
授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10400107

セミナーⅠａ（課題解決）

西村　真由子、安高　真一郎

西村　真由子

1年

授業の目的・概要

＜セミナーⅠａの目的と概要＞
　本授業は、本学園の建学の精神である「全人教育」の理解から始まる、大阪国際大学における4年間の学修スタ
イルの確立を目指した演習授業である。
　大学での学びは、自らの意思で計画し、考え、行動するという能動的・積極的な姿勢が求められる。本授業で
は大学及び学部・学科が目指す人材像やそのために設定された教育課程、成績評価の方法、進級・卒業要件など
の教育制度の説明を行った後、演習を進めるうえで必要な個人及びグループでの学習方法、情報収集の技法やレ
ポートの作成法等についての解説を行う。
　また、それらの学習スキルをベースに、自分が生活している社会に対する理解を深めるとともに、大学での学
びが社会とどのように繋がっているのかを学ぶ。テキストや本学オリジナルテーマよりいくつかの課題を取り上
げ、個人の学習スキルとグループでの学習スキルを用いた課題解決の過程において、「聴く」「纏める」「伝え
る」力を高めていく。

到達目標

１．大学の教育方針を理解し、主体的な学びを実践できる。
２．個人及びグループでの学習スキルを身につけ、課題に取り組むことができる。
３．他者とのコミュニケーション及びグループ活動の意義を理解し、その活動に参加できる。
４．課題に対して論理的に思考し、ICTを活用して解決を図ることができる。
５．大学初年次学生として自らの学びを計画し、学修に取り組むことができる。

授業計画

第01回 オリエンテーション１　「建学の精神」と教育方針、情報環境の設定、履修について
第02回 オリエンテーション２　大学における学びについて
第03回 学部学科別ワーク１　学科企画、学内施設体験ツアー
第04回 学部学科別ワーク２　学科企画、学内施設説明会
第05回 グループ学習１　タクナルEpisode 1「自己紹介」、基礎力セルフチェック（SC）1st
第06回 グループ学習２　タクナルEpisode 2「議論しよう」（議論回）
第07回 グループ学習３　タクナルEpisode 4「移動動物園」（企画回）
第08回 グループ学習４　タクナルEpisode 5「移動動物園」（発表回）
第09回 グループ学習５　タクナル体験のまとめ or タクナル「移動動物園」のつづき
第10回 グループワーク準備　次回以降実施の課題「共通テーマ」の準備、大学祭企画等
第11回 グループワーク１　学科別課題「個人作業（情報収集、問題発見）、集団作業（解決方法議論）」
第12回 グループワーク２　学科別課題「解決方法議論、方法の提案（企画）」
第13回 グループワーク３　学科別課題「グループ企画の発表準備」
第14回 グループワーク４　学科別課題「発表」
第15回 前期振り返り　学科別課題のまとめ、学修記録とポートフォリオの作成、夏季課題について

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

各回の復習や準備のため毎回3時間ほどの学習が求められる。
またグループ学習やグループワークの発表資料作成のため計15時間ほどを要する。

課題に対するフィードバックの方法

個別面談及びGoogleClassroomなどで課題に関するフィードバックをおこなう。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示すとおり、授業内に実施される課題と、定期試験に代わるレポートの評価結果に基づき総合的に判定の
うえ60点以上を合格とし、所定の単位を認定する 。

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 2単位

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

評価割合
（％）

90

0

0

評価方法・割合

課題への取組・活動への参加

評価対象となる到達目標

１．２．３．４．

実務家教員による授業 －

セミナーⅠａ（課題解決）



定期試験に代わるレポート等

その他

10

0

授業内での課題の取り組み・今後の学修計画の策定 ２．３．４．５．

テキスト タクナル

参考書 各担当教員より参考書に関する指示が示される。

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

セミナーⅠａ（課題解決）



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10400108

セミナーⅠａ（課題解決）

安達　康生、望月　拓実

安達　康生

1年

授業の目的・概要

＜セミナーⅠａの目的と概要＞
　本授業は、本学園の建学の精神である「全人教育」の理解から始まる、大阪国際大学における4年間の学修スタ
イルの確立を目指した演習授業である。
　大学での学びは、自らの意思で計画し、考え、行動するという能動的・積極的な姿勢が求められる。本授業で
は大学及び学部・学科が目指す人材像やそのために設定された教育課程、成績評価の方法、進級・卒業要件など
の教育制度の説明を行った後、演習を進めるうえで必要な個人及びグループでの学習方法、情報収集の技法やレ
ポートの作成法等についての解説を行う。
　また、それらの学習スキルをベースに、自分が生活している社会に対する理解を深めるとともに、大学での学
びが社会とどのように繋がっているのかを学ぶ。テキストや本学オリジナルテーマよりいくつかの課題を取り上
げ、個人の学習スキルとグループでの学習スキルを用いた課題解決の過程において、「聴く」「纏める」「伝え
る」力を高めていく。

到達目標

１．大学の教育方針を理解し、主体的な学びを実践できる。
２．個人及びグループでの学習スキルを身につけ、課題に取り組むことができる。
３．他者とのコミュニケーション及びグループ活動の意義を理解し、その活動に参加できる。
４．課題に対して論理的に思考し、ICTを活用して解決を図ることができる。
５．大学初年次学生として自らの学びを計画し、学修に取り組むことができる。

授業計画

第01回 オリエンテーション１　「建学の精神」と教育方針、情報環境の設定、履修について
第02回 オリエンテーション２　大学における学びについて
第03回 学部学科別ワーク１　学科企画、学内施設体験ツアー
第04回 学部学科別ワーク２　学科企画、学内施設説明会
第05回 グループ学習１　タクナルEpisode 1「自己紹介」、基礎力セルフチェック（SC）1st
第06回 グループ学習２　タクナルEpisode 2「議論しよう」（議論回）
第07回 グループ学習３　タクナルEpisode 4「移動動物園」（企画回）
第08回 グループ学習４　タクナルEpisode 5「移動動物園」（発表回）
第09回 グループ学習５　タクナル体験のまとめ or タクナル「移動動物園」のつづき
第10回 グループワーク準備　次回以降実施の課題「共通テーマ」の準備、大学祭企画等
第11回 グループワーク１　学科別課題「個人作業（情報収集、問題発見）、集団作業（解決方法議論）」
第12回 グループワーク２　学科別課題「解決方法議論、方法の提案（企画）」
第13回 グループワーク３　学科別課題「グループ企画の発表準備」
第14回 グループワーク４　学科別課題「発表」
第15回 前期振り返り　学科別課題のまとめ、学修記録とポートフォリオの作成、夏季課題について

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

各回の復習や準備のため毎回3時間ほどの学習が求められる。
またグループ学習やグループワークの発表資料作成のため計15時間ほどを要する。

課題に対するフィードバックの方法

個別面談及びGoogleClassroomなどで課題に関するフィードバックをおこなう。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示すとおり、授業内に実施される課題と、定期試験に代わるレポートの評価結果に基づき総合的に判定の
うえ60点以上を合格とし、所定の単位を認定する 。

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 2単位

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

評価割合
（％）

90

0

0

評価方法・割合

課題への取組・活動への参加

評価対象となる到達目標

１．２．３．４．

実務家教員による授業 －

セミナーⅠａ（課題解決）



定期試験に代わるレポート等

その他

10

0

授業内での課題の取り組み・今後の学修計画の策定 ２．３．４．５．

テキスト タクナル

参考書 各担当教員より参考書に関する指示が示される。

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

セミナーⅠａ（課題解決）



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10400109

セミナーⅠａ（課題解決）

山本　明志、田窪　美葉

山本　明志

1年

授業の目的・概要

＜セミナーⅠａの目的と概要＞
　本授業は、本学園の建学の精神である「全人教育」の理解から始まる、大阪国際大学における4年間の学修スタ
イルの確立を目指した演習授業である。
　大学での学びは、自らの意思で計画し、考え、行動するという能動的・積極的な姿勢が求められる。本授業で
は大学及び学部・学科が目指す人材像やそのために設定された教育課程、成績評価の方法、進級・卒業要件など
の教育制度の説明を行った後、演習を進めるうえで必要な個人及びグループでの学習方法、情報収集の技法やレ
ポートの作成法等についての解説を行う。
　また、それらの学習スキルをベースに、自分が生活している社会に対する理解を深めるとともに、大学での学
びが社会とどのように繋がっているのかを学ぶ。テキストや本学オリジナルテーマよりいくつかの課題を取り上
げ、個人の学習スキルとグループでの学習スキルを用いた課題解決の過程において、「聴く」「纏める」「伝え
る」力を高めていく。

到達目標

１．大学の教育方針を理解し、主体的な学びを実践できる。
２．個人及びグループでの学習スキルを身につけ、課題に取り組むことができる。
３．他者とのコミュニケーション及びグループ活動の意義を理解し、その活動に参加できる。
４．課題に対して論理的に思考し、ICTを活用して解決を図ることができる。
５．大学初年次学生として自らの学びを計画し、学修に取り組むことができる。

授業計画

第01回 オリエンテーション１　「建学の精神」と教育方針、情報環境の設定、履修について
第02回 オリエンテーション２　大学における学びについて
第03回 学部学科別ワーク１　学科企画、学内施設体験ツアー
第04回 学部学科別ワーク２　学科企画、学内施設説明会
第05回 グループ学習１　タクナルEpisode 1「自己紹介」、基礎力セルフチェック（SC）1st
第06回 グループ学習２　タクナルEpisode 2「議論しよう」（議論回）
第07回 グループ学習３　タクナルEpisode 4「移動動物園」（企画回）
第08回 グループ学習４　タクナルEpisode 5「移動動物園」（発表回）
第09回 グループ学習５　タクナル体験のまとめ or タクナル「移動動物園」のつづき
第10回 グループワーク準備　次回以降実施の課題「共通テーマ」の準備、大学祭企画等
第11回 グループワーク１　学科別課題「個人作業（情報収集、問題発見）、集団作業（解決方法議論）」
第12回 グループワーク２　学科別課題「解決方法議論、方法の提案（企画）」
第13回 グループワーク３　学科別課題「グループ企画の発表準備」
第14回 グループワーク４　学科別課題「発表」
第15回 前期振り返り　学科別課題のまとめ、学修記録とポートフォリオの作成、夏季課題について

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

各回の復習や準備のため毎回3時間ほどの学習が求められる。
またグループ学習やグループワークの発表資料作成のため計15時間ほどを要する。

課題に対するフィードバックの方法

個別面談及びGoogleClassroomなどで課題に関するフィードバックをおこなう。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示すとおり、授業内に実施される課題と、定期試験に代わるレポートの評価結果に基づき総合的に判定の
うえ60点以上を合格とし、所定の単位を認定する 。

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 2単位

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

評価割合
（％）

90

0

0

評価方法・割合

課題への取組・活動への参加

評価対象となる到達目標

１．２．３．４．

実務家教員による授業 －

セミナーⅠａ（課題解決）



定期試験に代わるレポート等

その他

10

0

授業内での課題の取り組み・今後の学修計画の策定 ２．３．４．５．

テキスト タクナル

参考書 各担当教員より参考書に関する指示が示される。

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

セミナーⅠａ（課題解決）



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10400110

セミナーⅠａ（課題解決）

西村　真由子、三輪　淳之

西村　真由子

1年

授業の目的・概要

＜セミナーⅠａの目的と概要＞
　本授業は、本学園の建学の精神である「全人教育」の理解から始まる、大阪国際大学における4年間の学修スタ
イルの確立を目指した演習授業である。
　大学での学びは、自らの意思で計画し、考え、行動するという能動的・積極的な姿勢が求められる。本授業で
は大学及び学部・学科が目指す人材像やそのために設定された教育課程、成績評価の方法、進級・卒業要件など
の教育制度の説明を行った後、演習を進めるうえで必要な個人及びグループでの学習方法、情報収集の技法やレ
ポートの作成法等についての解説を行う。
　また、それらの学習スキルをベースに、自分が生活している社会に対する理解を深めるとともに、大学での学
びが社会とどのように繋がっているのかを学ぶ。テキストや本学オリジナルテーマよりいくつかの課題を取り上
げ、個人の学習スキルとグループでの学習スキルを用いた課題解決の過程において、「聴く」「纏める」「伝え
る」力を高めていく。

到達目標

１．大学の教育方針を理解し、主体的な学びを実践できる。
２．個人及びグループでの学習スキルを身につけ、課題に取り組むことができる。
３．他者とのコミュニケーション及びグループ活動の意義を理解し、その活動に参加できる。
４．課題に対して論理的に思考し、ICTを活用して解決を図ることができる。
５．大学初年次学生として自らの学びを計画し、学修に取り組むことができる。

授業計画

第01回 オリエンテーション１　「建学の精神」と教育方針、情報環境の設定、履修について
第02回 オリエンテーション２　大学における学びについて
第03回 学部学科別ワーク１　学科企画、学内施設体験ツアー
第04回 学部学科別ワーク２　学科企画、学内施設説明会
第05回 グループ学習１　タクナルEpisode 1「自己紹介」、基礎力セルフチェック（SC）1st
第06回 グループ学習２　タクナルEpisode 2「議論しよう」（議論回）
第07回 グループ学習３　タクナルEpisode 4「移動動物園」（企画回）
第08回 グループ学習４　タクナルEpisode 5「移動動物園」（発表回）
第09回 グループ学習５　タクナル体験のまとめ or タクナル「移動動物園」のつづき
第10回 グループワーク準備　次回以降実施の課題「共通テーマ」の準備、大学祭企画等
第11回 グループワーク１　学科別課題「個人作業（情報収集、問題発見）、集団作業（解決方法議論）」
第12回 グループワーク２　学科別課題「解決方法議論、方法の提案（企画）」
第13回 グループワーク３　学科別課題「グループ企画の発表準備」
第14回 グループワーク４　学科別課題「発表」
第15回 前期振り返り　学科別課題のまとめ、学修記録とポートフォリオの作成、夏季課題について

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

各回の復習や準備のため毎回3時間ほどの学習が求められる。
またグループ学習やグループワークの発表資料作成のため計15時間ほどを要する。

課題に対するフィードバックの方法

個別面談及びGoogleClassroomなどで課題に関するフィードバックをおこなう。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示すとおり、授業内に実施される課題と、定期試験に代わるレポートの評価結果に基づき総合的に判定の
うえ60点以上を合格とし、所定の単位を認定する 。

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 2単位

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

評価割合
（％）

90

0

0

評価方法・割合

課題への取組・活動への参加

評価対象となる到達目標

１．２．３．４．

実務家教員による授業 －

セミナーⅠａ（課題解決）



定期試験に代わるレポート等

その他

10

0

授業内での課題の取り組み・今後の学修計画の策定 ２．３．４．５．

テキスト タクナル

参考書 各担当教員より参考書に関する指示が示される。

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

セミナーⅠａ（課題解決）



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10400111

セミナーⅠａ（課題解決）

安達　康生、藤澤　宜広

安達　康生

1年

授業の目的・概要

＜セミナーⅠａの目的と概要＞
　本授業は、本学園の建学の精神である「全人教育」の理解から始まる、大阪国際大学における4年間の学修スタ
イルの確立を目指した演習授業である。
　大学での学びは、自らの意思で計画し、考え、行動するという能動的・積極的な姿勢が求められる。本授業で
は大学及び学部・学科が目指す人材像やそのために設定された教育課程、成績評価の方法、進級・卒業要件など
の教育制度の説明を行った後、演習を進めるうえで必要な個人及びグループでの学習方法、情報収集の技法やレ
ポートの作成法等についての解説を行う。
　また、それらの学習スキルをベースに、自分が生活している社会に対する理解を深めるとともに、大学での学
びが社会とどのように繋がっているのかを学ぶ。テキストや本学オリジナルテーマよりいくつかの課題を取り上
げ、個人の学習スキルとグループでの学習スキルを用いた課題解決の過程において、「聴く」「纏める」「伝え
る」力を高めていく。

到達目標

１．大学の教育方針を理解し、主体的な学びを実践できる。
２．個人及びグループでの学習スキルを身につけ、課題に取り組むことができる。
３．他者とのコミュニケーション及びグループ活動の意義を理解し、その活動に参加できる。
４．課題に対して論理的に思考し、ICTを活用して解決を図ることができる。
５．大学初年次学生として自らの学びを計画し、学修に取り組むことができる。

授業計画

第01回 オリエンテーション１　「建学の精神」と教育方針、情報環境の設定、履修について
第02回 オリエンテーション２　大学における学びについて
第03回 学部学科別ワーク１　学科企画、学内施設体験ツアー
第04回 学部学科別ワーク２　学科企画、学内施設説明会
第05回 グループ学習１　タクナルEpisode 1「自己紹介」、基礎力セルフチェック（SC）1st
第06回 グループ学習２　タクナルEpisode 2「議論しよう」（議論回）
第07回 グループ学習３　タクナルEpisode 4「移動動物園」（企画回）
第08回 グループ学習４　タクナルEpisode 5「移動動物園」（発表回）
第09回 グループ学習５　タクナル体験のまとめ or タクナル「移動動物園」のつづき
第10回 グループワーク準備　次回以降実施の課題「共通テーマ」の準備、大学祭企画等
第11回 グループワーク１　学科別課題「個人作業（情報収集、問題発見）、集団作業（解決方法議論）」
第12回 グループワーク２　学科別課題「解決方法議論、方法の提案（企画）」
第13回 グループワーク３　学科別課題「グループ企画の発表準備」
第14回 グループワーク４　学科別課題「発表」
第15回 前期振り返り　学科別課題のまとめ、学修記録とポートフォリオの作成、夏季課題について

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

各回の復習や準備のため毎回3時間ほどの学習が求められる。
またグループ学習やグループワークの発表資料作成のため計15時間ほどを要する。

課題に対するフィードバックの方法

個別面談及びGoogleClassroomなどで課題に関するフィードバックをおこなう。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示すとおり、授業内に実施される課題と、定期試験に代わるレポートの評価結果に基づき総合的に判定の
うえ60点以上を合格とし、所定の単位を認定する 。

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 2単位

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

評価割合
（％）

90

0

0

評価方法・割合

課題への取組・活動への参加

評価対象となる到達目標

１．２．３．４．

実務家教員による授業 －

セミナーⅠａ（課題解決）



定期試験に代わるレポート等

その他

10

0

授業内での課題の取り組み・今後の学修計画の策定 ２．３．４．５．

テキスト タクナル

参考書 各担当教員より参考書に関する指示が示される。

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

セミナーⅠａ（課題解決）



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10400112

セミナーⅠａ（課題解決）

山本　明志、川波　竜三

山本　明志

1年

授業の目的・概要

＜セミナーⅠａの目的と概要＞
　本授業は、本学園の建学の精神である「全人教育」の理解から始まる、大阪国際大学における4年間の学修スタ
イルの確立を目指した演習授業である。
　大学での学びは、自らの意思で計画し、考え、行動するという能動的・積極的な姿勢が求められる。本授業で
は大学及び学部・学科が目指す人材像やそのために設定された教育課程、成績評価の方法、進級・卒業要件など
の教育制度の説明を行った後、演習を進めるうえで必要な個人及びグループでの学習方法、情報収集の技法やレ
ポートの作成法等についての解説を行う。
　また、それらの学習スキルをベースに、自分が生活している社会に対する理解を深めるとともに、大学での学
びが社会とどのように繋がっているのかを学ぶ。テキストや本学オリジナルテーマよりいくつかの課題を取り上
げ、個人の学習スキルとグループでの学習スキルを用いた課題解決の過程において、「聴く」「纏める」「伝え
る」力を高めていく。

到達目標

１．大学の教育方針を理解し、主体的な学びを実践できる。
２．個人及びグループでの学習スキルを身につけ、課題に取り組むことができる。
３．他者とのコミュニケーション及びグループ活動の意義を理解し、その活動に参加できる。
４．課題に対して論理的に思考し、ICTを活用して解決を図ることができる。
５．大学初年次学生として自らの学びを計画し、学修に取り組むことができる。

授業計画

第01回 オリエンテーション１　「建学の精神」と教育方針、情報環境の設定、履修について
第02回 オリエンテーション２　大学における学びについて
第03回 学部学科別ワーク１　学科企画、学内施設体験ツアー
第04回 学部学科別ワーク２　学科企画、学内施設説明会
第05回 グループ学習１　タクナルEpisode 1「自己紹介」、基礎力セルフチェック（SC）1st
第06回 グループ学習２　タクナルEpisode 2「議論しよう」（議論回）
第07回 グループ学習３　タクナルEpisode 4「移動動物園」（企画回）
第08回 グループ学習４　タクナルEpisode 5「移動動物園」（発表回）
第09回 グループ学習５　タクナル体験のまとめ or タクナル「移動動物園」のつづき
第10回 グループワーク準備　次回以降実施の課題「共通テーマ」の準備、大学祭企画等
第11回 グループワーク１　学科別課題「個人作業（情報収集、問題発見）、集団作業（解決方法議論）」
第12回 グループワーク２　学科別課題「解決方法議論、方法の提案（企画）」
第13回 グループワーク３　学科別課題「グループ企画の発表準備」
第14回 グループワーク４　学科別課題「発表」
第15回 前期振り返り　学科別課題のまとめ、学修記録とポートフォリオの作成、夏季課題について

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

各回の復習や準備のため毎回3時間ほどの学習が求められる。
またグループ学習やグループワークの発表資料作成のため計15時間ほどを要する。

課題に対するフィードバックの方法

個別面談及びGoogleClassroomなどで課題に関するフィードバックをおこなう。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示すとおり、授業内に実施される課題と、定期試験に代わるレポートの評価結果に基づき総合的に判定の
うえ60点以上を合格とし、所定の単位を認定する 。

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 2単位

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

評価割合
（％）

90

0

0

評価方法・割合

課題への取組・活動への参加

評価対象となる到達目標

１．２．３．４．

実務家教員による授業 －

セミナーⅠａ（課題解決）



定期試験に代わるレポート等

その他

10

0

授業内での課題の取り組み・今後の学修計画の策定 ２．３．４．５．

テキスト タクナル

参考書 各担当教員より参考書に関する指示が示される。

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

セミナーⅠａ（課題解決）



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10400207

セミナーⅠｂ（課題解決）

西村　真由子、安高　真一郎

西村　真由子

1年

授業の目的・概要

＜セミナーⅠｂの目的と概要＞
　この授業は、大学における学修スタイルの確立を目指した演習授業である。
　本授業ではセミナーⅠａにおける学びを継続・発展させ、テキスト及び大学オリジナルテーマよりいくつかの
課題を取り上げ、個人及びグループでその課題を解決する過程で、「聴く」「纏める」「伝える」力を高めてい
く。同時に、自らの社会的基礎力の向上に取り組み、グループにおける課題解決の活動について他者との関係を
構築し、具体的な解決への貢献の仕方を考え、論理的な思考にもとづいた方法を採用するといった応用的なスキ
ルを身につけていく。
　それらの学習スキルをベースに、自分が生活している社会に対する理解を深め、大学での学びが社会とどのよ
うに繋がっているのかを学び、期末には大学初年次学生として自らの学修成果をまとめることができるようにす
る。

到達目標

１．自らの学修成果と社会的基礎力を理解し、その改善と向上に取り組むことができる。
２．個人及びグループでの学習スキルを用いて社会的な課題に取り組むことができる。
３．グループ活動の課題を理解し、その解決に貢献できる。
４．課題に対して論理的に思考し、ICTを応用して解決することができる。
５．大学初年次学生として自らの学びを振り返り、学修成果をまとめることができる。

授業計画

第01回 オリエンテーション　前期成績評価、履修修正、ポートフォリオについて、基礎力セルフチェック（SC）
 2nd
第02回 グループ学習１　タクナルEpisode 3「自分の意見を伝える」
第03回 グループワーク１　学科別課題「個人作業（情報収集）、集団作業（議論）」（学科内共通テーマ、大学
祭企画等）
第04回 グループワーク２　学科別課題「議論、提案」
第05回 グループワーク３　学科別課題「個人的総括、集団として総括・発表」
第06回 グループ学習２　タクナルEpisode 6「情報を集めよう」（企画回）
第07回 グループ学習３　タクナルEpisode 7「情報を集めよう」（発表回）
第08回 グループ学習４　タクナルEpisode 9「情報を分析しよう」（企画回）
第09回 グループ学習５　タクナルEpisode 10「情報を分析しよう」（発表回）
第10回 グループ学習６　タクナルEpisode 11「問題提起」（企画回）
第11回 グループ学習７　タクナルEpisode 12「問題提起」（発表回）
第12回 グループ学習８　タクナルEpisode 15「自分と仲間の成長」
第13回 グループワーク４　タクナル体験と学科別課題のまとめ「個人的総括、集団として総括」
第14回 グループワーク５　タクナル体験と学科別課題のまとめ「個人発表、集団発表」
第15回 後期振り返り　学修記録とポートフォリオの作成について、基礎力SC 3rd

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

各回の復習や準備のため毎回3時間ほどの学習が求められる。
またグループ学習やグループワークの発表資料作成のため計15時間ほどを要する。

課題に対するフィードバックの方法

個別面談及びGoogleClassroomなどで課題に関するフィードバックをおこなう。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示すとおり、授業内に実施される課題と、定期試験に代わるレポートの評価結果に基づき総合的に判定の
うえ60点以上を合格とし、所定の単位を認定する 。

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 2単位

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

評価割合
（％）

90

0

0

評価方法・割合

課題への取組・活動への参加

評価対象となる到達目標

１．２．３．４．

実務家教員による授業 －

セミナーⅠｂ（課題解決）



定期試験に代わるレポート等

その他

10

0

授業内での課題の取り組み・学びの振り返りと学修成果
のまとめ

１．２．３．４．５．

テキスト タクナル

参考書 各担当教員より参考書に関する指示が示される。

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

セミナーⅠｂ（課題解決）



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10400208

セミナーⅠｂ（課題解決）

安達　康生、望月　拓実

安達　康生

1年

授業の目的・概要

＜セミナーⅠｂの目的と概要＞
　この授業は、大学における学修スタイルの確立を目指した演習授業である。
　本授業ではセミナーⅠａにおける学びを継続・発展させ、テキスト及び大学オリジナルテーマよりいくつかの
課題を取り上げ、個人及びグループでその課題を解決する過程で、「聴く」「纏める」「伝える」力を高めてい
く。同時に、自らの社会的基礎力の向上に取り組み、グループにおける課題解決の活動について他者との関係を
構築し、具体的な解決への貢献の仕方を考え、論理的な思考にもとづいた方法を採用するといった応用的なスキ
ルを身につけていく。
　それらの学習スキルをベースに、自分が生活している社会に対する理解を深め、大学での学びが社会とどのよ
うに繋がっているのかを学び、期末には大学初年次学生として自らの学修成果をまとめることができるようにす
る。

到達目標

１．自らの学修成果と社会的基礎力を理解し、その改善と向上に取り組むことができる。
２．個人及びグループでの学習スキルを用いて社会的な課題に取り組むことができる。
３．グループ活動の課題を理解し、その解決に貢献できる。
４．課題に対して論理的に思考し、ICTを応用して解決することができる。
５．大学初年次学生として自らの学びを振り返り、学修成果をまとめることができる。

授業計画

第01回 オリエンテーション　前期成績評価、履修修正、ポートフォリオについて、基礎力セルフチェック（SC）
 2nd
第02回 グループ学習１　タクナルEpisode 3「自分の意見を伝える」
第03回 グループワーク１　学科別課題「個人作業（情報収集）、集団作業（議論）」（学科内共通テーマ、大学
祭企画等）
第04回 グループワーク２　学科別課題「議論、提案」
第05回 グループワーク３　学科別課題「個人的総括、集団として総括・発表」
第06回 グループ学習２　タクナルEpisode 6「情報を集めよう」（企画回）
第07回 グループ学習３　タクナルEpisode 7「情報を集めよう」（発表回）
第08回 グループ学習４　タクナルEpisode 9「情報を分析しよう」（企画回）
第09回 グループ学習５　タクナルEpisode 10「情報を分析しよう」（発表回）
第10回 グループ学習６　タクナルEpisode 11「問題提起」（企画回）
第11回 グループ学習７　タクナルEpisode 12「問題提起」（発表回）
第12回 グループ学習８　タクナルEpisode 15「自分と仲間の成長」
第13回 グループワーク４　タクナル体験と学科別課題のまとめ「個人的総括、集団として総括」
第14回 グループワーク５　タクナル体験と学科別課題のまとめ「個人発表、集団発表」
第15回 後期振り返り　学修記録とポートフォリオの作成について、基礎力SC 3rd

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

各回の復習や準備のため毎回3時間ほどの学習が求められる。
またグループ学習やグループワークの発表資料作成のため計15時間ほどを要する。

課題に対するフィードバックの方法

個別面談及びGoogleClassroomなどで課題に関するフィードバックをおこなう。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示すとおり、授業内に実施される課題と、定期試験に代わるレポートの評価結果に基づき総合的に判定の
うえ60点以上を合格とし、所定の単位を認定する 。

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 2単位

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

評価割合
（％）

90

0

0

評価方法・割合

課題への取組・活動への参加

評価対象となる到達目標

１．２．３．４．

実務家教員による授業 －

セミナーⅠｂ（課題解決）



定期試験に代わるレポート等

その他

10

0

授業内での課題の取り組み・学びの振り返りと学修成果
のまとめ

１．２．３．４．５．

テキスト タクナル

参考書 各担当教員より参考書に関する指示が示される。

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

セミナーⅠｂ（課題解決）



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10400209

セミナーⅠｂ（課題解決）

山本　明志、田窪　美葉

山本　明志

1年

授業の目的・概要

＜セミナーⅠｂの目的と概要＞
　この授業は、大学における学修スタイルの確立を目指した演習授業である。
　本授業ではセミナーⅠａにおける学びを継続・発展させ、テキスト及び大学オリジナルテーマよりいくつかの
課題を取り上げ、個人及びグループでその課題を解決する過程で、「聴く」「纏める」「伝える」力を高めてい
く。同時に、自らの社会的基礎力の向上に取り組み、グループにおける課題解決の活動について他者との関係を
構築し、具体的な解決への貢献の仕方を考え、論理的な思考にもとづいた方法を採用するといった応用的なスキ
ルを身につけていく。
　それらの学習スキルをベースに、自分が生活している社会に対する理解を深め、大学での学びが社会とどのよ
うに繋がっているのかを学び、期末には大学初年次学生として自らの学修成果をまとめることができるようにす
る。

到達目標

１．自らの学修成果と社会的基礎力を理解し、その改善と向上に取り組むことができる。
２．個人及びグループでの学習スキルを用いて社会的な課題に取り組むことができる。
３．グループ活動の課題を理解し、その解決に貢献できる。
４．課題に対して論理的に思考し、ICTを応用して解決することができる。
５．大学初年次学生として自らの学びを振り返り、学修成果をまとめることができる。

授業計画

第01回 オリエンテーション　前期成績評価、履修修正、ポートフォリオについて、基礎力セルフチェック（SC）
 2nd
第02回 グループ学習１　タクナルEpisode 3「自分の意見を伝える」
第03回 グループワーク１　学科別課題「個人作業（情報収集）、集団作業（議論）」（学科内共通テーマ、大学
祭企画等）
第04回 グループワーク２　学科別課題「議論、提案」
第05回 グループワーク３　学科別課題「個人的総括、集団として総括・発表」
第06回 グループ学習２　タクナルEpisode 6「情報を集めよう」（企画回）
第07回 グループ学習３　タクナルEpisode 7「情報を集めよう」（発表回）
第08回 グループ学習４　タクナルEpisode 9「情報を分析しよう」（企画回）
第09回 グループ学習５　タクナルEpisode 10「情報を分析しよう」（発表回）
第10回 グループ学習６　タクナルEpisode 11「問題提起」（企画回）
第11回 グループ学習７　タクナルEpisode 12「問題提起」（発表回）
第12回 グループ学習８　タクナルEpisode 15「自分と仲間の成長」
第13回 グループワーク４　タクナル体験と学科別課題のまとめ「個人的総括、集団として総括」
第14回 グループワーク５　タクナル体験と学科別課題のまとめ「個人発表、集団発表」
第15回 後期振り返り　学修記録とポートフォリオの作成について、基礎力SC 3rd

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

各回の復習や準備のため毎回3時間ほどの学習が求められる。
またグループ学習やグループワークの発表資料作成のため計15時間ほどを要する。

課題に対するフィードバックの方法

個別面談及びGoogleClassroomなどで課題に関するフィードバックをおこなう。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示すとおり、授業内に実施される課題と、定期試験に代わるレポートの評価結果に基づき総合的に判定の
うえ60点以上を合格とし、所定の単位を認定する 。

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 2単位

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

評価割合
（％）

90

0

0

評価方法・割合

課題への取組・活動への参加

評価対象となる到達目標

１．２．３．４．

実務家教員による授業 －

セミナーⅠｂ（課題解決）



定期試験に代わるレポート等

その他

10

0

授業内での課題の取り組み・学びの振り返りと学修成果
のまとめ

１．２．３．４．５．

テキスト タクナル

参考書 各担当教員より参考書に関する指示が示される。

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

セミナーⅠｂ（課題解決）



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10400210

セミナーⅠｂ（課題解決）

西村　真由子、三輪　淳之

西村　真由子

1年

授業の目的・概要

＜セミナーⅠｂの目的と概要＞
　この授業は、大学における学修スタイルの確立を目指した演習授業である。
　本授業ではセミナーⅠａにおける学びを継続・発展させ、テキスト及び大学オリジナルテーマよりいくつかの
課題を取り上げ、個人及びグループでその課題を解決する過程で、「聴く」「纏める」「伝える」力を高めてい
く。同時に、自らの社会的基礎力の向上に取り組み、グループにおける課題解決の活動について他者との関係を
構築し、具体的な解決への貢献の仕方を考え、論理的な思考にもとづいた方法を採用するといった応用的なスキ
ルを身につけていく。
　それらの学習スキルをベースに、自分が生活している社会に対する理解を深め、大学での学びが社会とどのよ
うに繋がっているのかを学び、期末には大学初年次学生として自らの学修成果をまとめることができるようにす
る。

到達目標

１．自らの学修成果と社会的基礎力を理解し、その改善と向上に取り組むことができる。
２．個人及びグループでの学習スキルを用いて社会的な課題に取り組むことができる。
３．グループ活動の課題を理解し、その解決に貢献できる。
４．課題に対して論理的に思考し、ICTを応用して解決することができる。
５．大学初年次学生として自らの学びを振り返り、学修成果をまとめることができる。

授業計画

第01回 オリエンテーション　前期成績評価、履修修正、ポートフォリオについて、基礎力セルフチェック（SC）
 2nd
第02回 グループ学習１　タクナルEpisode 3「自分の意見を伝える」
第03回 グループワーク１　学科別課題「個人作業（情報収集）、集団作業（議論）」（学科内共通テーマ、大学
祭企画等）
第04回 グループワーク２　学科別課題「議論、提案」
第05回 グループワーク３　学科別課題「個人的総括、集団として総括・発表」
第06回 グループ学習２　タクナルEpisode 6「情報を集めよう」（企画回）
第07回 グループ学習３　タクナルEpisode 7「情報を集めよう」（発表回）
第08回 グループ学習４　タクナルEpisode 9「情報を分析しよう」（企画回）
第09回 グループ学習５　タクナルEpisode 10「情報を分析しよう」（発表回）
第10回 グループ学習６　タクナルEpisode 11「問題提起」（企画回）
第11回 グループ学習７　タクナルEpisode 12「問題提起」（発表回）
第12回 グループ学習８　タクナルEpisode 15「自分と仲間の成長」
第13回 グループワーク４　タクナル体験と学科別課題のまとめ「個人的総括、集団として総括」
第14回 グループワーク５　タクナル体験と学科別課題のまとめ「個人発表、集団発表」
第15回 後期振り返り　学修記録とポートフォリオの作成について、基礎力SC 3rd

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

各回の復習や準備のため毎回3時間ほどの学習が求められる。
またグループ学習やグループワークの発表資料作成のため計15時間ほどを要する。

課題に対するフィードバックの方法

個別面談及びGoogleClassroomなどで課題に関するフィードバックをおこなう。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示すとおり、授業内に実施される課題と、定期試験に代わるレポートの評価結果に基づき総合的に判定の
うえ60点以上を合格とし、所定の単位を認定する 。

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 2単位

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

評価割合
（％）

90

0

0

評価方法・割合

課題への取組・活動への参加

評価対象となる到達目標

１．２．３．４．

実務家教員による授業 －

セミナーⅠｂ（課題解決）



定期試験に代わるレポート等

その他

10

0

授業内での課題の取り組み・学びの振り返りと学修成果
のまとめ

１．２．３．４．５．

テキスト タクナル

参考書 各担当教員より参考書に関する指示が示される。

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

セミナーⅠｂ（課題解決）



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10400211

セミナーⅠｂ（課題解決）

安達　康生、藤澤　宜広

安達　康生

1年

授業の目的・概要

＜セミナーⅠｂの目的と概要＞
　この授業は、大学における学修スタイルの確立を目指した演習授業である。
　本授業ではセミナーⅠａにおける学びを継続・発展させ、テキスト及び大学オリジナルテーマよりいくつかの
課題を取り上げ、個人及びグループでその課題を解決する過程で、「聴く」「纏める」「伝える」力を高めてい
く。同時に、自らの社会的基礎力の向上に取り組み、グループにおける課題解決の活動について他者との関係を
構築し、具体的な解決への貢献の仕方を考え、論理的な思考にもとづいた方法を採用するといった応用的なスキ
ルを身につけていく。
　それらの学習スキルをベースに、自分が生活している社会に対する理解を深め、大学での学びが社会とどのよ
うに繋がっているのかを学び、期末には大学初年次学生として自らの学修成果をまとめることができるようにす
る。

到達目標

１．自らの学修成果と社会的基礎力を理解し、その改善と向上に取り組むことができる。
２．個人及びグループでの学習スキルを用いて社会的な課題に取り組むことができる。
３．グループ活動の課題を理解し、その解決に貢献できる。
４．課題に対して論理的に思考し、ICTを応用して解決することができる。
５．大学初年次学生として自らの学びを振り返り、学修成果をまとめることができる。

授業計画

第01回 オリエンテーション　前期成績評価、履修修正、ポートフォリオについて、基礎力セルフチェック（SC）
 2nd
第02回 グループ学習１　タクナルEpisode 3「自分の意見を伝える」
第03回 グループワーク１　学科別課題「個人作業（情報収集）、集団作業（議論）」（学科内共通テーマ、大学
祭企画等）
第04回 グループワーク２　学科別課題「議論、提案」
第05回 グループワーク３　学科別課題「個人的総括、集団として総括・発表」
第06回 グループ学習２　タクナルEpisode 6「情報を集めよう」（企画回）
第07回 グループ学習３　タクナルEpisode 7「情報を集めよう」（発表回）
第08回 グループ学習４　タクナルEpisode 9「情報を分析しよう」（企画回）
第09回 グループ学習５　タクナルEpisode 10「情報を分析しよう」（発表回）
第10回 グループ学習６　タクナルEpisode 11「問題提起」（企画回）
第11回 グループ学習７　タクナルEpisode 12「問題提起」（発表回）
第12回 グループ学習８　タクナルEpisode 15「自分と仲間の成長」
第13回 グループワーク４　タクナル体験と学科別課題のまとめ「個人的総括、集団として総括」
第14回 グループワーク５　タクナル体験と学科別課題のまとめ「個人発表、集団発表」
第15回 後期振り返り　学修記録とポートフォリオの作成について、基礎力SC 3rd

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

各回の復習や準備のため毎回3時間ほどの学習が求められる。
またグループ学習やグループワークの発表資料作成のため計15時間ほどを要する。

課題に対するフィードバックの方法

個別面談及びGoogleClassroomなどで課題に関するフィードバックをおこなう。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示すとおり、授業内に実施される課題と、定期試験に代わるレポートの評価結果に基づき総合的に判定の
うえ60点以上を合格とし、所定の単位を認定する 。

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 2単位

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

評価割合
（％）

90

0

0

評価方法・割合

課題への取組・活動への参加

評価対象となる到達目標

１．２．３．４．

実務家教員による授業 －

セミナーⅠｂ（課題解決）



定期試験に代わるレポート等

その他

10

0

授業内での課題の取り組み・学びの振り返りと学修成果
のまとめ

１．２．３．４．５．

テキスト タクナル

参考書 各担当教員より参考書に関する指示が示される。

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

セミナーⅠｂ（課題解決）



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10400212

セミナーⅠｂ（課題解決）

山本　明志、川波　竜三

山本　明志

1年

授業の目的・概要

＜セミナーⅠｂの目的と概要＞
　この授業は、大学における学修スタイルの確立を目指した演習授業である。
　本授業ではセミナーⅠａにおける学びを継続・発展させ、テキスト及び大学オリジナルテーマよりいくつかの
課題を取り上げ、個人及びグループでその課題を解決する過程で、「聴く」「纏める」「伝える」力を高めてい
く。同時に、自らの社会的基礎力の向上に取り組み、グループにおける課題解決の活動について他者との関係を
構築し、具体的な解決への貢献の仕方を考え、論理的な思考にもとづいた方法を採用するといった応用的なスキ
ルを身につけていく。
　それらの学習スキルをベースに、自分が生活している社会に対する理解を深め、大学での学びが社会とどのよ
うに繋がっているのかを学び、期末には大学初年次学生として自らの学修成果をまとめることができるようにす
る。

到達目標

１．自らの学修成果と社会的基礎力を理解し、その改善と向上に取り組むことができる。
２．個人及びグループでの学習スキルを用いて社会的な課題に取り組むことができる。
３．グループ活動の課題を理解し、その解決に貢献できる。
４．課題に対して論理的に思考し、ICTを応用して解決することができる。
５．大学初年次学生として自らの学びを振り返り、学修成果をまとめることができる。

授業計画

第01回 オリエンテーション　前期成績評価、履修修正、ポートフォリオについて、基礎力セルフチェック（SC）
 2nd
第02回 グループ学習１　タクナルEpisode 3「自分の意見を伝える」
第03回 グループワーク１　学科別課題「個人作業（情報収集）、集団作業（議論）」（学科内共通テーマ、大学
祭企画等）
第04回 グループワーク２　学科別課題「議論、提案」
第05回 グループワーク３　学科別課題「個人的総括、集団として総括・発表」
第06回 グループ学習２　タクナルEpisode 6「情報を集めよう」（企画回）
第07回 グループ学習３　タクナルEpisode 7「情報を集めよう」（発表回）
第08回 グループ学習４　タクナルEpisode 9「情報を分析しよう」（企画回）
第09回 グループ学習５　タクナルEpisode 10「情報を分析しよう」（発表回）
第10回 グループ学習６　タクナルEpisode 11「問題提起」（企画回）
第11回 グループ学習７　タクナルEpisode 12「問題提起」（発表回）
第12回 グループ学習８　タクナルEpisode 15「自分と仲間の成長」
第13回 グループワーク４　タクナル体験と学科別課題のまとめ「個人的総括、集団として総括」
第14回 グループワーク５　タクナル体験と学科別課題のまとめ「個人発表、集団発表」
第15回 後期振り返り　学修記録とポートフォリオの作成について、基礎力SC 3rd

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

各回の復習や準備のため毎回3時間ほどの学習が求められる。
またグループ学習やグループワークの発表資料作成のため計15時間ほどを要する。

課題に対するフィードバックの方法

個別面談及びGoogleClassroomなどで課題に関するフィードバックをおこなう。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示すとおり、授業内に実施される課題と、定期試験に代わるレポートの評価結果に基づき総合的に判定の
うえ60点以上を合格とし、所定の単位を認定する 。

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 2単位

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

評価割合
（％）

90

0

0

評価方法・割合

課題への取組・活動への参加

評価対象となる到達目標

１．２．３．４．

実務家教員による授業 －

セミナーⅠｂ（課題解決）



定期試験に代わるレポート等

その他

10

0

授業内での課題の取り組み・学びの振り返りと学修成果
のまとめ

１．２．３．４．５．

テキスト タクナル

参考書 各担当教員より参考書に関する指示が示される。

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

セミナーⅠｂ（課題解決）



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10400605

教養演習

中村　昌子、青砥　正壽、衛藤　恵理香

中村　昌子

1年

授業の目的・概要

＜教養演習の目的＞
　大学生として必須の基本的な技能（スキル）である「文章読解、文章表現、数的処理」は教養を修得する根幹
であると捉え、それを身につけることを目的とした授業である。基本的技能である日本語を用いたコミュニケー
ション・スキル及び数的処理や統計図表読解に関わるスキルを大学初年次の間で適切に運用できること、そして
これらのスキルが礎となり今後本学での専門教育で必要となる専門的スキルや進路先となる社会で求められる高
度なスキルの修得が容易になることも目指している。
＜教養演習の概要＞
　授業は、それぞれのスキルに関する専門の複数教員がオムニバスで授業を担当する形式である。また、各教員
から指定される授業内容の予習復習や本学のドリル教材を用いた学習など事前事後の学習を重視する。
　さらに、本授業の学習成果目標に到達しそうにない場合は学修支援プログラムと連携して、これらの基本スキ
ルを必ず修得するための補習機会を準備している。

到達目標

１．論理的に思考することができる
２．筋道を立てて説明することができる
３．文章を読み解くことができる
４．学術的文章を書くことができる
５．表・グラフなどの統計資料を読み解くことができる

授業計画

＜文章読解の基礎＞
担当：中村昌子
第1回：情報の整理　（文章の構造の理解）
第2回：文章の理解の基本　（記述と説明の区別、事実と意見の区別）
第3回：文章を読み解く　（パラグラフの理解と分析）
第4回：文章を要約する　（パラグラフの要点の整理）
第5回：文章を解釈する　（パラグラフの関係の理解）

＜文章表現の基礎＞
担当：村田菜穂子
第1回：説明する　（漏れや重複をさける、わかりやすい記述の順序）
第2回：Ｅメールの書き方　（書き方の基本、連絡する、返信を求める）
第3回：大学生のレポートとは　（アカデミックワードの使用、事実と意見の区別）
第4回：アカデミック・ライティングとは　（先行研究を踏まえる、レポートの基本構成）
第5回：レポートにおける決まりごと　（引用の方法、注のつけ方、参考文献リストの書き方）

＜数的処理の基礎＞
担当：青砥正壽
第1回：論理表の活用　（文章の内容を表で整理し、論理的に正しい関係を導く）
第2回：推論　（3段論法や論理式を活用し、論理的に物事を推理する）
第3回：集合と論理　（集合論のベン図などを用いて、論理的に物事の関係性を導く）
第4回：表とグラフの基礎　（表やグラフの見方など、統計の基礎を学ぶ）
第5回：表とグラフの読み取り　（表やグラフから統計データを読み取る）

事前事後の学習

授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。

各担当教員より事前事後の学習の内容が示される。

課題に対するフィードバックの方法

各担当教員より課題に対するフィードバックの方法が示される。

成績評価の方法・基準（方針）

各担当教員より「授業内での評価」の方法・基準（方針）が示される。
「定期試験に代わるレポート」の提出は、単位取得の必要条件である。

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 1単位

成績評価の種類 評価割合
（％）

評価方法・割合 評価対象となる到達目標

実務家教員による授業 －

教養演習



授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

90

0

0

10

0

担当教員3名×30

10

１．２．３．４．５．

１．２．３．４．５．

テキスト なし

参考書 各担当教員より参考書に関する指示が示される。

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

教養演習



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10400606

教養演習

青砥　正壽、衛藤　恵理香、中村　昌子

青砥　正壽

1年

授業の目的・概要

＜教養演習の目的＞
　大学生として必須の基本的な技能（スキル）である「文章読解、文章表現、数的処理」は教養を修得する根幹
であると捉え、それを身につけることを目的とした授業である。基本的技能である日本語を用いたコミュニケー
ション・スキル及び数的処理や統計図表読解に関わるスキルを大学初年次の間で適切に運用できること、そして
これらのスキルが礎となり今後本学での専門教育で必要となる専門的スキルや進路先となる社会で求められる高
度なスキルの修得が容易になることも目指している。
＜教養演習の概要＞
　授業は、それぞれのスキルに関する専門の複数教員がオムニバスで授業を担当する形式である。また、各教員
から指定される授業内容の予習復習や本学のドリル教材を用いた学習など事前事後の学習を重視する。
　さらに、本授業の学習成果目標に到達しそうにない場合は学修支援プログラムと連携して、これらの基本スキ
ルを必ず修得するための補習機会を準備している。

到達目標

１．論理的に思考することができる
２．筋道を立てて説明することができる
３．文章を読み解くことができる
４．学術的文章を書くことができる
５．表・グラフなどの統計資料を読み解くことができる

授業計画

＜文章読解の基礎＞
担当：中村昌子
第1回：情報の整理　（文章の構造の理解）
第2回：文章の理解の基本　（記述と説明の区別、事実と意見の区別）
第3回：文章を読み解く　（パラグラフの理解と分析）
第4回：文章を要約する　（パラグラフの要点の整理）
第5回：文章を解釈する　（パラグラフの関係の理解）

＜文章表現の基礎＞
担当：村田菜穂子
第1回：説明する　（漏れや重複をさける、わかりやすい記述の順序）
第2回：Ｅメールの書き方　（書き方の基本、連絡する、返信を求める）
第3回：大学生のレポートとは　（アカデミックワードの使用、事実と意見の区別）
第4回：アカデミック・ライティングとは　（先行研究を踏まえる、レポートの基本構成）
第5回：レポートにおける決まりごと　（引用の方法、注のつけ方、参考文献リストの書き方）

＜数的処理の基礎＞
担当：青砥正壽
第1回：論理表の活用　（文章の内容を表で整理し、論理的に正しい関係を導く）
第2回：推論　（3段論法や論理式を活用し、論理的に物事を推理する）
第3回：集合と論理　（集合論のベン図などを用いて、論理的に物事の関係性を導く）
第4回：表とグラフの基礎　（表やグラフの見方など、統計の基礎を学ぶ）
第5回：表とグラフの読み取り　（表やグラフから統計データを読み取る）

事前事後の学習

授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。

各担当教員より事前事後の学習の内容が示される。

課題に対するフィードバックの方法

各担当教員より課題に対するフィードバックの方法が示される。

成績評価の方法・基準（方針）

各担当教員より「授業内での評価」の方法・基準（方針）が示される。
「定期試験に代わるレポート」の提出は、単位取得の必要条件である。

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 1単位

成績評価の種類 評価割合
（％）

評価方法・割合 評価対象となる到達目標

実務家教員による授業 －

教養演習



授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

90

0

0

10

0

担当教員3名×30

10

１．２．３．４．５．

１．２．３．４．５．

テキスト なし

参考書 各担当教員より参考書に関する指示が示される。

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

教養演習



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10400607

教養演習

中村　昌子、青砥　正壽、衛藤　恵理香

中村　昌子

1年

授業の目的・概要

＜教養演習の目的＞
　大学生として必須の基本的な技能（スキル）である「文章読解、文章表現、数的処理」は教養を修得する根幹
であると捉え、それを身につけることを目的とした授業である。基本的技能である日本語を用いたコミュニケー
ション・スキル及び数的処理や統計図表読解に関わるスキルを大学初年次の間で適切に運用できること、そして
これらのスキルが礎となり今後本学での専門教育で必要となる専門的スキルや進路先となる社会で求められる高
度なスキルの修得が容易になることも目指している。
＜教養演習の概要＞
　授業は、それぞれのスキルに関する専門の複数教員がオムニバスで授業を担当する形式である。また、各教員
から指定される授業内容の予習復習や本学のドリル教材を用いた学習など事前事後の学習を重視する。
　さらに、本授業の学習成果目標に到達しそうにない場合は学修支援プログラムと連携して、これらの基本スキ
ルを必ず修得するための補習機会を準備している。

到達目標

１．論理的に思考することができる
２．筋道を立てて説明することができる
３．文章を読み解くことができる
４．学術的文章を書くことができる
５．表・グラフなどの統計資料を読み解くことができる

授業計画

＜文章読解の基礎＞
担当：中村昌子
第1回：情報の整理　（文章の構造の理解）
第2回：文章の理解の基本　（記述と説明の区別、事実と意見の区別）
第3回：文章を読み解く　（パラグラフの理解と分析）
第4回：文章を要約する　（パラグラフの要点の整理）
第5回：文章を解釈する　（パラグラフの関係の理解）

＜文章表現の基礎＞
担当：村田菜穂子
第1回：説明する　（漏れや重複をさける、わかりやすい記述の順序）
第2回：Ｅメールの書き方　（書き方の基本、連絡する、返信を求める）
第3回：大学生のレポートとは　（アカデミックワードの使用、事実と意見の区別）
第4回：アカデミック・ライティングとは　（先行研究を踏まえる、レポートの基本構成）
第5回：レポートにおける決まりごと　（引用の方法、注のつけ方、参考文献リストの書き方）

＜数的処理の基礎＞
担当：青砥正壽
第1回：論理表の活用　（文章の内容を表で整理し、論理的に正しい関係を導く）
第2回：推論　（3段論法や論理式を活用し、論理的に物事を推理する）
第3回：集合と論理　（集合論のベン図などを用いて、論理的に物事の関係性を導く）
第4回：表とグラフの基礎　（表やグラフの見方など、統計の基礎を学ぶ）
第5回：表とグラフの読み取り　（表やグラフから統計データを読み取る）

事前事後の学習

授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。

各担当教員より事前事後の学習の内容が示される。

課題に対するフィードバックの方法

各担当教員より課題に対するフィードバックの方法が示される。

成績評価の方法・基準（方針）

各担当教員より「授業内での評価」の方法・基準（方針）が示される。
「定期試験に代わるレポート」の提出は、単位取得の必要条件である。

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 1単位

成績評価の種類 評価割合
（％）

評価方法・割合 評価対象となる到達目標

実務家教員による授業 －

教養演習



授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

90

0

0

10

0

担当教員3名×30

10

１．２．３．４．５．

１．２．３．４．５．

テキスト なし

参考書 各担当教員より参考書に関する指示が示される。

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

教養演習



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10400608

教養演習

青砥　正壽、衛藤　恵理香、中村　昌子

青砥　正壽

1年

授業の目的・概要

＜教養演習の目的＞
　大学生として必須の基本的な技能（スキル）である「文章読解、文章表現、数的処理」は教養を修得する根幹
であると捉え、それを身につけることを目的とした授業である。基本的技能である日本語を用いたコミュニケー
ション・スキル及び数的処理や統計図表読解に関わるスキルを大学初年次の間で適切に運用できること、そして
これらのスキルが礎となり今後本学での専門教育で必要となる専門的スキルや進路先となる社会で求められる高
度なスキルの修得が容易になることも目指している。
＜教養演習の概要＞
　授業は、それぞれのスキルに関する専門の複数教員がオムニバスで授業を担当する形式である。また、各教員
から指定される授業内容の予習復習や本学のドリル教材を用いた学習など事前事後の学習を重視する。
　さらに、本授業の学習成果目標に到達しそうにない場合は学修支援プログラムと連携して、これらの基本スキ
ルを必ず修得するための補習機会を準備している。

到達目標

１．論理的に思考することができる
２．筋道を立てて説明することができる
３．文章を読み解くことができる
４．学術的文章を書くことができる
５．表・グラフなどの統計資料を読み解くことができる

授業計画

＜文章読解の基礎＞
担当：中村昌子
第1回：情報の整理　（文章の構造の理解）
第2回：文章の理解の基本　（記述と説明の区別、事実と意見の区別）
第3回：文章を読み解く　（パラグラフの理解と分析）
第4回：文章を要約する　（パラグラフの要点の整理）
第5回：文章を解釈する　（パラグラフの関係の理解）

＜文章表現の基礎＞
担当：村田菜穂子
第1回：説明する　（漏れや重複をさける、わかりやすい記述の順序）
第2回：Ｅメールの書き方　（書き方の基本、連絡する、返信を求める）
第3回：大学生のレポートとは　（アカデミックワードの使用、事実と意見の区別）
第4回：アカデミック・ライティングとは　（先行研究を踏まえる、レポートの基本構成）
第5回：レポートにおける決まりごと　（引用の方法、注のつけ方、参考文献リストの書き方）

＜数的処理の基礎＞
担当：青砥正壽
第1回：論理表の活用　（文章の内容を表で整理し、論理的に正しい関係を導く）
第2回：推論　（3段論法や論理式を活用し、論理的に物事を推理する）
第3回：集合と論理　（集合論のベン図などを用いて、論理的に物事の関係性を導く）
第4回：表とグラフの基礎　（表やグラフの見方など、統計の基礎を学ぶ）
第5回：表とグラフの読み取り　（表やグラフから統計データを読み取る）

事前事後の学習

授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。

各担当教員より事前事後の学習の内容が示される。

課題に対するフィードバックの方法

各担当教員より課題に対するフィードバックの方法が示される。

成績評価の方法・基準（方針）

各担当教員より「授業内での評価」の方法・基準（方針）が示される。
「定期試験に代わるレポート」の提出は、単位取得の必要条件である。

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 1単位

成績評価の種類 評価割合
（％）

評価方法・割合 評価対象となる到達目標

実務家教員による授業 －

教養演習



授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

90

0

0

10

0

担当教員3名×30

10

１．２．３．４．５．

１．２．３．４．５．

テキスト なし

参考書 各担当教員より参考書に関する指示が示される。

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

教養演習



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10403703

サービスラーニング論

佐藤　誠之

佐藤　誠之

1年

授業の目的・概要

本講では、サービスラーニングの実際を理解し、社会におけるサービスの価値やその方法論を学ぶものである。
具体的には、講義と映像を通して、地域社会の課題を探り、自らその課題や問題に触れ、それらの解決に対して
組織が担う役割や必要性を理解する。また、その為に必要なコミュニケーション能力の向上、人とヒト・人と地
域を結びつけるファシリテーション能力の習得を目指す。

到達目標

１．ボランティアやサービスラーニングの意味と地域社会における必要性を理解する。
２．実際に地域社会で起こっている諸問題や課題を理解する。
３．周囲とのコミュニケーションを活性化できるファシリテーション能力を身に付ける。

授業計画

【第1回】
テーマ：オリエンテーション・学びのイメージ
内容・方法：授業の内容や評価について
【第2回】
テーマ：サービスラーニングとは
内容・方法：用語の定義などを理解する
【第3回】
テーマ：ボランティアの効果
内容・方法：ボランティア活動の意義について
【第4回】
テーマ：ボランティアの心得
内容・方法：ボランティア活動前の注意事項
【第5回】
テーマ：ボランティアの実際　青少年分野
内容・方法：事例紹介①
【第6回】
テーマ：ボランティアの実際　スポーツ分野
内容・方法：事例紹介②
【第7回】
テーマ：ボランティアの実際　野外活動分野
内容・方法：事例紹介③
【第8回】
テーマ：ボランティアの実際　高齢者福祉分野
内容・方法：事例紹介④
【第9回】
テーマ：ボランティアの実際　障がい者分野
内容・方法：事例紹介⑤
【第10回】
テーマ：ボランティアの実際　看護・医療分野
内容・方法：事例紹介⑥
【第11回】
テーマ：ボランティアの実際　防災支援分野
内容・方法：事例紹介⑦
【第12回】
テーマ：ボランティアの実際　まちづくり分野
内容・方法：事例紹介⑧
【第13回】
テーマ：ボランティア受け入れ側の期待
内容・方法：学生が取り組む地域社会づくりについて
【第14回】
テーマ：ボランティアを通した学び
内容・方法：ボランティア参加者の振り返りの紹介
【第15回】
テーマ：ボランティア後に行うこと・ボランティアの探し方
内容・方法：振り返りの方法と重要性

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

授業種別

開講期

講義

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

サービスラーニング論



授業内容に関する情報収集など自分なりのイメージを持つ。（各回2時間）

講義の中で説明した内容をまとめ、情報検索を行うなどして知識を深める。（各回2時間）
具体的な事前・事後学習内容は第1回のオリエンテーションにて説明を行うが、授業終了後のレポート作成と事前
課題への取り組みを上手く活用すること。
レポート、課題以外にもインターネット等を活用して情報収集に努めること。
特に自分が興味関心を持つ領域へのボランティアについては、積極的に参加することを推奨する。

課題に対するフィードバックの方法

レポート、課題についてはclassroomやグーグルフォームを活用し、授業内でフィードバックを行う。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
原則、公欠以外で5回以上欠席した場合は、評価の対象とせず「K」評価とする。

授業内での積極的な取り組みやふりかえりシートを評価する
口頭発表や最終課題レポートと授業内でのレポート、事前課題、配布資料などファイリングしたものを提出し、
それを評価する。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

30

40

0

30

0

評価方法・割合

授業内での積極的な取り組みやふりかえりシートを評価す
る

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

口頭試問（発表および質疑応答）にて評価する

評価対象となる到達目標

１,２,３

１,２,３

１,２,３

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

参考書 適宜紹介する

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

サービスラーニング論



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10302603

サービスラーニング論

佐藤　誠之

佐藤　誠之

1年

授業の目的・概要

本講では、サービスラーニングの実際を理解し、社会におけるサービスの価値やその方法論を学ぶものである。
具体的には、講義と映像を通して、地域社会の課題を探り、自らその課題や問題に触れ、それらの解決に対して
組織が担う役割や必要性を理解する。また、その為に必要なコミュニケーション能力の向上、人とヒト・人と地
域を結びつけるファシリテーション能力の習得を目指す。

到達目標

１．ボランティアやサービスラーニングの意味と地域社会における必要性を理解する。
２．実際に地域社会で起こっている諸問題や課題を理解する。
３．周囲とのコミュニケーションを活性化できるファシリテーション能力を身に付ける。

授業計画

【第1回】
テーマ：オリエンテーション・学びのイメージ
内容・方法：授業の内容や評価について
【第2回】
テーマ：サービスラーニングとは
内容・方法：用語の定義などを理解する
【第3回】
テーマ：ボランティアの効果
内容・方法：ボランティア活動の意義について
【第4回】
テーマ：ボランティアの心得
内容・方法：ボランティア活動前の注意事項
【第5回】
テーマ：ボランティアの実際　青少年分野
内容・方法：事例紹介①
【第6回】
テーマ：ボランティアの実際　スポーツ分野
内容・方法：事例紹介②
【第7回】
テーマ：ボランティアの実際　野外活動分野
内容・方法：事例紹介③
【第8回】
テーマ：ボランティアの実際　高齢者福祉分野
内容・方法：事例紹介④
【第9回】
テーマ：ボランティアの実際　障がい者分野
内容・方法：事例紹介⑤
【第10回】
テーマ：ボランティアの実際　看護・医療分野
内容・方法：事例紹介⑥
【第11回】
テーマ：ボランティアの実際　防災支援分野
内容・方法：事例紹介⑦
【第12回】
テーマ：ボランティアの実際　まちづくり分野
内容・方法：事例紹介⑧
【第13回】
テーマ：ボランティア受け入れ側の期待
内容・方法：学生が取り組む地域社会づくりについて
【第14回】
テーマ：ボランティアを通した学び
内容・方法：ボランティア参加者の振り返りの紹介
【第15回】
テーマ：ボランティア後に行うこと・ボランティアの探し方
内容・方法：振り返りの方法と重要性

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

授業種別

開講期

講義

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

サービスラーニング論



授業内容に関する情報収集など自分なりのイメージを持つ。（各回2時間）

講義の中で説明した内容をまとめ、情報検索を行うなどして知識を深める。（各回2時間）
具体的な事前・事後学習内容は第1回のオリエンテーションにて説明を行うが、授業終了後のレポート作成と事前
課題への取り組みを上手く活用すること。
レポート、課題以外にもインターネット等を活用して情報収集に努めること。
特に自分が興味関心を持つ領域へのボランティアについては、積極的に参加することを推奨する。

課題に対するフィードバックの方法

レポート、課題についてはclassroomやグーグルフォームを活用し、授業内でフィードバックを行う。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
原則、公欠以外で5回以上欠席した場合は、評価の対象とせず「K」評価とする。

授業内での積極的な取り組みやふりかえりシートを評価する
口頭発表や最終課題レポートと授業内でのレポート、事前課題、配布資料などファイリングしたものを提出し、
それを評価する。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

30

40

0

30

0

評価方法・割合

授業内での積極的な取り組みやふりかえりシートを評価す
る

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

口頭試問（発表および質疑応答）にて評価する

評価対象となる到達目標

１,２,３

１,２,３

１,２,３

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

参考書 適宜紹介する

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

サービスラーニング論



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10302701

サービスラーニングⅠ

加藤　淳一、横山　誠

加藤　淳一

1年

授業の目的・概要

本科目は、地域・社会貢献活動（ボランティア活動＝サービス）での経験と、関連した学習（ラーニング）を通
して、視野を広げ、学びを深めることを目指す授業であり、事前研修・ボランティア活動・事後研修から構成さ
れる。事前研修では、ボランティアに関する基礎的理解や心構えの確認に加え、各自が参加する活動の背景や関
連する問題について調べ、理解を深める。その後、各自で一定時間以上のボランティア活動を実施するととも
に、日誌の記入や担当教員とのやり取り、中間振り返り会等を通じて学びや内省を深める。事後研修では、各々
の活動の成果や学びを振り返り、活動報告を行う。

到達目標

1. ボランティアやサービスラーニングに関する基礎的事項について説明できる。
2. 自分が行うボランティア活動の社会的背景や関連する問題について説明できる。
3. ボランティア活動での学びを、その後にどのように活かしていくか説明できる。
4. 自分がどのように地域や社会に参加・貢献していきたいか説明できる。
＊そのほか、各⾃が設定した具体的な⽬標の達成に向けて、内省や⾃⼰評価をしながら⾃律的・主体的に活動を
進めていくことが期待される。

授業計画

第1回　事前研修1（ガイダンス、自己紹介／関係づくり、ボランティア／サービスラーニングとは何か）
第2回　事前研修2（活動の背景や関連する問題の調査）
第3回　事前研修3（活動の背景や活動を通して学びたいことを発表する）
第4回　事前研修4（ボランティア参加にあたっての心構え、手続きなど）
第5回～第8回　ボランティア活動の実施（前半）　＊活動日誌に記入しながら学びや内省を深める
第9回　中間振り返り会
第10回～第12回　ボランティア活動の実施（後半）　＊活動日誌に記入しながら学びや内省を深める
第13回　事後研修1（活動の振り返り）
第14回　事後研修2（活動報告の準備）
第15回　まとめと総括

事前事後の学習

必要に応じて、担当教員より指示する。

ボランティア活動前は、事前研修の内容に沿って、活動に関する調査や予復習等の課題を課す（計16時間）。ボ
ランティア活動中は、活動の準備や、活動日誌の記入を通じた振り返りに取り組む。ボランティア活動後は、活
動報告の発表準備やまとめのレポートの作成を課す（計12時間）。

課題に対するフィードバックの方法

ボランティアの計画段階から実施中の報告、事後レポート等、対面指導やその他個別指導を中心に行います。事
前学習、事後学習もレポートだけでなく、自らの言葉でしっかりと評価できるよう心がけて下さい。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。

授業種別

開講期

演習・実習

前期、後期 単位数 2単位

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

20

50

0

30

0

評価方法・割合

事前研修・事後研修等での課題や発表（20）

ボランティア活動への取り組み状況（30）、活動日誌（20）

口頭試問（15）、総括レポート（15）

評価対象となる到達目標

1.2.3.4

1.2.3.4

1.2.3.4

テキスト テキストを使用しない。適宜プリントや資料等を提示する。

実務家教員による授業 －

サービスラーニングⅠ



参考書 授業内で適宜紹介する。

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

サービスラーニングⅠ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10302801

サービスラーニングⅡ

横山　誠、加藤　淳一

横山　誠

1年

授業の目的・概要

本科目は、地域・社会貢献活動（ボランティア活動＝サービス）での経験と、関連した学習（ラーニング）を通
して、視野を広げ、学びを深めることを目指す授業であり、事前研修・ボランティア活動・事後研修から構成さ
れる。事前研修では、ボランティアに関する基礎的理解や心構えの確認に加え、各自が参加する活動の背景や関
連する問題について調べ、理解を深める。その後、各自で一定時間以上のボランティア活動を実施するととも
に、日誌の記入や担当教員とのやり取り、中間振り返り会等を通じて学びや内省を深める。事後研修では、各々
の活動の成果や学びを振り返り、活動報告を行う。また、これまでの経験を振り返ると共にリーダーシップやア
ウトプットに関する実践的な学びの体験を通して更なる学びへと繋げていく。

到達目標

1. ボランティアやサービスラーニングに関する基礎的事項について説明できる。
2. 自分が行うボランティア活動の社会的背景や関連する問題について説明できる。
3. ボランティア活動での学びを、その後にどのように活かしていくか説明できる。
4. 自分がどのように地域や社会に参加・貢献していきたいか説明できる。
5. ⾃らの経験をふりかえり、それを活かしたリーダーシップが発揮できるようになる。
6. インプット・アウトプットなど状況に応じて情報等をマネジメントできるようになる。
＊そのほか、各⾃が設定した具体的な⽬標の達成に向けて、内省や⾃⼰評価をしながら⾃律的・主体的に活動を
進めていくことが期待される。

授業計画

第1回　事前研修1（ガイダンス、自己紹介／関係づくり、ボランティア／サービスラーニングとは何か）
第2回　事前研修2（これまでの活動のふりかえり、学びの可視化）
第3回　事前研修3（学びの可視化に関するアウトプット）
第4回　事前研修4（活動の背景や関連する問題の調査、リーダーシップトレーニング）
第5回　事前研修5（活動の背景や活動を通して学びたいことを発表する）
第6回　事前研修6（ボランティア参加にあたっての心構え、手続きなど）
第7回～第9回　ボランティア活動の実施（前半）　＊活動日誌に記入しながら学びや内省を深める
第10回　中間振り返り会
第11回～第12回　ボランティア活動の実施（後半）　＊活動日誌に記入しながら学びや内省を深める
第13回　事後研修1（活動の振り返り）
第14回　事後研修2（活動報告の準備）
第15回　まとめと総括

事前事後の学習

必要に応じて、担当教員より指示する。

ボランティア活動前は、事前研修の内容に沿って、活動に関する調査や予復習等の課題を課す（計16時間）。ボ
ランティア活動中は、活動の準備や、活動日誌の記入を通じた振り返りに取り組む。ボランティア活動後は、活
動報告の発表準備やまとめのレポートの作成を課す（計12時間）。

課題に対するフィードバックの方法

ボランティアの計画段階から実施中の報告、事後レポート等、対面指導やその他個別指導を中心に行います。事
前学習、事後学習もレポートだけでなく、自らの言葉でしっかりと評価できるよう心がけて下さい。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。

授業種別

開講期

演習・実習

前期、後期 単位数 2単位

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

評価割合
（％）

20

50

0

30

評価方法・割合

事前研修・事後研修等での課題や発表（20）

ボランティア活動への取り組み状況（30）、活動日誌（20）

口頭試問（15）、総括レポート（15）

評価対象となる到達目標

1.2.3.4.5.6

1.2.3.4.5.6

1.2.3.4.5.6

実務家教員による授業 －

サービスラーニングⅡ



その他 0

テキスト テキストを使用しない。適宜プリント等を配布する。

参考書 授業内で適宜紹介する。

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

サービスラーニングⅡ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

11100502

会計学入門

佐々木　一雄

佐々木　一雄

1年

授業の目的・概要

会計学入門は、企業会計の基礎を理解し、会計情報をビジネスに活用する能力を養成することを目的とする。企
業会計は、複雑なビジネス活動を一定のルールに従って、簡潔に表現し、評価する技術である。そして、会計情
報は、ビジネス活動を写し出す「ビジネス言語」とも言われている。
　この授業では、初年次教育として取引や会計用語のような企業会計に関する基本的な考え方を学び、簡単な財
務諸表を作成・分析する技法について講義・演習を行う。これにより、ビジネスにおける共通言語である会計を
理解でき、それをビジネスに活用できる能力や視座を獲得することを目標とする。授業は講義形式で行うが、企
業の財務諸表を使った演習を取り入れることにより、学生の皆さんが理解を深められるように工夫する。日頃か
ら企業経営に関心を持ち、会計と企業活動を関連づけて理解してほしい。また、数字に対する苦手意識のある学
生は、この授業で積極的に数字と向き合うことにより、苦手意識を払拭してほしい。なお、適宜、課題を与える
ので、積極的に取り組むことを期待する。
　担当教員が長年に亘り、企業において「経理および経営管理」業務に従事してきた経験をもとに、実務家教員
として、「会計」に関する理論と実践への応用を関連付けながら講義を展開する。

到達目標

１．企業会計の目的、意義を説明することができる。
２．企業会計の考え方、期間損益計算の方法、認識・測定の方法を説明することができる。
３．財務諸表を企業の経営と関連づけて説明することができる。
４．財務諸表を使って簡易な経営分析を行うことができる。
５．企業の原価構造を理解し、損益分岐点分析を行うことができる。

授業計画

※授業計画については変更する可能性もある。
【第１回】イントロダクション
　　内容：授業概要、会計の機能、会計を学ぶ意義、授業の進め方や評価方法などについて説明する。
【第2回】会計制度の仕組み
　　内容：財務会計と管理会計、株式会社の特徴、株式会社を取り巻く法律、財務諸表の種類と機能について解
説する。
【第3回】複式簿記の仕組み
　　内容：会社の取引の流れと複式簿記、簿記の流れ、簿記の８要素について解説する。
【第4回】貸借対照表（B/S）と損益計算書（P/L）
　　内容：貸借対照表（B/S）と損益計算書（P/L）の仕組みと読み方、B/SとP/Lの関係について解説する。
【第5回】流動資産
　　内容：資産の分類、流動資産の種類と配列、流動資産と会社の営業活動との関係について解説する。 
【第6回】固定資産
　　内容：固定資産の種類、固定資産と投資活動との関係、減価償却の意義と手続きについて解説する。 
【第7回】純資産と負債
　　内容：資金の調達方法、自己資本と他人資本、負債の種類、純資産の種類について解説する。
【第8回】収益と費用
　　内容：収益の認識および測定基準、費用の認識および測定基準、費用収益対応の原則について解説する。 
【第9回】キャッシュ・フロー計算書
　　内容：発生主義と現金主義の比較、キャッシュ・フロー計算書の構成と分析方法について解説する。 
【第10回】安全性分析
　　内容：企業の財務健全性と短期的支払能力を示す指標の見方について解説し、具体的数値を用いて演習を行
う。
【第11回】収益性分析
　　内容：企業の収益性、すなわち儲ける力を示す指標について解説し、具体的数値を用いて演習を行う。
【第12回】原価管理
　　内容：原価の分類と原価計算、コストマネジメントの手法について解説する。
【第13回】管理会計（１）損益分岐点分析　
　　内容：費用の固変分解、損益分岐点分析について解説し、具体的数値を用いて演習を行う。
【第14回】管理会計（２）経営の意思決定
　　内容：経営の意思決定に必要な経営数値の見方について解説し、具体的数値を用いて演習を行う。 
【第15回】まとめ
　　内容：講義を通じてのまとめを行い、定期試験の準備について説明する。

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

【第１回】

授業種別

開講期

講義

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 〇

会計学入門



　事前学習課題：シラバスを熟読し、授業構成を理解する。
　事後学習課題：講義内容を参照しながら自分のノートを作成し、まとめる。　
【第２回】 から 【第14回】
　事前学習課題：Google classroomに掲載するプリントを読んで、疑問点を整理しておく。
　事後学習課題：講義内容を参照しながら自分のノートを作成し、まとめる。　
【第15回】
　事前学習課題：これまで学んだことをしっかりと復習し、質問したいことを列挙する。　
　事後学習課題：講義内容を振り返り、定期試験に備える。

課題に対するフィードバックの方法

課題レポートの提出とフィードバックは、Google classroomの中で行う。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
正当な理由のない欠席４回以上または定期試験を未受験の場合、評価の対象とせず、「K」評価とする。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

60

10

30

0

0

評価方法・割合

小テスト（45）、ふりかえりシート(15)

レポート（計2回）（10）

筆記試験

評価対象となる到達目標

1, 2, 3, 4, 5

1, 2, 3, 4, 5

1, 2, 3, 4, 5

テキスト 授業内ではテキストは使用せず、プリントを配布する。

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

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

会計学入門



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

11100602

マーケティング入門

近藤　浩章

近藤　浩章

1年

授業の目的・概要

マーケティングは、企業が顧客とのつながりを形成し顧客との関係を長く深く保つために重要性を増してきてい
る。また、時代の変化とともに多様な側面を持って進化してきている。マーケティングは、企業の基本的機能の
一つであるが、本講義では、マーケティング論の歴史から現代社会におけるマーケティング・コンセプトとは何
か、そして企業活動のなかでどのように活用するか、基本的な理論を具体的事例とともに学ぶ。
担当教員が長年に亘り、企業において「マーケティング」業務に従事した実務経験をもとに、「マーケティン
グ」に関する理論と実践への応用を関連付けながら講義を展開する。

到達目標

1. 企業活動においてマーケティングがなぜ重要なのかについての説明ができる。
2. マーケティングの基礎的・理論的概念についての解釈および定義についての説明ができる。
3. 経営学における問題提起（テーマ）に対して、マーケティングの知識を用いて自説を構築することができる。

授業計画

※授業計画については、場合によっては変更する可能性もある。
【第1回】オリエンテーション
　　シラバスの説明、レポートの意義・書き方について学ぶ
【第2回】マーケティングとは
　　マーケティングの目的とは何か、企業活動の中でどのような意味をもつのかについて学ぶ
【第3回】事例研究その１（消費者の困りごとに応える）
　　製薬会社・保険会社の実践事例で学ぶ
【第4回】市場機会とは
　　「市場機会」を発見する切り口、政治・経済・社会・技術の関わり、顧客ニーズのとらえかた、製品ライフ
サイクルについて学ぶ
【第5回】事例研究その２（新しい市場を探る）
　　ゲーム機メーカーの実践事例で学ぶ
【第6回】ターゲットとは
　　セグメンテーションとターゲティング、セグメンテーションの切り口、ターゲット決定の諸要因を学ぶ
【第7回】事例研究その３（ターゲット顧客を定める）
　　電機メーカーの実践事例で学ぶ
【第8回】ポジショニングとは
　　ポジショニングとは、ポジショニングの目的、ポジショニング・マップによる設計図などを学ぶ
【第9回】事例研究その４（自社製品の特徴を示す）
　　飲料、クルマメーカーの実践事例で学ぶ
【第10回】マーケティングミックスとは①
　　製品Productを構成する要素、製品コンセプトの表現、価格Priceを構成する要素、価格体系とは
【第11回】事例研究その５（価格をつける）
　　さまざまな消費財の価格戦略を実践事例で学ぶ
【第12回】マーケティングミックスとは②
　　流通を構成する要素、プロモーションを構成する要素、マーケティング戦略との整合性
【第13回】事例研究その６（ブランドの価値を伝える）
　　食品メーカーの実践事例で学ぶ
【第14回】実践演習
　　授業を通じた学びをベースに、自らのマーケティング戦略を立案する
【第15回】まとめ
　　今まで学んできたことについての総まとめと期末試験の準備を行う。

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

【第１回】講義概要などの説明を受けて、マーケティングを学ぶ意義について理解を深める。
【第２回】マーケティングの目的について、身近な企業事例を調べて理解を深める。
【第３回】授業で示された事例を復習するとともに、関連する企業事例を調べて理解を深める。
【第４回】市場機会について、身近な企業事例を調べて理解を深める。
【第５回】授業で示された事例を復習するとともに、関連する企業事例を調べて理解を深める。
【第６回】ターゲティングについて、身近な企業事例を調べて理解を深める。
【第７回】授業で示された事例を復習するとともに、関連する企業事例を調べて理解を深める。
【第８回】ポジショニングについて、身近な企業事例を調べて理解を深める。
【第９回】授業で示された事例を復習するとともに、関連する企業事例を調べて理解を深める。

授業種別

開講期

講義

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 〇

マーケティング入門



【第１０回】商品・価格について、身近な企業事例を調べて理解を深める。
【第１１回】授業で示された事例を復習するとともに、関連する企業事例を調べて理解を深める。
【第１２回】流通・コミュニケーションについて、身近な企業事例を調べて理解を深める。
【第１３回】授業で示された事例を復習するとともに、関連する企業事例を調べて理解を深める。
【第１４回】演習内容を復習するとともに、関連性がある企業の事例を調べて理解を深める。
【第１５回】マーケティング入門の授業を振り返り、期末試験の準備を行う。
事前事後の学習時間：第１回は事後学習4.0時間、第２回～第１４回は各回事前1.5時間、事後2.5時間、第１５回
は事前学習4.0時間

課題に対するフィードバックの方法

毎回の授業時に、皆さんのレポートに対するコメントをします。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示す評価方法により総合的に判断のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
※成績評価方法・基準については、場合によっては変更する可能性もある。
※※授業時間内の発言は回数をカウントし、授業参画の積極性を評価する。
※※※確認テストは各授業ごとに示し、授業時間外に取り組むものとする。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

10

50

40

0

0

評価方法・割合

授業参画と発言回数・内容（10）

各回の確認テスト（30）、課題レポート（20）の成績

筆記試験（40）

評価対象となる到達目標

1,2

1,2

2,3

テキスト テキストは指定しない。

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

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

マーケティング入門



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10302502

グローバルインターンシップ

佐藤　智明

佐藤　智明

1年

授業の目的・概要

グローバルインターンシップでは、受講生は、海外の企業の現地法人、公的機関、民間企業等にインターン生と
して派遣される。例えば、国際交流センターのホテルインターンシップ（上級）、同（中級）、同（初級）など
がある。あるいは、教育機関のアシスタントなど研修等を実施することもある。実際に、業務を体験すること
で、学生が実社会に目を向ける機会を提供する。また「実際の仕事や職場の状況を理解することで、自己の職業
適性を知り、職業選択について深く考えることが出来、学習意欲が刺激される」という効果が期待できる。グ
ローバルインターンシップの事前研修として、海外での生活の心構え、職場における基本的なビジネスルールや
マナー、そして危機管理などについて担当教員らが指導を行なう。また、希望する実習先企業や組織について
は、それぞれの担当者が個別に対応する。

到達目標

1. グローバルに活躍できる企業への就職の準備をする。
2. 海外の企業でインターンを経験することによって、卒業後の将来を検討する。
3. 海外でインターンを経験することによって、多文化理解の重要性などを理解する。

授業計画

＜授業の構成＞
①オリエンテーション
②研修先決定のための学習
③事前研修
④インターンシップの担当者との面接
⑤研修先事前訪問
⑥実習（期間はそれぞれの研修によって異なっている。その期間によって、単位数も異なっている。）
⑦研修日誌・研修レポート提出
⑧全体報告会

事前事後の学習

必要に応じて、担当教員より指示する。

実習先を決めるための研修もある。そして事前の学習をしてから⾯接を経て、実習先が決められるので、それに
合わせた研修をする必要がある。しっかりと研修をして、インターンシップ先で学ぶ。事後には全体報告会で、
発表する必要があり、担当者の指導を得ながら、インターンシップで得たことをしっかりと⾃分のものとして表
現する必要がある。（実習の前後において＜授業の構成＞に示された項目を事前学習あるいは事後学習として計
30時間予定する）

課題に対するフィードバックの方法

インターンシップで得たものを事後の発表練習で、自分のものとしながら、発表会で、意見やアドバイスを得
て、さらによいものにするようにしていく。

成績評価の方法・基準（方針）

事前事後研修の参加態度と実習先からの評価を総合的に判定する 。
原則として、オリエンテーションから事前研修、学科教員との面談、実習、全体報告会のすべてに出席、参加す
ることを単位認定の条件とする。

授業種別

開講期

実習

前期、後期 単位数 2単位

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

0

0

0

0

100

評価方法・割合

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

評価対象となる到達目標

1．２．３．

実務家教員による授業 －

グローバルインターンシップ



テキスト プリントを配布する。

参考書 資料はオリエンテーション、事前研修時に配布する。

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

グローバルインターンシップ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10402903

スタディアブロードⅠ

佐藤　智明

佐藤　智明

1年

授業の目的・概要

日本とは違う海外での生活体験・学習体験・職業体験を通じて、日本社会・文化を捉えなおし、多文化理解を進
めるとともに、グローバルマインドを持った国際的に活躍する人材を育成する
【研修メニュー】
・海外チャレンジ研修（アメリカ、カナダ、オーストラリア、イギリスなど世界22カ国・地域）
・日本語教員アシスタント研修（ベトナム、韓国など）
・グローバル短期研修（インドネシア、ベトナム、カンボジア、シンガポール）
・ハワイブライダル研修（1単位）、海外スポーツ交流（シンガポール）（1単位）

到達目標

1. 海外を経験することによって、グローバルマインドを持った国際人となる。
2. 海外体験によって、多文化理解に関心を持つとともに、日本社会・文化の更なる理解を進める。

授業計画

【前期出発（8月・9月出発）】
＜5月中旬～下旬＞説明会：研修内容の確認、申込書の作成、提出
＜6月中旬～7月上旬＞オリエンテーション（生活、ホームステイ、危機管理など）
＜8月上旬＞最終オリエンテーション（病気・怪我、渡航手続きなど）
＜8月中旬～9月中旬＞各研修プログラム実施
＜10月下旬＞事後レポート提出、事後報告会

【後期出発（2月・3月出発）】
＜10月中旬～下旬＞説明会：研修内容の確認、申込書の作成、提出
＜11月中旬～2月上旬＞オリエンテーション（生活、ホームステイ、危機管理など）
＜2月中旬＞最終オリエンテーション（病気・怪我、渡航手続きなど）
＜2月下旬～3月下旬＞各研修プログラム実施
＜4月下旬＞事後レポート提出、事後報告会

事前事後の学習

必要に応じて、担当教員より指示する。

出発前に行われる研修会に参加し、事前学習をする。事後にはレポート提出をし、振り返りワークショップや事
後報告会などを行うことで、事後学習をする。

課題に対するフィードバックの方法

研修レポート他、提出物については、講評を記して返却する。

成績評価の方法・基準（方針）

研修参加者は定められた期間内に、事後レポートを提出すること（A4用紙800字以上）。
・事前事後研修と事後報告会での発表と積極性（30％）
・現地プログラムを通じた理解度、積極性（50％）
・事後レポート評価（20％）

授業種別

開講期

実習

前期、後期 単位数 2単位

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

0

0

0

0

100

評価方法・割合

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

評価対象となる到達目標

1.2.

実務家教員による授業 －

スタディアブロードⅠ



テキスト なし

参考書 参考図書は、各研修ごとにオリエンテーション中に紹介する。

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

スタディアブロードⅠ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10303903

スタディアブロードⅠ

佐藤　智明

佐藤　智明

1年

授業の目的・概要

日本とは違う海外での生活体験・学習体験・職業体験を通じて、日本社会・文化を捉えなおし、多文化理解を進
めるとともに、グローバルマインドを持った国際的に活躍する人材を育成する
【研修メニュー】
・海外チャレンジ研修（アメリカ、カナダ、オーストラリア、イギリスなど世界22カ国・地域）
・日本語教員アシスタント研修（ベトナム、韓国など）
・グローバル短期研修（インドネシア、ベトナム、カンボジア、シンガポール）
・ハワイブライダル研修（1単位）、海外スポーツ交流（シンガポール）（1単位）

到達目標

1. 海外を経験することによって、グローバルマインドを持った国際人となる。
2. 海外体験によって、多文化理解に関心を持つとともに、日本社会・文化の更なる理解を進める。

授業計画

【前期出発（8月・9月出発）】
＜5月中旬～下旬＞説明会：研修内容の確認、申込書の作成、提出
＜6月中旬～7月上旬＞オリエンテーション（生活、ホームステイ、危機管理など）
＜8月上旬＞最終オリエンテーション（病気・怪我、渡航手続きなど）
＜8月中旬～9月中旬＞各研修プログラム実施
＜10月下旬＞事後レポート提出、事後報告会

【後期出発（2月・3月出発）】
＜10月中旬～下旬＞説明会：研修内容の確認、申込書の作成、提出
＜11月中旬～2月上旬＞オリエンテーション（生活、ホームステイ、危機管理など）
＜2月中旬＞最終オリエンテーション（病気・怪我、渡航手続きなど）
＜2月下旬～3月下旬＞各研修プログラム実施
＜4月下旬＞事後レポート提出、事後報告会

事前事後の学習

必要に応じて、担当教員より指示する。

出発前に行われる研修会に参加し、事前学習をする。事後にはレポート提出をし、振り返りワークショップや事
後報告会などを行うことで、事後学習をする。

課題に対するフィードバックの方法

研修レポート他、提出物については、講評を記して返却する。

成績評価の方法・基準（方針）

研修参加者は定められた期間内に、事後レポートを提出すること（A4用紙800字以上）。
・事前事後研修と事後報告会での発表と積極性（30％）
・現地プログラムを通じた理解度、積極性（50％）
・事後レポート評価（20％）

授業種別

開講期

実習

前期、後期 単位数 2単位

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

0

0

0

0

100

評価方法・割合

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

評価対象となる到達目標

1.2.

実務家教員による授業 －

スタディアブロードⅠ



テキスト なし

参考書 参考図書は、各研修ごとにオリエンテーション中に紹介する。

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

スタディアブロードⅠ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10403003

スタディアブロードⅡ

佐藤　智明

佐藤　智明

1年

授業の目的・概要

日本とは違う海外での生活体験・学習体験・職業体験を通じて、日本社会・文化を捉えなおし、多文化理解を進
めるとともに、グローバルマインドを持った国際的に活躍する人材を育成する
【研修メニュー】
・海外チャレンジ研修（アメリカ、カナダ、オーストラリア、イギリスなど世界22カ国・地域）
・日本語教員アシスタント研修（ベトナム、韓国など）
・グローバル短期研修（インドネシア、ベトナム、カンボジア、シンガポール）
・ハワイブライダル研修（1単位）、海外スポーツ交流（シンガポール）（1単位）

到達目標

1. 海外を経験することによって、グローバルマインドを持った国際人となる。
2. 海外体験によって、多文化理解に関心を持つとともに、日本社会・文化の更なる理解を進める。

授業計画

【前期出発（8月・9月出発）】
＜5月中旬～下旬＞説明会：研修内容の確認、申込書の作成、提出
＜6月中旬～7月上旬＞オリエンテーション（生活、ホームステイ、危機管理など）
＜8月上旬＞最終オリエンテーション（病気・怪我、渡航手続きなど）
＜8月中旬～9月中旬＞各研修プログラム実施
＜10月下旬＞事後レポート提出、事後報告会

【後期出発（2月・3月出発）】
＜10月中旬～下旬＞説明会：研修内容の確認、申込書の作成、提出
＜11月中旬～2月上旬＞オリエンテーション（生活、ホームステイ、危機管理など）
＜2月中旬＞最終オリエンテーション（病気・怪我、渡航手続きなど）
＜2月下旬～3月下旬＞各研修プログラム実施
＜4月下旬＞事後レポート提出、事後報告会

事前事後の学習

必要に応じて、担当教員より指示する。

出発前に行われる研修会に参加し、事前学習をする。事後にはレポート提出をし、振り返りワークショップや事
後報告会などを行うことで、事後学習をする。

課題に対するフィードバックの方法

研修レポート他、提出物については、講評を記して返却する。

成績評価の方法・基準（方針）

研修参加者は定められた期間内に、事後レポートを提出すること（A4用紙800字以上）。
・事前事後研修と事後報告会での発表と積極性（30％）
・現地プログラムを通じた理解度、積極性（50％）
・事後レポート評価（20％）

授業種別

開講期

実習

前期、後期 単位数 2単位

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

0

0

0

0

100

評価方法・割合

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

評価対象となる到達目標

1.2.

実務家教員による授業 －

スタディアブロードⅡ



テキスト なし

参考書 参考図書は、各研修ごとにオリエンテーション中に紹介する。

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

スタディアブロードⅡ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10304003

スタディアブロードⅡ

佐藤　智明

佐藤　智明

1年

授業の目的・概要

日本とは違う海外での生活体験・学習体験・職業体験を通じて、日本社会・文化を捉えなおし、多文化理解を進
めるとともに、グローバルマインドを持った国際的に活躍する人材を育成する
【研修メニュー】
・海外チャレンジ研修（アメリカ、カナダ、オーストラリア、イギリスなど世界22カ国・地域）
・日本語教員アシスタント研修（ベトナム、韓国など）
・グローバル短期研修（インドネシア、ベトナム、カンボジア、シンガポール）
・ハワイブライダル研修（1単位）、海外スポーツ交流（シンガポール）（1単位）

到達目標

1. 海外を経験することによって、グローバルマインドを持った国際人となる。
2. 海外体験によって、多文化理解に関心を持つとともに、日本社会・文化の更なる理解を進める。

授業計画

【前期出発（8月・9月出発）】
＜5月中旬～下旬＞説明会：研修内容の確認、申込書の作成、提出
＜6月中旬～7月上旬＞オリエンテーション（生活、ホームステイ、危機管理など）
＜8月上旬＞最終オリエンテーション（病気・怪我、渡航手続きなど）
＜8月中旬～9月中旬＞各研修プログラム実施
＜10月下旬＞事後レポート提出、事後報告会

【後期出発（2月・3月出発）】
＜10月中旬～下旬＞説明会：研修内容の確認、申込書の作成、提出
＜11月中旬～2月上旬＞オリエンテーション（生活、ホームステイ、危機管理など）
＜2月中旬＞最終オリエンテーション（病気・怪我、渡航手続きなど）
＜2月下旬～3月下旬＞各研修プログラム実施
＜4月下旬＞事後レポート提出、事後報告会

事前事後の学習

必要に応じて、担当教員より指示する。

出発前に行われる研修会に参加し、事前学習をする。事後にはレポート提出をし、振り返りワークショップや事
後報告会などを行うことで、事後学習をする。

課題に対するフィードバックの方法

研修レポート他、提出物については、講評を記して返却する。

成績評価の方法・基準（方針）

研修参加者は定められた期間内に、事後レポートを提出すること（A4用紙800字以上）。
・事前事後研修と事後報告会での発表と積極性（30％）
・現地プログラムを通じた理解度、積極性（50％）
・事後レポート評価（20％）

授業種別

開講期

実習

前期、後期 単位数 2単位

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

0

0

0

0

100

評価方法・割合

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

評価対象となる到達目標

1.2.

実務家教員による授業 －

スタディアブロードⅡ



テキスト なし

参考書 参考図書は、各研修ごとにオリエンテーション中に紹介する。

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

スタディアブロードⅡ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10403103

スタディアブロードⅢ

佐藤　智明

佐藤　智明

1年

授業の目的・概要

日本とは違う海外での生活体験・学習体験・職業体験を通じて、日本社会・文化を捉えなおし、多文化理解を進
めるとともに、グローバルマインドを持った国際的に活躍する人材を育成する
【研修メニュー】
・海外チャレンジ研修（アメリカ、カナダ、オーストラリア、イギリスなど世界22カ国・地域）
・日本語教員アシスタント研修（ベトナム、韓国など）
・グローバル短期研修（インドネシア、ベトナム、カンボジア、シンガポール）
・ハワイブライダル研修（1単位）、海外スポーツ交流（シンガポール）（1単位）

到達目標

1. 海外を経験することによって、グローバルマインドを持った国際人となる。
2. 海外体験によって、多文化理解に関心を持つとともに、日本社会・文化の更なる理解を進める。

授業計画

【前期出発（8月・9月出発）】
＜5月中旬～下旬＞説明会：研修内容の確認、申込書の作成、提出
＜6月中旬～7月上旬＞オリエンテーション（生活、ホームステイ、危機管理など）
＜8月上旬＞最終オリエンテーション（病気・怪我、渡航手続きなど）
＜8月中旬～9月中旬＞各研修プログラム実施
＜10月下旬＞事後レポート提出、事後報告会

【後期出発（2月・3月出発）】
＜10月中旬～下旬＞説明会：研修内容の確認、申込書の作成、提出
＜11月中旬～2月上旬＞オリエンテーション（生活、ホームステイ、危機管理など）
＜2月中旬＞最終オリエンテーション（病気・怪我、渡航手続きなど）
＜2月下旬～3月下旬＞各研修プログラム実施
＜4月下旬＞事後レポート提出、事後報告会

事前事後の学習

必要に応じて、担当教員より指示する。

出発前に行われる研修会に参加し、事前学習をする。事後にはレポート提出をし、振り返りワークショップや事
後報告会などを行うことで、事後学習をする。

課題に対するフィードバックの方法

研修レポート他、提出物については、講評を記して返却する。

成績評価の方法・基準（方針）

研修参加者は定められた期間内に、事後レポートを提出すること（A4用紙800字以上）。
・事前事後研修と事後報告会での発表と積極性（30％）
・現地プログラムを通じた理解度、積極性（50％）
・事後レポート評価（20％）

授業種別

開講期

実習

前期、後期 単位数 2単位

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

0

0

0

0

100

評価方法・割合

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

評価対象となる到達目標

1.2.

実務家教員による授業 －

スタディアブロードⅢ



テキスト なし

参考書 参考図書は、各研修ごとにオリエンテーション中に紹介する。

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

スタディアブロードⅢ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10304103

スタディアブロードⅢ

佐藤　智明

佐藤　智明

1年

授業の目的・概要

日本とは違う海外での生活体験・学習体験・職業体験を通じて、日本社会・文化を捉えなおし、多文化理解を進
めるとともに、グローバルマインドを持った国際的に活躍する人材を育成する
【研修メニュー】
・海外チャレンジ研修（アメリカ、カナダ、オーストラリア、イギリスなど世界22カ国・地域）
・日本語教員アシスタント研修（ベトナム、韓国など）
・グローバル短期研修（インドネシア、ベトナム、カンボジア、シンガポール）
・ハワイブライダル研修（1単位）、海外スポーツ交流（シンガポール）（1単位）

到達目標

1. 海外を経験することによって、グローバルマインドを持った国際人となる。
2. 海外体験によって、多文化理解に関心を持つとともに、日本社会・文化の更なる理解を進める。

授業計画

【前期出発（8月・9月出発）】
＜5月中旬～下旬＞説明会：研修内容の確認、申込書の作成、提出
＜6月中旬～7月上旬＞オリエンテーション（生活、ホームステイ、危機管理など）
＜8月上旬＞最終オリエンテーション（病気・怪我、渡航手続きなど）
＜8月中旬～9月中旬＞各研修プログラム実施
＜10月下旬＞事後レポート提出、事後報告会

【後期出発（2月・3月出発）】
＜10月中旬～下旬＞説明会：研修内容の確認、申込書の作成、提出
＜11月中旬～2月上旬＞オリエンテーション（生活、ホームステイ、危機管理など）
＜2月中旬＞最終オリエンテーション（病気・怪我、渡航手続きなど）
＜2月下旬～3月下旬＞各研修プログラム実施
＜4月下旬＞事後レポート提出、事後報告会

事前事後の学習

必要に応じて、担当教員より指示する。

出発前に行われる研修会に参加し、事前学習をする。事後にはレポート提出をし、振り返りワークショップや事
後報告会などを行うことで、事後学習をする。

課題に対するフィードバックの方法

研修レポート他、提出物については、講評を記して返却する。

成績評価の方法・基準（方針）

研修参加者は定められた期間内に、事後レポートを提出すること（A4用紙800字以上）。
・事前事後研修と事後報告会での発表と積極性（30％）
・現地プログラムを通じた理解度、積極性（50％）
・事後レポート評価（20％）

授業種別

開講期

実習

前期、後期 単位数 2単位

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

0

0

0

0

100

評価方法・割合

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

評価対象となる到達目標

1.2.

実務家教員による授業 －

スタディアブロードⅢ



テキスト なし

参考書 参考図書は、各研修ごとにオリエンテーション中に紹介する。

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

スタディアブロードⅢ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10400501

教養総合講義

柴嵜　雅子、堀込　孝二、佐々木　一雄

柴嵜　雅子

1年

授業の目的・概要

＜教養総合講義の目的と概要＞
　本授業は、特定の教養科目を個別に学ぶのではなく、人文・社会・自然の各分野、それらを横断した学際的な
分野における学問的な問題、方法、対象の理解を通して総合的な教養の知を修得することが目的である。加え
て、与えられた問題の正解を求めるような高校までの「勉強」から、ものごとや現象の本質・真理を絶えず考究
するような大学での「主体的かつ探究的な学びの態度」へと、学生諸君の姿勢が変化することも目指している。
　授業は、種々の分野を広く包含するように3名の教員が5回ずつ担当するオムニバス形式で展開する。自らが所
属する学科の専門性に近い内容を学ぶ場合は自らの関心をさらに深めることを意識しながら、また所属学科の専
門性と異なる内容を学ぶ場合は学問的視野を拡げて自らの関心につながる点を見出すことを意識しながら受講す
ることが求められる。

到達目標

１．講義を受ける学問分野における問題、方法、対象に関する知識や概念を説明できる。
２．講義を受ける学問分野において研究されているテーマについて論理的に説明できる。
３．教養特定科目及び専門科目の学問的関連を考えた学修計画をたてることができる。

授業計画

担当：佐々木一雄（国際コミュニケーション学科）
テーマ：｢企業経営｣のしくみを理解する
①企業経営とは
　企業は、ヒト、モノ、カネといった経営資源を活用しながら、付加価値を生み出し、私たちの日々の社会生活
を支えている。企業経営の目的としくみについて概説するとともに、企業の根幹をなす経営理念の意義について
考察する。
②戦略のマネジメント
　企業経営においては、事業、商品・サービス、地域などを絞り込み、経営資源を選択した領域に集中させるこ
とが求められる。どこでどう戦うのか、そして、個々の事業において、どのように優位性を構築し、付加価値を
創出するのかについて、具体的な事例を使って考察する。
③マーケティングのマネジメント
　マーケティングとは、顧客の視点に立って、自社の商品・サービスが売れるしくみを構築することである。効
果的なマーケティングを行うのに必要な手法について、具体的な事例を使って考察する。
④組織と人材のマネジメント
　企業活動で成功するためには、競争に勝てる組織をつくり、従業員の能力とやる気を引き出すことが重要であ
る。戦略に沿った組織づくりと人材のマネジメントのあるべき姿について考察する。
⑤資金のマネジメント
　お金は経営の血液であり、資金なくして企業経営は成立しない。企業の資金調達と運用、そして儲けの構造に
ついて、実際の経営数字を使って考察する。

担当：堀込孝二（スポーツ行動学科）
テーマ：「スポーツとは何かを理解する」現代の日本におけるスポーツの位置付けや意味を世界や歴史から学ぶ
①イントロダクション：スポーツとは何か
　スポーツの歴史からスポーツと体育の違いを考察するなどスポーツの本質を概説する。
②地域スポーツとは何か
　スポーツがいかに地域に貢献できるか、をマネジメントの観点から検討していく。指定管理者制度、スポーツ
ツーリズム、まちづくりなど現代社会とスポーツとの新たな関わり方を模索、考察する。
③オリンピックとは何か
　そもそもオリンピックはなぜ始まったのか、という歴史から現代までの流れ、そして問題点を明確にして近代
オリンピックのあり方を考察していく。
④プロスポーツ（リーグ、チーム）とは何か
　日本におけるプロスポーツリーグ（野球、サッカー、バスケットボール）の競技による性質の違いを理解した
うえでそれ以外のスポーツリーグ（バレーボール、ラグビーなど）と比較しプロスポーツのあり方を検討してい
く。
⑤日米スポーツ比較論
　日本とアメリカのスポーツ事情を正しく理解する。アメリカが「オールOK」ということではなくお互いの考え
方、文化を理解し、それが日本におけるスポーツが発展させるアイデア、ヒントになるよう検討していく。アメ
リカのスタジアムの紹介を行ない日本との違いを知る。

担当：柴嵜雅子（人間健康科学科）
テーマ：人間の生と死
①脳死移植
　脳死移植について概説する。日本の脳死移植件数は世界的に見て異様に少ない。その背後にある、西洋の心身
二元論とは異なる日本の心身一如の考え方を説明し、改めて脳死は「人の死」なのかを探る。

授業種別

開講期

講義

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

教養総合講義



②生殖補助医療
　人工授精、体外受精、代理出産について概説する。また精子・卵子提供をめぐる問題、出自を知る権利につい
ても説明し、現代における親子関係の複雑化について考察する。
③命の選別　
　新型コロナ感染症のように急激に患者数が増えると、希望するすべての人に治療を行うことができなくなる。
そうした場合に実施されるトリアージと、その背景にある生命の質（QOL）や功利主義といった考え方について説
明し、「命の選別」の実態を探る。
④人間の命と動物の命
　「命を大切に」と言うとき、私たちは通常、人間のことしか考えていない。人間以外の動物の扱いに関して、
現代的畜産などの倫理的問題について概説する。また「動物の権利」運動についても紹介する。
⑤人間の光と闇　
　ハンセン病をめぐる差別事件や文学作品について概説する。また患者の精神的ケアに当たった神谷美恵子の紆
余曲折の人生を辿り、生きる意味や、こころざしの実現についても考察する。

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

各担当教員より事前事後の学習の内容が示される。

課題に対するフィードバックの方法

各担当教員より課題に対するフィードバックの方法が示される。

成績評価の方法・基準（方針）

各担当教員より「授業内での評価」の方法・基準（方針）が示される。
ただし各教員は担当5回分で25点の「授業内での評価」の点数をもつが、3回以上の欠席があった場合、その教員
の担当5回分の成績は0点となる。科目の評定・GPAの低下につながるので注意すること。
また「定期試験に代わるレポート」は25点の配点で、科目全クラスの授業終了後 GoogleClassroom にて課題が掲
示される。このレポートを提出しない場合、ただちに｢Ｋ評価（評価不能）｣にはならないが、科目の評定・GPAの
低下につながるので注意すること。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

75

0

0

25

0

評価方法・割合

担当教員3名×25

25

評価対象となる到達目標

１．２．

１．２．３．

テキスト 原則テキストは使わない。

参考書 各担当教員より参考書に関する指示が示される。

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

教養総合講義



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10400502

教養総合講義

柴嵜　雅子、堀込　孝二、佐々木　一雄

柴嵜　雅子

1年

授業の目的・概要

＜教養総合講義の目的と概要＞
　本授業は、特定の教養科目を個別に学ぶのではなく、人文・社会・自然の各分野、それらを横断した学際的な
分野における学問的な問題、方法、対象の理解を通して総合的な教養の知を修得することが目的である。加え
て、与えられた問題の正解を求めるような高校までの「勉強」から、ものごとや現象の本質・真理を絶えず考究
するような大学での「主体的かつ探究的な学びの態度」へと、学生諸君の姿勢が変化することも目指している。
　授業は、種々の分野を広く包含するように3名の教員が5回ずつ担当するオムニバス形式で展開する。自らが所
属する学科の専門性に近い内容を学ぶ場合は自らの関心をさらに深めることを意識しながら、また所属学科の専
門性と異なる内容を学ぶ場合は学問的視野を拡げて自らの関心につながる点を見出すことを意識しながら受講す
ることが求められる。

到達目標

１．講義を受ける学問分野における問題、方法、対象に関する知識や概念を説明できる。
２．講義を受ける学問分野において研究されているテーマについて論理的に説明できる。
３．教養特定科目及び専門科目の学問的関連を考えた学修計画をたてることができる。

授業計画

担当：佐々木一雄（国際コミュニケーション学科）
テーマ：｢企業経営｣のしくみを理解する
①企業経営とは
　企業は、ヒト、モノ、カネといった経営資源を活用しながら、付加価値を生み出し、私たちの日々の社会生活
を支えている。企業経営の目的としくみについて概説するとともに、企業の根幹をなす経営理念の意義について
考察する。
②戦略のマネジメント
　企業経営においては、事業、商品・サービス、地域などを絞り込み、経営資源を選択した領域に集中させるこ
とが求められる。どこでどう戦うのか、そして、個々の事業において、どのように優位性を構築し、付加価値を
創出するのかについて、具体的な事例を使って考察する。
③マーケティングのマネジメント
　マーケティングとは、顧客の視点に立って、自社の商品・サービスが売れるしくみを構築することである。効
果的なマーケティングを行うのに必要な手法について、具体的な事例を使って考察する。
④組織と人材のマネジメント
　企業活動で成功するためには、競争に勝てる組織をつくり、従業員の能力とやる気を引き出すことが重要であ
る。戦略に沿った組織づくりと人材のマネジメントのあるべき姿について考察する。
⑤資金のマネジメント
　お金は経営の血液であり、資金なくして企業経営は成立しない。企業の資金調達と運用、そして儲けの構造に
ついて、実際の経営数字を使って考察する。

担当：堀込孝二（スポーツ行動学科）
テーマ：「スポーツとは何かを理解する」現代の日本におけるスポーツの位置付けや意味を世界や歴史から学ぶ
①イントロダクション：スポーツとは何か
　スポーツの歴史からスポーツと体育の違いを考察するなどスポーツの本質を概説する。
②地域スポーツとは何か
　スポーツがいかに地域に貢献できるか、をマネジメントの観点から検討していく。指定管理者制度、スポーツ
ツーリズム、まちづくりなど現代社会とスポーツとの新たな関わり方を模索、考察する。
③オリンピックとは何か
　そもそもオリンピックはなぜ始まったのか、という歴史から現代までの流れ、そして問題点を明確にして近代
オリンピックのあり方を考察していく。
④プロスポーツ（リーグ、チーム）とは何か
　日本におけるプロスポーツリーグ（野球、サッカー、バスケットボール）の競技による性質の違いを理解した
うえでそれ以外のスポーツリーグ（バレーボール、ラグビーなど）と比較しプロスポーツのあり方を検討してい
く。
⑤日米スポーツ比較論
　日本とアメリカのスポーツ事情を正しく理解する。アメリカが「オールOK」ということではなくお互いの考え
方、文化を理解し、それが日本におけるスポーツが発展させるアイデア、ヒントになるよう検討していく。アメ
リカのスタジアムの紹介を行ない日本との違いを知る。

担当：柴嵜雅子（人間健康科学科）
テーマ：人間の生と死
①脳死移植
　脳死移植について概説する。日本の脳死移植件数は世界的に見て異様に少ない。その背後にある、西洋の心身
二元論とは異なる日本の心身一如の考え方を説明し、改めて脳死は「人の死」なのかを探る。

授業種別

開講期

講義

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

教養総合講義



②生殖補助医療
　人工授精、体外受精、代理出産について概説する。また精子・卵子提供をめぐる問題、出自を知る権利につい
ても説明し、現代における親子関係の複雑化について考察する。
③命の選別　
　新型コロナ感染症のように急激に患者数が増えると、希望するすべての人に治療を行うことができなくなる。
そうした場合に実施されるトリアージと、その背景にある生命の質（QOL）や功利主義といった考え方について説
明し、「命の選別」の実態を探る。
④人間の命と動物の命
　「命を大切に」と言うとき、私たちは通常、人間のことしか考えていない。人間以外の動物の扱いに関して、
現代的畜産などの倫理的問題について概説する。また「動物の権利」運動についても紹介する。
⑤人間の光と闇　
　ハンセン病をめぐる差別事件や文学作品について概説する。また患者の精神的ケアに当たった神谷美恵子の紆
余曲折の人生を辿り、生きる意味や、こころざしの実現についても考察する。

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

各担当教員より事前事後の学習の内容が示される。

課題に対するフィードバックの方法

各担当教員より課題に対するフィードバックの方法が示される。

成績評価の方法・基準（方針）

各担当教員より「授業内での評価」の方法・基準（方針）が示される。
ただし各教員は担当5回分で25点の「授業内での評価」の点数をもつが、3回以上の欠席があった場合、その教員
の担当5回分の成績は0点となる。科目の評定・GPAの低下につながるので注意すること。
また「定期試験に代わるレポート」は25点の配点で、科目全クラスの授業終了後 GoogleClassroom にて課題が掲
示される。このレポートを提出しない場合、ただちに｢Ｋ評価（評価不能）｣にはならないが、科目の評定・GPAの
低下につながるので注意すること。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

75

0

0

25

0

評価方法・割合

担当教員3名×25

25

評価対象となる到達目標

１．２．

１．２．３．

テキスト 原則テキストは使わない。

参考書 各担当教員より参考書に関する指示が示される。

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

教養総合講義



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10400702

日本の文化

増成　一倫

増成　一倫

1年

授業の目的・概要

本講義では、古代～近代・現代までの時代から幅広くテーマをとりあげ、日本の文化について概観していく。そ
の際、各時代の文化を代表する様々な作品や文化財を数多く取り上げることで、その特徴を明らかにしていく。
あわせて、それぞれの文化が展開した時代の特徴や、文化の担い手の性格などにも言及することで、それぞれの
文化が成立・展開した背景を、歴史的な側面からも検討していく。
さらに、各時代の文化の比較を通じて、それぞれの文化の関係や相違点を理解するとともに、現代社会とのつな
がりや相違点、多様な社会や文化の在り方についても理解を深め、日本の文化について、多角的な視点から、主
体的に学ぶ手がかりとすることを目指す。
なお、講義の進度や受講者の興味・関心などに応じて、授業計画は変更することがある。
★この授業は、オンデマンド型の遠隔授業となります。リアルタイム型の遠隔授業（その授業時間に Zoom 等で
参加する方法）ではなく、講義を録画した動画を一定期間中に視聴し、所定の課題を提出していただく形で実施
する予定です。

到達目標

1.日本の文化について、それぞれの文化の大まかな特徴や、どのような代表的な作品・文化財があるのかを説明
できる。
2.日本の文化について、文化の担い手や歴史的な背景との関連から、その特徴を説明できる。
3.授業で取り扱った様々な文化の特徴や歴史的な性格について、現代社会とのつながりや相違点に着目しつつ、
その性格を説明できる。

授業計画

【第１回】
テーマ：オリエンテーション
内容・方法：本講義の進め方、評価方法について説明する。あわせて、日本の文化の特徴や、大まかな流れにつ
いて説明する。
【第２回】
テーマ：日本史概説－古代・中世を中心に－
内容・方法：日本の文化の特徴を理解するための前提として、古代・中世（旧石器時代～戦国時代まで）の日本
の歴史を概説する。
【第３回】
テーマ：日本史概説－近世・近現代を中心に－
内容・方法：日本の文化の特徴を理解するための前提として、近世・近現代（安土桃山時代～現代まで）の日本
の歴史を概説する。 
【第４回】
テーマ：旧石器時代、縄文時代の文化 
内容・方法：代表的な作品や文化財をとりあげ、旧石器時代、縄文時代の人々の暮らしと文化について考察す
る。
【第５回】
テーマ：弥生時代、古墳時代の文化
内容・方法：代表的な作品や文化財をとりあげ、弥生時代、古墳時代の文化について、政治的なまとまりの形成
過程との関連にも言及しながら考察する。
【第６回】
テーマ：飛鳥時代の文化－飛鳥文化、白鳳文化－
内容・方法：飛鳥時代の文化である飛鳥文化、白鳳文化について、法隆寺や薬師寺などの寺院の文化財を主にと
りあげその特徴を考察する。
【第７回】
テーマ：奈良時代の文化－天平文化－
内容・方法：奈良時代の文化である天平文化について、仏教と国際関係に主に着目し、その特徴を考察する。
【第８回】
テーマ：平安時代の文化（その①）－弘仁・貞観文化－
内容・方法：平安時代前期の文化である弘仁・貞観文化について、密教などの新たな仏教の展開に主に着目し、
その特徴を考察する。
【第９回】
テーマ：平安時代の文化（その②）－国風文化、院政期の文化－
内容・方法：平安時代中期～後期の文化である国風文化・院政期の文化について、浄土教などの仏教や、文学作
品や絵画作品などの文化に着目して考察する。
【第１０回】
テーマ：鎌倉時代の文化
内容・方法：鎌倉時代の文化について、鎌倉仏教の特徴や文学作品などの性格に着目して考察する。
【第１１回】
テーマ：室町時代の文化－北山文化、東山文化－

授業種別

開講期

講義

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

日本の文化



内容・方法：室町時代の文化である北山文化・東山文化について、その特色や現在の伝統文化との関係に着目し
て考察する。
【第１２回】
テーマ：安土桃山時代の文化、江戸時代の文化（その①）－元禄文化－
内容・方法：安土・桃山時代の文化と、江戸時代前期の代表的な文化である元禄文化を中心に、代表的な作品や
文化財を取り上げその特徴を考察する。
【第１３回】
テーマ：江戸時代の文化（その②）－化政文化－
内容・方法：江戸時代後期の文化である化政文化について、庶民文化としての性格に着目しつつその特徴を考察
する。
【第１４回】
テーマ：近代・現代の文化－明治時代以降の文化を中心に－
内容・方法：明治時代から現代にいたる文化について、社会や生活の変化に着目し、その特徴を考察する。
【第１５回】
テーマ：本講義のまとめ
内容・方法：講義で取り扱ったテーマを振り返りながら、それぞれの時代の文化の特徴についてまとめる。

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

・第1回目については、事前学習としてシラバスに目を通しておく。
・第1回目の事後学習、第2回目～第14回目までの事前事後学習、第15回目の事前学習では、授業で配信した映像
（音声）教材や授業資料をよく確認し、内容を復習しておく。
・第15回目の事後学習では、これまでの授業で配布された映像（音声）教材や授業資料を熟読し、内容を振り
返っておく。

課題に対するフィードバックの方法

・授業ごとの課題の解答については、次回の授業でポイントを解説する。
・授業ごとの感想ペーパーで出された質問などについては、可能な限り次回の授業で回答する。
・期末レポートの評価については、希望があれば個別に開示する。

成績評価の方法・基準（方針）

授業のそれぞれの回ごとに提示・提出する課題や感想ペーパーと、期末レポートにより総合的に評価のうえ、100
点満点に換算して60点以上を合格とし、単位を認定する。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

40

0

0

60

0

評価方法・割合

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

期末レポートの内容（60）により評価する。

評価対象となる到達目標

1、2

3

テキスト 授業ごとに映像（音声）教材や、授業資料を配布（配信）する。

参考書

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

日本の文化



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10400804

心理学

木村　真人

木村　真人

1年

授業の目的・概要

この授業は、オンデマンド型の遠隔授業となります。リアルタイム型の遠隔授業（その授業時間にZoom等で参加
する方法）ではなく、講義を録画した動画を一定期間中に視聴し、所定の課題を提出していただく形で実施する
予定です。
この授業では、受講生それぞれの日常体験を題材として、心理学という学問の基礎知識とものの見方を習得する
ことを目的とします。この授業を通して、受講生一人ひとりが心理学的なものの見方で、人間のこころと行動を
捉え、理解できるようになることが目標です。授業内容は受講生の興味・関心が高いと思われる領域を取り上
げ、具体的な事例を通して、受講生と一緒に考えながら理解を深めていきます。1回完結型の授業です。理解の定
着、および受講生の考え・意見の共有を目的として、毎回の授業で課題を課します。授業は講義形式で、個人
ワークなどの演習も取り入れます。なお、下記の授業計画は、受講生の要望や進捗状況により変更する場合もあ
ります。

到達目標

１．心理学の基礎知識を習得し、説明することができる。
２．心理学的なものの見方・考え方を身に付け、活用できる。
３．人間のこころと行動を心理学的にとらえ、説明することができる。

授業計画

【第1回】
テーマ：心理学とは（オリエンテーション）
【第2回】
テーマ：感覚・知覚のメカニズム
・私たち人間が外の世界をどのように認識するかを学ぶ。
・人間特有の感覚・知覚・認知のメカニズムを理解する。
【第3回】
テーマ：動機づけとは
・動機づけのメカニズムを理解する。
・動機づけを高める方法を考える。
【第4回】
テーマ：教育場面における動機づけ
・目標とやる気の関係を理解する。
・成功・失敗に対する原因のとらえ方とやる気の関係を理解する。
【第5回】
テーマ：こころとからだの発達
・人間の生まれてから死ぬまでの生涯にわたる心理的な成長と発達を概観する。
・アタッチメントが人間の発達にもたらす影響を学ぶ。
【第6回】
テーマ：パーソナリティとは
・パーソナリティを形成・規定する要因について学ぶ。
・自分自身のパーソナリティを客観的にとらえる。
【第7回】
テーマ：パーソナリティの測定
・パーソナリティの代表的な理論を学ぶ。
・心理テストの代表的な種類について理解する。
【第8回】
テーマ：こころの病とは
・こころが健康とはどういうことかを考える。
・うつ病について理解を深める。
【第9回】
テーマ：こころの病とメンタルヘルス・リテラシー
・障害のとらえ方について理解する。
・統合失調症について理解を深める。
【第10回】
テーマ：人間関係
・対人魅力の観点から人間関係に影響を与える心理について学ぶ。
・認知的バランス理論からみた人間関係について学ぶ。
・人間関係を進展させる条件について理解する。
【第11回】
テーマ：自己表現と心理学
・自己表現のタイプについて学ぶ。
・自分自身の自己表現・コミュニケーション・伝え方について振り返る。

授業種別

開講期

講義

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

心理学



【第12回】
テーマ：こころの理解と援助：自分を傷つける行動
・自分を傷つける行動の実態を知る。
・自分を傷つける行動のメカニズムや対応を学ぶ。
【第13回】
テーマ：心理的援助の理論と実際
・教育場面の事例を通して心理的支援について学ぶ。
・ソリューション・フォーカスト・アプローチの考え方を学ぶ。
【第14回】
テーマ：社会問題と心理学
・社会的場面での人間の行動のメカニズムを理解する。
・犯罪・防犯に関する人間の行動や心理を学ぶ。
【第15回】
テーマ：到達度確認テストと総括

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

【第１回】
・事前：授業のシラバスを熟読し、授業構成を理解する。
・事後：オリエンテーションの説明内容にもとづき心理学が受講生自身とどのように結びつくかを考え書きだ
す。
【第２回】
・事前：自分自身が外界の世界をどのようにとらえているか、認識しているかを振り返る。
・事後：日常場面で体験した感覚・知覚・認知の具体例を書き出し、授業の内容を復習する。
【第３回】
・事前：動機づけについて自分で調べて、自分自身の体験に当てはめる。
・事後：授業で提示した動機づけについての課題に取り組む。
【第４回】
・事前：大学でまなぶことの自分自身の動機づけについて振り返る。
・事後：授業で提示した教育場面における動機づけについての課題に取り組む。
【第５回】
・事前：自分自身が生まれてから今までにこころとからだがどのように発達してきたかを振り返る。
・事後：授業で提示したこころとからだの発達についての課題に取り組む。
【第６回】
・事前：自分自身の性格・パーソナリティについて振り返り、書き出す。
・事後：授業で提示したパーソナリティについての課題に取り組む。
【第７回】
・事前：パーソナリティの測定の仕方にどのような方法があるか考える。
・事後：授業で提示した心理テストについての課題に取り組む。
【第８回】
・事前：こころが健康・不健康とはどういうことかを自分の体験をもとに振り返る。
・事後：授業で提示したこころの病についての課題に取り組む。
【第９回】
・事前：こころの健康のために何が必要か大切かを考え書き出す。
・事後：授業で提示したメンタルヘルスリテラシーについての課題に取り組む。
【第10回】
・事前：人間関係についての疑問や悩みを振り返り書き出す。
・事後：授業で提示した人間関係についての課題に取り組む。
【第11回】
・事前：自分が他者に自分をどう見せているか、他者からどう見られているかについて振り返り書き出す。
・事後：授業で提示した自己表現についての課題に取り組む。
【第12回】
・事前：わが国における自殺予防・対策について調べる。
・事後：授業で提示した自分を傷つける行動についての課題に取り組む。
【第13回】
・事前：心理カウンセリングについて知っていることやイメージを書き出す。
・事後：授業で提示した心理的援助について課題に取り組む。
【第14回】
・事前：現代の社会問題が心理学とどのように関連しているか考える。
・事後：授業で提示した心社会問題と心理学についての課題に取り組む。
【第15回】
・事前：第1回～14回の内容を復習する。
・事後：到達度確認テストの振り返りをする。

課題に対するフィードバックの方法

・毎回の授業内課題に対して授業内で講評・解説します。
・到達度確認テストは、自己採点が可能となるよう採点基準を公開します。
・レポートは、評価基準表にもとづく評価結果をフィードバックします。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示す通り、授業内で実施される課題・到達度確認テスト、定期試験に代わるレポートの評価結果に基づき
総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定します。
正当な理由のない欠席5回以上、または定期試験に代わるレポートを未提出の場合、評価の対象とせず、「K」評

心理学



価とします。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

80

0

0

20

0

評価方法・割合

・毎回の授業内で課す課題（計15回・各４）
・第15回に実施する到達度確認テスト（20）

レポート（20）

評価対象となる到達目標

１,２,３

１,２,３

テキスト テキストは使用しません。必要に応じて、資料を配布します。

参考書 適宜、授業の中で紹介します。

履修条件・他の科目との関連 受講にあたり、特別な配慮を必要とする学生は申し出てください。

心理学



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10300304

心理学

木村　真人

木村　真人

1年

授業の目的・概要

この授業は、オンデマンド型の遠隔授業となります。リアルタイム型の遠隔授業（その授業時間にZoom等で参加
する方法）ではなく、講義を録画した動画を一定期間中に視聴し、所定の課題を提出していただく形で実施する
予定です。
この授業では、受講生それぞれの日常体験を題材として、心理学という学問の基礎知識とものの見方を習得する
ことを目的とします。この授業を通して、受講生一人ひとりが心理学的なものの見方で、人間のこころと行動を
捉え、理解できるようになることが目標です。授業内容は受講生の興味・関心が高いと思われる領域を取り上
げ、具体的な事例を通して、受講生と一緒に考えながら理解を深めていきます。1回完結型の授業です。理解の定
着、および受講生の考え・意見の共有を目的として、毎回の授業で課題を課します。授業は講義形式で、個人
ワークなどの演習も取り入れます。なお、下記の授業計画は、受講生の要望や進捗状況により変更する場合もあ
ります。

到達目標

１．心理学の基礎知識を習得し、説明することができる。
２．心理学的なものの見方・考え方を身に付け、活用できる。
３．人間のこころと行動を心理学的にとらえ、説明することができる。

授業計画

【第1回】
テーマ：心理学とは（オリエンテーション）
【第2回】
テーマ：感覚・知覚のメカニズム
・私たち人間が外の世界をどのように認識するかを学ぶ。
・人間特有の感覚・知覚・認知のメカニズムを理解する。
【第3回】
テーマ：動機づけとは
・動機づけのメカニズムを理解する。
・動機づけを高める方法を考える。
【第4回】
テーマ：教育場面における動機づけ
・目標とやる気の関係を理解する。
・成功・失敗に対する原因のとらえ方とやる気の関係を理解する。
【第5回】
テーマ：こころとからだの発達
・人間の生まれてから死ぬまでの生涯にわたる心理的な成長と発達を概観する。
・アタッチメントが人間の発達にもたらす影響を学ぶ。
【第6回】
テーマ：パーソナリティとは
・パーソナリティを形成・規定する要因について学ぶ。
・自分自身のパーソナリティを客観的にとらえる。
【第7回】
テーマ：パーソナリティの測定
・パーソナリティの代表的な理論を学ぶ。
・心理テストの代表的な種類について理解する。
【第8回】
テーマ：こころの病とは
・こころが健康とはどういうことかを考える。
・うつ病について理解を深める。
【第9回】
テーマ：こころの病とメンタルヘルス・リテラシー
・障害のとらえ方について理解する。
・統合失調症について理解を深める。
【第10回】
テーマ：人間関係
・対人魅力の観点から人間関係に影響を与える心理について学ぶ。
・認知的バランス理論からみた人間関係について学ぶ。
・人間関係を進展させる条件について理解する。
【第11回】
テーマ：自己表現と心理学
・自己表現のタイプについて学ぶ。
・自分自身の自己表現・コミュニケーション・伝え方について振り返る。

授業種別

開講期

講義

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

心理学



【第12回】
テーマ：こころの理解と援助：自分を傷つける行動
・自分を傷つける行動の実態を知る。
・自分を傷つける行動のメカニズムや対応を学ぶ。
【第13回】
テーマ：心理的援助の理論と実際
・教育場面の事例を通して心理的支援について学ぶ。
・ソリューション・フォーカスト・アプローチの考え方を学ぶ。
【第14回】
テーマ：社会問題と心理学
・社会的場面での人間の行動のメカニズムを理解する。
・犯罪・防犯に関する人間の行動や心理を学ぶ。
【第15回】
テーマ：到達度確認テストと総括

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

【第１回】
・事前：授業のシラバスを熟読し、授業構成を理解する。
・事後：オリエンテーションの説明内容にもとづき心理学が受講生自身とどのように結びつくかを考え書きだ
す。
【第２回】
・事前：自分自身が外界の世界をどのようにとらえているか、認識しているかを振り返る。
・事後：日常場面で体験した感覚・知覚・認知の具体例を書き出し、授業の内容を復習する。
【第３回】
・事前：動機づけについて自分で調べて、自分自身の体験に当てはめる。
・事後：授業で提示した動機づけについての課題に取り組む。
【第４回】
・事前：大学でまなぶことの自分自身の動機づけについて振り返る。
・事後：授業で提示した教育場面における動機づけについての課題に取り組む。
【第５回】
・事前：自分自身が生まれてから今までにこころとからだがどのように発達してきたかを振り返る。
・事後：授業で提示したこころとからだの発達についての課題に取り組む。
【第６回】
・事前：自分自身の性格・パーソナリティについて振り返り、書き出す。
・事後：授業で提示したパーソナリティについての課題に取り組む。
【第７回】
・事前：パーソナリティの測定の仕方にどのような方法があるか考える。
・事後：授業で提示した心理テストについての課題に取り組む。
【第８回】
・事前：こころが健康・不健康とはどういうことかを自分の体験をもとに振り返る。
・事後：授業で提示したこころの病についての課題に取り組む。
【第９回】
・事前：こころの健康のために何が必要か大切かを考え書き出す。
・事後：授業で提示したメンタルヘルスリテラシーについての課題に取り組む。
【第10回】
・事前：人間関係についての疑問や悩みを振り返り書き出す。
・事後：授業で提示した人間関係についての課題に取り組む。
【第11回】
・事前：自分が他者に自分をどう見せているか、他者からどう見られているかについて振り返り書き出す。
・事後：授業で提示した自己表現についての課題に取り組む。
【第12回】
・事前：わが国における自殺予防・対策について調べる。
・事後：授業で提示した自分を傷つける行動についての課題に取り組む。
【第13回】
・事前：心理カウンセリングについて知っていることやイメージを書き出す。
・事後：授業で提示した心理的援助について課題に取り組む。
【第14回】
・事前：現代の社会問題が心理学とどのように関連しているか考える。
・事後：授業で提示した心社会問題と心理学についての課題に取り組む。
【第15回】
・事前：第1回～14回の内容を復習する。
・事後：到達度確認テストの振り返りをする。

課題に対するフィードバックの方法

・毎回の授業内課題に対して授業内で講評・解説します。
・到達度確認テストは、自己採点が可能となるよう採点基準を公開します。
・レポートは、評価基準表にもとづく評価結果をフィードバックします。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示す通り、授業内で実施される課題・到達度確認テスト、定期試験に代わるレポートの評価結果に基づき
総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定します。
正当な理由のない欠席5回以上、または定期試験に代わるレポートを未提出の場合、評価の対象とせず、「K」評

心理学



価とします。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

80

0

0

20

0

評価方法・割合

・毎回の授業内で課す課題（計15回・各４）
・第15回に実施する到達度確認テスト（20）

レポート（20）

評価対象となる到達目標

１,２,３

１,２,３

テキスト テキストは使用しません。必要に応じて、資料を配布します。

参考書 適宜、授業の中で紹介します。

履修条件・他の科目との関連 受講にあたり、特別な配慮を必要とする学生は申し出てください。

心理学



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10400805

心理学

森上　幸夫

森上　幸夫

1年

授業の目的・概要

心理学は人間の行動や経験といった心の働きに関する多種多様な知見を体系化してきた。それは心理学的概念と
してあらわされたり、また心理学的理論として記述されたりしている。その概念や理論は人間の行動や経験を一
般化して、「人間とは何か」という問に対する一定の回答を提示してきたと言えよう。本講義では、自分や他者
の心理を理解するために、人間の心の働きを「記述する」ことと「説明する」ことが目的である。
講義はパワーポイントによるプレゼン形式で行い、文字情報および静止画・動画の資料などを提示しながらすす
めていく。授業はオンラインを用いた資料提示や課題提出を随時実施していく予定であり、受講において自身の
パソコンを常に使用することを求める。

★この授業は、オンデマンド型の遠隔授業となります。リアルタイム型の遠隔授業（その授業時間に Zoom 等で
参加する方法）ではなく、講義を録画した動画を一定期間中に視聴し、所定の課題を提出していただく形で実施
する予定です。

到達目標

1．人間の心の働きを記述することができる
2．人間の心の働きを説明することができる

授業計画

第1回　授業オリエンテーション
本科目の目的と概要、授業ノートの構成について述べる
第2回　自己の心理1： 自己への意識
自己意識理論にもとづく私的側面と公的側面の自己意識を紹介する
第3回　自己の心理2： 自己の把握
アイデンティティ、自己概念、自己スキーマの事例を紹介する
第4回　自己の心理3： 自己の状態
エゴグラムにおける5つの側面とその特徴を紹介する
第5回　自己の心理4： 自己の表出
自己呈示、自己開示、自己モニタリングの特徴と機能を紹介する
第6回　コミュニケーションの心理1： 空間とコミュニケーション
コミュニケーションにおける物理的距離と位置関係の意味を紹介する
第7回　コミュニケーションの心理2： 非言語のコミュニケーション
言葉以外のコミュニケーションの種類と機能を紹介する
第8回　コミュニケーションの心理3： コミュニケーションのうまさ
コミュニケーションに関する技能の内容と事例を紹介する
第9回　対人関係の心理1： 夫婦のトラブル、夫婦の破綻
夫婦間葛藤の心理的要因の分類を紹介する
第10回　対人関係の心理2： 青年期の親子、家族の問題と役割
家族機能と親子間葛藤の特徴を紹介する
第11回　対人関係の心理3： 想像する恋愛、恋愛の始まり
恋愛のイメージ、一目惚れの心理的要因を紹介する
第12回　対人関係の心理4： 恋愛スキル、恋愛の破局
恋愛を促進させる技能、失恋の時期と原因を紹介する
第13回　集団・組織の心理1： 集団の条件
集団成立の最低限の要因、集団維持の要因を紹介する
第14回　集団・組織の心理2： 集団の愚行
集団による愚かな意思決定の特徴を紹介する
第15回　集団・組織の心理3： リーダーシップ
リーダーシップ理論の概念と種類を紹介する

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

第1回
【事前】授業のシラバスを熟読し、授業構成を理解する　2.0時間
【事後】オリエンテーションの説明内容にもとづき心理学の位置づけを理解し、ノートを準備する　2.0時間
第2回
【事前】「人が自分に注意を向ける」ことに関する文献を読む　1.5時間
【事後】「自己注目」に関する資料を検索し、その内容をまとめてノートに加筆する　2.5時間
第3回
【事前】「人が自分の特性を知る」ことに関する文献を読む　1.5時間

授業種別

開講期

講義

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

心理学



【事後】「自己把握」に関する資料を検索し、その内容をまとめてノートに加筆する　2.5時間
第4回
【事前】「人が有する自我状態の側面」に関する文献を読む　1.5時間
【事後】「エゴグラム」に関する資料を検索し、その内容をまとめてノートに加筆する　2.5時間
第5回
【事前】「人が自分を他者に見せる」ことに関する文献を読む　1.5時間
【事後】「自己表出」に関する資料を検索し、その内容をまとめてノートに加筆する　2.5時間
第6回
【事前】「人が他者と接するときの空間の使い方」に関する文献を読む　1.5時間
【事後】「個人的空間」に関する資料を検索し、その内容をまとめてノートに加筆する　2.5時間
第7回
【事前】「人が言語以外の手段で他者と意思疎通する」ことに関する文献を読む　1.5時間
【事後】「ノンバーバルコミュニケーション」に関する資料を検索し、その内容をまとめてノートに加筆する
　2.5時間
第8回
【事前】「人が他者とうまく意思疎通する方法」に関する文献を読む　1.5時間
【事後】「コミュニケーションスキル」に関する資料を検索し、その内容をまとめてノートに加筆する　2.5時間
第9回
【事前】「夫婦、結婚」に関する文献を読む　1.5時間
【事後】「夫婦関係の問題、結婚のストレス」に関する資料を検索し、その内容をまとめてノートに加筆する
　2.5時間
第10回
【事前】「親子、家族」に関する文献を読む　1.5時間
【事後】「親子関係の葛藤、家族の機能不全」に関する資料を検索し、その内容をまとめてノートに加筆する
　2.5時間
第11回
【事前】「恋愛」に関する文献を読む　1.5時間
【事後】「恋愛の実態調査」に関する資料を検索し、その内容をまとめてノートに加筆する　2.5時間
第12回
【事前】「恋人関係」に関する文献を読む　1.5時間
【事後】「恋愛スキル」に関する資料を検索し、その内容をまとめてノートに加筆する　2.5時間
第13回
【事前】「集団・組織が盛衰する」ことに関する文献を読む　1.5時間
【事後】「集団・組織に必要な要素」に関する資料を検索し、その内容をまとめてノートに加筆する　2.5時間
第14回
【事前】「集団・組織の意思決定」に関する文献を読む　1.5時間
【事後】「集団浅慮」に関する資料を検索し、その内容をまとめてノートに加筆する　2.5時間
第15回
【事前】「集団・組織の運営」に関する文献を読む　1.5時間
【事後】「有能なリーダーと有効なリーダーシップ」に関する資料を検索し、その内容をまとめてノートに加筆
する　2.5時間

課題に対するフィードバックの方法

実施した課題について自己採点が可能になるよう正解（模範解答）を開示する。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示すとおり、授業内での評価に関する課題と、定期試験に代わるレポートの評価結果に基づき総合的に判
定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する 。正当な理由のない欠席4回以上、または定期試験に代
わるレポートを未提出の場合、評価の対象とせず、「K」評価とする。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

40

0

0

60

0

評価方法・割合

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

全授業終了後に提出するレポート課題

評価対象となる到達目標

1．2．

1．2．

テキスト なし。

参考書 必要に応じて授業の中で紹介する。

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

心理学



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10300305

心理学

森上　幸夫

森上　幸夫

1年

授業の目的・概要

心理学は人間の行動や経験といった心の働きに関する多種多様な知見を体系化してきた。それは心理学的概念と
してあらわされたり、また心理学的理論として記述されたりしている。その概念や理論は人間の行動や経験を一
般化して、「人間とは何か」という問に対する一定の回答を提示してきたと言えよう。本講義では、自分や他者
の心理を理解するために、人間の心の働きを「記述する」ことと「説明する」ことが目的である。
講義はパワーポイントによるプレゼン形式で行い、文字情報および静止画・動画の資料などを提示しながらすす
めていく。授業はオンラインを用いた資料提示や課題提出を随時実施していく予定であり、受講において自身の
パソコンを常に使用することを求める。

★この授業は、オンデマンド型の遠隔授業となります。リアルタイム型の遠隔授業（その授業時間に Zoom 等で
参加する方法）ではなく、講義を録画した動画を一定期間中に視聴し、所定の課題を提出していただく形で実施
する予定です。

到達目標

1．人間の心の働きを記述することができる
2．人間の心の働きを説明することができる

授業計画

第1回　授業オリエンテーション
本科目の目的と概要、授業ノートの構成について述べる
第2回　自己の心理1： 自己への意識
自己意識理論にもとづく私的側面と公的側面の自己意識を紹介する
第3回　自己の心理2： 自己の把握
アイデンティティ、自己概念、自己スキーマの事例を紹介する
第4回　自己の心理3： 自己の状態
エゴグラムにおける5つの側面とその特徴を紹介する
第5回　自己の心理4： 自己の表出
自己呈示、自己開示、自己モニタリングの特徴と機能を紹介する
第6回　コミュニケーションの心理1： 空間とコミュニケーション
コミュニケーションにおける物理的距離と位置関係の意味を紹介する
第7回　コミュニケーションの心理2： 非言語のコミュニケーション
言葉以外のコミュニケーションの種類と機能を紹介する
第8回　コミュニケーションの心理3： コミュニケーションのうまさ
コミュニケーションに関する技能の内容と事例を紹介する
第9回　対人関係の心理1： 夫婦のトラブル、夫婦の破綻
夫婦間葛藤の心理的要因の分類を紹介する
第10回　対人関係の心理2： 青年期の親子、家族の問題と役割
家族機能と親子間葛藤の特徴を紹介する
第11回　対人関係の心理3： 想像する恋愛、恋愛の始まり
恋愛のイメージ、一目惚れの心理的要因を紹介する
第12回　対人関係の心理4： 恋愛スキル、恋愛の破局
恋愛を促進させる技能、失恋の時期と原因を紹介する
第13回　集団・組織の心理1： 集団の条件
集団成立の最低限の要因、集団維持の要因を紹介する
第14回　集団・組織の心理2： 集団の愚行
集団による愚かな意思決定の特徴を紹介する
第15回　集団・組織の心理3： リーダーシップ
リーダーシップ理論の概念と種類を紹介する

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

第1回
【事前】授業のシラバスを熟読し、授業構成を理解する　2.0時間
【事後】オリエンテーションの説明内容にもとづき心理学の位置づけを理解し、ノートを準備する　2.0時間
第2回
【事前】「人が自分に注意を向ける」ことに関する文献を読む　1.5時間
【事後】「自己注目」に関する資料を検索し、その内容をまとめてノートに加筆する　2.5時間
第3回
【事前】「人が自分の特性を知る」ことに関する文献を読む　1.5時間

授業種別

開講期

講義

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

心理学



【事後】「自己把握」に関する資料を検索し、その内容をまとめてノートに加筆する　2.5時間
第4回
【事前】「人が有する自我状態の側面」に関する文献を読む　1.5時間
【事後】「エゴグラム」に関する資料を検索し、その内容をまとめてノートに加筆する　2.5時間
第5回
【事前】「人が自分を他者に見せる」ことに関する文献を読む　1.5時間
【事後】「自己表出」に関する資料を検索し、その内容をまとめてノートに加筆する　2.5時間
第6回
【事前】「人が他者と接するときの空間の使い方」に関する文献を読む　1.5時間
【事後】「個人的空間」に関する資料を検索し、その内容をまとめてノートに加筆する　2.5時間
第7回
【事前】「人が言語以外の手段で他者と意思疎通する」ことに関する文献を読む　1.5時間
【事後】「ノンバーバルコミュニケーション」に関する資料を検索し、その内容をまとめてノートに加筆する
　2.5時間
第8回
【事前】「人が他者とうまく意思疎通する方法」に関する文献を読む　1.5時間
【事後】「コミュニケーションスキル」に関する資料を検索し、その内容をまとめてノートに加筆する　2.5時間
第9回
【事前】「夫婦、結婚」に関する文献を読む　1.5時間
【事後】「夫婦関係の問題、結婚のストレス」に関する資料を検索し、その内容をまとめてノートに加筆する
　2.5時間
第10回
【事前】「親子、家族」に関する文献を読む　1.5時間
【事後】「親子関係の葛藤、家族の機能不全」に関する資料を検索し、その内容をまとめてノートに加筆する
　2.5時間
第11回
【事前】「恋愛」に関する文献を読む　1.5時間
【事後】「恋愛の実態調査」に関する資料を検索し、その内容をまとめてノートに加筆する　2.5時間
第12回
【事前】「恋人関係」に関する文献を読む　1.5時間
【事後】「恋愛スキル」に関する資料を検索し、その内容をまとめてノートに加筆する　2.5時間
第13回
【事前】「集団・組織が盛衰する」ことに関する文献を読む　1.5時間
【事後】「集団・組織に必要な要素」に関する資料を検索し、その内容をまとめてノートに加筆する　2.5時間
第14回
【事前】「集団・組織の意思決定」に関する文献を読む　1.5時間
【事後】「集団浅慮」に関する資料を検索し、その内容をまとめてノートに加筆する　2.5時間
第15回
【事前】「集団・組織の運営」に関する文献を読む　1.5時間
【事後】「有能なリーダーと有効なリーダーシップ」に関する資料を検索し、その内容をまとめてノートに加筆
する　2.5時間

課題に対するフィードバックの方法

実施した課題について自己採点が可能になるよう正解（模範解答）を開示する。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示すとおり、授業内での評価に関する課題と、定期試験に代わるレポートの評価結果に基づき総合的に判
定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する 。正当な理由のない欠席4回以上、または定期試験に代
わるレポートを未提出の場合、評価の対象とせず、「K」評価とする。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

40

0

0

60

0

評価方法・割合

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

全授業終了後に提出するレポート課題

評価対象となる到達目標

1．2．

1．2．

テキスト なし。

参考書 必要に応じて授業の中で紹介する。

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

心理学



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10400903

社会学

三木　英

三木　英

1年

授業の目的・概要

社会学とは、我々がその只中で生きている社会を捉える方法である。その特徴を挙げれば、社会がすべてを決め
るという社会決定論であり、絶対的なものを排除する相対主義のスタンスであり、また常識的見地から一歩距離
を置いた逆説的発想をそれと指摘できよう。社会学的視線は、それを学ぶ者に社会の新たな一面の発見をもたら
す。仲間集団や家族から国家、さらには世界社会まで、人々の集まりである社会の知られざる側面を講義は指摘
してゆくが、それが受講生に知的刺激を与え、延いては彼らの成熟した思考を涵養するであろう。
★本講義はオンデマンド型の遠隔授業となる。リアルタイム型の遠隔授業ではなく、講義を録画した動画を一定
期間中に視聴してもらい、所定の課題の提出を求めるものである。

到達目標

①個人のことだけでなく個人を取り囲む社会のことについて説明できる。
②新聞、ＴＶあるいはネットであれ、メディアに常に接して現代社会で起こっていることについて情報収集する
ことができる。
③高い視点から包括的に物事を捉える「思考の癖」を身につけ、それに基づいて自らの考えを他者に説明でき
る。

授業計画

【第1回】
テーマ：社会学とは何か（イントロダクション）
内容・方法：社会学という学問の諸特徴を論じ、この学問の姿を浮き彫りにしてゆく。
【第2回】
テーマ：社会学の古典：マックス・ヴェーバーの社会学
内容・方法：『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』を中心に、ヴェーバー社会学の世界を展開す
る。
【第3回】
テーマ：社会学の古典：エミール・デュルケムの社会学
内容・方法：『自殺論』『社会分業論』を中心に、デュルケム社会学の世界を展開する。
【第4回】
テーマ：社会学の古典：ゲオルク・ジンメルの社会学
内容・方法：『闘争の社会学』『秘密の社会学』を中心に、ジンメル社会学の世界を展開する。
【第5回】
テーマ：自由という呪縛
内容・方法：エーリヒ・フロム『自由からの逃走』を題材にして、社会的現実の単純ならざるところを指摘して
ゆく。
【第6回】
テーマ：社会的機能の諸相
内容・方法：ロバート・マートン『社会理論と社会構造』を主なる題材として、「機能」への理解を促す。
【第7回】
テーマ：社会的逸脱論
内容・方法：犯罪・非行についての社会学的な説明理論の紹介。
【第8回】
テーマ：家族社会学
内容・方法：家族に関する社会学的議論の、その概要を呈示する。
【第9回】
テーマ：組織社会学
内容・方法：官僚制、寡頭制、インフォーマル・グループ等々、集団論・組織論に関わる重要概念について解説
する。
【第10回】
テーマ：産業・経済の社会学
内容・方法：産業・経済に関わる諸側面（疎外・消費・資本主義・グローバル化等々）の社会学的解説を行な
う。
【第11回】
テーマ：文化社会学
内容・方法：サブ・カルチャーやメディアを切り口として、現代文化に社会学的視線を注ぐ。
【第12回】
テーマ：宗教社会学
内容・方法：新宗教の躍進、カリスマ的教祖への熱狂といった現象を中心に、人が宗教を求める理由に迫ってゆ
く。
【第13回】
テーマ：教育社会学
内容・方法：いじめ問題、あるいは学歴社会をキーワードとして、現代日本の教育の隠された部分に照射する。

授業種別

開講期

講義

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

社会学



【第14回】
テーマ：管理社会論・権力論
内容・方法：管理社会と化している現代社会の現実について、こと細かく解説してゆく。
【第15回】
テーマ：社会学とは何か（総括）
内容・方法：あらためて、社会学と何かを論じ、この学問の特異性・必要性について理解せしめる。

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

各回、事前学習2時間、事後学習2時間を想定している。
【第1回】
①事前学修課題：指定文献購読
②事後学修課題：講義ノートのまとめ（次回においてチェックする〈以下、同じ＞）
【第2回】
①事前学修課題：指定文献購読（『プロ倫』解説書）
②事後学修課題：講義ノートのまとめ
【第3回】
①事前学修課題：指定文献購読（『自殺論』解説書）
②事後学修課題：講義ノートのまとめ
【第4回】
①事前学修課題：指定文献購読（ジンメル社会学の解説書）
②事後学修課題：講義ノートのまとめ
【第5回】
①事前学修課題：指定文献購読（『自由からの逃走』解説書）
②事後学修課題：講義ノートのまとめ
【第6回】
①事前学修課題：指定文献購読（『社会理論と社会構造』解説書）
②事後学修課題：講義ノートのまとめ
【第7回】
①事前学修課題：指定文献購読（「レイベリング・セオリー」等の解説書）
②事後学修課題：講義ノートのまとめ
【第8回】
①事前学修課題：指定文献購読（「家族社会学」テキスト）
②事後学修課題：講義ノートまとめ
【第9回】
①事前学修課題：指定文献購読（ヴェーバー「官僚制」解説書）
②事後学修課題：講義ノートのまとめ
【第10回】
①事前学修課題：指定文献購読（ジャン・ボードリヤール『消費社会の神話と構造』解説書）
②事後学修課題：講義ノートのまとめ
【第11回】
①事前学修課題：指定文献購読（ダニエル・ベル『資本主義の文化的矛盾』解説書）
②事後学修課題：講義ノートのまとめ
【第12回】
①事前学修課題：指定文献購読（安丸良夫『出口なお』）
②事後学修課題：講義ノートまとめ
【第13回】
①事前学修課題：「いじめ」をめぐる新聞・雑誌記事を蒐集しておくことを求める
②事後学修課題：講義ノートのまとめ、講義中の話題のなかで心に残った一つを選び、それについて感想文作成
を求める
【第14回】
①事前学修課題：指定文献購読（ミシェル・フーコー『監獄の誕生』解説書）
②事後学修課題：講義ノートのまとめ
【第15回】
①事前学修課題：これまでの講義全体についての感想の呈示を求める
②事後学修課題：社会学に対しての自分なりの考え、そして好悪について、率直な意見をまとめることを求める
（指定期日までの提出を課す）。

課題に対するフィードバックの方法

講義内で受講生個々に何らかの課題（レポート提出あるいは感想等の執筆）を与えた場合、その翌週当該時間に
各々についてコメントを返す。

成績評価の方法・基準（方針）

講義中そして講義後に提出を求める小さな課題、講義中の態度、そして定期試験他により総合的に評価する。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

評価割合
（％）

30

20

40

評価方法・割合

講義内で4回程度提出が求められる簡便課題。

授業終了後に提出を求めるレポート（2回程度）。

定期試験期間中に実施される筆記試験。

評価対象となる到達目標

①②

①②

①②③

社会学



定期試験に代わるレポート等

その他

0

10 授業中の態度、質問・発言等に対する評価。 ①②③

テキスト プリントを配布する

参考書 講義中に適宜指示するが、受講生には自ら進んで社会学文献に触れておくことを期待する。文献に
ついては、簡便な解説書（読み物）ものから古典的なものまで、図書館において幅広く入手可能であ
る。

履修条件・他の科目との関連 文化人類学関係の科目、あるいは歴史学関係の科目と並行して受講するなら、本講義への一層
の理解が進むと思われる。

社会学



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10300203

社会学

三木　英

三木　英

1年

授業の目的・概要

社会学とは、我々がその只中で生きている社会を捉える方法である。その特徴を挙げれば、社会がすべてを決め
るという社会決定論であり、絶対的なものを排除する相対主義のスタンスであり、また常識的見地から一歩距離
を置いた逆説的発想をそれと指摘できよう。社会学的視線は、それを学ぶ者に社会の新たな一面の発見をもたら
す。仲間集団や家族から国家、さらには世界社会まで、人々の集まりである社会の知られざる側面を講義は指摘
してゆくが、それが受講生に知的刺激を与え、延いては彼らの成熟した思考を涵養するであろう。
★本講義はオンデマンド型の遠隔授業となる。リアルタイム型の遠隔授業ではなく、講義を録画した動画を一定
期間中に視聴してもらい、所定の課題の提出を求めるものである。

到達目標

①個人のことだけでなく個人を取り囲む社会のことについて説明できる。
②新聞、ＴＶあるいはネットであれ、メディアに常に接して現代社会で起こっていることについて情報収集する
ことができる。
③高い視点から包括的に物事を捉える「思考の癖」を身につけ、それに基づいて自らの考えを他者に説明でき
る。

授業計画

【第1回】
テーマ：社会学とは何か（イントロダクション）
内容・方法：社会学という学問の諸特徴を論じ、この学問の姿を浮き彫りにしてゆく。
【第2回】
テーマ：社会学の古典：マックス・ヴェーバーの社会学
内容・方法：『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』を中心に、ヴェーバー社会学の世界を展開す
る。
【第3回】
テーマ：社会学の古典：エミール・デュルケムの社会学
内容・方法：『自殺論』『社会分業論』を中心に、デュルケム社会学の世界を展開する。
【第4回】
テーマ：社会学の古典：ゲオルク・ジンメルの社会学
内容・方法：『闘争の社会学』『秘密の社会学』を中心に、ジンメル社会学の世界を展開する。
【第5回】
テーマ：自由という呪縛
内容・方法：エーリヒ・フロム『自由からの逃走』を題材にして、社会的現実の単純ならざるところを指摘して
ゆく。
【第6回】
テーマ：社会的機能の諸相
内容・方法：ロバート・マートン『社会理論と社会構造』を主なる題材として、「機能」への理解を促す。
【第7回】
テーマ：社会的逸脱論
内容・方法：犯罪・非行についての社会学的な説明理論の紹介。
【第8回】
テーマ：家族社会学
内容・方法：家族に関する社会学的議論の、その概要を呈示する。
【第9回】
テーマ：組織社会学
内容・方法：官僚制、寡頭制、インフォーマル・グループ等々、集団論・組織論に関わる重要概念について解説
する。
【第10回】
テーマ：産業・経済の社会学
内容・方法：産業・経済に関わる諸側面（疎外・消費・資本主義・グローバル化等々）の社会学的解説を行な
う。
【第11回】
テーマ：文化社会学
内容・方法：サブ・カルチャーやメディアを切り口として、現代文化に社会学的視線を注ぐ。
【第12回】
テーマ：宗教社会学
内容・方法：新宗教の躍進、カリスマ的教祖への熱狂といった現象を中心に、人が宗教を求める理由に迫ってゆ
く。
【第13回】
テーマ：教育社会学
内容・方法：いじめ問題、あるいは学歴社会をキーワードとして、現代日本の教育の隠された部分に照射する。

授業種別

開講期

講義

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

社会学



【第14回】
テーマ：管理社会論・権力論
内容・方法：管理社会と化している現代社会の現実について、こと細かく解説してゆく。
【第15回】
テーマ：社会学とは何か（総括）
内容・方法：あらためて、社会学と何かを論じ、この学問の特異性・必要性について理解せしめる。

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

各回、事前学習2時間、事後学習2時間を想定している。
【第1回】
①事前学修課題：指定文献購読
②事後学修課題：講義ノートのまとめ（次回においてチェックする〈以下、同じ＞）
【第2回】
①事前学修課題：指定文献購読（『プロ倫』解説書）
②事後学修課題：講義ノートのまとめ
【第3回】
①事前学修課題：指定文献購読（『自殺論』解説書）
②事後学修課題：講義ノートのまとめ
【第4回】
①事前学修課題：指定文献購読（ジンメル社会学の解説書）
②事後学修課題：講義ノートのまとめ
【第5回】
①事前学修課題：指定文献購読（『自由からの逃走』解説書）
②事後学修課題：講義ノートのまとめ
【第6回】
①事前学修課題：指定文献購読（『社会理論と社会構造』解説書）
②事後学修課題：講義ノートのまとめ
【第7回】
①事前学修課題：指定文献購読（「レイベリング・セオリー」等の解説書）
②事後学修課題：講義ノートのまとめ
【第8回】
①事前学修課題：指定文献購読（「家族社会学」テキスト）
②事後学修課題：講義ノートまとめ
【第9回】
①事前学修課題：指定文献購読（ヴェーバー「官僚制」解説書）
②事後学修課題：講義ノートのまとめ
【第10回】
①事前学修課題：指定文献購読（ジャン・ボードリヤール『消費社会の神話と構造』解説書）
②事後学修課題：講義ノートのまとめ
【第11回】
①事前学修課題：指定文献購読（ダニエル・ベル『資本主義の文化的矛盾』解説書）
②事後学修課題：講義ノートのまとめ
【第12回】
①事前学修課題：指定文献購読（安丸良夫『出口なお』）
②事後学修課題：講義ノートまとめ
【第13回】
①事前学修課題：「いじめ」をめぐる新聞・雑誌記事を蒐集しておくことを求める
②事後学修課題：講義ノートのまとめ、講義中の話題のなかで心に残った一つを選び、それについて感想文作成
を求める
【第14回】
①事前学修課題：指定文献購読（ミシェル・フーコー『監獄の誕生』解説書）
②事後学修課題：講義ノートのまとめ
【第15回】
①事前学修課題：これまでの講義全体についての感想の呈示を求める
②事後学修課題：社会学に対しての自分なりの考え、そして好悪について、率直な意見をまとめることを求める
（指定期日までの提出を課す）。

課題に対するフィードバックの方法

講義内で受講生個々に何らかの課題（レポート提出あるいは感想等の執筆）を与えた場合、その翌週当該時間に
各々についてコメントを返す。

成績評価の方法・基準（方針）

講義中そして講義後に提出を求める小さな課題、講義中の態度、そして定期試験他により総合的に評価する。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

評価割合
（％）

30

20

40

評価方法・割合

講義内で4回程度提出が求められる簡便課題。

授業終了後に提出を求めるレポート（2回程度）。

定期試験期間中に実施される筆記試験。

評価対象となる到達目標

①②

①②

①②③

社会学



定期試験に代わるレポート等

その他

0

10 授業中の態度、質問・発言等に対する評価。 ①②③

テキスト プリントを配布する

参考書 講義中に適宜指示するが、受講生には自ら進んで社会学文献に触れておくことを期待する。文献に
ついては、簡便な解説書（読み物）ものから古典的なものまで、図書館において幅広く入手可能であ
る。

履修条件・他の科目との関連 文化人類学関係の科目、あるいは歴史学関係の科目と並行して受講するなら、本講義への一層
の理解が進むと思われる。

社会学



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10400905

社会学

三木　英

三木　英

1年

授業の目的・概要

社会学とは、我々がその只中で生きている社会を捉える方法である。その特徴を挙げれば、社会がすべてを決め
るという社会決定論であり、絶対的なものを排除する相対主義のスタンスであり、また常識的見地から一歩距離
を置いた逆説的発想をそれと指摘できよう。社会学的視線は、それを学ぶ者に社会の新たな一面の発見をもたら
す。仲間集団や家族から国家、さらには世界社会まで、人々の集まりである社会の知られざる側面を講義は指摘
してゆくが、それが受講生に知的刺激を与え、延いては彼らの成熟した思考を涵養するであろう。
★本講義はオンデマンド型の遠隔授業となる。リアルタイム型の遠隔授業ではなく、講義を録画した動画を一定
期間中に視聴してもらい、所定の課題の提出を求めるものである。

到達目標

①個人のことだけでなく個人を取り囲む社会のことについて説明できる。
②新聞、ＴＶあるいはネットであれ、メディアに常に接して現代社会で起こっていることについて情報収集する
ことができる。
③高い視点から包括的に物事を捉える「思考の癖」を身につけ、それに基づいて自らの考えを他者に説明でき
る。

授業計画

【第1回】
テーマ：社会学とは何か（イントロダクション）
内容・方法：社会学という学問の諸特徴を論じ、この学問の姿を浮き彫りにしてゆく。
【第2回】
テーマ：社会学の古典：マックス・ヴェーバーの社会学
内容・方法：『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』を中心に、ヴェーバー社会学の世界を展開す
る。
【第3回】
テーマ：社会学の古典：エミール・デュルケムの社会学
内容・方法：『自殺論』『社会分業論』を中心に、デュルケム社会学の世界を展開する。
【第4回】
テーマ：社会学の古典：ゲオルク・ジンメルの社会学
内容・方法：『闘争の社会学』『秘密の社会学』を中心に、ジンメル社会学の世界を展開する。
【第5回】
テーマ：自由という呪縛
内容・方法：エーリヒ・フロム『自由からの逃走』を題材にして、社会的現実の単純ならざるところを指摘して
ゆく。
【第6回】
テーマ：社会的機能の諸相
内容・方法：ロバート・マートン『社会理論と社会構造』を主なる題材として、「機能」への理解を促す。
【第7回】
テーマ：社会的逸脱論
内容・方法：犯罪・非行についての社会学的な説明理論の紹介。
【第8回】
テーマ：家族社会学
内容・方法：家族に関する社会学的議論の、その概要を呈示する。
【第9回】
テーマ：組織社会学
内容・方法：官僚制、寡頭制、インフォーマル・グループ等々、集団論・組織論に関わる重要概念について解説
する。
【第10回】
テーマ：産業・経済の社会学
内容・方法：産業・経済に関わる諸側面（疎外・消費・資本主義・グローバル化等々）の社会学的解説を行な
う。
【第11回】
テーマ：文化社会学
内容・方法：サブ・カルチャーやメディアを切り口として、現代文化に社会学的視線を注ぐ。
【第12回】
テーマ：宗教社会学
内容・方法：新宗教の躍進、カリスマ的教祖への熱狂といった現象を中心に、人が宗教を求める理由に迫ってゆ
く。
【第13回】
テーマ：教育社会学
内容・方法：いじめ問題、あるいは学歴社会をキーワードとして、現代日本の教育の隠された部分に照射する。

授業種別

開講期

講義

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

社会学



【第14回】
テーマ：管理社会論・権力論
内容・方法：管理社会と化している現代社会の現実について、こと細かく解説してゆく。
【第15回】
テーマ：社会学とは何か（総括）
内容・方法：あらためて、社会学と何かを論じ、この学問の特異性・必要性について理解せしめる。

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

各回、事前学習2時間、事後学習2時間を想定している。
【第1回】
①事前学修課題：指定文献購読
②事後学修課題：講義ノートのまとめ（次回においてチェックする〈以下、同じ＞）
【第2回】
①事前学修課題：指定文献購読（『プロ倫』解説書）
②事後学修課題：講義ノートのまとめ
【第3回】
①事前学修課題：指定文献購読（『自殺論』解説書）
②事後学修課題：講義ノートのまとめ
【第4回】
①事前学修課題：指定文献購読（ジンメル社会学の解説書）
②事後学修課題：講義ノートのまとめ
【第5回】
①事前学修課題：指定文献購読（『自由からの逃走』解説書）
②事後学修課題：講義ノートのまとめ
【第6回】
①事前学修課題：指定文献購読（『社会理論と社会構造』解説書）
②事後学修課題：講義ノートのまとめ
【第7回】
①事前学修課題：指定文献購読（「レイベリング・セオリー」等の解説書）
②事後学修課題：講義ノートのまとめ
【第8回】
①事前学修課題：指定文献購読（「家族社会学」テキスト）
②事後学修課題：講義ノートまとめ
【第9回】
①事前学修課題：指定文献購読（ヴェーバー「官僚制」解説書）
②事後学修課題：講義ノートのまとめ
【第10回】
①事前学修課題：指定文献購読（ジャン・ボードリヤール『消費社会の神話と構造』解説書）
②事後学修課題：講義ノートのまとめ
【第11回】
①事前学修課題：指定文献購読（ダニエル・ベル『資本主義の文化的矛盾』解説書）
②事後学修課題：講義ノートのまとめ
【第12回】
①事前学修課題：指定文献購読（安丸良夫『出口なお』）
②事後学修課題：講義ノートまとめ
【第13回】
①事前学修課題：「いじめ」をめぐる新聞・雑誌記事を蒐集しておくことを求める
②事後学修課題：講義ノートのまとめ、講義中の話題のなかで心に残った一つを選び、それについて感想文作成
を求める
【第14回】
①事前学修課題：指定文献購読（ミシェル・フーコー『監獄の誕生』解説書）
②事後学修課題：講義ノートのまとめ
【第15回】
①事前学修課題：これまでの講義全体についての感想の呈示を求める
②事後学修課題：社会学に対しての自分なりの考え、そして好悪について、率直な意見をまとめることを求める
（指定期日までの提出を課す）。

課題に対するフィードバックの方法

講義内で受講生個々に何らかの課題（レポート提出あるいは感想等の執筆）を与えた場合、その翌週当該時間に
各々についてコメントを返す。

成績評価の方法・基準（方針）

講義中そして講義後に提出を求める小さな課題、講義中の態度、そして定期試験他により総合的に評価する。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

評価割合
（％）

30

20

40

評価方法・割合

講義内で4回程度提出が求められる簡便課題。

授業終了後に提出を求めるレポート（2回程度）。

定期試験期間中に実施される筆記試験。

評価対象となる到達目標

①②

①②

①②③

社会学



定期試験に代わるレポート等

その他

0

10 授業中の態度、質問・発言等に対する評価。 ①②③

テキスト プリントを配布する

参考書 講義中に適宜指示するが、受講生には自ら進んで社会学文献に触れておくことを期待する。文献に
ついては、簡便な解説書（読み物）ものから古典的なものまで、図書館において幅広く入手可能であ
る。

履修条件・他の科目との関連 文化人類学関係の科目、あるいは歴史学関係の科目と並行して受講するなら、本講義への一層
の理解が進むと思われる。

社会学



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10300204

社会学

三木　英

三木　英

1年

授業の目的・概要

社会学とは、我々がその只中で生きている社会を捉える方法である。その特徴を挙げれば、社会がすべてを決め
るという社会決定論であり、絶対的なものを排除する相対主義のスタンスであり、また常識的見地から一歩距離
を置いた逆説的発想をそれと指摘できよう。社会学的視線は、それを学ぶ者に社会の新たな一面の発見をもたら
す。仲間集団や家族から国家、さらには世界社会まで、人々の集まりである社会の知られざる側面を講義は指摘
してゆくが、それが受講生に知的刺激を与え、延いては彼らの成熟した思考を涵養するであろう。
★本講義はオンデマンド型の遠隔授業となる。リアルタイム型の遠隔授業ではなく、講義を録画した動画を一定
期間中に視聴してもらい、所定の課題の提出を求めるものである。

到達目標

①個人のことだけでなく個人を取り囲む社会のことについて説明できる。
②新聞、ＴＶあるいはネットであれ、メディアに常に接して現代社会で起こっていることについて情報収集する
ことができる。
③高い視点から包括的に物事を捉える「思考の癖」を身につけ、それに基づいて自らの考えを他者に説明でき
る。

授業計画

【第1回】
テーマ：社会学とは何か（イントロダクション）
内容・方法：社会学という学問の諸特徴を論じ、この学問の姿を浮き彫りにしてゆく。
【第2回】
テーマ：社会学の古典：マックス・ヴェーバーの社会学
内容・方法：『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』を中心に、ヴェーバー社会学の世界を展開す
る。
【第3回】
テーマ：社会学の古典：エミール・デュルケムの社会学
内容・方法：『自殺論』『社会分業論』を中心に、デュルケム社会学の世界を展開する。
【第4回】
テーマ：社会学の古典：ゲオルク・ジンメルの社会学
内容・方法：『闘争の社会学』『秘密の社会学』を中心に、ジンメル社会学の世界を展開する。
【第5回】
テーマ：自由という呪縛
内容・方法：エーリヒ・フロム『自由からの逃走』を題材にして、社会的現実の単純ならざるところを指摘して
ゆく。
【第6回】
テーマ：社会的機能の諸相
内容・方法：ロバート・マートン『社会理論と社会構造』を主なる題材として、「機能」への理解を促す。
【第7回】
テーマ：社会的逸脱論
内容・方法：犯罪・非行についての社会学的な説明理論の紹介。
【第8回】
テーマ：家族社会学
内容・方法：家族に関する社会学的議論の、その概要を呈示する。
【第9回】
テーマ：組織社会学
内容・方法：官僚制、寡頭制、インフォーマル・グループ等々、集団論・組織論に関わる重要概念について解説
する。
【第10回】
テーマ：産業・経済の社会学
内容・方法：産業・経済に関わる諸側面（疎外・消費・資本主義・グローバル化等々）の社会学的解説を行な
う。
【第11回】
テーマ：文化社会学
内容・方法：サブ・カルチャーやメディアを切り口として、現代文化に社会学的視線を注ぐ。
【第12回】
テーマ：宗教社会学
内容・方法：新宗教の躍進、カリスマ的教祖への熱狂といった現象を中心に、人が宗教を求める理由に迫ってゆ
く。
【第13回】
テーマ：教育社会学
内容・方法：いじめ問題、あるいは学歴社会をキーワードとして、現代日本の教育の隠された部分に照射する。

授業種別

開講期

講義

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

社会学



【第14回】
テーマ：管理社会論・権力論
内容・方法：管理社会と化している現代社会の現実について、こと細かく解説してゆく。
【第15回】
テーマ：社会学とは何か（総括）
内容・方法：あらためて、社会学と何かを論じ、この学問の特異性・必要性について理解せしめる。

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

各回、事前学習2時間、事後学習2時間を想定している。
【第1回】
①事前学修課題：指定文献購読
②事後学修課題：講義ノートのまとめ（次回においてチェックする〈以下、同じ＞）
【第2回】
①事前学修課題：指定文献購読（『プロ倫』解説書）
②事後学修課題：講義ノートのまとめ
【第3回】
①事前学修課題：指定文献購読（『自殺論』解説書）
②事後学修課題：講義ノートのまとめ
【第4回】
①事前学修課題：指定文献購読（ジンメル社会学の解説書）
②事後学修課題：講義ノートのまとめ
【第5回】
①事前学修課題：指定文献購読（『自由からの逃走』解説書）
②事後学修課題：講義ノートのまとめ
【第6回】
①事前学修課題：指定文献購読（『社会理論と社会構造』解説書）
②事後学修課題：講義ノートのまとめ
【第7回】
①事前学修課題：指定文献購読（「レイベリング・セオリー」等の解説書）
②事後学修課題：講義ノートのまとめ
【第8回】
①事前学修課題：指定文献購読（「家族社会学」テキスト）
②事後学修課題：講義ノートまとめ
【第9回】
①事前学修課題：指定文献購読（ヴェーバー「官僚制」解説書）
②事後学修課題：講義ノートのまとめ
【第10回】
①事前学修課題：指定文献購読（ジャン・ボードリヤール『消費社会の神話と構造』解説書）
②事後学修課題：講義ノートのまとめ
【第11回】
①事前学修課題：指定文献購読（ダニエル・ベル『資本主義の文化的矛盾』解説書）
②事後学修課題：講義ノートのまとめ
【第12回】
①事前学修課題：指定文献購読（安丸良夫『出口なお』）
②事後学修課題：講義ノートまとめ
【第13回】
①事前学修課題：「いじめ」をめぐる新聞・雑誌記事を蒐集しておくことを求める
②事後学修課題：講義ノートのまとめ、講義中の話題のなかで心に残った一つを選び、それについて感想文作成
を求める
【第14回】
①事前学修課題：指定文献購読（ミシェル・フーコー『監獄の誕生』解説書）
②事後学修課題：講義ノートのまとめ
【第15回】
①事前学修課題：これまでの講義全体についての感想の呈示を求める
②事後学修課題：社会学に対しての自分なりの考え、そして好悪について、率直な意見をまとめることを求める
（指定期日までの提出を課す）。

課題に対するフィードバックの方法

講義内で受講生個々に何らかの課題（レポート提出あるいは感想等の執筆）を与えた場合、その翌週当該時間に
各々についてコメントを返す。

成績評価の方法・基準（方針）

講義中そして講義後に提出を求める小さな課題、講義中の態度、そして定期試験他により総合的に評価する。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

評価割合
（％）

30

20

40

評価方法・割合

講義内で4回程度提出が求められる簡便課題。

授業終了後に提出を求めるレポート（2回程度）。

定期試験期間中に実施される筆記試験。

評価対象となる到達目標

①②

①②

①②③

社会学



定期試験に代わるレポート等

その他

0

10 授業中の態度、質問・発言等に対する評価。 ①②③

テキスト プリントを配布する

参考書 講義中に適宜指示するが、受講生には自ら進んで社会学文献に触れておくことを期待する。文献に
ついては、簡便な解説書（読み物）ものから古典的なものまで、図書館において幅広く入手可能であ
る。

履修条件・他の科目との関連 文化人類学関係の科目、あるいは歴史学関係の科目と並行して受講するなら、本講義への一層
の理解が進むと思われる。

社会学



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10401001

暮らしのなかの憲法

則武　立樹

則武　立樹

1年

授業の目的・概要

「日本国憲法」と聞くと、何か難解で理解しづらい「法」のように思えるかもしれない。しかし、日本という国
家の構造上、法の中でも一番強い力を持つものが日本国憲法なのである。では、憲法が私たちにしてくれている
こと、逆に私たちの行動を制限していることって何なのか？憲法はどういう形でこの社会に溶け込んでいるの
か？こうした今まで深く考えてこなかったであろう「憲法」に真正面から向き合い、次世代を担う皆さんが「憲
法」を理解できるよう、様々な生活の中でのエピソードを交えつつ授業を展開します。
また、下記の「授業計画」および「課題に対するフィードバックの方法」の欄にもあるように、講義動画視聴を
中心として授業を進行しますが、Google Classroomや課題（コメント）の提出を活用し、受講生の疑問等を共有
するアクティブラーニングも取り入れます。

到達目標

１．日本国憲法の規定が私たちの暮らしとどのように関係しているのかを説明できる。
２．日本国憲法の「人権」規定が保障する内容とその限界を説明できる。
３．「人権」を保障するための制度としての統治機構のあり方を説明できる。

授業計画

★この授業は遠隔授業（オンデマンド配信）となります。講義を録画した動画を一定期間内に視聴し、所定の課
題を提出してもらう形で実施する予定です。

第1回　ガイダンス―なぜ私たちは憲法を学ぶ（必要がある）のか？：私たちが日本国憲法を学ぶ必要性はどこに
あるのか。このような原初的な疑問について、日本国憲法の基本的性質から考える。
第2回　人権総論―憲法が保障する「人権」とは何か？―：人権とは「誰のもの」であるのか。そして、人権は国
家権力によって「制限」されてもよいのかについて概説する。
第3回　法の下の平等―こども、女性、LGBTQ+を巡る差別に対して憲法はどう挑むことができるのか？―憲法はど
ういう手段/論理で「差別」に挑んでいるのか？「性（女性差別/LGBTQ+差別）」、「こども」をキーワードに
様々なケースを考察する。
第4回　精神的自由①―思想・良心の自由、信教の自由（「心」の自由を保障する）―：精神的自由のうち、「思
想･良心の自由」と「信教の自由」を取り上げ、個人の「心の自由」を守るということがいかに重要であるかを学
ぶ。
第5回　精神的自由②―表現の自由、集会・結社の自由、学問の自由（「行動」の自由を保障する）―：精神的自
由のうち、「表現の自由」と「集会・結社の自由」、「学問の自由」について、その中でも、現代の日本社会で
問題となっている「在日朝鮮人/韓国人を巡るヘイトスピーチ」の問題を具体的に取り上げ、憲法はこうした問題
にどう立ち向かっているのかについて学ぶ。　
第6回　経済的自由―職業選択の自由―：個人の生き方に直結する「職業選択の自由」の重要性について、どのよ
うな憲法解釈の変遷があったかについて学ぶ。
第7回　社会権①―私たちの「暮らし（生活）」を憲法はどの程度保障してくれているのか？―：憲法第２５条が
規定する「健康で文化的な最低限度の生活」とはどういった生活を指すのか。近年問題提起がなされている「生
活保護」と関連して、その実態を探る。
第8回　社会権②ー「教育を受ける機会」をひとりひとり平等に保障するために―：子どもたちにとって「教育を
受ける機会」は成長のための必要不可欠の要素である。子どもたちの「権利」として、特に、障がいのある児童
生徒の「性教育を学ぶ権利」のあり方について、日本と諸外国を比較することでその意味を読み解く。
第9回　参政権―日本の政治の未来は誰が握っているのか？―：誰が日本の政治の行く末を決める権力を持ってい
るのか？また、どういった制度・枠組のなかで政治が行われているのか？特に「選挙」と言う制度を軸に問題点
等を洗い出す。
第10回　統治機構総論―いかにして国家権力を抑制するのか？―：国家統治の方法として国家の持つ三大権力を
それぞれ独立した三機関（国会、内閣、裁判所）に委ねているが、各機関はいかなる特徴を持ち、どのようにし
てお互いに暴走しないよう監視抑制しているのかについて学ぶ。　
第11回　国会―「立法」という国家権力を考えるー：国会が委ねられている「立法権」について、特に「国政調
査権」や「内閣不信任決議」と呼ばれる権限の内容とその限界を知る。
第12回　内閣―「行政」という国家権力を考える―：内閣が委ねられている「行政権」について、特に「衆議院
の解散権」と呼ばれる権限の内容とその限界を知る。
第13回　裁判所―「司法」という国家権力を考える―：裁判所が委ねられている「司法権」について、特に「違
憲立法審査権」と呼ばれる権限の内容とその限界を知る。
第14回　地方自治―地方の政治はここに住む私たちが決めるべき―：日本の政治を東京に一極集中させてしまえ
ば、地方は軽視され、衰退の一途を辿るであろう。そこで設けられた制度である「地方自治」について、どのよ
うに住民たちの意思が反映されているのか、地方公共団体の役割を読み解く。　
第15回　総括－私たちが学んできた「憲法」とは結局どのような法なのか？－：日本という国家と不可分の存在
である日本国憲法という法がどれほどの重要性を帯びた法であるのか。本科目の総括として、その答えを探る。

事前事後の学習

授業種別

開講期

講義

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

暮らしのなかの憲法



授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

講義で取り上げるテーマについて、インターネットや書籍等を通じて、事前に権利の内容、関連判例を調査し、
また、事後にはレジュメと照らし合わせ、その法解釈を自分自身の言葉でまとめること。毎回につき１．５時間
ほどの事前学習および２．５時間ほどの事後学習を必要とする。

課題に対するフィードバックの方法

Google Classroomを用いた課題の提示、解答の回収を行い、全体的な講評として次回動画内にてフィードバック
を実施する。

成績評価の方法・基準（方針）

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

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

30

0

0

70

0

評価方法・割合

課題の提出および各課題の質と内容

レポート

評価対象となる到達目標

2、3

1、2、3

テキスト 使用しない。

参考書 『保育と日本国憲法』橋本勇人編（みらい、2018年）
『教職課程のための憲法入門（第2版）』、西原博史、斎藤一久編著（弘文堂、2019年）
『憲法第7版』、芦部信喜著、高橋和之補訂（岩波書店、2019年）

履修条件・他の科目との関連 日本国憲法や法学の初学者を含め、教職を目指す者、一般常識として憲法を学びたいと考える
者、講義内容に関心を持つ者を広く対象とする。そもそも、なぜ私たちは憲法を「学ぶ（必要があ
る）」のか？次世代を担う学生の皆さんのふとした疑問に答えられる授業を展開していく。なお、授業
運営の説明を行うので第1回目配信の授業動画は必ず視聴すること。また日常の心構えとして、
「憲法」のキ―ワ―ドの出てくる新聞記事やニュ―スなどを注意深く見ておくこと。そして、自分なりに
「何が問題となっているのか」について考えてみることを勧める。

暮らしのなかの憲法



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10300401

暮らしのなかの憲法

則武　立樹

則武　立樹

1年

授業の目的・概要

「日本国憲法」と聞くと、何か難解で理解しづらい「法」のように思えるかもしれない。しかし、日本という国
家の構造上、法の中でも一番強い力を持つものが日本国憲法なのである。では、憲法が私たちにしてくれている
こと、逆に私たちの行動を制限していることって何なのか？憲法はどういう形でこの社会に溶け込んでいるの
か？こうした今まで深く考えてこなかったであろう「憲法」に真正面から向き合い、次世代を担う皆さんが「憲
法」を理解できるよう、様々な生活の中でのエピソードを交えつつ授業を展開します。
また、下記の「授業計画」および「課題に対するフィードバックの方法」の欄にもあるように、講義動画視聴を
中心として授業を進行しますが、Google Classroomや課題（コメント）の提出を活用し、受講生の疑問等を共有
するアクティブラーニングも取り入れます。

到達目標

１．日本国憲法の規定が私たちの暮らしとどのように関係しているのかを説明できる。
２．日本国憲法の「人権」規定が保障する内容とその限界を説明できる。
３．「人権」を保障するための制度としての統治機構のあり方を説明できる。

授業計画

★この授業は遠隔授業（オンデマンド配信）となります。講義を録画した動画を一定期間内に視聴し、所定の課
題を提出してもらう形で実施する予定です。

第1回　ガイダンス―なぜ私たちは憲法を学ぶ（必要がある）のか？：私たちが日本国憲法を学ぶ必要性はどこに
あるのか。このような原初的な疑問について、日本国憲法の基本的性質から考える。
第2回　人権総論―憲法が保障する「人権」とは何か？―：人権とは「誰のもの」であるのか。そして、人権は国
家権力によって「制限」されてもよいのかについて概説する。
第3回　法の下の平等―こども、女性、LGBTQ+を巡る差別に対して憲法はどう挑むことができるのか？―憲法はど
ういう手段/論理で「差別」に挑んでいるのか？「性（女性差別/LGBTQ+差別）」、「こども」をキーワードに
様々なケースを考察する。
第4回　精神的自由①―思想・良心の自由、信教の自由（「心」の自由を保障する）―：精神的自由のうち、「思
想･良心の自由」と「信教の自由」を取り上げ、個人の「心の自由」を守るということがいかに重要であるかを学
ぶ。
第5回　精神的自由②―表現の自由、集会・結社の自由、学問の自由（「行動」の自由を保障する）―：精神的自
由のうち、「表現の自由」と「集会・結社の自由」、「学問の自由」について、その中でも、現代の日本社会で
問題となっている「在日朝鮮人/韓国人を巡るヘイトスピーチ」の問題を具体的に取り上げ、憲法はこうした問題
にどう立ち向かっているのかについて学ぶ。　
第6回　経済的自由―職業選択の自由―：個人の生き方に直結する「職業選択の自由」の重要性について、どのよ
うな憲法解釈の変遷があったかについて学ぶ。
第7回　社会権①―私たちの「暮らし（生活）」を憲法はどの程度保障してくれているのか？―：憲法第２５条が
規定する「健康で文化的な最低限度の生活」とはどういった生活を指すのか。近年問題提起がなされている「生
活保護」と関連して、その実態を探る。
第8回　社会権②ー「教育を受ける機会」をひとりひとり平等に保障するために―：子どもたちにとって「教育を
受ける機会」は成長のための必要不可欠の要素である。子どもたちの「権利」として、特に、障がいのある児童
生徒の「性教育を学ぶ権利」のあり方について、日本と諸外国を比較することでその意味を読み解く。
第9回　参政権―日本の政治の未来は誰が握っているのか？―：誰が日本の政治の行く末を決める権力を持ってい
るのか？また、どういった制度・枠組のなかで政治が行われているのか？特に「選挙」と言う制度を軸に問題点
等を洗い出す。
第10回　統治機構総論―いかにして国家権力を抑制するのか？―：国家統治の方法として国家の持つ三大権力を
それぞれ独立した三機関（国会、内閣、裁判所）に委ねているが、各機関はいかなる特徴を持ち、どのようにし
てお互いに暴走しないよう監視抑制しているのかについて学ぶ。　
第11回　国会―「立法」という国家権力を考えるー：国会が委ねられている「立法権」について、特に「国政調
査権」や「内閣不信任決議」と呼ばれる権限の内容とその限界を知る。
第12回　内閣―「行政」という国家権力を考える―：内閣が委ねられている「行政権」について、特に「衆議院
の解散権」と呼ばれる権限の内容とその限界を知る。
第13回　裁判所―「司法」という国家権力を考える―：裁判所が委ねられている「司法権」について、特に「違
憲立法審査権」と呼ばれる権限の内容とその限界を知る。
第14回　地方自治―地方の政治はここに住む私たちが決めるべき―：日本の政治を東京に一極集中させてしまえ
ば、地方は軽視され、衰退の一途を辿るであろう。そこで設けられた制度である「地方自治」について、どのよ
うに住民たちの意思が反映されているのか、地方公共団体の役割を読み解く。　
第15回　総括－私たちが学んできた「憲法」とは結局どのような法なのか？－：日本という国家と不可分の存在
である日本国憲法という法がどれほどの重要性を帯びた法であるのか。本科目の総括として、その答えを探る。

事前事後の学習

授業種別

開講期

講義

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

暮らしのなかの憲法



授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

講義で取り上げるテーマについて、インターネットや書籍等を通じて、事前に権利の内容、関連判例を調査し、
また、事後にはレジュメと照らし合わせ、その法解釈を自分自身の言葉でまとめること。毎回につき１．５時間
ほどの事前学習および２．５時間ほどの事後学習を必要とする。

課題に対するフィードバックの方法

Google Classroomを用いた課題の提示、解答の回収を行い、全体的な講評として次回動画内にてフィードバック
を実施する。

成績評価の方法・基準（方針）

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

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

30

0

0

70

0

評価方法・割合

課題の提出および各課題の質と内容

レポート

評価対象となる到達目標

2、3

1、2、3

テキスト 使用しない。

参考書 『保育と日本国憲法』橋本勇人編（みらい、2018年）
『教職課程のための憲法入門（第2版）』、西原博史、斎藤一久編著（弘文堂、2019年）
『憲法第7版』、芦部信喜著、高橋和之補訂（岩波書店、2019年）

履修条件・他の科目との関連 日本国憲法や法学の初学者を含め、教職を目指す者、一般常識として憲法を学びたいと考える
者、講義内容に関心を持つ者を広く対象とする。そもそも、なぜ私たちは憲法を「学ぶ（必要があ
る）」のか？次世代を担う学生の皆さんのふとした疑問に答えられる授業を展開していく。なお、授業
運営の説明を行うので第1回目配信の授業動画は必ず視聴すること。また日常の心構えとして、
「憲法」のキ―ワ―ドの出てくる新聞記事やニュ―スなどを注意深く見ておくこと。そして、自分なりに
「何が問題となっているのか」について考えてみることを勧める。

暮らしのなかの憲法



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10401104

人権教育論

長澤　敦士

長澤　敦士

1年

授業の目的・概要

一般的に人権とは「人間が人間として生まれながら持っている権利」と言われています。それでは、そもそも、
この権利を保障するとはどういうことなのでしょうか。人権を保障することはどのようにして達成されるので
しょうか。この講義は、受講生のみなさんと人権にかかわる社会問題を共有し、一緒に考えることを目的として
います。そのうえで、受講生のみなさんが自己決定（あるいは、自己選択）、それに伴うと（される）自己責任
と呼ばれるものについて、さまざまな視点から考え、自分なりの意見を持てるようになることを目指していま

到達目標

1．人権にかかわる社会問題についての基本的な事項を自分の言葉で説明することができる。
2．自己決定や自己責任について複眼的に考え、自分なりの意見を述べることができる。

授業計画

【第1回】イントロダクション：本講義の概要を説明する。
【第2回】人間が人間であるということ：人権について考える。
【第3回】名づけること/名づけられること：マジョリティとマイノリティの関係について考える。
【第4回】なぜオフィスでラブなのか：ジェンダーについて考える。
【第5回】カミングアウトとアウティング：LGBT＋について考える。
【第6回】暴力をふるうこと：ハラスメントについて考える。
【第7回】生存者バイアス：貧困について考える。
【第8回】合理的配慮：障害について考える。
【第9回】メンヘラと呼ばれる人々：心の問題について考える。
【第10回】加害者になるということ：犯罪について考える。
【第11回】映画鑑賞：人権にかかわるテーマを取り上げた映画を鑑賞する。
【第12回】東京クルド難民：「外国人」について考える。
【第13回】市民とは誰か：シティズンシップ、あるいはシティズンシップ教育について考える。
【第14回】人権教育という視点：人権教育について考える。
【第15回】 全体の振り返り

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

事前学習：自らの日々の日常生活（例えば、サークル活動やバイト、ボランティア、家族など）に潜む差別や排
除にまつわる事象に敏感になること。各回ごとに2時間程度。
事後学習：講義で共有したことや考えたことを念頭に、改めて自らの日々の日常生活を人権の視点で捉え返すこ
と。必要に応じて講義内で紹介した参考書籍なども読むこと。各回ごとに2時間程度。

課題に対するフィードバックの方法

提出されたコメントシートに対しては、適宜、講義内でコメントを付す。
また、実施した課題について採点後、希望者についてはコメントを付して返却することも考えている。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示す授業内外での評価及びレポート試験により総合的に評価する。

授業種別

開講期

講義

後期 単位数 2単位

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

30

10

0

60

0

評価方法・割合

毎回の授業後に提出するコメントシート

中間レポート

全授業終了後に実施するレポート試験

評価対象となる到達目標

1,2

1,2

1,2

テキスト 特になし。

実務家教員による授業 －

人権教育論



テキスト
参考書 必要に応じて授業の中で紹介する。

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

人権教育論



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10300502

人権教育論

長澤　敦士

長澤　敦士

2年

授業の目的・概要

一般的に人権とは「人間が人間として生まれながら持っている権利」と言われています。それでは、そもそも、
この権利を保障するとはどういうことなのでしょうか。人権を保障することはどのようにして達成されるので
しょうか。この講義は、受講生のみなさんと人権にかかわる社会問題を共有し、一緒に考えることを目的として
います。そのうえで、受講生のみなさんが自己決定（あるいは、自己選択）、それに伴うと（される）自己責任
と呼ばれるものについて、さまざまな視点から考え、自分なりの意見を持てるようになることを目指していま

到達目標

1．人権にかかわる社会問題についての基本的な事項を自分の言葉で説明することができる。
2．自己決定や自己責任について複眼的に考え、自分なりの意見を述べることができる。

授業計画

【第1回】イントロダクション：本講義の概要を説明する。
【第2回】人間が人間であるということ：人権について考える。
【第3回】名づけること/名づけられること：マジョリティとマイノリティの関係について考える。
【第4回】なぜオフィスでラブなのか：ジェンダーについて考える。
【第5回】カミングアウトとアウティング：LGBT＋について考える。
【第6回】暴力をふるうこと：ハラスメントについて考える。
【第7回】生存者バイアス：貧困について考える。
【第8回】合理的配慮：障害について考える。
【第9回】メンヘラと呼ばれる人々：心の問題について考える。
【第10回】加害者になるということ：犯罪について考える。
【第11回】映画鑑賞：人権にかかわるテーマを取り上げた映画を鑑賞する。
【第12回】東京クルド難民：「外国人」について考える。
【第13回】市民とは誰か：シティズンシップ、あるいはシティズンシップ教育について考える。
【第14回】人権教育という視点：人権教育について考える。
【第15回】 全体の振り返り

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

事前学習：自らの日々の日常生活（例えば、サークル活動やバイト、ボランティア、家族など）に潜む差別や排
除にまつわる事象に敏感になること。各回ごとに2時間程度。
事後学習：講義で共有したことや考えたことを念頭に、改めて自らの日々の日常生活を人権の視点で捉え返すこ
と。必要に応じて講義内で紹介した参考書籍なども読むこと。各回ごとに2時間程度。

課題に対するフィードバックの方法

提出されたコメントシートに対しては、適宜、講義内でコメントを付す。
また、実施した課題について採点後、希望者についてはコメントを付して返却することも考えている。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示す授業内外での評価及びレポート試験により総合的に評価する。

授業種別

開講期

講義

前期 単位数 2単位

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

30

10

0

60

0

評価方法・割合

毎回の授業後に提出するコメントシート

中間レポート

全授業終了後に実施するレポート試験

評価対象となる到達目標

1,2

1,2

1,2

テキスト 特になし。

実務家教員による授業 －

人権教育論



テキスト
参考書 必要に応じて授業の中で紹介する。

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

人権教育論



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10300503

人権教育論

長澤　敦士

長澤　敦士

2年

授業の目的・概要

一般的に人権とは「人間が人間として生まれながら持っている権利」と言われています。それでは、そもそも、
この権利を保障するとはどういうことなのでしょうか。人権を保障することはどのようにして達成されるので
しょうか。この講義は、受講生のみなさんと人権にかかわる社会問題を共有し、一緒に考えることを目的として
います。そのうえで、受講生のみなさんが自己決定（あるいは、自己選択）、それに伴うと（される）自己責任
と呼ばれるものについて、さまざまな視点から考え、自分なりの意見を持てるようになることを目指していま

到達目標

1．人権にかかわる社会問題についての基本的な事項を自分の言葉で説明することができる。
2．自己決定や自己責任について複眼的に考え、自分なりの意見を述べることができる。

授業計画

【第1回】イントロダクション：本講義の概要を説明する。
【第2回】人間が人間であるということ：人権について考える。
【第3回】名づけること/名づけられること：マジョリティとマイノリティの関係について考える。
【第4回】なぜオフィスでラブなのか：ジェンダーについて考える。
【第5回】カミングアウトとアウティング：LGBT＋について考える。
【第6回】暴力をふるうこと：ハラスメントについて考える。
【第7回】生存者バイアス：貧困について考える。
【第8回】合理的配慮：障害について考える。
【第9回】メンヘラと呼ばれる人々：心の問題について考える。
【第10回】加害者になるということ：犯罪について考える。
【第11回】映画鑑賞：人権にかかわるテーマを取り上げた映画を鑑賞する。
【第12回】東京クルド難民：「外国人」について考える。
【第13回】市民とは誰か：シティズンシップ、あるいはシティズンシップ教育について考える。
【第14回】人権教育という視点：人権教育について考える。
【第15回】 全体の振り返り

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

事前学習：自らの日々の日常生活（例えば、サークル活動やバイト、ボランティア、家族など）に潜む差別や排
除にまつわる事象に敏感になること。各回ごとに2時間程度。
事後学習：講義で共有したことや考えたことを念頭に、改めて自らの日々の日常生活を人権の視点で捉え返すこ
と。必要に応じて講義内で紹介した参考書籍なども読むこと。各回ごとに2時間程度。

課題に対するフィードバックの方法

提出されたコメントシートに対しては、適宜、講義内でコメントを付す。
また、実施した課題について採点後、希望者についてはコメントを付して返却することも考えている。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示す授業内外での評価及びレポート試験により総合的に評価する。

授業種別

開講期

講義

前期 単位数 2単位

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

30

10

0

60

0

評価方法・割合

毎回の授業後に提出するコメントシート

中間レポート

全授業終了後に実施するレポート試験

評価対象となる到達目標

1,2

1,2

1,2

テキスト 特になし。

実務家教員による授業 －

人権教育論



テキスト
参考書 必要に応じて授業の中で紹介する。

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

人権教育論



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10300504

人権教育論

幸川　由美子

幸川　由美子

2年

授業の目的・概要

「人権」とは、すべての人が安心と自由を確保し、幸せに生きていくための権利である。そして、それは決して
侵害されることがあってはならない。しかし、現在、私たちの周りには多くの人権問題があり、十分に人権が守
られた社会であるとは言えない。本授業では、現在も続くさまざまな人権課題を取り上げ、自身にかかわること
として理解を深めるとともに、人権に根差した社会を作り上げる一員として必要な資質を育成することを目標と
する。長年にわたり教職に従事した実務経験をもとに、将来、教職・福祉関係等の分野で活躍したい人にも役立
つ授業を展開する。 
授業の形態は、講義及び演習を組み合わせたものである。グループでの活動など、積極的な参加が必要となる。

到達目標

1 人権問題を自分にかかわる問題としてとらえ、人権に根差した社会の構築に向けた判断ができる。
2 さまざまな人権課題を理解し、問題と向き合い自分の意見を説明できる。
3 異なる立場や考え方を理解し、自他を尊重する視点に立って自分の意見を説明できる。

授業計画

【第1回】 授業オリエンテーション・「世界人権宣言」から見える世界情勢
【第2回】 自分自身の人権について考える
【第3回】 「ことば」を奪う人権侵害について考える
【第4回】 子どもの人権について考える
【第5回】 性の多様性について考える
【第6回】 男女平等について考える
【第7回】 障がい者の人権について考える
【第8回】 いじめについて考える
【第9回】 部落問題について考える
【第10回】 さまざまなハラスメントについて考える
【第11回】 人種差別について考える
【第12回】 個人情報保護・インターネット上の人権侵害について考える
【第13回】 さまざまな病気に対する人権侵害について考える
【第14回】 犯罪被害者や家族の人権について考える
【第15回】 人権教育がめざす社会について考える

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

【事前】 毎回の授業で人権に関わるニュースを確認するので、最新の情報を調べておくこと。
【事後】 毎回の授業で課題を課すので、次回の授業時に提出すること。

課題に対するフィードバックの方法

・授業内で実施する発表やグループワークについては、適時指導助言を行う。
・各回の課題については、授業内で解説する。レポートは、採点後希望者に点数と内容を開示する。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示すとおり、授業内及び授業外の課題、期末試験（レポート）の結果に基づき総合的に判定のうえ、60点
以上を合格とし、所定の単位を認定する。正当な理由なく5回以上欠席した場合は、評価の対象とせず、「K」評
価とする。

授業種別

開講期

講義

前期 単位数 2単位

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

50

30

0

20

0

評価方法・割合

ワークシート（10回を予定）（40）、授業内発表（10）

小課題（6回を予定）（30）

全授業終了後に実施するレポート試験（20）

評価対象となる到達目標

1、2、3

1、2、3

1、2、3

実務家教員による授業 〇

人権教育論



テキスト テキストは使用せず資料を配付する。

参考書 必要に応じて授業の中で紹介する。

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

人権教育論



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10401201

人間と科学

矢島　彰

矢島　彰

1年

授業の目的・概要

現代における人間の社会活動は科学を基盤としたものになっています。なぜ人間だけが地球上の他の生物と異な
るレベルで科学を活用しているでしょうか。人間の誕生のプロセスを地球の歴史と共に知ることで、人間の科学
の誕生とその根底にある地球の科学が密接に関連していることがわかります。また、人間は今、自分たちの科学
では制御できない自然現象にどのように対応すべきかを考える時期に到達しています。人間の存在が地球環境に
及ぼす影響が無視できないほど大きくなりました。これからの人間の科学がどうあるべきなのか、災害をキー
ワードにして考えていきます。

到達目標

1. 科学とは何かを理解し、様々な説や見解が科学的見地に基づいているかを分別できる。
2. 地球誕生から人類の誕生へ至る経緯を理解し、なぜ科学が誕生したかを説明できる。
3. 現在の人類にとって重要な課題である防災の科学を知り、これからの科学のあり方について説明できる。

授業計画

★この授業は、遠隔授業となります。リアルタイム型の遠隔授業（その授業時間にZoom等で参加する方法）では
なく、講義を録画した動画を一定期間中に視聴し、所定の課題を提出していただく形で実施予定です。
各回の演習問題は、授業内容について理解し、自分の言葉で説明することができるかを問う記述問題（50字～200
字を1問～5問程度）です。
【第1回】
テーマ：地球科学の様々な量
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第2回】
テーマ：似非科学とのつきあい方
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第3回】
テーマ：地震予測に挑む
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第4回】
テーマ：地震のしくみと被害
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第5回】
テーマ：加速する異常気象との闘い
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第6回】
テーマ：大水害・海面上昇と地盤沈下
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第7回】
テーマ：大水害・水害に強い都市計画
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第8回】
テーマ：地球大進化＜第一集＞生命の星　大衝突からの始まり
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第9回】
テーマ：地球大進化＜第二集＞全球凍結　大型生物誕生の謎
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第10回】
テーマ：地球大進化＜第三集＞大海からの離脱　そして手が生まれた
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第11回】
テーマ：地球大進化＜第四集＞ 大量絶滅 巨大噴火がほ乳類を生んだ
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第12回】
テーマ：地球大進化＜第五集＞ 大陸大分裂 目に秘められた物語
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第13回】
テーマ：地球大進化＜第六集＞ ヒト 果てしなき冒険者
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第14回】
テーマ：総合演習（防災）
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第15回】

授業種別

開講期

講義

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

人間と科学



テーマ：総合演習（地球大進化）
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

各回、事前学修は2時間、事後学修は2時間を想定しています。
【第1回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第2回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第3回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第4回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第5回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第6回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第7回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第8回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第9回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第10回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第11回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第12回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第13回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第14回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第15回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出

課題に対するフィードバックの方法

GoogleClassroomでの評価・コメントを用いる予定です。

成績評価の方法・基準（方針）

各授業の課題提出によって評価します。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

0

90

0

10

0

評価方法・割合

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

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

評価対象となる到達目標

1,2,3

1,2,3

人間と科学



テキスト 利用しません。

参考書 授業時に随時紹介します。

履修条件・他の科目との関連 特になし

人間と科学



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10300603

人間と科学

矢島　彰

矢島　彰

1年

授業の目的・概要

現代における人間の社会活動は科学を基盤としたものになっています。なぜ人間だけが地球上の他の生物と異な
るレベルで科学を活用しているでしょうか。人間の誕生のプロセスを地球の歴史と共に知ることで、人間の科学
の誕生とその根底にある地球の科学が密接に関連していることがわかります。また、人間は今、自分たちの科学
では制御できない自然現象にどのように対応すべきかを考える時期に到達しています。人間の存在が地球環境に
及ぼす影響が無視できないほど大きくなりました。これからの人間の科学がどうあるべきなのか、災害をキー
ワードにして考えていきます。

到達目標

1. 科学とは何かを理解し、様々な説や見解が科学的見地に基づいているかを分別できる。
2. 地球誕生から人類の誕生へ至る経緯を理解し、なぜ科学が誕生したかを説明できる。
3. 現在の人類にとって重要な課題である防災の科学を知り、これからの科学のあり方について説明できる。

授業計画

★この授業は、遠隔授業となります。リアルタイム型の遠隔授業（その授業時間にZoom等で参加する方法）では
なく、講義を録画した動画を一定期間中に視聴し、所定の課題を提出していただく形で実施予定です。
各回の演習問題は、授業内容について理解し、自分の言葉で説明することができるかを問う記述問題（50字～200
字を1問～5問程度）です。
【第1回】
テーマ：地球科学の様々な量
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第2回】
テーマ：似非科学とのつきあい方
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第3回】
テーマ：地震予測に挑む
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第4回】
テーマ：地震のしくみと被害
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第5回】
テーマ：加速する異常気象との闘い
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第6回】
テーマ：大水害・海面上昇と地盤沈下
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第7回】
テーマ：大水害・水害に強い都市計画
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第8回】
テーマ：地球大進化＜第一集＞生命の星　大衝突からの始まり
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第9回】
テーマ：地球大進化＜第二集＞全球凍結　大型生物誕生の謎
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第10回】
テーマ：地球大進化＜第三集＞大海からの離脱　そして手が生まれた
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第11回】
テーマ：地球大進化＜第四集＞ 大量絶滅 巨大噴火がほ乳類を生んだ
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第12回】
テーマ：地球大進化＜第五集＞ 大陸大分裂 目に秘められた物語
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第13回】
テーマ：地球大進化＜第六集＞ ヒト 果てしなき冒険者
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第14回】
テーマ：総合演習（防災）
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む
【第15回】

授業種別

開講期

講義

後期 単位数 2単位
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テーマ：総合演習（地球大進化）
内容・方法：資料・映像を見て演習問題に取組む

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

各回、事前学修は2時間、事後学修は2時間を想定しています。
【第1回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第2回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第3回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第4回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第5回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第6回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第7回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第8回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第9回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第10回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第11回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第12回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第13回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第14回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出
【第15回】
①事前学修課題：基本用語事前調べ
②事後学修課題：授業のまとめの作成と提出

課題に対するフィードバックの方法

GoogleClassroomでの評価・コメントを用いる予定です。

成績評価の方法・基準（方針）

各授業の課題提出によって評価します。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

0

90

0

10

0

評価方法・割合

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

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

評価対象となる到達目標

1,2,3

1,2,3

人間と科学



テキスト 利用しません。

参考書 授業時に随時紹介します。

履修条件・他の科目との関連 特になし

人間と科学



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10401302

人間と環境

藤田　了

藤田　了

1年

授業の目的・概要

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

到達目標

１．高齢者や障がい者の取り巻く環境の課題について説明ができるようになる。
２．ユニバーサルデザインとバリアフリーについて説明ができるようになる。
３．高齢者や障がい者を支援する社会資源について説明ができるようになる。

授業計画

第1回　講義のオリエンテーション（人間と環境に関するイントロダクション）
第2回　少子高齢化社会の現状（合計特殊出生率、高齢化率などについて説明する）
第3回　地域福祉（地域の課題に焦点をあてる）
第4回　ライフスタイルの多様化
第5回　住環境の問題点（高齢者や障がい者の住まいの問題点）
第6回　高齢者を支える制度（介護保険制度等）
第7回　高齢者を支える制度（障がい者関連の制度）
第8回　前半のまとめ（中試験）
第9回　バリアフリー
第10回　ユニバーサルデザイン
第11回　福祉のまちづくり
第12回　高齢者の暮しを支える環境整備（共用品）
第13回　高齢者の暮しを支える環境整備（福祉用具）
第14回　高齢者の暮しを支える環境整備（住宅改修）
第15回　後半のまとめと復習

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

この授業は、講義を録画した動画を視聴し課題を提出するという形式であり、受動的な学習となります。積極的
に事前に配布（配信）した資料に目を通し自己学習することが必要です。また事後には、学んだ内容について復
習することも必要です。

課題に対するフィードバックの方法

毎回の授業課題レポートを受理した場合は出席簿（ユニパ）への反映を行います。授業課題に「授業についての
質問」の項目を設けると共にoiuメール（r-fujita@oiu.jp）での質問も随時受け付けてます。実施した中試験、
定期試験に代わるレポートの結果については希望があれば開示します。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示すとおり、毎回の受講レポート、定期試験に代わるレポートの評価結果に基づき総合的に判定のうえ、
60 点以上を合格とし、所定の単位を認定する。※毎回の受講レポート、定期試験に代わるレポートについては締
切期限を過ぎたものについては評価しません。

授業種別

開講期

講義

後期 単位数 2単位

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

評価割合
（％）

70

0

0

評価方法・割合

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

評価対象となる到達目標

1、2、3

実務家教員による授業 〇

人間と環境



定期試験に代わるレポート等

その他

30

0

定期試験に代わるレポート（30） 1、2、3

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

参考書 必要に応じて授業の中で紹介する。

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

人間と環境



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10300702

人間と環境

眞鍋　昇

眞鍋　昇

2年

授業の目的・概要

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

到達目標

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

授業計画

第１回　講義のオリエンテーション：人間と環境に関するイントロダクション。
第２回　エピジェネチィクス：環境が遺伝子発現に影響することを最新の生命科学にもとづいて説明します。
第３回　環境科学の重要性：人間に残された時間（環境危機時計・地球カレンダー）などについて説明します。
第４回　日本の四大公害（水俣病・新潟水俣病・イタイイタイ病・四日市ぜんそく）と環境基本法などについて
説明します。
第５回　健全な水の循環と利用（１）：上水道の役割と上水道基準について歴史的経緯を含めて説明します。
第６回　健全な水の循環と利用（２）：下水処理と水質汚濁（水質汚濁防止法）などについて説明します。
第７回　前半のまとめと復習
第８回　生活環境の公害（騒音・振動・悪臭）と産業廃棄物：瀬戸内海の豊島問題を例にあげながらリサイクル
について考えます。
第９回　化学物質による環境汚染（１）：農薬の安全性評価法と問題点および対処方法について実例をあげなが
ら考えます。
第１０回　化学物質による環境汚染（２）：環境中の有害物質と基準について説明します。
第１１回　放射能汚染（１）：放射性核種の科学と有害性について説明します。
第１２回　放射能汚染（２）：福島原発事故による農畜産物や土壌の放射能汚染などについて実例をあげながら
対処方法を考えます。
第１３回　地球温暖化のもたらすもの：二酸化炭素濃度の経年変化・オゾン層の破壊などについて説明します。
第１４回　地球規模での環境問題：持続可能な農業生産や伝染病の蔓延について考えます。
第１５回　後半のまとめと復習
第１６回　期末試験

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

この授業はＧｏｏｇｌｅ　Ｃｌａｓｓｒｏｏｍを通じた「オンデマンド型の遠隔授業」でおこなうので受動的学
習となり、アクティヴラーニングの要素を含みませんが、事前に積極的に教科書、参考書の講読やＧｏｏｇｌｅ
　Ｃｌａｓｓｒｏｏｍを通じて配布する講義用パワーポイントのpdfの精読、インターネット検索などによる基礎
的知識を身につけたうえで受講することなどが必要です（１．５時間の事前学習）。事後に講義ノートを整理し
ながら復習すること、および毎回「受講レポート」の作成や２回実施されるレポート試験に締切日までに解答す
ることなどが必須です（２．５時間の事後学習）。

課題に対するフィードバックの方法

試験などを実施する場合を除いて、授業毎に「講義の概要」、「講義をうけて新たに分かったことや自分で考え
たこと」、「質問したかったこと」などを記述した受講レポートを実施します。「質問したかったこと」につい
てはＧｏｏｇｌｅ　Ｃｌａｓｓｒｏｏｍで個別に回答し、全体で共有するべきものについては適時Ｇｏｏｇｌｅ
　Ｃｌａｓｓｒｏｏｍで説明します。「前半のまとめと復習」において実施する中試験や期末試験などを介して
自己評価と復習を即し、希望者には評価を開示します。

成績評価の方法・基準（方針）

下記のように、受講の平常点（受講レポート）と授業内試験として実施する中試験（レポート形式）、および期

授業種別

開講期

講義

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

人間と環境



末試験（レポート形式）によって成績を総合的に評価します。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

70

0

0

30

0

評価方法・割合

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

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

評価対象となる到達目標

１，２，３，４

１，２，３，４

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

参考書 「トコトンやさしい環境汚染の本」・大岩敏男ら著・日刊工業新聞社・ISBN：978-4-526-07300-7
「健康と環境の科学：人類の明るい未来を目指して」・三浦悌ら著・南山堂・ISBN：978-4-525-
61101-9
上記の他に参考資料などを必要に応じて授業の中で紹介します。

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

人間と環境



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10300704

人間と環境

眞鍋　昇

眞鍋　昇

2年

授業の目的・概要

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

到達目標

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

授業計画

第１回　講義のオリエンテーション：人間と環境に関するイントロダクション。
第２回　エピジェネチィクス：環境が遺伝子発現に影響することを最新の生命科学にもとづいて説明します。
第３回　環境科学の重要性：人間に残された時間（環境危機時計・地球カレンダー）などについて説明します。
第４回　日本の四大公害（水俣病・新潟水俣病・イタイイタイ病・四日市ぜんそく）と環境基本法などについて
説明します。
第５回　健全な水の循環と利用（１）：上水道の役割と上水道基準について歴史的経緯を含めて説明します。
第６回　健全な水の循環と利用（２）：下水処理と水質汚濁（水質汚濁防止法）などについて説明します。
第７回　前半のまとめと復習
第８回　生活環境の公害（騒音・振動・悪臭）と産業廃棄物：瀬戸内海の豊島問題を例にあげながらリサイクル
について考えます。
第９回　化学物質による環境汚染（１）：農薬の安全性評価法と問題点および対処方法について実例をあげなが
ら考えます。
第１０回　化学物質による環境汚染（２）：環境中の有害物質と基準について説明します。
第１１回　放射能汚染（１）：放射性核種の科学と有害性について説明します。
第１２回　放射能汚染（２）：福島原発事故による農畜産物や土壌の放射能汚染などについて実例をあげながら
対処方法を考えます。
第１３回　地球温暖化のもたらすもの：二酸化炭素濃度の経年変化・オゾン層の破壊などについて説明します。
第１４回　地球規模での環境問題：持続可能な農業生産や伝染病の蔓延について考えます。
第１５回　後半のまとめと復習
第１６回　期末試験

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

この授業はＧｏｏｇｌｅ　Ｃｌａｓｓｒｏｏｍを通じた「オンデマンド型の遠隔授業」でおこなうので受動的学
習となり、アクティヴラーニングの要素を含みませんが、事前に積極的に教科書、参考書の講読やＧｏｏｇｌｅ
　Ｃｌａｓｓｒｏｏｍを通じて配布する講義用パワーポイントのpdfの精読、インターネット検索などによる基礎
的知識を身につけたうえで受講することなどが必要です（１．５時間の事前学習）。事後に講義ノートを整理し
ながら復習すること、および毎回「受講レポート」の作成や２回実施されるレポート試験に締切日までに解答す
ることなどが必須です（２．５時間の事後学習）。

課題に対するフィードバックの方法

試験などを実施する場合を除いて、授業毎に「講義の概要」、「講義をうけて新たに分かったことや自分で考え
たこと」、「質問したかったこと」などを記述した受講レポートを実施します。「質問したかったこと」につい
てはＧｏｏｇｌｅ　Ｃｌａｓｓｒｏｏｍで個別に回答し、全体で共有するべきものについては適時Ｇｏｏｇｌｅ
　Ｃｌａｓｓｒｏｏｍで説明します。「前半のまとめと復習」において実施する中試験や期末試験などを介して
自己評価と復習を即し、希望者には評価を開示します。

成績評価の方法・基準（方針）

下記のように、受講の平常点（受講レポート）と授業内試験として実施する中試験（レポート形式）、および期

授業種別

開講期

講義

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

人間と環境



末試験（レポート形式）によって成績を総合的に評価します。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

70

0

0

30

0

評価方法・割合

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

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

評価対象となる到達目標

１，２，３，４

１，２，３，４

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

参考書 「トコトンやさしい環境汚染の本」・大岩敏男ら著・日刊工業新聞社・ISBN：978-4-526-07300-7
「健康と環境の科学：人類の明るい未来を目指して」・三浦悌ら著・南山堂・ISBN：978-4-525-
61101-9
上記の他に参考資料などを必要に応じて授業の中で紹介します。

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

人間と環境



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10401403

生涯スポーツ論

佐藤　光子

佐藤　光子

1年

授業の目的・概要

スポーツには一人一人の健康だけでなく、地域社会再生・経済発展・国際平和貢献など重要な意義と効果がある
ことが期待されている。わが国のスポーツ基本法（2011年制定）をはじめ世界の多くの国では、スポーツを世界
共通の人類の文化であるとし、スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことはすべての人々の権利であると
謳っている。これらのことをふまえて、スポーツを生涯の友として豊かに暮らすための知識と考察を深めよう。
本講義はオンデマンド型であり、毎回の授業は講義動画配信と理解度テスト実施で進める。また質問や討論のた
めのZoomミーティングも開設する。
講義テーマとしては、あなたがこれまでの人生で出会ったスポーツを振り返ることから始めるが、競技としての
スポーツだけでなく、健康や楽しみのためのスポーツ、様々な工夫を加えた新たなスポーツなども解説する。ス
ポーツを歴史的・社会的な観点や、医学的・科学的な観点などから幅広く考えることができるよう、様々な資料
を提供する。
長年に亘り、ランニング学会認定上級指導者として、また日本トレイルランナーズ協会理事として、一般市民の
スポーツ指導に携わっている経験をもとに講義を進めたい。

到達目標

１．スポーツの歴史をふまえて、現代のスポーツの定義を説明できる
２．スポーツと健康、ケガ、病気、子どもの成長などについて医学科学の観点から説明できる
３．様々な種類のスポーツについて、その内容を説明できる
４．スポーツと平和、人権、マナーなどについて、その問題点を説明できる
５．講義で得た知見に加えて、自身で調べたことや考えについて述べられる
６．講義で得た知見をふまえて、自身のスポーツ観について述べられる

授業計画

この授業はオンデマンド型の遠隔授業です。
【第1回】オリエンテーション
講義の主題、受講や課題提出の方法、到達目標と評価方法について確認する
【第2回】スポーツとは何か
現代社会におけるスポーツの定義について考える
【第3回】スポーツの歴史
古代オリンピックから近代スポーツまでの変遷を学ぶ
【第4回】スポーツと平和
スポーツと平和、人権について考える
【第5回】スポーツと健康
スポーツと健康とのスポーツ基本的な関係について理解する
【第6回】有酸素運動
呼吸循環機能を維持向上させる有酸素運動について理解する
【第7回】レジスタンス運動
筋力を維持向上させるレジスタンス運動について理解する
【第8回】スポーツの楽しみ方
スポーツを「みる」楽しみとして、スポーツを題材とした小説、映画、マンガなどの作品を探してみる
※中間レポート　ここまでの講義の中で強く関心を持った内容についてレポートを提出する
【第9回】スポーツとケガ
捻挫などの急性障害、疲労骨折などの慢性障害を知り、応急処置を身につける
【第10回】スポーツと病気
貧血などの慢性障害、心停止や熱中症などの急性障害を知り、感染症対策についても理解する
【第11回】子どもの成長とスポーツ
成長期の子どもの身体の特徴を知り、スポーツにおける留意点を理解する
【第12回】アダプテッドスポーツ（１）
ルールや用具などを参加者の状況に合わせたスポーツ、アダプテッドスポーツの概念を理解する
【第13回】アダプテッドスポーツ（２）
パラリンピック、デフリンピック、スペシャルオリンピックス等の事例について学ぶ
【第14回】多様化するスポーツ
既存の競技を簡便にしたもの、昔の遊びをスポーツ化したもの、まったく新たな発想で生まれたスポーツなど、
現代の様々なスポーツについて調べる
【第15回】スポーツのルールとマナー
厳しい自然の中のアウトドアスポーツを事例としてルールとマナーについて考える
※最終レポート　すべての講義を通じて強く関心を持った内容、または講義全体を通じてのレポートを提出する

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

授業種別

開講期

講義

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

生涯スポーツ論



事前学習としては、翌週の講義テーマについて自ら調べ、概要を把握しておくこと。
事後学習としては、授業で紹介したものだけでなく自ら調べた書籍やインターネット情報などを活用し、理解を
深めること。特に理解度テストで間違えた事柄についてはきちんと調べておこう。
毎回の授業につき、事前学習1.5時間程度、事後学習2.5時間程度が必要である。

課題に対するフィードバックの方法

毎回講義後に理解度テストを実施するが、提出期限後に採点し返却する。
２回のレポートも、提出期限後に採点し返却する。
また講義時間内に任意参加のZoomの時間を設定するので、質問があれば参加すること。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示す評価方法により総合的に判定したうえで60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

70

15

0

15

0

評価方法・割合

毎回の理解度テスト（70）

前半の講義が終わった時点で提出する中間レポート（15）

全講義終了後に提出する最終レポート（15）

評価対象となる到達目標

１・２・３・４

５・６

５・６

テキスト テキストを使用しない。

参考書 講義内で適宜紹介する。

履修条件・他の科目との関連 特になし。

生涯スポーツ論



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10401603

世界の歴史と文化

小野　達哉

小野　達哉

1年

授業の目的・概要

１０世紀から１９世紀にかけての中国は、伝統中国あるいは近世中国と呼ばれ、現在までつづく社会・文化の原
型が形作られた時代である。この講義では、こうした中国伝統社会のあり方について、まず第一に社会・経済面
から、第二に政治・文化面から学んでゆく。またこれに加えて、中国は経済的・文化的な先進地域として、周辺
諸国との交流を通じ、東アジア文化圏を長きにわたって形成してきた。この講義ではさらに、東アジア諸国に中
国の制度・文物がどのように受容されたのかという点から、対外関係の枠組み・文化交流のあり方についても学
ぶ。これらの講義を通じて、学生諸君には最終的に、中国がいかに独自の近代化の方向を目指していくことにな
るのか、そのイメージまで、掴んでもらいたいと考えている。なお、この授業は、オンデマンド型の遠隔授業と
なる。リアルタイム型の遠隔授業（その授業時間に Zoom 等で参加する方法）ではなく、講義を録画した動画を
一定期間中に視聴し、所定の課題を提出してもらう形で実施する予定である。

到達目標

①中国史の基本事項について理解し説明できる。
②東アジア史上の文化交流について理解し説明できる。
③中国的伝統のあり方につい理解し説明できる。
④中国の近代化像について理解し説明できる。

授業計画

【第1回】
テーマ：伝統中国社会の原型①
内容・方法：中国史における南北
【第2回】
テーマ：伝統中国社会の原型②
内容・方法：農村の長期的変化
【第3回】
テーマ：伝統中国社会の原型③
内容・方法：都市と商業の成長
【第4回】
テーマ：伝統中国社会の原型④
内容・方法：経済発展のパターン
【第5回】
テーマ：伝統中国政治の原型①
内容・方法：科挙と士大夫社会
【第6回】
テーマ：伝統中国政治の原型②
内容・方法：皇帝と統治システム
【第7回】
テーマ：伝統中国政治の原型③
内容・方法：皇帝と官僚・軍隊
【第8回】
テーマ：伝統中国政治の原型④
内容・方法：士大夫の社会と文化
【第9回】
テーマ：対外関係と文化交流①
内容・方法：朝貢と互市①朝貢の概念
【第10回】
テーマ：対外関係と文化交流②
内容・方法：朝貢と互市②互市の概念
【第11回】
テーマ：対外関係と文化交流③
内容・方法：朝貢体制と朝鮮・琉球・ヴェトナム
【第12回】
テーマ：伝統中国の変革①
内容・方法：開港と対外貿易
【第13回】
テーマ：伝統中国の変革②
内容・方法：中国地域社会の変貌
【第14回】
テーマ：伝統中国の変革③
内容・方法：立憲・専制・革命
【第15回】

授業種別

開講期

講義

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

世界の歴史と文化



テーマ：まとめ
内容・方法：これまでの講義のまとめ

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

【第1回】
①事前学修課題：授業概要のキーワードを辞典等で調べる。
②事後学修課題：レジュメと史料の内容を確認し理解する。
【第2回】
①事前学修課題：前回の講義時に示したキーワードを辞典等で調べる。
②事後学修課題：レジュメと史料の内容を確認し理解する。
【第3回】
①事前学修課題：前回の講義時に示したキーワードを辞典等で調べる。
②事後学修課題：レジュメと史料の内容を確認し理解する。
【第4回】
①事前学修課題：前回の講義時に示したキーワードを辞典等で調べる。
②事後学修課題：レジュメと史料の内容を確認し理解する。
【第5回】
①事前学修課題：前回の講義時に示したキーワードを辞典等で調べる。
②事後学修課題：レジュメと史料の内容を確認し理解する。
【第6回】
①事前学修課題：前回の講義時に示したキーワードを辞典等で調べる。
②事後学修課題：レジュメと史料の内容を確認し理解する。
【第7回】
①事前学修課題：前回の講義時に示したキーワードを辞典等で調べる。
②事後学修課題：レジュメと史料の内容を確認し理解する。
【第8回】
①事前学修課題：前回の講義時に示したキーワードを辞典等で調べる。
②事後学修課題：レジュメと史料の内容を確認し理解する。
【第9回】
①事前学修課題：前回の講義時に示したキーワードを辞典等で調べる。
②事後学修課題：レジュメと史料の内容を確認し理解する。
【第10回】
①事前学修課題：前回の講義時に示したキーワードを辞典等で調べる。
②事後学修課題：レジュメと史料の内容を確認し理解する。
【第11回】
①事前学修課題：前回の講義時に示したキーワードを辞典等で調べる。
②事後学修課題：レジュメと史料の内容を確認し理解する。
【第12回】
①事前学修課題：前回の講義時に示したキーワードを辞典等で調べる。
②事後学修課題：レジュメと史料の内容を確認し理解する。
【第13回】
①事前学修課題：前回の講義時に示したキーワードを辞典等で調べる。
②事後学修課題：レジュメと史料の内容を確認し理解する。
【第14回】
①事前学修課題：前回の講義時に示したキーワードを辞典等で調べる。
②事後学修課題：レジュメと史料の内容を確認し理解する。
【第15回】
①事前学修課題：前回の講義時に示したキーワードを辞典等で調べる。
②事後学修課題：レジュメと史料の内容を確認し理解する。

課題に対するフィードバックの方法

毎回の授業時におこなう小テストで、学生の講義の理解度を確認し、それに必要に応じてコメントを付して返却
するつもりである。

成績評価の方法・基準（方針）

毎回の小テスト課題提出、中間レポート・期末レポートの総合評価とする。なお、課題提出の回数が全体の３分
の２を下回った者は、授業放棄と見做す。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

評価割合
（％）

30

35

0

35

評価方法・割合

毎回授業後の小テスト課題は、講義動画の視聴を前提
とする。必ず期限以内に提出すること（30％）。

中間レポートを課す（35％）。中間レポートは、講義内容
の理解度を問うものとする。Webサイトの記事の転用は認
めないので注意されたい。

期末レポートを課す（35％）。期末レポートは、講義内容
の理解度を問うものとする。Webサイトの記事の転用は認
めないので注意されたい。

評価対象となる到達目標

①②③④

①②③④

①②③④

世界の歴史と文化



その他 0

テキスト プリントを使用する。

参考書 講義の中で随時紹介する。

履修条件・他の科目との関連 日本史・東洋史・西洋史を含め、歴史全般に幅広く関心を持ってほしい。

世界の歴史と文化



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10301603

世界の歴史と文化

小野　達哉

小野　達哉

1年

授業の目的・概要

１０世紀から１９世紀にかけての中国は、伝統中国あるいは近世中国と呼ばれ、現在までつづく社会・文化の原
型が形作られた時代である。この講義では、こうした中国伝統社会のあり方について、まず第一に社会・経済面
から、第二に政治・文化面から学んでゆく。またこれに加えて、中国は経済的・文化的な先進地域として、周辺
諸国との交流を通じ、東アジア文化圏を長きにわたって形成してきた。この講義ではさらに、東アジア諸国に中
国の制度・文物がどのように受容されたのかという点から、対外関係の枠組み・文化交流のあり方についても学
ぶ。これらの講義を通じて、学生諸君には最終的に、中国がいかに独自の近代化の方向を目指していくことにな
るのか、そのイメージまで、掴んでもらいたいと考えている。なお、この授業は、オンデマンド型の遠隔授業と
なる。リアルタイム型の遠隔授業（その授業時間に Zoom 等で参加する方法）ではなく、講義を録画した動画を
一定期間中に視聴し、所定の課題を提出してもらう形で実施する予定である。

到達目標

①中国史の基本事項について理解し説明できる。
②東アジア史上の文化交流について理解し説明できる。
③中国的伝統のあり方につい理解し説明できる。
④中国の近代化像について理解し説明できる。

授業計画

【第1回】
テーマ：伝統中国社会の原型①
内容・方法：中国史における南北
【第2回】
テーマ：伝統中国社会の原型②
内容・方法：農村の長期的変化
【第3回】
テーマ：伝統中国社会の原型③
内容・方法：都市と商業の成長
【第4回】
テーマ：伝統中国社会の原型④
内容・方法：経済発展のパターン
【第5回】
テーマ：伝統中国政治の原型①
内容・方法：科挙と士大夫社会
【第6回】
テーマ：伝統中国政治の原型②
内容・方法：皇帝と統治システム
【第7回】
テーマ：伝統中国政治の原型③
内容・方法：皇帝と官僚・軍隊
【第8回】
テーマ：伝統中国政治の原型④
内容・方法：士大夫の社会と文化
【第9回】
テーマ：対外関係と文化交流①
内容・方法：朝貢と互市①朝貢の概念
【第10回】
テーマ：対外関係と文化交流②
内容・方法：朝貢と互市②互市の概念
【第11回】
テーマ：対外関係と文化交流③
内容・方法：朝貢体制と朝鮮・琉球・ヴェトナム
【第12回】
テーマ：伝統中国の変革①
内容・方法：開港と対外貿易
【第13回】
テーマ：伝統中国の変革②
内容・方法：中国地域社会の変貌
【第14回】
テーマ：伝統中国の変革③
内容・方法：立憲・専制・革命
【第15回】

授業種別

開講期

講義

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

世界の歴史と文化



テーマ：まとめ
内容・方法：これまでの講義のまとめ

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

【第1回】
①事前学修課題：授業概要のキーワードを辞典等で調べる。
②事後学修課題：レジュメと史料の内容を確認し理解する。
【第2回】
①事前学修課題：前回の講義時に示したキーワードを辞典等で調べる。
②事後学修課題：レジュメと史料の内容を確認し理解する。
【第3回】
①事前学修課題：前回の講義時に示したキーワードを辞典等で調べる。
②事後学修課題：レジュメと史料の内容を確認し理解する。
【第4回】
①事前学修課題：前回の講義時に示したキーワードを辞典等で調べる。
②事後学修課題：レジュメと史料の内容を確認し理解する。
【第5回】
①事前学修課題：前回の講義時に示したキーワードを辞典等で調べる。
②事後学修課題：レジュメと史料の内容を確認し理解する。
【第6回】
①事前学修課題：前回の講義時に示したキーワードを辞典等で調べる。
②事後学修課題：レジュメと史料の内容を確認し理解する。
【第7回】
①事前学修課題：前回の講義時に示したキーワードを辞典等で調べる。
②事後学修課題：レジュメと史料の内容を確認し理解する。
【第8回】
①事前学修課題：前回の講義時に示したキーワードを辞典等で調べる。
②事後学修課題：レジュメと史料の内容を確認し理解する。
【第9回】
①事前学修課題：前回の講義時に示したキーワードを辞典等で調べる。
②事後学修課題：レジュメと史料の内容を確認し理解する。
【第10回】
①事前学修課題：前回の講義時に示したキーワードを辞典等で調べる。
②事後学修課題：レジュメと史料の内容を確認し理解する。
【第11回】
①事前学修課題：前回の講義時に示したキーワードを辞典等で調べる。
②事後学修課題：レジュメと史料の内容を確認し理解する。
【第12回】
①事前学修課題：前回の講義時に示したキーワードを辞典等で調べる。
②事後学修課題：レジュメと史料の内容を確認し理解する。
【第13回】
①事前学修課題：前回の講義時に示したキーワードを辞典等で調べる。
②事後学修課題：レジュメと史料の内容を確認し理解する。
【第14回】
①事前学修課題：前回の講義時に示したキーワードを辞典等で調べる。
②事後学修課題：レジュメと史料の内容を確認し理解する。
【第15回】
①事前学修課題：前回の講義時に示したキーワードを辞典等で調べる。
②事後学修課題：レジュメと史料の内容を確認し理解する。

課題に対するフィードバックの方法

毎回の授業時におこなう小テストで、学生の講義の理解度を確認し、それに必要に応じてコメントを付して返却
するつもりである。

成績評価の方法・基準（方針）

毎回の小テスト課題提出、中間レポート・期末レポートの総合評価とする。なお、課題提出の回数が全体の３分
の２を下回った者は、授業放棄と見做す。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

評価割合
（％）

30

35

0

35

評価方法・割合

毎回授業後の小テスト課題は、講義動画の視聴を前提
とする。必ず期限以内に提出すること（30％）。

中間レポートを課す（35％）。中間レポートは、講義内容
の理解度を問うものとする。Webサイトの記事の転用は認
めないので注意されたい。

期末レポートを課す（35％）。期末レポートは、講義内容
の理解度を問うものとする。Webサイトの記事の転用は認
めないので注意されたい。

評価対象となる到達目標

①②③④

①②③④

①②③④

世界の歴史と文化



その他 0

テキスト プリントを使用する。

参考書 講義の中で随時紹介する。

履修条件・他の科目との関連 日本史・東洋史・西洋史を含め、歴史全般に幅広く関心を持ってほしい。

世界の歴史と文化



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10401701

現代の国際社会

川波　竜三

川波　竜三

1年

授業の目的・概要

★この授業は、オンデマンド型の遠隔授業となります。リアルタイム型の遠隔授業（その授業時間に Zoom 等で
参加する方法）ではなく、講義を録画した動画を一定期間中に視聴し、所定の課題を提出していただく形で実施
する予定です。
現代の国際社会は技術革新やグローバル化の進展によって急速に発展してきたが、既存の価値やシステムにひず
みが生まれ様々な問題が噴出するようになった。また、それらの問題も複雑化しているため全体像を理解するこ
とが難しくなってきている。本講義では、毎授業において現代の国際社会が抱える論点を取り上げ、「国家」、
「国際機構」、「多国籍企業」という3つの主要アクターの視点や関係性から解説する。現代の国際社会における
個々の問題の全体像を理解するととともに、今後発生する時事問題について自らの力で論理的に説明できる能力
を身につけることを目指す。

到達目標

1．現代の国際社会が抱える問題点を個別に指摘し説明することができる。
2．「国家」、「国際機構」、「多国籍企業」の視点から国際社会が抱える問題にアプローチし、その概要を説明
することができる。
3．現在の国際社会における様々な論点に関心を持ち、講義で学んだことをもとに多様な視角から論理的に説明す
ることができる。

授業計画

【第1回】
テーマ：現代の国際社会における論点と主要アクター
内容・方法：「国家」、「国際機構」、「多国籍企業」とはどのような主体か解説したうえで、本講義で扱う国
際社会の論点について概要を説明する。そして、本講義の射程やねらいを明らかにする。
【第2回】
テーマ：新型コロナウイルスへの対応と社会の変化
内容・方法：未知のウイルスの出現は、国際社会が抱える問題点をあぶりだすとともに、新たな社会変革のきっ
かけとなっている。「国家」、「国際機構」、「国際企業」は、新型コロナウイルスに対してどのように対応し
たのか、それにより社会はどのように変化しつつあるのか検討する。
【第3回】
テーマ：DX社会の進展と巨大IT企業
内容・方法： 新型コロナウイルスの出現により、社会のDX(デジタルトランスフォーメーション)化が一気に進展
したと言われている。そして、GAFAMといった巨大ＩＴ企業の存在感がますます高まる一方、「国家」にとって有
害と見なされる点も散見されるようになった。情報プラットフォーマーと呼ばれる「多国籍企業」と「国家」お
よび国際経済との関係について考察する。
【第4回】
テーマ：暗号資産の出現とデジタル通貨
内容・方法：ブロックチェーン技術に基づく暗号資産、電子マネー、QRコード決済などの出現は、キャッシュレ
ス社会を進展させてきた。新たな決済手段の開発は、今や国際経済秩序を揺るがす可能性が出てきており、主要
国も神経をとがらせている。その現状について解説する。
【第5回】
テーマ：5Ｇ覇権をめぐる米中対立
内容・方法：DX社会が進展するうえで、新たな情報技術標準である5Gをめぐる米中の覇権争いは近年鋭さをまし
てきた。その経緯と現状について学んだうえで、今後の両国の関係について考察する。
【第6回】
テーマ：アメリカを中心とした同盟関係と安全保障
内容・方法：第二次世界大戦以降アメリカは、西側主要国との同盟関係を重視してきた。トランプ前大統領時に
強固な同盟関係は一時的に揺らいだもののバイデン政権が発足し、改めて同盟国の協調が図られる可能性が高
い。同盟を軸とした伝統的安全保障の変遷と現状、その問題点について解説する。
【第7回】
テーマ：グローバリゼーションの進展とその功罪
内容・方法：交通手段や金融システム、および情報通信技術の発展により、ヒト・モノ・カネの移動が容易にな
りグローバリゼーションは進展した。しかし、グローバリゼーションの進展は必ずしも国際社会に良いことばか
りをもたらしたわけではない。その概要について説明する。
【第8回】
テーマ：主要国における民主主義の動揺
内容・方法：近年アメリカやイギリスでは、ポピュリスト的なトランプ政権やジョンソン政権が誕生し、主要国
の民主主義は動揺している。その要因や現状について解説する。
【第9回】
テーマ：中間レポートのフィードバック
内容・方法：中間レポートのフィードバックを通してこれまでの授業の復習を行うとともに、レポート・文章の
書き方(スキル)について解説を行う。

授業種別

開講期

講義

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

現代の国際社会



【第10回】
テーマ：人権と民主主義
内容・方法：昨今、アメリカでは黒人やLGBTの人権の問題が大きく取りざたされ、昨年行われた大統領選挙の主
な争点となった。また、バイデン政権では人権問題をめぐり中国に圧力をかけようという動きもある。人権の問
題が、国内および国際社会にどのような影響を及ぼしているのか考察する。
【第11回】
テーマ：外部講師による講義
内容・方法：時代の最先端で活躍されている社会人を外部講師として招き、専門分野に基づく講義を行って頂
く。
【第12回】
テーマ：国際通商制度の動向と地域主義
内容・方法：第二次世界大戦後、自由で多角的な貿易制度の確立を目指し様々な通商協定が各国で締結されてき
ている。また、最近ではRCEPにみられるような地域的な経済連携協定の締結も推し進められている。国際通商制
度の動向が、国際社会にどのような影響を与えてきたのか説明する。
【第13回】
テーマ：国家債務の増大とその影響
内容・方法：コロナ禍においては、日本をはじめ各国ともに大幅な財政出動を行い景気を下支えしている。しか
し、国家債務の増加は将来的に景気に悪影響を及ばす可能性がある。主要国の国家債務の現状とその影響につい
て説明する。
【第14回】
テーマ：金融危機と国際社会
内容・方法：日本のバブル崩壊、ITバブルの崩壊、2000年代後半に発生した世界金融危機など、頻繁に金融危機
は発生している。金融危機はなぜ発生し、その対応と国際社会への影響はどのようなものになっているのか解説
する。
【第15回】
テーマ：本講義のまとめ
内容・方法：本講義における重要な点を改めて見直し、内容理解の深化に努めることとする。

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

事前学習(全授業共通)：授業日までに授業内容に関する概要プリントをダウンロード出来るようにするので事前
に目を通し、わからない用語などがあった場合には調べておくこと。参考書を用いて授業内容に関する予習をし
ておくと、理解がより進むと考える。事前学習については、各回2時間程度を目安にすること。
事後学習(全授業共通)：各回の授業で扱った内容について宿題として小テストの提出を求める。概要プリントや
授業メモを用いて小テストに取り組むこと。特に授業内で重要であると指摘した点については、確実に理解する
よう努めること。事後学習についても、各回2時間程度を目安とする。

課題に対するフィードバックの方法

・小テストの解説及び質問に対する回答は、次回の授業内で行う。
・中間レポートのフィードバックについては、9回目の授業内で行う。
・定期試験の評価については、申し出があれば個別に開示する。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

30

10

60

0

0

評価方法・割合

授業態度及び小テストへの取り組み(30)

中間レポート(10)

筆記試験(60)

評価対象となる到達目標

1、2、3

1、2、3

1、2、3

テキスト テキストは使用せずダウンロード可能なプリント(資料)を配布する。

参考書 必要に応じて授業内で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 事後に「国際関係論」や「政治経済学」を履修すれば、さらに内容の理解が深まると思います。
わからないことがあれば積極的に質問するよう心掛けてください。

現代の国際社会



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10301403

現代の国際社会

川波　竜三

川波　竜三

1年

授業の目的・概要

★この授業は、オンデマンド型の遠隔授業となります。リアルタイム型の遠隔授業（その授業時間に Zoom 等で
参加する方法）ではなく、講義を録画した動画を一定期間中に視聴し、所定の課題を提出していただく形で実施
する予定です。
現代の国際社会は技術革新やグローバル化の進展によって急速に発展してきたが、既存の価値やシステムにひず
みが生まれ様々な問題が噴出するようになった。また、それらの問題も複雑化しているため全体像を理解するこ
とが難しくなってきている。本講義では、毎授業において現代の国際社会が抱える論点を取り上げ、「国家」、
「国際機構」、「多国籍企業」という3つの主要アクターの視点や関係性から解説する。現代の国際社会における
個々の問題の全体像を理解するととともに、今後発生する時事問題について自らの力で論理的に説明できる能力
を身につけることを目指す。

到達目標

1．現代の国際社会が抱える問題点を個別に指摘し説明することができる。
2．「国家」、「国際機構」、「多国籍企業」の視点から国際社会が抱える問題にアプローチし、その概要を説明
することができる。
3．現在の国際社会における様々な論点に関心を持ち、講義で学んだことをもとに多様な視角から論理的に説明す
ることができる。

授業計画

【第1回】
テーマ：現代の国際社会における論点と主要アクター
内容・方法：「国家」、「国際機構」、「多国籍企業」とはどのような主体か解説したうえで、本講義で扱う国
際社会の論点について概要を説明する。そして、本講義の射程やねらいを明らかにする。
【第2回】
テーマ：新型コロナウイルスへの対応と社会の変化
内容・方法：未知のウイルスの出現は、国際社会が抱える問題点をあぶりだすとともに、新たな社会変革のきっ
かけとなっている。「国家」、「国際機構」、「国際企業」は、新型コロナウイルスに対してどのように対応し
たのか、それにより社会はどのように変化しつつあるのか検討する。
【第3回】
テーマ：DX社会の進展と巨大IT企業
内容・方法： 新型コロナウイルスの出現により、社会のDX(デジタルトランスフォーメーション)化が一気に進展
したと言われている。そして、GAFAMといった巨大ＩＴ企業の存在感がますます高まる一方、「国家」にとって有
害と見なされる点も散見されるようになった。情報プラットフォーマーと呼ばれる「多国籍企業」と「国家」お
よび国際経済との関係について考察する。
【第4回】
テーマ：暗号資産の出現とデジタル通貨
内容・方法：ブロックチェーン技術に基づく暗号資産、電子マネー、QRコード決済などの出現は、キャッシュレ
ス社会を進展させてきた。新たな決済手段の開発は、今や国際経済秩序を揺るがす可能性が出てきており、主要
国も神経をとがらせている。その現状について解説する。
【第5回】
テーマ：5Ｇ覇権をめぐる米中対立
内容・方法：DX社会が進展するうえで、新たな情報技術標準である5Gをめぐる米中の覇権争いは近年鋭さをまし
てきた。その経緯と現状について学んだうえで、今後の両国の関係について考察する。
【第6回】
テーマ：アメリカを中心とした同盟関係と安全保障
内容・方法：第二次世界大戦以降アメリカは、西側主要国との同盟関係を重視してきた。トランプ前大統領時に
強固な同盟関係は一時的に揺らいだもののバイデン政権が発足し、改めて同盟国の協調が図られる可能性が高
い。同盟を軸とした伝統的安全保障の変遷と現状、その問題点について解説する。
【第7回】
テーマ：グローバリゼーションの進展とその功罪
内容・方法：交通手段や金融システム、および情報通信技術の発展により、ヒト・モノ・カネの移動が容易にな
りグローバリゼーションは進展した。しかし、グローバリゼーションの進展は必ずしも国際社会に良いことばか
りをもたらしたわけではない。その概要について説明する。
【第8回】
テーマ：主要国における民主主義の動揺
内容・方法：近年アメリカやイギリスでは、ポピュリスト的なトランプ政権やジョンソン政権が誕生し、主要国
の民主主義は動揺している。その要因や現状について解説する。
【第9回】
テーマ：中間レポートのフィードバック
内容・方法：中間レポートのフィードバックを通してこれまでの授業の復習を行うとともに、レポート・文章の
書き方(スキル)について解説を行う。

授業種別

開講期

講義

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

現代の国際社会



【第10回】
テーマ：人権と民主主義
内容・方法：昨今、アメリカでは黒人やLGBTの人権の問題が大きく取りざたされ、昨年行われた大統領選挙の主
な争点となった。また、バイデン政権では人権問題をめぐり中国に圧力をかけようという動きもある。人権の問
題が、国内および国際社会にどのような影響を及ぼしているのか考察する。
【第11回】
テーマ：外部講師による講義
内容・方法：時代の最先端で活躍されている社会人を外部講師として招き、専門分野に基づく講義を行って頂
く。
【第12回】
テーマ：国際通商制度の動向と地域主義
内容・方法：第二次世界大戦後、自由で多角的な貿易制度の確立を目指し様々な通商協定が各国で締結されてき
ている。また、最近ではRCEPにみられるような地域的な経済連携協定の締結も推し進められている。国際通商制
度の動向が、国際社会にどのような影響を与えてきたのか説明する。
【第13回】
テーマ：国家債務の増大とその影響
内容・方法：コロナ禍においては、日本をはじめ各国ともに大幅な財政出動を行い景気を下支えしている。しか
し、国家債務の増加は将来的に景気に悪影響を及ばす可能性がある。主要国の国家債務の現状とその影響につい
て説明する。
【第14回】
テーマ：金融危機と国際社会
内容・方法：日本のバブル崩壊、ITバブルの崩壊、2000年代後半に発生した世界金融危機など、頻繁に金融危機
は発生している。金融危機はなぜ発生し、その対応と国際社会への影響はどのようなものになっているのか解説
する。
【第15回】
テーマ：本講義のまとめ
内容・方法：本講義における重要な点を改めて見直し、内容理解の深化に努めることとする。

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

事前学習(全授業共通)：授業日までに授業内容に関する概要プリントをダウンロード出来るようにするので事前
に目を通し、わからない用語などがあった場合には調べておくこと。参考書を用いて授業内容に関する予習をし
ておくと、理解がより進むと考える。事前学習については、各回2時間程度を目安にすること。
事後学習(全授業共通)：各回の授業で扱った内容について宿題として小テストの提出を求める。概要プリントや
授業メモを用いて小テストに取り組むこと。特に授業内で重要であると指摘した点については、確実に理解する
よう努めること。事後学習についても、各回2時間程度を目安とする。

課題に対するフィードバックの方法

・小テストの解説及び質問に対する回答は、次回の授業内で行う。
・中間レポートのフィードバックについては、9回目の授業内で行う。
・定期試験の評価については、申し出があれば個別に開示する。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

30

10

60

0

0

評価方法・割合

授業態度及び小テストへの取り組み(30)

中間レポート(10)

筆記試験(60)

評価対象となる到達目標

1、2、3

1、2、3

1、2、3

テキスト テキストは使用せずダウンロード可能なプリント(資料)を配布する。

参考書 必要に応じて授業内で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 事後に「国際関係論」や「政治経済学」を履修すれば、さらに内容の理解が深まると思います。
わからないことがあれば積極的に質問するよう心掛けてください。

現代の国際社会



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10403203

ビジネススキル演習

華　多真美

華　多真美

1年

授業の目的・概要

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

到達目標

(1)信頼を得る取り組み姿勢を身につけ、仕事の進め方を理解している
(2)ビジネスコミュニケーションの基礎スキルが身についている
(3)ビジネスマナーの基本が身についている
(4)ビジネス文書の基本を理解し、メール作成に応用できる
(5)社会保険・業種・業界の知識が説明できる

授業計画

第1回　キャリア形成と就業意識：仕事・キャリア形成のための考え方や意識を学ぶ 　
第2回　職場コミュニケーション（１）：人間関係を構築するコミュニケーションの基本スキルを学ぶ
第3回　職場コミュニケーション（２）：気持ちの伝わる敬語・相手が受け入れやすい心配り表現を学ぶ
第4回　報告・連絡・相談：確実に行うポイントと、相手が理解しやすい結論志向の話法を学ぶ
第5回　会議業務：主催・参加の知識と心構え、会議を円滑に進める進行役のポイントを学ぶ　
第6回　来客対応と訪問マナー：好印象を与える立ち居振る舞いを学ぶ　
第7回　電話応対：基本マナーと架電・受電の流れ、場面ごとの具体的フレーズを学ぶ
第8回　プレゼンテーション：プレゼンテーションの基本と、相手に伝わるスピーチ技法を学ぶ
第9回　仕事の取組み方（1）：PDCAサイクルの役立て方・職場のルール・法律を学ぶ
第10回　仕事の取組み方（2）：社会保険と税金の基礎知識・給与明細の見方を学ぶ
第11回　ビジネス文書とメール：個人SNSとの明確な区別、社会人にふさわしい文章とメールの書き方を学ぶ
第12回　社内文書・社外文書の知識：書式と文書の種類、ビジネス文書特有の慣用句を学ぶ
第13回　業種・業界の知識：就職活動の業界研究に役立つ知識と情報の探し方を学ぶ
第14回　会社の仕組みと経営の基本：会社組織、株式会社の特徴、マーケテイングの基本的事項を学ぶ
第15回　交際業務とコミュニケーションまとめ

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

●毎回1時間の事前学習が必要。テキストの該当部分について不明点や質問を準備の上、授業に参加する。
●毎回２時間ほどの事後学習が必要。内容としては以下の通り。
・授業での説明と演習を行った後には理解が深まっているので、「テキストの読み返し、考察」により気づき内
容の定着を図る
・興味を持った内容について書籍・インターネットなどで調べたり実践するなどして知見を広め、社会に出るた
めの準備を進める
・計4回の課題作成
●さらに試験対策として15時間ほどの学習を要する。

課題に対するフィードバックの方法

提出課題は段階を評価し、翌週以降に評価説明を可能とする予定である。

成績評価の方法・基準（方針）

演習を中心に授業を進めるので遅刻を禁じ、連絡や正当な理由なく欠席回数が5回以上になる場合は「K」評価と
する。
欠席時は事前連絡が必要であり、欠席回数が5回以上になる場合は期末試験への参加不可。

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 2単位

成績評価の種類

授業内での評価

評価割合
（％）

40

評価方法・割合

・授業中の質疑応答、演習への取り組み姿勢（グループ/

評価対象となる到達目標

1・3

実務家教員による授業 〇

ビジネススキル演習



授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

20

40

0

0

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

授業に関連した計4回の課題の期限内提出状況と完成
度（20）

（1）～（5）のポイントを理解していること（40）

2・3・4・5

1・2・3・4・5

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

参考書 必要に応じて授業の中で紹介。

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

ビジネススキル演習



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

11100205

ビジネス基礎演習

華　多真美

華　多真美

1年

授業の目的・概要

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

到達目標

(1)信頼を得る取り組み姿勢を身につけ、仕事の進め方を理解している
(2)ビジネスコミュニケーションの基礎スキルが身についている
(3)ビジネスマナーの基本が身についている
(4)ビジネス文書の基本を理解し、メール作成に応用できる
(5)社会保険・業種・業界の知識が説明できる

授業計画

第1回　キャリア形成と就業意識：仕事・キャリア形成のための考え方や意識を学ぶ 　
第2回　職場コミュニケーション（１）：人間関係を構築するコミュニケーションの基本スキルを学ぶ
第3回　職場コミュニケーション（２）：気持ちの伝わる敬語・相手が受け入れやすい心配り表現を学ぶ
第4回　報告・連絡・相談：確実に行うポイントと、相手が理解しやすい結論志向の話法を学ぶ
第5回　会議業務：主催・参加の知識と心構え、会議を円滑に進める進行役のポイントを学ぶ　
第6回　来客対応と訪問マナー：好印象を与える立ち居振る舞いを学ぶ　
第7回　電話応対：基本マナーと架電・受電の流れ、場面ごとの具体的フレーズを学ぶ
第8回　プレゼンテーション：プレゼンテーションの基本と、相手に伝わるスピーチ技法を学ぶ
第9回　仕事の取組み方（1）：PDCAサイクルの役立て方・職場のルール・法律を学ぶ
第10回　仕事の取組み方（2）：社会保険と税金の基礎知識・給与明細の見方を学ぶ
第11回　ビジネス文書とメール：個人SNSとの明確な区別、社会人にふさわしい文章とメールの書き方を学ぶ
第12回　社内文書・社外文書の知識：書式と文書の種類、ビジネス文書特有の慣用句を学ぶ
第13回　業種・業界の知識：就職活動の業界研究に役立つ知識と情報の探し方を学ぶ
第14回　会社の仕組みと経営の基本：会社組織、株式会社の特徴、マーケテイングの基本的事項を学ぶ
第15回　交際業務とコミュニケーションまとめ

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

●毎回1時間の事前学習が必要。テキストの該当部分について不明点や質問を準備の上、授業に参加する。
●毎回２時間ほどの事後学習が必要。内容としては以下の通り。
・授業での説明と演習を行った後には理解が深まっているので、「テキストの読み返し、考察」により気づき内
容の定着を図る
・興味を持った内容について書籍・インターネットなどで調べたり実践するなどして知見を広め、社会に出るた
めの準備を進める
・計4回の課題作成
●さらに試験対策として15時間ほどの学習を要する。

課題に対するフィードバックの方法

提出課題は段階を評価し、翌週以降に評価説明を可能とする予定である。

成績評価の方法・基準（方針）

演習を中心に授業を進めるので遅刻を禁じ、連絡や正当な理由なく欠席回数が5回以上になる場合は「K」評価と
する。
欠席時は事前連絡が必要であり、欠席回数が5回以上になる場合は期末試験への参加不可。

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 2単位

成績評価の種類

授業内での評価

評価割合
（％）

40

評価方法・割合

・授業中の質疑応答、演習への取り組み姿勢（グループ/

評価対象となる到達目標

1・3

実務家教員による授業 〇

ビジネス基礎演習



授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

20

40

0

0

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

授業に関連した計4回の課題の期限内提出状況と完成
度（20）

（1）～（5）のポイントを理解していること（40）

2・3・4・5

1・2・3・4・5

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

参考書 必要に応じて授業の中で紹介。

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

ビジネス基礎演習



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10403205

ビジネススキル演習

織田　由佳子

織田　由佳子

1年

授業の目的・概要

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

到達目標

(1)信頼を得る取り組み姿勢を身につけ、仕事の進め方を理解している
(2)ビジネスコミュニケーションの基礎スキルが身についている
(3)ビジネスマナーの基本が身についている
(4)ビジネス文書の基本を理解し、メール作成に応用できる
(5)社会保険・業種・業界の知識が説明できる

授業計画

第1回　キャリア形成と就業意識：仕事・キャリア形成のための考え方や意識を学ぶ 　
第2回　職場コミュニケーション（１）：人間関係を構築するコミュニケーションの基本スキルを学ぶ
第3回　職場コミュニケーション（２）：気持ちの伝わる敬語・相手が受け入れやすい心配り表現を学ぶ
第4回　報告・連絡・相談：確実に行うポイントと、相手が理解しやすい結論志向の話法を学ぶ
第5回　会議業務：主催・参加の知識と心構え、会議を円滑に進める進行役のポイントを学ぶ　
第6回　来客対応と訪問マナー：好印象を与える立ち居振る舞いを学ぶ　
第7回　電話応対：基本マナーと架電・受電の流れ、場面ごとの具体的フレーズを学ぶ
第8回　プレゼンテーション：プレゼンテーションの基本と、相手に伝わるスピーチ技法を学ぶ
第9回　仕事の取組み方（1）：PDCAサイクルの役立て方・職場のルール・法律を学ぶ
第10回　仕事の取組み方（2）：社会保険と税金の基礎知識・給与明細の見方を学ぶ
第11回　ビジネス文書とメール：個人SNSとの明確な区別、社会人にふさわしい文章とメールの書き方を学ぶ
第12回　社内文書・社外文書の知識：書式と文書の種類、ビジネス文書特有の慣用句を学ぶ
第13回　業種・業界の知識：就職活動の業界研究に役立つ知識と情報の探し方を学ぶ
第14回　会社の仕組みと経営の基本：会社組織、株式会社の特徴、マーケテイングの基本的事項を学ぶ
第15回　交際業務とコミュニケーションまとめ

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

●毎回1時間の事前学習が必要。テキストの該当部分について不明点や質問を準備の上、授業に参加する。
●毎回２時間ほどの事後学習が必要。内容としては以下の通り。
・授業での説明と演習を行った後には理解が深まっているので、「テキストの読み返し、考察」により気づき内
容の定着を図る
・興味を持った内容について書籍・インターネットなどで調べたり実践するなどして知見を広め、社会に出るた
めの準備を進める
・計4回の課題作成
●さらに試験対策として15時間ほどの学習を要する。

課題に対するフィードバックの方法

提出課題は段階を評価し、翌週以降に評価説明を可能とする予定である。

成績評価の方法・基準（方針）

演習を中心に授業を進めるので遅刻を禁じ、連絡や正当な理由なく欠席回数が5回以上になる場合は「K」評価と
する。
欠席時は事前連絡が必要であり、欠席回数が5回以上になる場合は期末試験への参加不可。

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 2単位

成績評価の種類

授業内での評価

評価割合
（％）

40

評価方法・割合

・授業中の質疑応答、演習への取り組み姿勢（グループ/

評価対象となる到達目標

1・3

実務家教員による授業 〇

ビジネススキル演習



授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

20

40

0

0

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

授業に関連した計4回の課題の期限内提出状況と完成
度（20）

（1）～（5）のポイントを理解していること（40）

2・3・4・5

1・2・3・4・5

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

参考書 必要に応じて授業の中で紹介。

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

ビジネススキル演習



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

11100207

ビジネス基礎演習

織田　由佳子

織田　由佳子

1年

授業の目的・概要

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

到達目標

(1)信頼を得る取り組み姿勢を身につけ、仕事の進め方を理解している
(2)ビジネスコミュニケーションの基礎スキルが身についている
(3)ビジネスマナーの基本が身についている
(4)ビジネス文書の基本を理解し、メール作成に応用できる
(5)社会保険・業種・業界の知識が説明できる

授業計画

第1回　キャリア形成と就業意識：仕事・キャリア形成のための考え方や意識を学ぶ 　
第2回　職場コミュニケーション（１）：人間関係を構築するコミュニケーションの基本スキルを学ぶ
第3回　職場コミュニケーション（２）：気持ちの伝わる敬語・相手が受け入れやすい心配り表現を学ぶ
第4回　報告・連絡・相談：確実に行うポイントと、相手が理解しやすい結論志向の話法を学ぶ
第5回　会議業務：主催・参加の知識と心構え、会議を円滑に進める進行役のポイントを学ぶ　
第6回　来客対応と訪問マナー：好印象を与える立ち居振る舞いを学ぶ　
第7回　電話応対：基本マナーと架電・受電の流れ、場面ごとの具体的フレーズを学ぶ
第8回　プレゼンテーション：プレゼンテーションの基本と、相手に伝わるスピーチ技法を学ぶ
第9回　仕事の取組み方（1）：PDCAサイクルの役立て方・職場のルール・法律を学ぶ
第10回　仕事の取組み方（2）：社会保険と税金の基礎知識・給与明細の見方を学ぶ
第11回　ビジネス文書とメール：個人SNSとの明確な区別、社会人にふさわしい文章とメールの書き方を学ぶ
第12回　社内文書・社外文書の知識：書式と文書の種類、ビジネス文書特有の慣用句を学ぶ
第13回　業種・業界の知識：就職活動の業界研究に役立つ知識と情報の探し方を学ぶ
第14回　会社の仕組みと経営の基本：会社組織、株式会社の特徴、マーケテイングの基本的事項を学ぶ
第15回　交際業務とコミュニケーションまとめ

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

●毎回1時間の事前学習が必要。テキストの該当部分について不明点や質問を準備の上、授業に参加する。
●毎回２時間ほどの事後学習が必要。内容としては以下の通り。
・授業での説明と演習を行った後には理解が深まっているので、「テキストの読み返し、考察」により気づき内
容の定着を図る
・興味を持った内容について書籍・インターネットなどで調べたり実践するなどして知見を広め、社会に出るた
めの準備を進める
・計4回の課題作成
●さらに試験対策として15時間ほどの学習を要する。

課題に対するフィードバックの方法

提出課題は段階を評価し、翌週以降に評価説明を可能とする予定である。

成績評価の方法・基準（方針）

演習を中心に授業を進めるので遅刻を禁じ、連絡や正当な理由なく欠席回数が5回以上になる場合は「K」評価と
する。
欠席時は事前連絡が必要であり、欠席回数が5回以上になる場合は期末試験への参加不可。

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 2単位

成績評価の種類

授業内での評価

評価割合
（％）

40

評価方法・割合

・授業中の質疑応答、演習への取り組み姿勢（グループ/

評価対象となる到達目標

1・3

実務家教員による授業 〇

ビジネス基礎演習



授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

20

40

0

0

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

授業に関連した計4回の課題の期限内提出状況と完成
度（20）

（1）～（5）のポイントを理解していること（40）

2・3・4・5

1・2・3・4・5

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

参考書 必要に応じて授業の中で紹介。

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

ビジネス基礎演習



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10300101

人間学

柴嵜　雅子

柴嵜　雅子

1年

授業の目的・概要

この授業の第一の目的は、人間の様々な可能性を知り、自己認識を深めることである。大学生なら「人間とはこ
のようなものだ」というイメージ（人間観）をすでに持っているだろう。しかしそれは、21世紀の日本という非
常に限られた環境の中で、さらに個人の限定された体験を通じて作られたものでしかない。各人が持っている人
間観から外れたことを、時に人間はやってのける。だからこそ私たちは、「あんなことをするなんて、人間じゃ
ない、悪魔だ」、「あんなことができるなんて、人間とは思えない、神様だ」、などと言うのである。これまで
想像もしなかったような人間の可能性を知り、人間に対する理解、ひいては自分自身に対する理解を深めるため
に、この授業では様々な観点から人間を見つめなおしてゆく。
　この授業の第二の目的は、思考力、日本語の読解力・表現力、自己管理力といったスキルを高めることであ
る。そのため、毎回、記述式の3つの質問に解答することを求める。
　
なお、この授業はGoogle Classroomを介して、オンデマンド方式で実施する。

到達目標

①人間学に関する文章を正確に読解できる。
②人間学に関する他者の主張に対して、自分自身の考えを作ることができる。
③人間学の問題について、自分自身の考えを的確な日本語で表現できる。

授業計画

【第１回】ベジタリアン：肉食拒否について考える。
【第２回】言葉：文化によって異なる言葉の使い方について考える。
【第３回】女と男の狭間で：性分化疾患について考える。
【第４回】親と子：現代の生殖補助医療について考える。
【第５回】人と国：日本という国の特徴や国籍について考える。
【第６回】体と心：心身二元論と心身一如、また「脳死」について考える。
【第７回】カニバリズム：人間が人間の肉を食する慣習や事件について考える。
【第８回】状況の力：ミルグラムの電気ショック実験について考える。
【第９回】愚かさの源：人間の注意力の限界や不合理な自己正当化について考える。
【第10回】死刑：世界と日本の死刑の現状について考える。
【第11回】憎しみを超えて：宗教や心理学における「ゆるし」について考える。
【第12回】「私」とは：「私」の曖昧さや虚偽記憶の植え付けについて考える。
【第13回】外見と人間性：見世物小屋や顔面移植について考える。
【第14回】人間と動物：生物としてのヒトについて考える。
【第15回】人間と死：死のありようの変化について考える。

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

第1回
【事前】シラバスをよく読んで、学習計画を立てる。0.5時間
【事後】第1回の授業で指示された「発展学習」のキーワードと参考図書を調べる。3時間

第2回～第15回
【事後】提出した課題に対するコメントを確認する。「前回の振り返り」を読み、自分の解答と模範解答とを比
較して改善点を考える。１時間
　　　　その回に指示された「発展学習」のキーワードと参考図書を調べる。3時間

＊定期試験に代わるレポートを仕上げる　２時間

課題に対するフィードバックの方法

毎回の課題の点数、および加点・減点理由を、Google Classroomの公開限定コメントで知らせる。

成績評価の方法・基準（方針）

毎回の課題と、定期試験に代わるレポートに基づき評価する。正当な理由なく毎回の課題を6回以上、期限までに
提出しなかった場合は、「Ｋ」評価で不合格となる。

授業種別

開講期

講義

後期 単位数 2単位

成績評価の種類 評価割合
（％）

評価方法・割合 評価対象となる到達目標

実務家教員による授業 －

人間学



授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

90

0

0

10

0

毎回の授業で出される課題（15回×6）

レポート

①②③

①②③

テキスト テキストは使用しない。

参考書 毎回の授業で指示する。

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

人間学



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10300102

人間学

能川　元一

能川　元一

1年

授業の目的・概要

１、「人間とは何か」という問いは古代から多くの思想家がとりくんできたものであるが、「人間学」とはこの
問いに学際的にアプローチしようとする学問である。今日では自然科学や社会科学の分野での成果を無視して人
間について考えることはできない。特に生物学は、人間と他の生物とを連続的な存在として捉える視点を開いた
進化論の成立以降、わたしたちの「人間」概念に大きな影響を与えてきた。といって、生物学をはじめとする自
然科学や社会科学が教えることをもって「人間」の全貌が直ちに明らかになるわけではない。諸学問の知見を統
一的な人間観にまとめあげる作業が必要だからである。
　この講義では古典的な人間論を概観したうえで、生物学を中心とする関係諸科学の成果がどのような人間観を
示唆しているのかについて検討する。
２、講義の前半は主として思想史・科学史のかたちをとる。後半では、今日「人間」を考えるうえで重要と思わ
れるいくつかのトピックについて順次検討するというかたちをとる。

★この授業は、オンデマンド型の遠隔授業となります。リアルタイム型の遠隔授業（その授業時間に Zoom 等で
参加する方法）ではなく、講義を録画した動画を一定期間中に視聴し、所定の課題を提出していただく形で実施
する予定です。

到達目標

1.「合理的動物」という人間観がなにを意味するか、またその人間観がわたしたちの社会の制度や慣行にどのよ
うに反映されているかを説明できるようになる。
2.進化論の誤用・悪用の歴史とその影響について説明できるようになる。
3.人間の「自律性」に関する従来の理解が諸科学の知見によってどのように揺るがされているのかを説明できる
ようになる。
4.「人間とはなにか」という問いを考えるうえでいま踏まえておくべき論点について説明できるようになる。

授業計画

【第1回】
テーマ：古典的人間論：「理性的動物」
内容・方法：西欧哲学の伝統において、人間が他の動物からどのように区別されてきたかについて概説する。
【第2回】
テーマ：進化論の基礎（１）
内容・方法：生物の、ひいては人間の理解を根本的に変えたダーウィンの進化論について、その中心的な考えか
たと思想史的な意味を概説する。
【第3回】
テーマ：進化論の基礎（２）
内容・方法：進化論についてのよくある誤解とその原因について概説する。
【第4回】
テーマ：進化論の基礎（３）
内容・方法：20世紀後半以降の進化理論の発展について概説する。
【第5回】
テーマ：「人類の起源」学説史（１）
内容・方法：人類の起源についての学説史を概観する。
【第6回】
テーマ：「人類の起源」学説史（２）
内容・方法：人類の起源についての学説が私たちの人間観とどのように関係してきたかを理解する。
【第6回】
テーマ：優生学と社会ダーヴィニズム（１）
内容・方法：進化論の誤用・悪用として知られる優生学とダーヴィニズムについて概説する。
【第8回】
テーマ：優生学と社会ダーヴィニズム（２）
内容・方法：優生学およびダーヴィニズムがもたらした帰結と、それが提示する思想的課題について考える。
【第9回】
テーマ：優生学と社会ダーヴィニズム（３）
内容・方法：「リベラルな優生学」など、優生学が現代において突きつけている倫理的問題を考える。
【第10回】
テーマ：社会生物学論争について
内容・方法：社会生物学はその誕生当時、激しい批判にさらされた。論争の背景と人間観との関わりについて概
説する。
【第11回】
テーマ：社会生物学・進化心理学概観
内容・方法：人間に対する新しい科学的アプローチとしての社会生物学、進化心理学について、その基本的なア
イデアを解説する。

授業種別

開講期

講義

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

人間学



【第12回】
テーマ：人間の「自律性」についての古典的な理解について
内容・方法：他の動物と区別された人間の重要な特徴としての「自律性」について、その古典的な理解を解説す
る。
【第13回】
テーマ：ベンサムとカント
内容・方法：近代的な倫理学を代表する功利主義と義務論の人間観を比較する
【第14回】
テーマ：「私」は「私の行動」の原因なのか？
内容・方法：認知心理学、行動経済学の知見などを紹介しつつ、人間の自律性を考え直す。
【第15回】
テーマ：まとめ
内容・方法：これまでの講義内容をふまえ、新たな人間理解をつくりあげるために必要なことについて考える。

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

事前学習、事後学習はそれぞれ毎回2時間を想定している。
【第1回】
①事前学修：UNIPAを通じてPDFファイルとして配布する資料を通読しておくこと。
②事後学修：各回の講義の冒頭と最後に指定するキーワードについて、自分が理解したところを200字～400字程
度でまとめること。
【第2回】
①事前学修：UNIPAを通じてPDFファイルとして配布する資料を通読しておくこと。
②事後学修：各回の講義の冒頭と最後に指定するキーワードについて、自分が理解したところを200字～400字程
度でまとめること。
【第3回】
①事前学修：UNIPAを通じてPDFファイルとして配布する資料を通読しておくこと。
②事後学修：各回の講義の冒頭と最後に指定するキーワードについて、自分が理解したところを200字～400字程
度でまとめること。
【第4回】
①事前学修：UNIPAを通じてPDFファイルとして配布する資料を通読しておくこと。
②事後学修：各回の講義の冒頭と最後に指定するキーワードについて、自分が理解したところを200字～400字程
度でまとめること。
【第5回】
①事前学修：UNIPAを通じてPDFファイルとして配布する資料を通読しておくこと。
②事後学修：各回の講義の冒頭と最後に指定するキーワードについて、自分が理解したところを200字～400字程
度でまとめること。
【第6回】
①事前学修：UNIPAを通じてPDFファイルとして配布する資料を通読しておくこと。
②事後学修：各回の講義の冒頭と最後に指定するキーワードについて、自分が理解したところを200字～400字程
度でまとめること。
【第7回】
①事前学修：UNIPAを通じてPDFファイルとして配布する資料を通読しておくこと。
②事後学修：各回の講義の冒頭と最後に指定するキーワードについて、自分が理解したところを200字～400字程
度でまとめること。
【第8回】
①事前学修：UNIPAを通じてPDFファイルとして配布する資料を通読しておくこと。
②事後学修：各回の講義の冒頭と最後に指定するキーワードについて、自分が理解したところを200字～400字程
度でまとめること。
【第9回】
①事前学修：UNIPAを通じてPDFファイルとして配布する資料を通読しておくこと。
②事後学修：各回の講義の冒頭と最後に指定するキーワードについて、自分が理解したところを200字～400字程
度でまとめること。
【第10回】
①事前学修：UNIPAを通じてPDFファイルとして配布する資料を通読しておくこと。
②事後学修：各回の講義の冒頭と最後に指定するキーワードについて、自分が理解したところを200字～400字程
度でまとめること。
【第11回】
①事前学修：UNIPAを通じてPDFファイルとして配布する資料を通読しておくこと。
②事後学修：各回の講義の冒頭と最後に指定するキーワードについて、自分が理解したところを200字～400字程
度でまとめること。
【第12回】
①事前学修：UNIPAを通じてPDFファイルとして配布する資料を通読しておくこと。
②事後学修：各回の講義の冒頭と最後に指定するキーワードについて、自分が理解したところを200字～400字程
度でまとめること。
【第13回】
①事前学修：UNIPAを通じてPDFファイルとして配布する資料を通読しておくこと。
②事後学修：各回の講義の冒頭と最後に指定するキーワードについて、自分が理解したところを200字～400字程
度でまとめること。
【第14回】
①事前学修：UNIPAを通じてPDFファイルとして配布する資料を通読しておくこと。
②事後学修：各回の講義の冒頭と最後に指定するキーワードについて、自分が理解したところを200字～400字程
度でまとめること。
【第15回】
①事前学修：UNIPAを通じてPDFファイルとして配布する資料を通読しておくこと。

人間学



②事後学修：各回の講義の冒頭と最後に指定するキーワードについて、自分が理解したところを200字～400字程
度でまとめること。

課題に対するフィードバックの方法

講義中に行う課題については、当該講義中に解説を行う。
事後学修課題を課した場合は、次回の講義中に解説を行う。

成績評価の方法・基準（方針）

講義中に行う課題によって評価する平常点と、定期試験の成績によって評価する。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

30

20

50

0

0

評価方法・割合

授業内で課す課題（計15回）により評価する（各2％）

第5回、第10回講義終了後に課す課題により評価する
（各10％）

試験期間中に行う定期試験により評価する（50％）

評価対象となる到達目標

1, 2

1, 2

3, 4

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

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

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

人間学



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10300804

人間とスポーツ

西村　真由子

西村　真由子

3年

授業の目的・概要

2011年に制定されたわが国のスポーツ基本法では、スポーツを世界共通の人類の文化であるとし、スポーツを通
じて幸福で豊かな生活を営むことはすべての人々の権利であると謳っている。またスポーツには健康・地域社会
再生・経済発展・国際平和貢献など重要な意義と効果があることも期待されている。これらのことをふまえて、
スポーツを生涯の友として豊かに暮らすための知識と考察を深める。またスポーツは「する」だけではなく、
「みる」「支える」「調べる」といった関わり方があることを学ぶ。

到達目標

１．現代スポーツの意義について説明できる。
２．スポーツと健康、子どもの成長などについて医学科学の観点から説明できる
３．成人の健康を維持向上させるスポーツへの取り組み方を説明できる。
４．生涯にわたって運動することの大切さを説明できる。

授業計画

★この授業は、オンデマンド型遠隔授業です。講義を録画した動画を視聴し、期限内にワークシート（Google
フォーム）を記入し、提出していただく形となります。
第1回スポーツについて（授業の進め方、評価方法など、現代社会におけるスポーツの定義について）
第2回スポーツとは何か（現代社会におけるスポーツの意義について）
第3回スポーツの概念と歴史（スポーツの多様性、国際共通語としてのスポーツについて）
第4回近代スポーツについて（オリンピック、スポーツマンシップについて）
第5回スポーツと健康（スポーツと健康との基本的な関係について理解する）
第6回健康に関連した体力要素①柔軟性について（柔軟運動、ストレッチの実践について）
第７回健康に関連した体力要素②身体組成について（体重、体脂肪率、筋肉量などについて）
第８回健康に関連した体力要素③有酸素運動（呼吸循環機能の維持向上について、有酸素運動について）
第９回健康に関連した体力要素④レジスタンス運動（筋力の維持向上について、レジスタンス運動について）
第10回スポーツの実践（目的に合わせて、自分で考えた運動を実践してみる）
第11回スポーツの楽しみ方①「みる」（見る楽しみとして、スポーツを題材とした小説、映画、マンガなどの作
品を探して、紹介資料を作成する）
第12回スポーツの楽しみ方②「支える」（スポーツボランティアなどについて）
第13回子どもの成長とスポーツ（成長期の子どもの身体の特徴、留意点について）
第14回中高年者とスポーツ（生活習慣病の予防、精神的効果、加齢に伴う身体機能の変化について）
第15回まとめ

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

各回講義テーマについて事前に自ら調べ、概要を把握しておく。また、事後には授業プリント・ノートを確認
し、講義内容を復習する。興味や疑問をもった内容について、調べる、専門書を読むなど学びを深める。
スポーツ全般に関心を持ち、時事的話題などについて自ら収集する姿勢を求める。

課題に対するフィードバックの方法

毎時の確認テストでのよい回答や、質問などについては、次回授業の冒頭で紹介をし、解説する。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示すとおり、授業内に実施される課題と、期末試験の評価結果に基づき総合的に判定のうえ、60点以上を
合格とし、所定の単位を認定する 。
正当な理由のない欠席５回以上、または期末レポート試験未提出の場合、評価の対象とせず、「１」もしくは
「K」評価とする。
※各回提出期限までにGoogleフォームで課題を提出した場合を出席とし、未提出の場合は欠席とする。期限を過
ぎての提出は遅刻扱いとし、遅刻3回で欠席1回に換算する。

授業種別

開講期

講義

前期 単位数 2単位

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

評価割合
（％）

75

0

0

評価方法・割合

毎時授業後の確認テスト内容にて評価

評価対象となる到達目標

１、２、３、４

実務家教員による授業 －

人間とスポーツ



定期試験に代わるレポート等

その他

25

0

全授業終了後に実施するレポート課題 4

テキスト テキストは使用せず、プリントを配布。

参考書 必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 特になし

人間とスポーツ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10301301

現代の日本社会

山口　治男

山口　治男

1年

授業の目的・概要

日々流れるニュースからは、日本や世界の政治についての様々な情報が流れてきます。しかし、日本を形作って
いる社会や政治の仕組みについては、分かっているようで分かっていないことも多いはずです。選挙と民主主義
は同じものでしょうか？街かどでデモをすることは民主主義なのでしょうか？私たちは自分たちの望む社会や国
の形を作れているでしょうか？
　この講義では、それらの疑問について自分の頭で考え、自分の意見を持てるように、日本社会の基礎知識とし
ての政治学を学びます。その上で、時事的な日本のニュースを毎回の講義で取り上げ、さらに世界情勢について
も関連付けて理解を広げ深められるようにしていきます。

到達目標

1.日本の社会や政治についての基礎知識を身につける。
2.日本でいま起きている事柄についての知識を深め、自分自身の意見を持ち、論述できるようになる。

授業計画

この授業は、オンデマンド配信による講義となります。
オンデマンドでの受講方法やインターネット接続等については各自確認をしておくようにして下さい。

第１回　　ガイダンス：講義の概要と導入
第２回　　日本の政治制度の概説：三権分立などの基本的な制度について確認しつつ、この講義の概略を理解す
る
第３回　　個人の政治と国家の政治：政治学における「権力」の役割について理解する
第４回　　憲法の成り立ち：権力との関係で憲法の規範性について理解を深める
第５回　　憲法の役割：憲法の三つの規範性の確認とともに、制限規範性の重要性を考察する
第６回　　立憲主義とは何か：現代の事例に照らし、憲法と政治の関係について演習する
第７回　　日本の安全と憲法：安全保障問題と関連付けて日本の憲法と政治の関係について考える
第８回　　立法の役割：基本的な事項としての立法の仕組みについて理解し、それを具体的な事例で考える
第９回　　行政の役割：基本的な事項としての行政の仕組みについて理解し、それを具体的な事例で考える
第10回　日本における選挙行動：選挙行動の学説を紹介した上で、日本の実態に合うモデルを考察する
第11回　政党政治：政党政治の基礎を知り、日本の政党政治に当てはめて考える
第12回　地方自治：地方自治の現状について知り、その理想と現実について考察する
第13回　街かどの政治：民主主義の基本に立ち返り、現代の日本社会の問題について考察する
第14回　議論の補足と発展：学生のレスポンスを踏まえ、理解が不足している点や関心がある点についての議論
を深める
第15回　まとめと復習：講義全体の重要なポイントを復習することで、改めて自分の考えをまとめられるように
する

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

講義前の時間を利用してニュースサイトやアプリをチェックし、今日本や世界で起きていることを確認しつつ、
講義内容と関連付けて理解を深めておく。
毎回の講義ではより深い学習のための参考文献を提示するので、講義後はその回の復習と併せて、参考文献も購
読するか図書館で借りて読むのが望ましい。
各回、事前学修は2時間、事後学修は2時間を目安とする。

課題に対するフィードバックの方法

コメントペーパーで寄せられた疑問や質問については、必要に応じてこちらのレスポンスを記入したものを返却
するか、次回以降の講義内に組み込む。

成績評価の方法・基準（方針）

講義後のコメントペーパーを通じて基礎的な事項が理解できているかを評価し、期末レポートで、それらの知識
を事例に適用して自身の考えを論理的に述べられているかを評価する。

授業種別

開講期

講義

前期 単位数 2単位

成績評価の種類

授業内での評価

評価割合
（％）

10

評価方法・割合

授業への積極的参加度、取り組みを課題の提出状況や
発言状況などから評価

評価対象となる到達目標

1

実務家教員による授業 －

現代の日本社会



授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

40

0

50

0

授業後のコメントペーパーの作成・提出により、講義の理
解度や思考力を評価

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

2

1.2.

