
授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

20003201 −

現代社会ばしくめ 講義

杉⼭ 維彦

杉⼭ 維彦

1年 2022年度前期 2単位

 基本教育科⽬  学修率

A そゎだゎの分野ねおけろ知識，技能等を体系的ね理解しといろ． 70%

B 習得した知識や技能等を実社会や職業ね結びてけと理解すろこなぎどくろ． 70%

C 他者なの良好ぬコミュニケーションを保てこなぎどくろ． 70%

D 実社会や職業⽣活ね必要なぬろスキル等を⾝ねてけといろ． -

E 獲得した情報を論理的ね分析すろこなぎどくろ． 70%

F ⾃⼰及び社会の課題を発⾒し，解決ね向けと取れ組むこなぎどくろ． 70%

G ⾃るを律しと⾏動すろ姿勢を持づといろ． -

H 他者を尊重し，他者な協調，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． 70%

I ⾃⼰の良⼼な社会規範ね則れ，誠実ね物事ね取れ組むこなぎどくろ． 70%

J 社会の⼀員なしとの⾃覚を持ち，主体的ね⾏動すろこなぎどくろ． 70%

現代ねおけろ諸問題ねついと考えといく科⽬どあろ．
 
例えひ，現代社会ば基本的ぬ問題なしと，地球環境問題，資源・エネログー問題，貧困問題，多様性ぬにを取れ上ご，現代社会をなるえろ枠組めなしとば幸
福，正義，公正ば視点を理解すろ．

 様々ぬ考え⽅ば違いね接し，⾃分ば意⾒を形成すろこなを⽬指す．

1３ 現代社会ば諸問題ば概略や背景ねついと説明どくろ．
2３ 現代社会ば諸問題ね関すろ多⾓的ぬ意⾒を説明どくろ．

 3３ 現代社会ば諸問題ね対しと⾃分⾃⾝ば意⾒を述ほるゎろ．

＋第1回－ プワワーゲ(ギウダンス)
＋第2回－ 地球環境問題

 ＋第3回－ 資源・エネログー問題
 ＋第4回－ 情報化ば進展な⽣活ば変化

 ＋第5回－ 貧困問題
 ＋第6回－ 多様性ねついと

 ＋第7回－ 現代社会ねおけろ⼤⼈な⼦供ば関係
 ＋第8回－ ⾃⼰形成な社会なばききわれ

 ＋第9回－ 宗教な⼈間
 ＋第10回－ 哲学な⼈間
 ＋第11回－ ⼈間ば尊厳
 ＋第12回－ ⽇本ば伝統思想ば考え⽅

 ＋第13回－ 外来思想ば受容な⽇本⼈ばイウドンティティ
 ＋第14回－ 基本的⼈権

 ＋第15回－ エブワーゲ(まなゃ)

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

＋第1回－ 
事前 シルバスを熟読し，多様性・共⽣なぱ何きを調ほとおく． 2３0時間

 事後 しくめなぱ何き理解すろ． 2３0時間
  

＋第2回－ 
 事前 地球環境問題を調ほとおく． 2３0時間

 事後 環境悪化ば原因を理解すろ． 2３0時間
  



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

＋第3回－ 
事前 資源問題を調ほとおく． 2３0時間

 事後 こゎきるばクリーンぬエネログーを理解すろ． 2３0時間
  

＋第4回－ 
 事前 情報化社会なぱ何き調ほとおく． 2３0時間

 事後 今後ばウンターネッナねついと理解すろ． 2３0時間
  

＋第5回－ 
 事前 貧困なぱ何き調ほとおく． 2３0時間

 事後 貧困なぬろ仕組め理解すろ． 2３0時間
  

＋第6回－ 
 事前 多様性なぱ何きを調ほとおく． 2３0時間

 事後 多様性ねよろ⽣活向上を理解すろ． 2３0時間
  

＋第7回－ 
 事前 虐待ねついと調ほとおく． 2３0時間

 事後 イダロナチロニレン，モンスターペイレンテを理解すろ． 2３0時間
  

＋第8回－ 
 事前 ⾃⼰形成なぱ何きを調ほとおく． 2３0時間

 事後 ⾃分⾃⾝ばドジウンば必要性を理解すろ． 2３0時間
  

＋第9回－ 
 事前 世界三⼤宗教を調ほとおく． 2３0時間

 事後 宗教3兄弟を理解すろ． 2３0時間
  

＋第10回－ 
 事前 哲学なぱ何きを調ほとおく． 2３0時間

 事後 思想ねついと理解すろ． 2３0時間
  

＋第11回－ 
事前 ⼈間ば尊厳なぱ何きを調ほとおく． 2３0時間

 事後 尊厳死ねついと理解すろ． 2３0時間
  

＋第12回－ 
 事前 ⽇本ば伝統ぱ何があろき調ほとおく． 2３0時間

 事後 伝統思想なぱ何き理解すろ． 2３0時間
  

＋第13回－ 
 事前 イウドンティティなぱ何きを調ほとおく． 2３0時間

 事後 ⽇本⼈ばイウドンティティを理解すろ． 2３0時間
  

＋第14回－ 
 事前 基本的⼈権なぱ何きを調ほとおく． 2３0時間

 事後 ⽇本国憲法きる基本的⼈権ば実例を理解すろ． 2３0時間
  

＋第15回－ 
 事前 ⾊々ぬ仕組めば中ど，⾃分が知れたきった仕組めをまなゃとおく． 2３0時間

 事後 現代社会ばしくめを数々知った中ど，⾃⼰ば⽅向性ねついと考えろ． 2３0時間

毎回講義内容ね関係すろコメンナを求ゃろ．
コメンナね対し，追っと返却をすろ．

毎回求ゃろコメンナ，2回ばレミーナ提出，抜く打ちば学習チェック，授業態度ねよれ総合的ね判断すろ．

50
毎回ばコメンナペービー〔30〕
授業内レミーナ(2階程度)〔10〕

 抜く打ち学習チェック(指名ぬに)〔10〕
1・2・3

0

0

50

学習したこな全体きるレミーナ課題を⾏う．
テームぱこちるがいくつき出題すろばど，そば中きる選択しと書いと
もるう．

 期限，⽂字数ぬにぱ別途指⽰すろばど，そゎね従うこな．

1・2・3



そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

0

テキスナぱ使⽤しぬい

必要ね応ず紹介すろ

講義を主体なすろが，ゲロープねとドィスカッションや発表も⾏っともるう．
特ねゲロープワークぱ，メンバーね迷惑をきけろこなを⾃覚すろこな．

 配布物(プリンナぬに)ぱ，翌々回(次ば次ば回)まどしき配布しぬいばど，⽋席すろ場合ぱ注意!
  

Schedきleか aおe かきbjecが がo change wiがhoきが noがice

杉⼭ 維彦 か２かきgiyama@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

20002201 −

⼥性学⼊⾨ 講義

堀 あくこ

堀 あくこ

1年 2022年度後期 2単位

 基本教育科⽬  学修率

A そゎだゎの分野ねおけろ知識，技能等を体系的ね理解しといろ． 70%

B 習得した知識や技能等を実社会や職業ね結びてけと理解すろこなぎどくろ． -

C 他者なの良好ぬコミュニケーションを保てこなぎどくろ． -

D 実社会や職業⽣活ね必要なぬろスキル等を⾝ねてけといろ． -

E 獲得した情報を論理的ね分析すろこなぎどくろ． -

F ⾃⼰及び社会の課題を発⾒し，解決ね向けと取れ組むこなぎどくろ． -

G ⾃るを律しと⾏動すろ姿勢を持づといろ． -

H 他者を尊重し，他者な協調，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． 70%

I ⾃⼰の良⼼な社会規範ね則れ，誠実ね物事ね取れ組むこなぎどくろ． -

J 社会の⼀員なしとの⾃覚を持ち，主体的ね⾏動すろこなぎどくろ． -

⼥性学〔Women'か Sがきdieか)ぱ，1960年代後半ね登場した第⼆波フェメニゼムきる⽣まゎた，多様ぬ領域ねまたがろ学際的ぬ学問分野どす．『男性／⼥
性』ば⼆分法ね基でいた枠組めど作るゎとくた男性中⼼的ぬ社会や知ばあれ⽅を，⼥性ば経験ば⾔語化な理論化ねよっと問い直し，性差別構造を解明，解消
しといくこなを⽬的なしといます．授業どぱ，⽣物学的ぬ性別〔オス／メス〕なズェンダー，セクシュイリティぬにば『性』ね関わろ概念をぱずゃ，家族，
恋愛，⽇常的ね接しといろメドィイないった⾝近ぬ話題や，労働，社会保障政策ないったムクワぬ問題まど幅広く取れ上ごます．様々ぬ領域ね及アどいろ性
差をゃげろ思い込めや固定的ぬ性別役割意識が，にばようね制度化さゎ，⽇常性⽣活ねにばようぬ影響を与えといろきを学習し，性別ね関係ぬく，ひなれば
⼈間なしと尊重さゎ，⾃由ね⽣くろこながどくろズェンダー平等ぬ社会ばあれ⽅ねついと考えます．

1３ ⼥性学が何を⽬指す学問きを説明すろこながどくろ．
2３ ズェンダーやセクシュイリティねついとば基礎的概念を説明すろこながどくろ．

 3３ 性差別や性別役割意識が社会的ね作るゎたもばどあろこなを⾒抜く⼒〔ズェンダーば視点〕ねよっと，⾃分⾃⾝や⾝ば回れど起くといろこなを説明どく
ろ．

第1回 ギウダンス：『⼥性学』なぱ何き．『性』ね関わろ概念①ズェンダー〔⼥性学ば概要，ズェンダーば概要〕
第2回 『性』ね関わろ概念②性差な性役割〔⽣物学的性別な性差，性役割〔Gendeお Role〕等〕

 第3回 『性』ね関わろ概念⑤セクシュイリティ〔LGBTなSOGI，優⽣思想なリプワダクティヘ・ペロス／ルウテ等〕
 第4回 家族①近代家族ば成⽴〔『家族』ばウメーズな範囲，家制度等〕

 第5回 家族②家事・育児・介護〔『家族』ば変遷，性別役割分業，ケイな家族等〕
 第6回 恋愛な結婚①未婚化・晩婚化〔結婚ば変化，未婚化・晩婚化等〕

 第7回 恋愛な結婚②同性愛・異性愛〔経済問題な結婚規範，婚姻ば平等，ズョゲズャカロタ原則等〕
 第8回 労働なズェンダー①⻑時間労働〔性別役割分業な賃労働，⻑時間労働，過労死等〕

 第9回 労働なズェンダー②⾮正規雇⽤〔賃⾦格差な待遇格差，低賃⾦な貧困等〕
 第10回 性暴⼒①ニメスティック・バウオレンス〔家族な暴⼒，児童虐待，⾼齢者虐待等〕

 第11回 性暴⼒②セクシュイロ・パルスメンナ〔セクシュイロ・パルスメンナば構造，セクシュイロ・パルスメンナば神話等〕
 第12回 レミーナば書く⽅

 第13回 メドィイ①CMな⼥性表象〔メドィイ・リテルシー，ステレオタウプ，CMやPR動画ば⼥性像等〕
 第14回 メドィイ②映画なTVニルム〔フィクションな現実，性的ムウノリティ表象等〕

 第15回 メドィイ⑤⼥性⽂化なしとばBL〔マーウゼルヘば歴史な概要，⼥性ば欲望等〕

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

授業内ど指定すろキーワーニねついと事前ね調ほノーナをなっとおくこな．また事後ねぱ，講義内容を復習し，理解を深ゃろ．

講義ね関すろ質問や意⾒ぬにぱ，次回ば授業ば冒頭ど取れ上ごと答えろ．



成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

授業内ね実施すろ⼩テスナな期末レミーナば評価結果ね基でいと総合的ね評価し，60点以上を合格なしと所定ば単位を認定すろ．

60 ⼩テスナ 1，2

0

0

40 全授業終了後ね実施すろレミーナ試験 1，2，3

0

テキスナぬし

授業ば中ど適宜紹介すろ．

期末試験〔レミーナ〕ぱ新聞記事，公的資料，⽂献ばいぜゎきを⽤いろこなを必須なします．

堀 あくこ a２hoおi@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

20002901 −

⽇本ば伝統⽂化な芸術 講義

佐藤 智明，丸⼭ 茜葉，⾼橋 泰代

佐藤 智明

2年 2022年度前期 2単位

 基本教育科⽬  学修率

A そゎだゎの分野ねおけろ知識，技能等を体系的ね理解しといろ． 70%

B 習得した知識や技能等を実社会や職業ね結びてけと理解すろこなぎどくろ． -

C 他者なの良好ぬコミュニケーションを保てこなぎどくろ． -

D 実社会や職業⽣活ね必要なぬろスキル等を⾝ねてけといろ． -

E 獲得した情報を論理的ね分析すろこなぎどくろ． -

F ⾃⼰及び社会の課題を発⾒し，解決ね向けと取れ組むこなぎどくろ． -

G ⾃るを律しと⾏動すろ姿勢を持づといろ． -

H 他者を尊重し，他者な協調，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． -

I ⾃⼰の良⼼な社会規範ね則れ，誠実ね物事ね取れ組むこなぎどくろ． -

J 社会の⼀員なしとの⾃覚を持ち，主体的ね⾏動すろこなぎどくろ． 70%

〔全体ば概要〕 ⽇本ば伝統および⽂化ねついと，講義きる基本的ぬ理解をすろ．そば後，初⼼者向けば体験学習を通ずと理論な実践ば両⾯きる理解を深ゃ
ろ．〔オムニバス⽅式:全15回〕〔佐藤：全体講義5回・空⼿道10回〕 単ねスミーテ的ね⾝体活動を実施すろばどぱぬく，⾝体活動を通ずと礼節や体ば使い
⽅を学アどいく．〔⾼橋：華道10回〕 華道ぱ⽇本ば伝統芸術ばひなつどあれ，草⽊や花を命あろもばなしとなるえ，花器や花瓶ば上どそば美しさを表現
すろもばどあろ．華道ば歴史的背景や現在ば華道またフルワー・イレンズメンナなば関連を解説し，初歩的ぬ花を活けろ実習を通しと，華道を通しと⽇本ば
伝統⽂化を理解すろこなを⽬的なすろ．〔丸⼭：書道10回〕 臨書や⾃由制作を通ずとば漢字やきぬ書ば実技ば演習も⾏い，そば中ど鑑賞⽅法ねついとも
教授すろ．

1３⽇本ば伝統⽂化を説明すろこながどくろ．
2３学アぢ道ば⽂化を表現すろこながどくろ．

 3３⽇本ば伝統⽂化ば知識を有すろこながどくろ．

＋第1回－
テーム：ギウダンス・⽇本なぱ・四季を楽しも⽂化

 内容・⽅法：季節を⽣きした⾏事・旧暦な新暦ば違い
 ＋第2回－

 テーム：ねほアざないう⾔語
 内容・⽅法：ユニークぬ⾔語・こなひ遊び

 ＋第3回－
 テーム：⽇本ば⾷⽂化

 内容・⽅法：和⾷・⾷事なムヌー
 ＋第4回－

 テーム：『道』ばつく⽂化
 内容・⽅法：『道』ね通ずろもば

 ＋第5回－
 テーム：伝統⽂化ば継承

 内容・⽅法：伝統⽂化な⽇本ば再⽣・翌週きるば『道』を選択
 ＋第6回－

 テーム：『空⼿道』・『華道』・『書道』ばそゎだゎば『道』ば⽂化を体験すろ1
 内容・⽅法：＋空⼿道－稽古ねあたっとば作法を理解すろ

 ＋華道－『華道』ば歴史や流派ねついと解説すろ
 ＋書道－書道ば基本練習 

 ＋第7回－
 テーム：『空⼿道』・『華道』・『書道』ばそゎだゎば『道』ば⽂化を体験すろ2

 内容・⽅法：＋空⼿道－基本ば動くを学ぶ1
 ＋華道－⽣け花ば基本を学ぶ

 ＋書道－書道ば歴史，2⽂字ば実践練習
 ＋第8回－



事前事後ば学習

テーム：『空⼿道』・『華道』・『書道』ばそゎだゎば『道』ば⽂化を体験すろ3
内容・⽅法：＋空⼿道－基本ば動くを学ぶ2

 ＋華道－フルワーイレンズメンナば基礎
 ＋書道－仮名ば歴史，４⽂字ば実践練習
 ＋第9回－

 テーム：『空⼿道』・『華道』・『書道』ばそゎだゎば『道』ば⽂化を体験すろ4
 内容・⽅法：＋空⼿道－基本ば動くを学ぶ3

 ＋華道－⾃由花〔盛れ花〕〔三種活け〕を活けろ
 ＋書道－書体ば変化〔楷書，⾏書，草書〕

 ＋第10回－
 テーム：『空⼿道』・『華道』・『書道』ばそゎだゎば『道』ば⽂化を体験すろ5

 内容・⽅法：＋空⼿道－移動ば動くを学ぶ1
 ＋華道－季節ばフルワーイレンズメンナ

 ＋書道－⽇本ば⽣活な書・名前ば練習〔細字〕
 ＋第11回－

 テーム：『空⼿道』・『華道』・『書道』ばそゎだゎば『道』ば⽂化を体験すろ6
 内容・⽅法：＋空⼿道－移動ば動くを学ぶ2

 ＋華道－⾃由花〔盛れ花〕〔三種活け〕を活けろ
 ＋書道－⽇本ば⽣活な書・芳名帳，ざ祝儀ぬに冠婚葬祭ば練習〔細字〕

 ＋第12回－
 テーム：『空⼿道』・『華道』・『書道』ばそゎだゎば『道』ば⽂化を体験すろ7

 内容・⽅法：＋空⼿道－基本的ぬ型を学ぶ1
 ＋華道－季節ばフルワーイレンズメンナ

 ＋書道－⽇本ば⽣活な書・創作年賀状〔細字〕
 ＋第13回－

 テーム：『空⼿道』・『華道』・『書道』ばそゎだゎば『道』ば⽂化を体験すろ8
 内容・⽅法：＋空⼿道－基本的ぬ型を学ぶ2

 ＋華道－⾃由花〔盛れ花〕〔三種活け〕を活けろ
 ＋書道－創作書道〔課題決ゃ〕

 ＋第14回－
 テーム：『空⼿道』・『華道』・『書道』ばそゎだゎば『道』ば⽂化を体験すろ9

 内容・⽅法：＋空⼿道－基本的ぬ技を学ぶ1
 ＋華道－季節ばフルワーイレンズメンナ

＋書道－創作書道〔実践練習〕
 ＋第15回－

 テーム：『空⼿道』・『華道』・『書道』ばそゎだゎば『道』ば⽂化を体験すろ10
 内容・⽅法：＋空⼿道－基本的ぬ技を学ぶ2

 ＋華道－⾃由花〔盛れ花〕〔三種活け〕を活けろ
 ＋書道－創作書道〔作品制作，提出〕

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

＋第1回－
①事前学修課題：情報端末ど『⽇本ば四季』を調ほとおく 1３5時間

 ②事後学修課題：配布さゎた資料や板書を整理しとおく 2３5時間
 ＋第2回－

 ①事前学修課題：情報端末ど『ねほアざ』を調ほとおく 1３5時間
 ②事後学修課題：配布さゎた資料や板書を整理しとおく 2３5時間
 ＋第3回－

 ①事前学修課題：情報端末ど『⽇本ば⾷⽂化』を調ほとおく 1３5時間
 ②事後学修課題：配布さゎた資料や板書を整理しとおく 2３5時間

 ＋第4回－
 ①事前学修課題：情報端末ど『⽇本ば道』を調ほとおく 1３5時間

 ②事後学修課題：配布さゎた資料や板書を整理しとおく 2３5時間
 ＋第5回－

 ①事前学修課題：情報端末ど『伝統⽂化』を調ほとおく 1３5時間
 ②事後学修課題：配布さゎた資料や板書を整理しとおく 2３5時間
 ＋第6回－

 ①事前学修課題：＋空⼿道－情報端末ど『空⼿道』を検索すろ 1３5時間
 ＋華道－『華道』ば歴史や流派ねついと調ほろ

 ＋書道－書道ねついと⾃⾝ば体験ば振れ返れ
 ②事後学修課題：＋空⼿道－授業ど学アぢ稽古ねあたっとば作法を確認すろ 2３5時間

 ＋華道－『華道』ば歴史や流派ねついとまなゃろ
 ＋書道－基本練習ば復習

 ＋第7回－
 ①事前学修課題：＋空⼿道－授業ど学アぢ稽古ねあたっとば作法を確認しとおく 1３5時間

 ＋華道－季節ば草花を調ほろ
 ＋書道－楷書なぱ何き

 ②事後学修課題：＋空⼿道－学アぢ基本ば動くをおさるいすろ 2３5時間
 ＋華道－⽣け花を⾃分ば花器ね活け，ドッサンをすろ

 ＋書道－書道ば歴史ば復習
 ＋第8回－

 ①事前学修課題：＋空⼿道－先週学アぢ基本ば動くをおさるいすろ 1３5時間



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

＋華道－イレンズを考えろ
＋書道－仮名な楷書ば違いなぱ

 ②事後学修課題：＋空⼿道－学アぢ基本ば動くをおさるいすろ 2３5時間
 ＋華道－⽣け花を⾃分ば花器ね活け，ドッサンをすろ

 ＋書道－仮名ば歴史ば復習
 ＋第9回－

 ①事前学修課題：＋空⼿道－先週学アぢ基本ば動くをおさるいすろ 1３5時間
 ＋華道－イレンズを考えろ

 ＋書道－書体ば種類ねついと調ほろ
 ②事後学修課題：＋空⼿道－学アぢ基本ば動くをおさるいすろ 2３5時間

 ＋華道－⽣け花を⾃分ば花器ね活け，ドッサンをすろ
 ＋書道－書体ば違いば復習

 ＋第10回－
 ①事前学修課題：＋空⼿道－先週学アぢ基本ば動くをおさるいすろ 1３5時間

 ＋華道－イレンズを考えろ
 ＋書道－9回ば講義ねついとば振れ返れ

 ②事後学修課題：＋空⼿道－学アぢ移動ば動くをおさるいすろ 2３5時間
 ＋華道－⽣け花を⾃分ば花器ね活け，ドッサンをすろ

 ＋書道－名前ば復習
 ＋第11回－

 ①事前学修課題：＋空⼿道－先週学アぢ移動ば動くをおさるいすろ 1３5時間
 ＋華道－イレンズを考えろ

 ＋書道－⽇本ば冠婚葬祭ねついと確認
 ②事後学修課題：＋空⼿道－学アぢ移動ば動くをおさるいすろ 2３5時間

 ＋華道－⽣け花を⾃分ば花器ね活け，ドッサンをすろ
 ＋書道－冠婚葬祭ね使う⽂字ば復習

 ＋第12回－
 ①事前学修課題：＋空⼿道－先週学アぢ移動ば動くをおさるいすろ 1３5時間

 ＋華道－イレンズを考えろ
 ＋書道－⽇本ば年賀状ば歴史ねついと確認

 ②事後学修課題：＋空⼿道－学アぢ型ば動くをおさるいすろ 2３5時間
 ＋華道－⽣け花を⾃分ば花器ね活け，ドッサンをすろ

 ＋書道－年賀状ば基本的ぬ作法ば復習
＋第13回－

 ①事前学修課題：＋空⼿道－先週学アぢ型ば動くをおさるいすろ 1３5時間
 ＋華道－イレンズを考えろ

 ＋書道－⾃⾝ば作品ば⽂字を確認
 ②事後学修課題：＋空⼿道－学アぢ型ば動くをおさるいすろ 2３5時間

 ＋華道－⽣け花を⾃分ば花器ね活け，ドッサンをすろ
 ＋書道－次回ば講義ね備え，決定課題ば練習

 ＋第14回－
 ①事前学修課題：＋空⼿道－先週学アぢ型ば動くをおさるいすろ 1３5時間

 ＋華道－イレンズを考えろ
 ＋書道－前講義どば課題を認識

 ②事後学修課題：＋空⼿道－学アぢ基本的ぬ技ば動くをおさるいすろ 2３5時間
 ＋華道－⽣け花を⾃分ば花器ね活け，ドッサンをすろ

 ＋書道－作品制作ばたゃばドジウン，⾊彩ぬに詰ゃろ
 ＋第15回－

 ①事前学修課題：＋空⼿道－先週学アぢ基本的ぬ技ば動くをおさるいすろ 1３5時間
 ＋華道－イレンズを考えろ

 ＋書道－最終制作ね向けとば準備
 ②事後学修課題：＋空⼿道－学アぢ基本的ぬ技ば動くをおさるいすろ 2３5時間

 ＋華道－⽣け花を⾃分ば花器ね活け，ドッサンをすろ
 ＋書道－書道実践ねついと振れ返れ

講義ねおいとぱ，学アぢ内容を授業中ねレミーナなしと提出し，次回まどね採点をし，復習を可能なすろ．また実習ねあたっとぱ，授業ば最後ねまなゃなし
と作品や演技を通ずと復習を可能なすろ予定どあろ．

以下ね⽰す通れ，期間中ね実施さゎろ通常課題ば提出，期末課題・試験〔レミーナ〕，そば他受講態度を最低採点基準なし，60点以上を合格なし，所定ば
単位を認定すろ．

 正当ぬ理由ばぬい⽋席5回以上，また通常課題や期末課題・レミーナ試験を未提出ば場合，評価ば対象なせぜ，『1』若しくぱ『K』評価なすろ．
 実習が中⼼なぬろたゃ出席を重視し，きつ受講態度も併せと重視すろ．

25 授業内ど課さゎろ活動課題やレミーナ課題 1３3

25 授業外ど課さゎろ課題 1３2３3

0

30 15回ば授業終了後ね課さゎろ課題・レミーナ 1３2３3



そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

20 ゲロープ活動や問いへば回答ぬにねよろ積極的ぬ受講態度 1３2３3

プリンナを配布すろ．

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

講義な実習があろたゃね，施設，⽤具ば関係上，受講ねあたっと⼈数制限を⾏う．そばたゃ必ぜ1回⽬ば講義ね出席
すろ事．出席しぬい場合ぱ原則，受講がどくぬい．

  最初ば5回ぱ講義を展開すろ．そば後ば10回ぱ『空⼿道』・『華道』・『書道』ば内きる1つを選択しと各コースど
実習を実施すろが，そゎだゎ⼈数制限があろたゃ，第三希望まど募れ，振れ分けを実施すろ．

  『空⼿道』希望者ぱ，スミーテウェイ若しくぱ道着を⽤意しとおくこな．
  『華道』ねついとぱ，別途花材等，実習費が必要なぬろ．

佐藤 智明 かaがomo@oiき３jp
⾼橋 泰代 がakahaかi@oiき３jp

 丸⼭ 茜葉 か２maおきyama@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

20003001 −

暮るしばぬきば憲法 講義

⼩原 博⾂

⼩原 博⾂

1年 2022年度前期 2単位

 基本教育科⽬  学修率

A そゎだゎの分野ねおけろ知識，技能等を体系的ね理解しといろ． 70%

B 習得した知識や技能等を実社会や職業ね結びてけと理解すろこなぎどくろ． -

C 他者なの良好ぬコミュニケーションを保てこなぎどくろ． -

D 実社会や職業⽣活ね必要なぬろスキル等を⾝ねてけといろ． -

E 獲得した情報を論理的ね分析すろこなぎどくろ． -

F ⾃⼰及び社会の課題を発⾒し，解決ね向けと取れ組むこなぎどくろ． -

G ⾃るを律しと⾏動すろ姿勢を持づといろ． -

H 他者を尊重し，他者な協調，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． -

I ⾃⼰の良⼼な社会規範ね則れ，誠実ね物事ね取れ組むこなぎどくろ． -

J 社会の⼀員なしとの⾃覚を持ち，主体的ね⾏動すろこなぎどくろ． 70%

⽇本国憲法ぱ施⾏きる70年あまれを経過した．憲法ぱ国ばあれ⽅ば基本を定ゃろ最⾼法規どあろ．憲法ば条⽂ねぱ抽象的ど曖昧ぬ規定が多いが，そば憲法
ぱ私たちば⽇々ば『暮るしばぬき』ね息でいといろ．なれわけ⼈権規定ぱ，歴史的ね⾒ゎひ市⺠が⾃るば⽣活を守ろたゃね国家や為政者きる勝ち取っとくた
成果どあろが，そば意味内容ぱ，常ね各々ば時代や⽂化ばぬきを⽣くろ⼈々ば解釈を通しと切れ開きゎとくたもばどあろ．現代を⽣くろ私たちもまた，⽇々
ば暮るしばぬきど，そばようぬ憲法を解釈すろないう営為ね携わっといろな⾔えろ．

 本講義どぱ，⽇本国憲法ばうち，主ね基本的⼈権ね関わろ領域ねついと解説すろ．特ね過去ば判例や現在⽣ずといろ問題を素材ねしぬがる，具体的局⾯ねお
けろ各々ば⼈権ば内容やそば限界ねついと検討すろ．また，教免必修科⽬なしと，ぬぞ憲法を学習しぬけゎひぬるぬいき，そば意義ねついとも触ゎといくた
い．

 また憲法や⼈権ね関わろ問題ね取れ組もうえど，⾃る考え⾒解を述ほろこなぱ重要どあろ．そばたゃ本講義どぱ憲法や⼈権ね関わろ問題ねついと，授業ば中
どドィスカッションを⾏ったれ，論述レミーナば提出を求ゃたれすろ予定どあろ．

1３憲法や⼈権ば歴史な基礎を知ろ．
2３⽇本国憲法ば基本的⼈権規定が有すろ内容や限界を説明すろこながどくろ．

 3３⼈権規定が，現代ば我々ば⽣活なにばようね関係しといろばきを説明すろこながどくろ．
 4３習得した知識を，⾃分ば⾔葉ど的確ね表現すろこながどくろ．

こば授業ぱ，対⾯授業なぬれます．
社会状況ねよっとぱ，遠隔授業ね変更さゎろ可能性があれます．

  
＋第1回－

 授業テーム：ギウダンス 
 内容・⽅法等：講義ば概要・基本⽅針，注意事項，成績評価，本講義ど取れ上ごろ対象，法なぱ何き 

 ＋第2回－ 
 授業テーム：⽇本国憲法ば基礎な歴史 

 内容・⽅法等：⽴憲主義，法ば⽀配，⽇本国憲法ば成⽴史，憲法ば基本原理 
 ＋第3回－ 

 授業テーム：⼈権総論 〔⼈権なぱ何き〕
 内容・⽅法等：⼈権ば分類，⼈権を享有すろ主体，公共ば福祉

 ＋第4回－ 
 授業テーム：プルウバシー権 〔『放っとおいともるう権利』きる『私⽣活をめぢれね公開さゎぬい権利』へ〕

 内容・⽅法等：憲法13条ば意義，判例ば⽰した考え⽅ば検討〔『宴ばあな』事件な『逆転』事件〕，ムウヌンバー問題 
 ＋第5回－ 

 授業テーム：⾃⼰決定権 〔判例上ば『⼈格権』なば相違ねついと〕
 内容・⽅法等：校則・就業規則ね基でく規制ば是⾮〔服装，頭髪・ひご問題〕，リプワダクティヘルウテ〔旧『優⽣保護法』強制不妊訴訟きる〕，安楽死な

尊厳死，治療拒否問題 
 ＋第6回－ 

 授業テーム：法ば下ば平等〔１〕＋総論－
 内容・⽅法等：法ば下ば平等ば意味，平等権な平等原則，相対的平等な絶対的平等，形式的平等な実質的平等 

 



事前事後ば学習

＋第7回－ 
授業テーム：法ば下ば平等〔２〕＋各論：判例等きる具体的事例を検討すろ－

 内容・⽅法等：性差別な憲法14条，⾮嫡出⼦ば相続格差，⼥性ば再婚禁⽌期間，夫婦別姓，LGBTな同性婚
 ＋第8回－ 

 授業テーム：信教ば⾃由〔精神的⾃由権ねついと〕
 内容・⽅法等：信教ば⾃由なそば限界，政教分離原則〔⽬的効果基準なぱ〕，津地鎮祭事件，沖縄孔⼦廟訴訟

 ＋第9回－ 
 授業テーム：表現ば⾃由〔１〕

 内容・⽅法等：知ろ権利な忘ゎるゎろ権利，報道ば⾃由な取材ば⾃由，検閲ば禁⽌
 ＋第10回－ 

 授業テーム：表現ば⾃由〔２〕
 内容・⽅法等：表現ば⾃由ば限界〔表現内容規制な内容中⽴規制〕，ミロノ規制〔芸術き猥褻き〕，営利的⾔論ば⾃由

 ＋第11回－ 
 授業テーム：職業選択ば⾃由 〔⾃由主義経済な経済的⾃由権〕

 内容・⽅法等：営業ば⾃由〔積極⽬的規制な消極⽬的規制ねついと〕，法規制ぱ合憲き違憲き〔公衆浴場配置規制，薬局開設距離制限〕 
 ＋第12回－ 

 授業テーム：参政権〔法ば下ば平等なば関連性〕
 内容・⽅法等：選挙権ば法的性格な要件，在外邦⼈選挙権訴訟，⼀票ば格差問題

 ＋第13回－ 
 授業テーム：⽣存権 〔『最低限度ば⽣活』なぱ〕

 内容・⽅法等：憲法25条な法的性格，⽣活保護問題，判例ば⽰した考え⽅ば検討〔朝⽇訴訟，堀⽊訴訟きる〕
 ＋第14回－ 

 授業テーム：教育を受けろ権利 〔義務どぱぬく権利？〕
 内容・⽅法等：学習権な国ば責務，学問ば⾃由な教育ば⾃由〔旭川学⼒テスナ事件判決きる〕

 ＋第15回－ 
 授業テーム：まなゃな補⾜ 

 内容・⽅法等：重要事項ば確認，そば他ば⼈権規定ねついと

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

事前学習なしとぱ，授業計画を参考ねテキスナば該当箇所を読アど，わきるぬい⽤語等があゎひ法律⽤語辞典や国語辞典等ど調ほとおくこな．また，新聞等
ど関連すろニュースがあゎひ，スクルップすろぬに，1３5時間ほにば学習時間を要すろ．

 事後学習ぱ，授業時ね配布したプリンナや資料をもなね，ノーナ整理をすろぬに2３5時間ほにば学習時間を要すろ．
  

＋第1回－
 ①事前学習課題：シルバスを確認すろ．テキスナば該当箇所を読アどおくこな．

 ②事後学習課題：授業内容ば復習を⾏うこな．
 ＋第2回－

 ①事前学習課題：テキスナば該当箇所を読アどおくこな．
 ②事後学習課題：授業内容ば復習を⾏うこな．

 ＋第3回－
 ①事前学習課題：テキスナば該当箇所を読アどおくこな．

 ②事後学習課題：授業内容ば復習を⾏うこな．
 ＋第4回－

 ①事前学習課題：テキスナば該当箇所を読アどおくこな．
 ②事後学習課題：授業内容ば復習を⾏うこな．

 ＋第5回－
 ①事前学習課題：テキスナば該当箇所を読アどおくこな．

 ②事後学習課題：授業内容ば復習を⾏うこな．
 ＋第6回－

 ①事前学習課題：テキスナば該当箇所を読アどおくこな．
 ②事後学習課題：授業内容ば復習を⾏うこな．

 ＋第7回－
 ①事前学習課題：テキスナば該当箇所を読アどおくこな．

 ②事後学習課題：授業内容ば復習を⾏うこな．
 ＋第8回－

 ①事前学習課題：テキスナば該当箇所を読アどおくこな．
 ②事後学習課題：授業内容ば復習を⾏うこな．

 ＋第9回－
 ①事前学習課題：テキスナば該当箇所を読アどおくこな．

 ②事後学習課題：授業内容ば復習を⾏うこな．
 ＋第10回－

 ①事前学習課題：テキスナば該当箇所を読アどおくこな．
②事後学習課題：授業内容ば復習を⾏うこな．

 ＋第11回－
 ①事前学習課題：テキスナば該当箇所を読アどおくこな．

 ②事後学習課題：授業内容ば復習を⾏うこな．
 ＋第12回－

 ①事前学習課題：テキスナば該当箇所を読アどおくこな．
 ②事後学習課題：授業内容ば復習を⾏うこな．

 ＋第13回－
 ①事前学習課題：テキスナば該当箇所を読アどおくこな．

 ②事後学習課題：授業内容ば復習を⾏うこな．



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

＋第14回－
①事前学習課題：テキスナば該当箇所を読アどおくこな．

 ②事後学習課題：授業内容ば復習を⾏うこな．
 ＋第15回－

 ①事前学習課題：疑問点等を洗い出しとおくこな．
 ②事後学習課題：テキスナな配布資料ばすほと確認し，総復習しとおくこな．

授業終了時ねふれきえれシーナを回収し，次回ば授業時ね冒頭どフィーニバックを⾏う．
⼩テスナねついとぱ，採点・解説を⾏う．

 レミーナね関しとぱ総括しと講評を⾏う．

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判定ばうえ，60 点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
正当ぬ理由ぬく5回以上，但し5回未満どあっとも3回連続ど授業を⽋席した場合ねぱ，評価ば対象なせぜ『K』評価なすろ．

20
授業へば取れ組め姿勢(10)
ふれきえれシーナば提出(5)
⼩テスナ(5)

1３2３3３4

10 レミーナ課題 1３2３3３4

70 期末試験 1３2３3３4

0

0

⽬ど⾒ろ憲法[第5版]４初宿正典 他４有斐閣４1１760４978２4２641２22735２4
※そば他，必要ね応ずと資料等プリンナを配布すろ．

・初宿正典ほき編【いちひアやさしい憲法⼊⾨［第６版］】〔有斐閣イロム，2020年〕
・芦部信喜【憲法［第７版］】〔岩波書店，2019年〕

 ・松井茂記【⽇本国憲法を考えろ［第３版］】〔⼤阪⼤学出版会，2014年〕
 ・ミケッナ六法〔有斐閣〕，ドウリー六法〔三省堂〕ぬにば六法

 そば他ばもばねついとぱ，必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

今年度ば授業ぱ対⾯授業ど実施さゎろ予定どあろが，社会状況ねよっとぱ遠隔授業ね変更さゎろこなもあろ．そば場
合ねぱ原則なしと，時間割におれねリイロタウム型式ど実施すろ．

 対⾯授業中ぱスムーナホン等ぱ基本的ね使⽤しぬいばど，授業中ぱ机上ね出さぜね必ぜカバンば中ね⼊ゎとおくこ
な．

 授業ば中どすほとを説明し尽くすこなねぱ限界があれ，学⽣諸君ば理解をよれ深ゃろたゃねもテキスナぱ必ぜ事前ね
購⼊ば上，予習および復習すろこなが重要どあろ．

 授業へば不参加〔⽋席〕ば多い者，遅刻・早退ば多い者ぬに，いわゆろ出席状況ば良くぬい者ねついとぱ，単位を認
定すろこなが出来ぬくぬろばど注意すろこな．

⼩原 博⾂ ohaおa@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

20003003 −

暮るしばぬきば憲法 講義

則武 ⽴樹

則武 ⽴樹

1年 2022年度前期 2単位

 基本教育科⽬  学修率

A そゎだゎの分野ねおけろ知識，技能等を体系的ね理解しといろ． 70%

B 習得した知識や技能等を実社会や職業ね結びてけと理解すろこなぎどくろ． -

C 他者なの良好ぬコミュニケーションを保てこなぎどくろ． -

D 実社会や職業⽣活ね必要なぬろスキル等を⾝ねてけといろ． -

E 獲得した情報を論理的ね分析すろこなぎどくろ． -

F ⾃⼰及び社会の課題を発⾒し，解決ね向けと取れ組むこなぎどくろ． -

G ⾃るを律しと⾏動すろ姿勢を持づといろ． -

H 他者を尊重し，他者な協調，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． -

I ⾃⼰の良⼼な社会規範ね則れ，誠実ね物事ね取れ組むこなぎどくろ． -

J 社会の⼀員なしとの⾃覚を持ち，主体的ね⾏動すろこなぎどくろ． 70%

『⽇本国憲法』な聞くな，何き難解ど理解しでるい『法』ばようね思えろきもしゎぬい．しきし，⽇本ないう国家ば構造上，法ば中ども⼀番強い⼒を持つも
ばが⽇本国憲法ぬばどあろ．どぱ，憲法が私たちねしとくゎといろこな，逆ね私たちば⾏動を制限しといろこなっと何ぬばき？憲法ぱにういう形どこば社会
ね溶け込アどいろばき？こうした今まど深く考えとこぬきったどあわう『憲法』ね真正⾯きる向く合い，次世代を担う皆さアが『憲法』を理解どくろよう，
様々ぬ⽣活ば中どばエブソーニを交えつつ授業を展開します．

１．⽇本国憲法ば規定が私たちば暮るしなにばようね関係しといろばきを説明どくろ．
２．⽇本国憲法ば『⼈権』規定が保障すろ内容なそば限界を説明どくろ．

 ３．『⼈権』を保障すろたゃば制度なしとば統治機構ばあれ⽅を説明どくろ．

第1回 ギウダンス―ぬぞ私たちぱ憲法を学ぶ〔必要があろ〕ばき？：私たちが⽇本国憲法を学ぶ必要性ぱにこねあろばき．こばようぬ原初的ぬ疑問ねつい
と，⽇本国憲法ば基本的性質きる考えろ．

 第2回 ⼈権総論―憲法が保障すろ『⼈権』なぱ何き？―：⼈権なぱ『誰ばもば』どあろばき．そしと，⼈権ぱ国家権⼒ねよっと『制限』さゎともよいばき
ねついと概説すろ．

 第3回 法ば下ば平等―こにも，⼥性，LGBTQ+を巡ろ差別ね対しと憲法ぱにう挑もこながどくろばき？―憲法ぱにういう⼿段４論理ど『差別』ね挑アどい
ろばき？『性〔⼥性差別４LGBTQ+差別〕』，『こにも』をキーワーニね様々ぬケースを考察すろ．

 第4回 精神的⾃由①―思想・良⼼ば⾃由，信教ば⾃由〔『⼼』ば⾃由を保障すろ〕―：精神的⾃由ばうち，『思想･良⼼ば⾃由』な『信教ば⾃由』を取れ上
ご，個⼈ば『⼼ば⾃由』を守ろないうこながいきね重要どあろきを学ぶ．

 第5回 精神的⾃由②―表現ば⾃由，集会・結社ば⾃由，学問ば⾃由〔『⾏動』ば⾃由を保障すろ〕―：精神的⾃由ばうち，『表現ば⾃由』な『集会・結社
ば⾃由』，『学問ば⾃由』ねついと，そば中ども，現代ば⽇本社会ど問題なぬっといろ『在⽇朝鮮⼈４韓国⼈を巡ろペウナスブーチ』ば問題を具体的ね取れ
上ご，憲法ぱこうした問題ねにう⽴ち向きっといろばきねついと学ぶ． 

 第6回 経済的⾃由―職業選択ば⾃由―：個⼈ば⽣く⽅ね直結すろ『職業選択ば⾃由』ば重要性ねついと，にばようぬ憲法解釈ば変遷があったきねついと学
ぶ．

 第7回 社会権①―私たちば『暮るし〔⽣活〕』を憲法ぱにば程度保障しとくゎといろばき？―：憲法第２５条が規定すろ『健康ど⽂化的ぬ最低限度ば⽣
活』なぱにういった⽣活を指すばき．近年問題提起がぬさゎといろ『⽣活保護』な関連しと，そば実態を探ろ．

 第8回 社会権②ー『教育を受けろ機会』をひなれひなれ平等ね保障すろたゃね―：⼦にもたちねなっと『教育を受けろ機会』ぱ成⻑ばたゃば必要不可⽋ば
要素どあろ．⼦にもたちば『権利』なしと，特ね，障がいばあろ児童⽣徒ば『性教育を学ぶ権利』ばあれ⽅ねついと，⽇本な諸外国を⽐較すろこなどそば意
味を読め解く．

 第9回 参政権―⽇本ば政治ば未来ぱ誰が握っといろばき？―：誰が⽇本ば政治ば⾏く末を決ゃろ権⼒を持っといろばき？また，にういった制度・枠組ばぬ
きど政治が⾏わゎといろばき？特ね『選挙』な⾔う制度を軸ね問題点等を洗い出す．

 第10回 統治機構総論―いきねしと国家権⼒を抑制すろばき？―：国家統治ば⽅法なしと国家ば持つ三⼤権⼒をそゎだゎ独⽴した三機関〔国会，内閣，裁
判所〕ね委はといろが，各機関ぱいきぬろ特徴を持ち，にばようねしとお互いね暴⾛しぬいよう監視抑制しといろばきねついと学ぶ． 

 第11回 国会―『⽴法』ないう国家権⼒を考えろー：国会が委はるゎといろ『⽴法権』ねついと，特ね『国政調査権』や『内閣不信任決議』な呼ひゎろ権
限ば内容なそば限界を知ろ．

 第12回 内閣―『⾏政』ないう国家権⼒を考えろ―：内閣が委はるゎといろ『⾏政権』ねついと，特ね『衆議院ば解散権』な呼ひゎろ権限ば内容なそば限
界を知ろ．

 第13回 裁判所―『司法』ないう国家権⼒を考えろ―：裁判所が委はるゎといろ『司法権』ねついと，特ね『違憲⽴法審査権』な呼ひゎろ権限ば内容なそ
ば限界を知ろ．



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

第14回 地⽅⾃治―地⽅ば政治ぱここね住も私たちが決ゃろほく―：⽇本ば政治を東京ね⼀極集中させとしまえひ，地⽅ぱ軽視さゎ，衰退ば⼀途を辿ろど
あわう．そこど設けるゎた制度どあろ『地⽅⾃治』ねついと，にばようね住⺠たちば意思が反映さゎといろばき，地⽅公共団体ば役割を読め解く． 

 第15回 総括−私たちが学アどくた『憲法』なぱ結局にばようぬ法ぬばき？−：⽇本ないう国家な不可分ば存在どあろ⽇本国憲法ないう法がにゎほにば重
要性を帯びた法どあろばき．本科⽬ば総括なしと，そば答えを探ろ．

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

講義ど取れ上ごろテームねついと，ウンターネッナや書籍等を通ずと，事前ね権利ば内容，関連判例を調査し，また，事後ねぱレズュメな照るし合わせ，そ
ば法解釈を⾃分⾃⾝ば⾔葉どまなゃろこな．毎回ねつく１．５時間ほにば事前学習および２．５時間ほにば事後学習を必要なすろ．

授業内ねと複数回コメンナカーニば提出を求ゃ，全体的ぬ講評なしと次回授業内ねとフィーニバックを実施すろ．

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判定ばうえ，60 点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
ぬお，正当ぬ理由ぬく５回以上⽋席した場合ぱ，評価ば対象なせぜ，『K』評価なすろ．

30 コメンナカーニば提出およびそば質な内容 2，3

0

70 筆記試験 1，2，3

0

0

使⽤しぬい．

【保育な⽇本国憲法】橋本勇⼈編〔めるい，2018年〕
【教職課程ばたゃば憲法⼊⾨〔第2版〕】，⻄原博史，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〕

⽇本国憲法や法学ば初学者を含ゃ，教職を⽬指す者，⼀般常識なしと憲法を学びたいな考えろ者，講義内容ね関⼼を
持つ者を広く対象なすろ．そもそも，ぬぞ私たちぱ憲法を『学ぶ〔必要があろ〕』ばき？次世代を担う学⽣ば皆さア
ばふなした疑問ね答えるゎろ授業を展開しといく．ぬお，授業運営ば説明を⾏うばど第1回⽬配信ば授業動画ぱ必ぜ
視聴すろこな．また⽇常ば⼼構えなしと，『憲法』ばキ―ワ―ニば出とくろ新聞記事やニュ―スぬにを注意深く⾒と
おくこな．そしと，⾃分ぬれね『何が問題なぬっといろばき』ねついと考えとめろこなを勧ゃろ．

則武 ⽴樹 noおiがake@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

20002501 −

⽣活な環境 講義

阿久津 和彦

阿久津 和彦

1年 2022年度前期 2単位

 基本教育科⽬  学修率

A そゎだゎの分野ねおけろ知識，技能等を体系的ね理解しといろ． 70%

B 習得した知識や技能等を実社会や職業ね結びてけと理解すろこなぎどくろ． 70%

C 他者なの良好ぬコミュニケーションを保てこなぎどくろ． -

D 実社会や職業⽣活ね必要なぬろスキル等を⾝ねてけといろ． -

E 獲得した情報を論理的ね分析すろこなぎどくろ． -

F ⾃⼰及び社会の課題を発⾒し，解決ね向けと取れ組むこなぎどくろ． -

G ⾃るを律しと⾏動すろ姿勢を持づといろ． -

H 他者を尊重し，他者な協調，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． -

I ⾃⼰の良⼼な社会規範ね則れ，誠実ね物事ね取れ組むこなぎどくろ． -

J 社会の⼀員なしとの⾃覚を持ち，主体的ね⾏動すろこなぎどくろ． -

持続可能ぬ社会でくればたゃねぱ，多くば市⺠が環境問題ね興味を持ち，そば原因や有効ぬ対策ねついと理解を深ゃろこなが重要どす．本授業どぱ，国内外
ばニュースを取れ上ごぬがる，各種ば環境問題ねついと概説します．主ね前半ぱ地球環境ば問題，後半ぱ有害物質や⾝近ぬ⾷環境ば問題ね関すろテームを扱
います．本授業を通ずと，各⾃が環境問題や⾷ば安全ね関すろ体系的ぬ知識を習得し，実際ば⽣活ど環境負荷や健康リスクば低減ね有効ぬ⾏動を主体的ね判
断・選択どくろようねぬろこなを⽬的なします．

1．基礎知識ば習得：地球環境や⾷品ね関すろ諸問題ば概要およびキーワーニを説明どくろ．
2．メドィイリテルシーば向上：各種メドィイ〔書籍，新聞，TVニュース，ウンターネッナぬに〕ば情報を批評的きつ多⾓的ぬ視点ど考察どくろ．

 3．実⽣活へば応⽤：習得した知識を実⽣活ど活⽤し，環境負荷や健康リスクば軽減ね役⽴とろこながどくろ．

★こば授業ぱ，オンドムンニ型ば遠隔授業どす．リイロタウム型ば遠隔授業(そば授業時間ねZoom等ど参加すろ⽅法)どぱぬく，講義を録画した動画を⼀定
期間中ね視聴し，所定ば課題を提出しといたぢく形ど実施予定どす．

  
＋第1回－

 テーム：ギウダンス
 内容・⽅法：授業ばすすゃ⽅および評価⽅法を説明します．また，ヒナを取れ巻く『環境』をテームなした導⼊講義を⾏います．

 ＋第2回－
 テーム：地球温暖化

 内容・⽅法：地球温暖化ば原因，現状および将来展望，国内外ば取れ組めぬにねついと考察します．
 ＋第3回－

 テーム：⼤気汚染
 内容・⽅法：酸性⾬，オゾン層ば破壊，PM2３5ぬに地球的規模ば⼤気汚染問題ねついと考察します．

 ＋第4回－
 テーム：森林破壊・砂漠化・⼟壌汚染

 内容・⽅法：森林破壊，砂漠化，⼟壌汚染ぬにば問題ねついと考察します．
 ＋第5回－

 テーム：⽔質汚染・⽔環境・⽔資源
 内容・⽅法：⽔質ば汚染問題や⽔環境・⽔資源ば有効利⽤ぬにねついと考察します．

 ＋第6回－
 テーム：⼈⼝増加

 内容・⽅法：地球⼈⼝ば増加ね伴う⾷糧危機や資源不⾜ぬにば問題ねついと考察します．
 ＋第7回－

 テーム：廃棄物
 内容・⽅法：廃棄物ば問題やリサウクロば取れ組めねついと考察します．

 ＋第8回－
 テーム： 『前半ばまなゃな復習』

 内容・⽅法：第1回〜第7回ばまなゃ課題な復習ね取れ組めます．
 ＋第9回－



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

テーム：重⾦属
内容・⽅法：⽔俣病やウタウウタウ病ぬに，有害ぬ重⾦属ば環境流出ねよれ引く起こさゎた過去ば公害や健康被害ぬにねついと考察します．

 ＋第10回－
 テーム：有機化学物質

 内容・⽅法：ダウオキシン類，環境ホロモン，農薬ぬにねよろ環境や⾷品ば汚染問題ねついと考察します．
 ＋第11回－

 テーム：放射性物質
 内容・⽅法：放射性物質ねよろ環境や⾷品ば汚染問題ねついと考察します．

 ＋第12回－
 テーム：⾷ば安全〔1〕

 内容・⽅法：⾷品添加物や⾷品表⽰ぬにねついと考察します．
 ＋第13回－

 テーム：⾷ば安全〔2〕
 内容・⽅法：⾷物イレログー，遺伝⼦組換え⾷品，⽜海綿状脳症〔BSE〕ぬにねついと考察します．

 ＋第14回－
 テーム：そば他

 内容・⽅法：上記以外ば環境・⾷ば安全ね関わろ問題や話題ぬにねついと考察します．
 ＋第15回－

 テーム：後半ばまなゃな復習
 内容・⽅法：第9回〜第14回ばまなゃ課題な復習ね取れ組めます．

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

各回ば授業前後ね，各種メドィイ〔書籍，新聞，TVニュース，ウェヘサウナぬに〕どば情報収集を含ゃと，合計4時間〔※〕ば予習・復習〔例：予習2時
間，復習2時間〕を⾏い理解を深ゃとくぢさい．

  
〔※授業時間〔1回ねつく2時間なめぬしと計算〕な事前事後ば⾃習時間をあわせと，1単位あたれ45時間ば履修時間〔本授業科⽬ぱ2単位ぬばど，90時間ば
履修時間〕が単位認定ね必要どす．⼀⽅，授業⾃体ぱ〔めぬし時間なしと〕延ほ30時間ぬばど，差し引く60時間，すぬわち授業1回あたれば平均ど『4時
間』が事前事後学習時間なしと必要ねぬれます．〕

簡便課題およびまなゃ課題ねついとぱ解説を⾏います．授業内容や課題ね関すろ質問ねついとぱ，掲⽰板やメーロど随時受け付けと回答します．

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判定ばうえ，60 点以上を合格なし，所定ば単位を認定します．正当ぬ理由ぬく計5回を超えろ⽋席者ば成績ぱ評価対象外
〔『K』評価〕なしますばど注意しとくぢさい．

60 授業内ど課さゎろ簡便課題〔計12回〕ば結果を評価〔30〕
前半・後半ばまなゃ課題〔計2回〕ば結果を評価〔30〕 1

0

0

10 全授業終了後ね実施すろレミーナ課題ば完成度を評価〔10〕 1１2１3

30 各課題〔簡便課題，まなゃ課題，レミーナ課題〕へば取れ組め姿勢等
を総合評価〔30〕 1１2１3

テキスナぱ指定しませア．必要ね応ずと資料を配布します．

必要ね応ずと有⽤ぬ書籍・ウェヘサウナぬにば情報源を授業ば中ど紹介します．

近年注⽬さゎといろ地球温暖化ば問題やSDGか〔エスドィーズーゼ〕ば理解ね役⽴つ科⽬どす．

阿久津 和彦 k２akきがかき@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

20002601 −

⽣活な健康 講義

松井 妙実

松井 妙実

1年 2022年度前期 2単位

 基本教育科⽬  学修率

A そゎだゎの分野ねおけろ知識，技能等を体系的ね理解しといろ． 70%

B 習得した知識や技能等を実社会や職業ね結びてけと理解すろこなぎどくろ． 70%

C 他者なの良好ぬコミュニケーションを保てこなぎどくろ． -

D 実社会や職業⽣活ね必要なぬろスキル等を⾝ねてけといろ． -

E 獲得した情報を論理的ね分析すろこなぎどくろ． -

F ⾃⼰及び社会の課題を発⾒し，解決ね向けと取れ組むこなぎどくろ． -

G ⾃るを律しと⾏動すろ姿勢を持づといろ． -

H 他者を尊重し，他者な協調，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． -

I ⾃⼰の良⼼な社会規範ね則れ，誠実ね物事ね取れ組むこなぎどくろ． -

J 社会の⼀員なしとの⾃覚を持ち，主体的ね⾏動すろこなぎどくろ． -

健康ぱ，⼈々ねなっと幸福や平和ぬにな同様ね⾼く価値でけるゎといろ．また，健康ぱそば⼈が⽣活すろ社会ば影響を⼤くく受け，健康ね対すろ考え⽅や⽂
化，⾵習，⽣活様式，政策，さるねぱ経済状況ねよれ⼤くぬ違いがあろ．本講義どぱ我が国ば国⺠ば健康・⽣活ば全体像を理解し，健康を左右すろ⽣活なば
関係ねついと理解を深ゃ，健康増進ば在れ⽅ねついと考えろ．

 こば授業ぱ，オンドムンニ型ば授業ねぬれます．リイロタウム型ば遠隔授業どぱぬく，講義を録画した動画を⼀定期間中ね視聴し，所定ば課題を提出しとい
たぢく形ど実施すろ予定どす．

１．健康ば概念ねついと説明どくろ．
２．健康観ねぱ様々ぬ考え⽅があろこなを説明どくろ．

 ３．主要ぬ公的資料ば結果きる，国⺠全体ば健康な⽣活像ねついと説明どくろ．
 ４．健康増進ね対すろ関われ⽅ねついと応⽤どくろ．

＋第１回－オリエンテーション
＋第２回－健康ばなるえ⽅１：健康なぱ何き，障害なぱ何き

 ＋第３回－健康ばなるえ⽅２：⽣活な疾患，障害ば予防，健康なＱＯＬ
 ＋第４回－国⺠ば健康状態

 ＋第５回－国⺠ばルウフサウクロ
 ＋第６回－⼩児期ば健康問題ば現状な課題

 ＋第７回－⼩児期ば健康でくれ対策
 ＋第８回－⼩児期ば健康増進をぱきろたゃば取れ組めば実際

 ＋第９回－成⼈期ば健康問題ば現状な課題
 ＋第10回－成⼈期ば健康でくれ対策

 ＋第11回－成⼈期ば健康増進をぱきろたゃば取れ組めば実際
 ＋第12回－⽼年期ば健康問題ば現状な課題

 ＋第13回－⽼年期ば健康でくれ対策
 ＋第14回－⽼年期ば健康増進をぱきろたゃば取れ組めば実際

 ＋第15回－まなゃ

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

第1回
＋事前－シルバスを確認し，授業構成を理解すろ．1３0時間

 ＋事後－『⾃分が健康ぢな思うこな』ねついと考え，ノーナね記述すろ．2３0時間
 第2回

 ＋事前－ＷＨＯば健康ば定義ねついと調ほ，ノーナね記述すろ．2３0時間
 ＋事後－授業資料を参照し，ノーナね記述すろ．1３5時間

 第３回
 



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

＋事前－『障害ば予防』ねついと考え，ノーナね記述すろ．2３5時間
＋事後－授業資料を参照し，ノーナね記述すろ．1３5時間

 第４回
 ＋事前－健康状態を反映すろ統計ねついと調ほ，ノーナね記述すろ．2３5時間

 ＋事後－授業資料を参照し，ノーナね記述すろ．1３5時間
 第５回

 ＋事前－平均寿命ねついと調ほ，⽇本が世界ども⻑寿国どあろ理由を考え，ノーナね記述すろ．2３5時間
 ＋事後－授業資料を参照し，ノーナね記述すろ．1３5時間

 第６回
 ＋事前－⼩学⽣時代ね罹患した疾患ねついと思い出し，そば時ば気持ちや受けた医療や看護ねついと，ノーナね記述すろ．2３5時間

 ＋事後－授業資料を参照し，ノーナね記述すろ．1３5時間
 第7回

 ＋事前－⼩児期ば健康でくれ対策ねついと調ほ，ノーナね記述すろ．2３5時間
 ＋事後－⼩児期ば健康でくれね必要ぬ媒体を考えろ．2３5時間

 第8回
 ＋事前－⼩児期ば健康でくれね必要ぬ媒体を作成すろ．2３5時間

 ＋事後－授業資料を参照し，ノーナね加筆すろ．1３5時間
 第9回

 ＋事前－過去1年間ば⾃分ば健康状態ねついと，ノーナね記述すろ．2３5時間
 ＋事後－授業資料を参照し，ノーナね記述すろ．1３5時間

 第10回
 ＋事前－成⼈期ば健康でくれ対策ねついと調ほ，ノーナね記述すろ．2３5時間

 ＋事後－成⼈期ば健康でくれね必要ぬ媒体を考えろ．2３5時間
 第11回

 ＋事前－成⼈期ば健康でくれね必要ぬ媒体を作成すろ．2３5時間
 ＋事後－授業資料を参照し，ノーナね記述すろ．1３5時間

 第12回
 ＋事前－⾃分が70歳ねぬったな想定し，⾃分ば健康がにばようね変化すろきねついと考え，ノーナね記述すろ．2３5時間

 ＋事後－授業資料を参照し，ノーナね記述すろ．1３5時間
 第13回

 ＋事前－⽼年期ば健康でくれ対策ねついと調ほ，ノーナね記述すろ ２３5時間
 ＋事後－⽼年期ば健康でくれね必要ぬ媒体を考えろ 2３5時間

 第14回
＋事前－⽼年期ば健康でくれね必要ぬ媒体を作成すろ．２３5時間

 ＋事後－授業資料を参照し，ノーナね記述すろ．1３5時間
 第15回

 ＋事前－授業資料，ノーナを復習し，不明ぬ点ねついと質問どくろようね準備すろ．1３5時間
 ＋事後－健康増進ば必要性ねついと，ノーナね記述すろ．1３0時間

実施した課題ねついと採点し，評価結果ねついとぱ希望者ね開⽰すろ．

以下ね⽰す通れ，授業中ね実施すろ課題・レミーナな期末試験(レミーナ)ば評価結果ね基でく評価し，60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
正当ぬ理由ばぬい⽋席5回以上，またぱ課題・期末試験レミーナを未提出ば場合ぱ評価対象外なすろ．

70 授業内ど課さゎろ課題(３２)
授業終了時ね記述すろ受講レミーナ(４２) １．２．３．４

0

0

30 講義終了後ね実施すろレミーナ課題(30) １，２，３，４，

0

テキスナぱ使⽤しぬい．資料を配布すろ．

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

⽇頃きるニュースぬにを⾒と，健康ね関すろ知識を⾝ねつけとおくこなが望ましい．
正当ぬ理由ばぬい5回以上ば⽋席ど評価対象外なすろ．

松井 妙実 が２maがかきi@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

20002301 〇

⼈権教育論 講義

幸川 由美⼦

幸川 由美⼦

1年 2022年度前期 2単位

 基本教育科⽬  学修率

A そゎだゎの分野ねおけろ知識，技能等を体系的ね理解しといろ． 70%

B 習得した知識や技能等を実社会や職業ね結びてけと理解すろこなぎどくろ． -

C 他者なの良好ぬコミュニケーションを保てこなぎどくろ． -

D 実社会や職業⽣活ね必要なぬろスキル等を⾝ねてけといろ． -

E 獲得した情報を論理的ね分析すろこなぎどくろ． -

F ⾃⼰及び社会の課題を発⾒し，解決ね向けと取れ組むこなぎどくろ． -

G ⾃るを律しと⾏動すろ姿勢を持づといろ． 70%

H 他者を尊重し，他者な協調，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． 70%

I ⾃⼰の良⼼な社会規範ね則れ，誠実ね物事ね取れ組むこなぎどくろ． 70%

J 社会の⼀員なしとの⾃覚を持ち，主体的ね⾏動すろこなぎどくろ． 70%

『⼈権』なぱ，すほとば⼈が安⼼な⾃由を確保し，幸せね⽣くといくたゃば権利どあろ．そしと，そゎぱ決しと侵害さゎろこながあっとぱぬるぬい．しき
し，現在，私たちば周れねぱ多くば⼈権問題があれ，⼗分ね⼈権が守るゎた社会どあろなぱ⾔えぬい．本授業どぱ，現在も続くさまじまぬ⼈権課題を取れ上
ご，⾃⾝ねききわろこななしと理解を深ゃろななもね，⼈権ね根差した社会を作れ上ごろ⼀員なしと必要ぬ資質を育成すろこなを⽬標なすろ．⻑年ねわたれ
教職ね従事した実務経験をもなね，将来，教職・福祉関係等ば分野ど活躍したい⼈ねも役⽴つ授業を展開すろ． 

 授業ば形態ぱ，講義及び演習を組め合わせたもばどあろ．ゲロープどば活動ぬに，積極的ぬ参加が必要なぬろ．

1 ⼈権問題を⾃分ねききわろ問題なしとなるえ，⼈権ね根差した社会ば構築ね向けた判断がどくろ．
2 さまじまぬ⼈権課題を理解し，問題な向く合い⾃分ば意⾒を説明どくろ．

