知、最悪の結果を避けるための有効な手立てについて知る（知識・技能）

授業計画
この授業は遠隔授業（Google Classroomを利用してのオンデマンド形式）として実施予定である。
１ 学校管理下の事故の概要について
２ 体育（保健体育）の授業における事故の発生状況について
３ 学校の部活動における事故の発生状況について
４ 中学校における武道必修化と完全管理の基本
５ 授業、部活動以外での学校管理下の事故の発生状況を踏まえた対応上の課題
６ 学校の体育的行事（運動会の組体操を含む）をめぐる現状を踏まえた対応上の課題
７ 安全管理に資する各種指標について
８ スポーツ指導場面において指導者に求められる義務・責任について
９ 安全指導マニュアル作成と運用の実際について
１０ スポーツ場面における安全と安心について
１１ スポーツ施設の瑕疵に起因する事故対応をめぐって
１２ スポーツ用器具の瑕疵に起因する事故対応をめぐって
１３ スポーツ活動の時間・内容に起因する事故対応をめぐって
１４ 天災に備えたスポーツ安全管理
１５ スポーツ安全管理の十全な組織体制の確立に向けて
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
毎時オンデマンドで配信されたキーワードを各自事前に調べ学習したうえで（30分程度）、Web配信する授業内容
を視聴し課題を提出してもらいます。課題作成にあたっては内容に深みを持たせるために、各自振り返りの学習
で理解を深めてもらいます（30分程度）。そのために有用となる資料等の提示をします。
課題に対するフィードバックの方法
毎回の授業で提出された課題について、 Google Classroom のフィードバックの機能を使用し、フィードバック
します。事後の学習として各自学習に取り組んでください。
成績評価の方法・基準（方針）
課題の内容（毎回１０点満点で評価します。提出期間を課題提示から２週間以内とし、それを過ぎたものは減
点）により評価します。課題未提出（欠席）が６回以上となると評価対象外とします。
提出された課題が他者のものと同一もの（コピー・ペースト）と判断され場合は、同一内容と判断されるすべて
の人の点数が０点となりますので注意してください。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

25

提出された課題が授業内容を踏まえており（50%）、各自
の考えが反映されていること（25%）。加えて授業で得た知
識を応用しようとしているか(25%)。

１,４

授業外での評価

25

授業内容を基に主体的に知識を深め（50%）実践に生か
そうとしている（50%）か。

２,３

定期試験

0

スポーツ安全管理

定期試験に代わるレポート等

25

その他

25

テキスト

授業の内容が多様な資料・文献にわたることから、特定のテキストは用いません。

参考書

授業で示した内容の出典（引用元）等については、授業の中で紹介していきます。

スポーツ安全管理に関わる基礎的理解の記述評価
(100%)

4

履修条件・他の科目との関連 特にありません。

スポーツ安全管理

授業コード

13080401

授業種別

授業科目名

スポーツ事業論

授業担当教員

堀込

孝二

成績担当教員

堀込

孝二

開講年次

カリキュラムによる

開講期

実務家教員による授業

講義

前期

単位数

〇

2単位

授業の目的・概要
本授業では様々なスポーツビジネス（事業）の現場で起こっている現状を知り、それらを専門的に学び必要な基
礎的知識を身につけることを目的とする。我が国のスポーツ行政などの狙いと仕組みを学び、地域におけるス
ポーツ組織の経営・運営の基本を習得するとともに日米のプロスポーツに関しても学ぶ。実際のスポーツビジネ
スでの実例を紹介しつつ、最新の理論体系や手法を解説する。担当教員が長年に亘り、「スポーツビジネス」業
務に従事してきた経験をもとに、実務家教員として、「スポーツビジネスとは何か」「スポーツビジネスに従事
するために必要な能力」に関する理論と実践への応用を関連付けながら講義を展開する。
到達目標
１．スポーツ事業とは何か説明することができる
２．様々なスポーツビジネスについてそれぞれの経営方法や成り立ちなど説明することができる
３．各種プロスポーツビジネスの経営としての違いを理解し説明することができる
授業計画
【第1回】授業オリエンテーション：現代のスポーツビジネス
【第2回】スポーツ施設産業：公共・民間スポーツ施設のマネジメントを学ぶ
【第3回】プロスポーツマーケティング：スポーツマーケティングを学ぶ
【第4回】教育とスポーツビジネス：教育現場のスポーツビジネスを学ぶ
【第5回】企業とスポーツビジネス：企業スポーツの歴史と今後を学ぶ
【第6回】レジャースポーツ産業：レジャースポーツ産業の実例を学ぶ
【第7回】地域活性化とスポーツビジネス：総合型地域スポーツクラブを学ぶ
【第8回】スポーツ事業論前半まとめ
【第9回】プロスポーツの経営：日本のプロスポーツの現状と課題を学ぶ
【第10回】近年のアスリート支援：大学スポーツのマネジメントを学ぶ
【第11回】オリンピックの効果：オリンピックの開催意義や効果を学ぶ
【第12回】スポーツツーリズム：スポーツツーリズムの事例を学ぶ
【第13回】スポーツビジネスにおける人材：体育会系学生やセカンドキャリアについて学ぶ
【第14回】カレッジスポーツビジネス：日本とアメリカの大学スポーツの違いについて学ぶ
【第15回】スポーツ事業論後半まとめ
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
第1回
【事前】授業のシラバスを熟読し授業構成を理解する
【事後】オリエンテーションの説明内容にもとづきスポーツ事業の基礎知識を自修し、ノートを準備する
第2回
【事前】今週分の範囲であるテキストを熟読しておく
【事後】提示資料「スポーツ施設産業」を参照のうえノートを加筆する
第3回
【事前】前週分のノートを復習し、今週分の範囲であるテキストを熟読しておく
【事後】提示資料「プロスポーツマーケティング」を参照のうえノートを加筆する
第4回
【事前】前週分のノートを復習し、今週分の範囲であるテキストを熟読しておく
【事後】提示資料「教育とスポーツビジネス」を参照のうえノートを加筆する
第5回
【事前】前週分のノートを復習し、今週分の範囲であるテキストを熟読しておく
【事後】提示資料「企業とスポーツビジネス」を参照のうえノートを加筆する
第6回
【事前】前週分のノートを復習し、今週分の範囲であるテキストを熟読しておく
【事後】提示資料「レジャースポーツ産業」を参照のうえノートを加筆する
第7回
【事前】前週分のノートを復習し、今週分の範囲であるテキストを熟読しておく
【事後】提示資料「地域活性化とスポーツビジネス」を参照のうえノートを加筆する
第8回
【事前】第2回から第7回のノートを復習し範囲であるテキストを熟読し再考しておく
【事後】第2回からこれまでに学んだことの詳細をまとめ、その説明ができるようノートを再加筆する
第9回
【事前】前週分のノートを復習し、今週分の範囲であるテキストを熟読しておく
【事後】提示資料「プロスポーツの経営」を参照のうえノートを加筆する
スポーツ事業論

第10回
【事前】前週分のノートを復習し、今週分の範囲であるテキストを熟読しておく
【事後】提示資料「近年のアスリート支援」を参照のうえノートを加筆する
第11回
【事前】前週分のノートを復習し、今週分の範囲であるテキストを熟読しておく
【事後】提示資料「オリンピックの効果」を参照のうえノートを加筆する
第12回
【事前】前週分のノートを復習し、今週分の範囲であるテキストを熟読しておく
【事後】提示資料「スポーツツーリズム」を参照のうえノートを加筆する
第13回
【事前】前週分のノートを復習し、今週分の範囲であるテキストを熟読しておく
【事後】提示資料「スポーツビジネスにおける人材」を参照のうえノートを加筆する
第14回
【事前】前週分のノートを復習し、今週分の範囲であるテキストを熟読しておく
【事後】提示資料「カレッジスポーツビジネス」を参照のうえノートを加筆する
第15回
【事前】第9回から第14回のノートを復習し範囲であるテキストを熟読し再考しておく
【事後】第9回からこれまでに学んだことの詳細をまとめ、その説明ができるようノートを再加筆する
課題に対するフィードバックの方法
毎回、授業の最初に前回の振り返りを行なうこととする。 それ以外にも必要に応じて適宜フィードバックを行な
うこととする。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、授業期間中に実施される課題・レポートの評価結果に基づき総合的に判定のうえ、60点以上
を合格とし、所定の単位を認定する。
正当な理由のない欠席5回以上、またはレポート課題未提出の場合、評価の対象とせず、「K」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

80

授業内で課される課題・レポート

1、2、3

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

期末に課される課題・レポート

1、2、3

その他

0

テキスト

「スポーツビジネス概論4」黒田次郎・石塚大輔・萩原悟一編著、株式会社叢文社、2,000円（消費
税別）、ISBN978-4-7947-0817-5

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する

履修条件・他の科目との関連 提示資料の内容を確実にノートをとることが必要となる。
新型コロナウィルスの感染状況により、進め方や内容を一部変更する場合がある。その場合は随時
連絡を入れるので気をつけるようにしてください。

スポーツ事業論

授業コード

13068801

授業種別

授業科目名

スポーツプログラム開発論

授業担当教員

堀込

孝二

成績担当教員

堀込

孝二

開講年次

3年

開講期

実務家教員による授業

講義

前期

単位数

〇

2単位

授業の目的・概要
本授業では様々なスポーツビジネス（事業）の現場で起こっている現状を知り、それらを専門的に学び必要な基
礎的知識を身につけることを目的とする。我が国のスポーツ行政などの狙いと仕組みを学び、地域におけるス
ポーツ組織の経営・運営の基本を習得するとともに日米のプロスポーツに関しても学ぶ。実際のスポーツビジネ
スでの実例を紹介しつつ、最新の理論体系や手法を解説する。担当教員が長年に亘り、「スポーツビジネス」業
務に従事してきた経験をもとに、実務家教員として、「スポーツビジネスとは何か」「スポーツビジネスに従事
するために必要な能力」に関する理論と実践への応用を関連付けながら講義を展開する。
到達目標
１．スポーツ事業とは何か説明することができる
２．様々なスポーツビジネスについてそれぞれの経営方法や成り立ちなど説明することができる
３．各種プロスポーツビジネスの経営としての違いを理解し説明することができる
授業計画
【第1回】授業オリエンテーション：現代のスポーツビジネス
【第2回】スポーツ施設産業：公共・民間スポーツ施設のマネジメントを学ぶ
【第3回】プロスポーツマーケティング：スポーツマーケティングを学ぶ
【第4回】教育とスポーツビジネス：教育現場のスポーツビジネスを学ぶ
【第5回】企業とスポーツビジネス：企業スポーツの歴史と今後を学ぶ
【第6回】レジャースポーツ産業：レジャースポーツ産業の実例を学ぶ
【第7回】地域活性化とスポーツビジネス：総合型地域スポーツクラブを学ぶ
【第8回】スポーツ事業論前半まとめ
【第9回】プロスポーツの経営：日本のプロスポーツの現状と課題を学ぶ
【第10回】近年のアスリート支援：大学スポーツのマネジメントを学ぶ
【第11回】オリンピックの効果：オリンピックの開催意義や効果を学ぶ
【第12回】スポーツツーリズム：スポーツツーリズムの事例を学ぶ
【第13回】スポーツビジネスにおける人材：体育会系学生やセカンドキャリアについて学ぶ
【第14回】カレッジスポーツビジネス：日本とアメリカの大学スポーツの違いについて学ぶ
【第15回】スポーツ事業論後半まとめ
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
第1回
【事前】授業のシラバスを熟読し授業構成を理解する
【事後】オリエンテーションの説明内容にもとづきスポーツ事業の基礎知識を自修し、ノートを準備する
第2回
【事前】今週分の範囲であるテキストを熟読しておく
【事後】提示資料「スポーツ施設産業」を参照のうえノートを加筆する
第3回
【事前】前週分のノートを復習し、今週分の範囲であるテキストを熟読しておく
【事後】提示資料「プロスポーツマーケティング」を参照のうえノートを加筆する
第4回
【事前】前週分のノートを復習し、今週分の範囲であるテキストを熟読しておく
【事後】提示資料「教育とスポーツビジネス」を参照のうえノートを加筆する
第5回
【事前】前週分のノートを復習し、今週分の範囲であるテキストを熟読しておく
【事後】提示資料「企業とスポーツビジネス」を参照のうえノートを加筆する
第6回
【事前】前週分のノートを復習し、今週分の範囲であるテキストを熟読しておく
【事後】提示資料「レジャースポーツ産業」を参照のうえノートを加筆する
第7回
【事前】前週分のノートを復習し、今週分の範囲であるテキストを熟読しておく
【事後】提示資料「地域活性化とスポーツビジネス」を参照のうえノートを加筆する
第8回
【事前】第2回から第7回のノートを復習し範囲であるテキストを熟読し再考しておく
【事後】第2回からこれまでに学んだことの詳細をまとめ、その説明ができるようノートを再加筆する
第9回
【事前】前週分のノートを復習し、今週分の範囲であるテキストを熟読しておく
【事後】提示資料「プロスポーツの経営」を参照のうえノートを加筆する
スポーツプログラム開発論

第10回
【事前】前週分のノートを復習し、今週分の範囲であるテキストを熟読しておく
【事後】提示資料「近年のアスリート支援」を参照のうえノートを加筆する
第11回
【事前】前週分のノートを復習し、今週分の範囲であるテキストを熟読しておく
【事後】提示資料「オリンピックの効果」を参照のうえノートを加筆する
第12回
【事前】前週分のノートを復習し、今週分の範囲であるテキストを熟読しておく
【事後】提示資料「スポーツツーリズム」を参照のうえノートを加筆する
第13回
【事前】前週分のノートを復習し、今週分の範囲であるテキストを熟読しておく
【事後】提示資料「スポーツビジネスにおける人材」を参照のうえノートを加筆する
第14回
【事前】前週分のノートを復習し、今週分の範囲であるテキストを熟読しておく
【事後】提示資料「カレッジスポーツビジネス」を参照のうえノートを加筆する
第15回
【事前】第9回から第14回のノートを復習し範囲であるテキストを熟読し再考しておく
【事後】第9回からこれまでに学んだことの詳細をまとめ、その説明ができるようノートを再加筆する
課題に対するフィードバックの方法
毎回、授業の最初に前回の振り返りを行なうこととする。 それ以外にも必要に応じて適宜フィードバックを行な
うこととする。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、授業期間中に実施される課題・レポートの評価結果に基づき総合的に判定のうえ、60点以上
を合格とし、所定の単位を認定する。
正当な理由のない欠席5回以上、またはレポート課題未提出の場合、評価の対象とせず、「K」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

80

授業内で課される課題・レポート

1、2、3

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

期末に課される課題・レポート

1、2、3

その他

0

テキスト

「スポーツビジネス概論4」黒田次郎・石塚大輔・萩原悟一編著、株式会社叢文社、2,000円（消費
税別）、ISBN978-4-7947-0817-5

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する

履修条件・他の科目との関連 提示資料の内容を確実にノートをとることが必要となる。
新型コロナウィルスの感染状況により、進め方や内容を一部変更する場合がある。その場合は随時
連絡を入れるので気をつけるようにしてください。

スポーツプログラム開発論

授業コード

13004001

授業種別

授業科目名

スポーツの法律・行政

授業担当教員

髙見

彰

成績担当教員

髙見

彰

開講年次

カリキュラムによる

開講期

実務家教員による授業

講義

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
現代は多様なライフスタイルが形成された事により、スポーツも多様性を持ち、「するスポーツ」「見るスポー
ツ」「支えるスポーツ」、「スポーツ産業」、「ガバナンス」などあたらしい様態が生まれ、それに伴う社会
的、あるいは法的な問題が生起している。
本講義では、スポーツの推進にあたり、さまざまに関与する行政やその諸制度について法的根拠を押さえなが
ら、最新のトピックに触れながらスポーツと行政の関係について学ぶ。
平成２３年に制定された「スポーツ基本法」の理解を柱に、学校スポーツ・企業スポーツの衰退による新しい
スポーツ推進方策、スポーツ界にみる差別、スポーツ事故、アスリートのキャリア、アンチドーピング、環境な
どさまざまな事象を法律的な観点から学ぶとともに令和4年に改訂される第3期スポーツ基本計画にも触れ、現代
社会におけるスポーツの新しい価値について考える。
到達目標
1. スポーツ推進政策とその根拠となるスポーツ基本法について概要が説明できる。
2. 私たちの身の周りにおきているスポーツの状況・様相が、法律に即して行われていることを理解し、説明でき
る。
3. 日本におけるスポーツ推進の行政の仕組みを説明できる。
授業計画
【第1回】
内容：今後の授業予定とガイダンス
【第2回】
内容：スポーツとは、スポーツの関わりとは
【第3回】
内容：スポーツ権と法律（スポーツ振興法、スポーツ基本法、第3期スポーツ基本計画から見えること）
【第4回】
内容：スポーツの行政組織①（スポーツをささえる我が国の組織）
【第5回】
内容：スポーツの行政組織②（スポーツをささえる地域スポーツ組織）
【第6回】
内容：スポーツ法と現代的課題（スポーツ基本法の理解）
【第7回】
内容：スポーツ法と現代的課題（スポーツと平等）
【第8回】
内容：スポーツ法と現代的課題（スポーツと障がい者）
【第9回】
内容：スポーツ法と現代的課題（スポーツ指導者の法的地位）
【第10回】
内容：スポーツ法と現代的課題（スポーツ指導者の義務と責任）（1）
【第11回】
内容：スポーツ法と現代的課題（スポーツ指導者の義務と責任）（2）
【第12回】
内容：スポーツ法と現代的課題（スポーツと体罰・暴力行為）
【第13回】
内容：スポーツ法と現代的課題（スポーツにおけるガバナンスとコンプライアンス）
【第14回】
内容：スポーツ法と現代的課題（スポーツとドーピング）
【第15回】
内容：今期のまとめ
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
【第1回】
①事前学修課題：シラバスをみて授業の流れをつかんでくること
②事後学修課題：スポーツ基本法、スポーツ推進基本計画をダウンロードしてくること
【第2回】
①事前学修課題：スポーツ社会学で学んだ「スポーツとは」について復習してくること
②事後学修課題：権利としてのスポーツについて200字程度でまとめる
【第3回】
①事前学修課題：事前配布のプリントを見て、スポーツ振興法からスポーツ基本計画までの流れをつかんでくる
スポーツの法律・行政

こと
②事後学修課題：スポーツ振興法からスポーツ基本計画までの流れを確実に押さえること
【第4回】
①事前学修課題：スポーツ社会学で学んだスポーツ行政のしくみについて復習すること
②事後学修課題：文部科学省や教育委員会、体育協会などのホームページを閲覧し、理解を深めること
【第5回】
①事前学修課題：地域で活躍するスポーツ指導者にはどんな人がいるのか調べてくること。特にスポーツ推進委
員について調べてくること
②事後学修課題：文部科学省や教育委員会、体育協会などのホームページを閲覧し、理解を深めてくること
【第6回】
①事前学修課題：スポーツ基本法（概要）を印刷して、目を通してくること
②事後学修課題：ホームページでスポーツ基本法についてより深めること
【第7回】
①事前学修課題：スポーツ社会学で学んだスポーツとジェンダーについて復習してくること
②事後学修課題：スポーツと平等についてまとめておく
【第8回】
①事前学修課題：障がい者スポーツの取り扱いについてスポーツ基本法・スポーツ基本計画を読んでくる
②事後学修課題：障がい者スポーツについて学びを深めておくこと
【第9回】
①事前学修課題：指導者は社会的にどんな立場であるのか考えてくる
②事後学修課題：ボランティア指導者の法的責任について考えてみる
【第10回】
①事前学修課題：指導現場で起きる事故、事件について調べてみる
②事後学修課題：事例を参考にリスクマネジメントについて考えてみる
【第11回】
①事前学修課題：指導現場で起きる事故、事件について調べてみる
②事後学修課題：事例を参考にリスクマネジメントについて考えてみる
【第12回】
①事前学修課題：スポーツ現場で起きた、体罰、暴力事件について調べてくる
②事後学修課題：スポーツ事故の発生の機序と法的責任について確認しておくこと
【第13回】
①事前学修課題：スポーツ庁発出のガバナンスコードを印刷して目を通してくること。
②事後学修課題：自分の関係するスポーツ団体のガバナンスについてチェックする
【第14回】
①事前学修課題：ドーピング、薬物問題のためにスポーツ界から引退したアスリートを調べてくる
②事後学修課題：スポーツの意義についてまとめて見る
【第15回】
①事前学修課題：１４回の授業をふりかえりまとめてくること
②事後学修課題：わからなかったところ、まちがったところを調べて確認しておくこと
※事前、事後学習には各々2時間程度をかけて学修すること
課題に対するフィードバックの方法
毎回、授業内容についての質問などはその都度受け付け、オフィスアワーやＯＩＵメールにても受け付け回答す
る。
成績評価の方法・基準（方針）
・クイズ（出席兼ねる）の提出状況 75％
・レポート課題 25％ 期末レポートの完成度と課題への取り組み
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

75

毎回授業内に出す課題提出で評価する。
課題内容については、スポーツ界に起きた最近の話題につ
いて問うものと、授業内容についてまとめるものが毎回出さ
れます。

1. 2. 3.

評価基準
A：時間までに提出され、指定字数を守り、課題に沿った
模範的な回答がなされている。出席を認める。
B: 時間までに提出され、指定字数を守り、課題に沿った
回答がなされている。出席を認める。
C：時間までに提出されたが、指定字数が守られていない
か、課題に沿った回答がなされていない。
出席を認める。
D：期日までに提出されなかった。出席みとめず。
授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

25

期末レポートの提出を持って評価する
評価基準
A：期限までに提出され、指定字数を守り、課題に沿った
模範的な回答がなされている。

1.2.3.

スポーツの法律・行政

B: 期限までに提出され、指定字数を守り、課題に沿った
回答がなされている。
C：期限までに提出されたが、指定字数が守られていない
か、課題に沿った回答がなされていない。
D：期日までに提出されなかった。評価しない。
その他

0

テキスト

必要な資料はclassroomにて配布する。各自印刷などすること。

参考書

・下記の書籍が授業理解する上で役立つ。図書館複数冊所蔵。
平和学としてのスポーツ法入門
辻口信良著 民事法研究会発行
ISBN-978-4-86556-130-2
2800円+税
・参考となる法律本文をホームページ上からダウンロードできる場合は指示するので、各自用意する
事。

履修条件・他の科目との関連 ・毎回の課題提出を出席表と兼ねる。5回の未提出で単位の付加は行わない
・授業は講義形式で行います。積極的な参加を要求すると共に、日々、自らインターネット、新聞、
テレビ、ラジオなどから最新のスポーツ情報について触れるようにしてください。

スポーツの法律・行政

授業コード

13066401

授業種別

授業科目名

ビジネスリテラシー

授業担当教員

堀込

孝二

成績担当教員

堀込

孝二

開講年次

2年

実務家教員による授業

演習

開講期

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
本授業では基本的なビジネススキルを学び、社会に出て行く前段階の情報、知識を得ることで社会人生活を営む
必要な基礎的知識を身につけることを目的とする。知識や情報だけでなくビジネスの考え方や心構えなど入社前
に知っておくべき内容を乗り込んだ内容としている。実務者教員として長年のビジネス経験より講義を展開す
る。企業勤務、支店責任者、起業・独立、代表取締役など様々な実績のあるポジションから情報を伝え、就職後
に役立つ授業としたい。
到達目標
１．社会人1年目の心構えや考え方とは何か説明することができる
２．ビジネスマナーやビジネスの基本を理解し説明することができる
授業計画
【第1回】授業オリエンテーション
【第2回】働く前に知っておきたい７つのこと①：1～4
【第3回】働く前に知っておきたい７つのこと②：5～7
【第4回】仕事を面白くするための10のツボ①：1～3
【第5回】仕事を面白くするための10のツボ②：4～7
【第6回】仕事を面白くするための10のツボ③：8～10
【第7回】人間関係を上手くやる11のポイント①：1～4
【第8回】人間関係を上手くやる11のポイント②：5～8
【第9回】人間関係を上手くやる11のポイント③：9～11
【第10回】壁にぶつかった時に意識したい9つのコツ①：1～4
【第11回】壁にぶつかった時に意識したい9つのコツ②：5～9
【第12回】新しい価値観をインストールする11の奥義①：1～5
【第13回】新しい価値観をインストールする11の奥義②：6～11
【第14回】将来を見据えて考えておきたい8つのこと
【第15回】ビジネスリテラシーまとめ（実例紹介）
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
第1回
【事前】授業のシラバスを熟読し授業構成を理解する
【事後】オリエンテーションの説明内容にもとづきビジネスマナーを自修し、ノートを準備する
第2回
【事前】今週分の範囲であるテキストを熟読しておく
【事後】提示資料「働く前に知っておきたい７つのこと①：1～4」を参照のうえノートを加筆する
第3回
【事前】前週分のノートを復習し、今週分の範囲であるテキストを熟読しておく
【事後】提示資料「働く前に知っておきたい７つのこと②：5～7」を参照のうえノートを加筆する
第4回
【事前】前週分のノートを復習し、今週分の範囲であるテキストを熟読しておく
【事後】提示資料「仕事を面白くするための10のツボ①：1～3」を参照のうえノートを加筆する
第5回
【事前】前週分のノートを復習し、今週分の範囲であるテキストを熟読しておく
【事後】提示資料「仕事を面白くするための10のツボ②：4～7」を参照のうえノートを加筆する
第6回
【事前】前週分のノートを復習し、今週分の範囲であるテキストを熟読しておく
【事後】提示資料「仕事を面白くするための10のツボ③：8～10」を参照のうえノートを加筆する
第7回
【事前】前週分のノートを復習し、今週分の範囲であるテキストを熟読しておく
【事後】提示資料「人間関係を上手くやる11のポイント①：1～4」を参照のうえノートを加筆する
第8回
【事前】前週分のノートを復習し、今週分の範囲であるテキストを熟読しておく
【事後】提示資料「人間関係を上手くやる11のポイント②：5～8」を参照のうえノートを加筆する
第9回
【事前】前週分のノートを復習し、今週分の範囲であるテキストを熟読しておく
【事後】提示資料「人間関係を上手くやる11のポイント③：9～11」を参照のうえノートを加筆する
第10回
【事前】前週分のノートを復習し、今週分の範囲であるテキストを熟読しておく
ビジネスリテラシー

【事後】提示資料「壁にぶつかった時に意識したい9つのコツ①：1～4」を参照のうえノートを加筆する
第11回
【事前】前週分のノートを復習し、今週分の範囲であるテキストを熟読しておく
【事後】提示資料「壁にぶつかった時に意識したい9つのコツ②：5～9」を参照のうえノートを加筆する
第12回
【事前】前週分のノートを復習し、今週分の範囲であるテキストを熟読しておく
【事後】提示資料「新しい価値観をインストールする11の奥義①：1～5」を参照のうえノートを加筆する
第13回
【事前】前週分のノートを復習し、今週分の範囲であるテキストを熟読しておく
【事後】提示資料「新しい価値観をインストールする11の奥義②：6～11」を参照のうえノートを加筆する
第14回
【事前】前週分のノートを復習し、今週分の範囲であるテキストを熟読しておく
【事後】提示資料「将来を見据えて考えておきたい8つのこと」を参照のうえノートを加筆する
第15回
【事前】第2回から第14回のノートを復習し範囲であるテキストを熟読し再考しておく
【事後】これまでに学んだことの詳細をまとめ、その説明ができるようノートを再加筆する
課題に対するフィードバックの方法
提出された課題に対して次回の最初にフィードバックを行ない情報を共有する。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、授業期間中に実施される課題・レポート、さらに期末に実施されるレポートの評価結果に基
づき総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
正当な理由のない欠席5回以上、またはレポート課題未提出の場合、評価の対象とせず、「K」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

80

授業内で課される課題・レポート

1、2

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

期末に課される課題・レポート

1、2

その他

0

テキスト

原マサヒコ著「入社1年目の心得」総合法令出版

参考書

尾形圭子監修「イラッとされないビジネスマナー社会常識の正解」サンクチュアリ出版

履修条件・他の科目との関連 講義の内容を確実にノートをとることが必要となる。
新型コロナウィルスの感染状況により、進め方や内容を一部変更する場合がある。その場合は随時
連絡を入れるので気をつけるようにしてください。

ビジネスリテラシー

授業コード

13066501

授業種別

授業科目名

スポーツ業界研究

授業担当教員

西村

達衛

成績担当教員

西村

達衛

開講年次

2年

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
東京オリンピック・パラリンピックが終了し、日本のスポーツ界はいよいよ新しい局面に突入している。
スポーツビジネスは従来のモノとは形を変え、大きく成長しようとしている。
学生たちにとっても、この変革期は就職への絶好のチャンスである。今後のスポーツ業界の伸びる領域やその方
向性を学びながら、日本のスポーツ業界に大きな期待を持ってもらうことを目的とする。
また、変革するスポーツ業界の最前線で活躍する外部講師を招いて、スポーツ業界の魅力や課題を実際に知って
もらう機会も提供する。
到達目標
１．日本のスポーツ業界の可能性を具体的に知ること。
２．これからのスポーツ界で必要とされるスキルを理解すること。
３．日本のスポーツ界の課題を理解すること。
授業計画
【第１回：ガイダンス】
（内容）本科目の概要説明
【第２回】
（内容）日本のスポーツビジネスの行方/スポーツ業界への入り方
【第３回】
（内容）スポーツ施設業界について
【第４回】
（内容）外部講師招聘① スポーツ施設業関係者：『施設を作るだけではないスポーツ施設業の魅力』
【第５回】
（内容）スポーツ用品業界について
【第６回】
（内容）外部講師招聘② スポーツ用品業関係者：『スポーツ業界のいろいろなおカネについて』
【第７回】
（内容）スポーツサービス業界について
【第８回】
（内容）スポーツとＤＸ
【第９回】
（内容）スポーツイベントについて
【第１０回】
（内容）プロスポーツ業界について
【第１１回】
（内容）コーポレートスポーツ（企業スポーツ）のこれから
【第１２回】
（内容）外部講師招聘③ スポーツ業界関係者：『日本のラグビー界の今後（予定）』
【第１３回】
（内容）デジタルマーケティングの重要性
【第１４回】
（内容）地域のスポーツの担い手・スポーツＮＰＯについて
【第１５回】
（内容）スポーツ業界研究総まとめ

事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
毎回講義終了後に講義資料をメール等で共有。1時間程度その資料の事後学習が必要。
① 各自が強く興味を持った点、将来の業界での活躍に備えたいと感じたポイントをしっかり把握しておくこと。
② 日本のスポーツ界の課題をスポーツの業種ごとに考え、整理しておくこと。
③ 外部講師は今後の日本のスポーツ界で重要となる組織や業種の人材を予定。疑問点は残さずその講師にぶつけ
て、自身の知識として習得しておくことが大切。

スポーツ業界研究

課題に対するフィードバックの方法
外部講師招聘回は、その感想をワークシート等に記入し、期限までに提出する。
成績評価の方法・基準（方針）
・講義の欠席６回以上（１０分以上の遅刻3回で欠席1回とカウント）の場合は、評価の対象外とする。
・感想・レポートは合理性のある独自の考え方を展開できているか否かが最大の評価ポイントとなる。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

40

授業外での評価

30

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

30

その他

0

テキスト

特になし。
毎回テーマにあったＰＰＴ資料を作成して説明、講義後ＰＤＦデータとして展開。

参考書

必要に応じて、講義の中で学生に紹介する。

履修条件・他の科目との関連 特になし。
1～２回でいいので、スポーツイベントの現場に学生を連れて行き学ばせたい。（希望者のみ、成績評
価に含まれなくても問題ない。）

スポーツ業界研究

授業コード

13066801

授業種別

授業科目名

スポーツイベント演習

授業担当教員

堀込

孝二

成績担当教員

堀込

孝二

開講年次

2年

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

〇

2単位

授業の目的・概要
本授業ではスポーツを含む様々なイベントにおいて実際に作り上げるために必要な知識、基本を習得すると同時
にビジネスの基本の学習も目的とする。
また講義での学びを通して、自ら新たにイベント企画立案を行ない企画書を作成することにより、企画力、企画
書作成能力を身につける。
現在も特定非営利活動法人を経営している経験をもとに、実務家教員として理論と実践への応用を関連付けなが
らの講義としたい。
テキストはイベント検定の公式テキストを使用し、イベント検定の取得へもつながる内容とする。
到達目標
１．イベントを企画・運営するための基本を説明することができる
２．イベントを有効実行するための企画書作成ができる
３．イベントの基本を学習することによりビジネスの基本を説明することができる
授業計画
【第1回】授業オリエンテーション
【第2回】イベントの概念の分類：イベントの定義、イベントの基本構造、イベントの分類を学ぶ
【第3回】イベントの歴史：社会の発展とイベント、時代を変えた国際博覧会を学ぶ
【第4回】イベントの企画：イベントの企画と計画、立案手法を学ぶ
【第5回】イベントの計画：基本計画・実施計画の構成内容を学ぶ
【第6回】イベント企画書：イベント企画書の考え方や構成を学ぶ
【第7回】イベントの制作推進と管理：イベントの４大管理を学ぶ
【第8回】スポーツイベント演習前半まとめ
【第9回】イベントのプログラム制作：イベントプログラムの概念と制作の考え方、進行台本の作成ポイントを学
ぶ
【第10回】イベントの告知・集客：イベントの告知・集客の考え方を学ぶ
【第11回】イベント運営の全体像：イベント実施時の会場運営を学ぶ
【第12回】イベント運営業務のポイント：会場管理やプログラム進行業務を学ぶ
【第13回】リスクマネジメントと安全管理：イベントにおけるリスクを学ぶ
【第14回】これからのイベントマネジメント：イベントのコンプライアンスや規制などを学ぶ
【第15回】スポーツイベント演習後半まとめ
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
第1回
【事前】授業のシラバスを熟読し授業構成を理解する
【事後】オリエンテーションの説明内容にもとづきスポーツイベントの基礎知識を自修し、ノートを準備する
第2回
【事前】今週分の範囲であるテキストを熟読しておく
【事後】提示資料「イベントの概念の分類」を参照のうえノートを加筆する
第3回
【事前】前週分のノートを復習し、今週分の範囲であるテキストを熟読しておく
【事後】提示資料「イベントの歴史」を参照のうえノートを加筆する
第4回
【事前】前週分のノートを復習し、今週分の範囲であるテキストを熟読しておく
【事後】提示資料「イベントの企画」を参照のうえノートを加筆する
第5回
【事前】前週分のノートを復習し、今週分の範囲であるテキストを熟読しておく
【事後】提示資料「イベントの計画」を参照のうえノートを加筆する
第6回
【事前】前週分のノートを復習し、今週分の範囲であるテキストを熟読しておく
【事後】提示資料「イベント企画書」を参照のうえノートを加筆する
第7回
【事前】前週分のノートを復習し、今週分の範囲であるテキストを熟読しておく
【事後】提示資料「イベントの制作推進と管理」を参照のうえノートを加筆する
第8回
【事前】第2回から第7回のノートを復習し範囲であるテキストを熟読し再考しておく
【事後】第2回からこれまでに学んだことの詳細をまとめ、その説明ができるようノートを再加筆する
第9回
スポーツイベント演習

【事前】前週分のノートを復習し、今週分の範囲であるテキストを熟読しておく
【事後】提示資料「イベントのプログラム制作」を参照のうえノートを加筆する
第10回
【事前】前週分のノートを復習し、今週分の範囲であるテキストを熟読しておく
【事後】提示資料「イベントの告知・集客」を参照のうえノートを加筆する
第11回
【事前】前週分のノートを復習し、今週分の範囲であるテキストを熟読しておく
【事後】提示資料「イベント運営の全体像」を参照のうえノートを加筆する
第12回
【事前】前週分のノートを復習し、今週分の範囲であるテキストを熟読しておく
【事後】提示資料「イベント運営業務のポイント」を参照のうえノートを加筆する
第13回
【事前】前週分のノートを復習し、今週分の範囲であるテキストを熟読しておく
【事後】提示資料「リスクマネジメントと安全管理」を参照のうえノートを加筆する
第14回
【事前】前週分のノートを復習し、今週分の範囲であるテキストを熟読しておく
【事後】提示資料「これからのイベントマネジメント」を参照のうえノートを加筆する
第15回
【事前】第9回から第14回のノートを復習し範囲であるテキストを熟読し再考しておく
【事後】第9回からこれまでに学んだことの詳細をまとめ、その説明ができるようノートを再加筆する
課題に対するフィードバックの方法
授業の中で振り返りを適時行なうこととする。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、授業期間中に実施される課題・レポート、さらに期末に実施されるレポートの評価結果に基
づき総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
正当な理由のない欠席5回以上、またはレポート課題未提出の場合、評価の対象とせず、「K」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

80

授業内で課される課題・レポート

1、2、3

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

期末に課される課題・レポート

1、2、3

その他

0

テキスト

「イベント検定公式テキスト 基礎から学ぶ、基礎からわかるイベント」一般社団法人日本イベント産
業振興協会、3,000円（消費税別）、ISBN978-4-901173-28-5

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する

履修条件・他の科目との関連 科目「ビジネスリテラシー」を履修していることが望ましい。
新型コロナウィルスの感染状況により、進め方や内容を一部変更する場合があります。その場合は適
宜指示をしますので注意するようにしてください。

スポーツイベント演習

授業コード

13066802

授業種別

授業科目名

スポーツイベント演習

授業担当教員

堀込

孝二

成績担当教員

堀込

孝二

開講年次

2年

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

〇

2単位

授業の目的・概要
本授業ではスポーツを含む様々なイベントにおいて実際に作り上げるために必要な知識、基本を習得すると同時
にビジネスの基本の学習も目的とする。
また講義での学びを通して、自ら新たにイベント企画立案を行ない企画書を作成することにより、企画力、企画
書作成能力を身につける。
現在も特定非営利活動法人を経営している経験をもとに、実務家教員として理論と実践への応用を関連付けなが
らの講義としたい。
テキストはイベント検定の公式テキストを使用し、イベント検定の取得へもつながる内容とする。
到達目標
１．イベントを企画・運営するための基本を説明することができる
２．イベントを有効実行するための企画書作成ができる
３．イベントの基本を学習することによりビジネスの基本を説明することができる
授業計画
【第1回】授業オリエンテーション
【第2回】イベントの概念の分類：イベントの定義、イベントの基本構造、イベントの分類を学ぶ
【第3回】イベントの歴史：社会の発展とイベント、時代を変えた国際博覧会を学ぶ
【第4回】イベントの企画：イベントの企画と計画、立案手法を学ぶ
【第5回】イベントの計画：基本計画・実施計画の構成内容を学ぶ
【第6回】イベント企画書：イベント企画書の考え方や構成を学ぶ
【第7回】イベントの制作推進と管理：イベントの４大管理を学ぶ
【第8回】スポーツイベント演習前半まとめ
【第9回】イベントのプログラム制作：イベントプログラムの概念と制作の考え方、進行台本の作成ポイントを学
ぶ
【第10回】イベントの告知・集客：イベントの告知・集客の考え方を学ぶ
【第11回】イベント運営の全体像：イベント実施時の会場運営を学ぶ
【第12回】イベント運営業務のポイント：会場管理やプログラム進行業務を学ぶ
【第13回】リスクマネジメントと安全管理：イベントにおけるリスクを学ぶ
【第14回】これからのイベントマネジメント：イベントのコンプライアンスや規制などを学ぶ
【第15回】スポーツイベント演習後半まとめ
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
第1回
【事前】授業のシラバスを熟読し授業構成を理解する
【事後】オリエンテーションの説明内容にもとづきスポーツイベントの基礎知識を自修し、ノートを準備する
第2回
【事前】今週分の範囲であるテキストを熟読しておく
【事後】提示資料「イベントの概念の分類」を参照のうえノートを加筆する
第3回
【事前】前週分のノートを復習し、今週分の範囲であるテキストを熟読しておく
【事後】提示資料「イベントの歴史」を参照のうえノートを加筆する
第4回
【事前】前週分のノートを復習し、今週分の範囲であるテキストを熟読しておく
【事後】提示資料「イベントの企画」を参照のうえノートを加筆する
第5回
【事前】前週分のノートを復習し、今週分の範囲であるテキストを熟読しておく
【事後】提示資料「イベントの計画」を参照のうえノートを加筆する
第6回
【事前】前週分のノートを復習し、今週分の範囲であるテキストを熟読しておく
【事後】提示資料「イベント企画書」を参照のうえノートを加筆する
第7回
【事前】前週分のノートを復習し、今週分の範囲であるテキストを熟読しておく
【事後】提示資料「イベントの制作推進と管理」を参照のうえノートを加筆する
第8回
【事前】第2回から第7回のノートを復習し範囲であるテキストを熟読し再考しておく
【事後】第2回からこれまでに学んだことの詳細をまとめ、その説明ができるようノートを再加筆する
第9回
スポーツイベント演習

【事前】前週分のノートを復習し、今週分の範囲であるテキストを熟読しておく
【事後】提示資料「イベントのプログラム制作」を参照のうえノートを加筆する
第10回
【事前】前週分のノートを復習し、今週分の範囲であるテキストを熟読しておく
【事後】提示資料「イベントの告知・集客」を参照のうえノートを加筆する
第11回
【事前】前週分のノートを復習し、今週分の範囲であるテキストを熟読しておく
【事後】提示資料「イベント運営の全体像」を参照のうえノートを加筆する
第12回
【事前】前週分のノートを復習し、今週分の範囲であるテキストを熟読しておく
【事後】提示資料「イベント運営業務のポイント」を参照のうえノートを加筆する
第13回
【事前】前週分のノートを復習し、今週分の範囲であるテキストを熟読しておく
【事後】提示資料「リスクマネジメントと安全管理」を参照のうえノートを加筆する
第14回
【事前】前週分のノートを復習し、今週分の範囲であるテキストを熟読しておく
【事後】提示資料「これからのイベントマネジメント」を参照のうえノートを加筆する
第15回
【事前】第9回から第14回のノートを復習し範囲であるテキストを熟読し再考しておく
【事後】第9回からこれまでに学んだことの詳細をまとめ、その説明ができるようノートを再加筆する
課題に対するフィードバックの方法
授業の中で振り返りを適時行なうこととする。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、授業期間中に実施される課題・レポート、さらに期末に実施されるレポートの評価結果に基
づき総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
正当な理由のない欠席5回以上、またはレポート課題未提出の場合、評価の対象とせず、「K」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

80

授業内で課される課題・レポート

1、2、3

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

期末に課される課題・レポート

1、2、3

その他

0

テキスト

「イベント検定公式テキスト 基礎から学ぶ、基礎からわかるイベント」一般社団法人日本イベント産
業振興協会、3,000円（消費税別）、ISBN978-4-901173-28-5

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する

履修条件・他の科目との関連 科目「ビジネスリテラシー」を履修していることが望ましい。
新型コロナウィルスの感染状況により、進め方や内容を一部変更する場合があります。その場合は適
宜指示をしますので注意するようにしてください。