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

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

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

現代の日本社会



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10301501

日本の歴史と文化

増成　一倫

増成　一倫

1年

授業の目的・概要

本講義では、古代～近代・現代までの時代から幅広くテーマをとりあげ、最新の研究成果にもふれながら、日本
の歴史や文化について概観していく。その際、文字史料だけでなく、遺跡や遺物などの考古資料、絵画資料など
の多様な資料を紹介し、多角的な視点からその特徴を明らかにしていく。授業では、各時代を概説的に取りあげ
るとともに、いくつかのテーマについてはやや詳しく取り上げ、それぞれの特徴や歴史的意義を検討していく。
さらに、各時代の比較を通じて、現代社会とのつながりや相違点、多様な社会のありかたについて理解を深める
とともに、それぞれの時代や文化について主体的に学ぶ手がかりとすることを目指す。
なお、講義の進度や受講者の興味・関心などに応じて、授業計画は変更することがある。
★この授業は、オンデマンド型の遠隔授業となります。リアルタイム型の遠隔授業（その授業時間に Zoom 等で
参加する方法）ではなく、講義を録画した動画を一定期間中に視聴し、所定の課題を提出していただく形で実施
する予定です。

到達目標

1.日本の歴史や文化について、それぞれの時代の大まかな特徴や流れを説明できる。
2.歴史的事実を解明するための様々な種類の史料・資料について、それぞれの特徴や、時代ごとの性格を説明で
きる。
3.授業で取り扱った様々な時代やテーマについて、現代社会とのつながりや相違点にも着目しつつ、歴史的意義
を説明できる。

授業計画

【第１回】
テーマ：オリエンテーション
内容・方法：本講義の進め方、評価方法について説明する。あわせて、過去の歴史的事実をわれわれはどのよう
な方法で知ることができるのかなど、歴史を学ぶ方法や意義を考察する。
【第２回】
テーマ：旧石器時代・縄文時代・弥生時代の歴史
内容・方法：旧石器時代・縄文時代・弥生時代の歴史について、社会集団の形成過程に着目して考察する。
【第３回】
テーマ：古墳時代の歴史
内容・方法：古墳時代の歴史について、古墳が造られた背景や政治的まとまりの形成過程に着目して考察する。
【第４回】
テーマ：飛鳥時代の歴史
内容・方法：「大化の改新」の検討を中心に、飛鳥時代の歴史について、その特徴と展開を考察する。
【第５回】
テーマ：奈良時代の歴史
内容・方法：奈良時代の歴史について、律令制の特徴と政治の変遷に着目し、その特徴と展開を考察する。
【第６回】
テーマ：平安時代の歴史
内容・方法：平安時代の歴史について、摂関政治や院政の成立過程や構造に着目し、その特質と展開を考察す
る。
【第７回】
テーマ：鎌倉時代の歴史
内容・方法：鎌倉時代の歴史について、鎌倉幕府の構造や変遷に着目し、その特質と展開を考察する。
【第８回】
テーマ：南北朝時代・室町時代・戦国時代の歴史
内容・方法：南北朝時代・室町時代・戦国時代の歴史について、室町幕府の展開過程に着目し、その特質と展開
を考察する。
【第９回】
テーマ：安土桃山時代・江戸時代の歴史（その①）
内容・方法：安土桃山時代から、江戸時代中頃までの歴史について、織田信長・豊臣秀吉による全国の統一過程
と江戸幕府の構造に着目し、その特質と展開を考察する。
【第１０回】
テーマ：江戸時代の歴史（その②）
内容・方法：江戸時代の中頃から、幕末までの歴史について、幕府で行なわれた改革と、幕末の「開国」に着目
し、その特質と展開を考察する。
【第１１回】
テーマ：明治時代・大正時代・昭和時代・現代の歴史と文化
内容・方法：明治時代から現代にいたる歴史について、それぞれの時代の文化にも着目しながら、その特質と展
開を考察する。
【第１２回】
テーマ：古代の文化－飛鳥文化、天平文化、弘仁・貞観文化、国風文化を中心に－

授業種別

開講期

講義

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

日本の歴史と文化



内容・方法：飛鳥時代・奈良時代・平安時代の文化について、仏教の位置づけや対外関係に主に着目し、その特
質と展開を考察する。
【第１３回】
テーマ：中世の文化－鎌倉時代の文化、室町時代の文化（北山文化・東山文化）を中心に－
内容・方法：鎌倉時代・室町時代の文化について、担い手や現代の伝統文化とのつながりにも着目しつつ、その
特質と展開を考察する。
【第１４回】
テーマ：近世の文化－元禄文化・化政文化を中心に－
内容・方法：江戸時代の文化について、代表的作品を取り上げ、その特質と展開を考察する。
【第１５回】
テーマ：本講義のまとめ
内容・方法：講義で取り扱ったテーマを振り返りながら、それぞれの時代の歴史や文化の特徴についてまとめ
る。

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

・第1回目については、事前学習としてシラバスに目を通しておく。
・第1回目の事後学習、第2回目～第14回目までの事前事後学習、第15回目の事前学習では、授業で配信した映像
（音声）教材や授業資料をよく確認し、内容を復習しておく。
・第15回目の事後学習では、これまでの授業で配布された映像（音声）教材や授業資料を熟読し、内容を振り
返っておく。

課題に対するフィードバックの方法

・授業ごとの課題の解答については、次回以降の授業でポイントを解説する。
・授業ごとの感想ペーパーで出された質問などについては、可能な限り次回の授業で回答する。
・期末レポートの評価については、希望があれば個別に開示する。

成績評価の方法・基準（方針）

授業のそれぞれの回ごとに提示・提出する課題や感想ペーパーと、期末レポートにより総合的に評価のうえ、100
点満点に換算して60点以上を合格とし、単位を認定する。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

40

0

0

60

0

評価方法・割合

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

期末レポートの内容（60）により評価する。

評価対象となる到達目標

1、２

3

テキスト 授業ごとに映像（音声）教材や、授業資料を配布（配信）する。

参考書

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

日本の歴史と文化



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10301502

日本の歴史と文化

増成　一倫

増成　一倫

1年

授業の目的・概要

本講義では、古代～近代・現代までの時代から幅広くテーマをとりあげ、最新の研究成果にもふれながら、日本
の歴史や文化について概観していく。その際、文字史料だけでなく、遺跡や遺物などの考古資料、絵画資料など
の多様な資料を紹介し、多角的な視点からその特徴を明らかにしていく。授業では、各時代を概説的に取りあげ
るとともに、いくつかのテーマについてはやや詳しく取り上げ、それぞれの特徴や歴史的意義を検討していく。
さらに、各時代の比較を通じて、現代社会とのつながりや相違点、多様な社会のありかたについて理解を深める
とともに、それぞれの時代や文化について主体的に学ぶ手がかりとすることを目指す。
なお、講義の進度や受講者の興味・関心などに応じて、授業計画は変更することがある。
★この授業は、オンデマンド型の遠隔授業となります。リアルタイム型の遠隔授業（その授業時間に Zoom 等で
参加する方法）ではなく、講義を録画した動画を一定期間中に視聴し、所定の課題を提出していただく形で実施
する予定です。

到達目標

1.日本の歴史や文化について、それぞれの時代の大まかな特徴や流れを説明できる。
2.歴史的事実を解明するための様々な種類の史料・資料について、それぞれの特徴や、時代ごとの性格を説明で
きる。
3.授業で取り扱った様々な時代やテーマについて、現代社会とのつながりや相違点にも着目しつつ、歴史的意義
を説明できる。

授業計画

【第１回】
テーマ：オリエンテーション
内容・方法：本講義の進め方、評価方法について説明する。あわせて、過去の歴史的事実をわれわれはどのよう
な方法で知ることができるのかなど、歴史を学ぶ方法や意義を考察する。
【第２回】
テーマ：旧石器時代・縄文時代・弥生時代の歴史
内容・方法：旧石器時代・縄文時代・弥生時代の歴史について、社会集団の形成過程に着目して考察する。
【第３回】
テーマ：古墳時代の歴史
内容・方法：古墳時代の歴史について、古墳が造られた背景や政治的まとまりの形成過程に着目して考察する。
【第４回】
テーマ：飛鳥時代の歴史
内容・方法：「大化の改新」の検討を中心に、飛鳥時代の歴史について、その特徴と展開を考察する。
【第５回】
テーマ：奈良時代の歴史
内容・方法：奈良時代の歴史について、律令制の特徴と政治の変遷に着目し、その特徴と展開を考察する。
【第６回】
テーマ：平安時代の歴史
内容・方法：平安時代の歴史について、摂関政治や院政の成立過程や構造に着目し、その特質と展開を考察す
る。
【第７回】
テーマ：鎌倉時代の歴史
内容・方法：鎌倉時代の歴史について、鎌倉幕府の構造や変遷に着目し、その特質と展開を考察する。
【第８回】
テーマ：南北朝時代・室町時代・戦国時代の歴史
内容・方法：南北朝時代・室町時代・戦国時代の歴史について、室町幕府の展開過程に着目し、その特質と展開
を考察する。
【第９回】
テーマ：安土桃山時代・江戸時代の歴史（その①）
内容・方法：安土桃山時代から、江戸時代中頃までの歴史について、織田信長・豊臣秀吉による全国の統一過程
と江戸幕府の構造に着目し、その特質と展開を考察する。
【第１０回】
テーマ：江戸時代の歴史（その②）
内容・方法：江戸時代の中頃から、幕末までの歴史について、幕府で行なわれた改革と、幕末の「開国」に着目
し、その特質と展開を考察する。
【第１１回】
テーマ：明治時代・大正時代・昭和時代・現代の歴史と文化
内容・方法：明治時代から現代にいたる歴史について、それぞれの時代の文化にも着目しながら、その特質と展
開を考察する。
【第１２回】
テーマ：古代の文化－飛鳥文化、天平文化、弘仁・貞観文化、国風文化を中心に－

授業種別

開講期

講義

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

日本の歴史と文化



内容・方法：飛鳥時代・奈良時代・平安時代の文化について、仏教の位置づけや対外関係に主に着目し、その特
質と展開を考察する。
【第１３回】
テーマ：中世の文化－鎌倉時代の文化、室町時代の文化（北山文化・東山文化）を中心に－
内容・方法：鎌倉時代・室町時代の文化について、担い手や現代の伝統文化とのつながりにも着目しつつ、その
特質と展開を考察する。
【第１４回】
テーマ：近世の文化－元禄文化・化政文化を中心に－
内容・方法：江戸時代の文化について、代表的作品を取り上げ、その特質と展開を考察する。
【第１５回】
テーマ：本講義のまとめ
内容・方法：講義で取り扱ったテーマを振り返りながら、それぞれの時代の歴史や文化の特徴についてまとめ
る。

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

・第1回目については、事前学習としてシラバスに目を通しておく。
・第1回目の事後学習、第2回目～第14回目までの事前事後学習、第15回目の事前学習では、授業で配信した映像
（音声）教材や授業資料をよく確認し、内容を復習しておく。
・第15回目の事後学習では、これまでの授業で配布された映像（音声）教材や授業資料を熟読し、内容を振り
返っておく。

課題に対するフィードバックの方法

・授業ごとの課題の解答については、次回以降の授業でポイントを解説する。
・授業ごとの感想ペーパーで出された質問などについては、可能な限り次回の授業で回答する。
・期末レポートの評価については、希望があれば個別に開示する。

成績評価の方法・基準（方針）

授業のそれぞれの回ごとに提示・提出する課題や感想ペーパーと、期末レポートにより総合的に評価のうえ、100
点満点に換算して60点以上を合格とし、単位を認定する。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

40

0

0

60

0

評価方法・割合

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

期末レポートの内容（60）により評価する。

評価対象となる到達目標

1、２

3

テキスト 授業ごとに映像（音声）教材や、授業資料を配布（配信）する。

参考書

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

日本の歴史と文化



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10301701

文化人類学

早川　公

早川　公

2年

授業の目的・概要

本科目は、文化人類学の考え方の修得をつうじて、「世界をわかりなおす」ための知識や態度を身につけます。

たとえば現代は、 地球温暖化やエネルギー資源の枯渇などの問題が表面化し、地球環境の持続可能な利用が求め
られています。そのときに、わたしたちが前提としている「自然」あるいはそこで解決策とされる「技術」とは
何を指すのでしょうか。
文化人類学は、その問いをヒト・モノ・コトの関わり合いから考えます。それを通じて、これまでのわたしたち
が信じている「あたりまえ」が唯一ではないことに気づくことが、21世紀のさまざまな問題解決の始まりとなり
ます。

これからの未来づくりを担うみなさんには、これまでの「あたりまえを疑う」ための道具が必要となります。そ
のための有用な「武器」になりうるのが文化人類学です。そしてなにより、その「武器」はあなた自身がより幸
せに、生き生きと生きるために使うこともできるのです。

皆さんも文化人類学の修得を通じて、ともに思考のバージョンアップをしていきましょう。

★この授業は、オンデマンド型の遠隔授業となります。講義を録画した動画を一定期間中に視聴し、所定の課題
を提出していただく形で実施する予定です。

到達目標

1. 自分の考えや価値観を言語化できる
2. 文化人類学に関する初歩的な知識・態度を説明できる
3. 文化人類学的思考法に基づいて、現代社会を考察できる

授業計画

第1回：オリエンテーション＆マインドセット（世界を考える道具をつくろう）
　授業の流れを紹介し、受講者が何を目的として学ぶかを言語化します。
第2回：文化人類学とは何か
　文化人類学とはどのような学問で、今なぜそれを学ぶ必要があるかを現代社会との関わりから解説します。
第3回：世界のとらえ方①：自然と知識
　「自然と文化」というあたりまえについて、自然に関する知識をとりあげて検討します。
第4回：世界のとらえ方②：技術と環境
　「道具を作る動物」としての人間について、「技術」にまつわる人類学的議論をもとに検討します。
第5回：世界のとらえ方③：呪術と科学
　「なぜ人間は呪術を信じるのか」というシンプルな問いから、世界との関わり方としての「科学」を考えま
す。
第6回：世界のとらえ方④：現実と異世界
　文化人類学における「妖精」や「精霊」の議論から、「他者理解・異文化理解」について検討します。

小課題①：ここまでの解説から文化人類学の現代的意義を説明してください。

第7回：価値と秩序が生まれるとき①：モノと芸術
　「芸術（アート）」という観点から、人間のもつ創造性について考えます。
第8回：価値と秩序が生まれるとき②：贈り物と負債
　「経済」とは何であるかを、経済人類学の議論をもとに検討します。
第9回：価値と秩序が生まれるとき③：貨幣と信用
　「貨幣」とは何であるかを、経済人類学の議論をもとに検討します。
第10回：価値と秩序が生まれるとき④：国家とグローバリゼーション
　「国家」とは何であるかを、人類学の議論をもとに検討します。
第11回：価値と秩序が生まれるとき⑤：戦争と平和
　「戦争」とは何であるかを、人類学の議論をもとに検討します。

小課題②：ここまでの解説から文化人類学の知識を用いて、身の回りの生活を再解釈してください。

第12回：あらたな共同性へ①：子どもと大人
　「私・自己」とは何であるかを、人類学の議論をもとに検討します。
第13回：あらたな共同性へ③：ケアと共同性
　「福祉」とは何であるかを、人類学の議論をもとに検討します。
第14回：あらたな共同性へ④：市民社会と政治
　「市民」とは何であるかを、人類学の議論をもとに検討します。
第15回：デブリーフィング

授業種別

開講期

講義

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

文化人類学



　これまでの授業を振り返り、今後に活かしていくための言語化をします。

最終レポート：後半のテーマから現代社会の問題を1つとりあげ、文化人類学の観点から考察してください。
（詳しくは後半の回で説明します。）

授業内容は、受講生の関心や理解度によって前後します。

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

各回、事前学修は2時間、事後学修は2時間を目安とし、以下のようなことをおこなってください。

主な事前学習は、前の授業で伝えた疑問点や課題について調べてくること。
主な事後学習は、授業で示した課題に取り組み、ツールを用いて振り返りを丁寧におこなうこと、また、小課
題・期末課題に取り組むこと。

課題に対するフィードバックの方法

毎回のワークについては次の回の授業でフィードバックします。また、必要に応じて資料でも配布します。
課題は

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定します。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

50

0

0

30

20

評価方法・割合

各回のリアクション・ペーパーの量と質（50）

最終レポート（30）

小課題（10×2）

評価対象となる到達目標

1

3

2

テキスト テキスト指定はしませんが、松村圭一郎ほか編『文化人類学の思考法』（世界思想社）の解説を中
心に進めるので、必要であれば購入してください。

参考書 必要に応じて授業の中で紹介します。

履修条件・他の科目との関連 とくになし。オンデマンドですが主体的な学びになるよう進めますので、そのつもりで受講してください。

文化人類学



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10301801

日本と世界の宗教

三木　英

三木　英

3年

授業の目的・概要

仏教やキリスト教、イスラーム等、世界には多くの信者を有する宗教が存在し、また日本には前記世界宗教の
他、多くの新宗教が活動している。グローバル化の時代に生きる現代人は、それらについての知識無くして、世
界の人々と交流することは難しい。宗教は人々の行動や思想の原理であるがゆえに、宗教への無理解は人間間の
交渉を皮相なものにとどめ、さらには軋轢を生じさせる原因ともなる。現代の必須教養である宗教文化について
の知識伝授が、本講義の目的とするところである。そしてそれが、国境を越えたビジネスの成功にもつながるは
ずである。

到達目標

①日本や世界について説明するにあたり、宗教の果たす役割の大であることを説明できる。
②日本や世界の宗教について、解説している文献に親しみ、その内容を他者に解説することができる。
③日本や世界の宗教を知り、それらと現代の思想・政治等とを関連づけて説明することができる。

授業計画

【第1回】
テーマ：日本の宗教（１）
内容・方法：日本の仏教（大乗仏教）について、先祖祭祀の問題と絡めながら、概略を示す。
【第2回】
テーマ：日本の宗教（２）
内容・方法：日本民族の宗教である神道について、その成立から現在まで、対外戦争中のそのポジションや靖国
神社の問題も含め、解説を加えてゆく。
【第3回】
テーマ：日本の宗教（３）
内容・方法：幕末維新時から今日までに出現した新宗教について、具体的事例を多く交えながら、解説してゆ
く。
【第4回】
テーマ：日本の宗教（４）
内容・方法：洗練度においても組織化レベルにおいても低いものの、いまも着実に日本人社会に根をおろしてい
る民俗宗教を論じる。それがいまなお支持される理由の考察が、主なるところである。
【第5回】
テーマ：日本の宗教（５）
内容・方法：完全な無信仰でないものの、所謂教団所属の信者ではない社会層の信仰について、論じる。すなわ
ちスピリチュアリティに着目するわけである。
【第6回】
テーマ：キリスト教の世界（１）
内容・方法：イエス・キリストの生涯ついて、四福音書に基づきながら、説明してゆく。
【第7回】
テーマ：キリスト教の世界（２）
内容・方法：現代世界におけるキリスト教の勢力について、統計を示しながら、解説する。とくにアメリカにお
けるキリスト教右派への注目が喚起される。
【第8回】
テーマ：イスラームの世界（１）
内容・方法：『アル・クルアーン』『ハディース』に基づき、ムハンマドとその時代について、解説する。
【第9回】
テーマ：イスラームの世界（２）
内容・方法：イスラーム法とムスリムの生活を中心に、日本人にとってなじみの薄い世界宗教の基本を、解説す
る。
【第10回】
テーマ：仏教の世界（１）
内容・方法：マハーヤナ（大乗）仏教の成立について述べ、日本以外でのマハーヤナの現状を紹介する。
【第11回】
テーマ：仏教の世界（２）
内容・方法：原始仏教の直接的後継であるテーラヴァーダ（上座）仏教の成立について述べ、東南アジア諸国で
のその現状を解説する。
【第12回】
テーマ：ヒンドゥー教の世界
内容・方法：世界有数の人口を抱えるインドの宗教を解説する。ヒンドゥーの神々が日本においても崇拝されて
いる現実については、とくに念入りに説かれる。
【第13回】
テーマ：世界宗教地図（１）
内容・方法：南北アメリカとヨーロッパに焦点を合わせ、彼の地で信仰される宗教について解説する。

授業種別

開講期

講義

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

日本と世界の宗教



【第14回】
テーマ：世界宗教地図（２）
内容・方法：アジアとアフリカに焦点を合わせ、彼の地で信仰される宗教について解説する。
【第15回】
テーマ：近年の日本に進出してきた宗教
内容・方法：1990年以降、海外から日本に宗教の移入されることが活発化してきた。その結果いま国内には、
様々な外来宗教の姿勢つが設けられている。それらについて解説を加える。

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

各回、事前学習2時間、事後学習2時間を想定している。
【第1回】
①事前学修課題：指定文献購読
②事後学修課題：講義ノートのまとめ（次回においてチェックする＜以下、同じ＞）
【第2回】
①事前学修課題：指定文献購読
②事後学修課題：講義ノートのまとめ
【第3回】
①事前学修課題：指定文献購読
②事後学修課題：講義ノートのまとめ
【第4回】
①事前学修課題：指定文献購読
②事後学修課題：講義ノートのまとめ
【第5回】
①事前学修課題：指定文献購読
②事後学修課題：講義ノートのまとめ
【第6回】
①事前学修課題：指定文献購読
②事後学修課題：講義ノートのまとめ
【第7回】
①事前学修課題：指定文献購読
②事後学修課題：講義ノートのまとめ
【第8回】
①事前学修課題：指定文献購読
②事後学修課題：講義ノートのまとめ
【第9回】
①事前学修課題：指定文献購読
②事後学修課題：講義ノートのまとめ
【第10回】
①事前学修課題：指定文献購読
②事後学修課題：講義ノートのまとめ
【第11回】
①事前学修課題：指定文献購読
②事後学修課題：講義ノートのまとめ
【第12回】
①事前学修課題：指定文献購読
②事後学修課題：講義ノートのまとめ
【第13回】
①事前学修課題：指定文献購読
②事後学修課題：講義ノートのまとめ
【第14回】
①事前学修課題：指定文献購読
②事後学修課題：講義ノートのまとめ
【第15回】
①事前学修課題：指定文献購読
②事後学修課題：講義ノートのまとめ、並びに講義全体に対する感想をまとめて、提出することを求める（指定
期日までの提出を課す）。

課題に対するフィードバックの方法

講義内で受講生個々に何らかの課題（レポート提出あるいは感想等の執筆）を与えた場合、その翌週当該時間に
各々についてコメントを返す。

成績評価の方法・基準（方針）

講義中の態度、講義中あるいは講義後に課す課題への対応、定期試験の成績等により総合的に評価する。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

評価割合
（％）

30

20

40

評価方法・割合

講義内で課される3回程度の簡便課題への対応。

講義終了後に提出が求められるレポート課題への対応。

全講義終了後、定期試験期間内に実施される筆記試
験への対応。

評価対象となる到達目標

①②

①②

③

日本と世界の宗教



定期試験に代わるレポート等

その他

0

10 講義中の態度、質問等から講義へのコミットメントを評価
する。

①②

テキスト プリントを配布する

参考書 櫻井義秀・三木英共編『よくわかる宗教学』ミネルヴァ書房、2015年

履修条件・他の科目との関連 「社会学」も併せ受講することが望ましい。

日本と世界の宗教



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10300901

人間と情報

野村　孝久

野村　孝久

1年

授業の目的・概要

現在の情報社会において、情報は大きな価値を持ち、これらはコンピューターを用いた情報システムにより管
理・運用されている。情報システムとは、社会や企業等の活動に必要な情報の利活用に関わるしくみである。情
報社会を生きる者にとって、情報を理解しコンピューターを適切に使いこなす能力は不可欠といえよう。本授業
では、情報社会とコンピューターとの関わり、数値・文字・画像などのデータ表現、コンピューターのハード
ウェアとソフトウェアの構成とその動作原理、情報ネットワークのしくみ、セキュリティー、効果的な情報デザ
イン手法、生活・ビジネス・ものづくりを支える情報システム、情報モラル、未来の情報技術等について解説す

到達目標

１．情報社会とコンピューター及び情報システムの関わりについて説明できる。
２．コンピューターにおけるデータ表現・ハードウェア・ソフトウェアの概要とその動作原理を説明できる。
３．情報ネットワークのしくみとセキュリティー及び情報モラルについて説明できる。
４．効果的な情報デザイン手法について説明できる。
５．生活・ビジネス・ものづくりを支える情報システムについて説明できる。
６．これからの情報社会の展望について説明できる。

授業計画

この授業は、遠隔授業となります。リアルタイム型の遠隔授業(その授業時間にZoom等で参加する方法)ではな
く、講義を録画した動画を一定期間中に視聴し、所定の課題を提出していただく形で実施予定です。

第1回　コンピューターとは（授業の進め方、受講ルール、情報社会におけるコンピューター等）
第2回　データ表現（アナログとデジタル、数値・文字・画像・動画・音の表現、データの圧縮等）
第3回　ハードウェアの構成（コンピューター機器の構成、制御装置・演算装置、記憶装置、入出力装置等）
第4回　ソフトウェアの構成（オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェア等）
第5回　アルゴリズムとプログラム（流れ図、基本的な制御構造、データ構造、ソフトウェア開発等）
第6回　ソフトウェアの応用（データベース、CG、人工知能とソフトコンピューティング等）
第7回　通信のしくみ（ネットワークの構成、通信プロトコル、インターネットのしくみ等）
第8回　インターネットの利用（インターネットへの接続方法とサービス、セキュリティー対策等）
第9回　情報デザイン（情報の構造化、レイアウト、文字等）
第10回　生活を支える情報システム（電子行政と電子認証、気象・防災システム、医療情報システム等）
第11回　ビジネスを支える情報システム（電子商取引、電子決済、販売時点情報管理システム等）
第12回　ものづくりを支える情報システム（設計・製造・生産管理における情報システム等）
第13回　情報モラル（著作権問題、ネット上のルールとマナー、情報漏えいと対策、サイバー犯罪等）
第14回　これからの情報社会（未来の情報技術、未来の情報社会と人間等）
第15回　学習のまとめ

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

各回に対応するテキストの内容を事前に熟読し概要を理解しておくこと。また事後には、学んだ重要キーワード
及びその周辺事項について、インターネットを用いて調査すること。各回につき2時間以上の事前学習および2時
間以上の事後学習を要する。

課題に対するフィードバックの方法

授業内で実施した小テスト等の解答・解説を行う。これにより自己採点と復習を可能とする。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示すとおり、授業期間中に実施される課題・レポートと、全授業終了後に実施される期末試験の評価結果
に基づき総合的に判定のうえ、60 点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
期末試験を未提出の場合、評価の対象とせず、「K」評価とする。

授業種別

開講期

講義

前期 単位数 2単位

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

評価割合
（％）

60

0

0

評価方法・割合

授業期間中に実施される課題・レポート

評価対象となる到達目標

１、２、３、４、５、６

実務家教員による授業 －

人間と情報



定期試験に代わるレポート等

その他

40

0

全授業終了後に実施されるレポート １、２、３、４、５、６

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

参考書 必要に応じて授業の中で紹介する。

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

人間と情報



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10301002

コンピュータ基礎演習Ⅰ

岸田　由紀子

岸田　由紀子

1年

授業の目的・概要

ㅤビジネス社会においてはもちろん、大学の授業においても、情報を自由に加工し、制作物を作成して他者に発
信することが必要になってきます。その際には、スマートフォンやタブレット端末ではなく、複数のウィンドウ
を同時に開いて作業をしたり、キーボードを使って効率的に文章を作成したりできるパソコンが必要となりま
す。また、現在では、インターネットへの常時接続が可能となり、いつでも、どこでも、データや画面を共有で
きるようになり、授業や会議もオンラインで行われるようになってきました。
　そこで、本授業では、まず、パソコン操作の基本、全ての授業で利用するツールの使い方について解説する。
次に、代表的な文書作成ソフトであるWordの基礎について概説し、効率的な文字入力及びかな漢字変換、文章の
校正、書式の設定ができるように指導する。続いて、図や表入りの文書の作成、ビジネス文書の作成、ビジュア
ルな文書の作成に必要な機能と操作方法を解説する。さらに、情報化社会において知っておくべき情報セキュリ
ティや情報倫理について事例を交えて解説する。最後に、プレゼンテーションソフトを用いて簡単なプレゼン
テーション資料（スライド）が作成できるように指導する。
　授業の形態は、講義及びコンピュータ演習を組み合わせたものである。

到達目標

1．パソコンの基本操作ができる
2．電子メールの基本操作ができる
3．eラーニングシステム（Google Classroom）の基本操作ができる
4．Web会議ツール（Zoom）の基本操作ができる
5．キーボードを見ずにタイピングができる
6．効率的なかな漢字変換ができる
7．図や表をバランスよく配置した文書の作成ができる
8．ワープロソフトに関する基本的用語の意味について説明できる
9．ビジネス文書の構成について説明できる
10．簡単なビジネス文書の作成ができる
11．IDとパスワードの重要性について説明できる。
12．ネット上のルールとマナーについて説明できる。
13．プレゼンテーションとは何かを説明できる
14．簡単なプレゼンテーション資料の作成ができる

授業計画

第1回　パソコン利用ガイド１（授業の進め方・受講ルール、Googleへのログイン、OIUメール、Google 
Classroom、Zoomの基本的な使い方）
第2回　パソコン利用ガイド２（作成したデータの保存場所、Google Classroom、OIUメール、Zoomの高度な使い
方、在学生ポータルサイトの紹介、タイピングの練習）
第3回　Wordの基本操作と文章の入力（Wordの起動、日本語の入力、文章の入力と校正、タイピング練習等）
第4回　文書作成と書式（文書の入力、文字書式、段落書式、書式のクリア、タイピング練習等）
第5回　ビジネス文書とページ書式（ページ書式、ビジネス文書の基本形式、文書の印刷、タイピング練習等）
第6回　表作成（表の構成、表の作成、表への文字入力、表の範囲選択、表の編集、タイピング練習等）
第7回　社外ビジネス文書（社外ビジネス文書の基本形式、同窓会案内状の作成・編集、タイピング練習等）
第8回　図形描画・ビジュアルな文書の作成（図形の挿入、図形の基本操作、ワードアート、オブジェクトの配
置、タイピング練習等）
第9回　Wordの学習のまとめ（これまでの学習内容の整理、中間課題等）
第10回　情報セキュリティと情報倫理（IDとパスワードの重要性、パスワードの変更、著作権、ネット上のルー
ルとマナー）　
第11回　プレゼンテーションとPowerPointの基礎（プレゼンテーションとは、PowerPointとは、アウトラインの
設計等）
第12回　プレゼンテーションの構成とスライドのデザイン（プレゼンテーションの構成、デザインのテーマ等）
第13回　表・図・画像の挿入（表の利用、SmartArtの利用、画像の挿入、画像の編集等）
第14回　アニメーションの設定とスライドショーの実行（アニメーションの設定・詳細、スライドショーの実行
等）
第15回　PowerPointによる終了課題の作成（終了課題のテーマ設定、終了課題の作成）

事前事後の学習

授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。

事前には、1～2回目はシラバスの内容を、3〜8回目、11～14回目は各回に対応するテキストの内容を熟読し概要
を理解しておくこと、9回目はそれまでに習ったWordの機能を復習しておくこと、10回目はあらかじめ提示された
資料を読んで理解しておくこと、15回目は必要な画像等のデータを準備しておくこと。事後には、授業中に出題
された課題を完成させておくこと。各回につき0.5時間以上の事前学習および0.5時間以上の事後学習を要する。

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 1単位

実務家教員による授業 －

コンピュータ基礎演習Ⅰ



課題に対するフィードバックの方法

・授業内の課題については、机間巡視により理解度を把握し、間違いや優れた点の指摘、助言等を行う。
・定期試験に代わるレポートの評価結果については希望があれば開示する。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示すとおり、授業期間中に実施される演習課題と授業終講後の定期試験に代わるレポートの評価結果に基
づき総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

70

0

0

30

0

評価方法・割合

演習課題の達成度（70）

全授業終了後に実施するレポート試験（30）

評価対象となる到達目標

1、2、3、4、5、6、7、
10、14

8、9、11、12、13

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

参考書 必要に応じて授業の中で紹介する。

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

コンピュータ基礎演習Ⅰ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10301102

コンピュータ基礎演習Ⅱ

岸田　由紀子

岸田　由紀子

1年

授業の目的・概要

ㅤ情報化社会では、多くのオフィスにおいてパソコンが導入され、様々なデータ処理がなされている。そのよう
な現場で、よく利用されているものに表計算ソフトウェアがある。この授業では、代表的な表計算ソフトウェア
であるExcelを用いたデータ処理演習を行う。Excelにおける表形式データの作成と編集、四則演算や関数による
データ処理、データの並べ替えや抽出、条件に応じた判断処理、表形式データのグラフ化などについて、それら
の機能と操作方法を解説する。また、各種演習課題を与え、Excelを用いて具体的な事例に対して情報処理ができ
るよう指導する。
　授業の形態は、講義及びコンピュータ演習を組み合わせたものである。

到達目標

1．Excelを用いて表形式データの作成と編集を行うことができる
2．Excelを用いて簡単な計算処理を行うことができる
3．Excelを用いて判断処理を行うことができる
4．Excelを用いてグラフ作成を行うことができる
5．Excelを用いて印刷処理を行うことができる
6．Excelの基本的な機能を理解し活用することができる

授業計画

第1回　表計算の概要（授業の進め方・受講ルール、表計算処理の概要、Excelの画面構成等）
第2回　データ入力と数式作成（データの入力・修正・削除、四則演算、オートフィル機能等）
第3回　書式設定と行・列の操作（行・列の操作、罫線、フォント設定、配置制御、小数点制御等）
第4回　基本的な関数（関数の概要、関数の入力、集計等を行う基本的関数等）
第5回　相対参照と絶対参照（相対参照と絶対参照、絶対参照を含む数式のオートフィル等）
第6回　複合演習（テキスト第1〜5章に解説されている機能・関数を用いた複合的な演習等）
第7回　基本的なグラフ作成（１）（グラフの概要、グラフの作成・変更、グラフの書式設定等）
第8回　基本的なグラフ作成（２）（円グラフの作成・編集、グラフ作成演習等）
第9回　並べ替えとデータ抽出（１）（データベース機能概要、並べ替え、フィルターによるデータ抽出等）
第10回　並べ替えとデータ抽出（２）（複雑なデータ抽出、印刷の各種設定等）
第11回　判断処理（二分岐処理、IF関数の文法、判断条件の書き方、様々な判断処理等）
第12回　複数シートの利用（別シートのセル参照、シート間の集計等）
第13回　総合応用演習（１）（テキスト第1〜5章に解説されている機能・関数を用いた応用）
第14回　総合応用演習（２）（テキスト第6〜9章に解説されている機能・関数を用いた応用）
第15回　学習のまとめ（これまでの学習内容の整理、最終課題等）

事前事後の学習

授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。

各回に対応するテキストの内容を事前に熟読し概要を理解しておくこと。また事後には、学んだ例題・演習課題
を一部改変した問題を自ら作成し、その解答を作成すること。各回につき0.5時間以上の事前学習および0.5時間
以上の事後学習を要する。

課題に対するフィードバックの方法

・課題の演習時に机間巡視を行い、各学生の演習内容について、間違い及び優れた点の指摘と助言等を行う。
・定期試験に代わるレポートの評価結果については希望があれば開示する。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示すとおり、授業期間中に実施される演習課題と授業終講後の定期試験に代わるレポートの評価結果に基
づき総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 1単位

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

評価割合
（％）

70

0

0

30

評価方法・割合

演習課題の達成度（70）

全授業終了後に実施するレポート試験（30）

評価対象となる到達目標

1、2、3、4、5

6

実務家教員による授業 －

コンピュータ基礎演習Ⅱ



その他 0

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

参考書 必要に応じて授業の中で紹介する。

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

コンピュータ基礎演習Ⅱ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10301202

コンピュータ基礎演習Ⅲ

出野　和子

出野　和子

2年

授業の目的・概要

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

到達目標

1．Excelを用いて日付・時刻に関する処理を行うことができる
2．Excelを用いて文字列に関する処理を行うことができる
3．Excelを用いて様々なグラフ処理を行うことができる
4．Excelを用いて複雑な判断処理を行うことができる
5．Excelを用いてクロス集計を行うことができる
6．Excelを用いて表検索処理を行うことができる
7．Excelの高度な機能を理解し活用することができる

授業計画

第1回　Excelの基本操作（授業の進め方・受講ルール、四則演算・基本的関数・グラフ機能等の復習）
第2回　日付・時刻に関する処理（日付等のデータ入力・書式設定、日付等データの演算・関数等）
第3回　文字列に関する処理（文字列の抽出・加工、文字列に関する関数等）
第4回　様々なグラフ作成（複合グラフ、散布図、バブルチャート等）
第5回　複雑な判断処理（多分岐処理、論理演算子による複雑な条件等）
第6回　条件付き関数（条件付き集計関数SUMIF等を用いた判断処理）
第7回　複合演習（テキスト第11〜14章に解説されている機能・関数を用いた複合的な演習）
第8回　クロス集計処理（１）（ピボットテーブルの作成・編集、クロス集計等）
第9回　クロス集計処理（２）（フィールドのグループ化、集計方法の変更、フィルターによる抽出等）
第10回　表検索処理（１）（VLOOKUP関数の文法、完全一致検索、近似値検索等）
第11回　表検索処理（２）（検索時のエラー処理等）
第12回　便利な機能（条件付き書式、入力規則の設定、ゴールシーク等）
第13回　総合応用演習（１）（テキスト第11〜14章に解説されている機能・関数を用いた応用）
第14回　総合応用演習（２）（テキスト第15〜17章に解説されている機能・関数を用いた応用）
第15回　学習のまとめ（これまでの学習内容の整理、最終課題等）

事前事後の学習

授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。

各回に対応するテキストの内容を事前に熟読し概要を理解しておくこと。また事後には、学んだ例題・演習課題
を一部改変した問題を自ら作成し、その解答を作成すること。各回につき0.5時間以上の事前学習および0.5時間
以上の事後学習を要する。

課題に対するフィードバックの方法

・課題の演習時に机間巡視を行い、各学生の演習内容について、間違い及び優れた点の指摘と助言等を行う。
・定期試験に代わるレポートの評価結果については希望があれば開示する。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示すとおり、授業期間中に実施される演習課題と授業終講後の定期試験に代わるレポートの評価結果に基
づき総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 1単位

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

評価割合
（％）

70

0

0

評価方法・割合

演習課題の達成度（70）

評価対象となる到達目標

1、2、3、4、5、6

実務家教員による授業 －

コンピュータ基礎演習Ⅲ



定期試験に代わるレポート等

その他

30

0

全授業終了後に実施するレポート試験（30） 7

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

参考書 必要に応じて授業の中で紹介する。

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

コンピュータ基礎演習Ⅲ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10401808

デジタル・リテラシー

浅里　京子

浅里　京子

1年

授業の目的・概要

2020年から全世界でまん延した新型コロナウイルスの影響で、社会生活は一変した。社会ではそれまでにもすで
に問題とされていた勤務形態の見直しが進み、学校においてもできるだけ接触の少ない授業形態への試みが積極
的に行われ、また生活の形態も大きく変貌を遂げた。その結果として社会生活のあらゆる場面を急速に変貌させ
ていったのが、いわゆるDX(デジタルトランスフォーメーション）の波である。私たちは日常生活、仕事や学習、
金融や買い物、そして余暇や趣味の世界でさえ、パソコンやスマホに代表される個人用情報端末と、その背景に
あるネットワークを最大限に利用することが可能になり、またそれを求められるようになった。2020年代以降を
文化的に暮らしていくためには、デジタル社会を十分に理解し、できるだけ安全に、そして効率的に効果的にそ
の仕組みを活用していくための、デジタル・リテラシーを身につけることが重要となったのである。本科目は基
礎教育科目群の中核において大学の全学部・全学科の初年度において必修となり、現代を生きる誰もが身につけ
るべき、知識と技術を学習し、大学生としてデジタル環境の中で、それらのしくみを最大限に生かし、自身の学
習や研究、文化的活動に生かすことを目的としている。
本授業においては原則として普通教室において対面で、講義形式の授業と、持参PCの操作を中心とした演習形式
の授業を混在させて行う。
開始当初の3週は、大学から指定・提供されている各種ネットワークサービスの利用方法を習得するために行わ
れ、第4週以降は講義形式の授業を行いつつ、講義内容に即した課題を持参PCにて行う演習形式の授業へとつなげ
る形態をとる。

到達目標

１．学内における各種サービスを支障なく利用することができる。
２．WORDの基本的な使用法を修め、文書を作成することができる。
３．PowerPointの基本的な使用法を修め、プレゼンテーションを作成することができる。
４．Excelの基本的な使用法を修め、簡単な計算表とグラフを作成することができる。
５．授業内で修めたPCの基本的な利用法に慣れ、スムーズにコンテンツ制作が行える。
６．PCアプリを効果的に利用して、自身の思考をわかりやすく表現したコンテンツが作成できる。
７．現代社会とデジタル技術の関りについての基本的な知識を獲得し、ネットワーク内における自分の権利を守
り、かつ自分自身の生活に生かすことができる。

授業計画

【第1週】ネットワークサービスの利用
UNIPA、Google Classroom、Microsoft 365、zoom、WWW、OIUメールの活用を習得する。

【第2週】日本語入力と文書作成(1)
Wordにおける日本語入力を学び、簡単な文書を作成、Google Driveに保存するまでを学ぶ（テキストWord編1.1～
1.6）。

【第3週】日本語入力と文書作成(2)
Google Driveに保存した文書を再編集し、より高度な文書作成を学ぶ（テキストWord編1.7～1.8、2.1～2.3）。

【第4週】「PCのクリエイティブな利用」と文書作成(3)
（講義）PCによるコンテンツ作成のあらましを学ぶ。
（演習）Wordによるレポート作成を学ぶ（テキストWord編3.1～3.4）。

【第5週】「マルチウィンドウの利用」とプレゼンテーション(1)
（講義）PCの広い画面を最大限に利用して、ブラウザとアプリの同時利用を学ぶ。
（演習）PowerPointによるプレゼンテーションの概要を学ぶ（テキストPowerPoint編2.1～2.3）。

【第6週】「スマホとの連携」とプレゼンテーション(2)
（講義）PCとスマホのそれぞれの特徴を学び、各々でのデータ利用について学ぶ。
（演習）スマホと連携したコンテンツ作りを、PowerPoint上で体験する（テキストPowerPoint編3.1～3.4）。

【第7週】「ネットワーク／メディアの概要」とプレゼンテーション(3)
（講義）ネットワークがメディアとして活用されている実態を学び、ネットワーク上のコンテンツ利用の実際を
学ぶ。
（演習）より興味を引くPowerPointによるプレゼンテーションについて学ぶ（テキストPowerPoint編4.1～
4.3）。

【第8週】「セキュリティの知識」とセキュリティ管理
（講義）ネットワーク上の脅威や権利侵害について学び、安全なネットワーク利用について考える。
（演習）自身のパスワードを変更し、自身によるセキュリティ管理を開始する。

授業種別

開講期

講義・演習

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

デジタル・リテラシー



【第9週】「バーコード・QRコード・暗号」と文書作成(4)
（講義）社会における情報利用のしくみを学び、それらの存在意義や安全性について考える。
（演習）また、その考察の結果をWordにより文章化する（テキストWord編4.1～4.5）。

【第10週】「ICカード・スマホ決済・Webマネー」と高度なWeb検索
（講義）ネットワーク上のお金について、そのあらましを学ぶ。
（演習）Webの検索機能を用いて、自分自身も利用するIT技術の詳細について調べる。

【第11週】「クラウド」とプレゼンテーション(4)
（講義）Google Driveを代表とするクラウド技術について知る。
（演習）自らWebによって収集したデータを交えてプレゼンテーション資料を作成する（テキストPowerPoint編6
章）。

【第12週】「データフォーマットと圧縮」と表計算(1)
（講義）映像、音声、文書などさまざまな場面で使われる多くのデータフォーマットと、その特徴について知
る。
（演習）データ処理の基本としてExcelの使い方を学ぶ（テキストExcel編1.1～1.6、2.1～2.4）。

【第13週】「ゲームビジネス」と表計算(2)
（講義）多くの学生にとって興味深いゲームコンテンツにおけるビジネスのしくみを知り、その意義を考える。
（演習）Excelの関数を学ぶ（テキストExcel編3.1～3.2、4.1～4.2）。

【第14週】「シミュレーション」と表計算(3)
（講義）コンピューターシミュレーションの基礎を学び、知的生産における応用を考える。
（演習）Excelのグラフ機能を使った簡単なシミュレーションを体験してみる（テキストExcel編6.1～6.3）。

【第15週】「デジタル・リテラシー演習Ⅰ・Ⅱの紹介」と表計算(4)
（講義）科目「デジタル・リテラシー」の結びとして、学習した内容の今後の発展と「デジタル・リテラシー演
習Ⅰ・Ⅱ」を紹介する。
（演習）Excelによって作成したグラフをWord、PowerPointに引用し、アプリを連携したコンテンツ作成を学ぶ
（テキストPowerPoint編5章、Word編11.3）。

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

事前学習としては、各週の演習授業に備えて、テキストを通読しておき、必要に応じて独習しておくこと。
事後の学習は、毎回の講義内容に合わせた演習を通じて復習を行い、成果を提出すること。

課題に対するフィードバックの方法

毎回の課題に対して次週授業にて好評を行い、自身の達成度を確認する。またそこからさらに拡張して課題を発
展していくことを繰り返す。

成績評価の方法・基準（方針）

本授業では、毎回の出席、課題の達成度、最終課題の完成度について評価を行う。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

50

30

0

20

0

評価方法・割合

授業の出席と課題の提出

課題の達成度

最終課題の完成度

評価対象となる到達目標

１，２，３，４，５

２，３，４，５，６、７

６，７

テキスト 日本理工出版会「コンピューターリテラシー　Microsoft Office Word & PowerPoint編【改訂版】」花
木泰子・浅里京子／著　ISBN978-4-89019-524-4　2200円＋税
日本理工出版会「コンピューターリテラシー　Microsoft Office Excel編【改訂版】」多田憲孝・内藤
富美子／著　ISBN978-4-89019-525-1　2200円＋税

上記2冊は1年次後期「デジタル・リテラシー演習Ⅰ」および2年次前期「デジタル・リテラシー演習Ⅱ」
でも使用される。

参考書 必要に応じて授業内で紹介する。

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

デジタル・リテラシー



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10401810

デジタル・リテラシー

内藤　富美子

内藤　富美子

1年

授業の目的・概要

2020年から全世界でまん延した新型コロナウイルスの影響で、社会生活は一変した。社会ではそれまでにもすで
に問題とされていた勤務形態の見直しが進み、学校においてもできるだけ接触の少ない授業形態への試みが積極
的に行われ、また生活の形態も大きく変貌を遂げた。その結果として社会生活のあらゆる場面を急速に変貌させ
ていったのが、いわゆるDX(デジタルトランスフォーメーション）の波である。私たちは日常生活、仕事や学習、
金融や買い物、そして余暇や趣味の世界でさえ、パソコンやスマホに代表される個人用情報端末と、その背景に
あるネットワークを最大限に利用することが可能になり、またそれを求められるようになった。2020年代以降を
文化的に暮らしていくためには、デジタル社会を十分に理解し、できるだけ安全に、そして効率的に効果的にそ
の仕組みを活用していくための、デジタル・リテラシーを身につけることが重要となったのである。本科目は基
礎教育科目群の中核において大学の全学部・全学科の初年度において必修となり、現代を生きる誰もが身につけ
るべき、知識と技術を学習し、大学生としてデジタル環境の中で、それらのしくみを最大限に生かし、自身の学
習や研究、文化的活動に生かすことを目的としている。
本授業においては原則として普通教室において対面で、講義形式の授業と、持参PCの操作を中心とした演習形式
の授業を混在させて行う。
開始当初の3週は、大学から指定・提供されている各種ネットワークサービスの利用方法を習得するために行わ
れ、第4週以降は講義形式の授業を行いつつ、講義内容に即した課題を持参PCにて行う演習形式の授業へとつなげ
る形態をとる。

到達目標

１．学内における各種サービスを支障なく利用することができる。
２．WORDの基本的な使用法を修め、文書を作成することができる。
３．PowerPointの基本的な使用法を修め、プレゼンテーションを作成することができる。
４．Excelの基本的な使用法を修め、簡単な計算表とグラフを作成することができる。
５．授業内で修めたPCの基本的な利用法に慣れ、スムーズにコンテンツ制作が行える。
６．PCアプリを効果的に利用して、自身の思考をわかりやすく表現したコンテンツが作成できる。
７．現代社会とデジタル技術の関りについての基本的な知識を獲得し、ネットワーク内における自分の権利を守
り、かつ自分自身の生活に生かすことができる。

授業計画

【第1週】ネットワークサービスの利用
UNIPA、Google Classroom、Microsoft 365、zoom、WWW、OIUメールの活用を習得する。

【第2週】日本語入力と文書作成(1)
Wordにおける日本語入力を学び、簡単な文書を作成、Google Driveに保存するまでを学ぶ（テキストWord編1.1～
1.6）。

【第3週】日本語入力と文書作成(2)
Google Driveに保存した文書を再編集し、より高度な文書作成を学ぶ（テキストWord編1.7～1.8、2.1～2.3）。

【第4週】「PCのクリエイティブな利用」と文書作成(3)
（講義）PCによるコンテンツ作成のあらましを学ぶ。
（演習）Wordによるレポート作成を学ぶ（テキストWord編3.1～3.4）。

【第5週】「マルチウィンドウの利用」とプレゼンテーション(1)
（講義）PCの広い画面を最大限に利用して、ブラウザとアプリの同時利用を学ぶ。
（演習）PowerPointによるプレゼンテーションの概要を学ぶ（テキストPowerPoint編2.1～2.3）。

【第6週】「スマホとの連携」とプレゼンテーション(2)
（講義）PCとスマホのそれぞれの特徴を学び、各々でのデータ利用について学ぶ。
（演習）スマホと連携したコンテンツ作りを、PowerPoint上で体験する（テキストPowerPoint編3.1～3.4）。

【第7週】「ネットワーク／メディアの概要」とプレゼンテーション(3)
（講義）ネットワークがメディアとして活用されている実態を学び、ネットワーク上のコンテンツ利用の実際を
学ぶ。
（演習）より興味を引くPowerPointによるプレゼンテーションについて学ぶ（テキストPowerPoint編4.1～
4.3）。

【第8週】「セキュリティの知識」とセキュリティ管理
（講義）ネットワーク上の脅威や権利侵害について学び、安全なネットワーク利用について考える。
（演習）自身のパスワードを変更し、自身によるセキュリティ管理を開始する。

授業種別

開講期

講義・演習

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

デジタル・リテラシー



【第9週】「バーコード・QRコード・暗号」と文書作成(4)
（講義）社会における情報利用のしくみを学び、それらの存在意義や安全性について考える。
（演習）また、その考察の結果をWordにより文章化する（テキストWord編4.1～4.5）。

【第10週】「ICカード・スマホ決済・Webマネー」と高度なWeb検索
（講義）ネットワーク上のお金について、そのあらましを学ぶ。
（演習）Webの検索機能を用いて、自分自身も利用するIT技術の詳細について調べる。

【第11週】「クラウド」とプレゼンテーション(4)
（講義）Google Driveを代表とするクラウド技術について知る。
（演習）自らWebによって収集したデータを交えてプレゼンテーション資料を作成する（テキストPowerPoint編6
章）。

【第12週】「データフォーマットと圧縮」と表計算(1)
（講義）映像、音声、文書などさまざまな場面で使われる多くのデータフォーマットと、その特徴について知
る。
（演習）データ処理の基本としてExcelの使い方を学ぶ（テキストExcel編1.1～1.6、2.1～2.4）。

【第13週】「ゲームビジネス」と表計算(2)
（講義）多くの学生にとって興味深いゲームコンテンツにおけるビジネスのしくみを知り、その意義を考える。
（演習）Excelの関数を学ぶ（テキストExcel編3.1～3.2、4.1～4.2）。

【第14週】「シミュレーション」と表計算(3)
（講義）コンピューターシミュレーションの基礎を学び、知的生産における応用を考える。
（演習）Excelのグラフ機能を使った簡単なシミュレーションを体験してみる（テキストExcel編6.1～6.3）。

【第15週】「デジタル・リテラシー演習Ⅰ・Ⅱの紹介」と表計算(4)
（講義）科目「デジタル・リテラシー」の結びとして、学習した内容の今後の発展と「デジタル・リテラシー演
習Ⅰ・Ⅱ」を紹介する。
（演習）Excelによって作成したグラフをWord、PowerPointに引用し、アプリを連携したコンテンツ作成を学ぶ
（テキストPowerPoint編5章、Word編11.3）。

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

事前学習としては、各週の演習授業に備えて、テキストを通読しておき、必要に応じて独習しておくこと。
事後の学習は、毎回の講義内容に合わせた演習を通じて復習を行い、成果を提出すること。

課題に対するフィードバックの方法

毎回の課題に対して次週授業にて好評を行い、自身の達成度を確認する。またそこからさらに拡張して課題を発
展していくことを繰り返す。

成績評価の方法・基準（方針）

本授業では、毎回の出席、課題の達成度、最終課題の完成度について評価を行う。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

50

30

0

20

0

評価方法・割合

授業の出席と課題の提出

課題の達成度

最終課題の完成度

評価対象となる到達目標

１，２，３，４，５

２，３，４，５，６、７

６，７

テキスト 日本理工出版会「コンピューターリテラシー　Microsoft Office Word & PowerPoint編【改訂版】」花
木泰子・浅里京子／著　ISBN978-4-89019-524-4　2200円＋税
日本理工出版会「コンピューターリテラシー　Microsoft Office Excel編【改訂版】」多田憲孝・内藤
富美子／著　ISBN978-4-89019-525-1　2200円＋税

上記2冊は1年次後期「デジタル・リテラシー演習Ⅰ」および2年次前期「デジタル・リテラシー演習Ⅱ」
でも使用される。

参考書 必要に応じて授業内で紹介する。

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

デジタル・リテラシー



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10401811

デジタル・リテラシー

内藤　富美子

内藤　富美子

1年

授業の目的・概要

2020年から全世界でまん延した新型コロナウイルスの影響で、社会生活は一変した。社会ではそれまでにもすで
に問題とされていた勤務形態の見直しが進み、学校においてもできるだけ接触の少ない授業形態への試みが積極
的に行われ、また生活の形態も大きく変貌を遂げた。その結果として社会生活のあらゆる場面を急速に変貌させ
ていったのが、いわゆるDX(デジタルトランスフォーメーション）の波である。私たちは日常生活、仕事や学習、
金融や買い物、そして余暇や趣味の世界でさえ、パソコンやスマホに代表される個人用情報端末と、その背景に
あるネットワークを最大限に利用することが可能になり、またそれを求められるようになった。2020年代以降を
文化的に暮らしていくためには、デジタル社会を十分に理解し、できるだけ安全に、そして効率的に効果的にそ
の仕組みを活用していくための、デジタル・リテラシーを身につけることが重要となったのである。本科目は基
礎教育科目群の中核において大学の全学部・全学科の初年度において必修となり、現代を生きる誰もが身につけ
るべき、知識と技術を学習し、大学生としてデジタル環境の中で、それらのしくみを最大限に生かし、自身の学
習や研究、文化的活動に生かすことを目的としている。
本授業においては原則として普通教室において対面で、講義形式の授業と、持参PCの操作を中心とした演習形式
の授業を混在させて行う。
開始当初の3週は、大学から指定・提供されている各種ネットワークサービスの利用方法を習得するために行わ
れ、第4週以降は講義形式の授業を行いつつ、講義内容に即した課題を持参PCにて行う演習形式の授業へとつなげ
る形態をとる。

到達目標

１．学内における各種サービスを支障なく利用することができる。
２．WORDの基本的な使用法を修め、文書を作成することができる。
３．PowerPointの基本的な使用法を修め、プレゼンテーションを作成することができる。
４．Excelの基本的な使用法を修め、簡単な計算表とグラフを作成することができる。
５．授業内で修めたPCの基本的な利用法に慣れ、スムーズにコンテンツ制作が行える。
６．PCアプリを効果的に利用して、自身の思考をわかりやすく表現したコンテンツが作成できる。
７．現代社会とデジタル技術の関りについての基本的な知識を獲得し、ネットワーク内における自分の権利を守
り、かつ自分自身の生活に生かすことができる。

授業計画

【第1週】ネットワークサービスの利用
UNIPA、Google Classroom、Microsoft 365、zoom、WWW、OIUメールの活用を習得する。

【第2週】日本語入力と文書作成(1)
Wordにおける日本語入力を学び、簡単な文書を作成、Google Driveに保存するまでを学ぶ（テキストWord編1.1～
1.6）。

【第3週】日本語入力と文書作成(2)
Google Driveに保存した文書を再編集し、より高度な文書作成を学ぶ（テキストWord編1.7～1.8、2.1～2.3）。

【第4週】「PCのクリエイティブな利用」と文書作成(3)
（講義）PCによるコンテンツ作成のあらましを学ぶ。
（演習）Wordによるレポート作成を学ぶ（テキストWord編3.1～3.4）。

【第5週】「マルチウィンドウの利用」とプレゼンテーション(1)
（講義）PCの広い画面を最大限に利用して、ブラウザとアプリの同時利用を学ぶ。
（演習）PowerPointによるプレゼンテーションの概要を学ぶ（テキストPowerPoint編2.1～2.3）。

【第6週】「スマホとの連携」とプレゼンテーション(2)
（講義）PCとスマホのそれぞれの特徴を学び、各々でのデータ利用について学ぶ。
（演習）スマホと連携したコンテンツ作りを、PowerPoint上で体験する（テキストPowerPoint編3.1～3.4）。

【第7週】「ネットワーク／メディアの概要」とプレゼンテーション(3)
（講義）ネットワークがメディアとして活用されている実態を学び、ネットワーク上のコンテンツ利用の実際を
学ぶ。
（演習）より興味を引くPowerPointによるプレゼンテーションについて学ぶ（テキストPowerPoint編4.1～
4.3）。

【第8週】「セキュリティの知識」とセキュリティ管理
（講義）ネットワーク上の脅威や権利侵害について学び、安全なネットワーク利用について考える。
（演習）自身のパスワードを変更し、自身によるセキュリティ管理を開始する。

授業種別

開講期

講義・演習

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

デジタル・リテラシー



【第9週】「バーコード・QRコード・暗号」と文書作成(4)
（講義）社会における情報利用のしくみを学び、それらの存在意義や安全性について考える。
（演習）また、その考察の結果をWordにより文章化する（テキストWord編4.1～4.5）。

【第10週】「ICカード・スマホ決済・Webマネー」と高度なWeb検索
（講義）ネットワーク上のお金について、そのあらましを学ぶ。
（演習）Webの検索機能を用いて、自分自身も利用するIT技術の詳細について調べる。

【第11週】「クラウド」とプレゼンテーション(4)
（講義）Google Driveを代表とするクラウド技術について知る。
（演習）自らWebによって収集したデータを交えてプレゼンテーション資料を作成する（テキストPowerPoint編6
章）。

【第12週】「データフォーマットと圧縮」と表計算(1)
（講義）映像、音声、文書などさまざまな場面で使われる多くのデータフォーマットと、その特徴について知
る。
（演習）データ処理の基本としてExcelの使い方を学ぶ（テキストExcel編1.1～1.6、2.1～2.4）。

【第13週】「ゲームビジネス」と表計算(2)
（講義）多くの学生にとって興味深いゲームコンテンツにおけるビジネスのしくみを知り、その意義を考える。
（演習）Excelの関数を学ぶ（テキストExcel編3.1～3.2、4.1～4.2）。

【第14週】「シミュレーション」と表計算(3)
（講義）コンピューターシミュレーションの基礎を学び、知的生産における応用を考える。
（演習）Excelのグラフ機能を使った簡単なシミュレーションを体験してみる（テキストExcel編6.1～6.3）。

【第15週】「デジタル・リテラシー演習Ⅰ・Ⅱの紹介」と表計算(4)
（講義）科目「デジタル・リテラシー」の結びとして、学習した内容の今後の発展と「デジタル・リテラシー演
習Ⅰ・Ⅱ」を紹介する。
（演習）Excelによって作成したグラフをWord、PowerPointに引用し、アプリを連携したコンテンツ作成を学ぶ
（テキストPowerPoint編5章、Word編11.3）。

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

事前学習としては、各週の演習授業に備えて、テキストを通読しておき、必要に応じて独習しておくこと。
事後の学習は、毎回の講義内容に合わせた演習を通じて復習を行い、成果を提出すること。

課題に対するフィードバックの方法

毎回の課題に対して次週授業にて好評を行い、自身の達成度を確認する。またそこからさらに拡張して課題を発
展していくことを繰り返す。

成績評価の方法・基準（方針）

本授業では、毎回の出席、課題の達成度、最終課題の完成度について評価を行う。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

50

30

0

20

0

評価方法・割合

授業の出席と課題の提出

課題の達成度

最終課題の完成度

評価対象となる到達目標

１，２，３，４，５

２，３，４，５，６、７

６，７

テキスト 日本理工出版会「コンピューターリテラシー　Microsoft Office Word & PowerPoint編【改訂版】」花
木泰子・浅里京子／著　ISBN978-4-89019-524-4　2200円＋税
日本理工出版会「コンピューターリテラシー　Microsoft Office Excel編【改訂版】」多田憲孝・内藤
富美子／著　ISBN978-4-89019-525-1　2200円＋税

上記2冊は1年次後期「デジタル・リテラシー演習Ⅰ」および2年次前期「デジタル・リテラシー演習Ⅱ」
でも使用される。

参考書 必要に応じて授業内で紹介する。

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

デジタル・リテラシー



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10401815

デジタル・リテラシー

西本　秀樹

西本　秀樹

1年

授業の目的・概要

2020年から全世界でまん延した新型コロナウイルスの影響で、社会生活は一変した。社会ではそれまでにもすで
に問題とされていた勤務形態の見直しが進み、学校においてもできるだけ接触の少ない授業形態への試みが積極
的に行われ、また生活の形態も大きく変貌を遂げた。その結果として社会生活のあらゆる場面を急速に変貌させ
ていったのが、いわゆるDX(デジタルトランスフォーメーション）の波である。私たちは日常生活、仕事や学習、
金融や買い物、そして余暇や趣味の世界でさえ、パソコンやスマホに代表される個人用情報端末と、その背景に
あるネットワークを最大限に利用することが可能になり、またそれを求められるようになった。2020年代以降を
文化的に暮らしていくためには、デジタル社会を十分に理解し、できるだけ安全に、そして効率的に効果的にそ
の仕組みを活用していくための、デジタル・リテラシーを身につけることが重要となったのである。本科目は基
礎教育科目群の中核において大学の全学部・全学科の初年度において必修となり、現代を生きる誰もが身につけ
るべき、知識と技術を学習し、大学生としてデジタル環境の中で、それらのしくみを最大限に生かし、自身の学
習や研究、文化的活動に生かすことを目的としている。
本授業においては原則として普通教室において対面で、講義形式の授業と、持参PCの操作を中心とした演習形式
の授業を混在させて行う。
開始当初の3週は、大学から指定・提供されている各種ネットワークサービスの利用方法を習得するために行わ
れ、第4週以降は講義形式の授業を行いつつ、講義内容に即した課題を持参PCにて行う演習形式の授業へとつなげ
る形態をとる。

到達目標

１．学内における各種サービスを支障なく利用することができる。
２．WORDの基本的な使用法を修め、文書を作成することができる。
３．PowerPointの基本的な使用法を修め、プレゼンテーションを作成することができる。
４．Excelの基本的な使用法を修め、簡単な計算表とグラフを作成することができる。
５．授業内で修めたPCの基本的な利用法に慣れ、スムーズにコンテンツ制作が行える。
６．PCアプリを効果的に利用して、自身の思考をわかりやすく表現したコンテンツが作成できる。
７．現代社会とデジタル技術の関りについての基本的な知識を獲得し、ネットワーク内における自分の権利を守
り、かつ自分自身の生活に生かすことができる。

授業計画

【第1週】ネットワークサービスの利用
UNIPA、Google Classroom、Microsoft 365、zoom、WWW、OIUメールの活用を習得する。

【第2週】日本語入力と文書作成(1)
Wordにおける日本語入力を学び、簡単な文書を作成、Google Driveに保存するまでを学ぶ（テキストWord編1.1～
1.6）。

【第3週】日本語入力と文書作成(2)
Google Driveに保存した文書を再編集し、より高度な文書作成を学ぶ（テキストWord編1.7～1.8、2.1～2.3）。

【第4週】「PCのクリエイティブな利用」と文書作成(3)
（講義）PCによるコンテンツ作成のあらましを学ぶ。
（演習）Wordによるレポート作成を学ぶ（テキストWord編3.1～3.4）。

【第5週】「マルチウィンドウの利用」とプレゼンテーション(1)
（講義）PCの広い画面を最大限に利用して、ブラウザとアプリの同時利用を学ぶ。
（演習）PowerPointによるプレゼンテーションの概要を学ぶ（テキストPowerPoint編2.1～2.3）。

【第6週】「スマホとの連携」とプレゼンテーション(2)
（講義）PCとスマホのそれぞれの特徴を学び、各々でのデータ利用について学ぶ。
（演習）スマホと連携したコンテンツ作りを、PowerPoint上で体験する（テキストPowerPoint編3.1～3.4）。

【第7週】「ネットワーク／メディアの概要」とプレゼンテーション(3)
（講義）ネットワークがメディアとして活用されている実態を学び、ネットワーク上のコンテンツ利用の実際を
学ぶ。
（演習）より興味を引くPowerPointによるプレゼンテーションについて学ぶ（テキストPowerPoint編4.1～
4.3）。

【第8週】「セキュリティの知識」とセキュリティ管理
（講義）ネットワーク上の脅威や権利侵害について学び、安全なネットワーク利用について考える。
（演習）自身のパスワードを変更し、自身によるセキュリティ管理を開始する。

授業種別

開講期

講義・演習

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

デジタル・リテラシー



【第9週】「バーコード・QRコード・暗号」と文書作成(4)
（講義）社会における情報利用のしくみを学び、それらの存在意義や安全性について考える。
（演習）また、その考察の結果をWordにより文章化する（テキストWord編4.1～4.5）。

【第10週】「ICカード・スマホ決済・Webマネー」と高度なWeb検索
（講義）ネットワーク上のお金について、そのあらましを学ぶ。
（演習）Webの検索機能を用いて、自分自身も利用するIT技術の詳細について調べる。

【第11週】「クラウド」とプレゼンテーション(4)
（講義）Google Driveを代表とするクラウド技術について知る。
（演習）自らWebによって収集したデータを交えてプレゼンテーション資料を作成する（テキストPowerPoint編6
章）。

【第12週】「データフォーマットと圧縮」と表計算(1)
（講義）映像、音声、文書などさまざまな場面で使われる多くのデータフォーマットと、その特徴について知
る。
（演習）データ処理の基本としてExcelの使い方を学ぶ（テキストExcel編1.1～1.6、2.1～2.4）。

【第13週】「ゲームビジネス」と表計算(2)
（講義）多くの学生にとって興味深いゲームコンテンツにおけるビジネスのしくみを知り、その意義を考える。
（演習）Excelの関数を学ぶ（テキストExcel編3.1～3.2、4.1～4.2）。

【第14週】「シミュレーション」と表計算(3)
（講義）コンピューターシミュレーションの基礎を学び、知的生産における応用を考える。
（演習）Excelのグラフ機能を使った簡単なシミュレーションを体験してみる（テキストExcel編6.1～6.3）。

【第15週】「デジタル・リテラシー演習Ⅰ・Ⅱの紹介」と表計算(4)
（講義）科目「デジタル・リテラシー」の結びとして、学習した内容の今後の発展と「デジタル・リテラシー演
習Ⅰ・Ⅱ」を紹介する。
（演習）Excelによって作成したグラフをWord、PowerPointに引用し、アプリを連携したコンテンツ作成を学ぶ
（テキストPowerPoint編5章、Word編11.3）。

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

事前学習としては、各週の演習授業に備えて、テキストを通読しておき、必要に応じて独習しておくこと。
事後の学習は、毎回の講義内容に合わせた演習を通じて復習を行い、成果を提出すること。

課題に対するフィードバックの方法

毎回の課題に対して次週授業にて好評を行い、自身の達成度を確認する。またそこからさらに拡張して課題を発
展していくことを繰り返す。

成績評価の方法・基準（方針）

本授業では、毎回の出席、課題の達成度、最終課題の完成度について評価を行う。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

50

30

0

20

0

評価方法・割合

授業の出席と課題の提出

課題の達成度

最終課題の完成度

評価対象となる到達目標

１，２，３，４，５

２，３，４，５，６、７

６，７

テキスト 日本理工出版会「コンピューターリテラシー　Microsoft Office Word & PowerPoint編【改訂版】」花
木泰子・浅里京子／著　ISBN978-4-89019-524-4　2200円＋税
日本理工出版会「コンピューターリテラシー　Microsoft Office Excel編【改訂版】」多田憲孝・内藤
富美子／著　ISBN978-4-89019-525-1　2200円＋税

上記2冊は1年次後期「デジタル・リテラシー演習Ⅰ」および2年次前期「デジタル・リテラシー演習Ⅱ」
でも使用される。

参考書 必要に応じて授業内で紹介する。

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

デジタル・リテラシー



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10401908

デジタル・リテラシー演習Ⅰ

三宅　香代子

三宅　香代子

1年

授業の目的・概要

2020年から全世界でまん延した新型コロナウイルスの影響で、社会生活は一変した。社会ではそれまでにもすで
に問題とされていた勤務形態の見直しが進み、学校においてもできるだけ接触の少ない授業形態への試みが積極
的に行われ、また生活の形態も大きく変貌を遂げた。その結果として社会生活のあらゆる場面を急速に変貌させ
ていったのが、いわゆるDX(デジタルトランスフォーメーション）の波である。私たちは日常生活、仕事や学習、
金融や買い物、そして余暇や趣味の世界でさえ、パソコンやスマホに代表される個人用情報端末と、その背景に
あるネットワークを最大限に利用することが可能になり、またそれを求められるようになった。2020年代以降を
文化的に暮らしていくためには、デジタル社会を十分に理解し、できるだけ安全に、そして効率的に効果的にそ
の仕組みを活用していくための、デジタル・リテラシーを身につけることが重要となったのである。本科目では
すでに「デジタル・リテラシー」において学んだPCの操作技術をより深化させ、PCとアプリを縦横無尽に駆使し
て、デジタル環境における自己の表現技術をより研鑽することを目的としている。
本授業においては原則として普通教室において対面で、持参PCの操作を中心とした演習形式の授業を行う。
Microsoft 365を使用し、「デジタル・リテラシー」において学んだ各アプリの基本的利用法をさらに拡張して、
デジタルアプリによるより高い思考力と表現力を身につけていく。また、その際に利用する様々なファイルを、
クラウドファイルシステム上で整理し管理することを学ぶ。

到達目標

１．クラウド環境において各種の情報をフォルダに整理整頓し管理することができる。
２．クラウド環境を利用しながら、Wordによる高度な文書作成ができる。
３．クラウド環境を利用しながら、PowerPointによる高度なプレゼンテーション資料を作成できる。
４．クラウド環境を利用しながら、Excelによる高度なワークシートの操作ができる。
５．Officeアプリを連携させて利用し、他者への情報伝達のための資料を作成することができる。

授業計画

【第1週】ファイルシステム
Google ClassroomとPCのファイルシステムの利用と操作

【第2週】Word(1)
テキストWord編第5章「表作成Ⅰ」

【第3週】Word(2)
テキストWord編第第6章「表作成Ⅱ」

【第4週】Word(3)
テキストWord編第7章「社外ビジネス文書」

【第5週】Word(4)
テキストWord編第8章「図形描画」

【第6週】PowerPoint(1)
テキストPowerPoint編第1章「プレゼンテーションとは」、第6章「図・画像の挿入」

【第7週】PowerPoint(2)
テキストPowerPoint編第7章「画面切り替え効果とアニメーション」

【第8週】Word(5) & PowerPoint(3)
演習問題

【第9週】Excel(1)
テキストExcel編第4章「基本的な関数」の復習

【第10週】Excel(2)
テキストExcel編第5章「相対参照と絶対参照」

【第11週】Excel(3)
テキストExcel編第7章「データベース機能Ⅰ」

【第12週】Excel(4)
テキストExcel編第8章「判断処理Ⅰ」

【第13週】Excel(5)

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 1単位

実務家教員による授業 －

デジタル・リテラシー演習Ⅰ



テキストExcel編第9章「複数シートの利用」

【第14週】Excel(6)
テキストExcel編第10章「基礎編総合演習」

【第15週】Officeアプリの連携
最終課題を課し、Officeアプリを連携して資料作成できることを確認する。

事前事後の学習

授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。

事前学習としては、各週の演習授業に備えて、テキストを通読しておき、必要に応じて独習しておくこと。
事後の学習は、毎回の講義内容に合わせた演習を通じて復習を行い、成果を提出すること。

課題に対するフィードバックの方法

毎回の課題に対して次週授業にて点検を行い、またそこからさらに拡張して課題を発展していくことを繰り返
す。

成績評価の方法・基準（方針）

本科目は演習授業であり、毎回の課題の提出とその達成度、最終課題の完成度を評価対象とする。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

50

30

0

20

0

評価方法・割合

毎回の課題提出

課題の達成度

最終課題の完成度

評価対象となる到達目標

２，３，４，５

１、５

１，２，３，４，５

テキスト 日本理工出版会「コンピューターリテラシー　Microsoft Office Word & PowerPoint編【改訂版】」花
木泰子・浅里京子／著　ISBN978-4-89019-524-4　2200円＋税
日本理工出版会「コンピューターリテラシー　Microsoft Office Excel編【改訂版】」多田憲孝・内藤
富美子／著　ISBN978-4-89019-525-1　2200円＋税

上記2冊は1年次前期「デジタル・リテラシー」および2年次前期「デジタル・リテラシー演習Ⅱ」でも使
用される。

上記のほかに、必要に応じて電子的資料をGoogle Classroomを通じて配布する。

参考書 必要に応じて授業内で紹介する。

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

デジタル・リテラシー演習Ⅰ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10401909

デジタル・リテラシー演習Ⅰ

三宅　香代子

三宅　香代子

1年

授業の目的・概要

2020年から全世界でまん延した新型コロナウイルスの影響で、社会生活は一変した。社会ではそれまでにもすで
に問題とされていた勤務形態の見直しが進み、学校においてもできるだけ接触の少ない授業形態への試みが積極
的に行われ、また生活の形態も大きく変貌を遂げた。その結果として社会生活のあらゆる場面を急速に変貌させ
ていったのが、いわゆるDX(デジタルトランスフォーメーション）の波である。私たちは日常生活、仕事や学習、
金融や買い物、そして余暇や趣味の世界でさえ、パソコンやスマホに代表される個人用情報端末と、その背景に
あるネットワークを最大限に利用することが可能になり、またそれを求められるようになった。2020年代以降を
文化的に暮らしていくためには、デジタル社会を十分に理解し、できるだけ安全に、そして効率的に効果的にそ
の仕組みを活用していくための、デジタル・リテラシーを身につけることが重要となったのである。本科目では
すでに「デジタル・リテラシー」において学んだPCの操作技術をより深化させ、PCとアプリを縦横無尽に駆使し
て、デジタル環境における自己の表現技術をより研鑽することを目的としている。
本授業においては原則として普通教室において対面で、持参PCの操作を中心とした演習形式の授業を行う。
Microsoft 365を使用し、「デジタル・リテラシー」において学んだ各アプリの基本的利用法をさらに拡張して、
デジタルアプリによるより高い思考力と表現力を身につけていく。また、その際に利用する様々なファイルを、
クラウドファイルシステム上で整理し管理することを学ぶ。

到達目標

１．クラウド環境において各種の情報をフォルダに整理整頓し管理することができる。
２．クラウド環境を利用しながら、Wordによる高度な文書作成ができる。
３．クラウド環境を利用しながら、PowerPointによる高度なプレゼンテーション資料を作成できる。
４．クラウド環境を利用しながら、Excelによる高度なワークシートの操作ができる。
５．Officeアプリを連携させて利用し、他者への情報伝達のための資料を作成することができる。

授業計画

【第1週】ファイルシステム
Google ClassroomとPCのファイルシステムの利用と操作

【第2週】Word(1)
テキストWord編第5章「表作成Ⅰ」

【第3週】Word(2)
テキストWord編第第6章「表作成Ⅱ」

【第4週】Word(3)
テキストWord編第7章「社外ビジネス文書」

【第5週】Word(4)
テキストWord編第8章「図形描画」

【第6週】PowerPoint(1)
テキストPowerPoint編第1章「プレゼンテーションとは」、第6章「図・画像の挿入」

【第7週】PowerPoint(2)
テキストPowerPoint編第7章「画面切り替え効果とアニメーション」

【第8週】Word(5) & PowerPoint(3)
演習問題

【第9週】Excel(1)
テキストExcel編第4章「基本的な関数」の復習

【第10週】Excel(2)
テキストExcel編第5章「相対参照と絶対参照」

【第11週】Excel(3)
テキストExcel編第7章「データベース機能Ⅰ」

【第12週】Excel(4)
テキストExcel編第8章「判断処理Ⅰ」

【第13週】Excel(5)

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 1単位

実務家教員による授業 －

デジタル・リテラシー演習Ⅰ



テキストExcel編第9章「複数シートの利用」

【第14週】Excel(6)
テキストExcel編第10章「基礎編総合演習」

【第15週】Officeアプリの連携
最終課題を課し、Officeアプリを連携して資料作成できることを確認する。

事前事後の学習

授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。

事前学習としては、各週の演習授業に備えて、テキストを通読しておき、必要に応じて独習しておくこと。
事後の学習は、毎回の講義内容に合わせた演習を通じて復習を行い、成果を提出すること。

課題に対するフィードバックの方法

毎回の課題に対して次週授業にて点検を行い、またそこからさらに拡張して課題を発展していくことを繰り返
す。

成績評価の方法・基準（方針）

本科目は演習授業であり、毎回の課題の提出とその達成度、最終課題の完成度を評価対象とする。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

50

30

0

20

0

評価方法・割合

毎回の課題提出

課題の達成度

最終課題の完成度

評価対象となる到達目標

２，３，４，５

１、５

１，２，３，４，５

テキスト 日本理工出版会「コンピューターリテラシー　Microsoft Office Word & PowerPoint編【改訂版】」花
木泰子・浅里京子／著　ISBN978-4-89019-524-4　2200円＋税
日本理工出版会「コンピューターリテラシー　Microsoft Office Excel編【改訂版】」多田憲孝・内藤
富美子／著　ISBN978-4-89019-525-1　2200円＋税

上記2冊は1年次前期「デジタル・リテラシー」および2年次前期「デジタル・リテラシー演習Ⅱ」でも使
用される。

上記のほかに、必要に応じて電子的資料をGoogle Classroomを通じて配布する。

参考書 必要に応じて授業内で紹介する。

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

デジタル・リテラシー演習Ⅰ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10401910

デジタル・リテラシー演習Ⅰ

内藤　富美子

内藤　富美子

1年

授業の目的・概要

2020年から全世界でまん延した新型コロナウイルスの影響で、社会生活は一変した。社会ではそれまでにもすで
に問題とされていた勤務形態の見直しが進み、学校においてもできるだけ接触の少ない授業形態への試みが積極
的に行われ、また生活の形態も大きく変貌を遂げた。その結果として社会生活のあらゆる場面を急速に変貌させ
ていったのが、いわゆるDX(デジタルトランスフォーメーション）の波である。私たちは日常生活、仕事や学習、
金融や買い物、そして余暇や趣味の世界でさえ、パソコンやスマホに代表される個人用情報端末と、その背景に
あるネットワークを最大限に利用することが可能になり、またそれを求められるようになった。2020年代以降を
文化的に暮らしていくためには、デジタル社会を十分に理解し、できるだけ安全に、そして効率的に効果的にそ
の仕組みを活用していくための、デジタル・リテラシーを身につけることが重要となったのである。本科目では
すでに「デジタル・リテラシー」において学んだPCの操作技術をより深化させ、PCとアプリを縦横無尽に駆使し
て、デジタル環境における自己の表現技術をより研鑽することを目的としている。
本授業においては原則として普通教室において対面で、持参PCの操作を中心とした演習形式の授業を行う。
Microsoft 365を使用し、「デジタル・リテラシー」において学んだ各アプリの基本的利用法をさらに拡張して、
デジタルアプリによるより高い思考力と表現力を身につけていく。また、その際に利用する様々なファイルを、
クラウドファイルシステム上で整理し管理することを学ぶ。

到達目標

１．クラウド環境において各種の情報をフォルダに整理整頓し管理することができる。
２．クラウド環境を利用しながら、Wordによる高度な文書作成ができる。
３．クラウド環境を利用しながら、PowerPointによる高度なプレゼンテーション資料を作成できる。
４．クラウド環境を利用しながら、Excelによる高度なワークシートの操作ができる。
５．Officeアプリを連携させて利用し、他者への情報伝達のための資料を作成することができる。

授業計画

【第1週】ファイルシステム
Google ClassroomとPCのファイルシステムの利用と操作

【第2週】Word(1)
テキストWord編第5章「表作成Ⅰ」

【第3週】Word(2)
テキストWord編第第6章「表作成Ⅱ」

【第4週】Word(3)
テキストWord編第7章「社外ビジネス文書」

【第5週】Word(4)
テキストWord編第8章「図形描画」

【第6週】PowerPoint(1)
テキストPowerPoint編第1章「プレゼンテーションとは」、第6章「図・画像の挿入」

【第7週】PowerPoint(2)
テキストPowerPoint編第7章「画面切り替え効果とアニメーション」

【第8週】Word(5) & PowerPoint(3)
演習問題

【第9週】Excel(1)
テキストExcel編第4章「基本的な関数」の復習

【第10週】Excel(2)
テキストExcel編第5章「相対参照と絶対参照」

【第11週】Excel(3)
テキストExcel編第7章「データベース機能Ⅰ」

【第12週】Excel(4)
テキストExcel編第8章「判断処理Ⅰ」

【第13週】Excel(5)

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 1単位

実務家教員による授業 －

デジタル・リテラシー演習Ⅰ



テキストExcel編第9章「複数シートの利用」

【第14週】Excel(6)
テキストExcel編第10章「基礎編総合演習」

【第15週】Officeアプリの連携
最終課題を課し、Officeアプリを連携して資料作成できることを確認する。

事前事後の学習

授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。

事前学習としては、各週の演習授業に備えて、テキストを通読しておき、必要に応じて独習しておくこと。
事後の学習は、毎回の講義内容に合わせた演習を通じて復習を行い、成果を提出すること。

課題に対するフィードバックの方法

毎回の課題に対して次週授業にて点検を行い、またそこからさらに拡張して課題を発展していくことを繰り返
す。

成績評価の方法・基準（方針）

本科目は演習授業であり、毎回の課題の提出とその達成度、最終課題の完成度を評価対象とする。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

50

30

0

20

0

評価方法・割合

毎回の課題提出

課題の達成度

最終課題の完成度

評価対象となる到達目標

２，３，４，５

１、５

１，２，３，４，５

テキスト 日本理工出版会「コンピューターリテラシー　Microsoft Office Word & PowerPoint編【改訂版】」花
木泰子・浅里京子／著　ISBN978-4-89019-524-4　2200円＋税
日本理工出版会「コンピューターリテラシー　Microsoft Office Excel編【改訂版】」多田憲孝・内藤
富美子／著　ISBN978-4-89019-525-1　2200円＋税

上記2冊は1年次前期「デジタル・リテラシー」および2年次前期「デジタル・リテラシー演習Ⅱ」でも使
用される。

上記のほかに、必要に応じて電子的資料をGoogle Classroomを通じて配布する。

参考書 必要に応じて授業内で紹介する。

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

デジタル・リテラシー演習Ⅰ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10401911

デジタル・リテラシー演習Ⅰ

内藤　富美子

内藤　富美子

1年

授業の目的・概要

2020年から全世界でまん延した新型コロナウイルスの影響で、社会生活は一変した。社会ではそれまでにもすで
に問題とされていた勤務形態の見直しが進み、学校においてもできるだけ接触の少ない授業形態への試みが積極
的に行われ、また生活の形態も大きく変貌を遂げた。その結果として社会生活のあらゆる場面を急速に変貌させ
ていったのが、いわゆるDX(デジタルトランスフォーメーション）の波である。私たちは日常生活、仕事や学習、
金融や買い物、そして余暇や趣味の世界でさえ、パソコンやスマホに代表される個人用情報端末と、その背景に
あるネットワークを最大限に利用することが可能になり、またそれを求められるようになった。2020年代以降を
文化的に暮らしていくためには、デジタル社会を十分に理解し、できるだけ安全に、そして効率的に効果的にそ
の仕組みを活用していくための、デジタル・リテラシーを身につけることが重要となったのである。本科目では
すでに「デジタル・リテラシー」において学んだPCの操作技術をより深化させ、PCとアプリを縦横無尽に駆使し
て、デジタル環境における自己の表現技術をより研鑽することを目的としている。
本授業においては原則として普通教室において対面で、持参PCの操作を中心とした演習形式の授業を行う。
Microsoft 365を使用し、「デジタル・リテラシー」において学んだ各アプリの基本的利用法をさらに拡張して、
デジタルアプリによるより高い思考力と表現力を身につけていく。また、その際に利用する様々なファイルを、
クラウドファイルシステム上で整理し管理することを学ぶ。

到達目標

１．クラウド環境において各種の情報をフォルダに整理整頓し管理することができる。
２．クラウド環境を利用しながら、Wordによる高度な文書作成ができる。
３．クラウド環境を利用しながら、PowerPointによる高度なプレゼンテーション資料を作成できる。
４．クラウド環境を利用しながら、Excelによる高度なワークシートの操作ができる。
５．Officeアプリを連携させて利用し、他者への情報伝達のための資料を作成することができる。

授業計画

【第1週】ファイルシステム
Google ClassroomとPCのファイルシステムの利用と操作

【第2週】Word(1)
テキストWord編第5章「表作成Ⅰ」

【第3週】Word(2)
テキストWord編第第6章「表作成Ⅱ」

【第4週】Word(3)
テキストWord編第7章「社外ビジネス文書」

【第5週】Word(4)
テキストWord編第8章「図形描画」

【第6週】PowerPoint(1)
テキストPowerPoint編第1章「プレゼンテーションとは」、第6章「図・画像の挿入」

【第7週】PowerPoint(2)
テキストPowerPoint編第7章「画面切り替え効果とアニメーション」

【第8週】Word(5) & PowerPoint(3)
演習問題

【第9週】Excel(1)
テキストExcel編第4章「基本的な関数」の復習

【第10週】Excel(2)
テキストExcel編第5章「相対参照と絶対参照」

【第11週】Excel(3)
テキストExcel編第7章「データベース機能Ⅰ」

【第12週】Excel(4)
テキストExcel編第8章「判断処理Ⅰ」

【第13週】Excel(5)

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 1単位

実務家教員による授業 －

デジタル・リテラシー演習Ⅰ



テキストExcel編第9章「複数シートの利用」

【第14週】Excel(6)
テキストExcel編第10章「基礎編総合演習」

【第15週】Officeアプリの連携
最終課題を課し、Officeアプリを連携して資料作成できることを確認する。

事前事後の学習

授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。

事前学習としては、各週の演習授業に備えて、テキストを通読しておき、必要に応じて独習しておくこと。
事後の学習は、毎回の講義内容に合わせた演習を通じて復習を行い、成果を提出すること。

課題に対するフィードバックの方法

毎回の課題に対して次週授業にて点検を行い、またそこからさらに拡張して課題を発展していくことを繰り返
す。

成績評価の方法・基準（方針）

本科目は演習授業であり、毎回の課題の提出とその達成度、最終課題の完成度を評価対象とする。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

50

30

0

20

0

評価方法・割合

毎回の課題提出

課題の達成度

最終課題の完成度

評価対象となる到達目標

２，３，４，５

１、５

１，２，３，４，５

テキスト 日本理工出版会「コンピューターリテラシー　Microsoft Office Word & PowerPoint編【改訂版】」花
木泰子・浅里京子／著　ISBN978-4-89019-524-4　2200円＋税
日本理工出版会「コンピューターリテラシー　Microsoft Office Excel編【改訂版】」多田憲孝・内藤
富美子／著　ISBN978-4-89019-525-1　2200円＋税

上記2冊は1年次前期「デジタル・リテラシー」および2年次前期「デジタル・リテラシー演習Ⅱ」でも使
用される。

上記のほかに、必要に応じて電子的資料をGoogle Classroomを通じて配布する。

参考書 必要に応じて授業内で紹介する。

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

デジタル・リテラシー演習Ⅰ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10302901

オーラルイングリッシュⅠ

G.S.ジョン-バプティースト

G.S.ジョン-バプティースト

1年

授業の目的・概要

The aim of this course is to introduce you to the basics of English conversation. During each class, 
you will take part in conversations about different topics. Sometimes you will work in pairs or 
small groups, but other times you will work on your own or in a whole class activity. You are 
expected to actively participate in each activity. The textbook includes example conversations for 
different situations and will teach you useful phrases and important vocabulary. There will be 
regular quizzes and weekly homework assignments. You will need to do at least 1 hour per week of 
outside studies, such as class preparation and review. Google Classroom will be used for assignments 
and information about this course.

到達目標

At the end of the course, you will be able to:
1 develop the ability to converse about various everyday topics.
2 develop listening and speaking skills related to everyday conversation.
3 learn vocabulary essential for conversing about various everyday topics.

授業計画

【第1回】
テーマ：Course orientation. Google Classroom orientation and explanation. Unit 1: How are you? 
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 1 Dialog & pair work. 
【第2回】
テーマ：Unit 1: How are you?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 1 Dialog practice and memorization. Language Check 
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK Unit test.
【第3回】
テーマ：Unit 2: Do you understand?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 2 Dialog & pair work. 
【第4回】
テーマ：Unit 2: Do you understand?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 1 & 2 Dialog practice and memorization. Language Check 
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test
【第5回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 1, 2)
内容・方法： Practice test Units 1 & 2. Unit 1 & 2 Games
【第6回】
テーマ： Unit 3: This is my room 
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 3 Dialog & pair work. 
【第7回】
テーマ：Unit 3: This is my room 
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 3 Dialog practice and memorization. Language Check 
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第8回】
テーマ： Unit 4: When do you get up?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 4 Dialog & pair work. 
【第9回】
テーマ：Unit 4: When do you get up?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 4 Dialog practice and memorization. Language Check 
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第10回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 3, 4)
内容・方法： Practice test Units 3 & 4. Unit 3 & 4 Games
【第11回】
テーマ： Unit 5: Who's that?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 5 Dialog & pair work. 
【第12回】
テーマ：Unit 5: Who's that?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 5 Dialog practice and memorization. Language Check 
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第13回】
テーマ： Unit 6: That's a great shirt!
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 6 Dialog & pair work. 

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 1単位

実務家教員による授業 －

オーラルイングリッシュⅠ



【第14回】
テーマ：Unit 6: That's a great shirt!
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 6 Dialog practice and memorization. Language Check 
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第15回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 5, 6)
内容・方法： Practice test Units 5 & 6. Unit 5 & 6 Games. Explanation of final test.

事前事後の学習

授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。

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

課題に対するフィードバックの方法

1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom. 
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class. 
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.
4.The teacher will tell you your current grade at least three times during the semester. In 
addition, your grades may also be posted regularly on Google Classroom.

成績評価の方法・基準（方針）

オーラルイングリッシュⅠ



「以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点 以上を合格とし、所定の単位を認定する」

General Grade Category Breakdown: 
1) Participation and class activities (10%) 
2) Dialog performance tests (30%)
2) Homework and unit tests (20%)
3) 3 Review tests (30%)
4) Final examination (10%)

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

70

20

0

10

0

評価方法・割合

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

Homework and unit tests (20%)

none

Final examination (10%)

none

評価対象となる到達目標

1,2, & 3

1,2 & 3

1,2, & 3

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

参考書

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

オーラルイングリッシュⅠ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10302902

オーラルイングリッシュⅠ

P.ベイリー

P.ベイリー

1年

授業の目的・概要

The aim of this course is to introduce you to the basics of English conversation. During each class, 
you will take part in conversations about different topics. Sometimes you will work in pairs or 
small groups, but other times you will work on your own or in a whole class activity. You are 
expected to actively participate in each activity. The textbook includes example conversations for 
different situations and will teach you useful phrases and important vocabulary. There will be 
regular quizzes and weekly homework assignments. You will need to do at least 1 hour per week of 
outside studies, such as class preparation and review. Google Classroom will be used for assignments 
and information about this course.

到達目標

At the end of the course, you will be able to:
1 develop the ability to converse about various everyday topics.
2 develop listening and speaking skills related to everyday conversation.
3 learn vocabulary essential for conversing about various everyday topics.

授業計画

【第1回】
テーマ：Course orientation. Google Classroom orientation and explanation. Unit 1: How are you? 
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 1 Dialog & pair work. 
【第2回】
テーマ：Unit 1: How are you?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 1 Dialog practice and memorization. Language Check 
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK Unit test.
【第3回】
テーマ：Unit 2: Do you understand?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 2 Dialog & pair work. 
【第4回】
テーマ：Unit 2: Do you understand?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 1 & 2 Dialog practice and memorization. Language Check 
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test
【第5回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 1, 2)
内容・方法： Practice test Units 1 & 2. Unit 1 & 2 Games
【第6回】
テーマ： Unit 3: This is my room 
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 3 Dialog & pair work. 
【第7回】
テーマ：Unit 3: This is my room 
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 3 Dialog practice and memorization. Language Check 
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第8回】
テーマ： Unit 4: When do you get up?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 4 Dialog & pair work. 
【第9回】
テーマ：Unit 4: When do you get up?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 4 Dialog practice and memorization. Language Check 
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第10回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 3, 4)
内容・方法： Practice test Units 3 & 4. Unit 3 & 4 Games
【第11回】
テーマ： Unit 5: Who's that?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 5 Dialog & pair work. 
【第12回】
テーマ：Unit 5: Who's that?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 5 Dialog practice and memorization. Language Check 
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第13回】
テーマ： Unit 6: That's a great shirt!
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 6 Dialog & pair work. 

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 1単位

実務家教員による授業 －

オーラルイングリッシュⅠ



【第14回】
テーマ：Unit 6: That's a great shirt!
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 6 Dialog practice and memorization. Language Check 
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第15回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 5, 6)
内容・方法： Practice test Units 5 & 6. Unit 5 & 6 Games. Explanation of final test.

事前事後の学習

授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。

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

課題に対するフィードバックの方法

1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom. 
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class. 
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.
4.The teacher will tell you your current grade at least three times during the semester. In 
addition, your grades may also be posted regularly on Google Classroom.

成績評価の方法・基準（方針）

オーラルイングリッシュⅠ



「以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点 以上を合格とし、所定の単位を認定する」

General Grade Category Breakdown: 
1) Participation and class activities (10%) 
2) Dialog performance tests (30%)
2) Homework and unit tests (20%)
3) 3 Review tests (30%)
4) Final examination (10%)

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

70

20

0

10

0

評価方法・割合

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

Homework and unit tests (20%)

none

Final examination (10%)

none

評価対象となる到達目標

1,2, & 3

1,2 & 3

1,2, & 3

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

参考書

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

オーラルイングリッシュⅠ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10302903

オーラルイングリッシュⅠ

S.N.ゴーフ

S.N.ゴーフ

1年

授業の目的・概要

The aim of this course is to introduce you to the basics of English conversation. During each class, 
you will take part in conversations about different topics. Sometimes you will work in pairs or 
small groups, but other times you will work on your own or in a whole class activity. You are 
expected to actively participate in each activity. The textbook includes example conversations for 
different situations and will teach you useful phrases and important vocabulary. There will be 
regular quizzes and weekly homework assignments. You will need to do at least 1 hour per week of 
outside studies, such as class preparation and review. Google Classroom will be used for assignments 
and information about this course.

到達目標

At the end of the course, you will be able to:
1 develop the ability to converse about various everyday topics.
2 develop listening and speaking skills related to everyday conversation.
3 learn vocabulary essential for conversing about various everyday topics.

授業計画

【第1回】
テーマ：Course orientation. Google Classroom orientation and explanation. Unit 1: How are you? 
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 1 Dialog & pair work. 
【第2回】
テーマ：Unit 1: How are you?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 1 Dialog practice and memorization. Language Check 
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK Unit test.
【第3回】
テーマ：Unit 2: Do you understand?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 2 Dialog & pair work. 
【第4回】
テーマ：Unit 2: Do you understand?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 1 & 2 Dialog practice and memorization. Language Check 
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test
【第5回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 1, 2)
内容・方法： Practice test Units 1 & 2. Unit 1 & 2 Games
【第6回】
テーマ： Unit 3: This is my room 
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 3 Dialog & pair work. 
【第7回】
テーマ：Unit 3: This is my room 
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 3 Dialog practice and memorization. Language Check 
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第8回】
テーマ： Unit 4: When do you get up?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 4 Dialog & pair work. 
【第9回】
テーマ：Unit 4: When do you get up?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 4 Dialog practice and memorization. Language Check 
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第10回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 3, 4)
内容・方法： Practice test Units 3 & 4. Unit 3 & 4 Games
【第11回】
テーマ： Unit 5: Who's that?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 5 Dialog & pair work. 
【第12回】
テーマ：Unit 5: Who's that?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 5 Dialog practice and memorization. Language Check 
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第13回】
テーマ： Unit 6: That's a great shirt!
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 6 Dialog & pair work. 

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 1単位

実務家教員による授業 －
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【第14回】
テーマ：Unit 6: That's a great shirt!
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 6 Dialog practice and memorization. Language Check 
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第15回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 5, 6)
内容・方法： Practice test Units 5 & 6. Unit 5 & 6 Games. Explanation of final test.

事前事後の学習

授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。

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

課題に対するフィードバックの方法

1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom. 
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class. 
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.
4.The teacher will tell you your current grade at least three times during the semester. In 
addition, your grades may also be posted regularly on Google Classroom.

成績評価の方法・基準（方針）

オーラルイングリッシュⅠ



「以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点 以上を合格とし、所定の単位を認定する」

General Grade Category Breakdown: 
1) Participation and class activities (10%) 
2) Dialog performance tests (30%)
2) Homework and unit tests (20%)
3) 3 Review tests (30%)
4) Final examination (10%)

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

70

20

0

10

0

評価方法・割合

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

Homework and unit tests (20%)

none

Final examination (10%)

none

評価対象となる到達目標

1,2, & 3

1,2 & 3

1,2, & 3

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

参考書

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

オーラルイングリッシュⅠ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10303001

オーラルイングリッシュⅡ

G.S.ジョン-バプティースト

G.S.ジョン-バプティースト

1年

授業の目的・概要

The aim of this course is to introduce you to the basics of English conversation. During each class, 
you will take part in conversations about different topics. Sometimes you will work in pairs or 
small groups, but other times you will work on your own or in a whole class activity. You are 
expected to actively participate in each activity. The textbook includes example conversations for 
different situations and will teach you useful phrases and important vocabulary. There will be 
regular quizzes and weekly homework assignments. You will need to do at least 1 hour per week of 
outside studies, such as class preparation and review. Google Classroom will be used for assignments 
and information about this course.

到達目標

At the end of the course, you will be able to:
1 develop the ability to converse about various everyday topics.
2 develop listening and speaking skills related to everyday conversation.
3 learn vocabulary essential for conversing about various everyday topics.

授業計画

【第1回】
テーマ：Course orientation. Google Classroom orientation and explanation. Unit 1: How are you? 
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 7 Dialog & pair work. 
【第2回】
テーマ：Unit 7: I love weekends!
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 7 Dialog practice and memorization. Language Check 
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK Unit test.
【第3回】
テーマ：Unit 8: Let's eat!
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 8 Dialog & pair work. 
【第4回】
テーマ：Unit 8: Let's eat!
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 7 & 8 Dialog practice and memorization. Language Check 
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test
【第5回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 7,8)
内容・方法： Practice test Units 7 & 8. Unit 7 & 8 Games
【第6回】
テーマ： Unit 9: I really enjoy it!
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 9 Dialog & pair work. 
【第7回】
テーマ： Unit 9: I really enjoy it!
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 9 Dialog practice and memorization. Language Check 
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第8回】
テーマ： Unit 10: welcome to my home.
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 10 Dialog & pair work. 
【第9回】
テーマ：Unit 10: welcome to my home.
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 10 Dialog practice and memorization. Language Check 
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第10回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 9, 10)
内容・方法： Practice test Units 9 & 10. Unit 9 & 10 Games
【第11回】
テーマ： Unit 11: Where did you go?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 11 Dialog & pair work. 
【第12回】
テーマ：Unit 11: Where did you go?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 11 Dialog practice and memorization. Language Check 
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第13回】
テーマ： Unit 12: Will I be famous?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 12 Dialog & pair work. 

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 1単位
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【第14回】
テーマ：Unit 12: Will I be famous?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 12 Dialog practice and memorization. Language Check 
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第15回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 11, 12)
内容・方法： Practice test Units 11 & 12. Unit 11 & 12 Games. Explanation of final test.

事前事後の学習

授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。

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

課題に対するフィードバックの方法

1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom. 
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class. 
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.
4.The teacher will tell you your current grade at least three times during the semester. In 
addition, your grades may also be posted regularly on Google Classroom.
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成績評価の方法・基準（方針）

「以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点 以上を合格とし、所定の単位を認定する」

General Grade Category Breakdown: 
1) Participation and class activities (10%) 
2) Dialog performance tests (30%)
2) Homework and unit tests (20%)
3) 3 Review tests (30%)
4) Final examination (10%)

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

70

20

0

10

0

評価方法・割合

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

Homework and unit tests (20%)

none

Final examination (10%)

none

評価対象となる到達目標

1,2, & 3

1,2 & 3

1,2, & 3

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

参考書

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

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10303002

オーラルイングリッシュⅡ

P.ベイリー

P.ベイリー

1年

授業の目的・概要

The aim of this course is to introduce you to the basics of English conversation. During each class, 
you will take part in conversations about different topics. Sometimes you will work in pairs or 
small groups, but other times you will work on your own or in a whole class activity. You are 
expected to actively participate in each activity. The textbook includes example conversations for 
different situations and will teach you useful phrases and important vocabulary. There will be 
regular quizzes and weekly homework assignments. You will need to do at least 1 hour per week of 
outside studies, such as class preparation and review. Google Classroom will be used for assignments 
and information about this course.

到達目標

At the end of the course, you will be able to:
1 develop the ability to converse about various everyday topics.
2 develop listening and speaking skills related to everyday conversation.
3 learn vocabulary essential for conversing about various everyday topics.

授業計画

【第1回】
テーマ：Course orientation. Google Classroom orientation and explanation. Unit 1: How are you? 
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 7 Dialog & pair work. 
【第2回】
テーマ：Unit 7: I love weekends!
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 7 Dialog practice and memorization. Language Check 
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK Unit test.
【第3回】
テーマ：Unit 8: Let's eat!
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 8 Dialog & pair work. 
【第4回】
テーマ：Unit 8: Let's eat!
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 7 & 8 Dialog practice and memorization. Language Check 
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test
【第5回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 7,8)
内容・方法： Practice test Units 7 & 8. Unit 7 & 8 Games
【第6回】
テーマ： Unit 9: I really enjoy it!
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 9 Dialog & pair work. 
【第7回】
テーマ： Unit 9: I really enjoy it!
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 9 Dialog practice and memorization. Language Check 
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第8回】
テーマ： Unit 10: welcome to my home.
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 10 Dialog & pair work. 
【第9回】
テーマ：Unit 10: welcome to my home.
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 10 Dialog practice and memorization. Language Check 
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第10回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 9, 10)
内容・方法： Practice test Units 9 & 10. Unit 9 & 10 Games
【第11回】
テーマ： Unit 11: Where did you go?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 11 Dialog & pair work. 
【第12回】
テーマ：Unit 11: Where did you go?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 11 Dialog practice and memorization. Language Check 
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第13回】
テーマ： Unit 12: Will I be famous?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 12 Dialog & pair work. 

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 1単位
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【第14回】
テーマ：Unit 12: Will I be famous?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 12 Dialog practice and memorization. Language Check 
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第15回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 11, 12)
内容・方法： Practice test Units 11 & 12. Unit 11 & 12 Games. Explanation of final test.

事前事後の学習

授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。

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

課題に対するフィードバックの方法

1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom. 
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class. 
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.
4.The teacher will tell you your current grade at least three times during the semester. In 
addition, your grades may also be posted regularly on Google Classroom.
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成績評価の方法・基準（方針）

「以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点 以上を合格とし、所定の単位を認定する」

General Grade Category Breakdown: 
1) Participation and class activities (10%) 
2) Dialog performance tests (30%)
2) Homework and unit tests (20%)
3) 3 Review tests (30%)
4) Final examination (10%)

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

70

20

0

10

0

評価方法・割合

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

Homework and unit tests (20%)

none

Final examination (10%)

none

評価対象となる到達目標

1,2, & 3

1,2 & 3

1,2, & 3

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

参考書

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

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10303003

オーラルイングリッシュⅡ

S.N.ゴーフ

S.N.ゴーフ

1年

授業の目的・概要

The aim of this course is to introduce you to the basics of English conversation. During each class, 
you will take part in conversations about different topics. Sometimes you will work in pairs or 
small groups, but other times you will work on your own or in a whole class activity. You are 
expected to actively participate in each activity. The textbook includes example conversations for 
different situations and will teach you useful phrases and important vocabulary. There will be 
regular quizzes and weekly homework assignments. You will need to do at least 1 hour per week of 
outside studies, such as class preparation and review. Google Classroom will be used for assignments 
and information about this course.

到達目標

At the end of the course, you will be able to:
1 develop the ability to converse about various everyday topics.
2 develop listening and speaking skills related to everyday conversation.
3 learn vocabulary essential for conversing about various everyday topics.

授業計画

【第1回】
テーマ：Course orientation. Google Classroom orientation and explanation. Unit 1: How are you? 
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 7 Dialog & pair work. 
【第2回】
テーマ：Unit 7: I love weekends!
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 7 Dialog practice and memorization. Language Check 
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK Unit test.
【第3回】
テーマ：Unit 8: Let's eat!
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 8 Dialog & pair work. 
【第4回】
テーマ：Unit 8: Let's eat!
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 7 & 8 Dialog practice and memorization. Language Check 
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test
【第5回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 7,8)
内容・方法： Practice test Units 7 & 8. Unit 7 & 8 Games
【第6回】
テーマ： Unit 9: I really enjoy it!
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 9 Dialog & pair work. 
【第7回】
テーマ： Unit 9: I really enjoy it!
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 9 Dialog practice and memorization. Language Check 
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第8回】
テーマ： Unit 10: welcome to my home.
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 10 Dialog & pair work. 
【第9回】
テーマ：Unit 10: welcome to my home.
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 10 Dialog practice and memorization. Language Check 
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第10回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 9, 10)
内容・方法： Practice test Units 9 & 10. Unit 9 & 10 Games
【第11回】
テーマ： Unit 11: Where did you go?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 11 Dialog & pair work. 
【第12回】
テーマ：Unit 11: Where did you go?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 11 Dialog practice and memorization. Language Check 
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第13回】
テーマ： Unit 12: Will I be famous?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 12 Dialog & pair work. 

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 1単位
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【第14回】
テーマ：Unit 12: Will I be famous?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 12 Dialog practice and memorization. Language Check 
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第15回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 11, 12)
内容・方法： Practice test Units 11 & 12. Unit 11 & 12 Games. Explanation of final test.

事前事後の学習

授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。

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

課題に対するフィードバックの方法

1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom. 
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class. 
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.
4.The teacher will tell you your current grade at least three times during the semester. In 
addition, your grades may also be posted regularly on Google Classroom.

オーラルイングリッシュⅡ



成績評価の方法・基準（方針）

「以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点 以上を合格とし、所定の単位を認定する」

General Grade Category Breakdown: 
1) Participation and class activities (10%) 
2) Dialog performance tests (30%)
2) Homework and unit tests (20%)
3) 3 Review tests (30%)
4) Final examination (10%)

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

70

20

0

10

0

評価方法・割合

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

Homework and unit tests (20%)

none

Final examination (10%)

none

評価対象となる到達目標

1,2, & 3

1,2 & 3

1,2, & 3

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

参考書

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

オーラルイングリッシュⅡ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10303113

オーラルイングリッシュⅢ

J.A.マクナブ

J.A.マクナブ

2年

授業の目的・概要

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

到達目標

At the end of the course, you will be able to:
① converse in English in various situations
② carry on longer and longer conversations
③ increase your productive vocabulary
④ be able to use basic English grammar when speaking

授業計画

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

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 1単位

実務家教員による授業 －

オーラルイングリッシュⅢ



内容・方法：Review of units 4-6 and explanation of final assessment.

事前事後の学習

授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。

【第1回】
①事前学修課題：Buy the textbook Register for Google Classroom.
②事後学修課題：Homework assignments and Unit 1, 1-5 オンラインOnline Vocabulary and Grammar 
activities 
【第2回】
①事前学修課題：Do Unit 1-1-5 オンラインOnline Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignment and do Unit 1-All オンラインOnline activities 
【第3回】
①事前学修課題：Complete all online conversation and video activities for Unit 1.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 2, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities 
【第4回】
①事前学修課題：Do Unit 2, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 2 online conversation and video activities
【第5回】
①事前学修課題：Complete all Unit 2 online conversation and video activities
②事後学修課題：Homework assignments do Unit 3, 1-5, Online Vocabulary and Grammar activities.
【第6回】
①事前学修課題：Do Unit 3, 1-5, Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 3 online conversation and video 
activities.
【第7回】
①事前学修課題：Complete all Unit 3 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Review Units 1-3 vocabulary, grammar and conversation routines. Prepare for the mid-
term assessment. 
【第8回】
①事前学修課題：Review Units 1-3 vocabulary, grammar and conversation routines for the mid-term 
assessment.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 4, 1-5 all Online Vocabulary and Grammar activities
【第9回】
①事前学修課題：Do Unit 4, 1-5 all Online Vocabulary and Grammar activities
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 4 online conversation and video 
activities.
【第10回】
①事前学修課題：Complete all Unit 4 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 5, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
【第11回】
①事前学修課題：Do Unit 5, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 5 online conversation and video 
activities.
【第12回】
①事前学修課題：Complete all Unit 5 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 6, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
【第13回】
①事前学修課題：Do Unit 6, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 6 online conversation and video 
activities.
【第14回】
①事前学修課題：Complete all Unit 6 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Review Units 4-6 vocabulary, grammar and listening. Prepare for the final assessment.
【第15回】
①事前学修課題：Review Units 4-6 vocabulary, grammar and listening for the final assessment..
②事後学修課題：Submit the final examination. Listen to English during the summer break.

課題に対するフィードバックの方法

1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom. 
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class. 
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.

成績評価の方法・基準（方針）

You will be graded in class on dialog performance, pair work activities and class activities (30%). 
There will be regular vocabulary and grammar quizzes (20%). Homework and other textbook assignments 
will also be graded (20%). During the semester there will be 2 tests: a mid-term and end-of-term 
evaluation (20%). There will be a final examination (10%)

成績評価の種類 評価割合
（％）

評価方法・割合 評価対象となる到達目標

オーラルイングリッシュⅢ



授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

70

20

0

10

0

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

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

none

final examination (10%)

none

1,2,3,4

1,2,3,4

1,2,3,4

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

参考書 Smart Choice 1 Online Practice (optional)

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

オーラルイングリッシュⅢ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10303114

オーラルイングリッシュⅢ

P.L.ストリックランド

P.L.ストリックランド

2年

授業の目的・概要

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

到達目標

At the end of the course, you will be able to:
① converse in English in various situations
② carry on longer and longer conversations
③ increase your productive vocabulary
④ be able to use basic English grammar when speaking

授業計画

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

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 1単位

実務家教員による授業 －

オーラルイングリッシュⅢ



内容・方法：Review of units 4-6 and explanation of final assessment.

事前事後の学習

授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。

【第1回】
①事前学修課題：Buy the textbook Register for Google Classroom.
②事後学修課題：Homework assignments and Unit 1, 1-5 オンラインOnline Vocabulary and Grammar 
activities 
【第2回】
①事前学修課題：Do Unit 1-1-5 オンラインOnline Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignment and do Unit 1-All オンラインOnline activities 
【第3回】
①事前学修課題：Complete all online conversation and video activities for Unit 1.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 2, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities 
【第4回】
①事前学修課題：Do Unit 2, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 2 online conversation and video activities
【第5回】
①事前学修課題：Complete all Unit 2 online conversation and video activities
②事後学修課題：Homework assignments do Unit 3, 1-5, Online Vocabulary and Grammar activities.
【第6回】
①事前学修課題：Do Unit 3, 1-5, Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 3 online conversation and video 
activities.
【第7回】
①事前学修課題：Complete all Unit 3 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Review Units 1-3 vocabulary, grammar and conversation routines. Prepare for the mid-
term assessment. 
【第8回】
①事前学修課題：Review Units 1-3 vocabulary, grammar and conversation routines for the mid-term 
assessment.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 4, 1-5 all Online Vocabulary and Grammar activities
【第9回】
①事前学修課題：Do Unit 4, 1-5 all Online Vocabulary and Grammar activities
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 4 online conversation and video 
activities.
【第10回】
①事前学修課題：Complete all Unit 4 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 5, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
【第11回】
①事前学修課題：Do Unit 5, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 5 online conversation and video 
activities.
【第12回】
①事前学修課題：Complete all Unit 5 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 6, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
【第13回】
①事前学修課題：Do Unit 6, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 6 online conversation and video 
activities.
【第14回】
①事前学修課題：Complete all Unit 6 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Review Units 4-6 vocabulary, grammar and listening. Prepare for the final assessment.
【第15回】
①事前学修課題：Review Units 4-6 vocabulary, grammar and listening for the final assessment..
②事後学修課題：Submit the final examination. Listen to English during the summer break.

課題に対するフィードバックの方法

1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom. 
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class. 
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.

成績評価の方法・基準（方針）

You will be graded in class on dialog performance, pair work activities and class activities (30%). 
There will be regular vocabulary and grammar quizzes (20%). Homework and other textbook assignments 
will also be graded (20%). During the semester there will be 2 tests: a mid-term and end-of-term 
evaluation (20%). There will be a final examination (10%)

成績評価の種類 評価割合
（％）

評価方法・割合 評価対象となる到達目標

オーラルイングリッシュⅢ



授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

70

20

0

10

0

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

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

none

final examination (10%)

none

1,2,3,4

1,2,3,4

1,2,3,4

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

参考書 Smart Choice 1 Online Practice (optional)

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

オーラルイングリッシュⅢ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10303115

オーラルイングリッシュⅢ

A.ナデュー

A.ナデュー

2年

授業の目的・概要

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

到達目標

At the end of the course, you will be able to:
① converse in English in various situations
② carry on longer and longer conversations
③ increase your productive vocabulary
④ be able to use basic English grammar when speaking

授業計画

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

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 1単位

実務家教員による授業 －

オーラルイングリッシュⅢ



内容・方法：Review of units 4-6 and explanation of final assessment.

事前事後の学習

授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。

【第1回】
①事前学修課題：Buy the textbook Register for Google Classroom.
②事後学修課題：Homework assignments and Unit 1, 1-5 オンラインOnline Vocabulary and Grammar 
activities 
【第2回】
①事前学修課題：Do Unit 1-1-5 オンラインOnline Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignment and do Unit 1-All オンラインOnline activities 
【第3回】
①事前学修課題：Complete all online conversation and video activities for Unit 1.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 2, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities 
【第4回】
①事前学修課題：Do Unit 2, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 2 online conversation and video activities
【第5回】
①事前学修課題：Complete all Unit 2 online conversation and video activities
②事後学修課題：Homework assignments do Unit 3, 1-5, Online Vocabulary and Grammar activities.
【第6回】
①事前学修課題：Do Unit 3, 1-5, Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 3 online conversation and video 
activities.
【第7回】
①事前学修課題：Complete all Unit 3 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Review Units 1-3 vocabulary, grammar and conversation routines. Prepare for the mid-
term assessment. 
【第8回】
①事前学修課題：Review Units 1-3 vocabulary, grammar and conversation routines for the mid-term 
assessment.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 4, 1-5 all Online Vocabulary and Grammar activities
【第9回】
①事前学修課題：Do Unit 4, 1-5 all Online Vocabulary and Grammar activities
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 4 online conversation and video 
activities.
【第10回】
①事前学修課題：Complete all Unit 4 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 5, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
【第11回】
①事前学修課題：Do Unit 5, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 5 online conversation and video 
activities.
【第12回】
①事前学修課題：Complete all Unit 5 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 6, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
【第13回】
①事前学修課題：Do Unit 6, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 6 online conversation and video 
activities.
【第14回】
①事前学修課題：Complete all Unit 6 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Review Units 4-6 vocabulary, grammar and listening. Prepare for the final assessment.
【第15回】
①事前学修課題：Review Units 4-6 vocabulary, grammar and listening for the final assessment..
②事後学修課題：Submit the final examination. Listen to English during the summer break.

課題に対するフィードバックの方法

1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom. 
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class. 
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.

成績評価の方法・基準（方針）

You will be graded in class on dialog performance, pair work activities and class activities (30%). 
There will be regular vocabulary and grammar quizzes (20%). Homework and other textbook assignments 
will also be graded (20%). During the semester there will be 2 tests: a mid-term and end-of-term 
evaluation (20%). There will be a final examination (10%)

成績評価の種類 評価割合
（％）

評価方法・割合 評価対象となる到達目標

オーラルイングリッシュⅢ



授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

70

20

0

10

0

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

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

none

final examination (10%)

none

1,2,3,4

1,2,3,4

1,2,3,4

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

参考書 Smart Choice 1 Online Practice (optional)

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

オーラルイングリッシュⅢ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10303116

オーラルイングリッシュⅢ

G.S.ジョン-バプティースト

G.S.ジョン-バプティースト

2年

授業の目的・概要

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

到達目標

At the end of the course, you will be able to:
① converse in English in various situations
② carry on longer and longer conversations
③ increase your productive vocabulary
④ be able to use basic English grammar when speaking

授業計画

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

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 1単位

実務家教員による授業 －

オーラルイングリッシュⅢ



内容・方法：Review of units 4-6 and explanation of final assessment.

事前事後の学習

授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。

【第1回】
①事前学修課題：Buy the textbook Register for Google Classroom.
②事後学修課題：Homework assignments and Unit 1, 1-5 オンラインOnline Vocabulary and Grammar 
activities 
【第2回】
①事前学修課題：Do Unit 1-1-5 オンラインOnline Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignment and do Unit 1-All オンラインOnline activities 
【第3回】
①事前学修課題：Complete all online conversation and video activities for Unit 1.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 2, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities 
【第4回】
①事前学修課題：Do Unit 2, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 2 online conversation and video activities
【第5回】
①事前学修課題：Complete all Unit 2 online conversation and video activities
②事後学修課題：Homework assignments do Unit 3, 1-5, Online Vocabulary and Grammar activities.
【第6回】
①事前学修課題：Do Unit 3, 1-5, Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 3 online conversation and video 
activities.
【第7回】
①事前学修課題：Complete all Unit 3 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Review Units 1-3 vocabulary, grammar and conversation routines. Prepare for the mid-
term assessment. 
【第8回】
①事前学修課題：Review Units 1-3 vocabulary, grammar and conversation routines for the mid-term 
assessment.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 4, 1-5 all Online Vocabulary and Grammar activities
【第9回】
①事前学修課題：Do Unit 4, 1-5 all Online Vocabulary and Grammar activities
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 4 online conversation and video 
activities.
【第10回】
①事前学修課題：Complete all Unit 4 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 5, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
【第11回】
①事前学修課題：Do Unit 5, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 5 online conversation and video 
activities.
【第12回】
①事前学修課題：Complete all Unit 5 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 6, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
【第13回】
①事前学修課題：Do Unit 6, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 6 online conversation and video 
activities.
【第14回】
①事前学修課題：Complete all Unit 6 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Review Units 4-6 vocabulary, grammar and listening. Prepare for the final assessment.
【第15回】
①事前学修課題：Review Units 4-6 vocabulary, grammar and listening for the final assessment..
②事後学修課題：Submit the final examination. Listen to English during the summer break.

課題に対するフィードバックの方法

1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom. 
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class. 
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.

成績評価の方法・基準（方針）

You will be graded in class on dialog performance, pair work activities and class activities (30%). 
There will be regular vocabulary and grammar quizzes (20%). Homework and other textbook assignments 
will also be graded (20%). During the semester there will be 2 tests: a mid-term and end-of-term 
evaluation (20%). There will be a final examination (10%)

成績評価の種類 評価割合
（％）

評価方法・割合 評価対象となる到達目標

オーラルイングリッシュⅢ



授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

70

20

0

10

0

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

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

none

final examination (10%)

none

1,2,3,4

1,2,3,4

1,2,3,4

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

参考書 Smart Choice 1 Online Practice (optional)

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

オーラルイングリッシュⅢ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10303117

オーラルイングリッシュⅢ

P.ベイリー

P.ベイリー

2年

授業の目的・概要

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

到達目標

At the end of the course, you will be able to:
① converse in English in various situations
② carry on longer and longer conversations
③ increase your productive vocabulary
④ be able to use basic English grammar when speaking

授業計画

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

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 1単位

実務家教員による授業 －

オーラルイングリッシュⅢ



内容・方法：Review of units 4-6 and explanation of final assessment.

事前事後の学習

授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。

【第1回】
①事前学修課題：Buy the textbook Register for Google Classroom.
②事後学修課題：Homework assignments and Unit 1, 1-5 オンラインOnline Vocabulary and Grammar 
activities 
【第2回】
①事前学修課題：Do Unit 1-1-5 オンラインOnline Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignment and do Unit 1-All オンラインOnline activities 
【第3回】
①事前学修課題：Complete all online conversation and video activities for Unit 1.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 2, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities 
【第4回】
①事前学修課題：Do Unit 2, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 2 online conversation and video activities
【第5回】
①事前学修課題：Complete all Unit 2 online conversation and video activities
②事後学修課題：Homework assignments do Unit 3, 1-5, Online Vocabulary and Grammar activities.
【第6回】
①事前学修課題：Do Unit 3, 1-5, Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 3 online conversation and video 
activities.
【第7回】
①事前学修課題：Complete all Unit 3 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Review Units 1-3 vocabulary, grammar and conversation routines. Prepare for the mid-
term assessment. 
【第8回】
①事前学修課題：Review Units 1-3 vocabulary, grammar and conversation routines for the mid-term 
assessment.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 4, 1-5 all Online Vocabulary and Grammar activities
【第9回】
①事前学修課題：Do Unit 4, 1-5 all Online Vocabulary and Grammar activities
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 4 online conversation and video 
activities.
【第10回】
①事前学修課題：Complete all Unit 4 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 5, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
【第11回】
①事前学修課題：Do Unit 5, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 5 online conversation and video 
activities.
【第12回】
①事前学修課題：Complete all Unit 5 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 6, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
【第13回】
①事前学修課題：Do Unit 6, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 6 online conversation and video 
activities.
【第14回】
①事前学修課題：Complete all Unit 6 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Review Units 4-6 vocabulary, grammar and listening. Prepare for the final assessment.
【第15回】
①事前学修課題：Review Units 4-6 vocabulary, grammar and listening for the final assessment..
②事後学修課題：Submit the final examination. Listen to English during the summer break.

課題に対するフィードバックの方法

1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom. 
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class. 
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.

成績評価の方法・基準（方針）

You will be graded in class on dialog performance, pair work activities and class activities (30%). 
There will be regular vocabulary and grammar quizzes (20%). Homework and other textbook assignments 
will also be graded (20%). During the semester there will be 2 tests: a mid-term and end-of-term 
evaluation (20%). There will be a final examination (10%)

成績評価の種類 評価割合
（％）

評価方法・割合 評価対象となる到達目標

オーラルイングリッシュⅢ



授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

70

20

0

10

0

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

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

none

final examination (10%)

none

1,2,3,4

1,2,3,4

1,2,3,4

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

参考書 Smart Choice 1 Online Practice (optional)

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

オーラルイングリッシュⅢ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10303118

オーラルイングリッシュⅢ

M.ポスト

M.ポスト

2年

授業の目的・概要

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

到達目標

At the end of the course, you will be able to:
① converse in English in various situations
② carry on longer and longer conversations
③ increase your productive vocabulary
④ be able to use basic English grammar when speaking

授業計画

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

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 1単位

実務家教員による授業 －

オーラルイングリッシュⅢ



内容・方法：Review of units 4-6 and explanation of final assessment.

事前事後の学習

授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。

【第1回】
①事前学修課題：Buy the textbook Register for Google Classroom.
②事後学修課題：Homework assignments and Unit 1, 1-5 オンラインOnline Vocabulary and Grammar 
activities 
【第2回】
①事前学修課題：Do Unit 1-1-5 オンラインOnline Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignment and do Unit 1-All オンラインOnline activities 
【第3回】
①事前学修課題：Complete all online conversation and video activities for Unit 1.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 2, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities 
【第4回】
①事前学修課題：Do Unit 2, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 2 online conversation and video activities
【第5回】
①事前学修課題：Complete all Unit 2 online conversation and video activities
②事後学修課題：Homework assignments do Unit 3, 1-5, Online Vocabulary and Grammar activities.
【第6回】
①事前学修課題：Do Unit 3, 1-5, Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 3 online conversation and video 
activities.
【第7回】
①事前学修課題：Complete all Unit 3 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Review Units 1-3 vocabulary, grammar and conversation routines. Prepare for the mid-
term assessment. 
【第8回】
①事前学修課題：Review Units 1-3 vocabulary, grammar and conversation routines for the mid-term 
assessment.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 4, 1-5 all Online Vocabulary and Grammar activities
【第9回】
①事前学修課題：Do Unit 4, 1-5 all Online Vocabulary and Grammar activities
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 4 online conversation and video 
activities.
【第10回】
①事前学修課題：Complete all Unit 4 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 5, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
【第11回】
①事前学修課題：Do Unit 5, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 5 online conversation and video 
activities.
【第12回】
①事前学修課題：Complete all Unit 5 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 6, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
【第13回】
①事前学修課題：Do Unit 6, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 6 online conversation and video 
activities.
【第14回】
①事前学修課題：Complete all Unit 6 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Review Units 4-6 vocabulary, grammar and listening. Prepare for the final assessment.
【第15回】
①事前学修課題：Review Units 4-6 vocabulary, grammar and listening for the final assessment..
②事後学修課題：Submit the final examination. Listen to English during the summer break.

課題に対するフィードバックの方法

1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom. 
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class. 
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.

成績評価の方法・基準（方針）

You will be graded in class on dialog performance, pair work activities and class activities (30%). 
There will be regular vocabulary and grammar quizzes (20%). Homework and other textbook assignments 
will also be graded (20%). During the semester there will be 2 tests: a mid-term and end-of-term 
evaluation (20%). There will be a final examination (10%)

成績評価の種類 評価割合
（％）

評価方法・割合 評価対象となる到達目標

オーラルイングリッシュⅢ



授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

70

20

0

10

0

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

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

none

final examination (10%)

none

1,2,3,4

1,2,3,4

1,2,3,4

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

参考書 Smart Choice 1 Online Practice (optional)

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

オーラルイングリッシュⅢ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10303119

オーラルイングリッシュⅢ

S.N.ゴーフ

S.N.ゴーフ

2年

授業の目的・概要

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

到達目標

At the end of the course, you will be able to:
① converse in English in various situations
② carry on longer and longer conversations
③ increase your productive vocabulary
④ be able to use basic English grammar when speaking

授業計画

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

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 1単位

実務家教員による授業 －

オーラルイングリッシュⅢ



内容・方法：Review of units 4-6 and explanation of final assessment.

事前事後の学習

授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。

【第1回】
①事前学修課題：Buy the textbook Register for Google Classroom.
②事後学修課題：Homework assignments and Unit 1, 1-5 オンラインOnline Vocabulary and Grammar 
activities 
【第2回】
①事前学修課題：Do Unit 1-1-5 オンラインOnline Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignment and do Unit 1-All オンラインOnline activities 
【第3回】
①事前学修課題：Complete all online conversation and video activities for Unit 1.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 2, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities 
【第4回】
①事前学修課題：Do Unit 2, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 2 online conversation and video activities
【第5回】
①事前学修課題：Complete all Unit 2 online conversation and video activities
②事後学修課題：Homework assignments do Unit 3, 1-5, Online Vocabulary and Grammar activities.
【第6回】
①事前学修課題：Do Unit 3, 1-5, Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 3 online conversation and video 
activities.
【第7回】
①事前学修課題：Complete all Unit 3 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Review Units 1-3 vocabulary, grammar and conversation routines. Prepare for the mid-
term assessment. 
【第8回】
①事前学修課題：Review Units 1-3 vocabulary, grammar and conversation routines for the mid-term 
assessment.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 4, 1-5 all Online Vocabulary and Grammar activities
【第9回】
①事前学修課題：Do Unit 4, 1-5 all Online Vocabulary and Grammar activities
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 4 online conversation and video 
activities.
【第10回】
①事前学修課題：Complete all Unit 4 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 5, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
【第11回】
①事前学修課題：Do Unit 5, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 5 online conversation and video 
activities.
【第12回】
①事前学修課題：Complete all Unit 5 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 6, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
【第13回】
①事前学修課題：Do Unit 6, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 6 online conversation and video 
activities.
【第14回】
①事前学修課題：Complete all Unit 6 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Review Units 4-6 vocabulary, grammar and listening. Prepare for the final assessment.
【第15回】
①事前学修課題：Review Units 4-6 vocabulary, grammar and listening for the final assessment..
②事後学修課題：Submit the final examination. Listen to English during the summer break.

課題に対するフィードバックの方法

1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom. 
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class. 
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.

成績評価の方法・基準（方針）

You will be graded in class on dialog performance, pair work activities and class activities (30%). 
There will be regular vocabulary and grammar quizzes (20%). Homework and other textbook assignments 
will also be graded (20%). During the semester there will be 2 tests: a mid-term and end-of-term 
evaluation (20%). There will be a final examination (10%)

成績評価の種類 評価割合
（％）

評価方法・割合 評価対象となる到達目標

オーラルイングリッシュⅢ



授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

70

20

0

10

0

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

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

none

final examination (10%)

none

1,2,3,4

1,2,3,4

1,2,3,4

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

参考書 Smart Choice 1 Online Practice (optional)

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

オーラルイングリッシュⅢ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10303151

オーラルイングリッシュⅢ

T.M.パレ

T.M.パレ

2年

授業の目的・概要

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

到達目標

At the end of the course, you will be able to:
① converse in English in various situations
② carry on longer and longer conversations
③ increase your productive vocabulary
④ be able to use basic English grammar when speaking

授業計画

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

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 1単位

実務家教員による授業 －

オーラルイングリッシュⅢ



内容・方法：Review of units 4-6 and explanation of final assessment.

事前事後の学習

授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。

【第1回】
①事前学修課題：Buy the textbook Register for Google Classroom.
②事後学修課題：Homework assignments and Unit 1, 1-5 オンラインOnline Vocabulary and Grammar 
activities 
【第2回】
①事前学修課題：Do Unit 1-1-5 オンラインOnline Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignment and do Unit 1-All オンラインOnline activities 
【第3回】
①事前学修課題：Complete all online conversation and video activities for Unit 1.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 2, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities 
【第4回】
①事前学修課題：Do Unit 2, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 2 online conversation and video activities
【第5回】
①事前学修課題：Complete all Unit 2 online conversation and video activities
②事後学修課題：Homework assignments do Unit 3, 1-5, Online Vocabulary and Grammar activities.
【第6回】
①事前学修課題：Do Unit 3, 1-5, Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 3 online conversation and video 
activities.
【第7回】
①事前学修課題：Complete all Unit 3 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Review Units 1-3 vocabulary, grammar and conversation routines. Prepare for the mid-
term assessment. 
【第8回】
①事前学修課題：Review Units 1-3 vocabulary, grammar and conversation routines for the mid-term 
assessment.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 4, 1-5 all Online Vocabulary and Grammar activities
【第9回】
①事前学修課題：Do Unit 4, 1-5 all Online Vocabulary and Grammar activities
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 4 online conversation and video 
activities.
【第10回】
①事前学修課題：Complete all Unit 4 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 5, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
【第11回】
①事前学修課題：Do Unit 5, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 5 online conversation and video 
activities.
【第12回】
①事前学修課題：Complete all Unit 5 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 6, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
【第13回】
①事前学修課題：Do Unit 6, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 6 online conversation and video 
activities.
【第14回】
①事前学修課題：Complete all Unit 6 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Review Units 4-6 vocabulary, grammar and listening. Prepare for the final assessment.
【第15回】
①事前学修課題：Review Units 4-6 vocabulary, grammar and listening for the final assessment..
②事後学修課題：Submit the final examination. Listen to English during the summer break.

課題に対するフィードバックの方法

1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom. 
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class. 
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.

成績評価の方法・基準（方針）

You will be graded in class on dialog performance, pair work activities and class activities (30%). 
There will be regular vocabulary and grammar quizzes (20%). Homework and other textbook assignments 
will also be graded (20%). During the semester there will be 2 tests: a mid-term and end-of-term 
evaluation (20%). There will be a final examination (10%)

成績評価の種類 評価割合
（％）

評価方法・割合 評価対象となる到達目標

オーラルイングリッシュⅢ



授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

70

20

0

10

0

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

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

none

final examination (10%)

none

1,2,3,4

1,2,3,4

1,2,3,4

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

参考書 Smart Choice 1 Online Practice (optional)

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

オーラルイングリッシュⅢ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10303152

オーラルイングリッシュⅢ

M.ウィルモット

M.ウィルモット

2年

授業の目的・概要

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

到達目標

At the end of the course, you will be able to:
① converse in English in various situations
② carry on longer and longer conversations
③ increase your productive vocabulary
④ be able to use basic English grammar when speaking

授業計画

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

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 1単位

実務家教員による授業 －

オーラルイングリッシュⅢ



内容・方法：Review of units 4-6 and explanation of final assessment.

事前事後の学習

授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。

【第1回】
①事前学修課題：Buy the textbook Register for Google Classroom.
②事後学修課題：Homework assignments and Unit 1, 1-5 オンラインOnline Vocabulary and Grammar 
activities 
【第2回】
①事前学修課題：Do Unit 1-1-5 オンラインOnline Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignment and do Unit 1-All オンラインOnline activities 
【第3回】
①事前学修課題：Complete all online conversation and video activities for Unit 1.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 2, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities 
【第4回】
①事前学修課題：Do Unit 2, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 2 online conversation and video activities
【第5回】
①事前学修課題：Complete all Unit 2 online conversation and video activities
②事後学修課題：Homework assignments do Unit 3, 1-5, Online Vocabulary and Grammar activities.
【第6回】
①事前学修課題：Do Unit 3, 1-5, Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 3 online conversation and video 
activities.
【第7回】
①事前学修課題：Complete all Unit 3 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Review Units 1-3 vocabulary, grammar and conversation routines. Prepare for the mid-
term assessment. 
【第8回】
①事前学修課題：Review Units 1-3 vocabulary, grammar and conversation routines for the mid-term 
assessment.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 4, 1-5 all Online Vocabulary and Grammar activities
【第9回】
①事前学修課題：Do Unit 4, 1-5 all Online Vocabulary and Grammar activities
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 4 online conversation and video 
activities.
【第10回】
①事前学修課題：Complete all Unit 4 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 5, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
【第11回】
①事前学修課題：Do Unit 5, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 5 online conversation and video 
activities.
【第12回】
①事前学修課題：Complete all Unit 5 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 6, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
【第13回】
①事前学修課題：Do Unit 6, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 6 online conversation and video 
activities.
【第14回】
①事前学修課題：Complete all Unit 6 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Review Units 4-6 vocabulary, grammar and listening. Prepare for the final assessment.
【第15回】
①事前学修課題：Review Units 4-6 vocabulary, grammar and listening for the final assessment..
②事後学修課題：Submit the final examination. Listen to English during the summer break.

課題に対するフィードバックの方法

1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom. 
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class. 
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.

成績評価の方法・基準（方針）

You will be graded in class on dialog performance, pair work activities and class activities (30%). 
There will be regular vocabulary and grammar quizzes (20%). Homework and other textbook assignments 
will also be graded (20%). During the semester there will be 2 tests: a mid-term and end-of-term 
evaluation (20%). There will be a final examination (10%)

成績評価の種類 評価割合
（％）

評価方法・割合 評価対象となる到達目標

オーラルイングリッシュⅢ



授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

70

20

0

10

0

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

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

none

final examination (10%)

none

1,2,3,4

1,2,3,4

1,2,3,4

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

参考書 Smart Choice 1 Online Practice (optional)

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

オーラルイングリッシュⅢ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10303213

オーラルイングリッシュⅣ

J.A.マクナブ

J.A.マクナブ

2年

授業の目的・概要

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

到達目標

At the end of the course, you will be able to:
① converse in English in various situations
② carry on longer and longer conversations
③ increase your productive vocabulary
④ be able to use basic English grammar when speaking

授業計画

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

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 1単位

実務家教員による授業 －

オーラルイングリッシュⅣ



内容・方法：Review of units 10-12 and explanation of final assessment.

事前事後の学習

授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。

【第1回】
①事前学修課題：Buy the textbook Register for Google Classroom.
②事後学修課題：Homework assignments and Unit 1, 1-5 オンラインOnline Vocabulary and Grammar 
activities 
【第2回】
①事前学修課題：Do Unit 1-1-5 オンラインOnline Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignment and do Unit 1-All オンラインOnline activities 
【第3回】
①事前学修課題：Complete all online conversation and video activities for Unit 1.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 2, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities 
【第4回】
①事前学修課題：Do Unit 2, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 2 online conversation and video activities
【第5回】
①事前学修課題：Complete all Unit 2 online conversation and video activities
②事後学修課題：Homework assignments do Unit 3, 1-5, Online Vocabulary and Grammar activities.
【第6回】
①事前学修課題：Do Unit 3, 1-5, Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 3 online conversation and video 
activities.
【第7回】
①事前学修課題：Complete all Unit 3 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Review Units 1-3 vocabulary, grammar and conversation routines. Prepare for the mid-
term assessment. 
【第8回】
①事前学修課題：Review Units 1-3 vocabulary, grammar and conversation routines for the mid-term 
assessment.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 4, 1-5 all Online Vocabulary and Grammar activities
【第9回】
①事前学修課題：Do Unit 4, 1-5 all Online Vocabulary and Grammar activities
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 4 online conversation and video 
activities.
【第10回】
①事前学修課題：Complete all Unit 4 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 5, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
【第11回】
①事前学修課題：Do Unit 5, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 5 online conversation and video 
activities.
【第12回】
①事前学修課題：Complete all Unit 5 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 6, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
【第13回】
①事前学修課題：Do Unit 6, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 6 online conversation and video 
activities.
【第14回】
①事前学修課題：Complete all Unit 6 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Review Units 4-6 vocabulary, grammar and listening. Prepare for the final assessment.
【第15回】
①事前学修課題：Review Units 4-6 vocabulary, grammar and listening for the final assessment..
②事後学修課題：Submit the final examination.

課題に対するフィードバックの方法

1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom. 
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class. 
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.

成績評価の方法・基準（方針）

You will be graded in class on dialog performance, pair work activities and class activities (30%). 
There will be regular vocabulary and grammar quizzes (20%). Homework and other textbook assignments 
will also be graded (20%). During the semester there will be 2 tests: a mid-term and end-of-term 
evaluation (20%). There will be a final examination (10%)

成績評価の種類 評価割合
（％）

評価方法・割合 評価対象となる到達目標

オーラルイングリッシュⅣ



授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

70

20

0

10

0

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

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

none

final examination (10%)

none

1,2,3,4

1,2,3,4

1,2,3,4

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

参考書 Smart Choice 1 Online Practice (optional)

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

オーラルイングリッシュⅣ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10303214

オーラルイングリッシュⅣ

P.L.ストリックランド

P.L.ストリックランド

2年

授業の目的・概要

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

到達目標

At the end of the course, you will be able to:
① converse in English in various situations
② carry on longer and longer conversations
③ increase your productive vocabulary
④ be able to use basic English grammar when speaking

授業計画

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

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 1単位

実務家教員による授業 －

オーラルイングリッシュⅣ



内容・方法：Review of units 10-12 and explanation of final assessment.

事前事後の学習

授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。

【第1回】
①事前学修課題：Buy the textbook Register for Google Classroom.
②事後学修課題：Homework assignments and Unit 1, 1-5 オンラインOnline Vocabulary and Grammar 
activities 
【第2回】
①事前学修課題：Do Unit 1-1-5 オンラインOnline Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignment and do Unit 1-All オンラインOnline activities 
【第3回】
①事前学修課題：Complete all online conversation and video activities for Unit 1.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 2, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities 
【第4回】
①事前学修課題：Do Unit 2, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 2 online conversation and video activities
【第5回】
①事前学修課題：Complete all Unit 2 online conversation and video activities
②事後学修課題：Homework assignments do Unit 3, 1-5, Online Vocabulary and Grammar activities.
【第6回】
①事前学修課題：Do Unit 3, 1-5, Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 3 online conversation and video 
activities.
【第7回】
①事前学修課題：Complete all Unit 3 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Review Units 1-3 vocabulary, grammar and conversation routines. Prepare for the mid-
term assessment. 
【第8回】
①事前学修課題：Review Units 1-3 vocabulary, grammar and conversation routines for the mid-term 
assessment.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 4, 1-5 all Online Vocabulary and Grammar activities
【第9回】
①事前学修課題：Do Unit 4, 1-5 all Online Vocabulary and Grammar activities
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 4 online conversation and video 
activities.
【第10回】
①事前学修課題：Complete all Unit 4 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 5, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
【第11回】
①事前学修課題：Do Unit 5, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 5 online conversation and video 
activities.
【第12回】
①事前学修課題：Complete all Unit 5 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 6, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
【第13回】
①事前学修課題：Do Unit 6, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 6 online conversation and video 
activities.
【第14回】
①事前学修課題：Complete all Unit 6 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Review Units 4-6 vocabulary, grammar and listening. Prepare for the final assessment.
【第15回】
①事前学修課題：Review Units 4-6 vocabulary, grammar and listening for the final assessment..
②事後学修課題：Submit the final examination.

課題に対するフィードバックの方法

1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom. 
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class. 
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.

成績評価の方法・基準（方針）

You will be graded in class on dialog performance, pair work activities and class activities (30%). 
There will be regular vocabulary and grammar quizzes (20%). Homework and other textbook assignments 
will also be graded (20%). During the semester there will be 2 tests: a mid-term and end-of-term 
evaluation (20%). There will be a final examination (10%)

成績評価の種類 評価割合
（％）

評価方法・割合 評価対象となる到達目標

オーラルイングリッシュⅣ



授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

70

20

0

10

0

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

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

none

final examination (10%)

none

1,2,3,4

1,2,3,4

1,2,3,4

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

参考書 Smart Choice 1 Online Practice (optional)

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

オーラルイングリッシュⅣ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10303215

オーラルイングリッシュⅣ

A.ナデュー

A.ナデュー

2年

授業の目的・概要

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

到達目標

At the end of the course, you will be able to:
① converse in English in various situations
② carry on longer and longer conversations
③ increase your productive vocabulary
④ be able to use basic English grammar when speaking

授業計画

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

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 1単位

実務家教員による授業 －

オーラルイングリッシュⅣ



内容・方法：Review of units 10-12 and explanation of final assessment.

事前事後の学習

授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。

【第1回】
①事前学修課題：Buy the textbook Register for Google Classroom.
②事後学修課題：Homework assignments and Unit 1, 1-5 オンラインOnline Vocabulary and Grammar 
activities 
【第2回】
①事前学修課題：Do Unit 1-1-5 オンラインOnline Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignment and do Unit 1-All オンラインOnline activities 
【第3回】
①事前学修課題：Complete all online conversation and video activities for Unit 1.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 2, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities 
【第4回】
①事前学修課題：Do Unit 2, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 2 online conversation and video activities
【第5回】
①事前学修課題：Complete all Unit 2 online conversation and video activities
②事後学修課題：Homework assignments do Unit 3, 1-5, Online Vocabulary and Grammar activities.
【第6回】
①事前学修課題：Do Unit 3, 1-5, Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 3 online conversation and video 
activities.
【第7回】
①事前学修課題：Complete all Unit 3 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Review Units 1-3 vocabulary, grammar and conversation routines. Prepare for the mid-
term assessment. 
【第8回】
①事前学修課題：Review Units 1-3 vocabulary, grammar and conversation routines for the mid-term 
assessment.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 4, 1-5 all Online Vocabulary and Grammar activities
【第9回】
①事前学修課題：Do Unit 4, 1-5 all Online Vocabulary and Grammar activities
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 4 online conversation and video 
activities.
【第10回】
①事前学修課題：Complete all Unit 4 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 5, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
【第11回】
①事前学修課題：Do Unit 5, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 5 online conversation and video 
activities.
【第12回】
①事前学修課題：Complete all Unit 5 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 6, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
【第13回】
①事前学修課題：Do Unit 6, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 6 online conversation and video 
activities.
【第14回】
①事前学修課題：Complete all Unit 6 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Review Units 4-6 vocabulary, grammar and listening. Prepare for the final assessment.
【第15回】
①事前学修課題：Review Units 4-6 vocabulary, grammar and listening for the final assessment..
②事後学修課題：Submit the final examination.

課題に対するフィードバックの方法

1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom. 
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class. 
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.

成績評価の方法・基準（方針）

You will be graded in class on dialog performance, pair work activities and class activities (30%). 
There will be regular vocabulary and grammar quizzes (20%). Homework and other textbook assignments 
will also be graded (20%). During the semester there will be 2 tests: a mid-term and end-of-term 
evaluation (20%). There will be a final examination (10%)

成績評価の種類 評価割合
（％）

評価方法・割合 評価対象となる到達目標

オーラルイングリッシュⅣ



授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

70

20

0

10

0

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

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

none

final examination (10%)

none

1,2,3,4

1,2,3,4

1,2,3,4

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

参考書 Smart Choice 1 Online Practice (optional)

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

オーラルイングリッシュⅣ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10303216

オーラルイングリッシュⅣ

G.S.ジョン-バプティースト

G.S.ジョン-バプティースト

2年

授業の目的・概要

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

到達目標

At the end of the course, you will be able to:
① converse in English in various situations
② carry on longer and longer conversations
③ increase your productive vocabulary
④ be able to use basic English grammar when speaking

授業計画

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

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 1単位

実務家教員による授業 －

オーラルイングリッシュⅣ



内容・方法：Review of units 10-12 and explanation of final assessment.

事前事後の学習

授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。

【第1回】
①事前学修課題：Buy the textbook Register for Google Classroom.
②事後学修課題：Homework assignments and Unit 1, 1-5 オンラインOnline Vocabulary and Grammar 
activities 
【第2回】
①事前学修課題：Do Unit 1-1-5 オンラインOnline Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignment and do Unit 1-All オンラインOnline activities 
【第3回】
①事前学修課題：Complete all online conversation and video activities for Unit 1.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 2, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities 
【第4回】
①事前学修課題：Do Unit 2, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 2 online conversation and video activities
【第5回】
①事前学修課題：Complete all Unit 2 online conversation and video activities
②事後学修課題：Homework assignments do Unit 3, 1-5, Online Vocabulary and Grammar activities.
【第6回】
①事前学修課題：Do Unit 3, 1-5, Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 3 online conversation and video 
activities.
【第7回】
①事前学修課題：Complete all Unit 3 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Review Units 1-3 vocabulary, grammar and conversation routines. Prepare for the mid-
term assessment. 
【第8回】
①事前学修課題：Review Units 1-3 vocabulary, grammar and conversation routines for the mid-term 
assessment.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 4, 1-5 all Online Vocabulary and Grammar activities
【第9回】
①事前学修課題：Do Unit 4, 1-5 all Online Vocabulary and Grammar activities
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 4 online conversation and video 
activities.
【第10回】
①事前学修課題：Complete all Unit 4 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 5, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
【第11回】
①事前学修課題：Do Unit 5, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 5 online conversation and video 
activities.
【第12回】
①事前学修課題：Complete all Unit 5 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 6, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
【第13回】
①事前学修課題：Do Unit 6, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 6 online conversation and video 
activities.
【第14回】
①事前学修課題：Complete all Unit 6 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Review Units 4-6 vocabulary, grammar and listening. Prepare for the final assessment.
【第15回】
①事前学修課題：Review Units 4-6 vocabulary, grammar and listening for the final assessment..
②事後学修課題：Submit the final examination.

課題に対するフィードバックの方法

1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom. 
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class. 
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.

成績評価の方法・基準（方針）

You will be graded in class on dialog performance, pair work activities and class activities (30%). 
There will be regular vocabulary and grammar quizzes (20%). Homework and other textbook assignments 
will also be graded (20%). During the semester there will be 2 tests: a mid-term and end-of-term 
evaluation (20%). There will be a final examination (10%)

成績評価の種類 評価割合
（％）

評価方法・割合 評価対象となる到達目標

オーラルイングリッシュⅣ



授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

70

20

0

10

0

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

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

none

final examination (10%)

none

1,2,3,4

1,2,3,4

1,2,3,4

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

参考書 Smart Choice 1 Online Practice (optional)

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

オーラルイングリッシュⅣ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10303217

オーラルイングリッシュⅣ

P.ベイリー

P.ベイリー

2年

授業の目的・概要

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

到達目標

At the end of the course, you will be able to:
① converse in English in various situations
② carry on longer and longer conversations
③ increase your productive vocabulary
④ be able to use basic English grammar when speaking

授業計画

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

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 1単位

実務家教員による授業 －

オーラルイングリッシュⅣ



内容・方法：Review of units 10-12 and explanation of final assessment.

事前事後の学習

授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。

【第1回】
①事前学修課題：Buy the textbook Register for Google Classroom.
②事後学修課題：Homework assignments and Unit 1, 1-5 オンラインOnline Vocabulary and Grammar 
activities 
【第2回】
①事前学修課題：Do Unit 1-1-5 オンラインOnline Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignment and do Unit 1-All オンラインOnline activities 
【第3回】
①事前学修課題：Complete all online conversation and video activities for Unit 1.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 2, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities 
【第4回】
①事前学修課題：Do Unit 2, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 2 online conversation and video activities
【第5回】
①事前学修課題：Complete all Unit 2 online conversation and video activities
②事後学修課題：Homework assignments do Unit 3, 1-5, Online Vocabulary and Grammar activities.
【第6回】
①事前学修課題：Do Unit 3, 1-5, Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 3 online conversation and video 
activities.
【第7回】
①事前学修課題：Complete all Unit 3 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Review Units 1-3 vocabulary, grammar and conversation routines. Prepare for the mid-
term assessment. 
【第8回】
①事前学修課題：Review Units 1-3 vocabulary, grammar and conversation routines for the mid-term 
assessment.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 4, 1-5 all Online Vocabulary and Grammar activities
【第9回】
①事前学修課題：Do Unit 4, 1-5 all Online Vocabulary and Grammar activities
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 4 online conversation and video 
activities.
【第10回】
①事前学修課題：Complete all Unit 4 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 5, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
【第11回】
①事前学修課題：Do Unit 5, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 5 online conversation and video 
activities.
【第12回】
①事前学修課題：Complete all Unit 5 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 6, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
【第13回】
①事前学修課題：Do Unit 6, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 6 online conversation and video 
activities.
【第14回】
①事前学修課題：Complete all Unit 6 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Review Units 4-6 vocabulary, grammar and listening. Prepare for the final assessment.
【第15回】
①事前学修課題：Review Units 4-6 vocabulary, grammar and listening for the final assessment..
②事後学修課題：Submit the final examination.

課題に対するフィードバックの方法

1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom. 
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class. 
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.

成績評価の方法・基準（方針）

You will be graded in class on dialog performance, pair work activities and class activities (30%). 
There will be regular vocabulary and grammar quizzes (20%). Homework and other textbook assignments 
will also be graded (20%). During the semester there will be 2 tests: a mid-term and end-of-term 
evaluation (20%). There will be a final examination (10%)

成績評価の種類 評価割合
（％）

評価方法・割合 評価対象となる到達目標

オーラルイングリッシュⅣ



授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

70

20

0

10

0

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

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

none

final examination (10%)

none

1,2,3,4

1,2,3,4

1,2,3,4

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

参考書 Smart Choice 1 Online Practice (optional)

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

オーラルイングリッシュⅣ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10303218

オーラルイングリッシュⅣ

M.ポスト

M.ポスト

2年

授業の目的・概要

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

到達目標

At the end of the course, you will be able to:
① converse in English in various situations
② carry on longer and longer conversations
③ increase your productive vocabulary
④ be able to use basic English grammar when speaking

授業計画

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

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 1単位

実務家教員による授業 －

オーラルイングリッシュⅣ



内容・方法：Review of units 10-12 and explanation of final assessment.

事前事後の学習

授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。

【第1回】
①事前学修課題：Buy the textbook Register for Google Classroom.
②事後学修課題：Homework assignments and Unit 1, 1-5 オンラインOnline Vocabulary and Grammar 
activities 
【第2回】
①事前学修課題：Do Unit 1-1-5 オンラインOnline Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignment and do Unit 1-All オンラインOnline activities 
【第3回】
①事前学修課題：Complete all online conversation and video activities for Unit 1.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 2, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities 
【第4回】
①事前学修課題：Do Unit 2, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 2 online conversation and video activities
【第5回】
①事前学修課題：Complete all Unit 2 online conversation and video activities
②事後学修課題：Homework assignments do Unit 3, 1-5, Online Vocabulary and Grammar activities.
【第6回】
①事前学修課題：Do Unit 3, 1-5, Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 3 online conversation and video 
activities.
【第7回】
①事前学修課題：Complete all Unit 3 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Review Units 1-3 vocabulary, grammar and conversation routines. Prepare for the mid-
term assessment. 
【第8回】
①事前学修課題：Review Units 1-3 vocabulary, grammar and conversation routines for the mid-term 
assessment.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 4, 1-5 all Online Vocabulary and Grammar activities
【第9回】
①事前学修課題：Do Unit 4, 1-5 all Online Vocabulary and Grammar activities
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 4 online conversation and video 
activities.
【第10回】
①事前学修課題：Complete all Unit 4 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 5, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
【第11回】
①事前学修課題：Do Unit 5, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 5 online conversation and video 
activities.
【第12回】
①事前学修課題：Complete all Unit 5 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 6, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
【第13回】
①事前学修課題：Do Unit 6, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 6 online conversation and video 
activities.
【第14回】
①事前学修課題：Complete all Unit 6 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Review Units 4-6 vocabulary, grammar and listening. Prepare for the final assessment.
【第15回】
①事前学修課題：Review Units 4-6 vocabulary, grammar and listening for the final assessment..
②事後学修課題：Submit the final examination.

課題に対するフィードバックの方法

1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom. 
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class. 
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.

成績評価の方法・基準（方針）

You will be graded in class on dialog performance, pair work activities and class activities (30%). 
There will be regular vocabulary and grammar quizzes (20%). Homework and other textbook assignments 
will also be graded (20%). During the semester there will be 2 tests: a mid-term and end-of-term 
evaluation (20%). There will be a final examination (10%)

成績評価の種類 評価割合
（％）

評価方法・割合 評価対象となる到達目標

オーラルイングリッシュⅣ



授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

70

20

0

10

0

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

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

none

final examination (10%)

none

1,2,3,4

1,2,3,4

1,2,3,4

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

参考書 Smart Choice 1 Online Practice (optional)

履修条件・他の科目との関連 Notes:
1) You will get more information from the course teacher during the first class. This 
syllabus is subject to change. Changes will be announced in class.
詳細は、初回授業時にコース担当者から説明します。このシラバスは変更される可能性があります。
変更された場合は、授業中にお知らせします。
2) If you are absent 5 or more times without excuse, you cannot receive credit.
４回以上三者チェック席すると、単位を取得することができない。
3) If you are late 3 times, it will be counted as one absence.
遅刻３回は、欠席１回として認める。
4) If you arrive more than 30 minutes late to a 90-minute class (or 15 minutes late to a 45-
minute class) you may study, but you will be marked as absent.
90分の授業の場合遅刻は30分までとし、それを超えて遅刻した場合は、授業に参加することはでき
るが、三者チェック席扱いとなる。45分の授業の場合、遅刻は15分までとする。
5) Be sure to bring all necessary materials with you to class. In particular, please bring a 
smartphone/tablet/laptop and make sure it is charged. 
授業に必要なものは持参すること、特に充電済みのスマートフォン、タブレット、ノート型パソコンなどを
必携のこと。
6) No late homework or assignments will be accepted. 
期⽇を過ぎた宿題は評価されないので、期⽇を守って提出すること。
7) BYOD - you will need a laptop or tablet in class. A smartphone is not suitable for class 
activities.

オーラルイングリッシュⅣ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10303219

オーラルイングリッシュⅣ

S.N.ゴーフ

S.N.ゴーフ

2年

授業の目的・概要

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

到達目標

At the end of the course, you will be able to:
① converse in English in various situations
② carry on longer and longer conversations
③ increase your productive vocabulary
④ be able to use basic English grammar when speaking

授業計画

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

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 1単位

実務家教員による授業 －

オーラルイングリッシュⅣ



内容・方法：Review of units 10-12 and explanation of final assessment.

事前事後の学習

授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。

【第1回】
①事前学修課題：Buy the textbook Register for Google Classroom.
②事後学修課題：Homework assignments and Unit 1, 1-5 オンラインOnline Vocabulary and Grammar 
activities 
【第2回】
①事前学修課題：Do Unit 1-1-5 オンラインOnline Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignment and do Unit 1-All オンラインOnline activities 
【第3回】
①事前学修課題：Complete all online conversation and video activities for Unit 1.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 2, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities 
【第4回】
①事前学修課題：Do Unit 2, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 2 online conversation and video activities
【第5回】
①事前学修課題：Complete all Unit 2 online conversation and video activities
②事後学修課題：Homework assignments do Unit 3, 1-5, Online Vocabulary and Grammar activities.
【第6回】
①事前学修課題：Do Unit 3, 1-5, Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 3 online conversation and video 
activities.
【第7回】
①事前学修課題：Complete all Unit 3 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Review Units 1-3 vocabulary, grammar and conversation routines. Prepare for the mid-
term assessment. 
【第8回】
①事前学修課題：Review Units 1-3 vocabulary, grammar and conversation routines for the mid-term 
assessment.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 4, 1-5 all Online Vocabulary and Grammar activities
【第9回】
①事前学修課題：Do Unit 4, 1-5 all Online Vocabulary and Grammar activities
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 4 online conversation and video 
activities.
【第10回】
①事前学修課題：Complete all Unit 4 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 5, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
【第11回】
①事前学修課題：Do Unit 5, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 5 online conversation and video 
activities.
【第12回】
①事前学修課題：Complete all Unit 5 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 6, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
【第13回】
①事前学修課題：Do Unit 6, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 6 online conversation and video 
activities.
【第14回】
①事前学修課題：Complete all Unit 6 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Review Units 4-6 vocabulary, grammar and listening. Prepare for the final assessment.
【第15回】
①事前学修課題：Review Units 4-6 vocabulary, grammar and listening for the final assessment..
②事後学修課題：Submit the final examination.

課題に対するフィードバックの方法

1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom. 
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class. 
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.

成績評価の方法・基準（方針）

You will be graded in class on dialog performance, pair work activities and class activities (30%). 
There will be regular vocabulary and grammar quizzes (20%). Homework and other textbook assignments 
will also be graded (20%). During the semester there will be 2 tests: a mid-term and end-of-term 
evaluation (20%). There will be a final examination (10%)

成績評価の種類 評価割合
（％）

評価方法・割合 評価対象となる到達目標

オーラルイングリッシュⅣ



授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

70

20

0

10

0

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

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

none

final examination (10%)

none

1,2,3,4

1,2,3,4

1,2,3,4

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

参考書 Smart Choice 1 Online Practice (optional)

履修条件・他の科目との関連 Notes:
1) You will get more information from the course teacher during the first class. This 
syllabus is subject to change. Changes will be announced in class.
詳細は、初回授業時にコース担当者から説明します。このシラバスは変更される可能性があります。
変更された場合は、授業中にお知らせします。
2) If you are absent 5 or more times without excuse, you cannot receive credit.
４回以上三者チェック席すると、単位を取得することができない。
3) If you are late 3 times, it will be counted as one absence.
遅刻３回は、欠席１回として認める。
4) If you arrive more than 30 minutes late to a 90-minute class (or 15 minutes late to a 45-
minute class) you may study, but you will be marked as absent.
90分の授業の場合遅刻は30分までとし、それを超えて遅刻した場合は、授業に参加することはでき
るが、三者チェック席扱いとなる。45分の授業の場合、遅刻は15分までとする。
5) Be sure to bring all necessary materials with you to class. In particular, please bring a 
smartphone/tablet/laptop and make sure it is charged. 
授業に必要なものは持参すること、特に充電済みのスマートフォン、タブレット、ノート型パソコンなどを
必携のこと。
6) No late homework or assignments will be accepted. 
期⽇を過ぎた宿題は評価されないので、期⽇を守って提出すること。
7) BYOD - you will need a laptop or tablet in class. A smartphone is not suitable for class 
activities.

オーラルイングリッシュⅣ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10303251

オーラルイングリッシュⅣ

T.M.パレ

T.M.パレ

2年

授業の目的・概要

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

到達目標

At the end of the course, you will be able to:
① converse in English in various situations
② carry on longer and longer conversations
③ increase your productive vocabulary
④ be able to use basic English grammar when speaking

授業計画

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

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 1単位

実務家教員による授業 －

オーラルイングリッシュⅣ



内容・方法：Review of units 10-12 and explanation of final assessment.

事前事後の学習

授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。

【第1回】
①事前学修課題：Buy the textbook Register for Google Classroom.
②事後学修課題：Homework assignments and Unit 1, 1-5 オンラインOnline Vocabulary and Grammar 
activities 
【第2回】
①事前学修課題：Do Unit 1-1-5 オンラインOnline Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignment and do Unit 1-All オンラインOnline activities 
【第3回】
①事前学修課題：Complete all online conversation and video activities for Unit 1.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 2, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities 
【第4回】
①事前学修課題：Do Unit 2, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 2 online conversation and video activities
【第5回】
①事前学修課題：Complete all Unit 2 online conversation and video activities
②事後学修課題：Homework assignments do Unit 3, 1-5, Online Vocabulary and Grammar activities.
【第6回】
①事前学修課題：Do Unit 3, 1-5, Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 3 online conversation and video 
activities.
【第7回】
①事前学修課題：Complete all Unit 3 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Review Units 1-3 vocabulary, grammar and conversation routines. Prepare for the mid-
term assessment. 
【第8回】
①事前学修課題：Review Units 1-3 vocabulary, grammar and conversation routines for the mid-term 
assessment.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 4, 1-5 all Online Vocabulary and Grammar activities
【第9回】
①事前学修課題：Do Unit 4, 1-5 all Online Vocabulary and Grammar activities
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 4 online conversation and video 
activities.
【第10回】
①事前学修課題：Complete all Unit 4 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 5, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
【第11回】
①事前学修課題：Do Unit 5, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 5 online conversation and video 
activities.
【第12回】
①事前学修課題：Complete all Unit 5 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 6, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
【第13回】
①事前学修課題：Do Unit 6, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 6 online conversation and video 
activities.
【第14回】
①事前学修課題：Complete all Unit 6 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Review Units 4-6 vocabulary, grammar and listening. Prepare for the final assessment.
【第15回】
①事前学修課題：Review Units 4-6 vocabulary, grammar and listening for the final assessment..
②事後学修課題：Submit the final examination.

課題に対するフィードバックの方法

1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom. 
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class. 
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.

成績評価の方法・基準（方針）

You will be graded in class on dialog performance, pair work activities and class activities (30%). 
There will be regular vocabulary and grammar quizzes (20%). Homework and other textbook assignments 
will also be graded (20%). During the semester there will be 2 tests: a mid-term and end-of-term 
evaluation (20%). There will be a final examination (10%)

成績評価の種類 評価割合
（％）

評価方法・割合 評価対象となる到達目標

オーラルイングリッシュⅣ



授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

70

20

0

10

0

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

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

none

final examination (10%)

none

1,2,3,4

1,2,3,4

1,2,3,4

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

参考書 Smart Choice 1 Online Practice (optional)

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

オーラルイングリッシュⅣ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10303252

オーラルイングリッシュⅣ

M.ウィルモット

M.ウィルモット

2年

授業の目的・概要

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

到達目標

At the end of the course, you will be able to:
① converse in English in various situations
② carry on longer and longer conversations
③ increase your productive vocabulary
④ be able to use basic English grammar when speaking

授業計画

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

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 1単位

実務家教員による授業 －

オーラルイングリッシュⅣ



内容・方法：Review of units 10-12 and explanation of final assessment.

事前事後の学習

授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。

【第1回】
①事前学修課題：Buy the textbook Register for Google Classroom.
②事後学修課題：Homework assignments and Unit 1, 1-5 オンラインOnline Vocabulary and Grammar 
activities 
【第2回】
①事前学修課題：Do Unit 1-1-5 オンラインOnline Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignment and do Unit 1-All オンラインOnline activities 
【第3回】
①事前学修課題：Complete all online conversation and video activities for Unit 1.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 2, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities 
【第4回】
①事前学修課題：Do Unit 2, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 2 online conversation and video activities
【第5回】
①事前学修課題：Complete all Unit 2 online conversation and video activities
②事後学修課題：Homework assignments do Unit 3, 1-5, Online Vocabulary and Grammar activities.
【第6回】
①事前学修課題：Do Unit 3, 1-5, Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 3 online conversation and video 
activities.
【第7回】
①事前学修課題：Complete all Unit 3 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Review Units 1-3 vocabulary, grammar and conversation routines. Prepare for the mid-
term assessment. 
【第8回】
①事前学修課題：Review Units 1-3 vocabulary, grammar and conversation routines for the mid-term 
assessment.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 4, 1-5 all Online Vocabulary and Grammar activities
【第9回】
①事前学修課題：Do Unit 4, 1-5 all Online Vocabulary and Grammar activities
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 4 online conversation and video 
activities.
【第10回】
①事前学修課題：Complete all Unit 4 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 5, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
【第11回】
①事前学修課題：Do Unit 5, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 5 online conversation and video 
activities.
【第12回】
①事前学修課題：Complete all Unit 5 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Homework assignments and do Unit 6, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
【第13回】
①事前学修課題：Do Unit 6, 1-5 Online Vocabulary and Grammar activities.
②事後学修課題：Homework assignments and complete all Unit 6 online conversation and video 
activities.
【第14回】
①事前学修課題：Complete all Unit 6 online conversation and video activities.
②事後学修課題：Review Units 4-6 vocabulary, grammar and listening. Prepare for the final assessment.
【第15回】
①事前学修課題：Review Units 4-6 vocabulary, grammar and listening for the final assessment..
②事後学修課題：Submit the final examination.

課題に対するフィードバックの方法

1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom. 
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class. 
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.

成績評価の方法・基準（方針）

You will be graded in class on dialog performance, pair work activities and class activities (30%). 
There will be regular vocabulary and grammar quizzes (20%). Homework and other textbook assignments 
will also be graded (20%). During the semester there will be 2 tests: a mid-term and end-of-term 
evaluation (20%). There will be a final examination (10%)

成績評価の種類 評価割合
（％）

評価方法・割合 評価対象となる到達目標

オーラルイングリッシュⅣ



授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

70

20

0

10

0

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

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

none

final examination (10%)

none

1,2,3,4

1,2,3,4

1,2,3,4

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

参考書 Smart Choice 1 Online Practice (optional)

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

オーラルイングリッシュⅣ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10303301

英語Ⅰ

田所　朱莉

田所　朱莉

1年

授業の目的・概要

本授業は、英語の語順を理解し、易しい英文を読めるようになることを目的とする。リーディングに関する様々
なアクティビティを通して総合的に英語に親しみ、理解を深めるようにする。基本的な英語の構造と文法を説明
する。授業外では、読むことを楽しむために graded readers を読むことを推奨する。

到達目標

①英語の語順を理解し、易しい英文を読めるようになる。
②基本的な英文法を理解することができる。
③英語学習に対する情意フィルターを下げ、臆することなく英語を使ってコミュニケーションできる技能と態度
を身に着ける。

授業計画

[第1回]　オリエンテーション　（シラバス説明、評価方法、授業の進め方等についてのガイダンス）及びアク
ティビティ
[第2回] Unit 1: People Reading 1 (長文読解及びディスカッション)
[第3回] Unit 1: People Reading 2 (長文読解及びディスカッション)
[第4回] Unit 1: Language Development / Watch and Listen　（文法説明及びリスニング演習）
[第5回] Unit 2: Climate Reading 1 (長文読解及びディスカッション)
[第6回] Unit 2: Climate Reading 2 (長文読解及びディスカッション)
[第7回] Unit 2: Language Development / Watch and Listen (文法説明及びリスニング演習)
[第8回] Unit 1, 2のまとめ、復習テストもしくは中間プレゼンテーション
[第9回] Unit 3: Lifestyle Reading 1（長文読解及びディスカッション）
[第10回] Unit 3: Lifestyle Reading 2（長文読解及びディスカッション）
[第11回] Unit 3: Language Development / Watch and Listen (文法説明及びリスニング演習)
[第12回] Unit 4: Places Reading 1（長文読解及びディスカッション）
[第13回] Unit 4: Places Reading 2（長文読解及びディスカッション）
[第14回] Unit 4: Language Development / Watch and Listen (文法説明及びリスニング演習)
[第15回] Unit 3, 4のまとめ、　期末プレゼンテーション

事前事後の学習

授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。

授業（一回につき2時間として計算）と事前事後学習を合わせて、一単位あたり45時間の学習が必要である。授業
時間中に終わらなかった問題については課題とする。
事前学習：その週に取り扱うテキスト範囲について単語を調べ、リストを作成する。教員が指定した問題の予習
を行う。
事後学習：授業の復習およびテキストのトピックに関して英作文を作成する。並行して、第8回・15回目授業に向
けた準備および学習を進める。各回授業終了後に教科書課題（テキストの設問を解いたもの）と発展課題（テキ
ストのトピックに関する英作文）の提出が求められる。

課題に対するフィードバックの方法

教科書課題・発展課題の点数をGoogle Classroomを通じて開示を行う。必要に応じて、発展課題についての
フィードバックを授業内もしくはGoogle Classroom上で行う。
復習テスト（もしくは中間プレゼンテーション）、期末プレゼンテーションの点数については、希望者に対して
点数と内容の開示を行う。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示す評価方法により、総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
正当な理由なく4回を超えて欠席をした場合、または第8回授業での復習テスト（もしくは中間プレゼンテーショ
ン）、期末プレゼンテーションのいずれかを正当な理由なく受験しなかった場合、評価の対象とせず、「K」評価
とする。

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 1単位

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

評価割合
（％）

30

30

評価方法・割合

毎回の授業後に提出する教科書課題（授業内で扱った
テキストの設問を解いたものと単語リスト）

毎回の授業後に提出する発展課題（テキストのトピックに

評価対象となる到達目標

1、2

2、3

実務家教員による授業 －

英語Ⅰ



定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

0

20

20

関する英作文）

期末プレゼンテーション（第15回授業終了後にプレゼン
テーションの原稿をレポート試験として提出）

第8回授業にて実施する復習テストもしくは中間プレゼン
テーション

2、3

2、3

テキスト Prism Reading -- Intro / Kate Adams ・Sabina Ostrowska / Cambridge University Press  / 
978-1-108-55618-7

参考書 必要に応じて英語辞書を使うこと

履修条件・他の科目との関連 ・後期も引き続き英語Ⅱを受講することが望ましい。
・3回の遅刻/早退で1回欠席とする。欠席した際は必ず授業のフォローアップを各自で行うこと。教員
からの指示があった場合を除き、携帯電話・及びスマートフォンの使用は認めない（辞書としての使用
も不可）。
・毎回の授業にパソコン、テキスト、ノート、筆記用具、辞書（必要であれば）を持参すること。
・課題の提出や授業に関する掲示は、Google Classroomを通じて行う。
・新型コロナウィルスの感染状況により、遠隔授業に変更された場合には、リアルタイム型の授業を実
施する。
・第8回授業にて実施の復習テストについては、状況によりプレゼンテーションへ変更する。授業内で
のアクティビティ、ディスカッション、プレゼンテーションの実施についても新型コロナウィルス感染状況等
を踏まえながら、形態を変更する。

英語Ⅰ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10303401

英語Ⅱ

田所　朱莉

田所　朱莉

1年

授業の目的・概要

本授業は、英語の語順を理解し、易しい英文を読めるようになることを目的とする。リーディングに関する様々
なアクティビティを通して総合的に英語に親しみ、理解を深めるようにする。基本的な英語の構造と文法を説明
する。授業外では、読むことを楽しむために graded readers を読むことを推奨する。

到達目標

①英語の語順を理解し、易しい英文を読めるようになる。
②基本的な英文法を理解することができる。
③英語学習に対する情意フィルターを下げ、臆することなく英語を使ってコミュニケーションできる技能と態度
を身に着ける。

授業計画

[第1回]　オリエンテーション　（シラバス説明、評価方法、授業の進め方等についてのガイダンス）及びアク
ティビティ
[第2回] Unit 5: Jobs Reading 1 (長文読解及びディスカッション)
[第3回] Unit 5: Jobs Reading 2 (長文読解及びディスカッション)
[第4回] Unit 5: Language Development / Watch and Listen　（文法説明及びリスニング演習）
[第5回] Unit 6: Homes and Buildings Reading 1 (長文読解及びディスカッション)
[第6回] Unit 6: Homes and Buildings Reading 2 (長文読解及びディスカッション)
[第7回] Unit 6: Language Development / Watch and Listen (文法説明及びリスニング演習)
[第8回] Unit 5, 6のまとめ、復習テストもしくは中間プレゼンテーション
[第9回] Unit 7: Food and Culture Reading 1（長文読解及びディスカッション）
[第10回] Unit 7: Food and Culture Reading 2（長文読解及びディスカッション）
[第11回] Unit 7: Language Development / Watch and Listen (文法説明及びリスニング演習)
[第12回] Unit 8: Transportation Reading 1（長文読解及びディスカッション）
[第13回] Unit 8: Transportation Reading 2（長文読解及びディスカッション）
[第14回] Unit 8: Language Development / Watch and Listen (文法説明及びリスニング演習)
[第15回] Unit 7, 8のまとめ、　期末プレゼンテーション

事前事後の学習

授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。

授業（一回につき2時間として計算）と事前事後学習を合わせて、一単位あたり45時間の学習が必要である。授業
時間中に終わらなかった問題については課題とする。
事前学習：その週に取り扱うテキスト範囲について単語を調べ、リストを作成する。教員が指定した問題の予習
を行う。
事後学習：授業の復習およびテキストのトピックに関して英作文を作成する。並行して、第8回・15回目授業に向
けた準備および学習を進める。各回授業終了後に教科書課題（テキストの設問を解いたもの）と発展課題（テキ
ストのトピックに関する英作文）の提出が求められる。

課題に対するフィードバックの方法

教科書課題・発展課題の点数をGoogle Classroomを通じて開示を行う。必要に応じて、発展課題についての
フィードバックを授業内もしくはGoogle Classroom上で行う。
復習テスト（もしくは中間プレゼンテーション）、期末プレゼンテーションの点数については、希望者に対して
点数と内容の開示を行う。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示す評価方法により、総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
正当な理由なく4回を超えて欠席をした場合、または第8回授業での復習テスト（もしくは中間プレゼンテーショ
ン）、期末プレゼンテーションのいずれかを正当な理由なく受験しなかった場合、評価の対象とせず、「K」評価
とする。

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 1単位

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

評価割合
（％）

30

30

評価方法・割合

毎回の授業後に提出する教科書課題（授業内で扱った
テキストの設問を解いたものと単語リスト）

毎回の授業後に提出する発展課題（テキストのトピックに

評価対象となる到達目標

1、2

2、3

実務家教員による授業 －

英語Ⅱ



定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

0

20

20

関する英作文）

期末プレゼンテーション（第15回授業終了後にプレゼン
テーションの原稿をレポート試験として提出）

第8回授業にて実施する復習テストもしくは中間プレゼン
テーション

2、3

2、3

テキスト Prism Reading -- Intro / Kate Adams ・Sabina Ostrowska / Cambridge University Press  / 
978-1-108-55618-7

参考書 必要に応じて英語辞書を使うこと

履修条件・他の科目との関連 ・3回の遅刻/早退で1回欠席とする。欠席した際は必ず授業のフォローアップを各自で行うこと。教員
からの指示があった場合を除き、携帯電話・及びスマートフォンの使用は認めない（辞書としての使用
も不可）。
・毎回の授業にパソコン、テキスト、ノート、筆記用具、辞書（必要であれば）を持参すること。
・課題の提出や授業に関する掲示は、Google Classroomを通じて行う。
・新型コロナウィルスの感染状況により、遠隔授業に変更された場合には、リアルタイム型の授業を実
施する。
・第8回授業にて実施の復習テストについては、状況によりプレゼンテーションへ変更する。授業内で
のアクティビティ、ディスカッション、プレゼンテーションの実施についても新型コロナウィルス感染状況等
を踏まえながら、形態を変更する。

英語Ⅱ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10303501

ボキャブラリービルディングⅠ

M.ウィルモット

M.ウィルモット

1年

授業の目的・概要

Vocabulary building is the process of expanding your vocabulary. In order to learn English, you 
first need to know the words. The purpose of this class is to expand vocabulary by learning how 
words are used and how to use them in context. In the class, students will learn vocabulary through 
a variety of tasks and activities that use the four skills of reading, listening, writing, and 
speaking. Sometimes, crossword puzzles, Guessing games, and English songs are used to make learning 
fun. The goal is to acquire the basic 1000 words as receptive and productive vocabulary. Information 
about coursework and grading policy will be on Google Classroom.

到達目標

1.　Learn to recognize and use vocabulary from thematic units 1-20 over the course of the semester. 
2.　Learn to recognize and use common verbs from Units 38-49 over the course of the semester.
3.　This course aims to review and learn approximately 1000 of the most basic words of English.

授業計画

【第1回】
テーマ：Outline the course. Units 1, 2. Google Classroom registration and explanation. 
内容・方法：Text units 1 & 2. Supplementary material / Extra reading material.
【第2回】
テーマ：Units 3, 4. Focus on Verbs: Unit 38 Have/had
内容・方法：Text units. Useful verbs focus. Supplementary material / Extra reading material.
【第3回】
テーマ：Units 5, 6. Focus on Verbs: Unit 39 Go/went/gone
内容・方法：Text units. Useful verbs focus. Supplementary material / Extra reading material.
【第4回】
テーマ：Units 7, 8. Focus on Verbs: Unit 40 Do/did/done
内容・方法：Text units. Useful verbs focus. Review of previous units.
【第5回】
テーマ：Unit Evaluation Quiz 1
内容・方法：Unit review, Evaluation 1, teacher-selected activities
【第6回】
テーマ：Units 9, 10. Focus on Verbs: Unit 41 Make/made
内容・方法：Text units. Useful verbs focus. Supplementary material / Extra reading material.
【第7回】
テーマ：Units 11, 12. Focus on Verbs: Unit 42 Come/came
内容・方法：Text units. Useful verbs focus. Supplementary material / Extra reading material.
【第8回】
テーマ：Units 13, 14. Focus on Verbs: Unit 43 Take/took/taken
内容・方法：Text units. Useful verbs focus. Supplementary material / Extra reading material.
【第9回】
テーマ：Units 15, 16. Focus on Verbs: Unit 44 Bring/brought
内容・方法：Text units. Useful verbs focus. Review of previous units
【第10回】
テーマ：Unit Evaluation Quiz 2 (+ units review)
内容・方法：Evaluation 2
【第11回】
テーマ：Units 17, 18. Focus on Verbs: Unit 45 Get, got
内容・方法：Text units. Useful verbs focus. Supplementary material / Extra reading material.
【第12回】
テーマ：Units 19, 20. Focus on Verbs: Unit 46 & 47 Phrasal verbs, everyday verbs
内容・方法：Text units. Useful verbs focus. Supplementary material / Extra reading material.
【第13回】
テーマ： Focus on Verbs: Unit 48 & 49 Talking & Moving
内容・方法：Text units. Unit Review: 1-10. Unit review.
【第14回】
テーマ：Unit Review: 11-20. Focus on Verbs Review
内容・方法：Unit 11-20. Verbs: Unit 38-49
【第15回】
テーマ：Unit Evaluation Quiz 3 (+ units review)
内容・方法：Evaluation 3 & Course review. Final Examination explanation

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 1単位

実務家教員による授業 －

ボキャブラリービルディングⅠ



事前事後の学習

授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。

Students are expected to spend approximately 30 minutes for preparation assignments before each 
class AND an additional 30 minutes for review assignments after each class.
【第1回】
事前学修課題：Read the course outline
事後学修課題：Review units studied. Vocabulary homework exercises
【第2回】
事前学修課題：Review the units studied
事後学修課題：Review units studied. Vocabulary homework exercises
【第3回】
事前学修課題：Review the units studied
事後学修課題：Review units studied. Vocabulary homework exercises
【第4回】
事前学修課題：Review the units studied
事後学修課題：Review units studied. Vocabulary homework exercises. Prepare for Evaluation.
【第5回】
事前学修課題：Prepare for Evaluation
事後学修課題：Review errors on evaluation. Vocabulary homework exercises
【第6回】
事前学修課題：Review the units studied
事後学修課題：Review units studied. Vocabulary homework exercises
【第7回】
事前学修課題：Review the units studied
事後学修課題：Review units studied. Vocabulary homework exercises
【第8回】
事前学修課題：Review the units studied
事後学修課題：Review units studied. Vocabulary homework exercises
【第9回】
事前学修課題：Review the units studied
事後学修課題：Review units studied. Vocabulary homework exercises. Prepare for Evaluation
【第10回】
事前学修課題：Prepare for Evaluation
事後学修課題：Review errors on Evaluation. Vocabulary homework exercises
【第11回】
事前学修課題：Review the units studied
事後学修課題：Review units studied. Vocabulary homework exercises
【第12回】
事前学修課題：Review the units studied
事後学修課題：Review units studied. Vocabulary homework exercises
【第13回】
事前学修課題：Review the units studied
事後学修課題：Review units studied. Vocabulary homework exercises
【第14回】
事前学修課題：Review the units studied
事後学修課題：Review units studied. Prepare for Final Evaluation.
【第15回】
事前学修課題：Final Evaluation
事後学修課題：Submit the final examination.

課題に対するフィードバックの方法

1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom. 
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class. 
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.

成績評価の方法・基準（方針）

In-class activities and assignments (10%) and vocabulary quizzes (10%), unit evaluation quizzes 
(30%), presentation and communication activities (10%). Homework assignments (20%) and final 
examination (20%).

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

評価割合
（％）

60

20

0

20

評価方法・割合

In-class activities and assignments (10%) and 
vocabulary quizzes (10%), unit evaluation quizzes 
(30%), presentation and communication activities 
(10%).

Homework assignments (20%)

none

Final examination (20%)

評価対象となる到達目標

1.2.3.

1.2.3.

1.2.3.

ボキャブラリービルディングⅠ



その他 0 none

テキスト English Vocabulary In Use: Elementary, Michael McCarthy, Felicity O'Dell, Book with 
answers and Enhanced eBook, Cambridge University Press; 3 edition, 2017, ISBN: 
9781316631522

参考書

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

ボキャブラリービルディングⅠ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10303601

ボキャブラリービルディングⅡ

M.ウィルモット

M.ウィルモット

1年

授業の目的・概要

Vocabulary building is the process of expanding your vocabulary. In order to learn English, you 
first need to know the words. The purpose of this class is to expand vocabulary by learning how 
words are used and how to use them in context. In the class, students will learn vocabulary through 
a variety of tasks and activities that use the four skills of reading, listening, writing, and 
speaking. Sometimes, crossword puzzles, Guessing games, and English songs are used to make learning 
fun. The goal is to acquire the basic 1000 words as receptive and productive vocabulary. Information 
about coursework and grading policy will be on Google Classroom.

到達目標

1.　Learn to recognize and use vocabulary from thematic units 1-20 over the course of the semester. 
2.　Learn to recognize and use common verbs from Units 38-49 over the course of the semester.
3.　This course aims to review and learn approximately 1000 of the most basic words of English.

授業計画

【第1回】
テーマ：Orientation: Outline the course, explain syllabus and grading policy.
内容・方法：Outline the course, explain syllabus and grading policy. Start on Units 21, 22.
【第2回】
テーマ：Unit 23, 24. Focus on Grammar: Unit 50 (conjunctions)
内容・方法：Text units. Useful Grammar focus. Supplementary material / Extra reading material
【第3回】
テーマ：Unit 25, 26. Focus on Grammar: Unit 51 (days, months, seasons)
内容・方法：Text units. Useful Grammar focus. Supplementary material / Extra reading material
【第4回】
テーマ：Unit 27, 28. Focus on Grammar: Unit 52 (time words)
内容・方法：Text units. Useful Grammar focus. Supplementary material / Review of previous units
【第5回】
テーマ：Unit Evaluation Quiz 1
内容・方法：Test 1, unit review, teacher-selected activities
【第6回】
テーマ：Unit 29, 30. Focus on Grammar: Unit 53 (places)
内容・方法：Text units. Useful Grammar focus. Supplementary material / Extra reading material
【第7回】
テーマ：Unit 31, 32. Focus on Grammar: Unit 54 (manner: adjectives/adverbs)
内容・方法：Text units. Useful Grammar focus. Supplementary material / Extra reading material
【第8回】
テーマ：Unit 33, 34. Focus on Grammar: Unit 55 (common uncountable nouns)
内容・方法：Text units. Useful Grammar focus. Supplementary material / Extra reading material
【第9回】
テーマ：Unit 35. Focus on Grammar: Unit 56 (common adjectives)
内容・方法：Text units. Useful Grammar focus. Review of previous units
【第10回】
テーマ：Unit Evaluation Quiz 2
内容・方法：Evaluation 2, unit review, teacher-selected activities
【第11回】
テーマ：Unit 36. Focus on Grammar: Unit 57 (prepositions)
内容・方法：Text units. Useful Grammar focus. Supplementary material. Review of previous units
【第12回】
テーマ：Unit 37. Focus on Grammar: Unit 58, 59 (prefixes, suffixes)
内容・方法：Text units. Useful Grammar focus. Supplementary material. Review of previous units
【第13回】
テーマ：Units Review: 21-30. Focus on Grammar: Unit 60 (confusing words)
内容・方法：Text units. Useful Grammar focus. Supplementary material. Review of previous units
【第14回】
テーマ：Units Review: 31-37. Focus on Grammar: Review of units 50-60
内容・方法：Review of previous units
【第15回】
テーマ：Unit Evaluation Quiz 3 (+ units review)
内容・方法：Evaluation 3 & Course review. Final Examination explanation

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 1単位

実務家教員による授業 －

ボキャブラリービルディングⅡ



事前事後の学習

授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。

Students are expected to spend approximately 30 minutes for preparation assignments before each 
class AND an additional 30 minutes for review assignments after each class.
【第1回】
事前学修課題：Read the course outline. 
事後学修課題：Review units studied. Vocabulary homework exercises
【第2回】
事前学修課題：Review the units studied
事後学修課題：Review units studied. Vocabulary homework exercises
【第3回】
事前学修課題：Review the units studied
事後学修課題：Review units studied. Vocabulary homework exercises
【第4回】
事前学修課題：Review the units studied
事後学修課題：Review units studied. Vocabulary homework exercises. Prepare for Evaluation.
【第5回】
事前学修課題：Prepare for Evaluation
事後学修課題：Review errors on evaluation. Vocabulary homework exercises
【第6回】
事前学修課題：Review the units studied
事後学修課題：Review units studied. Vocabulary homework exercises
【第7回】
事前学修課題：Review the units studied
事後学修課題：Review units studied. Vocabulary homework exercises
【第8回】
事前学修課題：Review the units studied
事後学修課題：Review units studied. Vocabulary homework exercises
【第9回】
事前学修課題：Review the units studied
事後学修課題：Review units studied. Vocabulary homework exercises. Prepare for Evaluation
【第10回】
事前学修課題：Prepare for Evaluation
事後学修課題：Review errors on Evaluation. Vocabulary homework exercises
【第11回】
事前学修課題：Review the units studied
事後学修課題：Review units studied. Vocabulary homework exercises
【第12回】
事前学修課題：Review the units studied
事後学修課題：Review units studied. Vocabulary homework exercises
【第13回】
事前学修課題：Review the units studied
事後学修課題：Review units studied. Vocabulary homework exercises
【第14回】
事前学修課題：Review the units studied
事後学修課題：Review units studied. Prepare for Final Evaluation.
【第15回】
事前学修課題：Final Evaluation
事後学修課題：Submit the final examination.

課題に対するフィードバックの方法

1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom. 
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class. 
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.

成績評価の方法・基準（方針）

In-class activities and assignments (10%) and vocabulary quizzes (10%), unit evaluation quizzes 
(30%), presentation and communication activities (10%). Homework assignments (20%) and final 
examination (20%).

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

評価割合
（％）

60

20

0

20

評価方法・割合

In-class activities and assignments (10%) and 
vocabulary quizzes (10%), unit evaluation quizzes 
(30%), presentation and communication activities 
(10%).

Homework assignments (20)

none

Final examination (20%)

評価対象となる到達目標

1.2.3.

1.2.3.

1.2.3.

ボキャブラリービルディングⅡ



その他 0 none

テキスト English Vocabulary In Use: Elementary, Michael McCarthy, Felicity O'Dell, Book with 
answers and Enhanced eBook, Cambridge University Press; 3 edition, 2017, ISBN: 
9781316631522

参考書

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

ボキャブラリービルディングⅡ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10402501

中国語Ⅰ

松岡　依文、岡上　路子

松岡　依文

1年

授業の目的・概要

中国語の正確な発音と「聞く」・「話す」などの基礎的な語学力を習得することによって中国語の初歩的なコ
ミュニケーション能力を身につけ、これからの中国旅行あるいは卒業後の仕事などにおいて中国人とコミュニ
ケーションするのに少しでも役に立つ基礎的な中国語力の習得と中国理解を目的とする。
　この授業では正確できれいな発音と聞き取りの練習を繰り返すことにより中国語の基本語彙と文型を習熟して
いく。「読む、書く、聞く、話す」という四基本技能の内、特に「聞く」と「話す」を重視する。

到達目標

１．正確できれいな発音ができる。
２．中国語の簡単な挨拶と会話ができる。

授業計画

第1回】
テーマ：中国語とは
内容・方法：これからの授業についての説明。中国語についての紹介。
【第2回】
テーマ：母音と声調
内容・方法：中国語の発音（母音、複母音と声調）の説明と練習。
【第3回】
テーマ：母音と複母音
内容・方法：中国語の発音（母音、複母音と声調）の復習と練習
【第4回】
テーマ：子音と鼻母音
内容・方法：中国語の発音（子音と鼻母音）の説明と練習
【第5回】
テーマ：声調と変調
内容・方法：中国語における変調などについての説明、中国語の発音をまとめながら正確な発音ができるよう練
習と矯正を行う。
【第6回】
テーマ：名詞述語文
内容・方法：第1課、代詞と名詞述語文などの要点説明と練習
【第7回】
テーマ：疑問文と名詞修飾
内容・方法：第1課、疑問文、連体修飾的などの要点説明と練習
【第8回】
テーマ：第1課の理解と練習
内容・方法：第1課の本文理解とドリル
【第9回】
テーマ：動詞述語文
内容・方法：第2課、動詞述語文、省略疑問などの要点説明と練習
【第10回】
テーマ：選択疑問
内容・方法：第2課、選択疑問、副詞也などの要点説明と練習
【第11回】
テーマ：第2課の理解と練習
内容・方法：第2課の本文理解とドリル
【第12回】
テーマ：第1課と第2課についての再確認
内容・方法：第1課と第2課についての復習と考査。学生の質問に説明を行う。
【第13回】
テーマ：所有と存在表現
内容・方法：第3課、所有、存在の有 等の要点説明と練習
【第14回】
テーマ：接続助詞と副詞
内容・方法：第3課、接続詞和、副詞都 等の要点説明と練習
【第15回】
テーマ：第3課の理解と練習
内容・方法：第3課の本文理解とドリル
【第16回】
テーマ：第3課の理解と練習
内容・方法：第3課の本文理解とドリル

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

中国語Ⅰ



【第17回】
テーマ：形容詞述語文と現在進行形
内容・方法：第4課、形容詞述語文、現在進行の在等の要点説明と練習
【第18回】
テーマ：主述述語文
内容・方法：第4課、主述述語文、「有点児+形容詞」等の要点説明と練習
【第19回】
テーマ：第4課の理解と練習
内容・方法：第4課の本文理解とドリル　
【第20回】
テーマ：第3課と第4課の再確認
内容・方法：第3、4課についての復習と考査。学生の質問に説明を行う。
【第21回】
テーマ：年月日と前置詞从
内容・方法：第5課、年月日の言い方、前置詞从からなどの要点説明と練習
【第22回】
テーマ：連動文と願望表現
内容・方法：第5課、連動文、願望表現などの要点説明と練習
【第23回】
テーマ：第5課の理解と復習
内容・方法：第5課の本文理解とドリル
【第24回】
テーマ：総合復習
内容・方法：これまでの内容について総合復習と総合練習
【第25回】
テーマ：指示詞と所在
内容・方法：第6課、指示詞、所在の在などの要点説明と練習
【第26回】
テーマ：方位詞と助数詞
内容・方法：第6課、方位詞と助数詞、反復疑問文などの要点説明と練習
【第27回】
テーマ：第6課の本文理解と復習
内容・方法：第6課の本文理解とドリル
【第28回】
テーマ：時間と曜日の言い方
内容・方法：第7課、時間などの表現と前置詞の在などの要点説明と練習
【第29回】
テーマ：比況表現と必要、義務の表現
内容・方法：第7課、「～と同じだ」の表現と助動詞要などの要点説明と練習
【第30回】
テーマ：第7課の本文理解と復習
内容・方法：第7課の本文理解とドリル

事前事後の学習

授業時間外で、計30時間の事前事後学習が必要です。

【第1回】
①事前学修課題：教科書の目次などを見て、中国語について大まかなイメージを掴む
②事後学修課題：教員の説明を復習する。
【第2回】
①事前学修課題：付属CDを聞いて大まかな母音と声調を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、付属CDを繰り返し聞く。
【第3回】
①事前学修課題：付属CDを聞いて複母音を事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、付属CDを繰り返し聞く。
【第4回】
①事前学修課題：付属CDを聞いて子音と鼻母音を事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、付属CDを繰り返し聞く。
【第5回】
①事前学修課題：付属CDを聞きながらこれまで学習した中国語の発音を復習
②事後学修課題：個々の発音をマスターできたかを自己チェックしながら、復習。
【第6回】
①事前学修課題：教科書の85と86ページを読んで、中国語の基礎文法のイメージを掴む。
②事後学修課題：新出単語や授業内容を復習する。
【第7回】
①事前学修課題：15ページの説明を読んで、大まかなイメージを掴む。
②事後学修課題：新出単語や授業内容を復習する。付属CDのこの課の内容を繰り返し聞く。
【第8回】
①事前学修課題：16ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気づいた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第9回】
①事前学修課題：第2課の新出単語と18ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。付属CDを繰り返し聞く。
【第10回】
①事前学修課題：19ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。付属CDを繰り返し聞く。

中国語Ⅰ



【第11回】
①事前学修課題：第2課の本文内容と20ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第12回】
①事前学修課題：第1課と第2課で習った内容を確認し、分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：チェックシートで気づいた理解できていない部分を復習する。
【第13回】
①事前学修課題：第3課の新出単語と22ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。付属CDを繰り返し聞く。
【第14回】
①事前学修課題：23ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。付属CDを繰り返し聞く。
【第15回】
①事前学修課題：第3課の本文内容と24ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第16回】
①事前学修課題：第4課の新出単語と26ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。付属CDを繰り返し聞く。
【第17回】
①事前学修課題：前回内容の復習と27ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。付属CDを繰り返し聞く。
【第18回】
①事前学修課題：第4課の本文内容と28ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第19回】
①事前学修課題：第3課と第4課で習った内容を確認し、まだ分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：チェックシートで気づいた未だ理解できていない部分を復習する。
【第20回】
①事前学修課題：第5課の新出単語と30ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。付属CDを繰り返し聞く。
【第21回】
①事前学修課題：前回の内容を復習し、30と31ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。付属CDを繰り返し聞く。
【第22回】
①事前学修課題：第5課の本文内容と32ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第23回】
①事前学修課題：発音や第1課～第5課の内容の再確認し、35ページの総合練習を事前予習する。
②事後学修課題：文法まとめや総合練習で気づいた理解できていない部分を復習する。
【第24回】
①事前学修課題：第6課の新出単語と38ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。付属CDを繰り返し聞く。
【第25回】
①事前学修課題：前回の内容を復習し、39ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。付属CDを繰り返し聞く。
【第26回】
①事前学修課題：第6課の本文内容と40ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第27回】
①事前学修課題：第7課の新出単語と42ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。付属CDを繰り返し聞く。
【第28回】
①事前学修課題：前回の内容を復習し、43ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。付属CDを繰り返し聞く
【第29回】
①事前学修課題：第7課の本文内容と44ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第30回】
①事前学修課題：中国語Ⅰで習って来た内容を復習し、まだ分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：事前学修で気づいた問題などに対して、教員が行った説明に基づいて再度、これまでの学修内
容を復習する。

課題に対するフィードバックの方法

考査などを採点後、速やかに返還し間違いやすいところや、理解が不十分なところを説明する。

成績評価の方法・基準（方針）

授業態度、授業中の練習への取り組み方、小テスト及び総合考査などによる総合評価。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

評価割合
（％）

30

0

評価方法・割合

授業態度、授業中の練習への取り組み方、小テスト及び
総合考査、期末試験などによる総合評価。

評価対象となる到達目標

1.2．

中国語Ⅰ



定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

0

40

30

最終回に行われる総合考査テストの成績によって評価す
る。

授業中に行われる3回の考査の成績によって評価する。

1.2

1.2．

テキスト 『実学実用　漢語起歩』/黄　志軍/白帝社/2400/978-4-86398-116-4

参考書 必要に応じて別途指示する

履修条件・他の科目との関連 この授業は木曜日3限中国語Ⅰと連携して行われるので、一方でも無断欠席すると理解できなくな
るため、遅刻や無断欠席はしないこと。

中国語Ⅰ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10303701

中国語Ⅰ

松岡　依文、岡上　路子

松岡　依文

1年

授業の目的・概要

中国語の正確な発音と「聞く」・「話す」などの基礎的な語学力を習得することによって中国語の初歩的なコ
ミュニケーション能力を身につけ、これからの中国旅行あるいは卒業後の仕事などにおいて中国人とコミュニ
ケーションするのに少しでも役に立つ基礎的な中国語力の習得と中国理解を目的とする。
　この授業では正確できれいな発音と聞き取りの練習を繰り返すことにより中国語の基本語彙と文型を習熟して
いく。「読む、書く、聞く、話す」という四基本技能の内、特に「聞く」と「話す」を重視する。

到達目標

１．正確できれいな発音ができる。
２．中国語の簡単な挨拶と会話ができる。

授業計画

第1回】
テーマ：中国語とは
内容・方法：これからの授業についての説明。中国語についての紹介。
【第2回】
テーマ：母音と声調
内容・方法：中国語の発音（母音、複母音と声調）の説明と練習。
【第3回】
テーマ：母音と複母音
内容・方法：中国語の発音（母音、複母音と声調）の復習と練習
【第4回】
テーマ：子音と鼻母音
内容・方法：中国語の発音（子音と鼻母音）の説明と練習
【第5回】
テーマ：声調と変調
内容・方法：中国語における変調などについての説明、中国語の発音をまとめながら正確な発音ができるよう練
習と矯正を行う。
【第6回】
テーマ：名詞述語文
内容・方法：第1課、代詞と名詞述語文などの要点説明と練習
【第7回】
テーマ：疑問文と名詞修飾
内容・方法：第1課、疑問文、連体修飾的などの要点説明と練習
【第8回】
テーマ：第1課の理解と練習
内容・方法：第1課の本文理解とドリル
【第9回】
テーマ：動詞述語文
内容・方法：第2課、動詞述語文、省略疑問などの要点説明と練習
【第10回】
テーマ：選択疑問
内容・方法：第2課、選択疑問、副詞也などの要点説明と練習
【第11回】
テーマ：第2課の理解と練習
内容・方法：第2課の本文理解とドリル
【第12回】
テーマ：第1課と第2課についての再確認
内容・方法：第1課と第2課についての復習と考査。学生の質問に説明を行う。
【第13回】
テーマ：所有と存在表現
内容・方法：第3課、所有、存在の有 等の要点説明と練習
【第14回】
テーマ：接続助詞と副詞
内容・方法：第3課、接続詞和、副詞都 等の要点説明と練習
【第15回】
テーマ：第3課の理解と練習
内容・方法：第3課の本文理解とドリル
【第16回】
テーマ：第3課の理解と練習
内容・方法：第3課の本文理解とドリル
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【第17回】
テーマ：形容詞述語文と現在進行形
内容・方法：第4課、形容詞述語文、現在進行の在等の要点説明と練習
【第18回】
テーマ：主述述語文
内容・方法：第4課、主述述語文、「有点児+形容詞」等の要点説明と練習
【第19回】
テーマ：第4課の理解と練習
内容・方法：第4課の本文理解とドリル　
【第20回】
テーマ：第3課と第4課の再確認
内容・方法：第3、4課についての復習と考査。学生の質問に説明を行う。
【第21回】
テーマ：年月日と前置詞从
内容・方法：第5課、年月日の言い方、前置詞从からなどの要点説明と練習
【第22回】
テーマ：連動文と願望表現
内容・方法：第5課、連動文、願望表現などの要点説明と練習
【第23回】
テーマ：第5課の理解と復習
内容・方法：第5課の本文理解とドリル
【第24回】
テーマ：総合復習
内容・方法：これまでの内容について総合復習と総合練習
【第25回】
テーマ：指示詞と所在
内容・方法：第6課、指示詞、所在の在などの要点説明と練習
【第26回】
テーマ：方位詞と助数詞
内容・方法：第6課、方位詞と助数詞、反復疑問文などの要点説明と練習
【第27回】
テーマ：第6課の本文理解と復習
内容・方法：第6課の本文理解とドリル
【第28回】
テーマ：時間と曜日の言い方
内容・方法：第7課、時間などの表現と前置詞の在などの要点説明と練習
【第29回】
テーマ：比況表現と必要、義務の表現
内容・方法：第7課、「～と同じだ」の表現と助動詞要などの要点説明と練習
【第30回】
テーマ：第7課の本文理解と復習
内容・方法：第7課の本文理解とドリル

事前事後の学習

授業時間外で、計30時間の事前事後学習が必要です。

【第1回】
①事前学修課題：教科書の目次などを見て、中国語について大まかなイメージを掴む
②事後学修課題：教員の説明を復習する。
【第2回】
①事前学修課題：付属CDを聞いて大まかな母音と声調を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、付属CDを繰り返し聞く。
【第3回】
①事前学修課題：付属CDを聞いて複母音を事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、付属CDを繰り返し聞く。
【第4回】
①事前学修課題：付属CDを聞いて子音と鼻母音を事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、付属CDを繰り返し聞く。
【第5回】
①事前学修課題：付属CDを聞きながらこれまで学習した中国語の発音を復習
②事後学修課題：個々の発音をマスターできたかを自己チェックしながら、復習。
【第6回】
①事前学修課題：教科書の85と86ページを読んで、中国語の基礎文法のイメージを掴む。
②事後学修課題：新出単語や授業内容を復習する。
【第7回】
①事前学修課題：15ページの説明を読んで、大まかなイメージを掴む。
②事後学修課題：新出単語や授業内容を復習する。付属CDのこの課の内容を繰り返し聞く。
【第8回】
①事前学修課題：16ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気づいた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第9回】
①事前学修課題：第2課の新出単語と18ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。付属CDを繰り返し聞く。
【第10回】
①事前学修課題：19ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。付属CDを繰り返し聞く。
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【第11回】
①事前学修課題：第2課の本文内容と20ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第12回】
①事前学修課題：第1課と第2課で習った内容を確認し、分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：チェックシートで気づいた理解できていない部分を復習する。
【第13回】
①事前学修課題：第3課の新出単語と22ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。付属CDを繰り返し聞く。
【第14回】
①事前学修課題：23ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。付属CDを繰り返し聞く。
【第15回】
①事前学修課題：第3課の本文内容と24ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第16回】
①事前学修課題：第4課の新出単語と26ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。付属CDを繰り返し聞く。
【第17回】
①事前学修課題：前回内容の復習と27ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。付属CDを繰り返し聞く。
【第18回】
①事前学修課題：第4課の本文内容と28ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第19回】
①事前学修課題：第3課と第4課で習った内容を確認し、まだ分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：チェックシートで気づいた未だ理解できていない部分を復習する。
【第20回】
①事前学修課題：第5課の新出単語と30ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。付属CDを繰り返し聞く。
【第21回】
①事前学修課題：前回の内容を復習し、30と31ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。付属CDを繰り返し聞く。
【第22回】
①事前学修課題：第5課の本文内容と32ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第23回】
①事前学修課題：発音や第1課～第5課の内容の再確認し、35ページの総合練習を事前予習する。
②事後学修課題：文法まとめや総合練習で気づいた理解できていない部分を復習する。
【第24回】
①事前学修課題：第6課の新出単語と38ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。付属CDを繰り返し聞く。
【第25回】
①事前学修課題：前回の内容を復習し、39ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。付属CDを繰り返し聞く。
【第26回】
①事前学修課題：第6課の本文内容と40ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第27回】
①事前学修課題：第7課の新出単語と42ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。付属CDを繰り返し聞く。
【第28回】
①事前学修課題：前回の内容を復習し、43ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習。付属CDを繰り返し聞く
【第29回】
①事前学修課題：第7課の本文内容と44ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業中の復習、練習で気がついた未だ理解できなかった部分をもう一度復習する。
【第30回】
①事前学修課題：中国語Ⅰで習って来た内容を復習し、まだ分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：事前学修で気づいた問題などに対して、教員が行った説明に基づいて再度、これまでの学修内
容を復習する。

課題に対するフィードバックの方法

考査などを採点後、速やかに返還し間違いやすいところや、理解が不十分なところを説明する。

成績評価の方法・基準（方針）

授業態度、授業中の練習への取り組み方、小テスト及び総合考査などによる総合評価。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

評価割合
（％）

30

0

評価方法・割合

授業態度、授業中の練習への取り組み方、小テスト及び
総合考査、期末試験などによる総合評価。

評価対象となる到達目標

1.2．

中国語Ⅰ



定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

0

40

30

最終回に行われる総合考査テストの成績によって評価す
る。

授業中に行われる3回の考査の成績によって評価する。

1.2

1.2．

テキスト 『実学実用　漢語起歩』/黄　志軍/白帝社/2400/978-4-86398-116-4

参考書 必要に応じて別途指示する

履修条件・他の科目との関連 この授業は木曜日3限中国語Ⅰと連携して行われるので、一方でも無断欠席すると理解できなくな
るため、遅刻や無断欠席はしないこと。

中国語Ⅰ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10402601

中国語Ⅱ

松岡　依文、岡上　路子

松岡　依文

1年

授業の目的・概要

「中国語I」に引き続き、中国でもっとも広く使われている「普通話(標準語)」の基礎を勉強していく。中国旅行
や卒業後の仕事などにも生かせるように、中国人とのコミュニケーションがよりスムーズにできるための中国語
を身につけることが目的である。
　「中国語I」で習った中国語の発音や基礎文法、文型等を復習しながら、新しい文法事項を習得していく。ま
た、習得したものを応用できるように授業を進めていく。この講義では「聞く・読む・話す・書く」の四基本技
能全般の能力養成を重視する。
　尚、語学的なものの他にその背景となる中国の文化や現在の社会事情などを紹介し、中国社会全体についての
興味を育てる。

到達目標

１．基礎的な文法をマスターし、応用できる。
２．基礎的なコミュニケーションができる。

授業計画

【第1回】
テーマ：中国語Ⅰの復習
内容・方法：中国語Ⅰで習った内容についての復習をする
【第2回】
テーマ：完了と仮定表現
内容・方法：第8課　完了の了、仮定表現などの要点説明と練習を行う
【第3回】
テーマ：指示詞及び形容詞の名詞修飾
内容・方法：第8課　勧誘を表す、指示詞や形容詞による名詞修飾などの要点説明と練習を行う
【第4回】
テーマ：第8課の理解と練習
内容・方法：第8課の本文理解とドリル
【第5回】
テーマ：可能表現
内容・方法：第9課　可能表現会、前置詞離などの要点説明と練習を行う
【第6回】
テーマ：時間量の表現と 起点、終点の表現
内容・方法：第9課　時間量、前置詞从?到?などの要点説明と練習を行う
【第7回】
テーマ：第9課の理解と練習
内容・方法：第9課の本文理解とドリル
【第8回】
テーマ：第8課と第9課の再確認
内容・方法：第8、9課についての復習と考査。学生の質問に説明を行う。
【第9回】
テーマ：了と比較表現
内容・方法：第10課　発生と実現の了、比較表現などの要点説明と練習を行う
【第10回】
テーマ：結果補語と前置詞給
内容・方法：第10課　結果補語と前置詞の給などの要点説明と練習を行う
【第11回】
テーマ：第10課の理解と練習
内容・方法：第10課の本文理解とドリル
【第12回】
テーマ：第8課～第10課の総合復習
内容・方法：第8課～第10課の総合復習と総合練習
【第13回】
テーマ：様態補語、使役表現
内容・方法：第11課の様態補語、使役表現構文などの要点説明と練習を行う
【第14回】
テーマ：可能表現と二重目的語
内容・方法：第11課　可能の助動詞、二重目的語を取る動詞などの要点説明と練習を行う
【第15回】
テーマ：第11課の理解と練習
内容・方法：第11課の本文理解とドリル
【第16回】

授業種別
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テーマ：第11課の理解と練習
内容・方法：第11課の本文理解とドリル
【第17回】
テーマ：経験相と可能補語
内容・方法：12課　経験を表す過、可能補語などの要点説明と練習を行う
【第18回】
テーマ：有の連動的構文
内容・方法：第12課　有の連動的構文、已経?了などの要点説明と練習を行う
【第19回】
テーマ：第12課の理解と練習
内容・方法：第12課の本文理解とドリル
【第20回】
テーマ：第11課と第12課の再確認
内容・方法：第11、12課の復習と考査
【第21回】
テーマ：前置詞把と方向補語
内容・方法：第13課　把の構文、方向補語などの要点説明と練習を行う
【第22回】
テーマ：禁止表現と持続表現
内容・方法：第13課　禁止の別と持続の着などの要点説明と練習を行う　
【第23回】
テーマ：第13課の理解と練習
内容・方法：第13課の本文理解とドリル

【第24回】
テーマ：受動態と因果関係の表現
内容・方法：第14課　受動態被、因果関係表現などの要点説明と練習を行う
【第25回】
テーマ：比況表現、推測表現
内容・方法：第14課　比況表現、推測表現、出現文などの要点説明と練習を行う
【第26回】
テーマ：第14課の理解と練習
内容・方法：第14課の本文理解とドリル
【第27回】
テーマ：第13課と第14課の再確認
内容・方法：第13課と第14課についての復習と考査。学生の質問に説明を行う。
【第28回】
テーマ：疑問詞の呼応と「～ながら」表現
内容・方法：第15課　同一疑問詞の呼応用法と「～ならが」などの要点説明と練習を行う
【第29回】
テーマ：意思表示の表現と「～ために」
内容・方法：第15課　意思表示の表現と「～ために」、「～のみならず」などの文型説明と練習を行う
【第30回】
テーマ：第15課の理解と練習
内容・方法：第15課の本文理解とドリル

事前事後の学習

授業時間外で、計30時間の事前事後学習が必要です。

【第1回】
①事前学修課題：中国語Ⅰで習った内容を復習する。
②事後学修課題：授業で復習した時に気づいた忘れていた内容や理解しきれていなかった内容の再復習。
【第2回】
①事前学修課題：第8課の新出単語と46ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、付属CDを繰り返し聞く。
【第3回】
①事前学修課題：前回の学習内容の復習と47ページの関連内容の事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、付属CDを繰り返し聞く。
【第4回】
①事前学修課題：第8課の本文と48ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業での説明や練習で気づいた未だ分からなかったところを復習する。
【第5回】
①事前学修課題：第9課の新出単語と50、51ページの関連内容を予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、付属CDを繰り返し聞く。
【第6回】
①事前学修課題：前回の学習内容の復習と50、51ページの関連内容の事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、付属CDを繰り返し聞く。
【第7回】
①事前学修課題：第9課の本文と52ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業での説明や練習で気づいたまだ分からなかったところを復習する。
【第8回】
①事前学修課題：第8課、第9家で習った内容を確認し、分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：チェックシートで気づいた理解できていない部分を復習する。
【第9回】
①事前学修課題：第10課の新出単語と54、55ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、付属CDを繰り返し聞く。

中国語Ⅱ



【第10回】
①事前学修課題：前回の学習内容の復習と54、55ページの関連内容の事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、付属CDを繰り返し聞く。
【第11回】
①事前学修課題：第10課の本文と56ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業での説明や練習で気づいた分からなかったところを復習する。
【第12回】
①事前学修課題：第8課～第10課で習った内容を再度確認し、分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：文法のまとめや総合練習を通じて、分からなかったところについての説明を再度確認し、復習
する。
【第13回】
①事前学修課題：第11課の新出単語と62、63ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、付属CDを繰り返し聞く。
【第14回】
①事前学修課題：前回の学習内容の復習と62、63ページの関連内容の事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、付属CDを繰り返し聞く。
【第15回】
①事前学修課題：第11課の本文と64ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業での説明や練習で気づいた分からなかったところを復習する。
【第16回】
①事前学修課題：第12課の新出単語と66、67ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、付属CDを繰り返し聞く。
【第17回】
①事前学修課題：前回の内容の復習と66、67ページの関連内容の事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、付属CDを繰り返し聞く。
【第18回】
①事前学修課題：第12課の本文と68ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業での説明や練習で気づいた分からなかったところを復習する。
【第19回】
①事前学修課題：第11課、第12家で習った内容を確認し、分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：チェックシートで気づいた理解できていない部分を再確認し、復習する。
【第20回】
①事前学修課題：第13課の新出単語と70ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、付属CDを繰り返し聞く。
【第21回】
①事前学修課題：前回の内容の復習と71ページの内容の事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、付属CDを繰り返し聞く。
【第22回】
①事前学修課題：第13課の本文内容と72ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業での説明や練習で気づいた分からなかったところを復習する。
【第23回】
①事前学修課題：第14課の新出単語と75ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、付属CDを繰り返し聞く。
【第24回】
①事前学修課題：前回の内容の復習と74、75ページの関連内容の事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、付属CDを繰り返し聞く。
【第25回】
①事前学修課題：第14課の本文内容と76ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業での説明や練習で気づいた分からなかったところを復習する。
【第26回】
①事前学修課題：第13課と第14課で習った内容を確認し、分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：チェックシートで気づいた理解できていない部分を復習する。
【第27回】
①事前学修課題：第15課の新出単語と79ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、付属CDを繰り返し聞く。
【第28回】
①事前学修課題：前回の内容の復習と78、79ページの関連内容の予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、付属CDを繰り返し聞く。
【第29回】
①事前学修課題：第15課の本文内容と80ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業での説明や練習で気づいた分からなかったところを復習する。
【第30回】
①事前学修課題：81ページの総合練習を事前予習する。不明な点や未だ理解できていないところをメモなどに書
き留める
②事後学修課題：ここまで学習して来た内容を再確認し、総点検を行う。

課題に対するフィードバックの方法

考査などを採点後、速やかに返還し間違いやすいところや、理解が不十分なところを説明する。

成績評価の方法・基準（方針）

授業態度、授業中の練習への取り組み方、小テスト及び総合考査などによる総合評価。

成績評価の種類 評価割合
（％）

評価方法・割合 評価対象となる到達目標
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授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

30

0

0

40

30

授業参加の態度及び授業中での練習問題などに出来具
合などによって評価する。

最終回に行われる総合考査テストの成績によって評価す
る。

授業中に行われる3回の考査の成績によって評価する。

1.2．

1.2

1.2．

テキスト 『実学実用　漢語起歩』/黄　志軍/白帝社/2400/978-4-86398-116-4

参考書 必要に応じて別途指示する

履修条件・他の科目との関連 この授業は木曜日3限中国語Ⅰと連携して行われるので、一方でも無断欠席すると理解できなくな
るため、遅刻や無断欠席はしないこと。
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授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10303801

中国語Ⅱ

松岡　依文、岡上　路子

松岡　依文

1年

授業の目的・概要

「中国語I」に引き続き、中国でもっとも広く使われている「普通話(標準語)」の基礎を勉強していく。中国旅行
や卒業後の仕事などにも生かせるように、中国人とのコミュニケーションがよりスムーズにできるための中国語
を身につけることが目的である。
　「中国語I」で習った中国語の発音や基礎文法、文型等を復習しながら、新しい文法事項を習得していく。ま
た、習得したものを応用できるように授業を進めていく。この講義では「聞く・読む・話す・書く」の四基本技
能全般の能力養成を重視する。
　尚、語学的なものの他にその背景となる中国の文化や現在の社会事情などを紹介し、中国社会全体についての
興味を育てる。

到達目標

１．基礎的な文法をマスターし、応用できる。
２．基礎的なコミュニケーションができる。

授業計画

【第1回】
テーマ：中国語Ⅰの復習
内容・方法：中国語Ⅰで習った内容についての復習をする
【第2回】
テーマ：完了と仮定表現
内容・方法：第8課　完了の了、仮定表現などの要点説明と練習を行う
【第3回】
テーマ：指示詞及び形容詞の名詞修飾
内容・方法：第8課　勧誘を表す、指示詞や形容詞による名詞修飾などの要点説明と練習を行う
【第4回】
テーマ：第8課の理解と練習
内容・方法：第8課の本文理解とドリル
【第5回】
テーマ：可能表現
内容・方法：第9課　可能表現会、前置詞離などの要点説明と練習を行う
【第6回】
テーマ：時間量の表現と 起点、終点の表現
内容・方法：第9課　時間量、前置詞从?到?などの要点説明と練習を行う
【第7回】
テーマ：第9課の理解と練習
内容・方法：第9課の本文理解とドリル
【第8回】
テーマ：第8課と第9課の再確認
内容・方法：第8、9課についての復習と考査。学生の質問に説明を行う。
【第9回】
テーマ：了と比較表現
内容・方法：第10課　発生と実現の了、比較表現などの要点説明と練習を行う
【第10回】
テーマ：結果補語と前置詞給
内容・方法：第10課　結果補語と前置詞の給などの要点説明と練習を行う
【第11回】
テーマ：第10課の理解と練習
内容・方法：第10課の本文理解とドリル
【第12回】
テーマ：第8課～第10課の総合復習
内容・方法：第8課～第10課の総合復習と総合練習
【第13回】
テーマ：様態補語、使役表現
内容・方法：第11課の様態補語、使役表現構文などの要点説明と練習を行う
【第14回】
テーマ：可能表現と二重目的語
内容・方法：第11課　可能の助動詞、二重目的語を取る動詞などの要点説明と練習を行う
【第15回】
テーマ：第11課の理解と練習
内容・方法：第11課の本文理解とドリル
【第16回】

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －
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テーマ：第11課の理解と練習
内容・方法：第11課の本文理解とドリル
【第17回】
テーマ：経験相と可能補語
内容・方法：12課　経験を表す過、可能補語などの要点説明と練習を行う
【第18回】
テーマ：有の連動的構文
内容・方法：第12課　有の連動的構文、已経?了などの要点説明と練習を行う
【第19回】
テーマ：第12課の理解と練習
内容・方法：第12課の本文理解とドリル
【第20回】
テーマ：第11課と第12課の再確認
内容・方法：第11、12課の復習と考査
【第21回】
テーマ：前置詞把と方向補語
内容・方法：第13課　把の構文、方向補語などの要点説明と練習を行う
【第22回】
テーマ：禁止表現と持続表現
内容・方法：第13課　禁止の別と持続の着などの要点説明と練習を行う　
【第23回】
テーマ：第13課の理解と練習
内容・方法：第13課の本文理解とドリル

【第24回】
テーマ：受動態と因果関係の表現
内容・方法：第14課　受動態被、因果関係表現などの要点説明と練習を行う
【第25回】
テーマ：比況表現、推測表現
内容・方法：第14課　比況表現、推測表現、出現文などの要点説明と練習を行う
【第26回】
テーマ：第14課の理解と練習
内容・方法：第14課の本文理解とドリル
【第27回】
テーマ：第13課と第14課の再確認
内容・方法：第13課と第14課についての復習と考査。学生の質問に説明を行う。
【第28回】
テーマ：疑問詞の呼応と「～ながら」表現
内容・方法：第15課　同一疑問詞の呼応用法と「～ならが」などの要点説明と練習を行う
【第29回】
テーマ：意思表示の表現と「～ために」
内容・方法：第15課　意思表示の表現と「～ために」、「～のみならず」などの文型説明と練習を行う
【第30回】
テーマ：第15課の理解と練習
内容・方法：第15課の本文理解とドリル

事前事後の学習

授業時間外で、計30時間の事前事後学習が必要です。

【第1回】
①事前学修課題：中国語Ⅰで習った内容を復習する。
②事後学修課題：授業で復習した時に気づいた忘れていた内容や理解しきれていなかった内容の再復習。
【第2回】
①事前学修課題：第8課の新出単語と46ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、付属CDを繰り返し聞く。
【第3回】
①事前学修課題：前回の学習内容の復習と47ページの関連内容の事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、付属CDを繰り返し聞く。
【第4回】
①事前学修課題：第8課の本文と48ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業での説明や練習で気づいた未だ分からなかったところを復習する。
【第5回】
①事前学修課題：第9課の新出単語と50、51ページの関連内容を予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、付属CDを繰り返し聞く。
【第6回】
①事前学修課題：前回の学習内容の復習と50、51ページの関連内容の事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、付属CDを繰り返し聞く。
【第7回】
①事前学修課題：第9課の本文と52ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業での説明や練習で気づいたまだ分からなかったところを復習する。
【第8回】
①事前学修課題：第8課、第9家で習った内容を確認し、分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：チェックシートで気づいた理解できていない部分を復習する。
【第9回】
①事前学修課題：第10課の新出単語と54、55ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、付属CDを繰り返し聞く。
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【第10回】
①事前学修課題：前回の学習内容の復習と54、55ページの関連内容の事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、付属CDを繰り返し聞く。
【第11回】
①事前学修課題：第10課の本文と56ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業での説明や練習で気づいた分からなかったところを復習する。
【第12回】
①事前学修課題：第8課～第10課で習った内容を再度確認し、分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：文法のまとめや総合練習を通じて、分からなかったところについての説明を再度確認し、復習
する。
【第13回】
①事前学修課題：第11課の新出単語と62、63ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、付属CDを繰り返し聞く。
【第14回】
①事前学修課題：前回の学習内容の復習と62、63ページの関連内容の事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、付属CDを繰り返し聞く。
【第15回】
①事前学修課題：第11課の本文と64ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業での説明や練習で気づいた分からなかったところを復習する。
【第16回】
①事前学修課題：第12課の新出単語と66、67ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、付属CDを繰り返し聞く。
【第17回】
①事前学修課題：前回の内容の復習と66、67ページの関連内容の事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、付属CDを繰り返し聞く。
【第18回】
①事前学修課題：第12課の本文と68ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業での説明や練習で気づいた分からなかったところを復習する。
【第19回】
①事前学修課題：第11課、第12家で習った内容を確認し、分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：チェックシートで気づいた理解できていない部分を再確認し、復習する。
【第20回】
①事前学修課題：第13課の新出単語と70ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、付属CDを繰り返し聞く。
【第21回】
①事前学修課題：前回の内容の復習と71ページの内容の事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、付属CDを繰り返し聞く。
【第22回】
①事前学修課題：第13課の本文内容と72ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業での説明や練習で気づいた分からなかったところを復習する。
【第23回】
①事前学修課題：第14課の新出単語と75ページの内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、付属CDを繰り返し聞く。
【第24回】
①事前学修課題：前回の内容の復習と74、75ページの関連内容の事前予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、付属CDを繰り返し聞く。
【第25回】
①事前学修課題：第14課の本文内容と76ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業での説明や練習で気づいた分からなかったところを復習する。
【第26回】
①事前学修課題：第13課と第14課で習った内容を確認し、分からないところがあればメモなどに書き留める。
②事後学修課題：チェックシートで気づいた理解できていない部分を復習する。
【第27回】
①事前学修課題：第15課の新出単語と79ページの関連内容を事前予習する。
②事後学修課題：授業内容を復習し、付属CDを繰り返し聞く。
【第28回】
①事前学修課題：前回の内容の復習と78、79ページの関連内容の予習。
②事後学修課題：授業内容を復習し、付属CDを繰り返し聞く。
【第29回】
①事前学修課題：第15課の本文内容と80ページの練習問題を事前予習する。
②事後学修課題：授業での説明や練習で気づいた分からなかったところを復習する。
【第30回】
①事前学修課題：81ページの総合練習を事前予習する。不明な点や未だ理解できていないところをメモなどに書
き留める
②事後学修課題：ここまで学習して来た内容を再確認し、総点検を行う。

課題に対するフィードバックの方法

考査などを採点後、速やかに返還し間違いやすいところや、理解が不十分なところを説明する。

成績評価の方法・基準（方針）

授業態度、授業中の練習への取り組み方、小テスト及び総合考査などによる総合評価。

成績評価の種類 評価割合
（％）

評価方法・割合 評価対象となる到達目標

中国語Ⅱ



授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

30

0

0

40

30

授業参加の態度及び授業中での練習問題などに出来具
合などによって評価する。

最終回に行われる総合考査テストの成績によって評価す
る。

授業中に行われる3回の考査の成績によって評価する。

1.2．

1.2

1.2．

テキスト 『実学実用　漢語起歩』/黄　志軍/白帝社/2400/978-4-86398-116-4

参考書 必要に応じて別途指示する

履修条件・他の科目との関連 この授業は木曜日3限中国語Ⅰと連携して行われるので、一方でも無断欠席すると理解できなくな
るため、遅刻や無断欠席はしないこと。
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授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10402107

Oral English Ⅰ

B.チャールズ

B.チャールズ

1年

授業の目的・概要

(Upper) The aim of this course is to introduce you to the basics of English conversation. During 
each class, you will take part in conversations about different topics. Sometimes you will work in 
pairs or small groups, but other times you will work on your own or in a whole class activity. You 
are expected to actively participate in each activity. The textbook includes example conversations 
for different situations and will teach you useful phrases and important vocabulary. There will be 
regular quizzes and weekly homework assignments. You will need to do at least 1 hour per week of 
outside studies, such as class preparation and review. Google Classroom will be used for assignments 
and information about this course.

到達目標

At the end of the course, you will be able to:
1 develop the ability to converse about various everyday topics.
2 develop listening and speaking skills related to everyday conversation.
3 learn vocabulary essential for conversing about various everyday topics.

授業計画

【第1回】
テーマ：Course orientation. Google Classroom orientation and explanation. Unit 1: What is your name?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 1 Dialog & pair work. 
【第2回】
テーマ：Unit 1: What is your name?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 1 Dialog practice and memorization. Language Check 
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK Unit test.
【第3回】
テーマ：Unit 2: I love fashion!
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 2 Dialog & pair work. 
【第4回】
テーマ：Unit 2: I love fashion!
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 1 & 2 Dialog practice and memorization. Language Check 
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test
【第5回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 1, 2)
内容・方法： Practice test Units 1 & 2. Unit 1 & 2 Games
【第6回】
テーマ： Unit 3: How do you stay healthy?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 3 Dialog & pair work. 
【第7回】
テーマ：Unit 3: How do you stay healthy?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 3 Dialog practice and memorization. Language Check 
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第8回】
テーマ：Unit 4: How do I get there?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 4 Dialog & pair work. 
【第9回】
テーマ：Unit 4: How do I get there?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 4 Dialog practice and memorization. Language Check 
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第10回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 3, 4)
内容・方法： Practice test Units 3 & 4. Unit 3 & 4 Games
【第11回】
テーマ： Unit 5: What's that?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 5 Dialog & pair work. 
【第12回】
テーマ：Unit 5: What's that?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 5 Dialog practice and memorization. Language Check 
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第13回】
テーマ： Unit 6: What's your dream?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 6 Dialog & pair work. 

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 1単位

実務家教員による授業 －
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【第14回】
テーマ：Unit 6: What's your dream?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 6 Dialog practice and memorization. Language Check 
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第15回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 5, 6)
内容・方法： Practice test Units 5 & 6. Unit 5 & 6 Games. Explanation of final test.

事前事後の学習

授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。

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

課題に対するフィードバックの方法

1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom. 
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class. 
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.
4.The teacher will tell you your current grade at least three times during the semester. In 
addition, your grades may also be posted regularly on Google Classroom.

成績評価の方法・基準（方針）

Oral English Ⅰ



「以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点 以上を合格とし、所定の単位を認定する」

General Grade Category Breakdown: 
1) Participation and class activities (10%) 
2) Dialog performance tests (30%)
2) Homework and unit tests (20%)
3) 3 Review tests (30%)
4) Final examination (10%)

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

70

20

0

10

0

評価方法・割合

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

Homework and unit tests (20%)

none

Final examination (10%)

none

評価対象となる到達目標

1,2, & 3

1,2 & 3

1,2 & 3

テキスト English Firsthand SUCCESS with MyMobile World (2018 5th edition), Marc Helgesen, Steven 
Brown, John Wiltshier, Pearson Longman, ISBN: 9789813132764

参考書 Mymobileworld: Online study (optional) you instructor will help you sign up if you are using it 
in this course.

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

Oral English Ⅰ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10402108

Oral English Ⅰ

P.ベイリー

P.ベイリー

1年

授業の目的・概要

(Regular) The aim of this course is to introduce you to the basics of English conversation. During 
each class, you will take part in conversations about different topics. Sometimes you will work in 
pairs or small groups, but other times you will work on your own or in a whole class activity. You 
are expected to actively participate in each activity. The textbook includes example conversations 
for different situations and will teach you useful phrases and important vocabulary. There will be 
regular quizzes and weekly homework assignments. You will need to do at least 1 hour per week of 
outside studies, such as class preparation and review. Google Classroom will be used for assignments 
and information about this course.

到達目標

At the end of the course, you will be able to:
1 develop the ability to converse about various everyday topics.
2 develop listening and speaking skills related to everyday conversation.
3 learn vocabulary essential for conversing about various everyday topics.

授業計画

【第1回】
テーマ：Course orientation. Google Classroom orientation and explanation. Unit 1: What is your name?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 1 Dialog & pair work. 
【第2回】
テーマ：Unit 1: What is your name?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 1 Dialog practice and memorization. Language Check 
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK Unit test.
【第3回】
テーマ：Unit 2: I love fashion!
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 2 Dialog & pair work. 
【第4回】
テーマ：Unit 2: I love fashion!
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 1 & 2 Dialog practice and memorization. Language Check 
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test
【第5回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 1, 2)
内容・方法： Practice test Units 1 & 2. Unit 1 & 2 Games
【第6回】
テーマ： Unit 3: How do you stay healthy?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 3 Dialog & pair work. 
【第7回】
テーマ：Unit 3: How do you stay healthy?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 3 Dialog practice and memorization. Language Check 
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第8回】
テーマ：Unit 4: How do I get there?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 4 Dialog & pair work. 
【第9回】
テーマ：Unit 4: How do I get there?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 4 Dialog practice and memorization. Language Check 
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第10回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 3, 4)
内容・方法： Practice test Units 3 & 4. Unit 3 & 4 Games
【第11回】
テーマ： Unit 5: What's that?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 5 Dialog & pair work. 
【第12回】
テーマ：Unit 5: What's that?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 5 Dialog practice and memorization. Language Check 
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第13回】
テーマ： Unit 6: What's your dream?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 6 Dialog & pair work. 

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 1単位
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【第14回】
テーマ：Unit 6: What's your dream?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 6 Dialog practice and memorization. Language Check 
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第15回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 5, 6)
内容・方法： Practice test Units 5 & 6. Unit 5 & 6 Games. Explanation of final test.

事前事後の学習

授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。

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

課題に対するフィードバックの方法

1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom. 
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class. 
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.
4.The teacher will tell you your current grade at least three times during the semester. In 
addition, your grades may also be posted regularly on Google Classroom.

成績評価の方法・基準（方針）

Oral English Ⅰ



「以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点 以上を合格とし、所定の単位を認定する」

General Grade Category Breakdown: 
1) Participation and class activities (10%) 
2) Dialog performance tests (30%)
2) Homework and unit tests (20%)
3) 3 Review tests (30%)
4) Final examination (10%)

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

70

20

0

10

0

評価方法・割合

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

Homework and unit tests (20%)

none

Final examination (10%)

none

評価対象となる到達目標

1,2, & 3

1,2 & 3

1,2 & 3

テキスト English Firsthand SUCCESS with MyMobile World (2018 5th edition), Marc Helgesen, Steven 
Brown, John Wiltshier, Pearson Longman, ISBN: 9789813132764

参考書 Mymobileworld: Online study (optional) you instructor will help you sign up if you are using it 
in this course.

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

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10402109

Oral English Ⅰ

A.ナデュー

A.ナデュー

1年

授業の目的・概要

(Regular) The aim of this course is to introduce you to the basics of English conversation. During 
each class, you will take part in conversations about different topics. Sometimes you will work in 
pairs or small groups, but other times you will work on your own or in a whole class activity. You 
are expected to actively participate in each activity. The textbook includes example conversations 
for different situations and will teach you useful phrases and important vocabulary. There will be 
regular quizzes and weekly homework assignments. You will need to do at least 1 hour per week of 
outside studies, such as class preparation and review. Google Classroom will be used for assignments 
and information about this course.

到達目標

At the end of the course, you will be able to:
1 develop the ability to converse about various everyday topics.
2 develop listening and speaking skills related to everyday conversation.
3 learn vocabulary essential for conversing about various everyday topics.

授業計画

【第1回】
テーマ：Course orientation. Google Classroom orientation and explanation. Unit 1: What is your name?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 1 Dialog & pair work. 
【第2回】
テーマ：Unit 1: What is your name?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 1 Dialog practice and memorization. Language Check 
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK Unit test.
【第3回】
テーマ：Unit 2: I love fashion!
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 2 Dialog & pair work. 
【第4回】
テーマ：Unit 2: I love fashion!
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 1 & 2 Dialog practice and memorization. Language Check 
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test
【第5回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 1, 2)
内容・方法： Practice test Units 1 & 2. Unit 1 & 2 Games
【第6回】
テーマ： Unit 3: How do you stay healthy?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 3 Dialog & pair work. 
【第7回】
テーマ：Unit 3: How do you stay healthy?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 3 Dialog practice and memorization. Language Check 
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第8回】
テーマ：Unit 4: How do I get there?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 4 Dialog & pair work. 
【第9回】
テーマ：Unit 4: How do I get there?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 4 Dialog practice and memorization. Language Check 
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第10回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 3, 4)
内容・方法： Practice test Units 3 & 4. Unit 3 & 4 Games
【第11回】
テーマ： Unit 5: What's that?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 5 Dialog & pair work. 
【第12回】
テーマ：Unit 5: What's that?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 5 Dialog practice and memorization. Language Check 
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第13回】
テーマ： Unit 6: What's your dream?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 6 Dialog & pair work. 

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 1単位

実務家教員による授業 －
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【第14回】
テーマ：Unit 6: What's your dream?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 6 Dialog practice and memorization. Language Check 
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第15回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 5, 6)
内容・方法： Practice test Units 5 & 6. Unit 5 & 6 Games. Explanation of final test.

事前事後の学習

授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。

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

課題に対するフィードバックの方法

1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom. 
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class. 
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.
4.The teacher will tell you your current grade at least three times during the semester. In 
addition, your grades may also be posted regularly on Google Classroom.

成績評価の方法・基準（方針）

Oral English Ⅰ



「以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点 以上を合格とし、所定の単位を認定する」

General Grade Category Breakdown: 
1) Participation and class activities (10%) 
2) Dialog performance tests (30%)
2) Homework and unit tests (20%)
3) 3 Review tests (30%)
4) Final examination (10%)

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

70

20

0

10

0

評価方法・割合

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

Homework and unit tests (20%)

none

Final examination (10%)

none

評価対象となる到達目標

1,2, & 3

1,2 & 3

1,2 & 3

テキスト English Firsthand SUCCESS with MyMobile World (2018 5th edition), Marc Helgesen, Steven 
Brown, John Wiltshier, Pearson Longman, ISBN: 9789813132764

参考書 Mymobileworld: Online study (optional) you instructor will help you sign up if you are using it 
in this course.

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

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10402110

Oral English Ⅰ

J.A.マクナブ

J.A.マクナブ

1年

授業の目的・概要

(Regular) The aim of this course is to introduce you to the basics of English conversation. During 
each class, you will take part in conversations about different topics. Sometimes you will work in 
pairs or small groups, but other times you will work on your own or in a whole class activity. You 
are expected to actively participate in each activity. The textbook includes example conversations 
for different situations and will teach you useful phrases and important vocabulary. There will be 
regular quizzes and weekly homework assignments. You will need to do at least 1 hour per week of 
outside studies, such as class preparation and review. Google Classroom will be used for assignments 
and information about this course.

到達目標

At the end of the course, you will be able to:
1 develop the ability to converse about various everyday topics.
2 develop listening and speaking skills related to everyday conversation.
3 learn vocabulary essential for conversing about various everyday topics.

授業計画

【第1回】
テーマ：Course orientation. Google Classroom orientation and explanation. Unit 1: What is your name?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 1 Dialog & pair work. 
【第2回】
テーマ：Unit 1: What is your name?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 1 Dialog practice and memorization. Language Check 
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK Unit test.
【第3回】
テーマ：Unit 2: I love fashion!
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 2 Dialog & pair work. 
【第4回】
テーマ：Unit 2: I love fashion!
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 1 & 2 Dialog practice and memorization. Language Check 
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test
【第5回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 1, 2)
内容・方法： Practice test Units 1 & 2. Unit 1 & 2 Games
【第6回】
テーマ： Unit 3: How do you stay healthy?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 3 Dialog & pair work. 
【第7回】
テーマ：Unit 3: How do you stay healthy?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 3 Dialog practice and memorization. Language Check 
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第8回】
テーマ：Unit 4: How do I get there?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 4 Dialog & pair work. 
【第9回】
テーマ：Unit 4: How do I get there?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 4 Dialog practice and memorization. Language Check 
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第10回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 3, 4)
内容・方法： Practice test Units 3 & 4. Unit 3 & 4 Games
【第11回】
テーマ： Unit 5: What's that?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 5 Dialog & pair work. 
【第12回】
テーマ：Unit 5: What's that?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 5 Dialog practice and memorization. Language Check 
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第13回】
テーマ： Unit 6: What's your dream?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 6 Dialog & pair work. 

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 1単位

実務家教員による授業 －
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【第14回】
テーマ：Unit 6: What's your dream?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 6 Dialog practice and memorization. Language Check 
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第15回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 5, 6)
内容・方法： Practice test Units 5 & 6. Unit 5 & 6 Games. Explanation of final test.

事前事後の学習

授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。

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

課題に対するフィードバックの方法

1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom. 
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class. 
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.
4.The teacher will tell you your current grade at least three times during the semester. In 
addition, your grades may also be posted regularly on Google Classroom.

成績評価の方法・基準（方針）
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「以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点 以上を合格とし、所定の単位を認定する」

General Grade Category Breakdown: 
1) Participation and class activities (10%) 
2) Dialog performance tests (30%)
2) Homework and unit tests (20%)
3) 3 Review tests (30%)
4) Final examination (10%)

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

70

20

0

10

0

評価方法・割合

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

Homework and unit tests (20%)

none

Final examination (10%)

none

評価対象となる到達目標

1,2, & 3

1,2 & 3

1,2 & 3

テキスト English Firsthand SUCCESS with MyMobile World (2018 5th edition), Marc Helgesen, Steven 
Brown, John Wiltshier, Pearson Longman, ISBN: 9789813132764

参考書 Mymobileworld: Online study (optional) you instructor will help you sign up if you are using it 
in this course.

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

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10402111

Oral English Ⅰ

J.エチャー

J.エチャー

1年

授業の目的・概要

(Regular) The aim of this course is to introduce you to the basics of English conversation. During 
each class, you will take part in conversations about different topics. Sometimes you will work in 
pairs or small groups, but other times you will work on your own or in a whole class activity. You 
are expected to actively participate in each activity. The textbook includes example conversations 
for different situations and will teach you useful phrases and important vocabulary. There will be 
regular quizzes and weekly homework assignments. You will need to do at least 1 hour per week of 
outside studies, such as class preparation and review. Google Classroom will be used for assignments 
and information about this course.

到達目標

At the end of the course, you will be able to:
1 develop the ability to converse about various everyday topics.
2 develop listening and speaking skills related to everyday conversation.
3 learn vocabulary essential for conversing about various everyday topics.

授業計画

【第1回】
テーマ：Course orientation. Google Classroom orientation and explanation. Unit 1: What is your name?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 1 Dialog & pair work. 
【第2回】
テーマ：Unit 1: What is your name?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 1 Dialog practice and memorization. Language Check 
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK Unit test.
【第3回】
テーマ：Unit 2: I love fashion!
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 2 Dialog & pair work. 
【第4回】
テーマ：Unit 2: I love fashion!
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 1 & 2 Dialog practice and memorization. Language Check 
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test
【第5回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 1, 2)
内容・方法： Practice test Units 1 & 2. Unit 1 & 2 Games
【第6回】
テーマ： Unit 3: How do you stay healthy?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 3 Dialog & pair work. 
【第7回】
テーマ：Unit 3: How do you stay healthy?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 3 Dialog practice and memorization. Language Check 
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第8回】
テーマ：Unit 4: How do I get there?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 4 Dialog & pair work. 
【第9回】
テーマ：Unit 4: How do I get there?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 4 Dialog practice and memorization. Language Check 
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第10回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 3, 4)
内容・方法： Practice test Units 3 & 4. Unit 3 & 4 Games
【第11回】
テーマ： Unit 5: What's that?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 5 Dialog & pair work. 
【第12回】
テーマ：Unit 5: What's that?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 5 Dialog practice and memorization. Language Check 
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第13回】
テーマ： Unit 6: What's your dream?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 6 Dialog & pair work. 

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 1単位

実務家教員による授業 －

Oral English Ⅰ



【第14回】
テーマ：Unit 6: What's your dream?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 6 Dialog practice and memorization. Language Check 
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第15回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 5, 6)
内容・方法： Practice test Units 5 & 6. Unit 5 & 6 Games. Explanation of final test.

事前事後の学習

授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。

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

課題に対するフィードバックの方法

1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom. 
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class. 
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.
4.The teacher will tell you your current grade at least three times during the semester. In 
addition, your grades may also be posted regularly on Google Classroom.

成績評価の方法・基準（方針）
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「以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点 以上を合格とし、所定の単位を認定する」

General Grade Category Breakdown: 
1) Participation and class activities (10%) 
2) Dialog performance tests (30%)
2) Homework and unit tests (20%)
3) 3 Review tests (30%)
4) Final examination (10%)

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

70

20

0

10

0

評価方法・割合

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

Homework and unit tests (20%)

none

Final examination (10%)

none

評価対象となる到達目標

1,2, & 3

1,2 & 3

1,2 & 3

テキスト English Firsthand SUCCESS with MyMobile World (2018 5th edition), Marc Helgesen, Steven 
Brown, John Wiltshier, Pearson Longman, ISBN: 9789813132764

参考書 Mymobileworld: Online study (optional) you instructor will help you sign up if you are using it 
in this course.

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

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10402112

Oral English Ⅰ

G.S.ジョン-バプティースト

G.S.ジョン-バプティースト

1年

授業の目的・概要

(Lower) The aim of this course is to introduce you to the basics of English conversation. During 
each class, you will take part in conversations about different topics. Sometimes you will work in 
pairs or small groups, but other times you will work on your own or in a whole class activity. You 
are expected to actively participate in each activity. The textbook includes example conversations 
for different situations and will teach you useful phrases and important vocabulary. There will be 
regular quizzes and weekly homework assignments. You will need to do at least 1 hour per week of 
outside studies, such as class preparation and review. Google Classroom will be used for assignments 
and information about this course.

到達目標

At the end of the course, you will be able to:
1 develop the ability to converse about various everyday topics.
2 develop listening and speaking skills related to everyday conversation.
3 learn vocabulary essential for conversing about various everyday topics.

授業計画

【第1回】
テーマ：Course orientation. Google Classroom orientation and explanation. Unit 1: What is your name?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 1 Dialog & pair work. 
【第2回】
テーマ：Unit 1: What is your name?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 1 Dialog practice and memorization. Language Check 
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK Unit test.
【第3回】
テーマ：Unit 2: I love fashion!
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 2 Dialog & pair work. 
【第4回】
テーマ：Unit 2: I love fashion!
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 1 & 2 Dialog practice and memorization. Language Check 
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test
【第5回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 1, 2)
内容・方法： Practice test Units 1 & 2. Unit 1 & 2 Games
【第6回】
テーマ： Unit 3: How do you stay healthy?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 3 Dialog & pair work. 
【第7回】
テーマ：Unit 3: How do you stay healthy?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 3 Dialog practice and memorization. Language Check 
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第8回】
テーマ：Unit 4: How do I get there?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 4 Dialog & pair work. 
【第9回】
テーマ：Unit 4: How do I get there?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 4 Dialog practice and memorization. Language Check 
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第10回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 3, 4)
内容・方法： Practice test Units 3 & 4. Unit 3 & 4 Games
【第11回】
テーマ： Unit 5: What's that?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 5 Dialog & pair work. 
【第12回】
テーマ：Unit 5: What's that?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 5 Dialog practice and memorization. Language Check 
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第13回】
テーマ： Unit 6: What's your dream?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 6 Dialog & pair work. 

授業種別
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【第14回】
テーマ：Unit 6: What's your dream?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 6 Dialog practice and memorization. Language Check 
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第15回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 5, 6)
内容・方法： Practice test Units 5 & 6. Unit 5 & 6 Games. Explanation of final test.

事前事後の学習

授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。

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

課題に対するフィードバックの方法

1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom. 
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class. 
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.
4.The teacher will tell you your current grade at least three times during the semester. In 
addition, your grades may also be posted regularly on Google Classroom.

成績評価の方法・基準（方針）
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「以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点 以上を合格とし、所定の単位を認定する」

General Grade Category Breakdown: 
1) Participation and class activities (10%) 
2) Dialog performance tests (30%)
2) Homework and unit tests (20%)
3) 3 Review tests (30%)
4) Final examination (10%)

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

70

20

0

10

0

評価方法・割合

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

Homework and unit tests (20%)

none

Final examination (10%)

none

評価対象となる到達目標

1,2, & 3

1,2, & 3

1,2, & 3

テキスト English Firsthand SUCCESS with MyMobile World (2018 5th edition), Marc Helgesen, Steven 
Brown, John Wiltshier, Pearson Longman, ISBN: 9789813132764

参考書 Mymobileworld: Online study (optional) you instructor will help you sign up if you are using it 
in this course.

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

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10402113

Oral English Ⅰ

クリスティーナ

クリスティーナ

1年

授業の目的・概要

(Lower) The aim of this course is to introduce you to the basics of English conversation. During 
each class, you will take part in conversations about different topics. Sometimes you will work in 
pairs or small groups, but other times you will work on your own or in a whole class activity. You 
are expected to actively participate in each activity. The textbook includes example conversations 
for different situations and will teach you useful phrases and important vocabulary. There will be 
regular quizzes and weekly homework assignments. You will need to do at least 1 hour per week of 
outside studies, such as class preparation and review. Google Classroom will be used for assignments 
and information about this course.

到達目標

At the end of the course, you will be able to:
1 develop the ability to converse about various everyday topics.
2 develop listening and speaking skills related to everyday conversation.
3 learn vocabulary essential for conversing about various everyday topics.

授業計画

【第1回】
テーマ：Course orientation. Google Classroom orientation and explanation. Unit 1: What is your name?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 1 Dialog & pair work. 
【第2回】
テーマ：Unit 1: What is your name?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 1 Dialog practice and memorization. Language Check 
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK Unit test.
【第3回】
テーマ：Unit 2: I love fashion!
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 2 Dialog & pair work. 
【第4回】
テーマ：Unit 2: I love fashion!
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 1 & 2 Dialog practice and memorization. Language Check 
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test
【第5回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 1, 2)
内容・方法： Practice test Units 1 & 2. Unit 1 & 2 Games
【第6回】
テーマ： Unit 3: How do you stay healthy?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 3 Dialog & pair work. 
【第7回】
テーマ：Unit 3: How do you stay healthy?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 3 Dialog practice and memorization. Language Check 
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第8回】
テーマ：Unit 4: How do I get there?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 4 Dialog & pair work. 
【第9回】
テーマ：Unit 4: How do I get there?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 4 Dialog practice and memorization. Language Check 
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第10回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 3, 4)
内容・方法： Practice test Units 3 & 4. Unit 3 & 4 Games
【第11回】
テーマ： Unit 5: What's that?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 5 Dialog & pair work. 
【第12回】
テーマ：Unit 5: What's that?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 5 Dialog practice and memorization. Language Check 
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第13回】
テーマ： Unit 6: What's your dream?
内容・方法：Vocabulary building; Listening. Unit 6 Dialog & pair work. 
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【第14回】
テーマ：Unit 6: What's your dream?
内容・方法：Vocabulary review quiz. Unit 6 Dialog practice and memorization. Language Check 
(grammar). Group Work. Real stories (reading). HWK - Unit test.
【第15回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 5, 6)
内容・方法： Practice test Units 5 & 6. Unit 5 & 6 Games. Explanation of final test.

事前事後の学習

授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。

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

課題に対するフィードバックの方法

1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom. 
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class. 
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.
4.The teacher will tell you your current grade at least three times during the semester. In 
addition, your grades may also be posted regularly on Google Classroom.

成績評価の方法・基準（方針）

Oral English Ⅰ



「以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点 以上を合格とし、所定の単位を認定する」

General Grade Category Breakdown: 
1) Participation and class activities (10%) 
2) Dialog performance tests (30%)
2) Homework and unit tests (20%)
3) 3 Review tests (30%)
4) Final examination (10%)

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

70

20

0

10

0

評価方法・割合

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

Homework and unit tests (20%)

none

Final examination (10%)

none

評価対象となる到達目標

1,2, & 3

1,2, & 3

1,2, & 3

テキスト English Firsthand SUCCESS with MyMobile World (2018 5th edition), Marc Helgesen, Steven 
Brown, John Wiltshier, Pearson Longman, ISBN: 9789813132764

参考書 Mymobileworld: Online study (optional) you instructor will help you sign up if you are using it 
in this course.

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

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10402207

Presenting Skills

B.チャールズ

B.チャールズ

1年

授業の目的・概要

(Upper) The aim of this course is to develop to the basics of English conversation and introduce the 
basic skills of presenting. During each class, students will take part in conversations about 
different topics and associated vocabulary and grammar. To 
 develop presenting skills, students will receive instruction in posture, eye contact, and voice 
inflection. In addition, instruction will be given creating effective presentation slides and how to 
effectively explain the slides. Sometimes you will work in pairs or small groups, but other times 
you will work on your own or in a whole class activity. You are expected to actively participate in 
each activity. There will be regular quizzes, weekly homework assignments and class presentation 
projects. A final presentation will be done in class and submitted as a Power Point video 
presentation. You will need to do at least 1 hour per week of outside studies, such as class 
preparation and review. Google Classroom will be used for assignments and information about this 
course.

到達目標

At the end of the course, you will be able to:
1 develop the ability to converse about various everyday topics.
2 develop listening and speaking skills related to everyday conversation.
3 learn vocabulary essential for conversing about various everyday topics. 
4. improve presentation delivery skills.
5. improve presentation visuals and slide.

授業計画

【第1回】
テーマ：Course orientation. Google Classroom orientation and explanation. Study of presenting skills.
内容・方法：Presenting skills, posture, gestures, and voice inflections. Application and practice - 
introductions. HWK: Self-Introduction power point slide
【第2回】
テーマ：Presentation skills practice & Self-Introduction Power Point (1 Slide)
内容・方法：Presentation 1 - group presentations and student checklist & feedback. HWK review text 
unit
【第3回】
テーマ：Unit 7:It was great!
内容・方法：Vocabulary building & quiz; Listening/Reading review. Dialog & pair work. HWK Reading 
and grammar
【第4回】
テーマ：Unit 8: How much do you know?
内容・方法：Vocabulary building & quiz; Listening/Reading review. Dialog & pair work. HWK Reading 
and grammar
【第5回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 7, 8)
内容・方法：Review Presentation skills - posture, gestures, and voice inflections. Plan presentation 
2 - decide the topic and plan the slides. 
【第6回】
テーマ： Presentation skills practice 
内容・方法：Presentation 2: prepare slides and practice delivery - peer edit slides & pairs give 
feedback and advice on presentation delivery. HWK: practice presentation 2
【第7回】
テーマ：Presentation 2
内容・方法：Presentation 2 - group presentations and student checklist & feedback. HWK review text 
unit
【第8回】
テーマ：Unit 9: She really can sing?
内容・方法：Vocabulary building & quiz; Listening/Reading review. Dialog & pair work. HWK Reading 
and grammar
【第9回】
テーマ：Unit 10 What do you like to do?
内容・方法：Vocabulary building & quiz; Listening/Reading review. Dialog & pair work. HWK Reading 
and grammar
【第10回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 9 & 10)

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 1単位

実務家教員による授業 －

Presenting Skills



内容・方法： Review Presentation skills - posture, gestures, and voice inflections. Plan 
presentation 3 - decide the topic and plan the slides. 
【第11回】
テーマ： Presentation skills practice 
内容・方法：Presentation 3: prepare slides and practice delivery - peer edit slides & pairs give 
feedback and advice on presentation delivery. HWK: practice presentation 3
【第12回】
テーマ：Presentation 3
内容・方法：Presentation 3 - group presentations and student checklist & feedback. 
【第13回】
テーマ： Final presentation
内容・方法：Decide the topic, plan the presentation. Explanation of how to make a power point video 
presentation. 
【第14回】
テーマ：Final Presentation- session 1
内容・方法： Individual presentations - student feedback and comment.  
【第15回】
テーマ：Final Presentation- session 2
内容・方法： Individual presentations - student feedback and comment.  Explanation of final test - 
submit a power point movie recording of the final presentation

事前事後の学習

授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。

Note:  Students are expected to spend approximately 30 minutes for preparation assignments before 
each class AND an additional 30 minutes for review assignments after each class.
【第1回】
①事前学修課題 : Review English studied in the Oral English course. 
②事後学修課題： Review and practice presenting skills. Do HWK presentation assignment
【第2回】
①事前学修課題 : Check you did all your HWK. Practice and prepare for the presentation. 
②事後学修課題：Review the text unit .
【第3回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read text unit.
②事後学修課題：Do HWK assignments. 
【第4回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read text unit.
②事後学修課題：Do HWK assignments. Prepare for the unit review. 
【第5回】
①事前学修課題：Review for the unit test.
②事後学修課題：Review Presentation skills - posture, gestures, and voice inflections. Do HWK 
presentation assignments.
【第6回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Review presentation skills practice.  
②事後学修課題：Practice and prepare for presentation.
【第7回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Practice your presentation. 
②事後学修課題：Review the text unit .
【第8回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read text unit.
②事後学修課題：Do HWK assignments. 
【第9回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read text unit.
②事後学修課題：Do HWK assignments. Prepare for the unit review. 
【第10回】
①事前学修課題：Review for the unit test.
②事後学修課題：Review Presentation skills - posture, gestures, and voice inflections. Do HWK 
presentation assignments.
【第11回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Review presentation skills practice.  
②事後学修課題：Practice and prepare for presentation.
【第12回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Practice your presentation. 
②事後学修課題：Prepare for final presentation and do HWK presentation assignments.
【第13回】
①事前学修課題：Prepare for final presentation.
②事後学修課題：Prepare for final presentation and do HWK presentation assignments.
【第14回】
①事前学修課題：Prepare for final presentation.
②事後学修課題：Submit feedback and comments.
【第15回】
①事前学修課題：Prepare for final presentation. 
②事後学修課題：Submit feedback and comments. Submit the final presentation power point.

課題に対するフィードバックの方法

Presenting Skills



1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom. 
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class. 
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.
4.The teacher will tell you your current grade at least three times during the semester. In 
addition, your grades may also be posted regularly on Google Classroom.

成績評価の方法・基準（方針）

「以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点 以上を合格とし、所定の単位を認定する」

General Grade Category Breakdown: 
1) Participation and class activities (10%) 
2) Language (vocabulary & grammar quizzes) (30%)
3) Unit reviews (10%)
4) 3 Class Presentations (30%)
5) Homework assignments (10%)
6) Final presentation and video presentation (10%)

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

80

10

0

10

0

評価方法・割合

Participation and class activities (10%),  Language 
(vocabulary & grammar quizzes) (30%), Unit reviews 
(10%) and 3 Class Presentations (30%).

Homework assignments (10%)

none

Final presentation and video presentation (10%)

none

評価対象となる到達目標

1,2, 3 & 4

1,2, 3 & 4

4,5

テキスト English Firsthand SUCCESS with MyMobile World (2018 5th edition), Marc Helgesen, Steven 
Brown, John Wiltshier, Pearson Longman, ISBN: 9789813132764

参考書 Mymobileworld: Online study (optional) you instructor will help you sign up if you are using it 
in this course. Teacher will give handouts on presenting.

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

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10402208

Presenting Skills

P.ベイリー

P.ベイリー

1年

授業の目的・概要

(Regular) The aim of this course is to develop to the basics of English conversation and introduce 
the basic skills of presenting. During each class, students will take part in conversations about 
different topics and associated vocabulary and grammar. To 
 develop presenting skills, students will receive instruction in posture, eye contact, and voice 
inflection. In addition, instruction will be given creating effective presentation slides and how to 
effectively explain the slides. Sometimes you will work in pairs or small groups, but other times 
you will work on your own or in a whole class activity. You are expected to actively participate in 
each activity. There will be regular quizzes, weekly homework assignments and class presentation 
projects. A final presentation will be done in class and submitted as a Power Point video 
presentation. You will need to do at least 1 hour per week of outside studies, such as class 
preparation and review. Google Classroom will be used for assignments and information about this 
course.

到達目標

At the end of the course, you will be able to:
1 develop the ability to converse about various everyday topics.
2 develop listening and speaking skills related to everyday conversation.
3 learn vocabulary essential for conversing about various everyday topics. 
4. improve presentation delivery skills.
5. improve presentation visuals and slide.

授業計画

【第1回】
テーマ：Course orientation. Google Classroom orientation and explanation. Study of presenting skills.
内容・方法：Presenting skills, posture, gestures, and voice inflections. Application and practice - 
introductions. HWK: Self-Introduction power point slide
【第2回】
テーマ：Presentation skills practice & Self-Introduction Power Point (1 Slide)
内容・方法：Presentation 1 - group presentations and student checklist & feedback. HWK review text 
unit
【第3回】
テーマ：Unit 7:It was great!
内容・方法：Vocabulary building & quiz; Listening/Reading review. Dialog & pair work. HWK Reading 
and grammar
【第4回】
テーマ：Unit 8: How much do you know?
内容・方法：Vocabulary building & quiz; Listening/Reading review. Dialog & pair work. HWK Reading 
and grammar
【第5回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 7, 8)
内容・方法：Review Presentation skills - posture, gestures, and voice inflections. Plan presentation 
2 - decide the topic and plan the slides. 
【第6回】
テーマ： Presentation skills practice 
内容・方法：Presentation 2: prepare slides and practice delivery - peer edit slides & pairs give 
feedback and advice on presentation delivery. HWK: practice presentation 2
【第7回】
テーマ：Presentation 2
内容・方法：Presentation 2 - group presentations and student checklist & feedback. HWK review text 
unit
【第8回】
テーマ：Unit 9: She really can sing?
内容・方法：Vocabulary building & quiz; Listening/Reading review. Dialog & pair work. HWK Reading 
and grammar
【第9回】
テーマ：Unit 10 What do you like to do?
内容・方法：Vocabulary building & quiz; Listening/Reading review. Dialog & pair work. HWK Reading 
and grammar
【第10回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 9 & 10)

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 1単位

実務家教員による授業 －

Presenting Skills



内容・方法： Review Presentation skills - posture, gestures, and voice inflections. Plan 
presentation 3 - decide the topic and plan the slides. 
【第11回】
テーマ： Presentation skills practice 
内容・方法：Presentation 3: prepare slides and practice delivery - peer edit slides & pairs give 
feedback and advice on presentation delivery. HWK: practice presentation 3
【第12回】
テーマ：Presentation 3
内容・方法：Presentation 3 - group presentations and student checklist & feedback. 
【第13回】
テーマ： Final presentation
内容・方法：Decide the topic, plan the presentation. Explanation of how to make a power point video 
presentation. 
【第14回】
テーマ：Final Presentation- session 1
内容・方法： Individual presentations - student feedback and comment.  
【第15回】
テーマ：Final Presentation- session 2
内容・方法： Individual presentations - student feedback and comment.  Explanation of final test - 
submit a power point movie recording of the final presentation

事前事後の学習

授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。

Note:  Students are expected to spend approximately 30 minutes for preparation assignments before 
each class AND an additional 30 minutes for review assignments after each class.
【第1回】
①事前学修課題 : Review English studied in the Oral English course. 
②事後学修課題： Review and practice presenting skills. Do HWK presentation assignment
【第2回】
①事前学修課題 : Check you did all your HWK. Practice and prepare for the presentation. 
②事後学修課題：Review the text unit .
【第3回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read text unit.
②事後学修課題：Do HWK assignments. 
【第4回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read text unit.
②事後学修課題：Do HWK assignments. Prepare for the unit review. 
【第5回】
①事前学修課題：Review for the unit test.
②事後学修課題：Review Presentation skills - posture, gestures, and voice inflections. Do HWK 
presentation assignments.
【第6回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Review presentation skills practice.  
②事後学修課題：Practice and prepare for presentation.
【第7回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Practice your presentation. 
②事後学修課題：Review the text unit .
【第8回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read text unit.
②事後学修課題：Do HWK assignments. 
【第9回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read text unit.
②事後学修課題：Do HWK assignments. Prepare for the unit review. 
【第10回】
①事前学修課題：Review for the unit test.
②事後学修課題：Review Presentation skills - posture, gestures, and voice inflections. Do HWK 
presentation assignments.
【第11回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Review presentation skills practice.  
②事後学修課題：Practice and prepare for presentation.
【第12回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Practice your presentation. 
②事後学修課題：Prepare for final presentation and do HWK presentation assignments.
【第13回】
①事前学修課題：Prepare for final presentation.
②事後学修課題：Prepare for final presentation and do HWK presentation assignments.
【第14回】
①事前学修課題：Prepare for final presentation.
②事後学修課題：Submit feedback and comments.
【第15回】
①事前学修課題：Prepare for final presentation. 
②事後学修課題：Submit feedback and comments. Submit the final presentation power point.