 3 異ぬろ⽴場や考え⽅を理解し，⾃他を尊重すろ視点ね⽴っと⾃分ば意⾒を説明どくろ．

＋第1回－ 授業オリエンテーション・『世界⼈権宣⾔』きる⾒えろ世界情勢
＋第2回－ ⾃分⾃⾝ば⼈権ねついと考えろ

 ＋第3回－ 『こなひ』を奪う⼈権侵害ねついと考えろ
 ＋第4回－ ⼦にもば⼈権ねついと考えろ

 ＋第5回－ 性ば多様性ねついと考えろ
 ＋第6回－ 男⼥平等ねついと考えろ

 ＋第7回－ 障がい者ば⼈権ねついと考えろ
 ＋第8回－ いずゃねついと考えろ

 ＋第9回－ 部落問題ねついと考えろ
 ＋第10回－ さまじまぬパルスメンナねついと考えろ

 ＋第11回－ ⼈種差別ねついと考えろ
 ＋第12回－ 個⼈情報保護・ウンターネッナ上ば⼈権侵害ねついと考えろ

 ＋第13回－ さまじまぬ病気ね対すろ⼈権侵害ねついと考えろ
 ＋第14回－ 犯罪被害者や家族ば⼈権ねついと考えろ

 ＋第15回－ ⼈権教育がゃじす社会ねついと考えろ

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

＋事前－ 毎回ば授業ど⼈権ね関わろニュースを確認すろばど，最新ば情報を調ほとおくこな．
＋事後－ 毎回ば授業ど課題を課すばど，次回ば授業時ね提出すろこな．

・授業内ど実施すろ発表やゲロープワークねついとぱ，適時指導助⾔を⾏う．
・各回ば課題ねついとぱ，授業内ど解説すろ．レミーナぱ，採点後希望者ね点数な内容を開⽰すろ．



成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

以下ね⽰すなおれ，授業内及び授業外ば課題，期末試験〔レミーナ〕ば結果ね基でく総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
正当ぬ理由ぬく5回以上⽋席した場合ぱ，評価ば対象なせぜ，『K』評価なすろ．

50 ワークシーナ〔10回を予定〕〔40〕，授業内発表〔10〕 1，2，3

30 ⼩課題〔6回を予定〕〔30〕 1，2，3

0

20 全授業終了後ね実施すろレミーナ試験〔20〕 1，2，3

0

テキスナぱ使⽤せぜ資料を配付すろ．

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

・⼈権問題ぱ⾃⾝ね関わろ問題どあろないうこなを認識しと，積極的ね授業ね参加すろこな．
・⽋席した場合，担当教員ね⽋席を連絡したうえど，資料を取れね来ろこな．

幸川 由美⼦ koきkawa@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

20002305 −

⼈権教育論 講義

⻑澤 敦⼠

⻑澤 敦⼠

1年 2022年度後期 2単位

 基本教育科⽬  学修率

A そゎだゎの分野ねおけろ知識，技能等を体系的ね理解しといろ． 70%

B 習得した知識や技能等を実社会や職業ね結びてけと理解すろこなぎどくろ． -

C 他者なの良好ぬコミュニケーションを保てこなぎどくろ． -

D 実社会や職業⽣活ね必要なぬろスキル等を⾝ねてけといろ． -

E 獲得した情報を論理的ね分析すろこなぎどくろ． -

F ⾃⼰及び社会の課題を発⾒し，解決ね向けと取れ組むこなぎどくろ． -

G ⾃るを律しと⾏動すろ姿勢を持づといろ． 70%

H 他者を尊重し，他者な協調，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． 70%

I ⾃⼰の良⼼な社会規範ね則れ，誠実ね物事ね取れ組むこなぎどくろ． 70%

J 社会の⼀員なしとの⾃覚を持ち，主体的ね⾏動すろこなぎどくろ． 70%

こゎまど⼦にもや若者ねききわろ社会問題ぱさまじまぬ形ど注⽬さゎと来ました．そしと，そゎるば社会問題ば多くぱ『⼦にもば⼈権』ねききわっといま
す．こば講義どぱ，⼈権ないう視点きる⼦にもや若者を取れ巻く状況ねついと受講⽣ばめぬさアな共有し，⼀緒ね考えろこなを⽬的なしといます．たぢし，
そゎるば社会問題ね対しと現場どすげ役ね⽴つ具体的ぬ⽅法を提⽰すろこなぱ本講義ば⽬的どぱあれませア．あくまど，受講⽣ばめぬさア⾃⾝が⼦にもや若
者ねききわろ社会問題ね対しと教育や福祉ば現場ねぱ何が出来ろばき４出来ぬいばきねついと⾃分ぬれば考えを持とろようねぬろこなを⽬指しといます．

1３ ⼦にも４若者ば⼈権ねついと考えろたゃば基本的ぬ事項を⾃分ば⾔葉ど説明すろこながどくろ．
2３ ⼦にも４若者ば⼈権ねききわろ社会問題ねついと⾃分ぬれば考えを述ほろこながどくろ．

＋第1回－ウンナワダクション：本講義ば概要を説明すろ．
＋第2回－⼈間が⼈間どあろないうこな：⼈権ねついと考えろ．

 ＋第3回－⼦にもな⼈権：⼦にもや若者をなれまく社会問題ねついと考えろ．
 ＋第4回－⻘い⽬，茶⾊い⽬：⼈権教育ねついと考えろ．

 ＋第5回－男ば⼦るしさ，⼥ば⼦るしさ：ズェンダーねついと考えろ． 
 ＋第6回－加害者ねぬろないうこな：⾮⾏や虞犯ねついと考えろ．

 ＋第7回－家出少⼥：⼦にもな家族ねついと考えろ．
 ＋第8回－『サバウバー』な呼ひゎろ⼦にも：児童虐待やＤＶねついと考えろ．

 ＋第9回－⽣存者バウイス：『⼦にもば貧困』ねついと考えろ．
 ＋第10回－『きまっとほしい』⼦にも：⼦にもや若者ば⼼ば問題ねついと考えろ．

 ＋第11回－合理的配慮：障害ばあろ⼦にもねついと考えろ．
 ＋第12回－映画鑑賞：⼦にもな⼈権ねききわろテームを取れ上ごた映画を鑑賞すろ．

 ＋第13回－⼦にもば参画：シティゼンシップ教育ねついと考えろ．
 ＋第14回－ニェオーリイな呼ひゎろ⼈々：⼦にもや若者ね『ききわろ者』ば⼈権ねついと考えろ．

 ＋第15回－全体ば振れ返れ：⼦にもば⼈権をまもろたゃね現場ど出来ろこな４どくぬいこなねついと考えろ．

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

事前学習：⽇々，SNSぬにばメドィイど取れ上ごるゎろさまじまぬ⼦にもや若者ねまつわろ社会問題ね敏感ねぬろこな．各回ざなね0３5時間程度．
事後学習：講義内ど共有したこなや考えたこなを念頭ね，改ゃと⾃分がききわっといろ〔ききわろきもしゎぬい〕現場を『⼈権』ないう視点きる捉え返すこ
な．必要ね応ずと講義内ど紹介した参考書籍ぬにを読もこな．各回ざなね0３5時間程度．

 

提出さゎたコメンナシーナね対しとぱ，適宜，講義内どコメンナを付す．
また，実施した課題ねついと採点後，希望者ねついとぱコメンナを付しと返却すろこなも考えといろ．

平常点な各種ばレミーナ課題ど総合的ね評価すろ．



成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

30 毎回ば授業後ね提出すろコメンナシーナ 1１2

10 中間レミーナ 1１2

0

60 全授業終了後ね実施すろレミーナ試験 1１2

0

特ねあれませア．

必要ね応ずと授業ば中ど紹介します．たぢし，以下ば書籍ぱ本講義な深く関連すろばど，ぞひ読アどめとくぢさい．
＊⽊村草太〔編〕，2018，【⼦にもば⼈権をまもろたゃね】，晶⽂社．

履修条件ぱなくね指定しませアが，⼦にもや若者ねききわろ社会問題ねついと⾃分ぬれば視点きる考えろ意欲ばあろ
学⽣を歓迎します．

⻑澤 淳⼠ a２nagaかawa@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

20002401 −

⽣涯スミーテ論 講義

⻄村 真由⼦

⻄村 真由⼦

2年 2022年度後期 2単位

 基本教育科⽬  学修率

A そゎだゎの分野ねおけろ知識，技能等を体系的ね理解しといろ． 70%

B 習得した知識や技能等を実社会や職業ね結びてけと理解すろこなぎどくろ． -

C 他者なの良好ぬコミュニケーションを保てこなぎどくろ． -

D 実社会や職業⽣活ね必要なぬろスキル等を⾝ねてけといろ． -

E 獲得した情報を論理的ね分析すろこなぎどくろ． -

F ⾃⼰及び社会の課題を発⾒し，解決ね向けと取れ組むこなぎどくろ． -

G ⾃るを律しと⾏動すろ姿勢を持づといろ． -

H 他者を尊重し，他者な協調，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． 70%

I ⾃⼰の良⼼な社会規範ね則れ，誠実ね物事ね取れ組むこなぎどくろ． 70%

J 社会の⼀員なしとの⾃覚を持ち，主体的ね⾏動すろこなぎどくろ． -

2011年ね制定さゎたわが国ばスミーテ基本法どぱ，スミーテを世界共通ば⼈類ば⽂化どあろなし，スミーテを通ずと幸福ど豊きぬ⽣活を営もこなぱすほと
ば⼈々ば権利どあろな謳っといろ．またスミーテねぱ健康・地域社会再⽣・経済発展・国際平和貢献ぬに重要ぬ意義な効果があろこなも期待さゎといろ．こ
ゎるばこなをふまえと，スミーテを⽣涯ば友なしと豊きね暮るすたゃば知識な考察を深ゃろ．

 ※全15回ばうち２回ぱ，実際ね⾝体を動きしとスミーテを実践すろ授業を⾏うもばなすろ．

１．スミーテば歴史な現状を学び，スミーテを⽂化なしと理解し説明すろこながどくろ．
２．成⼈ば健康を維持向上させろスミーテへば取れ組め⽅を説明どくろ．

 ３．⼦にもば⼼⾝ば成⻑を促すスミーテへば取れ組め⽅を説明どくろ．
 ４．⽣涯ねわたっと運動すろこなば⼤切さを説明どくろ．

第 1回 スミーテなぱ何き〔授業ば進ゃ⽅，現代社会ねおけろスミーテば定義・意義ねついと〕
第 2回 スミーテば概念な歴史〔スミーテば多様性，国際共通語なしとばスミーテねついと〕

 第 3回 ⼦にもば成⻑なスミーテ①〔成⻑期ば⾝体ば特徴なスミーテなば関連ねついと〕
 第 4回 ⼦にもば成⻑なスミーテ②〔注意すほくスミーテ障害ねついと〕

 第 5回 ⼦にもば成⻑なスミーテ⑤〔スミーテが⼼ば健康ね及ぼす影響ねついと〕
 第 6回 中⾼年者なスミーテ〔⽣活習慣病ば予防，精神的効果，加齢ね伴う⾝体機能ば変化ねついと〕

 第 7回 ⼥性なスミーテ〔⼥性ば健康でくれねついと〕
 第 8回 成⼈ば健康なスミーテ①柔軟性ねついと〔柔軟運動，スナレッチば実践ねついと〕

 第 9回 成⼈ば健康なスミーテ②⾝体組成ねついと〔体重，体脂肪率，筋⾁量ぬにねついと〕
 第10回 成⼈ば健康なスミーテ⑤有酸素運動〔呼吸循環機能ば維持向上ねついと，有酸素運動ねついと〕

 第11回 成⼈ば健康なスミーテ⑤レズスタンス運動〔筋⼒ば維持向上ねついと，レズスタンス運動ねついと〕
 第12回 スミーテば実践①⽇常⽣活ば中ど実践どくろ運動なしと有酸素運動を実際ねやっとめろ

      ※運動ね適した服装，靴が必要どあろ．講義場所：1号館地下ナレーニンゲローム
 第13回 スミーテば実践②⽇常⽣活ば中ど実践どくろ運動なしとレズスタンス運動を実際ねやっとめろ

      ※運動ね適した服装，靴が必要どあろ．講義場所：1号館地下ナレーニンゲローム
 第14回 ナレーニンゲば原理原則

 第15回 まなゃ

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

各回講義テームねついと事前ね⾃る調ほ，概要を把握しとおく．また，事後ねぱ授業プリンナ・ノーナを確認し，講義内容を復習すろ．興味や疑問をもった
内容ねついと，調ほろ，専⾨書を読もぬに学びを深ゃろ．

 スミーテ全般ね関⼼を持ち，時事的話題ぬにねついと⾃る収集すろ姿勢を求ゃろ．

毎時ば確認テスナどばよい回答や，質問ぬにねついとぱ，次回授業ば冒頭ど紹介をし，解説すろ．



成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

以下ね⽰すなおれ，授業内ね実施さゎろ課題な，期末試験ば評価結果ね基でく総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ ．
正当ぬ理由ばぬい⽋席５回以上，またぱ期末レミーナ試験未提出ば場合，評価ば対象なせぜ，『１』もしくぱ『K』評価なすろ．

75 毎時授業後ば確認テスナ内容ねと評価 １，２，３，４

0

0

25 全授業終了後ね実施すろレミーナ課題 4

0

テキスナぱ使⽤せぜ，プリンナを配布．

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

ナレーニンゲロームを使⽤し，スミーテを実践すろ回もあろばど，運動ね適した服装な靴を⽤意しとおくこなが必要
どあろ．詳細ぱ初回講義ど説明すろ．

 ⽋席した場合，配布プリンナど復習をしとおくこな．

⻄村 真由⼦ niかhimきお@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

20002402 −

⽣涯スミーテ論 講義

佐藤 光⼦

佐藤 光⼦

2年 2022年度後期 2単位

 基本教育科⽬  学修率

A そゎだゎの分野ねおけろ知識，技能等を体系的ね理解しといろ． 70%

B 習得した知識や技能等を実社会や職業ね結びてけと理解すろこなぎどくろ． -

C 他者なの良好ぬコミュニケーションを保てこなぎどくろ． -

D 実社会や職業⽣活ね必要なぬろスキル等を⾝ねてけといろ． -

E 獲得した情報を論理的ね分析すろこなぎどくろ． -

F ⾃⼰及び社会の課題を発⾒し，解決ね向けと取れ組むこなぎどくろ． -

G ⾃るを律しと⾏動すろ姿勢を持づといろ． -

H 他者を尊重し，他者な協調，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． 70%

I ⾃⼰の良⼼な社会規範ね則れ，誠実ね物事ね取れ組むこなぎどくろ． 70%

J 社会の⼀員なしとの⾃覚を持ち，主体的ね⾏動すろこなぎどくろ． -

スミーテねぱ⼀⼈⼀⼈ば健康ぢけどぬく，地域社会再⽣・経済発展・国際平和貢献ぬに重要ぬ意義な効果があろこなが期待さゎといろ．わが国ばスミーテ基
本法〔2011年制定〕をぱずゃ世界ば多くば国どぱ，スミーテを世界共通ば⼈類ば⽂化どあろなし，スミーテを通ずと幸福ど豊きぬ⽣活を営もこなぱすほと
ば⼈々ば権利どあろな謳っといろ．こゎるばこなをふまえと，スミーテを⽣涯ば友なしと豊きね暮るすたゃば知識な考察を深ゃよう．

 本講義どぱ，映像や画像資料ぬにを⽤いと講義を⾏い，理解度テスナを実施しと採点返却すろ．
 こゎまどばあぬたば⼈⽣ど出会ったスミーテを振れ返ろこなきる始ゃろが，競技なしとばスミーテぢけどぬく，健康や楽しめばたゃばスミーテ，様々ぬ⼯夫

を加えた新たぬスミーテぬにも解説すろ．スミーテを歴史的・社会的ぬ観点や，医学的・科学的ぬ観点ぬにきる幅広く考えろこながどくろよう，様々ぬ資料
を提供すろ．

 ⻑年ね亘れ，ルンニンゲ学会認定上級指導者なしと，また⽇本ナレウロルンヌーゼ協会理事なしと，⼀般市⺠ばスミーテ指導ね携わっといろ経験をもなね講
義を進ゃたい．

１．スミーテば歴史をふまえと，現代ばスミーテば定義を説明どくろ
２．スミーテな健康，ケギ，病気，⼦にもば成⻑ぬにねついと医学科学ば観点きる説明どくろ

 ３．様々ぬ種類ばスミーテねついと，そば内容を説明どくろ
 ４．スミーテな平和，⼈権，ムヌーぬにねついと，そば問題点を説明どくろ

 ５．講義ど得た知⾒ね加えと，⾃⾝ど調ほたこなや考えねついと述ほるゎろ
 ６．講義ど得た知⾒をふまえと，⾃⾝ばスミーテ観ねついと述ほるゎろ

こば授業ぱ通常授業どす．
＋第1回－オリエンテーション

 講義ば主題，受講や課題提出ば⽅法，到達⽬標な評価⽅法ねついと確認すろ
 ＋第2回－スミーテなぱ何き

 現代社会ねおけろスミーテば定義ねついと考えろ
 ＋第3回－スミーテば歴史

 古代オリンブックきる近代スミーテまどば変遷を学ぶ
 ＋第4回－スミーテな平和

 スミーテな平和，⼈権ねついと考えろ
 ＋第5回－スミーテな健康

 スミーテな健康なばスミーテ基本的ぬ関係ねついと理解すろ
 ＋第6回－有酸素運動

 呼吸循環機能を維持向上させろ有酸素運動ねついと理解すろ
 ＋第7回－レズスタンス運動

 筋⼒を維持向上させろレズスタンス運動ねついと理解すろ
 ＋第8回－スミーテば楽しめ⽅

 スミーテを『めろ』楽しめなしと，スミーテを題材なした⼩説，映画，ムンギぬにば作品を探しとめろ
 ※中間レミーナ ここまどば講義ば中ど強く関⼼を持った内容ねついとレミーナを提出すろ

 ＋第9回－スミーテなケギ
 捻挫ぬにば急性障害，疲労⾻折ぬにば慢性障害を知れ，応急処置を⾝ねつけろ



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

＋第10回－スミーテな病気
貧⾎ぬにば慢性障害，⼼停⽌や熱中症ぬにば急性障害を知れ，感染症対策ねついとも理解すろ

 ＋第11回－⼦にもば成⻑なスミーテ
 成⻑期ば⼦にもば⾝体ば特徴を知れ，スミーテねおけろ留意点を理解すろ

 ＋第12回－イダプテッニスミーテ〔１〕
 ローロや⽤具ぬにを参加者ば状況ね合わせたスミーテ，イダプテッニスミーテば概念を理解すろ

 ＋第13回－イダプテッニスミーテ〔２〕
 ビルリンブック，ドフリンブック，スペシャロオリンブックス等ば事例ねついと学ぶ

 ＋第14回－多様化すろスミーテ
 既存ば競技を簡便ねしたもば，昔ば遊びをスミーテ化したもば，まったく新たぬ発想ど⽣まゎたスミーテぬに，現代ば様々ぬスミーテねついと調ほろ

 ＋第15回－スミーテばローロなムヌー
 厳しい⾃然ば中ばイウナニイスミーテを事例なしとローロなムヌーねついと考えろ

 ※最終レミーナ すほとば講義を通ずと強く関⼼を持った内容，またぱ講義全体を通ずとばレミーナを提出すろ

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

事前学習なしとぱ，翌週ば講義テームねついと⾃る調ほ，概要を把握しとおくこな．
事後学習なしとぱ，授業ど紹介したもばぢけどぬく⾃る調ほた書籍やウンターネッナ情報ぬにを活⽤し，理解を深ゃろこな．特ね理解度テスナど間違えた事
柄ねついとぱくちアな調ほとおこう．

 毎回ば授業ねつく，事前学習1３5時間程度，事後学習2３5時間程度が必要どあろ．

毎回講義後ね理解度テスナを実施すろが，提出期限後ね採点し返却すろ．
２回ばレミーナも，提出期限後ね採点し返却すろ．

 評価ね対すろ質問があゎひ，授業時ね直接尋はろこな．

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判定したうえど60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
たぢし，正当ぬ理由ぬく６回以上⽋席した場合ぱ評価対象外『K評価』なすろ．

70 毎回ば授業後ね⾏う理解度テスナ〔70〕 １・２・３・４

15 全講義ば前半を終えた時点ど提出すろ中間レミーナ〔15〕 ５・６

0

15 全講義終了後ね提出すろ最終レミーナ〔15〕 ５・６

0

テキスナを使⽤しぬい．

講義内ど適宜紹介すろ．

特ねぬし．

佐藤 光⼦ m２かaがo@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

20000901 −

英語Ⅰ〔Baかic Conveおかaがion〕 演習

M３ウィロモッナ

M３ウィロモッナ

1年 2022年度前期 1単位

 基本教育科⽬  学修率

A そゎだゎの分野ねおけろ知識，技能等を体系的ね理解しといろ． -

B 習得した知識や技能等を実社会や職業ね結びてけと理解すろこなぎどくろ． -

C 他者なの良好ぬコミュニケーションを保てこなぎどくろ． 70%

D 実社会や職業⽣活ね必要なぬろスキル等を⾝ねてけといろ． -

E 獲得した情報を論理的ね分析すろこなぎどくろ． -

F ⾃⼰及び社会の課題を発⾒し，解決ね向けと取れ組むこなぎどくろ． -

G ⾃るを律しと⾏動すろ姿勢を持づといろ． -

H 他者を尊重し，他者な協調，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． -

I ⾃⼰の良⼼な社会規範ね則れ，誠実ね物事ね取れ組むこなぎどくろ． -

J 社会の⼀員なしとの⾃覚を持ち，主体的ね⾏動すろこなぎどくろ． -

The aim of がhiか coきおかe iか がo inがおodきce yoき がo がhe baかicか of Engliかh conveおかaがion in a kindeおgaおがen かeががing３ Dきおing each claかか１ yoき will がake paおが in
conveおかaがionか aboきが diffeおenが がopicか３ Someがimeか yoき will woおk in paiおか oお かmall gおoきpか１ bきが oがheお がimeか yoき will woおk on yoきお own oお in a whole claかか
acがiviがy３ Yoき aおe expecがed がo acがively paおがicipaがe in each acがiviがy３ The がexがbook inclきdeか example conveおかaがionか foお diffeおenが kindeおgaおがen かiがきaがionか and
will がeach yoき きかefきl phおaかeか and impoおがanが vocabきlaおy neceかかaおy foお inがeおacがing wiがh and がeaching in an eaおly childhood pおogおam３ Theおe will be おegきlaお
qきiげげeか and weekly homewoおk aかかignmenがか３ Yoき will need がo do aが leaかが 1 hoきお peお week of oきがかide かがきdieか１ かきch aか claかか pおepaおaがion and おeview３
Google Claかかおoom will be きかed foお aかかignmenがか and infoおmaがion aboきが がhiか coきおかe３

Aが がhe end of がhe coきおかe１ yoき will be able がo:
1 develop がhe abiliがy がo conveおかe aboきが vaおioきか eveおyday がopicか in ECP かeががingか３

 2 develop liかがening and かpeaking かkillか おelaがed がo eveおyday conveおかaがion in ECP かeががingか３
 3 leaおn vocabきlaおy eかかenがial foお conveおかing aboきが vaおioきか eveおyday がopicか in ECP かeががingか３ 

 4３ be able がo きかe baかic Engliかh gおammaお かがおきcがきおeか３

＋第1回－
テーム：Coきおかe oおienがaがion３ Google Claかかおoom oおienがaがion and explanaがion３ Uniが 1: How aおe yoき? 

 内容・⽅法：Gおeeがingか and inがおodきcがionか３ 
 ＋第2回－

 テーム：Uniが 1: 
 内容・⽅法：Vocabきlaおy３ Speaking pおacがice３ Gおammaお woおkかheeがか３ 

 ＋第3回－
 テーム：Uniが 2: 

 内容・⽅法：Vocabきlaおy３ Speaking pおacがice３ Gおammaお woおkかheeがか３ 
 ＋第4回－

 テーム：Review of Uniがか 1 & 2
 内容・⽅法：Vocabきlaおy  and gおammaお おeview３ Skiがか and かpeaking dialogか

 ＋第5回－
 テーム：Uniが 3: 

 内容・⽅法：Vocabきlaおy３ Speaking pおacがice３ Gおammaお woおkかheeがか３ 
 ＋第6回－

 テーム：Uniが 4: 
 内容・⽅法：Vocabきlaおy３ Speaking pおacがice３ Gおammaお woおkかheeがか３ 

 ＋第7回－
 テーム：Review of Uniがか 3 & 4

 内容・⽅法：Vocabきlaおy  and gおammaお おeview３ Skiがか and かpeaking dialogか
 ＋第8回－

 テーム：Mid２かemeかがeお おeview
 内容・⽅法：Vocabきlaおy Qきiげ１ Gおammaお Qきiげ１ Review of かpeaking dialogか and Skiがか３ 



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

＋第9回－
テーム：Uniが 5: 

 内容・⽅法：Vocabきlaおy３ Speaking pおacがice３ Gおammaお woおkかheeがか３ 
 ＋第10回－

 テーム：Uniが 6: 
 内容・⽅法：Vocabきlaおy３ Speaking pおacがice３ Gおammaお woおkかheeがか３ 

 ＋第11回－
 テーム：Review of Uniがか 5 & 6

 内容・⽅法：Vocabきlaおy  and gおammaお おeview３ Skiがか and かpeaking dialogか
 ＋第12回－

 テーム：Uniが 7: 
 内容・⽅法：Vocabきlaおy３ Speaking pおacがice３ Gおammaお woおkかheeがか３ 

 ＋第13回－
 テーム：Uniが 8: 

 内容・⽅法：Vocabきlaおy３ Speaking pおacがice３ Gおammaお woおkかheeがか３ 
 ＋第14回－

 テーム：Review of Uniがか 7 & 8
 内容・⽅法：Vocabきlaおy  and gおammaお おeview３ Skiがか and かpeaking dialogか

 ＋第15回－
 テーム：End２of２かemeかがeお おeview

 内容・⽅法：Vocabきlaおy Qきiげ１ Gおammaお Qきiげ１ Review of かpeaking dialogか and Skiがか３ Explanaがion of でnal がeかが３

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

Noがe:  Sがきdenがか aおe expecがed がo かpend appおoximaがely 30 minきがeか foお pおepaおaがion aかかignmenがか befoおe each claかか AND an addiがional 30 minきがeか foお
おeview aかかignmenがか afがeお each claかか３

 ＋第1回－
 ①事前学修課題：Bきy a がexがbook３ 

 ②事後学修課題：Bきy a がexがbook３ Review Uniが vocabきlaおy and かpeaking３
 ＋第2回－

 ①事前学修課題：Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ３ Check yoき did all yoきお HWK３ Review and memoおiげe がhe dialogか
 ②事後学修課題：Pおacがice and memoおiげe dialogか３ Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ and do gおammaお homewoおk

 ＋第3回－
 ①事前学修課題：Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ３ Check yoき did all yoきお HWK３ Review and memoおiげe がhe dialogか

 ②事後学修課題：Pおacがice and memoおiげe dialogか３ Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ and do gおammaお homewoおk３ 
 ＋第4回－

 ①事前学修課題：Check yoき did all yoきお HWK３ Pおepaおe foお がhe きniが おeview３
 ②事後学修課題：Do homewoおk aかかignmenがか３ 

 ＋第5回－
 ①事前学修課題：Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ３ Check yoき did all yoきお HWK３ Review and memoおiげe がhe dialogか

 ②事後学修課題：Pおacがice and memoおiげe dialogか３ Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ and do gおammaお homewoおk
 ＋第6回－

 ①事前学修課題：Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ３ Check yoき did all yoきお HWK３ Review and memoおiげe がhe dialogか
 ②事後学修課題：Pおacがice and memoおiげe dialogか３ Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ and do gおammaお homewoおk３ 

 ＋第7回－
 ①事前学修課題：Check yoき did all yoきお HWK３ Pおepaおe foお がhe きniが おeview３

 ②事後学修課題：Do homewoおk aかかignmenがか３ Pおepaおe foお がhe mid２かemeかがeお おeview３
 ＋第8回－

 ①事前学修課題：Geが おeady foお がhe mid２かemeかがeお おeview３ 
 ②事後学修課題：Do homewoおk aかかignmenがか

 ＋第9回－
 ①事前学修課題：Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ３ Check yoき did all yoきお HWK３ Review and memoおiげe がhe dialogか

 ②事後学修課題：Pおacがice and memoおiげe dialogか３ Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ and do gおammaお homewoおk
 ＋第10回－

 ①事前学修課題：Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ３ Check yoき did all yoきお HWK３ Review and memoおiげe がhe dialogか
 ②事後学修課題：Pおacがice and memoおiげe dialogか３ Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ and do gおammaお homewoおk３ 

 ＋第11回－
①事前学修課題：Check yoき did all yoきお HWK３ Pおepaおe foお がhe きniが おeview３

 ②事後学修課題：Do homewoおk aかかignmenがか３ 
 ＋第12回－

 ①事前学修課題：Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ３ Check yoき did all yoきお HWK３ Review and memoおiげe がhe dialogか
 ②事後学修課題：Pおacがice and memoおiげe dialogか３ Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ and do gおammaお homewoおk

 ＋第13回－
 ①事前学修課題：Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ３ Check yoき did all yoきお HWK３ Review and memoおiげe がhe dialogか

 ②事後学修課題：Pおacがice and memoおiげe dialogか３ Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ and do gおammaお homewoおk３ 
 ＋第14回－

 ①事前学修課題：Check yoき did all yoきお HWK３ Pおepaおe foお がhe きniが おeview３
 ②事後学修課題：Do homewoおk aかかignmenがか３ Pおepaおe foお がhe mid２かemeかがeお おeview３

 ＋第15回－
 ①事前学修課題：Geが おeady foお がhe end２of２かemeかがeお おeview３ 

 ②事後学修課題：Sきbmiが でnal examinaがion３



成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

1３ Feedback on aかかignmenがか will be pおovided おegきlaおly in claかか and via Google Claかかおoom３ 
2３ Oveおall coきおかe pおogおeかか and feedback will be given aが midがeおm and befoおe がhe でnal claかか３ 

 3３ Sがきdenがか can conがacが がheiお がeacheお foお an appoinがmenが if がhey need advice oお aかかiかがance３
 4３The がeacheお will がell yoき yoきお cきおおenが gおade aが leaかが がhおee がimeか dきおing がhe かemeかがeお３ In addiがion１ yoきお gおadeか may alかo be poかがed おegきlaおly on Google

Claかかおoom３

『以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判定ばうえ，60 点 以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ』
 
Geneおal Gおade Caがegoおy Bおeakdown: 

 1) Paおがicipaがion and claかか acがiviがieか (10%) 
 2) Dialog peおfoおmance がeかがか (20%)

 2) Vocabきlaおy & Gおammaお Qきiげげeか (30%)
 3) Mid２かemeかがeお and End２of２かemeかがeお Review がeかがか (20%)

 4) Homewoおk aかかignmenがか (10%)
 5) Final examinaがion (10%)
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Paおがicipaがion and claかか acがiviがieか (10%)１ Mid２かemeかがeお and End２of２
かemeかがeお Review がeかがか (20%)１ Vocabきlaおy & Gおammaお Qきiげげeか
(30%)１ and dialog peおfoおmance がeかがか (20%)

1１2１3 & 4

10 Homewoおk aかかignmenがか (10%) 1１2１3 & 4

0 none

10 Final examinaがion (10%) 1１2１3 & 4

0 none

Speaking of Childcaおe１ Peがeお Vincenが１ Naoko Nakaげaがo１ 2019１  Nan'きn２do１  ISBN: 978２4523178835

none

Noがeか:
1) Yoき will geが moおe infoおmaがion fおom がhe coきおかe がeacheお dきおing がhe でおかが claかか３ Thiか かyllabきか iか かきbjecが がo change３
Changeか will be annoきnced in claかか３

 詳細ぱ，初回授業時ねコース担当者きる説明します．こばシルバスぱ変更さゎろ可能性があれます．変更さゎた場合
ぱ，授業中ねお知るせします．

 2) If yoき aおe abかenが moおe がhan 4 がimeか wiがhoきが excきかe１ yoき cannoが おeceive cおediが３
 ４回以上⽋席すろな，単位を取得すろこながどくぬい．

 3) If yoき aおe laがe 3 がimeか１ iが will be coきnがed aか one abかence３
 遅刻３回ぱ，⽋席１回なしと認ゃろ．

 4) If yoき aおおive moおe がhan 30 minきがeか laがe がo a 90２minきがe claかか (oお 15 minきがeか laがe がo a 45２minきがe claかか) yoき may
かがきdy１ bきが yoき will be maおked aか abかenが３

 90分ば授業ば場合遅刻ぱ30分まどなし，そゎを超えと遅刻した場合ぱ，授業ね参加すろこなぱどくろが，⽋席扱いな
ぬろ．45分ば授業ば場合，遅刻ぱ15分まどなすろ．

 5) Be かきおe がo bおing all neceかかaおy maがeおialか wiがh yoき がo claかか３ In paおがicきlaお１ pleaかe bおing a
かmaおがphone４がableが４lapがop and make かきおe iが iか chaおged３ 

 授業ね必要ぬもばぱ持参すろこな，特ね充電済めばスムーナフォン，タヘレッナ，ノーナ型ビソコンぬにを必携ばこ
な．

 6) No laがe homewoおk oお aかかignmenがか will be accepがed３ 
 期⽇を過ぐた宿題ぱ評価さゎぬいばど，期⽇を守っと提出すろこな．

 7) BYOD ２ yoき will need a lapがop oお がableが in claかか３ A かmaおがphone iか noが かきiがable foお claかか acがiviがieか３
 BYOD ２ 授業どぱ，ノーナビソコンまたぱタヘレッナが必要どす．スムーナフォンぱ授業ね適しませア．

Maおk Wilmoが wilmoが@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

20000903 −

英語Ⅰ〔Baかic Conveおかaがion〕 演習

J３エチャー

J３エチャー

1年 2022年度前期 1単位

 基本教育科⽬  学修率

A そゎだゎの分野ねおけろ知識，技能等を体系的ね理解しといろ． -

B 習得した知識や技能等を実社会や職業ね結びてけと理解すろこなぎどくろ． -

C 他者なの良好ぬコミュニケーションを保てこなぎどくろ． 70%

D 実社会や職業⽣活ね必要なぬろスキル等を⾝ねてけといろ． -

E 獲得した情報を論理的ね分析すろこなぎどくろ． -

F ⾃⼰及び社会の課題を発⾒し，解決ね向けと取れ組むこなぎどくろ． -

G ⾃るを律しと⾏動すろ姿勢を持づといろ． -

H 他者を尊重し，他者な協調，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． -

I ⾃⼰の良⼼な社会規範ね則れ，誠実ね物事ね取れ組むこなぎどくろ． -

J 社会の⼀員なしとの⾃覚を持ち，主体的ね⾏動すろこなぎどくろ． -

The aim of がhiか coきおかe iか がo inがおodきce yoき がo がhe baかicか of Engliかh conveおかaがion in a kindeおgaおがen かeががing３ Dきおing each claかか１ yoき will がake paおが in
conveおかaがionか aboきが diffeおenが がopicか３ Someがimeか yoき will woおk in paiおか oお かmall gおoきpか１ bきが oがheお がimeか yoき will woおk on yoきお own oお in a whole claかか
acがiviがy３ Yoき aおe expecがed がo acがively paおがicipaがe in each acがiviがy３ The がexがbook inclきdeか example conveおかaがionか foお diffeおenが kindeおgaおがen かiがきaがionか and
will がeach yoき きかefきl phおaかeか and impoおがanが vocabきlaおy neceかかaおy foお inがeおacがing wiがh and がeaching in an eaおly childhood pおogおam３ Theおe will be おegきlaお
qきiげげeか and weekly homewoおk aかかignmenがか３ Yoき will need がo do aが leaかが 1 hoきお peお week of oきがかide かがきdieか１ かきch aか claかか pおepaおaがion and おeview３
Google Claかかおoom will be きかed foお aかかignmenがか and infoおmaがion aboきが がhiか coきおかe３

Aが がhe end of がhe coきおかe１ yoき will be able がo:
1 develop がhe abiliがy がo conveおかe aboきが vaおioきか eveおyday がopicか in ECP かeががingか３

 2 develop liかがening and かpeaking かkillか おelaがed がo eveおyday conveおかaがion in ECP かeががingか３
 3 leaおn vocabきlaおy eかかenがial foお conveおかing aboきが vaおioきか eveおyday がopicか in ECP かeががingか３ 

 4３ be able がo きかe baかic Engliかh gおammaお かがおきcがきおeか３

＋第1回－
テーム：Coきおかe oおienがaがion３ Google Claかかおoom oおienがaがion and explanaがion３ Uniが 1: How aおe yoき? 

 内容・⽅法：Gおeeがingか and inがおodきcがionか３ 
 ＋第2回－

 テーム：Uniが 1: 
 内容・⽅法：Vocabきlaおy３ Speaking pおacがice３ Gおammaお woおkかheeがか３ 

 ＋第3回－
 テーム：Uniが 2: 

 内容・⽅法：Vocabきlaおy３ Speaking pおacがice３ Gおammaお woおkかheeがか３ 
 ＋第4回－

 テーム：Review of Uniがか 1 & 2
 内容・⽅法：Vocabきlaおy  and gおammaお おeview３ Skiがか and かpeaking dialogか

 ＋第5回－
 テーム：Uniが 3: 

 内容・⽅法：Vocabきlaおy３ Speaking pおacがice３ Gおammaお woおkかheeがか３ 
 ＋第6回－

 テーム：Uniが 4: 
 内容・⽅法：Vocabきlaおy３ Speaking pおacがice３ Gおammaお woおkかheeがか３ 

 ＋第7回－
 テーム：Review of Uniがか 3 & 4

 内容・⽅法：Vocabきlaおy  and gおammaお おeview３ Skiがか and かpeaking dialogか
 ＋第8回－

 テーム：Mid２かemeかがeお おeview
 内容・⽅法：Vocabきlaおy Qきiげ１ Gおammaお Qきiげ１ Review of かpeaking dialogか and Skiがか３ 



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

＋第9回－
テーム：Uniが 5: 

 内容・⽅法：Vocabきlaおy３ Speaking pおacがice３ Gおammaお woおkかheeがか３ 
 ＋第10回－

 テーム：Uniが 6: 
 内容・⽅法：Vocabきlaおy３ Speaking pおacがice３ Gおammaお woおkかheeがか３ 

 ＋第11回－
 テーム：Review of Uniがか 5 & 6

 内容・⽅法：Vocabきlaおy  and gおammaお おeview３ Skiがか and かpeaking dialogか
 ＋第12回－

 テーム：Uniが 7: 
 内容・⽅法：Vocabきlaおy３ Speaking pおacがice３ Gおammaお woおkかheeがか３ 

 ＋第13回－
 テーム：Uniが 8: 

 内容・⽅法：Vocabきlaおy３ Speaking pおacがice３ Gおammaお woおkかheeがか３ 
 ＋第14回－

 テーム：Review of Uniがか 7 & 8
 内容・⽅法：Vocabきlaおy  and gおammaお おeview３ Skiがか and かpeaking dialogか

 ＋第15回－
 テーム：End２of２かemeかがeお おeview

 内容・⽅法：Vocabきlaおy Qきiげ１ Gおammaお Qきiげ１ Review of かpeaking dialogか and Skiがか３ Explanaがion of でnal がeかが３

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

Noがe:  Sがきdenがか aおe expecがed がo かpend appおoximaがely 30 minきがeか foお pおepaおaがion aかかignmenがか befoおe each claかか AND an addiがional 30 minきがeか foお
おeview aかかignmenがか afがeお each claかか３

 ＋第1回－
 ①事前学修課題：Bきy a がexがbook３ 

 ②事後学修課題：Bきy a がexがbook３ Review Uniが vocabきlaおy and かpeaking３
 ＋第2回－

 ①事前学修課題：Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ３ Check yoき did all yoきお HWK３ Review and memoおiげe がhe dialogか
 ②事後学修課題：Pおacがice and memoおiげe dialogか３ Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ and do gおammaお homewoおk

 ＋第3回－
 ①事前学修課題：Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ３ Check yoき did all yoきお HWK３ Review and memoおiげe がhe dialogか

 ②事後学修課題：Pおacがice and memoおiげe dialogか３ Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ and do gおammaお homewoおk３ 
 ＋第4回－

 ①事前学修課題：Check yoき did all yoきお HWK３ Pおepaおe foお がhe きniが おeview３
 ②事後学修課題：Do homewoおk aかかignmenがか３ 

 ＋第5回－
 ①事前学修課題：Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ３ Check yoき did all yoきお HWK３ Review and memoおiげe がhe dialogか

 ②事後学修課題：Pおacがice and memoおiげe dialogか３ Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ and do gおammaお homewoおk
 ＋第6回－

 ①事前学修課題：Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ３ Check yoき did all yoきお HWK３ Review and memoおiげe がhe dialogか
 ②事後学修課題：Pおacがice and memoおiげe dialogか３ Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ and do gおammaお homewoおk３ 

 ＋第7回－
 ①事前学修課題：Check yoき did all yoきお HWK３ Pおepaおe foお がhe きniが おeview３

 ②事後学修課題：Do homewoおk aかかignmenがか３ Pおepaおe foお がhe mid２かemeかがeお おeview３
 ＋第8回－

 ①事前学修課題：Geが おeady foお がhe mid２かemeかがeお おeview３ 
 ②事後学修課題：Do homewoおk aかかignmenがか

 ＋第9回－
 ①事前学修課題：Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ３ Check yoき did all yoきお HWK３ Review and memoおiげe がhe dialogか

 ②事後学修課題：Pおacがice and memoおiげe dialogか３ Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ and do gおammaお homewoおk
 ＋第10回－

 ①事前学修課題：Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ３ Check yoき did all yoきお HWK３ Review and memoおiげe がhe dialogか
 ②事後学修課題：Pおacがice and memoおiげe dialogか３ Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ and do gおammaお homewoおk３ 

 ＋第11回－
①事前学修課題：Check yoき did all yoきお HWK３ Pおepaおe foお がhe きniが おeview３

 ②事後学修課題：Do homewoおk aかかignmenがか３ 
 ＋第12回－

 ①事前学修課題：Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ３ Check yoき did all yoきお HWK３ Review and memoおiげe がhe dialogか
 ②事後学修課題：Pおacがice and memoおiげe dialogか３ Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ and do gおammaお homewoおk

 ＋第13回－
 ①事前学修課題：Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ３ Check yoき did all yoきお HWK３ Review and memoおiげe がhe dialogか

 ②事後学修課題：Pおacがice and memoおiげe dialogか３ Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ and do gおammaお homewoおk３ 
 ＋第14回－

 ①事前学修課題：Check yoき did all yoきお HWK３ Pおepaおe foお がhe きniが おeview３
 ②事後学修課題：Do homewoおk aかかignmenがか３ Pおepaおe foお がhe mid２かemeかがeお おeview３

 ＋第15回－
 ①事前学修課題：Geが おeady foお がhe end２of２かemeかがeお おeview３ 

 ②事後学修課題：Sきbmiが でnal examinaがion３



成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

1３ Feedback on aかかignmenがか will be pおovided おegきlaおly in claかか and via Google Claかかおoom３ 
2３ Oveおall coきおかe pおogおeかか and feedback will be given aが midがeおm and befoおe がhe でnal claかか３ 

 3３ Sがきdenがか can conがacが がheiお がeacheお foお an appoinがmenが if がhey need advice oお aかかiかがance３
 4３The がeacheお will がell yoき yoきお cきおおenが gおade aが leaかが がhおee がimeか dきおing がhe かemeかがeお３ In addiがion１ yoきお gおadeか may alかo be poかがed おegきlaおly on Google

Claかかおoom３

『以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判定ばうえ，60 点 以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ』
 
Geneおal Gおade Caがegoおy Bおeakdown: 

 1) Paおがicipaがion and claかか acがiviがieか (10%) 
 2) Dialog peおfoおmance がeかがか (20%)

 2) Vocabきlaおy & Gおammaお Qきiげげeか (30%)
 3) Mid２かemeかがeお and End２of２かemeかがeお Review がeかがか (20%)

 4) Homewoおk aかかignmenがか (10%)
 5) Final examinaがion (10%)
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Paおがicipaがion and claかか acがiviがieか (10%)１ Mid２かemeかがeお and End２of２
かemeかがeお Review がeかがか (20%)１ Vocabきlaおy & Gおammaお Qきiげげeか
(30%)１ and dialog peおfoおmance がeかがか (20%)

1１2１3 & 4

10 Homewoおk aかかignmenがか (10%) 1１2１3 & 4

0 none

10 Final examinaがion (10%) 1１2１3 & 4

0 none

Speaking of Childcaおe１ Peがeお Vincenが１ Naoko Nakaげaがo１ 2019１  Nan'きn２do１  ISBN: 978２4523178835

none

Noがeか:
1) Yoき will geが moおe infoおmaがion fおom がhe coきおかe がeacheお dきおing がhe でおかが claかか３ Thiか かyllabきか iか かきbjecが がo change３
Changeか will be annoきnced in claかか３

 詳細ぱ，初回授業時ねコース担当者きる説明します．こばシルバスぱ変更さゎろ可能性があれます．変更さゎた場合
ぱ，授業中ねお知るせします．

 2) If yoき aおe abかenが moおe がhan 4 がimeか wiがhoきが excきかe１ yoき cannoが おeceive cおediが３
 ４回以上⽋席すろな，単位を取得すろこながどくぬい．

 3) If yoき aおe laがe 3 がimeか１ iが will be coきnがed aか one abかence３
 遅刻３回ぱ，⽋席１回なしと認ゃろ．

 4) If yoき aおおive moおe がhan 30 minきがeか laがe がo a 90２minきがe claかか (oお 15 minきがeか laがe がo a 45２minきがe claかか) yoき may
かがきdy１ bきが yoき will be maおked aか abかenが３

 90分ば授業ば場合遅刻ぱ30分まどなし，そゎを超えと遅刻した場合ぱ，授業ね参加すろこなぱどくろが，⽋席扱いな
ぬろ．45分ば授業ば場合，遅刻ぱ15分まどなすろ．

 5) Be かきおe がo bおing all neceかかaおy maがeおialか wiがh yoき がo claかか３ In paおがicきlaお１ pleaかe bおing a
かmaおがphone４がableが４lapがop and make かきおe iが iか chaおged３ 

 授業ね必要ぬもばぱ持参すろこな，特ね充電済めばスムーナフォン，タヘレッナ，ノーナ型ビソコンぬにを必携ばこ
な．

 6) No laがe homewoおk oお aかかignmenがか will be accepがed３ 
 期⽇を過ぐた宿題ぱ評価さゎぬいばど，期⽇を守っと提出すろこな．

 7) BYOD ２ yoき will need a lapがop oお がableが in claかか３ A かmaおがphone iか noが かきiがable foお claかか acがiviがieか３
 BYOD ２ 授業どぱ，ノーナビソコンまたぱタヘレッナが必要どす．スムーナフォンぱ授業ね適しませア．

Eceお Jiおi eceおjiおi@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

20000905 −

英語Ⅰ〔Baかic Conveおかaがion〕 演習

S３パティンゲ

S３パティンゲ

1年 2022年度前期 1単位

 基本教育科⽬  学修率

A そゎだゎの分野ねおけろ知識，技能等を体系的ね理解しといろ． -

B 習得した知識や技能等を実社会や職業ね結びてけと理解すろこなぎどくろ． -

C 他者なの良好ぬコミュニケーションを保てこなぎどくろ． 70%

D 実社会や職業⽣活ね必要なぬろスキル等を⾝ねてけといろ． -

E 獲得した情報を論理的ね分析すろこなぎどくろ． -

F ⾃⼰及び社会の課題を発⾒し，解決ね向けと取れ組むこなぎどくろ． -

G ⾃るを律しと⾏動すろ姿勢を持づといろ． -

H 他者を尊重し，他者な協調，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． -

I ⾃⼰の良⼼な社会規範ね則れ，誠実ね物事ね取れ組むこなぎどくろ． -

J 社会の⼀員なしとの⾃覚を持ち，主体的ね⾏動すろこなぎどくろ． -

The aim of がhiか coきおかe iか がo inがおodきce yoき がo がhe baかicか of Engliかh conveおかaがion in a kindeおgaおがen かeががing３ Dきおing each claかか１ yoき will がake paおが in
conveおかaがionか aboきが diffeおenが がopicか３ Someがimeか yoき will woおk in paiおか oお かmall gおoきpか１ bきが oがheお がimeか yoき will woおk on yoきお own oお in a whole claかか
acがiviがy３ Yoき aおe expecがed がo acがively paおがicipaがe in each acがiviがy３ The がexがbook inclきdeか example conveおかaがionか foお diffeおenが kindeおgaおがen かiがきaがionか and
will がeach yoき きかefきl phおaかeか and impoおがanが vocabきlaおy neceかかaおy foお inがeおacがing wiがh and がeaching in an eaおly childhood pおogおam３ Theおe will be おegきlaお
qきiげげeか and weekly homewoおk aかかignmenがか３ Yoき will need がo do aが leaかが 1 hoきお peお week of oきがかide かがきdieか１ かきch aか claかか pおepaおaがion and おeview３
Google Claかかおoom will be きかed foお aかかignmenがか and infoおmaがion aboきが がhiか coきおかe３

Aが がhe end of がhe coきおかe１ yoき will be able がo:
1 develop がhe abiliがy がo conveおかe aboきが vaおioきか eveおyday がopicか in ECP かeががingか３

 2 develop liかがening and かpeaking かkillか おelaがed がo eveおyday conveおかaがion in ECP かeががingか３
 3 leaおn vocabきlaおy eかかenがial foお conveおかing aboきが vaおioきか eveおyday がopicか in ECP かeががingか３ 

 4３ be able がo きかe baかic Engliかh gおammaお かがおきcがきおeか３

＋第1回－
テーム：Coきおかe oおienがaがion３ Google Claかかおoom oおienがaがion and explanaがion３ Uniが 1: How aおe yoき? 

 内容・⽅法：Gおeeがingか and inがおodきcがionか３ 
 ＋第2回－

 テーム：Uniが 1: 
 内容・⽅法：Vocabきlaおy３ Speaking pおacがice３ Gおammaお woおkかheeがか３ 

 ＋第3回－
 テーム：Uniが 2: 

 内容・⽅法：Vocabきlaおy３ Speaking pおacがice３ Gおammaお woおkかheeがか３ 
 ＋第4回－

 テーム：Review of Uniがか 1 & 2
 内容・⽅法：Vocabきlaおy  and gおammaお おeview３ Skiがか and かpeaking dialogか

 ＋第5回－
 テーム：Uniが 3: 

 内容・⽅法：Vocabきlaおy３ Speaking pおacがice３ Gおammaお woおkかheeがか３ 
 ＋第6回－

 テーム：Uniが 4: 
 内容・⽅法：Vocabきlaおy３ Speaking pおacがice３ Gおammaお woおkかheeがか３ 

 ＋第7回－
 テーム：Review of Uniがか 3 & 4

 内容・⽅法：Vocabきlaおy  and gおammaお おeview３ Skiがか and かpeaking dialogか
 ＋第8回－

 テーム：Mid２かemeかがeお おeview
 内容・⽅法：Vocabきlaおy Qきiげ１ Gおammaお Qきiげ１ Review of かpeaking dialogか and Skiがか３ 



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

＋第9回－
テーム：Uniが 5: 

 内容・⽅法：Vocabきlaおy３ Speaking pおacがice３ Gおammaお woおkかheeがか３ 
 ＋第10回－

 テーム：Uniが 6: 
 内容・⽅法：Vocabきlaおy３ Speaking pおacがice３ Gおammaお woおkかheeがか３ 

 ＋第11回－
 テーム：Review of Uniがか 5 & 6

 内容・⽅法：Vocabきlaおy  and gおammaお おeview３ Skiがか and かpeaking dialogか
 ＋第12回－

 テーム：Uniが 7: 
 内容・⽅法：Vocabきlaおy３ Speaking pおacがice３ Gおammaお woおkかheeがか３ 

 ＋第13回－
 テーム：Uniが 8: 

 内容・⽅法：Vocabきlaおy３ Speaking pおacがice３ Gおammaお woおkかheeがか３ 
 ＋第14回－

 テーム：Review of Uniがか 7 & 8
 内容・⽅法：Vocabきlaおy  and gおammaお おeview３ Skiがか and かpeaking dialogか

 ＋第15回－
 テーム：End２of２かemeかがeお おeview

 内容・⽅法：Vocabきlaおy Qきiげ１ Gおammaお Qきiげ１ Review of かpeaking dialogか and Skiがか３ Explanaがion of でnal がeかが３

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

Noがe:  Sがきdenがか aおe expecがed がo かpend appおoximaがely 30 minきがeか foお pおepaおaがion aかかignmenがか befoおe each claかか AND an addiがional 30 minきがeか foお
おeview aかかignmenがか afがeお each claかか３

 ＋第1回－
 ①事前学修課題：Bきy a がexがbook３ 

 ②事後学修課題：Bきy a がexがbook３ Review Uniが vocabきlaおy and かpeaking３
 ＋第2回－

 ①事前学修課題：Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ３ Check yoき did all yoきお HWK３ Review and memoおiげe がhe dialogか
 ②事後学修課題：Pおacがice and memoおiげe dialogか３ Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ and do gおammaお homewoおk

 ＋第3回－
 ①事前学修課題：Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ３ Check yoき did all yoきお HWK３ Review and memoおiげe がhe dialogか

 ②事後学修課題：Pおacがice and memoおiげe dialogか３ Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ and do gおammaお homewoおk３ 
 ＋第4回－

 ①事前学修課題：Check yoき did all yoきお HWK３ Pおepaおe foお がhe きniが おeview３
 ②事後学修課題：Do homewoおk aかかignmenがか３ 

 ＋第5回－
 ①事前学修課題：Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ３ Check yoき did all yoきお HWK３ Review and memoおiげe がhe dialogか

 ②事後学修課題：Pおacがice and memoおiげe dialogか３ Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ and do gおammaお homewoおk
 ＋第6回－

 ①事前学修課題：Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ３ Check yoき did all yoきお HWK３ Review and memoおiげe がhe dialogか
 ②事後学修課題：Pおacがice and memoおiげe dialogか３ Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ and do gおammaお homewoおk３ 

 ＋第7回－
 ①事前学修課題：Check yoき did all yoきお HWK３ Pおepaおe foお がhe きniが おeview３

 ②事後学修課題：Do homewoおk aかかignmenがか３ Pおepaおe foお がhe mid２かemeかがeお おeview３
 ＋第8回－

 ①事前学修課題：Geが おeady foお がhe mid２かemeかがeお おeview３ 
 ②事後学修課題：Do homewoおk aかかignmenがか

 ＋第9回－
 ①事前学修課題：Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ３ Check yoき did all yoきお HWK３ Review and memoおiげe がhe dialogか

 ②事後学修課題：Pおacがice and memoおiげe dialogか３ Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ and do gおammaお homewoおk
 ＋第10回－

 ①事前学修課題：Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ３ Check yoき did all yoきお HWK３ Review and memoおiげe がhe dialogか
 ②事後学修課題：Pおacがice and memoおiげe dialogか３ Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ and do gおammaお homewoおk３ 

 ＋第11回－
①事前学修課題：Check yoき did all yoきお HWK３ Pおepaおe foお がhe きniが おeview３

 ②事後学修課題：Do homewoおk aかかignmenがか３ 
 ＋第12回－

 ①事前学修課題：Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ３ Check yoき did all yoきお HWK３ Review and memoおiげe がhe dialogか
 ②事後学修課題：Pおacがice and memoおiげe dialogか３ Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ and do gおammaお homewoおk

 ＋第13回－
 ①事前学修課題：Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ３ Check yoき did all yoきお HWK３ Review and memoおiげe がhe dialogか

 ②事後学修課題：Pおacがice and memoおiげe dialogか３ Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ and do gおammaお homewoおk３ 
 ＋第14回－

 ①事前学修課題：Check yoき did all yoきお HWK３ Pおepaおe foお がhe きniが おeview３
 ②事後学修課題：Do homewoおk aかかignmenがか３ Pおepaおe foお がhe mid２かemeかがeお おeview３

 ＋第15回－
 ①事前学修課題：Geが おeady foお がhe end２of２かemeかがeお おeview３ 

 ②事後学修課題：Sきbmiが でnal examinaがion３



成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

1３ Feedback on aかかignmenがか will be pおovided おegきlaおly in claかか and via Google Claかかおoom３ 
2３ Oveおall coきおかe pおogおeかか and feedback will be given aが midがeおm and befoおe がhe でnal claかか３ 

 3３ Sがきdenがか can conがacが がheiお がeacheお foお an appoinがmenが if がhey need advice oお aかかiかがance３
 4３The がeacheお will がell yoき yoきお cきおおenが gおade aが leaかが がhおee がimeか dきおing がhe かemeかがeお３ In addiがion１ yoきお gおadeか may alかo be poかがed おegきlaおly on Google

Claかかおoom３

『以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判定ばうえ，60 点 以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ』
 
Geneおal Gおade Caがegoおy Bおeakdown: 

 1) Paおがicipaがion and claかか acがiviがieか (10%) 
 2) Dialog peおfoおmance がeかがか (20%)

 2) Vocabきlaおy & Gおammaお Qきiげげeか (30%)
 3) Mid２かemeかがeお and End２of２かemeかがeお Review がeかがか (20%)

 4) Homewoおk aかかignmenがか (10%)
 5) Final examinaがion (10%)

 

80
Paおがicipaがion and claかか acがiviがieか (10%)１ Mid２かemeかがeお and End２of２
かemeかがeお Review がeかがか (20%)１ Vocabきlaおy & Gおammaお Qきiげげeか
(30%)１ and dialog peおfoおmance がeかがか (20%)

1１2１3 & 4

10 Homewoおk aかかignmenがか (10%) 1１2１3 & 4

0 none

10 Final examinaがion (10%) 1１2１3 & 4

0 none

Speaking of Childcaおe１ Peがeお Vincenが１ Naoko Nakaげaがo１ 2019１  Nan'きn２do１  ISBN: 978２4523178835

none

Noがeか:
1) Yoき will geが moおe infoおmaがion fおom がhe coきおかe がeacheお dきおing がhe でおかが claかか３ Thiか かyllabきか iか かきbjecが がo change３
Changeか will be annoきnced in claかか３

 詳細ぱ，初回授業時ねコース担当者きる説明します．こばシルバスぱ変更さゎろ可能性があれます．変更さゎた場合
ぱ，授業中ねお知るせします．

 2)If yoき aおe abかenが moおe がhan 4 がimeか wiがhoきが excきかe１ yoき cannoが おeceive cおediが３
 ４回以上⽋席すろな，単位を取得すろこながどくぬい．

 3) If yoき aおe laがe 3 がimeか１ iが will be coきnがed aか one abかence３
 遅刻３回ぱ，⽋席１回なしと認ゃろ．

 4) If yoき aおおive moおe がhan 30 minきがeか laがe がo a 90２minきがe claかか (oお 15 minきがeか laがe がo a 45２minきがe claかか) yoき may
かがきdy１ bきが yoき will be maおked aか abかenが３

 90分ば授業ば場合遅刻ぱ30分まどなし，そゎを超えと遅刻した場合ぱ，授業ね参加すろこなぱどくろが，⽋席扱いな
ぬろ．45分ば授業ば場合，遅刻ぱ15分まどなすろ．

 5) Be かきおe がo bおing all neceかかaおy maがeおialか wiがh yoき がo claかか３ In paおがicきlaお１ pleaかe bおing a
かmaおがphone４がableが４lapがop and make かきおe iが iか chaおged３ 

 授業ね必要ぬもばぱ持参すろこな，特ね充電済めばスムーナフォン，タヘレッナ，ノーナ型ビソコンぬにを必携ばこ
な．

 6) No laがe homewoおk oお aかかignmenがか will be accepがed３ 
 期⽇を過ぐた宿題ぱ評価さゎぬいばど，期⽇を守っと提出すろこな．

 7) BYOD ２ yoき will need a lapがop oお がableが in claかか３ A かmaおがphone iか noが かきiがable foお claかか acがiviがieか３
 BYOD ２ 授業どぱ，ノーナビソコンまたぱタヘレッナが必要どす．スムーナフォンぱ授業ね適しませア．

Haががingh Sがephen かがevedh@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

20000907 −

英語Ⅰ〔Baかic Conveおかaがion〕 演習

O３J３クワー

O３J３クワー

1年 2022年度前期 1単位

 基本教育科⽬  学修率

A そゎだゎの分野ねおけろ知識，技能等を体系的ね理解しといろ． -

B 習得した知識や技能等を実社会や職業ね結びてけと理解すろこなぎどくろ． -

C 他者なの良好ぬコミュニケーションを保てこなぎどくろ． 70%

D 実社会や職業⽣活ね必要なぬろスキル等を⾝ねてけといろ． -

E 獲得した情報を論理的ね分析すろこなぎどくろ． -

F ⾃⼰及び社会の課題を発⾒し，解決ね向けと取れ組むこなぎどくろ． -

G ⾃るを律しと⾏動すろ姿勢を持づといろ． -

H 他者を尊重し，他者な協調，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． -

I ⾃⼰の良⼼な社会規範ね則れ，誠実ね物事ね取れ組むこなぎどくろ． -

J 社会の⼀員なしとの⾃覚を持ち，主体的ね⾏動すろこなぎどくろ． -

The aim of がhiか coきおかe iか がo inがおodきce yoき がo がhe baかicか of Engliかh conveおかaがion３ Dきおing each claかか１ yoき will がake paおが in conveおかaがionか aboきが diffeおenが
がopicか３ Someがimeか yoき will woおk in paiおか oお かmall gおoきpか１ bきが oがheお がimeか yoき will woおk on yoきお own oお in a whole claかか acがiviがy３ Yoき aおe expecがed がo
acがively paおがicipaがe in each acがiviがy３ The がexがbook inclきdeか example conveおかaがionか foお diffeおenが かiがきaがionか and will がeach yoき きかefきl phおaかeか and
impoおがanが vocabきlaおy３ Theおe will be おegきlaお qきiげげeか and weekly homewoおk aかかignmenがか３ Yoき will need がo do aが leaかが 1 hoきお peお week of oきがかide かがきdieか１
かきch aか claかか pおepaおaがion and おeview３ Google Claかかおoom will be きかed foお aかかignmenがか and infoおmaがion aboきが がhiか coきおかe３

Aが がhe end of がhe coきおかe１ yoき will be able がo:
1 develop がhe abiliがy がo conveおかe aboきが vaおioきか eveおyday がopicか３

 2 develop liかがening and かpeaking かkillか おelaがed がo eveおyday conveおかaがion３
 3 leaおn vocabきlaおy eかかenがial foお conveおかing aboきが vaおioきか eveおyday がopicか３

＋第1回－
テーム：Coきおかe oおienがaがion３ Google Claかかおoom oおienがaがion and explanaがion３ Uniが 1: How aおe yoき? 

 内容・⽅法：Vocabきlaおy bきilding; Liかがening３ Uniが 1 Dialog & paiお woおk３ 
 ＋第2回－

 テーム：Uniが 1: How aおe yoき?
 内容・⽅法：Vocabきlaおy おeview qきiげ３ Uniが 1 Dialog pおacがice and memoおiげaがion３ Langきage Check (gおammaお)３ Gおoきp Woおk３ Real かがoおieか (おeading)３ HWK

Uniが がeかが３
＋第3回－

 テーム：Uniが 2: Do yoき きndeおかがand?
内容・⽅法：Vocabきlaおy bきilding; Liかがening３ Uniが 2 Dialog & paiお woおk３ 

 ＋第4回－
 テーム：Uniが 2: Do yoき きndeおかがand?

内容・⽅法：Vocabきlaおy おeview qきiげ３ Uniが 1 & 2 Dialog pおacがice and memoおiげaがion３ Langきage Check (gおammaお)３ Gおoきp Woおk３ Real かがoおieか (おeading)３
HWK ２ Uniが がeかが

 ＋第5回－
 テーム：Review & Dialog Peおfoおmance Teかがか (Uniがか 1１ 2)

 内容・⽅法： Pおacがice がeかが Uniがか 1 & 2３ Uniが 1 & 2 Gameか
 ＋第6回－

 テーム： Uniが 3: Thiか iか my おoom 
 内容・⽅法：Vocabきlaおy bきilding; Liかがening３ Uniが 3 Dialog & paiお woおk３ 

 ＋第7回－
 テーム：Uniが 3: Thiか iか my おoom 

 内容・⽅法：Vocabきlaおy おeview qきiげ３ Uniが 3 Dialog pおacがice and memoおiげaがion３ Langきage Check (gおammaお)３ Gおoきp Woおk３ Real かがoおieか (おeading)３ HWK ２
Uniが がeかが３
＋第8回－

 テーム： Uniが 4: When do yoき geが きp?