スポーツイベント演習

授業コード

13058422

授業種別

授業科目名

セミナーⅠｂ

授業担当教員

谷川

哲朗、岸本

成績担当教員

谷川

哲朗

開講年次

1年

実務家教員による授業

演習

－

恵一
開講期

後期

単位数

2単位

授業の目的・概要
本授業はセミナーⅠaに引き続き、大学での学修、スポーツ活動、日常生活の基本的な取り組み方を学ぶ。さら
に、大学で学ぶために必要な基礎的能力について理解を深め、習得していく。最終的にはコンピュータを活用し
てレポートを作成し、文章表現能力を向上させることを目標とする．
到達目標
１）スポーツ行動学科の学生として必要な基礎学力を身につける。
２）コンピュータを活用した文書、図表、冊子の作成ができる。
３）レポート作成に必要な準備や書き方を説明できる。
４）レポート作成を通して、自分の考えを文字で伝えようとする姿勢を見せる。
授業計画
【第1回】オリエンテーション、レポート作成の注意事項
セミナーⅠbで実施する内容を理解する。特に、レポートの作成の概要を理解する。
事前学修：後期中の学修の目標をたてておく。
事後学修：本日の内容をまとめる。不明点はセミナー担任にアドバイスを受ける。
【第2回】知のステップを活用した文書の書き方（第6回まで）
レポートを作成する際に必要な、文献、インターネットの情報収集、情報の整理アカデミック・ライティング
の概要、Wordの活用（脚注の付け方など）について学ぶ。
事前学修：知のステップを用意し、担当教員の指示があった箇所を読んでおく。
事後学修：学修内容をまとめる。不明点はセミナー担任にアドバイスを受ける。
【第3回】知のステップを活用した文書の書き方（第6回まで）、履修指導
履修状況について必要に応じて、個別で面談を受ける。
事前学修：履修中の授業について、OIU UNIPAで出席状況を確認しておく。他の授業等で課題があればリストアッ
プする。
事後学修：学修内容をまとめる。不明点はセミナー担任にアドバイスを受ける。
【第4回】知のステップを活用した文書の書き方
担当教員による授業を実施する。担当教員からの課題に取り組む。
事前学修：担当教員に確認すること。
事後学修：担当教員に確認すること。
【第5回】知のステップを活用した文書の書き方
担当教員による授業を実施する。担当教員からの課題に取り組む。
事前学修：担当教員に確認すること。
事後学修：担当教員に確認すること。
【第6回】知のステップを活用した文書の書き方
担当教員による授業を実施する。担当教員からの課題に取り組む。
事前学修：担当教員に確認すること。
事後学修：担当教員に確認すること。
【第7回】レポートの作成
セミナー担任の指導を受けながら、レポートを作成する。
事前指導：レポートのテーマを確定させておく。
事後指導：レポートを作成する。
【第8回】レポートの作成、履修科目の確認（履修取り消しの相談）
セミナー担任の指導を受けながら、レポートを作成する。
事前学修：事前に自身の履修状況を確認し、問題があればリストアップしておく。
事後学修：作成したレポートに誤字脱字などがないか、最終チェックを行う。
【第9回】レポート提出
作成したレポートを提出する。自身のレポートについて振り返る。
事前指導：作成したレポートに誤字脱字などがないか、最終チェックを行う。
事後指導：学修内容をまとめる。不明点はセミナー担任にアドバイスを受ける。
【第10回】キャリア教育 *状況に応じて、合同で実施する場合がある。
スポーツ医学検定、スポーツトレーニング検定、スポーツイベント検定の説明を聞き、スポーツ関連の検定に
セミナーⅠｂ

ついて知る。
また、2年次以降に開講される「正課のインターンシップ」の概要について理解する。
事前学修：自身の将来像をイメージし、まとめておく。
事後学修：学修内容をまとめる。不明点はセミナー担任にアドバイスを受ける。
【第11回】インターネットリテラシーを学ぶ
SNSの活用方法、インターネットリテラシーについて学ぶ。
事前学修：インターネットリテラシーとは何か情報を収集する。
事後学修：効果的なSNSの活用方法について整理する。
【第12回】担当教員による個別セミナー1
担当教員による授業を実施する。担当教員からの課題に取り組む。
事前学修：担当教員に確認すること。
事後学修：担当教員に確認すること。
【第13回】担当教員による個別セミナー2
担当教員による授業を実施する。担当教員からの課題に取り組む。
事前学修：担当教員に確認すること。
事後学修：担当教員に確認すること。
【第14回】担当教員による個別セミナー3
担当教員による授業を実施する。担当教員からの課題に取り組む。レポート冊子を提出する。
事前学修：担当教員に確認すること。
事後学修：担当教員に確認すること。
【第15回】総括 / まとめ
2年生に向けての履修指導など。自分の興味がある分野、学修したい内容について記述する。
事前学修：セミナーⅠbで学んだ内容をまとめておく。
事後学修：自分の興味がある分野、学修したい内容を踏まえて、履修予定の科目、取得したい資格などをまとめ
る。
事前事後の学習
授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。
授業計画に記載の通り。
*授業内容を事前把握し、授業後に理解度を確認するためには、授業（１回につき２時間として計算）と事前・事
後学修をあわせて、１単位あたり４５時間が必要である。
課題に対するフィードバックの方法
授業中またはオフィスアワー、ゼミ授業前後にて対応する。
成績評価の方法・基準（方針）
下記に示す評価方法により,総合的に判定のうえ,60点以上を合格とし,所定の単位を認定する．
１）正当な理由がなく,5回以上の欠席は評価の対象とせず、「K」評価とする．
２）授業の遅刻および早退は1/3欠席として扱う．30分以上の遅刻は欠席とする．
３）課題の未実施・未提出がある場合は評価の対象とせず、「K」評価とする．
４）授業出欠、テスト等で不正が発覚した場合は評価の対象とせず、「K」評価とする．
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

授業時の課題（50）等

１）、２）、３）、４）

授業外での評価

10

OIUドリル（実力テスト、理科・社会）（10）等

１）

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

30

課題レポート等（30）

１）、２）、３）、４）

その他

10

授業時の発言・質問（5）,授業に向かう姿勢（5）

４）

テキスト

知へのステップ 第5版 ―大学生からのスタディ・スキルズ 金額：1800円＋税
著者：学習技術研究会、出版社：くろしお出版、ISBN13：978-4874247891

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 本授業の内容を基に、「セミナーⅡa（2年生・後期・必修科目）」が展開される。
そのため、セミナーⅠbで学修した内容を十分に理解して「セミナーⅡa」を履修する必要がある。
本授業の単位が認められなかった場合、翌年度（2年次）に必ず履修すること（3年次への進級要件
の単位になっています）。

セミナーⅠｂ

授業コード

13061831

授業科目名

セミナーⅡａ

授業担当教員

堀込

孝二

成績担当教員

堀込

孝二

開講年次

2年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
本授業は、1年次に身につけたスタディスキルズの応用として、下記の項目について取り組む。
１）スポーツ行動学科の学生として必要な基礎学力を身につける。
２）自ら課題を発見し、その解決のための考えをまとめ、発表するプロセスを実践する。
３）学びを深めるスポーツの専門領域を決定するために、スポーツ業界および各種資格や検定について理解す
る。
到達目標
１）自身の基礎学力を確認し、SPIや教員採用試験対策に必要な基礎学力を身につけようとする
２）自ら課題を発見し、その解決のための考えをまとめ、発表することができる
授業計画
【第1回】 オリエンテーション
履修登録を確認する。クラス内交流を行う。
事前学修：履修登録を完了させ、シラバスを確認する。
事後学修：自身が取得したい資格・検定を見つめ直す。
【第2回】 基礎学力の確認または各セミナーの個別課題を取り組む
OIUドリル STEP「国語」、「数学」、「英語」
事前学修：OIUドリルのベーシックコースを復習しておく。クラス担当教員の指示を受ける。
事後学修：わからなかったところを復習する。クラス担当教員の指示を受ける。
【第3回】 基礎学力の確認または各セミナーの個別課題を取り組む
OIUドリル STEP「国語」、「数学」、「英語」
事前学修：OIUドリルのベーシックコースを復習しておく。クラス担当教員の指示を受ける。
事後学修：わからなかったところを復習する。クラス担当教員の指示を受ける。
【第4回】 基礎学力の確認または各セミナーの個別課題を取り組む
OIUドリル STEP「国語」、「数学」、「英語」
事前学修：OIUドリルのベーシックコースを復習しておく。クラス担当教員の指示を受ける。
事後学修：わからなかったところを復習する。クラス担当教員の指示を受ける。
【第5回】 各種資格・検定、インターンシップの説明
スポーツ行動学科で取得できる資格や検定、インターンシップについて説明する
事前学修：「履修の手引き」を確認し、学科で取得できる各種資格や検定を調べる。インターンシップについて
調べる。
事後学修：「履修の手引き」を見直し、説明された資格や検定について整理する。
【第6回】 基礎学力テスト
基礎学力テストSTEP (国語・数学・英語)の実施
事前学修：第2回〜第4回までの内容を復習する。
事後学修：わからなかったところを復習する。
【第7回】 プレゼンテーション1
プレゼンテーションのテーマ決定、資料の収集を行う。
事前学修：どのようなテーマでプレゼンテーションを取り組むかを考えておく
事後学修：決定したテーマについて情報を収集し、資料としてまとめる
【第8回】 プレゼンテーション2
プレゼンテーションのレポート作成
事前学修：レポートの構成を考えておく
事後学修：レポートの内容に必要な資料をまとめる
【第9回】 プレゼンテーション3
レポート作成、プレゼンテーションの準備
事前学修：レポートの内容を確認しておく
事後学修：レポートの構成や内容の最終確認をする
【第10回】 プレゼンテーション4
プレゼンテーションに向けて準備をする。
事前学修：プレゼンテーションの概要を考えておく
事後学修：発表用スライドや原稿をまとめる
【第11回】 人権映画
人権映画を視聴する。
事前学修：映画のテーマについて、情報を収集しておく
事後学修：鑑賞した内容をまとめる
【第12回】 ゼミ内プレゼンテーション1
セミナー内で発表を行い、セミナー代表者を決める
事前学修：発表の準備をしておく
事後学修：自分や他者の発表内容をまとめる
セミナーⅡａ

【第13回】 ゼミ内プレゼンテーション2
セミナー内で発表を行い、セミナー代表者を決める
事前学修：発表の準備をしておく
事後学修：自分や他者の発表内容をまとめる
【第14回】 プレゼンテーションコンテスト
セミナー代表によるプレゼンテーション
事前学修：代表者のプレゼンテーションテーマについて調べておく
事後学修：代表者の発表を聞いて気づいたことを整理する
【第15回】 総括
授業全体のまとめ、レポート提出
事前学修：これまでの学修について振り返る
事後学修：後期までの学修目標を設定し、実行する。
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
授業計画に記載の通り。
*授業内容を事前把握し、授業後に理解度を確認するためには、授業（１回につき２時間として計算）と事前・事
後学修をあわせて、１単位あたり４５時間が必要である。
課題に対するフィードバックの方法
授業中またはオフィスアワー、ゼミ授業前後にて対応する。
成績評価の方法・基準（方針）
下記に示す評価方法により、総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
１）正当な理由がなく、5回以上の欠席は評価の対象とせず、「K」評価とする。
授業の遅刻および早退は1/3欠席として扱う。30分以上の遅刻は欠席とする。
２）課題の未実施・未提出がある場合は評価の対象とせず、「K」評価とする。
３）授業出欠、テスト等で不正が発覚した場合は評価の対象とせず、「K」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

クラス別活動の課題（30）、OIUドリルSTEPテスト（20）

１）、２）

授業外での評価

10

OIUドリルの実施状況等（10）

１）

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

レポート（10）、プレゼンテーション（10）

２）

その他

20

授業に関する質問・発言（10）、取り組み姿勢等（10）

１）、２）

テキスト

特になし

参考書

必要に応じて授業で紹介する

履修条件・他の科目との関連 本授業は、3年次への進級要件の単位になっているため、必ず履修すること。なお、セミナーⅠaおよ
びセミナーⅠbの内容を基に展開されるため、十分に復習して履修すること。さらに、本授業の内容を
基に、「セミナーⅡb（2年生・後期・必修科目）」が展開される。そのため、セミナーⅡaで学修した内
容を十分に理解して「セミナーⅡb」を履修する必要がある。

セミナーⅡａ

授業コード

13061832

授業科目名

セミナーⅡａ

授業担当教員

新村

由恵

成績担当教員

新村

由恵

開講年次

2年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
本授業は、1年次に身につけたスタディスキルズの応用として、下記の項目について取り組む。
１）スポーツ行動学科の学生として必要な基礎学力を身につける。
２）自ら課題を発見し、その解決のための考えをまとめ、発表するプロセスを実践する。
３）学びを深めるスポーツの専門領域を決定するために、スポーツ業界および各種資格や検定について理解す
る。
到達目標
１）自身の基礎学力を確認し、SPIや教員採用試験対策に必要な基礎学力を身につけようとする
２）自ら課題を発見し、その解決のための考えをまとめ、発表することができる
授業計画
【第1回】 オリエンテーション
履修登録を確認する。クラス内交流を行う。
事前学修：履修登録を完了させ、シラバスを確認する。
事後学修：自身が取得したい資格・検定を見つめ直す。
【第2回】 基礎学力の確認または各セミナーの個別課題を取り組む
OIUドリル STEP「国語」、「数学」、「英語」
事前学修：OIUドリルのベーシックコースを復習しておく。クラス担当教員の指示を受ける。
事後学修：わからなかったところを復習する。クラス担当教員の指示を受ける。
【第3回】 基礎学力の確認または各セミナーの個別課題を取り組む
OIUドリル STEP「国語」、「数学」、「英語」
事前学修：OIUドリルのベーシックコースを復習しておく。クラス担当教員の指示を受ける。
事後学修：わからなかったところを復習する。クラス担当教員の指示を受ける。
【第4回】 基礎学力の確認または各セミナーの個別課題を取り組む
OIUドリル STEP「国語」、「数学」、「英語」
事前学修：OIUドリルのベーシックコースを復習しておく。クラス担当教員の指示を受ける。
事後学修：わからなかったところを復習する。クラス担当教員の指示を受ける。
【第5回】 各種資格・検定、インターンシップの説明
スポーツ行動学科で取得できる資格や検定、インターンシップについて説明する
事前学修：「履修の手引き」を確認し、学科で取得できる各種資格や検定を調べる。インターンシップについて
調べる。
事後学修：「履修の手引き」を見直し、説明された資格や検定について整理する。
【第6回】 基礎学力テスト
基礎学力テストSTEP (国語・数学・英語)の実施
事前学修：第2回〜第4回までの内容を復習する。
事後学修：わからなかったところを復習する。
【第7回】 プレゼンテーション1
プレゼンテーションのテーマ決定、資料の収集を行う。
事前学修：どのようなテーマでプレゼンテーションを取り組むかを考えておく
事後学修：決定したテーマについて情報を収集し、資料としてまとめる
【第8回】 プレゼンテーション2
プレゼンテーションのレポート作成
事前学修：レポートの構成を考えておく
事後学修：レポートの内容に必要な資料をまとめる
【第9回】 プレゼンテーション3
レポート作成、プレゼンテーションの準備
事前学修：レポートの内容を確認しておく
事後学修：レポートの構成や内容の最終確認をする
【第10回】 プレゼンテーション4
プレゼンテーションに向けて準備をする。
事前学修：プレゼンテーションの概要を考えておく
事後学修：発表用スライドや原稿をまとめる
【第11回】 人権映画
人権映画を視聴する。
事前学修：映画のテーマについて、情報を収集しておく
事後学修：鑑賞した内容をまとめる
【第12回】 ゼミ内プレゼンテーション1
セミナー内で発表を行い、セミナー代表者を決める
事前学修：発表の準備をしておく
事後学修：自分や他者の発表内容をまとめる
セミナーⅡａ

【第13回】 ゼミ内プレゼンテーション2
セミナー内で発表を行い、セミナー代表者を決める
事前学修：発表の準備をしておく
事後学修：自分や他者の発表内容をまとめる
【第14回】 プレゼンテーションコンテスト
セミナー代表によるプレゼンテーション
事前学修：代表者のプレゼンテーションテーマについて調べておく
事後学修：代表者の発表を聞いて気づいたことを整理する
【第15回】 総括
授業全体のまとめ、レポート提出
事前学修：これまでの学修について振り返る
事後学修：後期までの学修目標を設定し、実行する。
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
授業計画に記載の通り。
*授業内容を事前把握し、授業後に理解度を確認するためには、授業（１回につき２時間として計算）と事前・事
後学修をあわせて、１単位あたり４５時間が必要である。
課題に対するフィードバックの方法
授業中またはオフィスアワー、ゼミ授業前後にて対応する。
成績評価の方法・基準（方針）
下記に示す評価方法により、総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
１）正当な理由がなく、5回以上の欠席は評価の対象とせず、「K」評価とする。
授業の遅刻および早退は1/3欠席として扱う。30分以上の遅刻は欠席とする。
２）課題の未実施・未提出がある場合は評価の対象とせず、「K」評価とする。
３）授業出欠、テスト等で不正が発覚した場合は評価の対象とせず、「K」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

クラス別活動の課題（30）、OIUドリルSTEPテスト（20）

１）、２）

授業外での評価

10

OIUドリルの実施状況等（10）

１）

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

レポート（10）、プレゼンテーション（10）

２）

その他

20

授業に関する質問・発言（10）、取り組み姿勢等（10）

１）、２）

テキスト

特になし

参考書

必要に応じて授業で紹介する

履修条件・他の科目との関連 本授業は、3年次への進級要件の単位になっているため、必ず履修すること。なお、セミナーⅠaおよ
びセミナーⅠbの内容を基に展開されるため、十分に復習して履修すること。さらに、本授業の内容を
基に、「セミナーⅡb（2年生・後期・必修科目）」が展開される。そのため、セミナーⅡaで学修した内
容を十分に理解して「セミナーⅡb」を履修する必要がある。
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授業の目的・概要
本授業は、1年次に身につけたスタディスキルズの応用として、下記の項目について取り組む。
１）スポーツ行動学科の学生として必要な基礎学力を身につける。
２）自ら課題を発見し、その解決のための考えをまとめ、発表するプロセスを実践する。
３）学びを深めるスポーツの専門領域を決定するために、スポーツ業界および各種資格や検定について理解す
る。
到達目標
１）自身の基礎学力を確認し、SPIや教員採用試験対策に必要な基礎学力を身につけようとする
２）自ら課題を発見し、その解決のための考えをまとめ、発表することができる
授業計画
【第1回】 オリエンテーション
履修登録を確認する。クラス内交流を行う。
事前学修：履修登録を完了させ、シラバスを確認する。
事後学修：自身が取得したい資格・検定を見つめ直す。
【第2回】 基礎学力の確認または各セミナーの個別課題を取り組む
OIUドリル STEP「国語」、「数学」、「英語」
事前学修：OIUドリルのベーシックコースを復習しておく。クラス担当教員の指示を受ける。
事後学修：わからなかったところを復習する。クラス担当教員の指示を受ける。
【第3回】 基礎学力の確認または各セミナーの個別課題を取り組む
OIUドリル STEP「国語」、「数学」、「英語」
事前学修：OIUドリルのベーシックコースを復習しておく。クラス担当教員の指示を受ける。
事後学修：わからなかったところを復習する。クラス担当教員の指示を受ける。
【第4回】 基礎学力の確認または各セミナーの個別課題を取り組む
OIUドリル STEP「国語」、「数学」、「英語」
事前学修：OIUドリルのベーシックコースを復習しておく。クラス担当教員の指示を受ける。
事後学修：わからなかったところを復習する。クラス担当教員の指示を受ける。
【第5回】 各種資格・検定、インターンシップの説明
スポーツ行動学科で取得できる資格や検定、インターンシップについて説明する
事前学修：「履修の手引き」を確認し、学科で取得できる各種資格や検定を調べる。インターンシップについて
調べる。
事後学修：「履修の手引き」を見直し、説明された資格や検定について整理する。
【第6回】 基礎学力テスト
基礎学力テストSTEP (国語・数学・英語)の実施
事前学修：第2回〜第4回までの内容を復習する。
事後学修：わからなかったところを復習する。
【第7回】 プレゼンテーション1
プレゼンテーションのテーマ決定、資料の収集を行う。
事前学修：どのようなテーマでプレゼンテーションを取り組むかを考えておく
事後学修：決定したテーマについて情報を収集し、資料としてまとめる
【第8回】 プレゼンテーション2
プレゼンテーションのレポート作成
事前学修：レポートの構成を考えておく
事後学修：レポートの内容に必要な資料をまとめる
【第9回】 プレゼンテーション3
レポート作成、プレゼンテーションの準備
事前学修：レポートの内容を確認しておく
事後学修：レポートの構成や内容の最終確認をする
【第10回】 プレゼンテーション4
プレゼンテーションに向けて準備をする。
事前学修：プレゼンテーションの概要を考えておく
事後学修：発表用スライドや原稿をまとめる
【第11回】 人権映画
人権映画を視聴する。
事前学修：映画のテーマについて、情報を収集しておく
事後学修：鑑賞した内容をまとめる
【第12回】 ゼミ内プレゼンテーション1
セミナー内で発表を行い、セミナー代表者を決める
事前学修：発表の準備をしておく
事後学修：自分や他者の発表内容をまとめる
セミナーⅡａ

【第13回】 ゼミ内プレゼンテーション2
セミナー内で発表を行い、セミナー代表者を決める
事前学修：発表の準備をしておく
事後学修：自分や他者の発表内容をまとめる
【第14回】 プレゼンテーションコンテスト
セミナー代表によるプレゼンテーション
事前学修：代表者のプレゼンテーションテーマについて調べておく
事後学修：代表者の発表を聞いて気づいたことを整理する
【第15回】 総括
授業全体のまとめ、レポート提出
事前学修：これまでの学修について振り返る
事後学修：後期までの学修目標を設定し、実行する。
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
授業計画に記載の通り。
*授業内容を事前把握し、授業後に理解度を確認するためには、授業（１回につき２時間として計算）と事前・事
後学修をあわせて、１単位あたり４５時間が必要である。
課題に対するフィードバックの方法
授業中またはオフィスアワー、ゼミ授業前後にて対応する。
成績評価の方法・基準（方針）
下記に示す評価方法により、総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
１）正当な理由がなく、5回以上の欠席は評価の対象とせず、「K」評価とする。
授業の遅刻および早退は1/3欠席として扱う。30分以上の遅刻は欠席とする。
２）課題の未実施・未提出がある場合は評価の対象とせず、「K」評価とする。
３）授業出欠、テスト等で不正が発覚した場合は評価の対象とせず、「K」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

クラス別活動の課題（30）、OIUドリルSTEPテスト（20）

１）、２）

授業外での評価

10

OIUドリルの実施状況等（10）

１）

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

レポート（10）、プレゼンテーション（10）

２）

その他

20

授業に関する質問・発言（10）、取り組み姿勢等（10）

１）、２）

テキスト

特になし

参考書

必要に応じて授業で紹介する

履修条件・他の科目との関連 本授業は、3年次への進級要件の単位になっているため、必ず履修すること。なお、セミナーⅠaおよ
びセミナーⅠbの内容を基に展開されるため、十分に復習して履修すること。さらに、本授業の内容を
基に、「セミナーⅡb（2年生・後期・必修科目）」が展開される。そのため、セミナーⅡaで学修した内
容を十分に理解して「セミナーⅡb」を履修する必要がある。
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髙見

彰

成績担当教員

髙見

彰

開講年次

2年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
本授業は、1年次に身につけたスタディスキルズの応用として、下記の項目について取り組む。
１）スポーツ行動学科の学生として必要な基礎学力を身につける。
２）自ら課題を発見し、その解決のための考えをまとめ、発表するプロセスを実践する。
３）学びを深めるスポーツの専門領域を決定するために、スポーツ業界および各種資格や検定について理解す
る。
到達目標
１）自身の基礎学力を確認し、SPIや教員採用試験対策に必要な基礎学力を身につけようとする
２）自ら課題を発見し、その解決のための考えをまとめ、発表することができる
授業計画
【第1回】 オリエンテーション
履修登録を確認する。クラス内交流を行う。
事前学修：履修登録を完了させ、シラバスを確認する。
事後学修：自身が取得したい資格・検定を見つめ直す。
【第2回】 基礎学力の確認または各セミナーの個別課題を取り組む
OIUドリル STEP「国語」、「数学」、「英語」
事前学修：OIUドリルのベーシックコースを復習しておく。クラス担当教員の指示を受ける。
事後学修：わからなかったところを復習する。クラス担当教員の指示を受ける。
【第3回】 基礎学力の確認または各セミナーの個別課題を取り組む
OIUドリル STEP「国語」、「数学」、「英語」
事前学修：OIUドリルのベーシックコースを復習しておく。クラス担当教員の指示を受ける。
事後学修：わからなかったところを復習する。クラス担当教員の指示を受ける。
【第4回】 基礎学力の確認または各セミナーの個別課題を取り組む
OIUドリル STEP「国語」、「数学」、「英語」
事前学修：OIUドリルのベーシックコースを復習しておく。クラス担当教員の指示を受ける。
事後学修：わからなかったところを復習する。クラス担当教員の指示を受ける。
【第5回】 各種資格・検定、インターンシップの説明
スポーツ行動学科で取得できる資格や検定、インターンシップについて説明する
事前学修：「履修の手引き」を確認し、学科で取得できる各種資格や検定を調べる。インターンシップについて
調べる。
事後学修：「履修の手引き」を見直し、説明された資格や検定について整理する。
【第6回】 基礎学力テスト
基礎学力テストSTEP (国語・数学・英語)の実施
事前学修：第2回〜第4回までの内容を復習する。
事後学修：わからなかったところを復習する。
【第7回】 プレゼンテーション1
プレゼンテーションのテーマ決定、資料の収集を行う。
事前学修：どのようなテーマでプレゼンテーションを取り組むかを考えておく
事後学修：決定したテーマについて情報を収集し、資料としてまとめる
【第8回】 プレゼンテーション2
プレゼンテーションのレポート作成
事前学修：レポートの構成を考えておく
事後学修：レポートの内容に必要な資料をまとめる
【第9回】 プレゼンテーション3
レポート作成、プレゼンテーションの準備
事前学修：レポートの内容を確認しておく
事後学修：レポートの構成や内容の最終確認をする
【第10回】 プレゼンテーション4
プレゼンテーションに向けて準備をする。
事前学修：プレゼンテーションの概要を考えておく
事後学修：発表用スライドや原稿をまとめる
【第11回】 人権映画
人権映画を視聴する。
事前学修：映画のテーマについて、情報を収集しておく
事後学修：鑑賞した内容をまとめる
【第12回】 ゼミ内プレゼンテーション1
セミナー内で発表を行い、セミナー代表者を決める
事前学修：発表の準備をしておく
事後学修：自分や他者の発表内容をまとめる
セミナーⅡａ

【第13回】 ゼミ内プレゼンテーション2
セミナー内で発表を行い、セミナー代表者を決める
事前学修：発表の準備をしておく
事後学修：自分や他者の発表内容をまとめる
【第14回】 プレゼンテーションコンテスト
セミナー代表によるプレゼンテーション
事前学修：代表者のプレゼンテーションテーマについて調べておく
事後学修：代表者の発表を聞いて気づいたことを整理する
【第15回】 総括
授業全体のまとめ、レポート提出
事前学修：これまでの学修について振り返る
事後学修：後期までの学修目標を設定し、実行する。
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
授業計画に記載の通り。
*授業内容を事前把握し、授業後に理解度を確認するためには、授業（１回につき２時間として計算）と事前・事
後学修をあわせて、１単位あたり４５時間が必要である。
課題に対するフィードバックの方法
授業中またはオフィスアワー、ゼミ授業前後にて対応する。
成績評価の方法・基準（方針）
下記に示す評価方法により、総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
１）正当な理由がなく、5回以上の欠席は評価の対象とせず、「K」評価とする。
授業の遅刻および早退は1/3欠席として扱う。30分以上の遅刻は欠席とする。
２）課題の未実施・未提出がある場合は評価の対象とせず、「K」評価とする。
３）授業出欠、テスト等で不正が発覚した場合は評価の対象とせず、「K」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

クラス別活動の課題（30）、OIUドリルSTEPテスト（20）

１）、２）

授業外での評価

10

OIUドリルの実施状況等（10）

１）

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

レポート（10）、プレゼンテーション（10）

２）

その他

20

授業に関する質問・発言（10）、取り組み姿勢等（10）

１）、２）

テキスト

特になし

参考書

必要に応じて授業で紹介する

履修条件・他の科目との関連 本授業は、3年次への進級要件の単位になっているため、必ず履修すること。なお、セミナーⅠaおよ
びセミナーⅠbの内容を基に展開されるため、十分に復習して履修すること。さらに、本授業の内容を
基に、「セミナーⅡb（2年生・後期・必修科目）」が展開される。そのため、セミナーⅡaで学修した内
容を十分に理解して「セミナーⅡb」を履修する必要がある。

セミナーⅡａ

授業コード

13061839

授業科目名

セミナーⅡａ

授業担当教員

谷川

哲朗

成績担当教員

谷川

哲朗

開講年次

2年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
本授業は、1年次に身につけたスタディスキルズの応用として、下記の項目について取り組む。
１）スポーツ行動学科の学生として必要な基礎学力を身につける。
２）自ら課題を発見し、その解決のための考えをまとめ、発表するプロセスを実践する。
３）学びを深めるスポーツの専門領域を決定するために、スポーツ業界および各種資格や検定について理解す
る。
到達目標
１）自身の基礎学力を確認し、SPIや教員採用試験対策に必要な基礎学力を身につけようとする
２）自ら課題を発見し、その解決のための考えをまとめ、発表することができる
授業計画
【第1回】 オリエンテーション
履修登録を確認する。クラス内交流を行う。
事前学修：履修登録を完了させ、シラバスを確認する。
事後学修：自身が取得したい資格・検定を見つめ直す。
【第2回】 基礎学力の確認または各セミナーの個別課題を取り組む
OIUドリル STEP「国語」、「数学」、「英語」
事前学修：OIUドリルのベーシックコースを復習しておく。クラス担当教員の指示を受ける。
事後学修：わからなかったところを復習する。クラス担当教員の指示を受ける。
【第3回】 基礎学力の確認または各セミナーの個別課題を取り組む
OIUドリル STEP「国語」、「数学」、「英語」
事前学修：OIUドリルのベーシックコースを復習しておく。クラス担当教員の指示を受ける。
事後学修：わからなかったところを復習する。クラス担当教員の指示を受ける。
【第4回】 基礎学力の確認または各セミナーの個別課題を取り組む
OIUドリル STEP「国語」、「数学」、「英語」
事前学修：OIUドリルのベーシックコースを復習しておく。クラス担当教員の指示を受ける。
事後学修：わからなかったところを復習する。クラス担当教員の指示を受ける。
【第5回】 各種資格・検定、インターンシップの説明
スポーツ行動学科で取得できる資格や検定、インターンシップについて説明する
事前学修：「履修の手引き」を確認し、学科で取得できる各種資格や検定を調べる。インターンシップについて
調べる。
事後学修：「履修の手引き」を見直し、説明された資格や検定について整理する。
【第6回】 基礎学力テスト
基礎学力テストSTEP (国語・数学・英語)の実施
事前学修：第2回〜第4回までの内容を復習する。
事後学修：わからなかったところを復習する。
【第7回】 プレゼンテーション1
プレゼンテーションのテーマ決定、資料の収集を行う。
事前学修：どのようなテーマでプレゼンテーションを取り組むかを考えておく
事後学修：決定したテーマについて情報を収集し、資料としてまとめる
【第8回】 プレゼンテーション2
プレゼンテーションのレポート作成
事前学修：レポートの構成を考えておく
事後学修：レポートの内容に必要な資料をまとめる
【第9回】 プレゼンテーション3
レポート作成、プレゼンテーションの準備
事前学修：レポートの内容を確認しておく
事後学修：レポートの構成や内容の最終確認をする
【第10回】 プレゼンテーション4
プレゼンテーションに向けて準備をする。
事前学修：プレゼンテーションの概要を考えておく
事後学修：発表用スライドや原稿をまとめる
【第11回】 人権映画
人権映画を視聴する。
事前学修：映画のテーマについて、情報を収集しておく
事後学修：鑑賞した内容をまとめる
【第12回】 ゼミ内プレゼンテーション1
セミナー内で発表を行い、セミナー代表者を決める
事前学修：発表の準備をしておく
事後学修：自分や他者の発表内容をまとめる
セミナーⅡａ

【第13回】 ゼミ内プレゼンテーション2
セミナー内で発表を行い、セミナー代表者を決める
事前学修：発表の準備をしておく
事後学修：自分や他者の発表内容をまとめる
【第14回】 プレゼンテーションコンテスト
セミナー代表によるプレゼンテーション
事前学修：代表者のプレゼンテーションテーマについて調べておく
事後学修：代表者の発表を聞いて気づいたことを整理する
【第15回】 総括
授業全体のまとめ、レポート提出
事前学修：これまでの学修について振り返る
事後学修：後期までの学修目標を設定し、実行する。
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
授業計画に記載の通り。
*授業内容を事前把握し、授業後に理解度を確認するためには、授業（１回につき２時間として計算）と事前・事
後学修をあわせて、１単位あたり４５時間が必要である。
課題に対するフィードバックの方法
授業中またはオフィスアワー、ゼミ授業前後にて対応する。
成績評価の方法・基準（方針）
下記に示す評価方法により、総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
１）正当な理由がなく、5回以上の欠席は評価の対象とせず、「K」評価とする。
授業の遅刻および早退は1/3欠席として扱う。30分以上の遅刻は欠席とする。
２）課題の未実施・未提出がある場合は評価の対象とせず、「K」評価とする。
３）授業出欠、テスト等で不正が発覚した場合は評価の対象とせず、「K」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

クラス別活動の課題（30）、OIUドリルSTEPテスト（20）

１）、２）

授業外での評価

10

OIUドリルの実施状況等（10）

１）

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

レポート（10）、プレゼンテーション（10）

２）

その他

20

授業に関する質問・発言（10）、取り組み姿勢等（10）

１）、２）

テキスト

特になし

参考書

必要に応じて授業で紹介する

履修条件・他の科目との関連 本授業は、3年次への進級要件の単位になっているため、必ず履修すること。なお、セミナーⅠaおよ
びセミナーⅠbの内容を基に展開されるため、十分に復習して履修すること。さらに、本授業の内容を
基に、「セミナーⅡb（2年生・後期・必修科目）」が展開される。そのため、セミナーⅡaで学修した内
容を十分に理解して「セミナーⅡb」を履修する必要がある。

セミナーⅡａ

授業コード

13061840

授業科目名

セミナーⅡａ

授業担当教員

中村

浩子

成績担当教員

中村

浩子

開講年次

2年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
本授業は、1年次に身につけたスタディスキルズの応用として、下記の項目について取り組む。
１）スポーツ行動学科の学生として必要な基礎学力を身につける。
２）自ら課題を発見し、その解決のための考えをまとめ、発表するプロセスを実践する。
３）学びを深めるスポーツの専門領域を決定するために、スポーツ業界および各種資格や検定について理解す
る。
到達目標
１）自身の基礎学力を確認し、SPIや教員採用試験対策に必要な基礎学力を身につけようとする
２）自ら課題を発見し、その解決のための考えをまとめ、発表することができる
授業計画
【第1回】 オリエンテーション
履修登録を確認する。クラス内交流を行う。
事前学修：履修登録を完了させ、シラバスを確認する。
事後学修：自身が取得したい資格・検定を見つめ直す。
【第2回】 基礎学力の確認または各セミナーの個別課題を取り組む
OIUドリル STEP「国語」、「数学」、「英語」
事前学修：OIUドリルのベーシックコースを復習しておく。クラス担当教員の指示を受ける。
事後学修：わからなかったところを復習する。クラス担当教員の指示を受ける。
【第3回】 基礎学力の確認または各セミナーの個別課題を取り組む
OIUドリル STEP「国語」、「数学」、「英語」
事前学修：OIUドリルのベーシックコースを復習しておく。クラス担当教員の指示を受ける。
事後学修：わからなかったところを復習する。クラス担当教員の指示を受ける。
【第4回】 基礎学力の確認または各セミナーの個別課題を取り組む
OIUドリル STEP「国語」、「数学」、「英語」
事前学修：OIUドリルのベーシックコースを復習しておく。クラス担当教員の指示を受ける。
事後学修：わからなかったところを復習する。クラス担当教員の指示を受ける。
【第5回】 各種資格・検定、インターンシップの説明
スポーツ行動学科で取得できる資格や検定、インターンシップについて説明する
事前学修：「履修の手引き」を確認し、学科で取得できる各種資格や検定を調べる。インターンシップについて
調べる。
事後学修：「履修の手引き」を見直し、説明された資格や検定について整理する。
【第6回】 基礎学力テスト
基礎学力テストSTEP (国語・数学・英語)の実施
事前学修：第2回〜第4回までの内容を復習する。
事後学修：わからなかったところを復習する。
【第7回】 プレゼンテーション1
プレゼンテーションのテーマ決定、資料の収集を行う。
事前学修：どのようなテーマでプレゼンテーションを取り組むかを考えておく
事後学修：決定したテーマについて情報を収集し、資料としてまとめる
【第8回】 プレゼンテーション2
プレゼンテーションのレポート作成
事前学修：レポートの構成を考えておく
事後学修：レポートの内容に必要な資料をまとめる
【第9回】 プレゼンテーション3
レポート作成、プレゼンテーションの準備
事前学修：レポートの内容を確認しておく
事後学修：レポートの構成や内容の最終確認をする
【第10回】 プレゼンテーション4
プレゼンテーションに向けて準備をする。
事前学修：プレゼンテーションの概要を考えておく
事後学修：発表用スライドや原稿をまとめる
【第11回】 人権映画
人権映画を視聴する。
事前学修：映画のテーマについて、情報を収集しておく
事後学修：鑑賞した内容をまとめる
【第12回】 ゼミ内プレゼンテーション1
セミナー内で発表を行い、セミナー代表者を決める
事前学修：発表の準備をしておく
事後学修：自分や他者の発表内容をまとめる
セミナーⅡａ

【第13回】 ゼミ内プレゼンテーション2
セミナー内で発表を行い、セミナー代表者を決める
事前学修：発表の準備をしておく
事後学修：自分や他者の発表内容をまとめる
【第14回】 プレゼンテーションコンテスト
セミナー代表によるプレゼンテーション
事前学修：代表者のプレゼンテーションテーマについて調べておく
事後学修：代表者の発表を聞いて気づいたことを整理する
【第15回】 総括
授業全体のまとめ、レポート提出
事前学修：これまでの学修について振り返る
事後学修：後期までの学修目標を設定し、実行する。
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
授業計画に記載の通り。
*授業内容を事前把握し、授業後に理解度を確認するためには、授業（１回につき２時間として計算）と事前・事
後学修をあわせて、１単位あたり４５時間が必要である。
課題に対するフィードバックの方法
授業中またはオフィスアワー、ゼミ授業前後にて対応する。
成績評価の方法・基準（方針）
下記に示す評価方法により、総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
１）正当な理由がなく、5回以上の欠席は評価の対象とせず、「K」評価とする。
授業の遅刻および早退は1/3欠席として扱う。30分以上の遅刻は欠席とする。
２）課題の未実施・未提出がある場合は評価の対象とせず、「K」評価とする。
３）授業出欠、テスト等で不正が発覚した場合は評価の対象とせず、「K」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

クラス別活動の課題（30）、OIUドリルSTEPテスト（20）

１）、２）

授業外での評価

10

OIUドリルの実施状況等（10）

１）

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

レポート（10）、プレゼンテーション（10）

２）

その他

20

授業に関する質問・発言（10）、取り組み姿勢等（10）

１）、２）

テキスト

特になし

参考書

必要に応じて授業で紹介する

履修条件・他の科目との関連 本授業は、3年次への進級要件の単位になっているため、必ず履修すること。なお、セミナーⅠaおよ
びセミナーⅠbの内容を基に展開されるため、十分に復習して履修すること。さらに、本授業の内容を
基に、「セミナーⅡb（2年生・後期・必修科目）」が展開される。そのため、セミナーⅡaで学修した内
容を十分に理解して「セミナーⅡb」を履修する必要がある。

セミナーⅡａ

授業コード

13061931

授業科目名

セミナーⅡｂ

授業担当教員

堀込

孝二

成績担当教員

堀込

孝二

開講年次

2年

授業種別

実務家教員による授業

演習

開講期

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
本授業は、1年次に身につけたスタディスキルズの応用として、下記の項目について取り組む。
１）スポーツ行動学科の学生として必要な基礎学力を身につける。
２）自ら課題を発見し、その解決のための考えをまとめ、発表するプロセスを実践する。
３）学びを深めるスポーツの専門領域を決定するために、スポーツ業界および各種資格や検定について理解す
る。
到達目標
１）自身の基礎学力を確認し、SPIや教員採用試験対策に必要な基礎学力を身につけようとする
２）自ら課題を発見し、その解決のための考えをまとめ、発表することができる
３）スポーツ業界における様々な業種を理解している
４）将来の進路に向けて学修を深めるスポーツの専門領域を決定する
授業計画
【第1回】オリエンテーション
履修登録を確認する。今後のスケジュールの確認を行う。
事前学修：履修登録を完了させ、シラバスを確認する。
事後学修：自身が取得したい資格・検定を見つめ直す。
【第2回】〜 【第8回】 個別セミナー
各セミナーの個別課題に取り組む
事前学修：セミナー担当教員より指示する。
事後学修：セミナー担当教員より指示する。
【第9回】 〜 【第10回】 スポーツ業界研究1、2
外部講師による講演を聞く
事前学修：スポーツ業界の業種を調べておく。
事後学修：講演内容をまとめる。
【第11回】〜 【第12回】 セミナーⅢガイダンス1〜2
セミナーIII担当教員からのセミナーで実施する概要を説明する
事前学修：担当教員の専門を確認する。
事後学修：興味があるセミナーの担当教員と面談を行う。
【第13回】 〜 【第14回】 個別セミナー
各セミナーの個別課題に取り組む
事前学修：セミナー担当教員より指示する。
事後学修：セミナー担当教員より指示する。
【第15回】総括
1年間の振り返り、レポート提出
事前学修：これまでの学修について振り返る
事後学修：来年度に向けての学修目標を設定し、実行する。
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
授業計画に記載の通り。
*授業内容を事前把握し、授業後に理解度を確認するためには、授業（１回につき２時間として計算）と事前・事
後学修をあわせて、１単位あたり４５時間が必要である。
課題に対するフィードバックの方法
授業中またはオフィスアワー、ゼミ授業前後にて対応する。
成績評価の方法・基準（方針）
下記に示す評価方法により、総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
１）正当な理由がなく、5回以上の欠席は評価の対象とせず、「K」評価とする。
授業の遅刻および早退は1/3欠席として扱う。30分以上の遅刻は欠席とする。
２）課題の未実施・未提出がある場合は評価の対象とせず、「K」評価とする。
３）授業出欠、テスト等で不正が発覚した場合は評価の対象とせず、「K」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

セミナーⅡｂ

授業内での評価

30

クラス別活動の課題（30）

１）、２）、３）、４）

授業外での評価

10

OIUドリルの実施状況等（10）

１）

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

レポート（40）

２）、３）、４）

その他

20

授業に関する質問・発言（10）、取り組み姿勢等（10）

２）、３）、４）

テキスト

特になし

参考書

必要に応じて授業で紹介する

履修条件・他の科目との関連 本授業は、3年次への進級要件の単位になっているため、必ず履修すること。
なお、セミナーⅠa、セミナーⅠbおよびセミナーⅡaの内容を基に展開されるため、十分に復習して履
修すること。