課題に対するフィードバックの方法

Presenting Skills



1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom. 
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class. 
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.
4.The teacher will tell you your current grade at least three times during the semester. In 
addition, your grades may also be posted regularly on Google Classroom.

成績評価の方法・基準（方針）

「以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点 以上を合格とし、所定の単位を認定する」

General Grade Category Breakdown: 
1) Participation and class activities (10%) 
2) Language (vocabulary & grammar quizzes) (30%)
3) Unit reviews (10%)
4) 3 Class Presentations (30%)
5) Homework assignments (10%)
6) Final presentation and video presentation (10%)

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

80

10

0

10

0

評価方法・割合

Participation and class activities (10%),  Language 
(vocabulary & grammar quizzes) (30%), Unit reviews 
(10%) and 3 Class Presentations (30%).

Homework assignments (10%)

none

Final presentation and video presentation (10%)

none

評価対象となる到達目標

1,2, 3 & 4

1,2, 3 & 4

4,5

テキスト English Firsthand SUCCESS with MyMobile World (2018 5th edition), Marc Helgesen, Steven 
Brown, John Wiltshier, Pearson Longman, ISBN: 9789813132764

参考書 Mymobileworld: Online study (optional) you instructor will help you sign up if you are using it 
in this course.
Teacher will give handouts on presenting.

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

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10402209

Presenting Skills

A.ナデュー

A.ナデュー

1年

授業の目的・概要

(Regular) The aim of this course is to develop to the basics of English conversation and introduce 
the basic skills of presenting. During each class, students will take part in conversations about 
different topics and associated vocabulary and grammar. To 
 develop presenting skills, students will receive instruction in posture, eye contact, and voice 
inflection. In addition, instruction will be given creating effective presentation slides and how to 
effectively explain the slides. Sometimes you will work in pairs or small groups, but other times 
you will work on your own or in a whole class activity. You are expected to actively participate in 
each activity. There will be regular quizzes, weekly homework assignments and class presentation 
projects. A final presentation will be done in class and submitted as a Power Point video 
presentation. You will need to do at least 1 hour per week of outside studies, such as class 
preparation and review. Google Classroom will be used for assignments and information about this 
course.

到達目標

At the end of the course, you will be able to:
1 develop the ability to converse about various everyday topics.
2 develop listening and speaking skills related to everyday conversation.
3 learn vocabulary essential for conversing about various everyday topics. 
4. improve presentation delivery skills.
5. improve presentation visuals and slide.

授業計画

【第1回】
テーマ：Course orientation. Google Classroom orientation and explanation. Study of presenting skills.
内容・方法：Presenting skills, posture, gestures, and voice inflections. Application and practice - 
introductions. HWK: Self-Introduction power point slide
【第2回】
テーマ：Presentation skills practice & Self-Introduction Power Point (1 Slide)
内容・方法：Presentation 1 - group presentations and student checklist & feedback. HWK review text 
unit
【第3回】
テーマ：Unit 7:It was great!
内容・方法：Vocabulary building & quiz; Listening/Reading review. Dialog & pair work. HWK Reading 
and grammar
【第4回】
テーマ：Unit 8: How much do you know?
内容・方法：Vocabulary building & quiz; Listening/Reading review. Dialog & pair work. HWK Reading 
and grammar
【第5回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 7, 8)
内容・方法：Review Presentation skills - posture, gestures, and voice inflections. Plan presentation 
2 - decide the topic and plan the slides. 
【第6回】
テーマ： Presentation skills practice 
内容・方法：Presentation 2: prepare slides and practice delivery - peer edit slides & pairs give 
feedback and advice on presentation delivery. HWK: practice presentation 2
【第7回】
テーマ：Presentation 2
内容・方法：Presentation 2 - group presentations and student checklist & feedback. HWK review text 
unit
【第8回】
テーマ：Unit 9: She really can sing?
内容・方法：Vocabulary building & quiz; Listening/Reading review. Dialog & pair work. HWK Reading 
and grammar
【第9回】
テーマ：Unit 10 What do you like to do?
内容・方法：Vocabulary building & quiz; Listening/Reading review. Dialog & pair work. HWK Reading 
and grammar
【第10回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 9 & 10)

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 1単位

実務家教員による授業 －

Presenting Skills



内容・方法： Review Presentation skills - posture, gestures, and voice inflections. Plan 
presentation 3 - decide the topic and plan the slides. 
【第11回】
テーマ： Presentation skills practice 
内容・方法：Presentation 3: prepare slides and practice delivery - peer edit slides & pairs give 
feedback and advice on presentation delivery. HWK: practice presentation 3
【第12回】
テーマ：Presentation 3
内容・方法：Presentation 3 - group presentations and student checklist & feedback. 
【第13回】
テーマ： Final presentation
内容・方法：Decide the topic, plan the presentation. Explanation of how to make a power point video 
presentation. 
【第14回】
テーマ：Final Presentation- session 1
内容・方法： Individual presentations - student feedback and comment.  
【第15回】
テーマ：Final Presentation- session 2
内容・方法： Individual presentations - student feedback and comment.  Explanation of final test - 
submit a power point movie recording of the final presentation

事前事後の学習

授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。

Note:  Students are expected to spend approximately 30 minutes for preparation assignments before 
each class AND an additional 30 minutes for review assignments after each class.
【第1回】
①事前学修課題 : Review English studied in the Oral English course. 
②事後学修課題： Review and practice presenting skills. Do HWK presentation assignment
【第2回】
①事前学修課題 : Check you did all your HWK. Practice and prepare for the presentation. 
②事後学修課題：Review the text unit .
【第3回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read text unit.
②事後学修課題：Do HWK assignments. 
【第4回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read text unit.
②事後学修課題：Do HWK assignments. Prepare for the unit review. 
【第5回】
①事前学修課題：Review for the unit test.
②事後学修課題：Review Presentation skills - posture, gestures, and voice inflections. Do HWK 
presentation assignments.
【第6回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Review presentation skills practice.  
②事後学修課題：Practice and prepare for presentation.
【第7回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Practice your presentation. 
②事後学修課題：Review the text unit .
【第8回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read text unit.
②事後学修課題：Do HWK assignments. 
【第9回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read text unit.
②事後学修課題：Do HWK assignments. Prepare for the unit review. 
【第10回】
①事前学修課題：Review for the unit test.
②事後学修課題：Review Presentation skills - posture, gestures, and voice inflections. Do HWK 
presentation assignments.
【第11回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Review presentation skills practice.  
②事後学修課題：Practice and prepare for presentation.
【第12回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Practice your presentation. 
②事後学修課題：Prepare for final presentation and do HWK presentation assignments.
【第13回】
①事前学修課題：Prepare for final presentation.
②事後学修課題：Prepare for final presentation and do HWK presentation assignments.
【第14回】
①事前学修課題：Prepare for final presentation.
②事後学修課題：Submit feedback and comments.
【第15回】
①事前学修課題：Prepare for final presentation. 
②事後学修課題：Submit feedback and comments. Submit the final presentation power point.

課題に対するフィードバックの方法

Presenting Skills



1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom. 
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class. 
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.
4.The teacher will tell you your current grade at least three times during the semester. In 
addition, your grades may also be posted regularly on Google Classroom.

成績評価の方法・基準（方針）

「以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点 以上を合格とし、所定の単位を認定する」

General Grade Category Breakdown: 
1) Participation and class activities (10%) 
2) Language (vocabulary & grammar quizzes) (30%)
3) Unit reviews (10%)
4) 3 Class Presentations (30%)
5) Homework assignments (10%)
6) Final presentation and video presentation (10%)

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

80

10

0

10

0

評価方法・割合

Participation and class activities (10%),  Language 
(vocabulary & grammar quizzes) (30%), Unit reviews 
(10%) and 3 Class Presentations (30%).

Homework assignments (10%)

none

Final presentation and video presentation (10%)

none

評価対象となる到達目標

1,2, 3 & 4

1,2, 3 & 4

4,5

テキスト English Firsthand SUCCESS with MyMobile World (2018 5th edition), Marc Helgesen, Steven 
Brown, John Wiltshier, Pearson Longman, ISBN: 9789813132764

参考書 Mymobileworld: Online study (optional) you instructor will help you sign up if you are using it 
in this course.
Teacher will give handouts on presenting.

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

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10402210

Presenting Skills

J.A.マクナブ

J.A.マクナブ

1年

授業の目的・概要

(Regular) The aim of this course is to develop to the basics of English conversation and introduce 
the basic skills of presenting. During each class, students will take part in conversations about 
different topics and associated vocabulary and grammar. To 
 develop presenting skills, students will receive instruction in posture, eye contact, and voice 
inflection. In addition, instruction will be given creating effective presentation slides and how to 
effectively explain the slides. Sometimes you will work in pairs or small groups, but other times 
you will work on your own or in a whole class activity. You are expected to actively participate in 
each activity. There will be regular quizzes, weekly homework assignments and class presentation 
projects. A final presentation will be done in class and submitted as a Power Point video 
presentation. You will need to do at least 1 hour per week of outside studies, such as class 
preparation and review. Google Classroom will be used for assignments and information about this 
course.

到達目標

At the end of the course, you will be able to:
1 develop the ability to converse about various everyday topics.
2 develop listening and speaking skills related to everyday conversation.
3 learn vocabulary essential for conversing about various everyday topics. 
4. improve presentation delivery skills.
5. improve presentation visuals and slide.

授業計画

【第1回】
テーマ：Course orientation. Google Classroom orientation and explanation. Study of presenting skills.
内容・方法：Presenting skills, posture, gestures, and voice inflections. Application and practice - 
introductions. HWK: Self-Introduction power point slide
【第2回】
テーマ：Presentation skills practice & Self-Introduction Power Point (1 Slide)
内容・方法：Presentation 1 - group presentations and student checklist & feedback. HWK review text 
unit
【第3回】
テーマ：Unit 7:It was great!
内容・方法：Vocabulary building & quiz; Listening/Reading review. Dialog & pair work. HWK Reading 
and grammar
【第4回】
テーマ：Unit 8: How much do you know?
内容・方法：Vocabulary building & quiz; Listening/Reading review. Dialog & pair work. HWK Reading 
and grammar
【第5回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 7, 8)
内容・方法：Review Presentation skills - posture, gestures, and voice inflections. Plan presentation 
2 - decide the topic and plan the slides. 
【第6回】
テーマ： Presentation skills practice 
内容・方法：Presentation 2: prepare slides and practice delivery - peer edit slides & pairs give 
feedback and advice on presentation delivery. HWK: practice presentation 2
【第7回】
テーマ：Presentation 2
内容・方法：Presentation 2 - group presentations and student checklist & feedback. HWK review text 
unit
【第8回】
テーマ：Unit 9: She really can sing?
内容・方法：Vocabulary building & quiz; Listening/Reading review. Dialog & pair work. HWK Reading 
and grammar
【第9回】
テーマ：Unit 10 What do you like to do?
内容・方法：Vocabulary building & quiz; Listening/Reading review. Dialog & pair work. HWK Reading 
and grammar
【第10回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 9 & 10)

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 1単位

実務家教員による授業 －
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内容・方法： Review Presentation skills - posture, gestures, and voice inflections. Plan 
presentation 3 - decide the topic and plan the slides. 
【第11回】
テーマ： Presentation skills practice 
内容・方法：Presentation 3: prepare slides and practice delivery - peer edit slides & pairs give 
feedback and advice on presentation delivery. HWK: practice presentation 3
【第12回】
テーマ：Presentation 3
内容・方法：Presentation 3 - group presentations and student checklist & feedback. 
【第13回】
テーマ： Final presentation
内容・方法：Decide the topic, plan the presentation. Explanation of how to make a power point video 
presentation. 
【第14回】
テーマ：Final Presentation- session 1
内容・方法： Individual presentations - student feedback and comment.  
【第15回】
テーマ：Final Presentation- session 2
内容・方法： Individual presentations - student feedback and comment.  Explanation of final test - 
submit a power point movie recording of the final presentation

事前事後の学習

授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。

Note:  Students are expected to spend approximately 30 minutes for preparation assignments before 
each class AND an additional 30 minutes for review assignments after each class.
【第1回】
①事前学修課題 : Review English studied in the Oral English course. 
②事後学修課題： Review and practice presenting skills. Do HWK presentation assignment
【第2回】
①事前学修課題 : Check you did all your HWK. Practice and prepare for the presentation. 
②事後学修課題：Review the text unit .
【第3回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read text unit.
②事後学修課題：Do HWK assignments. 
【第4回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read text unit.
②事後学修課題：Do HWK assignments. Prepare for the unit review. 
【第5回】
①事前学修課題：Review for the unit test.
②事後学修課題：Review Presentation skills - posture, gestures, and voice inflections. Do HWK 
presentation assignments.
【第6回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Review presentation skills practice.  
②事後学修課題：Practice and prepare for presentation.
【第7回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Practice your presentation. 
②事後学修課題：Review the text unit .
【第8回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read text unit.
②事後学修課題：Do HWK assignments. 
【第9回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read text unit.
②事後学修課題：Do HWK assignments. Prepare for the unit review. 
【第10回】
①事前学修課題：Review for the unit test.
②事後学修課題：Review Presentation skills - posture, gestures, and voice inflections. Do HWK 
presentation assignments.
【第11回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Review presentation skills practice.  
②事後学修課題：Practice and prepare for presentation.
【第12回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Practice your presentation. 
②事後学修課題：Prepare for final presentation and do HWK presentation assignments.
【第13回】
①事前学修課題：Prepare for final presentation.
②事後学修課題：Prepare for final presentation and do HWK presentation assignments.
【第14回】
①事前学修課題：Prepare for final presentation.
②事後学修課題：Submit feedback and comments.
【第15回】
①事前学修課題：Prepare for final presentation. 
②事後学修課題：Submit feedback and comments. Submit the final presentation power point.

課題に対するフィードバックの方法
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1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom. 
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class. 
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.
4.The teacher will tell you your current grade at least three times during the semester. In 
addition, your grades may also be posted regularly on Google Classroom.

成績評価の方法・基準（方針）

「以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点 以上を合格とし、所定の単位を認定する」

General Grade Category Breakdown: 
1) Participation and class activities (10%) 
2) Language (vocabulary & grammar quizzes) (30%)
3) Unit reviews (10%)
4) 3 Class Presentations (30%)
5) Homework assignments (10%)
6) Final presentation and video presentation (10%)

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

80

10

0

10

0

評価方法・割合

Participation and class activities (10%),  Language 
(vocabulary & grammar quizzes) (30%), Unit reviews 
(10%) and 3 Class Presentations (30%).

Homework assignments (10%)

none

Final presentation and video presentation (10%)

none

評価対象となる到達目標

1,2, 3 & 4

1,2, 3 & 4

4,5

テキスト English Firsthand SUCCESS with MyMobile World (2018 5th edition), Marc Helgesen, Steven 
Brown, John Wiltshier, Pearson Longman, ISBN: 9789813132764

参考書 Mymobileworld: Online study (optional) you instructor will help you sign up if you are using it 
in this course.
Teacher will give handouts on presenting.

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

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10402211

Presenting Skills

J.エチャー

J.エチャー

1年

授業の目的・概要

(Regular) The aim of this course is to develop to the basics of English conversation and introduce 
the basic skills of presenting. During each class, students will take part in conversations about 
different topics and associated vocabulary and grammar. To 
 develop presenting skills, students will receive instruction in posture, eye contact, and voice 
inflection. In addition, instruction will be given creating effective presentation slides and how to 
effectively explain the slides. Sometimes you will work in pairs or small groups, but other times 
you will work on your own or in a whole class activity. You are expected to actively participate in 
each activity. There will be regular quizzes, weekly homework assignments and class presentation 
projects. A final presentation will be done in class and submitted as a Power Point video 
presentation. You will need to do at least 1 hour per week of outside studies, such as class 
preparation and review. Google Classroom will be used for assignments and information about this 
course.

到達目標

At the end of the course, you will be able to:
1 develop the ability to converse about various everyday topics.
2 develop listening and speaking skills related to everyday conversation.
3 learn vocabulary essential for conversing about various everyday topics. 
4. improve presentation delivery skills.
5. improve presentation visuals and slide.

授業計画

【第1回】
テーマ：Course orientation. Google Classroom orientation and explanation. Study of presenting skills.
内容・方法：Presenting skills, posture, gestures, and voice inflections. Application and practice - 
introductions. HWK: Self-Introduction power point slide
【第2回】
テーマ：Presentation skills practice & Self-Introduction Power Point (1 Slide)
内容・方法：Presentation 1 - group presentations and student checklist & feedback. HWK review text 
unit
【第3回】
テーマ：Unit 7:It was great!
内容・方法：Vocabulary building & quiz; Listening/Reading review. Dialog & pair work. HWK Reading 
and grammar
【第4回】
テーマ：Unit 8: How much do you know?
内容・方法：Vocabulary building & quiz; Listening/Reading review. Dialog & pair work. HWK Reading 
and grammar
【第5回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 7, 8)
内容・方法：Review Presentation skills - posture, gestures, and voice inflections. Plan presentation 
2 - decide the topic and plan the slides. 
【第6回】
テーマ： Presentation skills practice 
内容・方法：Presentation 2: prepare slides and practice delivery - peer edit slides & pairs give 
feedback and advice on presentation delivery. HWK: practice presentation 2
【第7回】
テーマ：Presentation 2
内容・方法：Presentation 2 - group presentations and student checklist & feedback. HWK review text 
unit
【第8回】
テーマ：Unit 9: She really can sing?
内容・方法：Vocabulary building & quiz; Listening/Reading review. Dialog & pair work. HWK Reading 
and grammar
【第9回】
テーマ：Unit 10 What do you like to do?
内容・方法：Vocabulary building & quiz; Listening/Reading review. Dialog & pair work. HWK Reading 
and grammar
【第10回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 9 & 10)

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 1単位

実務家教員による授業 －
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内容・方法： Review Presentation skills - posture, gestures, and voice inflections. Plan 
presentation 3 - decide the topic and plan the slides. 
【第11回】
テーマ： Presentation skills practice 
内容・方法：Presentation 3: prepare slides and practice delivery - peer edit slides & pairs give 
feedback and advice on presentation delivery. HWK: practice presentation 3
【第12回】
テーマ：Presentation 3
内容・方法：Presentation 3 - group presentations and student checklist & feedback. 
【第13回】
テーマ： Final presentation
内容・方法：Decide the topic, plan the presentation. Explanation of how to make a power point video 
presentation. 
【第14回】
テーマ：Final Presentation- session 1
内容・方法： Individual presentations - student feedback and comment.  
【第15回】
テーマ：Final Presentation- session 2
内容・方法： Individual presentations - student feedback and comment.  Explanation of final test - 
submit a power point movie recording of the final presentation

事前事後の学習

授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。

Note:  Students are expected to spend approximately 30 minutes for preparation assignments before 
each class AND an additional 30 minutes for review assignments after each class.
【第1回】
①事前学修課題 : Review English studied in the Oral English course. 
②事後学修課題： Review and practice presenting skills. Do HWK presentation assignment
【第2回】
①事前学修課題 : Check you did all your HWK. Practice and prepare for the presentation. 
②事後学修課題：Review the text unit .
【第3回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read text unit.
②事後学修課題：Do HWK assignments. 
【第4回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read text unit.
②事後学修課題：Do HWK assignments. Prepare for the unit review. 
【第5回】
①事前学修課題：Review for the unit test.
②事後学修課題：Review Presentation skills - posture, gestures, and voice inflections. Do HWK 
presentation assignments.
【第6回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Review presentation skills practice.  
②事後学修課題：Practice and prepare for presentation.
【第7回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Practice your presentation. 
②事後学修課題：Review the text unit .
【第8回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read text unit.
②事後学修課題：Do HWK assignments. 
【第9回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read text unit.
②事後学修課題：Do HWK assignments. Prepare for the unit review. 
【第10回】
①事前学修課題：Review for the unit test.
②事後学修課題：Review Presentation skills - posture, gestures, and voice inflections. Do HWK 
presentation assignments.
【第11回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Review presentation skills practice.  
②事後学修課題：Practice and prepare for presentation.
【第12回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Practice your presentation. 
②事後学修課題：Prepare for final presentation and do HWK presentation assignments.
【第13回】
①事前学修課題：Prepare for final presentation.
②事後学修課題：Prepare for final presentation and do HWK presentation assignments.
【第14回】
①事前学修課題：Prepare for final presentation.
②事後学修課題：Submit feedback and comments.
【第15回】
①事前学修課題：Prepare for final presentation. 
②事後学修課題：Submit feedback and comments. Submit the final presentation power point.

課題に対するフィードバックの方法

Presenting Skills



1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom. 
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class. 
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.
4.The teacher will tell you your current grade at least three times during the semester. In 
addition, your grades may also be posted regularly on Google Classroom.

成績評価の方法・基準（方針）

「以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点 以上を合格とし、所定の単位を認定する」

General Grade Category Breakdown: 
1) Participation and class activities (10%) 
2) Language (vocabulary & grammar quizzes) (30%)
3) Unit reviews (10%)
4) 3 Class Presentations (30%)
5) Homework assignments (10%)
6) Final presentation and video presentation (10%)

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

80

10

0

10

0

評価方法・割合

Participation and class activities (10%),  Language 
(vocabulary & grammar quizzes) (30%), Unit reviews 
(10%) and 3 Class Presentations (30%).

Homework assignments (10%)

none

Final presentation and video presentation (10%)

none

評価対象となる到達目標

1,2, 3 & 4

1,2, 3 & 4

4,5

テキスト English Firsthand SUCCESS with MyMobile World (2018 5th edition), Marc Helgesen, Steven 
Brown, John Wiltshier, Pearson Longman, ISBN: 9789813132764

参考書 Mymobileworld: Online study (optional) you instructor will help you sign up if you are using it 
in this course.
Teacher will give handouts on presenting.

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

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10402212

Presenting Skills

G.S.ジョン-バプティースト

G.S.ジョン-バプティースト

1年

授業の目的・概要

(Lower) The aim of this course is to develop to the basics of English conversation and introduce the 
basic skills of presenting. During each class, students will take part in conversations about 
different topics and associated vocabulary and grammar. To 
 develop presenting skills, students will receive instruction in posture, eye contact, and voice 
inflection. In addition, instruction will be given creating effective presentation slides and how to 
effectively explain the slides. Sometimes you will work in pairs or small groups, but other times 
you will work on your own or in a whole class activity. You are expected to actively participate in 
each activity. There will be regular quizzes, weekly homework assignments and class presentation 
projects. A final presentation will be done in class and submitted as a Power Point video 
presentation. You will need to do at least 1 hour per week of outside studies, such as class 
preparation and review. Google Classroom will be used for assignments and information about this 
course.

到達目標

At the end of the course, you will be able to:
1 develop the ability to converse about various everyday topics.
2 develop listening and speaking skills related to everyday conversation.
3 learn vocabulary essential for conversing about various everyday topics. 
4. improve presentation delivery skills.
5. improve presentation visuals and slide.

授業計画

【第1回】
テーマ：Course orientation. Google Classroom orientation and explanation. Study of presenting skills.
内容・方法：Presenting skills, posture, gestures, and voice inflections. Application and practice - 
introductions. HWK: Self-Introduction power point slide
【第2回】
テーマ：Presentation skills practice & Self-Introduction Power Point (1 Slide)
内容・方法：Presentation 1 - group presentations and student checklist & feedback. HWK review text 
unit
【第3回】
テーマ：Unit 7:It was great!
内容・方法：Vocabulary building & quiz; Listening/Reading review. Dialog & pair work. HWK Reading 
and grammar
【第4回】
テーマ：Unit 8: How much do you know?
内容・方法：Vocabulary building & quiz; Listening/Reading review. Dialog & pair work. HWK Reading 
and grammar
【第5回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 7, 8)
内容・方法：Review Presentation skills - posture, gestures, and voice inflections. Plan presentation 
2 - decide the topic and plan the slides. 
【第6回】
テーマ： Presentation skills practice 
内容・方法：Presentation 2: prepare slides and practice delivery - peer edit slides & pairs give 
feedback and advice on presentation delivery. HWK: practice presentation 2
【第7回】
テーマ：Presentation 2
内容・方法：Presentation 2 - group presentations and student checklist & feedback. HWK review text 
unit
【第8回】
テーマ：Unit 9: She really can sing?
内容・方法：Vocabulary building & quiz; Listening/Reading review. Dialog & pair work. HWK Reading 
and grammar
【第9回】
テーマ：Unit 10 What do you like to do?
内容・方法：Vocabulary building & quiz; Listening/Reading review. Dialog & pair work. HWK Reading 
and grammar
【第10回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 9 & 10)

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 1単位

実務家教員による授業 －

Presenting Skills



内容・方法： Review Presentation skills - posture, gestures, and voice inflections. Plan 
presentation 3 - decide the topic and plan the slides. 
【第11回】
テーマ： Presentation skills practice 
内容・方法：Presentation 3: prepare slides and practice delivery - peer edit slides & pairs give 
feedback and advice on presentation delivery. HWK: practice presentation 3
【第12回】
テーマ：Presentation 3
内容・方法：Presentation 3 - group presentations and student checklist & feedback. 
【第13回】
テーマ： Final presentation
内容・方法：Decide the topic, plan the presentation. Explanation of how to make a power point video 
presentation. 
【第14回】
テーマ：Final Presentation- session 1
内容・方法： Individual presentations - student feedback and comment.  
【第15回】
テーマ：Final Presentation- session 2
内容・方法： Individual presentations - student feedback and comment.  Explanation of final test - 
submit a power point movie recording of the final presentation

事前事後の学習

授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。

Note:  Students are expected to spend approximately 30 minutes for preparation assignments before 
each class AND an additional 30 minutes for review assignments after each class.
【第1回】
①事前学修課題 : Review English studied in the Oral English course. 
②事後学修課題： Review and practice presenting skills. Do HWK presentation assignment
【第2回】
①事前学修課題 : Check you did all your HWK. Practice and prepare for the presentation. 
②事後学修課題：Review the text unit .
【第3回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read text unit.
②事後学修課題：Do HWK assignments. 
【第4回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read text unit.
②事後学修課題：Do HWK assignments. Prepare for the unit review. 
【第5回】
①事前学修課題：Review for the unit test.
②事後学修課題：Review Presentation skills - posture, gestures, and voice inflections. Do HWK 
presentation assignments.
【第6回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Review presentation skills practice.  
②事後学修課題：Practice and prepare for presentation.
【第7回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Practice your presentation. 
②事後学修課題：Review the text unit .
【第8回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read text unit.
②事後学修課題：Do HWK assignments. 
【第9回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read text unit.
②事後学修課題：Do HWK assignments. Prepare for the unit review. 
【第10回】
①事前学修課題：Review for the unit test.
②事後学修課題：Review Presentation skills - posture, gestures, and voice inflections. Do HWK 
presentation assignments.
【第11回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Review presentation skills practice.  
②事後学修課題：Practice and prepare for presentation.
【第12回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Practice your presentation. 
②事後学修課題：Prepare for final presentation and do HWK presentation assignments.
【第13回】
①事前学修課題：Prepare for final presentation.
②事後学修課題：Prepare for final presentation and do HWK presentation assignments.
【第14回】
①事前学修課題：Prepare for final presentation.
②事後学修課題：Submit feedback and comments.
【第15回】
①事前学修課題：Prepare for final presentation. 
②事後学修課題：Submit feedback and comments. Submit the final presentation power point.

課題に対するフィードバックの方法

Presenting Skills



1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom. 
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class. 
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.
4.The teacher will tell you your current grade at least three times during the semester. In 
addition, your grades may also be posted regularly on Google Classroom.

成績評価の方法・基準（方針）

「以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点 以上を合格とし、所定の単位を認定する」

General Grade Category Breakdown: 
1) Participation and class activities (10%) 
2) Language (vocabulary & grammar quizzes) (30%)
3) Unit reviews (10%)
4) 3 Class Presentations (30%)
5) Homework assignments (10%)
6) Final presentation and video presentation (10%)

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

80

10

0

10

0

評価方法・割合

Participation and class activities (10%),  Language 
(vocabulary & grammar quizzes) (30%), Unit reviews 
(10%) and 3 Class Presentations (30%).

Homework assignments (10%)

none

Final presentation and video presentation (10%)

none

評価対象となる到達目標

1,2, 3 & 4

1,2, 3 & 4

4,5

テキスト English Firsthand SUCCESS with MyMobile World (2018 5th edition), Marc Helgesen, Steven 
Brown, John Wiltshier, Pearson Longman, ISBN: 9789813132764

参考書 Mymobileworld: Online study (optional) you instructor will help you sign up if you are using it 
in this course.
Teacher will give handouts on presenting.

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

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10402213

Presenting Skills

クリスティーナ

クリスティーナ

1年

授業の目的・概要

(Lower) The aim of this course is to develop to the basics of English conversation and introduce the 
basic skills of presenting. During each class, students will take part in conversations about 
different topics and associated vocabulary and grammar. To 
 develop presenting skills, students will receive instruction in posture, eye contact, and voice 
inflection. In addition, instruction will be given creating effective presentation slides and how to 
effectively explain the slides. Sometimes you will work in pairs or small groups, but other times 
you will work on your own or in a whole class activity. You are expected to actively participate in 
each activity. There will be regular quizzes, weekly homework assignments and class presentation 
projects. A final presentation will be done in class and submitted as a Power Point video 
presentation. You will need to do at least 1 hour per week of outside studies, such as class 
preparation and review. Google Classroom will be used for assignments and information about this 
course.

到達目標

At the end of the course, you will be able to:
1 develop the ability to converse about various everyday topics.
2 develop listening and speaking skills related to everyday conversation.
3 learn vocabulary essential for conversing about various everyday topics. 
4. improve presentation delivery skills.
5. improve presentation visuals and slide.

授業計画

【第1回】
テーマ：Course orientation. Google Classroom orientation and explanation. Study of presenting skills.
内容・方法：Presenting skills, posture, gestures, and voice inflections. Application and practice - 
introductions. HWK: Self-Introduction power point slide
【第2回】
テーマ：Presentation skills practice & Self-Introduction Power Point (1 Slide)
内容・方法：Presentation 1 - group presentations and student checklist & feedback. HWK review text 
unit
【第3回】
テーマ：Unit 7:It was great!
内容・方法：Vocabulary building & quiz; Listening/Reading review. Dialog & pair work. HWK Reading 
and grammar
【第4回】
テーマ：Unit 8: How much do you know?
内容・方法：Vocabulary building & quiz; Listening/Reading review. Dialog & pair work. HWK Reading 
and grammar
【第5回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 7, 8)
内容・方法：Review Presentation skills - posture, gestures, and voice inflections. Plan presentation 
2 - decide the topic and plan the slides. 
【第6回】
テーマ： Presentation skills practice 
内容・方法：Presentation 2: prepare slides and practice delivery - peer edit slides & pairs give 
feedback and advice on presentation delivery. HWK: practice presentation 2
【第7回】
テーマ：Presentation 2
内容・方法：Presentation 2 - group presentations and student checklist & feedback. HWK review text 
unit
【第8回】
テーマ：Unit 9: She really can sing?
内容・方法：Vocabulary building & quiz; Listening/Reading review. Dialog & pair work. HWK Reading 
and grammar
【第9回】
テーマ：Unit 10 What do you like to do?
内容・方法：Vocabulary building & quiz; Listening/Reading review. Dialog & pair work. HWK Reading 
and grammar
【第10回】
テーマ：Review & Dialog Performance Tests (Units 9 & 10)

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 1単位

実務家教員による授業 －

Presenting Skills



内容・方法： Review Presentation skills - posture, gestures, and voice inflections. Plan 
presentation 3 - decide the topic and plan the slides. 
【第11回】
テーマ： Presentation skills practice 
内容・方法：Presentation 3: prepare slides and practice delivery - peer edit slides & pairs give 
feedback and advice on presentation delivery. HWK: practice presentation 3
【第12回】
テーマ：Presentation 3
内容・方法：Presentation 3 - group presentations and student checklist & feedback. 
【第13回】
テーマ： Final presentation
内容・方法：Decide the topic, plan the presentation. Explanation of how to make a power point video 
presentation. 
【第14回】
テーマ：Final Presentation- session 1
内容・方法： Individual presentations - student feedback and comment.  
【第15回】
テーマ：Final Presentation- session 2
内容・方法： Individual presentations - student feedback and comment.  Explanation of final test - 
submit a power point movie recording of the final presentation

事前事後の学習

授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。

Note:  Students are expected to spend approximately 30 minutes for preparation assignments before 
each class AND an additional 30 minutes for review assignments after each class.
【第1回】
①事前学修課題 : Review English studied in the Oral English course. 
②事後学修課題： Review and practice presenting skills. Do HWK presentation assignment
【第2回】
①事前学修課題 : Check you did all your HWK. Practice and prepare for the presentation. 
②事後学修課題：Review the text unit .
【第3回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read text unit.
②事後学修課題：Do HWK assignments. 
【第4回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read text unit.
②事後学修課題：Do HWK assignments. Prepare for the unit review. 
【第5回】
①事前学修課題：Review for the unit test.
②事後学修課題：Review Presentation skills - posture, gestures, and voice inflections. Do HWK 
presentation assignments.
【第6回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Review presentation skills practice.  
②事後学修課題：Practice and prepare for presentation.
【第7回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Practice your presentation. 
②事後学修課題：Review the text unit .
【第8回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read text unit.
②事後学修課題：Do HWK assignments. 
【第9回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Read text unit.
②事後学修課題：Do HWK assignments. Prepare for the unit review. 
【第10回】
①事前学修課題：Review for the unit test.
②事後学修課題：Review Presentation skills - posture, gestures, and voice inflections. Do HWK 
presentation assignments.
【第11回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Review presentation skills practice.  
②事後学修課題：Practice and prepare for presentation.
【第12回】
①事前学修課題：Check you did all your HWK. Practice your presentation. 
②事後学修課題：Prepare for final presentation and do HWK presentation assignments.
【第13回】
①事前学修課題：Prepare for final presentation.
②事後学修課題：Prepare for final presentation and do HWK presentation assignments.
【第14回】
①事前学修課題：Prepare for final presentation.
②事後学修課題：Submit feedback and comments.
【第15回】
①事前学修課題：Prepare for final presentation. 
②事後学修課題：Submit feedback and comments. Submit the final presentation power point.

課題に対するフィードバックの方法

Presenting Skills



1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom. 
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class. 
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.
4.The teacher will tell you your current grade at least three times during the semester. In 
addition, your grades may also be posted regularly on Google Classroom.

成績評価の方法・基準（方針）

「以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点 以上を合格とし、所定の単位を認定する」

General Grade Category Breakdown: 
1) Participation and class activities (10%) 
2) Language (vocabulary & grammar quizzes) (30%)
3) Unit reviews (10%)
4) 3 Class Presentations (30%)
5) Homework assignments (10%)
6) Final presentation and video presentation (10%)

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

80

10

0

10

0

評価方法・割合

Participation and class activities (10%),  Language 
(vocabulary & grammar quizzes) (30%), Unit reviews 
(10%) and 3 Class Presentations (30%).

Homework assignments (10%)

none

Final presentation and video presentation (10%)

none

評価対象となる到達目標

1,2, 3 & 4

1,2, 3 & 4

4,5

テキスト English Firsthand SUCCESS with MyMobile World (2018 5th edition), Marc Helgesen, Steven 
Brown, John Wiltshier, Pearson Longman, ISBN: 9789813132764

参考書 Mymobileworld: Online study (optional) you instructor will help you sign up if you are using it 
in this course.
Teacher will give handouts on presenting.

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

Presenting Skills



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10402704

韓国語Ⅰ

全　ウンフィ

全　ウンフィ

1年

授業の目的・概要

韓国語を初めて学ぶ学生のための入門講座である。韓国語の文字の聞き・読み・書きの能力を習得し、ごく簡単
な韓国語を話せることが目標である。授業の中では、韓国の文化についても適宜紹介する。

到達目標

1．テーマによる語彙を習得する。
2．韓国語の基礎的な文法を習得する。
3．韓国語で簡単なコミュニケーションができる。

授業計画

【第 1 回】
テーマ：ガイダンス
内容・方法：韓国語とハングルについて
【第 2 回】
テーマ：第1課　文字と発音⑴①
内容・方法：単母音について
【第 3 回】
テーマ：第1課　文字と発音⑴②
内容・方法：二重母音について
【第 4 回】
テーマ：第2課　文字と発音⑵①
内容・方法：初声（子音）について１
【第 5 回】
テーマ：第2課　文字と発音⑵②
内容・方法：初声（子音）について２平音
【第 6 回】
テーマ：第3課　文字と発音⑶①
内容・方法：初声（子音）について３激音と濃音
【第 7 回】
テーマ：第3課　文字と発音⑶②
内容・方法：終声と連音について
【第 8 回】
テーマ：かなのハングル表記
内容・方法：日本語のハングル表記と辞書の引き方
【第 9 回】
テーマ：第4課　韓国人です①
内容・方法：簡単な自己紹介
【第10回】
テーマ：第4課　韓国人です②
内容・方法：名詞文の練習
【第11回】
テーマ：第5課　韓国語は専攻ではありません①
内容・方法：よ体で名詞文
【第12回】
テーマ：第5課　韓国語は専攻ではありません②
内容・方法：名詞文の否定
【第13回】
テーマ：第6課　教室は階段の横にあります①
内容・方法：漢数詞
【第14回】
テーマ：第6課　教室は階段の横にあります②
内容・方法：あります／ありません
【第15回】
テーマ：ふりかえとまとめ
内容・方法：第1～6課の復習

事前事後の学習

授業時間外で、計30時間の事前事後学習が必要です。

外国語に慣れるには、まずは時間をかけることが大事である。毎回の事前学習として30分以上、事後学習として

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

韓国語Ⅰ



30分以上の学習時間を設けること。
・事前学習では、前回の練習問題を復習し、次回の語彙を確認する。
・事後学習では、小テストとその日に学んだ文章を、自分の耳に聞こえる声で数回読み上げる。
ほか、授業の中で提示する。

課題に対するフィードバックの方法

授業中に小テストを行い、採点した答案を返却する。小テストから理解度を把握し、次回の授業内容などに反映
する。

成績評価の方法・基準（方針）

授業への参加度、小テスト、期末テストから総合的に評価する。5回以上の欠席は不可とする。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

50

20

30

0

0

評価方法・割合

平常点

小レポート

期末テスト

評価対象となる到達目標

１、２、３

１、２

１、２、３

テキスト 韓国語の世界へ　入門編[三訂版]、李潤玉・酒勾康裕ほか　著、朝日出版社、2300（税別）、
978-4-255-55647-5

参考書 必要に応じて授業の中で配布する。

履修条件・他の科目との関連 韓国語を通して、また違う世界が広がります。積極的に参加しましょう。

韓国語Ⅰ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10402804

韓国語Ⅱ

全　ウンフィ

全　ウンフィ

1年

授業の目的・概要

韓国語Ⅰで学んだ読み・書き能力をもとに、興味関心や日常生活に関して簡単な韓国語で会話できることが目標
である。授業の中では、韓国のポップな文化についても適宜紹介する。

到達目標

1．テーマによる語彙を習得する。
2．韓国語の基礎的な文法を習得する。
3．韓国語で簡単なコミュニケーションができる。

授業計画

【第 1 回】
テーマ：前期の復習
内容・方法：文字と発音のふりかえ
【第 2 回】
テーマ：前期の復習
内容・方法：文法のふりかえ
【第 3 回】
テーマ：第7課　午後、時間大丈夫ですか①
内容・方法：へヨ体⑴
【第 4 回】
テーマ：第7課　午後、時間大丈夫ですか②
内容・方法：へヨ体⑴と助詞
【第 5 回】
テーマ：第8課　小学生にテコンドーを教えています①
内容・方法：へヨ体⑵
【第 6 回】
テーマ：第8課　小学生にテコンドーを教えています②
内容・方法：へヨ体⑵と助詞
【第 7 回】
テーマ：第9課　ふつう、6時に起きます①
内容・方法：へヨ体⑶と助詞
【第 8 回】
テーマ：第9課　ふつう、6時に起きます②
内容・方法：固有数字
【第 9 回】
テーマ：第10課　野球がとても好きです①
内容・方法：へヨ体⑷と曜日
【第10回】
テーマ：第10課　野球がとても好きです②
内容・方法：時に関する表現
【第11回】
テーマ：第11課　昼ごはん、食べなかったですか①
内容・方法：過去形
【第12回】
テーマ：第11課　昼ごはん、食べなかったですか②
内容・方法：ウ不規則と否定
【第13回】
テーマ：第12課　春休みには何をするつもりですか①
内容・方法：勧誘形と未来形
【第14回】
テーマ：第12課　春休みには何をするつもりですか②
内容・方法：希望や願望の表現
【第15回】
テーマ：ふりかえとまとめ
内容・方法：第7～12課の復習

事前事後の学習

授業時間外で、計30時間の事前事後学習が必要です。

外国語に慣れるには、まずは時間をかけることが大事である。毎回の事前学習として30分以上、事後学習として

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

韓国語Ⅱ



30分以上の学習時間を設けること。
・事前学習では、前回の練習問題を復習し、次回の語彙を確認する。
・事後学習では、小テストとその日に学んだ文章に関するオンライン動画などを聴取し、自分の耳に聞こえる声
で数回読み上げる。
ほか、従業の中で提示する。

課題に対するフィードバックの方法

授業中に小テストを行い、採点した答案を返却する。授業中に小テストを行い、採点した答案を返却する。小テ
ストから理解度を把握し、次回の授業内容などに反映する。

成績評価の方法・基準（方針）

授業への参加度、小テスト、期末テストから総合的に評価する。5回以上の欠席は不可とする。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

50

20

30

0

0

評価方法・割合

平常点

小レポート

期末テスト

評価対象となる到達目標

１、２、３

１、２

１、２、３

テキスト 韓国語の世界へ　入門編[三訂版]、李潤玉・酒勾康裕ほか　著、朝日出版社、2300（税別）、
978-4-255-55647-5

参考書 必要に応じて授業の中で配布する。

履修条件・他の科目との関連 韓国語を通して、また違う世界が広がります。積極的に参加しましょう。

韓国語Ⅱ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

11100901

リスニングⅠ

P.ベイリー

P.ベイリー

1年

授業の目的・概要

In this course you will develop your listening skills.  To improve this language skill, you must 
learn to listen for specific facts, details, and reasons, as well as learn to understand how 
speakers show interest and understanding. There will be many listening assignments in class and for 
homework. As strong vocabulary is also necessary for good listening, this course includes vocabulary 
building. Particular attention is paid to strategy development for listening during testing 
situations and in academic settings, as well as differentiating specific sounds of English. Course 
information and homework assignments will be on Google Classroom.

到達目標

By successfully completing this course, students will be able to...
1. Learn a variety of listening strategies for general comprehension of conversations about everyday 
themes
2. Apply listening strategies to other contexts 
3. Practice bottom-up skills through pronunciation, intonation, and dictation exercises
4. Improve grammar and vocabulary for listening

授業計画

【第1回】
テーマ： Unit 1 & Course Introduction. Google Class registration and explanation. 
内容・方法： “The Weekend” : Listening and conversation practice
【第2回】
テーマ： Unit 2
内容・方法： “City Transportation” : Listening and conversation practice
【第3回】
テーマ： Unit 3
内容・方法： “Neighbors” : Listening and conversation practice
【第4回】
テーマ： Unit 4
内容・方法： “Celebrations” : Listening and conversation practice
【第5回】
テーマ： Evaluation 1: Units 1-4
内容・方法： Chapter review test.
【第6回】
テーマ： Unit 5
内容・方法： “Restaurants” : Listening and conversation practice
【第7回】
テーマ： Unit 6
内容・方法： “Gifts” : Listening and conversation practice
【第8回】
テーマ： Unit 7
内容・方法： “Air Travel” : Listening and conversation practice
【第9回】
テーマ： Unit 8
内容・方法： “Mishaps” : Listening and conversation practice
【第10回】
テーマ：  Evaluation 2: Units 5-8
内容・方法： Chapter review test.
【第11回】
テーマ： Unit 9
内容・方法： “Jobs” : Listening and conversation practice
【第12回】
テーマ： Unit 10
内容・方法： “Keeping Fit” : Listening and conversation practice
【第13回】
テーマ： Unit 11
内容・方法： “Invitations” : Listening and conversation practice
【第14回】
テーマ： Unit 12
内容・方法： “Campus Life” : Listening and conversation practice
【第15回】

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 1単位

実務家教員による授業 －

リスニングⅠ



テーマ：  Evaluation 3: Units 9-12
内容・方法： Chapter review test.
Final Evaluation  explanation.

事前事後の学習

授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。

【第1回】
事前学修課題： Review the syllabus. Purchase the textbook.
事後学修課題： Complete Homework assignments.
【第2回】
事前学修課題： Read Unit 2 and check word meanings.
事後学修課題： Complete Homework assignments.
【第3回】
事前学修課題： Read Unit 3 and check word meanings.
事後学修課題： Complete Homework assignments.
【第4回】
事前学修課題： Read Unit 4 and check word meanings.
事後学修課題： Review chapters 1-4
【第5回】
事前学修課題： Prepare for Evaluation 1
事後学修課題： Complete Homework assignments.
【第6回】
事前学修課題： Read Unit 5 and check word meanings.
事後学修課題： Complete Homework assignments.
【第7回】
事前学修課題： Read Unit 6 and check word meanings.
事後学修課題： Complete Homework assignments.
【第8回】
事前学修課題： Read Unit 7 and check word meanings.
事後学修課題： Complete Homework assignments.
【第9回】
事前学修課題： Read Unit 8 and check word meanings.
事後学修課題： Review chapters 5-8
【第10回】
事前学修課題： Prepare for Evaluation 2
事後学修課題： Complete Homework assignments.
【第11回】
事前学修課題： Read Unit 9 and check word meanings.
事後学修課題： Complete Homework assignments.
【第12回】
事前学修課題： Read Unit 10 and check word meanings.
事後学修課題： Complete Homework assignments
【第13回】
事前学修課題： Read Unit 11 and check word meanings.
事後学修課題： Complete Homework assignments.
【第14回】
事前学修課題： Read Unit 12 and check word meanings.
事後学修課題： Review chapters 9-12
【第15回】
事前学修課題： Prepare for Evaluation 3
事後学修課題： Prepare for Final Evaluation

課題に対するフィードバックの方法

1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom. 
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class. 
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.

成績評価の方法・基準（方針）

Note: The course plan and grading criteria are subject to change. Information about coursework and 
grading policy will be on Google Classroom.
Active participation in class (10%)
Vocabulary and Dictation quizzes (10%), 
Semester evaluations (30%)
Homework assignments (20%)
Self-study units (10%)
Final evaluation exam (10%)

成績評価の種類

授業内での評価

評価割合
（％）

50

評価方法・割合

Active participation in class (10%), vocabulary and 
dictation quizzes (10%) and semester evaluations 
(30%)

評価対象となる到達目標

1,3

リスニングⅠ



授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

30

20

0

0

Homework assignments (20%) and self-study units 
(10%)

Final evaluation exam (10%)

none

none

2,4

1,3,4

テキスト Tactics for Listening Developing Student Book,Third Edition: Jack C Richards with Grant 
Trew; 2011,(Oxford University Press) ISBN: 978-0-19-401385-7

参考書 none

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

リスニングⅠ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

11101001

リスニングⅡ

P.ベイリー

P.ベイリー

1年

授業の目的・概要

In this course you will develop your listening skills.  To improve this language skill, you must 
learn to listen for specific facts, details, and reasons, as well as learn to understand how 
speakers show interest and understanding. There will be many listening assignments in class and for 
homework. As strong vocabulary is also necessary for good listening, this course includes vocabulary 
building. Particular attention is paid to strategy development for listening during testing 
situations and in academic settings, as well as differentiating specific sounds of English. Course 
information and homework assignments will be on Google Classroom.

到達目標

By successfully completing this course, students will be able to...
1. Learn a variety of listening strategies for general comprehension of conversations about everyday 
themes
2. Apply listening strategies to other contexts 
3. Practice bottom-up skills through pronunciation, intonation, and dictation exercises
4. Improve grammar and vocabulary for listening

授業計画

【第1回】
テーマ： Unit 13 & Course Introduction. 
内容・方法： “Hobbies and Pastimes” : Listening and conversation practice
【第2回】
テーマ： Unit 14
内容・方法： “Shopping Problems” : Listening and conversation practice
【第3回】
テーマ： Unit 15
内容・方法： “Hotel Services” : Listening and conversation practice
【第4回】
テーマ： Unit 16
内容・方法： “Movies” : Listening and conversation practice
【第5回】
テーマ： Evaluation 1: Units 13-16
内容・方法：  Chapter review test.
【第6回】
テーマ： Unit 17
内容・方法： “Fears” : Listening and conversation practice
【第7回】
テーマ： Unit 18
内容・方法： “Phone Messages” : Listening and conversation practice
第8回】
テーマ： Unit 19
内容・方法： “Touring a City” : Listening and conversation practice
【第9回】
テーマ： Unit 20
内容・方法： “Airports” : Listening and conversation practice
【第10回】;
テーマ：  Evaluation 2: Units 17-20
内容・方法： Chapter review test.
【第11回】
テーマ： Unit 21
内容・方法： “Hotels” : Listening and conversation practice
【第12回】
テーマ： Unit 22
内容・方法： “Traffic” : Listening and conversation practice
【第13回】
テーマ： Unit 23
内容・方法： “Roommates” : Listening and conversation practice
【第14回】
テーマ： Unit 24
内容・方法： “Travel” : Listening and conversation practice
【第15回】

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 1単位

実務家教員による授業 －

リスニングⅡ



テーマ：  Evaluation 3: Units 21-24
内容・方法：  Chapter review test.
Final Evaluation  explanation. 

事前事後の学習

授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。

【第1回】
事前学修課題： Review the syllabus. Purchase the textbook.
事後学修課題： Complete Homework assignments.
【第2回】
事前学修課題： Read Unit 14 and check word meanings.
事後学修課題： Complete Homework assignments.
【第3回】
事前学修課題： Read Unit 15 and check word meanings.
事後学修課題： Complete Homework assignments.
【第4回】
事前学修課題： Read Unit 16 and check word meanings.
事後学修課題： Review chapters 13-16
【第5回】
事前学修課題： Prepare for Evaluation 1
事後学修課題： Complete Homework assignments.
【第6回】
事前学修課題： Read Unit 17 and check word meanings.
事後学修課題： Complete Homework assignments.
【第7回】
事前学修課題： Read Unit 18 and check word meanings.
事後学修課題： Complete Homework assignments.
【第8回】
事前学修課題： Read Unit 19 and check word meanings.
事後学修課題： Complete Homework assignments.
【第9回】
事前学修課題： Read Unit 20 and check word meanings.
事後学修課題： Review chapters 17-20
【第10回】
事前学修課題： Prepare for Evaluation 2
事後学修課題： Complete Homework assignments.
【第11回】
事前学修課題： Read Unit 21 and check word meanings.
事後学修課題： Complete Homework assignments.
【第12回】
事前学修課題： Read Unit 22 and check word meanings.
事後学修課題： Complete Homework assignments
【第13回】
事前学修課題： Read Unit 23 and check word meanings.
事後学修課題： Complete Homework assignments.
【第14回】
事前学修課題： Read Unit 24 and check word meanings.
事後学修課題： Review chapters 21-24
【第15回】
事前学修課題： Prepare for Evaluation 3
事後学修課題： Prepare for Final Evaluation

課題に対するフィードバックの方法

1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom. 
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class. 
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.

成績評価の方法・基準（方針）

Note: The course plan and grading criteria are subject to change. Information about coursework and 
grading policy will be on Google Classroom.
Active participation in class (10%)
Vocabulary and Dictation quizzes (10%), 
Semester evaluations (30%)
Homework assignments (20%)
Self-study units (10%)
Final evaluation exam (20%)

成績評価の種類

授業内での評価

評価割合
（％）

50

評価方法・割合

Active participation in class (10%), vocabulary and 
dictation quizzes (10%) and semester evaluations 
(30%)

評価対象となる到達目標

1,3

リスニングⅡ



授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

30

20

0

0

Homework assignments (20%) and self-study units 
(10%)

Final evaluation exam (10%)

none

none

2,4

1,3,4

テキスト Tactics for Listening Developing Student Book,Third Edition: Jack C Richards with Grant 
Trew; 2011,(Oxford University Press) ISBN: 978-0-19-401385-7

参考書 none

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

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

11101101

エッセンシャルグラマーⅠ

J.D.ラッセル

J.D.ラッセル

1年

授業の目的・概要

A solid understanding of grammar is essential for reading, writing, listening, and speaking English. 
This course is designed to improve students' knowledge and understanding of basic grammar and to 
enhance their four skills. In each class, students will review grammar topics and then engage in a 
variety of writing. reading and speaking activities in order to consolidate their grammar knowledge. 
Grammar topics include be verbs, general verbs, progressive tense, future tense, auxiliary verbs, 
nouns, articles, pronouns, prepositions, adjectives, adverbs, comparisons, imperatives, and 
exclamations. The goal is to acquire a solid working grammar ability through a variety of class 
activities. Information about coursework and grading policy will be on Google Classroom.

到達目標

1. Develop the language skills needed to communicate accurately, meaningfully, and appropriately.
2. Demonstrate understanding of grammar through term tests and final examination.
3. Build fluency and accuracy through grammar homework..
4. Students should be able demonstrate a basic understanding of English grammar through usage, and 
be able to do simple writing, reading and speaking activities.

授業計画

【第1回】
テーマ：Course Introduction and orientation. Google Classroom registration and explanation.
内容・方法：Introducing yourself
【第2回】
テーマ：Unit 1: The Verb Be
内容・方法：Affirmative Statements, Subject Pronouns
【第3回】
テーマ：Unit 2: The Verb Be
内容・方法：Yes/No Questions, Be + Adjective, Negative Statements
【第4回】
テーマ：Unit 3: The Verb Be
内容・方法：Informative Questions, It, and Prepositions of Location
【第5回】
テーマ：  Term Test 1
内容・方法： Review of units studied in class and for homework. Term Test. 
【第6回】
テーマ：Unit 4: Nouns
内容・方法：Count and Noncount Nouns
【第7回】
テーマ：Unit 4: Nouns
内容・方法：Be + Adjective + Noun
【第8回】
テーマ：Unit 5: The Verb Have
内容・方法：Statements, Questions, Answers
【第9回】
テーマ：Unit 5: The Verb Have
内容・方法：Some/Any
【第10回】
テーマ：  Term Test 2
内容・方法： 
【第11回】
テーマ：Unit 6: This/That/Those 
内容・方法：Using each form correctly
【第12回】
テーマ：Unit 6: Possessives
内容・方法：Pronouns, Adjectives, Questions with whose
【第13回】
テーマ：Unit 7: There is/ There are
内容・方法：Asking and answering questions
【第14回】
テーマ：Unit 7: Articles
内容・方法：A/An versus The

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 1単位

実務家教員による授業 －

エッセンシャルグラマーⅠ



【第15回】
テーマ：Term Test 3
内容・方法：  Final examination explanation.

事前事後の学習

授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。

Students are expected to spend approximately 30 minutes for preparation assignments before each 
class AND an additional 30 minutes for review assignments after each class.

【第1回】
事前学修課題：Read the course outline. Buy the textbook.
事後学修課題：Buy the textbook. Homework assignment.
【第2回】
事前学修課題：Check that you did all your homework. Review and understand the grammar explanation 
and examples of the lesson units. 
事後学修課題：Review and study up on the  grammar explanation and examples of the lesson units. Do 
the HWK assignments.  
【第3回】
事前学修課題：Check that you did all your homework. Review and understand the grammar explanation 
and examples of the lesson units. 
事後学修課題：Review and study up on the  grammar explanation and examples of the lesson units. Do 
the HWK assignments.  
【第4回】
事前学修課題：Check that you did all your homework. Review and understand the grammar explanation 
and examples of the lesson units. 
事後学修課題：Review and study up on the  grammar explanation and examples of the lesson units. Do 
the HWK assignments. Prepare for term test 1 
【第5回】
事前学修課題：Review previous lessons for the term test 1.
事後学修課題：Review your test errors and make corrections. Do the HWK assignments. 
【第6回】
事前学修課題：Check that you did all your homework. Review and understand the grammar explanation 
and examples of the lesson units. 
事後学修課題：Review and study up on the  grammar explanation and examples of the lesson units. Do 
the HWK assignments.  
【第7回】
事前学修課題：Check that you did all your homework. Review and understand the grammar explanation 
and examples of the lesson units. 
事後学修課題：Review and study up on the  grammar explanation and examples of the lesson units. Do 
the HWK assignments.  
【第8回】
事前学修課題：Check that you did all your homework. Review and understand the grammar explanation 
and examples of the lesson units. 
事後学修課題：Review and study up on the  grammar explanation and examples of the lesson units. Do 
the HWK assignments.  
【第9回】
事前学修課題：Check that you did all your homework. Review and understand the grammar explanation 
and examples of the lesson units. 
事後学修課題：Review and study up on the  grammar explanation and examples of the lesson units. Do 
the HWK assignments. Prepare for term test 2 
【第10回】
事前学修課題：Review previous lessons for the term test 2.
事後学修課題：Review your test errors and make corrections. Do the HWK assignments. 
【第11回】
事前学修課題：Check that you did all your homework. Review and understand the grammar explanation 
and examples of the lesson units. 
事後学修課題：Review and study up on the  grammar explanation and examples of the lesson units. Do 
the HWK assignments.  
【第12回】
事前学修課題：Check that you did all your homework. Review and understand the grammar explanation 
and examples of the lesson units. 
事後学修課題：Review and study up on the  grammar explanation and examples of the lesson units. Do 
the HWK assignments.  
【第13回】
事前学修課題：Check that you did all your homework. Review and understand the grammar explanation 
and examples of the lesson units. 
事後学修課題：Review and study up on the  grammar explanation and examples of the lesson units. Do 
the HWK assignments.  
【第14回】
事前学修課題：Check that you did all your homework. Review and understand the grammar explanation 
and examples of the lesson units. 
事後学修課題：Review and study up on the  grammar explanation and examples of the lesson units. Do 
the HWK assignments. Prepare for term test 3
【第15回】
事前学修課題：Review previous lessons for the term test 3.

エッセンシャルグラマーⅠ



事後学修課題：Review your test errors and make corrections. Submit the final examination.

課題に対するフィードバックの方法

1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom. 
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class. 
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.
4.The teacher will tell you your current grade at least three times during the semester. In 
addition, your grades may also be posted regularly on Google Classroom.

成績評価の方法・基準（方針）

The course grade breakdown is as follows:

1. Class participation and classwork activities (30%), 
2. 3 term tests (30%) 
3. Grammar homework assignments(20%)
4. Final Examination (20%)

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

60

20

0

20

0

評価方法・割合

Class participation and classwork activities (30%), 3 
term tests (30%).

Grammar homework assignments(20%)

none

Final Examination (20%)

none

評価対象となる到達目標

1, 2, & 4

3 & 4

2 & 4

テキスト Grammar Dimensions 1, 4th Edition, Diane Larsen-Freeman, 2008, National Geographic, 
Cengage Learning. ISBN: 978-1413027402

参考書 none

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

エッセンシャルグラマーⅠ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

11101201

エッセンシャルグラマーⅡ

J.D.ラッセル

J.D.ラッセル

1年

授業の目的・概要

A solid understanding of grammar is essential for reading, writing, listening, and speaking English. 
This course is designed to improve students' knowledge and understanding of basic grammar and to 
enhance their four skills. In each class, students will review grammar topics and then engage in a 
variety of writing. reading and speaking activities in order to consolidate their grammar knowledge. 
Grammar topics include be verbs, general verbs, progressive tense, future tense, auxiliary verbs, 
nouns, articles, pronouns, prepositions, adjectives, adverbs, comparisons, imperatives, and 
exclamations. The goal is to acquire a solid working grammar ability through a variety of class 
activities. Information about coursework and grading policy will be on Google Classroom.

到達目標

1. Develop the language skills needed to communicate accurately, meaningfully, and appropriately.
2. Demonstrate understanding of grammar through term tests and final examination.
3. Build fluency and accuracy through grammar homework..
4. Students should be able demonstrate a basic understanding of English grammar through usage, and 
be able to do simple writing, reading and speaking activities.

授業計画

【第1回】
テーマ：Course Introduction and orientation. Google Classroom registration and explanation.
内容・方法：
【第2回】
テーマ：Unit 8
内容・方法：Simple Past Tense
【第3回】
テーマ：Unit 9
内容・方法：Wh- questions
【第4回】
テーマ：Unit 10
内容・方法：Imperatives and Prepositions of Direction
【第5回】
テーマ：  Term Test 1
内容・方法： Review of units studied in class and for homework. Term Test. 
【第6回】
テーマ：Unit 14
内容・方法：Can, Know How To, Be Able To, Connectors
【第7回】
テーマ：Unit 15
内容・方法：Present Progressive Tense
【第8回】
テーマ：Unit 18
内容・方法：Past Tense
【第9回】
テーマ：Unit 20
内容・方法：Future Time
【第10回】
テーマ：  Term Test 2
内容・方法： 
【第11回】
テーマ：Unit 22
内容・方法：Comparitive Adjectives
【第12回】
テーマ：Unit 22
内容・方法：Expressing Similarities and Differences
【第13回】
テーマ：Unit 23
内容・方法：Comparitive Adverbs
【第14回】
テーマ：Unit 24
内容・方法：Superlatives

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 1単位

実務家教員による授業 －

エッセンシャルグラマーⅡ



【第15回】
テーマ：Term Test 3
内容・方法：  Final examination explanation.

事前事後の学習

授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。

Students are expected to spend approximately 30 minutes for preparation assignments before each 
class AND an additional 30 minutes for review assignments after each class.

【第1回】
事前学修課題：Read the course outline. Buy the textbook.
事後学修課題：Buy the textbook. Homework assignment.
【第2回】
事前学修課題：Check that you did all your homework. Review and understand the grammar explanation 
and examples of the lesson units. 
事後学修課題：Review and study up on the  grammar explanation and examples of the lesson units. Do 
the HWK assignments.  
【第3回】
事前学修課題：Check that you did all your homework. Review and understand the grammar explanation 
and examples of the lesson units. 
事後学修課題：Review and study up on the  grammar explanation and examples of the lesson units. Do 
the HWK assignments.  
【第4回】
事前学修課題：Check that you did all your homework. Review and understand the grammar explanation 
and examples of the lesson units. 
事後学修課題：Review and study up on the  grammar explanation and examples of the lesson units. Do 
the HWK assignments. Prepare for term test 1 
【第5回】
事前学修課題：Review previous lessons for the term test 1.
事後学修課題：Review your test errors and make corrections. Do the HWK assignments. 
【第6回】
事前学修課題：Check that you did all your homework. Review and understand the grammar explanation 
and examples of the lesson units. 
事後学修課題：Review and study up on the  grammar explanation and examples of the lesson units. Do 
the HWK assignments.  
【第7回】
事前学修課題：Check that you did all your homework. Review and understand the grammar explanation 
and examples of the lesson units. 
事後学修課題：Review and study up on the  grammar explanation and examples of the lesson units. Do 
the HWK assignments.  
【第8回】
事前学修課題：Check that you did all your homework. Review and understand the grammar explanation 
and examples of the lesson units. 
事後学修課題：Review and study up on the  grammar explanation and examples of the lesson units. Do 
the HWK assignments.  
【第9回】
事前学修課題：Check that you did all your homework. Review and understand the grammar explanation 
and examples of the lesson units. 
事後学修課題：Review and study up on the  grammar explanation and examples of the lesson units. Do 
the HWK assignments. Prepare for term test 2 
【第10回】
事前学修課題：Review previous lessons for the term test 2.
事後学修課題：Review your test errors and make corrections. Do the HWK assignments. 
【第11回】
事前学修課題：Check that you did all your homework. Review and understand the grammar explanation 
and examples of the lesson units. 
事後学修課題：Review and study up on the  grammar explanation and examples of the lesson units. Do 
the HWK assignments.  
【第12回】
事前学修課題：Check that you did all your homework. Review and understand the grammar explanation 
and examples of the lesson units. 
事後学修課題：Review and study up on the  grammar explanation and examples of the lesson units. Do 
the HWK assignments.  
【第13回】
事前学修課題：Check that you did all your homework. Review and understand the grammar explanation 
and examples of the lesson units. 
事後学修課題：Review and study up on the  grammar explanation and examples of the lesson units. Do 
the HWK assignments.  
【第14回】
事前学修課題：Check that you did all your homework. Review and understand the grammar explanation 
and examples of the lesson units. 
事後学修課題：Review and study up on the  grammar explanation and examples of the lesson units. Do 
the HWK assignments. Prepare for term test 3
【第15回】
事前学修課題：Review previous lessons for the term test 3.

エッセンシャルグラマーⅡ



事後学修課題：Review your test errors and make corrections. Submit the final examination.

課題に対するフィードバックの方法

1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom. 
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class. 
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.
4.The teacher will tell you your current grade at least three times during the semester. In 
addition, your grades may also be posted regularly on Google Classroom.

成績評価の方法・基準（方針）

The course grade breakdown is as follows:

1. Class participation and classwork activities (30%), 
2. 3 term tests (30%) 
3. Grammar homework assignments(20%)
4. Final Examination (20%)

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

60

20

0

20

0

評価方法・割合

Class participation and classwork activities (30%), 3 
term tests (30%).

Grammar homework assignments(20%)

none

Final Examination (20%)

none

評価対象となる到達目標

1, 2, & 4

3 & 4

2 & 4

テキスト Grammar Dimensions 1, 4th Edition, Diane Larsen-Freeman, 2008, National Geographic, 
Cengage Learning. ISBN: 978-1413027402

参考書 none

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

エッセンシャルグラマーⅡ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

11101301

英語Ⅲ

T.M.パレ

T.M.パレ

2年

授業の目的・概要

本授業は、大学生として必要な教養を深めることができるような読み物を用いて、読むことに習熟することを目
的とする。併せて、語彙の増大を図る。また、場合によっては、聞く、書くなどの作業を入れて総合的な英語力
を養成する。

到達目標

①ある程度の長さの英文を読み、その内容を的確に把握することができる。
②読んだ英文に対して自分の考えを持つことができる。
③自分の考えを分かりやすい英語で表現することができる。

授業計画

第1回 Course introduction, good reading habits

第2回 Prism Reading  Level 1 - Unit 1 - Places, Read for details, Vocabulary 

第3回 Prism Reading  Level 1 - Unit 1 - Places, Read for details, Vocabulary 

第4回 Prism Reading  Level 1 - Unit 1 - Places, Read for details, Vocabulary 

第5回 Prism Reading  Level 1 - Unit 2 - Festivals and Celebrations, Read for details, Vocabulary 

第6回 Prism Reading  Level 1 - Unit 2 - Festivals and Celebrations, Read for details, Vocabulary 

第7回 Prism Reading  Level 1 - Unit 2 - Festivals and Celebrations, Read for details, Vocabulary 

第8回 Review and midterm test

第9回 Prism Reading  Level 1 - Unit 3 - The Internet and Technology, Read for details, Vocabulary 

第10回 Prism Reading  Level 1 - Unit 3 - The Internet and Technology, Read for details, Vocabulary 

第11回 Prism Reading  Level 1 - Unit 3 - The Internet and Technology, Read for details, Vocabulary 

第12回 Prism Reading  Level 1 - Unit 4 - Weather and Climate, Read for details, Vocabulary 

第13回 Prism Reading  Level 1 - Unit 4 - Weather and Climate, Read for details, Vocabulary 

第14回 Prism Reading  Level 1 - Unit 4 - Weather and Climate, Read for details, Vocabulary 

第15回 Review and practice for final test

事前事後の学習

授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。

授業後、毎週資料を確認し、次のレッスンのために選択したページをプレビューしてください。Please review 
materials each week after class and preview the selected pages for the next lesson.

課題に対するフィードバックの方法

先生は、課題と参加について毎週フィードバックを提供します。The teacher will provide feedback each 
week on assignments and participation.

成績評価の方法・基準（方針）

In-class Participation (参加) - 40%
Homework (宿題) - 30%
Tests (テスト) - 30%

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 1単位

成績評価の種類 評価割合
（％）

評価方法・割合 評価対象となる到達目標

実務家教員による授業 －
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授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

40

30

30

0

0

Participation, weekly in-class assignments/ tasks

Homework

Tests - midterm and final test - 15% each

none

テキスト Prism Reading Level 1 　（Cambridge University Press）
ISBN: 9781108556194

参考書

履修条件・他の科目との関連 1) If you are absent 5 or more times without excuse, you cannot receive credit. ５回以上欠
席すると、単位を取得することができない。
2) If you are late 3 times, it will be counted as one absence. If you arrive more than 30 
minutes late, you may study, but you will be marked as absent. 遅刻は３０分までとし、それを超
えて遅刻した場合は、授業に参加することはできるが、欠席扱いとなる。
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授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

11101302

英語Ⅲ

A.ナデュー

A.ナデュー

2年

授業の目的・概要

本授業は、大学生として必要な教養を深めることができるような読み物を用いて、読むことに習熟することを目
的とする。併せて、語彙の増大を図る。また、場合によっては、聞く、書くなどの作業を入れて総合的な英語力
を養成する。

到達目標

①ある程度の長さの英文を読み、その内容を的確に把握することができる。
②読んだ英文に対して自分の考えを持つことができる。
③自分の考えを分かりやすい英語で表現することができる。

授業計画

【第1回】
テーマ：Introductions / Class Explanation
内容・方法：Introduce yourself / Look over syllabus together / Explain textbook and grading method
【第2回】
テーマ：1-1: Rise of the Megacities
内容・方法：Learn to scan for numbers / use a T-chart / nouns, verbs, and adjectives
【第3回】
テーマ：1-2: Homestay Vacations: A Home away from Home / Vocabulary Quiz
内容・方法： Learn to read for main ideas / read for details / critical thinking collaboration
【第4回】
テーマ：2-1: Celebrate!
内容・方法：Learn to preview / preposition of time and place, adverbs of frequency
【第5回】
テーマ：2-2: Muscat Festival: A Celebration of Omani Culture / Vocabulary Quiz
内容・方法： Learn to understand key vocabulary / use your knowledge / take notes
【第6回】
 テーマ：Midterm Review
内容・方法：Review reading skills and vocabulary from Units 1 + 2 / Prepare for Midterm Evaluation
【第7回】
テーマ：Midterm Evaluation
内容・方法：Take midterm evaluation in class
【第8回】
テーマ：3-1: Tech Expert Today: Someone's Always Watching You Online
内容・方法：Learn to read for main ideas / compound nouns / synthesizing
【第9回】
テーマ：3-2: Video Games for Kids: Win, Lose, or Draw / Vocabulary Quiz
内容・方法：Learn to make inferences / give opinions / recognize text type
【第10回】
テーマ：Reading Project
内容・方法：Give presentations / submit reports for your reading project
【第11回】
テーマ：4-1: Extreme Weather
内容・方法： Learn to read for details / collocations with temperature
【第12回】
テーマ：4-2: Surviving the Sea of Sand: How to Stay Alive in the Sahara Desert / Vocabulary Quiz
内容・方法：Learn to use your knowledge to predict content / describe a graph
【第13回】
テーマ：Final Review
内容・方法：Review reading skills and vocabulary from Units 1-4 / Prepare for Final Evaluation
【第14回】
テーマ：Final Evaluation 
内容・方法： Take the final evaluation in class
【第15回】
テーマ：Semester Review
内容・方法：Discuss reading skills gained / review learned vocabulary / preview next semester

事前事後の学習

授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 1単位

実務家教員による授業 －

英語Ⅲ



[第１回] 
①事前学修課題：Buy the textbook. 
②事後学修課題：Register for Google Classroom.
[第２回] 
①事前学修課題：Preview class reading, look up vocabulary you do not know
②事後学修課題：Review reading, complete homework, work on reading project
[第３回] 
①事前学修課題：Preview class reading, look up vocabulary you do not know / Study for Vocabulary Quiz
②事後学修課題：Review reading, complete homework, work on reading project
[第4回] 
①事前学修課題：Preview class reading, look up vocabulary you do not know
②事後学修課題：Review reading, complete homework, work on reading project
[第５回] 
①事前学修課題：Preview class reading, look up vocabulary you do not know / Study for Vocabulary Quiz
②事後学修課題：Review reading, complete homework, work on reading project
[第６回] 
①事前学修課題：Review units 1 + 2
②事後学修課題：Study for midterm evaluation
[第７回] 
①事前学修課題： Study for midterm evaluation
②事後学修課題：none
[第８回] 
①事前学修課題：Preview class reading, look up vocabulary you do not know
②事後学修課題：Review reading, complete homework, work on reading project
[第９回] 
①事前学修課題：Preview class reading, look up vocabulary you do not know / Study for Vocabulary Quiz
②事後学修課題：Review reading, complete homework, work on reading project
[第１０回] 
①事前学修課題：Be ready to present / hand-in reading report
②事後学修課題：Complete homework / check unfinished assignments
[第１１回] 
①事前学修課題：Preview class reading, look up vocabulary you do not know
②事後学修課題：Review reading, complete homework
[第１２回] 
①事前学修課題：Preview class reading, look up vocabulary you do not know / Study for Vocabulary Quiz
②事後学修課題：Review reading, complete homework
[第１３回] 
①事前学修課題：Review units 1-4
②事後学修課題：Study for final evaluation
[第１４回] 
①事前学修課題：Study for final evaluation
②事後学修課題：none
[第１５回] 
①事前学修課題：Review units 1-4
②事後学修課題：none

課題に対するフィードバックの方法

課題に対するフィードバックの方法
1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom. 
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class. 
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.
4.The teacher will tell you your current grade at least three times during the semester. In 
addition, your grades may also be posted regularly on Google Classroom.

成績評価の方法・基準（方針）

Classwork / Participation: 35%
Homework: 10%
Quizzes: 10%
Reading Report: 15%
Evaluations: 30%

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

評価割合
（％）

45

25

0

評価方法・割合

Classwork / Participation: 35%
Quizzes: 10%

Homework: 10%
Reading Report: 15%

評価対象となる到達目標

1, 2, 3

1, 2, 3

英語Ⅲ



定期試験に代わるレポート等

その他

30

0

Evaluations: 30% 1, 2, 3

テキスト Prism Reading Level 1 　（Cambridge University Press）
ISBN: 9781108556194

参考書

履修条件・他の科目との関連 1) If you are absent 5 or more times without excuse, you cannot receive credit. ５回以上欠
席すると、単位を取得することができない。
2) If you are late 3 times, it will be counted as one absence. If you arrive more than 30 
minutes late, you may study, but you will be marked as absent. 遅刻は３０分までとし、それを超
えて遅刻した場合は、授業に参加することはできるが、欠席扱いとなる。

英語Ⅲ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

11101303

英語Ⅲ

S.N.ゴーフ

S.N.ゴーフ

2年

授業の目的・概要

本授業は、大学生として必要な教養を深めることができるような読み物を用いて、読むことに習熟することを目
的とする。併せて、語彙の増大を図る。また、場合によっては、聞く、書くなどの作業を入れて総合的な英語力
を養成する。

Purpose and outline of the class
The purpose of this class is to develop proficiency in reading through the use of readings that will 
deepen the education necessary for college students. In addition, students will be expected to 
increase their vocabulary. In some cases, we will also include listening and writing activities in 
order to develop comprehensive English skills.

到達目標

①ある程度の長さの英文を読み、その内容を的確に把握することができる。
②読んだ英文に対して自分の考えを持つことができる。
③自分の考えを分かりやすい英語で表現することができる。

Objectives
(1) To be able to read English sentences of a certain length and accurately grasp their contents.
(2) To be able to formulate one's own opinions about the English text one has read.
(3) To be able to express one's thoughts in simple English.

授業計画

【第1回】
テーマ：Course explanation and orientation. Google Classroom registration and explanation. 
Explanation on the uses of PDF files for homework.
内容・方法：Course outline and introductions. Textbook Review. Demonstration of class activities. 
Introduction to the use of Adobe in homework assignments.
【第2回】
テーマ：Unit 1. Places: Talking about megacities (Reading #1)
内容・方法：Listening, reading and vocabulary review.
【第3回】
テーマ：Unit 1. Places: Talking about megacities (Reading #2)
内容・方法：Homework review. Vocabulary review.
listen, read and discussion. Vocabulary Quiz.
【第4回】
テーマ：Unit 1. Places: Megacities (Supplementary Task)
内容・方法：Homework review, listening, reading and vocabulary review. Extra reading about cities 
and their characteristics. 

【第5回】
テーマ：Unit 2. Places: Festivals and Celebrations (Reading #1)
内容・方法：Listening, reading and vocabulary review.
【第5回】
テーマ：Unit 2. Places: Festivals and Celebrations (Reading #2)
内容・方法：Listening, reading and vocabulary review.

【第6回】
テーマ：Unit 2. Places: Festivals and Celebrations (Supplementary Task)
内容・方法：Homework review, listening, reading and vocabulary review. Extra reading about cities 
and their characteristics. 
【第7回】
テーマ：Unit 3. Internet and Technology (Reading #1)
 内容・方法：Homework review, listening, reading and vocabulary review.
【第8回】
テーマ：Unit Review
 内容・方法：In-class mid-term examination

【第9回】
テーマ：Unit 3. Internet and Technology (Reading #2)
 内容・方法：Homework review, listening, reading and vocabulary review.
【第10回】

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 1単位

実務家教員による授業 －

英語Ⅲ



テーマ：Unit 3. Internet and Technology (Supplementary reading)
 内容・方法：Homework review, listening, reading and vocabulary review.

【第11回】
テーマ：Unit 4. Weather and Climate (Reading #1)
 内容・方法：Homework review, listening, reading and vocabulary review.
【第12回】
テーマ：Unit 4. Weather and Climate (Reading #2)
 内容・方法：Homework review, listening, reading and vocabulary review.
【第13回】
テーマ：Unit 4. Weather and Climate (Reading #2)
 内容・方法：Homework review, listening, reading and vocabulary review.
【第14回】
テーマ：Unit 4. Weather and Climate (Supplementary reading task)
 内容・方法：Homework review, listening, reading and vocabulary review.
【第15回】
テーマ：Final Review 
内容・方法: Final test explanation, vocabulary review, final discussions and general review. Final 
test preparation time.

事前事後の学習

授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。

第1回】
①　事前学修課題：Read the syllabus. Take a look at the textbook.
②　事後学修課題：Read the article and do the homework assignments
【第2回】
①　事前学修課題：Read the assigned articles and do homework vocabulary review. 
②　事後学修課題：Do the homework assignments. Study for the vocabulary Quiz
【第3回】
①　事前学修課題：Read the assigned articles
②　事後学修課題：Do the homework assignments. Study for the vocabulary Quiz
【第4回】
①　事前学修課題：Read the assigned articles
②　事後学修課題：Do the homework assignments. Study for the vocabulary Quiz
【第5回】
①　事前学修課題：Read the assigned articles
②　事後学修課題：Do the homework assignments. Study for the vocabulary Quiz
【第6回】
①　事前学修課題：Read the assigned articles
②　事後学修課題：Do the homework assignments. Study for the vocabulary Quiz
【第7回】
①　事前学修課題：Read the assigned articles.
②　事後学修課題：Do the homework assignments. Study for the vocabulary quiz
【第8回】
①　事前学修課題：Read the assigned articles. 
②　事後学修課題：Do the homework assignments. Study for the mid-term examination
【第9回】
①　事前学修課題：mid-term examination
②　事後学修課題：Do the homework assignments. Study for the vocabulary Quiz
【第10回】
①　事前学修課題：Read the assigned articles
②　事後学修課題：Do the homework assignments. Study for the vocabulary Quiz
【第11回】
①　事前学修課題：Read the assigned articles
②　事後学修課題：Do the homework assignments. Study for the vocabulary Quiz
【第12回】
①　事前学修課題：Read the assigned articles
②　事後学修課題：Do the homework assignments. Study for the vocabulary Quiz
【第13回】
①　事前学修課題：Read the assigned articles
②　事後学修課題：Do the homework assignments. Study for the vocabulary Quiz
【第14回】
①　事前学修課題：Read the assigned articles
②　事後学修課題：Do the homework assignments. Prepare for your presentation. Study for the 
vocabulary Quiz
【第15回】
①　事前学修課題：Get ready for the final test review
②　事後学修課題：Study and review for the final examination

課題に対するフィードバックの方法

1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom. 
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class. 
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.

英語Ⅲ



成績評価の方法・基準（方針）

You will be graded on 
1. your in-class performance, effort, attendance and attitude, 
2. unit quizzes, vocabulary quizzes 
3. essay and final assignment

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

60

20

0

20

0

評価方法・割合

in-class performance, effort, attendance and 
attitude. 40
unit quizzes and vocabulary tests 20

Homework and Assignments

Final Evaluation Assignment

評価対象となる到達目標

1.2.3.

1.2.3.

1.2.3.

テキスト Prism Reading Level 1 　（Cambridge University Press）
ISBN: 9781108556194

参考書

履修条件・他の科目との関連 1) If you are absent 5 or more times without excuse, you cannot receive credit. ５回以上欠
席すると、単位を取得することができない。
2) If you are late 3 times, it will be counted as one absence. If you arrive more than 30 
minutes late, you may study, but you will be marked as absent. 遅刻は３０分までとし、それを超
えて遅刻した場合は、授業に参加することはできるが、欠席扱いとなる。
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授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

11101401

英語Ⅳ

T.M.パレ

T.M.パレ

2年

授業の目的・概要

本授業は、大学生として必要な教養を深めることができるような読み物を用いて、読むことに習熟することを目
的とする。併せて、語彙の増大を図る。また、場合によっては、聞く、書くなどの作業を入れて総合的な英語力
を養成する。

到達目標

①ある程度の長さの英文を読み、その内容を的確に把握することができる。
②読んだ英文に対して自分の考えを持つことができる。
③自分の考えを分かりやすい英語で表現することができる。

授業計画

第1回 Course introduction, review Spring semester topics

第2回 Prism Reading  Level 1 - Unit 5 - Sports and Competition, Read for details, Vocabulary 

第3回 Prism Reading  Level 1 - Unit 5 - Sports and Competition, Read for details, Vocabulary 

第4回 Prism Reading  Level 1 - Unit 5 - Sports and Competition, Read for details, Vocabulary 

第5回 Prism Reading  Level 1 - Unit 6 - Business, Read for details, Vocabulary 

第6回 Prism Reading  Level 1 - Unit 6 - Business, Read for details, Vocabulary 

第7回 Prism Reading  Level 1 - Unit 6 - Business, Read for details, Vocabulary 

第8回 Review and midterm test

第9回 Prism Reading  Level 1 - Unit 7 - People, Read for details, Vocabulary 

第10回 Prism Reading  Level 1 - Unit 7 - People, Read for details, Vocabulary 

第11回 Prism Reading  Level 1 - Unit 7 - People, Read for details, Vocabulary 

第12回 Prism Reading  Level 1 - Unit 8 - The Universe, Read for details, Vocabulary 

第13回 Prism Reading  Level 1 - Unit 8 - The Universe, Read for details, Vocabulary 

第14回 Prism Reading  Level 1 - Unit 8 - The Universe, Read for details, Vocabulary 

第15回 Review and practice for final test

事前事後の学習

授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。

授業後、毎週資料を確認し、次のレッスンのために選択したページをプレビューしてください。Please review 
materials each week after class and preview the selected pages for the next lesson.

課題に対するフィードバックの方法

先生は、課題と参加について毎週フィードバックを提供します。The teacher will provide feedback each 
week on assignments and participation.

成績評価の方法・基準（方針）

In-class Participation (参加) - 40%
Homework (宿題) - 30%
Tests (テスト) - 30%

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 1単位

成績評価の種類 評価割合
（％）

評価方法・割合 評価対象となる到達目標

実務家教員による授業 －

英語Ⅳ



授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

40

30

30

0

0

Participation, weekly in-class assignments/ tasks

Homework

Tests - midterm and final test - 15% each

none

テキスト Prism Reading Level 1 　（Cambridge University Press）
ISBN: 9781108556194

参考書

履修条件・他の科目との関連 1) If you are absent 5 or more times without excuse, you cannot receive credit. ５回以上欠
席すると、単位を取得することができない。
2) If you are late 3 times, it will be counted as one absence. If you arrive more than 30 
minutes late, you may study, but you will be marked as absent. 遅刻は３０分までとし、それを超
えて遅刻した場合は、授業に参加することはできるが、欠席扱いとなる。
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授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

11101402

英語Ⅳ

A.ナデュー

A.ナデュー

2年

授業の目的・概要

本授業は、大学生として必要な教養を深めることができるような読み物を用いて、読むことに習熟することを目
的とする。併せて、語彙の増大を図る。また、場合によっては、聞く、書くなどの作業を入れて総合的な英語力
を養成する。

到達目標

①ある程度の長さの英文を読み、その内容を的確に把握することができる。
②読んだ英文に対して自分の考えを持つことができる。
③自分の考えを分かりやすい英語で表現することができる

授業計画

【第1回】
テーマ：Introductions / Class Explanation
内容・方法：Introduce yourself / Look over syllabus together / Explain textbook and grading method
【第2回】
テーマ：5-1: Five Unusual Sports
内容・方法：Learn to scan to predict content / understand key vocabulary
【第3回】
テーマ：5-2: Tough Guy: A Race to the Limit / Vocabulary Quiz
内容・方法： Prepositions of movement / Reading for main ideas and details
【第4回】
テーマ：6-1: Are You Ready for the World of Work?
内容・方法：Working out meaning from context / Scanning to predict content
【第5回】
テーマ：6-2: The Story of Google / Vocabulary Quiz
内容・方法： Annotating / collocations with business / business vocabulary
【第6回】
 テーマ：Midterm Review
内容・方法：Review reading skills and vocabulary from Units 5 + 6 / Prepare for Midterm Evaluation
【第7回】
テーマ：Midterm Evaluation
内容・方法：Take midterm evaluation in class
【第8回】
テーマ：7-1: Incredible People: Ben Underwood
内容・方法：Learn to use a Venn diagram / working out meaning
【第9回】
テーマ：7-2: Role Models / Vocabulary Quiz
内容・方法：Learn noun phrases with "of" / adjectives to describe people / previewing
【第10回】
テーマ：Reading Project
内容・方法：Give presentations / submit reports for your reading project
【第11回】
テーマ：8-1: The New Space Race: The Rise of Commercial Space Travel
内容・方法：Learn to identify the author's purpose / Distinguish fact from opinion
【第12回】
テーマ：8-2: Is There Life on Other Planets? / Vocabulary Quiz
内容・方法：Learn to give evidence and support an argument / infinitives of purpose
【第13回】
テーマ：Final Review
内容・方法：Review reading skills and vocabulary from Units 5-8 / Prepare for Final Evaluation
【第14回】
テーマ：Final Evaluation 
内容・方法： Take the final evaluation in class
【第15回】
テーマ：Semester Review
内容・方法：Discuss reading skills gained / review learned vocabulary

事前事後の学習

授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 1単位

実務家教員による授業 －
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[第１回] 
①事前学修課題：Review reading skills from last semester. 
②事後学修課題：Register for Google Classroom.
[第２回] 
①事前学修課題：Preview class reading, look up vocabulary you do not know
②事後学修課題：Review reading, complete homework, work on reading project
[第３回] 
①事前学修課題：Preview class reading, look up vocabulary you do not know / Study for Vocabulary Quiz
②事後学修課題：Review reading, complete homework, work on reading project
[第4回] 
①事前学修課題：Preview class reading, look up vocabulary you do not know
②事後学修課題：Review reading, complete homework, work on reading project
[第５回] 
①事前学修課題：Preview class reading, look up vocabulary you do not know / Study for Vocabulary Quiz
②事後学修課題：Review reading, complete homework, work on reading project
[第６回] 
①事前学修課題：Review units 5 + 6
②事後学修課題：Study for midterm evaluation
[第７回] 
①事前学修課題： Study for midterm evaluation
②事後学修課題：none
[第８回] 
①事前学修課題：Preview class reading, look up vocabulary you do not know
②事後学修課題：Review reading, complete homework, work on reading project
[第９回] 
①事前学修課題：Preview class reading, look up vocabulary you do not know / Study for Vocabulary Quiz
②事後学修課題：Review reading, complete homework, work on reading project
[第１０回] 
①事前学修課題：Be ready to present / hand-in reading report
②事後学修課題：Complete homework / check unfinished assignments
[第１１回] 
①事前学修課題：Preview class reading, look up vocabulary you do not know
②事後学修課題：Review reading, complete homework
[第１２回] 
①事前学修課題：Preview class reading, look up vocabulary you do not know / Study for Vocabulary Quiz
②事後学修課題：Review reading, complete homework
[第１３回] 
①事前学修課題：Review units 5-8
②事後学修課題：Study for final evaluation
[第１４回] 
①事前学修課題：Study for final evaluation
②事後学修課題：none
[第１５回] 
①事前学修課題：Review units 5-8
②事後学修課題：none

課題に対するフィードバックの方法

課題に対するフィードバックの方法
1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom. 
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class. 
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.
4.The teacher will tell you your current grade at least three times during the semester. In 
addition, your grades may also be posted regularly on Google Classroom.

成績評価の方法・基準（方針）

Classwork / Participation: 35%
Homework: 10%
Quizzes: 10%
Reading Report: 15%
Evaluations: 30%

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

評価割合
（％）

45

25

0

評価方法・割合

Classwork / Participation: 35%
Quizzes: 10%

Homework: 10%
Reading Report: 15%

評価対象となる到達目標

1, 2, 3

1, 2, 3

英語Ⅳ



定期試験に代わるレポート等

その他

30

0

Evaluations: 30% 1, 2, 3

テキスト Prism Reading Level 1 　（Cambridge University Press）
ISBN: 9781108556194

参考書

履修条件・他の科目との関連 1) If you are absent 5 or more times without excuse, you cannot receive credit. ５回以上欠
席すると、単位を取得することができない。
2) If you are late 3 times, it will be counted as one absence. If you arrive more than 30 
minutes late, you may study, but you will be marked as absent. 遅刻は３０分までとし、それを超
えて遅刻した場合は、授業に参加することはできるが、欠席扱いとなる。

英語Ⅳ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

11101403

英語Ⅳ

S.N.ゴーフ

S.N.ゴーフ

2年

授業の目的・概要

本授業は、大学生として必要な教養を深めることができるような読み物を用いて、読むことに習熟することを目
的とする。併せて、語彙の増大を図る。また、場合によっては、聞く、書くなどの作業を入れて総合的な英語力
を養成する。

Purpose and outline of the class
The purpose of this class is to develop proficiency in reading through the use of readings that will 
deepen the education necessary for college students. In addition, students will be expected to 
increase their vocabulary. In some cases, we will also include listening and writing activities in 
order to develop comprehensive English skills.

到達目標

①ある程度の長さの英文を読み、その内容を的確に把握することができる。
②読んだ英文に対して自分の考えを持つことができる。
③自分の考えを分かりやすい英語で表現することができる。

Objectives
(1) To be able to read English sentences of a certain length and accurately grasp their contents.
(2) To be able to formulate one's own opinions about the English text one has read.
(3) To be able to express one's thoughts in simple English.

授業計画

【第1回】
テーマ：Unit 5. Sports and Competition (Reading #1)
 内容・方法：Homework review, listening, reading  and vocabulary review.
【第2回】
テーマ：Unit 5. Sports and Competition (Reading #2)
 内容・方法：Homework review, listening, reading  and vocabulary review.
【第3回】
テーマ：Unit 5. Sports and Competition (Supplementary reading and task)
 内容・方法：Homework review, listening, reading  and vocabulary review.
【第4回】
テーマ：Unit 6. Business (Reading #1)
 内容・方法：Homework review, listening, reading  and vocabulary review.
【第5回】
テーマ：Unit 6. Business (Reading #2)
 内容・方法：Homework review, listening, reading  and vocabulary review.
【第6回】
テーマ：Unit 6. Business (Supplementary reading and task)
 内容・方法：Homework review, listening, reading  and vocabulary review.
【第7回】
テーマ：Unit 5 and Unit 6 summation and supplementary reading
 内容・方法：Homework review, listening, reading  and vocabulary review. A review of the previous 2 
units in preparation for the mid-term examination.
【第8回】
テーマ：Unit Review
 内容・方法：In-class mid-term examination
【第9回】
テーマ：Unit 7. People (Reading #1)
 内容・方法：Homework review, listening, reading  and vocabulary review.
【第10回】
テーマ：Unit 7. People (Reading #2)
 内容・方法：Homework review, listening, reading  and vocabulary review.
【第11回】
テーマ：Unit 7. People (Supplementary reading)
 内容・方法：Homework review, listening, reading  and vocabulary review.
【第12回】
テーマ：Unit 8. The Universe (Reading #1)
 内容・方法：Homework review, listening, reading  and vocabulary review.
【第13回】
テーマ：Unit 8 The Universe (Reading #2)

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 1単位

実務家教員による授業 －

英語Ⅳ



 内容・方法：Homework review, listening, reading  and vocabulary review.
【第14回】
テーマ：Unit 8 The Universe (Supplementary)
 内容・方法：Homework review, listening, reading  and vocabulary review.
【第15回】
テーマ：Final Review 
内容・方法: Final test explanation, vocabulary review, final discussions and general review. Final 
test preparation time.

事前事後の学習

授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。

第1回】
①　事前学修課題：Read the assigned article . 
②　事後学修課題：Read the article and do the homework assignments
【第2回】
①　事前学修課題：Read the assigned articles and do homework vocabulary review. 
②　事後学修課題：Do the homework assignments. Study for the vocabulary Quiz
【第3回】
①　事前学修課題：Read the assigned articles
②　事後学修課題：Do the homework assignments. Study for the vocabulary Quiz
【第4回】
①　事前学修課題：Read the assigned articles
②　事後学修課題：Do the homework assignments. Study for the vocabulary Quiz
【第5回】
①　事前学修課題：Read the assigned articles
②　事後学修課題：Do the homework assignments. Study for the vocabulary Quiz
【第6回】
①　事前学修課題：Read the assigned articles
②　事後学修課題：Do the homework assignments. Study for the vocabulary Quiz
【第7回】
①　事前学修課題：Read the assigned articles.
②　事後学修課題：Do the homework assignments. Study for the mid-term examination
【第8回】
①　事前学修課題：Read the assigned articles. 
②　事後学修課題：Do the homework assignments. Study for the vocabulary Quiz
【第9回】
①　事前学修課題：mid-term examination
②　事後学修課題：Do the homework assignments. Study for the vocabulary Quiz
【第10回】
①　事前学修課題：Read the assigned articles
②　事後学修課題：Do the homework assignments. Study for the vocabulary Quiz
【第11回】
①　事前学修課題：Read the assigned articles
②　事後学修課題：Do the homework assignments. Study for the vocabulary Quiz
【第12回】
①　事前学修課題：Read the assigned articles
②　事後学修課題：Do the homework assignments. Study for the vocabulary Quiz
【第13回】
①　事前学修課題：Read the assigned articles
②　事後学修課題：Do the homework assignments. Study for the vocabulary Quiz
【第14回】
①　事前学修課題：Read the assigned articles
②　事後学修課題：Do the homework assignments. Prepare for your presentation. Study for the 
vocabulary Quiz
【第15回】
①　事前学修課題：Get ready for the final test review
②　事後学修課題：Study and review for the final examination

課題に対するフィードバックの方法

1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom. 
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class. 
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.

成績評価の方法・基準（方針）

You will be graded on 
1. your in-class performance, effort, attendance and attitude, 
2. unit quizzes, vocabulary quizzes 
3. essay and final assignment

成績評価の種類

授業内での評価

評価割合
（％）

60

評価方法・割合

in-class performance, effort, attendance and 

評価対象となる到達目標

1,2,3

英語Ⅳ



授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

20

0

20

0

attitude. 40
unit quizzes and vocabulary tests 20

Homework and Assignments

Final Evaluation Assignment

1,2,3

1,2,3

テキスト Prism Reading Level 1 　（Cambridge University Press）
ISBN: 9781108556194

参考書

履修条件・他の科目との関連 1) If you are absent 5 or more times without excuse, you cannot receive credit. ５回以上欠
席すると、単位を取得することができない。
2) If you are late 3 times, it will be counted as one absence. If you arrive more than 30 
minutes late, you may study, but you will be marked as absent. 遅刻は３０分までとし、それを超
えて遅刻した場合は、授業に参加することはできるが、欠席扱いとなる。

英語Ⅳ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

11101501

ライティングⅠ

J.D.ラッセル

J.D.ラッセル

2年

授業の目的・概要

文法の基礎知識と英語の構造を解説するとともに、文法知識、英文法構造を踏まえて、短い英文が書ける様に、
又、簡単な英語によるコミュニケーションができる様に指導する。
更に授業を通して主体的に学ぶ態度と意欲を身につけるように指導する。

到達目標

1.語彙力の向上。（語彙の拡大と新出単語を使用して文章を作成する力）
2.英語の文法並びに構造を理解し短い英文作成に応用できる。
3.英語の文法を理解し、他者との短い英語でのコミュニケーションが実行できるようになる。

授業計画

第1回　オリエンテーション（授業の概要について説明）又、基礎語学力のテストを実施。
第2回　英文の語順及び５文型を解説し、５文型の活用演習を実施。
第3回　BE動詞と一般動詞のルールを解説し、それらを使った基本文章の作成練習を実施。
第4回　Unit 1   「出身地」をテーマに、BE動詞を活用した英作文の応用練習を実施。
第5回　Unit 1　「出身地」をテーマにListening、Reading、Writingの演習を実施。
第6回　Unit 2　「趣味」をテーマに、一般動詞を活用した英作文の応用練習を実施。
第7回　Unit 2　「趣味」をテーマに、Listening、Reading、Writingの演習を実施。
第8回　語彙クイズ及び復習：Unit 1とUnit2で学んだ語彙や英作文の復習。
         　Unit 3　「ショッピング」をテーマに、名詞、代名詞の基礎を解説し、英作文の応用練習を実施。
第9回   Unit 3　「ショッピング」をテーマに、Listening、Reading、Writingの演習を実施。
第10回 Unit 4　「自然」をテーマに、疑問詞（WH)を解説し、英作文の応用練習を実施。
第11回 Unit 4　「自然」をテーマに、Listening、Reading、Writingの演習を実施。
第12回 Unit 5　「夢の家」をテーマに、前置詞を解説し、英作文の応用練習を実施。
第13回 Unit 5　「夢の家」をテーマに、Listening、Reading、Writingの演習を実施。
第14回 Unit 6　「食べ物」をテーマに、接続詞を解説し、英作文の応用練習を実施。
第15回 Unit 6　「食べ物」をテーマに、Listening、Reading、Writingの演習を実施。
　　　 語彙クイズ及び復習：Unit 3, Unit 4, Unit 5, Unit 6で学んだ語彙や英作文の復習及び全体のまとめ。

事前事後の学習

授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。

講義の最後に提示される授業外課題に着実に取り組む事により、事前・事後学習を確実なものにする。又、課題
以外にも自主的に、できるだけ多くの英作文を日ごろから作成する習慣をつける様に指導。（毎回平均1時間）

課題に対するフィードバックの方法

提出された課題等はチェックして返却し、模範となる解答や、共通の文法間違いなどが確認できた場合は、クラ
ス内で解説を行いフィードバックする。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示す評価方法により60点以上を合格として所定の単位を認定する。
正当な理由の無い欠席が５回以上の場合、原則として評価不能とみなしK評価とする。

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 1単位

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

50

30

0

20

0

評価方法・割合

受講態度、積極性（自主的な発表・質問などの度合
い）、理解度、ペアワーク・グループワークへの取り組み。

事前事後学習・課題への取り組み。

essay final draft

評価対象となる到達目標

1, 3

2

2

実務家教員による授業 －

ライティングⅠ



テキスト English Ace / Atsuko Yamamoto et al. / SEIBIDO / 1900 / ISBN978-4-7919-5089-8

参考書 必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 この授業で使用するテキストは後期の「ライティングII」でも引き続き使用する。授業を年間で計画し
ているので、後期「ライティングII」を受講することが望ましい。
5回以上の欠席は単位を取得できない。また3回の遅刻は1回の欠席とみなす。
授業を欠席した場合は、欠席した授業の内容をクラスメートに確認し、自らフォローアップしておくこ
と。

ライティングⅠ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

11101601

ライティングⅡ

J.D.ラッセル

J.D.ラッセル

2年

授業の目的・概要

文法の基礎知識と英語の構造を解説するとともに、文法知識、英文法構造を踏まえて、短い英文が書ける様に、
又、簡単な英語によるコミュニケーションができる様に指導する。
更に授業を通して主体的に学ぶ態度と意欲を身につけるように指導する。

到達目標

1.語彙力の向上。（語彙の拡大と新出単語を使用して文章を作成する力）
2.英語の文法並びに構造を理解し短い英文作成に応用できる。
3.英語の文法を理解し、他者との短い英語でのコミュニケーションが実行できるようになる。

授業計画

第1回　オリエンテーション（授業の概要について説明）又、基礎語学力のテストを実施。
第2回　英文の語順及び５文型を解説し、５文型の活用演習を実施。
第3回　Unit 8  「探偵と真実」をテーマに、進行形を解説し、それを活用した英作文の応用練習を実施。
第4回　Unit 8  「探偵と真実」をテーマに、進行形に関するListening、Reading、Writingの演習を実施。
第5回　Unit 9  「経歴」をテーマに、現在完了形を解説し、それを活用した英作文の応用練習を実施。
第6回　Unit 9  「経歴」をテーマに、現在完了形に関するListening、Reading、Writingの演習を実施。
第7回　Unit 10「パーティー」をテーマに、未来表現を解説し、それを活用した英作文の応用練習を実施。
第8回　Unit 10「パーティー」をテーマに、未来表現に関するListening、Reading、Writingの演習を実施。
第9回   語彙クイズ及び復習：Unit 8、Unit 9、Unit 10で学んだ語彙や英作文の復習。
            Unit 11 「ルール」をテーマに、助動詞を解説し、それを活用した英作文の応用練習を実施。
第10回 Unit 11 「ルール」をテーマに、助動詞に関するListening、Reading、Writingの演習を実施。
第11回 Unit 12 「発明、発見」をテーマに、受動態を解説し、それを活用した英作文の応用練習を実施。
第12回 Unit 12 「発明、発見」をテーマに、受動態に関するListening、Reading、Writingの演習を実施。
第13回 Unit 15 「将来の夢」をテーマに、不定詞・動名詞を解説し、それを活用した英作文の応用練習を実施。
第14回 Unit 15 「将来の夢」をテーマに、不定詞・動名詞に関するListening、Reading、Writingの演習を実
施。
第15回 語彙クイズ及び復習：Unit 11, Unit 12, Unit 15で学んだ語彙や英作文の復習及び全体のまとめ。

事前事後の学習

授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。

講義の最後に提示される授業外課題に着実に取り組む事により、事前・事後学習を確実なものにする。又、課題
以外にも自主的に、できるだけ多くの英作文を日ごろから作成する習慣をつける様に指導。（毎回平均1時間）

課題に対するフィードバックの方法

提出された課題等はチェックして返却し、模範となる解答や、共通の文法間違いなどが確認できた場合は、クラ
ス内で解説を行いフィードバックする。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示す評価方法により60点以上を合格として所定の単位を認定する。
正当な理由の無い欠席が5回以上の場合、原則として評価不能とみなしK評価とする。

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 1単位

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

50

30

0

20

0

評価方法・割合

受講態度、積極性（自主的な発表・質問などの度合
い）、理解度、ペアワーク・グループワークへの取り組み。

事前事後学習・課題への取り組み。

essay final draft

評価対象となる到達目標

1, 3

2

2

実務家教員による授業 －

ライティングⅡ



テキスト English Ace / Atsuko Yamamoto et al. / SEIBIDO / 1900 / ISBN978-4-7919-5089-8

参考書 必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 5回以上の理由のない欠席は単位を取得できない。また3回の遅刻は1回の欠席とみなす。
授業を欠席した場合は、欠席した授業の内容をクラスメートに確認し、自らフォローアップしておくこ
と。

ライティングⅡ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

11101701

ESP（English for Special Purposes)

S.N.ゴーフ

S.N.ゴーフ

3年

授業の目的・概要

旅行英語：This is a TRAVEL ENGLISH class. This course aims at preparing students for travel abroad.  
You will study the English necessary to communicate when travelling overseas.  You will also learn 
about cultures and customs in other countries.

到達目標

1. To be able to use memorised phrases to communicate in travel situations
2. To build travel-related vocabulary
3. To communicate confidently with people when travelling overseas

授業計画

【第1回】
テーマ：Orientation. Course Overview and Google Class registration and explanation. 
内容・方法：Course outline, expectations, syllabus review and introductions. Talk about what country 
you want to travel to.
【第2回】
テーマ：Unit 1: Booking a hotel.  Arranging transportation.  Travel preparation tips.
内容・方法：Pair work, role play, textbook activities.
【第3回】
テーマ：Unit 2: Asking about facilities and opening hours.  Learn about studying abroad.
内容・方法：Pair work, role play, textbook activities.
【第4回】
テーマ：Unit 3: Asking about rules. Requesting permission.  Learn about homestays.
内容・方法：Pair work, role play, textbook activities.
【第5回】
テーマ：Unit 4: Ask, give and follow directions.  Travel focus: Hollywood.
内容・方法：Pair work, role play, textbook activities.
【第6回】
テーマ：Unit 5: Asking about, ordering and paying for food.  Learn about tipping customs.  Review 1.
内容・方法：Pair work, role play, textbook activities. Review 1.
【第7回】
テーマ：Mid-term Student Presentations.
内容・方法：Students will give a short presentation sharing a travel experience.  
【第8回】
テーマ：Unit 6: Talk about vacation activities.  Renting equipment and asking advice.  Focus: 
Adventure travel.  Presentation feedback.
内容・方法：Pair work, role play, textbook activities.
【第9回】
テーマ：Unit 7: Using English to get around town, use public transport.  Focus: London taxis.
内容・方法：Pair work, role play, textbook activities.
【第10回】
テーマ：Unit 8: Checking into a hotel and asking about guest services.  Focus: unique hotels.
内容・方法：Pair work, role play, textbook activities.
【第11回】
テーマ：Unit 9: Clothes shopping overseas.  Focus: shopping in Asia. Review 2.
内容・方法：Pair work, role play, textbook activities. Review 2.
【第12回】
テーマ：Unit 10: Flight check in and seating. Talk about things you need to do before leaving.  
Focus: Air travel.
内容・方法：Pair work, role play, textbook activities.
【第13回】
テーマ：Unit 11: Talking about travel experiences, asking opinions, describing tourist places.  
Focus: Britain.  
内容・方法：Pair work, role play, textbook activities.
【第14回】
テーマ：Unit 12: Talking about your hometown
内容・方法：Pair work, role play, textbook activities.
【第15回】
テーマ：Final presentations. Review 3.
内容・方法：Students will give a short presentation on a foreign travel destination of their choice. 
Explanation of the final test. Review 3.

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 1単位

実務家教員による授業 －

ESP（English for Special Purposes)



事前事後の学習

授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。

毎回の授業では、事前・事後学習として1時間から1時間半の学習が必要です。
【第1回】
①事前学修課題：Students preview the syllabus and textbook, and think about their travel experiences.
②事後学修課題：Homework
【第2回】
①事前学修課題：Preview unit 1.
②事後学修課題：Review today's class.  Homework.  Self-study.
【第3回】
①事前学修課題：Preview unit 2.
②事後学修課題：Review today's class.  Homework.  Self-study.
【第4回】
①事前学修課題：Preview unit 3.
②事後学修課題：Review today's class.  Homework.  Self-study.
【第5回】
①事前学修課題：Preview unit 4.
②事後学修課題：Review today's class.  Homework.  Self-study.
【第6回】
①事前学修課題：Preview unit 5.
②事後学修課題：Presentation preparation.
【第7回】
①事前学修課題：Presentation practice.
②事後学修課題：Presentation self-reflection.  
【第8回】
①事前学修課題：Preview unit 6.
②事後学修課題：Review today's class.  Homework.  Self-study.
【第9回】
①事前学修課題：Preview unit 7.
②事後学修課題：Review today's class.  Homework.  Self-study.
【第10回】
①事前学修課題：Preview unit 8.
②事後学修課題：Review today's class.  Homework.  Self-study.
【第11回】
①事前学修課題：Preview unit 9.
②事後学修課題：Review today's class.  Homework.  Self-study.
【第12回】
①事前学修課題：Preview unit 10.
②事後学修課題：Review today's class.  Homework.  Self-study.
【第13回】
①事前学修課題：Preview unit 11.
②事後学修課題：Review today's class.  Homework.  Self-study.
【第14回】
①事前学修課題：Preview unit 12.
②事後学修課題：Presentation preparation. 
【第15回】
①事前学修課題：Revision for the test.
②事後学修課題：Presentation self-reflection.  Submission of the final test

課題に対するフィードバックの方法

1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom. 
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class. 
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.

成績評価の方法・基準（方針）

Grades will be based on the following:
In-class participation (20%), graded dialogues (20%), Presentations (30%), final test (20%), 
homework assignments (10%).

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

評価割合
（％）

70

10

0

20

評価方法・割合

授業への積極的参加態度、主体的なまなび Active 
participation (20%), Graded Dialogues 会話 (20%)、
Presentations プレゼンテーション  (30%)

宿題 Homework (10%)

none

Final Test (20%)

評価対象となる到達目標

1,2,3

1,2,3

1,2,3

ESP（English for Special Purposes)



その他 0 none

テキスト On The Go / Steven Gershon, Chris Mares & Richard Walker / Pearson Longman / 
9620052544

参考書 必要に応じて授業内で紹介します。

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

ESP（English for Special Purposes)



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

11101801

時事英語

S.N.ゴーフ

S.N.ゴーフ

カリキュラムによる

授業の目的・概要

The purpose of this class is to develop the ability to think about and discuss various global issues 
by reading and listening to current English. Current news articles will be taken from the website 
Breaking News in English. Students will develop their general English skills through reading, 
vocabulary and grammar activities on various topics. Group work and pair work activities for 
speaking and expressing opinions about the news topics. Students will need to bring their laptops or 
tablets for Google Classroom and for study on the Breaking News in English website.

到達目標

1. Listen and understand news stories in English
2. Read and understand news stories in English
3. Discuss current issues and news with classmates
4. Vocabulary development

授業計画

【第1回】
テーマ：Course explanation and orientation. Google Classroom registration and explanation.
内容・方法：Course outline and introductions. Website review and orientation. Demonstration of class 
activities
【第2回】
テーマ：Current News Article 1
内容・方法：Listen, read and discuss current news. Vocabulary Quiz.
【第3回】
テーマ：Current News Article 2
内容・方法：Listen, read and discuss current news. Vocabulary Quiz.
【第4回】
テーマ：Current News Article 3
内容・方法：Listen, read and discuss current news. Vocabulary Quiz. Presentation explanation. 
【第5回】
テーマ：Current News Article 4
内容・方法：Listen, read and discuss current news. Vocabulary Quiz. Presentation preparation.
【第6回】
テーマ：Current News Article 5
 内容・方法：Listen, read and discuss current news. Vocabulary Quiz. Presentation preparation.
【第7回】
テーマ：Student Presentations
内容・方法：Students give presentations on a current issue.
【第8回】
テーマ：Current News Article 6
内容・方法：Listen, read and discuss current news. Vocabulary Quiz.
【第9回】
テーマ：Current News Article 7
内容・方法：Listen, read and discuss current news. Vocabulary Quiz.
【第10回】
テーマ：Current News Article 8  
内容・方法：Listen, read and discuss current news. Vocabulary Quiz.
【第11回】
テーマ：Current News Article 9
 内容・方法：Listen, read and discuss current news. Vocabulary Quiz.
【第12回】
テーマ：Current News Article 10
内容・方法：Listen, read and discuss current news. Vocabulary Quiz. Presentation explanation. 
【第13回】
テーマ：Current News Article 11
内容・方法：Listen, read and discuss current news. Vocabulary Quiz. Presentation preparation.
【第14回】
テーマ：Current News Article 12 
内容・方法：Listen, read and discuss current news. Vocabulary Quiz. Presentation preparation.
【第15回】
テーマ：Final presentations
内容・方法: Final presentation, Final test explanation.

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 1単位

実務家教員による授業 －

時事英語



事前事後の学習

授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。

【第1回】
①　事前学修課題：read the syllabus. Take a look at the website.
②　事後学修課題：Read the article and do the homework assignments
【第2回】
①　事前学修課題：Read the assigned articles. 
②　事後学修課題：Do the homework assignments. Study for the vocabulary Quiz
【第3回】
①　事前学修課題：Read the assigned articles
②　事後学修課題：Do the homework assignments. Study for the vocabulary Quiz
【第4回】
①　事前学修課題：Read the assigned articles
②　事後学修課題：Do the homework assignments. Select new topics for your presentation. Study for 
the vocabulary Quiz
【第5回】
①　事前学修課題：Read the assigned articles
②　事後学修課題：Do the homework assignments. Presentation preparation. Study for the vocabulary 
Quiz
【第6回】
①　事前学修課題：Read the assigned articles
②　事後学修課題：Do the homework assignments. Prepare for your presentation. Study for the 
vocabulary Quiz
【第7回】
①　事前学修課題：Check your presentation
②　事後学修課題：Do the homework assignments. 
【第8回】
①　事前学修課題：Read the assigned articles. 
②　事後学修課題：Do the homework assignments. Study for the vocabulary Quiz
【第9回】
①　事前学修課題：Read the assigned articles
②　事後学修課題：Do the homework assignments. Study for the vocabulary Quiz
【第10回】
①　事前学修課題：Read the assigned articles
②　事後学修課題：Do the homework assignments. Study for the vocabulary Quiz
【第11回】
①　事前学修課題：Read the assigned articles
②　事後学修課題：Do the homework assignments. Study for the vocabulary Quiz
【第12回】
①　事前学修課題：Read the assigned articles
②　事後学修課題：Do the homework assignments. Select new topics for your presentation.  Study for 
the vocabulary Quiz
【第13回】
①　事前学修課題：Read the assigned articles
②　事後学修課題：Do the homework assignments. Prepare for your presentation. Study for the 
vocabulary Quiz
【第14回】
①　事前学修課題：Read the assigned articles
②　事後学修課題：Do the homework assignments. Prepare for your presentation. Study for the 
vocabulary Quiz
【第15回】
①　事前学修課題：Check your presentation
②　事後学修課題：Submit the final examination.

課題に対するフィードバックの方法

1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom. 
2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the final class. 
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.

成績評価の方法・基準（方針）

In-class participation and class activities (30%), Presentations (30%), Vocabulary Quizzes (10%), 
homework assignments (10%), and final test (20%),

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

評価割合
（％）

70

10

0

評価方法・割合

In-class participation and class activities (30%), 
Presentations (30%), Vocabulary Quizzes (10%)

homework assignments (10%)

none

評価対象となる到達目標

1,2,3,4

1,2,3,4

時事英語



定期試験に代わるレポート等

その他

20

0

Final Test (20%)

none

1,2,4

テキスト 1. Handouts
2. Laptop or tablet

参考書 Breaking News in English Website: https://breakingnewsenglish.com/

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

時事英語



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10304201

日本語Ⅰａ（文字・語彙）

村田　菜穂子

村田　菜穂子

1年

授業の目的・概要

大学における学びにおいては、アカデミックな文献の読解やレポートの作成、さらに、上位学年においてはアカ
デミックプレゼンテーションや卒業論文を作成する力が求められる。この授業では、大学において求められる上
級日本語の、語彙の使い分け、漢字の読み書きを中心に解説および演習を行う。さらに、学んだ語彙を使って目
的に応じた文章が書けるようにするとともに、新聞記事等に出現する時事的な語彙を用いて上級日本語の表現が
できるよう指導する。

到達目標

１．大学におけるアカデミックな言語活動を行うための語彙と文字を使用することができる
２．日本における社会生活および就職活動に対応し得る語彙と文字を使用することができる
３．目的や場面によって使い分けられる多様な日本語表現に対応し得る語彙と文字を使用することができる

授業計画

【第1回】　ガイダンスと自己紹介
　　　　　　　　内容：前期授業の概要、授業の方針と進め方、事前事後の学習方法、評価の方法などについて
の説明
【第2回】　日本語の語彙と漢字の読み書きの力の強化　　新しい言葉を学ぶ：名詞Ａ（その１）
【第3回】　日本語の語彙と漢字の読み書きの力の強化　　新しい言葉を学ぶ：名詞Ａ（その２）
【第4回】　日本語の語彙と漢字の読み書きの力の強化　　新しい言葉を学ぶ：動詞Ａ（その１）
【第5回】　日本語の語彙と漢字の読み書きの力の強化　　新しい言葉を学ぶ：動詞Ａ（その２）
【第6回】　日本語の語彙と漢字の読み書きの力の強化　　新しい言葉を学ぶ：形容詞Ａ（その１）
【第7回】　日本語の語彙と漢字の読み書きの力の強化　　新しい言葉を学ぶ：形容詞Ａ（その２）
【第8回】　日本語の語彙と漢字の読み書きの力の強化　　新しい言葉を学ぶ：カタカナＡ
【第9回】　日本語の語彙と漢字の読み書きの力の強化　　新しい言葉を学ぶ：副詞Ａ＋接続詞
【第10回】 日本語の語彙と漢字の読み書きの力の強化　　 上級語彙（名詞・動詞）のまとめと総合演習
【第11回】 日本語の語彙と漢字の読み書きの力の強化　　 上級語彙（動詞・形容詞・カタカナ）のまとめと総
合演習
【第12回】 日本語の語彙と漢字の読み書きの力の強化　　 新しい言葉を学ぶ：動詞Ｂ（その１）
【第13回】 日本語の語彙と漢字の読み書きの力の強化　　 新しい言葉を学ぶ：動詞Ｂ（その２）
【第14回】 日本語の語彙と漢字の読み書きの力の強化　　上級語彙（副詞・接続詞等）のまとめと総合演習
【第15回】 前期の総括

事前事後の学習

授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。

【第1回】事後学習：本授業のシラバスをもう一度よく読むとともに、本授業の進め方を再確認する（1時間）。
【第2回】～【第9回】と【第12回】【第13回】毎回の授業において、それぞれ事前学習1.5時間、事後学習1時間
を要する。
①事前学習：各回に対応するテキストを熟読し概要を理解しておくこと。
②事後学習：新しく学んだ事柄を復習するとともに、間違った演習問題や授業中において学んだポイントをノー
トに整理しておくと。
【第10回】【第11回】【第14回】毎回の授業において、それぞれ事前学習1.5時間、事後学習1時間を要する。
①事前学習：各回に対応するテキストを熟読し練習問題を行っておくこと。
②事後学習：新しく学んだ事柄を復習するとともに、間違った演習問題や授業中において学んだポイントをノー
トに整理しておくと。
【第15回】
①事前学習：本授業で学んだ内容全体に目を通し、疑問点を質問できるようにしておく（2時間）。
②事後学習：本授業のポイントを整理する（2時間）。

課題に対するフィードバックの方法

・授業内の課題については、課題については正解（模範解答）を示すとともに、机間巡視により理解度を把握
し、間違いや優れた点の指摘や助言等を行う。
・提出された課題については、必要に応じて授業の中で取り上げて間違いや優れた点の指摘や助言等を行う。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示す通り、授業内において実施する課題、授業外において課せる課題、および定期試験に代わるレポート
の評価結果に基づいて総合的な判定のうえ、６０点以上を合格とし、所定の単位を認定する。なお、正当な理由
なく、5回以上欠席した場合は評価対象外となり、「K」評価とする。

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 1単位

実務家教員による授業 －

日本語Ⅰａ（文字・語彙）



成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

15

50

0

30

5

評価方法・割合

リフレクションシート(15)

事前学習・事後学習として課せる課題(50)

レポート試験(30)

授業に関する質問・発言(5)

評価対象となる到達目標

1,2,3

1,2

1,3

1,2,3

テキスト ・『耳から覚える日本語能力試験 語彙トレーニングＮ１』 安藤栄里子・惠谷容子・阿部比呂子/ア
ルク/2,200円（税込）/ISBN 9784757422223
・このほか、必要に応じて別に教材プリントを配布する。

参考書 必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 ・５回以上欠席をした場合は、単位は認定されない。（ただし、公欠は含めない。）
・正当な理由がない遅刻は、3回で1回の欠席とみなす。
・日本語辞書および配布したプリントは毎時用意すること。

日本語Ⅰａ（文字・語彙）



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10304301

日本語Ⅰｂ（文字・語彙）

村田　菜穂子

村田　菜穂子

1年

授業の目的・概要

大学における学びにおいては、アカデミックな文献の読解やレポートの作成、さらに、上位学年においてはアカ
デミックプレゼンテーションや卒業論文を作成する力が求められる。この授業では、大学において求められる上
級日本語の、語彙の使い分け、漢字の読み書きを中心に解説および演習を行う。さらに、学んだ語彙を使って目
的に応じた文章が書けるようにするとともに、新聞記事等に出現する時事的な語彙を用いて上級日本語の表現が
できるよう指導する。

到達目標

１．大学におけるアカデミックな言語活動を行うための語彙と文字を使用することができる
２．日本における社会生活および就職活動に対応し得る語彙と文字を使用することができる
３．目的や場面によって使い分けられる多様な日本語表現に対応し得る語彙と文字を使用することができる

授業計画

【第1回】　ガイダンスと自己紹介
　　　　　　　　内容：前期授業の概要、授業の方針と進め方、事前事後の学習方法、評価の方法などについて
の説明
【第2回】　日本語の語彙と漢字の読み書きの力の強化　　新しい言葉を学ぶ：名詞Ｂ
【第3回】　日本語の語彙と漢字の読み書きの力の強化　　新しい言葉を学ぶ：名詞Ｃ（その１）
【第4回】　日本語の語彙と漢字の読み書きの力の強化　　新しい言葉を学ぶ：名詞Ｃ（その２）
【第5回】　日本語の語彙と漢字の読み書きの力の強化　　新しい言葉を学ぶ：カタカナＢ
【第6回】　日本語の語彙と漢字の読み書きの力の強化　　新しい言葉を学ぶ：形容詞Ｂ（その１）
【第7回】　日本語の語彙と漢字の読み書きの力の強化　　新しい言葉を学ぶ：形容詞Ｂ（その２）
【第8回】　日本語の語彙と漢字の読み書きの力の強化　　新しい言葉を学ぶ：副詞Ａ＋連体詞（その１）
【第9回】　日本語の語彙と漢字の読み書きの力の強化　　新しい言葉を学ぶ：副詞Ａ＋連体詞（その２）
【第10回】 日本語の語彙と漢字の読み書きの力の強化　　 新しい言葉を学ぶ：いろいろな意味をもつ言葉（そ
の１）
【第11回】 日本語の語彙と漢字の読み書きの力の強化　　 新しい言葉を学ぶ：いろいろな意味をもつ言葉（そ
の２）
【第12回】 日本語の語彙と漢字の読み書きの力の強化　　上級語彙（名詞）のまとめと総合演習
【第13回】 日本語の語彙と漢字の読み書きの力の強化　　上級語彙（カタカナ・形容詞）のまとめと総合演習
【第14回】 日本語の語彙と漢字の読み書きの力の強化　　上級語彙（副詞・接続詞・連体詞）のまとめと総合演
習
【第15回】 後期の総括

事前事後の学習

授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。

【第1回】　事後学習：本授業のシラバスをもう一度よく読むとともに、本授業の進め方を再確認する（1時
間）。
【第2回】～【第9回】　　毎回の授業において、それぞれ事前学習1.5時間、事後学習1時間を要する。
①事前学習：各回に対応するテキストを熟読し概要を理解しておくこと。
②事後学習：新しく学んだ事柄を復習するとともに、間違った演習問題や授業中において学んだポイントをノー
トに整理しておくと。
【第10回】【第11回】　　毎回の授業において、それぞれ事前学習1.5時間、事後学習1時間を要する。
①事前学習：事前に配布されたプリントを熟読し、あらかじめ内容を押さえておくとともに練習問題を行ってお
くこと。
②事後学習：新しく学んだ事柄を復習するとともに、間違った演習問題や授業中において学んだポイントをノー
トに整理しておくと。
【第12回】～【14回】　　毎回の授業において、それぞれ事前学習1.5時間、事後学習1時間を要する。
①事前学習：各回に対応するテキストを熟読し練習問題を行っておくこと。
②事後学習：新しく学んだ事柄を復習するとともに、間違った演習問題や授業中において学んだポイントをノー
トに整理しておくと。
【第15回】
①事前学習：本授業で学んだ内容全体に目を通し、疑問点を質問できるようにしておく（2時間）。
②事後学習：本授業のポイントを整理する（2時間）。

課題に対するフィードバックの方法

・授業内の課題については、課題については正解（模範解答）を示すとともに、机間巡視により理解度を把握
し、間違いや優れた点の指摘や助言等を行う。

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 1単位

実務家教員による授業 －

日本語Ⅰｂ（文字・語彙）



・提出された課題については、必要に応じて授業の中で取り上げて間違いや優れた点の指摘や助言等を行う。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示す通り、授業内において実施する課題、授業外において課せる課題、および定期試験に代わるレポート
の評価結果に基づいて総合的な判定のうえ、６０点以上を合格とし、所定の単位を認定する。なお、正当な理由
なく、5回以上欠席した場合は評価対象外となり、「K」評価とする。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

15

40

0

40

5

評価方法・割合

リフレクションシート(15)

事前学習・事後学習として課せる課題(40)

レポート試験（40）

授業に関する質問・発言(5)

評価対象となる到達目標

1,2,3

1,2

1,3

1,2,3

テキスト ・『耳から覚える日本語能力試験 語彙トレーニングＮ１』 安藤栄里子・惠谷容子・阿部比呂子/ア
ルク/2,200円（税込）/ISBN 9784757422223
・このほか、必要に応じて別に教材プリントを配布する。

参考書 必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 ・５回以上欠席をした場合は、単位は認定されない。（ただし、公欠は含めない。）
・正当な理由がない遅刻は、3回で1回の欠席とみなす。
・日本語辞書および配布したプリントは毎時用意すること。

日本語Ⅰｂ（文字・語彙）



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10304401

日本語Ⅱａ（文法）

網　英美子

網　英美子

1年

授業の目的・概要

大学で学ぶために必要なレポートや論文で使用されている文法項目を学び、その学んだ文法・表現を読む・書く
に応用する力を養成する。学んだ文法がレポートや論文の中のどこでどのように使用されることが多いのか、ど
のような目的で使用すればよいかを理解し、表現力を身につけることを目標とする。そのため文法学習をした
後、学んだ単一文レベルでの使い方にかかわる文法項目を使って文を作る練習をする。最終的には、自分自身で
適切な文法・表現を使用し、レポート・論文の型に沿ったある程度の長さの文章が書けるような運用力を身につ
けることを目指す。以上と並行して、JLPTN１N2レベルの文法を復習するとともに、その文法を使って、文を作る
練習を行う。

到達目標

１．学んだ文法表現が、レポートや論文でどのように使用されているかについて説明できる。
２．適切な文法・表現を使用して、大学のレポートや論文などある程度の長さの文が書ける。
３．JLPT N1N2レベルの文法を正しく理解し、文を作成できる。

授業計画

第1回　オリエンテーション　：前期の授業の概要説明と受講の心構え　

第2回　書き言葉に統一する①　：書き言葉の文体と表現を学ぶ　　　

第3回　書き言葉に統一する②　：レポート・論文にふさわしい文体を学ぶ　　

第4回　文の意味を明確にする①　：同じ接続詞の繰り返しを避ける方法を学ぶ／　小テスト①

第5回　文の意味を明確にする②　：長文を避ける方法を学ぶ　　

第6回　「こと」と「の」を使い分ける①　：「の」を使う場合のルールを学ぶ　／　小テスト②

第7回　「こと」と「の」を使い分ける②　：「こと」を使う場合のルールを学ぶ　　

第8回　前半のまとめと復習（中間筆記試験）　

第9回　文をシンプルにする①　：名詞化にする方法を学ぶ

第10回　文をシンプルにする②　：助詞をともなった名詞化の方法を学ぶ　　

第11回　「は」と「が」を使い分ける①　：「は」と「が」の使い分けを学ぶ　／小テスト③

第12回　「は」と「が」を使い分ける②　：対比の「は」と主題化の「は」について学ぶ　

第13回　書き手の視点を示す①　：「他動詞／使役形」と「自動詞／受身形」の使い分けを学ぶ　／小テスト④

第14回　書き手の視点を示す②　：レポート・論文の中での「自動詞／他動詞の受身」と「他動詞／自動詞の使
役」の使い分け

第15回　後半のまとめと復習

事前事後の学習

授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。

第1回
【事前】　授業のシラバスを熟読し、授業構成を理解する　0.5時間
【事後】　実力試しテストのできなかった部分を復習する　　0.5時間
第2回
【事前】　配布プリント1課「やってみよう」に取り組む　0.5時間
【事後】　指示された事後課題に取り組む　0.5時間
第3回
【事前】　新しい文法項目について予習する　0.5時間
【事後】　指示された事後課題に取り組む　　0.5時間
第4回
【事前】　配布プリント2課の「やってみよう」に取り組む　0.5時間

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 1単位

実務家教員による授業 －

日本語Ⅱａ（文法）



【事後】　指示された事後課題に取り組む　　0.5時間
第5回　
【事前】　新しい文法項目について予習する　0.5時間
【事後】　指示された事後課題に取り組む　0.5時間
第6回
【事前】　配布プリントの3課「やってみよう」に取り組む　0.5時間
【事後】　指示された事後課題に取り組む　0.5時間
第7回
【事前】　新しい文法項目について予習する　0.5時間
【事後】　指示された事後課題に取り組む　0.5時間
第8回　
【事前】　配布プリント1課～3課までの内容を見直す。筆記試験前に疑問点があれば、それを解消できるよう、
質問する準備をする。0.5時間
【事後】　筆記試験の復習を行い、指示された事後課題に取り組む　　0.5時間
第9回
【事前】　配布プリント４課の「やってみよう」に取り組む　0.5時間
【事後】　指示された事後課題に取り組む　　0.5時間
第10回
【事前】　新しい文法項目について予習する　0.5時間
【事後】　指示された事後課題に取り組む　0.5時間
第11回
【事前】　配布プリント5課の「やってみよう」に取り組む　0.5時間
【事後】　指示された事後課題に取り組む　　0.5時間
第12回
【事前】　新しい文法項目について予習する　0.5時間
【事後】　指示された事後課題に取り組む　0.5時間
第13回
【事前】　配布プリント6課の「やってみよう」に取り組む　0.5時間
【事後】　指示された事後課題に取り組む　　0.5時間
第14回
【事前】　新しい文法項目について予習する　0.5時間
【事後】　指示された事後課題に取り組む　0.5時間
第15回
【事前】　配布プリント４課～6課までの内容をみなおす　0.5時間
【事後】　今学期学んだ内容の振り返りをする　　0.5時間

課題に対するフィードバックの方法

小テスト、中間筆記試験は、授業内でフィードバックを行う。　期末筆記試験に関しては、希望があれば採点後
試験用紙を返却する。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
正当な理由のない欠席5回以上、または中間・期末の筆記試験を未受験の場合、評価の対象とせず「K」評価とす
る。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

20

0

35

0

45

評価方法・割合

小テスト（5×4回）

筆記試験（35）

中間筆記試験（35）　　授業への取り組み姿勢（10）

評価対象となる到達目標

3

1,2,3

1,2,3

テキスト 事前にプリントを配布する。また授業内で必要に応じて案内する。

参考書 『ここがポイントレポート論文を書くための日本語文法』小森万理・三井久美子、くろしお出版
『アカデミック・ライティングのためのパラフレーズ演習』鎌田美千子　仁科浩美、スリーエーネットワーク
『TRY！トライ日本語能力試験N1文法から伸ばす日本語　改訂版』ABK公益財団法人アジア学
生文化協会著、アスク出版
『TRY！トライ日本語能力試験N2文法から伸ばす日本語　改訂版』ABK公益財団法人アジア学
生文化協会著、アスク出版

履修条件・他の科目との関連 正当な理由がない遅刻は、3回で欠席1回とみなす。
欠席する場合は必ず連絡し、講師からの指示を確認すること。
欠席した場合、授業資料は、GoogleClassroomからダウンロードするように。

日本語Ⅱａ（文法）



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10304501

日本語Ⅱｂ（文法）

網　英美子

網　英美子

1年

授業の目的・概要

大学で学ぶために必要なレポートや論文で使用されている文法項目を学び、その学んだ文法・表現を読む・書く
に応用する力を養成する。学んだ文法がレポートや論文の中のどこでどのように使用されることが多いのか、ど
のような目的で使用すればよいかを理解し、表現力を身につけることを目標とする。そのため談話レベルでの使
い方にかかわる文法項目学習した後、その文法を使って文を作る練習をする。最終的には、自分自身で適切な文
法・表現を使用し、レポート・論文の型に沿ったある程度の長さの文章が書けるような運用力を身につけること
を目指す。以上と並行して、JLPTN１レベルの文法を復習するとともに、その文法を使って文を作る練習を行う。

到達目標

１．学んだ文法表現が、レポートや論文でどのように使用されているかについて説明できる。
２．適切な文法・表現を使用して、大学のレポートや論文などある程度の長さの文が書ける。
３．JLPT N1レベルの文法を正しく理解し、文を作成できる。

授業計画

第1回　文を首尾一貫させる①　：文頭と文末の呼応のさせかたを学ぶ

第2回　文を首尾一貫させる②　：副詞・疑問詞との呼応を学ぶ　　／小テスト①

第3回　形が似ている表現を使い分ける①　：形が似ている助詞相当語（によって・によると・に関して・に対し
て）の使い分けを学ぶ　

第4回　形が似ている表現を使い分ける②　：状態述語とともに用いる助詞相当語（にとって・として・に対し
て）の使い分けを学ぶ　　／小テスト②

第5回　過去と現在のつながりを示す①　：時間を表すための述語の形（ル形・タ形・テイル形）を学ぶ

第6回　過去と現在のつながりを示す②　：テイタ形。テイル形。タ形がレポート・論文のどの部分で使われてい
るか学ぶ　　／小テスト③

第7回　前半のまとめと復習（中間筆記試験）

第8回　文章中の語を指し示す①　：指示詞「コ」と「ソ」の使い分けについて学ぶ　

第9回　文章中の語を指し示す②　：指示詞を使った定型表現について学ぶ

第10回　前後の関係を表す①　：レポートや論文でよく使われる接続詞・接続表現を学ぶ　／小テスト④

第11回　前後の関係を表す②　：間違いやすい接続詞について学ぶ

第12回　前の文に関連づける①　：「～のだ文」が使える場合と使えない場合の特徴について学ぶ　／小テスト
⑤

第13回　前の文に関連づける②　：「～のだ文」で表現できる４つの用法について学ぶ

第14回　効果的に意見を述べる①　：意見を述べる文末表現の使い分けについて学ぶ　／小テスト⑥

第15回　効果的に意見を述べる②　：書き手の意見を述べる文末表現の使い分けについて学ぶ　／　後半のまと
めと復習

事前事後の学習

授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。

第1回
【事前】　配布プリントの7課「やってみよう」に取り組む　0.5時間
【事後】　指示された事後課題に取り組む　　0.5時間
第2回
【事前】　新しい項目について予習する　0.5時間
【事後】　指示された事後課題に取り組む　0.5時間
第3回

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 1単位

実務家教員による授業 －

日本語Ⅱｂ（文法）



【事前】　配布プリントの8課「やってみよう」に取り組む　0.5時間
【事後】　指示された事後課題に取り組む　　0.5時間
第4回
【事前】　新しい文法項目について予習する　0.5時間
【事後】　指示された事後課題に取り組む　　0.5時間
第5回　
【事前】　配布プリントの9課「やってみよう」に取り組む　0.5時間
【事後】　指示された事後課題に取り組む　0.5時間
第6回
【事前】　新しい文法項目について予習する　0.5時間
【事後】　指示された事後課題に取り組む　0.5時間
第7回
【事前】　配布プリント７～９課の内容を見直す。筆記試験前に疑問点があれば、それを解消できるよう質問の
準備をする。0.5時間
【事後】　筆記試験の復習を行い、指示された事後課題に取り組む　0.5時間
第8回　
【事前】　配布プリント10課「やってみよう」に取り組む　0.5時間
【事後】　指示された事後課題に取り組む　　0.5時間
第9回
【事前】　新しい文法項目について予習する　0.5時間
【事後】　指示された事後課題に取り組む　　0.5時間
第10回
【事前】　配布プリント11課「やってみよう」に取り組む　0.5時間
【事後】　指示された事後課題に取り組む　0.5時間
第11回
【事前】　新しい文法項目について予習する　0.5時間
【事後】　指示された事後課題に取り組む　　0.5時間
第12回
【事前】　配布プリントの12課「やってみよう」に取り組む　0.5時間
【事後】　指示された事後課題に取り組む　0.5時間
第13回
【事前】　新しい文法項目について予習する　0.5時間
【事後】　指示された事後課題に取り組む　　0.5時間
第14回
【事前】　配布プリントの13課「やってみよう」に取り組む　0.5時間
【事後】　指示された事後課題に取り組む　0.5時間
第15回
【事前】　新しい文法項目について予習する　0.5時間
【事後】　配布プリント10課～13課までの内容をみなおす　　0.5時間

課題に対するフィードバックの方法

小テスト・中間筆記試験は、授業内でフィードバックを行う。　期末試験に関しては、希望があれば採点後試験
用紙を返却する。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
正当な理由な理由のない欠席5回以上、または中間・期末の筆記試験を未受験の場合、評価の対象とせず「K」評
価とする。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

18

0

35

0

47

評価方法・割合

小テスト（3×6回）

期末筆記試験（35）

中間筆記試験（35）　　授業への取り組み姿勢（12）

評価対象となる到達目標

3

1,2,3

1,2,3

テキスト 事前にプリントを配布する。また授業内で必要に応じて案内する。

参考書 『ここがポイントレポート論文を書くための日本語文法』小森万理・三井久美子、くろしお出版
『アカデミック・ライティングのためのパラフレーズ演習』鎌田美千子　仁科浩美、スリーエーネットワーク
『TRY！トライ日本語能力試験N1文法から伸ばす日本語　改訂版』ABK公益財団法人アジア学
生文化協会　著、アスク出版

履修条件・他の科目との関連 正当な理由がない遅刻は、3回で欠席1回とみなす。
欠席する場合は必ず連絡し、講師からの指示を確認すること。
欠席した場合、授業資料は、GoogleClassroomからダウンロードするように。

日本語Ⅱｂ（文法）



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10304601

日本語Ⅲａ（聴解・会話）

青島　美紀

青島　美紀

1年

授業の目的・概要

日本での日常生活や大学の授業において必要とされる、幅広いテーマに関する聞き取り能力の向上、および「通
じる日本語」を正確に話せる会話力の養成を目指す。日本語の音声の特徴や語彙・表現等について学び、実際に
聞く・書き取る・要約する・発音する・テーマに沿った発表をする等の練習を行う。

到達目標

１．日常生活および大学での受講に必要な日本語聴解力を身につける
２．短いニュースや、ある程度長さのある内容を聴いて要約することができる
３．自分の考えを筋道立てて述べることができる
４．正確な発音とイントネーションで適切なコミュニケーションが行える

授業計画

【第1回】授業オリエンテーション　　授業内容と進め方および自己紹介
【第2回】
　　ニュースの聞き取り　要約して提出
　　第1課　「掃除」（1）
　　導入と内容の予想。本文に出てくる語彙や表現の確認と説明。発音とアクセントの練習。
　　本文を聞き、大意を理解するための質問、および話の重要ポイントを押さえるための質問に答え、提出。
【第3回】
　　ニュースの聞き取り　要約して提出
　　第1課　「掃除」（2）
　　前回の重要ポイントの確認。スクリプトを読みながら、本文の細かい部分まで聞き取り理解するための質疑
応答。
　　本文全体あるいは必要部分の音読やイントネーション・プロミネンス等の練習。　本文を要約して、提出。
【第4回】
　　ニュースの聞き取り　要約して提出
      発表準備　「私のお気に入り」というテーマで発表をするための準備シート作成。　
【第5回】
　　ニュースの聞き取り　要約して提出
　　発表「私のお気に入り」　発表後質疑応答　
　　発表者の評価及び自己評価を提出
【第6回】
　　ニュースの聞き取り　要約して提出
　　第2課「本屋」（1）
　　導入と内容の予想。本文に出てくる語彙や表現の確認と説明。発音とアクセントの練習。
　　本文を聞き、大意を理解するための質問、および話の重要ポイントを押さえるための質問に答え、提出。　
【第7回】
　　ニュースの聞き取り　要約して提出
　　第2課　「本屋」（2）
　　前回の重要ポイントの確認。スクリプトを読みながら、本文の細かい部分まで聞き取り理解するための質疑
応答。
　　本文全体あるいは必要部分の音読やイントネーション・プロミネンス等の練習。　本文を要約して、提出。
【第8回】
　　ニュースの聞き取り　要約して提出
　　第3課「新幹線のおでこ」（1）
　　導入と内容の予想。本文に出てくる語彙や表現の確認と説明。発音とアクセントの練習。
　　本文を聞き、大意を理解するための質問、および話の重要ポイントを押さえるための質問に答え、提出。
【第9回】
　　ニュースの聞き取り　要約して提出
　　第3課　「新幹線のおでこ」（2）
　　前回の重要ポイントの確認。スクリプトを読みながら、本文の細かい部分まで聞き取り理解するための質疑
応答。
　　本文全体あるいは必要部分の音読やイントネーション・プロミネンス等の練習。　本文を要約して、提出。
【第10回】
　　ニュースの聞き取り　要約して提出
　　発表準備　「母国語の歴史」というテーマで発表するための資料作成
【第11回】
　　ニュースの聞き取り　要約して提出
　　発表「母国語の歴史」　発表後、質疑応答
　　発表者の評価及び自己評価を提出
【第12回】

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 1単位

実務家教員による授業 －
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　　ニュースの聞き取り　要約して提出
　　第4課「体験プレゼント」（1）
　　 導入と内容の予想。本文に出てくる語彙や表現の確認と説明。発音とアクセントの練習。
　　 本文を聞き、大意を理解するための質問、および話の重要ポイントを押さえるための質問に答え、提出。
【第13回】
　　ニュースの聞き取り　要約して提出
　　第4課　「体験プレゼント」（2）
　　前回の重要ポイントの確認。スクリプトを読みながら、本文の細かい部分まで聞き取り理解するための質疑
応答。
　　本文全体あるいは必要部分の音読やイントネーション・プロミネンス等の練習。　本文を要約して、提出。
　
【第14回】
　　ニュースの聞き取り　要約して提出
　　発表準備　「これが日本だ」と思うものについての発表シート作成
　　各自発表シートをまとめて次週に備える。
【第15回】
　　最終発表　　発表シートに沿って意見を述べ、質疑応答
　　発表者の評価及び自己評価を提出

事前事後の学習

授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。

毎回の授業の最初にニュースの聞き取りを行うので、日々の出来事に目を向け、知らない言葉は辞書で調べてお
くこと。授業内で聞いた内容は、終了後にスクリプトとして渡すので、再度内容を読み、理解できない単語、文
法などがあれば質問できるように準備しておくこと。

第1回
【事前】シラバスを読んでおく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　　0.5時間
【事後】サンプルとして聞いたニュースのスクリプトを読んでおく　　　　　　　　　　　   　　1時間
第2回  
【事前】自分の国のお正月の準備について説明できるように準備しておく　　　　　　　　    　0.5時間
【事後】今日のニュースのスクリプトを読んで、提出した要約の内容と比較しておく　　　　　　1時間
第3回
【事前】第1課の語彙を復習しておく                                                                    
 　　　　　　   0.5時間
【事後】今日のニュースのスクリプトを読んで、提出した要約の内容と比較しておく
　　　　第1課のスクリプトを読んで、内容を確認しておく　　　　　　　　　　　　　　　　 　1時間
第4回
【事前】今自分が気に入っているものについて言えるように準備しておく　　　　　　　　　　0.5時間
【事後】今日のニュースのスクリプトを読んで、提出した要約の内容と比較しておく　　　　　　1時間
第5回
【事前】発表ができるように資料をまとめておく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.5時間
【事後】今日のニュースのスクリプトを読んで、提出した要約の内容と比較しておく　　　　　　1時間
第6回
【事前】自分はどこでどんな本を買うか言えるように準備しておく　　　　　　　　　　　　　0.5時間
【事後】今日のニュースのスクリプトを読んで、提出した要約の内容と比較しておく　　　　　   1時間
第7回
【事前】第２課の語彙を復習しておくこと  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　0.5時間
【事後】今日のニュースのスクリプトを読んで、提出した要約の内容と比較しておく
　　　　第２課のスクリプトを読んで、内容を確認しておく　　　　　　　　　　　　　　　   　1時間
第8 
【事前】日本の新幹線について知っていることをまとめておく　　　　　　　　　　　　　　　0.5時間
【事後】今日のニュースのスクリプトを読んで、提出した要約の内容と比較しておく　　　　　　1時間
第9回
【事前】第３課の語彙を復習しておく 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.5時間
【事後】今日のニュースのスクリプトを読んで、提出した要約の内容と比較しておく
　　　　第３課のスクリプトを読んで、内容を確認しておく　　　　　　　　　　　　　　　　　1時間
第10回
【事前】自分の母国語の歴史を簡単に調べておく                                                         
   　　　   0.5時間
【事後】今日のニュースのスクリプトを読んで、提出した要約の内容と比較しておく　　　　　　1時間
第11回
【事前】発表ができるように資料を確認しておく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.5時間
【事後】今日のニュースのスクリプトを読んで、提出した要約の内容と比較しておく　　          　1時間
第12回
【事前】もらったプレゼントで一番記憶に残っているものを考えておく　　　　　　　           　0.5時間
【事後】今日のニュースのスクリプトを読んで、提出した要約の内容と比較しておく　              　1時間
第13回
【事前】第４課の語彙を復習しておく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　           　0.5時間
【事後】今日のニュースのスクリプトを読んで、提出した要約の内容と比較しておく　              　1時間
第14回
【事前】自分が日本的だと思うものについて考えておくこと　　　　　　　　　　　　            　0.5時間
【事後】今日のニュースのスクリプトを読んで、提出した要約の内容と比較しておく　           　　1時間
第15回
【事前】発表ができるように資料を確認しておく　　　　　　　　　　　　　　　                　　0.5時間
【事後】発表の振り返りシートを書いて提出する　　　　　　　　　　　　　　　                  　　1時間

日本語Ⅲａ（聴解・会話）



課題に対するフィードバックの方法

毎回行うニュースの要約は、模範解答とスクリプトを添付し、10段階で評価後、コメントを付ける。
提出された発表準備シートは内容をチェックし、不足箇所があれば再提出させる。発表後は、コメントを付けて
返却する。
ディスカッションや発表において発音やイントネーションのチェックをし、終了後に問題部分を指摘する。前回
指摘した箇所の比較も行う。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示す評価方法により総合的に判断のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

60

20

20

0

0

評価方法・割合

ニュースの要約内容（20）
聴解問題の正解率（20）
発話・発表内容（20）

発表のための準備シートの内容（20）

資料音読による発音・イントネーションチェック（10）
聴解問題の正解率（10）

評価対象となる到達目標

１、２、３、４

3

１、4

テキスト テキストを使用しない。

参考書 『留学生のためのアカデミック・ジャパニーズ聴解［中上級］』（スリーエーネットワーク）
その他、必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 ・5回以上欠席をした場合は、単位は認定されない。（ただし、公欠は含めない。）
・正当な理由がない遅刻は、3回で1回の欠席とみなす。
・欠席する（した）場合は、自ら教員に連絡を取って、配布物や課題について責任を持って準備する
こと。　
・授業人数やレベルにより授業内容や進度を多少変更することもある。
・毎回、配布プリントや辞書を持参すること。

日本語Ⅲａ（聴解・会話）



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10304701

日本語Ⅲｂ（聴解・会話）

青島　美紀

青島　美紀

1年

授業の目的・概要

日本での日常生活や大学の授業において必要とされる、幅広いテーマに関する聞き取り能力の向上、および「通
じる日本語」を正確に話せる会話力の養成を目指す。日本語の音声の特徴や語彙・表現等について学び、実際に
聞く・書き取る・要約する・発音する・テーマに沿った発表をする等の練習を行う。

到達目標

１．日常生活および大学での受講に必要な日本語聴解力を身につける
２．短いニュースや、ある程度長さのある内容を聴いて要約することができる
３．自分の考えを筋道立てて述べることができる
４．グループ内で話し合った内容をまとめることができる
５．正確な発音とイントネーションで適切なコミュニケーションが行える

授業計画

【第1回】
　　ニュースの聞き取り　要約して提出
　　第5課「そば屋ののれん」（1）
　　導入と内容の予想。本文に出てくる語彙や表現の確認と説明。発音とアクセントの練習。
　　本文を聞き、大意を理解するための質問、および話の重要ポイントを押さえるための質問に答え、提出。
【第2回】
　　ニュースの聞き取り　要約して提出　　
　　第5課　「そば屋ののれん」（2）
　　前回の重要ポイントの確認。スクリプトを読みながら、本文の細かい部分まで聞き取り理解するための質疑
応答。
　　本文全体あるいは必要部分の音読やイントネーション・プロミネンス等の練習。　本文を要約して、提出。
【第3回】
　　ニュースの聞き取り　要約して提出
　　第6課「犬の肥満」（1）
　　導入と内容の予想。本文に出てくる語彙や表現の確認と説明。発音とアクセントの練習。
　　本文を聞き、大意を理解するための質問、および話の重要ポイントを押さえるための質問に答え、提出。
【第4回】
　　ニュースの聞き取り　要約して提出
　　第6課　「犬の肥満」（2）
　　前回の重要ポイントの確認。スクリプトを読みながら、本文の細かい部分まで聞き取り理解するための質疑
応答。
　　本文全体あるいは必要部分の音読やイントネーション・プロミネンス等の練習。　本文を要約して、提出。
【第5回】
　　ニュースの聞き取り　要約して提出
　　グループディスカッション①「効果的なリラックス法」＊パソコンを使用しての会話
　　グループで一番いい方法を考え、まとめて提出
【第6回】
　　ニュースの聞き取り　要約して提出
　　第8課　「女性専用車両」（1）
　　導入と内容の予想。本文に出てくる語彙や表現の確認と説明。発音とアクセントの練習。
　　本文を聞き、大意を理解するための質問、および話の重要ポイントを押さえるための質問に答え、提出。
【第7回】
　　ニュースの聞き取り　要約して提出
　　第8課　「女性専用車両」（2）
　　前回の重要ポイントの確認。スクリプトを読みながら、本文の細かい部分まで聞き取り理解するための質疑
応答。
　　本文全体あるいは必要部分の音読やイントネーション・プロミネンス等の練習。　本文を要約して、提出。
【第8回】
　　ニュースの聞き取り　要約して提出
　　グループディスカッション②「自分の周りの大問題」について意見を述べ合う。　＊パソコンを使用しての
会話
　　終了後各グループでの内容をまとめ提出　
【第9回】
　　ニュースの聞き取り　要約して提出
　　第9課　「剣道」（1）
　　導入と内容の予想。本文に出てくる語彙や表現の確認と説明。発音とアクセントの練習。
　　本文を聞き、大意を理解するための質問、および話の重要ポイントを押さえるための質問に答え、提出　
【第10回】　　

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 1単位

実務家教員による授業 －

日本語Ⅲｂ（聴解・会話）



       ニュースの聞き取り　要約して提出
　　第9課　「剣道」（2）
　　前回の重要ポイントの確認。スクリプトを読みながら、本文の細かい部分まで聞き取り理解するための質疑
応答。
　　本文全体あるいは必要部分の音読やイントネーション・プロミネンス等の練習。　本文を要約して、提出。
【第11回】
　　ニュースの聞き取り　要約して提出
　　日本語の曲紹介　好きな日本語の曲についてプレゼンテーションするための準備シート作成
【第12回】
　　ニュースの聞き取り　要約して提出
　　発表「好きな日本語の曲」　発表後質疑応答
　　自己評価表提出
【第13回】
　　ニュースの聞き取り　要約して提出
　　第11課　「そばをすする音」（1）
　　導入と内容の予想。本文に出てくる語彙や表現の確認と説明。発音とアクセントの練習。
　　本文を聞き、大意を理解するための質問、および話の重要ポイントを押さえるための質問に答え、提出。
【第14回】
　　ニュースの聞き取り　要約して提出
　　第11課　「そばをすする音」（2）
　　前回の重要ポイントの確認。スクリプトを読みながら、本文の細かい部分まで聞き取り理解するための質疑
応答。
　　本文全体あるいは必要部分の音読やイントネーション・プロミネンス等の練習。　本文を要約して、提出。
【第15回】
　　第1４課　「明治神宮の森」
　　問題終了後、答え合わせと解説。

事前事後の学習

授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。

毎回の授業の最初にニュースの聞き取りを行うので、日々の出来事に目を向け、知らない言葉は辞書で調べてお
くこと。授業内で聞いた内容は、終了後にスクリプトとして渡すので、再度内容を読み、理解できない単語、文
法などがあれば質問できるように準備しておくこと。

第1回
【事前】日本の店の看板などで、読めない文字を探しておく　　　　　　　　　　　　0.5時間
【事後】今日のニュースのスクリプトを読んで、提出した要約の内容と比較しておく　　1時間
第2回
【事前】第5課の語彙を復習しておく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.5時間
【事後】今日のニュースのスクリプトを読んで、提出した要約の内容と比較しておく　
　　　　第5課のスクリプトを読んで、内容を確認しておく　　　　　　　　　　　　1時間
第3回
【事前】ペットを飼うときに難しいことは何か考えておく                                      　　 0.5時
間
【事後】今日のニュースのスクリプトを読んで、提出した要約の内容と比較しておく　　1時間
第4回
【事前】第6課の語彙を復習しておく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.5時間
【事後】今日のニュースのスクリプトを読んで、提出した要約の内容と比較しておく　
　　　　第6課のスクリプトを読んで、内容を確認しておく　　　　　　　　　　　　1時間
第5回
【事前】自分のやっているリラックス法が紹介できるように準備しておく　　　　　　0.5時間
【事後】今日のニュースのスクリプトを読んで、提出した要約の内容と比較しておく　1時間
第6回
【事前】女性専用車両について調べておく（日本と自分の国）　　　　　　　　　　　0.5時間
【事後】今日のニュースのスクリプトを読んで、提出した要約の内容と比較しておく　1時間
第7回
【事前】第8課の語彙を復習しておくこと  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.5時間
【事後】今日のニュースのスクリプトを読んで、提出した要約の内容と比較しておく
　　　　第8課のスクリプトを読んで、内容を確認しておく　　　　　　　　　　　　　1時間
第8回
【事前】自分が今一番問題だと思うことについて考えておく　　　　　　　　　　　　0.5時間
【事後】今日のニュースのスクリプトを読んで、提出した要約の内容と比較しておく　　1時間
第9回
【事前】自分の知っている日本の伝統的なスポーツについて調べておく　　　　　　　　0.5時間
【事後】今日のニュースのスクリプトを読んで、提出した要約の内容と比較しておく　　1時間
第10回
【事前】第9課の語彙を復習しておく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.5時間
【事後】今日のニュースのスクリプトを読んで、提出した要約の内容と比較しておく　　
　　　　第９課のスクリプトを読んで、内容を確認しておく　　　　　　　　　　　　　1時間
第11回
【事前】自分の好きな日本語の曲を選んでおく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.5時間
【事後】今日のニュースのスクリプトを読んで、提出した要約の内容と比較しておく　　　1時間
第12回
【事前】曲が紹介できるように音源を準備し、資料をまとめておく　　　　　　　　　　0.5時間
【事後】今日のニュースのスクリプトを読んで、提出した要約の内容と比較しておく　　　1時間
第13回

日本語Ⅲｂ（聴解・会話）



【事前】日本人が麺類を食べるときの音についてどう思うか考えておく　　　　　　　　　0.5時間
【事後】今日のニュースのスクリプトを読んで、提出した要約の内容と比較しておく　　　1時間
第14回
【事前】第11課の語彙を復習しておく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.5時間
【事後】今日のニュースのスクリプトを読んで、提出した要約の内容と比較しておく　　
　　　　第11課のスクリプトを読んで、内容を確認しておく　　　　　　　　　　　　　　1時間
第15回
【事前】明治神宮について調べておく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.5時間
【事後】第14課のスクリプトを読んで、提出した内容と比較する　　　　　　　　　　　　1時間

課題に対するフィードバックの方法

毎回行うニュースの要約は、模範解答とスクリプトを添付し、10段階で評価後、コメントを付ける。
提出された発表準備シートは内容をチェックし、不足箇所があれば再提出させる。発表後は、コメントを付けて
返却する。
ディスカッションや発表において発音やイントネーションのチェックをし、終了後に問題部分を指摘する。前回
指摘した箇所の比較も行う。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示す評価方法により総合的に判断のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

60

20

20

0

0

評価方法・割合

ニュースの要約内容（20）
聴解問題の正解率（20）
グループ活動での発言および活動記録の内容（10）
発話・発表内容（10）

発表のための準備シートの内容（20）

総まとめとしての聴解問題
　聴解問題の正解率（10）
　課題文の要約内容（10）

評価対象となる到達目標

１、２、３、４、５

3

1、２

テキスト テキストを使用しない。

参考書 『留学生のためのアカデミック・ジャパニーズ聴解［中上級］』（スリーエーネットワーク）
その他、必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 ・5回以上欠席をした場合は、単位は認定されない。（ただし、公欠は含めない。）
・正当な理由がない遅刻は、3回で1回の欠席とみなす。
・欠席する（した）場合は、自ら教員に連絡を取って、配布物や課題について責任を持って準備する
こと。　
・授業人数やレベルにより授業内容や進度を多少変更することもある。
・毎回、配布プリントや辞書を持参すること。

日本語Ⅲｂ（聴解・会話）



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10304801

日本語Ⅳａ（作文）

網　英美子

網　英美子

1年

授業の目的・概要

この授業は今後の大学における学習やレポート等の作成に必要とされる、書く力の養成が目的である。そのため
に日本語文法に基づいた表現を身につけることが必要となる。それらの表現を正しく理解・運用し、レポート作
成に生かせることを目指す。
提出した課題作文の誤用分析を中心に、正しい用法や、より自然な表現を質疑応答により確認する。
また、授業の前半のまとめと、後半のまとめとして、第７回と終講後に、レポートを作成する。

到達目標

1．初歩的な間違いのない、日本語の文を書くことができる。
2．中上級の日本語文法を理解し、正確な日本語の文章を書くことができる。
3．学んだ表現を生かして、自分の意見や感想を文章で書き表すことができる。

授業計画

第１回　授業オリエンテーション
第２回　書き言葉の文体と表現　―レポートに相応しい文末と接続表現
第３回　書き言葉の文体と表現　―話し言葉と書き言葉の表現の違い
第４回　複文の適切な使い方　—同じ接続表現の繰り返しを避けるために
第５回　複文の適切な使い方　―一文が長すぎる文章にならないために
第６回　名詞節「こと」と「の」の使い分け　―主に「の」を使う場合
第７回　名詞節「こと」と「の」の使い分け　―主に「こと」を使う場合
　　　　（レポート課題『ソーシャルゲームと子供』、下書き提出）
第８回　レポートの手直しと清書、及び前半の復習
第９回　語や節の名詞化
第10回　名詞化にともなう助詞の変更
第11回　助詞「は」と「が」の使い分け
第12回　対比の「は」と主題化の「は」
第13回　書き手の視点を示す　ー「他動詞／使役形」と「自動詞／受身形」の使い分け
第14回　書き手の視点を示す　ー使い分けの具体例を学ぶ
第15回　終講後のレポートについての説明、及び後半の復習

事前事後の学習

授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。

【事前学習】事前に与えられた課題を、今までの学習をもとに作成しておく。課題をする中で、生じた疑問を質
問できるよう整理しておく。課題提出前には必ず読み返し、初歩的な間違いを犯さないよう十分に注意する。
（0.5時間）
【事後学習】授業内で新たに学んだ語彙・文法について復習し、使いこなせるようにする。返却された課題の添
削部分を見直し、なぜ間違いがあったかを確認する。授業や添削内容で疑問点がないか振り返っておく。（0.5時
間）
【その他】前半のレポート及び、終講後のレポートの準備・作成・振り返りにそれぞれ4時間程度を要する。

課題に対するフィードバックの方法

前半のレポート課題、及び終講後のレポートで提出したものについては、手直しの指導を行うので、その中で説
明する。毎回の課題は授業内に説明を行う。希望者に点数と内容を開示する。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示すとおり、授業終講後のレポートとレポート課題、また小課題及び毎回の授業姿勢を総合的に判定の
上、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
５回以上欠席（ただし、公欠は含めない）をした場合は、評価の対象とせず、「K」評価とする。

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 1単位

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

評価割合
（％）

30

30

評価方法・割合

リフレクションシート（10）、授業内で行う小課題解説をもと
にした小課題の再提出（10）、前半レポートの添削指導
後の再提出（10）

小課題の内容に対する評価（計7回）（15）、レポート（１
回）（15）

評価対象となる到達目標

1,2,3

1,2,3

実務家教員による授業 －

日本語Ⅳａ（作文）



定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

0

30

10

最終レポート（30）

授業に関する質問・発言（5）、取り組み姿勢（5）

1,2,3

2

テキスト 授業内で案内する。

参考書 授業内で必要に応じて紹介する。

履修条件・他の科目との関連 ＊正当な理由のない欠席を５回以上した場合は、単位は認定されない。
＊正当な理由がない遅刻は、3回で1回の欠席とみなす。
＊課題の作成やレポートが学習の大きな柱となるので、しっかり取り組むことが求められる。
＊課題提出が必要であることも多いので、欠席する場合は必ず連絡し、講師からの指示を確認する
こと。

日本語Ⅳａ（作文）



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10304901

日本語Ⅳｂ（作文）

村田　菜穂子

村田　菜穂子

1年

授業の目的・概要

日本語を使って論理的な文章を作成する能力を身につけるために、必要な文法項目をおさえつつ、実践的な作文
演習を行い、大学生として求められる日本語表現やレポート作成ができることを目標とする。

到達目標

1．文法的に間違いのない正しい日本語の文を書くことができる
2．学んだ表現を活用して、目的や場面に応じた文章で事実や意見を書き表すことができる
3．(1)着眼する、(2)情報を収集する、(3)分析し考察する、という論理的な思考をまとめる方法が身についてい
る

授業計画

第１回　講義ガイダンス（講義の目的や評価・実施方法等について解説する）
第２回　表記の基本
第３回　文章の種類と文体
第４回　書き言葉の文体
第５回　アカデミックな文章において避けるべき表現
第６回　アカデミックな文章においてよく使われる表現
第７回　段落（１）段落と中心文、支持文
第８回　段落（２）段落のつながりと接続の言葉
第９回　意見文を書く
第10回　事実を示す方法
第11回　引用のしかた
第12回　レポートの基本構成
第13回　レポートを書く（１）序論：背景の説明と問題提起
第14回　レポートを書く（２）本論と結論
第15回　後期授業内容のまとめと、期末レポートについての説明

事前事後の学習

授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。

第1回は事後学習に1時間、第2回～第14回は事前学習1時間・事後学習2時間、第15回は事前学習2時間・事後学習5
時間を要する（詳細は授業中に説明する）。

課題に対するフィードバックの方法

・授業内の課題については、課題については正解（模範解答）を示すとともに、机間巡視により理解度を把握
し、間違いや優れた点の指摘や助言等を行う。
・提出された課題については、必要に応じて授業の中で取り上げて間違いや優れた点の指摘や助言等を行う。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示す通り、授業内において実施する課題、授業外における課題、および定期試験に代わるレポートの評価
結果に基づいて総合的な判定のうえ、６０点以上を合格とし、所定の単位を認定する。なお、正当な理由なく、5
回以上欠席した場合は評価対象外となり、「K」評価とする。

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 1単位

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

15

39

0

41

5

評価方法・割合

リフレクションシート(15)

事前学習・事後学習として課せる課題(39)

レポート試験(41)

授業に関する質問・発言(5)

評価対象となる到達目標

1,2

1,2,3

1,2,3

1,2,3

テキスト ・『小論文への12のステップ』 友松悦子/スリーネットワーク/1,760円（税込）/ISBN 9784883194889
・このほか、必要に応じて別に教材プリントを配布する。

実務家教員による授業 －

日本語Ⅳｂ（作文）



テキスト
参考書 必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 ・５回以上欠席をした場合は、単位は認定されない。（ただし、公欠は含めない。）
・正当な理由がない遅刻は、3回で1回の欠席とみなす。
・「日本語Ⅳａ」を履修しておくことが望ましい。

日本語Ⅳｂ（作文）



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10305001

日本語Ⅴａ（読解）

網　英美子

網　英美子

1年

授業の目的・概要

専門分野のレポート・論文・専門書などの論理的文章を読むための基礎的な読解技術を養う。大学生として必要
な文章が正しく理解できるようになることを目標に、読解ストラテジー（ボトムアップ処理・トップダウン処
理・局所的な処理・全体的な処理）を身につける。さらに、社会的なトピックやアカデミックなトピックの内容
の文章を読み、自分を取り巻く世界や社会で起きていることについて自分に引き付けて考える能力を養う。具体
的には、まず様々な読解ストラテジーを学び、その技術を使って読むことを繰り返し行う。また、社会的なト
ピックの内容の文章を読み、内容理解の確認をしたうえで、文章の内容を簡潔にまとめる練習をする。さらに、
そのトピックについて各自考え、意見を交換しあう。

到達目標

１．読解力を向上させるための読解ストラテジーを学び、それらを適切に使うことができる。
２．読解ストラテジーを使って文章を読み、様々なジャンルの文章を正しく把握できる。
３．読んだ文章の内容を簡潔にまとめ、自らの言葉で説明できる。

授業計画

【第1回】　オリエンテーション／　今後の授業の進め方について理解する

【第2回】　小読解ａ　：「衝動買い」に関する文章を読み、アウトラインをつかみ、内容を理解する。

【第3回】　前件と後件の関係をつかむ　：複雑な複文を読み解くストラテジーを学ぶ

【第4回】　読解①　：「貿易とグローバル化」に関する文章を読み考え意見交換をする

【第5回】　小読解ｂ　：「日本人の意識ー結婚と家庭ー」に関する文章を読み、アウトラインをつかみ、内容を
理解する。

【第6回】　文の構造をとらえる　：修飾関係を正しく理解するストラテジーを学ぶ

【第7回】　筆者の意図を理解する　：文末表現から筆者の意図を理解するストラテジーを学ぶ

【第8回】　読解②：「女性の働き方」に関する文章を読み考え意見交換をする

【第9回】　前半のまとめ（中間筆記試験）　／　　小読解ｃ　：「フリーター問題」に関する文章を読み、アウ
トラインをつかみ、内容を理解する。

【第10回】　筆者の意見を見抜く　：文末表現から筆者の意見を見抜くストラテジーを学ぶ

【第11回】　大切なことを伝えるサインをつかむ　：文章内のサインを使って文章の展開をつかむストラテジー
を学ぶ

【第12回】　読解③　：「いのちと科学」に関する文章を読み考え意見交換をする

【第13回】　内容を素早く理解する　：文章の内容を短時間で理解する「速読」のストラテジーを学ぶ

【第14回】　文章の話題を見抜く　：何について書かれた文章かを見抜くストラテジーを学ぶ

【第15回】　後半のまとめ　／　　読解④：「『科学』を考える」に関する文章を読み考え意見交換をする

事前事後の学習

授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。

第1回
【事前】　授業のシラバスを熟読し、授業構成を理解する　0.5時間
【事後】　自分の使用している読解ストラテジーについて振り返る　0.5時間
第2回
【事前】　第2回で読む文章のわからない語彙・漢字の読み方を調べる　　0.5時間　
【事後】　授業中に指示された課題に取り組む　0.5時間　
第3回
【事前】　第3回で読む文章のわからない語彙・漢字の読み方を調べる　　0.5時間　
【事後】　授業中に指示された課題に取り組む　0.5時間

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 1単位

実務家教員による授業 －

日本語Ⅴａ（読解）



第4回
【事前】　第4回で読む文章のわからない語彙・漢字の読み方を調べる　　0.5時間　
【事後】　授業中に指示された課題に取り組む　0.5時間
第5回
【事前】　第5回で読む文章のわからない語彙・漢字の読み方を調べる　　0.5時間　
【事後】　授業中に指示された課題に取り組む　0.5時間
第6回
【事前】　第6回で読む文章のわからない語彙・漢字の読み方を調べる　　0.5時間　
【事後】　授業中に指示された課題に取り組む　0.5時間
第7回
【事前】　第7回で読む文章のわからない語彙・漢字の読み方を調べる　　0.5時間　
【事後】　授業中に指示された課題に取り組む　0.5時間
第8回
【事前】　第8回で読む文章のわからない語彙・漢字の読み方を調べる　　0.5時間　
【事後】　授業中に指示された課題に取り組む　0.5時間
第9回
【事前】　第1回～第８回で学んだことを復習しておく。また第9回で読む文章のわからない語彙・漢字の読み方
を調べる。　　0.5時間　
【事後】　授業中に指示された課題に取り組む　0.5時間
第10回
【事前】　第10回で読む文章のわからない語彙・漢字の読み方を調べる　　0.5時間　
【事後】　授業中に指示された課題に取り組む　0.5時間
第11回
【事前】　第11回で読む文章のわからない語彙・漢字の読み方を調べる　　0.5時間　
【事後】　授業中に指示された課題に取り組む　0.5時間
第12回
【事前】　第12回で読む文章のわからない語彙・漢字の読み方を調べる　　0.5時間　
【事後】　授業中に指示された課題に取り組む　0.5時間
第13回
【事前】　第13回で読む文章のわからない語彙・漢字の読み方を調べる　　0.5時間　
【事後】　授業中に指示された課題に取り組む　0.5時間
第14回
【事前】　第14回で読む文章のわからない語彙・漢字の読み方を調べる　　0.5時間　
【事後】　授業中に指示された課題に取り組む　0.5時間
第15回
【事前】　第15回で読む文章のわからない語彙・漢字の読み方を調べる　　0.5時間　
【事後】　授業で学んだ読解ストラテジーの振り返りをする　0.5時間

課題に対するフィードバックの方法

課題・中間筆記試験は、授業内でフィードバックを行う。期末試験に関しては、希望があれば採点後試験用紙を
返却する。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
正当な理由のない欠席5回以上、または中間・期末の筆記試験を未受験の場合、評価の対象とせず「K」評価とす
る。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

0

15

35

0

50

評価方法・割合

指示された課題の提出率・内容

筆記試験

中間筆記試験（35）　　授業への取り組み姿勢（15）

評価対象となる到達目標

1,3

1,2

１,２,３

テキスト 事前にプリントを配布する。必要に応じて授業内で案内する。

参考書 『留学生のための読解トレーニング』石黒圭編著、凡人社
『考える人の【上級】日本語読解』奥山貴之・宇津木奈美子・東会娟、凡人社
『中上級者のための速読の日本語第2版』岡まゆみ著、The japan times

履修条件・他の科目との関連 正当な理由がない遅刻は、3回で欠席1回とみなす。
課題提出が必要であることもあるので、欠席する場合は必ず連絡し、講師からの指示を確認するこ
と。
欠席した場合、授業資料は、GoogleClassroomからダウンロードするように。

日本語Ⅴａ（読解）



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10305101

日本語Ⅴｂ（読解）

網　英美子

網　英美子

1年

授業の目的・概要

専門分野のレポート・論文・専門書などの論理的文章を読むための基礎的な読解技術を養う。大学生として必要
な文章が正しく理解できるようになることを目標に、メタ認知を活用した読解ストラテジーを身につける。さら
に、社会的なトピックやアカデミックなトピックの内容の文章を読み、自分を取り巻く世界や社会で起きている
ことについて自分に引き付けて考える能力を養う。具体的には、まず様々な読解ストラテジーを学び、その技術
を使って読むことを繰り返し行う。また、社会的なトピックの内容の文章を読み、内容理解の確認をしたうえ
で、文章の内容を簡潔にまとめる練習をする。さらに、読んだ文章ついてディスカッションをし内容を深め、そ
の内容に関することについて調べ発表する。

到達目標

１．読解力を向上させるための読解ストラテジーを学び、それらを適切に使うことができる。
２．読解ストラテジーを使って文章を読み、様々なジャンルの文章を正しく把握できる。
３．読んだ文章の内容を簡潔にまとめることができる。
４．読んだ内容に関することについて調べ自らの言葉で説明できる。

授業計画

【第1回】　メタ認知を使って読むとは　

【第2回】　知っているルールを利用して読む方法を学ぶ

【第3回】　自分の知っていることや経験に引き付けて考えて読む方法を学ぶ

【第4回】　読解①　：　「ゲームと人と社会と私」に関する文章を読み考え意見交換をする

【第5回】　焦点をしぼって読む方法を学ぶ

【第6回】　メモをしながら読む方法を学ぶ

【第7回】　読解②　：　「言語と向き合う」に関する文章を読み考え意見交換をする

【第8回】　7回で読んだ内容についての発表（中間発表）

【第9回】　図や表を利用して読む方法を学ぶ

【第10回】　周りの情報からことばの意味を推測しながら読む方法を学ぶ

【第11回】　読解③　：「子供と自尊感情」に関する文章を読み考え意見交換をする

【第12回】　読むときの質問のしかたを学ぶ

【第13回】　読んだ後の理解度を自己評価する方法を学ぶ

【第14回】　読解④　：　「持続可能な社会」に関する文章を読み考え意見交換する

【第15回】　14回で読んだ内容についての発表（期末発表）

事前事後の学習

授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。

第1回
【事前】　授業のシラバスを熟読し、授業構成を理解する　0.5時間
【事後】　自分が今までどのようなメタ認知を使って読んでいたか振り返る　0.5時間
第2回
【事前】　第2回で読む長文のわからない語彙、漢字の読み方を調べる　0.5時間
【事後】　読んだ長文の内容理解チェックをする。「知っているルール」というストラテジーを使って読んでみ
てどのようなことに気づいたか考える。　0.5時間
第3回
【事前】　第3回で読む長文のわからない語彙、漢字の読み方を調べる　0.5時間
【事後】　読んだ長文の内容理解チェックをする。「自分の知っていることや経験に引き付けて考える」ストラ
テジーを使って読んでみてどのようなことに気づいたかを考える。　0.5時間

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 1単位

実務家教員による授業 －

日本語Ⅴｂ（読解）



第4回
【事前】　配布したプリントの長文のわからない語彙、漢字の読み方を調べる　0.5時間
【事後】　「ゲームについての見方」に関しての教師が提示する質問について考えまとめる。0.5時間
第5回
【事前】　第5回で読む長文のわからない語彙、漢字の読み方を調べる　0.5時間
【事後】　読んだ長文の内容理解チェックをする。「焦点をしぼる」ストラテジーを使って読んでみてどのよう
なことに気づいたか考える。　0.5時間
第6回
【事前】　第6回で読む長文のわからない語彙、漢字の読み方を調べる　0.5時間
【事後】　読んだ長文の内容理解チェックをする。「メモをしながら読む」というストラテジーを使って読んで
みてどのようなことに気づいたか考える。　0.5時間
第7回
【事前】　配布したプリントの長文のわからない語彙、漢字の読み方を調べる　0.5時間
【事後】　「身近にある言語状況」に関しての教師が提示する質問について考えまとめる　0.5時間
第8回
【事前】　中間発表の準備　　2時間
【事後】　発表の振り返りをする　0.5時間
第9回
【事前】　第9回で読む長文のわからない語彙、漢字の読み方を調べる　0.5時間
【事後】　読んだ長文の内容理解チェックをする。「図や表を利用する」というストラテジーを使って読んでみ
てどのようなことに気づいたか考える。　0.5時間
第10回
【事前】　第10回で読む長文のわからない語彙、漢字の読み方を調べる0.5時間
【事後】　読んだ長文の内容理解チェックをする。「周りの情報から言葉の意味を推測する」というストラテ
ジーを使って読んでみてどのようなことに気づいたか考える。　0.5時間
第11回
【事前】　配布したプリントのわからない語彙、漢字の読み方を調べる　0.5時間
【事後】　「自尊感情」についての読みもの、読む①と読む②の論旨の違いを考える。　0.5時間
第12回
【事前】　第12回で読む長文のわからない語彙、漢字の読み方を調べる　0.5時間
【事後】　読んだ長文の内容理チェックをする。「質問して確認する」というストラテジーを使って読んでみて
どのようなことに気づいたか考える。　0.5時間
第13回
【事前】　第13回で読む長文のわからない語彙、漢字の読み方を調べる　0.5時間
【事後】　読んだ長文の内容理チェックをする。ストラテジーの選び方・使い方を自己評価してみてどのような
ことに気づいたか考える。　0.5時間
第14回
【事前】　配布したプリントの長文のわからない語彙、漢字の読み方を調べる　0.5時間
【事後】　「持続可能な開発」に関しての教師が提示した質問について考えまとめる。　0.5時間
第15回
【事前】　期末発表準備　2時間
【事後】　発表の振り返りをする。　0.5時間

課題に対するフィードバックの方法

中間発表及び期末発表は、必ず授業内でフィードバックを行う。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
正当な理由ない欠席5回以上、または中間・期末の発表を未受験の場合、評価の対象とせず「K」評価とする。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

60

0

0

25

15

評価方法・割合

中間発表(30) 期末発表（30）

最終レポート

授業への取り組み姿勢

評価対象となる到達目標

1,2,3,4

1,2,3

1,4

テキスト 必要に応じて授業内で案内する。

参考書 『考える人の【上級】日本語読解』奥山貴之・宇津木奈美子・東会娟、凡人社

履修条件・他の科目との関連 正当な理由がない遅刻は、3回で欠席1回とみなす。
欠席する場合は必ず連絡し、講師からの指示を確認すること。

日本語Ⅴｂ（読解）



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10301901

キャリア基礎Ⅰ

高橋　広明

高橋　広明

1年

授業の目的・概要

主体性の向上と社会⼈基礎⼒養成を⽬標に演習（情報収集と分析・集約、課題の形成、解決策の検討）を通じ
て、グループワークの進め⽅、傾聴姿勢、⾃⼰の意⾒の伝え⽅、異なる意⾒との調整の進め方やチームとしての
とりまとめの作法を学びます。キャリア基礎Ⅰの再履修クラスとして集中講義で行います。

到達目標

１．⾃⼰の意⾒をまとめ、よく知らない相⼿にも伝わるように話すことができる。
２．よく知らない相手の意見を傾聴できる。
３．情報を収集し拡散と集約を繰り返しながらポイントをまとめることができる。
４．積極的に議論やグループワークに参加し、他メンバーのことも考えながら協働することができる。
５．自分の社会人基礎力を客観的にとらえ、今後伸ばしたい力を説明できる。

授業計画

【第１回】（Episode1）テーマ：オリエンテーション、 ⾃⼰紹介〜話しやすいチームづくり〜　※第１回 基礎
⼒セルフチェック
【第２回】（Episode2）テーマ：軽く議論をしてみよう〜議論になれる〜
【第３回】（Episode4）テーマ：本格議論。チームで協⼒してお客様が喜ぶ「移動動物園」を企画しよう。《プ
ロジェクト授業：企画回》
【第４回】（Episode5）テーマ：本格議論、企画を発表し合い、振り返りから気づきを得よう 。《プロジェクト
授業：発表回》
【第５回】（Episode6）テーマ：情報を集めよう、有効で効率的な情報収集について考えよう 。《プロジェクト
授業：企画回》
【第６回】テーマ（Episode7）：情報を集めよう、調査内容を発表し合い、情報収集⼒についてふりかえろう
《プロジェクト授業︔発表回》
【第７回】（Episode8）テーマ：個性を⽣かそう、〜チームの活動で発揮している⾃分の個性を発⾒し磨きをか
ける〜／新チームをつくる。
【第８回】（Episode3）テーマ：新チームで ⾃分の意⾒を伝えよう （チーム再編成）
【第９回】（Episode9）テーマ：情報を分析しよう、効果的な情報分析について考えよう。《プロジェクト授
業：企画回》
【第１０回】（Episode10）テーマ：情報を分析しよう各チームの発表を通じて、情報分析⼒についてふりかえろ
う。《プロジェクト授業：発表回》
【第１１回】（Episode11）テーマ：問題を提起しよう 今、解決すべき問題は何か考えよう 。《プロジェクト授
業：企画回》
【第１２回】（Episode11）テーマ：問題を提起しよう、今、解決すべき問題は何か考えよう。《プロジェクト授
業：中間回》
【第１３回】（Episode12）テーマ：問題を提起しよう、今、解決すべき問題は何か考えよう。《プロジェクト授
業：発表回》
【第１４回】（OIU オリジナル）テーマ︓、チームメンバーで企画検討しよう
【第１５回】（Episode15）〜学んだことを今後に⽣かす〜「⾃分と仲間の成⻑」※第２回基礎⼒セルフチェック
 ※プログラムアンケートの回答

事前事後の学習

授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。

今後のキャリア科目はじめチームとしてのワークの進め方に参考となるものです。特に事後の学習にはしっかり
取り組んでください。

課題に対するフィードバックの方法

・「正解のない課題」についてのディスカッション型、プロジェクト型授業であるため、授業内で、各チームの
取組み姿勢や課題取り組みの視点などについて、良い事例を中心に紹介し、各自のふりかえりや次回の取組みへ
の参考とします。
・毎回実施する「ふりかえりシート」に適宜フィードバックコメントを記入し、返却します。

成績評価の方法・基準（方針）

・毎回の授業への取り組み姿勢・受講態度、グループワークの取組み内容や成果物、また各回のふりかえりシー
トで評価します。
・正当な理由なく５回以上欠席した場合は、K評価（評定不可）とします。

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 1単位

実務家教員による授業 －

キャリア基礎Ⅰ



成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

100

0

0

0

0

評価方法・割合

・授業授業への取り組み姿勢・受講態度やグルーフ゜ワー
ク（90％）
・ふりかえりシート（10％）

評価対象となる到達目標

１．２．３，４．５

テキスト 「タクナル」テキスト　発行：㈱リアセック

参考書

履修条件・他の科目との関連 キャリア基礎Ⅱ、キャリアデザインⅠ・Ⅱの基盤となる科目です。

キャリア基礎Ⅰ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10302031

キャリア基礎Ⅱ

青木　崇、高橋　広明

青木　崇

2年

授業の目的・概要

本授業は「何のために働くのか」をテーマに、自分の思い描く将来像や働く意義を主体的に考えることができる
力を養うことを目的とする。社会人として働くことに関して知っておくべき基礎的な事柄を理解し、仕事や就職
に関して必要な情報を探索、収集し、社会と自分との係わりを考えるために必要な考え方や方法を学ぶ。授業
は、講義による基礎的項目の解説、資料学習による情報探索と収集、ゲストスピーカーによる講話、授業課題に
よる学びの整理・考察・自己表現など、多角的なアプローチで構成する。

到達目標

1.社会人として働くことに関して知っておくべき基礎的な事柄について説明することができる
2.仕事や就職に関して必要な情報を探索し、収集することができる
3.自分の思い描く将来像や働く意義を他者にわかりやすく説明することができる

授業計画

【第1回】オリエンテーション　　　　　　　　授業目的・計画・内容など本授業の概要について理解する
【第2回】多様なキャリア　　　　　　　　　　多様なキャリア・働き方の種類や特徴を理解する
【第3回】産業・業界・業種理解　　 　　　　   産業・業界・業種など、仕事を取り巻く社会の全体像について
理解する
【第4回】会社・仕事の仕組み　　　 　　　　   企業経営者の話を聞き、会社や仕事の仕組みについて学ぶ
【第5回】ワークルール　　　　　　　　　　　就業規則や労働関係法規など、働く人として知っておくべき規則
やルールを理解する
【第6回】働く意義について　　　　　　　　　企業経営者の話を聞き、働く意義について考える
【第7回】世代や立場による働く意義の違い　　世代や立場の違いによる働く価値観の違いについて考える
【第8回】社会人に学ぶ①　　　　　　　　　　営業職に就く社会人の話を聞き、仕事とやりがいなどについて学
ぶ
【第9回】社会人に学ぶ②　　　　　　　　　　販売職に就く社会人の話を聞き、仕事とやりがいなどについて学
ぶ
【第10回】社会人に学ぶ③　　　　　　　　　  総務職に就く社会人の話を聞き、仕事とやりがいなどについて
学ぶ
【第11回】就職活動の理解　　　   　　　　　   就職活動の最新動向について理解を深める
【第12回】企業研究・職業調べ　　 　　　　　 企業研究や職業調べに必要な視点や具体的方法について理解す
る
【第13回】インターンシップについて　　　　  インターンシップについて理解する
【第14回】インターンシップ経験談　　　  　    インターンシップに参加した先輩学生の話を聞き、参加意義
について学ぶ
【第15回】まとめ・振り返り　　　　　　　　  授業全体のまとめと振り返り

※心理コミュニケーション学科では、第7〜10回にかけて「社会人インタビュー」に関する学科独自の課題を課す
ので、適宜、担当教員の指示に従うこと。

事前事後の学習

授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。

事後に、毎回の授業で指示のある授業内容の理解度を確認する授業課題に最低1時間取り組むこと。

課題に対するフィードバックの方法

必要に応じて、Googleクラスルーム、あるいはOIUメールを通じて行う。

成績評価の方法・基準（方針）

・オンデマンド型の遠隔授業であるため、毎回の課題提出を持って出席を確認し、提出課題を評価対象とする。
・5回の未提出でK評価となる。

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 1単位

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

評価割合
（％）

0

80

評価方法・割合

毎回の授業課題で授業内容の理解度と考察度合いを確
認

評価対象となる到達目標

1,2,3

実務家教員による授業 －

キャリア基礎Ⅱ



定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

0

0

20 課題に対する取り組み姿勢（提出・質問など） 1,2,3

テキスト テキストは使用しない

参考書 必要に応じて、授業内で紹介する

履修条件・他の科目との関連 キャリア基礎Ⅰの履修修了が望ましい

キャリア基礎Ⅱ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10302032

キャリア基礎Ⅱ

安達　康生、高橋　広明

安達　康生

2年

授業の目的・概要

本授業は「何のために働くのか」をテーマに、自分の思い描く将来像や働く意義を主体的に考えることができる
力を養うことを目的とする。社会人として働くことに関して知っておくべき基礎的な事柄を理解し、仕事や就職
に関して必要な情報を探索、収集し、社会と自分との係わりを考えるために必要な考え方や方法を学ぶ。授業
は、講義による基礎的項目の解説、資料学習による情報探索と収集、ゲストスピーカーによる講話、授業課題に
よる学びの整理・考察・自己表現など、多角的なアプローチで構成する。

到達目標

1.社会人として働くことに関して知っておくべき基礎的な事柄について説明することができる
2.仕事や就職に関して必要な情報を探索し、収集することができる
3.自分の思い描く将来像や働く意義を他者にわかりやすく説明することができる

授業計画

【第1回】オリエンテーション　　　　　　　　授業目的・計画・内容など本授業の概要について理解する
【第2回】多様なキャリア　　　　　　　　　　多様なキャリア・働き方の種類や特徴を理解する
【第3回】産業・業界・業種理解　　 　　　　   産業・業界・業種など、仕事を取り巻く社会の全体像について
理解する
【第4回】会社・仕事の仕組み　　　 　　　　   企業経営者の話を聞き、会社や仕事の仕組みについて学ぶ
【第5回】ワークルール　　　　　　　　　　　就業規則や労働関係法規など、働く人として知っておくべき規則
やルールを理解する
【第6回】働く意義について　　　　　　　　　企業経営者の話を聞き、働く意義について考える
【第7回】世代や立場による働く意義の違い　　世代や立場の違いによる働く価値観の違いについて考える
【第8回】社会人に学ぶ①　　　　　　　　　　営業職に就く社会人の話を聞き、仕事とやりがいなどについて学
ぶ
【第9回】社会人に学ぶ②　　　　　　　　　　販売職に就く社会人の話を聞き、仕事とやりがいなどについて学
ぶ
【第10回】社会人に学ぶ③　　　　　　　　　  総務職に就く社会人の話を聞き、仕事とやりがいなどについて
学ぶ
【第11回】就職活動の理解　　　   　　　　　   就職活動の最新動向について理解を深める
【第12回】企業研究・職業調べ　　 　　　　　 企業研究や職業調べに必要な視点や具体的方法について理解す
る
【第13回】インターンシップについて　　　　  インターンシップについて理解する
【第14回】インターンシップ経験談　　　  　    インターンシップに参加した先輩学生の話を聞き、参加意義
について学ぶ
【第15回】まとめ・振り返り　　　　　　　　  授業全体のまとめと振り返り

※心理コミュニケーション学科では、第7〜10回にかけて「社会人インタビュー」に関する学科独自の課題を課す
ので、適宜、担当教員の指示に従うこと。

事前事後の学習

授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。

事後に、毎回の授業で指示のある授業内容の理解度を確認する授業課題に最低1時間取り組むこと。

課題に対するフィードバックの方法

必要に応じて、Googleクラスルーム、あるいはOIUメールを通じて行う。

成績評価の方法・基準（方針）

・オンデマンド型の遠隔授業であるため、毎回の課題提出を持って出席を確認し、提出課題を評価対象とする。
・5回の未提出でK評価となる。

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 1単位

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

評価割合
（％）

0

80

評価方法・割合

毎回の授業課題で授業内容の理解度と考察度合いを確
認

評価対象となる到達目標

1,2,3

実務家教員による授業 －

キャリア基礎Ⅱ



定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

0

0

20 課題に対する取り組み姿勢（提出・質問など） 1,2,3

テキスト テキストは使用しない

参考書 必要に応じて、授業内で紹介する

履修条件・他の科目との関連 キャリア基礎Ⅰの履修修了が望ましい

キャリア基礎Ⅱ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10302033

キャリア基礎Ⅱ

市川　直樹、高橋　広明

市川　直樹

2年

授業の目的・概要

本授業は「何のために働くのか」をテーマに、自分の思い描く将来像や働く意義を主体的に考えることができる
力を養うことを目的とする。社会人として働くことに関して知っておくべき基礎的な事柄を理解し、仕事や就職
に関して必要な情報を探索、収集し、社会と自分との係わりを考えるために必要な考え方や方法を学ぶ。授業
は、講義による基礎的項目の解説、資料学習による情報探索と収集、ゲストスピーカーによる講話、授業課題に
よる学びの整理・考察・自己表現など、多角的なアプローチで構成する。

到達目標

1.社会人として働くことに関して知っておくべき基礎的な事柄について説明することができる
2.仕事や就職に関して必要な情報を探索し、収集することができる
3.自分の思い描く将来像や働く意義を他者にわかりやすく説明することができる

授業計画

【第1回】オリエンテーション　　　　　　　　授業目的・計画・内容など本授業の概要について理解する
【第2回】多様なキャリア　　　　　　　　　　多様なキャリア・働き方の種類や特徴を理解する
【第3回】産業・業界・業種理解　　 　　　　   産業・業界・業種など、仕事を取り巻く社会の全体像について
理解する
【第4回】会社・仕事の仕組み　　　 　　　　   企業経営者の話を聞き、会社や仕事の仕組みについて学ぶ
【第5回】ワークルール　　　　　　　　　　　就業規則や労働関係法規など、働く人として知っておくべき規則
やルールを理解する
【第6回】働く意義について　　　　　　　　　企業経営者の話を聞き、働く意義について考える
【第7回】世代や立場による働く意義の違い　　世代や立場の違いによる働く価値観の違いについて考える
【第8回】社会人に学ぶ①　　　　　　　　　　営業職に就く社会人の話を聞き、仕事とやりがいなどについて学
ぶ
【第9回】社会人に学ぶ②　　　　　　　　　　販売職に就く社会人の話を聞き、仕事とやりがいなどについて学
ぶ
【第10回】社会人に学ぶ③　　　　　　　　　  総務職に就く社会人の話を聞き、仕事とやりがいなどについて
学ぶ
【第11回】就職活動の理解　　　   　　　　　   就職活動の最新動向について理解を深める
【第12回】企業研究・職業調べ　　 　　　　　 企業研究や職業調べに必要な視点や具体的方法について理解す
る
【第13回】インターンシップについて　　　　  インターンシップについて理解する
【第14回】インターンシップ経験談　　　  　    インターンシップに参加した先輩学生の話を聞き、参加意義
について学ぶ
【第15回】まとめ・振り返り　　　　　　　　  授業全体のまとめと振り返り

※心理コミュニケーション学科では、第7〜10回にかけて「社会人インタビュー」に関する学科独自の課題を課す
ので、適宜、担当教員の指示に従うこと。

事前事後の学習

授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。

事後に、毎回の授業で指示のある授業内容の理解度を確認する授業課題に最低1時間取り組むこと。

課題に対するフィードバックの方法

必要に応じて、Googleクラスルーム、あるいはOIUメールを通じて行う。

成績評価の方法・基準（方針）

・オンデマンド型の遠隔授業であるため、毎回の課題提出を持って出席を確認し、提出課題を評価対象とする。
・5回の未提出でK評価となる。

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 1単位

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

評価割合
（％）

0

80

評価方法・割合

毎回の授業課題で授業内容の理解度と考察度合いを確
認

評価対象となる到達目標

1,2,3

実務家教員による授業 －

キャリア基礎Ⅱ



定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

0

0

20 課題に対する取り組み姿勢（提出・質問など） 1,2,3

テキスト テキストは使用しない

参考書 必要に応じて、授業内で紹介する

履修条件・他の科目との関連 キャリア基礎Ⅰの履修修了が望ましい

キャリア基礎Ⅱ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10302034

キャリア基礎Ⅱ

高橋　泰代、高橋　広明

高橋　泰代

2年

授業の目的・概要

本授業は「何のために働くのか」をテーマに、自分の思い描く将来像や働く意義を主体的に考えることができる
力を養うことを目的とする。社会人として働くことに関して知っておくべき基礎的な事柄を理解し、仕事や就職
に関して必要な情報を探索、収集し、社会と自分との係わりを考えるために必要な考え方や方法を学ぶ。授業
は、講義による基礎的項目の解説、資料学習による情報探索と収集、ゲストスピーカーによる講話、授業課題に
よる学びの整理・考察・自己表現など、多角的なアプローチで構成する。

到達目標

1.社会人として働くことに関して知っておくべき基礎的な事柄について説明することができる
2.仕事や就職に関して必要な情報を探索し、収集することができる
3.自分の思い描く将来像や働く意義を他者にわかりやすく説明することができる

授業計画

【第1回】オリエンテーション　　　　　　　　授業目的・計画・内容など本授業の概要について理解する
【第2回】多様なキャリア　　　　　　　　　　多様なキャリア・働き方の種類や特徴を理解する
【第3回】産業・業界・業種理解　　 　　　　   産業・業界・業種など、仕事を取り巻く社会の全体像について
理解する
【第4回】会社・仕事の仕組み　　　 　　　　   企業経営者の話を聞き、会社や仕事の仕組みについて学ぶ
【第5回】ワークルール　　　　　　　　　　　就業規則や労働関係法規など、働く人として知っておくべき規則
やルールを理解する
【第6回】働く意義について　　　　　　　　　企業経営者の話を聞き、働く意義について考える
【第7回】世代や立場による働く意義の違い　　世代や立場の違いによる働く価値観の違いについて考える
【第8回】社会人に学ぶ①　　　　　　　　　　営業職に就く社会人の話を聞き、仕事とやりがいなどについて学
ぶ
【第9回】社会人に学ぶ②　　　　　　　　　　販売職に就く社会人の話を聞き、仕事とやりがいなどについて学
ぶ
【第10回】社会人に学ぶ③　　　　　　　　　  総務職に就く社会人の話を聞き、仕事とやりがいなどについて
学ぶ
【第11回】就職活動の理解　　　   　　　　　   就職活動の最新動向について理解を深める
【第12回】企業研究・職業調べ　　 　　　　　 企業研究や職業調べに必要な視点や具体的方法について理解す
る
【第13回】インターンシップについて　　　　  インターンシップについて理解する
【第14回】インターンシップ経験談　　　  　    インターンシップに参加した先輩学生の話を聞き、参加意義
について学ぶ
【第15回】まとめ・振り返り　　　　　　　　  授業全体のまとめと振り返り

※心理コミュニケーション学科では、第7〜10回にかけて「社会人インタビュー」に関する学科独自の課題を課す
ので、適宜、担当教員の指示に従うこと。

事前事後の学習

授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。

事後に、毎回の授業で指示のある授業内容の理解度を確認する授業課題に最低1時間取り組むこと。

課題に対するフィードバックの方法

必要に応じて、Googleクラスルーム、あるいはOIUメールを通じて行う。

成績評価の方法・基準（方針）

・オンデマンド型の遠隔授業であるため、毎回の課題提出を持って出席を確認し、提出課題を評価対象とする。
・5回の未提出でK評価となる。

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 1単位

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

評価割合
（％）

0

80

評価方法・割合

毎回の授業課題で授業内容の理解度と考察度合いを確
認

評価対象となる到達目標

1,2,3

実務家教員による授業 －

キャリア基礎Ⅱ



定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

0

0

20 課題に対する取り組み姿勢（提出・質問など） 1,2,3

テキスト テキストは使用しない

参考書 必要に応じて、授業内で紹介する

履修条件・他の科目との関連 キャリア基礎Ⅰの履修修了が望ましい

キャリア基礎Ⅱ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10302041

キャリア基礎Ⅱ

花木　完爾、森本　康太郎

花木　完爾

2年

授業の目的・概要

本授業は「何のために働くのか」をテーマに、自分の思い描く将来像や働く意義を主体的に考えることができる
力を養うことを目的とする。社会人として働くことに関して知っておくべき基礎的な事柄を理解し、仕事や就職
に関して必要な情報を探索、収集し、社会と自分との係わりを考えるために必要な考え方や方法を学ぶ。授業
は、講義による基礎的項目の解説、資料学習による情報探索と収集、ゲストスピーカーによる講話、授業課題に
よる学びの整理・考察・自己表現など、多角的なアプローチで構成する。

到達目標

1.社会人として働くことに関して知っておくべき基礎的な事柄について説明することができる
2.仕事や就職に関して必要な情報を探索し、収集することができる
3.自分の思い描く将来像や働く意義を他者にわかりやすく説明することができる

授業計画

【第1回】オリエンテーション　　　　　　　　授業目的・計画・内容など本授業の概要について理解する
【第2回】多様なキャリア　　　　　　　　　　多様なキャリア・働き方の種類や特徴を理解する
【第3回】産業・業界・業種理解　　 　　　　   産業・業界・業種など、仕事を取り巻く社会の全体像について
理解する
【第4回】会社・仕事の仕組み　　　 　　　　   企業経営者の話を聞き、会社や仕事の仕組みについて学ぶ
【第5回】ワークルール　　　　　　　　　　　就業規則や労働関係法規など、働く人として知っておくべき規則
やルールを理解する
【第6回】働く意義について　　　　　　　　　企業経営者の話を聞き、働く意義について考える
【第7回】世代や立場による働く意義の違い　　世代や立場の違いによる働く価値観の違いについて考える
【第8回】社会人に学ぶ①　　　　　　　　　　営業職に就く社会人の話を聞き、仕事とやりがいなどについて学
ぶ
【第9回】社会人に学ぶ②　　　　　　　　　　販売職に就く社会人の話を聞き、仕事とやりがいなどについて学
ぶ
【第10回】社会人に学ぶ③　　　　　　　　　  総務職に就く社会人の話を聞き、仕事とやりがいなどについて
学ぶ
【第11回】就職活動の理解　　　   　　　　　   就職活動の最新動向について理解を深める
【第12回】企業研究・職業調べ　　 　　　　　 企業研究や職業調べに必要な視点や具体的方法について理解す
る
【第13回】インターンシップについて　　　　  インターンシップについて理解する
【第14回】インターンシップ経験談　　　  　    インターンシップに参加した先輩学生の話を聞き、参加意義
について学ぶ
【第15回】まとめ・振り返り　　　　　　　　  授業全体のまとめと振り返り

※心理コミュニケーション学科では、第7〜10回にかけて「社会人インタビュー」に関する学科独自の課題を課す
ので、適宜、担当教員の指示に従うこと。

事前事後の学習

授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。

事後に、毎回の授業で指示のある授業内容の理解度を確認する授業課題に最低1時間取り組むこと。

課題に対するフィードバックの方法

必要に応じて、Googleクラスルーム、あるいはOIUメールを通じて行う。

成績評価の方法・基準（方針）

・オンデマンド型の遠隔授業であるため、毎回の課題提出を持って出席を確認し、提出課題を評価対象とする。
・5回の未提出でK評価となる。

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 1単位

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

評価割合
（％）

0

80

評価方法・割合

毎回の授業課題で授業内容の理解度と考察度合いを確
認

評価対象となる到達目標

1,2,3

実務家教員による授業 －

キャリア基礎Ⅱ



定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

0

0

20 課題に対する取り組み姿勢（提出・質問など） 1,2,3

テキスト テキストは使用しない

参考書 必要に応じて、授業内で紹介する

履修条件・他の科目との関連 キャリア基礎Ⅰの履修修了が望ましい

キャリア基礎Ⅱ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10302042

キャリア基礎Ⅱ

川波　竜三、森本　康太郎

川波　竜三

2年

授業の目的・概要

本授業は「何のために働くのか」をテーマに、自分の思い描く将来像や働く意義を主体的に考えることができる
力を養うことを目的とする。社会人として働くことに関して知っておくべき基礎的な事柄を理解し、仕事や就職
に関して必要な情報を探索、収集し、社会と自分との係わりを考えるために必要な考え方や方法を学ぶ。授業
は、講義による基礎的項目の解説、資料学習による情報探索と収集、ゲストスピーカーによる講話、授業課題に
よる学びの整理・考察・自己表現など、多角的なアプローチで構成する。

到達目標

1.社会人として働くことに関して知っておくべき基礎的な事柄について説明することができる
2.仕事や就職に関して必要な情報を探索し、収集することができる
3.自分の思い描く将来像や働く意義を他者にわかりやすく説明することができる

授業計画

【第1回】オリエンテーション　　　　　　　　授業目的・計画・内容など本授業の概要について理解する
【第2回】多様なキャリア　　　　　　　　　　多様なキャリア・働き方の種類や特徴を理解する
【第3回】産業・業界・業種理解　　 　　　　   産業・業界・業種など、仕事を取り巻く社会の全体像について
理解する
【第4回】会社・仕事の仕組み　　　 　　　　   企業経営者の話を聞き、会社や仕事の仕組みについて学ぶ
【第5回】ワークルール　　　　　　　　　　　就業規則や労働関係法規など、働く人として知っておくべき規則
やルールを理解する
【第6回】働く意義について　　　　　　　　　企業経営者の話を聞き、働く意義について考える
【第7回】世代や立場による働く意義の違い　　世代や立場の違いによる働く価値観の違いについて考える
【第8回】社会人に学ぶ①　　　　　　　　　　営業職に就く社会人の話を聞き、仕事とやりがいなどについて学
ぶ
【第9回】社会人に学ぶ②　　　　　　　　　　販売職に就く社会人の話を聞き、仕事とやりがいなどについて学
ぶ
【第10回】社会人に学ぶ③　　　　　　　　　  総務職に就く社会人の話を聞き、仕事とやりがいなどについて
学ぶ
【第11回】就職活動の理解　　　   　　　　　   就職活動の最新動向について理解を深める
【第12回】企業研究・職業調べ　　 　　　　　 企業研究や職業調べに必要な視点や具体的方法について理解す
る
【第13回】インターンシップについて　　　　  インターンシップについて理解する
【第14回】インターンシップ経験談　　　  　    インターンシップに参加した先輩学生の話を聞き、参加意義
について学ぶ
【第15回】まとめ・振り返り　　　　　　　　  授業全体のまとめと振り返り

※心理コミュニケーション学科では、第7〜10回にかけて「社会人インタビュー」に関する学科独自の課題を課す
ので、適宜、担当教員の指示に従うこと。

事前事後の学習

授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。

事後に、毎回の授業で指示のある授業内容の理解度を確認する授業課題に最低1時間取り組むこと。

課題に対するフィードバックの方法

必要に応じて、Googleクラスルーム、あるいはOIUメールを通じて行う。

成績評価の方法・基準（方針）

・オンデマンド型の遠隔授業であるため、毎回の課題提出を持って出席を確認し、提出課題を評価対象とする。
・5回の未提出でK評価となる。

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 1単位

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

評価割合
（％）

0

80

評価方法・割合

毎回の授業課題で授業内容の理解度と考察度合いを確
認

評価対象となる到達目標

1,2,3

実務家教員による授業 －

キャリア基礎Ⅱ



定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

0

0

20 課題に対する取り組み姿勢（提出・質問など） 1,2,3

テキスト テキストは使用しない

参考書 必要に応じて、授業内で紹介する

履修条件・他の科目との関連 キャリア基礎Ⅰの履修修了が望ましい

キャリア基礎Ⅱ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10302131

キャリアデザインⅠ

森本　康太郎

森本　康太郎

2年

授業の目的・概要

本科目では、職業理解と自己理解を深め、これらを踏まえて自分が目指したいキャリアのあり方について検討し
ていく。このことを通じて、自分の目指したいキャリアを実現するために何が必要なのかに気づき、必要な行動
計画を立てる準備をする。さらに、自己洞察を通じて、今後の学生生活を充実させることの意義と、そのために
とるべき行動について認識することを目指す。
本科目は、講義内容を記録した動画を一定期間に視聴し、所定の課題を提出するオンデマンド型の遠隔授業で実
施する。

到達目標

1. 職業や産業、労働の世界に関する基礎的事項を説明できる。
2. キャリアプランニングに必要な自己理解を行い、将来を展望することができる。
3. キャリアプランニングについての気づきや基礎的知識を文章で表現することができる。

授業計画

第1回　オリエンテーション
第2回　社会・経済・雇用の変化
第3回　就職活動の変化
第4回　働き方の変化
第5回　業界、企業への着目
第6回　第1回～第5回の振り返り
第7回　採用担当者の視点（1）
第8回　採用担当者の視点（2）
第9回　インターンシップの意義と活用法
第10回　職業適性とキャリアプランニング
第11回　キャリア自己診断の実施と結果の読み取り
第12回　自分の持つ強みの理解
第13回　今までの人生経験から自己理解を深める
第14回　コミュニケーションから自己理解を深める
第15回　ライフキャリアと人生の多重役割

事前事後の学習

授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。

授業（1回につき2時間と計算）と事前事後のあわせて1単位あたり45時間が必要である。職業理解と自己理解を深
めるために、毎授業で行ったワークおよび返却された前回のレポートを見直すことで、毎回約2時間の学修が必要
である。

課題に対するフィードバックの方法

毎回のミニレポートなど、提出された課題はすべて評価を付して返却する。

成績評価の方法・基準（方針）

・毎回のミニレポートならびにクイズ等で評価する。
・事由なく欠席5回以上はK評価とする。
・「理由のある欠席」の場合、その回の授業に関する特別課題によって評価する。

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 1単位

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

0

0

0

0

100

評価方法・割合

講義内容に関する基礎的知識の理解度、講義内容を踏
まえた自身の考えや洞察に関する文章内容

評価対象となる到達目標

1、2、3

実務家教員による授業 －

キャリアデザインⅠ



テキスト 使用しない。適宜プリントを配布する。

参考書 必要に応じて授業の中で指示する。

履修条件・他の科目との関連 「キャリア基礎Ⅱ」を受講していることが望ましい。

キャリアデザインⅠ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10302141

キャリアデザインⅠ

山本　幸一

山本　幸一

2年

授業の目的・概要

本科目では、職業理解と自己理解を深め、これらを踏まえて自分が目指したいキャリアのあり方について検討し
ていく。このことを通じて、自分の目指したいキャリアを実現するために何が必要なのかに気づき、必要な行動
計画を立てる準備をする。さらに、自己洞察を通じて、今後の学生生活を充実させることの意義と、そのために
とるべき行動について認識することを目指す。
本科目は、講義内容を記録した動画を一定期間に視聴し、所定の課題を提出するオンデマンド型の遠隔授業で実
施する。

到達目標

1. 職業や産業、労働の世界に関する基礎的事項を説明できる。
2. キャリアプランニングに必要な自己理解を行い、将来を展望することができる。
3. キャリアプランニングについての気づきや基礎的知識を文章で表現することができる。

授業計画

第1回　オリエンテーション
第2回　社会・経済・雇用の変化
第3回　就職活動の変化
第4回　働き方の変化
第5回　業界、企業への着目
第6回　第1回～第5回の振り返り
第7回　採用担当者の視点（1）
第8回　採用担当者の視点（2）
第9回　インターンシップの意義と活用法
第10回　職業適性とキャリアプランニング
第11回　キャリア自己診断の実施と結果の読み取り
第12回　自分の持つ強みの理解
第13回　今までの人生経験から自己理解を深める
第14回　コミュニケーションから自己理解を深める
第15回　ライフキャリアと人生の多重役割

事前事後の学習

授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。

授業（1回につき2時間と計算）と事前事後のあわせて1単位あたり45時間が必要である。職業理解と自己理解を深
めるために、毎授業で行ったワークおよび返却された前回のレポートを見直すことで、毎回約2時間の学修が必要
である。

課題に対するフィードバックの方法

毎回のミニレポートなど、提出された課題はすべて評価を付して返却する。

成績評価の方法・基準（方針）

・毎回のミニレポートならびにクイズ等で評価する。
・事由なく欠席5回以上はK評価とする。
・「理由のある欠席」の場合、その回の授業に関する特別課題によって評価する。

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 1単位

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

0

0

0

0

100

評価方法・割合

講義内容に関する基礎的知識の理解度、講義内容を踏
まえた自身の考えや洞察に関する文章内容

評価対象となる到達目標

1、2、3

実務家教員による授業 －

キャリアデザインⅠ



テキスト 使用しない。適宜プリントを配布する。

参考書 必要に応じて授業の中で指示する。

履修条件・他の科目との関連 「キャリア基礎Ⅱ」を受講していることが望ましい。

キャリアデザインⅠ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10302231

キャリアデザインⅡ

高橋　広明

高橋　広明

3年

授業の目的・概要

本科目では、自身の進路・就職を具体的に考え、キャリアプランニングに取り組み、社会的・職業的自立に向け
た準備を行うことを目的とする。具体的には、雇用環境や就職活動に関する基礎的知識、実践的な活動内容を学
び、今後の就職活動に円滑に進めることを目指す。

到達目標

1. 雇用環境や就職活動に関する基礎的知識、実践的な活動内容を説明できる。
2. 目指す進路・就職を実現するために必要な事柄を理解し、その準備に着手することができる。
3. 社会的・職業的自立に向けての気づきや行動計画を文章で表現することができる。

授業計画

第1回　オリエンテーション
第2回　自己理解と職業理解を踏まえた今後の準備
第3回　職業理解の基礎知識
第4回　業界研究・企業研究
第5回　インターンシップ（課外）の活用
第6回　筆記試験で求められるもの
第7回　自己分析①
第8回　自己分析②
第9回　エントリーシートの作成①
第10回　エントリーシートの作成②
第11回　就職活動で求められるマナー
第12回　グループディスカッションの実践
第13回　面接の実践①
第14回　面接の実践②
第15回　今後の行動計画、就職活動に向けた留意事項等

事前事後の学習

授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。

授業（1回につき2時間と計算）と事前事後のあわせて1単位あたり45時間が必要である。職業理解と自己理解を深
めるために、毎授業で行ったワークおよび返却された前回のレポートを見直すことで、毎回約2時間の学修が必要
である。

課題に対するフィードバックの方法

毎回のミニレポートならびに提出された課題はすべて評価を付して返却する。

成績評価の方法・基準（方針）

・毎回のミニレポートおよび適宜課題で評価する。
・事由なく欠席5回以上はK評価とする。
・「理由のある欠席」の場合、その回の授業に関する特別課題によって評価する。

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 1単位

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

0

0

0

0

100

評価方法・割合

講義内容に関する基礎的知識の理解度、講義内容を踏
まえた自身の考えや洞察、今後の行動計画に関する文章
内容

評価対象となる到達目標

1、2、3

テキスト 使用しない。適宜プリントを配布する。

実務家教員による授業 －

キャリアデザインⅡ



参考書 必要に応じて授業の中で指示する。

履修条件・他の科目との関連 「キャリアデザインⅠ」を履修していることが望ましい。

キャリアデザインⅡ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10302232

キャリアデザインⅡ

森本　康太郎

森本　康太郎

3年

授業の目的・概要

本科目では、自身の進路・就職を具体的に考え、キャリアプランニングに取り組み、社会的・職業的自立に向け
た準備を行うことを目的とする。具体的には、雇用環境や就職活動に関する基礎的知識、実践的な活動内容を学
び、今後の就職活動に円滑に進めることを目指す。

到達目標

1. 雇用環境や就職活動に関する基礎的知識、実践的な活動内容を説明できる。
2. 目指す進路・就職を実現するために必要な事柄を理解し、その準備に着手することができる。
3. 社会的・職業的自立に向けての気づきや行動計画を文章で表現することができる。

授業計画

第1回　オリエンテーション
第2回　自己理解と職業理解を踏まえた今後の準備
第3回　職業理解の基礎知識
第4回　業界研究・企業研究
第5回　インターンシップ（課外）の活用
第6回　筆記試験で求められるもの
第7回　自己分析①
第8回　自己分析②
第9回　エントリーシートの作成①
第10回　エントリーシートの作成②
第11回　就職活動で求められるマナー
第12回　グループディスカッションの実践
第13回　面接の実践①
第14回　面接の実践②
第15回　今後の行動計画、就職活動に向けた留意事項等

事前事後の学習

授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。

授業（1回につき2時間と計算）と事前事後のあわせて1単位あたり45時間が必要である。職業理解と自己理解を深
めるために、毎授業で行ったワークおよび返却された前回のレポートを見直すことで、毎回約2時間の学修が必要
である。

課題に対するフィードバックの方法

毎回のミニレポートならびに提出された課題はすべて評価を付して返却する。

成績評価の方法・基準（方針）

・毎回のミニレポートおよび適宜課題で評価する。
・事由なく欠席5回以上はK評価とする。
・「理由のある欠席」の場合、その回の授業に関する特別課題によって評価する。

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 1単位

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

0

0

0

0

100

評価方法・割合

講義内容に関する基礎的知識の理解度、講義内容を踏
まえた自身の考えや洞察、今後の行動計画に関する文章
内容

評価対象となる到達目標

1、2、3

テキスト 使用しない。適宜プリントを配布する。

実務家教員による授業 －

キャリアデザインⅡ



参考書 必要に応じて授業の中で指示する。

履修条件・他の科目との関連 「キャリアデザインⅠ」を履修していることが望ましい。

キャリアデザインⅡ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10302233

キャリアデザインⅡ

浜崎　美恵子

浜崎　美恵子

3年

授業の目的・概要

本科目では、自身の進路・就職を具体的に考え、キャリアプランニングに取り組み、社会的・職業的自立に向け
た準備を行うことを目的とする。具体的には、雇用環境や就職活動に関する基礎的知識、実践的な活動内容を学
び、今後の就職活動に円滑に進めることを目指す。

到達目標

1. 雇用環境や就職活動に関する基礎的知識、実践的な活動内容を説明できる。
2. 目指す進路・就職を実現するために必要な事柄を理解し、その準備に着手することができる。
3. 社会的・職業的自立に向けての気づきや行動計画を文章で表現することができる。

授業計画

第1回　オリエンテーション
第2回　自己理解と職業理解を踏まえた今後の準備
第3回　職業理解の基礎知識
第4回　業界研究・企業研究
第5回　インターンシップ（課外）の活用
第6回　筆記試験で求められるもの
第7回　自己分析①
第8回　自己分析②
第9回　エントリーシートの作成①
第10回　エントリーシートの作成②
第11回　就職活動で求められるマナー
第12回　グループディスカッションの実践
第13回　面接の実践①
第14回　面接の実践②
第15回　今後の行動計画、就職活動に向けた留意事項等

事前事後の学習

授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。

授業（1回につき2時間と計算）と事前事後のあわせて1単位あたり45時間が必要である。職業理解と自己理解を深
めるために、毎授業で行ったワークおよび返却された前回のレポートを見直すことで、毎回約2時間の学修が必要
である。

課題に対するフィードバックの方法

毎回のミニレポートならびに提出された課題はすべて評価を付して返却する。

成績評価の方法・基準（方針）

・毎回のミニレポートおよび適宜課題で評価する。
・事由なく欠席5回以上はK評価とする。
・「理由のある欠席」の場合、その回の授業に関する特別課題によって評価する。

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 1単位

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

0

0

0

0

100

評価方法・割合

講義内容に関する基礎的知識の理解度、講義内容を踏
まえた自身の考えや洞察、今後の行動計画に関する文章
内容

評価対象となる到達目標

1、2、3

テキスト 使用しない。適宜プリントを配布する。

実務家教員による授業 －

キャリアデザインⅡ



参考書 必要に応じて授業の中で指示する。

履修条件・他の科目との関連 「キャリアデザインⅠ」を履修していることが望ましい。

キャリアデザインⅡ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10302234

キャリアデザインⅡ

中村　優子

中村　優子

3年

授業の目的・概要

本科目では、自身の進路・就職を具体的に考え、キャリアプランニングに取り組み、社会的・職業的自立に向け
た準備を行うことを目的とする。具体的には、雇用環境や就職活動に関する基礎的知識、実践的な活動内容を学
び、今後の就職活動に円滑に進めることを目指す。

到達目標

1. 雇用環境や就職活動に関する基礎的知識、実践的な活動内容を説明できる。
2. 目指す進路・就職を実現するために必要な事柄を理解し、その準備に着手することができる。
3. 社会的・職業的自立に向けての気づきや行動計画を文章で表現することができる。

授業計画

第1回　オリエンテーション
第2回　自己理解と職業理解を踏まえた今後の準備
第3回　職業理解の基礎知識
第4回　業界研究・企業研究
第5回　インターンシップ（課外）の活用
第6回　筆記試験で求められるもの
第7回　自己分析①
第8回　自己分析②
第9回　エントリーシートの作成①
第10回　エントリーシートの作成②
第11回　就職活動で求められるマナー
第12回　グループディスカッションの実践
第13回　面接の実践①
第14回　面接の実践②
第15回　今後の行動計画、就職活動に向けた留意事項等

事前事後の学習

授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。

授業（1回につき2時間と計算）と事前事後のあわせて1単位あたり45時間が必要である。職業理解と自己理解を深
めるために、毎授業で行ったワークおよび返却された前回のレポートを見直すことで、毎回約2時間の学修が必要
である。

課題に対するフィードバックの方法

毎回のミニレポートならびに提出された課題はすべて評価を付して返却する。

成績評価の方法・基準（方針）

・毎回のミニレポートおよび適宜課題で評価する。
・事由なく欠席5回以上はK評価とする。
・「理由のある欠席」の場合、その回の授業に関する特別課題によって評価する。

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 1単位

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

0

0

0

0

100

評価方法・割合

講義内容に関する基礎的知識の理解度、講義内容を踏
まえた自身の考えや洞察、今後の行動計画に関する文章
内容

評価対象となる到達目標

1、2、3

テキスト 使用しない。適宜プリントを配布する。

実務家教員による授業 －

キャリアデザインⅡ



参考書 必要に応じて授業の中で指示する。

履修条件・他の科目との関連 「キャリアデザインⅠ」を履修していることが望ましい。

キャリアデザインⅡ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10302241

キャリアデザインⅡ

岡田　麻衣子

岡田　麻衣子

3年

授業の目的・概要

本科目では、自身の進路・就職を具体的に考え、キャリアプランニングに取り組み、社会的・職業的自立に向け
た準備を行うことを目的とする。具体的には、雇用環境や就職活動に関する基礎的知識、実践的な活動内容を学
び、今後の就職活動に円滑に進めることを目指す。

到達目標

1. 雇用環境や就職活動に関する基礎的知識、実践的な活動内容を説明できる。
2. 目指す進路・就職を実現するために必要な事柄を理解し、その準備に着手することができる。
3. 社会的・職業的自立に向けての気づきや行動計画を文章で表現することができる。

授業計画

第1回　オリエンテーション
第2回　自己理解と職業理解を踏まえた今後の準備
第3回　職業理解の基礎知識
第4回　業界研究・企業研究
第5回　インターンシップ（課外）の活用
第6回　筆記試験で求められるもの
第7回　自己分析①
第8回　自己分析②
第9回　エントリーシートの作成①
第10回　エントリーシートの作成②
第11回　就職活動で求められるマナー
第12回　グループディスカッションの実践
第13回　面接の実践①
第14回　面接の実践②
第15回　今後の行動計画、就職活動に向けた留意事項等

事前事後の学習

授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。

授業（1回につき2時間と計算）と事前事後のあわせて1単位あたり45時間が必要である。職業理解と自己理解を深
めるために、毎授業で行ったワークおよび返却された前回のレポートを見直すことで、毎回約2時間の学修が必要
である。

課題に対するフィードバックの方法

毎回のミニレポートならびに提出された課題はすべて評価を付して返却する。

成績評価の方法・基準（方針）

・毎回のミニレポートおよび適宜課題で評価する。
・事由なく欠席5回以上はK評価とする。
・「理由のある欠席」の場合、その回の授業に関する特別課題によって評価する。

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 1単位

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

0

0

0

0

100

評価方法・割合

講義内容に関する基礎的知識の理解度、講義内容を踏
まえた自身の考えや洞察、今後の行動計画に関する文章
内容

評価対象となる到達目標

1、2、3

テキスト 使用しない。適宜プリントを配布する。

実務家教員による授業 －

キャリアデザインⅡ



参考書 必要に応じて授業の中で指示する。

履修条件・他の科目との関連 「キャリアデザインⅠ」を履修していることが望ましい。

キャリアデザインⅡ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10302242

キャリアデザインⅡ

山本　幸一

山本　幸一

3年

授業の目的・概要

本科目では、自身の進路・就職を具体的に考え、キャリアプランニングに取り組み、社会的・職業的自立に向け
た準備を行うことを目的とする。具体的には、雇用環境や就職活動に関する基礎的知識、実践的な活動内容を学
び、今後の就職活動に円滑に進めることを目指す。

到達目標

1. 雇用環境や就職活動に関する基礎的知識、実践的な活動内容を説明できる。
2. 目指す進路・就職を実現するために必要な事柄を理解し、その準備に着手することができる。
3. 社会的・職業的自立に向けての気づきや行動計画を文章で表現することができる。

授業計画

第1回　オリエンテーション
第2回　自己理解と職業理解を踏まえた今後の準備
第3回　職業理解の基礎知識
第4回　業界研究・企業研究
第5回　インターンシップ（課外）の活用
第6回　筆記試験で求められるもの
第7回　自己分析①
第8回　自己分析②
第9回　エントリーシートの作成①
第10回　エントリーシートの作成②
第11回　就職活動で求められるマナー
第12回　グループディスカッションの実践
第13回　面接の実践①
第14回　面接の実践②
第15回　今後の行動計画、就職活動に向けた留意事項等

事前事後の学習

授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。

授業（1回につき2時間と計算）と事前事後のあわせて1単位あたり45時間が必要である。職業理解と自己理解を深
めるために、毎授業で行ったワークおよび返却された前回のレポートを見直すことで、毎回約2時間の学修が必要
である。

課題に対するフィードバックの方法

毎回のミニレポートならびに提出された課題はすべて評価を付して返却する。

成績評価の方法・基準（方針）

・毎回のミニレポートおよび適宜課題で評価する。
・事由なく欠席5回以上はK評価とする。
・「理由のある欠席」の場合、その回の授業に関する特別課題によって評価する。

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 1単位

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

0

0

0

0

100

評価方法・割合

講義内容に関する基礎的知識の理解度、講義内容を踏
まえた自身の考えや洞察、今後の行動計画に関する文章
内容

評価対象となる到達目標

1、2、3

テキスト 使用しない。適宜プリントを配布する。

実務家教員による授業 －

キャリアデザインⅡ



参考書 必要に応じて授業の中で指示する。

履修条件・他の科目との関連 「キャリアデザインⅠ」を履修していることが望ましい。

キャリアデザインⅡ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10302243

キャリアデザインⅡ

香川　愁吾

香川　愁吾

3年

授業の目的・概要

本科目では、自身の進路・就職を具体的に考え、キャリアプランニングに取り組み、社会的・職業的自立に向け
た準備を行うことを目的とする。具体的には、雇用環境や就職活動に関する基礎的知識、実践的な活動内容を学
び、今後の就職活動に円滑に進めることを目指す。

到達目標

1. 雇用環境や就職活動に関する基礎的知識、実践的な活動内容を説明できる。
2. 目指す進路・就職を実現するために必要な事柄を理解し、その準備に着手することができる。
3. 社会的・職業的自立に向けての気づきや行動計画を文章で表現することができる。

授業計画

第1回　オリエンテーション
第2回　自己理解と職業理解を踏まえた今後の準備
第3回　職業理解の基礎知識
第4回　業界研究・企業研究
第5回　インターンシップ（課外）の活用
第6回　筆記試験で求められるもの
第7回　自己分析①
第8回　自己分析②
第9回　エントリーシートの作成①
第10回　エントリーシートの作成②
第11回　就職活動で求められるマナー
第12回　グループディスカッションの実践
第13回　面接の実践①
第14回　面接の実践②
第15回　今後の行動計画、就職活動に向けた留意事項等

事前事後の学習

授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。

授業（1回につき2時間と計算）と事前事後のあわせて1単位あたり45時間が必要である。職業理解と自己理解を深
めるために、毎授業で行ったワークおよび返却された前回のレポートを見直すことで、毎回約2時間の学修が必要
である。

課題に対するフィードバックの方法

毎回のミニレポートならびに提出された課題はすべて評価を付して返却する。

成績評価の方法・基準（方針）

・毎回のミニレポートおよび適宜課題で評価する。
・事由なく欠席5回以上はK評価とする。
・「理由のある欠席」の場合、その回の授業に関する特別課題によって評価する。

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 1単位

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

0

0

0

0

100

評価方法・割合

講義内容に関する基礎的知識の理解度、講義内容を踏
まえた自身の考えや洞察、今後の行動計画に関する文章
内容

評価対象となる到達目標

1、2、3

テキスト 使用しない。適宜プリントを配布する。

実務家教員による授業 －

キャリアデザインⅡ



参考書 必要に応じて授業の中で指示する。

履修条件・他の科目との関連 「キャリアデザインⅠ」を履修していることが望ましい。

キャリアデザインⅡ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10302291

キャリアデザインⅡ

森本　康太郎

森本　康太郎

3年

授業の目的・概要

本科目では、自身の進路・就職を具体的に考え、キャリアプランニングに取り組み、社会的・職業的自立に向け
た準備を行うことを目的とする。具体的には、雇用環境や就職活動に関する基礎的知識、実践的な活動内容を学
び、今後の就職活動に円滑に進めることを目指す。

到達目標

1. 雇用環境や就職活動に関する基礎的知識、実践的な活動内容を説明できる。
2. 目指す進路・就職を実現するために必要な事柄を理解し、その準備に着手することができる。
3. 社会的・職業的自立に向けての気づきや行動計画を文章で表現することができる。

授業計画

第1回　オリエンテーション
第2回　自己理解と職業理解を踏まえた今後の準備
第3回　職業理解の基礎知識
第4回　業界研究・企業研究
第5回　インターンシップ（課外）の活用
第6回　筆記試験で求められるもの
第7回　自己分析①
第8回　自己分析②
第9回　エントリーシートの作成①
第10回　エントリーシートの作成②
第11回　就職活動で求められるマナー
第12回　グループディスカッションの実践
第13回　面接の実践①
第14回　面接の実践②
第15回　今後の行動計画、就職活動に向けた留意事項等

事前事後の学習

授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要です。

授業（1回につき2時間と計算）と事前事後のあわせて1単位あたり45時間が必要である。職業理解と自己理解を深
めるために、毎授業で行ったワークおよび返却された前回のレポートを見直すことで、毎回約2時間の学修が必要
である。

課題に対するフィードバックの方法

毎回のミニレポートならびに提出された課題はすべて評価を付して返却する。

成績評価の方法・基準（方針）

・毎回のミニレポートおよび適宜課題で評価する。
・事由なく欠席5回以上はK評価とする。
・「理由のある欠席」の場合、その回の授業に関する特別課題によって評価する。

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 1単位

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

0

0

0

0

100

評価方法・割合

講義内容に関する基礎的知識の理解度、講義内容を踏
まえた自身の考えや洞察、今後の行動計画に関する文章
内容

評価対象となる到達目標

1、2、3

テキスト 使用しない。適宜プリントを配布する。

実務家教員による授業 －

キャリアデザインⅡ



参考書 必要に応じて授業の中で指示する。

履修条件・他の科目との関連 「キャリアデザインⅠ」を履修していることが望ましい。

キャリアデザインⅡ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10403401

ﾌｭｰﾁｬｰ･ｽｷﾙｽﾞ･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ(FSP)

森本　康太郎

森本　康太郎

1年

授業の目的・概要

本科目は、大学と企業が連携する「産学連携」による、社会で実際にある課題の解決に向けて挑戦する「課題解
決型」（Project Based Learning: PBL）の授業です。協力企業2社から示される課題テーマに対して提案を行う
ため、プロジェクト活動（情報収集、グループ議論、発表）に取り組んでいきます。協力企業の方がそれぞれ来
学され、発表に対する評価やコメントをいただきます。この授業のプロジェクトの経験によって、「大学でいか
に学ぶべきか」「学んだことをどのように役立てるか」を考え、自分のキャリアを形成していくことにつなげて
いきます。

到達目標

1．目的意識を持って主体的に学ぶ姿勢を身につける。 
2．大学での学びを「社会」や「社会で求められる能力」と結び付けて考えることができる。 
3．課題解決に必要な基本的な能力を身につけ、チームで力を合わせて課題を遂行することができる。

授業計画

第1回　オリエンテーション
第2回　マインドセット・チーム編成・課題の進め方
第3回　プロジェクトA（協力企業A）】①協力企業からの課題提示 
第4回　【プロジェクトA（協力企業A）】②グループ活動 
第5回　【プロジェクトA（協力企業A）】③協力企業への一次提案
第6回　【プロジェクトA（協力企業A）】④グループ活動
第7回　【プロジェクトA（協力企業A）】⑤企業への最終提案・評価 
第8回　振り返り・チームの再編
第9回　【プロジェクトB（協力企業B）】①協力企業からの課題提示
第10回　【プロジェクトB（協力企業B）】②グループ活動 
第11回　【プロジェクトB（協力企業B）】③協力企業への一次提案 
第12回　【プロジェクトB（協力企業B）】④グループ活動 
第13回　【プロジェクトB（協力企業B）】⑤企業への最終提案・評価
第14回　全体の振り返り
第15回　今後の学びの検討、自分Project宣言

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

図書館で新聞、雑誌、本を読み、自宅や大学で様々な情報を調べるなど、大学生としてしっかり勉強する姿勢が
重要となります。課題に対してチームで検討し、提案することになるため、授業時間以外の場でも自主的に集ま
り、準備することもあります。

課題に対するフィードバックの方法

毎回提出するリアクションシートに書かれた質問等に対して、次回授業の冒頭で回答します。

成績評価の方法・基準（方針）

授業への参加度、チーム活動評価、最終レポート、プレゼンテーション評価

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 2単位

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

65

20

0

15

0

評価方法・割合

受講姿勢、チーム活動

チーム活動

最終レポート

評価対象となる到達目標

1、2，3

1、2、3

1、2

テキスト 『Project Support Notebook』 (ベネッセコーポレーション）

参考書

実務家教員による授業 －

ﾌｭｰﾁｬｰ･ｽｷﾙｽﾞ･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ(FSP)



参考書

履修条件・他の科目との関連 本科目は、1年次生を対象とし、課題解決に向けたプロジェクトにチャレンジしていきます。本科目を
受講するための専門知識は必要としないので、安心してください。

ﾌｭｰﾁｬｰ･ｽｷﾙｽﾞ･ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ(FSP)



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10403501

コーオプⅠ

山本　幸一

山本　幸一

1年

授業の目的・概要

本授業は、今後の学生生活を通じて、自分の歩み方（キャリア）を自分自身の力で自律的に描いていくために、
実社会の企業の現場で行う「現場探究活動」の実践から、社会や仕事の世界を見る視野を拡げ、自分と仕事、自
分と社会との繋がりを見出していく力を養うことを目的とする演習・実習科目である。「現場探究活動」とは、
本授業の中で夏休み期間を利用して企業の現場で行う合計24時間（3日程度を想定）以上の観察・インタビュー・
調査・就業体験など、仕事の理解を深めるための実践活動を指す。学期期間中の事前授業では、受け入れ先とな
る企業人とのトークセッションや自己分析ワークから、仕事に対する理解と自分の将来に対するイメージを深
め、活動の「目的と目標」を明確にしていく。また、講義やワークを通じて、「活動計画」の作成やビジネス上
で必要な「コミュニケーション学習」など、現場探究活動の実施に必要な事柄に関する事前学習を行う。そし
て、夏休み期間に実際の仕事現場で行う現場探究活動では、企業の受け入れ担当者のもと、「活動計画」に沿っ
て「探究」活動を行う。現場探究活動後の事後授業では、「経験の振り返り」と「意味づけ」を行い、最終的に
取り組みを通じて得た学びを整理した「仕事発見レポート」を作成する。⑴学期期間中に集中して行う事前授
業、⑵実習として行う夏休み期間の3日（24時間）以上の現場探究活動、⑶授業のまとめとなる事後授業、そし
て、授業外の学習を含むこれらのプロセスの中で⑷必要な課題の期限内提出と、⑸必要な取り組みの期限内実
施、すべてを漏れなく取り組むことが単位認定要件となる。

到達目標

1. 客観的な視点で、物事の背景や意味を深く考えることができる
2. 主体的に、物事の自分にとっての意味を考えることができる
3. 深い考察から、自分なりの新たな問いを立てることができる
4. 適切で丁寧な言葉と文章で、自分の考えを表現することができる
5. 困難な状況にも、諦めずに努力することができる
6. 経験を振り返り、気づきや学びを活かすことができる

授業計画

本授業は、学外の連携企業と協働で行う学内だけでは完結しない授業であるため、以下のすべてのスケジュール
に参加できることを受講の条件とする。また、事前・事後の授業は所定の日時に集中して行うため、受講希望者
はあらかじめ予定を立てておくことを求める。集中科目であるため、学生は年度当初の履修登録の必要はなく、
第2回事前授業後に教員が履修登録の手続きを行う（履修単位制限外での履修が可能）。受講希望者は5月14日
（土）13:00-14:30にオンライン（ZOOM開催）で実施する科目説明会に申込の上、必ず参加すること。科目説明会
の詳細は4月28日（木）にUNIPAで案内する。

◉事前授業
事前授業⑴ 6/4（土） 3限　　　　【第1回】 オリエンテーション（授業概要/自己分析ワーク）
事前授業⑵ 6/11（土）3,4,5限        【第2,3,4回】 受入企業・社会人とのトークセッション（ゲストトーク/
対話/ES）
（※事前授業⑵の後に、実習希望企業を記載したエントリーシートを提出し、選考を経て、実習先を決定する。
その上で、継続意思を確認し、教員が履修登録の手続きを行う）
事前授業⑶ 7/2（土）3,4,5限　　  【第5,6,7,回】 現場探究活動計画の作成（目的・目標設定/活動計画/企業
訪問準備）
（※事前授業⑶の後に、実習先へ連絡の上、訪問（オンラインも想定）し、活動内容/スケジュール/日時などを
相談する）
事前授業⑷ 8/13（土）3,4限          【第8,9回】 キックオフ研修（心構え/事前準備）

◉現場実習
現場探究活動の実施期間：8/15（月）〜9/2（金）の間で、合計24時間（3日程度を想定）以上
（※実際の企業の仕事現場で受け入れ先担当者のもと、活動計画に沿って観察・インタビュー・調査・就業体験
などの探究活動を実施。具体的な活動日時は、事前の企業訪問の際に、学生と企業とで個別に日程調整する。）

◉事後授業
事後授業⑴ 9/3（土）3,4,5限         【第10,11,12回】経験の振り返り（相互フィードバックによる経験の整
理と意味づけ）

事前事後の学習

必要に応じて、担当教員より指示する。

授業（24時間）・実習（24時間）以外で、計42時間の事前事後学習が必要である。

事前授業⑴
〈事前〉シラバスを熟読の上、授業内容とスケジュールを理解しておくこと

授業種別

開講期

演習・実習（学外）

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

コーオプⅠ



〈事後〉授業で行った自己分析ワークをもとに、プロフィールシートを作成すること
事前授業⑵
〈事前〉受入企業情報資料の熟読と各社のホームページを閲覧し、仕事内容を把握しておくこと
〈事後〉エントリーシートを作成すること
事前授業⑶
〈事前〉現場探究活動計画書の素案を作成しておくこと
〈事後〉受入先企業へ連絡の上、訪問もしくはオンラインで現場実習の内容/スケジュール/日時についての相談
を行う
事前授業⑷
〈事前〉打ち合わせ報告書をまとめておくこと
〈事後〉現場探究活動計画書を完成させ、受け入れ先へEメールにて提出する。また、実習に必要な準備を整える
現場実習
〈事前〉毎回の実習前には、受け入れ担当者にメール連絡を入れ、活動内容の確認を行うこと
〈事後〉毎回の実習後には、振り返りの上、活動報告書を作成する
事後授業⑴
〈事前〉仕事発見レポートを作成しておくこと
〈事後〉事後授業での他者からのフィードバックと気づき・学びを踏まえ、仕事発見レポートを完成させる

課題に対するフィードバックの方法

課題は授業内で講評する。また、必要に応じて個別にコメントを付して、あるいは口頭で直接フィードバックす
る。

成績評価の方法・基準（方針）

すべての事前授業・現場探究活動・事後授業への参加と、現場探究活動の参加に必要な課題の期限内提出、必要
な取り組みへの期限内実施を単位認定要件とする。その上で、単位認定要件を満たした者に対し、以下に示す評
価方法により総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
（その他、成績評価に関する注意事項）
・正当な理由なく、所定の事前授業・現場探究活動・事後授業に「出席しない」場合は「K評価」とする。
・正当な理由なく、期限までに「必要な課題の提出」がない場合、その時点で、それ以降の受講を認めない。
・正当な理由なく、期限までに「必要な取り組み」を行わない場合、その時点で、それ以降の受講を認めない。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

20

40

0

40

0

評価方法・割合

振り返りシート 20%

エントリー課題 20%
活動報告書 20%

仕事発見レポート 40%

評価対象となる到達目標

1,2,3,4,5,6

1,2,3,4,5,6

1,2,3,4,5,6

テキスト テキストは使用せず資料を配布する

参考書 必要に応じて授業内で紹介する

履修条件・他の科目との関連 ・シラバスに記載の日程を確認の上、すべてのスケジュールに参加できることを受講の条件とする
・協働先企業の数に限り（15社程度）があるため、受講人数（30〜45名程度を想定）を制限するこ
とがある
・受講者を選抜する際の方法は、第2回事前授業終了後の課題であるエントリーシートの内容とエン
トリー希望の状況等にて総合的に判断する
・集中科目であるため、学生は年度当初の履修登録の必要はなく、第2回事前授業後に継続意思
を確認し、教員が履修登録の手続きを行う（履修単位制限外での履修が可能）
・受講希望者は、科目説明会への参加を必須とする（5/14（土）13:00-14:30　オンライン,ZOOM開
催）
・科目説明会の詳細は、4月28日（木）に対象者にUNIPAにて案内する
・科目説明会の参加は申込を必須とし、説明会への不参加は、その後の受講を認めない
・事前の申し出なく、科目説明会に参加できなかった場合の事後対応（個別説明）は行わない
・新型コロナウィルスの感染拡大状況によっては、学内のガイドラインに従い、授業を延期あるいは中
止することがある
・21年度以前の入学生については、「インターンシップⅠ,Ⅱ」と同科目である

コーオプⅠ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10302301

インターンシップⅠ

山本　幸一

山本　幸一

2年

授業の目的・概要

本授業は、今後の学生生活を通じて、自分の歩み方（キャリア）を自分自身の力で自律的に描いていくために、
実社会の企業の現場で行う「現場探究活動」の実践から、社会や仕事の世界を見る視野を拡げ、自分と仕事、自
分と社会との繋がりを見出していく力を養うことを目的とする演習・実習科目である。「現場探究活動」とは、
本授業の中で夏休み期間を利用して企業の現場で行う合計24時間（3日程度を想定）以上の観察・インタビュー・
調査・就業体験など、仕事の理解を深めるための実践活動を指す。学期期間中の事前授業では、受け入れ先とな
る企業人とのトークセッションや自己分析ワークから、仕事に対する理解と自分の将来に対するイメージを深
め、活動の「目的と目標」を明確にしていく。また、講義やワークを通じて、「活動計画」の作成やビジネス上
で必要な「コミュニケーション学習」など、現場探究活動の実施に必要な事柄に関する事前学習を行う。そし
て、夏休み期間に実際の仕事現場で行う現場探究活動では、企業の受け入れ担当者のもと、「活動計画」に沿っ
て「探究」活動を行う。現場探究活動後の事後授業では、「経験の振り返り」と「意味づけ」を行い、最終的に
取り組みを通じて得た学びを整理した「仕事発見レポート」を作成する。⑴学期期間中に集中して行う事前授
業、⑵実習として行う夏休み期間の3日（24時間）以上の現場探究活動、⑶授業のまとめとなる事後授業、そし
て、授業外の学習を含むこれらのプロセスの中で⑷必要な課題の期限内提出と、⑸必要な取り組みの期限内実
施、すべてを漏れなく取り組むことが単位認定要件となる。

到達目標

1. 客観的な視点で、物事の背景や意味を深く考えることができる
2. 主体的に、物事の自分にとっての意味を考えることができる
3. 深い考察から、自分なりの新たな問いを立てることができる
4. 適切で丁寧な言葉と文章で、自分の考えを表現することができる
5. 困難な状況にも、諦めずに努力することができる
6. 経験を振り返り、気づきや学びを活かすことができる

授業計画

本授業は、学外の連携企業と協働で行う学内だけでは完結しない授業であるため、以下のすべてのスケジュール
に参加できることを受講の条件とする。また、事前・事後の授業は所定の日時に集中して行うため、受講希望者
はあらかじめ予定を立てておくことを求める。集中科目であるため、学生は年度当初の履修登録の必要はなく、
第2回事前授業後に教員が履修登録の手続きを行う（履修単位制限外での履修が可能）。受講希望者は5月14日
（土）13:00-14:30にオンライン（ZOOM開催）で実施する科目説明会に申込の上、必ず参加すること。科目説明会
の詳細は4月28日（木）にUNIPAで案内する。

◉事前授業
事前授業⑴ 6/4（土） 3限　　　　【第1回】 オリエンテーション（授業概要/自己分析ワーク）
事前授業⑵ 6/11（土）3,4,5限        【第2,3,4回】 受入企業・社会人とのトークセッション（ゲストトーク/
対話/ES）
（※事前授業⑵の後に、実習希望企業を記載したエントリーシートを提出し、選考を経て、実習先を決定する。
その上で、継続意思を確認し、教員が履修登録の手続きを行う）
事前授業⑶ 7/2（土）3,4,5限　　  【第5,6,7,回】 現場探究活動計画の作成（目的・目標設定/活動計画/企業
訪問準備）
（※事前授業⑶の後に、実習先へ連絡の上、訪問（オンラインも想定）し、活動内容/スケジュール/日時などを
相談する）
事前授業⑷ 8/13（土）3,4限          【第8,9回】 キックオフ研修（心構え/事前準備）

◉現場実習
現場探究活動の実施期間：8/15（月）〜9/2（金）の間で、合計24時間（3日程度を想定）以上
（※実際の企業の仕事現場で受け入れ先担当者のもと、活動計画に沿って観察・インタビュー・調査・就業体験
などの探究活動を実施。具体的な活動日時は、事前の企業訪問の際に、学生と企業とで個別に日程調整する。）

◉事後授業
事後授業⑴ 9/3（土）3,4,5限         【第10,11,12回】経験の振り返り（相互フィードバックによる経験の整
理と意味づけ）

事前事後の学習

必要に応じて、担当教員より指示する。

授業（24時間）・実習（24時間）以外で、計42時間の事前事後学習が必要である。

事前授業⑴
〈事前〉シラバスを熟読の上、授業内容とスケジュールを理解しておくこと

授業種別

開講期

実習（学外）

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

インターンシップⅠ



〈事後〉授業で行った自己分析ワークをもとに、プロフィールシートを作成すること
事前授業⑵
〈事前〉受入企業情報資料の熟読と各社のホームページを閲覧し、仕事内容を把握しておくこと
〈事後〉エントリーシートを作成すること
事前授業⑶
〈事前〉現場探究活動計画書の素案を作成しておくこと
〈事後〉受入先企業へ連絡の上、訪問もしくはオンラインで現場実習の内容/スケジュール/日時についての相談
を行う
事前授業⑷
〈事前〉打ち合わせ報告書をまとめておくこと
〈事後〉現場探究活動計画書を完成させ、受け入れ先へEメールにて提出する。また、実習に必要な準備を整える
現場実習
〈事前〉毎回の実習前には、受け入れ担当者にメール連絡を入れ、活動内容の確認を行うこと
〈事後〉毎回の実習後には、振り返りの上、活動報告書を作成する
事後授業⑴
〈事前〉仕事発見レポートを作成しておくこと
〈事後〉事後授業での他者からのフィードバックと気づき・学びを踏まえ、仕事発見レポートを完成させる

課題に対するフィードバックの方法

課題は授業内で講評する。また、必要に応じて個別にコメントを付して、あるいは口頭で直接フィードバックす
る。

成績評価の方法・基準（方針）

すべての事前授業・現場探究活動・事後授業への参加と、現場探究活動の参加に必要な課題の期限内提出、必要
な取り組みへの期限内実施を単位認定要件とする。その上で、単位認定要件を満たした者に対し、以下に示す評
価方法により総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
（その他、成績評価に関する注意事項）
・正当な理由なく、所定の事前授業・現場探究活動・事後授業に「出席しない」場合は「K評価」とする。
・正当な理由なく、期限までに「必要な課題の提出」がない場合、その時点で、それ以降の受講を認めない。
・正当な理由なく、期限までに「必要な取り組み」を行わない場合、その時点で、それ以降の受講を認めない。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

20

40

0

40

0

評価方法・割合

振り返りシート 20%

エントリー課題 20%
活動報告書 20%

仕事発見レポート 40%

評価対象となる到達目標

1,2,3,4,5,6

1,2,3,4,5,6

1,2,3,4,5,6

テキスト テキストは使用せず資料を配布する

参考書 必要に応じて授業内で紹介する

履修条件・他の科目との関連 ・シラバスに記載の日程を確認の上、すべてのスケジュールに参加できることを受講の条件とする
・協働先企業の数に限り（15社程度）があるため、受講人数（30〜45名程度を想定）を制限するこ
とがある
・受講者を選抜する際の方法は、第2回事前授業終了後の課題であるエントリーシートの内容とエン
トリー希望の状況等にて総合的に判断する
・集中科目であるため、学生は年度当初の履修登録の必要はなく、第2回事前授業後に継続意思
を確認し、教員が履修登録の手続きを行う（履修単位制限外での履修が可能）
・受講希望者は、科目説明会への参加を必須とする（5/14（土）13:00-14:30　オンライン,ZOOM開
催）
・科目説明会の詳細は、4月28日（木）に対象者にUNIPAにて案内する
・科目説明会の参加は申込を必須とし、説明会への不参加は、その後の受講を認めない
・事前の申し出なく、科目説明会に参加できなかった場合の事後対応（個別説明）は行わない
・新型コロナウィルスの感染拡大状況によっては、学内のガイドラインに従い、授業を延期あるいは中
止することがある
・21年度以前の入学生については、「インターンシップⅠ,Ⅱ」と同科目である

インターンシップⅠ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16312601

経営学入門

青木　崇

青木　崇

1年

授業の目的・概要

本講義では経営学の考え方、見方、基本となる知識、概念、理論を理解し、学習する。経営学の知識、概念を学
習し、企業を身近に感じて企業の実態について理解を深めてほしい。経営学を探究する姿勢と実際の企業の問題
にアンテナを張って、経営学的に考察できるような比較研究、データ分析、理論と実証研究などの方法を身につ
けてほしい。
　企業は社会に対して財とサービスを提供している。財は製品を意味する。例えば、スマートフォン、ワイヤレ
スイヤホン、8Kテレビ、ゲーム機、電子レンジ、食器洗い乾燥機、ロボット掃除機、ななめドラム式洗濯乾燥機
などの製品がある。サービスは遠隔操作、無料通話アプリ、キャッシュレス決済、ネットショッピング、ネット
動画、宅配便、公共交通機関、美容院などを利用するといったことを意味する。このように考えていくと私たち
の身の回りには企業が提供する様々な財とサービスが存在している。24時間営業のコンビニエンスストアも企業
が経営または管理している。売れ筋製品が品切れにならないように在庫管理や物流についてその仕組みを考える
のが経営学である。
　経営学は私たちの生活に欠かせない財とサービスを提供する企業を対象にしている。企業の経営や管理の方
法、あり方について学術的に研究するのが経営学である。具体的には企業の存在意義、役割、経営のやり方や仕
組み、企業と社会の関係、企業の経営資源などについて学習する。今を生きる私たちと企業がどのように関わっ
ているのか、企業が存在しないと誰が困るのか、企業が存在する意義は何か、といったことを考えながら授業を
展開していく予定である。
　事前学習では授業テーマに関する問題について考え、ノートにまとめておく必要があり、事後学習では授業で
提示された資料や紹介された参考文献をもとに学習していくといった主体的学習が必要となる。

到達目標

1.経営学入門に関する基礎的な知識を説明することができる。
2.経営学の特徴、課題について説明することができる。
3.経営学入門と関連して、経営組織や経営戦略について考察し、説明することができる。

授業計画

第1回　イントロダクション
第2回　経営学の領域：関連する経営学の領域について学習する
第3回　経営の目的：経営の目的について学習する
第4回　経営学から考えるファーストリテイリング：ファーストリテイリングの経営について学習する
第5回　経営学におけるトレンドのキーワード：経営学におけるトレンドのキーワードについて学習する
第6回　企業と会社の制度的な特徴：企業と会社の制度的な特徴について学習する
第7回　会社の特徴、株式会社の特徴：会社の特徴、株式会社の特徴について学習する
第8回　日米企業の経営者：企業の経営者について学習する
第9回　コーポレート・ガバナンスについて学習する：コーポレート・ガバナンスについて学習する
第10回　利害関係者資本主義：利害関係者資本主義について学習する
第11回　上場会社の女性役員：上場会社の女性役員について学習する
第12回　企業の存在意義と知識資本主義：企業の存在意義と知識資本主義について学習する
第13回　企業の会計情報と財務諸表：貸借対照表、損益計算書の見方、意味について学習する
第14回　経営学の歴史：経営学の歴史について学習する
第15回　経営学の歴史的背景から現代のSDGs（持続可能な開発目標）：経営学の歴史的背景から現代のSDGsまで
を学習する

授業計画を変更することがある。

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

第1回
事前学修課題：授業のシラバスを熟読し、授業構成を理解する。1時間。
事後学修課題：授業の説明内容に基づき経営学入門の基礎知識を学習し、ノートを準備する。1時間。

第2回
事前学修課題：経営学の領域について調べる。1.5時間。
事後学修課題：経営学の領域についてまとめる。2.5時間。

第3回
事前学修課題：経経営の目的について調べる。1.5時間。
事後学修課題：経営の目的についてまとめる。2.5時間。

授業種別

開講期

講義

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

経営学入門



第4回
事前学修課題：経営学から考えるファーストリテイリングについて調べる。1.5時間。
事後学修課題：経営学から考えるファーストリテイリングについてまとめる。2.5時間。

第5回
事前学修課題：経営学におけるトレンドのキーワードについて調べる。1.5時間。
事後学修課題：経営学におけるトレンドのキーワードについてまとめる。2.5時間。

第6回
事前学修課題：企業と会社の制度的な特徴について調べる。1.5時間。
事後学修課題：企業と会社の制度的な特徴についてまとめる。2.5時間。

第7回
事前学修課題：会社の特徴、株式会社の特徴について調べる。1.5時間。
事後学修課題：会社の特徴、株式会社の特徴についてまとめる。2.5時間。

第8回
事前学修課題：日米企業の経営者について調べる。1.5時間。
事後学修課題：日米企業の経営者についてまとめる。2.5時間。

第9回
事前学修課題：コーポレート・ガバナンスについて調べる。1.5時間。
事後学修課題：コーポレート・ガバナンスについてまとめる。2.5時間。

第10回
事前学修課題：利害関係者資本主義について調べる。1.5時間。
事後学修課題：利害関係者資本主義についてまとめる。2.5時間。

第11回
事前学修課題：上場会社の女性役員について調べる。1.5時間。
事後学修課題：上場会社の女性役員についてまとめる。2.5時間。

第12回
事前学修課題：企業の存在意義と知識資本主義について調べる。1.5時間。
事後学修課題：企業の存在意義と知識資本主義についてまとめる。2.5時間。

第13回
事前学修課題：企業の会計情報と財務諸表について調べる。1.5時間。
事後学修課題：貸借対照表、損益計算書についてまとめる。2.5時間。

第14回
事前学修課題：経営学の歴史について調べる。1.5時間。
事後学修課題：経営学の歴史についてまとめる。2.5時間。

第15回
事前学修課題：経営学の歴史的背景から現代のSDGsについて調べる。1.5時間。
事後学修課題：経営学の歴史的背景から現代のSDGsの意義についてまとめる。3.5時間。

課題に対するフィードバックの方法

授業あるいはメールで個別に対応する。

成績評価の方法・基準（方針）

経営学入門の内容を理解し、到達目標に関わる到達度に応じて単位を授与する。
評価割合を合算し、総合的に評価する。
大阪国際大学の規定に基づき、やむを得ない欠席を除いて5回以上欠席した場合は「K」評価とする。
授業の出席は成績評価に加味しないので15回すべて出席したからといって単位が認定されるわけではない。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

10

40

50

0

0

評価方法・割合

振り返りシートのコメントの内容

レポート課題（レポート内容、理解度、文章力）

記述試験

評価対象となる到達目標

1、2

1、2、3

1、2、3

テキスト 指定のテキストはない。

参考書 井原久光（2008）『テキスト経営学―基礎から最新の理論まで―』ミネルヴァ書房。
加護野忠男・吉村典久編著（2012）『1からの経営学』碩学舎。

経営学入門



参考書 片岡信之・齊藤毅憲・佐々木恒男・高橋由明・渡辺　峻（2018）『はじめて学ぶ人のための経営学
入門』文眞堂。
上林憲雄・奥林康司・團　泰雄・開本浩矢・森田雅也・竹林　明（2018）『経験から学ぶ経営学入
門（第2版）』有斐閣。
菊池敏夫・櫻井克彦編著（2021）『新企業統治論』税務経理協会。
菊池敏夫・櫻井克彦・田尾雅夫・城田吉孝編著（2018）『現代の経営学』税務

履修条件・他の科目との関連 積極的な参加を求める。
日頃から新聞や雑誌を読み、当該テーマについての知識を蓄えておくこと。
私語や遅刻、スマートフォンで遊ぶといった授業に関係のない行為については厳禁とする。

経営学入門



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

11100301

経営学入門

青木　崇

青木　崇

1年

授業の目的・概要

本講義では経営学の考え方、見方、基本となる知識、概念、理論を理解し、学習する。経営学の知識、概念を学
習し、企業を身近に感じて企業の実態について理解を深めてほしい。経営学を探究する姿勢と実際の企業の問題
にアンテナを張って、経営学的に考察できるような比較研究、データ分析、理論と実証研究などの方法を身につ
けてほしい。
　企業は社会に対して財とサービスを提供している。財は製品を意味する。例えば、スマートフォン、ワイヤレ
スイヤホン、8Kテレビ、ゲーム機、電子レンジ、食器洗い乾燥機、ロボット掃除機、ななめドラム式洗濯乾燥機
などの製品がある。サービスは遠隔操作、無料通話アプリ、キャッシュレス決済、ネットショッピング、ネット
動画、宅配便、公共交通機関、美容院などを利用するといったことを意味する。このように考えていくと私たち
の身の回りには企業が提供する様々な財とサービスが存在している。24時間営業のコンビニエンスストアも企業
が経営または管理している。売れ筋製品が品切れにならないように在庫管理や物流についてその仕組みを考える
のが経営学である。
　経営学は私たちの生活に欠かせない財とサービスを提供する企業を対象にしている。企業の経営や管理の方
法、あり方について学術的に研究するのが経営学である。具体的には企業の存在意義、役割、経営のやり方や仕
組み、企業と社会の関係、企業の経営資源などについて学習する。今を生きる私たちと企業がどのように関わっ
ているのか、企業が存在しないと誰が困るのか、企業が存在する意義は何か、といったことを考えながら授業を
展開していく予定である。
　事前学習では授業テーマに関する問題について考え、ノートにまとめておく必要があり、事後学習では授業で
提示された資料や紹介された参考文献をもとに学習していくといった主体的学習が必要となる。

到達目標

1.経営学入門に関する基礎的な知識を説明することができる。
2.経営学の特徴、課題について説明することができる。
3.経営学入門と関連して、経営組織や経営戦略について考察し、説明することができる。

授業計画

第1回　イントロダクション
第2回　経営学の領域：関連する経営学の領域について学習する
第3回　経営の目的：経営の目的について学習する
第4回　経営学から考えるファーストリテイリング：ファーストリテイリングの経営について学習する
第5回　経営学におけるトレンドのキーワード：経営学におけるトレンドのキーワードについて学習する
第6回　企業と会社の制度的な特徴：企業と会社の制度的な特徴について学習する
第7回　会社の特徴、株式会社の特徴：会社の特徴、株式会社の特徴について学習する
第8回　日米企業の経営者：企業の経営者について学習する
第9回　コーポレート・ガバナンスについて学習する：コーポレート・ガバナンスについて学習する
第10回　利害関係者資本主義：利害関係者資本主義について学習する
第11回　上場会社の女性役員：上場会社の女性役員について学習する
第12回　企業の存在意義と知識資本主義：企業の存在意義と知識資本主義について学習する
第13回　企業の会計情報と財務諸表：貸借対照表、損益計算書の見方、意味について学習する
第14回　経営学の歴史：経営学の歴史について学習する
第15回　経営学の歴史的背景から現代のSDGs（持続可能な開発目標）：経営学の歴史的背景から現代のSDGsまで
を学習する

授業計画を変更することがある。

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

第1回
事前学修課題：授業のシラバスを熟読し、授業構成を理解する。1時間。
事後学修課題：授業の説明内容に基づき経営学入門の基礎知識を学習し、ノートを準備する。1時間。

第2回
事前学修課題：経営学の領域について調べる。1.5時間。
事後学修課題：経営学の領域についてまとめる。2.5時間。

第3回
事前学修課題：経経営の目的について調べる。1.5時間。
事後学修課題：経営の目的についてまとめる。2.5時間。

授業種別

開講期

講義

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

経営学入門



第4回
事前学修課題：経営学から考えるファーストリテイリングについて調べる。1.5時間。
事後学修課題：経営学から考えるファーストリテイリングについてまとめる。2.5時間。

第5回
事前学修課題：経営学におけるトレンドのキーワードについて調べる。1.5時間。
事後学修課題：経営学におけるトレンドのキーワードについてまとめる。2.5時間。

第6回
事前学修課題：企業と会社の制度的な特徴について調べる。1.5時間。
事後学修課題：企業と会社の制度的な特徴についてまとめる。2.5時間。

第7回
事前学修課題：会社の特徴、株式会社の特徴について調べる。1.5時間。
事後学修課題：会社の特徴、株式会社の特徴についてまとめる。2.5時間。

第8回
事前学修課題：日米企業の経営者について調べる。1.5時間。
事後学修課題：日米企業の経営者についてまとめる。2.5時間。

第9回
事前学修課題：コーポレート・ガバナンスについて調べる。1.5時間。
事後学修課題：コーポレート・ガバナンスについてまとめる。2.5時間。

第10回
事前学修課題：利害関係者資本主義について調べる。1.5時間。
事後学修課題：利害関係者資本主義についてまとめる。2.5時間。

第11回
事前学修課題：上場会社の女性役員について調べる。1.5時間。
事後学修課題：上場会社の女性役員についてまとめる。2.5時間。

第12回
事前学修課題：企業の存在意義と知識資本主義について調べる。1.5時間。
事後学修課題：企業の存在意義と知識資本主義についてまとめる。2.5時間。

第13回
事前学修課題：企業の会計情報と財務諸表について調べる。1.5時間。
事後学修課題：貸借対照表、損益計算書についてまとめる。2.5時間。

第14回
事前学修課題：経営学の歴史について調べる。1.5時間。
事後学修課題：経営学の歴史についてまとめる。2.5時間。

第15回
事前学修課題：経営学の歴史的背景から現代のSDGsについて調べる。1.5時間。
事後学修課題：経営学の歴史的背景から現代のSDGsの意義についてまとめる。3.5時間。

課題に対するフィードバックの方法

授業あるいはメールで個別に対応する。

成績評価の方法・基準（方針）

経営学入門の内容を理解し、到達目標に関わる到達度に応じて単位を授与する。
評価割合を合算し、総合的に評価する。
大阪国際大学の規定に基づき、やむを得ない欠席を除いて5回以上欠席した場合は「K」評価とする。
授業の出席は成績評価に加味しないので15回すべて出席したからといって単位が認定されるわけではない。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

10

40

50

0

0

評価方法・割合

振り返りシートのコメントの内容

レポート課題（レポート内容、理解度、文章力）

記述試験

評価対象となる到達目標

1、2

1、2、3

1、2、3

テキスト 指定のテキストはない。

参考書 井原久光（2008）『テキスト経営学―基礎から最新の理論まで―』ミネルヴァ書房。
加護野忠男・吉村典久編著（2012）『1からの経営学』碩学舎。

経営学入門



参考書 片岡信之・齊藤毅憲・佐々木恒男・高橋由明・渡辺　峻（2018）『はじめて学ぶ人のための経営学
入門』文眞堂。
上林憲雄・奥林康司・團　泰雄・開本浩矢・森田雅也・竹林　明（2018）『経験から学ぶ経営学入
門（第2版）』有斐閣。
菊池敏夫・櫻井克彦編著（2021）『新企業統治論』税務経理協会。
菊池敏夫・櫻井克彦・田尾雅夫・城田吉孝編著（2018）『現代の経営学』税務

履修条件・他の科目との関連 積極的な参加を求める。
日頃から新聞や雑誌を読み、当該テーマについての知識を蓄えておくこと。
私語や遅刻、スマートフォンで遊ぶといった授業に関係のない行為については厳禁とする。

経営学入門



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16312701

経済学入門

宇野　伸孝

宇野　伸孝

1年

授業の目的・概要

「コンビニでパンを買う」たったそれだけの行動にも、様々な経済的要素が含まれています。そのパンをなぜ選
んだのか。値段がお手頃、メーカーの信頼度、以前食べて美味しかった、テレビで紹介されていた等々。そもそ
もお金の出所は、お小遣いなのかバイト代なのか。支払いは現金か電子マネーか。もちろん消費税も払う必要が
あるし、買ったパンがどのようにして作られたかまで考えるときりがありません。
　また、景気の悪い日本しか知らない諸君も、かつてはこの国にも高度成長期や、バブルではあれ80年代後半の
国全体が活気に満ち溢れていた時代があったという事は知っているでしょう。では、なぜ景気が良くなったり悪
くなったりするのか？そもそも景気とは何なのか？
　この授業では、いわゆる「経済学」の基礎的な考え方を説明します。それはつまり、モノとカネの動きを捉
え、人と人、人と社会、社会と社会の相互依存関係を理論的に明らかにすることです。ごくごく身近な問題から
国や世界レベルまで、さらに時間的にも過去・現在・未来と広範囲に渡りますが、各回の練習問題を解いていく
ことで理解を深められます。
　なお、この授業はオンデマンド型の遠隔授業です。Google Classroomで配信するビデオを視聴し、期限（次の
回の前日）までに課題を提出してもらいます。

到達目標

1. 経済の基本的な仕組みを説明できる
2. 経済学の視点から物事を判断できる
3. 現実の経済動向について基礎的な分析ができる
4. 現実の経済が抱える様々な問題点について議論できる

授業計画

【第1回】ガイダンス
【第2回】市場とは？（その仕組みと役割を理解します）
【第3回】ミクロとマクロの経済学（経済理論を大別する２つの違いを定義します）
【第4回】ミクロ編1：家計の経済行動（家計＝消費者の経済学的考え方と行動を解説します）
【第5回】ミクロ編2：企業の経済行動（企業＝生産者の経済学的考え方と行動を解説します）
【第6回】ミクロ編3：ゲーム理論（幅広い分野で応用されるゲーム理論の基礎を学びます）
【第7回】ミクロ編4：余剰分析（政府の介入による経済厚生の変化について議論します）
【第8回】ミクロ編5：情報の非対称性（情報の偏りによって起こる問題とその克服法を考察します）
【第9回】ミクロ編まとめ
【第10回】マクロ編1：GDP統計（GDPとは何かを再確認し、GDP関連のデータを整理します）
【第11回】マクロ編2：GDPの決定理論1（GDPが決定する仕組みを理論モデルで解明します～民間のみ～）
【第12回】マクロ編3：GDPの決定理論2（前回のモデルに政府を追加します）
【第13回】マクロ編4：経済政策1（IS-LMモデルを使った同時均衡を説明します～IS曲線～）
【第14回】マクロ編5：経済政策2（前回のつづきとしてLM曲線と財政・金融政策の効果について議論します）
【第15回】マクロ編まとめ

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

事前学習として、各回のレジュメを読んで、わからないところをチェックしておきましょう。事後学習として
は、授業の復習はもちろん、前回分の課題を間違えた場合は、納得ができるまで繰り返し解いてみましょう。

課題に対するフィードバックの方法

授業始めに前回分の課題を解説します。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示すとおり、各回の課題と最終レポートの結果を総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位
を認定します。ただし、課題と最終レポートの配布・提出にはGoogle Classroomを使用します。

授業種別

開講期

講義

後期 単位数 2単位

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

評価割合
（％）

60

0

0

評価方法・割合

授業内課題の提出状況及び得点

評価対象となる到達目標

1、2、3、4

実務家教員による授業 －

経済学入門



定期試験に代わるレポート等

その他

40

0

最終レポート 1、2、3

テキスト テキストは使用しません。その代わりに毎回Google Classroomでレジュメを配布します。

参考書 必要に応じて授業内で紹介します。

履修条件・他の科目との関連 この授業の後に続けて履修することが望ましい科目として、ミクロ経済学I・IIやマクロ経済学I・IIがあり
ます。

経済学入門



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

11100401

経済学入門

宇野　伸孝

宇野　伸孝

1年

授業の目的・概要

「コンビニでパンを買う」たったそれだけの行動にも、様々な経済的要素が含まれています。そのパンをなぜ選
んだのか。値段がお手頃、メーカーの信頼度、以前食べて美味しかった、テレビで紹介されていた等々。そもそ
もお金の出所は、お小遣いなのかバイト代なのか。支払いは現金か電子マネーか。もちろん消費税も払う必要が
あるし、買ったパンがどのようにして作られたかまで考えるときりがありません。
　また、景気の悪い日本しか知らない諸君も、かつてはこの国にも高度成長期や、バブルではあれ80年代後半の
国全体が活気に満ち溢れていた時代があったという事は知っているでしょう。では、なぜ景気が良くなったり悪
くなったりするのか？そもそも景気とは何なのか？
　この授業では、いわゆる「経済学」の基礎的な考え方を説明します。それはつまり、モノとカネの動きを捉
え、人と人、人と社会、社会と社会の相互依存関係を理論的に明らかにすることです。ごくごく身近な問題から
国や世界レベルまで、さらに時間的にも過去・現在・未来と広範囲に渡りますが、各回の練習問題を解いていく
ことで理解を深められます。
　なお、この授業はオンデマンド型の遠隔授業です。Google Classroomで配信するビデオを視聴し、期限（次の
回の前日）までに課題を提出してもらいます。

到達目標

1. 経済の基本的な仕組みを説明できる
2. 経済学の視点から物事を判断できる
3. 現実の経済動向について基礎的な分析ができる
4. 現実の経済が抱える様々な問題点について議論できる

授業計画

【第1回】ガイダンス
【第2回】市場とは？（その仕組みと役割を理解します）
【第3回】ミクロとマクロの経済学（経済理論を大別する２つの違いを定義します）
【第4回】ミクロ編1：家計の経済行動（家計＝消費者の経済学的考え方と行動を解説します）
【第5回】ミクロ編2：企業の経済行動（企業＝生産者の経済学的考え方と行動を解説します）
【第6回】ミクロ編3：ゲーム理論（幅広い分野で応用されるゲーム理論の基礎を学びます）
【第7回】ミクロ編4：余剰分析（政府の介入による経済厚生の変化について議論します）
【第8回】ミクロ編5：情報の非対称性（情報の偏りによって起こる問題とその克服法を考察します）
【第9回】ミクロ編まとめ
【第10回】マクロ編1：GDP統計（GDPとは何かを再確認し、GDP関連のデータを整理します）
【第11回】マクロ編2：GDPの決定理論1（GDPが決定する仕組みを理論モデルで解明します～民間のみ～）
【第12回】マクロ編3：GDPの決定理論2（前回のモデルに政府を追加します）
【第13回】マクロ編4：経済政策1（IS-LMモデルを使った同時均衡を説明します～IS曲線～）
【第14回】マクロ編5：経済政策2（前回のつづきとしてLM曲線と財政・金融政策の効果について議論します）
【第15回】マクロ編まとめ