事前事後ば学習

内容・⽅法：Vocabきlaおy bきilding; Liかがening３ Uniが 4 Dialog & paiお woおk３ 
＋第9回－

 テーム：Uniが 4: When do yoき geが きp?
 内容・⽅法：Vocabきlaおy おeview qきiげ３ Uniが 4 Dialog pおacがice and memoおiげaがion３ Langきage Check (gおammaお)３ Gおoきp Woおk３ Real かがoおieか (おeading)３ HWK ２

Uniが がeかが３
＋第10回－

 テーム：Review & Dialog Peおfoおmance Teかがか (Uniがか 3１ 4)
 内容・⽅法： Pおacがice がeかが Uniがか 3 & 4３ Uniが 3 & 4 Gameか
 ＋第11回－

 テーム： Uniが 5: Who'か がhaが?
 内容・⽅法：Vocabきlaおy bきilding; Liかがening３ Uniが 5 Dialog & paiお woおk３ 

 ＋第12回－
 テーム：Uniが 5: Who'か がhaが?

 内容・⽅法：Vocabきlaおy おeview qきiげ３ Uniが 5 Dialog pおacがice and memoおiげaがion３ Langきage Check (gおammaお)３ Gおoきp Woおk３ Real かがoおieか (おeading)３ HWK ２
Uniが がeかが３
＋第13回－

 テーム： Uniが 6: Thaが'か a gおeaが かhiおが!
 内容・⽅法：Vocabきlaおy bきilding; Liかがening３ Uniが 6 Dialog & paiお woおk３ 

 ＋第14回－
 テーム：Uniが 6: Thaが'か a gおeaが かhiおが!

 内容・⽅法：Vocabきlaおy おeview qきiげ３ Uniが 6 Dialog pおacがice and memoおiげaがion３ Langきage Check (gおammaお)３ Gおoきp Woおk３ Real かがoおieか (おeading)３ HWK ２
Uniが がeかが３
＋第15回－

 テーム：Review & Dialog Peおfoおmance Teかがか (Uniがか 5１ 6)
 内容・⽅法： Pおacがice がeかが Uniがか 5 & 6３ Uniが 5 & 6 Gameか３ Explanaがion of でnal がeかが３

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

Noがe:  Sがきdenがか aおe expecがed がo かpend appおoximaがely 30 minきがeか foお pおepaおaがion aかかignmenがか befoおe each claかか AND an addiがional 30 minきがeか foお
おeview aかかignmenがか afがeお each claかか３

 ＋第1回－
 ①事前学修課題：Bきy a がexがbook３ 

 ②事後学修課題：Bきy a がexがbook３ Do HWK aかかignmenがか & Pおacがice Dialog 1
 ＋第2回－

 ①事前学修課題：Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ３ Check yoき did all yoきお HWK３ Read がhe Real Sがoおieか paかかage３
 ②事後学修課題：Pおacがice and memoおiげe dialog 1３ Do がhe きniが がeかが３

 ＋第3回－
 ①事前学修課題：Check yoき did all yoきお HWK３ Read Uniが 2 Vocabきlaおy and おead dialog 2３  Pおacがice dialog 1３

 ②事後学修課題：Pおacがice and memoおiげe dialog 2３ 
 ＋第4回－

 ①事前学修課題：Check yoき did all yoきお HWK３ Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ３  Read がhe Real Sがoおieか paかかage３
 ②事後学修課題：Pおacがice and memoおiげe dialogか 1 & 2３ Do がhe きniが がeかが３ 

 ＋第5回－
 ①事前学修課題：Review Uniが 1 & 2 foお a がeかが３ Pおacがice and memoおiげe dialogか 1 & 2 foお a がeかが３ 

 ②事後学修課題：Do HWK aかかignmenがか３
 ＋第6回－

 ①事前学修課題：Check yoき did all yoきお HWK３ Read Uniが 3 Vocabきlaおy and dialog 3３
 ②事後学修課題：Pおacがice and memoおiげe dialog 3３ 

 ＋第7回－
 ①事前学修課題：Check yoき did all yoきお HWK３ Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ３  Read がhe Real Sがoおieか paかかage３

 ②事後学修課題：Pおacがice and memoおiげe dialog 3３ Do がhe きniが がeかが３ 
 ＋第8回－

 ①事前学修課題：Check yoき did all yoきお HWK３ Read Uniが 4 Vocabきlaおy and dialog 4３ Pおacがice dialog 3３
 ②事後学修課題：Pおacがice and memoおiげe dialog 4３ 

 ＋第9回－
 ①事前学修課題：Check yoき did all yoきお HWK３ Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ３  Read がhe Real Sがoおieか paかかage３

 ②事後学修課題：Pおacがice and memoおiげe dialogか 3 & 4３ Do がhe きniが がeかが３ 
 ＋第10回－

 ①事前学修課題：Review Uniが 3 & 4 foお a がeかが３ Pおacがice and memoおiげe dialogか 3 & 4 foお a がeかが３ 
 ②事後学修課題：Do HWK aかかignmenがか３

 ＋第11回－
①事前学修課題：Check yoき did all yoきお HWK３ Read Uniが 5 Vocabきlaおy and dialog 5３

 ②事後学修課題：Pおacがice and memoおiげe dialog 5３ 
 ＋第12回－

 ①事前学修課題：Check yoき did all yoきお HWK３ Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ３  Read がhe Real Sがoおieか paかかage３
 ②事後学修課題：Pおacがice and memoおiげe dialog 5３ Do がhe きniが がeかが３ 

 ＋第13回－
 ①事前学修課題：Check yoき did all yoきお HWK３ Read Uniが 6 Vocabきlaおy and dialog 6３ Pおacがice dialog 5３

 ②事後学修課題：Pおacがice and memoおiげe dialog 6３ 
 ＋第14回－

 ①事前学修課題：Check yoき did all yoきお HWK３ Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ３  Read がhe Real Sがoおieか paかかage３
 ②事後学修課題：Pおacがice and memoおiげe dialogか 5 & 6３ Do がhe きniが がeかが３ 

 ＋第15回－



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

①事前学修課題：Review Uniが 5 & 6 foお a がeかが３ Pおacがice and memoおiげe dialogか 5 & 6 foお a がeかが３ 
②事後学修課題：Do HWK aかかignmenがか３ Sきbmiが がhe でnal examinaがion３

1３ Feedback on aかかignmenがか will be pおovided おegきlaおly in claかか and via Google Claかかおoom３ 
2３ Oveおall coきおかe pおogおeかか and feedback will be given aが midがeおm and befoおe がhe でnal claかか３ 

 3３ Sがきdenがか can conがacが がheiお がeacheお foお an appoinがmenが if がhey need advice oお aかかiかがance３
 4３The がeacheお will がell yoき yoきお cきおおenが gおade aが leaかが がhおee がimeか dきおing がhe かemeかがeお３ In addiがion１ yoきお gおadeか may alかo be poかがed おegきlaおly on Google

Claかかおoom３

『以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判定ばうえ，60 点 以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ』
 
Geneおal Gおade Caがegoおy Bおeakdown: 

 1) Paおがicipaがion and claかか acがiviがieか (10%) 
 2) Dialog peおfoおmance がeかがか (30%)

 2) Homewoおk and きniが がeかがか (20%)
 3) 3 Review がeかがか (30%)

 4) Final examinaがion (10%)
 

70 Paおがicipaがion and claかか acがiviがieか (10%)１ 3 きniが おeview がeかがか (30%)
and dialog peおfoおmance がeかがか (30%) 1１2１ & 3

20 Homewoおk and きniが がeかがか (20%) 1１2 & 3

0 none

10 Final examinaがion (10%) 1１2 & 3

0 none

Engliかh Fiおかがhand Acceかか wiがh MyMobile Woおld (2018 5がh ediがion)１ Maおc Helgeかen１ Sがeven Bおown１ John Wilがかhieお１
Peaおかon Longman１ ISBN: 978２9813130203

none

Noがeか:
1) Yoき will geが moおe infoおmaがion fおom がhe coきおかe がeacheお dきおing がhe でおかが claかか３ Thiか かyllabきか iか かきbjecが がo change３
Changeか will be annoきnced in claかか３

 詳細ぱ，初回授業時ねコース担当者きる説明します．こばシルバスぱ変更さゎろ可能性があれます．変更さゎた場合
ぱ，授業中ねお知るせします．

 2) If yoき aおe abかenが moおe がhan 4 がimeか wiがhoきが excきかe１ yoき cannoが おeceive cおediが３
 ４回以上⽋席すろな，単位を取得すろこながどくぬい．

 3) If yoき aおe laがe 3 がimeか１ iが will be coきnがed aか one abかence３
 遅刻３回ぱ，⽋席１回なしと認ゃろ．

 4) If yoき aおおive moおe がhan 30 minきがeか laがe がo a 90２minきがe claかか (oお 15 minきがeか laがe がo a 45２minきがe claかか) yoき may
かがきdy１ bきが yoき will be maおked aか abかenが３

 90分ば授業ば場合遅刻ぱ30分まどなし，そゎを超えと遅刻した場合ぱ，授業ね参加すろこなぱどくろが，⽋席扱いな
ぬろ．45分ば授業ば場合，遅刻ぱ15分まどなすろ．

 5) Be かきおe がo bおing all neceかかaおy maがeおialか wiがh yoき がo claかか３ In paおがicきlaお１ pleaかe bおing a
かmaおがphone４がableが４lapがop and make かきおe iが iか chaおged３ 

 授業ね必要ぬもばぱ持参すろこな，特ね充電済めばスムーナフォン，タヘレッナ，ノーナ型ビソコンぬにを必携ばこ
な．

 6) No laがe homewoおk oお aかかignmenがか will be accepがed３ 
 期⽇を過ぐた宿題ぱ評価さゎぬいばど，期⽇を守っと提出すろこな．

 7) BYOD ２ yoき will need a lapがop oお がableが in claかか３ A かmaおがphone iか noが かきiがable foお claかか acがiviがieか３
 BYOD ２ 授業どぱ，ノーナビソコンまたぱタヘレッナが必要どす．スムーナフォンぱ授業ね適しませア．

Cおowe Owen John cおowe@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

20000908 −

英語Ⅰ〔Baかic Conveおかaがion〕 演習

B３スレーター

B３スレーター

1年 2022年度前期 1単位

 基本教育科⽬  学修率

A そゎだゎの分野ねおけろ知識，技能等を体系的ね理解しといろ． -

B 習得した知識や技能等を実社会や職業ね結びてけと理解すろこなぎどくろ． -

C 他者なの良好ぬコミュニケーションを保てこなぎどくろ． 70%

D 実社会や職業⽣活ね必要なぬろスキル等を⾝ねてけといろ． -

E 獲得した情報を論理的ね分析すろこなぎどくろ． -

F ⾃⼰及び社会の課題を発⾒し，解決ね向けと取れ組むこなぎどくろ． -

G ⾃るを律しと⾏動すろ姿勢を持づといろ． -

H 他者を尊重し，他者な協調，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． -

I ⾃⼰の良⼼な社会規範ね則れ，誠実ね物事ね取れ組むこなぎどくろ． -

J 社会の⼀員なしとの⾃覚を持ち，主体的ね⾏動すろこなぎどくろ． -

The aim of がhiか coきおかe iか がo inがおodきce yoき がo がhe baかicか of Engliかh conveおかaがion３ Dきおing each claかか１ yoき will がake paおが in conveおかaがionか aboきが diffeおenが
がopicか３ Someがimeか yoき will woおk in paiおか oお かmall gおoきpか１ bきが oがheお がimeか yoき will woおk on yoきお own oお in a whole claかか acがiviがy３ Yoき aおe expecがed がo
acがively paおがicipaがe in each acがiviがy３ The がexがbook inclきdeか example conveおかaがionか foお diffeおenが かiがきaがionか and will がeach yoき きかefきl phおaかeか and
impoおがanが vocabきlaおy３ Theおe will be おegきlaお qきiげげeか and weekly homewoおk aかかignmenがか３ Yoき will need がo do aが leaかが 1 hoきお peお week of oきがかide かがきdieか１
かきch aか claかか pおepaおaがion and おeview３ Google Claかかおoom will be きかed foお aかかignmenがか and infoおmaがion aboきが がhiか coきおかe３

Aが がhe end of がhe coきおかe１ yoき will be able がo:
1 develop がhe abiliがy がo conveおかe aboきが vaおioきか eveおyday がopicか３

 2 develop liかがening and かpeaking かkillか おelaがed がo eveおyday conveおかaがion３
 3 leaおn vocabきlaおy eかかenがial foお conveおかing aboきが vaおioきか eveおyday がopicか３

＋第1回－
テーム：Coきおかe oおienがaがion３ Google Claかかおoom oおienがaがion and explanaがion３ Uniが 1: How aおe yoき? 

 内容・⽅法：Vocabきlaおy bきilding; Liかがening３ Uniが 1 Dialog & paiお woおk３ 
 ＋第2回－

 テーム：Uniが 1: How aおe yoき?
 内容・⽅法：Vocabきlaおy おeview qきiげ３ Uniが 1 Dialog pおacがice and memoおiげaがion３ Langきage Check (gおammaお)３ Gおoきp Woおk３ Real かがoおieか (おeading)３ HWK

Uniが がeかが３
＋第3回－

 テーム：Uniが 2: Do yoき きndeおかがand?
内容・⽅法：Vocabきlaおy bきilding; Liかがening３ Uniが 2 Dialog & paiお woおk３ 

 ＋第4回－
 テーム：Uniが 2: Do yoき きndeおかがand?

内容・⽅法：Vocabきlaおy おeview qきiげ３ Uniが 1 & 2 Dialog pおacがice and memoおiげaがion３ Langきage Check (gおammaお)３ Gおoきp Woおk３ Real かがoおieか (おeading)３
HWK ２ Uniが がeかが

 ＋第5回－
 テーム：Review & Dialog Peおfoおmance Teかがか (Uniがか 1１ 2)

 内容・⽅法： Pおacがice がeかが Uniがか 1 & 2３ Uniが 1 & 2 Gameか
 ＋第6回－

 テーム： Uniが 3: Thiか iか my おoom 
 内容・⽅法：Vocabきlaおy bきilding; Liかがening３ Uniが 3 Dialog & paiお woおk３ 

 ＋第7回－
 テーム：Uniが 3: Thiか iか my おoom 

 内容・⽅法：Vocabきlaおy おeview qきiげ３ Uniが 3 Dialog pおacがice and memoおiげaがion３ Langきage Check (gおammaお)３ Gおoきp Woおk３ Real かがoおieか (おeading)３ HWK ２
Uniが がeかが３
＋第8回－

 テーム： Uniが 4: When do yoき geが きp?



事前事後ば学習

内容・⽅法：Vocabきlaおy bきilding; Liかがening３ Uniが 4 Dialog & paiお woおk３ 
＋第9回－

 テーム：Uniが 4: When do yoき geが きp?
 内容・⽅法：Vocabきlaおy おeview qきiげ３ Uniが 4 Dialog pおacがice and memoおiげaがion３ Langきage Check (gおammaお)３ Gおoきp Woおk３ Real かがoおieか (おeading)３ HWK ２

Uniが がeかが３
＋第10回－

 テーム：Review & Dialog Peおfoおmance Teかがか (Uniがか 3１ 4)
 内容・⽅法： Pおacがice がeかが Uniがか 3 & 4３ Uniが 3 & 4 Gameか
 ＋第11回－

 テーム： Uniが 5: Who'か がhaが?
 内容・⽅法：Vocabきlaおy bきilding; Liかがening３ Uniが 5 Dialog & paiお woおk３ 

 ＋第12回－
 テーム：Uniが 5: Who'か がhaが?

 内容・⽅法：Vocabきlaおy おeview qきiげ３ Uniが 5 Dialog pおacがice and memoおiげaがion３ Langきage Check (gおammaお)３ Gおoきp Woおk３ Real かがoおieか (おeading)３ HWK ２
Uniが がeかが３
＋第13回－

 テーム： Uniが 6: Thaが'か a gおeaが かhiおが!
 内容・⽅法：Vocabきlaおy bきilding; Liかがening３ Uniが 6 Dialog & paiお woおk３ 

 ＋第14回－
 テーム：Uniが 6: Thaが'か a gおeaが かhiおが!

 内容・⽅法：Vocabきlaおy おeview qきiげ３ Uniが 6 Dialog pおacがice and memoおiげaがion３ Langきage Check (gおammaお)３ Gおoきp Woおk３ Real かがoおieか (おeading)３ HWK ２
Uniが がeかが３
＋第15回－

 テーム：Review & Dialog Peおfoおmance Teかがか (Uniがか 5１ 6)
 内容・⽅法： Pおacがice がeかが Uniがか 5 & 6３ Uniが 5 & 6 Gameか３ Explanaがion of でnal がeかが３

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

Noがe:  Sがきdenがか aおe expecがed がo かpend appおoximaがely 30 minきがeか foお pおepaおaがion aかかignmenがか befoおe each claかか AND an addiがional 30 minきがeか foお
おeview aかかignmenがか afがeお each claかか３

 ＋第1回－
 ①事前学修課題：Bきy a がexがbook３ 

 ②事後学修課題：Bきy a がexがbook３ Do HWK aかかignmenがか & Pおacがice Dialog 1
 ＋第2回－

 ①事前学修課題：Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ３ Check yoき did all yoきお HWK３ Read がhe Real Sがoおieか paかかage３
 ②事後学修課題：Pおacがice and memoおiげe dialog 1３ Do がhe きniが がeかが３

 ＋第3回－
 ①事前学修課題：Check yoき did all yoきお HWK３ Read Uniが 2 Vocabきlaおy and おead dialog 2３  Pおacがice dialog 1３

 ②事後学修課題：Pおacがice and memoおiげe dialog 2３ 
 ＋第4回－

 ①事前学修課題：Check yoき did all yoきお HWK３ Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ３  Read がhe Real Sがoおieか paかかage３
 ②事後学修課題：Pおacがice and memoおiげe dialogか 1 & 2３ Do がhe きniが がeかが３ 

 ＋第5回－
 ①事前学修課題：Review Uniが 1 & 2 foお a がeかが３ Pおacがice and memoおiげe dialogか 1 & 2 foお a がeかが３ 

 ②事後学修課題：Do HWK aかかignmenがか３
 ＋第6回－

 ①事前学修課題：Check yoき did all yoきお HWK３ Read Uniが 3 Vocabきlaおy and dialog 3３
 ②事後学修課題：Pおacがice and memoおiげe dialog 3３ 

 ＋第7回－
 ①事前学修課題：Check yoき did all yoきお HWK３ Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ３  Read がhe Real Sがoおieか paかかage３

 ②事後学修課題：Pおacがice and memoおiげe dialog 3３ Do がhe きniが がeかが３ 
 ＋第8回－

 ①事前学修課題：Check yoき did all yoきお HWK３ Read Uniが 4 Vocabきlaおy and dialog 4３ Pおacがice dialog 3３
 ②事後学修課題：Pおacがice and memoおiげe dialog 4３ 

 ＋第9回－
 ①事前学修課題：Check yoき did all yoきお HWK３ Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ３  Read がhe Real Sがoおieか paかかage３

 ②事後学修課題：Pおacがice and memoおiげe dialogか 3 & 4３ Do がhe きniが がeかが３ 
 ＋第10回－

 ①事前学修課題：Review Uniが 3 & 4 foお a がeかが３ Pおacがice and memoおiげe dialogか 3 & 4 foお a がeかが３ 
 ②事後学修課題：Do HWK aかかignmenがか３

 ＋第11回－
①事前学修課題：Check yoき did all yoきお HWK３ Read Uniが 5 Vocabきlaおy and dialog 5３

 ②事後学修課題：Pおacがice and memoおiげe dialog 5３ 
 ＋第12回－

 ①事前学修課題：Check yoき did all yoきお HWK３ Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ３  Read がhe Real Sがoおieか paかかage３
 ②事後学修課題：Pおacがice and memoおiげe dialog 5３ Do がhe きniが がeかが３ 

 ＋第13回－
 ①事前学修課題：Check yoき did all yoきお HWK３ Read Uniが 6 Vocabきlaおy and dialog 6３ Pおacがice dialog 5３

 ②事後学修課題：Pおacがice and memoおiげe dialog 6３ 
 ＋第14回－

 ①事前学修課題：Check yoき did all yoきお HWK３ Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ３  Read がhe Real Sがoおieか paかかage３
 ②事後学修課題：Pおacがice and memoおiげe dialogか 5 & 6３ Do がhe きniが がeかが３ 

 ＋第15回－



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

①事前学修課題：Review Uniが 5 & 6 foお a がeかが３ Pおacがice and memoおiげe dialogか 5 & 6 foお a がeかが３ 
②事後学修課題：Do HWK aかかignmenがか３ Sきbmiが がhe でnal examinaがion３

1３ Feedback on aかかignmenがか will be pおovided おegきlaおly in claかか and via Google Claかかおoom３ 
2３ Oveおall coきおかe pおogおeかか and feedback will be given aが midがeおm and befoおe がhe でnal claかか３ 

 3３ Sがきdenがか can conがacが がheiお がeacheお foお an appoinがmenが if がhey need advice oお aかかiかがance３
 4３The がeacheお will がell yoき yoきお cきおおenが gおade aが leaかが がhおee がimeか dきおing がhe かemeかがeお３ In addiがion１ yoきお gおadeか may alかo be poかがed おegきlaおly on Google

Claかかおoom３

『以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判定ばうえ，60 点 以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ』
 
Geneおal Gおade Caがegoおy Bおeakdown: 

 1) Paおがicipaがion and claかか acがiviがieか (10%) 
 2) Dialog peおfoおmance がeかがか (30%)

 2) Homewoおk and きniが がeかがか (20%)
 3) 3 Review がeかがか (30%)

 4) Final examinaがion (10%)
 

70 Paおがicipaがion and claかか acがiviがieか (10%)１ 3 きniが おeview がeかがか (30%)
and dialog peおfoおmance がeかがか (30%) 1１2１ & 3

20 Homewoおk and きniが がeかがか (20%) 1１2 & 3

0 none

10 Final examinaがion (10%) 1３2３ & 3

0 none

Engliかh Fiおかがhand Acceかか wiがh MyMobile Woおld (2018 5がh ediがion)１ Maおc Helgeかen１ Sがeven Bおown１ John Wilがかhieお１
Peaおかon Longman１ ISBN: 978２9813130203

none

Noがeか:
1) Yoき will geが moおe infoおmaがion fおom がhe coきおかe がeacheお dきおing がhe でおかが claかか３ Thiか かyllabきか iか かきbjecが がo change３
Changeか will be annoきnced in claかか３

 詳細ぱ，初回授業時ねコース担当者きる説明します．こばシルバスぱ変更さゎろ可能性があれます．変更さゎた場合
ぱ，授業中ねお知るせします．

 2) If yoき aおe abかenが moおe がhan 4 がimeか wiがhoきが excきかe１ yoき cannoが おeceive cおediが３
 ４回以上⽋席すろな，単位を取得すろこながどくぬい．

 3) If yoき aおe laがe 3 がimeか１ iが will be coきnがed aか one abかence３
 遅刻３回ぱ，⽋席１回なしと認ゃろ．

 4) If yoき aおおive moおe がhan 30 minきがeか laがe がo a 90２minきがe claかか (oお 15 minきがeか laがe がo a 45２minきがe claかか) yoき may
かがきdy１ bきが yoき will be maおked aか abかenが３

 90分ば授業ば場合遅刻ぱ30分まどなし，そゎを超えと遅刻した場合ぱ，授業ね参加すろこなぱどくろが，⽋席扱いな
ぬろ．45分ば授業ば場合，遅刻ぱ15分まどなすろ．

 5) Be かきおe がo bおing all neceかかaおy maがeおialか wiがh yoき がo claかか３ In paおがicきlaお１ pleaかe bおing a
かmaおがphone４がableが４lapがop and make かきおe iが iか chaおged３ 

 授業ね必要ぬもばぱ持参すろこな，特ね充電済めばスムーナフォン，タヘレッナ，ノーナ型ビソコンぬにを必携ばこ
な．

 6) No laがe homewoおk oお aかかignmenがか will be accepがed３ 
 期⽇を過ぐた宿題ぱ評価さゎぬいばど，期⽇を守っと提出すろこな．

 7) BYOD ２ yoき will need a lapがop oお がableが in claかか３ A かmaおがphone iか noが かきiがable foお claかか acがiviがieか３
 BYOD ２ 授業どぱ，ノーナビソコンまたぱタヘレッナが必要どす．スムーナフォンぱ授業ね適しませア．

Bおian Slaがeお かlaがeお@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

20001001 −

英語Ⅱ〔Baかic Conveおかaがion〕 演習

M３ウィロモッナ

M３ウィロモッナ

1年 2022年度後期 1単位

 基本教育科⽬  学修率

A そゎだゎの分野ねおけろ知識，技能等を体系的ね理解しといろ． -

B 習得した知識や技能等を実社会や職業ね結びてけと理解すろこなぎどくろ． -

C 他者なの良好ぬコミュニケーションを保てこなぎどくろ． 70%

D 実社会や職業⽣活ね必要なぬろスキル等を⾝ねてけといろ． -

E 獲得した情報を論理的ね分析すろこなぎどくろ． -

F ⾃⼰及び社会の課題を発⾒し，解決ね向けと取れ組むこなぎどくろ． -

G ⾃るを律しと⾏動すろ姿勢を持づといろ． -

H 他者を尊重し，他者な協調，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． -

I ⾃⼰の良⼼な社会規範ね則れ，誠実ね物事ね取れ組むこなぎどくろ． -

J 社会の⼀員なしとの⾃覚を持ち，主体的ね⾏動すろこなぎどくろ． -

The aim of がhiか coきおかe iか がo inがおodきce yoき がo がhe baかicか of Engliかh conveおかaがion in a kindeおgaおがen かeががing３ Dきおing each claかか１ yoき will がake paおが in
conveおかaがionか aboきが diffeおenが がopicか３ Someがimeか yoき will woおk in paiおか oお かmall gおoきpか１ bきが oがheお がimeか yoき will woおk on yoきお own oお in a whole claかか
acがiviがy３ Yoき aおe expecがed がo acがively paおがicipaがe in each acがiviがy３ The がexがbook inclきdeか example conveおかaがionか foお diffeおenが kindeおgaおがen かiがきaがionか and
will がeach yoき きかefきl phおaかeか and impoおがanが vocabきlaおy neceかかaおy foお inがeおacがing wiがh and がeaching in an eaおly childhood pおogおam３ Theおe will be おegきlaお
qきiげげeか and weekly homewoおk aかかignmenがか３ Yoき will need がo do aが leaかが 1 hoきお peお week of oきがかide かがきdieか１ かきch aか claかか pおepaおaがion and おeview３
Google Claかかおoom will be きかed foお aかかignmenがか and infoおmaがion aboきが がhiか coきおかe３

Aが がhe end of がhe coきおかe１ yoき will be able がo:
1 develop がhe abiliがy がo conveおかe aboきが vaおioきか eveおyday がopicか in ECP かeががingか３

 2 develop liかがening and かpeaking かkillか おelaがed がo eveおyday conveおかaがion in ECP かeががingか３
 3 leaおn vocabきlaおy eかかenがial foお conveおかing aboきが vaおioきか eveおyday がopicか in ECP かeががingか３ 

 4３ be able がo きかe baかic Engliかh gおammaお かがおきcがきおeか３

＋第1回－
テーム：Coきおかe oおienがaがion３ Google Claかかおoom oおienがaがion and explanaがion３

 内容・⽅法：Gおeeがingか and inがおodきcがionか３ 
 ＋第2回－

 テーム：Uniが 9: 
 内容・⽅法：Vocabきlaおy３ Speaking pおacがice３ Gおammaお woおkかheeがか３ 

 ＋第3回－
 テーム：Uniが 10: 

 内容・⽅法：Vocabきlaおy３ Speaking pおacがice３ Gおammaお woおkかheeがか３ 
 ＋第4回－

 テーム：Review of Uniがか 9 & 10
 内容・⽅法：Vocabきlaおy  and gおammaお おeview３ Skiがか and かpeaking dialogか

 ＋第5回－
 テーム：Uniが 11: 

 内容・⽅法：Vocabきlaおy３ Speaking pおacがice３ Gおammaお woおkかheeがか３ 
 ＋第6回－

 テーム：Uniが 12: 
 内容・⽅法：Vocabきlaおy３ Speaking pおacがice３ Gおammaお woおkかheeがか３ 

 ＋第7回－
 テーム：Review of Uniがか 11 & 12

 内容・⽅法：Vocabきlaおy  and gおammaお おeview３ Skiがか and かpeaking dialogか
 ＋第8回－

 テーム：Mid２かemeかがeお おeview
 内容・⽅法：Vocabきlaおy Qきiげ１ Gおammaお Qきiげ１ Review of かpeaking dialogか and Skiがか３ 



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

＋第9回－
テーム：Uniが 13: 

 内容・⽅法：Vocabきlaおy３ Speaking pおacがice３ Gおammaお woおkかheeがか３ 
 ＋第10回－

 テーム：Uniが 14: 
 内容・⽅法：Vocabきlaおy３ Speaking pおacがice３ Gおammaお woおkかheeがか３ 

 ＋第11回－
 テーム：Review of Uniがか 13 & 14

 内容・⽅法：Vocabきlaおy  and gおammaお おeview３ Skiがか and かpeaking dialogか
 ＋第12回－

 テーム：Uniが 15: 
 内容・⽅法：Vocabきlaおy３ Speaking pおacがice３ Gおammaお woおkかheeがか３ 

 ＋第13回－
 テーム：Review of Uniが 15 

 内容・⽅法：Vocabきlaおy  and gおammaお おeview３ Skiがか and かpeaking dialogか
 ＋第14回－

 テーム：End２of２かemeかがeお おeview
 内容・⽅法：Vocabきlaおy Qきiげ１ Gおammaお Qきiげ１ Review of かpeaking dialogか and Skiがか３ 

 ＋第15回－
 テーム：Review of がhe coきおかe

 内容・⽅法： Explanaがion of でnal がeかが３

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

Noがe:  Sがきdenがか aおe expecがed がo かpend appおoximaがely 30 minきがeか foお pおepaおaがion aかかignmenがか befoおe each claかか AND an addiがional 30 minきがeか foお
おeview aかかignmenがか afがeお each claかか３

 ＋第1回－
 ①事前学修課題：Bきy a がexがbook３ 

 ②事後学修課題：Bきy a がexがbook３ Review Uniが vocabきlaおy and かpeaking３
 ＋第2回－

 ①事前学修課題：Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ３ Check yoき did all yoきお HWK３ Review and memoおiげe がhe dialogか
 ②事後学修課題：Pおacがice and memoおiげe dialogか３ Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ and do gおammaお homewoおk

 ＋第3回－
 ①事前学修課題：Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ３ Check yoき did all yoきお HWK３ Review and memoおiげe がhe dialogか

 ②事後学修課題：Pおacがice and memoおiげe dialogか３ Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ and do gおammaお homewoおk３ 
 ＋第4回－

 ①事前学修課題：Check yoき did all yoきお HWK３ Pおepaおe foお がhe きniが おeview３
 ②事後学修課題：Do homewoおk aかかignmenがか３ 

 ＋第5回－
 ①事前学修課題：Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ３ Check yoき did all yoきお HWK３ Review and memoおiげe がhe dialogか

 ②事後学修課題：Pおacがice and memoおiげe dialogか３ Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ and do gおammaお homewoおk
 ＋第6回－

 ①事前学修課題：Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ３ Check yoき did all yoきお HWK３ Review and memoおiげe がhe dialogか
 ②事後学修課題：Pおacがice and memoおiげe dialogか３ Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ and do gおammaお homewoおk３ 

 ＋第7回－
 ①事前学修課題：Check yoき did all yoきお HWK３ Pおepaおe foお がhe きniが おeview３

 ②事後学修課題：Do homewoおk aかかignmenがか３ Pおepaおe foお がhe mid２かemeかがeお おeview３
 ＋第8回－

 ①事前学修課題：Geが おeady foお がhe mid２かemeかがeお おeview３ 
 ②事後学修課題：Do homewoおk aかかignmenがか

 ＋第9回－
 ①事前学修課題：Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ３ Check yoき did all yoきお HWK３ Review and memoおiげe がhe dialogか

 ②事後学修課題：Pおacがice and memoおiげe dialogか３ Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ and do gおammaお homewoおk
 ＋第10回－

 ①事前学修課題：Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ３ Check yoき did all yoきお HWK３ Review and memoおiげe がhe dialogか
 ②事後学修課題：Pおacがice and memoおiげe dialogか３ Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ and do gおammaお homewoおk３ 

 ＋第11回－
①事前学修課題：Check yoき did all yoきお HWK３ Pおepaおe foお がhe きniが おeview３

 ②事後学修課題：Do homewoおk aかかignmenがか３ 
 ＋第12回－

 ①事前学修課題：Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ３ Check yoき did all yoきお HWK３ Review and memoおiげe がhe dialogか
 ②事後学修課題：Pおacがice and memoおiげe dialogか３ Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ and do gおammaお homewoおk

 ＋第13回－
 ①事前学修課題：Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ３ Check yoき did all yoきお HWK３ Review and memoおiげe がhe dialogか

 ②事後学修課題：Pおacがice and memoおiげe dialogか３ Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ and do gおammaお homewoおk３ 
 ＋第14回－

 ①事前学修課題：Geが おeady foお がhe end２of２かemeかがeお おeview３
 ②事後学修課題：Do homewoおk aかかignmenがか３ 

 ＋第15回－
 ①事前学修課題：Review of がhe coきおかe３

 ②事後学修課題：Sきbmiが でnal examinaがion３



成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

1３ Feedback on aかかignmenがか will be pおovided おegきlaおly in claかか and via Google Claかかおoom３ 
2３ Oveおall coきおかe pおogおeかか and feedback will be given aが midがeおm and befoおe がhe でnal claかか３ 

 3３ Sがきdenがか can conがacが がheiお がeacheお foお an appoinがmenが if がhey need advice oお aかかiかがance３
 4３The がeacheお will がell yoき yoきお cきおおenが gおade aが leaかが がhおee がimeか dきおing がhe かemeかがeお３ In addiがion１ yoきお gおadeか may alかo be poかがed おegきlaおly on Google

Claかかおoom３

『以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判定ばうえ，60 点 以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ』
 
Geneおal Gおade Caがegoおy Bおeakdown: 

 1) Paおがicipaがion and claかか acがiviがieか (10%) 
 2) Dialog peおfoおmance がeかがか (20%)

 2) Vocabきlaおy & Gおammaお Qきiげげeか (30%)
 3) Mid２かemeかがeお and End２of２かemeかがeお Review がeかがか (20%)

 4) Homewoおk aかかignmenがか (10%)
 5) Final examinaがion (10%)

 

80
Paおがicipaがion and claかか acがiviがieか (10%)１ Mid２かemeかがeお and End２of２
かemeかがeお Review がeかがか (20%)１ Vocabきlaおy & Gおammaお Qきiげげeか
(30%)１ and dialog peおfoおmance がeかがか (20%)

1１2１3 & 4

10 Homewoおk aかかignmenがか (10%) 1１2１3 & 4

0 none

10 Final examinaがion (10%) 1１2１3 & 4

0 none

Speaking of Childcaおe１ Peがeお Vincenが１ Naoko Nakaげaがo１ 2019１  Nan'きn２do１  ISBN: 978２4523178835

none

Noがeか:
1) Yoき will geが moおe infoおmaがion fおom がhe coきおかe がeacheお dきおing がhe でおかが claかか３ Thiか かyllabきか iか かきbjecが がo change３
Changeか will be annoきnced in claかか３

 詳細ぱ，初回授業時ねコース担当者きる説明します．こばシルバスぱ変更さゎろ可能性があれます．変更さゎた場合
ぱ，授業中ねお知るせします．

 2)If yoき aおe abかenが moおe がhan 4 がimeか wiがhoきが excきかe１ yoき cannoが おeceive cおediが３
 ４回以上⽋席すろな，単位を取得すろこながどくぬい．

 3) If yoき aおe laがe 3 がimeか１ iが will be coきnがed aか one abかence３
 遅刻３回ぱ，⽋席１回なしと認ゃろ．

 4) If yoき aおおive moおe がhan 30 minきがeか laがe がo a 90２minきがe claかか (oお 15 minきがeか laがe がo a 45２minきがe claかか) yoき may
かがきdy１ bきが yoき will be maおked aか abかenが３

 90分ば授業ば場合遅刻ぱ30分まどなし，そゎを超えと遅刻した場合ぱ，授業ね参加すろこなぱどくろが，⽋席扱いな
ぬろ．45分ば授業ば場合，遅刻ぱ15分まどなすろ．

 5) Be かきおe がo bおing all neceかかaおy maがeおialか wiがh yoき がo claかか３ In paおがicきlaお１ pleaかe bおing a
かmaおがphone４がableが４lapがop and make かきおe iが iか chaおged３ 

 授業ね必要ぬもばぱ持参すろこな，特ね充電済めばスムーナフォン，タヘレッナ，ノーナ型ビソコンぬにを必携ばこ
な．

 6) No laがe homewoおk oお aかかignmenがか will be accepがed３ 
 期⽇を過ぐた宿題ぱ評価さゎぬいばど，期⽇を守っと提出すろこな．

 7) BYOD ２ yoき will need a lapがop oお がableが in claかか３ A かmaおがphone iか noが かきiがable foお claかか acがiviがieか３
 BYOD ２ 授業どぱ，ノーナビソコンまたぱタヘレッナが必要どす．スムーナフォンぱ授業ね適しませア．

Maおk Wilmoが wilmoが@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

20001003 −

英語Ⅱ〔Baかic Conveおかaがion〕 演習

J３エチャー

J３エチャー

1年 2022年度後期 1単位

 基本教育科⽬  学修率

A そゎだゎの分野ねおけろ知識，技能等を体系的ね理解しといろ． -

B 習得した知識や技能等を実社会や職業ね結びてけと理解すろこなぎどくろ． -

C 他者なの良好ぬコミュニケーションを保てこなぎどくろ． 70%

D 実社会や職業⽣活ね必要なぬろスキル等を⾝ねてけといろ． -

E 獲得した情報を論理的ね分析すろこなぎどくろ． -

F ⾃⼰及び社会の課題を発⾒し，解決ね向けと取れ組むこなぎどくろ． -

G ⾃るを律しと⾏動すろ姿勢を持づといろ． -

H 他者を尊重し，他者な協調，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． -

I ⾃⼰の良⼼な社会規範ね則れ，誠実ね物事ね取れ組むこなぎどくろ． -

J 社会の⼀員なしとの⾃覚を持ち，主体的ね⾏動すろこなぎどくろ． -

The aim of がhiか coきおかe iか がo inがおodきce yoき がo がhe baかicか of Engliかh conveおかaがion in a kindeおgaおがen かeががing３ Dきおing each claかか１ yoき will がake paおが in
conveおかaがionか aboきが diffeおenが がopicか３ Someがimeか yoき will woおk in paiおか oお かmall gおoきpか１ bきが oがheお がimeか yoき will woおk on yoきお own oお in a whole claかか
acがiviがy３ Yoき aおe expecがed がo acがively paおがicipaがe in each acがiviがy３ The がexがbook inclきdeか example conveおかaがionか foお diffeおenが kindeおgaおがen かiがきaがionか and
will がeach yoき きかefきl phおaかeか and impoおがanが vocabきlaおy neceかかaおy foお inがeおacがing wiがh and がeaching in an eaおly childhood pおogおam３ Theおe will be おegきlaお
qきiげげeか and weekly homewoおk aかかignmenがか３ Yoき will need がo do aが leaかが 1 hoきお peお week of oきがかide かがきdieか１ かきch aか claかか pおepaおaがion and おeview３
Google Claかかおoom will be きかed foお aかかignmenがか and infoおmaがion aboきが がhiか coきおかe３

Aが がhe end of がhe coきおかe１ yoき will be able がo:
1 develop がhe abiliがy がo conveおかe aboきが vaおioきか eveおyday がopicか in ECP かeががingか３

 2 develop liかがening and かpeaking かkillか おelaがed がo eveおyday conveおかaがion in ECP かeががingか３
 3 leaおn vocabきlaおy eかかenがial foお conveおかing aboきが vaおioきか eveおyday がopicか in ECP かeががingか３ 

 4３ be able がo きかe baかic Engliかh gおammaお かがおきcがきおeか３

＋第1回－
テーム：Coきおかe oおienがaがion３ Google Claかかおoom oおienがaがion and explanaがion３ 

 内容・⽅法：Gおeeがingか and inがおodきcがionか３ 
 ＋第2回－

 テーム：Uniが 9: 
 内容・⽅法：Vocabきlaおy３ Speaking pおacがice３ Gおammaお woおkかheeがか３ 

 ＋第3回－
 テーム：Uniが 10: 

 内容・⽅法：Vocabきlaおy３ Speaking pおacがice３ Gおammaお woおkかheeがか３ 
 ＋第4回－

 テーム：Review of Uniがか 9 & 10
 内容・⽅法：Vocabきlaおy  and gおammaお おeview３ Skiがか and かpeaking dialogか

 ＋第5回－
 テーム：Uniが 11: 

 内容・⽅法：Vocabきlaおy３ Speaking pおacがice３ Gおammaお woおkかheeがか３ 
 ＋第6回－

 テーム：Uniが 12: 
 内容・⽅法：Vocabきlaおy３ Speaking pおacがice３ Gおammaお woおkかheeがか３ 

 ＋第7回－
 テーム：Review of Uniがか 11 & 12

 内容・⽅法：Vocabきlaおy  and gおammaお おeview３ Skiがか and かpeaking dialogか
 ＋第8回－

 テーム：Mid２かemeかがeお おeview
 内容・⽅法：Vocabきlaおy Qきiげ１ Gおammaお Qきiげ１ Review of かpeaking dialogか and Skiがか３ 



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

＋第9回－
テーム：Uniが 13: 

 内容・⽅法：Vocabきlaおy３ Speaking pおacがice３ Gおammaお woおkかheeがか３ 
 ＋第10回－

 テーム：Uniが 14: 
 内容・⽅法：Vocabきlaおy３ Speaking pおacがice３ Gおammaお woおkかheeがか３ 

 ＋第11回－
 テーム：Review of Uniがか 13 & 14

 内容・⽅法：Vocabきlaおy  and gおammaお おeview３ Skiがか and かpeaking dialogか
 ＋第12回－

 テーム：Uniが 15: 
 内容・⽅法：Vocabきlaおy３ Speaking pおacがice３ Gおammaお woおkかheeがか３ 

 ＋第13回－
 テーム：Review of Uniが 15 

 内容・⽅法：Vocabきlaおy  and gおammaお おeview３ Skiがか and かpeaking dialogか
 ＋第14回－

 テーム：End２of２かemeかがeお おeview
 内容・⽅法：Vocabきlaおy Qきiげ１ Gおammaお Qきiげ１ Review of かpeaking dialogか and Skiがか３ 

 ＋第15回－
 テーム：Review of がhe coきおかe

 内容・⽅法： Explanaがion of でnal がeかが３

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

Noがe:  Sがきdenがか aおe expecがed がo かpend appおoximaがely 30 minきがeか foお pおepaおaがion aかかignmenがか befoおe each claかか AND an addiがional 30 minきがeか foお
おeview aかかignmenがか afがeお each claかか３

 ＋第1回－
 ①事前学修課題：Bきy a がexがbook３ 

 ②事後学修課題：Bきy a がexがbook３ Review Uniが vocabきlaおy and かpeaking３
 ＋第2回－

 ①事前学修課題：Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ３ Check yoき did all yoきお HWK３ Review and memoおiげe がhe dialogか
 ②事後学修課題：Pおacがice and memoおiげe dialogか３ Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ and do gおammaお homewoおk

 ＋第3回－
 ①事前学修課題：Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ３ Check yoき did all yoきお HWK３ Review and memoおiげe がhe dialogか

 ②事後学修課題：Pおacがice and memoおiげe dialogか３ Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ and do gおammaお homewoおk３ 
 ＋第4回－

 ①事前学修課題：Check yoき did all yoきお HWK３ Pおepaおe foお がhe きniが おeview３
 ②事後学修課題：Do homewoおk aかかignmenがか３ 

 ＋第5回－
 ①事前学修課題：Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ３ Check yoき did all yoきお HWK３ Review and memoおiげe がhe dialogか

 ②事後学修課題：Pおacがice and memoおiげe dialogか３ Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ and do gおammaお homewoおk
 ＋第6回－

 ①事前学修課題：Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ３ Check yoき did all yoきお HWK３ Review and memoおiげe がhe dialogか
 ②事後学修課題：Pおacがice and memoおiげe dialogか３ Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ and do gおammaお homewoおk３ 

 ＋第7回－
 ①事前学修課題：Check yoき did all yoきお HWK３ Pおepaおe foお がhe きniが おeview３

 ②事後学修課題：Do homewoおk aかかignmenがか３ Pおepaおe foお がhe mid２かemeかがeお おeview３
 ＋第8回－

 ①事前学修課題：Geが おeady foお がhe mid２かemeかがeお おeview３ 
 ②事後学修課題：Do homewoおk aかかignmenがか

 ＋第9回－
 ①事前学修課題：Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ３ Check yoき did all yoきお HWK３ Review and memoおiげe がhe dialogか

 ②事後学修課題：Pおacがice and memoおiげe dialogか３ Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ and do gおammaお homewoおk
 ＋第10回－

 ①事前学修課題：Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ３ Check yoき did all yoきお HWK３ Review and memoおiげe がhe dialogか
 ②事後学修課題：Pおacがice and memoおiげe dialogか３ Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ and do gおammaお homewoおk３ 

 ＋第11回－
①事前学修課題：Check yoき did all yoきお HWK３ Pおepaおe foお がhe きniが おeview３

 ②事後学修課題：Do homewoおk aかかignmenがか３ 
 ＋第12回－

 ①事前学修課題：Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ３ Check yoき did all yoきお HWK３ Review and memoおiげe がhe dialogか
 ②事後学修課題：Pおacがice and memoおiげe dialogか３ Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ and do gおammaお homewoおk

 ＋第13回－
 ①事前学修課題：Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ３ Check yoき did all yoきお HWK３ Review and memoおiげe がhe dialogか

 ②事後学修課題：Pおacがice and memoおiげe dialogか３ Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ and do gおammaお homewoおk３ 
 ＋第14回－

 ①事前学修課題：Geが おeady foお がhe end２of２かemeかがeお おeview３
 ②事後学修課題：Do homewoおk aかかignmenがか３ 

 ＋第15回－
 ①事前学修課題：Review of がhe coきおかe３

 ②事後学修課題：Sきbmiが でnal examinaがion３



成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

1３ Feedback on aかかignmenがか will be pおovided おegきlaおly in claかか and via Google Claかかおoom３ 
2３ Oveおall coきおかe pおogおeかか and feedback will be given aが midがeおm and befoおe がhe でnal claかか３ 

 3３ Sがきdenがか can conがacが がheiお がeacheお foお an appoinがmenが if がhey need advice oお aかかiかがance３
 4３The がeacheお will がell yoき yoきお cきおおenが gおade aが leaかが がhおee がimeか dきおing がhe かemeかがeお３ In addiがion１ yoきお gおadeか may alかo be poかがed おegきlaおly on Google

Claかかおoom３

『以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判定ばうえ，60 点 以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ』
 
Geneおal Gおade Caがegoおy Bおeakdown: 

 1) Paおがicipaがion and claかか acがiviがieか (10%) 
 2) Dialog peおfoおmance がeかがか (20%)

 2) Vocabきlaおy & Gおammaお Qきiげげeか (30%)
 3) Mid２かemeかがeお and End２of２かemeかがeお Review がeかがか (20%)

 4) Homewoおk aかかignmenがか (10%)
 5) Final examinaがion (10%)

 

80
Paおがicipaがion and claかか acがiviがieか (10%)１ Mid２かemeかがeお and End２of２
かemeかがeお Review がeかがか (20%)１ Vocabきlaおy & Gおammaお Qきiげげeか
(30%)１ and dialog peおfoおmance がeかがか (20%)

1１2１3 & 4

10 Homewoおk aかかignmenがか (10%) 1１2１3 & 4

0 none

10 Final examinaがion (10%) 1１2１3 & 4

0 none

Speaking of Childcaおe１ Peがeお Vincenが１ Naoko Nakaげaがo１ 2019１  Nan'きn２do１  ISBN: 978２4523178835

Noがeか:
1) Yoき will geが moおe infoおmaがion fおom がhe coきおかe がeacheお dきおing がhe でおかが claかか３ Thiか かyllabきか iか かきbjecが がo change３
Changeか will be annoきnced in claかか３

 詳細ぱ，初回授業時ねコース担当者きる説明します．こばシルバスぱ変更さゎろ可能性があれます．変更さゎた場合
ぱ，授業中ねお知るせします．

 2) If yoき aおe abかenが moおe がhan 4 がimeか wiがhoきが excきかe１ yoき cannoが おeceive cおediが３
 ４回以上⽋席すろな，単位を取得すろこながどくぬい．

 3) If yoき aおe laがe 3 がimeか１ iが will be coきnがed aか one abかence３
 遅刻３回ぱ，⽋席１回なしと認ゃろ．

 4) If yoき aおおive moおe がhan 30 minきがeか laがe がo a 90２minきがe claかか (oお 15 minきがeか laがe がo a 45２minきがe claかか) yoき may
かがきdy１ bきが yoき will be maおked aか abかenが３

 90分ば授業ば場合遅刻ぱ30分まどなし，そゎを超えと遅刻した場合ぱ，授業ね参加すろこなぱどくろが，⽋席扱いな
ぬろ．45分ば授業ば場合，遅刻ぱ15分まどなすろ．

 5) Be かきおe がo bおing all neceかかaおy maがeおialか wiがh yoき がo claかか３ In paおがicきlaお１ pleaかe bおing a
かmaおがphone４がableが４lapがop and make かきおe iが iか chaおged３ 

 授業ね必要ぬもばぱ持参すろこな，特ね充電済めばスムーナフォン，タヘレッナ，ノーナ型ビソコンぬにを必携ばこ
な．

 6) No laがe homewoおk oお aかかignmenがか will be accepがed３ 
 期⽇を過ぐた宿題ぱ評価さゎぬいばど，期⽇を守っと提出すろこな．

 7) BYOD ２ yoき will need a lapがop oお がableが in claかか３ A かmaおがphone iか noが かきiがable foお claかか acがiviがieか３
 BYOD ２ 授業どぱ，ノーナビソコンまたぱタヘレッナが必要どす．スムーナフォンぱ授業ね適しませア．

Eceお Jiおi eceおjiおi@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

20001005 −

英語Ⅱ〔Baかic Conveおかaがion〕 演習

S３パティンゲ

S３パティンゲ

1年 2022年度後期 1単位

 基本教育科⽬  学修率

A そゎだゎの分野ねおけろ知識，技能等を体系的ね理解しといろ． -

B 習得した知識や技能等を実社会や職業ね結びてけと理解すろこなぎどくろ． -

C 他者なの良好ぬコミュニケーションを保てこなぎどくろ． 70%

D 実社会や職業⽣活ね必要なぬろスキル等を⾝ねてけといろ． -

E 獲得した情報を論理的ね分析すろこなぎどくろ． -

F ⾃⼰及び社会の課題を発⾒し，解決ね向けと取れ組むこなぎどくろ． -

G ⾃るを律しと⾏動すろ姿勢を持づといろ． -

H 他者を尊重し，他者な協調，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． -

I ⾃⼰の良⼼な社会規範ね則れ，誠実ね物事ね取れ組むこなぎどくろ． -

J 社会の⼀員なしとの⾃覚を持ち，主体的ね⾏動すろこなぎどくろ． -

The aim of がhiか coきおかe iか がo inがおodきce yoき がo がhe baかicか of Engliかh conveおかaがion in a kindeおgaおがen かeががing３ Dきおing each claかか１ yoき will がake paおが in
conveおかaがionか aboきが diffeおenが がopicか３ Someがimeか yoき will woおk in paiおか oお かmall gおoきpか１ bきが oがheお がimeか yoき will woおk on yoきお own oお in a whole claかか
acがiviがy３ Yoき aおe expecがed がo acがively paおがicipaがe in each acがiviがy３ The がexがbook inclきdeか example conveおかaがionか foお diffeおenが kindeおgaおがen かiがきaがionか and
will がeach yoき きかefきl phおaかeか and impoおがanが vocabきlaおy neceかかaおy foお inがeおacがing wiがh and がeaching in an eaおly childhood pおogおam３ Theおe will be おegきlaお
qきiげげeか and weekly homewoおk aかかignmenがか３ Yoき will need がo do aが leaかが 1 hoきお peお week of oきがかide かがきdieか１ かきch aか claかか pおepaおaがion and おeview３
Google Claかかおoom will be きかed foお aかかignmenがか and infoおmaがion aboきが がhiか coきおかe３

Aが がhe end of がhe coきおかe１ yoき will be able がo:
1 develop がhe abiliがy がo conveおかe aboきが vaおioきか eveおyday がopicか in ECP かeががingか３

 2 develop liかがening and かpeaking かkillか おelaがed がo eveおyday conveおかaがion in ECP かeががingか３
 3 leaおn vocabきlaおy eかかenがial foお conveおかing aboきが vaおioきか eveおyday がopicか in ECP かeががingか３ 

 4３ be able がo きかe baかic Engliかh gおammaお かがおきcがきおeか３

＋第1回－
テーム：Coきおかe oおienがaがion３ Google Claかかおoom oおienがaがion and explanaがion３

 内容・⽅法：Gおeeがingか and inがおodきcがionか３ 
 ＋第2回－

 テーム：Uniが 9: 
 内容・⽅法：Vocabきlaおy３ Speaking pおacがice３ Gおammaお woおkかheeがか３ 

 ＋第3回－
 テーム：Uniが 10: 

 内容・⽅法：Vocabきlaおy３ Speaking pおacがice３ Gおammaお woおkかheeがか３ 
 ＋第4回－

 テーム：Review of Uniがか 9 & 10
 内容・⽅法：Vocabきlaおy  and gおammaお おeview３ Skiがか and かpeaking dialogか

 ＋第5回－
 テーム：Uniが 11: 

 内容・⽅法：Vocabきlaおy３ Speaking pおacがice３ Gおammaお woおkかheeがか３ 
 ＋第6回－

 テーム：Uniが 12: 
 内容・⽅法：Vocabきlaおy３ Speaking pおacがice３ Gおammaお woおkかheeがか３ 

 ＋第7回－
 テーム：Review of Uniがか 11 & 12

 内容・⽅法：Vocabきlaおy  and gおammaお おeview３ Skiがか and かpeaking dialogか
 ＋第8回－

 テーム：Mid２かemeかがeお おeview
 内容・⽅法：Vocabきlaおy Qきiげ１ Gおammaお Qきiげ１ Review of かpeaking dialogか and Skiがか３ 



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

＋第9回－
テーム：Uniが 13: 

 内容・⽅法：Vocabきlaおy３ Speaking pおacがice３ Gおammaお woおkかheeがか３ 
 ＋第10回－

 テーム：Uniが 14: 
 内容・⽅法：Vocabきlaおy３ Speaking pおacがice３ Gおammaお woおkかheeがか３ 

 ＋第11回－
 テーム：Review of Uniがか 13 & 14

 内容・⽅法：Vocabきlaおy  and gおammaお おeview３ Skiがか and かpeaking dialogか
 ＋第12回－

 テーム：Uniが 15: 
 内容・⽅法：Vocabきlaおy３ Speaking pおacがice３ Gおammaお woおkかheeがか３ 

 ＋第13回－
 テーム：Review of Uniが 15 

 内容・⽅法：Vocabきlaおy  and gおammaお おeview３ Skiがか and かpeaking dialogか
 ＋第14回－

 テーム：End２of２かemeかがeお おeview
 内容・⽅法：Vocabきlaおy Qきiげ１ Gおammaお Qきiげ１ Review of かpeaking dialogか and Skiがか３ 

 ＋第15回－
 テーム：Review of がhe coきおかe

 内容・⽅法： Explanaがion of でnal がeかが３

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

Noがe:  Sがきdenがか aおe expecがed がo かpend appおoximaがely 30 minきがeか foお pおepaおaがion aかかignmenがか befoおe each claかか AND an addiがional 30 minきがeか foお
おeview aかかignmenがか afがeお each claかか３

 ＋第1回－
 ①事前学修課題：Bきy a がexがbook３ 

 ②事後学修課題：Bきy a がexがbook３ Review Uniが vocabきlaおy and かpeaking３
 ＋第2回－

 ①事前学修課題：Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ３ Check yoき did all yoきお HWK３ Review and memoおiげe がhe dialogか
 ②事後学修課題：Pおacがice and memoおiげe dialogか３ Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ and do gおammaお homewoおk

 ＋第3回－
 ①事前学修課題：Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ３ Check yoき did all yoきお HWK３ Review and memoおiげe がhe dialogか

 ②事後学修課題：Pおacがice and memoおiげe dialogか３ Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ and do gおammaお homewoおk３ 
 ＋第4回－

 ①事前学修課題：Check yoき did all yoきお HWK３ Pおepaおe foお がhe きniが おeview３
 ②事後学修課題：Do homewoおk aかかignmenがか３ 

 ＋第5回－
 ①事前学修課題：Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ３ Check yoき did all yoきお HWK３ Review and memoおiげe がhe dialogか

 ②事後学修課題：Pおacがice and memoおiげe dialogか３ Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ and do gおammaお homewoおk
 ＋第6回－

 ①事前学修課題：Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ３ Check yoき did all yoきお HWK３ Review and memoおiげe がhe dialogか
 ②事後学修課題：Pおacがice and memoおiげe dialogか３ Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ and do gおammaお homewoおk３ 

 ＋第7回－
 ①事前学修課題：Check yoき did all yoきお HWK３ Pおepaおe foお がhe きniが おeview３

 ②事後学修課題：Do homewoおk aかかignmenがか３ Pおepaおe foお がhe mid２かemeかがeお おeview３
 ＋第8回－

 ①事前学修課題：Geが おeady foお がhe mid２かemeかがeお おeview３ 
 ②事後学修課題：Do homewoおk aかかignmenがか

 ＋第9回－
 ①事前学修課題：Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ３ Check yoき did all yoきお HWK３ Review and memoおiげe がhe dialogか

 ②事後学修課題：Pおacがice and memoおiげe dialogか３ Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ and do gおammaお homewoおk
 ＋第10回－

 ①事前学修課題：Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ３ Check yoき did all yoきお HWK３ Review and memoおiげe がhe dialogか
 ②事後学修課題：Pおacがice and memoおiげe dialogか３ Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ and do gおammaお homewoおk３ 

 ＋第11回－
①事前学修課題：Check yoき did all yoきお HWK３ Pおepaおe foお がhe きniが おeview３

 ②事後学修課題：Do homewoおk aかかignmenがか３ 
 ＋第12回－

 ①事前学修課題：Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ３ Check yoき did all yoきお HWK３ Review and memoおiげe がhe dialogか
 ②事後学修課題：Pおacがice and memoおiげe dialogか３ Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ and do gおammaお homewoおk

 ＋第13回－
 ①事前学修課題：Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ３ Check yoき did all yoきお HWK３ Review and memoおiげe がhe dialogか

 ②事後学修課題：Pおacがice and memoおiげe dialogか３ Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ and do gおammaお homewoおk３ 
 ＋第14回－

 ①事前学修課題：Geが おeady foお がhe end２of２かemeかがeお おeview３
 ②事後学修課題：Do homewoおk aかかignmenがか３ 

 ＋第15回－
 ①事前学修課題：Review of がhe coきおかe３

 ②事後学修課題：Sきbmiが でnal examinaがion３



成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

1３ Feedback on aかかignmenがか will be pおovided おegきlaおly in claかか and via Google Claかかおoom３ 
2３ Oveおall coきおかe pおogおeかか and feedback will be given aが midがeおm and befoおe がhe でnal claかか３ 

 3３ Sがきdenがか can conがacが がheiお がeacheお foお an appoinがmenが if がhey need advice oお aかかiかがance３
 4３The がeacheお will がell yoき yoきお cきおおenが gおade aが leaかが がhおee がimeか dきおing がhe かemeかがeお３ In addiがion１ yoきお gおadeか may alかo be poかがed おegきlaおly on Google

Claかかおoom３

『以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判定ばうえ，60 点 以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ』
 
Geneおal Gおade Caがegoおy Bおeakdown: 

 1) Paおがicipaがion and claかか acがiviがieか (10%) 
 2) Dialog peおfoおmance がeかがか (20%)

 2) Vocabきlaおy & Gおammaお Qきiげげeか (30%)
 3) Mid２かemeかがeお and End２of２かemeかがeお Review がeかがか (20%)

 4) Homewoおk aかかignmenがか (10%)
 5) Final examinaがion (10%)

 

80
Paおがicipaがion and claかか acがiviがieか (10%)１ Mid２かemeかがeお and End２of２
かemeかがeお Review がeかがか (20%)１ Vocabきlaおy & Gおammaお Qきiげげeか
(30%)１ and dialog peおfoおmance がeかがか (20%)

1１2１3 & 4

10 Homewoおk aかかignmenがか (10%) 1１2１3 & 4

0 none

10 Final examinaがion (10%) 1１2１3 & 4

0 none

Speaking of Childcaおe１ Peがeお Vincenが１ Naoko Nakaげaがo１ 2019１  Nan'きn２do１  ISBN: 978２4523178835

none

Noがeか:
1) Yoき will geが moおe infoおmaがion fおom がhe coきおかe がeacheお dきおing がhe でおかが claかか３ Thiか かyllabきか iか かきbjecが がo change３
Changeか will be annoきnced in claかか３

 詳細ぱ，初回授業時ねコース担当者きる説明します．こばシルバスぱ変更さゎろ可能性があれます．変更さゎた場合
ぱ，授業中ねお知るせします．

 2) If yoき aおe abかenが moおe がhan 4 がimeか wiがhoきが excきかe１ yoき cannoが おeceive cおediが３
 ４回以上⽋席すろな，単位を取得すろこながどくぬい．

 3) If yoき aおe laがe 3 がimeか１ iが will be coきnがed aか one abかence３
 遅刻３回ぱ，⽋席１回なしと認ゃろ．

 4) If yoき aおおive moおe がhan 30 minきがeか laがe がo a 90２minきがe claかか (oお 15 minきがeか laがe がo a 45２minきがe claかか) yoき may
かがきdy１ bきが yoき will be maおked aか abかenが３

 90分ば授業ば場合遅刻ぱ30分まどなし，そゎを超えと遅刻した場合ぱ，授業ね参加すろこなぱどくろが，⽋席扱いな
ぬろ．45分ば授業ば場合，遅刻ぱ15分まどなすろ．

 5) Be かきおe がo bおing all neceかかaおy maがeおialか wiがh yoき がo claかか３ In paおがicきlaお１ pleaかe bおing a
かmaおがphone４がableが４lapがop and make かきおe iが iか chaおged３ 

 授業ね必要ぬもばぱ持参すろこな，特ね充電済めばスムーナフォン，タヘレッナ，ノーナ型ビソコンぬにを必携ばこ
な．

 6) No laがe homewoおk oお aかかignmenがか will be accepがed３ 
 期⽇を過ぐた宿題ぱ評価さゎぬいばど，期⽇を守っと提出すろこな．

 7) BYOD ２ yoき will need a lapがop oお がableが in claかか３ A かmaおがphone iか noが かきiがable foお claかか acがiviがieか３
 BYOD ２ 授業どぱ，ノーナビソコンまたぱタヘレッナが必要どす．スムーナフォンぱ授業ね適しませア．

Haががingh Sがephen かがevedh@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

20001007 −

英語Ⅱ〔Baかic Conveおかaがion〕 演習

O３J３クワー

O３J３クワー

1年 2022年度後期 1単位

 基本教育科⽬  学修率

A そゎだゎの分野ねおけろ知識，技能等を体系的ね理解しといろ． -

B 習得した知識や技能等を実社会や職業ね結びてけと理解すろこなぎどくろ． -

C 他者なの良好ぬコミュニケーションを保てこなぎどくろ． 70%

D 実社会や職業⽣活ね必要なぬろスキル等を⾝ねてけといろ． -

E 獲得した情報を論理的ね分析すろこなぎどくろ． -

F ⾃⼰及び社会の課題を発⾒し，解決ね向けと取れ組むこなぎどくろ． -

G ⾃るを律しと⾏動すろ姿勢を持づといろ． -

H 他者を尊重し，他者な協調，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． -

I ⾃⼰の良⼼な社会規範ね則れ，誠実ね物事ね取れ組むこなぎどくろ． -

J 社会の⼀員なしとの⾃覚を持ち，主体的ね⾏動すろこなぎどくろ． -

The aim of がhiか coきおかe iか がo inがおodきce yoき がo がhe baかicか of Engliかh conveおかaがion３ Dきおing each claかか１ yoき will がake paおが in conveおかaがionか aboきが diffeおenが
がopicか３ Someがimeか yoき will woおk in paiおか oお かmall gおoきpか１ bきが oがheお がimeか yoき will woおk on yoきお own oお in a whole claかか acがiviがy３ Yoき aおe expecがed がo
acがively paおがicipaがe in each acがiviがy３ The がexがbook inclきdeか example conveおかaがionか foお diffeおenが かiがきaがionか and will がeach yoき きかefきl phおaかeか and
impoおがanが vocabきlaおy３ Theおe will be おegきlaお qきiげげeか and weekly homewoおk aかかignmenがか３ Yoき will need がo do aが leaかが 1 hoきお peお week of oきがかide かがきdieか１
かきch aか claかか pおepaおaがion and おeview３ Google Claかかおoom will be きかed foお aかかignmenがか and infoおmaがion aboきが がhiか coきおかe３

Aが がhe end of がhe coきおかe１ yoき will be able がo:
1 develop がhe abiliがy がo conveおかe aboきが vaおioきか eveおyday がopicか３

 2 develop liかがening and かpeaking かkillか おelaがed がo eveおyday conveおかaがion３
 3 leaおn vocabきlaおy eかかenがial foお conveおかing aboきが vaおioきか eveおyday がopicか３

＋第1回－
テーム：Coきおかe oおienがaがion３ Google Claかかおoom oおienがaがion and explanaがion３

 内容・⽅法：Vocabきlaおy bきilding; Liかがening３ Uniが 7 Dialog & paiお woおk３ 
 ＋第2回－

 テーム：Uniが 7: I love weekendか!
 内容・⽅法：Vocabきlaおy おeview qきiげ３ Uniが 7 Dialog pおacがice and memoおiげaがion３ Langきage Check (gおammaお)３ Gおoきp Woおk３ Real かがoおieか (おeading)３ HWK

Uniが がeかが３
＋第3回－

 テーム：Uniが 8: Leが'か eaが!
 内容・⽅法：Vocabきlaおy bきilding; Liかがening３ Uniが 8 Dialog & paiお woおk３ 

 ＋第4回－
 テーム：Uniが 8: Leが'か eaが!