セミナーⅡｂ

授業コード

13061932

授業科目名

セミナーⅡｂ

授業担当教員

新村

由恵

成績担当教員

新村

由恵

開講年次

2年

授業種別

実務家教員による授業

演習

開講期

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
本授業は、1年次に身につけたスタディスキルズの応用として、下記の項目について取り組む。
１）スポーツ行動学科の学生として必要な基礎学力を身につける。
２）自ら課題を発見し、その解決のための考えをまとめ、発表するプロセスを実践する。
３）学びを深めるスポーツの専門領域を決定するために、スポーツ業界および各種資格や検定について理解す
る。
到達目標
１）自身の基礎学力を確認し、SPIや教員採用試験対策に必要な基礎学力を身につけようとする
２）自ら課題を発見し、その解決のための考えをまとめ、発表することができる
３）スポーツ業界における様々な業種を理解している
４）将来の進路に向けて学修を深めるスポーツの専門領域を決定する
授業計画
【第1回】オリエンテーション
履修登録を確認する。今後のスケジュールの確認を行う。
事前学修：履修登録を完了させ、シラバスを確認する。
事後学修：自身が取得したい資格・検定を見つめ直す。
【第2回】〜 【第8回】 個別セミナー
各セミナーの個別課題に取り組む
事前学修：セミナー担当教員より指示する。
事後学修：セミナー担当教員より指示する。
【第9回】 〜 【第10回】 スポーツ業界研究1、2
外部講師による講演を聞く
事前学修：スポーツ業界の業種を調べておく。
事後学修：講演内容をまとめる。
【第11回】〜 【第12回】 セミナーⅢガイダンス1〜2
セミナーIII担当教員からのセミナーで実施する概要を説明する
事前学修：担当教員の専門を確認する。
事後学修：興味があるセミナーの担当教員と面談を行う。
【第13回】 〜 【第14回】 個別セミナー
各セミナーの個別課題に取り組む
事前学修：セミナー担当教員より指示する。
事後学修：セミナー担当教員より指示する。
【第15回】総括
1年間の振り返り、レポート提出
事前学修：これまでの学修について振り返る
事後学修：来年度に向けての学修目標を設定し、実行する。
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
授業計画に記載の通り。
*授業内容を事前把握し、授業後に理解度を確認するためには、授業（１回につき２時間として計算）と事前・事
後学修をあわせて、１単位あたり４５時間が必要である。
課題に対するフィードバックの方法
授業中またはオフィスアワー、ゼミ授業前後にて対応する。
成績評価の方法・基準（方針）
下記に示す評価方法により、総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
１）正当な理由がなく、5回以上の欠席は評価の対象とせず、「K」評価とする。
授業の遅刻および早退は1/3欠席として扱う。30分以上の遅刻は欠席とする。
２）課題の未実施・未提出がある場合は評価の対象とせず、「K」評価とする。
３）授業出欠、テスト等で不正が発覚した場合は評価の対象とせず、「K」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

セミナーⅡｂ

授業内での評価

30

クラス別活動の課題（30）

１）、２）、３）、４）

授業外での評価

10

OIUドリルの実施状況等（10）

１）

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

レポート（40）

２）、３）、４）

その他

20

授業に関する質問・発言（10）、取り組み姿勢等（10）

２）、３）、４）

テキスト

特になし

参考書

必要に応じて授業で紹介する

履修条件・他の科目との関連 本授業は、3年次への進級要件の単位になっているため、必ず履修すること。
なお、セミナーⅠa、セミナーⅠbおよびセミナーⅡaの内容を基に展開されるため、十分に復習して履
修すること。

セミナーⅡｂ

授業コード

13061935

授業科目名

セミナーⅡｂ

授業担当教員

津吉

哲士

成績担当教員

津吉

哲士

開講年次

2年

授業種別

実務家教員による授業

演習

開講期

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
本授業は、1年次に身につけたスタディスキルズの応用として、下記の項目について取り組む。
１）スポーツ行動学科の学生として必要な基礎学力を身につける。
２）自ら課題を発見し、その解決のための考えをまとめ、発表するプロセスを実践する。
３）学びを深めるスポーツの専門領域を決定するために、スポーツ業界および各種資格や検定について理解す
る。
到達目標
１）自身の基礎学力を確認し、SPIや教員採用試験対策に必要な基礎学力を身につけようとする
２）自ら課題を発見し、その解決のための考えをまとめ、発表することができる
３）スポーツ業界における様々な業種を理解している
４）将来の進路に向けて学修を深めるスポーツの専門領域を決定する
授業計画
【第1回】オリエンテーション
履修登録を確認する。今後のスケジュールの確認を行う。
事前学修：履修登録を完了させ、シラバスを確認する。
事後学修：自身が取得したい資格・検定を見つめ直す。
【第2回】〜 【第8回】 個別セミナー
各セミナーの個別課題に取り組む
事前学修：セミナー担当教員より指示する。
事後学修：セミナー担当教員より指示する。
【第9回】 〜 【第10回】 スポーツ業界研究1、2
外部講師による講演を聞く
事前学修：スポーツ業界の業種を調べておく。
事後学修：講演内容をまとめる。
【第11回】〜 【第12回】 セミナーⅢガイダンス1〜2
セミナーIII担当教員からのセミナーで実施する概要を説明する
事前学修：担当教員の専門を確認する。
事後学修：興味があるセミナーの担当教員と面談を行う。
【第13回】 〜 【第14回】 個別セミナー
各セミナーの個別課題に取り組む
事前学修：セミナー担当教員より指示する。
事後学修：セミナー担当教員より指示する。
【第15回】総括
1年間の振り返り、レポート提出
事前学修：これまでの学修について振り返る
事後学修：来年度に向けての学修目標を設定し、実行する。
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
授業計画に記載の通り。
*授業内容を事前把握し、授業後に理解度を確認するためには、授業（１回につき２時間として計算）と事前・事
後学修をあわせて、１単位あたり４５時間が必要である。
課題に対するフィードバックの方法
授業中またはオフィスアワー、ゼミ授業前後にて対応する。
成績評価の方法・基準（方針）
下記に示す評価方法により、総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
１）正当な理由がなく、5回以上の欠席は評価の対象とせず、「K」評価とする。
授業の遅刻および早退は1/3欠席として扱う。30分以上の遅刻は欠席とする。
２）課題の未実施・未提出がある場合は評価の対象とせず、「K」評価とする。
３）授業出欠、テスト等で不正が発覚した場合は評価の対象とせず、「K」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

セミナーⅡｂ

授業内での評価

30

クラス別活動の課題（30）

１）、２）、３）、４）

授業外での評価

10

OIUドリルの実施状況等（10）

１）

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

レポート（40）

２）、３）、４）

その他

20

授業に関する質問・発言（10）、取り組み姿勢等（10）

２）、３）、４）

テキスト

特になし

参考書

必要に応じて授業で紹介する

履修条件・他の科目との関連 本授業は、3年次への進級要件の単位になっているため、必ず履修すること。
なお、セミナーⅠa、セミナーⅠbおよびセミナーⅡaの内容を基に展開されるため、十分に復習して履
修すること。

セミナーⅡｂ

授業コード

13061936

授業科目名

セミナーⅡｂ

授業担当教員

髙見

彰

成績担当教員

髙見

彰

開講年次

2年

授業種別

実務家教員による授業

演習

開講期

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
本授業は、1年次に身につけたスタディスキルズの応用として、下記の項目について取り組む。
１）スポーツ行動学科の学生として必要な基礎学力を身につける。
２）自ら課題を発見し、その解決のための考えをまとめ、発表するプロセスを実践する。
３）学びを深めるスポーツの専門領域を決定するために、スポーツ業界および各種資格や検定について理解す
る。
到達目標
１）自身の基礎学力を確認し、SPIや教員採用試験対策に必要な基礎学力を身につけようとする
２）自ら課題を発見し、その解決のための考えをまとめ、発表することができる
３）スポーツ業界における様々な業種を理解している
４）将来の進路に向けて学修を深めるスポーツの専門領域を決定する
授業計画
【第1回】オリエンテーション
履修登録を確認する。今後のスケジュールの確認を行う。
事前学修：履修登録を完了させ、シラバスを確認する。
事後学修：自身が取得したい資格・検定を見つめ直す。
【第2回】〜 【第8回】 個別セミナー
各セミナーの個別課題に取り組む
事前学修：セミナー担当教員より指示する。
事後学修：セミナー担当教員より指示する。
【第9回】 〜 【第10回】 スポーツ業界研究1、2
外部講師による講演を聞く
事前学修：スポーツ業界の業種を調べておく。
事後学修：講演内容をまとめる。
【第11回】〜 【第12回】 セミナーⅢガイダンス1〜2
セミナーIII担当教員からのセミナーで実施する概要を説明する
事前学修：担当教員の専門を確認する。
事後学修：興味があるセミナーの担当教員と面談を行う。
【第13回】 〜 【第14回】 個別セミナー
各セミナーの個別課題に取り組む
事前学修：セミナー担当教員より指示する。
事後学修：セミナー担当教員より指示する。
【第15回】総括
1年間の振り返り、レポート提出
事前学修：これまでの学修について振り返る
事後学修：来年度に向けての学修目標を設定し、実行する。
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
授業計画に記載の通り。
*授業内容を事前把握し、授業後に理解度を確認するためには、授業（１回につき２時間として計算）と事前・事
後学修をあわせて、１単位あたり４５時間が必要である。
課題に対するフィードバックの方法
授業中またはオフィスアワー、ゼミ授業前後にて対応する。
成績評価の方法・基準（方針）
下記に示す評価方法により、総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
１）正当な理由がなく、5回以上の欠席は評価の対象とせず、「K」評価とする。
授業の遅刻および早退は1/3欠席として扱う。30分以上の遅刻は欠席とする。
２）課題の未実施・未提出がある場合は評価の対象とせず、「K」評価とする。
３）授業出欠、テスト等で不正が発覚した場合は評価の対象とせず、「K」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

セミナーⅡｂ

授業内での評価

30

クラス別活動の課題（30）

１）、２）、３）、４）

授業外での評価

10

OIUドリルの実施状況等（10）

１）

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

レポート（40）

２）、３）、４）

その他

20

授業に関する質問・発言（10）、取り組み姿勢等（10）

２）、３）、４）

テキスト

特になし

参考書

必要に応じて授業で紹介する

履修条件・他の科目との関連 本授業は、3年次への進級要件の単位になっているため、必ず履修すること。
なお、セミナーⅠa、セミナーⅠbおよびセミナーⅡaの内容を基に展開されるため、十分に復習して履
修すること。

セミナーⅡｂ

授業コード

13061939

授業科目名

セミナーⅡｂ

授業担当教員

谷川

哲朗

成績担当教員

谷川

哲朗

開講年次

2年

授業種別

実務家教員による授業

演習

開講期

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
本授業は、1年次に身につけたスタディスキルズの応用として、下記の項目について取り組む。
１）スポーツ行動学科の学生として必要な基礎学力を身につける。
２）自ら課題を発見し、その解決のための考えをまとめ、発表するプロセスを実践する。
３）学びを深めるスポーツの専門領域を決定するために、スポーツ業界および各種資格や検定について理解す
る。
到達目標
１）自身の基礎学力を確認し、SPIや教員採用試験対策に必要な基礎学力を身につけようとする
２）自ら課題を発見し、その解決のための考えをまとめ、発表することができる
３）スポーツ業界における様々な業種を理解している
４）将来の進路に向けて学修を深めるスポーツの専門領域を決定する
授業計画
【第1回】オリエンテーション
履修登録を確認する。今後のスケジュールの確認を行う。
事前学修：履修登録を完了させ、シラバスを確認する。
事後学修：自身が取得したい資格・検定を見つめ直す。
【第2回】〜 【第8回】 個別セミナー
各セミナーの個別課題に取り組む
事前学修：セミナー担当教員より指示する。
事後学修：セミナー担当教員より指示する。
【第9回】 〜 【第10回】 スポーツ業界研究1、2
外部講師による講演を聞く
事前学修：スポーツ業界の業種を調べておく。
事後学修：講演内容をまとめる。
【第11回】〜 【第12回】 セミナーⅢガイダンス1〜2
セミナーIII担当教員からのセミナーで実施する概要を説明する
事前学修：担当教員の専門を確認する。
事後学修：興味があるセミナーの担当教員と面談を行う。
【第13回】 〜 【第14回】 個別セミナー
各セミナーの個別課題に取り組む
事前学修：セミナー担当教員より指示する。
事後学修：セミナー担当教員より指示する。
【第15回】総括
1年間の振り返り、レポート提出
事前学修：これまでの学修について振り返る
事後学修：来年度に向けての学修目標を設定し、実行する。
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
授業計画に記載の通り。
*授業内容を事前把握し、授業後に理解度を確認するためには、授業（１回につき２時間として計算）と事前・事
後学修をあわせて、１単位あたり４５時間が必要である。
課題に対するフィードバックの方法
授業中またはオフィスアワー、ゼミ授業前後にて対応する。
成績評価の方法・基準（方針）
下記に示す評価方法により、総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
１）正当な理由がなく、5回以上の欠席は評価の対象とせず、「K」評価とする。
授業の遅刻および早退は1/3欠席として扱う。30分以上の遅刻は欠席とする。
２）課題の未実施・未提出がある場合は評価の対象とせず、「K」評価とする。
３）授業出欠、テスト等で不正が発覚した場合は評価の対象とせず、「K」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

セミナーⅡｂ

授業内での評価

30

クラス別活動の課題（30）

１）、２）、３）、４）

授業外での評価

10

OIUドリルの実施状況等（10）

１）

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

レポート（40）

２）、３）、４）

その他

20

授業に関する質問・発言（10）、取り組み姿勢等（10）

２）、３）、４）

テキスト

特になし

参考書

必要に応じて授業で紹介する

履修条件・他の科目との関連 本授業は、3年次への進級要件の単位になっているため、必ず履修すること。
なお、セミナーⅠa、セミナーⅠbおよびセミナーⅡaの内容を基に展開されるため、十分に復習して履
修すること。

セミナーⅡｂ

授業コード

13061940

授業科目名

セミナーⅡｂ

授業担当教員

中村

浩子

成績担当教員

中村

浩子

開講年次

2年

授業種別

実務家教員による授業

演習

開講期

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
本授業は、1年次に身につけたスタディスキルズの応用として、下記の項目について取り組む。
１）スポーツ行動学科の学生として必要な基礎学力を身につける。
２）自ら課題を発見し、その解決のための考えをまとめ、発表するプロセスを実践する。
３）学びを深めるスポーツの専門領域を決定するために、スポーツ業界および各種資格や検定について理解す
る。
到達目標
１）自身の基礎学力を確認し、SPIや教員採用試験対策に必要な基礎学力を身につけようとする
２）自ら課題を発見し、その解決のための考えをまとめ、発表することができる
３）スポーツ業界における様々な業種を理解している
４）将来の進路に向けて学修を深めるスポーツの専門領域を決定する
授業計画
【第1回】オリエンテーション
履修登録を確認する。今後のスケジュールの確認を行う。
事前学修：履修登録を完了させ、シラバスを確認する。
事後学修：自身が取得したい資格・検定を見つめ直す。
【第2回】〜 【第8回】 個別セミナー
各セミナーの個別課題に取り組む
事前学修：セミナー担当教員より指示する。
事後学修：セミナー担当教員より指示する。
【第9回】 〜 【第10回】 スポーツ業界研究1、2
外部講師による講演を聞く
事前学修：スポーツ業界の業種を調べておく。
事後学修：講演内容をまとめる。
【第11回】〜 【第12回】 セミナーⅢガイダンス1〜2
セミナーIII担当教員からのセミナーで実施する概要を説明する
事前学修：担当教員の専門を確認する。
事後学修：興味があるセミナーの担当教員と面談を行う。
【第13回】 〜 【第14回】 個別セミナー
各セミナーの個別課題に取り組む
事前学修：セミナー担当教員より指示する。
事後学修：セミナー担当教員より指示する。
【第15回】総括
1年間の振り返り、レポート提出
事前学修：これまでの学修について振り返る
事後学修：来年度に向けての学修目標を設定し、実行する。
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
授業計画に記載の通り。
*授業内容を事前把握し、授業後に理解度を確認するためには、授業（１回につき２時間として計算）と事前・事
後学修をあわせて、１単位あたり４５時間が必要である。
課題に対するフィードバックの方法
授業中またはオフィスアワー、ゼミ授業前後にて対応する。
成績評価の方法・基準（方針）
下記に示す評価方法により、総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
１）正当な理由がなく、5回以上の欠席は評価の対象とせず、「K」評価とする。
授業の遅刻および早退は1/3欠席として扱う。30分以上の遅刻は欠席とする。
２）課題の未実施・未提出がある場合は評価の対象とせず、「K」評価とする。
３）授業出欠、テスト等で不正が発覚した場合は評価の対象とせず、「K」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

セミナーⅡｂ

授業内での評価

30

クラス別活動の課題（30）

１）、２）、３）、４）

授業外での評価

10

OIUドリルの実施状況等（10）

１）

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

レポート（40）

２）、３）、４）

その他

20

授業に関する質問・発言（10）、取り組み姿勢等（10）

２）、３）、４）

テキスト

特になし

参考書

必要に応じて授業で紹介する

履修条件・他の科目との関連 本授業は、3年次への進級要件の単位になっているため、必ず履修すること。
なお、セミナーⅠa、セミナーⅠbおよびセミナーⅡaの内容を基に展開されるため、十分に復習して履
修すること。

セミナーⅡｂ

授業コード

13071470

授業科目名

セミナーⅢａ

授業担当教員

岸本

恵一

成績担当教員

岸本

恵一

開講年次

3年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
本セミナーではスポーツ医科学に関する論文の抄読会やプレゼンテーション、ディスカッションなどを通して分
野の理解を深めるとともに、論理的思考を高めていく。また、学外におけるフィールドワークなどを通じて実戦
的知識と技術の体得を目指す。
到達目標
１．スポーツ医科学に関する文献を適切に読み解く力を身につけることができる。
２．自己の考えを論理的かつ明確に伝えることができるようになる。
３．研究の手順について理解することができる。
４．プレゼンテーション、ディスカッションのスキルを身につけることができる。
５．実践的技能を身につけることができる。
授業計画
1回 ：授業の概要と進め方
2回 ：卒業研究の構想
3回 ：文献収集方法（1）図書館の利用
4回 ：文献収集方法（2）その他の方法
5回 ：論文抄読に向けて
6回 ：論文抄読（1）興味・関心のある事柄に関する学術雑誌等の内容紹介と討議
7回 ：論文抄読（2）興味・関心のある事柄に関する学術雑誌等の内容紹介と討議
8回 ：論文抄読（3）興味・関心のある事柄に関する学術雑誌等の内容紹介と討議
9回 ：論文抄読（4）興味・関心のある事柄に関する学術雑誌等の内容紹介と討議
10回：卒業研究テーマの仮選定
11回：テーマに基づく先行研究の収集
12回：資料のまとめ
13回：プレゼンテーション（1_1）先行研究の分析
14回：プレゼンテーション（1_2）先行研究の分析
15回：プレゼンテーション（1_3）先行研究の分析
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
指示された参考書をもとに事前に概要を把握しておく。また、事後には反省点・修正点をまとめ、次回授業時に
改善されていることを求める。
課題に対するフィードバックの方法
授業中に課した課題に対しては、その場または翌週以降で開示する。
成績評価の方法・基準（方針）
授業内でのプレゼンテーションおよび課題達成度（提出物含）により総合的に評価する。
また、原則的に全授業への出席を求める。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

60

自己または教員から設定された課題に対し、先行研究を
踏まえた論理的思考のもと、適切にまとめられ、かつ明快
に提示できているのかを評価する。

１,２,３,４

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

10

課された設問に対して論理的考察ができているかを評価
する。

１,２,３,４

その他

30

スポーツ医科学分野のフィールド実習への積極的参加に
より評価する。

5

セミナーⅢａ

テキスト

テキストは使用しない。

参考書

必要に応じて適宜指示する。

履修条件・他の科目との関連 セミナーⅣを完遂する上で重要な科目です。
積極的な参加と自己運営にて進めていきます。

セミナーⅢａ

授業コード

13071471

授業科目名

セミナーⅢａ

授業担当教員

久保田

豊司

成績担当教員

久保田

豊司

開講年次

3年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
「各種スポーツ・コーチング」
「各種スポーツ・運動の動作解析」
「中学校・高等学校の体育の授業」
などのテーマについて、実験、文献、調査などに基づいた基本的分析方法を学習し、その成果をまとめ発表・討
論する。
到達目標
１．情報収集の基本的スキルを獲得する。
２．情報伝達の基本的スキルを獲得する。
３．問題処理能力の基本的スキルを獲得する。
授業計画
【第1回】
テーマ：オリエンテーション
内容・方法：これからの授業の進め方、授業で求められる姿勢、評価方法について説明をする。
【第2回】
テーマ：資料の収集（１）：図書館の活用法
内容・方法：図書館の協力を得て文献検索に関する知識を得る。
【第3回】
テーマ：資料の収集(２)：インターネットの活用法
内容・方法：インターネット活用法し資料を収集する。
【第4回】
テーマ：コーチング・体育の授業に関する資料の収集(１)
内容・方法：コーチング・体育の授業に関する資料を収集する(１)。
【第5回】
テーマ：コーチング・体育の授業に関する資料の収集(２)
内容・方法：コーチング・体育の授業に関する資料を収集する(２)。
【第6回】
テーマ：コーチング・体育の授業に関する資料の収集(３)
内容・方法：コーチング・体育の授業に関する資料を収集する(３)。
【第7回】
テーマ：コーチング・体育の授業に関する資料のまとめ（１）
内容・方法：コーチング・体育の授業に関する資料をまとめる（１）。
【第8回】
テーマ：コーチング・体育の授業に関する資料のまとめ（２）
内容・方法：コーチング・体育の授業に関する資料をまとめる（２）。
【第9回】
テーマ：コーチング・体育の授業に関する資料のまとめ（３）
内容・方法：コーチング・体育の授業に関する資料をまとめる（３）。
【第10回】
テーマ：発表・論議（１）
内容・方法：コーチング・体育の授業に関する収集した資料を発表し議論する（１）。
【第11回】
テーマ：発表・論議（２）
内容・方法：コーチング・体育の授業に関する収集した資料を発表し議論する（２）。
【第12回】
テーマ：発表・論議（３）
内容・方法：コーチング・体育の授業に関する収集した資料を発表し議論する（３）。
【第13回】
テーマ：大学祭の準備（１）
内容・方法：大学祭の参加方法（模擬店・フリーマーケット等）について話し合う。
【第14回】
テーマ：発表・論議（４）
内容・方法：コーチング・体育の授業に関する収集した資料を発表し議論する（４）。
【第15回】
テーマ：発表・論議（５）
内容・方法：コーチング・体育の授業に関する収集した資料を発表し議論する（５）。
事前事後の学習

セミナーⅢａ

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
本授業は２単位科目であるため、合計９０時間の学習が必要となります。各授業（２時間）に加えて、事前・事
後学習４時間が求められます。
【第1回】
①事前学修課題：履修の手引き、シラバス、取得単位を確認しておくこと。
②事後学修課題：授業の内容を200字以内にまとめメールで提出すること。履修登録を確認しておくこと。
【第2回】
①事前学修課題：図書館の使用方法を確認しておくこと。
②事後学修課題：検索したスポーツに関する文献を整理しておくこと。
【第3回】
①事前学修課題：インターネット使用の注意点をまとめておくこと。
②事後学修課題：収集したスポーツに関する資料を整理しておくこと。
【第4回】
①事前学修課題：コーチング・体育の授業に関する資料を収集すること(１)。
②事後学修課題：指導を受けた内容ついて、資料を整理すること(１)。
【第5回】
①事前学修課題：指導を受けた内容ついて、資料を収集すること(２)。
②事後学修課題：指導を受けた内容ついて、資料を整理すること(２)。
【第6回】
①事前学修課題：指導を受けた内容ついて、資料を収集すること(３)。
②事後学修課題：指導を受けた内容ついて、資料を整理すること(３)。
【第7回】
①事前学修課題：整理した資料をまとめておくこと（１）。
②事後学修課題：指導を受けた内容ついて、資料をまとめ直すこと(１)。
【第8回】
①事前学修課題：指導を受けた内容ついて、資料をまとめておくこと(２)。
②事後学修課題：指導を受けた内容ついて、資料をまとめ直すこと(２)。
【第9回】
①事前学修課題：指導を受けた内容ついて、資料をまとめておくこと(３)。
②事後学修課題：指導を受けた内容ついて、資料をまとめ直すこと(３)。
【第10回】
①事前学修課題：発表の準備をしておくこと（１）。
②事後学修課題：議論した内容を200字以内にまとめメールで提出すること（１）。
【第11回】
①事前学修課題：議論した内容の整理と発表の準備をしておくこと（２）。
②事後学修課題：議論した内容を200字以内にまとめメールで提出すること（２）。
【第12回】
①事前学修課題：議論した内容の整理と発表の準備をしておくこと（３）。
②事後学修課題：議論した内容を200字以内にまとめメールで提出すること（３）。
【第13回】
①事前学修課題：１・２回生の大学祭の参加方法についてまとめておくこと。
②事後学修課題：話し合った内容について、原案を作成しておくこと。
【第14回】
①事前学修課題：議論した内容の整理と発表の準備をしておくこと（４）。
②事後学修課題：議論した内容を200字以内にまとめメールで提出すること（４）。
【第15回】
①事前学修課題：議論した内容の整理と発表の準備をしておくこと（５）。
②事後学修課題：議論した内容を200字以内にまとめメールで提出すること（５）。
課題に対するフィードバックの方法
取り組んだ課題に対しては、テーマ・内容を討論し今後の展開までの整理を授業内で確認をします。
そうすることで、PDCAサイクルの考え方を理解し社会に役立つ力を向上させます。
成績評価の方法・基準（方針）
平常点30％、レポート課題30％、定期試験に代わるレポート試験40％の評価である。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

30

授業参加に対する姿勢、課題に対する仲間との協働、そ
してまとめ・発表の完成度を評価する(30)。

1,2,3,

授業外での評価

30

課題に対して、主体的な取り組みと内容を評価する(30)。

1,2,3,

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

最終レポート（課題レポートのまとめ：40）。

1,2,3

その他

0

テキスト

プリントを配布する。
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参考書

公認スポーツ指導者養成講習会テキスト リファレンスブック、4,400円
実践！グッドコーチング、660円
実践！グッドコーチング（ジュニア指導編）、660円

履修条件・他の科目との関連 レポートの未提出、授業の欠席５回以上は評価対象外とする。
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授業コード

13071472

授業科目名

セミナーⅢａ

授業担当教員

新村

由恵

成績担当教員

新村

由恵

開講年次

3年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
「セミナーIV」において実施する卒業研究論文の作成に向け,中高齢者や有疾患者を対象とした健康支援に関する
研究法を学ぶ．内容は以下の通りである．
１．中高齢者や有疾患者の健康支援における現状および課題点を学ぶ
２．データの収集方法およびまとめ方を学ぶ．
３．各評価測定で得られた結果を理解し、説明する．
到達目標
１．健康支援意義について理解し、説明できる．
２．データの収集方法およびまとめ方について理解し、説明できる．
３．各評価測定で得られた結果を理解し、説明できる．
授業計画
【第1回】
テーマ：オリエンテーション
内容・方法：年間スケジュール,卒業研究,就職活動,資格取得に必要な情報を習得する．
【第2回】
テーマ：キャリア教育について
内容・方法：自分の将来について考え、興味のある職業や、必要な資格について調べる．
【第3回】
テーマ：高齢者の生活機能向上に関する知識の習得
生活機能に関する評価方法について学ぶ①
内容・方法：高齢者の生活機能向上に関する基礎知識を学ぶ。
体組成測定や心理テストについて座学・実技の両面から学ぶ．
【第4回】
テーマ：生活機能に関する評価方法について学ぶ②
内容・方法：体力測定等について座学・実技の両面から学ぶ．
【第５回】
テーマ：生活機能に関する評価方法について学ぶ③
内容・方法：認知機能測定について座学・実技の両面から学ぶ．
【第６回】
テーマ：介入研究における事前テスト
内容・方法：介入効果を評価するための事前テストを行なう．
【第6回】
テーマ：返却資料作成,健康支援教室の指導案作成
内容・方法：次週の健康支援教室の準備．
【第7回】
テーマ：事前テストの結果説明会,健康支援教室 (1)
内容・方法：介入研究の対象者に向けた結果返却説明会
地域在住高齢者を対象に健康支援教室を行う．
【第8回】
テーマ：健康支援教室（2）
内容・方法：地域在住高齢者を対象に健康支援教室を行う．
【第9回】
テーマ：健康支援教室（3）
内容・方法：地域在住高齢者を対象に健康支援教室を行う．
【第10回】
テーマ：健康支援教室（4）
内容・方法：地域在住高齢者を対象に健康支援教室を行う．
【第11回】
テーマ：健康支援教室（5）
内容・方法：地域在住高齢者を対象に健康支援教室を行う．
【第12回】
テーマ：健康支援教室（6）
内容・方法：地域在住高齢者を対象に健康支援教室を行う．
【第13回】
テーマ：健康支援教室（7）
内容・方法：地域在住高齢者を対象に健康支援教室を行う．
【第14回】
テーマ：健康支援教室（8）
内容・方法：地域在住高齢者を対象に健康支援教室を行う．
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【第15回】
テーマ：介入教室における事後テスト
内容・方法：地域在住高齢者を対象に健康支援教室の事後評価を行う．
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
★本授業は２単位科目であるため、合計９０時間の学習が必要となります。
各授業（２時間）に加えて、事前学習（２時間以上）、事後学習（２時間以上）を毎回各自で行ってくださ
い。
また、必要に応じて教員から事前・事後課題（宿題）を出します。
【第1回】
①事前学修課題：シラバスを読み,前期授業の実施内容を確認してくる．
②事後学修課題：セミナーに関連するスケジュールをスケジュール帳に写す．
【第2回】
①事前学修課題：取得を希望する資格や卒業後の進路について考えてくる．
②事後学修課題：本時の授業内容を復習する．
【第3回】
①事前学修課題：高齢者の生活機能低下について調べてくる．
②事後学修課題：本時の授業内容を復習する．
【第4回】
①事前学修課題：事前に配布した体力測定のマニュアルを熟読してくる．
②事後学修課題：本時の授業内容を復習する．
【第5回】
①事前学修課題：事前テストの準備をする.
②事後学修課題：収集したデータをパソコンに入力するとともに,結果返却資料を作成する．
【第6回】
①事前学修課題：前週に収集したデータをもとに結果返却資料を作成する．
②事後学修課題：結果説明会の準備,次週の健康支援教室の準備をする．
【第7回】
①事前学修課題：結果説明会の準備,指導練習等,教室準備
②事後学修課題：次週の健康支援教室の準備をする．
【第8回】
①事前学修課題：指導練習等,教室準備
②事後学修課題：次週の健康支援教室の準備をする．
【第9回】
①事前学修課題：指導練習等,教室準備
②事後学修課題：次週の健康支援教室の準備をする．
【第10回】
①事前学修課題：指導練習等,教室準備
②事後学修課題：次週の健康支援教室の準備をする．
【第11回】
①事前学修課題：指導練習等,教室準備
②事後学修課題：次週の健康支援教室の準備をする．
【第12回】
①事前学修課題：指導練習等,教室準備
②事後学修課題：次週の健康支援教室の準備をする．
【第13回】
①事前学修課題：指導練習等,教室準備
②事後学修課題：次週の健康支援教室の準備をする．
【第14回】
①事前学修課題：指導練習等,教室準備
②事後学修課題：次週の健康支援教室の準備をする．
【第15回】
①事前学修課題：事後テストの準備
②事後学修課題：収集したデータの整理．
課題に対するフィードバックの方法
課題に対して口頭や文章（OIUメールやClassroom）で評価・コメントをフィードバックする．
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する．
なお、欠席５回以上（遅刻３回で欠席１回と評価、も含む）の場合は、K評価（評価不能）とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

60

授業への参加状況、および受講態度や取り組み姿勢によ
り評価する．

１・２・３

授業外での評価

40

各回の課題の提出状況から評価する．

１・２・３

定期試験

0
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定期試験に代わるレポート等

0

その他

0

テキスト

プリントの配布、もしくは、Classroomを介して授業資料を配信する．

参考書

「体育・スポーツ科学研究法」ジェリー・R・トーマス ジャック・K・ネルソン（著）大修館書店

履修条件・他の科目との関連 ・後期セミナーⅢb・セミナーⅣabに続く大切な授業です。無遅刻・無欠席を目標に頑張りましょう！
・新型コロナウィルスの感染状況等により、進め方や内容を一部変更する場合があります．その場合
は随時連絡します．
・授業に関する連絡は、原則、Classroomを介して行います．
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授業コード

13071473

授業科目名

セミナーⅢａ

授業担当教員

中村

浩子

成績担当教員

中村

浩子

開講年次

3年

授業種別

実務家教員による授業

演習

開講期

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
学校、教育、子ども等をめぐる政策、制度、組織、文化を共通のテーマに、必要な文献資料を収集し、先行研究
をレビューし、調査研究を行うことができるよう指導していく。
前半はテーマ設定と各自のテーマに即した文献リストの作成を中心に、後半は各テーマに関する先行研究の文
献購読、プレゼンテーション、ディスカッションを中心に行う。
到達目標
１．卒業研究にふさわしいテーマ設定を行い、問いを立てることができる。
２．設定したテーマに相応しい文献を検索、収集することができる。
３．必要な諸文献を読解し、内容について説明できる。
授業計画
【第1回】オリエンテーション
【第2回】ライブラリーツアー
【第3回】テーマ設定の意義について学ぶ
【第4回】テーマ設定の方法について学ぶ
【第5回】文献・資料の収集の意義について学ぶ
【第6回】文献・資料の収集法について学ぶ
【第7回】文献・資料の収集を行う
【第8回】文献・資料の収集リスト作成の意義について学ぶ
【第9回】文献・資料の収集リストを作成する
【第10回】人権啓発映画会
【第11回】文献資料リストの発表と質疑応答（１）
【第12回】文献資料リストの発表と質疑応答（２）
【第13回】文献資料の読み方とまとめ方について学ぶ
【第14回】収集文献の発表と質疑応答（１）
【第15回】収集文献の発表と質疑応答（２）
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
毎回の授業テーマに即して、作業を事前及び事後に進めていくこと。
課題に対するフィードバックの方法
発表については、その都度フィードバックを行う。
レポートについては、評価を行った後にフィードバックを行う。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

80

授業内における課題への取り組み状況(40)
事前事後学習への取り組み状況(40)

1, 2, 3

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

0

その他

20

最終レポート

1, 2, 3

テキスト

テキストを使用しない

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する
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履修条件・他の科目との関連 各自の進度における個別の作業が中心になりますが、互いにアイデアや批判点を出し合う機会とし
て、場と時間を共有していきます。
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授業コード

13071474

授業科目名

セミナーⅢａ

授業担当教員

奥島

大

成績担当教員

奥島

大

開講年次

3年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
セミナーⅢでは、卒業研究論文の作成に必要とされる専門知識の学習、実験技法（生理学的手法）および統計処
理について習得することを主な内容とする。したがって、本セミナーでは、卒業研究論文の作成に向けて各自、
あるいはグループで研究テーマを設定し、その実施に必要とされる知識・技能について学習・習得することで、
卒業研究論文の目的、実験仮説、および方法を導くことを目標とする。授業の形態は、ディスカッションや実
験・調査を主体とした演習授業である。
到達目標
1. 自らが現時点で興味を持つ内容について口頭で表現することができる
2. 自らが現時点で興味を持つ内容について文章で表現することができる
3. 自らが現時点で興味を持つ内容について書籍やインターネットで調べることができる
授業計画
【第1回】セミナーⅢのオリエンテーション（1）：卒業へのロードマップ、およびするべき内容の確認
【第2回】セミナーⅢのオリエンテーション（2）：就職活動について
【第3回】卒業研究に向けた準備（1）：卒業研究で学ぶことについて
【第4回】卒業研究に向けた準備（2）：卒業研究の進め方
【第5回】卒業研究に向けた準備（3）：自分自身の興味について考える
【第6回】卒業研究に向けた準備（4）：興味を抱いたテーマについて調べる方法を学ぶ
【第7回】卒業研究に向けた準備（5）：興味を抱いたテーマを扱う資料を探す
【第8回】卒業研究に向けた準備（6）：興味を持ったテーマと資料について説明する①
【第9回】卒業研究に向けた準備（7）：興味を持ったテーマと資料について説明する②
【第10回】卒業研究に向けた準備（8）：興味を抱いた内容を扱う資料を要約する方法について学ぶ
【第11回】卒業研究に向けた準備（9）：興味を抱いた内容を扱う資料について説明する①
【第12回】卒業研究に向けた準備（10）：興味を抱いた内容を扱う資料について説明する②
【第13回】卒業研究に向けた準備（11）：興味を抱いた内容を扱う資料について説明する③
【第14回】卒業研究に向けた準備（12）：興味を抱いた内容を扱う資料について説明する④
【第15回】前期の振り返り、および後期に向けた夏季休業中の目標設定
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
事前学習［各2時間］
【第1回】卒業に向けて自分に必要なことについて人前で説明できるようにする
【第2回】自分自身が仕事に就く目的や目標、および興味関心を持つ仕事について人前で説明できるようにする
【第3回】何のために卒業研究に取り組むのか、自分の考えをまとめて人前で説明できるようにする
【第4回】卒業研究を完成させるために必要なことについて自分の考えを人前で説明できるようにする
【第5回】現時点で自分が抱く疑問、興味や、関心について考え、人前で説明できるようにする
【第6回】興味のある内容について情報を得る方法について調べて文書にまとめる
【第7回】図書館やインターネットを利用して、自分の興味ある内容に関する検索を試してみる
【第8回】自分が興味を持ったテーマと資料についてA4用紙にまとめる
【第9回】自分が興味を持ったテーマと資料についてA4用紙にまとめる
【第10回】文章を要約するとはどういうことか、その意味と方法について調べる
【第11回】自分が選んだ資料を読み、その内容をA4用紙にまとめる
【第12回】自分が選んだ資料を読み、その内容をA4用紙にまとめる
【第13回】自分が選んだ資料を読み、その内容をA4用紙にまとめる
【第14回】自分が選んだ資料を読み、その内容をA4用紙にまとめる
【第15回】前期期間中に自身が達成したこと、および夏季休業期間中の目標について人前で説明できるようにす
る
事後学習［各2時間］
【第1回】他人の発表内容や説明方法について、良い点や自身にも活用可能な点を文章でまとめる
【第2回】自分自身が仕事に就く目的や目標、および興味関心を持つ仕事に必要な能力について文章でまとめる
【第3回】卒業研究で学べることについて自身や他者の考えをまとめて文章で記述する
【第4回】卒業研究を完成させるために必要なことについて自身や他者の考えをまとめて文章で記述する
【第5回】自分自身の興味や、他者の興味について参考になった内容をまとめて文章で記述する
【第6回】図書館やインターネット（CiNiiやJICSTなど）を活用し、実際に資料を探してみる
【第7回】自身が収集した資料を整理し、その概要を読んでみる
【第8回】他人が興味を持ったテーマについて自身の参考になった点を文章にまとめる
【第9回】他人が興味を持ったテーマについて自身の参考になった点を文章にまとめる
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【第10回】文章を要約する方法について口頭で説明できるようにする
【第11回】紹介された資料の内容について復習する
【第12回】紹介された資料の内容について復習する
【第13回】紹介された資料の内容について復習する
【第14回】紹介された資料の内容について復習する
【第15回】夏季休業中の目標設定について、コメントや他者の発表を参考にして現状に即した内容に修正する
課題に対するフィードバックの方法
取り組んだ課題に対して対面でその内容を論議し、学習した内容を整理する。また、論議の中で今後の学習で留
意する点についても確認させることで、卒業研究だけでなく社会でも役立てられる課題解決能力の考え方を学習
することを促す。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判断し、60点以上を合格とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

70

授業内における発表の質（35），授業内における質疑応
答の質（35）

1, 3

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

30

最終レポート（30）

2, 3

その他

0

テキスト

テキストは使用せず、必要に応じて資料を配付する。

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 やむを得ない事情を除いて必ず出席し、自身や他者の発表を理解して論議に参加することを要求
する。授業の欠席半期5回、通年10回以上の場合は評価対象外とする。
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授業コード

13071475

授業科目名

セミナーⅢａ

授業担当教員

小倉

幸雄

成績担当教員

小倉

幸雄

開講年次

3年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
スポーツの種目特性や実践方法,指導方法について教育・研究します．具体的には,競技スポーツ,学校体育,ジュ
ニアスポーツを対象としたコーチング（技術・体力・トレーニング・指導）が研究テーマです．セミナーⅣの卒
業研究に向けて,文献精読,体力・パワー測定,動作解析,観察的評価法,生理学的手法,データ・統計分析,プレゼン
テーションの基礎演習も行います．セミナーを通して,スポーツの意義や役割の理解,分析や問題解決能力,実践力
の基礎が身につきます．
到達目標
１．対象者に合わせた指導法について説明できる．
２．体力や技術評価の基礎的な分析ができる．
３．文献を要約して発表できる．
授業計画
【第1回】
テーマ：オリエンテーション
内容・方法：これからの授業の進め方,授業で求められる姿勢,評価方法について説明をする．
【第2回】
テーマ：資料の収集（１）：図書館の活用法
内容・方法：図書館の協力を得て文献検索に関する知識を得る
【第3回】
テーマ：資料の収集(２)：インターネットの活用法
内容・方法：インターネット活用法し資料を収集する
【第4回】
テーマ：コーチング・体育の授業に関する資料の収集(１)
内容・方法：コーチング・体育の授業に関する資料を収集する(１)
【第5回】
テーマ：コーチング・体育の授業に関する資料の収集(２)
内容・方法：コーチング・体育の授業に関する資料を収集する(２)
【第6回】
テーマ：コーチング・体育の授業に関する資料の収集(３)
内容・方法：コーチング・体育の授業に関する資料を収集する(３)
【第7回】
テーマ：コーチング・体育の授業に関する資料のまとめ（１）
内容・方法：コーチング・体育の授業に関する資料をまとめる（１）
【第8回】
テーマ：コーチング・体育の授業に関する資料のまとめ（２）
内容・方法：コーチング・体育の授業に関する資料をまとめる（２）
【第9回】
テーマ：コーチング・体育の授業に関する資料のまとめ（３）
内容・方法：コーチング・体育の授業に関する資料をまとめる（３）
【第10回】
テーマ：発表・論議（１）
内容・方法：コーチング・体育の授業に関する収集した資料を発表し議論する（１）
【第11回】
テーマ：発表・論議（２）
内容・方法：コーチング・体育の授業に関する収集した資料を発表し議論する（２）
【第12回】
テーマ：発表・論議（３）
内容・方法：コーチング・体育の授業に関する収集した資料を発表し議論する（３）
【第13回】
テーマ：大学祭の準備（１）
内容・方法：大学祭の参加方法（模擬店・フリーマーケット等）について話し合う．
【第14回】
テーマ：発表・論議（４）
内容・方法：コーチング・体育の授業に関する収集した資料を発表し議論する（４）
【第15回】
テーマ：発表・論議（５）
内容・方法：コーチング・体育の授業に関する収集した資料を発表し議論する（５）
事前事後の学習

セミナーⅢａ

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
「各テーマにおいて,事前の準備と事後のまとめをノートすること．事前事後の学修時間に1時間は必要であ
る．」
【第1回】
①事前学修課題：履修の手引き,シラバス、取得単位を確認しておくこと
②事後学修課題：授業の内容を200字以内にまとめメールで提出すること．履修登録を確認しておくこと
【第2回】
①事前学修課題：図書館の使用方法を確認しておくこと。
②事後学修課題：検索したスポーツに関する文献を整理しておくこと
【第3回】
①事前学修課題：インターネット使用の注意点をまとめておくこと。
②事後学修課題：収集したスポーツに関する資料を整理しておくこと
【第4回】
①事前学修課題：コーチング・体育の授業に関する資料を収集すること(１)
②事後学修課題：指導を受けた内容ついて,資料を整理すること(１)
【第5回】
①事前学修課題：指導を受けた内容ついて,資料を収集すること(２)
②事後学修課題：指導を受けた内容ついて,資料を整理すること(２)
【第6回】
①事前学修課題：指導を受けた内容ついて,資料を収集すること(３)
②事後学修課題：指導を受けた内容ついて,資料を整理すること(３)
【第7回】
①事前学修課題：整理した資料をまとめておくこと（１）
②事後学修課題：指導を受けた内容ついて,資料をまとめ直すこと(１)
【第8回】
①事前学修課題：指導を受けた内容ついて,資料をまとめておくこと(２)
②事後学修課題：指導を受けた内容ついて,資料をまとめ直すこと(２)
【第9回】
①事前学修課題：指導を受けた内容ついて,資料をまとめておくこと(３)
②事後学修課題：指導を受けた内容ついて,資料をまとめ直すこと(３)
【第10回】
①事前学修課題：発表の準備をしておくこと（１）
②事後学修課題：議論した内容を200字以内にまとめメールで提出すること（１）
【第11回】
①事前学修課題：議論した内容の整理と発表の準備をしておくこと（２）
②事後学修課題：議論した内容を200字以内にまとめメールで提出すること（２）
【第12回】
①事前学修課題：議論した内容の整理と発表の準備をしておくこと（３）
②事後学修課題：議論した内容を200字以内にまとめメールで提出すること（３）
【第13回】
①事前学修課題：１・２回生の大学祭の参加方法についてまとめておくこと
②事後学修課題：話し合った内容について,原案を作成しておくこと
【第14回】
①事前学修課題：議論した内容の整理と発表の準備をしておくこと（４）
②事後学修課題：議論した内容を200字以内にまとめメールで提出すること（４）
【第15回】
①事前学修課題：議論した内容の整理と発表の準備をしておくこと（５）
②事後学修課題：議論した内容を200字以内にまとめメールで提出すること（５）
課題に対するフィードバックの方法
取り組んだ課題に対しては,テーマ・内容を討論し今後の展開までの整理を授業内で確認をします．
そうすることで,PDCAサイクルの考え方を理解し社会に役立つ力を向上させます．
成績評価の方法・基準（方針）
下記に示す評価方法により,総合的に判定のうえ,60点以上を合格とし,所定の単位を認定する．
１）正当な理由がなく,5回以上の欠席は評価の対象とせず,「K」評価とする．
２）授業の遅刻および早退は1/3欠席として扱う．
３）タームペーパー未提出者は,評価の対象とせず,「K」評価とする．
*やむをえない事情がある場合には,事前の連絡・報告・相談すること．
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