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

事前学習として、各回のレジュメを読んで、わからないところをチェックしておきましょう。事後学習として
は、授業の復習はもちろん、前回分の課題を間違えた場合は、納得ができるまで繰り返し解いてみましょう。

課題に対するフィードバックの方法

授業始めに前回分の課題を解説します。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示すとおり、各回の課題と最終レポートの結果を総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位
を認定します。ただし、課題と最終レポートの配布・提出にはGoogle Classroomを使用します。

授業種別

開講期

講義

後期 単位数 2単位

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

評価割合
（％）

60

0

0

評価方法・割合

授業内課題の提出状況及び得点

評価対象となる到達目標

1、2、3、4

実務家教員による授業 －

経済学入門



定期試験に代わるレポート等

その他

40

0

最終レポート 1、2、3

テキスト テキストは使用しません。その代わりに毎回Google Classroomでレジュメを配布します。

参考書 必要に応じて授業内で紹介します。

履修条件・他の科目との関連 この授業の後に続けて履修することが望ましい科目として、ミクロ経済学I・IIやマクロ経済学I・IIがあり
ます。

経済学入門



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16312801

法学入門

三輪　淳之

三輪　淳之

1年

授業の目的・概要

「法律」は、我々が社会の中で守らなければならないルールである。
「法学」は、そのようなルールを学ぶもので、その知識と法的なものの考え方を身に着けておくことで、これか
らの人生でトラブルが起こった場合でも冷静に対処できる。
本授業では、皆さんの多くが経験していくであろう場面や身近なテーマについて、担当教員が長年に亘り、企業
において「国際法務」業務に従事してきた経験をもとに、実務家教員として、実際に経験した実例を取り入れな
がら概説し、「役に立つ法学」とすることを目標とし、「役に立つことを学んで得をした」、と感じることがで
きる実践的な学びの場とすることを狙いとする。
新聞やインターネット上の新聞記事に普段から目を通して、日常生活の中での法律・ルールに関連するトピック
について意識をしてピックアップするとともに、何がとりあげられてどのような焦点が当てられているのかにつ
いて理解と関心を高めておくこと。

到達目標

１．法律やルールの存在意義・基本的な枠組みについて記述することができる
２．法律を日常生活の武器として活用し、自分を守るための法的思考力を身につけることにより、社会的・政治
的問題について主体的に考え、説明することができる。

授業計画

第1回；ガイダンス　－　法学への招待
「法律とは何なのか、法律の種類にはどのようなものがあるのか、私たちの生活に法律はどのような影響を及ぼ
しているのかについて学ぶ。」
第2回；民法（契約法）　－　契約は守るべき？
「契約はどのようにすれば成立するのか、契約はなぜ守らなければならないのか、契約から解放されたいときは
どのような手段があるのかについて学ぶ。」
第3回；民法（消費者法）　－　身近な生活の中で
「消費者法とはどのような法律を指しているのかや民法の一般的なルールとは異なり消費者が特に手厚く保護さ
れている理由を学ぶ。」
第4回；民法（不法行為）　－　もしケガをさせてしまったら？
「どのような行為をすれば損害賠償を請求することができるのか、また損害賠償はどのような形で請求すること
ができるのかを学ぶ。」
第5回；民法（家族法）
「家族法とは何を指すのか、結婚が認められるのはどのような時か、また子の保護をどのように行っているのか
について学ぶ。」
第6回；刑法（犯罪と刑罰）　－　民法と刑法はどう違う？
「民法と刑法の違い、刑罰の種類、罪が認められる条件にはどのようなものがあるにかについて学ぶ。」
第7回；刑法（性犯罪関係）　－　トラブルに巻き込まれたら
「性犯罪を題材に、刑法典に規定されている罪だけではなく、その周辺の特別法の罪についても学ぶ。」
第8回；憲法（統治）　－　選挙、大切な一票
「憲法とはどのような法律なのか、主権者である国民はどのように政治に参加するのか、国会・内閣・裁判所は
どのような仕事をしているのかについて学ぶ。」
第9回；憲法（人権）　－　憲法で人権を保障するということ
「憲法上の人権は誰に対して保障されるのか、人権の種類、人権の制約が許されるのはどのような時であるのか
について学ぶ。」
第10回；会社法　－　企業は社会でどう活動するの？
「株式会社が資金を調達する方法や株式会社を適切に運営するための組織の仕組みについて学ぶ。」
第11回；労働法　－　職業選択の自由、アルバイトも正社員も労働者
「株式会社が資金を調達する方法や株式会社を適切に運営するための組織の仕組みについて学ぶ。」
第12回；国際連合と国際法　－　SDGｓと日本
「条約と国際慣習法や、国内法と国際法の関係、SDGsについて学ぶ。」
第13回；国際法と人権　－　グローバル化と法
「人権は国際的にどのように保障されているのか、外国人労働者は法的にどのように保護されるのかについて学
ぶ。」
第14回；法律学習リテラシー　－　より本格的に学びたい人のために
「インターネット時代の法律のあり方や新たに出現した人権などを中心に時代に即した法律について学ぶ。」
第15回；振り返り・まとめ
「 14回目まで学んできた法律を総ざらいし、あらためて私たちの生活と法律の関係について学ぶ。」

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

授業種別

開講期

講義

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 〇

法学入門



各回、事前学修は2時間、事後学修は2時間を目安とする。
・事前学習；
　テキストの該当箇所を読んで、疑問点を整理しておくこと。
・事後学習；
　毎授業の最後の10分間で、その授業の理解度を確認するために、｢Googleクラスルーム｣で配信する方式で｢理解
度テスト｣を実施することを基本とする。
　詳細は初回授業の際に説明する。

課題に対するフィードバックの方法

各理解度テスト(場合によってはレポート課題に代わる場合もあり)については、次回の授業において回答や解
説、講評等をおこなう。
詳細は初回授業の際に説明する。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示すとおり、授業期間内に実施される理解度テスト（レポート課題に代わる可能性あり）、定期試験（レ
ポート課題に代わる可能性あり）等を総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
正当な理由なく理解度テストを4回以上未提出の場合、又は定期試験を受験・提出（レポート課題未提出）しな
かったか のいずれかの場合、評価の対象とせず、「K」評価とする。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

40

0

60

0

0

評価方法・割合

毎授業後の理解度テスト（レポート課題に代わる可能性
あり）(40)

全授業終了後に実施する試験又はレポート試験（60）

評価対象となる到達目標

1, 2

１、２

テキスト 「プレステップ　法学　第4版」池田　真朗（弘文堂、2020年）
1,800円(税別)　ISBN978-4-335-00099-7

参考書 ポケット六法などの六法があれば望ましい

履修条件・他の科目との関連 法律についての知識がない学生を歓迎します。
新聞やインターネット上の新聞記事に普段から目を通して、日常生活の中での法律・ルールに関連
するトピックについて意識をしてピックアップするとともに、何がとりあげられてどのような焦点が当てられて
いるのかについて理解と関心を高めておくこと。

法学入門



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

11100701

法学入門

三輪　淳之

三輪　淳之

1年

授業の目的・概要

「法律」は、我々が社会の中で守らなければならないルールである。
「法学」は、そのようなルールを学ぶもので、その知識と法的なものの考え方を身に着けておくことで、これか
らの人生でトラブルが起こった場合でも冷静に対処できる。
本授業では、皆さんの多くが経験していくであろう場面や身近なテーマについて、担当教員が長年に亘り、企業
において「国際法務」業務に従事してきた経験をもとに、実務家教員として、実際に経験した実例を取り入れな
がら概説し、「役に立つ法学」とすることを目標とし、「役に立つことを学んで得をした」、と感じることがで
きる実践的な学びの場とすることを狙いとする。
新聞やインターネット上の新聞記事に普段から目を通して、日常生活の中での法律・ルールに関連するトピック
について意識をしてピックアップするとともに、何がとりあげられてどのような焦点が当てられているのかにつ
いて理解と関心を高めておくこと。

到達目標

１．法律やルールの存在意義・基本的な枠組みについて記述することができる
２．法律を日常生活の武器として活用し、自分を守るための法的思考力を身につけることにより、社会的・政治
的問題について主体的に考え、説明することができる。

授業計画

第1回；ガイダンス　－　法学への招待
「法律とは何なのか、法律の種類にはどのようなものがあるのか、私たちの生活に法律はどのような影響を及ぼ
しているのかについて学ぶ。」
第2回；民法（契約法）　－　契約は守るべき？
「契約はどのようにすれば成立するのか、契約はなぜ守らなければならないのか、契約から解放されたいときは
どのような手段があるのかについて学ぶ。」
第3回；民法（消費者法）　－　身近な生活の中で
「消費者法とはどのような法律を指しているのかや民法の一般的なルールとは異なり消費者が特に手厚く保護さ
れている理由を学ぶ。」
第4回；民法（不法行為）　－　もしケガをさせてしまったら？
「どのような行為をすれば損害賠償を請求することができるのか、また損害賠償はどのような形で請求すること
ができるのかを学ぶ。」
第5回；民法（家族法）
「家族法とは何を指すのか、結婚が認められるのはどのような時か、また子の保護をどのように行っているのか
について学ぶ。」
第6回；刑法（犯罪と刑罰）　－　民法と刑法はどう違う？
「民法と刑法の違い、刑罰の種類、罪が認められる条件にはどのようなものがあるにかについて学ぶ。」
第7回；刑法（性犯罪関係）　－　トラブルに巻き込まれたら
「性犯罪を題材に、刑法典に規定されている罪だけではなく、その周辺の特別法の罪についても学ぶ。」
第8回；憲法（統治）　－　選挙、大切な一票
「憲法とはどのような法律なのか、主権者である国民はどのように政治に参加するのか、国会・内閣・裁判所は
どのような仕事をしているのかについて学ぶ。」
第9回；憲法（人権）　－　憲法で人権を保障するということ
「憲法上の人権は誰に対して保障されるのか、人権の種類、人権の制約が許されるのはどのような時であるのか
について学ぶ。」
第10回；会社法　－　企業は社会でどう活動するの？
「株式会社が資金を調達する方法や株式会社を適切に運営するための組織の仕組みについて学ぶ。」
第11回；労働法　－　職業選択の自由、アルバイトも正社員も労働者
「株式会社が資金を調達する方法や株式会社を適切に運営するための組織の仕組みについて学ぶ。」
第12回；国際連合と国際法　－　SDGｓと日本
「条約と国際慣習法や、国内法と国際法の関係、SDGsについて学ぶ。」
第13回；国際法と人権　－　グローバル化と法
「人権は国際的にどのように保障されているのか、外国人労働者は法的にどのように保護されるのかについて学
ぶ。」
第14回；法律学習リテラシー　－　より本格的に学びたい人のために
「インターネット時代の法律のあり方や新たに出現した人権などを中心に時代に即した法律について学ぶ。」
第15回；振り返り・まとめ
「 14回目まで学んできた法律を総ざらいし、あらためて私たちの生活と法律の関係について学ぶ。」

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

授業種別

開講期

講義

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 〇

法学入門



各回、事前学修は2時間、事後学修は2時間を目安とする。
・事前学習；
　テキストの該当箇所を読んで、疑問点を整理しておくこと。
・事後学習；
　毎授業の最後の10分間で、その授業の理解度を確認するために、｢Googleクラスルーム｣で配信する方式で｢理解
度テスト｣を実施することを基本とする。
　詳細は初回授業の際に説明する。

課題に対するフィードバックの方法

各理解度テスト(場合によってはレポート課題に代わる場合もあり)については、次回の授業において回答や解
説、講評等をおこなう。
詳細は初回授業の際に説明する。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示すとおり、授業期間内に実施される理解度テスト（レポート課題に代わる可能性あり）、定期試験（レ
ポート課題に代わる可能性あり）等を総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
正当な理由なく理解度テストを4回以上未提出の場合、又は定期試験を受験・提出（レポート課題未提出）しな
かったか のいずれかの場合、評価の対象とせず、「K」評価とする。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

40

0

60

0

0

評価方法・割合

毎授業後の理解度テスト（レポート課題に代わる可能性
あり）(40)

全授業終了後に実施する試験又はレポート試験（60）

評価対象となる到達目標

1, 2

１、２

テキスト 「プレステップ　法学　第4版」池田　真朗（弘文堂、2020年）
1,800円(税別)　ISBN978-4-335-00099-7

参考書 ポケット六法などの六法があれば望ましい

履修条件・他の科目との関連 法律についての知識がない学生を歓迎します。
新聞やインターネット上の新聞記事に普段から目を通して、日常生活の中での法律・ルールに関連
するトピックについて意識をしてピックアップするとともに、何がとりあげられてどのような焦点が当てられて
いるのかについて理解と関心を高めておくこと。

法学入門



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16312901

情報学入門

安達　康生

安達　康生

1年

授業の目的・概要

情報学は、現在においても、唯一の明快な定義は無く、主に自然界や人工物の分野における情報に関する学問の
領域であるとされている。それだけ「情報」というのは多義性があり、世の中すべてを対象とすると言ってもよ
いほどあいまいなものである。本講義では、社会のすべてについて情報との関わりを探求することを目標とする
が、特に人間と人間、人間と社会、および人間と機械のインターフェイスとしての情報の役割や今後の発展につ
いて考察する。

到達目標

１．情報学の基礎概念を理解し、情報関連のニュースを読めるようになること。
２．情報技術の進歩の歴史について知り、現代社会を動かしている情報技術の成り立ちを理解すること。
３．情報技術の進歩についての概要を知り、今後の社会の変化について議論できるようになること。

授業計画

この授業は、遠隔授業となります。原則として、オンデマンド型授業で実施予定です。
参加方法などの詳細は、追って案内します。
【第1回】
テーマ：オリエンテーション
内容・方法：科目の概要,目的,達成目標やスケジュールなどについて説明する．
【第2回】
テーマ：情報とはなにか
内容・方法：情報とは何か。身の回りの情報とコンピュータにおける内部表現について。
【第3回】
テーマ：ハードウェアとソフトウェア
内容・方法：コンピューターのハードウェアとソフトウェアについて分類し、解説する。
【第4回】
テーマ：プログラムとアルゴリズム
内容・方法：ソフトウェアを2つに分けたうちのひとつ、プログラムについて。
【第5回】
テーマ：データベース
内容・方法：ソフトウェアを2つに分けたうちのもうひとつ、データについて。
【第6回】
テーマ：ネットワークのしくみ
内容・方法：ネットワークの分類、プロトコル、サービス、伝送速度について。
【第7回】
テーマ：ネットワークの利用
内容・方法：ネットワークのハードウェアと、メールやWEBなどネットワークアプリケーションについて。
【第8回】
テーマ：ネットワークのセキュリティ
内容・方法：セキュリティとリスク、暗号技術など。
【第9回】
テーマ：コンピューターシステムの進化
内容・方法：コンピューターの歴史を振り返り、この先を予想する。
【第10回】
テーマ：メディアとしてのコンピューター
内容・方法：コンピューターとインターネットがもたらした新しいメディアについて。
【第11回】
テーマ：ネットワークと著作権
内容・方法：コンピューターネットワークが変えた、法律と社会。
【第12回】
テーマ：ヒューマンインタフェース
内容・方法：高度に専門的な機械が廉価になり大衆化していった経緯。
【第13回】
テーマ：ロボットと人工知能
内容・方法：ロボットなどの事例を通して機器を人工知能技術で制御することについて。
【第14回】
テーマ：社会を変える情報ネットワーク
内容・方法：情報ネットワークがもたらす、高度に情報化された社会。
【第15回】
テーマ：授業内試験
内容・方法：この授業全体を通して総括するとともに,理解度の確認を行う．

授業種別

開講期

講義

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

情報学入門



事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

事前学修：事前に配布された資料について内容を確認し,疑問点等をまとめておく．
事後学修：授業中に出された課題についてまとめ,提出する．

課題に対するフィードバックの方法

授業中に出した課題について解説を行い,理解度の確認を行う．

成績評価の方法・基準（方針）

授業内での評価と最終回の授業内試験の結果を合計して評価する。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

50

0

50

0

0

評価方法・割合

毎回の小テスト,リアクションペーパーにより評価する．

定期試験の得点によって評価する。

評価対象となる到達目標

1、2、3

1，2，3

テキスト 資料としてパワーポイントのファイルをGoogle Classroomにて配布する。

参考書 必要な都度にプリントを配布したり,書籍などを紹介する．

履修条件・他の科目との関連 正当な理由なく５回以上欠席した場合は、評価の対象とせず、「K」評価とする。

情報学入門



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

11100801

情報学入門

安達　康生

安達　康生

1年

授業の目的・概要

情報学は、現在においても、唯一の明快な定義は無く、主に自然界や人工物の分野における情報に関する学問の
領域であるとされている。それだけ「情報」というのは多義性があり、世の中すべてを対象とすると言ってもよ
いほどあいまいなものである。本講義では、社会のすべてについて情報との関わりを探求することを目標とする
が、特に人間と人間、人間と社会、および人間と機械のインターフェイスとしての情報の役割や今後の発展につ
いて考察する。

到達目標

１．情報学の基礎概念を理解し、情報関連のニュースを読めるようになること。
２．情報技術の進歩の歴史について知り、現代社会を動かしている情報技術の成り立ちを理解すること。
３．情報技術の進歩についての概要を知り、今後の社会の変化について議論できるようになること。

授業計画

この授業は、遠隔授業となります。原則として、オンデマンド型授業で実施予定です。
参加方法などの詳細は、追って案内します。
【第1回】
テーマ：オリエンテーション
内容・方法：科目の概要,目的,達成目標やスケジュールなどについて説明する．
【第2回】
テーマ：情報とはなにか
内容・方法：情報とは何か。身の回りの情報とコンピュータにおける内部表現について。
【第3回】
テーマ：ハードウェアとソフトウェア
内容・方法：コンピューターのハードウェアとソフトウェアについて分類し、解説する。
【第4回】
テーマ：プログラムとアルゴリズム
内容・方法：ソフトウェアを2つに分けたうちのひとつ、プログラムについて。
【第5回】
テーマ：データベース
内容・方法：ソフトウェアを2つに分けたうちのもうひとつ、データについて。
【第6回】
テーマ：ネットワークのしくみ
内容・方法：ネットワークの分類、プロトコル、サービス、伝送速度について。
【第7回】
テーマ：ネットワークの利用
内容・方法：ネットワークのハードウェアと、メールやWEBなどネットワークアプリケーションについて。
【第8回】
テーマ：ネットワークのセキュリティ
内容・方法：セキュリティとリスク、暗号技術など。
【第9回】
テーマ：コンピューターシステムの進化
内容・方法：コンピューターの歴史を振り返り、この先を予想する。
【第10回】
テーマ：メディアとしてのコンピューター
内容・方法：コンピューターとインターネットがもたらした新しいメディアについて。
【第11回】
テーマ：ネットワークと著作権
内容・方法：コンピューターネットワークが変えた、法律と社会。
【第12回】
テーマ：ヒューマンインタフェース
内容・方法：高度に専門的な機械が廉価になり大衆化していった経緯。
【第13回】
テーマ：ロボットと人工知能
内容・方法：ロボットなどの事例を通して機器を人工知能技術で制御することについて。
【第14回】
テーマ：社会を変える情報ネットワーク
内容・方法：情報ネットワークがもたらす、高度に情報化された社会。
【第15回】
テーマ：授業内試験
内容・方法：この授業全体を通して総括するとともに,理解度の確認を行う．

授業種別

開講期

講義

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

情報学入門



事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

事前学修：事前に配布された資料について内容を確認し,疑問点等をまとめておく．
事後学修：授業中に出された課題についてまとめ,提出する．

課題に対するフィードバックの方法

授業中に出した課題について解説を行い,理解度の確認を行う．

成績評価の方法・基準（方針）

授業内での評価と最終回の授業内試験の結果を合計して評価する。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

50

0

50

0

0

評価方法・割合

毎回の小テスト,リアクションペーパーにより評価する．

定期試験の得点によって評価する。

評価対象となる到達目標

1、2、3

1，2，3

テキスト 資料としてパワーポイントのファイルをGoogle Classroomにて配布する。

参考書 必要な都度にプリントを配布したり,書籍などを紹介する．

履修条件・他の科目との関連 正当な理由なく５回以上欠席した場合は、評価の対象とせず、「K」評価とする。

情報学入門



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16313001

会計学入門

市川　直樹

市川　直樹

1年

授業の目的・概要

会計学入門は、企業会計の基礎を理解し、会計情報をビジネスに活用する能力を養成することを目的とします。
企業会計は、複雑なビジネス活動を一定のルールに従って、簡潔に表現し、評価する技術です。企業会計により
表現される会計情報は、ビジネス活動を写し出す「ビジネス言語」とも言われています。会計学入門では、取引
や会計用語のような基本的な企業会計に関する知識や考え方、および簡単な財務諸表を作成し、比率を計算し、
分析できる技法について講義・演習します。これにより、ビジネスにおける共通言語を理解できるようにすると
ともに、これを基礎として、最終的に会計情報をビジネスに活用できる基本的な能力や態度を養成します。この
ため、会計学入門では会計用語を中心として、基本的な会計方法、財務諸表の作成、および分析手法を主な内容
として構成します。

到達目標

①　企業会計に関する基本的な知識や考え方を理解している。
②　簡単な財務諸表を作成できる。
③　簡単な財務諸表から比率を計算し、分析できる。

授業計画

第1回　授業オリエンテーション
第2回　企業会計とは
会計の意味や方法について解説する。
会計責任、企業会計、会計公準、企業実体の公準、貨幣評価の公準、継続企業の公準、複式簿記、財務諸表、損
益計算書、経営成績、貸借対照表、財政状態
第3回　会計情報と企業会計原則
会計が提供する情報や制度や原則について解説する。
資本利益率、利害関係者、企業会原則、真実性の原則、正規の簿記の原則、複式簿記、資本取引と損益取引の区
別の原則、明瞭性の原則、継続性の原則、保守主義の原則、単一性の原則、重要性の原則
第4回　損益計算書と貸借対照表
貸借対照表と損益計算書について解説する。
貸借対照表、資産、負債、純資産、株主資本、調達源泉、運用形態、財政状態、損益計算書、収益、費用、純利
益、成果、努力・犠牲、経営成績
第5回　期間損益計算の方法
適正な期間損益計算の方法と複式簿記について解説する。
財産法、損益法、資産、負債、収益、費用、損益計算書、貸借対照表、複式簿記
第6回　発生主義会計
適正な期間損益計算をするための認識基準と測定基準について解説する。
現金主義会計、発生主義会計、経過勘定、収益・費用の繰延べ、前払費用、前受収益、収益・費用の見越し、未
払費用、未収収益、取得原価主義
第7回　商品売買取引と発生主義会計
商品売買に関する認識基準と損益計算書と貸借対照表との関係について解説する。
発生主義の原則、実現主義の原則、収益・費用対応の原則、取得原価主義、資産、負債、収益、費用、仕入高、
売上高、売上原価、棚卸資産、損益計算書、貸借対照表、総額主義の原則、区分表示の原則
第8回　損益計算書の表示区分と見方
損益計算書の表示区分と見方について解説する。
経営成績、営業損益計算、経常損益計算、純損益計算、売上高、売上原価、売上総利益、販売費および一般管理
費、営業利益、営業外収益、営業外費用、経常利益、特別利益、特別損失、税引前当期純利益、法人税等、当期
純利益
第9回　損益計算書の分析
損益計算書の見方に従って損益計算書を分析する方法について解説する。
売上高総利益率、売上高営業利益率、売上高経常利益率、売上高純利益率
第10回　貸借対照表の本質と流動資産・流動負債
貸借対照表の本質、貸借対照表区分と流動資産と流動負債について解説する。
財政状態、流動資産、当座資産、固定資産、繰延資産、流動負債、固定負債、純資産、売上債権、仕入債務、営
業循環基準、1年基準、現金預金、売上債権、受取手形、売掛金、前払金、棚卸資産、売買目的有価証券、前払費
用、未収収益、仕入債務、支払手形、買掛金、前受金、前受金、未払費用
第11回　固定資産と減価償却
固定資産と固定負債、減価償却について解説する。
固定資産、取得原価、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産、繰延資産、発生主義、収益・費用対応
の原則、費用配分の原則、減価償却
第12回　純資産と貸借対照表の見方
純資産の部の内容、貸借対照表の見方について解説する。
流動資産、当座資産、売上債権、棚卸資産、固定資産、流動負債、仕入債務、固定負債、純資産、株主資本、正
味運転資本、財政状態、短期の支払能力、長期資本の適合性

授業種別

開講期

講義

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

会計学入門



第13回　貸借対照表の分析と自己資本純利益率
貸借対照表の見方に従って財政状態を分析する方法、資本の構成の分析、自己資本純利益率について解説する。
財政状態の分析、短期の支払能力、流動比率、当座比率、長期資本の適合性、固定比率、固定長期適合率、資本
構成の分析、デット・ファイナンス、エクイティ・ファイナンス、自己資本比率、資本構成の是正、企業の体質
改善、財務体質の改善
第14回　収益性の分析
資本利益率、総資本経常利益率とその展開による分析方法について解説する。
総資本経常利益率、売上高経常利益率、売上高総利益率、売上高営業利益率、総資本回転率、流動資産回転率、
売上債権回転期間、仕入債務回転期間、商品回転期間、固定資産回転率
第15回　会計学入門のまとめ
会計学入門全体について復習する。
企業会計、会計公準、企業会計原則、損益計算書、貸借対照表、財務諸表の分析

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

第1回　授業オリエンテーション 事前学習
授業のシラバスを熟読し、授業構成を理解する 1.0 時間
事後学習
オリエンテーション説明内容にもとづき心理学の基礎知識を自修し、ノートを準備する 1.0 時間
第2回　企業会計とは
事前学習
Google Classroomで配布したプリントを印刷し、一読したうえで、用語や内容を調べてください。1.5時間
事後学習
配布したプリントにより例題を復習し、Moodleにより演習問題および自習課題を繰り返し行ってください。2.5時
間
第3回　会計情報と企業会計原則
事前学習
Google Classroomで配布したプリントを印刷し、一読したうえで、用語や内容を調べてください。1.5時間
事後学習
配布したプリントにより例題を復習し、Moodleにより演習問題および自習課題を繰り返し行ってください。2.5時
間
第4回　損益計算書と貸借対照表
事前学習
Google Classroomで配布したプリントを印刷し、一読したうえで、用語や内容を調べてください。1.5時間
事後学習
配布したプリントにより例題を復習し、Moodleにより演習問題および自習課題を繰り返し行ってください。2.5時
間
第5回　期間損益計算の方法
事前学習
Google Classroomで配布したプリントを印刷し、一読したうえで、用語や内容を調べてください。1.5時間
事後学習
配布したプリントにより例題を復習し、Moodleにより演習問題および自習課題を繰り返し行ってください。2.5時
間
第6回　発生主義会計
事前学習
Google Classroomで配布したプリントを印刷し、一読したうえで、用語や内容を調べてください。1.5時間
事後学習
配布したプリントにより例題を復習し、Moodleにより演習問題および自習課題を繰り返し行ってください。2.5時
間
第7回　商品売買取引と発生主義会計
事前学習
Google Classroomで配布したプリントを印刷し、一読したうえで、用語や内容を調べてください。1.5時間
事後学習
配布したプリントにより例題を復習し、Moodleにより演習問題および自習課題を繰り返し行ってください。2.5時
間
第8回　損益計算書の表示区分と見方
事前学習
Google Classroomで配布したプリントを印刷し、一読したうえで、用語や内容を調べてください。1.5時間
事後学習
配布したプリントにより例題を復習し、Moodleにより演習問題および自習課題を繰り返し行ってください。2.5時
間
第9回　損益計算書の分析
事前学習
Google Classroomで配布したプリントを印刷し、一読したうえで、用語や内容を調べてください。1.5時間
事後学習
配布したプリントにより例題を復習し、Moodleにより演習問題および自習課題を繰り返し行ってください。2.5時
間
第10回　貸借対照表の本質と流動資産・流動負債
事前学習
Google Classroomで配布したプリントを印刷し、一読したうえで、用語や内容を調べてください。1.5時間
事後学習
配布したプリントにより例題を復習し、Moodleにより演習問題および自習課題を繰り返し行ってください。2.5時
間
第11回　固定資産と減価償却
事前学習
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Google Classroomで配布したプリントを印刷し、一読したうえで、用語や内容を調べてください。1.5時間
事後学習
配布したプリントにより例題を復習し、Moodleにより演習問題および自習課題を繰り返し行ってください。2.5時
間
第12回　純資産と貸借対照表の見方
事前学習
Google Classroomで配布したプリントを印刷し、一読したうえで、用語や内容を調べてください。1.5時間
事後学習
配布したプリントにより例題を復習し、Moodleにより演習問題および自習課題を繰り返し行ってください。2.5時
間
第13回　貸借対照表の分析と自己資本純利益率
事前学習
Google Classroomで配布したプリントを印刷し、一読したうえで、用語や内容を調べてください。1.5時間
事後学習
配布したプリントにより例題を復習し、Moodleにより演習問題および自習課題を繰り返し行ってください。2.5時
間
第14回　収益性の分析
事前学習
Google Classroomで配布したプリントを印刷し、一読したうえで、用語や内容を調べてください。1.5時間
事後学習
配布したプリントにより例題を復習し、Moodleにより演習問題および自習課題を繰り返し行ってください。2.5時
間
第15回　会計学入門のまとめ
事前学習
第 2 回から第 14 回までのプリントを復習し、企業会計に関する基本的な知識や考え方をまとめる。1.5時間
事後学習
例題などにより、これまでの講義を振り返り、ビジネスと会計情報との関係について検討する。2.5時間

課題に対するフィードバックの方法

例題については授業内で解説する。
演習問題および自習課題についてはMoodleにより実施するためMoodleによりフィードバックされる。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示すとおり、授業期間中に実施される演習問題および自習課題と、期末試験（Moodleによる筆記試験）の
評価結果に基づき総合的に判定のうえ、60 点 以上を合格とし、所定の単位を認定する。 なお、なお、期末試験
の受験がない場合には、評価の対象とせず、「K」評価とする。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

30

20

0

50

0

評価方法・割合

演習問題

自習課題

期末試験（Moodleによる筆記試験）

評価対象となる到達目標

①②③

①②③

①②③

テキスト テキストは使用しない。

参考書 企業会計審議会『企業会計原則』
安平昭二著『入門　企業会計』第５版
など

履修条件・他の科目との関連 会計学入門は簿記原理と表裏一体の関係にありますから、簿記原理を履修していることが望まし
い。
電卓必須（できれば、12桁の電卓、携帯電話の使用は不可）。
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授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

11100501

会計学入門

市川　直樹

市川　直樹

1年

授業の目的・概要

会計学入門は、企業会計の基礎を理解し、会計情報をビジネスに活用する能力を養成することを目的とします。
企業会計は、複雑なビジネス活動を一定のルールに従って、簡潔に表現し、評価する技術です。企業会計により
表現される会計情報は、ビジネス活動を写し出す「ビジネス言語」とも言われています。会計学入門では、取引
や会計用語のような基本的な企業会計に関する知識や考え方、および簡単な財務諸表を作成し、比率を計算し、
分析できる技法について講義・演習します。これにより、ビジネスにおける共通言語を理解できるようにすると
ともに、これを基礎として、最終的に会計情報をビジネスに活用できる基本的な能力や態度を養成します。この
ため、会計学入門では会計用語を中心として、基本的な会計方法、財務諸表の作成、および分析手法を主な内容
として構成します。

到達目標

①　企業会計に関する基本的な知識や考え方を理解している。
②　簡単な財務諸表を作成できる。
③　簡単な財務諸表から比率を計算し、分析できる。

授業計画

第1回　授業オリエンテーション
第2回　企業会計とは
会計の意味や方法について解説する。
会計責任、企業会計、会計公準、企業実体の公準、貨幣評価の公準、継続企業の公準、複式簿記、財務諸表、損
益計算書、経営成績、貸借対照表、財政状態
第3回　会計情報と企業会計原則
会計が提供する情報や制度や原則について解説する。
資本利益率、利害関係者、企業会原則、真実性の原則、正規の簿記の原則、複式簿記、資本取引と損益取引の区
別の原則、明瞭性の原則、継続性の原則、保守主義の原則、単一性の原則、重要性の原則
第4回　損益計算書と貸借対照表
貸借対照表と損益計算書について解説する。
貸借対照表、資産、負債、純資産、株主資本、調達源泉、運用形態、財政状態、損益計算書、収益、費用、純利
益、成果、努力・犠牲、経営成績
第5回　期間損益計算の方法
適正な期間損益計算の方法と複式簿記について解説する。
財産法、損益法、資産、負債、収益、費用、損益計算書、貸借対照表、複式簿記
第6回　発生主義会計
適正な期間損益計算をするための認識基準と測定基準について解説する。
現金主義会計、発生主義会計、経過勘定、収益・費用の繰延べ、前払費用、前受収益、収益・費用の見越し、未
払費用、未収収益、取得原価主義
第7回　商品売買取引と発生主義会計
商品売買に関する認識基準と損益計算書と貸借対照表との関係について解説する。
発生主義の原則、実現主義の原則、収益・費用対応の原則、取得原価主義、資産、負債、収益、費用、仕入高、
売上高、売上原価、棚卸資産、損益計算書、貸借対照表、総額主義の原則、区分表示の原則
第8回　損益計算書の表示区分と見方
損益計算書の表示区分と見方について解説する。
経営成績、営業損益計算、経常損益計算、純損益計算、売上高、売上原価、売上総利益、販売費および一般管理
費、営業利益、営業外収益、営業外費用、経常利益、特別利益、特別損失、税引前当期純利益、法人税等、当期
純利益
第9回　損益計算書の分析
損益計算書の見方に従って損益計算書を分析する方法について解説する。
売上高総利益率、売上高営業利益率、売上高経常利益率、売上高純利益率
第10回　貸借対照表の本質と流動資産・流動負債
貸借対照表の本質、貸借対照表区分と流動資産と流動負債について解説する。
財政状態、流動資産、当座資産、固定資産、繰延資産、流動負債、固定負債、純資産、売上債権、仕入債務、営
業循環基準、1年基準、現金預金、売上債権、受取手形、売掛金、前払金、棚卸資産、売買目的有価証券、前払費
用、未収収益、仕入債務、支払手形、買掛金、前受金、前受金、未払費用
第11回　固定資産と減価償却
固定資産と固定負債、減価償却について解説する。
固定資産、取得原価、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産、繰延資産、発生主義、収益・費用対応
の原則、費用配分の原則、減価償却
第12回　純資産と貸借対照表の見方
純資産の部の内容、貸借対照表の見方について解説する。
流動資産、当座資産、売上債権、棚卸資産、固定資産、流動負債、仕入債務、固定負債、純資産、株主資本、正
味運転資本、財政状態、短期の支払能力、長期資本の適合性

授業種別

開講期

講義

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

会計学入門



第13回　貸借対照表の分析と自己資本純利益率
貸借対照表の見方に従って財政状態を分析する方法、資本の構成の分析、自己資本純利益率について解説する。
財政状態の分析、短期の支払能力、流動比率、当座比率、長期資本の適合性、固定比率、固定長期適合率、資本
構成の分析、デット・ファイナンス、エクイティ・ファイナンス、自己資本比率、資本構成の是正、企業の体質
改善、財務体質の改善
第14回　収益性の分析
資本利益率、総資本経常利益率とその展開による分析方法について解説する。
総資本経常利益率、売上高経常利益率、売上高総利益率、売上高営業利益率、総資本回転率、流動資産回転率、
売上債権回転期間、仕入債務回転期間、商品回転期間、固定資産回転率
第15回　会計学入門のまとめ
会計学入門全体について復習する。
企業会計、会計公準、企業会計原則、損益計算書、貸借対照表、財務諸表の分析

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

第1回　授業オリエンテーション 事前学習
授業のシラバスを熟読し、授業構成を理解する 1.0 時間
事後学習
オリエンテーション説明内容にもとづき心理学の基礎知識を自修し、ノートを準備する 1.0 時間
第2回　企業会計とは
事前学習
Google Classroomで配布したプリントを印刷し、一読したうえで、用語や内容を調べてください。1.5時間
事後学習
配布したプリントにより例題を復習し、Moodleにより演習問題および自習課題を繰り返し行ってください。2.5時
間
第3回　会計情報と企業会計原則
事前学習
Google Classroomで配布したプリントを印刷し、一読したうえで、用語や内容を調べてください。1.5時間
事後学習
配布したプリントにより例題を復習し、Moodleにより演習問題および自習課題を繰り返し行ってください。2.5時
間
第4回　損益計算書と貸借対照表
事前学習
Google Classroomで配布したプリントを印刷し、一読したうえで、用語や内容を調べてください。1.5時間
事後学習
配布したプリントにより例題を復習し、Moodleにより演習問題および自習課題を繰り返し行ってください。2.5時
間
第5回　期間損益計算の方法
事前学習
Google Classroomで配布したプリントを印刷し、一読したうえで、用語や内容を調べてください。1.5時間
事後学習
配布したプリントにより例題を復習し、Moodleにより演習問題および自習課題を繰り返し行ってください。2.5時
間
第6回　発生主義会計
事前学習
Google Classroomで配布したプリントを印刷し、一読したうえで、用語や内容を調べてください。1.5時間
事後学習
配布したプリントにより例題を復習し、Moodleにより演習問題および自習課題を繰り返し行ってください。2.5時
間
第7回　商品売買取引と発生主義会計
事前学習
Google Classroomで配布したプリントを印刷し、一読したうえで、用語や内容を調べてください。1.5時間
事後学習
配布したプリントにより例題を復習し、Moodleにより演習問題および自習課題を繰り返し行ってください。2.5時
間
第8回　損益計算書の表示区分と見方
事前学習
Google Classroomで配布したプリントを印刷し、一読したうえで、用語や内容を調べてください。1.5時間
事後学習
配布したプリントにより例題を復習し、Moodleにより演習問題および自習課題を繰り返し行ってください。2.5時
間
第9回　損益計算書の分析
事前学習
Google Classroomで配布したプリントを印刷し、一読したうえで、用語や内容を調べてください。1.5時間
事後学習
配布したプリントにより例題を復習し、Moodleにより演習問題および自習課題を繰り返し行ってください。2.5時
間
第10回　貸借対照表の本質と流動資産・流動負債
事前学習
Google Classroomで配布したプリントを印刷し、一読したうえで、用語や内容を調べてください。1.5時間
事後学習
配布したプリントにより例題を復習し、Moodleにより演習問題および自習課題を繰り返し行ってください。2.5時
間
第11回　固定資産と減価償却
事前学習
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Google Classroomで配布したプリントを印刷し、一読したうえで、用語や内容を調べてください。1.5時間
事後学習
配布したプリントにより例題を復習し、Moodleにより演習問題および自習課題を繰り返し行ってください。2.5時
間
第12回　純資産と貸借対照表の見方
事前学習
Google Classroomで配布したプリントを印刷し、一読したうえで、用語や内容を調べてください。1.5時間
事後学習
配布したプリントにより例題を復習し、Moodleにより演習問題および自習課題を繰り返し行ってください。2.5時
間
第13回　貸借対照表の分析と自己資本純利益率
事前学習
Google Classroomで配布したプリントを印刷し、一読したうえで、用語や内容を調べてください。1.5時間
事後学習
配布したプリントにより例題を復習し、Moodleにより演習問題および自習課題を繰り返し行ってください。2.5時
間
第14回　収益性の分析
事前学習
Google Classroomで配布したプリントを印刷し、一読したうえで、用語や内容を調べてください。1.5時間
事後学習
配布したプリントにより例題を復習し、Moodleにより演習問題および自習課題を繰り返し行ってください。2.5時
間
第15回　会計学入門のまとめ
事前学習
第 2 回から第 14 回までのプリントを復習し、企業会計に関する基本的な知識や考え方をまとめる。1.5時間
事後学習
例題などにより、これまでの講義を振り返り、ビジネスと会計情報との関係について検討する。2.5時間

課題に対するフィードバックの方法

例題については授業内で解説する。
演習問題および自習課題についてはMoodleにより実施するためMoodleによりフィードバックされる。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示すとおり、授業期間中に実施される演習問題および自習課題と、期末試験（Moodleによる筆記試験）の
評価結果に基づき総合的に判定のうえ、60 点 以上を合格とし、所定の単位を認定する。 なお、なお、期末試験
の受験がない場合には、評価の対象とせず、「K」評価とする。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

30

20

0

50

0

評価方法・割合

演習問題

自習課題

期末試験（Moodleによる筆記試験）

評価対象となる到達目標

①②③

①②③

①②③

テキスト テキストは使用しない。

参考書 企業会計審議会『企業会計原則』
安平昭二著『入門　企業会計』第５版
など

履修条件・他の科目との関連 会計学入門は簿記原理と表裏一体の関係にありますから、簿記原理を履修していることが望まし
い。
電卓必須（できれば、12桁の電卓、携帯電話の使用は不可）。

会計学入門



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16313101

マーケティング入門

山本　誠一

山本　誠一

1年

授業の目的・概要

担当教員が長年にわたり、広告会社においてさまざまなビジネスの戦略を分析する業務に従事してきた実務経験
をもとに「マーケテイング」に関する理論と実践への応用を関連付けながら講義を展開する。マーケティング
は、企業が顧客とのつながりを形成し顧客との関係を長く深く保つために重要である。また、時代の変化ととも
に多様な側面を持って進化してきている。マーケティングは、企業の基本的機能の一つであるが、本講義では、
マーケティング論の基本から現代社会におけるマーケティングの重要なポイントとは何か、そして企業活動のな
かでどのように活用するか、基本的な理論を具体的事例とともに学ぶ。

到達目標

この講義を受講した学生は、次のことができるようになる。
１．企業活動におけるマーケテイングの位置づけとその重要性を理解できる。
２．マーケティングの基礎的・理論的概念について理解し、マーケテイングフレームワークを使いこなすことが
できる。
３．企業においてマーケテイング戦略を組み立てて、実行できるようになる。

授業計画

※授業計画については、場合によっては変更する可能性もある。
【第１回】オリエンテーション
シラバスの説明、授業の進め方、企業経営の基本的な考え方を学ぶ
【第２回】マーケティングとは
マーケティングの目的とは何か、企業活動の中でどのような意味をもつのかについて学ぶ
【第３回】事例研究その１
最新の実践事例で学ぶ
【第４回】市場機会とは
「市場機会」とはなにか、近年どう変化したのかを学ぶ。また顧客ニーズの考え方と製品ライフサイクルについ
て学ぶ
【第５回】事例研究その２
最新の実践事例で学ぶ
【第６回】STPにおけるターゲティングとは
セグメンテーションとターゲティング、セグメンテーションの切り口、ペルソナ決定の諸要因を学ぶ
【第７回】事例研究その３
最新の実践事例で学ぶ
【第８回】STPにおけるポジショニングとは
ポジショニングとは、ポジショニングの目的、ポジショニング・マップを学ぶ
【第９回】事例研究その４
最新の実践事例で学ぶ
【第１０回】マーケティングミックスとは①　4つのPを理解する
４PのなかのProduct、Price、Place、Promotionとは
【第１１回】事例研究その５
最新の実践事例で学ぶ
【第１２回】マーケティングミックスとは②
４PのなかのPromotion、Placeとは
【第１３回】事例研究その６
最新の実践事例で学ぶ
【第１４回】実践演習
授業を通じた学びをベースに、自らのマーケティング戦略を考える
【第１５回】まとめ
今まで学んできたことについての総まとめと定期試験の準備を行う

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

【第１回】事前：授業のシラバスを熟読し、授業構成を理解する　1.0時間
　　　　　事後：講義概要などの説明を受けて、マーケティングを学ぶ意義について理解を深める　2.0時間
【第２回】事前：マーケティングの目的について、身近な企業事例を調べて理解を深める　1.5時間
　　　　　事後：授業で学習したマーケテイングとはについて、新たな気づきを復習する　2.5時間
【第３回】事前：企業活動の中でのマーケテイングについて、身の回りの事例を調べる　1.5時間
　　　　　事後：事例研究で出た内容について、その気づきを復習する　2.5時間
【第４回】事前：新しいビジネスにはどんな特徴があるか、事前に調べておく　1.5時間
　　　　　事後：市場機会について、身近な企業事例を調べて理解を深める　2.5時間

授業種別

開講期

講義

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 〇

マーケティング入門



【第５回】事前：身の回り（新聞や書物、ネット等）にある新しい市場機会を集めておく　1.5時間
　　　　　事後：授業で示された事例を復習するとともに、関連する企業事例を調べて理解を深める　2.5時間
【第６回】事前：企業がターゲットとするものはなにか、事前に調べておく　1.5時間
　　　　　事後：ターゲティングについて、身近な企業事例を調べて理解を深める　2.5時間
【第７回】事前：身の回り（新聞や書物、ネット等）にある企業のSTPを事前に考えてみる　1.5時間
　　　　　事後：授業で示された事例を復習するとともに、関連する企業事例を調べて理解を深める　2.5時間
【第８回】事前：企業のSTPにおけるポジショニングについて、事前に調べておく　1.5時間
　　　　　事後：ポジショニングについて、身近な企業事例を調べて理解を深める　2.5時間
【第９回】事前；身の回り（新聞や書物、ネット等）にある企業のポジショニングを事前に設計してみる　1.5時
間
　　　　　事後：授業で示された事例を復習するとともに、関連する企業事例を調べて理解を深める　2.5時間
【第１０回】事前：企業における4つのPについて、Product、Price、Place、Promotionを企業を例にして事前に
調べておく　1.5時間
　　　　　　事後：Product、Price、Place、Promotionについて、身近な企業事例を調べて理解を深める　2.5時
間
【第１１回】事前：身の回り（新聞や書物、ネット等）にある企業の４Pを事前に考えてみる　1.5時間
　　　　　　事後：授業で示された事例を復習するとともに、関連する企業事例を調べて理解を深める　2.5時間
【第１２回】事前：企業の流通、プロモーションを具体的に企業を例にして事前に考えてみる　1.5時間
　　　　　　事後：流通、プロモーションについて、身近な企業事例を調べて理解を深める　2.5時間
【第１３回】事前：身の回り（新聞や書物、ネット等）にある企業の４Pを事前に考えてみる　1.5時間
　　　　　　事後：授業で示された事例を復習するとともに、関連する企業事例を調べて理解を深める　2.5時間
【第１４回】事前：企業におけるマーケテイングミクスを具体的企業を例にして事前に調べておく　1.5時間
　　　　　　事後：演習内容を復習するとともに、関連性がある企業の事例を調べて理解を深める　2.5時間
【第１５回】事前：授業のノートを振り返り、学んだことをもう一度最初から復習しておく　1.5時間
　　　　　　事後：マーケティング入門の授業を振り返り、定期試験の準備を行う　3.5時間

課題に対するフィードバックの方法

課題に対し授業時に質問を受け付ける。また実施した課題について希望者にはコメントを返す。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示すとおり、毎回授業期間中に実施されるレポート課題と、定期試験の評価結果に基づき総合的に判定の
うえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
毎回実施するレポート課題の提出がない場合は、その授業を出ていても欠席とする。
正当な理由のない欠席4回以上、また定期試験を欠席した場合、評価の対象とせず「K」評価とする。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

30

0

55

0

15

評価方法・割合

毎回授業内で課されるレポート課題（計15回を予定）（各
2）

全授業終了後に実施する定期試験（55）

毎回の授業の復習、授業内での発言やディスカッションへ
の積極的な取り組み（各1）15

評価対象となる到達目標

1、2、3

1、2、3

1、2、3

テキスト テキストは指定しない

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

履修条件・他の科目との関連 講義のノートは配布しないので、自分でノートをしっかり作成すること。
毎回授業で課題（レポート）を出すため、この課題は必ず提出すること。
また、講義内容の理解度を確認するために授業内で発言・発表を求めるので、発言すること。
※この授業は、座席を指定する。

マーケティング入門



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

11100601

マーケティング入門

山本　誠一

山本　誠一

1年

授業の目的・概要

担当教員が長年にわたり、広告会社においてさまざまなビジネスの戦略を分析する業務に従事してきた実務経験
をもとに「マーケテイング」に関する理論と実践への応用を関連付けながら講義を展開する。マーケティング
は、企業が顧客とのつながりを形成し顧客との関係を長く深く保つために重要である。また、時代の変化ととも
に多様な側面を持って進化してきている。マーケティングは、企業の基本的機能の一つであるが、本講義では、
マーケティング論の基本から現代社会におけるマーケティングの重要なポイントとは何か、そして企業活動のな
かでどのように活用するか、基本的な理論を具体的事例とともに学ぶ。

到達目標

この講義を受講した学生は、次のことができるようになる。
１．企業活動におけるマーケテイングの位置づけとその重要性を理解できる。
２．マーケティングの基礎的・理論的概念について理解し、マーケテイングフレームワークを使いこなすことが
できる。
３．企業においてマーケテイング戦略を組み立てて、実行できるようになる。

授業計画

※授業計画については、場合によっては変更する可能性もある。
【第１回】オリエンテーション
シラバスの説明、授業の進め方、企業経営の基本的な考え方を学ぶ
【第２回】マーケティングとは
マーケティングの目的とは何か、企業活動の中でどのような意味をもつのかについて学ぶ
【第３回】事例研究その１
最新の実践事例で学ぶ
【第４回】市場機会とは
「市場機会」とはなにか、近年どう変化したのかを学ぶ。また顧客ニーズの考え方と製品ライフサイクルについ
て学ぶ
【第５回】事例研究その２
最新の実践事例で学ぶ
【第６回】STPにおけるターゲティングとは
セグメンテーションとターゲティング、セグメンテーションの切り口、ペルソナ決定の諸要因を学ぶ
【第７回】事例研究その３
最新の実践事例で学ぶ
【第８回】STPにおけるポジショニングとは
ポジショニングとは、ポジショニングの目的、ポジショニング・マップを学ぶ
【第９回】事例研究その４
最新の実践事例で学ぶ
【第１０回】マーケティングミックスとは①　4つのPを理解する
４PのなかのProduct、Price、Place、Promotionとは
【第１１回】事例研究その５
最新の実践事例で学ぶ
【第１２回】マーケティングミックスとは②
４PのなかのPromotion、Placeとは
【第１３回】事例研究その６
最新の実践事例で学ぶ
【第１４回】実践演習
授業を通じた学びをベースに、自らのマーケティング戦略を考える
【第１５回】まとめ
今まで学んできたことについての総まとめと定期試験の準備を行う

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

【第１回】事前：授業のシラバスを熟読し、授業構成を理解する　1.0時間
　　　　　事後：講義概要などの説明を受けて、マーケティングを学ぶ意義について理解を深める　2.0時間
【第２回】事前：マーケティングの目的について、身近な企業事例を調べて理解を深める　1.5時間
　　　　　事後：授業で学習したマーケテイングとはについて、新たな気づきを復習する　2.5時間
【第３回】事前：企業活動の中でのマーケテイングについて、身の回りの事例を調べる　1.5時間
　　　　　事後：事例研究で出た内容について、その気づきを復習する　2.5時間
【第４回】事前：新しいビジネスにはどんな特徴があるか、事前に調べておく　1.5時間
　　　　　事後：市場機会について、身近な企業事例を調べて理解を深める　2.5時間

授業種別

開講期

講義

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 〇

マーケティング入門



【第５回】事前：身の回り（新聞や書物、ネット等）にある新しい市場機会を集めておく　1.5時間
　　　　　事後：授業で示された事例を復習するとともに、関連する企業事例を調べて理解を深める　2.5時間
【第６回】事前：企業がターゲットとするものはなにか、事前に調べておく　1.5時間
　　　　　事後：ターゲティングについて、身近な企業事例を調べて理解を深める　2.5時間
【第７回】事前：身の回り（新聞や書物、ネット等）にある企業のSTPを事前に考えてみる　1.5時間
　　　　　事後：授業で示された事例を復習するとともに、関連する企業事例を調べて理解を深める　2.5時間
【第８回】事前：企業のSTPにおけるポジショニングについて、事前に調べておく　1.5時間
　　　　　事後：ポジショニングについて、身近な企業事例を調べて理解を深める　2.5時間
【第９回】事前；身の回り（新聞や書物、ネット等）にある企業のポジショニングを事前に設計してみる　1.5時
間
　　　　　事後：授業で示された事例を復習するとともに、関連する企業事例を調べて理解を深める　2.5時間
【第１０回】事前：企業における4つのPについて、Product、Price、Place、Promotionを企業を例にして事前に
調べておく　1.5時間
　　　　　　事後：Product、Price、Place、Promotionについて、身近な企業事例を調べて理解を深める　2.5時
間
【第１１回】事前：身の回り（新聞や書物、ネット等）にある企業の４Pを事前に考えてみる　1.5時間
　　　　　　事後：授業で示された事例を復習するとともに、関連する企業事例を調べて理解を深める　2.5時間
【第１２回】事前：企業の流通、プロモーションを具体的に企業を例にして事前に考えてみる　1.5時間
　　　　　　事後：流通、プロモーションについて、身近な企業事例を調べて理解を深める　2.5時間
【第１３回】事前：身の回り（新聞や書物、ネット等）にある企業の４Pを事前に考えてみる　1.5時間
　　　　　　事後：授業で示された事例を復習するとともに、関連する企業事例を調べて理解を深める　2.5時間
【第１４回】事前：企業におけるマーケテイングミクスを具体的企業を例にして事前に調べておく　1.5時間
　　　　　　事後：演習内容を復習するとともに、関連性がある企業の事例を調べて理解を深める　2.5時間
【第１５回】事前：授業のノートを振り返り、学んだことをもう一度最初から復習しておく　1.5時間
　　　　　　事後：マーケティング入門の授業を振り返り、定期試験の準備を行う　3.5時間

課題に対するフィードバックの方法

課題に対し授業時に質問を受け付ける。また実施した課題について希望者にはコメントを返す。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示すとおり、毎回授業期間中に実施されるレポート課題と、定期試験の評価結果に基づき総合的に判定の
うえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
毎回実施するレポート課題の提出がない場合は、その授業を出ていても欠席とする。
正当な理由のない欠席4回以上、また定期試験を欠席した場合、評価の対象とせず「K」評価とする。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

30

0

55

0

15

評価方法・割合

毎回授業内で課されるレポート課題（計15回を予定）（各
2）

全授業終了後に実施する定期試験（55）

毎回の授業の復習、授業内での発言やディスカッションへ
の積極的な取り組み（各1）15

評価対象となる到達目標

1、2、3

1、2、3

1、2、3

テキスト テキストは指定しない

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

履修条件・他の科目との関連 講義のノートは配布しないので、自分でノートをしっかり作成すること。
毎回授業で課題（レポート）を出すため、この課題は必ず提出すること。
また、講義内容の理解度を確認するために授業内で発言・発表を求めるので、発言すること。
※この授業は、座席を指定する。

マーケティング入門



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16300101

経営管理論

田窪　美葉

田窪　美葉

1年

授業の目的・概要

本講義では、経営戦略に関連する理論、マーケティングやイノベーション、組織に関する理論等を学習する。他
の経営学関連講義の基礎を学習し、各専門講義につなげることを目的とする。
関連する内容について、ゲストスピーカーに講演をお願いする場合がある。

到達目標

1.経営管理に関する各理論を説明することができる
2.自身の身近な経験に経営管理の理論を応用することができる

授業計画

★この授業は、遠隔授業となります。
リアルタイム型の遠隔授業(その授業時間にZoom等で参加する方法)です。
第1回　経営戦略論の基礎(1)：オリエンテーション、戦略計画、多角化戦略等
第2回　経営戦略論の基礎(2)：コア・コンピタンス、組織能力等
第3回　全社戦略論：PPM、企業ドメイン等
第4回　国際経営論：国際戦略、国際人的資源管理等
第5回　事業戦略論(1)：SWOT分析、RBV等
第6回　事業戦略論(2)：競争戦略等
第7回　マーケティング論：STPマーケティング、マーケティング・ミックス等
第8回　イノベーション論：イノベーションの誘因と源泉等
第9回　経営組織論の基礎(1)：科学的管理法等
第10回　経営組織論の基礎(2)：限定された合理性と組織等
第11回　マクロ組織論(1)：組織デザイン等
第12回　マクロ組織論(2)：組織文化論等
第13回　ミクロ組織論(1)：人間関係論等
第14回　ミクロ組織論(2)：リーダーシップ等
第15回　まとめ：全体のまとめ

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

第1回
【事前】 シラバスを読むこと。　2.0時間
【事後】 テーマに関連した課題を行うこと。　2.0時間　
第2回
【事前】 テーマに関するキーワードについて調べる。　2.0時間　
【事後】 テーマに関連した課題を行うこと。　2.0時間　
第3回
【事前】 テーマに関するキーワードについて調べる。　2.0時間　　
【事後】 テーマに関連した課題を行うこと。　2.0時間　
第4回
【事前】 テーマに関するキーワードについて調べる。　2.0時間　
【事後】 テーマに関連した課題を行うこと。　2.0時間　
第5回
【事前】 テーマに関するキーワードについて調べる。　2.0時間　　
【事後】 テーマに関連した課題を行うこと。　2.0時間　
第6回
【事前】 テーマに関するキーワードについて調べる。　2.0時間　　
【事後】 テーマに関連した課題を行うこと。　2.0時間　
第7回
【事前】 テーマに関するキーワードについて調べる。　2.0時間　　
【事後】 テーマに関連した課題を行うこと。　2.0時間　
第8回
【事前】 テーマに関するキーワードについて調べる。　2.0時間　　
【事後】 テーマに関連した課題を行うこと。　2.0時間　
第9回
【事前】 テーマに関するキーワードについて調べる。　2.0時間　　
【事後】 テーマに関連した課題を行うこと。　2.0時間　
第10回
【事前】 テーマに関するキーワードについて調べる。　2.0時間

授業種別
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【事後】 テーマに関連した課題を行うこと。　2.0時間　
第11回
【事前】 テーマに関するキーワードについて調べる。　2.0時間　　
【事後】 テーマに関連した課題を行うこと。　2.0時間　
第12回
【事前】 テーマに関するキーワードについて調べる。　2.0時間　　
【事後】 テーマに関連した課題を行うこと。　2.0時間　
第13回
【事前】 テーマに関するキーワードについて調べる。　2.0時間　　
【事後】 テーマに関連した課題を行うこと。　2.0時間　
第14回
【事前】 テーマに関するキーワードについて調べる。　2.0時間　　
【事後】 テーマに関連した課題を行うこと。　2.0時間　
第15回
【事前】 これまでの内容を復習しておくこと。　2.0時間　　 
【事後】 レポートの準備をすること。　2.0時間

課題に対するフィードバックの方法

課題を完成させることに関する質問は、授業内、もしくはE-mailで受付ける。また、次回以降の授業にて優秀な
回答を紹介する。
授業時間内で行うMoodle課題(自動採点型)については、受験後すぐに正解かどうかと、得点が示される。

成績評価の方法・基準（方針）

遠隔授業内での配布課題及びMoodleでの課題(Classroomから連携予定)と、レポート免除試験(予定)もしくは期末
レポート試験により評価する。
正当な理由のない欠席4回以上、毎回の通常課題未提出4回以上、またはレポート免除試験に不合格で期末レポー
ト試験を未提出の場合、評価の対象とせず、「K」評価とする。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

50

0

0

50

0

評価方法・割合

遠隔授業内でのMoodle課題(Classroomから連携予定)

レポート免除試験(予定)もしくは期末レポート試験

評価対象となる到達目標

1、2

1、2

テキスト プリントを配布する

参考書 『よくわかる経営管理』高橋伸夫編著　ミネルヴァ書房
『【エッセンシャル版】マネジメント　基本と原則』　P.F.ドラッカー著　上田敦生翻訳　ダイヤモンド社
『経営管理』塩次善代明・高橋伸夫・小林敏男著　有斐閣
『ゼミナール　経営管理入門』風早正宏著　日本経済新聞社
他の参考書は講義中に随時紹介する。

履修条件・他の科目との関連 経営学入門受講後の履修が望ましい。事後学習や試験の一部にMoodleを利用する。

経営管理論



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16300201

経営戦略論

青木　崇

青木　崇

2年

授業の目的・概要

本講義は経営戦略論の概念、理論、フレームワークを学習し、企業が実際に行っている経営戦略について事例を
織り交ぜて学習する。経営戦略の意味を特定の組織が何らかの目的を達成するための道筋と理解するのであれ
ば、その方法論、構想、指針が重要になってくる。経営戦略論と一口にいっても時代背景や社会環境、研究者の
考え方や信念などが強く反映され、多様な理論モデルが提起されてきた。戦略は英語でStrategyと書くが、語源
はラテン語のStrategos（ストラテゴス）であり、軍事的指導者という役職を意味する。経営戦略は経営活動の中
長期経営計画と方向性を決めるものであり、企業の存続に大きなインパクトを与える基本方針を意味する。
　経営戦略論における正解は企業によって異なってくる。経営戦略論の代表的な研究者をあげれば、経営戦略の
父といわれたイゴール・アンゾフ、アルフレッド・デュポン・チャンドラー、マイケル・ポーター、ジェイ・B・
バーニー、野中郁次郎、ヘンリー・ミンツバーグ、クレイトン・クリステンセン、W・チャン・キム、レネ・モボ
ルニュなどが有名である。特にポーターは企業の優位性をポジショニングであることを主張し、バーニーはケイ
パビリティ（組織的な能力）であることを主張し、互いに違う立場から戦略論を展開している。
　実際、実務の現場では多くの場合、企業は経営戦略を策定して、事業を行っている。コロナ禍において、競合
他社がある中、自社の強みや市場を分析し、どのように取り組めば、他社よりも優位になれるかは企業によって
異なってくる。マクドナルドとモスバーガーの違いはどこにあるだろうか。スターバックスコーヒーの特徴は何
であろうか。品質、価格、立地条件、ユニークなサービス内容、デザイン、ブランド、認知度などが他社との違
いを表す要素であれば、継続していくためには模倣されにくい方法が必要になってくる。社会に生きる私たちに
とって身近で欠かすことのできない企業の経営戦略について事例を織り交ぜながら考察する。
　事前学習では授業テーマに関する問題について考え、ノートにまとめておく必要があり、事後学習では授業で
提示された資料や紹介された参考文献をもとに学習していくといった主体的学習が必要となる。

到達目標

1.経営戦略論の基本的な概念、理念、フレームワークについて説明することができる。
2.実際の企業の経営戦略について考察することができる。
3.今後の経営戦略論のあり方と課題について考察し、説明することができる。

授業計画

第1回　イントロダクション
第2回　経営戦略論の考え方：経営戦略論の考え方について学習する
第3回　ドメイン：ドメインについて学習する
第4回　コア・コンピタンスとSWOT分析：コア・コンピタンスとSWOT分析について学習する
第5回　経営戦略の3層とアンゾフの成長ベクトル：経営戦略の3層とアンゾフの成長ベクトルについて学習する
第6回　アンゾフの多角化戦略：アンゾフの多角化戦略について学習する
第7回　プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント（PPM）：プロダクト・ポートフォリオ・マネジメントにつ
いて学習する
第8回　PEST分析と3C分析：PEST分析と3C分析について学習する
第9回　ポーターの競争戦略とコトラーの競争市場戦略：ポーターの競争戦略とコトラーの競争市場戦略について
学習する
第10回　小林製薬のニッチ戦略（ポーターの理論の応用）：小林製薬のニッチ戦略について学習する
第11回　ポーターの5つの競争要因：ポーターの5つの競争要因について考察する
第12回　イノベーションのジレンマ：クリステンセンのイノベーションのジレンマについて学習する
第13回　ブルー・オーシャン戦略：QBハウスの事例について学習する
第14回　キリン午後の紅茶エスプレッソティーの事例：キリン午後の紅茶エスプレッソティーの事例について学
習する
第15回　ミンツバーグの創発的戦略：ミンツバーグの創発的戦略について学習する

授業計画を変更することがある。

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

第1回
事前学修課題：授業のシラバスを熟読し、授業構成を理解する。1時間。
事後学修課題：授業の説明内容に基づき経営戦略論の基礎知識を学習し、ノートを準備する。1時間。

第2回
事前学修課題：経営戦略論の考え方について調べる。1.5時間。
事後学修課題：経営戦略論の考え方についてまとめる。2.5時間。

第3回

授業種別
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事前学修課題：ドメインについて調べる。1.5時間。
事後学修課題：ドメインについてまとめる。2.5時間。

第4回
事前学修課題：コア・コンピタンスとSWOT分析について調べる。1.5時間。
事後学修課題：コア・コンピタンスとSWOT分析についてまとめる。2.5時間。

第5回
事前学修課題：経営戦略の3層とアンゾフの成長ベクトルについて調べる。1.5時間。
事後学修課題：経営戦略の3層とアンゾフの成長ベクトルについてまとめる。2.5時間。

第6回
事前学修課題：アンゾフの多角化戦略について調べる。1.5時間。
事後学修課題：アンゾフの多角化戦略についてまとめる。2.5時間。

第7回
事前学修課題：プロダクト・ポートフォリオ・マネジメントについて調べる。1.5時間。
事後学修課題：プロダクト・ポートフォリオ・マネジメントについてまとめる。2.5時間。

第8回
事前学修課題：PEST分析と3C分析について調べる。1.5時間。
事後学修課題：PEST分析と3C分析についてまとめる。2.5時間。

第9回
事前学修課題：ポーターの競争戦略とコトラーの競争市場戦略について調べる。1.5時間。
事後学修課題：ポーターの競争戦略とコトラーの競争市場戦略についてまとめる。2.5時間。

第10回
事前学修課題：小林製薬のニッチ戦略について調べる。1.5時間。
事後学修課題：小林製薬のニッチ戦略についてまとめる。2.5時間。

第11回
事前学修課題：ポーターの5つの競争要因について調べる。1.5時間。
事後学修課題：ポーターの5つの競争要因についてまとめる。2.5時間。

第12回
事前学修課題：イノベーションのジレンマについて調べる。1.5時間。
事後学修課題：クリステンセンのイノベーションのジレンマについてまとめる。2.5時間。

第13回
事前学修課題：ブルー・オーシャン戦略について調べる。1.5時間。
事後学修課題：QBハウスの事例についてまとめる。2.5時間。

第14回
事前学修課題：キリン午後の紅茶エスプレッソティーの事例について調べる。1.5時間。
事後学修課題：キリン午後の紅茶エスプレッソティーの事例についてまとめる。2.5時間。

第15回
事前学修課題：ミンツバーグの創発的戦略について調べる。1.5時間。
事後学修課題：ミンツバーグの創発的戦略についてまとめる。3.5時間。

課題に対するフィードバックの方法

授業あるいはメールで個別に対応する。

成績評価の方法・基準（方針）

経営戦略論の内容を理解し、到達目標に関わる到達度に応じて単位を授与する。
評価割合を合算し、総合的に評価する。
大阪国際大学の規定に基づき、やむを得ない欠席を除いて5回以上欠席した場合は「K」評価とする。
授業の出席は成績評価に加味しないので15回すべて出席したからといって単位が認定されるわけではない。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

10

40

50

0

0

評価方法・割合

振り返りシートのコメントの内容

レポート課題（レポート内容、理解度、文章力）

記述試験

評価対象となる到達目標

1、2

1、2、3

1、2、3

テキスト 指定のテキストはない。

経営戦略論



参考書 網倉久永・新宅純二郎（2011）『経営戦略入門』日本経済新聞出版社。
音部大輔（2017）『なぜ「戦略」で差がつくのか。―戦略思考でマーケティングは強くなる―』宣伝会
議。
楠木　建（2012）『ストーリーとしての競争戦略―優れた戦略の条件―』東洋経済新報社。
琴坂将広（2018）『経営戦略原論』東洋経済新報社。
十川廣國編著（2013）『経営戦略論（第2版）』中央経済社。
冨山和彦・岸本光永編著（2016）『ビジネスモデルを劣化させない戦略思考の鍛え方』日本経済新
聞出版社。
日本総合研究所（2018）『マ

履修条件・他の科目との関連 積極的な参加を求める。
日頃から新聞や雑誌を読み、当該テーマについての知識を蓄えておくこと。
私語や遅刻、スマートフォンで遊ぶといった授業に関係のない行為については厳禁とする。

経営戦略論



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16300301

経営組織論

青木　崇

青木　崇

2年

授業の目的・概要

経営学の中でも重要な科目の1つが経営組織論である。組織とは何であろうか。集団とどのように違うのであろう
か。組織の対象は企業だけではなく、病院、学校、NPO法人も含まれる。本講義では組織の必要性、意味、意義に
ついて触れ、組織のあり方および組織と個人の関係について検討する。
　組織論の中に官僚制組織という用語がある。組織を細分化し、仕事、役割を限定することによって集中して業
務を遂行できるという意味であるが、お役所仕事、官僚的と聞くとどのような印象をもつであろうか。組織には
強みがあれば、弱みもある。それは企業を観察していれば、同じことがいえる。
　社会に生きる私たちはどこかに所属することになる。経営学的な組織論を学び、組織に求めること、やる気、
動機づけ、コミュニケーション、リーダーシップ、今後のキャリア（生き方・働き方）といったことと絡めて考
えていってほしい。
　事前学習では授業テーマに関する問題について考え、ノートにまとめておく必要があり、事後学習では授業で
提示された資料や紹介された参考文献をもとに学習していくといった主体的学習が必要となる。

到達目標

1.経営組織論に関する基礎的な知識を説明することができる。
2.経営組織論の特質、類型について説明することができる。
3.経営組織論と関連して、経営戦略について考察し、説明することができる。

授業計画

第1回　イントロダクション
第2回　組織の考え方：組織の考え方について学習する
第3回　組織の共通理解と分業：組織の共通理解と分業について学習する
第4回　組織構造：組織構造について学習する
第5回　組織の意思決定：組織の意思決定について学習する
第6回　組織の多様性：組織の多様性について学習する
第7回　組織のモチベーション：組織のモチベーションについて学習する
第8回　リーダーシップ：リーダーシップについて学習する
第9回　組織の戦略：組織の戦略について学習する
第10回　イノベーション：イノベーションについて学習する
第11回　組織変革のプロセス：組織変革のプロセスについて学習する
第12回　組織の不祥事：組織の不祥事について学習する
第13回　コーポレート・ガバナンス（企業統治）1：コーポレート・ガバナンスについて学習する
第14回　コーポレート・ガバナンス（企業統治）2：コーポレート・ガバナンスについて理解を深める
第15回　SDGs（持続可能な開発目標）：SDGsについて学習する

授業計画を変更することがある。

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

第1回
事前学修課題：授業のシラバスを熟読し、授業構成を理解する。1時間。
事後学修課題：授業の説明内容に基づき経営組織論の基礎知識を学習し、ノートを準備する。1時間。

第2回
事前学修課題：組織の考え方について調べる。1.5時間。
事後学修課題：組織の考え方についてまとめる。2.5時間。

第3回
事前学修課題：組織の共通理解と分業について調べる。1.5時間。
事後学修課題：組織の共通理解と分業についてまとめる。2.5時間。

第4回
事前学修課題：組織構造について調べる。1.5時間。
事後学修課題：組織構造についてまとめる。2.5時間。

第5回
事前学修課題：組織の意思決定について調べる。1.5時間。
事後学修課題：組織の意思決定についてまとめる。2.5時間。

授業種別

開講期

講義

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

経営組織論



第6回
事前学修課題：組織の多様性について調べる。1.5時間。
事後学修課題：組織の多様性についてまとめる。2.5時間。

第7回
事前学修課題：組織のモチベーションについて調べる。1.5時間。
事後学修課題：組織のモチベーションについてまとめる。2.5時間。

第8回
事前学修課題：リーダーシップについて調べる。1.5時間。
事後学修課題：リーダーシップについてまとめる。2.5時間。

第9回
事前学修課題：組織の戦略について調べる。1.5時間。
事後学修課題：組織の戦略についてまとめる。2.5時間。

第10回
事前学修課題：イノベーションについて調べる。1.5時間。
事後学修課題：イノベーションについてまとめる。2.5時間。

第11回
事前学修課題：組織変革のプロセスについて調べる。1.5時間。
事後学修課題：組織変革のプロセスについてまとめる。2.5時間。

第12回
事前学修課題：組織の不祥事について調べる。1.5時間。
事後学修課題：組織の不祥事についてまとめる。2.5時間。

第13回
事前学修課題：コーポレート・ガバナンスについて調べる。1.5時間。
事後学修課題：コーポレート・ガバナンスについてまとめる。2.5時間。

第14回
事前学修課題：コーポレート・ガバナンスについて調べる。1.5時間。
事後学修課題：コーポレート・ガバナンスについてまとめる。2.5時間。

第15回
事前学修課題：SDGsについて調べる。1.5時間。
事後学修課題：SDGsについてまとめる。3.5時間。

課題に対するフィードバックの方法

授業あるいはメールで個別に対応する。

成績評価の方法・基準（方針）

経営組織論の内容を理解し、到達目標に関わる到達度に応じて単位を授与する。
評価割合を合算し、総合的に評価する。
大阪国際大学の規定に基づき、やむを得ない欠席を除いて5回以上欠席した場合は「K」評価とする。
授業の出席は成績評価に加味しないので15回すべて出席したからといって単位が認定されるわけではない。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

20

30

50

0

0

評価方法・割合

振り返りシートのコメントの内容（10）
受講態度（10）

レポート課題（レポート内容、理解度、文章力）

記述試験

評価対象となる到達目標

1、2

1、2、3

1、2、3

テキスト 指定のテキストはない。

参考書 青木　崇（2016）『価値創造経営のコーポレート・ガバナンス』税務経理協会。
稲葉祐之・井上達彦・鈴木竜太・山下　勝（2010）『キャリアで語る経営組織―個人の論理と組織
の論理―』有斐閣。
金井壽宏（1999）『経営組織』日本経済新聞社。
上林憲雄・庭本佳子編著（2020）『経営組織入門』文眞堂。
菊池敏夫・櫻井克彦編著（2021）『新企業統治論』税務経理協会。
十川廣國編著（2013）『経営組織論（第2版）』中央経済社。
田尾雅夫（2012）『現代組織論』勁草書房。
田尾雅夫編著（2010）『よくわかる

経営組織論



履修条件・他の科目との関連 積極的な参加を求める。
日頃から新聞や雑誌を読み、当該テーマについての知識を蓄えておくこと。
私語や遅刻、スマートフォンで遊ぶといった授業に関係のない行為については厳禁とする。

経営組織論



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16300401

組織行動論

田窪　美葉

田窪　美葉

2年

授業の目的・概要

組織に関連する基礎概念をもとに、組織行動について学ぶことを目的とする。個人行動、パーソナリティ、動機
づけ、意思決定、集団行動、コミュニケーション、リーダーシップ、コンフリクト、人材管理、組織学習など、
さまざまなトピックをとりあげ、各理論を学ぶだけでなく、学習者の行動がどんな原理に基づいているかを取り
扱う。また授業の一部にグループワークを伴うが、受講人数によって実施週や内容を変更することがある。

到達目標

1.組織行動論の各理論について説明することができる
2.組織行動論の各理論について身近な話題に置き換えて表現することができる

授業計画

第1回　組織行動論とは何か：注目する行動、態度、範囲、目的
第2回　個人の行動の基礎：価値観、態度、認知、学習
第3回　パーソナリティと感情：MBTI、ビッグ・ファイブ、パーソナリティと職務業績、感情
第4回　動機づけ：初期の動機づけ理論、現代の動機づけ理論
第5回　個人の意思決定：合理的な意思決定プロセス、創造性、限定された合理性、共通バイアスとエラー
第6回　集団行動：集団の定義と分類、役割、規範、地位、凝集性、規模、集団の意思決定
第7回　コミュニケーション：コミュニケーション・プロセス、個人間・組織のコミュニケーション
第8回　コミュニケーション演習：異文化コミュニケーション
第9回　リーダーシップ：特性理論、行動理論、条件適合理論
第10回　新しいリーダーシップ論：リーダー・メンバー交換理論、パス・ゴール理論
第11回　コンフリクトと交渉：コンフリクトのプロセス、交渉における問題
第12回　人材管理の考え方と方法：人事方針・制度・業績評価・業績フィードバック
第13回　インターネットの心理学：インターネット上での人々の行動
第14回　インバスケット思考：優先順位決定、問題解決
第15回　まとめ：全体のまとめ

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

第1回
【事前】 シラバスを読むこと。　2.0時間
【事後】 テーマに関連した課題を行うこと。　2.0時間　
第2回
【事前】 自身の行動がどんな価値観に基づいているかを考えておく。　2.0時間　
【事後】 テーマに関連した課題を行うこと。　2.0時間　
第3回
【事前】 自身のパーソナリティについてどのように分類されるか予想しておく。　2.0時間　　
【事後】 テーマに関連した課題を行うこと。　2.0時間　
第4回
【事前】 動機づけ理論について調べておく。　2.0時間　
【事後】 テーマに関連した課題を行うこと。　2.0時間　
第5回
【事前】 自身がどのように意思決定を行うかについて考える。　2.0時間　　
【事後】 テーマに関連した課題を行うこと。　2.0時間　
第6回
【事前】 自身が個人行動をするときと、集団行動をするときの行動の違いについて考える。　2.0時間　　
【事後】 テーマに関連した課題を行うこと。　2.0時間　
第7回
【事前】 コミュニケーションがうまくいかない事例についてその理由を考える。　2.0時間　　
【事後】 テーマに関連した課題を行うこと。　2.0時間　
第8回
【事前】 リーダーシップを発揮する人とはどのような人か考える。　2.0時間　　
【事後】 テーマに関連した課題を行うこと。　2.0時間　
第9回
【事前】 実際に交渉する場面を想定して、どのような交渉が望ましいかを考える。　2.0時間　　
【事後】 テーマに関連した課題を行うこと。　2.0時間　
第10回
【事前】 自身が属している組織について、その組織構造が自身の行動にどのように影響を与えているか考える。
　2.0時間　　

授業種別

開講期

講義

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

組織行動論



【事後】 テーマに関連した課題を行うこと。　2.0時間　
第11回
【事前】 自身の属する組織の組織文化について考える。　2.0時間　　
【事後】 テーマに関連した課題を行うこと。　2.0時間　
第12回
【事前】 企業Webページを利用して、採用の流れについて調べる。　2.0時間　　
【事後】 テーマに関連した課題を行うこと。　2.0時間　
第13回
【事前】 自身のインターネット上の行動について考える。　2.0時間　　
【事後】 テーマに関連した課題を行うこと。　2.0時間　
第14回
【事前】 とるべき行動の優先順位について考える。　2.0時間　　
【事後】 テーマに関連した課題を行うこと。　2.0時間　
第15回
【事前】 これまでの内容を復習しておくこと。　2.0時間　　 
【事後】 レポートの準備をすること。　2.0時間

課題に対するフィードバックの方法

課題を完成させることに関する質問は、授業内、もしくはE-mailで受付ける。また、次回授業にて、解答例や優
秀な回答を紹介する場合がある。
授業時間内で行うMoodle課題(自動採点型)については、受験後すぐに正解かどうかと、得点が示される。

成績評価の方法・基準（方針）

通常授業内での配布課題及びMoodleでの課題(Classroomから連携予定)と、レポート免除試験(予定)もしくは期末
レポートにより評価する。
正当な理由のない欠席4回以上、毎回の通常課題未提出4回以上、またはレポート免除試験に不合格で期末レポー
トを未提出の場合、評価の対象とせず、「K」評価とする。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

50

0

0

50

0

評価方法・割合

通常授業内での配布課題及びMoodleでの課題
(Classroomから連携予定)

レポート免除試験(予定)もしくは期末レポート試験

評価対象となる到達目標

1、2

1、2

テキスト プリントを配布する

参考書 「【新版】組織行動のマネジメント-入門から実践へ」スティーブン P.ロビンス著　高木晴夫訳　ダイヤ
モンド社
「組織行動研究の展開」　上田泰著　白桃書房
他の参考書は講義中に随時紹介する。

履修条件・他の科目との関連 経営学入門他、経営学の基礎科目の受講が必要。事後学習や試験の一部にMoodleを使用す
る。

組織行動論



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16300501

経営史

青木　崇

青木　崇

2年

授業の目的・概要

経営史は企業の歴史を考察し、過去から現在に至る過程を理解するところに意義がある。本講義では日本企業と
その経営の歴史を学習し、経営者の経営理念、戦略的意思決定をみていく。
　日本企業の中には創業して100年以上の歴史ある企業が多くあり、その企業数は世界一である。業種別でみると
小売業、製造業、卸売業が全体のおよそ8割を占めている。業種分類では清酒製造、旅館、菓子製造販売があり、
老舗といわれる企業が名を連ねている。
　100年以上の歴史ある企業に共通するのは何であろうか。本講義ではそうした問いについて考え、今日的テーマ
である持続可能な発展を目指す企業とその経営者の理念、戦略的意思決定、企業の社会的責任について事例を織
り交ぜながら学習する。
　事前学習では授業テーマに関する問題について考え、ノートにまとめておく必要があり、事後学習では授業で
提示された資料や紹介された参考文献をもとに学習していくといった主体的学習が必要となる。

到達目標

1.経営史に関する基礎的な知識を説明することができる。
2.経営史と関連して、経営理念や経営者の戦略的意思決定について考察し、説明することができる。
3.日本企業の経営史を学習し、個別企業の経営史について考察し、説明することができる。

授業計画

第1回　イントロダクション
第2回　企業の経営理念：企業の経営理念について学習する
第3回　日本の老舗企業：日本の老舗企業について学習する
第4回　近江商人の経営理念とその精神：近江商人の経営理念とその精神について学習する
第5回　渋沢栄一：渋沢栄一について学習する
第6回　波多野鶴吉：波多野鶴吉について学習する
第7回　創業者の経営理念とその精神：創業者の経営理念とその精神について学習する
第8回　キヤノンの歴史：キヤノンの歴史について学習する
第9回　企業のロングセラーと日本の医薬品発祥の地：企業のロングセラーと日本の医薬品発祥の地について学習
する
第10回　安藤百福と日清食品ホールディングスの歴史：安藤百福と日清食品ホールディングスの歴史について学
習する
第11回　サントリーホールディングスの歴史：サントリーホールディングスの歴史について学習する
第12回　リコーと本田技研工業の歴史：リコーと本田技研工業の歴史について学習する
第13回　ソニーグループの歴史：ソニーグループの歴史について学習する
第14回　コンビニエンスストアの歴史：コンビニエンスストアの歴史について学習する
第15回　まとめ

授業計画を変更することがある。
外部講師の講演を予定している。

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

第1回
事前学修課題：授業のシラバスを熟読し、授業構成を理解する。1時間。
事後学修課題：授業の説明内容に基づき経営史の基礎知識を学習し、ノートを準備する。1時間。

第2回
事前学修課題：企業の経営理念について調べる。1.5時間。
事後学修課題：企業の経営理念についてまとめる。2.5時間。

第3回
事前学修課題：日本の老舗企業について調べる。1.5時間。
事後学修課題：日本の老舗企業についてまとめる。2.5時間。

第4回
事前学修課題：近江商人の経営理念とその精神について調べる。1.5時間。
事後学修課題：近江商人の経営理念とその精神についてまとめる。2.5時間。

第5回
事前学修課題：渋沢栄一について調べる。1.5時間。

授業種別

開講期

講義

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

経営史



事後学修課題：渋沢栄一についてまとめる。2.5時間。

第6回
事前学修課題：波多野鶴吉について調べる。1.5時間。
事後学修課題：波多野鶴吉についてまとめる。2.5時間。

第7回
事前学修課題：創業者の経営理念とその精神について調べる。1.5時間。
事後学修課題：創業者の経営理念とその精神についてまとめる。2.5時間。

第8回
事前学修課題：キヤノンの歴史について調べる。1.5時間。
事後学修課題：キヤノンの歴史についてまとめる。2.5時間。

第9回
事前学修課題：企業のロングセラーと日本の医薬品発祥の地について調べる。1.5時間。
事後学修課題：企業のロングセラーと日本の医薬品発祥の地についてまとめる。2.5時間。

第10回
事前学修課題：安藤百福と日清食品ホールディングスの歴史について調べる。1.5時間。
事後学修課題：安藤百福と日清食品ホールディングスの歴史についてまとめる。

第11回
事前学修課題：サントリーホールディングスの歴史について調べる。1.5時間。
事後学修課題：サントリーホールディングスの歴史についてまとめる。2.5時間。

第12回
事前学修課題：リコーと本田技研工業の歴史について調べる。1.5時間。
事後学修課題：リコーと本田技研工業の歴史についてまとめる。2.5時間。

第13回
事前学修課題：ソニーグループの歴史について調べる。1.5時間。
事後学修課題：ソニーグループの歴史についてまとめる。2.5時間。

第14回
事前学修課題：コンビニエンスストアの歴史について調べる。1.5時間。
事後学修課題：コンビニエンスストアの歴史についてまとめる。2.5時間。

第15回
事前学修課題：まとめについて調べる。1.5時間。
事後学修課題：まとめについてまとめる。3.5時間。

課題に対するフィードバックの方法

授業あるいはメールで個別に対応する。

成績評価の方法・基準（方針）

経営史の内容を理解し、到達目標に関わる到達度に応じて単位を授与する。
評価割合を合算し、総合的に評価する。
大阪国際大学の規定に基づき、やむを得ない欠席を除いて5回以上欠席した場合は「K」評価とする。
授業の出席は成績評価に加味しないので15回すべて出席したからといって単位が認定されるわけではない。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

20

30

50

0

0

評価方法・割合

振り返りシートのコメントの内容（10）
受講態度（10）

レポート課題（レポート内容、理解度、文章力）

記述試験

評価対象となる到達目標

1、2

1、2、3

1、2、3

テキスト 指定のテキストはない。

参考書 青木　崇（2016）『価値創造経営のコーポレート・ガバナンス』税務経理協会。
宇田川　勝編著（2013）『ケースブック日本の企業家―近代産業発展の立役者たち―』有斐閣。
宇田川　勝・生島　淳編著（2011）『企業家に学ぶ日本経営史―テーマとケースでとらえよう―』有
斐閣。
加藤健太・大石直樹（2013）『ケースに学ぶ日本の企業―ビジネス・ヒストリーへの招待―』有斐閣。
経営史学会・山崎広明編著（2004）『日本経営史の基礎知識』有斐閣。
中瀬哲史（2016）『エッセンシャル経営史―生産システムの歴史的分析―

経営史



参考書
履修条件・他の科目との関連 積極的な参加を求める。

日頃から新聞や雑誌を読み、当該テーマについての知識を蓄えておくこと。
私語や遅刻、スマートフォンで遊ぶといった授業に関係のない行為については厳禁とする。

経営史



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16300601

経営倫理

青木　崇

青木　崇

3年

授業の目的・概要

なぜ、企業はその行動の倫理性を問われなければならないのか。経営倫理（企業倫理）は今に始まった問題では
ない。昨今、経営者が経営理念や倫理観をも脱ぎ捨てたかのように、あるいは法律違反ではないから何を行って
も構わないという風潮を呼んだことがある。なぜ、このようなことが起きたのであろうか。この問いに答えるこ
とが本講義の目的である。
　企業は経済的組織体であると同時に社会性、公益性、公共性を有している公器である。20世紀ではエクセレン
ト・カンパニーといわれ、業界を代表する国際的企業が反倫理的行為を繰り返し社会問題化した。この実態を正
確に認識し、その根源の思想となぜ経営倫理を問われなければならないかについて、その論拠を講ずる。
　世の中の企業や人間が良い企業や人間ばかりであれば、経営倫理の講義をする必要はないかもしれない。しか
し、現実の社会はそうなってはいない。これから社会に巣立っていく学生たちに、この科目が設けられたのは倫
理観のない、または倫理観の薄い人間は社会人として生きていけないことを自覚してほしいからであろう。この
ことを学生たちが自分の問題として考えるきっかけにしたい。社会に生きる人間として、倫理の大切さを学んで
ほしい。
　事前学習では授業テーマに関する問題について考え、ノートにまとめておく必要があり、事後学習では授業で
提示された資料や紹介された参考文献をもとに学習していくといった主体的学習が必要となる。

到達目標

1.経営倫理に関する基礎的な知識を説明することができる。
2.経営倫理と関連して、コンプライアンス（法令遵守）やコーポレート・ガバナンス（企業統治）について考察
し、説明することができる。
3.経営倫理のあり方と課題について考察し、説明することができる。

授業計画

第1回　イントロダクション
第2回　倫理の考え方：倫理の考え方について学習する
第3回　法律と倫理：法律と倫理について学習する
第4回　カントの倫理学：カントの倫理学について学習する
第5回　企業の存在意義と社会性：企業の存在意義と社会性について学習する
第6回　経営の目的―CSR、ESG、SDGsの意味―：経営の目的について学習する
第7回　雪印食品牛肉偽装事件：雪印食品牛肉偽装事件について考察する
第8回　ミートホープの食肉偽装事件：ミートホープの食肉偽装事件について考察する
第9回　雪印食品とミートホープの不祥事：雪印食品とミートホープの不祥事について考察する
第10回　様々な企業不祥事の内容と経緯：様々な企業不祥事の内容と経緯について学習する
第11回　企業不祥事の事後対応：企業不祥事の事後対応について学習する
第12回　1960年代と1990年代以降の企業不祥事：1960年代と1990年代以降の企業不祥事について考察する
第13回　リスクマネジメント：リスクマネジメントについて学習する
第14回　雪印乳業（現雪印メグミルク）の経営再生：雪印乳業の経営再生について学習する
第15回　日本航空の経営再生：日本航空の経営再生について学習する

授業計画を変更することがある。

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

第1回
事前学修課題：授業のシラバスを熟読し、授業構成を理解する。1時間。
事後学修課題：授業の説明内容に基づき経営倫理の基礎知識を学習し、ノートを準備する。1時間。

第2回
事前学修課題：倫理の考え方について調べる。1.5時間。
事後学修課題：倫理の考え方についてまとめる。2.5時間。

第3回
事前学修課題：法律と倫理について調べる。1.5時間。
事後学修課題：法律と倫理についてまとめる。2.5時間。

第4回
事前学修課題：カントの倫理学について調べる。1.5時間。
事後学修課題：カントの倫理学についてまとめる。2.5時間。

授業種別

開講期

講義

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

経営倫理



第5回
事前学修課題：企業の存在意義と社会性について調べる。1.5時間。
事後学修課題：企業の存在意義と社会性についてまとめる。2.5時間。

第6回
事前学修課題：経営の目的―CSR、ESG、SDGsの意味―について調べる。1.5時間。
事後学修課題：経営の目的―CSR、ESG、SDGsの意味―についてまとめる。2.5時間。

第7回
事前学修課題：雪印食品牛肉偽装事件について調べる。1.5時間。
事後学修課題：雪印食品牛肉偽装事件についてまとめる。2.5時間。

第8回
事前学修課題：ミートホープの食肉偽装事件について調べる。1.5時間。
事後学修課題：ミートホープの食肉偽装事件についてまとめる。2.5時間。

第9回
事前学修課題：雪印食品とミートホープの不祥事について調べる。1.5時間。
事後学修課題：雪印食品とミートホープの不祥事についてまとめる。2.5時間。

第10回
事前学修課題：様々な企業不祥事の内容と経緯について調べる。1.5時間。
事後学修課題：様々な企業不祥事の内容と経緯についてまとめる。2.5時間。

第11回
事前学修課題：企業不祥事の事後対応について調べる。1.5時間。
事後学修課題：企業不祥事の事後対応についてまとめる。2.5時間。

第12回
事前学修課題：1960年代と1990年代以降の企業不祥事について調べる。1.5時間。
事後学修課題：1960年代と1990年代以降の企業不祥事についてまとめる。2.5時間。

第13回
事前学修課題：リスクマネジメントについて調べる。1.5時間。
事後学修課題：リスクマネジメントについてまとめる。2.5時間。

第14回
事前学修課題：雪印乳業の経営再生について調べる。1.5時間。
事後学修課題：雪印乳業の経営再生についてまとめる。2.5時間。

第15回
事前学修課題：日本航空の経営再生について調べる。1.5時間。
事後学修課題：日本航空の経営再生についてまとめる。3.5時間。

課題に対するフィードバックの方法

授業あるいはメールで個別に対応する。

成績評価の方法・基準（方針）

経営倫理の内容を理解し、到達目標に関わる到達度に応じて単位を授与する。
評価割合を合算し、総合的に評価する。
大阪国際大学の規定に基づき、やむを得ない欠席を除いて5回以上欠席した場合は「K」評価とする。
授業の出席は成績評価に加味しないので15回すべて出席したからといって単位が認定されるわけではない

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

20

30

50

0

0

評価方法・割合

振り返りシートのコメントの内容（10）
受講態度（10）

レポート課題（レポート内容、理解度、文章力）

記述試験

評価対象となる到達目標

1、2

1、2、3

1、2、3

テキスト 指定のテキストはない。

参考書 青木　崇（2016）『価値創造経営のコーポレート・ガバナンス』税務経理協会。
飫冨順久（2000）『企業行動の評価と倫理』学文社。
出見世信之（2004）『企業倫理入門―企業と社会との関係を考える―』同文舘出版。
中村瑞穂編著（2003）『企業倫理と企業統治―国際比較―』文眞堂。
平田光弘（2008）『経営者自己統治論―社会に信頼される企業の形成―』中央経済社。

経営倫理



参考書
必要に応じて授業で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 積極的な参加を求める。
日頃から新聞や雑誌を読み、当該テーマについての知識を蓄えておくこと。
私語や遅刻、スマートフォンで遊ぶといった授業に関係のない行為については厳禁とする。

経営倫理



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16300701

人的資源管理論

青木　崇

青木　崇

3年

授業の目的・概要

本講義では人的資源管理の基本的な考え方、人的資源管理の仕組み、新しい勤労スタイルについて学習する。経
営資源は一般的にヒト、モノ、カネ、情報の4つの要素からなるといわれている。人的資源管理とはこのうちのヒ
トに関する企業の管理（マネジメント）活動の総称である。人的資源管理の対象であるヒト資源のもつ特徴は経
営資源を構成する4要素の中でも最も基本的かつ重要な構成要素である。ヒトはモノ、カネ、情報とは異なり、生
身の人間であるため、喜怒哀楽の感情をもち、高度な思考をする主体であるということをあげることができる。
　人的資源管理論のキーワードをあげれば、モチベーション、リーダーシップ、多様な働き方、ダイバーシティ
経営、ウェルビーイング（Well-being）における健康経営、人的資本経営などがあり、組織で生きていくために
必要になってくる考え方である。
　例えば、SDGs（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標）は目標5のジェンダー平等と女性のエ
ンパワーメント、目標8の働きがいと経済成長、目標10の不平等の是正など、労働者や企業・団体を対象とした取
り組みが求められている。これらの目標に深く関係してくるのがダイバーシティ経営である。
　ダイバーシティ経営とは多様な人材を活かし、その能力が最大限発揮できる機会を提供することでイノベー
ションを生み出し、価値創造につなげている経営を意味している。ダイバーシティ経営を推進するうえでは多様
な労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できるように環境を整える必要があるため、人材の確保
とともに働き方改革が重要になる。日本でダイバーシティ経営と働き方改革に取り組むうえで大きな鍵となって
いるのが女性活躍の推進であることが指摘されている。特に社外取締役に女性の割合が多い企業は業績や離職
率、レジリエンス（立ち直る力）などが向上したといった先行研究がある。
　本講義ではこれらの視点から人的資源管理論の課題について学習していくことにしたい。
　事前学習では授業テーマに関する問題について考え、ノートにまとめておく必要があり、事後学習では授業で
提示された資料や紹介された参考文献をもとに学習していくといった主体的学習が必要となる。

到達目標

1.人的資源管理論の基本的な概念、論点、フレームワークについて説明することができる。
2.実際の企業の人的資源管理について考察し、説明することができる。
3.今後の人的資源管理論のあり方と課題について考察し、説明することができる。

授業計画

第1回　イントロダクション
第2回　人はなぜ働くのか：人はなぜ働くのかについて考察する
第3回　モチベーション：モチベーションについて学習する
第4回　モチベーション理論：モチベーション理論について学習する
第5回　リーダーシップ1：リーダーシップについて学習する
第6回　リーダーシップ2：リーダーシップについて理解を深める
第7回　戦略的人的資源管理：戦略的人的資源管理について学習する
第8回　組織と人的資源管理：組織と人的資源管理について学習する
第9回　働き方1：働き方について学習する
第10回　働き方2：働き方について理解を深める
第11回　ダイバーシティ経営1：ダイバーシティ経営について学習する
第12回　ダイバーシティ経営2：ダイバーシティ経営について理解を深める
第13回　ウェルビーイング（Well-being）における健康経営：ウェルビーイングにおける健康経営について学習
する
第14回　人的資本経営：人的資本経営について学習する
第15回　まとめ

授業計画を変更することがある。

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

第1回
事前学修課題：授業のシラバスを熟読し、授業構成を理解する。1時間。
事後学修課題：授業の説明内容に基づき人的資源管理論の基礎知識を学習し、ノートを準備する。1時間。

第2回
事前学修課題：人はなぜ働くのかについて調べる。1.5時間。
事後学修課題：人はなぜ働くのかについてまとめる。2.5時間。

第3回

授業種別

開講期

講義

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

人的資源管理論



事前学修課題：モチベーションについて調べる。1.5時間。
事後学修課題：モチベーションについてまとめる。2.5時間。

第4回
事前学修課題：モチベーション理論について調べる。1.5時間。
事後学修課題：モチベーション理論についてまとめる。2.5時間。

第5回
事前学修課題：リーダーシップについて調べる。1.5時間。
事後学修課題：リーダーシップについてまとめる。2.5時間。

第6回
事前学修課題：リーダーシップについて調べる。1.5時間。
事後学修課題：リーダーシップについてまとめる。2.5時間。

第7回
事前学修課題：戦略的人的資源管理について調べる。1.5時間。
事後学修課題：戦略的人的資源管理についてまとめる。2.5時間。

第8回
事前学修課題：組織と人的資源管理について調べる。1.5時間。
事後学修課題：組織と人的資源管理についてまとめる。2.5時間。

第9回
事前学修課題：働き方について調べる。1.5時間。
事後学修課題：働き方についてまとめる。2.5時間。

第10回
事前学修課題：働き方について調べる。1.5時間。
事後学修課題：働き方についてまとめる。2.5時間。

第11回
事前学修課題：ダイバーシティ経営について調べる。1.5時間。
事後学修課題：ダイバーシティ経営についてまとめる。2.5時間。

第12回
事前学修課題：ダイバーシティ経営について調べる。1.5時間。
事後学修課題：ダイバーシティ経営についてまとめる。2.5時間。

第13回
事前学修課題：ウェルビーイングにおける健康経営について調べる。1.5時間。
事後学修課題：ウェルビーイングにおける健康経営についてまとめる。2.5時間。

第14回
事前学修課題：人的資本経営について調べる。1.5時間。
事後学修課題：人的資本経営についてまとめる。2.5時間。

第15回
事前学修課題：まとめについて調べる。1.5時間。
事後学修課題：まとめについてまとめる。3.5時間。

課題に対するフィードバックの方法

授業あるいはメールで個別に対応する。

成績評価の方法・基準（方針）

人的資源管理論の内容を理解し、到達目標に関わる到達度に応じて単位を授与する。
評価割合を合算し、総合的に評価する。
大阪国際大学の規定に基づき、やむを得ない欠席を除いて5回以上欠席した場合は「K」評価とする。
授業の出席は成績評価に加味しないので15回すべて出席したからといって単位が認定されるわけではない。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

20

30

50

0

0

評価方法・割合

振り返りシートのコメントの内容（10）
受講態度（10）

レポート課題（レポート内容、理解度、文章力）

記述試験

評価対象となる到達目標

1、2

1、2、3

1、2、3

人的資源管理論



テキスト 指定のテキストはない。

参考書 奥林康司・上林憲雄・平野光俊編著（2014）『入門人的資源管理』中央経済社。
上林憲雄編著（2015）『人的資源管理』中央経済社。
上林憲雄・厨子直之・森田雅也（2018）『経験から学ぶ人的資源管理（新版）』有斐閣。
佐藤博樹・藤村博之・八代充史（2015）『新しい人事労務管理』有斐閣。
白木三秀編著（2015）『人的資源管理の基本』文眞堂。
白木三秀編著（2018）『人的資源管理の力』文眞堂。
原田順子・平野光俊（2018）『人的資源管理』放送大学教育振興会。
日沖　健（2017）『変革するマネジメント

履修条件・他の科目との関連 積極的な参加を求める。
日頃から新聞や雑誌を読み、当該テーマについての知識を蓄えておくこと。
私語や遅刻、スマートフォンで遊ぶといった授業に関係のない行為については厳禁とする。

人的資源管理論



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16300801

国際経営論

近藤　浩章

近藤　浩章

3年

授業の目的・概要

企業のグローバル化が従来の「日本型経営の輸出」から「現地化」、「グローバル連携」へと転換している状況
を踏まえ、日本企業の国際経営の歴史を理解したうえで、今後の歩むべき道を大局的にとらえる。各テーマにお
いては、グローバルビジネスの実態や海外各市場の特性を、成功・失敗事例を交えてわかりやすく解説する。
担当教員が長年に亘り、企業において国際経営に従事した実務経験をもとに、国際経営に関する理論と実践への
応用を関連付けながら講義を展開する。

到達目標

1. グローバルビジネスを身近なものとして捉える眼を養う。
2. 日本企業が国際経営を行う際の課題と対応について理解する。
3. グローバルリーダーとして活躍するためのスキルアップ目標を持つ。

授業計画

※授業計画については変更する可能性もある。
【第1回　国際経営論概要】
　　講義の目的と全体構成、国際経営論を学ぶ意義
【第2回　国際経営とは】
　　さまざまな国際経営活動　多国籍企業　経営資源の海外移転
【第3回　国際経営戦略】
　　国際経営戦略とは　国際経営戦略の歴史　政治的制約
【第4回　海外マーケティング】
　　輸出と海外進出の歴史　海外販売子会社設立と現地化　輸入SCM
【第5回　海外生産】
　　海外生産の発展　日本型生産の海外展開　日本型生産の試練
【第6回　海外研究開発】
　　技術の国際移転　海外研究開発の展開　ソフトウェア海外開発
【第7回　国際経営マネジメント】
　　国際経営組織　言語に関する課題と対応　日本型経営の課題と対応
【第8回　マトリクス経営】
　　事業軸経営　地域軸経営　マトリクス経営の実践と課題
【第9回　欧米における日本企業】
　　北米でのビジネス　欧州でのビジネス　国際情勢の影響
【第10回　アジアにおける日本企業】
　　ASEANでのビジネス　中国でのビジネス　インドでのビジネス
【第11回　新興国戦略】
　　新興国市場の特徴　外国企業の戦略　日本企業の戦略
【第12回　サービス企業の海外進出】
　　サービス企業の特徴　海外進出の事例と成果　海外進出の要点
【第13回　国際経営の未来】
　　非製造業のインバウンド戦略　国際経営の革新　日本企業の課題
【第14回　グローバルビジネスで活躍するために】
　　グローバルビジネスの特徴　求められるスキル・マインドセット
【第15回　国際経営論まとめ】
　　講義全般の振り返り、ビジネスパーソンとして大事なこと

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

【第１回】講義概要などの説明を復習し、国際経営を学ぶ意義について理解を深める。
【第２回】国際経営の全体像について予習し、授業内容をもとに身近な企業事例を調べて理解を深める。
【第３回】国際経営の歴史や戦略について予習し、授業内容をもとに身近な企業事例を調べて理解を深める。
【第４回】海外マーケティングについて予習し、授業内容をもとに身近な企業事例を調べて理解を深める。
【第５回】海外生産について予習し、授業内容をもとに身近な企業事例を調べて理解を深める。
【第６回】海外研究開発について予習し、授業内容をもとに身近な企業事例を調べて理解を深める。
【第７回】国際経営組織や課題について予習し、授業内容をもとに身近な企業事例を調べて理解を深める。
【第８回】マトリクス経営について予習し、授業内容をもとに身近な企業事例を調べて理解を深める。
【第９回】北米や欧州のビジネスについて予習し、授業内容をもとに身近な企業事例を調べて理解を深める。
【第１０回】アジアのビジネスについて予習し、授業内容をもとに身近な企業事例を調べて理解を深める。
【第１１回】新興国のビジネスについて予習し、授業内容をもとに身近な企業事例を調べて理解を深める。
【第１２回】サービス企業の国際経営について予習し、授業内容をもとに身近な企業事例を調べて理解を深め

授業種別

開講期

講義

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 〇

国際経営論



る。
【第１３回】国際経営の諸課題について予習し、授業内容をもとに身近な企業事例を調べて理解を深める。
【第１４回】グローバルビジネスの特徴について予習し、授業内容をもとに身近な企業事例を調べて理解を深め
る。
【第１５回】国際経営の授業を振り返り、期末試験の準備を行う。
事前事後の学習時間：第１回は事後学習4.0時間、第２回～第１４回は各回事前1.5時間、事後2.5時間、第１５回
は事前学習4.0時間

課題に対するフィードバックの方法

毎回の授業時に課題レポートに対するコメントをする。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示す評価方法により総合的に判断のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
※成績評価方法・基準については、場合によっては変更する可能性もある。
※※授業時間内の発言は回数をカウントし、授業参画の積極性を評価する。
※※※確認テストは各授業ごとに示し、授業時間外に取り組むものとする。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

10

50

40

0

0

評価方法・割合

授業への参画と発言回数・内容（10）

各回の確認テスト（30）、課題レポート（20）

筆記試験（40）

評価対象となる到達目標

1,2

2,3

2,3

テキスト テキストは指定しない。

参考書 国際経営 第4版 (有斐閣アルマ)　吉原 英樹 著　ISBN-13 : 978-4641220645

履修条件・他の科目との関連 マーケティング論の履修が望ましい。
授業では発言を求められるため、積極的な態度で履修すること。

国際経営論



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16300901

経営工学

安高　真一郎

安高　真一郎

3年

授業の目的・概要

経営工学とは、企業経営のおける諸問題に対し、工学的なアプローチから解決策を提案する学問である。ここで
の工学的アプローチとは、数学、統計学、情報工学といった多くの専門分野の知識を指している。本講義では、
生産管理・品質管理・ロジスティクス、それらの分野に関する数学モデルの構築とその最適な解決手法の紹介・
考察を行っていく。

到達目標

1. 授業で紹介できる範囲には限りがあるが、経営工学で用いられる手法について理解を深めること。
2. さらに自身で興味を持って、卒業論文等その知識を活用すること。

授業計画

【第1回】ガイダンス
　内容: 経営工学とは
【第2回】線形計画法1
　内容: 線形系計画法の基礎
【第3回】線形計画法2
　内容: 線形計画法の応用
【第4回】非線形計画法
　内容: 非線形計画法とは
【第5回】組合せ最適化問題1
　内容: 組合せ最適化問題の基礎
【第6回】 組合せ最適化問題2
　内容: 組合せ最適化問題の応用
【第7回】ソフトコンピューティング1
　内容: ソフトコンピューティングとは
【第8回】ソフトコンピューティング2
　内容: ソフトコンピューティング技法の応用例
【第9回】生産スケジューリング1
　内容: 生産スケジューリングとは
【第10回】生産スケジューリング2
　内容: 生産スケジューリング問題の例
【第11回】統計学入門1
　内容: 統計学の基礎と応用
【第12回】統計学入門2
　内容: 統計学の基礎と応用
【第3回】品質管理1
　内容: 品質管理の基礎と必要性
【第14回】品質管理2
　内容: 品質管理技法の歴史と応用
【第15回】総合演習
　内容: これまでの総復習

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

【第1回】
　①事前学習: シラバスを熟読(120分)
　②事後学習: 経営工学の概念を把握した上で履修登録を再検討(120分)
【第2回】
　①事前学習: 次回のテーマについて、インターネット等で検索をしておく。(120分)
　②事後学習: 配布プリントを見直し、演習問題を解きなおす。(120分)
【第3回】
　①事前学習: 次回のテーマについて、インターネット等で検索をしておく。(120分)
　②事後学習: 配布プリントを見直し、演習問題を解きなおす。(120分)
【第4回】
　①事前学習: 次回のテーマについて、インターネット等で検索をしておく。(120分)
　②事後学習: 配布プリントを見直し、演習問題を解きなおす。(120分)
【第5回】
　①事前学習: 次回のテーマについて、インターネット等で検索をしておく。(120分)
　②事後学習: 配布プリントを見直し、演習問題を解きなおす。(120分)

授業種別

開講期

講義

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

経営工学



【第6回】
　①事前学習: 次回のテーマについて、インターネット等で検索をしておく。(120分)
　②事後学習: 配布プリントを見直し、演習問題を解きなおす。(120分)
【第7回】
　①事前学習: 次回のテーマについて、インターネット等で検索をしておく。(120分)
　②事後学習: 配布プリントを見直し、演習問題を解きなおす。(120分)
【第8回】
　①事前学習: 次回のテーマについて、インターネット等で検索をしておく。(120分)
　②事後学習: 配布プリントを見直し、演習問題を解きなおす。(120分)
【第9回】
　①事前学習: 次回のテーマについて、インターネット等で検索をしておく。(120分)
　②事後学習: 配布プリントを見直し、演習問題を解きなおす。(120分)
【第10回】
　①事前学習: 次回のテーマについて、インターネット等で検索をしておく。(120分)
　②事後学習: 配布プリントを見直し、演習問題を解きなおす。(120分)
【第11回】
　①事前学習: 次回のテーマについて、インターネット等で検索をしておく。(120分)
　②事後学習: 配布プリントを見直し、演習問題を解きなおす。(120分)
【第12回】
　①事前学習: 次回のテーマについて、インターネット等で検索をしておく。(120分)
　②事後学習: 配布プリントを見直し、演習問題を解きなおす。(120分)
【第13回】
　①事前学習: 次回のテーマについて、インターネット等で検索をしておく。(120分)
　②事後学習: 配布プリントを見直し、演習問題を解きなおす。(120分)
【第14回】
　①事前学習: 次回のテーマについて、インターネット等で検索をしておく。(120分)
　②事後学習: 配布プリントを見直し、演習問題を解きなおす。(120分)
【第15回】
　①事前学習: これまでの内容で質問等をまとめておく。(120分)
　②事後学習: 期末試験へ備える(120分)

課題に対するフィードバックの方法

授業中に返却し、解説を行う。

成績評価の方法・基準（方針）

授業内での取り組み姿勢、期末試験の点数により総合的に評価する。
※欠席6回以上でK評価

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

30

0

70

0

0

評価方法・割合

毎回、授業内で演習を行う。
その取り組み姿勢や解答の正誤によって評価を行う。

定期試験の点数によって評価を行う。

評価対象となる到達目標

1

1, 2

テキスト プリントを配布する。

参考書 授業内で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 ノートを必ず持参し、また配布資料には必ず目を通すこと。
毎回行う演習には、積極的に臨むこと。
私語は控え、スマホでも遊ばず授業に集中すること。
数学(計算)が苦手な学生には、受講をオススメしない。

経営工学



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16301001

マーケティング論

近藤　浩章

近藤　浩章

2年

授業の目的・概要

マーケティングの学習を通じてビジネスを見る眼を養う。
基本的なマーケティングフレームワークについて、順を追って授業をすすめていく。各テーマでは、企業が実践
している事例をわかりやすく解説し、マーケティングを身近なものと考えられるように工夫する。また全体を通
じて、戦略的思考力を鍛えていく。
担当教員が長年に亘り、企業において「マーケティング」業務に従事した実務経験をもとに、「マーケティン
グ」に関する理論と実践への応用を関連付けながら講義を展開する。

到達目標

1. マーケティング・マネジメントの基礎的・理論的概念について理解している。
2. 企業のマーケティング戦略を基礎的・理論的概念に照らし合わせて解釈することができる。
3. ビジネス課題（テーマ）に対して学習した諸概念を用いながら仮説をたてることができる。

授業計画

※授業計画については変更する可能性もある。
【第１回】イントロダクション
　　内容・方法：講義概要、授業内レポート、マーケティングを学ぶ意義について解説する。
【第２回】マーケティングの目的
　　内容・方法：ビジネスにおけるマーケティングの目的を、事例を交えて解説する。
【第３回】顧客について
　　内容・方法：顧客という存在、顧客ニーズについて事例を交えて解説する。
【第４回】ビジネスチャンスをつかむ
　　内容・方法：事業創造や企業成長のために企業はどのようなことをするのか、事例を交えて解説する。
【第５回】自分のビジネスを決める
　　内容・方法：事業の領域を決めるという意味とその効果について事例を交えて解説する。
【第６回】マーケティング・プロセス
　　内容・方法：第１回～第５回の内容を踏まえ、マーケティングをどう進めるのか、全体像を解説する。
【第７回】ターゲットを決める
　　内容・方法：顧客を絞り込んでターゲットを決める意味を、事例を交えて解説する。
【第８回】戦い方のシナリオをつくる
　　内容・方法：競争戦略の概念を基本に、賢く戦って効果的に勝つ法則を、事例を交えて解説する。
【第９回】商品を企画する
　　内容・方法：第６回～第８回の内容を踏まえて、商品を企画する方法を、事例を交えて解説する。
【第１０回】価格を決める
　　内容・方法：価格は安いほうがいいのか、価格の決め方とその機能について事例を交えて解説する。
【第１１回】流通を決める
　　内容・方法：流通の機能や必要性について考え、マーケティングのシナリオとの整合について解説する。
【第１２回】コミュニケーションを決める
　　内容・方法：コミュニケーションの機能、ネット普及による双方向性について事例を交えて解説する。
【第１３回】マーケティング活動の評価
　　内容・方法：第１２回までの内容を踏まえて、マーケティング活動の評価について事例を交えて解説する。
【第１４回】サービス・マーケティング
　　内容・方法：非製造業のマーケティングの特徴や課題について、事例を交えて解説する。
【第１５回】マーケティング論まとめ
　　内容・方法：マーケティング論全体の振り返りを行い、定期試験のガイダンスを実施する。

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

【第１回】講義概要などの説明を受けて、マーケティングを学ぶ意義について理解を深める。
【第２回】マーケティングの目的について、企業が行っているマーケティング事例を調べて理解する。
【第３回】顧客について、授業で示された事例をはじめ、興味があるマーケティング事例を調べて理解する。
【第４回】ビジネスチャンスについて、授業で示された事例をはじめ、興味がある企業の成長戦略を調べて理解
する。
【第５回】事業領域について、授業で示された事例をはじめ、興味がある企業の事業戦略を調べて理解する。
【第６回】マーケティング・プロセスについて、授業で示された内容や事例を復習して理解する。
【第７回】ターゲティングについて、授業で示された事例をはじめ、興味がある企業のターゲティングを調べて
理解する。
【第８回】戦い方のシナリオについて、授業で示された事例をはじめ、興味がある企業の競争戦略を調べて理解
する。

授業種別

開講期

講義

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 〇

マーケティング論



【第９回】商品企画について、授業で示された事例をはじめ、興味がある企業の商品戦略を調べて理解する。
【第１０回】価格戦略について、授業で示された事例をはじめ、興味がある企業の価格戦略を調べて理解する。
【第１１回】流通戦略について、授業で示された事例をはじめ、興味がある企業の流通戦略を調べて理解する。
【第１２回】コミュニケーション戦略について、授業で示された事例をはじめ、興味がある企業のコミュニケー
ション戦略を調べて理解する。
【第１３回】マーケティング活動の評価について、授業内容を復習し、企業活動における意味を確認する。
【第１４回】サービス・マーケティングについて、授業で示された事例をはじめ、興味がある企業のサービス
マーケティングを調べて理解する。
【第１５回】マーケティング論の授業を振り返り、期末試験の準備を行う。
事前事後の学習時間：第１回は事後学習4.0時間、第２回～第１４回は各回事前1.5時間、事後2.5時間、第１５回
は事前学習4.0時間

課題に対するフィードバックの方法

学生の質問に答える形で実施する。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示す評価方法により総合的に判断のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
※成績評価方法・基準については、場合によっては変更する可能性もある。
※※授業時間内の発言は回数をカウントし、授業参画の積極性を評価する。
※※※確認テストは各授業ごとに示し、授業時間外に取り組むものとする。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

10

50

40

0

0

評価方法・割合

授業時間内の発言回数・内容（10）

各回の確認テスト（30）、課題レポート（20）

筆記試験(40)

評価対象となる到達目標

1,2

1,2

2,3

テキスト テキストは指定しない。

参考書 必要に応じて授業の中で紹介します。

履修条件・他の科目との関連 授業ノート作成のため、講義内容をしっかりと聞いてください。
授業では教員が示すマーケティング課題に対して発言が求められるため、積極的な態度で履修してく
ださい。

マーケティング論



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16301101

消費者行動論

近藤　浩章

近藤　浩章

3年

授業の目的・概要

マーケティングの中心的存在である消費者の行動を理解するため、基本的な消費者行動理論に沿って授業を進め
る。
消費者理解のフレームワークを解説しながら、実際のビジネスでどう活用されているのかに関連付けることで理
解を深め,
ビジネスにおいてますます重要性を増す消費者理解の力を高めていく。
担当教員が長年に亘り、企業において「マーケティング」業務に従事した実務経験をもとに、「消費者行動」に
関する理論と実践への応用を関連付けながら講義を展開する。

到達目標

1. 常に消費者を中心において考えるマーケティング志向を身につける。
2. 消費者が購買意思を決定するしくみや、消費者行動に影響を与える諸要因について理解する。
3. 消費者にとって価値を最大化するマーケティング戦略へ応用する実践力を習得する。

授業計画

※授業計画については最新ビジネス事例の反映などにより変更する可能性もある。
【第1回　消費者行動論とは何か】
　　ビジネスの環境と消費者の変化、消費者行動を学ぶ意義
【第2回　企業活動にとっての消費者行動】
　　企業をとりまく環境変化、消費者ニーズの多様化、企業の対応事例
【第3回　消費者行動の分析】
　　購買にいたるプロセス、購買に影響する要因、分析モデル
【第4回　生活様式と消費行動】
　　家族と家計、行動分析のアプローチ、時間コスト
【第5回　消費者行動の変化】
　　マクロデータを読む、家事における選択肢、インターネットの影響
        確認テスト（第１回～第５回の内容について学習成果の確認を行なう）
【第6回　消費者の情報処理】
　　記憶のしくみ、情報処理能力とその限界、情報処理プロセス
　　消費者調査プロジェクト①（調査のガイダンス、調査方法）
【第7回　消費者を動かす動機づけ】
　　消費者の問題認識と目標、動機づけメカニズム、関与
　　消費者調査プロジェクト②（質問内容の検討）
【第8回　消費者の能力】
　　専門知識力、認知的学習プロセス
　　消費者調査プロジェクト③（調査のまとめと考察方法）
【第9回　購買意思決定プロセス】
　　購買意思決定プロセス、多様な意思決定ルール、情報過負荷
　　確認テスト（第６回～第９回の内容について学習成果の確認を行なう）
【第10回　購買前の行動】
　　情報探索、情報解釈、購買前行動と企業のマーケティング事例
【第11回　購買時の行動】
　　情報処理モードの使い分け、行動への影響要因、マーケティング事例
【第12回　購買後の行動】
　　購買の再評価、消費者間の相互作用、マーケティング事例
【第13回　消費者行動分析のビジネスへの応用①】
　　企業の実践事例（外部講師による講演）
【第14回　消費者行動分析のビジネスへの応用②】
　　消費者コンタクトポイント、タイプ別アプローチ、マーケティングミックス
【第15回　消費者行動論まとめ】
　　講義全般の振り返り、ビジネスパーソンとして習得すべきことを確認する

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

【第１回～第５回】授業テーマについて予習・復習を行い、内容について理解を深め、確認テストに備える。
【第６回～第８回】授業テーマについて予習・復習を行い、内容について理解を深めるとともに、消費者調査プ
ロジェクトに関する必要な準備を行う。
【第９回～第１２回】授業テーマについて予習・復習を行い、内容について理解を深め、確認テストおよび期末
試験に備える。

授業種別

開講期

講義

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 〇

消費者行動論



【第１３回】企業実践事例についての講演内容を復習し、理解を深める。
【第１４回～第１５回】授業テーマについて予習・復習を行い、内容について理解を深め、期末試験に備える。
事前事後の学習時間：第１回は事後学習4.0時間、第２回～第１５回は各回事前1.5時間、事後2.5時間

課題に対するフィードバックの方法

毎回の授業時に課題レポートに対するコメントをする。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示す評価方法により総合的に判断のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
※成績評価方法・基準については、場合によっては変更する可能性もある。
※※授業時間内の発言は回数をカウントし、授業参画の積極性を評価する。
※※※確認テストは各授業ごとに示し、授業時間外に取り組むものとする。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

10

50

40

0

0

評価方法・割合

授業への参画と発言回数・内容（10）

各回の確認テスト（30）、課題レポート（20）

筆記試験（40）

評価対象となる到達目標

1,2

2

2,3

テキスト テキストは指定しない。

参考書 消費者行動論　青木 幸弘 (著), 新倉 貴士 (著), 佐々木 壮太郎 (著), 松下 光司 (著)　有斐閣
アルマ　ISBN-13 : 978-4641124639
コトラー＆ケラーのマーケティング・マネジメント第１２版　Philip Kotler (著), Kevin Lane Keller (著), 
恩藏 直人 (監修), 月谷 真紀 (翻訳)　ISBN-13 : 978-4621066164

履修条件・他の科目との関連 マーケティング論の履修が望ましい。
授業中には発言が求められるため、積極的な態度で履修すること。

消費者行動論



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16301201

簿記原理

市川　直樹

市川　直樹

1年

授業の目的・概要

簿記原理では、企業会計の基礎となる簿記の基本原理を理解するとともに、経営活動に伴う取引を正確かつ明瞭
に記録、計算、整理するための知識と技法を習得することを目標とします。これにより、簿記・会計の基本的な
考え方を実践的に理解し、その技法を応用できるように養成します。
この講義の内容は、簿記の意味やその目的と種類、企業で日常発生する取引とその処理、決算の手続き、および
損益計算書や貸借対照表の作成などです。例題などを使用して説明し、演習問題により実践します。

到達目標

①　複式簿記に関する基本的な知識や考え方を理解している。
②　取引について分析でき、記録・計算・整理して簿記的に処理できる。
③　期間中の取引記録を整理して、基本的な財務諸表を簿記的に作成できる。

授業計画

第1回　授業オリエンテーション 第2回　簿記の意味と種類
簿記の意味、複式簿記と単式簿記、企業簿記と非企業簿記
第3回　勘定と勘定科目
勘定と勘定科目、勘定への記入とその例示
第4回　資産・負債・純資産と貸借対照表
勘定の種類、資産・負債・資本勘定の記入ルール、資産と資産勘定、負債と負債勘定、純資産と純資産勘定、貸
借対照表、資産・負債の増減と純損益
第5回　収益・費用・損益計算書
取引の意味、交換取引と損益取引、収益勘定と費用勘定、収益･費用勘定の種類、収益･費用勘定の記入ルール、
損益計算書、複式簿記の特徴
第6回　複式簿記の仕組み（その1）
商品売買の取引、取引内容の分析、勘定記入のルール
第7回　複式簿記の仕組み（その2）
勘定記入のルール、複式記入のルール、勘定の整理、損益計算書と貸借対照表の作成、複式簿記の仕組と特徴
第8回　仕訳と転記
借方要素と貸方要素、取引要素の結合、仕訳、転記
第9回　試算表と精算表
貸借平均の原理、試算表の意義と作成方法、試算表の種類、精算表
第10回　現金・預金取引の処理
現金取引の処理、当座預金取引の処理、小口現金と定額資金前渡制度
第11回　手形取引とその他の債権債務
手形取引の処理（手形の債権・債務、手形の裏書譲渡と売却）、未収金と未払金、貸付金と借入金、前払金と前
受金、仮払金と仮受金
第12回　固定資産・有価証券取引の処理
固定資産取引の処理（固定資産の取得と売却、減価償却）、有価証券取引の処理（有価証券の取得売却、評価替
え）
第13回　決算整理
収益・費用の繰延べと見越し、 減価償却費の計上、有価証券の評価替え
第14回　決算の手続きと8桁精算表
決算の手続き、精算表の作成
第15回　簿記原理のまとめ
取引分析、勘定記入、仕訳、転記、簿記の一巡、試算表の作成、決算整理、帳簿決算、財務諸表の作成

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

第1回　授業オリエンテーション 事前学習
授業のシラバスを熟読し、授業構成を理解する 1.0 時間
事後学習
オリエンテーション説明内容にもとづき心理学の基礎知識を自修し、ノートを準備する 1.0 時間
第2回　簿記の意味と種類
事前学習
Google Classroomで配布したプリントを印刷し、一読したうえで、用語や内容を調べてください。1.5時間
事後学習
配布したプリントにより例題を復習し、Moodleにより演習問題および自習課題を繰り返し行ってください。2.5時
間
第3回　勘定と勘定科目

授業種別

開講期

講義

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

簿記原理



事前学習
Google Classroomで配布したプリントを印刷し、一読したうえで、用語や内容を調べてください。1.5時間
事後学習
配布したプリントにより例題を復習し、Moodleにより演習問題および自習課題を繰り返し行ってください。2.5時
間
第4回　資産・負債・純資産と貸借対照表
事前学習
Google Classroomで配布したプリントを印刷し、一読したうえで、用語や内容を調べてください。1.5時間
事後学習
配布したプリントにより例題を復習し、Moodleにより演習問題および自習課題を繰り返し行ってください。2.5時
間
第5回　収益・費用・損益計算書
事前学習
Google Classroomで配布したプリントを印刷し、一読したうえで、用語や内容を調べてください。1.5時間
事後学習
配布したプリントにより例題を復習し、Moodleにより演習問題および自習課題を繰り返し行ってください。2.5時
間
第6回　複式簿記の仕組み（その1）
事前学習
Google Classroomで配布したプリントを印刷し、一読したうえで、用語や内容を調べてください。1.5時間
事後学習
配布したプリントにより例題を復習し、Moodleにより演習問題および自習課題を繰り返し行ってください。2.5時
間
第7回　複式簿記の仕組み（その2）
事前学習
Google Classroomで配布したプリントを印刷し、一読したうえで、用語や内容を調べてください。1.5時間
事後学習
配布したプリントにより例題を復習し、Moodleにより演習問題および自習課題を繰り返し行ってください。2.5時
間
第8回　仕訳と転記
事前学習
Google Classroomで配布したプリントを印刷し、一読したうえで、用語や内容を調べてください。1.5時間
事後学習
配布したプリントにより例題を復習し、Moodleにより演習問題および自習課題を繰り返し行ってください。2.5時
間
第9回　試算表と精算表
事前学習
Google Classroomで配布したプリントを印刷し、一読したうえで、用語や内容を調べてください。1.5時間
事後学習
配布したプリントにより例題を復習し、Moodleにより演習問題および自習課題を繰り返し行ってください。2.5時
間
第10回　現金・預金取引の処理
事前学習
Google Classroomで配布したプリントを印刷し、一読したうえで、用語や内容を調べてください。1.5時間
事後学習
配布したプリントにより例題を復習し、Moodleにより演習問題および自習課題を繰り返し行ってください。2.5時
間
第11回　手形取引とその他の債権債務
事前学習
Google Classroomで配布したプリントを印刷し、一読したうえで、用語や内容を調べてください。1.5時間
事後学習
配布したプリントにより例題を復習し、Moodleにより演習問題および自習課題を繰り返し行ってください。2.5時
間
第12回　固定資産と有価証券取引の処理
事前学習
Google Classroomで配布したプリントを印刷し、一読したうえで、用語や内容を調べてください。1.5時間
事後学習
配布したプリントにより例題を復習し、Moodleにより演習問題および自習課題を繰り返し行ってください。2.5時
間
第13回　決算整理
事前学習
Google Classroomで配布したプリントを印刷し、一読したうえで、用語や内容を調べてください。1.5時間
事後学習
配布したプリントにより例題を復習し、Moodleにより演習問題および自習課題を繰り返し行ってください。2.5時
間
第14回　決算の手続きと8桁精算表
事前学習
Google Classroomで配布したプリントを印刷し、一読したうえで、用語や内容を調べてください。1.5時間
事後学習
配布したプリントにより例題を復習し、Moodleにより演習問題および自習課題を繰り返し行ってください。2.5時
間
第15回　簿記原理のまとめ
事前学習
第 2 回から第 14 回までのプリントを復習し、企業会計に関する基本的な知識や考え方をまとめる。1.5時間
事後学習
例題などにより、これまでの講義を振り返り、ビジネスと会計情報との関係について再考する。2.5時間

簿記原理



課題に対するフィードバックの方法

例題については授業内で解説する。
演習問題についてはMoodleにより実施するためMoodleによりフィードバックされる。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示すとおり、授業期間中に実施される演習問題および自習課題と、期末試験（Moodleによる筆記試験）の
評価結果に基づき総合的に判定のうえ、60 点 以上を合格とし、所定の単位を認定する。なお、期末試験の受験
がない場合には、評価の対象とせず、「K」評価とする。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

40

0

0

60

0

評価方法・割合

演習問題

期末試験（Moodleによる筆記試験）

評価対象となる到達目標

①②③

①②③

テキスト テキストは使用しない。

参考書 『入門企業複式簿記』　安平昭二著　東京経済情報出版　2600円（税別）
『ビジュアル・トレ－ニング　簿記入門』朝倉洋子、市川直樹、高橋泰代著　創成社
など

履修条件・他の科目との関連 簿記原理は会計学入門と表裏一体の関係にありますから、会計学入門を履修していることが望まし
い。
電卓必須（できれば、12桁の電卓、携帯電話の使用は不可）。

簿記原理



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16301301

財務会計論

高橋　泰代

高橋　泰代

2年

授業の目的・概要

財務会計は企業を取り巻く外部の利害関係者を対象とした会計の分野である。財務会計の意義や体系を基礎とし
て、会計制度と社会情勢や経済社会と関連付け、財務諸表の内容や会計情報の質的特徴を理解することを目的と
する。また財務諸表の構造と役割、会計情報の意義を解説する。

到達目標

１．企業が公表する会計情報を理解することができる。
２．新聞や専門雑誌に掲載された企業情報や企業の業績が理解できる。

授業計画

★この授業は、遠隔授業となります。原則として、リアルタイム型授業で実施予定です。
参加方法などの詳細は、追って案内します。

【第1回】
テーマ：イントロダクション
内容・方法：会計の領域
【第2回】
テーマ：財務会計の基本的前提
内容・方法：財務会計の意義について解説
【第3回】
テーマ：会計情報について
内容・方法：財務諸表の種類と意義について解説
【第4回】
テーマ：財務諸表の構成要素
内容・方法：貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書の役割と構造について解説
【第5回】
テーマ：国際会計
内容・方法：国際会計と日本会計の関連性について解説
【第6回】
テーマ：日本会計制度の課題
内容・方法：国際会計基準への統一化、採用の課題について解説
【第7回】
テーマ：企業会計の役割
内容・方法：企業会計の意義と役割について解説
【第8回】
テーマ：損益計算書
内容・方法：損益計算書の構造と役割について解説
【第9回】
テーマ：貸借対照表
内容・方法：貸借対照表の構造と役割について解説
【第10回】
テーマ：キャッシュ・フロー計算書
内容・方法：キャッシュ・フロー計算書の構造と役割について解説
【第11回】
テーマ：有価証券報告書
内容・方法：有価証券報告書における会計情報について解説
【第12回】
テーマ：有価証券報告書（貸借対照表）
内容・方法：有価証券報告書における貸借対照表の内容について解説
【第13回】
テーマ：有価証券報告書（損益計算書）
内容・方法：有価証券報告書における損益計算書の内容について解説
【第14回】
テーマ：有価証券報告書（キャッシュ・フロー計算書）
内容・方法：有価証券報告書におけるキャッシュ・フロー計算書について解説
【第15回】
テーマ：財務会計における会計情報の意義
内容・方法：財務会計における会計情報の意義について解説

事前事後の学習

授業種別

開講期

講義

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

財務会計論



授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

【第1回】
①事前学修課題：シラバスを読んでおくこと。（2時間）
②事後学修課題：会計の領域についてまとめる。（2時間）
【第2回】
①事前学修課題：財務会計の意義について調べる。（2時間）
②事後学修課題：財務会計の意義についてまとめる。（2時間）
【第3回】
①事前学修課題：財務諸表について調べる。（2時間）
②事後学修課題：財務諸表の内容についてまとめる。（2時間）
【第4回】
①事前学修課題：貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書の役割について調べる。（2時間）
②事後学修課題：貸借対照表、損益計算書、キャッシュ・フロー計算書の役割と構造についてまとめる。（2時
間）
【第5回】
①事前学修課題：国際会計について調べる。（2時間）
②事後学修課題：国際会計と日本会計の関連性についてまとめる。（2時間）
【第6回】
①事前学修課題：日本会計制度の特徴について調べる。（2時間）
②事後学修課題：国際会計基準への統一化、採用の課題についてまとめる。（2時間）
【第7回】
①事前学修課題：企業会計の意義について調べる。（2時間）
②事後学修課題：企業会計の意義と役割についてまとめる。（2時間）
【第8回】
①事前学修課題：損益計算書について調べる。（2時間）
②事後学修課題：損益計算書の構造と役割についてまとめる。（2時間）
【第9回】
①事前学修課題：貸借対照表について調べる。（2時間）
②事後学修課題：貸借対照表の構造と役割についてまとめる。（2時間）
【第10回】
①事前学修課題：キャッシュ・フロー計算書について調べる。（2時間）
②事後学修課題：キャッシュ・フロー計算書の構造と役割についてまとめる。（2時間）
【第11回】
①事前学修課題：有価証券報告書の内容を調べる。（2時間）
②事後学修課題：有価証券報告書における会計情報についてまとめる。（2時間）
【第12回】
①事前学修課題：有価証券報告書における貸借対照表について調べる。（2時間）
②事後学修課題：有価証券報告書における貸借対照表の内容についてまとめる。（2時間）
【第13回】
①事前学修課題：有価証券報告書における損益計算書について調べる。（2時間）
②事後学修課題：有価証券報告書における損益計算書の内容についてまとめる。（2時間）
【第14回】
①事前学修課題：有価証券報告書におけるキャッシュ・フロー計算書について調べる。（2時間）
②事後学修課題：有価証券報告書におけるキャッシュ・フロー計算書についてまとめる。（2時間）
【第15回】
①事前学修課題：財務会計における会計情報の意義について調べる。（2時間）
②事後学修課題：財務会計における会計情報の意義についてまとめる。（4時間）

課題に対するフィードバックの方法

授業内で講評を行い、解説する。質問はgoogle classroomで受け付ける。

成績評価の方法・基準（方針）

授業内課題の提出と最終レポートによって評価します。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

評価割合
（％）

30

0

0

70

評価方法・割合

授業で提示される内容のレポートを作成すること。
・客観的なデータ、資料に基づいて分析、考察ができてい
る。
・著作権マナーを守っている。
・その他レポート作成上の注意事項を守っている。

定期試験は実施しません。最終課題となりますが最終課
題を提出しただけでは、合格できない場合があるので注意
してください。

最終課題となりますが、最終課題を提出しただけでは合
格できない場合があります。
・客観的なデータ、資料に基づいて分析、考察ができてい
る。
・著作権マナーを守っている。

評価対象となる到達目標

1,2

1,2

財務会計論



その他 0

・その他レポート作成上の注意事項を守っている。

テキスト 必要に応じて資料を配布する。

参考書 必要に応じて参考書を紹介する。

履修条件・他の科目との関連 会計学入門、簿記原理、など会計関連科目を履修することが望ましい。

財務会計論



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16301401

原価計算論

安高　真一郎

安高　真一郎

2年

授業の目的・概要

製品を製造し販売している企業(製造業)は、さまざまな目的のために製品を製造するためにかかったコストを計
算している。1つは、各製品を製造するのにかかったコストを計算し、財務諸表を作成するためである。もう１つ
は、どこにどんなコストがかかったのかを計算することで、コストを削減するために何をしなければならないの
かを知り、マネジメントに生かすためである。このように、原価計算は特に製造に携わっている企業において重
要な手法となっている。そこで、本講義では、原価および原価計算の手法について学習し、マネジメントに必要
な知識を身につけることを目的とする。

到達目標

1. 原価とは何か、原価の発生理由、コスト削減の効果、コスト削減と利益の関係を理解する。

授業計画

【第1回】ガイダンス
　内容: 原価計算とは
【第2回】原価計算のなりたち
　内容: 原価計算の歴史
【第3回】企業の利益と原価
　内容: 原価計算の必要性
【第4回】原価の3要素
　内容: 具体的に原価とは何を指すのか
【第5回】製造直接費と製造間接費
　内容: 製造費の区別について
【第6回】個別原価計算
　内容: 個別原価計算の基礎と例
【第7回】部門別原価計算1
　内容: 直接配賦法
【第8回】部門別原価計算2
　内容: 相互配賦法
【第9回】総合原価計算1
　内容: 単純総合原価計算
【第10回】総合原価計算2
　内容: 先入先出法と平均法
【第11回】総合原価計算3
　内容: 工程別総合原価計算
【第12回】総合原価計算4
　内容: 組別総合原価計算
【第13回】総合原価計算5
　内容: 等級別総合原価計算
【第14回】総合演習1
　内容: これまでの復習問題
【第15回】総合演習2
　内容: これまでの復習問題

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

【第1回】
　①事前学習: シラバスを熟読(120分)
　②事後学習: 原価計算の概念を把握した上で履修登録を再検討(120分)
【第2回】
　①事前学習: 次回のテーマについて、インターネット等で検索をしておく。(120分)
　②事後学習: 配布プリントを見直し、演習問題を解きなおす。(120分)
【第3回】
　①事前学習: 次回のテーマについて、インターネット等で検索をしておく。(120分)
　②事後学習: 配布プリントを見直し、演習問題を解きなおす。(120分)
【第4回】
　①事前学習: 次回のテーマについて、インターネット等で検索をしておく。(120分)
　②事後学習: 配布プリントを見直し、演習問題を解きなおす。(120分)
【第5回】
　①事前学習: 次回のテーマについて、インターネット等で検索をしておく。(120分)

授業種別

開講期

講義

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

原価計算論



　②事後学習: 配布プリントを見直し、演習問題を解きなおす。(120分)
【第6回】
　①事前学習: 次回のテーマについて、インターネット等で検索をしておく。(120分)
　②事後学習: 配布プリントを見直し、演習問題を解きなおす。(120分)
【第7回】
　①事前学習: 次回のテーマについて、インターネット等で検索をしておく。(120分)
　②事後学習: 配布プリントを見直し、演習問題を解きなおす。(120分)
【第8回】
　①事前学習: 次回のテーマについて、インターネット等で検索をしておく。(120分)
　②事後学習: 配布プリントを見直し、演習問題を解きなおす。(120分)
【第9回】
　①事前学習: 次回のテーマについて、インターネット等で検索をしておく。(120分)
　②事後学習: 配布プリントを見直し、演習問題を解きなおす。(120分)
【第10回】
　①事前学習: 次回のテーマについて、インターネット等で検索をしておく。(120分)
　②事後学習: 配布プリントを見直し、演習問題を解きなおす。(120分)
【第11回】
　①事前学習: 次回のテーマについて、インターネット等で検索をしておく。(120分)
　②事後学習: 配布プリントを見直し、演習問題を解きなおす。(120分)
【第12回】
　①事前学習: 次回のテーマについて、インターネット等で検索をしておく。(120分)
　②事後学習: 配布プリントを見直し、演習問題を解きなおす。(120分)
【第13回】
　①事前学習: 次回のテーマについて、インターネット等で検索をしておく。(120分)
　②事後学習: 配布プリントを見直し、演習問題を解きなおす。(120分)
【第14回】
　①事前学習: これまでの内容で質問等をまとめておく。(120分)
　②事後学習: 期末試験へ備える(90分)
【第15回】
　①事前学習: これまでの内容で質問等をまとめておく。(120分)
　②事後学習: 期末試験へ備える(120分)

課題に対するフィードバックの方法

授業中に返却し、解説を行う。

成績評価の方法・基準（方針）

授業内での取り組み姿勢、期末試験の点数により総合的に評価する。
※欠席6回以上でK評価

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

30

0

70

0

0

評価方法・割合

毎回、授業内で演習を行う。
その取り組み姿勢や解答の正誤によって評価する。

定期試験の点数を基に評価を行う。

評価対象となる到達目標

1

1

テキスト プリントを配布する

参考書 授業中に紹介する

履修条件・他の科目との関連 簿記に関する知識が若干必要。
ノートを必ず持参し、また配布資料には必ず目を通すこと。
毎回行う演習には、積極的に臨むこと。
私語は控え、スマホでも遊ばず授業に集中すること。

原価計算論



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16301501

管理会計論

安高　真一郎

安高　真一郎

3年

授業の目的・概要

企業において、各階層の経営管理者はさまざまな意思決定を行い、マネジメントを行っている。たとえば、経営
管理者は工場をどこに設立するのかを決定する場合もあるし、企業内で製造している製品にいくらの価格をつけ
るのかということを決定する場合もある。このように、企業をマネジメントする上で必要な情報のひとつが財務
情報である。管理会計は、経営管理者が行うマネジメントに必要な情報を提供する役割を担っているのである。
そこで、本講義では、経営管理者に情報を提供する管理会計の各テーマを学習する。具体的には、各テーマの基
本的な内容（事例も含む）を講義するとともに、各手法を体験してもらうため問題を解くなどの実習を行う。

到達目標

1. 業績評価・予算管理・原価計算の3大要素の基本的な知識を身に付ける。
2. 企業内部の利害関係者に対して、経営状態や財政状況を報告する管理会計の基礎を理解する。
3. 管理会計で用る手法(予算管理や利益予測など)について学ぶ。

授業計画

【第1回】ガイダンス
　内容: 管理会計とは
【第2回】管理会計の概要
　内容: 経営管理のプロセス
【第3回】管理会計の概要
　内容: 会計学の全体像
【第4回】原価管理1
　内容:  原価管理の基礎と原価計算の意義
【第5回】原価管理2
　内容: 原価計算の種類と構造
【第6回】原価管理3
　内容: 意思決定のための原価概念
【第7回】原価管理
　内容: 原価によるマネジメント
【第8回】利益計画
　内容: 経営戦略の概要
【第9回】利益計画 
　内容: 経営計画および利益計画の基礎
【第10回】PVC分析1
　内容: 損益分岐点分析の基礎
【第11回】PVC分析2
　内容: 損益分岐点分析の応用問題1
【第12回】PVC分析3
　内容: 損益分岐点分析の応用問題2
【第13回】投資計画1
　内容:  設備投資の有効性分析1
【第14回】投資計画2
　内容: 設備投資の有効性分析2
【第15回】総合演習
　内容: これまでの総復習

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

【第1回】
　①事前学習: シラバスを熟読(120分)
　②事後学習: 管理会計の概念を把握した上で履修登録を再検討(120分)
【第2回】
　①事前学習: 次回のテーマについて、インターネット等で検索をしておく。(120分)
　②事後学習: 配布プリントを見直し、演習問題を解きなおす。(120分)
【第3回】
　①事前学習: 次回のテーマについて、インターネット等で検索をしておく。(120分)
　②事後学習: 配布プリントを見直し、演習問題を解きなおす。(120分)
【第4回】
　①事前学習: 次回のテーマについて、インターネット等で検索をしておく。(120分)
　②事後学習: 配布プリントを見直し、演習問題を解きなおす。(120分)

授業種別

開講期

講義

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

管理会計論



【第5回】
　①事前学習: 次回のテーマについて、インターネット等で検索をしておく。(120分)
　②事後学習: 配布プリントを見直し、演習問題を解きなおす。(120分)
【第6回】
　①事前学習: 次回のテーマについて、インターネット等で検索をしておく。(120分)
　②事後学習: 配布プリントを見直し、演習問題を解きなおす。(120分)
【第7回】
　①事前学習: 次回のテーマについて、インターネット等で検索をしておく。(120分)
　②事後学習: 配布プリントを見直し、演習問題を解きなおす。(120分)
【第8回】
　①事前学習: 次回のテーマについて、インターネット等で検索をしておく。(120分)
　②事後学習: 配布プリントを見直し、演習問題を解きなおす。(120分)
【第9回】
　①事前学習: 次回のテーマについて、インターネット等で検索をしておく。(120分)
　②事後学習: 配布プリントを見直し、演習問題を解きなおす。(120分)
【第10回】
　①事前学習: 次回のテーマについて、インターネット等で検索をしておく。(120分)
　②事後学習: 配布プリントを見直し、演習問題を解きなおす。(120分)
【第11回】
　①事前学習: 次回のテーマについて、インターネット等で検索をしておく。(120分)
　②事後学習: 配布プリントを見直し、演習問題を解きなおす。(120分)
【第12回】
　①事前学習: 次回のテーマについて、インターネット等で検索をしておく。(120分)
　②事後学習: 配布プリントを見直し、演習問題を解きなおす。(120分)
【第13回】
　①事前学習: 次回のテーマについて、インターネット等で検索をしておく。(120分)
　②事後学習: 配布プリントを見直し、演習問題を解きなおす。(120分)
【第14回】
　①事前学習: 次回のテーマについて、インターネット等で検索をしておく。(120分)
　②事後学習: 配布プリントを見直し、演習問題を解きなおす。(120分)
【第15回】
　①事前学習: これまでの内容で質問等をまとめておく。(120分)
　②事後学習: 期末試験へ備える(120分)

課題に対するフィードバックの方法

授業中に返却し、解説を行う。

成績評価の方法・基準（方針）

授業内での取り組み姿勢、期末試験の点数により総合的に評価する。
※欠席6回以上でK評価

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

30

0

70

0

0

評価方法・割合

毎回、授業内で演習を行う。
その取り組み姿勢や解答の正誤によって評価する。

定期試験の点数を基に評価する。

評価対象となる到達目標

1, 2, 3

1, 2, 3

テキスト プリントを配布する

参考書 岡本清,尾畑裕,広本敏郎,挽文子著,管理会計 第2版,中央経済社,2008年,￥3,660(税込)
上埜進,島吉伸,吉田栄介,杉山善浩著,管理会計の基礎―理論と実践,税務経理協会,2005年,
￥3,570(税込)

履修条件・他の科目との関連 「会計学入門」を履修していることが望ましい。
毎回電卓を持参すること。
ノートを必ず持参し、また配布資料には必ず目を通すこと。
毎回行う演習には、積極的に臨むこと。
私語は控え、スマホでも遊ばず授業に集中すること。
数学(計算)が苦手な学生には、受講をオススメしない。

管理会計論



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16301601

国際会計論

高橋　泰代

高橋　泰代

3年

授業の目的・概要

我が国の会計制度は会計ビッグバンと呼ばれる会計改革により経済社会に影響を与えている。我が国の会計制度
の特徴を基礎として、国際会計基準導入への課題を解説する。また日本会計制度の特殊性と国際会計制度の関連
性を解説し、国際会計基準の意義と役割を考察することを目的とする。

到達目標

１．日本会計基準が理解できる。
２．国際会計基準と日本会計基準の差異が理解できる。
３．国際会計基準を採用している企業の財務諸表が理解できる。

授業計画

★この授業は、遠隔授業となります。原則として、リアルタイム型授業で実施予定です。
参加方法などの詳細は、追って案内します。

【第1回】
テーマ：イントロダクション
内容・方法：会計のグローバル化の概要について解説
【第2回】
テーマ：国際会計基準設定の歴史的背景
内容・方法：国際会計基準審議会設立までの歴史的背景を解説
【第3回】
テーマ：国際会計基準の設定プロセス
内容・方法：国際会計基準の設定プロセスについて解説
【第4回】
テーマ：日本会計基準と国際会計基準
内容・方法：日本会計基準が国際会計基準の意義について解説
【第5回】
テーマ：日本会計と国際会計（アドプション）
内容・方法：日本会計基準が国際会計基準にアドプションする事の意義について解説
【第6回】
テーマ：国際会計基準(IAS)「財務諸表の表示」
内容・方法：IAS No.1「財務諸表の表示｝について解説
【第7回】
テーマ：国際会計基準(IAS)「リース」
内容・方法：IAS No.17「リース」について解説
【第8回】
テーマ：国際会計基準(IAS)「個別財務諸表」
内容・方法：IAS No.27「個別財務諸表」について解説
【第9回】
テーマ：国際会計基準(IAS)「金融商品」
内容・方法：IAS No.32,39「金融商品」について解説
【第10回】
テーマ：国際会計基準(IAS)「無形資産」
内容・方法：IAS No.38無形資産」について解説
【第11回】
テーマ：国際財務報告基準(IFRS)「連結財務諸表」
内容・方法：IFRS No.10「連結財務諸表」について解説
【第12回】
テーマ：国際財務報告基準(IFRS)「公正価値測定」
内容・方法：IFRS No.13「公正価値測定」について解説
【第13回】
テーマ：財務会計の概念フレームワーク（日本会計）
内容・方法：概念フレームワークの意義と日本の概念フレームワークの内容について解説
【第14回】
テーマ：財務報告に関する概念フレームワーク（国際会計）
内容・方法：日本と国際会計の概念フレームワークの相違について解説
【第15回】
テーマ：グローバル社会における会計基準
内容・方法：主要国の会計基準と国際会計基準の採用状況について解説

事前事後の学習

授業種別

開講期

講義

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

国際会計論



授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

【第1回】
①事前学修課題：特になし
②事後学修課題：会計のグローバル化についてまとめる。（2時間）
【第2回】
①事前学修課題：国際会計基準審議会について調べる。（2時間）
②事後学修課題：国際会計基準審議会設立の歴史的背景についてまとめる。
【第3回】
①事前学修課題：国際会計基準の設定プロセスを調べる。（2時間）
②事後学修課題：国際会計基準の設定プロセスについてまとめる。（2時間）
【第4回】
①事前学修課題：日本会計基準への国際会計基準採用について調べる。（2時間）
②事後学修課題：日本会計基準における国際会計基準採用の影響をまとめる。（2時間）
【第5回】
①事前学修課題：日本会計基準におけるアドプションの意味を調べる。（2時間）
②事後学修課題：日本会計基準におけるアドプションの意味をまとめる。（2時間）
【第6回】
①事前学修課題：IAS No.1「財務諸表の表示｝について調べる。（2時間）
②事後学修課題：IAS No.1「財務諸表の表示｝についてまとめる。（2時間）
【第7回】
①事前学修課題：IAS No.17「リース」について調べる。（2時間）
②事後学修課題：IAS No.17「リース」についてまとめる。（2時間）
【第8回】
①事前学修課題：IAS No.27「個別財務諸表」について調べる。（2時間）
②事後学修課題：IAS No.27「個別財務諸表」についてまとめる。（2時間）
【第9回】
①事前学修課題：IAS No.32,39「金融商品」について調べる。（2時間）
②事後学修課題：IAS No.32,39「金融商品」についてまとめる。（2時間）
【第10回】
①事前学修課題：IAS No.38無形資産」について調べる。（2時間）
②事後学修課題：IAS No.38無形資産」についてまとめる。（2時間）
【第11回】
①事前学修課題：IFRS No.10「連結財務諸表」について調べる。（2時間）
②事後学修課題：IFRS No.10「連結財務諸表」についてまとめる。（2時間）
【第12回】
①事前学修課題：IFRS No.13「公正価値測定」について調べる。（2時間）
②事後学修課題：IFRS No.13「公正価値測定」についてまとめる。（2時間）
【第13回】
①事前学修課題：概念フレームワークの内容を調べる。（2時間）
②事後学修課題：概念フレームワークの意義をまとめる。（2時間）
【第14回】
①事前学修課題：それぞれの概念フレームワークの内容を調べる。（2時間）
②事後学修課題：それぞれの概念フレームワークの相違をまとめる。（2時間）
【第15回】
①事前学修課題：主要国の国際会計基準導入の状況について調べる。（2時間）
②事後学修課題：主要国の国際会計基準導入の状況についてまとめる。（4時間）

課題に対するフィードバックの方法

授業内で講評を行い、説明をする。質問はgoogle classroomで受け付ける。

成績評価の方法・基準（方針）

授業内課題の提出と最終課題によって評価する。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

30

0

0

70

0

評価方法・割合

授業内で提示された課題を提出する。
・客観的なデータ、資料に基づいて分析、考察ができてい
る。
・著作権マナーを守っている。
・その他レポート作成上の注意事項を守っている。

定期試験は実施しません。

最終課題のみの提出だけでは合格できない場合がありま
すので、注意してください。
・客観的なデータ、資料に基づいて分析、考察ができてい
る。
・著作権マナーを守っている。
・その他レポート作成上の注意事項を守っている。

評価対象となる到達目標

1,2,3

1,2,3

国際会計論



テキスト 必要に応じて資料を配布または、提示する。

参考書 必要に応じて参考書を紹介する。

履修条件・他の科目との関連 会計学入門、財務会計論を履修していることが望ましい。

国際会計論



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16301701

財務管理論

市川　直樹

市川　直樹

2年

授業の目的・概要

財務管理論では、企業の「カネ」という経営資源の管理を通して会社経営について考えます。「財務」とは、企
業活動に必要な「カネ」をどこから調達し、何に運用しているかということです。「カネ」といっても、私たち
が一般に使っている現金だけではありません。「カネ」とは、会社が所有している財産の総額であり、これが
「資本」です。したがって、財務管理とは、資本の調達と運用を管理することをいいます。また、「管理」と
は、計画し、統制することです。さらに、財務管理は、収益性と流動性を基準として管理されます。このため、
利益管理や資金管理もその範囲となります。
財務管理論では、このような財務管理の体系について理解し、資本の調達と運用に関する知識を習得し、また、
収益性や流動性を基準として、財務計画や財務統制の考え方や技法を習得することを目標とします。

到達目標

①　財務計画や財務統制に関する基本的な知識や考え方を理解している。
②　財務活動を計画し、統制する技法を説明し、応用できる。

授業計画

第1回　授業オリエンテーション
第2回　財務管理の意義
財務管理の意義と体系、財務活動、狭義の財務、広義の財務、資本、資産、資金、自己資本、他人資本、財務政
策、財務計画、財務統制、資本調達管理、資本運用管理、流動性、収益性、利益管理、資金管理、予算管理
第3回　財務管理と企業会計
企業会計の役割と企業会計と財務管理の関係、企業会計、企業実体の公準、継続企業の公準、貨幣評価の公準、
複式簿記、財務諸表、経営成績、損益計算書、財政状態、貸借対照表、財務会計、管理会計
第4回　資本の調達源泉の種類
資本の調達源泉の種類、外部金融、内部金融、企業間信用、仕入債務、買掛金、支払手形、借入金融、証券借
入、手形借入、当座借越、証券金融、株式、社債、自己金融、留保利益、減価償却費、他人資本、自己資本
第5回　資本構成
資本構成の分類、自己資本比率、他人資本、自己資本、短期資本、長期資本、資本構成の是正、企業の体質改
善、エクイティ･ファイナンス、デット･ファイナンス、剰余金の配当と配当政策、財務レバレッジ
第6回　資本コストの計算と活用
資本コスト、機会原価、源泉別資本コスト、有利子負債、無利子負債、株式資本金、社内留保、加重平均資本コ
スト
第7回　資本の運用の種類と当座資本の管理
資本運用の目的と種類、運転資本投資、当座資本投資、在庫資本投資、固定資本投資、設備投資、現金預金の管
理、有価証券投資の管理、売上債権投資の管理
第8回　在庫投資と商品の管理
棚卸資産とその種類、商品回転期間、ABC分析、ＡＢＣ図表、経済的発注量、発注費用、在庫費用
第9回　設備投資の管理方法
設備投資とその特徴、設備投資の性格、設備投資の類型と評価方法、設備投資の管理方法、固定長期適合率、有
形固定資産回転率、設備投資の経済的評価の基本的考え方
第10回　設備投資の経済性計算
回収期間法、会計的投資利益率法、正味現在価値法
第11回　利益管理
利益計画、目標利益、損益分岐点、変動費、固定費、予定売上高、許容費用
第12回　予算管理
予算、予算管理、計画機能、調整機能、統制機能、予算差異分析、売上高差異、数量差異、価格差異
第13回　資金管理と現金資金の管理
資金管理の意義と必要性、資金管理と利益管理、資金の種類と資金管理、現金資金管理、資金繰り表、資金繰り
実績表、資金繰り計画表
第14回　正味運転資金の管理　1
正味運転資本の意義と種類、運転資本の管理方法、貸借対照表、財政状態、財務構造、資本構成の安定性、流動
比率、固定長期適合率、資金運用表
第15回　財務管理論のまとめ
財務、計画、統制、資本調達、証券金融、借入金融、企業間信用、自己金融、財務レバレッジ、資本コスト、資
本運用、正味運転資本、金融商品投資、在庫投資、設備投資、損益分岐点分析、予算、資金繰り表、資金運用表

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

第1回　授業オリエンテーション 事前学習
授業のシラバスを熟読し、授業構成を理解する 1.0 時間

授業種別

開講期

講義

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

財務管理論



事後学習
オリエンテーション説明内容にもとづき心理学の基礎知識を自修し、ノートを準備する 1.0 時間
第2回　財務管理の意義
事前学習
Google Classroomで配布したプリントを印刷し、一読したうえで、用語や内容を調べてください。1.5時間
事後学習
Google Classroomで配布したプリントにより例題を復習し、Moodleにより演習問題を繰り返し行ってください。
2.5時間
第3回　財務管理と企業会計
事前学習
Google Classroomで配布したプリントを印刷し、一読したうえで、用語や内容を調べてください。1.5時間
事後学習
Google Classroomで配布したプリントにより例題を復習し、Moodleにより演習問題を繰り返し行ってください。
2.5時間
第4回　資本の調達源泉の種類
事前学習
Google Classroomで配布したプリントを印刷し、一読したうえで、用語や内容を調べてください。1.5時間
事後学習
Google Classroomで配布したプリントにより例題を復習し、Moodleにより演習問題を繰り返し行ってください。
2.5時間
第5回　資本構成
事前学習
Google Classroomで配布したプリントを印刷し、一読したうえで、用語や内容を調べてください。1.5時間
事後学習
Google Classroomで配布したプリントにより例題を復習し、Moodleにより演習問題を繰り返し行ってください。
2.5時間
第6回　資本コストの計算と活用
事前学習
Google Classroomで配布したプリントを印刷し、一読したうえで、用語や内容を調べてください。1.5時間
事後学習
Google Classroomで配布したプリントにより例題を復習し、Moodleにより演習問題を繰り返し行ってください。
2.5時間
第7回　資本の運用の種類と当座資本の管理
事前学習
Google Classroomで配布したプリントを印刷し、一読したうえで、用語や内容を調べてください。1.5時間
事後学習
Google Classroomで配布したプリントにより例題を復習し、Moodleにより演習問題を繰り返し行ってください。
2.5時間
第8回　在庫投資と商品の管理
事前学習
Google Classroomで配布したプリントを印刷し、一読したうえで、用語や内容を調べてください。1.5時間
事後学習
Google Classroomで配布したプリントにより例題を復習し、Moodleにより演習問題を繰り返し行ってください。
2.5時間
第9回　設備投資の管理方法
事前学習
Google Classroomで配布したプリントを印刷し、一読したうえで、用語や内容を調べてください。1.5時間
事後学習
Google Classroomで配布したプリントにより例題を復習し、Moodleにより演習問題を繰り返し行ってください。
2.5時間
第10回　設備投資の経済性計算
事前学習
Google Classroomで配布したプリントを印刷し、一読したうえで、用語や内容を調べてください。1.5時間
事後学習
Google Classroomで配布したプリントにより例題を復習し、Moodleにより演習問題を繰り返し行ってください。
2.5時間
第11回　利益管理
事前学習
Google Classroomで配布したプリントを印刷し、一読したうえで、用語や内容を調べてください。1.5時間
事後学習
Google Classroomで配布したプリントにより例題を復習し、Moodleにより演習問題を繰り返し行ってください。
2.5時間
第12回　予算管理
事前学習
Google Classroomで配布したプリントを印刷し、一読したうえで、用語や内容を調べてください。1.5時間
事後学習
Google Classroomで配布したプリントにより例題を復習し、Moodleにより演習問題を繰り返し行ってください。
2.5時間
第13回　資金管理と現金資金の管理
事前学習
Google Classroomで配布したプリントを印刷し、一読したうえで、用語や内容を調べてください。1.5時間
事後学習
Google Classroomで配布したプリントにより例題を復習し、Moodleにより演習問題を繰り返し行ってください。
2.5時間
第14回　正味運転資金の管理　1
事前学習

財務管理論



Google Classroomで配布したプリントを印刷し、一読したうえで、用語や内容を調べてください。1.5時間
事後学習
Google Classroomで配布したプリントにより例題を復習し、Moodleにより演習問題を繰り返し行ってください。
2.5時間
運転資金管理　2
第15回　財務管理論のまとめ
事前学習
第  回から第 14 回までのプリントを復習し、予算管理に関する基本的な知識や考え方をまとめる。1.5時間
事後学習
例題や遠州問題などにより、これまでの講義を振り返り、財務管理について理解する。2.5時間

課題に対するフィードバックの方法

例題については授業内で解説する。
演習問題についてはMoodleにより実施するためMoodleによりフィードバックされる。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示すとおり、授業期間中に実施される演習問題および期末試験（Moodleによる筆記試験）の評価結果に基
づき総合的に判定のうえ、60 点 以上を合格とし、所定の単位を認定する。 なお、期末試験の受験がない場合に
は、評価の対象とせず、「K」評価とする。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

40

0

0

60

0

評価方法・割合

演習問題など

期末試験（Moodleによる筆記試験）

評価対象となる到達目標

①②

①②

テキスト テキストは使用しない。

参考書 『財務管理』西澤脩著　泉文堂　2,800円（税別）
『経営管理会計』西澤脩著　中央経済社　6,800円（税別）
『財務管理入門』村松司叙著　同文舘　2,600円（税別）
『財務管理論』細井卓著　中央経済社　2,500円（税別）
『ベーシック財務管理』大塚宗春・佐藤紘光著　同文館出版　
中小企業診断士試験『基礎から学ぶ財務管理』小玉茂義著　日本マンパワ－出版2,500円（税
別）

履修条件・他の科目との関連 電卓必須（できれば、12桁の電卓、携帯電話の使用は不可）。
財務管理は、経営管理と企業会計をつなぐ領域であり、経営学入門や経営管理論、および簿記
原理や会計学入門などを履修していることが望ましい。さらに、経営関連科目や会計関連科目を履
修して欲しい。

財務管理論



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16301801

経営分析論

安高　真一郎

安高　真一郎

3年

授業の目的・概要

企業はさまざまな環境に適応し、事業を展開している。そして、その活動の結果が財務諸表という形でまとめら
れ、利害関係者に提供される。したがって、各企業の状況を理解するためには、財務諸表の内容とその財務諸表
がどのような情報を提供しているのかを理解することが重要である。本講義では、財務諸表のしくみおよびその
財務諸表の数値を用いて各企業の状況を把握する方法を学習する。

到達目標

1. 企業が公表している有価証券報告書等の財務資料に基づいて、企業の経営分析の基礎を学ぶ。

授業計画

【第1回】ガイダンス
　内容: 経営分析とは
【第2回】経営分析の意義と目的
　内容: 経営分析の必要性と様々な分析項目
【第3回】支払能力の分析1
　内容: 流動比率と当座比率
【第4回】安定性の分析1
　内容: 自己資本比率と負債比率
【第5回】安定性の分析2
　内容: 固定比率と固定長期適合率
【第6回】資金運用力の分析1
　内容: 総資本回転率
【第7回】資金運用力の分析2
　内容: 売上債権回転率と棚卸資産回転率
【第8回】収益性分析1
　内容: 総資本利益率と自己資本利益率
【第9回】収益性分析2
　内容: 資本金当期利益率と経営資本営業利益率
【第10回】収益性分析3
　内容: 売上高総利益率と売上高営業利益率
【第11回】収益性分析5
　内容: 売上高経常利益率と売上高当期利益率
【第12回】キャッシュ･フロー計算書
　内容: キャッシュ・フロー計算書の必要性
【第13回】キャッシュ･フロー分析とキャッシュ･フロー経営
　内容: キャッシュ・フロー計算書を用いた分析手法
【第14回】生産性の分析
　内容: 労働生産性と労働分配率
【第15回】総合演習
　内容: これまでの総復習

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

【第1回】
　①事前学習: シラバスを熟読(120分)
　②事後学習: 経営分析の概念を把握した上で履修登録を再検討(120分)
【第2回】
　①事前学習: 次回のテーマについて、インターネット等で検索をしておく。(120分)
　②事後学習: 配布プリントを見直し、演習問題を解きなおす。(120分)
【第3回】
　①事前学習: 次回のテーマについて、インターネット等で検索をしておく。(120分)
　②事後学習: 配布プリントを見直し、演習問題を解きなおす。(120分)
【第4回】
　①事前学習: 次回のテーマについて、インターネット等で検索をしておく。(120分)
　②事後学習: 配布プリントを見直し、演習問題を解きなおす。(120分)
【第5回】
　①事前学習: 次回のテーマについて、インターネット等で検索をしておく。(120分)
　②事後学習: 配布プリントを見直し、演習問題を解きなおす。(120分)
【第6回】

授業種別

開講期

講義

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

経営分析論



　①事前学習: 次回のテーマについて、インターネット等で検索をしておく。(120分)
　②事後学習: 配布プリントを見直し、演習問題を解きなおす。(120分)
【第7回】
　①事前学習: 次回のテーマについて、インターネット等で検索をしておく。(120分)
　②事後学習: 配布プリントを見直し、演習問題を解きなおす。(120分)
【第8回】
　①事前学習: 次回のテーマについて、インターネット等で検索をしておく。(120分)
　②事後学習: 配布プリントを見直し、演習問題を解きなおす。(120分)
【第9回】
　①事前学習: 次回のテーマについて、インターネット等で検索をしておく。(120分)
　②事後学習: 配布プリントを見直し、演習問題を解きなおす。(120分)
【第10回】
　①事前学習: 次回のテーマについて、インターネット等で検索をしておく。(120分)
　②事後学習: 配布プリントを見直し、演習問題を解きなおす。(120分)
【第11回】
　①事前学習: 次回のテーマについて、インターネット等で検索をしておく。(120分)
　②事後学習: 配布プリントを見直し、演習問題を解きなおす。(120分)
【第12回】
　①事前学習: 次回のテーマについて、インターネット等で検索をしておく。(120分)
　②事後学習: 配布プリントを見直し、演習問題を解きなおす。(120分)
【第13回】
　①事前学習: 次回のテーマについて、インターネット等で検索をしておく。(120分)
　②事後学習: 配布プリントを見直し、演習問題を解きなおす。(120分)
【第14回】
　①事前学習: 次回のテーマについて、インターネット等で検索をしておく。(120分)
　②事後学習: 配布プリントを見直し、演習問題を解きなおす。(120分)
【第15回】
　①事前学習: これまでの内容で質問等をまとめておく。(120分)
　②事後学習: 期末試験へ備える(120分)

課題に対するフィードバックの方法

授業中に返却し、解説を行う。

成績評価の方法・基準（方針）

授業内での取り組み姿勢、期末試験の点数により総合的に評価する。
※欠席6回以上でK評価

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

30

0

70

0

0

評価方法・割合

毎回、授業内で演習を行う。
その取り組み姿勢や解答の正誤によって評価する。

定期試験の点数を基に評価する。

評価対象となる到達目標

1

1

テキスト 新版 入門経営分析 /藤永 弘 (著), 坂下 紀彦 (著), 長井 敏行 (著), 安高 真一郎 (著), 倉田 
三郎 (監修) /同文舘出版

参考書 必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 「会計学入門」を履修していることが望ましい。
また、毎回電卓を持参すること。
ノートを必ず持参し、また配布資料には必ず目を通すこと。
毎回行う演習には、積極的に臨むこと。
私語は控え、スマホでも遊ばず授業に集中すること。
数学(計算)が苦手な学生には、受講をオススメしない。

経営分析論



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16301901

産業衛生論

佐藤　智明

佐藤　智明

3年

授業の目的・概要

最近、メタボリックシンドロームやストレスチェックなどの用語をよく耳にする。この用語は厚生労働省から、
主に労働者に向けての健康教育や労働衛生教育の中の健康把握の指標として活用されている。この科目では、労
働者の方たちが病気にならず、生き生きと仕事ができる為の知識を習得し、皆さんが就職した後に有益な事柄も
含めて学んでいく。またヘルシーカンパニーや健康経営に関連した学びを深めていく。

到達目標

1.卒業後、就職した職場において、学んだことを活用できる。
2.アルバイトも含め、仕事をする際の環境衛生を考えることができる。
3.労働における安全衛生を説明できる。

授業計画

【第1回】
テーマ：産業衛生とは
内容・方法：産業衛生の歴史・産業衛生対策の取り組み
【第2回】
テーマ：安全配慮義務と衛生委員会の役割
内容・方法：安全配慮義務の経緯・衛生委員会の法的背景
【第3回】
テーマ：労働安全衛生マネジメントシステムとリスクアセスメント
内容・方法：OSHMSとPDCAサイクル・ハザードとリスクの違い
【第4回】
テーマ：メタボリックシンドローム・健康診断の結果とその活用
内容・方法：メタボリックシンドロームとは・健康診断事後措置
【第5回】
テーマ：運動・食事指導、アルコール対策
内容・方法：健康づくりのための身体活動基準・生活習慣の中の食事指導
【第6回】
テーマ：禁煙、受動喫煙防止対策
内容・方法：禁煙する為に・受動喫煙の害
【第7回】
テーマ：快適な睡眠、睡眠時無呼吸症候群の対策
内容・方法：睡眠と健康・睡眠時無呼吸の危険性
【第8回】
テーマ：夜勤・交替制労働者、母性健康管理
内容・方法：夜勤・交替制労働者の健康障害・母性健康管理の必要性
【第9回】
テーマ：高齢労働者の健康管理
内容・方法：高齢化社会の現状
【第10回】
テーマ：新人社員教育と非正規雇用者の安全衛生
内容・方法：職場での健康課題・非正規雇用者とは
【第11回】
テーマ：職場ストレス関連1
内容・方法：ストレスマネジメントとストレスチェック後の職場環境改善
【第12回】
テーマ：職場ストレス関連2
内容・方法：リラクゼーションと認知行動的アプローチ
【第13回】
テーマ：職場ストレス関連3
内容・方法：職場のうつと職場復帰支援
【第14回】
テーマ：長時間労働と健康教育
内容・方法：残業時間と睡眠時間
【第15回】
テーマ：ヘルシーカンパニーと健康経営
内容・方法：これからの企業に必要なヘルシーカンパニーと健康経営の概要

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

授業種別

開講期

講義

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

産業衛生論



【第1回】
①事前学修課題：情報端末機器等で産業衛生をキーワードにして検索し、予備知識を得ておく。1.5時間
②事後学修課題：配布された資料を見直し、授業の振り返りを実施する。2.5時間
【第2回】
①事前学修課題：情報端末機器等で安全配慮義務をキーワードにして検索し、予備知識を得ておく。1.5時間
②事後学修課題：配布された資料を見直し、授業の振り返りを実施する。2.5時間
【第3回】
①事前学修課題：情報端末機器等で労働安全衛生マネジメントシステムをキーワードにして検索し、予備知識を
得ておく。1.5時間
②事後学修課題：配布された資料を見直し、授業の振り返りを実施する。2.5時間
【第4回】
①事前学修課題：情報端末機器等でメタボリックシンドロームをキーワードにして検索し、予備知識を得てお
く。1.5時間
②事後学修課題：配布された資料を見直し、授業の振り返りを実施する。2.5時間
【第5回】
①事前学修課題：情報端末機器等で運動指導及び食事指導をキーワードにして検索し、予備知識を得ておく。1.5
時間
②事後学修課題：配布された資料を見直し、授業の振り返りを実施する。2.5時間
【第6回】
①事前学修課題：情報端末機器等で受動喫煙をキーワードにして検索し、予備知識を得ておく。1.5時間
②事後学修課題：配布された資料を見直し、授業の振り返りを実施する。2.5時間
【第7回】
①事前学修課題：情報端末機器等で睡眠時無呼吸症候群をキーワードにして検索し、予備知識を得ておく。1.5時
間
②事後学修課題：配布された資料を見直し、授業の振り返りを実施する。2.5時間
【第8回】
①事前学修課題：情報端末機器等で夜勤交替制勤務をキーワードにして検索し、予備知識を得ておく。1.5時間
②事後学修課題：配布された資料を見直し、授業の振り返りを実施する。2.5時間
【第9回】
①事前学修課題：情報端末機器等で高齢労働をキーワードにして検索し、予備知識を得ておく。1.5時間
②事後学修課題：配布された資料を見直し、授業の振り返りを実施する。2.5時間
【第10回】
①事前学修課題：情報端末機器等で非正規雇用をキーワードにして検索し、予備知識を得ておく。1.5時間
②事後学修課題：配布された資料を見直し、授業の振り返りを実施する。2.5時間
【第11回】
①事前学修課題：情報端末機器等でストレスマネジメントをキーワードにして検索し、予備知識を得ておく。1.5
時間
②事後学修課題：配布された資料を見直し、授業の振り返りを実施する。2.5時間
【第12回】
①事前学修課題：情報端末機器等でリラクゼーションをキーワードにして検索し、予備知識を得ておく。1.5時間
②事後学修課題：配布された資料を見直し、授業の振り返りを実施する。2.5時間
【第13回】
①事前学修課題：情報端末機器等で職場復帰支援をキーワードにして検索し、予備知識を得ておく。1.5時間
②事後学修課題：配布された資料を見直し、授業の振り返りを実施する。2.5時間
【第14回】
①事前学修課題：情報端末機器等で長時間労働をキーワードにして検索し、予備知識を得ておく。1.5時間
②事後学修課題：配布された資料を見直し、授業の振り返りを実施する。2.5時間
【第15回】
①事前学修課題：今までの14回分のノートをよく読んでおく。1.5時間
②事後学修課題：配布された資料を見直し、授業の振り返りを実施する。2.5時間

課題に対するフィードバックの方法

学んだ内容を授業中にレポートとして提出し、次回までに採点をし、復習を可能とする。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示す通り、講義期間中に実施される通常課題の提出、期末試験（レポート）、その他受講態度を最低採点
基準とし、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
正当な理由のない欠席5回以上、またレポート課題や期末レポート試験を未提出の場合、評価の対象とせず、
「1」若しくは「K」評価とする。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

25

25
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評価方法・割合

講義内で課されるレポート課題

授業外で課されるレポート課題

15回の講義終了後に課される期末課題

問いへの回答などによる積極的な受講態度

評価対象となる到達目標

1.3

1.2.3

1.2.3

産業衛生論



テキスト プリントを配布する。

参考書 必要に応じて講義の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 3年次後期開講の学部学科科目である「人間工学」も併せて履修していることが望ましい。

産業衛生論



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16302001

人間工学

佐藤　智明

佐藤　智明

3年

授業の目的・概要

アメリカではHuman Factors、ヨーロッパではErgonomicsと呼ばれていて、現在はほぼErgonomicsが定着されてい
る。これはErgon（仕事）とnomos（法則）とics（学問）の造語である。元々は労働科学から出発した学問である
が、最近は人間の安全や健康、さらに快適性や効率（パフォーマンス）の向上を目指した学問といえる。本科目
では初歩的な人間工学を学び、社会にある事例を紹介しながら、人間工学が目指す「人に優しい技術」、「使い
やすい機器」、「暮らしやすい環境」について理解を深める。

到達目標

1.生活環境において、学んだことを活用できる。
2.アルバイトも含め、仕事をする際の快適性や作業効率を考えることができる。
3.ユニバーサルデザインを説明できる。

授業計画

【第1回】
テーマ：人間工学とは
内容・方法：人間工学の定義・人間と機械とのインタフェースの5側面
【第2回】
テーマ：ユニバーサルデザイン1
内容・方法：ユニバーサルデザインの背景と現状
【第3回】
テーマ：ユニバーサルデザイン2
内容・方法：身近にある生活用品のユニバーサルデザイン
【第4回】
テーマ：ユニバーサルデザイン3
内容・方法：家電製品におけるユニバーサルデザイン
【第5回】
テーマ：ユニバーサルデザイン4
内容・方法：車におけるユニバーサルデザイン
【第6回】
テーマ：ヒューマンエラー1
内容・方法：ヒューマンエラーと事故およびリスクマネジメント
【第7回】
テーマ：ヒューマンエラー2
内容・方法：ヒューマンエラーとヒューマンファクター
【第8回】
テーマ：ヒューマンエラー3
内容・方法：錯誤と失念のヒューマンエラー
【第9回】
テーマ：ヒューマンエラー4
内容・方法：ヒューマンエラーの背後要因とチームエラー
【第10回】
テーマ：ヒューマンエラー5
内容・方法：チームエラーに関わる個人の特性と気分
【第11回】
テーマ：産業保健人間工学1
内容・方法：産業保健人間工学の概略と改善の考え方
【第12回】
テーマ：産業保健人間工学2
内容・方法：エルゴマアプローチ
【第13回】
テーマ：産業保健人間工学3
内容・方法：改善のための人間工学の関連技法2
【第14回】
テーマ：産業保健人間工学4
内容・方法：改善のための人間工学の関連技法2
【第15回】
テーマ：人間工学の総まとめ
内容・方法：今まで学んだ事項の確認

事前事後の学習

授業種別

開講期

講義

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

人間工学



授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

【第1回】
①事前学修課題：情報端末機器等で人間工学をキーワードにして検索し、予備知識を得ておく。1.5時間
②事後学修課題：配布された資料を見直し、授業の振り返りを実施する。2.0時間
【第2回】
①事前学修課題：情報端末機器等でユニバーサルデザインをキーワードにして検索し、予備知識を得ておく。1.5
時間
②事後学修課題：配布された資料を見直し、授業の振り返りを実施する。2.0時間
【第3回】
①事前学修課題：情報端末機器等で生活用品とユニバーサルデザインをキーワードにして検索し、予備知識を得
ておく。1.5時間
②事後学修課題：配布された資料を見直し、授業の振り返りを実施する。2.0時間
【第4回】
①事前学修課題：情報端末機器等で家電製品とユニバーサルデザインをキーワードにして検索し、予備知識を得
ておく。1.5時間
②事後学修課題：配布された資料を見直し、授業の振り返りを実施する。2.0時間
【第5回】
①事前学修課題：情報端末機器等で車とユニバーサルデザインをキーワードにして検索し、予備知識を得てお
く。1.5時間
②事後学修課題：配布された資料を見直し、授業の振り返りを実施する。2.0時間
【第6回】
①事前学修課題：情報端末機器等でヒューマンエラーをキーワードにして検索し、予備知識を得ておく。1.5時間
②事後学修課題：配布された資料を見直し、授業の振り返りを実施する。2.0時間
【第7回】
①事前学修課題：情報端末機器等でヒューマンファクターをキーワードにして検索し、予備知識を得ておく。1.5
時間
②事後学修課題：配布された資料を見直し、授業の振り返りを実施する。2.0時間
【第8回】
①事前学修課題：情報端末機器等で錯誤と失念をキーワードにして検索し、予備知識を得ておく。1.5時間
②事後学修課題：配布された資料を見直し、授業の振り返りを実施する。2.0時間
【第9回】
①事前学修課題：情報端末機器等でチームエラーをキーワードにして検索し、予備知識を得ておく。1.5時間
②事後学修課題：配布された資料を見直し、授業の振り返りを実施する。2.0時間
【第10回】
①事前学修課題：情報端末機器等でチームエラーと個人をキーワードにして検索し、予備知識を得ておく。1.5時
間
②事後学修課題：配布された資料を見直し、授業の振り返りを実施する。2.0時間
【第11回】
①事前学修課題：情報端末機器等で産業保健人間工学をキーワードにして検索し、予備知識を得ておく。1.5時間
②事後学修課題：配布された資料を見直し、授業の振り返りを実施する。2.0時間
【第12回】
①事前学修課題：情報端末機器等でエルゴマアプローチをキーワードにして検索し、予備知識を得ておく。1.5時
間
②事後学修課題：配布された資料を見直し、授業の振り返りを実施する。2.0時間
【第13回】
①事前学修課題：情報端末機器等で人間工学と作業改善をキーワードにして検索し、予備知識を得ておく。1.5時
間
②事後学修課題：配布された資料を見直し、授業の振り返りを実施する。2.0時間
【第14回】
①事前学修課題：人間工学に関するJIS規格を検索し、予備知識を得ておく。1.5時間
②事後学修課題：配布された資料を見直し、授業の振り返りを実施する。2.0時間
【第15回】
①事前学修課題：今まで配布された14回分のレポートをよく読んでおく。1.5時間
②事後学修課題：配布された資料を見直し、授業の振り返りを実施する。2.0時間

課題に対するフィードバックの方法

学んだ内容を授業中にレポートとして提出し、次回までに採点をし、復習を可能とする。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示す通り、講義期間中に実施される通常課題の提出、期末試験（レポート）、その他受講態度を最低採点
基準とし、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
正当な理由のない欠席5回以上、またレポート課題や期末レポート試験を未提出の場合、評価の対象とせず、
「1」若しくは「K」評価とする。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

評価割合
（％）

25

25
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評価方法・割合

講義内で課されるレポート課題

授業外で課されるレポート課題

評価対象となる到達目標
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人間工学



定期試験に代わるレポート等

その他
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15回の講義終了後に課される期末課題

問いへの回答などによる積極的な受講態度

1.2.3

テキスト プリントを配布する。

参考書 必要に応じて講義の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 3年次前期開講の学部学科科目である「産業衛生論」も併せて履修していることが望ましい。

人間工学



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16302101

労働経済学

宮　昊君

宮　昊君

3年

授業の目的・概要

この科目では、労働経済学ついて学修します。初めに、労働供給と労働需要の理論について学びます。その後、
労働市場均衡について学び、最低賃金などの労働市場政策の効果について学びます。
また、学校教育や企業内訓練の関係性、技術革新が労働市場に与える影響についても学びます。
これらの授業を通じて、経済学的視点から現実の経済で行われている政策や賃金格差・失業などの社会問題が発
生する要因を理解できる力を身につけることを目的としています。
この授業は、 オンデマンド型の遠隔授業となります。リアルタイム型 の遠隔授業（その授業時間にZoom等で参
加する方法）で はなく、講義を録画した動画を一定期間中に視聴し、所定の課題を提出していただく形で実施す
る予定です。

到達目標

1.　ミクロ経済学を基礎として、労働需要や労働供給などの労働市場に関する経済理論を説明することができ
る。
2.　上記の内容について計算し、グラフに表現することができる。

授業計画

第1回目　ガイダンスと授業の概要
第2回目　日本の労働市場
第3回目　労働供給
第4回目　労働と家庭内生産
第5回目　労働需要
第6回目　教育・訓練と人的資本
第7回目　長期雇用の賃金決定のメカニズム
第8回目　転職・就職
第9回目　賃金格差の要因
第10回目　グループ間の賃金格差
第11回目　失業
第12回目　非正規雇用
第13回目　出産、家族形成と女性の就業
第14回目　最低賃金政策
第15回目　まとめ

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

授業後に、授業中に提示された言葉の定義や簡単な計算を必ず理解したうえで復習をしてください。

課題に対するフィードバックの方法

各講義終了時に行う理解度確認小テストあるいは課題レポートはGoogle　Classroom上で解答と解説を例示しま
す。また、特に間違いの多かった問題については、次回講義時に解説します。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示す通り、授業時間後に実施される確認課題と期末レポートの評価結果に基づき総合的に判定の上、60点
以上を合格とし、所定の単位を認定する。正当な理由のない欠席4回以上またはレポート課題未提出の場合、評価
の対象とせず、「K」評価とする。

授業種別

開講期

講義

後期 単位数 2単位

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

0

40

0

60

0

評価方法・割合

授業後の提出課題（40）

全授業終了後に実施するレポート試験（60）

評価対象となる到達目標

1,2

1,2

実務家教員による授業 －

労働経済学



テキスト 指定しません。配布資料を用いて授業を行います。

参考書 労働経済学をつかむ，大森義明，永瀬伸子，有斐閣 ，2021年
労働経済学，大森義明，日本評論社，2008年
労働経済学ー理論と実証をつなぐ ，川口大司，有斐閣 ，2017年

履修条件・他の科目との関連 経済学入門を履修済みであることが望ましい。
マクロ経済学ⅠⅡ、ミクロ経済学ⅠⅡを履修済み、もしくは履修中であることが望ましい。

労働経済学



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16302201

産業組織論

田窪　美葉

田窪　美葉

3年

授業の目的・概要

この講義では、産業に関する経済学の一部であり、ミクロ経済学や計量経済学の知識を利用して産業組織や企業
行動を分析することを目的とする。

到達目標

1.産業組織論に関する用語についてその意味を説明することができる
2.産業組織論の考え方がどのように応用されているかについて説明することができる。

授業計画

★この授業は、遠隔授業となります。
リアルタイム型の遠隔授業(その授業時間にZoom等で参加する方法)ではなく、講義を録画した動画を一定期間中
に視聴し、所定の課題を提出していただく形で実施予定です。
第1回　産業組織論とは　産業組織論の課題と歴史
第2回　産業組織分析の基礎(1)　完全競争と不完全競争他
第3回　産業組織分析の基礎(2)　企業の利潤最大化行動他
第4回　産業組織分析の基礎(3)　市場均衡他
第5回　独占企業の価格設定(1)　独占価格の非効率性他
第6回　独占企業の価格設定(2)　完全価格差別他
第7回　独占企業の価格設定(3)　二部料金と完全価格差別他
第8回　自然独占と規制(1)　産業の設立費用と規模の経済他
第9回　自然独占と規制(2)　公正報酬率規制他
第10回　自然独占と規制(3)　政府の失敗他
第11回　参入の経済効果(1)　独占の持続性について他
第12回　参入の経済効果(2)　コンテスタブル市場理論他
第13回　参入の経済効果(2)　参入規制の経済効果と規制緩和他
第14回　ゲーム理論の基礎　囚人のジレンマ他
第15回　まとめ　全体のまとめ

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

第1回
【事前】 シラバスを読むこと。2.0時間　
【事後】 学習した内容を復習すること。　2.0時間
第2回
【事前】 テーマについて調べておく。2.0時間　
【事後】 学習した内容を復習すること。2.0時間
第3回
【事前】 テーマについて調べておく。2.0時間　
【事後】 学習した内容を復習すること。2.0時間
第4回
【事前】 テーマについて調べておく。2.0時間　
【事後】 学習した内容を復習すること。2.0時間
第5回
【事前】 テーマについて調べておく。2.0時間　
【事後】 学習した内容を復習すること。2.0時間
第6回
【事前】 テーマについて調べておく。2.0時間　
【事後】 学習した内容を復習すること。2.0時間
第7回
【事前】 テーマについて調べておく。2.0時間　
【事後】 学習した内容を復習すること。2.0時間
第8回
【事前】 テーマについて調べておく。2.0時間　
【事後】 学習した内容を復習すること。2.0時間
第9回
【事前】 テーマについて調べておく。2.0時間　
【事後】 学習した内容を復習すること。2.0時間
第10回
【事前】 テーマについて調べておく。2.0時間　

授業種別

開講期

講義

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

産業組織論



【事後】 学習した内容を復習すること。2.0時間
第11回
【事前】 テーマについて調べておく。2.0時間　
【事後】 学習した内容を復習すること。2.0時間
第12回
【事前】 テーマについて調べておく。2.0時間　
【事後】 学習した内容を復習すること。2.0時間
第13回
【事前】 テーマについて調べておく。2.0時間　
【事後】 学習した内容を復習すること。2.0時間
第14回
【事前】 テーマについて調べておく。2.0時間　
【事後】 学習した内容を復習すること。2.0時間
第15回
【事前】 これまでの範囲について復習する。2.0時間　
【事後】 学習した内容を復習すること。2.0時間

課題に対するフィードバックの方法

課題を完成させることに関する質問は、授業内、もしくはE-mailで受付ける。
授業時間内で行うMoodle課題(自動採点型)については、受験後すぐに正解かどうかと、得点が示される。

成績評価の方法・基準（方針）

遠隔授業内でのMoodle課題(Classroomから連携予定)と、期末レポート試験により評価する。
毎回の通常課題未提出4回以上、または期末レポート試験を未提出の場合、評価の対象とせず、「K」評価とす
る。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

50

0

0

50

0

評価方法・割合

遠隔授業内でのMoodle課題(Classroomから連携予定)

期末レポート試験

評価対象となる到達目標

1、2

1、2

テキスト プリントを配布する

参考書 「プラクティカル産業組織論」泉田成美・柳川隆著　有斐閣
「現代産業組織論」植草益・井手秀樹・竹中康治・堀江明子・菅久修一著　ＮＴＴ出版

履修条件・他の科目との関連 主にミクロ経済学と関連する。数式や図を多用する可能性があることを念頭において受講すること。
事後学習や試験の一部にMoodleを使用する。

産業組織論



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16302301

金融経済論

外島　健嗣

外島　健嗣

カリキュラムによる

授業の目的・概要

金融商品には預貯金、証券、保険など様々な種類があります。本授業では、まず金融商品が取引されている市
場、取扱い金融機関の特徴、金融政策について学習し、金融商品のリスクとリターンについて学習を行います。
この授業は、遠隔授業となります。リアルタイム型の遠隔授業（その授業時間にZoom等で参加する方法）ではな
く、講義を録画した動画を一定期間中に視聴し、所定の課題を提出するオンデマンド型で実施します。

到達目標

１．金融商品の仕組み及び金融機関の特徴について説明できるようになる。
２．金融政策について説明できるようになる。
３．預金保険制度について説明できるようになる。

授業計画

【第1回】ガイダンス：授業の概要説明
【第2回】現在財同士の交換と貨幣（１）：貨幣の役割って何？　
【第3回】現在財同士の交換と貨幣（２）：金利って何？　
【第4回】現在財と将来財の交換：貸し借りの重要性とは？　 
【第5回】リスクの変換：将来財同士の交換とは？　
【第6回】金融機関の種類と機能（１）日本銀行はどんな銀行？　
【第7回】金融機関の種類と機能（２）信用金庫と信用組合の違いは？　
【第8回】金融政策（１）：金融政策ってどんなことをするの？　
【第9回】金融政策（２）：ゼロ金利、マイナス金利ってどんな金利？
【第10回】金融政策（３）：非伝統的な金融政策って何？　
【第11回】金融機関経営とリスク（１）：金融機関経営のリスクって何？　
【第12回】金融機関経営とリスク（２）：銀行がつぶれたら預金はどうなる？
【第13回】金融商品のリスクとリターン（１）：金融商品のリスクって何？　
【第14回】金融商品のリスクとリターン（２）：投資信託って何？
【第15回】まとめ

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

授業（1回について2時間として計算）と事前事後のあわせて1単位当たり４５時間が必要です。
【第1回】
事前学修課題：シラバスを読む　2.0時間
事後学修課題：授業中に配布された資料を再読する　2.0時間
【第2回】
事前学修課題：どうして貨幣が生まれたのか？貨幣の役割とは？　 2.0時間
事後学修課題：授業中に配布された資料を再読する　2.0時間
【第3回】
事前学修課題：単利と複利って何？利子率と経済活動の関係って何？インフレ・デフレって何？ 2.0時間
事後学修課題：授業中に配布された資料を再読する　2.0時間
【第4回】
事前学修課題：貸し借りと利子率ってどういうこと？　2.0時間
事後学修課題：授業中に配布された資料を再読する　2.0時間
【第5回】
事前学修課題：金融仲介とはどんなこと？直接金融と間接金融とは？　2.0時間
事後学修課題：授業中に配布された資料を再読する　2.0時間
【第6回】
事前学修課題：日本銀行ってどんな銀行？銀行の機能って何？ 2.0時間
事後学修課題：授業中に配布された資料を再読する　2.0時間
【第7回】
事前学修課題：信用金庫や信用組合はどんな金融機関？証券会社や保険会社ってどんなことをしている？　2.0時
間
事後学修課題：授業中に配布された資料を再読する　2.0時間
【第8回】
事前学修課題：金融政策にはどのようなものがあるの？2.0時間
事後学修課題：授業中に配布された資料を再読する　2.0時間
【第9回】
事前学修課題：ゼロ金利やマイナス金利って何？2.0時間
事後学修課題：授業中に配布された資料を再読する　2.0時間

授業種別

開講期

講義

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

金融経済論



【第10回】
事前学修課題：非伝統的金融政策って何？　2.0時間
事後学修課題：授業中に配布された資料を再読する　2.0時間
【第11回】
事前学修課題：信用リスクって何？BIS規制ってどんな規制？セイフティ・ネットって何？　2.0時間
事後学修課題：授業中に配布された資料を再読する　2.0時間
【第12回】
事前学修課題：早期是正措置ってどんな措置？預金保険制度ってどんな制度？　2.0時間
事後学修課題：授業中に配布された資料を再読する　2.0時間
【第13回】
事前学修課題：リスクプレミアムって何？分散効果ってどんな効果？　2.0時間
事後学修課題：授業中に配布された資料を再読する　2.0時間
【第14回】
事前学修課題：投資信託って何？　2.0時間
事後学修課題：授業中に配布された資料を再読する　2.0時間
【第15回】
事前学修課題：預金保険制度を復習しておくこと　2.0時間
事後学修課題：授業中に配布された資料を再読する　2.0時間

課題に対するフィードバックの方法

翌週の授業の冒頭で、提出課題の解答解説を行う。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示すとおり、授業日時に配信される課題の提出状況や評価結果に基づき総合的に判定のうえ、60点以上を
合格とし、所定の単位を認定します。
正当な理由のなく毎回の授業課題を期日までに５回以上未提出の場合は「K」評価とします。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

90

0

0

10

0

評価方法・割合

授業内容を理解し、課題が作成できているか及び期日内
に提出できているか。

課題内容を理解し、レポートが作成できているか及び期日
内に提出できているか。

評価対象となる到達目標

１,２,３

1，2，3

テキスト プリントを配布します。

参考書 植田和男『大学４年間の金融学がざっと10時間で学べる』角川文庫、ISBNコード： 
9784046046475
神木良三編『現代日本の金融取引入門』晃洋書房　ISBNコード：9784771016637

履修条件・他の科目との関連 授業ごとに配布する資料は、クラスルームにて配布するので、欠席学生はそれを参照ください。
資産運用論を併せて履修してください。

金融経済論



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16302501

企業法務概論Ⅰ

小原　博臣

小原　博臣

2年

授業の目的・概要

企業の目的は、現行の法規制を遵守して利益を確保しての永続的成長である。本講義では、企業のビジネス活動
において、日常的に起こり得る法律実務の基礎的な問題について概説する。法的な問題が発生した場合には適切
な対応ができるように、基礎的な知識を身につけてもらいたい。
また、本講義の続編となる「企業法務概論Ⅱ」とセットで、ビジネス実務法務検定試験に向けた足がかりとした
い。
この授業は、遠隔授業となります。原則として、リアルタイム型授業で実施予定です。
参加方法などの詳細は、追って案内します。

到達目標

1.企業法務の意義について説明することができる。
2.ビジネスパーソンとしての業務上理解しておくべき基礎的法律知識を習得する。
3.企業の直面する法律問題について説明することができる。
4.講義を通じてリーガルマインド（法律的なものの考え方）を習得する。

授業計画

【第1回】
テーマ：ガイダンス、企業法務を学ぶにあたって
内容・方法：講義の概要・基本方針、注意事項、成績評価、本講義で取り上げる対象、企業法務の意義 
【第2回】
テーマ：小売業における法律問題
内容・方法：売買契約の概念、消費者契約法との関係
【第3回】
テーマ：卸売業における法律問題
内容・方法：民法と商法との関係、ウィーン売買条約
【第4回】
テーマ：電子商取引
内容・方法：電子商取引の概要、法的問題への対応
【第5回】
テーマ：不動産業における法律問題（１）
内容・方法：不動産売買の特徴、売主の担保責任
【第6回】
テーマ：不動産業における法律問題（２）
内容・方法：物権変動、不動産賃貸借
【第7回】
テーマ：建設業における法律問題
内容・方法：請負契約、下請法
【第8回】
テーマ：製造業における法律問題（１）―耐久消費財―
内容・方法：耐久消費財を取り巻く法制度、製造物責任
【第9回】
テーマ：製造業における法律問題（２）―食品―
内容・方法：食品の安全、偽装食品問題
【第10回】
テーマ：製造業における法律問題（３）―医薬品・化学製品―
内容・方法：事故被害と不法行為、被害者救済制度
【第11回】
テーマ：ロジスティクス業における法律問題
内容・方法：ロジスティクス取引と商法、ロジスティクス法制に向けた課題
【第12回】
テーマ：金融業における法律問題（１）―銀行―
内容・方法：金融法制、銀行の業務範囲
【第13回】
テーマ：金融業における法律問題（２）―証券・保険―
内容・方法：証券取引、保険取引、金融商品取引法
【第14回】
テーマ：サービス業における法律問題　―人材業・仲介業―
内容・方法：人材派遣業、仲介業とは何か
【第15回】
テーマ：総まとめ
内容・方法：企業法務の全体像の俯瞰と重要事項の確認

授業種別

開講期

講義

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

企業法務概論Ⅰ



事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

事前学習としては、授業計画を参考にテキストの該当箇所を読んで、わからない用語等があれば法律用語辞典や
国語辞典等で調べておくこと。また、新聞等で関連するニュースがあれば、スクラップするなど、1.5時間ほどの
学習時間を要する。
事後学習は、授業時に配布したプリントや資料をもとに、ノート整理をするなど2.5時間ほどの学習時間を要す
る。

【第1回】
①事前学習課題：事前にシラバスを確認すること。テキストの該当箇所を読んでおくこと。
②事後学習課題：授業内容の復習を行うこと。
【第2回】
①事前学習課題：テキストの該当箇所を読んでおくこと。
②事後学習課題：授業内容の復習を行うこと。
【第3回】
①事前学習課題：テキストの該当箇所を読んでおくこと。
②事後学習課題：授業内容の復習を行うこと。
【第4回】
①事前学習課題：テキストの該当箇所を読んでおくこと。
②事後学習課題：授業内容の復習を行うこと。
【第5回】
①事前学習課題：テキストの該当箇所を読んでおくこと。
②事後学習課題：授業内容の復習を行うこと。
【第6回】
①事前学習課題：テキストの該当箇所を読んでおくこと。
②事後学習課題：授業内容の復習を行うこと。
【第7回】
①事前学習課題：テキストの該当箇所を読んでおくこと。
②事後学習課題：授業内容の復習を行うこと。
【第8回】
①事前学習課題：テキストの該当箇所を読んでおくこと。
②事後学習課題：授業内容の復習を行うこと。
【第9回】
①事前学習課題：テキストの該当箇所を読んでおくこと。
②事後学習課題：授業内容の復習を行うこと。
【第10回】
①事前学習課題：テキストの該当箇所を読んでおくこと。
②事後学習課題：授業内容の復習を行うこと。
【第11回】
①事前学習課題：テキストの該当箇所を読んでおくこと。
②事後学習課題：授業内容の復習を行うこと。
【第12回】
①事前学習課題：テキストの該当箇所を読んでおくこと。
②事後学習課題：授業内容の復習を行うこと。
【第13回】
①事前学習課題：テキストの該当箇所を読んでおくこと。
②事後学習課題：授業内容の復習を行うこと。
【第14回】
①事前学習課題：テキストの該当箇所を読んでおくこと。
②事後学習課題：授業内容の復習を行うこと。
【第15回】
①事前学習課題：これまでの疑問点等を洗い出しておくこと。
②事後学習課題：テキストと配布資料のすべて確認し、総復習しておくこと。

課題に対するフィードバックの方法

授業終了時にふりかえりシートを回収し、次回の授業時に冒頭でフィードバックを行う。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
正当な理由なく5回以上、但し5回未満であっても3回連続で欠席した場合には、評価の対象とせず「K」評価とす
る。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

評価割合
（％）

20

0

0

80

評価方法・割合

授業への取り組み姿勢(10)
ふりかえりシートの提出(10)

オンライン試験

評価対象となる到達目標

1.2.3.4

1.2.3.4

企業法務概論Ⅰ



その他 0

テキスト ビジネス法務の理論と実践/松嶋隆弘・鬼頭俊泰/芦書房/2,700/978-4-7556-1303-6
※その他、必要に応じて資料等プリントをPDF版にて配布する。

参考書 ・ポケット六法（有斐閣）、デイリー六法（三省堂）などの六法
その他のものについては、必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 「企業法務概論Ⅰ」→「企業法務概論Ⅱ」→「企業法務演習」という履修方法を推奨する。
今年度の授業は遠隔授業（リアルタイム型式）で実施される予定であり、対面式での授業以上に自
学自習が求められる。授業の中ですべてを説明し尽くすことには限界があり、学生諸君の理解をより
深めるためにもテキストは必ず事前に購入の上、予習および復習することが重要である。また、対面
式授業に移行した際にも、指定テキストは必ず持参するようにしてもらいたい。
履修に当たっては「法学入門」「民法」「会社法」を履修済みであるか、あるいは同時に履修すること
を推奨する。
授業への不参加（欠席）の多い者、遅刻・早退の多い者など、いわゆる出席状況の良くない者につ
いては、単位を認定することが出来なくなるので注意すること。

企業法務概論Ⅰ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16302601

企業法務概論Ⅱ

小原　博臣

小原　博臣

2年

授業の目的・概要

企業の目的は、現行の法規制を遵守して利益を確保しての永続的成長である。本講義では、「企業法務概論Ⅰ」
に続き、より実践的な法律実務について概説する。具体的な事例を踏まえたケーススタディも採り入れながら、
法的な問題が発生した場合にはビジネスパーソンとして適切な対応ができるように、幅広く知識を身につけても
らいたい。
この授業は、遠隔授業となります。原則として、リアルタイム型授業で実施予定です。
参加方法などの詳細は、追って案内します。

到達目標

1.企業法務の意義について説明することができる。
2.ビジネスパーソンとしての業務上理解しておくべき基礎的法律知識を習得する。
3.企業の直面する法律問題について説明することができる。
4.具体的な事例に対し、問題点の提起と解決方法を説明することができる。

授業計画

【第1回】
テーマ：ガイダンス、企業法務の役割
内容・方法：講義の概要・基本方針、注意事項、成績評価、企業が直面する法律問題とは
【第2回】
テーマ：企業法務の意義
内容・方法：企業法務の機能、企業法務部門の成り立ち
【第3回】
テーマ：コンプライアンスとリスク管理
内容・方法：債権とは、担保とは
【第4回】
テーマ：ビジネスと企業組織（１）―コーポレート・ガバナンスー
内容・方法：債権譲渡、手形・小切手・電子記録債権
【第5回】
テーマ：ビジネスと企業組織（２）―Ｍ＆Ａ―
内容・方法：知的財産の種類、知的財産法制と不正競争防止法
【第6回】
テーマ：ビジネスと企業組織（３）―コーポレート・ファイナンスー
内容・方法：経済法の意義と体系、独占禁止法、不正競争防止法
【第7回】
テーマ：ビジネスと企業組織（４）―企業と従業員【労務管理】―
内容・方法：個人情報保護法、プライバシーマーク制度
【第8回】
テーマ：企業取引（１）―債権管理・回収―
内容・方法：使用者と労働者、労働契約、非正規雇用
【第9回】
テーマ：企業取引（２）―与信管理と担保―
内容・方法：M&A・事業再生の法制度、買収防衛策
【第10回】
テーマ：企業取引（３）―取引決済―
内容・方法：会社の資金調達、株式と社債の異同
【第11回】
テーマ：企業取引（４）―公正取引の確保―
内容・方法：コーポレート・ガバナンスと内部統制
【第12回】
テーマ：ビジネスと知的財産権
内容・方法：企業利益と租税、国際取引増加に伴う諸問題
【第13回】
テーマ：紛争の処理
内容・方法：企業による犯罪の諸類型、内部通報制度
【第14回】
テーマ：ビジネスと租税
内容・方法：倒産手続の必要性、新しい事業再生手続
【第15回】
テーマ：総まとめ
内容・方法：企業法務の全体像の俯瞰と重要事項の確認

授業種別

開講期

講義

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

企業法務概論Ⅱ



事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

事前学習としては、授業計画を参考にテキストの該当箇所を読んで、わからない用語等があれば法律用語辞典や
国語辞典等で調べておくこと。また、新聞等で関連するニュースがあれば、スクラップするなど、1.5時間ほどの
学習時間を要する。
事後学習は、授業時に配布したプリントや資料をもとに、ノート整理をするなど2.5時間ほどの学習時間を要す
る。

【第1回】
①事前学習課題：事前にシラバスを確認すること。テキストの該当箇所を読んでおくこと。
②事後学習課題：授業内容の復習を行うこと。
【第2回】
①事前学習課題：テキストの該当箇所を読んでおくこと。
②事後学習課題：授業内容の復習を行うこと。
【第3回】
①事前学習課題：テキストの該当箇所を読んでおくこと。
②事後学習課題：授業内容の復習を行うこと。
【第4回】
①事前学習課題：テキストの該当箇所を読んでおくこと。
②事後学習課題：授業内容の復習を行うこと。
【第5回】
①事前学習課題：テキストの該当箇所を読んでおくこと。
②事後学習課題：授業内容の復習を行うこと。
【第6回】
①事前学習課題：テキストの該当箇所を読んでおくこと。
②事後学習課題：授業内容の復習を行うこと。
【第7回】
①事前学習課題：テキストの該当箇所を読んでおくこと。
②事後学習課題：授業内容の復習を行うこと。
【第8回】
①事前学習課題：テキストの該当箇所を読んでおくこと。
②事後学習課題：授業内容の復習を行うこと。
【第9回】
①事前学習課題：テキストの該当箇所を読んでおくこと。
②事後学習課題：授業内容の復習を行うこと。
【第10回】
①事前学習課題：テキストの該当箇所を読んでおくこと。
②事後学習課題：授業内容の復習を行うこと。
【第11回】
①事前学習課題：テキストの該当箇所を読んでおくこと。
②事後学習課題：授業内容の復習を行うこと。
【第12回】
①事前学習課題：テキストの該当箇所を読んでおくこと。
②事後学習課題：授業内容の復習を行うこと。
【第13回】
①事前学習課題：テキストの該当箇所を読んでおくこと。
②事後学習課題：授業内容の復習を行うこと。
【第14回】
①事前学習課題：テキストの該当箇所を読んでおくこと。
②事後学習課題：授業内容の復習を行うこと。
【第15回】
①事前学習課題：疑問点等を洗い出しておくこと。
②事後学習課題：テキストと配布資料のすべてを確認し、総復習しておくこと。

課題に対するフィードバックの方法

授業終了時にふりかえりシートを回収し、次回の授業時に冒頭でフィードバックを行う。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
正当な理由なく5回以上、但し5回未満であっても3回連続で欠席した場合には、評価の対象とせず「K」評価とす
る。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

評価割合
（％）

20

0

0

80

評価方法・割合

授業への取り組み姿勢(10)
ふりかえりシートの提出(10)

オンライン試験

評価対象となる到達目標

1.2.3.4

1.2.3.4

企業法務概論Ⅱ



その他 0

テキスト ビジネス法務の理論と実践/松嶋隆弘・鬼頭俊泰/芦書房/2,700/978-4-7556-1303-6
※その他、必要に応じて資料等プリントをPDF版にて配布する。

参考書 ・ポケット六法（有斐閣）、デイリー六法（三省堂）などの六法
その他のものについては、必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 あらかじめ「企業法務概論Ⅰ」を履修しておくこと。「企業法務概論Ⅰ」→「企業法務概論Ⅱ」→
「企業法務演習」という履修方法を推奨する。
今年度の授業は遠隔授業（リアルタイム型式）で実施される予定であり、対面式での授業以上に自
学自習が求められる。授業の中ですべてを説明し尽くすことには限界があり、学生諸君の理解をより
深めるためにもテキストは事前に購入の上、予習および復習することが重要である。また、対面式授
業に移行した際にも、指定テキストは必ず持参するようにしてもらいたい。
また、履修に当たっては「法学入門」「民法」「会社法」を履修済みであるか、同時に履修することを
推奨する。
授業への不参加（欠席）の多い者、遅刻・早退の多い者など、いわゆる出席状況の良くない者につ
いては、単位を認定することが出来なくなるので注意すること。

企業法務概論Ⅱ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16302701

企業法務演習

小原　博臣

小原　博臣

3年

授業の目的・概要

本講義は、「企業法務概論Ⅰ」および「企業法務概論Ⅱ」の既修者を念頭に置き、ビジネスパーソンとしての業
務上理解しておくべき基礎的法律知識を身につけること、および問題点の発見とその対応能力を涵養させること
を目的とする。さらに、これらの集大成として、ビジネス実務法務検定試験３級の合格を目指すものである。
　※ビジネス実務法務検定試験公式サイト　https://www.kentei.org/houmu/
この授業は、遠隔授業となります。原則として、リアルタイム型授業で実施予定です。
参加方法などの詳細は、追って案内します。

到達目標

1.企業法務の意義について説明することができる。
2.企業の直面する法律問題について説明することができる。
3.具体的な法律問題に対して、解決策を講じることができる。
4.ビジネス実務法務検定試験３級に合格できる。

授業計画

【第1回】
テーマ：ガイダンス、企業法務を学ぶにあたって、ビジネス実務法務検定試験の説明
内容・方法：講義の概要・基本方針、注意事項、成績評価、本講義で取り上げる対象、企業法務の意義 
【第2回】
テーマ：ビジネス実務法務の法体系
内容・方法：ビジネスを取り巻くリスクと法律のかかわり、企業活動の根底にある法理念、法律の基礎知識
【第3回】
テーマ：企業取引の法務
内容・方法：契約とは、契約成立後の法律関係、ビジネス文書の保存・管理、契約によらない債権・債務の発生
【第4回】
テーマ：債権の管理と回収
内容・方法：通常の債権の管理、取引の決済、債権の担保、緊急時の債権の回収
【第5回】
テーマ：企業財産の管理と法律
内容・方法：企業の財産取得にかかわる法律、企業財産の管理と法律、知的財産権
【第6回】
テーマ：企業活動に関する法規制
内容・方法：取引に関する各種の規制、ビジネスと犯罪
【第7回】
テーマ：企業と会社のしくみ
内容・方法：法人と企業、会社のしくみ
【第8回】
テーマ：企業と従業員の関係
内容・方法：従業員の雇用と労働関係、職場内の男女雇用にかかわる問題、派遣労働における労働形態
【第9回】
テーマ：ビジネスに関する家族法
内容・方法：取引と家族関係、相続
【第10回】
テーマ：ビジネス実務法務検定試験３級問題演習（１）
内容・方法：過去問題の解答と解説
【第11回】
テーマ：ビジネス実務法務検定試験３級問題演習（２）
内容・方法：過去問題の解答と解説
【第12回】
テーマ：ビジネス実務法務検定試験３級問題演習（３）
内容・方法：過去問題の解答と解説
【第13回】
テーマ：ビジネス実務法務検定試験３級問題演習（４）
内容・方法：過去問題の解答と解説
【第14回】
テーマ：ビジネス実務法務検定試験３級問題演習（５）
内容・方法：過去問題の解答と解説
【第15回】
テーマ：総まとめ
内容・方法：企業法務の全体像の俯瞰とビジネス実務法務検定試験受験について

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

企業法務演習



事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

事前学習としては、授業計画を参考にテキストの該当箇所を読んで、わからない用語等があれば法律用語辞典や
国語辞典等で調べておくこと。また、新聞等で関連するニュースがあれば、スクラップするなど、1.5時間ほどの
学習時間を要する。
事後学習は、授業時に配布したプリントや資料をもとに、ノート整理をするなど2.5時間ほどの学習時間を要す
る。

【第1回】
①事前学習課題：事前にシラバスを確認すること。テキストの該当箇所を読んでおくこと。
②事後学習課題：授業内容の復習を行うこと。
【第2回】
①事前学習課題：テキストの該当箇所を読んでおくこと。
②事後学習課題：授業内容の復習を行うこと。
【第3回】
①事前学習課題：テキストの該当箇所を読んでおくこと。
②事後学習課題：授業内容の復習を行うこと。
【第4回】
①事前学習課題：テキストの該当箇所を読んでおくこと。
②事後学習課題：授業内容の復習を行うこと。
【第5回】
①事前学習課題：テキストの該当箇所を読んでおくこと。
②事後学習課題：授業内容の復習を行うこと。
【第6回】
①事前学習課題：テキストの該当箇所を読んでおくこと。
②事後学習課題：授業内容の復習を行うこと。
【第7回】
①事前学習課題：テキストの該当箇所を読んでおくこと。
②事後学習課題：授業内容の復習を行うこと。
【第8回】
①事前学習課題：テキストの該当箇所を読んでおくこと。
②事後学習課題：授業内容の復習を行うこと。
【第9回】
①事前学習課題：テキストの該当箇所を読んでおくこと。
②事後学習課題：授業内容の復習を行うこと。
【第10回】
①事前学習課題：試験範囲の総復習をしておくこと。
②事後学習課題：不正解個所や疑問点の洗い出しを行い、内容を確認しておくこと。
【第11回】
①事前学習課題：試験範囲の総復習をしておくこと。
②事後学習課題：不正解個所や疑問点の洗い出しを行い、内容を確認しておくこと。
【第12回】
①事前学習課題：試験範囲の総復習をしておくこと。
②事後学習課題：不正解個所や疑問点の洗い出しを行い、内容を確認しておくこと。
【第13回】
①事前学習課題：試験範囲の総復習をしておくこと。
②事後学習課題：不正解個所や疑問点の洗い出しを行い、内容を確認しておくこと。
【第14回】
①事前学習課題：試験範囲の総復習をしておくこと。
②事後学習課題：不正解個所や疑問点の洗い出しを行い、内容を確認しておくこと。
【第15回】
①事前学習課題：これまでの疑問点等を洗い出しておくこと。
②事後学習課題：テキストと配布資料のすべてを確認し、総復習しておくこと。

課題に対するフィードバックの方法

授業終了時にふりかえりシートを回収し、次回の授業時に冒頭でフィードバックを行う。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
正当な理由なく5回以上、但し5回未満であっても3回連続で欠席した場合には、評価の対象とせず「K」評価とす
る。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

評価割合
（％）

20

5

0

75

評価方法・割合

授業への取り組み姿勢(10)
ふりかえりシートの提出(10)

ビジネス実務法務検定の受験(5)

オンライン試験

評価対象となる到達目標

1.2.3

1.2.3.4

1.2.3.4

企業法務演習



その他 0

テキスト ビジネス実務法務検定試験®3級公式問題集 2022年度版/東京商工会議所検定センター（刊行
予定）
※その他、必要に応じて資料等プリントをPDF版にて配布する。

参考書 ・ポケット六法（有斐閣）、デイリー六法（三省堂）などの六法
その他のものについては、必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 「企業法務概論Ⅰ」→「企業法務概論Ⅱ」→「企業法務演習」という履修方法を推奨する。
本講義の受講に関しては、決して『ビジネス実務法務検定試験』の受験を検討している者に限定す
るものではない。幅広く法律知識を身につけたいという、意欲のある学生諸君の受講は大歓迎であ
る。
今年度の授業は遠隔授業（リアルタイム型式）で実施される予定であり、対面式での授業以上に自
学自習が求められる。授業の中ですべてを説明し尽くすことには限界があり、学生諸君の理解をより
深めるためにもテキストは事前に購入の上、予習および復習することが重要である。また、対面式授
業に移行した際にも、指定テキストは必ず持参するようにしてもらいたい。
特に、科目の特性上、問題演習を伴うので、テキストなしに受講することは、学生諸君にとって非常
に無意味かつ時間の損失となると考えられる。
履修に当たっては「法学入門」「民法」「会社法」は履修済みであるか、あるいは同時に履修すること
を推奨する。
授業への不参加（欠席）の多い者、遅刻・早退の多い者など、いわゆる出席状況の良くない者につ
いては、単位を認定することが出来なくなるので注意すること。

企業法務演習



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16302801

経営情報論

安高　真一郎

安高　真一郎

2年

授業の目的・概要

今日の社会において、情報は必要不可欠な要素となっており、経営学が対象とする分野においても、情報の管理
能力、活用能力が必要不可欠となっている。本講義では、情報技術や通信技術の発展が、今日の経営活動にどの
ように貢献し、浸透していったかを概観し、どのような経営情報システムを構築し、展開することで、経営情報
を管理・活用しているかについて講述する。

到達目標

1. 本講義によって、コンピュータとネットワークの発展が、経営情報システムの進展に与えた影響を理解し、経
営情報を管理・活用できる能力が養えることを到達目標とする。

授業計画

★この授業は、遠隔授業となります。原則として、リアルタイム型授業で実施予定です。参加方法などの詳細
は、追って案内します。

【第1回】ガイダンス
　内容: 経営情報とは、またその重要性
【第2回】経営情報論の基礎
　内容: 経営情報論のなりたち
【第3回】情報化社会における企業経営
　内容: 経営情報の活用とその必要性
【第4回】経営情報システムの設計・開発
　内容: 経営情報システムの歴史と活用事例
【第5回】生産管理システム
　内容: 生産管理とは
【第6回】在庫管理システム
　内容: 在庫管理とは
【第7回】全体最適のための理論
　内容: 部分最適と全体最適の概念
【第8回】情報通信技術とビジネス・プロセス革新
　内容: 通信技術の発展とその活用事例
【第9回】SCMにおける情報技術と組織能力
　内容: SCMの発展と情報技術の関係
【第10回】意思決定を支援する応用ソフトウェア
　内容: 現代における情報技術の活用
【第11回】コンピュータ・ネットワークと経営情報
　内容: コンピュータ・ネットワークの種類や活用事例
【第12回】情報通信技術と組織コミュニケーション
　内容: 情報通信技術の発展とその活用
【第13回】システムの評価と改善
　内容: 業務を支援・向上させる経営情報システムとは
【第14回】経営情報とイノベーション
　内容: 最新の活用事例と今後の発展
【第15回】総合演習
　内容: これまでの総復習

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

【第1回】
　①事前学習: シラバスを熟読(120分)
　②事後学習: 経営情報の概念を把握した上で履修登録を再検討(120分)
【第2回】
　①事前学習: 次回のテーマについて、インターネット等で検索をしておく。(120分)
　②事後学習: 配布プリントを見直し、演習問題を解きなおす。(120分)
【第3回】
　①事前学習: 次回のテーマについて、インターネット等で検索をしておく。(120分)
　②事後学習: 配布プリントを見直し、演習問題を解きなおす。(120分)
【第4回】
　①事前学習: 次回のテーマについて、インターネット等で検索をしておく。(120分)
　②事後学習: 配布プリントを見直し、演習問題を解きなおす。(120分)

授業種別

開講期

講義

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

経営情報論



【第5回】
　①事前学習: 次回のテーマについて、インターネット等で検索をしておく。(120分)
　②事後学習: 配布プリントを見直し、演習問題を解きなおす。(120分)
【第6回】
　①事前学習: 次回のテーマについて、インターネット等で検索をしておく。(120分)
　②事後学習: 配布プリントを見直し、演習問題を解きなおす。(120分)
【第7回】
　①事前学習: 次回のテーマについて、インターネット等で検索をしておく。(120分)
　②事後学習: 配布プリントを見直し、演習問題を解きなおす。(120分)
【第8回】
　①事前学習: 次回のテーマについて、インターネット等で検索をしておく。(120分)
　②事後学習: 配布プリントを見直し、演習問題を解きなおす。(120分)
【第9回】
　①事前学習: 次回のテーマについて、インターネット等で検索をしておく。(120分)
　②事後学習: 配布プリントを見直し、演習問題を解きなおす。(120分)
【第10回】
　①事前学習: 次回のテーマについて、インターネット等で検索をしておく。(120分)
　②事後学習: 配布プリントを見直し、演習問題を解きなおす。(120分)
【第11回】
　①事前学習: 次回のテーマについて、インターネット等で検索をしておく。(120分)
　②事後学習: 配布プリントを見直し、演習問題を解きなおす。(120分)
【第12回】
　①事前学習: 次回のテーマについて、インターネット等で検索をしておく。(120分)
　②事後学習: 配布プリントを見直し、演習問題を解きなおす。(120分)
【第13回】
　①事前学習: 次回のテーマについて、インターネット等で検索をしておく。(120分)
　②事後学習: 配布プリントを見直し、演習問題を解きなおす。(120分)
【第14回】
　①事前学習: 次回のテーマについて、インターネット等で検索をしておく。(120分)
　②事後学習: 配布プリントを見直し、演習問題を解きなおす。(120分)
【第15回】
　①事前学習: これまでの内容で質問等をまとめておく。(120分)
　②事後学習: 期末試験へ備える(120分)

課題に対するフィードバックの方法

授業中に返却し、解説を行う。

成績評価の方法・基準（方針）

授業内での取り組み姿勢、期末試験の点数により総合的に評価する。
※欠席6回以上でK評価

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

30

0

70

0

0

評価方法・割合

毎回、授業内で演習を行う。
その取り組み姿勢や解答の正誤によって評価する。

定期試験の点数を基に評価を行う。

評価対象となる到達目標

1

1

テキスト プリントを配布する

参考書 必要に応じて、講義中に紹介する。

履修条件・他の科目との関連 情報技術や情報の科目に興味があることが望ましい。
ノートを必ず持参し、また配布資料には必ず目を通すこと。
毎回行う演習には、積極的に臨むこと。
私語は控え、スマホでも遊ばず授業に集中すること。

経営情報論



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16302901

経営データ分析

山本　誠一

山本　誠一

2年

授業の目的・概要

担当教員が長年にわたり、さまざまなビジネスの分析から戦略設計を行う業務に従事してきた実務経験をもとに
「経営データ分析」に関する理論と実践への応用を関連付けながら講義する。
企業経営において経営データはとても重要である。日々生まれる膨大なデータを適切に処理し、データを価値あ
る情報に変えていくことは、経営を進める上での意思決定に必要不可欠である。
経営データ分析では、企業におけるさまざまなデータ処理をどのように行えばいいのかを具体的な事例を交えて
理解し、経営戦略における経営データ分析の果たす役割を学ぶと同時に、具体的にエクセルやGoogleスプレッド
シートを使ってその分析手法を学ぶ。
※毎回パソコンを操作しながらの講義なので、最低限のパソコン操作ができること。エクセルの基本操作ができ
ること。遠隔授業の場合スマートフォンで授業を受けることは出来ない。

到達目標

この講義を受講した学生は、次のことができるようになる。
１．企業活動におけるデータ・情報の位置づけとその重要性を理解できる。
２．データを適切に処理し、分析するためのエクセルの使い方が理解できる。
３．経営データをどのような分析手法で分析しチェックするかを理解できる。

授業計画

※授業計画については、状況によって変更する可能性がある。

【第１回】授業オリエンテーション
内容／方法：講義概要、授業の進め方、授業内レポート、経営データ分析を学ぶ意義について解説する
【第２回】経営データ分析とは
内容／方法：経営データ分析とは何を学び、何が出来るようになるかを知ると同時に、経営データ分析の重要性
を知る
【第３回】企業経営における経営データとは
内容／方法：企業経営における経営データには、どんなものがあり、経営に果たす役割を知る
【第４回】経営におけるデータの重要なポイント
内容／方法：経営において重要なデータとは、どんなものがあり、それぞれの目的を知る
【第５回】経営データを集める
内容／方法：経営において必要なデータを具体的にどうやって取得するかを学ぶ
【第６回】経営データの事例から学ぶ①
内容／方法：実際の経営データについて触れて考える
【第７回】経営における外部データについて
内容／方法：経営を取り巻く外部データについて捉え方を学ぶ
【第８回】経営データの事例から学ぶ②
内容／方法：経営データ分析の事例から考える
【第９回】経営データ分析における仮説について
内容／方法：データ分析における仮説とはなにか、その重要性と考え方を知る
【第１０回】データからどう読み取るか
内容／方法：仮説に基づいたデータの取得とその読み取りについて知る
【第１１回】経営データの事例から学ぶ③
内容／方法：データの事例からその集計についてを学ぶ
【第１２回】アンケートの設計
内容／方法：外部データの取得法の一つ、アンケートの設計を知る
【第１３回】収集したデータの分析について
内容／方法：収集したデータを分析するためのデータ加工とその分析を学ぶ
【第１４回】市場調査データから分析する
内容／方法：アンケート以外の外部データの存在を知る
【第１５回】まとめ
内容／方法：経営データ分析について学んできたことのまとめ

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

＜事前事後の学習課題＞
※基本的に毎回のテーマについて事前に新聞や書物、ネットで調べた上で、授業内で自分でノートを取りながら
復習できるようにする。また授業内でエクセルの操作やインターネットアンケート調査を行うので、コンピュー
タの操作には慣れておくこと。
【第１回】事前：授業のシラバスを熟読し、授業構成を理解する　1.0時間

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 〇

経営データ分析



　　　　　事後：オリエンテーション説明内容にもとづき経営データ分析の基礎知識を自修し、パソコンとノー
トを準備する　2.0時間
【第２回】事前：経営データ分析について、事前にどんなデータがあるかを調べる　1.5時間
　　　　　事後：授業で学習した経営データ分析とはについて、新たな気づきを復習する　2.5時間
【第３回】事前：普段使われている経営データについて調べておく　1.5時間
　　　　　事後：経営データにはどんなものがあり、経営に果たす役割はどんなことか、その気づきを復習する
　2.5時間
【第４回】事前：経営データの何が重要なデータかを自ら調べ整理しておく　1.5時間
　　　　　事後：重要なデータとはどんなものがあり、それぞれの目的について、新たな気づきを復習する　2.5
時間
【第５回】事前：経営データの集め方を調べ、データの取得方法を整理する　1.5時間
　　　　　事後：データ取得について学習したことで気付いたことを復習する　2.5時間
【第６回】事前：身の回り（新聞や書物、ネット等）にある経営データを集めておく　1.5時間
　　　　　事後：授業で出た事例を復習し、提出した授業内レポートをもう一度見直す　2.5時間
【第７回】事前：経営外部データとは何か、どんなものがあるかを事前に調べておく　1.5時間
　　　　　事後：経営を取り巻く外部データをもう一度整理し、復習する　2.5時間
【第８回】事前：経営外部データの取得方法を事前に具体的に調べておく　1.5時間
　　　　　事後：事例から学んだことを中心に外部データについて復習する　2.5時間
【第９回】事前：経営データの何が重要かを今まで学習したことから整理し、要点をまとめる　1.5時間
　　　　　事後：仮説とはなにか、その重要性と考え方を復習し、仮説を立てられるようにする　2.5時間
【第１０回】事前：仮説とはどういうことかを事前に復習する　1.5時間
　　　　　　事後：仮説に基づいたデータ取得方法について復習する　2.5時間
【第１１回】事前：経営問題から3件以上仮説を自ら立てて授業に参加する　1.5時間
　　　　　　事後：事例から学んだことを中心にデータについて復習する　2.5時間
【第１２回】事前：データ収集の具体的方法を調べておく　1.5時間
　　　　　　事後：アンケートの設計方法について復習整理する　2.5時間
【第１３回】事前：集めたデータをどう扱い分析すればよいかを調べておく　1.5時間
　　　　　　事後：データ加工と分析について学んだこと復習し、授業内レポートももう一度見直す　2.5時間
【第１４回】事前：一般市場に出回るデータにどんなものがあるか調べておく　1.5時間
　　　　　　事後：アンケート以外の外部データについて、それぞれの特徴とメリットデメリットを整理する
　2.5時間
【第１５回】事前：経営データ分析で学んだことをもう一度最初から復習しておく　1.5時間
　　　　　　事後：何のための経営データで、そのデータをどう取り扱い分析するかを系統立てて整理しておく
　3.5時間

課題に対するフィードバックの方法

課題に対し授業時に質問を受け付ける。また実施した課題について希望者にはコメントを返す。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示すとおり、毎回授業期間中に実施されるレポート課題と、定期試験の評価結果に基づき総合的に判定の
うえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。毎回実施するレポート課題の提出がない場合は、その授業
を出ていても欠席とする。
正当な理由のない欠席4回以上、また定期試験を欠席した場合、評価の対象とせず「K」評価とする。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

30

0

55

0

15

評価方法・割合

毎回授業内で課されるレポート課題（計15回を予定）（各
2）

全授業終了後に実施する定期試験（55）

毎回の授業の復習、授業内での発言やディスカッションへ
の積極的な取り組み（各1）

評価対象となる到達目標

1、２、３

1、２、３

1、２、３

テキスト テキストは指定しない

参考書 必要に応じて授業の中で紹介する

履修条件・他の科目との関連 定員は20名程度とし、履修希望者が多数の場合は、選抜を行う。マーケティング関連の科目を履修
していることが望ましい。
講義のノートは配布しないので、自分でノートをしっかり作成すること。
授業内でコンピュータを利用した演習レポートを行うため、コンピュータの操作には慣れておくこと。
またエクセルでの計算やグラフ作成ができること。
毎回授業で課題（レポート）を出すため、この課題は必ず提出すること。
講義内容の理解度を確認するために授業内で発言・発表を求めるので、発言すること。
※この授業は、座席を指定する。

経営データ分析



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16303001

経営統計論

山本　誠一

山本　誠一

2年

授業の目的・概要

担当教員が長年にわたり、広告会社においてさまざまなビジネスの戦略を分析する業務に従事してきた実務経験
をもとに「経営統計論」に関する理論と実践への応用を関連付けながら講義を展開する。
企業経営において経営戦略を計画し、実行、そして結果を確認する上で、統計データはとても重要である。日々
生まれる膨大な統計データを適切に処理し、データを価値ある情報に変えていくことは、経営を進める上での意
思決定に必要不可欠である。
経営統計論では、このような統計データをどのように捉え、どのように取り扱えばいいのかを具体的な事例を交
えて理解し、今後社会に出た際に役立てられるように、経営戦略における統計情報の果たす役割を学ぶ。
※パソコンの操作を行うこともあるので、遠隔授業の場合スマートフォンで授業を受けることは出来ない。

到達目標

１．企業活動における統計データ・統計情報の位置付けと重要性を理解できる。
２．膨大な統計データを適切に処理する方法を理解できる。
３．統計処理データから、経営を進める上での意思決定の方法を理解できる。

授業計画

※授業計画については、状況によって変更する可能性がある。

【第１回】授業オリエンテーション
内容／方法：講義概要、授業の進め方、授業内レポート、経営統計論を学ぶ意義について解説する
【第２回】経営統計論とは
内容／方法：経営統計論とは何を学ぶのか、その内容と重要性を理解する
【第３回】企業における統計とは何か
内容／方法：企業における統計の考え方とその視点を学ぶ
【第４回】企業経営戦略のための統計とは
内容／方法：企業経営環境を確認するための統計の考え方を学ぶ
【第５回】企業経営戦略のためのデータとは
内容·方法：企業経営戦略のためのデータを探す、見つける、集める
【第６回】データを分析する
内容·方法：データを分析する墓本を学ぶ
【第７回】リサーチの墓本
内容／方法：リサーチの墓本を学ぶ
【第８回】リサーチの実践事例
内容／方法：企業における実践事例から学ぶ
【第９回】統計調査の方法、リサーチデザイン
内容／方法：リサーチの設計を学ぶ
【第１０回】企業における実践事例から学ぶ
内容／方法：企業における実践事例から学ぶ
【第１１回】データ収集
内容／方法：データの収集方法を学ぶ
【第１２回】調査データ分析
内容／方法：調査データ分析の分析方法を学ぶ
【第１３回】企業における統計データの事例から学ぶ
内容／方法：企業における実践事例から学ぶ
【第１４回】データの見せ方、グラフの使い方を学ぶ
内容／方法：データの見せ方、グラフの使い方について学ぶ
【第１５回】授業の総括
内容／方法：経営統計論のこれまでの授業の総括

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

※基本的に毎回のテーマについて事前に新聞や書物、ネットで調べた上で、授業内で自分でノートを取りながら
復習できるようにする。

【第１回】事前：授業のシラバスを熟読し、授業構成を理解する　1.0時間
　　　　　事後：オリエンテーション説明内容にもとづき経営統計論の基礎知識を自修し、パソコンとノートを
準備する　2.0時間
【第２回】事前：統計について、企業にとってどんな統計があるかを予習する　1.5時間
　　　　　事後：経営における統計の意味をノートを見て復習する　2.5時間

授業種別

開講期

講義

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 〇

経営統計論



【第３回】事前：統計には具体的にどんなデータがあるか、その事例を事前に調べてまとめる　1.5時間
　　　　　事後：企業における統計の考え方とその視点をノートを見て復習する　2.5時間
【第４回】事前：企業経営戦略のための統計について、第３回目講義から必要なものを項目別に整理する　1.5時
間
　　　　　事後：企業経営環境を確認するための統計の考え方について、ノートを見て復習し、提出した授業内
レポートをもう一度見直す　2.5時間
【第５回】事前：経営戦略のための統計にはどんなものがあるかを事前リストアップする　1.5時間
　　　　　事後：企業経営戦略のためのデータをもう一度整理し復習、また提出した授業内レポートをもう一度
見直す　2.5時間
【第６回】事前：データ分析とはどのようなことか事前に調べてまとめる　1.5時間
　　　　　事後：データ分析の基本について、ノートを見て復習し、提出した授業内レポートをもう一度見直す
　2.5時間
【第７回】事前：リサーチするとはどういうことかを事前に調べてまとめる　1.5時間
　　　　　事後：リサーチするとはどういうことかを復習し、提出した授業内レポートをもう一度見直す　2.5時
間
【第８回】事前：身の回りのリサーチの事例を事前に調べてまとめる　1.5時間
　　　　　事後：授業で出た実践事例をノートを見て復習し、提出した授業内レポートをもう一度見直す　2.5時
間
【第９回】事前：リサーチの方法にはどんなものがあるかを事前に調べてまとめる　1.5時間
　　　　　事後：授業で学習したリサーチ設計を復習し、提出した授業内レポートをもう一度見直す　2.5時間
【第１０回】事前：企業リサーチの具体的事例を事前に調べてまとめる　1.5時間
　　　　　　事後：授業の実践事例をノートを見て復習し、提出した授業内レポートをもう一度見直す　2.5時間
【第１１回】事前：データをどうすれば入手できるかを事前に調べてまとめる　1.5時間
　　　　　　事後：授業でのデータ収集方法について復習し、提出した授業内レポートをもう一度見直す　2.5時
間
【第１２回】事前：データの分析方法について事前に調べてまとめる　1.5時間
　　　　　　事後：データ分析方法についてノートを見て復習し、提出した授業内レポートをもう一度見直す
　2.5時間
【第１３回】事前：企業統計データの具体的事例を事前に調べてまとめる　1.5時間
　　　　　　事後：授業の実践事例をノートを見て復習し、提出した授業内レポートをもう一度見直す　2.5時間
【第１４回】事前：データをどうやって見せるかについて事前に調べてまとめる　1.5時間
　　　　　　事後：データの見せ方、グラフの使い方について授業での新たな気づきを復習し、提出した授業内
レポートをもう一度見直す　2.5時間
【第１５回】事前：経営統計論で学んだことをノートで振り返り復習する　1.5時間
　　　　　　事後：何のための統計なのか、その統計データをどう取り扱い分析するかを系統立てて整理してお
く　3.5時間

課題に対するフィードバックの方法

課題に対し授業時に質問を受け付ける。また実施した課題について希望者にはコメントを返す。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示すとおり、毎回の授業期間中に実施されるレポート課題と、定期試験の評価結果に基づき総合的に判定
のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。毎回実施するレポート課題の提出がない場合は、その授
業を出ていても欠席とする。
正当な理由のない欠席4回以上、また定期試験を欠席した場合、評価の対象とせず「K」評価とする。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

30

0

55

0

15

評価方法・割合

毎回授業内で課されるレポート課題（計15回を予定）（各
2）

全授業終了後に実施する定期試験（55）

毎回の授業の復習、授業内での発言やディスカッションへ
の積極的な取り組み（各1）

評価対象となる到達目標

1、2、3

1、2、3

1、2、3

テキスト テキストは指定しない

参考書 必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 マーケティング関連の科目を履修していることが望ましい。
講義のノートは配布しないので、自分でノートをしっかり作成すること。
統計の授業のため、各自自分のパソコンを用意し授業を受けること。（スマートフォンでの操作はでき
ない）
またコンピュータの操作には慣れておくこと。
毎回授業で課題（レポート）を出すため、この課題は必ず提出すること。
また、講義内容の理解度を確認するために授業内で発言・発表を求めるので、発言すること。

経営統計論



履修条件・他の科目との関連 ※この授業は、座席を指定する。

経営統計論



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16303201

ブランド戦略論

近藤　浩章

近藤　浩章

2年

授業の目的・概要

企業経営における「ブランド」の重要性とブランドに関する基本知識を学ぶ。
ブランドは企業と顧客をつなぐ信頼の絆である。ブランディングが、製品のコモディティ化や顧客ニーズの多様
化に対応する経営の重要課題であることを認識しながら、消費者のマインド内に強く、好ましい態度を形成して
いく仕組みを解説し、その仕組みをどのようにビジネスに応用するかについて、事例を通じて考えを深める。
担当教員が長年に亘り、企業においてマーケティング業務に従事した実務経験をもとに、「ブランド」に関する
理論と実践への応用を関連付けながら講義を展開する。

到達目標

1. ブランドについての基本的な知識を習得する。
2. ブランドが消費者のマインド内に構築されていくプロセスを理解する。
3. ビジネスの場面において、具体的なブランド戦略を計画するための基本的なスキルを習得する。

授業計画

※授業計画については変更する可能性もある。
【第1回】ブランド論概要
　　内容・方法：講義の目的と全体構成、ブランド論を学ぶ意義について解説する。
【第2回】ブランドとは
　　内容・方法：ブランドの意味、ブランドが果たす役割、ブランド化の目的と条件について解説する。
【第3回】ブランド・エクイティ
　　内容・方法：ブランド・エクイティ、構築のプロセス、戦略的なブランド・マネジメントについて解説す
る。
【第4回】顧客ベースのブランド・エクイティ
　　内容・方法：顧客ベースのブランド・エクイティとは、ブランド知識のしくみについて解説する。
【第5回】強いブランド構築のステップ
　　内容・方法：ＣＢＢＥモデル、４つのステップ、ブランド構築への応用について解説する。
【第6回】ブランドポジショニングの決定
　　内容・方法：標的市場の決定、類似化ポイント、差別化ポイントについて解説する。
【第7回】ブランドの差別化戦略
　　内容・方法：差別化ポイントの選択、差別化の方法、ブランドマントラについて解説する
【第8回】ブランド要素の選択
　　内容・方法：ブランド要素とは、ブランド要素の選択基準、選択肢と戦術について解説する。
【第9回】統合型マーケティングプログラム①
　　内容・方法：統合型マーケティングの必要性、パーソナライズ、リレーションシップについて解説する。
【第10回】統合型マーケティングプログラム②
　　内容・方法：ブランド・エクイティ構築のための製品戦略、価格戦略、チャネル戦略について解説する。
【第11回】ブランドコミュニケーション
　　内容・方法：ブランドコミュニケーションの目的、手段、総合的コミュニケーションについて解説する。
【第12回】グローバルブランド戦略
　　内容・方法：グローバルマーケティングの課題、標準化とローカル化、戦略の基本について解説する。
【第13回】地域ブランド戦略
　　内容・方法：地域ブランドとは何か、地域ブランド計画プロセス、実践事例について解説する。
【第14回】ケーススタディ
　　内容・方法：ブランド戦略事例について解説し、議論する。
【第15回　ブランド論まとめ】
　　内容・方法：講義全般の振り返り、ビジネスパーソンとして大事なことについて解説し、議論する。

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

【第１回】講義概要などの説明を受けて、ブランド論を学ぶ意義について理解を深める。
【第２回】ブランドについて、企業が行っているブランディング事例を調べて理解する。
【第３回】ブランドエクイティについて、授業で示された事例をはじめ、興味があるブランドの価値について調
べて理解する。
【第４回】顧客ベースのブランドエクイティについて、授業で示された事例を復習し、顧客ベースの考え方の重
要性を理解する。
【第５回】CBBEモデルについて予習するとともに、授業で示された事例や興味がある企業事例を調べて理解す
る。
【第６回】ブランドポジショニングについて予習するとともに、授業で示された事例や興味がある企業事例を調
べて理解する。

授業種別

開講期

講義

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 〇

ブランド戦略論



【第７回】ブランドの差別化について予習するとともに、授業で示された事例や興味がある企業事例を調べて理
解する。
【第８回】ブランド要素について予習するとともに、授業で示された事例や興味がある企業事例を調べて理解す
る。
【第９回】ブランドとの関係構築について予習するとともに、授業で示された事例や興味がある企業事例を調べ
て理解する。
【第１０回】マーケティングの実行計画について予習するとともに、授業で示された事例や興味がある企業事例
を調べて理解する。
【第１１回】ブランドコミュニケーションについて予習するとともに、授業で示された事例や興味がある企業事
例を調べて理解する。
【第１２回】グローバルブランドについて予習するとともに、授業で示された事例や興味がある企業事例を調べ
て理解する。
【第１３回】地域ブランドについて予習するとともに、授業で示された事例や興味がある企業事例を調べて理解
する。
【第１４回】ケーススタディのテーマを復習するとともに、関連性がある企業の事例を調べて理解を深める。
【第１５回】ブランド論の授業を振り返り、期末試験の準備を行う。
事前事後の学習時間：第１回は事後学習4.0時間、第２回～第１４回は各回事前1.5時間、事後2.5時間、第１５回
は事前学習4.0時間

課題に対するフィードバックの方法

毎回の授業時に課題レポートに対するコメントをする。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示す評価方法により総合的に判断のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
※成績評価方法・基準については、場合によっては変更する可能性もある。
※※授業時間内の発言は回数をカウントし、授業参画の積極性を評価する。
※※※確認テストは各授業ごとに示し、授業時間外に取り組むものとする。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

10

50

40

0

0

評価方法・割合

授業への参画と発言回数・内容（10）

各回の確認テスト（30）、課題レポート（20）

筆記試験(40)

評価対象となる到達目標

1, 2

1,2

2,3

テキスト テキストは指定しない。

参考書 戦略的ブランド・マネジメント 第3版　ケビン・レーン・ケラー (著)、 恩藏 直人 (監訳)　東急エージェン
シー
コトラー＆ケラーのマーケティング・マネジメント第１２版　フィリップ・コトラー （著）、ケビン・レーン・ケラー
 （著）、恩藏 直人 （監修）、月谷 真紀 （訳）丸善出版

履修条件・他の科目との関連 マーケティング論の履修が望ましい。
講義内容を理解するための積極的な態度で履修してください。

ブランド戦略論



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16303301

マーケティングケーススタディ

近藤　浩章

近藤　浩章

2年

授業の目的・概要

私たちの生活を豊かにしてくれるさまざまなビジネスは、企業の経営戦略に基づいて行われている。企業は単に
やりたいことをやっているのではなく、様々に変化する経営環境に対応する形で経営を変化させ続けている。
この授業では、企業の具体的な事例を題材として経営戦略とその背景を学び、ディスカッションとレポートを通
じて戦略を構想する力や表現する力を養い、ビジネスの実践力を高める。
担当教員が長年に亘り、企業において「マーケティング」業務に従事した実務経験をもとに、「マーケティン
グ」に関する理論と実践への応用を関連付けながら講義を展開する。

到達目標

1. マーケティングの基本的なフレームワークが理解できる。
2. 企業のマーケティング戦略を授業で習得したフレームワークを活用しながら説明できる。
3. 授業で取り上げたケースと比較しながら、異なる業界や企業におけるマーケティング戦略が構想できる。

授業計画

※授業計画については変更する可能性もある。
【第１回】イントロダクション
　　内容・方法：授業概要、授業内レポート、ビジネスケーススタディで学ぶテーマについて解説する。
【第２回】経営戦略の基本
　　内容・方法：経営戦略の目的や構造、競争戦略などディスカッションの基本となるポイントを解説する。
【第３回】マーケティング・プロセス
　　内容・方法：環境分析から計画立案までのマーケティング・プロセスを、事例を交えて解説する。
【第４回】Ａ社のケーススタディ[１]
　　内容・方法：ケーススタディの進め方を説明し、ケースの解釈を行う。
【第５回】Ａ社のケーススタディ[２]
　　内容・方法：フレームワークを用いて、マーケティング戦略についてディスカッションする。
【第６回】Ａ社のケーススタディ[３]
　　内容・方法：ケースについて、今後の戦略仮説もしくは異なる立場からの判断をディスカッションする。
【第７回】Ｂ社のケーススタディ[１]
　　内容・方法：フレームワークを用いて、マーケティング戦略についてディスカッションする。
【第８回】Ｂ社のケーススタディ[２]
　　内容・方法：ケースについて、今後の戦略仮説もしくは異なる立場からの判断をディスカッションする。
【第９回】Ｃ社のケーススタディ[１]
　　内容・方法：フレームワークを用いて、マーケティング戦略についてディスカッションする。
【第１０回】Ｃ社のケーススタディ[２]
　　内容・方法：ケースについて、今後の戦略仮説もしくは異なる立場からの判断をディスカッションする。
【第１１回】Ｄ社のケーススタディ[１]
　　内容・方法：フレームワークを用いて、マーケティング戦略についてディスカッションする。
【第１２回】Ｄ社のケーススタディ[２]
　　内容・方法：ケースについて、今後の戦略仮説もしくは異なる立場からの判断をディスカッションする。
【第１３回】Ｅ社のケーススタディ[１]
　　内容・方法：フレームワークを用いて、マーケティング戦略についてディスカッションする。
【第１４回】Ｅ社のケーススタディ[２]
　　内容・方法：ケースについて、今後の戦略仮説もしくは異なる立場からの判断をディスカッションする。
【第１５回】ビジネスケーススタディまとめ
　　内容・方法：授業全体の振り返りを行い、課題レポートに関するガイダンスを実施する。

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

【第１回】講義概要などの説明を復習し、マーケティングケーススタディを学ぶ意義について理解を深める。
【第２回】経営戦略の基本について予習し、授業内容を復習して理解を深める。
【第３回】マーケティング・プロセスについて予習し、授業内容を復習して理解を深める。
【第４回～第６回】Ａ社のケースを予習し、ディスカッションを参考に課題に取り組む
【第７回～第８回】Ｂ社のケースを予習し、ディスカッションを参考に課題に取り組む
【第９回～第１０回】Ｃ社のケースを予習し、ディスカッションを参考に課題に取り組む
【第１１回～第１２回】Ｄ社のケースを予習し、ディスカッションを参考に課題に取り組む
【第１３回～第１４回】Ｅ社のケースを予習し、ディスカッションを参考に課題に取り組む
【第１５回】マーケティングケーススタディの授業を振り返り、期末レポートの準備を行う。
事前事後の学習時間：第１回は事後学習4.0時間、第２回～第１４回は各回事前1.5時間、事後2.5時間、第１５回
は事前学習4.0時間

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 〇

マーケティングケーススタディ



課題に対するフィードバックの方法

授業時に課題レポートに対するコメントをする。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示す評価方法により総合的に判断のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

30

30

0

40

0

評価方法・割合

授業時間内の発言回数・グループディスカッションの内容
（30）

ケース課題の予習および課題レポートの成績（30）

期末課題レポート(40)

評価対象となる到達目標

1,2

1,2

2,3

テキスト 授業内で教員から指示する。

参考書 必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 マーケティング論の受講が望ましい。
授業で行う分析やディスカッションでは発言が求められるので、積極的な態度で履修すること。
授業はディスカッション形式で行うので、定員を20名程度とする。履修希望者が多数の場合は選抜
を行う。

マーケティングケーススタディ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16303401

流通企業戦略論

出野　和子

出野　和子

3年

授業の目的・概要

当講義ではマーケティングの４Pである「Place」を理解し、企業が生産あるいは開発した商品やサービスがどの
ように消費者に届けられるのかについて、メーカーと流通企業との関係、流通企業の経営戦略について解説す
る。
まず基本的な流通経路を理解し、流通の歴史から現代の流通を体系的に学習しながら、具体的な企業の戦略を
ケーススタディで学ぶ。

到達目標

１．企業活動における流通の意義と機能について説明できる。
２．企業の具体的な流通戦略について意見を述べることができる。
３．これからの社会の変化に応じて、流通戦略を柔軟に変化させる素地を身につける。

授業計画

※授業内容は変更となる可能性がある。

第1回　授業オリエンテーション
　授業の目的とシラバスの解説、授業の進め方、課題、試験について説明する。
第2回　「流通」とは
　流通とは何か、企業や消費者にとってどのような意義があるのかを身近な事例を参考に学ぶ。
第3回　流通の歴史　
　流通の歴史と日本型の流通形態について学ぶ。
第4回　経済成長と流通の変化
　経済成長と流通の関連について学ぶ。
第5回 　流通の発展
　直接流通や流通のグローバリゼーションについて学ぶ。 
第6回　流通チャネル戦略
　チャネル選択とチャネル管理について学ぶ。
第7回　小売業
　スーパーマーケット、コンビニエンスストア、ディスカウントストアの業態について学ぶ。
第8回　卸売業
　卸売業の構造と卸業の役割について学ぶ。
第9回　現代流通の課題
　オムニチャネルの動向など、物流・情報の流通に関する課題について考える。
第10回　最新の流通事情
　ECの事例についてケーススタディで学ぶ。
第11回　企業戦略事例①
　流通業の事例をケースで学習する。
第12回　企業戦略事例②
　流通業の事例をケースで学習する。
第13回　流通とマーケティング戦略
　マーケティング戦略と流通について学ぶ。
第14回　流通の未来
　SDGsやコロナ禍の影響なども踏まえ、これからの流通はどのように変化していくかについて考える。
第15回　総括
　授業で学んだ内容を振り返り、全体の総括を行う。

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

授業（1回につき2時間として計算）と事前事後の合わせて1単位当たり45時間が必要です。

第1回　
　【事前】シラバスを読み、学習する内容について理解する。1.0時間。
　【事後】流通について学ぶ意義、授業の進め方、課題、試験について理解する。1.0時間。
第2回　
　【事前】流通とは何か、企業にとってどのような意義があるのか調べる。1.5時間。
　【事後】流通とは何か、企業や消費者にとってどのような意義があるのか学んだ内容を復習する。2.5時間。
第3回　　
　【事前】流通の歴史について事前に調べる。1.5時間。
　【事後】流通の歴史について学んだ内容を復習する。2.5時間。

授業種別

開講期

講義

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

流通企業戦略論



第4回　
　【事前】経済成長と流通の関連について事前に調べる。1.5時間。
　【事後】経済成長と流通の関連について学んだ内容を復習する。2.5時間。
第5回
　【事前】直接流通や流通のグローバリゼーションについて調べる。1.5時間。
　【事後】直接流通や流通のグローバリゼーションについて学んだ内容を復習する。2.5時間。  　
第6回　
　【事前】チャネル選択とチャネル管理について事前に調べる。1.5時間。
　【事後】チャネル選択とチャネル管理について学んだ内容を復習する。2.5時間。
第7回　
　【事前】小売業の業態について事前に調べる。1.5時間。
　【事後】スーパーマーケット、コンビニエンスストア、ディスカウントストアの業態について学んだ内容を復
習する。2.5時間。
第8回　
　【事前】卸売業の構造と卸業の役割について事前に調べる。1.5時間。
　【事後】卸売業の構造と卸業の役割について学んだ内容を復習する。2.5時間。
第9回　
　【事前】物流・情報の流通に関する課題について事前に調べる。1.5時間。
　【事後】物流・情報の流通に関する課題について学んだ内容を復習する。2.5時間。　
第10回　
　【事前】ECやオムニチャネルについて事前に調べる。1.5時間。
　【事後】ECやオムニチャネルについて学んだ内容を復習する。2.5時間。
第11回　
　【事前】ケースで取り上げる企業について事前に調べる。1.5時間。
　【事後】授業で学習した内容を振り返り、学んだ内容をまとめる。2.5時間。
第12回　
　【事前】ケースで取り上げる企業について事前に調べる。1.5時間。
　【事後】授業で学習した内容を振り返り、学んだ内容をまとめる。2.5時間。
第13回　
　【事前】マーケティング戦略と流通の関連について事前に調べる。1.5時間。
　【事後】マーケティング戦略と流通の関連について学んだ内容を復習する。2.5時間。
第14回　
　【事前】これからの流通はどのように変化していくのか、最新の流通事情から推察する。1.5時間。
　【事後】これからの流通はどのように変化していくのか、学んだ内容を復習する。2.5時間。
第15回　
   【事前】授業で学んだことをノートや資料で復習し、理解できていないことがないかか確認する。2時間。
   【事後】授業で学んだ内容を振り返り、最終試験に備える。4時間。

課題に対するフィードバックの方法

授業中に質問を適宜受け付ける。提出した課題に対しコメントを記載して返却する。

成績評価の方法・基準（方針）

授業中に実施する課題、平常点、期末試験の合計点が60点以上の場合合格とし、所定の単位を認定する。
正当な理由のない欠席が4回以上の場合は評価の対象とせず、「Ｋ」評価とする。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

30

0

55

0

15

評価方法・割合

授業内で出題する小レポート（各15点×2回）

期末レポート試験

毎回の授業の理解、ディスカッションへの積極的な取り組
み（各1点×15回）

評価対象となる到達目標

1,2

1,2,3

1,2,3

テキスト 特に指定しない。授業内容に応じて適宜資料を配布する。

参考書 野口智雄（2019）『入門・現代流通論』日本評論社。
住谷宏（2019）『流通論の基礎』中央経済社。

履修条件・他の科目との関連 マーケティング関連の科目を履修していることが望ましい。

流通企業戦略論



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16303501

商業史

山本　明志

山本　明志

3年

授業の目的・概要

人類は貨幣経済が浸透する以前から、様々な形でモノやサービスのやり取りを行ってきたが、本講義は人々の商
取引のありかたについて、歴史的に考察するものである。前半は前近代における中国を中心とする東アジアにお
ける商業の歴史について概観し、特に地域間商取引の歴史的推移に注目する。後半は、ヨーロッパ商人のアジア
進出の過程を概観し、商取引のグローバル化の流れについて考察する。また、国際商取引の歴史の中における、
日本の占める位置についても理解を深めることを目的としている。これらを通して、現在の社会におけるビジネ
スのあり方の歴史的背景を考え、経営課題に取り組む際の発想力を涵養することをめざしていく。
★この講義はオンデマンド型の遠隔授業です。講義を録画した動画教材で学び、一定期間内に課題を提出してい
ただきます。

到達目標

1．特定の東アジア・東南アジアにおける商取引の歴史に関するトピックについて説明することができる。
2．ヨーロッパ人商人のアジア市場への進出に関する歴史的なトピックについて説明することができる。
3．絹、陶磁器、銀、茶、アヘン、奴隷、錫、天然ゴムといった、歴史的に重要な国際商品の取引について説明す
ることができる。

授業計画

本講義は、オンデマンド型遠隔授業として実施します。
第1回　歴史を見る技法：歴史学的手法を用いて商業の歴史を見る方法について解説する
第2回　中国における商業都市文明の成立：古代中国における贈与経済と都市の成立について解説する。
第3回　古代中国・東南アジア・インドをつなぐ交易路：東シナ海からベンガル湾に至る海上交易路について解説
する。
第4回　古代東南アジアにおける商業と国家：古代東南アジアにおける国家形成と商業の関係について解説する。
第5回　東部ユーラシアにおけるソグド人商人の遠隔地交易：「シルクロード交易」についてその特質を解説す
る。
第6回　中国宋代における国際交易：宋の時代における陸上・海上ルートを用いた国際商業について解説する。
第7回　モンゴル帝国下の国際商人：モンゴル帝国を中心とする国際商取引について解説する。
第8回　アイヌ民族の沈黙交易とモンゴル時代：モンゴル時代における北東アジアの商業について解説する。
第9回　「大航海時代」とアジア貿易：ヨーロッパ人商人のアジア市場への進出について解説する。
第10回　中国明王朝の海禁政策と倭寇の密貿易：倭寇と銀に焦点を当て、当該時代の国際商業について解説す
る。
第11回　アフリカから新大陸への奴隷貿易：アフリカ人奴隷の商取引について解説する。
第12回　アヘン・茶の国際商取引をめぐって：中国・インド・ヨーロッパをめぐる国際商取引について解説す
る。
第13回　錫・天然ゴムの生産と商取引の歴史：工業資源がどのように国際的に商取引されたかについて、錫と天
然ゴムを例に解説する。
第14回　アルメニア人の商業活動：アルメニア人に焦点を当て、その国際商業活動について解説する。
第15回　ユダヤ人の歴史と商業：ユダヤ人のたどった歴史を概観し、彼らがどのような商業活動に従事したかに
ついて解説する。

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

大学の講義科目は、単位認定のために、学生が事前・事後学習を行っていることが必要となります。
本講義は、以下のような事前学習・事後学習を想定しています。
まず、授業を受ける前に毎回配布するレジュメによく目を通し、よくわからない所・疑問点に気づいてください
（＝事前学習）。
次に動画教材を用いて授業を受けていただきますが、その際には動画の停止ボタンを使いながら、しっかりノー
トを取っておいてください。（※このノートテイクが、事後学習で役に立ちます）
授業終了後、課題レポートに取り組んでいただきます。その際には、ノートをきちんと整理し、正確な日本語の
文章を書くように注意してください。（＝事後学習）
必要に応じて、関連する読書を行ってください。（＝事後学習）
15回の授業終了後、期末最終レポートに取り組んでいただきます。すべてのレジュメ・ノートを見直し、理解が
不十分な部分の動画を見直して、正確な日本語の文章で提出してください。（＝事後学習）
※事前・事後学習の目安は1回の講義につき4時間、全15回の講義に対して60時間です。

課題に対するフィードバックの方法

毎回の講義に関して、課題レポートを提出してもらいます。

授業種別

開講期

講義

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

商業史



課題レポートは毎回10点満点で評価をつけ、返却します。
その際、可能な限り日本語の添削指導を行い、書くべきポイントについてコメントします。
課題レポートには質問欄も設けますので、講義でわからなかったことはここに書いてください。
質問については、可能な限り回答して返却します。
クラスで共有するべき感想・質問については、次の回の冒頭で紹介し、回答も行います。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示す評価方法により総合的に判定の上、60点以上を合格とし、所定の単位を認定します。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

80

0

0

20

0

評価方法・割合

課題レポート

期末最終レポート

評価対象となる到達目標

1、2、3

1、2、3

テキスト テキストを使用しない。教員が作成したレジュメを配布する。

参考書 講談社、興亡の世界史シリーズ．
山川出版社、世界史リブレットシリーズ．
同朋舎、アジアの歴史と文化シリーズ．

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

商業史



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16303601

社会調査法

三木　英

三木　英

カリキュラムによる

授業の目的・概要

社会調査とは、自らの手でデータを蒐集し、人間や社会についてそれまで知られていなかった現実を暴き出す営
みであるといえる。そのための具体的な方法として、インタヴューや観察による質的調査と、調査票を駆使して
の量的調査があるが、講義はそのノウハウの伝授を中心に進められる。しっかりとした調査設計、そしてイン
フォーマントのプライバシーに配慮した粘り強い関わりが調査を成功させることを、受講生に知らしめるつもり
である。また事情が許せば、受講生には実際に（簡単な）調査に従事していただくことも考えている。

到達目標

①調査を行う社会的な意義について理解する。
②調査の方法論について理解する。
③調査によって得られたデータを分析するノウハウを知る。
④調査報告書を作成する能力を身につける。

授業計画

【第1回】
テーマ：社会調査へのいざない
内容・方法：社会を調査するとは何か、そしてそれは何のために行われるかについて解説し、調査に対しる受講
生のモティベーションを高める。
【第2回】
テーマ：量的調査と質的調査
内容・方法：二種の調査について触れ、そのメリットとデメリットを明らかにして、相互補完的な調査を行なう
ことの重要性を説く。
【第3回】
テーマ：量的調査（！）
内容・方法：質問紙調査について解説し、まず質問し作成にあたっての注意点等に言及する。
【第4回】
テーマ：量的調査（２）
内容・方法：前回を受け、調査票の試作を行なう。それにあたり、作成を求めておいた「模擬調査票」の出来を
検討する。
【第5回】
テーマ：量的調査（３）
内容・方法：サンプリングの重要性を説き、そのやり方を解説する。
【第6回】
テーマ：質的調査（１）
内容・方法：質的データ蒐集のための技法＝インタビューの方法について、解説する。
【第7回】
テーマ：質的調査（２）
内容・方法：質的データ蒐集のための技法＝観察（参与観察）の方法について、解説する。
【第8回】
テーマ：質的調査（３）
内容・方法：所謂アンケート調査に比べて軽視されがちな質的調査が、確かに「狭く」しかし「深く」真実に迫
ろうとする技法であることを周知させる。
【第9回】
テーマ：模擬的質問紙調査（１）
内容・方法：以下、第14週まで、量的（質問紙）調査を模擬的に実施してみる。受講生が「マーケティング」関
連を学ぶとき、それをよりリアルに感じてもらうためである。
【第10回】
テーマ：模擬的質問紙調査（２）
内容・方法：第9回に続き、質問紙の完成度を上げる試みを行なう。
【第11回】
テーマ：模擬的質問紙調査（３）
内容・方法：事前に求めておいた「模擬的実施」で集まったデータの、集計のやり方をSPSSによって説明する。
【第12回】
テーマ：模擬的質問紙調査（４）
内容・方法：データの入力とデータ・クリーニング
【第13回】
テーマ：模擬的質問紙調査（５）
内容・方法：単純集計のチェック、さらにクロス集計の実施
【第14回】
テーマ：模擬的質問紙調査（６）
内容・方法：コレスポンデンス分析、クラスター分析等々、種々の分析技法の説明

授業種別

開講期

講義

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

社会調査法



【第15回】
テーマ：調査倫理
内容・方法：調査実施、また調査報告の発信にあたっては被調査者のプライバシーに配慮せねばならない。調査
者には倫理観が求められることを、ここでは強調しておく。

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

各回、事前学習2時間、事後学習2時間を想定している。
【第1回】
①事前学修課題：指定文献購読
②事後学修課題：講義ノートのまとめ（次回においてチェックする〈以下、同じ＞）
【第2回】
①事前学修課題：指定文献購読
②事後学修課題：講義ノートのまとめ
【第3回】
①事前学修課題：指定文献購読
②事後学修課題：講義ノートのまとめ、及び「模擬調査票」作成を課す
【第4回】
①事前学修課題：「模擬調査票」の精度を高めることを課す
②事後学修課題：「模擬調査票」の修正
【第5回】
①事前学修課題：指定文献購読
②事後学修課題：講義ノートのまとめ
【第6回】
①事前学修課題：指定文献購読
②事後学修課題：与えられたテーマに則り、他者に試みにインタヴューをしていただく。
【第7回】
①事前学修課題：インタビューで得たデータのまとめの作成
②事後学修課題：何らかの対象（イベントあるいは特定集団）に試みに参与し観察することを課する。
【第8回】
①事前学修課題：観察結果のまとめの作成
②事後学修課題：講義ノートのまとめ
【第9回】
①事前学修課題：質問紙の試作
②事後学修課題：試作質問紙の修正
【第10回】
①事前学修課題：試作質問紙の再チェック
②事後学修課題：試作質問紙の再修正
【第11回】
①事前学修課題：各受講生には、質問紙調査の「模擬的実施」を求める。
②事後学修課題：講義ノートのまとめ
【第12回】
①事前学修課題：指定文献購読
②事後学修課題：講義ノートのまとめ
【第13回】
①事前学修課題：相関関係にあると予想される変数について、仮説を設定することを求める
②事後学修課題：単純集計・クロス集計によるデータを基に、「模擬的報告書」を作成。
【第14回】
①事前学修課題：相関関係また同一クラスターに属すと思われる諸変数についての仮説設定を求める。
②事後学修課題：実施された分析に基づいて、「模擬的報告書」を作成。
【第15回】
①事前学修課題：指定文献（日本社会学会による調査倫理要綱）の講読

②事後学修課題：講義ノートのまとめ、ならびに講義全体への感想についてまとめ、提出を求める（指定期日ま
での提出を課す）

課題に対するフィードバックの方法

講義内で受講生個々に何らかの課題（レポート提出あるいは感想等の執筆）を与えた場合、その翌週当該時間に
各々についてコメントを返す。

成績評価の方法・基準（方針）

セメスター末に実施する試験の結果を60％、講義期間内に課す課題への応答を15％、受講態度を25％として総合
的に評価する。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

評価割合
（％）

40

10

40

評価方法・割合

講義内で課される簡便な課題への対応を評価する。

講義終了後に提出を求めるレポートを評価する。

定期試験期間中に実施する筆記試験の成績を評価す
る。

評価対象となる到達目標

①②

①②

①②③④

社会調査法



定期試験に代わるレポート等

その他

0

10 統計的データを「読む」能力を評価する。 ③

テキスト プリントを配布する

参考書 講義中に適宜、紹介してゆく。

履修条件・他の科目との関連 「社会学」や「マーケティング」関連の講義を受講しておくことが望ましい。

社会調査法



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16303701

地域フィールドワークⅠ

山本　誠一

山本　誠一

3年

授業の目的・概要

【注意】この講義は、前期・地域フィールドワークIと後期・地域フィールドワークⅡを両方受講する必要があ
る。
担当教員が長年に亘り、地域のさまざまな企業や地域の商業施設、自治体等に対する今後の発展にかかわるプロ
ジェクトに従事してきた実務経験をもとに、課題に対して具体的にどのようにしてイノベーションを生み出すの
かをフィールドワークから演習する。
さまざまな地域問題に対しどうすれば解決できるのかということを、マーケティング思考でとらえ分析し、新し
い発想で地域にかかわるビジネスをデザインする力を身につける。
そのためにこの講義では、フィールドワークを行う。
フィールドワークとは、キャンパスを離れてフィールド（研究対象の現地）を訪れ、フィールドの事情を直接観
察したり、関係者から話を聞いて課題を明らかにし、新たな提案を行う授業である。
※フィールドは、リアルな現場だけではなく、ホームページもその範疇で、デジタル、IT、インターネット、あ
るいはアプリをワーク対象とする場合もある。

到達目標

この講義を受講した学生は、次のことができるようになる。
１．企業活動、地域発展、自治体運営におけるマーケティング戦略の位置づけと重要性を理解した上で、マーケ
ティングのプロセスを理解し、各種ツールを使いこなしながら、戦略を組み立てる事ができる。
２．実際にマーケティング戦略を組み立てて、継続的発展に活かすための具体的提案方法を策定し、提案発表で
きる。
３．対象範疇は、オフラインビジネスだけではなく、オンライン（デジタル、IT、インターネット、あるいはア
プリ）ビジネスも含まれるので、IT企業やネットビジネスを目指す上での実践を習得できる。
４．実践型授業なので、マーケティング戦略を組み立てる力を身につけて、企業活動、地域発展、自治体運営に
おけるビジネス提案力をマスターし、卒業後活躍できる人材となる。

授業計画

※授業計画については、状況によっては変更する可能性もある。
【第１回】授業オリエンテーション
内容／方法：講義概要、授業及びフィールドワークの進め方、地域課題の発見とその解決への取り組み方につい
て解説する
【第２回】課題を分析・デザインする①
内容／方法：課題の分析から、デザインツールを使っての具体的デザインの進め方についてを実践で学ぶ①
【第３回】課題を分析・デザインする②
内容／方法：課題の分析から、デザインツールを使っての具体的デザインの進め方についてを実践で学ぶ②
【第４回】課題を分析・デザインする③
内容／方法：課題の分析から、デザインツールを使っての具体的デザインの進め方についてを実践で学ぶ③
【第５回】課題を分析・デザインする④
内容／方法：課題の分析から、デザインツールを使っての具体的デザインの進め方についてを実践で学ぶ④
【第６回】課題を分析・デザインする⑤
内容／方法：課題の分析から、デザインツールを使っての具体的デザインの進め方についてを実践で学ぶ⑤
【第７回】デザインを具体化する①
内容/方法：課題について、新しいデザインで具体的にまとめる①
【第８回】デザインを具体化する②
内容/方法：課題について、新しいデザインで具体的にまとめる②
【第９回】デザインを具体化する③
内容/方法：課題について、新しいデザインで具体的にまとめる③
【第１０回】発表した新しいデザインのチェック①
内容/方法：発表した新しいデザインについて、新しい価値を創造しているか確認する①
【第１１回】発表した新しいデザインのチェック②
内容/方法：発表した新しいデザインについて、新しい価値を創造しているか確認する②
【第１２回】発表した新しいデザインのチェック③
内容/方法：発表した新しいデザインについて、新しい価値を創造しているか確認する③
【第１３回】課題を再度デザインする①
内容/方法：課題を再度デザインしたものを発表する①
【第１４回】フィールドワークの結果を発表
内容/方法：地域フィールドワークのグループ発表を行う
【第１５回】今までのまとめと今後の進め方について
内容／方法：今までのまとめと夏休みの課題及び後期の取り組みについての説明

事前事後の学習

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 〇

地域フィールドワークⅠ



授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

＜事前事後の学習課題＞
※毎回事前に身の回りのさまざまな情報（新聞や書物、ネット等）を調べた上で授業に参加し、授業後も課題整
理や調査、グループでの打ち合わせを行う。授業での発表に備え、フィールドワークを実施し、その結果を発表
できるようにパワーポイントでまとめる。
【第１回】事前：授業のシラバスを熟読し、授業構成を理解し、興味のある課題・問題を集めておく　1.0時間
　　　　　事後：オリエンテーションの説明内容にもとづきマーケティングの基礎知識を自修し、ノートを準備
する　2.0時間
【第２回】～【第６回】
　　　　　事前：地域フィールドワークの分析準備　1.5時間
　　　　　事後：分析・デザインツールを使って具体的に分析・デザインの復習をする　2.5時間
【第７回】～【第１３回】
　　　　　事前：デザインを具体化することの準備、また出来ていないことを準備して授業に参加する　1.5時間
　　　　　事後：グループで話し合ったデザインを整理する　2.5時間
【第１４回】事前：発表内容を整理した上で授業に参加する　1.5時間
　　　　　　事後：グループの発表の振り返りと他グループの分析　2.5時間
【第１５回】事前：地域フィールドワークでまとめたことを振り返り課題を出す　1.5時間
　　　　　　事後：地域フィールドワークでうまく行ったこと、うまく行かなかったことを分析し、今後どう改
善するか整理しておく　3.5時間

課題に対するフィードバックの方法

ワークに対し授業時に質問を受け付けたり、実施した課題について希望者にはコメントを返す。発表課題につい
て、基本的に当日授業内でフィードバックする。
基本的にチームで活動するので、その活動の折々でグループ全体や個人に対しフィードバックを行い、各プロセ
スと課題最終版を評価対象とする。

成績評価の方法・基準（方針）

授業への積極的なかかわりはもちろん、対象課題への徹底的な研究と、具体的なアイデア創出ができているかを
チェックする。毎回の発表について、論理的であり、わかりやすい表現で伝えているかをチェックする。
ワークに対する理解度を確認するために、授業内で発言／発表を求めるので発言すること。  グールプワークで
積極的に自分の意見を発言しない、グループをまとめない人は評価されない。
※正当な理由のない欠席は2回まで、それ以上の場合は評価の対象とせず「K」評価とする。授業時間外での授業
や調査も多いので、必ず出席をすること。また大学外（外部の教室）での授業もある。（アルバイトよりも優先
すること）
具体的には、以下に示すとおりである。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