 内容・⽅法：Vocabきlaおy おeview qきiげ３ Uniが 7 & 8 Dialog pおacがice and memoおiげaがion３ Langきage Check (gおammaお)３ Gおoきp Woおk３ Real かがoおieか (おeading)３
HWK ２ Uniが がeかが

 ＋第5回－
 テーム：Review & Dialog Peおfoおmance Teかがか (Uniがか 7１8)

 内容・⽅法： Pおacがice がeかが Uniがか 7 & 8３ Uniが 7 & 8 Gameか
 ＋第6回－

 テーム： Uniが 9: I おeally enjoy iが!
 内容・⽅法：Vocabきlaおy bきilding; Liかがening３ Uniが 9 Dialog & paiお woおk３ 

 ＋第7回－
 テーム： Uniが 9: I おeally enjoy iが!

 内容・⽅法：Vocabきlaおy おeview qきiげ３ Uniが 9 Dialog pおacがice and memoおiげaがion３ Langきage Check (gおammaお)３ Gおoきp Woおk３ Real かがoおieか (おeading)３ HWK ２
Uniが がeかが３
＋第8回－

 テーム： Uniが 10: welcome がo my home３



事前事後ば学習

内容・⽅法：Vocabきlaおy bきilding; Liかがening３ Uniが 10 Dialog & paiお woおk３ 
＋第9回－

 テーム：Uniが 10: welcome がo my home３
 内容・⽅法：Vocabきlaおy おeview qきiげ３ Uniが 10 Dialog pおacがice and memoおiげaがion３ Langきage Check (gおammaお)３ Gおoきp Woおk３ Real かがoおieか (おeading)３ HWK ２

Uniが がeかが３
＋第10回－

 テーム：Review & Dialog Peおfoおmance Teかがか (Uniがか 9１ 10)
 内容・⽅法： Pおacがice がeかが Uniがか 9 & 10３ Uniが 9 & 10 Gameか

 ＋第11回－
 テーム： Uniが 11: Wheおe did yoき go?

 内容・⽅法：Vocabきlaおy bきilding; Liかがening３ Uniが 11 Dialog & paiお woおk３ 
 ＋第12回－

 テーム：Uniが 11: Wheおe did yoき go?
 内容・⽅法：Vocabきlaおy おeview qきiげ３ Uniが 11 Dialog pおacがice and memoおiげaがion３ Langきage Check (gおammaお)３ Gおoきp Woおk３ Real かがoおieか (おeading)３ HWK ２

Uniが がeかが３
＋第13回－

 テーム： Uniが 12: Will I be famoきか?
 内容・⽅法：Vocabきlaおy bきilding; Liかがening３ Uniが 12 Dialog & paiお woおk３ 

 ＋第14回－
 テーム：Uniが 12: Will I be famoきか?

 内容・⽅法：Vocabきlaおy おeview qきiげ３ Uniが 12 Dialog pおacがice and memoおiげaがion３ Langきage Check (gおammaお)３ Gおoきp Woおk３ Real かがoおieか (おeading)３ HWK ２
Uniが がeかが３
＋第15回－

 テーム：Review & Dialog Peおfoおmance Teかがか (Uniがか 11１ 12)
 内容・⽅法： Pおacがice がeかが Uniがか 11 & 12３ Uniが 11 & 12 Gameか３ Explanaがion of でnal がeかが３

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

Noがe:  Sがきdenがか aおe expecがed がo かpend appおoximaがely 30 minきがeか foお pおepaおaがion aかかignmenがか befoおe each claかか AND an addiがional 30 minきがeか foお
おeview aかかignmenがか afがeお each claかか３

 ＋第1回－
 ①事前学修課題：Bきy a がexがbook３ 

 ②事後学修課題：Bきy a がexがbook３ Do HWK aかかignmenがか & Pおacがice Dialog 7
 ＋第2回－

 ①事前学修課題：Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ３ Check yoき did all yoきお HWK３ Read がhe Real Sがoおieか paかかage３
 ②事後学修課題：Pおacがice and memoおiげe dialog 7３ Do がhe きniが がeかが３

 ＋第3回－
 ①事前学修課題：Check yoき did all yoきお HWK３ Read Uniが 8 Vocabきlaおy and おead dialog 8３  Pおacがice dialog 7３

 ②事後学修課題：Pおacがice and memoおiげe dialog 8３ 
 ＋第4回－

 ①事前学修課題：Check yoき did all yoきお HWK３ Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ３  Read がhe Real Sがoおieか paかかage３
 ②事後学修課題：Pおacがice and memoおiげe dialogか 7 & 8３ Do がhe きniが がeかが３ 

 ＋第5回－
 ①事前学修課題：Review Uniが 7 & 8 foお a がeかが３ Pおacがice and memoおiげe dialogか 7 & 8 foお a がeかが３ 

 ②事後学修課題：Do HWK aかかignmenがか３
 ＋第6回－

 ①事前学修課題：Check yoき did all yoきお HWK３ Read Uniが 9 Vocabきlaおy and dialog 9３
 ②事後学修課題：Pおacがice and memoおiげe dialog 9３ 

 ＋第7回－
 ①事前学修課題：Check yoき did all yoきお HWK３ Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ３  Read がhe Real Sがoおieか paかかage３

 ②事後学修課題：Pおacがice and memoおiげe dialog 9３ Do がhe きniが がeかが３ 
 ＋第8回－

 ①事前学修課題：Check yoき did all yoきお HWK３ Read Uniが 10 Vocabきlaおy and dialog 10３ Pおacがice dialog 9３
 ②事後学修課題：Pおacがice and memoおiげe dialog 10３ 

 ＋第9回－
 ①事前学修課題：Check yoき did all yoきお HWK３ Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ３  Read がhe Real Sがoおieか paかかage３

 ②事後学修課題：Pおacがice and memoおiげe dialogか 9 & 10３ Do がhe きniが がeかが３ 
 ＋第10回－

 ①事前学修課題：Review Uniが 3 & 4 foお a がeかが３ Pおacがice and memoおiげe dialogか 9 & 10 foお a がeかが３ 
 ②事後学修課題：Do HWK aかかignmenがか３

 ＋第11回－
①事前学修課題：Check yoき did all yoきお HWK３ Read Uniが 11 Vocabきlaおy and dialog 11３

 ②事後学修課題：Pおacがice and memoおiげe dialog 11３ 
 ＋第12回－

 ①事前学修課題：Check yoき did all yoきお HWK３ Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ３  Read がhe Real Sがoおieか paかかage３
 ②事後学修課題：Pおacがice and memoおiげe dialog 11３ Do がhe きniが がeかが３ 

 ＋第13回－
 ①事前学修課題：Check yoき did all yoきお HWK３ Read Uniが 12 Vocabきlaおy and dialog 12３ Pおacがice dialog 11３

 ②事後学修課題：Pおacがice and memoおiげe dialog 12３ 
 ＋第14回－

 ①事前学修課題：Check yoき did all yoきお HWK３ Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ３  Read がhe Real Sがoおieか paかかage３
 ②事後学修課題：Pおacがice and memoおiげe dialogか 11 & 12３ Do がhe きniが がeかが３ 

 ＋第15回－



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

①事前学修課題：Review Uniが 11 & 12 foお a がeかが３ Pおacがice and memoおiげe dialogか 11 & 12 foお a がeかが３ 
②事後学修課題：Do HWK aかかignmenがか３ Sきbmiが がhe でnal examinaがion３

1３ Feedback on aかかignmenがか will be pおovided おegきlaおly in claかか and via Google Claかかおoom３ 
2３ Oveおall coきおかe pおogおeかか and feedback will be given aが midがeおm and befoおe がhe でnal claかか３ 

 3３ Sがきdenがか can conがacが がheiお がeacheお foお an appoinがmenが if がhey need advice oお aかかiかがance３
 4３The がeacheお will がell yoき yoきお cきおおenが gおade aが leaかが がhおee がimeか dきおing がhe かemeかがeお３ In addiがion１ yoきお gおadeか may alかo be poかがed おegきlaおly on Google

Claかかおoom３

『以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判定ばうえ，60 点 以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ』
 
Geneおal Gおade Caがegoおy Bおeakdown: 

 1) Paおがicipaがion and claかか acがiviがieか (10%) 
 2) Dialog peおfoおmance がeかがか (30%)

 2) Homewoおk and きniが がeかがか (20%)
 3) 3 Review がeかがか (30%)

 4) Final examinaがion (10%)
 

70 Paおがicipaがion and claかか acがiviがieか (10%)１ 3 きniが おeview がeかがか (30%)
and dialog peおfoおmance がeかがか (30%) 1１2１ & 3

20 Homewoおk and きniが がeかがか (20%) 1１2 & 3

0 none

10 Final examinaがion (10%) 1１2 & 3

0 none

Engliかh Fiおかがhand Acceかか wiがh MyMobile Woおld (2018 5がh ediがion)１ Maおc Helgeかen１ Sがeven Bおown１ John Wilがかhieお１
Peaおかon Longman１ ISBN: 978２9813130203

none

Noがeか:
1) Yoき will geが moおe infoおmaがion fおom がhe coきおかe がeacheお dきおing がhe でおかが claかか３ Thiか かyllabきか iか かきbjecが がo change３
Changeか will be annoきnced in claかか３

 詳細ぱ，初回授業時ねコース担当者きる説明します．こばシルバスぱ変更さゎろ可能性があれます．変更さゎた場合
ぱ，授業中ねお知るせします．

 2) If yoき aおe abかenが moおe がhan 4 がimeか wiがhoきが excきかe１ yoき cannoが おeceive cおediが３
 ４回以上⽋席すろな，単位を取得すろこながどくぬい．

 3) If yoき aおe laがe 3 がimeか１ iが will be coきnがed aか one abかence３
 遅刻３回ぱ，⽋席１回なしと認ゃろ．

 4) If yoき aおおive moおe がhan 30 minきがeか laがe がo a 90２minきがe claかか (oお 15 minきがeか laがe がo a 45２minきがe claかか) yoき may
かがきdy１ bきが yoき will be maおked aか abかenが３

 90分ば授業ば場合遅刻ぱ30分まどなし，そゎを超えと遅刻した場合ぱ，授業ね参加すろこなぱどくろが，⽋席扱いな
ぬろ．45分ば授業ば場合，遅刻ぱ15分まどなすろ．

 5) Be かきおe がo bおing all neceかかaおy maがeおialか wiがh yoき がo claかか３ In paおがicきlaお１ pleaかe bおing a
かmaおがphone４がableが４lapがop and make かきおe iが iか chaおged３ 

 授業ね必要ぬもばぱ持参すろこな，特ね充電済めばスムーナフォン，タヘレッナ，ノーナ型ビソコンぬにを必携ばこ
な．

 6) No laがe homewoおk oお aかかignmenがか will be accepがed３ 
 期⽇を過ぐた宿題ぱ評価さゎぬいばど，期⽇を守っと提出すろこな．

 7) BYOD ２ yoき will need a lapがop oお がableが in claかか３ A かmaおがphone iか noが かきiがable foお claかか acがiviがieか３
 BYOD ２ 授業どぱ，ノーナビソコンまたぱタヘレッナが必要どす．スムーナフォンぱ授業ね適しませア．

Cおowe Owen John cおowe@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

20001008 −

英語Ⅱ〔Baかic Conveおかaがion〕 演習

B３スレーター

B３スレーター

1年 2022年度後期 1単位

 基本教育科⽬  学修率

A そゎだゎの分野ねおけろ知識，技能等を体系的ね理解しといろ． -

B 習得した知識や技能等を実社会や職業ね結びてけと理解すろこなぎどくろ． -

C 他者なの良好ぬコミュニケーションを保てこなぎどくろ． 70%

D 実社会や職業⽣活ね必要なぬろスキル等を⾝ねてけといろ． -

E 獲得した情報を論理的ね分析すろこなぎどくろ． -

F ⾃⼰及び社会の課題を発⾒し，解決ね向けと取れ組むこなぎどくろ． -

G ⾃るを律しと⾏動すろ姿勢を持づといろ． -

H 他者を尊重し，他者な協調，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． -

I ⾃⼰の良⼼な社会規範ね則れ，誠実ね物事ね取れ組むこなぎどくろ． -

J 社会の⼀員なしとの⾃覚を持ち，主体的ね⾏動すろこなぎどくろ． -

The aim of がhiか coきおかe iか がo inがおodきce yoき がo がhe baかicか of Engliかh conveおかaがion３ Dきおing each claかか１ yoき will がake paおが in conveおかaがionか aboきが diffeおenが
がopicか３ Someがimeか yoき will woおk in paiおか oお かmall gおoきpか１ bきが oがheお がimeか yoき will woおk on yoきお own oお in a whole claかか acがiviがy３ Yoき aおe expecがed がo
acがively paおがicipaがe in each acがiviがy３ The がexがbook inclきdeか example conveおかaがionか foお diffeおenが かiがきaがionか and will がeach yoき きかefきl phおaかeか and
impoおがanが vocabきlaおy３ Theおe will be おegきlaお qきiげげeか and weekly homewoおk aかかignmenがか３ Yoき will need がo do aが leaかが 1 hoきお peお week of oきがかide かがきdieか１
かきch aか claかか pおepaおaがion and おeview３ Google Claかかおoom will be きかed foお aかかignmenがか and infoおmaがion aboきが がhiか coきおかe３

Aが がhe end of がhe coきおかe１ yoき will be able がo:
1 develop がhe abiliがy がo conveおかe aboきが vaおioきか eveおyday がopicか３

 2 develop liかがening and かpeaking かkillか おelaがed がo eveおyday conveおかaがion３
 3 leaおn vocabきlaおy eかかenがial foお conveおかing aboきが vaおioきか eveおyday がopicか３

＋第1回－
テーム：Coきおかe oおienがaがion３ Google Claかかおoom oおienがaがion and explanaがion３ 

 内容・⽅法：Vocabきlaおy bきilding; Liかがening３ Uniが 7 Dialog & paiお woおk３ 
 ＋第2回－

 テーム：Uniが 7: I love weekendか!
 内容・⽅法：Vocabきlaおy おeview qきiげ３ Uniが 7 Dialog pおacがice and memoおiげaがion３ Langきage Check (gおammaお)３ Gおoきp Woおk３ Real かがoおieか (おeading)３ HWK

Uniが がeかが３
＋第3回－

 テーム：Uniが 8: Leが'か eaが!
 内容・⽅法：Vocabきlaおy bきilding; Liかがening３ Uniが 8 Dialog & paiお woおk３ 

 ＋第4回－
 テーム：Uniが 8: Leが'か eaが!

 内容・⽅法：Vocabきlaおy おeview qきiげ３ Uniが 7 & 8 Dialog pおacがice and memoおiげaがion３ Langきage Check (gおammaお)３ Gおoきp Woおk３ Real かがoおieか (おeading)３
HWK ２ Uniが がeかが

 ＋第5回－
 テーム：Review & Dialog Peおfoおmance Teかがか (Uniがか 7１8)

 内容・⽅法： Pおacがice がeかが Uniがか 7 & 8３ Uniが 7 & 8 Gameか
 ＋第6回－

 テーム： Uniが 9: I おeally enjoy iが!
 内容・⽅法：Vocabきlaおy bきilding; Liかがening３ Uniが 9 Dialog & paiお woおk３ 

 ＋第7回－
 テーム： Uniが 9: I おeally enjoy iが!

 内容・⽅法：Vocabきlaおy おeview qきiげ３ Uniが 9 Dialog pおacがice and memoおiげaがion３ Langきage Check (gおammaお)３ Gおoきp Woおk３ Real かがoおieか (おeading)３ HWK ２
Uniが がeかが３
＋第8回－

 テーム： Uniが 10: welcome がo my home３



事前事後ば学習

内容・⽅法：Vocabきlaおy bきilding; Liかがening３ Uniが 10 Dialog & paiお woおk３ 
＋第9回－

 テーム：Uniが 10: welcome がo my home３
 内容・⽅法：Vocabきlaおy おeview qきiげ３ Uniが 10 Dialog pおacがice and memoおiげaがion３ Langきage Check (gおammaお)３ Gおoきp Woおk３ Real かがoおieか (おeading)３ HWK ２

Uniが がeかが３
＋第10回－

 テーム：Review & Dialog Peおfoおmance Teかがか (Uniがか 9１ 10)
 内容・⽅法： Pおacがice がeかが Uniがか 9 & 10３ Uniが 9 & 10 Gameか

 ＋第11回－
 テーム： Uniが 11: Wheおe did yoき go?

 内容・⽅法：Vocabきlaおy bきilding; Liかがening３ Uniが 11 Dialog & paiお woおk３ 
 ＋第12回－

 テーム：Uniが 11: Wheおe did yoき go?
 内容・⽅法：Vocabきlaおy おeview qきiげ３ Uniが 11 Dialog pおacがice and memoおiげaがion３ Langきage Check (gおammaお)３ Gおoきp Woおk３ Real かがoおieか (おeading)３ HWK ２

Uniが がeかが３
＋第13回－

 テーム： Uniが 12: Will I be famoきか?
 内容・⽅法：Vocabきlaおy bきilding; Liかがening３ Uniが 12 Dialog & paiお woおk３ 

 ＋第14回－
 テーム：Uniが 12: Will I be famoきか?

 内容・⽅法：Vocabきlaおy おeview qきiげ３ Uniが 12 Dialog pおacがice and memoおiげaがion３ Langきage Check (gおammaお)３ Gおoきp Woおk３ Real かがoおieか (おeading)３ HWK ２
Uniが がeかが３
＋第15回－

 テーム：Review & Dialog Peおfoおmance Teかがか (Uniがか 11１ 12)
 内容・⽅法： Pおacがice がeかが Uniがか 11 & 12３ Uniが 11 & 12 Gameか３ Explanaがion of でnal がeかが３

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

Noがe:  Sがきdenがか aおe expecがed がo かpend appおoximaがely 30 minきがeか foお pおepaおaがion aかかignmenがか befoおe each claかか AND an addiがional 30 minきがeか foお
おeview aかかignmenがか afがeお each claかか３

 ＋第1回－
 ①事前学修課題：Bきy a がexがbook３ 

 ②事後学修課題：Bきy a がexがbook３ Do HWK aかかignmenがか & Pおacがice Dialog 7
 ＋第2回－

 ①事前学修課題：Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ３ Check yoき did all yoきお HWK３ Read がhe Real Sがoおieか paかかage３
 ②事後学修課題：Pおacがice and memoおiげe dialog 7３ Do がhe きniが がeかが３

 ＋第3回－
 ①事前学修課題：Check yoき did all yoきお HWK３ Read Uniが 8 Vocabきlaおy and おead dialog 8３  Pおacがice dialog 7３

 ②事後学修課題：Pおacがice and memoおiげe dialog 8３ 
 ＋第4回－

 ①事前学修課題：Check yoき did all yoきお HWK３ Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ３  Read がhe Real Sがoおieか paかかage３
 ②事後学修課題：Pおacがice and memoおiげe dialogか 7 & 8３ Do がhe きniが がeかが３ 

 ＋第5回－
 ①事前学修課題：Review Uniが 7 & 8 foお a がeかが３ Pおacがice and memoおiげe dialogか 7 & 8 foお a がeかが３ 

 ②事後学修課題：Do HWK aかかignmenがか３
 ＋第6回－

 ①事前学修課題：Check yoき did all yoきお HWK３ Read Uniが 9 Vocabきlaおy and dialog 9３
 ②事後学修課題：Pおacがice and memoおiげe dialog 9３ 

 ＋第7回－
 ①事前学修課題：Check yoき did all yoきお HWK３ Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ３  Read がhe Real Sがoおieか paかかage３

 ②事後学修課題：Pおacがice and memoおiげe dialog 9３ Do がhe きniが がeかが３ 
 ＋第8回－

 ①事前学修課題：Check yoき did all yoきお HWK３ Read Uniが 10 Vocabきlaおy and dialog 10３ Pおacがice dialog 9３
 ②事後学修課題：Pおacがice and memoおiげe dialog 10３ 

 ＋第9回－
 ①事前学修課題：Check yoき did all yoきお HWK３ Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ３  Read がhe Real Sがoおieか paかかage３

 ②事後学修課題：Pおacがice and memoおiげe dialogか 9 & 10３ Do がhe きniが がeかが３ 
 ＋第10回－

 ①事前学修課題：Review Uniが 3 & 4 foお a がeかが３ Pおacがice and memoおiげe dialogか 9 & 10 foお a がeかが３ 
 ②事後学修課題：Do HWK aかかignmenがか３

 ＋第11回－
①事前学修課題：Check yoき did all yoきお HWK３ Read Uniが 11 Vocabきlaおy and dialog 11３

 ②事後学修課題：Pおacがice and memoおiげe dialog 11３ 
 ＋第12回－

 ①事前学修課題：Check yoき did all yoきお HWK３ Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ３  Read がhe Real Sがoおieか paかかage３
 ②事後学修課題：Pおacがice and memoおiげe dialog 11３ Do がhe きniが がeかが３ 

 ＋第13回－
 ①事前学修課題：Check yoき did all yoきお HWK３ Read Uniが 12 Vocabきlaおy and dialog 12３ Pおacがice dialog 11３

 ②事後学修課題：Pおacがice and memoおiげe dialog 12３ 
 ＋第14回－

 ①事前学修課題：Check yoき did all yoきお HWK３ Sがきdy foお vocabきlaおy qきiげ３  Read がhe Real Sがoおieか paかかage３
 ②事後学修課題：Pおacがice and memoおiげe dialogか 11 & 12３ Do がhe きniが がeかが３ 

 ＋第15回－



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

①事前学修課題：Review Uniが 11 & 12 foお a がeかが３ Pおacがice and memoおiげe dialogか 11 & 12 foお a がeかが３ 
②事後学修課題：Do HWK aかかignmenがか３ Sきbmiが がhe でnal examinaがion３

1３ Feedback on aかかignmenがか will be pおovided おegきlaおly in claかか and via Google Claかかおoom３ 
2３ Oveおall coきおかe pおogおeかか and feedback will be given aが midがeおm and befoおe がhe でnal claかか３ 

 3３ Sがきdenがか can conがacが がheiお がeacheお foお an appoinがmenが if がhey need advice oお aかかiかがance３
 4３The がeacheお will がell yoき yoきお cきおおenが gおade aが leaかが がhおee がimeか dきおing がhe かemeかがeお３ In addiがion１ yoきお gおadeか may alかo be poかがed おegきlaおly on Google

Claかかおoom３

『以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判定ばうえ，60 点 以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ』
 
Geneおal Gおade Caがegoおy Bおeakdown: 

 1) Paおがicipaがion and claかか acがiviがieか (10%) 
 2) Dialog peおfoおmance がeかがか (30%)

 2) Homewoおk and きniが がeかがか (20%)
 3) 3 Review がeかがか (30%)

 4) Final examinaがion (10%)
 

70 Paおがicipaがion and claかか acがiviがieか (10%)１ 3 きniが おeview がeかがか (30%)
and dialog peおfoおmance がeかがか (30%) 1１2１ & 3

20 Homewoおk and きniが がeかがか (20%) 1１2 & 3

0 none

10 Final examinaがion (10%) 1１2 & 3

0 none

Engliかh Fiおかがhand Acceかか wiがh MyMobile Woおld (2018 5がh ediがion)１ Maおc Helgeかen１ Sがeven Bおown１ John Wilがかhieお１
Peaおかon Longman１ ISBN: 978２9813130203

none

Noがeか:
1) Yoき will geが moおe infoおmaがion fおom がhe coきおかe がeacheお dきおing がhe でおかが claかか３ Thiか かyllabきか iか かきbjecが がo change３
Changeか will be annoきnced in claかか３

 詳細ぱ，初回授業時ねコース担当者きる説明します．こばシルバスぱ変更さゎろ可能性があれます．変更さゎた場合
ぱ，授業中ねお知るせします．

 2) If yoき aおe abかenが moおe がhan 4 がimeか wiがhoきが excきかe１ yoき cannoが おeceive cおediが３
 ４回以上⽋席すろな，単位を取得すろこながどくぬい．

 3) If yoき aおe laがe 3 がimeか１ iが will be coきnがed aか one abかence３
 遅刻３回ぱ，⽋席１回なしと認ゃろ．

 4) If yoき aおおive moおe がhan 30 minきがeか laがe がo a 90２minきがe claかか (oお 15 minきがeか laがe がo a 45２minきがe claかか) yoき may
かがきdy１ bきが yoき will be maおked aか abかenが３

 90分ば授業ば場合遅刻ぱ30分まどなし，そゎを超えと遅刻した場合ぱ，授業ね参加すろこなぱどくろが，⽋席扱いな
ぬろ．45分ば授業ば場合，遅刻ぱ15分まどなすろ．

 5) Be かきおe がo bおing all neceかかaおy maがeおialか wiがh yoき がo claかか３ In paおがicきlaお１ pleaかe bおing a
かmaおがphone４がableが４lapがop and make かきおe iが iか chaおged３ 

 授業ね必要ぬもばぱ持参すろこな，特ね充電済めばスムーナフォン，タヘレッナ，ノーナ型ビソコンぬにを必携ばこ
な．

 6) No laがe homewoおk oお aかかignmenがか will be accepがed３ 
 期⽇を過ぐた宿題ぱ評価さゎぬいばど，期⽇を守っと提出すろこな．

 7) BYOD ２ yoき will need a lapがop oお がableが in claかか３ A かmaおがphone iか noが かきiがable foお claかか acがiviがieか３
 BYOD ２ 授業どぱ，ノーナビソコンまたぱタヘレッナが必要どす．スムーナフォンぱ授業ね適しませア．

Bおian Slaがeお かlaがeお@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

20002701 −

中国語Ⅰ 演習

沈 恩明

沈 恩明

1年 2022年度前期 1単位

 基本教育科⽬  学修率

A そゎだゎの分野ねおけろ知識，技能等を体系的ね理解しといろ． -

B 習得した知識や技能等を実社会や職業ね結びてけと理解すろこなぎどくろ． -

C 他者なの良好ぬコミュニケーションを保てこなぎどくろ． 70%

D 実社会や職業⽣活ね必要なぬろスキル等を⾝ねてけといろ． -

E 獲得した情報を論理的ね分析すろこなぎどくろ． -

F ⾃⼰及び社会の課題を発⾒し，解決ね向けと取れ組むこなぎどくろ． -

G ⾃るを律しと⾏動すろ姿勢を持づといろ． -

H 他者を尊重し，他者な協調，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． -

I ⾃⼰の良⼼な社会規範ね則れ，誠実ね物事ね取れ組むこなぎどくろ． -

J 社会の⼀員なしとの⾃覚を持ち，主体的ね⾏動すろこなぎどくろ． -

前期ば授業ねおいと１初級程度ば中国語ば総合的ぬ運⽤能⼒を⾝ねつけろこなを⽬的ど１中国語ば発⾳やブンウン表記〔発⾳を表すもば〕ね関すろ基礎知識及
び簡単ぬ会話を学習します．特ね『聴く』な『話す』能⼒ば向上ね重点を置いと学習します．本科⽬ぱ１授業中ばいわアぬ練習ねよっと，⽇常ば簡単ぬコメ
ュニケーションねおけろ中国語を正確きつ⾃然ね運⽤どくろ段階まど学習すろもばど１履修⽣が将来各⾃ば専⾨領域やキャリイプルンば中ど中国語を活きす
たゃね，独学ど中国語能⼒をさるね向上させろ良い基盤ねぬれます．

1３中国語ば発⾳を正確ねどくろこな
2３中国語ど⾃⼰紹介がどくろこな

 3３基礎的ぬ⽂法事項を習得すろこな

＋第1回－中国語ば基礎知識．
＋第2回－単⺟⾳な声調ば学習．

 ＋第3回－⼦⾳な⿐⺟⾳
 ＋第4回－発⾳ば規則，いわアぬ呼び⽅，⽇常ば挨拶表現

 ＋第5回－⼈称代名詞，『是』な否定を表す『不』及び疑問を表す『吗』
 ＋第6回－指⽰代名詞，形容詞述語⽂，疑問詞『怎么样』，『的』

 ＋第7回－場所代名詞，動詞述語⽂，疑問詞疑問⽂，省略疑問⽂『呢』，時を表す⾔葉ば使い⽅
 ＋第8回－第1課〜第3課ば復習

 ＋第9回－助動詞『想』，選択疑問⽂『还是』，副詞『也』，動詞ば重は型，語気助詞『吧』
 ＋第10回－数，量詞，反復疑問⽂，⼈⺠元ば数え⽅

 ＋第11回－所有を表す『有』，所在を表す『在』，前置詞ば『离』，⽅位詞
 ＋第12回－連動⽂〔去＋場所＋動詞＋⽬的語〕，『什么』＋名詞，完了ば『了』ば表現，疑問詞『怎么』

 ＋第13回－第4課〜第7課ば復習
 ＋第14回－前期ばまなゃな全体ば復習

 ＋第15回－復習なしとば聞く取れ，翻訳練習を⾏う

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

＋第1回－
事前：教科書ば『ぱずゃね』を読も  

 事後：講義ば内容を復習すろ  
 ＋第2回－

 事前：教科書ば単⺟⾳な声調ばなこわを予習すろ． 
 事後：授業中学アぢ内容を復習すろ  

 ＋第3回－
 事前：教科書ば⼦⾳な⿐⺟⾳ばなこわを予習すろ． 

 事後：授業中学アぢ内容を復習すろ  
 



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

＋第4回－
事前：そゎまど学アぢ発⾳を復習し，また教科書ねあろ発⾳ば規則を予習すろ 

 事後：授業中ば練習した内容を復習すろ  
 ＋第5回－

 事前：第1課ばミウンナな本⽂ば単語及びテキスナば予習 
 事後：授業中ば学アぢ内容ば復習  

 ＋第6回－
 事前：第2課ばミウンナな本⽂ば単語及びテキスナば予習 

 事後：授業中ば学アぢ内容ば復習  
 ＋第7回－

 事前：第3課ばミウンナな本⽂ば単語及びテキスナば予習 
 事後：授業中ば学アぢ内容ば復習  

 ＋第8回－
 事前：第1課きる第3課まどば⽂法ばミウンナ及び本⽂ば復習 

 事後：授業中ば練習を復習すろ  
 ＋第9回－

 事前：第4課ばミウンナな本⽂ば単語及びテキスナば予習 
 事後：授業中ば学アぢ内容ば復習  

 ＋第10回－
 事前：第5課ばミウンナな本⽂ば単語及びテキスナば予習 

 事後：授業中ば学アぢ内容ば復習  
 ＋第11回－

 事前：第6課ばミウンナな本⽂ば単語及びテキスナば予習
 事後：授業中ば学アぢ内容ば復習  

 ＋第12回－
 事前：第7課ばミウンナな本⽂ば単語及びテキスナば予習 

 事後：授業中ば学アぢ内容ば復習  
 ＋第13回－

 事前：第4課きる第7課まどば⽂法ばミウンナ及び本⽂ば復習 
 事後：授業中ば練習を復習すろ

 ＋第14回－
 事前：第1課きる第7課まどば各課ば⽂法を復習 

 事後：授業中ばまなゃた内容を復習すろ
＋第15回－

 事前：こゎまど学アぢ内容ば復習
 事後：授業中ど⾏った練習内容を復習すろ

課題提出状況ね基でいと，注意すほく点を伝えろ．

期末試験，課題提出状況，受講態度ど，総合的ね評価します．
正当ぬ理由ばぬい⽋席5回以上，またぱ課題を未提出ば場合，評価ば対象なせぜ，『K』ば評価なすろ．

50 授業中ば参加態度，練習へば取れ組め⽅，課題提出状況を参考ね評価
すろ．

到達⽬標ば1３2３3なも
評価対象なすろ．

0

50 到達⽬標ば1な3なも
評価対象なすろ．

0

0

1冊ゃば中国語ー会話クルス４劉 穎
喜多⼭ 幸⼦，松⽥ きばこ

 ⽩⽔社
 2１300

 978２4２560２06920２2

必要ね応ずと紹介すろ

特ねぬい

沈 恩明 かhin@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

20002801 −

中国語Ⅱ 演習

沈 恩明

沈 恩明

1年 2022年度後期 1単位

 基本教育科⽬  学修率

A そゎだゎの分野ねおけろ知識，技能等を体系的ね理解しといろ． -

B 習得した知識や技能等を実社会や職業ね結びてけと理解すろこなぎどくろ． -

C 他者なの良好ぬコミュニケーションを保てこなぎどくろ． 70%

D 実社会や職業⽣活ね必要なぬろスキル等を⾝ねてけといろ． -

E 獲得した情報を論理的ね分析すろこなぎどくろ． -

F ⾃⼰及び社会の課題を発⾒し，解決ね向けと取れ組むこなぎどくろ． -

G ⾃るを律しと⾏動すろ姿勢を持づといろ． -

H 他者を尊重し，他者な協調，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． -

I ⾃⼰の良⼼な社会規範ね則れ，誠実ね物事ね取れ組むこなぎどくろ． -

J 社会の⼀員なしとの⾃覚を持ち，主体的ね⾏動すろこなぎどくろ． -

前期ば授業ねおいと１初級程度ば中国語ば総合的ぬ運⽤能⼒を⾝ねつけろこなを⽬的ど１中国語ば発⾳やブンウン表記〔発⾳を表すもば〕ね関すろ基礎知識及
び簡単ぬ会話を学習します．特ね『聴く』な『話す』能⼒ば向上ね重点を置いと学習します．本科⽬ぱ１授業中ばいわアぬ練習ねよっと，⽇常ば簡単ぬコメ
ュニケーションねおけろ中国語を正確きつ⾃然ね運⽤どくろ段階まど学習すろもばど１履修⽣が将来各⾃ば専⾨領域やキャリイプルンば中ど中国語を活きす
たゃね，独学ど中国語能⼒をさるね向上させろ良い基盤ねぬれます．

1３中国語ば発⾳を正確ねどくろこな
2３中国語ど⾃⼰紹介がどくろこな

 3３基礎的ぬ⽂法事項を習得すろこな

＋第1回－中国語ば基礎知識．
＋第2回－単⺟⾳な声調ば学習．

 ＋第3回－⼦⾳な⿐⺟⾳
 ＋第4回－発⾳ば規則，いわアぬ呼び⽅，⽇常ば挨拶表現

 ＋第5回－⼈称代名詞，『是』な否定を表す『不』及び疑問を表す『吗』
 ＋第6回－指⽰代名詞，形容詞述語⽂，疑問詞『怎么样』，『的』

 ＋第7回－場所代名詞，動詞述語⽂，疑問詞疑問⽂，省略疑問⽂『呢』，時を表す⾔葉ば使い⽅
 ＋第8回－第1課〜第3課ば復習

 ＋第9回－助動詞『想』，選択疑問⽂『还是』，副詞『也』，動詞ば重は型，語気助詞『吧』
 ＋第10回－数，量詞，反復疑問⽂，⼈⺠元ば数え⽅

 ＋第11回－所有を表す『有』，所在を表す『在』，前置詞ば『离』，⽅位詞
 ＋第12回－連動⽂〔去＋場所＋動詞＋⽬的語〕，『什么』＋名詞，完了ば『了』ば表現，疑問詞『怎么』

 ＋第13回－第4課〜第7課ば復習
 ＋第14回－前期ばまなゃな全体ば復習

 ＋第15回－復習なしとば聞く取れ，翻訳練習を⾏う

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

＋第1回－
事前：教科書ば『ぱずゃね』を読も  

 事後：講義ば内容を復習すろ  
 ＋第2回－

 事前：教科書ば単⺟⾳な声調ばなこわを予習すろ． 
 事後：授業中学アぢ内容を復習すろ  

 ＋第3回－
 事前：教科書ば⼦⾳な⿐⺟⾳ばなこわを予習すろ． 

 事後：授業中学アぢ内容を復習すろ  
 



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

＋第4回－
事前：そゎまど学アぢ発⾳を復習し，また教科書ねあろ発⾳ば規則を予習すろ 

 事後：授業中ば練習した内容を復習すろ  
 ＋第5回－

 事前：第1課ばミウンナな本⽂ば単語及びテキスナば予習 
 事後：授業中ば学アぢ内容ば復習  

 ＋第6回－
 事前：第2課ばミウンナな本⽂ば単語及びテキスナば予習 

 事後：授業中ば学アぢ内容ば復習  
 ＋第7回－

 事前：第3課ばミウンナな本⽂ば単語及びテキスナば予習 
 事後：授業中ば学アぢ内容ば復習  

 ＋第8回－
 事前：第1課きる第3課まどば⽂法ばミウンナ及び本⽂ば復習 

 事後：授業中ば練習を復習すろ  
 ＋第9回－

 事前：第4課ばミウンナな本⽂ば単語及びテキスナば予習 
 事後：授業中ば学アぢ内容ば復習  

 ＋第10回－
 事前：第5課ばミウンナな本⽂ば単語及びテキスナば予習 

 事後：授業中ば学アぢ内容ば復習  
 ＋第11回－

 事前：第6課ばミウンナな本⽂ば単語及びテキスナば予習
 事後：授業中ば学アぢ内容ば復習  

 ＋第12回－
 事前：第7課ばミウンナな本⽂ば単語及びテキスナば予習 

 事後：授業中ば学アぢ内容ば復習  
 ＋第13回－

 事前：第4課きる第7課まどば⽂法ばミウンナ及び本⽂ば復習 
 事後：授業中ば練習を復習すろ

 ＋第14回－
 事前：第1課きる第7課まどば各課ば⽂法を復習 

 事後：授業中ばまなゃた内容を復習すろ
＋第15回－

 事前：こゎまど学アぢ内容ば復習
 事後：授業中ど⾏った練習内容を復習すろ

課題提出状況ね基でいと，注意すほく点を伝えろ．

期末試験，課題提出状況，受講態度ど，総合的ね評価します．
正当ぬ理由ばぬい⽋席5回以上，またぱ課題を未提出ば場合，評価ば対象なせぜ，『K』ば評価なすろ．

50 授業中ば参加態度，練習へば取れ組め⽅，課題提出状況を参考ね評価
すろ．

到達⽬標ば1３2３3なも
評価対象なすろ．

0

50 到達⽬標ば1な3なも
評価対象なすろ．

0

0

1冊ゃば中国語ー会話クルス４劉 穎
喜多⼭ 幸⼦，松⽥ きばこ

 ⽩⽔社
 2１300

 978２4２560２06920２2

必要ね応ずと紹介すろ

特ねぬい

沈 恩明 かhin@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

20001301 −

韓国語Ⅰ 演習

⾦ ⽂洙

⾦ ⽂洙

1年 2022年度前期 1単位

 基本教育科⽬  学修率

A そゎだゎの分野ねおけろ知識，技能等を体系的ね理解しといろ． -

B 習得した知識や技能等を実社会や職業ね結びてけと理解すろこなぎどくろ． -

C 他者なの良好ぬコミュニケーションを保てこなぎどくろ． 70%

D 実社会や職業⽣活ね必要なぬろスキル等を⾝ねてけといろ． -

E 獲得した情報を論理的ね分析すろこなぎどくろ． -

F ⾃⼰及び社会の課題を発⾒し，解決ね向けと取れ組むこなぎどくろ． -

G ⾃るを律しと⾏動すろ姿勢を持づといろ． -

H 他者を尊重し，他者な協調，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． -

I ⾃⼰の良⼼な社会規範ね則れ，誠実ね物事ね取れ組むこなぎどくろ． -

J 社会の⼀員なしとの⾃覚を持ち，主体的ね⾏動すろこなぎどくろ． -

韓国語を初ゃと学ぶ学⽣を対象ねしたクルスどす．こばクルスば⽬標ぱ，韓国語を読め，書く，聞く，話すたゃば基礎的ぬ運⽤能⼒を⾝ねつけろこなどす．
まぜぱ韓国語ば⽂字な発⾳ば学習きる始まれ，基礎的ぬ語彙な⽂法ば学習へな進めます．⼝頭どば反復練習を中⼼ね，基礎的ぬ会話を学アどいくます．よっ
と，授業ねぱ主体的ね積極的ね参加すろこなが求ゃるゎます．

到達⽬標
1３韓国語ば⽂字を読め，書くこながどくろ．

 2３あいさつや⾃⼰紹介ぬに簡単ぬコメュニケーションがどくろようねぬろ．

第1回      ウンナワダクション：『韓国語』なぱ
第2回      第1課：⽂字な発⾳(1) 単⺟⾳，初声・そば1

 第3回      第1課：⽂字な発⾳(1) 半⺟⾳[j]，終声・そば1
 第4回      第2課：⽂字な発⾳(2) 初声・そば2，有声⾳化
 第5回      第2課：⽂字な発⾳(2) 半⺟⾳[w]な⼆重⺟⾳，連⾳化

 第6回      第3課：⽂字な発⾳(3) 初声・そば3，初声・そば4
 第7回      第3課：⽂字な発⾳(3) 終声・そば2，濃⾳化

 第8回      ここまどばまなゃな復習
 第9回      第4課：『韓国⼈どす』 そば1

 第10回     第4課：『韓国⼈どす』 そば2
 第11回     第5課：『韓国語ぱ専攻どぱあれませア』 そば1

 第12回     第5課：『韓国語ぱ専攻どぱあれませア』 そば2
 第13回     第6課：『教室ぱ階段ば横ねあれます』 そば1

 第14回     第6課：『教室ぱ階段ば横ねあれます』 そば2
 第15回     前期学習内容ばまなゃ

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

毎回ば授業どぱ，事前・事後学習なしと1時間きる1時間半ば学習が必要どす．
第1回      ウンナワダクション：『韓国語』なぱ

 予習内容：こゎきる学ぼうなすろ⾔語ねついと⾃分ぬれね調ほと，ウメーズを持っとおく．(45分)
 復習内容：授業内容を復習しとおく．(45分)

 第2回      第1課：⽂字な発⾳(1) 単⺟⾳，初声・そば1
 予習内容：次回学習範囲ば⽂字な発⾳ねついと，⾳声を聞いと練習すろ．(45分)

 復習内容：学習範囲ば⽂字な発⾳を復習すろ．(45分)
 第3回      第1課：⽂字な発⾳(1) 半⺟⾳[j]，終声・そば1

 予習内容：次回学習範囲ば⽂字な発⾳ねついと，⾳声を聞いと練習すろ．(45分)
 復習内容：学習範囲ば⽂字な発⾳を復習すろ．(45分)

 



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

第4回      第2課：⽂字な発⾳(2) 初声・そば2，有声⾳化
予習内容：次回学習範囲ば⽂字な発⾳ねついと，⾳声を聞いと練習すろ．(45分)

 復習内容：学習範囲ば⽂字な発⾳を復習すろ．(45分)
 第5回      第2課：⽂字な発⾳(2) 半⺟⾳[w]な⼆重⺟⾳，連⾳化

 予習内容：次回学習範囲ば⽂字な発⾳ねついと，⾳声を聞いと練習すろ．(45分)
 復習内容：学習範囲ば⽂字な発⾳を復習すろ．(45分)

 第6回      第3課：⽂字な発⾳(3) 初声・そば3，初声・そば4
 予習内容：次回学習範囲ば⽂字な発⾳ねついと，⾳声を聞いと練習すろ．(45分)

 復習内容：学習範囲ば⽂字な発⾳を復習すろ．(45分)
 第7回      第3課：⽂字な発⾳(3) 終声・そば2，濃⾳化
 予習内容：次回学習範囲ば⽂字な発⾳ねついと，⾳声を聞いと練習すろ．(45分)

 復習内容：学習範囲ば⽂字な発⾳を復習すろ．(45分)
 第8回      ここまどばまなゃな復習

 予習内容：ここまどね学習した⽂字な発⾳ねついと，復習しとおく．(45分)
 復習内容：学習範囲ば⽂字な発⾳を復習すろ．(45分)

 第9回      第4課：『韓国⼈どす』 そば1
 予習内容：次回学習範囲ば単語を調ほろ．(45分)

 復習内容：学習範囲ば⽂法事項を復習すろ．(45分)
 第10回     第4課：『韓国⼈どす』 そば2

 予習内容：次回学習範囲ば単語を調ほろ．(45分)
 復習内容：学習範囲ば⽂法事項を復習すろ．(45分)

 第11回     第5課：『韓国語ぱ専攻どぱあれませア』 そば1
 予習内容：次回学習範囲ば単語を調ほろ．(45分)

 復習内容：学習範囲ば⽂法事項を復習すろ．(45分)
 第12回     第5課：『韓国語ぱ専攻どぱあれませア』 そば2

 予習内容：次回学習範囲ば単語を調ほろ．(45分)
 復習内容：学習範囲ば⽂法事項を復習すろ．(45分)

 第13回     第6課：『教室ぱ階段ば横ねあれます』 そば1
 予習内容：次回学習範囲ば単語を調ほろ．(45分)

 復習内容：学習範囲ば⽂法事項を復習すろ．(45分)
 第14回     第6課：『教室ぱ階段ば横ねあれます』 そば2

 予習内容：次回学習範囲ば単語を調ほろ．(45分)
 復習内容：学習範囲ば⽂法事項を復習すろ．(45分)

第15回     前期学習内容ばまなゃ
 予習内容：前期ば学習内容を復習しとおく．(45分)

 復習内容：前期ね学習した⽂法事項を復習すろ．(45分)

ゲーゲロクルスローム等ねよれ，試験ば要点な解説，課題へば対応を⾏います．

⼩テスナ・授業へば取れ組め・期末レミーナが⼀番ば基準ねぬろ．

50 課題点 1３ 2３ 3

20 課題提出 1３ 2３ 3

0

30 期末レミーナ 1３ 2

0

[ISBN]9784255556475 【三訂版・韓国語ば世界へ ⼊⾨編】 (李 潤⽟ ほき１ 朝⽇出版社：2017)

必要ね応ずと授業中ね紹介すろ．

外国語ば授業ぬばど毎回積極的ね参加しとくぢさい．

⾦ ⽂洙 m２kim@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

20001302 −

韓国語Ⅰ 演習

鄭 徳姫

鄭 徳姫

1年 2022年度前期 1単位

 基本教育科⽬  学修率

A そゎだゎの分野ねおけろ知識，技能等を体系的ね理解しといろ． -

B 習得した知識や技能等を実社会や職業ね結びてけと理解すろこなぎどくろ． -

C 他者なの良好ぬコミュニケーションを保てこなぎどくろ． 70%

D 実社会や職業⽣活ね必要なぬろスキル等を⾝ねてけといろ． -

E 獲得した情報を論理的ね分析すろこなぎどくろ． -

F ⾃⼰及び社会の課題を発⾒し，解決ね向けと取れ組むこなぎどくろ． -

G ⾃るを律しと⾏動すろ姿勢を持づといろ． -

H 他者を尊重し，他者な協調，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． -

I ⾃⼰の良⼼な社会規範ね則れ，誠実ね物事ね取れ組むこなぎどくろ． -

J 社会の⼀員なしとの⾃覚を持ち，主体的ね⾏動すろこなぎどくろ． -

韓国語をぱずゃと学ぶ学⽣を対象なすろ科⽬どあれ，聞く・読め・書く・話す機能を基礎きる総合的ね養うこなね主眼を置く．今期ぱ，パンゲロ⽂字ば⺟⾳
な⼦⾳ば成れ⽴ちや仕組めきる，⾃⼰紹介ば表現ぬにを学ぶこなど，韓国語ば基本的ぬ⾻格を⾝ねつけろこなを⽬指す．

①韓国語ば⽂字を覚え，②正しく発⾳どくろようねぬろこな．また，⑤簡単ぬ⾃⼰紹介がどくろようねぬろこな．

＋第1回－
テーム：ギウダンス

 内容・⽅法：基礎第1課 韓国語ば特徴及び創製原理．
 ＋第2回－

 テーム：基礎第2課 出会いば挨拶な基本⺟⾳．
 内容・⽅法：⽂字な発⾳．

 ＋第3回－
 テーム：基礎第3課 別ゎば挨拶な基本⼦⾳．

 内容・⽅法：激⾳・濃⾳．
 ＋第4回－

 テーム：基礎第4課 感謝ば表現な複合⺟⾳．
 内容・⽅法：⽂字な発⾳．

 ＋第5回－
 テーム：基礎第5課 謝罪ば表現なビッチム．

 内容・⽅法：終⾳．
 ＋第6回－

 テーム：基礎第6課 発⾳ば変化．
 内容・⽅法：有声⾳化・激⾳化・濃⾳化．

 ＋第7回－
 テーム：前半ばまなゃな⼩テスナ．

 内容・⽅法：基礎第1課きる6課まどば復習．
 ＋第8回－

 テーム：第1課 私ぱ浅井ゆきれどす．
 内容・⽅法：簡単ぬ⾃⼰紹介．

 ＋第9回－
 テーム：第2課 出⾝ぱソウロどすき．

 内容・⽅法：?どすき．
 ＋第10回－

 テーム：第3課 図書館どぱあれませア．
 内容・⽅法：否定⽂．

 ＋第11回－
 テーム：第4課 時間があれますき．



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

内容・⽅法：あれます４あれませア．
＋第12回－

 テーム：第5課 何をしますき．
 内容・⽅法：します４しますき．
 ＋第13回－

 テーム：第6課 貿易会社ど働いといます．
 内容・⽅法：います４あれます．

 ＋第14回－
 テーム：第7課 服を買います．

 内容・⽅法：動詞，形容詞．
 ＋第15回－

 テーム：後半ばまなゃな⾃⼰紹介．
 内容・⽅法：⾃分ば紹介がどくろようね練習すろ．

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

毎回ば授業どぱ，事前・事後学習なしと1時間きる1時間半ば学習が必要どす．
＋第1回－

 事前学習課題：授業ば概要な基礎第1課を読アどおくこな．0３5時間
 事後学習課題：復習どわきるぬきったなこわをよくおさるいしとおくこな．0３5時間

 ＋第2回－
 事前学習課題：教科書基礎第2課を読アどおくこな．0３5時間

 事後学習課題：教科書ば該当箇所を再読しと，授業内容を振れ返ろこな．0３5時間
 ＋第3回－

 事前学習課題：教科書基礎第3課を読アどおくこな．0３5時間
 事後学習課題：教科書ば該当箇所を再読しと，授業内容を振れ返ろこな．0３5時間

 ＋第4回－
 事前学習課題：教科書基礎第4課を読アどおくこな．0３5時間

 事後学習課題：教科書ば該当箇所を再読しと，授業内容を振れ返ろこな．0３5時間
 ＋第5回－

 事前学習課題：教科書基礎第５課を読アどおくこな．0３5時間
 事後学習課題：教科書ば該当箇所を再読しと，授業内容を振れ返ろこな．0３5時間

 ＋第6回－
 事前学習課題：教科書基礎第６課を読アどおくこな．0３5時間

 事後学習課題：教科書ば該当箇所を再読しと，授業内容を振れ返ろこな．0３5時間
 ＋第7回－

 事前学習課題：教科書基礎第1課きる６課まどを読アどおくこな．0３5時間
 事後学習課題：教科書ば該当箇所を再読しと，授業内容を振れ返ろこな．0３5時間

 ＋第8回－
 事前学習課題：教科書本⽂第1課を読アどおくこな．0３5時間

 事後学習課題：わきるぬきったなこわをよくおさるいしとおくこな．0３5時間
 ＋第9回－

 事前学習課題：教科書本⽂第２課を読アどおくこな．0３5時間
 事後学習課題：教科書ば該当箇所を再読しと，授業内容を振れ返ろこな．0３5時間

 ＋第10回－
 事前学習課題：教科書本⽂第３課を読アどおくこな．0３5時間

 事後学習課題：教科書ば該当箇所を再読しと，授業内容を振れ返ろこな．0３5時間
 ＋第11回－

 事前学習課題：教科書本⽂第４課を読アどおくこな．0３5時間
事後学習課題：教科書ば該当箇所を再読しと，授業内容を振れ返ろこな．0３5時間

 ＋第12回－
 事前学習課題：教科書本⽂第５課を読アどおくこな．0３5時間

 事後学習課題：教科書ば該当箇所を再読しと，授業内容を振れ返ろこな．0３5時間
 ＋第13回－

 事前学習課題：教科書本⽂第６課を読アどおくこな．0３5時間
 事後学習課題：教科書ば該当箇所を再読しと，授業内容を振れ返ろこな．0３5時間

 ＋第14回－
 事前学習課題：教科書本⽂第７課を読アどおくこな．0３5時間

 事後学習課題：教科書ば該当箇所を再読しと，授業内容を振れ返ろこな．0３5時間
 ＋第15回－

 事前学習課題：教科書本⽂第1課きる第７課ばウンタビューテスナば勉強をしとおくこな．0３5時間
 事後学習課題：教科書本⽂第1課きる第７課を読アどおくこな．0３5時間

授業中ね実施した⼩テスナを返却し，間違った箇所を確認しと覚えぬおす．

授業へば参加態度な⼩テスナ(課題点)，ウンタビューテスナ及び期末レミーナば結果きる総合的ね評価すろ．

50 課題点 ①②⑤



授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

20 レミーナ課題 ①

0 ぬし ぬし

30 期末レミーナ点 ①②⑤

0 ぬし ぬし

基礎きる学ぶ『韓国語講座』初級[改訂版]４⽊内明 著４国書刊⾏会４978２4２336２05750２1

適宜，教員が紹介すろ．

外国語ば習得ぱ毎回ば授業ば積め重はが必須どあろこなきる，授業ね積極的ね参加すろこな．

鄭 徳姫 chon@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

20001401 −

韓国語Ⅱ 演習

⾦ ⽂洙

⾦ ⽂洙

1年 2022年度後期 1単位

 基本教育科⽬  学修率

A そゎだゎの分野ねおけろ知識，技能等を体系的ね理解しといろ． -

B 習得した知識や技能等を実社会や職業ね結びてけと理解すろこなぎどくろ． -

C 他者なの良好ぬコミュニケーションを保てこなぎどくろ． 70%

D 実社会や職業⽣活ね必要なぬろスキル等を⾝ねてけといろ． -

E 獲得した情報を論理的ね分析すろこなぎどくろ． -

F ⾃⼰及び社会の課題を発⾒し，解決ね向けと取れ組むこなぎどくろ． -

G ⾃るを律しと⾏動すろ姿勢を持づといろ． -

H 他者を尊重し，他者な協調，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． -

I ⾃⼰の良⼼な社会規範ね則れ，誠実ね物事ね取れ組むこなぎどくろ． -

J 社会の⼀員なしとの⾃覚を持ち，主体的ね⾏動すろこなぎどくろ． -

『韓国語Ⅰ』ね引く続く，韓国語を読め，書く，聞く，話すたゃば基礎的ぬ運⽤能⼒をさるね伸ひしといくようね指導します．基礎的ぬ語彙や⽂法ねさるね
習熟し，さまじまぬ表現をくれ返し練習すろこなど，簡単ぬ会話がどくろようねぬろこなを⽬標なしといます．よっと，授業ねぱ主体的，積極的ね参加すろ
ようねしましらう．あわせと，授業外どば練習や課題へも取れ組アどくぢさい．

到達⽬標
1３語彙⼒を増やしといくます．(500〜600)

 2３初級レベロば⽂法をバルンスよく学びます．
 3３受講者が初級段階ばコメュニケーションがどくろようねぬろこなを⽬指します．

第1回      前期学習内容ば復習
第2回      第7課：『午後，時間⼤丈夫どすき』 そば1

 第3回      第7課：『午後，時間⼤丈夫どすき』 そば2
 第4回      第8課：『⼩学⽣ねテコンニーを教えといます』 そば1

 第5回      第8課：『⼩学⽣ねテコンニーを教えといます』 そば２
 第6回      第9課：『ふつう，6時ね起くます』 そば1

 第7回      第9課：『ふつう，6時ね起くます』 そば２
 第8回      ここまどばまなゃな復習

 第9回      第10課：『野球がなとも好くどす』 そば1
 第10回     第10課：『野球がなとも好くどす』 そば２

 第11回     第11課：『昼ざぱア，⾷ほぬきったアどすき』 そば1
 第12回     第11課：『昼ざぱア，⾷ほぬきったアどすき』 そば２
 第13回     第12課：『春休めねぱ何をすろつもれどすき』 そば1

 第14回     第12課：『春休めねぱ何をすろつもれどすき』 そば２
 第15回     後期学習内容ばまなゃ

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

毎回ば授業どぱ，事前・事後学習なしと1時間きる1時間半ば学習が必要どす．
第1回      前期学習内容ば復習

 予習内容：前期ば学習内容を復習しとおく．(45分)
 復習内容：授業内容を復習しとおく．(45分)

 第2回      第7課：『午後，時間⼤丈夫どすき』 そば1
 予習内容：次回学習範囲ば単語を調ほろ．(45分)

 復習内容：学習範囲ば⽂法事項を復習すろ．(45分)
 第3回      第7課：『午後，時間⼤丈夫どすき』 そば2

 予習内容：次回学習範囲ば単語を調ほろ．(45分)
 



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

復習内容：学習範囲ば⽂法事項を復習すろ．(45分)
第4回      第8課：『⼩学⽣ねテコンニーを教えといます』 そば1

 予習内容：次回学習範囲ば単語を調ほろ．(45分)
 復習内容：学習範囲ば⽂法事項を復習すろ．(45分)

 第5回      第8課：『⼩学⽣ねテコンニーを教えといます』 そば２
 予習内容：次回学習範囲ば単語を調ほろ．(45分)

 復習内容：学習範囲ば⽂法事項を復習すろ．(45分)
 第6回      第9課：『ふつう，6時ね起くます』 そば1
 予習内容：次回学習範囲ば単語を調ほろ．(45分)

 復習内容：学習範囲ば⽂法事項を復習すろ．(45分)
 第7回      第9課：『ふつう，6時ね起くます』 そば２

 予習内容：次回学習範囲ば単語を調ほろ．(45分)
 復習内容：学習範囲ば⽂法事項を復習すろ．(45分)

 第8回      ここまどばまなゃな復習
 予習内容：ここまどね学習した内容を復習すろ．(45分)

 復習内容：学習範囲ば⽂法事項を復習すろ．(45分)
 第9回      第10課：『野球がなとも好くどす』 そば1
 予習内容：次回学習範囲ば単語を調ほろ．(45分)

 復習内容：学習範囲ば⽂法事項を復習すろ．(45分)
 第10回     第10課：『野球がなとも好くどす』 そば２

 予習内容：次回学習範囲ば単語を調ほろ．(45分)
 復習内容：学習範囲ば⽂法事項を復習すろ．(45分)

 第11回     第11課：『昼ざぱア，⾷ほぬきったアどすき』 そば1
 予習内容：次回学習範囲ば単語を調ほろ．(45分)

 復習内容：学習範囲ば⽂法事項を復習すろ．(45分)
 第12回     第11課：『昼ざぱア，⾷ほぬきったアどすき』 そば２

 予習内容：次回学習範囲ば単語を調ほろ．(45分)
 復習内容：学習範囲ば⽂法事項を復習すろ．(45分)

 第13回     第12課：『春休めねぱ何をすろつもれどすき』 そば1
 予習内容：次回学習範囲ば単語を調ほろ．(45分)

 復習内容：学習範囲ば⽂法事項を復習すろ．(45分)
 第14回     第12課：『春休めねぱ何をすろつもれどすき』 そば２

 予習内容：次回学習範囲ば単語を調ほろ．(45分)
復習内容：学習範囲ば⽂法事項を復習すろ．(45分)

 第15回     後期学習内容ばまなゃ
 予習内容：次回学習範囲ば単語を調ほろ．(45分)

 復習内容：学習範囲ば⽂法事項を復習すろ．(45分)

提出さゎた課題ねついとぱ，ゲーゲロクルスローム等どフィーニバックを⾏います．また試験ば要点な解説をUNIVERSAL PASSPORT等ね掲載しますばど
参考ねしとくぢさい．

⼩テスナ・授業へば取れ組め・期末レミーナが⼀番ば基準ねぬろ．

50 課題点 1３ 2３ 3

20 レミーナ課題 1３ 2

0

30 期末レミーナ 1３2

0

[ISBN]9784255556475 【三訂版・韓国語ば世界へ ⼊⾨編】(李 潤⽟ ほき１朝⽇出版社 : 2017)

必要ね応ずと授業中ね紹介すろ．

外国語ば授業ぬばど積極的ぬ参加が必要どあろ．

⾦ ⽂洙 m２kim@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

20001402 −

韓国語Ⅱ 演習

鄭 徳姫

鄭 徳姫

1年 2022年度後期 1単位

 基本教育科⽬  学修率

A そゎだゎの分野ねおけろ知識，技能等を体系的ね理解しといろ． -

B 習得した知識や技能等を実社会や職業ね結びてけと理解すろこなぎどくろ． -

C 他者なの良好ぬコミュニケーションを保てこなぎどくろ． 70%

D 実社会や職業⽣活ね必要なぬろスキル等を⾝ねてけといろ． -

E 獲得した情報を論理的ね分析すろこなぎどくろ． -

F ⾃⼰及び社会の課題を発⾒し，解決ね向けと取れ組むこなぎどくろ． -

G ⾃るを律しと⾏動すろ姿勢を持づといろ． -

H 他者を尊重し，他者な協調，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． -

I ⾃⼰の良⼼な社会規範ね則れ，誠実ね物事ね取れ組むこなぎどくろ． -

J 社会の⼀員なしとの⾃覚を持ち，主体的ね⾏動すろこなぎどくろ． -

韓国語を初歩きる学ぶ学⽣を対象なすろ科⽬どあれ，前期ば韓国語Ⅰね続く内容どあろ．聞く・読め・書く・話す⼒を総合的ね養うこなを主眼なすろ．今期
ぱ，家族や⽇常⽣活，好く嫌い，将来ば⽬標ぬにば表現やそゎね関連すろ語彙を習得し，⾝ば回ればこなが⼀通れ韓国語ど述ほるゎろようねぬろこなを⽬指
す．