70

取り組み姿勢（50）,リフレクションノート（20）

１,２,３

授業外での評価

20

文献や発表原稿の作成（20）

１,２,３

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

10

タームペーパー

１,２,３

その他

0
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テキスト

プリントを配布する．

参考書

授業の中で,必要に応じて紹介する．

履修条件・他の科目との関連 レポートの未提出,授業の欠席半期５回,通年１０回以上は評価対象外とする．

セミナーⅢａ

授業コード

13071476

授業科目名

セミナーⅢａ

授業担当教員

東

亜弓

成績担当教員

東

亜弓

開講年次

3年

授業種別

実務家教員による授業

演習

開講期

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
テーマとして、スポーツ・運動・体育における「動機づけ」と「スポーツ傷害予防」について取り組んでいきま
す。
日常生活の中で起こる事象について問題意識をもって過ごすことにより、自ら課題や疑問を見つけ出し、文献や
資料などの調査を行い、他者に自らの考えを分かりやすく伝える（レポート、プレゼンテーション）ことを中心
に進めていきます。
前半では、テーマに関連する事柄から興味のあるトピックを選択し、発表してもらいます。後半では、心理学実
験の結果をExcelなどを使用してまとめ、プレゼンテーションを行い、全員でディスカッションを行うことに取り
組むことが増えます。これらを通して、計画性をもった準備や論文としての文章表現などを経験することを目的
としています。
授業は教員による解説と学生による発表を組み合わせたものです。配布資料は、基本的にデータでGoogleクラス
ルームより配信します。授業内に直接配布する場合もあります。事前学習では、レジュメの作成や実技課題のリ
ハーサルなどの準備を行っておくこと。事後学習では、教員からのフィードバックを元にふり返りを行うなど、
主体的に取り組むことが必要です。
到達目標
１．研究方法を説明することができる
２．報告レポートを作成することができる
３．Word、Excel、PowerPointを使いこなすことができる
４．他者の意見に対して、自分の意見を述べることができる
授業計画
【第1回】ガイダンス
内容：履修登録の確認、自己紹介
【第2回】文献検索、引用方法
内容：インターネット、図書館を利用した文献検索の方法と文献の引用方法について復習する
【第3回】トピックに関連する資料収集
内容：パソコンを使って、トピックに関連する文献を収集しまとめる
【第4回】トピックに関連する文献抄読およびディスカッション（１）
内容：レジュメを作成し、発表を行い、ディスカッションをする
【第5回】トピックに関連する文献抄読およびディスカッション（２）
内容：レジュメを作成し、発表を行い、ディスカッションをする
【第6回】トピックに関連する文献抄読およびディスカッション（３）
内容：レジュメを作成し、発表を行い、ディスカッションをする
【第7回】心理学実験実習（１）
内容：認知機能
【第8回】心理学実験実習（２）
内容：視覚機能
【第9回】質問紙調査に関連する文献抄読およびディスカッション（１）
内容：レジュメを作成し、発表を行い、ディスカッションをする
【第10回】質問紙調査に関連する文献抄読およびディスカッション（２）
内容：レジュメを作成し、発表を行い、ディスカッションをする
【第11回】フィールド調査について計画立案
内容：計画をレポートにまとめる
【第12回】フィールド調査の準備（１）調査票
内容：調査票の準備を行う
【第13回】フィールド調査の準備（２）リハーサル
内容：実践に向けて説明、用紙配布、回収、データの整理・入力までのリハーサルを行う
【第14回】フィールド調査の実践
内容：1年生の授業で、調査の説明および調査データの収集を行う
【第15回】総括、4年生の中間報告会
内容：前期の取組みをふり返る、4年生の発表に対してコメントする
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
【事前学習】
下記について事前に予習しておくこと。
第1回から第3回：参考資料を予め読み、分からない箇所は自分で調べておく
第4回から第6回：レジュメの作成、ディスカッションの準備を行っておく
セミナーⅢａ

第7回から第8回：参考資料を予め読み、分からない箇所は自分で調べておく
第9回から第14回：必要な資料を集め、フィールド調査の準備を行っておく
【事後学習】
授業内に学んだ内容についてふり返り、資料やノートにまとめる
課題に対するフィードバックの方法
授業内で講評する
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、授業期間中に実施するプレゼンテーションと、到達目標への達成度に基づき、総合的に判定
したうえで60点以上を合格とし所定の単位を認定します。
ただし、正当な理由のない5回以上の欠席、定期試験に代わるレポート試験が未提出の場合は評価対象とせず
「K」評価とします。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

70

授業内における発表への積極的な参加(25)
ディスカッションへの積極的な参加(25)
レポート、課題の提出状況(20)

1、2、3、4

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

30

後期の行動計画を発表し、レポートを提出（30）

1、2、3、4

その他

0

テキスト

テキストを使用しない
教材がある場合は、授業内に配布する

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する

履修条件・他の科目との関連 卒業要件必修科目です。この授業では、学生の皆さんが主体となるような形式で進めていきます。
授業を欠席した場合、授業内に直接配布された資料を研究室（5-1002）まで受取りに行くこと。

セミナーⅢａ

授業コード

13071477

授業科目名

セミナーⅢａ

授業担当教員

堀込

孝二

成績担当教員

堀込

孝二

開講年次

3年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
セミナー専門分野である「スポーツビジネス」「スポーツマネジメント」を中心に実践を通して活動する。各グ
ループに分かれてテーマに沿って学習していく。そのために多くの先行研究を読み様々な研究の手法を学ぶだけ
でなく、社会で即戦力として通用するだけの実践力を習得するためインターンシップや実習等に積極的に参加す
る機会を設ける。研究と実践の両立を目指す。
到達目標
１．スポーツビジネスの基礎を学習し説明することができる
２．スポーツビジネスの現場を実践を通して体験することによりそれらをまとめ記述することができる
３．グループワークを通してコミュニケーションの重要性について考えることができる
授業計画
【第1回】授業オリエンテーション
【第2回】スポーツイベント企画立案１：スポーツイベントの準備を行なう
【第3回】スポーツイベント企画立案２：スポーツイベントの直前準備を行なう
【第4回】スポーツイベント振り返り：スポーツイベントの振り返り、改善点の抽出し次に活かすための学習を行
なう
【第5回】ゼミパンフレット作成１：各グループに分かれてゼミパンフレットの作成を行なう
【第6回】ゼミパンフレット作成２：各グループに分かれてゼミパンフレットの作成を行なう
【第7回】ゼミパンフレット作成３：各グループに分かれてゼミパンフレットの作成を行なう
【第8回】ゼミパンフレット作成４：各グループに分かれてゼミパンフレットを完成させる
【第9回】各グループでのワークショップ１：各グループに分かれて決められたテーマに沿ってワークショップを
行なう
【第10回】各グループでのワークショップ２：各グループに分かれて決められたテーマに沿ってワークショップ
を行なう
【第11回】各グループでのワークショップ３：各グループに分かれて決められたテーマに沿ってワークショップ
を行なう
【第12回】各グループでのワークショップ１：各グループに分かれて決められたテーマに沿ってワークショップ
を行なう
【第13回】各グループでのワークショップ２：各グループに分かれて決められたテーマに沿ってワークショップ
を行なう
【第14回】各グループでのワークショップ３：各グループに分かれて決められたテーマに沿ってワークショップ
を行なう
【第15回】前期のまとめ：前期の振り返りと後期の活動計画の立案を行なう
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
第1回
【事前】授業のシラバスを熟読し、授業構成を理解する
【事後】オリエンテーション説明内容にもとづき授業内ルールや方針などを理解し次回以降に向けてノートを準
備する
第2回
【事前】スポーツイベントの情報を集めてノートにまとめておく
【事後】授業内で不足している準備を検討し出来ることは進めておく
第3回
【事前】スポーツイベントの情報を集めてノートにまとめておく
【事後】授業内で不足している準備を検討し出来ることは進めておく
第4回
【事前】スポーツイベント運営の実践を通して学んだことをまとめておく
【事後】次週からの課題に対して情報収集を行なう
第5回
【事前】課題に対して情報収集を行なう
【事後】各グループでワークの進行状況を確認しながら不足分や遅延部分を補っておく
第6回
【事前】各グループでワークの進行状況を確認しながら不足分や遅延部分を補っておく
【事後】各グループでワークの進行状況を確認しながら不足分や遅延部分を補っておく
第7回
【事前】各グループでワークの進行状況を確認しながら不足分や遅延部分を補っておく
【事後】各グループでワークの進行状況を確認しながら不足分や遅延部分を補っておく
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第8回
【事前】各グループでワークの進行状況を確認しながら不足分や遅延部分を補っておく
【事後】次週からの課題に対して情報収集を行なう 2.5時間
第9回
【事前】提示された各テーマを書籍、インターネットなどから調べて検討しておく
【事後】各グループで役割分担や今後のスケジュールなどを協議し決めておく
第10回
【事前】各グループで役割分担や今後のスケジュールなどを協議し決めておく
【事後】各グループでワークの進行状況を確認しながら不足分や遅延部分を補っておく
第11回
【事前】各グループでワークの進行状況を確認しながら不足分や遅延部分を補っておく
【事後】今回のワークショップの内容を復習し、実践した内容をまとめておく
第12回
【事前】提示された各テーマを書籍、インターネットなどから調べて検討しておく
【事後】各グループで役割分担や今後のスケジュールなどを協議し決めておく
第13回
【事前】各グループで役割分担や今後のスケジュールなどを協議し決めておく
【事後】各グループでワークの進行状況を確認しながら不足分や遅延部分を補っておく
第14回
【事前】各グループでワークの進行状況を確認しながら不足分や遅延部分を補っておく
【事後】今回のワークショップの内容を復習し、実践した内容をまとめておく
第15回
【事前】第14回までの内容を復習し、実践した内容をまとめておく
【事後】第14回までの振り返りを行ない、後期の活動計画を遂行できるようノートの再加筆を行なう
課題に対するフィードバックの方法
課題において各グループごとに指摘やアドバイスを適宜行なうこととする。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、各回の提示課題に対する内容の達成度、習熟度を総合的に判断のうえ、60点以上を合格と
し、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

80

課題の達成度、習熟度

1、2

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

0

その他

20

グループワークにおける貢献度

3

テキスト

テキストは使用せずプリントなど資料を適宜配布する

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する

履修条件・他の科目との関連 スポーツビジネス、ビジネス関連の授業（ビジネスリテラシー、スポーツイベント演習など）を履修してい
ることが望ましい
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授業コード

13071478

授業科目名
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授業担当教員

田中

淳

成績担当教員

田中

淳

開講年次

3年

授業種別

実務家教員による授業

演習

開講期

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
フィットネス・スポーツトレーナー業界への就職に向けて、フィットネス業界やトレーニング指導に関する知識
やスキルを説明する。また卒業研究の作成に向けた基本的な体力測定法、データ処理、統計分析について説明す
る。
授業は実践的な現場活動を中心とし、主な内容は以下の通りである。
(1)フィットネス業界・健康スポーツ産業の理解
(2)科学的知見を基にしたトレーニングの理論と実践
(3)卒業研究および資格取得に向けた基本的知識の習得
到達目標
１．健康・フィットネス業界を理解する
２．トレーニング指導者として必要な知識と技能を身につける
３．研究における基本的な手順を理解する
授業計画
【第1回】
テーマ：オリエンテーション
内容：1年間のセミナーの流れや内容について
【第2回】
テーマ：フィットネス業界研究（1）
内容：フィットネス業界で興味のある企業を調べ、まとめる
【第3回】
テーマ：フィットネス業界研究（2）
内容：フィットネス業界で興味のある企業を調べ、まとめる
【第4回】
テーマ：フィットネス業界研究（3）
内容：フィットネス業界で興味のある企業を調べ、まとめる
【第5回】
テーマ：フィットネス業界研究（4）
内容：プレゼンテーション
【第6回】
テーマ：スポーツトレーナー研究(1)
内容：スポーツトレーナーの分野、資格、企業について調べ、まとめる
【第7回】
テーマ：スポーツトレーナー研究(2)
内容：スポーツトレーナーの分野、資格、企業について調べ、まとめる
【第8回】
テーマ：スポーツトレーナー研究(3)
内容：スポーツトレーナーの分野、資格、企業について調べ、まとめる
【第9回】
テーマ：スポーツトレーナー研究(4)
内容：プレゼンテーション
【第10回】
テーマ：プログラムデザイン(1)
内容：対象に合わせたプログラム作成を行う
【第11回】
テーマ：プログラムデザイン(2)
内容：対象に合わせたプログラム作成を行う
【第12回】
テーマ：トレーニング指導(1)
内容：作成したプログラムをもとにトレーニング指導を実践する
【第13回】
テーマ：トレーニング指導(2)
内容：作成したプログラムをもとにトレーニング指導を実践する
【第14回】
テーマ：トレーニング指導(3)
内容：作成したプログラムをもとにトレーニング指導を実践する
【第15回】
テーマ：フィジカル測定準備(1)
内容：フィジカルテストの方法を確認し、測定の準備を行う
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事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
【第1回】
事前学修課題：シラバスを読み、内容を確認してくる
事後学修課題：今後のスケジュール、活動についてまとめる
【第2回】
事前学修課題：興味のあるフィットネス業界の企業を調べる
事後学修課題：授業で実施した内容を復習する
【第3回】
事前学修課題：興味のあるフィットネス業界の企業を調べる
事後学修課題：授業で実施した内容を復習する
【第4回】
事前学修課題：興味のあるフィットネス業界の企業を調べる
事後学修課題：授業で実施した内容を復習する
【第5回】
事前学修課題：プレゼンテーションの準備をする
事後学修課題：プレゼンテーションの評価から、次回の課題を確認する
【第6回】
事前学修課題：スポーツトレーナーに関わる資格や企業について調べる
事後学修課題：授業で実施した内容を復習する
【第7回】
事前学修課題：スポーツトレーナーに関わる資格や企業について調べる
事後学修課題：授業で実施した内容を復習する
【第8回】
事前学修課題：スポーツトレーナーに関わる資格や企業について調べる
事後学修課題：授業で実施した内容を復習する
【第9回】
事前学修課題：スポーツトレーナーに関わる資格や企業について調べる
事後学修課題：授業で実施した内容を復習する
【第10回】
事前学修課題：参考資料を熟読する
事後学修課題：授業で実施した内容を復習する
【第11回】
事前学修課題：参考資料を熟読する
事後学修課題：授業で実施した内容を復習する
【第12回】
事前学修課題：トレーニング指導の準備をする
事後学修課題：指導内容の反省点をまとめる
【第13回】
事前学修課題：トレーニング指導の準備をする
事後学修課題：指導内容の反省点をまとめる
【第14回】
事前学修課題：トレーニング指導の準備をする
事後学修課題：指導内容の反省点をまとめる
【第15回】
事前学修課題：測定の実施要領を確認する
事後学修課題：授業で実施した内容を復習する
課題に対するフィードバックの方法
課題に対しての質問には適宜フィードバックを行う。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定の上、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
正当な理由のないレポートの未提出および1/3以上の欠席は、評価の対象とせず「K」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

30

プレゼンテーション（30）

1,2,3

授業外での評価

30

レポート（30）

1,2,3

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

0

その他

40

セミナー活動への取組み（40）

1,2,3

テキスト

なし

参考書

「ストレングストレーニング＆コンディショニング 第4版」ブックハウス エイチディ
「トレーニング指導者テキスト 理論編 改訂版」大修館書店
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参考書

「トレーニング指導者テキスト 実践編 改訂版」大修館書店
「SPSSとExcelによる［統計力］トレーニング スポーツデータで分析力を身につける」東京図書

履修条件・他の科目との関連 フィットネス業界やトレーニング指導に関心を持ち、ゼミ活動に積極的に取り組むことを求めます。
JATI-ATIもしくはCSCSの取得を目指し、体力トレーニング検定2級を取得していることが望ましい。
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授業コード

13071479

授業科目名

セミナーⅢａ

授業担当教員

谷川

哲朗

成績担当教員

谷川

哲朗

開講年次

3年

授業種別

実務家教員による授業

演習

開講期

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
卒業論文（セミナーⅣ）に向け,障がい者スポーツや各種運動・スポーツの動作に関連する課題にについて取り組
む．
また,その過程で次の3つの事項を学ぶ．
１）文献や論文を検索する方法
２）PCなどを用いてデータ収集および分析を行う方法
３）自分が伝えたい内容を文字および口頭で簡潔かつ具体的に説明する方法
到達目標
１）各種運動・スポーツに関する文献および論文の検索ができるようになる．
２）PCを用いたデータ収集と整理ができるようになる．
３）自身が伝えたい内容について,文字および口頭で説明できるようになる．
４）客観的に物事を考え,目標に向けて計画をたて,主体的に進める姿勢をみにつける．
授業計画
第1回：オリエンテーション
本授業の進め方やゼミのルールなどを解説する．
事前学修：シラバスの内容を確認する．
事後学修：本日の説明内容とシラバスの内容を整理する．
第2回：卒業論文・研究とは？
卒業論文の概要説明と調査・測定計画を立てる．文章を書く際に必要なことを学ぶ．
事前学修：卒業論文で取り組みたいテーマを考える．
事後学修：卒業論文作成にどんな能力が必要かまとめる．
第3回：カメラの基礎知識と撮影方法
スポーツの動作を撮影するために必要な,シャッタースピード,カメラの知識を学ぶ．
事前学修：自身の運動・スポーツの動画を撮影する．
事後学修：早い動きを撮影する際に必要な知識をまとめる．
第4回：卒業研究に必要な情報収集（図書館の活用）
論文や文献の検索方法を学ぶ．Google scalar,Google アラートを活用する方法を学ぶ．
事前学修：図書館のホームページを確認し,書籍の検索方法について確認する．
事後学修：PCなどを用いて関心のある文献を調査し,借りる．
第5回：情報を整理する（文献のまとめ方）
収集した情報を整理し,必要な部分をまとめる方法を学ぶ．
事前学修：文献を読み,内容を理解する．
事後学修：文献の内容についてA4用紙1枚にまとめる．
第6回：質的データの測定
半構造化インタビュー調査を模擬的に行い,質的データを収集する実習を行う．
事前学修：半構造化インタビューの概要を調べる
事後学修：学んだ内容を整理する．
第7回：質的データの整理
質的データの整理方法として一般的な川喜田による「KJ法」の活用方法を題材にした実習を行う．
事前学修：KJ法について概要を調べる．
事後学修：KJ法を用いて質的データをまとめる．
第8回：キネマティクス的データの測定
パフォーマンスを数値化するために必要な撮影方法や環境設定を実習を通して学ぶ．
事前学修：運動パフォーマンスの測定準備をする．
事後学修：撮影した映像を数値化する．
第9回：キネマティクス的データの収集1
主に,Excelを活用して,キネマティクスデータを関数,マクロ機能等を活用して算出する．
事前学修：Excelマクロについて調べる．
事後学修：マクロの使用方法について整理する．
第10回：キネマティクス的データの収集2
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主に,Excelを活用して,Visual Basic Applicationを用い,キネマティクスデータを整理する方法を学ぶ．
事前学修：Excel VBAについて調べる．
事後学修：VBAを使ってExcelマクロを作成する．
第11回：人権映画鑑賞会
人権映画を鑑賞し,人権について学ぶ．
事前学修：人権映画の内容について調べる．
事後学修：学んだ知識を整理する．
第12回：論理的な文書の作成
参考書である「論理のちから」に沿って,三段論法をたてる方法を学ぶ．
事前学修：参考図書「ロンリのちから」を読む．
事後学修：三段論法について説明できるようになる．
第13回：記述統計
平均や標準偏差などの記述統計の基本的な考え方や算出方法について学ぶ．
事前学修：記述統計について調べる．
事後学修：平均値,標準偏差が求められるようになる．
第14回：推測統計
主に,対応のあるt検定の概要と検定方法を学ぶ．
事前学修：推測統計について調べる．
事後学修：Excelを使用して,対応のある/ないt検定ができるようになる．
第15回：障がい者理解
障がいのある人と交流し,障がい者が抱える課題やその解決方法を検討する．
事前学修：障がい者スポーツ種目について調べる．
事後学修：実施した障がい者スポーツのルールをまとめる．
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
授業（1回につき2時間として計算）と事前・事後の学修とあわせて,1単位あたり45時間の学修が必要である．つ
まり,本授業は2単位科目であるため,合計90時間の学修が必要となる．各授業（2時間）に加えて,事前・事後学修
4時間必要である．学修内容については,授業計画に記載の通りである．
課題に対するフィードバックの方法
毎授業中または終了後,翌週に行う．
成績評価の方法・基準（方針）
下記の項目について総合的に評価する．
・レポートや課題の未提出・未提出,授業の1/3以上の欠席は評価の対象外とする．
・提出期限・時間を遵守し,やむおえない事情がある場合には,事前の連絡・報告・相談すること．
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

40

授業時の課題（20）,リフレクションシート（20）等

１）,２）,３）,４）

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

学期末レポート（40）

１）,２）,３）,４）

その他

20

授業に関する質問・発言（10）,取り組み姿勢（10）等

１）,２）,３）,４）

テキスト

テキストは使用せず,プリント（資料）を配布する

参考書

必要に応じて,授業で紹介する．

履修条件・他の科目との関連 授業態度が悪い場合,退出を命ずることがあります．
障がい者スポーツ指導や測定の方法を学ぶため,学外授業を実施する場合があります．
授業を欠席した場合,担当教員に申し出て,授業参加時に配布資料を受け取ってください．

セミナーⅢａ

授業コード

13071480

授業科目名

セミナーⅢａ

授業担当教員

寺田

進志

成績担当教員

寺田

進志

開講年次

3年

授業種別

実務家教員による授業

演習

開講期

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
スポーツの種目特性や実践方法、指導方法について教育・研究します。具体的には、競技スポーツ、学校体育、
ジュニアスポーツを対象としたコーチングが研究テーマです。セミナーⅣの卒業研究に向けて、文献精読、観察
的評価法、プレゼンテーション基礎演習も行います。セミナーを通して、スポーツの意義や役割の理解、分析や
問題解決能力、実践力の基礎が身につきます。
到達目標
1．課題を発見することができる。
2．課題を解決することができる。
3．自己の考えを他者に論理的に説明することができる。
授業計画
【第1回】
テーマ：オリエンテーション
内容・方法：これからの授業の進め方、授業で求められる姿勢、評価方法について説明する
【第2回】
テーマ：資料の収集（1）：図書館の活用法
内容・方法：図書館の協力を得て文献検索に関する知識を得る
【第3回】
テーマ：資料の収集（2）：インターネットの活用法
内容・方法：インターネットを活用して資料を収集する
【第4回】
テーマ：コーチング・体育の授業に関する資料の収集（1）
内容・方法：コーチング・体育の授業に関する資料の収集する（1）
【第5回】
テーマ：コーチング・体育の授業に関する資料の収集（2）
内容・方法：コーチング・体育の授業に関する資料の収集する（2）
【第6回】
テーマ：コーチング・体育の授業に関する資料の収集（3）
内容・方法：コーチング・体育の授業に関する資料の収集する（3）
【第7回】
テーマ：コーチング・体育の授業に関する資料のまとめ（1）
内容・方法：コーチング・体育の授業に関する資料のまとめる（1）
【第8回】
テーマ：コーチング・体育の授業に関する資料のまとめ（2）
内容・方法：コーチング・体育の授業に関する資料のまとめる（2）
【第9回】
テーマ：コーチング・体育の授業に関する資料のまとめ（3）
内容・方法：コーチング・体育の授業に関する資料のまとめる（3）
【第10回】
テーマ：発表・論議（1）
内容・方法：コーチング・体育の授業に関する収集した資料をまとめて発表して議論する（1）
【第11回】
テーマ：発表・論議（2）
内容・方法：コーチング・体育の授業に関する収集した資料をまとめて発表して議論する（2）
【第12回】
テーマ：発表・論議（3）
内容・方法：コーチング・体育の授業に関する収集した資料をまとめて発表して議論する（3）
【第13回】
テーマ：大学祭の準備
内容・方法：大学祭の参加方法（模擬店・フリーマーケット等）について話し合う
【第14回】
テーマ：発表・論議（4）
内容・方法：コーチング・体育の授業に関する収集した資料をまとめて発表して議論する（4）
【第15回】
テーマ：発表・論議（5）
内容・方法：コーチング・体育の授業に関する収集した資料をまとめて発表して議論する（5）
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
セミナーⅢａ

各テーマにおいて、事前準備と事後のまとめを記録する。事前事後の学修時間に1時間は必要である。
【第1回】
①事前学修課題：履修の手引き、シラバス、取得単位を確認しておくこと
②事後学修課題：履修登録を確認し、授業の内容を200字以内にまとめてメールで提出すること
【第2回】
①事前学修課題：図書館の使用方法について確認しておくこと
②事後学修課題：検索したスポーツに関する文献を整理しておくこと
【第3回】
①事前学修課題：インターネットの使用上の注意点をまとめておくこと
②事後学修課題：収集したスポーツに関する文献を整理しておくこと
【第4回】
①事前学修課題：コーチング・体育の授業に関する資料を収集すること（1）
②事後学修課題：指導を受けた内容について資料を整理すること（1）
【第5回】
①事前学修課題：コーチング・体育の授業に関する資料を収集すること（2）
②事後学修課題：指導を受けた内容について資料を整理すること（2）
【第6回】
①事前学修課題：コーチング・体育の授業に関する資料を収集すること（3）
②事後学修課題：指導を受けた内容について資料を整理すること（3）
【第7回】
①事前学修課題：整理した資料をまとめておくこと（1）
②事後学修課題：指導を受けた内容について資料をまとめ直すこと（1）
【第8回】
①事前学修課題：整理した資料をまとめておくこと（2）
②事後学修課題：指導を受けた内容について資料をまとめ直すこと（2）
【第9回】
①事前学修課題：整理した資料をまとめておくこと（3）
②事後学修課題：指導を受けた内容について資料をまとめ直すこと（3）
【第10回】
①事前学修課題：議論した内容の整理と発表の準備をしておくこと（1）
②事後学修課題：議論した内容を200字以内にまとめてメールで提出すること（1）
【第11回】
①事前学修課題：議論した内容の整理と発表の準備をしておくこと（2）
②事後学修課題：議論した内容を200字以内にまとめてメールで提出すること（2）
【第12回】
①事前学修課題：議論した内容の整理と発表の準備をしておくこと（3）
②事後学修課題：議論した内容を200字以内にまとめてメールで提出すること（3）
【第13回】
①事前学修課題：1・2回生の大学祭の参加方法についてまとめておくこと
②事後学修課題：話し合った内容についての原案を作成しておくこと
【第14回】
①事前学修課題：議論した内容の整理と発表の準備をしておくこと（4）
②事後学修課題：議論した内容を200字以内にまとめてメールで提出すること（4）
【第15回】
①事前学修課題：議論した内容の整理と発表の準備をしておくこと（5）
②事後学修課題：議論した内容を200字以内にまとめてメールで提出すること（5）
課題に対するフィードバックの方法
取り組んだ課題に対してテーマ・内容を討論し、今後の展開までの整理を授業内で確認をします。
そうすることで、PDCAサイクルの考え方を理解し、社会に役立つ能力を身につけ、それを向上させます。
成績評価の方法・基準（方針）
定期試験に代わるレポートを評価し，5段階評価において「2」以上の評価を得られた者に単位が認定される。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

0

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

100

レポート

1，2，3

その他

0

テキスト

適宜、資料を配布する。

参考書

必要に応じて授業内で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 レポートの未提出、授業の欠席半期5回、通年10回以上の者を評価対象外とする。

セミナーⅢａ

授業コード

13071481

授業科目名

セミナーⅢａ

授業担当教員

津吉

哲士

成績担当教員

津吉

哲士

開講年次

3年

授業種別

実務家教員による授業

演習

開講期

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
卒業研究に取り組む上で必要とされる知識および技能について学び、自身の考えを論理的に説明する能力を身に
つけることを目的とする。
具体的には、スポーツ現場における栄養・食事に関する諸問題について、課題の設定に取り組み、必要となる知
見・情報の収集を行う。
また、スポーツ栄養マネジメントの実践に必要な準備について説明する。
到達目標
1．自身が関心を示す栄養・食事に関する問題点について、論理的に説明することができる。
2．研究に関連する文献を検索し、その内容を適切に読み解くことができる。
3．活動の成果について他者に分かりやすく説明することができる。
4．他者と協働して、活動に取り組むことができる。
授業計画
【第1回】授業オリエンテーション：セミナーⅢaにて取り組む内容や流れについて理解する。
【第2回】ディスカッション①：スポーツ栄養に関するトピックについてグループで討論する。
【第3回】ディスカッション②：スポーツ栄養に関するトピックについてグループで討論する。
【第4回】ディスカッション③：スポーツ栄養に関するトピックについてグループで討論する。
【第5回】スポーツ栄養マネジメント：スポーツ栄養マネジメントの流れについて理解する。
【第6回】文献収集①：文献の収集方法について学ぶ。
【第7回】文献収集②：スポーツ栄養マネジメントに関する先行研究を収集する。
【第8回】文献収集③：スポーツ栄養マネジメントに関する先行研究を収集する。
【第9回】グループワーク①：スポーツ栄養マネジメントについて課題設定を行う。
【第10回】グループワーク②：スポーツ栄養マネジメントについて課題設定を行う。
【第11回】グループワーク③：スポーツ栄養マネジメント計画を立案する。
【第12回】グループワーク④：スポーツ栄養マネジメント計画を立案する。
【第13回】グループワーク⑤：スポーツ栄養マネジメント計画について発表する。
【第14回】グループワーク⑥：スポーツ栄養マネジメント計画について発表する。
【第15回】授業まとめ：セミナーⅢaでの取り組みついて振り返り、夏季休暇およびセミナーⅢbに向けた行動計
画について検討する。
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
事前学習：各回のテーマに関する内容について、自主的に取り組むことが出来るよう準備すること。内容の詳細
については、各回の授業時に連絡する。
事後学習：各回の授業を振り返り、活動内容や今後の課題等について要点をまとめておくこと。
課題に対するフィードバックの方法
課題に対しては、個人あるいはグループに向け、口頭やスライド資料等を用いてフィードバックを行う。
成績評価の方法・基準（方針）
・正当な理由なく5回以上欠席した場合は「K」評価とする。
・30分以上の遅刻は欠席扱いとする。（公共交通機関の遅延等の場合を除く）
・遅刻や授業進行の妨げとなるような受講態度は減点の対象となることがある。
・以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

40

プレゼンテーション

1．2．3

授業外での評価

30

レポート

1．2．3

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

0

その他

30

グループ活動への参加度

4
セミナーⅢａ

テキスト

テキストは使用しない。必要に応じて資料を配布する予定。

参考書

必要に応じて紹介する。

履修条件・他の科目との関連 「スポーツと栄養」および「スポーツ栄養指導」を履修していることが望ましい。

セミナーⅢａ

授業コード

13071570

授業科目名

セミナーⅢｂ

授業担当教員

岸本

恵一

成績担当教員

岸本

恵一

開講年次

3年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
本セミナーではセミナーⅣに向けて、スポーツ医科学に関する論文の抄読会やプレゼンテーション、ディスカッ
ションなどを通して分野の理解を深めるとともに、論理的思考を高めていく。また、学外におけるフィールド
ワークなどから自身の研究テーマについての基礎を固め、最終的には卒業研究計画書を作成する。
到達目標
１．スポーツ医科学に関する文献を適切に読み解く力を身につけることができる。
２．自己の考えを論理的かつ明確に伝えることができるようになる。
３．研究の手順について理解することができる。
４．プレゼンテーションスキルを身につけることができる。
５．実践的技能を身につけることができる。
授業計画
1回 ：前期授業の復習、プレゼンテーション（1_4）先行研究の分析
2回 ：プレゼンテーション（1_5）先行研究の分析
3回 ：先行研究に関する総合討議
4回 ：研究計画の立て方
5回 ：研究計画書の作成
6回 ：研究調査のための準備
7回 ：事前研究調査
8回 ：データ処理
9回 ：プレゼンテーション（2_1）事前研究の発表
10回：プレゼンテーション（2_2）事前研究の発表
11回：プレゼンテーション（2_3）事前研究の発表
12回：プレゼンテーション（2_4）事前研究の発表
13回：プレゼンテーション（2_5）事前研究の発表
14回：レポート作成
15回：まとめ
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
指示された参考書をもとに事前に概要を把握しておく。また、事後には反省点・修正点をまとめ、次回授業時に
改善されていることを求める。
課題に対するフィードバックの方法
授業中に課した課題に対しては、その場または翌週以降で開示する。
成績評価の方法・基準（方針）
授業内でのプレゼンテーションおよび課題達成度（提出物含）により総合的に評価する。
また、原則的に全授業への出席を求める。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

60

自己または教員から設定された課題に対し、先行研究を
踏まえた論理的思考のもと、適切にまとめられ、かつ明快
に提示できているのかを評価する。

１,２,３,４

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

10

課された設問に対して論理的考察ができているかを評価
する。

１,２,３,４

その他

30

スポーツ医科学分野のフィールド実習への積極的参加に
より評価する。

5

セミナーⅢｂ

テキスト

テキストは使用しない。

参考書

必要に応じて適宜指示する。

履修条件・他の科目との関連 セミナーⅣおよび卒業研究論文を完遂する上で重要な科目です。
積極的な参加と自己運営にて進めていきます。

セミナーⅢｂ

授業コード

13071571

授業科目名

セミナーⅢｂ

授業担当教員

久保田

豊司

成績担当教員

久保田

豊司

開講年次

3年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
「各種スポーツ・コーチング」
「各種スポーツ・運動の動作解析」
「中学校・高等学校の体育の授業」
などのテーマについて、実験、文献、調査などに基づいた基本的分析方法を学習し、その成果をまとめ発表・討
論する。
到達目標
１．情報収集の基本的スキルを獲得する。
２．情報伝達の基本的スキルを獲得する。
３．問題処理能力の基本的スキルを獲得する。
授業計画
【第1回】
テーマ:実験実習
内容・方法：ハイスピードカメラについて学修する。
【第2回】
テーマ：実験実習・動作解析（１）
内容・方法：ハイスピードカメラの操作方法を学修する。
【第3回】
テーマ：実験実習・動作解析（２）
内容・方法：ハイスピードカメラの撮影方法を学修する。
【第4回】
テーマ：大学祭の準備（２）
内容・方法：大学祭の参加方法（模擬店・フリーマーケット等）につい決定をする。
【第5回】
テーマ：大学祭の準備（３）
内容・方法：決定した大学祭の参加方法について詳細を詰める。
【第6回】
テーマ：実験実習・動作解析（３）
内容・方法：動作解析プログラムについて学修する。
【第7回】
テーマ：実験実習・動作解析（４）
内容・方法：動作解析プログラムの操作方法を学修する（１）。
【第8回】
テーマ：実験実習・動作解析（５）
内容・方法：動作解析プログラムの操作方法を学修する（２）。
【第9回】
テーマ：卒業研究紹介（１）
内容・方法：今までのゼミの卒業研究の内容について解説をする（１）。
【第10回】
テーマ：卒業研究紹介（２）
内容・方法：４回生の卒業研究紹介（２）
【第11回】
テーマ：卒業研究紹介（３）
内容・方法：４回生の卒業研究紹介（３）
【第12回】
テーマ：卒業研究のテーマ設定（１）
内容・方法：卒業研究のテーマを設定する（１）。
【第13回】
テーマ：卒業研究のテーマ設定（２）
内容・方法：卒業研究のテーマを設定する（２）。
【第14回】
テーマ：卒業研究についての計画書作成（１）
内容・方法：卒業研究についての計画書を作成する（１）。
【第15回】
テーマ：卒業研究についての計画書作成（２）
内容・方法：卒業研究についての計画書を作成する（２）。
事前事後の学習

セミナーⅢｂ

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
本授業は２単位科目であるため、合計９０時間の学習が必要となります。各授業（２時間）に加えて、事前・事
後学習４時間が求められます。
【第1回】
①事前学修課題：カメラの基本構造を調べておくこと。
②事後学修課題：学修したハイスピードカメラの操作方法を復習すること。
【第2回】
①事前学修課題：学修したハイスピードカメラの操作方法を整理しておくこと。
②事後学修課題：学修したハイスピードカメラの撮影方法を復習すること。
【第3回】
①事前学修課題：参加する内容について原案を作成しまとめておくこと。
②事後学修課題：決定内容について具体的な実施案を作成しておくこと。
【第4回】
①事前学修課題：実施する具体案を整理しておくこと。
②事後学修課題：話し合った詳細な内容について、大学祭当日に問題が起きないようにまとめておくこと。
【第5回】
①事前学修課題：動作解析の資料を収集しておくこと。
②事後学修課題：学修した動作解析プログラムを復習しておくこと。
【第6回】
①事前学修課題：動作解析プログラムについて整理しておくこと。
②事後学修課題：学修した動作解析プログラムの操作方法を復習しておくこと（１）。
【第7回】
①事前学修課題：学修した動作解析プログラムの操作方法を整理しておくこと。
②事後学修課題：学修した動作解析プログラムの操作方法を復習しておくこと（２）。
【第8回】
①事前学修課題：興味・関心のあるテーマを整理しておくこと（１）。
②事後学修課題：解説した卒業研究の内容を200字以内にまとめメールで提出すること（１）。
【第9回】
①事前学修課題：興味・関心のあるテーマを整理しておくこと（２）。
②事後学修課題：解説した卒業研究の内容を200字以内にまとめメールで提出すること（２）。
【第10回】
①事前学修課題：興味・関心のあるテーマを整理しておくこと（３）。
②事後学修課題：解説した卒業研究の内容を200字以内にまとめメールで提出すること（３）。
【第11回】
①事前学修課題：興味・関心のあることから卒業研究のテーマを設定しておくこと（１）。
②事後学修課題：指導を受けた内容ついて、テーマを再設定すること(１)。
【第12回】
①事前学修課題：指導を受けた内容を踏まえてテーマを設定しておくこと（２）。
②事後学修課題：指導を受けた内容ついて、テーマを再設定すること(２)。
【第13回】
①事前学修課題：卒業研究の計画書を作成しておくこと（１）。
②事後学修課題：指導を受けた内容ついて、計画書を見直すこと(１)。
【第14回】
①事前学修課題：指導を受けた内容を踏まえて計画書を作成しておくこと（２）。
②事後学修課題：指導を受けた内容ついて、計画書を見直すこと(２)。
【第15回】
①事前学修課題：指導を受けた内容を踏まえて計画書を作成しておくこと（３）。
②事後学修課題：指導を受けた内容ついて、計画書を見直すこと(３)。
課題に対するフィードバックの方法
取り組んだ課題に対しては、テーマ・内容を討論し今後の展開までの整理を授業内で確認をします。
そうすることで、PDCAサイクルの考え方を理解し社会に役立つ力を向上させます。
成績評価の方法・基準（方針）
平常点30％、レポート課題30％、定期試験に代わるレポート試験40％の評価である。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

30

授業参加に対する姿勢、課題に対する仲間との協働、そ
してまとめ・発表の完成度を評価する(30)。

1,2,3,

授業外での評価

30

課題に対して、主体的な取り組みと内容を評価する(30)。

1,2,3,

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

最終レポート（課題レポートのまとめ：40）。

1,2,3

その他

0

テキスト

プリントを配布する。

セミナーⅢｂ

参考書

公認スポーツ指導者養成講習会テキスト リファレンスブック、4,400円
実践！グッドコーチング、660円
実践！グッドコーチング（ジュニア指導編）、660円

履修条件・他の科目との関連 レポートの未提出、授業の欠席５回以上は評価対象外とする。
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授業コード

13071572

授業科目名

セミナーⅢｂ

授業担当教員

新村

由恵

成績担当教員

新村

由恵

開講年次

3年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
「セミナーIV」において実施する卒業研究論文の作成に向け,中高齢者や有疾患者を対象とした健康支援に関する
研究法を学ぶ．内容は以下の通りである．
１．論文の検索方法を学ぶ．
２．データの収集方法およびまとめ方を学ぶ．
３．自分の関心のある文献を選ぶ力を養う．
４．卒業研究のテーマを定め、計画する．
到達目標
１．「セミナーIV」において実施する卒業研究論文の作成に向け,必要な知識・技能を修得する．
２．卒業研究論文のテーマおよび研究方法を決める．
３．自分の関心のある文献を選び、熟読し、必要な知識を得る．
４．卒業研究のテーマを定め、計画する．
授業計画
【第1回】
テーマ：データ入力練習（1）
内容・方法：データ入力に向けたフォーマットの作成方法について学ぶ．
【第2回】
テーマ：データ入力練習（2）
内容・方法：データ入力の練習を行う．
【第3回】
テーマ：フィードバック資料の作成
内容・方法：健康支援教室参加者へのフィードバック資料の作成方法について学ぶ．
【第4回】
テーマ：健康支援教室結果説明会
内容・方法：健康支援教室参加者に向けた効果のフィードバックを行う．
【第5回】
テーマ：論文の読み方について学ぶ
内容・方法：論文の検索方法を習得するとともに,各自興味のある文献を検索するまた,図書館の文献複写サービ
スの利用方法を学ぶ．また、検索した論文の読み方について学ぶとともに、図表の効果的な活用についても学
ぶ．
【第6回】
テーマ：オリエンテーション・キャリア教育
内容・方法：現在の大学生における就職状況や就職活動方法,就職部の活用方法について学ぶ．
【第7回】
テーマ：データ入力・図表作成方法の習得
内容・方法：Excelを用い,データ入力・図表作成方法を学び,習得する．
【第8回】
テーマ：データ入力・図表作成方法の習得
内容・方法：Excelを用い,データ入力・図表作成方法を学び,習得する．
【第9回】
テーマ：レポート作成
内容・方法：前回作成した図表を用い,何が言えるのか,自分の考えをまとめてレポートを作成する．
図表のワードへの貼り付けや編集方法について学ぶ．
【第10回】
テーマ：論文検索・論文抄読・抄録作成
内容・方法：各自興味のある文献を検索・印刷し,その内容を抄録としてまとめる．
【第11回】
テーマ：プレゼンテーション資料(PowerPoint)の作成 (1)
内容・方法：前回の授業で使用した文献を用い,プレゼンテーション資料(PowerPoint)を作成する．
【第12回】
テーマ：プレゼンテーション資料(PowerPoint)の作成 (2)
内容・方法：前回の授業で使用した文献を用い,プレゼンテーション資料(PowerPoint)を作成する．
【第13回】
テーマ：プレゼンテーションおよびディスカッション
内容・方法：2名ずつプレゼンテーションを行い,ディスカッションを行う．
【第14回】
テーマ：プレゼンテーションおよびディスカッション
内容・方法：2名ずつプレゼンテーションを行い,ディスカッションを行う．
【第15回】
セミナーⅢｂ