50

0

0

50

0

評価方法・割合

毎回のグループワークの取り組み方（ワークの内容、自らの
発言、意見を聞く、まとめる、スライド作成）、授業外での
取り組み

地域フィールドワークで実施した取り組み結果を提出、発
表

評価対象となる到達目標

1、2、3、4

1、2、3、4

テキスト テキストは指定しません。

参考書 マイケル・リューリック (著)、パトリック・リンク (著)、ラリー・ライファー (著)、今津 美樹 (翻訳)
『デザインシンキング・プレイブック デジタル化時代のビジネス課題を今すぐ解決する』翔泳社、3,000
円＋税
ISBN：9784798159508
サリム・イスマイル（著）、フランシスコ・パラオ（著）、ミシェル・ラピエール（著）、山本真麻（翻訳）、日高
穂香（翻訳）
『シンギュラリティ大学が教える シリコンバレー式イノベーション・ワークブック』日経ＢＰ、2,800円+税
ISBN：9784822289

履修条件・他の科目との関連 ※必ず後期の地域フィールドワークⅡとセットで両方受講すること。定員は20名程度とし、履修希望
者が多数の場合は、選抜を行う。
後期の地域フィールドワークⅡだけの受講はできない。
経営戦略論、マーケティング論、地域マーケティング論を受講していることが望ましい。
授業内はフィールド調査とグループワーク、そして発表が中心で、フィールド選定や課題検討、その調
査は授業外で自ら積極的に行う必要がある。
※欠席は2回まで。授業時間外での授業や調査も多いので必ず出席をすること。また大学外（外部
の教室）での授業もある。
（アルバイトよりも優先すること）

地域フィールドワークⅠ



地域フィールドワークⅠ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16303801

地域フィールドワークⅡ

山本　誠一

山本　誠一

3年

授業の目的・概要

【注意】この講義は、基本的に地域フィールドワークIを受講した人のみ受講できる。
担当教員が長年に亘り、地域のさまざまな企業や地域の商業施設、自治体等に対する今後の発展にかかわるプロ
ジェクトに従事してきた実務経験をもとに、課題に対して具体的にどのようにしてイノベーションを生み出すの
かをフィールドワークから演習する。
さまざまな地域問題に対しどうすれば解決できるのかということを、マーケティング思考でとらえ分析し、新し
い発想で地域にかかわるビジネスをデザインする力を身につける。
そのためにこの講義では、フィールドワークを行う。
フィールドワークとは、キャンパスを離れてフィールド（研究対象の現地）を訪れ、フィールドの事情を直接観
察したり、関係者から話を聞いて課題を明らかにし、新たな提案を行う授業である。
※フィールドは、リアルな現場だけではなく、ホームページもその範疇で、デジタル、IT、インターネット、あ
るいはアプリをワーク対象とする場合もある。

到達目標

この講義を受講した学生は、次のことができるようになる。
１．企業活動、地域発展、自治体運営におけるマーケティング戦略の位置づけと重要性を理解した上で、マーケ
ティングのプロセスを理解し、各種ツールを使いこなしながら、戦略を組み立てる事ができる。
２．実際にマーケティング戦略を組み立てて、継続的発展に活かすための具体的提案方法を策定し、提案発表で
きる。
３．対象範疇は、オフラインビジネスだけではなく、オンライン（デジタル、IT、インターネット、あるいはア
プリ）ビジネスも含まれるので、IT企業やネットビジネスを目指す上での実践を習得できる。
４．実践型授業なので、マーケティング戦略を組み立てる力を身につけて、企業活動、地域発展、自治体運営に
おけるビジネス提案力をマスターし、卒業後活躍できる人材となる。

授業計画

※授業計画については、状況によっては変更する可能性もある。
【第１回】授業オリエンテーション
内容/方法：講義概要、授業及びフィールドワークIIの進め方、特に地域フィールドワークIに引き続き地域課題
の解決に向けた取り組み方について解説する
【第２回】地域フィールドワークの分析結果を受けて、地域を分析・デザインする①
内容/方法：分析結果から、分析・デザインツールを使って具体的にデザインを進める①
【第３回】地域フィールドワークの分析結果を受けて、地域を分析・デザインする②
内容/方法：分析結果から、分析・デザインツールを使って具体的にデザインを進めて、進捗を発表する②
【第４回】地域フィールドワークの分析結果を受けて、地域を分析・デザインする③
内容/方法：分析結果から分析・デザインツールを使って具体的にデザインを進めて、進捗を発表する③
【第５回】地域フィールドワークの分析結果を受けて、地域を分析・デザインする④
内容/方法：分析結果から分析・デザインツールを使って具体的にデザインを進めて、進捗を発表する④
【第６回】地域フィールドワークの分析結果を受けて、地域を分析・デザインする⑤
内容/方法：分析結果から分析・デザインツールを使って具体的にデザインを進めて進捗を発表する⑤
【第７回】デザインを具体化する①
内容/方法：地域を新しいデザインで具体的に提案する①
【第８回】デザインを具体化する②
内容/方法：地域を新しいデザインで具体的に提案する②
【第９回】デザインを具体化する③
内容/方法：地域を新しいデザインで具体的に提案する③
【第１０回】発表した新しいデザインのチェック①
内容/方法：発表した新しいデザインについて、地域の新しい価値を創造しているか確認する①
【第１１回】発表した新しいデザインのチェック②
内容/方法：発表した新しいデザインについて、地域の新しい価値を創造しているか確認する②
【第１２回】発表した新しいデザインのチェック③
内容/方法：発表した新しいデザインについて、地域の新しい価値を創造しているか確認する③
【第１３回】地域を再度デザインする①
内容/方法：地域を再度デザインしたものを発表する
【第１４回】フィールドワークの結果を発表
内容/方法：地域フィールドワークのグループ発表を行う
【第１５回】地域フィールドワークのまとめ
内容/方法：各グループがまとめた地域に対する提案を振り返る

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 〇

地域フィールドワークⅡ



＜事前事後の学習課題＞
※毎回事前に身の回りのさまざまな情報（新聞や書物、ネット等）を調べた上で授業に参加し、授業後も課題整
理や調査、グループでの打ち合わせを行う。授業での発表に備え、フィールドワークを実施し、その結果を発表
できるようにパワーポイントでまとめる。
【第１回】事前：前期「地域フィールドワークⅠ」の振り返りと、授業のシラバスを熟読し、授業構成を理解す
る　1.0時間
　　　　　事後：オリエンテーションの説明内容にもとづきフィールドワークIIの進め方、特に地域フィールド
ワークIに引き続き地域課題の解決に向けた取り組みを準備する　2.0時間
【第２回】～【第６回】
　　　　　事前：地域フィールドワークの分析準備　1.5時間
　　　　　事後：分析・デザインツールを使って具体的に分析・デザインの復習をする　2.5時間
【第７回】～【第１３回】
　　　　　事前：デザインを具体化することの準備、また出来ていないことを準備して授業に参加する　1.5時間
　　　　　事後：グループで話し合ったデザインを整理する　2.5時間
【第１４回】事前：発表の準備をした上で授業に参加する　1.5時間
　　　　　　事後：グループの発表の振り返りと他グループの分析　2.5時間
【第１５回】事前：地域フィールドワークでまとめたことの振り返りと課題を発見する　1.5時間
　　　　　　事後：地域フィールドワークでうまく行ったこと、うまく行かなかったことを分析し、今後どう改
善するか整理しておく　3.5時間

課題に対するフィードバックの方法

ワークに対し授業時に質問を受け付けたり、実施した課題について希望者にはコメントを返す。発表課題につい
て、基本的に当日授業内でフィードバックする。
基本的にチームで活動するので、その活動の折々でグループ全体や個人に対しフィードバックを行い、各プロセ
スと課題最終版を評価対象とする。

成績評価の方法・基準（方針）

授業への積極的なかかわりはもちろん、対象課題への徹底的な研究と、具体的なアイデア創出ができているかを
チェックする。毎回の発表について、論理的であり、わかりやすい表現で伝えているかをチェックする。
ワークに対する理解度を確認するために、授業内で発言／発表を求めるので発言すること。  グールプワークで
積極的に自分の意見を発言しない、グループをまとめない人は評価されない。
※正当な理由のない欠席は2回まで、それ以上の場合は評価の対象とせず「K」評価とする。授業時間外での授業
や調査も多いので、必ず出席をすること。また大学外（外部の教室）での授業もある。（アルバイトよりも優先
すること）
具体的には、以下に示すとおりである。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

50

0

0

50

0

評価方法・割合

毎回のグループワークの取り組み方（ワークの内容、自らの
発言、意見を聞く、まとめる、スライド作成）、授業外での
取り組み

地域フィールドワークで実施した取り組みを提出、発表

評価対象となる到達目標

1、2、3、4

1、2、3、4

テキスト テキストは指定しません。

参考書 マイケル・リューリック (著)、パトリック・リンク (著)、ラリー・ライファー (著)、今津 美樹 (翻訳) 
『デザインシンキング・プレイブック デジタル化時代のビジネス課題を今すぐ解決する』翔泳社、3,000
円+税
ISBN:9784798159508
サリム・イスマイル(著)、フランシスコ・パラオ(著)、ミシェル・ラピエール(著)、山本真麻(翻訳)、日高穂
香(翻 訳)
『シンギュラリティ大学が教える シリコンバレー式イノベーション・ワークブック』日経BP、2,800円+税 
ISBN:9784822

履修条件・他の科目との関連 ※必ず前期地域フィールドワークⅠと後期地域フィールドワークⅡとセットで受講すること。定員は20
名程度とし、履修希望者が多数の場合は、選抜を行う。
経営戦略論、マーケティング論、地域マーケティング論を受講していることが望ましい。
授業内はフィールド調査とグループワーク、そして発表が中心で、フィールド選定や課題検討、その調
査は授業外で自ら積極的に行う必要がある。
※欠席は2回まで。授業時間外での授業や調査も多いので、必ず出席をすること。また大学外（外
部の教室）での授業もある。
（アルバイトよりも優先すること）

地域フィールドワークⅡ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16303901

国際地域文化史

山本　明志

山本　明志

2年

授業の目的・概要

海外において企業経営を行う場合、また海外の企業と連携して経営を行う場合、当該地域の文化的背景を理解し
ておくことは必須である。本講義では特に東アジア、東南アジア地域に焦点を当て、それぞれの地域の民族文
化、宗教文化などの諸相について歴史的に考察を行う。ある文化は別の異文化と接触することにより、保守化す
る部分と変容する部分があるが、その双方についての認識を深めることを本講義の主題とする。そして本講義を
通じて、多様な社会においてグローバルかつグローカルな視点からビジネスを行い、当該社会に貢献できる事業
を企画できる力を涵養することをめざす。

到達目標

1．東アジアの特定の地域の文化について、歴史的背景をふまえて説明することができる。
2．東南アジアの特定の地域の文化について、歴史的背景をふまえて説明することができる。

授業計画

第1回　東アジア世界と東南アジア世界：本講義で対象とする地域の全体像について解説する。
第2回　東アジアと東南アジアの文字文化：文字に焦点を当て、その文化的特質について解説する。
第3回　漢民族の生活と世界観：中国の最大民族である漢民族の文化について歴史的に考察する。
第4回　モンゴル人の生業と文化：モンゴル人に焦点を当て、遊牧文化について解説する。
第5回　ツングース系諸民族の建国神話：北東アジア地域における狩猟文化について解説する。
第6回　朝鮮人の世界と食文化：朝鮮半島地域における民族文化について解説する。
第7回　チベット人の宗教文化：ヒマラヤ山脈の北に広がるチベット人世界の文化について解説する。
第8回　中国の「少数民族」問題：中華人民共和国における「少数民族」の問題について解説する。
第9回　東南アジアの精霊信仰と仏教：ミャンマにーおける宗教文化について解説する。
第10回　タイにおける精霊信仰：タイにおける宗教文化の特質をミャンマーのそれと比較して解説する。
第11回　クメール人の農村文化：カンボジアのクメール人世界における人生儀礼について解説する。
第12回　ミャンマーの風土と食文化：ミャンマーのビルマ人世界における生活文化について解説する。
第13回　インドネシアのイスラーム文化：イスラーム教徒の宗教文化についてインドネシアを例に解説する。
第14回　照葉樹林文化と東南アジア：「照葉樹林文化」の考え方について解説する。
第15回　東南アジアにおける民族文化の変容：文化接触と文化の変容について解説する。

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

大学の講義科目は、単位認定のために、学生が事前・事後学習を行っていることが必要となります。
本講義は、以下のような事前学習・事後学習を想定しています。
まず、常日頃からアジアに関するニュースに目を通すようにしてください。ネットニュースで結構です。（＝事
前学習）
次に対面で授業を受けていただきますが、その際にはしっかりノートを取っておいてください。（※このノート
テイクが、事後学習で役に立ちます）
授業後には、レジュメを見直して、ノートをきちんと整理しておいてください。（＝事後学習）
期末試験では、レジュメ・自筆のノート・毎回のまとめレポートを参照しながら取り組んでいただきますので、
試験前にはそれぞれの見直し・整理をしてください。（＝事後学習）
必要に応じて、関連する読書を行ってください。（＝事前・事後学習）
※事前・事後学習の目安は毎回の講義に対して4時間、全15回の講義に対して60時間とします。

課題に対するフィードバックの方法

毎回の講義に関して、まとめレポートを提出してもらいます。
まとめレポートは毎回10点満点で評価をつけ、返却します。
その際、可能な限り日本語の添削指導を行い、書くべきポイントについてコメントします。
まとめレポートには感想・質問欄も設けますので、講義でわからなかったことはここに書いてください。
質問については、可能な限り回答して返却します。
クラスで共有するべき感想・質問については、次の回の冒頭で紹介し、回答も行います。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示す評価方法により総合的に判定の上、60点以上を合格とし、所定の単位を認定します。

授業種別

開講期

講義

前期 単位数 2単位

成績評価の種類

授業内での評価

評価割合
（％）

70

評価方法・割合

まとめレポート

評価対象となる到達目標

1、2

実務家教員による授業 －

国際地域文化史



授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

0

30

0

0

全講義終了後に実施する期末論述試験 1、2

テキスト テキストを使用しない。教員が作成したレジュメを配布する。

参考書 橋本萬太郎（編）『漢民族と中国社会』山川出版社、1983年．
三上次男・神田信夫（編）『東北アジアの民族と歴史』山川出版社、1989年．
護雅夫・岡田英弘（編）『中央ユーラシアの世界』山川出版社、1990年．
桃木至朗『歴史世界としての東南アジア』山川出版社、1996年．
弘末雅士『東南アジアの建国神話』山川出版社、2003年．
石澤良昭『東南アジア多文明世界の発見』講談社、2009年．
山川出版社の世界史リブレットシリーズ．

履修条件・他の科目との関連 履修条件はありません。対面授業で実施の予定ですが、新型コロナウイルス感染症の流行状況に
よってはオンデマンド型遠隔授業になる可能性があります。

国際地域文化史



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16304001

国際地域社会論

ケイン　樹里安

ケイン　樹里安

2年

授業の目的・概要

グローバルな潮流にまったく影響されない諸現象を見出すことが難しいほど、現代社会ではヒト・モノ・情報が
越境している。本講義は、現代社会で立ち現れる諸現象を「適切」に論じていくためのスキル（技芸）のありよ
うを模索し、身体化することを目指す。そのために、国際―地域―社会的な諸力が切り結ばれるさまざまな
フィールドを対象にアプローチする。

到達目標

1.グローバルな諸現象を社会学的な「ものの見方」を駆使することで分析することができる。
2.さまざまな資料や文献を社会学的な「ものの見方」によって、読み解くことができる。

授業計画

【授業計画】
本講義はオンデマンド授業（動画配信・資料配信）の混合として実施する。
また、授業の特性上、必要に応じて、映像資料の視聴を求める。
したがって、有料コンテンツ（AmazonプライムやHulu,TSUTAYA等の登録・課金を必要とするもの）の視聴を指示
する場合がある。
その点を理解した上で、履修してほしい。

第1回　オリエンテーション
第2回　スマホとドラマトゥルギー
第3回　自分らしさと外的拘束
第4回　理想の身体の変遷
第5回　ジェンダーとセクシュアリティ
第6回　インペアメントとディスアビリティ
第7回　メディアとマイノリティ
第8回　就活と労働
第9回　記号と卓越化
第10回　越境する身体
第11回　メガ・イベントとグローバリゼーション
第12回　国民国家と「眼鏡のフレーム」
第13回　「ハーフ」と人種化
第14回　帰属の政治とメディアの権力
第15回　まとめ

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

授業（１回につき２時間として計算）と事前事後のあわせて１単位あたり４５時間が必要です。　
事前・事後に、最低でも2時間ずつの学習を行うことが求められる。

課題に対するフィードバックの方法

授業時に多数の書籍や資料を掲示する。それらを用いて、事前・事後に、最低でも2時間ずつの学習を行うことが
求められる。また、メディアをいう身の回りの題材を扱うので、常日頃から日常生活を批判体に捉え、発見した
ことをノートに書きつけるなどといったことも「主体的な学び」の一環に位置付けられるべき、事前・事後の学
習である。積極的に取り組むことを推奨する。

成績評価の方法・基準（方針）

課題（講義の感想・コメント）提出で30％、最終レポートで70％の成績評価を行います。
課題の提出方法は、適宜、指示します。

授業種別

開講期

講義

後期 単位数 2単位

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

評価割合
（％）

0

30

評価方法・割合

授業外での数回の小レポート提出で30％、期末レポート
で70％で成績評価を行う。授業内で、フォーマットや期限
については適宜指示する。
小レポートは、講義内容に関連するかたちで特定のテーマ

評価対象となる到達目標

2

実務家教員による授業 －

国際地域社会論



定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

0

70

0

にちなんだ課題を指示するので、それに関する論述を行う
ことになる。
期末レポートは、講義内容を応用するかたちで提示された
課題に対して、1500字程度で論述するものである。

授業外での数回の小レポート提出で30％、期末レポート
で70％で成績評価を行う。授業内で、フォーマットや期限
については適宜指示する。
小レポートは、講義内容に関連するかたちで特定のテーマ
にちなんだ課題を指示するので、それに関する論述を行う
ことになる。
期末レポートは、講義内容を応用するかたちで提示された
課題に対して、1500字程度で論述するものである。

1

テキスト 『ふれる社会学』（2019,北樹出版,ケイン樹里安・上原健太郎編、ISBN-10 : 4779306183
ISBN-13 : 978-4779306181）
必須です。

参考書 『アーバンカルチャーズ』（晃洋書房,2019,岡井崇之編）
『いろいろあるコミュニケーションの社会学VER.2』（2020,北樹出版）

履修条件・他の科目との関連 グローバルな諸事象はわたしたちの身の回りにある。それゆえ、日々の「予習・復習」は日々の生活の
なかで再帰的に行われる。机の上で行うことだけが予習・復習でないことを「理解」した上での受講が
望ましい。また、テキストは必須です。必ず購入しておいてください。

国際地域社会論



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16304201

サービス経営論

出野　和子

出野　和子

2年

授業の目的・概要

複雑化・多様化による社会や顧客の変化に対応した新たなサービスを開発することは企業の付加価値を高めるた
めに必須である。
本授業では、サービス経営論の考え方や理論を実例を通して紹介し、「目に見えないサービスの本質的な価値と
は何か」「どのようにして価値創造を行うのか」「組織体制や仕組みはどうするのか」などを、環境・顧客・従
業員・事業の視点から掘り下げる。
「顧客満足度」「従業員満足度」「サービス価値向上」「サービスマーケティング」「 サービスを通じた成長戦
略」「サービスイノベーション」についてサービスが経営に与える影響、顧客に対する価値創造などを総合的に
学習する。

到達目標

１．サービス経営とは何かについて基本的な考え方や事例を説明できる。
２．サービス経営論の必要性や課題について考え、意見を述べることができる。
３．サービス経営論と関連するマーケティングや経営戦略の理論を結び付けて、説明できる。

授業計画

第1回　授業オリエンテーション
　授業の目的とシラバスの解説、授業の進め方、課題、試験について説明する。
第2回　「サービス経営」とは何か
　サービスとは何か、サービス産業の経営とはどのようなものかについて身近な事例を参考に学ぶ。
第3回　サービスマーケティング　
　サービス産業のマーケティングについて学ぶ。
第4回   ＣＳ（顧客満足）の向上
　顧客満足の向上について理論と事例から学ぶ。
第5回   ＥＳ（従業員満足）の向上
　顧客満足の向上について理論と事例から学ぶ。
第6回　サービス価値の向上
　サービス価値の向上について企業の取り組みから学ぶ。
第7回　サービスを通じた成長戦略
　ＵＳＪのⅤ字回復を事例に、サービスによる成長戦略について学ぶ。
第8回　サービスイノベーション
　サービスイノベーションとは何かについて理論と事例から学ぶ。
第9回　SDGsへの取り組み
　サービス産業がSDGsをどのように実践しているか事例から学ぶ。
第10回　製造業のサービタイゼーション
　製造業のサービス化の事例について学ぶ。
第11回　日本の旅館と海外のホテル
　加賀屋とリッツ・カールトンを事例におもてなしとホスピタリティについて学ぶ。
第12回　CSV経営
　ネスレのアンバサダーを事例にＣＳＶについて学ぶ。
第13回　コロナ禍によるサービス産業の変化
　コロナ禍によるサービス産業の変化について学ぶ。
第14回　サービス経営の展望
　これからのサービス経営はどのように行っていくのかについて考察する。
第15回　総括
　授業で学んだ内容を振り返り、全体の総括を行う。
　
※授業内容は変更となる可能性がある。

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

授業（1回につき2時間として計算）と事前事後の合わせて1単位当たり45時間が必要です。

第1回　
　【事前】シラバスを読み、学習する内容について理解する。1.0時間。
　【事後】サービス経営について学ぶ意義、授業の進め方、課題、試験について理解する。1.0時間。
第2回　
　【事前】サービス経営とは何か、社会にとってどのような意があるのか調べる。1.5時間。
　【事後】サービス経営とは何か、企業や消費者にとってどのような意義があるのか学んだ内容を復習する。2.5

授業種別

開講期

講義

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

サービス経営論



時間。
第3回　　
　【事前】サービスマーケティングについて事前に調べる。1.5時間。
　【事後】サービスマーケティングについて学んだ内容を復習する。2.5時間。
第4回　
　【事前】顧客満足とは何かについて事前に調べる。1.5時間。
　【事後】顧客満足の向上について学んだ内容を復習する。2.5時間。
第5回
　【事前】従業員満足とは何かについて事前に調べる。1.5時間。
　【事後】従業員満足の向上について学んだ内容を復習する。2.5時間。  　
第6回　
　【事前】サービス価値の向上について事前に調べる。1.5時間。
　【事後】サービス価値の向上について学んだ内容を復習する。2.5時間。
第7回　
　【事前】ＵＳＪの取り組みについて事前に調べる。1.5時間。
　【事後】サービスによる成長戦略について学んだ内容を復習してまとめる。2.5時間。
第8回　
　【事前】サービスイノベーションの事例について事前に調べる。1.5時間。
　【事後】サービスイノベーションについて学んだ内容を復習する。2.5時間。
第9回　
　【事前】SDGsとは何かについて事前に調べる。1.5時間。
　【事後】サービス産業がSDGsをどのように実践しているかについて学んだ内容をまとめる。2.5時間。　
第10回　
　【事前】製造業のサービタイゼーションとは何か事前に調べる。1.5時間。
　【事後】製造業のサービタイゼーションについて学んだ内容をまとめる。2.5時間。
第11回　
　【事前】加賀屋とリッツ・カールトンのサービスついて事前に調べる。1.5時間。
　【事後】加賀屋とリッツ・カールトンの事例から学んだ内容をまとめる。2.5時間。
第12回　
　【事前】ネスカフェアンバサダーとＣＳＶとは何かについて事前に調べる。1.5時間。
　【事後】ＣＳＶについて学ぶ授業で学習した内容を振り返り、学んだ内容をまとめる。2.5時間。
第13回　
　【事前】コロナ禍により変化したサービスについて事前に調べる。1.5時間。
　【事後】コロナ禍によるサービス産業の変化について学んだ内容をまとめる。2.5時間。
第14回　
　【事前】これからのサービスはどのように変化していくのか推察する。1.5時間。
　【事後】これからのサービスはどのように変化していくのか、学んだ内容を復習する。2.5時間。
第15回　
   【事前】授業で学んだことをノートや資料で復習し、理解できていないことがないか確認する。2時間。
   【事後】授業で学んだ内容を振り返り、最終試験に備える。4時間。

課題に対するフィードバックの方法

授業中に質問を適宜受け付ける。提出した課題に対しコメントを記載して返却する。

成績評価の方法・基準（方針）

授業中に実施する課題、平常点、期末試験の合計点が60点以上の場合合格とし、所定の単位を認定する。
正当な理由のない欠席が4回以上の場合は評価の対象とせず、「Ｋ」評価とする。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

30

0

55

0

15

評価方法・割合

毎回授業内で出題する小レポート（各2点×15回）

期末レポート試験

毎回の授業の理解、ディスカッションへの積極的な取り組
み（各1点×15回）

評価対象となる到達目標

1,2

1,2,3

1,2,3

テキスト 特に指定しない。授業内容に応じて適宜資料を配布する。

参考書 高岡浩三（2013）『ゲームのルールを変えろーネスレ日本トップが明かす新・日本的経営』ダイヤモンド
社。
南知恵子・西岡健一（2014）『サービス・イノベーションー価値共創と新技術導入ー』有斐閣。
山本昭二（2007）『サービス・マーケティング入門』日本経済新聞出版社。

履修条件・他の科目との関連 経営学およびマーケティング関連の科目を履修していることが望ましい。

サービス経営論



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16304301

サービス会計論

市川　直樹

市川　直樹

2年

授業の目的・概要

社会には様々なサービスを提供する企業が存在します。たとえば、塾や旅行業、映画館やテーマパーク、有料の
公園などもサービス業です。テーマパークや有料の公園であれば、土地や遊ぶための施設、レストランやグッズ
の販売店なども販売しています。とくに、テーマパークは広い場所や巨額な設備が必要です。したがって、固定
資産が巨額となり、総資産額が膨らみ、減価償却費も大きくなります。また、サービスは無形のものですから売
上原価はなく、費用のほとんどは減価償却費のような固定費となります。さらに、設備を維持し、新たな設備を
建設するための資金が必要となります。
サービス会計論は、サービス業を営む企業に共通する会計処理を、商品売買業や製造業を営む企業と比較してそ
の特徴を理解し、サービス業の中でも比較的品質が同一の運輸・倉庫業の簿記的な技法や管理技法を考察し、講
義します。

到達目標

①　サービス業の会計に関する基本的な知識や考え方を理解している。
②　商品売買業や製造業の簡単な会計処理を理解し、これらと比較してサービス業の会計処理を説明できる。
③　サービス業の簿記に複式簿記を応用できる。

授業計画

第1回　授業オリエンテーション
第2回　サービス会計の現状
サービスとサービス産業、サービス企業の会計
第3回　複式簿記のルール
複式簿記の記帳のルールと簿記の一巡、仕訳、勘定記入（転記）、決算の手続き、損益計算書と貸借対照表の作
成、複式簿記の特徴
第4回　商品売買業の会計
商品売買の取引の会計処理、三分法、売上原価の計算と期末商品の評価
第5回　棚卸資産
棚卸資産の範囲と種類、棚卸資産の取得原価と費用配分、棚卸資産の期末評価
第6回　製造業と原価計算
製造業の会計、原価計算、原価計算の方法
第7回　工業簿記
工業簿記の意義と特徴、工業簿記の勘定科目、工業簿記の構造
第8回　旅行代理店や各種資格学校などのサービス業の会計処理
サービス業の基本的な会計処理（役務収益と役務原価と仕掛品）、各種専門学校や塾、旅行業、各種事務所など
の会計処理（応用形態）
第9回　物流・倉庫業の会計
宅配業の会計、物流・倉庫業の会計、物流・倉庫業の特有の勘定科目、物流・倉庫業の会計処理の特徴、物流・
倉庫業の収益の認識基準
第10回　貸倒の会計処理
貸倒と貸倒損失、貸倒引当金、貸倒引当金による会計処理、貸借対照表上の表示方法、物流業の売上債権貸倒時
の債権回収手段
第11回　減価償却
固定資産と物流・倉庫業の特徴、減価償却の意味と計算方法、減価償却の簿記的処理と表示方法
第12回　リース取引の会計処理
リース取引とその分類、オペレーティング･リース取引、ファイナンス・リース取引
第13回　本支店会計
本支店会計制度、本支店間および支店相互間の取引の処理、本支店財務諸表の合併
第14回　サービス業の費用分析
サービス業の費用分析の問題、営業費の分析、営業費の現状分析、改善分析
第15回　サービス会計論のまとめ
商品売買業の会計処理と特徴、製造業の会計処理と特徴、サービス業の会計処理と特

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

第1回　授業オリエンテーション 事前学習
授業のシラバスを熟読し、授業構成を理解する 1.0 時間
事後学習
オリエンテーション説明内容にもとづき心理学の基礎知識を自修し、ノートを準備する 1.0 時間
第2回　サービス会計の現状
事前学習

授業種別

開講期

講義

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

サービス会計論



Google Classroomで配布したプリントを印刷し、一読したうえで、用語や内容を調べてください。1.5時間
事後学習
Google Classroomで配布したプリントにより例題を復習し、Moodleにより演習問題を繰り返し行ってください。
2.5時間
第3回　複式簿記のルール
事前学習
Google Classroomで配布したプリントを印刷し、一読したうえで、用語や内容を調べてください。1.5時間
事後学習
Google Classroomで配布したプリントにより例題を復習し、Moodleにより演習問題を繰り返し行ってください。
2.5時間
第4回　商品売買業の会計
事前学習
Google Classroomで配布したプリントを印刷し、一読したうえで、用語や内容を調べてください。1.5時間
事後学習
Google Classroomで配布したプリントにより例題を復習し、Moodleにより演習問題を繰り返し行ってください。
2.5時間
第5回　棚卸資産
事前学習
Google Classroomで配布したプリントを印刷し、一読したうえで、用語や内容を調べてください。1.5時間
事後学習
Google Classroomで配布したプリントにより例題を復習し、Moodleにより演習問題を繰り返し行ってください。
2.5時間
第6回　製造業と原価計算
事前学習
Google Classroomで配布したプリントを印刷し、一読したうえで、用語や内容を調べてください。1.5時間
事後学習
Google Classroomで配布したプリントにより例題を復習し、Moodleにより演習問題を繰り返し行ってください。
2.5時間
第7回　工業簿記
事前学習
Google Classroomで配布したプリントを印刷し、一読したうえで、用語や内容を調べてください。1.5時間
事後学習
Google Classroomで配布したプリントにより例題を復習し、Moodleにより演習問題を繰り返し行ってください。
2.5時間
第8回　旅行代理店や各種資格学校などのサービス業の会計処理
事前学習
Google Classroomで配布したプリントを印刷し、一読したうえで、用語や内容を調べてください。1.5時間
事後学習
Google Classroomで配布したプリントにより例題を復習し、Moodleにより演習問題を繰り返し行ってください。
2.5時間
第9回　物流・倉庫業の会計
事前学習
Google Classroomで配布したプリントを印刷し、一読したうえで、用語や内容を調べてください。1.5時間
事後学習
Google Classroomで配布したプリントにより例題を復習し、Moodleにより演習問題を繰り返し行ってください。
2.5時間
第10回　貸倒の会計処理
事前学習
Google Classroomで配布したプリントを印刷し、一読したうえで、用語や内容を調べてください。1.5時間
事後学習
Google Classroomで配布したプリントにより例題を復習し、Moodleにより演習問題を繰り返し行ってください。
2.5時間
第11回　減価償却
事前学習
Google Classroomで配布したプリントを印刷し、一読したうえで、用語や内容を調べてください。1.5時間
事後学習
Google Classroomで配布したプリントにより例題を復習し、Moodleにより演習問題を繰り返し行ってください。
2.5時間
第12回　リース取引の会計処理
事前学習
Google Classroomで配布したプリントを印刷し、一読したうえで、用語や内容を調べてください。1.5時間
事後学習
Google Classroomで配布したプリントにより例題を復習し、Moodleにより演習問題を繰り返し行ってください。
2.5時間
第13回　本支店会計
事前学習
Google Classroomで配布したプリントを印刷し、一読したうえで、用語や内容を調べてください。1.5時間
事後学習
Google Classroomで配布したプリントにより例題を復習し、Moodleにより演習問題を繰り返し行ってください。
2.5時間
第14回　サービス業の費用分析
事前学習
Google Classroomで配布したプリントを印刷し、一読したうえで、用語や内容を調べてください。1.5時間
事後学習
Google Classroomで配布したプリントにより例題を復習し、Moodleにより演習問題を繰り返し行ってください。
2.5時間

サービス会計論



第15回　サービス会計論のまとめ
事前学習
第 1 回から第 14 回までのプリントを復習し、商品売買業、製造業、およびサービス業の会計処理に関する基本
的な知識や考え方をまとめる。1.5時間
事後学習
例題などにより、これまでの講義を振り返り、業界の具体的な会計処理をについて理解する。2.5時間

課題に対するフィードバックの方法

例題については授業内で解説する。
演習問題についてはMoodleにより実施するためMoodleによりフィードバックされる。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示すとおり、授業期間中に実施される演習問題と、期末試験（Moodleによる筆記試験）の評価結果に基づ
き総合的に判定のうえ、60 点 以上を合格とし、所定の単位を認定する。 なお、期末試験の受験がない場合に
は、評価の対象とせず、「K」評価とする。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

40

0

0

60

0

評価方法・割合

演習問題など

期末試験（Moodleによる筆記試験）

評価対象となる到達目標

①②③

①②③

テキスト テキストは使用しない。

参考書 『Q&A業種別快慶実務7　運輸』有限責任監査法人トーマツ著　中央経済社　2,800円（税別）
『営業費の会計と管理』西澤脩著　白桃書房
日商簿記検定2級のテキスト「サービス業を営む会社の会計処理」の部分など

履修条件・他の科目との関連 電卓必須（できれば、12桁の電卓、携帯電話の使用は不可）。
サービス会計は、簿記原理や会計学入門の応用科目であり、仕訳を中心に授業を進めるため、簿
記原理や会計学入門を履修していることが望ましい。

サービス会計論



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16304401

サービスマーケティング

出野　和子

出野　和子

3年

授業の目的・概要

サービスは、日々の生活を快適・安全に過ごすために不可欠な様々な活動を提供している。現在、日本で生産さ
れている富の約7割がサービス関連の業務から生産されており、サービスの向上が企業にとって大きなテーマと
なっている。 
サービス・マーケティングの講義では、サービスをどのように顧客に提供し、サービスの販売に適した仕組みを
どのように構築するかという課題を取り扱う。国内外の様々な企業のマーケティング事例を参考にしながら、グ
ローバルな視点でサービス・マーケティングの概念を学び、基本的なフレームワークを理解する。 
長年サービス・エンカウンターに従事した担当教員の実務経験を踏まえ、理論を実践に結び付けるようロールプ
レイングを取り入れる。また、サービス従事者として必要なマナーやコンプライアンスについても説明を行う。

到達目標

１．サービス商品の特徴を理解し、サービス・マーケティング論の要素について習得する。 
２．サービス・マーケティングを企業活動で実践するためのプロセスを習得する。 
３．業種や環境に応じて適切なマーケティング活動を構築するための応用力を身につける。

授業計画

第1回　サービス・マーケティングの概要 
　　サービス・マーケティングという分野が必要となった背景を学び、サービス・マーケティングを学習する目
的について理解する。
       講義の全体構成、授業方法、評価基準について把握する。 
第2回　サービス・マーケティングの具体例 
　　本講義で取り上げる「サービス」とは何かについて説明を受け、身近で経験しているサービスについて意識
する。 
　　サービス・マーケティングのテーマであるサービス商品の特徴、サービス・エンカウンター、サービスの品
質と顧客、サービス生産システム、 マーケティング・ミックスについて学習する。 
第3回　社会と消費者の変化 
　　社会環境の変化を認識し、その環境的要因と経済のサービス化について学習する。　また、それに伴う消費
者の意識変化について、現在の消費マインドの特徴を理解する。 
第4回　商品としてのサービス　 
　　サービスとは個人や組織にとって価値を生産する活動であることを学び、その特徴について具体例を基に理
解する。 
　　自身が体験したサービスについて、グループディスカッションを行う。 
第5回　モノとサービスの違いと組み合わせ 
　　前回の講義内容を基に、モノ製品とサービスの違いについてＧＤＬとＳＤＬの理論を学ぶ。 
　　そのうえで、現実に提供されるモノとサービスの組み合わせであるトータル商品について理解する。 
第6回　接客 
　　顧客に接するサービス担当者の重要性について理解し、顧客志向の姿勢と接客態度の原則を学習する。 
　　接客時の基本的なマナーや言葉遣いを学び、ロールプレイングで実践する。 
第7回　サービス・エンカウンター 
     顧客とサービスの接点であるサービス・エンカウンターの重要性を認識し、ホテルや航空会社の調査事例を
基にサービス担当者の5つの役割について学習する。 
第8回　サービスの分類と構成要素 
　　サービス商品をサービス・マーケティングの視点から分類し、マーケティングの課題や経営上のヒントを探
索する。 
　　そのうえで、サービスを構成する要素について理解し、サービスをパッケージとしてデザインするプロセス
を学ぶ。 
第9回　サービスの品質 
　　サービス品質の特徴と、顧客の判断基準となるサービス品質について理解し、その測定手法を学ぶ。 
　　また、サービス品質が顧客満足度や顧客価値とどのように関連するかを学習する。 
第10回　サービスの顧客価値 
　　顧客価値の大きさは顧客によってどのように判断されるのかを学び、サービス商品の顧客価値を高めるため
に企業が取り組むべき課題について理解する。 
第11回　サービス・マーケティング・ミックス 
　　一般のマーケティング・ミックスである４ＰにPeople, Physical evidence ,Process, Productivity and 
qualityの４つを加えたサービス・マーケティング・ミックスについて学習する。 
第12回　サービス企業の長期ビジョン（サービス・マネジメント・システム） 
　　サービス企業が組織全体で長期的視点に立って経営するためにはどのような要素が必要なのかを理論的に学
び、各要素の実施内容について企業の具体的取組から理解する。 
第13回　ケーススタディ①　製造業 
　　製造業のサービス化について、企業活動の実例を題材にこれまで学んだ講義内容の理解を深める。 
第14回　ケーススタディ②　リレーションシップ・マーケティング 

授業種別

開講期

講義

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 〇

サービスマーケティング



　　顧客と長期の関係性を維持することが双方の利益となるリレーションシップ・マーケティングについて、企
業活動の実例を題材に学び、理解を深める。 
第15回　サービス・マーケティング論のまとめ 
　　講義全体を振り返り、各自が学んだ内容を確認する。また、今後の展望としてデジタル社会への対応とグ
ローバル化に関する事例を学習する。 

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

授業（1回につき2時間として計算）と事前事後の準備を合わせて1単位当たり45時間が必要です。

第1回　　  
【事前】シラバスを読み、サービス・マーケティングを学ぶ目的について理解する。1.5時間。
【事後】サービス・マーケティングを学ぶ目的について復習する。2.5時間。
第2回
【事前】サービス・マーケティングの具体例について事前に調べる。1.5時間。 
【事後】サービス・マーケティングの具体例について学んだ内容を復習する。2.5時間。 
第3回
【事前】社会と消費者の変化について事前に調べる。1.5時間。 
【事後】社会と消費者の変化について学んだ内容を復習する。2.5時間。　
第4回
【事前】商品としてのサービスについて事前に調べ、ディスカッションに備える。1.5時間。 
【事後】ディスカッションを振り返り、商品としてのサービス及びその特徴について学んだ内容を復習する。2.5
時間。 
第5回　　  
【事前】SDLとGDLについて事前に調べる。1.5時間。 
【事後】トータル商品について学んだことを復習する。2.5時間。 
第6回
【事前】望ましい接客態度について事前に調べる。1.5時間。 
【事後】マナーや接客態度について学んだことを整理し、実践できるようにする。2.5時間。 
第7回
【事前】サービス・エンカウンターとは何かについて事前に調べる。1.5時間。 
【事後】サービス・エンカウンターについて学んだことを復習する。2.5時間。
第8回
【事前】サービスをパッケージとして提供している企業事例を調べる。1.5時間。 
【事後】サービスを構成する要素と、パッケージとしてデザインするプロセスを復習する。2.5時間。　　  
第9回　
【事前】自身が経験した良いサービス、悪いサービスについてまとめる。1.5時間。 
【事後】サービス品質の測定と顧客満足、顧客価値の関係について復習する。2.5時間。　   
第10回　
【事前】サービス商品の品質を高めている企業の例を事前に調べる。1.5時間。 
【事後】サービス商品の顧客価値を高めるための課題について復習する。2.5時間。 
第11回　
【事前】サービス・マーケティング・ミックスとは何か、事前に調べる。1.5時間。 
【事後】サービス・マーケティング・ミックスについて学んだことを復習し、それらを意識している企業事例を
調べる。2.5時間。 
第12回
【事前】サービス・マネジメント・システムとは何か、事前に調べる。1.5時間。 
【事後】サービス・マネジメント・システムについて学んだことを整理し、企業の具体的取り組みについて理解
する。2.5時間。　　
第13回　
【事前】ケースを事前に読み、ディスカッションに備える。1.5時間。 
【事後】ディスカッションの内容を振り返り、サービタイゼーションについて復習する。2.5時間。 
第14回
【事前】ケースを事前に読み、ディスカッションに備える。1.5時間。 
【事後】ディスカッションの内容を振り返り、ＲＭが顧客・企業双方に与えるメリットについてまとめる。2.5時
間。 
第15回　
【事前】これまでの授業を振り返り、理解ことはないか確認する。1.5時間。 
【事後】サービス・マーケティング論の講義全般を復習し、最終試験に備える。2.5時間。

課題に対するフィードバックの方法

授業中に学生からの質問に答える。
提出されたレポートに対しコメントを行う。

成績評価の方法・基準（方針）

授業への貢献とレポート課題および最終試験の合計点で評価する。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

評価割合
（％）

30

0

評価方法・割合

授業内で出題する中間レポート課題（計2回・各15点）

評価対象となる到達目標

1,2,3

サービスマーケティング



定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

55

0

15

全講義終了後に実施するレポート試験　授業内容の理
解・習熟度に応じて評価（55点）

毎回の授業内の発言やディスカッションへの積極的な取り
組みを評価（各1点×15回）

1,2,3

1,2,3

テキスト テキストは指定しないが、企業のマーケティング活動に興味を持ち自身で企業のホームページを参照
するなど積極的な取り組みを推奨する。

参考書 近藤　隆雄（2016）『サービス・マーケティング［第2版］』生産性出版。　　
フィリップ・コトラー、レビン・レーン・ケラー（2014）『コトラー＆ケラーのマーケティング・マネジメント［第12
版］』丸善出版。

履修条件・他の科目との関連 マーケティング関連の科目を履修していることが望ましい。

サービスマーケティング



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16304501

サービス接遇演習

出野　和子

出野　和子

3年

授業の目的・概要

社会人として必要な礼儀作法やサービス業に求められる接客マナーについて解説と実習により習得する。
授業ではロールプレイングやグループワークを行う。

到達目標

１．日常のマナーや礼儀作法について理解し、実践できる。
２．接客や電話応対のマナーを理解する。
３．日本と海外のマナー、作法の違いを理解する。

授業計画

第1回　オリエンテーション
　マナーや作法を学ぶ意義と講義の進め方について説明
第2回　ビジネスにおける接遇の大切さ
　快い接遇とはどのようなものか、マナーや礼儀作法とは何かについて解説
第3回　姿勢と挨拶、身だしなみ
　正しい姿勢、挨拶、身だしなみについて解説
第4回　飲食の礼儀作法
　食事の礼儀作法について解説
第5回　接待と贈答
　接待、贈答の作法について解説
第6回　セレモニー
　冠婚葬祭など各種セレモニーについて解説
第7回    伝統文化と年中行事
　年中行事のしきたりと伝統文化と共に解説
第8回    敬語と話し方
　敬語の使い方と接客にふさわしい話し方を解説
第9回　電話応対
　好ましい電話のかけ方、受け方を解説
第10回　接遇実習①
　受付業務や訪問の実習
第11回　手紙とメール
　手紙やメールのマナーと基本的な文面について解説　 
第12回　接遇実習②
　招待状、お礼状などの手紙およびメールの作成
第13回　おもてなし
　おもてなしとは何かについて解説
第14回　他国の文化とセレモニー
　異なる文化圏で大切にされているセレモニーについて解説
第15回　講義の総括と最終実習
　接遇者と顧客に分かれて実習

　※授業計画については変更する可能性もある。その場合は事前に連絡を行う。

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

授業（1回につき2時間とする）と事前事後を合わせて1単位当たり45時間の学習が必要です。
第1回
　【事前】シラバスを読み、学習する内容について理解する。1.5時間。
　【事後】マナーや作法を学ぶ意義について復習する。2.5時間。
第2回
　【事前】ビジネスにおける接遇とはどのようなものがあるか事前に調べる。1.5時間。
　【事後】授業で学習した内容について復習する。2.5時間。
第3回
　【事前】姿勢と挨拶、身だしなみについて調べる。1.5時間。
　【事後】授業で学習した内容について復習する。2.5時間。
第4回
　【事前】和食の礼儀作法について自身で調べる。1.5時間。
　【事後】授業で学習した内容について復習・実践する。2.5時間。
第5回

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

サービス接遇演習



　【事前】接待とは何か、および日本の贈答の習慣について調べる。1.5時間。
　【事後】授業で学習した内容について復習する。2.5時間。
第6回
　【事前】冠婚葬祭のマナーについて調べる。1.5時間。
　【事後】授業で学習した内容について復習する。2.5時間。
第7回
　【事前】日本の年中行事について調べる。1.5時間。
　【事後】授業で学習した内容について復習する。2.5時間。
第8回
　【事前】敬語の種類について調べる。1.5時間。
　【事後】授業で学習した内容について復習し、敬語の使い分けができるよう練習する。2.5時間。
第9回
　【事前】好ましい電話応対とは何か、事例を自身で調べておく。1.5時間。
　【事後】授業で学習した内容について復習し、正しい受け答えができるよう練習する。2.5時間。
第10回
　【事前】受付業務や訪問のマナーについて調べておく。1.5時間。
　【事後】授業で学習した内容について復習し、実践できるよう練習する。2.5時間。
第11回
　【事前】手紙やメールの作法について調べておく。1.5時間。
　【事後】授業で学習した内容について復習し、手紙やメールが出せるよう練習する。2.5時間。
第12回
　【事前】招待状やお礼状の良い事例を調べておく。1.5時間。
　【事後】授業で学習した内容について復習し、実際に手紙やメールを送る。2.5時間。
第13回
　【事前】おもてなしとは何か、事前にしらべておく。1.5時間。
　【事後】授業で学習した内容について復習し、自分ができるおもてなしについてまとめる。2.5時間。
第14回
　【事前】他国で（留学生は自国で）大切なセレモニーについて調べておく。1.5時間。
　【事後】授業で学習した内容について復習し、異なる文化について理解を深める。2.5時間。
第15回
　【事前】過去の授業ノートや実践内容を振り返り、最終実習に備える。2時間。
　【事後】最終実習の振り返りを行い、サービス接遇に必要なことを復習する。2時間。

課題に対するフィードバックの方法

授業中に質問に答える。
授業で実践した内容についてその場でフィードバックを行う。
レポート課題に対してはコメントをつけて返却する。

成績評価の方法・基準（方針）

授業内で行う課題等の平常点および期末試験で評価を行う。
60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
正当な理由なく4回以上欠席の場合は「K」評価とする。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

40

0

0

60

0

評価方法・割合

授業内で提示される課題を提出する。(30点）
　・日本のマナーについて理解している。
　・客観的なデータ、資料に基づき分析、考察を行ってい
る。
　・資料の出典等、レポート作成上の注意事項を守ってい
る。
最終実習（10点）
　・サービス従事者として適切な身だしなみ、態度、言葉
遣いを実践できる。

評価対象となる到達目標

1,2,3

1,2,3

テキスト テキストは特に指定しない。毎回授業スライドまたは資料を配布する。

参考書 柴咲直人（2008）『＜小笠原流＞日本の礼儀作法・しきたり』ＰＨＰ文庫。
必要に応じて他の参考書を紹介する。

履修条件・他の科目との関連 実習の際にはスーツ・またはジャケットの着用を指示する場合がある。
実習の回はできる限り毎回出席すること。

サービス接遇演習



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16304601

ビジネスコミュニケーション演習

出野　和子

出野　和子

3年

授業の目的・概要

ビジネス（経済・経営、産業・企業）に必要なコミュニケーション能力を習得するため、ビジネス関連の基本知
識とビジネスの実例を学習し、コミュニケーションの実態と問題点を理解する。
授業ではロールプレイングやグループワークにより、コミュニケーション能力と問題解決能力を実践的に習得す
ることを目的とする。

到達目標

１．ビジネスの場で求められるコミュニケーションについて説明し、実践できる。
２．協働して働く意味と企業内および他者とのコミュニケーションの問題を説明することができる。
３．グローバルなコミュニケーションの重要性を理解し、実践できる。

授業計画

第1回　  企業経営の目的　企業活動の実例
第2回　  ビジネスにおけるコミュニケーションの役割
第3回　  共感と相互理解
第4回　  コーチングの基本と実践
第5回　  多様性とソーシャル・スタイル
第6回　  リーダーシップとチームビルディング
第7回      組織行動論
第8回      日本的経営の特徴　円滑なコミュニケーションとは
第9回　  サービス・エンカウンターとクレーム対応
第10回　グローバル・コミュニケーション
第11回　経営とコンプライアンス　 
第12回　企業のミッションとパーパス 事例研究
第13回　グループワーク①　課題解決
第14回　グループワーク②　戦略策定
第15回　講義の振り返りと期末試験の説明
　※授業計画については変更する可能性もある。その場合は事前に連絡を行う。

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

授業（1回につき2時間とする）と事前事後を合わせて1単位当たり45時間の学習が必要です。
第1回
　【事前】シラバスを読み、学習する内容について理解する。1.5時間。
　【事後】企業経営の目的について復習し、実例として取り上げた企業のコミュニケーション活動について理解
を深める。2.5時間。
第2回
　【事前】ビジネスにおけるコミュニケーションとはどのようなものがあるか事前に調べる。1.5時間。
　【事後】授業で学習した内容について、コミュニケーションがどのような役割を果たしているか復習する。2.5
時間。
第3回
　【事前】「共感」という言葉について英語と日本語を調べる。1.5時間。
　【事後】共感の段階について復習し、他者と分かり合うにはどのようにすればよいか復習し実践する。2.5時
間。
第4回
　【事前】「コーチング」とは何か、自身で調べる。1.5時間。
　【事後】コーチングの基本を復習し、自身の目標設定を行う。2.5時間。
第5回
　【事前】多様性について調べ、自身の考えをまとめる。1.5時間。
　【事後】授業内容を振り返り、タイプの異なる人とどのようにコミュニケーションを取っていくのかを考え
る。2.5時間。
第6回
　【事前】リーダーシップのスタイルについて事前に調べる。1.5時間
　【事後】リーダーシップについて復習し、自身はどのようなリーダーになりチームを牽引していきたいか検討
する。2.5時間。
第7回
　【事前】「組織」とは何か、自身で調べまとめておく。1.5時間。
　【事後】組織行動論の基礎を復習し、組織を円滑に動かすための課題を理解する。2.5時間。
第8回

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

ビジネスコミュニケーション演習



　【事前】日本に古くからある企業を1つ選び、歴史や経営理念をまとめる。1.5時間。
　【事後】日本的な経営手法について復習し、これまで学んだコミュニケーションがどのように活かされていた
か理解する。2.5時間。
第9回
　【事前】「サービス・エンカウンター」および「クレーム」とは何か、事例を自身で調べておく。1.5時間。
　【事後】顧客対応時のコミュニケーションに求められる要素について振り返り、要点をまとめる。2.5時間。
第10回
　【事前】自分の出身地と異なる国の人と接するときに気を付けることをまとめておく。1.5時間。
　【事後】授業内容を復習し、異文化の相互理解について学んだことを整理する。2.5時間。
第11回
　【事前】「コンプライアンス」（法令遵守）について調べ、なぜ企業経営にコンプライアンスが必要なのかを
考える。1.5時間。
　【事後】企業の不祥事や不正行為の事例を復習し、そのようなことを発生させないために取り組むべきことを
考える。2.5時間。
第12回
　【事前】「ミッション」と「パーパス」の違いについて調べる。「パーパス経営」を行っている企業を調べ
る。1.5時間。
　【事後】授業で説明したパーパス経営の事例について復習し、企業経営の目的についてまとめる。2.5時間。
第13回
　【事前】グループワークの課題について事前に準備する。1.5時間。
　【事後】グループワークを振り返り、良かった点、うまくいかなかった点をまとめる。2.5時間。
第14回
　【事前】グループワークの課題について事前に準備する。1.5時間。
　【事後】グループワークを振り返り、良かった点、うまくいかなかった点をまとめる。2.5時間。
第15回
　【事前】過去の授業ノートやレポートを振り返る。1.0時間。
　【事後】ビジネス・コミュニケーションに必要なことを多面的に振り返り、定期試験に備える。3時間。

課題に対するフィードバックの方法

授業中に質問に答える。
授業で実践した内容についてその場でフィードバックを行う。
レポート課題に対してはコメントをつけて返却する。

成績評価の方法・基準（方針）

授業内で行う課題等の平常点および期末レポート試験で評価を行う。
60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
正当な理由なく4回以上欠席の場合は「K」評価とする。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

50

0

50

0

0

評価方法・割合

講義内課題およびグループディスカッションへの貢献を含む
平常点

期末レポート試験

評価対象となる到達目標

1,2,3

1,2,3

テキスト テキストは特に指定しない。毎回授業スライドまたはケースを配布する。

参考書 関本浩矢（2019）『組織行動論（べ―シック＋）』中央経済社。
エリン・メイヤー（2015）『異文化理解力』英知出版。

履修条件・他の科目との関連 経営学関連の科目を受講していることが望ましい。
グループワークを行うため、できる限り毎回出席すること。

ビジネスコミュニケーション演習



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16304701

ホスピタリティ論

田窪　美葉

田窪　美葉

2年

授業の目的・概要

現在、ホスピタリティはサービス業のみならず、他の産業や日常生活においても広く発揮すべき能力となりつつ
ある。ここでは、ホテル経営事例を多く取り上げ、ホスピタリティを考察することを目的とする。講義内で実際
にホテル内で起こった問題を取り上げ、その解決策について検討し、関連する経営理論について学習する。

到達目標

1.ホテルで起こるさまざまな問題とその解決について説明できる
2.ホスピタリティに関連する経営理論について説明できる

授業計画

第1回　ホスピタリティとは　ホスピタリティの概念
第2回　星野リゾート　トマムの事例(1)　問題解決
第3回　星野リゾート　トマムの事例(2)　関連理論
第4回　アルツ磐梯の事例(1)　問題解決
第5回　アルツ磐梯の事例(2)　関連理論
第6回　ホテル　ブレストンコートの事例(1)　問題解決
第7回　ホテル　ブレストンコートの事例(2)　関連理論
第8回　星のや軽井沢の事例　問題解決と関連理論
第9回　リゾナーレ八ヶ岳の事例　問題解決と関連理論
第10回　タラサ志摩の事例　問題解決と関連理論
第11回　東横インの事例(1)　問題解決
第12回　東横インの事例(2)　関連理論
第13回　スーパーホテルの事例(1)　問題解決
第14回　スーパーホテルの事例(2)　関連理論
第15回　まとめ　全体のまとめ

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

第1回
【事前】 シラバスを読むこと。2.0時間　
【事後】 学習した内容を復習すること。2.0時間　
第2回
【事前】 施設について調べておく。2.0時間　
【事後】 学習した内容を復習すること。2.0時間
第3回
【事前】 施設について調べておく。2.0時間　
【事後】 学習した内容を復習すること。2.0時間
第4回
【事前】 施設について調べておく。2.0時間　
【事後】 学習した内容を復習すること。2.0時間
第5回
【事前】 施設について調べておく。2.0時間　
【事後】 学習した内容を復習すること。2.0時間
第6回
【事前】 施設について調べておく。2.0時間　
【事後】 学習した内容を復習すること。2.0時間
第7回
【事前】 施設について調べておく。2.0時間　
【事後】 学習した内容を復習すること。2.0時間
第8回
【事前】 施設について調べておく。2.0時間　
【事後】 学習した内容を復習すること。2.0時間
第9回
【事前】 施設について調べておく。2.0時間　
【事後】 学習した内容を復習すること。2.0時間
第10回
【事前】 施設について調べておく。2.0時間　
【事後】 学習した内容を復習すること。2.0時間
第11回

授業種別

開講期

講義

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

ホスピタリティ論



【事前】 施設について調べておく。2.0時間　
【事後】 学習した内容を復習すること。2.0時間
第12回
【事前】 施設について調べておく。2.0時間　
【事後】 学習した内容を復習すること。2.0時間
第13回
【事前】 施設について調べておく。2.0時間　
【事後】 学習した内容を復習すること。2.0時間
第14回
【事前】 施設について調べておく。2.0時間　
【事後】 学習した内容を復習すること。2.0時間
第15回
【事前】 これまでの範囲について復習する。2.0時間　
【事後】 学習した内容を復習すること。2.0時間

課題に対するフィードバックの方法

課題を完成させることに関する質問は、授業内、もしくはE-mailで受付ける。また、次回授業にて、解答例や優
秀な回答を紹介する場合がある。

成績評価の方法・基準（方針）

通常授業内での配布課題及びMoodleでの課題(Classroomから連携予定)と、レポート免除試験(予定)もしくは期末
レポート試験により評価する。
正当な理由のない欠席4回以上、毎回の通常課題未提出4回以上、またはレポート免除試験に不合格で期末レポー
ト試験を未提出の場合、評価の対象とせず、「K」評価とする。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

50

0

0

50

0

評価方法・割合

通常授業内での配布課題及びMoodleでの課題
(Classroomから連携予定)

レポート免除試験(予定)もしくは期末レポート試験

評価対象となる到達目標

1、2

1、2

テキスト プリントを配布する

参考書 「星野リゾートの教科書　サービスと利益　両立の法則」 中沢康彦著　日経ＢＰ社
「星野リゾートの事件簿　なぜ、お客様はもう一度来てくれたのか?」中沢康彦著　日経ＢＰ社
「なぜか「クセになる」ホテル　東横インの秘密」　荻島央江著　日経ＢＰ社
「1泊4980円のスーパーホテルがなぜ「顧客満足度」日本一になれたのか?」山本梁介著　アスコム
「ホテル・ビジネス・ブック」仲谷秀一・テイラー雅子・中村光信著　中央経済社
他の参考書は講義中に随時紹介する。

履修条件・他の科目との関連 経営学入門、経営管理論他、主要な経営学の基礎科目と関連する。事後学習や試験の一部に
Moodleを使用する。
ホスピタリティ分野の実務専門家による講演が行われる場合がある。

ホスピタリティ論



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16304801

ライフスタイル論

上原　健太郎

上原　健太郎

2年

授業の目的・概要

本講は、若者のライフスタイル（生活様式）について解説することにより、サービスマネジメントの理解に資す
ることを目的とする。具体的には、メディア・趣味・現場の三側面からライフスタイルの具体的事例を取り上
げ、ネット以前と以後を比較しながら、「若者のライフスタイル」について理解することである。

到達目標

１．ビジネス環境をとりまく社会・経済に関する基本的な用語を説明できる。
２．若者のライフスタイの意義と内容について理解し、説明できる。
３．若者のライフスタイルマーケティングの手順を実践するための基礎知識を獲得している。

授業計画

【第1回】モバイルメディア：公衆電話・ポケベル・ケータイ・スマートフォン
【第2回】カメラ：スマートフォンの登場以前と以後
【第3回】テレビと動画：ネットがテレビを乗り越えるまで
【第4回】インターネット：雑誌からネット社会へ
【第5回】第4回までのふりかえりと中間レポートに関するアナウンス
【第6回】音楽：CDを売る時代から体験を売る時代へ
【第7回】ファッション：リアルな身体表現からバーチャルな身体表現へ
【第8回】マンガ：媒体と作品の多様化
【第9回】スポーツ観戦：グローバル化・ローカル化・物語化
【第10回】第9回までのふりかえりと中間レポートに関するアナウンス
【第11回】夏フェス：参加者の成熟について
【第12回】書店：古本屋、ブックオフ、ヴィレッジヴァンガード
【第13回】ショッピング：百貨店からションピングモールへ
【第14回】外食：ファミリーレストランからセルフサービスへ
【第15回】全体の振り返り

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

第1回から第15回にわたって、毎回、事前学習（1.5時間）と事後学習（2.5時間）を行うこと。
基本的に事前学習においては、次回のテーマに関する予習を行っておくこと。
基本的に事後学習においては、本時の講義内容をまとめ、理解を深めておくこと。

課題に対するフィードバックの方法

毎回の課題については、評価後、「授業課題に対するコメント」という形で全員にフィードバックする。また、
課題に対する質問については、個々にフィードバックする。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。

授業種別

開講期

講義

後期 単位数 2単位

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

0

50

0

50

0

評価方法・割合

中間レポート（25）計2回実施

最終レポートの提出（50）

評価対象となる到達目標

１、２、３

１、２、３

テキスト とくになし

参考書 必要に応じて紹介する。

実務家教員による授業 －

ライフスタイル論



履修条件・他の科目との関連 サービスマネジメントの理解関連科目と併せて履修することが望ましい。

ライフスタイル論



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16304901

ファッション産業論

上田　久美子

上田　久美子

3年

授業の目的・概要

ファッション産業は、川上、川中、川下からなる。具体的には、その年の色から決まり→糸→染→生地→デザイ
ン→パターン→縫製→販売という流れになる。この流れをもとに授業を進める。
担当教員が長年に亘り、ファッション業界においてアパレル製造業務に従事した実務経験をもとに、「ファッ
ション産業」に関する理論と実践への応用を関連付けながら講義を展開する。

到達目標

 1.ファッション産業の産業構造と特徴を理解する。
2.ファッション産業に関連する企業の経営環境や経営戦略を理解し、今後の展望に自説を持つ。

授業計画

*授業計画 ※授業計画については変更する可能性もある。
【第1回】　ファッション産業論概要
　講義の目的と全体構成、ファッションとアパレルの違いついて
【第2回】　ファッション産業１
　オートクチュール、プレタポルテ、ファストファッションについて
【第3回】　ファッション産業２
　ファッションの本場Parisから世界のファッションは生まれる
【第4回】　ファッション産業３
　＜川上＞　製糸、染色、織り、加工工場について
【第5回】　ファッション産業４
＜川中＞　デザイン、パターン、縫製について
【第6回】　ファッション産業５
　＜川下＞　販売ビジネスへ
【第7回】　上田安子服飾専門見学１
ファッション業界への人材育成の現場見学
【第8回】　上田安子服飾専門見学２
　ファッション業界への人材育成の現場見学
【第9回】　服地・素材工場見学１
　川上である生地産地の工場見学
【第10回】　服地・素材工場見学２
川上である生地産地の工場見学
【第11回】　服地・素材工場見学３
川上である生地産地の工場見学
【第12回】　服地・素材工場見学４
川上である生地産地の工場見学
【第13回】　服地・素材工場見学５
川上である生地産地の工場見学
【第14回】　消費文化１
　モノ消費からコト消費へ変化する消費文化
【第15回】　消費文化２
コト消費の進化とファッション産業の関連
主体的学び 授業の中で教員から提示されたテーマについて考え、発表する。

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

*事前事後の学習 
【第1回】講義概要などの説明を受けて、ファッション産業論を学ぶ意義について理解を深める（事前事後合わせ
て４時間）
【第2回】オートクチュール、プレタポルテ、ファストファッションについて調べて理解を深める（事前事後合わ
せて４時間）
【第3回】オートクチュールについて、授業で示された事例をはじめ、興味があるブランドを調べて理解を深める
（事前事後合わせて４時間）
【第4回】川上について予習するとともに、授業で示された事例や興味がある企業事例を調べて理解を深める（事
前事後合わせて４時間）
【第5回】川中について予習するとともに、授業で示された事例や興味がある企業事例を調べて理解を深める（事
前事後合わせて４時間）
【第6回】川下について予習するとともに、授業で示された事例や興味がある企業事例を調べて理解を深める（事
前事後合わせて４時間）

授業種別

開講期

講義

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 〇

ファッション産業論



【第7～8回】ファッション業界の好きな分野について調べて理解を深める（事前事後合わせて４時間）
【第9～13回】たくさんの衣服素材に触れておき、見学後レポート提出（事前事後合わせて４時間）
【第14回　】モノ消費からコト消費について予習するとともに、授業で示された事例や興味がある事例を調べて
理解する（事前事後合わせて４時間）
【第15回　】ファッション産業論の授業を振り返り、期末試験の準備を行う（事前事後合わせて４時間）

課題に対するフィードバックの方法

毎回の授業時に課題レポートに対するコメントをする。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示す評価方法により総合的に判断のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。 

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

20

20

0

60

0

評価方法・割合

授業における発表内容および授業への積極的な態度

各回の課題レポートの成績

講義内容の理解（30）、ファッション産業に対する独自の意
見（30）

評価対象となる到達目標

1,2

1,2

1,2

テキスト テキストは指定しません。

参考書 山崎光弘（２０１０）.『現代アパレル産業の展開』繊研新聞社.
齊藤孝浩（２０１９）.『アパレル・サバイバル』日本経済新聞出版社.　
福田稔（２０１９）.『２０３０年アパレルの未来』東洋経済新報社.

履修条件・他の科目との関連 専門用語も多数出てくるため、授業内容をしっかりノートに取り聞いてください。
授業中には発言が求められるため、積極的な態度で履修してください。

※本授業は、下記日程の３限～５限に実施するため、他の授業の履修と重ならないように注意する
こと。
8/24㈬, 8/25㈭, 8/26㈮, 8/29㈪, 8/30㈫ (予定）

見学先（兵庫県西脇市を予定）までの交通費（約3500円）が必要です。見学先や内容は変更にな
ることがあります。

ファッション産業論



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16305001

ファッションビジネス論

上田　久美子

上田　久美子

3年

授業の目的・概要

ファッションビジネスにもパラダイムシフトがある。ファッションの時代の流れを読むことでファッションビジ
ネスが理解できる。この授業では、経営戦略としてのパラダイムシフトへの対応をファッションブランドの事例
を通じて学ぶ。
担当教員が長年に亘り、ファッション業界においてアパレル製造業務に従事した実務経験をもとに、「ファッ
ションビジネス」に関する理論と実践への応用を関連付けながら講義をし、学生とコミュニケーションが取れる
形で展開する。

到達目標

1.ファッションビジネスのパラダイムシフトについて理解する。
2.ファッションブランドの経営戦略を理解し、ファッション業界における企業経営に自説を持つ。 

授業計画

※授業計画については変更する可能性もある。
【第1回】　ファッションビジネス論概要
　講義の目的と全体構成、ファッションについて
【第2回】　ファッションビジネス論１
　パラダイムシフトとは
【第3回】　ファッションビジネス論2
流通革新について
【第4回】　ファッションビジネス論3
ファストファッションについてH&Mの上陸から解説する
【第5回】　ファッションビジネス論4
　SPAについてユニクロとZARAから解説する
【第6回】　ファッションビジネス論5
　デジタル化がもたらすファッション
【第7回】　ファッションビジネス論6
　インフルエンサーからなるファッションビジネス
【第8回】　ファッションビジネス論7
　プロシューマーとは
【第9回】　ファッションビジネス論8
　ライフスタイル提案型ビジネス①
【第10回】　ファッションビジネス論9
　無印良品を事例に解説する②
【第11回】　ファッションビジネス論10
　ZARAHOMEを事例に解説する③
【第12回】　ファッションビジネス論11
　エシカル多様性が売上につながる
【第13回】　ファッションビジネス論12
　サスティナブルと今後のファッションのゆくえ
【第14回】　上田学園コレクション見学1
　ファッションショー見学
【第15回】　上田学園コレクション見学2
上田学園プロデュース学科のプレゼンテーション見学

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

【第1回】講義概要などの説明を受けて、ファッションビジネスを学ぶ意義について理解を深める。（事前事後合
わせて４時間）
【第2回】パラダイムシフトについて調べて理解を深める。（事前事後合わせて４時間）
【第3回】流通革新について調べて理解を深める。（事前事後合わせて４時間）
【第4回】ファストファッションについて予習するとともに、授業で示された事例や興味がある企業事例を調べて
理解を深める（事前事後合わせて４時間）
【第5回】SPAについて予習するとともに、授業で示された事例や興味がある企業事例を調べて理解を深める（事
前事後合わせて４時間）
【第6回】デジタル化がもたらすファッションについて授業で示された事例や興味がある企業事例を調べて理解を
深める（事前事後合わせて４時間）
【第7回】興味があるインフルエンサーについて調べて理解を深める（事前事後合わせて４時間）
【第8回】興味があるプロシューマーについて調べて理解を深める（事前事後合わせて４時間）

授業種別

開講期

講義

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 〇

ファッションビジネス論



【第9〜11回】ライフスタイル提案型ビジネスについて予習するとともに、授業で示された事例や興味がある企業
事例を調べて理解を深める（事前事後合わせて４時間）
【第12回】エシカルについて予習するとともに、授業で示された事例や興味がある企業事例を調べて理解を深め
る（事前事後合わせて４時間）
【第13回】サスティナブルについて予習するとともに、授業で示された事例や興味がある企業事例を調べて理解
を深める（事前事後合わせて４時間）
【第14回　】ショー見学後レポート提出。（事前事後合わせて４時間）
【第15回　】ファッションビジネス論の授業を振り返り、期末試験の準備を行う。（事前事後合わせて４時間）

課題に対するフィードバックの方法

毎回の授業時に課題レポートに対するコメントをする。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示す評価方法により総合的に判断のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。 

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

20

20

0

60

0

評価方法・割合

授業における発表内容および授業への積極的な態度
(20)

各回の課題レポートの成績(20)

講義内容の理解（30）、ファッションビジネスに対する独自
の意見（30）

評価対象となる到達目標

1,2

1,2

1,2

テキスト テキストは指定しません。

参考書 齊藤孝浩（２０１９）.『アパレル・サバイバル』日本経済新聞出版社.　
滝沢直己（２０１４）.『１億人の服のデザイン』日本経済新聞出版社.
たかぎこういち（２０１９）.『アパレルは死んだのか』総合法令出版株式会社.
杉原淳一、染原睦美（２０１７）.『誰がアパレルを殺すのか』日経BP社.

履修条件・他の科目との関連 ファッション産業論の履修が望ましい。
専門用語も多数出てくるため、授業内容をしっかりノートに取り聞いてください。
授業中には発言が求められるため、積極的な態度で履修してください。
※本授業は、下記日程の第３火曜日３限～５限に実施するため、他の授業の履修と重ならないよ
うに注意すること。
10/18, 11/15, 12/20, 1/17(予定）
学生を選抜のうえ、２０２３年１月２１日（土）開催の上田学園コレクションを見学する（予定）

ファッションビジネス論



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16305101

スポーツ産業論

望月　拓実

望月　拓実

1年

授業の目的・概要

スポーツ産業は用品、施設、クラブ、メディアなど多様な領域にまたがる複合的な産業であり、他の産業（健
康、福祉、医療、建設業など）とも関わりが深い。こうしたスポーツ産業の幅広く多様な内実について、多くの
事例と研究成果を踏まえ、自身で解説できる程度まで理解を深める事を目標とする。

到達目標

１．スポーツ産業の概要を説明することができるようになる
２．スポーツ産業が抱える課題に対し、具体的な対応策を提示することができるようになる

授業計画

★この授業は対面授業ですが、各自パソコンを持参したBYODを前提としています。各授業において、必ずノート
パソコンを持参して参加するようにしてください。

1オリエンテーション　内容：授業計画の確認とグループワークの解説
2スポーツ産業の領域範囲　内容：伝統3領域と複合領域　
3スポーツ用品産業　内容：歴史と企業戦略
4スポーツ施設産業　内容：現状と課題
5スポーツサービス産業　内容：サービス産業の特性と特異性
6スポーツとメディア　内容：テクノロジー発展とメディア
7産業としての「するスポーツ」　内容：スポーツ振興の課題と対策
8産業としての「見るスポーツ」　内容：市場実態と観戦者の理解
9フィットネスクラブ　内容：特徴とマネジメント
10中間まとめと小テスト　内容：学習内容のふりかえりと穴埋めテスト
11スポーツ・スポンサーシップ　内容：概要と効果測定
12スポーツ資格制度　内容：資格の価値と保有理由
13スポーツツーリズム　内容：観光行動のメカニズム
14スポーツと地域振興　内容：総合型の理念と課題
15学習の総括　内容：学習内容の総括とレポート課題の解説

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

第１回ではシラバスの内容を事前確認し(45分)、事後学習としてグループワークメンバーとの意見交換を行う(45
分)。第２回～第9回では講義名を参考に参考図書、新聞、ウェブページなどを参照しておき(45分)、事後学習と
して講義中にとったメモを整理し復習をおこなう(45分)。第10回では小テストにむけ過去の学習内容を総確認し
(45分)、事後学習としてテスト内容を過去の資料と照らし合わせて確認する(45分)。第11回～第14回では講義名
を参考に参考図書、新聞、ウェブページなどを参照しておき(45分)、事後学習として講義中にとったメモを整理
し復習をおこなう(45分)。第15回ではこれまでの学習内容を自身でまとめておき、最終課題に取り組むための準
備を行う(90分)。

課題に対するフィードバックの方法

小テストは、講義内で配布する資料と照合しながら、疑義があった場合は個別にフィードバックを行う。
最終課題に対する全体でのフィードバックは行わないが、疑義が生じた場合や質問には個々に対応する。

成績評価の方法・基準（方針）

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

講義内におけるグループワーク・リアクションペーパー課題への積極的参加(30)
講義内における小テスト(20)
最終レポート課題(50)

授業種別

開講期

講義

前期 単位数 2単位

成績評価の種類

授業内での評価

評価割合
（％）

50

評価方法・割合

講義内におけるグループワーク・リアクションペーパー課題へ
の積極的参加(30)
小テスト(20)

評価対象となる到達目標

1,2

実務家教員による授業 －

スポーツ産業論



授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

0

0

50

0

最終レポート課題 1,2

テキスト なし

参考書

履修条件・他の科目との関連 スポーツ産業論は、特定の産業に限定しない産業論や経営学を前提に構成されている。ゆえに、そ
の他領域におけるビジネス・経営に関する講義を事前(あるいは同時)に履修することをお薦めする。

スポーツ産業論



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16305201

スポーツマーケティング

藤本　淳也

藤本　淳也

2年

授業の目的・概要

現代スポーツは大きな産業として発展してきている。多くの人々（スポーツ消費者）がスポーツ用品の購入やス
ポーツ活動参加、スポーツ観戦のための多額のお金を消費している。また、Ｊリーグやワールドカップサッカー
で見られるように、製造業、一般サービス業、小売業、飲食良品業など、スポーツ産業を取り巻く産業から多く
の企業がスポンサーとしてスポーツイベントに投資している。これらの現象においてスポーツ消費者のニーズと
欲求を満たし、スポーツ事業経営者とスポンサー企業間の投資と利益の交換関係の成立を助け、効率性を高める
諸活動がスポーツマーケティングである。スポーツマーケティングの基礎的理論について論じる。

到達目標

１．スポーツマーケティング基礎理論を理解する
２．スポーツ消費者行動を理解する
３．スポーツマーケティング応用理論を理解する

授業計画

この授業は、遠隔授業となります。リアルタイム型の遠隔授業（その授業時間にZoom 等で参加する方法）ではな
く、講義を録画した動画を一定期間中に視聴し、所定の課題を提出して
いただく形で実施予定です。

【第1回】
テーマ：スポーツマーケティングとは
内容・方法：①スポーツマーケティングの特徴、②スポーツマーケティングの発展、③スポーツマーケティング
の定義
【第2回】
テーマ：スポーツプロダクトとは①
内容・方法：①商品とサービス、②一般的なサービスとスポーツサービス、③スポーツプロダクトの本質
【第3回】
テーマ： スポーツプロダクトとは②
内容・方法：①サービスとしてのスポーツプロダクト、②スポーツプロダクトの経験価値マーケティング
【第4回】
テーマ：スポーツ消費者とは①
内容・方法：①するスポーツ消費者の現状、②見るスポーツ消費者の現状
【第5回】
テーマ：スポーツ消費者とは②
内容・方法：①一般消費者ﾄスポーツ消費者、②スポーツ消費者の定義、②スポーツ消費者の求めるベネフィット
【第6回】
テーマ：スポーツ消費者とは③
内容・方法：①スポーツへの社会化、②スポーツ消費者の意思決定プロセス、③スポーツ消費者のロイヤルティ
【第7回】
テーマ：スポーツマーケティング戦略①
内容・方法：①スポーツマーケティング戦略の必要性、②スポーツマーケティング戦略の考え方、③スポーツ
マーケティング戦略の事例
【第8回】
テーマ：スポーツマーケティング戦略②
内容・方法：①マーケティング･マネジメント･プロセスの理解、②マーケティング戦略立案のポイント
【第9回】
テーマ：スポーツマーケティング戦略③
内容・方法：①マーケティングミックスの理解、②市場ポジショニング、③マーケット･セグメンテーション
【第10回】
テーマ：スポーツプロモーション①
内容・方法：①スポーツプロモーション戦略、②スポーツプロモーション･ミックス、③Web･SNSによるスポーツ
プロモーション
【第11回】
テーマ：スポーツプロモーション②
内容・方法：①スポーツプロモーション戦略、②スポーツプロモーション･ミックス、③Web･SNSによるスポーツ
プロモーション
【第12回】
テーマ：スポーツスポンサーシップ①
内容・方法：①スポーツスポンサーシップとは、②スポンサーシップの発展と現状、③ブランディングとライセ
ンシング
【第13回】
テーマ：スポーツスポンサーシップ②

授業種別

開講期

講義

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

スポーツマーケティング



内容・方法：①スポンサーメリット、②スポンサー獲得戦略
【第14回】
テーマ：ソーシャルメディア・マーケティング
内容・方法：①ソーシャルメディアとスポーツ、②ソーシャルメディア・マーケティング基礎理論、③ソーシャ
ルメディアの消費者行動の特性
【第15回】
テーマ：まとめ
内容・方法：スポーツマーケティングの重要性と可能性について、これまでの学びを用いてディスカッションす
る

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

【第1回】
①事前学修課題：自身が関心のあるスポーツビジネスに関する情報を集める（60分）
②事後学修課題：自身が関心のあるスポーツビジネスに関する情報に触れる（60分）
【第2回】
①事前学修課題：教科書のテーマ関連の章を読んでくる（60分）
②事後学修課題：教科書のテーマ関連の章および授業ノートを読みなおす（60分）
【第3回】
①事前学修課題：教科書のテーマ関連の章を読んでくる（60分）
②事後学修課題：教科書のテーマ関連の章および授業ノートを読みなおす（60分）
【第4回】
①事前学修課題：教科書のテーマ関連の章を読んでくる（60分）
②事後学修課題：教科書のテーマ関連の章および授業ノートを読みなおす（60分）
【第5回】
①事前学修課題：教科書のテーマ関連の章を読んでくる（60分）
②事後学修課題：教科書のテーマ関連の章および授業ノートを読みなおす（60分）
【第6回】
①事前学修課題：教科書のテーマ関連の章を読んでくる（60分）
②事後学修課題：教科書のテーマ関連の章および授業ノートを読みなおす（60分）
【第7回】
①事前学修課題：教科書のテーマ関連の章を読んでくる（60分）
②事後学修課題：教科書のテーマ関連の章および授業ノートを読みなおす（60分）
【第8回】
①事前学修課題：教科書のテーマ関連の章を読んでくる（60分）
②事後学修課題：教科書のテーマ関連の章および授業ノートを読みなおす（60分）
【第9回】
①事前学修課題：教科書のテーマ関連の章を読んでくる（60分）
②事後学修課題：教科書のテーマ関連の章および授業ノートを読みなおす（60分）
【第10回】
①事前学修課題：教科書のテーマ関連の章を読んでくる（60分）
②事後学修課題：教科書のテーマ関連の章および授業ノートを読みなおす（60分）
【第11回】
①事前学修課題：教科書のテーマ関連の章を読んでくる（60分）
②事後学修課題：教科書のテーマ関連の章および授業ノートを読みなおす（60分）
【第12回】
①事前学修課題：教科書のテーマ関連の章を読んでくる（60分）
②事後学修課題：教科書のテーマ関連の章および授業ノートを読みなおす（60分）
【第13回】
①事前学修課題：教科書のテーマ関連の章を読んでくる（60分）
②事後学修課題：教科書のテーマ関連の章および授業ノートを読みなおす（60分）
【第14回】
①事前学修課題：教科書のテーマ関連の章を読んでくる（60分）
②事後学修課題：教科書のテーマ関連の章および授業ノートを読みなおす（60分）
【第15回】
①事前学修課題：これまでの授業のノートと教科書の内容を確認する（60分）
②事後学修課題：スポーツマーケティング関連の情報収集と理解に努める（60分）

課題に対するフィードバックの方法

課題内容について、詳しく解説する。

成績評価の方法・基準（方針）

各授業のリアクションペーパーと期末レポートで評価する。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

評価割合
（％）

40

0

0

評価方法・割合

リアクションペーパー

評価対象となる到達目標

１,２,３

スポーツマーケティング



定期試験に代わるレポート等

その他

60

0

レポート

テキスト 「スポーツマーケティング改訂版」/原田宗彦編著、藤本淳也・松岡宏高著．大修館書店

参考書 「スポーツビジネスの動向とカラクリがよーくわかる本」　黒田次郎他著、秀和システム、2010、1400円
（税抜き）

履修条件・他の科目との関連 他科目の関連については初講時に説明する

スポーツマーケティング



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16305301

スポーツマネジメント

横山　誠

横山　誠

2年

授業の目的・概要

スポーツ関連の現場へ就職したいという人やスポーツマネジメントに興味・関心を持つ人がひとりでも増えるよ
う、スポーツビジネス業界への就職希望者がひとりでも増えるよう、現場での話などを取り入れ気づきや発見が
ある授業展開を行う。スポーツを多角的に捉え「ヒト・モノ・カネ・情報」について考え、スポーツのベネ
フィットやマネジメントについて考える。
ゲストスピーカー（特別講師）を招聘し、より実践的な現場の生の声を聴くことやフィールドワークとして現場
に出向くこともある。

到達目標

１．プロスポーツの実態を理解する
２．スポーツに関わるイベントやビジネスについて考える
３．スポーツとお金に関して考える
４．スポーツとボランティアについて考える
５．ライフスタイルとスポーツについて考える

授業計画

【第1回】
テーマ：オリエンテーション
内容・方法：授業の内容や評価について
【第2回】
テーマ：スポーツマネジメントをめぐる社会的背景
内容・方法：スポーツマネジメントの変遷を知る
【第3回】
テーマ：スポーツ産業とスポーツビジネス
内容・方法：それぞれの実態を知る
【第4回】
テーマ：スポーツ関連組織のマネジメント
内容・方法：スポーツ関連組織の実態を知る
【第5回】
テーマ：トップスポーツリーグのマネジメント
内容・方法：球団・クラブの運営を知る
【第6回】
テーマ：スポーツチームのマネジメント
内容・方法：チームビルディングの理解を深める
【第7回】
テーマ：スポーツ購買行動
内容・方法：スポーツ消費行動のプロセスを知る
【第8回】　
テーマ：スポーツ消費者
内容・方法：様々な活動の消費行動を知る
【第9回】
テーマ：スポーツイベント
内容・方法：イベントの多様化を知る
【第10回】
テーマ：スポーツとイノベーション
内容・方法：スポーツの価値の多様化を考える
【第11回】
テーマ：スポーツボランティア
内容・方法：スポーツボランティアの実態を知る
【第12回】
テーマ：スポーツ指導者と資格制度
内容・方法：資格の活用と必要性について考える
【第13回】
テーマ：スポーツビジネスのマネジメント
内容・方法：スポーツビジネスの可能性について考える
【第14回】
テーマ：ヘルスケア産業とスポーツビジネス
内容・方法：健康経営について考える
【第15回】
テーマ：後期のまとめ
内容・方法：授業全体のふりかえり

授業種別

開講期

講義

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

スポーツマネジメント



事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

授業内容に関する情報収集など自分なりのイメージを持つ。（各回2時間）

講義の中で説明した内容をまとめ、情報検索を行うなどして知識を深める。（各回2時間）
事前・事後学習の２時間は、授業の内容や自らの興味関心のある内容について、インターネットや新聞、雑誌等
を活用し自分なりに現場でのイメージを広げていくこと。
第1回から第10回については、映像やゲストスピーカーからの内容が含まれるので、その都度事前学習に関する課
題を与える。事後学習については自分のイメージと実際のギャップについて考えながら次の学習につなげてい
く。第11回以降は、事前学習として社会の中でのスポーツの動きを掴み、事後学習については、授業内容をふま
え今後の社会の流れや動きを予測できるよう学びを深める。

課題に対するフィードバックの方法

授業内での理解度や課題内容を確認するためにワークシート等の提出を求めることがある。
課題レポートについては、内容を評価に反映させることもある。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
原則、公欠以外で5回以上欠席した場合は、評価の対象とせず「K」評価とする。

授業内での評価：授業態度や積極性、取り組みなどを評価　
授業外での評価：ふりかえりシートや課題レポートを評価
期末試験：試験もしくはレポート試験にて評価
その他：ふりかえりやレポートの内容により評価
※公欠以外で5回以上の欠席した場合は、評価対象とせず「K]評価とする。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

45

5

0

50

0

評価方法・割合

授業態度や積極性、取り組みなどを評価する。

ふりかえりシートや課題レポートを評価する。

期末レポート課題により評価する

評価対象となる到達目標

１,２,３,４,５

１,２,３,４,５

１,２,３,４,５

テキスト 特に指定しない

参考書 必要に応じて授業の中で紹介する

履修条件・他の科目との関連 スポーツビジネスコースの学生は原則履修すること。
フィールドワーク等で交通費等の負担が発生することがある。
他学科や他コース所属学生でも興味関心があれば受講することができる。但し、意欲的に態度で履
修すること。

スポーツマネジメント



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16305401

スポーツヘルスツーリズム

西村　典芳

西村　典芳

カリキュラムによる

授業の目的・概要

我が国において医療費の高騰が社会問題化する中、予防策としての健康サービスの重要性がクローズアップされ
ている。経済産業省では、「健康サービス創造研究会報告書」において、健康サービスのあり方について具体的
なモデルを提示しており、その一例として地域資源を活用した健康プログラムとしてヘルスツーリズムを取り上
げている。ヘルスツーリズムは、観光サービスと健康サービスの両側面を有するが、本講座では特に温泉療法、
運動療法、森林セラピーなどの自然療法に着目し、我が国におけるヘルスツーリズムに求められる要素及びス
ポーツツーリズムが魅力あるスポーツ資源を最大限に活用し、異なる地域や国の人々の交流を呼び起こし、国内
観光振興及びインバウンド拡大につながることを学ぶ。

到達目標

①ヘルスツーリズム（概念、現状、課題、関連療法など）について実例をあげて説明できる。
②ヘルスツーリズムによる地域開発の重要性について論述することができる。
③スポーツツーリズムについて実例をあげて説明できる。
④スポーツツーリズムによる地域開発の重要性について論述することができる。

授業計画

１． はじめに
　内容・方法：到達目標、講義計画、評価、参考資料、自己紹介
２． ヘルスツーリズムの概念
　内容・方法：ヘルスツーリズムの定義や市場について考える
３．ヘルスツーリズムによる地方創生
　内容・方法：ヘルスツーリズムによる地方創生について考える
４．日本のヘルスツーリズム事例研究
　内容・方法：日本のヘルスツーリズムの先進事例を考える
５．森林セラピーとは
　内容・方法：日本の森林セラピー基地について考える
６．健康保養地とは
　内容・方法：ドイツのクアオルトについて考える
７．温泉文化「温泉巡礼」
　内容・方法：温泉の歴史や文化について考える
８．温泉医学と科学
　内容・方法：温泉を医学的と科学の視点から考える
９．「湯治」の事例研究
　内容・方法：湯治の効果について考える
１０．スポーツツーリズムとは
　内容・方法：スポーツツーリズムの定義などについて考える
１１．オリンピックについて
　内容・方法：オリンピックのもたらす効果や問題点などについて考える
１２．国際メガスポーツイベントが日本にもたらすもの
　内容・方法：ワールドカップラクビー、ワールドマスターズなどについて考える
１３．我が国のスポーツツーリズムの現状と課題
　内容・方法：スポーツツーリズムの市場について考える
１４．生涯スポーツの舞台づくりとツーリズム
　内容・方法：マスターズ甲子園などについて考える
１５．まとめ
　内容・方法：スポーツと健康とかけあわせたツーリズムについて考える

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

次週に学習する重要な項目についての「予習（2時間）」と、既に学習した重要な内容の「復習（2時間）」を義
務付けます。そして、予習・復習に基づいて小テスト・小レポート形式の理解度テストを随時行います。
※それぞれの内容については授業の中で説明します。

課題に対するフィードバックの方法

準備学習用課題および毎時の学習シートについては、必要に応じて個別もしくは全体にコメントします。
最終試験に関しては、ポータルサイトを通じて、全体にコメントします。

成績評価の方法・基準（方針）

授業種別

開講期

講義

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

スポーツヘルスツーリズム



①予習・復習に基づく理解度テスト（小テスト・小レポート形式）・・・30%
②期末試験（筆記試験）・・・70%

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

30

0

70

0

0

評価方法・割合 評価対象となる到達目標

予習・復習に基づく理解
度テスト（小テスト・小レ
ポート形式）①②③④

筆記試験①②③④

テキスト テキストは指定しません。講義中にプリントを配布します。

参考書 西村典芳「ヘルスツーリズムによる地方創生」（2016）カナリアコミュニケーションズ
荒川雅志「ウエルネスツーリズム」フレグランスジャーナル２０１７
宮崎良文「森林医学」朝倉書店２００６
宮崎良文「森林医学Ⅱ」朝倉書店２００９
石川理夫「温泉巡礼」ＰＨＰ研究所２００６
スポーツツーリズムハンドブック　高橋義雄著　学芸出版
スポーツ産業論（2013）原田宗彦、大修館書店
スポーツ経営学（2009）山下秋二など、大修館書店
スポーツ・ヘルスツーリズム（2009）原田宗彦、大修館書店
スポーツマネジメント（200

履修条件・他の科目との関連 講義では毎回、プリント（レジュメ）を配布します。講義内容をメモ（筆記）する力を身に付けてくださ
い。興味を広く持って授業に臨んで下さい。また、講義内容に関する発展課題への取り組みを重視
しています。欠席した場合は、欠席回の講義プリントを受け取り、必ず自ら補習しておくこと。また講
義内容の理解が困難な場合は、積極的に質疑を行い疑問を残さないこと（メール可）。

スポーツヘルスツーリズム



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16305501

スポーツファイナンス

高橋　泰代

高橋　泰代

3年

授業の目的・概要

プロスポーツと各種競技団体の資金調達方法や財務について、課題提供を行う。スポーツ業界においては、経営
と財務については改革途上にある。その実態を考察することで、より良い資金調達の方法を見出すことに主眼を
おく。

到達目標

１．プロスポーツチームの収入と支出について理解する。
２．プロスポーツのスポンサー企業やオーナー企業の状況について分析できる。
３．スポーツマーケティングとファイナンスの関係について理解する。
４．日本のプロスポーツチームの資金調達の課題について分析する。

授業計画

★この授業は、遠隔授業となります。原則として、リアルタイム型授業で実施予定です。
参加方法などの詳細は、追って案内します。

【第1回】
テーマ：イントロダクション
内容・方法：授業の進め方と課題提供
【第2回】
テーマ：プロスポーツチームの資金の流れ
内容・方法：資金の流れとその特質を考察
【第3回】
テーマ：情報開示
内容・方法：プロスポーツの経営情報・財務情報の開示について解説
【第4回】
テーマ：プロスポーツと株式市場
内容・方法：プロスポーツとスポンサー企業との関連性を解説。
【第5回】
テーマ：日本のプロスポーツの現状
内容・方法：運営が困難となっているスポーツ組織の問題点と課題を解説する。
【第6回】
テーマ：Ｊリーグの現状
内容・方法：Ｊリーグのビジネスモデルと投資価値について解説
【第7回】
テーマ：スポンサーとメディア①
内容・方法：協賛金と放送権料について解説
【第8回】
テーマ：スポンサーとメディア②
内容・方法：視聴率から見た投資価値について解説
【第9回】
テーマ：スタジアム・ファイナンス
内容・方法：スタジアムの運営について解説
【第10回】
テーマ：スポーツ組織の資産価値①
内容・方法：スポーツ組織と一般企業との比較から、その資産価値を解説
【第11回】
テーマ：スポーツ組織の資産価値②
内容・方法：資産価値の測定方法について解説
【第12回】
テーマ：リーグ・ファイナンス①
内容・方法：リーグ機構の仕組みについて解説
【第13回】
テーマ：リーグ・ファイナンス②
内容・方法：リーグ機構のマネー・フローについて解説
【第14回】
テーマ：スポーツにかかわる非営利組織の課題
内容・方法：非営利組織の資金調達方法について解説
【第15回】
テーマ：まとめと振り返り
内容・方法：スポーツビジネス、組織の資金調達方法と課題

授業種別

開講期

講義

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

スポーツファイナンス



事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

【第1回】
①事前学修課題：シラバスを読んでおくこと。（2時間）
②事後学修課題：各種スポーツ団体について調べる。（2時間）
【第2回】
①事前学習課題：プロスポーツチームの所属する企業について調べる。（2時間）
②事後学修課題：プロスポーツの運営について考察する。（2時間）
【第3回】
①事前学修課題：プロスポーツが開示している情報を調べる。（2時間）
②事後学修課題：開示された内容について授業で得た知識から考察する。（2時間）
【第4回】
①事前学修課題：プロスポーツとスポンサー企業について調べる。（2時間）
②事後学修課題：スポンサー企業の株式情報について考察する。（2時間）
【第5回】
①事前学修課題：日本のプロスポーツの問題点について調べる。（2時間）
②事後学修課題：問題解決策を提案する。（2時間）
【第6回】
①事前学修課題：Ｊリーグについて調べる。（2時間）
②事後学修課題：Ｊリーグにおける各チームのビジネスモデルについて考察する。（2時間）
【第7回】
①事前学習課題：プロスポーツの収入と支出を調べる。（2時間）
②事後学修課題：協賛金や放映権料の調達方法について考察する。（2時間）
【第8回】
①事前学修課題：プロスポーツの視聴率について調べる。（2時間）
②事後学修課題：視聴率と運営方法の関連性について考察する。（2時間）
【第9回】
①事前学修課題：日本の有名スタジアムについて調べる。（2時間）
②事後学修課題：スタジアムの運営について考察する。（2時間）
【第10回】
①事前学修課題：スポーツ組織と一般企業との相違について調べる。（2時間）
②事後学修課題：スポーツ組織の資産価値について考察する。（2時間）
【第11回】
①事前学修課題：資産価値とは何かを調べる。（2時間）
②事後学修課題：プロスポーツの資産価値を測定する。（2時間）
【第12回】
①事前学修課題：リーグとは何かを調べる。（2時間）
②事後学修課題：リーグ組織の仕組みを考察する。（2時間）
【第13回】
①事前学修課題：リーグ機構の資金調達について調べる。（2時間）
②事後学修課題：リーグ組織のマネー・フローについて考察する。（2時間）
【第14回】
①事前学修課題：非営利組織として運営されていスポーツ組織を調べる。（2時間）
②事後学修課題：公益法人の資金調達について考察する。（2時間）
【第15回】
①事前学修課題：全講義について復習する。（2時間）
②事後学修課題：全講義で学修したことをまとめ、振り返る。（4時間）

課題に対するフィードバックの方法

授業内で講評し、概要を説明する。質問はgoogle classroomで受け付ける。

成績評価の方法・基準（方針）

授業内課題の提出と最終課題によって評価する。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

評価割合
（％）

30

0

0

70

評価方法・割合

授業で提示される課題を提出する。
・客観的なデータ、資料に基づいて分析、考察ができてい
る。
・著作権マナーを守っている。
・その他レポート作成上の注意事項を守っている。

定期試験は実施しません。

最終課題の提出ですが、最終課題のみの提出では、合
格できない場合があります。
・客観的なデータ、資料に基づいて分析、考察ができてい
る。
・著作権マナーを守っている。
・その他レポート作成上の注意事項を守っている。

評価対象となる到達目標

1,2,3

1,2,3

スポーツファイナンス



その他 0

テキスト 必要に応じて資料を提示する。

参考書 必要に応じて参考書を紹介する。

履修条件・他の科目との関連 会計学入門、スポーツ産業論、スポーツマネジメント、スポーツマーケティング、地域スポーツ論を履修
していることが望ましい。

スポーツファイナンス



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16305601

スポーツファシリティマネジメント

望月　拓実

望月　拓実

3年

授業の目的・概要

日本におけるスポーツ施設（ファシリティ）の多くは公共施設か学校施設であり、企業が所有する施設（福利厚
生施設）を含む民間スポーツ施設は全体の1割程度にしか過ぎない。ゆえに、公共施設を民間施設のように合理的
に管理運営(マネジメント)し、マーケティング分析するという考え方は一般的ではなく、場所貸し施設の管理運
営が一般的であった。しかし、スポーツビジネスの発展や地域社会における生涯スポーツの実現に向け、現在は
新たなスポーツ施設の運営が求められている。本講義では、「スポーツファシリティマネジメントの基礎」「ス
ポーツファシリティマネジメントの実際」「スポーツファシリティマネジメントの課題」という３つの視点から
スポーツファシリティマネジメントにおける基礎知識を構築することを目的とする。

到達目標

１．スポーツファシリティマネジメントの概要を説明することができるようになる
２．スポーツファシリティが抱える課題に対し、具体的な対応策を提示することができるようになる

授業計画

★本授業は対面ですが、BYODを前提として、ノートパソコンを用いた授業を展開します。各自ノートパソコンを
持参して参加してください。

1オリエンテーション　内容：授業計画の確認とグループワークの解説
2スポーツファシリティマネジメントの歴史的発展　内容：歴史的経緯をふまえた現状把握
3ファシリティマネジメントの現状　内容：現状の整理と課題の発見
4スポーツファシリティと指定管理者制度　内容：指定管理者制度の理解
5スポーツファシリティとスポーツ政策　内容：スポーツ政策とファシリティの関係性
6スポーツファシリティの運営組織論　内容：スポーツファシリティとしての運営組織の特性理解
7スポーツファシリティ運営とサービス　内容：サービス産業として気を付けるべきこと
8スポーツファシリティを取り巻く組織間連携　内容：他組織との連携方法と具体例
9スポーツファシリティのマーケティング　内容：営利・非営利組織としてのマーケティング
10中間まとめと小テスト　内容：学習内容のふりかえりと穴埋めテスト
11スポーツファシリティの建設プロジェクト　内容：建設プロジェクトのプロセス解説
12ファイナンスと予算管理　内容：適切な予算管理と実行
13スポーツファシリティの管理業務と事業計画　内容：管理業務と事業計画のバランス
14スポーツファシリティと地域イノベーション　内容：スポーツファシリティがもたらす地域イノベーションの
方法と具体例
15学習の総括　内容：学習の総括とレポート課題の解説

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

第１回ではシラバスの内容を事前確認し(45分)、事後学習としてグループワークメンバーとの意見交換を行う(45
分)。第２回～第9回では講義名を参考に参考図書、新聞、ウェブページなどを参照しておき(45分)、事後学習と
して講義中にとったメモを整理し復習をおこなう(45分)。第10回では小テストにむけ過去の学習内容を総確認し
(45分)、事後学習としてテスト内容を過去の資料と照らし合わせて確認する(45分)。第11回～第14回では講義名
を参考に参考図書、新聞、ウェブページなどを参照しておき(45分)、事後学習として講義中にとったメモを整理
し復習をおこなう(45分)。第15回ではこれまでの学習内容を自身でまとめておき、最終課題に取り組むための準
備を行う(90分)。

課題に対するフィードバックの方法

小テストは、講義内で配布する資料と照合しながら、疑義があった場合は個別にフィードバックを行う。
最終課題に対する全体でのフィードバックは行わないが、疑義が生じた場合や質問には個々に対応する。

成績評価の方法・基準（方針）

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

講義内におけるグループワーク・リアクションペーパー課題への積極的参加(30)
講義内における小テスト(20)
最終レポート課題(50)

授業種別

開講期

講義

後期 単位数 2単位

成績評価の種類 評価割合
（％）

評価方法・割合 評価対象となる到達目標

実務家教員による授業 －

スポーツファシリティマネジメント



授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

50

0

0

50

0

講義内におけるグループワーク・リアクションペーパー課題へ
の積極的参加(30)
小テスト(20)

最終レポート

1,2

1,2

テキスト なし

参考書 スポーツファシリティマネジメント　原田宗彦、間野義之　大修館書店

履修条件・他の科目との関連 スポーツビジネスに興味がある方は履修をお薦めします。スポーツ産業論の一部で取り扱う内容をより
深堀しているため、両方の履修をするとより理解が深まります。

スポーツファシリティマネジメント



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16305701

スポーツ社会学

越智　文啓

越智　文啓

2年

授業の目的・概要

スポーツはスポーツ単体では成り立たない。さまざまな文化的・社会的要因がスポーツにどのような影響を及ぼ
し相互作用をしているかを考察する機会を持つ。また、スポーツに関連する旬なトピックスを取り上げ考察して
いく機会を持つ。

到達目標

1.スポーツが持つ文化的な側面について認識することで、社会におけるスポーツの機能やスポーツを通じた社会
的効果について理解することができる
2.現在のスポーツに関連したトピックスを考察することを通じてスポーツそのもの、またはスポーツの社会にお
ける役割・影響について理解することができる
3.スポーツ社会学の授業を通じてスポーツとそれに関連する事象に関して自分の意見を確立し表現し、他者の意
見を尊重することができる

授業計画

この授業は現時点ではオンディマンドでの遠隔授業となる予定です。
授業のテーマは下記の通りです。

【第1回】テーマ；オリエンテーション（授業の概要説明）
【第2回】テーマ；メディア化するスポーツ
【第3回】テーマ；消費文化としてのスポーツ
【第4回】テーマ；スポーツと政治・権力
【第5回】テーマ；オリンピック・パラリンピック
【第6回】テーマ；スポーツとジェンダー
【第7回】テーマ；スポーツと人種差別
【第8回】テーマ；スポーツする身体
【第9回】テーマ；スポーツとドーピング
【第10回】テーマ；スポーツとテクノロジー
【第11回】テーマ；体育とスポーツ
【第12回】テーマ；日本のスポーツ文化（部活）
【第13回】テーマ；スポーツ現場での体罰・パワハラ
【第14回】テーマ；日本の子供スポーツ（経済格差）
【第15回】テーマ；プロスポーツでの仕事・まとめ

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

毎回のテーマに沿った事前学習資料を前週に配布しますので、その資料の読み込みとその他の情報収集をするこ
と。（各回2時間）

授業での学習内容、その補足の知識を得るため自らインターネットなどで情報を収集しなければならない課題を
課す。（各回2時間）

遠隔授業の特性上、その場での相互コミュニケーションが難しい場合があります。毎回の授業テーマは決まって
いますので、そのテーマに関する質問・疑問などは随時受け付け相互理解を深めます。
なお、スポーツ社会学は時事的なテーマを予定を変更して取り上げることもありますので、メディアでのスポー
ツに関する事象を常に把握しておくこと！

課題に対するフィードバックの方法

その都度対応する（採点して返却、授業内でのフィードバック）

成績評価の方法・基準（方針）

・授業の欠席５回以上の場合は評価の対象外とする（課題の提出を期限内に実施して出席とみなす）
・課題提出、最終レポートにより評価

授業種別

開講期

講義

後期 単位数 2単位

成績評価の種類 評価割合
（％）

評価方法・割合 評価対象となる到達目標

実務家教員による授業 －

スポーツ社会学



授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

84

0

0

16

0

各授業のテーマに関する課題の提出（6点×14回）

スポーツ社会学に対する総合的な知識を最終レポートで
まとめる

テキスト 「よくわかるスポーツ文化論（改訂版）」井上俊/菊幸一編著、ミネルヴァ書房

参考書 必要に応じて授業の中で紹介する

履修条件・他の科目との関連 ・授業外でもスポーツに関連する情報収集を心がけてください
・課題の提出は期限を守ること

スポーツ社会学



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16305801

スポーツダイエット演習

佐藤　智明

佐藤　智明

2年

授業の目的・概要

ダイエットといえば、食事制限によるダイエットをイメージする人が少なくない。この科目は経営学科で開講さ
れていることから、まずは最近のヘルスケアビジネスの動向を把握する。そして健康の三要素である「運動」
「栄養」「休養」のバランスや体調管理を学ぶ。その後、学んだ知識を基に、自身を対象として、現状把握、改
善案の策定、実施、効果測定、その後の改善といったPDCAサイクルをベースにダイエットを実践していく。

到達目標

1.自身で目的に応じたダイエットを実践できる。
2.自身で目的に応じたダイエットを立案できる。
3.ダイエットの実施と経験を説明できる。

授業計画

【第1回】
テーマ：授業概要の確認、ヘルスケアビジネス、メディカルチェック
内容・方法：【講義】オリエンテーション、最近のヘルスケアビジネス産業、メディカルチェックの実施
【第2回】
テーマ：現状把握「身体の形態、機能測定」・健康ノートの活用法
内容・方法：【講義・測定・解析】
1.健康ノートの確認、目標設定
2.自分の形態・機能を把握するために身体部位の各周径囲・血圧・心拍数・体重・体脂肪・肺活量・静的筋力
（握力／背筋力／肩腕力）・柔軟性（長座体前屈）を測定分析後、レポート作成
【第3回】
テーマ：アクティビティダイエットの実践1
内容・方法：【演習】ストレッチ・小顔ヨガ・火の呼吸・WB体操・空手基本
【第4回】
テーマ：アクティビティダイエットの実践2
内容・方法：【演習】ストレッチ・チューブエクササイズ1・カラテビクス1
【第5回】
テーマ：アクティビティダイエットの実践3
内容・方法：【演習】ストレッチ・チューブエクササイズ2・カラテビクス2
【第6回】
テーマ：改善効果測定1「身体の形態、機能測定」・ダイエットのための栄養学・運動学
内容・方法：【講義・測定・解析】
1.自分の形態・機能を把握するために身体部位の各周径囲・血圧・心拍数・体重・体脂肪・肺活量・静的筋力
（握力／背筋力／肩腕力）・柔軟性（長座体前屈）を測定分析後、レポート作成
2.初学者向けの栄養学・運動学を学ぶ1
【第7回】
テーマ：アクティビティダイエットの実践4
内容・方法：【演習】ストレッチ・骨盤ボールダイエット1・カラテビクス３
【第8回】
テーマ：アクティビティダイエットの実践5
内容・方法：【演習】ストレッチ・骨盤ボールダイエット2・カラテビクス４
【第9回】
テーマ：アクティビティダイエットの実践6
内容・方法：【演習】ストレッチ・棒エクササイズ骨盤ボールダイエット2・カラテビクス４
【第10回】
テーマ：改善効果測定2「身体の形態、機能測定」・アスリートのためのスポーツ栄養学
1.自分の形態・機能を把握するために身体部位の各周径囲・血圧・心拍数・体重・体脂肪・肺活量・静的筋力
（握力／背筋力／肩腕力）・柔軟性（長座体前屈）を測定分析後、レポート作成
2.スポーツ栄養学を学ぶ
【第11回】
テーマ：アクティビティダイエットの実践7
内容・方法：【演習】ストレッチ・筋膜リリースエクササイズ・カラテビクス５
【第12回】
テーマ：アクティビティダイエットの実践8
内容・方法：【演習】ストレッチ・バランスボールエクササイズ1・カラテビクス６
【第13回】
テーマ：アクティビティダイエットの実践9
内容・方法：【演習】ストレッチ・バランスボールエクササイズ2・カラテビクス7
【第14回】
テーマ：改善効果測定3「身体の形態、機能測定」・アクティビティの講評

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

スポーツダイエット演習



内容・方法：【講義・測定・解析】
1.自分の形態・機能を把握するために身体部位の各周径囲・血圧・心拍数・体重・体脂肪・肺活量・静的筋力
（握力／背筋力／肩腕力）・柔軟性（長座体前屈）を測定分析
2.90日間実施したアクティビティによる改善結果の講評
【第15回】
テーマ：今回実施したアクティビティダイエットの総まとめ
内容・方法：【演習】ストレッチ・小顔ヨガ・火の呼吸・WB体操・空手基本・骨盤ボールダイエット・バランス
ボール・チューブダイエットを今後継続する為に確認を実施

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

【第1回】
①事前学修課題：授業概要を一読しておく　1.5時間
②事後学修課題：配布された資料やノートを読んで内容を振り返ること　2.5時間
【第2回】
①事前学修課題：購入した「健康ノート」をの内容を確認しておく　1.5時間
②事後学修課題：測定したデータを元に、自分自身の健康について考え、改善案を立案すること　2.5時間
【第3回】
①事前学修課題：授業前日は寝不足や夜更かしなどをせず体調を整えておくこと　1.5時間
②事後学修課題：今回実践した内容を確認のため実施しておく　2.5時間
【第4回】
①事前学修課題：授業前日は寝不足や夜更かしなどをせず体調を整えておくこと　1.5時間
②事後学修課題：今回実践した内容を確認のため実施しておく　2.5時間
【第5回】
①事前学修課題：授業前日は寝不足や夜更かしなどをせず体調を整えておくこと　1.5時間
②事後学修課題：今回実践した内容を確認のため実施しておく　2.5時間
【第6回】
①事前学修課題：前回の測定結果を確認しておく　1.5時間
②事後学修課題：改善前と今回の結果を比較して次の1か月の改善計画を立案する　2.5時間
【第7回】
①事前学修課題：授業前日は寝不足や夜更かしなどをせず体調を整えておくこと　1.5時間
②事後学修課題：今回実践した内容で実施できる項目は確認しておく　2.5時間
【第8回】
①事前学修課題：授業前日は寝不足や夜更かしなどをせず体調を整えておくこと　1.5時間
②事後学修課題：今回実践した内容で実施できる項目は確認しておく　2.5時間
【第9回】
①事前学修課題：授業前日は寝不足や夜更かしなどをせず体調を整えておくこと　1.5時間
②事後学修課題：今回実践した内容で実施できる項目は確認しておく　2.5時間
【第10回】
①事前学修課題：過去2回の測定結果を確認しておく　1.5時間
②事後学修課題：配布された資料やノートを読んで内容を振り返ること　2.5時間
【第11回】
①事前学修課題：授業前日は寝不足や夜更かしなどをせず体調を整えておくこと
②事後学修課題：今回実践した内容で実施できる項目は確認しておく　2.5時間
【第12回】
①事前学修課題：授業前日は寝不足や夜更かしなどをせず体調を整えておくこと　1.5時間
②事後学修課題：今回実践した内容で実施できる項目は確認しておく　2.5時間
【第13回】
①事前学修課題：授業前日は寝不足や夜更かしなどをせず体調を整えておくこと　1.5時間
②事後学修課題：今回実践した内容で実施できる項目は確認しておく　2.5時間
【第14回】
①事前学修課題：過去3回の測定結果を確認しておく　1.5時間
②事後学修課題：90日間のダイエット効果を把握する 2.5時間
【第15回】
①事前学修課題：今回実施した全ての項目の動きを確認しておく　1.5時間
②事後学修課題：今後も継続可能な個人のプログラムを立案する 2.5時間

課題に対するフィードバックの方法

講義においては、学んだ内容を授業中にレポートとして提出し、次回までに採点をし、復習を可能とする。また
演習にあたっては、毎月測定の測定の最後にまとめとしてレポートを課し、次回までに採点をし、復習を可能と
する。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示す通り、期間中に実施される通常課題の提出、期末試験（レポート）、その他受講態度を最低採点基準
とし、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
正当な理由のない欠席5回以上、またレポート課題や期末レポート試験を未提出の場合、評価の対象とせず、
「1」若しくは「K」評価とする。

成績評価の種類

授業内での評価

評価割合
（％）

25

評価方法・割合

授業内で課される活動課題やレポート課題

評価対象となる到達目標

1.3

スポーツダイエット演習



授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

25

0

30

20

授業外で課される課題

15回の講義終了後に課される定期期末課題

グループ活動や問いへの回答などによる積極的な受講態
度

1.2.3

1.2.3

テキスト 90日つけるだけ健康ノート　福田千晶監修　永岡書店　ISBN978-4-522-43044-6

参考書 必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 受講希望者が多い場合は、施設設備上の観点から履修制限を実施する場合がある。
意欲的に取り組み、予習・復習を行うこと。
施設・設備等により内容を変更することがある。
演習時は身体活動のできるスポーツウエア等に着替えて集合のこと。

スポーツダイエット演習



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16305901

スポーツリーダーシップ論

佐藤　智明

佐藤　智明

2年

授業の目的・概要

一般的なリーダーシップといえば、会社や企業などの組織のトップをイメージすることが多い。その中でスポー
ツにおけるリーダーシップといえば、監督やキャプテン、パートリーダーなどを思い浮かべる。この科目では、
リーダーシップの根源的なことに始まり、更にスポーツフィールドのリーダーよりご講演をいただき、実学を学
んでいく。そこから皆さんが実際にリーダーとして活躍できるための学びを深めていく。

到達目標

1.課外活動などの組織活動においてリーダーシップを考えることができる。
2.卒業後、スポーツ分野に関わらず職場において、学んだことを活用できる。
3.リーダーになって組織を引っ張っていける。

授業計画

【第1回】
テーマ：授業概要の確認、LEADERSHIPの「L」とは
内容・方法：【講義】オリエンテーション、リーダーに必要な「リーダーシップ」及び「教養」を学びレポート
作成
【第2回】
テーマ：LEADERSHIPの「E」とは
内容・方法：【講義】リーダーに必要な「人材育成」及び「説明能力」を学びレポート作成
【第3回】
テーマ：LEADERSHIPの「A」とは
内容・方法：【講義】リーダーに必要な「志」及び「行動力」を学びレポート作成
【第4回】
テーマ：講師が考えるリーダーシップ1
内容・方法：【講義】外部講師による「リーダーシップの考え方」を聴講しレポート作成
【第5回】
テーマ：前回の外部講師による講義の事後学習、LEADERSHIPの「D」とは
内容・方法：【講義】前回作成したレポートによる振り返り、リーダーに必要な「権限委譲」及び「決断力」を
学びレポート作成
【第6回】
テーマ：LEADERSHIPの「E」とは
内容・方法：【講義】リーダーに必要な「倫理観」を学びレポート作成
【第7回】
テーマ：LEADERSHIPの「R」とは
内容・方法：【講義】リーダーに必要な「責任」及び「尊敬」を学びレポート作成
【第8回】
テーマ：講師が考えるリーダーシップ2
内容・方法：【講義】外部講師による「リーダーシップの考え方」を聴講しレポート作成
【第9回】
テーマ：前回の外部講師による講義の事後学習、LEADERSHIPの「S」とは
内容・方法：【講義】前回作成したレポートによる振り返り、リーダーに必要な「自己啓発」及び「自己犠牲」
を学びレポート作成
【第10回】
テーマ：LEADERSHIPの「H」とは
内容・方法：【講義】リーダーに必要な「人間力」及び「健康」を学びレポート作成
【第11回】
テーマ：LEADERSHIPの「I」とは
内容・方法：【講義】リーダーに必要な「改革」及び「誠実性」を学びレポート作成
【第12回】
テーマ：講師が考えるリーダーシップ3
内容・方法：【講義】外部講師による「リーダーシップの考え方」を聴講しレポート作成
【第13回】
テーマ：前回の外部講師による講義の事後学習、LEADERSHIPの「P」とは
内容・方法：【講義】前回作成したレポートによる振り返り、リーダーに必要な「情熱」及び「人望」を学びレ
ポート作成
【第14回】
テーマ：リーダーの為の「メンタルメソッド」とは
内容・方法：【講義】「しなやかなリーダーを目指して」を学びレポート作成
【第15回】
テーマ：今まで学んだことの振り返り
内容・方法：【講義】自身が目指す理想のリーダー像を考える

授業種別

開講期

講義

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

スポーツリーダーシップ論



事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

【第1回】
①事前学修課題：授業概要を一読しておく 1.5
②事後学修課題：配布された資料やノートを読んで内容を振り返る  2.5
【第2回】
①事前学修課題：前回学んだリーダーに必要な「リーダーシップ」及び「教養」をノートなどで確認しておく 
1.5
②事後学修課題：返却されたレポートを確認し、誤答の箇所は特に要チェックする  2.5
【第3回】
①事前学修課題：前回学んだリーダーに必要な「人材育成」及び「説明能力」をノートなどで確認しておく 1.5
②事後学修課題：返却されたレポートを確認し、誤答の箇所は特に要チェックする  2.5
【第4回】
①事前学修課題：前回学んだリーダーに必要な「志」及び「行動力」をノートなどで確認しておく 1.5
②事後学修課題：返却されたレポートを確認し、誤答の箇所は特に要チェックする  2.5
【第5回】
①事前学修課題：前回学んだ外部講師による「リーダーシップの考え方」をノートなどで確認しておく 1.5
②事後学修課題：返却されたレポートを確認し、誤答の箇所は特に要チェックする  2.5
【第6回】
①事前学修課題：前回学んだリーダーに必要な「権限委譲」及び「決断力」をノートなどで確認しておく 1.5
②事後学修課題：返却されたレポートを確認し、誤答の箇所は特に要チェックする  2.5
【第7回】
①事前学修課題：前回学んだリーダーに必要な「倫理観」をノートなどで確認しておく 1.5
②事後学修課題：返却されたレポートを確認し、誤答の箇所は特に要チェックする  2.5
【第8回】
①事前学修課題：前回学んだリーダーに必要な「責任」及び「尊敬」をノートなどで確認しておく 1.5
②事後学修課題：返却されたレポートを確認し、誤答の箇所は特に要チェックする  2.5
【第9回】
①事前学修課題：前回学んだ外部講師による「リーダーシップの考え方」をノートなどで確認しておく 1.5
②事後学修課題：返却されたレポートを確認し、誤答の箇所は特に要チェックする  2.5
【第10回】
①事前学修課題：前回学んだリーダーに必要な「自己啓発」及び「自己犠牲」をノートなどで確認しておく 1.5
②事後学修課題：返却されたレポートを確認し、誤答の箇所は特に要チェックする  2.5
【第11回】
①事前学修課題：前回学んだリーダーに必要な「人間力」及び「健康」をノートなどで確認しておく 1.5
②事後学修課題：返却されたレポートを確認し、誤答の箇所は特に要チェックする  2.5
【第12回】
①事前学修課題：前回学んだリーダーに必要な「改革」及び「誠実性」をノートなどで確認しておく 1.5
②事後学修課題：返却されたレポートを確認し、誤答の箇所は特に要チェックする  2.5
【第13回】
①事前学修課題：前回学んだ外部講師による「リーダーシップの考え方」をノートなどで確認しておく 1.5
②事後学修課題：返却されたレポートを確認し、誤答の箇所は特に要チェックする  2.5
【第14回】
①事前学修課題：前回学んだリーダーに必要な「情熱」及び「人望」をノートなどで確認しておく 1.5
②事後学修課題：返却されたレポートを確認し、誤答の箇所は特に要チェックする  2.5
【第15回】
①事前学修課題：今まで学んだ内容をノートなどで確認しておく 1.5
②事後学修課題：返却されたレポートを確認し、誤答の箇所は特に要チェックする  2.5

課題に対するフィードバックの方法

学んだ内容を授業中にレポートとして提出し、次回までに採点をし、復習を可能とする。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示す通り、講義期間中に実施される通常課題の提出、期末試験（レポート）、その他受講態度を最低採点
基準とし、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
正当な理由のない欠席5回以上、またレポート課題や期末レポート試験を未提出の場合、評価の対象とせず、
「1」若しくは「K」評価とする。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

25

25

0

30

20

評価方法・割合

講義内で課されるレポート課題

授業外で課されるレポート課題

15回の講義終了後に課される期末課題

問いへの回答などによる積極的な受講態度

評価対象となる到達目標

1.3

1.2.3

1.2.3

テキスト プリントを配布する。

スポーツリーダーシップ論



参考書 必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 意欲的に取り組み、予習・復習を行うこと。

スポーツリーダーシップ論



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16306001

地域スポーツ論

横山　誠

横山　誠

3年

授業の目的・概要

スポーツ基本法の前文において、「スポーツは,人と人との交流及び地域と地域との交流を促進し,地域の一体感
や活力を醸成するものであり,人間関係の希薄化等の問題を抱える地域社会の再生に寄与するものである。」と期
されている。
スポーツによる効果は個人だけでなく、まちづくりや地域活性化と地域にも様々な効果をもたらす。またメガス
ポーツイベントなどでは地域だけでなく国家レベルの経済効果を生み出す。そうした点に着目しながら国内外の
スポーツ事情を知り、地域スポーツにおける環境や取り組みについて考える。

到達目標

１．地域スポーツの実態を理解する
２．地域スポーツにおけるイベントやビジネスについて考える
３．スポーツの効果や価値について考える
４．スポーツとボランティアについて考える
５．ライフスタイルとスポーツについて考える

授業計画

【第1回】
テーマ：オリエンテーション
内容・方法：授業の進め方や評価について
【第2回】
テーマ：我が国におけるスポーツの変遷
内容・方法：時代背景とスポーツについて考える
【第3回】
テーマ：スポーツ基本計画
内容・方法：スポーツ基本法や基本計画を紐解く
【第4回】
テーマ：国内外の地域スポーツの実際①
内容・方法：国内外の事例を知る
【第5回】
テーマ：国内外の地域スポーツの実際②
内容・方法：国内外の事例を知る
【第6回】
テーマ：国内外の地域スポーツの実際③
内容・方法：国内外の事例を知る
【第7回】
テーマ：大学近隣の総合型地域スポーツクラブから学ぶ①
内容・方法：クラブの実態を知る
【第8回】
テーマ：大学近隣の総合型地域スポーツクラブを考える①
内容・方法：クラブの実態から様々な提案を考える
【第9回】
テーマ：大学近隣の総合型地域スポーツクラブから学ぶ②
内容・方法：クラブの実態を知る
【第10回】
テーマ：大学近隣の総合型地域スポーツクラブを考える②
内容・方法：クラブの実態から様々な提案を考える
【第11回】
テーマ：大学近隣の総合型地域スポーツクラブから学ぶ③
内容・方法：クラブの実態を知る
【第12回】
テーマ：大学近隣の総合型地域スポーツクラブを考える③
内容・方法：クラブの実態から様々な提案を考える
【第13回】
テーマ：大学近隣の総合型地域スポーツクラブから学ぶ④
内容・方法：クラブの実態を知る
【第14回】
テーマ：大学近隣の総合型地域スポーツクラブを考える④
内容・方法：クラブの実態から様々な提案を考える
【第15回】
テーマ：前期まとめ
内容・方法：授業全体のふりかえり

授業種別

開講期

講義

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

地域スポーツ論



事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

授業内容に関する情報収集など自分なりのイメージを持つ。（各回2時間）

講義の中で説明した内容をまとめ、情報検索を行うなどして知識を深める。（各回2時間）
事前・事後学習の２時間について、第1回から第3回の事前学習はインターネット等で各自内容を予習できるもの
である。事後学習についても様々な事例などをインターネット等で調べ学びを深めること。第4回から第6回の事
前学習は、地域を限定した事前課題を与えるのでそれについて調べ、事後学習においては、様々な事例をから学
びを深めること。第7回以降は、大学近隣のスポーツクラブ等について、現場スタッフの声を聴き、実際のクラブ
マネジメントやプログラムサービスなど現状と課題を学び、改善案などを考える。事前事後共にできる限り現場
に足を運ぶなどして自分の目で確かめることが望まれる。

課題に対するフィードバックの方法

授業内での理解度や課題内容を確認するためにワークシート等の提出を求めることがある。
課題レポートについては、内容を評価に反映させることもある。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
原則、公欠以外で5回以上欠席した場合は、評価の対象とせず「K」評価とする。

授業内での評価：授業態度や積極性、取り組みなどを評価　
授業外での評価：ふりかえりシートや課題レポートを評価
期末試験：試験もしくはレポート試験にて評価
その他：ふりかえりやレポートの内容により評価
※公欠以外で5回以上の欠席した場合は、評価対象とせず「K]評価とする。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

45

5

0

50

0

評価方法・割合

授業態度や積極性、取り組みなどを評価

ふりかえりシートや課題レポートを評価

１,２,３,４,５

評価対象となる到達目標

１,２,３,４,５

１,２,３,４,５

期末レポート課題により
評価する

テキスト 特に指定しない

参考書 必要に応じて授業の中で紹介する

履修条件・他の科目との関連 フィールドワーク等で交通費等の負担が発生することがある。
グループワークの際には積極的かつ協力的態度を求める。
他学科や他コース所属学生でも興味関心があれば受講することができる。但し、意欲的に態度で履
修すること。

地域スポーツ論



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16306101

スポーツレジャー概論

横山　誠

横山　誠

3年

授業の目的・概要

仕事や毎日の家事以外の自由時間やその時間に行う活動としてとらえられるレジャー活動を、「趣味・創作」
「娯楽」「観光・行楽」「スポーツ」の４つの分野に分類し、社会・経済的な活動や産業的な視点から捉え、各
分野またその分野内の具体的な構造、市場規模、トレンドなど把握し、理解を深める。また、近年のスポーツや
レジャーの現状を知ると共にマーティングについても考える。

到達目標

１．スポーツ・レジャーの実態を理解する
２．スポーツ・レジャーに関わるイベントやビジネスについて考える
３．スポーツ・レジャーと地方創生について考える
４．スポーツ・レジャーに関するライフスタイルについて考える
５．スポーツ・レジャーにおける社会のニーズや今後のトレンドを知る

授業計画

【第1回】
テーマ：オリエンテーション
内容・方法：授業内容や評価について
【第2回】
テーマ：我が国におけるレジャーの変遷
内容・方法：時代背景とレジャーの流行を知る
【第3回】
テーマ：スポーツ・レジャーにおける近年の動向
内容・方法：近年の流行をリサーチする
【第4回】
テーマ：「趣味・創作」のレジャー
内容・方法：レジャー白書から学ぶ
【第5回】
テーマ：「娯楽」のレジャー
内容・方法：レジャー白書から学ぶ
【第6回】
テーマ：「観光・行楽」のレジャー
内容・方法：レジャー白書から学ぶ
【第7回】
テーマ：「スポーツ」のレジャー
内容・方法：レジャー白書から学ぶ
【第8回】
テーマ：スポーツとツーリズム
内容・方法：スポーツと旅行について考える
【第9回】
テーマ：アウトドアスポーツツーリズムと地方創生
内容・方法：地方創成や地域活性化について考える
【第10回】
テーマ：アウトドアスポーツツーリズム事例研究①
内容・方法：アウトドアスポーツによる地方創成や地域活性化について知る
【第11回】
テーマ：アウトドアスポーツツーリズム事例研究②
内容・方法：アウトドアスポーツによる地方創成や地域活性化について知る
【第12回】
テーマ：スポーツ・レジャーのプログラムサービス
内容・方法：プログラムやサービスの多様化について考える
【第13回】
テーマ：スポーツ・レジャーの施設運営
内容・方法：施設運営の実態を知る
【第14回】
テーマ：スポーツ・レジャーの市場分析
内容・方法：スポーツやレジャーの市場を理解する
【第15回】
テーマ：前期のまとめ
内容・方法：授業全体のふりかえり

事前事後の学習

授業種別

開講期

講義

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

スポーツレジャー概論



授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

授業内容に関する情報収集など自分なりのイメージを持つ。（各回2時間）

講義の中で説明した内容をまとめ、情報検索を行うなどして知識を深める。（各回2時間）
事前・事後学習は、授業の内容や自らの興味関心のある内容について、インターネットや新聞、雑誌等を活用し
自分なりに現場でのイメージを広げていくこと。　
第1回から第7回の事前学習は、それぞれの内容に応じてインターネット等で情報を収集し実態を把握すること。
事後学習については、自分のイメージと社会の実態のギャップを認識し、更なる学習につなげること。第8回目か
ら第12回目については、新聞記事やスポーツ庁の発表資料を参考に事前学習を行い実態を知ること。事後学習に
ついては、自分の興味関心のある事例と比較するなどして学習を深めること。第13回以降は、これまでの内容を
もとに様々なツールを用いて事前学習を行い、自分のイメージや考えをもとに事後学習を行うこと。

課題に対するフィードバックの方法

授業内での理解度や課題内容を確認するためにワークシート等の提出を求めることがある。
課題レポートについては、内容を評価に反映させることもある。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
原則、公欠以外で5回以上欠席した場合は、評価の対象とせず「K」評価とする。

授業内での評価：授業態度や積極性、取り組みなどを評価　
授業外での評価：ふりかえりシートや課題レポートを評価
期末試験：試験もしくはレポート試験にて評価
その他：ふりかえりやレポートの内容により評価
※公欠以外で5回以上の欠席した場合は、評価対象とせず「K]評価とする。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

45

5

0

50

0

評価方法・割合

授業態度や積極性、取り組みなどを評価

りかえりシートや課題レポートを評価

期末レポート課題により評価する

評価対象となる到達目標

１,２,３,４,５

１,２,３,４,５

１,２,３,４,５

テキスト 特に指定しない

参考書 必要に応じて授業の中で紹介する

履修条件・他の科目との関連 フィールドワーク等で交通費等の負担が発生することがある。
他学科や他コース所属学生でも興味関心があれば受講することができる。但し、意欲的に態度で履
修すること。

スポーツレジャー概論



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16306201

スポーツレジャー演習

横山　誠

横山　誠

3年

授業の目的・概要

スポーツ活動には、競技スポーツや生涯スポーツだけでなく、健康スポーツやレジャースポーツなど、実践者の
ライフスタイルに応じて様々な捉え方ができる。そうした状況や実態を知るためにも、多領域にわたりスポーツ
施設やレジャー施設を訪問し、見学するだけでなく自らも他の実践者と共に様々なスポーツを体験し、体験を通
した中でスポーツやレジャーの価値を認識する。また、そこに関わるスタッフの役割についても理解を深める。

到達目標

１．自らも生涯にわたってスポーツやレジャーを実践し、その価値を多くの人々に伝えられるようになることを
目指す。
２．スポーツやレジャー施設での仕事に興味関心を持ち、体験や実践を通じて就職活動に活かせるようになる。

授業計画

【第1回】
テーマ：オリエンテーション
内容・方法：授業の進め方や評価の説明、資格に関するガイダンス
【第2回】
テーマ：スポーツ・レジャーにおける産業
内容・方法：スポーツ・レジャーの関連産業を知る
【第3回】
テーマ：スポーツ・レジャーにおけるマネジメント
内容・方法：スポーツ・レジャーにおける多様なマネジメントを知る
【第4回】
テーマ：スポーツ・レジャー（自然体験活動）の特質①
内容・方法：スポーツ・レジャー（自然体験活動）の意義を理解する
【第5回】
テーマ：スポーツ・レジャー（自然体験活動）の特質②
内容・方法：地域におけるスポーツ・レジャー（自然体験活動）の課題を理解する
【第6回】
テーマ：スポーツ・レジャー（自然体験活動）における対象者理解
内容・方法：対象者理解の必要性、特徴、配慮事項等を理解する
【第7回】
テーマ：青少年教育における体験活動
内容・方法：体験活動の意義や目的、課題や効果について理解する
【第8回】
テーマ：スポーツ・レジャー（自然体験活動）の指導
内容・方法：指導者としての基本的な心構えを理解する
【第9回】
テーマ：スポーツ・レジャー（自然体験活動）の安全管理①
内容・方法：基本的な安全管理を理解する
【第10回】
テーマ：スポーツ・レジャー（自然体験活動）の安全管理②
内容・方法：応急処置やKYTについて理解する
【第11回】
テーマ：スポーツ・レジャー（自然体験活動）の技術・サービス①
内容・方法：キャンプギアにふれてみる
【第12回】
テーマ：スポーツ・レジャー（自然体験活動）の技術・サービス②
内容・方法：身近な自然物を使ったクラフト
【第13回】
テーマ：スポーツ・レジャー（自然体験活動）の技術・サービス③
内容・方法：パッケージド・プログラム
【第14回】
テーマ：スポーツ・レジャー（自然体験活動）の技術・サービス④
内容・方法：アウトドアリビングスキル
【第15回】
テーマ：後期授業のまとめ
内容・方法：授業のふりかえりと今後のレジャー活動への抱負

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

スポーツレジャー演習



授業内容に関する情報収集など自分なりのイメージを持つ。（各回2時間）

講義の中で説明した内容をまとめ、情報検索を行うなどして知識を深める。（各回2時間）
体験による学びや効果、社会的なニーズに関する理解を深めること。
類似するサービスやプログラムに関する比較検討を行うこと。　　
第1回から第8回では、事前学習として自然体験活動の様々な会活動や効果について調べ、事後学習として実際の
特徴やその効果について理解を深めると共に、自然体験活動全般に関する理解を深める。第8回から第10回では、
現場での指導体制や危険要素に関するイメージをもち、事後学習として指導者の責任やリスクマネジメントの重
要性について学びを深める。第11回以降は、事前学習として様々な領域やフィールドでのプログラムサービスに
ついて興味関心をもち、事後学習では現場で行われているサービスや付加価値について学びを深める。

課題に対するフィードバックの方法

ふりかえりシート及びプレゼンテーションにおいて共有する。

成績評価の方法・基準（方針）

理論的な理解及び体験による学びのレポート、ふりかえり、発表により評価を行う。
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
原則、公欠以外で5回以上欠席した場合は、評価の対象とせず「K」評価とする。

授業内での評価：授業態度及び個人でのレジャー体験・消費、ふりかりを評価　
授業外での評価：ふりかえりシートや課題レポートを評価
期末試験：試験もしくはレポート試験にて評価
その他：ふりかえりやレポートの内容により評価
※公欠以外で5回以上の欠席した場合は、評価対象とせず「K]評価とする。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

45

5

0

50

0

評価方法・割合

授業態度及び個人でのレジャー体験・消費、ふりかりを評
価

ふりかえりシートや課題レポートを評価

期末レポート課題により評価する

評価対象となる到達目標

１,２

１,２

１,２

テキスト 特に指定しない。適宜紹介する。

参考書 必要に応じて授業の中で紹介する

履修条件・他の科目との関連 教室による授業だけでなく、学外授業等でスポーツやレジャーに関する施設を見学し、サービスやプロ
グラムを体験することがある。
交通費、体験料等は原則自己負担とするが、一部負担の場合もある。
希望者は自然体験活動指導者資格者（NEAL リーダー） を申請することができるが、詳細は授業
内で説明する。
自然体験活動指導者（リーダー）に関する資料やテキストはclassroomにてPDFデータを配信する。

スポーツレジャー演習



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16306301

セミナーⅠａ

高橋　泰代

高橋　泰代

1年

授業の目的・概要

セミナーⅠaでは、大学での勉学に必要な基本的な学習スキル、すなわち読む能力、まとめる能力、書く能力およ
び発表する能力を習得するための初歩的なプログラムを実施する。最初は簡単な文献あるいは資料を読むことか
ら始め、自分が感じたことを自分の考えで文章作成し、最終的にレポート形式でまとめることを目標とする。ま
たキャンパス内の教育的施設・設備の活用方法を理解するとともに、必要な文献あるいは資料を収集し、まとめ
ることができることを目指す。
また、ワークブックを用いた課題を課し、数的処理・文章読解能力の向上を目指す。さらに月1回ポートフォリオ
を作成する。

到達目標

1.キャンパス内の教育的施設・設備の活用方法を理解し、必要な文献や資料を収集することができる。
2基本的な数的処理・文章読解能力を習得している。
3.大学の勉学に必要な基本的学習スキル（読む、書く、発表の能力）を習得している。

授業計画

【第1回】
ガイダンス
（共通）ガイドブック配布・自己紹介・シラバスを見よう・オフィスアワー・エンカレッジングタイムの設定
（共通）基礎学力プレースメントテスト・ワークブックの運営方法・ポートフォリオの作成
【第2回】
（共通）受講の心得・ノートのとり方・資料整理技法・スマートデバイス活用（日常編）
（共通）基礎学力強化ワークシート課題の提出及び返却
【第3回】
（共通）図書館を使いこなす・ライブラリーツアー
（共通）基礎学力強化ワークシート課題の提出及び返却
【第4回】
（共通）入学前テキスト解答合わせ
（共通）基礎学力強化ワークシート課題の提出及び返却
【第5回】
（合同）PROGテスト・フォローガイダンス
（共通）基礎学力強化ワークシート課題の提出及び返却
【第6回】
（共通）ボランティア活動・クリーンアップ
（共通）基礎学力強化ワークシート課題の提出及び返却
【第7回】
（共通）学生相談室・学修支援室の案内・取得可能な資格取得・課外活動のすすめ
            （裁量）海外留学・海外研修のすすめ
（共通）基礎学力強化ワークシート課題の提出及び返却
【第8回】
（共通）ポートフォリオの作成・スマートデバイス活用（学習編）
（共通）基礎学力強化ワークシート課題の提出及び返却
【第9回】
（共通）クリーンアップ「振り返りレポート作成」・マナー
（共通）基礎学力強化ワークシート課題の提出及び返却
【第10回】
（合同）人権に関する映画鑑賞会
【第11回】
（合同）ビジネスパーソン講義
【第12回】
（共通）ポートフォリオの作成4
（共通）基礎学力強化ワークシート課題の提出及び返却
【第13回】
（裁量）手紙/暑中見舞い作成
（共通）基礎学力強化ワークシート課題の提出及び返却
【第14回】
（合同）コース体験ツアー事前学習
（共通）基礎学力強化ワークシート課題の提出及び返却
【第15回】
（共通）基礎学力レベルチェックテスト・ポートフォリオの作成・夏休み予定レポート作成発表・夏季休暇中の
課題説明

授業種別

開講期 前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

セミナーⅠａ



事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

＊各回事前事後の学修課題に取り組む時間は、2時間とする。
【第1回】
①事前学修課題：授業概要を一読しておくこと
②事後学修課題：授業中に積み残した課題の実施
【第2回】
①事前学修課題：実施予定の項目を確認し、テキストの該当箇所を一読しておく
②事後学修課題：授業中に積み残した課題の実施
【第3回】
①事前学修課題：実施予定の項目を確認し、テキストの該当箇所を一読しておく
②事後学修課題：授業中に積み残した課題の実施
【第4回】
①事前学修課題：入学前テキストを全て完成させておく
②事後学修課題：入学前テキストの誤答した問題を確認しておくこと
【第5回】
①事前学修課題：入学前テキストを全て完成させておく
②事後学修課題：入学前テキストの誤答した問題を確認しておくこと
【第6回】
①事前学修課題：実施予定の項目を確認し、テキストの該当箇所を一読しておく
②事後学修課題：授業中に積み残した課題の実施
【第7回】
①事前学修課題：実施予定の項目を確認し、テキストの該当箇所を一読しておく
②事後学修課題：授業中に積み残した課題の実施
【第8回】
①事前学修課題：実施予定の項目を確認し、テキストの該当箇所を一読しておく
②事後学修課題：授業中に積み残した課題の実施
【第9回】
①事前学修課題：実施予定の項目を確認し、テキストの該当箇所を一読しておく
②事後学修課題：授業中に積み残した課題の実施
【第10回】
①事前学修課題：実施予定の項目を確認し、テキストの該当箇所を一読しておく
②事後学修課題：授業中に積み残した課題の実施
【第11回】
①事前学修課題：実施予定の項目を確認し、テキストの該当箇所を一読しておく
②事後学修課題：授業中に積み残した課題の実施
【第12回】
①事前学修課題：実施予定の項目を確認し、テキストの該当箇所を一読しておく
②事後学修課題：授業中に積み残した課題の実施
【第13回】
①事前学修課題：出身高校の住所を把握しておく
②事後学修課題：授業中に積み残した課題の実施
【第14回】
①事前学修課題：大学のＨＰから各コースの概要を把握しておく
②事後学修課題：コース体験ツアーの事前課題の実施1
【第15回】
①事前学修課題：実施予定の項目を確認し、テキストの該当箇所を一読しておく
②事後学修課題：コース体験ツアーの事前課題の実施2

課題に対するフィードバックの方法

毎回、基礎学力強化ワークシートを配布して、基礎学力の向上を目指す。授業内で終了しない場合は課題として
扱い、翌週にフィードバックを行う。

成績評価の方法・基準（方針）

基準点(60点)に、以下の項目で加点や減点をして評点を決定する。
(1)入学前テキスト　(2)授業への取り組み　(3)課題提出　(4)基礎学力ワークシートへの取り組み
評点が60点以上かつ、基礎学力ワークシートで教員から指定された学習単元を完了させることが合格の条件とな
る。
評価方法の詳細はガイドブックを参照のこと。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

10

30

0

10

50

評価方法・割合

講義内で与えられた課題提出とその内容

入学前テキスト、大学学びのことはじめ、数学学びのことは
じめへの取り組み

最終レポート

ゼミ内での積極的な提案や発言

評価対象となる到達目標

1,2,3

1,2,3

1,2,3

1,2,3

セミナーⅠａ



テキスト ・3訂大学学びのことはじめ/佐藤智明他/ナカニシヤ出版/1900/978-4-7795-0838-7
・数学学びのことはじめ-数字と言葉に強くなるセミナーワークブック-

参考書 必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 ・テキスト、配布されたガイドブック、ノート2冊を毎回持参すること。
・授業計画は、施設・設備の関係から、クラスによって実施時期・内容が異なることもあり、おおよその
順序である。
・プロジェクト学習は各ゼミで内容が異なるため、教員から与えられたテーマに取組むこと。
・エンカレッジングタイム（個別面談）はゼミ毎に4月から5月中に実施される。
・基礎学力が基準に達していない場合、また基礎学力ワークシートの解答がノルマをクリアしていない
場合、夏季休暇中に補講を実施する。

セミナーⅠａ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16306401

セミナーⅠｂ

高橋　泰代

高橋　泰代

1年

授業の目的・概要

大学での勉学に必要な基本的な学習スキル、すなわち読む能力、まとめる能力、書く能力および発表する能力を
習得するための初歩的なプログラムを実施する。最初は簡単な文献あるいは資料を読むことから始め、自分が感
じたことを自分の考えで文章作成し、最終的にレポート形式でまとめることを目標とする。その集大成としてリ
サーチプロジェクトIを実施する。

到達目標

1.大学での勉学に必要な基本的な学習スキル（読む能力、まとめる能力、書く能力、発表する能力）を習得して
いる。
2.自分が感じたことを自分の考えで文章作成し、レポート形式でまとめることができる。
3.基本的な数的処理・文章読解能力を習得している。

授業計画

【9月中2日間】
・合同：コース体験ツアー（学外）の実施
【第1回】
・共通：夏季休暇活動報告・夏季休暇課題の確認及び提出
・共通：後期分基礎学力強化ワークシートのノルマ確認
・共通：エンカレッジタイムの設定
・共通：コース体験ツアー事後学習1
【第2回】
・共通：ポートフォリオの作成1
・共通：コース体験ツアー事後学習2
・共通：基礎学力強化ワークシート課題の提出及び返却
【第3回】
・共通：基礎学力強化ワークシート課題の提出及び返却
【第4回】
・共通：デザインことはじめ
・共通：ロールプレイングでマナーを理解する
・共通：基礎学力強化ワークシート課題の提出及び返却
【第5回】
・裁量：図表の理解と作成
・共通：基礎学力強化ワークシート課題の提出及び返却
【第6回】
・共通：ポートフォリオの作成2
・裁量：レポート作成手順
・共通：基礎学力強化ワークシート課題の提出及び返却
【第7回】
・合同：リサーチプロジェクトⅠ説明会
・合同：2年次コースの理解
・共通：基礎学力強化ワークシート課題の提出及び返却
【第8回】
・共通：リサーチプロジェクトⅠ作成1
・共通：基礎学力強化ワークシート課題の提出及び返却
【第9回】
・共通：リサーチプロジェクトⅠ作成2
・共通：基礎学力強化ワークシート課題の提出及び返却
【第10回】
・裁量：リサーチプロジェクトⅠ作成3
・共通：リサーチプロジェクトⅠ最終確認
・共通：基礎学力強化ワークシート課題の提出及び返却
【第11回】
・共通：リサーチプロジェクトⅠ提出
・共通：ポートフォリオの作成3
・共通：基礎学力強化ワークシート課題の提出及び返却
【第12回】
・合同：卒業生講演会
・共通：基礎学力強化ワークシート課題の提出及び返却
【第13回】
・共通：ポートフォリオの作成4
・共通：就職活動ことはじめ・履歴書作成

授業種別

開講期 後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

セミナーⅠｂ



・共通：基礎学力強化ワークシート課題の提出及び返却
【第14回】
・合同：コース選択説明会
・共通：基礎学力強化ワークシート課題の提出及び返却
【第15回】
・共通：ポートフォリオの作成（最終）5
・共通：基礎学力レベルチェックテスト
・共通：基礎学力強化ワークシート課題の提出及び返却
・共通：春季休暇課題説明

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

＊各回事前事後の学修課題に取り組む時間は、2時間とする。
【第1回】
①事前学修課題：授業概要を一読しておくこと
②事後学修課題：授業中に積み残した課題及び基礎学力強化ワークシートの実施
【第2回】
①事前学修課題：実施予定の項目を確認し、テキストの該当箇所を一読しておく
②事後学修課題：授業中に積み残した課題及び基礎学力強化ワークシートの実施
【第3回】
①事前学修課題：実施予定の項目を確認し、テキストの該当箇所を一読しておく
②事後学修課題：授業中に積み残した課題及び基礎学力強化ワークシートの実施
【第4回】
①事前学修課題：実施予定の項目を確認し、テキストの該当箇所を一読しておく
②事後学修課題：授業中に積み残した課題及び基礎学力強化ワークシートの実施
【第5回】
①事前学修課題：実施予定の項目を確認し、テキストの該当箇所を一読しておく
②事後学修課題：授業中に積み残した課題及び基礎学力強化ワークシートの実施
【第6回】
①事前学修課題：実施予定の項目を確認し、テキストの該当箇所を一読しておく
②事後学修課題：授業中に積み残した課題及び基礎学力強化ワークシートの実施
【第7回】
①事前学修課題：実施予定の項目を確認し、テキストの該当箇所を一読しておく
②事後学修課題：授業中に積み残した課題及び基礎学力強化ワークシートの実施
【第8回】
①事前学修課題：実施予定の項目を確認し、テキストの該当箇所を一読しておく
②事後学修課題：授業中に積み残した課題及び基礎学力強化ワークシートの実施
【第9回】
①事前学修課題：実施予定の項目を確認し、テキストの該当箇所を一読しておく
②事後学修課題：授業中に積み残した課題及び基礎学力強化ワークシートの実施
【第10回】
①事前学修課題：実施予定の項目を確認し、テキストの該当箇所を一読しておく
②事後学修課題：授業中に積み残した課題及び基礎学力強化ワークシートの実施
【第11回】
①事前学修課題：実施予定の項目を確認し、テキストの該当箇所を一読しておく
②事後学修課題：授業中に積み残した課題及び基礎学力強化ワークシートの実施
【第12回】
①事前学修課題：実施予定の項目を確認し、テキストの該当箇所を一読しておく
②事後学修課題：授業中に積み残した課題及び基礎学力強化ワークシートの実施
【第13回】
①事前学修課題：実施予定の項目を確認し、テキストの該当箇所を一読しておく
②事後学修課題：授業中に積み残した課題及び基礎学力強化ワークシートの実施
【第14回】
①事前学修課題：実施予定の項目を確認し、テキストの該当箇所を一読しておく
②事後学修課題：授業中に積み残した課題及び基礎学力強化ワークシートの実施
【第15回】
①事前学修課題：実施予定の項目を確認し、テキストの該当箇所を一読しておく
②事後学修課題：授業中に積み残した課題及び基礎学力強化ワークシートの実施

課題に対するフィードバックの方法

毎回、基礎学力強化ワークシートを課題として配布し、基礎学力の向上を目指す。次回のゼミまでに提出し、誤
りや理解できない問題は添削を実施し、フィードバックを行う。

成績評価の方法・基準（方針）

基準点(60点)に、以下の項目で加点や減点をして評点を決定する。
(1)授業への取り組み　(2)課題提出(リサーチプロジェクトⅠを含む)　(3)基礎学力強化ワークシートへの取り組
み(夏期休暇課題を含む)
　評点が60点以上かつ、リサーチプロジェクトⅠの合格及び基礎学力ワークシートで教員から指定された学習単
元を完了させることが合格の条件となる。
評価方法の詳細はガイドブックを参照のこと。

成績評価の種類 評価割合
（％）

評価方法・割合 評価対象となる到達目標

セミナーⅠｂ



授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他
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授業内で与えられた課題提出

大学学びのことはじめ、数学学びのことはじめへの取り組み

最終レポート

・ゼミ内での積極的な提案や発言
・読書レポートの作成
・リサーチプロジェクトⅠの作成

1, 2

3

1,2,3

1,2

テキスト ・3訂大学学びのことはじめ/佐藤智明他/ナカニシヤ出版/1900/978-4-7795-0838-7
・数学学びのことはじめ-数字と言葉に強くなるセミナーワークブック-

参考書

履修条件・他の科目との関連 ・テキスト、配布されたガイドブック、ノートを毎回持参すること。
・授業計画は、施設・設備の関係から、クラスによって実施時期・内容が異なることもあり、おおよその
順序である。
・プロジェクト学習は各ゼミで内容が異なるため、教員から与えられたテーマに取組むこと。
・エンカレッジングタイム（個別面談）はゼミ毎に9月から10月中に実施される。
・基礎学力が基準に達していない場合、また基礎学力ワークシートの解答がノルマをクリアしていない
場合、春季休暇中に補講を実施する。

セミナーⅠｂ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16306501

セミナーⅡａ

高橋　泰代

高橋　泰代

2年

授業の目的・概要

ビジネスを学ぶ際に必要な、経営学における初学的なことがらを学ぶ。基礎部分は、１年次で学んだことの確認
と業界研究に必要なノウハウを学んでいく。また、時事ワークシートを用いて一般常識や時事問題を学び、社会
やビジネスに必要な学習を実施する。さらに課題として1年次に実施した「数学学びのことはじめ」の上級編及び
ビジネス数学に関するセンスを養い、数的処理能力と文章読解能力の向上を目指す。

到達目標

1.１年次で学んだことの確認ができる
2.業界研究に必要なノウハウを得ることができる
3.数的処理能力と文章読解能力を向上させることができる

授業計画

【第1回】
テーマ：（共通）ガイダンス・春季休暇課題の確認・ポートフォリオの作成
内容・方法：（共通）テキスト確認・ガイドブック配布・自己紹介・セミナーの概略・毎週の課題・春期休暇課
題提出
【第2回】
テーマ：Chapter0　イントロダクション
内容・方法：（共通）テキストのイントロダクションを実施
【第3回】
テーマ：Chapter1　ヒト（組織）①
内容・方法：1.1ヒトという経営資源、1.2ヒトと組織の見方の移り変わり、1.3お金を求めて働くヒト
【第4回】
テーマ：Chapter1　ヒト（組織）②
内容・方法：1.4仲間を求めるヒト、1.5仕事にやりがいを求めるヒト、1.6まとめ
【第5回】
テーマ：Chapter2　モノ（商品）とビジネス①　
内容・方法：2.1商品とは何か、2.2商品を作るためには
【第6回】
テーマ：（共通）ライブラリーツアー※ゼミ毎に日程が異なる
内容・方法：図書館での論文・文献の探し方について学ぶ
【第7回】
テーマ：Chapter2　モノ（商品）とビジネス②
内容・方法：2.3商品を売るためには、2.3競合他社に勝つためには
【第8回】
テーマ：Chapter2　モノ（商品）とビジネス③・ポートフォリオの作成
内容・方法：2.5消費者の購買心理を知るためには
【第9回】
テーマ：Chapter3　資金（カネ）①
内容・方法：3.1ビジネスにおける資金のこと
【第10回】
テーマ：（合同）人権映画会
内容・方法：（合同）人権について学習する
【第11回】
テーマ：Chapter3　資金（カネ）②
内容・方法：3.2ファースト・リテイリングの財務分析
【第12回】
テーマ：Chapter3　資金（カネ）③・ポートフォリオの作成
内容・方法：3.3資金調達
【第13回】
テーマ：（合同）テキスト総復習
内容・方法：（合同）これまでの課題について総復習
【第14回】
テーマ：（共通）数学確認テスト
内容・方法：（共通）「数学学びのことはじめ」総復習
【第15回】
テーマ：ポートフォリオの作成・夏期休暇課題説明
内容・方法：ポートフォリオを用いて前期の活動の振り返り・未終了の前期分の課題を完成させる

事前事後の学習

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

セミナーⅡａ



授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

【第1回】
①事前学修課題：授業概要を一読する・春期休暇課題を終了させる　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第2回】
①事前学修課題：テキストのイントロダクションを読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第3回】
①事前学修課題：テキストのChapter1の前半を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第4回】
①事前学修課題：テキストのChapter1の後半を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第5回】
①事前学修課題：テキストのChapter2の①、②を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第6回】
①事前学修課題：一年次のライブラリーツアーの内容を復習する　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第7回】
①事前学修課題：テキストのChapter2の③、④を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第8回】
①事前学修課題：テキストのChapter2の⑤を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第9回】
①事前学修課題：テキストのChapter3の①を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第10回】
①事前学修課題：人権問題について調べる　2時間
②事後学修課題：人権映画会での課題を行う　2時間
【第11回】
①事前学修課題：テキストのChapter3の②を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第12回】
①事前学修課題：テキストのChapter3の③を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第13回】
①事前学修課題：テキストの内容を再確認する　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第14回】
①事前学修課題：「数学学びのことはじめ」の復習をする　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第15回】
①事前学修課題：「数学学びのことはじめ」前期分課題を完成させる　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」夏期休暇課題を進める　2時間

課題に対するフィードバックの方法

提出課題を添削し返却する。

成績評価の方法・基準（方針）

平常点（50％）、課題点（20％）、数学学びのことはじめ(10%)、春期休暇課題(10％)、課題に基づくレポート
(10％)とする。
正当な理由のない欠席4回以上 、または春期休暇課題の未提出、ならびに、「数学学びのことはじめ」が当期の
達成目標に到達しなかった場合、 評価の対象とせず、「 K 」評価とする。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

80

10

0

10

0

評価方法・割合

平常点（50％）、通常課題（20％）、数学学びのことはじ
め（10％）

春期休暇課題（10％）

課題に基づくレポート(10％)

評価対象となる到達目標

1、2

3

1、2

テキスト 佐藤智明他　編　『業界研究学びのことはじめ』ナカニシヤ出版、2200円＋税、
ISBN978-4-7795-1027-4

セミナーⅡａ



参考書 大阪国際大学　『数学学びのことはじめII　-数字と言葉に強くなるセミナーワークブック-』
公益財団法人　日本数学検定協会　編　『＜実践＞ビジネス数学検定3級』日経BP社、1000円
＋税、ISBN978-4-8222-3936-7

履修条件・他の科目との関連 テキスト、参考書及びノートを毎回持参すること。
授業計画は、クラスによって実施時期・内容が変更されることもあるので、おおよその順序である。エン
カレッジングタイム（個別面談）は、ゼミ毎に4月から5月中に実施される。

セミナーⅡａ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16306502

セミナーⅡａ

近藤　浩章

近藤　浩章

2年

授業の目的・概要

ビジネスを学ぶ際に必要な、経営学における初学的なことがらを学ぶ。基礎部分は、１年次で学んだことの確認
と業界研究に必要なノウハウを学んでいく。また、時事ワークシートを用いて一般常識や時事問題を学び、社会
やビジネスに必要な学習を実施する。さらに課題として1年次に実施した「数学学びのことはじめ」の上級編及び
ビジネス数学に関するセンスを養い、数的処理能力と文章読解能力の向上を目指す。

到達目標

1.１年次で学んだことの確認ができる
2.業界研究に必要なノウハウを得ることができる
3.数的処理能力と文章読解能力を向上させることができる

授業計画

【第1回】
テーマ：（共通）ガイダンス・春季休暇課題の確認・ポートフォリオの作成
内容・方法：（共通）テキスト確認・ガイドブック配布・自己紹介・セミナーの概略・毎週の課題・春期休暇課
題提出
【第2回】
テーマ：Chapter0　イントロダクション
内容・方法：（共通）テキストのイントロダクションを実施
【第3回】
テーマ：Chapter1　ヒト（組織）①
内容・方法：1.1ヒトという経営資源、1.2ヒトと組織の見方の移り変わり、1.3お金を求めて働くヒト
【第4回】
テーマ：Chapter1　ヒト（組織）②
内容・方法：1.4仲間を求めるヒト、1.5仕事にやりがいを求めるヒト、1.6まとめ
【第5回】
テーマ：Chapter2　モノ（商品）とビジネス①　
内容・方法：2.1商品とは何か、2.2商品を作るためには
【第6回】
テーマ：（共通）ライブラリーツアー※ゼミ毎に日程が異なる
内容・方法：図書館での論文・文献の探し方について学ぶ
【第7回】
テーマ：Chapter2　モノ（商品）とビジネス②
内容・方法：2.3商品を売るためには、2.3競合他社に勝つためには
【第8回】
テーマ：Chapter2　モノ（商品）とビジネス③・ポートフォリオの作成
内容・方法：2.5消費者の購買心理を知るためには
【第9回】
テーマ：Chapter3　資金（カネ）①
内容・方法：3.1ビジネスにおける資金のこと
【第10回】
テーマ：（合同）人権映画会
内容・方法：（合同）人権について学習する
【第11回】
テーマ：Chapter3　資金（カネ）②
内容・方法：3.2ファースト・リテイリングの財務分析
【第12回】
テーマ：Chapter3　資金（カネ）③・ポートフォリオの作成
内容・方法：3.3資金調達
【第13回】
テーマ：（合同）テキスト総復習
内容・方法：（合同）これまでの課題について総復習
【第14回】
テーマ：（共通）数学確認テスト
内容・方法：（共通）「数学学びのことはじめ」総復習
【第15回】
テーマ：ポートフォリオの作成・夏期休暇課題説明
内容・方法：ポートフォリオを用いて前期の活動の振り返り・未終了の前期分の課題を完成させる

事前事後の学習

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

セミナーⅡａ



授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

【第1回】
①事前学修課題：授業概要を一読する・春期休暇課題を終了させる　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第2回】
①事前学修課題：テキストのイントロダクションを読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第3回】
①事前学修課題：テキストのChapter1の前半を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第4回】
①事前学修課題：テキストのChapter1の後半を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第5回】
①事前学修課題：テキストのChapter2の①、②を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第6回】
①事前学修課題：一年次のライブラリーツアーの内容を復習する　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第7回】
①事前学修課題：テキストのChapter2の③、④を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第8回】
①事前学修課題：テキストのChapter2の⑤を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第9回】
①事前学修課題：テキストのChapter3の①を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第10回】
①事前学修課題：人権問題について調べる　2時間
②事後学修課題：人権映画会での課題を行う　2時間
【第11回】
①事前学修課題：テキストのChapter3の②を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第12回】
①事前学修課題：テキストのChapter3の③を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第13回】
①事前学修課題：テキストの内容を再確認する　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第14回】
①事前学修課題：「数学学びのことはじめ」の復習をする　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第15回】
①事前学修課題：「数学学びのことはじめ」前期分課題を完成させる　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」夏期休暇課題を進める　2時間

課題に対するフィードバックの方法

提出課題を添削し返却する。

成績評価の方法・基準（方針）

平常点（50％）、課題点（20％）、数学学びのことはじめ(10%)、春期休暇課題(10％)、課題に基づくレポート
(10％)とする。
正当な理由のない欠席4回以上 、または春期休暇課題の未提出、ならびに、「数学学びのことはじめ」が当期の
達成目標に到達しなかった場合、 評価の対象とせず、「 K 」評価とする。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

80

10

0

10

0

評価方法・割合

平常点（50％）、通常課題（20％）、数学学びのことはじ
め（10％）

春期休暇課題（10％）

課題に基づくレポート(10％)

評価対象となる到達目標

1、2

3

1、2

テキスト 佐藤智明他　編　『業界研究学びのことはじめ』ナカニシヤ出版、2200円＋税、
ISBN978-4-7795-1027-4

セミナーⅡａ



参考書 大阪国際大学　『数学学びのことはじめII　-数字と言葉に強くなるセミナーワークブック-』
公益財団法人　日本数学検定協会　編　『＜実践＞ビジネス数学検定3級』日経BP社、1000円
＋税、ISBN978-4-8222-3936-7

履修条件・他の科目との関連 テキスト、参考書及びノートを毎回持参すること。
授業計画は、クラスによって実施時期・内容が変更されることもあるので、おおよその順序である。エン
カレッジングタイム（個別面談）は、ゼミ毎に4月から5月中に実施される。

セミナーⅡａ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16306503

セミナーⅡａ

田窪　美葉

田窪　美葉

2年

授業の目的・概要

ビジネスを学ぶ際に必要な、経営学における初学的なことがらを学ぶ。基礎部分は、１年次で学んだことの確認
と業界研究に必要なノウハウを学んでいく。また、時事ワークシートを用いて一般常識や時事問題を学び、社会
やビジネスに必要な学習を実施する。さらに課題として1年次に実施した「数学学びのことはじめ」の上級編及び
ビジネス数学に関するセンスを養い、数的処理能力と文章読解能力の向上を目指す。

到達目標

1.１年次で学んだことの確認ができる
2.業界研究に必要なノウハウを得ることができる
3.数的処理能力と文章読解能力を向上させることができる

授業計画

【第1回】
テーマ：（共通）ガイダンス・春季休暇課題の確認・ポートフォリオの作成
内容・方法：（共通）テキスト確認・ガイドブック配布・自己紹介・セミナーの概略・毎週の課題・春期休暇課
題提出
【第2回】
テーマ：Chapter0　イントロダクション
内容・方法：（共通）テキストのイントロダクションを実施
【第3回】
テーマ：Chapter1　ヒト（組織）①
内容・方法：1.1ヒトという経営資源、1.2ヒトと組織の見方の移り変わり、1.3お金を求めて働くヒト
【第4回】
テーマ：Chapter1　ヒト（組織）②
内容・方法：1.4仲間を求めるヒト、1.5仕事にやりがいを求めるヒト、1.6まとめ
【第5回】
テーマ：Chapter2　モノ（商品）とビジネス①　
内容・方法：2.1商品とは何か、2.2商品を作るためには
【第6回】
テーマ：（共通）ライブラリーツアー※ゼミ毎に日程が異なる
内容・方法：図書館での論文・文献の探し方について学ぶ
【第7回】
テーマ：Chapter2　モノ（商品）とビジネス②
内容・方法：2.3商品を売るためには、2.3競合他社に勝つためには
【第8回】
テーマ：Chapter2　モノ（商品）とビジネス③・ポートフォリオの作成
内容・方法：2.5消費者の購買心理を知るためには
【第9回】
テーマ：Chapter3　資金（カネ）①
内容・方法：3.1ビジネスにおける資金のこと
【第10回】
テーマ：（合同）人権映画会
内容・方法：（合同）人権について学習する
【第11回】
テーマ：Chapter3　資金（カネ）②
内容・方法：3.2ファースト・リテイリングの財務分析
【第12回】
テーマ：Chapter3　資金（カネ）③・ポートフォリオの作成
内容・方法：3.3資金調達
【第13回】
テーマ：（合同）テキスト総復習
内容・方法：（合同）これまでの課題について総復習
【第14回】
テーマ：（共通）数学確認テスト
内容・方法：（共通）「数学学びのことはじめ」総復習
【第15回】
テーマ：ポートフォリオの作成・夏期休暇課題説明
内容・方法：ポートフォリオを用いて前期の活動の振り返り・未終了の前期分の課題を完成させる

事前事後の学習

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

セミナーⅡａ



授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

【第1回】
①事前学修課題：授業概要を一読する・春期休暇課題を終了させる　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第2回】
①事前学修課題：テキストのイントロダクションを読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第3回】
①事前学修課題：テキストのChapter1の前半を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第4回】
①事前学修課題：テキストのChapter1の後半を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第5回】
①事前学修課題：テキストのChapter2の①、②を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第6回】
①事前学修課題：一年次のライブラリーツアーの内容を復習する　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第7回】
①事前学修課題：テキストのChapter2の③、④を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第8回】
①事前学修課題：テキストのChapter2の⑤を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第9回】
①事前学修課題：テキストのChapter3の①を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第10回】
①事前学修課題：人権問題について調べる　2時間
②事後学修課題：人権映画会での課題を行う　2時間
【第11回】
①事前学修課題：テキストのChapter3の②を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第12回】
①事前学修課題：テキストのChapter3の③を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第13回】
①事前学修課題：テキストの内容を再確認する　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第14回】
①事前学修課題：「数学学びのことはじめ」の復習をする　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第15回】
①事前学修課題：「数学学びのことはじめ」前期分課題を完成させる　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」夏期休暇課題を進める　2時間

課題に対するフィードバックの方法

提出課題を添削し返却する。

成績評価の方法・基準（方針）

平常点（50％）、課題点（20％）、数学学びのことはじめ(10%)、春期休暇課題(10％)、課題に基づくレポート
(10％)とする。
正当な理由のない欠席4回以上 、または春期休暇課題の未提出、ならびに、「数学学びのことはじめ」が当期の
達成目標に到達しなかった場合、 評価の対象とせず、「 K 」評価とする。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

80

10

0

10

0

評価方法・割合

平常点（50％）、通常課題（20％）、数学学びのことはじ
め（10％）

春期休暇課題（10％）

課題に基づくレポート(10％)

評価対象となる到達目標

1、2

3

1、2

テキスト 佐藤智明他　編　『業界研究学びのことはじめ』ナカニシヤ出版、2200円＋税、
ISBN978-4-7795-1027-4

セミナーⅡａ



参考書 大阪国際大学　『数学学びのことはじめII　-数字と言葉に強くなるセミナーワークブック-』
公益財団法人　日本数学検定協会　編　『＜実践＞ビジネス数学検定3級』日経BP社、1000円
＋税、ISBN978-4-8222-3936-7

履修条件・他の科目との関連 テキスト、参考書及びノートを毎回持参すること。
授業計画は、クラスによって実施時期・内容が変更されることもあるので、おおよその順序である。エン
カレッジングタイム（個別面談）は、ゼミ毎に4月から5月中に実施される。

セミナーⅡａ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16306504

セミナーⅡａ

安高　真一郎

安高　真一郎

2年

授業の目的・概要

ビジネスを学ぶ際に必要な、経営学における初学的なことがらを学ぶ。基礎部分は、１年次で学んだことの確認
と業界研究に必要なノウハウを学んでいく。また、時事ワークシートを用いて一般常識や時事問題を学び、社会
やビジネスに必要な学習を実施する。さらに課題として1年次に実施した「数学学びのことはじめ」の上級編及び
ビジネス数学に関するセンスを養い、数的処理能力と文章読解能力の向上を目指す。

到達目標

1.１年次で学んだことの確認ができる
2.業界研究に必要なノウハウを得ることができる
3.数的処理能力と文章読解能力を向上させることができる

授業計画

【第1回】
テーマ：（共通）ガイダンス・春季休暇課題の確認・ポートフォリオの作成
内容・方法：（共通）テキスト確認・ガイドブック配布・自己紹介・セミナーの概略・毎週の課題・春期休暇課
題提出
【第2回】
テーマ：Chapter0　イントロダクション
内容・方法：（共通）テキストのイントロダクションを実施
【第3回】
テーマ：Chapter1　ヒト（組織）①
内容・方法：1.1ヒトという経営資源、1.2ヒトと組織の見方の移り変わり、1.3お金を求めて働くヒト
【第4回】
テーマ：Chapter1　ヒト（組織）②
内容・方法：1.4仲間を求めるヒト、1.5仕事にやりがいを求めるヒト、1.6まとめ
【第5回】
テーマ：Chapter2　モノ（商品）とビジネス①　
内容・方法：2.1商品とは何か、2.2商品を作るためには
【第6回】
テーマ：（共通）ライブラリーツアー※ゼミ毎に日程が異なる
内容・方法：図書館での論文・文献の探し方について学ぶ
【第7回】
テーマ：Chapter2　モノ（商品）とビジネス②
内容・方法：2.3商品を売るためには、2.3競合他社に勝つためには
【第8回】
テーマ：Chapter2　モノ（商品）とビジネス③・ポートフォリオの作成
内容・方法：2.5消費者の購買心理を知るためには
【第9回】
テーマ：Chapter3　資金（カネ）①
内容・方法：3.1ビジネスにおける資金のこと
【第10回】
テーマ：（合同）人権映画会
内容・方法：（合同）人権について学習する
【第11回】
テーマ：Chapter3　資金（カネ）②
内容・方法：3.2ファースト・リテイリングの財務分析
【第12回】
テーマ：Chapter3　資金（カネ）③・ポートフォリオの作成
内容・方法：3.3資金調達
【第13回】
テーマ：（合同）テキスト総復習
内容・方法：（合同）これまでの課題について総復習
【第14回】
テーマ：（共通）数学確認テスト
内容・方法：（共通）「数学学びのことはじめ」総復習
【第15回】
テーマ：ポートフォリオの作成・夏期休暇課題説明
内容・方法：ポートフォリオを用いて前期の活動の振り返り・未終了の前期分の課題を完成させる

事前事後の学習

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

セミナーⅡａ



授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

【第1回】
①事前学修課題：授業概要を一読する・春期休暇課題を終了させる　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第2回】
①事前学修課題：テキストのイントロダクションを読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第3回】
①事前学修課題：テキストのChapter1の前半を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第4回】
①事前学修課題：テキストのChapter1の後半を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第5回】
①事前学修課題：テキストのChapter2の①、②を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第6回】
①事前学修課題：一年次のライブラリーツアーの内容を復習する　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第7回】
①事前学修課題：テキストのChapter2の③、④を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第8回】
①事前学修課題：テキストのChapter2の⑤を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第9回】
①事前学修課題：テキストのChapter3の①を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第10回】
①事前学修課題：人権問題について調べる　2時間
②事後学修課題：人権映画会での課題を行う　2時間
【第11回】
①事前学修課題：テキストのChapter3の②を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第12回】
①事前学修課題：テキストのChapter3の③を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第13回】
①事前学修課題：テキストの内容を再確認する　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第14回】
①事前学修課題：「数学学びのことはじめ」の復習をする　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第15回】
①事前学修課題：「数学学びのことはじめ」前期分課題を完成させる　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」夏期休暇課題を進める　2時間

課題に対するフィードバックの方法

提出課題を添削し返却する。

成績評価の方法・基準（方針）

平常点（50％）、課題点（20％）、数学学びのことはじめ(10%)、春期休暇課題(10％)、課題に基づくレポート
(10％)とする。
正当な理由のない欠席4回以上 、または春期休暇課題の未提出、ならびに、「数学学びのことはじめ」が当期の
達成目標に到達しなかった場合、 評価の対象とせず、「 K 」評価とする。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

80

10

0

10

0

評価方法・割合

平常点（50％）、通常課題（20％）、数学学びのことはじ
め（10％）

春期休暇課題（10％）

課題に基づくレポート(10％)

評価対象となる到達目標

1、2

3

1、2

テキスト 佐藤智明他　編　『業界研究学びのことはじめ』ナカニシヤ出版、2200円＋税、
ISBN978-4-7795-1027-4

セミナーⅡａ



参考書 大阪国際大学　『数学学びのことはじめII　-数字と言葉に強くなるセミナーワークブック-』
公益財団法人　日本数学検定協会　編　『＜実践＞ビジネス数学検定3級』日経BP社、1000円
＋税、ISBN978-4-8222-3936-7

履修条件・他の科目との関連 テキスト、参考書及びノートを毎回持参すること。
授業計画は、クラスによって実施時期・内容が変更されることもあるので、おおよその順序である。エン
カレッジングタイム（個別面談）は、ゼミ毎に4月から5月中に実施される。

セミナーⅡａ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16306505

セミナーⅡａ

青木　崇

青木　崇

2年

授業の目的・概要

ビジネスを学ぶ際に必要な、経営学における初学的なことがらを学ぶ。基礎部分は、１年次で学んだことの確認
と業界研究に必要なノウハウを学んでいく。また、時事ワークシートを用いて一般常識や時事問題を学び、社会
やビジネスに必要な学習を実施する。さらに課題として1年次に実施した「数学学びのことはじめ」の上級編及び
ビジネス数学に関するセンスを養い、数的処理能力と文章読解能力の向上を目指す。

到達目標

1.１年次で学んだことの確認ができる
2.業界研究に必要なノウハウを得ることができる
3.数的処理能力と文章読解能力を向上させることができる

授業計画

【第1回】
テーマ：（共通）ガイダンス・春季休暇課題の確認・ポートフォリオの作成
内容・方法：（共通）テキスト確認・ガイドブック配布・自己紹介・セミナーの概略・毎週の課題・春期休暇課
題提出
【第2回】
テーマ：Chapter0　イントロダクション
内容・方法：（共通）テキストのイントロダクションを実施
【第3回】
テーマ：Chapter1　ヒト（組織）①
内容・方法：1.1ヒトという経営資源、1.2ヒトと組織の見方の移り変わり、1.3お金を求めて働くヒト
【第4回】
テーマ：Chapter1　ヒト（組織）②
内容・方法：1.4仲間を求めるヒト、1.5仕事にやりがいを求めるヒト、1.6まとめ
【第5回】
テーマ：Chapter2　モノ（商品）とビジネス①　
内容・方法：2.1商品とは何か、2.2商品を作るためには
【第6回】
テーマ：（共通）ライブラリーツアー※ゼミ毎に日程が異なる
内容・方法：図書館での論文・文献の探し方について学ぶ
【第7回】
テーマ：Chapter2　モノ（商品）とビジネス②
内容・方法：2.3商品を売るためには、2.3競合他社に勝つためには
【第8回】
テーマ：Chapter2　モノ（商品）とビジネス③・ポートフォリオの作成
内容・方法：2.5消費者の購買心理を知るためには
【第9回】
テーマ：Chapter3　資金（カネ）①
内容・方法：3.1ビジネスにおける資金のこと
【第10回】
テーマ：（合同）人権映画会
内容・方法：（合同）人権について学習する
【第11回】
テーマ：Chapter3　資金（カネ）②
内容・方法：3.2ファースト・リテイリングの財務分析
【第12回】
テーマ：Chapter3　資金（カネ）③・ポートフォリオの作成
内容・方法：3.3資金調達
【第13回】
テーマ：（合同）テキスト総復習
内容・方法：（合同）これまでの課題について総復習
【第14回】
テーマ：（共通）数学確認テスト
内容・方法：（共通）「数学学びのことはじめ」総復習
【第15回】
テーマ：ポートフォリオの作成・夏期休暇課題説明
内容・方法：ポートフォリオを用いて前期の活動の振り返り・未終了の前期分の課題を完成させる

事前事後の学習

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

セミナーⅡａ



授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

【第1回】
①事前学修課題：授業概要を一読する・春期休暇課題を終了させる　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第2回】
①事前学修課題：テキストのイントロダクションを読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第3回】
①事前学修課題：テキストのChapter1の前半を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第4回】
①事前学修課題：テキストのChapter1の後半を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第5回】
①事前学修課題：テキストのChapter2の①、②を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第6回】
①事前学修課題：一年次のライブラリーツアーの内容を復習する　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第7回】
①事前学修課題：テキストのChapter2の③、④を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第8回】
①事前学修課題：テキストのChapter2の⑤を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第9回】
①事前学修課題：テキストのChapter3の①を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第10回】
①事前学修課題：人権問題について調べる　2時間
②事後学修課題：人権映画会での課題を行う　2時間
【第11回】
①事前学修課題：テキストのChapter3の②を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第12回】
①事前学修課題：テキストのChapter3の③を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第13回】
①事前学修課題：テキストの内容を再確認する　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第14回】
①事前学修課題：「数学学びのことはじめ」の復習をする　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第15回】
①事前学修課題：「数学学びのことはじめ」前期分課題を完成させる　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」夏期休暇課題を進める　2時間

課題に対するフィードバックの方法

提出課題を添削し返却する。

成績評価の方法・基準（方針）

平常点（50％）、課題点（20％）、数学学びのことはじめ(10%)、春期休暇課題(10％)、課題に基づくレポート
(10％)とする。
正当な理由のない欠席4回以上 、または春期休暇課題の未提出、ならびに、「数学学びのことはじめ」が当期の
達成目標に到達しなかった場合、 評価の対象とせず、「 K 」評価とする。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

80

10

0

10

0

評価方法・割合

平常点（50％）、通常課題（20％）、数学学びのことはじ
め（10％）

春期休暇課題（10％）

課題に基づくレポート(10％)

評価対象となる到達目標

1、2

3

1、2

テキスト 佐藤智明他　編　『業界研究学びのことはじめ』ナカニシヤ出版、2200円＋税、
ISBN978-4-7795-1027-4

セミナーⅡａ



参考書 大阪国際大学　『数学学びのことはじめII　-数字と言葉に強くなるセミナーワークブック-』
公益財団法人　日本数学検定協会　編　『＜実践＞ビジネス数学検定3級』日経BP社、1000円
＋税、ISBN978-4-8222-3936-7

履修条件・他の科目との関連 テキスト、参考書及びノートを毎回持参すること。
授業計画は、クラスによって実施時期・内容が変更されることもあるので、おおよその順序である。エン
カレッジングタイム（個別面談）は、ゼミ毎に4月から5月中に実施される。

セミナーⅡａ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16306506

セミナーⅡａ

山本　誠一

山本　誠一

2年

授業の目的・概要

ビジネスを学ぶ際に必要な、経営学における初学的なことがらを学ぶ。基礎部分は、１年次で学んだことの確認
と業界研究に必要なノウハウを学んでいく。また、時事ワークシートを用いて一般常識や時事問題を学び、社会
やビジネスに必要な学習を実施する。さらに課題として1年次に実施した「数学学びのことはじめ」の上級編及び
ビジネス数学に関するセンスを養い、数的処理能力と文章読解能力の向上を目指す。

到達目標

1.１年次で学んだことの確認ができる
2.業界研究に必要なノウハウを得ることができる
3.数的処理能力と文章読解能力を向上させることができる

授業計画

【第1回】
テーマ：（共通）ガイダンス・春季休暇課題の確認・ポートフォリオの作成
内容・方法：（共通）テキスト確認・ガイドブック配布・自己紹介・セミナーの概略・毎週の課題・春期休暇課
題提出
【第2回】
テーマ：Chapter0　イントロダクション
内容・方法：（共通）テキストのイントロダクションを実施
【第3回】
テーマ：Chapter1　ヒト（組織）①
内容・方法：1.1ヒトという経営資源、1.2ヒトと組織の見方の移り変わり、1.3お金を求めて働くヒト
【第4回】
テーマ：Chapter1　ヒト（組織）②
内容・方法：1.4仲間を求めるヒト、1.5仕事にやりがいを求めるヒト、1.6まとめ
【第5回】
テーマ：Chapter2　モノ（商品）とビジネス①　
内容・方法：2.1商品とは何か、2.2商品を作るためには
【第6回】
テーマ：（共通）ライブラリーツアー※ゼミ毎に日程が異なる
内容・方法：図書館での論文・文献の探し方について学ぶ
【第7回】
テーマ：Chapter2　モノ（商品）とビジネス②
内容・方法：2.3商品を売るためには、2.3競合他社に勝つためには
【第8回】
テーマ：Chapter2　モノ（商品）とビジネス③・ポートフォリオの作成
内容・方法：2.5消費者の購買心理を知るためには
【第9回】
テーマ：Chapter3　資金（カネ）①
内容・方法：3.1ビジネスにおける資金のこと
【第10回】
テーマ：（合同）人権映画会
内容・方法：（合同）人権について学習する
【第11回】
テーマ：Chapter3　資金（カネ）②
内容・方法：3.2ファースト・リテイリングの財務分析
【第12回】
テーマ：Chapter3　資金（カネ）③・ポートフォリオの作成
内容・方法：3.3資金調達
【第13回】
テーマ：（合同）テキスト総復習
内容・方法：（合同）これまでの課題について総復習
【第14回】
テーマ：（共通）数学確認テスト
内容・方法：（共通）「数学学びのことはじめ」総復習
【第15回】
テーマ：ポートフォリオの作成・夏期休暇課題説明
内容・方法：ポートフォリオを用いて前期の活動の振り返り・未終了の前期分の課題を完成させる

事前事後の学習

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

セミナーⅡａ



授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

【第1回】
①事前学修課題：授業概要を一読する・春期休暇課題を終了させる　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第2回】
①事前学修課題：テキストのイントロダクションを読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第3回】
①事前学修課題：テキストのChapter1の前半を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第4回】
①事前学修課題：テキストのChapter1の後半を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第5回】
①事前学修課題：テキストのChapter2の①、②を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第6回】
①事前学修課題：一年次のライブラリーツアーの内容を復習する　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第7回】
①事前学修課題：テキストのChapter2の③、④を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第8回】
①事前学修課題：テキストのChapter2の⑤を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第9回】
①事前学修課題：テキストのChapter3の①を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第10回】
①事前学修課題：人権問題について調べる　2時間
②事後学修課題：人権映画会での課題を行う　2時間
【第11回】
①事前学修課題：テキストのChapter3の②を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第12回】
①事前学修課題：テキストのChapter3の③を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第13回】
①事前学修課題：テキストの内容を再確認する　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第14回】
①事前学修課題：「数学学びのことはじめ」の復習をする　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第15回】
①事前学修課題：「数学学びのことはじめ」前期分課題を完成させる　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」夏期休暇課題を進める　2時間

課題に対するフィードバックの方法

提出課題を添削し返却する。

成績評価の方法・基準（方針）

平常点（50％）、課題点（20％）、数学学びのことはじめ(10%)、春期休暇課題(10％)、課題に基づくレポート
(10％)とする。
正当な理由のない欠席4回以上 、または春期休暇課題の未提出、ならびに、「数学学びのことはじめ」が当期の
達成目標に到達しなかった場合、 評価の対象とせず、「 K 」評価とする。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

80

10

0

10

0

評価方法・割合

平常点（50％）、通常課題（20％）、数学学びのことはじ
め（10％）

春期休暇課題（10％）

課題に基づくレポート(10％)

評価対象となる到達目標

1、2

3

1、2

テキスト 佐藤智明他　編　『業界研究学びのことはじめ』ナカニシヤ出版、2200円＋税、
ISBN978-4-7795-1027-4

セミナーⅡａ



参考書 大阪国際大学　『数学学びのことはじめII　-数字と言葉に強くなるセミナーワークブック-』
公益財団法人　日本数学検定協会　編　『＜実践＞ビジネス数学検定3級』日経BP社、1000円
＋税、ISBN978-4-8222-3936-7

履修条件・他の科目との関連 テキスト、参考書及びノートを毎回持参すること。
授業計画は、クラスによって実施時期・内容が変更されることもあるので、おおよその順序である。エン
カレッジングタイム（個別面談）は、ゼミ毎に4月から5月中に実施される。

セミナーⅡａ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16306507

セミナーⅡａ

横山　誠

横山　誠

2年

授業の目的・概要

ビジネスを学ぶ際に必要な、経営学における初学的なことがらを学ぶ。基礎部分は、１年次で学んだことの確認
と業界研究に必要なノウハウを学んでいく。また、時事ワークシートを用いて一般常識や時事問題を学び、社会
やビジネスに必要な学習を実施する。さらに課題として1年次に実施した「数学学びのことはじめ」の上級編及び
ビジネス数学に関するセンスを養い、数的処理能力と文章読解能力の向上を目指す。

到達目標

1.１年次で学んだことの確認ができる
2.業界研究に必要なノウハウを得ることができる
3.数的処理能力と文章読解能力を向上させることができる

授業計画

【第1回】
テーマ：（共通）ガイダンス・春季休暇課題の確認・ポートフォリオの作成
内容・方法：（共通）テキスト確認・ガイドブック配布・自己紹介・セミナーの概略・毎週の課題・春期休暇課
題提出
【第2回】
テーマ：Chapter0　イントロダクション
内容・方法：（共通）テキストのイントロダクションを実施
【第3回】
テーマ：Chapter1　ヒト（組織）①
内容・方法：1.1ヒトという経営資源、1.2ヒトと組織の見方の移り変わり、1.3お金を求めて働くヒト
【第4回】
テーマ：Chapter1　ヒト（組織）②
内容・方法：1.4仲間を求めるヒト、1.5仕事にやりがいを求めるヒト、1.6まとめ
【第5回】
テーマ：Chapter2　モノ（商品）とビジネス①　
内容・方法：2.1商品とは何か、2.2商品を作るためには
【第6回】
テーマ：（共通）ライブラリーツアー※ゼミ毎に日程が異なる
内容・方法：図書館での論文・文献の探し方について学ぶ
【第7回】
テーマ：Chapter2　モノ（商品）とビジネス②
内容・方法：2.3商品を売るためには、2.3競合他社に勝つためには
【第8回】
テーマ：Chapter2　モノ（商品）とビジネス③・ポートフォリオの作成
内容・方法：2.5消費者の購買心理を知るためには
【第9回】
テーマ：Chapter3　資金（カネ）①
内容・方法：3.1ビジネスにおける資金のこと
【第10回】
テーマ：（合同）人権映画会
内容・方法：（合同）人権について学習する
【第11回】
テーマ：Chapter3　資金（カネ）②
内容・方法：3.2ファースト・リテイリングの財務分析
【第12回】
テーマ：Chapter3　資金（カネ）③・ポートフォリオの作成
内容・方法：3.3資金調達
【第13回】
テーマ：（合同）テキスト総復習
内容・方法：（合同）これまでの課題について総復習
【第14回】
テーマ：（共通）数学確認テスト
内容・方法：（共通）「数学学びのことはじめ」総復習
【第15回】
テーマ：ポートフォリオの作成・夏期休暇課題説明
内容・方法：ポートフォリオを用いて前期の活動の振り返り・未終了の前期分の課題を完成させる

事前事後の学習

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

セミナーⅡａ



授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

【第1回】
①事前学修課題：授業概要を一読する・春期休暇課題を終了させる　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第2回】
①事前学修課題：テキストのイントロダクションを読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第3回】
①事前学修課題：テキストのChapter1の前半を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第4回】
①事前学修課題：テキストのChapter1の後半を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第5回】
①事前学修課題：テキストのChapter2の①、②を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第6回】
①事前学修課題：一年次のライブラリーツアーの内容を復習する　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第7回】
①事前学修課題：テキストのChapter2の③、④を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第8回】
①事前学修課題：テキストのChapter2の⑤を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第9回】
①事前学修課題：テキストのChapter3の①を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第10回】
①事前学修課題：人権問題について調べる　2時間
②事後学修課題：人権映画会での課題を行う　2時間
【第11回】
①事前学修課題：テキストのChapter3の②を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第12回】
①事前学修課題：テキストのChapter3の③を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第13回】
①事前学修課題：テキストの内容を再確認する　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第14回】
①事前学修課題：「数学学びのことはじめ」の復習をする　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第15回】
①事前学修課題：「数学学びのことはじめ」前期分課題を完成させる　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」夏期休暇課題を進める　2時間

課題に対するフィードバックの方法

提出課題を添削し返却する。

成績評価の方法・基準（方針）

平常点（50％）、課題点（20％）、数学学びのことはじめ(10%)、春期休暇課題(10％)、課題に基づくレポート
(10％)とする。
正当な理由のない欠席4回以上 、または春期休暇課題の未提出、ならびに、「数学学びのことはじめ」が当期の
達成目標に到達しなかった場合、 評価の対象とせず、「 K 」評価とする。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

80

10

0

10

0

評価方法・割合

平常点（50％）、通常課題（20％）、数学学びのことはじ
め（10％）

春期休暇課題（10％）

課題に基づくレポート(10％)

評価対象となる到達目標

1、2

3

1、2

テキスト 佐藤智明他　編　『業界研究学びのことはじめ』ナカニシヤ出版、2200円＋税、
ISBN978-4-7795-1027-4

セミナーⅡａ



参考書 大阪国際大学　『数学学びのことはじめII　-数字と言葉に強くなるセミナーワークブック-』
公益財団法人　日本数学検定協会　編　『＜実践＞ビジネス数学検定3級』日経BP社、1000円
＋税、ISBN978-4-8222-3936-7

履修条件・他の科目との関連 テキスト、参考書及びノートを毎回持参すること。
授業計画は、クラスによって実施時期・内容が変更されることもあるので、おおよその順序である。エン
カレッジングタイム（個別面談）は、ゼミ毎に4月から5月中に実施される。

セミナーⅡａ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16306508

セミナーⅡａ

望月　拓実

望月　拓実

2年

授業の目的・概要

ビジネスを学ぶ際に必要な、経営学における初学的なことがらを学ぶ。基礎部分は、１年次で学んだことの確認
と業界研究に必要なノウハウを学んでいく。また、時事ワークシートを用いて一般常識や時事問題を学び、社会
やビジネスに必要な学習を実施する。さらに課題として1年次に実施した「数学学びのことはじめ」の上級編及び
ビジネス数学に関するセンスを養い、数的処理能力と文章読解能力の向上を目指す。

到達目標

1.１年次で学んだことの確認ができる
2.業界研究に必要なノウハウを得ることができる
3.数的処理能力と文章読解能力を向上させることができる

授業計画

【第1回】
テーマ：（共通）ガイダンス・春季休暇課題の確認・ポートフォリオの作成
内容・方法：（共通）テキスト確認・ガイドブック配布・自己紹介・セミナーの概略・毎週の課題・春期休暇課
題提出
【第2回】
テーマ：Chapter0　イントロダクション
内容・方法：（共通）テキストのイントロダクションを実施
【第3回】
テーマ：Chapter1　ヒト（組織）①
内容・方法：1.1ヒトという経営資源、1.2ヒトと組織の見方の移り変わり、1.3お金を求めて働くヒト
【第4回】
テーマ：Chapter1　ヒト（組織）②
内容・方法：1.4仲間を求めるヒト、1.5仕事にやりがいを求めるヒト、1.6まとめ
【第5回】
テーマ：Chapter2　モノ（商品）とビジネス①　
内容・方法：2.1商品とは何か、2.2商品を作るためには
【第6回】
テーマ：（共通）ライブラリーツアー※ゼミ毎に日程が異なる
内容・方法：図書館での論文・文献の探し方について学ぶ
【第7回】
テーマ：Chapter2　モノ（商品）とビジネス②
内容・方法：2.3商品を売るためには、2.3競合他社に勝つためには
【第8回】
テーマ：Chapter2　モノ（商品）とビジネス③・ポートフォリオの作成
内容・方法：2.5消費者の購買心理を知るためには
【第9回】
テーマ：Chapter3　資金（カネ）①
内容・方法：3.1ビジネスにおける資金のこと
【第10回】
テーマ：（合同）人権映画会
内容・方法：（合同）人権について学習する
【第11回】
テーマ：Chapter3　資金（カネ）②
内容・方法：3.2ファースト・リテイリングの財務分析
【第12回】
テーマ：Chapter3　資金（カネ）③・ポートフォリオの作成
内容・方法：3.3資金調達
【第13回】
テーマ：（合同）テキスト総復習
内容・方法：（合同）これまでの課題について総復習
【第14回】
テーマ：（共通）数学確認テスト
内容・方法：（共通）「数学学びのことはじめ」総復習
【第15回】
テーマ：ポートフォリオの作成・夏期休暇課題説明
内容・方法：ポートフォリオを用いて前期の活動の振り返り・未終了の前期分の課題を完成させる

事前事後の学習

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

セミナーⅡａ



授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

【第1回】
①事前学修課題：授業概要を一読する・春期休暇課題を終了させる　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第2回】
①事前学修課題：テキストのイントロダクションを読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第3回】
①事前学修課題：テキストのChapter1の前半を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第4回】
①事前学修課題：テキストのChapter1の後半を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第5回】
①事前学修課題：テキストのChapter2の①、②を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第6回】
①事前学修課題：一年次のライブラリーツアーの内容を復習する　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第7回】
①事前学修課題：テキストのChapter2の③、④を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第8回】
①事前学修課題：テキストのChapter2の⑤を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第9回】
①事前学修課題：テキストのChapter3の①を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第10回】
①事前学修課題：人権問題について調べる　2時間
②事後学修課題：人権映画会での課題を行う　2時間
【第11回】
①事前学修課題：テキストのChapter3の②を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第12回】
①事前学修課題：テキストのChapter3の③を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第13回】
①事前学修課題：テキストの内容を再確認する　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第14回】
①事前学修課題：「数学学びのことはじめ」の復習をする　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第15回】
①事前学修課題：「数学学びのことはじめ」前期分課題を完成させる　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」夏期休暇課題を進める　2時間

課題に対するフィードバックの方法

提出課題を添削し返却する。

成績評価の方法・基準（方針）

平常点（50％）、課題点（20％）、数学学びのことはじめ(10%)、春期休暇課題(10％)、課題に基づくレポート
(10％)とする。
正当な理由のない欠席4回以上 、または春期休暇課題の未提出、ならびに、「数学学びのことはじめ」が当期の
達成目標に到達しなかった場合、 評価の対象とせず、「 K 」評価とする。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

80

10

0

10

0

評価方法・割合

平常点（50％）、通常課題（20％）、数学学びのことはじ
め（10％）

春期休暇課題（10％）

課題に基づくレポート(10％)

評価対象となる到達目標

1、2

3

1、2

テキスト 佐藤智明他　編　『業界研究学びのことはじめ』ナカニシヤ出版、2200円＋税、
ISBN978-4-7795-1027-4

セミナーⅡａ



参考書 大阪国際大学　『数学学びのことはじめII　-数字と言葉に強くなるセミナーワークブック-』
公益財団法人　日本数学検定協会　編　『＜実践＞ビジネス数学検定3級』日経BP社、1000円
＋税、ISBN978-4-8222-3936-7

履修条件・他の科目との関連 テキスト、参考書及びノートを毎回持参すること。
授業計画は、クラスによって実施時期・内容が変更されることもあるので、おおよその順序である。エン
カレッジングタイム（個別面談）は、ゼミ毎に4月から5月中に実施される。

セミナーⅡａ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16306509

セミナーⅡａ

出野　和子

出野　和子

2年

授業の目的・概要

ビジネスを学ぶ際に必要な、経営学における初学的なことがらを学ぶ。基礎部分は、１年次で学んだことの確認
と業界研究に必要なノウハウを学んでいく。また、時事ワークシートを用いて一般常識や時事問題を学び、社会
やビジネスに必要な学習を実施する。さらに課題として1年次に実施した「数学学びのことはじめ」の上級編及び
ビジネス数学に関するセンスを養い、数的処理能力と文章読解能力の向上を目指す。

到達目標

1.１年次で学んだことの確認ができる
2.業界研究に必要なノウハウを得ることができる
3.数的処理能力と文章読解能力を向上させることができる

授業計画

【第1回】
テーマ：（共通）ガイダンス・春季休暇課題の確認・ポートフォリオの作成
内容・方法：（共通）テキスト確認・ガイドブック配布・自己紹介・セミナーの概略・毎週の課題・春期休暇課
題提出
【第2回】
テーマ：Chapter0　イントロダクション
内容・方法：（共通）テキストのイントロダクションを実施
【第3回】
テーマ：Chapter1　ヒト（組織）①
内容・方法：1.1ヒトという経営資源、1.2ヒトと組織の見方の移り変わり、1.3お金を求めて働くヒト
【第4回】
テーマ：Chapter1　ヒト（組織）②
内容・方法：1.4仲間を求めるヒト、1.5仕事にやりがいを求めるヒト、1.6まとめ
【第5回】
テーマ：Chapter2　モノ（商品）とビジネス①　
内容・方法：2.1商品とは何か、2.2商品を作るためには
【第6回】
テーマ：（共通）ライブラリーツアー※ゼミ毎に日程が異なる
内容・方法：図書館での論文・文献の探し方について学ぶ
【第7回】
テーマ：Chapter2　モノ（商品）とビジネス②
内容・方法：2.3商品を売るためには、2.3競合他社に勝つためには
【第8回】
テーマ：Chapter2　モノ（商品）とビジネス③・ポートフォリオの作成
内容・方法：2.5消費者の購買心理を知るためには
【第9回】
テーマ：Chapter3　資金（カネ）①
内容・方法：3.1ビジネスにおける資金のこと
【第10回】
テーマ：（合同）人権映画会
内容・方法：（合同）人権について学習する
【第11回】
テーマ：Chapter3　資金（カネ）②
内容・方法：3.2ファースト・リテイリングの財務分析
【第12回】
テーマ：Chapter3　資金（カネ）③・ポートフォリオの作成
内容・方法：3.3資金調達
【第13回】
テーマ：（合同）テキスト総復習
内容・方法：（合同）これまでの課題について総復習
【第14回】
テーマ：（共通）数学確認テスト
内容・方法：（共通）「数学学びのことはじめ」総復習
【第15回】
テーマ：ポートフォリオの作成・夏期休暇課題説明
内容・方法：ポートフォリオを用いて前期の活動の振り返り・未終了の前期分の課題を完成させる

事前事後の学習

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

セミナーⅡａ



授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

【第1回】
①事前学修課題：授業概要を一読する・春期休暇課題を終了させる　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第2回】
①事前学修課題：テキストのイントロダクションを読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第3回】
①事前学修課題：テキストのChapter1の前半を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第4回】
①事前学修課題：テキストのChapter1の後半を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第5回】
①事前学修課題：テキストのChapter2の①、②を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第6回】
①事前学修課題：一年次のライブラリーツアーの内容を復習する　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第7回】
①事前学修課題：テキストのChapter2の③、④を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第8回】
①事前学修課題：テキストのChapter2の⑤を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第9回】
①事前学修課題：テキストのChapter3の①を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第10回】
①事前学修課題：人権問題について調べる　2時間
②事後学修課題：人権映画会での課題を行う　2時間
【第11回】
①事前学修課題：テキストのChapter3の②を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第12回】
①事前学修課題：テキストのChapter3の③を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第13回】
①事前学修課題：テキストの内容を再確認する　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第14回】
①事前学修課題：「数学学びのことはじめ」の復習をする　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第15回】
①事前学修課題：「数学学びのことはじめ」前期分課題を完成させる　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」夏期休暇課題を進める　2時間

課題に対するフィードバックの方法

提出課題を添削し返却する。

成績評価の方法・基準（方針）

平常点（50％）、課題点（20％）、数学学びのことはじめ(10%)、春期休暇課題(10％)、課題に基づくレポート
(10％)とする。
正当な理由のない欠席4回以上 、または春期休暇課題の未提出、ならびに、「数学学びのことはじめ」が当期の
達成目標に到達しなかった場合、 評価の対象とせず、「 K 」評価とする。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

80

10

0

10

0

評価方法・割合

平常点（50％）、通常課題（20％）、数学学びのことはじ
め（10％）

春期休暇課題（10％）

課題に基づくレポート(10％)

評価対象となる到達目標

1、2

3

1、2

テキスト 佐藤智明他　編　『業界研究学びのことはじめ』ナカニシヤ出版、2200円＋税、
ISBN978-4-7795-1027-4

セミナーⅡａ



参考書 大阪国際大学　『数学学びのことはじめII　-数字と言葉に強くなるセミナーワークブック-』
公益財団法人　日本数学検定協会　編　『＜実践＞ビジネス数学検定3級』日経BP社、1000円
＋税、ISBN978-4-8222-3936-7

履修条件・他の科目との関連 テキスト、参考書及びノートを毎回持参すること。
授業計画は、クラスによって実施時期・内容が変更されることもあるので、おおよその順序である。エン
カレッジングタイム（個別面談）は、ゼミ毎に4月から5月中に実施される。

セミナーⅡａ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16306601

セミナーⅡｂ

高橋　泰代

高橋　泰代

2年

授業の目的・概要

ビジネスに必要な最低限の知識を身につけ、最終的にコースに関連する課題を行い、プレゼンテーションを実施
する（リサーチプロジェクトII）。

到達目標

1.ビジネスに必要な最低限の知識を身につけることができる
2.コースに関連したプレゼンテーションを実施することができる

授業計画

【第1回】
テーマ：夏期休暇課題確認、ポートフォリオ作成、Chapter7 情報発信力向上：数値データの理解と発信
内容・方法：夏期休暇課題提出、7.1量の体系
【第2回】
テーマ：Chapter7 情報発信力向上：数値データの理解と発信
内容・方法：7.2数値の比較
【第3回】
テーマ：Chapter7 情報発信力向上：数値データの理解と発信
内容・方法：7.3変化・関係を説明する
【第4回】
テーマ：（共通）ビジネス数学検定
内容・方法：（共通）ビジネス数学検定を受検する
【第5回】
テーマ：Chapter8　情報発信力向上：図解①、リサーチプロジェクトII作成ワーク①
内容・方法：8.1文章から図解へ、8.2グラフ、8.3ダイヤグラム、テーマ設定からプレゼンテーション資料作成
【第6回】
テーマ：（合同）ビジネスマナー
内容・方法：（合同）ビジネスマナーについて講義を聞く
【第7回】
テーマ：Chapter4　情報とビジネス①
内容・方法：4.1小売業での経営情報システム、4.2小売業での経営情報システム
【第8回】
テーマ：Chapter4　情報とビジネス②
内容・方法：4.3コンテンツビジネス
【第9回】
テーマ：Chapter5　法とビジネスと①
内容・方法：5.1取引・商談＝契約、5.2会社の法律
【第10回】
テーマ：Chapter5　法とビジネスと②
内容・方法：5.3雇用と労働の法律、5.4労働衛生
【第11回】
テーマ：Chapter6　行政とビジネス
内容・方法：6.1主な行政機関、6.2ビジネスから考える行政に関する法
【第12回】
テーマ：（共通）リサーチプロジェクトIIゼミ内発表会(1)
内容・方法：（共通）担当者は全員の前で口頭発表を行う
【第13回】
テーマ：（共通）リサーチプロジェクトIIゼミ内発表会(2)
内容・方法：（共通）担当者は全員の前で口頭発表を行う
【第14回】
テーマ：（合同）リサーチプロジェクトIIコース代表発表会
内容・方法：（合同）代表者は全員の前で口頭発表を行う
【第15回】
テーマ：（共通）ポートフォリオの作成（まとめ）・後期課題の完成
内容・方法：（共通）ポートフォリオ後期及び1年間の活動の振り返り・未終了分の後期分の課題を完成させる

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

【第1回】
①事前学修課題：夏期休暇課題の確認をする、テキストのChapter7-1を読む　2時間

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

セミナーⅡｂ



②事後学修課題：「ビジネス数学」課題を進める　2時間
【第2回】
①事前学修課題：テキストのChapter7-2を読む　2時間
②事後学修課題：「ビジネス数学」課題を進める　2時間
【第3回】
①事前学修課題：テキストのChapter7-3を読む　2時間
②事後学修課題：「ビジネス数学」課題を進める　2時間
【第4回】
①事前学修課題：「ビジネス数学」課題を復習する　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第5回】
①事前学修課題：テキストのChapter8を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第6回】
①事前学修課題：最近のビジネスマナーについて情報端末を用いてを調べておく　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める、講義内容のノートを整理する　2時間
【第7回】
①事前学修課題：テキストのChapter4の前半を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第8回】
①事前学修課題：テキストのChapter4の後半を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第9回】
①事前学修課題：テキストのChapter5の前半を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第10回】
①事前学修課題：テキストのChapter5の後半を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第11回】
①事前学修課題：テキストのChapte6を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第12回】
①事前学修課題：担当者は発表の事前準備をする　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第13回】
①事前学修課題：担当者は発表の事前準備をする　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第14回】
①事前学修課題：コース代表者は発表の事前準備をする　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第15回】
①事前学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」1年間の課題を完成させる　2時間

課題に対するフィードバックの方法

提出課題を添削し返却する。

成績評価の方法・基準（方針）

平常点（50％）、課題点（20％）、数学学びのことはじめ(10%)、夏期休暇課題（10％）とする。
正当な理由のない欠席4回以上 、または夏期休暇課題の未提出、ならびに、「数学学びのことはじめ」が当期の
達成目標に到達しなかった場合、 評価の対象とせず、「 K 」評価とする。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

80

10

0

10

0

評価方法・割合

平常点（50％）、通常課題（20％）、数学学びのことはじ
め（10％）

夏期休暇課題（10％）

課題に基づくレポート(10％)

評価対象となる到達目標

1、2

1

１、2

テキスト 佐藤智明ほか編『業界研究学びのことはじめ』ナカニシヤ出版、2200円＋税、
ISBN978-4-7795-1027-4

参考書 大阪国際大学　『数学学びのことはじめII　-数字と言葉に強くなるセミナーワークブック-』
公益財団法人　日本数学検定協会　編　『＜実践＞ビジネス数学検定3級』日経BP社、1000円
＋税、ISBN978-4-8222-3936-7

履修条件・他の科目との関連 テキスト、参考書及びノートを毎回持参すること。

セミナーⅡｂ



履修条件・他の科目との関連 授業計画は、クラスによって実施時期・内容が異なることもあるので、おおよその順序である。エンカ
レッジングタイム（個別面談）はゼミ毎に9月から10月中に実施される。12月にリサーチプロジェクトII
（コース関連プレゼンテーション）として発表がある。

セミナーⅡｂ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16306602

セミナーⅡｂ

近藤　浩章

近藤　浩章

2年

授業の目的・概要

ビジネスに必要な最低限の知識を身につけ、最終的にコースに関連する課題を行い、プレゼンテーションを実施
する（リサーチプロジェクトII）。

到達目標

1.ビジネスに必要な最低限の知識を身につけることができる
2.コースに関連したプレゼンテーションを実施することができる

授業計画

【第1回】
テーマ：夏期休暇課題確認、ポートフォリオ作成、Chapter7 情報発信力向上：数値データの理解と発信
内容・方法：夏期休暇課題提出、7.1量の体系
【第2回】
テーマ：Chapter7 情報発信力向上：数値データの理解と発信
内容・方法：7.2数値の比較
【第3回】
テーマ：Chapter7 情報発信力向上：数値データの理解と発信
内容・方法：7.3変化・関係を説明する
【第4回】
テーマ：（共通）ビジネス数学検定
内容・方法：（共通）ビジネス数学検定を受検する
【第5回】
テーマ：Chapter8　情報発信力向上：図解①、リサーチプロジェクトII作成ワーク①
内容・方法：8.1文章から図解へ、8.2グラフ、8.3ダイヤグラム、テーマ設定からプレゼンテーション資料作成
【第6回】
テーマ：（合同）ビジネスマナー
内容・方法：（合同）ビジネスマナーについて講義を聞く
【第7回】
テーマ：Chapter4　情報とビジネス①
内容・方法：4.1小売業での経営情報システム、4.2小売業での経営情報システム
【第8回】
テーマ：Chapter4　情報とビジネス②
内容・方法：4.3コンテンツビジネス
【第9回】
テーマ：Chapter5　法とビジネスと①
内容・方法：5.1取引・商談＝契約、5.2会社の法律
【第10回】
テーマ：Chapter5　法とビジネスと②
内容・方法：5.3雇用と労働の法律、5.4労働衛生
【第11回】
テーマ：Chapter6　行政とビジネス
内容・方法：6.1主な行政機関、6.2ビジネスから考える行政に関する法
【第12回】
テーマ：（共通）リサーチプロジェクトIIゼミ内発表会(1)
内容・方法：（共通）担当者は全員の前で口頭発表を行う
【第13回】
テーマ：（共通）リサーチプロジェクトIIゼミ内発表会(2)
内容・方法：（共通）担当者は全員の前で口頭発表を行う
【第14回】
テーマ：（合同）リサーチプロジェクトIIコース代表発表会
内容・方法：（合同）代表者は全員の前で口頭発表を行う
【第15回】
テーマ：（共通）ポートフォリオの作成（まとめ）・後期課題の完成
内容・方法：（共通）ポートフォリオ後期及び1年間の活動の振り返り・未終了分の後期分の課題を完成させる

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

【第1回】
①事前学修課題：夏期休暇課題の確認をする、テキストのChapter7-1を読む　2時間

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

セミナーⅡｂ



②事後学修課題：「ビジネス数学」課題を進める　2時間
【第2回】
①事前学修課題：テキストのChapter7-2を読む　2時間
②事後学修課題：「ビジネス数学」課題を進める　2時間
【第3回】
①事前学修課題：テキストのChapter7-3を読む　2時間
②事後学修課題：「ビジネス数学」課題を進める　2時間
【第4回】
①事前学修課題：「ビジネス数学」課題を復習する　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第5回】
①事前学修課題：テキストのChapter8を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第6回】
①事前学修課題：最近のビジネスマナーについて情報端末を用いてを調べておく　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める、講義内容のノートを整理する　2時間
【第7回】
①事前学修課題：テキストのChapter4の前半を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第8回】
①事前学修課題：テキストのChapter4の後半を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第9回】
①事前学修課題：テキストのChapter5の前半を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第10回】
①事前学修課題：テキストのChapter5の後半を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第11回】
①事前学修課題：テキストのChapte6を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第12回】
①事前学修課題：担当者は発表の事前準備をする　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第13回】
①事前学修課題：担当者は発表の事前準備をする　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第14回】
①事前学修課題：コース代表者は発表の事前準備をする　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第15回】
①事前学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」1年間の課題を完成させる　2時間

課題に対するフィードバックの方法

提出課題を添削し返却する。

成績評価の方法・基準（方針）

平常点（50％）、課題点（20％）、数学学びのことはじめ(10%)、夏期休暇課題（10％）とする。
正当な理由のない欠席4回以上 、または夏期休暇課題の未提出、ならびに、「数学学びのことはじめ」が当期の
達成目標に到達しなかった場合、 評価の対象とせず、「 K 」評価とする。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

80

10

0

10

0

評価方法・割合

平常点（50％）、通常課題（20％）、数学学びのことはじ
め（10％）

夏期休暇課題（10％）

課題に基づくレポート(10％)

評価対象となる到達目標

1、2

1

１、2

テキスト 佐藤智明ほか編『業界研究学びのことはじめ』ナカニシヤ出版、2200円＋税、
ISBN978-4-7795-1027-4

参考書 大阪国際大学　『数学学びのことはじめII　-数字と言葉に強くなるセミナーワークブック-』
公益財団法人　日本数学検定協会　編　『＜実践＞ビジネス数学検定3級』日経BP社、1000円
＋税、ISBN978-4-8222-3936-7

履修条件・他の科目との関連 テキスト、参考書及びノートを毎回持参すること。

セミナーⅡｂ



履修条件・他の科目との関連 授業計画は、クラスによって実施時期・内容が異なることもあるので、おおよその順序である。エンカ
レッジングタイム（個別面談）はゼミ毎に9月から10月中に実施される。12月にリサーチプロジェクトII
（コース関連プレゼンテーション）として発表がある。

セミナーⅡｂ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16306603

セミナーⅡｂ

田窪　美葉

田窪　美葉

2年

授業の目的・概要

ビジネスに必要な最低限の知識を身につけ、最終的にコースに関連する課題を行い、プレゼンテーションを実施
する（リサーチプロジェクトII）。

到達目標

1.ビジネスに必要な最低限の知識を身につけることができる
2.コースに関連したプレゼンテーションを実施することができる

授業計画

【第1回】
テーマ：夏期休暇課題確認、ポートフォリオ作成、Chapter7 情報発信力向上：数値データの理解と発信
内容・方法：夏期休暇課題提出、7.1量の体系
【第2回】
テーマ：Chapter7 情報発信力向上：数値データの理解と発信
内容・方法：7.2数値の比較
【第3回】
テーマ：Chapter7 情報発信力向上：数値データの理解と発信
内容・方法：7.3変化・関係を説明する
【第4回】
テーマ：（共通）ビジネス数学検定
内容・方法：（共通）ビジネス数学検定を受検する
【第5回】
テーマ：Chapter8　情報発信力向上：図解①、リサーチプロジェクトII作成ワーク①
内容・方法：8.1文章から図解へ、8.2グラフ、8.3ダイヤグラム、テーマ設定からプレゼンテーション資料作成
【第6回】
テーマ：（合同）ビジネスマナー
内容・方法：（合同）ビジネスマナーについて講義を聞く
【第7回】
テーマ：Chapter4　情報とビジネス①
内容・方法：4.1小売業での経営情報システム、4.2小売業での経営情報システム
【第8回】
テーマ：Chapter4　情報とビジネス②
内容・方法：4.3コンテンツビジネス
【第9回】
テーマ：Chapter5　法とビジネスと①
内容・方法：5.1取引・商談＝契約、5.2会社の法律
【第10回】
テーマ：Chapter5　法とビジネスと②
内容・方法：5.3雇用と労働の法律、5.4労働衛生
【第11回】
テーマ：Chapter6　行政とビジネス
内容・方法：6.1主な行政機関、6.2ビジネスから考える行政に関する法
【第12回】
テーマ：（共通）リサーチプロジェクトIIゼミ内発表会(1)
内容・方法：（共通）担当者は全員の前で口頭発表を行う
【第13回】
テーマ：（共通）リサーチプロジェクトIIゼミ内発表会(2)
内容・方法：（共通）担当者は全員の前で口頭発表を行う
【第14回】
テーマ：（合同）リサーチプロジェクトIIコース代表発表会
内容・方法：（合同）代表者は全員の前で口頭発表を行う
【第15回】
テーマ：（共通）ポートフォリオの作成（まとめ）・後期課題の完成
内容・方法：（共通）ポートフォリオ後期及び1年間の活動の振り返り・未終了分の後期分の課題を完成させる

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

【第1回】
①事前学修課題：夏期休暇課題の確認をする、テキストのChapter7-1を読む　2時間

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

セミナーⅡｂ



②事後学修課題：「ビジネス数学」課題を進める　2時間
【第2回】
①事前学修課題：テキストのChapter7-2を読む　2時間
②事後学修課題：「ビジネス数学」課題を進める　2時間
【第3回】
①事前学修課題：テキストのChapter7-3を読む　2時間
②事後学修課題：「ビジネス数学」課題を進める　2時間
【第4回】
①事前学修課題：「ビジネス数学」課題を復習する　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第5回】
①事前学修課題：テキストのChapter8を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第6回】
①事前学修課題：最近のビジネスマナーについて情報端末を用いてを調べておく　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める、講義内容のノートを整理する　2時間
【第7回】
①事前学修課題：テキストのChapter4の前半を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第8回】
①事前学修課題：テキストのChapter4の後半を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第9回】
①事前学修課題：テキストのChapter5の前半を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第10回】
①事前学修課題：テキストのChapter5の後半を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第11回】
①事前学修課題：テキストのChapte6を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第12回】
①事前学修課題：担当者は発表の事前準備をする　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第13回】
①事前学修課題：担当者は発表の事前準備をする　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第14回】
①事前学修課題：コース代表者は発表の事前準備をする　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第15回】
①事前学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」1年間の課題を完成させる　2時間

課題に対するフィードバックの方法

提出課題を添削し返却する。

成績評価の方法・基準（方針）

平常点（50％）、課題点（20％）、数学学びのことはじめ(10%)、夏期休暇課題（10％）とする。
正当な理由のない欠席4回以上 、または夏期休暇課題の未提出、ならびに、「数学学びのことはじめ」が当期の
達成目標に到達しなかった場合、 評価の対象とせず、「 K 」評価とする。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

80

10

0

10

0

評価方法・割合

平常点（50％）、通常課題（20％）、数学学びのことはじ
め（10％）

夏期休暇課題（10％）

課題に基づくレポート(10％)

評価対象となる到達目標

1、2

1

１、2

テキスト 佐藤智明ほか編『業界研究学びのことはじめ』ナカニシヤ出版、2200円＋税、
ISBN978-4-7795-1027-4

参考書 大阪国際大学　『数学学びのことはじめII　-数字と言葉に強くなるセミナーワークブック-』
公益財団法人　日本数学検定協会　編　『＜実践＞ビジネス数学検定3級』日経BP社、1000円
＋税、ISBN978-4-8222-3936-7

履修条件・他の科目との関連 テキスト、参考書及びノートを毎回持参すること。

セミナーⅡｂ



履修条件・他の科目との関連 授業計画は、クラスによって実施時期・内容が異なることもあるので、おおよその順序である。エンカ
レッジングタイム（個別面談）はゼミ毎に9月から10月中に実施される。12月にリサーチプロジェクトII
（コース関連プレゼンテーション）として発表がある。

セミナーⅡｂ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16306604

セミナーⅡｂ

安高　真一郎

安高　真一郎

2年

授業の目的・概要

ビジネスに必要な最低限の知識を身につけ、最終的にコースに関連する課題を行い、プレゼンテーションを実施
する（リサーチプロジェクトII）。

到達目標

1.ビジネスに必要な最低限の知識を身につけることができる
2.コースに関連したプレゼンテーションを実施することができる

授業計画

【第1回】
テーマ：夏期休暇課題確認、ポートフォリオ作成、Chapter7 情報発信力向上：数値データの理解と発信
内容・方法：夏期休暇課題提出、7.1量の体系
【第2回】
テーマ：Chapter7 情報発信力向上：数値データの理解と発信
内容・方法：7.2数値の比較
【第3回】
テーマ：Chapter7 情報発信力向上：数値データの理解と発信
内容・方法：7.3変化・関係を説明する
【第4回】
テーマ：（共通）ビジネス数学検定
内容・方法：（共通）ビジネス数学検定を受検する
【第5回】
テーマ：Chapter8　情報発信力向上：図解①、リサーチプロジェクトII作成ワーク①
内容・方法：8.1文章から図解へ、8.2グラフ、8.3ダイヤグラム、テーマ設定からプレゼンテーション資料作成
【第6回】
テーマ：（合同）ビジネスマナー
内容・方法：（合同）ビジネスマナーについて講義を聞く
【第7回】
テーマ：Chapter4　情報とビジネス①
内容・方法：4.1小売業での経営情報システム、4.2小売業での経営情報システム
【第8回】
テーマ：Chapter4　情報とビジネス②
内容・方法：4.3コンテンツビジネス
【第9回】
テーマ：Chapter5　法とビジネスと①
内容・方法：5.1取引・商談＝契約、5.2会社の法律
【第10回】
テーマ：Chapter5　法とビジネスと②
内容・方法：5.3雇用と労働の法律、5.4労働衛生
【第11回】
テーマ：Chapter6　行政とビジネス
内容・方法：6.1主な行政機関、6.2ビジネスから考える行政に関する法
【第12回】
テーマ：（共通）リサーチプロジェクトIIゼミ内発表会(1)
内容・方法：（共通）担当者は全員の前で口頭発表を行う
【第13回】
テーマ：（共通）リサーチプロジェクトIIゼミ内発表会(2)
内容・方法：（共通）担当者は全員の前で口頭発表を行う
【第14回】
テーマ：（合同）リサーチプロジェクトIIコース代表発表会
内容・方法：（合同）代表者は全員の前で口頭発表を行う
【第15回】
テーマ：（共通）ポートフォリオの作成（まとめ）・後期課題の完成
内容・方法：（共通）ポートフォリオ後期及び1年間の活動の振り返り・未終了分の後期分の課題を完成させる

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

【第1回】
①事前学修課題：夏期休暇課題の確認をする、テキストのChapter7-1を読む　2時間

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

セミナーⅡｂ



②事後学修課題：「ビジネス数学」課題を進める　2時間
【第2回】
①事前学修課題：テキストのChapter7-2を読む　2時間
②事後学修課題：「ビジネス数学」課題を進める　2時間
【第3回】
①事前学修課題：テキストのChapter7-3を読む　2時間
②事後学修課題：「ビジネス数学」課題を進める　2時間
【第4回】
①事前学修課題：「ビジネス数学」課題を復習する　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第5回】
①事前学修課題：テキストのChapter8を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第6回】
①事前学修課題：最近のビジネスマナーについて情報端末を用いてを調べておく　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める、講義内容のノートを整理する　2時間
【第7回】
①事前学修課題：テキストのChapter4の前半を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第8回】
①事前学修課題：テキストのChapter4の後半を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第9回】
①事前学修課題：テキストのChapter5の前半を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第10回】
①事前学修課題：テキストのChapter5の後半を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第11回】
①事前学修課題：テキストのChapte6を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第12回】
①事前学修課題：担当者は発表の事前準備をする　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第13回】
①事前学修課題：担当者は発表の事前準備をする　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第14回】
①事前学修課題：コース代表者は発表の事前準備をする　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第15回】
①事前学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」1年間の課題を完成させる　2時間

課題に対するフィードバックの方法

提出課題を添削し返却する。

成績評価の方法・基準（方針）

平常点（50％）、課題点（20％）、数学学びのことはじめ(10%)、夏期休暇課題（10％）とする。
正当な理由のない欠席4回以上 、または夏期休暇課題の未提出、ならびに、「数学学びのことはじめ」が当期の
達成目標に到達しなかった場合、 評価の対象とせず、「 K 」評価とする。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

80

10

0

10

0

評価方法・割合

平常点（50％）、通常課題（20％）、数学学びのことはじ
め（10％）

夏期休暇課題（10％）

課題に基づくレポート(10％)

評価対象となる到達目標

1、2

1

１、2

テキスト 佐藤智明ほか編『業界研究学びのことはじめ』ナカニシヤ出版、2200円＋税、
ISBN978-4-7795-1027-4

参考書 大阪国際大学　『数学学びのことはじめII　-数字と言葉に強くなるセミナーワークブック-』
公益財団法人　日本数学検定協会　編　『＜実践＞ビジネス数学検定3級』日経BP社、1000円
＋税、ISBN978-4-8222-3936-7

履修条件・他の科目との関連 テキスト、参考書及びノートを毎回持参すること。

セミナーⅡｂ



履修条件・他の科目との関連 授業計画は、クラスによって実施時期・内容が異なることもあるので、おおよその順序である。エンカ
レッジングタイム（個別面談）はゼミ毎に9月から10月中に実施される。12月にリサーチプロジェクトII
（コース関連プレゼンテーション）として発表がある。

セミナーⅡｂ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16306605

セミナーⅡｂ

青木　崇

青木　崇

2年

授業の目的・概要

ビジネスに必要な最低限の知識を身につけ、最終的にコースに関連する課題を行い、プレゼンテーションを実施
する（リサーチプロジェクトII）。

到達目標

1.ビジネスに必要な最低限の知識を身につけることができる
2.コースに関連したプレゼンテーションを実施することができる

授業計画

【第1回】
テーマ：夏期休暇課題確認、ポートフォリオ作成、Chapter7 情報発信力向上：数値データの理解と発信
内容・方法：夏期休暇課題提出、7.1量の体系
【第2回】
テーマ：Chapter7 情報発信力向上：数値データの理解と発信
内容・方法：7.2数値の比較
【第3回】
テーマ：Chapter7 情報発信力向上：数値データの理解と発信
内容・方法：7.3変化・関係を説明する
【第4回】
テーマ：（共通）ビジネス数学検定
内容・方法：（共通）ビジネス数学検定を受検する
【第5回】
テーマ：Chapter8　情報発信力向上：図解①、リサーチプロジェクトII作成ワーク①
内容・方法：8.1文章から図解へ、8.2グラフ、8.3ダイヤグラム、テーマ設定からプレゼンテーション資料作成
【第6回】
テーマ：（合同）ビジネスマナー
内容・方法：（合同）ビジネスマナーについて講義を聞く
【第7回】
テーマ：Chapter4　情報とビジネス①
内容・方法：4.1小売業での経営情報システム、4.2小売業での経営情報システム
【第8回】
テーマ：Chapter4　情報とビジネス②
内容・方法：4.3コンテンツビジネス
【第9回】
テーマ：Chapter5　法とビジネスと①
内容・方法：5.1取引・商談＝契約、5.2会社の法律
【第10回】
テーマ：Chapter5　法とビジネスと②
内容・方法：5.3雇用と労働の法律、5.4労働衛生
【第11回】
テーマ：Chapter6　行政とビジネス
内容・方法：6.1主な行政機関、6.2ビジネスから考える行政に関する法
【第12回】
テーマ：（共通）リサーチプロジェクトIIゼミ内発表会(1)
内容・方法：（共通）担当者は全員の前で口頭発表を行う
【第13回】
テーマ：（共通）リサーチプロジェクトIIゼミ内発表会(2)
内容・方法：（共通）担当者は全員の前で口頭発表を行う
【第14回】
テーマ：（合同）リサーチプロジェクトIIコース代表発表会
内容・方法：（合同）代表者は全員の前で口頭発表を行う
【第15回】
テーマ：（共通）ポートフォリオの作成（まとめ）・後期課題の完成
内容・方法：（共通）ポートフォリオ後期及び1年間の活動の振り返り・未終了分の後期分の課題を完成させる

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

【第1回】
①事前学修課題：夏期休暇課題の確認をする、テキストのChapter7-1を読む　2時間

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

セミナーⅡｂ



②事後学修課題：「ビジネス数学」課題を進める　2時間
【第2回】
①事前学修課題：テキストのChapter7-2を読む　2時間
②事後学修課題：「ビジネス数学」課題を進める　2時間
【第3回】
①事前学修課題：テキストのChapter7-3を読む　2時間
②事後学修課題：「ビジネス数学」課題を進める　2時間
【第4回】
①事前学修課題：「ビジネス数学」課題を復習する　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第5回】
①事前学修課題：テキストのChapter8を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第6回】
①事前学修課題：最近のビジネスマナーについて情報端末を用いてを調べておく　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める、講義内容のノートを整理する　2時間
【第7回】
①事前学修課題：テキストのChapter4の前半を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第8回】
①事前学修課題：テキストのChapter4の後半を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第9回】
①事前学修課題：テキストのChapter5の前半を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第10回】
①事前学修課題：テキストのChapter5の後半を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第11回】
①事前学修課題：テキストのChapte6を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第12回】
①事前学修課題：担当者は発表の事前準備をする　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第13回】
①事前学修課題：担当者は発表の事前準備をする　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第14回】
①事前学修課題：コース代表者は発表の事前準備をする　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第15回】
①事前学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」1年間の課題を完成させる　2時間

課題に対するフィードバックの方法

提出課題を添削し返却する。

成績評価の方法・基準（方針）

平常点（50％）、課題点（20％）、数学学びのことはじめ(10%)、夏期休暇課題（10％）とする。
正当な理由のない欠席4回以上 、または夏期休暇課題の未提出、ならびに、「数学学びのことはじめ」が当期の
達成目標に到達しなかった場合、 評価の対象とせず、「 K 」評価とする。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

80

10

0

10

0

評価方法・割合

平常点（50％）、通常課題（20％）、数学学びのことはじ
め（10％）

夏期休暇課題（10％）

課題に基づくレポート(10％)

評価対象となる到達目標

1、2

1

１、2

テキスト 佐藤智明ほか編『業界研究学びのことはじめ』ナカニシヤ出版、2200円＋税、
ISBN978-4-7795-1027-4

参考書 大阪国際大学　『数学学びのことはじめII　-数字と言葉に強くなるセミナーワークブック-』
公益財団法人　日本数学検定協会　編　『＜実践＞ビジネス数学検定3級』日経BP社、1000円
＋税、ISBN978-4-8222-3936-7

履修条件・他の科目との関連 テキスト、参考書及びノートを毎回持参すること。

セミナーⅡｂ



履修条件・他の科目との関連 授業計画は、クラスによって実施時期・内容が異なることもあるので、おおよその順序である。エンカ
レッジングタイム（個別面談）はゼミ毎に9月から10月中に実施される。12月にリサーチプロジェクトII
（コース関連プレゼンテーション）として発表がある。

セミナーⅡｂ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16306606

セミナーⅡｂ

山本　誠一

山本　誠一

2年

授業の目的・概要

ビジネスに必要な最低限の知識を身につけ、最終的にコースに関連する課題を行い、プレゼンテーションを実施
する（リサーチプロジェクトII）。

到達目標

1.ビジネスに必要な最低限の知識を身につけることができる
2.コースに関連したプレゼンテーションを実施することができる

授業計画

【第1回】
テーマ：夏期休暇課題確認、ポートフォリオ作成、Chapter7 情報発信力向上：数値データの理解と発信
内容・方法：夏期休暇課題提出、7.1量の体系
【第2回】
テーマ：Chapter7 情報発信力向上：数値データの理解と発信
内容・方法：7.2数値の比較
【第3回】
テーマ：Chapter7 情報発信力向上：数値データの理解と発信
内容・方法：7.3変化・関係を説明する
【第4回】
テーマ：（共通）ビジネス数学検定
内容・方法：（共通）ビジネス数学検定を受検する
【第5回】
テーマ：Chapter8　情報発信力向上：図解①、リサーチプロジェクトII作成ワーク①
内容・方法：8.1文章から図解へ、8.2グラフ、8.3ダイヤグラム、テーマ設定からプレゼンテーション資料作成
【第6回】
テーマ：（合同）ビジネスマナー
内容・方法：（合同）ビジネスマナーについて講義を聞く
【第7回】
テーマ：Chapter4　情報とビジネス①
内容・方法：4.1小売業での経営情報システム、4.2小売業での経営情報システム
【第8回】
テーマ：Chapter4　情報とビジネス②
内容・方法：4.3コンテンツビジネス
【第9回】
テーマ：Chapter5　法とビジネスと①
内容・方法：5.1取引・商談＝契約、5.2会社の法律
【第10回】
テーマ：Chapter5　法とビジネスと②
内容・方法：5.3雇用と労働の法律、5.4労働衛生
【第11回】
テーマ：Chapter6　行政とビジネス
内容・方法：6.1主な行政機関、6.2ビジネスから考える行政に関する法
【第12回】
テーマ：（共通）リサーチプロジェクトIIゼミ内発表会(1)
内容・方法：（共通）担当者は全員の前で口頭発表を行う
【第13回】
テーマ：（共通）リサーチプロジェクトIIゼミ内発表会(2)
内容・方法：（共通）担当者は全員の前で口頭発表を行う
【第14回】
テーマ：（合同）リサーチプロジェクトIIコース代表発表会
内容・方法：（合同）代表者は全員の前で口頭発表を行う
【第15回】
テーマ：（共通）ポートフォリオの作成（まとめ）・後期課題の完成
内容・方法：（共通）ポートフォリオ後期及び1年間の活動の振り返り・未終了分の後期分の課題を完成させる

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

【第1回】
①事前学修課題：夏期休暇課題の確認をする、テキストのChapter7-1を読む　2時間

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

セミナーⅡｂ



②事後学修課題：「ビジネス数学」課題を進める　2時間
【第2回】
①事前学修課題：テキストのChapter7-2を読む　2時間
②事後学修課題：「ビジネス数学」課題を進める　2時間
【第3回】
①事前学修課題：テキストのChapter7-3を読む　2時間
②事後学修課題：「ビジネス数学」課題を進める　2時間
【第4回】
①事前学修課題：「ビジネス数学」課題を復習する　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第5回】
①事前学修課題：テキストのChapter8を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第6回】
①事前学修課題：最近のビジネスマナーについて情報端末を用いてを調べておく　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める、講義内容のノートを整理する　2時間
【第7回】
①事前学修課題：テキストのChapter4の前半を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第8回】
①事前学修課題：テキストのChapter4の後半を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第9回】
①事前学修課題：テキストのChapter5の前半を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第10回】
①事前学修課題：テキストのChapter5の後半を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第11回】
①事前学修課題：テキストのChapte6を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第12回】
①事前学修課題：担当者は発表の事前準備をする　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第13回】
①事前学修課題：担当者は発表の事前準備をする　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第14回】
①事前学修課題：コース代表者は発表の事前準備をする　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第15回】
①事前学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」1年間の課題を完成させる　2時間

課題に対するフィードバックの方法

提出課題を添削し返却する。

成績評価の方法・基準（方針）

平常点（50％）、課題点（20％）、数学学びのことはじめ(10%)、夏期休暇課題（10％）とする。
正当な理由のない欠席4回以上 、または夏期休暇課題の未提出、ならびに、「数学学びのことはじめ」が当期の
達成目標に到達しなかった場合、 評価の対象とせず、「 K 」評価とする。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

80

10

0

10

0

評価方法・割合

平常点（50％）、通常課題（20％）、数学学びのことはじ
め（10％）

夏期休暇課題（10％）

課題に基づくレポート(10％)

評価対象となる到達目標

1、2

1

１、2

テキスト 佐藤智明ほか編『業界研究学びのことはじめ』ナカニシヤ出版、2200円＋税、
ISBN978-4-7795-1027-4

参考書 大阪国際大学　『数学学びのことはじめII　-数字と言葉に強くなるセミナーワークブック-』
公益財団法人　日本数学検定協会　編　『＜実践＞ビジネス数学検定3級』日経BP社、1000円
＋税、ISBN978-4-8222-3936-7

履修条件・他の科目との関連 テキスト、参考書及びノートを毎回持参すること。

セミナーⅡｂ



履修条件・他の科目との関連 授業計画は、クラスによって実施時期・内容が異なることもあるので、おおよその順序である。エンカ
レッジングタイム（個別面談）はゼミ毎に9月から10月中に実施される。12月にリサーチプロジェクトII
（コース関連プレゼンテーション）として発表がある。

セミナーⅡｂ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16306607

セミナーⅡｂ

横山　誠

横山　誠

2年

授業の目的・概要

ビジネスに必要な最低限の知識を身につけ、最終的にコースに関連する課題を行い、プレゼンテーションを実施
する（リサーチプロジェクトII）。

到達目標

1.ビジネスに必要な最低限の知識を身につけることができる
2.コースに関連したプレゼンテーションを実施することができる

授業計画

【第1回】
テーマ：夏期休暇課題確認、ポートフォリオ作成、Chapter7 情報発信力向上：数値データの理解と発信
内容・方法：夏期休暇課題提出、7.1量の体系
【第2回】
テーマ：Chapter7 情報発信力向上：数値データの理解と発信
内容・方法：7.2数値の比較
【第3回】
テーマ：Chapter7 情報発信力向上：数値データの理解と発信
内容・方法：7.3変化・関係を説明する
【第4回】
テーマ：（共通）ビジネス数学検定
内容・方法：（共通）ビジネス数学検定を受検する
【第5回】
テーマ：Chapter8　情報発信力向上：図解①、リサーチプロジェクトII作成ワーク①
内容・方法：8.1文章から図解へ、8.2グラフ、8.3ダイヤグラム、テーマ設定からプレゼンテーション資料作成
【第6回】
テーマ：（合同）ビジネスマナー
内容・方法：（合同）ビジネスマナーについて講義を聞く
【第7回】
テーマ：Chapter4　情報とビジネス①
内容・方法：4.1小売業での経営情報システム、4.2小売業での経営情報システム
【第8回】
テーマ：Chapter4　情報とビジネス②
内容・方法：4.3コンテンツビジネス
【第9回】
テーマ：Chapter5　法とビジネスと①
内容・方法：5.1取引・商談＝契約、5.2会社の法律
【第10回】
テーマ：Chapter5　法とビジネスと②
内容・方法：5.3雇用と労働の法律、5.4労働衛生
【第11回】
テーマ：Chapter6　行政とビジネス
内容・方法：6.1主な行政機関、6.2ビジネスから考える行政に関する法
【第12回】
テーマ：（共通）リサーチプロジェクトIIゼミ内発表会(1)
内容・方法：（共通）担当者は全員の前で口頭発表を行う
【第13回】
テーマ：（共通）リサーチプロジェクトIIゼミ内発表会(2)
内容・方法：（共通）担当者は全員の前で口頭発表を行う
【第14回】
テーマ：（合同）リサーチプロジェクトIIコース代表発表会
内容・方法：（合同）代表者は全員の前で口頭発表を行う
【第15回】
テーマ：（共通）ポートフォリオの作成（まとめ）・後期課題の完成
内容・方法：（共通）ポートフォリオ後期及び1年間の活動の振り返り・未終了分の後期分の課題を完成させる

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

【第1回】
①事前学修課題：夏期休暇課題の確認をする、テキストのChapter7-1を読む　2時間

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

セミナーⅡｂ



②事後学修課題：「ビジネス数学」課題を進める　2時間
【第2回】
①事前学修課題：テキストのChapter7-2を読む　2時間
②事後学修課題：「ビジネス数学」課題を進める　2時間
【第3回】
①事前学修課題：テキストのChapter7-3を読む　2時間
②事後学修課題：「ビジネス数学」課題を進める　2時間
【第4回】
①事前学修課題：「ビジネス数学」課題を復習する　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第5回】
①事前学修課題：テキストのChapter8を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第6回】
①事前学修課題：最近のビジネスマナーについて情報端末を用いてを調べておく　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める、講義内容のノートを整理する　2時間
【第7回】
①事前学修課題：テキストのChapter4の前半を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第8回】
①事前学修課題：テキストのChapter4の後半を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第9回】
①事前学修課題：テキストのChapter5の前半を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第10回】
①事前学修課題：テキストのChapter5の後半を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第11回】
①事前学修課題：テキストのChapte6を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第12回】
①事前学修課題：担当者は発表の事前準備をする　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第13回】
①事前学修課題：担当者は発表の事前準備をする　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第14回】
①事前学修課題：コース代表者は発表の事前準備をする　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第15回】
①事前学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」1年間の課題を完成させる　2時間

課題に対するフィードバックの方法

提出課題を添削し返却する。

成績評価の方法・基準（方針）

平常点（50％）、課題点（20％）、数学学びのことはじめ(10%)、夏期休暇課題（10％）とする。
正当な理由のない欠席4回以上 、または夏期休暇課題の未提出、ならびに、「数学学びのことはじめ」が当期の
達成目標に到達しなかった場合、 評価の対象とせず、「 K 」評価とする。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

80

10

0

10

0

評価方法・割合

平常点（50％）、通常課題（20％）、数学学びのことはじ
め（10％）

夏期休暇課題（10％）

課題に基づくレポート(10％)

評価対象となる到達目標

1、2

1

１、2

テキスト 佐藤智明ほか編『業界研究学びのことはじめ』ナカニシヤ出版、2200円＋税、
ISBN978-4-7795-1027-4

参考書 大阪国際大学　『数学学びのことはじめII　-数字と言葉に強くなるセミナーワークブック-』
公益財団法人　日本数学検定協会　編　『＜実践＞ビジネス数学検定3級』日経BP社、1000円
＋税、ISBN978-4-8222-3936-7

履修条件・他の科目との関連 テキスト、参考書及びノートを毎回持参すること。

セミナーⅡｂ



履修条件・他の科目との関連 授業計画は、クラスによって実施時期・内容が異なることもあるので、おおよその順序である。エンカ
レッジングタイム（個別面談）はゼミ毎に9月から10月中に実施される。12月にリサーチプロジェクトII
（コース関連プレゼンテーション）として発表がある。

セミナーⅡｂ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16306608

セミナーⅡｂ

望月　拓実

望月　拓実

2年

授業の目的・概要

ビジネスに必要な最低限の知識を身につけ、最終的にコースに関連する課題を行い、プレゼンテーションを実施
する（リサーチプロジェクトII）。

到達目標

1.ビジネスに必要な最低限の知識を身につけることができる
2.コースに関連したプレゼンテーションを実施することができる

授業計画

【第1回】
テーマ：夏期休暇課題確認、ポートフォリオ作成、Chapter7 情報発信力向上：数値データの理解と発信
内容・方法：夏期休暇課題提出、7.1量の体系
【第2回】
テーマ：Chapter7 情報発信力向上：数値データの理解と発信
内容・方法：7.2数値の比較
【第3回】
テーマ：Chapter7 情報発信力向上：数値データの理解と発信
内容・方法：7.3変化・関係を説明する
【第4回】
テーマ：（共通）ビジネス数学検定
内容・方法：（共通）ビジネス数学検定を受検する
【第5回】
テーマ：Chapter8　情報発信力向上：図解①、リサーチプロジェクトII作成ワーク①
内容・方法：8.1文章から図解へ、8.2グラフ、8.3ダイヤグラム、テーマ設定からプレゼンテーション資料作成
【第6回】
テーマ：（合同）ビジネスマナー
内容・方法：（合同）ビジネスマナーについて講義を聞く
【第7回】
テーマ：Chapter4　情報とビジネス①
内容・方法：4.1小売業での経営情報システム、4.2小売業での経営情報システム
【第8回】
テーマ：Chapter4　情報とビジネス②
内容・方法：4.3コンテンツビジネス
【第9回】
テーマ：Chapter5　法とビジネスと①
内容・方法：5.1取引・商談＝契約、5.2会社の法律
【第10回】
テーマ：Chapter5　法とビジネスと②
内容・方法：5.3雇用と労働の法律、5.4労働衛生
【第11回】
テーマ：Chapter6　行政とビジネス
内容・方法：6.1主な行政機関、6.2ビジネスから考える行政に関する法
【第12回】
テーマ：（共通）リサーチプロジェクトIIゼミ内発表会(1)
内容・方法：（共通）担当者は全員の前で口頭発表を行う
【第13回】
テーマ：（共通）リサーチプロジェクトIIゼミ内発表会(2)
内容・方法：（共通）担当者は全員の前で口頭発表を行う
【第14回】
テーマ：（合同）リサーチプロジェクトIIコース代表発表会
内容・方法：（合同）代表者は全員の前で口頭発表を行う
【第15回】
テーマ：（共通）ポートフォリオの作成（まとめ）・後期課題の完成
内容・方法：（共通）ポートフォリオ後期及び1年間の活動の振り返り・未終了分の後期分の課題を完成させる

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

【第1回】
①事前学修課題：夏期休暇課題の確認をする、テキストのChapter7-1を読む　2時間

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

セミナーⅡｂ



②事後学修課題：「ビジネス数学」課題を進める　2時間
【第2回】
①事前学修課題：テキストのChapter7-2を読む　2時間
②事後学修課題：「ビジネス数学」課題を進める　2時間
【第3回】
①事前学修課題：テキストのChapter7-3を読む　2時間
②事後学修課題：「ビジネス数学」課題を進める　2時間
【第4回】
①事前学修課題：「ビジネス数学」課題を復習する　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第5回】
①事前学修課題：テキストのChapter8を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第6回】
①事前学修課題：最近のビジネスマナーについて情報端末を用いてを調べておく　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める、講義内容のノートを整理する　2時間
【第7回】
①事前学修課題：テキストのChapter4の前半を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第8回】
①事前学修課題：テキストのChapter4の後半を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第9回】
①事前学修課題：テキストのChapter5の前半を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第10回】
①事前学修課題：テキストのChapter5の後半を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第11回】
①事前学修課題：テキストのChapte6を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第12回】
①事前学修課題：担当者は発表の事前準備をする　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第13回】
①事前学修課題：担当者は発表の事前準備をする　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第14回】
①事前学修課題：コース代表者は発表の事前準備をする　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第15回】
①事前学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」1年間の課題を完成させる　2時間

課題に対するフィードバックの方法

提出課題を添削し返却する。

成績評価の方法・基準（方針）

平常点（50％）、課題点（20％）、数学学びのことはじめ(10%)、夏期休暇課題（10％）とする。
正当な理由のない欠席4回以上 、または夏期休暇課題の未提出、ならびに、「数学学びのことはじめ」が当期の
達成目標に到達しなかった場合、 評価の対象とせず、「 K 」評価とする。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

80

10

0

10

0

評価方法・割合

平常点（50％）、通常課題（20％）、数学学びのことはじ
め（10％）

夏期休暇課題（10％）

課題に基づくレポート(10％)

評価対象となる到達目標

1、2

1

１、2

テキスト 佐藤智明ほか編『業界研究学びのことはじめ』ナカニシヤ出版、2200円＋税、
ISBN978-4-7795-1027-4

参考書 大阪国際大学　『数学学びのことはじめII　-数字と言葉に強くなるセミナーワークブック-』
公益財団法人　日本数学検定協会　編　『＜実践＞ビジネス数学検定3級』日経BP社、1000円
＋税、ISBN978-4-8222-3936-7

履修条件・他の科目との関連 テキスト、参考書及びノートを毎回持参すること。

セミナーⅡｂ



履修条件・他の科目との関連 授業計画は、クラスによって実施時期・内容が異なることもあるので、おおよその順序である。エンカ
レッジングタイム（個別面談）はゼミ毎に9月から10月中に実施される。12月にリサーチプロジェクトII
（コース関連プレゼンテーション）として発表がある。

セミナーⅡｂ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16306609

セミナーⅡｂ

出野　和子

出野　和子

2年

授業の目的・概要

ビジネスに必要な最低限の知識を身につけ、最終的にコースに関連する課題を行い、プレゼンテーションを実施
する（リサーチプロジェクトII）。

到達目標

1.ビジネスに必要な最低限の知識を身につけることができる
2.コースに関連したプレゼンテーションを実施することができる

授業計画

【第1回】
テーマ：夏期休暇課題確認、ポートフォリオ作成、Chapter7 情報発信力向上：数値データの理解と発信
内容・方法：夏期休暇課題提出、7.1量の体系
【第2回】
テーマ：Chapter7 情報発信力向上：数値データの理解と発信
内容・方法：7.2数値の比較
【第3回】
テーマ：Chapter7 情報発信力向上：数値データの理解と発信
内容・方法：7.3変化・関係を説明する
【第4回】
テーマ：（共通）ビジネス数学検定
内容・方法：（共通）ビジネス数学検定を受検する
【第5回】
テーマ：Chapter8　情報発信力向上：図解①、リサーチプロジェクトII作成ワーク①
内容・方法：8.1文章から図解へ、8.2グラフ、8.3ダイヤグラム、テーマ設定からプレゼンテーション資料作成
【第6回】
テーマ：（合同）ビジネスマナー
内容・方法：（合同）ビジネスマナーについて講義を聞く
【第7回】
テーマ：Chapter4　情報とビジネス①
内容・方法：4.1小売業での経営情報システム、4.2小売業での経営情報システム
【第8回】
テーマ：Chapter4　情報とビジネス②
内容・方法：4.3コンテンツビジネス
【第9回】
テーマ：Chapter5　法とビジネスと①
内容・方法：5.1取引・商談＝契約、5.2会社の法律
【第10回】
テーマ：Chapter5　法とビジネスと②
内容・方法：5.3雇用と労働の法律、5.4労働衛生
【第11回】
テーマ：Chapter6　行政とビジネス
内容・方法：6.1主な行政機関、6.2ビジネスから考える行政に関する法
【第12回】
テーマ：（共通）リサーチプロジェクトIIゼミ内発表会(1)
内容・方法：（共通）担当者は全員の前で口頭発表を行う
【第13回】
テーマ：（共通）リサーチプロジェクトIIゼミ内発表会(2)
内容・方法：（共通）担当者は全員の前で口頭発表を行う
【第14回】
テーマ：（合同）リサーチプロジェクトIIコース代表発表会
内容・方法：（合同）代表者は全員の前で口頭発表を行う
【第15回】
テーマ：（共通）ポートフォリオの作成（まとめ）・後期課題の完成
内容・方法：（共通）ポートフォリオ後期及び1年間の活動の振り返り・未終了分の後期分の課題を完成させる

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

【第1回】
①事前学修課題：夏期休暇課題の確認をする、テキストのChapter7-1を読む　2時間

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

セミナーⅡｂ



②事後学修課題：「ビジネス数学」課題を進める　2時間
【第2回】
①事前学修課題：テキストのChapter7-2を読む　2時間
②事後学修課題：「ビジネス数学」課題を進める　2時間
【第3回】
①事前学修課題：テキストのChapter7-3を読む　2時間
②事後学修課題：「ビジネス数学」課題を進める　2時間
【第4回】
①事前学修課題：「ビジネス数学」課題を復習する　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第5回】
①事前学修課題：テキストのChapter8を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第6回】
①事前学修課題：最近のビジネスマナーについて情報端末を用いてを調べておく　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める、講義内容のノートを整理する　2時間
【第7回】
①事前学修課題：テキストのChapter4の前半を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第8回】
①事前学修課題：テキストのChapter4の後半を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第9回】
①事前学修課題：テキストのChapter5の前半を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第10回】
①事前学修課題：テキストのChapter5の後半を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第11回】
①事前学修課題：テキストのChapte6を読む　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第12回】
①事前学修課題：担当者は発表の事前準備をする　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第13回】
①事前学修課題：担当者は発表の事前準備をする　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第14回】
①事前学修課題：コース代表者は発表の事前準備をする　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
【第15回】
①事前学修課題：「数学学びのことはじめ」課題を進める　2時間
②事後学修課題：「数学学びのことはじめ」1年間の課題を完成させる　2時間

課題に対するフィードバックの方法

提出課題を添削し返却する。

成績評価の方法・基準（方針）

平常点（50％）、課題点（20％）、数学学びのことはじめ(10%)、夏期休暇課題（10％）とする。
正当な理由のない欠席4回以上 、または夏期休暇課題の未提出、ならびに、「数学学びのことはじめ」が当期の
達成目標に到達しなかった場合、 評価の対象とせず、「 K 」評価とする。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

80

10

0

10

0

評価方法・割合

平常点（50％）、通常課題（20％）、数学学びのことはじ
め（10％）

夏期休暇課題（10％）

課題に基づくレポート(10％)

評価対象となる到達目標

1、2

1

１、2

テキスト 佐藤智明ほか編『業界研究学びのことはじめ』ナカニシヤ出版、2200円＋税、
ISBN978-4-7795-1027-4

参考書 大阪国際大学　『数学学びのことはじめII　-数字と言葉に強くなるセミナーワークブック-』
公益財団法人　日本数学検定協会　編　『＜実践＞ビジネス数学検定3級』日経BP社、1000円
＋税、ISBN978-4-8222-3936-7

履修条件・他の科目との関連 テキスト、参考書及びノートを毎回持参すること。

セミナーⅡｂ



履修条件・他の科目との関連 授業計画は、クラスによって実施時期・内容が異なることもあるので、おおよその順序である。エンカ
レッジングタイム（個別面談）はゼミ毎に9月から10月中に実施される。12月にリサーチプロジェクトII
（コース関連プレゼンテーション）として発表がある。

セミナーⅡｂ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16306701

セミナーⅢａ

佐藤　智明

佐藤　智明

3年

授業の目的・概要

現在、経済産業省も推奨しているビジネスの基本となるヘルシーカンパニー（健康企業）や健康経営の学びを深
め、労務管理の１つである労働環境に着目する。労働現場の作業環境の実態を把握し、安全衛生に関する改善策
を策定し、安全衛生水準の向上を図ると共に作業効率にも反映させ、ひいては経営効率の向上を目指す。　※
「健康経営」は健康経営研究会の登録商標です。

到達目標

1.卒業後、就職した職場において、学んだことを活用できる。
2.アルバイトも含め、仕事をする際の環境衛生を考えることができる。
3.労働における安全衛生を説明できる。

授業計画

【第1回】
テーマ：ガイダンス
内容・方法：年間予定の詳細・自己紹介など
【第2回】
テーマ：（共通）ライブラリーツアー
内容・方法：（共通）職場改善に関する記事の収集
【第3回】
テーマ：改善とは1・健康経営の基本的な考え方1
内容・方法：・テキストの該当箇所を音読
・担当学生がキーワードを発表
【第4回】
テーマ：改善とは2・健康経営の基本的な考え方2
内容・方法：・テキストの該当箇所を音読
・担当学生がキーワードを発表
【第5回】
テーマ：働きやすい職場にするためには・経営者が進める健康経営1
内容・方法：・テキストの該当箇所を音読
・担当学生がキーワードを発表
【第6回】
テーマ：ムダな動きをなくして効率よく働くためには・経営者が進める健康経営2
内容・方法：・テキストの該当箇所を音読
・担当学生がキーワードを発表
【第7回】
テーマ：ミスを減らすためには・経営者が進める健康経営3
内容・方法：・テキストの該当箇所を音読
・担当学生がキーワードを発表
【第8回】
テーマ：腰痛を防ぐためには・管理監督者が進める健康経営1
内容・方法：・テキストの該当箇所を音読
・担当学生がキーワードを発表
【第9回】
テーマ：研究の基本を理解する
内容・方法：参考資料・文献・データの収集方法を学ぶ
【第10回】
テーマ：論文要旨の作成方法
内容・方法：配布された複数の文献から作成してみる
【第11回】
テーマ：（合同）人権に関する映画鑑賞会
内容・方法：（合同）映像により人権の意味を考える
【第12回】
テーマ：（共通）今後のキャリアを考える
内容・方法：（共通）就職部より情報を得て今後のキャリアを考える
【第13回】
テーマ：実態調査の計画立案Ⅰ
内容・方法：先輩の調査内容を確認
【第14回】
テーマ：実態調査の計画立案Ⅱ
内容・方法：現場の作業内容を確認
【第15回】

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

セミナーⅢａ



テーマ：実態調査の計画立案Ⅲ
内容・方法：スケジュールの立案

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

【第1回】
①事前学修課題：シラバスを読む　1.5時間
②事後学修課題：年間予定からスケジュールを調整　2.5時間
【第2回】
①事前学修課題：職場改善の例を確認しておく　1.5時間
②事後学修課題：収集した記事の発表用原稿を作成する　2.5時間
【第3回】
①事前学修課題：テキストの該当箇所を事前に一読しておく　1.5時間
②事後学修課題：・授業中に記録したノートをまとめる・担当学生の配布した資料を再読する　2.5時間
【第4回】
①事前学修課題：テキストの該当箇所を事前に一読しておく　1.5時間
②事後学修課題：・授業中に記録したノートをまとめる・担当学生の配布した資料を再読する　2.5時間
【第5回】
①事前学修課題：テキストの該当箇所を事前に一読しておく　1.5時間
②事後学修課題：・授業中に記録したノートをまとめる
・担当学生の配布した資料を再読する　2.5時間
【第6回】
①事前学修課題：テキストの該当箇所を事前に一読しておく　1.5時間
②事後学修課題：・授業中に記録したノートをまとめる
・担当学生の配布した資料を再読する　2.5時間
【第7回】
①事前学修課題：テキストの該当箇所を事前に一読しておく　1.5時間
②事後学修課題：・授業中に記録したノートをまとめる
・担当学生の配布した資料を再読する　2.5時間
【第8回】
①事前学修課題：テキストの該当箇所を事前に一読しておく　1.5時間
②事後学修課題：・授業中に記録したノートをまとめる
・担当学生の配布した資料を再読する　2.5時間
【第9回】
①事前学修課題：関連論文を検索　1.5時間
②事後学修課題：・授業中に記録したノートをまとめる
・授業中に配布した関連論文を再読する　2.5時間
【第10回】
①事前学修課題：各自文献を用意する　1.5時間
②事後学修課題：それぞれが作成したレジュメを再読する　2.5時間
【第11回】
①事前学修課題：4月に配布された人権に関するリーフレットを再読する　1.5時間
②事後学修課題：映画の内容を振り返る　2.5時間
【第12回】
①事前学修課題：キャリアの意味を再確認しておく　1.5時間
②事後学修課題：自分自身の今後の将来を考える　2.5時間
【第13回】
①事前学修課題：図書館で先輩の卒論をリストアップし用意しておく　1.5時間
②事後学修課題：先輩の卒論を再読する　2.5時間
【第14回】
①事前学修課題：先輩の卒論を再読しておく　1.5時間
②事後学修課題：・授業中に配布した資料を再読する　2.5時間
【第15回】
①事前学修課題：夏季休暇の自身のスケジュールを把握しておく　1.5時間
②事後学修課題：決定した調査時のスケジュールを調整しておく　2.5時間

課題に対するフィードバックの方法

毎回、時事・社会問題に関するプリントを配布して、社会に目を向ける。授業内で終了しない場合は課題として
扱い、翌週にフィードバックを行う。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示す通り、講義期間中に実施される通常課題の提出、期末試験（レポート）、その他受講態度を最低採点
基準とし、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
　正当な理由のない3回以上の欠席は単位を認定しない。その理由は、グループ学習や現地での実態調査をするた
め、欠席により理解不足の場合、調査先に迷惑がかかるため。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

評価割合
（％）

30

40

評価方法・割合

講義内で課されるレポート課題や担当の発表

授業外で課されるレポート課題及び学外活動

評価対象となる到達目標

1.3

1.2.3

セミナーⅢａ



定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

0

0

30 問いへの回答などによる積極的な受講態度

テキスト 1.『みんなで進める！職場改善ブック～アクションチェックリストと目で見る改善事例～』神代雅晴　著
　　中央労働災害防止協会　ISBN978-4-8059-1567-7
2.『「健康経営」推進ガイドブック』岡田邦夫　著　　経団連出版　ISBN978-4-8185-1506-2

参考書 必要に応じて講義の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 実態調査を実施するため、祝祭日や長期休暇中に現場に行くことがある。調査場所としては現在
検討中。
3年次前期開講の専門科目「産業衛生論」と後期開講の専門科目「人間工学」を履修すること。

セミナーⅢａ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16306702

セミナーⅢａ

高橋　泰代

高橋　泰代

3年

授業の目的・概要

企業が公表する財務諸表の構造や役割を理解することを基礎として、現代日本の会計制度の抱える問題点や課題
を考察する。企業のホームページ等のインターネット情報を分析し、リサーチプロジェクトⅢ作品への取り組み
とプレゼンテーション能力の向上を目指す。
サブセミナーで身に付けた能力を活用して、各担当教員のもとで、研究テーマの基礎知識を確認するとともに、
高い専門性を身につける。経営経済学部経営学科としての卒業研究に拡充していくことが目的の一つである。

到達目標

１．時事問題に対する知識
２．企業情報の理解
３．プレゼンテーション能力

授業計画

【第1回】
テーマ：サブセミナーの振り返りと報告
内容・方法：サブセミナーでの成果について報告
【第2回】
テーマ：SPI試験について
内容・方法：（共通）言語分野と非言語分野を実施する
【第3回】
テーマ：リサプロⅢの実施方法について
内容・方法：リサーチプロジェクトⅠ、Ⅱ、Ⅲの連携について
【第4回】
テーマ：リサーチプロジェクトⅢのテーマ（案）の報告
内容・方法：ゼミ内での報告
【第5回】
テーマ：リサーチプロジェクトⅢのテーマ（案）の報告
内容・方法：ゼミ内での報告
【第6回】
テーマ：リサーチプロジェクトⅢの準備
内容・方法：リサーチプロジェクトⅢの進め方の解説
【第7回】
テーマ：リサーチプロジェクトⅢの準備
内容・方法：テーマと概要についての報告
【第8回】
テーマ：リサーチプロジェクトⅢの準備
内容・方法：パワーポイントの作成と報告
【第9回】
テーマ：リサーチプロジェクトIIIの準備
内容・方法：タイトルの決定
【第10回】
テーマ：リサーチプロジェクトIII
内容・方法：発表設計を考える
【第11回】
テーマ：リサーチプロジェクトIII
内容・方法：アンケート調査等の準備
【第12回】
テーマ：リサーチプロジェクトIII
内容・方法：アンケート調査等の準備
【第13回】
テーマ：リサーチプロジェクトIII
内容・方法：アンケート調査等の準備
【第14回】
テーマ：リサーチプロジェクトIII
内容・方法：アンケート調査開始
【第15回】
テーマ：夏季休暇中にするべきこと
内容・方法：アンケート調査の実施

事前事後の学習

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

セミナーⅢａ



授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

自主的にテーマを選び、セミナーで報告するための資料を作成するための時間を確保すること。
＊各回事前事後の学修課題に取り組む時間は、2時間とする。
【第1回】
①事前学修課題：サブセミナーの振り返り。
②事後学修課題：サブセミナーでの振り返り結果レポートの作成
【第2回】
①事前学修課題：過去のリサーチプロジェクト優秀作品の抄読
②事後学修課題：過去のリサーチプロジェクト優秀作品の抄読
【第3回】
①事前学修課題：リサーチプロジェクトⅢのテーマを考える。
②事後学修課題：リサーチプロジェクトⅢのテーマを考える。
【第4回】
①事前学修課題：リサーチプロジェクトⅢのテーマを考える。
②事後学修課題：リサーチプロジェクトⅢのテーマを考える。
【第5回】
①事前学修課題：リサーチプロジェクトⅢのテーマを考える。
②事後学修課題：リサーチプロジェクトⅢのテーマを考える。
【第6回】
①事前学修課題：テーマを選定する。
②事後学修課題：資料収集。
【第7回】
①事前学修課題：テーマと概要についてのレジュメ作成。
②事後学修課題：資料収集。
【第8回】
①事前学修課題：パワーポイントの作成。
②事後学修課題：報告内容の修正。
【第9回】
①事前学修課題：報告資料の作成
②事後学修課題：参考資料の収集。
【第10回】
①事前学修課題：発表に向け各自の準備をする。
②事後学修課題：発表に向け各自の準備をする。
【第11回】
①事前学修課題：発表に向け各自の準備をする。
②事後学修課題：発表に向け各自の準備をする。
【第12回】
①事前学修課題：アンケート項目を考える。
②事後学修課題：アンケート項目を考える。
【第13回】
①事前学修課題：アンケート実施の準備
②事後学修課題：アンケート実施の準備。
【第14回】
①事前学修課題：アンケート開始。
②事後学修課題：アンケート開始。
【第15回】
①事前学修課題：アンケート開始。
②事後学修課題：アンケート開始。

課題に対するフィードバックの方法

セミナーで報告した内容を確認し、理解できなかった項目について授業内でフィードバックする。

成績評価の方法・基準（方針）

セミナーで行うプレゼンテーションとレポート提出状況により評価する。
（共通）リサーチプロジェクトIIIの発表をしない、あるいは合格基準に達していない場合、単位取得を認めな
い。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

70

20

0

0

10

評価方法・割合

リサーチプロジェクトⅢへの取り組み、ゼミ内報告

・課外活動への参加
・プロジェクトの立案

定期試験は実施しません。

ゼミ内での積極的な提案

評価対象となる到達目標

1,2,3

１,２,３

1,2,3

テキスト テキストなし

セミナーⅢａ



参考書 必要に応じて資料を配布する。

履修条件・他の科目との関連 会計学入門、簿記原理、簿記実務等の会計関連科目、サービス・地域活性化サブセミナー

セミナーⅢａ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16306704

セミナーⅢａ

近藤　浩章

近藤　浩章

3年

授業の目的・概要

本セミナーでは、「体験型」の学修によりビジネス実践力の強化を行う。経営戦略やマーケティングの基礎知識
をベースに、社会における変化からどのようなニーズが生まれ、どのように事業を通じた社会貢献を行っていく
のかについての構想力を鍛えていく。企業経営者との対話や事業提案といった体験により、学修を深化させてい
く。
担当教員が長年に亘り、企業において組織運営やマーケティング業務に従事した実務経験をもとに、企業経営に
ついての理論と実践への応用について指導する。

到達目標

1. 経営戦略の基本が理解できている
2. 経営者とのミーティングや調査を通じて、経営課題について理解できている
3. 事実にもとづいた仮説の構築と、説得力のある説明ができる

授業計画

※授業計画については変更する可能性もある。企業訪問も随時実施する。
【第１回】イントロダクション
　　内容・方法：セミナーⅢａの全体像、運営方法などのオリエンテーション
【第２回】経営戦略の基本-1
　　内容・方法：教科書などを使用して経営戦略の基本を学ぶ
【第３回】経営戦略の基本-2
　　内容・方法：教科書などを使用して経営戦略の基本を学ぶ
【第４回】ＰＢＬ（Project Based Learning）の着手
　　内容・方法：PBLの目的、実施方法、スケジュールなどについて解説する。
【第５回】フィールド・リサーチ
　　内容・方法：企業経営者とのミーティングおよび経営課題の調査
【第６回】仮説構築-1
　　内容・方法：ミーティングを踏まえた仮説構築
【第７回】仮説構築-2
　　内容・方法：ミーティングを踏まえた仮説構築
【第８回】調査方法の検討
　　内容・方法：仮説に基づき、調査方法について検討する
【第９回】中間報告
　　内容・方法：検討してきた仮説・調査方法について、企業経営者に報告する
【第１０回】市場調査-1
　　内容・方法：仮説に基づいた顧客・競合調査
【第１１回】市場調査-2
　　内容・方法：仮説に基づいた顧客・競合調査
【第１２回】マーケティング戦略の立案-1
　　内容・方法：調査結果を踏まえたマーケティング戦略を立案する
【第１３回】マーケティング戦略の立案-2
　　内容・方法：マーケティング戦略をまとめ最終報告の準備を行う
【第１４回】最終報告
　　内容・方法：マーケティング戦略を企業経営者に最終報告として提言する
【第１５回】セミナーⅢａまとめ
　　内容・方法：前期の振り返り、後期に向けた課題の確認

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

【第１回】講義概要などの説明を復習し、セミナーⅢの到達目標について理解を深める。
【第２回～第４回】経営戦略の基本について予習し、授業内容を復習して理解を深める。
【第５回～第１３回】ＰＢＬの計画おこない、ＰＤＣＡを回して実施に必要な準備を進める。
【第１４回】最終報告での企業経営者のコメントを復習し、ＰＢＬの内容に反映する。
【第１５回】後期までに必要な行動計画を立て、実行する。
事前事後の学習時間：第１回は事後学習4.0時間、第２回～第１４回は各回事前1.5時間、事後2.5時間、第１５回
は事前学習4.0時間

課題に対するフィードバックの方法

毎回の授業時に、教員からフィードバックを行う。

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 〇

セミナーⅢａ



成績評価の方法・基準（方針）

以下に示す評価方法により総合的に判断のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

50

30

0

20

0

評価方法・割合

セミナー活動への積極的な取り組み(50)

報告の内容や準備など、プロジェクトで創出される成果
(30)

プロジェクトの成果レポート(20)

評価対象となる到達目標

1,2,3

1,2,3

1,2,3

テキスト 『経営戦略　第３版 』 大滝精一、山田英夫、岩田　智著　有斐閣アルマ

参考書 『マーケティング戦略　第５版 』 和田 充夫、恩蔵 直人、三浦 俊彦著　有斐閣アルマ
『わかりやすいマーケティング戦略　新版』　沼上 幹著　　有斐閣アルマ

履修条件・他の科目との関連 マーケティング論、ブランド戦略論、サービスマーケティング、国際経営論、消費者行動論の履修が望
ましい。

セミナーⅢａ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16306705

セミナーⅢａ

田窪　美葉

田窪　美葉

3年

授業の目的・概要

経営学を基礎としながらも、経済学、情報学、政治学、法学など幅広い分野におけるビジネスに閲するテーマを
掲げ、問題解決のための情報の収集および調査方法に関する能力を身に付け、それを表現できるゲームを製作す
る基礎を学習する。また、研究テーマに関する的確な文献及び資料を犠索でき、それらの文献資料等を科学的根
挺に基づいてレポートできることが求められる。

到達目標

1.ゲームの製作方法について学習することができる
2.財務諸表の関係性や表現について学習することができる
3.経営分析について学習することができる

授業計画

第1回　オリエンテーション　ベーカリーゲーム実施
第2回　YBG実施　YBG制作ゲームの実施
第3回　miniPの解説(1)　プログラム内容の解説
第4回　miniPの解説(2)　Excelを用いた内容の理解
第5回　財務諸表の作成(1)　Excel(営業活動)
第6回　財務諸表の作成(1)　プログラム(営業活動)
第7回　財務諸表の作成(2)　Excel(財務活動)
第8回　財務諸表の作成(2)　プログラム(財務活動)
第9回　財務諸表の作成(3)　Excel(投資活動)
第10回　財務諸表の作成(3)　プログラム(投資活動)
第11回　財務諸表の作成(4)　Excel(減価償却・法人税)
第12回　財務諸表の作成(4)　プログラム(減価償却・法人税)
第13回　経営分析の理解(1)　各種指標の理解
第14回　経営分析の理解(2)　各種指標の計算
第15回　確認　財務知識・経営分析

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

第1回
【事前】ベーカリーゲームについて復習する　2.0時間
【事後】ベーカリーゲームの戦略を検討する　2.0時間
第2回
【事前】YBG制作ゲームについて知る　2.0時間
【事後】YBG制作ゲームについて復習する　2.0時間
第3回
【事前】miniPのプログラムコードを知る　2.0時間
【事後】miniPのプログラムコードを復習する　2.0時間
第4回
【事前】miniPのExcel表現を知る　2.0時間
【事後】miniPのExcel表現を復習する　2.0時間
第5回
【事前】財務諸表の営業活動の表現について予習する　2.0時間
【事後】財務諸表の営業活動の表現について復習する　2.0時間
第6回
【事前】財務諸表の営業活動のプログラム表現について予習する　2.0時間
【事後】財務諸表の営業活動のプログラム表現について復習する　2.0時間
第7回
【事前】財務諸表の財務活動の表現について予習する　2.0時間
【事後】財務諸表の財務活動の表現について復習する　2.0時間
第8回
【事前】財務諸表の財務活動のプログラム表現について予習する　2.0時間
【事後】財務諸表の財務活動のプログラム表現について復習する　2.0時間
第9回
【事前】財務諸表の投資活動の表現について予習する　2.0時間
【事後】財務諸表の投資活動の表現について復習する　2.0時間
第10回
【事前】財務諸表の投資活動のプログラム表現について予習する　2.0時間

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

セミナーⅢａ



【事後】財務諸表の投資活動のプログラム表現について復習する　2.0時間
第11回
【事前】財務諸表の減価償却・法人税の表現について予習する　2.0時間
【事後】財務諸表の減価償却・法人税の表現について復習する　2.0時間
第12回
【事前】財務諸表の減価償却・法人税のプログラム表現について予習する　2.0時間
【事後】財務諸表の減価償却・法人税のプログラム表現について復習する　2.0時間
第13回
【事前】経営分析の指標の表現について予習する　2.0時間
【事後】経営分析の指標の表現について復習する　2.0時間
第14回
【事前】経営分析の指標の計算について予習する　2.0時間
【事後】経営分析の指標の計算について復習する　2.0時間
第15回
【事前】財務知識・経営分析の知識について確認する　2.0時間
【事後】財務知識・経営分析の知識について復習する　2.0時間

課題に対するフィードバックの方法

基本的に指名して答えていく方式であり、その場で知識を確認している。また、別途、Moodleによる自動採点式
の小テストを随時行っており、学生が自分自身の知識を確認できる。