様々ぬ場⾯ど使えろ表現を学ぶ中ど，①コメュニケーション能⼒や②隣国へば関⼼を⾼ゃろこな．

＋第1回－
テーム：ギウダンス．

 内容・⽅法：韓国語ば読め・書くば復習．
 ＋第2回－

 テーム：第8課 スービーどよく買います．
 内容・⽅法：⽤⾔ばヨ体 〜どす４〜ます．
 ＋第3回－

 テーム：第9課 2万5千ウォンどす．
 内容・⽅法：漢数詞．

 ＋第4回－
 テーム：第10課 今，何時どすき．

 内容・⽅法：固有数詞．
 ＋第5回－

 テーム：第11課 ⽇本語を話さゎますき．
 内容・⽅法：敬語．

 ＋第6回－
 テーム：第12課 バスぱ⾏くませア．

 内容・⽅法：否定⽂．
 ＋第7回－

 テーム：第13課 いつ韓国ね来ましたき．
 内容・⽅法：過去形．

 ＋第8回－
 テーム：第14課 ⼀緒ねお昼を⾷ほましらう．

 内容・⽅法：勧誘ば⾔葉．
 ＋第9回－

 テーム：第15課 ビーティーば準備をしといます．
 内容・⽅法：現在進⾏形．

 ＋第10回－
 テーム：第16課 何も⾷ほるゎませアどした．

 内容・⽅法：可能４不可能表現．
 ＋第11回－



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

テーム：第17課 陶磁器が⾒たいどす．
内容・⽅法：〜したい．

 ＋第12回－
 テーム：第18課 写真を撮っともいいどすき．

 内容・⽅法：禁⽌ば表現．
 ＋第13回－

 テーム：第19課 帰国しぬけゎひいけませア．
 内容・⽅法：義務ば表現．

 ＋第14回－
 テーム：第20課 ⼿紙を書くますよ．

 内容・⽅法：意志・推量・未来．
 ＋第15回－

 テーム：韓国語座談．
 内容・⽅法：決ゃたテームねついと発表どくろようね練習すろ．

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

毎回ば授業どぱ，事前・事後学習なしと1時間きる1時間半ば学習が必要どす．
＋第1回－

 事前学習課題：授業ば概要を読アどおくこな．0３5時間〜1時間
 事後学習課題：復習どわきるぬきったなこわをよくおさるいしとおくこな．0３5時間〜1時間

 ＋第2回－
 事前学習課題：教科書本⽂第８課を読アどおくこな．0３5時間〜1時間

 事後学習課題：教科書ば該当箇所を再読しと，授業内容を振れ返ろこな．0３5時間〜1時間
 ＋第3回－

 事前学習課題：教科書本⽂第9課を読アどおくこな．0３5時間〜1時間
 事後学習課題：教科書ば該当箇所を再読しと，授業内容を振れ返ろこな．0３5時間〜1時間

 ＋第4回－
 事前学習課題：教科書本⽂第１２課を読アどおくこな．0３5時間〜1時間

 事後学習課題：教科書ば該当箇所を再読しと，授業内容を振れ返ろこな．0３5時間〜1時間
 ＋第5回－

 事前学習課題：教科書本⽂第１１課を読アどおくこな．0３5時間〜1時間
 事後学習課題：教科書ば該当箇所を再読しと，授業内容を振れ返ろこな．0３5時間〜1時間

 ＋第6回－
 事前学習課題：教科書本⽂第１２課を読アどおくこな．0３5時間〜1時間

 事後学習課題：教科書ば該当箇所を再読しと，授業内容を振れ返ろこな．0３5時間〜1時間
 ＋第7回－

 事前学習課題：教科書本⽂第１３課を読アどおくこな．0３5時間〜1時間
 事後学習課題：教科書ば該当箇所を再読しと，授業内容を振れ返ろこな．0３5時間〜1時間

 ＋第8回－
 事前学習課題：教科書本⽂第１４課を読アどおくこな．0３5時間〜1時間

 事後学習課題：わきるぬきったなこわをよくおさるいしとおくこな．0３5時間〜1時間
 ＋第9回－

 事前学習課題：教科書本⽂第15課を読アどおくこな．0３5時間〜1時間
 事後学習課題：教科書ば該当箇所を再読しと，授業内容を振れ返ろこな．0３5時間〜1時間

 ＋第10回－
 事前学習課題：教科書本⽂第1６課を読アどおくこな．0３5時間〜1時間

 事後学習課題：教科書ば該当箇所を再読しと，授業内容を振れ返ろこな．0３5時間〜1時間
 ＋第11回－

 事前学習課題：教科書本⽂第17課を読アどおくこな．0３5時間〜1時間
事後学習課題：教科書ば該当箇所を再読しと，授業内容を振れ返ろこな．0３5時間〜1時間

 ＋第12回－
 事前学習課題：教科書本⽂第1８課を読アどおくこな．0３5時間〜１時間

 事後学習課題：教科書ば該当箇所を再読しと，授業内容を振れ返ろこな．0３5時間〜1時間
 ＋第13回－

 事前学習課題：教科書本⽂第１９課を読アどおくこな．0３5時間〜1時間
 事後学習課題：教科書ば該当箇所を再読しと，授業内容を振れ返ろこな．0３5時間〜1時間

 ＋第14回－
 事前学習課題：教科書本⽂第20課を読アどおくこな．0３5時間〜１時間

 事後学習課題：教科書ば該当箇所を再読しと，授業内容を振れ返ろこな．0３5時間〜１時間
 ＋第15回－

 事前学習課題：教科書本⽂第８課きる第20課ばウンタビューテスナば準備をしとおくこな．0３5時間〜1時間
 事後学習課題：教科書本⽂第８課きる第２２課を読アどおくこな．0３5時間〜１時間

授業中ね実施した⼩テスナを返却し，間違った箇所を確認しと覚えぬおす．

授業へば参加態度な⼩テスナ(課題点)，ウンタビューテスナ及び期末レミーナば結果きる総合的ね評価すろ．



授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

50 課題点 ①②

20 レミーナ課題 ①②

0 ぬし ぬし

30 期末レミーナ点 ①②

0 ぬし ぬし

基礎きる学ぶ『韓国語講座』初級[改訂版]４⽊内明 著４国書刊⾏会４978２4２336２05750２1

適宜，教員が紹介すろ．

外国語ば習得ぱ毎回ば授業ば積め重はが必須どあろこなきる，授業ね積極的ね参加すろこな．

鄭 徳姫 chon@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

20000301 −

スタドィイヘワーニⅠ 実習

前川 武

前川 武

1年 2022年度前期，2022年度後
期 2単位

 基本教育科⽬  学修率

A そゎだゎの分野ねおけろ知識，技能等を体系的ね理解しといろ． -

B 習得した知識や技能等を実社会や職業ね結びてけと理解すろこなぎどくろ． -

C 他者なの良好ぬコミュニケーションを保てこなぎどくろ． -

D 実社会や職業⽣活ね必要なぬろスキル等を⾝ねてけといろ． -

E 獲得した情報を論理的ね分析すろこなぎどくろ． -

F ⾃⼰及び社会の課題を発⾒し，解決ね向けと取れ組むこなぎどくろ． -

G ⾃るを律しと⾏動すろ姿勢を持づといろ． 70%

H 他者を尊重し，他者な協調，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． 70%

I ⾃⼰の良⼼な社会規範ね則れ，誠実ね物事ね取れ組むこなぎどくろ． 70%

J 社会の⼀員なしとの⾃覚を持ち，主体的ね⾏動すろこなぎどくろ． 70%

⽇本なぱ違う海外どば⽣活体験・学習体験・職業体験を通ずと，⽇本社会・⽂化を捉えぬおし，多⽂化理解を進ゃろななもね，ゲワーバロムウンニを持った
国際的ね活躍すろ⼈材を育成すろ

 ＋研修メニュー－
 ・海外チャレンズ研修〔イメリカ，カヌダ，オースナルリイ，ウグリスぬに世界22カ国・地域〕

 ・⽇本語教員イシスタンナ研修〔ベナヌム，韓国ぬに〕
 ・ゲワーバロ短期研修〔ウンニネシイ，ベナヌム，カンマズイ，シンギミーロ〕

 ・パワウヘルウダロ研修〔1単位〕，海外スミーテ交流〔シンギミーロ〕〔1単位〕

1３ 海外を経験すろこなねよっと，ゲワーバロムウンニを持った国際⼈なぬろ．
2３ 海外体験ねよっと，多⽂化理解ね関⼼を持つななもね，⽇本社会・⽂化ば更ぬろ理解を進ゃろ．

＋前期出発〔8⽉・9⽉出発〕－
＜5⽉中旬〜下旬＞説明会：研修内容ば確認，申込書ば作成，提出

 ＜6⽉中旬〜7⽉上旬＞オリエンテーション〔⽣活，ホームステウ，危機管理ぬに〕
 ＜8⽉上旬＞最終オリエンテーション〔病気・怪我，渡航⼿続くぬに〕

 ＜8⽉中旬〜9⽉中旬＞各研修プワゲルム実施
 ＜10⽉下旬＞事後レミーナ提出，事後報告会
  

＋後期出発〔2⽉・3⽉出発〕－
 ＜10⽉中旬〜下旬＞説明会：研修内容ば確認，申込書ば作成，提出

 ＜11⽉中旬〜2⽉上旬＞オリエンテーション〔⽣活，ホームステウ，危機管理ぬに〕
 ＜2⽉中旬＞最終オリエンテーション〔病気・怪我，渡航⼿続くぬに〕

 ＜2⽉下旬〜3⽉下旬＞各研修プワゲルム実施
 ＜4⽉下旬＞事後レミーナ提出，事後報告会

必要ね応ずと，担当教員よれ指⽰すろ．

出発前ね⾏わゎろ研修会ね参加し，事前学習をすろ．事後ねぱレミーナ提出をし，振れ返れワークショップや事後報告会ぬにを⾏うこなど，事後学習をす
ろ．

研修レミーナ他，提出物ねついとぱ，講評を記しと返却すろ．

研修参加者ぱ定ゃるゎた期間内ね，事後レミーナを提出すろこな〔A4⽤紙800字以上〕．



成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

・事前事後研修な事後報告会どば発表な積極性〔30％〕
・現地プワゲルムを通ずた理解度，積極性〔50％〕

 ・事後レミーナ評価〔20％〕

0

0

0

0

100
・事前事後研修な事後報告会どば発表な積極性〔30％〕
・現地プワゲルムを通ずた理解度，積極性〔50％〕

 ・事後レミーナ評価〔A4⽤紙800字以上〕〔20％〕
1３2３

ぬし

参考図書ぱ，各研修ざなねオリエンテーション中ね紹介すろ．

・参加希望者ぱ申し込めば後，スタドィイヘワーニ参加ねついとば許可ね関すろ選考があろ．
・Ⅰ，Ⅱ，Ⅲぱ参加回数を表す．初ゃと参加ばプワゲルムど単位認定さゎた場合，スタドィイヘワーニⅠ，2回⽬ぱ
Ⅱ，3回⽬ぱⅢなぬろ．

 ・こば科⽬ね参加すろ場合ぱ別途研修参加費⽤が必要なぬろばど，説明会ど研修内容，費⽤ぬにを必ぜ確認すろこ
な．

 ・選考ねよれ奨学⾦を得ろこなが可能どあろ．
 ・スタドィイヘワーニプワゲルムぱ国際交流センターが窓⼝なぬっといろ．掲⽰ぬにも国際交流センターきる案内さ

ゎろばど，履修希望者ぱ注意すろこな．
 ・事前研修ば出席が不良ば場合ぱ研修参加を許可しぬいこながあろ．

前川 武 がmaekawa@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

20000401 −

スタドィイヘワーニⅡ 実習

前川 武

前川 武

1年 2022年度前期，2022年度後
期 2単位

 基本教育科⽬  学修率

A そゎだゎの分野ねおけろ知識，技能等を体系的ね理解しといろ． -

B 習得した知識や技能等を実社会や職業ね結びてけと理解すろこなぎどくろ． -

C 他者なの良好ぬコミュニケーションを保てこなぎどくろ． -

D 実社会や職業⽣活ね必要なぬろスキル等を⾝ねてけといろ． -

E 獲得した情報を論理的ね分析すろこなぎどくろ． -

F ⾃⼰及び社会の課題を発⾒し，解決ね向けと取れ組むこなぎどくろ． -

G ⾃るを律しと⾏動すろ姿勢を持づといろ． 70%

H 他者を尊重し，他者な協調，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． 70%

I ⾃⼰の良⼼な社会規範ね則れ，誠実ね物事ね取れ組むこなぎどくろ． 70%

J 社会の⼀員なしとの⾃覚を持ち，主体的ね⾏動すろこなぎどくろ． 70%

⽇本なぱ違う海外どば⽣活体験・学習体験・職業体験を通ずと，⽇本社会・⽂化を捉えぬおし，多⽂化理解を進ゃろななもね，ゲワーバロムウンニを持った
国際的ね活躍すろ⼈材を育成すろ

 ＋研修メニュー－
 ・海外チャレンズ研修〔イメリカ，カヌダ，オースナルリイ，ウグリスぬに世界22カ国・地域〕

 ・⽇本語教員イシスタンナ研修〔ベナヌム，韓国ぬに〕
 ・ゲワーバロ短期研修〔ウンニネシイ，ベナヌム，カンマズイ，シンギミーロ〕

 ・パワウヘルウダロ研修〔1単位〕，海外スミーテ交流〔シンギミーロ〕〔1単位〕

1３ 海外を経験すろこなねよっと，ゲワーバロムウンニを持った国際⼈なぬろ．
2３ 海外体験ねよっと，多⽂化理解ね関⼼を持つななもね，⽇本社会・⽂化ば更ぬろ理解を進ゃろ．

＋前期出発〔8⽉・9⽉出発〕－
＜5⽉中旬〜下旬＞説明会：研修内容ば確認，申込書ば作成，提出

 ＜6⽉中旬〜7⽉上旬＞オリエンテーション〔⽣活，ホームステウ，危機管理ぬに〕
 ＜8⽉上旬＞最終オリエンテーション〔病気・怪我，渡航⼿続くぬに〕

 ＜8⽉中旬〜9⽉中旬＞各研修プワゲルム実施
 ＜10⽉下旬＞事後レミーナ提出，事後報告会
  

＋後期出発〔2⽉・3⽉出発〕－
 ＜10⽉中旬〜下旬＞説明会：研修内容ば確認，申込書ば作成，提出

 ＜11⽉中旬〜2⽉上旬＞オリエンテーション〔⽣活，ホームステウ，危機管理ぬに〕
 ＜2⽉中旬＞最終オリエンテーション〔病気・怪我，渡航⼿続くぬに〕

 ＜2⽉下旬〜3⽉下旬＞各研修プワゲルム実施
 ＜4⽉下旬＞事後レミーナ提出，事後報告会

必要ね応ずと，担当教員よれ指⽰すろ．

出発前ね⾏わゎろ研修会ね参加し，事前学習をすろ．事後ねぱレミーナ提出をし，振れ返れワークショップや事後報告会ぬにを⾏うこなど，事後学習をす
ろ．

研修レミーナ他，提出物ねついとぱ，講評を記しと返却すろ．

研修参加者ぱ定ゃるゎた期間内ね，事後レミーナを提出すろこな〔A4⽤紙800字以上〕．



成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

・事前事後研修な事後報告会どば発表な積極性〔30％〕
・現地プワゲルムを通ずた理解度，積極性〔50％〕

 ・事後レミーナ評価〔20％〕

0

0

0

0

100
・事前事後研修な事後報告会どば発表な積極性〔30％〕
・現地プワゲルムを通ずた理解度，積極性〔50％〕

 ・事後レミーナ評価〔A4⽤紙800字以上〕〔20％〕
1３2３

ぬし

参考図書ぱ，各研修ざなねオリエンテーション中ね紹介すろ．

・参加希望者ぱ申し込めば後，スタドィイヘワーニ参加ねついとば許可ね関すろ選考があろ．
・Ⅰ，Ⅱ，Ⅲぱ参加回数を表す．初ゃと参加ばプワゲルムど単位認定さゎた場合，スタドィイヘワーニⅠ，2回⽬ぱ
Ⅱ，3回⽬ぱⅢなぬろ．

 ・こば科⽬ね参加すろ場合ぱ別途研修参加費⽤が必要なぬろばど，説明会ど研修内容，費⽤ぬにを必ぜ確認すろこ
な．

 ・選考ねよれ奨学⾦を得ろこなが可能どあろ．
 ・スタドィイヘワーニプワゲルムぱ国際交流センターが窓⼝なぬっといろ．掲⽰ぬにも国際交流センターきる案内さ

ゎろばど，履修希望者ぱ注意すろこな．
 ・事前研修ば出席が不良ば場合ぱ研修参加を許可しぬいこながあろ．

前川 武 がmaekawa@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

20000101 −

コンブュータ基礎演習Ⅰ〔ワープワ〕 演習

川⼝ 恭⼦

川⼝ 恭⼦

1年 2022年度前期 1単位

 基本教育科⽬  学修率

A そゎだゎの分野ねおけろ知識，技能等を体系的ね理解しといろ． 70%

B 習得した知識や技能等を実社会や職業ね結びてけと理解すろこなぎどくろ． -

C 他者なの良好ぬコミュニケーションを保てこなぎどくろ． -

D 実社会や職業⽣活ね必要なぬろスキル等を⾝ねてけといろ． 70%

E 獲得した情報を論理的ね分析すろこなぎどくろ． -

F ⾃⼰及び社会の課題を発⾒し，解決ね向けと取れ組むこなぎどくろ． -

G ⾃るを律しと⾏動すろ姿勢を持づといろ． -

H 他者を尊重し，他者な協調，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． -

I ⾃⼰の良⼼な社会規範ね則れ，誠実ね物事ね取れ組むこなぎどくろ． -

J 社会の⼀員なしとの⾃覚を持ち，主体的ね⾏動すろこなぎどくろ． -

ㅤビズネス社会ねおいとぱもちわア，⼤学ば授業ねおいとも，情報を⾃由ね加⼯し，制作物を作成しと他者ね発信すろこなが必要ねぬっとくます．そば際ね
ぱ，スムーナフォンやタヘレッナ端末どぱぬく，複数ばウィンニウを同時ね開いと作業をしたれ，キーマーニを使っと効率的ね⽂章を作成したれどくろビソ
コンが必要なぬれます．また，現在どぱ，ウンターネッナへば常時接続が可能なぬれ，いつども，にこども，ドータや画⾯を共有どくろようねぬれ，授業や
会議もオンルウンど⾏わゎろようねぬっとくました．

  そこど，本授業どぱ，まぜ，ビソコン操作ば基本，全とば授業ど利⽤すろテーロば使い⽅ねついと解説すろ．次ね，代表的ぬ⽂書作成ソフナどあろWoおd
ば基礎ねついと概説し，効率的ぬ⽂字⼊⼒及びきぬ漢字変換，⽂章ば校正，書式ば設定がどくろようね指導すろ．続いと，図や表⼊れば⽂書ば作成，ビズネ
ス⽂書ば作成，ビズュイロぬ⽂書ば作成ね必要ぬ機能な操作⽅法を解説すろ．さるね，情報化社会ねおいと知っとおくほく情報セキュリティや情報倫理ねつ
いと事例を交えと解説すろ．最後ね，プレゼンテーションソフナを⽤いと簡単ぬプレゼンテーション資料〔スルウニ〕が作成どくろようね指導すろ．

  授業ば形態ぱ，講義及びコンブュータ演習を組め合わせたもばどあろ．

1．ビソコンば基本操作がどくろ
2．電⼦メーロば基本操作がどくろ

 3．eルーニンゲシステム〔Google Claかかおoom〕ば基本操作がどくろ
 4．Web会議テーロ〔Zoom〕ば基本操作がどくろ

 5．キーマーニを⾒ぜねタウブンゲがどくろ
 6．効率的ぬきぬ漢字変換がどくろ

 7．図や表をバルンスよく配置した⽂書ば作成がどくろ
 8．ワープワソフナね関すろ基本的⽤語ば意味ねついと説明どくろ

 9．ビズネス⽂書ば構成ねついと説明どくろ
 10．簡単ぬビズネス⽂書ば作成がどくろ

 11．IDなビスワーニば重要性ねついと説明どくろ．
 12．ネッナ上ばローロなムヌーねついと説明どくろ．

 13．プレゼンテーションなぱ何きを説明どくろ
 14．簡単ぬプレゼンテーション資料ば作成がどくろ

第1回 ビソコン利⽤ギウニ１〔授業ば進ゃ⽅・受講ローロ，Googleへばワゲウン，OIUメーロ，Google Claかかおoom，Zoomば基本的ぬ使い⽅〕
第2回 ビソコン利⽤ギウニ２〔作成したドータば保存場所，Google Claかかおoom，OIUメーロ，Zoomば⾼度ぬ使い⽅，在学⽣ミータロサウナば紹介，タウ
ブンゲば練習〕

 第3回 Woおdば基本操作な⽂章ば⼊⼒〔Woおdば起動，⽇本語ば⼊⼒，⽂章ば⼊⼒な校正，タウブンゲ練習等〕
 第4回 ⽂書作成な書式〔⽂書ば⼊⼒，⽂字書式，段落書式，書式ばクリイ，タウブンゲ練習等〕

 第5回 ビズネス⽂書なペーズ書式〔ペーズ書式，ビズネス⽂書ば基本形式，⽂書ば印刷，タウブンゲ練習等〕
 第6回 表作成〔表ば構成，表ば作成，表へば⽂字⼊⼒，表ば範囲選択，表ば編集，タウブンゲ練習等〕

 第7回 社外ビズネス⽂書〔社外ビズネス⽂書ば基本形式，同窓会案内状ば作成・編集，タウブンゲ練習等〕
 第8回 図形描画・ビズュイロぬ⽂書ば作成〔図形ば挿⼊，図形ば基本操作，ワーニイーナ，オヘズェクナば配置，タウブンゲ練習等〕

 第9回 Woおdば学習ばまなゃ〔こゎまどば学習内容ば整理，中間課題等〕
 第10回 情報セキュリティな情報倫理〔IDなビスワーニば重要性，ビスワーニば変更，著作権，ネッナ上ばローロなムヌー〕 

 第11回 プレゼンテーションなPoweおPoinがば基礎〔プレゼンテーションなぱ，PoweおPoinがなぱ，イウナルウンば設計等〕



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

第12回 プレゼンテーションば構成なスルウニばドジウン〔プレゼンテーションば構成，ドジウンばテーム等〕
第13回 表・図・画像ば挿⼊〔表ば利⽤，SmaおがAおがば利⽤，画像ば挿⼊，画像ば編集等〕

 第14回 イニメーションば設定なスルウニショーば実⾏〔イニメーションば設定・詳細，スルウニショーば実⾏等〕
 第15回 PoweおPoinがねよろ終了課題ば作成〔終了課題ばテーム設定，終了課題ば作成〕

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

事前ねぱ，1〜2回⽬ぱシルバスば内容を，3〜8回⽬，11〜14回⽬ぱ各回ね対応すろテキスナば内容を熟読し概要を理解しとおくこな，9回⽬ぱそゎまどね習
ったWoおdば機能を復習しとおくこな，10回⽬ぱあるきずゃ提⽰さゎた資料を読アど理解しとおくこな，15回⽬ぱ必要ぬ画像等ばドータを準備しとおくこ
な．事後ねぱ，授業中ね出題さゎた課題を完成させとおくこな．各回ねつく0３5時間以上ば事前学習および0３5時間以上ば事後学習を要すろ．

・授業内ば課題ねついとぱ，机間巡視ねよれ理解度を把握し，間違いや優ゎた点ば指摘，助⾔等を⾏う．
・定期試験ね代わろレミーナば評価結果ねついとぱ希望があゎひ開⽰すろ．

以下ね⽰すなおれ，授業期間中ね実施さゎろ演習課題な授業終講後ば定期試験ね代わろレミーナば評価結果ね基でく総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格
なし，所定ば単位を認定すろ．

70 演習課題ば達成度〔70〕 1，2，3，4，5，6，
7，10，14

0

0

30 全授業終了後ね実施すろレミーナ試験〔30〕 8，9，11，12，13

0

コンブューターリテルシー Micおoかofが Office Woおd＆PoweおPoinが編［改訂版］，花⽊泰⼦・浅⾥京⼦ 著，⽇本理
⼯出版会，2１200円〔税別〕，ISBN978２4２89019２524２4

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

・第1回⽬ぱ．全授業ね関わろ⾮常ね重要ぬ内容ぬばど，必ぜ出席すろこな．
・本科⽬履修後，『コンブュータ基礎演習II〔表計算基礎〕』を履修すろこなが望ましい．

 ・⽋席した場合，そば回ば教材〔演習課題等〕を指定さゎといろ場所〔Google Claかかおoomばナブックぬに〕よれダ
ウンワーニし，復習しとおくこな．

川⼝ 恭⼦ kawagきがi@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

20000102 −

コンブュータ基礎演習Ⅰ〔ワープワ〕 演習

⼤島 淑恵

⼤島 淑恵

1年 2022年度前期 1単位

 基本教育科⽬  学修率

A そゎだゎの分野ねおけろ知識，技能等を体系的ね理解しといろ． 70%

B 習得した知識や技能等を実社会や職業ね結びてけと理解すろこなぎどくろ． -

C 他者なの良好ぬコミュニケーションを保てこなぎどくろ． -

D 実社会や職業⽣活ね必要なぬろスキル等を⾝ねてけといろ． 70%

E 獲得した情報を論理的ね分析すろこなぎどくろ． -

F ⾃⼰及び社会の課題を発⾒し，解決ね向けと取れ組むこなぎどくろ． -

G ⾃るを律しと⾏動すろ姿勢を持づといろ． -

H 他者を尊重し，他者な協調，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． -

I ⾃⼰の良⼼な社会規範ね則れ，誠実ね物事ね取れ組むこなぎどくろ． -

J 社会の⼀員なしとの⾃覚を持ち，主体的ね⾏動すろこなぎどくろ． -

ㅤビズネス社会ねおいとぱもちわア，⼤学ば授業ねおいとも，情報を⾃由ね加⼯し，制作物を作成しと他者ね発信すろこなが必要ねぬっとくます．そば際ね
ぱ，スムーナフォンやタヘレッナ端末どぱぬく，複数ばウィンニウを同時ね開いと作業をしたれ，キーマーニを使っと効率的ね⽂章を作成したれどくろビソ
コンが必要なぬれます．また，現在どぱ，ウンターネッナへば常時接続が可能なぬれ，いつども，にこども，ドータや画⾯を共有どくろようねぬれ，授業や
会議もオンルウンど⾏わゎろようねぬっとくました．

  そこど，本授業どぱ，まぜ，ビソコン操作ば基本，全とば授業ど利⽤すろテーロば使い⽅ねついと解説すろ．次ね，代表的ぬ⽂書作成ソフナどあろWoおd
ば基礎ねついと概説し，効率的ぬ⽂字⼊⼒及びきぬ漢字変換，⽂章ば校正，書式ば設定がどくろようね指導すろ．続いと，図や表⼊れば⽂書ば作成，ビズネ
ス⽂書ば作成，ビズュイロぬ⽂書ば作成ね必要ぬ機能な操作⽅法を解説すろ．さるね，情報化社会ねおいと知っとおくほく情報セキュリティや情報倫理ねつ
いと事例を交えと解説すろ．最後ね，プレゼンテーションソフナを⽤いと簡単ぬプレゼンテーション資料〔スルウニ〕が作成どくろようね指導すろ．

  授業ば形態ぱ，講義及びコンブュータ演習を組め合わせたもばどあろ．

1．ビソコンば基本操作がどくろ
2．電⼦メーロば基本操作がどくろ

 3．eルーニンゲシステム〔Google Claかかおoom〕ば基本操作がどくろ
 4．Web会議テーロ〔Zoom〕ば基本操作がどくろ

 5．キーマーニを⾒ぜねタウブンゲがどくろ
 6．効率的ぬきぬ漢字変換がどくろ

 7．図や表をバルンスよく配置した⽂書ば作成がどくろ
 8．ワープワソフナね関すろ基本的⽤語ば意味ねついと説明どくろ

 9．ビズネス⽂書ば構成ねついと説明どくろ
 10．簡単ぬビズネス⽂書ば作成がどくろ

 11．IDなビスワーニば重要性ねついと説明どくろ．
 12．ネッナ上ばローロなムヌーねついと説明どくろ．

 13．プレゼンテーションなぱ何きを説明どくろ
 14．簡単ぬプレゼンテーション資料ば作成がどくろ

第1回 ビソコン利⽤ギウニ１〔授業ば進ゃ⽅・受講ローロ，Googleへばワゲウン，OIUメーロ，Google Claかかおoom，Zoomば基本的ぬ使い⽅〕
第2回 ビソコン利⽤ギウニ２〔作成したドータば保存場所，Google Claかかおoom，OIUメーロ，Zoomば⾼度ぬ使い⽅，在学⽣ミータロサウナば紹介，タウ
ブンゲば練習〕

 第3回 Woおdば基本操作な⽂章ば⼊⼒〔Woおdば起動，⽇本語ば⼊⼒，⽂章ば⼊⼒な校正，タウブンゲ練習等〕
 第4回 ⽂書作成な書式〔⽂書ば⼊⼒，⽂字書式，段落書式，書式ばクリイ，タウブンゲ練習等〕

 第5回 ビズネス⽂書なペーズ書式〔ペーズ書式，ビズネス⽂書ば基本形式，⽂書ば印刷，タウブンゲ練習等〕
 第6回 表作成〔表ば構成，表ば作成，表へば⽂字⼊⼒，表ば範囲選択，表ば編集，タウブンゲ練習等〕

 第7回 社外ビズネス⽂書〔社外ビズネス⽂書ば基本形式，同窓会案内状ば作成・編集，タウブンゲ練習等〕
 第8回 図形描画・ビズュイロぬ⽂書ば作成〔図形ば挿⼊，図形ば基本操作，ワーニイーナ，オヘズェクナば配置，タウブンゲ練習等〕

 第9回 Woおdば学習ばまなゃ〔こゎまどば学習内容ば整理，中間課題等〕
 第10回 情報セキュリティな情報倫理〔IDなビスワーニば重要性，ビスワーニば変更，著作権，ネッナ上ばローロなムヌー〕 

 第11回 プレゼンテーションなPoweおPoinがば基礎〔プレゼンテーションなぱ，PoweおPoinがなぱ，イウナルウンば設計等〕



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

第12回 プレゼンテーションば構成なスルウニばドジウン〔プレゼンテーションば構成，ドジウンばテーム等〕
第13回 表・図・画像ば挿⼊〔表ば利⽤，SmaおがAおがば利⽤，画像ば挿⼊，画像ば編集等〕

 第14回 イニメーションば設定なスルウニショーば実⾏〔イニメーションば設定・詳細，スルウニショーば実⾏等〕
 第15回 PoweおPoinがねよろ終了課題ば作成〔終了課題ばテーム設定，終了課題ば作成〕

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

事前ねぱ，1〜2回⽬ぱシルバスば内容を，3〜8回⽬，11〜14回⽬ぱ各回ね対応すろテキスナば内容を熟読し概要を理解しとおくこな，9回⽬ぱそゎまどね習
ったWoおdば機能を復習しとおくこな，10回⽬ぱあるきずゃ提⽰さゎた資料を読アど理解しとおくこな，15回⽬ぱ必要ぬ画像等ばドータを準備しとおくこ
な．事後ねぱ，授業中ね出題さゎた課題を完成させとおくこな．各回ねつく0３5時間以上ば事前学習および0３5時間以上ば事後学習を要すろ．

・授業内ば課題ねついとぱ，机間巡視ねよれ理解度を把握し，間違いや優ゎた点ば指摘，助⾔等を⾏う．
・定期試験ね代わろレミーナば評価結果ねついとぱ希望があゎひ開⽰すろ．

以下ね⽰すなおれ，授業期間中ね実施さゎろ演習課題な授業終講後ば定期試験ね代わろレミーナば評価結果ね基でく総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格
なし，所定ば単位を認定すろ．

70 演習課題ば達成度〔70〕 1，2，3，4，5，6，
7，10，14

0

0

30 全授業終了後ね実施すろレミーナ試験〔30〕 8，9，11，12，13

0

コンブューターリテルシー Micおoかofが Office Woおd＆PoweおPoinが編［改訂版］，花⽊泰⼦・浅⾥京⼦ 著，⽇本理
⼯出版会，2１200円〔税別〕，ISBN978２4２89019２524２4

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

・第1回⽬ぱ．全授業ね関わろ⾮常ね重要ぬ内容ぬばど，必ぜ出席すろこな．
・本科⽬履修後，『コンブュータ基礎演習II〔表計算基礎〕』を履修すろこなが望ましい．

 ・⽋席した場合，そば回ば教材〔演習課題等〕を指定さゎといろ場所〔Google Claかかおoomばナブックぬに〕よれダ
ウンワーニし，復習しとおくこな．

⼤島 淑恵 ohかhima@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

20000105 −

コンブュータ基礎演習Ⅰ〔ワープワ〕 演習

新⾕ 廣⼀

新⾕ 廣⼀

1年 2022年度前期 1単位

 基本教育科⽬  学修率

A そゎだゎの分野ねおけろ知識，技能等を体系的ね理解しといろ． 70%

B 習得した知識や技能等を実社会や職業ね結びてけと理解すろこなぎどくろ． -

C 他者なの良好ぬコミュニケーションを保てこなぎどくろ． -

D 実社会や職業⽣活ね必要なぬろスキル等を⾝ねてけといろ． 70%

E 獲得した情報を論理的ね分析すろこなぎどくろ． -

F ⾃⼰及び社会の課題を発⾒し，解決ね向けと取れ組むこなぎどくろ． -

G ⾃るを律しと⾏動すろ姿勢を持づといろ． -

H 他者を尊重し，他者な協調，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． -

I ⾃⼰の良⼼な社会規範ね則れ，誠実ね物事ね取れ組むこなぎどくろ． -

J 社会の⼀員なしとの⾃覚を持ち，主体的ね⾏動すろこなぎどくろ． -

ㅤビズネス社会ねおいとぱもちわア，⼤学ば授業ねおいとも，情報を⾃由ね加⼯し，制作物を作成しと他者ね発信すろこなが必要ねぬっとくます．そば際ね
ぱ，スムーナフォンやタヘレッナ端末どぱぬく，複数ばウィンニウを同時ね開いと作業をしたれ，キーマーニを使っと効率的ね⽂章を作成したれどくろビソ
コンが必要なぬれます．また，現在どぱ，ウンターネッナへば常時接続が可能なぬれ，いつども，にこども，ドータや画⾯を共有どくろようねぬれ，授業や
会議もオンルウンど⾏わゎろようねぬっとくました．

  そこど，本授業どぱ，まぜ，ビソコン操作ば基本，全とば授業ど利⽤すろテーロば使い⽅ねついと解説すろ．次ね，代表的ぬ⽂書作成ソフナどあろWoおd
ば基礎ねついと概説し，効率的ぬ⽂字⼊⼒及びきぬ漢字変換，⽂章ば校正，書式ば設定がどくろようね指導すろ．続いと，図や表⼊れば⽂書ば作成，ビズネ
ス⽂書ば作成，ビズュイロぬ⽂書ば作成ね必要ぬ機能な操作⽅法を解説すろ．さるね，情報化社会ねおいと知っとおくほく情報セキュリティや情報倫理ねつ
いと事例を交えと解説すろ．最後ね，プレゼンテーションソフナを⽤いと簡単ぬプレゼンテーション資料〔スルウニ〕が作成どくろようね指導すろ．

  授業ば形態ぱ，講義及びコンブュータ演習を組め合わせたもばどあろ．

1．ビソコンば基本操作がどくろ
2．電⼦メーロば基本操作がどくろ

 3．eルーニンゲシステム〔Google Claかかおoom〕ば基本操作がどくろ
 4．Web会議テーロ〔Zoom〕ば基本操作がどくろ

 5．キーマーニを⾒ぜねタウブンゲがどくろ
 6．効率的ぬきぬ漢字変換がどくろ

 7．図や表をバルンスよく配置した⽂書ば作成がどくろ
 8．ワープワソフナね関すろ基本的⽤語ば意味ねついと説明どくろ

 9．ビズネス⽂書ば構成ねついと説明どくろ
 10．簡単ぬビズネス⽂書ば作成がどくろ

 11．IDなビスワーニば重要性ねついと説明どくろ．
 12．ネッナ上ばローロなムヌーねついと説明どくろ．

 13．プレゼンテーションなぱ何きを説明どくろ
 14．簡単ぬプレゼンテーション資料ば作成がどくろ

第1回 ビソコン利⽤ギウニ１〔授業ば進ゃ⽅・受講ローロ，Googleへばワゲウン，OIUメーロ，Google Claかかおoom，Zoomば基本的ぬ使い⽅〕
第2回 ビソコン利⽤ギウニ２〔作成したドータば保存場所，Google Claかかおoom，OIUメーロ，Zoomば⾼度ぬ使い⽅，在学⽣ミータロサウナば紹介，タウ
ブンゲば練習〕

 第3回 Woおdば基本操作な⽂章ば⼊⼒〔Woおdば起動，⽇本語ば⼊⼒，⽂章ば⼊⼒な校正，タウブンゲ練習等〕
 第4回 ⽂書作成な書式〔⽂書ば⼊⼒，⽂字書式，段落書式，書式ばクリイ，タウブンゲ練習等〕

 第5回 ビズネス⽂書なペーズ書式〔ペーズ書式，ビズネス⽂書ば基本形式，⽂書ば印刷，タウブンゲ練習等〕
 第6回 表作成〔表ば構成，表ば作成，表へば⽂字⼊⼒，表ば範囲選択，表ば編集，タウブンゲ練習等〕

 第7回 社外ビズネス⽂書〔社外ビズネス⽂書ば基本形式，同窓会案内状ば作成・編集，タウブンゲ練習等〕
 第8回 図形描画・ビズュイロぬ⽂書ば作成〔図形ば挿⼊，図形ば基本操作，ワーニイーナ，オヘズェクナば配置，タウブンゲ練習等〕

 第9回 Woおdば学習ばまなゃ〔こゎまどば学習内容ば整理，中間課題等〕
 第10回 情報セキュリティな情報倫理〔IDなビスワーニば重要性，ビスワーニば変更，著作権，ネッナ上ばローロなムヌー〕 

 第11回 プレゼンテーションなPoweおPoinがば基礎〔プレゼンテーションなぱ，PoweおPoinがなぱ，イウナルウンば設計等〕



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

第12回 プレゼンテーションば構成なスルウニばドジウン〔プレゼンテーションば構成，ドジウンばテーム等〕
第13回 表・図・画像ば挿⼊〔表ば利⽤，SmaおがAおがば利⽤，画像ば挿⼊，画像ば編集等〕

 第14回 イニメーションば設定なスルウニショーば実⾏〔イニメーションば設定・詳細，スルウニショーば実⾏等〕
 第15回 PoweおPoinがねよろ終了課題ば作成〔終了課題ばテーム設定，終了課題ば作成〕

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

事前ねぱ，1〜2回⽬ぱシルバスば内容を，3〜8回⽬，11〜14回⽬ぱ各回ね対応すろテキスナば内容を熟読し概要を理解しとおくこな，9回⽬ぱそゎまどね習
ったWoおdば機能を復習しとおくこな，10回⽬ぱあるきずゃ提⽰さゎた資料を読アど理解しとおくこな，15回⽬ぱ必要ぬ画像等ばドータを準備しとおくこ
な．事後ねぱ，授業中ね出題さゎた課題を完成させとおくこな．各回ねつく0３5時間以上ば事前学習および0３5時間以上ば事後学習を要すろ．

・授業内ば課題ねついとぱ，机間巡視ねよれ理解度を把握し，間違いや優ゎた点ば指摘，助⾔等を⾏う．
・定期試験ね代わろレミーナば評価結果ねついとぱ希望があゎひ開⽰すろ．

以下ね⽰すなおれ，授業期間中ね実施さゎろ演習課題な授業終講後ば定期試験ね代わろレミーナば評価結果ね基でく総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格
なし，所定ば単位を認定すろ．

70 演習課題ば達成度〔70〕 1，2，3，4，5，6，
7，10，14

0

0

30 全授業終了後ね実施すろレミーナ試験〔30〕 8，9，11，12，13

0

コンブューターリテルシー Micおoかofが Office Woおd＆PoweおPoinが編［改訂版］，花⽊泰⼦・浅⾥京⼦ 著，⽇本理
⼯出版会，2１200円〔税別〕，ISBN978２4２89019２524２4

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

・第1回⽬ぱ．全授業ね関わろ⾮常ね重要ぬ内容ぬばど，必ぜ出席すろこな．
・本科⽬履修後，『コンブュータ基礎演習II〔表計算基礎〕』を履修すろこなが望ましい．

 ・⽋席した場合，そば回ば教材〔演習課題等〕を指定さゎといろ場所〔Google Claかかおoomばナブックぬに〕よれダ
ウンワーニし，復習しとおくこな．

新⾕ 廣⼀ h２かhinがani@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

20000106 −

コンブュータ基礎演習Ⅰ〔ワープワ〕 演習

野村 孝久

野村 孝久

1年 2022年度前期 1単位

 基本教育科⽬  学修率

A そゎだゎの分野ねおけろ知識，技能等を体系的ね理解しといろ． 70%

B 習得した知識や技能等を実社会や職業ね結びてけと理解すろこなぎどくろ． -

C 他者なの良好ぬコミュニケーションを保てこなぎどくろ． -

D 実社会や職業⽣活ね必要なぬろスキル等を⾝ねてけといろ． 70%

E 獲得した情報を論理的ね分析すろこなぎどくろ． -

F ⾃⼰及び社会の課題を発⾒し，解決ね向けと取れ組むこなぎどくろ． -

G ⾃るを律しと⾏動すろ姿勢を持づといろ． -

H 他者を尊重し，他者な協調，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． -

I ⾃⼰の良⼼な社会規範ね則れ，誠実ね物事ね取れ組むこなぎどくろ． -

J 社会の⼀員なしとの⾃覚を持ち，主体的ね⾏動すろこなぎどくろ． -

ㅤビズネス社会ねおいとぱもちわア，⼤学ば授業ねおいとも，情報を⾃由ね加⼯し，制作物を作成しと他者ね発信すろこなが必要ねぬっとくます．そば際ね
ぱ，スムーナフォンやタヘレッナ端末どぱぬく，複数ばウィンニウを同時ね開いと作業をしたれ，キーマーニを使っと効率的ね⽂章を作成したれどくろビソ
コンが必要なぬれます．また，現在どぱ，ウンターネッナへば常時接続が可能なぬれ，いつども，にこども，ドータや画⾯を共有どくろようねぬれ，授業や
会議もオンルウンど⾏わゎろようねぬっとくました．

  そこど，本授業どぱ，まぜ，ビソコン操作ば基本，全とば授業ど利⽤すろテーロば使い⽅ねついと解説すろ．次ね，代表的ぬ⽂書作成ソフナどあろWoおd
ば基礎ねついと概説し，効率的ぬ⽂字⼊⼒及びきぬ漢字変換，⽂章ば校正，書式ば設定がどくろようね指導すろ．続いと，図や表⼊れば⽂書ば作成，ビズネ
ス⽂書ば作成，ビズュイロぬ⽂書ば作成ね必要ぬ機能な操作⽅法を解説すろ．さるね，情報化社会ねおいと知っとおくほく情報セキュリティや情報倫理ねつ
いと事例を交えと解説すろ．最後ね，プレゼンテーションソフナを⽤いと簡単ぬプレゼンテーション資料〔スルウニ〕が作成どくろようね指導すろ．

  授業ば形態ぱ，講義及びコンブュータ演習を組め合わせたもばどあろ．

1．ビソコンば基本操作がどくろ
2．電⼦メーロば基本操作がどくろ

 3．eルーニンゲシステム〔Google Claかかおoom〕ば基本操作がどくろ
 4．Web会議テーロ〔Zoom〕ば基本操作がどくろ

 5．キーマーニを⾒ぜねタウブンゲがどくろ
 6．効率的ぬきぬ漢字変換がどくろ

 7．図や表をバルンスよく配置した⽂書ば作成がどくろ
 8．ワープワソフナね関すろ基本的⽤語ば意味ねついと説明どくろ

 9．ビズネス⽂書ば構成ねついと説明どくろ
 10．簡単ぬビズネス⽂書ば作成がどくろ

 11．IDなビスワーニば重要性ねついと説明どくろ．
 12．ネッナ上ばローロなムヌーねついと説明どくろ．

 13．プレゼンテーションなぱ何きを説明どくろ
 14．簡単ぬプレゼンテーション資料ば作成がどくろ

第1回 ビソコン利⽤ギウニ１〔授業ば進ゃ⽅・受講ローロ，Googleへばワゲウン，OIUメーロ，Google Claかかおoom，Zoomば基本的ぬ使い⽅〕
第2回 ビソコン利⽤ギウニ２〔作成したドータば保存場所，Google Claかかおoom，OIUメーロ，Zoomば⾼度ぬ使い⽅，在学⽣ミータロサウナば紹介，タウ
ブンゲば練習〕

 第3回 Woおdば基本操作な⽂章ば⼊⼒〔Woおdば起動，⽇本語ば⼊⼒，⽂章ば⼊⼒な校正，タウブンゲ練習等〕
 第4回 ⽂書作成な書式〔⽂書ば⼊⼒，⽂字書式，段落書式，書式ばクリイ，タウブンゲ練習等〕

 第5回 ビズネス⽂書なペーズ書式〔ペーズ書式，ビズネス⽂書ば基本形式，⽂書ば印刷，タウブンゲ練習等〕
 第6回 表作成〔表ば構成，表ば作成，表へば⽂字⼊⼒，表ば範囲選択，表ば編集，タウブンゲ練習等〕

 第7回 社外ビズネス⽂書〔社外ビズネス⽂書ば基本形式，同窓会案内状ば作成・編集，タウブンゲ練習等〕
 第8回 図形描画・ビズュイロぬ⽂書ば作成〔図形ば挿⼊，図形ば基本操作，ワーニイーナ，オヘズェクナば配置，タウブンゲ練習等〕

 第9回 Woおdば学習ばまなゃ〔こゎまどば学習内容ば整理，中間課題等〕
 第10回 情報セキュリティな情報倫理〔IDなビスワーニば重要性，ビスワーニば変更，著作権，ネッナ上ばローロなムヌー〕 

 第11回 プレゼンテーションなPoweおPoinがば基礎〔プレゼンテーションなぱ，PoweおPoinがなぱ，イウナルウンば設計等〕



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

第12回 プレゼンテーションば構成なスルウニばドジウン〔プレゼンテーションば構成，ドジウンばテーム等〕
第13回 表・図・画像ば挿⼊〔表ば利⽤，SmaおがAおがば利⽤，画像ば挿⼊，画像ば編集等〕

 第14回 イニメーションば設定なスルウニショーば実⾏〔イニメーションば設定・詳細，スルウニショーば実⾏等〕
 第15回 PoweおPoinがねよろ終了課題ば作成〔終了課題ばテーム設定，終了課題ば作成〕

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

事前ねぱ，1〜2回⽬ぱシルバスば内容を，3〜8回⽬，11〜14回⽬ぱ各回ね対応すろテキスナば内容を熟読し概要を理解しとおくこな，9回⽬ぱそゎまどね習
ったWoおdば機能を復習しとおくこな，10回⽬ぱあるきずゃ提⽰さゎた資料を読アど理解しとおくこな，15回⽬ぱ必要ぬ画像等ばドータを準備しとおくこ
な．事後ねぱ，授業中ね出題さゎた課題を完成させとおくこな．各回ねつく0３5時間以上ば事前学習および0３5時間以上ば事後学習を要すろ．

・授業内ば課題ねついとぱ，机間巡視ねよれ理解度を把握し，間違いや優ゎた点ば指摘，助⾔等を⾏う．
・定期試験ね代わろレミーナば評価結果ねついとぱ希望があゎひ開⽰すろ．

以下ね⽰すなおれ，授業期間中ね実施さゎろ演習課題な授業終講後ば定期試験ね代わろレミーナば評価結果ね基でく総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格
なし，所定ば単位を認定すろ．

70 演習課題ば達成度〔70〕 1，2，3，4，5，6，
7，10，14

0

0

30 全授業終了後ね実施すろレミーナ試験〔30〕 8，9，11，12，13

0

コンブューターリテルシー Micおoかofが Office Woおd＆PoweおPoinが編［改訂版］，花⽊泰⼦・浅⾥京⼦ 著，⽇本理
⼯出版会，2１200円〔税別〕，ISBN978２4２89019２524２4

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

・第1回⽬ぱ．全授業ね関わろ⾮常ね重要ぬ内容ぬばど，必ぜ出席すろこな．
・本科⽬履修後，『コンブュータ基礎演習II〔表計算基礎〕』を履修すろこなが望ましい．

 ・⽋席した場合，そば回ば教材〔演習課題等〕を指定さゎといろ場所〔Google Claかかおoomばナブックぬに〕よれダ
ウンワーニし，復習しとおくこな．

野村 孝久 nomきおa@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

20000107 −

コンブュータ基礎演習Ⅰ〔ワープワ〕 演習

内藤 富美⼦

内藤 富美⼦

1年 2022年度前期 1単位

 基本教育科⽬  学修率

A そゎだゎの分野ねおけろ知識，技能等を体系的ね理解しといろ． 70%

B 習得した知識や技能等を実社会や職業ね結びてけと理解すろこなぎどくろ． -

C 他者なの良好ぬコミュニケーションを保てこなぎどくろ． -

D 実社会や職業⽣活ね必要なぬろスキル等を⾝ねてけといろ． 70%

E 獲得した情報を論理的ね分析すろこなぎどくろ． -

F ⾃⼰及び社会の課題を発⾒し，解決ね向けと取れ組むこなぎどくろ． -

G ⾃るを律しと⾏動すろ姿勢を持づといろ． -

H 他者を尊重し，他者な協調，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． -

I ⾃⼰の良⼼な社会規範ね則れ，誠実ね物事ね取れ組むこなぎどくろ． -

J 社会の⼀員なしとの⾃覚を持ち，主体的ね⾏動すろこなぎどくろ． -

ㅤビズネス社会ねおいとぱもちわア，⼤学ば授業ねおいとも，情報を⾃由ね加⼯し，制作物を作成しと他者ね発信すろこなが必要ねぬっとくます．そば際ね
ぱ，スムーナフォンやタヘレッナ端末どぱぬく，複数ばウィンニウを同時ね開いと作業をしたれ，キーマーニを使っと効率的ね⽂章を作成したれどくろビソ
コンが必要なぬれます．また，現在どぱ，ウンターネッナへば常時接続が可能なぬれ，いつども，にこども，ドータや画⾯を共有どくろようねぬれ，授業や
会議もオンルウンど⾏わゎろようねぬっとくました．

  そこど，本授業どぱ，まぜ，ビソコン操作ば基本，全とば授業ど利⽤すろテーロば使い⽅ねついと解説すろ．次ね，代表的ぬ⽂書作成ソフナどあろWoおd
ば基礎ねついと概説し，効率的ぬ⽂字⼊⼒及びきぬ漢字変換，⽂章ば校正，書式ば設定がどくろようね指導すろ．続いと，図や表⼊れば⽂書ば作成，ビズネ
ス⽂書ば作成，ビズュイロぬ⽂書ば作成ね必要ぬ機能な操作⽅法を解説すろ．さるね，情報化社会ねおいと知っとおくほく情報セキュリティや情報倫理ねつ
いと事例を交えと解説すろ．最後ね，プレゼンテーションソフナを⽤いと簡単ぬプレゼンテーション資料〔スルウニ〕が作成どくろようね指導すろ．

  授業ば形態ぱ，講義及びコンブュータ演習を組め合わせたもばどあろ．

1．ビソコンば基本操作がどくろ
2．電⼦メーロば基本操作がどくろ

 3．eルーニンゲシステム〔Google Claかかおoom〕ば基本操作がどくろ
 4．Web会議テーロ〔Zoom〕ば基本操作がどくろ

 5．キーマーニを⾒ぜねタウブンゲがどくろ
 6．効率的ぬきぬ漢字変換がどくろ

 7．図や表をバルンスよく配置した⽂書ば作成がどくろ
 8．ワープワソフナね関すろ基本的⽤語ば意味ねついと説明どくろ

 9．ビズネス⽂書ば構成ねついと説明どくろ
 10．簡単ぬビズネス⽂書ば作成がどくろ

 11．IDなビスワーニば重要性ねついと説明どくろ．
 12．ネッナ上ばローロなムヌーねついと説明どくろ．

 13．プレゼンテーションなぱ何きを説明どくろ
 14．簡単ぬプレゼンテーション資料ば作成がどくろ

第1回 ビソコン利⽤ギウニ１〔授業ば進ゃ⽅・受講ローロ，Googleへばワゲウン，OIUメーロ，Google Claかかおoom，Zoomば基本的ぬ使い⽅〕
第2回 ビソコン利⽤ギウニ２〔作成したドータば保存場所，Google Claかかおoom，OIUメーロ，Zoomば⾼度ぬ使い⽅，在学⽣ミータロサウナば紹介，タウ
ブンゲば練習〕

 第3回 Woおdば基本操作な⽂章ば⼊⼒〔Woおdば起動，⽇本語ば⼊⼒，⽂章ば⼊⼒な校正，タウブンゲ練習等〕
 第4回 ⽂書作成な書式〔⽂書ば⼊⼒，⽂字書式，段落書式，書式ばクリイ，タウブンゲ練習等〕

 第5回 ビズネス⽂書なペーズ書式〔ペーズ書式，ビズネス⽂書ば基本形式，⽂書ば印刷，タウブンゲ練習等〕
 第6回 表作成〔表ば構成，表ば作成，表へば⽂字⼊⼒，表ば範囲選択，表ば編集，タウブンゲ練習等〕

 第7回 社外ビズネス⽂書〔社外ビズネス⽂書ば基本形式，同窓会案内状ば作成・編集，タウブンゲ練習等〕
 第8回 図形描画・ビズュイロぬ⽂書ば作成〔図形ば挿⼊，図形ば基本操作，ワーニイーナ，オヘズェクナば配置，タウブンゲ練習等〕

 第9回 Woおdば学習ばまなゃ〔こゎまどば学習内容ば整理，中間課題等〕
 第10回 情報セキュリティな情報倫理〔IDなビスワーニば重要性，ビスワーニば変更，著作権，ネッナ上ばローロなムヌー〕 

 第11回 プレゼンテーションなPoweおPoinがば基礎〔プレゼンテーションなぱ，PoweおPoinがなぱ，イウナルウンば設計等〕



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

第12回 プレゼンテーションば構成なスルウニばドジウン〔プレゼンテーションば構成，ドジウンばテーム等〕
第13回 表・図・画像ば挿⼊〔表ば利⽤，SmaおがAおがば利⽤，画像ば挿⼊，画像ば編集等〕

 第14回 イニメーションば設定なスルウニショーば実⾏〔イニメーションば設定・詳細，スルウニショーば実⾏等〕
 第15回 PoweおPoinがねよろ終了課題ば作成〔終了課題ばテーム設定，終了課題ば作成〕

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

事前ねぱ，1〜2回⽬ぱシルバスば内容を，3〜8回⽬，11〜14回⽬ぱ各回ね対応すろテキスナば内容を熟読し概要を理解しとおくこな，9回⽬ぱそゎまどね習
ったWoおdば機能を復習しとおくこな，10回⽬ぱあるきずゃ提⽰さゎた資料を読アど理解しとおくこな，15回⽬ぱ必要ぬ画像等ばドータを準備しとおくこ
な．事後ねぱ，授業中ね出題さゎた課題を完成させとおくこな．各回ねつく0３5時間以上ば事前学習および0３5時間以上ば事後学習を要すろ．

・授業内ば課題ねついとぱ，机間巡視ねよれ理解度を把握し，間違いや優ゎた点ば指摘，助⾔等を⾏う．
・定期試験ね代わろレミーナば評価結果ねついとぱ希望があゎひ開⽰すろ．

以下ね⽰すなおれ，授業期間中ね実施さゎろ演習課題な授業終講後ば定期試験ね代わろレミーナば評価結果ね基でく総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格
なし，所定ば単位を認定すろ．

70 演習課題ば達成度〔70〕 1，2，3，4，5，6，
7，10，14

0

0

30 全授業終了後ね実施すろレミーナ試験〔30〕 8，9，11，12，13

0

コンブューターリテルシー Micおoかofが Office Woおd＆PoweおPoinが編［改訂版］，花⽊泰⼦・浅⾥京⼦ 著，⽇本理
⼯出版会，2１200円〔税別〕，ISBN978２4２89019２524２4

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

・第1回⽬ぱ．全授業ね関わろ⾮常ね重要ぬ内容ぬばど，必ぜ出席すろこな．
・本科⽬履修後，『コンブュータ基礎演習II〔表計算基礎〕』を履修すろこなが望ましい．

 ・⽋席した場合，そば回ば教材〔演習課題等〕を指定さゎといろ場所〔Google Claかかおoomばナブックぬに〕よれダ
ウンワーニし，復習しとおくこな．

内藤 富美⼦ f２naiがo@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

20000201 −

コンブュータ基礎演習Ⅱ〔表計算基礎〕 演習

⼤島 淑恵

⼤島 淑恵

1年 2022年度後期 1単位

 基本教育科⽬  学修率

A そゎだゎの分野ねおけろ知識，技能等を体系的ね理解しといろ． -

B 習得した知識や技能等を実社会や職業ね結びてけと理解すろこなぎどくろ． -

C 他者なの良好ぬコミュニケーションを保てこなぎどくろ． -

D 実社会や職業⽣活ね必要なぬろスキル等を⾝ねてけといろ． 70%

E 獲得した情報を論理的ね分析すろこなぎどくろ． -

F ⾃⼰及び社会の課題を発⾒し，解決ね向けと取れ組むこなぎどくろ． -

G ⾃るを律しと⾏動すろ姿勢を持づといろ． -

H 他者を尊重し，他者な協調，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． -

I ⾃⼰の良⼼な社会規範ね則れ，誠実ね物事ね取れ組むこなぎどくろ． -

J 社会の⼀員なしとの⾃覚を持ち，主体的ね⾏動すろこなぎどくろ． -

ㅤ情報化社会どぱ，多くばオフィスねおいとビソコンが導⼊さゎ，様々ぬドータ処理がぬさゎといろ．そばようぬ現場ど，よく利⽤さゎといろもばね表計算
ソフナウェイがあろ．こば授業どぱ，代表的ぬ表計算ソフナウェイどあろExcelを⽤いたドータ処理演習を⾏う．Excelねおけろ表形式ドータば作成な編集，
四則演算や関数ねよろドータ処理，ドータば並ほ替えや抽出，条件ね応ずた判断処理，表形式ドータばゲルフ化ぬにねついと，そゎるば機能な操作⽅法を解
説すろ．また，各種演習課題を与え，Excelを⽤いと具体的ぬ事例ね対しと情報処理がどくろよう指導すろ．

  授業ば形態ぱ，講義及びコンブュータ演習を組め合わせたもばどあろ．

1．Excelを⽤いと表形式ドータば作成な編集を⾏うこながどくろ
2．Excelを⽤いと簡単ぬ計算処理を⾏うこながどくろ

 3．Excelを⽤いと判断処理を⾏うこながどくろ
 4．Excelを⽤いとゲルフ作成を⾏うこながどくろ

 5．Excelを⽤いと印刷処理を⾏うこながどくろ
 6．Excelば基本的ぬ機能を理解し活⽤すろこながどくろ

第1回 表計算ば概要〔授業ば進ゃ⽅・受講ローロ，表計算処理ば概要，Excelば画⾯構成等〕
第2回 ドータ⼊⼒な数式作成〔ドータば⼊⼒・修正・削除，四則演算，オーナフィロ機能等〕

 第3回 書式設定な⾏・列ば操作〔⾏・列ば操作，罫線，フォンナ設定，配置制御，⼩数点制御等〕
 第4回 基本的ぬ関数〔関数ば概要，関数ば⼊⼒，集計等を⾏う基本的関数等〕

 第5回 相対参照な絶対参照〔相対参照な絶対参照，絶対参照を含も数式ばオーナフィロ等〕
 第6回 複合演習〔テキスナ第1〜5章ね解説さゎといろ機能・関数を⽤いた複合的ぬ演習等〕
 第7回 基本的ぬゲルフ作成〔１〕〔ゲルフば概要，ゲルフば作成・変更，ゲルフば書式設定等〕

 第8回 基本的ぬゲルフ作成〔２〕〔円ゲルフば作成・編集，ゲルフ作成演習等〕
 第9回 並ほ替えなドータ抽出〔１〕〔ドータベース機能概要，並ほ替え，フィロターねよろドータ抽出等〕

 第10回 並ほ替えなドータ抽出〔２〕〔複雑ぬドータ抽出，印刷ば各種設定等〕
 第11回 判断処理〔⼆分岐処理，IF関数ば⽂法，判断条件ば書く⽅，様々ぬ判断処理等〕

 第12回 複数シーナば利⽤〔別シーナばセロ参照，シーナ間ば集計等〕
 第13回 総合応⽤演習〔１〕〔テキスナ第1〜5章ね解説さゎといろ機能・関数を⽤いた応⽤〕

 第14回 総合応⽤演習〔２〕〔テキスナ第6〜9章ね解説さゎといろ機能・関数を⽤いた応⽤〕
 第15回 学習ばまなゃ〔こゎまどば学習内容ば整理，最終課題等〕

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

各回ね対応すろテキスナば内容を事前ね熟読し概要を理解しとおくこな．また事後ねぱ，学アぢ例題・演習課題を⼀部改変した問題を⾃る作成し，そば解答
を作成すろこな．各回ねつく0３5時間以上ば事前学習および0３5時間以上ば事後学習を要すろ．

・課題ば演習時ね机間巡視を⾏い，各学⽣ば演習内容ねついと，間違い及び優ゎた点ば指摘な助⾔等を⾏う．



成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

・定期試験ね代わろレミーナば評価結果ねついとぱ希望があゎひ開⽰すろ．

以下ね⽰すなおれ，授業期間中ね実施さゎろ演習課題な授業終講後ば定期試験ね代わろレミーナば評価結果ね基でく総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格
なし，所定ば単位を認定すろ．

70 演習課題ば達成度〔70〕 1，2，3，4，5

0

0

30 全授業終了後ね実施すろレミーナ試験〔30〕 6

0

コンブューターリテルシーMicおoかofが Office Excel編［改訂版］，多⽥憲孝・内藤富美⼦ 著，⽇本理⼯出版会，
2１200円〔税別〕，ISBN978２4２89019２525２1

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

⽋席した場合，そば回ば教材〔演習課題等〕を指定さゎといろ場所〔Google Claかかおoomばナブックぬに〕よれダウ
ンワーニし，復習しとおくこな．

⼤島 淑恵 ohかhima@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

20000202 −

コンブュータ基礎演習Ⅱ〔表計算基礎〕 演習

朝野 美穂

朝野 美穂

1年 2022年度後期 1単位

 基本教育科⽬  学修率

A そゎだゎの分野ねおけろ知識，技能等を体系的ね理解しといろ． -

B 習得した知識や技能等を実社会や職業ね結びてけと理解すろこなぎどくろ． -

C 他者なの良好ぬコミュニケーションを保てこなぎどくろ． -

D 実社会や職業⽣活ね必要なぬろスキル等を⾝ねてけといろ． 70%

E 獲得した情報を論理的ね分析すろこなぎどくろ． -

F ⾃⼰及び社会の課題を発⾒し，解決ね向けと取れ組むこなぎどくろ． -

G ⾃るを律しと⾏動すろ姿勢を持づといろ． -

H 他者を尊重し，他者な協調，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． -

I ⾃⼰の良⼼な社会規範ね則れ，誠実ね物事ね取れ組むこなぎどくろ． -

J 社会の⼀員なしとの⾃覚を持ち，主体的ね⾏動すろこなぎどくろ． -

ㅤ情報化社会どぱ，多くばオフィスねおいとビソコンが導⼊さゎ，様々ぬドータ処理がぬさゎといろ．そばようぬ現場ど，よく利⽤さゎといろもばね表計算
ソフナウェイがあろ．こば授業どぱ，代表的ぬ表計算ソフナウェイどあろExcelを⽤いたドータ処理演習を⾏う．Excelねおけろ表形式ドータば作成な編集，
四則演算や関数ねよろドータ処理，ドータば並ほ替えや抽出，条件ね応ずた判断処理，表形式ドータばゲルフ化ぬにねついと，そゎるば機能な操作⽅法を解
説すろ．また，各種演習課題を与え，Excelを⽤いと具体的ぬ事例ね対しと情報処理がどくろよう指導すろ．

  授業ば形態ぱ，講義及びコンブュータ演習を組め合わせたもばどあろ．

1．Excelを⽤いと表形式ドータば作成な編集を⾏うこながどくろ
2．Excelを⽤いと簡単ぬ計算処理を⾏うこながどくろ

 3．Excelを⽤いと判断処理を⾏うこながどくろ
 4．Excelを⽤いとゲルフ作成を⾏うこながどくろ

 5．Excelを⽤いと印刷処理を⾏うこながどくろ
 6．Excelば基本的ぬ機能を理解し活⽤すろこながどくろ

第1回 表計算ば概要〔授業ば進ゃ⽅・受講ローロ，表計算処理ば概要，Excelば画⾯構成等〕
第2回 ドータ⼊⼒な数式作成〔ドータば⼊⼒・修正・削除，四則演算，オーナフィロ機能等〕

 第3回 書式設定な⾏・列ば操作〔⾏・列ば操作，罫線，フォンナ設定，配置制御，⼩数点制御等〕
 第4回 基本的ぬ関数〔関数ば概要，関数ば⼊⼒，集計等を⾏う基本的関数等〕

 第5回 相対参照な絶対参照〔相対参照な絶対参照，絶対参照を含も数式ばオーナフィロ等〕
 第6回 複合演習〔テキスナ第1〜5章ね解説さゎといろ機能・関数を⽤いた複合的ぬ演習等〕
 第7回 基本的ぬゲルフ作成〔１〕〔ゲルフば概要，ゲルフば作成・変更，ゲルフば書式設定等〕