テーマ：卒業研究計画書の作成
内容・方法：卒業研究に必要な調査や測定方法について調べるとともに,対象者の募集方法等,具体的な準備を進
める．
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
★本授業は２単位科目であるため、合計９０時間の学習が必要となります。
各授業（２時間）に加えて、事前学習（２時間以上）、事後学習（２時間以上）を毎回各自で行ってくださ
い。
また、必要に応じて、教員から事前・事後課題を出題します。
【第1回】
①事前学修課題：収集データの整理をする．
②事後学修課題：入力ミスがないか確認をする．
【第2回】
①事前学修課題：収集データの整理をする．
②事後学修課題：入力ミスがないか確認をする．
【第3回】
①事前学修課題：フィードバックする内容の確認をする．
②事後学修課題：フィードバック資料の再確認．
【第4回】
①事前学修課題：結果説明会のタイムスケジュールの確認をする．
②事後学修課題：結果説明会の反省ならびに次年度に向けた課題を考える．
【第5回】
①事前学修課題：興味のあるキーワードを3～5個準備する．
②事後学修課題：本時の授業内容を復習する.
【第6回】
①事前学修課題：卒業後の自分像を考えてくる．
②事後学修課題：本時の授業内容を復習する．
【第7回】
①事前学修課題：図表作成に使用するデータの準備．
②事後学修課題：本時の授業内容を復習する．
【第8回】
①事前学修課題：図表から何が言えるかを考えてくる．
②事後学修課題：レポートを完成させる．
【第9回】
①事前学修課題：卒論作成に向けて自分の興味のあるキーワードを考えてくる．
②事後学修課題：本時の授業内容を復習する．
【第10回】
①事前学修課題：文献を熟読してくる．
②事後学修課題：本時でまとめた抄録を完成させる．
【第11回】
①事前学修課題：前回の授業で作成した資料を確認してくる．
②事後学修課題：作成したプレゼン資料を完成させる．
【第12回】
①事前学修課題：プレゼンテーションの準備．
②事後学修課題：発表に対する反省と次の文献を準備する．
【第13回】
①事前学修課題：プレゼンテーションの準備．
②事後学修課題：発表に対する反省と次の文献を準備する．
【第14回】
①事前学修課題：卒業研究における対象者特性や測定・調査方法を考えてくる．
②事後学修課題：具体的な研究計画書を完成させる．
【第15回】
①事前学修課題：具体的な研究計画書の見直し．
②事後学修課題：春休み期間中における卒業研究論文作成に向けた準備計画をたてる(春休み期間中に提出す
る)．
課題に対するフィードバックの方法
課題に対して口頭や文章（OIUメールやClassroom）で評価・コメントをフィードバックする。
必要に応じて授業時間外に面談を行う。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する．
なお、欠席５回以上（遅刻３回で欠席１回と評価、も含む）の場合は、K評価（評価不能）とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

本授業はアクティブラーニングを取り入れているため、出席
状況に加え,授業への参加姿勢も評価に含める。

1

授業外での評価

30

各回の課題提出状況およびその内容．

１・２・３・４
セミナーⅢｂ

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

その他

0

テキスト

プリント等、資料を配布する。

参考書

「体育・スポーツ科学研究法」ジェリー・R・トーマス ジャック・K・ネルソン（著）大修館書店

学期末に課するレポート課題「卒業研究計画書」より評
価．

２・３・４

履修条件・他の科目との関連 １．論文抄読の発表者は,事前に配布する論文を基に各自で作成した「資料」を授業の2日前まで
に必ず提出すること．
２．ディスカッションでは各回の授業で一人一回は必ず発表（質問もしくはコメント）することとする．
そのために,自分が発表を担当する論文以外の論文（事前に配布）も,授業の前に目を通し,質問
もしくはコメントを準備しておくことが望ましい．
３．新型コロナウィルス感染状況等により,進め方や内容を一部変更する場合があります．その場合は
随時連絡します．
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授業コード

13071573

授業科目名

セミナーⅢｂ

授業担当教員

中村

浩子

成績担当教員

中村

浩子

開講年次

3年

授業種別

実務家教員による授業

演習

開講期

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
学校、教育、子ども等をめぐる政策、制度、組織、文化を共通のテーマに、必要な文献資料を収集し、先行研究
をレビューし、調査研究を行うことができるよう指導していく。
また各テーマに関する先行研究の文献購読、プレゼンテーション、ディスカッションを行いながら、先行研究
について整理ができるよう指導を行っていく。
到達目標
1.設定したテーマに相応しい文献を検索、収集することができる。
2.必要な諸文献を読解し、内容について正確に説明することができる。
3.諸文献の内容について、相互の関連性をふまえつつ、批判的に整理することができる。
授業計画
【第1回】オリエンテーション
【第２回】就職ガイダンス（１）
【第３回】収集文献の読解・整理及び発表と質疑応答（１）
【第４回】収集文献の読解・整理及び発表と質疑応答（２）
【第５回】収集文献の読解・整理及び発表と質疑応答（３）
【第６回】収集文献の読解・整理及び発表と質疑応答（４）
【第７回】収集文献の読解・整理及び発表と質疑応答（５）
【第８回】収集文献の読解・整理及び発表と質疑応答（６）
【第９回】収集文献の読解・整理及び発表と質疑応答（７）
【第１０回】就職ガイダンス（２）
【第１１回】収集文献の読解・整理及び発表と質疑応答（８）
【第１２回】収集文献の読解・整理及び発表と質疑応答（９）
【第１３回】収集文献の読解・整理及び発表と質疑応答（１０）
【第１４回】先行研究のまとめ方
【第１５回】まとめ
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
毎回の授業テーマに即して、作業を事前及び事後に進めていくこと。
課題に対するフィードバックの方法
発表については毎回の授業の中でフィードバックを行う。
レポートについては評価を行った後フィードバックを行う。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

80

毎回の授業における課題への取り組み状況(40)
事前事後学習への取り組み状況(40)

1, 2, 3

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

最終レポート

1, 2, 3

その他

0

テキスト

テキストを使用しない

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する

セミナーⅢｂ

履修条件・他の科目との関連 文献購読及び整理においては各自の進度における個別の作業が中心になりますが、プレゼンテー
ションとディスカッションにおいては互いにアイデアや批判点を出し合いながら場と時間を共有していきま
す。

セミナーⅢｂ

授業コード

13071574

授業科目名

セミナーⅢｂ

授業担当教員

奥島

大

成績担当教員

奥島

大

開講年次

3年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
セミナーⅢでは、卒業研究論文の作成に必要とされる専門知識の学習、実験技法（生理学的手法）および統計処
理について習得することを主な内容とする。したがって、本セミナーでは、卒業研究論文の作成に向けて各自、
あるいはグループで研究テーマを設定し、その実施に必要とされる知識・技能について学習・習得することで、
卒業研究論文の目的、実験仮説、および方法を導くことを目標とする。授業の形態は、ディスカッションや実
験・調査を主体とした演習授業である。
到達目標
1.
2.
3.
4.
5.

自らの卒業研究の目的や実験仮説を口頭で説明することができる
自らの卒業研究の目的や実験仮説を文章で表現することができる
自らの卒業研究の目的を達成するための方法について説明することができる
自らの卒業研究が持つ意義について口頭で説明することができる
自らの卒業研究が持つ意義について文章で表現することができる

授業計画
【第1回】夏季休業中の振り返り、後期の目標設定
【第2回】卒業研究に向けた準備（1）：興味を抱いた内容を扱う資料について説明する①
【第3回】卒業研究に向けた準備（2）：興味を抱いた内容を扱う資料について説明する②
【第4回】卒業研究に向けた準備（3）：興味を抱いた内容を扱う資料について説明する③
【第5回】卒業研究に向けた準備（4）：興味を抱いた内容を扱う資料について説明する④
【第6回】卒業研究に向けた準備（5）：卒業研究のテーマを具体的にする
【第7回】卒業研究に向けた準備（6）：具体的な卒業研究のテーマについて発表する①
【第8回】卒業研究に向けた準備（7）：具体的な卒業研究のテーマについて発表する②
【第9回】卒業研究に向けた準備（8）：自分のテーマを解決する道具について学ぶ
【第10回】卒業研究に向けた準備（9）：自分のテーマを解決する道具を探す
【第11回】卒業研究に向けた準備（10）：自分のテーマを解決する方法について学ぶ
【第12回】卒業研究に向けた準備（11）：自分のテーマを解決する方法について発表する①
【第13回】卒業研究に向けた準備（12）：自分のテーマを解決する方法について発表する②
【第14回】卒業研究に向けた準備（13）：卒業研究の計画について発表する
【第15回】後期の振り返り、およびセミナーⅣに向けた春期休業中の目標設定
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
事前学習［各2時間］
【第1回】夏季休業中に自分が取り組んだことや後期の目標について人前で説明できるようにする
【第2回】自身が選んだ資料を読み、その内容をA4用紙にまとめる
【第3回】自身が選んだ資料を読み、その内容をA4用紙にまとめる
【第4回】自身が選んだ資料を読み、その内容をA4用紙にまとめる
【第5回】自身が選んだ資料を読み、その内容をA4用紙にまとめる
【第6回】自身が卒業研究で取り組みたいテーマについてキーワードを5つ用意する
【第7回】具体的な卒業研究のテーマについて、その内容をA4用紙にまとめる
【第8回】具体的な卒業研究のテーマについて、その内容をA4用紙にまとめる
【第9回】自身の卒業研究で扱う道具について図書館やインターネットで検索する
【第10回】研究室に立ち寄り、自身の卒業研究で利用できる道具について相談する
【第11回】これまで自身や他者が発表した資料では、どのような方法を用いているか調べてまとめる
【第12回】卒業研究のテーマを解決する方法についてA4用紙にまとめる
【第13回】卒業研究のテーマを解決する方法についてA4用紙にまとめる
【第14回】自身の卒業研究の目的、および方法についてA4用紙にまとめる
【第15回】後期期間中に自身が達成したこと、および春期休業期間中の目標について人前で説明できるようにす
る
事後学習［各2時間］
【第1回】後期の目標について、コメントや他者の発表を参考にして現状に即した内容に修正する
【第2回】紹介された資料の内容について復習する
【第3回】紹介された資料の内容について復習する
【第4回】紹介された資料の内容について復習する
【第5回】紹介された資料の内容について復習する
【第6回】授業内の議論を参考に具体的な卒業研究のテーマについて文章でまとめる
【第7回】他者が発表したテーマについて自身の参考になった点を文章にまとめる
セミナーⅢｂ

【第8回】他者が発表したテーマについて自身の参考になった点を文章にまとめる
【第9回】学習した内容のうち、自身に活用できる点を文章でまとめる
【第10回】授業内の議論を参考に利用できそうな道具の使用方法について調べて文章でまとめる
【第11回】授業内の議論を参考に自分のテーマを解決する方法について文章でまとめる
【第12回】他者の発表で参考になった内容について文章でまとめる
【第13回】他者の発表で参考になった内容について文章でまとめる
【第14回】他者が発表した計画について自身の参考になった点を文章にまとめる
【第15回】春期休業中の目標設定について、コメントや他者の発表を参考にして現状に即した内容に修正する
課題に対するフィードバックの方法
取り組んだ課題に対して、対面でその内容を論議し、学習した内容を整理する。また、論議の中で今後の学習で
留意する点についても確認させることで、卒業研究だけでなく社会でも役立てられる課題解決能力の考え方を学
習することを促す。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判断し、60点以上を合格とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

70

授業内における発表の質（35），授業内における質疑応
答の質（35）

1, 3, 4

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

30

レポート（30）

2, 3, 5

その他

0

テキスト

テキストは使用せず、必要に応じて資料を配付する。

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 やむを得ない事情を除いて必ず出席し、自身や他者の発表を理解して論議に参加することを要求
する。授業の欠席半期5回、通年10回以上の場合は評価対象外とする。

セミナーⅢｂ

授業コード

13071575

授業科目名

セミナーⅢｂ

授業担当教員

小倉

幸雄

成績担当教員

小倉

幸雄

開講年次

3年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
スポーツの種目特性や実践方法,指導方法について教育・研究します．具体的には,競技スポーツ,学校体育,ジュ
ニアスポーツを対象としたコーチング（技術・体力・トレーニング・指導）が研究テーマです．セミナーⅣの卒
業研究に向けて,文献精読,体力・パワー測定,動作解析,観察的評価法,生理学的手法,データ・統計分析,プレゼン
テーションの基礎演習も行います．セミナーを通して,スポーツの意義や役割の理解,分析や問題解決能力,実践力
の基礎が身につきます．
到達目標
１．対象者に合わせた指導法について説明できる．
２．体力や技術評価の基礎的な分析ができる．
３．文献を要約して発表できる．
授業計画
【第1回】
テーマ：オリエンテーション
内容・方法：これからの授業の進め方,授業で求められる姿勢、評価方法について説明をする．
【第2回
テーマ：資料の収集（１）：図書館の活用法
内容・方法：図書館の協力を得て文献検索に関する知識を得る．
【第3回】
テーマ：資料の収集(２)：インターネットの活用法
内容・方法：インターネット活用法し資料を収集する
【第4回】
テーマ：コーチング・体育の授業に関する資料の収集(１)
内容・方法：コーチング・体育の授業に関する資料を収集する(１)
【第5回】
テーマ：コーチング・体育の授業に関する資料の収集(２)
内容・方法：コーチング・体育の授業に関する資料を収集する(２)
【第6回】
テーマ：コーチング・体育の授業に関する資料の収集(３)
内容・方法：コーチング・体育の授業に関する資料を収集する(３)
【第7回】
テーマ：コーチング・体育の授業に関する資料のまとめ（１）
内容・方法：コーチング・体育の授業に関する資料をまとめる（１）
【第8回】
テーマ：コーチング・体育の授業に関する資料のまとめ（２）
内容・方法：コーチング・体育の授業に関する資料をまとめる（２）
【第9回】
テーマ：コーチング・体育の授業に関する資料のまとめ（３）
内容・方法：コーチング・体育の授業に関する資料をまとめる（３）
【第10回】
テーマ：発表・論議（１）
内容・方法：コーチング・体育の授業に関する収集した資料を発表し議論する（１）
【第11回】
テーマ：発表・論議（２）
内容・方法：コーチング・体育の授業に関する収集した資料を発表し議論する（２）
【第12回】
テーマ：発表・論議（３）
内容・方法：コーチング・体育の授業に関する収集した資料を発表し議論する（３）
【第13回】
テーマ：大学祭の準備（１）
内容・方法：大学祭の参加方法（模擬店・フリーマーケット等）について話し合う
【第14回】
テーマ：発表・論議（４）
内容・方法：コーチング・体育の授業に関する収集した資料を発表し議論する（４）
【第15回】
テーマ：発表・論議（５）
内容・方法：コーチング・体育の授業に関する収集した資料を発表し議論する（５）
事前事後の学習

セミナーⅢｂ

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
「各テーマにおいて,事前の準備と事後のまとめをノートするこ．事前事後の学修時間に1時間は必要である．」
【第1回】
①事前学修課題：履修の手引き,シラバス,取得単位を確認しておくこと
②事後学修課題：授業の内容を200字以内にまとめメールで提出すること．履修登録を確認しておくこと
【第2回】
①事前学修課題：図書館の使用方法を確認しておくこと
②事後学修課題：検索したスポーツに関する文献を整理しておくこと
【第3回】
①事前学修課題：インターネット使用の注意点をまとめておくこと
②事後学修課題：収集したスポーツに関する資料を整理しておくこと
【第4回】
①事前学修課題：コーチング・体育の授業に関する資料を収集すること(１)
②事後学修課題：指導を受けた内容ついて,資料を整理すること(１)
【第5回】
①事前学修課題：指導を受けた内容ついて,資料を収集すること(２)
②事後学修課題：指導を受けた内容ついて,資料を整理すること(２)
【第6回】
①事前学修課題：指導を受けた内容ついて,資料を収集すること(３)
②事後学修課題：指導を受けた内容ついて,資料を整理すること(３)
【第7回】
①事前学修課題：整理した資料をまとめておくこと（１）
②事後学修課題：指導を受けた内容ついて,資料をまとめ直すこと(１)
【第8回】
①事前学修課題：指導を受けた内容ついて,資料をまとめておくこと(２)
②事後学修課題：指導を受けた内容ついて,資料をまとめ直すこと(２)
【第9回】
①事前学修課題：指導を受けた内容ついて,資料をまとめておくこと(３)
②事後学修課題：指導を受けた内容ついて,資料をまとめ直すこと(３)
【第10回】
①事前学修課題：発表の準備をしておくこと（１）
②事後学修課題：議論した内容を200字以内にまとめメールで提出すること（１）
【第11回】
①事前学修課題：議論した内容の整理と発表の準備をしておくこと（２）
②事後学修課題：議論した内容を200字以内にまとめメールで提出すること（２）
【第12回】
①事前学修課題：議論した内容の整理と発表の準備をしておくこと（３）
②事後学修課題：議論した内容を200字以内にまとめメールで提出すること（３）
【第13回】
①事前学修課題：１・２回生の大学祭の参加方法についてまとめておくこと
②事後学修課題：話し合った内容について,原案を作成しておくこと
【第14回】
①事前学修課題：議論した内容の整理と発表の準備をしておくこと（４）
②事後学修課題：議論した内容を200字以内にまとめメールで提出すること（４）
【第15回】
①事前学修課題：議論した内容の整理と発表の準備をしておくこと（５）
②事後学修課題：議論した内容を200字以内にまとめメールで提出すること（５）
課題に対するフィードバックの方法
取り組んだ課題に対しては,テーマ・内容を討論し今後の展開までの整理を授業内で確認をします．
そうすることで,PDCAサイクルの考え方を理解し社会に役立つ力を向上させます．
成績評価の方法・基準（方針）
下記に示す評価方法により,総合的に判定のうえ,60点以上を合格とし,所定の単位を認定する．
１）正当な理由がなく,5回以上の欠席は評価の対象とせず,「K」評価とする．
２）授業の遅刻および早退は1/3欠席として扱う．
３）タームペーパー未提出者は,評価の対象とせず,「K」評価とする．
*やむをえない事情がある場合には,事前の連絡・報告・相談すること．
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

70

取り組み姿勢（50）,リフレクションノート（20）

１,２,３

授業外での評価

20

文献や発表原稿の作成（20）

１,２,３

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

10

タームペーパー

１,２,３

その他

0

テキスト

プリントを配布する
セミナーⅢｂ

参考書

授業の中で,必要に応じて紹介する．

履修条件・他の科目との関連 レポートの未提出,授業の欠席半期5回,通年10回以上は評価対象外とする．

セミナーⅢｂ

授業コード

13071576

授業科目名

セミナーⅢｂ

授業担当教員

東

亜弓

成績担当教員

東

亜弓

開講年次

3年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
テーマとして、スポーツ・運動・体育における「動機づけ」と「スポーツ傷害予防」について取り組んでいきま
す。
日常生活の中で起こる事象について問題意識をもって過ごすことにより、自ら課題や疑問を見つけ出し、文献や
資料などの調査を行い、他者に自らの考えを分かりやすく伝える（レポート、プレゼンテーション）ことを中心
に進めていきます。前半では、セミナーⅢaで取集したデータについてグループ発表を行います。後半では、卒業
研究に向けたテーマ決めを行い、研究計画を立て、最後の授業でそれを発表してもらいます。これらを通して、
計画性をもった準備や論文としての文章表現などを経験することを目的としています。
授業は教員による解説と学生による発表を組み合わせたものです。配布資料は、基本的にデータでGoogleクラス
ルームより配信します。授業内に直接配布する場合もあります。事前学習では、レジュメの作成や実技課題のリ
ハーサルなどの準備を行っておくこと。事後学習では、教員からのフィードバックを元にふり返りを行うなど、
主体的に取り組むことが必要です。
到達目標
１．研究計画を立て、自分を律したタイムマネジメントを行うことができる
２．データの整理から分析までを適切に行うことができる
３．質問紙調査法を習得し、グループでレポートを作成することができる
４．不測の事態でも、工夫して成し遂げることができる
５．ディスカッションで、自分の意見を相手に伝わるように話すことができる
授業計画
【第1回】ガイダンス
内容：後期の進め方、スケジュールの確認
【第2回】フィールド調査の実践
内容：前期と同じ内容で、2回目の調査を行う
【第3回】データの整理と分析
内容：データを整理する方法と分析方法について学ぶ
【第4回】結果を図・表にする
内容：精査したデータから、分かりやすい図・表を作成する
【第5回】結果を文章にする
内容：結果の書き方を学ぶ
【第6回】結果から考察を導く
内容：グループワークとして行う
【第7回】結果と考察を発表する
内容：グループで発表し、ディスカッションを行う
【第8回】研究テーマの探索
内容：興味があるテーマを抽出し、参考資料、文献を集める
【第9回】研究計画を作成する
内容：目的、方法を文章にする
【第10回】研究計画の中間発表
内容：レジュメを配布し、研究テーマ、目的、方法を発表する
【第11回】情報を集める
内容：インターネットや図書館を利用し、必要な情報を収集する
【第12回】情報を整理する
内容：研究計画を文章にまとめ、スライドを作成する
【第13回】発表リハーサル
内容：レジュメを配布し、発表リハーサルを行う
【第14回】研究計画発表会
内容：研究の計画を発表し、質疑応答を行う（コメンテーターとして4年生に参加してもらいます）
【第15回】総括、4年生の卒業研究報告会
内容：後期の取組みをふり返る、4年生の発表に対してコメントする
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
【事前学習】
下記について事前に予習しておくこと。
第1回から第4回：予め参考資料を読み、分からない箇所は自分で調べておく。
第5回から第7回：レジュメの作成、発表、ディスカッションの準備を行っておく
第8回から第14回：必要な資料を集め、フィールド調査の準備を行っておく
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【事後学習】
次回の授業に必要なレジュメの作成、発表に向けたプレゼンテーション資料の作成に取り組む
課題に対するフィードバックの方法
授業内で講評する
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、授業期間中に実施するプレゼンテーションと、授業内に指示する提出物の評価結果に基づ
き、総合的に判定したうえで60点以上を合格とし所定の単位を認定します。
ただし、正当な理由のない欠席5回以上、指示された提出物が未提出の場合は、評価対象とせず「K」評価としま
す。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

40

授業内における発表に対する準備(20)
ディスカッションへの積極的な参加(20)

1、2、3、4、5

授業外での評価

40

レポートやレジュメの文章作成(30)
グループの準備過程への積極的な参加(10)

1、2、3、4

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

研究計画を発表し、レポートを提出（20）

1、2、4

その他

0

テキスト

テキストを使用しない
教材がある場合は、授業内に配布する

参考書

「よくわかる心理統計」ミネルヴァ書房 ISBN 9784623039999
「ゼロからわかる大学生のためのレポート・論文の書き方」ナツメ社 ISBN 9784816350573

履修条件・他の科目との関連 卒業要件必修科目です。卒業研究に向けて必要となってくる基礎的知識を学びます。
欠席学生への配布資料は、5号館10階（5-1002）まで直接取りに来てください。
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授業コード

13071577

授業科目名

セミナーⅢｂ

授業担当教員

堀込

孝二

成績担当教員

堀込

孝二

開講年次

3年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
セミナー専門分野である「スポーツビジネス」「スポーツマネジメント」を中心に実践を通して活動する。各グ
ループに分かれてテーマに沿って学習していく。そのために多くの先行研究を読み様々な研究の手法を学ぶだけ
でなく、社会で即戦力として通用するだけの実践力を習得するためインターンシップや実習等に積極的に参加す
る機会を設ける。研究と実践の両立を目指す。
到達目標
到達目標
１．スポーツビジネスの基礎を学習し説明することができる
２．スポーツビジネスの現場を実践を通して体験することによりそれらをまとめ記述することができる
３．グループワークを通してコミュニケーションの重要性について考えることができる
授業計画
【第1回】授業オリエンテーション
【第2回】各グループでのワークショップ１：各グループに分かれて決められたテーマに沿ってワークショップを
行なう
【第3回】各グループでのワークショップ２：各グループに分かれて決められたテーマに沿ってワークショップを
行なう
【第4回】各グループでのワークショップ３：各グループに分かれて決められたテーマに沿ってワークショップを
行なう
【第5回】各グループでのワークショップ４：各グループに分かれて決められたテーマに沿ってワークショップを
行なう
【第6回】各グループでのワークショップ１：各グループに分かれて決められたテーマに沿ってワークショップを
行なう
【第7回】各グループでのワークショップ２：各グループに分かれて決められたテーマに沿ってワークショップを
行なう
【第8回】各グループでのワークショップ３：各グループに分かれて決められたテーマに沿ってワークショップを
行なう
【第9回】各グループでのワークショップ４：各グループに分かれて決められたテーマに沿ってワークショップを
行なう
【第10回】各グループでのワークショップ１：各グループに分かれて決められたテーマに沿ってワークショップ
を行なう
【第11回】各グループでのワークショップ２：各グループに分かれて決められたテーマに沿ってワークショップ
を行なう
【第12回】各グループでのワークショップ３：各グループに分かれて決められたテーマに沿ってワークショップ
を行なう
【第13回】各グループでのワークショップ４：各グループに分かれて決められたテーマに沿ってワークショップ
を行なう
【第14回】各グループでのワークショップ５：各グループに分かれて決められたテーマに沿ってワークショップ
を行なう
【第15回】後期のまとめ：後期の振り返りと4年生時の活動計画の検討を行なう
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
第1回
【事前】授業のシラバスを熟読し、授業構成を理解する
【事後】オリエンテーション説明内容にもとづき今後の方針などを理解し次回以降に向けてノートを準備する
第2回
【事前】課題に対して情報収集を行なう
【事後】各グループで役割分担や今後のスケジュールなどを協議し決めておく
第3回
【事前】各グループで役割分担や今後のスケジュールなどを協議し決めておく
【事後】各グループでワークの進行状況を確認しながら不足分や遅延部分を補っておく
第4回
【事前】各グループでワークの進行状況を確認しながら不足分や遅延部分を補っておく
【事後】各グループでワークの進行状況を確認しながら不足分や遅延部分を補っておく
第5回
【事前】各グループでワークの進行状況を確認しながら不足分や遅延部分を補っておく
【事後】今回のワークショップの内容を復習し、実践した内容をまとめておく
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第6回
【事前】課題に対して情報収集を行なう
【事後】各グループで役割分担や今後のスケジュールなどを協議し決めておく
第7回
【事前】各グループで役割分担や今後のスケジュールなどを協議し決めておく
【事後】各グループでワークの進行状況を確認しながら不足分や遅延部分を補っておく
第8回
【事前】各グループでワークの進行状況を確認しながら不足分や遅延部分を補っておく
【事後】各グループでワークの進行状況を確認しながら不足分や遅延部分を補っておく
第9回
【事前】各グループでワークの進行状況を確認しながら不足分や遅延部分を補っておく
【事後】今回のワークショップの内容を復習し、実践した内容をまとめておく
第10回
【事前】課題に対して情報収集を行なう
【事後】各グループでワークの進行状況を確認しながら不足分や遅延部分を補っておく
第11回
【事前】各グループでワークの進行状況を確認しながら不足分や遅延部分を補っておく
【事後】各グループでワークの進行状況を確認しながら不足分や遅延部分を補っておく
第12回
【事前】各グループでワークの進行状況を確認しながら不足分や遅延部分を補っておく
【事後】各グループでワークの進行状況を確認しながら不足分や遅延部分を補っておく
第13回
【事前】各グループでワークの進行状況を確認しながら不足分や遅延部分を補っておく
【事後】各グループでワークの進行状況を確認しながら不足分や遅延部分を補っておく
第14回
【事前】各グループでワークの進行状況を確認しながら不足分や遅延部分を補っておく
【事後】今回のワークショップの内容を復習し、実践した内容をまとめておく
第15回
【事前】第14回までの内容を復習し、実践した内容をまとめておく
【事後】第14回までの振り返りを行ない、後期の活動計画を遂行できるようノートの再加筆を行なう
課題に対するフィードバックの方法
課題において各グループごとに指導やアドバイスを適宜行なうこととする。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、各回の提示課題に対する内容の達成度、習熟度を総合的に判断のうえ、60点以上を合格と
し、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

80

課題の達成度、習熟度

1、2

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

0

その他

20

グループワークにおける貢献度

3

テキスト

テキストは使用せずプリントなど資料を適宜配布する

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する

履修条件・他の科目との関連 スポーツビジネス、ビジネス関連の授業（ビジネスリテラシー、スポーツイベント演習など）を履修してい
ることが望ましい。
授業時間以外でも自らスケジュールなどを調整し積極的にワークに取り組む姿勢を持つことを期待す
る。
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授業コード

13071578

授業科目名

セミナーⅢｂ

授業担当教員

田中

淳

成績担当教員

田中

淳

開講年次

3年

授業種別

実務家教員による授業

演習

開講期

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
フィットネス・スポーツトレーナー業界への就職に向けて、フィットネス業界やトレーニング指導に関する知識
やスキルを説明する。また卒業研究の作成に向けた基本的な体力測定法、データ処理、統計分析について説明す
る。
授業は実践的な現場活動を中心とし、主な内容は以下の通りである。
(1)フィットネス業界・健康スポーツ産業の理解
(2)科学的知見を基にしたトレーニングの理論と実践
(3)卒業研究および資格取得に向けた基本的知識の習得
到達目標
１．健康・フィットネス業界を理解する
２．トレーニング指導者として必要な知識と技能を身につける
３．研究における基本的な手順を理解する
授業計画
【第1回】
テーマ：フィジカル測定準備(2)
内容：フィジカルテストの方法を確認し、測定の準備を行う
【第2回】
テーマ：フィジカル測定(1)
内容：フィジカルテストを実施し、集計、分析、フィードバックを実践する
【第3回】
テーマ：フィジカル測定(2)
内容：フィジカルテストを実施し、集計、分析、フィードバックを実践する
【第4回】
テーマ：フィジカル測定(3)
内容：フィジカルテストを実施し、集計、分析、フィードバックを実践する
【第5回】
テーマ：フィットネスイベント(1)
内容：SPORTEC WESTへ参加し、フィットネス業界のトレンドを学ぶ
【第6回】
テーマ：フィットネスイベント(2)
内容：SPORTEC WESTへ参加し、フィットネス業界のトレンドを学ぶ
【第7回】
テーマ：フィットネスイベント(3)
内容：SPORTEC WESTへ参加し、フィットネス業界のトレンドを学ぶ
【第8回】
テーマ：フィットネスイベント(4)
内容：プレゼンテーション
【第9回】
テーマ：スポーツトレーナー研修交流会(1)
内容：有資格者の集まる研修交流会へ参加し、業界の事や新しい知見に触れる
【第10回】
テーマ：スポーツトレーナー研修交流会(2)
内容：有資格者の集まる研修交流会へ参加し、業界の事や新しい知見に触れる
【第11回】
テーマ：スポーツトレーナー研修交流会(3)
内容：有資格者の集まる研修交流会へ参加し、業界の事や新しい知見に触れる
【第12回】
テーマ：文献抄読・統計分析練習(1)
内容：卒業研究に関連する文献を読み、基礎的な統計分析を練習する
【第13回】
テーマ：文献抄読・統計分析練習(2)
内容：卒業研究に関連する文献を読み、基礎的な統計分析を練習する
【第14回】
テーマ：文献抄読・統計分析練習(3)
内容：卒業研究に関連する文献を読み、基礎的な統計分析を練習する
【第15回】
テーマ：まとめ
内容：セミナーⅣに向けて
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事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
【第1回】
事前学修課題：測定の実施要領を確認する
事後学修課題：授業で実施した内容を復習する
【第2回】
事前学修課題：測定の実施要領および段取りを確認する
事後学修課題：データの集計、分析を行う
【第3回】
事前学修課題：測定の実施要領および段取りを確認する
事後学修課題：データの集計、分析を行う
【第4回】
事前学修課題：測定の実施要領および段取りを確認する
事後学修課題：データの集計、分析を行う
【第5回】
事前学修課題：SPORTEC WESTの出展企業について下調べする
事後学修課題：見学、調査した企業ブースの内容をまとめる
【第6回】
事前学修課題：SPORTEC WESTの出展企業について下調べする
事後学修課題：見学、調査した企業ブースの内容をまとめる
【第7回】
事前学修課題：SPORTEC WESTの出展企業について下調べする
事後学修課題：見学、調査した企業ブースの内容をまとめる
【第8回】
事前学修課題：プレゼンテーションの準備をする
事後学修課題：プレゼンテーションの評価から、次回の課題を確認する
【第9回】
事前学修課題：研修交流会参加に向けた準備を行う
事後学修課題：研修交流会で体験した内容をまとめる
【第10回】
事前学修課題：研修交流会参加に向けた準備を行う
事後学修課題：研修交流会で体験した内容をまとめる
【第11回】
事前学修課題：研修交流会参加に向けた準備を行う
事後学修課題：研修交流会で体験した内容をまとめる
【第12回】
事前学修課題：参考資料を熟読する
事後学修課題：授業で実施した内容を復習する
【第13回】
事前学修課題：参考資料を熟読する
事後学修課題：授業で実施した内容を復習する
【第14回】
事前学修課題：参考資料を熟読する
事後学修課題：授業で実施した内容を復習する
【第15回】
事前学修課題：1年間の活動について確認しておく
事後学修課題：セミナーⅣ、卒業研究に向けて考えをまとめる
課題に対するフィードバックの方法
課題に対しての質問には適宜フィードバックを行う。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定の上、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
正当な理由のないレポートの未提出および1/3以上の欠席は、評価の対象とせず「K」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

30

プレゼンテーション（30）

1,2,3

授業外での評価

30

レポート（30）

1,2,3

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

0

その他

40

セミナー活動への取組み（40）

1,2,3

テキスト

なし

参考書

「ストレングストレーニング＆コンディショニング 第4版」ブックハウス エイチディ
「トレーニング指導者テキスト 理論編 改訂版」大修館書店
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参考書

「トレーニング指導者テキスト 実践編 改訂版」大修館書店
「SPSSとExcelによる［統計力］トレーニング スポーツデータで分析力を身につける」東京図書

履修条件・他の科目との関連 フィットネス業界やトレーニング指導に関心を持ち、ゼミ活動に積極的に取り組むことを求めます。
JATI-ATIもしくはCSCSの取得を目指し、体力トレーニング検定2級を取得していることが望ましい。
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授業コード

13071579

授業科目名

セミナーⅢｂ

授業担当教員

谷川

哲朗

成績担当教員

谷川

哲朗

開講年次

3年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
卒業論文（セミナーⅣ）に向け,障がい者スポーツや各種運動・スポーツの動作に関連する課題にについて取り組
む．また,その過程で次の3つの事項を学ぶ．
１）文献や論文を検索する方法
２）PCなどを用いてデータ収集および分析を行う方法
３）自分が伝えたい内容を文字および口頭で簡潔かつ具体的に説明する方法
到達目標
１）各種運動・スポーツに関する文献および論文の検索ができるようになる．
２）PCを用いたデータ収集と整理ができるようになる．
３）自身が伝えたい内容について,文字および口頭で説明できるようになる．
４）客観的に物事を考え,目標に向けて計画をたて,主体的に進める姿勢をみにつける．
授業計画
第1回：障がい者スポーツ施設の見学
障がい者スポーツ施設にて,障がいのある人がスポーツをする際のサポート方法について実習を通して学ぶ．
事前学修：近隣の障がい者スポーツ施設を調べる．
事後学修：施設で取り組まれているスポーツ活動をまとめる．
第2回：障がい者の運動・スポーツ教室の企画
障がいのある人が楽しめる運動・スポーツを障がい者スポーツ指導員を目指す学生や障がい者スポーツ施設の
スタッフとともにディスカッションを行い,計画をたてる．
事前学修：障がい者スポーツについて調べる．
事後学修：障がい者が行うスポーツの立案をまとめる．
第3回：障がい者の運動・スポーツ教室の運営
障がいのある人が楽しめる運動・スポーツを障がい者スポーツ指導員を目指す学生や障がい者スポーツ施設の
スタッフとともに実施する．
事前学修：障がい者スポーツを実施する準備をする．
事後学修：反省点および改善点をまとめる．
第4回：運動・スポーツの動作計測の計画
自身の専門のスポーツや関連する動きを観察し,課題を推論し,課題を解決する方法の仮説をたて,検証するため
の方法を学び,計画をたてる．
事前学修：測定したい動作について考える．
事後学修：測定のスケジュールをまとめる．
第5回：運動・スポーツの動作計測の実施
自身の専門のスポーツや関連する動きを実際に行い,そのパフォーマンスを測定する．
事前学修：測定ができる準備をする．
事後学修：測定した内容のまとめ．
第6回：運動・スポーツの動作計測
測定したデータを整理し,報告書を作成する．
事前学修：測定ができる準備をする．
事後学修：測定した内容のまとめ．
第7回：卒論に向けての調査・研究の検討
卒業論文に向けて行いたいテーマを発表し,アイディアだしを行う．
事前学修：卒業論文で行いたいことをまとめておく．
事後学修：予備調査・研究の方法をまとめる．
第8回：卒論に向けての予備調査・研究の実施
卒業論文に向けて,予備実験を行う．
事前学修：卒業論文の予備調査・測定の準備を行う．
事後学修：卒業論文の予備調査・測定結果をまとめる．
第9回：卒論に向けての予備調査・研究の実施
卒業論文に向けて,予備実験を行う．
事前学修：卒業論文の予備調査・測定の準備を行う．
事後学修：卒業論文の予備調査・測定結果をまとめる．
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第10回：就職に向けての学習
就職に向けて,就活の概要や流れを知り,スケジュールをたてる．必要に応じて先輩の体験談を伺う．
事前学修：就職先の希望を決めておく．
事後学修：卒業,就職までのスケジュールをまとめる．
第11回：研究交流会1
若手の研究交流会に参加し,他大学の卒業論文や修士論文の発表を聞いて,ディスカッションを行う．
事前学修：研究交流会の準備をする．
事後学修：学んだ知識をまとめる．
第12回：研究交流会2
若手の研究交流会に参加し,他大学の卒業論文や修士論文の発表を聞いて,ディスカッションを行う．
事前学修：研究交流会の準備をする．
事後学修：学んだ知識をまとめる．
第13回：研究交流会3
若手の研究交流会に参加し,他大学の卒業論文や修士論文の発表を聞いて,ディスカッションを行う．
事前学修：研究交流会の準備をする．
事後学修：学んだ知識をまとめる．
第14回：タームレポート発表・提出
卒業論文に向けた予備調査・実験についてパワーポイントを用いて発表し,報告書を提出する．
事前学修：タームレポートの提出と報告の準備をする．
事後学修：測定の振り返り（反省点と改善点のまとめ）
第15回：まとめ / 卒業論文発表への参加
卒業論文に向けて,卒業論文発表会に参加し,テーマを再検討する．
事前学修：本授業で理解しにくかった点をまとめる．
事後学修：卒業論文作成に向けたスケジュールを立てる．
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
授業（1回につき2時間として計算）と事前・事後の学修とあわせて,1単位あたり45時間の学修が必要である．つ
まり,本授業は2単位科目であるため,合計90時間の学修が必要となる．各授業（2時間）に加えて,事前・事後学修
4時間必要である．学修内容については,授業計画に記載の通りである．
課題に対するフィードバックの方法
毎授業中または終了後,翌週に行う．
成績評価の方法・基準（方針）
下記に示す評価方法により,総合的に判定のうえ,60点以上を合格とし,所定の単位を認定する．
１）正当な理由がなく,3回以上の欠席は評価の対象とせず,「K」評価とする．
２）授業の遅刻および早退は1/3欠席として扱う．
３）レポート未提出者は,評価の対象とせず,「K」評価とする．
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

40

授業時の課題（20）,リフレクションシート（20）等

１）,２）,３）,４）

授業外での評価

10

卒業研究発表会の参加および課題提出（10）など

３）、４）

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

30

学期末レポート（30）

１）、２）、３）、４）

その他

20

授業に関する質問・発言（10）,取り組み姿勢（10）等

１）,２）,３）,４）

テキスト

テキストは使用せず,プリント（資料）を配布する．

参考書

必要に応じて,授業で紹介する．

履修条件・他の科目との関連 授業態度が悪い場合,退出を命ずることがあります．
授業を欠席した場合,担当教員に申し出て,配布資料を受け取ってください．
障がい者スポーツ指導や測定の方法を学ぶため,学外授業を実施する場合があります．
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授業コード

13071580

授業科目名

セミナーⅢｂ

授業担当教員

寺田

進志

成績担当教員

寺田

進志

開講年次

3年

授業種別

実務家教員による授業

演習

開講期

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
スポーツの種目特性や実践方法、指導方法について教育・研究します。具体的には、競技スポーツ、学校体育、
ジュニアスポーツを対象としたコーチングが研究テーマです。セミナーⅣの卒業研究に向けて、文献精読、観察
的評価法、プレゼンテーション基礎演習も行います。セミナーを通して、スポーツの意義や役割の理解、分析や
問題解決能力、実践力の基礎が身につきます。
到達目標
1．課題を発見することができる。
2．課題を解決することができる。
3．自己の考えを他者に論理的に説明することができる。
授業計画
【第1回】
テーマ：オリエンテーション
内容・方法：これからの授業の進め方、授業で求められる姿勢、評価方法について説明する
【第2回】
テーマ：資料の収集（1）：図書館の活用法
内容・方法：図書館の協力を得て文献検索に関する知識を得る
【第3回】
テーマ：資料の収集（2）：インターネットの活用法
内容・方法：インターネットを活用して資料を収集する
【第4回】
テーマ：コーチング・体育の授業に関する資料の収集（1）
内容・方法：コーチング・体育の授業に関する資料の収集する（1）
【第5回】
テーマ：コーチング・体育の授業に関する資料の収集（2）
内容・方法：コーチング・体育の授業に関する資料の収集する（2）
【第6回】
テーマ：コーチング・体育の授業に関する資料の収集（3）
内容・方法：コーチング・体育の授業に関する資料の収集する（3）
【第7回】
テーマ：コーチング・体育の授業に関する資料のまとめ（1）
内容・方法：コーチング・体育の授業に関する資料のまとめる（1）
【第8回】
テーマ：コーチング・体育の授業に関する資料のまとめ（2）
内容・方法：コーチング・体育の授業に関する資料のまとめる（2）
【第9回】
テーマ：コーチング・体育の授業に関する資料のまとめ（3）
内容・方法：コーチング・体育の授業に関する資料のまとめる（3）
【第10回】
テーマ：発表・論議（1）
内容・方法：コーチング・体育の授業に関する収集した資料をまとめて発表して議論する（1）
【第11回】
テーマ：発表・論議（2）
内容・方法：コーチング・体育の授業に関する収集した資料をまとめて発表して議論する（2）
【第12回】
テーマ：発表・論議（3）
内容・方法：コーチング・体育の授業に関する収集した資料をまとめて発表して議論する（3）
【第13回】
テーマ：大学祭の準備
内容・方法：大学祭の参加方法（模擬店・フリーマーケット等）について話し合う
【第14回】
テーマ：発表・論議（4）
内容・方法：コーチング・体育の授業に関する収集した資料をまとめて発表して議論する（4）
【第15回】
テーマ：発表・論議（5）
内容・方法：コーチング・体育の授業に関する収集した資料をまとめて発表して議論する（5）
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
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各テーマにおいて、事前準備と事後のまとめを記録する。事前事後の学修時間に1時間は必要である。
【第1回】
①事前学修課題：履修の手引き、シラバス、取得単位を確認しておくこと
②事後学修課題：履修登録を確認し、授業の内容を200字以内にまとめてメールで提出すること
【第2回】
①事前学修課題：図書館の使用方法について確認しておくこと
②事後学修課題：検索したスポーツに関する文献を整理しておくこと
【第3回】
①事前学修課題：インターネットの使用上の注意点をまとめておくこと
②事後学修課題：収集したスポーツに関する文献を整理しておくこと
【第4回】
①事前学修課題：コーチング・体育の授業に関する資料を収集すること（1）
②事後学修課題：指導を受けた内容について資料を整理すること（1）
【第5回】
①事前学修課題：コーチング・体育の授業に関する資料を収集すること（2）
②事後学修課題：指導を受けた内容について資料を整理すること（2）
【第6回】
①事前学修課題：コーチング・体育の授業に関する資料を収集すること（3）
②事後学修課題：指導を受けた内容について資料を整理すること（3）
【第7回】
①事前学修課題：整理した資料をまとめておくこと（1）
②事後学修課題：指導を受けた内容について資料をまとめ直すこと（1）
【第8回】
①事前学修課題：整理した資料をまとめておくこと（2）
②事後学修課題：指導を受けた内容について資料をまとめ直すこと（2）
【第9回】
①事前学修課題：整理した資料をまとめておくこと（3）
②事後学修課題：指導を受けた内容について資料をまとめ直すこと（3）
【第10回】
①事前学修課題：議論した内容の整理と発表の準備をしておくこと（1）
②事後学修課題：議論した内容を200字以内にまとめてメールで提出すること（1）
【第11回】
①事前学修課題：議論した内容の整理と発表の準備をしておくこと（2）
②事後学修課題：議論した内容を200字以内にまとめてメールで提出すること（2）
【第12回】
①事前学修課題：議論した内容の整理と発表の準備をしておくこと（3）
②事後学修課題：議論した内容を200字以内にまとめてメールで提出すること（3）
【第13回】
①事前学修課題：1・2回生の大学祭の参加方法についてまとめておくこと
②事後学修課題：話し合った内容についての原案を作成しておくこと
【第14回】
①事前学修課題：議論した内容の整理と発表の準備をしておくこと（4）
②事後学修課題：議論した内容を200字以内にまとめてメールで提出すること（4）
【第15回】
①事前学修課題：議論した内容の整理と発表の準備をしておくこと（5）
②事後学修課題：議論した内容を200字以内にまとめてメールで提出すること（5）
課題に対するフィードバックの方法
取り組んだ課題に対してテーマ・内容を討論し、今後の展開までの整理を授業内で確認をします。
そうすることで、PDCAサイクルの考え方を理解し、社会に役立つ能力を身につけ、それを向上させます。
成績評価の方法・基準（方針）
定期試験に代わるレポートを評価し，5段階評価において「2」以上の評価を得られた者に単位が認定される。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