成績評価の方法・基準（方針）

Moodleでの課題と、授業内での発表内容、SPI・ビジネスゲーム他授業内で取り上げた内容の実施状況等

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

100

0

0

0

0

評価方法・割合

Moodleでの課題と、授業内での発表内容、SPI・ビジネス
ゲーム他授業内で取り上げた内容の実施状況等より総
合的に判断する。

評価対象となる到達目標

1、2、3

テキスト セミナー内で授業資料配布、もしくは、自身で入手したデータや発表資料を用いる。

参考書 「ビジネス会計検定試験公式テキスト3級　第4版」　大阪商工会議所編　中央経済社

履修条件・他の科目との関連 ビジネスゲームを1人1つ作成するため、コンピュータ(特にExcel)の知識があること。プログラミングに関し
ては、知識がなくてもかまわないが、プログラミング自体に抵抗がないこと。関連する科目は、経営管
理論、経営組織論、経営戦略論、経営分析等。
その他、オンラインMGを経営学の学習に用いることがある。

セミナーⅢａ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16306706

セミナーⅢａ

安高　真一郎

安高　真一郎

3年

授業の目的・概要

経営学を基礎としながらも、経済学、情報学、政治学、法学など幅広い分野におけるビジネスに関するテーマを
掲げ、問題解決のための情報の収集および調査方法に関する能力を身に付ける。また、研究テーマに関する的確
な文献及び資料を検索でき、それらの文献資料等を科学的根拠に基づいてレポートできることが求められる。

到達目標

1. 研究テーマに関する的確な文献及び資料を検索でき、それらの文献資料等を科学的根拠に基づいてレポートで
きることが求められる。

授業計画

【第1回】ガイダンス
　内容: 前期、及び年間計画の説明など
【第2回】自己発見レポート
　内容: 自己発見レポートと履修指導
【第3回】SPI模試
　内容: SPI模試受験
【第4回】管理会計1
　内容: 管理会計の基礎と活用法
【第5回】管理会計2
　内容: 管理会計の基礎と活用法
【第6回】管理会計3
　内容: 管理会計の基礎と活用法
【第7回】自己発見レポート結果報告
　内容: 自己発見レポートの結果報告会
【第8回】原価計算1
　内容: 原価計算の基礎と様々な計算手法
【第9回】原価計算2
　内容: 原価計算の基礎と様々な計算手法
【第10回】原価計算3
　内容: 原価計算の基礎と様々な計算手法
【第11回】人権映画会
　内容: 人権教育映画の鑑賞
【第12回】今後のキャリアを考える
　内容: 就職セミナー
【第13回】原価管理1
　内容: 原価計算と原価管理の関係
【第14回】原価管理2
　内容: 原価管理手法の紹介
【第15回】総合演習
　内容: 前期のまとめと夏季休暇中の課題

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

【第1回】
　①事前学習: シラバスの再確認と3年次での目標を検討(120分)
　②事後学習: 3年次生としての在り方、目標を熟考(120分)
【第2回】
　①事前学習: 単位取得状況と履修状況の再確認(120分)
　②事後学習: SPI模試の準備(120分)
【第3回】
　①事前学習: 次回のテーマについて、インターネット等で検索をしておく。(120分)
　②事後学習: 配布プリントを見直し、演習問題を解きなおす。(120分)
【第4回】
　①事前学習: 次回のテーマについて、インターネット等で検索をしておく。(120分)
　②事後学習: 配布プリントを見直し、演習問題を解きなおす。(120分)
【第5回】
　①事前学習: 次回のテーマについて、インターネット等で検索をしておく。(120分)
　②事後学習: 配布プリントを見直し、演習問題を解きなおす。(120分)
【第6回】

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

セミナーⅢａ



　①事前学習: 次回のテーマについて、インターネット等で検索をしておく。(120分)
　②事後学習: 配布プリントを見直し、演習問題を解きなおす。(120分)
【第7回】
　①事前学習: 次回のテーマについて、インターネット等で検索をしておく。(120分)
　②事後学習: 配布プリントを見直し、演習問題を解きなおす。(120分)
【第8回】
　①事前学習: 次回のテーマについて、インターネット等で検索をしておく。(120分)
　②事後学習: 配布プリントを見直し、演習問題を解きなおす。(120分)
【第9回】
　①事前学習: 次回のテーマについて、インターネット等で検索をしておく。(120分)
　②事後学習: 配布プリントを見直し、演習問題を解きなおす。(120分)
【第10回】
　①事前学習: 次回のテーマについて、インターネット等で検索をしておく。(120分)
　②事後学習: 配布プリントを見直し、演習問題を解きなおす。(120分)
【第11回】
　①事前学習: 予め提示された資料に目を通しておく。(120分)
　②事後学習: 人権の在り方について見つめ直す。(120分)
【第12回】
　①事前学習: 予め提示された資料に目を通しておく。(120分)
　②事後学習: 配布された資料を再確認する。(120分)
【第13回】
　①事前学習: 次回のテーマについて、インターネット等で検索をしておく。(120分)
　②事後学習: 配布プリントを見直し、演習問題を解きなおす。(120分)
【第14回】
　①事前学習: 次回のテーマについて、インターネット等で検索をしておく。(120分)
　②事後学習: 配布プリントを見直し、演習問題を解きなおす。(120分)
【第15回】
　①事前学習: 予め提示された資料に目を通しておく。(120分)
　②事後学習: 夏季休暇中の課題の準備(120分)

課題に対するフィードバックの方法

ゼミ内、または個別に対応する。

成績評価の方法・基準（方針）

ゼミには必ず毎回参加すること。
欠席過多の場合、単位を与えない

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

50

0

0

50

0

評価方法・割合

ゼミへの積極的な参加。
ゼミ内での積極的な発言など。

授業期間中に数回提示。
提出は必須とする。

評価対象となる到達目標

1

1

テキスト テキストなし

参考書 セミナー時に指示

履修条件・他の科目との関連 管理会計論・経営分析・原価計算論を受講すること。
与えられた課題に積極的に取り組むこと。
私語は控え、スマホでも遊ばず授業に集中すること。

セミナーⅢａ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16306708

セミナーⅢａ

山本　誠一

山本　誠一

3年

授業の目的・概要

企業や産業、商業施設、また自治体等々を中心に、社会の継続的な発展のために、具体的なテーマを決めて研究
し、専門的な知識と課題提案力を習得することを目的とする。
少子高齢化が進む中、社会におけるさまざまな問題に対し、どうすれば新しい提案ができるのかということを
マーケティング思考でとらえ、分析し新しい発想でデザインする方法とその具体的施策を、実際に身のまわりに
ある課題に対し、調査·分析から新しいプロジェクトを企画し発表までを行う。
この授業で取り組むテーマは、実社会の課題であり、取り組んだテーマは実際にその企業や組織に提案すること
を目標とする。前期はマーケティング戦略の基本と、身の回りにある課題の研究を行いながら、マーケティング
に関する実践力を習得する。

到達目標

この講義を受講した学生は、次のことができるようになる。
１．企業活動、地域発展、自治体運営におけるマーケティング戦略の位置づけと重要性を理解した上で、マーケ
ティングのプロセスを理解し、各種ツールを使いこなしながら、 戦略を組み立てる事ができる。
２．実際にマーケティング戦略を組み立てて、継続的発展に活かすための具体的提案方法を策定し、提案発表で
きる。
３．対象範疇は、オフラインビジネスだけではなく、オンライン（デジタル、IT、インターネット、あるいはア
プリ）ビジネスも含まれるので、IT企業やネットビジネスを目指す上での実践を習得できる。
４．実践型授業なので、マーケティング戦略を組み立てる力を身につけて、企業活動、地域発展、自治体運営に
おけるビジネス提案力をマスターし、卒業後活躍できる人材となる。

授業計画

【第１回】テーマ：前期オリエンテーション
内容／方法：この1年間のスケジュールと前期に何をどこまで進めるのかを説明する
【第２回】テーマ：プロジェクトの企画案発表
内容／方法：各自のプロジェクト案の発表を行い、その内容について検討したのち研究テーマを決める
【第３回】テーマ：プロジェクト実施のために
内容／方法：問題の明確化と仮説設定
【第４回】テーマ：分析方法の決定
内容／方法：課題をどのように分析するのかを検討し、理解する
【第５回】テーマ：具体的分析結果発表①
内容／方法： 具体的分析を行った結果の発表を行う
【第６回】テーマ：具体的分析結果発表②
内容／方法： 具体的分析を行った結果の発表を行う
【第７回】テーマ：デザイン設計
内容／方法：分析からどのようにデザインするかを検討し、理解する
【第８回】テーマ：具体的デザインの結果発表①
内容／方法：具体的デザインの結果発表を行う
【第９回】テーマ：具体的デザインの結果発表②
内容／方法：具体的デザインの結果発表を行う
【第１０回】テーマ：プロジェクトを整理しまとめる
内容／方法：研究プロジェクトを整理しまとめる
【第１１回】テーマ：研究プロジェクトの状況発表①
内容／方法：研究プロジェクトの状況を発表
【第１２回】テーマ：研究プロジェクトの状況発表②
内容／方法：研究プロジェクトの状況を発表
【第１３回】テーマ：研究プロジェクトの修正、ブラッシュアップ
内容／方法：研究テーマの修正点やブラッシュアップポイントの見直し
【第１４回】テーマ：研究プロジェクト発表①
内容／方法：各研究プロジェクトの発表を行う
【第１５回】テーマ：プロジェクト発表②と夏休みの課題について
内容／方法：各研究プロジェクトの発表を行う。また夏休みの課題と後期の取り組みについての説明を行う

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

＜事前事後の学習課題＞
※毎回事前に身の回りのさまざまな情報（新聞や書物、ネット等）を調べた上で授業に参加し、授業後も課題整
理や調査やグループでの打ち合わせを行う。授業での発表に備え、フィールドワークを実施し、その結果を発表
できるようにパワーポイントでまとめる。

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

セミナーⅢａ



【第１回】事前：今年度に取り組みたい課題／テーマの候補を出す　1.0時間
　　　　　事後：前期に何をどこまで進めるのかをもう一度整理する　2.0時間
【第２回】事前：各自のプロジェクトの企画案発表を準備する　1.5時間
　　　　　事後：発表した研究テーマを整理する　2.5時間
【第３回】事前：各自の問題の明確化と仮説設定を準備する　1.5時間
　　　　　事後：発表した仮設に対する今後の進め方を検討する　2.5時間
【第４回】事前：分析方法を準備する　1.5時間
　　　　　事後：課題分析について授業で出た問題を検証する　2.5時間
【第５回】～【第6回】
　　　　　事前：具体的分析結果の準備　1.5時間
　　　　　事後：発表した分析を再度整理する　2.5時間
【第７回】事前：分析からのデザイン方法を準備する　1.5時間
　　　　　事後：デザイン設計の課題を検証する　2.5時間
【第８回】～【第9回】
　　　　　事前：具体的デザイン発表の準備　1.5時間
　　　　　事後：発表したデザインを再度整理する　2.5時間
【第１０回】事前：今回の研究プロジェクトを整理する　1.5時間
　　　　　　事後：整理下結果を検証する　2.5時間
【第１１回】～【第１２回】
　　　　　　事前：研究プロジェクトの発表の準備　1.5時間
　　　　　　事後：発表したプロジェクトを再度整理する　2.5時間
【第１３回】事前：研究プロジェクトの修正を準備して授業に参加する　1.5時間
　　　　　　事後：研究テーマの修正点やブラッシュアップポイントの見直しを整理する　2.5時間
【第１４回】事前：研究プロジェクト発表の準備①　1.5時間
　　　　　　事後：グループの発表の振り返りと他グループの分析　2.5時間
【第１５回】事前：研究プロジェクト発表の準備②　1.5時間
　　　　　　事後：グループの発表の振り返りと他グループの分析、後期に向けた準備　3.5時間

課題に対するフィードバックの方法

研究に対し授業時に質問を受け付ける。また実施した課題について希望者にはコメントを返す。研究発表につい
て、基本的に当日授業内でフィードバックする。
基本的にチームで活動するので、その活動の折々でグループ全体や個人に対しフィードバックを行い、各プロセ
スと課題最終版を評価対象とする。

成績評価の方法・基準（方針）

授業への積極的なかかわりはもちろん、課題への徹底的な研究と、具体的なアイデア創出ができているかを
チェックする。毎回の発表について、論理的であり、わかりやすい表現で伝えているかをチェックする。
ワークに対する理解度を確認するために、授業内で発言／発表を求めるので、発言すること。グールプワークで
積極的に自分の意見を発言しない、グループをまとめない人は評価されない。
※正当な理由のない欠席は2回まで、それ以上の場合は評価の対象とせず「K」評価とする。
授業時間外での授業や調査も多いので、必ず出席をすること。また大学外（外部の教室）での授業もある。（ア
ルバイトよりも優先すること）
具体的には、以下に示すとおりである。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

50

0

0

50

0

評価方法・割合

毎回の研究課題への取り組み方（ワークの内容、自らの
発言、意見を聞く、まとめる、スライド作成）、授業外での
取り組み

グループ・個人の発表（提案内容、スライドや発表資料の
内容、発表の仕方）や質問の受け答え

評価対象となる到達目標

1、2、3、4

1、2、3、4

テキスト テキストは指定しません

参考書 必要に応じて授業の中で紹介する

履修条件・他の科目との関連 授業内は、主に議論と発表が中心で、研究テーマ選定や課題検討、その調査は授業外で自ら積
極的に行う必要がある。また、講義内容の理解度を確認するために、授業内で発言／発表を求め
るので、発言・発表すること。
※授業外での調査、及び授業の場合も多いので、必ず出席をすること。また大学外での授業もあ
る。
（アルバイトより授業を優先すること）

セミナーⅢａ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16306709

セミナーⅢａ

横山　誠

横山　誠

3年

授業の目的・概要

卒業研究に向け、具体的な研究計画を作成する。そのために多くの先行研究を読み様々な研究の手法を学ぶ。同
時に、社会で即戦力として通用するだけの実践力を習得するためインターンシップやボランティア活動等に積極
的に参加する。
セミナー内でプロジェクトを立ち上げ、研究と実践の両立を目指す。

到達目標

１．文献検索、論文抄録ができるようになる
２．体験を自分の言葉、レポートでふりかえりができるようになる
３．プロジェクトを計画的に進められるようになる

授業計画

【第1回】
テーマ：オリエンテーション
内容・方法：セミナーでの学びのイメージと研究の進め方
【第2回】
テーマ：研究課題の設定
内容・方法：興味関心のあるテーマを探す
【第3回】
テーマ：データの分析方法
内容・方法：アンケート調査について知る
【第4回】
テーマ：データの分析方法
内容・方法：文献調査について知る
【第5回】
テーマ：レポートの作成方法
内容・方法：レポート作成の要点を知る
【第6回】
テーマ：研究課題・プロジェクトの討論会1
内容・方法：様々なPBLを知る
【第7回】
テーマ：研究課題・プロジェクトの討論会2
内容・方法：自分たちが行いたいPBLを検討する
【第8回】
テーマ：研究課題・プロジェクトの討論会3
内容・方法：自分たちが行いたいPBLの実現可能性を検討する
【第9回】
研究課題・プロジェクトの仮題発表
内容・方法：PBLを決定する
【第10回】
テーマ：研究課題・プロジェクトの取組1
内容・方法：フレームワークの検討
【第11回】
テーマ：研究課題・プロジェクトの取組2
内容・方法：ネットワークの検討
【第12回】
テーマ：研究課題・プロジェクトの取組3
内容・方法：企画立案の検討
【第13回】
テーマ：研究課題・プロジェクトの取組4
内容・方法：予算案の検討
【第14回】
テーマ：研究課題・プロジェクト（前期）の報告
内容・方法：現状確認と今後の予定を確認
【第15回】
テーマ：前期のまとめと振り返り
内容・方法：夏休みの課題、活動予定を確認

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

セミナーⅢａ



授業内容に関する情報収集など自分なりのイメージを持つ。（各回2時間）
講義の中で説明した内容をまとめ、情報検索を行うなどして知識を深める。（各回2時間）
課題をこなすだけでなく予習を行うことで、授業での理解が深まる。
言葉によるふりかえりとレポートによるふりかえりを大切にしながら蓄積していく。

課題に対するフィードバックの方法

提出するだけでなく、完成度を高められるよう心掛ける。
課題が現場での学びや経験につながるよう理解を深める。

成績評価の方法・基準（方針）

授業における取組や学ぶ姿勢にて評価を行う。
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
原則、公欠以外で5回以上欠席した場合は、評価の対象とせず「K」評価とする。
授業内での課題やグループワーク、プロジェクトの役割と責任等にて評価を行う。
リサーチプロジェクトⅢに関する内容にて評価を行う。
プロジェクトへの関わり（積極性・貢献度）にて評価を行う。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

30

30

0

30

10

評価方法・割合

授業における取組や学ぶ姿勢にて評価を行う。

授業内での課題やグループワーク、プロジェクトの役割と責
任等にて評価を行う。

プロジェクトに関する役割やプレゼンテーション等で評価す
る

プロジェクトへの関わり（積極性・貢献度）にて評価を行う。

評価対象となる到達目標

１,２,３

１,２,３

１,２,３

3

テキスト 適宜紹介する

参考書 適宜紹介する

履修条件・他の科目との関連 セミナーでのプロジェクトは必須とする。
学外での活動や研修に参加することがある。
交通費や研修費などは原則自己負担とする。

セミナーⅢａ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16306710

セミナーⅢａ

青木　崇

青木　崇

3年

授業の目的・概要

3年生のセミナーでメインになるのはリサーチプロジェクトⅢになる。該当するテーマについて情報を集めて、分
析して、パワーポイントにまとめて、発表するといった一連の学習プロセスが重要になる。
　私の研究領域は経営学、コーポレート・ガバナンス（企業統治）、企業の社会的責任（CSR）、SDGs（持続可能
な開発目標）、企業倫理に関わってくるが、学生の興味、関心に合わせてセミナーを運営していく。セミナーⅠ
のリサーチプロジェクト、セミナーⅡおよびサブセミナーでの学びを活かしながら必要な文献の探し方、文献の
読み方、レジュメの作成、プレゼンテーションのやり方を身につけていく。
　経営学に関する専門書を輪読し、基礎概念を理解したうえで現状と課題を確認し、どうすれば解決するのかと
いった問題意識をもつことが重要である。卒業論文の作成を見据えて、研究テーマは学生が自由に定めてよい
が、経営学に関することが望ましい。
　事前学習では授業テーマに関する問題について考え、ノートにまとめておく必要があり、事後学習では授業で
提示された資料や紹介された参考文献をもとに学習していくといった主体的学習が必要となる。

到達目標

1.セミナーⅢでは4年次の卒業論文作成を見据えて、学術図書、研究論文、ジャーナル誌、新聞などの経営関連記
事を利用しながら、自分が設定する経営学のテーマについて考察できるように基礎知識を身につけることが到達
目標になる。

授業計画

第1回　自己紹介、ガイダンス
第2回　研究テーマ：研究テーマについて考える
第3回　図書館の利用方法（ライブラリーツアーの予定）：図書館の利用方法について理解を深める
第4回　企業見学の検討：企業見学について検討を行う
第5回　文献検索と文献リスト作成：文献検索と文献リスト作成について学習する
第6回　インターンシップの紹介（キャリアサポートセンター）：インターンシップについて理解を深める
第7回　文献輪読①：関連する文献について理解を深める
第8回　文献輪読②：関連する文献について理解を深める
第9回　文献輪読③：関連する文献について理解を深める
第10回　文献輪読④：関連する文献について理解を深める
第11回　企業見学事前調査：企業見学事前調査について検討を行う
第12回　リサーチプロジェクトⅢの作成とグループディスカッション①：リサーチプロジェクトⅢについて理解
を深める
第13回　リサーチプロジェクトⅢの作成とグループディスカッション②：リサーチプロジェクトⅢについて理解
を深める
第14回　企業見学（予定）：企業について理解を深める
第15回　研究テーマの選定：研究テーマの選定について検討を行う

授業計画を変更することがある。

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

第1回
事前学修課題：授業のシラバスを熟読し、授業構成を理解する。1時間。
事後学修課題：授業の説明内容に基づきセミナーⅢａの基礎知識を学習し、ノートを準備する。1時間。

第2回
事前学修課題：資料収集。1.5時間。
事後学修課題：資料整理。2.5時間。

第3回
事前学修課題：資料収集。1.5時間。
事後学修課題：資料整理。2.5時間。

第4回
事前学修課題：資料収集。1.5時間。
事後学修課題：資料整理。2.5時間。

第5回
事前学修課題：資料収集。1.5時間。

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

セミナーⅢａ



事後学修課題：資料整理。2.5時間。

第6回
事前学修課題：プレゼンテーション資料の作成。1.5時間。
事後学修課題：課題の整理。2.5時間。

第7回
事前学修課題：プレゼンテーション資料の作成。1.5時間。
事後学修課題：課題の整理。2.5時間。

第8回
事前学修課題：プレゼンテーション資料の作成。1.5時間。
事後学修課題：課題の整理。2.5時間。

第9回
事前学修課題：プレゼンテーション資料の作成。1.5時間。
事後学修課題：課題の整理。2.5時間。

第10回
事前学修課題：プレゼンテーション資料の作成。1.5時間。
事後学修課題：課題の整理。2.5時間。

第11回
事前学修課題：リサーチプロジェクトⅢの作成。1.5時間。
事後学修課題：リサーチプロジェクトⅢの作成

第12回
事前学修課題：リサーチプロジェクトⅢの作成。1.5時間。
事後学修課題：リサーチプロジェクトⅢの作成。2.5時間。

第13回
事前学修課題：リサーチプロジェクトⅢの作成。1.5時間。
事後学修課題：リサーチプロジェクトⅢの作成。2.5時間。

第14回
事前学修課題：リサーチプロジェクトⅢの作成。1.5時間。
事後学修課題：リサーチプロジェクトⅢの作成。2.5時間。

第15回
事前学修課題：リサーチプロジェクトⅢの作成。1.5時間。
事後学修課題：リサーチプロジェクトⅢの作成。3.5時間。

課題に対するフィードバックの方法

授業あるいはメールで個別に対応する。

成績評価の方法・基準（方針）

セミナーⅢの主旨を理解し、到達目標に関わる到達度に応じて単位を授与する。
評価割合を合算し、総合的に評価する。
大阪国際大学の規定に基づき、やむを得ない欠席を除いて5回以上欠席した場合は「K」評価とする。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

50

0

0

0

50

評価方法・割合

受講態度、取り組み姿勢、積極的な発言などによる貢献

卒業研究（プロセスを含む）に向けた進捗状況、セミナー
運営への貢献など

評価対象となる到達目標

1

1

テキスト 指定のテキストはない。

参考書 必要に応じて授業で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 積極的な参加を求める。
日頃から新聞や雑誌を読み、当該テーマについての知識を蓄えておくこと。
インターゼミナール（学生による研究発表大会）への参加については確認を行う。

セミナーⅢａ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16306711

セミナーⅢａ

望月　拓実

望月　拓実

3年

授業の目的・概要

セミナーⅢａでは、4回生にて執筆する卒業研究に向けたテーマを各自で設定するための学習を行います。そのた
めに、本講義で学習する文献収集方法に則りスポーツマネジメントに関する自身が興味・関心のあるテーマを探
すことが重要です。自身が興味・関心があり、かつ社会から求められる研究テーマを見つけるとは大変です。そ
のため、先行研究の検討を行い、メンバー間で議論を行うことを通じて自身のテーマを設定していきましょう。
最終的に、卒業研究に向けた仮テーマを複数提示することが目的です。

到達目標

１．自身の興味・関心があり、かつ社会から求められる研究テーマを設定することができる
２．紙媒体の資料による口頭発表、パワーポイントを用いたプレゼンテーションができるようになる

授業計画

1オリエンテーション　内容：自己紹介と授業計画の確認
2卒業論文とは何か？　内容：卒論における心構えの解説
3研究テーマの設定　内容：卒論におけるテーマ設定とその方法
4文献の収集方法と実践　内容：検索エンジンを用いた収集方法の解説
5先行研究の発表１　内容：学生による論文抄読発表
6先行研究の発表２　内容：学生による論文抄読発表
7先行研究の発表３　内容：学生による論文抄読発表
8先行研究の発表４　内容：学生による論文抄読発表
9先行研究の発表５　内容：学生による論文抄読発表
10仮テーマに対するプレゼンテーション１　内容：学生による自身の研究テーマ発表
11仮テーマに対するプレゼンテーション２　内容：学生による自身の研究テーマ発表
12仮テーマに対するプレゼンテーション３　内容：学生による自身の研究テーマ発表
13仮テーマに対するプレゼンテーション４　内容：学生による自身の研究テーマ発表
14仮テーマに対するプレゼンテーション５　内容：学生による自身の研究テーマ発表
15学習の総括　内容：学習の総括と後期に向けての心構え

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

第一回ではシラバス内容の確認および自己紹介の準備をおこなうこと(90分)。第二回～第四回では、テキストの
該当箇所を事前に読んでおき(45分)、講義後に学習内容と照らし合わせて再確認すること(45分)。第5回～第14回
では、自身の発表に対する準備に加え(45分)、発表時にうけた質問や指摘に対する回答準備すること(45分)。

課題に対するフィードバックの方法

各回のセミナーを通じて、発表者に個別に対応する。

成績評価の方法・基準（方針）

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

講義内における発表の内容、発表の仕方(40)
講義内における他者への質問や指摘、課題への取り組み方やディスカッションへの参加(30)
最終提出レポート(30)

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 2単位

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

評価割合
（％）

70

0

30

0

評価方法・割合

講義内における発表の内容、発表の仕方(40)
講義内における他者への質問や指摘、課題への取り組み
方やディスカッションへの参加(30)

最終提出レポート(30)

評価対象となる到達目標

1,2

1,2

実務家教員による授業 －

セミナーⅢａ



その他 0

テキスト なし

参考書 健康・スポーツのための卒業論文/修士論文の書き方　出村愼一、山次俊介　杏林書院

履修条件・他の科目との関連 自身がスポーツをしている方はもちろん、スポーツをしていないけれども興味がある方も積極的に履修
してください。スポーツマネジメントが取り扱う範囲は広いため、履修の前に直接話を聞きに来てもよい
です。

セミナーⅢａ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16306712

セミナーⅢａ

出野　和子

出野　和子

3年

授業の目的・概要

本セミナーでは、経営戦略やマーケティングの知識をベースに、実際の企業活動に接しながら社会のニーズに応
じた企業経営とはどのように行うのかを考える体験型学習を行う。
現在の企業活動を学ぶだけでなく、社会や環境、消費者の変化を分析し、事業を通じて社会貢献を行うための提
案を行える素地を「PBL」により習得する。

到達目標

１．経営戦略とマーケティングの基本について理解できている。
２．経営者とのミーティングやリサーチ活動を通じて、経営課題について理解できている。
３．事実に基づいた仮説の構築と客観的なリサーチができる。
４．リサーチ結果に基づいたマーケティング戦略策定ができる。

授業計画

第1回　授業オリエンテーション
　セミナーⅢaの目的とシラバスの解説、運営方法などについて説明する。
第2回　経営戦略の基本
　経営戦略とは何か、理論と具体的な事例を学ぶ。
第3回　マーケティングの基本　
　マーケティングの基本知識と実例について学ぶ。
第4回　ＰＢＬ（Project Based Learning）とは
　ＰＢＬの説明と目的、方法を説明し、スケジュールを確認する。
第5回 　フィールド・リサーチ
　企業訪問と経営課題の調査を行う。
第6回　経営課題の深堀
　調査結果を発表し、ディスカッションにより深堀する。
第7回　仮説構築
　ディスカッションの結果を基に仮設を構築する。
第8回　リサーチ計画
　仮説に基づき具体的なリサーチ計画を立案する。
第9回　中間報告
　仮説とリサーチ計画について企業経営者に報告する。
第10回　マーケティング・リサーチⅠ
　仮説に基づき顧客・競合の調査を実施する。
第11回　マーケティング・リサーチⅡ
　仮説に基づき顧客・競合の調査を実施する。
第12回　マーケティング戦略立案Ⅰ
　リサーチ結果を踏まえてマーケティング戦略を立案する。
第13回　マーケティング戦略立案Ⅱ
　マーケティング戦略を精査し最終報告の準備を行う。
第14回　最終報告
　リサーチ結果とマーケティング戦略を企業経営者に報告する。
第15回　総括と後期の課題確認
　セミナーⅢaで学んだ内容を振り返り、後期に向けて課題を相互に確認する。

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

授業（1回につき2時間として計算）と事前事後の合わせて1単位当たり45時間が必要です。

第1回　
　【事前】シラバスを読み、学習する内容について理解する。1.0時間。
　【事後】セミナーの目的や運営について復習し、到達目標について理解する。1.0時間。
第2回
　【事前】経営戦略の基本について予習する。1.5時間。
　【事後】経営戦略について学んだ内容を復習する。2.5時間。
第3回　　
　【事前】マーケティングの基本について事前に調べる。1.5時間。
　【事後】マーケティングについて学んだ内容を復習する。2.5時間。
第4回　
　【事前】ＰＢＬとは何かについて事前に調べる。1.5時間。

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

セミナーⅢａ



　【事後】ＰＢＬについて学んだ内容を復習し、フィールド・リサーチに備える。2.5時間。
第5回～第13回
　【事前】ＰＢＬの計画を立て、ＰＤＣＡを回して準備を進める。1.5時間。
　【事後】授業で学んだ内容を整理し、気づきやアイディアをまとめる。2.5時間。  　
第14回　
　【事前】最終報告のプレゼンテーション資料を準備する。4時間。
　【事後】企業経営者からのコメントをまとめ、マーケティング戦略に反映する。2.5時間。
第15回　
   【事前】授業を振り返り、後期の課題を確認する。1.5時間。
   【事後】フィードバックを基に後期の課題を整理する。2時間。

課題に対するフィードバックの方法

授業中に質問を適宜受け付ける。発表内容やディスカッションに対してフィードバックを行う。

成績評価の方法・基準（方針）

セミナーへの取り組みおよび成果について総合的に判断のうえ、60点以上の場合合格とし、所定の単位を認定す
る。
正当な理由のない欠席が4回以上の場合は評価の対象とせず、「Ｋ」評価とする。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

50

50

0

0

0

評価方法・割合

セミナー活動への積極的な取り組み

リサーチの実施や報告など、プロジェクトで創出される成果

評価対象となる到達目標

1,2,3,4

1,2,3,4

1,2,3

テキスト テキストは指定しないが、必要に応じて資料を配布する。

参考書 入山章栄『世界標準の経営理論』ダイヤモンド社。
沼上幹『わかりやすいマーケティング戦略　新版』有斐閣アルマ。
和田充夫、恩蔵直人、三浦俊彦『マーケティング戦略　第５版』有斐閣アルマ。

履修条件・他の科目との関連 経営学およびマーケティング関連の科目を履修していることが望ましい。

セミナーⅢａ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16306801

セミナーⅢｂ

佐藤　智明

佐藤　智明

3年

授業の目的・概要

現在、経済産業省も推奨しているビジネスの基本となるヘルシーカンパニー（健康企業）や健康経営の学びを深
め、労務管理の１つである労働環境に着目する。労働現場の作業環境の実態を把握し、安全衛生に関する改善策
を策定し、安全衛生水準の向上を図ると共に作業効率にも反映させ、ひいては経営効率の向上を目指す。　※
「健康経営」は健康経営研究会の登録商標です。

到達目標

1.卒業後、就職した職場において、学んだことを活用できる。
2.アルバイトも含め、仕事をする際の環境衛生を考えることができる。
3.労働における安全衛生を説明できる。

授業計画

【第1回】
テーマ：調査収集したデータのまとめ1
内容・方法：各項目のデータ整理方法を選択
【第2回】
テーマ：（共通）キャリア関連プログラム
内容・方法：（共通）就職に対する意識を高める
【第3回】
テーマ：調査収集したデータのまとめ2
内容・方法：チームを作り各項目を分析
【第4回】
テーマ：調査収集したデータのまとめ3
内容・方法：各チームの進捗状況を報告
【第5回】
テーマ：労働安全衛生に関する論文抄録発表1
内容・方法：コアとなる該当箇所を音読
・担当学生が抄録発表
【第6回】
テーマ：労働安全衛生に関する論文抄録発表2
内容・方法：コアとなる該当箇所を音読
・担当学生が抄録発表
【第7回】
テーマ：人間工学から見た改善1
内容・方法：資料から該当箇所をリストアップし、理解を深める
【第8回】
テーマ：人間工学から見た改善2
内容・方法：前回リストアップした提案が現場に実用可能か討議
【第9回】
テーマ：リサーチプロジェクトIII：研究テーマ発表会準備（1）
内容・方法：研究テーマの決定
【第10回】
テーマ：リサーチプロジェクトIII：研究テーマ発表会準備（2）
内容・方法：発表設計を考える
【第11回】
テーマ：リサーチプロジェクトIII：研究テーマ発表会準備（3）
内容・方法：発表ポスター作成（1）
【第12回】
テーマ：リサーチプロジェクトIII：研究テーマ発表会準備（4）
内容・方法：発表ポスター作成（2）
【第13回】
テーマ：（合同）リサーチプロジェクトIII：研究テーマ発表会
内容・方法：各分野に別れ、ポスター発表を実施する
【第14回】
テーマ：改善案実施の計画１
内容・方法：現場スタッフとのスケジュール調整
【第15回】
テーマ：改善案実施の計画２
内容・方法：改善案検証の為の準備

事前事後の学習

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

セミナーⅢｂ



授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

【第1回】
①事前学修課題：データを整理しておく　1.5時間
②事後学修課題：選択した整理方法をまとめておく　2.5時間
【第2回】
①事前学修課題：情報ツールを用いて就職状況を把握しておく　1.5時間
②事後学修課題：自分の進路を再考する　2.5時間
【第3回】
①事前学修課題：関連論文を検索　1.5時間
②事後学修課題：関連論文を検索　2.5時間
【第4回】
①事前学修課題：関連論文を検索　1.5時間
②事後学修課題：関連論文を検索　2.5時間
【第5回】
①事前学修課題：テキストの関連箇所を読んでおく　1.5時間
②事後学修課題：授業中に配布された抄録を再読する　2.5時間
【第6回】
①事前学修課題：テキストの関連箇所を読んでおく　1.5時間
②事後学修課題：授業中に配布された抄録を再読する　2.5時間
【第7回】
①事前学修課題：人間工学について検索しておく　1.5時間
②事後学修課題：配布資料の再読　2.5時間
【第8回】
①事前学修課題：配布資料の再読　1.5時間
②事後学修課題：提案をまとめる　2.5時間
【第9回】
①事前学修課題：研究テーマを予め決定しておく　1.5時間
②事後学修課題：参考資料の収集　2.5時間
【第10回】
①事前学修課題：発表に向け各自の準備をする　1.5時間
②事後学修課題：発表に向け各自の準備をする　2.5時間
【第11回】
①事前学修課題：発表に向け各自の準備をする　1.5時間
②事後学修課題：発表に向け各自の準備をする　2.5時間
【第12回】
①事前学修課題：それぞれのポスターの最終チェックをしておく　1.5時間
②事後学修課題：各自の準備を遂行する　2.5時間
【第13回】
①事前学修課題：発表原稿を最終チェックしておく　1.5時間
②事後学修課題：発表時に受けた質問や回答をまとめておく　2.5時間
【第14回】
①事前学修課題：個人のスケジュール調整　1.5時間
②事後学修課題：個人のスケジュールを管理　2.5時間
【第15回】
①事前学修課題：必要物品をリストアップ　1.5時間
②事後学修課題：最終確認　2.5時間

課題に対するフィードバックの方法

毎回、時事・社会問題に関するプリントを配布して、社会に目を向ける。授業内で終了しない場合は課題として
扱い、翌週にフィードバックを行う。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示す通り、講義期間中に実施される通常課題の提出、期末試験（レポート）、その他受講態度を最低採点
基準とし、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
　正当な理由のない3回以上の欠席は単位を認定しない。その理由は、グループ学習や現地での実態調査をするた
め、欠席により理解不足の場合、調査先に迷惑がかかるため。
　なおリサーチプロジェクトⅢの発表をしない、あるいは不備がある場合は単位を認定しない。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

30

40

0

0

30

評価方法・割合

講義内で課されるレポート課題や担当の発表

授業外で課されるレポート課題及び学外活動

問いへの回答などによる積極的な受講態度

評価対象となる到達目標

1.3

1.2.3

テキスト 1.『みんなで進める！職場改善ブック～アクションチェックリストと目で見る改善事例～』神代雅晴　著
　中央労働災害防止協会　ISBN978-4-8059-1567-7

セミナーⅢｂ



テキスト 2.『「健康経営」推進ガイドブック』岡田邦夫　著　　経団連出版　ISBN978-4-8185-1506-2

参考書 必要に応じて講義の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 実態調査を実施するため、祝祭日や長期休暇中に現場に行くことがある。調査場所としては現在
検討中。
3年次後期開講の専門科目「人間工学」を履修すること。

セミナーⅢｂ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16306802

セミナーⅢｂ

高橋　泰代

高橋　泰代

3年

授業の目的・概要

企業が公表する財務諸表の構造や役割を理解することを基礎として、現代日本の会計制度の抱える問題点や課題
を考察する。企業のホームページ等のインターネット情報を分析し、卒業研究のテーマを選ぶことを目的とす
る。　
サブセミナーで身に着けた知識を活用して、リサーチプロジェクトⅢに取り組む。
また、セミナーⅢaで身に付けた能力を活用して、研究テーマの基礎知識を確認するとともに、高い専門性を身に
つける。またプレゼンテーション能力の向上を目指し、リサーチプロジェクトⅢの作品を完成させる。

到達目標

１．プロジェクト提案能力
２．専門雑誌、新聞、インターネット等の企業情報を理解できる。
３．リサーチプロジェクトⅢへの取り組み
４．ゼミ内および学内発表会への参加

授業計画

【第1回】
テーマ：前期の復習と夏休み課題
内容・方法：アンケート結果の中間報告
【第2回】
テーマ：（共通）SPI模試
内容・方法：（共通）言語分野と非言語分野を実施する
【第3回】
テーマ：アンケート中間報告
内容・方法：夏季休暇中のアンケート実施報告
【第4回】
テーマ：リサーチプロジェクトⅢ作品への着手
内容・方法：ゼミ内報告
【第5回】
テーマ：リサーチプロジェクトⅢ作品への着手
内容・方法：ゼミ内報告
【第6回】
テーマ：リサーチプロジェクトⅢの準備
内容・方法：ゼミ内報告
【第7回】
テーマ：リサーチプロジェクトⅢ報告会の準備
内容・方法：テーマと概要についての報告
【第8回】
テーマ：リサーチプロジェクトⅢ報告会の準備
内容・方法：パワーポイントの作成と報告
【第9回】
テーマ：リサーチプロジェクトIII：研究テーマ発表会準備（1）
内容・方法：研究テーマの決定
【第10回】
テーマ：リサーチプロジェクトIII：研究テーマ発表会準備（2）
内容・方法：発表設計を考える
【第11回】
テーマ：リサーチプロジェクトIII：研究テーマ発表会準備（3）
内容・方法：発表ポスター作成（1）
【第12回】
テーマ：リサーチプロジェクトIII：研究テーマ発表会準備（4）
内容・方法：発表ポスター作成（2）
【第13回】
テーマ：（合同）リサーチプロジェクトIII：研究テーマ発表会
内容・方法：各分野に別れ、ポスター発表を実施する
【第14回】
テーマ：卒業研究のテーマを選定
内容・方法：卒業研究のテーマを選定
【第15回】
テーマ：卒業研究のテーマを選定
内容・方法：卒業研究のテーマを選定

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

セミナーⅢｂ



事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

自主的にテーマを選び、セミナーで報告するための資料を作成するための時間を確保すること。
＊各回事前事後の学修課題に取り組む時間は、2時間とする。
【第1回】
①事前学修課題：アンケート調査の見直し。
②事後学修課題：質問への回答や修正点を整理する。
【第2回】
①事前学修課題：SPI問題を継続して実施する。
②事後学修課題：授業で解答した問題を再確認する。
【第3回】
①事前学修課題：アンケート調査の見直し。
②事後学修課題：質問への回答や修正点を整理する。
【第4回】
①事前学修課題：アンケート調査の整理。
②事後学修課題：アンケート調査の整理。
【第5回】
①事前学修課題：アンケート調査の整理。
②事後学修課題：アンケート調査の整理。
【第6回】
①事前学修課題：ゼミ内報告の準備。
②事後学修課題：ゼミ内報告の準備。
【第7回】
①事前学修課題：ゼミ内報告の準備。
②事後学修課題：ゼミ内報告の準備。
【第8回】
①事前学修課題：学内報告用パワーポイントの作成。
②事後学修課題：報告内容の修正。
【第9回】
①事前学修課題：学内報告用パワーポイントの修正。
②事後学修課題：報告内容の修正。
【10回】
①事前学修課題：発表に向け各自の準備をする。
②事後学修課題：発表に向け各自の準備をする。
【第11回】
①事前学修課題：発表に向け各自の準備をする。
②事後学修課題：発表に向け各自の準備をする。
【第12回】
①事前学修課題：それぞれのポスターの最終チェックをしておく。
②事後学修課題：各自の準備を遂行する。
【第13回】
①事前学修課題：発表原稿を最終チェックしておく。
②事後学修課題：発表時に受けた質問や回答をまとめておく。
【第14回】
①事前学修課題：質問事項の確認と回答作成。
②事後学修課題：資料収集。
【第15回】
①事前学修課題：質問事項の確認と回答作成。
②事後学修課題：リサーチプロジェクトⅢ完成。

課題に対するフィードバックの方法

リサーチプロジェクトⅢの作成において、授業内でフィードバックする。

成績評価の方法・基準（方針）

セミナーで行うプレゼンテーションとレポート提出状況により評価する。
（共通）リサーチプロジェクトIIIの発表をしない、あるいは合格基準に達していない場合、単位取得を認めな
い。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

70

20

0

0

10

評価方法・割合

リサーチプロジェクトⅢへの取り組み

課外活動への参加

定期試験は実施しません。

ゼミ内での発表

評価対象となる到達目標

1,2,3,4

1

3,4

テキスト テキストなし

セミナーⅢｂ



参考書 必要に応じて資料を配布する。

履修条件・他の科目との関連 会計学入門、簿記原理、簿記実務などの会計関連科目、およびサブセミナーへの参加

セミナーⅢｂ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16306804

セミナーⅢｂ

近藤　浩章

近藤　浩章

3年

授業の目的・概要

本セミナーでは、「体験型」の学修によりビジネス実践力の強化を行う。海外提携校の経営学部のセミナーと合
同でプロジェクトを行う。具体的には、海外提携校のセミナー学生を現地ビジネスパートナーと設定し、日本製
品の輸出や現地製品の輸入プロジェクトを進めるために、日本製品の製品コンセプトの紹介や現地製品の日本で
のマーケティング戦略の検討を通じて海外とのビジネスミーティングを行う。英語を使って現地のビジネスパー
トナーとプロジェクトを進める経験を通じて、グローバルビジネスに必要な資質やスキルに気づき、グローバル
ビジネスパーソンとしての展望を獲得することをめざす。
担当教員が長年に亘り、企業において国際経営や海外マーケティング業務に従事した実務経験をもとに、ビジネ
ス課題の捉え方や事業構想および実践について指導する。

到達目標

1. マーケティングの理論に基づいた製品コンセプトの説明ができる
2. ４C分析、５F分析などに基づいた市場調査とマーケティングミックスの構築ができる
3. 異文化コミュニケーションに必要な、違いを受け入れ相手を尊重する態度と一歩踏み出す勇気を獲得できる

授業計画

※授業計画については変更する可能性もある。学外での調査も必要に応じて随時実施する。
【第１回】イントロダクション
　　内容・方法：セミナーⅢｂの全体像、運営方法などのオリエンテーション
【第２回】国際プロジェクトガイダンス
　　内容・方法：プロジェクトに臨む心構えやコミュニケーションについて解説する
【第３回】ビジネスミーティング-1
　　内容・方法：現地パートナーとのプロジェクト目的や運営方法を確認する
【第４回】輸出商品コンセプトの作成-1
　　内容・方法：輸出商品についての企業へ取材し、内容をまとめる
【第５回】輸出商品コンセプトの作成-2
　　内容・方法：フレームワークに基づき、商品コンセプトを作成する
【第６回】輸出商品コンセプトの作成-3
　　内容・方法：商品コンセプト紹介の素材を準備する
【第７回】ビジネスミーティング-2
　　内容・方法：日本からの輸出商品の現地パートナーへの紹介をおこなう
【第８回】ビジネスミーティング-3
　　内容・方法：日本への輸入商品の紹介を現地パートナーから受ける
【第９回】マーケティング戦略の検討-1
　　内容・方法：４Ｃ分析、５Ｆ分析などの手法を用いて輸入商品の市場を検討する
【第１０回】マーケティング戦略の検討-2
　　内容・方法：４Ｃ分析、５Ｆ分析などの手法を用いて輸入商品の市場を検討する
【第１１回】ビジネスミーティング-4
　　内容・方法：輸出商品・輸入商品のマーケティング戦略中間発表
【第１２回】マーケティング戦略の検討-3
　　内容・方法：輸入商品の日本でのマーケティングミックスを検討する
【第１３回】マーケティング戦略の検討-4
　　内容・方法：マーケティングミックスについてプレゼンテーションの準備を行う
【第１４回】ビジネスミーティング-5
　　内容・方法：輸入商品の日本でのマーケティング戦略を現地パートナに提案する
【第１５回】ビジネスミーティング-6
　　内容・方法：輸出商品の現地でのマーケティング戦略を現地パートナから提案を受ける

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

【第１回～第３回】マーケティングや英会話の基礎知識について復習し、ビジネスミーティングに備える。
【第４回～第７回】日本からの輸出商品のコンセプトを研究し、プレゼンテーションを準備し、ビジネスミー
ティングに備える。
【第８回～第１４回】現地パートナーから提示された輸入商品の市場調査を推進し、マーケティング戦略のプレ
ゼンテーションを準備する。
【第１５回】現地パートナーが検討した輸出製品のマーケティング戦略を評価し、プロジェクトを振り返る。
事前事後の学習時間：第１回は事後学習4.0時間、第２回～第１４回は各回事前1.5時間、事後2.5時間、第１５回
は事前学習4.0時間

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 〇

セミナーⅢｂ



課題に対するフィードバックの方法

毎回の授業時に、教員からフィードバックを行う。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示す評価方法により総合的に判断のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

50

30

0

20

0

評価方法・割合

プロジェクトへの積極的な参画(50)

プロジェクトを進めるための準備やプロジェクトによって創出
した成果(30)

プロジェクトで創出された成果のレポート(20)

評価対象となる到達目標

1,2,3

1,2,3

1,2,3

テキスト 教科書はとくに指定しない

参考書 経営戦略　第3版　大滝精一・金井一賴・山田英夫・岩田　智　著　有斐閣アルマ ISBN978-4-
641-22065-2
マーケティング戦略　第5版　和田光男・恩蔵直人・三浦俊彦　著　有斐閣アルマ ISBN978-4-
641-22078-2
国際経営　第4版　吉原英樹　著　有斐閣アルマ ISBN978-4-641-22064-5

履修条件・他の科目との関連 マーケティング論、ブランド戦略論、サービスマーケティング、国際経営論、消費者行動論の履修が望
ましい。

セミナーⅢｂ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16306805

セミナーⅢｂ

田窪　美葉

田窪　美葉

3年

授業の目的・概要

経営学を基礎としながらも、経済学、情報学、政治学、法学など幅広い分野におけるビジネスに閲するテーマを
掲げ、問題解決のための情報の収集および調査方法に関する能力を身に付けそれを表現できるゲームを製作す
る。また、研究テーマに関する的確な文献及び資料を犠索でき、それらの文献資料等を科学的根挺に基づいてレ
ポートできることが求められる。

到達目標

1.問題解決のための情報の収集および調査方法に関する能力を身に付ける
2.問題解決を行うためのゲームを制作して実施することができる

授業計画

第1回　モデル化　モデル化演習
第2回　ビジネスゲームの制作練習(1)　Excelテンプレート
第3回　ビジネスゲームの制作練習(2)　商品数増加のプログラム
第4回　ビジネスゲームの制作練習(3)　入力変数増加のプログラム
第5回　ビジネスゲームの制作練習(4)　シナリオ作成練習
第6回　ビジネスゲームの制作練習(5)　自身のプログラムのExcelテンプレート
第7回　ビジネスゲームの制作練習(6)　自身の商品数増加のプログラム
第8回　ビジネスゲームの制作練習(7)　自身の入力変数増加のプログラム
第9回　ビジネスゲームの制作練習(8)　自身のシナリオ作成・設定
第10回　ビジネスゲームの実施(1)　テストラン・調整
第11回　ビジネスゲームの実施(2)　本番実施
第12回　ビジネスゲームの分析　結果分析
第13回　業界理解　卒業論文で扱う業界理解
第14回　卒業論文指導(1)　テーマの選定
第15回　卒業論文指導(2)　企業の選定

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

第1回
【事前】モデル化について知る　2.0時間
【事後】モデル化について復習する　2.0時間
第2回
【事前】Excelテンプレートに基づいたビジネスゲームについて知る　2.0時間
【事後】Excelテンプレートに基づいたビジネスゲームについて復習する　2.0時間
第3回
【事前】商品数増加のプログラムに基づいたビジネスゲームについて知る　2.0時間
【事後】商品数増加のプログラムに基づいたビジネスゲームについて復習する　2.0時間
第4回
【事前】入力変数増加のプログラムに基づいたビジネスゲームについて知る　2.0時間
【事後】入力変数増加のプログラムに基づいたビジネスゲームについて復習する　2.0時間
第5回
【事前】シナリオ作成について知る　2.0時間
【事後】シナリオ作成について復習する　2.0時間
第6回
【事前】自身のプログラムのExcelテンプレートについて検討する　2.0時間
【事後】自身のプログラムのExcelテンプレートについて復習する　2.0時間
第7回
【事前】自身の商品数増加のプログラムについて検討する　2.0時間
【事後】自身の商品数増加のプログラムについて復習する　2.0時間
第8回
【事前】自身の入力変数増加のプログラムについて検討する　2.0時間
【事後】自身の入力変数増加のプログラムについて復習する　2.0時間
第9回
【事前】自身のシナリオ作成について検討する　2.0時間
【事後】自身のシナリオ作成について復習する　2.0時間
第10回
【事前】自身のゲームについて設定する　2.0時間
【事後】自身のゲームについてテストランによる修正を行う　2.0時間

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

セミナーⅢｂ



第11回
【事前】自身のゲームについて設定する　2.0時間
【事後】自身のゲームについてアンケートを行う　2.0時間
第12回
【事前】自身のゲームについて結果を集める　2.0時間
【事後】自身のゲームについて結果をまとめる　2.0時間
第13回
【事前】セミナーIVで扱う業界について検討する　2.0時間
【事後】セミナーIVで扱う業界について情報を集める　2.0時間
第14回
【事前】セミナーIVで扱うテーマについて検討する　2.0時間
【事後】セミナーIVで扱うテーマについて情報を集める　2.0時間
第15回
【事前】セミナーIVで扱う企業・課題について検討する　2.0時間
【事後】セミナーIVで扱う企業・課題について情報を集める　2.0時間

課題に対するフィードバックの方法

基本的に指名して答えていく方式であり、その場で知識を確認している。また、別途、Moodleによる自動採点式
の小テストを随時行っており、学生が自分自身の知識を確認できる。

成績評価の方法・基準（方針）

制作したゲームを含む各回の提出物やリサーチプロジェクトでの成果物(レポート)で評価する。ただし無断欠席
が3回以上ある場合は、単位不可。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

100

0

0

0

0

評価方法・割合

制作したゲームを含む各回の提出物やリサーチプロジェクト
での成果物(レポート)で総合的に評価する(100)。

評価対象となる到達目標

1、2

テキスト セミナー内で授業資料配布、もしくは、自身で入手したデータや発表資料を用いる。

参考書 「ビジネス会計検定試験公式テキスト3級　第4版」　大阪商工会議所編　中央経済社

履修条件・他の科目との関連 ビジネスゲームを1人1つ作成するため、コンピュータ(特にExcel)の知識があること。プログラミングに関し
ては、知識がなくてもかまわないが、プログラミング自体に抵抗がないこと。関連する科目は、経営管
理論、経営組織論、経営戦略論、経営分析等。
その他、オンラインMGを経営学の学習に用いることがある。

セミナーⅢｂ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16306806

セミナーⅢｂ

安高　真一郎

安高　真一郎

3年

授業の目的・概要

セミナーIIIaで身に付けた能力を活用して、各担当教員のもとで、研究テーマの基礎知識を確認するとともに、
高い専門性を身につける。各自の研究テーマが企業経営における、どの要素に着眼し、またそれはどのような意
義・効果があるのか、今後どのように発展するかを経営学科としての卒業研究に拡充していくことが目的の一つ
である。

到達目標

1. 研究テーマに関する的確な文献及び資料を検索でき、それらの文献資料等を科学的根拠に基づいてレポートで
きることが求められる。

授業計画

【第1回】オリエンテーション
　内容: 夏季休暇中の課題の提出と後期の授業展開
【第2回】SPI模試
　内容: SPI模試受験
【第3回】原価計算1
　内容: 原価計算の基礎と必要性
【第4回】原価計算2
　内容: 様々な原価計算手法
【第5回】生産管理1
　内容: 生産管理の基礎
【第6回】生産管理2
　内容: 生産管理技法の紹介と演習
【第7回】卒業論文のテーマ決定と資料収集1
　内容: 卒業論文のテーマを検討
【第8回】卒業論文のテーマ決定と資料収集2
　内容: 卒業論文のテーマ確定
【第9回】リサーチプロジェクトIII：研究テーマ発表会準備1
　　内容: リサーチプロジェクトIIIの準備
【第10回】リサーチプロジェクトIII：研究テーマ発表会準備2
　内容: リサーチプロジェクトIIIの準備
【第11回】リサーチプロジェクトIII：研究テーマ発表会準備3
　内容: リサーチプロジェクトIIIの資料作成
【第12回】リサーチプロジェクトIII：研究テーマ発表会準備4
　内容: リサーチプロジェクトIIIの資料作成
【第13回】リサーチプロジェクトIII：研究テーマ発表会
　内容: リサーチプロジェクトIII発表会
【第14回】卒業研究1
　内容: 卒業論文の執筆準備
【第15回】卒業研究2
　内容: 卒業論文の執筆準備

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

【第1回】
　①事前学習: 夏季休暇中の課題の見直し(120分)
　②事後学習: 指摘された箇所の修正(120分)
【第2回】
　①事前学習: SPI模試対策(120分)
　②事後学習: 気付いた弱点を克服するように努める(120分)
【第3回】
　①事前学習: 次回のテーマについて、インターネット等で検索をしておく。(120分)
　②事後学習: 配布プリントを見直し、演習問題を解きなおす。(120分)
【第4回】
　①事前学習: 次回のテーマについて、インターネット等で検索をしておく。(120分)
　②事後学習: 配布プリントを見直し、演習問題を解きなおす。(120分)
【第5回】
　①事前学習: 次回のテーマについて、インターネット等で検索をしておく。(120分)
　②事後学習: 配布プリントを見直し、演習問題を解きなおす。(120分)

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

セミナーⅢｂ



【第6回】
　①事前学習: 次回のテーマについて、インターネット等で検索をしておく。(120分)
　②事後学習: 配布プリントを見直し、演習問題を解きなおす。(120分)
【第7回】
　①事前学習: 卒論のテーマについて熟考する。(120分)
　②事後学習: 指摘を受けた内容を考慮しテーマを再検討。(120分)
【第8回】
　①事前学習: 卒論のテーマについて熟考する。(120分)
　②事後学習: 指摘を受けた内容を考慮しテーマを再検討。(120分)
【第9回】
　①事前学習: リサーチプロジェクトIIIのテーマを検討。(120分)
　②事後学習: 指摘を受けた内容を考慮しテーマを再検討。(120分)
【第10回】
　①事前学習: リサーチプロジェクトIIIのテーマを検討。(120分)
　②事後学習: 指摘を受けた内容を考慮しテーマを再検討。(120分)
【第11回】
　①事前学習: リサーチプロジェクトIIIの資料作成。(120分)
　②事後学習: 指摘箇所を修正。(120分)
【第12回】
　①事前学習: リサーチプロジェクトIIIの資料作成。(120分)
　②事後学習: 指摘箇所を修正。(120分)
【第13回】
　①事前学習: リサーチプロジェクトIIIの資料作成。(120分)
　②事後学習: 指摘箇所を修正。(120分)
【第14回】
　①事前学習: 卒論の執筆方法について、インターネット等で検索をしておく。(120分)
　②事後学習: 配布物を見直し、執筆方法を再確認。(120分)
【第15回】
　①事前学習: 卒論の執筆方法について、インターネット等で検索をしておく。(120分)
　②事後学習: 配布物を見直し、執筆方法を再確認。(120分)

課題に対するフィードバックの方法

ゼミ内、または個別に対応する。

成績評価の方法・基準（方針）

ゼミには必ず毎回参加すること。
欠席過多の場合、単位を与えない。

（共通）リサーチプロジェクトIIIの発表をしない、あるいは合格基準に達していない場合、単位取得を認めな
い。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

30

0

0

70

0

評価方法・割合

与えられた課題には、積極的に取り組むこと。
ゼミ中は、積極的に発言すること。

授業期間中に提示(リサーチプロジェクトIIIも含む)。
提出は必須とする。

評価対象となる到達目標

1

1

テキスト テキストなし

参考書 セミナー時に指示

履修条件・他の科目との関連 管理会計論・経営分析・原価計算論を受講すること。
出席は必須条件。
メールでの連絡が多くなるため、OIUメールは必ず確認すること。
学内のみならず学外での活動(工場見学など)もあり。
上記の活動は、休暇中に実施する場合あり。
人との関わりを大事にすること。

セミナーⅢｂ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16306808

セミナーⅢｂ

山本　誠一

山本　誠一

3年

授業の目的・概要

企業や産業、商業施設、また自治体等々を中心に、社会の継続的な発展のために、具体的なテーマを決めて研究
し、専門的な知識と課題提案力を習得することを目的とする。
少子高齢化が進む中、社会におけるさまざまな問題に対し、どうすれば新しい提案ができるのかということを
マーケティング思考でとらえ、分析し新しい発想でデザインする方法とその具体的施策を、実際に身のまわりに
ある課題に対し、調査·分析から新しいプロジェクトを企画し発表までを行う。
この授業で取り組むテーマは、実社会の課題であり、取り組んだテーマは実際にその企業や組織に提案すること
を目標とする。
後期は卒論テーマを決め、それに関連する文献および論文を読み、予備調査を行う。

到達目標

この講義を受講した学生は、次のことができるようになる。
１．企業活動、地域発展、自治体運営におけるマーケティング戦略の位置づけと重要性を理解した上で、マーケ
ティングのプロセスを理解し、各種ツールを使いこなしながら、 戦略を組み立てる事ができる。
２．実際にマーケティング戦略を組み立てて、継続的発展に活かすための具体的提案方法を策定し、提案発表で
きる。
３．対象範疇は、オフラインビジネスだけではなく、オンライン（デジタル、IT、インターネット、あるいはア
プリ）ビジネスも含まれるので、IT企業やネットビジネスを目指す上での実践を習得できる。
４．実践型授業なので、マーケティング戦略を組み立てる力を身につけて、企業活動、地域発展、自治体運営に
おけるビジネス提案力をマスターし、卒業後活躍できる人材となる。

授業計画

【第１回】テーマ：後期オリエンテーション
内容／方法：前期の結果の振り返りと、後期に何をどこまで進めるのかを説明する
【第２回】テーマ：プロジェクトの企画案発表（リサーチプロジェクトに向けて）
内容／方法：各自のプロジェクト案の発表を行い、その内容について検討したのち研究テーマを決める
【第３回】テーマ：プロジェクト実施のために
内容／方法：問題の明確化と仮説設定
【第４回】テーマ：分析方法の決定
内容／方法：課題をどのように分析するのかを検討し、理解する
【第５回】テーマ：具体的分析結果発表①
内容／方法： 具体的分析を行った結果の発表を行う
【第６回】テーマ：具体的分析結果発表②
内容／方法： 具体的分析を行った結果の発表を行う
【第７回】テーマ：デザイン設計
内容／方法：分析からどのようにデザインするかを検討し、理解する
【第８回】テーマ：具体的デザインの結果発表①
内容／方法：具体的デザインの結果発表を行う
【第９回】テーマ：具体的デザインの結果発表②
内容／方法：具体的デザインの結果発表を行う
【第１０回】テーマ：プロジェクトを整理しまとめる
内容／方法：研究プロジェクトを整理しまとめる
【第１１回】テーマ：研究プロジェクトの状況発表①
内容／方法：研究プロジェクトの状況を発表
【第１２回】テーマ：研究プロジェクトの状況発表②
内容／方法：研究プロジェクトの状況を発表
【第１３回】テーマ：研究プロジェクトの修正、ブラッシュアップ
内容／方法：研究テーマの修正点やブラッシュアップポイントの見直し
【第１４回】テーマ：研究プロジェクト発表①
内容／方法：各研究プロジェクトの発表を行う
【第１５回】テーマ：プロジェクト発表②
内容／方法：各研究プロジェクトの発表を行う

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

＜事前事後の学習課題＞
※毎回事前に身の回りのさまざまな情報（新聞や書物、ネット等）を調べた上で授業に参加し、授業後も課題整
理や調査、グループでの打ち合わせを行う。授業での発表に備え、フィールドワークを実施し、その結果を発表
できるようにパワーポイントでまとめる。

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

セミナーⅢｂ



【第１回】事前：後期に取り組みたい課題／テーマの候補を出す　1.0時間
　　　　　事後：後期、特にリサーチプロジェクトに向けてスケジュールを整理する　2.0時間
【第２回】事前：各自のプロジェクトの企画案発表を準備する　1.5時間
　　　　　事後：発表した研究テーマを整理する　2.5時間
【第３回】事前：各自の問題の明確化と仮説設定を準備する　1.5時間
　　　　　事後：発表した仮設に対する今後の進め方を検討する　2.5時間
【第４回】事前：分析方法を準備する　1.5時間
　　　　　事後：課題分析について授業で出た問題を検証する　2.5時間
【第５回】～【第６回】
　　　　　事前：具体的分析結果の準備　1.5時間
　　　　　事後：発表した分析を再度整理する　2.5時間
【第７回】事前：分析からのデザイン方法を準備する　1.5時間
　　　　　事後：デザイン設計の課題を検証する　2.5時間
【第８回】～【第９回】
　　　　　事前：具体的デザイン発表の準備　1.5時間
　　　　　事後：発表したデザインを再度整理する　2.5時間
【第１０回】事前：今回の研究プロジェクトを整理する　1.5時間
　　　　　　事後：整理下結果を検証する　2.5時間
【第１１回】～【第１２回】
　　　　　　事前：研究プロジェクトの発表の準備　1.5時間
　　　　　　事後：発表したプロジェクトを再度整理する　2.5時間
【第１３回】事前：研究プロジェクトの修正を準備して授業に参加する　1.5時間
　　　　　　事後：研究テーマの修正点やブラッシュアップポイントの見直しを整理する　2.5時間
【第１４回】事前：研究プロジェクト発表の準備①　1.5時間
　　　　　　事後：グループの発表の振り返りと他グループの分析　2.5時間
【第１５回】事前：研究プロジェクト発表の準備②　1.5時間
　　　　　　事後：グループの発表の振り返りと他グループの分析　3.5時間

課題に対するフィードバックの方法

研究に対し授業時に質問を受け付ける。また実施した課題について希望者にはコメントを返す。研究発表につい
て、基本的に当日授業内でフィードバックする。
基本的にチームで活動するので、その活動の折々でグループ全体や個人に対しフィードバックを行い、各プロセ
スと課題最終版を評価対象とする。

成績評価の方法・基準（方針）

授業への積極的なかかわりはもちろん、課題への徹底的な研究と、具体的なアイデア創出ができているかを
チェックする。毎回の発表について、論理的であり、わかりやすい表現で伝えているかをチェックする。
ワークに対する理解度を確認するために、授業内で発言／発表を求めるので、発言すること。グールプワークで
積極的に自分の意見を発言しない、グループをまとめない人は評価されない。
※正当な理由のない欠席は2回まで、それ以上の場合は評価の対象とせず「K」評価とする。
授業時間外での授業や調査も多いので、必ず出席をすること。また大学外（外部の教室）での授業もある。（ア
ルバイトよりも優先すること） 
具体的には、以下に示すとおりである。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

50

0

0

50

0

評価方法・割合

毎回の研究課題への取り組み方（ワークの内容、自らの
発言、意見を聞く、まとめる、スライド作成）、授業外での
取り組み

グループ・個人の発表（提案内容、スライドや発表資料の
内容、発表の仕方）や質問の受け答え

評価対象となる到達目標

1、2、3、4

1、2、3、4

テキスト テキストは指定しません

参考書 必要に応じて授業の中で紹介する

履修条件・他の科目との関連 授業内は、主に議論と発表が中心で、研究テーマ選定や課題検討、その調査は授業外で自ら積
極的に行う必要がある。また、講義内容の理解度を確認するために、授業内で発言／発表を求め
るので、発言・発表すること。
※授業外での調査、及び授業の場合も多いので、必ず出席をすること。また大学外での授業もあ
る。
（アルバイトより授業を優先すること）

セミナーⅢｂ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16306809

セミナーⅢｂ

横山　誠

横山　誠

3年

授業の目的・概要

卒業研究に向け、具体的な研究計画を作成する。そのために多くの先行研究を読み様々な研究の手法を学ぶ。同
時に、社会で即戦力として通用するだけの実践力を習得するためインターンシップやボランティア活動等に積極
的に参加する。
セミナー内でプロジェクトを立ち上げ、研究と実践の両立を目指す。

到達目標

１．文献検索、論文抄録ができるようになる
２．体験を自分の言葉、レポートでふりかえりができるようになる
３．プロジェクトを計画的に進められるようになる

授業計画

【第1回】
テーマ：オリエンテーション
内容・方法：夏休みのふりかえりと後期授業の進め方の確認
【第2回】
テーマ：研究課題の設定
内容・方法：リサーチプロジェクトⅢの概要
【第3回】
テーマ：データの分析方法（アンケート調査）
内容・方法：量的研究を読み解く
【第4回】
テーマ：データの分析方法（文献調査）
内容・方法：質的研究を読み解く
【第5回】
テーマ：レポートの作成方法
内容・方法：先行研究を要約してみる
【第6回】
テーマ：研究課題・プロジェクトの討論会1
内容・方法：リサーチプロジェクトの検討１
【第7回】
研究課題・プロジェクトの討論会2
内容・方法：リサーチプロジェクトの検討２
【第8回】研究課題・プロジェクトの討論会3
内容・方法：リサーチプロジェクトの検討３
【第9回】
テーマ：研究課題・プロジェクトの仮題発表
内容・方法：リサーチプロジェクトの研究計画の確定
【第10回】
テーマ：研究課題・プロジェクトの取組1
内容・方法：リサーチプロジェクトの分析１
【第11回】
テーマ：研究課題・プロジェクトの取組2
内容・方法：リサーチプロジェクトの分析２
【第12回】
テーマ：研究課題・プロジェクトの取組3
内容・方法：リサーチプロジェクトの分析３
【第13回】
テーマ：研究課題・プロジェクトの取組4
内容・方法：リサーチプロジェクトの分析４
【第14回】
テーマ：研究課題・プロジェクトの報告
内容・方法：リサーチプロジェクトⅢゼミ発表会
【第15回】
テーマ：後期のまとめと振り返り
内容・方法：卒論に向けた検討課題と今後の予定の確認

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

セミナーⅢｂ



授業内容に関する情報収集など自分なりのイメージを持つ。（各回2時間）
講義の中で説明した内容をまとめ、情報検索を行うなどして知識を深める。（各回2時間）
課題をこなすだけでなく予習を行うことで、授業での理解が深まる。
言葉によるふりかえりとレポートによるふりかえりを大切にしながら蓄積していく。

課題に対するフィードバックの方法

提出するだけでなく、完成度を高められるよう心掛ける。
課題が現場での学びや経験につながるよう理解を深める。

成績評価の方法・基準（方針）

授業における取組や学ぶ姿勢にて評価を行う。
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
原則、公欠以外で5回以上欠席した場合は、評価の対象とせず「K」評価とする。
授業内での課題やグループワーク、プロジェクトの役割と責任等にて評価を行う。
リサーチプロジェクトⅢに関する内容にて評価を行う。
プロジェクトへの関わり（積極性・貢献度）にて評価を行う。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

30

30

0

30

10

評価方法・割合

授業における取組や学ぶ姿勢にて評価を行う。

授業内での課題やグループワーク、プロジェクトの役割と責
任等にて評価を行う。

プロジェクトに関する役割やプレゼンテーション等で評価す
る

プロジェクトへの関わり（積極性・貢献度）にて評価を行う。

評価対象となる到達目標

１,２,３

１,２,３

１,２,３

3

テキスト 適宜紹介する

参考書 適宜紹介する

履修条件・他の科目との関連 セミナーでのプロジェクトは必須とする。
学外での活動や研修に参加することがある。
交通費や研修費などは原則自己負担とする。
ゼミプロジェクトやリサーチプロジェクトの内容を
授業以外でも発表することがある。

セミナーⅢｂ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16306810

セミナーⅢｂ

青木　崇

青木　崇

3年

授業の目的・概要

後期はリサーチプロジェクトⅢの完成に向けて、特定の分野を深く研究していく。グループディスカッション、
プレゼンテーション、卒業論文のテーマを見据えた情報収集、整理、分析などに取り組み、主体的に問題を発見
し、解決する力を修得することを目指す。
　事前学習では授業テーマに関する問題について考え、ノートにまとめておく必要があり、事後学習では授業で
提示された資料や紹介された参考文献をもとに学習していくといった主体的学習が必要となる。

到達目標

1.セミナーⅢでは4年次の卒業論文作成を見据えて、学術図書、研究論文、ジャーナル誌、新聞などの経営関連記
事を利用しながら、自分が設定する経営学のテーマについて考察できるように基礎知識を身につけることが到達
目標になる。

授業計画

第1回　ガイダンス
第2回　文献輪読①：関連する文献について理解を深める
第3回　文献輪読②：関連する文献について理解を深める
第4回　文献輪読③：関連する文献について理解を深める
第5回　キャリアガイダンス（キャリアサポートセンター）：キャリアガイダンスについて理解を深める
第6回　文献輪読④：関連する文献について理解を深める
第7回　文献輪読⑤：関連する文献について理解を深める
第8回　文献輪読⑥：関連する文献について理解を深める
第9回　レポート、論文の書き方：レポート、論文の書き方について理解を深める
第10回　企業研究①：企業研究について理解を深める
第11回　企業研究②：企業研究について理解を深める
第12回　リサーチプロジェクトⅢとグループディスカッション①：リサーチプロジェクトⅢについて理解を深め
る
第13回　リサーチプロジェクトⅢとグループディスカッション②：リサーチプロジェクトⅢについて理解を深め
る
第14回　リサーチプロジェクトⅢの発表：成果物を発表する
第15回　まとめ

授業計画を変更することがある。

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

第1回
事前学修課題：授業のシラバスを熟読し、授業構成を理解する。1時間。
事後学修課題：授業の説明内容に基づきセミナーⅢｂの基礎知識を学習し、ノートを準備する。1時間。

第2回
事前学修課題：資料収集。1.5時間。
事後学修課題：資料整理。2.5時間。

第3回
事前学修課題：資料収集。1.5時間。
事後学修課題：資料整理。2.5時間。

第4回
事前学修課題：資料収集。1.5時間。
事後学修課題：資料整理。2.5時間。

第5回
事前学修課題：資料収集。1.5時間。
事後学修課題：資料整理。2.5時間。

第6回
事前学修課題：プレゼンテーション資料の作成。1.5時間。
事後学修課題：課題の整理。2.5時間。

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

セミナーⅢｂ



第7回
事前学修課題：プレゼンテーション資料の作成。1.5時間。
事後学修課題：課題の整理。2.5時間。

第8回
事前学修課題：プレゼンテーション資料の作成。1.5時間。
事後学修課題：課題の整理。2.5時間。

第9回
事前学修課題：プレゼンテーション資料の作成。1.5時間。
事後学修課題：課題の整理。2.5時間。

第10回
事前学修課題：プレゼンテーション資料の作成。1.5時間。
事後学修課題：課題の整理。2.5時間。

第11回
事前学修課題：リサーチプロジェクトⅢの作成。1.5時間。
事後学修課題：リサーチプロジェクトⅢの作成。2.5時間。

第12回
事前学修課題：リサーチプロジェクトⅢの作成。1.5時間。
事後学修課題：リサーチプロジェクトⅢの作成。2.5時間。

第13回
事前学修課題：リサーチプロジェクトⅢの作成。1.5時間。
事後学修課題：リサーチプロジェクトⅢの作成。2.5時間。

第14回
事前学修課題：リサーチプロジェクトⅢの作成。1.5時間。
事後学修課題：リサーチプロジェクトⅢの作成。2.5時間。

第15回
事前学修課題：リサーチプロジェクトⅢの作成。1.5時間。
事後学修課題：リサーチプロジェクトⅢの作成。3.5時間。

課題に対するフィードバックの方法

授業あるいはメールで個別に対応する。

成績評価の方法・基準（方針）

セミナーⅢの主旨を理解し、到達目標に関わる到達度に応じて単位を授与する。
評価割合を合算し、総合的に評価する。
大阪国際大学の規定に基づき、やむを得ない欠席を除いて5回以上欠席した場合は「K」評価とする。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

50

0

0

0

50

評価方法・割合

受講態度、取り組み姿勢、積極的な発言などによる貢献

卒業研究（プロセスを含む）に向けた進捗状況、セミナー
運営への貢献など

評価対象となる到達目標

1

1

テキスト 指定のテキストはない。

参考書 必要に応じて授業で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 積極的な参加を求める。
日頃から新聞や雑誌を読み、当該テーマについての知識を蓄えておくこと。
インターゼミナール（学生による研究発表大会）への参加については確認を行う。

セミナーⅢｂ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16306811

セミナーⅢｂ

望月　拓実

望月　拓実

3年

授業の目的・概要

セミナーⅢbでは、4回生にて執筆する卒業研究に向けた実践的な演習を行い、より研究テーマを明確にすること
を目標に学習を行います。そのために、卒業研究では欠かせない調査・分析方法について概要を把握し、模擬的
に実践を行います。事前に調査・分析を行ってみることで、実際の卒業研究では「2回目」として取り組むことが
でき、より質の高い内容にすることが可能です。最終的に、卒業研究として取り組む研究テーマを設定すること
が目的です。

到達目標

１．自身の興味・関心があり、かつ社会から求められる研究テーマを明確に設定することができる
２．卒業研究に必要な、調査・分析方法を理解し実践することができる

授業計画

1オリエンテーション　内容：授業計画の確認と各自の進捗報告
2調査研究の基礎知識　内容：調査のバリエーションと概要の説明
3データ処理と分析方法　内容：統計ソフトの使い方
4量的データの模擬分析　内容：統計ソフトを用いた実践
5質的データの模擬分析　内容：分析ソフトを用いた実践
6卒論テーマのプレゼンテーション(紙媒体)１　内容：学生による卒論資料の発表
7卒論テーマのプレゼンテーション(紙媒体)2　内容：学生による卒論資料の発表
8卒論テーマのプレゼンテーション(紙媒体)3　内容：学生による卒論資料の発表
9卒論テーマのプレゼンテーション(紙媒体)4　内容：学生による卒論資料の発表
10卒論テーマのプレゼンテーション(パワーポイント)1　内容：学生による卒論資料の発表
11卒論テーマのプレゼンテーション(パワーポイント)２　内容：学生による卒論資料の発表
12卒論テーマのプレゼンテーション(パワーポイント)３　内容：学生による卒論資料の発表
13卒論テーマのプレゼンテーション(パワーポイント)４　内容：学生による卒論資料の発表
14卒論テーマのプレゼンテーション(パワーポイント)５　内容：学生による卒論資料の発表
15学習の総括　内容：学習の総括と休み期間中の課題発表

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

第１回ではシラバス内容の確認およびセミナーⅢaでの学習内容を復習しておくこと(90分)。第２回～第３回で
は、テキストの該当箇所を事前に読んで置き(45分)、講義後に学習内容と照らし合わせて再確認すること(45
分)。第４回～第14回では、自身の発表に対する準備に加え(45分)、発表時にうけた質問や指摘に対する回答準備
すること(45分)。

課題に対するフィードバックの方法

各回のセミナーを通じて、発表者に個別に対応する。

成績評価の方法・基準（方針）

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

講義内における発表の内容、発表の仕方(40)
講義内における他者への質問や指摘、課題への取り組み方やディスカッションへの参加(30)
最終レポート(30)

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 2単位

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

評価割合
（％）

70

0

30

0

評価方法・割合

講義内における発表の内容、発表の仕方(40)
講義内における他者への質問や指摘、課題への取り組み
方やディスカッションへの参加(30)

最終提出レポート(30)

評価対象となる到達目標

1,2

1,2

実務家教員による授業 －

セミナーⅢｂ



その他 0

テキスト なし

参考書

履修条件・他の科目との関連 セミナーⅢaを履修していること。自身がスポーツをしている方はもちろん、スポーツをしていないけれど
も興味がある方も積極的に履修してください。スポーツマネジメントが取り扱う範囲は広いため、履修
の前に直接話を聞きに来てもよいです。

セミナーⅢｂ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16306812

セミナーⅢｂ

出野　和子

出野　和子

3年

授業の目的・概要

本セミナーでは、経営戦略やマーケティングの知識をベースに、実際の企業活動に接しながら社会のニーズに応
じた企業経営とはどのように行うのかを考える体験型学習を行う。
具体的には、マーケティング担当者として新規顧客開拓のプロジェクトを立案し、ビジネスパートナー役の学生
とのビジネスミーティングを行う。
セミナーⅢaで学んだことをベースに、分析力、構想力、コミュニケーション能力を向上させ、ビジネスパーソン
に求められる資質やスキルを習得することを目指す。

到達目標

１．マーケティング理論に基づいた商品コンセプトの策定ができる。
２．フレームワークを活用した分析とマーケティングミックスの構築ができる。
３．チームメンバーやビジネスパートナーと良好な関係を築き、価値を共創する素地を備える。

授業計画

第1回　授業オリエンテーション
　セミナーⅢｂの目的と到達目標、シラバスの解説、運営方法などについて説明する。
第2回　プロジェクト運営の基本
　プロジェクトに臨む心構えやコミュニケーションについて解説する。
第3回　プロジェクトの準備　
　プロジェクト対象企業の選定、商品の確認、チーム編成を行う。
第4回　ビジネスミーティングⅠ
　マーケティング担当者とビジネスパートナーとの間でプロジェクトの目的や運営について確認する。
第5回 　商品コンセプトの作成Ⅰ
　商品について調査を行い、内容をまとめる。
第6回　商品コンセプトの作成Ⅱ
　商品コンセプトの紹介資料を作成し、プレゼンテーションの準備をする。
第7回　ビジネスミーティングⅡ
　ビジネスパートナーに商品の紹介を行う。
第8回　ビジネスミーティングⅢ
　役割を交代し、ビジネスパートナーとしてプレゼンテーションのフィードバックを受ける。
第9回　マーケティング戦略の検討Ⅰ
　フィードバック内容を反映し、フレームワークを活用して市場を検討する。
第10回　マーケティング戦略の検討Ⅱ
　マーケティング戦略の策定と中間発表の準備を行う。
第11回　中間発表
　各チームがマーケティング戦略の中間発表を行う。
第12回　マーケティング戦略の検討Ⅲ
　新規顧客へのマーケティングミックスを検討する。
第13回　マーケティング戦略の検討Ⅳ
　マーケティング戦略を精査し最終プレゼンテーションの準備を行う。
第14回　ビジネスミーティングⅣ
　ビジネスパートナーにマーケティング戦略のプレゼンテーションを行う。
第15回　ビジネスミーティングⅤ
　ビジネスパートナーからプレゼンテーションに対しフィードバックを受ける。

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

授業（1回につき2時間として計算）と事前事後の合わせて1単位当たり45時間が必要です。

第1回　
　【事前】シラバスを読み、学習する内容について理解する。1.0時間。
　【事後】セミナーの目的や運営について復習し、到達目標について理解する。1.0時間。
第2回
　【事前】プロジェクト運営の基本について予習する。1.5時間。
　【事後】プロジェクト運営について学んだ内容を復習する。2.5時間。
第3回～第6回　　
　【事前】商品コンセプト、プロジェクトの運営について研究し、ミーティングに備える。1.5時間。
　【事後】学んだ内容を復習し、不足している部分を補う。2.5時間。
第7回～第8回　

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

セミナーⅢｂ



　【事前】ビジネスミーティングの準備を行う。1.5時間。
　【事後】フィードバックの準備を行う。フィードバックを受けたチームは内容を反映する。2.5時間。
第9回～第10回
　【事前】マーケティング戦略の策定・市場調査を進める。1.5時間。
　【事後】授業で進めた内容を整理し、中間発表の準備を進める。2.5時間。  　
第11回　
　【事前】中間発表の報告資料を準備する。4時間。
　【事後】フィードバックを受けた内容をマーケティング戦略に反映する。2.5時間。
第12回～第14回　
　【事前】マーケティング戦略を精査し、ビジネスミーティングの準備を行う。1.5時間。
　【事後】ビジネスミーティングを振り返り、他チームの発表で参考になった内容を反映する。
第15回　
   【事前】フィードバックの内容をまとめ、プロジェクト全体を振り返る。3.5時間。

課題に対するフィードバックの方法

授業中に質問を適宜受け付ける。発表内容やディスカッションに対してフィードバックを行う。

成績評価の方法・基準（方針）

セミナーへの取り組みおよび成果について総合的に判断のうえ、60点以上の場合合格とし、所定の単位を認定す
る。
正当な理由のない欠席が4回以上の場合は評価の対象とせず、「Ｋ」評価とする。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

50

50

0

0

0

評価方法・割合

プロジェクトへの積極的な参画

プロジェクトを進めるための準備やプロジェクトで創出される
成果

評価対象となる到達目標

1,2,3

1,2,3

テキスト テキストは指定しないが、必要に応じて資料を配布する。

参考書 入山章栄『世界標準の経営理論』ダイヤモンド社。
大滝精一、金井一頼、山田英夫、岩田智『経営戦略　第３版』有斐閣アルマ。
和田充夫、恩蔵直人、三浦俊彦『マーケティング戦略　第５版』有斐閣アルマ。

履修条件・他の科目との関連 サービスマーケティング、ブランド戦略論を履修していることが望ましい。

セミナーⅢｂ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16306901

セミナーⅣａ

安達　康生

安達　康生

4年

授業の目的・概要

本セミナーでは、さまざまな例題を用いて統計学の役割から統計的手法の活用を学ぶ．学んだ統計的手法使って,
実際のデータからどのようなことが分かるかを考える．可能であれば,Excelを使ってさまざまな分析を行う．さ
らに、学んだ統計的手法を用いて、自由な発想に基づく独創的な卒業研究に取り組む。

到達目標

１．卒業研究に必要なデータを収集することができる．
２．集められたデータを用いて分析することができる．
３．論理的に文章をまとめることができる．

授業計画

【第1回】
テーマ：オリエンテーション
内容・方法：卒業研究のテーマについて
【第2回】
テーマ：卒業研究に関する事前調査(1)
内容・方法：卒業研究に関する先行研究について
【第3回】
テーマ：卒業研究に関する事前調査(2)
内容・方法：卒業研究に関する先行研究について
【第4回】
テーマ：卒業研究のテーマ検討
内容・方法：卒業研究のテーマを検討し、決定する。
【第5回】
テーマ：卒業研究の中間発表
内容・方法：卒業研究のテーマについて中間発表を行う。
【第6回】
テーマ：卒業研究のテーマに関する専門文献のリサーチ
内容・方法：卒業研究のテーマに関する専門文献のリサーチ方法について
【第7回】
テーマ：卒業研究のテーマに関する専門文献の整理
内容・方法：卒業研究のテーマに関する専門文献の整理について
【第8回】
テーマ：卒業研究について個別指導(1)
内容・方法：卒業研究執筆要領に基づく個別指導を行う。
【第9回】
テーマ：卒業研究について個別指導(2)
内容・方法：卒業研究執筆要領に基づく個別指導を行う。
【第10回】
テーマ：卒業研究について個別指導(3)
内容・方法：卒業研究執筆要領に基づく個別指導を行う。
【第11回】
テーマ：卒業研究について個別指導(4)
内容・方法：卒業研究執筆要領に基づく個別指導を行う。
【第12回】
テーマ：卒業研究について個別指導(5)
内容・方法：卒業研究執筆要領に基づく個別指導を行う。
【第13回】
テーマ：卒業研究について個別指導(6)
内容・方法：卒業研究執筆要領に基づく個別指導を行う。
【第14回】
テーマ：卒業研究について個別指導(7)
内容・方法：卒業研究執筆要領に基づく個別指導を行う。
【第15回】
テーマ：卒業研究の中間発表会
内容・方法：これまでの成果を発表し、アドバイスを受ける。

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

セミナーⅣａ



事前事後の学修：卒業研究のテーマに沿った専門書や先行研究を読み,毎授業ごとに進捗状況を報告する．

課題に対するフィードバックの方法

進捗状況の報告をもとに,個別指導を行う．

成績評価の方法・基準（方針）

卒業研究に取り組む態度,卒業研究の提出により評価を行う．

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

40

0

0

0

60

評価方法・割合

卒業論文の進捗状況の報告

卒業論文の提出・発表

評価対象となる到達目標

１,２,３

１,２,３

テキスト テキストなし

参考書 必要に応じて授業の中で紹介します。

履修条件・他の科目との関連 意欲的に取り組み、予習復習を行うこと

セミナーⅣａ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16306903

セミナーⅣａ

佐藤　智明

佐藤　智明

4年

授業の目的・概要

3Ｋ職場と呼ばれる労働現場に実態を把握し、安全衛生に関する改善策を策定し、安全衛生水準の向上を図るとと
もに作業効率にも反映させる。授業の形態は講義形式にとどまらず、実態調査のため現地に赴きスタッフ及び作
業者の方ともコミニュケーションを図り、実習を実施する。

到達目標

1.卒業後、就職した職場において、学んだことを活用できる。
2.アルバイトも含め、仕事をする際の環境衛生を考えることができる。
3.労働における安全衛生を説明できる。

授業計画

【第1回】
テーマ：オリエンテーション・春期休暇課題の発表
内容・方法：卒論に向けてのスケジュールの確認
【第2回】
テーマ：春期休暇中に調査した結果報告書の作成1
内容・方法：測定したデータを元に作成した報告書を作成
【第3回】
テーマ：春期休暇中に調査した結果報告書の作成2
内容・方法：測定したデータを元に作成した報告書を発表
【第4回】
テーマ：抄録発表1
内容・方法：テーマに関連する文献をまとめ担当が発表後質疑応答
【第5回】
テーマ：抄録発表2
内容・方法：テーマに関連する文献をまとめ担当が発表後質疑応答
【第6回】
テーマ：抄録発表3
内容・方法：テーマに関連する文献をまとめ担当が発表後質疑応答
【第7回】
テーマ：抄録発表4
内容・方法：テーマに関連する文献をまとめ担当が発表後質疑応答
【第8回】
テーマ：改善効果把握のための調査立案1
内容・方法：現状改善のために立案した実施案の改善効果測定の手順の策定
【第9回】
テーマ：改善効果把握のための調査立案2
内容・方法：測定項目と担当者を決定
【第10回】
テーマ：改善効果把握のための調査立案3
内容・方法：測定のタイムスケジュールの策定
【第11回】
テーマ：改善効果把握のための調査立案4
内容・方法：必要な測定器具のリストアップおよびセットアップ
【第12回】
テーマ：改善効果測定1
内容・方法：各スタッフに随行してそれぞれの測定を実施
【第13回】
テーマ：改善効果測定2
内容・方法：各スタッフに随行してそれぞれの測定を実施
【第14回】
テーマ：改善効果測定3
内容・方法：各スタッフに随行してそれぞれの測定を実施
【第15回】
テーマ：改善効果測定4
内容・方法：各スタッフに随行してそれぞれの測定を実施

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

セミナーⅣａ



【第1回】
①事前学修課題：シラバスを一読しておくこと　1.5時間
②事後学修課題：発表の資料を再確認しておくこと　2.5時間
【第2回】
①事前学修課題：測定したデータを元に報告書を大まかに作成　1.5時間
②事後学修課題：報告書に加筆した内容を確認する　2.5時間
【第3回】
①事前学修課題：測定したデータを元に作成した報告書の発表原稿を作成　1.5時間
②事後学修課題：発表した内容に対する意見やアドバイスをまとめる　2.5時間
【第4回】
①事前学修課題：担当の文献を検索しておく　1.5時間
②事後学修課題：発表者の抄録を再読する　2.5時間
【第5回】
①事前学修課題：担当の文献を検索しておく　1.5時間
②事後学修課題：発表者の抄録を再読する　2.5時間
【第6回】
①事前学修課題：担当の文献を検索しておく　1.5時間
②事後学修課題：発表者の抄録を再読する　2.5時間
【第7回】
①事前学修課題：担当の文献を検索しておく　1.5時間
②事後学修課題：発表者の抄録を再読する　2.5時間
【第8回】
①事前学修課題：現状調査のデータを再読　1.5時間
②事後学修課題：測定項目をリストアップ　2.5時間
【第9回】
①事前学修課題：測定項目をリストアップ　1.5時間
②事後学修課題：担当の測定項目の手順を再確認　2.5時間
【第10回】
①事前学修課題：担当の測定項目の手順を再確認　1.5時間
②事後学修課題：担当のタイムスケジュールを確認　2.5時間
【第11回】
①事前学修課題：担当箇所に必要な測定器具を把握しておく　1.5時間
②事後学修課題：必要な測定器具の最終確認　2.5時間
【第12回】
①事前学修課題：測定のイメージをしておく　1.5時間
②事後学修課題：測定データをまとめておく　2.5時間
【第13回】
①事前学修課題：測定のイメージをしておく　1.5時間
②事後学修課題：測定データをまとめておく　2.5時間
【第14回】
①事前学修課題：測定のイメージをしておく　1.5時間
②事後学修課題：測定データをまとめておく　2.5時間
【第15回】
①事前学修課題：測定のイメージをしておく　1.5時間
②事後学修課題：測定データをまとめておく　2.5時間

課題に対するフィードバックの方法

毎回、時事・社会問題に関するプリントを配布して、社会に目を向ける。授業内で終了しない場合は課題として
扱い、翌週にフィードバックを行う。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示す通り、講義期間中に実施される通常課題の提出、期末試験（レポート）、その他受講態度を最低採点
基準とし、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
　正当な理由のない3回以上の欠席は単位を認定しない。その理由は、グループ学習や現地での実態調査をするた
め、欠席により理解不足の場合、調査先に迷惑がかかるため。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

30

40

0

0

30

評価方法・割合

講義内で課されるレポート課題や担当の発表

授業外で課されるレポート課題及び学外活動

問いへの回答などによる積極的な受講態度

評価対象となる到達目標

1.3

1.2.3

テキスト 『みんなで進める！　職場改善ブック～アクションチェックリストと目で見る改善事例～』神代雅晴　他
　中央労働災害防止協会　ISBN978-4-8059-1567-7

参考書 必要に応じて講義の中で紹介する。

セミナーⅣａ



履修条件・他の科目との関連 実態調査を実施するため、祝祭日や長期休暇中に現場に行く。調査場所としては京セラドームを予
定。
意欲的に取り組み、予習復習を行うこと。
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授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16306904

セミナーⅣａ

高橋　泰代

高橋　泰代

4年

授業の目的・概要

各自の卒業研究のテーマに基づいて、個別指導を中心に行う。また毎回経過報告を行う。

到達目標

1．社会的事象に関する問題意識。
2．プレゼンテーション能力
3．卒業研究への取り組み
4．卒業研究テーマの独創性

授業計画

【第1回】
テーマ：卒業研究についてのガイダンス
内容・方法：卒業研究テーマの選び方
【第2回】
テーマ：卒業研究テーマを決定するための専門基礎知識の確認（１）
内容・方法：貸借対照表の構造と役割
【第3回】
テーマ：卒業研究テーマを決定するための専門基礎知識の確認（２）
内容・方法：損益計算書の構造と役割
【第4回】
テーマ：参考文献、参考資料の検索の方法
内容・方法：図書館、IT情報の利用の方法
【第5回】
テーマ：専門文献検索のためのライブラリーツアー
内容・方法：図書館において文献検索の実習
【第6回】
テーマ：卒業研究に即した専門文献のリサーチ（１）
内容・方法：企業の財務に関する文献検索
【第7回】
テーマ：卒業研究に即した専門文献のリサーチ（２）
インターネットからの企業情報収集
内容・方法：インターネットからの企業情報収集
【第8回】
テーマ：卒業研究テーマについてのプレゼンテーション（１）
内容・方法：研究テーマについて
【第9回】
テーマ：卒業研究テーマについてのプレゼンテーション（２）
内容・方法：研究計画について
【第10回】
テーマ：卒業研究テーマについてのプレゼンテーション（３）
内容・方法：企業研究
【第11回】
テーマ：卒業研究テーマについてのプレゼンテーション（４）
内容・方法：資料収集
【第12回】
テーマ：セミナー内質疑応答
内容・方法：セミナー内報告
【第13回】
テーマ：卒業研究テーマに即した資料収集と分析（１）
内容・方法：文献検索とデータ整理
【第14回】
テーマ：卒業研究テーマに即した資料収集と分析（２）
内容・方法：インターネット情報の分析
【第15回】
テーマ：途中結果報告会
内容・方法：セミナー内報告

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －
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＊各回事前事後の学修課題に取り組む時間は、2時間以上とする。
【第1回】
①事前学修課題：特になし
②事後学修課題：卒業研究テーマの候補を選定
【第2回】
①事前学修課題：貸借対照表の構造と役割について調べる。
②事後学修課題：貸借対照表の構造と役割についてまとめる。
【第3回】
①事前学修課題：損益計算書の構造と役割について調べる。
②事後学習課題：損益計算書の構造と役割についてまとめる。
【第4回】
①事前学修課題：卒業研究に関わる企業の選定。
②事後学修課題：卒業研究に関わる企業情報の選定。
【第5回】
①事前学修課題：必要となる文献資料の選定。
②事後学修課題：文献資料の整理。
【第6回】
①事前学修課題：必要となる文献資料の選定。
②事後学修課題：文献資料の整理。
【第7回】
①事前学修課題：企業の選定。
②事後学修課題：企業情報の整理。
【第8回】
①事前学修課題：プレゼン資料の作成
②事後学修課題：課題の整理
【第9回】
①事前学修課題：プレゼン資料の作成
②事後学修課題：課題の整理
【第10回】
①事前学修課題：企業の選定
②事後学修課題：選定した企業に関する資料収集
【第11回】
①事前学修課題：プレゼン資料の作成
②事後学修課題：プレゼン資料の作成
【第12回】
①事前学修課題：資料の作成
②事後学修課題：課題の整理
【第13回】
①事前学修課題：文献検索
②事後学修課題：データ整理
【第14回】
①事前学修課題：分析手法を調べる。
②事後学修課題：情報分析
【第15回】
①事前学修課題：プレゼン資料の作成
②事後学修課題：課題の整理

課題に対するフィードバックの方法

個別に返却し、解説する。

成績評価の方法・基準（方針）

卒業研究への取り組みについて評価します。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

30

0

0

0

70

評価方法・割合

ゼミ内報告会での積極的な参加

定期試験は実施しません。

卒業研究の取り組み、発表会の結果、卒業論文の作成
等を総合的に評価する。

評価対象となる到達目標

1,2,3

テキスト テキストなし

参考書 各自卒業研究に係る資料を持参

履修条件・他の科目との関連 会計関連科目の履修およびリサーチプロジェクトⅢの内容
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授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16306905

セミナーⅣａ

田窪　美葉

田窪　美葉

4年

授業の目的・概要

YBGサイトやPowerPointを使用して、3年次に制作したビジネスゲームを更新した形での教育ゲームの制作、もし
くは別の理論を説明できる教育ゲームを制作する。ゲームを制作することで、理論を学習できるゲームの制作、
財務知識の修得、業界知識の理解、業界への提言もしくは社会課題への解決提案を行う。

到達目標

1.教育ゲームに利用する理論を学習できる
2.オンラインMGを用いて経営学を総合的に理解できる

授業計画

第1回 : オリエンテーション　セミナーの進め方、進路志望調査
第2回 : 卒業論文構想発表・検討会 (1)　テーマ検討
第3回 : 教育ゲームに利用する理論学習(1)　これまでの教育ゲーム
第4回 : 教育ゲームに利用する理論学習(2)　ゲームを教育に利用する
第5回 : 卒業論文構想発表・検討会 (2)　進捗状況検討
第6回 : 教育ゲームに利用する理論からゲームへの転換(1)　ゲームに必要な要素
第7回 : 教育ゲームに利用する理論からゲームへの転換(2)　ゲームの教育効果
第8回 : 人権学習　人権映画会
第9回 : 卒業論文構想発表・検討会 (3)　追加分析検討
第10回 : オンラインMG(1)　操作方法および基本戦略
第11回 : オンラインMG(2)　経営戦略と財務情報
第12回 : オンラインMG(3)　経営戦略と市場・シミュレーション
第13回 : オンラインMG(4)　本番
第14回 : オンラインMG(5)　戦略と結果の発表　
第15回 : 卒業論文構想発表・検討会 (5)　進捗状況と夏期休暇中実施内容確認

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

第1回 
【事前】進路について検討する　2.0時間
【事後】卒業論文構想について検討する　2.0時間
第2回
【事前】卒業論文構想について準備する　2.0時間
【事後】卒業論文構想について検討する　2.0時間
第3回 
【事前】教育ゲームに利用する理論について知る　2.0時間
【事後】教育ゲームに利用する理論について復習する　2.0時間
第4回
【事前】教育ゲームに利用する理論について知る　2.0時間
【事後】教育ゲームに利用する理論について復習する　2.0時間
第5回
【事前】卒業論文構想について準備する　2.0時間
【事後】卒業論文構想について検討する　2.0時間
第6回 
【事前】教育ゲームに利用する理論からゲームへの転換について知る　2.0時間
【事後】教育ゲームに利用する理論からゲームへの転換について復習する　2.0時間
第7回
【事前】教育ゲームに利用する理論からゲームへの転換について知る　2.0時間
【事後】教育ゲームに利用する理論からゲームへの転換について復習する　2.0時間
第8回 
【事前】人権学習について知る　2.0時間
【事前】人権学習について復習する　2.0時間
第9回
【事前】卒業論文構想について準備する　2.0時間
【事後】卒業論文構想について検討する　2.0時間
第10回 
【事前】オンラインMGについて予習する　2.0時間
【事後】オンラインMGの実施結果を記入する　2.0時間
第11回

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －
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【事前】オンラインMGの財務情報について予習する　2.0時間
【事後】オンラインMGの実施結果を記入する　2.0時間
第12回
【事前】オンラインMGの戦略をシミュレータに入力する　2.0時間
【事後】オンラインMGの実施結果を記入する　2.0時間
第13回
【事前】オンラインMGの戦略をシミュレータに入力する　2.0時間
【事後】オンラインMGの実施結果を記入し、レポートする　2.0時間
第14回
【事前】オンラインMGの結果発表について準備する　2.0時間
【事後】発表内容について再検討する　2.0時間
第15回
【事前】卒業論文構想について準備する　2.0時間
【事後】卒業論文構想について検討する　2.0時間

課題に対するフィードバックの方法

原則として、全ての指摘は Moodle 上にも記録を残します。指摘されたことを忘れてしまったら、Moodle 上の記
録を読み返し、次回までの課題に取り組むようにして下さい。

成績評価の方法・基準（方針）

授業内での発表内容、課題内容

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

100

0

0

0

0

評価方法・割合

授業内での発表内容、課題内容について、総合的に評
価する

評価対象となる到達目標

1、2

テキスト 特に指定しません。

参考書

履修条件・他の科目との関連 自分の卒業論文の内容に応じて必要な科目を履修すること。
進行状況によって、オンラインMGの実施回を変更することがある。

セミナーⅣａ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16306906

セミナーⅣａ

安高　真一郎

安高　真一郎

4年

授業の目的・概要

本セミナーでは、セミナーIIIで学んだ内容を基に、卒業論文のテーマ選びから完成までを行っていく。各自の進
捗具合とテーマに依存することから、主に個別指導が中心となる。

到達目標

1. 卒業論文の執筆に励むこと。
2. 卒業後の進路を確定させること。

授業計画

【第1回】ガイダンス
　内容: 休暇中の活動報告と前期の進め方
【第2回】卒業論文執筆1
　内容: 卒業論文のテーマを検討
【第3回】卒業論文執筆2
　内容: 卒業論文のテーマを検討
【第4回】卒業論文執筆3
　内容: 卒業論文のテーマ決定と資料収集
【第5回】卒業論文執筆4
　内容: 卒業論文のテーマ決定と資料収集
【第6回】卒業論文執筆5
　内容: 卒業論文のテーマ決定と資料収集
【第7回】卒業論文執筆6
　内容: 主に個別指導
【第8回】卒業論文執筆7
　内容: 主に個別指導
【第9回】卒業論文執筆8
　内容: 主に個別指導
【第10回】卒業論文執筆9
　内容: ゼミ内での卒論発表会
【第11回】卒業論文執筆10
　内容: ゼミ内での卒論発表会
【第12回】卒業論文執筆11
　内容: 主に個別指導
【第13回】卒業論文執筆12
　内容: 主に個別指導
【第14回】卒業論文執筆13
　内容: 主に個別指導
【第15回】前期のまとめ
　内容: 夏季休暇中の課題を提示

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

【第1回】
　①事前学習: 春季休暇中の課題を再確認(120分)
　②事後学習: 指摘箇所の修正(120分)
【第2回】
　①事前学習: 前年度に決定したテーマで執筆継続可能か検討(120分)
　②事後学習: 教員のアドバイスに基づき、今後の展開を検討(120分)
【第3回】
　①事前学習: 前年度に決定したテーマで執筆継続可能か検討(120分)
　②事後学習: 教員のアドバイスに基づき、今後の展開を検討(120分)
【第4回】
　①事前学習: 自身の執筆テーマの確定(120分)
　②事後学習: 教員のアドバイスに基づき、今後の展開を検討(120分)
【第5回】
　①事前学習: 自身の執筆テーマの確定(120分)
　②事後学習: 教員のアドバイスに基づき、今後の展開を検討(120分)
【第6回】
　①事前学習: 自身の執筆テーマの確定(120分)

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

セミナーⅣａ



　②事後学習: 教員のアドバイスに基づき、今後の展開を検討(120分)
【第7回】
　①事前学習: 前回の修正箇所を完成させ、質問等をまとめておく(120分)
　②事後学習: 修正箇所の見直し(120分)
【第8回】
　①事前学習: 前回の修正箇所を完成させ、質問等をまとめておく(120分)
　②事後学習: 修正箇所の見直し(120分)
【第9回】
　①事前学習: 前回の修正箇所を完成させ、質問等をまとめておく(120分)
　②事後学習: 修正箇所の見直し(120分)
【第10回】
　①事前学習: 前回の修正箇所を完成させ、質問等をまとめておく(120分)
　②事後学習: 修正箇所の見直し(120分)
【第11回】
　①事前学習: 前回の修正箇所を完成させ、質問等をまとめておく(120分)
　②事後学習: 修正箇所の見直し(120分)
【第12回】
　①事前学習: 前回の修正箇所を完成させ、質問等をまとめておく(120分)
　②事後学習: 修正箇所の見直し(120分)
【第13回】
　①事前学習: 前回の修正箇所を完成させ、質問等をまとめておく(120分)
　②事後学習: 修正箇所の見直し(120分)
【第14回】
　①事前学習: 前回の修正箇所を完成させ、質問等をまとめておく(120分)
　②事後学習: 修正箇所の見直し(120分)
【第15回】
　①事前学習: 前回の修正箇所を完成させ、質問等をまとめておく(120分)
　②事後学習: 修正箇所の見直しと夏季休暇中の課題への準備(120分)

課題に対するフィードバックの方法

ゼミ内、または個別に対応する。

成績評価の方法・基準（方針）

ゼミには必ず毎回参加すること。
卒業論文を完成させること。
与えられた課題に積極的に取り組むこと。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

50

0

0

50

0

評価方法・割合

ゼミには必ず毎回参加すること。
卒業論文を完成させること。
与えられた課題に積極的に取り組むこと。
私語は控え、スマホでも遊ばず授業に集中すること。

卒業論文完成へ向けて、資料の収集・分析能力、執筆
状況を踏まえ総合的に評価。

評価対象となる到達目標

1

1

テキスト プリントを配布する

参考書 必要に応じて指示する．

履修条件・他の科目との関連 ・出席は必須条件。
・メールでの連絡が多くなるため、OIUメールは必ず確認すること。
・学内のみならず学外での活動(工場見学など)もあり。
・上記の活動は、休暇中に実施する場合あり。
・人との関わりを大事にすること。

セミナーⅣａ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16306907

セミナーⅣａ

横山　誠

横山　誠

4年

授業の目的・概要

卒業研究に向け、研究計画を再検討し具体的な計画を立てて実行していく。同時に多くの先行研究を読み様々な
研究の手法を学ぶ。また、社会で即戦力として通用するだけの実践力を習得するためインターンシップやボラン
ティア活動等に積極的に参加し、就職活動と両立する。
コースやセミナー内、研究室としてのプロジェクトに参画し、研究と実践の両立を目指す。

到達目標

１．研究の視点で論文を読み解き、文章を書くことができるようになる
２．体験を自分の言葉、レポートでふりかえりができるようになる
３．プロジェクトを計画的に進め、評価できるようになる

授業計画

【第1回】
テーマ：オリエンテーション
内容・方法：学びのイメージと卒業研究の進め方
【第2回】
テーマ：研究課題の設定
内容・方法：興味関心のあるテーマを探す
【第3回】
テーマ：データの分析方法（アンケート調査）
内容・方法：量的研究の論文抄読
【第4回】
テーマ：データの分析方法（文献調査）
内容・方法：質的研究の論文抄読
【第5回】
テーマ：卒業研究のテーマ確定
内容・方法：卒業研究のテーマ確定と研究計画の検討
【第6回】
テーマ：卒業研究の討論会1
内容・方法：フレームワークの検討
【第7回】
テーマ：卒業研究の討論会2
内容・方法：先行研究の検討１
【第8回】
テーマ：卒業研究の討論会3
内容・方法：先行研究の検討２
【第9回】
テーマ：卒業研究の仮題発表
内容・方法：仮題と研究計画案の発表
【第10回】
テーマ：卒業研究の取組1
内容・方法：仮説の設定
【第11回】
テーマ：卒業研究の取組2
内容・方法：アンケートの検討１
【第12回】
テーマ：卒業研究の取組3
内容・方法：アンケートの検討２
【第13回】
テーマ：卒業研究の取組4
内容・方法：アンケートの実施
【第14回】
テーマ：卒業研究の報告
内容・方法：アンケートの現状報告
【第15回】
テーマ：前期のまとめと振り返り
内容・方法：夏休みの課題、活動予定を確認

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

セミナーⅣａ



授業内容に関する情報収集など自分なりのイメージを持つ。（各回2時間）
講義の中で説明した内容をまとめ、情報検索を行うなどして知識を深める。（各回2時間）
課題をこなすだけでなく予習を行うことで、授業での理解が深まる。
言葉によるふりかえりとレポートによるふりかえりを大切にしながら蓄積していく。

課題に対するフィードバックの方法

提出するだけでなく、完成度を高められるよう心掛ける。
課題が現場での学びや経験につながるよう理解を深める。

成績評価の方法・基準（方針）

授業における取組や学ぶ姿勢にて評価を行う。
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
原則、公欠以外で5回以上欠席した場合は、評価の対象とせず「K」評価とする。
授業内での課題やグループワーク、プロジェクトの役割と責任等にて評価を行う。
卒業研究に関する取り組みや計画の達成度にて評価を行う。
プロジェクトへの関わり（積極性・貢献度）にて評価を行う。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

30

30

0

30

10

評価方法・割合

授業における取組や学ぶ姿勢にて評価を行う。

授業内での課題やグループワーク、プロジェクトの役割と責
任等にて評価を行う。

卒業研究（中間発表）やプロジェクトの成果により評価す
る

プロジェクトへの関わり（積極性・貢献度）や学内外との連
携の取り組み等にて評価を行う。

評価対象となる到達目標

１,２,３

１,２,３

１,２,３

3

テキスト 適宜紹介する

参考書 適宜紹介する

履修条件・他の科目との関連 セミナーでのプロジェクトは必須とする。
学外での活動や研修に参加することもある。
交通費や研修費などは原則自己負担とする。
ゼミプロジェクトやリサーチプロジェクト、卒業研究等
の内容を授業以外でも発表することがある。

セミナーⅣａ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16306908

セミナーⅣａ

近藤　浩章

近藤　浩章

4年

授業の目的・概要

セミナーⅣでは年間を通じて卒業論文の完成に向けて活動する。学生は、現代の経営課題に関連する研究テーマ
に向き合い、経営活動現場に入り込んで調査を行い、そこにある真理を導き出すことに挑戦する。論文の作成に
おいては常に学問と実践を行き来して現実を直視するとともに、未来志向の視点から課題に対応することを提言
する経験を通じて、社会で活躍する力を身につけることが期待される。セミナー活動に対する積極的な態度が求
められる。

到達目標

1. 卒業要件に必要な卒業論文を完成する。
2. 経営に対する広い視野と、多面的な見方から批判する力を身につける。
3. ビジネスパーソンとして活躍するために必要な専門能力と実行力を身につける

授業計画

※授業計画については変更する可能性もある。教室を出た現場調査も随時実施する。
【第１回】イントロダクション
　　内容・方法：セミナーⅣａの全体像、運営方法などのオリエンテーション
【第２回】研究テーマの設定-1
　　内容・方法：自ら「問い」を立て、ディスカッションを行う
【第３回】研究テーマの設定-2
　　内容・方法：自ら「問い」を立て、ディスカッションを行う
【第４回】研究テーマの設定-3
　　内容・方法：ディスカッションを踏まえて研究テーマの決定を行う
【第５回】先行研究と仮説の探索-1
　　内容・方法：研究テーマに関する先行研究を調査し、仮説構築の可能性を探る
【第６回】先行研究と仮説の探索-1
　　内容・方法：研究テーマに関する先行研究を調査し、仮説構築の可能性を探る
【第７回】先行研究と仮説の探索-1
　　内容・方法：研究テーマに関する先行研究を調査し、仮説構築の可能性を探る
【第８回】先行研究と仮説の探索-1
　　内容・方法：研究テーマに関する先行研究を調査し、仮説構築の可能性を探る
【第９回】中間報告-1
　　内容・方法：先行研究を踏まえた仮説について発表し、ディスカッションを行う
【第１０回】中間報告-2
　　内容・方法：先行研究を踏まえた仮説について発表し、ディスカッションを行う
【第１１回】調査計画-1
　　内容・方法：仮説を明らかにするリサーチクエスチョンを立てる
【第１２回】調査計画-2
　　内容・方法：仮説を明らかにするリサーチクエスチョンを立てる
【第１３回】調査計画-3
　　内容・方法：具体的な調査計画を立てる
【第１４回】調査計画-4
　　内容・方法：インタビューやアンケート内容を検討する
【第１５回】セミナーⅢａまとめ
　　内容・方法：前期の振り返り、後期に向けた課題の確認

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

【第１回】自ら興味ある研究テーマについて事前調査を行う。
【第２回～第４回】文献やデータをあたりながら研究テーマを絞り込んでいく。
【第５回～第８回】先行研究を読み進め、その内容について詳細に理解しておく。
【第９回～第１０回】中間報告の準備を行う。
【第１１回～第１４回】調査計画策定に必要な準備を進める。
【第１５回】後期までに調査計画に基づき、実行する。
事前事後の学習時間：第１回は事後学習4.0時間、第２回～第１４回は各回事前1.5時間、事後2.5時間、第１５回
は事前学習4.0時間

課題に対するフィードバックの方法

教員がセミナーにおいて、論文執筆に関する指導を学生との双方向で適宜行う。

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

セミナーⅣａ



成績評価の方法・基準（方針）

以下に示す評価方法により総合的に判断のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

50

30

0

20

0

評価方法・割合

授業内でのディスカッションへの参画や研究への積極性
(50)

研究に必要な文献調査、定性調査などの実施とその成
果(30)

卒業研究テーマ報告レポート(20)

評価対象となる到達目標

1,2,3

1,2,3

1,2,3

テキスト テキストは使用しない。

参考書 研究テーマに合わせる形で適宜提示する。

履修条件・他の科目との関連 マーケティング論、ブランド戦略論、サービスマーケティング、国際経営論、消費者行動論の履修が望
ましい。

セミナーⅣａ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16306909

セミナーⅣａ

山本　誠一

山本　誠一

4年

授業の目的・概要

セミナーⅢに続き地域社会やビジネス課題など、具体的で専門的なテーマをもとに研究を行う。特に大学での学
修のまとめとして、各自のテーマを設定しそれについて研究をおこない、論文としてまとめる。
授業では、毎時間の発表とそれにもとづき担当教員や受講生をまじえた討論などをもとに進める。
参考図書や先行論文について教員は紹介を行うが、それ以外にも自身のテーマについて広く、そして具体的に探
求することが重要である。また研究テーマにもとづき実際にフィールドワークを通して研究をすすめる。
大学卒業後に社会が求める力を養成する。

到達目標

この講義を受講した学生は、次のことができるようになる。
１．企業活動、地域発展、自治体運営におけるマーケティング戦略の位置づけと重要性を理解した上で、マーケ
ティングのプロセスを理解し、各種ツールを使いこなしながら、 戦略を組み立てる事ができる。
２．実際にマーケティング戦略を組み立てて、継続的発展に活かすための具体的提案方法を策定し、提案発表で
きる。
３．対象範疇は、オフラインビジネスだけではなく、オンライン（デジタル、IT、インターネット、あるいはア
プリ）ビジネスも含まれるので、IT企業やネットビジネスを目指す上での実践を習得できる。
４．実践型授業なので、マーケティング戦略を組み立てる力を身につけて、企業活動、地域発展、自治体運営に
おけるビジネス提案力をマスターし、卒業後活躍できる人材となる。
５．論理的思考とそこからの気付き、そしてそこからデザインすることができる

授業計画

【第１回】テーマ：オリエンテーション
内容・方法：１年間の学習計画、前期の予定、各自のテーマについて
【第２回】テーマ：研究テーマ発表（１）
内容・方法：各自の関心のあるテーマについて発表を行う
【第３回】テーマ：研究テーマ発表（２）
内容・方法：各自の関心のあるテーマについて発表を行う
【第４回】テーマ：研究テーマの振り返り
内容・方法：研究テーマについて、振り返り、今後の調査や研究について考える
【第５回】テーマ：リサーチクエスチョン（問題提議）と研究方法（１）
内容・方法：仮設設定とその研究方法について考える（１）
【第６回】テーマ：リサーチクエスチョン（問題提議）と研究方法（２）
内容・方法：仮設設定とその研究方法について考える（２）
【第７回】テーマ：リサーチクエスチョン（問題提議）と研究方法（３）
内容・方法：仮設設定とその研究方法について考える（３）
【第８回】テーマ：研究テーマの振り返り
内容・方法：今後の研究の進め方、発表の仕方について、討論を行う。よりよい発表方法を考える
【第９回】テーマ：文献講読（１）
内容・方法：各自のテーマにそった文献を探す
【第１０回】テーマ：文献講読（２）
内容・方法：各自のテーマにそった文献を読み、討論を行う
【第１１回】テーマ：文献講読（３）
内容・方法：各自のテーマにそった文献を読み、討論を行う
【第１２回】テーマ：フィールドワーク事前学習
内容・方法：フィールドワークを実施するための事前学習を行う
【第１３回】テーマ：フィールドワーク
内容・方法：フィールドワークを実施する
【第１４回】テーマ：フィールドワーク
内容・方法：フィールドワークを実施する
【第１５回】テーマ：中間報告、発表
内容・方法：中間報告、発表を行う

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

＜事前事後の学習課題＞
※毎回事前に現在の研究状況を確認し、また必要に応じてフィールドワークを実施した上で授業に参加し、授業
後も研究課題整理や調査を行う。授業での発表に備え、発表用のパワーポイントを準備しまとめておく。
【第１回】事前：卒業論文で取り組みたい課題／テーマの候補を出す　1.0時間
　　　　　事後：前期に何をどこまで進めるのかを整理し、自分のテーマを見直す　2.0時間

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

セミナーⅣａ



【第２回】事前：各自の研究テーマの発表を準備する　1.5時間
　　　　　事後：発表した研究テーマを整理、修正する　2.5時間
【第３回】事前：各自の課題の明確化と仮説設定を準備する　1.5時間
　　　　　事後：発表した仮設に対する今後の進め方を検討する　2.5時間
【第４回】事前：各自の課題の見直し　1.5時間
　　　　　事後：課題分析について授業で出た問題を検証する　2.5時間
【第５回】～【第７回】
　　　　　事前：仮設設定とその研究方法の事前確認　1.5時間
　　　　　事後：仮設設定とその研究方法について検証する　2.5時間
【第８回】事前：研究テーマを振り返り、チェックする　1.5時間
　　　　　事後：今後の研究の進め方、発表の仕方について整理する　2.5時間
【第９回】～【第１１回】
　　　　　事前：文献の事前準備　1.5時間
　　　　　事後：文献を再度整理する　2.5時間
【第１２回】事前：フィールドワークの準備　1.5時間
　　　　　　事後：フィールドワークの具体的内容を整理する　 2.5時間
【第１３回】事前：フィールドワークを実施して授業に参加する　1.5時間
　　　　　　事後：フィールドワークの結果報告を整理する　2.5時間
【第１４回】事前：フィールドワークを実施して授業に参加する　1.5時間
　　　　　　事後：フィールドワークの結果報告を整理する　2.5時間
【第１５回】事前：中間報告,発表の準備　1.5時間
　　　　　　事後：中間報告、発表の整理と夏休みの課題整理、後期に向けた準備　3.5時間

課題に対するフィードバックの方法

研究に対し授業時に質問を受け付ける。また、実施した研究についてコメントを返す。
研究発表について、基本的に当日授業内でフィードバックするが、セミナー以外の時間にもフィードバックを行
う。卒業研究に向け個々の進度に合わせアドバイス、フィードバックを行う。

成績評価の方法・基準（方針）

評価は以下のことをポイントに行う。
①研究テーマへの探究心と日々の行動
①中間発表への取り組み、スライドや原稿作成、発表準備
②卒業研究のオリジナリティ、デザイン思考力
③卒業論文作成を計画的におこない、期限を守って提出する
具体的には、以下に示すとおりである。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

50

0

0

50

0

評価方法・割合

自主的・計画的に卒業研究に関われたかどうか、自分の
研究テーマを追求しているかどうか、毎回の発表力を評価
する

卒業研究要旨が80％、口頭発表が20％。どちらもその内
容と取り組む姿勢を評価する

評価対象となる到達目標

1、2、3、4、５

1、2、3、4、５

テキスト テキストは指定しません

参考書 必要に応じて授業の中で紹介する

履修条件・他の科目との関連 自主性が重要で、卒論をまとめる上での論理性、分析力、そしてデザイン力、文章力、発表力など
大学における学修の集大成となる科目

セミナーⅣａ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16306910

セミナーⅣａ

青木　崇

青木　崇

4年

授業の目的・概要

セミナーⅣでは卒業論文の作成を行う。セミナーでのディスカッションおよび意見交換を通じて、卒業論文をよ
り完成度の高いものに仕上げていくことが目的となる。
　セミナーⅠでのリサーチプロジェクトⅠ、セミナーⅡおよびサブセミナーでの学び、セミナーⅢでのリサーチ
プロジェクトⅢで培った経験と知識を活かしながら必要な文献の収集し、先行研究を整理し、卒業論文の作成を
行っていく。
　前期は卒業論文のテーマを見据えた情報収集、整理、分析などに取り組み、主体的に問題を発見し、解決する
力を修得することを目指す。卒業論文は大学生活の集大成であり、貴重な成果物でもあるので事前に準備をし
て、全力で取り組むことが重要である。
　事前学習では授業テーマに関する問題について考え、ノートにまとめておく必要があり、事後学習では授業で
提示された資料や紹介された参考文献をもとに学習していくといった主体的学習が必要となる。

到達目標

1.専門的課題から自らのテーマを策定し、セミナーで学習した研究手法を用いて、課題解決のための提言をまと
めることを目指す。
2.到達目標はテーマに沿って、先行研究、資料、収集したデータなどを用いて、論理的に論述したり、成果物を
作成したりして、卒業論文を完成させ、発表することである。

授業計画

第1回　卒業論文のテーマ発表：卒業論文のテーマ発表について考える
第2回　リサーチクエスチョン：リサーチクエスチョンについて考える
第3回　卒業論文の序論部分の書き方講義：卒業論文の序論部分の書き方について学習する
第4回　卒業論文の序論部分の提出：卒業論文の序論部分について考察する
第5回　過去の文献を考察する：関連する文献について考察する
第6回　過去の文献を考察した結果、リサーチクエスチョンを見直す：先行研究について理解を深める
第7回　先行研究のまとめの書き方講義：先行研究のまとめの書き方について学習する
第8回　序論の修正と先行研究のまとめの提出と発表：序論の修正と先行研究のまとめの提出と発表について理解
を深める
第9回　研究の方法：研究の方法について理解を深める
第10回　研究の実施：研究について理解を深める
第11回　研究結果の発表とまとめの作成：研究結果の発表とまとめの作成について理解を深める
第12回　結論の書き方講義：結論の書き方について理解を深める
第13回　序論、先行研究、研究のまとめ、結論を完成させる：序論、先行研究、研究のまとめ、結論について理
解を深める
第14回　卒業論文の仮提出：卒業論文について理解を深める
第15回　卒業論文発表会への準備：卒業論文発表会について準備する

授業計画を変更することがある。

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

第1回
事前学修課題：授業のシラバスを熟読し、授業構成を理解する。1時間。
事後学修課題：授業の説明内容に基づきセミナーⅣａの基礎知識を学習し、ノートを準備する。1時間。

第2回
事前学修課題：資料収集。1.5時間。
事後学修課題：資料整理。2.5時間。

第3回
事前学修課題：資料収集。1.5時間。
事後学修課題：資料整理。2.5時間。

第4回
事前学修課題：資料収集。1.5時間。
事後学修課題：資料整理。2.5時間。

第5回
事前学修課題：資料収集。1.5時間。

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

セミナーⅣａ



事後学修課題：資料整理。2.5時間。

第6回
事前学修課題：卒業論文の作成。1.5時間。
事後学修課題：課題の整理。2.5時間。

第7回
事前学修課題：卒業論文の作成。1.5時間。
事後学修課題：課題の整理。2.5時間。

第8回
事前学修課題：卒業論文の作成。1.5時間。
事後学修課題：課題の整理。2.5時間。

第9回
事前学修課題：卒業論文の作成。1.5時間。
事後学修課題：課題の整理。2.5時間。

第10回
事前学修課題：卒業論文の作成。1.5時間。
事後学修課題：課題の整理。2.5時間。

第11回
事前学修課題：卒業論文の作成。1.5時間。
事後学修課題：卒業論文の作成。2.5時間。

第12回
事前学修課題：卒業論文の作成。1.5時間。
事後学修課題：卒業論文の作成。2.5時間。

第13回
事前学修課題：卒業論文の作成。1.5時間。
事後学修課題：卒業論文の作成。2.5時間。

第14回
事前学修課題：卒業論文の作成。1.5時間。
事後学修課題：卒業論文の作成。2.5時間。

第15回
事前学修課題：卒業論文の作成。1.5時間。
事後学修課題：卒業論文の作成。3.5時間。

課題に対するフィードバックの方法

授業あるいはメールで個別に対応する。

成績評価の方法・基準（方針）

セミナーⅣの主旨を理解し、到達目標に関わる到達度に応じて単位を授与する。
評価割合を合算し、総合的に評価する。
大阪国際大学の規定に基づき、やむを得ない欠席を除いて5回以上欠席した場合は「K」評価とする。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

50

0

0

0

50

評価方法・割合

受講態度、取り組み姿勢、積極的な発言などによる貢献

卒業論文の完成、提出に向けた進捗状況、セミナー運営
への貢献など

評価対象となる到達目標

1、2

1、2

テキスト 指定のテキストはない。

参考書 必要に応じて授業で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 積極的な参加を求める。
日頃から新聞や雑誌を読み、当該テーマについての知識を蓄えておくこと。

セミナーⅣａ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16306911

セミナーⅣａ

望月　拓実

望月　拓実

4年

授業の目的・概要

体育・スポーツに関わる自身で設定した問いに対する答えを探す過程を通じて、卒業研究を完成させることを目
的としている。感想文やレポートではなく、論文として成立する「論理性」「再現性」「体裁」等をふまえた研
究を目指す。文献等の読み込みや整理、アンケート調査、フィールドワーク等で得られた結果の分析を行い、そ
の成果を論文、プレゼンテーションを通じて体系的に他者と共有することを目的とする。

到達目標

1.研究課題に関する情報を整理し説明できる。
2.研究方法や結果を検証、分析できる。

授業計画

1.授業の進め方と卒業研究への取り組み方　内容：授業計画の確認と課題確認
2.プレゼンテーション(ワード)１　内容：学生による卒論本文の発表
3.プレゼンテーション(ワード)２　内容：学生による卒論本文の発表
4.プレゼンテーション(ワード)３　内容：学生による卒論本文の発表
5.プレゼンテーション(ワード)４　内容：学生による卒論本文の発表
6.プレゼンテーション(ワード)５　内容：学生による卒論本文の発表
7.中間発表会　内容：現時点での卒論を発表資料にして報告
8.プレゼンテーション(ワード)５　内容：学生による卒論本文の発表
9.プレゼンテーション(ワード)６　内容：学生による卒論本文の発表
10.プレゼンテーション(ワード)７　内容：学生による卒論本文の発表
11.プレゼンテーション(ワード)８　内容：学生による卒論本文の発表
12.プレゼンテーション(ワード)９　内容：学生による卒論本文の発表
13.プレゼンテーション(ワード)１０　内容：学生による卒論本文の発表
14.前期最終報告会　内容：現時点での卒論を発表資料にして報告
15.学習のふりかえりとまとめ　内容：学習の総括と休暇期間中の課題発表

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

第１回では春休み中の課題を報告できるよう準備しておくこと(90分)。第２回～第６回、第8回～第13回では自身
の発表に対する準備に加え(45分)、発表時にうけた質問や指摘に対する回答準備すること(45分)。第7回、第14回
では成果発表ができるよう自身の研究をプレゼンテーション資料としてまとめておくこと(90分)。

課題に対するフィードバックの方法

各回のセミナーを通じて、発表者に個別に対応する。

成績評価の方法・基準（方針）

講義内における発表の内容、発表の仕方(40)
講義内における他者への質問や指摘、課題への取り組み方やディスカッションへの参加(30)
最終レポート(30)

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 2単位

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

70

0

30

0

0

評価方法・割合

講義内における発表の内容、発表の仕方(40)
講義内における他者への質問や指摘、課題への取り組み
方やディスカッションへの参加(30)

最終提出レポート(30)

評価対象となる到達目標

1,2

1,2

テキスト なし

参考書

実務家教員による授業 －

セミナーⅣａ



参考書

履修条件・他の科目との関連 セミナーⅢbを履修していること。自身がスポーツをしている方はもちろん、スポーツをしていないけれど
も興味がある方も積極的に履修してください。スポーツマネジメントが取り扱う範囲は広いため、履修
の前に直接話を聞きに来てもよいです。

セミナーⅣａ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16307001

セミナーⅣｂ（卒業研究を含む）

安達　康生

安達　康生

4年

授業の目的・概要

本セミナーでは、さまざまな例題を用いて統計学の役割から統計的手法の活用を学ぶ．学んだ統計的手法使って,
実際のデータからどのようなことが分かるかを考える．可能であれば,Excelを使ってさまざまな分析を行う．さ
らに、学んだ統計的手法を用いて、自由な発想に基づく独創的な卒業研究に取り組む。

到達目標

１．卒業研究に必要なデータを収集することができる．
２．集められたデータを用いて分析することができる．
３．論理的に文章をまとめることができる．

授業計画

【第1回】
テーマ：夏期休業中の研究活動の報告
内容・方法：夏期休業中の研究活動の報告を行う。
【第2回】
テーマ：卒業研究について個別指導(8)
内容・方法：卒業研究執筆要領に基づく個別指導を行う。
【第3回】
テーマ：卒業研究について個別指導(9)
内容・方法：卒業研究執筆要領に基づく個別指導を行う。
【第4回】
テーマ：卒業研究の中間発表(3)
内容・方法：卒業研究について中間発表を行う。
【第5回】
テーマ：卒業研究について個別指導(10)
内容・方法：卒業研究執筆要領に基づく個別指導を行う。
【第6回】
テーマ：卒業研究について個別指導(11)
内容・方法：卒業研究執筆要領に基づく個別指導を行う。
【第7回】
テーマ：卒業研究について個別指導(12)
内容・方法：卒業研究執筆要領に基づく個別指導を行う。
【第8回】
テーマ：卒業研究について個別指導(13)
内容・方法：卒業研究執筆要領に基づく個別指導を行う。
【第9回】
テーマ：卒業研究について個別指導(14)
内容・方法：卒業研究執筆要領に基づく個別指導を行う。
【第10回】
テーマ：卒業研究について個別指導(15)
内容・方法：卒業研究執筆要領に基づく個別指導を行う。
【第11回】
テーマ：卒業研究について個別指導(16)
内容・方法：卒業研究執筆要領に基づく個別指導を行う。
【第12回】
テーマ：卒業研究について個別指導(17)
内容・方法：卒業研究執筆要領に基づく個別指導を行う。
【第13回】
テーマ：卒業研究の最終発表
内容・方法：卒業論文最終発表会準備(1)
【第14回】
テーマ：卒業研究の最終発表
内容・方法：卒業論文最終発表会準備(2)
【第15回】
テーマ：卒業研究について個別指導(18)
内容・方法：卒業研究執筆要領に基づく個別指導を行う。

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

セミナーⅣｂ（卒業研究を含む）



卒業研究のテーマに沿った専門書や先行研究を読み,毎授業ごとに進捗状況を報告する．

課題に対するフィードバックの方法

進捗状況の報告をもとに,個別指導を行う．

成績評価の方法・基準（方針）

卒業研究に取り組む態度,卒業研究の提出により評価を行う．

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

40

0

0

0

60

評価方法・割合

卒業論文の進捗状況の報告

卒業論文の提出・発表

評価対象となる到達目標

１,２,３

１,２,３

テキスト テキストなし

参考書 必要に応じて授業の中で紹介します。

履修条件・他の科目との関連 意欲的に取り組み、予習復習を行うこと

セミナーⅣｂ（卒業研究を含む）



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16307003

セミナーⅣｂ（卒業研究を含む）

佐藤　智明

佐藤　智明

4年

授業の目的・概要

3Ｋ職場と呼ばれる労働現場に実態を把握し、安全衛生に関する改善策を策定し、安全衛生水準の向上を図るとと
もに作業効率にも反映させる。授業の形態は講義形式にとどまらず、実態調査のため現地に赴きスタッフ及び作
業者の方ともコミニュケーションを図り、実習を実施する。

到達目標

1.卒業後、就職した職場において、学んだことを活用できる。
2.アルバイトも含め、仕事をする際の環境衛生を考えることができる。
3.労働における安全衛生を説明できる。

授業計画

【第1回】
テーマ：夏期休暇報告・調査データ分析1
内容・方法：シートを用いて夏休みの活動報告・夏季休暇に測定したデータを統計処理
【第2回】
テーマ：調査データ分析2
内容・方法：統計処理したデータを元にディスカッションを実施
【第3回】
テーマ：調査データ分析3
内容・方法：図表の作成
【第4回】
テーマ：調査データ分析4
内容・方法：図表の作成
【第5回】
テーマ：調査データ分析5
内容・方法：図表の作成
【第6回】
テーマ：卒業論文作成1
内容・方法：目的・背景、方法、結果の担当を決めて各自作成を進める
【第7回】
テーマ：卒業論文作成2
内容・方法：目的・背景、方法、結果の担当を決めて各自作成を進める
【第8回】
テーマ：卒業論文作成3

内容・方法：目的・背景、方法、結果の担当を決めて各自作成を進める
【第9回】
テーマ：卒業論文作成4

内容・方法：目的・背景、方法、結果の文章を添削する
【第10回】
テーマ：卒業論文作成5

内容・方法：結果からの考察を作成
【第11回】
テーマ：卒業論文作成6

内容・方法：参考文献やフォーマットの修正
【第12回】
テーマ：最終卒業論文確認及び提出
内容・方法：できあがった論文の最終確認
【第13回】
テーマ：卒業論文プレゼンテーション原稿作成1
内容・方法：担当を決定し、レイアウトを考える
【第14回】
テーマ：卒業論文プレゼンテーション原稿作成2
内容・方法：発表用スライドや発表原稿の作成
【第15回】
テーマ：卒論発表練習
内容・方法：作成したパワーポイントのスライドを用いて発表練習を実施する

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

セミナーⅣｂ（卒業研究を含む）



事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

【第1回】
①事前学修課題：夏季休暇に測定したデータをとりまとめておく  1.5時間
②事後学修課題：それぞれのデータに合致したグラフの種類を決めておく　2.5時間
【第2回】
①事前学修課題：それぞれのデータに合致したグラフの種類を決めておく  1.5時間
②事後学修課題：授業中に出された意見や提案をまとめる　2.5時間
【第3回】
①事前学修課題：授業中に出された意見や提案をまとめる  1.5時間
②事後学修課題：授業中に完成しなかった図表を作成　2.5時間
【第4回】
①事前学修課題：授業中に出された意見や提案をまとめる  1.5時間
②事後学修課題：授業中に完成しなかった図表を作成　2.5時間
【第5回】
①事前学修課題：授業中に出された意見や提案をまとめる  1.5時間
②事後学修課題：授業中に完成しなかった図表を作成　2.5時間
【第6回】
①事前学修課題：今までの資料を整理しておく  1.5時間
②事後学修課題：授業中に整理した項目を論文の関連箇所に入れておく　2.5時間
【第7回】
①事前学修課題：今までの資料を整理しておく  1.5時間
②事後学修課題：授業中に整理した項目を論文の関連箇所に入れておく　2.5時間
【第8回】
①事前学修課題：今までの資料を整理しておく  1.5時間
②事後学修課題：各自の担当を進めておく　2.5時間
【第9回】
①事前学修課題：見てもらう文章を作成  1.5時間
②事後学修課題：添削文章をまとめる　2.5時間
【第10回】
①事前学修課題：授業中に添削した文章を予めまとめておく  1.5時間
②事後学修課題：添削文章をまとめる　2.5時間
【第11回】
①事前学修課題：授業中に添削した文章を予めまとめておく  1.5時間
②事後学修課題：誤字脱字を確認　2.5時間
【第12回】
①事前学修課題：担当者で事前に最終確認しておく  1.5時間
②事後学修課題：卒業論文プレゼンテーションの為の構想を練っておく　2.5時間
【第13回】
①事前学修課題：提出した卒業論文の原稿を熟読  1.5時間
②事後学修課題：未完成なスライドの作成　2.5時間
【第14回】
①事前学修課題：前回のスライドを作成しておく  1.5時間
②事後学修課題：講義で提案のあった箇所を加筆修正　2.5時間
【第15回】
①事前学修課題：発表原稿の事前練習  1.5時間
②事後学修課題：発表後の意見を元に加筆修正　2.5時間

課題に対するフィードバックの方法

後期は卒業論文作成が課題となるが、翌週までに前回のゼミでのアドバイスを元に、文章やデータ、図表などを
修正し作成しておくこと。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示す通り、講義期間中に実施される通常課題の提出、期末試験（レポート）、その他受講態度を最低採点
基準とし、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
　正当な理由のない3回以上の欠席は単位を認定しない。その理由は、グループ学習や現地での実態調査をするた
め、欠席により理解不足の場合、調査先に迷惑がかかるため。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

30

40

0

0

30

評価方法・割合

卒業論文及び講義内で課されるレポート課題や担当の
発表

授業外で課されるレポート課題及び学外活動

問いへの回答などによる積極的な受講態度

評価対象となる到達目標

1.3

1.2.3

セミナーⅣｂ（卒業研究を含む）



テキスト 『みんなで進める！　職場改善ブック～アクションチェックリストと目で見る改善事例～』神代雅晴　他
　中央労働災害防止協会　ISBN978-4-8059-1567-7

参考書 必要に応じて講義の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 実態調査を実施するため、祝祭日や長期休暇中に現場に行く。調査場所としては京セラドームを予
定。
意欲的に取り組み、予習復習を行うこと。

セミナーⅣｂ（卒業研究を含む）



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16307004

セミナーⅣｂ（卒業研究を含む）

高橋　泰代

高橋　泰代

4年

授業の目的・概要

各自の卒業研究のテーマに基づいて、個別指導を中心に行う。また毎回経過報告を行う。

到達目標

1．社会的事象に関する問題意識。
2．プレゼンテーション能力
3．卒業研究への取り組み
4．卒業研究テーマの独創性

授業計画

【第1回】
テーマ：卒業研究についてのガイダンス
内容・方法：卒業研究テーマの選び方
【第2回】
テーマ：卒業研究テーマを決定するための専門基礎知識の確認（１）
内容・方法：貸借対照表の構造と役割
【第3回】
テーマ：卒業研究テーマを決定するための専門基礎知識の確認（２）
内容・方法：損益計算書の構造と役割
【第4回】
テーマ：参考文献、参考資料の検索の方法
内容・方法：図書館、IT情報の利用の方法
【第5回】
テーマ：専門文献検索のためのライブラリーツアー
内容・方法：図書館において文献検索の実習
【第6回】
テーマ：卒業研究に即した専門文献のリサーチ（１）
内容・方法：企業の財務に関する文献検索
【第7回】
テーマ：卒業研究に即した専門文献のリサーチ（２）
インターネットからの企業情報収集
内容・方法：インターネットからの企業情報収集
【第8回】
テーマ：卒業研究テーマについてのプレゼンテーション（１）
内容・方法：研究テーマについて
【第9回】
テーマ：卒業研究テーマについてのプレゼンテーション（２）
内容・方法：研究計画について
【第10回】
テーマ：卒業研究テーマについてのプレゼンテーション（３）
内容・方法：企業研究
【第11回】
テーマ：卒業研究テーマについてのプレゼンテーション（４）
内容・方法：資料収集
【第12回】
テーマ：セミナー内質疑応答
内容・方法：セミナー内報告
【第13回】
テーマ：卒業研究テーマに即した資料収集と分析（１）
内容・方法：文献検索とデータ整理
【第14回】
テーマ：卒業研究テーマに即した資料収集と分析（２）
内容・方法：インターネット情報の分析
【第15回】
テーマ：途中結果報告会
内容・方法：セミナー内報告

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

セミナーⅣｂ（卒業研究を含む）



＊各回事前事後の学習課題に取り組む時間は、2時間以上とする。
【第1回】
①事前学修課題：特になし
②事後学修課題：卒業研究テーマの候補を選定
【第2回】
①事前学修課題：貸借対照表の構造と役割について調べる。
②事後学修課題：貸借対照表の構造と役割についてまとめる。
【第3回】
①事前学修課題：損益計算書の構造と役割について調べる。
②事後学修課題：損益計算書の構造と役割についてまとめる。
【第4回】
①事前学修課題：卒業研究に関わる企業の選定。
②事後学修課題：卒業研究に関わる企業情報の選定。
【第5回】
①事前学修課題：必要となる文献資料の選定。
②事後学修課題：文献資料の整理。
【第6回】
①事前学修課題：必要となる文献資料の選定。
②事後学修課題：文献資料の整理。
【第7回】
①事前学修課題：企業の選定。
②事後学修課題：企業情報の整理。
【第8回】
①事前学修課題：プレゼン資料の作成
②事後学修課題：課題の整理
【第9回】
①事前学修課題：プレゼン資料の作成
②事後学修課題：課題の整理
【第10回】
①事前学修課題：企業の選定
②事後学修課題：選定した企業に関する資料収集
【第11回】
①事前学修課題：プレゼン資料の作成
②事後学修課題：課題の整理
【第12回】
①事前学修課題：資料の作成
②事後学修課題：課題の整理
【第13回】
①事前学修課題：文献検索
②事後学修課題：データ整理
【第14回】
①事前学修課題：分析手法を調べる。
②事後学修課題：情報分析
【第15回】
①事前学修課題：プレゼン資料の作成
②事後学修課題：課題の整理

課題に対するフィードバックの方法

個別に返却し、解説する。

成績評価の方法・基準（方針）

卒業研究への取り組みについて評価します。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

30

0

0

70

0

評価方法・割合

ゼミ内報告会での積極的な参加

定期試験は実施しません。

・卒業研究の取り組み
・ゼミ内発表会
・卒業論文の執筆

評価対象となる到達目標

1,2,3

1,2,3,4

テキスト テキストなし

参考書 各自卒業研究に係る資料を持参

履修条件・他の科目との関連 会計関連科目の履修およびリサーチプロジェクトⅢの内容

セミナーⅣｂ（卒業研究を含む）



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16307005

セミナーⅣｂ（卒業研究を含む）

田窪　美葉

田窪　美葉

4年

授業の目的・概要

YBGサイトやPowerPointを使用して、3年次に制作したビジネスゲームを更新した形での教育ゲームの制作、もし
くは別の理論を説明できる教育ゲームを制作する。ゲームを制作することで、理論を学習できるゲームの制作、
財務知識の修得、業界知識の理解、業界への提言もしくは社会課題への解決提案を行う。

到達目標

1.自身の研究成果を論文の形で示せる
2.自身の研究成果をプレゼンテーションできる。

授業計画

第1回 : オリエンテーション　夏休み中の進捗の報告
第2回 : 卒業論文構想発表・検討会 (1)　ディスカッション・ゲームの修正
第3回 : 就職活動報告と今後の計画の策定　プレゼンテーション・面接練習
第4回 : 卒業論文構想発表・検討会 (2)　ディスカッション・アンケート検討
第5回 : 卒業論文構想発表・検討会 (3)　ディスカッション・アンケートとゲームの実施(1)
第6回 : 卒業論文構想発表・検討会 (4)　ディスカッション・アンケートとゲームの実施(2)
第7回 : 就職活動報告と今後の計画の策定　プレゼンテーション・面接練習
第8回 : 卒業論文構想発表・検討会 (5)　ディスカッション・卒業論文執筆に関する質疑(1)
第9回 : 卒業論文構想発表・検討会 (6)　ディスカッション・卒業論文執筆に関する質疑(2)
第10回 : 卒業論文構想発表・検討会 (7)　ディスカッション・卒業論文執筆に関する質疑(3)
第11回 : 卒業論文構想発表・検討会 (8)　ディスカッション・卒業論文執筆に関する質疑(4)
第12回 : 卒業論文構想発表・検討会 (9)　ディスカッション・卒業論文執筆に関する質疑(5)
第13回 : 卒業論文ゼミ内発表会(1)　卒業論文発表・質疑応答練習(1)
第14回 : 就職活動報告・卒業論文ゼミ内発表会(2)　卒業論文発表・質疑応答練習(1)　
第15回 : 卒業論文ゼミ内発表会(3)　卒業論文発表・質疑応答練習(3)

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

第1回
【事前】夏休み中の進捗についてまとめる　2.0時間
【事後】卒業論文構想発表会の準備をする　2.0時間
第2回
【事前】卒業論文構想発表会の準備をする　2.0時間
【事後】卒業論文構想発表会で指摘された内容をもとに再検討する　2.0時間
第3回 
【事前】就職活動報告の準備をする　2.0時間
【事後】今後の計画について再検討する　2.0時間
第4回
【事前】卒業論文構想発表会の準備をする　2.0時間
【事後】卒業論文構想発表会で指摘された内容をもとに再検討する　2.0時間
第5回
【事前】卒業論文構想発表会の準備をする　2.0時間
【事後】卒業論文構想発表会で指摘された内容をもとに再検討する　2.0時間
第6回 
【事前】卒業論文構想発表会の準備をする　2.0時間
【事後】卒業論文構想発表会で指摘された内容をもとに再検討する　2.0時間
第7回
【事前】就職活動報告の準備をする　2.0時間
【事後】今後の計画について再検討する　2.0時間
第8回
【事前】卒業論文構想発表会の準備をする　2.0時間
【事後】卒業論文構想発表会で指摘された内容をもとに再検討する　2.0時間
第9回
【事前】卒業論文構想発表会の準備をする　2.0時間
【事後】卒業論文構想発表会で指摘された内容をもとに再検討する　2.0時間
第10回 
【事前】卒業論文構想発表会の準備をする　2.0時間
【事後】卒業論文構想発表会で指摘された内容をもとに再検討する　2.0時間
第11回

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －
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【事前】卒業論文構想発表会の準備をする　2.0時間
【事後】卒業論文構想発表会で指摘された内容をもとに再検討する　2.0時間
第12回
【事前】卒業論文構想発表会の準備をする　2.0時間
【事後】卒業論文構想発表会で指摘された内容をもとに再検討する　2.0時間
第13回
【事前】卒業論文発表会の準備をする　2.0時間
【事後】卒業論文発表会で指摘された内容をもとに再検討する　2.0時間
第14回
【事前】就職活動報告の準備をする　2.0時間
【事後】論文の仕上げについて再検討する　2.0時間
第15回 
【事前】卒業論文発表会の準備をする　2.0時間
【事後】卒業論文発表会で指摘された内容をもとに再検討する　2.0時間

課題に対するフィードバックの方法

原則として、全ての指摘は Moodle 上にも記録を残します。指摘されたことを忘れてしまったら、Moodle 上の記
録を読み返し、次回までの課題に取り組むようにして下さい。

成績評価の方法・基準（方針）

卒業論文制作(50%)、発表会の内容・質疑応答(50%)での総合評価とする。ただし無断欠席が3回以上ある場合は、
単位不可。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

100

0

0

0

0

評価方法・割合

卒業論文制作(50%)、発表会の内容・質疑応答(50%)で
の総合評価とする。

評価対象となる到達目標

1、2

テキスト 特に指定しません。

参考書

履修条件・他の科目との関連 自分の卒業論文の内容に応じて必要な科目を履修すること。

セミナーⅣｂ（卒業研究を含む）



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16307006

セミナーⅣｂ（卒業研究を含む）

安高　真一郎

安高　真一郎

4年

授業の目的・概要

本セミナーでは、セミナーIVaで学んだ内容を基に、卒業論文の完成が最大の目標となる。各自の進捗具合とテー
マに依存することから。主に個別指導が中心となる。

到達目標

1. 卒業論文の執筆に励むこと。
2. 卒業後の進路を確定させること。

授業計画

【第1回】全体ゼミ
　内容: 夏季休暇中の課題提出
【第2回】卒業論文執筆1
　内容: 夏季休暇中の進捗具合について報告
【第3回】卒業論文執筆2
　内容: 夏季休暇中の進捗具合について報告
【第4回】卒業論文執筆3
　内容: 主に個別指導
【第5回】卒業論文執筆4
　内容: 主に個別指導
【第6回】卒業論文執筆5
　内容: 主に個別指導
【第7回】卒業論文執筆6
　内容: 個別指導
【第8回】卒業論文執筆7
　内容: 個別指導
【第9回】全体ゼミ
　内容: 各自、卒論の進捗具合を報告
【第10回】全体ゼミ
　内容: 各自、卒論の進捗具合を報告
【第11回】卒業論文執筆8
　内容: 卒論発表練習と卒論修正
【第12回】卒業論文執筆9
　内容: 卒論発表練習と卒論修正
【第13回】卒業論文執筆10
　内容: 卒論発表練習と卒論修正
【第14回】卒業論文執筆11
　内容: 卒論発表練習と卒論修正
【第15回】総まとめ
　内容: 卒論の最終確認

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

【第1回】
　①事前学習: 夏季休暇中の課題を再確認(120分)
　②事後学習: 指摘箇所の修正(120分)
【第2回】
　①事前学習: 前年度に決定したテーマで執筆継続可能か検討(120分)
　②事後学習: 教員のアドバイスに基づき、今後の展開を検討(120分)
【第3回】
　①事前学習: 前年度に決定したテーマで執筆継続可能か検討(120分)
　②事後学習: 教員のアドバイスに基づき、今後の展開を検討(120分)
【第4回】
　①事前学習: 自身の執筆テーマの確定(120分)
　②事後学習: 教員のアドバイスに基づき、今後の展開を検討(120分)
【第5回】
　①事前学習: 自身の執筆テーマの確定(120分)
　②事後学習: 教員のアドバイスに基づき、今後の展開を検討(120分)
【第6回】
　①事前学習: 自身の執筆テーマの確定(120分)

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －
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　②事後学習: 教員のアドバイスに基づき、今後の展開を検討(120分)
【第7回】
　①事前学習: 前回の修正箇所を完成させ、質問等をまとめておく(120分)
　②事後学習: 修正箇所の見直し(120分)
【第8回】
　①事前学習: 前回の修正箇所を完成させ、質問等をまとめておく(120分)
　②事後学習: 修正箇所の見直し(120分)
【第9回】
　①事前学習: 前回の修正箇所を完成させ、質問等をまとめておく(120分)
　②事後学習: 修正箇所の見直し(120分)
【第10回】
　①事前学習: 前回の修正箇所を完成させ、質問等をまとめておく(120分)
　②事後学習: 修正箇所の見直し(120分)
【第11回】
　①事前学習: 前回の修正箇所を完成させ、質問等をまとめておく(120分)
　②事後学習: 修正箇所の見直しと発表資料準備(120分)
【第12回】
　①事前学習: 前回の修正箇所を完成させ、質問等をまとめておく(120分)
　②事後学習: 修正箇所の見直しと発表資料準備・発表練習(120分)
【第13回】
　①事前学習: 前回の修正箇所を完成させ、質問等をまとめておく(120分)
　②事後学習: 修正箇所の見直しと発表資料準備・発表練習(120分)
【第14回】
　①事前学習: 前回の修正箇所を完成させ、質問等をまとめておく(120分)
　②事後学習: 修正箇所の見直しと発表資料準備・発表練習(120分)
【第15回】
　①事前学習: 前回の修正箇所を完成させ、質問等をまとめておく(120分)
　②事後学習: 修正箇所の見直しと発表会の準備(120分)

課題に対するフィードバックの方法

ゼミ内、または個別に対応する。

成績評価の方法・基準（方針）

その他には,卒業論文を含む

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

30

0

0

70

0

評価方法・割合

ゼミには必ず毎回参加すること。
欠席過多の場合は、不合格とする。

卒業論文完成へ向けて、資料の収集・分析能力、取組
み姿勢、さらに完成度を踏まえ総合的に評価。

評価対象となる到達目標

1, 2

1

テキスト プリントを配布する

参考書 必要に応じて指示する．

履修条件・他の科目との関連 出席は必須条件。
メールでの連絡が多くなるため、OIUメールは必ず確認すること。
学内のみならず学外での活動(工場見学など)もあり。
上記の活動は、休暇中に実施する場合あり。
人との関わりを大事にすること。

セミナーⅣｂ（卒業研究を含む）



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16307007

セミナーⅣｂ（卒業研究を含む）

横山　誠

横山　誠

4年

授業の目的・概要

卒業研究に向け、研究計画を再検討し具体的な計画を立てて実行していく。同時に多くの先行研究を読み様々な
研究の手法を学ぶ。また、社会で即戦力として通用するだけの実践力を習得するためインターンシップやボラン
ティア活動等に積極的に参加し、就職活動と両立する。
コースやセミナー内、研究室としてのプロジェクトに参画し、研究と実践の両立を目指す。

到達目標

１．研究の視点で論文を読み解き、文章を書くことができるようになる
２．体験を自分の言葉、レポートでふりかえりができるようになる
３．プロジェクトを計画的に進め、評価できるようになる

授業計画

【第1回】
テーマ：オリエンテーション
内容・方法：就活の現状確認と授業計画の確認
【第2回】
テーマ：卒業研究進捗報告１
内容・方法：アンケート結果の報告
【第3回】
テーマ：卒業研究進捗報告２
内容・方法：アンケートの分析
【第4回】
テーマ：卒業研究進捗報告３
内容・方法：アンケートの分析結果報告
【第5回】
テーマ：卒業研究進捗報告４
内容・方法：卒論現状発表
【第6回】
テーマ：卒業研究の討論1
内容・方法：卒業研究（本論）の確認１
【第7回】
テーマ：卒業研究の討論２
内容・方法：卒業研究（本論）の確認２
【第8回】
テーマ：卒業研究の討論３
内容・方法：卒業研究（本論）の確認3
【第9回】
テーマ：卒業研究の討論４
内容・方法：卒業研究（本論）の確認4
【第10回】
テーマ：卒業研究の発表1
内容・方法：卒論発表練習１
【第11回】
テーマ：卒業研究の発表２
内容・方法：卒論発表練習２
【第12回】
テーマ：卒業研究の発表３
内容・方法：卒論発表練習３
【第13回】
テーマ：卒業研究の発表４
内容・方法：卒論発表練習４
【第14回】
テーマ：研究・プロジェクトの報告
内容・方法：ゼミ活動のまとめ
【第15回】
テーマ：後期のまとめと振り返り
内容・方法：大学生活のふりかえりと今後の目標設定

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

セミナーⅣｂ（卒業研究を含む）



授業内容に関する情報収集など自分なりのイメージを持つ。（各回2時間）
講義の中で説明した内容をまとめ、情報検索を行うなどして知識を深める。（各回2時間）
課題をこなすだけでなく予習を行うことで、授業での理解が深まる。
言葉によるふりかえりとレポートによるふりかえりを大切にしながら蓄積していく。

課題に対するフィードバックの方法

提出するだけでなく、完成度を高められるよう心掛ける。
課題が現場での学びや経験につながるよう理解を深める。

成績評価の方法・基準（方針）

授業における取組や学ぶ姿勢にて評価を行う。
以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
原則、公欠以外で5回以上欠席した場合は、評価の対象とせず「K」評価とする。
授業内での課題やグループワーク、プロジェクトの役割と責任等にて評価を行う。
卒業研究に関する取り組みや計画の達成度にて評価を行う。
プロジェクトへの関わり（積極性・貢献度）にて評価を行う。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

30

30

0

30

10

評価方法・割合

授業における取組や学ぶ姿勢にて評価を行う。

授業内での課題やグループワーク、プロジェクトの役割と責
任等にて評価を行う。

プロジェクトや卒業研究の成果により評価する

プロジェクトへの関わり（積極性・貢献度）や学内外との連
携の取り組み等にて評価を行う。

評価対象となる到達目標

１,２,３

１,２,３

１,２,３

3

テキスト 適宜紹介する

参考書 適宜紹介する

履修条件・他の科目との関連 セミナーでのプロジェクトは必須とする。
学外での活動や研修に参加することもある。
交通費や研修費などは原則自己負担とする。
ゼミプロジェクトやリサーチプロジェクト、卒業研究等
の内容を授業以外でも発表することがある。

セミナーⅣｂ（卒業研究を含む）



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16307008

セミナーⅣｂ（卒業研究を含む）

近藤　浩章

近藤　浩章

4年

授業の目的・概要

セミナーⅣでは年間を通じて卒業論文の完成に向けて活動する。学生は、現代の経営課題に関連する研究テーマ
に向き合い、経営活動現場に入り込んで調査を行い、そこにある真理を導き出すことに挑戦する。論文の作成に
おいては常に学問と実践を行き来して現実を直視するとともに、未来志向の視点から課題に対応することを提言
する経験を通じて、社会で活躍する力を身につけることが期待される。セミナー活動に対する積極的な態度が求
められる。

到達目標

1. 卒業要件に必要な卒業論文を完成する。
2. 経営に対する広い視野と、多面的な見方から批判する力を身につける。
3. ビジネスパーソンとして活躍するために必要な専門能力と実行力を身につける

授業計画

【第１回】イントロダクション
　　内容・方法：セミナーⅣｂの全体像、運営方法などのオリエンテーション
【第２回】調査結果報告-1
　　内容・方法：研究に関する調査を報告し、ディスカッションを行う
【第３回】調査結果報告-2
　　内容・方法：研究に関する調査を報告し、ディスカッションを行う
【第４回】考察の作成-1
　　内容・方法：調査結果の考察を行い、研究の結論へ導く
【第５回】考察の作成-2
　　内容・方法：調査結果の考察を行い、研究の結論へ導く
【第６回】考察の作成-3
　　内容・方法：調査結果の考察を行い、研究の結論へ導く
【第７回】考察の作成-4
　　内容・方法：調査結果の考察を行い、研究の結論へ導く
【第８回】中間報告-1
　　内容・方法：論文のストーリーを報告し、ディスカッションを行う
【第９回】中間報告-2
　　内容・方法：論文のストーリーを報告し、ディスカッションを行う
【第１０回】論文執筆-1
　　内容・方法：執筆論文に対して報告と個人指導を行う
【第１１回】論文執筆-2
　　内容・方法：執筆論文に対して報告と個人指導を行う
【第１２回】論文執筆-3
　　内容・方法：執筆論文に対して報告と個人指導を行う
【第１３回】卒論発表会準備-1
　　内容・方法：発表用プレゼンテーションの準備と個人指導を行う
【第１４回】卒論発表会準備-2
　　内容・方法：発表用プレゼンテーションの準備と個人指導を行う
【第１５回】セミナーⅢａまとめ
　　内容・方法：後期の振り返り、卒論発表会に向けた課題の確認

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

【第１回～第３回】前期終了後から進めた調査結果についてまとめる。
【第４回～第７回】調査結果の考察を、先行研究を参考にしながら整理する。
【第８回～第９回】中間報告の準備を行う。
【第１０回～第１２回】論文執筆を進める。
【第１３回～第１４回】卒論発表会のプレゼンテーションを準備する。
【第１５回】発表会に向けた必要な準備を行う。
事前事後の学習時間：第１回は事後学習4.0時間、第２回～第１４回は各回事前1.5時間、事後2.5時間、第１５回
は事前学習4.0時間

課題に対するフィードバックの方法

教員がセミナーにおいて、論文執筆に関する指導を学生との双方向で適宜行う。

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

セミナーⅣｂ（卒業研究を含む）



成績評価の方法・基準（方針）

以下に示す評価方法により総合的に判断のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

30

30

0

40

0

評価方法・割合

授業内でのディスカッションへの参画や研究への積極性
(30)

研究に必要な文献調査、定性調査などの実施とその成
果(30)

卒業研究論文および発表資料の内容(40)

評価対象となる到達目標

1,2,3

1,2,3

1,2,3

テキスト テキストは使用しない。

参考書 研究テーマに合わせる形で適宜提示する。

履修条件・他の科目との関連 マーケティング論、ブランド戦略論、サービスマーケティング、国際経営論、消費者行動論の履修が望
ましい。

セミナーⅣｂ（卒業研究を含む）



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16307009

セミナーⅣｂ（卒業研究を含む）

山本　誠一

山本　誠一

4年

授業の目的・概要

セミナーⅣaに続き地域社会やビジネス課題など、具体的で専門的なテーマをもとに研究を行う。特に大学での学
修のまとめとして、各自のテーマを設定し、それについて研究をおこない、論文としてまとめて、発表を行う。
授業では、毎時間の発表とそれにもとづき担当教員や受講生をまじえた討論などをもとに進める。
参考図書や先行論文について教員は紹介を行うが、それ以外にも自身のテーマについて広く、そして具体的に探
求することが重要である。また研究テーマにもとづき、実際にフィールドワークを通して研究をすすめる。
大学卒業後に社会が求める力を養成する。

到達目標

この講義を受講した学生は、次のことができるようになる。
１．企業活動、地域発展、自治体運営におけるマーケティング戦略の位置づけと重要性を理解した上で、マーケ
ティングのプロセスを理解し、各種ツールを使いこなしながら、 戦略を組み立てる事ができる。
２．実際にマーケティング戦略を組み立てて、継続的発展に活かすための具体的提案方法を策定し、提案発表で
きる。
３．対象範疇は、オフラインビジネスだけではなく、オンライン（デジタル、IT、インターネット、あるいはア
プリ）ビジネスも含まれるので、IT企業やネットビジネスを目指す上での実践を習得できる。
４．実践型授業なので、マーケティング戦略を組み立てる力を身につけて、企業活動,地域発展、自治体運営にお
けるビジネス提案力をマスターし、卒業後活躍できる人材となる。
５．論理的思考とそこからの気付き、そしてそこからデザインすることができる

授業計画

【第１回】テーマ：進捗状況と今後の予定
内容・方法：前期及び夏休み後の状況報告と、今後の予定について
【第２回】テーマ：フィールドワーク
内容・方法：フィールドワークを実施する
【第３回】テーマ：フィールドワーク
内容・方法：フィールドワークを実施する
【第４回】テーマ：研究発表
内容・方法：現状の研究発表と今後について
【第５回】テーマ：論文の構成、章立ての作成、執筆開始
内容・方法：論文の構成、章立ての発表を行う。論文執筆を始める
【第６回】テーマ：リサーチの継続、執筆,発表
内容・方法：各自リサーチを継続しながら執筆し、授業で発表する
【第７回】テーマ：リサーチの継続、執筆、発表
内容・方法：各自リサーチを継続しながら執筆し、授業で発表する
【第８回】テーマ：リサーチの継続、執筆、発表
内容・方法：各自リサーチを継続しながら執筆し、授業で発表する
【第９回】テーマ：リサーチの継続、執筆、発表
内容・方法：各自リサーチを継続しながら執筆し、授業で発表する
【第１０回】テーマ：リサーチの継続、執筆、発表
内容・方法：各自リサーチを継続しながら執筆し、授業で発表する
【第１１回】テーマ：リサーチの継続,執筆、発表
内容・方法：各自リサーチを継続しながら執筆し、授業で発表する
【第１２回】テーマ：論文推敲
内容・方法：論文を推敲する
【第１３回】テーマ：論文推敲
内容・方法：論文を推敲する
【第１４回】テーマ：論文推敲
内容・方法：論文を推敲する
【第１５回】テーマ：卒業研究発表準備
内容・方法：卒業研究の発表会にむけての準備を行う

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

＜事前事後の学習課題＞
※毎回事前に現在の研究状況を確認し、また必要に応じてフィールドワークを実施した上で授業に参加し、授業
後も研究課題整理や調査を行う。授業での発表に備え、発表用のパワーポイントを準備しまとめておく。同時に
卒業論文の執筆をすすめる。

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

セミナーⅣｂ（卒業研究を含む）



【第１回】事前：前期で取り組んできたことの振り返り、整理　1.0時間
　　　　　事後：後期のスケジュールと、テーマの再考　2.0時間
【第２回】事前：各自の研究テーマの発表を準備する　1.5時間
　　　　　事後：発表した研究テーマを整理、修正する　2.5時間
【第３回】～【第４回】
　　　　　事前：各自の課題の見直し　1.5時間
　　　　　事後：課題分析について授業で出た問題を検証する　2.5時間
【第５回】～【第７回】
　　　　　事前：仮設設定とその研究方法の事前確認　1.5時間
　　　　　事後：仮設設定とその研究方法について検証する　2.5時間
【第８回】事前：研究テーマを振り返りチェックする　1.5時間
　　　　　事後：今後の研究の進め方、発表の仕方について整理する　2.5時間
【第９回】～【第１１回】
　　　　　事前：中間発表準備　1.5時間
　　　　　事後：問題点を整理する　2.5時間
【第１２回】～【第１４回】
　　　　　事前：発表準備と論文準備　1.5時間
　　　　　事後：問題点の整理と論文執筆　2.5時間
【第１５回】事前：論文チェックと発表の準備　1.5時間
　　　　　　事後：発表（口頭試問）に向けた準備　3.5時間

課題に対するフィードバックの方法

研究に対し授業時に質問を受け付ける。また実施した研究についてコメントを返す。
研究発表について、基本的に当日授業内でフィードバックするが、セミナー以外の時間にもフィードバックを行
う。卒業研究に向け個々の進度に合わせアドバイス、フィードバックを行う。

成績評価の方法・基準（方針）

評価は以下のことをポイントに行う。
①研究テーマへの探究心と日々の行動
①中間発表への取り組み、スライドや原稿作成、発表準備
②卒業研究のオリジナリティ、デザイン思考力
③卒業論文作成を計画的におこない、期限を守って提出する
具体的には、以下に示すとおりである。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

50

0

0

50

0

評価方法・割合

自主的・計画的に卒業研究に関われたかどうか、自分の
研究テーマを追求しているかどうか、毎回の発表力を評価
する

卒業研究要旨が80％、口頭発表が20％。どちらもその内
容と取り組む姿勢を評価する

評価対象となる到達目標

1、2、3、4、５

1、2、3、4、５

テキスト テキストは指定しません

参考書 必要に応じて授業の中で紹介する

履修条件・他の科目との関連 自主性が重要で、卒論をまとめる上での論理性、分析力、そしてデザイン力、文章力、発表力など
大学における学修の集大成となる科目

セミナーⅣｂ（卒業研究を含む）



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16307010

セミナーⅣｂ（卒業研究を含む）

青木　崇

青木　崇

4年

授業の目的・概要

セミナーⅣでは卒業論文の作成を行う。セミナーでのディスカッションおよび意見交換を通じて、卒業論文をよ
り完成度の高いものに仕上げていくことが目的となる。
　セミナーⅠでのリサーチプロジェクトⅠ、セミナーⅡおよびサブセミナーでの学び、セミナーⅢでのリサーチ
プロジェクトⅢで培った経験と知識を活かしながら必要な文献の収集し、先行研究を整理し、卒業論文の作成を
行っていく。
　後期は卒業論文のテーマを見据えた情報収集、整理、分析などに取り組み、主体的に問題を発見し、解決する
力を修得することを目指す。卒業論文は大学生活の集大成であり、貴重な成果物でもあるので事前に準備をし
て、全力で取り組むことが重要である。
　事前学習では授業テーマに関する問題について考え、ノートにまとめておく必要があり、事後学習では授業で
提示された資料や紹介された参考文献をもとに学習していくといった主体的学習が必要となる。

到達目標

1.専門的課題から自らのテーマを策定し、セミナーで学習した研究手法を用いて、課題解決のための提言をまと
めることを目指す。
2.到達目標はテーマに沿って、先行研究、資料、収集したデータなどを用いて、論理的に論述したり、成果物を
作成したりして、卒業論文を完成させ、発表することである。

授業計画

第1回　卒業論文の作成：卒業論文の作成に向けて準備する
第2回　卒業論文の作成：卒業論文の作成に向けて準備する
第3回　中間報告会：中間報告会に向けて準備する
第4回　中間報告会：中間報告会に向けて準備する
第5回　卒業論文の作成：中間報告会で得られたコメントを踏まえ、卒業論文の執筆にとりかかる
第6回　卒業論文の作成：中間報告会で得られたコメントを踏まえ、卒業論文の執筆にとりかかる
第7回　卒業論文の作成：中間報告会で得られたコメントを踏まえ、卒業論文の執筆にとりかかる
第8回　口頭発表の準備：2月上旬予定に行われる卒業論文審査に向けた資料作成を行う
第9回　口頭発表の準備：2月上旬予定に行われる卒業論文審査に向けた資料作成を行う
第10回　プレゼンテーションの準備：プレゼンテーションの準備を行う
第11回　プレゼンテーションの準備：プレゼンテーションの準備を行う
第12回　卒業論文の追い込み：卒業論文の作成を行う
第13回　卒業論文の追い込み：卒業論文の作成を行う
第14回　卒業論文の追い込み：卒業論文の作成を行う
第15回　卒業論文の提出と卒業論文発表会への準備：卒業論文の提出と卒業論文発表会の資料作成を行う

授業計画を変更することがある。

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

第1回
事前学修課題：テーマに基づく具体的な内容について個別指導。1.5時間。
事後学修課題：テーマに基づく具体的な内容について個別指導。2.5時間。

第2回
事前学修課題：テーマに基づく具体的な内容について個別指導。1.5時間。
事後学修課題：テーマに基づく具体的な内容について個別指導。2.5時間。

第3回
事前学修課題：テーマに基づく具体的な内容について個別指導。1.5時間。
事後学修課題：テーマに基づく具体的な内容について個別指導。2.5時間。

第4回
事前学修課題：テーマに基づく具体的な内容について個別指導。1.5時間。
事後学修課題：テーマに基づく具体的な内容について個別指導。2.5時間。

第5回
事前学修課題：テーマに基づく具体的な内容について個別指導。1.5時間。
事後学修課題：テーマに基づく具体的な内容について個別指導。2.5時間。

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

セミナーⅣｂ（卒業研究を含む）



第6回
事前学修課題：卒業研究報告。1.5時間。
事後学修課題：卒業研究報告。2.5時間。

第7回
事前学修課題：卒業研究報告。1.5時間。
事後学修課題：卒業研究報告。2.5時間。

第8回
事前学修課題：セミナー内プレゼンテーション。1.5時間。
事後学修課題：セミナー内プレゼンテーション。2.5時間。

第9回
事前学修課題：セミナー内プレゼンテーション。1.5時間。
事後学修課題：セミナー内プレゼンテーション。2.5時間。

第10回
事前学修課題：セミナー内プレゼンテーション。1.5時間。
事後学修課題：セミナー内プレゼンテーション。2.5時間。

第11回
事前学修課題：セミナー内プレゼンテーション。1.5時間。
事後学修課題：セミナー内プレゼンテーション。2.5時間。

第12回
事前学修課題：卒業論文完成までの個別指導。1.5時間。
事後学修課題：卒業論文執筆要領に基づく指導。2.5時間。

第13回
事前学修課題：卒業論文完成までの個別指導。1.5時間。
事後学修課題：卒業論文執筆要領に基づく指導。2.5時間。

第14回
事前学修課題：卒業論文完成までの個別指導。1.5時間。
事後学修課題：卒業論文執筆要領に基づく指導。2.5時間。

第15回
事前学修課題：卒業論文の提出。1.5時間。
事後学修課題：卒業論文の発表に向けた準備。3.5時間。

課題に対するフィードバックの方法

授業あるいはメールで個別に対応する。

成績評価の方法・基準（方針）

セミナーⅣの主旨を理解し、到達目標に関わる到達度に応じて単位を授与する。
評価割合を合算し、総合的に評価する。
大阪国際大学の規定に基づき、やむを得ない欠席を除いて5回以上欠席した場合は「K」評価とする。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

50

0

0

0

50

評価方法・割合

受講態度、取り組み姿勢、積極的な発言などによる貢献

卒業論文の完成、提出、発表、セミナー運営への貢献な
ど

評価対象となる到達目標

1、2

1、2

テキスト 指定のテキストはない。

参考書 必要に応じて授業で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 積極的な参加を求める。
日頃から新聞や雑誌を読み、当該テーマについての知識を蓄えておくこと。

セミナーⅣｂ（卒業研究を含む）



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16307011

セミナーⅣｂ（卒業研究を含む）

望月　拓実

望月　拓実

4年

授業の目的・概要

体育・スポーツに関わる自身で設定した問いに対する答えを探す過程を通じて、卒業研究を完成させることを目
的としている。感想文やレポートではなく、論文として成立する「論理性」「再現性」「体裁」等をふまえた研
究を目指す。文献等の読み込みや整理、アンケート調査、フィールドワーク等で得られた結果の分析を行い、そ
の成果を論文、プレゼンテーションを通じて体系的に他者と共有することを目的とする。

到達目標

1.研究課題に関する情報を整理し説明できる。
2.研究方法や結果を検証、分析できる。

授業計画

1.授業の進め方と卒業研究完成目標の確認　内容：課題の確認と目標設定
2.プレゼンテーション(ワード)１　内容：学生による卒論本文の発表
3.プレゼンテーション(ワード)２　内容：学生による卒論本文の発表
4.プレゼンテーション(ワード)３　内容：学生による卒論本文の発表
5.プレゼンテーション(ワード)４　内容：学生による卒論本文の発表
6.プレゼンテーション(ワード)５　内容：学生による卒論本文の発表
7.中間発表会　内容：現時点での卒論を発表資料にして報告
8.プレゼンテーション(ワード)５　内容：学生による卒論本文の発表
9.プレゼンテーション(ワード)６　内容：学生による卒論本文の発表
10.プレゼンテーション(ワード)７　内容：学生による卒論本文の発表
11.プレゼンテーション(ワード)８　内容：学生による卒論本文の発表
12.プレゼンテーション(ワード)９　内容：学生による卒論本文の発表
13.プレゼンテーション(ワード)１０　内容：学生による卒論本文の発表
14.最終報告会　内容：完成した卒論を発表
15.学習のふりかえりとまとめ　内容：学習の総括

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

第１回では春休み中の課題を報告できるよう準備しておくこと(90分)。第２回～第６回、第8回～第13回では自身
の発表に対する準備に加え(45分)、発表時にうけた質問や指摘に対する回答準備すること(45分)。第7回、第14回
では成果発表ができるよう自身の研究をプレゼンテーション資料としてまとめておくこと(90分)。

課題に対するフィードバックの方法

各回のセミナーを通じて、発表者に個別に対応する。

成績評価の方法・基準（方針）

講義内における発表の内容、発表の仕方(40)
講義内における他者への質問や指摘、課題への取り組み方やディスカッションへの参加(30)
最終レポート(30)

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 2単位

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

70

0

30

0

0

評価方法・割合

講義内における発表の内容、発表の仕方(40)
講義内における他者への質問や指摘、課題への取り組み
方やディスカッションへの参加(30)

最終レポート(30)

評価対象となる到達目標

1,2

1,2

テキスト なし

参考書

実務家教員による授業 －

セミナーⅣｂ（卒業研究を含む）



参考書

履修条件・他の科目との関連 セミナーⅣaを履修していること。自身がスポーツをしている方はもちろん、スポーツをしていないけれど
も興味がある方も積極的に履修してください。スポーツマネジメントが取り扱う範囲は広いため、履修
の前に直接話を聞きに来てもよいです。

セミナーⅣｂ（卒業研究を含む）



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16313701

アクティブラーニングⅠａ

安高　真一郎

安高　真一郎

1年

授業の目的・概要

アクティブラーニングⅠaでは、企業研究を通じて「経営」に触れ、その実相を把握し、そこから課題を見つけて
自分の意見を形成していく力の習得を目指す。それは、将来的に経営活動において活躍するために必要な基本的
なスキルであり、これから経営学を学ぶ学生にとっては理論と実践を結びつける視点となるものである。
「体験型の学修」の具体的な実践として、教員と学生、または学生同士がコミュニケーションを図り相互に刺激
を与えながら、主体的に問題を発見し解を見出していくプロセスを通じて、学生が「経営」に関する課題を能動
的に見出して成長していくことを目指す。また、経営経済学部にある5コースの学修内容についても基本的な理解
を促し、主専攻・副専攻の選択につなげる。

到達目標

1. 企業経営の内容を理解し、経営の目的や具体的な方法を解釈し説明することができる。
2. アクティブラーニングについて理解し、その推進を自主的に行うことができる。
3. 経営経済学部5コースで取り組むテーマや学修内容について理解している。

授業計画

【第1回】
授業ガイダンス
授業の目的・アクティブラーニングとは
アクティブラーニング体験（グループワークによる簡単な課題に対するまとめ）
【第2回】
経営学への誘い
グループ編成（1グループ5名程度）・自己紹介
教員の指示に基づき、経営学で取り扱うテーマや事例について調べる。経営学の学びは将来にどのように生きる
のかグループディスカッションを行う。
【第3回】
社会課題の探求体験1
教員が提示する教材を読み、どのような社会課題があり、企業はその解決にどのように取り組んでいるのかにつ
いて、グループディスカッションを行う。
【第4回】
入学前教育テキストの解説
入学前課題である入学前教育テキストの内容について解説するとともに、経営学科の３コースで取り扱う学修
テーマについて理解する。
【第5回】
企業家研究・学外授業事前教育
グループ編成（1グループ5名程度）・自己紹介
大阪の企業家精神のルーツを学ぶ学外授業について、研究の着眼点を学ぶとともに、訪問先でのマナーや研究方
法について予習する。
【第6回】
企業家研究・学外授業
大阪の企業家精神のルーツを学ぶ。大阪を代表する企業家（例：江崎利一氏、安藤百福氏、小林一三氏、松下幸
之助氏など）が、ベンチャービジネスとして事業を立ち上げ成長させてきた足跡を研究する。
【第7回】
企業家研究・情報整理と発表資料作成1
学外授業で研究した内容や得た情報について、グループディスカッションを通じて整理する。
整理したことを発表資料にまとめる。
【第8回】
企業家研究・情報整理と発表資料作成２
学外授業で研究した内容や得た情報について、グループディスカッションを通じて整理する。
整理したことを発表資料にまとめる。発表練習を行う。
【第9回】
企業家研究・発表
各グループによる発表を行い、教員や学生からのフィードバックを受ける。
発表資料を提出する。
【第10回】
コース体験授業（経営学科合同授業）
経営学科３コースに所属する担当教員が、各コースで取り上げる学修テーマについて講義・演習を行う。
経営学科：企業経営・マーケティングコース、ベンチャービジネスコース、スポーツビジネスコース
【第1１回】
コース体験授業（経営学科合同授業）
経済学科２コースに所属する担当教員が、各コースで取り上げる学修テーマについて講義・演習を行う。
経済学科：金融・経済コース、公共人材・公務員コース

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

アクティブラーニングⅠａ



【第12回】
社会課題の探索１
後期リサーチプロジェクトの準備として、社会課題の探索とビジネスを通じて解決する企業の取り組みについて
調査する。社会課題を示す資料を探索し、そこから社会課題を読み取り要約するプロセスを経験する。
【第13回】
社会課題の探索２
社会課題を示す資料を探索し、そこから学生が取り組む社会課題を絞り込んでレポートを作成する。
【第14回】
社会課題の探索３
学生が取り組む社会課題についてのレポートを完成し、発表・提出する。
【第15回】
アクティブラーニングⅠaのまとめ
経営学を学ぶ意義、社会課題などを探求するスキル、レポート作成能力などの成長を振り返り、後期への課題を
明らかにする。また、第1回コース選択希望調査、授業評価アンケートを実施する。

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

【第1回】
①事前学修課題：授業概要を一読する。（1.5時間）
②事後学修課題：アクティブラーニングで実施した内容を復習する。（2.5時間）
【第2回】
①事前学修課題：自己紹介を準備するとともに、テキストの該当箇所を一読しておく。（1.5時間）
②事後学修課題：グループディスカッションで議論した内容を振り返る。（2.5時間）
【第3回】
①事前学修課題：資料の検索などグループワークに必必要な準備をおこない、授業ノートにまとめる。（1.5時
間）
②事後学修課題：グループディスカッションで議論した内容を振り返る。（2.5時間）
【第4回】
①事前学修課題：入学前教育テキストの取り組みを確認し、ノートを準備する。（1.5時間）
②事後学修課題：入学前教育テキストの解説を確認する。（2.5時間）
【第5回】
①事前学修課題：資料の検索などグループワークに必要な準備をおこない、授業ノートにまとめる。（1.5時間）
②事後学修課題：グループディスカッションで議論した内容を振り返る。（2.5時間）
【第6回】
①事前学修課題：学外授業の準備として、見学内容を予習し、授業ノートにまとめる。（1.5時間）
②事後学修課題：研究のために取材した内容を確認し、グループワークの準備を行う。（2.5時間）
【第7回】
①事前学修課題：資料の整理などグループワークに必要な準備をおこない、授業ノートにまとめる。（1.5時間）
②事後学修課題：グループワークで積み残した課題に取り組む。（2.5時間）
【第8回】
①事前学修課題：資料の整理などグループワークに必要な準備をおこない、授業ノートにまとめる。（1.5時間）
②事後学修課題：グループワークで積み残した課題に取り組む。（2.5時間）
【第9回】
①事前学修課題：発表資料の準備など発表に必要な準備をおこない、授業ノートにまとめる。（1.5時間）
②事後学修課題：教員や学生からのフィードバック内容を振り返る。（2.5時間）
【第10回】
①事前学修課題：実施予定の項目を確認し、テキストの該当箇所を予習する。（1.5時間）
②事後学修課題：授業内容の確認と、授業中に積み残した課題を実施する。（2.5時間）
【第11回】
①事前学修課題：実施予定の項目を確認し、テキストの該当箇所を予習する。（1.5時間）
②事後学修課題：授業内容の確認と、授業中に積み残した課題を実施する。（2.5時間）
【第12回】
①事前学修課題：資料の検索など社会課題の探索に必要な準備をおこない、授業ノートにまとめる。（1.5時間）
②事後学修課題：授業で議論した内容を振り返り課題に取り組む。（2.5時間）
【第13回】
①事前学修課題：資料の検索など社会課題の探索に必要な準備をおこない、授業ノートにまとめる。（1.5時間）
②事後学修課題：授業で議論した内容を振り返り発表資料に取り組む。（2.5時間）
【第14回】
①事前学修課題：発表に必要な準備をおこない、授業ノートにまとめる。（1.5時間）
②事後学修課題：発表で得たフィードバックを振り返り、今後の課題を整理する。（2.5時間）
【第15回】
①事前学修課題：授業全体の振り返りを行い、自分自身の取り組みについて発表できるように準備する。（1.5時
間）
②事後学修課題：授業全体の学修内容を確認する。（2.5時間）

課題に対するフィードバックの方法

授業内に教員から課題や発表に対するフィードバックを行う。

成績評価の方法・基準（方針）

アクティブラーニングⅠａ



授業内での評価（50%）では、授業への取り組み、グループでのディスカッションやアウトプットへの貢献、授業
ノートの作成を評価する。授業外での評価（10％）では、資料の準備や情報整理といったリサーチを遅延なく進
める取り組みを評価する。定期試験に代わるレポート（40％）として、グループ発表資料、個人発表資料を評価
する。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

50

10

0

40

0

評価方法・割合

授業への取り組み、グループへの貢献、授業ノート（50）

リサーチに必要な情報収集などの調査や準備活動（10）

グループ発表資料、個人発表資料の内容（40）

評価対象となる到達目標

1,2,3

1,2

1,2

テキスト 3訂大学学びのことはじめ/佐藤智明他/ナカニシヤ出版/1900/978-4-7795-0838-7

参考書 必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 ・テキスト、ノートを毎回持参すること。
・アクティブラーニングとして提示された研究課題に対して、主体的・積極的な態度での参画が求めら
れる。
・学外授業は、土曜日など通常の時間割とは異なった曜日で実施されることがあるので、事前に提
示されたスケジュールを確認して出席すること。出席は必須とする。
・学外授業先は、大阪市などの近隣市の施設を予定しているが、交通費は自己負担となる。
・授業計画は、施設・設備の関係から、クラスによって実施時期・内容が異なることがある。
・アクティブラーニングのテーマや課題は、クラスによって異なるため、教員の指示に従って取組むこと。

アクティブラーニングⅠａ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16313702

アクティブラーニングⅠａ

出野　和子

出野　和子

1年

授業の目的・概要

アクティブラーニングⅠaでは、企業研究を通じて「経営」に触れ、その実相を把握し、そこから課題を見つけて
自分の意見を形成していく力の習得を目指す。それは、将来的に経営活動において活躍するために必要な基本的
なスキルであり、これから経営学を学ぶ学生にとっては理論と実践を結びつける視点となるものである。
「体験型の学修」の具体的な実践として、教員と学生、または学生同士がコミュニケーションを図り相互に刺激
を与えながら、主体的に問題を発見し解を見出していくプロセスを通じて、学生が「経営」に関する課題を能動
的に見出して成長していくことを目指す。また、経営経済学部にある5コースの学修内容についても基本的な理解
を促し、主専攻・副専攻の選択につなげる。

到達目標

1. 企業経営の内容を理解し、経営の目的や具体的な方法を解釈し説明することができる。
2. アクティブラーニングについて理解し、その推進を自主的に行うことができる。
3. 経営経済学部5コースで取り組むテーマや学修内容について理解している。

授業計画

【第1回】
授業ガイダンス
授業の目的・アクティブラーニングとは
アクティブラーニング体験（グループワークによる簡単な課題に対するまとめ）
【第2回】
経営学への誘い
グループ編成（1グループ5名程度）・自己紹介
教員の指示に基づき、経営学で取り扱うテーマや事例について調べる。経営学の学びは将来にどのように生きる
のかグループディスカッションを行う。
【第3回】
社会課題の探求体験1
教員が提示する教材を読み、どのような社会課題があり、企業はその解決にどのように取り組んでいるのかにつ
いて、グループディスカッションを行う。
【第4回】
入学前教育テキストの解説
入学前課題である入学前教育テキストの内容について解説するとともに、経営学科の３コースで取り扱う学修
テーマについて理解する。
【第5回】
企業家研究・学外授業事前教育
グループ編成（1グループ5名程度）・自己紹介
大阪の企業家精神のルーツを学ぶ学外授業について、研究の着眼点を学ぶとともに、訪問先でのマナーや研究方
法について予習する。
【第6回】
企業家研究・学外授業
大阪の企業家精神のルーツを学ぶ。大阪を代表する企業家（例：江崎利一氏、安藤百福氏、小林一三氏、松下幸
之助氏など）が、ベンチャービジネスとして事業を立ち上げ成長させてきた足跡を研究する。
【第7回】
企業家研究・情報整理と発表資料作成1
学外授業で研究した内容や得た情報について、グループディスカッションを通じて整理する。
整理したことを発表資料にまとめる。
【第8回】
企業家研究・情報整理と発表資料作成２
学外授業で研究した内容や得た情報について、グループディスカッションを通じて整理する。
整理したことを発表資料にまとめる。発表練習を行う。
【第9回】
企業家研究・発表
各グループによる発表を行い、教員や学生からのフィードバックを受ける。
発表資料を提出する。
【第10回】
コース体験授業（経営学科合同授業）
経営学科３コースに所属する担当教員が、各コースで取り上げる学修テーマについて講義・演習を行う。
経営学科：企業経営・マーケティングコース、ベンチャービジネスコース、スポーツビジネスコース
【第1１回】
コース体験授業（経営学科合同授業）
経済学科２コースに所属する担当教員が、各コースで取り上げる学修テーマについて講義・演習を行う。
経済学科：金融・経済コース、公共人材・公務員コース

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －
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【第12回】
社会課題の探索１
後期リサーチプロジェクトの準備として、社会課題の探索とビジネスを通じて解決する企業の取り組みについて
調査する。社会課題を示す資料を探索し、そこから社会課題を読み取り要約するプロセスを経験する。
【第13回】
社会課題の探索２
社会課題を示す資料を探索し、そこから学生が取り組む社会課題を絞り込んでレポートを作成する。
【第14回】
社会課題の探索３
学生が取り組む社会課題についてのレポートを完成し、発表・提出する。
【第15回】
アクティブラーニングⅠaのまとめ
経営学を学ぶ意義、社会課題などを探求するスキル、レポート作成能力などの成長を振り返り、後期への課題を
明らかにする。また、第1回コース選択希望調査、授業評価アンケートを実施する。

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

【第1回】
①事前学修課題：授業概要を一読する。（1.5時間）
②事後学修課題：アクティブラーニングで実施した内容を復習する。（2.5時間）
【第2回】
①事前学修課題：自己紹介を準備するとともに、テキストの該当箇所を一読しておく。（1.5時間）
②事後学修課題：グループディスカッションで議論した内容を振り返る。（2.5時間）
【第3回】
①事前学修課題：資料の検索などグループワークに必必要な準備をおこない、授業ノートにまとめる。（1.5時
間）
②事後学修課題：グループディスカッションで議論した内容を振り返る。（2.5時間）
【第4回】
①事前学修課題：入学前教育テキストの取り組みを確認し、ノートを準備する。（1.5時間）
②事後学修課題：入学前教育テキストの解説を確認する。（2.5時間）
【第5回】
①事前学修課題：資料の検索などグループワークに必要な準備をおこない、授業ノートにまとめる。（1.5時間）
②事後学修課題：グループディスカッションで議論した内容を振り返る。（2.5時間）
【第6回】
①事前学修課題：学外授業の準備として、見学内容を予習し、授業ノートにまとめる。（1.5時間）
②事後学修課題：研究のために取材した内容を確認し、グループワークの準備を行う。（2.5時間）
【第7回】
①事前学修課題：資料の整理などグループワークに必要な準備をおこない、授業ノートにまとめる。（1.5時間）
②事後学修課題：グループワークで積み残した課題に取り組む。（2.5時間）
【第8回】
①事前学修課題：資料の整理などグループワークに必要な準備をおこない、授業ノートにまとめる。（1.5時間）
②事後学修課題：グループワークで積み残した課題に取り組む。（2.5時間）
【第9回】
①事前学修課題：発表資料の準備など発表に必要な準備をおこない、授業ノートにまとめる。（1.5時間）
②事後学修課題：教員や学生からのフィードバック内容を振り返る。（2.5時間）
【第10回】
①事前学修課題：実施予定の項目を確認し、テキストの該当箇所を予習する。（1.5時間）
②事後学修課題：授業内容の確認と、授業中に積み残した課題を実施する。（2.5時間）
【第11回】
①事前学修課題：実施予定の項目を確認し、テキストの該当箇所を予習する。（1.5時間）
②事後学修課題：授業内容の確認と、授業中に積み残した課題を実施する。（2.5時間）
【第12回】
①事前学修課題：資料の検索など社会課題の探索に必要な準備をおこない、授業ノートにまとめる。（1.5時間）
②事後学修課題：授業で議論した内容を振り返り課題に取り組む。（2.5時間）
【第13回】
①事前学修課題：資料の検索など社会課題の探索に必要な準備をおこない、授業ノートにまとめる。（1.5時間）
②事後学修課題：授業で議論した内容を振り返り発表資料に取り組む。（2.5時間）
【第14回】
①事前学修課題：発表に必要な準備をおこない、授業ノートにまとめる。（1.5時間）
②事後学修課題：発表で得たフィードバックを振り返り、今後の課題を整理する。（2.5時間）
【第15回】
①事前学修課題：授業全体の振り返りを行い、自分自身の取り組みについて発表できるように準備する。（1.5時
間）
②事後学修課題：授業全体の学修内容を確認する。（2.5時間）

課題に対するフィードバックの方法

授業内に教員から課題や発表に対するフィードバックを行う。

成績評価の方法・基準（方針）
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授業内での評価（50%）では、授業への取り組み、グループでのディスカッションやアウトプットへの貢献、授業
ノートの作成を評価する。授業外での評価（10％）では、資料の準備や情報整理といったリサーチを遅延なく進
める取り組みを評価する。定期試験に代わるレポート（40％）として、グループ発表資料、個人発表資料を評価
する。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

50

10

0

40

0

評価方法・割合

授業への取り組み、グループへの貢献、授業ノート（50）

リサーチに必要な情報収集などの調査や準備活動（10）

グループ発表資料、個人発表資料の内容（40）

評価対象となる到達目標

1,2,3

1,2

1,2

テキスト 3訂大学学びのことはじめ/佐藤智明他/ナカニシヤ出版/1900/978-4-7795-0838-7

参考書 必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 ・テキスト、ノートを毎回持参すること。
・アクティブラーニングとして提示された研究課題に対して、主体的・積極的な態度での参画が求めら
れる。
・学外授業は、土曜日など通常の時間割とは異なった曜日で実施されることがあるので、事前に提
示されたスケジュールを確認して出席すること。出席は必須とする。
・学外授業先は、大阪市などの近隣市の施設を予定しているが、交通費は自己負担となる。
・授業計画は、施設・設備の関係から、クラスによって実施時期・内容が異なることがある。
・アクティブラーニングのテーマや課題は、クラスによって異なるため、教員の指示に従って取組むこと。
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授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16313703

アクティブラーニングⅠａ

横山　誠

横山　誠

1年

授業の目的・概要

アクティブラーニングⅠaでは、企業研究を通じて「経営」に触れ、その実相を把握し、そこから課題を見つけて
自分の意見を形成していく力の習得を目指す。それは、将来的に経営活動において活躍するために必要な基本的
なスキルであり、これから経営学を学ぶ学生にとっては理論と実践を結びつける視点となるものである。
「体験型の学修」の具体的な実践として、教員と学生、または学生同士がコミュニケーションを図り相互に刺激
を与えながら、主体的に問題を発見し解を見出していくプロセスを通じて、学生が「経営」に関する課題を能動
的に見出して成長していくことを目指す。また、経営経済学部にある5コースの学修内容についても基本的な理解
を促し、主専攻・副専攻の選択につなげる。

到達目標

1. 企業経営の内容を理解し、経営の目的や具体的な方法を解釈し説明することができる。
2. アクティブラーニングについて理解し、その推進を自主的に行うことができる。
3. 経営経済学部5コースで取り組むテーマや学修内容について理解している。

授業計画

【第1回】
授業ガイダンス
授業の目的・アクティブラーニングとは
アクティブラーニング体験（グループワークによる簡単な課題に対するまとめ）
【第2回】
経営学への誘い
グループ編成（1グループ5名程度）・自己紹介
教員の指示に基づき、経営学で取り扱うテーマや事例について調べる。経営学の学びは将来にどのように生きる
のかグループディスカッションを行う。
【第3回】
社会課題の探求体験1
教員が提示する教材を読み、どのような社会課題があり、企業はその解決にどのように取り組んでいるのかにつ
いて、グループディスカッションを行う。
【第4回】
入学前教育テキストの解説
入学前課題である入学前教育テキストの内容について解説するとともに、経営学科の３コースで取り扱う学修
テーマについて理解する。
【第5回】
企業家研究・学外授業事前教育
グループ編成（1グループ5名程度）・自己紹介
大阪の企業家精神のルーツを学ぶ学外授業について、研究の着眼点を学ぶとともに、訪問先でのマナーや研究方
法について予習する。
【第6回】
企業家研究・学外授業
大阪の企業家精神のルーツを学ぶ。大阪を代表する企業家（例：江崎利一氏、安藤百福氏、小林一三氏、松下幸
之助氏など）が、ベンチャービジネスとして事業を立ち上げ成長させてきた足跡を研究する。
【第7回】
企業家研究・情報整理と発表資料作成1
学外授業で研究した内容や得た情報について、グループディスカッションを通じて整理する。
整理したことを発表資料にまとめる。
【第8回】
企業家研究・情報整理と発表資料作成２
学外授業で研究した内容や得た情報について、グループディスカッションを通じて整理する。
整理したことを発表資料にまとめる。発表練習を行う。
【第9回】
企業家研究・発表
各グループによる発表を行い、教員や学生からのフィードバックを受ける。
発表資料を提出する。
【第10回】
コース体験授業（経営学科合同授業）
経営学科３コースに所属する担当教員が、各コースで取り上げる学修テーマについて講義・演習を行う。
経営学科：企業経営・マーケティングコース、ベンチャービジネスコース、スポーツビジネスコース
【第1１回】
コース体験授業（経営学科合同授業）
経済学科２コースに所属する担当教員が、各コースで取り上げる学修テーマについて講義・演習を行う。
経済学科：金融・経済コース、公共人材・公務員コース

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －
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【第12回】
社会課題の探索１
後期リサーチプロジェクトの準備として、社会課題の探索とビジネスを通じて解決する企業の取り組みについて
調査する。社会課題を示す資料を探索し、そこから社会課題を読み取り要約するプロセスを経験する。
【第13回】
社会課題の探索２
社会課題を示す資料を探索し、そこから学生が取り組む社会課題を絞り込んでレポートを作成する。
【第14回】
社会課題の探索３
学生が取り組む社会課題についてのレポートを完成し、発表・提出する。
【第15回】
アクティブラーニングⅠaのまとめ
経営学を学ぶ意義、社会課題などを探求するスキル、レポート作成能力などの成長を振り返り、後期への課題を
明らかにする。また、第1回コース選択希望調査、授業評価アンケートを実施する。

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

【第1回】
①事前学修課題：授業概要を一読する。（1.5時間）
②事後学修課題：アクティブラーニングで実施した内容を復習する。（2.5時間）
【第2回】
①事前学修課題：自己紹介を準備するとともに、テキストの該当箇所を一読しておく。（1.5時間）
②事後学修課題：グループディスカッションで議論した内容を振り返る。（2.5時間）
【第3回】
①事前学修課題：資料の検索などグループワークに必必要な準備をおこない、授業ノートにまとめる。（1.5時
間）
②事後学修課題：グループディスカッションで議論した内容を振り返る。（2.5時間）
【第4回】
①事前学修課題：入学前教育テキストの取り組みを確認し、ノートを準備する。（1.5時間）
②事後学修課題：入学前教育テキストの解説を確認する。（2.5時間）
【第5回】
①事前学修課題：資料の検索などグループワークに必要な準備をおこない、授業ノートにまとめる。（1.5時間）
②事後学修課題：グループディスカッションで議論した内容を振り返る。（2.5時間）
【第6回】
①事前学修課題：学外授業の準備として、見学内容を予習し、授業ノートにまとめる。（1.5時間）
②事後学修課題：研究のために取材した内容を確認し、グループワークの準備を行う。（2.5時間）
【第7回】
①事前学修課題：資料の整理などグループワークに必要な準備をおこない、授業ノートにまとめる。（1.5時間）
②事後学修課題：グループワークで積み残した課題に取り組む。（2.5時間）
【第8回】
①事前学修課題：資料の整理などグループワークに必要な準備をおこない、授業ノートにまとめる。（1.5時間）
②事後学修課題：グループワークで積み残した課題に取り組む。（2.5時間）
【第9回】
①事前学修課題：発表資料の準備など発表に必要な準備をおこない、授業ノートにまとめる。（1.5時間）
②事後学修課題：教員や学生からのフィードバック内容を振り返る。（2.5時間）
【第10回】
①事前学修課題：実施予定の項目を確認し、テキストの該当箇所を予習する。（1.5時間）
②事後学修課題：授業内容の確認と、授業中に積み残した課題を実施する。（2.5時間）
【第11回】
①事前学修課題：実施予定の項目を確認し、テキストの該当箇所を予習する。（1.5時間）
②事後学修課題：授業内容の確認と、授業中に積み残した課題を実施する。（2.5時間）
【第12回】
①事前学修課題：資料の検索など社会課題の探索に必要な準備をおこない、授業ノートにまとめる。（1.5時間）
②事後学修課題：授業で議論した内容を振り返り課題に取り組む。（2.5時間）
【第13回】
①事前学修課題：資料の検索など社会課題の探索に必要な準備をおこない、授業ノートにまとめる。（1.5時間）
②事後学修課題：授業で議論した内容を振り返り発表資料に取り組む。（2.5時間）
【第14回】
①事前学修課題：発表に必要な準備をおこない、授業ノートにまとめる。（1.5時間）
②事後学修課題：発表で得たフィードバックを振り返り、今後の課題を整理する。（2.5時間）
【第15回】
①事前学修課題：授業全体の振り返りを行い、自分自身の取り組みについて発表できるように準備する。（1.5時
間）
②事後学修課題：授業全体の学修内容を確認する。（2.5時間）

課題に対するフィードバックの方法

授業内に教員から課題や発表に対するフィードバックを行う。

成績評価の方法・基準（方針）

アクティブラーニングⅠａ



授業内での評価（50%）では、授業への取り組み、グループでのディスカッションやアウトプットへの貢献、授業
ノートの作成を評価する。授業外での評価（10％）では、資料の準備や情報整理といったリサーチを遅延なく進
める取り組みを評価する。定期試験に代わるレポート（40％）として、グループ発表資料、個人発表資料を評価
する。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

50

10

0

40

0

評価方法・割合

授業への取り組み、グループへの貢献、授業ノート（50）

リサーチに必要な情報収集などの調査や準備活動（10）

グループ発表資料、個人発表資料の内容（40）

評価対象となる到達目標

1,2,3

1,2

1,2

テキスト 3訂大学学びのことはじめ/佐藤智明他/ナカニシヤ出版/1900/978-4-7795-0838-7

参考書 必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 ・テキスト、ノートを毎回持参すること。
・アクティブラーニングとして提示された研究課題に対して、主体的・積極的な態度での参画が求めら
れる。
・学外授業は、土曜日など通常の時間割とは異なった曜日で実施されることがあるので、事前に提
示されたスケジュールを確認して出席すること。出席は必須とする。
・学外授業先は、大阪市などの近隣市の施設を予定しているが、交通費は自己負担となる。
・授業計画は、施設・設備の関係から、クラスによって実施時期・内容が異なることがある。
・アクティブラーニングのテーマや課題は、クラスによって異なるため、教員の指示に従って取組むこと。

アクティブラーニングⅠａ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16313801

アクティブラーニングⅠｂ

近藤　浩章

近藤　浩章

1年

授業の目的・概要

アクティブラーニングⅠｂでは、社会課題の解決に取り組む企業事例に焦点を当てる。大企業、中小企業、ベン
チャービジネス、スポーツビジネスなど様々な事業形態や事業領域から、ビジネスとして社会課題の解決に取り
組む企業の経営活動の研究を、リサーチプロジェクトとして取り組む。
リサーチプロジェクトを通じて企業経営の実相を把握し、そこから課題を見つけて自分の意見を形成していく力
の習得を目指す。それは、将来的に経営活動において活躍するために必要な基本的なスキルであり、これから経
営学を学ぶ学生にとっては理論と実践を結びつける視点となるものである。また、経営経済学部にある5コースの
学修内容についても理解を深め、主専攻・副専攻の選択を行う。

到達目標

1. さまざまな立場から社会課題の解決に取り組む企業の目的や具体的な方法を解釈し説明することができる。
2. リサーチについての基本的なステップについて理解し、その推進を自主的に行うことができる。
3. 経営経済学部5コースで取り組むテーマや学修内容について理解し、選択できる。

授業計画

【第1回】
授業ガイダンス
授業目的の説明
リサーチプロジェクト・オリエンテーション（テキストを使用して説明）
【第2回】
ビジネスパーソン講演会・事前教育
講演者が所属する企業や業界について、教員のガイダンスにより調査し、授業ノートにまとめる。
【第3回】
ビジネスパーソン講演会
講演内容を聞き、要約し、質問を行うことにより、経営の実態やビジネスパーソンの具体的な取り組みについて
理解を深める。また、講演内容を授業ノートにまとめる。
【第4回】
リサーチプロジェクト：テーマ設定１
リサーチとして取り組むテーマ設定のため、関連する社会課題のデータや企業事例を調査し、授業ノートにまと
める。
（以下、リサーチプロジェクトの進行については、担当教員の裁量とする。）
【第5回】
リサーチプロジェクト：テーマ設定２
リサーチとして取り組むテーマを、関連する社会課題のデータや企業事例を調査して決定する。
調査内容を授業ノートにまとめる。
【第6回】
リサーチプロジェクト：テーマ発表
リサーチとして取り組む社会課題テーマおよびリサーチ計画を、背景説明のデータとともに発表し、教員より
フィードバックを受ける。学生は、発表資料を提出する。
【第7回】
リサーチプロジェクト：リサーチの実施１
テーマとして選んだ社会課題に取り組む企業の事例をリサーチする。調査内容を授業ノートにまとめる。
必要に応じて教員からアドバイスを受ける。
【第8回】
リサーチプロジェクト：リサーチの実施2
テーマとして選んだ社会課題に取り組む企業の事例をリサーチする。調査内容を授業ノートにまとめる。
必要に応じて教員からアドバイスを受ける。
【第9回】
リサーチプロジェクト：リサーチの実施3
テーマとして選んだ社会課題に取り組む企業の事例をリサーチする。調査内容を授業ノートにまとめる。
必要に応じて教員からアドバイスを受ける。
【第10回】
リサーチプロジェクト：リサーチの実施4
テーマとして選んだ社会課題に取り組む企業の事例をリサーチする。調査内容を授業ノートにまとめる。
必要に応じて教員からアドバイスを受ける。発表資料を準備し、発表練習を行う。
【第11回】
リサーチプロジェクト：リサーチの実施5
テーマとして選んだ社会課題に取り組む企業の事例をリサーチする。調査内容を授業ノートにまとめる。
必要に応じて教員からアドバイスを受ける。発表資料を準備し、発表練習を行う。
【第12回】
リサーチプロジェクト：最終発表１

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

アクティブラーニングⅠｂ



社会課題の解決に取り組む企業の実践事例について発表する。
発表内容、発表態度について、教員や学生からフィードバックを行う。
発表資料を提出する。
【第13回】
リサーチプロジェクト：最終発表2
社会課題の解決に取り組む企業の実践事例について発表する。
発表内容、発表態度について、教員や学生からフィードバックを行う。
発表資料を提出する。
【第14回】
コース選択説明会（経営学科・経済学科合同）
各コースに所属する担当教員またはコース主任より、各コースでの学修内容や将来の進路について説明を行う。
経営学科：企業経営・マーケティングコース、ベンチャービジネスコース、スポーツビジネスコース
経済学科：金融・経済コース、公共人材・公務員コース
コース選択調査の実施（最終決定）
【第15回】
アクティブラーニングⅠｂの振り返り（内容は担当教員の裁量）
授業評価アンケート

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

【第1回】
①事前学修課題：授業概要を一読する。（1.5時間）
②事後学修課題：オリエンテーションの内容を復習する。（2.5時間）
【第2回】
①事前学修課題：講演者の企業や業界について予習する。（1.5時間）
②事後学修課題：授業内容を振り返り、情報を整理し、授業ノートにまとめる。（2.5時間）
【第3回】
①事前学修課題：講演者の企業や業界について予習する。（1.5時間）
②事後学修課題：授業内容を振り返り、情報を整理し、授業ノートにまとめる。（2.5時間）
【第4回】
①事前学修課題：テーマ設定に必要な情報を検索し、リサーチの準備を行う。（1.5時間）
②事後学修課題：授業内容を踏まえ、テーマ設定に必要な情報をさらに検索して授業ノートにまとめる。（2.5時
間）
【第5回】
①事前学修課題：テーマ設定に必要な情報を検索し、リサーチの準備を行う。（1.5時間）
②事後学修課題：授業内容を踏まえ、テーマ設定に必要な情報をさらに検索して授業ノートにまとめる。（2.5時
間）
【第6回】
①事前学修課題：テーマ発表の準備を行う。（1.5時間）
②事後学修課題：テーマ発表のフィードバックを踏まえて課題を授業ノートにまとめる。（2.5時間）
【第7回】
①事前学修課題：情報収集や調査など授業で取り組むリサーチに必要な準備を授業ノートにまとめる。（1.5時
間）
②事後学修課題：授業内容を踏まえ、必要な課題に取り組む。（2.5時間）
【第8回】
①事前学修課題：情報収集や調査など授業で取り組むリサーチに必要な準備を授業ノートにまとめる。（1.5時
間）
②事後学修課題：授業内容を踏まえ、必要な課題に取り組む。（2.5時間）
【第9回】
①事前学修課題：情報収集や調査など授業で取り組むリサーチに必要な準備を授業ノートにまとめる。（1.5時
間）
②事後学修課題：中間発表のフィードバックを踏まえ、必要な課題に取り組む。（2.5時間）
【第10回】
①事前学修課題：情報収集や調査など授業で取り組むリサーチに必要な準備を授業ノートにまとめる。（1.5時
間）
②事後学修課題：最終発表に向け、必要な課題に取り組む。（2.5時間）
【第11回】
①事前学修課題：情報収集や調査など授業で取り組むリサーチに必要な準備を授業ノートにまとめる。（1.5時
間）
②事後学修課題：最終発表に向け、必要な課題に取り組む。（2.5時間）
【第12回】
①事前学修課題：発表資料の準備など、最終発表に必要な準備を行う。（1.5時間）
②事後学修課題：教員や学生からのフィードバックを理解し、リサーチを振り返る。（2.5時間）
【第13回】
①事前学修課題：発表資料の準備など、最終発表に必要な準備を行う。（1.5時間）
②事後学修課題：教員や学生からのフィードバックを理解し、リサーチを振り返る。（2.5時間）
【第14回】
①事前学修課題：主専攻や副専攻の選択に必要な情報を予習する。（1.5時間）
②事後学修課題：コース選択についての情報を整理し、コース選択を行う。（2.5時間）
【第15回】
①事前学修課題：授業全体の振り返りを行い、発表できるように準備する。（1.5時間）
②事後学修課題：授業全体の学修内容を確認する。（2.5時間）

課題に対するフィードバックの方法

アクティブラーニングⅠｂ



授業内に教員から課題や発表に対するフィードバックを行う。

成績評価の方法・基準（方針）

授業内での評価（50%）では、授業への取り組み、グループでのディスカッションやアウトプットへの貢献、授業
ノートの作成を評価する。授業外での評価（10％）では、資料の準備や情報整理といったリサーチを遅延なく進
める取り組みを評価する。定期試験に代わるレポート（40％）として、リサーチプロジェクトテーマ発表資料、
最終発表資料を評価する。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

50

10

0

40

0

評価方法・割合

授業への取り組み、グループへの貢献、授業ノート（50）

リサーチに必要な情報収集などの調査や準備活動（10）

リサーチプロジェクトテーマ発表資料、最終発表資料（40）

評価対象となる到達目標

1,2,3

1,2

1,2

テキスト 3訂大学学びのことはじめ/佐藤智明他/ナカニシヤ出版/1900/978-4-7795-0838-7

参考書 必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 ・テキスト、ノートを毎回持参すること。
・アクティブラーニングとして提示された研究課題に対して、主体的・積極的な態度での参画が求めら
れる。
・授業計画は、施設・設備の関係から、クラスによって実施時期・内容が異なることがある。
・アクティブラーニングのテーマや課題は、クラスによって異なるため、教員の指示に従って取組むこと。

アクティブラーニングⅠｂ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16313802

アクティブラーニングⅠｂ

出野　和子

出野　和子

1年

授業の目的・概要

アクティブラーニングⅠｂでは、社会課題の解決に取り組む企業事例に焦点を当てる。大企業、中小企業、ベン
チャービジネス、スポーツビジネスなど様々な事業形態や事業領域から、ビジネスとして社会課題の解決に取り
組む企業の経営活動の研究を、リサーチプロジェクトとして取り組む。
リサーチプロジェクトを通じて企業経営の実相を把握し、そこから課題を見つけて自分の意見を形成していく力
の習得を目指す。それは、将来的に経営活動において活躍するために必要な基本的なスキルであり、これから経
営学を学ぶ学生にとっては理論と実践を結びつける視点となるものである。また、経営経済学部にある5コースの
学修内容についても理解を深め、主専攻・副専攻の選択を行う。

到達目標

1. さまざまな立場から社会課題の解決に取り組む企業の目的や具体的な方法を解釈し説明することができる。
2. リサーチについての基本的なステップについて理解し、その推進を自主的に行うことができる。
3. 経営経済学部5コースで取り組むテーマや学修内容について理解し、選択できる。

授業計画

【第1回】
授業ガイダンス
授業目的の説明
リサーチプロジェクト・オリエンテーション（テキストを使用して説明）
【第2回】
ビジネスパーソン講演会・事前教育
講演者が所属する企業や業界について、教員のガイダンスにより調査し、授業ノートにまとめる。
【第3回】
ビジネスパーソン講演会
講演内容を聞き、要約し、質問を行うことにより、経営の実態やビジネスパーソンの具体的な取り組みについて
理解を深める。また、講演内容を授業ノートにまとめる。
【第4回】
リサーチプロジェクト：テーマ設定１
リサーチとして取り組むテーマ設定のため、関連する社会課題のデータや企業事例を調査し、授業ノートにまと
める。
（以下、リサーチプロジェクトの進行については、担当教員の裁量とする。）
【第5回】
リサーチプロジェクト：テーマ設定２
リサーチとして取り組むテーマを、関連する社会課題のデータや企業事例を調査して決定する。
調査内容を授業ノートにまとめる。
【第6回】
リサーチプロジェクト：テーマ発表
リサーチとして取り組む社会課題テーマおよびリサーチ計画を、背景説明のデータとともに発表し、教員より
フィードバックを受ける。学生は、発表資料を提出する。
【第7回】
リサーチプロジェクト：リサーチの実施１
テーマとして選んだ社会課題に取り組む企業の事例をリサーチする。調査内容を授業ノートにまとめる。
必要に応じて教員からアドバイスを受ける。
【第8回】
リサーチプロジェクト：リサーチの実施2
テーマとして選んだ社会課題に取り組む企業の事例をリサーチする。調査内容を授業ノートにまとめる。
必要に応じて教員からアドバイスを受ける。
【第9回】
リサーチプロジェクト：リサーチの実施3
テーマとして選んだ社会課題に取り組む企業の事例をリサーチする。調査内容を授業ノートにまとめる。
必要に応じて教員からアドバイスを受ける。
【第10回】
リサーチプロジェクト：リサーチの実施4
テーマとして選んだ社会課題に取り組む企業の事例をリサーチする。調査内容を授業ノートにまとめる。
必要に応じて教員からアドバイスを受ける。発表資料を準備し、発表練習を行う。
【第11回】
リサーチプロジェクト：リサーチの実施5
テーマとして選んだ社会課題に取り組む企業の事例をリサーチする。調査内容を授業ノートにまとめる。
必要に応じて教員からアドバイスを受ける。発表資料を準備し、発表練習を行う。
【第12回】
リサーチプロジェクト：最終発表１

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

アクティブラーニングⅠｂ



社会課題の解決に取り組む企業の実践事例について発表する。
発表内容、発表態度について、教員や学生からフィードバックを行う。
発表資料を提出する。
【第13回】
リサーチプロジェクト：最終発表2
社会課題の解決に取り組む企業の実践事例について発表する。
発表内容、発表態度について、教員や学生からフィードバックを行う。
発表資料を提出する。
【第14回】
コース選択説明会（経営学科・経済学科合同）
各コースに所属する担当教員またはコース主任より、各コースでの学修内容や将来の進路について説明を行う。
経営学科：企業経営・マーケティングコース、ベンチャービジネスコース、スポーツビジネスコース
経済学科：金融・経済コース、公共人材・公務員コース
コース選択調査の実施（最終決定）
【第15回】
アクティブラーニングⅠｂの振り返り（内容は担当教員の裁量）
授業評価アンケート

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

【第1回】
①事前学修課題：授業概要を一読する。（1.5時間）
②事後学修課題：オリエンテーションの内容を復習する。（2.5時間）
【第2回】
①事前学修課題：講演者の企業や業界について予習する。（1.5時間）
②事後学修課題：授業内容を振り返り、情報を整理し、授業ノートにまとめる。（2.5時間）
【第3回】
①事前学修課題：講演者の企業や業界について予習する。（1.5時間）
②事後学修課題：授業内容を振り返り、情報を整理し、授業ノートにまとめる。（2.5時間）
【第4回】
①事前学修課題：テーマ設定に必要な情報を検索し、リサーチの準備を行う。（1.5時間）
②事後学修課題：授業内容を踏まえ、テーマ設定に必要な情報をさらに検索して授業ノートにまとめる。（2.5時
間）
【第5回】
①事前学修課題：テーマ設定に必要な情報を検索し、リサーチの準備を行う。（1.5時間）
②事後学修課題：授業内容を踏まえ、テーマ設定に必要な情報をさらに検索して授業ノートにまとめる。（2.5時
間）
【第6回】
①事前学修課題：テーマ発表の準備を行う。（1.5時間）
②事後学修課題：テーマ発表のフィードバックを踏まえて課題を授業ノートにまとめる。（2.5時間）
【第7回】
①事前学修課題：情報収集や調査など授業で取り組むリサーチに必要な準備を授業ノートにまとめる。（1.5時
間）
②事後学修課題：授業内容を踏まえ、必要な課題に取り組む。（2.5時間）
【第8回】
①事前学修課題：情報収集や調査など授業で取り組むリサーチに必要な準備を授業ノートにまとめる。（1.5時
間）
②事後学修課題：授業内容を踏まえ、必要な課題に取り組む。（2.5時間）
【第9回】
①事前学修課題：情報収集や調査など授業で取り組むリサーチに必要な準備を授業ノートにまとめる。（1.5時
間）
②事後学修課題：中間発表のフィードバックを踏まえ、必要な課題に取り組む。（2.5時間）
【第10回】
①事前学修課題：情報収集や調査など授業で取り組むリサーチに必要な準備を授業ノートにまとめる。（1.5時
間）
②事後学修課題：最終発表に向け、必要な課題に取り組む。（2.5時間）
【第11回】
①事前学修課題：情報収集や調査など授業で取り組むリサーチに必要な準備を授業ノートにまとめる。（1.5時
間）
②事後学修課題：最終発表に向け、必要な課題に取り組む。（2.5時間）
【第12回】
①事前学修課題：発表資料の準備など、最終発表に必要な準備を行う。（1.5時間）
②事後学修課題：教員や学生からのフィードバックを理解し、リサーチを振り返る。（2.5時間）
【第13回】
①事前学修課題：発表資料の準備など、最終発表に必要な準備を行う。（1.5時間）
②事後学修課題：教員や学生からのフィードバックを理解し、リサーチを振り返る。（2.5時間）
【第14回】
①事前学修課題：主専攻や副専攻の選択に必要な情報を予習する。（1.5時間）
②事後学修課題：コース選択についての情報を整理し、コース選択を行う。（2.5時間）
【第15回】
①事前学修課題：授業全体の振り返りを行い、発表できるように準備する。（1.5時間）
②事後学修課題：授業全体の学修内容を確認する。（2.5時間）

課題に対するフィードバックの方法

アクティブラーニングⅠｂ



授業内に教員から課題や発表に対するフィードバックを行う。

成績評価の方法・基準（方針）

授業内での評価（50%）では、授業への取り組み、グループでのディスカッションやアウトプットへの貢献、授業
ノートの作成を評価する。授業外での評価（10％）では、資料の準備や情報整理といったリサーチを遅延なく進
める取り組みを評価する。定期試験に代わるレポート（40％）として、リサーチプロジェクトテーマ発表資料、
最終発表資料を評価する。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

50

10

0

40

0

評価方法・割合

授業への取り組み、グループへの貢献、授業ノート（50）

リサーチに必要な情報収集などの調査や準備活動（10）

リサーチプロジェクトテーマ発表資料、最終発表資料（40）

評価対象となる到達目標

1,2,3

1,2

1,2

テキスト 3訂大学学びのことはじめ/佐藤智明他/ナカニシヤ出版/1900/978-4-7795-0838-7

参考書 必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 ・テキスト、ノートを毎回持参すること。
・アクティブラーニングとして提示された研究課題に対して、主体的・積極的な態度での参画が求めら
れる。
・授業計画は、施設・設備の関係から、クラスによって実施時期・内容が異なることがある。
・アクティブラーニングのテーマや課題は、クラスによって異なるため、教員の指示に従って取組むこと。

アクティブラーニングⅠｂ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16313803

アクティブラーニングⅠｂ

山本　誠一

山本　誠一

1年

授業の目的・概要

アクティブラーニングⅠｂでは、社会課題の解決に取り組む企業事例に焦点を当てる。大企業、中小企業、ベン
チャービジネス、スポーツビジネスなど様々な事業形態や事業領域から、ビジネスとして社会課題の解決に取り
組む企業の経営活動の研究を、リサーチプロジェクトとして取り組む。
リサーチプロジェクトを通じて企業経営の実相を把握し、そこから課題を見つけて自分の意見を形成していく力
の習得を目指す。それは、将来的に経営活動において活躍するために必要な基本的なスキルであり、これから経
営学を学ぶ学生にとっては理論と実践を結びつける視点となるものである。また、経営経済学部にある5コースの
学修内容についても理解を深め、主専攻・副専攻の選択を行う。

到達目標

1. さまざまな立場から社会課題の解決に取り組む企業の目的や具体的な方法を解釈し説明することができる。
2. リサーチについての基本的なステップについて理解し、その推進を自主的に行うことができる。
3. 経営経済学部5コースで取り組むテーマや学修内容について理解し、選択できる。

授業計画

【第1回】
授業ガイダンス
授業目的の説明
リサーチプロジェクト・オリエンテーション（テキストを使用して説明）
【第2回】
ビジネスパーソン講演会・事前教育
講演者が所属する企業や業界について、教員のガイダンスにより調査し、授業ノートにまとめる。
【第3回】
ビジネスパーソン講演会
講演内容を聞き、要約し、質問を行うことにより、経営の実態やビジネスパーソンの具体的な取り組みについて
理解を深める。また、講演内容を授業ノートにまとめる。
【第4回】
リサーチプロジェクト：テーマ設定１
リサーチとして取り組むテーマ設定のため、関連する社会課題のデータや企業事例を調査し、授業ノートにまと
める。
（以下、リサーチプロジェクトの進行については、担当教員の裁量とする。）
【第5回】
リサーチプロジェクト：テーマ設定２
リサーチとして取り組むテーマを、関連する社会課題のデータや企業事例を調査して決定する。
調査内容を授業ノートにまとめる。
【第6回】
リサーチプロジェクト：テーマ発表
リサーチとして取り組む社会課題テーマおよびリサーチ計画を、背景説明のデータとともに発表し、教員より
フィードバックを受ける。学生は、発表資料を提出する。
【第7回】
リサーチプロジェクト：リサーチの実施１
テーマとして選んだ社会課題に取り組む企業の事例をリサーチする。調査内容を授業ノートにまとめる。
必要に応じて教員からアドバイスを受ける。
【第8回】
リサーチプロジェクト：リサーチの実施2
テーマとして選んだ社会課題に取り組む企業の事例をリサーチする。調査内容を授業ノートにまとめる。
必要に応じて教員からアドバイスを受ける。
【第9回】
リサーチプロジェクト：リサーチの実施3
テーマとして選んだ社会課題に取り組む企業の事例をリサーチする。調査内容を授業ノートにまとめる。
必要に応じて教員からアドバイスを受ける。
【第10回】
リサーチプロジェクト：リサーチの実施4
テーマとして選んだ社会課題に取り組む企業の事例をリサーチする。調査内容を授業ノートにまとめる。
必要に応じて教員からアドバイスを受ける。発表資料を準備し、発表練習を行う。
【第11回】
リサーチプロジェクト：リサーチの実施5
テーマとして選んだ社会課題に取り組む企業の事例をリサーチする。調査内容を授業ノートにまとめる。
必要に応じて教員からアドバイスを受ける。発表資料を準備し、発表練習を行う。
【第12回】
リサーチプロジェクト：最終発表１

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

アクティブラーニングⅠｂ



社会課題の解決に取り組む企業の実践事例について発表する。
発表内容、発表態度について、教員や学生からフィードバックを行う。
発表資料を提出する。
【第13回】
リサーチプロジェクト：最終発表2
社会課題の解決に取り組む企業の実践事例について発表する。
発表内容、発表態度について、教員や学生からフィードバックを行う。
発表資料を提出する。
【第14回】
コース選択説明会（経営学科・経済学科合同）
各コースに所属する担当教員またはコース主任より、各コースでの学修内容や将来の進路について説明を行う。
経営学科：企業経営・マーケティングコース、ベンチャービジネスコース、スポーツビジネスコース
経済学科：金融・経済コース、公共人材・公務員コース
コース選択調査の実施（最終決定）
【第15回】
アクティブラーニングⅠｂの振り返り（内容は担当教員の裁量）
授業評価アンケート

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

【第1回】
①事前学修課題：授業概要を一読する。（1.5時間）
②事後学修課題：オリエンテーションの内容を復習する。（2.5時間）
【第2回】
①事前学修課題：講演者の企業や業界について予習する。（1.5時間）
②事後学修課題：授業内容を振り返り、情報を整理し、授業ノートにまとめる。（2.5時間）
【第3回】
①事前学修課題：講演者の企業や業界について予習する。（1.5時間）
②事後学修課題：授業内容を振り返り、情報を整理し、授業ノートにまとめる。（2.5時間）
【第4回】
①事前学修課題：テーマ設定に必要な情報を検索し、リサーチの準備を行う。（1.5時間）
②事後学修課題：授業内容を踏まえ、テーマ設定に必要な情報をさらに検索して授業ノートにまとめる。（2.5時
間）
【第5回】
①事前学修課題：テーマ設定に必要な情報を検索し、リサーチの準備を行う。（1.5時間）
②事後学修課題：授業内容を踏まえ、テーマ設定に必要な情報をさらに検索して授業ノートにまとめる。（2.5時
間）
【第6回】
①事前学修課題：テーマ発表の準備を行う。（1.5時間）
②事後学修課題：テーマ発表のフィードバックを踏まえて課題を授業ノートにまとめる。（2.5時間）
【第7回】
①事前学修課題：情報収集や調査など授業で取り組むリサーチに必要な準備を授業ノートにまとめる。（1.5時
間）
②事後学修課題：授業内容を踏まえ、必要な課題に取り組む。（2.5時間）
【第8回】
①事前学修課題：情報収集や調査など授業で取り組むリサーチに必要な準備を授業ノートにまとめる。（1.5時
間）
②事後学修課題：授業内容を踏まえ、必要な課題に取り組む。（2.5時間）
【第9回】
①事前学修課題：情報収集や調査など授業で取り組むリサーチに必要な準備を授業ノートにまとめる。（1.5時
間）
②事後学修課題：中間発表のフィードバックを踏まえ、必要な課題に取り組む。（2.5時間）
【第10回】
①事前学修課題：情報収集や調査など授業で取り組むリサーチに必要な準備を授業ノートにまとめる。（1.5時
間）
②事後学修課題：最終発表に向け、必要な課題に取り組む。（2.5時間）
【第11回】
①事前学修課題：情報収集や調査など授業で取り組むリサーチに必要な準備を授業ノートにまとめる。（1.5時
間）
②事後学修課題：最終発表に向け、必要な課題に取り組む。（2.5時間）
【第12回】
①事前学修課題：発表資料の準備など、最終発表に必要な準備を行う。（1.5時間）
②事後学修課題：教員や学生からのフィードバックを理解し、リサーチを振り返る。（2.5時間）
【第13回】
①事前学修課題：発表資料の準備など、最終発表に必要な準備を行う。（1.5時間）
②事後学修課題：教員や学生からのフィードバックを理解し、リサーチを振り返る。（2.5時間）
【第14回】
①事前学修課題：主専攻や副専攻の選択に必要な情報を予習する。（1.5時間）
②事後学修課題：コース選択についての情報を整理し、コース選択を行う。（2.5時間）
【第15回】
①事前学修課題：授業全体の振り返りを行い、発表できるように準備する。（1.5時間）
②事後学修課題：授業全体の学修内容を確認する。（2.5時間）

課題に対するフィードバックの方法

アクティブラーニングⅠｂ



授業内に教員から課題や発表に対するフィードバックを行う。

成績評価の方法・基準（方針）

授業内での評価（50%）では、授業への取り組み、グループでのディスカッションやアウトプットへの貢献、授業
ノートの作成を評価する。授業外での評価（10％）では、資料の準備や情報整理といったリサーチを遅延なく進
める取り組みを評価する。定期試験に代わるレポート（40％）として、リサーチプロジェクトテーマ発表資料、
最終発表資料を評価する。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

50

10

0

40

0

評価方法・割合

授業への取り組み、グループへの貢献、授業ノート（50）

リサーチに必要な情報収集などの調査や準備活動（10）

リサーチプロジェクトテーマ発表資料、最終発表資料（40）

評価対象となる到達目標

1,2,3

1,2

1,2

テキスト 3訂大学学びのことはじめ/佐藤智明他/ナカニシヤ出版/1900/978-4-7795-0838-7

参考書 必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 ・テキスト、ノートを毎回持参すること。
・アクティブラーニングとして提示された研究課題に対して、主体的・積極的な態度での参画が求めら
れる。
・授業計画は、施設・設備の関係から、クラスによって実施時期・内容が異なることがある。
・アクティブラーニングのテーマや課題は、クラスによって異なるため、教員の指示に従って取組むこと。

アクティブラーニングⅠｂ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16313804

アクティブラーニングⅠｂ

横山　誠

横山　誠

1年

授業の目的・概要

アクティブラーニングⅠｂでは、社会課題の解決に取り組む企業事例に焦点を当てる。大企業、中小企業、ベン
チャービジネス、スポーツビジネスなど様々な事業形態や事業領域から、ビジネスとして社会課題の解決に取り
組む企業の経営活動の研究を、リサーチプロジェクトとして取り組む。
リサーチプロジェクトを通じて企業経営の実相を把握し、そこから課題を見つけて自分の意見を形成していく力
の習得を目指す。それは、将来的に経営活動において活躍するために必要な基本的なスキルであり、これから経
営学を学ぶ学生にとっては理論と実践を結びつける視点となるものである。また、経営経済学部にある5コースの
学修内容についても理解を深め、主専攻・副専攻の選択を行う。

到達目標

1. さまざまな立場から社会課題の解決に取り組む企業の目的や具体的な方法を解釈し説明することができる。
2. リサーチについての基本的なステップについて理解し、その推進を自主的に行うことができる。
3. 経営経済学部5コースで取り組むテーマや学修内容について理解し、選択できる。

授業計画

【第1回】
授業ガイダンス
授業目的の説明
リサーチプロジェクト・オリエンテーション（テキストを使用して説明）
【第2回】
ビジネスパーソン講演会・事前教育
講演者が所属する企業や業界について、教員のガイダンスにより調査し、授業ノートにまとめる。
【第3回】
ビジネスパーソン講演会
講演内容を聞き、要約し、質問を行うことにより、経営の実態やビジネスパーソンの具体的な取り組みについて
理解を深める。また、講演内容を授業ノートにまとめる。
【第4回】
リサーチプロジェクト：テーマ設定１
リサーチとして取り組むテーマ設定のため、関連する社会課題のデータや企業事例を調査し、授業ノートにまと
める。
（以下、リサーチプロジェクトの進行については、担当教員の裁量とする。）
【第5回】
リサーチプロジェクト：テーマ設定２
リサーチとして取り組むテーマを、関連する社会課題のデータや企業事例を調査して決定する。
調査内容を授業ノートにまとめる。
【第6回】
リサーチプロジェクト：テーマ発表
リサーチとして取り組む社会課題テーマおよびリサーチ計画を、背景説明のデータとともに発表し、教員より
フィードバックを受ける。学生は、発表資料を提出する。
【第7回】
リサーチプロジェクト：リサーチの実施１
テーマとして選んだ社会課題に取り組む企業の事例をリサーチする。調査内容を授業ノートにまとめる。
必要に応じて教員からアドバイスを受ける。
【第8回】
リサーチプロジェクト：リサーチの実施2
テーマとして選んだ社会課題に取り組む企業の事例をリサーチする。調査内容を授業ノートにまとめる。
必要に応じて教員からアドバイスを受ける。
【第9回】
リサーチプロジェクト：リサーチの実施3
テーマとして選んだ社会課題に取り組む企業の事例をリサーチする。調査内容を授業ノートにまとめる。
必要に応じて教員からアドバイスを受ける。
【第10回】
リサーチプロジェクト：リサーチの実施4
テーマとして選んだ社会課題に取り組む企業の事例をリサーチする。調査内容を授業ノートにまとめる。
必要に応じて教員からアドバイスを受ける。発表資料を準備し、発表練習を行う。
【第11回】
リサーチプロジェクト：リサーチの実施5
テーマとして選んだ社会課題に取り組む企業の事例をリサーチする。調査内容を授業ノートにまとめる。
必要に応じて教員からアドバイスを受ける。発表資料を準備し、発表練習を行う。
【第12回】
リサーチプロジェクト：最終発表１

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

アクティブラーニングⅠｂ



社会課題の解決に取り組む企業の実践事例について発表する。
発表内容、発表態度について、教員や学生からフィードバックを行う。
発表資料を提出する。
【第13回】
リサーチプロジェクト：最終発表2
社会課題の解決に取り組む企業の実践事例について発表する。
発表内容、発表態度について、教員や学生からフィードバックを行う。
発表資料を提出する。
【第14回】
コース選択説明会（経営学科・経済学科合同）
各コースに所属する担当教員またはコース主任より、各コースでの学修内容や将来の進路について説明を行う。
経営学科：企業経営・マーケティングコース、ベンチャービジネスコース、スポーツビジネスコース
経済学科：金融・経済コース、公共人材・公務員コース
コース選択調査の実施（最終決定）
【第15回】
アクティブラーニングⅠｂの振り返り（内容は担当教員の裁量）
授業評価アンケート

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

【第1回】
①事前学修課題：授業概要を一読する。（1.5時間）
②事後学修課題：オリエンテーションの内容を復習する。（2.5時間）
【第2回】
①事前学修課題：講演者の企業や業界について予習する。（1.5時間）
②事後学修課題：授業内容を振り返り、情報を整理し、授業ノートにまとめる。（2.5時間）
【第3回】
①事前学修課題：講演者の企業や業界について予習する。（1.5時間）
②事後学修課題：授業内容を振り返り、情報を整理し、授業ノートにまとめる。（2.5時間）
【第4回】
①事前学修課題：テーマ設定に必要な情報を検索し、リサーチの準備を行う。（1.5時間）
②事後学修課題：授業内容を踏まえ、テーマ設定に必要な情報をさらに検索して授業ノートにまとめる。（2.5時
間）
【第5回】
①事前学修課題：テーマ設定に必要な情報を検索し、リサーチの準備を行う。（1.5時間）
②事後学修課題：授業内容を踏まえ、テーマ設定に必要な情報をさらに検索して授業ノートにまとめる。（2.5時
間）
【第6回】
①事前学修課題：テーマ発表の準備を行う。（1.5時間）
②事後学修課題：テーマ発表のフィードバックを踏まえて課題を授業ノートにまとめる。（2.5時間）
【第7回】
①事前学修課題：情報収集や調査など授業で取り組むリサーチに必要な準備を授業ノートにまとめる。（1.5時
間）
②事後学修課題：授業内容を踏まえ、必要な課題に取り組む。（2.5時間）
【第8回】
①事前学修課題：情報収集や調査など授業で取り組むリサーチに必要な準備を授業ノートにまとめる。（1.5時
間）
②事後学修課題：授業内容を踏まえ、必要な課題に取り組む。（2.5時間）
【第9回】
①事前学修課題：情報収集や調査など授業で取り組むリサーチに必要な準備を授業ノートにまとめる。（1.5時
間）
②事後学修課題：中間発表のフィードバックを踏まえ、必要な課題に取り組む。（2.5時間）
【第10回】
①事前学修課題：情報収集や調査など授業で取り組むリサーチに必要な準備を授業ノートにまとめる。（1.5時
間）
②事後学修課題：最終発表に向け、必要な課題に取り組む。（2.5時間）
【第11回】
①事前学修課題：情報収集や調査など授業で取り組むリサーチに必要な準備を授業ノートにまとめる。（1.5時
間）
②事後学修課題：最終発表に向け、必要な課題に取り組む。（2.5時間）
【第12回】
①事前学修課題：発表資料の準備など、最終発表に必要な準備を行う。（1.5時間）
②事後学修課題：教員や学生からのフィードバックを理解し、リサーチを振り返る。（2.5時間）
【第13回】
①事前学修課題：発表資料の準備など、最終発表に必要な準備を行う。（1.5時間）
②事後学修課題：教員や学生からのフィードバックを理解し、リサーチを振り返る。（2.5時間）
【第14回】
①事前学修課題：主専攻や副専攻の選択に必要な情報を予習する。（1.5時間）
②事後学修課題：コース選択についての情報を整理し、コース選択を行う。（2.5時間）
【第15回】
①事前学修課題：授業全体の振り返りを行い、発表できるように準備する。（1.5時間）
②事後学修課題：授業全体の学修内容を確認する。（2.5時間）

課題に対するフィードバックの方法

アクティブラーニングⅠｂ



授業内に教員から課題や発表に対するフィードバックを行う。

成績評価の方法・基準（方針）

授業内での評価（50%）では、授業への取り組み、グループでのディスカッションやアウトプットへの貢献、授業
ノートの作成を評価する。授業外での評価（10％）では、資料の準備や情報整理といったリサーチを遅延なく進
める取り組みを評価する。定期試験に代わるレポート（40％）として、リサーチプロジェクトテーマ発表資料、
最終発表資料を評価する。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

50

10

0

40

0

評価方法・割合

授業への取り組み、グループへの貢献、授業ノート（50）

リサーチに必要な情報収集などの調査や準備活動（10）

リサーチプロジェクトテーマ発表資料、最終発表資料（40）

評価対象となる到達目標

1,2,3

1,2

1,2

テキスト 3訂大学学びのことはじめ/佐藤智明他/ナカニシヤ出版/1900/978-4-7795-0838-7

参考書 必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 ・テキスト、ノートを毎回持参すること。
・アクティブラーニングとして提示された研究課題に対して、主体的・積極的な態度での参画が求めら
れる。
・授業計画は、施設・設備の関係から、クラスによって実施時期・内容が異なることがある。
・アクティブラーニングのテーマや課題は、クラスによって異なるため、教員の指示に従って取組むこと。

アクティブラーニングⅠｂ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16313805

アクティブラーニングⅠｂ

望月　拓実

望月　拓実

1年

授業の目的・概要

アクティブラーニングⅠｂでは、社会課題の解決に取り組む企業事例に焦点を当てる。大企業、中小企業、ベン
チャービジネス、スポーツビジネスなど様々な事業形態や事業領域から、ビジネスとして社会課題の解決に取り
組む企業の経営活動の研究を、リサーチプロジェクトとして取り組む。
リサーチプロジェクトを通じて企業経営の実相を把握し、そこから課題を見つけて自分の意見を形成していく力
の習得を目指す。それは、将来的に経営活動において活躍するために必要な基本的なスキルであり、これから経
営学を学ぶ学生にとっては理論と実践を結びつける視点となるものである。また、経営経済学部にある5コースの
学修内容についても理解を深め、主専攻・副専攻の選択を行う。

到達目標

1. さまざまな立場から社会課題の解決に取り組む企業の目的や具体的な方法を解釈し説明することができる。
2. リサーチについての基本的なステップについて理解し、その推進を自主的に行うことができる。
3. 経営経済学部5コースで取り組むテーマや学修内容について理解し、選択できる。

授業計画

【第1回】
授業ガイダンス
授業目的の説明
リサーチプロジェクト・オリエンテーション（テキストを使用して説明）
【第2回】
ビジネスパーソン講演会・事前教育
講演者が所属する企業や業界について、教員のガイダンスにより調査し、授業ノートにまとめる。
【第3回】
ビジネスパーソン講演会
講演内容を聞き、要約し、質問を行うことにより、経営の実態やビジネスパーソンの具体的な取り組みについて
理解を深める。また、講演内容を授業ノートにまとめる。
【第4回】
リサーチプロジェクト：テーマ設定１
リサーチとして取り組むテーマ設定のため、関連する社会課題のデータや企業事例を調査し、授業ノートにまと
める。
（以下、リサーチプロジェクトの進行については、担当教員の裁量とする。）
【第5回】
リサーチプロジェクト：テーマ設定２
リサーチとして取り組むテーマを、関連する社会課題のデータや企業事例を調査して決定する。
調査内容を授業ノートにまとめる。
【第6回】
リサーチプロジェクト：テーマ発表
リサーチとして取り組む社会課題テーマおよびリサーチ計画を、背景説明のデータとともに発表し、教員より
フィードバックを受ける。学生は、発表資料を提出する。
【第7回】
リサーチプロジェクト：リサーチの実施１
テーマとして選んだ社会課題に取り組む企業の事例をリサーチする。調査内容を授業ノートにまとめる。
必要に応じて教員からアドバイスを受ける。
【第8回】
リサーチプロジェクト：リサーチの実施2
テーマとして選んだ社会課題に取り組む企業の事例をリサーチする。調査内容を授業ノートにまとめる。
必要に応じて教員からアドバイスを受ける。
【第9回】
リサーチプロジェクト：リサーチの実施3
テーマとして選んだ社会課題に取り組む企業の事例をリサーチする。調査内容を授業ノートにまとめる。
必要に応じて教員からアドバイスを受ける。
【第10回】
リサーチプロジェクト：リサーチの実施4
テーマとして選んだ社会課題に取り組む企業の事例をリサーチする。調査内容を授業ノートにまとめる。
必要に応じて教員からアドバイスを受ける。発表資料を準備し、発表練習を行う。
【第11回】
リサーチプロジェクト：リサーチの実施5
テーマとして選んだ社会課題に取り組む企業の事例をリサーチする。調査内容を授業ノートにまとめる。
必要に応じて教員からアドバイスを受ける。発表資料を準備し、発表練習を行う。
【第12回】
リサーチプロジェクト：最終発表１

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

アクティブラーニングⅠｂ



社会課題の解決に取り組む企業の実践事例について発表する。
発表内容、発表態度について、教員や学生からフィードバックを行う。
発表資料を提出する。
【第13回】
リサーチプロジェクト：最終発表2
社会課題の解決に取り組む企業の実践事例について発表する。
発表内容、発表態度について、教員や学生からフィードバックを行う。
発表資料を提出する。
【第14回】
コース選択説明会（経営学科・経済学科合同）
各コースに所属する担当教員またはコース主任より、各コースでの学修内容や将来の進路について説明を行う。
経営学科：企業経営・マーケティングコース、ベンチャービジネスコース、スポーツビジネスコース
経済学科：金融・経済コース、公共人材・公務員コース
コース選択調査の実施（最終決定）
【第15回】
アクティブラーニングⅠｂの振り返り（内容は担当教員の裁量）
授業評価アンケート

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

【第1回】
①事前学修課題：授業概要を一読する。（1.5時間）
②事後学修課題：オリエンテーションの内容を復習する。（2.5時間）
【第2回】
①事前学修課題：講演者の企業や業界について予習する。（1.5時間）
②事後学修課題：授業内容を振り返り、情報を整理し、授業ノートにまとめる。（2.5時間）
【第3回】
①事前学修課題：講演者の企業や業界について予習する。（1.5時間）
②事後学修課題：授業内容を振り返り、情報を整理し、授業ノートにまとめる。（2.5時間）
【第4回】
①事前学修課題：テーマ設定に必要な情報を検索し、リサーチの準備を行う。（1.5時間）
②事後学修課題：授業内容を踏まえ、テーマ設定に必要な情報をさらに検索して授業ノートにまとめる。（2.5時
間）
【第5回】
①事前学修課題：テーマ設定に必要な情報を検索し、リサーチの準備を行う。（1.5時間）
②事後学修課題：授業内容を踏まえ、テーマ設定に必要な情報をさらに検索して授業ノートにまとめる。（2.5時
間）
【第6回】
①事前学修課題：テーマ発表の準備を行う。（1.5時間）
②事後学修課題：テーマ発表のフィードバックを踏まえて課題を授業ノートにまとめる。（2.5時間）
【第7回】
①事前学修課題：情報収集や調査など授業で取り組むリサーチに必要な準備を授業ノートにまとめる。（1.5時
間）
②事後学修課題：授業内容を踏まえ、必要な課題に取り組む。（2.5時間）
【第8回】
①事前学修課題：情報収集や調査など授業で取り組むリサーチに必要な準備を授業ノートにまとめる。（1.5時
間）
②事後学修課題：授業内容を踏まえ、必要な課題に取り組む。（2.5時間）
【第9回】
①事前学修課題：情報収集や調査など授業で取り組むリサーチに必要な準備を授業ノートにまとめる。（1.5時
間）
②事後学修課題：中間発表のフィードバックを踏まえ、必要な課題に取り組む。（2.5時間）
【第10回】
①事前学修課題：情報収集や調査など授業で取り組むリサーチに必要な準備を授業ノートにまとめる。（1.5時
間）
②事後学修課題：最終発表に向け、必要な課題に取り組む。（2.5時間）
【第11回】
①事前学修課題：情報収集や調査など授業で取り組むリサーチに必要な準備を授業ノートにまとめる。（1.5時
間）
②事後学修課題：最終発表に向け、必要な課題に取り組む。（2.5時間）
【第12回】
①事前学修課題：発表資料の準備など、最終発表に必要な準備を行う。（1.5時間）
②事後学修課題：教員や学生からのフィードバックを理解し、リサーチを振り返る。（2.5時間）
【第13回】
①事前学修課題：発表資料の準備など、最終発表に必要な準備を行う。（1.5時間）
②事後学修課題：教員や学生からのフィードバックを理解し、リサーチを振り返る。（2.5時間）
【第14回】
①事前学修課題：主専攻や副専攻の選択に必要な情報を予習する。（1.5時間）
②事後学修課題：コース選択についての情報を整理し、コース選択を行う。（2.5時間）
【第15回】
①事前学修課題：授業全体の振り返りを行い、発表できるように準備する。（1.5時間）
②事後学修課題：授業全体の学修内容を確認する。（2.5時間）

課題に対するフィードバックの方法

アクティブラーニングⅠｂ



授業内に教員から課題や発表に対するフィードバックを行う。

成績評価の方法・基準（方針）

授業内での評価（50%）では、授業への取り組み、グループでのディスカッションやアウトプットへの貢献、授業
ノートの作成を評価する。授業外での評価（10％）では、資料の準備や情報整理といったリサーチを遅延なく進
める取り組みを評価する。定期試験に代わるレポート（40％）として、リサーチプロジェクトテーマ発表資料、
最終発表資料を評価する。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

50

10

0

40

0

評価方法・割合

授業への取り組み、グループへの貢献、授業ノート（50）

リサーチに必要な情報収集などの調査や準備活動（10）

リサーチプロジェクトテーマ発表資料、最終発表資料（40）

評価対象となる到達目標

1,2,3

1,2

1,2

テキスト 3訂大学学びのことはじめ/佐藤智明他/ナカニシヤ出版/1900/978-4-7795-0838-7

参考書 必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 ・テキスト、ノートを毎回持参すること。
・アクティブラーニングとして提示された研究課題に対して、主体的・積極的な態度での参画が求めら
れる。
・授業計画は、施設・設備の関係から、クラスによって実施時期・内容が異なることがある。
・アクティブラーニングのテーマや課題は、クラスによって異なるため、教員の指示に従って取組むこと。

アクティブラーニングⅠｂ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

10305501

インターンシップⅠ(ビジネスリーダー養成プログラム)

近藤　浩章

近藤　浩章

1年

授業の目的・概要

本プログラムは、本学とパナソニック株式会社オペレーショナルエクセレンス社とのビジネスパートナー契約に
基づき、将来の企業の中核⼈材育成を⽬指すプログラムとして、実施されるものです。 内容は、当該企業の社員
研修を学⽣向けにアレンジしたもので、①社会⼈として必要な素養と態度、③仕事に対する真摯な姿勢、③課題
対応に取り組むリーダーシップ等を学びます。授業は、ビジネス経験豊富なパナソニック講師により、主にパナ
ソニックの研修施設で⾏います

到達目標

本授業の受講により、以下のことができるようになります。
1.  仕事とは何かを企業の経営理念と関連付けて考える。
2.  ビジネスの現場を体験し、必要なスキルを知る。 
3.  マーケティングをはじめビジネスの創出に必要な知識と態度を習得する。 
4.   グループで⽬標を達成するためのリーダーシップ・フォロワーシップといった行動規範を習得する。

授業計画

（授業内容は変更することがあります。） 
【第１回】オリエンテーション 
受講の心構えおよびビジネスの現場について学ぶ。 
【第２回】ビジネスの基本① 
チームメンバー間の価値観共有と運営のルール作りを行う。
【第3回】ビジネスの基本② 
課題に対する論理的思考力と説得⼒をつけるためのプレゼンテーション・スキルを学ぶ。
【第4・5回】経営理念 
企業にとって経営理念とはどのようなものか、パナソニックや他社の事例に学ぶ。 
【第6・７・８回】マーケティング 
企業がその使命を果たすため、社会課題に対応する製品・サービスの創出を課題とし、マーケティング・プロセ
スに沿って仮説をたてる。 
【第9・10・11回】プロジェクトの実行 
仮説を具現化するプロジェクトを計画し、計画に沿って製品・サービスの提言をまとめる。
【第12回】中間発表 与えられた課題について、中間発表を⾏う。 
【第13回・14回】中間発表でのフィードバックをもとに、提言を修正し、最終化する。
【第15回】最終発表 与えられた課題について、最終発表を⾏う。
※第12回終了後、最終発表までの期間中、各グループにおいて発表に向けての準備が求められる。

事前事後の学習

必要に応じて、担当教員より指示する。

【第１回～5回】　
事前学習：『松下幸之助「⼀⽇⼀話」』の精読と担当部分の予習をおこなう。（1.5時間）
事後学修：日報を記入し、自分自身の学びと成長の確認を行なう。また、講師からのフィードバックを理解す
る。（2.5時間）
【第6回～11回】　
事前学習：上記に加え、課題に対する仮説構築のための市場調査、消費者インタビュー、2次データの収集を行
う。（1.5時間）
事後学修：収集したデータの整理と分析を行う。（2.5時間）
【第12回】
事前学習：中間発表のための資料作成を行う。（1.5時間）
事後学修：教員のフィードバックを参考に、発表資料を修正する。（2.5時間）
【第13回・14回】　
事前学習：中間発表の準備を行う。（1.5時間）
事後学修：中間発表でのフィードバックに基づき、資料を修正し発表練習を行う。（2.5時間）
【第15回】　
事前学習：最終発表のための資料作成を行う。 （1.5時間）
事後学修：最終発表で得たフィードバックを振り返り、理解する。（2.5時間）

課題に対するフィードバックの方法

授業の中で、教員や講師から発表内容や計画内容に対してフィードバックを⾏います。

成績評価の方法・基準（方針）

授業種別

開講期

実習

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

インターンシップⅠ(ビジネスリーダー養成プログラム)



授業および課題発表への取組み姿勢、積極性および⾏動⼒を重視します。 評価項⽬は、以下のとおりです。 
授業内での評価（50%）として、プロジェクトの目標達成に向けた行動、グループワークでの発言・提案、他者支
援活動を評価します。
授業外での評価（20%）として、プロジェクト推進のための調査活動や情報の収集、グループでの発表の準備活動
を評価します。
定期試験に代わるレポートなどの評価（30%）として、プロジェクトの成果発表内容を評価します。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

50

20

0

30

0

評価方法・割合

プロジェクトの目標達成に向けた行動、グループワークでの
発言・提案、他者支援活動（50）

プロジェクト推進のための調査活動や情報の収集、グルー
プでの発表の準備活動（20）

プロジェクトの成果発表内容（30）

評価対象となる到達目標

1, 2, 3, 4

2,3

1,2,3,4

テキスト 『松下幸之助「⼀⽇⼀話」』/PHP総合研究所／編/PHP研究所/741/9784569572673

参考書 参考書は必要に応じて教員より提示する。

履修条件・他の科目との関連 マーケティング論の履修が望ましい。また、セミナーⅡa、bおよびサブセミナーでのリサーチプロジェクトの
取り組み姿勢や成果により、履修者を選抜します。（定員20名）

インターンシップⅠ(ビジネスリーダー養成プログラム)



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16307101

ミクロ経済学Ⅰ

藤澤　宜広

藤澤　宜広

2年

授業の目的・概要

 ミクロ経済学は、個々の家計や企業がどのように意思決定を行い、それらが相互にどのように関わり合うかを
研究する学問です。マクロ経済学とあわせて、これから⼤学で学ぶ経済学のほとんどすべての分野の基礎となり
ます。
 この講義の体系としては、まず、ほとんどの分野の経済学に共通した考え方を学ぶことから議論を始め、次第
に皆さんをミクロ経済学の世界へと誘います。需要と供給、価格メカニズム、市場の効率性などの基本的な概念
を前提にして、企業行動、消費者行動など、順次議論を展開していきます。

到達目標

1．ミクロ経済に関するニュースに関⼼を持つようになる。
2．ミクロ経済学に関する基本モデルを理解できるようになる。
3．ミクロ経済に関するニュースで取り扱われている内容やその背景に対して経済学的な論理で批判的に考察でき
るようになる。

授業計画

【第01回】第01章　ミクロ経済学の冒険（1）：ミクロ経済学の枠組み
【第02回】第02章　需要と供給（1）：市場均衡
【第03回】第02章　需要と供給（2）：弾力性
【第04回】第03章　需要と供給のツールを使って市場を分析する（1）：消費者余剰と生産者余剰
【第05回】第03章　需要と供給のツールを使って市場を分析する（2）：価格規制、税金、補助金
【第06回】第04章　消費者行動（1）：無差別曲線
【第07回】第04章　消費者行動（2）：消費者の所得と予算制約線
【第08回】第05章　個人の需要と市場の需要（1）：価格変化が消費選択に及ぼす影響
【第09回】第05章　個人の需要と市場の需要（2）：個人の需要曲線を結合して市場の需要曲線をつくる
【第10回】第06章　生産者行動（1）：企業の費用最小化問題
【第11回】第06章　生産者行動（2）：規模に関する収穫
【第12回】第07章　費用（1）：費用と費用曲線
【第13回】第07章　費用（2）：平均費用と限界費用
【第14回】第08章　競争市場における供給（1）：完全競争市場における利潤最大化
【第15回】第08章　競争市場における供給（1）：短期の完全競争

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

 授業（１回につき２時間として計算）と事前事後のあわせて１単位あたり４５時間が必要です。各回を通じ
て、
【事前】テキストに目を通し、重要事項を把握しておく。またわからない内容については質問できるように準備
しておく。
【事後】授業中に学んだ内容の要点、感想、わからない内容を記録しておく。
　その他、ミクロ経済に関するニュースに触れるようにしましょう。予習も重要ですが、復習により時間を割き
ましょう。不定期に実施する小テストとその解説を通じて理解度を確認して下さい。

課題に対するフィードバックの方法

 授業の中で確認し、理解を深めます。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点以上を合格とし、所定の単位を認定する。正当な理由のな
い欠席4回以上または課題未提出の場合は「K」評価とする。

授業種別

開講期

講義

前期 単位数 2単位

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

評価割合
（％）

60

0

0

40

評価方法・割合

授業の感想文（10）、小テスト（30）、授業内課題（20）

課題レポート（40）

評価対象となる到達目標

1、2

2、3

実務家教員による授業 －

ミクロ経済学Ⅰ



その他 0

テキスト レヴィット・グールズビー・サイヴァーソン『レヴィット　ミクロ経済学　基礎編』東洋経済新報社、2017年
5月、本体3,200円＋税、ISBN-13: 978-4492314951。

参考書 神取道宏『ミクロ経済学の力』日本評論社、2014年9月、本体3,200円＋税、ISBN-13: 978-
4535557567。
神取道宏『ミクロ経済学の技』日本評論社、2018年4月、本体1,700円＋税、ISBN-13: 978-
4535558960。
伊藤元重『ミクロ経済学』〔第3版〕日本評論社、2018年2月、本体3,000円＋税、ISBN-13: 978-
4535558441。
尾山・安田『経済学で出る数学: 高校数学からきちんと攻める』〔改訂版〕日本評論社、2013年3
月、本体2,100円＋税、

履修条件・他の科目との関連  「経済学入門」を単位修得済みであることが望ましいです。

ミクロ経済学Ⅰ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16307201

ミクロ経済学Ⅱ

藤澤　宜広

藤澤　宜広

2年

授業の目的・概要

 ミクロ経済学は、個々の家計や企業がどのように意思決定を行い、それらが相互にどのように関わり合うかを
研究する学問です。マクロ経済学とあわせて、これから⼤学で学ぶ経済学のほとんどすべての分野の基礎となり
ます。
 前期のミクロ経済学Ⅰでは、まず、ほとんどの分野の経済学に共通した考え方を学ぶことから議論を始め、需
要と供給、価格メカニズム、市場の効率性などの基本的な概念を前提にして、企業行動、消費者行動など、順次
議論を展開しています。
　ミクロ経済学IIでは、ミクロ経済学Iで考えられた知識を土台にして、不完全競争、ゲーム理論、外部性や公共
財などのテーマを取り扱います。

到達目標

1．ミクロ経済に関するニュースに関⼼を持つようになる。
2．ミクロ経済学に関する基本モデルを理解できるようになる。
3．ミクロ経済に関するニュースで取り扱われている内容やその背景に対して経済学的な論理で批判的に考察でき
るようになる。

授業計画

【第01回】第09章　市場支配力と独占（1）：市場支配力の源泉
【第02回】第09章　市場支配力と独占（2）：市場支配力を持つ企業の利潤最大化
【第03回】第10章　市場支配力と価格戦略（1）：直接の価格差別
【第04回】第10章　市場支配力と価格戦略（2）：間接の価格差別
【第05回】第11章　不完全競争（1）：同一財の寡占市場
【第06回】第11章　不完全競争（2）：差別化された財の寡占市場
【第07回】第12章　ゲーム理論（1）：ナッシュ均衡
【第08回】第12章　ゲーム理論（2）：繰り返しゲーム
【第09回】第14章　一般均衡（1）：市場の効率性
【第10回】第14章　一般均衡（2）：厚生経済学の定理
【第11回】第15章　情報の非対称性（1）：レモンの問題と逆淘汰
【第12回】第15章　情報の非対称性（2）：モラルハザード
【第13回】第16章　外部性と公共財（1）：外部性
【第14回】第16章　外部性と公共財（2）：公共財
【第15回】第17章　行動経済学と実験経済学

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

 授業（１回につき２時間として計算）と事前事後のあわせて１単位あたり４５時間が必要です。各回を通じ
て、
【事前】テキストに目を通し、重要事項を把握しておく。またわからない内容については質問できるように準備
しておく。
【事後】授業中に学んだ内容の要点、感想、わからない内容を記録しておく。
　その他、ミクロ経済に関するニュースに触れるようにしましょう。予習も重要ですが、復習により時間を割き
ましょう。不定期に実施する小テストとその解説を通じて理解度を確認して下さい。

課題に対するフィードバックの方法

 授業の中で確認し、理解を深めます。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点以上を合格とし、所定の単位を認定する。正当な理由のな
い欠席4回以上または課題未提出の場合は「K」評価とする。

授業種別

開講期

講義

後期 単位数 2単位

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

評価割合
（％）

60

0

0

評価方法・割合

授業の感想文（10）、小テスト（30）、授業内課題（20）

評価対象となる到達目標

1、2

実務家教員による授業 －

ミクロ経済学Ⅱ



定期試験に代わるレポート等

その他

40

0

課題レポート（40） 2、3

テキスト レヴィット・グールズビー・サイヴァーソン『レヴィット　ミクロ経済学　発展編』東洋経済新報社、2018年
2月、本体3,600円＋税、ISBN-13: 978-4492315002。

参考書 レヴィット・グールズビー・サイヴァーソン『レヴィット　ミクロ経済学　基礎編』東洋経済新報社、2017年
5月、本体3,200円＋税、ISBN-13: 978-4492314951。
神取道宏『ミクロ経済学の力』日本評論社、2014年9月、本体3,200円＋税、ISBN-13: 978-
4535557567。
神取道宏『ミクロ経済学の技』日本評論社、2018年4月、本体1,700円＋税、ISBN-13: 978-
4535558960。
伊藤元重『ミクロ経済学』〔第3版〕日本評論社、2018年2月、本体3,00

履修条件・他の科目との関連  「経済学入門」を単位修得済み、かつ「ミクロ経済学Ⅰ」を単位取得済みであることが望ましいで
す。

ミクロ経済学Ⅱ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16307102

ミクロ経済学Ⅰ

藤澤　宜広

藤澤　宜広

2年

授業の目的・概要

 ミクロ経済学は、個々の家計や企業がどのように意思決定を行い、それらが相互にどのように関わり合うかを
研究する学問です。マクロ経済学とあわせて、これから⼤学で学ぶ経済学のほとんどすべての分野の基礎となり
ます。
 この講義の体系としては、まず、ほとんどの分野の経済学に共通した考え方を学ぶことから議論を始め、次第
に皆さんをミクロ経済学の世界へと誘います。需要と供給、価格メカニズム、市場の効率性などの基本的な概念
を前提にして、企業行動、消費者行動など、順次議論を展開していきます。

到達目標

1．ミクロ経済に関するニュースに関⼼を持つようになる。
2．ミクロ経済学に関する基本モデルを理解できるようになる。
3．ミクロ経済に関するニュースで取り扱われている内容やその背景に対して経済学的な論理で批判的に考察でき
るようになる。

授業計画

【第01回】第01章　ミクロ経済学の冒険（1）：ミクロ経済学の枠組み
【第02回】第02章　需要と供給（1）：市場均衡
【第03回】第02章　需要と供給（2）：弾力性
【第04回】第03章　需要と供給のツールを使って市場を分析する（1）：消費者余剰と生産者余剰
【第05回】第03章　需要と供給のツールを使って市場を分析する（2）：価格規制、税金、補助金
【第06回】第04章　消費者行動（1）：無差別曲線
【第07回】第04章　消費者行動（2）：消費者の所得と予算制約線
【第08回】第05章　個人の需要と市場の需要（1）：価格変化が消費選択に及ぼす影響
【第09回】第05章　個人の需要と市場の需要（2）：個人の需要曲線を結合して市場の需要曲線をつくる
【第10回】第06章　生産者行動（1）：企業の費用最小化問題
【第11回】第06章　生産者行動（2）：規模に関する収穫
【第12回】第07章　費用（1）：費用と費用曲線
【第13回】第07章　費用（2）：平均費用と限界費用
【第14回】第08章　競争市場における供給（1）：完全競争市場における利潤最大化
【第15回】第08章　競争市場における供給（1）：短期の完全競争

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

 授業（１回につき２時間として計算）と事前事後のあわせて１単位あたり４５時間が必要です。各回を通じ
て、
【事前】テキストに目を通し、重要事項を把握しておく。またわからない内容については質問できるように準備
しておく。
【事後】授業中に学んだ内容の要点、感想、わからない内容を記録しておく。
　その他、ミクロ経済に関するニュースに触れるようにしましょう。予習も重要ですが、復習により時間を割き
ましょう。不定期に実施する小テストとその解説を通じて理解度を確認して下さい。

課題に対するフィードバックの方法

 授業の中で確認し、理解を深めます。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点以上を合格とし、所定の単位を認定する。正当な理由のな
い欠席4回以上または課題未提出の場合は「K」評価とする。

授業種別

開講期

講義

前期 単位数 2単位

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

評価割合
（％）

60

0

0

40

評価方法・割合

授業の感想文（10）、小テスト（30）、授業内課題（20）

課題レポート（40）

評価対象となる到達目標

1、2

2、3

実務家教員による授業 －

ミクロ経済学Ⅰ



その他 0

テキスト レヴィット・グールズビー・サイヴァーソン『レヴィット　ミクロ経済学　基礎編』東洋経済新報社、2017年
5月、本体3,200円＋税、ISBN-13: 978-4492314951。

参考書 神取道宏『ミクロ経済学の力』日本評論社、2014年9月、本体3,200円＋税、ISBN-13: 978-
4535557567。
神取道宏『ミクロ経済学の技』日本評論社、2018年4月、本体1,700円＋税、ISBN-13: 978-
4535558960。
伊藤元重『ミクロ経済学』〔第3版〕日本評論社、2018年2月、本体3,000円＋税、ISBN-13: 978-
4535558441。
尾山・安田『経済学で出る数学: 高校数学からきちんと攻める』〔改訂版〕日本評論社、2013年3
月、本体2,100円＋税、

履修条件・他の科目との関連  「経済学入門」を単位修得済みであることが望ましいです。

ミクロ経済学Ⅰ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16307202

ミクロ経済学Ⅱ

藤澤　宜広

藤澤　宜広

2年

授業の目的・概要

 ミクロ経済学は、個々の家計や企業がどのように意思決定を行い、それらが相互にどのように関わり合うかを
研究する学問です。マクロ経済学とあわせて、これから⼤学で学ぶ経済学のほとんどすべての分野の基礎となり
ます。
 前期のミクロ経済学Ⅰでは、まず、ほとんどの分野の経済学に共通した考え方を学ぶことから議論を始め、需
要と供給、価格メカニズム、市場の効率性などの基本的な概念を前提にして、企業行動、消費者行動など、順次
議論を展開しています。
　ミクロ経済学IIでは、ミクロ経済学Iで考えられた知識を土台にして、不完全競争、ゲーム理論、外部性や公共
財などのテーマを取り扱います。

到達目標

1．ミクロ経済に関するニュースに関⼼を持つようになる。
2．ミクロ経済学に関する基本モデルを理解できるようになる。
3．ミクロ経済に関するニュースで取り扱われている内容やその背景に対して経済学的な論理で批判的に考察でき
るようになる。

授業計画

【第01回】第09章　市場支配力と独占（1）：市場支配力の源泉
【第02回】第09章　市場支配力と独占（2）：市場支配力を持つ企業の利潤最大化
【第03回】第10章　市場支配力と価格戦略（1）：直接の価格差別
【第04回】第10章　市場支配力と価格戦略（2）：間接の価格差別
【第05回】第11章　不完全競争（1）：同一財の寡占市場
【第06回】第11章　不完全競争（2）：差別化された財の寡占市場
【第07回】第12章　ゲーム理論（1）：ナッシュ均衡
【第08回】第12章　ゲーム理論（2）：繰り返しゲーム
【第09回】第14章　一般均衡（1）：市場の効率性
【第10回】第14章　一般均衡（2）：厚生経済学の定理
【第11回】第15章　情報の非対称性（1）：レモンの問題と逆淘汰
【第12回】第15章　情報の非対称性（2）：モラルハザード
【第13回】第16章　外部性と公共財（1）：外部性
【第14回】第16章　外部性と公共財（2）：公共財
【第15回】第17章　行動経済学と実験経済学

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

 授業（１回につき２時間として計算）と事前事後のあわせて１単位あたり４５時間が必要です。各回を通じ
て、
【事前】テキストに目を通し、重要事項を把握しておく。またわからない内容については質問できるように準備
しておく。
【事後】授業中に学んだ内容の要点、感想、わからない内容を記録しておく。
　その他、ミクロ経済に関するニュースに触れるようにしましょう。予習も重要ですが、復習により時間を割き
ましょう。不定期に実施する小テストとその解説を通じて理解度を確認して下さい。

課題に対するフィードバックの方法

 授業の中で確認し、理解を深めます。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点以上を合格とし、所定の単位を認定する。正当な理由のな
い欠席4回以上または課題未提出の場合は「K」評価とする。

授業種別

開講期

講義

後期 単位数 2単位

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

評価割合
（％）

60

0

0

評価方法・割合

授業の感想文（10）、小テスト（30）、授業内課題（20）

評価対象となる到達目標

1、2

実務家教員による授業 －

ミクロ経済学Ⅱ



定期試験に代わるレポート等

その他

40

0

課題レポート（40） 2、3

テキスト レヴィット・グールズビー・サイヴァーソン『レヴィット　ミクロ経済学　発展編』東洋経済新報社、2018年
2月、本体3,600円＋税、ISBN-13: 978-4492315002。

参考書 レヴィット・グールズビー・サイヴァーソン『レヴィット　ミクロ経済学　基礎編』東洋経済新報社、2017年
5月、本体3,200円＋税、ISBN-13: 978-4492314951。
神取道宏『ミクロ経済学の力』日本評論社、2014年9月、本体3,200円＋税、ISBN-13: 978-
4535557567。
神取道宏『ミクロ経済学の技』日本評論社、2018年4月、本体1,700円＋税、ISBN-13: 978-
4535558960。
伊藤元重『ミクロ経済学』〔第3版〕日本評論社、2018年2月、本体3,00

履修条件・他の科目との関連  「経済学入門」を単位修得済み、かつ「ミクロ経済学Ⅰ」を単位取得済みであることが望ましいで
す。

ミクロ経済学Ⅱ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16307301

ミクロ経済学演習

堀　要

堀　要

カリキュラムによる

授業の目的・概要

この授業は公務員試験や大学院入試、各種資格試験で経済学を受験する学生のための授業です。
　公務員試験を受験する人にとっては、学期の前半で経済学の試験自体は終わってしまっていることになるの
で、今年度は授業の内容を一新します。
　公務員試験開始前の4月中に、ミクロ経済学全般の公務員試験レベルの練習問題を解いてもらい、受講生の皆さ
んの不得意分野を洗い出します。1週遅れで前週の練習問題の解答を解説するとともに、不得意分野について、5
月の早い回で詳しく解説します。
　6月以降は、論理的思考能力を鍛えるため『「原因と結果」の経済学』という本を読んでいきます。
　なお、この授業では試験問題を解くためのテクニックの類は教えません。
　また、この授業は 、オンデマンド型の遠隔授業となります。リアルタイム型の遠隔授業（授業時間に Zoom で
参加する方法）ではなく、講義を録画した動画を一定期間中に視聴し、所定の課題を提出していただく形で実施
する予定です。

到達目標

１．公務員試験等の経済学の問題を解ける実力をつける。
２．因果推論の考え方を学んで、論理的な議論ができる力を身につける。

授業計画

第1回から第3回については、演習問題を配布するので、授業視聴後、当日中に何も見ないで解答し、それをス
キャンするなどして Google Classroom に提出してもらいます。第2回から第4回については、前週配布した演習
問題の解答を解説するとともに、新たな問題をレポートとして出しますので、次の授業までに Google 
Classroom に提出してもらいます。したがって、第1回から第3回は授業日に視聴、演習問題を解答する必要があ
ります。
【第１回】　イントロダクションと弱点発見のための演習問題（１）配布→当日中に解答、提出
　　　　　　演習問題（１）の内容：消費者理論、企業理論、余剰分析
【第２回】　演習問題（１）の解答解説と演習問題（２）配布→当日中に解答、提出
　　　　　　演習問題（２）の内容：独占、ゲーム理論、複占
【第３回】　演習問題（２）の解答解説と演習問題（３）配布→当日中に解答、提出
　　　　　　演習問題（３）の内容：自然独占、外部性、公共財
【第４回】　演習問題（３）の解答解説

第5回と第6回については、演習問題（１）～（３）の受講生の解答を見て、苦手そうな分野のより詳しい解説を
行います。
【第５回】　苦手分野の解説（１）分野はレポートを見て決定
【第６回】　苦手分野の解説（２）分野はレポートを見て決定

第7回以降は、『「原因と結果」の経済学』をテキストに、因果関係の推論を学び、論理的思考力を高めます。
【第７回】　『「原因と結果」の経済学』　はじめに
【第８回】　『「原因と結果」の経済学』　第1章
【第９回】　『「原因と結果」の経済学』　第２章　ランダム化比較試験
【第10回】　『「原因と結果」の経済学』　第３章　自然実験
【第11回】　『「原因と結果」の経済学』　第４章　差の差
【第12回】　『「原因と結果」の経済学』　第５章　操作変数法
【第13回】　『「原因と結果」の経済学』　第６章　回帰不連続デザイン
【第14回】　『「原因と結果」の経済学』　第７章　マッチング法

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

第1 回
【事前】　ミクロ経済学の教科書の消費者理論、企業理論、余剰分析の部分を読んで予習しておく 4.0 時間
【事後】　配布する演習問題（１）を何も見ないで解答し、スキャンするなどして当日中に Google Classroom 
に提出　2.0時間
第2 回
【事前】　ミクロ経済学の教科書の独占、ゲーム理論、複占の部分を読んで予習しておく 4.0 時間
【事後】　配布する演習問題（２）を何も見ないで解答し、スキャンするなどして当日中に Google Classroom 
に提出
　　　　　消費者理論、企業理論、余剰分析についての問題をレポートとして課すので、5日間くらいの間に提出
　4.0時間
第3 回

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

ミクロ経済学演習



【事前】　ミクロ経済学の教科書の自然独占、外部性、公共財の部分を読んで予習しておく 4.0 時間
【事後】　配布する演習問題（３）を何も見ないで解答し、スキャンするなどして当日中に Google Classroom 
に提出
　　　　　独占、ゲーム理論、複占についての問題をレポートとして課すので、5日間くらいの間に提出　4.0時
間
第4 回
【事前】　前回出した演習問題（３）を復習しておく 2.0時間
【事後】　自然独占、外部性、公共財についての問題をレポートとして課すので、5日間くらいの間に提出　2.0
時間
第5 回
【事前】　演習問題（１）～（３）を確認して、自分の苦手な分野を発見する 2.0時間
【事後】　授業内容を復習する　2.0 時間
第6 回
【事前】　演習問題（１）～（３）を確認して、自分の苦手な分野を発見する 　2.0時間
【事後】　授業内容を復習する 2.0 時間
第7 回
【事前】　教科書の「はじめに」を読んで予習しておく 2.0時間
【事後】　授業での議論を振り返って整理する 2.0 時間
第8 回
【事前】　教科書の第１章を読んで予習しておく2.0時間
【事後】　授業での議論を振り返って整理する 2.0 時間
第9 回
【事前】　教科書の第２章を読んで予習しておく2.0時間
【事後】　授業での議論を振り返って整理する 2.0 時間
第10 回
【事前】　教科書の第３章を読んで予習しておく 2.0時間
【事後】　授業での議論を振り返って整理する　2.0 時間
第11 回
【事前】　教科書の第４章を読んで予習しておく　2.0時間
【事後】　授業での議論を振り返って整理する　2.0 時間
第12 回
【事前】　教科書の第5章を読んで予習しておく　2.0時間
【事後】　授業での議論を振り返って整理する　2.0 時間
第13 回
【事前】　教科書の第6章を読んで予習しておく　2.0時間
【事後】　授業での議論を振り返って整理する　2.0 時間
第14 回
【事前】　教科書の第7章を読んで予習しておく　2.0時間
【事後】　授業での議論を振り返って整理する　2.0 時間
第15 回
【事前】　教科書の第8章を読んで予習しておく　2.0時間
【事後】　レポートによる試験予定。 3.0 時間

課題に対するフィードバックの方法

計算問題については解答例を次の時間に示し、解説する。
また、成績に関する質問があれば回答する。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示すとおり、授業期間中に実施される課題・レポートと、期末試験（レポート）の評価結果に基づき総合
的に判定のうえ、60 点以上を合格とし、所定の単位を認定する。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

0

80

0

20

0

評価方法・割合

授業期間中に8回程度（予定）レポートを課すので、それ
によって評価する。

最終授業時にまとめ的なテーマのレポートを出すので、それ
によって評価する。

評価対象となる到達目標

1, 2

1, 2

テキスト 中室牧子、 津川友介『「原因と結果」の経済学』　ダイヤモンド社，978-4478039472，1760円

参考書 『公務員試験 新スーパー過去問ゼミ　ミクロ経済学』のような公務員試験の過去問を掲載した本を
使って多くの問題演習をしてください。

履修条件・他の科目との関連 ミクロ経済学を履修済みであることが必要です。

ミクロ経済学演習



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16307401

マクロ経済学Ⅰ

村上　敬進

村上　敬進

2年

授業の目的・概要

この授業はマクロ経済学を通じて経済学的思考を養い、経済学の応用分野の講義を学習するための基礎を身に付
けることを目的とします。マクロ経済学は経済全体を分析する学問であり、新聞の経済欄の記事を読む上でも、
社会人として景気動向を把握するためにも役立つ学問です。この授業では特に価格調整メカニズムが作用しない
短期のマクロ経済学に焦点を当てます。経済の活動水準を適切に把握するために、まず、GDP、物価などの経済を
理解する上で重要な諸変数の解説をします。次にGDPの決定、景気変動、失業、財政政策および金融政策の概要お
よび有効性などを説明します。更に、近年話題になっている非伝統的金融政策を解説します。マクロ経済学Ⅱで
学習する価格調整を前提とした長期の分析の視点の重要性についても最後に言及します。
　授業内では毎回、経済のニュース記事を紹介します。授業で勉強した理論の知識を利用して、実際の経済問題
を理解できるようになることを実感してもらいます。また、授業ではGoogleクラスルームと呼ばれる学習管理シ
ステムを利用して、授業時間内でアンケートを行い、その場で受講者の意見を共有したり、勉強した内容の小テ
ストを行い、その場で理解度をチェックしたりすることで、学習のメリハリを付け、勉強しやすくしていきま
す。
　この授業は経済学科の卒業認定・学位授与の方針の総合的な学修経験と創造的思考力と関連しており、マクロ
経済学の諸問題を「その背景も含めて論理的に説明でき、自らの属する組織や地域社会に貢献」できるようにな
るための科目です。

到達目標

１．授業中に紹介する経済記事を、学習した理論を用いて説明できる
２．授業中の小テストを理解し説明できる
３．短期の理論の仕組みを説明できる

授業計画

第1回目　マクロ経済学の役割　経済の活動水準を測る　GDPとは
第2回目　三面等価、実質GDPと名目GDP
第3回目　雇用統計、失業率、完全雇用
第4回目　GDPデフレーター、消費者物価指数、企業物価指数
第5回目　株価と為替レート
第6回目　貨幣と日本銀行
第7回目　マネーストックとインフレ：フィッシャー効果、インフレのコスト
第8回目　資金市場、金利の決定
第9回目　短期の経済分析：総需要、45度線分析、均衡GDPの決定
第10回目　短期の経済分析：45度線分析と経済政策
第11回目　総需要曲線、総供給曲線、均衡GDPと均衡物価水準の決定
第12回目　短期から長期へ、完全雇用への回復過程
第13回目　財政政策、クラウディングアウト、金融政策
第14回目　流動性の罠、期待に働きかける金融政策
第15回目　マクロ経済学Ⅰで解決できない経済問題：自然利子率、全要素生産性

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

第1回目　
【事前】事前公開の教材を予習する
【事後】マクロ経済学の役割　経済の活動水準を測る　GDPとはの復習をする
第2回目
【事前】事前公開の教材を予習する
【事後】三面等価、実質GDPと名目GDPの復習をする
第3回目
【事前】事前公開の教材を予習する
【事後】雇用統計、失業率、完全雇用の復習をする
第4回目
【事前】事前公開の教材を予習する
【事後】GDPデフレーター、消費者物価指数、企業物価指数の復習をする
第5回目
【事前】事前公開の教材を予習する
【事後】株価と為替レートの復習をする
第6回目
【事前】事前公開の教材を予習する
【事後】貨幣と日本銀行の復習をする

授業種別

開講期

講義

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

マクロ経済学Ⅰ



第7回目
【事前】事前公開の教材を予習する
【事後】マネーストックとインフレ：フィッシャー効果、インフレのコストの復習をする
第8回目
【事前】事前公開の教材を予習する
【事後】資金市場、金利の決定の復習をする
第9回目
【事前】事前公開の教材を予習する
【事後】短期の経済分析：総需要、45度線分析、均衡GDPの決定の復習をする
第10回目
【事前】事前公開の教材を予習する
【事後】短期の経済分析：45度線分析と経済政策の復習をする
第11回目
【事前】事前公開の教材を予習する
【事後】総需要曲線、総供給曲線、均衡GDPと均衡物価水準の決定の復習をする
第12回目
【事前】事前公開の教材を予習する
【事後】短期から長期へ、完全雇用への回復過程の復習をする
第13回目
【事前】事前公開の教材を予習する
【事後】財政政策、クラウディングアウト、金融政策の復習をする
第14回目
【事前】事前公開の教材を予習する
【事後】流動性の罠、期待に働きかける金融政策の復習をする
第15回目
【事前】事前公開の教材を予習する
【事後】マクロ経済学Ⅰで解決できない経済問題：自然利子率、全要素生産性の復習をする

課題に対するフィードバックの方法

授業中にGoogleフォームを用いたアンケートまたは小テストを利用した場合、その場で模範解答と採点基準を示
しフィードバックします。また、質問や意見をGoogleフォームで提出してもらい、次回の授業でフィードバック
します。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示す通り、授業時間中に実施される確認テストと、授業終講後の定期試験に代わるレポートの評価結果に
基づき総合的に判定の上、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。正当な理由のない欠席4回以上またはレ
ポート課題未提出の場合、評価の対象とせず、「K」評価とする。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

50

0

0

50

0

評価方法・割合

授業内確認テストで合計50点分出題

全授業終了後に実施するレポート試験で50点分出題

評価対象となる到達目標

1,2,3

1,2,3

テキスト テキストは使用しない。講義資料を配布します。

参考書 平口良司・稲葉大『マクロ経済学　入門の「一歩前」から応用まで』 新版　有斐閣 2020年
細野薫『いまこそ学ぼう　マクロ経済学』第2版 日本評論社 2016年
家森信善『マクロ経済学の基礎』第2版 中央経済社 2021年

履修条件・他の科目との関連 経済学入門を履修済みであることが望ましい。
ミクロ経済学Ⅰ・Ⅱを履修することが望ましい。
マクロ経済学Ⅱを引き続き受講し理解を深めることが望ましい。
※欠席学生への配布資料等の対応：Google Classroomに配布資料はアップロードします。

マクロ経済学Ⅰ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16307501

マクロ経済学Ⅱ

村上　敬進

村上　敬進

2年

授業の目的・概要

この授業はマクロ経済学を通じて経済学的思考を養い、経済学の応用分野の講義を学習するための基礎を身に付
けることを目的とします。マクロ経済学は経済全体を分析する学問であり、新聞の経済欄の記事を読む上でも、
社会人として景気動向を把握するためにも役立つ学問です。マクロ経済学Ⅱでは、価格調整を前提とした長期の
分析が中心です。実質金利の決定、設備投資の理論、経済成長論、金融市場と経済成長の関係を中心に説明しま
す。
　授業内では毎回、経済のニュース記事を紹介します。授業で勉強した理論の知識を利用して、実際の経済問題
を理解できるようになることを実感してもらいます。また、授業ではGoogleクラスルームと呼ばれる学習管理シ
ステムを利用して、授業時間内でアンケートを行い、その場で受講者の意見を共有したり、勉強した内容の小テ
ストを行い、その場で理解度をチェックしたりすることで、学習のメリハリを付け、勉強しやすくしていきま
す。
　この授業は経済学科の卒業認定・学位授与の方針の総合的な学修経験と創造的思考力と関連しており、マクロ
経済学の諸問題を「その背景も含めて論理的に説明でき、自らの属する組織や地域社会に貢献」できるようにな
るための科目です。

到達目標

１．授業中に紹介する経済記事を、学習した理論を用いて説明できる
２．授業中の小テストを理解し説明できる
３．ISバランスを説明できる
４．経済成長の諸要因を説明できる
５．金融市場と経済成長の関係を説明できる
６．開放経済のGDPの決定について説明できる

授業計画

第1回目　マクロ経済学Ⅰの復習　GDP、短期と長期
第2回目　ISバランス
第3回目　開放マクロ経済学、資金市場と外国為替（ドル）の需要と供給
第4回目　開放経済における均衡
第5回目　2時点間の資源配分問題、実質利子率
第6回目　資金市場、貯蓄と投資、実質利子率の決定
第7回目　設備投資の理論
第8回目　経済成長と発展
第9回目　定型化された事実
第10回目　経済成長の諸理論
第11回目　日本経済の経済成長
第12回目　株価の決定理論　バブル
第13回目　株式市場と経済成長
第14回目　日本の経済成長とバブル
第15回目　経済成長と金融制度の関係

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

第1回目　
【事前】事前公開の教材を予習する
【事後】マクロ経済学Ⅰの復習　GDP、短期と長期を復習する
第2回目　
【事前】事前公開の教材を予習する
【事後】ISバランスを復習する
第3回目
【事前】事前公開の教材を予習する
【事後】開放マクロ経済学、資金市場と外国為替（ドル）の需要と供給の復習をする
第4回目
【事前】事前公開の教材を予習する
【事後】開放経済における均衡を復習する
第5回目
【事前】事前公開の教材を予習する
【事後】2時点間の資源配分問題、実質利子率の復習をする
第6回目
【事前】事前公開の教材を予習する

授業種別

開講期

講義

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

マクロ経済学Ⅱ



【事後】資金市場、貯蓄と投資、実質利子率の決定を復習する
第7回目
【事前】事前公開の教材を予習する
【事後】設備投資の理論の復習をする
第8回目
【事前】事前公開の教材を予習する
【事後】経済成長と発展を復習をする
第9回目
【事前】事前公開の教材を予習する
【事後】定型化された事実を復習する
第10回目
【事前】事前公開の教材を予習する
【事後】経済成長の諸理論を復習する
第11回目
【事前】事前公開の教材を予習する
【事後】日本経済の経済成長の復習をする
第12回目
【事前】事前公開の教材を予習する
【事後】株価の決定理論　バブルを復習する
第13回目
【事前】事前公開の教材を予習する
【事後】株式市場と経済成長の復習をする
第14回目
【事前】事前公開の教材を予習する
【事後】日本の経済成長とバブルを復習する
第15回目
【事前】事前公開の教材を予習する
【事後】経済成長と金融制度の関係を復習する

課題に対するフィードバックの方法

授業中にGoogleフォームを用いたアンケートまたは小テストを利用した場合、その場で模範解答と採点基準を示
しフィードバックします。また、質問や意見をGoogleフォームで提出してもらい、次回の授業でフィードバック
します。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示す通り、授業時間中に実施される確認テストと、授業終講後の定期試験に代わるレポートの評価結果に
基づき総合的に判定の上、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。正当な理由のない欠席4回以上またはレ
ポート課題未提出の場合、評価の対象とせず、「K」評価とする。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

50

0

0

50

0

評価方法・割合

授業内確認テストで合計50点分出題

全授業終了後に実施するレポート試験で50点分出題

評価対象となる到達目標

1,2,3,4,5

1,2,3,4,5

テキスト テキストは使用しない。講義資料を配布します。

参考書 ダロン・アセモグル他『マクロ経済学』 東洋経済新報社 2019年
平口良司・稲葉大『マクロ経済学　入門の「一歩前」から応用まで』新版　有斐閣 2020年
細野薫『いまこそ学ぼう　マクロ経済学』第2版 日本評論社 2016年

履修条件・他の科目との関連 経済学入門を履修済みであることが望ましい。
マクロ経済学Ⅰ、ミクロ経済学Ⅰ・Ⅱを履修することが望ましい。
※欠席学生への配布資料等の対応：Google Classroomに配布資料はアップロードします。

マクロ経済学Ⅱ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16307403

マクロ経済学Ⅰ

村上　敬進

村上　敬進

2年

授業の目的・概要

この授業はマクロ経済学を通じて経済学的思考を養い、経済学の応用分野の講義を学習するための基礎を身に付
けることを目的とします。マクロ経済学は経済全体を分析する学問であり、新聞の経済欄の記事を読む上でも、
社会人として景気動向を把握するためにも役立つ学問です。この授業では特に価格調整メカニズムが作用しない
短期のマクロ経済学に焦点を当てます。経済の活動水準を適切に把握するために、まず、GDP、物価などの経済を
理解する上で重要な諸変数の解説をします。次にGDPの決定、景気変動、失業、財政政策および金融政策の概要お
よび有効性などを説明します。更に、近年話題になっている非伝統的金融政策を解説します。マクロ経済学Ⅱで
学習する価格調整を前提とした長期の分析の視点の重要性についても最後に言及します。
　授業内では毎回、経済のニュース記事を紹介します。授業で勉強した理論の知識を利用して、実際の経済問題
を理解できるようになることを実感してもらいます。また、授業ではGoogleクラスルームと呼ばれる学習管理シ
ステムを利用して、授業時間内でアンケートを行い、その場で受講者の意見を共有したり、勉強した内容の小テ
ストを行い、その場で理解度をチェックしたりすることで、学習のメリハリを付け、勉強しやすくしていきま
す。
　この授業は経済学科の卒業認定・学位授与の方針の総合的な学修経験と創造的思考力と関連しており、マクロ
経済学の諸問題を「その背景も含めて論理的に説明でき、自らの属する組織や地域社会に貢献」できるようにな
るための科目です。

到達目標

１．授業中に紹介する経済記事を、学習した理論を用いて説明できる
２．授業中の小テストを理解し説明できる
３．短期の理論の仕組みを説明できる

授業計画

第1回目　マクロ経済学の役割　経済の活動水準を測る　GDPとは
第2回目　三面等価、実質GDPと名目GDP
第3回目　雇用統計、失業率、完全雇用
第4回目　GDPデフレーター、消費者物価指数、企業物価指数
第5回目　株価と為替レート
第6回目　貨幣と日本銀行
第7回目　マネーストックとインフレ：フィッシャー効果、インフレのコスト
第8回目　資金市場、金利の決定
第9回目　短期の経済分析：総需要、45度線分析、均衡GDPの決定
第10回目　短期の経済分析：45度線分析と経済政策
第11回目　総需要曲線、総供給曲線、均衡GDPと均衡物価水準の決定
第12回目　短期から長期へ、完全雇用への回復過程
第13回目　財政政策、クラウディングアウト、金融政策
第14回目　流動性の罠、期待に働きかける金融政策
第15回目　マクロ経済学Ⅰで解決できない経済問題：自然利子率、全要素生産性

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

第1回目　
【事前】事前公開の教材を予習する
【事後】マクロ経済学の役割　経済の活動水準を測る　GDPとはの復習をする
第2回目
【事前】事前公開の教材を予習する
【事後】三面等価、実質GDPと名目GDPの復習をする
第3回目
【事前】事前公開の教材を予習する
【事後】雇用統計、失業率、完全雇用の復習をする
第4回目
【事前】事前公開の教材を予習する
【事後】GDPデフレーター、消費者物価指数、企業物価指数の復習をする
第5回目
【事前】事前公開の教材を予習する
【事後】株価と為替レートの復習をする
第6回目
【事前】事前公開の教材を予習する
【事後】貨幣と日本銀行の復習をする

授業種別

開講期

講義

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

マクロ経済学Ⅰ



第7回目
【事前】事前公開の教材を予習する
【事後】マネーストックとインフレ：フィッシャー効果、インフレのコストの復習をする
第8回目
【事前】事前公開の教材を予習する
【事後】資金市場、金利の決定の復習をする
第9回目
【事前】事前公開の教材を予習する
【事後】短期の経済分析：総需要、45度線分析、均衡GDPの決定の復習をする
第10回目
【事前】事前公開の教材を予習する
【事後】短期の経済分析：45度線分析と経済政策の復習をする
第11回目
【事前】事前公開の教材を予習する
【事後】総需要曲線、総供給曲線、均衡GDPと均衡物価水準の決定の復習をする
第12回目
【事前】事前公開の教材を予習する
【事後】短期から長期へ、完全雇用への回復過程の復習をする
第13回目
【事前】事前公開の教材を予習する
【事後】財政政策、クラウディングアウト、金融政策の復習をする
第14回目
【事前】事前公開の教材を予習する
【事後】流動性の罠、期待に働きかける金融政策の復習をする
第15回目
【事前】事前公開の教材を予習する
【事後】マクロ経済学Ⅰで解決できない経済問題：自然利子率、全要素生産性の復習をする

課題に対するフィードバックの方法

授業中にGoogleフォームを用いたアンケートまたは小テストを利用した場合、その場で模範解答と採点基準を示
しフィードバックします。また、質問や意見をGoogleフォームで提出してもらい、次回の授業でフィードバック
します。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示す通り、授業時間中に実施される確認テストと、授業終講後の定期試験に代わるレポートの評価結果に
基づき総合的に判定の上、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。正当な理由のない欠席4回以上またはレ
ポート課題未提出の場合、評価の対象とせず、「K」評価とする。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

50

0

0

50

0

評価方法・割合

授業内確認テストで合計50点分出題

全授業終了後に実施するレポート試験で50点分出題

評価対象となる到達目標

1,2,3

1,2,3

テキスト テキストは使用しない。講義資料を配布します。

参考書 平口良司・稲葉大『マクロ経済学　入門の「一歩前」から応用まで』 新版　有斐閣 2020年
細野薫『いまこそ学ぼう　マクロ経済学』第2版 日本評論社 2016年
家森信善『マクロ経済学の基礎』第2版 中央経済社 2021年

履修条件・他の科目との関連 経済学入門を履修済みであることが望ましい。
ミクロ経済学Ⅰ・Ⅱを履修することが望ましい。
マクロ経済学Ⅱを引き続き受講し理解を深めることが望ましい。
※欠席学生への配布資料等の対応：Google Classroomに配布資料はアップロードします。

マクロ経済学Ⅰ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16307502

マクロ経済学Ⅱ

村上　敬進

村上　敬進

2年

授業の目的・概要

この授業はマクロ経済学を通じて経済学的思考を養い、経済学の応用分野の講義を学習するための基礎を身に付
けることを目的とします。マクロ経済学は経済全体を分析する学問であり、新聞の経済欄の記事を読む上でも、
社会人として景気動向を把握するためにも役立つ学問です。マクロ経済学Ⅱでは、価格調整を前提とした長期の
分析が中心です。実質金利の決定、設備投資の理論、経済成長論、金融市場と経済成長の関係を中心に説明しま
す。
　授業内では毎回、経済のニュース記事を紹介します。授業で勉強した理論の知識を利用して、実際の経済問題
を理解できるようになることを実感してもらいます。また、授業ではGoogleクラスルームと呼ばれる学習管理シ
ステムを利用して、授業時間内でアンケートを行い、その場で受講者の意見を共有したり、勉強した内容の小テ
ストを行い、その場で理解度をチェックしたりすることで、学習のメリハリを付け、勉強しやすくしていきま
す。
　この授業は経済学科の卒業認定・学位授与の方針の総合的な学修経験と創造的思考力と関連しており、マクロ
経済学の諸問題を「その背景も含めて論理的に説明でき、自らの属する組織や地域社会に貢献」できるようにな
るための科目です。

到達目標

１．授業中に紹介する経済記事を、学習した理論を用いて説明できる
２．授業中の小テストを理解し説明できる
３．ISバランスを説明できる
４．経済成長の諸要因を説明できる
５．金融市場と経済成長の関係を説明できる
６．開放経済のGDPの決定について説明できる

授業計画

第1回目　マクロ経済学Ⅰの復習　GDP、短期と長期
第2回目　ISバランス
第3回目　開放マクロ経済学、資金市場と外国為替（ドル）の需要と供給
第4回目　開放経済における均衡
第5回目　2時点間の資源配分問題、実質利子率
第6回目　資金市場、貯蓄と投資、実質利子率の決定
第7回目　設備投資の理論
第8回目　経済成長と発展
第9回目　定型化された事実
第10回目　経済成長の諸理論
第11回目　日本経済の経済成長
第12回目　株価の決定理論　バブル
第13回目　株式市場と経済成長
第14回目　日本の経済成長とバブル
第15回目　経済成長と金融制度の関係

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

第1回目　
【事前】事前公開の教材を予習する
【事後】マクロ経済学Ⅰの復習　GDP、短期と長期を復習する
第2回目　
【事前】事前公開の教材を予習する
【事後】ISバランスを復習する
第3回目
【事前】事前公開の教材を予習する
【事後】開放マクロ経済学、資金市場と外国為替（ドル）の需要と供給の復習をする
第4回目
【事前】事前公開の教材を予習する
【事後】開放経済における均衡を復習する
第5回目
【事前】事前公開の教材を予習する
【事後】2時点間の資源配分問題、実質利子率の復習をする
第6回目
【事前】事前公開の教材を予習する

授業種別

開講期

講義

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

マクロ経済学Ⅱ



【事後】資金市場、貯蓄と投資、実質利子率の決定を復習する
第7回目
【事前】事前公開の教材を予習する
【事後】設備投資の理論の復習をする
第8回目
【事前】事前公開の教材を予習する
【事後】経済成長と発展を復習をする
第9回目
【事前】事前公開の教材を予習する
【事後】定型化された事実を復習する
第10回目
【事前】事前公開の教材を予習する
【事後】経済成長の諸理論を復習する
第11回目
【事前】事前公開の教材を予習する
【事後】日本経済の経済成長の復習をする
第12回目
【事前】事前公開の教材を予習する
【事後】株価の決定理論　バブルを復習する
第13回目
【事前】事前公開の教材を予習する
【事後】株式市場と経済成長の復習をする
第14回目
【事前】事前公開の教材を予習する
【事後】日本の経済成長とバブルを復習する
第15回目
【事前】事前公開の教材を予習する
【事後】経済成長と金融制度の関係を復習する

課題に対するフィードバックの方法

授業中にGoogleフォームを用いたアンケートまたは小テストを利用した場合、その場で模範解答と採点基準を示
しフィードバックします。また、質問や意見をGoogleフォームで提出してもらい、次回の授業でフィードバック
します。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示す通り、授業時間中に実施される確認テストと、授業終講後の定期試験に代わるレポートの評価結果に
基づき総合的に判定の上、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。正当な理由のない欠席4回以上またはレ
ポート課題未提出の場合、評価の対象とせず、「K」評価とする。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

50

0

0

50

0

評価方法・割合

授業内確認テストで合計50点分出題

全授業終了後に実施するレポート試験で50点分出題

評価対象となる到達目標

1,2,3,4,5

1,2,3,4,5

テキスト テキストは使用しない。講義資料を配布します。

参考書 ダロン・アセモグル他『マクロ経済学』 東洋経済新報社 2019年
平口良司・稲葉大『マクロ経済学　入門の「一歩前」から応用まで』新版　有斐閣 2020年
細野薫『いまこそ学ぼう　マクロ経済学』第2版 日本評論社 2016年

履修条件・他の科目との関連 経済学入門を履修済みであることが望ましい。
マクロ経済学Ⅰ、ミクロ経済学Ⅰ・Ⅱを履修することが望ましい。
※欠席学生への配布資料等の対応：Google Classroomに配布資料はアップロードします。

マクロ経済学Ⅱ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16307601

マクロ経済学演習

宇野　伸孝

宇野　伸孝

カリキュラムによる

授業の目的・概要

この授業では、経済学入門やマクロ経済学I・IIで学んだ理論をより深く理解するために多くの課題に取り組んで
もらいます。
　授業の進め方として、まず、その回の主題について例題を用いながら概略を確認・説明します。次に、皆さん
はそれを踏まえて課題を解いていきます。基本的にこの繰り返しです。例題と課題には主に公務員試験問題（5
択）と、それを基にした記述問題を使用しますので、公務員を目指す人達にも役立つと思います。
　なお、この授業はオンデマンド型の遠隔授業です。Google Classroomで配信するビデオを視聴し、期限（次の
回の前日）までに課題を提出してもらいます。

到達目標

1. マクロ経済学に関する記述問題を解くことができる
2. マクロ経済学に関する計算問題を解くことができる

授業計画

【第1回】ガイダンス
【第2回】消費関数（様々な消費理論の特徴）
【第3回】GDPの決定理論（モデルの構築と45度線分析）
【第4回】乗数理論（財政政策乗数や貿易乗数の考え方）
【第5回】投資関数（様々な投資理論の特徴）
【第6回】IS曲線（生産物市場の均衡を表すIS曲線の特徴）
【第7回】貨幣理論（信用創造やハイパワード・マネーなど貨幣に関する理論）
【第8回】LM曲線（金融市場の均衡を表すLM曲線の特徴）
【第9回】IS-LMモデル分析（財政政策の内容と有効性）
【第10回】IS-LMモデル分析（金融政策の内容と有効性）
【第11回】開放経済（マンデル＝フレミングモデルによる財政政策と金融政策の有効性）
【第12回】AD-AS分析（生産物市場と金融市場、労働市場を包括的に捉えた分析方法）
【第13回】インフレ需要曲線とインフレ供給曲線（財政政策と金融政策の短期と長期の効果を分析する方法）
【第14回】経済成長理論（ハロッド＝ドーマーと新古典派の各成長理論の特徴）
【第15回】まとめ（要点を絞って総復習します）

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

事前学習として、各回のレジュメを読んで、わからないところをチェックしておきましょう。事後学習として
は、授業の復習はもちろん、前回分の課題を間違えた場合は、納得ができるまで繰り返し解いてみましょう。

課題に対するフィードバックの方法

授業始めに前回分の課題を解説します。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示すとおり、各回の課題と最終レポートの結果を総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位
を認定します。ただし、課題と最終レポートの配布・提出にはGoogle Classroomを使用します。

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 2単位

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

60

0

0

40

0

評価方法・割合

授業内課題の提出状況及び得点

最終レポート

評価対象となる到達目標

1、2

1、2

テキスト テキストは使用しません。その代わりに毎回Google Classroomでレジュメを配布します。

実務家教員による授業 －

マクロ経済学演習



参考書 『入門マクロ経済学［第6版］』中谷 巌・下井直毅・塚田裕昭共著、日本評論社
『マンキュー経済学II マクロ編［第4版］』N・グレゴリー・マンキュー著、東洋経済新報社

履修条件・他の科目との関連 経済学入門を履修済みであることが望ましいです。また、マクロ経済学I・IIやミクロ経済学I・IIの履修
を推奨します。

マクロ経済学演習



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16307701

経済政策

村上　敬進

村上　敬進

2年

授業の目的・概要

この授業では、エビデンス（根拠）に基づく経済政策の提案を説明します。景気変動、失業、所得格差等の様々
な経済問題をどのように解決するかを、マクロ経済学とミクロ経済学の立場から説明します。労働市場の動向や
情報の非対称性に注目しながら、財政政策と金融政策の有効性を整理し解説します。最後に、パンデミック下の
経済政策の説明もします。
　また授業内で経済のニュース記事を紹介します。授業で勉強した理論の知識を利用して、実際の経済問題を理
解できるようになることを実感してもらいます。更に、授業ではGoogleクラスルームと呼ばれる学習管理システ
ムを利用して、授業時間内でアンケートを行い、その場で受講者の意見を共有したり、勉強した内容の小テスト
を行い、その場で理解度をチェックしたりすることで、学習のメリハリを付け、勉強しやすくしていきます。
　この授業は経済学科の卒業認定・学位授与の方針の総合的な学修経験と創造的思考力と関連しており、経済政
策の有効性について「その背景も含めて論理的に説明でき、自らの属する組織や地域社会に貢献」できるように
なるための科目です。

到達目標

１．授業中に紹介する経済記事を、学習した理論を用いて説明できる
２．授業中の小テストを理解し説明できる
３．経済政策の効果を説明できる
４．経済変動における自己実現的期待の働きを理解する

授業計画

第1回目　経済学の方法と問い、経済モデル、実験経済学と自然実験
第2回目　雇用と失業の統計、労働需要
第3回目　労働供給、労働市場の均衡、完全雇用
第4回目　最低賃金政策
第5回目　労働組合と団体交渉、賃金の下方硬直性と失業の変動、自然失業率
第6回目　景気変動と景気循環、大恐慌、経済成長
第7回目　マクロ経済均衡と景気変動、労働需要曲線のシフトがもたらす景気変動
第8回目　労働需要曲線のシフト要因、技術進歩、実物的景気循環理論、景況感、
第9回目　乗数効果、自己実現的予言、賃金の下方硬直性
第10回目　自己実現的期待と経済均衡
第11回目　IT化と労働市場
第12回目　連邦準備制度理事会の金融政策、日本のゼロ金利政策
第13回目　非伝統的金融政策
第14回目　経済成長と金融部門の関係
第15回目　パンデミック下の経済政策

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

第1回目　
【事前】シラバスを読み授業概要を理解する
【事後】経済学の方法と問い、経済モデル、実験経済学と自然実験の復習をする
第2回目　
【事前】事前公開の教材を予習する
【事後】雇用と失業の統計、労働需要を復習する
第3回目
【事前】事前公開の教材を予習する
【事後】労働供給、労働市場の均衡、完全雇用を復習する
第4回目
【事前】事前公開の教材を予習する
【事後】最低賃金政策の復習をする
第5回目
【事前】事前公開の教材を予習する
【事後】労働組合と団体交渉、賃金の下方硬直性と失業の変動、自然失業率の復習をする
第6回目
【事前】事前公開の教材を予習する
【事後】景気変動と景気循環、大恐慌、経済成長の復習をする
第7回目
【事前】事前公開の教材を予習する
【事後】マクロ経済均衡と景気変動、労働需要曲線のシフトがもたらす景気変動を復習する

授業種別

開講期

講義

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

経済政策



第8回目
【事前】事前公開の教材を予習する
【事後】労働需要曲線のシフト要因、技術進歩、実物的景気循環理論、景況感の復習をする
第9回目
【事前】事前公開の教材を予習する
【事後】乗数効果、自己実現的予言、賃金の下方硬直性の復習をする
第10回目
【事前】事前公開の教材を予習する
【事後】自己実現的期待と経済均衡を復習する
第11回目
【事前】事前公開の教材を予習する
【事後】IT化と労働市場を復習する
第12回目
【事前】事前公開の教材を予習する
【事後】連邦準備制度理事会の金融政策、日本のゼロ金利政策の復習をする
第13回目
【事前】事前公開の教材を予習する
【事後】非伝統的金融政策の復習をする
第14回目
【事前】事前公開の教材を予習する
【事後】経済成長と金融部門の関係を復習する
第15回目
【事前】事前公開の教材を予習する
【事後】パンデミック下の経済政策を復習する

課題に対するフィードバックの方法

授業中にGoogleフォームを用いたアンケートまたは小テストを利用した場合、その場で模範解答と採点基準を示
しフィードバックします。また、質問や意見をGoogleフォームで提出してもらい、次回の授業でフィードバック
します。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示す通り、授業時間中に実施される確認テストと授業終講後の定期試験に代わるレポートの評価結果に基
づき総合的に判定の上、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。正当な理由のない欠席4回以上またはレ
ポート課題未提出の場合、評価の対象とせず、「K」評価とする。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

50

0

0

50

0

評価方法・割合

授業内確認テストで合計50点分出題

全授業終了後に実施するレポート試験で50点分出題

評価対象となる到達目標

1,2,3,4

1,2,3,4

テキスト テキストは使用しない。講義資料を配布します。

参考書 ダロン・アセモグル他『マクロ経済学』 東洋経済新報社 2019年
平口良司・稲葉大『マクロ経済学　入門の「一歩前」から応用まで』  新版　有斐閣 2020年
細野薫『いまこそ学ぼう　マクロ経済学』第2版 日本評論社 2016年

履修条件・他の科目との関連 経済学入門を履修済みであることが望ましい。
マクロ経済学Ⅰ・Ⅱ、ミクロ経済学Ⅰ・Ⅱを履修済み、もしくは履修中であることが望ましい。
※欠席学生への配布資料等の対応：Google Classroomに配布資料はアップロードします。

経済政策



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16307801

国際経済学

藤澤　宜広

藤澤　宜広

2年

授業の目的・概要

近年、経済活動のグローバル化が急速に進展したことで、財・サービスの貿易のみならず、直接投資や証券投資
等の資金や、労働者や観光客等の人が大量かつ活発に国境を越えて移動しています。世界各国の相互依存は一層
高まり、日本を含めどの国の経済も他国の経済動向に大きな影響を受けるようになっています。
この授業では、こうした国際経済を考える上で欠かせない基本的な視点を提供する経済法則について解き明かし
ていきます。古典的な比較優位論に始まり、より現代的な国際貿易論、貿易政策へと順次議論を展開するととも
に、貿易政策をめぐる最近の論争など、世界経済のメカニズムや現実の経済状況について考察する能力を身につ
けます。
この授業は遠隔授業となります。原則として、リアルタイム型授業ではなく、講義を記録した動画を視聴し、所
定の課題を提出する形で実施予定です。詳細は追って案内します。

到達目標

1．国際経済に関するニュースに関⼼を持つようになる。
2．国際経済に関する基本モデルを理解できるようになる。
3．国際経済に関するニュースで取り扱われている内容やその背景に対して経済学的な論理で批判的に考察できる
ようになる。

授業計画

【第01回】第01章　はじめに（1）：国際経済学って何を扱うの？
【第02回】第01章　はじめに（2）：国際貿易と国際金融
【第03回】第02章　世界貿易の概観：世界貿易のパターン変化
【第04回】第03章　労働生産性と比較優位（1）：リカードのモデル
【第05回】第03章　労働生産性と比較優位（2）：比較優位をめぐる誤解
【第06回】第04章　特殊要素と所得分配（1）：特殊要素モデルでの国際貿易
【第07回】第04章　特殊要素と所得分配（2）：所得分配と貿易の利益
【第08回】第05章　資源と取引（1）：ヘクシャー＝オリーン・モデル
【第09回】第05章　資源と取引（2）：２要素経済同士の国際貿易が与える影響
【第10回】第09章　貿易政策のツール（1）：基本的な関税の分析
【第11回】第09章　貿易政策のツール（2）：関税の費用と便益
【第12回】第09章　貿易政策のツール（3）：貿易政策のほかのツール
【第13回】第12章　貿易政策をめぐる論争（1）：活発な貿易政策を支持する高度な議論
【第14回】第12章　貿易政策をめぐる論争（2）：グローバル化と低賃金労働
【第15回】第12章　貿易政策をめぐる論争（3）：グローバル化と環境

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

授業（１回につき２時間として計算）と事前事後のあわせて１単位あたり４５時間が必要です。各回を通じて、
【事前】テキストに目を通し、重要事項を把握しておく。またわからない内容については質問できるように準備
しておく。
【事後】授業中に学んだ内容の要点、感想、わからない内容を記録しておく。
　その他、国際経済に関するニュースに触れるようにしましょう。予習も重要ですが、復習により時間を割きま
しょう。不定期に実施する小テストとその解説を通じて理解度を確認して下さい。

課題に対するフィードバックの方法

授業の中で確認し、理解を深めます。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点以上を合格とし、所定の単位を認定する。正当な理由のな
い欠席4回以上または課題未提出の場合は「K」評価とする。

授業種別

開講期

講義

後期 単位数 2単位

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

評価割合
（％）

60

0

0

評価方法・割合

授業の感想文（10）、小テスト（30）、授業内課題（20）

評価対象となる到達目標

1、2

実務家教員による授業 －

国際経済学



定期試験に代わるレポート等

その他

40

0

課題レポート（40） 2、3

テキスト クルーグマン・オブストフェルド・メリッツ『クルーグマン国際経済学 理論と政策 上：貿易編』〔原書第
10版〕丸善出版、2017年1月、本体4,000円＋税、ISBN-13: 978-4621300572。
Krugman, Paul, Maurice Obstfeld, and Marc Melitz, International Economics: Theory and 
Policy, 11th ed., Pearson Education Limited, 2017, ISBN-13: 978-1292214870.