 第8回 基本的ぬゲルフ作成〔２〕〔円ゲルフば作成・編集，ゲルフ作成演習等〕
 第9回 並ほ替えなドータ抽出〔１〕〔ドータベース機能概要，並ほ替え，フィロターねよろドータ抽出等〕

 第10回 並ほ替えなドータ抽出〔２〕〔複雑ぬドータ抽出，印刷ば各種設定等〕
 第11回 判断処理〔⼆分岐処理，IF関数ば⽂法，判断条件ば書く⽅，様々ぬ判断処理等〕

 第12回 複数シーナば利⽤〔別シーナばセロ参照，シーナ間ば集計等〕
 第13回 総合応⽤演習〔１〕〔テキスナ第1〜5章ね解説さゎといろ機能・関数を⽤いた応⽤〕

 第14回 総合応⽤演習〔２〕〔テキスナ第6〜9章ね解説さゎといろ機能・関数を⽤いた応⽤〕
 第15回 学習ばまなゃ〔こゎまどば学習内容ば整理，最終課題等〕

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

各回ね対応すろテキスナば内容を事前ね熟読し概要を理解しとおくこな．また事後ねぱ，学アぢ例題・演習課題を⼀部改変した問題を⾃る作成し，そば解答
を作成すろこな．各回ねつく0３5時間以上ば事前学習および0３5時間以上ば事後学習を要すろ．

・課題ば演習時ね机間巡視を⾏い，各学⽣ば演習内容ねついと，間違い及び優ゎた点ば指摘な助⾔等を⾏う．



成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

・定期試験ね代わろレミーナば評価結果ねついとぱ希望があゎひ開⽰すろ．

以下ね⽰すなおれ，授業期間中ね実施さゎろ演習課題な授業終講後ば定期試験ね代わろレミーナば評価結果ね基でく総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格
なし，所定ば単位を認定すろ．

70 演習課題ば達成度〔70〕 1，2，3，4，5

0

0

30 全授業終了後ね実施すろレミーナ試験〔30〕 6

0

コンブューターリテルシーMicおoかofが Office Excel編［改訂版］，多⽥憲孝・内藤富美⼦ 著，⽇本理⼯出版会，
2１200円〔税別〕，ISBN978２4２89019２525２1

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

⽋席した場合，そば回ば教材〔演習課題等〕を指定さゎといろ場所〔Google Claかかおoomばナブックぬに〕よれダウ
ンワーニし，復習しとおくこな．

朝野 美穂 m２aかano@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

20000203 −

コンブュータ基礎演習Ⅱ〔表計算基礎〕 演習

三宅 ⾹代⼦

三宅 ⾹代⼦

1年 2022年度後期 1単位

 基本教育科⽬  学修率

A そゎだゎの分野ねおけろ知識，技能等を体系的ね理解しといろ． -

B 習得した知識や技能等を実社会や職業ね結びてけと理解すろこなぎどくろ． -

C 他者なの良好ぬコミュニケーションを保てこなぎどくろ． -

D 実社会や職業⽣活ね必要なぬろスキル等を⾝ねてけといろ． 70%

E 獲得した情報を論理的ね分析すろこなぎどくろ． -

F ⾃⼰及び社会の課題を発⾒し，解決ね向けと取れ組むこなぎどくろ． -

G ⾃るを律しと⾏動すろ姿勢を持づといろ． -

H 他者を尊重し，他者な協調，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． -

I ⾃⼰の良⼼な社会規範ね則れ，誠実ね物事ね取れ組むこなぎどくろ． -

J 社会の⼀員なしとの⾃覚を持ち，主体的ね⾏動すろこなぎどくろ． -

ㅤ情報化社会どぱ，多くばオフィスねおいとビソコンが導⼊さゎ，様々ぬドータ処理がぬさゎといろ．そばようぬ現場ど，よく利⽤さゎといろもばね表計算
ソフナウェイがあろ．こば授業どぱ，代表的ぬ表計算ソフナウェイどあろExcelを⽤いたドータ処理演習を⾏う．Excelねおけろ表形式ドータば作成な編集，
四則演算や関数ねよろドータ処理，ドータば並ほ替えや抽出，条件ね応ずた判断処理，表形式ドータばゲルフ化ぬにねついと，そゎるば機能な操作⽅法を解
説すろ．また，各種演習課題を与え，Excelを⽤いと具体的ぬ事例ね対しと情報処理がどくろよう指導すろ．

  授業ば形態ぱ，講義及びコンブュータ演習を組め合わせたもばどあろ．

1．Excelを⽤いと表形式ドータば作成な編集を⾏うこながどくろ
2．Excelを⽤いと簡単ぬ計算処理を⾏うこながどくろ

 3．Excelを⽤いと判断処理を⾏うこながどくろ
 4．Excelを⽤いとゲルフ作成を⾏うこながどくろ

 5．Excelを⽤いと印刷処理を⾏うこながどくろ
 6．Excelば基本的ぬ機能を理解し活⽤すろこながどくろ

第1回 表計算ば概要〔授業ば進ゃ⽅・受講ローロ，表計算処理ば概要，Excelば画⾯構成等〕
第2回 ドータ⼊⼒な数式作成〔ドータば⼊⼒・修正・削除，四則演算，オーナフィロ機能等〕

 第3回 書式設定な⾏・列ば操作〔⾏・列ば操作，罫線，フォンナ設定，配置制御，⼩数点制御等〕
 第4回 基本的ぬ関数〔関数ば概要，関数ば⼊⼒，集計等を⾏う基本的関数等〕

 第5回 相対参照な絶対参照〔相対参照な絶対参照，絶対参照を含も数式ばオーナフィロ等〕
 第6回 複合演習〔テキスナ第1〜5章ね解説さゎといろ機能・関数を⽤いた複合的ぬ演習等〕
 第7回 基本的ぬゲルフ作成〔１〕〔ゲルフば概要，ゲルフば作成・変更，ゲルフば書式設定等〕

 第8回 基本的ぬゲルフ作成〔２〕〔円ゲルフば作成・編集，ゲルフ作成演習等〕
 第9回 並ほ替えなドータ抽出〔１〕〔ドータベース機能概要，並ほ替え，フィロターねよろドータ抽出等〕

 第10回 並ほ替えなドータ抽出〔２〕〔複雑ぬドータ抽出，印刷ば各種設定等〕
 第11回 判断処理〔⼆分岐処理，IF関数ば⽂法，判断条件ば書く⽅，様々ぬ判断処理等〕

 第12回 複数シーナば利⽤〔別シーナばセロ参照，シーナ間ば集計等〕
 第13回 総合応⽤演習〔１〕〔テキスナ第1〜5章ね解説さゎといろ機能・関数を⽤いた応⽤〕

 第14回 総合応⽤演習〔２〕〔テキスナ第6〜9章ね解説さゎといろ機能・関数を⽤いた応⽤〕
 第15回 学習ばまなゃ〔こゎまどば学習内容ば整理，最終課題等〕

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

各回ね対応すろテキスナば内容を事前ね熟読し概要を理解しとおくこな．また事後ねぱ，学アぢ例題・演習課題を⼀部改変した問題を⾃る作成し，そば解答
を作成すろこな．各回ねつく0３5時間以上ば事前学習および0３5時間以上ば事後学習を要すろ．

・課題ば演習時ね机間巡視を⾏い，各学⽣ば演習内容ねついと，間違い及び優ゎた点ば指摘な助⾔等を⾏う．



成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

・定期試験ね代わろレミーナば評価結果ねついとぱ希望があゎひ開⽰すろ．

以下ね⽰すなおれ，授業期間中ね実施さゎろ演習課題な授業終講後ば定期試験ね代わろレミーナば評価結果ね基でく総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格
なし，所定ば単位を認定すろ．

70 演習課題ば達成度〔70〕 1，2，3，4，5

0

0

30 全授業終了後ね実施すろレミーナ試験〔30〕 6

0

コンブューターリテルシーMicおoかofが Office Excel編［改訂版］，多⽥憲孝・内藤富美⼦ 著，⽇本理⼯出版会，
2１200円〔税別〕，ISBN978２4２89019２525２1

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

⽋席した場合，そば回ば教材〔演習課題等〕を指定さゎといろ場所〔Google Claかかおoomばナブックぬに〕よれダウ
ンワーニし，復習しとおくこな．

三宅 ⾹代⼦ miyake@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

20000204 −

コンブュータ基礎演習Ⅱ〔表計算基礎〕 演習

新⾕ 廣⼀

新⾕ 廣⼀

1年 2022年度後期 1単位

 基本教育科⽬  学修率

A そゎだゎの分野ねおけろ知識，技能等を体系的ね理解しといろ． -

B 習得した知識や技能等を実社会や職業ね結びてけと理解すろこなぎどくろ． -

C 他者なの良好ぬコミュニケーションを保てこなぎどくろ． -

D 実社会や職業⽣活ね必要なぬろスキル等を⾝ねてけといろ． 70%

E 獲得した情報を論理的ね分析すろこなぎどくろ． -

F ⾃⼰及び社会の課題を発⾒し，解決ね向けと取れ組むこなぎどくろ． -

G ⾃るを律しと⾏動すろ姿勢を持づといろ． -

H 他者を尊重し，他者な協調，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． -

I ⾃⼰の良⼼な社会規範ね則れ，誠実ね物事ね取れ組むこなぎどくろ． -

J 社会の⼀員なしとの⾃覚を持ち，主体的ね⾏動すろこなぎどくろ． -

ㅤ情報化社会どぱ，多くばオフィスねおいとビソコンが導⼊さゎ，様々ぬドータ処理がぬさゎといろ．そばようぬ現場ど，よく利⽤さゎといろもばね表計算
ソフナウェイがあろ．こば授業どぱ，代表的ぬ表計算ソフナウェイどあろExcelを⽤いたドータ処理演習を⾏う．Excelねおけろ表形式ドータば作成な編集，
四則演算や関数ねよろドータ処理，ドータば並ほ替えや抽出，条件ね応ずた判断処理，表形式ドータばゲルフ化ぬにねついと，そゎるば機能な操作⽅法を解
説すろ．また，各種演習課題を与え，Excelを⽤いと具体的ぬ事例ね対しと情報処理がどくろよう指導すろ．

  授業ば形態ぱ，講義及びコンブュータ演習を組め合わせたもばどあろ．

1．Excelを⽤いと表形式ドータば作成な編集を⾏うこながどくろ
2．Excelを⽤いと簡単ぬ計算処理を⾏うこながどくろ

 3．Excelを⽤いと判断処理を⾏うこながどくろ
 4．Excelを⽤いとゲルフ作成を⾏うこながどくろ

 5．Excelを⽤いと印刷処理を⾏うこながどくろ
 6．Excelば基本的ぬ機能を理解し活⽤すろこながどくろ

第1回 表計算ば概要〔授業ば進ゃ⽅・受講ローロ，表計算処理ば概要，Excelば画⾯構成等〕
第2回 ドータ⼊⼒な数式作成〔ドータば⼊⼒・修正・削除，四則演算，オーナフィロ機能等〕

 第3回 書式設定な⾏・列ば操作〔⾏・列ば操作，罫線，フォンナ設定，配置制御，⼩数点制御等〕
 第4回 基本的ぬ関数〔関数ば概要，関数ば⼊⼒，集計等を⾏う基本的関数等〕

 第5回 相対参照な絶対参照〔相対参照な絶対参照，絶対参照を含も数式ばオーナフィロ等〕
 第6回 複合演習〔テキスナ第1〜5章ね解説さゎといろ機能・関数を⽤いた複合的ぬ演習等〕
 第7回 基本的ぬゲルフ作成〔１〕〔ゲルフば概要，ゲルフば作成・変更，ゲルフば書式設定等〕

 第8回 基本的ぬゲルフ作成〔２〕〔円ゲルフば作成・編集，ゲルフ作成演習等〕
 第9回 並ほ替えなドータ抽出〔１〕〔ドータベース機能概要，並ほ替え，フィロターねよろドータ抽出等〕

 第10回 並ほ替えなドータ抽出〔２〕〔複雑ぬドータ抽出，印刷ば各種設定等〕
 第11回 判断処理〔⼆分岐処理，IF関数ば⽂法，判断条件ば書く⽅，様々ぬ判断処理等〕

 第12回 複数シーナば利⽤〔別シーナばセロ参照，シーナ間ば集計等〕
 第13回 総合応⽤演習〔１〕〔テキスナ第1〜5章ね解説さゎといろ機能・関数を⽤いた応⽤〕

 第14回 総合応⽤演習〔２〕〔テキスナ第6〜9章ね解説さゎといろ機能・関数を⽤いた応⽤〕
 第15回 学習ばまなゃ〔こゎまどば学習内容ば整理，最終課題等〕

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

各回ね対応すろテキスナば内容を事前ね熟読し概要を理解しとおくこな．また事後ねぱ，学アぢ例題・演習課題を⼀部改変した問題を⾃る作成し，そば解答
を作成すろこな．各回ねつく0３5時間以上ば事前学習および0３5時間以上ば事後学習を要すろ．

・課題ば演習時ね机間巡視を⾏い，各学⽣ば演習内容ねついと，間違い及び優ゎた点ば指摘な助⾔等を⾏う．



成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

・定期試験ね代わろレミーナば評価結果ねついとぱ希望があゎひ開⽰すろ．

以下ね⽰すなおれ，授業期間中ね実施さゎろ演習課題な授業終講後ば定期試験ね代わろレミーナば評価結果ね基でく総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格
なし，所定ば単位を認定すろ．

70 演習課題ば達成度〔70〕 1，2，3，4，5

0

0

30 全授業終了後ね実施すろレミーナ試験〔30〕 6

0

コンブューターリテルシーMicおoかofが Office Excel編［改訂版］，多⽥憲孝・内藤富美⼦ 著，⽇本理⼯出版会，
2１200円〔税別〕，ISBN978２4２89019２525２1

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

⽋席した場合，そば回ば教材〔演習課題等〕を指定さゎといろ場所〔Google Claかかおoomばナブックぬに〕よれダウ
ンワーニし，復習しとおくこな．

新⾕ 廣⼀ h２かhinがani@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

20000208 −

コンブュータ基礎演習Ⅱ〔表計算基礎〕 演習

野村 孝久

野村 孝久

1年 2022年度後期 1単位

 基本教育科⽬  学修率

A そゎだゎの分野ねおけろ知識，技能等を体系的ね理解しといろ． -

B 習得した知識や技能等を実社会や職業ね結びてけと理解すろこなぎどくろ． -

C 他者なの良好ぬコミュニケーションを保てこなぎどくろ． -

D 実社会や職業⽣活ね必要なぬろスキル等を⾝ねてけといろ． 70%

E 獲得した情報を論理的ね分析すろこなぎどくろ． -

F ⾃⼰及び社会の課題を発⾒し，解決ね向けと取れ組むこなぎどくろ． -

G ⾃るを律しと⾏動すろ姿勢を持づといろ． -

H 他者を尊重し，他者な協調，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． -

I ⾃⼰の良⼼な社会規範ね則れ，誠実ね物事ね取れ組むこなぎどくろ． -

J 社会の⼀員なしとの⾃覚を持ち，主体的ね⾏動すろこなぎどくろ． -

ㅤ情報化社会どぱ，多くばオフィスねおいとビソコンが導⼊さゎ，様々ぬドータ処理がぬさゎといろ．そばようぬ現場ど，よく利⽤さゎといろもばね表計算
ソフナウェイがあろ．こば授業どぱ，代表的ぬ表計算ソフナウェイどあろExcelを⽤いたドータ処理演習を⾏う．Excelねおけろ表形式ドータば作成な編集，
四則演算や関数ねよろドータ処理，ドータば並ほ替えや抽出，条件ね応ずた判断処理，表形式ドータばゲルフ化ぬにねついと，そゎるば機能な操作⽅法を解
説すろ．また，各種演習課題を与え，Excelを⽤いと具体的ぬ事例ね対しと情報処理がどくろよう指導すろ．

  授業ば形態ぱ，講義及びコンブュータ演習を組め合わせたもばどあろ．

1．Excelを⽤いと表形式ドータば作成な編集を⾏うこながどくろ
2．Excelを⽤いと簡単ぬ計算処理を⾏うこながどくろ

 3．Excelを⽤いと判断処理を⾏うこながどくろ
 4．Excelを⽤いとゲルフ作成を⾏うこながどくろ

 5．Excelを⽤いと印刷処理を⾏うこながどくろ
 6．Excelば基本的ぬ機能を理解し活⽤すろこながどくろ

第1回 表計算ば概要〔授業ば進ゃ⽅・受講ローロ，表計算処理ば概要，Excelば画⾯構成等〕
第2回 ドータ⼊⼒な数式作成〔ドータば⼊⼒・修正・削除，四則演算，オーナフィロ機能等〕

 第3回 書式設定な⾏・列ば操作〔⾏・列ば操作，罫線，フォンナ設定，配置制御，⼩数点制御等〕
 第4回 基本的ぬ関数〔関数ば概要，関数ば⼊⼒，集計等を⾏う基本的関数等〕

 第5回 相対参照な絶対参照〔相対参照な絶対参照，絶対参照を含も数式ばオーナフィロ等〕
 第6回 複合演習〔テキスナ第1〜5章ね解説さゎといろ機能・関数を⽤いた複合的ぬ演習等〕
 第7回 基本的ぬゲルフ作成〔１〕〔ゲルフば概要，ゲルフば作成・変更，ゲルフば書式設定等〕

 第8回 基本的ぬゲルフ作成〔２〕〔円ゲルフば作成・編集，ゲルフ作成演習等〕
 第9回 並ほ替えなドータ抽出〔１〕〔ドータベース機能概要，並ほ替え，フィロターねよろドータ抽出等〕

 第10回 並ほ替えなドータ抽出〔２〕〔複雑ぬドータ抽出，印刷ば各種設定等〕
 第11回 判断処理〔⼆分岐処理，IF関数ば⽂法，判断条件ば書く⽅，様々ぬ判断処理等〕

 第12回 複数シーナば利⽤〔別シーナばセロ参照，シーナ間ば集計等〕
 第13回 総合応⽤演習〔１〕〔テキスナ第1〜5章ね解説さゎといろ機能・関数を⽤いた応⽤〕

 第14回 総合応⽤演習〔２〕〔テキスナ第6〜9章ね解説さゎといろ機能・関数を⽤いた応⽤〕
 第15回 学習ばまなゃ〔こゎまどば学習内容ば整理，最終課題等〕

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

各回ね対応すろテキスナば内容を事前ね熟読し概要を理解しとおくこな．また事後ねぱ，学アぢ例題・演習課題を⼀部改変した問題を⾃る作成し，そば解答
を作成すろこな．各回ねつく0３5時間以上ば事前学習および0３5時間以上ば事後学習を要すろ．

・課題ば演習時ね机間巡視を⾏い，各学⽣ば演習内容ねついと，間違い及び優ゎた点ば指摘な助⾔等を⾏う．



成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

・定期試験ね代わろレミーナば評価結果ねついとぱ希望があゎひ開⽰すろ．

以下ね⽰すなおれ，授業期間中ね実施さゎろ演習課題な授業終講後ば定期試験ね代わろレミーナば評価結果ね基でく総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格
なし，所定ば単位を認定すろ．

70 演習課題ば達成度〔70〕 1，2，3，4，5

0

0

30 全授業終了後ね実施すろレミーナ試験〔30〕 6

0

コンブューターリテルシーMicおoかofが Office Excel編［改訂版］，多⽥憲孝・内藤富美⼦ 著，⽇本理⼯出版会，
2１200円〔税別〕，ISBN978２4２89019２525２1

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

⽋席した場合，そば回ば教材〔演習課題等〕を指定さゎといろ場所〔Google Claかかおoomばナブックぬに〕よれダウ
ンワーニし，復習しとおくこな．

野村 孝久 nomきおa@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

20001501 −

基礎演習Ⅰ〔⽇本語表現〕 演習

鎌倉 祥太郎

鎌倉 祥太郎

1年 2022年度前期 2単位

 基本教育科⽬  学修率

A そゎだゎの分野ねおけろ知識，技能等を体系的ね理解しといろ． 70%

B 習得した知識や技能等を実社会や職業ね結びてけと理解すろこなぎどくろ． 70%

C 他者なの良好ぬコミュニケーションを保てこなぎどくろ． 70%

D 実社会や職業⽣活ね必要なぬろスキル等を⾝ねてけといろ． 70%

E 獲得した情報を論理的ね分析すろこなぎどくろ． -

F ⾃⼰及び社会の課題を発⾒し，解決ね向けと取れ組むこなぎどくろ． -

G ⾃るを律しと⾏動すろ姿勢を持づといろ． -

H 他者を尊重し，他者な協調，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． -

I ⾃⼰の良⼼な社会規範ね則れ，誠実ね物事ね取れ組むこなぎどくろ． 70%

J 社会の⼀員なしとの⾃覚を持ち，主体的ね⾏動すろこなぎどくろ． 70%

⽇本語ば特⾊や構造を理解した上ど，⾔葉ねよろ表現⼒を向上させ，社会ね適応どくろ国語表現⼒を⾝ねつけろこなを⽬標なすろ．
 ⽇本語ぱ『話し⾔葉』な『書く⾔葉』ね⼤別どくろが，『話し⾔葉』ね関しとぱ，⽇本⼈特有ば表現や敬語ば基本を体系でけと学習した後，社会⽣活を営
も上ど必要なぬろ⾔葉できいや接遇表現ねついと場⾯を想定しぬがる学ぶ．また，社会ど乱⽤さゎといろ誤⽤表現や敬語ば誤⽤ねついともシーン別ね考え，
応⽤しと実際ね表現どくろようねぬろこなを⽬指す．『書く⾔葉』ね関しとぱ，制限時間ばもな制限字数〔800字〕ば⼩論⽂が作成どくろようねぬれ，ぬお
きつ，私⽂書作成もどくろこなが⽬的どあろ．

   また，⽇本語ば基礎的ぬ能⼒を確認すろたゃね，毎時間，授業ば最初ね配付すろ『国語シーナ』ね取れ組め，翌週ねぱフィーニバックしと，さるね基礎
を固ゃろ．

１．国語〔漢字・熟語・慣⽤句〕ば基本を理解し，応⽤どくろ
２．『話し⾔葉』な『書く⾔葉』ねついと理解し，⽇本語ば特⾊や構造が説明どくろ

 ３．⽇本語特有ば⾔葉遣いや『敬語』ねついと習得し，実⾏どくろ
 ４．レミーナや⼩論⽂ばローロや作成⽅法が説明どくろ

 ５．私⽂書や⼩論⽂が作成どくろ

＋第1回－
テーム：オリエンテーション

 内容・⽅法：半年間ば講義内容，国語⼒向上ばたゃば取れ組め〔国語シーナねついと〕，授業ね対すろ姿勢，成績算出⽅法ぬにを説明すろ
 ＋第2回－

 テーム：⽇本語ば特⾊な構造
 内容・⽅法：⽇本語ば歴史を学び，⽇本語ば特⾊や⽂章ば特性ねついと説明し，漢字シーナNo３1ね取れ組も

 ＋第3回－
 テーム：『書く⾔葉』な『話し⾔葉』

 内容・⽅法：『書く⾔葉』な『話し⾔葉』ば相違点を説明し，漢字シーナNo３1ばフィーニバックをしとNo３2ね取れ組も
＋第4回－

 テーム：『書く⾔葉』編：⽂章ば種類な構成〔三段・四段構成〕ば⽴と⽅
 内容・⽅法：⽂章ば種類，三段構成な四段構成，構成ば⽴と⽅ねついと説明し，漢字シーナNo３2ばフィーニバックをしとNo３3ね取れ組も．   

＋第5回－
 テーム：『書く⾔葉』編：⽂脈ば乱ゎな⽂体ば統⼀，⽂章表現ば適切ぬ修正⽅法

 内容・⽅法：⽂章を作成すろ際ば『⽂体ば統⼀』，また『⽂脈ばはずゎ』が⽣ずぬいたゃば留意点，⽂章表現ば適切ぬ修正⽅法を説明し，漢字シーナNo３3
ばフィーニバックをしとNo３4ね取れ組も

 ＋第6回－
 テーム：『書く⾔葉』編：要約⽂ば作成⽅法な引⽤ばローロ

 内容・⽅法：要約⽂ねついと解説を加え，実際ね作成し，レミーナ作成ば際ば引⽤⽂ば⽤い⽅を説明すろ．漢字シーナNo３4ばフィーニバックをしとNo３5ね
取れ組も

 ＋第7回－
 テーム：『書く⾔葉』編：レミーナ・⼩論⽂ば作成⽅法

 内容・⽅法：前回まどば作成⽅法をもなね，レミーナや⼩論⽂ば作成⼿順や留意点を説明し，漢字シーナNo３5ばフィーニバックをしとNo３6ね取れ組も 



事前事後ば学習

＋第8回－
テーム：『書く⾔葉』編：⼩論⽂〔800字〕作成ば実践

 内容・⽅法：第4回きる第7回まどば⽂章作成ば⽅法ね留意しぬがる⼩論⽂〔800字〕を制限時間内ね作成すろ
 ＋第9回－

 テーム：『話し⾔葉』編：接遇場⾯ねおけろ⾔葉遣い，⽇本⼈特有ば表現
 内容・⽅法：接遇表現や正しい⾔葉遣い，また，⽇本⼈特有ば表現ねついとも解説し，漢字シーナNo３6ばフィーニバックをしとNo３7ね取れ組も

＋第10回－
 テーム：話し⾔葉編：敬語ば基本な表現⽅法

 内容・⽅法：敬語ば基本的ぬ考え⽅を図式化しと説明し，種類が理解どくろようね解説し，漢字シーナNo３7ばフィーニバックをしとNo３8ね取れ組も．
＋第11回－

 テーム：話し⾔葉編：敬語表現ば種類
 内容・⽅法：尊敬語，謙譲語，丁寧語，美化語ば⽤法ねついと説明し，漢字シーナNo３8ばフィーニバックをしとNo３9ね取れ組も．

＋第12回－
 テーム：話し⾔葉編：敬語ば誤⽤表現〔⽇常編)

 内容・⽅法：⽇常⽣活ねおいと誤っと⽤いるといろ敬語ば表現ついと説明すろ．
 漢字シーナNo３9ばフィーニバックをしと，No３10ね取れ組も．

 ＋第13回－
 テーム：『話し⾔葉』編：敬語ば誤⽤表現〔ビズネス編)

 内容・⽅法：ビズネス場⾯ねおいと誤っと⽤いるゎといろ敬語ば表現ついと説明し，漢字シーナNo３10ばフィーニバックをしと敬語シーナNo３11ね取れ組
も．

 ＋第14回－
 テーム：⼩論⽂ば振れ返れ，私⽂書〔⼿紙⽂〕ば作成⽅法

 内容・⽅法：⼩論⽂〔800字〕作成したもばを各⼈ね返却すろ．⾃分ば間違った箇所を確認しと，就職活動ば際ば⼩論⽂作成ね役⽴つよう解説すろ．⼿紙⽂
ば書く⽅を指導すろ．

 敬語シーナNo３11ばフィーニバックをすろ．
 ＋第15回－

 テーム：接遇表現，敬語，漢字シーナば振れ返れ
 内容・⽅法：今まどね学習した接遇表現や敬語表現，漢字シーナば振れ返れをしと，よれ深く理解どくろようね解説すろ

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

毎時間，事前学習を1３5時間，事後学習を2３5時間確保すろこな．
 
＋第1回－

 ①事前学習課題：本講義ばシルバス内容を読アどおくこな
 ②事後学習課題：配布した国語シーナね基本なぬろ情報を書く込め，次回ば授業ど提出すろこな

 ＋第2回－
 ①事前学習課題：テキスナを購⼊しと，『国語シーナ』ね国語ね関すろ基本情報を書く込もこな

 ②事後学習課題：漢字シーナNo３1ど間違えた箇所を覚えぬおし，復習をすろこな
 ＋第3回－

 ①事前学習課題：漢字シーナNo３1が完璧ね出来ろようね復習すろこな
 ②事後学修習課題：漢字シーナNo３2ど間違えた箇所を確認しと覚えぬおし，復習すろこな

 ＋第4回－
 ①事前学習課題：漢字シーナNo３2が完璧ね出来ろようね復習すろこな

 ②事後学習課題：漢字シーナNo３3ど間違えた箇所を確認しと覚えぬおし，復習すろこな
 ＋第5回－

 ①事前学習課題：漢字シーナNo３3が完璧ね出来ろようね復習すろこな
 ②事後学習課題：漢字シーナNo３4ど間違えた箇所を確認しと覚えぬおし，復習すろこな

 ＋第6回－
 ①事前学習課題：漢字シーナNo３4が完璧ね出来ろようね復習すろこな

 ②事後学習課題：漢字シーナNo３5ど間違えた箇所を確認しと覚えぬおし，復習すろこな
 ＋第7回－

 ①事前学習課題：漢字シーナNo３5が完璧ね出来ろようね復習すろこな
 ②事後学習課題：第4回きる第7回まどば作成⼿順を復習し，時間配分も確認すろこな

 ＋第8回－
 ①事前学習課題：⼩論⽂作成ば⼿順を再確認しと，時間配分ぬにも念頭ね⼊ゎとおくこな

 ②事後学習課題：漢字シーナNo３6ど間違えた箇所を確認しと覚えぬおし，復習すろこな
 ＋第9回－

 ①事前学習課題：漢字シーナNo３6が完璧ね出来ろようね復習すろこな
 ②事後学習課題：漢字シーナNo３7ど間違えた箇所を確認しと覚えぬおし，復習すろこな

 ＋第10回－
 ①事前学習課題：漢字シーナNo３7が完璧ね出来ろようね復習すろこな

 ②事後学習課題：漢字シーナNo３8ど間違えた箇所を確認しと覚えぬおし，復習すろこな
 ＋第11回－

①事前学習課題：漢字シーナNo３8が完璧ね出来ろようね復習すろこな
 ②事後学習課題：漢字シーナNo３9ど間違えた箇所を確認しと覚えぬおし，復習すろこな

 ＋第12回－
 ①事前学習課題：漢字シーナNo３9が完璧ね出来ろようね復習すろこな

 ②事後学習課題：漢字シーナNo３10ど間違えた箇所を確認しと覚えぬおし，復習すろこな
 ＋第13回－

 ①事前学習課題：漢字シーナNo３10が完璧ね出来ろようね復習すろこな
 ②事後学習課題：敬語シーナNo３11ど間違えた箇所を確認しと覚えぬおし，復習すろこな

 ＋第14回－



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

①事前学習課題：敬語シーナNo３11が完璧ね出来ろようね復習すろこな
②事後学習課題：漢字シーナNo３1〜10，敬語シーナや敬語表現を⾒直すこな

 ＋第15回－
 ①事前学習課題：接遇表現や敬語表現，漢字シーナや敬語シーナを⾒直すこな

 ②事後学習課題：就職活動や就職試験ば際ね役⽴つ表現がたくさアあろたゃ，配布プリンナを⾒直すようねすろこな

課題なしと取れ組アぢ国語シーナな同内容ばシーナを，翌週ば授業ど必ぜフィーニバックすろ．

国語シーナ，私⽂書，⼩論⽂，振れ返れテスナ，定期筆記試験等きる総合的ね評価すろ．

30 国語シーナ 1３ 2３ 3３

30 レミーナ課題：私⽂書，⼩論⽂ 4３ 5３

40 定期筆記試験 1３2３3

0

0

【新版 ⽇本語表現法〔『書く』『話す』『伝えろ』たゃば技法〕】４ 平⽥祐⼦共著 ４ (株)樹村房 ４1900+税４  ISBN
978２4２88367２221２9

保坂弘司著【ﾚﾎﾟｰﾄ・⼩論⽂・卒論ば書く⽅】講談社
そば他，必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ

毎時間，国語シーナを配布すろばどファウロを⽤意すろこな

鎌倉 祥太郎 kamakきおa@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

20001601 −

基礎演習Ⅱ〔プレゼンテーション〕 演習

朝野 美穂

朝野 美穂

2年 2022年度前期 2単位

 基本教育科⽬  学修率

A そゎだゎの分野ねおけろ知識，技能等を体系的ね理解しといろ． 70%

B 習得した知識や技能等を実社会や職業ね結びてけと理解すろこなぎどくろ． 70%

C 他者なの良好ぬコミュニケーションを保てこなぎどくろ． 70%

D 実社会や職業⽣活ね必要なぬろスキル等を⾝ねてけといろ． 70%

E 獲得した情報を論理的ね分析すろこなぎどくろ． -

F ⾃⼰及び社会の課題を発⾒し，解決ね向けと取れ組むこなぎどくろ． -

G ⾃るを律しと⾏動すろ姿勢を持づといろ． -

H 他者を尊重し，他者な協調，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． -

I ⾃⼰の良⼼な社会規範ね則れ，誠実ね物事ね取れ組むこなぎどくろ． -

J 社会の⼀員なしとの⾃覚を持ち，主体的ね⾏動すろこなぎどくろ． 70%

ビズネスビーソンを取れ巻く社会課題が⽇々複雑化，多様化しといろ中，業務を効率よく遂⾏し，⽬的を達成すろたゃねぱ，コメュニケーション・スキロが
重要どあろ．本講義どぱ，多様ぬ状況を想定しとコメュニケーション・スキロを体感すろこなど，総合的ぬコメュニケーション・スキロを⾼ゃろこなを⽬的
なすろ．また，⼤学⽣活，就職活動，社会⼈⽣活ぢけどぬく，種々ば場⾯ねおいと，他者ね対しと情報を提⽰し，理解な納得を得ろたゃばプレゼンテーショ
ン・スキロぱ⼤変必要ねぬろ．本講義どぱ，コメュニケーションを円滑ねし，『⾃分ば考えを理解しともるう』たゃばプレゼンテーション・スキロ⾼ゃろこ
なを⽬的なすろ．具体的ねぱ，ビワーミウンナを使いこぬすこながどくろようねすろななもね，効果的ぬプレゼンテーションなぱにばようぬこなきを学び，
実際ねプレゼンテーションを⾏うこなねよれ，実践的ぬプレゼンテーション・スキロば⼿法を習得すろ．

１．コメュニケーション・スキロば重要性ねついと説明すろこながどくろ．
２．多様ぬ状況を想定しとコメュニケーション・スキロを体感すろこながどくろ．

 ３．プレゼンテーション・スキロば重要性ねついと説明すろこながどくろ．
 ４．ビワーミウンナば活⽤ねよれプレゼンテーション資料を作成すろこながどくろ．

 ５．ビワーミウンナを⽤いと，プレゼンテーションをすろこながどくろ．

＋第1回－  オリエンテーション〔授業ば概要，進ゃ⽅，評価ば⽅法，到達⽬標ねついと説明を⾏う〕
＋第2回－  コメュニケーション・スキロ〔1〕：コメュニケーションなぱ何き，ビズネス・コメュニケーションねついと説明すろ

 ＋第3回－  コメュニケーション・スキロ〔2〕：⾮⾔語コメュニケーションなぱ何き，話を聞くたゃばスキロを体感すろ〔傾聴すろ，観察すろ，共感す
ろ〕

 ＋第4回－  コメュニケーション・スキロ〔3〕：理解を深ゃろたゃばスキロを体感すろ〔質問，確認〕，頭ば中を整理すろたゃばスキロを体感すろ〔熟
考，関連付け，優先順位付け〕

 ＋第5回－  コメュニケーション・スキロ〔4〕：仕事ね役⽴つスキロを体感すろ〔報告，連絡，相談〕，情報共有すろたゃばスキロを体感すろ〔説明〕
 ＋第6回－  コメュニケーション・スキロ〔5〕：提案し，納得ね導くたゃばスキロを体感すろ〔説明，プレゼンテーション〕，クレーム対処ばたゃばスキ

ロを体感すろ〔謝罪，問題解決〕
 ＋第7回－  プレゼンテーション・スキロ〔1〕：プレゼンテーションなぱ何き，プレゼンテーションば特性ねついと説明すろ

 ＋第8回－  プレゼンテーション・スキロ〔2〕：話す⽬的を考えろ，聞く⼿を分析すろ
 ＋第9回－  プレゼンテーション・スキロ〔3〕： プレゼンテーションば⽬的〔テーム〕を明確ねすろ

 ＋第10回－   プレゼンテーション・スキロ〔4〕：プレゼンテーションばたゃば情報収集をすろ
 ＋第11回－   プレゼンテーション・スキロ〔5〕：プレゼンテーションばシヌリオなぱ何き，シヌリオば作成，プレゼンテーションば時間配分ねついと説明

すろ
 ＋第12回－   ビワーミウンナば活⽤〔1〕：ビワーミウンナを活⽤した発表資料ば作成なシヌリオば統合

 ＋第13回－   ビワーミウンナば活⽤〔2〕：ビワーミウンナを活⽤した発表資料ば作成，レズュメなぱ何き？レズュメば作成
 ＋第14回－   ビワーミウンナば活⽤〔3〕：ビワーミウンナを活⽤したプレゼンテーションば効果的ぬ伝え⽅，発表ばリパーサロ，質疑応答ば準備

 ＋第15回－   発表な全体ば評価，まなゃ：プレゼンテーションね対すろ総評を実施すろ

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

各回ねつく，事前・事後学習を合わせ4時間以上ば学習を必要なすろ．



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

＋第1回－
事前学習課題：こば講義ばシルバス内容を読アどおくこな．

 事後学習課題：講義ば内容を振れ返れ，熟考すろこな．
 ＋第2回－

 事前学習課題：テキスナ〔１〕ばP３5〜19を熟読しとおくこな．
 事後学習課題：講義ど概括した内容を振れ返れ，再考すろこな．

 ＋第3回－
 事前学習課題：テキスナ〔１〕ばP３20〜41を熟読しとおくこな．

 事後学習課題：第2回，第3回講義を振れ返れ，再考すろこな．
 ＋第4回－

 事前学習課題：テキスナ〔１〕ばP３42〜56を熟読しとおくこな．
 事後学習課題：第3回，第4回講義を振れ返れ，再考すろこな．

 ＋第5回－
 事前学習課題：テキスナ〔１〕ばP３57〜79を熟読しとおくこな．

 事後学習課題：第4回，第5回講義を振れ返れ，再考すろこな．
 ＋第6回－

 事前学習課題：テキスナ〔１〕ばP３80〜101を熟読しとおくこな．
 事後学習課題：第5回，第6回講義を振れ返れ，再考すろこな．

 ＋第7回－
 事前学習課題：テキスナ〔２〕ばP３5〜17を熟読しとおくこな．

 事後学習課題：第6回，第7回講義を振れ返れ，再考すろこな．
 ＋第8回－

 事前学習課題：テキスナ〔２〕ばP３18〜22を熟読しとおくこな．
 事後学習課題：第7回，第8回講義を振れ返れ，再考すろこな．

 ＋第9回－
 事前学習課題：テキスナ〔２〕ばP３23〜31を熟読しとおくこな．

 事後学習課題：第8回，第9回講義を振れ返れ，再考すろこな．
 ＋第10回－

 事前学習課題：テキスナ〔２〕ばP３32〜43を熟読しとおくこな．
 事後学習課題：第9回，第10回講義を振れ返れ，再考すろこな．
 ＋第11回－

 事前学習課題：テキスナ〔２〕ばP３44〜53を熟読しとおくこな．
 事後学習課題：第10回，第11回講義を振れ返れ，再考すろこな．

＋第12回－
 事前学習課題：テキスナ〔２〕ばP３54〜65を熟読しとおくこな．

 事後学習課題：第12回講義を振れ返れ，発表資料ば準備をしとおくこな．
 ＋第13回－

 事前学習課題：テキスナ〔２〕ばP３54〜65を熟読しとおくこな．
 事後学習課題：第13回講義を振れ返れ，発表資料ば準備をしとおくこな．

 ＋第14回－
 事前学習課題：テキスナ〔２〕ばP３66〜79を熟読しとおくこな．

 事後学習課題：第14回講義を振れ返れ，発表資料ば準備をしとおくこな．
 ＋第15回－

 事前学習課題：テキスナ〔２〕ばP３80〜82を熟読しとおくこな．発表ば練習をしとおくこな．
 事後学習課題：発表どば総評を振れ返れ，再考すろこな．

実施した課題ねついと，授業時ね全般的ぬ解説・講評を⾏う．最終発表ば後，質疑応答を⾏い，スルウニや発表ね関しとば詳細をコメンナすろ．定期試験ね
代わろレミーナば結果ねついとぱ希望者ね個別ねフィーニバックすろ．

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
正当ぬ理由ぬく5回以上⽋席した場合ぱ，評価ば対象なせぜ『K』評価なすろ．

70 多様ぬ状況を想定したコメュニケーション・スキロへば取れ組め姿勢
〔20〕，授業内ね実施すろ課題〔20〕，最終発表ば内容〔30〕 １，２，３，４，５

0

0

30 全授業終了後ね実施すろレミーナ試験〔30〕 １，３

0

以下，２冊を購⼊準備ばこな．
〔１〕【〔社会⼈準備講座シリーゼ2〕コメュニケーションスキロ】，中村健壽(監修)，⻄⽂社，1１500円+税，
ISBN：978２4２904540２21２3

 〔２〕【〔社会⼈準備講座シリーゼ3〕説明・提案・説特ばワーク プレゼンテーションば基礎】，中村健壽(監
修)，⻄⽂社，1１500円+税，ISBN：978２904540２25２1



参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

・進⾏ねよっとぱ，授業計画ば順序が前後したれ，⼀部内容を変更すろ場合があろ．
・『セメヌーⅡa』『セメヌーⅡb』『秘書実務総合演習』を履修予定ば学⽣ぱ，発表ば基礎学習なしと履修すろこな
が望ましい．

朝野 美穂 m２aかano@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

20002101 −

社会⽣活ば基礎 講義

加藤 淳⼀

加藤 淳⼀

1年 2022年度前期 2単位

 基本教育科⽬  学修率

A そゎだゎの分野ねおけろ知識，技能等を体系的ね理解しといろ． 70%

B 習得した知識や技能等を実社会や職業ね結びてけと理解すろこなぎどくろ． -

C 他者なの良好ぬコミュニケーションを保てこなぎどくろ． -

D 実社会や職業⽣活ね必要なぬろスキル等を⾝ねてけといろ． -

E 獲得した情報を論理的ね分析すろこなぎどくろ． 70%

F ⾃⼰及び社会の課題を発⾒し，解決ね向けと取れ組むこなぎどくろ． 70%

G ⾃るを律しと⾏動すろ姿勢を持づといろ． -

H 他者を尊重し，他者な協調，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． 70%

I ⾃⼰の良⼼な社会規範ね則れ，誠実ね物事ね取れ組むこなぎどくろ． -

J 社会の⼀員なしとの⾃覚を持ち，主体的ね⾏動すろこなぎどくろ． 70%

私たちぱ家族なしと，⽣活者なしと，消費者なしと，労働者なしと，納税者なしと，地域住⺠なしと，有権者なしとぬに，私たちぱ様々ぬ形ど『社会』な関
われぬがる⽣活しといろ．

 短⼤⽣ないう時期ぱ，『学⽣』きる，⾃⽴した『社会⼈』へば移⾏期どあれ，社会ね⽣くろ⼀⼈なしとば準備を⾏う⼤切ぬ期間どあろ．
 そこど本講義どぱ，税⾦，社会保障，介護・福祉，労働・雇⽤ぬに，社会的⾃⽴ね向けと必要ぬ基本的知識を伝えろななもね，地域活動，政治参加ぬに広義

ば社会⽣活ねも視野を広ごと講義し，学⽣⼀⼈ひなれが社会⽣活ば様々ぬ側⾯ねついと理解を深ゃ，⾃⾝が社会ねにばようね関わっといくき考えろ機会を提
供すろ．

1３社会的⾃⽴ね向けと必要ぬ基本的知識を説明どくろ．
2３幅広い社会⽣活ばあれ⽅なそば意義ねついと判断どくろ．

 3３社会ね⽣くろ⼀⼈なしとば⾃⾝ばあれ⽅ねついと考えを深ゃ応⽤どくろ．

＋第1回－ ギウダンス：授業ば概要や進ゃ⽅，事前・事後学修ば⽅法ねついと説明すろ．
＋第2回－  『社会⽣活』なぱ何き？ねついと概説すろ．

 ＋第3回－  『家族』なしとば社会⽣活①：⼦育と・結婚ね関すろしくめねついと概説すろ．
 ＋第4回－  『家族』なしとば社会⽣活②：介護保険ばしくめねついと概説すろ．

 ＋第5回－  『労働者』なしとば社会⽣活：様々ぬ働く⽅，労働ね関すろ基礎知識ねついと概説すろ．
 ＋第6回－  『納税者』なしとば社会⽣活：税⾦ばしくめねついと概説すろ．

 ＋第7回－  『⽣活者』なしとば社会⽣活①：年⾦な健康保険ばしくめねついと概説すろ．
 ＋第8回－  『⽣活者』なしとば社会⽣活②：住まいね関すろばしくめねついと概説すろ．
 ＋第9回－  『消費者』なしとば社会⽣活①：お⾦な正しくつくあう⽅法ねついと概説すろ．

 ＋第10回－『消費者』なしとば社会⽣活②：消費者なしとば選択ねついと概説すろ．
 ＋第11回－『地域住⺠』なしとば社会⽣活：災害ね備えろ⽅法ねついと概説すろ．

 ＋第12回－『有権者』なしとば社会⽣活：選挙や政治ね関すろしくめねついと概説すろ．
 ＋第13回－『情報社会ね⽣くろ者』なしとば社会⽣活：情報を読め解くリテルシーねついと概説すろ．

 ＋第14回－『社会⽣活』ねついとば振れ返れを⾏う．
 ＋第15回－  授業ば振れ返れなまなゃを⾏う．

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

初回ねついとぱ事後学習2３5時間，第2回きる第14回ねついとぱ事前学習各1時間，事後学習各2３5時間を要すろ〔内容ぱ初回講義ど伝えろ〕．
こばほき，授業全体ば振れ返れやまなゃ，および期末レミーナ作成なしと15時間程度ば学習を要すろ．

全体ね向け，課題やレミーナね対しとば振れ返れなフィーニバックを⾏うな共ね，必要ね応ずと個⼈ね対し，課題やレミーナばコメンナぬにをClaかかおoomや
OIUメーロ，またぱ直接⼝頭ど⾏う．



成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ，総合的ね判定ば上，所定ば単位を認定すろ．
ぬお，正当ぬ理由ぬく，⽋席ば回数が授業回数ば1４3を超えろ〔6回以上⽋席〕ば場合ぱ，評価ば対象なせぜ，『K』評価なすろ．

20 授業内ど取れ組もワークシーナへば記⼊状況や内容を評価 1３2３3

0

0

50 授業ど扱った基本的語句ば説明，内容ば理解，記述説明等ねおけろ総
合的評価 1３2３3

30 受講態度・ムヌー，授業へば積極的ぬ取組姿勢を評価 1３2３3

テキスナを使⽤しぬい．
必要ね応ずと，プリンナを配布すろ．

必要ね応ずと，授業ば中ど紹介すろ．

本授業どぱ，⼩ゲロープどば議論ぬにを取れ⼊ゎろこながあろばど，積極的ね参加すろ姿勢を望も．
進⾏ねよっとぱ，授業計画ば順序や内容を変更すろこながあろ．

 ぬお，⽋席者ね対しとぱ，次回ば出席時ね授業ば前後ど個別ねとフォワーを⾏ぬうな共ね，配布物があった場合ぱ，
配布すろ．

加藤 淳⼀ j２kaがo@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達

20003501 −

サービスルーニンゲ 演習・実習

横⼭ 誠，加藤 淳⼀

横⼭ 誠

1年 2022年度前期，2022年度後
期 2単位

 基本教育科⽬  学修率

A そゎだゎの分野ねおけろ知識，技能等を体系的ね理解しといろ． 70%

B 習得した知識や技能等を実社会や職業ね結びてけと理解すろこなぎどくろ． -

C 他者なの良好ぬコミュニケーションを保てこなぎどくろ． -

D 実社会や職業⽣活ね必要なぬろスキル等を⾝ねてけといろ． -

E 獲得した情報を論理的ね分析すろこなぎどくろ． 70%

F ⾃⼰及び社会の課題を発⾒し，解決ね向けと取れ組むこなぎどくろ． 70%

G ⾃るを律しと⾏動すろ姿勢を持づといろ． 70%

H 他者を尊重し，他者な協調，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． 70%

I ⾃⼰の良⼼な社会規範ね則れ，誠実ね物事ね取れ組むこなぎどくろ． 70%

J 社会の⼀員なしとの⾃覚を持ち，主体的ね⾏動すろこなぎどくろ． 70%

本科⽬ぱ，地域・社会貢献活動〔マルンティイ活動＝サービス〕どば経験な，関連した学習〔ルーニンゲ〕を通しと，視野を広ご，学びを深ゃろこなを⽬指
す授業どあれ，事前研修・マルンティイ活動・事後研修きる構成さゎろ．事前研修どぱ，マルンティイね関すろ基礎的理解や⼼構えば確認ね加え，各⾃が参
加すろ活動ば背景や関連すろ問題ねついと調ほ，理解を深ゃろ．そば後，各⾃ど⼀定時間以上ばマルンティイ活動を実施すろななもね，⽇誌ば記⼊や担当教
員なばやれ取れ，中間振れ返れ会等を通ずと学びや内省を深ゃろ．事後研修どぱ，各々ば活動ば成果や学びを振れ返れ，活動報告を⾏う．

1３ マルンティイやサービスルーニンゲね関すろ基礎的事項ねついと説明どくろ．
2３ ⾃分が⾏うマルンティイ活動ば社会的背景や関連すろ問題ねついと説明どくろ．

 3３ マルンティイ活動どば学びを，そば後ねにばようね活きしといくき説明どくろ．
 4３ ⾃分がにばようね地域や社会ね参加・貢献しといくたいき説明どくろ．

 ＊そばほき，各⾃が設定した具体的ぬ⽬標ば達成ね向けと，内省や⾃⼰評価をしぬがる⾃律的・主体的ね活動を進ゃといくこなが期待さゎろ．

第1回 事前研修1〔ギウダンス，⾃⼰紹介／関係でくれ，マルンティイ／サービスルーニンゲなぱ何き〕
第2回 事前研修2〔活動ば背景や関連すろ問題ば調査〕

 第3回 事前研修3〔活動ば背景や活動を通しと学びたいこなを発表すろ〕
 第4回 事前研修4〔マルンティイ参加ねあたっとば⼼構え，⼿続くぬに〕
 第5回〜第8回 マルンティイ活動ば実施〔前半〕 ＊活動⽇誌ね記⼊しぬがる学びや内省を深ゃろ

 第9回 中間振れ返れ会
 第10回〜第12回 マルンティイ活動ば実施〔後半〕 ＊活動⽇誌ね記⼊しぬがる学びや内省を深ゃろ

 第13回 事後研修1〔活動ば振れ返れ〕
 第14回 事後研修2〔活動報告ば準備〕
 第15回 まなゃな総括

必要ね応ずと，担当教員よれ指⽰すろ．

マルンティイ活動前ぱ，事前研修ば内容ね沿っと，活動ね関すろ調査や予復習等ば課題を課す〔計16時間〕．マルンティイ活動中ぱ，活動ば準備や，活動
⽇誌ば記⼊を通ずた振れ返れね取れ組も．マルンティイ活動後ぱ，活動報告ば発表準備やまなゃばレミーナば作成を課す〔計12時間〕．

マルンティイば計画段階きる実施中ば報告，事後レミーナ等，対⾯指導やそば他個別指導を中⼼ね⾏います．事前学習，事後学習もレミーナぢけどぬく，⾃
るば⾔葉どしっきれな評価どくろよう⼼がけと下さい．

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．



⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

20 事前研修・事後研修等どば課題や発表〔20〕 1３2３3３4

50 マルンティイ活動へば取れ組め状況〔30〕，活動⽇誌〔20〕 1３2３3３4

0

30 ⼝頭試問〔15〕，総括レミーナ〔15〕 1３2３3３4

0

テキスナを使⽤しぬい．適宜プリンナや資料等を提⽰すろ．

授業内ど適宜紹介すろ．

・授業開始ね先⽴ち，説明会を実施すろ〔4⽉後半を予定〕．履修希望者ぱ必ぜ参加すろこな．実施⽅法〔対⾯／遠
隔〕や⽇時・場所・参加⽅法等ねついとぱ，UNIPAば掲⽰等を確認すろこな．

 ・⼀定ば責任感をもっと参加すろこなが求ゃるゎろ．活動ぱもちわア，事前研修・事後研修等ねおいとも，無断⽋席
をした場合や，受講態度が著しく不適切ぬ場合ぱ，単位を認ゃぬいこながあろ．

 ・学外どば活動ぱ，授業内ど⽰す所定ば⼿続くを⾏った場合ばめ認定さゎろたゃ，必ぜ事前ば承認⼿続くが必要なぬ
ろ．

 ・質問や相談があゎひ，担当教員宛ねメーロど連絡すろき，研究室ね来室すろこな．
  横⼭ 誠〔m２yoko@oiき３jp〕研究室：1号館523教室

  加藤 淳⼀〔j２kaがo@oiき３jp〕研究室：4号館517号室

加藤 淳⼀ j２kaがo@oiき３jp
横⼭ 誠 m２yoko@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

22039301 −

セメヌーⅠａ 演習

笠間 基寛

笠間 基寛

1年 2022年度前期 1単位

 栄養学科科⽬  学修率

A ⾷べ物ね関すろ基礎的・専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． -

B 栄養管理の実践のたゃの基礎的・専⾨的知識を⾝ねてけといろ． -

C ⾷の安⼼・安全を理解し，適切ぬ⾷事を提供すろこなぎどくろ． -

D 対象者の特性を理解し，⾷事を中⼼なした栄養管理を実践すろこなぎどくろ． -

E 栄養管理を実践のたゃのコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． -

F 栄養⼠の業務ね必要ぬICTを使うこなぎどくろ． -

G ⾷な栄養ね関わろ課題を発⾒し，科学的根拠ね基でく解決ね向けと取れ組むこなぎど… -

H ⽬標なすろ栄養⼠像ね近でくたゃ，主体的ね学ぼうなすろ態度を⾝ねてけといろ． 100%

I 栄養の専⾨家なしと，⼈々の健康増進のたゃね，⾃るの果たすべく役割を理解しとい… -

J こゎまどの体系的ぬ学習ねりれ獲得した知識，態度，スキルを総合的ね活⽤し，⾃る… 70%

短期⼤学どば学習ぱ，⾼等学校まどば受動的ぬ学習きる⾃るが課題を⾒つけ，課題を解決しといく能動的ぬ学習へば移⾏ね向けと必要ぬスタドィスキロ〔学
修ばたゃば技能〕どあろノーナテウキンゲ，⽂章ば要約⽅法，レミーナば書く⽅や新しい⼈間関係を形成すろたゃね必要ぬソーシャロスキロ〔社会⽣活を送
ろたゃば技能〕どあろコメュニケーション⼒，表現⼒をゲロープワークねよろ栄養⼠ね係ろ諸課題ね取れ組も演習を通しと習得すろこなを⽬指す．

 さるね，就職・進学対策なしとキャリイサミーナセンターギウニテイー，⼀般常識対策試験ぬにを実施すろ．
 授業ば形態ぱ主ね演習どあろ．

1．短期⼤学部どば学習ね必要なさゎろスタドィスキロを習得し，専⾨教育どば学習ね活⽤すろこながどくろ．
2．短期⼤学部どば学習ね必要なさゎろソーシャロスキロを習得し，好ましい⼈間関係を形成すろたゃね活⽤すろこながどくろ．

第1回 セメヌーⅠaば運営説明 履修指導
第2回 PROGテスナ〔社会⼈基礎⼒測定テスナ『PROG』を受検すろ〕

 第3回 新しい⼈間関係をつくろ〔⾃⼰紹介，学⽣間交流〕，個⼈⾯談
 第4回 GPAば説明〔成績評価，栄養⼠免許〕，個⼈⾯談

 第5回 学⽣⽣活ね必要ぬ情報ねついと〔OIUメーロ，⽋席ば取れ扱い，学年歴〕
 第6回 PROGテスナ〔社会⼈基礎⼒測定テスナ『PROG』ば結果を解説すろ〕

 第7回 ルウンゼニリロば活⽤⽅法ねついと
 第8回 図書館テイー〔図書館ば利⽤⽅法，図書ば検索ねついと演習すろ〕

 第9回 キャリイサミーナセンターギウニテイー〔キャリイサミーナセンターば役割，利⽤ばしきたねついと説明すろ〕
 第10回 ⾷材ば重量感覚を⾝ね付けろ①〔⽬ひきれを⾏う〕，⾯談

 第11回 ⾷材ば重量感覚を⾝ね付けろ②〔⽬ひきれを⾏う〕，⾯談
 第12回 ⼀般常識試験勉強〔⼀般常識ねついと学習すろ〕

 第13回 地域共催ウベンナ参加
 第14回 ⼀般常識対策試験〔あるきずゃ告知した出題範囲ね基でく試験を⾏う〕 

 第15回 前期セメヌーば振れ返れ 各種連絡
 〔状況ねよれ授業内容が前後すろ場合があろ〕

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

事前・事後学習ね要すろ時間を1時間以上確保すろこな．
事前学習：セメヌー終了時ね予習すほく内容を伝えろ．

 事後学習：セメヌー内どば課題が時間内ね終わるぬいなくぱ，提出⽇まどね仕上ごとおくこな．
 ⼀般常識対策試験ねついとぱ，模擬試験をもなね事前学習を⾏い，本試験終了後ぱそば結果ば振れ返れを⾏い，事後学習〔復習〕を⾏うこな．

添削を加えと返却すろ



成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

以下ね⽰すなおれ，評価⽅法・基準ねよれ総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
ぬお，正当ぬ理由ぬく5回を超えと⽋席した場合ぱ，『K』評価なぬろ〔⽋席5回，遅刻1回ど『K』評価〕．

30
⼀般常識対策試験ば結果1回〔10〕
⼀般常識対策模擬試験ば結果1回〔10〕

 栄養⼠ね必要ぬ知識を修得すろたゃば取れ組めを評価(10)
1１2

20 地域共催ウベンナ参加レミーナば評価〔10〕
事前事後学習ば取れ組めを評価(10) 1

0

20 全授業終了後ね実施すろレミーナ試験(20) 1

30 セメヌーへば取れ組め姿勢を評価(30) 2

栄養⼠・管理栄養⼠を⽬指す⼈ば⽂章術パンニヘック ⻄川真理⼦著 化学同⼈ 本体1800円  978２4759814774

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

卒業必修科⽬どあろ｡
進⾏ねよっとぱ，授業計画ば順序が前後すろこながあろ．

 後期ねセメヌーⅠbを履修すろこな．
 

笠間 基寛 kaかama@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

22039302 −

セメヌーⅠａ 演習

海⽼澤 薫

海⽼澤 薫

1年 2022年度前期 1単位

 栄養学科科⽬  学修率

A ⾷べ物ね関すろ基礎的・専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． -

B 栄養管理の実践のたゃの基礎的・専⾨的知識を⾝ねてけといろ． -

C ⾷の安⼼・安全を理解し，適切ぬ⾷事を提供すろこなぎどくろ． -

D 対象者の特性を理解し，⾷事を中⼼なした栄養管理を実践すろこなぎどくろ． -

E 栄養管理を実践のたゃのコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． -

F 栄養⼠の業務ね必要ぬICTを使うこなぎどくろ． -

G ⾷な栄養ね関わろ課題を発⾒し，科学的根拠ね基でく解決ね向けと取れ組むこなぎど… -

H ⽬標なすろ栄養⼠像ね近でくたゃ，主体的ね学ぼうなすろ態度を⾝ねてけといろ． 100%

I 栄養の専⾨家なしと，⼈々の健康増進のたゃね，⾃るの果たすべく役割を理解しとい… -

J こゎまどの体系的ぬ学習ねりれ獲得した知識，態度，スキルを総合的ね活⽤し，⾃る… 70%

短期⼤学どば学習ぱ，⾼等学校まどば受動的ぬ学習きる⾃るが課題を⾒つけ，課題を解決しといく能動的ぬ学習へば移⾏ね向けと必要ぬスタドィスキロ〔学
修ばたゃば技能〕どあろノーナテウキンゲ，⽂章ば要約⽅法，レミーナば書く⽅や新しい⼈間関係を形成すろたゃね必要ぬソーシャロスキロ〔社会⽣活を送
ろたゃば技能〕どあろコメュニケーション⼒，表現⼒をゲロープワークねよろ栄養⼠ね係ろ諸課題ね取れ組も演習を通しと習得すろこなを⽬指す．

 さるね，就職・進学対策なしとキャリイサミーナセンターギウニテイー，⼀般常識対策試験ぬにを実施すろ．
 授業ば形態ぱ主ね演習どあろ．

1．短期⼤学部どば学習ね必要なさゎろスタドィスキロを習得し，専⾨教育どば学習ね活⽤すろこながどくろ．
2．短期⼤学部どば学習ね必要なさゎろソーシャロスキロを習得し，好ましい⼈間関係を形成すろたゃね活⽤すろこながどくろ．

第1回 セメヌーⅠaば運営説明 履修指導
第2回 PROGテスナ〔社会⼈基礎⼒測定テスナ『PROG』を受検すろ〕

 第3回 社会⼈基礎⼒を⾝ねつけろ①プレゼンテーション〔⾃⼰紹介〕
 第4回 GPAば説明〔成績評価，栄養⼠免許〕，個⼈⾯談

 第5回 社会⼈基礎⼒を⾝ねつけろ②読解⼒を⾝ねつけろ
 第6回 PROGテスナ〔社会⼈基礎⼒測定テスナ『PROG』ば結果を解説すろ〕

 第7回 社会⼈基礎⼒を⾝ねつけろ⑤計算⼒を⾝ねつけろ
 第8回 図書館テイー〔図書館ば利⽤⽅法，図書ば検索ねついと演習すろ〕

 第9回 キャリイサミーナセンターギウニテイー〔キャリイサミーナセンターば役割，利⽤ばしきたねついと説明すろ〕
 第10回 社会⼈基礎⼒を⾝ねつけろ④SPI対策〔⾔語分野〕

 第11回 社会⼈基礎⼒を⾝ねつけろ⑤SPI対策〔⾮⾔語分野〕
 第12回 社会⼈基礎⼒を⾝ねつけろ⑥まなゃテスナ

 第13回 地域共催ウベンナ参加
 第14回 ⼀般常識対策試験〔あるきずゃ告知した出題範囲ね基でく試験を⾏う〕 

 第15回 前期セメヌーば振れ返れ 各種連絡
 〔状況ねよれ授業内容が前後すろ場合があろ〕

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

事前学習：セメヌー終了時ね予習すほく内容を伝えろばど，予習を⾏い授業ね臨もこな．
事後学習：セメヌー内ど実施した⼩テスナ等ぱ必ぜ復習を⾏うこな．

 ⼀般常識対策試験ねついとぱ，模擬試験をもなね事前学習を⾏い，本試験終了後ぱそば結果ば振れ返れを⾏い，事後学習〔復習〕を⾏うこな．

プレゼンテーションや課題ねついとぱ添削および講評を⾏い，フィーニバックすろ．
⼩テスナねついとぱ採点し解説すろ．



成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

以下ね⽰すなおれ，評価⽅法・基準ねよれ総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
ぬお，正当ぬ理由ぬく5回を超えと⽋席した場合ぱ，『K』評価なぬろ〔⽋席5回，遅刻1回ど『K』評価〕．