0

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

100

レポート

1，2，3

その他

0

テキスト

適宜、資料を配布する。

参考書

必要に応じて授業内で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 レポートの未提出、授業の欠席半期5回、通年10回以上の者を評価対象外とする。
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授業コード

13071581

授業科目名

セミナーⅢｂ

授業担当教員

津吉

哲士

成績担当教員

津吉

哲士

開講年次

3年

授業種別

実務家教員による授業

演習

開講期

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
卒業研究に取り組む上で必要とされる知識および技能について学び、自身の考えを論理的に説明する能力を身に
つけることを目的とする。
具体的には、スポーツ栄養マネジメントを実践し、その取り組みから得た知見を報告する。
また、報告された内容についてディスカッションを実施した上で、卒業研究の計画について説明する。
到達目標
1．自身が関心を示す栄養・食事に関する問題点について、論理的に説明することができる。
2．研究に関連する文献を検索し、その内容を適切に読み解くことができる。
3．活動の成果について他者に分かりやすく説明することができる。
4．他者と協働して、活動に取り組むことができる。
授業計画
【第1回】授業オリエンテーション：セミナーⅢbにて取り組む内容や流れについて理解する。
【第2回】グループワーク①：スポーツ栄養マネジメントの進捗状況を報告し、課題について検討する。
【第3回】グループワーク②：スポーツ栄養マネジメントの進捗状況を報告し、課題について検討する。
【第4回】グループワーク③：スポーツ栄養マネジメントの進捗状況を報告し、課題について検討する。
【第5回】グループワーク④：スポーツ栄養マネジメントの実践について報告する準備を行う。
【第6回】グループワーク⑤：スポーツ栄養マネジメントの実践について報告し、内容について議論を行う。
【第7回】グループワーク⑥：スポーツ栄養マネジメントの実践について報告し、内容について議論を行う。
【第8回】研究課題の設定①：卒業研究の課題設定について検討する。
【第9回】研究課題の設定②：卒業研究の課題設定について検討する。
【第10回】文献収集①：卒業研究の課題に関する先行研究を収集する。
【第11回】文献収集②：卒業研究の課題に関する先行研究を収集する。
【第12回】研究計画の作成①：卒業研究の計画を作成する。
【第13回】研究計画の作成②：卒業研究の計画を作成する。
【第14回】研究計画発表会：卒業研究の計画について発表する。
【第15回】授業まとめ：セミナーⅢbでの取り組みついて振り返り、セミナーⅣに向けた行動計画について検討す
る。
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
事前学習：各回のテーマに関する内容について、自主的に取り組むことが出来るよう準備すること。内容の詳細
については、各回の授業時に連絡する。
事後学習：各回の授業を振り返り、活動内容や今後の課題等について要点をまとめておくこと。
課題に対するフィードバックの方法
課題に対しては、個人あるいはグループに向け、口頭やスライド資料等を用いてフィードバックを行う。
成績評価の方法・基準（方針）
・正当な理由なく5回以上欠席した場合は「K」評価とする。
・30分以上の遅刻は欠席扱いとする。（公共交通機関の遅延等の場合を除く）
・遅刻や授業進行の妨げとなるような受講態度は減点の対象となることがある。
・以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

40

プレゼンテーション

1．2．3

授業外での評価

30

レポート

1．2．3

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

0

その他

30

グループ活動への参加度

4

セミナーⅢｂ

テキスト

テキストは使用しない。必要に応じて資料を配布する予定。

参考書

必要に応じて紹介する。

履修条件・他の科目との関連 「スポーツと栄養」および「スポーツ栄養指導」を履修していることが望ましい。

セミナーⅢｂ

授業コード

13077971

授業科目名

セミナーⅣａ

授業担当教員

寺田

進志

成績担当教員

寺田

進志

開講年次

4年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
スポーツの種目特性や実践方法,指導方法について教育・研究します．具体的には,競技スポーツ,学校体育,ジュ
ニアスポーツを対象としたコーチング（技術・体力・トレーニング・指導）が研究テーマです．セミナーⅣの卒
業研究に向けて,文献精読,体力・パワー測定,動作解析,観察的評価法,生理学的手法,データ・統計分析,プレゼン
テーションの基礎演習も行います．セミナーを通して,スポーツの意義や役割の理解,分析や問題解決能力,実践力
の基礎が身につきます．
到達目標
1．課題を的確に把握することができる。
2．適切な方法を選び，課題を解決することができる。
3．自己の考えを他者に論理的に説明し，他者と建設的に議論し，新たな物事を創造しようとしている。
授業計画
【第1回】
テーマ：オリエンテーション
内容・方法：卒業研究,教育実習,進路について確認をする．
【第2回】
テーマ：卒業研究のテーマ決定,教育実習指導、進路指導
内容・方法：卒業研究のテーマ,教育実習,進路について確認をする．
【第3回】
テーマ：研究方法の設定（１）,教育実習指導,進路指導
内容・方法：研究方法の設定（１）,教育実習,進路について確認をする．
【第4回】
テーマ：研究方法の設定（２）,教育実習指導、進路指導
内容・方法：研究方法の設定（２）,教育実習指導、進路指導
【第5回】
テーマ：中間発表会抄録の作成（１）,教育実習指導,進路指導
内容・方法：中間発表会抄録の作成（１）,教育実習,進路について確認をする．
【第6回】
テーマ：中間発表会抄録の作成（２）,教育実習指導,進路指導
内容・方法：中間発表会抄録の作成（２）,教育実習,進路について確認をする．
【第7回】
テーマ：中間発表会抄録の作成（３）,教育実習指導、進路指導
内容・方法：中間発表会抄録の作成（３）,教育実習,進路について確認をする．
【第8回】
テーマ：中間発表会用の原稿と資料の作成（１）
内容・方法：中間発表会用の原稿と資料の作成をする（１）
【第9回】
テーマ：中間発表会用の原稿と資料の作成（２）
内容・方法：中間発表会用の原稿と資料の作成をする（２）
【第10回】
テーマ：中間発表会用の原稿と資料の作成（３）
内容・方法：中間発表会用の原稿と資料の作成をする（３）
【第11回】
テーマ：中間発表会用の原稿と資料の作成（４）
内容・方法：中間発表会用の原稿と資料の作成をする（４）
【第12回】
テーマ：中間発表会用の原稿と資料の作成（５）
内容・方法：中間発表会用の原稿と資料の作成をする（５）
【第13回】
テーマ：中間発表会
内容・方法：中間発表をする
【第14回】
テーマ：中間発表会の報告（１）
内容・方法：中間発表会の報告をする（１）,進路について確認をする．
【第15回】
テーマ：中間発表会の報告（２）
内容・方法：中間発表会の報告をする（２）,進路について確認をする．
【第16回】
テーマ：中間発表会の報告（２）
内容・方法：中間発表会の報告をする（２）,進路について確認をする．
セミナーⅣａ

【第17回】
テーマ：大学祭の準備（１）
内容・方法：大学祭の参加方法（模擬店・フリーマーケット等）につい決定をする．
【第18回】
テーマ：大学祭の準備（２）
内容・方法：決定した大学祭の参加方法について詳細を詰める．
【第19回】
テーマ：卒業研究の準備と計画
内容・方法：卒業研究についての計画書を作成する．
【第20回】
テーマ：卒業研究実験・調査（１）
内容・方法：卒業研究の実験・調査を行う（１）
【第21回】
テーマ：卒業研究実験・調査（２）
内容・方法：卒業研究の実験・調査を行う（２）
【第22回】
テーマ：卒業研究実験・調査（３）
内容・方法：卒業研究の実験・調査を行う（３）
【第23回】
テーマ：実験・調査データの整理（１）
内容・方法：実験・調査データの整理をする（１）
【第24回】
テーマ：実験・調査データの整理（２）
内容・方法：実験・調査データの整理をする（２）
【第25回】
テーマ：実験・調査データの整理（３）
内容・方法：実験・調査データの整理をする（３）
【第26回】
テーマ：卒業研究本文の作成（１）
内容・方法：卒業研究本文の作成をする（１）
【第27回】
テーマ：卒業研究本文の作成（２）
内容・方法：卒業研究本文の作成をする（２）
【第28回】
テーマ：卒業研究本文の作成（３）
内容・方法：卒業研究本文の作成をする（３）
【第29回】
テーマ：卒業研究本文の作成（４）,抄録の作成（１）
内容・方法：卒業研究本文の作成（４）,抄録の作成（１）をする．
【第30回】
テーマ：卒業研究本文の作成（５）,抄録の作成（２）
内容・方法：卒業研究本文の作成（５）,抄録の作成（２）をする．
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
「各テーマにおいて,事前の準備と事後のまとめをノートすること．事前事後の学修時間に1時間は必要であ
る．」
【第1回】
①事前学修課題：取得単位,進路についてまとめておくこと
②事後学修課題：卒業研究,教育実習,進路について整理をしておくこと
【第2回】
①事前学修課題：今までの授業内容から卒業研究のテーマを決めておくこと
②事後学修課題：卒業研究,教育実習,進路について整理をしておくこと
【第3回
①事前学修課題：研究方法を整理しておくこと（１）
②事後学修課題：卒業研究,教育実習,進路について整理をしておくこと
【第4回】
①事前学修課題：指導を受けた内容について研究方法をまとめておくこと（２）
②事後学修課題：卒業研究,教育実習,進路について整理をしておくこと
【第5回】
①事前学修課題：抄録を作成しておくこと（１）
②事後学修課題：卒業研究,教育実習,進路について整理をしておくこと
【第6回】
①事前学修課題：指導を受けた内容について抄録を作成しておくこと（２）
②事後学修課題：卒業研究,教育実習、進路について整理をしておくこと
【第7回】
①事前学修課題：指導を受けた内容について抄録を作成しておくこと（３）
②事後学修課題：卒業研究,教育実習,進路について整理をしておくこと
【第8回】
①事前学修課題：中間発表会用の原稿と資料を作成しておくこと（１）
②事後学修課題：指導を受けた内容について原稿と資料を整理しておくこと（１）
【第9回】
①事前学修課題：指導を受けた内容について原稿と資料を作成しておくこと（２）
②事後学修課題：指導を受けた内容について原稿と資料を整理しておくこと（２）
【第10回】
セミナーⅣａ

①事前学修課題：指導を受けた内容について原稿と資料を作成しておくこと（３）
②事後学修課題：指導を受けた内容について原稿と資料を整理しておくこと（３）
【第11回】
①事前学修課題：指導を受けた内容について原稿と資料を作成しておくこと（４）
②事後学修課題：指導を受けた内容について原稿と資料を整理しておくこと（4)
【第12回】
①事前学修課題：指導を受けた内容について原稿と資料を作成しておくこと（５）
②事後学修課題：指導を受けた内容について原稿と資料を整理しておくこと（５）
【第13回】
①事前学修課題：発表の準備をする．
②事後学修課題：発表の質疑・応答を整理する．
【第14回】
①事前学修課題：中間発表の質疑についての対策を整理しておくこと（１）
②事後学修課題：卒業研究,進路について整理をしておくこと。
【第15回】
①事前学修課題：中間発表の質疑についての対策を整理しておくこと（２）
②事後学修課題：卒業研究、進路について整理をしておくこと。
【第16回】
①事前学修課題：参加する内容について原案を作成しまとめておくこと。
②事後学修課題：決定内容について具体的な実施案を作成しておくこと。
【第17回】
①事前学修課題：実施する具体案を整理しておくこと。
②事後学修課題：話し合った詳細な内容について、大学祭当日に問題が起きないようにまとめておくこと。
【第18回】
①事前学修課題：卒業研究の計画書を作成しておくこと。
②事後学修課題：指導を受けた内容ついて、計画書を見直すこと。
【第19回】
①事前学修課題：実験・調査を実施する（１）
②事後学修課題：実験・調査の問題点を整理する（１）
【第20回】
①事前学修課題：実験・調査を実施する（２）
②事後学修課題：実験・調査の問題点を整理する（２）
【第21回】
①事前学修課題：実験・調査を実施する（３）
②事後学修課題：実験・調査の問題点を整理する（３）
【第22回】
①事前学修課題：実験・調査データをまとめる（１）
②事後学修課題：実験・調査データの問題点を整理する（１）
【第23回】
①事前学修課題：実験・調査データをまとめる（２）
②事後学修課題：実験・調査データの問題点を整理する（２）
【第24回】
①事前学修課題：実験・調査データをまとめる（３）
②事後学修課題：実験・調査データの問題点を整理する（３）
【第25回】
①事前学修課題：卒業研究本文を作成すること（１）
②事後学修課題：指導を受けた内容ついて、本文を書き直すこと（１）
【第26回】
①事前学修課題：指導を受けた内容を踏まえて、卒業研究本文を作成すること（２）
②事後学修課題：指導を受けた内容ついて、本文を書き直すこと（２）
【第27回】
①事前学修課題：指導を受けた内容を踏まえて、卒業研究本文を作成すること（３）
②事後学修課題：指導を受けた内容ついて、本文を書き直すこと（３）
【第28回】
①事前学修課題：指導を受けた内容を踏まえて、卒業研究本文を作成すること（４）、抄録を作成すること
（１）
②事後学修課題：指導を受けた内容ついて、本文（４）・抄録（１）を書き直すこと。
【第29回】
①事前学修課題：指導を受けた内容を踏まえて、卒業研究本文を作成すること（５）、抄録を作成すること
（２）
②事後学修課題：指導を受けた内容ついて、本文（５）・抄録（２）を書き直すこと。
【第30回】
①事前学修課題：卒業研究発表の準備をすること。
②事後学修課題：発表を通して出た課題を整理すること。
課題に対するフィードバックの方法
取り組んだ課題に対しては,テーマ・内容を討論し今後の展開までの整理を授業内で確認をします．
そうすることで,PDCAサイクルの考え方を理解し社会に役立つ力を向上させます．
成績評価の方法・基準（方針）
定期試験に代わるレポートを評価し，5段階評価において「2」以上の評価を得られた者に単位が認定される。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

セミナーⅣａ

授業内での評価

0

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

100

その他

0

テキスト

適宜，資料を配布する

参考書

授業の中で,必要に応じて紹介する．

レポート

1，2，3

履修条件・他の科目との関連 レポートの未提出，授業の欠席半期５回，通年１０回以上は評価対象外とする．

セミナーⅣａ

授業コード

13077972

授業科目名

セミナーⅣａ

授業担当教員

小倉

幸雄

成績担当教員

小倉

幸雄

開講年次

4年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
スポーツの種目特性や実践方法,指導方法について教育・研究します．具体的には,競技スポーツ,学校体育,ジュ
ニアスポーツを対象としたコーチング（技術・体力・トレーニング・指導）が研究テーマです．セミナーⅣの卒
業研究に向けて,文献精読,体力・パワー測定,動作解析,観察的評価法,生理学的手法,データ・統計分析,プレゼン
テーションの基礎演習も行います．セミナーを通して,スポーツの意義や役割の理解,分析や問題解決能力,実践力
の基礎が身につきます．
到達目標
１．対象者に合わせた指導法について説明できる．
２．体力や技術評価の基礎的な分析ができる．
３．文献を要約して発表できる．
授業計画
【第1回】
テーマ：オリエンテーション
内容・方法：これからの授業の進め方,授業で求められる姿勢,評価方法について説明をする．
【第2回】
テーマ：資料の収集（１）：図書館の活用法
内容・方法：図書館の協力を得て文献検索に関する知識を得る
【第3回】
テーマ：資料の収集(２)：インターネットの活用法
内容・方法：インターネット活用法し資料を収集する
【第4回】
テーマ：コーチング・体育の授業に関する資料の収集(１)
内容・方法：コーチング・体育の授業に関する資料を収集する(１)
【第5回】
テーマ：コーチング・体育の授業に関する資料の収集(２)
内容・方法：コーチング・体育の授業に関する資料を収集する(２)
【第6回】
テーマ：コーチング・体育の授業に関する資料の収集(３)
内容・方法：コーチング・体育の授業に関する資料を収集する(３)
【第7回】
テーマ：コーチング・体育の授業に関する資料のまとめ（１）
内容・方法：コーチング・体育の授業に関する資料をまとめる（１）
【第8回】
テーマ：コーチング・体育の授業に関する資料のまとめ（２）
内容・方法：コーチング・体育の授業に関する資料をまとめる（２）
【第9回】
テーマ：コーチング・体育の授業に関する資料のまとめ（３）
内容・方法：コーチング・体育の授業に関する資料をまとめる（３）
【第10回】
テーマ：発表・論議（１）
内容・方法：コーチング・体育の授業に関する収集した資料を発表し議論する（１）
【第11回】
テーマ：発表・論議（２）
内容・方法：コーチング・体育の授業に関する収集した資料を発表し議論する（２）
【第12回】
テーマ：発表・論議（３）
内容・方法：コーチング・体育の授業に関する収集した資料を発表し議論する（３）
【第13回】
テーマ：大学祭の準備（１）
内容・方法：大学祭の参加方法（模擬店・フリーマーケット等）について話し合う．
【第14回】
テーマ：発表・論議（４）
内容・方法：コーチング・体育の授業に関する収集した資料を発表し議論する（４）
【第15回】
テーマ：発表・論議（５）
内容・方法：コーチング・体育の授業に関する収集した資料を発表し議論する（５）
事前事後の学習

セミナーⅣａ

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
「各テーマにおいて,事前の準備と事後のまとめをノートすること．事前事後の学修時間に1時間は必要であ
る．」
【第1回】
①事前学修課題：履修の手引き,シラバス、取得単位を確認しておくこと
②事後学修課題：授業の内容を200字以内にまとめメールで提出すること．履修登録を確認しておくこと
【第2回】
①事前学修課題：図書館の使用方法を確認しておくこと。
②事後学修課題：検索したスポーツに関する文献を整理しておくこと
【第3回】
①事前学修課題：インターネット使用の注意点をまとめておくこと。
②事後学修課題：収集したスポーツに関する資料を整理しておくこと
【第4回】
①事前学修課題：コーチング・体育の授業に関する資料を収集すること(１)
②事後学修課題：指導を受けた内容ついて,資料を整理すること(１)
【第5回】
①事前学修課題：指導を受けた内容ついて,資料を収集すること(２)
②事後学修課題：指導を受けた内容ついて,資料を整理すること(２)
【第6回】
①事前学修課題：指導を受けた内容ついて,資料を収集すること(３)
②事後学修課題：指導を受けた内容ついて,資料を整理すること(３)
【第7回】
①事前学修課題：整理した資料をまとめておくこと（１）
②事後学修課題：指導を受けた内容ついて,資料をまとめ直すこと(１)
【第8回】
①事前学修課題：指導を受けた内容ついて,資料をまとめておくこと(２)
②事後学修課題：指導を受けた内容ついて,資料をまとめ直すこと(２)
【第9回】
①事前学修課題：指導を受けた内容ついて,資料をまとめておくこと(３)
②事後学修課題：指導を受けた内容ついて,資料をまとめ直すこと(３)
【第10回】
①事前学修課題：発表の準備をしておくこと（１）
②事後学修課題：議論した内容を200字以内にまとめメールで提出すること（１）
【第11回】
①事前学修課題：議論した内容の整理と発表の準備をしておくこと（２）
②事後学修課題：議論した内容を200字以内にまとめメールで提出すること（２）
【第12回】
①事前学修課題：議論した内容の整理と発表の準備をしておくこと（３）
②事後学修課題：議論した内容を200字以内にまとめメールで提出すること（３）
【第13回】
①事前学修課題：１・２回生の大学祭の参加方法についてまとめておくこと
②事後学修課題：話し合った内容について,原案を作成しておくこと
【第14回】
①事前学修課題：議論した内容の整理と発表の準備をしておくこと（４）
②事後学修課題：議論した内容を200字以内にまとめメールで提出すること（４）
【第15回】
①事前学修課題：議論した内容の整理と発表の準備をしておくこと（５）
②事後学修課題：議論した内容を200字以内にまとめメールで提出すること（５）
課題に対するフィードバックの方法
取り組んだ課題に対しては,テーマ・内容を討論し今後の展開までの整理を授業内で確認をします．
そうすることで,PDCAサイクルの考え方を理解し社会に役立つ力を向上させます．
成績評価の方法・基準（方針）
下記に示す評価方法により,総合的に判定のうえ,60点以上を合格とし,所定の単位を認定する．
１）正当な理由がなく,5回以上の欠席は評価の対象とせず,「K」評価とする．
２）授業の遅刻および早退は1/3欠席として扱う．
３）タームペーパー未提出者は,評価の対象とせず,「K」評価とする．
*やむをえない事情がある場合には,事前の連絡・報告・相談すること．
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

70

取り組み姿勢（50）,リフレクションノート（20）

１,２,３

授業外での評価

20

文献や発表原稿の作成（20）

１,２,３

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

10

タームペーパー

１,２,３

その他

0

セミナーⅣａ

テキスト

プリントを配布する．

参考書

授業の中で,必要に応じて紹介する．

履修条件・他の科目との関連 レポートの未提出,授業の欠席半期５回,通年１０回以上は評価対象外とする．

セミナーⅣａ

授業コード

13077973

授業科目名

セミナーⅣａ

授業担当教員

久保田

豊司

成績担当教員

久保田

豊司

開講年次

4年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
「セミナーIII」で学習したことを基礎にして、運動・スポーツ、体育の授業に関するテーマを設定し卒業研究と
する。
また、自分自身でテーマを設定し、自らがそのテーマに沿って内容を深めていく中で問題解決能力も高めてい
く。
到達目標
１．セミナーⅣ・卒業研究を通して、問題解決能力のスキルを獲得する。
２．セミナーⅣ・卒業研究を通して、論理的思考のスキルを獲得する。
授業計画
【第1回】
テーマ：オリエンテーション
内容・方法：卒業研究、教育実習、進路について確認をする。
【第2回】
テーマ：卒業研究のテーマ決定、教育実習指導、進路指導
内容・方法：卒業研究のテーマ、教育実習、進路について確認をする。
【第3回】
テーマ：研究方法の設定（１）、教育実習指導、進路指導
内容・方法：研究方法の設定（１）、教育実習、進路について確認をする。
【第4回】
テーマ：研究方法の設定（２）、教育実習指導、進路指導
内容・方法：研究方法の設定（２）、教育実習指導、進路指導
【第5回】
テーマ：中間発表会抄録の作成（１）、教育実習指導、進路指導
内容・方法：中間発表会抄録の作成（１）、教育実習、進路について確認をする。
【第6回】
テーマ：中間発表会抄録の作成（２）、教育実習指導、進路指導
内容・方法：中間発表会抄録の作成（２）、教育実習、進路について確認をする。
【第7回】
テーマ：中間発表会抄録の作成（３）、教育実習指導、進路指導
内容・方法：中間発表会抄録の作成（３）、教育実習、進路について確認をする。
【第8回】
テーマ：中間発表会用の原稿と資料の作成（１）
内容・方法：中間発表会用の原稿と資料の作成をする（１）。
【第9回】
テーマ：中間発表会用の原稿と資料の作成（２）
内容・方法：中間発表会用の原稿と資料の作成をする（２）。
【第10回】
テーマ：中間発表会用の原稿と資料の作成（３）
内容・方法：中間発表会用の原稿と資料の作成をする（３）。
【第11回】
テーマ：中間発表会用の原稿と資料の作成（４）
内容・方法：中間発表会用の原稿と資料の作成をする（４）。
【第12回】
テーマ：中間発表会用の原稿と資料の作成（５）
内容・方法：中間発表会用の原稿と資料の作成をする（５）。
【第13回】
テーマ：中間発表会
内容・方法：中間発表をする。
【第14回】
テーマ：中間発表会の報告（１）
内容・方法：中間発表会の報告をする（１）。進路について確認をする。
【第15回】
テーマ：中間発表会の報告（２）
内容・方法：中間発表会の報告をする（２）進路について確認をする。
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

セミナーⅣａ

本授業は２単位科目であるため、合計９０時間の学習が必要となります。各授業（２時間）に加えて、事前・事
後学習４時間が求められます。
【第1回】
①事前学修課題：取得単位、進路についてまとめておくこと。
②事後学修課題：卒業研究、教育実習、進路について整理をしておくこと。
【第2回】
①事前学修課題：今までの授業内容から卒業研究のテーマを決めておくこと。
②事後学修課題：卒業研究、教育実習、進路について整理をしておくこと。
【第3回】
①事前学修課題：研究方法を整理しておくこと（１）。
②事後学修課題：卒業研究、教育実習、進路について整理をしておくこと。
【第4回】
①事前学修課題：指導を受けた内容について研究方法をまとめておくこと（２）。
②事後学修課題：卒業研究、教育実習、進路について整理をしておくこと。
【第5回】
①事前学修課題：抄録を作成しておくこと（１）。
②事後学修課題：卒業研究、教育実習、進路について整理をしておくこと。
【第6回】
①事前学修課題：指導を受けた内容について抄録を作成しておくこと（２）。
②事後学修課題：卒業研究、教育実習、進路について整理をしておくこと。
【第7回】
①事前学修課題：指導を受けた内容について抄録を作成しておくこと（３）。
②事後学修課題：卒業研究、教育実習、進路について整理をしておくこと。
【第8回】
①事前学修課題：中間発表会用の原稿と資料を作成しておくこと（１）。
②事後学修課題：指導を受けた内容について原稿と資料を整理しておくこと（１）。
【第9回】
①事前学修課題：指導を受けた内容について原稿と資料を作成しておくこと（２）。
②事後学修課題：指導を受けた内容について原稿と資料を整理しておくこと（２）。
【第10回】
①事前学修課題：指導を受けた内容について原稿と資料を作成しておくこと（３）。
②事後学修課題：指導を受けた内容について原稿と資料を整理しておくこと（３）。
【第11回】
①事前学修課題：指導を受けた内容について原稿と資料を作成しておくこと（４）。
②事後学修課題：指導を受けた内容について原稿と資料を整理しておくこと（４）。
【第12回】
①事前学修課題：指導を受けた内容について原稿と資料を作成しておくこと（５）。
②事後学修課題：指導を受けた内容について原稿と資料を整理しておくこと（５）。
【第13回】
①事前学修課題：発表の準備をする。
②事後学修課題：発表の質疑・応答を整理する。
【第14回】
①事前学修課題：中間発表の質疑についての対策を整理しておくこと（１）。
②事後学修課題：卒業研究、進路について整理をしておくこと。
【第15回】
①事前学修課題：中間発表の質疑についての対策を整理しておくこと（２）。
②事後学修課題：卒業研究、進路について整理をしておくこと。
課題に対するフィードバックの方法
取り組んだ課題に対しては、テーマ・内容を討論し今後の展開までの整理を授業内で確認をします。
そうすることで、PDCAサイクルの考え方を理解し社会に役立つ力を向上させます。
成績評価の方法・基準（方針）
平常点30％、卒業研究課題30％、定期試験に代わるレポート試験40％の評価である。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

30

授業参加に対する姿勢、課題に対する仲間との協働、そ
してまとめ・発表の完成度を評価する(30)。

1,2,

授業外での評価

30

課題に対して、主体的な取り組みと内容を評価する(30)。

1,2,

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

最終レポート（課題レポートのまとめ：卒業研究含む：
40）。

1,2

その他

0

テキスト

プリントを配布する

参考書

授業の中で紹介する
セミナーⅣａ

履修条件・他の科目との関連 レポートの未提出、授業の欠席半期５回は評価対象外とする。

セミナーⅣａ

授業コード

13077974

授業科目名

セミナーⅣａ

授業担当教員

新村

由恵

成績担当教員

新村

由恵

開講年次

4年

授業種別

実務家教員による授業

演習

開講期

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
各自,「セミナーIII」において提出した卒業論文のテーマを基に研究計画を立て,卒業研究に取り組む．介入方
法・調査方法の進め方,評価方法・データ整理・統計手法など,個々の進捗状況に応じて指導する．
到達目標
１．自身の卒業研究テーマの必要性・実施意義について説明できる．
２．自身の卒業研究の方法について理解し、説明できる．
３．自身の卒業研究で収集したデータの分析結果について理解し、説明できる．
４．自身の卒業研究の仮説とフィードバック方法について説明できる．
授業計画
★介入研究においては、学外での活動を伴う場合もあります．
★ゼミ活動として時間外活動も一部実施します。
【第1回】
テーマ：オリエンテーション
内容・方法：最後の大学生活1年間の過ごし方について考える．
また,年間スケジュール,卒業研究,就職活動,資格取得に必要な情報を習得する．
【第2回】
テーマ：卒業研究論文作成に向けて
内容・方法：卒業研究論文作成に向けて必要な知識を習得する．
【第3回】
テーマ：介入研究の準備
内容・方法：卒業研究で行う介入研究の準備を行う．
【第4回】
テーマ：介入研究の準備
内容・方法：卒業研究における介入研究の準備を行う．
【第5回】
テーマ：介入研究における事前テスト
内容・方法：介入効果を評価するための事前テストを行なう．
【第6回】
テーマ：返却資料作成,健康支援教室の指導案作成
内容・方法：次週の健康支援教室の指導案を作成する．
【第7回】
テーマ：事前テストの結果説明会，健康支援教室 (1)
内容・方法：介入研究の対象者に向けた結果返却説明会
地域在住高齢者を対象に健康支援教室を行う。
【第8回】
テーマ：健康支援教室（2）・卒業研究調査・実験の企画および実施
内容・方法：地域在住高齢者を対象に健康支援教室を行う．
【第9回】
テーマ：健康支援教室（3）・卒業研究調査・実験の企画および実施
内容・方法：地域在住高齢者を対象に健康支援教室を行う．
【第10回】
テーマ：健康支援教室（4）・卒業研究調査・実験の企画および実施
内容・方法：地域在住高齢者を対象に健康支援教室を行う．
【第11回】
テーマ：健康支援教室（5）・卒業研究調査・実験の企画および実施
内容・方法：地域在住高齢者を対象に健康支援教室を行う．
【第12回】
テーマ：健康支援教室（6）・卒業研究調査・実験の企画および実施
内容・方法：地域在住高齢者を対象に健康支援教室を行う．
【第13回】
テーマ：健康支援教室（7）・卒業研究調査・実験の企画および実施
内容・方法：地域在住高齢者を対象に健康支援教室を行う．
【第14回】
テーマ：健康支援教室（8）・卒業研究調査・実験の企画および実施
内容・方法：地域在住高齢者を対象に健康支援教室を行う．
【第15回】
テーマ：介入研究における事後テスト
内容・方法：介入効果を評価するための事後テストを行なう．
セミナーⅣａ

事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
本授業は２単位科目であるため、合計９０時間の学習が必要となります。
各授業（２時間）に加えて、事前学習（２時間以上）、事後学習（２時間以上）を毎回各自で行ってください。
【第1回】
①事前学修課題：シラバスを読んでくる．
②事後学修課題：必要な情報を自身のスケジュール帳に記入する．
【第2回】
①事前学修課題：卒業研究とは何かを調べてくる．
②事後学修課題：本時の学習内容を復習する．
【第3回】
①事前学修課題：介入研究においてどのような測定・調査を行うかを考えてくる．
②事後学修課題：本時の授業内容を復習する．
【第4回】
①事前学修課題：介入研究においてどのような測定・調査を行うかを考えてくる．
②事後学修課題：本時の授業内容を復習する．
【第5回】
①事前学修課題：事前テストの準備をする.
②事後学修課題：収集したデータをパソコンに入力するとともに,結果返却資料を作成する．
【第6回】
①事前学修課題：前週に収集したデータをもとに結果返却資料を作成する．
②事後学修課題：結果説明会の準備,次週の健康支援教室の準備をする．
【第7回】
①事前学修課題：結果説明会の準備,指導練習等,教室準備
②事後学修課題：次週の健康支援教室の準備をする．
【第8回】
①事前学修課題：指導練習等,教室準備
②事後学修課題：次週の健康支援教室の準備をする．
【第9回】
①事前学修課題：指導練習等,教室準備
②事後学修課題：次週の健康支援教室の準備をする．
【第10回】
①事前学修課題：指導練習等,教室準備
②事後学修課題：次週の健康支援教室の準備をする．
【第11回】
①事前学修課題：指導練習等,教室準備
②事後学修課題：次週の健康支援教室の準備をする．
【第12回】
①事前学修課題：指導練習等,教室準備
②事後学修課題：次週の健康支援教室室の準備をする．
【第13回】
①事前学修課題：指導練習等,教室準備
②事後学修課題：次週の健康支援教室の準備をする．
【第14回】
①事前学修課題：指導練習等,教室準備
②事後学修課題：次週の健康支援教室の準備をする．
【第15回】
①事前学修課題：事後テストの準備をする
②事後学修課題：収集したデータをパソコンに入力するため整理する．
課題に対するフィードバックの方法
課題に対して口頭や文章（OIUメールやClassroom）で評価・コメントをフィードバックする。
必要に応じて授業時間外に面談を行う。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する．
なお、欠席５回以上（遅刻３回で欠席１回と評価、も含む）の場合は、K評価（評価不能）とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

本授業はアクティブラーニングも取り入れるため、出席状況
だけではなく、授業への取り組み姿勢も大きく評価に含め
る．
また、私的な言動により授業妨害を行い、他の学生の受
講する権利を阻害する場合は減点対象とする．

１・２・３・４

授業外での評価

20

各回の課題提出状況および内容．

１・２・３・４

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

30

「中間審査論文」の提出状況およびその内容で評価す

１・２・３・４
セミナーⅣａ

る。
提出期限までに中間審査論文を提出できなかった場合
は、K評価（評価不能）とする。
※最終試験もしくは最終レポート試験と同等の扱い。
その他

0

テキスト

プリントを配布する

参考書

特になし．

履修条件・他の科目との関連 １．新型コロナウィルスの感染状況により、進め方や内容を一部変更する場合があります．その場合
は随時連絡します．
２．大学が定める新型コロナウィルス感染拡大防止のルールに反する行動をとり、他の学生が安心し
て受講する権利を阻害する場合は退室を指示する場合があります．
３．私的な言動により授業妨害を行い、他の学生の受講する権利を阻害する場合は退室を指示す
る場合があります．
４．必要に応じて、授業時間外に勉強会等を開催することがあります（卒業研究関連）．
５．必要に応じて、学外で実習を行う場合があります（卒業研究関連）．

セミナーⅣａ

授業コード

13078074

授業科目名

セミナーⅣｂ

授業担当教員

新村

由恵

成績担当教員

新村

由恵

開講年次

4年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
各自,「セミナーIII」において提出した卒業論文のテーマを基に研究計画を立て,卒業研究に取り組む．介入方
法・調査方法の進め方,評価方法・データ整理・統計手法など,個々の進捗状況に応じて指導する．
到達目標
１．自身の卒業研究テーマの必要性・実施意義について文章で説明できる．
２．自身の卒業研究の方法について理解し、文章で説明できる．
３．自身の卒業研究で収集したデータの分析結果について理解し、文章で説明できる．
４．自身の卒業研究の結果について考察し、文章で説明できる．
５．自身の卒業研究で得られた結果をどのようにフィードバックするべきかを文章で説明できる．
６．自分の力で卒業研究論文を完成させる
授業計画
【第1回】
テーマ：データ入力（1）
内容・方法：健康支援教室で収集したデータをコンピューターに入力する．
【第2回】
テーマ：データ入力（2）
内容・方法：健康支援教室で収集したデータをコンピューターに入力する．
【第3回】
テーマ：結果返却資料作成
内容・方法：健康支援教室参加者に向けた介入結果の返却資料を作成する．
【第4回】
テーマ：健康支援教室結果説明会
内容・方法：健康支援教室参加者へ介入結果をフィードバックする．
【第5回】
テーマ：緒言作成（1）
内容・方法：卒業研究論文における緒言作成．
【第6回】
テーマ：緒言作成（2）
内容・方法：卒業研究論文における緒言作成．
【第7回】
テーマ：方法作成
内容・方法：卒業研究論文における方法の作成．
【第8回】
テーマ：結果作成（グラフ作成）
内容・方法：卒業研究論文における結果の作成．
【第9回】
テーマ：結果作成（統計処理：ＳＰＳＳ）
内容・方法：卒業研究論文における結果の作成．
【第10回】
テーマ：考察作成 (1)
内容・方法：卒業研究論文における考察を作成．
【第11回】
テーマ：考察作成 (2)
内容・方法：卒業研究論文における考察作成．
【第12回】
テーマ：結論、参考文献の作成
内容・方法：卒業研究論文における結論・参考文献の作成．
【第13回】
テーマ：卒表研究論文完成
内容・方法：卒業研究論文を完成させる．
【第14回】
テーマ：卒表研究論文抄録の完成
内容・方法：卒業研究論文抄録を完成させる．
【第15回】
テーマ：卒業研究論文PowerPoint完成
内容・方法：卒業研究論文PowerPointの作成
事前事後の学習

セミナーⅣｂ

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
本授業は２単位科目であるため、合計９０時間の学習が必要となります。各授業（２時間）に加えて、事前学習
（２時間以上）、事後学習（２時間以上）を毎回各自で行ってください。
【第1回】
①事前学修課題：収集したデータの入力準備
②事後学修課題：データ入力にミスがないかの確認．
【第2回】
①事前学修課題：収集したデータの入力準備
②事後学修課題：データ入力にミスがないかの確認．
【第3回】
①事前学修課題：結果返却資料の準備
②事後学修課題：運動介入によって得られた結果を確認する．
【第4回】
①事前学修課題：結果説明会のタイムスケジュールの確認
②事後学修課題：結果説明会の反省会
【第5回】
①事前学修課題：先行研究を熟読し,諸言の流れを考えてくる．
②事後学修課題：本時で作成した緒言を確認する．
【第6回】
①事前学修課題：先行研究を熟読し,諸言の流れを考えてくる．
②事後学修課題：本時で作成した緒言を確認する．
【第7回】
①事前学修課題：方法の流れを考えてくる．
②事後学修課題：本時で作成した方法を確認する．
【第8回】
①事前学修課題：これまでに作成した結果を見直してくる．
②事後学修課題：本時で作成した結果を確認する．
【第9回】
①事前学修課題：これまでに作成した結果を見直してくる．
②事後学修課題：本時で作成した結果を確認する．
【第10回】
①事前学修課題：これまでに作成した考察を見直してくる．
②事後学修課題：本時で作成した考察を確認する．
【第11回】
①事前学修課題：これまでに作成した考察を見直してくる．
②事後学修課題：本時で作成した考察を確認する．
【第12回】
①事前学修課題：結論の流れを考えるとともに、参考文献をまとめる．
②事後学修課題：これまでに作成した結論・参考文献を見直してくる．
【第13回】
①事前学修課題：前の週までに仕上げた卒業研究論文を見直してくる．
②事後学修課題：本時で仕上げた卒業研究論文を見直す．
【第14回】
①事前学修課題：抄録の流れを考えてくる．
②事後学修課題：抄録を完成させる．
【第15回】
①事前学修課題：前の週に完成させた抄録を見直してくる．
②事後学修課題：PowerPointの確認を行うとともに完成させる．
課題に対するフィードバックの方法
課題に対して口頭や文章（OIUメールやClassroom）で評価・コメントをフィードバックする。
必要に応じて授業時間外に面談を行う。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する．
なお、欠席５回以上（遅刻３回で欠席１回と評価、も含む）の場合は、K評価（評価不能）とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

40

本授業はアクティブラーニングも取り入れるため、出席状況
だけではなく、授業への取り組み姿勢も大きく評価に含め
る．
また、私的な言動により授業妨害を行い、他の学生の受
講する権利を阻害する場合は減点対象とする．

１・２・３・４・５

授業外での評価

30

各回の課題提出状況および内容．
授業時間外における卒業研究への取り組み．

１・２・３・４・５

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

30

卒業研究論文・抄録・発表資料（PowerPoint）の提出状 １・２・３・４・５
況とその内容。
※上記評価資料は、本授業における非常に重要な課題
セミナーⅣｂ

であるため、未提出の場合はK評価（評価不能）とする。
※卒業研究関連の課題は、最終試験もしくは最終レポー
ト試験と同等の扱いをする。
その他

0

テキスト

プリント等、資料を配布する。

参考書

必要に応じて紹介する。

履修条件・他の科目との関連 １．新型コロナウィルスの感染状況により、進め方や内容を一部変更する場合があります．その場合
は随時連絡します．
２．大学が定める新型コロナウィルス感染拡大防止のルールに反する行動をとり、他の学生が安心し
て受講する権利を阻害する場合は退室を指示する場合があります．
３．私的な言動により授業妨害を行い、他の学生の受講する権利を阻害する場合は退室を指示す
る場合があります．
４．必要に応じて、授業時間外に勉強会を開催することがあります（卒業研究関連）．
５．必要に応じて、学外で実習を行う場合があります（卒業研究関連）．