参考書 多和田眞『コンパクト国際経済学』（コンパクト経済学ライブラリ6）新世社、2010年10月、本体
1,850円＋税、ISBN-13: 978-4883841530。
浦田・小川・澤田『はじめて学ぶ国際経済』（有斐閣アルマ）有斐閣、2011年1月、本体1,900円＋
税、ISBN-13: 978-4641124219。
石川・椋・菊池『国際経済学をつかむ』（テキストブックス［つかむ］）〔第2版〕有斐閣、2013年9月、
本体2,200円＋税、ISBN-13: 978-4641177192。
伊藤元重『どうなる世界経

履修条件・他の科目との関連 「経済学入門」「ミクロ経済学Ⅰ」「マクロ経済学Ⅰ」を単位取得済み、かつ「ミクロ経済学Ⅱ」「マクロ
経済学Ⅱ」を単位取得済みもしくは履修中であることが望ましいです。

国際経済学



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16307901

国際金融論

村上　敬進

村上　敬進

3年

授業の目的・概要

国際金融論は、外国為替・国際金融市場、為替レート、国際収支、開放経済下での金融・財政政策などが主要分
野です。この授業ではその中でも為替について特に注目して解説します。私達にとって為替レートは身近なもの
です。ニュースでは日々の為替レートが報道されています。海外旅行に行けば現地通貨を利用します。それでは
為替レートはどのような要因によって変動するのでしょうか。通貨はどこで誰が取引しているのでしょうか。世
界にはどのような為替相場制度があり、どのような国がそれらを採用しているのでしょうか。特定の為替相場制
度が採用された理由は何でしょうか。この授業では、これらの疑問に答えながら、ユーロなどの最適通貨圏の問
題、デジタル通貨の問題も取り上げます。
　授業内では毎回、経済のニュース記事を紹介します。授業で勉強した理論の知識を利用して、実際の経済問題
を理解できるようになることを実感してもらいます。また、授業ではGoogleクラスルームと呼ばれる学習管理シ
ステムを利用して、授業時間内でアンケートを行い、その場で受講者の意見を共有したり、勉強した内容の小テ
ストを行い、その場で理解度をチェックしたりすることで、学習のメリハリを付け、勉強しやすくしていきま
す。
　この授業は経済学科の卒業認定・学位授与の方針の総合的な学修経験と創造的思考力と関連しており、国際金
融の諸問題を「その背景も含めて論理的に説明でき、自らの属する組織や地域社会に貢献」できるようになるた
めの科目です。

到達目標

１．授業中に紹介する経済記事を、学習した理論を用いて説明できる
２．授業中の小テストを理解し説明できる
３．為替レートの決定要因を説明できる
４．為替相場制度の歴史を説明できる
５．通貨危機の原因を説明できる
６．最適通貨圏の条件を説明できる

授業計画

第1回目　国際金融論とは、国際収支統計と対外純資産残高
第2回目　国際収支、経常収支、金融収支、資本移転収支
第3回目　外国為替市場１　外国為替市場の参加者とネットワーク、銀行間相場と対顧客相場、直物取引と先渡し
取引
第4回目　外国為替市場２　デリバティブ、外国為替市場と銀行の仕事
第5回目　開放経済下の貨幣、金利、為替レート
第6回目　為替レートと貿易１　名目為替レート、実質為替レート、実効為替レート
第7回目　為替レートと貿易２　交易条件、貿易収支の弾力性アプローチ、Ｊカーブ効果
第8回目　為替レートの決定理論　購買力平価、金利平価、アセットアプローチ
第9回目　金融政策の効果と為替レート　様々な為替相場制度と為替介入、固定相場制、変動相場制ケース、不退
化介入と非不胎下介入、シグナリング
第10回目　為替相場制度の歴史
第11回目　通貨危機の歴史とメカニズム
第12回目　通貨統合とユーロ、最適通貨圏、最適通貨圏の基準
第13回目　デジタル通貨と暗号資産
第14回目　為替を使った金融商品
第15回目　日本経済の歩みと外国為替市場

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

第1回目　
【事前】事前公開の教材を予習する
【事後】国際収支統計と対外純資産残高を復習する
第2回目　
【事前】事前公開の教材を予習する
【事後】国際収支、経常収支、金融収支、資本移転収支を復習する
第3回目
【事前】事前公開の教材を予習する
【事後】外国為替市場の復習をする
第4回目
【事前】事前公開の教材を予習する
【事後】外国為替市場の復習する
第5回目

授業種別

開講期

講義

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

国際金融論



【事前】事前公開の教材を予習する
【事後】開放経済下の貨幣、金利、為替レートの復習をする
第6回目
【事前】事前公開の教材を予習する
【事後】為替レートと貿易の復習する
第7回目
【事前】事前公開の教材を予習する
【事後】為替レートと貿易の復習する
第8回目
【事前】事前公開の教材を予習する
【事後】為替レートの決定理論をする
第9回目
【事前】事前公開の教材を予習する
【事後】金融政策の効果と為替レートを復習する
第10回目
【事前】事前公開の教材を予習する
【事後】為替相場制度の歴史を復習する
第11回目
【事前】事前公開の教材を予習する
【事後】通貨危機の歴史とメカニズムを復習する
第12回目
【事前】事前公開の教材を予習する
【事後】最適通貨圏を復習する
第13回目
【事前】事前公開の教材を予習する
【事後】デジタル通貨と暗号資産の復習をする
第14回目
【事前】事前公開の教材を予習する
【事後】為替を使った金融商品を復習する
第15回目
【事前】事前公開の教材を予習する
【事後】日本経済の歩みと外国為替市場を復習する

課題に対するフィードバックの方法

授業中にGoogleフォームを用いたアンケートまたは小テストを利用した場合、その場で模範解答と採点基準を示
しフィードバックします。また、質問や意見をGoogleフォームで提出してもらい、次回の授業でフィードバック
します。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示す通り、授業時間中に実施される確認テストと、授業終講後の定期試験に代わるレポートの評価結果に
基づき総合的に判定の上、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。正当な理由のない欠席4回以上またはレ
ポート課題未提出の場合、評価の対象とせず、「K」評価とする。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

50

0

0

50

0

評価方法・割合

授業内確認テストで合計50点分出題

全授業終了後に実施するレポート試験で50点分出題

評価対象となる到達目標

1,2,3,4,5,6

1,2,3,4,5,6

テキスト テキストは使用しない。講義資料を配布します。

参考書 上野泰成編著『世界一わかりやすい為替の本』かんき出版 2018年
尾川眞樹『為替のしくみがこれ1冊でしっかりわかる教科書』技術評論社 2021年
佐野綾野・中田勇人『国際金融論15講』新世社 2021年

履修条件・他の科目との関連 経済学入門、マクロ経済学Ⅰ・Ⅱ、ミクロ経済学Ⅰ・Ⅱを履修済みであることが望ましい。
※欠席学生への配布資料等の対応：Google Classroomに配布資料はアップロードします。

国際金融論



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16308001

財政学

堀　要

堀　要

2年

授業の目的・概要

日本の国と地方の財政の仕組みを知り、国の財政の実態を知ると同時に、財政学の理論を理解することを目的と
する。政府は何をなすべきか、何をなすべきでないかという、政府の役割に関しても考えていきたい。特に今年
用いる教科書は考えるヒントを提供するタイプなので、これをヒントに皆さんでいろいろと考えてもらいたいと
思う。
　また、この授業の特別なトピックスとして、戦後日本の公共投資政策（特に、国土計画、道路、河川分野）に
ついて講義する。公共事業への批判も強いが、東日本大震災をはじめ近年の極端な天候による洪水被害などか
ら、防災のためのインフラ整備について再び肯定的な意見が増えている。また、戦後整備されたインフラの更新
時期を迎えている。こうした中で、戦後ほぼ何もない状態から始まった日本のインフラ整備の歴史を振り返って
みるのも意義深いと思う。
　なお、この授業は 、オンデマンド型の遠隔授業となります。リアルタイム型の遠隔授業（授業時間に Zoom で
参加する方法）ではなく、講義を録画した動画を一定期間中に視聴し、所定の課題を提出していただく形で実施
する予定です。

到達目標

１．日本の財政の現状や国と地方の財政関係について理解する。
２．財政学に関わる理論的事項を理解する。
３．政府の政策について自分なりの評価をできるようになる

授業計画

【第１回】　イントロダクション
【第２回】　予算制度と財政民主主義
【第３回】　日本の財政制度:国と地方の財政関係
【第４回】　日本の地方財政
【第５回】　日本の地方財政：ケーススタディ
【第６回】　税
【第７回】　社会保険と生活保障
【第８回】　財政の役割
【第９回】　格差拡大と経済成長
【第10回】　格差・貧困の拡大と所得保障
【第11回】　財政政策の理論（１）
【第12回】　財政政策の理論（２）　問題演習
【第13回】　戦後日本の公共投資政策（１）　国土総合開発計画を中心に
【第14回】　戦後日本の公共投資政策（２）　道路
【第15回】　戦後日本の公共投資政策（３）　河川

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

第1 回
【事前】　教科書の序章を読んで予習しておく 2.0 時間
【事後】　次週の授業で使う財政データをダウンロードする 1.0 時間
第2 回
【事前】　教科書の第1章を読んで予習しておく 2.0時間
【事後】　授業での議論を振り返って整理する 2.0 時間
第3 回
【事前】　教科書の第5章を読んで予習しておく。授業で使うデータをダウンロードしておく。 3.0時間
【事後】　授業での議論を振り返って整理する 2.0 時間
第4 回
【事前】　前回の授業の議論を整理しておく 2.0時間
【事後】　レポートを予定。 3.0 時間
第5 回
【事前】　レポートで調べた事実を整理して、確認しておく 1.0時間
【事後】　自分の住んでいる自治体の財政について考えてみる 2.0 時間
第6 回
【事前】　教科書の第2章を読んで予習しておく 2.0時間
【事後】　授業での議論を振り返って整理する 2.0 時間
第7 回
【事前】　教科書の第3章を読んで予習しておく 2.0時間
【事後】　授業での議論を振り返って整理する 2.0 時間

授業種別

開講期

講義

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

財政学



第8 回
【事前】　教科書の第6章を読んで予習しておく2.0時間
【事後】　授業での議論を振り返って整理する 2.0 時間
第9 回
【事前】　事前に配布する資料を読んで予習しておく。レポートを予定。 4.0 時間
【事後】　授業での議論を振り返って整理する 2.0 時間
第10 回
【事前】　教科書の第7章を読んで予習しておく 2.0時間
【事後】　授業での議論を振り返って整理する。レポートを予定。 4.0 時間
第11 回
【事前】　マクロ経済学の教科書のIS-LM分析のところを読んでおく 2.0時間
【事後】　授業の内容を整理して、問題演習する。 3.0 時間
第12 回
【事前】　前週の授業の復習をしておく 2.0時間
【事後】　レポート予定。 3.0 時間
第13 回
【事前】　前週にレジュメを配布するので、読んで予習しておく 2.0時間
【事後】　授業の内容を整理する 2.0 時間
第14 回
【事前】　レジュメを読んで予習しておく 2.0時間
【事後】　授業の内容を整理する。レポート予定。 4.0 時間
第15 回
【事前】　レジュメを読んで予習しておく 2.0時間
【事後】　レポートによる試験予定。 5.0 時間

課題に対するフィードバックの方法

14回目までに実施したレポート等については、希望者にその評価を伝えます。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示すとおり、授業期間中に実施される課題・レポートと、期末試験（レポート）の評価結果に基づき総合
的に判定のうえ、60 点以上を合格とし、所定の単位を認定する。レポートの提出が2回以上なかった場合は「K」
評価とする。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

0

80

0

20

0

評価方法・割合

授業期間中に課すレポート（4回程度）80

最終回にまとめ的なテーマのレポートを課します（20）

評価対象となる到達目標

1, 2, 3

1, 2, 3

テキスト 『財政学の扉をひらく』　高端正幸・佐藤滋,有斐閣,2020年,ISBN-13 : 978-4641150829,1980
円．

参考書 授業中に適宜紹介する。

履修条件・他の科目との関連 ミクロ経済学、マクロ経済学を履修済みまたは同時に履修している必要がある。

財政学



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16308101

地方財政

堀　要

堀　要

3年

授業の目的・概要

この授業では、国と地方の財政関係を理解するとともに、都道府県並びに市町村、特別区の財政について、さま
ざまな自治体の実際の財政状態を調べながら理解します。また、小泉内閣以来“改革”の名の下で行われてきた
制度変更について、それがどのようなものであり、地方財政にどのような影響を及ぼしたのかを学びます。
　なお、この授業は 、オンデマンド型の遠隔授業となります。リアルタイム型の遠隔授業（授業時間にZoom等で
参加する方法）ではなく、授業を録画した動画を一定期間内に視聴し、所定の課題を提出してもらう形で実施予
定です。

到達目標

１．日本の国と地方の財政関係と地方財政の実情を理解する
２．国や自治体の政策を自分なりに評価できるようになる

授業計画

この授業は 、オンデマンド型の遠隔授業となります。リアルタイム型の遠隔授業（その授業時間中にZoom等で参
加する方法）ではなく、授業を録画した動画を一定期間内に視聴し、所定の課題を提出してもらう形で実施予定
です。

【第１回】　イントロダクション
【第２回】　国と地方の財政関係
【第３回】　国から地方への資金の移転：地方交付税
【第４回】　国から地方への資金の移転：国庫支出金
【第５回】　自治体財政の事例分析
【第６回】　地方税
【第７回】　地方債
【第８回】　東京都と特別区の財政関係の特殊性
【第９回】　自分の住んでいる自治体の財政を調べよう
【第10回】　公共事業と国・都道府県・市町村の財政負担
【第11回】　予備
【第12回】　戦後地方自治と地方財政の変遷
【第13回】　地方分権改革と地方財政
【第14回】　三位一体改革
【第15回】　まとめ

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

第1 回
【事前】　教科書の第1章を読んで予習しておく 2.0 時間
【事後】　次週の授業で使う地方財政白書の該当箇所をダウンロードする 1.0 時間
第2 回
【事前】　教科書の第1章と地方財政白書の該当箇所を読んで予習しておく 2.0時間
【事後】　授業での議論を振り返って整理する 2.0 時間
第3 回
【事前】　教科書の第5章・第6章を読んで予習しておく。 2.0時間
【事後】　授業での議論を振り返って整理する 2.0 時間
第4 回
【事前】　教科書の第8章を読んで予習しておく 2.0時間
【事後】　レポートを予定。 3.0 時間
第5 回
【事前】　レポートで調べた事実を整理して、確認しておく 1.0時間
【事後】　授業での議論を振り返って整理する 2.0 時間
第6 回
【事前】　教科書の第4章を読んで予習しておく 2.0時間
【事後】　授業での議論を振り返って整理する 2.0 時間
第7 回
【事前】　教科書の第9章を読んで予習しておく 2.0時間
【事後】　授業での議論を振り返って整理する 2.0 時間
第8 回
【事前】　配布された資料を読んで予習しておく2.0時間
【事後】　授業での議論を振り返って整理する。レポートを予定。 2.0 時間

授業種別

開講期

講義

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

地方財政



第9 回
【事前】　レポートで調べた事実を整理して、確認しておく 1.0時間
【事後】　授業での議論を振り返って整理する 2.0 時間
第10 回
【事前】　国庫支出金の章（第8章）を読み返して復習しておく 2.0時間
【事後】　授業での議論を振り返って整理する 2.0 時間
第11 回
【事前】　指示された資料を読んで予習しておく　2.0時間
【事後】　授業での議論を振り返って整理する 3.0 時間
第12 回
【事前】　第1章3節、第5章、第7章2節を読んで予習しておく 2.0時間
【事後】　授業での議論を振り返って整理する 3.0 時間
第13 回
【事前】　教科書の第11章を読んで予習しておく 2.0時間
【事後】　授業の内容を整理する 2.0 時間
第14 回
【事前】　教科書の第12章と配布する資料を読んで予習しておく 2.0時間
【事後】　授業の内容を整理する。 2.0 時間
第15 回
【事前】　これまでの授業内容を振り返って整理しておく 2.0時間
【事後】　レポートによる試験予定。 5.0 時間

課題に対するフィードバックの方法

14回目までに実施したレポート等については、希望者にその評価を伝えます。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示すとおり、授業期間中に実施される課題・レポートと、期末試験（レポート）の評価結果に基づき総合
的に判定のうえ、60 点以上を合格とし、所定の単位を認定する。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

0

70

0

30

0

評価方法・割合

授業期間中に課すレポート（4回程度）70

最終の授業時にまとめ的なテーマのレポートを出します。
30

評価対象となる到達目標

1, 2

1, 2

テキスト 神野直彦・小西砂千夫『日本の地方財政』　第2版　有斐閣,ISBN-13 : 978-4641165755,2020
年,2200円．

参考書 地方財政白書（総務省HPからダウンロードできます）。その他は授業中に紹介します。

履修条件・他の科目との関連 財政学の一分野ですが、地方行政や地方自治体による政策に関係があるので、そういったものに関
連する科目と関係があります。

地方財政



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16308201

公共経済学

堀　要

堀　要

2年

授業の目的・概要

公共経済学は、ミクロ経済学の一分野です。市場の役割や政府の役割について勉強します。
　内容的には、競争均衡の最適性について学んだあと、市場の失敗について学び、次に、規制と規制緩和につい
て学びます。この授業のスペシャル・トピックスとして、世界で初めて規制緩和された産業である米国の航空産
業について、詳しく講義します。
　この授業は 、オンデマンド型の遠隔授業となります。リアルタイム型の遠隔授業（授業時間に Zoom で参加す
る方法）ではなく、講義を録画した動画を一定期間中に視聴し、所定の課題を提出していただく形で実施する予
定です。

到達目標

１．公共経済学の考え方や理論を理解すること
２．現実の政策や制度を公共経済学の知識をもとにして評価できるようになること

授業計画

【第１回】　ガイダンスと競争均衡の最適性（１）交換の効率性
【第２回】　競争均衡の最適性（２）　生産の効率性と生産物代替の効率性
【第３回】　競争均衡の最適性（３）　競争均衡がパレート最適な資源配分をもたらすことの証明
【第４回】　余剰分析（独占、課税）
【第５回】　余剰分析（貿易）
【第６回】　公共財（１）　公共財とは。公共財の最適供給量。
【第７回】　公共財（２）　公共財をめぐる諸問題
【第８回】　集合行為論と日本の政治
【第９回】　自然独占と規制
【第10回】　規制とレント＝シーキング
【第11回】　米国航空産業の規制と規制緩和（１）　米国航空産業の黎明期とCAB規制
【第12回】　米国航空産業の規制と規制緩和（２）　規制下の米国航空産業
【第13回】　米国航空産業の規制と規制緩和（３）　規制緩和後の動き
【第14回】　外部性
【第15回】　コロナ禍またはコロナ後の各国の政策を考える（テーマは変更する可能性あり）

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

第1 回
【事前】　教科書の「1.1市場の機能」を読んで予習しておく 2.0 時間
【事後】　授業で配布する穴埋めのプリントの穴埋めと必要な図を描く 2.0 時間
第2 回
【事前】　ミクロ経済学の教科書の消費者行動と競争企業の行動の部分を読んでおく 2.0時間
【事後】　授業で配布する穴埋めのプリントの穴埋めと必要な図を描く 2.0 時間
第3 回
【事前】　ミクロ経済学の教科書の消費者行動と競争企業の行動の部分を読んでおく 2.0時間
【事後】　授業で配布する穴埋めのプリントの穴埋めと必要な図を描く 2.0 時間
第4 回
【事前】　ミクロ経済学の教科書の余剰分析の部分を読んでおく 2.0時間
【事後】　授業で配布する穴埋めのプリントの穴埋めと必要な図を描く。練習問題を解く 2.0 時間
第5 回
【事前】　ミクロ経済学の教科書の余剰分析の部分を読んでおく 2.0時間
【事後】　授業で配布する穴埋めのプリントの穴埋めと必要な図を描く。練習問題を解く。レポート予定。 3.0 
時間
第6 回
【事前】　教科書の公共財の部分を読んでおく 2.0時間
【事後】　授業で配布する穴埋めのプリントの穴埋めと必要な図を描く 2.0 時間
第7 回
【事前】　教科書の公共財の部分を読んでおく 2.0時間
【事後】　授業で配布する穴埋めのプリントの穴埋めと必要な図を描くとともに、練習問題を解く。レポート予
定。 2.0 時間
第8 回
【事前】　公共財の定義とその供給を市場に任せた場合に起こる問題を復習しておく1.0時間
【事後】　授業の議論を復習するとともに、日本の政治について考えてみる 2.0 時間
第9 回

授業種別

開講期

講義

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

公共経済学



【事前】　教科書の自然独占の部分を読んでおく 2.0時間
【事後】　授業で配布する穴埋めのプリントの穴埋めと必要な図を描くとともに、練習問題を解く。 2.0 時間
第10 回
【事前】　前週の授業の復習をしておく 2.0時間
【事後】　授業で配布する穴埋めのプリントの穴埋めと必要な図を描くとともに、練習問題を解く。 2.0 時間
第11 回
【事前】　前週の授業の復習をしておく 2.0時間
【事後】　レポート予定。英語のHPを含めしっかり調べること。 3.0 時間
第12 回
【事前】　前週の授業の復習をしておく 2.0時間
【事後】　レポート予定。英語のHPを含めしっかり調べること。 2.0 時間
第13 回
【事前】　前週の授業の復習をしておく 2.0時間
【事後】　授業の内容を復習する 2.0 時間
第14 回
【事前】　教科書の外部性の部分を読んでおく 2.0時間
【事後】　授業でやった部分を教科書で確認し、練習問題を解く 2.0 時間
第15 回
【事前】　前週に授業のテーマを言うので、その問題について調べておく　2.0時間
【事後】　レポートによる試験予定。 5.0 時間

課題に対するフィードバックの方法

14回目までに実施したレポート等については、希望者にその評価を伝えます。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示すとおり、授業期間中に実施される課題・レポートと、期末試験（レポート）の評価結果に基づき総合
的に判定のうえ、60 点以上を合格とし、所定の単位を認定する。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

0

70

0

30

0

評価方法・割合

授業期間中に課すレポート（4回程度）70

最終授業時にまとめ的なテーマのレポートを出します（30）

評価対象となる到達目標

1, 2

1, 2

テキスト 『公共経済学』　小塩隆士,東洋経済新報社,2016年,ISBN-13 : 978-4492314739,3080円．

参考書 米国航空産業の規制と規制緩和については、塩見英治 『米国航空政策の研究』（文真堂,2006
年）が一番詳しい。他の参考書については授業内で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 ミクロ経済学を履修済みであること。

公共経済学



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16308301

環境経済学

村上　敬進

村上　敬進

3年

授業の目的・概要

この授業は、環境問題を経済学の視点から考える能力を身に付けることを目的とします。経済学では環境問題
を、所有権の欠如、外部性等の市場の失敗として捉えます。環境問題の発生メカニズム、負の外部性または正の
外部性の内部化の方法（環境問題に対する諸政策）を説明した後、企業の社会的責任や環境会計、環境融資、行
動経済学のナッジを利用した省エネ実験なども解説し、環境問題を複眼的視点から解説していきます。
　この授業は、オンデマンド型の遠隔授業である。リアルタイム型の遠隔授業（その授業時間にZoom 等で参加す
る方法）ではなく、
講義を録画した動画を一定期間中に視聴し、所定の課題を提出する形で実施する。
　この授業は経済学科の卒業認定・学位授与の方針の総合的な学修経験と創造的思考力と関連しており、環境問
題を「その背景も含めて論理的に説明でき、自らの属する組織や地域社会に貢献」できるようになるための科目
です。

到達目標

１．環境問題の発生理由を経済学の視点から説明できる
２．環境問題の解決方法を説明できる
３．環境金融がどのように外部性を内部化しているか説明できる
４．有効な省エネ対策を説明できる

授業計画

第1回目　環境経済学の環境問題の捉え方
第2回目　競争市場における企業、限界費用、限界収入、リサイクルとゴミ
第3回目　消費者余剰，生産者余剰，市場の効率性
第4回目　市場の効率性と市場の失敗、所有権の欠如
第5回目　外部性と市場の非効率性、外部性の内部化
第6回目　外部性に対する公共政策、ピグー税、売買可能な排出権取引
第7回目　外部性に対する当事者間による解決法、コースの定理
第8回目　公共財と共有資源、公共財、共有資源、共有地の悲劇
第9回目　共有地の悲劇の例と対策　所有権の重要性
第10回目　弾力性と税の帰着、弾力性の復習、環境税をだれが負担するか
第11回目　企業の環境対策、環境経営、環境会計
第12回目　企業の社会的責任、企業の環境リスク、CSR、CSV、SDGｓ、SRI
第13回目　環境融資　ソフト情報、金融機関の情報生産、外部性の内部化手法
第14回目　感染流行をミクロ経済学とマクロ経済学の理論モデルで理解する
第15回目　省エネ対策の社会実験　行動経済学からのアプローチ

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

第1回目
事前　授業のシラバスを読み授業内容を概観する
事後　今後の授業内容を復習し環境経済学の視点を理解する
第2回目
事前　完全競争市場の利潤最大化条件を復習する（経済学入門、ミクロ経済学の復習）
事後　完全競争市場の利潤最大化条件を授業の範囲で再復習し、ゴミがリサイクルされる条件を復習する
第3回目
事前　消費者余剰、生産者余剰、市場の効率性を復習する（経済学入門、ミクロ経済学の復習）
事後　授業で勉強した範囲で余剰分析を自分で行えるように復習する
第4回目
事前　講義資料を読み市場の効率性と市場の失敗を予習する
事後　市場の失敗を復習し、所有権の欠如がどのように外部性をもたらすかを整理する
第5回目
事前　外部性の内部化の方法を予習する
事後　外部性によってどのように環境問題が発生するか復習する
第6回目
事前　ピグー税および排出権取引を予習する
事後　環境問題を解決するピグー税、排出権取引を復習する
第7回目
事前　コースの定理を予習する
事後　コースの定理とピグーゼイの両方の関係を復習する
第8回目

授業種別

開講期

講義

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

環境経済学



事前　公共財および共有地の悲劇を予習する
事後　公共財の定義、共有地の悲劇を復習する
第9回目
事前　共有地の悲劇の例を予習する
事後　漁業の例を説明できるように復習する
第10回目
事前　需要の価格弾力性、供給の価格弾力性を復習する
事後　環境税をだれが負担するかを説明できるように復習する
第11回目
事前　企業の環境経営、環境会計についてネット検索し調べる
事後　授業の内容の範囲で環境経営、環境会計を復習する
第12回目
事前　CSR、CSV、SRI等の授業の資料を予習する
事後　企業の社会的責任について復習する
第13回目
事前　環境金融をネット検索し調べてみる
事後　環境融資が外部性を内部化できる仕組みを復習する
第14回目
事前　外部性のところで勉強した理論、マクロ経済学で勉強したAS-AD分析を復習
事後　パンデミックの影響を経済理論で説明できるように復習する
第15回目
事前　行動経済学のナッジについて調べてみる
事後　省エネ対策を説明できるようにし、レポート課題の準備をする

課題に対するフィードバックの方法

Googleフォームを用いたアンケートまたは確認テストを次回の授業の前までに模範解答と採点基準を示しフィー
ドバックして解説します。また、質問や意見をGoogleフォームで提出してもらい、次回の授業の前までにフィー
ドバックします。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示す通り、授業時間中に実施される確認テストと授業終講後の定期試験に代わるレポートの評価結果に基
づき総合的に判定の上、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。正当な理由のない欠席4回以上またはレ
ポート課題未提出の場合、評価の対象とせず、「K」評価とする。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

50

0

0

50

0

評価方法・割合

授業内確認テストで合計50点分出題

全授業終了後に実施するレポート試験50点分

評価対象となる到達目標

１，２，３，４

１，２，３，４

テキスト テキストは使用しない。講義資料を配布します。

参考書 依田高典・岡田克彦 編著『行動経済学の現在と未来』日本評論社、2019年
栗山浩一・馬奈木俊介『環境経済学をつかむ』第4版、有斐閣、2020年
グレゴリー・マンキュー『マンキュー経済学Ⅰ ミクロ編（第4版）』 東洋経済新報社 2019年 税込み
4,400円 ISBN-13 : 978-4492315194.
山下東子『魚の経済学』第2版、日本評論社、2012年

履修条件・他の科目との関連 経済学入門を履修済みであることが望ましい。
マクロ経済学ⅠⅡ、ミクロ経済学ⅠⅡを履修済み、もしくは履修中であることが望ましい。
※欠席学生への配布資料等の対応：Google Classroomに配布資料はアップロードします。

環境経済学



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16308401

計量経済学

堀　要

堀　要

3年

授業の目的・概要

昨年度までは、回帰分析を中心に計量分析の結果を読める、簡単な計量分析をできるようになることを目標に、
演習中心に授業を行ってきた。計量分析の多くは変数間の因果関係を確かめるために行われるが、モデルの定式
化や分析結果を正しく解釈するためには、因果関係をいかに推定していくかについての方法論（因果推論と呼ば
れます）を理解しておく必要がある。
　そこで本年はまず、『原因と結果の経済学』という本をテキストにして、因果推論を勉強した上で、計量分析
の手法を学ぶことにする。オンデマンド型の遠隔授業で、自分のパソコンを使って受講することを考えて、統計
プログラムとしては、無料で誰でもどこでも使える“R”を使うことにする。
　結構難しい科目ですが、勉強してもらって、卒論などで計量分析にチャレンジしてもらえればと思っている。
　なお、この授業は 、オンデマンド型の遠隔授業となります。リアルタイム型の遠隔授業（授業時間に Zoom で
参加する方法）ではなく、講義を録画した動画を一定期間中に視聴し、所定の課題を提出していただく形で実施
する予定です。

到達目標

１．因果推論の考え方を学んで、論理的な議論ができる力を身につける
２．計量分析（回帰分析）の結果が読み、評価できる力を身に着ける
３．自分で計量分析が行え、その結果を評価できる力を身に着ける

授業計画

【第１回】　『原因と結果の経済学』　はじめに
【第２回】　『原因と結果の経済学』　第1章
【第３回】　『原因と結果の経済学』　第２章　ランダム化比較試験
【第４回】　『原因と結果の経済学』　第４章　差の差
【第５回】　『原因と結果の経済学』　第５章　操作変数法
【第６回】　『原因と結果の経済学』　第６章　回帰不連続デザイン
【第７回】　『原因と結果の経済学』　第８章　回帰分析　＆　補論
【第８回】　Rのインストール、データの入力
【第９回】　回帰分析（最小二乗法）
【第10回】　誤差分散の不均一
【第11回】　系列相関
【第12回】　差の差、ダミー変数
【第13回】　パネル分析
【第14回】　連立方程式
【第15回】　まとめ　＆　予備

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

第1 回
【事前】　教科書の「はじめに」を読んで予習しておく。 2.0 時間
【事後】　教科書を読み直して、議論を整理する　２.0 時間
第2 回
【事前】　教科書の第１章を読んで予習しておく 2.0時間
【事後】　教科書を読み直して、議論を整理する　２.0 時間
第3 回
【事前】　教科書の第2章を読んで予習しておく 2.0時間
【事後】　教科書を読み直して、議論を整理する　２.0 時間
第4 回
【事前】　教科書の第4章を読んで予習しておく 2.0時間
【事後】　教科書を読み直して、議論を整理する　２.0 時間
第5 回
【事前】　教科書の第5章を読んで予習しておく 2.0時間
【事後】　教科書を読み直して、議論を整理する　２.0 時間
第6 回
【事前】　教科書の第6章を読んで予習しておく 2.0時間
【事後】　教科書を読み直して、議論を整理する　２.0 時間
第7 回
【事前】　教科書の第8章を読んで予習しておく 2.0時間
【事後】　教科書を読み直して、議論を整理する　２.0 時間
第8 回

授業種別

開講期

講義

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

計量経済学



【事前】　パソコンのスペックやディスクの残量などを確認しておく 1.0時間
【事後】　授業で行った作業を完了する。 2.0 時間
第9 回
【事前】　事前に資料を配布するので、それを読んで予習しておく  2.0時間
【事後】　資料を読み直して、授業内容を整理し、授業で行った作業を完了する。  3.0 時間
第10 回
【事前】　事前に資料を配布するので、それを読んで予習しておく 2.0時間
【事後】　資料を読み直して、授業内容を整理し、授業で行った作業を完了する。  3.0 時間
第11 回
【事前】　事前に資料を配布するので、それを読んで予習しておく 2.0時間
【事後】　資料を読み直して、授業内容を整理し、授業で行った作業を完了する。  3.0 時間
第12 回
【事前】　事前に資料を配布するので、それを読んで予習しておく 2.0時間
【事後】　資料を読み直して、授業内容を整理し、授業で行った作業を完了する。  3.0 時間
第13 回
【事前】　事前に資料を配布するので、それを読んで予習しておく 2.0時間
【事後】　資料を読み直して、授業内容を整理し、授業で行った作業を完了する。  3.0 時間
第14 回
【事前】　事前に資料を配布するので、それを読んで予習しておく 2.0時間
【事後】　資料を読み直して、授業内容を整理し、授業で行った作業を完了する。  3.0 時間
第15 回
【事前】　これまでの授業内容を復習しておく 2.0時間
【事後】　レポートによる試験予定。 3.0 時間

課題に対するフィードバックの方法

14回目までに実施したレポート等については、希望者にその評価を伝えます。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示すとおり、授業時間中に行う演習のプログラムと結果、授業期間中に実施される課題・レポートと、期
末試験（レポート）の評価結果に基づき総合的に判定のうえ、60 点以上を合格とし、所定の単位を認定する。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

40

40

0

20

0

評価方法・割合

授業中に行う推定のプログラムと結果を提出してもらう(40)

授業期間中に課すレポート（40）

最終授業時にまとめ的なテーマのレポートを出します（20）

評価対象となる到達目標

2, 3

1, 2, 3

1, 2, 3

テキスト 『「原因と結果」の経済学』中室牧子，津川友介，ダイヤモンド社，978-4478039472，1760円

参考書 『計量経済学』黒住英司,東洋経済,2016年,ISBN-13 : 978-4492314722,3080円．その他は授業
時間中に紹介する

履修条件・他の科目との関連 ミクロ経済学、マクロ経済学、財政学、金融論などの理論を実証する方法を学ぶ科目です。

計量経済学



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16308501

現代の日本経済

花木　完爾

花木　完爾

1年

授業の目的・概要

現代の日本経済について基本的な知識を学びます。具体的には現代の日本経済が抱える課題がいつからはじまり
どのような経過で今に至っているか歴史的にアプローチします。また、一方で経済学的な基本説明も関連する事
項として解説します。授業の実施形態は遠隔授業方式（オンデマンド）となる予定です。

到達目標

1.日本経済の現状について説明できる。
2.日本経済の現状について記述できる。
3.日本経済の現状に至る背景を説明できる。
4.日本経済の現状に至る背景を記述できる。

授業計画

＊本授業は遠隔授業として実施する予定である。その遠隔授業の実施形式はオンデマンド型授業とする。リアル
タイム型の遠隔授業(その授業時間にZoom等で参加する方法)ではなく、講義を録画した動画を一定期間中に視聴
し、所定の課題を提出していただく形で実施予定です。

第1回
授業ガイダンス
第2回
現代日本経済史の問題から考える：我が国の経済的課題①1970年代2つのショック
第3回
現代日本経済史の問題から考える：我が国の経済的課題②バブル崩壊以降、IT化の遅れ
第4回
現代日本経済史の問題から考える：我が国の経済的課題③高齢化と拡張的財政金融政策の帰結
第5回
日本経済の問題を考える：企業戦略、マイケル・ポーターの競争戦略の紹介
第6回
日本の企業史①：近世からの企業成長～市場の創生期～
第7回
日本の企業史②：戦前期の企業成長～市場の成長期～
第8回
日本の企業史③：戦後の企業成長～市場の成長期パート2～
第9回
日本の企業史④：オイルショック前までの企業戦略～市場の成熟期～
第10回
日本の企業史⑤：オイルショック後の企業戦略～市場の成熟期から衰退期～
第11回
競争戦略から考える日本企業の歴史
第12回
オイルショック以降の市場環境の変化と企業の競争戦略①：半導体
第13回
オイルショック以降の市場環境の変化と企業の競争戦略②：家電事業
第14回
オイルショック以降の市場環境の変化と企業の競争戦略③：飲食業
第15回
オイルショック以降の市場環境の変化と企業の競争戦略④：自動車産業

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

事前学習：レジュメを配布しますので事前に読んできてください。1.5時間
事後学習：簡単なWEBクイズを出しますので、それに回答してください。1.5時間

課題に対するフィードバックの方法

WEBクイズは次回の冒頭に詳しく説明します。

成績評価の方法・基準（方針）

日本経済の問題点について認識できていること、その背景について適切に説明ができること。授業期間中に実施
される課題・レポートと期末試験（レポート）の評価結果に基づき総合的に判定の上、60点以上を合格とし、所

授業種別

開講期

講義

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

現代の日本経済



定の単位を認定する。正当な理由なく、期末の定期試験に代わるレポートを未提出の場合、評価の対象とせず、
「K」評価とする。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

40

0

0

60

0

評価方法・割合

WEBテストへの参加率（30）、および正答率（10）

現代日本経済について適切な量の説明ができている
（40）、現代日本の問題がどのように発生したのか背景を
説明できている（20）

評価対象となる到達目標

1,3

2,4

テキスト なし

参考書 授業中に適宜指示します。

履修条件・他の科目との関連 授業資料はGOOGLE　CLASSROOMに毎週アップロード予定です。
日本企業の競争力が失われたのはなぜか、明らかにしたいと思っています。

現代の日本経済



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16308601

現代の世界経済

花木　完爾

花木　完爾

1年

授業の目的・概要

現代の世界経済について基本的な知識を学びます。具体的には現代のグローバル経済が抱える課題がいつからは
じまりどのような経過で今に至っているか歴史的にアプローチします。また、一方で経済学的な基本説明も関連
する事項として解説します。授業は遠隔授業方式（オンデマンド）で実施予定です。

到達目標

1.グローバル経済の課題について説明できる。
2.グローバル経済の課題について記述できる。
3.グローバル経済化について説明できる。
4.グローバル経済化について記述できる。

授業計画

＊本授業は遠隔授業として実施する予定である。その遠隔授業の実施形式はオンデマンド型授業とする。リアル
タイム型の遠隔授業(その授業時間にZoom等で参加する方法)ではなく、講義を録画した動画を一定期間中に視聴
し、所定の課題を提出していただく形で実施予定です。

第1回
授業ガイダンス
第2回
現代世界経済史①近世資本主義の誕生
第3回
現代世界経済史②近代資本主義の成長
第4回
現代世界経済史③現代資本主義の競争
第5回
企業戦略論の紹介①：近代のテイラー方式、フォードシステム
第6回
企業戦略論の紹介②：市場成長期のアンゾフ、チャンドラー
第7回
企業戦略論の紹介③：現代市場のコトラー、ポーター
第8回
企業のグローバル化戦略の変遷
第9回
なぜ、企業はグローバル化してきたのか、できたのか？
第10回
企業の個別事例：エアバスとボーイング、航空機産業
第11回
世界企業の個別事例：飲食産業
第12回
世界企業の個別事例：自動車産業
第13回
世界企業の個別事例：半導体産業
第14回
世界企業の個別事例：デジタル産業
第15回
授業のまとめ

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

事前学習：レジュメを配布しますので事前に読んできてください。1.5時間
事後学習：簡単なWEBクイズを出しますので、それに回答してください。1.5時間

課題に対するフィードバックの方法

WEBクイズは次回の冒頭に詳しく説明します。

成績評価の方法・基準（方針）

グローバル経済の問題点について認識できていること、その背景について適切に説明ができること。授業内評価
が40％、定期試験に代わるレポートへの評価が60％である。授業期間中に実施される課題・レポートと期末試験

授業種別

開講期

講義

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

現代の世界経済



（レポート）の評価結果に基づき総合的に判定の上、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。正当な理由
なく、期末の定期試験に代わるレポートを未提出の場合、評価の対象とせず、「K」評価とする。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

40

0

0

60

0

評価方法・割合

WEBクイズの参加率（30）、正答率（10）

課題を明確に設定できている（40）。
先行研究を調べられ、内容が適切に説明できている
（20）。

評価対象となる到達目標

1,3

2,4

テキスト なし

参考書 ダロン・アセモグル『国家はなぜ衰退するのか上・下』ハヤカワ・ノンフィクション文庫、2016年
ISBN978-4-15-050464-9、1,000円
ISBN978-4-15-050465-6、1,000円

履修条件・他の科目との関連 授業資料はGOOGLE　CLASSROOMに毎週アップロード予定です。
問題意識を持てるように学んでください。

現代の世界経済



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16308701

アメリカ経済論

藤澤　宜広

藤澤　宜広

2年

授業の目的・概要

アメリカは、グローバリゼーションを推進し主導していくなかで様々な制度的あるいは構造的変化を遂げてきま
した。アメリカ経済は日本の経済政策にも大きな影響を与えますから、アメリカ経済を理解することは日本経済
や日本の政策を考える上でも有益になります。
この授業では、ミクロ経済学やマクロ経済学といった経済理論の基本的な知識を提供した上で、アメリカ経済の
現状を経済学的に説明することを目的とします。また、アメリカの思想的背景や経済発展のプロセスを理解する
ために、アメリカ社会の歴史的経緯についても紹介します。具体的には、まず、アメリカの政治経済システムを
概観した後、歴史的背景や経済発展について解説した上で、マクロ経済政策や産業政策などへと順次議論を展開
していきます。

到達目標

1．アメリカ経済に関するニュースに関⼼を持つようになる。
2．アメリカ経済に関連する基本モデルを理解できるようになる。
3．アメリカ経済に関するニュースで取り扱われている内容やその背景に対して経済学的な論理で批判的に考察で
きるようになる。

授業計画

【第01回】第1章　アメリカの政治経済システム（1）：建国の理念
【第02回】第1章　アメリカの政治経済システム（2）：独立戦争
【第03回】第1章　アメリカの政治経済システム（3）：分断されたアメリカ
【第04回】第2章　19世紀から20世紀初頭の経済発展（1）：小さな政府
【第05回】第2章　19世紀から20世紀初頭の経済発展（2）：金融制度の確立
【第06回】第2章　19世紀から20世紀初頭の経済発展（3）：大恐慌とニューディール政策
【第07回】第3章　マクロ財政・金融政策（1）：マクロ経済政策の理論
【第08回】第3章　マクロ財政・金融政策（2）：マクロ経済政策の実際
【第09回】第3章　マクロ財政・金融政策（3）：金融システムの規制と金融革新
【第10回】第4章　ミクロ経済学と競争政策（1）：反トラスト法の経済学
【第11回】第4章　ミクロ経済学と競争政策（2）：支配的企業の規制
【第12回】第4章　ミクロ経済学と競争政策（3）：合併・カルテルの規制
【第13回】第5章　企業システムと産業構造（1）：アメリカの企業システム
【第14回】第5章　企業システムと産業構造（2）：モノづくりの盛衰
【第15回】第5章　企業システムと産業構造（3）：コーポレートガバナンス

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

授業（１回につき２時間として計算）と事前事後のあわせて１単位あたり４５時間が必要です。各回を通じて、
【事前】テキストに目を通し、重要事項を把握しておく。またわからない内容については質問できるように準備
しておく。
【事後】授業中に学んだ内容の要点、感想、わからない内容を記録しておく。
その他、アメリカ経済に関するニュースに触れるようにしましょう。予習も重要ですが、復習により時間を割き
ましょう。不定期に実施する小テストとその解説を通じて理解度を確認して下さい。

課題に対するフィードバックの方法

授業の中で確認し、理解を深めます。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点以上を合格とし、所定の単位を認定する。正当な理由のな
い欠席4回以上または課題未提出の場合は「K」評価とする。

授業種別

開講期

講義

前期 単位数 2単位

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

評価割合
（％）

60

0

0

評価方法・割合

授業の感想文（10）、小テスト（30）、授業内課題（20）

評価対象となる到達目標

1、2

実務家教員による授業 －

アメリカ経済論



定期試験に代わるレポート等

その他

40

0

課題レポート（40） 2、3

テキスト 宮田・玉井『アメリカ経済論入門』〔第3版〕晃洋書房、2022年3月予定。

参考書 坂出・秋元・加藤『入門 アメリカ経済Q&A100』中央経済社、2019年5月、本体3,000円＋税、
ISBN-13: 978-4502291913。
地主・加藤・村山『現代アメリカ経済論』（シリーズ・現代の世界経済1）ミネルヴァ書房、2012年5
月、本体3,500円＋税、ISBN-13: 978-4623058693。
河村・弘兼『知識ゼロからのアメリカ経済入門』幻冬舎、2009年8月、本体1,300円＋税、ISBN-
13: 978-4344901643。
河村哲二『現代アメリカ経済』（有斐閣アルマ）有斐

履修条件・他の科目との関連 「経済学入門」「ミクロ経済学Ⅰ」「マクロ経済学Ⅰ」を単位取得済みもしくは履修中であることが望
ましいです。

アメリカ経済論



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16308801

ヨーロッパ経済論

花木　完爾

花木　完爾

2年

授業の目的・概要

ヨーロッパにおける経済構造の基本を理解する。この科目はヨーロッパ経済論である。ヨーロッパ経済の大きな
特徴のひとつはEUという地域統合経済圏が存在することである。現代日本においてはTPPなど国際経済圏への加入
が検討されている。このような国際的な経済圏へ参加することのメリットやデメリットはなんであろうか。ヨー
ロッパ経済を学ぶことで市場統合、関税自由化、国際貿易についての知見を深めていく。
本講義ではEU地域統合経済圏のメリットとデメリット、そしてその合理性を記述し、説明することが目的であ
る。講義はパワーポイントによるプレゼン形式で行い、文字情報および静止画・動画の資料などを提示しながら
すすめていく。
授業は講義形式で受動的学習になるが、事前学習では授業テーマに関して事前の調査、前週の復習と統合された
経済圏の課題を考えることが求められる。事後学習では授業出提示した資料をノートに加筆することなどの主体
的学習が求められる。

到達目標

1.EU経済圏のメリットとデメリットを記述することができる。
2.EU経済圏のメリットとデメリットを説明することができる。
3.EU経済圏内の個別事情を記述することができる。
4.EU経済圏内の個別事情を説明することができる。

授業計画

第1回：授業オリエンテーション（授業の進め方、講義概要、成績評価について）
第2回：欧州経済史①：統合と戦争の欧州史
第3回：欧州経済史②：古代ローマ帝国の経済
第4回：欧州経済史③：中世キリスト教世界
第5回：欧州経済史④：宗教改革とキリスト教世界の破綻
第6回：欧州経済史⑤：宗教改革とイギリス
第7回：欧州経済史⑥：イギリス産業革命
第8回：欧州経済史⑦：イギリス対ドイツ、覇権争い
第9回：戦間期のヨーロッパ経済：ナチスドイツ
第10回：戦後の経済復興と欧州統合の精神
第11回：欧州石炭鉄鋼共同体の誕生
第12回：欧州統一にむけてのあゆみ
第13回：欧州統一経済による効果
第14回：現代欧州の統合と分裂欲
第15回：講義のまとめ、現代欧州経済における論点

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

事前学習：レジュメを配布しますので事前に読んできてください。1.5時間
事後学習：簡単なWEBクイズを出しますので、それに回答してください。1.5時間・課題

課題に対するフィードバックの方法

WEBクイズは次回の冒頭に詳しく説明します。

成績評価の方法・基準（方針）

授業期間中に実施される課題・レポートと期末試験（レポート）の評価結果に基づき総合的に判定の上、60点以
上を合格とし、所定の単位を認定する。
レポート課題か期末レポート試験のいずれかを未提出の場合、評価の対象とせず、「K」評価とする。

授業種別

開講期

講義

後期 単位数 2単位

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

評価割合
（％）

40

0

0

評価方法・割合

授業への取り組み姿勢（10）、WEBクイズへの参加率
（30）

評価対象となる到達目標

2,4

実務家教員による授業 －

ヨーロッパ経済論



定期試験に代わるレポート等

その他

60

0

課題を明確に設定できている（20）。
先行研究を調べられ、内容が適切に説明できている
（40）。

1,3

テキスト 必要に応じて授業の中で紹介する。

参考書 田中素香、長部重康、久保広正、岩田健治『現代ヨーロッパ経済』有斐閣アルマ、2001年
ISBN978-4-641-22108-6、2,800円

履修条件・他の科目との関連 授業資料はGOOGLE　CLASSROOMに毎週アップロード予定です。
ヨーロッパの時事問題に関心を払ってください。

ヨーロッパ経済論



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16308901

アジア経済論

藤澤　宜広

藤澤　宜広

3年

授業の目的・概要

アジアはもともと多様性を持つ社会ですが、近年の経済発展の中で、域内における生産関係や貿易関係の緊密化
を通じて世界経済の中核となりつつあります。各国の相互依存関係が深化していく中で、経済や成長の構造を全
体として見通すことの重要性が一層増しています。
この授業では、アジアを含め、開発途上国が経済的に発展するメカニズムやそのために必要な政策について、
データを紹介しつつも経済理論の説明に重点をおいて解説していきます。また、貧困の罠や経済のグローバル
化、社会関係資本や政治制度と経済発展との関係についても順次議論を展開していきます。

到達目標

1．アジア経済に関するニュースに関⼼を持つようになる。
2．アジア経済に関する基本モデルを理解できるようになる。
3．アジア経済に関するニュースで取り扱われている内容やその背景に対して経済学的な論理で批判的に考察でき
るようになる。

授業計画

【第01回】第01章　開発途上国の経済発展（1）：開発途上国での暮らし
【第02回】第01章　開発途上国の経済発展（2）：なぜ1人当たりGDPが重要か
【第03回】第02章　新古典派経済成長論（1）：ソロー・モデル
【第04回】第02章　新古典派経済成長論（2）：投資率・人口成長率の増減による定常状態の変化
【第05回】第04章　貧困の罠（1）：貧困の罠の理論モデル
【第06回】第04章　貧困の罠（2）：経路依存性と成長期待
【第07回】第05章　中所得国の罠（1）：中所得国の経済成長
【第08回】第05章　中所得国の罠（2）：複数均衡モデルによる理論的説明
【第09回】第06章　国際貿易・海外直接投資：貿易・海外直接投資の発展
【第10回】第08章　社会関係資本・社会ネットワーク（1）：社会関係資本・社会ネットワークと経済発展
【第11回】第08章　社会関係資本・社会ネットワーク（2）：様々なネットワーク構造の効果
【第12回】第09章　社会・経済制度（1）：制度と経済発展
【第13回】第09章　社会・経済制度（2）：制度の決定の理論
【第14回】第10章　経済発展の政治経済学（1）：政治制度と経済制度の補完性
【第15回】第10章　経済発展の政治経済学（2）：政治制度・所得の不平等・経済成長

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

授業（１回につき２時間として計算）と事前事後のあわせて１単位あたり４５時間が必要です。各回を通じて、
【事前】テキストに目を通し、重要事項を把握しておく。またわからない内容については質問できるように準備
しておく。
【事後】授業中に学んだ内容の要点、感想、わからない内容を記録しておく。
その他、アジア経済に関するニュースに触れるようにしましょう。予習も重要ですが、復習により時間を割きま
しょう。不定期に実施する小テストとその解説を通じて理解度を確認して下さい。

課題に対するフィードバックの方法

授業の中で確認し、理解を深めます。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点以上を合格とし、所定の単位を認定する。正当な理由のな
い欠席4回以上または課題未提出の場合は「K」評価とする。

授業種別

開講期

講義

後期 単位数 2単位

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

評価割合
（％）

60

0

0

40

評価方法・割合

授業の感想文（10）、小テスト（30）、授業内課題（20）

課題レポート（40）

評価対象となる到達目標

1、2

2、3

実務家教員による授業 －

アジア経済論



その他 0

テキスト 戸堂康之『開発経済学入門』〔第2版〕（経済学叢書Introductory）新世社、2021年3月、本体
2,600円＋税、ISBN-13: 978-4883843251。

参考書 三重野・深川編著『現代東アジア経済論』（シリーズ・現代の世界経済 第5巻）ミネルヴァ書房、
2017年10月、本体3,500円＋税、ISBN-13: 978-4623080793。
渡辺利夫『アジア経済読本』〔第4版〕東洋経済新報社、2009年12月、本体2,800円＋税、ISBN-
13: 978-4492100226。
遠藤他編『現代アジア経済論』（有斐閣ブックス）有斐閣、2018年3月、本体2,700円＋税、ISBN-
13: 978-4641184428。
渡辺利夫『開発経済学入門』〔第3版〕東洋経済新

履修条件・他の科目との関連 「経済学入門」「ミクロ経済学Ⅰ」「マクロ経済学Ⅰ」「ミクロ経済学Ⅱ」「マクロ経済学Ⅱ」「アメリカ経
済論」を単位取得済みであることが望ましいです。

アジア経済論



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16309001

経済思想史

花木　完爾

花木　完爾

2年

授業の目的・概要

経済思想史は文字通り、経済思想の歴史である。本講義では経済思想だけでなく経営思想についても取り扱う。
現代ではコロナの問題、財政赤字、さまざまな経済課題を抱えており、経済学者、経営学者はそれに答えを出す
べく研究を重ねている。過去においてもそれぞれの歴史的なタイミングでそれぞれの経済的課題があり、それに
答えを出すべく先人たちは議論を積み重ねてきたのである。
本講義では過去のある時点での経済的課題とそれにどのようにアプローチしたのか、経済学のキーワードがどの
ように誕生したのか「記述すること」と「説明すること」が目的である。講義はパワーポイントによるプレゼン
形式で行い、文字情報および静止画、動画の資料を提示しながらすすめていく。
授業は講義形式で受動的学習になるが、事前学習では授業テーマに関する経済学のキーワードを1つ勉強してくる
ことを求める。勉強してくる範囲は事前に提示する。事後学習では前週のノートを復習し熟考する、現在の問題
に置き換えて考えてみる、などの主体的学習が求められる。

到達目標

1.経済学のキーワードとそれを考えだした人間を記述することができる。
2.経済学のキーワードを説明することができる。
3.経済学のキーワードが生み出された背景（なぜ？）を説明することができる。
4.経済学のキーワードが生み出された背景を記述することができる。

授業計画

第1回
授業ガイダンス
第2回
スミス：経済学の父
第3回
マルサス：近世と近代を分かつもの
第4回
リカード：比較優位論、グローバル経済のはしり
第5回
マルクス：資本主義批判、私有財産とは？
第6回
ミル、マーシャル：功利主義冷静な頭脳と温かい心（Cool heads but Warm hearts）
第7回
ピグー：厚生経済学の確立、古典派最後の経済学者
第8回
ケインズ：大恐慌に対する不況経済対策
第9回
高橋是清：高橋財政：大恐慌と積極的な財政政策と金融政策の実施、日銀引受
第10回
シュンペーター：恐慌に対する肯定、企業の新結合
第11回
テイラー、フォード：企業成長と経営学の誕生
第12回
アンゾフ、チャンドラー：経済成長期の経営学
第13回
フリードマン：オイルショックとニクソンショックによるスタグフレーションへの対応
第14回
ポーター、コトラー：市場成長の成熟化と経済の終焉、企業独自の成長路線
第15回
学期のまとめ

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

事前学習：レジュメを配布しますので事前に読んできてください。1.5時間
事後学習：簡単なWEBクイズを出しますので、それに回答してください。1.5時間

課題に対するフィードバックの方法

WEBクイズは次回の冒頭に詳しく説明します。

授業種別

開講期

講義

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

経済思想史



成績評価の方法・基準（方針）

以下に示すとおり、授業期間中に実施される課題・レポートと期末試験（レポート）の評価結果に基づき総合的
に判定の上、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
レポート課題か期末レポート試験のいずれかを未提出の場合、評価の対象とせず、「K」評価とする。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

40

0

0

60

0

評価方法・割合

授業への取り組み姿勢（10）、WEBクイズへの参加率
（30）

課題を明確に設定できている（20）。
先行研究を調べられており、内容についても適切な分量の
説明がなされている（40）。

評価対象となる到達目標

2,3

1,4

テキスト なし

参考書 中村隆之『はじめての経済思想史　―アダム・スミスから現代まで―』講談社現代新書、2018年
ISBN978-4-06-512227-3、840円

履修条件・他の科目との関連 授業資料はGOOGLE　CLASSROOMに毎週アップロード予定です。
現代の経済課題に問題意識を持ちながら受講してください。

経済思想史



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16309101

日本経済史

花木　完爾

花木　完爾

2年

授業の目的・概要

経済史は人間の経済的営みの積み重ねである。そこには社会、資本、会社、労働さまざまな要素が含まれる。技
術や科学がどれだけ進歩したとしても、今も昔も人間が経済的課題に直面してさまざまな試行錯誤を繰り返すこ
と自体に変化はない。その意味で経済史を学ぶことは我々の経済的行動のあり方を学ぶことに等しい。なぜ、バ
ブルは起こるのか？なぜ、国家は戦争の道を選ぶのか？歴史的なパンデミックはどのように克服されてきたの
か？それらは歴史的な課題であるが、同時に現代的な課題でもある。
本講義では特に日本人の経済的行動を理解するために特定の経済状況に直面した人間がどのような行動をとるの
かを記述し、説明することが目的である。講義動画はパワーポイントによるプレゼン形式で行い、文字情報およ
び静止画、動画の資料などを提示しながらすすめていく。
授業は遠隔授業形式での実施予定である。

到達目標

1.歴史の転換点を経済学のキーワードで記述できること。
2.歴史の転換点を経済学のキーワードで説明できること。
3.歴史の転換点までのプロセスを日本語で記述できること
4.歴史の転換点までのプロセスを日本語で説明できること。
5.歴史的教訓として、歴史的事件の因果関係を抽象化して記述できること。
6.歴史的教訓として、歴史的事件の因果関係を抽象化して説明できること。

授業計画

＊本授業は遠隔授業として実施する予定である。その遠隔授業の実施形式はオンデマンド型授業とする。リアル
タイム型の遠隔授業(その授業時間にZoom等で参加する方法)ではなく、講義を録画した動画を一定期間中に視聴
し、所定の課題を提出していただく形で実施予定です。

第1回
授業ガイダンス
第2回
日本経済のはじまり：中世から近世の外観
第3回
近世経済①：安土桃山から江戸時代：豊臣秀吉の経済社会
第4回
近世経済②：武士の衰退と地域創生：江戸期の経済構造～石高制の影響～
第5回
近世経済③：近世の企業、地方経済と農村工業
第6回
近世経済④：近世の発展パターン
第7回
近代経済①：幕末開港と明治維新～インフレと殖産興業～
第8回
近代経済②：明治末期の産業革命
第9回
近代経済③：明治末期から大正期の経済発展～戦争経済～
第10回
近代経済④：大正期の新技術～電気～
第11回
近代経済⑤：大正から昭和初期の経済拡大、貧富差の拡大
第12回
近代経済⑥：昭和恐慌と高橋財政：軍によるテロ事件と都市農村問題
第13回
近代経済⑦：戦争突入：なぜ止められなかったのか？
第14回
近代経済⑧：戦争統制経済と戦後復興
第15回
授業のまとめ：戦後経済と現代経済の外観

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

事前学習：レジュメを配布しますので事前に読んできてください。1.5時間
事後学習：簡単なWEBクイズを出しますので、それに回答してください。1.5時間

授業種別

開講期

講義

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

日本経済史



課題に対するフィードバックの方法

WEBクイズは次回の冒頭に詳しく説明します。

成績評価の方法・基準（方針）

授業期間中に実施される課題・レポートと期末試験（レポート）の評価結果に基づき総合的に判定の上、60点以
上を合格とし、所定の単位を認定する。正当な理由なく、期末の定期試験に代わるレポートを未提出の場合、評
価の対象とせず、「K」評価とする。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

40

0

0

60

0

評価方法・割合

授業への取り組み姿勢（10）、WEBクイズへの参加率
（30）

課題を明確に設定できている（20）。
先行研究を調べられており、内容についても適切な分量の
説明がなされている（40）。

評価対象となる到達目標

2,4,6

1,3,5

テキスト なし

参考書 粕谷誠『ものづくり日本経営史ー江戸時代から現代までー』名古屋大学出版会、2012年
ISBN978-4-8158-0715-3、3,800円

履修条件・他の科目との関連 授業資料はGOOGLE　CLASSROOMに毎週アップロード予定です。
歴史とは今の自分達の立ち位置を明らかにするものです。自分たちは何者なのか探求してください。

日本経済史



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16309201

西洋経済史

花木　完爾

花木　完爾

2年

授業の目的・概要

本講義は、「現代の資本主義社会がどのように登場し、発展してきたのか」、ということを中心に扱う。経済史
という科目は「経済」という存在の特殊性についての歴史的理解を深める科目である。経済という存在の出現、
発展を前近代の市場、産業革命以降、戦後グローバル経済の出現という3段階で論じる。
なお、本講義では、適宜、「実学としての経済学」という学習も考慮に入れた講義を行う。本経済学部において
「実学としての経済学」の学習とは、具体的にはＧＤＰ・為替レート・金利などの経済諸指標の連関を理解しつ
つ、経済諸指標が互いに連動するマクロ経済学的な連関性を学ぶことを意味する。

到達目標

1.経済成長のメカニズムを記述できること。
2.経済成長のメカニズムを説明できること。
3.経済成長の歴史とはなんだったのか記述できること
4.経済成長の歴史とはなんだったのかか説明できること。

授業計画

第1回
経済史とはなにか、授業の進め方、評価についてのガイダンス
第2回
経済成長のメカニズム：資本、労働力、技術と資源環境
第3回
古代の経済史①：エジプトとメソポタミアの経済原理：資源枯渇と破滅
第4回
古代の経済史②：古代ローマ帝国の経済拡大原理：周辺国の収奪システム
第5回
古代の経済史③：古代ローマ帝国の崩壊とキリスト教の発展
第6回
中世の経済史①：キリスト教支配の1000年：資源温存型、循環経済
第7回
中世の経済史②：中世農民の生活
第8回
中世の経済史③：キリスト教の拡大と十字軍遠征
第9回
中世の経済史④：イスラム文化圏との接触、イスラム貿易の誕生
第10回
中世の経済史⑤：キリスト教組織の堕落と宗教改革
第11回
中世の経済史⑥：宗教戦争とイギリスの台頭：循環経済からの離脱
第12回
近代の経済史①：中世的経済成長の限界と産業革命：土地資源からの開放
第13回
近代の経済史②：産業革命と新技術の開発
第14回
近代の経済史③：ハーバーボッシュ法の発明と資源環境からの開放
第15回
近代の経済史④：資源と経済発展の歴史

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

事前学習：レジュメを配布しますので事前に読んできてください。1.5時間
事後学習：簡単なWEBクイズを出しますので、それに回答してください。1.5時間

課題に対するフィードバックの方法

WEBクイズは次回の冒頭に詳しく説明します。

成績評価の方法・基準（方針）

授業期間中に実施される課題・レポートと期末試験（レポート）の評価結果に基づき総合的に判定の上、60点以
上を合格とし、所定の単位を認定する。
レポート課題か期末レポート試験のいずれかを未提出の場合、評価の対象とせず、「K」評価とする。

授業種別

開講期

講義

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

西洋経済史



成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

40

0

0

60

0

評価方法・割合

授業への取り組み姿勢（10）、WEBクイズへの参加率
（30）

課題を明確に設定できている（20）。
先行研究を調べられており、内容についても適切な分量の
説明がなされている（40）。

評価対象となる到達目標

2,4

1,3

テキスト なし

参考書 小野塚知二『経済史　いまを知り、未来を生きるために』有斐閣、2018年
ISBN978-4-641-16515-1、4,000円

履修条件・他の科目との関連 授業資料はGOOGLE　CLASSROOMに毎週アップロード予定です。
現在のグローバル経済がどのように始まったのか問題意識をもって受講してください。

西洋経済史



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16309301

アジア経済史

山本　明志

山本　明志

3年

授業の目的・概要

中国を中心としたアジア経済史の概説を行う。他の地域と比べ、中国には長期間にわたる史料が残されており、
それぞれの時代における経済のあり方についても追及することが可能である。本講義では、中国における「市
場」の発展、都市経済と農村経済の関係、海外交易の推移を軸に、現代中国の経済発展の背景を考察する。同時
に、モンゴル・朝鮮半島・東南アジア・日本との経済的な影響関係の歴史についても概説する。これらを通し
て、本講義では複雑多様化した現代のアジア世界における社会・経済について、その課題を歴史的に分析する視
点を身につけることをめざす。
★この講義はオンデマンド型の遠隔授業です。講義を録画した教材で学び、一定期間内に課題を提出してもらい
ます。

到達目標

1．中国の経済史に関する歴史的なトピックについて説明することができる。
2．中国を中心とする東アジア世界の経済をめぐる関係について、歴史的に説明することができる。
3．特定のアジアの都市経済について、その歴史的背景を説明することができる。

授業計画

本講義は、完全な遠隔授業として実施します。
第1回　経済史とアジア：本講義で取り扱う「アジア」地域と経済史研究の現状について概説する。
第2回　中国の北と南：中国経済史を考える上でポイントとなる、中国の南北の地域的な違いについて解説する。
第3回　殷代の贈与経済：古代中国における贈与経済の特質について講義する。
第4回　春秋戦国時代における貨幣経済の発展：古代中国における貨幣経済の発生の様子とその特質について解説
する。
第5回　漢帝国と農業経済：古代中国国家と農業経済の関わりについて講義する。
第6回　中国の南北分裂と江南の開発：長江下流域の農業開発の歴史と経済発展の経緯について解説する。
第7回　隋唐時代の都市経済と土地所有：国際都市長安の都市経済について注目し、唐代の経済史について概観す
る。
第8回　宋代における経済発展と都市：宋代中国の経済について概観し、都市の発展について考察する。
第9回　モンゴル時代における経済政策：世界帝国となったモンゴル帝国の経済政策について講義する。
第10回　モンゴル帝国の交通政策と物流：モンゴル帝国における広域経済ネットワークについて概観する。
第11回　明代の海禁政策と銀の世界的流通：明代中国における銀経済、同時期の世界経済における銀の重要性に
ついて考察する。
第12回　明清時代の人口増加と「華人の世紀」：中国における人口増加と、それに付随する経済的影響について
講義する。
第13回　17～18世紀の蘇州をめぐる経済事情：経済発展が注目される清代の江南について、蘇州を中心に検討す
る。
第14回　中華民国時代の中国経済：アジア初の共和制国家である中華民国における経済状況について検討する。
第15回　社会主義体制下の中国経済の展開：中華人民共和国のあゆみとその経済動向について概観する。

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

大学の講義科目は、単位認定のために、学生が事前・事後学習を行っていることが必要となります。
本講義は、以下のような事前学習・事後学習を想定しています。
まず、授業を受ける前に毎回配布するレジュメによく目を通して、よくわからない点と疑問点を見出してくださ
い（＝事前学習）。
次に教材を用いて授業を受けていただきますが、その際には動画の停止ボタンを使いながら、しっかりノートを
取っておいてください。（※このノートテイクが、事後学習で役に立ちます）
授業終了後、課題レポートに取り組んでいただきます。その際には、ノートをきちんと整理し、正確な日本語の
文章を書くように注意してください。（＝事後学習）
必要に応じて、関連する読書を行ってください。（＝事後学習）
15回の授業終了後、期末最終レポートに取り組んでいただきます。すべてのレジュメ・ノートを見直し、理解が
不十分な部分の動画を見直して、正確な日本語の文章で提出してください。（＝事後学習）
事前学修、事後学修を合わせて、1回の授業につき4時間、15回の授業にたいして60時間を目安とします。

課題に対するフィードバックの方法

毎回の講義に関して、課題レポートを提出してもらいます。
課題レポートは毎回10点満点で評価をつけ、返却します。
その際、可能な限り日本語の添削指導を行い、書くべきポイントについてコメントします。

授業種別

開講期

講義

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

アジア経済史



課題レポートには質問欄も設けますので、講義でわからなかったことはここに書いてください。
質問については、可能な限り回答して返却します。
クラスで共有するべき感想・質問については、次の回の冒頭で紹介し、回答も行います。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示す評価方法により総合的に判定の上、60点以上を合格とし、所定の単位を認定します。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

80

0

0

20

0

評価方法・割合

課題レポート

期末最終レポート

評価対象となる到達目標

1、2、3

1、2、3

テキスト テキストを使用しない。教員が作成したレジュメを配布する。

参考書 岡本隆司（編）『中国経済史』名古屋大学出版会,2013年．
講談社、中国の歴史シリーズ．
講談社、興亡の世界史シリーズ．
山川出版社、世界史リブレットシリーズ．
同朋舎、アジアの歴史と文化シリーズ．

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

アジア経済史



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16309401

憲法

三輪　淳之

三輪　淳之

1年

授業の目的・概要

「憲法」は、学生にとっては関係性の低い遠い存在のように思われがちだが、他の全ての法よりも上位に位置す
る最高法規であり、国を治める基本的な定めとして、そして、我々国民の自由を守る役割として存在している。
従って、私たちが社会活動をしていくこととも大いに関連があるため、より身近な存在となることを狙いとす
る。
本授業では、担当教員が長年に亘り、企業において「国際法務」業務に従事してきた経験をもとに、実務家教員
として、実際に経験した実例を取り入れながら重要な判例も紹介して講義を展開し、憲法の存在意義、適用のさ
れ方やありかたについて双方向授業の形式で学び、自らの頭で思考して意見を出すことを促すことによって、日
常の生活における法律行為や時事問題について解説をしていく。
双方向授業の形式で学び、自らの頭で思考して意見を出すことを促すことによって、日常の生活における法律行
為や時事問題について解説をしていくことで、憲法を身近なものとするための実践的な学びの場とすることを狙
いとする。
新聞やインターネットの新聞記事に普段から目を通して、憲法に関連するトピックについてピックアップすると
ともに、何がとりあげられてどのような焦点が当てられているのかについて理解と関心を高めておくこと。

到達目標

１．暮らしのなかに根付いている憲法そのものの存在意義や基本的な枠組みについて記述することができる。
２．憲法的視点を身につけることにより、社会的・政治的問題について主体的に考え、説明することができる。
３．憲法という題材を通して、社会のあらゆる立場にある人の利害調整について多角的視点を持って分析結果を
発表することができる。

授業計画

第１回；憲法の基礎知識　－　歴史と構成
　　　　１．憲法の意義と目的　２．憲法の基本原理と構造
　　　　「憲法の国家における位置付けやおおよその構造を学ぶ」
第２回；国民主権と象徴天皇制
　　　　１．国民主権　　２．天皇の仕事と権限
　　　　「主権とは何か、天皇の位置付けや天皇に認められている権利などを学ぶ」
第３回；平和主義
　　　　１．自衛権　２．憲法9条
　　　　「平和主義の意義や自衛隊の位置付けを学ぶ」
第４回；基本的人権の尊重　－　基本的人権
　　　　１．人権の主体　２．幸福追求権（プライバシー権等）
　　　　「誰について人権は保障されるのか、時代の変遷によって出現する新たな人権について」
第５回；法の下の平等　－　家族関係、投票価値
　　　　１．差別禁止　２．家族関係
　　　　「平等とはどのような状態を指すのか、差別と区別の違いは何なのかについて学ぶ」
第６回；精神的自由権　
　　　　１．思想・良心の自由　２．信教の自由　３．表現の自由
　　　　４．学問の自由
　　　　「精神的自由権全般について概説し、各権利が保障される限界について学ぶ」
第７回；経済的自由権　－　職業選択の自由、財産権
　　　　１．居住の自由　２．職業選択の自由　３．財産権・所有権
　　　　「職業選択の自由が認められない場合やその理由を学ぶ」
第８回；人身の自由　－　逮捕、刑事被告人の権利
　　　　１．奴隷的拘束・拷問禁止　２．逮捕・捜索の制限　
　　　　３．刑事被告人の権利
　　　　「捜査機関による逮捕や捜索がなぜ制限されるのか、どのような場合に許容されるのかについて学ぶ」
第９回；社会権　―　生存権、教育を受ける権利、労働基本権
　　　　１．生存権　２．教育を受ける権利　３．労働基本権
　　　　４．公務員の労働基本権制約
　　　　「国民が最低限度の生活を営むためにどのような措置を国家が行うかや労働者が手厚く保護されている
理由を学ぶ」
第10回；立法と国会　－　統治機構Ⅰ
　　　　１．参政権　２．立法　３．国会　４．議員の権能・特権
　　　　「国民の代表者で構成される国会議員はどのような仕事をしているのか、立法の手続きなどを学ぶ」
第11回；内閣統治　－　統治機構Ⅱ
　　　　１．議院内閣制　２．内閣の組織・権限　３．独立行政委員会
　　　　「議院内閣制と大統領制の違いや内閣の構成について学ぶ」
第12回；司法と裁判所　－　裁判員制度、違憲立法審査権　裁判官の独立
　　　　１．司法権　２．違憲審査制　３．裁判所の組織・裁判官の独立

授業種別

開講期

講義

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 〇

憲法



　　　　「裁判とは何か、裁判所で行われる違憲判断の方法、裁判官の独立はなぜ必要なのかを学ぶ」
第13回；地方自治・住民投票　－　地方統治
　　　　１．地方公共団体　２．大阪都構想
　　　　「国政と地方政治の違いや、昨年行われた大阪都構想の住民投票を題材に地方自治体の仕組みを学ぶ」
第14回；憲法改正　－　憲法改正手続
　　　　１．憲法改正手続　２．現在議論されているトピック
　　　　「憲法改正の具体的な手続きやなぜ日本の憲法は改正が難しいのかなどを学ぶ」
第15回；国民の義務・まとめ
　　　　「14回目までの総ざらいをする」

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

各回、事前学修は2時間、事後学修は2時間を目安とする。
・事前学習；
　テキストの該当箇所を読んで、疑問点を整理しておくこと。
・事後学習；
　毎授業の最後の10分間で、その授業の理解度を確認するために、｢Googleクラスルーム｣で配信する方式で｢理解
度テスト｣を実施することを基本とする。
　詳細は初回授業の際に説明する。

課題に対するフィードバックの方法

各理解度テスト(場合によってはレポート課題に代わる場合もあり)については、次回の授業において回答や解
説、講評等をおこなう。
詳細は初回授業の際に説明する。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示すとおり、授業期間内に実施される理解度テスト（レポート課題に代わる可能性あり）、定期試験（レ
ポート課題に代わる可能性あり）等を総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
正当な理由なく理解度テストを4回以上未提出の場合、又は定期試験を受験・提出（レポート課題未提出）しな
かったか のいずれかの場合、評価の対象とせず、「K」評価とする。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

40

0

60

0

0

評価方法・割合

毎授業後の理解度テスト（レポート課題に代わる可能性
あり）(40)

全授業終了後に実施する試験又はレポート試験（60）

評価対象となる到達目標

1,2,3

１、２、３

テキスト １．「グラフィック　憲法入門　第2版」毛利　透（新世社、2021年）
　　2,250円(税別)　 ISBN 9784883843244
２．上記１．に加えて、必要に応じて授業で配布する資料による。

参考書 ポケット六法などの六法があれば望ましい

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

憲法



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16309601

会社法

小原　博臣

小原　博臣

2年

授業の目的・概要

現代社会において重要な役割を果たしている会社、特に株式会社に関する法律知識の習得を目的とする。
体系的な理解を深めるとともに、会社に関する法規制の理解を目的とした講義を行う予定である。
この授業は、遠隔授業となります。原則として、リアルタイム型授業で実施予定です。
参加方法などの詳細は、追って案内します。

到達目標

1.会社のしくみと会社の種類について説明することができる。
2.株式の意義と種類について説明することができる。
3.株式会社の機関について、その概要を説明することができる。
4.上記1～3で生じる法律問題にはどのようなものがあり（実務や判例の動向はどうなっているのか等）、それが
どのように解決されるかについて、自ら考えることができるようになる。

授業計画

【第1回】
テーマ：ガイダンス、会社とは何か
内容・方法：講義の概要・基本方針、注意事項、成績評価、本講義で取り上げる対象、「会社」の基本概念 
【第2回】
テーマ：商法と会社法
内容・方法：会社法制定までの経緯、会社法制の歴史
【第3回】
テーマ：会社の設立
内容・方法：株式会社の作り方、必要な手続きについて
【第4回】
テーマ：経営機構（会社の機関と機関設計）
内容・方法：規模に応じた機関設計、マネジメントとは
【第5回】
テーマ：株式とは何か
内容・方法：株式会社の特色、株式の基本概念
【第6回】
テーマ：株主の権利（１）
内容・方法：株主の権利と義務、有限責任
【第7回】
テーマ：株主の権利（２）
内容・方法：株主平等の原則とその例外
【第8回】
テーマ：株式会社の機関（１）
内容・方法：「株主総会」について
【第9回】
テーマ：株式会社の機関（２）
内容・方法：「取締役」および「取締役会」について
【第10回】
テーマ：株式会社の機関（３）
内容・方法：「監査役」および「監査役会」、「会計参与」、「委員会」、「会計監査人」等について
【第11回】
テーマ：内部統制
内容・方法：内部統制とは
【第12回】
テーマ：会社の資金調達
内容・方法：株式以外による資金調達手段について
【第13回】
テーマ：企業の合併と買収【Ｍ＆Ａ】（１）
内容・方法：合併・買収とは、買収防衛策について
【第14回】
テーマ：企業の合併と買収【Ｍ＆Ａ】（２）
内容・方法：Ｍ＆Ａに関する事例研究
【第15回】
テーマ：総まとめ
内容・方法：会社法の全体像の俯瞰と重要事項の確認。

事前事後の学習

授業種別

開講期

講義

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

会社法



授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

事前学習としては、授業計画を参考にテキストの該当箇所を読んで、わからない用語等があれば法律用語辞典や
国語辞典等で調べておくこと。また、新聞等で関連するニュースがあれば、スクラップするなど、1.5時間ほどの
学習時間を要する。
事後学習は、授業時に配布したプリントや資料をもとに、ノート整理をするなど2.5時間ほどの学習時間を要す
る。

【第1回】
①事前学習課題：シラバスを確認する。テキストの該当箇所を読んでおくこと。
②事後学習課題：授業内容の復習を行うこと。
【第2回】
①事前学習課題：テキストの該当箇所を読んでおくこと。
②事後学習課題：授業内容の復習を行うこと。
【第3回】
①事前学習課題：テキストの該当箇所を読んでおくこと。
②事後学習課題：授業内容の復習を行うこと。
【第4回】
①事前学習課題：テキストの該当箇所を読んでおくこと。
②事後学習課題：授業内容の復習を行うこと。
【第5回】
①事前学習課題：テキストの該当箇所を読んでおくこと。
②事後学習課題：授業内容の復習を行うこと。
【第6回】
①事前学習課題：テキストの該当箇所を読んでおくこと。
②事後学習課題：授業内容の復習を行うこと。
【第7回】
①事前学習課題：テキストの該当箇所を読んでおくこと。
②事後学習課題：授業内容の復習を行うこと。
【第8回】
①事前学習課題：テキストの該当箇所を読んでおくこと。
②事後学習課題：授業内容の復習を行うこと。
【第9回】
①事前学習課題：テキストの該当箇所を読んでおくこと。
②事後学習課題：授業内容の復習を行うこと。
【第10回】
①事前学習課題：テキストの該当箇所を読んでおくこと。
②事後学習課題：授業内容の復習を行うこと。
【第11回】
①事前学習課題：テキストの該当箇所を読んでおくこと。
②事後学習課題：授業内容の復習を行うこと。
【第12回】
①事前学習課題：テキストの該当箇所を読んでおくこと。
②事後学習課題：授業内容の復習を行うこと。
【第13回】
①事前学習課題：テキストの該当箇所を読んでおくこと。事例について調べておくこと。
②事後学習課題：授業内容の復習を行うこと。
【第14回】
①事前学習課題：テキストの該当箇所を読んでおくこと。
②事後学習課題：授業内容の復習を行うこと。
【第15回】
①事前学習課題：疑問点等を洗い出しておくこと。
②事後学習課題：テキストと配布資料のすべて確認し、総復習しておくこと。

課題に対するフィードバックの方法

授業終了時にふりかえりシートを回収し、次回の授業時に冒頭でフィードバックを行う。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
正当な理由なく5回以上、但し5回未満であっても3回連続で欠席した場合には、評価の対象とせず「K」評価とす
る。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

20

0

0

80

0

評価方法・割合

授業への取り組み姿勢(10)
ふりかえりシートの提出(10)

オンライン試験

評価対象となる到達目標

1.2.3

1.2.3.4

会社法



テキスト 会社法（第２版）【有斐閣ストゥデイア】/中東正文、白井正和、北川徹、福島洋尚/有斐閣
/2,090/978-4-641-15084-3
※その他、必要に応じて資料等プリントをPDF版にて配布する。

参考書 ・ポケット六法（有斐閣）、デイリー六法（三省堂）などの六法
その他のものについては、必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 今年度の授業は遠隔授業（リアルタイム型式）で実施される予定であり、対面式での授業以上に自
学自習が求められる。授業の中ですべてを説明し尽くすことには限界があり、学生諸君の理解をより
深めるためにもテキストは事前に購入の上、予習および復習することが重要である。また、対面式授
業に移行した際にも、指定テキストは必ず持参するようにしてもらいたい。
なお、受講に当たっては「法学入門」「民法」を履修済みであるか、同時に履修することを推奨する。
授業への不参加（欠席）の多い者、遅刻・早退の多い者など、いわゆる出席状況の良くない者につ
いては、単位を認定することが出来なくなるので注意すること。

会社法



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16309701

不動産法

小原　博臣

小原　博臣

3年

授業の目的・概要

本講義では、不動産法の中心となる担保物権を含めた民法の物権の分野を学習していく。物権とは物を直接、排
他的に支配する権利である。また、担保物権は事業資金の借り入れにはじまり、住宅やマイカー等の購入の際に
重要な役割を果たしている。この物に対する支配権を民法はどう捉えて、どのように定めているのか、この物権
と担保物権という権利の詳細を、重要な判例や具体的な事例を交えてわかりやすく解説していく予定である。
また、「宅地建物取引士」の試験も視野に、民法の範囲にとどまらず、関連する不動産登記法や借地借家法等も
交えて、我々と不動産との法律的な関係を幅広く学習していくことにする。
この授業は、遠隔授業となります。原則として、リアルタイム型授業で実施予定です。
参加方法などの詳細は、追って案内します。

到達目標

1.物を直接、排他的に支配する権利としての「物権」を理解できる。
2.不動産取引に必要な法律知識を習得する。
3.社会における取引実務や紛争形態をもとに、合理的な判断ができる。

授業計画

【第1回】
テーマ：ガイダンス、物権の意義と種類
内容・方法：講義の概要と成績評価等について、および物権の意義と種類について学習する。
【第2回】
テーマ：地上権と地役権
内容・方法：鉄道や送電線の鉄塔、地役権図面を例に学習する。
【第3回】
テーマ：入会権、漁業権、温泉権
内容・方法：入会地、漁業権、温泉掘削を例に学習する。
【第4回】
テーマ：不動産登記（１）
内容・方法：土地と建物の登記を登記簿記載例をもとに学習する。
【第5回】
テーマ：不動産登記（２）
内容・方法：14条地図、公図を例に学習する。
【第6回】
テーマ：不動産登記（３）
内容・方法：不動産登記手続きについて、書面による申請とオンライン申請を中心に学習する。
【第7回】
テーマ：動産その他の公示
内容・方法：動産譲渡登記事項証明書と自動車登録事項等証明書を例に学習する。
【第8回】
テーマ：区分所有
内容・方法：区分所有建物の登記と、マンション標準管理規約を例に学習する。
【第9回】
テーマ：先取特権と質権
内容・方法：雇用関係の先取り特権保存の登記例、不動産質権登記記載例を例に学習する。
【第10回】
テーマ：抵当権（１）～抵当権とその設定～
内容・方法：抵当権設定契約書と抵当権設定登記申請書を例に学習する。
【第11回】
テーマ：抵当権（２）～抵当権の処分・移転～
内容・方法：抵当権の処分・移転について、「転抵当」と「抵当権の譲渡」、「抵当権の順位の譲渡」、抵当権
移転の登記例をもとに学習する。
【第12回】
テーマ：抵当権（３）～共同抵当～
内容・方法：共同抵当の登記例と共同担保目録を例に学習する。
【第13回】
テーマ：抵当権（４）～根抵当～
内容・方法：根抵当権設定契約書、根抵当権極度額変更契約書、根抵当権登記例を中心に学習する。
【第14回】
テーマ：抵当権（５）～抵当権の実行～
内容・方法：担保不動産競売と担保不動産収益執行を中心に学習する。
【第15回】
テーマ：総まとめ

授業種別

開講期

講義

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

不動産法



内容・方法：物権法の全体像の俯瞰と重要事項の確認。

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

事前学習としては、授業計画を参考にテキストの該当箇所を読んで、わからない用語等があれば法律用語辞典や
国語辞典等で調べておくこと。また、新聞等で関連するニュースがあれば、スクラップするなど、1.5時間ほどの
学習時間を要する。
事後学習は、授業時に配布したプリントや資料をもとに、ノート整理をするなど2.5時間ほどの学習時間を要す
る。

【第1回】
①事前学習課題：シラバスを確認する。テキストの該当箇所を読んでおくこと。
②事後学習課題：授業内容の復習を行うこと。
【第2回】
①事前学習課題：テキストの該当箇所を読んでおくこと。
②事後学習課題：授業内容の復習を行うこと。
【第3回】
①事前学習課題：テキストの該当箇所を読んでおくこと。
②事後学習課題：授業内容の復習を行うこと。
【第4回】
①事前学習課題：テキストの該当箇所を読んでおくこと。
②事後学習課題：授業内容の復習を行うこと。
【第5回】
①事前学習課題：テキストの該当箇所を読んでおくこと。
②事後学習課題：授業内容の復習を行うこと。
【第6回】
①事前学習課題：テキストの該当箇所を読んでおくこと。
②事後学習課題：授業内容の復習を行うこと。
【第7回】
①事前学習課題：テキストの該当箇所を読んでおくこと。
②事後学習課題：授業内容の復習を行うこと。
【第8回】
①事前学習課題：テキストの該当箇所を読んでおくこと。
②事後学習課題：授業内容の復習を行うこと。
【第9回】
①事前学習課題：テキストの該当箇所を読んでおくこと。
②事後学習課題：授業内容の復習を行うこと。
【第10回】
①事前学習課題：テキストの該当箇所を読んでおくこと。
②事後学習課題：授業内容の復習を行うこと。
【第11回】
①事前学習課題：テキストの該当箇所を読んでおくこと。
②事後学習課題：授業内容の復習を行うこと。
【第12回】
①事前学習課題：テキストの該当箇所を読んでおくこと。
②事後学習課題：授業内容の復習を行うこと。
【第13回】
①事前学習課題：テキストの該当箇所を読んでおくこと。
②事後学習課題：授業内容の復習を行うこと。
【第14回】
①事前学習課題：テキストの該当箇所を読んでおくこと。
②事後学習課題：授業内容の復習を行うこと。
【第15回】
①事前学習課題：疑問点等を洗い出しておくこと。
②事後学習課題：テキストと配布資料のすべて確認し、定期試験に備えて総復習しておくこと。

課題に対するフィードバックの方法

授業終了時にふりかえりシートを回収し、次回の授業時に冒頭でフィードバックを行う。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
正当な理由なく5回以上、但し5回未満であっても3回連続で欠席した場合には、評価の対象とせず「K」評価とす
る。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

評価割合
（％）

20

0

0

評価方法・割合

授業への取り組み姿勢(10)
ふりかえりシートの提出(10)

評価対象となる到達目標

1.2

不動産法



定期試験に代わるレポート等

その他

80

0

オンライン試験 1.2.3

テキスト 物権[第2版]（エッセンシャル民法＊2）/永田眞三郎、松本恒雄、松岡久和、中田邦博、横山美
夏/有斐閣/2,310/978-4-641-18444-2
※その他、必要に応じて資料等プリントをPDF版にて配布する。

参考書 ・2022年版 宅建士 合格のトリセツ 基本テキスト/東京リーガルマインド/3,300/978-4-8449-
9715-3
・ポケット六法（有斐閣）、デイリー六法（三省堂）などの六法
その他のものについては、必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 今年度の授業は遠隔授業（リアルタイム型式）で実施される予定であり、対面式での授業以上に自
学自習が求められる。授業の中ですべてを説明し尽くすことには限界があり、学生諸君の理解をより
深めるためにもテキストは事前に購入の上、予習および復習することが重要である。また、対面式授
業に移行した際にも、指定テキストは必ず持参するようにしてもらいたい。
なお、受講に当たっては「法学入門」「民法」を履修済みであるか、同時に履修することを推奨する。
授業への不参加（欠席）の多い者、遅刻・早退の多い者など、いわゆる出席状況の良くない者につ
いては、単位を認定することが出来なくなるので注意すること。

不動産法



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16309801

自治体法務

湯浅　孝康

湯浅　孝康

3年

授業の目的・概要

本講義では、行政法を中心に現在の日本の自治体をめぐる法制度を概観する。日本でも社会の変化に応じて法令
が整備・改正されているが、とくに地方分権改革以降、自治体の政策形成・実施能力が求められ、条例や規則の
改正などさまざまな法務活動を通じて政策を実現させる政策法務の重要性も高まっている。こうした状況を踏ま
え、法務の視点から今後の自治体を展望することが本講義の目的である。講義は担当教員が地方公務員として10
年間勤務した経験をもとに、実務家教員として具体的事例を交えながら、理論と実践への応用を関連付けながら
展開する。なお、本講義は憲法や民法の知識を前提に講義を実施するので、受講にあたっては「憲法」「民法」
を事前に履修しておくこと。加えて、より深い理解のために、「地方行政論」「公共経営論」「政策過程論」
「地域政策論」を事前または同時に履修しておくことが望ましい。

到達目標

1.自治体法務に関わる内容に関心や疑問を持ち、それを言語化できる
2.授業内容に即した自治体法務に関する実例を適切に例示できる
3.自治体法務に関する基礎的な知識を理解できている
4.自治体法務に関する事例について適切に説明できる

授業計画

【第01回】ガイダンス―自治体法務とは何か―
　全体のスケジュールについて確認するとともに、自治体法務について概観する。
【第02回】行政法の概要と行政組織法
　行政・行政法の存在理由、行政法理論の役割、行政組織法について講義する。
【第03回】地方自治法
　地方自治法について講義する。
【第04回】行政活動の一般的規則原理と行政立法
　行政が常に従わなければならない大原則と行政活動の基準について講義する。
【第05回】行政行為
　私人の権利義務や法的地位を権力的・具体的に変動・確定させる行政活動について講義する。
【第06回】行政契約と行政指導
　合意手法を用いた行政活動の広がりと行政指導の機能及び法的統制について講義する。
【第07回】実効性確保手段と行政計画
　行政目的の実現を担保するための最後の手段と行政目的の達成に向けた諸活動のとりまとめについて講義す
る。
【第08回】行政手続と行政による情報の収集・管理・利用・開示
　行政活動の手続きと情報という観点からみた行政と私人との関わりについて講義する。
【第09回】ふりかえりとまとめ①
　前半の授業内容についてふりかえり、前半のまとめを実施する。
【第10回】行政訴訟①
　行政活動に特有の訴訟について講義する。
【第11回】行政訴訟②
　行政活動に特有の訴訟について講義する。
【第12回】行政上の不服申し立てと国家賠償①
　処分に関する不服がある者を行政機関が救済する仕組みと誤った行政活動によって私人が受けた損害の賠償に
ついて講義する。
【第13回】国家賠償②と損失補償
　誤った行政活動によって私人が受けた損害の賠償と公益のために私人が被った不平等な損失の補償について講
義する。
【第14回】政策法務と条例
　政策法務の視点から条例を制定する際の具体的手法や課題について講義する。
【第15回】ふりかえりとまとめ②
　後半の授業内容についてふりかえり、後半のまとめを実施する。

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

事前学習では指定の教科書・参考書を読み込む、関連する新聞記事等に目を通すなど、自治体法務の理論と現状
についての理解に努めること。また、事後学習では、指定の教科書・参考書はもちろん、配布したプリントや自
らで作成したノートを読み返し、講義内容を復習するなどの主体的学習を行うこと。毎回につき、1.5時間ほどの
事前学習および事後学習が必要である。

課題に対するフィードバックの方法

授業種別

開講期

講義

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 〇

自治体法務



次回の講義の冒頭に教員からコメントすることで、課題に対するフィードバックを行う。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示す評価方法により総合的に判定したうえ、所定の単位を認定する。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

30

30

0

40

0

評価方法・割合

授業内課題（30）

ふりかえりシート等の記載内容（30）

中間レポート（15）、期末レポート（25）

評価対象となる到達目標

2,3,4

1

3.4

テキスト 野呂充・野口貴公美・飯島淳子・湊二郎（2020）『行政法』第2版、有斐閣ストゥディア、2000円
（税抜）、978-4-641-15074-4

参考書 牧瀬稔（2017）『「型」からスラスラ書ける あなたのまちの政策条例』第一法規
松村享（2018）『基礎から学ぶ 入門 地方自治法』ぎょうせい

履修条件・他の科目との関連 受講にあたっては「憲法」「民法」を事前に履修しておくこと。加えて、より深い理解のために「地方行
政論」「公共経営論」「政策過程論」「地域政策論」は事前または同時に履修しておくことが望まし
い。また、新聞記事等を通じて、特に自分自身が住んでいる地域の自治体の法務関連の内容に関
心を向けるよう心掛けること。

自治体法務



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16309901

国際関係論

川波　竜三

川波　竜三

3年

授業の目的・概要

今なお中東やアフリカにおいては紛争が絶えない。また、ウクライナをめぐる米ロ間の緊張の高まりは、看過で
きないものとなってきている。平和や安全は国家が繁栄するための基礎である。本講義では、特に外交と安全保
障に焦点をあて、国家を中心としたアクターが平和や安全をどのように維持しようと試み、時に失敗したのか概
観する。また、その分析の際に用いられる国際関係理論を理解し応用することで、今後発生する安全保障に関わ
る問題について自らの力で論理的に説明できる能力を身につけることを目指す。

到達目標

1．外交や安全保障に関する概念や、その歴史について理解し説明することができる。
2．国際関係理論の各アプローチの特徴を理解し、説明することができる。
3．現在の外交安全保障における様々な論点に関心を持ち、講義で学んだことをもとに多様な視角から論理的に考
えることができる。また、それを簡潔に表現することができる。

授業計画

【第1回】
テーマ： 国際関係論の射程
内容・方法： 国際関係論という学問の射程や概要を説明したうえで、この講義における射程について説明する。
【第2回】
テーマ： 主権国家体制(ウェストファリア体制)の成立
内容・方法： 近代国際体系ともいわれるウェストファリア体制の成立過程やその特質について解説する。
【第3回】
テーマ： 主権国家体制の拡大と変容
内容・方法： ウェストファリア体制の成立後から第二次世界大戦に至るまでの主権国家体制の拡大について概観
する。
【第4回】
テーマ： 冷戦期の国際政治
内容・方法： 冷戦期の国際政治を概観する。
【第5回】
テーマ： 安全保障とは何か
内容・方法： 安全保障に関する概念や理論及び事象について説明する。
【第6回】
テーマ： 外交とは何か
内容・方法： 外交に関する概念や定義を確認したうえで、時代ごとの特徴について解説する。
【第7回】
テーマ： リアリズムとは何か
内容・方法： 国際関係理論におけるリアリズムの特徴や発展について解説する。
【第8回】
テーマ： リベラリズムとは何か
内容・方法： 国際関係理論におけるリベラリズムの特徴や発展について解説する。
【第9回】
テーマ：中間レポートのフィードバック
内容・方法：中間レポートのフィードバックを通してこれまでの授業の復習を行うとともに、レポート・文章の
書き方(スキル)について解説を行う。
【第10回】
テーマ： マルキシズムとは何か
内容・方法： 国際関係理論におけるマルキシズムの特徴や発展について解説する。
【第11回】
テーマ： コンストラクティヴィズムとは何か
内容・方法： 国際関係理論におけるコンストラクティヴィズムの特徴や発展について解説する。
【第12回】
テーマ： 国連の役割と脱国家主体
内容・方法： 現代では国家以外の様々なアクターが、国際政治に影響を与えている。ここでは国連の役割を説明
するとともに、脱国家主体の国際関係への影響を説明する。
【第13回】
テーマ： 新しい戦争
内容・方法： 現代において問題化している内戦やテロといった、国家間戦争以外の紛争について解説する。
【第14回】
テーマ： 東アジアの安全保障環境
内容・方法： 現在の日本を含めた東アジアの安全保障環境について、国際関係理論を踏まえたうえで解説する。
【第15回】
テーマ： 本講義のまとめ

授業種別

開講期

講義

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

国際関係論



内容・方法： 本講義における重要な点を改めて見直し、内容理解の深化に努めることとする。

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

事前学習(全授業共通)：授業日までに授業内容に関する概要プリントをダウンロード出来るようにするので事前
に目を通し、わからない用語などがあった場合には調べておくこと。参考書を用いて授業内容に関する予習をし
ておくと、理解がより進むと考える。事前学習については、各回2時間程度を目安にすること。
事後学習(全授業共通)：各回の授業で扱った内容について宿題として小テストの提出を求める。概要プリントや
授業メモを用いて小テストに取り組むこと。特に授業内で重要であると指摘した点については、確実に理解する
よう努めること。事後学習についても、各回2時間程度を目安とする。

課題に対するフィードバックの方法

・小テストの解説及び質問に対する回答は、次回の授業内で行う。
・中間レポートのフィードバックについては、9回目の授業内で行う。
・定期試験の評価については、申し出があれば個別に開示する。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

30

10

60

0

0

評価方法・割合

授業態度及び小テストへの取り組み(30)

中間レポート(10)

筆記試験(60)

評価対象となる到達目標

1、2、3

1、2、3

1、2、3

テキスト テキストは使用せずダウンロード可能なプリント(資料)を配布する。

参考書 吉川直人、野口和彦編『国際関係理論』勁草書房、2006年。
村田晃嗣、君塚直隆、石川卓、栗栖薫子、秋山信将『国際政治学をつかむ』有斐閣、2009年。
必要に応じて授業内で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 事前に「政治経済学」を履修すれば、さらに現在の国際問題について内容の理解が深まると思いま
す。
わからないことがあれば積極的に質問するよう心掛けてください。

国際関係論



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16310001

資産運用

外島　健嗣

外島　健嗣

2年

授業の目的・概要

企業も我々家計もそれぞれ資産を保有している。この資産は活用法により増減する。したがって、制限のある資
産をどのように有効利用するかは重要な問題である。そこで、その資産を有効活用するための資産運用にはどの
ような方法があるのか、そしてそれに伴うリスクにはどのようなものがあるのかを理解しておく必要がある。本
講義では、資産運用の方法を理解及びそれに伴い発生するリスクを理解してもらうことを目的としている。
なお講義では、金融業界の第一線でご活躍されている方による寄付講座を数回開講する予定である。
その際、シラバス記載内容に変更が生じることがある。
この授業は、遠隔授業である。リアルタイム型の遠隔授業（その授業時間にZoom等で参加する方法）ではなく、
講義を録画した動画を一定期間中に視聴し、所定の課題を提出するオンデマンド型で実施する。

到達目標

１．現在価値について理解できるようになる。
２．債券の利回り計算ができるようになる。
３．経済指標が理解できるようになる。

授業計画

【第1回】ガイダンス：授業の概要説明
【第2回】貨幣の時間価値：現在価値と将来価値
【第3回】債券の価格と利回り（１）：債券とは何か
【第4回】債券の価格と利回り（２）：割引債の価格、金利と利回り 
【第5回】債券の価格と利回り（３）：利付債の価格
【第6回】債券の価格と利回り（４）：利付債の価格（続）、デュレーション
【第7回】債券の価格と利回り（５）：個人向け国債
【第8回】マーケット環境の理解（１）：経済指標について
【第9回】 マーケット環境の理解（２）：マーケット変動要因
【第10回】株式の価格：配当割引モデル
【第11回】株式の収益率：単純平均と加重平均、収益率のリンク計算
【第12回】ポートフォリオ：期待収益率、標準偏差
【第13回】投資信託：投資信託の仕組み、投資信託の利回り
【第14回】デリバティブ：先物、オプション
【第15回】まとめ

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

授業（1回について2時間として計算）と事前事後のあわせて1単位当たり４５時間が必要です。
【第1回】
事前学修課題：シラバスを読む　2.0時間
事後学修課題：授業中に配布された資料を再読する　2.0時間
【第2回】
事前学修課題：現在価値と将来価値について調べておく　 2.0時間
事後学修課題：授業中に配布された資料を再読する　2.0時間
【第3回】
事前学修課題：債券について調べておくこと 2.0時間
事後学修課題：授業中に配布された資料を再読する　2.0時間
【第4回】
事前学修課題：割引債について調べておくこと　2.0時間
事後学修課題：授業中に配布された資料を再読する　2.0時間
【第5回】
事前学修課題：利付債について調べておくこと　2.0時間
事後学修課題：授業中に配布された資料を再読する　2.0時間
【第6回】
事前学修課題：デュレーションについて調べておくこと 2.0時間
事後学修課題：授業中に配布された資料を再読する　2.0時間
【第7回】
事前学修課題：個人向け国債について調べておくこと　2.0時間
事後学修課題：授業中に配布された資料を再読する　2.0時間
【第8回】
事前学修課題：経済指標について調べておくこと　2.0時間
事後学修課題：授業中に配布された資料を再読する　2.0時間

授業種別

開講期

講義

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

資産運用



【第9回】
事前学修課題：マーケットの変動要因について調べておくこと　2.0時間
事後学修課題：授業中に配布された資料を再読する　2.0時間
【第10回】
事前学修課題：配当割引モデルについて調べておくこと　2.0時間
事後学修課題：授業中に配布された資料を再読する　2.0時間
【第11回】
事前学修課題：単純平均と加重平均について調べておくこと　2.0時間
事後学修課題：授業中に配布された資料を再読する　2.0時間
【第12回】
事前学修課題：期待収益率について調べておくこと　2.0時間
事後学修課題：授業中に配布された資料を再読する　2.0時間
【第13回】
事前学修課題： 投資信託について調べておくこと　2.0時間
事後学修課題：授業中に配布された資料を再読する　2.0時間
【第14回】
事前学修課題：デリバティブについて調べておくこと　2.0時間
事後学修課題：授業中に配布された資料を再読する　2.0時間
【第15回】
事前学修課題；第１回から１４回までの資料を復習しておくこと　2.0時間
事後学修課題：授業中に配布された資料を再読する　2.0時間

課題に対するフィードバックの方法

翌週の授業の冒頭で、提出課題の解答解説を行う。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示すとおり、授業日時に配信される課題の提出状況や評価結果に基づき総合的に判定のうえ、60点以上を
合格とし、所定の単位を認定します。
正当な理由のなく毎回の授業課題を期日までに５回以上未提出の場合は「K」評価とします。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

90

0

0

10

0

評価方法・割合

授業内容を理解し、課題が作成できているか及び期日内
に提出できているか。

課題内容を理解し、レポートが作成できているか及び期日
内に提出できているか。

評価対象となる到達目標

１,２,３

1,2,3

テキスト プリントを配布する

参考書 「アメリカの高校生が読んでいる資産運用の教科書」山岡 道男・淺野忠克著、アスペクト、2008
年。
古賀信行・佐々木文之『賢者の投資　金融危機の歴史を学ぶ』東洋経済新報社、2015年
野村証券投資情報部編『証券投資の基礎』丸善、2010年

履修条件・他の科目との関連 授業ごとに配布する資料は、クラスルームにて配布するので、欠席学生はそれを参照すること。
金融関連の授業をできるだけ多く履修すること。

資産運用



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16310101

ファイナンシャル・プランニング論

外島　健嗣

外島　健嗣

2年

授業の目的・概要

お金や税金、保険・年金に関する知識については、これまで学校教育のなかで学ぶ機会はほとんどなかったと思
います。そんな中、近年、貯蓄・投資や保険などの金融商品選択の際には自己責任が求められるようになってい
ます。本講義では、生活設計や生活防衛のためにも、私たち一人ひとりが自らファイナンシャル・プランニング
の知識を身につけることの重要性について認識し、それに関する知識を取得することを目的としています。
講義では、現在、金融業界の第一線で活躍している方（主に保険会社）を担当教員として複数回招き、実務経験
をもとに、将来、金融関係の業務に従事したいと考えている人にも役立つ内容にしたいと考えています。
実務家教員の日程次第で、シラバスに修正が生じる可能性があります。
この授業は、遠隔授業となります。リアルタイム型の遠隔授業（その授業時間にZoom等で参加する方法）ではな
く、講義を録画した動画を一定期間中に視聴し、所定の課題を提出するオンデマンド型で実施します。

到達目標

１．お金を貯める・借りるに関する知識を習得することができる
２．保険に関する知識を習得することができる
３．所得税に関する知識を習得することができる

授業計画

【第1回】ガイダンス：本講義の概要を説明する。
【第2回】パーソナルファイナンスとは：お金の知識を学ぶ必要性について説明する。
【第3回】お金を知る・使う：お金の役割、意思決定の流れについて説明する。
【第4回】お金を貯める・増やす：お金を稼ぐ方法、働き方について説明する。
【第5回】お金を借りる①：お金の運用とリスク・リターンについて説明する。
【第6回】お金を借りる②：金融トラブルについて説明する。
【第7回】お金を稼ぐ：お金を稼ぐ意味について考える。
【第8回】生命保険の基礎知識：私的保障としての生命保険について説明する。
【第9回】医療保険と介護保険：公的医療保険・公的介護制度の概要について説明する。
【第10回】公的年金と私的年金：公的年金の仕組みと個人年金保険について説明する。
【第11回】リスクに備える：自動車やバイクの保険について説明する。
【第12回】リスクに備える：自転車保険、住宅保険について説明する。
【第13回】タックスプランニング（１）：所得税の基礎ついて説明する。
【第14回】タックスプランニング（２）：所得税の種類について説明する。
【第15回】タックスプランニング（３）：所得控除について説明する。

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

授業（1回について2時間として計算）と事前事後のあわせて1単位当たり４５時間が必要です。
【第1回】
事前学修課題：シラバスを読む　2.0時間
事後学修課題：FP試験について調べておくこと　2.0時間
【第2回】
事前学修課題：普段のお金の使い方について考えておくこと 1.5時間
事後学修課題：授業中に配布された資料を再読する　2.5時間
【第3回】
事前学修課題：今買いたいもの、したいことを考えておくこと 1.5時間
事後学修課題：授業中に配布された資料を再読する　2.5時間
【第4回】
事前学修課題：銀行預金の金利は何％か調べておくこと　2.0時間
事後学修課題：授業中に配布された資料を再読する　2.0時間
【第5回】
事前学修課題：奨学金について調べておくこと　2.0時間
事後学修課題：授業中に配布された資料を再読する　2.0時間
【第6回】
事前学修課題：金融トラブルについて調べておくこと 2.0時間
事後学修課題：授業中に配布された資料を再読する　2.0時間
【第7回】
事前学修課題：どんな職業、仕事に向いているか考えておくこと　2.0時間
事後学修課題：授業中に配布された資料を再読する　2.0時間
【第8回】
事前学修課題：生命保険について調べておくこと　2.0時間

授業種別

開講期

講義

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 〇

ファイナンシャル・プランニング論



事後学修課題：授業中に配布された資料を再読する　2.0時間
【第9回】
事前学修課題：医療保険について調べておくこと　2.0時間
事後学修課題：授業中に配布された資料を再読する　2.0時間
【第10回】
事前学修課題：国民年金について調べておくこと　2.0時間
事後学修課題：授業中に配布された資料を再読する　2.0時間
【第11回】
事前学修課題：自動車保険やバイク保険について調べておくこと　2.0時間
事後学修課題：授業中に配布された資料を再読する　2.0時間
【第12回】
事前学修課題：自転車保険や住宅保険について調べておくこと　2.0時間
事後学修課題：授業中に配布された資料を再読する　2.0時間
【第13回】
事前学修課題： 所得税について調べておくこと　2.0時間
事後学修課題：授業中に配布された資料を再読する　2.0時間
【第14回】
事前学修課題：　所得税の種類について調べておくこと　2.0時間
事後学修課題：授業中に配布された資料を再読する　2.0時間
【第15回】
事前学修課題：ふるさと納税について調べておくこと　2.0時間
事後学修課題：授業中に配布された資料を再読する　2.0時間

課題に対するフィードバックの方法

翌週の授業の冒頭で、提出課題の解答解説を行う。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示すとおり、授業日時に配信される課題の提出状況や評価結果に基づき総合的に判定のうえ、60点以上を
合格とし、所定の単位を認定します。
正当な理由のなく毎回の授業課題を期日までに５回以上未提出の場合は「K」評価とします。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

90

0

0

10

0

評価方法・割合

授業内容を理解し、課題が作成できているか及び期日内
に提出できているか。

課題内容を理解し、レポートが作成できているか及び期日
内に提出できているか。

評価対象となる到達目標

１,２,３

1，2，3

テキスト プリントを配布する

参考書 FPの参考書は毎年５月・６月に改訂版が出版されので、それを購入ください。

履修条件・他の科目との関連 授業ごとに配布する資料は、クラスルームにて配布するので、欠席学生はそれを参照ください。
金融経済論（前期）や資産運用論（後期）を履修することが望ましい。

ファイナンシャル・プランニング論



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16310201

経済ファイナンス論

外島　健嗣

外島　健嗣

3年

授業の目的・概要

企業は,どんな場合にもその活動のために資金を調達することが重要ですが,その手段としては負債による調達,債
券の発行,株式の増資など様々なものがあります。その場合,それぞれによって,支払うコストや満期の有無など得
られる資金の性質が異なりますし,資金提供者のモニタリングの権利も銀行の監視権,株主の経営参加権など色々
なものがあります。企業はいかにして,これらのことを考案しながら,適切な資産負債比率を達成するのかという
ことを考察していきます。

到達目標

１．企業の資金調達について説明できる
２．資本コストについて説明できる
３．最適資本構成について説明できる。

授業計画

【第1回】ガイダンス：授業の概要説明
【第2回】コーポレートファイナンスとは：コーポレートファイナンスと登場人物
【第3回】資本コストと資金の流れ：資本コストを求める
【第4回】 スク・リターンの関係と資本コスト（１）：期待収益率を求める
【第5回】リスク・リターンの関係と資本コスト（２）：資本構成及び総資本コストの理解
【第6回】リスク・リターンの関係と資本コスト（３）：ＣＡＰＭについて学習する
【第7回】現在価値をキャッシュフロー（１）：現在価値及び将来価値を理解する、リスクがないキャッシュフ
ローの現在価値を理解する
【第8回】 現在価値をキャッシュフロー（２）：リスクがあるキャッシュフローの現在価値を理解する
【第9回】企業の投資行動はどう決まるか（１）：ＤＣＦ法、ＮＰＶ法を理解する
【第10回】企業の投資行動はどう決まるか（２）：ＩＲＲ、ＮＰＶと株主価値
【第11回】 企業の投資行動はどう決まるか（３）：リアルオプションを理解する
【第12回】企業の資金調達方法（１）：ＮＰＶと株主価値の推移
【第13回】企業の資金調達方法（２）：資本構成、ＭＭの無関連命題
【第14回】企業の資金調達方法（３）：法人税とデフォルトコスト
【第15回】企業の利益還元と配当政策：利益還元方法と配当政策

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

第1回 
事前学修課題：企業の資金の流れについて調べておく　2.0時間
事後学修課題：負債と株式による資金調達の相違について考察しておく　2.0時間
第2回 
事前学修課題：コーポレート・ガバナンス、メインバンクシステム、ＩＲ活動、資本コストについて調べておく
　2.0時間
事後学修課題：講義ノートを読み返し、企業の資金の流れ、残余利益の分配について理解しておくこと　2.0時間
第3回 
事前学修課題：資本コストとは何かについて考察しておく　2.0時間
事後学修課題：講義ノートを読み返し、説明した事例について理解をしておくこと　2.0時間
第4回  
事前学修課題：収益率、期待収益率について調べておく　2.0時間
事後学修課題：講義ノートを読み返し、期待収益率の求め方を理解しておくこと　2.0時間
第5回  
事前学修課題：ビジネスリスク、資本構成、負債比率、株主資本比率、総資本コストについて調べておくこと
　2.0時間
事後学修課題：講義ノートを読み返し、ビジネスリスク、資本構成、負債比率、株主資本比率、総資本コストに
ついて理解すること　2.0時間
第6回  
事前学修課題：超過収益率、ベータ、ＣＡＰＭについて調べておくこと　2.0時間
事後学修課題：講義ノートを読み返し、株式の期待収益率及び総資本コストを求めることができるようにしてお
くこと　2.0時間
第7回  
リスクがないキャッシュフローの現在価値を理解する
事前学修課題：現在価値及び将来価値について調べておくこと　2.0時間
事後学修課題：講義ノートを読み返し、割引現在価値について理解しておくこと2.0時間
第8回 

授業種別

開講期

講義

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

経済ファイナンス論



事前学修課題：企業価値、総資産利益率、自己資本比率を調べておくこと　2.0時間
事後学修課題：講義ノートを読み返し、例題を解けるようにしておくこと　2.0時間
第9回  
事前学修課題：ＤＣＦ法、ＮＰＶ法を調べておくこと　2.0時間
事後学修課題：講義ノートを読み返し、例題を解けるようにしておくこと　2.0時間
第10回 
事前学修課題：内部収益率、経済付加価値について調べておくこと　2.0時間
事後学修課題：講義ノートを読み返し、例題を解けるようにしておくこと　2.0時間
第11回 
事前学修課題：回収期間法、リアルオプションについて調べておくこと　2.0時間
事後学修課題：講義ノートを読み返し、ＩＲＲとＮＰＶ、回収期間法とＮＰＶ、リアルオプションを理解してお
くこと　2.0時間
第12回  
事前学修課題：企業の資金調達にはどのような方法があるのかを調べておくこと　2.0時間
事後学修課題：講義ノートを読み返し、ＮＰＶが正と負ではどのような差異があるのかを理解しておくこと　2.0
時間
第13回 
事前学修課題：資本構成、ＭＭの無関連命題を調べておくこと　2.0時間
事後学修課題：講義ノートを読み返し、裁定取引及びレバレッジ効果について理解をしておくこと　2.0時間
第14回  
事前学修課題：法人税、負債の税効果、デフォルトについて調べておくこと　2.0時間
事後学修課題：講義ノートを読み返し、負債の税効果、デフォルトコスト、最適資本構成について理解しておく
こと　2.0時間
第15回  
事前学修課題：配当政策、自社株取得について調べておくこと　2.0時間
事後学修課題：講義ノートを読み返し、配当シグナル仮説や自社株シグナル仮説について理解しておくこと　2.0
時間

課題に対するフィードバックの方法

小テストを実施した場合、解答・解説を行う。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定します。
正当な理由のなく５回以上欠席した場合は「K」評価とします。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

30

0

70

0

0

評価方法・割合

課題の提出状況および内容

問題に適切に答えているかについて評価します。

評価対象となる到達目標

１,２,３

１,２,３

テキスト 砂川信幸『コーポレートファイナンス入門（第2版）』日本経済新聞社
ＩＳＢＮ：978-4-532-11368-1 定価：860円（＋税）

参考書 講義中に紹介します

履修条件・他の科目との関連 授業ごとに配布する資料は、できるだけ毎回教室に持参するので、欠席学生は翌週に申し出てくだ
さい。
金融関連の講義を履修済み或いは今年度履修することが望ましい。
新聞（日経新聞など）やＴＶニュース（ＰＭ10時からのワールド・ビジネス・サテライトなど）でファイナンス
市場に関する報道に毎日接し,金融・証券市場の現状を知ること。

経済ファイナンス論



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16302401

情報経済論

宇野　伸孝

宇野　伸孝

カリキュラムによる

授業の目的・概要

長年の間、経済学では「モノ」と「カネ」、そして「ヒト」を経済活動の３大要素と見なしてきましたが、最近
ではここに「情報」が加えられることになります。
　ここで言う「情報」とは、製品の原材料や品質、消費者の収入や貯蓄など「取引に必要な情報」を意味しま
す。経済学では多くの場合、完全競争市場を前提とした議論が進められます。つまり、情報もまた完全（全員が
共有）ということです。
　ところが、現実の経済を考えると情報は不完全であることが一般的ですので、それを踏まえた分析が必要とな
ります。この授業では、前半で情報をより深く理解するためゲーム理論の基礎を、後半で情報の非対称性（不完
全性）について学んでいきます。
　なお、この授業はオンデマンド型の遠隔授業です。Google Classroomで配信するビデオを視聴し、期限（次の
回の前日）までに課題を提出してもらいます。

到達目標

1. 基礎的なゲーム理論の問題を解くことができる
2. 情報の非対称性を起因とする問題にどのような種類があるか説明できる
3. 情報の非対称性を起因とする諸問題に対して解決方法を列挙できる

授業計画

【第1回】ガイダンス
【第2回】ゲーム理論とは（ゲーム理論の基本である支配戦略やナッシュ均衡について説明します）
【第3回】競争と協力（ゼロサムゲームや囚人のジレンマなどを学びます）
【第4回】ベイジアンゲーム（不完備情報のゲームについて議論します）
【第5回】時間を通して行われるゲーム（展開形ゲームやサブゲームについて解説します）
【第6回】前半まとめ
【第7回】情報の非対称性とは（情報の非対称性について概観します）
【第8回】リスクと保険（リスクの捉え方と保険の重要性について議論します）
【第9回】モラルハザードとエージェンシー理論（モラルハザードとその解決方法について解説します）
【第10回】逆選択（中古車市場や保険市場などで起こりうる逆選択について説明します）
【第11回】スクリーニング（問題対策のひとつであるスクーリングとその具体例を紹介します）
【第12回】シグナリング（問題対策のひとつであるシグナリングとその具体例を紹介します）
【第13回】情報の経済学から見た日本の人事システム（日本特有の問題点と照らし合わせます）
【第14回】不完備契約（契約の不完備がもたらす問題点と解決方法について説明します）
【第15回】後半まとめ

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

事前学習として、各回に対応したテキストを読んで、わからないところをチェックしておきましょう。事後学習
としては、授業の復習はもちろん、前回分の課題を間違えた場合は、納得ができるまで繰り返し解いてみましょ
う。

課題に対するフィードバックの方法

授業始めに前回分の課題を解説します。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示すとおり、各回の課題と最終レポートの結果を総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位
を認定します。ただし、課題と最終レポートの配布・提出にはGoogle Classroomを使用します。

授業種別

開講期

講義

後期 単位数 2単位

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

評価割合
（％）

60

0

0

40

評価方法・割合

授業内課題の提出状況及び得点

最終レポート

評価対象となる到達目標

1、2、3

1、2、3

実務家教員による授業 －

情報経済論



その他 0

テキスト 『入門 ゲーム理論と情報の経済学』神戸伸輔著、日本評論社、2500円（税別）、ISBN 4-535-
55414-5

参考書 必要に応じて授業内で紹介します。

履修条件・他の科目との関連 経済学入門かミクロ経済学Iを履修済みであることが望ましいです。

情報経済論



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16310301

政治経済論

川波　竜三

川波　竜三

2年

授業の目的・概要

政治と経済の間に密接な関係が存在することは、国内外における様々な問題をメディアが報道するなかで伺い知
ることが出来る。そして、政治経済に関わる時事問題を多角的な視点から考察する能力は、社会人になった後に
非常に重要である。その基礎を身に着けるために、本講義においては国際政治経済学に関する理論を学んだうえ
で、現在の資本主義世界が形成される過程を歴史的に跡付ける。その後、近年存在する政治経済に関わる国際的
な問題を幅広く取りあげ、国際政治経済学の視点から理解することを目指す。

到達目標

1．国際政治経済学を学ぶ上での基礎概念や定義、理論を説明することができる。
2．資本主義社会の根幹ともいうべき国際経済秩序が成立する歴史的過程を理解し、説明することができる。
3．様々な主体が相互に影響を及ぼしあう政治経済の問題に対して、多様な視角から論理的に考えることができ、
それを簡潔に表現することができる。
4．政治経済に関する時事問題に関心を持ち、講義で学んだことをもとに自ら考え意見を持つことができる。

授業計画

【第1回】
テーマ：「政治」と「経済」における基本概念
内容・方法：「政治(国家)」と「経済(市場)」の固有の論理を確認した上で、本講義の射程やねらいについて説
明する。
【第2回】
テーマ：リアリズムとはなにか
内容・方法：国際政治経済学におけるリアリズムの概要について学び理解する。
【第3回】
テーマ：リベラリズムとはなにか
内容・方法：国際政治経済学におけるリベラリズムの概要について学び理解する。
【第4回】
テーマ：マルクス主義とコンストラクティヴィズム
内容・方法：国際政治経済学におけるマルクス主義とコンストラクティヴィズムの概要について学び理解する。
【第5回】
テーマ：自由貿易主義の発展と停滞
内容・方法：大航海時代、主権国家体制の成立以降第二次世界大戦勃発までの貿易体制や通貨体制の変遷につい
て概観する。
【第6回】
テーマ：ブレトン・ウッズ体制の成立
内容・方法：第二次世界大戦の終結とともに新たな経済秩序といえるブレトン・ウッズ体制が成立する。その成
立経緯と内容を概観する。
【第7回】
テーマ：変動相場制の成立とグローバル化の時代
内容・方法：1970年代初頭に固定相場制としての金・ドル本位制は崩壊し、変動相場制が成立することとなる。
その成立の経緯と、経済のグローバル化がどのように進展したのか概観する。
【第8回】
テーマ：金融危機と国際政治経済
内容・方法：金融危機は、固定相場制下であっても変動相場制下であっても発生してきた。過去の大きな金融危
機が、その後の国際政治経済に与えた影響を確認していく。
【第9回】
テーマ：中間レポートのフィードバック
内容・方法：中間レポートのフィードバックを通してこれまでの授業の復習を行うとともに、レポート・文章の
書き方(スキル)について解説を行う。
【第10回】
テーマ：保護貿易をめぐる政治と経済
内容・方法：現在発生している米中間の貿易戦争からもわかる通り、保護貿易主義の高まりは資本主義体制にお
ける大きな課題ともいえる。保護貿易主義が高まる要因について政治経済の視点から解説を行う。
【第11回】
テーマ：自由貿易協定(FTA)と経済連携協定(EPA)
内容・方法：近年、TPPやRCEPに代表されるEPAの締結が盛んになってきている。なぜ、各国はFTAやEPAを締結し
ようとするのであろうか。その政治経済における要因はどのようなものか学ぶ。
【第12回】
テーマ：地球環境をめぐる政治経済
内容・方法：アメリカのバイデン政権は、トランプ政権時に離脱したパリ協定に再度復帰する。とはいえ地球環
境問題をめぐる対応は、各国の意見が一枚岩であるとは必ずしもいえない。その政治経済における要因について
解説する。

授業種別

開講期

講義

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

政治経済論



【第13回】
テーマ：移民をめぐる政治と経済
内容・方法：昨今EUやアメリカでは、移民の問題が大きく取りざたされている。なぜ、移民問題は政治争点化す
るのであろうか。その現状を確認した上で、その要因について考える。
【第14回】
テーマ：安全保障と経済
内容・方法：経済と国家の安全保障は、昨今密接な関係にあると注目されている。各国で広がる中国のファー
ウェイ製品の排除といった問題を取り上げ、経済と安全保障の関係について解説していく。
【第15回】
テーマ：本講義のまとめ
内容・方法：本講義における重要な点を改めて見直し、内容理解の深化に努めることとする。

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

事前学習(全授業共通)：授業日までに授業内容に関する概要プリントをダウンロード出来るようにするので事前
に目を通し、わからない用語などがあった場合には調べておくこと。参考書を用いて授業内容に関する予習をし
ておくと、理解がより進むと考える。事前学習については、各回2時間程度を目安にすること。
事後学習(全授業共通)：各回の授業で扱った内容について宿題として小テストの提出を求める。概要プリントや
授業メモを用いて小テストに取り組むこと。特に授業内で重要であると指摘した点については、確実に理解する
よう努めること。事後学習についても、各回2時間程度を目安とする。

課題に対するフィードバックの方法

・小テストの解説及び質問に対する回答は、次回の授業内で行う。
・中間レポートのフィードバックについては、9回目の授業内で行う。
・定期試験の評価については、申し出があれば個別に開示する。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

30

10

60

0

0

評価方法・割合

授業態度及び小テストへの取り組み(30)

中間レポート1回(10)

筆記試験(60)

評価対象となる到達目標

1、2、3、4

1、2、3

１、2、3、4

テキスト テキストは使用せずダウンロード可能な概要プリントを共有する。

参考書 野林健、大芝亮、納家政嗣、山田敦、長尾悟『国際政治経済学・入門』有斐閣、2007年。
必要に応じて授業内で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 ・事後に「国際関係論」を受講すればより内容が深く理解できる。
・事前の知識はそれほど必要ではありません。現在の国際政治や国際経済に興味がある方の参加
を歓迎します。

政治経済論



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16310401

証券市場論

外島　健嗣

外島　健嗣

3年

授業の目的・概要

証券市場は資本主義経済の発展に重要な役割を担っている場であり、そこでは国債、社債、株式など多種多様な
証券が発行され、流通しており、その公正な価格形成や円滑な取引が実施されるよう様々な制度及び規制が設け
られています。本授業では、証券市場の構造と機能について考察します。併せて、証券市場での資産運用にはど
のようなリスクがあるかも考察します。
なお外部講師による講義を１～２回予定しており、その際は若干シラバスの内容は異なります。
この授業は、遠隔授業となります。リアルタイム型の遠隔授業（その授業時間にZoom等で参加する方法）ではな
く、講義を録画した動画を一定期間中に視聴し、所定の課題を提出するオンデマンド型で実施します。

到達目標

１．株式投資について理解できるようになる。
２．債券投資について理解できるようになる。
３．投資信託投資について理解できるようになる。

授業計画

【第1回】証券市場論で学ぶこと（目標と対象）：授業で学習する内容を説明する。
【第2回】個人の資産運用の在り方：資産運用をめぐる動き
【第3回】株式市場（１）：株式発行市場
【第4回】株式市場（２）：株式流通市場
【第5回】株式投資：株価変動要因
【第6回】債券投資：債券投資のリターンとリスク
【第7回】投資信託（１）投資信託の特徴
【第8回】投資信託（２）：投資信託の運用とパフォーマンス評価
【第9回】外国証券投資（１）：外国証券投資の意義
【第10回】外国証券投資（２）：欧米の株式市場
【第11回】デリバティブ市場（１）：先物取引
【第12回】デリバティブ市場（２）：オプション取引
【第13回】ポートフォリオ運用の理論：ポートフォリオと分散投資
【第14回】ポートフォリオ・マネジメント：ポートフォリオ・マネジメントのプロセス
【第15回】まとめ：復習

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

授業（1回について2時間として計算）と事前事後のあわせて1単位当たり４５時間が必要です。
【第1回】
事前学修課題：シラバスを読む　2.0時間
事後学修課題：授業中に配布された資料を再読する　2.0時間
【第2回】
事前学修課題： 現在の資産運用状況について調べておこう　2.0時間
事後学修課題：授業中に配布された資料を再読する　2.0時間
【第3回】
事前学修課題： 株式市場に関するニュースをチェックしよう　2.0時間
事後学修課題：授業中に配布された資料を再読する　2.0時間
【第4回】
事前学修課題： 株式市場に関するニュースをチェックしよう　　2.0時間
事後学修課題：授業中に配布された資料を再読する　2.0時間
【第5回】
事前学修課題： 株式市場に関するニュースをチェックしよう　　2.0時間
事後学修課題：授業中に配布された資料を再読する　2.0時間
【第6回】
事前学修課題： 債券市場に関するニュースをチェックしよう　 2.0時間
事後学修課題：授業中に配布された資料を再読する　2.0時間
【第7回】
事前学修課題：投資信託とは何か調べておこう　2.0時間
事後学修課題：授業中に配布された資料を再読する　2.0時間
【第8回】
事前学修課題：投資信託の種類について調べておこう　2.0時間
事後学修課題：授業中に配布された資料を再読する　2.0時間
【第9回】

授業種別

開講期

講義

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

証券市場論



事前学修課題：海外の証券市場に関するニュースをチェックしよう　2.0時間
事後学修課題：授業中に配布された資料を再読する　2.0時間
【第10回】
事前学修課題：海外の証券市場に関するニュースをチェックしよう　　2.0時間
事後学修課題：授業中に配布された資料を再読する　2.0時間
【第11回】
事前学修課題：先物取引について調べておこう　2.0時間
事後学修課題：授業中に配布された資料を再読する　2.0時間
【第12回】
事前学修課題：オプション取引について調べておこう　2.0時間
事後学修課題：授業中に配布された資料を再読する　2.0時間
【第13回】
事前学修課題：ポートフォリオについて調べておこう　2.0時間
事後学修課題：授業中に配布された資料を再読する　2.0時間
【第14回】
事前学修課題：今後、どのように資産運用しようと思うか考えておこう　2.0時間
事後学修課題：授業中に配布された資料を再読する　2.0時間
【第15回】
事前学修課題：過去の資料を再読しておこう　2.0時間
事後学修課題：授業中に配布された資料を再読する　2.0時間

課題に対するフィードバックの方法

翌週の授業の冒頭で、提出課題の解答解説を行う。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示すとおり、授業日時に配信される課題の提出状況や評価結果に基づき総合的に判定のうえ、60点以上を
合格とし、所定の単位を認定します。
正当な理由のなく毎回の授業課題を期日までに５回以上未提出の場合は「K」評価とします。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

90

0

0

10

0

評価方法・割合

授業内容を理解し、課題が作成できているか及び期日内
に提出できているか。

課題内容を理解し、レポートが作成できているか及び期日
内に提出できているか。

評価対象となる到達目標

１,２,３

1，2，3

テキスト 坂下晃監修　鳴滝ほか著『証券投資の基礎知識』晃洋書房、ＩＳＢＮ978-4-7710-3255-2　2600
円（税別）

参考書 日本証券経済研究所編『図説日本の証券市場2020』日本証券経済研究所

履修条件・他の科目との関連 授業ごとに配布する資料は、クラスルームにて配布するので、欠席学生はそれを参照ください。
金融経済論、資産運用論は履修済み或いは今年度履修することが望ましい。
後期の国際金融論も受講することが望ましい。

証券市場論



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16310501

経済数学

堀　要

堀　要

2年

授業の目的・概要

この授業は将来公務員試験や大学院入試、各種の資格試験で経済学を受験する学生を想定し、学部レベルの経済
学（ミクロ経済学とマクロ経済学）を本格的に理解するために必要な数学の知識を習得することを目的にしま
す。また、当該の数学的手法を使ったミクロ経済学やマクロ経済学の理論も講義します。
　高校で数Ⅱまでを学習し、ある程度理解していることが望ましいですが、数Ⅰしかやっていない、あるいは、
中学で習った数学を含めて、自信がないけれども、もう一度しっかり勉強しようという意欲のある学生も対象に
します。
　授業では、各数学的手法を解説した後、練習問題を解いていきます。理解を確実にするため、基本的に毎回練
習問題をレポートとして課します。
　なお、この授業では試験問題を解くためのテクニックの類は教えません。
　教科書には『新テキスト経済数学』を指定しましたが、ある程度数学ができる人はこの本を買ってください。
中学レベルの数学にも自信がないという人は参考書にあげる『これから経済学をまなぶ人のための数学基礎レッ
スン』の方を買ってください。この授業で扱うすべての項目を扱っているわけではありませんが、経済学に必要
な数学の部分を中学レベルから解説しています。
　この授業は 、オンデマンド型の遠隔授業となります。リアルタイム型の遠隔授業（授業時間に Zoom で参加す
る方法）ではなく、講義を録画した動画を一定期間中に視聴し、所定の課題を提出していただく形で実施する予
定です。

到達目標

１．学部レベルのミクロ経済学、マクロ経済学を理解できる程度の数学の知識を身に着けること。

授業計画

第１回　方程式を解く（１次方程式と連立方程式）
第２回　因数分解と２次方程式
第３回　関数とは
第４回　１変数関数の微分
第５回　1変数関数の最大・最小と経済学への応用：企業の利潤最大化
第６回　微分の公式（積の微分・商の微分・合成関数の微分など）と独占企業の利潤最大化
第７回　2変数以上の関数の微分（偏微分と全微分）
第８回　企業理論：費用関数を使った議論
第９回　財政・金融政策の効果（IS-LM分析等）
第10回　制約条件付き最大化・最小化（ラグランジェの乗数法）と消費者の効用最大化
第11回　消費者の効用最大化、企業の費用最小化
第12回　ゲームの理論（戦略型ゲーム）と公共財の理論
第1３回　ゲームの理論（展開型ゲーム）
第14回　複占の理論
第15回　まとめ

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

第1 回
【事前】　持っている人は中学の数学の教科書や参考書を読んで予習しておく 2.0 時間
【事後】　復習し、レポートの問題を解いて Google Classroom に提出する　2.0時間
第2 回
【事前】　持っている人は中学の数学の教科書や参考書を読んで予習しておく 2.0 時間
【事後】　復習し、レポートの問題を解いて Google Classroom に提出する　2.0時間
第3 回
【事前】　教科書の当該箇所を読んで予習しておく　2.0時間
【事後】　復習し、レポートの問題を解いて Google Classroom に提出する　2.0時間
第4 回
【事前】　教科書の当該箇所を読んで予習しておく　2.0時間
【事後】　復習し、レポートの問題を解いて Google Classroom に提出する　2.0時間
第5 回
【事前】　教科書の当該箇所を読むとともに、ミクロ経済学の企業理論のところを読んで予習しておく　2.0時間
【事後】　復習し、レポートの問題を解いて Google Classroom に提出する　2.0時間
第6 回
【事前】　教科書の当該箇所を読むとともに、ミクロ経済学の独占企業のところを読んで予習しておく　2.0時間
【事後】　復習し、レポートの問題を解いて Google Classroom に提出する　2.0時間
第7 回

授業種別

開講期

講義

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

経済数学



【事前】　教科書の当該箇所を読んで予習しておく　2.0時間
【事後】　復習し、レポートの問題を解いて Google Classroom に提出する　2.0時間
第8 回
【事前】　ミクロ経済学の企業の理論のところを読んで予習しておく  2.0時間
【事後】　復習し、レポートの問題を解いて Google Classroom に提出する　2.0時間
第9 回
【事前】　マクロ経済学のIS-LMやAD-ASのところを読んで予習しておく  3.0時間
【事後】　復習し、レポートの問題を解いて Google Classroom に提出する　2.0時間
第10 回
【事前】　教科書の第7章を読んで予習しておく 2.0時間
【事後】　復習し、レポートの問題を解いて Google Classroom に提出する　2.0時間
第11 回
【事前】　ミクロ経済学の消費者行動と企業の費用最小化のところを読んでおく 3.0時間
【事後】　復習し、レポートの問題を解いて Google Classroom に提出する　2.0時間
第12 回
【事前】　前週にレジュメを配布するので、読んで予習しておく 2.0時間
【事後】　復習し、レポートの問題を解いて Google Classroom に提出する　2.0時間
第13 回
【事前】　前週にレジュメを配布するので、読んで予習しておく 2.0時間
【事後】　復習し、レポートの問題を解いて Google Classroom に提出する　2.0時間
第14 回
【事前】　ミクロ経済学の複占のところを読んでおく 3.0時間
【事後】　復習し、レポートの問題を解いて Google Classroom に提出する　2.0時間
第15 回
【事前】　これまでの授業内容を復習しておく　2.0時間
【事後】　レポートによる試験予定。 3.0時間

課題に対するフィードバックの方法

各レポート締切り後の授業で解答例を示し、解説する。各自の成績については、問い合わせに応じる。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示すとおり、授業期間中に実施される課題・レポートと、期末試験（レポート）の評価結果に基づき総合
的に判定のうえ、60 点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
　この授業では、ほぼ毎回レポートを課すので、それによって評価する。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

0

80

0

20

0

評価方法・割合

ほぼ毎回レポートを課すので、その点数によって評価する
（80）

最終回に全分野にわたるまとめのレポートを出すので、その
成績によって評価する（20）

評価対象となる到達目標

1

1

テキスト 『新テキスト経済数学』水野 勝之, 南部 和香, 安藤 詩緒, 井草 剛，中央経済社，978-
4502202919，3520円

参考書 『これから経済学をまなぶ人のための数学基礎レッスン』西森 晃，日本経済評論社，978-
4818822429，1650円
その他は授業中に紹介する。

履修条件・他の科目との関連 経済理論をしっかり理解しようとするとどうしても数学が必要になります。特に、市役所等の公務員試
験や大学院入試、各種資格試験を経済学で受けようと考えている人は、数学を使った経済学の議
論を理解し、計算問題を解く必要があります。
　経済学で試験を受けることを考えている方、経済学を本格的に理解したいと思っている方の受講を
歓迎します。

経済数学



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16310601

経済統計

宇野　伸孝

宇野　伸孝

3年

授業の目的・概要

世の中は多種多様なデータで溢れています。身近なところでは学校の成績や摂取カロリー、GDPや株価などの経済
データ、他にも気象情報やスポーツの記録、テレビの視聴率等々。データの⼀つひとつは何の変哲もない数値だ
としても、それらが集まることで意味を持ち、傾向や特性を読み取ることができます。
　ただ、我々はデータを主観で捉えがちなので、様々な場面での判断基準を明確にするためには、客観性を伴っ
た説得力のある分析が不可欠となります。統計学とは、そのために必要な手法や理論を学ぶ学問です。
　統計学は記述統計（データの持つ情報を計算やグラフで表現）と推測統計（確率論を基に分析）に大別されま
す。この授業では、前者よりも後者に重点を置きます。計算やグラフ作成に関してはExcelを使いながら説明して
いきますので、極力Exceｌが利用できる環境で受講してください。インターネットから統計データを収集する練
習も予定しています。
　なお、この授業はオンデマンド型の遠隔授業です。Google Classroomで配信するビデオを視聴し、期限（次の
回の前日）までに課題を提出してもらいます。

到達目標

1. 基礎的な記述統計や推測統計を使った分析ができる（特に後者）
2. Excelを使って基礎的な統計分析ができる
3. インターネットから必要な統計データを収集し、整理ができる

授業計画

【第1回】ガイダンス
【第2回】Excelの基本操作練習
【第3回】度数分布表とヒストグラム（データの分布状況を表で整理した後、グラフに置き換えて分布状況を分析
します）
【第4回】累積度数分布と分位点（主に分布関数の概念を学びます）
【第5回】代表値（最頻値や中央値、算術平均、その他の平均について説明します）
【第6回】バラツキの尺度と相関（範囲や四分位範囲、分散、標準偏差などを求めます）
【第7回】確率分布（正規分布やカイ２乗分布、t分布、F分布の特性を学びます）
【第8回】回帰分析の基本（最小２乗法を使って回帰分析をします（説明変数がひとつの場合））
【第9回】回帰分析の発展：対数変換（非線形関係の線形化や対数変換と弾力性の関係を学びます）
【第10回】回帰分析の発展：重回帰分析（説明変数が複数ある場合の回帰分析について説明します）
【第11回】仮説検定（推定結果を評価・チェックするための方法を解説します）
【第12回】分割表の分析（クロス表を使った分析を学びます）
【第13回】時系列データの見方（時間的推移の分析や時差相関係数などについて説明します）
【第14回】時系列データの分解（季節変動を除去する季節調整を解説します）
【第15回】まとめ（要点を絞って総復習します）

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

事前学習として、各回に対応したテキストを読んで、わからないところをチェックしておきましょう。事後学習
としては、授業の復習はもちろん、前回分の課題を間違えた場合は、納得ができるまで繰り返し解いてみましょ
う。また、用途は問いませんので、日常的にExcelを使う習慣を身に付けましょう。

課題に対するフィードバックの方法

授業始めに前回分の課題を解説します。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示すとおり、各回の課題と最終レポートの結果を総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位
を認定します。ただし、課題と最終レポートの配布・提出にはGoogle Classroomを使用します。

授業種別

開講期

講義

前期 単位数 2単位

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

評価割合
（％）

60

0

0

評価方法・割合

授業内課題の提出状況及び得点

評価対象となる到達目標

1、2、3

実務家教員による授業 －

経済統計



定期試験に代わるレポート等

その他

40

0

最終レポート 1、2

テキスト 『初級 統計分析』西郷 浩著、新世社、1800円（税別）、ISBN 978-4-88384-187-5

参考書 必要に応じて授業内で紹介します。

履修条件・他の科目との関連 経済数学とコンピュータ基礎演習IIを履修済みであることが望ましいです。

経済統計



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16310701

経済英書講読

藤澤　宜広

藤澤　宜広

カリキュラムによる

授業の目的・概要

このコースでは、大人を対象に英語スキルを教える無料のウェブサイトであるUSA Learnsを使った授業を展開し
ます。世界各国から何千万人もの人々が訪れるこの人気のウェブサイトでは、魅力的なマルチメディアコンテン
ツと教育的アクティビティを通して英語を学ぶことができます。学習者は独習もできますが、このコースでは担
当者のサポートを受けながら学習することができます。このウェブサイトでは、さまざまなトピック（職場、子
育て、教室、買い物など）が提供され、さらに学習ユニットに分かれています。各ユニットでは、導入部、学習
ユニットの中心となるビデオ、リスニング、理解、語彙、スペリング、スピーキング、セルフチェックの練習問
題が用意されています。レッスンとユニットの構成は体系的で、学習者がそのプロセスを理解すれば、各レッス
ンを簡単に進めることができます。加えて、経済学のオンライン教材やプリント教材を活用し、経済学や経済事
情の基礎知識を補強しつつ、各種の経済問題への理解が深まるように指導します。

到達目標

1．英語文献を通じて経済やビジネスの知識を習得することができる。
2．英語を通じたコミュニケーション能力を高めることができる。
3．英語文献で取り扱われている内容やその背景に対して経済やビジネスの発想で批判的に考察できるようにな
る。

授業計画

【第01回】　Job and Career Advancement
【第02回】　On the Job Health and Safety
【第03回】　Support Systems for Injured Workers
【第04回】　Supervisors and Teamwork
【第05回】　Managing Family Life
【第06回】　Using Information Services
【第07回】　Accessing Services
【第08回】　Men’s Changing Roles
【第09回】　Dealing with Taxes
【第10回】　Dealing with the Law
【第11回】　Discussing Community Issues
【第12回】　Civic Participation
【第13回】　Parenting in the United States
【第14回】　Women's Changing Roles
【第15回】　Women's Work Issues

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

授業（１回につき２時間として計算）と事前事後のあわせて１単位あたり４５時間が必要です。各回を通じて、
【事前】テキストに目を通し、重要事項を把握しておく。またわからない内容については質問できるように準備
しておく。
【事後】授業中に学んだ内容の要点、感想、わからない内容を記録しておく。
その他、経済に関するニュースに触れるようにしましょう。予習も重要ですが、復習により時間を割きましょ
う。不定期に実施する小テストとその解説を通じて理解度を確認して下さい。

課題に対するフィードバックの方法

授業の中で確認し、理解を深めます。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点以上を合格とし、所定の単位を認定する。正当な理由のな
い欠席4回以上または課題未提出の場合は「K」評価とする。

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 2単位

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

評価割合
（％）

60

0

0

評価方法・割合

授業の感想文（10）、小テスト（30）、授業内課題（20）

評価対象となる到達目標

1、2

実務家教員による授業 －

経済英書講読



定期試験に代わるレポート等

その他

40

0

課題レポート（40） 2、3

テキスト The CORE Team, The Economy. Available at: http://www.core-econ.org/.
Sacramento County Office of Education, USA Learns. Available at: 
https://www.usalearns.org/.

参考書 Irene Barrall and Nikolas Barrall, Intelligent Business Coursebook Elementary, 2008, 
Pearson Education.
Margaret O'Keeffe, Lewis Lansford, et al., Business Partner A2+ Coursebook with Digital 
Resources, 2019,  Pearson Education.

履修条件・他の科目との関連 4年次配当の科目です。

経済英書講読



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16310801

生涯学習論

五月女　賢司

五月女　賢司

4年

授業の目的・概要

生涯学習とは、生涯を通じて自由に学習機会を選べることができる環境の中で、生涯にわたっておこなわれる学
習である。この授業では、生涯学習の概念やその体系について説明し、学習を受ける教育機会や現代人のライフ
サイクルの中での生涯学習の位置づけについて解説するとともに、生涯学習に対する行政や民間団体の振興策、
そのための施設面での状況、地域社会とのつながり、生涯学習指導者の資質などについて学習する。

到達目標

１．生涯学習の意味が理解できる。
２．発達段階に応じた学びの価値を理解し、自らが自分自身の人生を豊かにするために、いま何をなすべきかを
考え、実践することができる。

授業計画

【リアルタイム型授業】
この授業は、遠隔授業となります。原則として、リアルタイム型授業で実施予定です。
参加方法などの詳細は、追って案内します。

【第1回】
テーマ：生涯学習の定義
内容・方法：生涯学習が求められる理由・その定義・内容を学び、生涯学習社会の形成には何が必要かを考え
る。
【第2回】
テーマ：生涯学習と社会教育
内容・方法：社会教育とは何か、生涯教育や生涯学習とは何が違うのか。生涯学習のもつ現代的意義とはどのよ
うなことかを学ぶ。
【第3回】
テーマ：生涯学習の必要性
内容・方法：これまでの教育・学習の位置づけ、これからの発想転換をおさえ、生涯教育と生涯学習を再検討す
る。
【第4回】
テーマ：人間形成と生涯学習
内容・方法：人間形成と教育の歴史を振り返り、ライフサイクルという視点から生涯学習を見直す。
【第5回】
テーマ：生涯学習と成人教育
内容・方法：子どもと大人の教育とはなにか。成人教育の展開を考え、これまでの理論について学ぶ。
【第6回】
テーマ：生涯学習の鍵
内容・方法：生涯学習の鍵として、「統合」「解放」「循環」を考え、これからのリカレントモデルを提案す
る。
【第7回】
テーマ：生涯学習の全体像
内容・方法：生涯学習の全体像について検討する。また、生きがい・健康・まちづくりとの関係について考え
る。
【第8回】
テーマ：生涯学習の現代的課題（１）
内容・方法：生涯学習の現代的課題としての「高齢社会」「少子化」「情報化」などについて考察する。
【第9回】
テーマ：生涯学習の現代的課題（２）
内容・方法：生涯学習の現代的課題としての「環境問題」「国際交流」「人権」などについて考察する。
【第10回】
テーマ：生涯学習の多様な学習方法（１）
内容・方法：多様な学習方法の類型化、「学級・討議・参加・体験・実習」などの実際について学ぶ。
【第11回】
テーマ：生涯学習の多様な学習方法（２）
内容・方法：多様な学習方法としての「ビジュアルイメージ・メディア・成果活用・独学・カウンセリング」な
どについて学ぶ。
【第12回】
テーマ：行政が展開する生涯学習振興策
内容・方法：国レベルの文教・厚生・労働・総務環境行政による生涯学習支援、都道府県、市町村の生涯学習行
政を考える。
【第13回】
テーマ：各種団体による生涯学習活動

授業種別

開講期

講義

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

生涯学習論



内容・方法：民間・子ども・青年・成人・高齢者などの各種団体による生涯学習活動を概観し、今何が求められ
ているのかを探る。
【第14回】
テーマ：生涯学習施設の類型
内容・方法：設置者・運営者などによる施設の類型をおこない、主に公民館・図書館・博物館における使命と役
割を考える。
【第15回】
テーマ：まとめ
内容・方法：これまでの授業を総括し、現状における課題とその解決方法について議論する。

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

【第1回】
①事前学修課題：該当する章を読んでおくこと。
②事後学修課題：復習すること。
【第2回】
①事前学修課題：該当する章を読んでおくこと。
②事後学修課題：復習すること。
【第3回】
①事前学修課題：該当する章を読んでおくこと。
②事後学修課題：復習すること。
【第4回】
①事前学修課題：該当する章を読んでおくこと。
②事後学修課題：復習すること。
【第5回】
①事前学修課題：該当する章を読んでおくこと。
②事後学修課題：復習すること。
【第6回】
①事前学修課題：該当する章を読んでおくこと。
②事後学修課題：復習すること。
【第7回】
①事前学修課題：該当する章を読んでおくこと。
②事後学修課題：復習すること。
【第8回】
①事前学修課題：該当する章を読んでおくこと。
②事後学修課題：復習すること。
【第9回】
①事前学修課題：該当する章を読んでおくこと。
②事後学修課題：復習すること。
【第10回】
①事前学修課題：該当する章を読んでおくこと。
②事後学修課題：復習すること。
【第11回】
①事前学修課題：該当する章を読んでおくこと。
②事後学修課題：復習すること。
【第12回】
①事前学修課題：該当する章を読んでおくこと。
②事後学修課題：復習すること。
【第13回】
①事前学修課題：該当する章を読んでおくこと。
②事後学修課題：復習すること。
【第14回】
①事前学修課題：該当する章を読んでおくこと。
②事後学修課題：復習すること。
【第15回】
①事前学修課題：該当する章を読んでおくこと。
②事後学修課題：復習すること。

毎回の授業につき、2時間の事前学習、2時間の事後学習が必要である。

課題に対するフィードバックの方法

前半、後半の２回、ワークシートを課し、授業内容の整理をおこなう。
後日の授業で、模範解答を示し、解説をおこなう。

成績評価の方法・基準（方針）

ミニッツペーパー・ワークシートとレポート課題の総合評価による。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

評価割合
（％）

80

0

評価方法・割合

ミニッツペーパー・ワークシート

評価対象となる到達目標

１．２．

生涯学習論



定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

0

20

0

レポート課題 1

テキスト プリントを配布する

参考書 授業時に適宜紹介する。

履修条件・他の科目との関連 公務員を目指す人は、受講することが望ましい。

生涯学習論



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16310901

地域社会と経済

宇野　伸孝

宇野　伸孝

2年

授業の目的・概要

今日の日本経済では「地域」あるいは「地方」というキーワードが注目されています。
　1980年代から90年代にかけて首都圏への産業や人口などの一極集中が進みましたが、少子高齢化社会が現実問
題となった2000年代以降は、足元から見つめ直すために地方分権や地域主権へと大きく舵を切りました。その流
れとして「地域づくり」や「地方創生」の議論が活発に行われています。
　また、1990年代以降に広まったグローバリゼーション（地球規模の均質化）の波と、それに対抗する近年の
ローカリゼーション（地域の個性・多様性を重視）の波を共存させる方法が検討されるようになりました。
　この授業では、地域の構造と各種課題について、都市経済学も織り交ぜながら説明していきます。
　なお、この授業はオンデマンド型の遠隔授業です。Google Classroomで配信するビデオを視聴し、期限（次の
回の前日）までに課題を提出してもらいます。

到達目標

1. 地域あるいは地方経済の状況や課題を説明できる
2. グローバル時代の地域あるいは地方の取るべき方針について議論できる

授業計画

【第1回】ガイダンス
【第2回】地域経済学の課題（今後議論する各種課題を概観します）
【第3回】日本の地域構造（産業構造の変化や一極集中の過程について説明します）
【第4回】地域経済と所得形成（地域経済計算体系とモデル構築方法を学びます）
【第5回】地域成長の経済分析（需要主導型と供給主導型の成長モデルを構築します）
【第6回】地域間交易の理論（比較優位がもたらす利益について考察します）
【第7回】地域間格差と人口移動（産業や賃金、福祉などの地域間格差について議論します）
【第8回】産業の立地（立地論の基礎を学びます）
【第9回】都市の成立・発展（都市の定義と発展メカニズムについて説明します）
【第10回】都市システム（商圏分析や中心地理論について考察します）
【第11回】土地政策と住宅政策（都市部の土地・住宅問題と政府介入について概説します）
【第12回】都市交通と環境（都市部特有の交通問題や環境問題について議論します）
【第13回】地方財政と地方分権（国と地方の関係や市町村合併について説明します）
【第14回】地域政策、都市政策とまちづくり（近年の地域政策や都市政策、地域再生を紹介します）
【第15回】まとめ（要点を絞って総復習します）

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

事前学習として、各回に対応したテキストを読んで、わからないところをチェックしておきましょう。事後学習
としては、授業の復習はもちろん、前回分の課題を間違えた場合は、納得ができるまで繰り返し解いてみましょ
う。

課題に対するフィードバックの方法

授業始めに前回分の課題を解説します。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示すとおり、各回の課題と最終レポートの結果を総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位
を認定します。ただし、課題と最終レポートの配布・提出にはGoogle Classroomを使用します。

授業種別

開講期

講義

後期 単位数 2単位

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

60

0

0

40

0

評価方法・割合

授業内課題の提出状況及び得点

最終レポート

評価対象となる到達目標

1、2

1

実務家教員による授業 －

地域社会と経済



テキスト 『地域経済学入門 第3版（有斐閣コンパクト）』山田 浩之 、徳岡 一幸編、有斐閣、2500円（税
別）、ISBN 978-4-641-16522-9

参考書 必要に応じて授業内で紹介します。

履修条件・他の科目との関連 経済学入門あるいはマクロ経済学I・IIやミクロ経済学I・IIを履修済みであることが望ましいです。また、
関連科目として、地方財政や地方行政論、地域政策論などがあります。

地域社会と経済



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16311001

地域コミュニティ論

鹿野　由行

鹿野　由行

2年

授業の目的・概要

現代社会では地域の結びつきが弱まりつつあるといわれるが、人びとは都市において孤立しているのだろうか。
この授業では、都市を取り巻く環境の変化がコミュニティに及ぼす影響や、「地域」や「コミュニティ」の意義
や意味、構成する要素やその役割について理解することを目的とする。授業では、映像資料などを用いながら到
達目標を目指す。

到達目標

1.授業に関わる内容に関心や疑問を持ち、自ら言語化できる
2.地域コミュニティに関する基礎知識を理解する
3.地域コミュニティへ主体的に関わる素養を体得する

授業計画

この授業は【対面授業】です。受講方法については第1回で説明しますので出席してください。

第1回：オリエンテーション　コミュニティとは何か
第2回：理念としてのコミュニティ
第3回：都市の変容とコミュニティ
第4回：空間とコミュニティ
第5回：グローバル化とコミュニティ
第6回：社会保障と都市計画
第7回：町内会と地縁
第8回：政治的コミュニティ
第9回：異議申し立てのコミュニティ
第10回：多文化主義　都市におけるLGBT
第11回：ポストモダン・コミュニティ
第12回：コスモポリタン・コミュニティ
第13回：ヴァーチャル・コミュニティ
第14回：防災コミュニティ
第15回：開かれた都市空間と安心できるまちづくり

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

授業時間外で、計15時間の事前事後学習が必要である。
・各回毎に配布されるテキスト・資料をよく読み、理解を深めること。
・前の授業での疑問や課題について調べておくこと。
・課題については随時指示する。

課題に対するフィードバックの方法

コメントや質問などについては、次回講義時に回答・応答することとする。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示す評価方法により総合的に判定し、60点以上を合格として単位を認定する。

授業種別

開講期

講義

前期 単位数 2単位

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

50

0

0

50

0

評価方法・割合

リアクションペーパー

最終レポート

評価対象となる到達目標

1，2

1，2，3

テキスト 講義内で適宜配布する

実務家教員による授業 －

地域コミュニティ論



参考書 必要に応じて授業内で紹介する

履修条件・他の科目との関連 他者の学びを妨害する行為（過度な入退出、議論する場以外での会話）、聞く態度の放棄（イヤ
フォンの着用やこの授業で求められていない行動）は注意を行い、改善が見られない場合は授業の
履修を認めないことがあります。
また、新型コロナウイルス等の感染状況次第では授業内容を変更することがあります。その際は、事
前に連絡します。

地域コミュニティ論



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16311101

地方行政論

湯浅　孝康

湯浅　孝康

2年

授業の目的・概要

本講義では、現在の日本の地方行政（自治体）の成立過程や仕組み、現状の制度を概観する。日本の自治体は、
解決しなければならない多くの課題を抱えている一方で、少子高齢化や財政危機などの大きな制約を受けてい
る。こうした状況を踏まえ、現状の地方行政（自治体）の各種制度を知り、今後の地方行政（地方自治体）を展
望することが本講義の目的である。講義は担当教員が市役所で10年間勤務した経験をもとに、実務家教員として
具体的事例を交えながら、地方行政（自治体）の理論と実践への応用を関連付けながら展開する。なお、本講義
は行政・政策関係の科目の基礎となる科目である。今後、行政・政策関係の科目の履修を予定している者は、可
能な限り本講義を早い段階で履修しておくこと。

到達目標

1.地方行政に関わる内容に関心や疑問を持ち、それを言語化できる
2.授業内容に即した地方行政に関する実例を適切に例示できる
3.地方行政に関する基礎的な知識や考え方を理解できている
4.地方行政に関する事例について適切に説明できる

授業計画

【第01回】ガイダンス―地方行政・地方自治体とは何か―
　全体のスケジュールについて確認するとともに、自治体について概観する。
【第02回】自治体の歴史
　明治以降の自治体の成立経過や変遷について講義する。
【第03回】地方分権改革
　地方分権改革の経過や成果について講義する。
【第04回】都道府県と市区町村
　日本の政府体系や市制度、都区制度、市町村合併について講義する。
【第05回】自治体の統治構造
　二元代表制の制度原理や動態について講義する。
【第06回】首長と執行機関
　自治体における首長の権限と役割、首長に対する統制について講義する。
【第07回】議会と議員
　自治体における議会の機能や権限、議員の活動実態について講義する。
【第08回】ふりかえりとまとめ①
　前半の講義内容についてふりかえり、前半のまとめを実施する。
【第09回】自治体の組織管理
　自治体の組織管理のしくみや特徴、実態について講義する。
【第10回】自治体の財政運営と財政改革
　自治体の財政のしくみや予算制度、財政改革などについて講義する。
【第11回】自治体職員の職務と人事
　自治体の職員の職務、人事・給与制度などについて講義する。
【第12回】行政統制と自治体改革
　自治体における行政統制の諸方策や自治体改革について講義する。
【第13回】自治体の政策と総合計画
　自治体の政策活動の基本と総合計画について講義する。
【第14回】政策法務と条例
　政策法務の概要、条例の制定可能な範囲、条例の具体例等について講義する。
【第15回】ふりかえりとまとめ②
　後半の講義内容についてふりかえり、後半のまとめを実施する。

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

事前学習では指定の教科書・参考書を読み込む、関連する新聞記事等に目を通すなど、地方行政の理論と現状に
ついての理解に努めること。また、事後学習では、配布したプリントや自らで作成したノートを読み返し、講義
内容を復習するなどの主体的学習を行うこと。毎回につき、1.5時間ほどの事前学習および事後学習が必要であ
る。

課題に対するフィードバックの方法

次回の講義の冒頭に教員からコメントすることで、課題に対するフィードバックを行う。

成績評価の方法・基準（方針）

授業種別

開講期

講義

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 〇

地方行政論



以下に示す評価方法により総合的に判定したうえ、所定の単位を認定する。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

30

30

0

40

0

評価方法・割合

授業内課題（30）

ふりかえりシート等の記載内容（30）

中間レポート（15）、期末レポート（25）

評価対象となる到達目標

2,3,4

1

3,4

テキスト 礒崎初仁・金井利之・伊藤正次（2020）『ホーンブック地方自治』新版、北樹出版、2800円（税
抜）、978-4-7793-0632-7

参考書 湯浅孝康（2021）『政策と行政の管理―評価と責任—』晃洋書房
大森彌・大杉覚（2019）『これからの地方自治の教科書』第一法規
今井照（2017）『図解 よくわかる地方自治のしくみ』第5次改訂版、学陽書房

履修条件・他の科目との関連 本講義は行政・政策関係の科目の基礎となる科目である。今後、行政・政策関係の科目の履修を
予定している者は、可能な限り本講義を早い段階で履修しておくこと。
受講にあたっては、高校の公民科の「現代社会」や「政治・経済」のうち、地方行政の仕組みについ
てよく復習しておくこと。また、新聞記事等を通じて、特に自分自身が住んでいる地域の地方行政関
連の内容に関心を向けるよう心掛けること。

地方行政論



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16311201

政策過程論

湯浅　孝康

湯浅　孝康

2年

授業の目的・概要

本講義では、政策過程分析の理論とモデルについて概観する。具体的には次のの6点に集約される。①社会的に解
決べき問題はどのように特定されるのか（問題特定）、②特定された多くの問題からどれが選ばれるのか（ア
ジェンダ設定）、③その問題に対してどのような解決策が示されるのか（政策立案）、④その解決策はどのよう
にして社会的に認めざるを得ないものになるのか（政策正統化）、⑤解決策の実施にあたって何が問題となるの
か（政策実施）、⑥解決策はどのように評価されるのか（政策評価）。これらについて、講義では担当教員が市
役所で10年間勤務した経験をもとに、現在の日本において実際に実施されている政策等を例に出しながら、政策
過程の理論と実際について解説する。なお、受講にあたっては「地方行政論」を事前に履修しておくこと。

到達目標

1.政策過程に関わる内容に関心や疑問を持ち、それを言語化できる
2.授業内容に即した政策過程に関する実例を適切に例示できる
3.政策過程に関する基礎的な知識や考え方を理解できている
4.政策過程に関する事例について適切に説明できる

授業計画

【第01回】ガイダンス・政治システムと政策過程―
　科目全体の概要、全体のスケジュール、政策過程の全体像について講義する。
【第02回】政策の概念
　公共政策の基本的な視座、公共政策の議論の必要性、政策の概念について講義する。
【第03回】政策と市民・自治
　公共政策の歴史的展開と市民と政府、政府政策の関係について講義する。
【第04回】アジェンダ・セッティング
　コブとエルダーの議題構築、ゴミ缶モデル、政策の窓モデルについて講義する。
【第05回】政策形成のスタイル①
　エリート理論、多元主義について講義する。
【第06回】政策形成のスタイル②
　拒否権プレーヤー、政策革新・政策波及、インクリメンタリズムについて講義する。
【第07回】政策形成のスタイルの例①
　自治体の政策立案について具体例をあげて講義する。
【第08回】政策形成のスタイルの例②
　国の立法過程について具体例をあげて講義する。
【第09回】ふりかえりとまとめ①
　前半の授業内容をふりかえり、前半のまとめを実施する。
【第10回】新制度論
　独立変数としての制度がアクターや政策にどう影響を及ぼすかについて講義する。
【第11回】政策実施とガバナンス、政策ネットワーク①
　政策過程のうち政策実施の概要について講義する
【第12回】政策実施とガバナンス、政策ネットワーク②
　政策実施とガバナンス論について講義する。
【第13回】政策の評価と学習①
　政策評価の概要と日本での導入経過について講義する。
【第14回】政策の評価と学習②
　自治体の評価制度と評価と学習の関係について講義する。
【第15回】ふりかえりとまとめ②
　後半の授業内容についてふりかえり、後半のまとめを実施する。

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

事前学習では指定の参考書を読み込む、関連する新聞記事等に目を通すなど、政策過程の理論と現状についての
理解に努めること。また、事後学習では、配布したプリントや自らで作成したノートを読み返し、講義内容を復
習するなどの主体的学習を行うこと。毎回につき、1.5時間ほどの事前学習および事後学習が必要である。

課題に対するフィードバックの方法

次回の講義の冒頭に教員からコメントすることで、課題に対するフィードバックを行う。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示す評価方法により総合的に判定したうえ、所定の単位を認定する。

授業種別

開講期

講義

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

政策過程論



成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

30

30

0

40

0

評価方法・割合

授業内課題（30）

ふりかえりシート等の記載内容（30）

中間レポート（15）、期末レポート（25）

評価対象となる到達目標

2,3,4

1

3,4

テキスト 石橋章市朗・佐野亘・土山希美枝・南島和久（2018）『公共政策学』ミネルヴァ書房、2800円（税
抜）、978-4-6230-8356-5

参考書 湯浅孝康（2021）『政策と行政の管理ー評価と責任ー』晃洋書房
秋吉貴雄・伊藤修一郎・北山俊哉（2020）『公共政策学の基礎』第3版、有斐閣
秋吉貴雄（2017）『入門 公共政策学ー社会問題を解決する「新しい知」ー』中央公論新社
新川達郎編（2013）『政策学入門』法律文化社
足立幸男（2009）『公共政策学とは何か』ミネルヴァ書房

履修条件・他の科目との関連 受講にあたっては、「地方行政論」を事前または同時に履修しておくこと。また、新聞記事等を通じ
て、特に自分自身が住んでいる地域の自治体の政策過程に関心を向けるよう心掛けること。

政策過程論



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16311301

地域政策論

湯浅　孝康

湯浅　孝康

3年

授業の目的・概要

本講義では、現在の日本の自治体において実施されている公共政策について概観する。地方分権改革が進展した
日本では、自治体には地域の実情に応じた政策を形成し、実施する能力が求められている。こうした状況を踏ま
え、政策の考え方や形成・実施時の留意点を学び、今後の地域政策を展望することが本講義の目的である。講義
は担当教員が市役所で10年間勤務した経験をもとに、実務家教員として具体的事例を交えながら、地域政策の理
論と実践への応用を関連付けながら展開する。なお、受講にあたっては「地方行政論」「政策過程論」を事前ま
たは同時に履修しておくこと。

到達目標

1.地域政策に関わる内容に関心や疑問を持ち、それを言語化できる
2.授業内容に即した地域政策に関する実例を適切に例示できる
3.地域政策に関する基礎的な知識や考え方を理解できている
4.地域政策に関する事例について適切に説明できる

授業計画

【第01回】ガイダンス―地域政策とは何か―
　全体のスケジュールについて確認するとともに、地域政策について概観する。
【第02回】自治体の政策(1)―産業政策と地方創生―
　自治体の政策の例として産業政策と地方創生を取り上げ、その特徴や実態について講義する。
【第03回】自治体の政策(2)―まちづくりと公共事業―
　自治体の政策の例としてまちづくりと公共事業を取り上げ、その特徴や実態について講義する。
【第04回】自治体の政策(3)―環境政策とリサイクル―
　自治体の政策の例として環境政策とリサイクルを取り上げ、その特徴や実態について講義する。
【第05回】自治体の政策(4)―福祉政策と健康―
　自治体の政策の例として福祉政策と健康を取り上げ、その特徴や実態について講義する。
【第06回】自治体の政策(5)―子育て支援と教育―
　自治体の政策の例として子育て支援と教育を取り上げ、その特徴や実態について講義する。
【第07回】自治体の政策(6)―防災政策と安全―
　自治体の政策の例として防災政策と安全を取り上げ、その特徴や実態について講義する。
【第08回】ふりかえりとまとめ①
　前半の授業内容についてふりかえり、前半のまとめを実施する。
【第09回】公共政策の概念と歴史
　公共政策の概念や歴史的展開についてに講義する。
【第10回】公共政策と市民・自治
　公共政策と市民・自治に関し、民主的制御や熟議の重要性の視点から講義する。
【第11回】政策のデザイン(1)―問題の構造化と調査・分析―
　政策のデザインにおける問題の構造化と調査・分析について講義する。
【第12回】政策のデザイン(2)―政策手段―
　政策のデザインと政策手段の関係について講義する。
【第13回】政策のデザイン(3)―文脈―
　政策のデザインと文脈（コンテクスト）の関係について講義する。
【第14回】政策のデザイン(4)―価値―
　政策のデザインと価値について講義する。
【第15回】ふりかえりとまとめ②
　後半の授業内容についてふりかえり、後半のまとめを実施する。

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

事前学習では指定の参考書を読み込む、関連する新聞記事等に目を通すなど、地域政策の理論と現状についての
理解に努めること。また、事後学習では、配布したプリントや自らで作成したノートを読み返し、講義内容を復
習するなどの主体的学習を行うこと。毎回につき、1.5時間ほどの事前学習および事後学習が必要である。

課題に対するフィードバックの方法

次回の講義の冒頭に教員からコメントすることで、課題に対するフィードバックを行う。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示す評価方法により総合的に判定したうえ、所定の単位を認定する。

授業種別

開講期

講義

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 〇

地域政策論



成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

30

30

0

40

0

評価方法・割合

授業内課題（30）

ふりかえりシート等の記載内容（30）

中間レポート（15）、期末レポート（25）

評価対象となる到達目標

2,3,4

1

3,4

テキスト 礒崎初仁・金井利之・伊藤正次（2020）『ホーンブック地方自治』新版、北樹出版
石橋章市朗・佐野亘・土山希美枝・南島和久（2018）『公共政策学』ミネルヴァ書房

参考書 湯浅孝康（2021）『政策と行政の管理―評価と責任—』晃洋書房
秋吉貴雄・伊藤修一郎・北山俊哉（2020）『公共政策学の基礎』第3版、有斐閣ブックス
新川達郎（編）（2013）『政策学入門』法律文化社

履修条件・他の科目との関連 受講にあたっては、「地方行政論」「政策過程論」を事前または同時に履修しておくこと。また、新聞
記事等を通じて、特に自分自身が住んでいる地域の自治体の政策の内容に関心を向けるよう心掛
けること。

地域政策論



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16311401

地域安全論

湯浅　孝康

湯浅　孝康

4年

授業の目的・概要

本講義では、住民自治の視点から地域の安全とは何かについて講義する。地域の安全と聞けば、防災や警察など
の分野を思い浮かべることが多いだろう。しかし、地域の安全をわれわれの暮らしの安全と考えれば、それだけ
では不十分である。世界的に流行している新型コロナウイルス感染症によって、われわれは暮らしの安全とは何
か再考することを迫られている。こうした状況を踏まえ、新型コロナウイルス感染症によって社会に広く知られ
ることとなった、いわゆるエッセンシャルワーカーの存在と業務実態、そして彼ら彼女らの苦悩を題材に、行政
が果たすべき役割は何か、暮らしの安全を守るためにわれわれはどのような点に留意し、行動すべきかについて
考えることが本講義の目的である。講義は担当教員が市役所で10年間勤務した経験をもとに、実務家教員として
具体的事例を交えながら、地域の安全についての実態や課題についても触れながら展開する。なお、本講義は4年
次からの配当科目であるため、これまでの講義科目で得た多くの知識を前提とし、それらを応用する内容となっ
ている。したがって、受講にあたっては「地方行政論」「公共経営論」「地域政策論」を事前に履修しておくこ
と。加えて、さらに深い学びのためには「憲法」「民法」「財政学」「政策過程論」「地方財政」「自治体法
務」を事前に履修していることが望ましい。

到達目標

1.地域の安全に関わる内容に関心や疑問を持ち、それを言語化できる
2.授業内容に即した地域安全に関する実例を適切に例示できる
3.地域の安全に関する基礎的な知識や考え方を理解できている
4.地域の安全に関する事例について適切に説明できる

授業計画

【第01回】ガイダンス―地域の安全とは何か―
　全体のスケジュールについて確認するとともに、地域の安全について概観する。
【第02回】地域安全の政策(1)―防災―
　これまでの地域安全の政策として防災をテーマに講義する。
【第03回】地域安全の政策(2)―消防―
　これまでの地域安全の政策として消防をテーマに講義する。　
【第04回】地域安全の政策(3)―医療―
　これまでの地域安全の政策として医療をテーマに講義する。　
【第05回】自治体改革総論(1)―地方行革―
　最近の行政課題を生んだ自治体改革の1つとして地方行革について講義する。
【第06回】自治体改革総論(2)―地方財政―
　最近の行政課題を生んだ自治体改革の1つとして地方財政について講義する。
【第07回】自治体改革総論(3)―現業職場―
　最近の行政課題を生んだ自治体改革の1つとして現業職場について講義する。
【第08回】ふりかえりとまとめ①
　前半の授業内容についてふりかえり、前半のまとめを実施する。　
【第09回】事例研究(1)―看護師―
　最近の行政課題の事例の1つとして看護師を取り上げ、講義する。
【第10回】事例研究(2)―保健所―
　最近の行政課題の事例の1つとして保健所を取り上げ、講義する。
【第11回】事例研究(3)―男女共同参画―
　最近の行政課題の事例の1つとして男女共同参画に係る相談業務を取り上げ、講義する。
【第12回】事例研究(4)―清掃―
　最近の行政課題の事例の1つとして清掃業務を取り上げ、講義する。
【第13回】事例研究(5)―給食―
　最近の行政課題の事例の1つとして給食業務を取り上げ、講義する。
【第14回】事例研究(6)―子育て支援―
　最近の行政課題の事例の1つとして子育て支援業務を取り上げ、講義する。
【第15回】ふりかえりとまとめ②
　後半の授業内容についてふりかえり、後半のまとめを実施する。

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

事前学習では指定の参考書を読み込む、関連する新聞記事等に目を通すなど、地域安全の理論と現状についての
理解に努めること。また、事後学習では、配布したプリントや自らで作成したノートを読み返し、講義内容を復
習するなどの主体的学習を行うこと。毎回につき、1.5時間ほどの事前学習および事後学習が必要である。

課題に対するフィードバックの方法

授業種別

開講期

講義

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 〇

地域安全論



次回の講義の冒頭に教員からコメントすることで、課題に対するフィードバックを行う。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示す評価方法により総合的に判定したうえ、所定の単位を認定する。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

30

30

0

40

0

評価方法・割合

授業内課題（30）

ふりかえりシート等の記載内容（30）

中間レポート（15）、期末レポート（25）

評価対象となる到達目標

2,3,4

1

3,4

テキスト 山谷清志・藤井誠一郎編著（2021）『地域を支えるエッセンシャル・ワーク』ぎょうせい、2100円（税
抜）、978-4-324-10969-4

参考書 湯浅孝康（2021）『政策と行政の管理―評価と責任—』晃洋書房
佐野亘・山谷清志監修、焦従勉・藤井誠一郎編著（2020）『政策と地域』ミネルヴァ書房

履修条件・他の科目との関連 受講にあたっては、「地方行政論」「公共経営論」「地域政策論」を事前に履修しておくこと。加え
て、さらに深い学びのためには「憲法」「民法」「財政学」「政策過程論」「地方財政」「自治体法務」
を事前に履修していることが望ましい。また、毎日の新聞記事等を通じて、特に自分自身が住んでい
る地域の安全関連の内容に関心を向けるよう心掛けること。

地域安全論



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16311501

地域創造演習Ⅰ

早川　公

早川　公

2年

授業の目的・概要

■概要
この授業は、地域に主体的に関わり、課題に対して他者（受講生、大学関係者、外部の関係者や制度など）と協
働して取り組み、他者と共に何かをつくることができる能力と態度の育成を目指します。

■授業形式
PBL（Project Based Learning、プロジェクト型学修）
少人数のグループ（チーム）を作り、実際の企画を創造し実施します。
（対面授業ができない場合は、別途検討します。）

到達目標

1. 地域（フィールド）の課題に対して当事者（自分ゴト）として取り組める
2. デザイン思考の方法を用いて解決策を構想できる
3. ただ行動するだけでなく、動きながら考えることができる

授業計画

第1回：オリエンテーション＆マインドセット
第2回：演習の前提となる知識の確認
第3回：チームビルディング①（アイスブレイクのワーク）
第4回：チームビルディング②（質問で関係性を深めるワークショップ）
第5回：チームビルディング③（質問で関係性を深めるワークショップの続き）
第6回：デザイン思考のプロセス①（empathize、フィールドワーク）
第7回：デザイン思考のプロセス②（define、問題定義）
第8回：デザイン思考のプロセス③（define、フィールドワーク、問題再定義）
第9回：デザイン思考のプロセス④（ideation、アイディア発想）
第10回：デザイン思考のプロセス⑤（prototyping、試作品作成）
第11回：デザイン思考のプロセス⑥（testing、テスト検証）
第12回～13回：企画の検証（2コマ分）
第14回：企画の検証と後期企画の提案
第15回：デブリーフィング

本科目はPBL形式のため、プロジェクトの進行状況や学外のステークホルダーの都合により変更が前提と考えて受
講すること。

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

本科目は、PBL科目という性質上、受講者で授業時間外での学修が必ず発生します。
主に、事前学習としては、プロジェクトのフェーズに応じた準備、事後学修としては演習時間内に終わらなかっ
たワーク、授業に関する振り返りシートの提出となります。

課題に対するフィードバックの方法

振り返りの内容は授業やClassroom等でフィードバックします。
またプロジェクトに関する相談は随時受け付けます。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 2単位

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

評価割合
（％）

70

0

0

30

評価方法・割合

各回のリアクション・ペーパーの量と質（40）、プロジェクトに
取り組む態度（30）

最終レポート（30）

評価対象となる到達目標

1、3

最終レポート（30）

実務家教員による授業 －

地域創造演習Ⅰ



その他 0

テキスト テキストは使用しません。

参考書 必要に応じて授業の中で紹介します。

履修条件・他の科目との関連 ・プロジェクトテーマについては、第1回で説明します。受講予定者は必ず第1回に参加してください。
・教室外の方と関係しながら進める授業のため、責任ある受講として無断欠席を禁止とします。2回
無断欠席があった場合にはそれ以降の受講は認められません。
・後期の地域創造演習Ⅱは本科目と対になっている科目ですので、合わせて履修登録をしてくださ
い。

地域創造演習Ⅰ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16311601

地域創造演習Ⅱ

早川　公

早川　公

2年

授業の目的・概要

■概要
この授業は、地域に主体的に関わり、課題に対して他者（受講生、大学関係者、外部の関係者や制度など）と協
働して取り組み、他者と共に何かをつくることができる能力と態度の育成を目指します。
地域創造演習Ⅰからの問題意識を引き継ぎ、コミュニティ・オーガナイジングという方法論をもちいて、地域の
課題にコミットします。

■授業形式
PBL（Project Based Learning、プロジェクト型学修）
少人数のグループ（チーム）を作り、実際の企画を創造し実施します。
（対面授業ができない場合は、別途検討します。）

到達目標

1. 地域（フィールド）の課題に対して当事者（自分ゴト）として取り組める
2. コミュニティ・オーガナイジングの方法論に基づいて問題解決に取り組める
3. ただ行動するだけでなく、動きながら考えることができる

授業計画

第1回：オリエンテーション＆マインドセット
第2回：演習の前提となる知識の確認
第3回：コミュニティ・オーガナイジングとは何か
第4回：チームビルディング①（質問で関係性を深めるワークショップ）
第5回：チームビルディング②（質問で関係性を深めるワークショップの続き）
第6回：コミュニティ・オーガナイジングのステップ①（パブリック・ナラティブ）
第7回：コミュニティ・オーガナイジングのステップ①-2（パブリック・ナラティブの続き）
第8回：コミュニティ・オーガナイジングのステップ②（関係構築）
第9回：コミュニティ・オーガナイジングのステップ③（チーム構築）
第10回：コミュニティ・オーガナイジングのステップ④（戦略づくり）
第11回：コミュニティ・オーガナイジングのステップ④-2（戦略づくりの続き）
第12回：コミュニティ・オーガナイジングのステップ⑤（アクション）
第13回：コミュニティ・オーガナイジングのステップ⑤-2（アクションの続き）
第14回：コミュニティ・オーガナイジングのステップ⑤-3（アクションの評価）
第15回：プレゼンテーションとデブリーフィング

本科目はPBL形式のため、プロジェクトの進行状況や学外のステークホルダーの都合により変更が前提と考えて受
講すること。

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

本科目は、PBL科目という性質上、受講者で授業時間外での学修が必ず発生します。
主に、事前学習としては、プロジェクトのフェーズに応じた準備、事後学修としては演習内に終わらなかった
ワークの続き、授業に関する振り返りシートの提出となります。

課題に対するフィードバックの方法

振り返りの内容には授業内やClassroomでフィードバックします。
またプロジェクトに関する相談は随時受け付けます。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 2単位

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

評価割合
（％）

40

0

評価方法・割合

各回のリアクション・ペーパーの量と質（30）、プロジェクトへ
の取組み態度（10）

評価対象となる到達目標

1、2

実務家教員による授業 －

地域創造演習Ⅱ



定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

0

20

40

最終レポート（20）

プロジェクトのアウトプットとアウトカム（40）

3

2

テキスト テキストは使用しません

参考書 必要に応じて授業の中で紹介します

履修条件・他の科目との関連 ・前期の地域創造演習Ⅰの履修を前提とするが定員に満たない場合は受け入れる。第1回で確認
すること。
・授業の進め方については第1回で説明するので、受講予定者は必ず第1回に参加すること。
・学外の方と関係しながら進める授業のため、責任ある受講として無断欠席を禁止とします。2回無
断欠席があった場合にはそれ以降の受講は原則認めません。

地域創造演習Ⅱ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16311701

地域創造演習Ⅲ

早川　公

早川　公

3年

授業の目的・概要

■概要
この授業は、地域に主体的に関わり、課題に対して他者（受講生、大学関係者、外部の関係者や制度など）と協
働して取り組み、他者と共に何かをつくることができる能力と態度の育成を目指します。つまり、授業では到達
目標の３点に対して自覚的になれることを目的とします。

■対象フィールド
本年度の対象フィールドは門真市門真団地を予定

■授業形式
PBL（Project Based Learning、プロジェクト型学修）
少人数のグループ（チーム）を作り、実際の企画を創造し実施します。
なお対面授業が不可となった場合は、可能な方法でプロジェクトを進める方法を考えます。

到達目標

1. 地域（フィールド）の課題に対して当事者（自分ゴト）として取り組める
2. 自分の力だけでなく「自分たちゴト」として課題にコミットする
3. ただ行動するだけでなく、動きながら考えることができる

授業計画

第1回：オリエンテーション＆マインドセット
第2回：演習の前提となる知識の確認、地域の方からの問題提起
第3回：チームビルディング①（質問で関係性を深めるワークショップ）
第4回：デザイン思考のプロセス①（empathize、フィールドワーク）
第5回：フィールドワーク内容の整理
第6回：デザイン思考のプロセス②（define、問題定義）
第7回：フィールドワーク（門真団地）
第8回：デザイン思考のプロセス③（define、問題再定義）
第9回：デザイン思考のプロセス④（ideation、アイディア発想）
第10回：デザイン思考のプロセス⑤（prototyping、試作品作成）
第11回：デザイン思考のプロセス⑥（testing、テスト検証）
第12回～13回：企画の検証（2コマ分）※現地で実施します
第14回：企画の検証と後期企画の提案
第15回：デブリーフィング

本科目はPBL形式のため、プロジェクトの進行状況や学外のステークホルダーの都合により変更することが前提と
なります。
形式にとらわれずに臨機応変にプロジェクトに取り組むことを期待します。

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

本科目は、PBL科目という性質上、受講者で授業時間外での学修が必ず発生します。
主に、事前学習としてはプロジェクトのフェーズに応じた準備、事後学修としては演習内で終わらなかったワー
クの続きと、授業に関する振り返りシートの提出となります。

課題に対するフィードバックの方法

提出した振り返り内容については、授業内およびClassroomでフィードバックします。
またプロジェクトに関する相談は随時受け付けます。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 2単位

成績評価の種類

授業内での評価

評価割合
（％）

60

評価方法・割合

各回のリアクション・ペーパーの量と質（40）、プロジェクトに
取り組む態度（20）

評価対象となる到達目標

1、3

実務家教員による授業 －

地域創造演習Ⅲ



授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

0

0

20

20

最終レポート（20）

プロジェクトのアウトプットとアウトカム（20）

1、2、3

2

テキスト テキストは使用しない。

参考書 必要に応じて授業の中で紹介する

履修条件・他の科目との関連 ・原則として地域創造演習ⅠまたはⅡを受講していることを条件だが、定員（25名）に達しない場合
は受け入れる可能性がある。担当教員に確認すること。
・企画テーマについては第1回で説明する。受講予定者は必ず第1回に参加すること。
・学外の方と関係しながら進める授業のため、責任ある受講として無断欠席を禁止とする。2回無断
欠席があった場合にはそれ以降の受講を認めない。
・後期の地域創造演習Ⅳは、本科目と対になっている科目ですので、合わせて履修登録を期待す
る。

地域創造演習Ⅲ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16311801

地域創造演習Ⅳ

早川　公

早川　公

3年

授業の目的・概要

■概要
この授業は、地域に主体的に関わり、課題に対して他者（受講生、大学関係者、外部の関係者や制度など）と協
働して取り組み、他者と共に何かをつくることができる能力と態度の育成を目指す。つまり、授業では到達目標
の３点に対して自覚的になれることを目的とします。

■対象フィールド
本年度の対象フィールドは門真市門真団地を予定

■授業形式
PBL（Project Based Learning、プロジェクト型学修）
少人数のグループ（チーム）を作り、実際の企画を創造し実施します。
なお対面授業が不可となった場合は、可能な方法でプロジェクトを進める方法を考えます。

到達目標

1. 地域（フィールド）の課題に対して当事者（自分ゴト）として取り組める
2. 自分の力だけでなく「自分たちゴト」として課題にコミットする
3. ただ行動するだけでなく、動きながら考えることができる

授業計画

第1回：オリエンテーション＆マインドセット
第2回：地域の方からの問題提起＆質疑応答
第3回：チームビルディング①（アイスブレイク）
第4回：チームビルディング②（質問で関係性を深めるワークショップ）
第5回：フィールドワーク①（問題の探索、共感）
第6回：フィールドワーク②（問題の探索、定義）
第7回：フィールドワーク③（問題の探索、アイデア構想）
第8回：中間振り返り、プロトタイピング
第9回：フィールドワーク④（問題の探索、再定義）
第10回：フィールドワーク⑤（検証テスト）
第11回：フィールドワーク⑥（検証テスト）
第12回中間振り返り、プロトタイピング
第13回：フィールドワーク⑦（企画の実施）
第14回：フィールドワーク⑧（企画の実施）
第15回：デブリーフィング

本科目はPBL形式のため、プロジェクトの進行状況や学外のステークホルダーの都合により変更することが前提と
なります。
形式にとらわれずに臨機応変にプロジェクトに取り組むことを期待します。

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

本科目は、PBL科目という性質上、受講者で授業時間外での学修が必ず発生します、
主に、事前学習としてはプロジェクトのフェーズに応じた準備、事後学修としては演習時間内に終わらなかった
ワークの続きや、授業に関する振り返りシートの提出となります。

課題に対するフィードバックの方法

振り返りには、授業の時間やClassroomでフィードバックします。
またプロジェクトに関する相談は随時受け付けます。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定します。

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 2単位

成績評価の種類

授業内での評価

評価割合
（％）

60

評価方法・割合

各回のリアクション・ペーパーの量と質（30）、プロジェクトに
取り組む態度（30）

評価対象となる到達目標

1、3

実務家教員による授業 －

地域創造演習Ⅳ



授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

0

0

20

20

最終レポート（20）

プロジェクトのアウトプットとアウトカム（20）

1、2、3

2

テキスト テキストは使用しない。

参考書 必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 ・原則として地域創造演習Ⅰ〜Ⅲを受講していることが前提である。
・プロジェクトテーマについては第1回で説明する。受講予定者は必ず第1回に参加すること。
・学外の方と関係しながら進める授業のため、責任ある受講として無断欠席を禁止とする。2回無断
欠席があった場合にはそれ以降の受講を認めない。
・授業の関連で、12月最終週の日曜に地域で開催されるイベントに参加します。こちらも原則参加
となります。

地域創造演習Ⅳ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16311901

地域合意形成演習

早川　公

早川　公

2年

授業の目的・概要

この授業では、地域活動はもちろん、日常のグループワークから仕事の会議において重要とされる合意形成の技
法と態度について学修します。
授業では担当教員による解説とワークのほか、外部講師を招いて集中的にワークショップの知識・態度を学びま
す。

到達目標

1. ワークショップの企画に必要な知識や態度を理解する
2. ワークショップを実際に企画・実践することができる
3. 良きワークショップ参加者としてふるまうことができる

授業計画

第1回：オリエンテーション＆マインドセット
第2回：合意形成に必要なものとは何か
第3回：ワークショップの基礎練習①：ピザを選ぼう
第4回：ワークショップの基礎練習②：合意形成ゲーム
第5回：ワークショップの基礎練習③：授業のルールを決めよう
第6回：ワークショップを体験しよう①：ワークショップの種類
第7回：ワークショップを体験しよう②：ワークショップの段階
第8回：ワークショップを体験しよう③：ファシリテーターの役割
第9回：ワークショップを体験しよう④：ファシリテーショングラフィック
第10回：ワークショップを体験しよう⑤：NVC
第11回：ワークショップを体験しよう⑥：NVC
第12回：ワークショップを体験しよう⑦：ワークショップの設計a
第13回：ワークショップを体験しよう⑧：ワークショップの設計b
第14回：ワークショップ企画・実践
第15回：デブリーフィング

授業内容は、受講生の理解度によって臨機応変に変更します。
第6回〜第13回は、外部講師を招いて2日間の集中講義形式で実施予定です。

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

主な事前・事後学習は次の通りです。

■基礎練習
事前学修：指定された論文・文献を読む。また発表者はレジュメを作成すること。
事後学修：ディスカッションを通じて新たに生じた疑問や課題を自身で調べること。また、振り返りを実施する
こと

■体験
事前学修：確認したタスクについてグループで分担を決めアクションすること
事後学修：実践に向けて企画を構想し、そお準備をすること

課題に対するフィードバックの方法

課題についてはコメントをつけてClassroom等で返却します。
またプロジェクトの進行に応じて、随時相談を受け付けます。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定します。
また外部講師を招いたワークショップに欠席の場合、単位認定はできません。

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 2単位

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

評価割合
（％）

40

0

評価方法・割合

各回のリアクション・ペーパーの量と質（40）

評価対象となる到達目標

1、3

実務家教員による授業 －

地域合意形成演習



定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

0

20

40

ワークショップ実践報告書（20）

ワークショップの実技（40）

2

2、3

テキスト テキストは使用しない。適宜資料を配布します。

参考書 必要に応じて授業の中で紹介します。

履修条件・他の科目との関連 ・第1回で集中の日時含めて説明をするので、必ず出席すること。
・地域創造演習Ⅰ～Ⅲのいずれかを受講していることが望ましい（必須ではない）。
・学外の方と関係しながら進める授業のため、責任ある受講として無断欠席を禁止とする。2回無断
欠席があった場合にはそれ以降の受講を認めない。

地域合意形成演習



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16312001

市民活動論

小竹森　晃

小竹森　晃

3年

授業の目的・概要

まちづくりは「行政（団体自治）」だけが行うものではなく、「市民（住民自治）」が重要な担い手となってい
る。すなわち、「住民自治をベースにしたガバナンス」を考え、実践してくことが必要不可欠である。加えて、
「市民活動団体（ＮＰＯなど）」は、行政に代わる公共サービスの担い手として注目を集めている。
この授業では、市民活動の歴史や市民活動団体の特徴について触れながら、事例を交えつつ、それらが社会で果
たしている役割や理念及び課題などについて学ぶ。
また、受講生の理解を促進するために、まちづくりの動画を活用し、かつ、市民活動をしておられる方をゲスト
スピーカーとしてお招きし、活きた（リアルな）情報をお話し頂く予定である。
★この授業は、遠隔授業となります。原則として、リアルタイム型授業で実施予定です。参加方法などの詳細
は、追って案内します。

到達目標

以下の点を、この授業の到達目標とする。
１．まちづくりにおける、市民活動の役割や理念及び課題について理解する。
２．日常生活の中に、市民活動が関わっていることを理解する。
３．受講生自身もまちづくりの主体者であることを認識する。

授業計画

【第１回】
ガイダンス
内容：アイスブレーキング、授業の内容、進め方、評価などについて
【第２回】
市民活動の意義
内容：住民自治と団体自治
【第３回】
市民活動の歴史①
内容：地縁組織（コミュニティ）
【第４回】
市民活動の歴史②
内容：ＮＰＯ（アソシエーション）
【第５回】
市民活動の歴史③
内容：住民運動・市民運動
【第６回】
市民活動団体の役割①
内容：自発性と主体性
【第７回】
市民活動団体の役割②
内容：組織のマネジメント
【第８回】
市民活動団体の役割③
内容：事例の考察
【第９回】
前半のふりかえり
内容：ミニレポートの作成
【第１０回】
市民活動における外部人材（よそ者）の役割
内容：学生・地域おこし協力隊
【第１１回】
市民活動におけるボランティア
内容：社会福祉協議会・シルバー人材センター
【第１２回】
ゲストスピーカーの講演①
【第１３回】
ゲストスピーカーの講演②
【第１４回】
ゲストスピーカーの講演③
【第１５回】
後半のふりかえりとまとめ
内容：市民活動のポイントを整理

授業種別

開講期

講義

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

市民活動論



事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

◆事前学習：市民活動に関連する新聞記事などに目を通しておくなど、市民活動の情報収集をしておくこと。
◆事後学習：レジュメや自分で作成した授業ノートなどで、毎回ふりかえり（復習）すること。

課題に対するフィードバックの方法

この授業では、受講生に、授業での疑問や課題などを記入する「ふりかえりシート」を毎回提出してもらう。そ
れに対して教員が、コメントなどを記入しフィードバックする。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示す評価方法により総合的に判定の上、６０点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
なお、期末レポートを提出しない場合は、単位を認定しない。
◆毎回提出する「ふりかえりシート」の内容：２０％
◆第９回の授業でのミニレポート：２０％
◆期末レポート：６０％

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

20

0

0

60

20

評価方法・割合

第９回の授業でのミニレポート：２０％

期末レポート：６０％

毎回提出する「ふりかえりシート」の内容：２０％

評価対象となる到達目標

１・２・３

１・２・３

１・２・３

テキスト 毎回レジュメを配布（データをアップ）する。

参考書 今川晃編著『自治体政策への提言　－学生参加の意義と現実－』北樹出版、２０１６年
佐藤竺監修、今川晃、馬場健編『市民のための地方自治入門－サービスの担い手から自治の担
い手へ－』新訂版、実務教育出版、２００９年
渋谷典子著『ＮＰＯと労働法－新たな市民社会構築に向けたＮＰＯと労働法の課題』晃洋書房、
２０１９年
中田実『地域分権時代の町内会・自治会』新版、自治体研究社、２０１７年
西尾隆編著『住民・コミュニティとの協働』ぎょうせい、２００４年
原田晃樹、藤井敦史、松井真理『ＮＰＯ再構築への道－パートナーシップを支

履修条件・他の科目との関連 この授業は、受講生が自ら考え、受講生同士で意見を共有する「グループワーク」を毎回実施する。
ついては、受け身の姿勢で臨まず、積極的に質問や意見などを述べることを望んでいる。
なお、授業を欠席した場合は、次回の授業の際にレジュメを配布（データをアップ）する。

市民活動論



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16312101

地域協働論

湯浅　孝康

湯浅　孝康

カリキュラムによる

授業の目的・概要

本講義では、現在の日本において実施されている地域協働の意義や実態、課題等を概観する。日本では少子高齢
化や核家族化、東京一極集中など、社会の変化に伴ってコミュニティが変容し、参加や協働が求められ、従来の
タイプとは異なる新たな地域リーダーが活躍していることもある。こうした状況を踏まえ、地域協働の理論や地
域協働をめぐるアクターや制度を知り、今後の地域のあり方を展望することが本講義の目的である。講義は担当
教員が市役所で10年間勤務した経験をもとに、実務家教員として具体的事例を交えながら、地域協働の理論と実
践への応用を関連付けながら展開する。なお、本講義は自治体行政の知識を前提に講義を実施するので、受講に
あたっては「地方行政論」を事前または同時に履修しておくこと。

到達目標

1.地域協働に関わる内容に関心や疑問を持ち、それを言語化できる
2.授業内容に即した地域協働に関する実例を適切に例示できる
3.地域協働に関する基礎的な知識や考え方を理解できている
4.地域協働に関する事例について適切に説明できる

授業計画

【第01回】ガイダンス―地域協働とは何か―
　全体のスケジュールについて確認するとともに、地域協働について概観する。
【第02回】住民と自治体
　地域協働について住民と自治体の視点から講義する。
【第03回】コミュニティと自治
　地域協働についてコミュニティと自治の視点から講義する。
【第04回】住民運動と市民参加
　地域協働について住民運動と市民参加の視点から講義する。
【第05回】地域活動の担い手の意識と地域コミュニティの活性化（1）
　地域協働の担い手に注目した地域コミュニティの活性化の事例について紹介する。
【第06回】地域活動の担い手の意識と地域コミュニティの活性化（2）
　地域協働の担い手に注目した地域コミュニティの活性化の事例について紹介する。
【第07回】自治体と地域協働
　地域協働についての各自治体の取り組みについて紹介する。
【第08回】ふりかえりとまとめ①
　前半の授業内容についてふりかえり、前半のまとめを実施する。
【第09回】非営利法人制度
　地域協働における非営利法人制度の意義や課題について講義する。
【第10回】中間支援機能
　地域協働における中間支援機能の意義や課題について講義する。
【第11回】社会的企業
　地域協働における社会的企業の意義や課題について講義する。
【第12回】サードセクター
　地域協働におけるサードセクターの意義や課題について講義する。
【第13回】ローカル・ガバナンス
　ローカル・ガバナンスについて東日本大震災からの復興過程の事例を紹介する。
【第14回】地域コミュニティの再構築
　地域コミュニティの再構築について大阪市の事例を紹介する。
【第15回】ふりかえりとまとめ②
　後半の授業内容についてポイントを整理し、後半のまとめを実施する。

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

事前学習では指定の参考書を読み込む、関連する新聞記事等に目を通すなど、地域協働の理論と現状についての
理解に努めること。また、事後学習では、配布したプリントや自らで作成したノートを読み返し、講義内容を復
習するなどの主体的学習を行うこと。毎回につき、1.5時間ほどの事前学習および事後学習が必要である。

課題に対するフィードバックの方法

次回の講義の冒頭に教員からコメントすることで、課題に対するフィードバックを行う。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示す評価方法により総合的に判定したうえ、所定の単位を認定する。

授業種別

開講期

講義

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 〇

地域協働論



成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

30

30

0

40

0

評価方法・割合

授業内課題（30）

ふりかえりシート等の記載内容（30）

中間レポート（15）、期末レポート（25）

評価対象となる到達目標

2,3,4

1

3,4

テキスト テキストを使用しない（プリントを配布する）

参考書 湯浅孝康（2021）『政策と行政の管理―評価と責任—』晃洋書房
礒崎初仁・金井利之・伊藤正次（2020）『ホーンブック地方自治』新版、北樹出版
金川幸司（2018）『公共ガバナンス論』晃洋書房
佐々木利廣（2018）『地域協働のマネジメント』中央経済社
今川晃（編）（2014）『地方自治を問いなおす』法律文化社

履修条件・他の科目との関連 受講にあたっては、「地方行政論」を事前または同時に履修しておくこと。また、新聞記事等を通じ
て、特に自分自身が住んでいる地域の協働の状況に関心を向けるよう心掛けること。
なお、配布するプリントは、Google Classroomにアップロードする。欠席者については、次回講義時に
のみ配布する。

地域協働論



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16312201

公共経営論

湯浅　孝康

湯浅　孝康

カリキュラムによる

授業の目的・概要

本講義では、現在の日本の行政において実施されている公共経営の理念や手法、制度等を概観する。日本でも戦
後、他の先進国と同様に福祉国家化が進展したが、1990年代以降公共経営の考え方が広く普及し、さまざまな手
法が試行・実施され、行政改革が進められている。こうした状況を踏まえ、現状の行政の経営実態を知り、今後
の行政を展望することが本講義の目的である。講義は担当教員が市役所で10年間勤務した経験をもとに、実務家
教員として具体的事例を交えながら、公共経営の理論と実践への応用を関連付けながら展開する。なお、本講義
は自治体の各種制度の知識を前提に講義を実施するので、受講にあたっては「地方行政論」を事前に履修してお
くこと。

到達目標

1.公共経営に関わる内容に関心や疑問を持ち、それを言語化できる
2.授業内容に即した公共経営に関する実例を適切に例示できる
3.公共経営に関する基礎的な知識を理解できている
4.公共経営に関する事例について適切に説明できる

授業計画

【第01回】ガイダンス―公共経営とは何か―
　全体のスケジュールについて確認するとともに、日本における公共経営の展開について概観する。
【第02回】民営化の事例(1)
　道路関係四公団の事例から民営化の理念や特徴、課題について講義する。
【第03回】民営化の事例(2)
　日本郵政公社の事例から民営化の理念や特徴、課題について講義する。
【第04回】民間委託
　民間委託の理念や特徴、課題について講義する。
【第05回】市場化テスト
　市場化テストの理念や特徴、課題について講義する。
【第06回】アメリカ行政学の理論と展開
　アメリカ行政学の発生と理論、その歴史的展開について講義する。
【第07回】 NPMの理念と実践
　公共経営論の中核であるNPM（New Public Management）の理念と実践について講義する。
【第08回】ふりかえりと中間試験
　これまでの授業内容についてふりかえり、中間試験を実施する。
【第09回】第三セクター
　第三セクターの理念や特徴、課題について講義する。
【第10回】PPPとPFI
　 PPP（Public Private Partnership）とPFI（Private Finance Initiative） の理念や特徴、課題について講
義する。
【第11回】指定管理者制度
　指定管理者制度の理念や特徴、課題について講義する。
【第12回】独立行政法人制度
　独立行政法人制度の理念や特徴、課題について講義する。
【第13回】政策評価
　政策評価の理念や特徴、課題について講義する。
【第14回】公務員制度改革
　公務員制度改革の理念や特徴、課題について講義する。
【第15回】ふりかえりとまとめ
　これまでの授業内容についてふりかえり、全体についてまとめる。

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

事前学習では指定の教科書・参考書を読み込む、関連する新聞記事等に目を通すなど、公共経営の理論と現状に
ついての理解に努めること。また、事後学習では指定の教科書・参考書はもちろん、配布したプリントや自らで
作成したノートを読み返し、講義内容を復習するなどの主体的学習を行うこと。毎回につき、1.5時間ほどの事前
学習および事後学習が必要である。

課題に対するフィードバックの方法

次回の講義の冒頭に教員からコメントすることで、課題に対するフィードバックを行う。

授業種別

開講期

講義

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 〇

公共経営論



成績評価の方法・基準（方針）

以下に示す評価方法により総合的に判定したうえ、所定の単位を認定する。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

30

30

0

40

0

評価方法・割合

授業内課題（30）

ふりかえりシート等の記載内容（30）

中間レポート（15）、期末レポート（25）

評価対象となる到達目標

2,3,4

1

3,4

テキスト 湯浅孝康（2021）『政策と行政の管理―評価と責任—』晃洋書房、2700円（税抜）、978-4-7710-
3437-2
外山公美・平石正美・中村祐司・西村弥・五味太始・古坂正人・石見豊（2014）『日本の公共経
営』北樹出版、2500円（税抜）、978-4-7793-0423-1

参考書 田尾雅夫（2010）『公共経営論』木鐸社
宮脇淳（2003）『公共経営論』PHP研究所

履修条件・他の科目との関連 受講にあたっては「地方行政論」を事前に履修しておくこと。また、新聞記事等を通じて、特に自分
自身が住んでいる地域の公共経営関連の内容に関心を向けるよう心掛けること。

公共経営論



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16312301

地域メディア論

堀田　あゆみ

堀田　あゆみ

3年

授業の目的・概要

この授業では、地域メディアの意味と意義について学ぶことを通して、自分自身を取り巻く世界（人・モノ・
事）を改めて捉え直す視座を獲得すること、そしてそれを発信できることを目的とする。
具体的には、さまざまな地域やメディアの種類を取り上げ、「地域」や「メディア」といったタームへの理解を
深めるとともに、地域メディアを活用したフィールドワークを行い、そこから得た自分自身の考えを発表を通し
て他者に伝えることができる（発信できる）ようにする。
講義はパワーポイントによるプレゼン形式で、写真や現物、映像資料なども活用しながらすすめていく。一方的
に講義を行うのではなく、受講生との対話を重視する。

到達目標

１．地域メディアとはどのようなものかを理解し、自分の言葉で説明することができる
２．地域メディアを通じて自分自身を取り巻く人・モノ・事を把握し、他者に伝えることができる

授業計画

第１回　オリエンテーション
第２回　地域メディアの射程：地域とは何を指すのか、メディアとは何かを受講生とともに議論する。
第３回　地域とは：多様な「地域」の概念について先行研究を基に学ぶ
第４回　メディアとは：多様な「メディア」の概念について先行研究を基に学ぶ
第５回　モノとメディア：さまざまな地域の事例を参照し、自分たちとモノ（メディア）について考える
第６回　情報とメディア：情報の多様性と発信・伝達方法の多様性について事例から学ぶ
第７回　情報文化とは：情報の内容や扱い方についても多様性があることをモンゴルの遊牧社会を事例に紹介す
る
第８回　メディアとコミュニケーション：メディアのコミュニケーション機能について先行研究を基に学ぶ
第９回　メディアとしての映像：民族誌映像などを用いて映像のメディアとしての機能について議論する
第10回　メディアとしての博物館：事例として国立民族学博物館を取り上げメディアとしての機能ついてまなぶ
第11回　地域メディアのフィールドワーク①：フィールドワークについて説明する。
第12回　地域メディアのフィールドワーク②：国立民族学博物館（オンライン・バーチャルミュージアム）実地
研修
第13回　フィールドワーク報告会①：フィールドワークの成果をプレゼンテーション形式で発表
第14回　フィールドワーク報告会②：フィールドワークの成果をプレゼンテーション形式で発表
第15回　総まとめ：地域メディアとは何を意味し、そこにどのような意義が発見できたかを受講生と共に議論す
る

受講生の興味関心に応じて、授業内容が前後することがある。

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

事前配布資料がある場合には熟読し、疑問点や感じたことを整理しておき、授業内での質問およびリアクション
ペーパーに活かす。
地域メディアを体験するためのフィールドワークに必ず参加する（国立民族学博物館での実地研修。新型コロナ
の状況に応じては、オンライン・バーチャルミュージアムの利用に変更することもある）。
各自レポートとプレゼンテーションに備えて準備を行う。

課題に対するフィードバックの方法

課題については、コメントを付けて採点結果と共に個別に開示する。

成績評価の方法・基準（方針）

各回に実施されるリアクションペーパーの内容、期末レポートとプレゼンテーションの評価結果に基づき総合的
に
判定のうえ、60 点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
正当な理由のない欠席 4 回以上、またはレポートかプレゼンテーションのいずれかを未提出の場合、評価の対象
とせず、「K」評価とする。

授業種別

開講期

講義

前期 単位数 2単位

成績評価の種類

授業内での評価

評価割合
（％）

40

評価方法・割合

リアクションペーパーの内容

評価対象となる到達目標

1

実務家教員による授業 －

地域メディア論



授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

0

0

30

30

レポート

プレゼンテーション

1、2

1、2

テキスト 使用しない。

参考書 必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 地域創造演習Ⅰ～Ⅲのいずれかを受講していることが望ましい（必須ではない）。

地域メディア論



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16312602

経営学入門

田窪　美葉

田窪　美葉

1年

授業の目的・概要

これから経営学や経済学、マーケティング、会計学、ファイナンスの学習を始める方を対象に、企業経営に対す
る興味を持ってもらうこと、そして、今後の学習を進めていくにあたって最低限必要な基礎知識の習得を学習の
ねらいとする。「経営学」の入門というより、広く「経営」全般に対する入門講座だと考えてもらいたい。ま
た、関連する経営学の本についても紹介する。
　初回に授業の進め方や成績評価の方法、受講に際しての注意など、基本的なガイダンスを行う。次に、ビデオ
鑑賞の時間を設けて、楽しみながらビジネスの世界について感覚的に理解してもらう。その後は、企業経営の基
礎知識についてわかりやすく解説した独自教材を使用して学習を進める。また、毎回、出席確認も兼ねて演習問
題を行う。

到達目標

1.主に経営学・経営に関する基礎知識の習得をすることができる
2.経営学に関連する書籍や資料について、その内容を説明することができる

授業計画

【第1回】
テーマ：ガイダンス
内容：成績評価について確認する。
【第2回】
授業テーマ：経営と家計、企業と経営　 
内容：経済活動とは何か、家計と企業の関係、自由主義経済制度、所有と経営の分離、について学ぶ。　 
【第3回】
テーマ：政府と経営、経営と情報　 
内容：政府の役割、公企業、経営資源、 POSシステムについて学ぶ。
【第4回】
テーマ：DVD教材を用いた学習①　 
内容：DVDの映像を通して、経営の専門用語や経営戦略のことを理解する。
【第5回】
テーマ：DVD教材を用いた学習②　 
内容：DVDの映像を通して、経営の専門用語や経営戦略のことを理解する。　 
【第6回】
テーマ：産業構造の変化―サービス産業　 
内容：第１次産業、第２次産業、第３次産業について学ぶ。
【第7回】
テーマ：サービス業の経営　 
内容：サービスの特質、サービス業の現状、高齢少子化問題について学ぶ。
【第8回】
テーマ：組織の形態と経営管理　 
内容：取締役会の役割、職能別組織、事業部制組織について学ぶ。
【第9回】
テーマ：経営計画と意思決定と財務管理　 
内容：計画、非定型的意思決定、マネジメント・サイクルについて学ぶ。　 
【第10回】
テーマ：組織と経営戦略　 
内容：組織の成立条件、代表的な組織観、経営戦略について学ぶ。
【第11回】
テーマ：労務政策とコミュニケーション　 
内容：労働力管理、人間観の変遷、管理原則、コミュニケーションの原則について学ぶ。
【第12回】
テーマ：日本的経営の特質　 
内容：稟議制度、終身雇用制度、年功賃金制について学ぶ。
【第13回】
テーマ：企業の環境適応と中小企業の経営　 
内容：消費者志向、中小企業者の定義、産業集積、下請けについて学ぶ。　 
【第14回】
テーマ：多国籍企業　 
内容：海外進出、多国籍企業、経済のグローバリゼーションについて学ぶ。　
【第15回】
テーマ：企業経営の課題（企業の社会的責任）　 
内容：企業の社会的責任、フィランソロピー、リストラクチャリングについて学ぶ。

授業種別

開講期

講義

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

経営学入門



事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

【第1回】
①事前学修課題：ガイダンスを読んでおく。1.0時間
②事後学修課題：配布資料を復習し,授業テーマを現実に即して理解する。1.0時間
【第2回】
①事前学修課題：経営と家計、企業と経営に関連したレジュメを読んでおく。1.5時間
②事後学修課題：配布資料を復習し,授業テーマを現実に即して理解する。2.5時間
【第3回】
①事前学修課題：政府と経営、経営と情報に関連したレジュメを読んでおく。1.5時間
②事後学修課題：配布資料を復習し,授業テーマを現実に即して理解する。2.5時間
【第4回】
①事前学修課題：経営に関するトピックを探す。1.5時間
②事後学修課題：配布資料を復習し,授業テーマを現実に即して理解する。2.5時間
【第5回】
①事前学修課題：教材に基づいて、実際の事例を探す。1.5時間
②事後学修課題：配布資料を復習し,授業テーマを現実に即して理解する。2.5時間
【第6回】
①事前学修課題：産業構造の変化―サービス産業に関連したレジュメを読んでおく。1.5時間
②事後学修課題：配布資料を復習し,授業テーマを現実に即して理解する。2.5時間
【第7回】
①事前学修課題：サービス業の経営に関連したレジュメを読んでおく。1.5時間
②事後学修課題：配布資料を復習し,授業テーマを現実に即して理解する。2.5時間
【第8回】
①事前学修課題：組織の形態と経営管理に関連したレジュメを読んでおく。1.5時間
②事後学修課題：配布資料を復習し,授業テーマを現実に即して理解する。2.5時間
【第9回】
①事前学修課題：経営計画と意思決定と財務管理に関連したレジュメを読んでおく。1.5時間
②事後学修課題：配布資料を復習し,授業テーマを現実に即して理解する。2.5時間
【第10回】
①事前学修課題：組織と経営戦略に関連したレジュメを読んでおく。1.5時間
②事後学修課題：配布資料を復習し,授業テーマを現実に即して理解する。2.5時間
【第11回】
①事前学修課題：労務政策とコミュニケーションに関連したレジュメを読んでおく。1.5時間
②事後学修課題：配布資料を復習し,授業テーマを現実に即して理解する。2.5時間
【第12回】
①事前学修課題：日本的経営の特質に関連したレジュメを読んでおく。1.5時間
②事後学修課題：配布資料を復習し,授業テーマを現実に即して理解する。2.5時間
【第13回】
①事前学修課題：企業の環境適応と中小企業の経営に関連したアップしたレジュメを読んでおく。1.5時間
②事後学修課題：配布資料を復習し,授業テーマを現実に即して理解する。2.5時間
【第14回】
①事前学修課題：多国籍企業に関連したレジュメを読んでおく。1.5時間
②事後学修課題：配布資料を復習し,授業テーマを現実に即して理解する。2.5時間
【第15回】
①事前学修課題：企業経営の課題に関連したレジュメを読んでおく。1.5時間
②事後学修課題：最終レポートを作成する。4.5時間

課題に対するフィードバックの方法

フィードバックは授業内で解説したり、Moodleの自動採点機能を用いた課題で対応する。

成績評価の方法・基準（方針）

通常授業内での配布課題及びMoodleでの課題(Classroomから連携予定)と、レポート免除試験(予定)もしくは期末
レポート試験により評価する。
正当な理由のない欠席4回以上、毎回の通常課題未提出4回以上、または期末レポートを未提出の場合、評価の対
象とせず、「K」評価とする。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

50

0

0

50

0

評価方法・割合

毎回の課題

レポート免除試験(予定)もしくは期末レポート試験

評価対象となる到達目標

1

1、2

テキスト プリントを配布する

経営学入門



参考書 稲葉元吉他著　『経営新訂版』　実教出版株式会社 2004年

履修条件・他の科目との関連 毎回の配布するプリントを大切に保管し復習やレポート対策に使用すること。欠席時はMoodleより
入手すること。

経営学入門



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

11100302

経営学入門

田窪　美葉

田窪　美葉

1年

授業の目的・概要

これから経営学や経済学、マーケティング、会計学、ファイナンスの学習を始める方を対象に、企業経営に対す
る興味を持ってもらうこと、そして、今後の学習を進めていくにあたって最低限必要な基礎知識の習得を学習の
ねらいとする。「経営学」の入門というより、広く「経営」全般に対する入門講座だと考えてもらいたい。ま
た、関連する経営学の本についても紹介する。
　初回に授業の進め方や成績評価の方法、受講に際しての注意など、基本的なガイダンスを行う。次に、ビデオ
鑑賞の時間を設けて、楽しみながらビジネスの世界について感覚的に理解してもらう。その後は、企業経営の基
礎知識についてわかりやすく解説した独自教材を使用して学習を進める。また、毎回、出席確認も兼ねて演習問
題を行う。

到達目標

1.主に経営学・経営に関する基礎知識の習得をすることができる
2.経営学に関連する書籍や資料について、その内容を説明することができる

授業計画

【第1回】
テーマ：ガイダンス
内容：成績評価について確認する。
【第2回】
授業テーマ：経営と家計、企業と経営　 
内容：経済活動とは何か、家計と企業の関係、自由主義経済制度、所有と経営の分離、について学ぶ。　 
【第3回】
テーマ：政府と経営、経営と情報　 
内容：政府の役割、公企業、経営資源、 POSシステムについて学ぶ。
【第4回】
テーマ：DVD教材を用いた学習①　 
内容：DVDの映像を通して、経営の専門用語や経営戦略のことを理解する。
【第5回】
テーマ：DVD教材を用いた学習②　 
内容：DVDの映像を通して、経営の専門用語や経営戦略のことを理解する。　 
【第6回】
テーマ：産業構造の変化―サービス産業　 
内容：第１次産業、第２次産業、第３次産業について学ぶ。
【第7回】
テーマ：サービス業の経営　 
内容：サービスの特質、サービス業の現状、高齢少子化問題について学ぶ。
【第8回】
テーマ：組織の形態と経営管理　 
内容：取締役会の役割、職能別組織、事業部制組織について学ぶ。
【第9回】
テーマ：経営計画と意思決定と財務管理　 
内容：計画、非定型的意思決定、マネジメント・サイクルについて学ぶ。　 
【第10回】
テーマ：組織と経営戦略　 
内容：組織の成立条件、代表的な組織観、経営戦略について学ぶ。
【第11回】
テーマ：労務政策とコミュニケーション　 
内容：労働力管理、人間観の変遷、管理原則、コミュニケーションの原則について学ぶ。
【第12回】
テーマ：日本的経営の特質　 
内容：稟議制度、終身雇用制度、年功賃金制について学ぶ。
【第13回】
テーマ：企業の環境適応と中小企業の経営　 
内容：消費者志向、中小企業者の定義、産業集積、下請けについて学ぶ。　 
【第14回】
テーマ：多国籍企業　 
内容：海外進出、多国籍企業、経済のグローバリゼーションについて学ぶ。　
【第15回】
テーマ：企業経営の課題（企業の社会的責任）　 
内容：企業の社会的責任、フィランソロピー、リストラクチャリングについて学ぶ。

授業種別

開講期

講義

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

経営学入門



事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

【第1回】
①事前学修課題：ガイダンスを読んでおく。1.0時間
②事後学修課題：配布資料を復習し,授業テーマを現実に即して理解する。1.0時間
【第2回】
①事前学修課題：経営と家計、企業と経営に関連したレジュメを読んでおく。1.5時間
②事後学修課題：配布資料を復習し,授業テーマを現実に即して理解する。2.5時間
【第3回】
①事前学修課題：政府と経営、経営と情報に関連したレジュメを読んでおく。1.5時間
②事後学修課題：配布資料を復習し,授業テーマを現実に即して理解する。2.5時間
【第4回】
①事前学修課題：経営に関するトピックを探す。1.5時間
②事後学修課題：配布資料を復習し,授業テーマを現実に即して理解する。2.5時間
【第5回】
①事前学修課題：教材に基づいて、実際の事例を探す。1.5時間
②事後学修課題：配布資料を復習し,授業テーマを現実に即して理解する。2.5時間
【第6回】
①事前学修課題：産業構造の変化―サービス産業に関連したレジュメを読んでおく。1.5時間
②事後学修課題：配布資料を復習し,授業テーマを現実に即して理解する。2.5時間
【第7回】
①事前学修課題：サービス業の経営に関連したレジュメを読んでおく。1.5時間
②事後学修課題：配布資料を復習し,授業テーマを現実に即して理解する。2.5時間
【第8回】
①事前学修課題：組織の形態と経営管理に関連したレジュメを読んでおく。1.5時間
②事後学修課題：配布資料を復習し,授業テーマを現実に即して理解する。2.5時間
【第9回】
①事前学修課題：経営計画と意思決定と財務管理に関連したレジュメを読んでおく。1.5時間
②事後学修課題：配布資料を復習し,授業テーマを現実に即して理解する。2.5時間
【第10回】
①事前学修課題：組織と経営戦略に関連したレジュメを読んでおく。1.5時間
②事後学修課題：配布資料を復習し,授業テーマを現実に即して理解する。2.5時間
【第11回】
①事前学修課題：労務政策とコミュニケーションに関連したレジュメを読んでおく。1.5時間
②事後学修課題：配布資料を復習し,授業テーマを現実に即して理解する。2.5時間
【第12回】
①事前学修課題：日本的経営の特質に関連したレジュメを読んでおく。1.5時間
②事後学修課題：配布資料を復習し,授業テーマを現実に即して理解する。2.5時間
【第13回】
①事前学修課題：企業の環境適応と中小企業の経営に関連したアップしたレジュメを読んでおく。1.5時間
②事後学修課題：配布資料を復習し,授業テーマを現実に即して理解する。2.5時間
【第14回】
①事前学修課題：多国籍企業に関連したレジュメを読んでおく。1.5時間
②事後学修課題：配布資料を復習し,授業テーマを現実に即して理解する。2.5時間
【第15回】
①事前学修課題：企業経営の課題に関連したレジュメを読んでおく。1.5時間
②事後学修課題：最終レポートを作成する。4.5時間

課題に対するフィードバックの方法

フィードバックは授業内で解説したり、Moodleの自動採点機能を用いた課題で対応する。

成績評価の方法・基準（方針）

通常授業内での配布課題及びMoodleでの課題(Classroomから連携予定)と、レポート免除試験(予定)もしくは期末
レポート試験により評価する。
正当な理由のない欠席4回以上、毎回の通常課題未提出4回以上、または期末レポートを未提出の場合、評価の対
象とせず、「K」評価とする。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

50

0

0

50

0

評価方法・割合

毎回の課題

レポート免除試験(予定)もしくは期末レポート試験

評価対象となる到達目標

1

1、2

テキスト プリントを配布する

経営学入門



参考書 稲葉元吉他著　『経営新訂版』　実教出版株式会社 2004年

履修条件・他の科目との関連 毎回の配布するプリントを大切に保管し復習やレポート対策に使用すること。欠席時はMoodleより
入手すること。

経営学入門



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16312702

経済学入門

宇野　伸孝

宇野　伸孝

1年

授業の目的・概要

「コンビニでパンを買う」たったそれだけの行動にも、様々な経済的要素が含まれています。そのパンをなぜ選
んだのか。値段がお手頃、メーカーの信頼度、以前食べて美味しかった、テレビで紹介されていた等々。そもそ
もお金の出所は、お小遣いなのかバイト代なのか。支払いは現金か電子マネーか。もちろん消費税も払う必要が
あるし、買ったパンがどのようにして作られたかまで考えるときりがありません。
　また、景気の悪い日本しか知らない諸君も、かつてはこの国にも高度成長期や、バブルではあれ80年代後半の
国全体が活気に満ち溢れていた時代があったという事は知っているでしょう。では、なぜ景気が良くなったり悪
くなったりするのか？そもそも景気とは何なのか？
　この授業では、いわゆる「経済学」の基礎的な考え方を説明します。それはつまり、モノとカネの動きを捉
え、人と人、人と社会、社会と社会の相互依存関係を理論的に明らかにすることです。ごくごく身近な問題から
国や世界レベルまで、さらに時間的にも過去・現在・未来と広範囲に渡りますが、各回の練習問題を解いていく
ことで理解を深められます。
　なお、この授業はオンデマンド型の遠隔授業です。Google Classroomで配信するビデオを視聴し、期限（次の
回の前日）までに課題を提出してもらいます。

到達目標

1. 経済の基本的な仕組みを説明できる
2. 経済学の視点から物事を判断できる
3. 現実の経済動向について基礎的な分析ができる
4. 現実の経済が抱える様々な問題点について議論できる

授業計画

【第1回】ガイダンス
【第2回】市場とは？（その仕組みと役割を理解します）
【第3回】ミクロとマクロの経済学（経済理論を大別する２つの違いを定義します）
【第4回】ミクロ編1：家計の経済行動（家計＝消費者の経済学的考え方と行動を解説します）
【第5回】ミクロ編2：企業の経済行動（企業＝生産者の経済学的考え方と行動を解説します）
【第6回】ミクロ編3：ゲーム理論（幅広い分野で応用されるゲーム理論の基礎を学びます）
【第7回】ミクロ編4：余剰分析（政府の介入による経済厚生の変化について議論します）
【第8回】ミクロ編5：情報の非対称性（情報の偏りによって起こる問題とその克服法を考察します）
【第9回】ミクロ編まとめ
【第10回】マクロ編1：GDP統計（GDPとは何かを再確認し、GDP関連のデータを整理します）
【第11回】マクロ編2：GDPの決定理論1（GDPが決定する仕組みを理論モデルで解明します～民間のみ～）
【第12回】マクロ編3：GDPの決定理論2（前回のモデルに政府を追加します）
【第13回】マクロ編4：経済政策1（IS-LMモデルを使った同時均衡を説明します～IS曲線～）
【第14回】マクロ編5：経済政策2（前回のつづきとしてLM曲線と財政・金融政策の効果について議論します）
【第15回】マクロ編まとめ

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

事前学習として、各回のレジュメを読んで、わからないところをチェックしておきましょう。事後学習として
は、授業の復習はもちろん、前回分の課題を間違えた場合は、納得ができるまで繰り返し解いてみましょう。

課題に対するフィードバックの方法

授業始めに前回分の課題を解説します。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示すとおり、各回の課題と最終レポートの結果を総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位
を認定します。ただし、課題と最終レポートの配布・提出にはGoogle Classroomを使用します。

授業種別

開講期

講義

前期 単位数 2単位

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

評価割合
（％）

60

0

0

評価方法・割合

授業内課題の提出状況及び得点

評価対象となる到達目標

1、2、3、4

実務家教員による授業 －

経済学入門



定期試験に代わるレポート等

その他

40

0

最終レポート 1、2、3

テキスト テキストは使用しません。その代わりに毎回Google Classroomでレジュメを配布します。

参考書 必要に応じて授業内で紹介します。

履修条件・他の科目との関連 この授業の後に続けて履修することが望ましい科目として、ミクロ経済学I・IIやマクロ経済学I・IIがあり
ます。

経済学入門



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

11100403

経済学入門

宇野　伸孝

宇野　伸孝

1年

授業の目的・概要

「コンビニでパンを買う」たったそれだけの行動にも、様々な経済的要素が含まれています。そのパンをなぜ選
んだのか。値段がお手頃、メーカーの信頼度、以前食べて美味しかった、テレビで紹介されていた等々。そもそ
もお金の出所は、お小遣いなのかバイト代なのか。支払いは現金か電子マネーか。もちろん消費税も払う必要が
あるし、買ったパンがどのようにして作られたかまで考えるときりがありません。
　また、景気の悪い日本しか知らない諸君も、かつてはこの国にも高度成長期や、バブルではあれ80年代後半の
国全体が活気に満ち溢れていた時代があったという事は知っているでしょう。では、なぜ景気が良くなったり悪
くなったりするのか？そもそも景気とは何なのか？
　この授業では、いわゆる「経済学」の基礎的な考え方を説明します。それはつまり、モノとカネの動きを捉
え、人と人、人と社会、社会と社会の相互依存関係を理論的に明らかにすることです。ごくごく身近な問題から
国や世界レベルまで、さらに時間的にも過去・現在・未来と広範囲に渡りますが、各回の練習問題を解いていく
ことで理解を深められます。
　なお、この授業はオンデマンド型の遠隔授業です。Google Classroomで配信するビデオを視聴し、期限（次の
回の前日）までに課題を提出してもらいます。

到達目標

1. 経済の基本的な仕組みを説明できる
2. 経済学の視点から物事を判断できる
3. 現実の経済動向について基礎的な分析ができる
4. 現実の経済が抱える様々な問題点について議論できる

授業計画

【第1回】ガイダンス
【第2回】市場とは？（その仕組みと役割を理解します）
【第3回】ミクロとマクロの経済学（経済理論を大別する２つの違いを定義します）
【第4回】ミクロ編1：家計の経済行動（家計＝消費者の経済学的考え方と行動を解説します）
【第5回】ミクロ編2：企業の経済行動（企業＝生産者の経済学的考え方と行動を解説します）
【第6回】ミクロ編3：ゲーム理論（幅広い分野で応用されるゲーム理論の基礎を学びます）
【第7回】ミクロ編4：余剰分析（政府の介入による経済厚生の変化について議論します）
【第8回】ミクロ編5：情報の非対称性（情報の偏りによって起こる問題とその克服法を考察します）
【第9回】ミクロ編まとめ
【第10回】マクロ編1：GDP統計（GDPとは何かを再確認し、GDP関連のデータを整理します）
【第11回】マクロ編2：GDPの決定理論1（GDPが決定する仕組みを理論モデルで解明します～民間のみ～）
【第12回】マクロ編3：GDPの決定理論2（前回のモデルに政府を追加します）
【第13回】マクロ編4：経済政策1（IS-LMモデルを使った同時均衡を説明します～IS曲線～）
【第14回】マクロ編5：経済政策2（前回のつづきとしてLM曲線と財政・金融政策の効果について議論します）
【第15回】マクロ編まとめ

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

事前学習として、各回のレジュメを読んで、わからないところをチェックしておきましょう。事後学習として
は、授業の復習はもちろん、前回分の課題を間違えた場合は、納得ができるまで繰り返し解いてみましょう。

課題に対するフィードバックの方法

授業始めに前回分の課題を解説します。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示すとおり、各回の課題と最終レポートの結果を総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位
を認定します。ただし、課題と最終レポートの配布・提出にはGoogle Classroomを使用します。

授業種別

開講期

講義

前期 単位数 2単位

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

評価割合
（％）

60

0

0

評価方法・割合

授業内課題の提出状況及び得点

評価対象となる到達目標

1、2、3、4

実務家教員による授業 －

経済学入門



定期試験に代わるレポート等

その他

40

0

最終レポート 1、2、3

テキスト テキストは使用しません。その代わりに毎回Google Classroomでレジュメを配布します。

参考書 必要に応じて授業内で紹介します。

履修条件・他の科目との関連 この授業の後に続けて履修することが望ましい科目として、ミクロ経済学I・IIやマクロ経済学I・IIがあり
ます。

経済学入門



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16312802

法学入門

三輪　淳之

三輪　淳之

1年

授業の目的・概要

「法律」は、我々が社会の中で守らなければならないルールである。
「法学」は、そのようなルールを学ぶもので、その知識と法的なものの考え方を身に着けておくことで、これか
らの人生でトラブルが起こった場合でも冷静に対処できる。
本授業では、皆さんの多くが経験していくであろう場面や身近なテーマについて、担当教員が長年に亘り、企業
において「国際法務」業務に従事してきた経験をもとに、実務家教員として、実際に経験した実例を取り入れな
がら概説し、「役に立つ法学」とすることを目標とし、「役に立つことを学んで得をした」、と感じることがで
きる実践的な学びの場とすることを狙いとする。
新聞やインターネット上の新聞記事に普段から目を通して、日常生活の中での法律・ルールに関連するトピック
について意識をしてピックアップするとともに、何がとりあげられてどのような焦点が当てられているのかにつ
いて理解と関心を高めておくこと。

到達目標

１．法律やルールの存在意義・基本的な枠組みについて記述することができる
２．法律を日常生活の武器として活用し、自分を守るための法的思考力を身につけることにより、社会的・政治
的問題について主体的に考え、説明することができる。

授業計画

第1回；ガイダンス　－　法学への招待
「法律とは何なのか、法律の種類にはどのようなものがあるのか、私たちの生活に法律はどのような影響を及ぼ
しているのかについて学ぶ。」
第2回；民法（契約法）　－　契約は守るべき？
「契約はどのようにすれば成立するのか、契約はなぜ守らなければならないのか、契約から解放されたいときは
どのような手段があるのかについて学ぶ。」
第3回；民法（消費者法）　－　身近な生活の中で
「消費者法とはどのような法律を指しているのかや民法の一般的なルールとは異なり消費者が特に手厚く保護さ
れている理由を学ぶ。」
第4回；民法（不法行為）　－　もしケガをさせてしまったら？
「どのような行為をすれば損害賠償を請求することができるのか、また損害賠償はどのような形で請求すること
ができるのかを学ぶ。」
第5回；民法（家族法）
「家族法とは何を指すのか、結婚が認められるのはどのような時か、また子の保護をどのように行っているのか
について学ぶ。」
第6回；刑法（犯罪と刑罰）　－　民法と刑法はどう違う？
「民法と刑法の違い、刑罰の種類、罪が認められる条件にはどのようなものがあるにかについて学ぶ。」
第7回；刑法（性犯罪関係）　－　トラブルに巻き込まれたら
「性犯罪を題材に、刑法典に規定されている罪だけではなく、その周辺の特別法の罪についても学ぶ。」
第8回；憲法（統治）　－　選挙、大切な一票
「憲法とはどのような法律なのか、主権者である国民はどのように政治に参加するのか、国会・内閣・裁判所は
どのような仕事をしているのかについて学ぶ。」
第9回；憲法（人権）　－　憲法で人権を保障するということ
「憲法上の人権は誰に対して保障されるのか、人権の種類、人権の制約が許されるのはどのような時であるのか
について学ぶ。」
第10回；会社法　－　企業は社会でどう活動するの？
「株式会社が資金を調達する方法や株式会社を適切に運営するための組織の仕組みについて学ぶ。」
第11回；労働法　－　職業選択の自由、アルバイトも正社員も労働者
「株式会社が資金を調達する方法や株式会社を適切に運営するための組織の仕組みについて学ぶ。」
第12回；国際連合と国際法　－　SDGｓと日本
「条約と国際慣習法や、国内法と国際法の関係、SDGsについて学ぶ。」
第13回；国際法と人権　－　グローバル化と法
「人権は国際的にどのように保障されているのか、外国人労働者は法的にどのように保護されるのかについて学
ぶ。」
第14回；法律学習リテラシー　－　より本格的に学びたい人のために
「インターネット時代の法律のあり方や新たに出現した人権などを中心に時代に即した法律について学ぶ。」
第15回；振り返り・まとめ
「 14回目まで学んできた法律を総ざらいし、あらためて私たちの生活と法律の関係について学ぶ。」