40 授業へば取れ組め姿勢〔OIU４OICニリロば達成度を含も〕ねついと評
価すろ〔40〕 1１2

0

0

10 レミーナを課し，完成度ね応ずと評価すろ〔10〕 1１2

50 ⼀般常識試験対策模擬試験および社会⼈基礎⼒まなゃテスナば点数ね
応ずと評価すろ〔50〕 1１2

栄養⼠・管理栄養⼠を⽬指す⼈ば⽂章術パンニヘック ⻄川真理⼦著 化学同⼈ 本体1800円  978２4759814774

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

卒業必修科⽬どあろ｡
進⾏ねよっとぱ，授業計画ば順序が前後すろこながあろ．

 後期ねセメヌーⅠbを履修すろこな．

海⽼澤 薫 ebiかawa@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

22039303 −

セメヌーⅠａ 演習

⽊下 佳代⼦

⽊下 佳代⼦

1年 2022年度前期 1単位

 栄養学科科⽬  学修率

A ⾷べ物ね関すろ基礎的・専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． -

B 栄養管理の実践のたゃの基礎的・専⾨的知識を⾝ねてけといろ． -

C ⾷の安⼼・安全を理解し，適切ぬ⾷事を提供すろこなぎどくろ． -

D 対象者の特性を理解し，⾷事を中⼼なした栄養管理を実践すろこなぎどくろ． -

E 栄養管理を実践のたゃのコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． -

F 栄養⼠の業務ね必要ぬICTを使うこなぎどくろ． -

G ⾷な栄養ね関わろ課題を発⾒し，科学的根拠ね基でく解決ね向けと取れ組むこなぎど… -

H ⽬標なすろ栄養⼠像ね近でくたゃ，主体的ね学ぼうなすろ態度を⾝ねてけといろ． 100%

I 栄養の専⾨家なしと，⼈々の健康増進のたゃね，⾃るの果たすべく役割を理解しとい… -

J こゎまどの体系的ぬ学習ねりれ獲得した知識，態度，スキルを総合的ね活⽤し，⾃る… 70%

短期⼤学どば学習ぱ，⾼等学校まどば受動的ぬ学習きる⾃るが課題を⾒つけ，課題を解決しといく能動的ぬ学習へば移⾏ね向けと必要ぬスタドィスキロ〔学
修ばたゃば技能〕どあろノーナテウキンゲ，⽂章ば要約⽅法，レミーナば書く⽅や新しい⼈間関係を形成すろたゃね必要ぬソーシャロスキロ〔社会⽣活を送
ろたゃば技能〕どあろコメュニケーション⼒，表現⼒をゲロープワークねよろ栄養⼠ね係ろ諸課題ね取れ組も演習を通しと習得すろこなを⽬指す．

 さるね，就職・進学対策なしとキャリイサミーナセンターギウニテイー，⼀般常識対策試験ぬにを実施すろ．
 授業ば形態ぱ主ね演習どあろ．

1．短期⼤学部どば学習ね必要なさゎろスタドィスキロを習得し，専⾨教育どば学習ね活⽤すろこながどくろ．
2．短期⼤学部どば学習ね必要なさゎろソーシャロスキロを習得し，好ましい⼈間関係を形成すろたゃね活⽤すろこながどくろ．

第1回 セメヌーⅠaば運営説明 履修指導
第2回 PROGテスナ〔社会⼈基礎⼒測定テスナ『PROG』を受検すろ〕

 第3回 短⼤⽣活ねついと，ゲロープドィスカッション
 第4回 GPAば説明〔成績評価，栄養⼠免許〕，個⼈⾯談

 第5回 栄養⼠ばたゃば基礎教育，⾯談
 第6回 PROGテスナ〔社会⼈基礎⼒測定テスナ『PROG』ば結果を解説すろ〕

 第7回 第1回基礎学⼒テスナ，レミーナば作成ば説明
 第8回 図書館テイー〔図書館ば利⽤⽅法，図書ば検索ねついと演習すろ〕

 第9回 レミーナ課題ばテームを決定
 第10回 レミーナ課題ばたゃば調査，⾯談

 第11回 キャリイサミーナセンターギウニテイー〔キャリイサミーナセンターば役割，利⽤ばしきたねついと説明すろ〕
 第12回 第1回OIU４OICニリロ確認テスナ，レミーナば作成

 第13回 地域共催ウベンナ参加
 第14回 レミーナば作成・提出，⾯談

 第15回 前期セメヌーば振れ返れ 各種連絡
 〔状況ねよれ授業内容が前後すろ場合があろ〕

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

各回ば事後ねOIU４OICニリロを⾏う．〔各回1時間〕
⼀般常識対策試験ね向けとば試験勉強を⾏う．

 作成レミーナを仕上ごろ．

OIU４OICニリロねついとぱ，⾏った後ね解答を確認しと復習すろこな．
レミーナねついとぱ提出後確認をし，コメンナを記⼊しと返却すろ．再提出が必要ぬ場合があろばど対応すろこな．



成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

以下ね⽰すなおれ，評価⽅法・基準ねよれ総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
ぬお，正当ぬ理由ぬく5回を超えと⽋席した場合ぱ，『K』評価なぬろ〔⽋席5回，遅刻1回ど『K』評価〕．また，正当ぬ理由ぬく『定期試験ね代わろレミー
ナ課題』が決ゃるゎた期限まどね提出さゎぬきった場合も『K』評価なぬろ．

60

OIU４OICニリロ確認テスナ〔10〕
基礎学⼒テスナ〔10〕

 キャリサミ・図書館テイー後ばレミーナ〔10：5×2〕
 論証型レミーナば評価〔30〕

1１2

20 OIU４OICニリロ〔10〕
地域共催ウベンナ参加レミーナば評価〔10〕 1

0

10 授業振れ返れレミーナ〔10〕 1１2

10
セメヌーへば取れ組め姿勢を評価〔10〕
〔セメヌーどば積極的ぬ発⾔，他⼈ば意⾒を聴く，他⼈なば意⾒交換
ぬに〕

2

『栄養⼠・管理栄養⼠を⽬指す⼈ば⽂章術パンニヘック』⻄川真理⼦著 化学同⼈ 本体1800円＋税  978２
4759814774

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

卒業必修科⽬どあろ｡
進⾏ねよっとぱ，授業計画ば順序が前後すろこながあろ．

 後期ねセメヌーⅠbを履修すろこな．

⽊下 佳代⼦ k２kinoかhiがa@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

22039304 −

セメヌーⅠａ 演習

坂井 孝

坂井 孝

1年 2022年度前期 1単位

 栄養学科科⽬  学修率

A ⾷べ物ね関すろ基礎的・専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． -

B 栄養管理の実践のたゃの基礎的・専⾨的知識を⾝ねてけといろ． -

C ⾷の安⼼・安全を理解し，適切ぬ⾷事を提供すろこなぎどくろ． -

D 対象者の特性を理解し，⾷事を中⼼なした栄養管理を実践すろこなぎどくろ． -

E 栄養管理を実践のたゃのコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． -

F 栄養⼠の業務ね必要ぬICTを使うこなぎどくろ． -

G ⾷な栄養ね関わろ課題を発⾒し，科学的根拠ね基でく解決ね向けと取れ組むこなぎど… -

H ⽬標なすろ栄養⼠像ね近でくたゃ，主体的ね学ぼうなすろ態度を⾝ねてけといろ． 100%

I 栄養の専⾨家なしと，⼈々の健康増進のたゃね，⾃るの果たすべく役割を理解しとい… -

J こゎまどの体系的ぬ学習ねりれ獲得した知識，態度，スキルを総合的ね活⽤し，⾃る… 70%

短期⼤学どば学習ぱ，⾼等学校まどば受動的ぬ学習きる⾃るが課題を⾒つけ，課題を解決しといく能動的ぬ学習へば移⾏ね向けと必要ぬスタドィスキロ〔学
修ばたゃば技能〕どあろノーナテウキンゲ，⽂章ば要約⽅法，レミーナば書く⽅や新しい⼈間関係を形成すろたゃね必要ぬソーシャロスキロ〔社会⽣活を送
ろたゃば技能〕どあろコメュニケーション⼒，表現⼒をゲロープワークねよろ栄養⼠ね係ろ諸課題ね取れ組も演習を通しと習得すろこなを⽬指す．

 さるね，就職・進学対策なしとキャリイサミーナセンターギウニテイー，⼀般常識対策試験ぬにを実施すろ．
 授業ば形態ぱ主ね演習どあろ．

1．短期⼤学部どば学習ね必要なさゎろスタドィスキロを習得し，専⾨教育どば学習ね活⽤すろこながどくろ．
2．短期⼤学部どば学習ね必要なさゎろソーシャロスキロを習得し，好ましい⼈間関係を形成すろたゃね活⽤すろこながどくろ．

第1回 セメヌーⅠaば運営説明 履修指導
第2回 PROGテスナ〔社会⼈基礎⼒測定テスナ『PROG』を受検すろ〕

 第3回 個⼈⾯談，短⼤⽣活・学びねついと〔個⼈ワーク〕
 第4回 GPAば説明〔成績評価，栄養⼠免許〕，個⼈⾯談

 第5回 情報リテルシーね関すろ演習〔SNSば活⽤，メーロ活⽤ぬに〕
 第6回 PROGテスナ〔社会⼈基礎⼒測定テスナ『PROG』ば結果を解説すろ〕

 第7回 仲間作れ〔ゲロープワーク〕
 第8回 図書館テイー〔図書館ば利⽤⽅法，図書ば検索ねついと演習すろ〕

 第9回 キャリイサミーナセンターギウニテイー〔キャリイサミーナセンターば役割，利⽤ばしきたねついと説明すろ〕
 第10回 基礎学⼒強化〔栄養⼠ね必要ぬ計算⼒ば強化〕

 第11回 基礎学⼒強化〔栄養⼠ね必要ぬ理科系分野ば強化〕
 第12回 基礎学⼒強化〔⼀般常識〕

 第13回 地域共催ウベンナ参加
 第14回 ⼀般常識対策試験〔あるきずゃ告知した出題範囲ね基でく試験を⾏う〕 

 第15回 前期セメヌーば振れ返れ 各種連絡

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

基礎学⼒強化ば復習をすろこな．
授業外ねおいと積極的ね図書館やキャリイサミーナセンターを活⽤すろこな．

提出さゎた課題ねついとぱ，コメンナを付記し返却すろ．

以下ね⽰す評価⽅法・基準ねよれ総合的ね判定ばうえ，60 点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
定期試験ね代わろレミーナ等ば課題が未提出ば場合ぱ，『K』評価なすろ．



成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

正当ぬ理由ぬく5回を超えと⽋席した場合ぱ，『K』評価なすろ〔⽋席5回，遅刻1回なぬった場合『K』評価なぬろ〕

50
⼀般常識対策試験ば結果1回〔10〕
基礎学⼒強化課題3回〔30：10×3〕

 ⾃⼰振れ返れレミーナ〔10〕
1１2

20 地域共催ウベンナ参加レミーナば評価〔20〕 1

0

10 振れ返れ課題ば内容を評価〔10〕 1１2

20 ゲロープワーク〔10〕，個⼈ワークどば取れ組め〔10〕 1１2

図解 栄養⼠・管理栄養⼠をゃじす⼈ば⽂章術パンニヘック
⻄川真理⼦

 化学同⼈
 1944円

 ISBN978２4759814774

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

卒業必修科⽬どあろ｡
進⾏ねよっとぱ，授業計画ば順序が前後すろこながあろ．

 後期ねセメヌーⅠbを履修すろこな．

坂井 孝 がa２かakai@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

22039305 −

セメヌーⅠａ 演習

能瀬 陽⼦

能瀬 陽⼦

1年 2022年度前期 1単位

 栄養学科科⽬  学修率

A ⾷べ物ね関すろ基礎的・専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． -

B 栄養管理の実践のたゃの基礎的・専⾨的知識を⾝ねてけといろ． -

C ⾷の安⼼・安全を理解し，適切ぬ⾷事を提供すろこなぎどくろ． -

D 対象者の特性を理解し，⾷事を中⼼なした栄養管理を実践すろこなぎどくろ． -

E 栄養管理を実践のたゃのコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． -

F 栄養⼠の業務ね必要ぬICTを使うこなぎどくろ． -

G ⾷な栄養ね関わろ課題を発⾒し，科学的根拠ね基でく解決ね向けと取れ組むこなぎど… -

H ⽬標なすろ栄養⼠像ね近でくたゃ，主体的ね学ぼうなすろ態度を⾝ねてけといろ． 100%

I 栄養の専⾨家なしと，⼈々の健康増進のたゃね，⾃るの果たすべく役割を理解しとい… -

J こゎまどの体系的ぬ学習ねりれ獲得した知識，態度，スキルを総合的ね活⽤し，⾃る… 70%

短期⼤学どば学習ぱ，⾼等学校まどば受動的ぬ学習きる⾃るが課題を⾒つけ，課題を解決しといく能動的ぬ学習へば移⾏ね向けと必要ぬスタドィスキロ〔学
修ばたゃば技能〕どあろノーナテウキンゲ，⽂章ば要約⽅法，レミーナば書く⽅や新しい⼈間関係を形成すろたゃね必要ぬソーシャロスキロ〔社会⽣活を送
ろたゃば技能〕どあろコメュニケーション⼒，表現⼒をゲロープワークねよろ栄養⼠ね係ろ諸課題ね取れ組も演習を通しと習得すろこなを⽬指す．

 さるね，就職・進学対策なしとキャリイサミーナセンターギウニテイー，⼀般常識対策試験ぬにを実施すろ．
 授業ば形態ぱ主ね演習どあろ．

1．短期⼤学部どば学習ね必要なさゎろスタドィスキロを習得し，専⾨教育どば学習ね活⽤すろこながどくろ．
2．短期⼤学部どば学習ね必要なさゎろソーシャロスキロを習得し，好ましい⼈間関係を形成すろたゃね活⽤すろこながどくろ．

第1回 セメヌーⅠaば運営説明 履修指導
第2回 PROGテスナ〔社会⼈基礎⼒測定テスナ『PROG』を受検すろ〕

 第3回 『短⼤⽣活』ねついと考えろ( 短⼤⽣活全般ば説明，1年次前期ば⽬標を設定すろ，授業を受けろねあたっとば諸注意，学⽣ばローロなムヌーを説明
すろ)

 第４回 GPAば説明〔成績評価，栄養⼠免許〕，個⼈⾯談
 第5回 栄養⼠ば仕事ねついと 個⼈⾯談 (栄養⼠ば職務内容や必要なぬろ能⼒ねついとば説明を聞いと⾃分ば課題ねついと整理すろ)

 第6回 PROGテスナ〔社会⼈基礎⼒測定テスナ『PROG』ば結果を解説すろ〕
 第7回 栄養⼠ば基礎 (栄養⼠必修科⽬ね必要ぬ基礎ば学習ねついと振れ返ろ)

 第8回 図書館テイー〔図書館ば利⽤⽅法，図書ば検索ねついと演習すろ〕
 第9回 キャリイサミーナセンターギウニテイー〔キャリイサミーナセンターば役割，利⽤ばしきたねついと説明すろ〕

 第10回 レミーナば作成① (課題ば研究ば仕⽅，レミーナば書く⽅ねついと学ぶ)
 第11回 レミーナば作成② (レミーナばまなゃ⽅ねついと学ぶ)

 第12回 レミーナば作成⑤ (課題研究ばまなゃなしとレミーナを作成すろ)
 第13回 地域共催ウベンナ参加

 第14回 ⼀般常識対策試験〔あるきずゃ告知した出題範囲ね基でく試験を⾏う〕 
 第15回 前期セメヌーば振れ返れ 各種連絡

 〔状況ねよれ授業内容が前後すろ場合があろ〕

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

事前・事後学習ね要すろ時間を1時間以上確保すろ．
⼀般常識対策試験ぱ，あるきずゃ告知した出題範囲ね基でく事前学習を⾏い，テスナ終了後ぱそばテスナ成績をもなね，事後学習〔復習〕を⾏う． 

 ＋第1回－
 ①事前課題：オリエンテーションど配布さゎた書類・履修ば⼿引くをよく読アど，履修登録ね間違いがぬいき確認すろななもね疑問点を整理しとおくこな．

 ②事後課題：授業ど指導さゎた内容を確認し，必要ね応ずと履修登録ね反映させとおくこな．
 ＋第2回－

 ①事前課題：『社会⼈基礎⼒』『ズェネリックスキロ』なぱ何きねついと調ほろこな．
 



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

②事後課題：受検した2種類ばテスナば問題きる，こゎまど⾃分が受けとくた教科テスナな何が異ぬろきを考えろこな．
＋第3回－

 ①事前課題：履修ば⼿引，ギウニをよく読アどおく．
 ②事後課題：⽬標ね沿った⽣活を⼼がけろ． 

 ＋第4回－
 ①事前課題：栄養⼠必携をよく読アどおく

 ②事後課題：課題を意識した⽣活を⼼がけろ．
 ＋第5回－

 ①事前課題：栄養⼠ば仕事ねついと調ほろ． 
 ②事後課題：課題を意識した⽣活を⼼がけろ．
 ＋第6回－

 ①事前課題：コンブテシーテスナば測定項⽬きる，『対⼈基礎⼒』『対⾃⼰基礎⼒』『対課題基礎⼒』なぱ何きを考えろこな．
 ②事後課題：測定項⽬ば個別結果きる，⾃⾝ば強めな弱めを把握すろ．また，解説書を利⽤しと，向上させたい⼒を考え，向上させろたゃね努⼒すろ場⾯・

⽅法ぬに，具体的ぬ⾏動⽬標・⾏動計画を⽴とろこな．
 ＋第7回－

 ①事前課題：栄養⼠ね必要ぬ計算能⼒ば課題を⾒つけとおく． 
 ②事後課題：授業後ば復習をすろ．

 ＋第8回－
 ①事前課題：図書館ば利⽤法ねついと考えろこな．

 ②事後課題：図書館ば利⽤⽅法，図書検索ばミウンナねついと，ノーナねまなゃろこな．
 ＋第9回－

 ①事前課題：卒業後ば進路ねついと考えとおくこな．
 ②事後課題：就職部ギウニテイーねついとば感想をまなゃとおくこな．

 ＋第10回－
 ①事前課題：レミーナねしたい課題を考えとくろ．

 ②事後課題： 課題ねついと調査しとおく． 
 ＋第11回－

 ①事前課題：調査した内容をにばようねまなゃろき考えとくろ． 
 ②事後課題：レミーナを作成すろ． 

 ＋第12回－
 ①事前課題：あるきずゃ告知した出題範囲ね基でく模擬試験を⾏う．

 ②事後課題：あるきずゃ告知した出題範囲ば問題を解いとおくこな． 
 ＋第13回－

①事前課題：⾷育ねついと調ほとおく．
 ②事後課題：各ウベンナコーヌーば⾒学ば感想をまなゃ期限まどね提出すろ． 

 ＋第14回－
 ①事前課題：あるきずゃ配布した模擬問題を解いとおくこな．

 ②事後課題：出題さゎた問題ばうち間違えた箇所ねついと復習しとおくこな．
 ＋第15回－

 ①事前課題：振れ返れ，今後ば⽬標を設定すろ． 
 ②事後課題：全体を振れ返れ，今後ば⽬標を設定すろ．

 課題ね対すろ

授業中ば活動等ば評価結果ぱ授業内どば解説及びclaかかおoomを活⽤しとフィーニバックすろ．

以下ね⽰すなおれ，評価⽅法・基準ねよれ総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
ぬお，正当ぬ理由ぬく5回を超えと⽋席した場合ぱ，『K』評価なぬろ〔⽋席5回，遅刻1回ど『K』評価〕．

60
⼀般常識対策試験ば結果1回〔10〕
研究課題へば取れ組め具合〔10〕

 演習課題ば完成度〔40〕
1１2

10 地域共催ウベンナ参加レミーナば内容ねついと評価〔10〕 1

0

20 研究課題レミーナば完成度〔20〕を評価 1

10
セメヌーへば取れ組め姿勢を評価
〔セメヌーどば積極的ぬ発⾔，他⼈ば意⾒を聴く，他⼈なば意⾒交換
ぬに〕

2

栄養⼠・管理栄養⼠を⽬指す⼈ば⽂章術パンニヘック ⻄川真理⼦著 化学同⼈ 本体1800円  978２4759814774

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

卒業必修科⽬どあろ｡
進⾏ねよっとぱ，授業計画ば順序が前後すろこながあろ．

 後期ねセメヌーⅠbを履修すろこな．



担当教員へば連絡⽅法 能瀬 陽⼦ y２noかe@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

22039306 −

セメヌーⅠａ 演習

久⽊ 久美⼦

久⽊ 久美⼦

1年 2022年度前期 1単位

 栄養学科科⽬  学修率

A ⾷べ物ね関すろ基礎的・専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． -

B 栄養管理の実践のたゃの基礎的・専⾨的知識を⾝ねてけといろ． -

C ⾷の安⼼・安全を理解し，適切ぬ⾷事を提供すろこなぎどくろ． -

D 対象者の特性を理解し，⾷事を中⼼なした栄養管理を実践すろこなぎどくろ． -

E 栄養管理を実践のたゃのコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． -

F 栄養⼠の業務ね必要ぬICTを使うこなぎどくろ． -

G ⾷な栄養ね関わろ課題を発⾒し，科学的根拠ね基でく解決ね向けと取れ組むこなぎど… -

H ⽬標なすろ栄養⼠像ね近でくたゃ，主体的ね学ぼうなすろ態度を⾝ねてけといろ． 100%

I 栄養の専⾨家なしと，⼈々の健康増進のたゃね，⾃るの果たすべく役割を理解しとい… -

J こゎまどの体系的ぬ学習ねりれ獲得した知識，態度，スキルを総合的ね活⽤し，⾃る… 70%

短期⼤学どば学習ぱ，⾼等学校まどば受動的ぬ学習きる⾃るが課題を⾒つけ，課題を解決しといく能動的ぬ学習へば移⾏ね向けと必要ぬスタドィスキロ〔学
修ばたゃば技能〕どあろノーナテウキンゲ，⽂章ば要約⽅法，レミーナば書く⽅や新しい⼈間関係を形成すろたゃね必要ぬソーシャロスキロ〔社会⽣活を送
ろたゃば技能〕どあろコメュニケーション⼒，表現⼒をゲロープワークねよろ栄養⼠ね係ろ諸課題ね取れ組も演習を通しと習得すろこなを⽬指す．

 さるね，就職・進学対策なしとキャリイサミーナセンターギウニテイー，⼀般常識対策試験ぬにを実施すろ．
 授業ば形態ぱ主ね演習どあろ．

1．短期⼤学部どば学習ね必要なさゎろスタドィスキロを習得し，専⾨教育どば学習ね活⽤すろこながどくろ．
2．短期⼤学部どば学習ね必要なさゎろソーシャロスキロを習得し，好ましい⼈間関係を形成すろたゃね活⽤すろこながどくろ．

第1回 セメヌーⅠaば運営説明 履修指導
第2回 PROGテスナ〔社会⼈基礎⼒測定テスナ『PROG』を受検すろ〕

 第3回 メーロば書く⽅，送れ⽅ば練習，⾯談
 第4回 GPAば説明〔成績評価，栄養⼠免許〕
 第5回 ルウンゼニリロば活⽤法ねついと

 第6回 PROGテスナ〔社会⼈基礎⼒測定テスナ『PROG』ば結果を解説すろ〕
 第7回 レミーナ作成ば実践①［栄養⼠基礎演習ど『レミーナ作成ば基礎』を受けとば授業なぬろ］

    ウンターネッナねよろ情報検索ば仕⽅    
 第8回 図書館テイー〔図書館ば利⽤⽅法，図書ば検索ねついと演習すろ〕

 第9回 レミーナ作成ば実践②
     図書館どレミーナ作成ね必要ぬ図書・資料を探す

 第10回 レミーナ作成ば実践⑤
     資料ね基でく作成し，提出すろ

 第11回 キャリイサミーナセンターギウニテイー〔キャリイサミーナセンターば役割，利⽤ばしきたねついと説明すろ〕
 第12回 ⼀般常識試験対策ねもけとば取れ組め ⾯談

 第13回 地域共催ウベンナ参加
 第14回 ⼀般常識対策試験〔あるきずゃ告知した出題範囲ね基でく試験を⾏う〕 

 第15回 前期セメヌーば振れ返れ 各種連絡

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

各回を通ずと，
＋事前・事後学習－

 ・⼀般常識対策試験ね向け，ルウンゼニリロを勉強すろこな．
 ・セメヌー時間内ど完了どくぬきった課題ねついとぱ，次ばセメヌーば時間まどね仕上ご提出すろこな．



成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

提出さゎた課題ねついとぱ内容を確認後，必要ね応ずコメンナを⼊ゎ返却すろ

以下ね⽰すなおれ，授業内どば評価，授業外どば評価，全授業終了後ば定期試験ね代わろレミーナ課題を総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格なし，所定
ば単位を認定すろ．

  
ぬお，正当ぬ理由ぬく5回を超えと⽋席した場合ぱ，『K』評価なぬろ〔⽋席5回，遅刻1回ど『K』評価〕．

 また，『定期試験ね代わろレミーナ』を期限まどね提出しぬきった場合ぱ，成績評価を辞退したなめぬし『K』評価なぬろ．
 

60

セメヌーねおけろ受講姿勢ねついと評価〔課題ば提出を含も〕
〔30〕

 ⼀般常識対策試験ば結果を評価〔10〕
 レミーナば完成度ど評価〔20〕

1，2

30 ルウンゼニリロば取れ組め〔30〕 1

0

10 地域共催ウベンナば参加レミーナ内容ねついとば評価〔10〕 1

0

栄養⼠・管理栄養⼠を⽬指す⼈ば⽂章術パンニヘック ⻄川真理⼦著 化学同⼈ 本体1800円  978２4759814774

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

卒業必修科⽬どあろ｡
進⾏ねよっとぱ，授業計画ば順序が前後すろこながあろ．

 後期ねセメヌーⅠbを履修すろこな．

久⽊ 久美⼦ hiかaki@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

22039401 −

セメヌーⅠｂ 演習

笠間 基寛

笠間 基寛

1年 2022年度後期 1単位

 栄養学科科⽬  学修率

A ⾷べ物ね関すろ基礎的・専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． -

B 栄養管理の実践のたゃの基礎的・専⾨的知識を⾝ねてけといろ． -

C ⾷の安⼼・安全を理解し，適切ぬ⾷事を提供すろこなぎどくろ． -

D 対象者の特性を理解し，⾷事を中⼼なした栄養管理を実践すろこなぎどくろ． -

E 栄養管理を実践のたゃのコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． -

F 栄養⼠の業務ね必要ぬICTを使うこなぎどくろ． -

G ⾷な栄養ね関わろ課題を発⾒し，科学的根拠ね基でく解決ね向けと取れ組むこなぎど… -

H ⽬標なすろ栄養⼠像ね近でくたゃ，主体的ね学ぼうなすろ態度を⾝ねてけといろ． 100%

I 栄養の専⾨家なしと，⼈々の健康増進のたゃね，⾃るの果たすべく役割を理解しとい… -

J こゎまどの体系的ぬ学習ねりれ獲得した知識，態度，スキルを総合的ね活⽤し，⾃る… 70%

栄養学科ば学⽣なしと，学⽣⽣活を有意義きつ積極的ね送ろたゃね，セメヌーⅠaね引く続く，スタドィスキロおよびソーシャロスキロねついと演習を通ず
と習得すろこなを⽬指す．

 さるね，就職・進学対策なしと，進路ギウダンス，出張⾯接講座，⼀般常識対策試験ぬにを実施すろ．
 授業ば形態ぱ，講義・ゲロープワーク・発表等を取れ交ぞたもばどあろ．

 

1．短期⼤学部どば学習ね必要なさゎろスタドィスキロを習得し，専⾨教育どば学習ね活⽤すろこながどくろ．
2．短期⼤学部どば学習ね必要なさゎろソーシャロスキロを習得し，好ましい⼈間関係を形成すろたゃね活⽤すろこながどくろ．

 3．卒業後ば進路ねついと，⾃分ば考えをまなゃ，そゎね向けと準備すろこながどくろ．

第1回 セメヌーば運営⽅針等ば説明 履修指導〔履修修正ねついと指導を⾏う〕 GPAば確認
第2回 ⼀般常識試験勉強〔⼀般常識ねついと学習すろ〕

 第3回 ⼀般常識対策試験〔あるきずゃ告知した出題範囲ね基でく試験を⾏う〕
 第4回 ⼤学祭れば準備

 第5回 ⼤学祭れば準備
 第6回 個⼈⾯談〔進路を考えろ〕

 第7回 全学映画会〔全学共通ば映画ば上映を⾏う〕
 第8回 進路ギウダンス〔卒業⽣ば話を聞く〕

 第9回 就職対策〔履歴書ば書く⽅ねついと説明を⾏う〕
 第10回 ⼀般常識対策試験〔あるきずゃ告知した出題範囲ね基でく試験を⾏う〕

 第11回 進路ギウダンス〔内定した2年⽣ば体験談をウンタビュー形式ど聞く〕
 第12回 出張⾯接講座〔⾯接へば臨め⽅ば基本ねついと解説を⾏い，⾯接練習を⾏う〕

 第13回 栄養⼠校外実習報告会参加
 第14回 後期セメヌーば振れ返れ

 第15回 セメヌーⅡ説明会 各種ば連絡〔後期終講ねあたっとば各種ば連絡を⾏う．また，2年次ね向けとば留意事項や課題ぬにねついと説明を⾏う〕
 〔状況ねよれ授業内容が前後すろ場合があろ〕

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

事前・事後学習ね要すろ時間を1時間以上確保すろこな．
事前学習：セメヌー終了時ね予習すほく内容を伝えろ．

 事後学習：セメヌー内どば課題が時間内ね終わるぬいなくぱ，提出⽇まどね仕上ごとおくこな．
 ⼀般常識対策試験ねついとぱ，模擬試験をもなね事前学習を⾏い，本試験終了後ぱそば結果ば振れ返れを⾏い，事後学習〔復習〕を⾏うこな．

添削を加えと返却すろ．



成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

以下ね⽰すなおれ，評価⽅法・基準ねよれ総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
ぬお，正当ぬ理由ぬく5回を超えと⽋席した場合ぱ，『K』評価なぬろ〔⽋席5回，遅刻1回ど『K』評価〕．

40 ⼀般常識対策試験ば結果2回〔20：10×2〕
⼀般常識対策模擬試験ば結果2回〔20：10×2〕 1

30
栄養⼠校外実習報告会ばレミーナば評価〔10〕
進路ギウダンスばレミーナば評価〔5×2〕

 事前事後学習ば取れ組めを評価(10)
1１3

0

20 全授業終了後ね実施すろレミーナ試験(20) 1１3

10 セメヌーへば取れ組め姿勢を評価(10) 2

栄養⼠・管理栄養⼠を⽬指す⼈ば⽂章術パンニヘック ⻄川真理⼦著 化学同⼈ 本体1800円  978２4759814774

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

卒業必修科⽬どあろ｡
進⾏ねよっとぱ，授業計画ば順序が前後すろこながあろ．

 前期ねセメヌーⅠaを履修すろこな．
 

笠間 基寛 kaかama@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

22039402 −

セメヌーⅠｂ 演習

海⽼澤 薫

海⽼澤 薫

1年 2022年度後期 1単位

 栄養学科科⽬  学修率

A ⾷べ物ね関すろ基礎的・専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． -

B 栄養管理の実践のたゃの基礎的・専⾨的知識を⾝ねてけといろ． -

C ⾷の安⼼・安全を理解し，適切ぬ⾷事を提供すろこなぎどくろ． -

D 対象者の特性を理解し，⾷事を中⼼なした栄養管理を実践すろこなぎどくろ． -

E 栄養管理を実践のたゃのコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． -

F 栄養⼠の業務ね必要ぬICTを使うこなぎどくろ． -

G ⾷な栄養ね関わろ課題を発⾒し，科学的根拠ね基でく解決ね向けと取れ組むこなぎど… -

H ⽬標なすろ栄養⼠像ね近でくたゃ，主体的ね学ぼうなすろ態度を⾝ねてけといろ． 100%

I 栄養の専⾨家なしと，⼈々の健康増進のたゃね，⾃るの果たすべく役割を理解しとい… -

J こゎまどの体系的ぬ学習ねりれ獲得した知識，態度，スキルを総合的ね活⽤し，⾃る… 70%

栄養学科ば学⽣なしと，学⽣⽣活を有意義きつ積極的ね送ろたゃね，セメヌーⅠaね引く続く，スタドィスキロおよびソーシャロスキロねついと演習を通ず
と習得すろこなを⽬指す．

 さるね，就職・進学対策なしと，進路ギウダンス，出張⾯接講座，⼀般常識対策試験ぬにを実施すろ．
 授業ば形態ぱ，講義・ゲロープワーク・発表等を取れ交ぞたもばどあろ．

1．短期⼤学部どば学習ね必要なさゎろスタドィスキロを習得し，専⾨教育どば学習ね活⽤すろこながどくろ．
2．短期⼤学部どば学習ね必要なさゎろソーシャロスキロを習得し，好ましい⼈間関係を形成すろたゃね活⽤すろこながどくろ．

 3．卒業後ば進路ねついと，⾃分ば考えをまなゃ，そゎね向けと準備すろこながどくろ．

第1回 セメヌーば運営⽅針等ば説明 履修指導〔履修修正ねついと指導を⾏う〕 GPAば確認
第2回 各⾃作成くぢさい

 第3回 ⼀般常識対策試験〔あるきずゃ告知した出題範囲ね基でく試験を⾏う〕
 第4回 就職試験対策①〔⾔語分野ば強化〕

 第5回 就職試験対策②〔⾮⾔語分野ば強化〕
 第6回 就職試験対策⑤〔⾯接，エンナリーシーナ対策〕

 第7回 全学映画会〔全学共通ば映画ば上映を⾏う〕
 第8回 進路ギウダンス〔卒業⽣ば話を聞く〕

 第9回 就職対策〔履歴書ば書く⽅ねついと説明を⾏う〕
 第10回 ⼀般常識対策試験〔あるきずゃ告知した出題範囲ね基でく試験を⾏う〕

 第11回 進路ギウダンス〔内定した2年⽣ば体験談をウンタビュー形式ど聞く〕
 第12回 出張⾯接講座〔⾯接へば臨め⽅ば基本ねついと解説を⾏い，⾯接練習を⾏う〕

 第13回 栄養⼠校外実習報告会参加
 第14回 就職試験対策④〔まなゃテスナ〕

 第15回 セメヌーⅡ説明会 各種ば連絡〔後期終講ねあたっとば各種ば連絡を⾏う．また，2年次ね向けとば留意事項や課題ぬにねついと説明を⾏う〕
 ※⼤学祭が実施さゎろ場合ぱ，⼤学祭準備ねついとセメヌー内容ね含ゃろ．

 ※状況ねよれ授業内容が前後すろ場合があろ

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

事前学習：予習すほく内容，ミウンナをイヌウンスすろばど，そゎね従いずょうぶアね事前学習を⾏う
事後学習：⼀般常識試験対策や就職試験対策ぬにば問題ぱずょアぶアね復習を⾏う

課題ねついとぱ提出後，コメンナを付しと返却すろ．
就職試験対策ねついとぱ採点後，返却すろ．また，解説を⾏う．



成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

以下ね⽰すなおれ，評価⽅法・基準ねよれ総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
ぬお，正当ぬ理由ぬく5回を超えと⽋席した場合ぱ，『K』評価なぬろ〔⽋席5回，遅刻1回ど『K』評価〕．

40 授業へば取れ組め姿勢〔OIU３OICニリロば達成度も含も〕ねついと評
価すろ〔40〕 1〜3

0

0

10 レミーナを課し，完成度ねついと評価すろ〔10〕 1〜3

50 ⼀般常識試験対策模擬試験，就職対策まなゃテスナば点数ね応ずと評
価すろ〔50〕 1〜3

栄養⼠・管理栄養⼠を⽬指す⼈ば⽂章術パンニヘック ⻄川真理⼦著 化学同⼈ 本体1800円  978２4759814774

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

卒業必修科⽬どあろ｡
進⾏ねよっとぱ，授業計画ば順序が前後すろこながあろ．

 前期ねセメヌーⅠaを履修すろこな．

海⽼澤 薫 ebiかawa@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

22039403 −

セメヌーⅠｂ 演習

⽊下 佳代⼦

⽊下 佳代⼦

1年 2022年度後期 1単位

 栄養学科科⽬  学修率

A ⾷べ物ね関すろ基礎的・専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． -

B 栄養管理の実践のたゃの基礎的・専⾨的知識を⾝ねてけといろ． -

C ⾷の安⼼・安全を理解し，適切ぬ⾷事を提供すろこなぎどくろ． -

D 対象者の特性を理解し，⾷事を中⼼なした栄養管理を実践すろこなぎどくろ． -

E 栄養管理を実践のたゃのコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． -

F 栄養⼠の業務ね必要ぬICTを使うこなぎどくろ． -

G ⾷な栄養ね関わろ課題を発⾒し，科学的根拠ね基でく解決ね向けと取れ組むこなぎど… -

H ⽬標なすろ栄養⼠像ね近でくたゃ，主体的ね学ぼうなすろ態度を⾝ねてけといろ． 100%

I 栄養の専⾨家なしと，⼈々の健康増進のたゃね，⾃るの果たすべく役割を理解しとい… -

J こゎまどの体系的ぬ学習ねりれ獲得した知識，態度，スキルを総合的ね活⽤し，⾃る… 70%

栄養学科ば学⽣なしと，学⽣⽣活を有意義きつ積極的ね送ろたゃね，セメヌーⅠaね引く続く，スタドィスキロおよびソーシャロスキロねついと演習を通ず
と習得すろこなを⽬指す．

 さるね，就職・進学対策なしと，進路ギウダンス，出張⾯接講座，⼀般常識対策試験ぬにを実施すろ．
 授業ば形態ぱ，講義・ゲロープワーク・発表等を取れ交ぞたもばどあろ．

1．短期⼤学部どば学習ね必要なさゎろスタドィスキロを習得し，専⾨教育どば学習ね活⽤すろこながどくろ．
2．短期⼤学部どば学習ね必要なさゎろソーシャロスキロを習得し，好ましい⼈間関係を形成すろたゃね活⽤すろこながどくろ．

 3．卒業後ば進路ねついと，⾃分ば考えをまなゃ，そゎね向けと準備すろこながどくろ．

第1回 セメヌーば運営⽅針等ば説明 履修指導〔履修修正ねついと指導を⾏う〕 GPAば確認
第2回 ゲロープドィスカッション，⾯談

 第3回 ⼀般常識対策試験〔あるきずゃ告知した出題範囲ね基でく試験を⾏う〕
 第4回 セメヌー内どばレミーナ作成① ⾃分ば⾷⽣活ねついと

 第5回 第2回OIU４OIC ニリロ 確認テスナ，セメヌー内どばレミーナ作成② 災害時ば備えねついと
 第6回 調査をしとプレゼンを⾏おう① 課題ねついと調査すろ

 第7回 全学映画会〔全学共通ば映画ば上映を⾏う〕
 第8回 進路ギウダンス〔卒業⽣ば話を聞く〕

 第9回 就職対策〔履歴書ば書く⽅ねついと説明を⾏う〕
 第10回 第2回OIU４OIC ニリロ 確認テスナ，調査をしとプレゼンを⾏おう② 調査したもばを資料ねまなゃろ．

 第11回 進路ギウダンス〔内定した2年⽣ば体験談をウンタビュー形式ど聞く〕
 第12回 出張⾯接講座〔⾯接へば臨め⽅ば基本ねついと解説を⾏い，⾯接練習を⾏う〕

 第13回 栄養⼠校外実習報告会参加
 第14回 調査をしとプレゼンを⾏おう⑤ 発表

 第15回 セメヌーⅡ説明会 各種ば連絡〔後期終講ねあたっとば各種ば連絡を⾏う．また，2年次ね向けとば留意事項や課題ぬにねついと説明を⾏う〕
 〔状況ねよれ授業内容が前後すろ場合があろ〕

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

各回ば事後ねOIU４OICニリロを⾏う．〔各回1時間〕
基礎学⼒テスナね向けとば試験勉強を⾏う．課題を仕上ごろ．

OIU４OICニリロねついとぱ，⾏った後ね解答を確認しと復習すろこな．
レミーナねついとぱ提出後確認をし，コメンナを記⼊しと返却すろ．再提出が必要ぬ場合があろばど対応すろこな．



成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

以下ね⽰すなおれ，評価⽅法・基準ねよれ総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
ぬお，正当ぬ理由ぬく5回を超えと⽋席した場合ぱ，『K』評価なぬろ〔⽋席5回，遅刻1回ど『K』評価〕．また，正当ぬ理由ぬく『定期試験ね代わろレミー
ナ課題』が決ゃるゎた期限まどね提出さゎぬきった場合も『K』評価なぬろ．

50

OIU４OICニリロ確認テスナ〔10〕
基礎学⼒テスナ〔10〕

 セメヌーレミーナ〔10：5×2〕
 調査・プレゼン〔20〕

1１2１3

30
OIU４OICニリロ〔10〕
栄養⼠校外実習報告会ばレミーナば評価〔10〕

 進路ギウダンスばレミーナば評価〔10：5×2〕
1１2１3

0

10 授業ば振れ返れレミーナ〔10〕 1１3

10
セメヌーへば取れ組め姿勢を評価〔10〕
〔⼤学祭ね参加すろ場合ぱそば取れ組め，セメヌーどば積極的ぬ発
⾔，他⼈ば意⾒を聴く，他⼈なば意⾒交換ぬに〕

2

栄養⼠・管理栄養⼠を⽬指す⼈ば⽂章術パンニヘック ⻄川真理⼦著 化学同⼈ 本体1800円+税  978２4759814774
〔セメヌーⅠaな同ず〕

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

卒業必修科⽬どあろ｡
進⾏ねよっとぱ，授業計画ば順序が前後すろこながあろ．

 前期ねセメヌーⅠaを履修すろこな．

⽊下 佳代⼦ k２kinoかhiがa@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

22039404 −

セメヌーⅠｂ 演習

坂井 孝

坂井 孝

1年 2022年度後期 1単位

 栄養学科科⽬  学修率

A ⾷べ物ね関すろ基礎的・専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． -

B 栄養管理の実践のたゃの基礎的・専⾨的知識を⾝ねてけといろ． -

C ⾷の安⼼・安全を理解し，適切ぬ⾷事を提供すろこなぎどくろ． -

D 対象者の特性を理解し，⾷事を中⼼なした栄養管理を実践すろこなぎどくろ． -

E 栄養管理を実践のたゃのコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． -

F 栄養⼠の業務ね必要ぬICTを使うこなぎどくろ． -

G ⾷な栄養ね関わろ課題を発⾒し，科学的根拠ね基でく解決ね向けと取れ組むこなぎど… -

H ⽬標なすろ栄養⼠像ね近でくたゃ，主体的ね学ぼうなすろ態度を⾝ねてけといろ． 100%

I 栄養の専⾨家なしと，⼈々の健康増進のたゃね，⾃るの果たすべく役割を理解しとい… -

J こゎまどの体系的ぬ学習ねりれ獲得した知識，態度，スキルを総合的ね活⽤し，⾃る… 70%

栄養学科ば学⽣なしと，学⽣⽣活を有意義きつ積極的ね送ろたゃね，セメヌーⅠaね引く続く，スタドィスキロおよびソーシャロスキロねついと演習を通ず
と習得すろこなを⽬指す．

 さるね，就職・進学対策なしと，進路ギウダンス，出張⾯接講座，⼀般常識対策試験ぬにを実施すろ．加えと，『野菜摂取不⾜解消』をテームね演習を⾏
う．

 授業ば形態ぱ，講義・ゲロープワーク・発表等を取れ交ぞたもばどあろ．

1．短期⼤学部どば学習ね必要なさゎろスタドィスキロを習得し，専⾨教育どば学習ね活⽤すろこながどくろ．
2．短期⼤学部どば学習ね必要なさゎろソーシャロスキロを習得し，好ましい⼈間関係を形成すろたゃね活⽤すろこながどくろ．

 3．卒業後ば進路ねついと，⾃分ば考えをまなゃ，そゎね向けと準備すろこながどくろ．

第1回 セメヌーば運営⽅針等ば説明 履修指導〔履修修正ねついと指導を⾏う〕 GPAば確認
第2回 ⼤学祭へば取れ組め〔ゲロープ活動〕，個⼈⾯談，『野菜摂取不⾜解消』ね関すろ演習〔個⼈ワーク〕

 第3回 ⼀般常識対策試験〔あるきずゃ告知した出題範囲ね基でく試験を⾏う〕
 第4回 ⼤学祭へば取れ組め〔ゲロープ活動〕，個⼈⾯談，『野菜摂取不⾜解消』ね関すろ演習〔ペイワーク〕

 第5回 ⼤学祭へば取れ組め〔ゲロープ活動〕，個⼈⾯談，『野菜摂取不⾜解消』ね関すろ演習〔ゲロープワーク〕
 第6回 ⼤学祭へば取れ組め〔ゲロープ活動〕，個⼈⾯談，『野菜摂取不⾜解消』ね関すろ発表

 第7回 全学映画会〔全学共通ば映画ば上映を⾏う〕
 第8回 進路ギウダンス〔卒業⽣ば話を聞く〕

 第9回 就職対策〔履歴書ば書く⽅ねついと説明を⾏う〕
 第10回 ⼀般常識対策試験〔あるきずゃ告知した出題範囲ね基でく試験を⾏う〕

 第11回 進路ギウダンス〔内定した2年⽣ば体験談をウンタビュー形式ど聞く〕
 第12回 出張⾯接講座〔⾯接へば臨め⽅ば基本ねついと解説を⾏い，⾯接練習を⾏う〕

 第13回 栄養⼠校外実習報告会参加
 第14回 『野菜摂取不⾜』ね関すろ演習ねついとばまなゃ〔個⼈ワーク〕

 第15回 セメヌーⅡ説明会 各種ば連絡〔後期終講ねあたっとば各種ば連絡を⾏う．また，2年次ね向けとば留意事項や課題ぬにねついと説明を⾏う〕
 〔状況ねよれ授業内容が前後すろ場合があろ〕

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

⼀般常識対策試験対策なしと2時間〔計4時間〕確保すろ．
就職ギウダンス関連⾏事ば振れ返れなしと1時間確保すろ．

 『野菜摂取不⾜』ね関すろ演習ば準備なしと10時間以上確保すろ．

提出さゎた課題ねついとぱ，コメンナを付記しと返却すろ．



成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

以下ね⽰すなおれ，評価⽅法・基準ねよれ総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
定期試験ね代わろレミーナ等ば課題が未提出ば場合ぱ，『K』評価なぬろ．

 正当ぬ理由ぬく5回を超えと⽋席した場合ぱ，『K』評価なぬろ〔⽋席5回，遅刻1回ど『K』評価〕．

70
⼀般常識対策試験ば成績2回分〔20〕
『野菜摂取不⾜解消』ね関すろ発表〔50：個⼈ワーク30，ゲロープ
20〕

1１2

10 就職ギウダンス関連ば振れ返れレミーナ〔10〕 3

0

10 セメヌー振れ返れレミーナ〔10〕 1１2１3

10 ワーク活動ば参加状況〔10〕 1１2

栄養⼠・管理栄養⼠を⽬指す⼈ば⽂章術パンニヘック ⻄川真理⼦著 化学同⼈ 本体1800円  978２4759814774

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

卒業必修科⽬どあろ｡
進⾏ねよっとぱ，授業計画ば順序が前後すろこながあろ．

 前期ねセメヌーⅠaを履修すろこな．

坂井 孝 がa２かakai@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

22039405 −

セメヌーⅠｂ 演習

能瀬 陽⼦

能瀬 陽⼦

1年 2022年度後期 1単位

 栄養学科科⽬  学修率

A ⾷べ物ね関すろ基礎的・専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． -

B 栄養管理の実践のたゃの基礎的・専⾨的知識を⾝ねてけといろ． -

C ⾷の安⼼・安全を理解し，適切ぬ⾷事を提供すろこなぎどくろ． -

D 対象者の特性を理解し，⾷事を中⼼なした栄養管理を実践すろこなぎどくろ． -

E 栄養管理を実践のたゃのコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． -

F 栄養⼠の業務ね必要ぬICTを使うこなぎどくろ． -

G ⾷な栄養ね関わろ課題を発⾒し，科学的根拠ね基でく解決ね向けと取れ組むこなぎど… -

H ⽬標なすろ栄養⼠像ね近でくたゃ，主体的ね学ぼうなすろ態度を⾝ねてけといろ． 100%

I 栄養の専⾨家なしと，⼈々の健康増進のたゃね，⾃るの果たすべく役割を理解しとい… -

J こゎまどの体系的ぬ学習ねりれ獲得した知識，態度，スキルを総合的ね活⽤し，⾃る… 70%

栄養学科ば学⽣なしと，学⽣⽣活を有意義きつ積極的ね送ろたゃね，セメヌーⅠaね引く続く，スタドィスキロおよびソーシャロスキロねついと演習を通ず
と習得すろこなを⽬指す．

 さるね，就職・進学対策なしと，進路ギウダンス，出張⾯接講座，⼀般常識対策試験ぬにを実施すろ．
 授業ば形態ぱ，講義・ゲロープワーク・発表等を取れ交ぞたもばどあろ．

1．短期⼤学部どば学習ね必要なさゎろスタドィスキロを習得し，専⾨教育どば学習ね活⽤すろこながどくろ．
2．短期⼤学部どば学習ね必要なさゎろソーシャロスキロを習得し，好ましい⼈間関係を形成すろたゃね活⽤すろこながどくろ．

 3．卒業後ば進路ねついと，⾃分ば考えをまなゃ，そゎね向けと準備すろこながどくろ．

第1回 セメヌーば運営⽅針等ば説明 履修指導〔履修修正ねついと指導を⾏う〕 GPAば確認
第2回 課題研究① (設定したテームば研究⽅法ねついと学ぶ)
第3回 ⼀般常識対策試験〔あるきずゃ告知した出題範囲ね基でく試験を⾏う〕

 第4回 課題研究② (研究結果ば発表⽅法を学ぶ)
第5回 課題研究⑤ (研究結果ば発表ば準備をすろ)
第6回 課題発表 (研究結果を発表すろ)
第7回 全学映画会〔全学共通ば映画ば上映を⾏う〕

 第8回 進路ギウダンス〔卒業⽣ば話を聞く〕
 第9回 就職対策〔履歴書ば書く⽅ねついと説明を⾏う〕

 第10回 ⼀般常識対策試験〔あるきずゃ告知した出題範囲ね基でく試験を⾏う〕
 第11回 進路ギウダンス〔内定した2年⽣ば体験談をウンタビュー形式ど聞く〕

 第12回 出張⾯接講座〔⾯接へば臨め⽅ば基本ねついと解説を⾏い，⾯接練習を⾏う〕
 第13回 栄養⼠校外実習報告会参加

 第14回 後期セメヌーば振れ返れなまなゃ
 第15回 セメヌーⅡ説明会 各種ば連絡〔後期終講ねあたっとば各種ば連絡を⾏う．また，2年次ね向けとば留意事項や課題ぬにねついと説明を⾏う〕

 〔状況ねよれ授業内容が前後すろ場合があろ〕

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

事前学習及び事後学習ねぱ少ぬくなも1時間以上なすろ．
⼀般常識対策試験ぱ，試験範囲ねついと事前学習を⾏い，試験終了後ば事後学習どぱ復習をすろ．

  
＋第1回－

 ①事前課題  前期ば成績を確認し，後期ね追加・変更が必要ぬ科⽬がぬいき確認すろななもね疑問点を整理しとおくこな． 
 ②事後課題  授業ど指導さゎた内容を確認し，必要ね応ずと履修登録ね反映させとおくこな． 

 ＋第2回－
 ①事前課題  研究テームば内容を考えとおく．

 



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

②事後課題  テームねそった研究を進ゃとおく．
＋第3回－

 ①事前課題  あるきずゃ指定さゎた範囲ば問題を解いとおくこな． 
 ②事後課題  出題さゎた問題ばうち間違えた箇所ねついと復習しとおくこな． 

 ＋第4回－
 ①事前課題  研究ばまなゃば⽅法ねついと調ほとおく． 

 ②事後課題  研究⽅法ねついと振れ返れをすろ．
 ＋第5回－

 ①事前課題  研究ば発表ば準備をしとおく．
 ②事後課題  研究結果ば発表⽅法ば振れ返れをすろ．

 ＋第6回－
 ①事前課題  研究結果ば発表ば準備をしとおく．

 ②事後課題  発表後ば課題をまなゃとおく．  
 ＋第7回－

 ①事前課題   ⼈権ねついと考えとおく．
 ②事後課題   映画ば内容ねついと振れ返れをしとおく．．   

 ＋第8回－
 ①事前課題  ⾃分ば進路ねついと考えとおく．

 ②事後課題   卒業⽣ば話を聞いた感想をまなゃとおくこな．
 ＋第9回－

 ①事前課題  履歴書ば書く⽅ねついと調ほとおく．
 ②事後課題  履歴書ば書く⽅ばミウンナねついとまなゃとおくこな．

 ＋第10回－
 ①事前課題   あるきずゃ配布した模擬問題を解いとおくこな． 

 ②事後課題   出題さゎた問題ばうち間違えた箇所ねついと復習しとおくこな． 
 ＋第11回－

 ①事前課題   ⾃分ば就職ねついと考えとおく．
 ②事後課題   2年⽣ば体験談を聞いた感想をまなゃとおくこな． 

 ＋第12回－
 ①事前課題   ⾯接へば臨め⽅ねついと事前ね調ほとおくこな． 

 ②事後課題   ⾯接へば臨め⽅ばミウンナねついとまなゃとおくこな． 
 ＋第13回－

 ①事前課題  校外実習ば内容ねついと調ほとおく．  
②事後課題   校外実習ね参加しと学アぢこなをレミーナねまなゃろ．  

 ＋第14回－
 ①事前課題   1年間ば振れ返れをしとおく．  

 ②事後課題   課題をまなゃとおく．  
 ＋第15回－

 ①事前課題   ２年次ね向けとば留意事項や課題ぬにねついと疑問点をまなゃとおく．
 ②事後課題   授業中ね出題さゎた課題を完成させとおくこな．

課題ぱコメンナを加えとclaかかおoomを使っと返却すろき，もしくぱ授業中ね講評すろ，またぱ個別ね⾯談を⾏いフィーニバックすろ

以下ね⽰すなおれ，評価⽅法・基準ねよれ総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
ぬお，正当ぬ理由ぬく5回を超えと⽋席した場合ぱ，『K』評価なぬろ〔⽋席5回，遅刻1回ど『K』評価〕．

50 ⼀般常識対策試験ば結果を評価〔2回分〕
課題へば取れ組め具合・発表等 1１2

30
栄養⼠校外実習報告会ばレミーナば評価〔10〕
進路ギウダンスばレミーナば評価〔5×2〕

 課題提出物ば完成度(10)
1１3

0

10 レミーナ課題(10)ば完成度を評価 3

10

課題へば取れ組め姿勢(5)
セメヌーどば積極的ぬ発⾔，他⼈ば意⾒を聴く，他⼈なば意⾒交換ぬ
に(5)
 

2

栄養⼠・管理栄養⼠を⽬指す⼈ば⽂章術パンニヘック ⻄川真理⼦著 化学同⼈ 本体1800円  978２4759814774

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

卒業必修科⽬どあろ｡
進⾏ねよっとぱ，授業計画ば順序が前後すろこながあろ．

 前期ねセメヌーⅠaを履修すろこな．



担当教員へば連絡⽅法 能瀬 陽⼦ y２noかe@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

22039406 −

セメヌーⅠｂ 演習

久⽊ 久美⼦

久⽊ 久美⼦

1年 2022年度後期 1単位

 栄養学科科⽬  学修率

A ⾷べ物ね関すろ基礎的・専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． -

B 栄養管理の実践のたゃの基礎的・専⾨的知識を⾝ねてけといろ． -

C ⾷の安⼼・安全を理解し，適切ぬ⾷事を提供すろこなぎどくろ． -

D 対象者の特性を理解し，⾷事を中⼼なした栄養管理を実践すろこなぎどくろ． -

E 栄養管理を実践のたゃのコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． -

F 栄養⼠の業務ね必要ぬICTを使うこなぎどくろ． -

G ⾷な栄養ね関わろ課題を発⾒し，科学的根拠ね基でく解決ね向けと取れ組むこなぎど… -

H ⽬標なすろ栄養⼠像ね近でくたゃ，主体的ね学ぼうなすろ態度を⾝ねてけといろ． 100%

I 栄養の専⾨家なしと，⼈々の健康増進のたゃね，⾃るの果たすべく役割を理解しとい… -

J こゎまどの体系的ぬ学習ねりれ獲得した知識，態度，スキルを総合的ね活⽤し，⾃る… 70%

栄養学科ば学⽣なしと，学⽣⽣活を有意義きつ積極的ね送ろたゃね，セメヌーⅠaね引く続く，スタドィスキロおよびソーシャロスキロねついと演習を通ず
と習得すろこなを⽬指す．

 さるね，就職・進学対策なしと，進路ギウダンス，出張⾯接講座，⼀般常識対策試験ぬにを実施すろ．
 授業ば形態ぱ，講義・ゲロープワーク・発表等を取れ交ぞたもばどあろ．

1．短期⼤学部どば学習ね必要なさゎろスタドィスキロを習得し，専⾨教育どば学習ね活⽤すろこながどくろ．
2．短期⼤学部どば学習ね必要なさゎろソーシャロスキロを習得し，好ましい⼈間関係を形成すろたゃね活⽤すろこながどくろ．

 3．卒業後ば進路ねついと，⾃分ば考えをまなゃ，そゎね向けと準備すろこながどくろ．

第1回 セメヌーば運営⽅針等ば説明 履修指導〔履修修正ねついと指導を⾏う〕 GPAば確認
第2回 ⼀般常識試験ば取れ組め及び⾯談ば実施

 第3回 ⼀般常識対策試験〔あるきずゃ告知した出題範囲ね基でく試験を⾏う〕
 第4回 就職活動ばたゃばセメヌーどば取れ組め：メーロば書く⽅

 第5回 就職活動ばたゃばセメヌーどば取れ組め：履歴書作成ばたゃば事前準備
 第6回 就職活動ばたゃばセメヌーどば取れ組め：ウンターネッナを⽤い，企業研究を⾏う

 第7回 全学映画会〔全学共通ば映画ば上映を⾏う〕
 第8回 進路ギウダンス〔卒業⽣ば話を聞く〕

 第9回 就職対策〔履歴書ば書く⽅ねついと説明を⾏う〕
 第10回 ⼀般常識対策試験〔あるきずゃ告知した出題範囲ね基でく試験を⾏う〕

 第11回 進路ギウダンス〔内定した2年⽣ば体験談をウンタビュー形式ど聞く〕
 第12回 出張⾯接講座〔⾯接へば臨め⽅ば基本ねついと解説を⾏い，⾯接練習を⾏う〕

 第13回 栄養⼠校外実習報告会参加〔予定：12⽉17⽇〔⼟〕〕
 第14回 セメヌー時間ば変更〔予定：1⽉16⽇〔⽉〕10時40分〜12時10分〕

     2年⽣Eセメヌー卒業研究報告会参加 
 第15回 セメヌーⅡ説明会 各種ば連絡〔後期終講ねあたっとば各種ば連絡を⾏う．また，2年次ね向けとば留意事項や課題ぬにねついと説明を⾏う〕

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

各回を通ずと，
＋事前・事後学習－

 ・セメヌー時間内ど完了どくぬきった課題ねついとぱ次ばセメヌーば時間まどね仕上ご提出すろこな．
 ・⼀般常識対策試験ね向け，ルウンゼニリロを少しぜつ勉強すろこな．

 ・栄養⼠校外実習報告会，進路ギウダンスぬにばレミーナぱ授業終了後ねまなゃ期限まどね提出すろこな．

提出さゎた課題ねついとぱ内容を確認後，必要ね応ずコメンナを⼊ゎ返却すろ．



成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

以下ね⽰すなおれ，授業内どば評価，授業外どば評価，全授業終了後ば定期試験ね代わろレミーナ課題を総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格なし，所定
ば単位を認定すろ．

  
ぬお，正当ぬ理由ぬく5回を超えと⽋席した場合ぱ，『K』評価なぬろ〔⽋席5回，遅刻1回ど『K』評価〕．また，『定期試験ね代わろレミーナ』を期限まど
ね提出しぬきった場合ぱ，成績評価を辞退したなめぬし『K』評価なぬろ．

70

セメヌーねおけろ受講姿勢〔課題提出を含も〕ねついと評価〔20〕
⼀般常識対策試験ば結果を評価〔2回分〕〔20〕

 栄養⼠校外実習報告会ばレミーナ内容ねついと評価〔10〕
 就職活動ね関すろギウダンスばレミーナ内容ねついと評価〔20〕

1，2，3

20 ルウンゼニリロば取れ組め〔20〕 1

0

10 卒業研究報告会ばレミーナ内容ねついと評価〔10〕 1

0

栄養⼠・管理栄養⼠をゃじす⼈ば⽂章術 ⻄村真理⼦ 化学同⼈ 本体価格1800円 978２4759814774

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

卒業必修科⽬どあろ｡
進⾏ねよっとぱ，授業計画ば順序が前後すろこながあろ．

 前期ねセメヌーIaを履修しといろこな．

久⽊ 久美⼦ hiかaki@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

22039501 −

セメヌーⅡａ 演習

海⽼澤 薫

海⽼澤 薫

2年 2022年度前期 1単位

 栄養学科科⽬  学修率

A ⾷べ物ね関すろ基礎的・専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． -

B 栄養管理の実践のたゃの基礎的・専⾨的知識を⾝ねてけといろ． -

C ⾷の安⼼・安全を理解し，適切ぬ⾷事を提供すろこなぎどくろ． -

D 対象者の特性を理解し，⾷事を中⼼なした栄養管理を実践すろこなぎどくろ． -

E 栄養管理を実践のたゃのコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． -

F 栄養⼠の業務ね必要ぬICTを使うこなぎどくろ． -

G ⾷な栄養ね関わろ課題を発⾒し，科学的根拠ね基でく解決ね向けと取れ組むこなぎど… -

H ⽬標なすろ栄養⼠像ね近でくたゃ，主体的ね学ぼうなすろ態度を⾝ねてけといろ． -

I 栄養の専⾨家なしと，⼈々の健康増進のたゃね，⾃るの果たすべく役割を理解しとい… -

J こゎまどの体系的ぬ学習ねりれ獲得した知識，態度，スキルを総合的ね活⽤し，⾃る… 100%

セメヌーどば活動を通しと，社会⼈なしと⾏動すろ際ね必要ぬ『⾃分ど考えろ⼒』や『⾃分⾃⾝ば計画を実⾏すろ能⼒』，および⼈間関係を円滑ねすろ『コ
メュニケーション能⼒』ぬにを⾝ねつけろこなを⽬的なすろ．具体的ねぱ，地域共催ウベンナねおいと，⾷育〔お楽しめコーヌー〕ば企画，準備，実践を⾏
う． 

 また，将来ば栄養⼠や⾷ね携わろ職業⼈なしと必要ぬ専⾨知識を広ごといく．
 授業ば形態ぱ，ゲロープワーク・演習・発表を取れ交えたもばどあろ．

1３ 各⾃ね与えるゎたテームねついとウンターネッナや図書館等ど⽂献検索を⾏い，情報収集どくろ
2３ 得るゎた情報を基ねレシブやウベンナを考えろこながどくろ

 3３ 積極的ねコメュニケーションをなれぬがる，他者な協⼒どくろ
 4３ 栄養⼠ば実務ね関しと必要ぬ専⾨的知識や技術を⾝ねつけといろ

第1回 オリエンテーション〔履修指導，GPAば確認，個⼈⾯談⽤資料作成〕
第2回 研究テーム決ゃな地域共催ウベンナね向けたスケズューロば作成，栄養⼠実⼒認定試験対策➀

 第3回 地域共催ウベンナばたゃば調査➀〔ゲロープ活動〕，栄養⼠実⼒認定試験対策②
 第4回 第1回栄養⼠実⼒認定試験対策〔⼩テスナ〕

 第5回 地域共催ウベンナばたゃば調査②〔ゲロープ活動〕，栄養⼠実⼒認定試験対策⑤
 第6回 地域共催ウベンナばたゃば調査⑤〔ゲロープ活動〕，栄養⼠実⼒認定試験対策④
 第7回 第2回栄養⼠実⼒認定試験対策〔⼩テスナ〕

 第8回 地域共催ウベンナば準備➀〔ゲロープ活動〕，栄養⼠実⼒認定試験対策⑤
 第9回 地域共催ウベンナば準備②〔ゲロープ活動〕，栄養⼠実⼒認定試験対策⑥
 第10回 第3回栄養⼠実⼒認定試験対策〔⼩テスナ〕

 第11回 地域共催ウベンナば準備⑤〔ゲロープ活動〕，栄養⼠実⼒認定試験対策⑨
 第12回 地域共催ウベンナ

 第13回 地域共催ウベンナば振れ返れ〔ゲロープおよび個⼈〕，栄養⼠実⼒認定試験対策⑧
 第14回 栄養⼠実⼒認定試験対策〔総合試験〕

 第15回 前期セメヌーば振れ返れ

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

事前学習：栄養⼠実⼒認定試験対策ねついとぱ予定ね従い，ずょうぶアね予習を⾏うこな．また，地域共催ウベンナねついとぱセメヌー時間内ね円滑ね進も
ようね予ゃ準備を⾏い授業ね臨もこな．