セミナーⅣｂ

授業コード

13032774

授業種別

授業科目名

セミナーⅣ（卒業研究を含む）

授業担当教員

新村

由恵

成績担当教員

新村

由恵

開講年次

4年

実務家教員による授業

演習

開講期

前期、後期

単位数

－

6単位

授業の目的・概要
各自,「セミナーIII」において提出した卒業論文のテーマを基に研究計画を立て,卒業研究に取り組む．介入方
法・調査方法の進め方,評価方法・データ整理・統計手法など,個々の進捗状況に応じて指導する．
到達目標
＜前期＞
１．自身の卒業研究テーマの必要性・実施意義について説明できる．
２．自身の卒業研究の方法について理解し、説明できる．
３．自身の卒業研究で収集したデータの分析結果について理解し、説明できる．
４．自身の卒業研究の仮説とフィードバック方法について説明できる．
＜後期＞
１．自身の卒業研究テーマの必要性・実施意義について文章で説明できる．
２．自身の卒業研究の方法について理解し、文章で説明できる．
３．自身の卒業研究で収集したデータの分析結果について理解し、文章で説明できる．
４．自身の卒業研究の結果について考察し、文章で説明できる．
５．自身の卒業研究で得られた結果をどのようにフィードバックするべきかを文章で説明できる．
６．自分の力で卒業研究論文を完成させる
授業計画
＜前期＞
★介入研究においては、学外での活動を伴う場合もあります．
★ゼミ活動として時間外活動も一部実施します。
【第1回】
テーマ：オリエンテーション
内容・方法：最後の大学生活1年間の過ごし方について考える．
また,年間スケジュール,卒業研究,就職活動,資格取得に必要な情報を習得する．
【第2回】
テーマ：卒業研究論文作成に向けて
内容・方法：卒業研究論文作成に向けて必要な知識を習得する．
【第3回】
テーマ：介入研究の準備
内容・方法：卒業研究で行う介入研究の準備を行う．
【第4回】
テーマ：介入研究の準備
内容・方法：卒業研究における介入研究の準備を行う．
【第5回】
テーマ：介入研究における事前テスト
内容・方法：介入効果を評価するための事前テストを行なう．
【第6回】
テーマ：返却資料作成,健康支援教室の指導案作成
内容・方法：次週の健康支援教室の指導案を作成する．
【第7回】
テーマ：事前テストの結果説明会，健康支援教室 (1)
内容・方法：介入研究の対象者に向けた結果返却説明会
地域在住高齢者を対象に健康支援教室を行う。
【第8回】
テーマ：健康支援教室（2）・卒業研究調査・実験の企画および実施
内容・方法：地域在住高齢者を対象に健康支援教室を行う．
【第9回】
テーマ：健康支援教室（3）・卒業研究調査・実験の企画および実施
内容・方法：地域在住高齢者を対象に健康支援教室を行う．
【第10回】
テーマ：健康支援教室（4）・卒業研究調査・実験の企画および実施
内容・方法：地域在住高齢者を対象に健康支援教室を行う．
【第11回】
テーマ：健康支援教室（5）・卒業研究調査・実験の企画および実施
内容・方法：地域在住高齢者を対象に健康支援教室を行う．
【第12回】
テーマ：健康支援教室（6）・卒業研究調査・実験の企画および実施
セミナーⅣ（卒業研究を含む）

内容・方法：地域在住高齢者を対象に健康支援教室を行う．
【第13回】
テーマ：健康支援教室（7）・卒業研究調査・実験の企画および実施
内容・方法：地域在住高齢者を対象に健康支援教室を行う．
【第14回】
テーマ：健康支援教室（8）・卒業研究調査・実験の企画および実施
内容・方法：地域在住高齢者を対象に健康支援教室を行う．
【第15回】
テーマ：介入研究における事後テスト
内容・方法：介入効果を評価するための事後テストを行なう．
＜後期＞
【第1回】
テーマ：データ入力（1）
内容・方法：健康支援教室で収集したデータをコンピューターに入力する．
【第2回】
テーマ：データ入力（2）
内容・方法：健康支援教室で収集したデータをコンピューターに入力する．
【第3回】
テーマ：結果返却資料作成
内容・方法：健康支援教室参加者に向けた介入結果の返却資料を作成する．
【第4回】
テーマ：健康支援教室結果説明会
内容・方法：健康支援教室参加者へ介入結果をフィードバックする．
【第5回】
テーマ：緒言作成（1）
内容・方法：卒業研究論文における緒言作成．
【第6回】
テーマ：緒言作成（2）
内容・方法：卒業研究論文における緒言作成．
【第7回】
テーマ：方法作成
内容・方法：卒業研究論文における方法の作成．
【第8回】
テーマ：結果作成（グラフ作成）
内容・方法：卒業研究論文における結果の作成．
【第9回】
テーマ：結果作成（統計処理：ＳＰＳＳ）
内容・方法：卒業研究論文における結果の作成．
【第10回】
テーマ：考察作成 (1)
内容・方法：卒業研究論文における考察を作成．
【第11回】
テーマ：考察作成 (2)
内容・方法：卒業研究論文における考察作成．
【第12回】
テーマ：結論、参考文献の作成
内容・方法：卒業研究論文における結論・参考文献の作成．
【第13回】
テーマ：卒表研究論文完成
内容・方法：卒業研究論文を完成させる．
【第14回】
テーマ：卒表研究論文抄録の完成
内容・方法：卒業研究論文抄録を完成させる．
【第15回】
テーマ：卒業研究論文PowerPoint完成
内容・方法：卒業研究論文PowerPointの作成
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
本授業は２単位科目であるため、合計９０時間の学習が必要となります。
各授業（２時間）に加えて、事前学習（２時間以上）、事後学習（２時間以上）を毎回各自で行ってください。
＜前期＞
【第1回】
①事前学修課題：シラバスを読んでくる．
②事後学修課題：必要な情報を自身のスケジュール帳に記入する．
【第2回】
①事前学修課題：卒業研究とは何かを調べてくる．
②事後学修課題：本時の学習内容を復習する．
【第3回】
①事前学修課題：介入研究においてどのような測定・調査を行うかを考えてくる．
②事後学修課題：本時の授業内容を復習する．
【第4回】
①事前学修課題：介入研究においてどのような測定・調査を行うかを考えてくる．
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②事後学修課題：本時の授業内容を復習する．
【第5回】
①事前学修課題：事前テストの準備をする.
②事後学修課題：収集したデータをパソコンに入力するとともに,結果返却資料を作成する．
【第6回】
①事前学修課題：前週に収集したデータをもとに結果返却資料を作成する．
②事後学修課題：結果説明会の準備,次週の健康支援教室の準備をする．
【第7回】
①事前学修課題：結果説明会の準備,指導練習等,教室準備
②事後学修課題：次週の健康支援教室の準備をする．
【第8回】
①事前学修課題：指導練習等,教室準備
②事後学修課題：次週の健康支援教室の準備をする．
【第9回】
①事前学修課題：指導練習等,教室準備
②事後学修課題：次週の健康支援教室の準備をする．
【第10回】
①事前学修課題：指導練習等,教室準備
②事後学修課題：次週の健康支援教室の準備をする．
【第11回】
①事前学修課題：指導練習等,教室準備
②事後学修課題：次週の健康支援教室の準備をする．
【第12回】
①事前学修課題：指導練習等,教室準備
②事後学修課題：次週の健康支援教室室の準備をする．
【第13回】
①事前学修課題：指導練習等,教室準備
②事後学修課題：次週の健康支援教室の準備をする．
【第14回】
①事前学修課題：指導練習等,教室準備
②事後学修課題：次週の健康支援教室の準備をする．
【第15回】
①事前学修課題：事後テストの準備をする
②事後学修課題：収集したデータをパソコンに入力するため整理する．
＜後期＞
【第1回】
①事前学修課題：収集したデータの入力準備
②事後学修課題：データ入力にミスがないかの確認．
【第2回】
①事前学修課題：収集したデータの入力準備
②事後学修課題：データ入力にミスがないかの確認．
【第3回】
①事前学修課題：結果返却資料の準備
②事後学修課題：運動介入によって得られた結果を確認する．
【第4回】
①事前学修課題：結果説明会のタイムスケジュールの確認
②事後学修課題：結果説明会の反省会
【第5回】
①事前学修課題：先行研究を熟読し,諸言の流れを考えてくる．
②事後学修課題：本時で作成した緒言を確認する．
【第6回】
①事前学修課題：先行研究を熟読し,諸言の流れを考えてくる．
②事後学修課題：本時で作成した緒言を確認する．
【第7回】
①事前学修課題：方法の流れを考えてくる．
②事後学修課題：本時で作成した方法を確認する．
【第8回】
①事前学修課題：これまでに作成した結果を見直してくる．
②事後学修課題：本時で作成した結果を確認する．
【第9回】
①事前学修課題：これまでに作成した結果を見直してくる．
②事後学修課題：本時で作成した結果を確認する．
【第10回】
①事前学修課題：これまでに作成した考察を見直してくる．
②事後学修課題：本時で作成した考察を確認する．
【第11回】
①事前学修課題：これまでに作成した考察を見直してくる．
②事後学修課題：本時で作成した考察を確認する．
【第12回】
①事前学修課題：結論の流れを考えるとともに、参考文献をまとめる．
②事後学修課題：これまでに作成した結論・参考文献を見直してくる．
【第13回】
①事前学修課題：前の週までに仕上げた卒業研究論文を見直してくる．
②事後学修課題：本時で仕上げた卒業研究論文を見直す．
【第14回】
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①事前学修課題：抄録の流れを考えてくる．
②事後学修課題：抄録を完成させる．
【第15回】
①事前学修課題：前の週に完成させた抄録を見直してくる．
②事後学修課題：PowerPointの確認を行うとともに完成させる．
課題に対するフィードバックの方法
課題に対して口頭や文章（OIUメールやClassroom）で評価・コメントをフィードバックする。
必要に応じて授業時間外に面談を行う。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する．
なお、半期の欠席５回以上（遅刻３回で欠席１回と評価、も含む）の場合は、K評価（評価不能）とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

40

本授業はアクティブラーニングも取り入れるため、出席状況
だけではなく、授業への取り組み姿勢も大きく評価に含め
る．
また、私的な言動により授業妨害を行い、他の学生の受
講する権利を阻害する場合は減点対象とする．

１・２・３・４・５

授業外での評価

30

各回の課題提出状況および内容．
授業時間外における卒業研究への取り組み．

１・２・３・４・５

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

30

その他

0

テキスト

プリント等、資料を配布する。

参考書

必要に応じて紹介する。

卒業研究論文・抄録・発表資料（PowerPoint）の提出状 １・２・３・４・５
況とその内容。
※上記評価資料は、本授業における非常に重要な課題
であるため、未提出の場合はK評価（評価不能）とする。
※卒業研究関連の課題は、最終試験もしくは最終レポー
ト試験と同等の扱いをする。

履修条件・他の科目との関連 １．新型コロナウィルスの感染状況により、進め方や内容を一部変更する場合があります．その場合
は随時連絡します．
２．大学が定める新型コロナウィルス感染拡大防止のルールに反する行動をとり、他の学生が安心し
て受講する権利を阻害する場合は退室を指示する場合があります．
３．私的な言動により授業妨害を行い、他の学生の受講する権利を阻害する場合は退室を指示す
る場合があります．
４．必要に応じて、授業時間外に勉強会を開催することがあります（卒業研究関連）．
５．必要に応じて、学外で実習を行う場合があります（卒業研究関連）．
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授業コード

13077975

授業科目名

セミナーⅣａ

授業担当教員

髙見

彰

成績担当教員

髙見

彰

開講年次

4年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
設定したテーマについて実験あるいは調査を行い、中間発表で発表する。
到達目標
１．卒業研究中間発表にて研究計画をレジメにまとめ発表することができる。
授業計画
【第1回】
テーマ：セミナーⅣガイダンス
内容・方法：今年度のスケジュールについて、長期休暇中の指導について、その他個別指導（進路等含む）
【第2回】
テーマ：就職活動、進学に関する指導1
内容・方法：就職活動、進学準備の状況について相互発表
【第3回】
テーマ：研究計画作成
内容・方法：3年次の中間発表内容をもとに、4年次の研究計画を立てる。
【第4回】
テーマ：研究計画および進捗状況発表
内容・方法：文献検索等の成果を報告する。
【第5回】
テーマ：研究計画完成（個別指導）
内容・方法：研究計画について具体的な指導を受ける。
【第6回】
テーマ：各自の研究テーマに関する活動報告・相談
内容・方法：研究の進捗状況の報告、相談
【第7回】
テーマ：各自の研究テーマに関する活動報告・相談
内容・方法：研究の進捗状況の報告、相談
【第8回】
テーマ：各自の研究テーマに関する活動報告・相談。
内容・方法：研究の進捗状況の報告、相談
【第9回】
テーマ：各自の研究テーマに関する活動報告・相談
内容・方法：研究の進捗状況の報告、相談
【第10回】
テーマ：中間発表に向けて（準備）
内容・方法：研究データ整理、データのまとめ
【第11回】
テーマ：各自の研究テーマに関する結果報告・相談
内容・方法：研究の進捗状況の報告、相談
【第12回】
テーマ：各自の研究テーマに関する結果報告・相談
内容・方法：研究の進捗状況の報告、相談
【第13回】
テーマ：中間発表リハーサル
内容・方法：中間発表の原稿作成。
【第14回】
テーマ：中間発表
内容・方法：中間発表。質疑応答あり。
【第15回】
テーマ：夏期休暇中の卒業研究活動計画相談（個別指導）
内容・方法：夏季休暇中の研究計画を立てる。
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
資料探しや発表やプレゼンテーションなどが行われるため、文献を探し読みこと、さらに資料作りなどが必要と
なるため、事前事後の学習は毎回4時間以上（事前学習は1.5時間以上、事後学習は2.5時間以上）必要となる。
それ以外にも、卒業研究提出レジュメ作成及び卒業研究発表会に向けての資料作成とプレゼンテーションの練習
などに90時間以上の学習時間が必要となる。
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課題に対するフィードバックの方法
各回セミナー時にフィードバックを行う
成績評価の方法・基準（方針）
以下の通り、卒業研究中間発表と卒業研究に取り組む姿勢や研究進捗状況に基づき評価する。卒業研究中間発表
を行なわければ「K」評価で不合格となる。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

30

卒業研究中間発表（30）

1

授業外での評価

50

卒業研究の進捗状況レポートの作成（50）

1

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

0

その他

20

卒業研究を取り組む姿勢（20）

1

テキスト

共通のテキストは用いないが、統計処理、SPSSに関わる資料は別途配布する。

参考書

各自のテーマに合わせた参考書、資料を適宜紹介する。

履修条件・他の科目との関連 卒業研究指導は、テーマ毎に個別に行うため、定められたセミナーの時間に行なうとは限らない。その
場合は、学生と教員が相談して時間を設定する。実験や調査は、授業期間以外夏季休暇や冬期
休暇期間にも実施する。
卒研の実施においては、セミナー内でお互いに協力することを求める。
無断欠席、遅刻、他の受講生に対し迷惑となる行為を繰り返した場合は単位を認定しない。
◎欠席した場合は、課題等のプリントを研究室に取りに来ること。また、課題は次回のセミナー時に
提出すること。
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授業コード

13077976

授業科目名

セミナーⅣａ

授業担当教員

東

亜弓

成績担当教員

東

亜弓

開講年次

4年

授業種別

実務家教員による授業

演習

開講期

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
日常生活の中で問題意識を持ち、文献や資料の調査を行い、自分の考えを他者に分かりやすく伝えること（レ
ポートやプレゼンテーション）に重点をおいた授業です。
前半では、卒業研究の研究計画に沿って、フィールド調査の準備と調査を実施します。前期に教育実習が控えて
いる場合は、研究計画に組み込み、スケジュールを作成する必要があります。後半では、その成果と考察をゼミ
で発表し、全員で議論することで、さらに理解を深めていきます。この授業の目的は、計画や準備、そして研究
論文の文章表現について学ぶことです。
授業は教員による解説と学生による発表を組み合わせたものです。配布資料は、基本的にデータでGoogleクラス
ルームより配信します。授業内に直接配布する場合もあります。事前学習では、レジュメの作成や実技課題のリ
ハーサルなどの準備を行っておくこと。事後学習では、教員からのフィードバックを元にふり返りを行うなど、
主体的に取り組むことが必要です。
到達目標
１．研究計画を立案し、実践することができる
２．他者の意見に対して、自分の意見を述べることができる
３．適切な情報収集ができる
４．他者と協力して行動することができる
授業計画
【第1回】ガイダンス
内容：履修登録の確認、およびスケジュールの確認
【第2回】研究テーマおよび目的、仮説を設定する
内容：研究領域を決め、研究の骨組みをつくる
【第3回】研究テーマ、仮説を発表する
内容：プレゼンテーションに対して、質疑応答を行い、内容を深める
【第4回】背景、目的、仮説、方法を執筆する
内容：発表した内容を文章にする
【第5回】情報を集める
内容：図書館やインターネットを利用し、根拠となる情報を収集する
【第6回】集めた情報を引用して執筆する
内容：第4回で作成した文章に書き加える
【第7回】執筆した文章を推敲する
内容：他者の文章を添削し、自分の文章を推敲する
【第8回】研究計画の進捗状況を発表する（１）前半
内容：研究計画をプレゼンテーションし、意見交換を行う
【第9回】研究計画の進捗状況を発表する（２）後半
内容：研究計画をプレゼンテーションし、意見交換を行う
【第10回】フィールド調査の準備（１）妥当性と信頼性
内容：テーマに沿ったものになっているかを確認する
【第11回】フィールド調査の準備（２）調査用紙作成
内容：調査用紙をパソコンを使って作成する
【第12回】フィールド調査の準備（３）プレテスト
内容：作成した調査用紙についてセミナー内で確認する
【第13回】取組み成果を発表する（１）前半
内容：5分程度にまとめ、履修者の2分の1が発表し質疑応答を行う
【第14回】取組み成果を発表する（２）後半
内容：5分程度にまとめ、履修者の2分の1が発表し質疑応答を行う
【第15回】中間報告会
内容：レジュメを作成し、発表する。（3年生はコメンテーターとして参加）
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
【事前学習】
下記について事前に予習しておくこと。
第1回から第3回：レジュメの作成、ディスカッションの準備
第4回から第7回：分からない箇所を事前に調べて、理解しておく
第7回から第9回：レジュメの作成、ディスカッションの準備
第10回から第12回：必要な資料を集め、フィールド調査の準備を行っておく
第13回から第15回：レジュメの作成、ディスカッションの準備
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【事後学習】
授業内に学んだ内容についてふり返り、資料やノートにまとめる
課題に対するフィードバックの方法
授業内に講評する
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、授業期間中に実施するプレゼンテーションと、到達目標への達成度に基づき、総合的に判定
したうえで60点以上を合格とし所定の単位を認定します。
ただし、正当な理由のない5回以上の欠席、定期試験に代わるレポート試験が未提出の場合は評価対象とせず
「K」評価とします。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

60

授業内における発表、ディスカッションへの積極的な参加
(30)
レジュメ、スライド資料の完成度(20)
研究計画の実行過程(10)

1、2、3、4

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

中間報告レポートの提出（30）
中間報告の発表(10)

1、2、3、4

その他

0

テキスト

テキストを使用しない
教材がある場合は、授業内に配布する

参考書

「よくわかる心理統計」ミネルヴァ書房 ISBN 9784623039999
「ゼロからわかる大学生のためのレポート・論文の書き方」ナツメ社 ISBN 9784816350573

履修条件・他の科目との関連 卒業要件必修科目です。「スポーツ心理学」「スポーツの測定・評価」の内容と関連しています。
授業を欠席した場合、授業内に直接配布された資料を研究室（5-1002）まで受取りに行くこと。

セミナーⅣａ

授業コード

13077978

授業科目名

セミナーⅣａ

授業担当教員

堀込

孝二

成績担当教員

堀込

孝二

開講年次

4年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
セミナー専門分野である「スポーツビジネス」「スポーツマネジメント」観点から4年間の学習の集大成として研
究を行なう。卒業研究論文作成に向け各自でテーマ選定を行なうがあくまで専門分野の内容に沿ったものとす
る。
さらに現場での経験を積み卒業後に活かすため引き続き現場実習への参加も行なっていく。
到達目標
１．卒業研究を通して、解決すべき問題を発見する方法を実践することができる。
２．卒業研究を通して、課題解決に必要な調査や分析を行なうことができる。
３．Wordを用いて調査や分析結果を中間論文としてまとめることができる。
授業計画
【第1回】授業オリエンテーション：年間計画・予定確認、卒業研究について
【第2回】研究内容の設定１：先行事例の情報収集
【第3回】研究内容の設定２：先行事例の情報収集
【第4回】研究内容の設定３：先行事例の情報収集
【第5回】研究内容の設定４：先行事例の情報収集
【第6回】中間発表会抄録の作成１：中間発表会抄録を作成する
【第7回】中間発表会抄録の作成２：中間発表会抄録を作成する
【第8回】中間発表会抄録の作成３：中間発表会抄録を作成する
【第9回】中間発表会抄録の作成４：中間発表会抄録を作成する
【第10回】中間発表会抄録の作成５：中間発表会抄録を作成する
【第11回】中間発表会抄録の作成６：中間発表会抄録を作成する
【第12回】中間発表会抄録の作成７：中間発表会抄録を作成する
【第13回】中間発表会抄録の作成８：中間発表会抄録を作成する
【第14回】中間発表会抄録の作成９：中間発表会抄録を作成する
【第15回】前期のまとめ：前期の振り返りと後期の活動計画の立案を行なう
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
第1回
【事前】授業のシラバスを熟読し、授業構成を理解する
【事後】オリエンテーション説明内容にもとづき授業内ルールや方針などを理解し次回以降に向けてノートを準
備する
第2回
【事前】新聞、ニュースなどから情報収集を行なっておく
【事後】授業内で不足している準備を検討し出来ることは進めておく
第3回
【事前】新聞、ニュースなどから情報収集を行なっておく
【事後】授業内で不足している準備を検討し出来ることは進めておく
第4回
【事前】授業内で不足している準備を検討し出来ることは進めておく
【事後】授業内で不足している準備を検討し出来ることは進めておく
第5回
【事前】授業内で不足している準備を検討し出来ることは進めておく
【事後】次週からの課題に対して情報収集を行なう
第6回
【事前】新聞、ニュースなどから情報収集を行なっておく
【事後】授業内で不足している準備を検討し出来ることは進めておく
第7回
【事前】授業内で不足している準備を検討し出来ることは進めておく
【事後】授業内で不足している準備を検討し出来ることは進めておく
第8回
【事前】授業内で不足している準備を検討し出来ることは進めておく
【事後】授業内で不足している準備を検討し出来ることは進めておく
第9回
【事前】授業内で不足している準備を検討し出来ることは進めておく
【事後】授業内で不足している準備を検討し出来ることは進めておく
第10回
セミナーⅣａ

【事前】授業内で不足している準備を検討し出来ることは進めておく
【事後】授業内で不足している準備を検討し出来ることは進めておく
第11回
【事前】授業内で不足している準備を検討し出来ることは進めておく
【事後】授業内で不足している準備を検討し出来ることは進めておく
第12回
【事前】授業内で不足している準備を検討し出来ることは進めておく
【事後】授業内で不足している準備を検討し出来ることは進めておく
第13回
【事前】授業内で不足している準備を検討し出来ることは進めておく
【事後】授業内で不足している準備を検討し出来ることは進めておく
第14回
【事前】授業内で不足している準備を検討し出来ることは進めておく
【事後】授業内で不足している準備を検討し出来ることは進めておく
第15回
【事前】授業内で不足している準備を検討し出来ることは進めておく
【事後】第14回までの振り返りを行ない、後期の活動計画を遂行できるようノートの再加筆を行なう
課題に対するフィードバックの方法
課題作成をすすめながら指摘やアドバイスを適宜行なう。セミナー以外での時間も必要であれば活用していく。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、各回の提示課題に対する内容の達成度、習熟度を総合的に判断のうえ、60点以上を合格と
し、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

80

課題の達成度、習熟度

2、3

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

0

その他

20

課題作成に対する取り組む姿勢

1

テキスト

テキストは使用せずプリントなど資料を適宜配布する

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する

履修条件・他の科目との関連 授業以外での時間で新聞や書籍に出来るだけ多く目を通して情報収集を常に行っていくという姿勢
が望ましい。
テーマを決めてそれを追究する探究心を持つことを期待する。

セミナーⅣａ

授業コード

13077979

授業科目名

セミナーⅣａ

授業担当教員

岸本

恵一

成績担当教員

岸本

恵一

開講年次

4年

授業種別

実務家教員による授業

演習

開講期

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
本セミナーでは卒業研究の完成に向けて、各自の研究計画に基づき、研究構想および思考などを、より客観的か
つ論理的にまとめていくことを中心に展開する。またプレゼンテーションおよびディスカッションを経て、より
研究構想を深化させ、具現化してもらう。本セミナーを通して、事柄を多角的視点から客観的かつ論理的に考察
し、自身の独創性も交えて具現化、かつ表現する能力を身につける。
到達目標
１．自己の計画に基づいて卒業研究を完成させることで、遂行能力を高めることができる。
２．自己の考えを客観的かつ論理的に具現化し、プレゼンテーションすることで、汎用性のある表現方法を身に
つけることができる。
３．スポーツ医科学に関する知識を深化させることができる。
４．実践的技能を身につけることができる。
授業計画
1回 ：授業の概要と進め方
2回 ：年間計画の作成と研究計画書の見直し
3回 ：卒業研究の構想発表および討議（1）研究題目の作成
4回 ：卒業研究の構想発表および討議（2）研究の着目点と意義
5回 ：卒業研究の構想発表および討議（3）研究の対象と方法
6回 ：先行研究の調査と分析（1）
7回 ：先行研究の調査と分析（2）
8回 ：各自のテーマに基づく調査・研究（1）
9回 ：各自のテーマに基づく調査・研究（2）
10回：各自のテーマに基づく調査・研究（3）
11回：中間発表に向けた準備（1）抄録の作成
12回：中間発表に向けた準備（2）プレゼンテーション
13回：中間発表に向けた準備（3）プレゼンテーション
14回：中間発表に向けた準備（4）プレゼンテーション
15回：中間発表に向けた準備（5）プレゼンテーション
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
活動内容などに関して、指示された参考書などをもとに事前に概要をまとめておく。また、事後には反省点・修
正点をまとめ、次回授業時に改善されていることを求める。
課題に対するフィードバックの方法
授業中に課した課題に対しては、その場または翌週以降で開示する。
成績評価の方法・基準（方針）
卒業研究への取り組みと内容により評価する。
また提出物などは期限厳守とし、原則的に全授業への出席を求める。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

自己で設定した課題に対し、先行研究を精読し、論理的 １,２,３,4
思考のもとに適切にまとめられているか、またそれを明快に
発表できているのかを評価する。

授業外での評価

30

先行研究を精読し適切にまとめられているかを評価する。

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

20

その他

0

１,２,３,4

研究計画に基づき適切にレポートを作成しているかを評価 １,２,３,4
する。

セミナーⅣａ

テキスト

テキストは使用しない。

参考書

必要に応じて適宜指示する。

履修条件・他の科目との関連 自身のテーマに基づいた研究・調査を実施し、成果物を完成させることができるよう、積極的な参加
と自己運営を求めます。

セミナーⅣａ

授業コード

13077980

授業科目名

セミナーⅣａ

授業担当教員

田中

淳

成績担当教員

田中

淳

開講年次

4年

授業種別

実務家教員による授業

演習

開講期

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
フィットネス業界・健康スポーツ産業への就職に向けて、業界やトレーニング指導に関する最新の情報を説明す
る。また卒業研究の作成を通して、論理的思考や課題解決のプロセスを学ぶ。
到達目標
１．社会人として必要な能力が身についている（フィットネス業界、健康スポーツ産業への就職）
２．トレーニングの専門知識を習得している（トレーニング指導者資格の取得）
３．卒業研究を通して、論理的思考および課題解決力を身につける
授業計画
【第1回】
テーマ：ガイダンス①
内容：年間スケジュール、卒業研究について
【第2回】
テーマ：ガイダンス②
内容：キャリアガイダンス
【第3回】
テーマ：ガイダンス③
内容：ゼミの進め方、年間スケジュールの確認
【第4回】
テーマ：研究テーマの設定（１）
内容：先行研究等の情報収集と文献抄読
【第5回】
テーマ：研究テーマの設定（２）
内容：先行研究等の情報収集と文献抄読
【第6回】
テーマ：各自の研究テーマに基づく測定・実験・調査（１）
内容：測定・実験・調査の準備
【第7回】
テーマ：各自の研究テーマに基づく測定・実験・調査（２）
内容：測定・実験・調査の予行演習
【第8回】
テーマ：各自の研究テーマに基づく測定・実験・調査（３）
内容：測定・実験・調査の実施
【第9回】
テーマ：各自の研究テーマに基づく測定・実験・調査（４）
内容：データの集計
【第10回】
テーマ：中間発表会準備（１）
内容：発表会抄録の作成①
【第11回】
テーマ：中間発表会準備（２）
内容：発表会抄録の作成②
【第12回】
テーマ：中間発表会準備（３）
内容：発表会資料・原稿の作成①
【第13回】
テーマ：中間発表会準備（４）
内容：発表会資料・原稿の作成②
【第14回】
テーマ：中間発表会準備（５）
内容：発表練習
【第15回】
テーマ：中間発表会
内容：中間発表の実施
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
【第1回】
セミナーⅣａ

事前学修課題：シラバスを読み、内容を確認しておく
事後学修課題：年間スケジュール、卒業研究について確認する
【第2回】
事前学修課題：今までのキャリア関係の授業の復習をしておく
事後学修課題：今後の就職活動についてまとめる
【第3回】
事前学修課題：シラバスを読み、内容を確認しておく
事後学修課題：今後のゼミ活動や卒業研究についてまとめる
【第4回】
事前学修課題：興味のある内容の文献を収集する
事後学修課題：授業で実施した内容を復習する
【第5回】
事前学修課題：興味のある内容の文献を収集する
事後学修課題：授業で実施した内容を復習する
【第6回】
事前学修課題：測定・実験・調査方法の確認
事後学修課題：不明な点を明確にして、すべてクリアにする
【第7回】
事前学修課題：予備測定・実験・調査の準備
事後学修課題：改善点をまとめる
【第8回】
事前学修課題：本測定・実験・調査の準備
事後学修課題：反省点をまとめる
【第9回】
事前学修課題：測定・実験・調査データの確認
事後学修課題：まとめたデータを整理する
【第10回】
事前学修課題：発表の全体構成を考える
事後学修課題：発表会抄録の修正
【第11回】
事前学修課題：抄録の構成を考える
事後学修課題：発表会抄録の修正
【第12回】
事前学修課題：発表用スライドの構成を考える
事後学修課題：発表用スライドの修正
【第13回】
事前学修課題：発表用スライドの内容および発表原稿を考える
事後学修課題：発表用スライド、原稿の修正
【第14回】
事前学修課題：事前に発表練習を実施しておく
事後学修課題：指摘された箇所の修正
【第15回】
事前学修課題：発表練習をしておく
事後学修課題：アドバイスされた部分をまとめる
課題に対するフィードバックの方法
課題に対しての質問には適宜フィードバックを行う。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定の上、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
正当な理由のない卒業研究論文の未提出および1/3以上の欠席は、評価の対象とせず「K」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

60

卒業研究論文（30）、卒業研究発表（30）

1,2,3

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

0

その他

40

卒業研究への取組み（40）

1,2,3

テキスト

なし

参考書

必要に応じて適宜指示する

履修条件・他の科目との関連 フィットネス業界・健康スポーツ産業への就職を希望し、トレーニング指導者資格の取得を目指して
いることが望ましい。

セミナーⅣａ

授業コード

13077981

授業科目名

セミナーⅣａ

授業担当教員

奥島

大

成績担当教員

奥島

大

開講年次

4年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
セミナーⅣでは、各学生がセミナー担当教員とともに決定した卒業研究論文のテーマにしたがって実験・調査を
計画・遂行するとともに統計処理、作図、論文執筆について学習させる。本セミナーでは、卒業研究論文の制作
を通して科学的事実がどのような過程を通じて導かれるのか理解させるとともに、客観的かつ論理的に事象を観
察する力を養わせることを目的とする。本セミナーでは、卒業研究論文の完成に向けて、週・月単位の予定を学
生に作成させ、遂行状況を報告するとともに収集したデータについて議論する。授業の形態は、卒業研究論文を
作成するためのディスカッション、実験・調査を主体とした演習授業である。
到達目標
1. 卒業研究論文の作成過程で適切な課題や目標を設定する術を身につける
2. 卒業研究論文の作成過程で設定した課題や目標を達成する遂行能力を身につける
授業計画
【第1回】卒業研究に関連する先行研究紹介（1）：研究の背景・目的を書く準備を進める
【第2回】卒業研究に関連する先行研究紹介（2）：研究の背景・目的を書く準備を進める
【第3回】卒業研究に関連する先行研究紹介（3）：研究の背景・目的を書く準備を進める
【第4回】卒業研究に関連する先行研究紹介（4）：研究の背景・目的を書く準備を進める
【第5回】卒業研究の題目発表：研究のタイトルを決定し、背景・目的を書き始める
【第6回】卒業研究実験準備（1）：実験機器の使用法を習得
【第7回】卒業研究実験準備（2）：予備実験の実施・得られたデータの議論
【第8回】卒業研究実験準備（3）：予備実験の実施・得られたデータの議論
【第9回】卒業研究実験（1）：データの収集・得られたデータの議論
【第10回】卒業研究実験（2）：データの収集・得られたデータの議論
【第11回】卒業研究実験（3）：データの収集・得られたデータの議論
【第12回】卒業研究実験（4）：データの収集・得られたデータの議論
【第13回】中間抄録の作成（1）：中間抄録の内容をまとめる
【第14回】中間抄録の作成（2）：中間抄録の内容をまとめる
【第15回】卒業研究の中間発表会：中間抄録の内容を議論する
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
事前学習［各2時間］
【第1回】論文を精読し、その内容をA4要旨に文章でまとめる
【第2回】論文を精読し、その内容をA4要旨に文章でまとめる
【第3回】論文を精読し、その内容をA4要旨に文章でまとめる
【第4回】論文を精読し、その内容をA4要旨に文章でまとめる
【第5回】自身の取り組む卒業研究論文の題目やその社会的意義について考える
【第6回】実験で使用する機器を決定し、その使用マニュアルを読了する
【第7回】実験準備を済ませて予備実験に備える
【第8回】実験準備を済ませて予備実験に備える。予備実験が完了した者は結果をまとめる
【第9回】実験の準備を進める
【第10回】実験の準備を進める
【第11回】実験の準備を進める
【第12回】実験の準備を進める
【第13回】中間抄録の目的や方法を作成する
【第14回】前回から引き続き、中間抄録の目的や方法を作成する
【第15回】パワーポイントで発表資料を作成する
事後学習［各2時間］
【第1回】精読した論文のまとめ、および他のセミナー員が紹介した論文内容の復習
【第2回】精読した論文のまとめ、および他のセミナー員が紹介した論文内容の復習
【第3回】精読した論文のまとめ、および他のセミナー員が紹介した論文内容の復習
【第4回】精読した論文のまとめ、および他のセミナー員が紹介した論文内容の復習
【第5回】自身の取り組む卒業研究論文の研究背景についてまとめる
【第6回】マニュアルを参考に実験で使用する機器を使用する
【第7回】予備測定の手順やデータを確認し、修正点を探す
【第8回】予備測定の手順やデータを確認し、修正点を探す
【第9回】実験で得られたデータを確認・整理する
【第10回】実験で得られたデータを確認・整理する
セミナーⅣａ

【第11回】実験で得られたデータを確認・整理する
【第12回】実験で得られたデータを確認・整理する
【第13回】中間抄録の目的や方法を修正・加筆する
【第14回】中間抄録の目的や方法を修正・加筆する
【第15回】中間報告会で質問された内容や分からなかった点について調査する
課題に対するフィードバックの方法
取り組んだ課題に対して、対面でその内容を論議し、卒業論文の内容について整理する。また、論議の中で今後
の学習で留意する点についても確認させることで、卒業研究だけでなく社会でも役立てられる課題解決能力の考
え方を学習することを促す。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判断し、60点以上を合格とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

授業内での評価

40

授業内における発表の質（20），授業内における議論の質 1, 2
（20）

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

60

その他

0

テキスト

テキストは使用せず、必要に応じて資料を配付する。

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する。

中間論文の質（60）

評価対象となる到達目標

1, 2

履修条件・他の科目との関連 やむを得ない事情を除いて必ず出席し、自分の発表、および他の構成の発表を理解して論議に参
加することを要求する。授業の欠席半期5回、通年10回以上の場合は評価対象外とする。実験・
調査については、セミナー員の相互協力を基本とする。
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授業コード

13077982

授業科目名

セミナーⅣａ

授業担当教員

谷川

哲朗

成績担当教員

谷川

哲朗

開講年次

4年

授業種別

実務家教員による授業

演習

開講期

前期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
卒業論文（セミナーⅣ）に向け,障がい者スポーツや各種運動・スポーツの動作に関連する課題にについて取り組
む．
また,その過程で次の3つの事項を学ぶ．
１）文献や論文を検索する方法
２）PCなどを用いてデータ収集および分析を行う方法
３）自分が伝えたい内容を文字および口頭で簡潔かつ具体的に説明する方法
到達目標
１）各種運動・スポーツに関する文献および論文の検索ができるようになる．
２）PCを用いた出た収集と整理ができるようになる．
３）自身が伝えたい内容について,文字および口頭で説明できるようになる．
４）客観的に物事を考え,目標に向けて計画をたて,主体的に進める姿勢をみにつける．
授業計画
【第 1回】オリエンテーション
【第 2回】研究計画の立案/見直し
【第 3回】予備調査・予備測定の準備
【第 4回】予備調査・予備測定の実施
【第 5回】予備調査・予備測定の振り返り
【第 6回】結果の分析1（データ取得および整理）
【第 7回】結果の分析2（データ取得および整理）
【第 8回】結果の整理（図表の作成）
【第 9回】結果の整理（図表の作成）
【第10回】研究近況報告プレゼンテーション
【第11回】人権映画鑑賞会
【第12回】論文作成：方法と結果
【第13回】論文作成：考察と緒言
【第14回】中間報告および中間報告プレゼン資料の作成
【第15回】卒業論文中間報告会
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
本授業は主に発表形式で授業が展開されることから,事前事後の学修が必要になります．
事前の学修：これまでの研究の進捗状況をA4用紙1枚にまとめる．
事後の学修：指摘された内容をうけ,作成した研究の進捗状況の用紙に加筆・修正を行う．
課題に対するフィードバックの方法
毎授業中または終了後,翌週に行う．
成績評価の方法・基準（方針）
下記に示す評価方法により,総合的に判定のうえ,60点以上を合格とし,所定の単位を認定する．
１）正当な理由がなく,3回以上の欠席は評価の対象とせず,「K」評価とする．
２）授業の遅刻および早退は1/3欠席として扱う．
３）レポート未提出者は,評価の対象とせず,「K」評価とする．
*やむをえない事情がある場合には,事前の連絡・報告・相談すること．
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

40

授業時の課題（20）,リフレクションシート（20）等

１）,２）,３）,４）

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

学期末レポート（40）

１）、２）、３）、４）

セミナーⅣａ

その他

20

テキスト

テキストは使用せず,プリント（資料）を配布する．

参考書

必要に応じて,授業で紹介する．

授業に関する質問・発言（10）,取り組み姿勢（10）等

１）,２）,３）,４）

履修条件・他の科目との関連 授業態度が悪い場合,退出を命ずることがあります．
授業を欠席した場合,担当教員に申し出て,配布資料を受け取ってください．
障がい者スポーツ指導や測定の方法を学ぶため,学外授業を実施する場合があります．

セミナーⅣａ

授業コード

13078071

授業科目名

セミナーⅣｂ

授業担当教員

寺田

進志

成績担当教員

寺田

進志

開講年次

4年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
スポーツの種目特性や実践方法,指導方法について教育・研究します．具体的には,競技スポーツ,学校体育,ジュ
ニアスポーツを対象としたコーチング（技術・体力・トレーニング・指導）が研究テーマです．セミナーⅣの卒
業研究に向けて,文献精読,体力・パワー測定,動作解析,観察的評価法,生理学的手法,データ・統計分析,プレゼン
テーションの基礎演習も行います．セミナーを通して,スポーツの意義や役割の理解,分析や問題解決能力,実践力
の基礎が身につきます．
到達目標
1．課題を的確に把握することができる。
2．適切な方法を選び，課題を解決することができる。
3．自己の考えを他者に論理的に説明し，他者と建設的に議論し，新たな物事を創造しようとしている。
授業計画
【第1回】
テーマ：中間発表会の報告（２）
内容・方法：中間発表会の報告をする（２）進路について確認をする．
【第2回】
テーマ：大学祭の準備（１）
内容・方法：大学祭の参加方法（模擬店・フリーマーケット等）につい決定をする．
【第3回】
テーマ：大学祭の準備（２）
内容・方法：決定した大学祭の参加方法について詳細を詰める．
【第4回】
テーマ：卒業研究の準備と計画
内容・方法：卒業研究についての計画書を作成する．
【第5回】
テーマ：卒業研究実験・調査（１）
内容・方法：卒業研究の実験・調査を行う（１）
【第6回】
テーマ：卒業研究実験・調査（２）
内容・方法：卒業研究の実験・調査を行う（２）
【第7回】
テーマ：卒業研究実験・調査（３）
内容・方法：卒業研究の実験・調査を行う（３）
【第8回】
テーマ：実験・調査データの整理（１）
内容・方法：実験・調査データの整理をする（１）
【第9回】
テーマ：実験・調査データの整理（２）
内容・方法：実験・調査データの整理をする（２）
【第10回】
テーマ：実験・調査データの整理（３）
内容・方法：実験・調査データの整理をする（３）
【第11回】
テーマ：卒業研究本文の作成（１）
内容・方法：卒業研究本文の作成をする（１）
【第12回】
テーマ：卒業研究本文の作成（２）
内容・方法：卒業研究本文の作成をする（２）
【第13回】
テーマ：卒業研究本文の作成（３）
内容・方法：卒業研究本文の作成をする（３）
【第14回】
テーマ：卒業研究本文の作成（４）,抄録の作成（１）
内容・方法：卒業研究本文の作成（４）,抄録の作成（１）をする．
【第15回】
テーマ：卒業研究本文の作成（５）,抄録の作成（２）
内容・方法：卒業研究本文の作成（５）,抄録の作成（２）をする．
事前事後の学習

セミナーⅣｂ

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
「各テーマにおいて,事前の準備と事後のまとめをノートすること．事前事後の学修時間に1時間は必要であ
る．」
【第1回】
①事前学修課題：参加する内容について原案を作成しまとめておくこと
②事後学修課題：決定内容について具体的な実施案を作成しておくこと
【第2回】
①事前学修課題：実施する具体案を整理しておくこと。
②事後学修課題：話し合った詳細な内容について,大学祭当日に問題が起きないようにまとめておくこと
【第3回】
①事前学修課題：卒業研究の計画書を作成しておくこと
②事後学修課題：指導を受けた内容ついて,計画書を見直すこと
【第4回】
①事前学修課題：実験・調査を実施する（１）
②事後学修課題：実験・調査の問題点を整理する（１）
【第5回】
①事前学修課題：実験・調査を実施する（２）
②事後学修課題：実験・調査の問題点を整理する（２）
【第6回】
①事前学修課題：実験・調査を実施する（３）
②事後学修課題：実験・調査の問題点を整理する（３）
【第7回】
①事前学修課題：実験・調査データをまとめる（１）
②事後学修課題：実験・調査データの問題点を整理する（１）
【第8回】
①事前学修課題：実験・調査データをまとめる（２）
②事後学修課題：実験・調査データの問題点を整理する（２）
【第9回】
①事前学修課題：実験・調査データをまとめる（３）
②事後学修課題：実験・調査データの問題点を整理する（３）
【第10回】
①事前学修課題：卒業研究本文を作成すること（１）
②事後学修課題：指導を受けた内容ついて,本文を書き直すこと（１）
【第11回】
①事前学修課題：指導を受けた内容を踏まえて、卒業研究本文を作成すること（２）
②事後学修課題：指導を受けた内容ついて,本文を書き直すこと（２）
【第12回】
①事前学修課題：指導を受けた内容を踏まえて,卒業研究本文を作成すること（３）
②事後学修課題：指導を受けた内容ついて、本文を書き直すこと（３）
【第13回】
①事前学修課題：指導を受けた内容を踏まえて,卒業研究本文を作成すること（４）,抄録を作成すること（１）
②事後学修課題：指導を受けた内容ついて、本文（４）・抄録（１）を書き直すこと。
【第214回】
①事前学修課題：指導を受けた内容を踏まえて、卒業研究本文を作成すること（５）、抄録を作成すること
（２）
②事後学修課題：指導を受けた内容ついて,本文（５）・抄録（２）を書き直すこと
【第15回】
①事前学修課題：卒業研究発表の準備をすること
②事後学修課題：発表を通して出た課題を整理すること
課題に対するフィードバックの方法
取り組んだ課題に対しては,テーマ・内容を討論し今後の展開までの整理を授業内で確認をします．
そうすることで,PDCAサイクルの考え方を理解し社会に役立つ力を向上させます．
成績評価の方法・基準（方針）
定期試験に代わるレポートを評価し，5段階評価において「2」以上の評価を得られた者に単位が認定される。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