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

授業種別

開講期

講義

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 〇

法学入門



各回、事前学修は2時間、事後学修は2時間を目安とする。
・事前学習；
　テキストの該当箇所を読んで、疑問点を整理しておくこと。
・事後学習；
　毎授業の最後の10分間で、その授業の理解度を確認するために、｢Googleクラスルーム｣で配信する方式で｢理解
度テスト｣を実施することを基本とする。
　詳細は初回授業の際に説明する。

課題に対するフィードバックの方法

各理解度テスト(場合によってはレポート課題に代わる場合もあり)については、次回の授業において回答や解
説、講評等をおこなう。
詳細は初回授業の際に説明する。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示すとおり、授業期間内に実施される理解度テスト（レポート課題に代わる可能性あり）、定期試験（レ
ポート課題に代わる可能性あり）等を総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
正当な理由なく理解度テストを4回以上未提出の場合、又は定期試験を受験・提出（レポート課題未提出）しな
かったか のいずれかの場合、評価の対象とせず、「K」評価とする。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

40

0

60

0

0

評価方法・割合

毎授業後の理解度テスト（レポート課題に代わる可能性
あり）(40)

全授業終了後に実施する試験又はレポート試験（60）

評価対象となる到達目標

1, 2

1, 2

テキスト 「プレステップ　法学　第4版」池田　真朗（弘文堂、2020年）
1,800円(税別)　ISBN978-4-335-00099-7

参考書 ポケット六法などの六法があれば望ましい

履修条件・他の科目との関連 法律についての知識がない学生を歓迎します。
新聞やインターネット上の新聞記事に普段から目を通して、日常生活の中での法律・ルールに関連
するトピックについて意識をしてピックアップするとともに、何がとりあげられてどのような焦点が当てられて
いるのかについて理解と関心を高めておくこと。

法学入門



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

11100702

法学入門

三輪　淳之

三輪　淳之

1年

授業の目的・概要

「法律」は、我々が社会の中で守らなければならないルールである。
「法学」は、そのようなルールを学ぶもので、その知識と法的なものの考え方を身に着けておくことで、これか
らの人生でトラブルが起こった場合でも冷静に対処できる。
本授業では、皆さんの多くが経験していくであろう場面や身近なテーマについて、担当教員が長年に亘り、企業
において「国際法務」業務に従事してきた経験をもとに、実務家教員として、実際に経験した実例を取り入れな
がら概説し、「役に立つ法学」とすることを目標とし、「役に立つことを学んで得をした」、と感じることがで
きる実践的な学びの場とすることを狙いとする。
新聞やインターネット上の新聞記事に普段から目を通して、日常生活の中での法律・ルールに関連するトピック
について意識をしてピックアップするとともに、何がとりあげられてどのような焦点が当てられているのかにつ
いて理解と関心を高めておくこと。

到達目標

１．法律やルールの存在意義・基本的な枠組みについて記述することができる
２．法律を日常生活の武器として活用し、自分を守るための法的思考力を身につけることにより、社会的・政治
的問題について主体的に考え、説明することができる。

授業計画

第1回；ガイダンス　－　法学への招待
「法律とは何なのか、法律の種類にはどのようなものがあるのか、私たちの生活に法律はどのような影響を及ぼ
しているのかについて学ぶ。」
第2回；民法（契約法）　－　契約は守るべき？
「契約はどのようにすれば成立するのか、契約はなぜ守らなければならないのか、契約から解放されたいときは
どのような手段があるのかについて学ぶ。」
第3回；民法（消費者法）　－　身近な生活の中で
「消費者法とはどのような法律を指しているのかや民法の一般的なルールとは異なり消費者が特に手厚く保護さ
れている理由を学ぶ。」
第4回；民法（不法行為）　－　もしケガをさせてしまったら？
「どのような行為をすれば損害賠償を請求することができるのか、また損害賠償はどのような形で請求すること
ができるのかを学ぶ。」
第5回；民法（家族法）
「家族法とは何を指すのか、結婚が認められるのはどのような時か、また子の保護をどのように行っているのか
について学ぶ。」
第6回；刑法（犯罪と刑罰）　－　民法と刑法はどう違う？
「民法と刑法の違い、刑罰の種類、罪が認められる条件にはどのようなものがあるにかについて学ぶ。」
第7回；刑法（性犯罪関係）　－　トラブルに巻き込まれたら
「性犯罪を題材に、刑法典に規定されている罪だけではなく、その周辺の特別法の罪についても学ぶ。」
第8回；憲法（統治）　－　選挙、大切な一票
「憲法とはどのような法律なのか、主権者である国民はどのように政治に参加するのか、国会・内閣・裁判所は
どのような仕事をしているのかについて学ぶ。」
第9回；憲法（人権）　－　憲法で人権を保障するということ
「憲法上の人権は誰に対して保障されるのか、人権の種類、人権の制約が許されるのはどのような時であるのか
について学ぶ。」
第10回；会社法　－　企業は社会でどう活動するの？
「株式会社が資金を調達する方法や株式会社を適切に運営するための組織の仕組みについて学ぶ。」
第11回；労働法　－　職業選択の自由、アルバイトも正社員も労働者
「株式会社が資金を調達する方法や株式会社を適切に運営するための組織の仕組みについて学ぶ。」
第12回；国際連合と国際法　－　SDGｓと日本
「条約と国際慣習法や、国内法と国際法の関係、SDGsについて学ぶ。」
第13回；国際法と人権　－　グローバル化と法
「人権は国際的にどのように保障されているのか、外国人労働者は法的にどのように保護されるのかについて学
ぶ。」
第14回；法律学習リテラシー　－　より本格的に学びたい人のために
「インターネット時代の法律のあり方や新たに出現した人権などを中心に時代に即した法律について学ぶ。」
第15回；振り返り・まとめ
「 14回目まで学んできた法律を総ざらいし、あらためて私たちの生活と法律の関係について学ぶ。」

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

授業種別

開講期

講義

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 〇

法学入門



各回、事前学修は2時間、事後学修は2時間を目安とする。
・事前学習；
　テキストの該当箇所を読んで、疑問点を整理しておくこと。
・事後学習；
　毎授業の最後の10分間で、その授業の理解度を確認するために、｢Googleクラスルーム｣で配信する方式で｢理解
度テスト｣を実施することを基本とする。
　詳細は初回授業の際に説明する。

課題に対するフィードバックの方法

各理解度テスト(場合によってはレポート課題に代わる場合もあり)については、次回の授業において回答や解
説、講評等をおこなう。
詳細は初回授業の際に説明する。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示すとおり、授業期間内に実施される理解度テスト（レポート課題に代わる可能性あり）、定期試験（レ
ポート課題に代わる可能性あり）等を総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
正当な理由なく理解度テストを4回以上未提出の場合、又は定期試験を受験・提出（レポート課題未提出）しな
かったか のいずれかの場合、評価の対象とせず、「K」評価とする。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

40

0

60

0

0

評価方法・割合

毎授業後の理解度テスト（レポート課題に代わる可能性
あり）(40)

全授業終了後に実施する試験又はレポート試験（60）

評価対象となる到達目標

1, 2

1, 2

テキスト 「プレステップ　法学　第4版」池田　真朗（弘文堂、2020年）
1,800円(税別)　ISBN978-4-335-00099-7

参考書 ポケット六法などの六法があれば望ましい

履修条件・他の科目との関連 法律についての知識がない学生を歓迎します。
新聞やインターネット上の新聞記事に普段から目を通して、日常生活の中での法律・ルールに関連
するトピックについて意識をしてピックアップするとともに、何がとりあげられてどのような焦点が当てられて
いるのかについて理解と関心を高めておくこと。

法学入門



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16312902

情報学入門

下條　善史

下條　善史

1年

授業の目的・概要

情報学は、現在においても、唯一の明快な定義は無く、主に自然界や人工物の分野における情報に関する学問の
領域であるとされている。それだけ「情報」というのは多義性があり、世の中すべてを対象とすると言ってもよ
いほどあいまいなものである。本講義では、社会のすべてについて情報との関わりを探求することを目標とする
が、特に人間と人間、人間と社会、および人間と機械のインターフェイスとしての情報の役割や今後の発展につ
いて考察する。

★この授業は、遠隔授業となります。参加方法などの詳細は、追って案内します。
（状況をみて変更する可能性あり）

到達目標

１．情報学の基礎概念を理解し、情報関連のニュースを読めるようになること。
２．情報技術の進歩の歴史について知り、現代社会を動かしている情報技術の成り立ちを理解すること。
３．情報技術の進歩についての概要を知り、今後の社会の変化について議論できるようになること。

授業計画

【第1回】
テーマ：オリエンテーション
内容・方法：科目の概要,目的,達成目標やスケジュールなどについて説明する．
【第2回】
テーマ：情報とはなにか
内容・方法：情報とは何か。身の回りの情報とコンピュータにおける内部表現について。
【第3回】
テーマ：ハードウェアとソフトウェア
内容・方法：コンピューターのハードウェアとソフトウェアについて分類し、解説する。
【第4回】
テーマ：プログラムとアルゴリズム
内容・方法：ソフトウェアを2つに分けたうちのひとつ、プログラムについて。
【第5回】
テーマ：データベース
内容・方法：ソフトウェアを2つに分けたうちのもうひとつ、データについて。
【第6回】
テーマ：ネットワークのしくみ
内容・方法：ネットワークの分類、プロトコル、サービス、伝送速度について。
【第7回】
テーマ：ネットワークの利用
内容・方法：ネットワークのハードウェアと、メールやWEBなどネットワークアプリケーションについて。
【第8回】
テーマ：ネットワークのセキュリティ
内容・方法：セキュリティとリスク、暗号技術など。
【第9回】
テーマ：コンピューターシステムの進化
内容・方法：コンピューターの歴史を振り返り、この先を予想する。
【第10回】
テーマ：メディアとしてのコンピューター
内容・方法：コンピューターとインターネットがもたらした新しいメディアについて。
【第11回】
テーマ：ネットワークと著作権
内容・方法：コンピューターネットワークが変えた、法律と社会。
【第12回】
テーマ：ヒューマンインタフェース
内容・方法：高度に専門的な機械が廉価になり大衆化していった経緯。
【第13回】
テーマ：ロボットと人工知能
内容・方法：ロボットなどの事例を通して機器を人工知能技術で制御することについて。
【第14回】
テーマ：社会を変える情報ネットワーク
内容・方法：情報ネットワークがもたらす、高度に情報化された社会。
【第15回】
テーマ：まとめと最終レポート
内容・方法：この授業全体を通して総括するとともに,理解度の確認を行い，最終レポートを課す．

授業種別

開講期

講義

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

情報学入門



事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

事前学修：事前に配布された資料について内容を確認し,疑問点等をまとめておく．
事後学修：授業中に出された課題についてまとめ,提出する．

課題に対するフィードバックの方法

授業中に出した課題について解説を行い,理解度の確認を行う．

成績評価の方法・基準（方針）

本授業はオンデマンド教材による遠隔授業である。オンデマンド教材をそれぞれのペースで自己学習し、各課程
において用意された問題を解くことで学習深度を確認、Google Classroomにて自身の意見や質問などを担当講師
に投げかけることで、授業に積極的に参加することが重要となる。したがって本科目では、毎回の学習（出席確
認）、課題の達成度、最終レポートの3点をもって評価する。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

60

20

0

20

0

評価方法・割合

毎回の学習（出席確認）

課題の達成度

最終レポート

評価対象となる到達目標

1,2

2,3

1,3

テキスト 資料としてPPTXファイルをGoogle Classroomにて配布する。

参考書 必要な都度にプリントを配布したり,書籍などを紹介する．

履修条件・他の科目との関連 5回以上の欠席者は不合格とする．

情報学入門



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

11100802

情報学入門

下條　善史

下條　善史

1年

授業の目的・概要

情報学は、現在においても、唯一の明快な定義は無く、主に自然界や人工物の分野における情報に関する学問の
領域であるとされている。それだけ「情報」というのは多義性があり、世の中すべてを対象とすると言ってもよ
いほどあいまいなものである。本講義では、社会のすべてについて情報との関わりを探求することを目標とする
が、特に人間と人間、人間と社会、および人間と機械のインターフェイスとしての情報の役割や今後の発展につ
いて考察する。

★この授業は、遠隔授業となります。参加方法などの詳細は、追って案内します。
（状況をみて変更する可能性あり）

到達目標

１．情報学の基礎概念を理解し、情報関連のニュースを読めるようになること。
２．情報技術の進歩の歴史について知り、現代社会を動かしている情報技術の成り立ちを理解すること。
３．情報技術の進歩についての概要を知り、今後の社会の変化について議論できるようになること。

授業計画

【第1回】
テーマ：オリエンテーション
内容・方法：科目の概要,目的,達成目標やスケジュールなどについて説明する．
【第2回】
テーマ：情報とはなにか
内容・方法：情報とは何か。身の回りの情報とコンピュータにおける内部表現について。
【第3回】
テーマ：ハードウェアとソフトウェア
内容・方法：コンピューターのハードウェアとソフトウェアについて分類し、解説する。
【第4回】
テーマ：プログラムとアルゴリズム
内容・方法：ソフトウェアを2つに分けたうちのひとつ、プログラムについて。
【第5回】
テーマ：データベース
内容・方法：ソフトウェアを2つに分けたうちのもうひとつ、データについて。
【第6回】
テーマ：ネットワークのしくみ
内容・方法：ネットワークの分類、プロトコル、サービス、伝送速度について。
【第7回】
テーマ：ネットワークの利用
内容・方法：ネットワークのハードウェアと、メールやWEBなどネットワークアプリケーションについて。
【第8回】
テーマ：ネットワークのセキュリティ
内容・方法：セキュリティとリスク、暗号技術など。
【第9回】
テーマ：コンピューターシステムの進化
内容・方法：コンピューターの歴史を振り返り、この先を予想する。
【第10回】
テーマ：メディアとしてのコンピューター
内容・方法：コンピューターとインターネットがもたらした新しいメディアについて。
【第11回】
テーマ：ネットワークと著作権
内容・方法：コンピューターネットワークが変えた、法律と社会。
【第12回】
テーマ：ヒューマンインタフェース
内容・方法：高度に専門的な機械が廉価になり大衆化していった経緯。
【第13回】
テーマ：ロボットと人工知能
内容・方法：ロボットなどの事例を通して機器を人工知能技術で制御することについて。
【第14回】
テーマ：社会を変える情報ネットワーク
内容・方法：情報ネットワークがもたらす、高度に情報化された社会。
【第15回】
テーマ：まとめと最終レポート
内容・方法：この授業全体を通して総括するとともに,理解度の確認を行い，最終レポートを課す．

授業種別

開講期

講義

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

情報学入門



事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

事前学修：事前に配布された資料について内容を確認し,疑問点等をまとめておく．
事後学修：授業中に出された課題についてまとめ,提出する．

課題に対するフィードバックの方法

授業中に出した課題について解説を行い,理解度の確認を行う．

成績評価の方法・基準（方針）

本授業はオンデマンド教材による遠隔授業である。オンデマンド教材をそれぞれのペースで自己学習し、各課程
において用意された問題を解くことで学習深度を確認、Google Classroomにて自身の意見や質問などを担当講師
に投げかけることで、授業に積極的に参加することが重要となる。したがって本科目では、毎回の学習（出席確
認）、課題の達成度、最終レポートの3点をもって評価する。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

60

20

0

20

0

評価方法・割合

毎回の学習（出席確認）

課題の達成度

最終レポート

評価対象となる到達目標

1,2

2,3

1,3

テキスト 資料としてPPTXファイルをGoogle Classroomにて配布する。

参考書 必要な都度にプリントを配布したり,書籍などを紹介する．

履修条件・他の科目との関連 5回以上の欠席者は不合格とする．

情報学入門



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16314301

統計学入門

宇野　伸孝

宇野　伸孝

1年

授業の目的・概要

世の中は多種多様なデータで溢れています。身近なところでは学校の成績や摂取カロリー、GDPや株価などの経済
データ、他にも気象情報やスポーツの記録、テレビの視聴率等々。データの⼀つひとつは何の変哲もない数値だ
としても、それらが集まることで意味を持ち、傾向や特性を読み取ることができます。
　ただ、我々はデータを主観で捉えがちなので、様々な場面での判断基準を明確にするためには、客観性を伴っ
た説得力のある分析が不可欠となります。統計学とは、そのために必要な手法や理論を学ぶ学問です。
　統計学は記述統計（データの持つ情報を計算やグラフで表現）と推測統計（確率論を基に分析）に大別されま
す。この授業では、特に基礎となる前者を重点的に学びます。計算やグラフ作成に関してはExcelを使いながら説
明していきますので、極力Exceｌが利用できる環境で受講してください。インターネットから統計データを収集
する練習も予定しています。
　なお、この授業はオンデマンド型の遠隔授業です。Google Classroomで配信するビデオを視聴し、期限（次の
回の前日）までに課題を提出してもらいます。

到達目標

1. 基礎的な記述統計を使った分析ができる
2. Excelを使って基礎的な統計分析ができる
3. インターネットから必要な統計データを収集し、整理ができる

授業計画

【第1回】ガイダンス
【第2回】Excelの基本操作練習
【第3回】度数分布表（データの分布状況を表で整理します）
【第4回】ヒストグラム（度数分布表をグラフに置き換えて分布状況を分析します）
【第5回】累積度数分布と分位点（主に分布関数の概念を学びます）
【第6回】代表値（最頻値や中央値、算術平均の違いを説明します）
【第7回】その他の平均（加重平均や移動平均、幾何平均を求めます）
【第8回】バラツキの尺度その1（範囲や四分位範囲、分散、標準偏差を求めます）
【第9回】バラツキの尺度その2（変動係数や標準化変量、偏差値を求めます）
【第10回】不均等度の捉え方その1（ローレンツ曲線を描いて不平等の度合いを図示します）
【第11回】不均等度の捉え方その2（ジニ係数を計算して不平等の度合いを測ります）
【第12回】度数分布表からの近似計算（テキストの中からいくつかピックアップします）
【第13回】分布のその他の表現方法（ヒストグラムを補う幹葉表示と、逆に簡略化した箱ヒゲ図を作成します）
【第14回】相関（2変数の相関関係を求めるために、散布図を描き、共分散や相関係数を求めます）
【第15回】まとめ（要点を絞って総復習します）

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

事前学習として、各回に対応したテキストを読んで、わからないところをチェックしておきましょう。事後学習
としては、授業の復習はもちろん、前回分の課題を間違えた場合は、納得ができるまで繰り返し解いてみましょ
う。また、用途は問いませんので、日常的にExcelを使う習慣を身に付けましょう。

課題に対するフィードバックの方法

授業始めに前回分の課題を解説します。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示すとおり、各回の課題と最終レポートの結果を総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位
を認定します。ただし、課題と最終レポートの配布・提出にはGoogle Classroomを使用します。

授業種別

開講期

講義

後期 単位数 2単位

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

評価割合
（％）

60

0

0

40

評価方法・割合

授業内課題の提出状況及び得点

最終レポート

評価対象となる到達目標

1、2、3

1、2

実務家教員による授業 －

統計学入門



その他 0

テキスト 『初級 統計分析』西郷 浩著、新世社、1800円（税別）、ISBN 978-4-88384-187-5

参考書 必要に応じて授業内で紹介します。

履修条件・他の科目との関連 経済数学とコンピュータ基礎演習IIを履修済みであることが望ましいです。

統計学入門



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16306521

セミナーⅡａ

外島　健嗣

外島　健嗣

2年

授業の目的・概要

現在の経済社会のメカニズムを知り、これからの新しい社会を創造・構築するために必要な経済学を中心とする
知識について、「日経TEST」を通じて学ぶ。また、時事問題に対する見識を深め、社会やビジネスの現場で活か
せる力を育成するため、ワークシート等を用いた学習を行う。加えて、リサーチプロジェクトⅡに向け、資料を
分析し、まとめる力を養う。

到達目標

1. 授業で使用する各種テキストに示された経済学、一般常識、数学等の知識を身につける。
2. 1.で身につけた知識を社会生活やビジネスの現場で活用するための力（基礎学力を含む）へと発展させてい
く。
3. 資料を分析し、まとめる力を身につける。

授業計画

【第1回】
テーマ：（共通）ガイダンス・春季休暇課題の確認
内容・方法：（共通）テキスト確認・ガイドブック配布・自己紹介・セミナーの概略・毎週の課題・春期休暇課
題提出
【第2回～第9回】
テーマ：日経TEST対策及び資料の分析・要約
内容・方法：テキストやワークシートの問題を解き、解答・解説を実施する。また、資料の分析・要約を実施
し、解説する。
【第10回】
テーマ：＜全学人権教育映画会＞
内容・方法：人権問題について映画を通して学習する。
【第11回～第13回】
テーマ：日経TEST対策及び資料の分析・要約
内容・方法：テキストやワークシートの問題を解き、解答・解説を実施する。また、資料の分析・要約を実施
し、解説する。
【第14回】
テーマ：（合同）リサーチプロジェクトII説明会
内容・方法：（合同）リサーチプロジェクトIIの進め方について説明を聞く。
【第15回】
テーマ：前期のまとめ・夏季休暇課題説明
内容・方法：前期の活動の振り返り・未終了の前期分の課題を完成させる。

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

【第1回】
①事前学修課題：授業概要を一読する・春期休暇課題を終了させる。
②事後学修課題：2年前期の過ごし方について自らで考えておく。
【第2～14回】
①事前学修課題：「日経TEST公式テキスト＆問題集」の該当箇所を読む。
②事後学修課題：授業で学習した内容を復習し、次回学習する部分を読んでおく。また、文章の分析・要約のポ
イントについて復習しておく。
【第15回】
①事前学修課題：前期の振り返りに際して、内容を考えておく。
②事後学修課題：テキストの前期に学習した部分を復習しておく。

課題に対するフィードバックの方法

提出課題を添削し返却する。

成績評価の方法・基準（方針）

平常点（40％）、通常課題（20％）、リサーチプロジェクトⅡ構想（20%）、その他受講態度（10％）、春期休暇
課題（10％）を最低採点基準とする。
欠席した場合は、フォローアップのための課題として追加の時事ワークシートの提出を課す。このワークシート
を期限までに提出した場合は、平常点や通常課題に関する減点を軽減する。
後期に実施予定の日経TESTは、セミナーⅡの評価だけでなく、セミナーⅢの選択の際にも活用する場合がある。
なお、正当な理由なく5回を超えて授業に欠席した場合は「K」評価とする。

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

セミナーⅡａ



成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

60

10

0

20

10

評価方法・割合

平常点（40）、通常課題（20）

春期休暇課題（10）

リサーチプロジェクトⅡ構想（20）

その他受講態度（10）

評価対象となる到達目標

1,2,3

1

1,2,3

1,2

テキスト 日本経済新聞社編『日経TEST公式テキスト＆問題集　2022-23年版』1760円（税込）（又は
1600円＋税）

参考書 大阪国際大学『数学学びのことはじめ―数字と言葉に強くなるセミナーワークブック―』

履修条件・他の科目との関連 テキスト、ガイドブック及びノートを毎回持参すること。
授業計画はクラスによって実施時期・内容が変更されることもある。
エンカレッジングタイム（個別面談）は、ゼミ毎に4月から5月中に実施予定。

セミナーⅡａ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16306523

セミナーⅡａ

村上　敬進

村上　敬進

2年

授業の目的・概要

現在の経済社会のメカニズムを知り、これからの新しい社会を創造・構築するために必要な経済学を中心とする
知識について、「日経TEST」を通じて学ぶ。また、時事問題に対する見識を深め、社会やビジネスの現場で活か
せる力を育成するため、ワークシート等を用いた学習を行う。加えて、リサーチプロジェクトⅡに向け、資料を
分析し、まとめる力を養う。

到達目標

1. 授業で使用する各種テキストに示された経済学、一般常識、数学等の知識を身につける。
2. 1.で身につけた知識を社会生活やビジネスの現場で活用するための力（基礎学力を含む）へと発展させてい
く。
3. 資料を分析し、まとめる力を身につける。

授業計画

【第1回】
テーマ：（共通）ガイダンス・春季休暇課題の確認
内容・方法：（共通）テキスト確認・ガイドブック配布・自己紹介・セミナーの概略・毎週の課題・春期休暇課
題提出
【第2回～第9回】
テーマ：日経TEST対策及び資料の分析・要約
内容・方法：テキストやワークシートの問題を解き、解答・解説を実施する。また、資料の分析・要約を実施
し、解説する。
【第10回】
テーマ：＜全学人権教育映画会＞
内容・方法：人権問題について映画を通して学習する。
【第11回～第13回】
テーマ：日経TEST対策及び資料の分析・要約
内容・方法：テキストやワークシートの問題を解き、解答・解説を実施する。また、資料の分析・要約を実施
し、解説する。
【第14回】
テーマ：（合同）リサーチプロジェクトII説明会
内容・方法：（合同）リサーチプロジェクトIIの進め方について説明を聞く。
【第15回】
テーマ：前期のまとめ・夏季休暇課題説明
内容・方法：前期の活動の振り返り・未終了の前期分の課題を完成させる。

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

【第1回】
①事前学修課題：授業概要を一読する・春期休暇課題を終了させる。
②事後学修課題：2年前期の過ごし方について自らで考えておく。
【第2～14回】
①事前学修課題：「日経TEST公式テキスト＆問題集」の該当箇所を読む。
②事後学修課題：授業で学習した内容を復習し、次回学習する部分を読んでおく。また、文章の分析・要約のポ
イントについて復習しておく。
【第15回】
①事前学修課題：前期の振り返りに際して、内容を考えておく。
②事後学修課題：テキストの前期に学習した部分を復習しておく。

課題に対するフィードバックの方法

提出課題を添削し返却する。

成績評価の方法・基準（方針）

平常点（40％）、通常課題（20％）、リサーチプロジェクトⅡ構想（20%）、その他受講態度（10％）、春期休暇
課題（10％）を最低採点基準とする。
欠席した場合は、フォローアップのための課題として追加の時事ワークシートの提出を課す。このワークシート
を期限までに提出した場合は、平常点や通常課題に関する減点を軽減する。
後期に実施予定の日経TESTは、セミナーⅡの評価だけでなく、セミナーⅢの選択の際にも活用する場合がある。
なお、正当な理由なく5回を超えて授業に欠席した場合は「K」評価とする。

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

セミナーⅡａ



成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

60

10

0

20

10

評価方法・割合

平常点（40）、通常課題（20）

春期休暇課題（10）

リサーチプロジェクトⅡ構想（20）

その他受講態度（10）

評価対象となる到達目標

1,2,3

1

1,2,3

1,2

テキスト 日本経済新聞社編『日経TEST公式テキスト＆問題集　2022-23年版』1760円（税込）（又は
1600円＋税）

参考書 大阪国際大学『数学学びのことはじめ―数字と言葉に強くなるセミナーワークブック―』

履修条件・他の科目との関連 テキスト、ガイドブック及びノートを毎回持参すること。
授業計画はクラスによって実施時期・内容が変更されることもある。
エンカレッジングタイム（個別面談）は、ゼミ毎に4月から5月中に実施予定。

セミナーⅡａ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16306524

セミナーⅡａ

湯浅　孝康

湯浅　孝康

2年

授業の目的・概要

現在の経済社会のメカニズムを知り、これからの新しい社会を創造・構築するために必要な経済学を中心とする
知識について、「日経TEST」を通じて学ぶ。また、時事問題に対する見識を深め、社会やビジネスの現場で活か
せる力を育成するため、ワークシート等を用いた学習を行う。加えて、リサーチプロジェクトⅡに向け、資料を
分析し、まとめる力を養う。

到達目標

1. 授業で使用する各種テキストに示された経済学、一般常識、数学等の知識を身につける。
2. 1.で身につけた知識を社会生活やビジネスの現場で活用するための力（基礎学力を含む）へと発展させてい
く。
3. 資料を分析し、まとめる力を身につける。

授業計画

【第1回】
テーマ：（共通）ガイダンス・春季休暇課題の確認
内容・方法：（共通）テキスト確認・ガイドブック配布・自己紹介・セミナーの概略・毎週の課題・春期休暇課
題提出
【第2回～第9回】
テーマ：日経TEST対策及び資料の分析・要約
内容・方法：テキストやワークシートの問題を解き、解答・解説を実施する。また、資料の分析・要約を実施
し、解説する。
【第10回】
テーマ：＜全学人権教育映画会＞
内容・方法：人権問題について映画を通して学習する。
【第11回～第13回】
テーマ：日経TEST対策及び資料の分析・要約
内容・方法：テキストやワークシートの問題を解き、解答・解説を実施する。また、資料の分析・要約を実施
し、解説する。
【第14回】
テーマ：（合同）リサーチプロジェクトII説明会
内容・方法：（合同）リサーチプロジェクトIIの進め方について説明を聞く。
【第15回】
テーマ：前期のまとめ・夏季休暇課題説明
内容・方法：前期の活動の振り返り・未終了の前期分の課題を完成させる。

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

【第1回】
①事前学修課題：授業概要を一読する・春期休暇課題を終了させる。
②事後学修課題：2年前期の過ごし方について自らで考えておく。
【第2～14回】
①事前学修課題：「日経TEST公式テキスト＆問題集」の該当箇所を読む。
②事後学修課題：授業で学習した内容を復習し、次回学習する部分を読んでおく。また、文章の分析・要約のポ
イントについて復習しておく。
【第15回】
①事前学修課題：前期の振り返りに際して、内容を考えておく。
②事後学修課題：テキストの前期に学習した部分を復習しておく。

課題に対するフィードバックの方法

提出課題を添削し返却する。

成績評価の方法・基準（方針）

平常点（40％）、通常課題（20％）、リサーチプロジェクトⅡ構想（20%）、その他受講態度（10％）、春期休暇
課題（10％）を最低採点基準とする。
欠席した場合は、フォローアップのための課題として追加の時事ワークシートの提出を課す。このワークシート
を期限までに提出した場合は、平常点や通常課題に関する減点を軽減する。
後期に実施予定の日経TESTは、セミナーⅡの評価だけでなく、セミナーⅢの選択の際にも活用する場合がある。
なお、正当な理由なく5回を超えて授業に欠席した場合は「K」評価とする。

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

セミナーⅡａ



成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

60

10

0

20

10

評価方法・割合

平常点（40）、通常課題（20）

春期休暇課題（10）

リサーチプロジェクトⅡ構想（20）

その他受講態度（10）

評価対象となる到達目標

1,2,3

1

1,2,3

1,2

テキスト 日本経済新聞社編『日経TEST公式テキスト＆問題集　2022-23年版』1760円（税込）（又は
1600円＋税）

参考書 大阪国際大学『数学学びのことはじめ―数字と言葉に強くなるセミナーワークブック―』

履修条件・他の科目との関連 テキスト、ガイドブック及びノートを毎回持参すること。
授業計画はクラスによって実施時期・内容が変更されることもある。
エンカレッジングタイム（個別面談）は、ゼミ毎に4月から5月中に実施予定。

セミナーⅡａ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16306525

セミナーⅡａ

川波　竜三

川波　竜三

2年

授業の目的・概要

現在の経済社会のメカニズムを知り、これからの新しい社会を創造・構築するために必要な経済学を中心とする
知識について、「日経TEST」を通じて学ぶ。また、時事問題に対する見識を深め、社会やビジネスの現場で活か
せる力を育成するため、ワークシート等を用いた学習を行う。加えて、リサーチプロジェクトⅡに向け、資料を
分析し、まとめる力を養う。

到達目標

1. 授業で使用する各種テキストに示された経済学、一般常識、数学等の知識を身につける。
2. 1.で身につけた知識を社会生活やビジネスの現場で活用するための力（基礎学力を含む）へと発展させてい
く。
3. 資料を分析し、まとめる力を身につける。

授業計画

【第1回】
テーマ：（共通）ガイダンス・春季休暇課題の確認
内容・方法：（共通）テキスト確認・ガイドブック配布・自己紹介・セミナーの概略・毎週の課題・春期休暇課
題提出
【第2回～第9回】
テーマ：日経TEST対策及び資料の分析・要約
内容・方法：テキストやワークシートの問題を解き、解答・解説を実施する。また、資料の分析・要約を実施
し、解説する。
【第10回】
テーマ：＜全学人権教育映画会＞
内容・方法：人権問題について映画を通して学習する。
【第11回～第13回】
テーマ：日経TEST対策及び資料の分析・要約
内容・方法：テキストやワークシートの問題を解き、解答・解説を実施する。また、資料の分析・要約を実施
し、解説する。
【第14回】
テーマ：（合同）リサーチプロジェクトII説明会
内容・方法：（合同）リサーチプロジェクトIIの進め方について説明を聞く。
【第15回】
テーマ：前期のまとめ・夏季休暇課題説明
内容・方法：前期の活動の振り返り・未終了の前期分の課題を完成させる。

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

【第1回】
①事前学修課題：授業概要を一読する・春期休暇課題を終了させる。
②事後学修課題：2年前期の過ごし方について自らで考えておく。
【第2～14回】
①事前学修課題：「日経TEST公式テキスト＆問題集」の該当箇所を読む。
②事後学修課題：授業で学習した内容を復習し、次回学習する部分を読んでおく。また、文章の分析・要約のポ
イントについて復習しておく。
【第15回】
①事前学修課題：前期の振り返りに際して、内容を考えておく。
②事後学修課題：テキストの前期に学習した部分を復習しておく。

課題に対するフィードバックの方法

提出課題を添削し返却する。

成績評価の方法・基準（方針）

平常点（40％）、通常課題（20％）、リサーチプロジェクトⅡ構想（20%）、その他受講態度（10％）、春期休暇
課題（10％）を最低採点基準とする。
欠席した場合は、フォローアップのための課題として追加の時事ワークシートの提出を課す。このワークシート
を期限までに提出した場合は、平常点や通常課題に関する減点を軽減する。
後期に実施予定の日経TESTは、セミナーⅡの評価だけでなく、セミナーⅢの選択の際にも活用する場合がある。
なお、正当な理由なく5回を超えて授業に欠席した場合は「K」評価とする。

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

セミナーⅡａ



成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

60

10

0

20

10

評価方法・割合

平常点（40）、通常課題（20）

春期休暇課題（10）

リサーチプロジェクトⅡ構想（20）

その他受講態度（10）

評価対象となる到達目標

1,2,3

1

1,2,3

1,2

テキスト 日本経済新聞社編『日経TEST公式テキスト＆問題集　2022-23年版』1760円（税込）（又は
1600円＋税）

参考書 大阪国際大学『数学学びのことはじめ―数字と言葉に強くなるセミナーワークブック―』

履修条件・他の科目との関連 テキスト、ガイドブック及びノートを毎回持参すること。
授業計画はクラスによって実施時期・内容が変更されることもある。
エンカレッジングタイム（個別面談）は、ゼミ毎に4月から5月中に実施予定。

セミナーⅡａ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16306526

セミナーⅡａ

三輪　淳之

三輪　淳之

2年

授業の目的・概要

現在の経済社会のメカニズムを知り、これからの新しい社会を創造・構築するために必要な経済学を中心とする
知識について、「日経TEST」を通じて学ぶ。また、時事問題に対する見識を深め、社会やビジネスの現場で活か
せる力を育成するため、ワークシート等を用いた学習を行う。加えて、リサーチプロジェクトⅡに向け、資料を
分析し、まとめる力を養う。

到達目標

1. 授業で使用する各種テキストに示された経済学、一般常識、数学等の知識を身につける。
2. 1.で身につけた知識を社会生活やビジネスの現場で活用するための力（基礎学力を含む）へと発展させてい
く。
3. 資料を分析し、まとめる力を身につける。

授業計画

【第1回】
テーマ：（共通）ガイダンス・春季休暇課題の確認
内容・方法：（共通）テキスト確認・ガイドブック配布・自己紹介・セミナーの概略・毎週の課題・春期休暇課
題提出
【第2回～第9回】
テーマ：日経TEST対策及び資料の分析・要約
内容・方法：テキストやワークシートの問題を解き、解答・解説を実施する。また、資料の分析・要約を実施
し、解説する。
【第10回】
テーマ：＜全学人権教育映画会＞
内容・方法：人権問題について映画を通して学習する。
【第11回～第13回】
テーマ：日経TEST対策及び資料の分析・要約
内容・方法：テキストやワークシートの問題を解き、解答・解説を実施する。また、資料の分析・要約を実施
し、解説する。
【第14回】
テーマ：（合同）リサーチプロジェクトII説明会
内容・方法：（合同）リサーチプロジェクトIIの進め方について説明を聞く。
【第15回】
テーマ：前期のまとめ・夏季休暇課題説明
内容・方法：前期の活動の振り返り・未終了の前期分の課題を完成させる。

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

【第1回】
①事前学修課題：授業概要を一読する・春期休暇課題を終了させる。
②事後学修課題：2年前期の過ごし方について自らで考えておく。
【第2～14回】
①事前学修課題：「日経TEST公式テキスト＆問題集」の該当箇所を読む。
②事後学修課題：授業で学習した内容を復習し、次回学習する部分を読んでおく。また、文章の分析・要約のポ
イントについて復習しておく。
【第15回】
①事前学修課題：前期の振り返りに際して、内容を考えておく。
②事後学修課題：テキストの前期に学習した部分を復習しておく。

課題に対するフィードバックの方法

提出課題を添削し返却する。

成績評価の方法・基準（方針）

平常点（40％）、通常課題（20％）、リサーチプロジェクトⅡ構想（20%）、その他受講態度（10％）、春期休暇
課題（10％）を最低採点基準とする。
欠席した場合は、フォローアップのための課題として追加の時事ワークシートの提出を課す。このワークシート
を期限までに提出した場合は、平常点や通常課題に関する減点を軽減する。
後期に実施予定の日経TESTは、セミナーⅡの評価だけでなく、セミナーⅢの選択の際にも活用する場合がある。
なお、正当な理由なく5回を超えて授業に欠席した場合は「K」評価とする。

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

セミナーⅡａ



成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

60

10

0

20

10

評価方法・割合

平常点（40）、通常課題（20）

春期休暇課題（10）

リサーチプロジェクトⅡ構想（20）

その他受講態度（10）

評価対象となる到達目標

1,2,3

1

1,2,3

1,2

テキスト 日本経済新聞社編『日経TEST公式テキスト＆問題集　2022-23年版』1760円（税込）（又は
1600円＋税）

参考書 大阪国際大学『数学学びのことはじめ―数字と言葉に強くなるセミナーワークブック―』

履修条件・他の科目との関連 テキスト、ガイドブック及びノートを毎回持参すること。
授業計画はクラスによって実施時期・内容が変更されることもある。
エンカレッジングタイム（個別面談）は、ゼミ毎に4月から5月中に実施予定。

セミナーⅡａ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16306527

セミナーⅡａ

花木　完爾

花木　完爾

2年

授業の目的・概要

現在の経済社会のメカニズムを知り、これからの新しい社会を創造・構築するために必要な経済学を中心とする
知識について、「日経TEST」を通じて学ぶ。また、時事問題に対する見識を深め、社会やビジネスの現場で活か
せる力を育成するため、ワークシート等を用いた学習を行う。加えて、リサーチプロジェクトⅡに向け、資料を
分析し、まとめる力を養う。

到達目標

1. 授業で使用する各種テキストに示された経済学、一般常識、数学等の知識を身につける。
2. 1.で身につけた知識を社会生活やビジネスの現場で活用するための力（基礎学力を含む）へと発展させてい
く。
3. 資料を分析し、まとめる力を身につける。

授業計画

【第1回】
テーマ：（共通）ガイダンス・春季休暇課題の確認
内容・方法：（共通）テキスト確認・ガイドブック配布・自己紹介・セミナーの概略・毎週の課題・春期休暇課
題提出
【第2回～第9回】
テーマ：日経TEST対策及び資料の分析・要約
内容・方法：テキストやワークシートの問題を解き、解答・解説を実施する。また、資料の分析・要約を実施
し、解説する。
【第10回】
テーマ：＜全学人権教育映画会＞
内容・方法：人権問題について映画を通して学習する。
【第11回～第13回】
テーマ：日経TEST対策及び資料の分析・要約
内容・方法：テキストやワークシートの問題を解き、解答・解説を実施する。また、資料の分析・要約を実施
し、解説する。
【第14回】
テーマ：（合同）リサーチプロジェクトII説明会
内容・方法：（合同）リサーチプロジェクトIIの進め方について説明を聞く。
【第15回】
テーマ：前期のまとめ・夏季休暇課題説明
内容・方法：前期の活動の振り返り・未終了の前期分の課題を完成させる。

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

【第1回】
①事前学修課題：授業概要を一読する・春期休暇課題を終了させる。
②事後学修課題：2年前期の過ごし方について自らで考えておく。
【第2～14回】
①事前学修課題：「日経TEST公式テキスト＆問題集」の該当箇所を読む。
②事後学修課題：授業で学習した内容を復習し、次回学習する部分を読んでおく。また、文章の分析・要約のポ
イントについて復習しておく。
【第15回】
①事前学修課題：前期の振り返りに際して、内容を考えておく。
②事後学修課題：テキストの前期に学習した部分を復習しておく。

課題に対するフィードバックの方法

提出課題を添削し返却する。

成績評価の方法・基準（方針）

平常点（40％）、通常課題（20％）、リサーチプロジェクトⅡ構想（20%）、その他受講態度（10％）、春期休暇
課題（10％）を最低採点基準とする。
欠席した場合は、フォローアップのための課題として追加の時事ワークシートの提出を課す。このワークシート
を期限までに提出した場合は、平常点や通常課題に関する減点を軽減する。
後期に実施予定の日経TESTは、セミナーⅡの評価だけでなく、セミナーⅢの選択の際にも活用する場合がある。
なお、正当な理由なく5回を超えて授業に欠席した場合は「K」評価とする。

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

セミナーⅡａ



成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

60

10

0

20

10

評価方法・割合

平常点（40）、通常課題（20）

春期休暇課題（10）

リサーチプロジェクトⅡ構想（20）

その他受講態度（10）

評価対象となる到達目標

1,2,3

1

1,2,3

1,2

テキスト 日本経済新聞社編『日経TEST公式テキスト＆問題集　2022-23年版』1760円（税込）（又は
1600円＋税）

参考書 大阪国際大学『数学学びのことはじめ―数字と言葉に強くなるセミナーワークブック―』

履修条件・他の科目との関連 テキスト、ガイドブック及びノートを毎回持参すること。
授業計画はクラスによって実施時期・内容が変更されることもある。
エンカレッジングタイム（個別面談）は、ゼミ毎に4月から5月中に実施予定。

セミナーⅡａ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16306621

セミナーⅡｂ

外島　健嗣

外島　健嗣

2年

授業の目的・概要

現代の経済社会のメカニズムを知り、これからの新しい社会を創造・構築するために必要な経済学を中心とする
知識について、「日経TEST」を通じて学ぶ。また、時事問題についての見識を深め、社会やビジネスの現場で活
かせる実力を育成するため、朝日新聞時事ワークシートを用いた学習を行う。なお、本セミナーでは就職後の進
路を見据えた業界研究を個人で実施し、その結果をまとめてプレゼンテーションを実施する（リサーチプロジェ
クトII）。

到達目標

1. 授業で使用する各種テキストに示された経済学、一般常識、数学等の知識を身につける。
2. 1.で身につけた知識を社会生活やビジネスの現場で活用するための力（基礎学力を含む）へと発展させてい
く。
3. 必要な資料を集めて的確に分析・要約し、他者に分かりやすく発表できる力を身につける。

授業計画

【第1回】
テーマ：（共通）ガイダンス・夏季休暇課題確認
内容・方法：後期の進め方の確認、夏季休暇課題提出
【第2回～第9回】
テーマ：日経TEST対策、リサーチプロジェクトII作成ワーク
内容・方法：日経TEST対策として、テキストやワークシートの問題解答・解説方式で進めていく。また、リサー
チプロジェクトIIのプレゼンテーション資料作成・添削を行う。
【第10回・第11回】
テーマ：（共通）リサーチプロジェクトIIゼミ内発表会
内容・方法：（共通）担当者は口頭発表を行い、その他の学生は質問・感想を述べ、採点評価する。
【第12回】
テーマ：（合同）日経TEST受験
内容・方法：日経TESTを受験し、1年次からの伸びの測定を行う。
【第13回】
テーマ：（合同）セミナーⅢ・Ⅳ分属説明会
内容・方法：（合同）3年次に配属されるゼミの紹介を実施する。
【第14回】
テーマ：（合同）リサーチプロジェクトIIゼミ代表発表会
内容・方法：（合同）代表者は全員の前で口頭発表を行い、その他の学生は採点評価する。
【第15回】
テーマ：（共通）後期のまとめ・後期課題の完成
内容・方法：（共通）後期の活動の振り返り・未終了の後期分の課題を完成させる。

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

【第1回】
①事前学修課題：夏季休暇課題の確認をする。
②事後学修課題：日経TEST対策、リサーチプロジェクトIIの準備を進める。
【第2回〜第9回】
①事前学修課題：日経TEST対策、リサーチプロジェクトIIの準備を進める。
②事後学修課題：授業内容の復習や資料の修正を行う。
【第10回・第11回】
①事前学修課題：リサーチプロジェクトIIの準備を進める。
②事後学修課題：資料の修正を行う。
【第12回】
①事前学修課題：『日経TEST公式テキスト＆問題集』とワークシートのすべての内容について復習をする。
②事後学修課題：受験した日経TEST内容について振り返りを行う。
【第13回】
①事前学修課題：学科教員の研究分野や研究業績を調べる。
②事後学修課題：ゼミ紹介資料の再確認を行う。
【第14回】
①事前学修課題：ゼミ代表者は発表の事前準備をする。
②事後学修課題：各発表内容について気になった箇所を自分で調べる。
【第15回】
①事前学修課題：後期の振り返りに際して、内容を考えておく。

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

セミナーⅡｂ



②事後学修課題：3年生に向けて目標を立てる。

課題に対するフィードバックの方法

提出課題を添削し返却する。
なお、リサーチプロジェクトⅡについては、プレゼンテーションに対してコメントを返し、投票による得点を発
表する。

成績評価の方法・基準（方針）

平常点（40）、通常課題の提出（10）、その他受講態度（10）、夏季休暇課題（10）に、リサーチプロジェクト
II（30）を加える。欠席した場合は、フォローアップの為の特別課題の実施で、平常点や通常課題に関する減点
を軽減する。
リサーチプロジェクトIIの未発表及び合格基準に達していない場合、単位を認定しない。リサーチプロジェクト
Ⅱの取り組み状況、発表及び発表者への質問の有無等も評価の対象とする。
日経TESTの昨年度からの伸び率・伸び幅等は平常点に加味して評価するだけでなく、セミナーⅢの選択の際の材
料にも活用する。
なお、正当な理由なく5回をこえて授業に欠席した場合は、「K」評価とする。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

50

0

0

40

10

評価方法・割合

平常点（40）、通常課題の提出（10）

夏季休暇課題（10）、リサーチプロジェクトII（30）

その他受講態度（10）

評価対象となる到達目標

1,2

1,2,3

1,2

テキスト 日本経済新聞社編『日経TEST公式テキスト＆問題集　2022-23年版』1760円（税込）（又は
1600円＋税）

参考書

履修条件・他の科目との関連 テキスト、ガイドブック及びノートを毎回持参すること。
授業計画は、クラスによって実施時期・内容が異なることもあるので、おおよその順序である。エンカ
レッジングタイム（個別面談）はゼミ毎に9月から10月中に実施される。
12月にリサーチプロジェクトII（業界研究プレゼンテーション）として、研究発表がある。
なお、後期期間中に受験予定の「日経TEST」におけるスコアは、セミナーⅡbの成績評価および3年
次のセミナー選考に用いられる。

セミナーⅡｂ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16306623

セミナーⅡｂ

村上　敬進

村上　敬進

2年

授業の目的・概要

現代の経済社会のメカニズムを知り、これからの新しい社会を創造・構築するために必要な経済学を中心とする
知識について、「日経TEST」を通じて学ぶ。また、時事問題についての見識を深め、社会やビジネスの現場で活
かせる実力を育成するため、朝日新聞時事ワークシートを用いた学習を行う。なお、本セミナーでは就職後の進
路を見据えた業界研究を個人で実施し、その結果をまとめてプレゼンテーションを実施する（リサーチプロジェ
クトII）。

到達目標

1. 授業で使用する各種テキストに示された経済学、一般常識、数学等の知識を身につける。
2. 1.で身につけた知識を社会生活やビジネスの現場で活用するための力（基礎学力を含む）へと発展させてい
く。
3. 必要な資料を集めて的確に分析・要約し、他者に分かりやすく発表できる力を身につける。

授業計画

【第1回】
テーマ：（共通）ガイダンス・夏季休暇課題確認
内容・方法：後期の進め方の確認、夏季休暇課題提出
【第2回～第9回】
テーマ：日経TEST対策、リサーチプロジェクトII作成ワーク
内容・方法：日経TEST対策として、テキストやワークシートの問題解答・解説方式で進めていく。また、リサー
チプロジェクトIIのプレゼンテーション資料作成・添削を行う。
【第10回・第11回】
テーマ：（共通）リサーチプロジェクトIIゼミ内発表会
内容・方法：（共通）担当者は口頭発表を行い、その他の学生は質問・感想を述べ、採点評価する。
【第12回】
テーマ：（合同）日経TEST受験
内容・方法：日経TESTを受験し、1年次からの伸びの測定を行う。
【第13回】
テーマ：（合同）セミナーⅢ・Ⅳ分属説明会
内容・方法：（合同）3年次に配属されるゼミの紹介を実施する。
【第14回】
テーマ：（合同）リサーチプロジェクトIIゼミ代表発表会
内容・方法：（合同）代表者は全員の前で口頭発表を行い、その他の学生は採点評価する。
【第15回】
テーマ：（共通）後期のまとめ・後期課題の完成
内容・方法：（共通）後期の活動の振り返り・未終了の後期分の課題を完成させる。

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

【第1回】
①事前学修課題：夏季休暇課題の確認をする。
②事後学修課題：日経TEST対策、リサーチプロジェクトIIの準備を進める。
【第2回〜第9回】
①事前学修課題：日経TEST対策、リサーチプロジェクトIIの準備を進める。
②事後学修課題：授業内容の復習や資料の修正を行う。
【第10回・第11回】
①事前学修課題：リサーチプロジェクトIIの準備を進める。
②事後学修課題：資料の修正を行う。
【第12回】
①事前学修課題：『日経TEST公式テキスト＆問題集』とワークシートのすべての内容について復習をする。
②事後学修課題：受験した日経TEST内容について振り返りを行う。
【第13回】
①事前学修課題：学科教員の研究分野や研究業績を調べる。
②事後学修課題：ゼミ紹介資料の再確認を行う。
【第14回】
①事前学修課題：ゼミ代表者は発表の事前準備をする。
②事後学修課題：各発表内容について気になった箇所を自分で調べる。
【第15回】
①事前学修課題：後期の振り返りに際して、内容を考えておく。

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

セミナーⅡｂ



②事後学修課題：3年生に向けて目標を立てる。

課題に対するフィードバックの方法

提出課題を添削し返却する。
なお、リサーチプロジェクトⅡについては、プレゼンテーションに対してコメントを返し、投票による得点を発
表する。

成績評価の方法・基準（方針）

平常点（40）、通常課題の提出（10）、その他受講態度（10）、夏季休暇課題（10）に、リサーチプロジェクト
II（30）を加える。欠席した場合は、フォローアップの為の特別課題の実施で、平常点や通常課題に関する減点
を軽減する。
リサーチプロジェクトIIの未発表及び合格基準に達していない場合、単位を認定しない。リサーチプロジェクト
Ⅱの取り組み状況、発表及び発表者への質問の有無等も評価の対象とする。
日経TESTの昨年度からの伸び率・伸び幅等は平常点に加味して評価するだけでなく、セミナーⅢの選択の際の材
料にも活用する。
なお、正当な理由なく5回をこえて授業に欠席した場合は、「K」評価とする。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

50

0

0

40

10

評価方法・割合

平常点（40）、通常課題の提出（10）

夏季休暇課題（10）、リサーチプロジェクトII（30）

その他受講態度（10）

評価対象となる到達目標

1,2

1,2,3

1,2

テキスト 日本経済新聞社編『日経TEST公式テキスト＆問題集　2022-23年版』1760円（税込）（又は
1600円＋税）

参考書

履修条件・他の科目との関連 テキスト、ガイドブック及びノートを毎回持参すること。
授業計画は、クラスによって実施時期・内容が異なることもあるので、おおよその順序である。エンカ
レッジングタイム（個別面談）はゼミ毎に9月から10月中に実施される。
12月にリサーチプロジェクトII（業界研究プレゼンテーション）として、研究発表がある。
なお、後期期間中に受験予定の「日経TEST」におけるスコアは、セミナーⅡbの成績評価および3年
次のセミナー選考に用いられる。

セミナーⅡｂ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16306625

セミナーⅡｂ

湯浅　孝康

湯浅　孝康

2年

授業の目的・概要

現代の経済社会のメカニズムを知り、これからの新しい社会を創造・構築するために必要な経済学を中心とする
知識について、「日経TEST」を通じて学ぶ。また、時事問題についての見識を深め、社会やビジネスの現場で活
かせる実力を育成するため、朝日新聞時事ワークシートを用いた学習を行う。なお、本セミナーでは就職後の進
路を見据えた業界研究を個人で実施し、その結果をまとめてプレゼンテーションを実施する（リサーチプロジェ
クトII）。

到達目標

1. 授業で使用する各種テキストに示された経済学、一般常識、数学等の知識を身につける。
2. 1.で身につけた知識を社会生活やビジネスの現場で活用するための力（基礎学力を含む）へと発展させてい
く。
3. 必要な資料を集めて的確に分析・要約し、他者に分かりやすく発表できる力を身につける。

授業計画

【第1回】
テーマ：（共通）ガイダンス・夏季休暇課題確認
内容・方法：後期の進め方の確認、夏季休暇課題提出
【第2回～第9回】
テーマ：日経TEST対策、リサーチプロジェクトII作成ワーク
内容・方法：日経TEST対策として、テキストやワークシートの問題解答・解説方式で進めていく。また、リサー
チプロジェクトIIのプレゼンテーション資料作成・添削を行う。
【第10回・第11回】
テーマ：（共通）リサーチプロジェクトIIゼミ内発表会
内容・方法：（共通）担当者は口頭発表を行い、その他の学生は質問・感想を述べ、採点評価する。
【第12回】
テーマ：（合同）日経TEST受験
内容・方法：日経TESTを受験し、1年次からの伸びの測定を行う。
【第13回】
テーマ：（合同）セミナーⅢ・Ⅳ分属説明会
内容・方法：（合同）3年次に配属されるゼミの紹介を実施する。
【第14回】
テーマ：（合同）リサーチプロジェクトIIゼミ代表発表会
内容・方法：（合同）代表者は全員の前で口頭発表を行い、その他の学生は採点評価する。
【第15回】
テーマ：（共通）後期のまとめ・後期課題の完成
内容・方法：（共通）後期の活動の振り返り・未終了の後期分の課題を完成させる。

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

【第1回】
①事前学修課題：夏季休暇課題の確認をする。
②事後学修課題：日経TEST対策、リサーチプロジェクトIIの準備を進める。
【第2回〜第9回】
①事前学修課題：日経TEST対策、リサーチプロジェクトIIの準備を進める。
②事後学修課題：授業内容の復習や資料の修正を行う。
【第10回・第11回】
①事前学修課題：リサーチプロジェクトIIの準備を進める。
②事後学修課題：資料の修正を行う。
【第12回】
①事前学修課題：『日経TEST公式テキスト＆問題集』とワークシートのすべての内容について復習をする。
②事後学修課題：受験した日経TEST内容について振り返りを行う。
【第13回】
①事前学修課題：学科教員の研究分野や研究業績を調べる。
②事後学修課題：ゼミ紹介資料の再確認を行う。
【第14回】
①事前学修課題：ゼミ代表者は発表の事前準備をする。
②事後学修課題：各発表内容について気になった箇所を自分で調べる。
【第15回】
①事前学修課題：後期の振り返りに際して、内容を考えておく。

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

セミナーⅡｂ



②事後学修課題：3年生に向けて目標を立てる。

課題に対するフィードバックの方法

提出課題を添削し返却する。
なお、リサーチプロジェクトⅡについては、プレゼンテーションに対してコメントを返し、投票による得点を発
表する。

成績評価の方法・基準（方針）

平常点（40）、通常課題の提出（10）、その他受講態度（10）、夏季休暇課題（10）に、リサーチプロジェクト
II（30）を加える。欠席した場合は、フォローアップの為の特別課題の実施で、平常点や通常課題に関する減点
を軽減する。
リサーチプロジェクトIIの未発表及び合格基準に達していない場合、単位を認定しない。リサーチプロジェクト
Ⅱの取り組み状況、発表及び発表者への質問の有無等も評価の対象とする。
日経TESTの昨年度からの伸び率・伸び幅等は平常点に加味して評価するだけでなく、セミナーⅢの選択の際の材
料にも活用する。
なお、正当な理由なく5回をこえて授業に欠席した場合は、「K」評価とする。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

50

0

0

40

10

評価方法・割合

平常点（40）、通常課題の提出（10）

夏季休暇課題（10）、リサーチプロジェクトII（30）

その他受講態度（10）

評価対象となる到達目標

1,2

1,2,3

1,2

テキスト 日本経済新聞社編『日経TEST公式テキスト＆問題集　2022-23年版』1760円（税込）（又は
1600円＋税）

参考書

履修条件・他の科目との関連 テキスト、ガイドブック及びノートを毎回持参すること。
授業計画は、クラスによって実施時期・内容が異なることもあるので、おおよその順序である。エンカ
レッジングタイム（個別面談）はゼミ毎に9月から10月中に実施される。
12月にリサーチプロジェクトII（業界研究プレゼンテーション）として、研究発表がある。
なお、後期期間中に受験予定の「日経TEST」におけるスコアは、セミナーⅡbの成績評価および3年
次のセミナー選考に用いられる。

セミナーⅡｂ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16306626

セミナーⅡｂ

川波　竜三

川波　竜三

2年

授業の目的・概要

現代の経済社会のメカニズムを知り、これからの新しい社会を創造・構築するために必要な経済学を中心とする
知識について、「日経TEST」を通じて学ぶ。また、時事問題についての見識を深め、社会やビジネスの現場で活
かせる実力を育成するため、朝日新聞時事ワークシートを用いた学習を行う。なお、本セミナーでは就職後の進
路を見据えた業界研究を個人で実施し、その結果をまとめてプレゼンテーションを実施する（リサーチプロジェ
クトII）。

到達目標

1. 授業で使用する各種テキストに示された経済学、一般常識、数学等の知識を身につける。
2. 1.で身につけた知識を社会生活やビジネスの現場で活用するための力（基礎学力を含む）へと発展させてい
く。
3. 必要な資料を集めて的確に分析・要約し、他者に分かりやすく発表できる力を身につける。

授業計画

【第1回】
テーマ：（共通）ガイダンス・夏季休暇課題確認
内容・方法：後期の進め方の確認、夏季休暇課題提出
【第2回～第9回】
テーマ：日経TEST対策、リサーチプロジェクトII作成ワーク
内容・方法：日経TEST対策として、テキストやワークシートの問題解答・解説方式で進めていく。また、リサー
チプロジェクトIIのプレゼンテーション資料作成・添削を行う。
【第10回・第11回】
テーマ：（共通）リサーチプロジェクトIIゼミ内発表会
内容・方法：（共通）担当者は口頭発表を行い、その他の学生は質問・感想を述べ、採点評価する。
【第12回】
テーマ：（合同）日経TEST受験
内容・方法：日経TESTを受験し、1年次からの伸びの測定を行う。
【第13回】
テーマ：（合同）セミナーⅢ・Ⅳ分属説明会
内容・方法：（合同）3年次に配属されるゼミの紹介を実施する。
【第14回】
テーマ：（合同）リサーチプロジェクトIIゼミ代表発表会
内容・方法：（合同）代表者は全員の前で口頭発表を行い、その他の学生は採点評価する。
【第15回】
テーマ：（共通）後期のまとめ・後期課題の完成
内容・方法：（共通）後期の活動の振り返り・未終了の後期分の課題を完成させる。

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

【第1回】
①事前学修課題：夏季休暇課題の確認をする。
②事後学修課題：日経TEST対策、リサーチプロジェクトIIの準備を進める。
【第2回〜第9回】
①事前学修課題：日経TEST対策、リサーチプロジェクトIIの準備を進める。
②事後学修課題：授業内容の復習や資料の修正を行う。
【第10回・第11回】
①事前学修課題：リサーチプロジェクトIIの準備を進める。
②事後学修課題：資料の修正を行う。
【第12回】
①事前学修課題：『日経TEST公式テキスト＆問題集』とワークシートのすべての内容について復習をする。
②事後学修課題：受験した日経TEST内容について振り返りを行う。
【第13回】
①事前学修課題：学科教員の研究分野や研究業績を調べる。
②事後学修課題：ゼミ紹介資料の再確認を行う。
【第14回】
①事前学修課題：ゼミ代表者は発表の事前準備をする。
②事後学修課題：各発表内容について気になった箇所を自分で調べる。
【第15回】
①事前学修課題：後期の振り返りに際して、内容を考えておく。

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

セミナーⅡｂ



②事後学修課題：3年生に向けて目標を立てる。

課題に対するフィードバックの方法

提出課題を添削し返却する。
なお、リサーチプロジェクトⅡについては、プレゼンテーションに対してコメントを返し、投票による得点を発
表する。

成績評価の方法・基準（方針）

平常点（40）、通常課題の提出（10）、その他受講態度（10）、夏季休暇課題（10）に、リサーチプロジェクト
II（30）を加える。欠席した場合は、フォローアップの為の特別課題の実施で、平常点や通常課題に関する減点
を軽減する。
リサーチプロジェクトIIの未発表及び合格基準に達していない場合、単位を認定しない。リサーチプロジェクト
Ⅱの取り組み状況、発表及び発表者への質問の有無等も評価の対象とする。
日経TESTの昨年度からの伸び率・伸び幅等は平常点に加味して評価するだけでなく、セミナーⅢの選択の際の材
料にも活用する。
なお、正当な理由なく5回をこえて授業に欠席した場合は、「K」評価とする。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

50

0

0

40

10

評価方法・割合

平常点（40）、通常課題の提出（10）

夏季休暇課題（10）、リサーチプロジェクトII（30）

その他受講態度（10）

評価対象となる到達目標

1,2

1,2,3

1,2

テキスト 日本経済新聞社編『日経TEST公式テキスト＆問題集　2022-23年版』1760円（税込）（又は
1600円＋税）

参考書

履修条件・他の科目との関連 テキスト、ガイドブック及びノートを毎回持参すること。
授業計画は、クラスによって実施時期・内容が異なることもあるので、おおよその順序である。エンカ
レッジングタイム（個別面談）はゼミ毎に9月から10月中に実施される。
12月にリサーチプロジェクトII（業界研究プレゼンテーション）として、研究発表がある。
なお、後期期間中に受験予定の「日経TEST」におけるスコアは、セミナーⅡbの成績評価および3年
次のセミナー選考に用いられる。

セミナーⅡｂ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16306627

セミナーⅡｂ

三輪　淳之

三輪　淳之

2年

授業の目的・概要

現代の経済社会のメカニズムを知り、これからの新しい社会を創造・構築するために必要な経済学を中心とする
知識について、「日経TEST」を通じて学ぶ。また、時事問題についての見識を深め、社会やビジネスの現場で活
かせる実力を育成するため、朝日新聞時事ワークシートを用いた学習を行う。なお、本セミナーでは就職後の進
路を見据えた業界研究を個人で実施し、その結果をまとめてプレゼンテーションを実施する（リサーチプロジェ
クトII）。

到達目標

1. 授業で使用する各種テキストに示された経済学、一般常識、数学等の知識を身につける。
2. 1.で身につけた知識を社会生活やビジネスの現場で活用するための力（基礎学力を含む）へと発展させてい
く。
3. 必要な資料を集めて的確に分析・要約し、他者に分かりやすく発表できる力を身につける。

授業計画

【第1回】
テーマ：（共通）ガイダンス・夏季休暇課題確認
内容・方法：後期の進め方の確認、夏季休暇課題提出
【第2回～第9回】
テーマ：日経TEST対策、リサーチプロジェクトII作成ワーク
内容・方法：日経TEST対策として、テキストやワークシートの問題解答・解説方式で進めていく。また、リサー
チプロジェクトIIのプレゼンテーション資料作成・添削を行う。
【第10回・第11回】
テーマ：（共通）リサーチプロジェクトIIゼミ内発表会
内容・方法：（共通）担当者は口頭発表を行い、その他の学生は質問・感想を述べ、採点評価する。
【第12回】
テーマ：（合同）日経TEST受験
内容・方法：日経TESTを受験し、1年次からの伸びの測定を行う。
【第13回】
テーマ：（合同）セミナーⅢ・Ⅳ分属説明会
内容・方法：（合同）3年次に配属されるゼミの紹介を実施する。
【第14回】
テーマ：（合同）リサーチプロジェクトIIゼミ代表発表会
内容・方法：（合同）代表者は全員の前で口頭発表を行い、その他の学生は採点評価する。
【第15回】
テーマ：（共通）後期のまとめ・後期課題の完成
内容・方法：（共通）後期の活動の振り返り・未終了の後期分の課題を完成させる。

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

【第1回】
①事前学修課題：夏季休暇課題の確認をする。
②事後学修課題：日経TEST対策、リサーチプロジェクトIIの準備を進める。
【第2回〜第9回】
①事前学修課題：日経TEST対策、リサーチプロジェクトIIの準備を進める。
②事後学修課題：授業内容の復習や資料の修正を行う。
【第10回・第11回】
①事前学修課題：リサーチプロジェクトIIの準備を進める。
②事後学修課題：資料の修正を行う。
【第12回】
①事前学修課題：『日経TEST公式テキスト＆問題集』とワークシートのすべての内容について復習をする。
②事後学修課題：受験した日経TEST内容について振り返りを行う。
【第13回】
①事前学修課題：学科教員の研究分野や研究業績を調べる。
②事後学修課題：ゼミ紹介資料の再確認を行う。
【第14回】
①事前学修課題：ゼミ代表者は発表の事前準備をする。
②事後学修課題：各発表内容について気になった箇所を自分で調べる。
【第15回】
①事前学修課題：後期の振り返りに際して、内容を考えておく。

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

セミナーⅡｂ



②事後学修課題：3年生に向けて目標を立てる。

課題に対するフィードバックの方法

提出課題を添削し返却する。
なお、リサーチプロジェクトⅡについては、プレゼンテーションに対してコメントを返し、投票による得点を発
表する。

成績評価の方法・基準（方針）

平常点（40）、通常課題の提出（10）、その他受講態度（10）、夏季休暇課題（10）に、リサーチプロジェクト
II（30）を加える。欠席した場合は、フォローアップの為の特別課題の実施で、平常点や通常課題に関する減点
を軽減する。
リサーチプロジェクトIIの未発表及び合格基準に達していない場合、単位を認定しない。リサーチプロジェクト
Ⅱの取り組み状況、発表及び発表者への質問の有無等も評価の対象とする。
日経TESTの昨年度からの伸び率・伸び幅等は平常点に加味して評価するだけでなく、セミナーⅢの選択の際の材
料にも活用する。
なお、正当な理由なく5回をこえて授業に欠席した場合は、「K」評価とする。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

50

0

0

40

10

評価方法・割合

平常点（40）、通常課題の提出（10）

夏季休暇課題（10）、リサーチプロジェクトII（30）

その他受講態度（10）

評価対象となる到達目標

1,2

1,2,3

1,2

テキスト 日本経済新聞社編『日経TEST公式テキスト＆問題集　2022-23年版』1760円（税込）（又は
1600円＋税）

参考書

履修条件・他の科目との関連 テキスト、ガイドブック及びノートを毎回持参すること。
授業計画は、クラスによって実施時期・内容が異なることもあるので、おおよその順序である。エンカ
レッジングタイム（個別面談）はゼミ毎に9月から10月中に実施される。
12月にリサーチプロジェクトII（業界研究プレゼンテーション）として、研究発表がある。
なお、後期期間中に受験予定の「日経TEST」におけるスコアは、セミナーⅡbの成績評価および3年
次のセミナー選考に用いられる。

セミナーⅡｂ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16306628

セミナーⅡｂ

花木　完爾

花木　完爾

2年

授業の目的・概要

現代の経済社会のメカニズムを知り、これからの新しい社会を創造・構築するために必要な経済学を中心とする
知識について、「日経TEST」を通じて学ぶ。また、時事問題についての見識を深め、社会やビジネスの現場で活
かせる実力を育成するため、朝日新聞時事ワークシートを用いた学習を行う。なお、本セミナーでは就職後の進
路を見据えた業界研究を個人で実施し、その結果をまとめてプレゼンテーションを実施する（リサーチプロジェ
クトII）。

到達目標

1. 授業で使用する各種テキストに示された経済学、一般常識、数学等の知識を身につける。
2. 1.で身につけた知識を社会生活やビジネスの現場で活用するための力（基礎学力を含む）へと発展させてい
く。
3. 必要な資料を集めて的確に分析・要約し、他者に分かりやすく発表できる力を身につける。

授業計画

【第1回】
テーマ：（共通）ガイダンス・夏季休暇課題確認
内容・方法：後期の進め方の確認、夏季休暇課題提出
【第2回～第9回】
テーマ：日経TEST対策、リサーチプロジェクトII作成ワーク
内容・方法：日経TEST対策として、テキストやワークシートの問題解答・解説方式で進めていく。また、リサー
チプロジェクトIIのプレゼンテーション資料作成・添削を行う。
【第10回・第11回】
テーマ：（共通）リサーチプロジェクトIIゼミ内発表会
内容・方法：（共通）担当者は口頭発表を行い、その他の学生は質問・感想を述べ、採点評価する。
【第12回】
テーマ：（合同）日経TEST受験
内容・方法：日経TESTを受験し、1年次からの伸びの測定を行う。
【第13回】
テーマ：（合同）セミナーⅢ・Ⅳ分属説明会
内容・方法：（合同）3年次に配属されるゼミの紹介を実施する。
【第14回】
テーマ：（合同）リサーチプロジェクトIIゼミ代表発表会
内容・方法：（合同）代表者は全員の前で口頭発表を行い、その他の学生は採点評価する。
【第15回】
テーマ：（共通）後期のまとめ・後期課題の完成
内容・方法：（共通）後期の活動の振り返り・未終了の後期分の課題を完成させる。

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

【第1回】
①事前学修課題：夏季休暇課題の確認をする。
②事後学修課題：日経TEST対策、リサーチプロジェクトIIの準備を進める。
【第2回〜第9回】
①事前学修課題：日経TEST対策、リサーチプロジェクトIIの準備を進める。
②事後学修課題：授業内容の復習や資料の修正を行う。
【第10回・第11回】
①事前学修課題：リサーチプロジェクトIIの準備を進める。
②事後学修課題：資料の修正を行う。
【第12回】
①事前学修課題：『日経TEST公式テキスト＆問題集』とワークシートのすべての内容について復習をする。
②事後学修課題：受験した日経TEST内容について振り返りを行う。
【第13回】
①事前学修課題：学科教員の研究分野や研究業績を調べる。
②事後学修課題：ゼミ紹介資料の再確認を行う。
【第14回】
①事前学修課題：ゼミ代表者は発表の事前準備をする。
②事後学修課題：各発表内容について気になった箇所を自分で調べる。
【第15回】
①事前学修課題：後期の振り返りに際して、内容を考えておく。

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

セミナーⅡｂ



②事後学修課題：3年生に向けて目標を立てる。

課題に対するフィードバックの方法

提出課題を添削し返却する。
なお、リサーチプロジェクトⅡについては、プレゼンテーションに対してコメントを返し、投票による得点を発
表する。

成績評価の方法・基準（方針）

平常点（40）、通常課題の提出（10）、その他受講態度（10）、夏季休暇課題（10）に、リサーチプロジェクト
II（30）を加える。欠席した場合は、フォローアップの為の特別課題の実施で、平常点や通常課題に関する減点
を軽減する。
リサーチプロジェクトIIの未発表及び合格基準に達していない場合、単位を認定しない。リサーチプロジェクト
Ⅱの取り組み状況、発表及び発表者への質問の有無等も評価の対象とする。
日経TESTの昨年度からの伸び率・伸び幅等は平常点に加味して評価するだけでなく、セミナーⅢの選択の際の材
料にも活用する。
なお、正当な理由なく5回をこえて授業に欠席した場合は、「K」評価とする。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

50

0

0

40

10

評価方法・割合

平常点（40）、通常課題の提出（10）

夏季休暇課題（10）、リサーチプロジェクトII（30）

その他受講態度（10）

評価対象となる到達目標

1,2

1,2,3

1,2

テキスト 日本経済新聞社編『日経TEST公式テキスト＆問題集　2022-23年版』1760円（税込）（又は
1600円＋税）

参考書

履修条件・他の科目との関連 テキスト、ガイドブック及びノートを毎回持参すること。
授業計画は、クラスによって実施時期・内容が異なることもあるので、おおよその順序である。エンカ
レッジングタイム（個別面談）はゼミ毎に9月から10月中に実施される。
12月にリサーチプロジェクトII（業界研究プレゼンテーション）として、研究発表がある。
なお、後期期間中に受験予定の「日経TEST」におけるスコアは、セミナーⅡbの成績評価および3年
次のセミナー選考に用いられる。

セミナーⅡｂ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16306722

セミナーⅢａ

川波　竜三

川波　竜三

3年

授業の目的・概要

本セミナーは、受講生の皆さんが国際社会で起こっている様々な問題を自らの力で多面的かつ論理的に分析し、
それを的確に表現する能力を身につけることを目的としている。これらの能力は、卒業論文の作成などにいかさ
れるだけではなく、就職活動や社会人になった後にも必ず役立つといえる。そのため、授業内でのプレゼンテー
ションやディスカッションを重視している。なお、このセミナーでは就職活動についても意識しつつ、様々な取
り組みを行う予定である。

到達目標

1．自分のキャリアについて主体的に考え行動することができる。
2．現在の国際社会で起こっている様々な問題を自らの力で多面的にかつ論理的に分析し、それを的確に表現する
ことができる。
3．セミナーの一員として他のメンバーと協力してディスカッションや作業を進めることができる。

授業計画

【第1回】
テーマ：オリエンテーション、アイスブレーキング
内容・方法：本セミナーの授業方針や目標を共有する。
【第2回】
テーマ：キャリアサポートセンターツアー
内容・方法：キャリアサポートセンターで就職活動に向けたレクチャーを受ける。
【第3回】
テーマ：新聞記事の読み方・探し方、まとめ方/就職活動に向けて①
内容：このセミナーで重要となる新聞記事の読み方・探し方、まとめ方について解説する。その後、就職活動に
向けた取り組みを行う。
【第4回】
テーマ：新聞記事内容に関する報告①/就職活動に向けて②
内容：新聞記事内容に関するプレゼン―ション及び討論を行う。その後、就職活動に向けた取り組みを行う。
【第5回】
テーマ：新聞記事内容に関する報告②/就職活動に向けて③
内容・方法：新聞記事内容に関するプレゼン―ション及び討論を行う。その後、就職活動に向けた取り組みを行
う。
【第6回】
テーマ：新聞記事内容に関する報告③/就職活動に向けて④
内容・方法：新聞記事内容に関するプレゼン―ション及び討論を行う。その後、就職活動に向けた取り組みを行
う。
【第7回】
テーマ：学外授業もしくは外部講師による講義に向けた準備
内容・方法：次週の学外授業もしくは外部講師による講義に向けた準備を行う。
【第8回】
テーマ：学外授業もしくは外部講師による講義
内容・方法：学外授業もしくは外部講師による講義を行う。
【第9回】
テーマ：学外授業もしくは外部講師による講演の振り返り/新聞記事の要約に関する解説と実践
内容・方法：学外授業もしくは外部講師による講演の振り返りを行う。その後、新聞記事の要約に関する解説を
行う。
【第10回】
テーマ：新聞記事の要約①
内容・方法：新聞記事の要約に対しフィードバックを行う。
【第11回】
テーマ：新聞記事の要約②
内容・方法：新聞記事の要約に対しフィードバックを行う。
【第12回】
テーマ：学外授業もしくは外部講師による講演に向けた準備
内容・方法：次週の学外授業もしくは外部講師による講演に向けた準備を行う。
【第13回】
テーマ：学外授業もしくは外部講師による講演
内容・方法：学外授業もしくは外部講師による講演を行う。
【第14回】
テーマ：リサーチプロジェクトの研究テーマについての報告①
内容・方法：リサーチプロジェクトの研究テーマについての報告を行う。
【第15回】

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

セミナーⅢａ



テーマ：リサーチプロジェクトの研究テーマについての報告②/夏休みに向けて
内容・方法：リサーチプロジェクトの研究テーマについての報告を行う。その後、夏休みの活動について意見交
換をする。

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

事前学習： 事前に授業内のおおよそのタイムテーブルや内容を提示するので確認しておくこと。報告者はパワー
ポイントの準備を必ずして授業に臨むこと。一人あたりの報告回数については、新聞記事内容及び要約に関する
報告が2回、学外授業に関わる報告が2回、リサーチプロジェクトの研究テーマに関する報告が1回を予定してい
る。報告については準備の時間がかかると思うので、計画的に進めていくよう心掛けること。事前学習にかかる
目安の時間は各回二時間程度とする。
事後学習：授業内で取り扱った内容については、事後に復習をしておくこと。学習時間の目安は二時間程度とす
る。

課題に対するフィードバックの方法

報告内容については、その場でフィードバックを行う。

成績評価の方法・基準（方針）

・以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
・学外授業もしくは外部講師による講演には必ず参加すること。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

50

10

0

40

0

評価方法・割合

授業への取り組み、グループへの貢献、授業ノート

リサーチへの取り組み

報告資料

評価対象となる到達目標

1、2、3

2、3

2、3

テキスト トイアンナ『改訂版　確実内定―就職活動が面白いほどうまくいく』KADOKAWA、2021年。

参考書 必要に応じて授業内で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 報告者は責任を持って準備を行い、発表をするようにしてください。
授業内で積極的に発言することを心掛けてください。

セミナーⅢａ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16306723

セミナーⅢａ

藤澤　宜広

藤澤　宜広

3年

授業の目的・概要

本セミナーでは、経済について幅広く学び、４年次に作成する卒業研究のテーマを設定することを目標としま
す。私たちの生活が経済とどのように結びついているのか、実際の経済がどのように行われているのかなど、身
近な題材だけでなく、経済の歴史的展開や経済をめぐる理論など、学術的な観点からも経済について学んでいき
ます。
　具体的には、経済に関する基本文献の輪読や新聞記事の要約などを通じて経済に関する基礎知識を習得しま
す。さらに、経済に関する社会見学を実施するなど、理論的、実践的に経済に関する問題意識を深めていきま

到達目標

1．解決すべき問題を発見する方法を実践することができる
2．課題解決に必要な調査を行うことができる。
3．調査結果を発表することができる。

授業計画

【第01回】　オリエンテーション：セミナーの進め方・目標の提示
【第02回】　（共通）自己発見レポート：レポートを作成する。
【第03回】　（共通）SPI模試：言語と非言語分野を実施する。
【第04回】　研究の基本1：参考資料・文献・データの収集法を学ぶ。
【第05回】　研究の基本2：レジュメ・パワーポイントの作成方法を学ぶ。
【第06回】　研究の基本3：報告のマナーと方法を学ぶ。
【第07回】　（合同）自己発見レポート結果報告：4月に実施したレポートの個々の結果を配布
【第08回】　時事記事の報告1：経済に関連した記事を新聞から探して報告する。
【第09回】　時事記事の報告2：経済に関連した記事を新聞から探して報告する。
【第10回】　時事記事の報告3：経済に関連した記事を新聞から探して報告する。
【第11回】　（合同）人権に関する映画鑑賞会：映像により人権の意味を考える。
【第12回】　（共通）今後のキャリアを考える：就職部より情報を得て今後のキャリアを考える
【第13回】　テキスト、文献の読み込み：文献の輪読・討論・質疑応答
【第14回】　テキスト、文献の読み込み：テキスト、文献の輪読・討論・質疑応答
【第15回】　テキスト、文献の読み込み：テキスト、文献の輪読・討論・質疑応答

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

授業（１回につき２時間として計算）と事前事後のあわせて１単位あたり４５時間が必要です。各回を通じて、
【事前】資料に目を通し、重要事項を把握しておく。またわからない内容については質問できるように準備して
おく。
【事後】授業中に学んだ内容の要点、感想、わからない内容を記録しておく。
　その他、経済に関するニュースに触れるようにしましょう。予習も重要ですが、復習により時間を割きましょ
う。不定期に実施する小テストとその解説を通じて理解度を確認して下さい。

課題に対するフィードバックの方法

授業の中で確認し、理解を深めます。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点以上を合格とし、所定の単位を認定する。正当な理由のな
い欠席4回以上または課題未提出の場合は「K」評価とする。

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 2単位

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

60

0

0

40

0

評価方法・割合

授業の感想文（10）、小テスト（30）、授業内課題（20）

課題レポート（40）

評価対象となる到達目標

1、2

2、3

実務家教員による授業 －

セミナーⅢａ



テキスト 特定のテキストは指定しない。

参考書 必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 経済学関連科目

セミナーⅢａ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16306724

セミナーⅢａ

外島　健嗣

外島　健嗣

3年

授業の目的・概要

経済に関するテーマを掲げ、問題解決のための情報の収集および調査方法に関する能力を身に付ける。また、研
究テーマに関する的確な文献及び資料を検索でき、それらの文献資料等を科学的根拠に基づいてレポートできる
ことが求められる。

到達目標

１．金融や経済に関する基礎知識を身に着けることができる。
２．自分の考えを表現し、他人とディスカッションできる。
３．複数の学生と協力しあいながら、レポートを作成できる。

授業計画

【第1回】ガイダンス：年間予定の詳細・自己紹介など
【第2回】金融市場の理解：金融市場の種類について説明
【第3回】金融市場の理解（２）：金融市場の種類について説明
【第4回】全国学生対抗円ダービーの説明：全国学生対抗円ダービーの内容を説明する
【第5回】外国為替相場とは（１）：外国為替相場の学習
【第6回】外国為替相場とは（２）：外国為替相場の変動要因を学習
【第7回】外国為替相場とは（３）：外国為替相場の変動要因を学習
【第8回】外国為替相場とは（４）：外国為替相場の変動要因を学習
【第9回】外国為替相場とは（５）：外国為替相場の変動要因を学習
【第10回】外国為替相場とは（６）：外国為替相場の変動要因を学習
【第11回】（合同）人権に関する映画鑑賞会：（合同）映像により人権の意味を考える
【第12回】（共通）今後のキャリアを考える：（共通）就職部より情報を得て今後のキャリアを考える
【第13回】外国為替相場とは（７）：外国為替相場の変動要因を学習
【第14回】日経ＳＴＯＣＫリーグについて（１）：日経STOCKリーグの説明
【第15回】日経ＳＴＯＣＫリーグについて（２）：日経STOCKリーグの説明

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

授業（1回について2時間として計算）と事前事後のあわせて1単位当たり４５時間が必要です。
【第1回】
事前学修課題：シラバスを読む　1.0時間
事後学修課題：年間予定からスケジュールを調整　1.0時間
【第2回】
事前学修課題：ネットや新聞等で金融市場について調べておく。1.5時間
事後学修課題：授業中に配布された資料を再読する　2.5時間
【第3回】
事前学修課題：ネットや新聞等で金融市場について調べておく。1.5時間
事後学修課題：授業中に配布された資料を再読する　2.5時間
【第4回】
事前学修課題：外国為替相場の動向をみる　2.0時間
事後学修課題：外国為替相場の動向をみる　2.0時間
【第5回】
事前学修課題：外国為替相場の動向をみる　2.0時間
事後学修課題：外国為替相場の動向をみる　2.0時間
【第6回】
事前学修課題：外国為替相場の動向をみる　2.0時間
事後学修課題：外国為替相場の動向をみる　2.0時間
【第7回】
事前学修課題：外国為替相場の動向をみる　2.0時間
事後学修課題：外国為替相場の動向をみる　2.0時間
【第8回】
事前学修課題：外国為替相場の動向をみる　2.0時間
事後学修課題：外国為替相場の動向をみる　2.0時間
【第9回】
事前学修課題：外国為替相場の動向をみる　2.0時間
事後学修課題：外国為替相場の動向をみる　2.0時間
【第10回】
事前学修課題：外国為替相場の動向をみる　2.0時間

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

セミナーⅢａ



事後学修課題：外国為替相場の動向をみる　2.0時間
【第11回】
事前学修課題：4月に配布された人権に関するリーフレットを再読する　2.0時間
事後学修課題：映画の内容を振り返る　2.0時間
【第12回】
事前学修課題：キャリアの意味を再確認しておく　2.0時間
事後学修課題：自分自身の今後の将来を考える　2.0時間
【第13回】
事前学修課題：外国為替相場の動向をみる　2.0時間
事後学修課題：外国為替相場の動向をみる　2.0時間
【第14回】
事前学修課題：株式市場の動向をみる　2.0時間
事後学修課題：株式市場の動向をみる　2.0時間
【第15回】
事前学修課題：株式市場の動向をみる　2.0時間
事後学修課題：株式市場の動向をみる　2.0時間

課題に対するフィードバックの方法

為替予想のレポートを添削し返却する。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示すとおり、授業時間内に実施する課題・レポートの評価結果に基づき総合的に判定のうえ、60点以上を
合格とし、所定の単位を認定する。
正当な理由のない欠席４回以上、またはレポート課題を未提出の場合、評価の対象とせず「K」評価とする。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

60

10

0

30

0

評価方法・割合

円ダービーへの積極的な関与

円ダービーに提出するレポート作成

課題レポートの提出

評価対象となる到達目標

１,２

２,３

1，2，3

テキスト テキストなし。外部団体から助成金が貰えればそれで購入し、配布します。

参考書 講義内で適宜紹介予定。

履修条件・他の科目との関連 前期の証券市場論、後期の経済ファイナンス論等をあわせて履修すること。
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授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16306725

セミナーⅢａ

村上　敬進

村上　敬進

3年

授業の目的・概要

行動経済学を利用して様々な社会課題や身近な問題を解明し、解決策を考えるゼミです。銀行のリテールマーケ
ティング、環境を重視する消費者の特徴、ヘルスプロモーション、大学生の選好の調査に基づく商品提案など
を、行動経済学を利用して分析します。また、先行研究の整理だけでなくアンケートやインタビューを行いデー
タ解析の訓練も行います。勉強の成果は後期のリサーチプロジェクトⅢで発表し、4年ゼミの卒論の勉強に繋げて
いきます。セミナーでは個人発表、グループ発表が設けられています。仲間と協力して積極的に勉強しましょ
う。夏休みには信用金庫の実習に希望者には参加してもらいます。
　この授業は経済学科の卒業認定・学位授与の方針の総合的な学修経験と創造的思考力と関連しており、地域社
会の諸問題を「その背景も含めて論理的に説明でき、自らの属する組織や地域社会に貢献」できるようになるた
めの科目です。

到達目標

１．行動経済学を用いて社会課題の解決を研究できる
２．個人発表、グループでの発表を適切にできる

授業計画

第1回目　アイスブレーキング、ゼミの目標の確認
第2回目　社会課題の解決（ゼミでの勉強）と就活の関係、レジュメ作成方法、要約方法
第3回目　論文の検索方法、主要な教科書の紹介、各個人でテキストまたは論文探し
第4回目　各個人の読みたい論文をプレゼンする
第5回目　読みたい論文ごとにグループを作る
第6回目　グループごとに先行研究の発表　論文（テキスト）前半
第7回目　論文（テキスト）前半を用いた要約の練習
第8回目　グループごとに先行研究の発表　論文（テキスト）後半
第9回目　論文（テキスト）後半を用いた要約の練習
第10回目　グループごとにその他の先行研究の調査
第11回目　グループ発表
第12回目　グループごとに研究課題の設定
第13回目　インタビュー、アンケートの方法、マナー
第14回目　調査票の作成
第15回目　実際にアンケートをしてみよう！プレアンケート

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

第1回目
【事前】事前公開されたゼミ資料を予習する
【事後】アイスブレーキング、ゼミの目標の復習する
第2回目
【事前】事前公開されたゼミ資料を予習する
【事後】社会課題の解決（ゼミでの勉強）と就活の関係、レジュメ作成方法、要約方法を復習する
第3回目
【事前】事前公開されたゼミ資料を予習する
【事後】各個人でテキストまたは論文探しを進める
第4回目
【事前】プレゼン資料を作成する
【事後】ゼミでの発表後にプレゼンを改善する
第5回目
【事前】グループ分けのための論文を熟読する
【事後】グループで選んだ論文を読む
第6回目
【事前】グループごとに先行研究の前半部分の発表資料を作成する
【事後】発表後に発表資料を改善する
第7回目
【事前】発表資料を適切に要約できているか確認する
【事後】論文（テキスト）前半を用いた要約練習を復習する
第8回目
【事前】グループごとに先行研究の後半部分の発表資料を作成する
【事後】発表後に発表資料を改善する
第9回目

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

セミナーⅢａ



【事前】発表資料を適切に要約できているか確認する
【事後】論文（テキスト）後半を用いた要約練習を復習する
第10回目
【事前】その他の先行研究を選定する
【事後】グループごとにその他の先行研究の調査を更に進める
第11回目
【事前】グループ発表の準備をする
【事後】グループ発表後に発表資料の改善を行う
第12回目
【事前】グループごとの研究課題を各自で検討する
【事後】グループごとに研究課題を決定する
第13回目
【事前】事前公開されたゼミ資料を予習
【事後】インタビュー、アンケートの方法、マナーを復習する
第14回目
【事前】事前公開されたゼミ資料を予習
【事後】調査票の作成
第15回目
【事前】事前公開されたゼミ資料を予習
【事後】実際にアンケートをしてみよう！プレアンケート

課題に対するフィードバックの方法

セミナーの時間、オフィスアワーの時間等で、課題に対する助言を行っていきます。

成績評価の方法・基準（方針）

セミナー内の発表および勉強に対する積極性から総合的に評価します。
以下に示す通り、授業時間内での勉強姿勢とレポート課題の評価結果に基づき総合的に判定の上、60点以上を合
格とし、所定の単位を認定する。正当な理由のない欠席4回以上またはレポート課題未提出の場合、評価の対象と
せず、「K」評価とする。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

50

50

0

0

0

評価方法・割合

セミナーでの勉強姿勢（事前学習と事後学習）、仲間との
グループワークの取組

個人発表のレポートおよびグループ発表のレポートの内
容・レベル

評価対象となる到達目標

1,2

1,2

テキスト テキストの指定はしません。資料を配布します。

参考書 セミナー内で資料配布を行う。

履修条件・他の科目との関連 経済学分野、経営学分野などを幅広く履修してください。
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授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16306727

セミナーⅢａ

三輪　淳之

三輪　淳之

3年

授業の目的・概要

本ゼミでは、実社会での事例を踏まえたモデルケースの分析もとり入れて、組織を運営する上での法知識や運営
のあり方を学び、地域活性や公共人材育成のための理論及び体験型学びをとり入れていきます。
具体的な進め方としては下記のとおりです；
・｢産・官・学連携型地域活性化プロジェクト｣に関する企画・構想の立案
・｢産・官・学連携型地域活性化プロジェクト」の提言に向けた、知識やプレゼン能力、分析力の習得
・国内・海外双方の視点からの、ケーススタディに基づいた、目的・組織・人員・意思決定プロセス・資金調達
等含めた実践的視点からの検証と学びや発表、
　ディスカッションもとり入れながらの学生による主体的参画による双方向でのアクティブラーニングを展開し
ていきます。
・上記学びに基づき、地域活性化を目的とした外部イベントへの参画、ゲストスピーカーの講師招聘　等
・担当教員の、企業における国際法務部門での３０余年に亘る国内・海外駐在での実務家としての経験もいかし
て、受講生の皆さんが社会に出ていく際の実学的　
　見地からの対応をおこないます。
・日本のみならず海外での企業や行政のあり方にも関心を有する学生を歓迎しますとともに、企業での採用面接
官の経験を有する立場の教員の目線により、就職
　活動及び社会に出ていく際に役立つ実践的内容としていくようにします。

到達目標

１．組織運営やプロジェクト構想等にまつわる法知識や基本的留意点などの基本が理解できている。
２．事例分析能力や交渉力、プレゼンテーション能力等を習得する。

授業計画

＊プロジェクトの進捗やゼミ生の要望等も勘案して柔軟に対応していくようにします。
　下記のプログラムに加え、就職活動についてのプログラ及びノウハウの伝授当も随時とり入れるようにしま
す。
第1回；ガイダンス・自己紹介
第2回；国土交通省との官学連携プロジェクトの解説と学生に期待する役割の説明
第3回；産・官・学連携のあり方の解説
　　　  ・産・官・学連携とは何か
　　　 ・産・官・学連携の目的や手法の説明 
第4回；企業や地方自治体同士で業務提携をする理由と方法
　　　  組織同士がコラボレートするメリットや複数の方法について
第5回；プロジェクト（含．外部イベント等）構想についての企画・構想の立案
　　　・「産・官・学連携型地域活性化プロジェクト」の提言に向けた、知識やプレゼン能力、分析力の習得
　　　・ディスカッションもとり入れながらの学生による主体的参画による双方向でのアクティブラーニング
第6回；プロジェクト（含．外部イベント等）構想についての企画・構想の立案
　　　・「産・官・学連携型地域活性化プロジェクト」の提言に向けた、知識やプレゼン能力、分析力の習得
　　　・ディスカッションもとり入れながらの学生による主体的参画による双方向でのアクティブラーニング
第7回；プロジェクト（含．外部イベント等）構想についての企画・構想の立案
　　　・グループによる企画・構想の発表
第8回；プロジェクト当事者(国土交通省等)との協議、内容調整
第9回；プロジェクト当事者(国土交通省等)との協議、内容調整
第10回；プロジェクト当事者との協議を経て内容確定
第11回；プロジェクト実施に向けたアクション計画策定（１）
第12回；プロジェクト実施に向けたアクション計画の策定（２）
第13回；プロジェクト当事者へのアクション内容発表及びディスカッション
第14回；プロジェクト当事者との最終合意及びプロジェクト内容確定と実際のアクション開始
第15回；振り返り、まとめ

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

・セミナーの内容を自分できっちりと整理をし、分析して復習するようすること。
    セミナーで触れた内容については学生を指名して回答を求めることもある。
・グループ発表の準備については、授業外でもプロジェクトの実施や打ち合わせなどを行う必要となる場合があ
る。

課題に対するフィードバックの方法

毎回の授業時に教員からフィードバックを行うことを基本とする。

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －
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成績評価の方法・基準（方針）

以下に示すとおり、課題内容の理解、課題発表の達成度、議論参加、授業への取り組み姿勢等を総合的に判定の
うえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
正当な理由なく4回以上の欠席の場合、評価の対象とせず、「K」評価とする。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

50

50

0

0

0

評価方法・割合

授業内での取り組み姿勢、議論参加への積極性及びプ
ロジェクト参画の積極性やリーダーシップ

プロジェクトの発表内容、レベル、成果及びセミナーイベン
ト等への参画に関する積極性

評価対象となる到達目標

1, 2

1, 2

1, 2

テキスト 必要に応じて授業の中で適宜指示する。

参考書 必要に応じて授業の中で適宜指示する。

履修条件・他の科目との関連 学生の皆さんが将来的に社会に出ていって、企業や公務員の組織の一員となる際の「ガバナンス[組
織統治]」や外部・内部のアライアンスに関心のある人を歓迎します。

セミナーⅢａ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16306728

セミナーⅢａ

早川　公

早川　公

3年

授業の目的・概要

本セミナー（ゼミ）のモットーは、「動きながら考えられる」そして「他者と共につくる能力」をもつ人間を育
てることです。ゼミでは、地域みらいづくりコースのサブセミナーのプログラムと連動しながら、ゼミ生の主体
性を大切にした実践型・プロジェクト型の演習形式で進めます。
論文・本も読みながら、何より現場（フィールド）にねざして、現場から考える時間を重視します。

ゼミは、お互いが学び合い研鑽する場と考えます。わたしもゼミの一員です。一緒に〈地域〉と〈自分〉の〈み
らい〉をつくりましょう。

到達目標

1. ありうべき未来を探究するための基本的な知識・技法・態度を身につけている
2. 他者と調和してプロジェクトを進められる
3. 臨機応変に行動・思考することができる

授業計画

第1回：オリエンテーション＆マインドセット
第2回：質問で問いを深めるワーク①
第3回：質問で問いを深めるワーク②
第4回：リサーチプロジェクトⅢテーマの選定
第5回：ゼミPBL
第6回：ゼミPBL
第7回：ゼミPBL
第8回：輪読の方法についての解説
第9回：ゼミPBL
第10回：論文輪読①
第11回：論文輪読②
第12回：論文輪読③
第13回：リサーチプロジェクトⅢ構想発表①
第14回：リサーチプロジェクトⅢ構想発表②
第15回：夏休みのアジェンダ設定

授業計画はゼミ生の興味・関心に応じて柔軟に変更します。

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

ゼミ内の学びにおける主な事前・事後学習は次の通りです。

■論文輪読
事前学修：指定された論文を読む。また発表者はレジュメを作成すること。
事後学修：ディスカッションを通じて新たに生じた疑問や課題を自身で調べること。また、振り返りを実施する
こと

■PBL
事前学修：前の週に確認したタスクについてグループで分担を決めアクションすること
事後学修：ディスカッションを通じて新たに生じた疑問や課題を自身で調べること。また、振り返りを実施する
こと

■構想発表
事前学修：構想発表の準備をすること。
事後学修：構想発表の内容をブラッシュアップすること

課題に対するフィードバックの方法

提出された草稿は朱入れして返却します。振り返りにもコメントします。
また随時、研究や進路の相談に応じます。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
ただし、3回以上欠席した場合は単位を認められない。

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －
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（無断欠席は2回で不可とする。）

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

70

20

0

10

0

評価方法・割合

プロジェクトへの参加状況（30）、ワークの態度（20）、各課
題の取組み（20）

グループウェアへの応答（20）

リサーチプロジェクトの構想内容（10）

評価対象となる到達目標

1、2、3

2、3

1

テキスト テキストを使用しない

参考書 必要に応じて授業の中で紹介します

履修条件・他の科目との関連 地域創造演習Ⅰ～Ⅳを受講してください。また地域合意形成演習の履修も合わせて推奨します。

セミナーⅢａ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16306729

セミナーⅢａ

花木　完爾

花木　完爾

3年

授業の目的・概要

本演習では、これから大学で勉強を始めるみなさんに大学での勉強の仕方、情報や資料の探し方、レジュメの作
り方、議論の仕方など、卒業論文を書く、あるいは社会へ出るうえで最も基本的なことを身につけてもらいま
す。
具体的には、前半では産業構造を理論的に分析できるように、マイケル・ポーターの競争戦略論（エッセンシャ
ル版）を共同で読みます。企業の個別戦略と経済全体の関係を理解するにはこの文献が適切かと思います。この
文献を読み、経済全体を俯瞰できるような分析力を養います。
主体的な学びとして、本セミナーの口頭報告のためには対象文献の読解、要約が必要です。まとめた成果をレ
ジュメにまとめ、他のメンバーの報告には必ず質問やコメントすることを求めます。

到達目標

1.文献の一部を読んで要約を記述できる。
2.文献の内容を説明できる。
3.文献の結論あるいは内容に対して疑問点を提示できる。

授業計画

【第1回】
ガイダンス、個別面接
【第2回】
レジュメ・レポートの書き方、発表の作法、実際第3回の授業レジュメ作成
【第3回】
テキスト発表と討論1
【第4回】
第5回の輪読と発表資料作成
【第5回】
テキスト発表と討論2
【第6回】
第7回の輪読と発表資料作成
【第7回】
テキスト発表と討論3
【第8回】
テキストの中間発表、各自のまとめ発表
【第9回】
期末レポートのテーマ策定
【第10回】
期末レポートに向けた調査と討論1
【第11回】
期末レポートの調査討論作成
【第12回】
期末レポートに向けた調査と討論2
【第13回】
期末レポート作成
【第14回】
期末レポート作成
【第15回】
期末報告

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

【第1回】
①事前学修課題：自己紹介文を考えてくること。自己紹介は名前、最近興味を覚えたこと調べたいことについ
て、就職など将来の目標について。1時間
②事後学修課題：みんなでよむ文献をサンプルで紹介しますので、どの分野の文献を読みたいのか考えること。2
時間
【第2回】
①事前学修課題：レジュメ、レポートの書き方レジュメを事前配布しますので読んでくること。1時間
②事後学修課題：レジュメを復習してくること。1時間
【第3回】
①事前学修課題：どの分野のどのような新書を読みたいのか、考えてくること。1時間

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

セミナーⅢａ



②事後学修課題：新書を確保し、ひととおり目を通すこと。2.5時間
【第4回】
①事前学修課題：テキスト発表担当者は報告資料を作成し、他の学生は該当箇所を読んでくること。そして内容
への発言を一つは考えてくること。2.5時間
②事後学修課題：発表担当者は当日できた質問疑問をWORDにまとめること。他の学生は発表者の良かった点を
ノートしておくこと。1.5時間
【第5回】
①事前学修課題：テキスト発表担当者は報告資料を作成し、他の学生は該当箇所を読んでくること。そして内容
への発言を一つは考えてくること。2.5時間
②事後学修課題：発表担当者は当日できた質問疑問をWORDにまとめること。他の学生は発表者の良かった点を
ノートしておくこと。1.5時間
【第6回】
①事前学修課題：テキスト発表担当者は報告資料を作成し、他の学生は該当箇所を読んでくること。そして内容
への発言を一つは考えてくること。2.5時間
②事後学修課題：発表担当者は当日できた質問疑問をWORDにまとめること。他の学生は発表者の良かった点を
ノートしておくこと。1.5時間
【第7回】
①事前学修課題：テキスト発表担当者は報告資料を作成し、他の学生は該当箇所を読んでくること。そして内容
への発言を一つは考えてくること。2.5時間
②事後学修課題：発表担当者は当日できた質問疑問をWORDにまとめること。他の学生は発表者の良かった点を
ノートしておくこと。1.5時間
【第8回】
①事前学修課題：各自が前4回で得られた結論、今後、質問疑問点にどう答え調べていくか、報告資料にまとめる
こと。また、前4回の発表の中で、誰の報告がどの点で良かった点を一つコメントする準備をすること。2.5時間
②事後学修課題：次回以降調査する文献を検討すること。1.5時間
【第9回】
①事前学修課題：テキスト発表担当者は報告資料を作成し、他の学生は該当箇所を読んでくること。そして内容
への発言を一つは考えてくること。2.5時間
②事後学修課題：発表担当者は当日できた質問疑問をWORDにまとめること。他の学生は発表者の良かった点を
ノートしておくこと。1.5時間
【第10回】
①事前学修課題：テキスト発表担当者は報告資料を作成し、他の学生は該当箇所を読んでくること。そして内容
への発言を一つは考えてくること。2.5時間
②事後学修課題：発表担当者は当日できた質問疑問をWORDにまとめること。他の学生は発表者の良かった点を
ノートしておくこと。1.5時間
【第11回】
①事前学修課題：テキスト発表担当者は報告資料を作成し、他の学生は該当箇所を読んでくること。そして内容
への発言を一つは考えてくること。2.5時間
②事後学修課題：発表担当者は当日できた質問疑問をWORDにまとめること。他の学生は発表者の良かった点を
ノートしておくこと。1.5時間
【第12回】
①事前学修課題：テキスト発表担当者は報告資料を作成し、他の学生は該当箇所を読んでくること。そして内容
への発言を一つは考えてくること。2.5時間
②事後学修課題：発表担当者は当日できた質問疑問をWORDにまとめること。他の学生は発表者の良かった点を
ノートしておくこと。1.5時間
【第13回】
①事前学修課題：テキスト発表担当者は報告資料を作成し、他の学生は該当箇所を読んでくること。そして内容
への発言を一つは考えてくること。2.5時間
②事後学修課題：発表担当者は当日できた質問疑問をWORDにまとめること。他の学生は発表者の良かった点を
ノートしておくこと。1.5時間
【第14回】
①事前学修課題：テキスト発表担当者は報告資料を作成し、他の学生は該当箇所を読んでくること。そして内容
への発言を一つは考えてくること。2.5時間
②事後学修課題：発表担当者は当日できた質問疑問をWORDにまとめること。他の学生は発表者の良かった点を
ノートしておくこと。1.5時間
【第15回】
①事前学修課題：テキスト発表担当者は報告資料を作成し、他の学生は該当箇所を読んでくること。そして内容
への発言を一つは考えてくること。2.5時間
②事後学修課題：発表担当者は当日できた質問疑問をWORDにまとめること。他の学生は発表者の良かった点を
ノートしておくこと。1.5時間

課題に対するフィードバックの方法

口頭報告に対しては、学生と教員が質疑を行い、アドバイスをする。また作成したレジュメについても、よりよ
い形になるように指導し、評価する。
また、日常的な疑問に関しては応対するメールアドレスを公開する。

成績評価の方法・基準（方針）

議論への参加意欲（質問や発言）を評価する。これが成績評価の40％を占める。残りの60％は、期末にまとめた
報告書に基づき評価する。

成績評価の種類

授業内での評価

評価割合
（％）

40

評価方法・割合

自身の報告準備がきちんとできている。

評価対象となる到達目標

1,2,3

セミナーⅢａ



授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

0

0

60

0

聞き手にわかりやすいレジュメが作成できる。
聞き手にわかりやすい口頭報告ができる。
積極的に議論をリードしている。
質疑応答に対して適切に対応できる。

課題を明確に設定できている。
先行研究を調査できている。
内容をきちんと説明できている。

1,2,3

テキスト ジョアン・マグレッタ (著), マイケル・ポーター(協力) (その他)『〔エッセンシャル版〕マイケル・ポーターの競
争戦略』早川書房、2012年
ISBN-10：415209320X
ISBN-13：978-4152093202、2200円

参考書 村上紀夫『歴史学で卒業論文を書くために』創元社、2019年
ISBN-13 : 978-4422800417、1430円

履修条件・他の科目との関連 積極的に議論に参加し、発言することが大切である。それぞれのリーダーシップに期待する。

セミナーⅢａ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16306731

セミナーⅢａ

湯浅　孝康

湯浅　孝康

3年

授業の目的・概要

本セミナーでは、自治体をめぐる課題を解決するための政策についての研究を実施する。残念ながら、地域独自
の課題を詳細に分析したうえで、地域ごとの特色のある政策を立案する自治体がほとんどではない。そればかり
か、全国どこでも通用するような画一的な政策が立案・実施される場合もある。他方、地域課題は多様であり、
市民のニーズも地域ごとによってさまざまである。本セミナーでは、参加者自らの発想で地域の構造や特性、資
源、また地域活動の担い手の特性を分析したうえで地域の本質的な課題を見出し、その課題を解決するためにど
のような政策が実施できるか、既に実施されている政策をどう改善すればよいか、具体的な案にまとめることを
最終目標（セミナーⅣbの目標）とする。これを踏まえ、セミナーⅢaではまず自治体の政策の具体例に触れ、受
講者が地域の政策のイメージをつかむとともに、政策立案のための基本的スキルを習得することを目指す。な
お、授業の進行にあたっては、担当教員が市役所で10年間勤務した経験をもとに、実務家教員としてより実現可
能性・有効性の高い政策にするための知識と知恵を適宜提示してゆく。

到達目標

1.自治体の政策に関する基礎的な知識や考え方を理解できている
2.自治体の政策に対して関心や疑問を持ち、具体的事例を調べ、自らの言葉で説明できる
3.自治体の政策について自らの考えに基づき、論理的な文章を書くことができる

授業計画

【第01回】ガイダンスと自己紹介
【第02回】自治体をめぐる課題と時事(1)
【第03回】自治体をめぐる課題と時事(2)
【第04回】地方分権型社会における政策形成のあり方(1)
【第05回】地方分権型社会における政策形成のあり方(2)
【第06回】自治体における政策の視点(1)
【第07回】自治体における政策の視点(2)
【第08回】自治体における政策の視点(3)
【第09回】映像資料から学ぶまちづくり
【第10回】自治体の政策の事例紹介と検討(1)
【第11回】自治体の政策の事例紹介と検討(2)
【第12回】自治体の政策の事例紹介と検討(3)
【第13回】自治体の政策の事例紹介と検討(4)
【第14回】自治体の政策の事例紹介と検討(5)
【第15回】プレゼンによるまとめとふりかえり

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

事前の調査とまとめ、事後のふりかえり（配布資料の読み返し、調査データの整理、報告発表の準備等）をあわ
せ、少なくとも3時間以上の学習が必要となる。

課題に対するフィードバックの方法

フィードバックとして授業中の発表等に対するコメントや修正事項をその場や事後において随時実施する。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示す評価方法により総合的に判定したうえ、所定の単位を認定する。ただし、特段の事情がなく5回以上欠
席した者、無断欠席が目立つ者、分析結果のプレゼンテーションをしない者、プレゼンテーションが合格基準に
達していないと認められる者は「K」とする。

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 2単位

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

評価割合
（％）

70

0

0

30

評価方法・割合

受講態度や調査・報告内容の充実度など（70）

リサーチプロジェクトⅢの構想についてのレポート（30）

評価対象となる到達目標

1,2

1,2,3

実務家教員による授業 〇

セミナーⅢａ



その他 0

テキスト テキストを使用しない。

参考書 セミナー時に指示する。

履修条件・他の科目との関連 身の回りの地域（まちづくり）課題に対する自らの「気づき（興味・関心）」を、仲間との「築く（解決策
の立案）」作業に昇華させていきたい前向きな方や、将来公務員を目指す方の受講を歓迎する。な
お、日々の新聞等には目を通す習慣をつけておくこと。また、長期休暇中に、大学生の政策コンペや
フィールドワークなどへの参加を求める場合があるので留意すること。

セミナーⅢａ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16306822

セミナーⅢｂ

川波　竜三

川波　竜三

3年

授業の目的・概要

本セミナーは、受講生の皆さんが現在の国際社会で起こっている様々な問題を自らの力で多面的かつ論理的に分
析し、それを的確に表現する能力を身につけることを目的としている。そのため、授業内でのプレゼンテーショ
ンやディスカッションを重視しつつ、プロジェクト演習の準備を進めていく。なお、このセミナーでは就職活動
についても意識しつつ、様々な取り組みを行う予定である。

到達目標

1．自分のキャリアについて主体的に考え行動することができる。
2．現在の国際社会で起こっている様々な問題を自らの力で多面的にかつ論理的に分析し、それを的確に表現する
ことができる。
3．セミナーの一員として他のメンバーと協力してディスカッションや作業を進めることができる。

授業計画

【第1回】
テーマ：夏休み中に参加したインターンシップに関する報告
内容・方法：夏休み中に参加したインターンシップに関する報告を行う。
【第2回】
テーマ：リサーチプロジェクトの進捗に関する報告①
内容・方法：夏休み中に進めてきたリサーチプロジェクトの進捗に関する報告を行う。
【第3回】
テーマ：リサーチプロジェクトの進捗に関する報告②
内容・方法：夏休み中に進めてきたリサーチプロジェクトの進捗に関する報告を行う。
【第4回】
テーマ：リサーチプロジェクトの進捗に関する報告③
内容・方法：夏休み中に進めてきたリサーチプロジェクトの進捗に関する報告を行う。
【第5回】
テーマ：就職活動に向けて～自分のキャリアを考える
内容・方法：自分の今後のキャリアをどのように考え、どのように行動しようとしているのかグループでディス
カッションを行う。
【第6回】
テーマ：リサーチプロジェクトの進捗に関する報告④
内容・方法：リサーチプロジェクトの進捗に関する報告を行う。
【第7回】
テーマ：リサーチプロジェクトの進捗に関する報告⑤
内容・方法：リサーチプロジェクトの進捗に関する報告を行う。
【第8回】
テーマ：リサーチプロジェクトの進捗に関する報告⑥
内容・方法：リサーチプロジェクトの進捗に関する報告を行う。
【第9回】
テーマ：キャリアセミナー
内容・方法：現在社会の最前線で活躍されている方をお招きし、キャリアに関するセミナーを行う。
【第10回】
テーマ：リサーチプロジェクトの進捗に関する報告⑦
内容・方法：リサーチプロジェクトの進捗に関する報告を行う。
【第11回】
テーマ：リサーチプロジェクトの進捗に関する報告⑧
内容・方法：リサーチプロジェクトの進捗に関する報告を行う。
【第12回】
テーマ：日経テスト受験
内容・方法：日経テストを受験する。
【第13回】
テーマ：リサーチプロジェクト最終報告①
内容・方法：リサーチプロジェクトに関する最終報告を行う。
【第14回】
テーマ：リサーチプロジェクト最終報告②
内容・方法：リサーチプロジェクトに関する最終報告を行う。
【第15回】
テーマ：本セミナーのまとめ
内容・方法：本セミナーで取り扱った内容のまとめを行う。また、就職活動に向けた意見交換や討論を行う。

事前事後の学習

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

セミナーⅢｂ



授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

事前学習： 事前に授業内のおおよそのタイムテーブルや内容を提示するので確認しておくこと。報告者はパワー
ポイントの準備を必ずして授業に臨むこと。一人あたりの報告回数については、リサーチプロジェクトの進捗に
関する報告が3回、リサーチプロジェクトの最終報告が1回を予定している。報告については準備の時間がかかる
と思うので、計画的に進めていくよう心掛けること。事前学習にかかる目安の時間は各回二時間程度とする。
事後学習：授業内で取り扱った内容については、事後に復習をしておくこと。学習時間の目安は二時間程度とす
る。

課題に対するフィードバックの方法

授業時間内の報告については、その場でフィードバックを行う。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

50

10

0

40

0

評価方法・割合

授業への取り組み、グループへの貢献、授業ノート

リサーチへの取り組み

報告資料

評価対象となる到達目標

1、2、3

2、3

2、3

テキスト トイアンナ『改訂版　確実内定―就職活動が面白いほどうまくいく』KADOKAWA、2021年。

参考書 必要に応じて授業内で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 報告者は責任を持って準備を行い、発表をするようにしてください。
授業内で積極的に発言することを心掛けてください。

セミナーⅢｂ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16306823

セミナーⅢｂ

藤澤　宜広

藤澤　宜広

3年

授業の目的・概要

本セミナーでは、経済について幅広く学び、４年次に作成する卒業研究のテーマを設定することを目標としま
す。私たちの生活が経済とどのように結びついているのか、実際の経済がどのように行われているのかなど、身
近な題材だけでなく、経済の歴史的展開や経済をめぐる理論など、学術的な観点からも経済について学んでいき
ます。
具体的には、経済に関する基本文献の輪読や新聞記事の要約などを通じて経済に関する基礎知識を習得します。
さらに、経済に関する社会見学やフィールドワークを実施するなど、理論的、実践的に経済に関する問題意識を
深めていきます。

到達目標

1．解決すべき問題を発見する方法を実践することができる
2．課題解決に必要な調査を行うことができる。
3．調査結果を発表することができる。

授業計画

【第01回】　フィールドワーク：フィールドワークの事前準備
【第02回】　（共通）SPI模試：SPI模試の実施
【第03回】　フィールドワーク：フィールドワーク報告
【第04回】　フィールドワーク：フィールドワーク報告
【第05回】　研究計画の作成：独自テーマの研究計画作成（１）
【第06回】　研究計画の作成：独自テーマの研究計画作成（２）
【第07回】　研究計画の作成：独自テーマの研究計画作成（３）
【第08回】　研究計画の作成：独自テーマの研究計画作成（４）
【第09回】　リサーチプロジェクトⅢ：ゼミ内報告（１）
【第10回】　リサーチプロジェクトⅢ：ゼミ内報告（２）
【第11回】　リサーチプロジェクトⅢ：ゼミ内報告（３）
【第12回】　リサーチプロジェクトⅢ：ゼミ内報告（４）
【第13回】　（合同）リサーチプロジェクトIII：研究テーマ発表会：ポスター発表
【第14回】　卒業研究テーマの選定：卒業研究テーマの発表・討論・質疑応答
【第15回】　卒業研究テーマの選定：卒業研究テーマの発表・討論・質疑応答

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

授業（１回につき２時間として計算）と事前事後のあわせて１単位あたり４５時間が必要です。各回を通じて、
【事前】資料に目を通し、重要事項を把握しておく。またわからない内容については質問できるように準備して
おく。
【事後】授業中に学んだ内容の要点、感想、わからない内容を記録しておく。
その他、他の人の発表をよく理解するようにしましょう。また予習も重要ですが、復習により時間を割きましょ
う。

課題に対するフィードバックの方法

授業の中で確認し、理解を深めます。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点以上を合格とし、所定の単位を認定する。正当な理由のな
い欠席4回以上または課題未提出の場合は「K」評価とする。

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 2単位

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

評価割合
（％）

60

0

0

40

評価方法・割合

授業の感想文（10）、小テスト（30）、授業内課題（20）

課題レポート（40）

評価対象となる到達目標

1、2

2、3

実務家教員による授業 －

セミナーⅢｂ



その他 0

テキスト 特定のテキストは指定しない。

参考書 必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 経済学関連科目

セミナーⅢｂ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16306824

セミナーⅢｂ

外島　健嗣

外島　健嗣

3年

授業の目的・概要

セミナーⅢaで身に付けた能力を活用して、各担当教員のもとで、研究テーマの基礎知識を確認するとともに、高
い専門性を身につける。研究テーマがグローバルに進展するビジネス社会において、どのような意義があり、今
後どのように発展するかを見極めることに主眼が置かれ、経営経済学部としての卒業研究に拡充していくことが
目的の一つである。

到達目標

１．金融や経済に関する基礎知識を身に着けることができる。
２．自分の考えを表現し、他人とディスカッションできる。
３．複数の学生と協力しあいながら、レポートを作成できる。

授業計画

【第1回】日経ＳＴＯＣＫリーグのテーマ提案：レポートテーマを出し合う
【第2回】日経ＳＴＯＣＫリーグのテーマ決定：レポートテーマを決定する
【第3回】ポートフォリオ学習：テーマに沿った銘柄を選択
【第4回】企業分析（１）：設定テーマに関連する企業分析
【第5回】企業分析（２）：設定テーマに関連する企業分析
【第6回】レポート作成（１）：テーマに沿ったレポート作成
【第7回】レポート作成（２）：テーマに沿ったレポート作成
【第8回】レポート作成（３）：テーマに沿ったレポート作成
【第9回】ポートフォリオ投資：日経STOCKリーグの仮想投資を実施
【第10回】レポート作成（４）：テーマに沿ったレポート作成
【第11回】リサーチプロジェクトIII：研究テーマ発表会準備：発表ポスター作成（１）
【第12回】リサーチプロジェクトIII：研究テーマ発表会準備：発表ポスター作成（２）
【第13回】（合同）リサーチプロジェクトIII・研究テーマ発表会：各分野に別れ、ポスター発表を実施する
【第14回】卒業論文について：卒業論文について説明（１）
【第15回】卒業論文について：卒業論文について説明（２）

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

授業（1回について2時間として計算）と事前事後のあわせて1単位当たり４５時間が必要です。
【第1回】
事前学修課題：株式市場の動向をみておく　2.0時間　
事後学修課題：投資対象銘柄を考えておく　2.0時間
【第2回】
事前学修課題：株式市場の動向をみておく　2.0時間　
事後学修課題：投資対象銘柄を考えておく　2.0時間
【第3回】
事前学修課題：投資対象銘柄を考えておく　2.0時間
事後学修課題：対象銘柄について調べておく　2.0時間
【第4回】
事前学修課題：対象企業について調べておく　2.0時間
事後学修課題：対象企業の内容をまとめておく　2.0時間
【第5回】
事前学修課題：対象企業について調べておく　2.0時間
事後学修課題：対象企業の内容をまとめておく　2.0時間
【第6回】
事前学修課題：担当箇所を調べておく　2.0時間
事後学修課題：担当箇所をまとめておく　2.0時間
【第7回】
事前学修課題：担当箇所を調べておく　2.0時間
事後学修課題：担当箇所をまとめておく　2.0時間
【第8回】
事前学修課題：担当箇所を調べておく　2.0時間
事後学修課題：投資決定銘柄への投資金額を考えておく　2.0時間
【第9回】
事前学修課題：投資金額を確定しておく　2.0時間
事後学修課題：参考資料の収集　2.0時間
【第10回】

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

セミナーⅢｂ



事前学修課題：発表に向け各自の準備をする　2.0時間
事後学修課題：発表に向け各自の準備をする　2.0時間
【第11回】
事前学修課題：発表に向け各自の準備をする　2.0時間
事後学修課題：発表に向け各自の準備をする　2.0時間
【第12回】
事前学修課題：ポスターの最終チェックをしておく　2.0時間
事後学修課題：発表時に受けた質問や回答をまとめておく　2.0時間
【第13回】
事前学修課題：卒業論文のテーマを考えておく　2.0時間
事後学修課題：卒業論文のテーマを考えておく　2.0時間
【第14回】
事前学修課題：卒業論文のテーマを考えておく　2.0時間
事後学修課題：卒業論文のテーマを考えておく　2.0時間
【第15回】
事前学修課題：卒業論文のテーマを考えておく　2.0時間
事後学修課題：卒業論文のテーマを考えておく　2.0時間

課題に対するフィードバックの方法

作成したレポートを添削し返却する。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示すとおり、授業時間内に実施する課題・レポートの評価結果に基づき総合的に判定のうえ、60点以上を
合格とし、所定の単位を認定する。
正当な理由のない欠席４回以上、またはレポート課題を未提出の場合、評価の対象とせず「K」評価とする。
（共通）リサーチプロジェクトIIIの発表をしない、あるいは合格基準に達していない場合、単位取得を認めな
い。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

60

10

0

30

0

評価方法・割合

日経STOCKリーグ（リサーチプロジェクトⅢ）への積極的な
関与、ゼミ内発表及び代表者発表会での発表等を評価

日経STOCKリーグのレポート、リサーチプロジェクトの作成

日経STOCKリーグのレポート及びリサーチプロジェクトⅢの
レポート提出

評価対象となる到達目標

１,２

2,３

1，2．3

テキスト テキストなし。外部団体から助成金が貰えればそれで購入し、配布します。

参考書 講義中、適宜紹介します。

履修条件・他の科目との関連 国際金融論、経済ファイナンス論を履修すること

セミナーⅢｂ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16306825

セミナーⅢｂ

村上　敬進

村上　敬進

3年

授業の目的・概要

行動経済学を利用して様々な社会課題や身近な問題を解明し、解決策を考えるゼミです。前期の先行研究の調
査、アンケート方法の勉強、データ解析の勉強を前提として、リサーチプロジェクトⅢでの発表資料完成に向
かって更に勉強を進めます。そしてその成果を4年ゼミの卒論の勉強に繋げていきます。セミナーでは個人発表、
グループ発表が設けられています。仲間と協力して積極的に勉強しましょう。
　この授業は経済学科の卒業認定・学位授与の方針の総合的な学修経験と創造的思考力と関連しており、地域社
会の諸問題を「その背景も含めて論理的に説明でき、自らの属する組織や地域社会に貢献」できるようになるた
めの科目です。

到達目標

１．行動経済学を用いて社会課題の解決を研究できる
２．個人発表、グループでの発表を適切にできる

授業計画

第1回目　プレアンケートの結果の検証
第2回目　グループごとの仮説の再検討
第3回目　仮説定立のための更なる文献調査
第4回目　先行研究の調査の発表
第5回目　グループごとに仮説を再定立する
第6回目　調査票の作成
第7回目　アンケート結果の集計・整理
第8回目　統計解析
第9回目　分析結果の考察　先行研究との相違
第10回目　分析結果をレポートに整理する
第11回目　グループ発表
第12回目　分析結果を用いて発表資料の作成
第13回目　発表資料の作成
第14回目　ゼミ内発表会
第15回目　経済学科発表会

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

第1回目
【事前】プレアンケートの結果を各個人で整理する
【事後】プレアンケートの結果を復習する
第2回目
【事前】仮説を各個人で考える
【事後】グループごとの仮説の再検討を復習する
第3回目
【事前】仮説定立のための文献調査を各自で行う
【事後】ゼミでの成果を整理する
第4回目
【事前】発表資料をグループで作成する
【事後】発表後に改善できる箇所を改善する
第5回目
【事前】仮説定立のための勉強を各個人で行う
【事後】グループごとに仮説を確定する
第6回目
【事前】調査票をグループで作成する
【事後】ゼミでの成果を反映させる
第7回目
【事前】アンケートの準備をする
【事後】アンケート結果の集計・整理をゼミ後に進める
第8回目
【事前】統計解析を各グループで進める
【事後】ゼミの成果を反映させ統計解析を進める
第9回目
【事前】分析結果をレポートにまとめる
【事後】ゼミの成果を反映させる

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

セミナーⅢｂ



第10回目
【事前】分析結果をレポートにまとめる
【事後】ゼミの成果を反映させる
第11回目
【事前】グループ発表の準備をする
【事後】発表後に改善可能な個所を改善する
第12回目
【事前】改善版の発表資料を準備する
【事後】ゼミの成果を反映させる
第13回目
【事前】改善版の発表資料を準備する
【事後】ゼミの成果を反映させる
第14回目
【事前】発表会の準備をする
【事後】発表会後に最後の修正をする
第15回目
【事前】発表の練習をする
【事後】卒論に繋げるまとめをする

課題に対するフィードバックの方法

セミナーの時間、オフィスアワーの時間等で、課題に対する助言を行っていきます。

成績評価の方法・基準（方針）

セミナー内の発表および勉強に対する積極性から総合的に評価します。
以下に示す通り、授業時間内での勉強姿勢とレポート課題の評価結果に基づき総合的に判定の上、60点以上を合
格とし、所定の単位を認定する。正当な理由のない欠席4回以上またはレポート課題未提出の場合、評価の対象と
せず、「K」評価とする。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

50

50

0

0

0

評価方法・割合

セミナーでの勉強姿勢（事前学習と事後学習）、仲間との
グループワークの取組

個人発表のレポートおよびグループ発表のレポートの内
容・レベル

評価対象となる到達目標

1,2

1,2

テキスト テキストの指定はしません。資料を配布します。

参考書 セミナー内で資料配布を行う。

履修条件・他の科目との関連 経済学分野、経営学分野などを幅広く履修してください。
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授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16306827

セミナーⅢｂ

三輪　淳之

三輪　淳之

3年

授業の目的・概要

本セミナーではセミナーⅢaで習得した知識を前提に、そして、実際に取り組んだプロジェクトをもとに、企業・
行政などが手を組んで地域活性を目的とした「プロジェクト型地域活性」の事例に取り組む。
プロジェクトを実際に遂行するに際し、都度の状況に応じた内容の見直しや変更をおこなうとともに、内部・外
部当事者との折衝もしてもらい、「実践」を経験することで、企業人や公務員等の公共人材になった際に活かす
ことができる交渉スキルや組織を超えたコラボレーションの際に留意すべき視点などを身につけることを狙いと
する。
担当教員が長年に亘り、企業において「法務」業務に従事してきた経験をもとに、実務家教員として、実際に経
験した身近な実例を取り入れながら概説し、双方向授業の形式で学び、自らの頭で思考して意見を出すことを促
すことによって、産・官・学連携等のあり方も含めて検討し、実践的な学びの場としたい。
授業では質問や意見表明など、積極的に発言をすることが望ましい。
・担当教員の、企業における国際法務部門での３０余年に亘る国内・海外駐在での実務家としての経験もいかし
て、受講生の皆さんが社会に出ていく際の実学的　
　見地からの対応をおこないます。
・日本のみならず海外も含めた企業や行政のあり方にも関心を有する学生を歓迎しますとともに、企業での採用
面接官の経験を有する立場の教員の目線により、
　就職活動及び社会に出ていく際に役立つ実践的内容としていくようにします。

到達目標

１．組織運営やプロジェクト構想等にまつわる法知識や基本的留意点などの基本が理解できている。
２．決定されたプロジェクトへの積極的参画を通じて実践力を身につける。
３．事例分析能力や交渉力、プレゼンテーション能力等を習得する。

授業計画

＊プロジェクトの進捗やゼミ生の要望等も勘案して柔軟に対応していくようにします。
　下記のプログラムに加え、就職活動についてのプログラ及びノウハウの伝授当も随時とり入れるようにしま
す。
第1回；ガイダンス
第2回；セミナーⅢaの復習①
第4回；セミナーⅢaの復習②　
第5回；セミナーⅢaで実施のプロジェクトについての継続活動構想の企画・立案（１）
　　　・ディスカッションもとり入れながらの学生による主体的参画による双方向でのアクティブラーニング
第6回；プロジェクト（含．外部イベント等）構想についての企画・構想の立案（２）
第7回；プロジェクト（含．外部イベント等）構想についてのグループによる発表
第8回；プロジェクト当事者(国土交通省等)との協議、内容調整
第9回；プロジェクト当事者(国土交通省等)との協議、内容調整
第10回；プロジェクト当事者との協議を経て内容確定
第11回；プロジェクト実施に向けたアクション計画策定
第12回；プロジェクト実施のアクションと実践
第12回；卒論の進め方について・卒論テーマ決め①
第13回；卒論テーマ決め②
第14回；卒論テーマ発表
第15回；振り返り、まとめ
　　　　 本授業で学んだ点についての整理をおこなう。

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

・セミナーⅢaで習得した内容を自分で整理・理解をし、実践に活かせるようにしておく。
    セミナーで触れた内容については学生を指名して回答を求めることもある。
・プロジェクトの実際のアクションや参画については、授業外での実施や打ち合わせなどを行う必要となる場合
がある。

課題に対するフィードバックの方法

毎回の授業時に教員からフィードバックを行うことを基本とする。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示すとおり、課題内容の理解、課題発表の達成度、議論参加、授業への取り組み姿勢等を総合的に判定の
うえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 〇
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正当な理由なく4回以上の欠席の場合、評価の対象とせず、「K」評価とする。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

50

50

0

0

0

評価方法・割合

授業内での取り組み姿勢、議論参加への積極性及びプ
ロジェクト参画の積極性やリーダーシップ

プロジェクトの発表内容、レベル、成果及びセミナーイベン
ト等への参画に関する積極性

評価対象となる到達目標

1, 2

1, 2

1, 2

テキスト 必要に応じて授業の中で適宜指示する。

参考書 必要に応じて授業の中で適宜指示する。

履修条件・他の科目との関連 学生の皆さんが将来的に社会に出ていって、企業や公務員の組織の一員となる際のポイントや留意
事項を学びたい人を歓迎します。
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授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16306828

セミナーⅢｂ

早川　公

早川　公

3年

授業の目的・概要

本セミナー（ゼミ）のモットーは、「動きながら考えられる」そして「他者と共につくる能力」をもつ人間を育
てることです。ゼミでは、地域みらいづくりコースのサブセミナーのプログラムと連動しながら、ゼミ生の主体
性を大切にした実践型・プロジェクト型の演習形式で進めます。
論文・本も読みながら、何より現場（フィールド）にねざして、現場から考える時間を重視します。

ゼミは、お互いが学び合い研鑽する場と考えます。わたしもゼミの一員です。一緒に〈地域〉と〈自分〉の〈み
らい〉をつくりましょう。

到達目標

1. ありうべき未来を探究するための基本的な知識・技法・態度を身につけている
2. 他者と調和してプロジェクトを進められる
3. 臨機応変に行動・思考することができる

授業計画

第1回：オリエンテーション＆マインドセット
第2回：ゼミPBL
第3回：ゼミPBL
第4回：ゼミPBL
第5回：ゼミPBL
第6回：ゼミPBL
第7回：ゼミPBL
第8回：ゼミPBL
第9回：ゼミPBL
第10回：ゼミPBL
第11回：ゼミPBL
第12回：ゼミPBL
第13回：リサーチプロジェクトⅢ発表
第14回：リサーチプロジェクトⅢゼミ内発表
第15回：リサーチプロジェクトⅢ全体発表会＆振り返り

※その他、キャリアサポートセンター主催のキャリア講座等学部全体のメニューが入ることがあります。
授業計画はゼミ生の興味・関心に応じて柔軟に変更します。

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

ゼミ内の学びにおける主な事前・事後学習は次の通りです。

■論文輪読
事前学修：指定された論文を読む。また発表者はレジュメを作成すること。
事後学修：ディスカッションを通じて新たに生じた疑問や課題を自身で調べること。また、振り返りを実施する
こと

■PBL
事前学修：前の週に確認したタスクについてグループで分担を決めアクションすること
事後学修：ディスカッションを通じて新たに生じた疑問や課題を自身で調べること。また、振り返りを実施する
こと

■リサーチプロジェクト
事前学修：発表の準備をすること。
事後学修：発表の内容をブラッシュアップすること

課題に対するフィードバックの方法

提出された草稿は朱入れして返却します。振り返りにもコメントします。
また随時、研究や進路の相談に応じます。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －
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ただし、3回以上欠席した場合は単位を認められない。
（無断欠席は2回で不可とする。）

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

60

20

0

20

0

評価方法・割合

プロジェクトへの参加状況（30）、各課題の取組み（30）

グループウェアへの応答（20）

リサーチプロジェクトの質（20）

評価対象となる到達目標

1、2、3

2、3

1

テキスト テキストを使用しない

参考書 必要に応じて授業の中で紹介します。

履修条件・他の科目との関連 地域創造演習Ⅰ～Ⅳは合わせて受講してください。
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授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16306829

セミナーⅢｂ

花木　完爾

花木　完爾

3年

授業の目的・概要

本演習では、これから大学で勉強を始めるみなさんに大学での勉強の仕方、情報や資料の探し方、レジュメの作
り方、議論の仕方など、卒業論文を書く、あるいは社会へ出るうえで最も基本的なことを身につけてもらいま
す。
具体的には、受講生の興味に合わせたジャンルの歴史関連の新書を共同で読みます。社会の問題に対処するため
に必要なのは読解力と批判力です。まずは文献を読み、この力を養います。
主体的な学びとして、本セミナーの口頭報告のためには対象文献の読解、要約が必要です。まとめた成果をレ
ジュメにまとめ、他のメンバーの報告には必ず質問やコメントすることを求めます。また、主体的に研究テーマ
を決定することが必要です。

到達目標

1.新書の一部を読んで要約を記述できる。
2.新書の内容を説明できる。
3.新書の結論あるいは内容に対して疑問点を提示できる。

授業計画

【第1回】
セミナー3a課題、期末にむけての調査の方向性を報告
【第2回】
第3回、第4回の報告資料作成
【第3回】
個別報告1
【第4回】
個別報告2
【第5回】
第6回、第7回の報告資料作成
【第6回】
個別報告3
【第7回】
個別報告4
【第8回】
第9回、第10回の中間報告資料作成 
【第9回】
中間報告会1
【第10回】
中間報告会2
【第11回】
期末報告にむけた文書作成1
【第12回】
期末報告にむけた文書作成2
【第13回】
期末報告にむけた文書作成3
【第14回】
期末報告1
【第15回】
期末報告2

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

【第1回】
①事前学修課題：自己紹介文を考えてくること。自己紹介は名前、最近興味を覚えたこと調べたいことについ
て、就職など将来の目標について。1時間
②事後学修課題：みんなでよむ文献をサンプルで紹介しますので、どの分野の文献を読みたいのか考えること。2
時間
【第2回】
①事前学修課題：レジュメ、レポートの書き方レジュメを事前配布しますので読んでくること。1時間
②事後学修課題：レジュメを復習してくること。1時間
【第3回】
①事前学修課題：どの分野のどのような新書を読みたいのか、考えてくること。1時間

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

セミナーⅢｂ



②事後学修課題：新書を確保し、ひととおり目を通すこと。2.5時間
【第4回】
①事前学修課題：テキスト発表担当者は報告資料を作成し、他の学生は該当箇所を読んでくること。そして内容
への発言を一つは考えてくること。2.5時間
②事後学修課題：発表担当者は当日できた質問疑問をWORDにまとめること。他の学生は発表者の良かった点を
ノートしておくこと。1.5時間
【第5回】
①事前学修課題：テキスト発表担当者は報告資料を作成し、他の学生は該当箇所を読んでくること。そして内容
への発言を一つは考えてくること。2.5時間
②事後学修課題：発表担当者は当日できた質問疑問をWORDにまとめること。他の学生は発表者の良かった点を
ノートしておくこと。1.5時間
【第6回】
①事前学修課題：テキスト発表担当者は報告資料を作成し、他の学生は該当箇所を読んでくること。そして内容
への発言を一つは考えてくること。2.5時間
②事後学修課題：発表担当者は当日できた質問疑問をWORDにまとめること。他の学生は発表者の良かった点を
ノートしておくこと。1.5時間
【第7回】
①事前学修課題：テキスト発表担当者は報告資料を作成し、他の学生は該当箇所を読んでくること。そして内容
への発言を一つは考えてくること。2.5時間
②事後学修課題：発表担当者は当日できた質問疑問をWORDにまとめること。他の学生は発表者の良かった点を
ノートしておくこと。1.5時間
【第8回】
①事前学修課題：各自が前4回で得られた結論、今後、質問疑問点にどう答え調べていくか、報告資料にまとめる
こと。また、前4回の発表の中で、誰の報告がどの点で良かった点を一つコメントする準備をすること。2.5時間
②事後学修課題：次回以降調査する文献を検討すること。1.5時間
【第9回】
①事前学修課題：テキスト発表担当者は報告資料を作成し、他の学生は該当箇所を読んでくること。そして内容
への発言を一つは考えてくること。2.5時間
②事後学修課題：発表担当者は当日できた質問疑問をWORDにまとめること。他の学生は発表者の良かった点を
ノートしておくこと。1.5時間
【第10回】
①事前学修課題：テキスト発表担当者は報告資料を作成し、他の学生は該当箇所を読んでくること。そして内容
への発言を一つは考えてくること。2.5時間
②事後学修課題：発表担当者は当日できた質問疑問をWORDにまとめること。他の学生は発表者の良かった点を
ノートしておくこと。1.5時間
【第11回】
①事前学修課題：テキスト発表担当者は報告資料を作成し、他の学生は該当箇所を読んでくること。そして内容
への発言を一つは考えてくること。2.5時間
②事後学修課題：発表担当者は当日できた質問疑問をWORDにまとめること。他の学生は発表者の良かった点を
ノートしておくこと。1.5時間
【第12回】
①事前学修課題：テキスト発表担当者は報告資料を作成し、他の学生は該当箇所を読んでくること。そして内容
への発言を一つは考えてくること。2.5時間
②事後学修課題：発表担当者は当日できた質問疑問をWORDにまとめること。他の学生は発表者の良かった点を
ノートしておくこと。1.5時間
【第13回】
①事前学修課題：テキスト発表担当者は報告資料を作成し、他の学生は該当箇所を読んでくること。そして内容
への発言を一つは考えてくること。2.5時間
②事後学修課題：発表担当者は当日できた質問疑問をWORDにまとめること。他の学生は発表者の良かった点を
ノートしておくこと。1.5時間
【第14回】
①事前学修課題：テキスト発表担当者は報告資料を作成し、他の学生は該当箇所を読んでくること。そして内容
への発言を一つは考えてくること。2.5時間
②事後学修課題：発表担当者は当日できた質問疑問をWORDにまとめること。他の学生は発表者の良かった点を
ノートしておくこと。1.5時間
【第15回】
①事前学修課題：テキスト発表担当者は報告資料を作成し、他の学生は該当箇所を読んでくること。そして内容
への発言を一つは考えてくること。2.5時間
②事後学修課題：発表担当者は当日できた質問疑問をWORDにまとめること。他の学生は発表者の良かった点を
ノートしておくこと。1.5時間

課題に対するフィードバックの方法

口頭報告に対しては、学生と教員が質疑を行い、アドバイスをする。また作成したレジュメについても、よりよ
い形になるように指導し、評価する。
また、日常的な疑問に関しては応対するメールアドレスを公開する。

成績評価の方法・基準（方針）

議論への参加状況をふまえて平常点をつける。これが成績評価の60％を占める。残りの40％は、期末にまとめた
報告書に基づき評価する。

成績評価の種類

授業内での評価

評価割合
（％）

40

評価方法・割合

自身の報告準備がきちんとできている。

評価対象となる到達目標

1,2,3

セミナーⅢｂ



授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

0

0

60

0

聞き手にわかりやすいレジュメが作成できる。
聞き手にわかりやすい口頭報告ができる。
積極的に議論をリードしている。
質疑応答に対して適切に対応できる。

課題を明確に設定できている。
先行研究を調べられている。
内容が適切に説明できている。

1,2,3

テキスト 必要に応じて授業の中で紹介する。

参考書 村上紀夫『歴史学で卒業論文を書くために』創元社、2019年
ISBN-13 : 978-4422800417、1,430円

履修条件・他の科目との関連 積極的に議論に参加し、発言することが大切である。それぞれのリーダーシップに期待する。
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授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16306831

セミナーⅢｂ

湯浅　孝康

湯浅　孝康

3年

授業の目的・概要

本セミナーでは、自治体をめぐる課題を解決するための政策についての研究を行う。残念ながら、地域独自の課
題を詳細に分析したうえで、地域ごとの特色のある政策を立案する自治体がほとんどではない。そればかりか、
全国どこでも通用するような画一的な政策が立案・実施される場合もある。他方、地域課題は多様であり、市民
のニーズも地域ごとによってさまざまである。本セミナーでは、参加者自らの発想で地域の構造や特性、資源、
また地域活動の担い手の特性を分析したうえで地域の本質的な課題を見出し、その課題を解決するためにどのよ
うな政策が実施できるか、既に実施されている政策をどう改善すればよいか、具体的な案にまとめることを最終
目標（セミナーⅣbの目標）とする。これを踏まえ、セミナーⅢbでは、セミナーⅢaで得たさまざまな調査手法や
スキルを習得・活用しながら、研究対象とする地域を選定・分析する。なお、授業の進行にあたっては、担当教
員が市役所で10年間勤務した経験をもとに、実務家教員としてより実現可能性・有効性の高い政策にするための
知識と知恵を適宜提示してゆく。

到達目標

1.自治体の政策に関する基礎的な知識や考え方を理解できている
2.自治体の政策に対して関心や疑問を持ち、具体的事例を調べ、自らの言葉で説明できる
3.自治体の政策について自らの考えに基づき、論理的な文章を書くことができる

授業計画

【第01回】ガイダンス
【第02回】研究テーマの検討
【第03回】研究対象地域の選定
【第04回】分析手法の検討
【第05回】分析のための情報の収集と整理(1)
【第06回】分析のための情報の収集と整理(2)
【第07回】分析のための情報の収集と整理(3)
【第08回】分析結果の検討(1)
【第09回】分析結果の検討(2)
【第10回】分析結果の検討(3)
【第11回】分析結果のまとめ(1)
【第12回】分析結果のまとめ(2)
【第13回】分析結果のまとめ(3)
【第14回】分析結果のプレゼンテーション
【第15回】まとめとふりかえり

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

事前の調査とまとめ、事後のふりかえり（配布資料の読み返し、調査データの整理、報告発表の準備等）をあわ
せ、少なくとも3時間以上の学習が必要となる。

課題に対するフィードバックの方法

フィードバックとして授業中の発表等に対するコメントや修正事項をその場や事後において随時実施する。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示す評価方法により総合的に判定したうえ、所定の単位を認定する。ただし、特段の事情がなく5回以上欠
席した者、無断欠席が目立つ者、分析結果のプレゼンテーションをしない者、プレゼンテーションが合格基準に
達していないと認められる者は「K」とする。

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 2単位

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

評価割合
（％）

40

0

0

60

評価方法・割合

受講態度や調査・報告内容の充実度など（40）

リサーチプロジェクトⅢ（60）

評価対象となる到達目標

1,2

1.2.3

実務家教員による授業 〇

セミナーⅢｂ



その他 0

テキスト テキストを使用しない。

参考書 セミナー時に指示する。

履修条件・他の科目との関連 身の回りの地域課題に対する自らの「気づき（興味・関心）」を、仲間との「築く（解決策の立案）」作
業に昇華させていきたい前向きな方や、将来公務員を目指す方の受講を歓迎する。なお、日々の
新聞には目を通す習慣をつけておくこと。また、長期休暇中に、大学生の政策コンペやフィールドワー
クなどへの参加を求める場合があるので留意すること。

セミナーⅢｂ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16306922

セミナーⅣａ

外島　健嗣

外島　健嗣

4年

授業の目的・概要

大学生の集大成として、「学士（経済学）」の学位に相応しい卒業論文を作成し報告すること。

到達目標

１．金融や経済に関する基礎的な知識を習得できる。
２．自分の考えを表現し、他人とでディスカッションできる。
３．自ら考えたテーマで論文を作成できる。

授業計画

【第1回】概要報告：卒論概要報告
【第2回】概要報告（２）：卒論の概要報告
【第3回】概要報告（３）：卒論の概要報告
【第4回】目次発表：卒論の目次案を発表
【第5回】目次修正：卒論の目次修正案を発表
【第6回】「起」章報告（１）：卒論１章報告
【第7回】「起」章報告（２）：卒論１章報告
【第8回】「起」章修正報告（１）：卒論１章報告
【第9回】「起」省修正報告（２）：卒論１章報告
【第10回】「承」章報告（１）：卒論２章報告
【第11回】「承」章報告（２）：卒論２章報告
【第12回】「承」章修正報告（１）：卒論２章報告
【第13回】「承」章修正報告（２）：卒論２章報告
【第14回】「転」章の構想報告（１）：卒論３章構想報告
【第15回】「転」章の構想報告（２）：卒論３章構想報告

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

【第1回】
事前学修課題：日本経済新聞を読み、月～金曜の22時から7Chで放送されているＷＢＳをみて、金融市場の動向を
みておく。　2.0時間
事後学修課題：卒業論文の作成　2.0時間
【第2回】
事前学修課題：日本経済新聞を読み、月～金曜の22時から7Chで放送されているＷＢＳをみて、金融市場の動向を
みておく。　2.0時間
事後学修課題：卒業論文の作成　2.0時間
【第3回】
事前学修課題：日本経済新聞を読み、月～金曜の22時から7Chで放送されているＷＢＳをみて、金融市場の動向を
みておく。　2.0時間
事後学修課題：卒業論文の作成　2.0時間
【第4回】
事前学修課題：日本経済新聞を読み、月～金曜の22時から7Chで放送されているＷＢＳをみて、金融市場の動向を
みておく。　2.0時間
事後学修課題：卒業論文の作成　2.0時間
【第5回】
事前学修課題：日本経済新聞を読み、月～金曜の22時から7Chで放送されているＷＢＳをみて、金融市場の動向を
みておく。　2.0時間
事後学修課題：卒業論文の作成　2.0時間
【第6回】
事前学修課題：日本経済新聞を読み、月～金曜の22時から7Chで放送されているＷＢＳをみて、金融市場の動向を
みておく。
事後学修課題：卒業論文の作成
【第7回】
事前学修課題：日本経済新聞を読み、月～金曜の22時から7Chで放送されているＷＢＳをみて、金融市場の動向を
みておく。　2.0時間
事後学修課題：卒業論文の作成　2.0時間
【第8回】
事前学修課題：日本経済新聞を読み、月～金曜の22時から7Chで放送されているＷＢＳをみて、金融市場の動向を
みておく。　2.0時間
事後学修課題：卒業論文の作成　2.0時間

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

セミナーⅣａ



【第9回】
事前学修課題：日本経済新聞を読み、月～金曜の22時から7Chで放送されているＷＢＳをみて、金融市場の動向を
みておく。　2.0時間
事後学修課題：卒業論文の作成　2.0時間
【第10回】
事前学修課題：日本経済新聞を読み、月～金曜の22時から7Chで放送されているＷＢＳをみて、金融市場の動向を
みておく。　2.0時間
事後学修課題：卒業論文の作成　2.0時間
【第11回】
事前学修課題：日本経済新聞を読み、月～金曜の22時から7Chで放送されているＷＢＳをみて、金融市場の動向を
みておく。　2.0時間
事後学修課題：卒業論文の作成　2.0時間
【第12回】
事前学修課題：日本経済新聞を読み、月～金曜の22時から7Chで放送されているＷＢＳをみて、金融市場の動向を
みておく。　2.0時間
事後学修課題：卒業論文の作成　2.0時間
【第13回】
事前学修課題：日本経済新聞を読み、月～金曜の22時から7Chで放送されているＷＢＳをみて、金融市場の動向を
みておく。　2.0時間
事後学修課題：卒業論文の作成　2.0時間
【第14回】
事前学修課題：日本経済新聞を読み、月～金曜の22時から7Chで放送されているＷＢＳをみて、金融市場の動向を
みておく。　2.0時間
事後学修課題：卒業論文の作成　2.0時間
【第15回】
事前学修課題：日本経済新聞を読み、月～金曜の22時から7Chで放送されているＷＢＳをみて、金融市場の動向を
みておく。　2.0時間
事後学修課題：卒業論文の作成　2.0時間

課題に対するフィードバックの方法

提出された課題を添削し返却する。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示すとおり、授業時間内に実施する課題・レポートの評価結果に基づき総合的に判定のうえ、60点以上を
合格とし、所定の単位を認定する。
正当な理由のない欠席４回以上、またはレポート課題を未提出の場合、評価の対象とせず「K」評価とする。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

50

20

0

30

0

評価方法・割合

卒業論文のテーマ及び概要発表

卒業論文への取り組み姿勢

卒業論文中間発表原稿提出

評価対象となる到達目標

１,２,３

2，3

1，2，3

テキスト テキストなし

参考書 参考書 : 必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 新聞（日経新聞など）やＴＶニュース（ＰＭ10時からのワールド・ビジネス・サテライトなど）で,金融・証
券市場を中心としたビジネスに関する報道に毎日接すること。

セミナーⅣａ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16306923

セミナーⅣａ

早川　公

早川　公

4年

授業の目的・概要

本セミナー（ゼミ）のモットーは、「動きながら考えられる」そして「他者と共につくる能力」をもつ人間を育
てることです。ゼミでは、地域みらいづくりコースのサブセミナーのプログラムと連動しながら、ゼミ生の主体
性を大切にした実践型・プロジェクト型の演習形式で進めます。
論文・本も読みます、何より現場（フィールド）にねざして、現場から考える時間を重視します。

ゼミは、お互いが学び合い研鑽する場と考えます。わたしもゼミの一員です。一緒に〈地域〉と〈自分〉の〈み
らい〉をつくりましょう。

到達目標

1. ありうべき未来を探究するための基本的な知識・技法・態度を身につけている
2. 他者と調和してプロジェクトを進められる
3. 臨機応変に行動・思考することができる

授業計画

第1回：オリエンテーション＆マインドセット
第2回：卒論テーマ設定：質問で問いを深めるワーク①
第3回：卒論テーマ設定：質問で問いを深めるワーク②
第4回：卒論テーマ発表
第5回：ゼミPBL
第6回：ゼミPBL
第7回：ゼミPBL
第8回：輪読の方法についての解説
第9回：ゼミPBL
第10回：論文輪読①
第11回：論文輪読②
第12回：論文輪読③
第13回：卒論構想発表①
第14回：卒論構想発表②
第15回：夏休みのアジェンダ設定

授業計画はゼミ生の興味・関心に応じて柔軟に変更します。

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

■論文輪読
事前学修：指定された論文を読む。また発表者はレジュメを作成すること。
事後学修：ディスカッションを通じて新たに生じた疑問や課題を自身で調べること。また、振り返りを実施する
こと

■PBL
事前学修：前の週に確認したタスクについてグループで分担を決めアクションすること
事後学修：ディスカッションを通じて新たに生じた疑問や課題を自身で調べること。また、振り返りを実施する
こと

■構想発表
事前学修：構想発表の準備をすること。
事後学修：構想発表の内容をブラッシュアップすること

課題に対するフィードバックの方法

提出された草稿は朱入れして返却します。振り返りにもコメントします。
また随時、研究や進路の相談に応じます。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
ただし、3回以上欠席した場合は単位を認められない。
（無断欠席は2回で不可とする。）

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

セミナーⅣａ



成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

70

20

0

10

0

評価方法・割合

プロジェクトへの参加状況（30）、ワークの態度（20）、各課
題の取組み（20）

グループウェアへの応答（20）

卒論構想発表の質（10）

評価対象となる到達目標

1、2、3

2、3

1

テキスト テキストを使用しない

参考書 必要に応じて授業の中で紹介する

履修条件・他の科目との関連 セミナーⅢabと連動して実施する可能性があります。

セミナーⅣａ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16306924

セミナーⅣａ

村上　敬進

村上　敬進

4年

授業の目的・概要

行動経済学を利用して様々な社会課題や身近な問題を解明し、解決策を考えるゼミです。銀行のリテールマーケ
ティング、環境を重視する消費者の特徴、ヘルスプロモーション、大学生の選好の調査に基づく商品提案など
を、行動経済学を利用して分析します。また、先行研究の整理だけでなくアンケートやインタビューを行いデー
タ解析の訓練も行います。勉強の成果は後期の卒論発表会で発表し、卒業論文を完成させていきます。セミナー
では個人発表、グループ発表が設けられています。仲間と協力して積極的に勉強しましょう。
　この授業は経済学科の卒業認定・学位授与の方針の総合的な学修経験と創造的思考力と関連しており、地域社
会の諸問題を「その背景も含めて論理的に説明でき、自らの属する組織や地域社会に貢献」できるようになるた
めの科目です。

到達目標

１．行動経済学を用いて社会課題の解決を研究できる
２．個人発表、グループでの発表を適切にできる

授業計画

第1回目　アイスブレーキング、ゼミの目標の確認
第2回目　社会課題の解決（ゼミでの勉強）と就活の関係、レジュメ作成方法、要約方法
第3回目　論文の検索方法、主要な教科書の紹介、各個人でテキストまたは論文探し
第4回目　各個人の読みたい論文をプレゼンする
第5回目　読みたい論文ごとにグループを作る
第6回目　グループごとに先行研究の発表　論文（テキスト）前半
第7回目　論文（テキスト）前半を用いた要約の練習
第8回目　グループごとに先行研究の発表　論文（テキスト）後半
第9回目　論文（テキスト）後半を用いた要約の練習
第10回目　グループごとにその他の先行研究の調査
第11回目　グループ発表
第12回目　グループごとに研究課題の設定
第13回目　インタビュー、アンケートの方法、マナー
第14回目　調査票の作成
第15回目　実際にアンケートをしてみよう！

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

第1回目
【事前】事前公開されたゼミ資料を予習する
【事後】アイスブレーキング、ゼミの目標の復習する
第2回目
【事前】事前公開されたゼミ資料を予習する
【事後】社会課題の解決（ゼミでの勉強）と就活の関係、レジュメ作成方法、要約方法を復習する
第3回目
【事前】事前公開されたゼミ資料を予習する
【事後】各個人でテキストまたは論文探しを進める
第4回目
【事前】プレゼン資料を作成する
【事後】ゼミでの発表後にプレゼンを改善する
第5回目
【事前】グループ分けのための論文を熟読する
【事後】グループで選んだ論文を読む
第6回目
【事前】グループごとに先行研究の前半部分の発表資料を作成する
【事後】発表後に発表資料を改善する
第7回目
【事前】発表資料を適切に要約できているか確認する
【事後】論文（テキスト）前半を用いた要約練習を復習する
第8回目
【事前】グループごとに先行研究の後半部分の発表資料を作成する
【事後】発表後に発表資料を改善する
第9回目
【事前】発表資料を適切に要約できているか確認する

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

セミナーⅣａ



【事後】論文（テキスト）後半を用いた要約練習を復習する
第10回目
【事前】その他の先行研究を選定する
【事後】グループごとにその他の先行研究の調査を更に進める
第11回目
【事前】グループ発表の準備をする
【事後】グループ発表後に発表資料の改善を行う
第12回目
【事前】グループごとの研究課題を各自で検討する
【事後】グループごとに研究課題を決定する
第13回目
【事前】事前公開されたゼミ資料を予習
【事後】インタビュー、アンケートの方法、マナーを復習する
第14回目
【事前】事前公開されたゼミ資料を予習
【事後】調査票の作成
第15回目
【事前】事前公開されたゼミ資料を予習
【事後】実際にアンケートをしてみよう！

課題に対するフィードバックの方法

セミナーの時間、オフィスアワーの時間等で、課題に対する助言を行っていきます。

成績評価の方法・基準（方針）

セミナー内の発表および勉強に対する積極性から総合的に評価します。
以下に示す通り、授業時間内での勉強姿勢とレポート課題の評価結果に基づき総合的に判定の上、60点以上を合
格とし、所定の単位を認定する。正当な理由のない欠席4回以上またはレポート課題未提出の場合、評価の対象と
せず、「K」評価とする。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

50

50

0

0

0

評価方法・割合

セミナーでの勉強姿勢（事前学習と事後学習）、仲間との
グループワークの取組

個人発表のレポートおよびグループ発表のレポートの内
容・レベル

評価対象となる到達目標

1,2

1,2

テキスト テキストの指定はしません。資料を配布します。

参考書 セミナー内で資料配布を行う。

履修条件・他の科目との関連 経済学分野、経営学分野などを幅広く履修してください。

セミナーⅣａ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16306925

セミナーⅣａ

藤澤　宜広

藤澤　宜広

4年

授業の目的・概要

大学生活の集大成として、卒業論文の執筆・報告を行います。卒業論文では、各人、自ら興味・関心のある事柄
について意義のある問題設定を行い、考察を行っていきます。これにより課題解決の一連のプロセスを学ぶこと
ができ、社会に潜む問題解決能力を身につけることができます。また、完成した卒業論文についてパワーポイン
トやレジュメを用いて説明することで、自らの得た知識を他者に発信できるようになります。

到達目標

1．解決すべき問題を発見する方法を実践することができる
2．課題解決に必要な調査を行うことができる。
3．調査結果を発表することができる。

授業計画

【第01回】テーマ：卒業研究に関する事前調査（1）
内容・方法：卒業研究のテーマを選ぶにあたって、関連する先行研究について調べ、まとめる。
【第02回】テーマ：卒業研究に関する事前調査（2）
内容・方法：卒業研究のテーマを選ぶにあたって、関連する先行研究について調べ、まとめる。
【第03回】テーマ：卒業研究に関する事前調査（3）
内容・方法：卒業研究のテーマを選ぶにあたって、関連する先行研究について調べ、まとめる。
【第04回】テーマ：卒業研究に関する事前調査（4）
内容・方法：卒業研究のテーマを選ぶにあたって、関連する先行研究について調べ、まとめる。
【第05回】テーマ：卒業研究のテーマ検討（1）
内容・方法：オリジナリティ、実現可能性を考慮しながら、卒業研究のテーマについて検討する。
【第06回】テーマ：卒業研究のテーマ検討（2）
内容・方法：卒業研究のテーマについて検討する。
【第07回】テーマ：卒業研究のテーマ検討（3）
内容・方法：卒業研究のテーマについて検討する。
【第08回】テーマ：卒業研究のテーマ決定
内容・方法：卒業研究のテーマを確定させる。
【第09回】テーマ：卒業研究（1）
内容・方法：卒業研究に関連した考察を行う。
【第10回】テーマ：卒業研究（2）
内容・方法：卒業研究に関連した考察を行う。
【第11回】テーマ：卒業研究（3）
内容・方法：卒業研究に関連した考察を行う。
【第12回】テーマ：卒業研究（4）
内容・方法：卒業研究に関連した考察を行う。
【第13回】テーマ：卒業研究（5）
内容・方法：卒業研究に関連した考察を行う。
【第14回】テーマ：中間発表会（1）
内容・方法：前回までの成果を発表し、アドバイスを受ける。
【第15回】テーマ：中間発表会（2）
内容・方法：前回までの成果を発表し、アドバイスを受ける。

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

授業（１回につき２時間として計算）と事前事後のあわせて１単位あたり４５時間が必要です。各回を通じて、
【事前】資料に目を通し、重要事項を把握しておく。またわからない内容については質問できるように準備して
おく。
【事後】授業中に学んだ内容の要点、感想、わからない内容を記録しておく。
その他、他の人の発表をよく理解するようにしましょう。また予習も重要ですが、復習により時間を割きましょ
う。

課題に対するフィードバックの方法

授業の中で確認し、理解を深めます。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点以上を合格とし、所定の単位を認定する。正当な理由のな
い欠席4回以上または課題未提出の場合は「K」評価とする。

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

セミナーⅣａ



成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

60

0

0

40

0

評価方法・割合

授業の感想文（10）、小テスト（30）、授業内課題（20）

課題レポート（40）

評価対象となる到達目標

1、2

2、3

テキスト 特定のテキストは指定しない。

参考書 必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 経済学関連科目

セミナーⅣａ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16306926

セミナーⅣａ

岡本　容典

岡本　容典

4年

授業の目的・概要

本セミナーでは、HTML5やJavaScriptなど様々なプログラミング手法を用いた高度なソフトウェア開発能力の習得
を目的とする。さらに、それらの技術を駆使して、 自由な発想に基づく独創的な卒業研究に取り組む。

到達目標

1.卒業研究を通じて、オリジナルな発想に基づくソフトウェア開発能力の獲得を目標とする。

授業計画

【第1回】卒業研究に関する事前調査(1)
【第2回】卒業研究に関する事前調査(2)
【第3回】卒業研究に関する事前調査(3)
【第4回】卒業研究に関する事前調査(4)
【第5回】卒業研究のテーマ検討(1)
【第6回】卒業研究のテーマ検討(2)
【第7回】卒業研究のテーマ検討(3)
【第8回】卒業研究のテーマ決定
【第9回】卒業研究(1)
【第10回】卒業研究(2)
【第11回】卒業研究(3)
【第12回】卒業研究(4)
【第13回】卒業研究(5)
【第14回】卒業研究(6)
【第15回】中間発表会

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

【事前】前回の授業内容を復習しておくこと。
【事後】授業中に指示された課題を次回までに提出すること。

課題に対するフィードバックの方法

授業内の課題については、机間巡視により理解度を把握し、間違いや優れた点の指摘、助言等を行う。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示すとおり、授業期間中に実施される課題と、全授業終了後に実施される定期試験に代わるレポート試験
の評価結果に基づき総合的に判定のうえ、60 点以上を合格とし、所定の単位を 認定する。

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 2単位

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

60

0

0

40

0

評価方法・割合

授業期間中に実施される課題

全授業終了後に実施されるレポート試験

評価対象となる到達目標

1

1

テキスト 必要に応じてプリントを配布する。

参考書 必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 意欲的に取り組み、予習復習を行うこと

実務家教員による授業 －

セミナーⅣａ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16306927

セミナーⅣａ

山本　明志

山本　明志

4年

授業の目的・概要

本セミナーは、セミナーIIIで設定したテーマに基づき、卒業論文をまとめることを目的とする。まず前半は論文
の書き方を学ぶために、各人の関連する論文を輪読する。その後は毎回のセミナーの時間において、現在進めて
いる卒論の内容を口頭報告し、書けた部分の添削を受ける。セミナーIVaでは、卒論全体の1/3を完成させ、関連
する文献を収集し終わることを目指す。これらを通じて、特定のテーマについて、その背景も含めて論理的に説
明できる力を涵養する。

到達目標

1．卒業論文で自身が取り組むテーマを明確化できる。
2．卒業論文に関連する文献を収集することができる。
3．論文執筆において必要な形式、論理構造について理解できる。
4．論文執筆において必要な形式、論理構造に則って文章が書ける。

授業計画

第1回　論文完成までのスケジュール確認
第2回　関連する文献の輪読（1）
第3回　関連する文献の輪読（2）
第4回　関連する文献の輪読（3）
第5回　関連する文献の輪読（4）
第6回　関連する文献の輪読（5）
第7回　振り返りと、問題点の抽出、執筆計画の確定
第8回　執筆済み卒業論文の検討（1）
第9回　執筆済み卒業論文の検討（2）
第10回　執筆済み卒業論文の検討（3）
第11回　執筆済み卒業論文の検討（4）
第12回　卒業論文内容報告会（1）
第13回　卒業論文内容報告会（2）
第14回　卒業論文内容報告会（3）
第15回　卒業論文内容報告会（4）

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

論文の輪読を行う際には、事前に担当箇所を精読して論点を要約しなければならない。その後は、毎回のセミ
ナーの前には、自身の論文に必要な先行研究の捜索・取り寄せ・要約・分析が必要である。もちろんアドバイス
を積極的に求めに来てほしい。セミナーにおいて、進行状況を報告したり、書きあげた部分の添削を受けた後
は、教員や他の学生からのアドバイスに基づき、論文の精度を上げていくことになる。

課題に対するフィードバックの方法

口頭報告に対しては、その場で評価・アドバイスを行う。卒業論文の執筆済みの部分については、適宜添削を行
い、方向性についてアドバイスをする。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示す評価方法により総合的に判定の上、60点以上を合格とし、所定の単位を認定します。

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 2単位

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

60

0

0

40

0

評価方法・割合

口頭報告（40）、他のメンバーに対する質問・意見の提示
（20）

卒業論文の1章分に当たる期末レポート

評価対象となる到達目標

1、2、3

1、2、3

実務家教員による授業 －

セミナーⅣａ



テキスト テキストを使用しない。

参考書 必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 完成度の高い卒業論文の執筆のためには、長期間にわたる、持続的な作業が求められる。この過
程を経験することは、人生における一つの自信となる。

セミナーⅣａ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16306928

セミナーⅣａ

湯浅　孝康

湯浅　孝康

4年

授業の目的・概要

本セミナーでは、自治体をめぐる課題を解決するための政策についての研究を行う。残念ながら、地域独自の課
題を詳細に分析したうえで、地域ごとの特色のある政策を立案する自治体がほとんどではない。そればかりか、
全国どこでも通用するような画一的な政策が立案・実施される場合もある。他方、地域課題は多様であり、市民
のニーズも地域ごとによってさまざまである。本セミナーでは、参加者自らの発想で地域の構造や特性、資源、
また地域活動の担い手の特性を分析したうえで地域の本質的な課題を見出し、その課題を解決するためにどのよ
うな政策が実施できるか、既に実施されている政策をどう改善すればよいか、具体的な案にまとめることを最終
目標（セミナーⅣbの目標）とする。これを踏まえ、セミナーⅣaでは各自が卒業研究のテーマを決め、セミナー
Ⅲa・Ⅲbで得たさまざまな調査手法やスキルを習得・活用しながら、研究対象とする地域や政策についての研究
を進めていく。なお、授業の進行にあたっては、担当教員が市役所で10年間勤務した経験をもとに、実務家教員
としてより実現可能性・有効性の高い政策にするための知識と知恵を適宜提示してゆく。

到達目標

1.自治体の政策に関する基礎的な知識や考え方を理解できている
2.自治体の政策に対して関心や疑問を持ち、具体的事例を調べ、自らの言葉で説明できる
3.自治体の政策について自らの考えに基づき、論理的な文章を書くことができる

授業計画

【第01回】ガイダンス
【第02回】研究テーマの検討
【第03回】研究対象地域の選定
【第04回】分析手法の検討
【第05回】分析のための情報の収集と整理(1)
【第06回】分析のための情報の収集と整理(2)
【第07回】分析のための情報の収集と整理(3)
【第08回】分析結果の検討(1)
【第09回】分析結果の検討(2)
【第10回】分析結果の検討(3)
【第11回】分析結果のまとめ(1)
【第12回】分析結果のまとめ(2)
【第13回】分析結果のまとめ(3)
【第14回】分析結果のプレゼンテーション
【第15回】まとめとふりかえり

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

事前の調査とまとめ、事後のふりかえり（配布資料の読み返し、調査データの整理、報告発表の準備等）をあわ
せ、少なくとも3時間以上の学習が必要となる。

課題に対するフィードバックの方法

フィードバックとして授業中の発表等に対するコメントや修正事項をその場や事後において随時実施する。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示す評価方法により総合的に判定したうえ、所定の単位を認定する。ただし、特段の事情がなく5回以上欠
席した者、無断欠席が目立つ者、分析結果のプレゼンテーションをしない者、プレゼンテーションが合格基準に
達していないと認められる者は「K」とする。

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 2単位

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

評価割合
（％）

70

0

0

30

評価方法・割合

受講態度や調査・報告内容の充実度など（70）

卒業論文の構想についてのレポート（30）

評価対象となる到達目標

1,2

1,2,3

実務家教員による授業 〇

セミナーⅣａ



その他 0

テキスト テキストを使用しない。

参考書 セミナー時に指示する。

履修条件・他の科目との関連 身の回りの地域課題に対する自らの「気づき（興味・関心）」を、仲間との「築く（解決策の立案）」作
業に昇華させていきたい前向きな方や、将来地方公務員を目指す方の受講を歓迎する。なお、
日々の新聞には目を通す習慣をつけておくこと。また、長期休暇中に、大学生の政策コンペやフィー
ルドワークなどへの参加を求める場合があるので留意すること。

セミナーⅣａ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16306929

セミナーⅣａ

花木　完爾

花木　完爾

4年

授業の目的・概要

本演習では、卒業論文を作成にむけて、事前の知識を身につけてもらいます。
具体的には、受講生の興味に合わせたジャンルの歴史関連の新書、先行研究を読みます。卒業研究したい分野の
知識、どんな研究があるのか把握していきます。
主体的な学びとして、本セミナーの口頭報告のためには対象文献の読解、要約が必要です。まとめた成果をレ
ジュメにまとめ、他のメンバーの報告には必ず質問やコメントすることを求めます。また、主体的に研究テーマ
を決定することが必要です。

到達目標

1.主体的に研究テーマを決定できる。
2.研究テーマの先行研究について一定の説明ができる。
3.卒業研究計画の内容を説明できる。

授業計画

【第1回】
ガイダンス、就職活動報告、卒業研究にむけての作成計画策定
【第2回】
時事問題の読書レポート作成
【第3回】
時事問題の読書レポート発表
【第4回】
時事問題の読書レポート作成
【第5回】
時事問題の読書レポート発表
【第6回】
時事問題の読書レポート作成
【第7回】
時事問題の読書レポート発表
【第8回】
卒業研究に向けた調査1
【第9回】
卒業研究に向けた討論1
【第10回】
卒業研究に向けた調査2
【第11回】
卒業研究に向けた討論2
【第12回】
卒業研究に向けた調査3
【第13回】
卒業研究に向けた討論3
【第14回】
卒業研究中間報告1
【第15回】
卒業研究中間報告2

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

【第1回】
①事前学修課題：卒業研究の計画をたててくること。1時間
②事後学修課題：計画にそった資料収集をおこなうこと。2.5時間
【第2回】
①事前学修課題：研究テーマに関する自分の問題意識を改めて考えてくること。1時間
②事後学修課題：資料収集を継続し、目を通しておくこと。2.5時間
【第3回】
①事前学修課題：どの分野のどのような新書を読みたいのか、考えてくること。1時間
②事後学修課題：新書を確保し、ひととおり目を通すこと。2.5時間
【第4回】
①事前学修課題：先行研究発表担当者は報告資料を作成し、他の学生は自分の先行研究調査をすすめること。2.5
時間

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

セミナーⅣａ



②事後学修課題：発表担当者は当日できた質問疑問をWORDにまとめること。他の学生は発表者の良かった点を
ノートしておくこと。1.5時間
【第5回】
①事前学修課題：先行研究発表担当者は報告資料を作成し、他の学生は自分の先行研究調査をすすめること。2.5
時間
②事後学修課題：発表担当者は当日できた質問疑問をWORDにまとめること。他の学生は発表者の良かった点を
ノートしておくこと。1.5時間
【第6回】
①事前学修課題：先行研究発表担当者は報告資料を作成し、他の学生は自分の先行研究調査をすすめること。2.5
時間
②事後学修課題：発表担当者は当日できた質問疑問をWORDにまとめること。他の学生は発表者の良かった点を
ノートしておくこと。1.5時間
【第7回】
①事前学修課題：先行研究発表担当者は報告資料を作成し、他の学生は自分の先行研究調査をすすめること。2.5
時間
②事後学修課題：発表担当者は当日できた質問疑問をWORDにまとめること。他の学生は発表者の良かった点を
ノートしておくこと。1.5時間
【第8回】
①事前学修課題：各自が前4回で得られた結論、今後、質問疑問点にどう答え調べていくか、報告資料にまとめる
こと。また、前4回の発表の中で、誰の報告がどの点で良かった点を一つコメントする準備をすること。2.5時間
②事後学修課題：次回以降調査する文献を検討すること。1.5時間
【第9回】
①事前学修課題：発表担当者は報告資料を作成し、他の学生は調査をすすめること。2.5時間
②事後学修課題：発表担当者は当日できた質問疑問をWORDにまとめること。他の学生は発表者の良かった点を
ノートしておくこと。1.5時間
【第10回】
①事前学修課題：発表担当者は報告資料を作成し、他の学生は調査をすすめること。2.5時間
②事後学修課題：発表担当者は当日できた質問疑問をWORDにまとめること。他の学生は発表者の良かった点を
ノートしておくこと。1.5時間
【第11回】
①事前学修課題：発表担当者は報告資料を作成し、他の学生は調査をすすめること。2.5時間
②事後学修課題：発表担当者は当日できた質問疑問をWORDにまとめること。他の学生は発表者の良かった点を
ノートしておくこと。1.5時間
【第12回】
①事前学修課題：テキスト発表担当者は報告資料を作成し、他の学生は該当箇所を読んでくること。そして内容
への発言を一つは考えてくること。2.5時間
②事後学修課題：発表担当者は当日できた質問疑問をWORDにまとめること。他の学生は発表者の良かった点を
ノートしておくこと。1.5時間
【第13回】
①事前学修課題：発表担当者は報告資料を作成し、他の学生は調査をすすめること。2.5時間
②事後学修課題：発表担当者は当日できた質問疑問をWORDにまとめること。他の学生は発表者の良かった点を
ノートしておくこと。1.5時間
【第14回】
①事前学修課題：発表担当者は報告資料を作成し、他の学生は調査をすすめること。2.5時間
②事後学修課題：発表担当者は当日できた質問疑問をWORDにまとめること。他の学生は発表者の良かった点を
ノートしておくこと。1.5時間
【第15回】
①事前学修課題：発表担当者は報告資料を作成し、他の学生は調査をすすめること。2.5時間
②事後学修課題：発表担当者は当日できた質問疑問をWORDにまとめること。他の学生は発表者の良かった点を
ノートしておくこと。1.5時間

課題に対するフィードバックの方法

口頭報告に対しては、学生と教員が質疑を行い、アドバイスをする。また作成したレジュメについても、よりよ
い形になるように指導し、評価する。
また、日常的な疑問に関しては応対するメールアドレスを公開する。

成績評価の方法・基準（方針）

議論への参加状況をふまえて平常点をつける。これが成績評価の40％を占める。残りの60％は、期末にまとめた
報告書に基づき評価する。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

評価割合
（％）

40

0

0

60

評価方法・割合

自身の報告準備がきちんとできている。
聞き手にわかりやすいレジュメが作成できる。
聞き手にわかりやすい口頭報告ができる。
積極的に議論をリードしている。
質疑応答に対して適切に対応できる。

課題を明確に設定できている。

評価対象となる到達目標

1,2,3

1,2,3

セミナーⅣａ



その他 0

先行研究を調べられている。
内容が適切に説明できている。

テキスト 必要に応じて授業の中で紹介する。

参考書 村上紀夫『歴史学で卒業論文を書くために』創元社、2019年
ISBN-13 : 978-4422800417、1,430円

履修条件・他の科目との関連 積極的に議論に参加し、発言することが大切である。それぞれのリーダーシップに期待する。
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授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16306930

セミナーⅣａ

川波　竜三

川波　竜三

4年

授業の目的・概要

本セミナーは、卒業論文の執筆に向けた基礎能力を身につけることを目的としている。そのため、卒業論文の
テーマを設定したうえで、執筆の際の基本事項やリサーチ能力の向上に取り組んでいく。なお、このセミナーで
は就職活動についても学生の進捗状況に応じて逐一サポートを行っていく。

到達目標

1．卒業論文の作成に関して主体的に行動することができる。
2．卒業論文のテーマを設定したうえで先行研究のリサーチや内容構成を考え、文章を執筆することができる。
3．セミナーの一員として他のメンバーと協力してディスカッションや作業を進めることができる。

授業計画

【第1回】
テーマ：オリエンテーション
内容・方法：本セミナーの授業方針や目標を共有する。就職活動の進捗状況について確認する。
【第2回】
テーマ：卒業論文とは、リサーチプロジェクトⅢの内容確認、
内容・方法：卒業論文に関する解説を行う。その後、リサーチプロジェクトⅢで報告した内容を確認し、卒業論
文のテーマをどのようにするのか考察する。
【第3回】
テーマ：卒業論文のテーマ報告
内容・方法：卒業論文で取り組むテーマに関して報告を行う。
【第4回】
テーマ：卒業論文作成に向けた先行研究のリサーチ①
内容・方法：先行研究のリサーチの仕方について解説を行う。その後、卒業論文の作成に向けて先行研究のリ
サーチを進める。
【第4回】
テーマ：卒業論文作成に向けた先行研究のリサーチ②
内容・方法：卒業論文の作成に向けて先行研究のリサーチを進める。
【第5回】
テーマ：卒業論文作成に向けた先行研究のリサーチ③
内容・方法：卒業論文作成に向けて先行研究のリサーチを行い内容をまとめる。
【第6回】
テーマ：卒業論文作成に向けた先行研究のリサーチ④
内容・方法：卒業論文作成に向けて先行研究のリサーチを行い内容をまとめる。
【第7回】
テーマ：卒業論文作成に向けた先行研究のリサーチ⑤
内容・方法：卒業論文作成に向けて先行研究のリサーチを行い内容をまとめる。
【第8回】
テーマ：卒業論文作成に向けた先行研究のリサーチ⑥
内容・方法：先行研究のリサーチ内容をまとめ報告を行う。
【第9回】
テーマ：本論の内容構成①
内容・方法：卒業論文の本論に関する内容構成を考えていく。
【第10回】
テーマ：本論の内容構成②
内容・方法：卒業論文の本論に関する内容構成を考えていく。
【第11回】
テーマ：本論の内容構成③
内容・方法：卒業論文の本論に関する内容構成を考え書き進めていく。
【第12回】
テーマ：本論の内容構成④
内容・方法：卒業論文の本論に関する内容構成を考え書き進めていく。
【第13回】
テーマ：本論の内容構成⑤
内容・方法：卒業論文の本論に関する内容構成を考え書き進めていく。
【第14回】
テーマ：卒業論文作成に向けたストーリーの作成⑥
内容・方法：卒業論文の本論に関する内容構成について報告を行う。
【第15回】
テーマ：まとめ
内容・方法：本セミナーの内容について振り返ったうえで、個々人の夏休みの課題を明らかにする。

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

セミナーⅣａ



事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

事前学習： 卒業論文の作成に向けて主体的に取り組むこと。報告者は、パワーポイントもしくはレジュメの準備
を必ずして授業に臨むこと。一人あたりの報告回数については、卒業論文に関わる内容について3回を予定してい
る。報告準備については時間がかかると考えられるので、計画的に進めていくよう心掛けること。事前学習にか
かる目安の時間は各回二時間程度とする。
事後学習：授業内で教員に指示された内容を事後に確認し、次の授業までに課題を進めておくこと。学習時間の
目安は二時間程度とする。

課題に対するフィードバックの方法

授業時間内の報告については、その場でフィードバックを行う。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

50

10

0

40

0

評価方法・割合

授業態度、研究成果

リサーチ準備

報告資料

評価対象となる到達目標

1、2、3

１、２

1、2

テキスト 特になし。

参考書 必要に応じて授業内で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 卒業論文の執筆に前向きに取り組むようにしてください。
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授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16306931

セミナーⅣａ

三輪　淳之

三輪　淳之

4年

授業の目的・概要

セミナーⅣでは年間を通じて卒業論文の完成に向けて活動する。論文の作成においては常に学問と実践を行き来
して現実を直視するとともに、未来志向の視点から課題に対応することを提言する経験を通じて、社会で活躍す
る力を身につけることが期待されます。セミナー活動に対する積極的な態度が求められます。

到達目標

１．解決したい社会課題や研究テーマを主体的に決定できる。
２．卒業要件に必要な卒業論文を完成する。

授業計画

第1回；ガイダンス、議論の方法について
第2回；卒業研究にむけての作成計画策定
第3回；各自の問題意識の研究計画発表
第4回；先行研究調査の発表と討論1
第5回；先行研究調査の発表と討論2
第6回；先行研究調査の発表と討論3
第7回；先行研究調査の発表と討論4
第8回；卒業研究に向けた調査と討論5
第9回；卒業研究に向けた調査と討論6
第10回；卒業研究に向けた調査と討論7
第11回；卒業研究に向けた調査と討論8
第12回；卒業研究に向けた調査と討論9
第13回；卒業研究に向けた調査と討論10
第14回；卒業研究中間報告1
第15回；卒業研究中間報告2

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

各回を通じて、セミナー及び研究の課題について自分で勉強、準備し、セミナーで学んだことをもとに整理して
下さい。

課題に対するフィードバックの方法

セミナーの時間やオフィスアワーの時間帯で、フィードバックや助言をおこないます。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示す評価方法により総合的に判断のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 2単位

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

50

50

0

0

0

評価方法・割合

授業内でのディスカッションへの積極的参画や研究への積
極的取り組み姿勢

研究に必要な調査・分析等の実施とその成果

評価対象となる到達目標

1, 2

1, 2

テキスト 必要に応じて授業の中で適宜指示する。

参考書 必要に応じて授業の中で適宜指示する。

履修条件・他の科目との関連 学生の皆さんが社会に出ていく直前の時期であり、企業や公務員の一員となるためにも、積極的に
議論に参加し発言することが大切です。ひとりひとりの意識改革とリーダーシップに期待します。

実務家教員による授業 －

セミナーⅣａ
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授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16307022

セミナーⅣｂ（卒業研究を含む）

外島　健嗣

外島　健嗣

4年

授業の目的・概要

大学生の集大成として、「学士（経済学）」の学位に相応しい卒業論文を作成し報告すること。

到達目標

１．金融や経済に関する基礎的な知識を習得できる。
２．自分の考えを表現し、他人とでディスカッションできる。
３．自ら考えたテーマで論文を作成できる。

授業計画

【第1回】「起」～「転」章報告（１）：卒論１～３章報告
【第2回】「起」～「転」章報告（２）：卒論～３章報告
【第3回】「起」～「転」章報告（３）：卒論～３章報告
【第4回】「起」～「転」章報告（４）：卒論～３章報告
【第5回】「起」～「転」章修正報告（１）：卒論～３章報告
【第6回】「起」～「転」章修正報告（２）：卒論～３章報告
【第7回】「起」～「転」章修正報告（３）：卒論～３章報告
【第8回】「起」～「転」章修正報告（４）：卒論～３章報告
【第9回】卒論報告（１）：卒論全章報告
【第10回】卒論報告（２）：卒論全章報告
【第11回】卒論報告（３）：卒論全章報告
【第12回】卒論修正報告（１）：卒論全章報告
【第13回】卒論修正報告（２）：卒論全章報告
【第14回】卒論修正報告（３）：卒論全章報告
【第15回】卒論修正報告（４）：卒論全章報告

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

【第1回】
事前学修課題：日本経済新聞を読み、月～金曜の22時から7Chで放送されているＷＢＳをみて、金融市場の動向を
みておく。　2.0時間
事後学修課題：卒業論文の作成　2.0時間
【第2回】
事前学修課題：日本経済新聞を読み、月～金曜の22時から7Chで放送されているＷＢＳをみて、金融市場の動向を
みておく。　2.0時間
事後学修課題：卒業論文の作成　2.0時間
【第3回】
事前学修課題：日本経済新聞を読み、月～金曜の22時から7Chで放送されているＷＢＳをみて、金融市場の動向を
みておく。　2.0時間
事後学修課題：卒業論文の作成　2.0時間
【第4回】
事前学修課題：日本経済新聞を読み、月～金曜の22時から7Chで放送されているＷＢＳをみて、金融市場の動向を
みておく。　2.0時間
事後学修課題：卒業論文の作成　2.0時間
【第5回】
事前学修課題：日本経済新聞を読み、月～金曜の22時から7Chで放送されているＷＢＳをみて、金融市場の動向を
みておく。　2.0時間
事後学修課題：卒業論文の作成　2.0時間
【第6回】
事前学修課題：日本経済新聞を読み、月～金曜の22時から7Chで放送されているＷＢＳをみて、金融市場の動向を
みておく。
事後学修課題：卒業論文の作成
【第7回】
事前学修課題：日本経済新聞を読み、月～金曜の22時から7Chで放送されているＷＢＳをみて、金融市場の動向を
みておく。　2.0時間
事後学修課題：卒業論文の作成　2.0時間
【第8回】
事前学修課題：日本経済新聞を読み、月～金曜の22時から7Chで放送されているＷＢＳをみて、金融市場の動向を
みておく。　2.0時間
事後学修課題：卒業論文の作成　2.0時間

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

セミナーⅣｂ（卒業研究を含む）



【第9回】
事前学修課題：日本経済新聞を読み、月～金曜の22時から7Chで放送されているＷＢＳをみて、金融市場の動向を
みておく。　2.0時間
事後学修課題：卒業論文の作成　2.0時間
【第10回】
事前学修課題：日本経済新聞を読み、月～金曜の22時から7Chで放送されているＷＢＳをみて、金融市場の動向を
みておく。　2.0時間
事後学修課題：卒業論文の作成　2.0時間
【第11回】
事前学修課題：日本経済新聞を読み、月～金曜の22時から7Chで放送されているＷＢＳをみて、金融市場の動向を
みておく。　2.0時間
事後学修課題：卒業論文の作成　2.0時間
【第12回】
事前学修課題：日本経済新聞を読み、月～金曜の22時から7Chで放送されているＷＢＳをみて、金融市場の動向を
みておく。　2.0時間
事後学修課題：卒業論文の作成　2.0時間
【第13回】
事前学修課題：日本経済新聞を読み、月～金曜の22時から7Chで放送されているＷＢＳをみて、金融市場の動向を
みておく。　2.0時間
事後学修課題：卒業論文の作成　2.0時間
【第14回】
事前学修課題：日本経済新聞を読み、月～金曜の22時から7Chで放送されているＷＢＳをみて、金融市場の動向を
みておく。　2.0時間
事後学修課題：卒業論文の作成　2.0時間
【第15回】
事前学修課題：日本経済新聞を読み、月～金曜の22時から7Chで放送されているＷＢＳをみて、金融市場の動向を
みておく。　2.0時間
事後学修課題：卒業論文の作成　2.0時間

課題に対するフィードバックの方法

提出された課題を添削し返却する。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示すとおり、授業時間内に実施する課題・レポートの評価結果に基づき総合的に判定のうえ、60点以上を
合格とし、所定の単位を認定する。
正当な理由のない欠席４回以上、またはレポート課題を未提出の場合、評価の対象とせず「K」評価とする。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

30

20

0

50

0

評価方法・割合

卒業論文の発表

卒業論文への取り組み状況

卒業論文発表会での発表及び卒業論文の提出

評価対象となる到達目標

１,２,３

2，3

1，2，3

テキスト テキストなし

参考書 参考書 : 必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 新聞（日経新聞など）やＴＶニュース（ＰＭ10時からのワールド・ビジネス・サテライトなど）で,金融・証
券市場を中心としたビジネスに関する報道に毎日接すること。

セミナーⅣｂ（卒業研究を含む）



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16307023

セミナーⅣｂ（卒業研究を含む）

早川　公

早川　公

4年

授業の目的・概要

本セミナー（ゼミ）のモットーは、「動きながら考えられる」そして「他者と共につくる能力」をもつ人間を育
てることです。ゼミでは、地域みらいづくりコースのサブセミナーのプログラムと連動しながら、ゼミ生の主体
性を大切にした実践型・プロジェクト型の演習形式で進めます。
論文・本も読みます、何より現場（フィールド）にねざして、現場から考える時間を重視します。

ゼミは、お互いが学び合い研鑽する場と考えます。わたしもゼミの一員です。一緒に〈地域〉と〈自分〉の〈み
らい〉をつくりましょう。

到達目標

1. ありうべき未来を探究するための基本的な知識・技法・態度を身につけている
2. 他者と調和してプロジェクトを進められる
3. 臨機応変に行動・思考することができる

授業計画

第1回：オリエンテーション＆マインドセット
第2回：卒業論文構想発表①
第3回：卒業論文構想発表②
第4回：卒業論文データ収集①
第5回：卒業論文データ収集②
第6回：卒業論文データ収集③
第7回：卒業論文執筆①
第8回：卒業論文執筆②
第9回：卒業論文執筆③
第10回：卒業論文中間発表
第11回：卒業論文執筆④
第12回：卒業論文執筆⑤
第13回：卒業論文校正
第14回：発表会準備①
第15回：発表会準備②

授業計画はゼミ生の興味・関心に応じて柔軟に変更します。

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

ゼミ内の学びにおける主な事前・事後学習は次の通りです。

■論文輪読
事前学修：指定された論文を読む。また発表者はレジュメを作成すること。
事後学修：ディスカッションを通じて新たに生じた疑問や課題を自身で調べること。また、振り返りを実施する
こと

■PBL（卒業研究含む）
事前学修：前の週に確認したタスクについてグループで分担を決めアクションすること
事後学修：ディスカッションを通じて新たに生じた疑問や課題を自身で調べること。また、振り返りを実施する
こと

■構想発表
事前学修：構想発表の準備をすること。
事後学修：構想発表の内容をブラッシュアップすること

課題に対するフィードバックの方法

提出された草稿は朱入れして返却します、
また随時、研究や進路の相談に応じます。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。
ただし、3回以上欠席した場合は単位を認められない。

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

セミナーⅣｂ（卒業研究を含む）



（無断欠席は2回で不可とする。）

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

40

20

0

40

0

評価方法・割合

ゼミ内での討議への参加態度および内容（40）

グループウェアへの応答（20）

卒業論文（40）

評価対象となる到達目標

1、2、3

2、3

1

テキスト テキストを使用しない

参考書 必要に応じて授業の中で紹介します。

履修条件・他の科目との関連 ありません。

セミナーⅣｂ（卒業研究を含む）



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16307024

セミナーⅣｂ（卒業研究を含む）

村上　敬進

村上　敬進

4年

授業の目的・概要

行動経済学を利用して様々な社会課題や身近な問題を解明し、解決策を考えるゼミです。前期の先行研究の調
査、アンケート方法の勉強、データ解析の勉強を前提として、卒論の完成に取り組みます。セミナーでは個人発
表、グループ発表が設けられています。仲間と協力して積極的に勉強しましょう。
　この授業は経済学科の卒業認定・学位授与の方針の総合的な学修経験と創造的思考力と関連しており、地域社
会の諸問題を「その背景も含めて論理的に説明でき、自らの属する組織や地域社会に貢献」できるようになるた
めの科目です。

到達目標

１．行動経済学を用いて社会課題の解決を研究できる
２．個人発表、グループでの発表を適切にできる

授業計画

第1回目　プレアンケートの結果の検証
第2回目　グループごとの仮説の再検討
第3回目　仮説定立のための更なる文献調査
第4回目　先行研究の調査の発表
第5回目　グループごとに仮説を再定立する
第6回目　調査票の作成
第7回目　アンケート結果の集計・整理
第8回目　統計解析
第9回目　分析結果の考察　先行研究との相違
第10回目　分析結果をレポートに整理する
第11回目　グループ発表
第12回目　卒論の作成
第13回目　卒論の作成
第14回目　卒論の作成
第15回目　卒論発表会の準備をする

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

第1回目
【事前】プレアンケートの結果を各個人で整理する
【事後】プレアンケートの結果を復習する
第2回目
【事前】仮説を各個人で考える
【事後】グループごとの仮説の再検討を復習する
第3回目
【事前】仮説定立のための文献調査を各自で行う
【事後】ゼミでの成果を整理する
第4回目
【事前】発表資料をグループで作成する
【事後】発表後に改善できる箇所を改善する
第5回目
【事前】仮説定立のための勉強を各個人で行う
【事後】グループごとに仮説を確定する
第6回目
【事前】調査票をグループで作成する
【事後】ゼミでの成果を反映させる
第7回目
【事前】アンケートの準備をする
【事後】アンケート結果の集計・整理をゼミ後に進める
第8回目
【事前】統計解析を各グループで進める
【事後】ゼミの成果を反映させ統計解析を進める
第9回目
【事前】分析結果をレポートにまとめる
【事後】ゼミの成果を反映させる
第10回目

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

セミナーⅣｂ（卒業研究を含む）



【事前】分析結果をレポートにまとめる
【事後】ゼミの成果を反映させる
第11回目
【事前】グループ発表の準備をする
【事後】発表後に改善可能な個所を改善する
第12回目
【事前】卒論の作成を進める
【事後】ゼミの成果を反映させる
第13回目
【事前】卒論の作成を進める
【事後】ゼミの成果を反映させる
第14回目
【事前】卒論の作成を進める
【事後】最後の修正をする
第15回目
【事前】卒論発表会の準備をする
【事後】ゼミの成果を反映させる

課題に対するフィードバックの方法

セミナーの時間、オフィスアワーの時間等で、課題に対する助言を行っていきます。

成績評価の方法・基準（方針）

セミナー内の発表および勉強に対する積極性から総合的に評価します。
以下に示す通り、授業時間内での勉強姿勢とレポート課題の評価結果に基づき総合的に判定の上、60点以上を合
格とし、所定の単位を認定する。正当な理由のない欠席4回以上またはレポート課題未提出の場合、評価の対象と
せず、「K」評価とする。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

50

50

0

0

0

評価方法・割合

セミナーでの勉強姿勢（事前学習と事後学習）、仲間との
グループワークの取組

個人発表のレポートおよびグループ発表のレポートの内
容・レベル

評価対象となる到達目標

1,2

1,2

テキスト テキストの指定はしません。資料を配布します。

参考書 セミナー内で資料配布を行う。

履修条件・他の科目との関連 経済学分野、経営学分野などを幅広く履修してください。

セミナーⅣｂ（卒業研究を含む）



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16307025

セミナーⅣｂ（卒業研究を含む）

藤澤　宜広

藤澤　宜広

4年

授業の目的・概要

大学生活の集大成として、卒業論文の執筆・報告を行います。卒業論文では、各人、自ら興味・関心のある事柄
について意義のある問題設定を行い、考察を行っていきます。これにより課題解決の一連のプロセスを学ぶこと
ができ、社会に潜む問題解決能力を身につけることができます。また、完成した卒業論文についてパワーポイン
トやレジュメを用いて説明することで、自らの得た知識を他者に発信できるようになります。

到達目標

1．解決すべき問題を発見する方法を実践することができる
2．課題解決に必要な調査を行うことができる。
3．調査結果を発表することができる。

授業計画

【第01回】テーマ：卒業研究（6）
内容・方法：中間発表会でのアドバイスを踏まえ、卒業研究を進める。
【第02回】テーマ：卒業研究（7）
内容・方法：卒業研究に関連した分析を行う。
【第03回】テーマ：卒業研究（8）
内容・方法：卒業研究に関連した分析を行う。
【第04回】テーマ：卒業研究（9）
内容・方法：卒業研究に関連した分析を行う。
【第05回】テーマ：卒業研究（10）
内容・方法：卒業研究に関連した分析を行う。
【第06回】テーマ：卒業研究（11）
内容・方法：卒業研究に関連した分析を行う。
【第07回】テーマ：卒業論文作成（1）
内容・方法：卒業研究の成果を卒業論文に纏める。
【第08回】テーマ：卒業論文作成（2）
内容・方法：卒業研究の成果を卒業論文に纏める。
【第09回】テーマ：卒業論文作成（3）
内容・方法：卒業研究の成果を卒業論文に纏める。
【第10回】テーマ：卒業論文作成（4）
内容・方法：卒業研究の成果を卒業論文に纏める。
【第11回】テーマ：卒業論文作成（5）
内容・方法：卒業研究の成果を卒業論文に纏める。
【第12回】テーマ：卒業論文作成（6）
内容・方法：卒業研究の成果を卒業論文に纏める。
【第13回】テーマ：発表準備（1）
内容・方法：卒論最終発表会に向けた準備を始める。
【第14回】テーマ：発表準備（2）
内容・方法：卒論最終発表会に向けた準備を始める。
【第15回】テーマ：卒業研究最終発表会
内容・方法：卒業研究について発表する。

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

授業（１回につき２時間として計算）と事前事後のあわせて１単位あたり４５時間が必要です。各回を通じて、
【事前】資料に目を通し、重要事項を把握しておく。またわからない内容については質問できるように準備して
おく。
【事後】授業中に学んだ内容の要点、感想、わからない内容を記録しておく。
その他、他の人の発表をよく理解するようにしましょう。また予習も重要ですが、復習により時間を割きましょ
う。

課題に対するフィードバックの方法

授業の中で確認し、理解を深めます。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60 点以上を合格とし、所定の単位を認定する。正当な理由のな
い欠席4回以上または課題未提出の場合は「K」評価とする。

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

セミナーⅣｂ（卒業研究を含む）



成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

60

0

0

40

0

評価方法・割合

授業の感想文（10）、小テスト（30）、授業内課題（20）

課題レポート（40）

評価対象となる到達目標

1、2

2、3

テキスト 特定のテキストは指定しない。

参考書 必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 経済学関連科目

セミナーⅣｂ（卒業研究を含む）



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16307026

セミナーⅣｂ（卒業研究を含む）

岡本　容典

岡本　容典

4年

授業の目的・概要

本セミナーでは、HTML5やJavaScriptなど様々なプログラミング手法を用いた高度なソフトウェア開発能力の習得
を目的とする。さらに、それらの技術を駆使して、 自由な発想に基づく独創的な卒業研究に取り組む。

到達目標

1.卒業研究を通じて、オリジナルな発想に基づくソフトウェア開発能力の獲得を目標とする。

授業計画

【第1回】卒業研究(7)
【第2回】卒業研究(8)
【第3回】卒業研究(9)
【第4回】卒業研究(10)
【第5回】卒業研究(11)
【第6回】卒業研究(12)
【第7回】卒業論文作成(1)
【第8回】卒業論文作成(2)
【第9回】卒業論文作成(3)
【第10回】卒業論文作成(4)
【第11回】卒業論文作成(5)
【第12回】卒業論文作成(6)
【第13回】発表準備(1)
【第14回】発表準備(2)
【第15回】発表準備(3)

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

【事前】前回の授業内容を復習しておくこと。
【事後】授業中に指示された課題を次回までに提出すること。

課題に対するフィードバックの方法

授業内の課題については、机間巡視により理解度を把握し、間違いや優れた点の指摘、助言等を行う。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示すとおり、授業期間中に実施される課題と、全授業終了後に実施される卒業研究発表会の評価結果に基
づき総合的に判定のうえ、60 点以上を合格とし、所定の単位を 認定する。

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 2単位

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

60

0

0

40

0

評価方法・割合

授業期間中に実施される課題

卒業研究発表会

評価対象となる到達目標

1

1

テキスト 必要に応じてプリントを配布する。

参考書 必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 意欲的に取り組み、予習復習を行うこと

実務家教員による授業 －

セミナーⅣｂ（卒業研究を含む）



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16307027

セミナーⅣｂ（卒業研究を含む）

山本　明志

山本　明志

4年

授業の目的・概要

本セミナーは、セミナーIIIで設定したテーマに基づき、卒業論文をまとめることを目的とする。毎回のセミナー
の時間においては、現在進めている卒論の内容を口頭報告し、書けた部分の添削を受ける。セミナーIVbでは最終
的に卒業論文を提出し、その内容を卒論発表会でプレゼンテーションしてもらう。これらを通して、特定のテー
マについて、その背景も含めて論理的に説明・分析でき、それをもって社会に貢献できる力を涵養する。

到達目標

1．卒業論文に関連する文献を収集することができる。
2．卒業論文執筆において必要な形式、論理構造について理解できる。
3．卒業論文執筆において必要な形式、論理構造に則って文章が書ける。
4．卒業論文執筆を通して、特定の問題について独自の視点から分析することができる。

授業計画

第1回　論文完成までのスケジュール確認
第2回　卒業論文中間報告会（1）
第3回　卒業論文中間報告会（2）
第4回　卒業論文中間報告会（3）
第5回　卒業論文中間報告会（4）
第6回　卒業論文中間報告会（5）
第7回　振り返りと、問題点の抽出、執筆計画の確定
第8回　執筆済み卒業論文の検討（1）
第9回　執筆済み卒業論文の検討（2）
第10回　執筆済み卒業論文の検討（3）
第11回　執筆済み卒業論文の検討（4）
第12回　卒業論文内容セミナー内報告会（1）
第13回　卒業論文内容セミナー内報告会（2）
第14回　卒業論文内容セミナー内報告会（3）
第15回　卒業論文内容セミナー内報告会（4）

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

毎回のセミナーの前には、自身の論文に必要な先行研究の捜索・取り寄せ・要約・分析が必要である。その上
で、卒業論文の執筆を進めるのが事前の課題である。もちろんアドバイスを積極的に求めに来てほしい。セミ
ナーにおいて、進行状況を報告したり、書きあげた部分の添削を受けた後は、教員や他の学生からのアドバイス
に基づき、論文の精度を上げていくことになる。

課題に対するフィードバックの方法

口頭報告に対しては、その場で評価・アドバイスを行う。卒業論文の執筆済みの部分については、適宜添削を行
い、方向性についてアドバイスをする。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示す評価方法により総合的に判定の上、60点以上を合格とし、所定の単位を認定します。

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 2単位

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

40

0

0

60

0

評価方法・割合

口頭報告（30）、他のメンバーに対する質問・意見の提示
（10）

卒業論文

評価対象となる到達目標

1、2

1、2、3、4

実務家教員による授業 －

セミナーⅣｂ（卒業研究を含む）



テキスト テキストを使用しない。

参考書 必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 完成度の高い卒業論文の執筆のためには、長期間にわたる、持続的な作業が求められる。この過
程を経験することは、人生における一つの自信となる。

セミナーⅣｂ（卒業研究を含む）



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16307028

セミナーⅣｂ（卒業研究を含む）

湯浅　孝康

湯浅　孝康

4年

授業の目的・概要

本セミナーでは、自治体をめぐる課題を解決するための政策についての研究を行う。。残念ながら、地域独自の
課題を詳細に分析したうえで、地域ごとの特色のある政策を立案する自治体がほとんどではない。そればかり
か、全国どこでも通用するような画一的な政策が立案・実施される場合もある。他方、地域課題は多様であり、
市民のニーズも地域ごとによってさまざまである。本セミナーでは、参加者自らの発想で地域の構造や特性、資
源、また地域活動の担い手の特性を分析したうえで地域の本質的な課題を見出し、その課題を解決するためにど
のような政策が実施できるか、既に実施されている政策をどう改善すればよいか、具体的な案にまとめることを
最終目標（セミナーⅣbの目標）とする。これを踏まえ、セミナーⅣbではセミナーⅣaでの研究を引き続き進め、
卒業研究として実際に提出する卒業論文の完成させる。なお、授業の進行にあたっては、担当教員が市役所で10
年間勤務した経験をもとに、実務家教員としてより実現可能性・有効性の高い政策にするための知識と知恵を適
宜提示してゆく。

到達目標

1.自治体の政策に関する基礎的な知識や考え方を理解できている
2.自治体の政策に対して関心や疑問を持ち、具体的事例を調べ、自らの言葉で説明できる
3.自治体の政策について自らの考えに基づき、論理的な文章を書くことができる

授業計画

【第01回】ガイダンス
【第02回】分析のための情報の収集と整理(1)
【第03回】分析のための情報の収集と整理(2)
【第04回】分析のための情報の収集と整理(3)
【第05回】分析のための情報の収集と整理(4)
【第06回】分析結果の検討(1)
【第07回】分析結果の検討(2)
【第08回】分析結果の検討(3)
【第09回】分析結果の検討(4)
【第10回】分析結果のまとめ(1)
【第11回】分析結果のまとめ(2)
【第12回】分析結果のまとめ(3)
【第13回】分析結果のまとめ(4)
【第14回】分析結果のプレゼンテーション
【第15回】まとめとふりかえり

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

事前の調査とまとめ、事後のふりかえり（配布資料の読み返し、調査データの整理、報告発表の準備等）をあわ
せ、少なくとも3時間以上の学習が必要となる。

課題に対するフィードバックの方法

フィードバックとして授業中の発表等に対するコメントや修正事項をその場や事後において随時実施する。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示す評価方法により総合的に判定したうえ、所定の単位を認定する。ただし、特段の事情がなく5回以上欠
席した者、無断欠席が目立つ者、分析結果のプレゼンテーションをしない者、プレゼンテーションが合格基準に
達していないと認められる者は「K」とする。

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 2単位

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

評価割合
（％）

40

0

0

60

評価方法・割合

受講態度や調査・報告内容の充実度など（40）

卒業論文（60）

評価対象となる到達目標

1,2

1,2,3

実務家教員による授業 〇

セミナーⅣｂ（卒業研究を含む）



その他 0

テキスト テキストを使用しない。

参考書 セミナー時に指示する。

履修条件・他の科目との関連 身の回りの地域（まちづくり）課題に対する自らの「気づき（興味・関心）」を、仲間との「築く（解決策
立案）」作業に昇華させていきたい前向きな方や、将来地方公務員を目指す方の受講を歓迎す
る。

セミナーⅣｂ（卒業研究を含む）



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16307029

セミナーⅣｂ（卒業研究を含む）

花木　完爾

花木　完爾

4年

授業の目的・概要

本演習では、卒業論文に向けて研究を深めてもらいます。前期の研究成果を利用し、必要に応じて一次資料（歴
史的な証拠）をリサーチし、「なぜその課題が生じたのか？」という歴史的経緯を卒業研究としてまとめます。
具体的には、受講生の卒業研究を毎回報告してもらい。講師、学生からさまざまな角度から問題を提起し、追加
調査することで各自の卒業研究を向上させていきます。
主体的な学びとして、本セミナーの口頭報告のためには対象文献の読解、要約が必要です。まとめた成果をレ
ジュメにまとめ、他のメンバーの報告には必ず質問やコメントすることを求めます。また、主体的に研究テーマ
を決定することが必要です。

到達目標

1.主体的に研究テーマを決定できる。
2.研究テーマの先行研究について一定の説明ができる。
3.問題意識を明確に説明できる。
4.卒業研究の内容を抽象的に説明できる。
5.量と質をもった調査の実施

授業計画

【第1回】
夏季休暇の間の研究進捗について報告
【第2回】
卒業研究にむけての作成計画策定
【第3回】
各自の問題意識の研究計画発表
【第4回】
先行研究調査1
【第5回】
先行研究調査の発表と討論1
【第6回】
先行研究調査2
【第7回】
先行研究調査の発表と討論2
【第8回】
卒業研究に向けた調査1
【第9回】
卒業研究に向けた討論1
【第10回】
卒業研究に向けた調査2
【第11回】
卒業研究に向けた討論2
【第12回】
卒業研究報告1
【第13回】
卒業研究報告2
【第14回】
卒業研究相談1
【第15回】
卒業研究相談2

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

【第1回】
①事前学修課題：夏季休暇中の研究進捗について報告。1時間
②事後学修課題：卒業研究についての計画を考えてくること。2時間
【第2回】
①事前学修課題：卒業研究の計画をたててくること。1時間
②事後学修課題：計画にそった資料収集をおこなうこと。2.5時間
【第3回】
①事前学修課題：研究テーマに関する自分の問題意識を改めて考えてくること。1時間
②事後学修課題：資料収集を継続し、目を通しておくこと。2.5時間

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

セミナーⅣｂ（卒業研究を含む）



【第4回】
①事前学修課題：先行研究発表担当者は報告資料を作成し、他の学生は自分の先行研究調査をすすめること。2.5
時間
②事後学修課題：発表担当者は当日できた質問疑問をWORDにまとめること。他の学生は発表者の良かった点を
ノートしておくこと。1.5時間
【第5回】
①事前学修課題：先行研究発表担当者は報告資料を作成し、他の学生は自分の先行研究調査をすすめること。2.5
時間
②事後学修課題：発表担当者は当日できた質問疑問をWORDにまとめること。他の学生は発表者の良かった点を
ノートしておくこと。1.5時間
【第6回】
①事前学修課題：先行研究発表担当者は報告資料を作成し、他の学生は自分の先行研究調査をすすめること。2.5
時間
②事後学修課題：発表担当者は当日できた質問疑問をWORDにまとめること。他の学生は発表者の良かった点を
ノートしておくこと。1.5時間
【第7回】
①事前学修課題：先行研究発表担当者は報告資料を作成し、他の学生は自分の先行研究調査をすすめること。2.5
時間
②事後学修課題：発表担当者は当日できた質問疑問をWORDにまとめること。他の学生は発表者の良かった点を
ノートしておくこと。1.5時間
【第8回】
①事前学修課題：各自が先行研究発表において得られた結論、今後、質問疑問点にどう答え調べていくか、報告
資料にまとめること。また、前4回の発表の中で、誰の報告がどの点で良かった点を一つコメントする準備をする
こと。2.5時間
②事後学修課題：次回以降調査をすすめること。1.5時間
【第9回】
①事前学修課題：発表担当者は報告資料を作成し、他の学生は調査をすすめること。2.5時間
②事後学修課題：発表担当者は当日できた質問疑問をWORDにまとめること。他の学生は発表者の良かった点を
ノートしておくこと。1.5時間
【第10回】
①事前学修課題：発表担当者は報告資料を作成し、他の学生は調査をすすめること。2.5時間
②事後学修課題：発表担当者は当日できた質問疑問をWORDにまとめること。他の学生は発表者の良かった点を
ノートしておくこと。1.5時間
【第11回】
①事前学修課題：発表担当者は報告資料を作成し、他の学生は調査をすすめること。2.5時間
②事後学修課題：発表担当者は当日できた質問疑問をWORDにまとめること。他の学生は発表者の良かった点を
ノートしておくこと。1.5時間
【第12回】
①事前学修課題：卒業研究を一旦まとめて発表資料を作成すること。2.5時間
②事後学修課題：当日できた質問疑問をWORDにまとめること。他の学生は発表者の良かった点をノートしておく
こと。1.5時間
【第13回】
①事前学修課題：卒業研究を一旦まとめて発表資料を作成すること。2.5時間
②事後学修課題：当日できた質問疑問をWORDにまとめること。他の学生は発表者の良かった点をノートしておく
こと。1.5時間
【第14回】
①事前学修課題：卒業研究を一旦まとめて発表資料を作成すること。2.5時間
②事後学修課題：当日できた質問疑問をWORDにまとめること。他の学生は発表者の良かった点をノートしておく
こと。1.5時間
【第15回】
①事前学修課題：卒業研究を一旦まとめて発表資料を作成すること。2.5時間
②事後学修課題：当日できた質問疑問をWORDにまとめること。他の学生は発表者の良かった点をノートしておく
こと。1.5時間

課題に対するフィードバックの方法

口頭報告に対しては、学生と教員が質疑を行い、アドバイスをする。また作成したレジュメについても、よりよ
い形になるように指導し、評価する。
また、日常的な疑問に関しては応対するメールアドレスを公開する。

成績評価の方法・基準（方針）

議論への参加状況をふまえて平常点をつける。これが成績評価の40％を占める。残りの60％は、卒業研究報告書
に基づき評価する。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

評価割合
（％）

60

0

0

評価方法・割合

自身の報告準備がきちんとできている。
聞き手にわかりやすいレジュメが作成できる。
聞き手にわかりやすい口頭報告ができる。
積極的に議論をリードしている。
質疑応答に対して適切に対応できる。

評価対象となる到達目標

1,2,3,4

セミナーⅣｂ（卒業研究を含む）



定期試験に代わるレポート等

その他

40

0

課題を明確に設定できている。
先行研究を調べられている。
内容が適切に説明できている。
分量と高い質の文章を作成できている。

1,2,3,5

テキスト 必要に応じて授業の中で紹介する。

参考書 村上紀夫『歴史学で卒業論文を書くために』創元社、2019年
ISBN-13 : 978-4422800417、1,430円

履修条件・他の科目との関連 積極的に議論に参加し、発言すること、そして地道な調査研究を続けることが大切である。

セミナーⅣｂ（卒業研究を含む）



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16307030

セミナーⅣｂ（卒業研究を含む）

川波　竜三

川波　竜三

4年

授業の目的・概要

本セミナーは、卒業論文の執筆と報告を目的としている。そのため、卒業論文を書くうえでの基本事項を確認し
ながら、学生が主体的により良い論文が執筆できるよう指導していく。なお、このセミナーでは就職活動につい
ても学生の進捗状況に応じて逐一サポートを行っていく。

到達目標

1．卒業論文の作成に関して主体的に行動することができる。
2．卒業論文を執筆し、その内容を報告することができる。
3．セミナーの一員として他のメンバーと協力してディスカッションや作業を進めることができる。

授業計画

【第1回】
テーマ：夏休みの課題の報告
内容・方法：夏休みに課した課題の報告を行う。
【第2回】
テーマ：本論の執筆①
内容・方法：卒業論文の本論を執筆していく。
【第3回】
テーマ：本論の執筆②
内容・方法：卒業論文の本論を執筆していく。
【第4回】
テーマ：本論の執筆③
内容・方法：卒業論文の本論を執筆していく。
【第5回】
テーマ：本論に関する報告
内容・方法：卒業論文の本論に関する報告を行う。
【第5回】
テーマ：結論の執筆①
内容・方法：卒業論文の結論を執筆していく。
【第6回】
テーマ：結論の執筆②
内容・方法：卒業論文の結論を執筆していく。
【第7回】
テーマ：結論の執筆③
内容・方法：卒業論文の結論を執筆していく。
【第8回】
テーマ：結論に関する報告
内容・方法：卒業論文の結論に関する報告を行う。
【第9回】
テーマ：序章の執筆①
内容・方法：卒業論文の序章を執筆していく。
【第10回】
テーマ：序章の執筆②
内容・方法：卒業論文の序章を執筆していく。
【第11回】
テーマ：序章の執筆③
内容・方法：卒業論文の序章を執筆していく。
【第12回】
テーマ：序章の執筆④
内容・方法：卒業論文の序章を執筆していく。
【第13回】
テーマ：序章に関する報告
内容・方法：卒業論文の序章に関する報告を行う。
【第14回】
テーマ：卒業論文の最終報告
内容・方法：卒業論文全体の内容について最終報告を行う。
【第15回】
テーマ：まとめ
内容・方法：本セミナーの内容について振り返る。

事前事後の学習

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

セミナーⅣｂ（卒業研究を含む）



授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

事前学習： 卒業論文の作成に向けて主体的に取り組むこと。報告者は、パワーポイントもしくはレジュメの準備
を必ずして授業に臨むこと。一人あたりの報告回数については、卒業論文に関わる内容について5回を予定してい
る。報告準備については時間がかかると考えられるので、計画的に進めていくよう心掛けること。事前学習にか
かる目安の時間は各回二時間程度とする。
事後学習：授業内で教員に指示された内容を事後に確認し、次の授業までに課題を進めておくこと。学習時間の
目安は二時間程度とする。

課題に対するフィードバックの方法

授業時間内の報告については、その場でフィードバックを行う。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示す評価方法により総合的に判定のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

50

10

0

40

0

評価方法・割合

授業態度、報告内容

卒業論文の執筆の進捗

報告資料、卒業論文

評価対象となる到達目標

1、2、3

1、2

1、2

テキスト 特になし。

参考書 必要に応じて授業内で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 卒業論文の執筆に前向きに取り組むようにしてください。

セミナーⅣｂ（卒業研究を含む）



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16307031

セミナーⅣｂ（卒業研究を含む）

三輪　淳之

三輪　淳之

4年

授業の目的・概要

セミナーⅣでは年間を通じて卒業論文の完成に向けて活動する。論文の作成においては常に学問と実践を行き来
して現実を直視するとともに、未来志向の視点から課題に対応することを提言する経験を通じて、社会で活躍す
る力を身につけることが期待されます。セミナー活動に対する積極的な態度が求められます。

到達目標

１．解決したい社会課題や研究テーマを主体的に決定できる。
２．卒業要件に必要な卒業論文を完成する。

授業計画

第1回；夏季休暇期間中の研究進捗について報告
第2回；卒業研究にむけての作成計画策定
第3回；各自の問題意識の研究計画発表
第4回；先行研究調査の発表と討論1
第5回；先行研究調査の発表と討論2
第6回；先行研究調査の発表と討論3
第7回；先行研究調査の発表と討論4
第8回；卒業研究に向けた調査と討論1
第9回；卒業研究に向けた調査と討論2
第10回；卒業研究に向けた調査と討論3
第11回；卒業研究に向けた調査と討論4
第12回；卒業研究報告1
第13回；卒業研究報告2
第14回；卒業研究発表準備１
第15回；卒業研究発表準備２

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

各回を通じて、セミナー及び研究の課題について自分で勉強、準備し、セミナーで学んだことをもとに整理して
下さい。

課題に対するフィードバックの方法

セミナーの時間やオフィスアワーの時間帯で、フィードバックや助言をおこないます。

成績評価の方法・基準（方針）

以下に示す評価方法により総合的に判断のうえ、60点以上を合格とし、所定の単位を認定する。

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 2単位

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

50

0

50

0

0

評価方法・割合

授業内でのディスカッションへの積極的参画や研究への積
極的取り組み姿勢

卒業論文の完成度

評価対象となる到達目標

1, 2

1, 2

1, 2

テキスト 必要に応じて授業の中で適宜指示する。

参考書 必要に応じて授業の中で適宜指示する。

履修条件・他の科目との関連 学生の皆さんが社会に出ていく直前の時期であり、企業や公務員の一員となるためにも、積極的に
議論に参加し発言することが大切です。ひとりひとりの意識改革とリーダーシップに期待します。

実務家教員による授業 －

セミナーⅣｂ（卒業研究を含む）



セミナーⅣｂ（卒業研究を含む）



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16314901

プロジェクト演習Ⅰａ

川波　竜三

川波　竜三

1年

授業の目的・概要

プロジェクト演習Ⅰaでは基本的な学修スキルを向上させるとともに、グループワークを通して課題解決に向けた
主体性や協調性を身につけることを目指す。加えて、金融・経済及び公共人材・公務員コース双方の視点から社
会課題を探索することで、物事を分析する上での多様な視点を身につけ、経済学を学ぶ上での自らの興味関心事
を主体的に明らかにする。学生及び社会人にとっての基礎的なスキルを身につけるとともに、理論と実践を結節
させることで経済学を学ぶ意義を理解することが本授業の目的である。また、経営経済学部にある5コースの学修
内容についても基本的な理解を促し、主専攻・副専攻の選択につなげる。
「体験型の学修」の具体的な実践として、教員と学生、または学生同士がコミュニケーションを図り相互に刺激
を与えあう授業環境を整えていく。

到達目標

1. 基本的な学修スキルを向上させるとともに課題解決に向けた主体性や協調性を身につけ、研究課題に積極的に
取り組むことができる。
2. 自分の関心がある経済に関わる社会課題について、様々な視点から説明できる。
3. 経営経済学部5コースで取り組むテーマや学修内容について理解している。

授業計画

【第1回】
テーマ：授業ガイダンス
内容・方法：授業の目的及び概要、評価方法に関する説明を行う。グループ編成(1グループ5名程度)・自己紹
介、初めてのグループワークを実践する。
【第2回】
テーマ：学修の基本（読む、聞く、書く）を学ぶ
内容・方法：テキストを用いて学修の基本(読む、聞く、書く)について解説する。動画等を用いて個別にワーク
を行い、グループでそれぞれの解答を集約した上で報告を行う。
【第3回】
テーマ：入学前教育テキストの解説
内容・方法：入学前教育テキストの内容について解説するとともに、経済学科の2コースで取り扱う学修テーマの
概要を理解する。
【第4回】
テーマ：経済学へのいざない
内容・方法：経済学を学ぶことが実社会の中でどのように役立つのか解説した上で、経済学科2コースの担当教員
がそれぞれのコースにおける学修内容を具体的に説明する。その後、グループ内で経済に関する興味・関心につ
いて意見交換を行い、内容を集約した上で報告を行う。
【第5回】
テーマ：リサーチの基本(要約)を学ぶ①
内容・方法：リサーチを行う上での基礎となる要約の方法論について、テキストやプリントを用いて解説する。
その際には個別にワークを行いグループ内でも解答について意見を共有する。ワークシートについては提出を求
める。
【第6回】
テーマ：リサーチの基本(要約)を学ぶ②、新たなグループ編成
内容・方法：前回と同様の形式で要約課題に取り組む。ワークシートについては提出を求める。日経4946の記事
を紹介し経済学科での学びを意識させる。その後、新たなグループ編成(1グループ5名程度)・自己紹介等を行
う。
【第7回】
テーマ：地域創生からみる社会課題①：学外授業又は外部講師による講義への準備
内容・方法：次回開催される、地域創生に携わる方による学外授業又は講義への準備を行う。リサーチ方法や目
的を説明した上で、グループ毎に作業を進める。その後、グループで調査した内容を取りまとめ報告を行う。
【第8回】
テーマ：地域創生からみる社会課題②：学外授業又は外部講師による講義
内容・方法：地域創生に携わる方による学外授業又は講義を行う。地域創生に向けた取り組みや問題点について
具体的な話を頂き、地域に存在する社会課題について理解を深める。
【第9回】
テーマ：地域創生からみる社会課題③：まとめと振り返り
内容・方法：グループ毎に前回の講義内容を要約し、発表資料を作成した上で報告を行う。一連の取り組みを通
し、学生個々の地域社会における社会課題への関心や興味を喚起する。
【第10回】
テーマ：コース体験授業（経済学科・経営学科合同授業）
内容・方法：経営学科３コースに所属する担当教員が、各コースで取り上げる学修テーマについて講義・演習を
行う。経営学科：企業経営・マーケティングコース、ベンチャービジネスコース、スポーツビジネスコース
【第11回】

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －

プロジェクト演習Ⅰａ



テーマ：コース体験授業（経済学科・経営学科合同授業）
内容・方法：経済学科２コースに所属する担当教員が、各コースで取り上げる学修テーマについて講義・演習を
行う。経済学科：金融・経済コース、公共人材・公務員コース
【第12回】
テーマ：経済主体(企業)からみる社会課題①：社会課題及び企業に関するリサーチ
内容・方法：後期リサーチプロジェクトの準備として、社会課題の探索とビジネスを通じて解決する企業の取り
組みについてグループで調査する。企業情報に関する資料を探索し、そこから社会課題を読み取り要約するプロ
セスを経験する。
【第13回】
テーマ：経済主体(企業)からみる社会課題②：報告資料の作成
内容・方法：グループ毎に解決すべき社会課題及び企業の取り組みについて調査した内容を報告資料としてまと
める。
【第14回】
テーマ：経済主体(企業)からみる社会課題③：報告とフィードバック
内容・方法：報告資料に基づきグループ毎に報告を行う。その後、学生及び教員がフィードバックを行う。一連
の取り組みを通し、学生個々の経済に関わる社会課題への関心や興味を喚起する。
【第15回】
テーマ：プロジェクト演習Ⅰaのまとめ
内容・方法：経済学を学ぶ意義や現在の社会課題について再度確認する。さらに、学修及び調査スキル、グルー
プワークを通したコミュニケーション能力など個々人の成長を振り返り、後期への課題を明らかにする。

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

【第1回】
①事前学修課題：シラバスを一読する。授業ノートを準備する。
②事後学修課題：授業の目的や概要、評価方法について確認する。
【第2回】
①事前学修課題：テキストの該当箇所を一読しておく。
②事後学修課題：個別ワークに関する復習を行う。
【第3回】
①事前学修課題：入学前教育テキストの取り組みを確認する。
②事後学修課題：入学前教育テキストの解説を確認する。
【第4回】
①事前学修課題：金融・経済及び公共人材・公務員コースの概要を大学ホームページで確認する。
②事後学修課題：両コースにおける具体的な学修内容を復習する。
【第5回】
①事前学修課題：テキストの該当箇所を一読しておく。
②事後学修課題：要約の方法論について復習しておく。
【第6回】
①事前学修課題：日経テレコンの使い方を復習しておく。
②事後学修課題：要約課題の復習を行う。
【第7回】
①事前学修課題：地方創生、地域創生というキーワードについてインターネットで事前に調べておく。
②事後学修課題：グループワークで調査した内容を確認しておく。
【第8回】
①事前学修課題：講師に対する質問を考えておく。
②事後学修課題：学外授業又は外部講師の講義の内容を確認しておく。
【第9回】
①事前学修課題：前回授業の要約の構想を練っておく。
②事後学修課題：教員や学生からのフィードバック内容を振り返る。
【第10回】
①事前学修課題：経営学科の各コースの概要を大学ホームページで確認する。
②事後学修課題：各コースの学修内容を振り返り、コース選択にいかせるようにする。
【第11回】
①事前学修課題：第4回の授業内容を確認しておく。
②事後学修課題：各コースの学修内容を振り返り、コース選択にいかせるようにする。
【第12回】
①事前学修課題：自分が興味のある企業とその理由について考えておく。
②事後学修課題：授業で議論した内容に関する振り返りを行う。
【第13回】
①事前学修課題：前回の授業で議論した内容から報告資料を作成するための準備を行う。
②事後学修課題：作成した報告資料が適切であるか内容を確認する。
【第14回】
①事前学修課題：最終報告のための練習を行う。
②事後学修課題：フィードバックされた内容について振り返り、今後の課題を整理する。
【第15回】
①事前学修課題：今まで授業でとってきたメモすべてに目を通しておく。
②事後学修課題：授業全体の学修内容を確認する。

課題に対するフィードバックの方法

授業内に教員から課題や報告に対するフィードバックを行う。

成績評価の方法・基準（方針）

プロジェクト演習Ⅰａ



授業内での評価（50%）では、授業への取り組み、グループでのディスカッションやアウトプットへの貢献、授業
ノートの作成を評価する。授業外での評価（10％）では、資料の準備や情報整理といったリサーチを遅延なく進
める取り組みを評価する。定期試験に代わるレポート（40％）として、グループ発表資料、個人ワークシートを
評価する。なお、正当な理由なく5回をこえて授業に欠席した場合は、原則「K」評価とする。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

50

10

0

40

0

評価方法・割合

授業への取り組み、グループへの貢献、授業ノート

リサーチへの取り組み

グループ発表資料、個人ワークシート

評価対象となる到達目標

1, 2, 3

1, 2

1,2

テキスト 3訂大学学びのことはじめ/佐藤智明他/ナカニシヤ出版/1900/978-4-7795-0838-7

参考書 必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 ・テキスト、ノートを毎回持参すること。
・提示された課題に対して、主体的・積極的な態度での参画が求められる。
・学外授業は、通常の時間割とは異なった曜日で実施されることもある。その際には、事前に提示さ
れたスケジュールを確認して出席すること。出席は必須とする。

プロジェクト演習Ⅰａ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16314902

プロジェクト演習Ⅰａ

三輪　淳之

三輪　淳之

1年

授業の目的・概要

プロジェクト演習Ⅰaでは基本的な学修スキルを向上させるとともに、グループワークを通して課題解決に向けた
主体性や協調性を身につけることを目指す。加えて、金融・経済及び公共人材・公務員コース双方の視点から社
会課題を探索することで、物事を分析する上での多様な視点を身につけ、経済学を学ぶ上での自らの興味関心事
を主体的に明らかにする。学生及び社会人にとっての基礎的なスキルを身につけるとともに、理論と実践を結節
させることで経済学を学ぶ意義を理解することが本授業の目的である。また、経営経済学部にある5コースの学修
内容についても基本的な理解を促し、主専攻・副専攻の選択につなげる。
「体験型の学修」の具体的な実践として、教員と学生、または学生同士がコミュニケーションを図り相互に刺激
を与えあう授業環境を整えていく。

到達目標

1. 基本的な学修スキルを向上させるとともに課題解決に向けた主体性や協調性を身につけ、研究課題に積極的に
取り組むことができる。
2. 自分の関心がある経済に関わる社会課題について、様々な視点から説明できる。
3. 経営経済学部5コースで取り組むテーマや学修内容について理解している。

授業計画

【第1回】
テーマ：授業ガイダンス
内容・方法：授業の目的及び概要、評価方法に関する説明を行う。グループ編成(1グループ5名程度)・自己紹
介、初めてのグループワークを実践する。
【第2回】
テーマ：学修の基本（読む、聞く、書く）を学ぶ
内容・方法：テキストを用いて学修の基本(読む、聞く、書く)について解説する。動画等を用いて個別にワーク
を行い、グループでそれぞれの解答を集約した上で報告を行う。
【第3回】
テーマ：入学前教育テキストの解説
内容・方法：入学前教育テキストの内容について解説するとともに、経済学科の2コースで取り扱う学修テーマの
概要を理解する。
【第4回】
テーマ：経済学へのいざない
内容・方法：経済学を学ぶことが実社会の中でどのように役立つのか解説した上で、経済学科2コースの担当教員
がそれぞれのコースにおける学修内容を具体的に説明する。その後、グループ内で経済に関する興味・関心につ
いて意見交換を行い、内容を集約した上で報告を行う。
【第5回】
テーマ：リサーチの基本(要約)を学ぶ①
内容・方法：リサーチを行う上での基礎となる要約の方法論について、テキストやプリントを用いて解説する。
その際には個別にワークを行いグループ内でも解答について意見を共有する。ワークシートについては提出を求
める。
【第6回】
テーマ：リサーチの基本(要約)を学ぶ②、新たなグループ編成
内容・方法：前回と同様の形式で要約課題に取り組む。ワークシートについては提出を求める。日経4946の記事
を紹介し経済学科での学びを意識させる。その後、新たなグループ編成(1グループ5名程度)・自己紹介等を行
う。
【第7回】
テーマ：地域創生からみる社会課題①：学外授業又は外部講師による講義への準備
内容・方法：次回開催される、地域創生に携わる方による学外授業又は講義への準備を行う。リサーチ方法や目
的を説明した上で、グループ毎に作業を進める。その後、グループで調査した内容を取りまとめ報告を行う。
【第8回】
テーマ：地域創生からみる社会課題②：学外授業又は外部講師による講義
内容・方法：地域創生に携わる方による学外授業又は講義を行う。地域創生に向けた取り組みや問題点について
具体的な話を頂き、地域に存在する社会課題について理解を深める。
【第9回】
テーマ：地域創生からみる社会課題③：まとめと振り返り
内容・方法：グループ毎に前回の講義内容を要約し、発表資料を作成した上で報告を行う。一連の取り組みを通
し、学生個々の地域社会における社会課題への関心や興味を喚起する。
【第10回】
テーマ：コース体験授業（経済学科・経営学科合同授業）
内容・方法：経営学科３コースに所属する担当教員が、各コースで取り上げる学修テーマについて講義・演習を
行う。経営学科：企業経営・マーケティングコース、ベンチャービジネスコース、スポーツビジネスコース
【第11回】

授業種別

開講期

演習

前期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －
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テーマ：コース体験授業（経済学科・経営学科合同授業）
内容・方法：経済学科２コースに所属する担当教員が、各コースで取り上げる学修テーマについて講義・演習を
行う。経済学科：金融・経済コース、公共人材・公務員コース
【第12回】
テーマ：経済主体(企業)からみる社会課題①：社会課題及び企業に関するリサーチ
内容・方法：後期リサーチプロジェクトの準備として、社会課題の探索とビジネスを通じて解決する企業の取り
組みについてグループで調査する。企業情報に関する資料を探索し、そこから社会課題を読み取り要約するプロ
セスを経験する。
【第13回】
テーマ：経済主体(企業)からみる社会課題②：報告資料の作成
内容・方法：グループ毎に解決すべき社会課題及び企業の取り組みについて調査した内容を報告資料としてまと
める。
【第14回】
テーマ：経済主体(企業)からみる社会課題③：報告とフィードバック
内容・方法：報告資料に基づきグループ毎に報告を行う。その後、学生及び教員がフィードバックを行う。一連
の取り組みを通し、学生個々の経済に関わる社会課題への関心や興味を喚起する。
【第15回】
テーマ：プロジェクト演習Ⅰaのまとめ
内容・方法：経済学を学ぶ意義や現在の社会課題について再度確認する。さらに、学修及び調査スキル、グルー
プワークを通したコミュニケーション能力など個々人の成長を振り返り、後期への課題を明らかにする。

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

【第1回】
①事前学修課題：シラバスを一読する。授業ノートを準備する。
②事後学修課題：授業の目的や概要、評価方法について確認する。
【第2回】
①事前学修課題：テキストの該当箇所を一読しておく。
②事後学修課題：個別ワークに関する復習を行う。
【第3回】
①事前学修課題：入学前教育テキストの取り組みを確認する。
②事後学修課題：入学前教育テキストの解説を確認する。
【第4回】
①事前学修課題：金融・経済及び公共人材・公務員コースの概要を大学ホームページで確認する。
②事後学修課題：両コースにおける具体的な学修内容を復習する。
【第5回】
①事前学修課題：テキストの該当箇所を一読しておく。
②事後学修課題：要約の方法論について復習しておく。
【第6回】
①事前学修課題：日経テレコンの使い方を復習しておく。
②事後学修課題：要約課題の復習を行う。
【第7回】
①事前学修課題：地方創生、地域創生というキーワードについてインターネットで事前に調べておく。
②事後学修課題：グループワークで調査した内容を確認しておく。
【第8回】
①事前学修課題：講師に対する質問を考えておく。
②事後学修課題：学外授業又は外部講師の講義の内容を確認しておく。
【第9回】
①事前学修課題：前回授業の要約の構想を練っておく。
②事後学修課題：教員や学生からのフィードバック内容を振り返る。
【第10回】
①事前学修課題：経営学科の各コースの概要を大学ホームページで確認する。
②事後学修課題：各コースの学修内容を振り返り、コース選択にいかせるようにする。
【第11回】
①事前学修課題：第4回の授業内容を確認しておく。
②事後学修課題：各コースの学修内容を振り返り、コース選択にいかせるようにする。
【第12回】
①事前学修課題：自分が興味のある企業とその理由について考えておく。
②事後学修課題：授業で議論した内容に関する振り返りを行う。
【第13回】
①事前学修課題：前回の授業で議論した内容から報告資料を作成するための準備を行う。
②事後学修課題：作成した報告資料が適切であるか内容を確認する。
【第14回】
①事前学修課題：最終報告のための練習を行う。
②事後学修課題：フィードバックされた内容について振り返り、今後の課題を整理する。
【第15回】
①事前学修課題：今まで授業でとってきたメモすべてに目を通しておく。
②事後学修課題：授業全体の学修内容を確認する。

課題に対するフィードバックの方法

授業内に教員から課題や報告に対するフィードバックを行う。

成績評価の方法・基準（方針）

プロジェクト演習Ⅰａ



授業内での評価（50%）では、授業への取り組み、グループでのディスカッションやアウトプットへの貢献、授業
ノートの作成を評価する。授業外での評価（10％）では、資料の準備や情報整理といったリサーチを遅延なく進
める取り組みを評価する。定期試験に代わるレポート（40％）として、グループ発表資料、個人ワークシートを
評価する。なお、正当な理由なく5回をこえて授業に欠席した場合は、原則「K」評価とする。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

50

10

0

40

0

評価方法・割合

授業への取り組み、グループへの貢献、授業ノート

リサーチへの取り組み

グループ発表資料、個人ワークシート

評価対象となる到達目標

1, 2, 3

1, 2

1,2

テキスト 3訂大学学びのことはじめ/佐藤智明他/ナカニシヤ出版/1900/978-4-7795-0838-7

参考書 必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 ・テキスト、ノートを毎回持参すること。
・提示された課題に対して、主体的・積極的な態度での参画が求められる。
・学外授業は、通常の時間割とは異なった曜日で実施されることもある。その際には、事前に提示さ
れたスケジュールを確認して出席すること。出席は必須とする。

プロジェクト演習Ⅰａ



授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16315001

プロジェクト演習Ⅰｂ

川波　竜三

川波　竜三

1年

授業の目的・概要

プロジェクト演習Ⅰbでは、リサーチプロジェクトにグループで取り組むことでリサーチスキルの基本を身につけ
るとともに、課題解決に向けた主体性や協調性を養うことを目指す。これらの能力は、大学時代だけではなく社
会人になった後にも役立つ重要な能力といえる。また、リサーチプロジェクトを通して、経済学科における学び
を社会課題の分析(実践)にいかすことができると学生が実感することで、コース選択後の学びもさらに充実した
ものになる。そして、経営経済学部にある5コースの学修内容についても理解を深め、主専攻・副専攻の選択を行
う。

到達目標

1. リサーチスキルの基本を身につけるとともに主体性や協調性を養い、積極的に研究課題に取り組み報告するこ
とができる。
2. 経済学科における学びを社会課題の分析(実践)にいかすことできる。
3. 経営経済学部5コースで取り組むテーマや学修内容について理解している。

授業計画

【第1回】
テーマ：授業ガイダンス
内容・方法：授業の目的及び概要、評価方法、リサーチプロジェクトの概要に関する説明を行う。グループ編成
(1グループ3名程度)・自己紹介、初めてのグループワークを実践する。
【第2回】
テーマ：リサーチプロジェクトの進め方や内容に関する解説
内容・方法：リサーチプロジェクトの進め方や全体像を把握する。グループ内で、プロジェクト演習Ⅰaで取り上
げた社会課題にする説明をお互いに行う。
【第3回】
テーマ：リサーチプロジェクトテーマ設定①：テーマに関するブレインストーミング
内容・方法：グループメンバーで興味のある社会課題について意見を出し合った上で、それらの内容をリサーチ
する。リサーチ内容をまとめたうえで報告してもらい、教員がフィードバックを行う。
【第4回】
テーマ：リサーチプロジェクトテーマ設定②：テーマに関するリサーチの精緻化と絞り込み
内容・方法：前回のリサーチ内容をより精緻化させ、リサーチプロジェクトで報告するテーマを1つに絞り込む。
リサーチ内容をまとめたうえで報告してもらい、教員がフィードバックを行う。
【第5回】
テーマ：リサーチプロジェクトテーマ設定③：テーマに関するサーベイと中間報告会に向けた資料作成
内容・方法：リサーチプロジェクトのテーマに関して、文献およびオンラインの情報をもとにサーベイを行う。
テーマに関する背景や問題意識、リサーチクエッション、今後のリサーチ計画に関する内容を踏まえた報告資料
をパワーポイントで作成する。
【第6回】
テーマ：中間報告会：リサーチプロジェクトテーマの報告
内容・方法：作成した資料をもとに報告を行い、教員や学生からフィードバックを受ける。報告資料を提出す
る。
【第7回】
テーマ：サーベイの実施と報告資料の作成①
内容・方法：中間報告会のフィードバックを精査したうえで資料の修正を行う。その後、サーベイや資料の作成
をすすめる。プロジェクトの進捗について報告してもらい、教員がフィードバックを行う。
【第8回】
テーマ：サーベイの実施と報告資料の作成②
内容・方法：サーベイや資料の作成をすすめる。プロジェクトの進捗について報告してもらい、教員がフィード
バックを行う。
【第9回】
テーマ：サーベイの実施と報告資料の作成③
内容・方法：サーベイや資料の作成をすすめる。プロジェクトの進捗について報告してもらい、教員がフィード
バックを行う。
【第10回】
テーマ：サーベイの実施と報告資料の作成④
内容・方法：報告内容の結論についてまとめる。プロジェクトの進捗について報告してもらい、教員がフィード
バックを行う。
【第11回】
テーマ：リサーチプロジェクト最終準備：リサーチプロジェクト最終報告に向けた確認
内容・方法：報告資料の確認を行ったうえで、プレゼンテーションのやり方についても準備を行う。
【第12回】
テーマ：リサーチプロジェクト最終報告

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －
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内容・方法：報告内容、報告態度について、教員や学生からフィードバックを行う。報告資料を提出する。
【第13回】
テーマ：大学での学びと実践の結節：日経テスト受験
内容・方法：日経テストを受験し現在の経済に関する知識量を測るとともに、今後の課題を明らかにする。
【第14回】
テーマ：コース選択説明会（経営学科・経済学科合同）
内容・方法：各コースに所属する担当教員またはコース主任より、各コースでの学修内容や将来の進路について
説明を行う。
経営学科：企業経営・マーケティングコース、ベンチャービジネスコース、スポーツビジネスコース　経済学
科：金融・経済コース、公共人材・公務員コース
コース選択調査の実施（最終決定）
【第15回】
プロジェクト演習Ⅰbの振り返り
内容・方法：プロジェクト演習Ⅰa, Ⅰbでの取り組みを振り返り、個々人の成長点や今後の課題を明確化する。

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

【第1回】
①事前学修課題：シラバスを一読する。授業ノートを準備する。
②事後学修課題：授業の目的や概要、評価方法について確認する。
【第2回】
①事前学修課題：テキストの該当箇所を一読しておく。プロジェクト演習Ⅰaの内容を確認しておく。
②事後学修課題：リサーチプロジェクトの進め方について復習しておく。
【第3回】
①事前学修課題：興味のある社会課題についてインターネットで検索しておく。
②事後学修課題：グループ内で行ったディスカッション及び教員のフィードバックの内容について確認してお
く。
【第4回】
①事前学修課題：複数のテーマのなかから自分はどのテーマを報告したいか考えておく。
②事後学修課題：グループで作成している資料の内容及び教員のフィードバックの内容について確認しておく。
【第5回】
①事前学修課題：決定したテーマの内容についてインターネットや書籍を用いリサーチしておく。
②事後学修課題：作成した報告資料の内容を確認する。
【第6回】
①事前学修課題：中間報告の内容を確認しプレゼンテーションの準備を行う。
②事後学修課題：フィードバックされた内容に関して確認しておく。
【第7回】
①事前学修課題：本授業においてサーベイ及び資料作成をどのようにどこまで行うのか個別にイメージしてお
く。
②事後学修課題：リサーチプロジェクトの進捗状況を把握し、フィードバックの内容について確認しておく。
【第8回】
①事前学修課題：本授業においてサーベイ及び資料作成をどのようにどこまで行うのか個別にイメージしてお
く。
②事後学修課題：リサーチプロジェクトの進捗状況を把握し、フィードバックの内容について確認しておく。
【第9回】
①事前学修課題：本授業においてサーベイ及び資料作成をどのようにどこまで行うのか個別にイメージしてお
く。
②事後学修課題：リサーチプロジェクトの進捗状況を把握し、フィードバックの内容について確認しておく。
【第10回】
①事前学修課題：リサープロジェクトの結論の内容について個別に考えておく。
②事後学修課題：報告の結論及びフィードバックの内容について確認しておく。
【第11回】
①事前学修課題：報告の最終準備としてグループで何をすべきか個別に考えておく。
②事後学修課題：作成した報告資料の内容を確認する。
【第12回】
①事前学修課題：最終報告の内容を確認しプレゼンテーションの準備を行う。
②事後学修課題：フィードバックされた内容に関して確認しておく。
【第13回】
①事前学修課題：日経テストの受験に向け、日経テレコムなどを用いて新聞記事を確認しておく。
②事後学修課題：日経テストを通して今後の課題を明確化しておく。
【第14回】
①事前学修課題：主専攻や副専攻の選択に必要な情報を予習する。
②事後学修課題：コース選択についての情報を整理し、コース選択を行う。
【第15回】
①事前学修課題：リサーチプロジェクトの内容を確認しておく
②事後学修課題：授業全体の学修内容を確認する。

課題に対するフィードバックの方法

授業内に教員から課題や報告に対するフィードバックを行う。

成績評価の方法・基準（方針）

授業内での評価（50%）では、授業への取り組み、グループでのディスカッションやアウトプットへの貢献、授業
ノートの作成を評価する。授業外での評価（10％）では、資料の準備や情報整理といったリサーチを遅延なく進

プロジェクト演習Ⅰｂ



める取り組みを評価する。定期試験に代わるレポート（40％）として、プロジェクトテーマ報告資料、最終報告
資料を評価する。なお、正当な理由なく5回をこえて授業に欠席した場合は、原則「K」評価とする。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

50

10

0

40

0

評価方法・割合

授業への取り組み、グループへの貢献、授業ノート

リサーチへの取り組み

プロジェクトテーマ報告資料、最終報告資料

評価対象となる到達目標

1, 2, 3

1, 2

1,2

テキスト 3訂大学学びのことはじめ/佐藤智明他/ナカニシヤ出版/1900/978-4-7795-0838-7

参考書 必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 ・テキスト、ノートを毎回持参すること。
・提示された課題に対して、主体的・積極的な態度での参画が求められる。
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授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16315002

プロジェクト演習Ⅰｂ

三輪　淳之

三輪　淳之

1年

授業の目的・概要

プロジェクト演習Ⅰbでは、リサーチプロジェクトにグループで取り組むことでリサーチスキルの基本を身につけ
るとともに、課題解決に向けた主体性や協調性を養うことを目指す。これらの能力は、大学時代だけではなく社
会人になった後にも役立つ重要な能力といえる。また、リサーチプロジェクトを通して、経済学科における学び
を社会課題の分析(実践)にいかすことができると学生が実感することで、コース選択後の学びもさらに充実した
ものになる。そして、経営経済学部にある5コースの学修内容についても理解を深め、主専攻・副専攻の選択を行
う。

到達目標

1. リサーチスキルの基本を身につけるとともに主体性や協調性を養い、積極的に研究課題に取り組み報告するこ
とができる。
2. 経済学科における学びを社会課題の分析(実践)にいかすことできる。
3. 経営経済学部5コースで取り組むテーマや学修内容について理解している。

授業計画

【第1回】
テーマ：授業ガイダンス
内容・方法：授業の目的及び概要、評価方法、リサーチプロジェクトの概要に関する説明を行う。グループ編成
(1グループ3名程度)・自己紹介、初めてのグループワークを実践する。
【第2回】
テーマ：リサーチプロジェクトの進め方や内容に関する解説
内容・方法：リサーチプロジェクトの進め方や全体像を把握する。グループ内で、プロジェクト演習Ⅰaで取り上
げた社会課題にする説明をお互いに行う。
【第3回】
テーマ：リサーチプロジェクトテーマ設定①：テーマに関するブレインストーミング
内容・方法：グループメンバーで興味のある社会課題について意見を出し合った上で、それらの内容をリサーチ
する。リサーチ内容をまとめたうえで報告してもらい、教員がフィードバックを行う。
【第4回】
テーマ：リサーチプロジェクトテーマ設定②：テーマに関するリサーチの精緻化と絞り込み
内容・方法：前回のリサーチ内容をより精緻化させ、リサーチプロジェクトで報告するテーマを1つに絞り込む。
リサーチ内容をまとめたうえで報告してもらい、教員がフィードバックを行う。
【第5回】
テーマ：リサーチプロジェクトテーマ設定③：テーマに関するサーベイと中間報告会に向けた資料作成
内容・方法：リサーチプロジェクトのテーマに関して、文献およびオンラインの情報をもとにサーベイを行う。
テーマに関する背景や問題意識、リサーチクエッション、今後のリサーチ計画に関する内容を踏まえた報告資料
をパワーポイントで作成する。
【第6回】
テーマ：中間報告会：リサーチプロジェクトテーマの報告
内容・方法：作成した資料をもとに報告を行い、教員や学生からフィードバックを受ける。報告資料を提出す
る。
【第7回】
テーマ：サーベイの実施と報告資料の作成①
内容・方法：中間報告会のフィードバックを精査したうえで資料の修正を行う。その後、サーベイや資料の作成
をすすめる。プロジェクトの進捗について報告してもらい、教員がフィードバックを行う。
【第8回】
テーマ：サーベイの実施と報告資料の作成②
内容・方法：サーベイや資料の作成をすすめる。プロジェクトの進捗について報告してもらい、教員がフィード
バックを行う。
【第9回】
テーマ：サーベイの実施と報告資料の作成③
内容・方法：サーベイや資料の作成をすすめる。プロジェクトの進捗について報告してもらい、教員がフィード
バックを行う。
【第10回】
テーマ：サーベイの実施と報告資料の作成④
内容・方法：報告内容の結論についてまとめる。プロジェクトの進捗について報告してもらい、教員がフィード
バックを行う。
【第11回】
テーマ：リサーチプロジェクト最終準備：リサーチプロジェクト最終報告に向けた確認
内容・方法：報告資料の確認を行ったうえで、プレゼンテーションのやり方についても準備を行う。
【第12回】
テーマ：リサーチプロジェクト最終報告

授業種別

開講期

演習

後期 単位数 2単位

実務家教員による授業 －
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内容・方法：報告内容、報告態度について、教員や学生からフィードバックを行う。報告資料を提出する。
【第13回】
テーマ：大学での学びと実践の結節：日経テスト受験
内容・方法：日経テストを受験し現在の経済に関する知識量を測るとともに、今後の課題を明らかにする。
【第14回】
テーマ：コース選択説明会（経営学科・経済学科合同）
内容・方法：各コースに所属する担当教員またはコース主任より、各コースでの学修内容や将来の進路について
説明を行う。
経営学科：企業経営・マーケティングコース、ベンチャービジネスコース、スポーツビジネスコース　経済学
科：金融・経済コース、公共人材・公務員コース
コース選択調査の実施（最終決定）
【第15回】
プロジェクト演習Ⅰbの振り返り
内容・方法：プロジェクト演習Ⅰa, Ⅰbでの取り組みを振り返り、個々人の成長点や今後の課題を明確化する。

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

【第1回】
①事前学修課題：シラバスを一読する。授業ノートを準備する。
②事後学修課題：授業の目的や概要、評価方法について確認する。
【第2回】
①事前学修課題：テキストの該当箇所を一読しておく。プロジェクト演習Ⅰaの内容を確認しておく。
②事後学修課題：リサーチプロジェクトの進め方について復習しておく。
【第3回】
①事前学修課題：興味のある社会課題についてインターネットで検索しておく。
②事後学修課題：グループ内で行ったディスカッション及び教員のフィードバックの内容について確認してお
く。
【第4回】
①事前学修課題：複数のテーマのなかから自分はどのテーマを報告したいか考えておく。
②事後学修課題：グループで作成している資料の内容及び教員のフィードバックの内容について確認しておく。
【第5回】
①事前学修課題：決定したテーマの内容についてインターネットや書籍を用いリサーチしておく。
②事後学修課題：作成した報告資料の内容を確認する。
【第6回】
①事前学修課題：中間報告の内容を確認しプレゼンテーションの準備を行う。
②事後学修課題：フィードバックされた内容に関して確認しておく。
【第7回】
①事前学修課題：本授業においてサーベイ及び資料作成をどのようにどこまで行うのか個別にイメージしてお
く。
②事後学修課題：リサーチプロジェクトの進捗状況を把握し、フィードバックの内容について確認しておく。
【第8回】
①事前学修課題：本授業においてサーベイ及び資料作成をどのようにどこまで行うのか個別にイメージしてお
く。
②事後学修課題：リサーチプロジェクトの進捗状況を把握し、フィードバックの内容について確認しておく。
【第9回】
①事前学修課題：本授業においてサーベイ及び資料作成をどのようにどこまで行うのか個別にイメージしてお
く。
②事後学修課題：リサーチプロジェクトの進捗状況を把握し、フィードバックの内容について確認しておく。
【第10回】
①事前学修課題：リサープロジェクトの結論の内容について個別に考えておく。
②事後学修課題：報告の結論及びフィードバックの内容について確認しておく。
【第11回】
①事前学修課題：報告の最終準備としてグループで何をすべきか個別に考えておく。
②事後学修課題：作成した報告資料の内容を確認する。
【第12回】
①事前学修課題：最終報告の内容を確認しプレゼンテーションの準備を行う。
②事後学修課題：フィードバックされた内容に関して確認しておく。
【第13回】
①事前学修課題：日経テストの受験に向け、日経テレコムなどを用いて新聞記事を確認しておく。
②事後学修課題：日経テストを通して今後の課題を明確化しておく。
【第14回】
①事前学修課題：主専攻や副専攻の選択に必要な情報を予習する。
②事後学修課題：コース選択についての情報を整理し、コース選択を行う。
【第15回】
①事前学修課題：リサーチプロジェクトの内容を確認しておく
②事後学修課題：授業全体の学修内容を確認する。

課題に対するフィードバックの方法

授業内に教員から課題や報告に対するフィードバックを行う。

成績評価の方法・基準（方針）

授業内での評価（50%）では、授業への取り組み、グループでのディスカッションやアウトプットへの貢献、授業
ノートの作成を評価する。授業外での評価（10％）では、資料の準備や情報整理といったリサーチを遅延なく進
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める取り組みを評価する。定期試験に代わるレポート（40％）として、プロジェクトテーマ報告資料、最終報告
資料を評価する。なお、正当な理由なく5回をこえて授業に欠席した場合は、原則「K」評価とする。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

50

10

0

40

0

評価方法・割合

授業への取り組み、グループへの貢献、授業ノート

リサーチへの取り組み

プロジェクトテーマ報告資料、最終報告資料

評価対象となる到達目標

1, 2, 3

1, 2

1,2

テキスト 3訂大学学びのことはじめ/佐藤智明他/ナカニシヤ出版/1900/978-4-7795-0838-7

参考書 必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 ・テキスト、ノートを毎回持参すること。
・提示された課題に対して、主体的・積極的な態度での参画が求められる。
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授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16315003

プロジェクト演習Ⅰｂ

村上　敬進

村上　敬進

1年

授業の目的・概要

プロジェクト演習Ⅰbでは、リサーチプロジェクトにグループで取り組むことでリサーチスキルの基本を身につけ
るとともに、課題解決に向けた主体性や協調性を養うことを目指す。これらの能力は、大学時代だけではなく社
会人になった後にも役立つ重要な能力といえる。また、リサーチプロジェクトを通して、経済学科における学び
を社会課題の分析(実践)にいかすことができると学生が実感することで、コース選択後の学びもさらに充実した
ものになる。そして、経営経済学部にある5コースの学修内容についても理解を深め、主専攻・副専攻の選択を行
う。

到達目標

1. リサーチスキルの基本を身につけるとともに主体性や協調性を養い、積極的に研究課題に取り組み報告するこ
とができる。
2. 経済学科における学びを社会課題の分析(実践)にいかすことできる。
3. 経営経済学部5コースで取り組むテーマや学修内容について理解している。

授業計画

【第1回】
テーマ：授業ガイダンス
内容・方法：授業の目的及び概要、評価方法、リサーチプロジェクトの概要に関する説明を行う。グループ編成
(1グループ3名程度)・自己紹介、初めてのグループワークを実践する。
【第2回】
テーマ：リサーチプロジェクトの進め方や内容に関する解説
内容・方法：リサーチプロジェクトの進め方や全体像を把握する。グループ内で、プロジェクト演習Ⅰaで取り上
げた社会課題にする説明をお互いに行う。
【第3回】
テーマ：リサーチプロジェクトテーマ設定①：テーマに関するブレインストーミング
内容・方法：グループメンバーで興味のある社会課題について意見を出し合った上で、それらの内容をリサーチ
する。リサーチ内容をまとめたうえで報告してもらい、教員がフィードバックを行う。
【第4回】
テーマ：リサーチプロジェクトテーマ設定②：テーマに関するリサーチの精緻化と絞り込み
内容・方法：前回のリサーチ内容をより精緻化させ、リサーチプロジェクトで報告するテーマを1つに絞り込む。
リサーチ内容をまとめたうえで報告してもらい、教員がフィードバックを行う。
【第5回】
テーマ：リサーチプロジェクトテーマ設定③：テーマに関するサーベイと中間報告会に向けた資料作成
内容・方法：リサーチプロジェクトのテーマに関して、文献およびオンラインの情報をもとにサーベイを行う。
テーマに関する背景や問題意識、リサーチクエッション、今後のリサーチ計画に関する内容を踏まえた報告資料
をパワーポイントで作成する。
【第6回】
テーマ：中間報告会：リサーチプロジェクトテーマの報告
内容・方法：作成した資料をもとに報告を行い、教員や学生からフィードバックを受ける。報告資料を提出す
る。
【第7回】
テーマ：サーベイの実施と報告資料の作成①
内容・方法：中間報告会のフィードバックを精査したうえで資料の修正を行う。その後、サーベイや資料の作成
をすすめる。プロジェクトの進捗について報告してもらい、教員がフィードバックを行う。
【第8回】
テーマ：サーベイの実施と報告資料の作成②
内容・方法：サーベイや資料の作成をすすめる。プロジェクトの進捗について報告してもらい、教員がフィード
バックを行う。
【第9回】
テーマ：サーベイの実施と報告資料の作成③
内容・方法：サーベイや資料の作成をすすめる。プロジェクトの進捗について報告してもらい、教員がフィード
バックを行う。
【第10回】
テーマ：サーベイの実施と報告資料の作成④
内容・方法：報告内容の結論についてまとめる。プロジェクトの進捗について報告してもらい、教員がフィード
バックを行う。
【第11回】
テーマ：リサーチプロジェクト最終準備：リサーチプロジェクト最終報告に向けた確認
内容・方法：報告資料の確認を行ったうえで、プレゼンテーションのやり方についても準備を行う。
【第12回】
テーマ：リサーチプロジェクト最終報告

授業種別
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内容・方法：報告内容、報告態度について、教員や学生からフィードバックを行う。報告資料を提出する。
【第13回】
テーマ：大学での学びと実践の結節：日経テスト受験
内容・方法：日経テストを受験し現在の経済に関する知識量を測るとともに、今後の課題を明らかにする。
【第14回】
テーマ：コース選択説明会（経営学科・経済学科合同）
内容・方法：各コースに所属する担当教員またはコース主任より、各コースでの学修内容や将来の進路について
説明を行う。
経営学科：企業経営・マーケティングコース、ベンチャービジネスコース、スポーツビジネスコース　経済学
科：金融・経済コース、公共人材・公務員コース
コース選択調査の実施（最終決定）
【第15回】
プロジェクト演習Ⅰbの振り返り
内容・方法：プロジェクト演習Ⅰa, Ⅰbでの取り組みを振り返り、個々人の成長点や今後の課題を明確化する。

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

【第1回】
①事前学修課題：シラバスを一読する。授業ノートを準備する。
②事後学修課題：授業の目的や概要、評価方法について確認する。
【第2回】
①事前学修課題：テキストの該当箇所を一読しておく。プロジェクト演習Ⅰaの内容を確認しておく。
②事後学修課題：リサーチプロジェクトの進め方について復習しておく。
【第3回】
①事前学修課題：興味のある社会課題についてインターネットで検索しておく。
②事後学修課題：グループ内で行ったディスカッション及び教員のフィードバックの内容について確認してお
く。
【第4回】
①事前学修課題：複数のテーマのなかから自分はどのテーマを報告したいか考えておく。
②事後学修課題：グループで作成している資料の内容及び教員のフィードバックの内容について確認しておく。
【第5回】
①事前学修課題：決定したテーマの内容についてインターネットや書籍を用いリサーチしておく。
②事後学修課題：作成した報告資料の内容を確認する。
【第6回】
①事前学修課題：中間報告の内容を確認しプレゼンテーションの準備を行う。
②事後学修課題：フィードバックされた内容に関して確認しておく。
【第7回】
①事前学修課題：本授業においてサーベイ及び資料作成をどのようにどこまで行うのか個別にイメージしてお
く。
②事後学修課題：リサーチプロジェクトの進捗状況を把握し、フィードバックの内容について確認しておく。
【第8回】
①事前学修課題：本授業においてサーベイ及び資料作成をどのようにどこまで行うのか個別にイメージしてお
く。
②事後学修課題：リサーチプロジェクトの進捗状況を把握し、フィードバックの内容について確認しておく。
【第9回】
①事前学修課題：本授業においてサーベイ及び資料作成をどのようにどこまで行うのか個別にイメージしてお
く。
②事後学修課題：リサーチプロジェクトの進捗状況を把握し、フィードバックの内容について確認しておく。
【第10回】
①事前学修課題：リサープロジェクトの結論の内容について個別に考えておく。
②事後学修課題：報告の結論及びフィードバックの内容について確認しておく。
【第11回】
①事前学修課題：報告の最終準備としてグループで何をすべきか個別に考えておく。
②事後学修課題：作成した報告資料の内容を確認する。
【第12回】
①事前学修課題：最終報告の内容を確認しプレゼンテーションの準備を行う。
②事後学修課題：フィードバックされた内容に関して確認しておく。
【第13回】
①事前学修課題：日経テストの受験に向け、日経テレコムなどを用いて新聞記事を確認しておく。
②事後学修課題：日経テストを通して今後の課題を明確化しておく。
【第14回】
①事前学修課題：主専攻や副専攻の選択に必要な情報を予習する。
②事後学修課題：コース選択についての情報を整理し、コース選択を行う。
【第15回】
①事前学修課題：リサーチプロジェクトの内容を確認しておく
②事後学修課題：授業全体の学修内容を確認する。

課題に対するフィードバックの方法

授業内に教員から課題や報告に対するフィードバックを行う。

成績評価の方法・基準（方針）

授業内での評価（50%）では、授業への取り組み、グループでのディスカッションやアウトプットへの貢献、授業
ノートの作成を評価する。授業外での評価（10％）では、資料の準備や情報整理といったリサーチを遅延なく進
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める取り組みを評価する。定期試験に代わるレポート（40％）として、プロジェクトテーマ報告資料、最終報告
資料を評価する。なお、正当な理由なく5回をこえて授業に欠席した場合は、原則「K」評価とする。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

50

10

0

40

0

評価方法・割合

授業への取り組み、グループへの貢献、授業ノート

リサーチへの取り組み

プロジェクトテーマ報告資料、最終報告資料

評価対象となる到達目標

1, 2, 3

1, 2

1,2

テキスト 3訂大学学びのことはじめ/佐藤智明他/ナカニシヤ出版/1900/978-4-7795-0838-7

参考書 必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 ・テキスト、ノートを毎回持参すること。
・提示された課題に対して、主体的・積極的な態度での参画が求められる。
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授業コード

授業科目名

授業担当教員

成績担当教員

開講年次

16315004

プロジェクト演習Ⅰｂ

花木　完爾

花木　完爾

1年

授業の目的・概要

プロジェクト演習Ⅰbでは、リサーチプロジェクトにグループで取り組むことでリサーチスキルの基本を身につけ
るとともに、課題解決に向けた主体性や協調性を養うことを目指す。これらの能力は、大学時代だけではなく社
会人になった後にも役立つ重要な能力といえる。また、リサーチプロジェクトを通して、経済学科における学び
を社会課題の分析(実践)にいかすことができると学生が実感することで、コース選択後の学びもさらに充実した
ものになる。そして、経営経済学部にある5コースの学修内容についても理解を深め、主専攻・副専攻の選択を行
う。

到達目標

1. リサーチスキルの基本を身につけるとともに主体性や協調性を養い、積極的に研究課題に取り組み報告するこ
とができる。
2. 経済学科における学びを社会課題の分析(実践)にいかすことできる。
3. 経営経済学部5コースで取り組むテーマや学修内容について理解している。

授業計画

【第1回】
テーマ：授業ガイダンス
内容・方法：授業の目的及び概要、評価方法、リサーチプロジェクトの概要に関する説明を行う。グループ編成
(1グループ3名程度)・自己紹介、初めてのグループワークを実践する。
【第2回】
テーマ：リサーチプロジェクトの進め方や内容に関する解説
内容・方法：リサーチプロジェクトの進め方や全体像を把握する。グループ内で、プロジェクト演習Ⅰaで取り上
げた社会課題にする説明をお互いに行う。
【第3回】
テーマ：リサーチプロジェクトテーマ設定①：テーマに関するブレインストーミング
内容・方法：グループメンバーで興味のある社会課題について意見を出し合った上で、それらの内容をリサーチ
する。リサーチ内容をまとめたうえで報告してもらい、教員がフィードバックを行う。
【第4回】
テーマ：リサーチプロジェクトテーマ設定②：テーマに関するリサーチの精緻化と絞り込み
内容・方法：前回のリサーチ内容をより精緻化させ、リサーチプロジェクトで報告するテーマを1つに絞り込む。
リサーチ内容をまとめたうえで報告してもらい、教員がフィードバックを行う。
【第5回】
テーマ：リサーチプロジェクトテーマ設定③：テーマに関するサーベイと中間報告会に向けた資料作成
内容・方法：リサーチプロジェクトのテーマに関して、文献およびオンラインの情報をもとにサーベイを行う。
テーマに関する背景や問題意識、リサーチクエッション、今後のリサーチ計画に関する内容を踏まえた報告資料
をパワーポイントで作成する。
【第6回】
テーマ：中間報告会：リサーチプロジェクトテーマの報告
内容・方法：作成した資料をもとに報告を行い、教員や学生からフィードバックを受ける。報告資料を提出す
る。
【第7回】
テーマ：サーベイの実施と報告資料の作成①
内容・方法：中間報告会のフィードバックを精査したうえで資料の修正を行う。その後、サーベイや資料の作成
をすすめる。プロジェクトの進捗について報告してもらい、教員がフィードバックを行う。
【第8回】
テーマ：サーベイの実施と報告資料の作成②
内容・方法：サーベイや資料の作成をすすめる。プロジェクトの進捗について報告してもらい、教員がフィード
バックを行う。
【第9回】
テーマ：サーベイの実施と報告資料の作成③
内容・方法：サーベイや資料の作成をすすめる。プロジェクトの進捗について報告してもらい、教員がフィード
バックを行う。
【第10回】
テーマ：サーベイの実施と報告資料の作成④
内容・方法：報告内容の結論についてまとめる。プロジェクトの進捗について報告してもらい、教員がフィード
バックを行う。
【第11回】
テーマ：リサーチプロジェクト最終準備：リサーチプロジェクト最終報告に向けた確認
内容・方法：報告資料の確認を行ったうえで、プレゼンテーションのやり方についても準備を行う。
【第12回】
テーマ：リサーチプロジェクト最終報告

授業種別

開講期
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内容・方法：報告内容、報告態度について、教員や学生からフィードバックを行う。報告資料を提出する。
【第13回】
テーマ：大学での学びと実践の結節：日経テスト受験
内容・方法：日経テストを受験し現在の経済に関する知識量を測るとともに、今後の課題を明らかにする。
【第14回】
テーマ：コース選択説明会（経営学科・経済学科合同）
内容・方法：各コースに所属する担当教員またはコース主任より、各コースでの学修内容や将来の進路について
説明を行う。
経営学科：企業経営・マーケティングコース、ベンチャービジネスコース、スポーツビジネスコース　経済学
科：金融・経済コース、公共人材・公務員コース
コース選択調査の実施（最終決定）
【第15回】
プロジェクト演習Ⅰbの振り返り
内容・方法：プロジェクト演習Ⅰa, Ⅰbでの取り組みを振り返り、個々人の成長点や今後の課題を明確化する。

事前事後の学習

授業時間外で、計60時間の事前事後学習が必要です。

【第1回】
①事前学修課題：シラバスを一読する。授業ノートを準備する。
②事後学修課題：授業の目的や概要、評価方法について確認する。
【第2回】
①事前学修課題：テキストの該当箇所を一読しておく。プロジェクト演習Ⅰaの内容を確認しておく。
②事後学修課題：リサーチプロジェクトの進め方について復習しておく。
【第3回】
①事前学修課題：興味のある社会課題についてインターネットで検索しておく。
②事後学修課題：グループ内で行ったディスカッション及び教員のフィードバックの内容について確認してお
く。
【第4回】
①事前学修課題：複数のテーマのなかから自分はどのテーマを報告したいか考えておく。
②事後学修課題：グループで作成している資料の内容及び教員のフィードバックの内容について確認しておく。
【第5回】
①事前学修課題：決定したテーマの内容についてインターネットや書籍を用いリサーチしておく。
②事後学修課題：作成した報告資料の内容を確認する。
【第6回】
①事前学修課題：中間報告の内容を確認しプレゼンテーションの準備を行う。
②事後学修課題：フィードバックされた内容に関して確認しておく。
【第7回】
①事前学修課題：本授業においてサーベイ及び資料作成をどのようにどこまで行うのか個別にイメージしてお
く。
②事後学修課題：リサーチプロジェクトの進捗状況を把握し、フィードバックの内容について確認しておく。
【第8回】
①事前学修課題：本授業においてサーベイ及び資料作成をどのようにどこまで行うのか個別にイメージしてお
く。
②事後学修課題：リサーチプロジェクトの進捗状況を把握し、フィードバックの内容について確認しておく。
【第9回】
①事前学修課題：本授業においてサーベイ及び資料作成をどのようにどこまで行うのか個別にイメージしてお
く。
②事後学修課題：リサーチプロジェクトの進捗状況を把握し、フィードバックの内容について確認しておく。
【第10回】
①事前学修課題：リサープロジェクトの結論の内容について個別に考えておく。
②事後学修課題：報告の結論及びフィードバックの内容について確認しておく。
【第11回】
①事前学修課題：報告の最終準備としてグループで何をすべきか個別に考えておく。
②事後学修課題：作成した報告資料の内容を確認する。
【第12回】
①事前学修課題：最終報告の内容を確認しプレゼンテーションの準備を行う。
②事後学修課題：フィードバックされた内容に関して確認しておく。
【第13回】
①事前学修課題：日経テストの受験に向け、日経テレコムなどを用いて新聞記事を確認しておく。
②事後学修課題：日経テストを通して今後の課題を明確化しておく。
【第14回】
①事前学修課題：主専攻や副専攻の選択に必要な情報を予習する。
②事後学修課題：コース選択についての情報を整理し、コース選択を行う。
【第15回】
①事前学修課題：リサーチプロジェクトの内容を確認しておく
②事後学修課題：授業全体の学修内容を確認する。

課題に対するフィードバックの方法

授業内に教員から課題や報告に対するフィードバックを行う。

成績評価の方法・基準（方針）

授業内での評価（50%）では、授業への取り組み、グループでのディスカッションやアウトプットへの貢献、授業
ノートの作成を評価する。授業外での評価（10％）では、資料の準備や情報整理といったリサーチを遅延なく進
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める取り組みを評価する。定期試験に代わるレポート（40％）として、プロジェクトテーマ報告資料、最終報告
資料を評価する。なお、正当な理由なく5回をこえて授業に欠席した場合は、原則「K」評価とする。

成績評価の種類

授業内での評価

授業外での評価

定期試験

定期試験に代わるレポート等

その他

評価割合
（％）

50

10

0

40

0

評価方法・割合

授業への取り組み、グループへの貢献、授業ノート

リサーチへの取り組み

プロジェクトテーマ報告資料、最終報告資料

評価対象となる到達目標

1, 2, 3

1, 2

1,2

テキスト 3訂大学学びのことはじめ/佐藤智明他/ナカニシヤ出版/1900/978-4-7795-0838-7

参考書 必要に応じて授業の中で紹介する。

履修条件・他の科目との関連 ・テキスト、ノートを毎回持参すること。
・提示された課題に対して、主体的・積極的な態度での参画が求められる。
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