0

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

100

レポート

1，2，3

その他

0

テキスト

適宜，資料を配布する

参考書

授業の中で,必要に応じて紹介する．
セミナーⅣｂ

履修条件・他の科目との関連 レポートの未提出，授業の欠席半期５回，通年１０回以上は評価対象外とする．

セミナーⅣｂ

授業コード

13078072

授業科目名

セミナーⅣｂ

授業担当教員

小倉

幸雄

成績担当教員

小倉

幸雄

開講年次

4年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
スポーツの種目特性や実践方法,指導方法について教育・研究します．具体的には,競技スポーツ,学校体育,ジュ
ニアスポーツを対象としたコーチング（技術・体力・トレーニング・指導）が研究テーマです．セミナーⅣの卒
業研究に向けて,文献精読,体力・パワー測定,動作解析,観察的評価法,生理学的手法,データ・統計分析,プレゼン
テーションの基礎演習も行います．セミナーを通して,スポーツの意義や役割の理解,分析や問題解決能力,実践力
の基礎が身につきます．
到達目標
１．スポーツ種目の特性について説明でき,実践指導に応用できる．
２．体力や技術評価の分析方法を実践指導に応用できる．
３．論文,抄録,スライドを作成し,口頭発表ができる．
授業計画
【第1回】
テーマ：中間発表会の報告（２）
内容・方法：中間発表会の報告をする（２）進路について確認をする．
【第2回】
テーマ：大学祭の準備（１）
内容・方法：大学祭の参加方法（模擬店・フリーマーケット等）につい決定をする．
【第3回】
テーマ：大学祭の準備（２）
内容・方法：決定した大学祭の参加方法について詳細を詰める．
【第4回】
テーマ：卒業研究の準備と計画
内容・方法：卒業研究についての計画書を作成する．
【第5回】
テーマ：卒業研究実験・調査（１）
内容・方法：卒業研究の実験・調査を行う（１）
【第6回】
テーマ：卒業研究実験・調査（２）
内容・方法：卒業研究の実験・調査を行う（２）
【第7回】
テーマ：卒業研究実験・調査（３）
内容・方法：卒業研究の実験・調査を行う（３）
【第8回】
テーマ：実験・調査データの整理（１）
内容・方法：実験・調査データの整理をする（１）
【第9回】
テーマ：実験・調査データの整理（２）
内容・方法：実験・調査データの整理をする（２）
【第10回】
テーマ：実験・調査データの整理（３）
内容・方法：実験・調査データの整理をする（３）
【第11回】
テーマ：卒業研究本文の作成（１）
内容・方法：卒業研究本文の作成をする（１）
【第12回】
テーマ：卒業研究本文の作成（２）
内容・方法：卒業研究本文の作成をする（２）
【第13回】
テーマ：卒業研究本文の作成（３）
内容・方法：卒業研究本文の作成をする（３）
【第14回】
テーマ：卒業研究本文の作成（４）,抄録の作成（１）
内容・方法：卒業研究本文の作成（４）,抄録の作成（１）をする．
【第15回】
テーマ：卒業研究本文の作成（５）,抄録の作成（２）
内容・方法：卒業研究本文の作成（５）,抄録の作成（２）をする．
事前事後の学習

セミナーⅣｂ

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
「各テーマにおいて,事前の準備と事後のまとめをノートすること．事前事後の学修時間に1時間は必要であ
る．」
【第1回】
①事前学修課題：参加する内容について原案を作成しまとめておくこと
②事後学修課題：決定内容について具体的な実施案を作成しておくこと
【第2回】
①事前学修課題：実施する具体案を整理しておくこと。
②事後学修課題：話し合った詳細な内容について,大学祭当日に問題が起きないようにまとめておくこと
【第3回】
①事前学修課題：卒業研究の計画書を作成しておくこと
②事後学修課題：指導を受けた内容ついて,計画書を見直すこと
【第4回】
①事前学修課題：実験・調査を実施する（１）
②事後学修課題：実験・調査の問題点を整理する（１）
【第5回】
①事前学修課題：実験・調査を実施する（２）
②事後学修課題：実験・調査の問題点を整理する（２）
【第6回】
①事前学修課題：実験・調査を実施する（３）
②事後学修課題：実験・調査の問題点を整理する（３）
【第7回】
①事前学修課題：実験・調査データをまとめる（１）
②事後学修課題：実験・調査データの問題点を整理する（１）
【第8回】
①事前学修課題：実験・調査データをまとめる（２）
②事後学修課題：実験・調査データの問題点を整理する（２）
【第9回】
①事前学修課題：実験・調査データをまとめる（３）
②事後学修課題：実験・調査データの問題点を整理する（３）
【第10回】
①事前学修課題：卒業研究本文を作成すること（１）
②事後学修課題：指導を受けた内容ついて,本文を書き直すこと（１）
【第11回】
①事前学修課題：指導を受けた内容を踏まえて、卒業研究本文を作成すること（２）
②事後学修課題：指導を受けた内容ついて,本文を書き直すこと（２）
【第12回】
①事前学修課題：指導を受けた内容を踏まえて,卒業研究本文を作成すること（３）
②事後学修課題：指導を受けた内容ついて、本文を書き直すこと（３）
【第13回】
①事前学修課題：指導を受けた内容を踏まえて,卒業研究本文を作成すること（４）,抄録を作成すること（１）
②事後学修課題：指導を受けた内容ついて、本文（４）・抄録（１）を書き直すこと。
【第214回】
①事前学修課題：指導を受けた内容を踏まえて、卒業研究本文を作成すること（５）、抄録を作成すること
（２）
②事後学修課題：指導を受けた内容ついて,本文（５）・抄録（２）を書き直すこと
【第15回】
①事前学修課題：卒業研究発表の準備をすること
②事後学修課題：発表を通して出た課題を整理すること
課題に対するフィードバックの方法
取り組んだ課題に対しては,テーマ・内容を討論し今後の展開までの整理を授業内で確認をします．
そうすることで,PDCAサイクルの考え方を理解し社会に役立つ力を向上させます．
成績評価の方法・基準（方針）
下記に示す評価方法により,総合的に判定のうえ,60点以上を合格とし,所定の単位を認定する．
１）正当な理由がなく,5回以上の欠席は評価の対象とせず,「K」評価とする．
２）授業の遅刻および早退は1/3欠席として扱う．
３）タームペーパー未提出者は,評価の対象とせず,「K」評価とする．
*やむをえない事情がある場合には,事前の連絡・報告・相談すること．
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

70

取り組み姿勢（50）,リフレクションノート（20）

１,２,３

授業外での評価

20

文献や発表原稿の作成（20）

１,２,３

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

10

タームペーパー

１,２,３

その他

0

セミナーⅣｂ

テキスト

プリントを配布する

参考書

授業の中で,必要に応じて紹介する．

履修条件・他の科目との関連 レポートの未提出,授業の欠席半期５回,通年１０回以上は評価対象外とする．

セミナーⅣｂ

授業コード

13078073

授業科目名

セミナーⅣｂ

授業担当教員

久保田

豊司

成績担当教員

久保田

豊司

開講年次

4年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
「セミナーIII」で学習したことを基礎にして、運動・スポーツ、体育の授業に関するテーマを設定し卒業研究と
する。
また、自分自身でテーマを設定し、自らがそのテーマに沿って内容を深めていく中で問題解決能力も高めてい
く。
到達目標
１．セミナーⅣ・卒業研究を通して、問題解決能力のスキルを獲得する。
２．セミナーⅣ・卒業研究を通して、論理的思考のスキルを獲得する。
授業計画
【第1回】
テーマ：中間発表会の振り返り
内容・方法：中間発表会の振り返りをする（２）進路について確認をする。
【第2回】
テーマ：大学祭の準備（１）
内容・方法：大学祭の参加方法（模擬店・フリーマーケット等）につい決定をする。
【第3回】
テーマ：大学祭の準備（２）
内容・方法：決定した大学祭の参加方法について詳細を詰める。
【第4回】
テーマ：卒業研究の準備と計画
内容・方法：卒業研究についての計画書を作成する。
【第5回】
テーマ：卒業研究実験・調査（１）
内容・方法：卒業研究の実験・調査を行う（１）。
【第6回】
テーマ：卒業研究実験・調査（２）
内容・方法：卒業研究の実験・調査を行う（２）。
【第7回】
テーマ：卒業研究実験・調査（３）
内容・方法：卒業研究の実験・調査を行う（３）。
【第8回】
テーマ：実験・調査データの整理（１）
内容・方法：実験・調査データの整理をする（１）。
【第9回】
テーマ：実験・調査データの整理（２）
内容・方法：実験・調査データの整理をする（２）。
【第10回】
テーマ：実験・調査データの整理（３）
内容・方法：実験・調査データの整理をする（３）。
【第11回】
テーマ：卒業研究本文の作成（１）
内容・方法：卒業研究本文の作成をする（１）。
【第12回】
テーマ：卒業研究本文の作成（２）
内容・方法：卒業研究本文の作成をする（２）。
【第13回】
テーマ：卒業研究本文の作成（３）
内容・方法：卒業研究本文の作成をする（３）。
【第14回】
テーマ：卒業研究本文の作成（４）、抄録の作成（１）
内容・方法：卒業研究本文の作成（４）、抄録の作成（１）をする。
【第15回】
テーマ：卒業研究本文の作成（５）、抄録の作成（２）
内容・方法：卒業研究本文の作成（５）、抄録の作成（２）をする。
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

セミナーⅣｂ

本授業は２単位科目であるため、合計９０時間の学習が必要となります。各授業（２時間）に加えて、事前・事
後学習４時間が求められます。
【第1回】
①事前学修課題：参加する内容について原案を作成しまとめておくこと。
②事後学修課題：決定内容について具体的な実施案を作成しておくこと。
【第2回】
①事前学修課題：実施する具体案を整理しておくこと。
②事後学修課題：話し合った詳細な内容について、大学祭当日に問題が起きないようにまとめておくこと。
【第3回】
①事前学修課題：卒業研究の計画書を作成しておくこと。
②事後学修課題：指導を受けた内容ついて、計画書を見直すこと。
【第4回】
①事前学修課題：実験・調査を実施する（１）。
②事後学修課題：実験・調査の問題点を整理する（１）。
【第5回】
①事前学修課題：実験・調査を実施する（２）。
②事後学修課題：実験・調査の問題点を整理する（２）。
【第6回】
①事前学修課題：実験・調査を実施する（３）。
②事後学修課題：実験・調査の問題点を整理する（３）。
【第7回】
①事前学修課題：実験・調査データをまとめる（１）。
②事後学修課題：実験・調査データの問題点を整理する（１）。
【第8回】
①事前学修課題：実験・調査データをまとめる（２）。
②事後学修課題：実験・調査データの問題点を整理する（２）。
【第9回】
①事前学修課題：実験・調査データをまとめる（３）。
②事後学修課題：実験・調査データの問題点を整理する（３）。
【第10回】
①事前学修課題：卒業研究本文を作成すること（１）。
②事後学修課題：指導を受けた内容ついて、本文を書き直すこと（１）。
【第11回】
①事前学修課題：指導を受けた内容を踏まえて、卒業研究本文を作成すること（２）。
②事後学修課題：指導を受けた内容ついて、本文を書き直すこと（２）。
【第12回】
①事前学修課題：指導を受けた内容を踏まえて、卒業研究本文を作成すること（３）。
②事後学修課題：指導を受けた内容ついて、本文を書き直すこと（３）。
【第13回】
①事前学修課題：指導を受けた内容を踏まえて、卒業研究本文を作成すること（４）、抄録を作成すること
（１）。
②事後学修課題：指導を受けた内容ついて、本文（４）・抄録（１）を書き直すこと。
【第14回】
①事前学修課題：指導を受けた内容を踏まえて、卒業研究本文を作成すること（５）、抄録を作成すること
（２）。
②事後学修課題：指導を受けた内容ついて、本文（５）・抄録（２）を書き直すこと。
【第15回】
①事前学修課題：卒業研究発表の準備をすること。
②事後学修課題：発表を通して出た課題を整理すること。
課題に対するフィードバックの方法
取り組んだ課題に対しては、テーマ・内容を討論し今後の展開までの整理を授業内で確認をします。
そうすることで、PDCAサイクルの考え方を理解し社会に役立つ力を向上させます。
成績評価の方法・基準（方針）
平常点30％、レポート課題30％、定期試験に代わるレポート試験40％の評価である。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

30

授業参加に対する姿勢、課題に対する仲間との協働、そ
してまとめ・発表の完成度を評価する(30)。

1,2,

授業外での評価

30

課題に対して、主体的な取り組みと内容を評価する(30)。

1,2,

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

最終レポート（課題レポートのまとめ：卒業研究含む：
40）。

1,2

その他

0

テキスト

プリントを配布する
セミナーⅣｂ

参考書

授業の中で紹介する

履修条件・他の科目との関連 レポートの未提出、授業の欠席半期５回は評価対象外とする。

セミナーⅣｂ

授業コード

13078075

授業科目名

セミナーⅣｂ

授業担当教員

髙見

彰

成績担当教員

髙見

彰

開講年次

4年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
○４年間の学びの集大成として卒業論文を執筆する。
各自の興味関心にそってテーマを設定するが、スポーツ、レクリエーション、マネジメント、地域などのキー
ワードが含まれることを原則とする。
○サブテーマとして、セミナーⅢでの学びを深めるために、地域スポーツイベントの支援参加も求める。
到達目標
1.論文を執筆要領に沿って書くことができる
2.課題解決に向けた多面的な分析ができる
3.課題についての情報収集・分析ができる
4.自身が立てたスケジュールにそって自律的に課題を進めることができる。
5.考え方を的確に表現できる
授業計画
【第1回】
テーマ：論文執筆に向けての整理
内容・方法：目次の設定
【第2回】
テーマ：卒論執筆
内容・方法：各自計画に従い卒論執筆進める
各自のペースにあわせて適宜アドバイス・指導する
【第3回】
テーマ：卒論執筆
内容・方法：各自計画に従い卒論執筆進める
各自のペースにあわせて適宜アドバイス・指導する
【第4回】
テーマ：卒論執筆
内容・方法：各自計画に従い卒論執筆進める
各自のペースにあわせて適宜アドバイス・指導する
【第5回】
テーマ：卒論執筆
内容・方法：各自計画に従い卒論執筆進める
各自のペースにあわせて適宜アドバイス・指導する
【第6回】
テーマ：卒論執筆
内容・方法：各自計画に従い卒論執筆進める
各自のペースにあわせて適宜アドバイス・指導する
【第7回】
テーマ：卒論執筆
内容・方法：各自計画に従い卒論執筆進める
各自のペースにあわせて適宜アドバイス・指導する
【第8回】
テーマ：卒論執筆
内容・方法：各自計画に従い卒論執筆進める
各自のペースにあわせて適宜アドバイス・指導する
【第9回】
テーマ：卒論執筆
内容・方法：各自計画に従い卒論執筆進める
各自のペースにあわせて適宜アドバイス・指導する
【第10回】
テーマ：卒論執筆
内容・方法：各自計画に従い卒論執筆進める
各自のペースにあわせて適宜アドバイス・指導する
【第11回】
テーマ：卒論執筆
内容・方法：各自計画に従い卒論執筆進める
各自のペースにあわせて適宜アドバイス・指導する
【第12回】
テーマ：卒論執筆
内容・方法：各自計画に従い卒論執筆進める
各自のペースにあわせて適宜アドバイス・指導する
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【第13回】
テーマ：卒論執筆
内容・方法：各自計画に従い卒論執筆進める
各自のペースにあわせて適宜アドバイス・指導する
【第14回】
テーマ：卒論提出最終確認・提出準備
内容・方法：卒論提出最終確認・提出準備
【第15回】
テーマ：卒論発表会準備
内容・方法：卒論発表会発表資料など作成
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
【第1回】
①事前学修課題：完成に向け各自執筆を進める
②事後学修課題：完成に向け各自執筆を進める
【第2回】
①事前学修課題：完成に向け各自執筆を進める
②事後学修課題：完成に向け各自執筆を進める
【第3回】
①事前学修課題：完成に向け各自執筆を進める
②事後学修課題：完成に向け各自執筆を進める
【第4回】
①事前学修課題：完成に向け各自執筆を進める
②事後学修課題：完成に向け各自執筆を進める
【第5回】
①事前学修課題：完成に向け各自執筆を進める
②事後学修課題：完成に向け各自執筆を進める
【第6回】
①事前学修課題：完成に向け各自執筆を進める
②事後学修課題：完成に向け各自執筆を進める
【第7回】
①事前学修課題：完成に向け各自執筆を進める
②事後学修課題：完成に向け各自執筆を進める
【第8回】
①事前学修課題：提出に向け各自執筆を進める
②事後学修課題：提出に向け各自執筆を進める
【第9回】
①事前学修課題：提出に向け各自執筆を進める
②事後学修課題：提出に向け各自執筆を進める
【第10回】
①事前学修課題：提出に向け各自執筆を進める
②事後学修課題：提出に向け各自執筆を進める
【第11回】
①事前学修課題：提出に向け各自執筆を進める
②事後学修課題：提出に向け各自執筆を進める
【第12回】
①事前学修課題：提出に向け各自執筆を進める
②事後学修課題：提出に向け各自執筆を進める
【第13回】
①事前学修課題：提出に向け各自最終確認してくる
②事後学修課題：発表に向け資料作成及び発表練習を行う
【第14回】
①事前学修課題：発表に向け資料作成及び発表練習を行う
②事後学修課題：発表に向け資料作成及び発表練習を行う
【第15回】
①事前学修課題：発表準備をしておく
②事後学修課題：発表後の課題についてまとめ全体発表会に向けて修正を行う
※事前、事後学習には各々2時間程度をかけて学修すること
課題に対するフィードバックの方法
卒業研究に向け個々の進度に合わせアドバイス、フィードバックを行う。
セミナー以外の時間にもフィードバックを行う。
成績評価の方法・基準（方針）
研究計画書に基づく目標管理
ゼミ活動への積極的な参加
卒業研究発表会プレゼンテーション
卒業研究成果物の完成度
成績評価の種類

評価割合
（％）

20％
20%
10％
50％
評価方法・割合

評価対象となる到達目標

セミナーⅣｂ

授業内での評価

30

研究計画書に基づく目標管理
卒業研究プレゼンテーション

20％

1. 2. 3. 4. 5.

10％

これから判るように、このゼミでは授業への取り組み方がウ
エイトをおいている。
授業外での評価

20

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

50

その他

0

テキスト

テキストなし

参考書

必要に応じて学生に適切な参考図書等を紹介する

ゼミ活動への積極的な参加
あらかじめ指定した学外イベントに参加しレポートする

2．5．

卒業研究成果物の完成度
研究の背景、目的、方法、結果と考察、結論、提言、参
考文献、要旨が簡潔のまとめ上げられ、図表などの作成
についても見やすく、訴求力のあるデザインになっているか。

1．2．3．4．5．

履修条件・他の科目との関連 この科目ではそれに必要な助言・指導は行うが、但し、科目の性質上、他の科目以上にひとりひとり
の自発性が期待されていることをくれぐれも自覚しておいて欲しい。
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授業コード

13078076

授業科目名

セミナーⅣｂ

授業担当教員

東

亜弓

成績担当教員

東

亜弓

開講年次

4年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
日常生活の中で問題意識を持ち、文献や資料の調査を行い、自分の考えを他者に分かりやすく伝えること（レ
ポートやプレゼンテーション）に重点をおいた授業です。
前半では、卒業研究の研究計画に沿って、調査結果に基づいたディスカッションを行います。後半では、さらに
掘り下げながら文章を執筆し、プレゼンテーションを行ってもらいます。この授業の目的は、文章力ならびにプ
レゼンテーション力、ディスカッション力の質を高めることです。
授業は教員による解説と学生による発表を組み合わせたものです。配布資料は、基本的にデータでGoogleクラス
ルームより配信します。授業内に直接配布する場合もあります。事前学習では、レジュメの作成や実技課題のリ
ハーサルなどの準備を行っておくこと。事後学習では、教員からのフィードバックを元にふり返りを行うなど、
主体的に取り組むことが必要です。
到達目標
１．専門知識を根拠として、意見を述べることができる
２．Word、Excel、PowerPointを応用して使いこなすことができる
３．論文または抄録形式で研究の成果を示すことができる
４．研究の成果をプレゼンテーションすることができる
授業計画
【第1回】中間報告
内容：テーマ、背景、仮説、方法、参考文献を執筆し、提出する
【第2回】追加調査、再調査
内容：不足しているデータがある場合は追加調査を行う。場合によっては、再調査を実施する。
【第3回】データ処理（１）精査と入力
内容：収集したデータを精査し、Excelに入力する
【第4回】データ処理（２）基本統計量
内容：Excelを使用して基本統計量を算出する
【第5回】統計ソフトを使う（１）使用方法
内容：データ分析ソフトの使い方を学ぶ
【第6回】統計ソフトを使う（２）実践
内容：データ分析ソフトを使って、調査データを分析する
【第7回】結果を図表にする
内容：分析した結果を分かりやすく図表にする
【第8回】セミナー内発表（第一部）
内容：履修者の4分の1（4名）が結果をプレゼンテーションし、質疑応答を行う
【第9回】セミナー内発表（第二部）
内容：履修者の4分の1（4名）が結果をプレゼンテーションし、質疑応答を行う
【第10回】セミナー内発表（第三部）
内容：履修者の4分の1（4名）が結果をプレゼンテーションし、質疑応答を行う
【第11回】セミナー内発表（第四部）
内容：履修者の4分の1（3名）が結果をプレゼンテーションし、質疑応答を行う
【第12回】研究成果としてまとめる
内容：作成した文章を推敲する
【第13回】要約の提出
内容：推敲し終えた要約を提出する
【第14回】卒業研究本文の提出
内容：推敲し終えた卒業研究の本文を提出する
【第15回】セミナー内卒業研究成果発表会
内容：レジュメを作成し、発表を行う（3年生はコメンテーターとして参加）
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
【事前学習】
下記について事前に予習しておく
第2回から第4回までは、Excel関数について確認しておく
第5回目から第7回目までは、分析ソフトSPSSについて紹介した参考資料を読み、使い方とデータの読み方を確認
しておく
第8回目から第15回目までは、発表準備と文章の推敲を行う
【事後学習】
授業内にディスカッションを行った内容などについてふり返り、授業ノートに加筆すること
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課題に対するフィードバックの方法
授業内に講評する
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、授業期間中に実施するプレゼンテーションと、到達目標への達成度に基づき、総合的に判定
したうえで60点以上を合格とし所定の単位を認定します。
ただし、正当な理由のない5回以上の欠席、定期試験に代わるレポート試験が未提出の場合は評価対象とせず
「K」評価とします。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

60

授業内における発表、ディスカッションへの積極的な参加
(30)
レジュメ、スライドの完成度(20)
研究計画の実行過程(10)

1、2、3、4

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

40

その他

0

テキスト

テキストを使用しない
教材がある場合は、授業内に配布する

参考書

「よくわかる心理統計」ミネルヴァ書房 ISBN 9784623039999
「ゼロからわかる大学生のためのレポート・論文の書き方」ナツメ社 ISBN 9784816350573

卒業研究本文の仕上がり程度（30）
卒業研究の発表(10)

履修条件・他の科目との関連 卒業要件必修科目です。「スポーツ心理学」「スポーツの測定・評価」の内容と関連しています。
欠席学生への配布資料は、5号館10階（5-1002）まで直接取りに来てください。
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授業コード

13078078

授業科目名

セミナーⅣｂ

授業担当教員

堀込

孝二

成績担当教員

堀込

孝二

開講年次

4年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
セミナー専門分野である「スポーツビジネス」「スポーツマネジメント」の観点から4年間の学習の集大成として
研究を行なう。卒業研究論文作成に向けてテーマ選定を行なうがあくまで専門分野の内容に沿ったものとする。
1月下旬に予定されている卒業研究発表会での発表を最終目標とする。
到達目標
１．卒業研究を通して、解決すべき問題を発見する方法を実践することができる。
２．卒業研究を通して、課題解決に必要な調査や分析を行なうことができる。
３．PowerPointを用いて調査や分析結果をまとめ発表することができる。
授業計画
【第1回】授業オリエンテーション：後期の計画・予定確認、卒業研究について
【第2回】卒業論文の作成１：卒業論文を作成する
【第3回】卒業論文の作成２：卒業論文を作成する
【第4回】卒業論文の作成３：卒業論文を作成する
【第5回】卒業論文の作成４：卒業論文を作成する
【第6回】卒業論文の作成５：卒業論文を作成する
【第7回】卒業論文の作成６：卒業論文を作成する
【第8回】卒業論文の作成７：卒業論文を完成させる
【第9回】抄録の作成１：抄録を作成する
【第10回】抄録の作成２：抄録を作成する
【第11回】抄録の作成３：抄録を作成する
【第12回】卒業研究発表資料の作成１：卒業研究発表会用のPowerPointを作成する
【第13回】卒業研究発表資料の作成２：卒業研究発表会用のPowerPointを作成する
【第14回】卒業研究発表資料の作成３：卒業研究発表会用のPowerPointを作成する
【第15回】卒業研究発表資料の作成４：卒業研究発表会のリハーサルを行なう
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
第1回
【事前】授業のシラバスを熟読し、授業構成を理解する
【事後】オリエンテーション説明内容にもとづき授業内ルールや方針などを理解し次回以降に向けてノートを準
備する
第2回
【事前】授業内で不足している準備を検討し出来ることは進めておく
【事後】授業内で不足している準備を検討し出来ることは進めておく
第3回
【事前】授業内で不足している準備を検討し出来ることは進めておく
【事後】授業内で不足している準備を検討し出来ることは進めておく
第4回
【事前】授業内で不足している準備を検討し出来ることは進めておく
【事後】授業内で不足している準備を検討し出来ることは進めておく
第5回
【事前】授業内で不足している準備を検討し出来ることは進めておく
【事後】授業内で不足している準備を検討し出来ることは進めておく
第6回
【事前】授業内で不足している準備を検討し出来ることは進めておく
【事後】授業内で不足している準備を検討し出来ることは進めておく
第7回
【事前】授業内で不足している準備を検討し出来ることは進めておく
【事後】授業内で不足している準備を検討し出来ることは進めておく
第8回
【事前】授業内で不足している準備を検討し出来ることは進めておく
【事後】授業内で不足している準備を検討し出来ることは進めておく
第9回
【事前】授業内で不足している準備を検討し出来ることは進めておく
【事後】授業内で不足している準備を検討し出来ることは進めておく
第10回
セミナーⅣｂ

【事前】授業内で不足している準備を検討し出来ることは進めておく
【事後】授業内で不足している準備を検討し出来ることは進めておく
第11回
【事前】授業内で不足している準備を検討し出来ることは進めておく
【事後】授業内で不足している準備を検討し出来ることは進めておく
第12回
【事前】授業内で不足している準備を検討し出来ることは進めておく
【事後】授業内で不足している準備を検討し出来ることは進めておく
第13回
【事前】授業内で不足している準備を検討し出来ることは進めておく
【事後】授業内で不足している準備を検討し出来ることは進めておく
第14回
【事前】授業内で不足している準備を検討し出来ることは進めておく
【事後】授業内で不足している準備を検討し出来ることは進めておく
第15回
【事前】授業内で不足している準備を検討し出来ることは進めておく
【事後】卒業研究発表会に向けて最終準備を行なっておく
課題に対するフィードバックの方法
課題作成をすすめながら指摘やアドバイスを適宜行なう。セミナー以外での時間も必要であれば活用していく。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示すとおり、各回の提示課題に対する内容の達成度、習熟度を総合的に判断のうえ、60点以上を合格と
し、所定の単位を認定する。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

80

課題の達成度、習熟度

2、3

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

0

その他

20

課題作成に対する取り組む姿勢

1

テキスト

テキストは使用せずプリントなど資料を適宜配布する

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する

履修条件・他の科目との関連 授業以外での時間で新聞や書籍に出来るだけ多く目を通して情報収集を常に行っていくという姿勢
が望ましい。
テーマを決めてそれを追究する探究心を持つことを期待する。
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授業コード

13078079

授業科目名

セミナーⅣｂ

授業担当教員

岸本

恵一

成績担当教員

岸本

恵一

開講年次

4年

授業種別

実務家教員による授業

演習

開講期

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
本セミナーでは卒業研究の完成に向けて、各自の研究計画に基づき、研究構想および思考などを、より客観的か
つ論理的にまとめていくことを中心に展開する。またプレゼンテーションおよびディスカッションを経て、より
研究構想を深化させ、具現化してもらう。本セミナーを通して、事柄を多角的視点から客観的かつ論理的に考察
し、自身の独創性も交えて具現化、かつ表現する能力を身につける。
到達目標
１．自己の計画に基づいて卒業研究を完成させることで、遂行能力を高めることができる。
２．自己の考えを客観的かつ論理的に具現化し、プレゼンテーションすることで、汎用性のある表現方法を身に
つけることができる。
３．スポーツ医科学に関する知識を深化させることができる。
４．実践的技能を身につけることができる。
授業計画
1回 ：卒業研究構想に関する発表
2回 ：各自のテーマに基づく調査・研究（4）
3回 ：各自のテーマに基づく調査・研究（5）
4回 ：各自のテーマに基づく調査・研究（6）
5回 ：卒業研究発表会の抄録作成（1）
6回 ：卒業研究発表会の抄録作成（2）
7回 ：卒業研究発表会のスライド作成（1）
8回 ：卒業研究発表会のスライド作成（2）
9回 ：プレゼンテーションとディスカッションおよび修正（1）
10回：プレゼンテーションとディスカッションおよび修正（2）
11回：プレゼンテーションとディスカッションおよび修正（3）
12回：プレゼンテーションとディスカッションおよび修正（4）
13回：プレゼンテーションとディスカッションおよび修正（5）
14回：卒業研究発表会の予演（1）
15回：卒業研究発表会の予演（2）
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
活動内容などに関して、指示された参考書などをもとに事前に概要をまとめておく。また、事後には反省点・修
正点をまとめ、次回授業時に改善されていることを求める。
課題に対するフィードバックの方法
授業中に課した課題に対しては、その場または翌週以降で開示する。
成績評価の方法・基準（方針）
卒業研究への取り組みと内容により評価する。
また提出物などは期限厳守とし、原則的に全授業への出席を求める。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

50

自己の研究内容に関する先行研究を精読し、論理的思
考のもとにまとめられていること。
自己の研究内容を明快に発表できること。
プレゼンテーションに対する質疑に適切に回答できること。
上記を総合的に評価する。

１,２,３,4

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

50

自己の研究内容に関し、論理的思考のもとに完全に理
解しており、明快に発表かつ文章化することができているか
を評価する。

１,２,３,4

セミナーⅣｂ

その他

0

テキスト

テキストは使用しない。

参考書

必要に応じて適宜指示する。

履修条件・他の科目との関連 自身のテーマに基づいた研究・調査を実施し、成果物を完成させることができるよう、積極的な参加
と自己運営を求めます。

セミナーⅣｂ

授業コード

13078080

授業科目名

セミナーⅣｂ

授業担当教員

田中

淳

成績担当教員

田中

淳

開講年次

4年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
フィットネス業界・健康スポーツ産業への就職に向けて、業界やトレーニング指導に関する最新の情報を説明す
る。また卒業研究の作成を通して、論理的思考や課題解決のプロセスを学ぶ。
到達目標
１．社会人として必要な能力が身についている（フィットネス業界、健康スポーツ産業への就職）
２．トレーニングの専門知識を習得している（トレーニング指導者資格の取得）
３．卒業研究を通して、論理的思考および課題解決力を身につける
授業計画
【第1回】
テーマ：各自の研究に基づく測定・実験・調査（５）
内容：データの分析
【第2回】
テーマ：各自の研究に基づく測定・実験・調査（６）
内容：データの統計処理
【第3回】
テーマ：各自の研究に基づく測定・実験・調査（７）
内容：表・グラフの検討
【第4回】
テーマ：卒業研究論文執筆（１）
内容：目的および方法①
【第5回】
テーマ：卒業研究論文執筆（２）
内容：目的および方法②
【第6回】
テーマ：卒業研究論文執筆（３）
内容：結果と考察①
【第7回】
テーマ：卒業研究論文執筆（４）
内容：結果と考察②
【第8回】
テーマ：卒業研究論文執筆（５）
内容：結果と考察③
【第9回】
テーマ：卒業研究論文執筆（６）
内容：緒言
【第10回】
テーマ：卒業研究論文執筆（７）
内容：結論、参考文献
【第11回】
テーマ：卒業研究論文執筆（８）
内容：全体構成の確認①
【第12回】
テーマ：卒業研究論文執筆（９）
内容：全体構成の確認②
【第13回】
テーマ：卒業研究論文最終確認・提出
内容：卒業論文の完成
【第14回】
テーマ：卒業研究発表会準備（１）
内容：抄録の作成
【第15回】
テーマ：卒業研究発表会準備（２）
内容：プレゼン用スライドの作成
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
【第1回】
セミナーⅣｂ

事前学修課題：データの分析方法について調べる
事後学修課題：授業で実施した内容を復習する
【第2回】
事前学修課題：統計処理の方法について調べる
事後学修課題：授業で実施した内容を復習する
【第3回】
事前学修課題：図表の作成方法について調べる
事後学修課題：授業で実施した内容を復習する
【第4回】
事前学修課題：先行研究や文献、資料を調べる
事後学修課題：アドバイスされて部分を修正する
【第5回】
事前学修課題：先行研究や文献、資料を調べる
事後学修課題：アドバイスされて部分を修正する
【第6回】
事前学修課題：先行研究や文献、資料を調べる
事後学修課題：アドバイスされて部分を修正する
【第7回】
事前学修課題：先行研究や文献、資料を調べる
事後学修課題：アドバイスされて部分を修正する
【第8回】
事前学修課題：先行研究や文献、資料を調べる
事後学修課題：アドバイスされて部分を修正する
【第9回】
事前学修課題：先行研究や文献、資料を調べる
事後学修課題：アドバイスされて部分を修正する
【第10回】
事前学修課題：先行研究や文献、資料を調べる
事後学修課題：アドバイスされて部分を修正する
【第11回】
事前学修課題：先行研究や文献、資料を調べる
事後学修課題：アドバイスされて部分を修正する
【第12回】
事前学修課題：先行研究や文献、資料を調べる
事後学修課題：アドバイスされて部分を修正する
【第13回】
事前学修課題：卒業論文の全体を確認する
事後学修課題：アドバイスされて部分を修正する
【第14回】
事前学修課題：発表会抄録を準備する
事後学修課題：アドバイスされて部分を修正する
【第15回】
事前学修課題：発表用スライドおよび原稿の準備
事後学修課題：アドバイスされた部分を修正する
課題に対するフィードバックの方法
課題に対しての質問には適宜フィードバックを行う。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判定の上、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
正当な理由のない卒業研究論文の未提出および1/3以上の欠席は、評価の対象とせず「K」評価とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

60

卒業研究論文（30）、卒業研究発表（30）

1,2,3

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

0

その他

40

卒業研究への取組み（40）

1,2,3

テキスト

なし

参考書

必要に応じて適宜指示する

履修条件・他の科目との関連 フィットネス業界・健康スポーツ産業への就職を希望し、トレーニング指導者資格の取得を目指して
いることが望ましい。

セミナーⅣｂ

授業コード

13078081

授業科目名

セミナーⅣｂ

授業担当教員

奥島

大

成績担当教員

奥島

大

開講年次

4年

授業種別

開講期

実務家教員による授業

演習

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
セミナーⅣでは、各学生がセミナー担当教員とともに決定した卒業研究論文のテーマにしたがって実験・調査を
計画・遂行するとともに統計処理、作図、論文執筆について学習させる。本セミナーでは、卒業研究論文の制作
を通して科学的事実がどのような過程を通じて導かれるのか理解させるとともに、客観的かつ論理的に事象を観
察する力を養わせることを目的とする。本セミナーでは、卒業研究論文の完成に向けて、週・月単位の予定を学
生に作成させ、遂行状況を報告するとともに収集したデータについて議論する。授業の形態は、卒業研究論文を
作成するためのディスカッション、実験・調査を主体とした演習授業である。
到達目標
1. 卒業研究論文の作成過程で適切な課題や目標を設定する術を身につける
2. 卒業研究論文の作成過程で設定した課題や目標を達成する遂行能力を身につける
授業計画
【第1回】卒業研究実験（1）：データの収集
【第2回】卒業研究実験（2）：データの収集
【第3回】卒業研究実験（3）：データの収集
【第4回】実験データの整理・分析（1）：結果の整理、および統計処理
【第5回】実験データの整理・分析（2）：結果の整理、および統計処理
【第6回】実験データの整理・分析（3）：結果の整理、および統計処理
【第7回】図表の作成（1）：実験結果を図表にまとめる
【第8回】図表の作成（2）：実験結果を図表にまとめる
【第9回】図表の作成（3）：実験結果を図表にまとめる
【第10回】セミナー内でデータ発表・論議（1）：結果の考察、および論文の執筆
【第11回】セミナー内でデータ発表・論議（2）：結果の考察、および論文の執筆
【第12回】セミナー内でデータ発表・論議（3）：結果の考察、および論文の執筆
【第13回】セミナー内でデータ発表・論議（4）：結果の考察、および論文の執筆
【第14回】セミナー内でデータ発表・論議（5）：結果の考察、および論文の執筆
【第15回】セミナー内でデータ発表・論議（6）：結果の考察、および論文の執筆
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
事前学習［各2時間］
【第1回】実験の準備をする
【第2回】実験の準備をする
【第3回】実験の準備をする
【第4回】実験で得られたデータを整理し、統計処理の手法を決定する
【第5回】実験で得られたデータを整理し、統計処理の手法を決定する
【第6回】実験で得られたデータを整理し、統計処理の手法を決定する
【第7回】エクセルやグラフ作成ソフトウェアを用いて図表を作成する
【第8回】エクセルやグラフ作成ソフトウェアを用いて図表を作成する
【第9回】エクセルやグラフ作成ソフトウェアを用いて図表を作成する
【第10回】発表資料（卒業論文、あるいはパワーポイント）を作成する
【第11回】発表資料（卒業論文、あるいはパワーポイント）を作成する
【第12回】発表資料（卒業論文、あるいはパワーポイント）を作成する
【第13回】発表資料（卒業論文、あるいはパワーポイント）を作成する
【第14回】発表資料（卒業論文、あるいはパワーポイント）を作成する
【第15回】発表資料（卒業論文、あるいはパワーポイント）を作成する
事後学習［各2時間］
【第1回】実験で得られたデータを確認・整理する
【第2回】実験で得られたデータを確認・整理する
【第3回】実験で得られたデータを確認・整理する
【第4回】統計処理を実施し、可能であればその結果をまとめる
【第5回】統計処理を実施し、可能であればその結果をまとめる
【第6回】統計処理を実施し、可能であればその結果をまとめる
【第7回】各図表を修正し、その説明文を作成する
【第8回】各図表を修正し、その説明文を作成する
【第9回】各図表を修正し、その説明文を作成する
【第10回】議論した内容に基づいて卒業論文の執筆・修正を進める
セミナーⅣｂ

【第11回】議論した内容に基づいて卒業論文の執筆・修正を進める
【第12回】議論した内容に基づいて卒業論文の執筆・修正を進める
【第13回】議論した内容に基づいて卒業論文の執筆・修正を進める
【第14回】議論した内容に基づいて卒業論文の執筆・修正を進める
【第15回】議論した内容に基づいて卒業論文の執筆・修正を進める
課題に対するフィードバックの方法
取り組んだ課題に対して、対面でその内容を論議し、卒業論文の内容について整理する。また、論議の中で今後
の学習で留意する点についても確認させることで、卒業研究だけでなく社会でも役立てられる課題解決能力の考
え方を学習することを促す。
成績評価の方法・基準（方針）
以下に示す評価方法により総合的に判断し、60点以上を合格とする。
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

授業内での評価

30

授業内における発表の質（15），授業内における議論の質 1, 2
（15）

授業外での評価

0

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

70

その他

0

テキスト

テキストは使用せず、必要に応じて資料を配付する。

参考書

必要に応じて授業の中で紹介する。

卒業研究論文の質（70）

評価対象となる到達目標

1, 2

履修条件・他の科目との関連 やむを得ない事情を除いて必ず出席し、自分の発表、および他の構成の発表を理解して論議に参
加することを要求する。授業の欠席半期5回、通年10回以上の場合は評価対象外とする。実験・
調査については、セミナー員の相互協力を基本とする。

セミナーⅣｂ

授業コード

13078082

授業科目名

セミナーⅣｂ

授業担当教員

谷川

哲朗

成績担当教員

谷川

哲朗

開講年次

4年

授業種別

実務家教員による授業

演習

開講期

後期

単位数

－

2単位

授業の目的・概要
卒業論文に向け,障がい者スポーツや各種運動・スポーツの動作に関連する課題にについて取り組む．
また,その過程で次の3つの事項を学ぶ．
１）文献や論文を検索する方法
２）PCなどを用いてデータ収集および分析を行う方法
３）自分が伝えたい内容を文字および口頭で簡潔かつ具体的に説明する方法
到達目標
１）各種運動・スポーツに関する文献および論文の検索ができるようになる．
２）PCを用いたデータ収集と整理ができるようになる．
３）自身が伝えたい内容について,文字および口頭で説明できるようになる．
４）客観的に物事を考え,目標に向けて計画をたて,主体的に進める姿勢をみにつける．
授業計画
【第 1回】中間報告の提出
【第 2回】追加調査の準備
【第 3回】追加調査の実施
【第 4回】追加調査の分析
【第 5回】執筆作業1（方法）
【第 6回】執筆作業2（結果）
【第 7回】執筆作業3（考察）
【第 8回】執筆作業4（緒言）
【第 9回】執筆作業5（仕上げ）
【第10回】プレゼンテーション資料の作成
【第11回】研究交流会での発表1
【第12回】研究交流会での発表2
【第13回】研究交流会での発表3
【第14回】抄録作成・提出
【第15回】セミナー内発表会
事前事後の学習
授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。
本授業は主に発表形式で授業が展開されることから,事前事後の学修が必要になります．
事前の学修：これまでの研究の進捗状況をA4用紙1枚にまとめる．
事後の学修：指摘された内容をうけ,作成した研究の進捗状況の用紙に加筆・修正を行う．
課題に対するフィードバックの方法
毎授業中または終了後,翌週に行う．
成績評価の方法・基準（方針）
下記に示す評価方法により,総合的に判定のうえ,60点以上を合格とし,所定の単位を認定する．
１）正当な理由がなく,3回以上の欠席は評価の対象とせず,「K」評価とする．
２）授業の遅刻および早退は1/3欠席として扱う．
３）レポート未提出者は,評価の対象とせず,「K」評価とする．
*やむをえない事情がある場合には,事前の連絡・報告・相談すること．
成績評価の種類

評価割合
（％）

評価方法・割合

評価対象となる到達目標

授業内での評価

60

中間報告書（30）,卒業論文（30）

１）,２）,３）,４）

授業外での評価

30

卒業研究発表（30）

１）,２）,３）,４）

定期試験

0

定期試験に代わるレポート等

0

その他

10

授業に関する質問・発言（5）,取り組み姿勢（5）等

１）,２）,３）,４）
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テキスト

テキストは使用せず,プリント（資料）を配布する．

参考書

必要に応じて授業中に紹介する．

履修条件・他の科目との関連 授業態度が悪い場合,退出を命ずることがあります．
授業を欠席した場合,担当教員に申し出て,配布資料を受け取ってください．
障がい者スポーツ指導や測定の方法を学ぶため,学外授業を実施する場合があります．

セミナーⅣｂ