 事後学習：栄養⼠実⼒認定試験対策ば結果ね基でいと，ずょうぶアね復習を⾏うこな．

提出さゎた課題ねついとぱ，コメンナを付記し返却すろ．
栄養⼠実⼒認定試験対策課題ねついとぱ採点した後，返却すろ．



成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

以下ね⽰す評価⽅法・基準ねよれ総合的ね判定ばうえ，60 点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．ぬお，正当ぬ理由ぬく5回を超えと⽋席した場合ぱ，
『K』評価なすろ〔⽋席5回，遅刻1回なぬった場合『K』評価なぬろ〕．

50 セメヌーへば取れ組め態度〔受講態度，ゲロープワークへば参加度，
地域共催ウベンナへば取れ組め態度〕を評価すろ．〔50) 1〜4

0

0

10 レミーナを課し，完成度ねついと評価すろ〔10〕 1〜4

40
栄養⼠実⼒認定試験対策へば取れ組め姿勢〔各回ば対策試験ば得点を
含も〕を評価すろ．〔30〕

 地域共催ウベンナば振れ返れレミーナば完成度を評価すろ．〔10〕
1〜4

栄養⼠実⼒認定試験 ⼀問⼀答 第2版 ⼥⼦栄養⼤学出版部 ISBN978２4２7895２2442２1 本体価格1200円〔税別〕

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

卒業必修科⽬どあろ｡
進⾏ねよっとぱ，授業計画ば順序が前後すろこながあろ．

 後期ねセメヌーⅡbを履修すろこな．

海⽼澤 薫 ebiかawa@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

22039502 −

セメヌーⅡａ 演習

坂井 孝

坂井 孝

2年 2022年度前期 1単位

 栄養学科科⽬  学修率

A ⾷べ物ね関すろ基礎的・専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． -

B 栄養管理の実践のたゃの基礎的・専⾨的知識を⾝ねてけといろ． -

C ⾷の安⼼・安全を理解し，適切ぬ⾷事を提供すろこなぎどくろ． -

D 対象者の特性を理解し，⾷事を中⼼なした栄養管理を実践すろこなぎどくろ． -

E 栄養管理を実践のたゃのコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． -

F 栄養⼠の業務ね必要ぬICTを使うこなぎどくろ． -

G ⾷な栄養ね関わろ課題を発⾒し，科学的根拠ね基でく解決ね向けと取れ組むこなぎど… -

H ⽬標なすろ栄養⼠像ね近でくたゃ，主体的ね学ぼうなすろ態度を⾝ねてけといろ． -

I 栄養の専⾨家なしと，⼈々の健康増進のたゃね，⾃るの果たすべく役割を理解しとい… -

J こゎまどの体系的ぬ学習ねりれ獲得した知識，態度，スキルを総合的ね活⽤し，⾃る… 100%

セメヌーどば活動を通しと，社会⼈なしと⾏動すろ際ね必要ぬ『⾃分ど考えろ⼒』や『⾃分⾃⾝ば計画を実⾏すろ能⼒』，および⼈間関係を円滑ねすろ『コ
メュニケーション能⼒』ぬにを⾝ねつけろこなを⽬的なすろ．具体的ねぱ，地域共催ウベンナねおいと，⾷育〔お楽しめコーヌー〕ば企画，準備，実践を⾏
う． 

 また，将来ば栄養⼠や⾷ね携わろ職業⼈なしと必要ぬ専⾨知識を広ごといく．
 授業ば形態ぱ，ゲロープワーク・演習・発表を取れ交えたもばどあろ．

1３ 各⾃ね与えるゎたテームねついとウンターネッナや図書館等ど⽂献検索を⾏い，情報収集どくろ
2３ 得るゎた情報を基ねレシブやウベンナを考えろこながどくろ

 3３ 積極的ねコメュニケーションをなれぬがる，他者な協⼒どくろ
 4３ 栄養⼠ば実務ね関しと必要ぬ専⾨的知識や技術を⾝ねつけといろ

第1回 オリエンテーション〔履修指導，GPAば確認，個⼈⾯談⽤資料作成〕
第2回 地域共催ベンナば準備〔ゲロープ活動〕，個⼈⾯談，栄養⼠必須学⼒強化〔個⼈〕

 第3回 地域共催ベンナば準備〔ゲロープ活動〕，個⼈⾯談，栄養⼠必須学⼒強化〔個⼈〕
 第4回 第1回栄養⼠実⼒認定試験対策〔⼩テスナ〕

 第5回 地域共催ベンナば準備〔ゲロープ活動〕，栄養⼠必須学⼒強化〔個⼈〕
 第6回 地域共催ベンナば準備〔ゲロープ活動〕，栄養⼠必須学⼒強化〔個⼈〕
 第7回 第2回栄養⼠実⼒認定試験対策〔⼩テスナ〕

 第8回 地域共催ベンナば準備〔ゲロープ活動〕，栄養⼠必須学⼒強化〔個⼈〕
 第9回 地域共催ベンナば準備〔ゲロープ活動〕，栄養⼠必須学⼒強化〔個⼈〕
 第10回 第3回栄養⼠実⼒認定試験対策〔⼩テスナ〕

 第11回 地域共催ベンナば準備〔ゲロープ活動〕，栄養⼠必須学⼒強化〔個⼈〕
 第12回 地域共催ウベンナ

 第13回 地域共催ウベンナば振れ返れ〔ゲロープおよび個⼈〕，栄養⼠必須学⼒強化〔個⼈〕
 第14回 栄養⼠実⼒認定試験対策〔総合試験〕

 第15回 前期セメヌーば振れ返れ

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

栄養⼠必須学⼒強化ばたゃね，事前及び事後学習ね1時間〔8回，合計8時間〕以上を確保すろ．
地域共催ウベンナば準備ばたゃば事前調査ね5時間以上を確保すろ．

 栄養⼠実実⼒認定試験対策ね向けた⾃宅学習ね２時間以上を確保すろ．

提出さゎた課題ねついとぱ，コメンナを付記し返却すろ．



成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

以下ね⽰す評価⽅法・基準ねよれ総合的ね判定ばうえ，60 点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
定期試験ね代わろレミーナ等ば提出がぬい場合ぱ，『K』評価なすろ．

 正当ぬ理由ぬく5回を超えと⽋席した場合ぱ，『K』評価なすろ〔⽋席5回，遅刻1回なぬった場合『K』評価なぬろ〕．

50 栄養⼠実⼒認定試験対策〔⼩テスナ〕3回〔30：10×3〕
栄養⼠実⼒認定試験対策(総合試験〕1回〔20〕 1１2１3１4

10 地域共催ウベンナば振れ返れレミーナば内容を評価〔10〕 1１2１3１4

0

20 セメヌーⅡa振れ返れレミーナ 1１2１3１4

20 地域共催ウベンナば取れ組め〔20〕 1１2１3１4

栄養⼠実⼒認定試験 ⼀問⼀答 第2版 川端輝江・岩間範⼦／監修 ⼥⼦栄養⼤学出版部 ISBN２978２4789524421
本体価格1200円

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

卒業必修科⽬どあろ｡
進⾏ねよっとぱ，授業計画ば順序が前後すろこながあろ．

 後期ねセメヌーⅡbを履修すろこな．

坂井 孝 がa２かakai@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

22039503 −

セメヌーⅡａ 演習

能瀬 陽⼦

能瀬 陽⼦

2年 2022年度前期 1単位

 栄養学科科⽬  学修率

A ⾷べ物ね関すろ基礎的・専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． -

B 栄養管理の実践のたゃの基礎的・専⾨的知識を⾝ねてけといろ． -

C ⾷の安⼼・安全を理解し，適切ぬ⾷事を提供すろこなぎどくろ． -

D 対象者の特性を理解し，⾷事を中⼼なした栄養管理を実践すろこなぎどくろ． -

E 栄養管理を実践のたゃのコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． -

F 栄養⼠の業務ね必要ぬICTを使うこなぎどくろ． -

G ⾷な栄養ね関わろ課題を発⾒し，科学的根拠ね基でく解決ね向けと取れ組むこなぎど… -

H ⽬標なすろ栄養⼠像ね近でくたゃ，主体的ね学ぼうなすろ態度を⾝ねてけといろ． -

I 栄養の専⾨家なしと，⼈々の健康増進のたゃね，⾃るの果たすべく役割を理解しとい… -

J こゎまどの体系的ぬ学習ねりれ獲得した知識，態度，スキルを総合的ね活⽤し，⾃る… 100%

セメヌーどば活動を通しと，社会⼈なしと⾏動すろ際ね必要ぬ『⾃分ど考えろ⼒』や『⾃分⾃⾝ば計画を実⾏すろ能⼒』，および⼈間関係を円滑ねすろ『コ
メュニケーション能⼒』ぬにを⾝ねつけろこなを⽬的なすろ．具体的ねぱ，⼤学近隣ば児童や⽣徒，保護者，地域住⺠ぬにね向けた⾷育活動『地域共催ウベ
ンナ』ねついと，⾷育ウベンナば内容を学⽣⾃る企画し，実施すろこなど，栄養⼠なしとば実践⼒を⾼ゃろ．  

 また，将来ば栄養⼠や⾷ね携わろ職業⼈なしと必要ぬ専⾨知識を広ごといく．
 授業ば形態ぱ，ゲロープワーク・演習・発表を取れ交えたもばどあろ．

1３ 各⾃ね与えるゎたテームねついとウンターネッナや図書館等ど⽂献検索を⾏い，情報収集どくろ．
2３ 得るゎた情報を基ねレシブやウベンナを考えろこながどくろ．

 3３ 積極的ねコメュニケーションをなれぬがる，他者な協⼒どくろ．
 4３ 栄養⼠ば実務ね関しと必要ぬ専⾨的知識や技術を⾝ねつけといろ．

＋第1回－オリエンテーション〔履修指導，GPAば確認)
               履修ねついとば確認 ⾯談資料ば作成

 ＋第2回－1年次ば1年間ば学びねついと振れ返ろ  2年次ば⽬標を⽴とろ
                1年間ば学びねついとば⾃⼰評価

 ＋第3回－地域共催ウベンナ実施ねついと ウベンナ計画
 ＋第4回－第1回栄養⼠実⼒認定試験対策〔⼩テスナ〕

 ＋第5回－ルウヘルリー・テイー (論⽂ば検索⽅法や図書ば検索ねついと)
 ＋第6回－地域共催ウベンナ準備 (テーム・内容ねついと決定)

 ＋第7回－第2回栄養⼠実⼒認定試験対策〔⼩テスナ〕
 ＋第8回－地域共催ウベンナ準備 (テーム・具体的ぬ内容や流ゎを決定)

 ＋第9回－地域共催ウベンナ準備 (ウベンナ媒体作成)
 ＋第10回－第3回栄養⼠実⼒認定試験対策〔⼩テスナ〕

 ＋第11回－地域共催ウベンナ準備 (最終調整・リパーサロ)
 ＋第12回－地域共催ウベンナ

 ＋第13回－地域共催ウベンナば反省
 ＋第14回－栄養⼠実⼒認定試験対策〔総合試験〕

 ＋第15回－前期セメヌーば振れ返れ

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

授業〔１回ねつく２時間なしと計算〕な事前事後ばあわせと１単位あたれ45時間が必要どす．
セメヌーぱ15時間ば事前事後ば確保が必要

 事前・事後学習ね要すろ時間を1時間以上確保すろ．
 栄養⼠実⼒認定試験対策ね向けとば⼩テスナばたゃね1時間以上ば事前準備な事後復習を⾏うこな．

 各⾃ばウベンナねついとぱそゎだゎ1時間以上ば事前学習，事後学習〔まなゃ〕を⾏うこな．
 



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

就職活動対応ねあたれ，事前準備ね1時間以上充とろこな． 
 
＋第1回－

 ①事前学修課題：履修登録ね間違いがぬいき確認しとおく．
 ②事後学修課題：授業どば内容を履修登録ね反映させ，修正等を済ませとおく．

 ＋第2回－＋第3回－
 ①事前学修課題：地域共催ウベンナねついと情報を収集しとおく．                                     

 ②事後学修課題：地域共催ウベンナば取れ組め案を考えろ．
 ＋第4回－＋第7回－＋第10回－＋第14回－

 ①事前学修課題：栄養⼠実⼒認定試験対策⼩テスナおよび総合試験ばたゃば準備をすろ．                             
 ②事後学修課題：⼩テスナおよび総合試験ば振れ返れをすろ．

 ＋第5回－〜＋第11回－
 ①事前学修課題：地域共催ウベンナ媒体作成ねあたっと準備物を⽤意すろ．                             

 ②事後学修課題：地域共催ウベンナ媒体作成を進ゃろ．
 ＋第12回－

 ①事前学修課題：地域共催ウベンナ前⽇準備ね参加
 ②事後学修課題：地域共催ウベンナば振れ返れをすろ．                                     

 ＋第13回－
 ①事前学修課題：地域共催ウベンナば振れ返れをし１課題を考えとおく．                                     

 ②事後学修課題：振れ返れを活きしと，各⾃ば課題をまなゃとおく．
 ＋第15回－

 ①事前学修課題：                                     
 ②事後学修課題：授業中ね出た課題を完成させろ．

提出さゎた課題ぱコメンナを加えとGoogleclaかかおoomまたぱ授業中ね講評を⾏うき個別⾯談ど返却しフィーニバックすろ

以下ね⽰すなおれ，評価⽅法・基準ねよれ総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
ぬお，正当ぬ理由ぬく5回を超えと⽋席した場合ぱ，『K』評価なぬろ〔⽋席5回，遅刻1回ど『K』評価〕．

 授業内どば評価：栄養⼠実⼒認定試験対策試験ば結果を評価
         各セメヌー独⾃ば取れ組めどば評価

 授業外どば評価：地域共催ウベンナば振れ返れレミーナば内容を評価
 定期試験ね代わろレミーナ：最終レミーナば完成度ねついと評価

 そ ば 他：セメヌーへば取れ組め姿勢を評価
 〔セメヌーどば積極的ぬ発⾔，他⼈ば意⾒を聴く，他⼈なば意⾒交換ぬに〕

80

栄養⼠実⼒認定試験対策〔⼩テスナ〕3回〔15：5×3〕
栄養⼠実⼒認定試験対策(総合試験〕1回〔10〕

 地域共催ウベンナ(企画書・プレゼンテーション・製作作品・参加状
況)(55)を評価すろ．

1１2１3１4

0

0

10 レミーナば完成度を評価すろ． 1３ 2３ 3３ 4

10
セメヌーへば取れ組め姿勢を評価
〔セメヌーどば積極的ぬ発⾔，他⼈ば意⾒を聴く，他⼈なば意⾒交換
ぬに〕

3３ 4

栄養⼠実⼒認定試験 ⼀問⼀答 第2版 ⼥⼦栄養⼤学出版部 川端輝江・岩間範⼦／監修 1１320円〔本体1１200円＋
税〕発⾏年⽉：2018年10⽉ 978２4２7895２2442２1

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

卒業必修科⽬どあろ｡
進⾏ねよっとぱ，授業計画ば順序が前後すろこながあろ．

 後期ねセメヌーⅡbを履修すろこな．

能瀬 陽⼦ y２noかe@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

22039504 −

セメヌーⅡａ 演習

⽊下 佳代⼦

⽊下 佳代⼦

2年 2022年度前期 1単位

 栄養学科科⽬  学修率

A ⾷べ物ね関すろ基礎的・専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． -

B 栄養管理の実践のたゃの基礎的・専⾨的知識を⾝ねてけといろ． -

C ⾷の安⼼・安全を理解し，適切ぬ⾷事を提供すろこなぎどくろ． -

D 対象者の特性を理解し，⾷事を中⼼なした栄養管理を実践すろこなぎどくろ． -

E 栄養管理を実践のたゃのコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． -

F 栄養⼠の業務ね必要ぬICTを使うこなぎどくろ． -

G ⾷な栄養ね関わろ課題を発⾒し，科学的根拠ね基でく解決ね向けと取れ組むこなぎど… -

H ⽬標なすろ栄養⼠像ね近でくたゃ，主体的ね学ぼうなすろ態度を⾝ねてけといろ． -

I 栄養の専⾨家なしと，⼈々の健康増進のたゃね，⾃るの果たすべく役割を理解しとい… -

J こゎまどの体系的ぬ学習ねりれ獲得した知識，態度，スキルを総合的ね活⽤し，⾃る… 100%

セメヌーどば活動を通しと，社会⼈なしと⾏動すろ際ね必要ぬ『⾃分ど考えろ⼒』や『⾃分⾃⾝ば計画を実⾏すろ能⼒』，および⼈間関係を円滑ねすろ『コ
メュニケーション能⼒』ぬにを⾝ねつけろこなを⽬的なすろ．具体的ねぱ，⼤学近隣ば児童や⽣徒，保護者，地域住⺠ぬにね向けた⾷育活動〔例：⼦にも料
理教室，クウゼやゴームぬにを活⽤した⾷育ぬに〕ば内容を学⽣⾃る企画し，実施すろこなど，栄養⼠なしとば実践⼒を⾼ゃろこなどあろ．

 また，将来ば栄養⼠や⾷ね携わろ職業⼈なしと必要ぬ専⾨知識を広ごといく．
 授業ば形態ぱ，ゲロープワーク・演習・発表を取れ交えたもばどあろ．

1３ 各⾃ね与えるゎたテームねついとウンターネッナや図書館等ど⽂献検索を⾏い，情報収集どくろ．
2３ 得るゎた情報を基ねレシブやウベンナを考えろこながどくろ．

 3３ 積極的ねコメュニケーションをなれぬがる，他者な協⼒どくろ．
 4３ 栄養⼠ば実務ね関しと必要ぬ専⾨的知識や技術ねついと説明どくろ．

第1回 オリエンテーション〔履修指導，GPAば確認
第2回 就職活動状況ねついと〔個⼈⾯談・進路相談〕

 第3回 地域共催ウベンナね向けと１〔説明・テームば選定〕
 第4回 第1回栄養⼠実⼒認定試験対策〔⼩テスナ〕，地域共催ウベンナね向けと２〔企画ば⽴案〕

 第5回 地域共催ウベンナね向けと３〔企画実⾏ね向けとば計画〕
 第6回 夏休め⾷育企画ば⽴案

 第7回 第2回栄養⼠実⼒認定試験対策〔⼩テスナ〕
 第8回 地域共催ウベンナね向けと４〔企画実⾏ね向けとば作業〕

 第9回 夏休め⾷育企画ば実⾏
 第10回 第3回栄養⼠実⼒認定試験対策〔⼩テスナ〕

 第11回 地域共催ウベンナね向けと５〔リパーサロ〕
 第12回 地域共催ウベンナ

 第13回 近隣施設へば⾷育媒体，レシブ提供ねついとば説明
 第14回 栄養⼠実⼒認定試験対策〔総合試験〕

 第15回 前期セメヌーば振れ返れ
 ※進⾏ねよっとぱ，授業計画ば順序が前後すろこながあろ．

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

事前・事後学習ね要すろ時間を各回1時間以上確保すろこな．
地域共催ウベンナば準備どぱ全員が時間外ば準備を⾏わぬけゎひ進まぬい． 期⽇まどね必ぜ仕上ごとくろこな．全員が関わろようね話し合っと決ゃろこ
な．

 12⽉ね⾏わゎろ栄養⼠実⼒認定試験ね向けとセメヌー内ど試験をすろばど『栄養⼠実⼒認定試験⼀問⼀答』を使っと勉強すろこな．
 OIU４OICニリロ，SPIニリロぱ就職活動ね必要どあろ．指⽰したもばぱもちわア，⾃分ど計画を⽴とと取れ組もこな．



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

地域共催ウベンナや⾷育企画ば献⽴作成や⾷育媒体でくれどぱそば都度イニバウスをすろ．よく考えと作成すろこな．
振れ返れどぱ講評すろばど今後ば活動ね活⽤すろこな．

以下ね⽰すなおれ，評価⽅法・基準ねよれ総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
ぬお，正当ぬ理由ぬく5回を超えと⽋席した場合ぱ，『K』評価なぬろ〔⽋席5回，遅刻1回ど『K』評価〕．また，正当ぬ理由ぬく『定期試験ね代わろレミー
ナ課題』が決ゃるゎた期限まどね提出さゎぬきった場合も『K』評価なぬろ．

40
栄養⼠実⼒認定試験対策〔⼩テスナ〕3回〔15：5×3〕
栄養⼠実⼒認定試験対策(総合試験〕1回〔10〕

 地域共催ウベンナや⾷育企画どば作品〔15〕
1１2１3１4

40 セメヌーど⾏う栄養⼠実⼒認定試験対策〔⼩テスナ〕〔20〕
OIU４OICニリロ，SPIニリロ〔20〕 4

0

10 授業まなゃレミーナ〔10〕 1１2１3１4

10 セメヌーへば取れ組め姿勢を評価〔10〕〔セメヌーどば積極的ぬ発
⾔，他⼈ば意⾒を聴く，他⼈なば意⾒交換ぬに〕 3

栄養⼠実⼒認定試験 ⼀問⼀答 第2版 川端輝江・岩間範⼦監修 ⼥⼦栄養⼤学出版部 本体価格1200円+税 
ISBN978２4２7895２2442２1

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

卒業必修科⽬どあろ｡
正当ぬ理由ぬく5回を超えと⽋席した場合ぱ，『K』評価なぬろ．

 進⾏ねよっとぱ，授業計画ば順序が前後すろこながあろ．
 後期ねセメヌーⅡbを履修すろこな．

⽊下 佳代⼦ k２kinoかhiがa@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

22039505 −

セメヌーⅡａ 演習

久⽊ 久美⼦

久⽊ 久美⼦

2年 2022年度前期 1単位

 栄養学科科⽬  学修率

A ⾷べ物ね関すろ基礎的・専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． -

B 栄養管理の実践のたゃの基礎的・専⾨的知識を⾝ねてけといろ． -

C ⾷の安⼼・安全を理解し，適切ぬ⾷事を提供すろこなぎどくろ． -

D 対象者の特性を理解し，⾷事を中⼼なした栄養管理を実践すろこなぎどくろ． -

E 栄養管理を実践のたゃのコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． -

F 栄養⼠の業務ね必要ぬICTを使うこなぎどくろ． -

G ⾷な栄養ね関わろ課題を発⾒し，科学的根拠ね基でく解決ね向けと取れ組むこなぎど… -

H ⽬標なすろ栄養⼠像ね近でくたゃ，主体的ね学ぼうなすろ態度を⾝ねてけといろ． -

I 栄養の専⾨家なしと，⼈々の健康増進のたゃね，⾃るの果たすべく役割を理解しとい… -

J こゎまどの体系的ぬ学習ねりれ獲得した知識，態度，スキルを総合的ね活⽤し，⾃る… 100%

セメヌーどば活動を通しと，社会⼈なしと⾏動すろ際ね必要ぬ『⾃分ど考えろ⼒』や『⾃分⾃⾝ば計画を実⾏すろ能⼒』，および⼈間関係を円滑ねすろ『コ
メュニケーション能⼒』ぬにを⾝ねつけろこな，また，将来ば栄養⼠や⾷ね携わろ職業⼈なしと必要ぬ専⾨知識を広ごといくこなを⽬的なすろ．具体的ね
ぱ，⾷や栄養ね係わろ⾷育テームどゲロープど定ゃ，そばテームね基でくウベンナを企画し，⾷育ば場〔地域共催ウベンナば〕ど実践すろ⼒をつけろ．

 授業ば形態ぱ，ゲロープワーク・演習・発表を取れ交えたもばどあろ．

1３ 各⾃ね与えるゎたテームねついとウンターネッナや図書館等ど⽂献検索を⾏い，情報収集どくろ．
2３ 得るゎた情報を基ねレシブを作成し，ウベンナを計画すろこながどくろ．

 3３ 積極的ねコメュニケーションをなれぬがる，他者な協⼒どくろ．
 4３ 栄養⼠ば実務ね関しと必要ぬ専⾨的知識や技術を活⽤すろこながどくろ．

第1回 オリエンテーション〔履修指導，GPAば確認〕
第2回 地域共催ウベンナば概要説明 ⾯談

 第3回 地域共催ウベンナばテームな役割分担ば決定
 第4回 第1回栄養⼠実⼒認定試験対策〔⼩テスナ〕

 第5回 地域共催ウベンナば取れ組め① 献⽴作成
 第6回 地域共催ウベンナば取れ組め② 試作

 第7回 第2回栄養⼠実⼒認定試験対策〔⼩テスナ〕
 第8回 地域共催ウベンナば取れ組め⑤ 献⽴ば改善
 第9回 地域共催ウベンナば取れ組め④ 試作な最終決定

 第10回 第3回栄養⼠実⼒認定試験対策〔⼩テスナ〕
 第11回 地域共催ウベンナば取れ組め⑤ 配付資料等ば作成

 第12回 地域共催ウベンナば取れ組め⑥ リパーサロ
 第13回 地域共催ウベンナ

 第14回 栄養⼠実⼒認定試験対策〔総合試験〕
 第15回 前期セメヌーば振れ返れ

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

各回を通ずと，
＋事前・事後学習－

 ・栄養⼠実⼒認定試験ねもけ，毎⽇少しぜつ勉強すろこな
 ・セメヌーば時間内ど完了どくぬきったもばねついとぱ，次ばセメヌーまどねぱ完成させとおくこな

提出さゎた献⽴や課題ねついとぱ，内容を確認後，必要ね応ずコメンナを⼊ゎ返却すろ．



成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

以下ね⽰すなおれ，授業内どば評価，授業外どば評価，全授業終了後ば定期試験ね代わろレミーナ課題を総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格なし，所定
ば単位を認定すろ．

  
ぬお，正当ぬ理由ぬく5回を超えと⽋席した場合ぱ，『K』評価なぬろ〔⽋席5回，遅刻1回ぱ『K』評価〕．また，『定期試験ね代わろレミーナ』を期限まど
ね提出しぬきった場合ぱ，成績評価を辞退したなめぬし『K』評価なぬろ．

70
セメヌーねおけろ受講姿勢ねついと評価〔25〕
栄養⼠実⼒認定試験対策試験ば結果を評価 〔15〕

 地域共催ウベンナば取れ組め姿勢ねついと評価 〔30〕
1，2，3，4

20
栄養⼠実⼒認定試験ね向けとば勉強ば取れ組め姿勢ねついと評価
〔10〕

 地域共催ウベンナ〔当⽇〕ば取れ組め姿勢ねついと評価 〔10〕
3，4

0

10 地域共催ウベンナば振れ返れレミーナば内容を評価〔10〕 1，2，3，4

0

栄養⼠実⼒認定試験 ⼀問⼀答 第2版 ⼥⼦栄養⼤学出版部 978２4２7895２2442２1 本体価格1200円

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

卒業必修科⽬どあろ｡
進⾏ねよっとぱ，授業計画ば順序が前後すろこながあろ．

 後期ねセメヌーⅡbを履修すろこな．

久⽊ 久美⼦ hiかaki@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

22039601 −

セメヌーⅡｂ 演習

海⽼澤 薫

海⽼澤 薫

2年 2022年度後期 1単位

 栄養学科科⽬  学修率

A ⾷べ物ね関すろ基礎的・専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． -

B 栄養管理の実践のたゃの基礎的・専⾨的知識を⾝ねてけといろ． -

C ⾷の安⼼・安全を理解し，適切ぬ⾷事を提供すろこなぎどくろ． -

D 対象者の特性を理解し，⾷事を中⼼なした栄養管理を実践すろこなぎどくろ． -

E 栄養管理を実践のたゃのコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． -

F 栄養⼠の業務ね必要ぬICTを使うこなぎどくろ． -

G ⾷な栄養ね関わろ課題を発⾒し，科学的根拠ね基でく解決ね向けと取れ組むこなぎど… -

H ⽬標なすろ栄養⼠像ね近でくたゃ，主体的ね学ぼうなすろ態度を⾝ねてけといろ． -

I 栄養の専⾨家なしと，⼈々の健康増進のたゃね，⾃るの果たすべく役割を理解しとい… -

J こゎまどの体系的ぬ学習ねりれ獲得した知識，態度，スキルを総合的ね活⽤し，⾃る… 100%

セメヌーⅡaね引く続く，セメヌーどば活動を通しと，社会⼈なしと⾏動すろ際ね必要ぬ『⾃分ど考えろ⼒』や『⾃分⾃⾝ば計画を実⾏すろ能⼒』，および
⼈間関係を円滑ねすろ『コメュニケーション能⼒』ぬにを⾝ねつけろこなを⽬的なすろ．具体的ねぱ，研究テームばもな，⽂献調査や現地調査を⾏い⾃る問
題を提起しと，解決⽅法を探れ卒業研究を⾏う．最終的ねぱ卒業論⽂ば形なしとまなゃ発表を⾏う．

 同時ね将来ば栄養⼠や⾷ね携わろ職業⼈なしと必要ぬ専⾨知識を広ごといく．
 授業ば形態ぱ，ゲロープワーク・演習・発表を取れ交えたもばどあろ．

1３ ⾃る考え，計画的ね物事を進ゃろこながどくろ．
2３ ⾃るば意⾒を述ほろこながどくろ．

 3３ 積極的ねコメュニケーションをなれぬがる，他者な協⼒どくろ．
 4３ 他者ね伝わろ⽂章表現，プレゼンテーションがどくろ．

 5３ 栄養⼠ば実務ね関しと必要ぬ専⾨的知識や技術を⾝ねつけといろ．

第1回 オリエンテーション〔履修指導，GPAば確認〕
第2回 2年⽣後期ば学修計画，卒業研究テームな研究計画ば確認，栄養⼠実⼒認定試験対策➀

 第3回 研究テームねついとば調査および研究，栄養⼠実⼒認定試験対策②
 第4回 研究テームねついとば調査および研究，栄養⼠実⼒認定試験対策⑤
 第5回 PROGテスナ

 第6回 研究テームねついとば調査および研究，栄養⼠実⼒認定試験対策④
 第7回 研究テームねついとば調査および研究，栄養⼠実⼒認定試験対策⑤
 第8回 研究テームねついとば中間報告，栄養⼠実⼒認定試験対策⑥

 第9回 研究テームねついとば調査および研究，栄養⼠実⼒認定試験対策⑨
 第10回 研究テームねついとば調査および研究，栄養⼠実⼒認定試験対策⑧
 第11回 卒業論⽂ば作成，栄養⼠実⼒認定試験対策⑪

 第12回 卒業論⽂ば作成，栄養⼠実⼒認定試験対策⑫
 第13回 卒業論⽂発表会資料ば作成

 第14回 卒業論⽂発表会
 第15回 後期セメヌーば振れ返れ

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

事前学習：セメヌー時間内ね卒業研究が円滑ね進もようね事前ね準備を⾏うこな．栄養⼠実⼒認定試験対策ね向けと予習を⾏う．
事後学習：栄養⼠実⼒認定試験対策ば結果ね基でく，ずょうぶアね復習を⾏う．

卒業研究ね関連すろ課題ねついとぱ提出後，コメンナを付しと返却すろ．
栄養⼠実⼒認定試験対策問題ねついとぱ採点後，返却すろ．



成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

以下ね⽰す評価⽅法・基準ねよれ総合的ね判定ばうえ，60 点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．ぬお，正当ぬ理由ぬく5回を超えと⽋席した場合ぱ，
『K』評価なすろ〔⽋席5回，遅刻1回なぬった場合『K』評価なぬろ〕

10 授業へば取れ組め姿勢〔受講態度，卒業研究へば取れ組め，協調性〕
ねついと評価すろ(10) 1〜5

0

0

10 レミーナを課し，完成度ねついと評価すろ〔10〕 1〜5

80
卒業論⽂および卒業研究発表会資料ば完成度ねついと評価すろ．
〔40〕

 栄養⼠実⼒認定試験問題ば点数ね応ずと評価すろ．〔40〕
1〜5

栄養⼠実⼒認定試験 ⼀問⼀答 第2版 ⼥⼦栄養⼤学出版部 ISBN978２4２7895２2442２1
本体価格1200円〔税別〕

 
必要ね応ずと紹介すろ．
ぬお，卒業研究を⾏うねあたれ，栄養⼠免許関連科⽬ど使⽤したテキスナを使う場合があろ．

卒業必修科⽬どあろ｡
進⾏ねよっとぱ，授業計画ば順序が前後すろこながあろ．

 後期ねセメヌーⅡaを履修しといろこな．

海⽼澤 薫 ebiかawa@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

22039602 −

セメヌーⅡｂ 演習

坂井 孝

坂井 孝

2年 2022年度後期 1単位

 栄養学科科⽬  学修率

A ⾷べ物ね関すろ基礎的・専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． -

B 栄養管理の実践のたゃの基礎的・専⾨的知識を⾝ねてけといろ． -

C ⾷の安⼼・安全を理解し，適切ぬ⾷事を提供すろこなぎどくろ． -

D 対象者の特性を理解し，⾷事を中⼼なした栄養管理を実践すろこなぎどくろ． -

E 栄養管理を実践のたゃのコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． -

F 栄養⼠の業務ね必要ぬICTを使うこなぎどくろ． -

G ⾷な栄養ね関わろ課題を発⾒し，科学的根拠ね基でく解決ね向けと取れ組むこなぎど… -

H ⽬標なすろ栄養⼠像ね近でくたゃ，主体的ね学ぼうなすろ態度を⾝ねてけといろ． -

I 栄養の専⾨家なしと，⼈々の健康増進のたゃね，⾃るの果たすべく役割を理解しとい… -

J こゎまどの体系的ぬ学習ねりれ獲得した知識，態度，スキルを総合的ね活⽤し，⾃る… 100%

セメヌーⅡaね引く続く，セメヌーどば活動を通しと，社会⼈なしと⾏動すろ際ね必要ぬ『⾃分ど考えろ⼒』や『⾃分⾃⾝ば計画を実⾏すろ能⼒』，および
⼈間関係を円滑ねすろ『コメュニケーション能⼒』ぬにを⾝ねつけろこなを⽬的なすろ．具体的ねぱ，いくつきばゲロープね分きゎ，『野菜摂取量を増やそ
う！』をテームね，こゎまどね学アぢこなを活きしと，中学校給⾷ば献⽴作成や学⽣⾷堂ばメニュー提案を⾏う．

 同時ね将来ば栄養⼠や⾷ね携わろ職業⼈なしと必要ぬ専⾨知識を広ごといく．
 授業ば形態ぱ，ゲロープワーク・演習・発表を取れ交えたもばどあろ．

1３ ⾃る考え，計画的ね物事を進ゃろこながどくろ．
2３ ⾃るば意⾒を述ほろこながどくろ．

 3３ 積極的ねコメュニケーションをなれぬがる，他者な協⼒どくろ．
 4３ 他者ね伝わろ⽂章表現，プレゼンテーションがどくろ．

 5３ 栄養⼠ば実務ね関しと必要ぬ専⾨的知識や技術を⾝ねつけといろ．

状況ねよれ内容が変更さゎろ場合があろ．
第1回 オリエンテーション〔履修指導，GPAば確認〕

 第2回 中学校給⾷ば取れ組め〔献⽴作成〕，栄養⼠必須専⾨知識ば強化〔個⼈〕，個⼈⾯談
 第3回 中学校給⾷ば取れ組め〔試作〕，栄養⼠必須専⾨知識ば強化〔個⼈〕，個⼈⾯談

 第4回 中学校給⾷ば取れ組め〔献⽴再検討〕，セメヌー活動ば準備〔ゲロープ活動〕，栄養⼠必須専⾨知識ば強化〔個⼈〕
 第5回 PROGテスナ

 第6回 中学校給⾷ば取れ組め〔試作〕，栄養⼠必須専⾨知識ば強化〔個⼈〕
 第7回 全学映画会〔全学共通ば映画ば上映を⾏う〕

 第8回 中学校給⾷ば取れ組め〔媒体作成ほき〕，栄養⼠必須専⾨知識ば強化〔個⼈〕
 第9回 ⾷堂メニューば取れ組め〔メニュー作成〕，栄養⼠必須専⾨知識ば強化〔個⼈〕

 第10回 PROGテスナ解説会
 第11回 ⾷堂メニューば取れ組め〔試作〕，栄養⼠必須専⾨知識ば強化〔個⼈〕

 第12回 ⾷堂メニューば取れ組め〔チルシ・媒体作成〕
 第13回 セメヌー活動〔ゲロープ〕報告書ば作成

 第14回 セメヌー活動〔ゲロープ〕発表会
 第15回 後期セメヌーば振れ返れ

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

授業〔１回ねつく2時間なしと計算〕な事前事後ばあわせと１単位あたれ45時間が必要どす．
専⾨知識ば強化ばたゃね事前学習1時間および事後学習1時間ば計2時間〔8回合計16時間〕を確保すろこな．

提出さゎた課題ねついとぱ，コメンナを付記し返却すろ．



成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

以下ね⽰す評価⽅法・基準ねよれ総合的ね判定ばうえ，60 点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
定期試験ね代わろレミーナ等が未提出ば場合ぱ，『Ｋ』評価なすろ．

 正当ぬ理由ぬく5回を超えと⽋席した場合ぱ，『K』評価なすろ〔⽋席5回，遅刻1回なぬった場合『K』評価なぬろ〕．

60
中学校給⾷献⽴作成ね関すろ取れ組め〔20〕
⾷堂メニューね関すろ取れ組め〔20〕

 セメヌー活動発表会〔20〕
1１2１3１4１5

10 ⾃⼰成⻑ね関すろレミーナ〔10〕 2１4

0

10 セメヌー活動ね関すろレミーナ〔10〕 2１4

20 セメヌー活動ば取れ組め〔20〕 1１2１3１4１5

栄養⼠実⼒認定試験 ⼀問⼀答 第2版 川端輝江・岩間範⼦監修⼥⼦栄養⼤学出版部 ISBN２978２4789524421
本体価格1200円+税

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

卒業必修科⽬どあろ｡
進⾏ねよっとぱ，授業計画ば順序が前後すろこながあろ．

 前期ねセメヌーⅡaを履修すろこな．

坂井 孝 がa２かakai@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

22039603 −

セメヌーⅡｂ 演習

能瀬 陽⼦

能瀬 陽⼦

2年 2022年度後期 1単位

 栄養学科科⽬  学修率

A ⾷べ物ね関すろ基礎的・専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． -

B 栄養管理の実践のたゃの基礎的・専⾨的知識を⾝ねてけといろ． -

C ⾷の安⼼・安全を理解し，適切ぬ⾷事を提供すろこなぎどくろ． -

D 対象者の特性を理解し，⾷事を中⼼なした栄養管理を実践すろこなぎどくろ． -

E 栄養管理を実践のたゃのコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． -

F 栄養⼠の業務ね必要ぬICTを使うこなぎどくろ． -

G ⾷な栄養ね関わろ課題を発⾒し，科学的根拠ね基でく解決ね向けと取れ組むこなぎど… -

H ⽬標なすろ栄養⼠像ね近でくたゃ，主体的ね学ぼうなすろ態度を⾝ねてけといろ． -

I 栄養の専⾨家なしと，⼈々の健康増進のたゃね，⾃るの果たすべく役割を理解しとい… -

J こゎまどの体系的ぬ学習ねりれ獲得した知識，態度，スキルを総合的ね活⽤し，⾃る… 100%

セメヌーⅡaね引く続く，セメヌーどば取れ組めを通ずと，社会⼈なしと⾏動すろ際ね必要ぬローロなムヌーば修得および『⾃分ど考えろ⼒』，『⾃分⾃⾝
ば計画を実⾏すろ能⼒』，⼈間関係を円滑ねすろ『コメュニケーション能⼒』を⾝ねつけろこなを⽬的なすろ．具体的ねぱ，⾷育ね関すろ調査研究や教材作
成，中学校給⾷レシブ開発ぬにを⾏い，栄養⼠や⾷ね携わろ職業⼈なしと必要ぬ専⾨知識・技能を⾼ゃ，社会⼈なしとば実践⼒を⾝ねつけろ．

 授業ば形態ぱ，ゲロープワーク・演習・発表を取れ交えたもばどあろ．

1３ ⾃る考え，計画的ね物事を進ゃろこながどくろ．
2３ ⾃るば意⾒を述ほろこながどくろ．

 3３ 積極的ねコメュニケーションをなれぬがる，他者な協⼒どくろ．
 4３ 他者ね伝わろ⽂章表現，プレゼンテーションがどくろ．

 5３ 栄養⼠ば実務ね関しと必要ぬ専⾨的知識や技術を⾝ねつけといろ．

＋第1回－オリエンテーション〔履修指導，GPAば確認〕履修修正を⾏う．
＋第2回－後期セメヌーば運営⽅針説明 研究テームねついと 中学校給⾷献⽴検討

 ＋第3回－中学校給⾷試作・検討
 ＋第4回－セメヌー課題ば指導案作成  中学校給⾷献⽴ぢよれ作成

 ＋第5回－PROGテスナ
 ＋第6回－セメヌー課題ば資料収集 論⽂・図書ば検索⽅法

 ＋第7回－全学映画会〔全学共通ば映画ば上映を⾏う〕
 ＋第8回－⾷育教材研究 (指導計画ね沿っと⾷育教材を作成)

 ＋第9回－⾷育教材研究 (指導計画ね沿っと⾷育教材を作成)
 ＋第10回－PROGテスナ解説会

 ＋第11回－⾷育教材研究 (⾷育指導実施準備)
 ＋第12回－⾷育教材ば活⽤ (⾷育指導ば実施)
 ＋第13回－セメヌー内研究研究発表会 (発表ば準備ばたゃばビワーミウンナば作成 )

 ＋第14回－セメヌー内研究研究発表会ば実施
 ＋第15回－後期セメヌーば振れ返れ

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

研究発表ね向けと，そゎだゎ1時間以上ば事前学習〔準備〕，課題作成〔準備〕ぬにを充とろこな．〔5時間〕
6回⽬以降ぱ毎回栄養⼠実⼒認定試験ね向けとば⼩テスナを⾏うたゃ，そば準備ね5時間以上充とろこな．

  
＋第1回－

 ①事前課題：前期ば成績を確認し，後期ね追加・変更が必要ぬ科⽬がぬいき確認しとおく．
 ②事後課題：必⽤ね応ずと履修登録ね反映させろ．中学校給⾷献⽴を作成すろ．

 ＋第2回－
 



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

①事前課題：中学校給⾷献⽴を作成すろ．
②事後課題：中学校給⾷献⽴ば⼿直しをしとおく．．                                     

 ＋第3回－
 ①事前課題：試作ば準備をすろ．研究課題ねついと考えとおく．                                     

 ②事後課題：試作ば振れ返れをしとおく．調査内容ねついと計画しとおく．
 ＋第4回－〜＋第11回－

 ①事前課題： ⾷育教材作成ば準備な ⼩テスナ準備をすろ．                
 ②事後課題：⼩テスナば振れ返れ・役割ね応ずと準備物ば⽤意

 ＋第12回－
 ①事前課題：作成した⾷育教材を使⽤した指導ば準備を⾏っとおく．                                  

 ②事後課題：発表原稿を作成し準備をしとおく．  
 ＋第13回－

 ①事前課題：リパーサロば準備をすろ．                                     
 ②事後課題：リパーサロ後ば改善点を発表ね反映させろ．

 ＋第14回－
 ①事前課題：研究発表ば準備をすろ．

 ②事後課題：各⾃ば課題を明確ねし，まなゃとおく．

出さゎた課題ぱコメンナを付記しとclaかかおoomど返却すろ．授業中ね講評，またぱ個別ねフィーニバックすろ．

以下ね⽰すなおれ，評価⽅法・基準ねよれ総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
ぬお，正当ぬ理由ぬく5回を超えと⽋席した場合ぱ，『K』評価なぬろ〔⽋席5回，遅刻1回ど『K』評価〕．

80
中学校給⾷献⽴作成計画 (献⽴作成・試作検討・献⽴メモ作成)(30)
⾷育計画・調査研究・⾷育教材作成・活⽤・研究発表(30)

 レミーナ課題 (⾷育計画・課題ばまなゃ・振れ返ればレミーナ)(20)
1１2１3１4１5

0

0

10 最終レミーナ課題ば完成度を評価すろ． 1せ5

10 取れ組めね対すろ意欲や態度 (積極的ぬ発⾔，他⼈ば意⾒を聴く，他
⼈なば意⾒交換ぬに〕を評価すろ． 2１3１4

プリンナを配布すろ

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ

卒業必修科⽬どあろ｡
進⾏ねよっとぱ，授業計画ば順序が前後すろこながあろ．

 前期ねセメヌーⅡaを履修すろこな．

能瀬 陽⼦ y２noかe@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

22039604 −

セメヌーⅡｂ 演習

⽊下 佳代⼦

⽊下 佳代⼦

2年 2022年度後期 1単位

 栄養学科科⽬  学修率

A ⾷べ物ね関すろ基礎的・専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． -

B 栄養管理の実践のたゃの基礎的・専⾨的知識を⾝ねてけといろ． -

C ⾷の安⼼・安全を理解し，適切ぬ⾷事を提供すろこなぎどくろ． -

D 対象者の特性を理解し，⾷事を中⼼なした栄養管理を実践すろこなぎどくろ． -

E 栄養管理を実践のたゃのコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． -

F 栄養⼠の業務ね必要ぬICTを使うこなぎどくろ． -

G ⾷な栄養ね関わろ課題を発⾒し，科学的根拠ね基でく解決ね向けと取れ組むこなぎど… -

H ⽬標なすろ栄養⼠像ね近でくたゃ，主体的ね学ぼうなすろ態度を⾝ねてけといろ． -

I 栄養の専⾨家なしと，⼈々の健康増進のたゃね，⾃るの果たすべく役割を理解しとい… -

J こゎまどの体系的ぬ学習ねりれ獲得した知識，態度，スキルを総合的ね活⽤し，⾃る… 100%

セメヌーⅡaね引く続く，セメヌーどば活動を通しと，社会⼈なしと⾏動すろ際ね必要ぬ『⾃分ど考えろ⼒』や『⾃分⾃⾝ば計画を実⾏すろ能⼒』，および
⼈間関係を円滑ねすろ『コメュニケーション能⼒』ぬにを⾝ねつけろこなを⽬的なすろ．具体的ねぱ，⼦にもば健全ぬ成⻑，発達ね必要ぬ栄養成分を考慮し
た補⾷〔おやつ〕ば企画調査，試作を⾏う．完成したレシブねついとプレゼンテーションを⾏い，報告書を作成すろ．同時ね将来ば栄養⼠や⾷ね携わろ職業
⼈なしと必要ぬ専⾨知識を広ごろ．

 授業ば形態ぱ，ゲロープワーク・演習・発表を取れ交えたもばどあろ．

1３ ⾃る考え，計画的ね物事を進ゃろこながどくろ．
2３ ⾃るば意⾒を述ほろこながどくろ．

 3３ 積極的ねコメュニケーションをなれぬがる，他者な協⼒どくろ．
 4３ 他者ね伝わろ⽂章表現，プレゼンテーションがどくろ．

 5３ 栄養⼠ば実務ね関しと必要ぬ専⾨的知識や技術ねついと説明どくろ．

第1回 オリエンテーション〔履修指導，GPAば確認〕
第2回 レシブ，⾷育媒体作成１〔各⾃ば献⽴や企画ば発表〕

 第3回 レシブ，⾷育媒体作成２〔ゲロープどなれまなゃろ〕
 第4回 レシブ，⾷育媒体作成３〔試作またぱ媒体作成〕

 第5回 PROGテスナ
 第6回 レシブ，⾷育媒体作成４〔献⽴ば完成，またぱ媒体ば完成〕

 第7回 全学映画会〔全学共通ば映画ば上映を⾏う〕
 第8回 ⼦にもばおやつ１〔テームば決定，献⽴作成〕

 第9回 ⼦にもばおやつ２〔作成献⽴ば試作，修正〕
 第10回 PROGテスナ解説会

 第11回 ⼦にもばおやつ３〔修正献⽴ば試作)
 第12回 ⼦にもばおやつ４〔⾷育資料ば作成〕

 第13回 ⼦にもばおやつ５〔報告書作成〕
 第14回 セメヌー発表会

 第15回 後期セメヌーば振れ返れ
 ※進⾏ねよっとぱ，授業計画ば順序が前後すろこながあろ．

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

事前・事後学習ね要すろ時間を各回1時間以上確保すろこな．
レシブ企画やこにもばおやつ作れぱ事前ね調ほたれ，買い物したれ，試作したれな準備をしとおくこな．

 各回ど確実ね終了させぬいな次ね進ゃぬい．セメヌー時間内ね課題が終わるぬい時ねぱ期⽇まどね仕上ごとくろこな．
 わきるぬいこなぱ放置せぜ，必ぜ担当教員ね質問すろこな．

 12⽉ね⾏わゎろ栄養⼠実⼒認定試験ね向けとセメヌー内ど試験をすろばど『栄養⼠実⼒認定試験⼀問⼀答』を使っと勉強すろこな．



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

レシブば企画や⼦にもばおやつ作れねついと，提出時や試作後，ゲロープどば話し合い中ぬに適宜イニバウスをすろ．

以下ね⽰すなおれ，評価⽅法・基準ねよれ総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
ぬお，正当ぬ理由ぬく5回を超えと⽋席した場合ぱ，『K』評価なぬろ〔⽋席5回，遅刻1回ど『K』評価〕．また，正当ぬ理由ぬく『定期試験ね代わろレミー
ナ課題』が決ゃるゎた期限まどね提出さゎぬきった場合も『K』評価なぬろ．

60
レシブ開発や試作，⾷育媒体ば作成〔30〕
⼦にもばおやつレシブねおけろ試作なレシブ完成〔20〕

 栄養メモば作成〔10〕
1１2１3１4１5

20 各⾃ねよろレシブ開発ば献⽴作成またぱ⾷育媒体案作成〔10〕
各⾃ど作成すろイレログー除去⼦にもばおやつレシブ〔10〕 1１5

0

10 授業まなゃレミーナ 4

10 セメヌーへば取れ組め姿勢を評価〔10〕〔セメヌーどば積極的ぬ発
⾔，他⼈ば意⾒を聴く，他⼈なば意⾒交換ぬに〕 2１3

資料を配付すろ．

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

卒業必修科⽬どあろ｡
正当ぬ理由ぬく5回を超えと⽋席した場合ぱ，『K』評価なぬろ．

 ⽋席した場合，Claかかおoomねイップワーニした資料を確認し，必要ね応ずと⾃宅学習すろこな．
 進⾏ねよっとぱ，授業計画ば順序が前後すろこながあろ．

 前期ねセメヌーⅡaを履修すろこな．

⽊下 佳代⼦ k２kinoかhiがa@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

22039605 −

セメヌーⅡｂ 演習

久⽊ 久美⼦

久⽊ 久美⼦

2年 2022年度後期 1単位

 栄養学科科⽬  学修率

A ⾷べ物ね関すろ基礎的・専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． -

B 栄養管理の実践のたゃの基礎的・専⾨的知識を⾝ねてけといろ． -

C ⾷の安⼼・安全を理解し，適切ぬ⾷事を提供すろこなぎどくろ． -

D 対象者の特性を理解し，⾷事を中⼼なした栄養管理を実践すろこなぎどくろ． -

E 栄養管理を実践のたゃのコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． -

F 栄養⼠の業務ね必要ぬICTを使うこなぎどくろ． -

G ⾷な栄養ね関わろ課題を発⾒し，科学的根拠ね基でく解決ね向けと取れ組むこなぎど… -

H ⽬標なすろ栄養⼠像ね近でくたゃ，主体的ね学ぼうなすろ態度を⾝ねてけといろ． -

I 栄養の専⾨家なしと，⼈々の健康増進のたゃね，⾃るの果たすべく役割を理解しとい… -

J こゎまどの体系的ぬ学習ねりれ獲得した知識，態度，スキルを総合的ね活⽤し，⾃る… 100%

セメヌーどば活動を通しと，社会⼈なしと⾏動すろ際ね必要ぬ『⾃分ど考えろ⼒』や『⾃分⾃⾝ば計画を実⾏すろ能⼒』，および⼈間関係を円滑ねすろ『コ
メュニケーション能⼒』ぬにを⾝ねつけろこな，また，将来ば栄養⼠や⾷ね携わろ職業⼈なしと必要ぬ専⾨知識を広ごといくこなを⽬的なすろ．具体的ね
ぱ，⾷や栄養ね係わろ研究テームを⾃分ど定ゃ，そばテームねついとば研究を実施すろ，また，研究成果を卒業研究報告会ど発表し論⽂なしとまなゃろ事が
どくろようねぬろこなどあろ．さるね⼤学祭へば参加を通しゲロープど活動すろ⼒をつけろ．

 授業ば形態ぱ，ゲロープワーク・演習・発表を取れ交えたもばどあろ．

1３ 卒業研究ばテームねついとウンターネッナや図書館等ど⽂献検索を⾏い，情報収集すろこながどくろ．
2３ 得るゎた情報を基ね卒業研究ばテームね即したレシブば作成や調査ば計画をたとろこながどくろ．

 3３ 積極的ねコメュニケーションをなれぬがる，他者な協⼒どくろ．
 4３ 栄養⼠ば実務ね関しと必要ぬ専⾨的知識や技術を活⽤すろこながどくろ．

 5３ 研究成果をまなゃ，卒業研究報告会ど発表どくろ．
 6３ 卒業研究報告会ど発表した内容を，卒業論⽂なしとまなゃ，完成させろこながどくろ．

第1回 オリエンテーション〔履修指導，GPAば確認〕，⾯談
第2回 卒業研究ば取れ組めねついと説明

 第3回 卒業研究：テームば決定
 第4回 卒業研究：研究テームね関すろ情報ば検索〔図書館，ウンターネッナ〕

 第5回 PROGテスナ
 第6回 卒業研究：①卒業料理製作〔テームね沿った献⽴ば作成〕 ②調査研究〔資料，⽂献調ほ〕 

 第7回 全学映画会〔全学共通ば映画ば上映を⾏う〕
 第8回 卒業研究：①卒業料理製作〔試作〕 ②調査研究〔調査〕

 第9回 卒業研究：①卒業料理製作〔献⽴ば⾒直し〕 ②調査研究〔調査〕
 第10回 PROGテスナ解説会

 第11回 卒業研究：①卒業料理製作〔試作〕 ②調査研究〔分析〕
 第12回 卒業研究：報告会ねもけたスルウニな読め原稿を作成すろ
 第13回 卒業研究：報告会ば最終原稿チェック，論⽂ば作成

 第14回 卒業研究報告会 リパーサロ 論⽂ば作成
 第15回 卒業研究報告会

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

卒業研究ね対すろ取れ組めなしと，
＋事前・事後学習－

 セメヌーば時間内どぱ，卒業研究ば進捗状況ば確認，内容ばチェック，イニバウス等を主なすろ．
 したがっと，事前事後ば学習なしと，セメヌー時間内どイニバウスさゎた事ぱ研究内容ね反映し，作業が遅ゎた箇所ねついとぱ，次ばセメヌーまどね仕上ご

とおくこな，さるね，報告会ねもけとば発表練習ぱしっきれな事前ね⾏い，原稿を読まぜなもプレゼンどくろようね準備すろ．



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

卒業研究ね関すろ課題ねついとぱ，内容を確認後フィーニバックすろ

以下ね⽰すなおれ，授業内どば評価，全授業終了後ば定期試験ね代わろ卒業論⽂ば内容を総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格なし，所定ば単位を認定す
ろ．

  
ぬお，正当ぬ理由ぬく5回を超えと⽋席した場合ぱ，『K』評価なぬろ〔⽋席5回，遅刻1回ぱ『K』評価〕．

 卒業論⽂ば提出ぱ，形式が整っといろこなを〔セメヌー時ね説明すろ〕条件なすろ．

50

セメヌーねおけろ受講姿勢〔セメヌーばメンバーなば協⼒姿勢も含
も〕ねついと評価すろ 〔10〕

 卒業研究ねついとば取れ組め姿勢ねついと評価すろ〔20〕
 卒業研究報告会どばプレゼンテーションねついと評価すろ〔20〕

1，2，3，4，5

30 卒業研究ねついとば取れ組め姿勢ねついと評価すろ〔30〕 1，２，4，5，6

0

20 卒業論⽂ば内容ねついとば評価〔20〕 1，2，4，5，6

0

栄養⼠・管理栄養⼠をゃじす⼈ば⽂章術パンニヘック ⻄川真理⼦著 化学同⼈ 本体価格1800円 978２
4759814774

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

卒業必修科⽬どあろ｡
進⾏ねよっとぱ，授業計画ば順序が前後すろこながあろ．

 前期ねセメヌーⅡaを履修すろこな．

久⽊ 久美⼦ hiかaki@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22014401 −

⾃⼰開発演習 演習

⽊村 真⼈

⽊村 真⼈

1年 2022年度前期 2単位

 栄養学科科⽬  学修率

A ⾷べ物ね関すろ基礎的・専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． -

B 栄養管理の実践のたゃの基礎的・専⾨的知識を⾝ねてけといろ． -

C ⾷の安⼼・安全を理解し，適切ぬ⾷事を提供すろこなぎどくろ． -

D 対象者の特性を理解し，⾷事を中⼼なした栄養管理を実践すろこなぎどくろ． -

E 栄養管理を実践のたゃのコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． -

F 栄養⼠の業務ね必要ぬICTを使うこなぎどくろ． -

G ⾷な栄養ね関わろ課題を発⾒し，科学的根拠ね基でく解決ね向けと取れ組むこなぎど… -

H ⽬標なすろ栄養⼠像ね近でくたゃ，主体的ね学ぼうなすろ態度を⾝ねてけといろ． 100%

I 栄養の専⾨家なしと，⼈々の健康増進のたゃね，⾃るの果たすべく役割を理解しとい… -

J こゎまどの体系的ぬ学習ねりれ獲得した知識，態度，スキルを総合的ね活⽤し，⾃る… -

本演習ぱ，⾃分ば良さや強めを発⾒し，⼈間関係構築ばたゃば基盤なぬろ知識な技術を修得すろこな⽬的なすろ．演習ぱ個⼈ワーク，ペイワーク及びゲロー
プワークば形式ど⾏う．テームなしと『⾃分⾃⾝』，『対⼈関係ば中ば⾃分』，『集団ば中どば⾃分』ぬにを取れ上ごろ．ペイワークやゲロープワークねお
いとぱ演技をすろ，意⾒を述ほろ，相談すろ，発表すろぬにば形態を伴うが，積極的ね参加すろこなど⾃分ば良さ，他ば⼈ば良さ及び⾃分ば強めを⾒つけろ
こながどくろ．様々ぬワークねよっと得た⾃⼰分析結果やコメュニケーション能⼒ぱ⽣活場⾯ども活⽤すろ．

  
＋栄養学教育モドロ・コイ・カリキュルムなば関連性－

 A 栄養⼠なしと求ゃるゎろ基本的ぬ資質・能⼒
 A２1 プワフェッショヌリゼム

 ④使命感な責任感をもっと職務を遂⾏すろたゃばコメュニケーションがどくろ．
 A２4 栄養・⾷ば選択な決定を⽀援すろコメュニケーション能⼒

 ⑤対象者な適切ぬコメュニケーションがどくろ

１．⾃分および他者ば良さ，強めを伝えろこながどくろ．
２．⼈間関係構築ばたゃば基礎なぬろ知識な技術を⽤いと，⽣活場⾯ど活⽤どくろ．

＋第1回－
テーム：ギウダンス

 ＋第2回－
 テーム：『⾃分⾃⾝』〔１〕⾃分ど⾃分を紹介しとめよう

 ＋第3回－
 テーム：『⾃分⾃⾝』〔２〕⾃分ばビーソヌリティを⾒とめよう

 ＋第4回－
 テーム：『⾃分⾃⾝』〔３〕⾃分ば中ば親・⼤⼈・⼦にも

 ＋第5回－
 テーム：『⾃分⾃⾝』〔４〕私ぱ誰？何者？イウドンティティなぱ？

 ＋第6回－
 テーム：『セロフケイ』〔１〕⾃分⾃⾝を⼤切ねすろこな

 ＋第7回－
 テーム：『対⼈関係ば中ば⾃分』〔１〕⼀⽅向・双⽅向ばコメュニケーション

 ＋第8回－
 テーム：『対⼈関係ば中ば⾃分』〔２〕⾃⼰表現

 ＋第9回－
 テーム：『対⼈関係ば中ば⾃分』〔３〕⼈なばききわれ⽅

 ＋第10回－
 テーム：『対⼈関係ば中ば⾃分』〔４〕話し上⼿な聞く上⼿な頼れ上⼿

 ＋第11回－
 テーム：『セロフケイ』〔２〕リルクセーション



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

＋第12回－
テーム：『集団ば中ば⾃分』〔１〕リーダーシップなチーム⼒

 ＋第13回－
 テーム：『集団ば中ば⾃分』〔２〕合意形成

 ＋第14回－
 テーム：『集団ば中ば⾃分』〔３〕⾃分ば将来ウメーズ

 ＋第15回－
 テーム：総括〔⾃分⾃⾝ば強め・持ち味ば確認〕

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

＋第1回－
事前：シルバスを確認すろ．

 事後：ギウダンスば説明内容ね基でく，重要ぬミウンナをノーナ・資料ねまなゃろ．
 ＋第２回－

 ・事前：初ゃとば⼈ね⾃分ばこなを知っともるうたゃば⾃⼰紹介を考えろ．
 ・事後：授業ど提⽰した『⾃分⾃⾝』ねついとば課題ね取れ組も．

 ＋第３回－
 ・事前：⾃分⾃⾝ば性格・ビーソヌリティを振れ返れ，書く出す．

 ・事後：授業ど提⽰した『⾃分⾃⾝』ねついとば課題ね取れ組も．
 ＋第４回－

 ・事前：⾃分ば中ば『親』的ぬ⼼ば部分，『⼤⼈』的ぬ⼼ば部分，『⼦にも』的ぬ⼼ば部分を振れ返れ，書く出す．
 ・事後：授業ど提⽰した『⾃分⾃⾝』ねついとば課題ね取れ組も．

 ＋第５回－
 ・事前：『イウドンティティ』ねついと調ほ，⾃分⾃⾝ば『イウドンティティ』を振れ返れ，書く出す．

 ・事後：授業ど提⽰した『⾃分⾃⾝』ねついとば課題ね取れ組も．
 ＋第６回－

 ・事前：⾃分⾃⾝ねなっと『ここわが健康・不健康』なぱにういうこなきねついと振れ返れ，書く出す．
 ・事後：授業ど提⽰した『セロフケイ』ねついとば課題ね取れ組も．

 ＋第７回－
 ・事前：⾃分⾃⾝ば⽇常場⾯どばコメュニケーションば特徴ねついと振れ返れ，書く出す．

 ・事後：授業ど提⽰した『対⼈関係ば中ば⾃⼰』ねついとば課題ね取れ組も．
 ＋第８回－

 ・事前：⾃分ば考えや気持ちを他者ね伝えろ際ね難しく感ずろこなねついと振れ返れ，書く出す．
 ・事後：授業ど提⽰した『対⼈関係ば中ば⾃⼰』ねついとば課題ね取れ組も．

 ＋第９回－
 ・事前：他者な関わろうえど，気をつけといろ，⼤切ねしといろこな，難しく感ずといろこなねついと振れ返れ，書く出す．

 ・事後：授業ど提⽰した『対⼈関係ば中ば⾃⼰』ねついとば課題ね取れ組も．
 ＋第10回－

 ・事前：話すこなが上⼿ぬ⼈・聴くばが上⼿ぬ⼈を思い浮きほと，そば特徴を書く出す．
 ・事後：授業ど提⽰した『対⼈関係ば中ば⾃⼰』ねついとば課題ね取れ組も．

 ＋第11回－
 ・事前：⾃分⾃⾝実践しといろ⼼や気持ちを落ち着きせろ⽅法を振れ返れ，書く出す．

 ・事後：授業ど提⽰した『セロフケイ』ねついとば課題ね取れ組も．
＋第12回－

 ・事前：チームや集団ねおいと，ぬぞリーダーシップ・チーム⼒が必要き考え，書く出す．
 ・事後：授業ど提⽰した『集団ば中ば⾃分』ねついとば課題ね取れ組も．

 ＋第13回－
 ・事前：ゲロープや集団ど意⾒をまなゃろ際ね，⼤事ぢな考えろこな・難しいな感ずろこなを振れ返れ，書く出す．

 ・事後：授業ど提⽰した『集団ば中ば⾃分』ねついとば課題ね取れ組も．
 ＋第14回－

 ・事前：⾃分ば将来ねついと，卒業後，30代，40代・・な具体的ねウメーズしと書く出す．
 ・事後：授業ど提⽰した『集団ば中ば⾃分』ねついとば課題ね取れ組も．

 ＋第15回－
 事前：第1〜14回ば授業を振れ返れ⾃分ば強め・持ち味を振れ返ろ．

 事後：期末レミーナ試験を通しと，⾃分ば強め・持ち味をまなゃろ．

毎回ば授業内課題ねついと次ば授業内ど講評・解説します．レミーナぱ，評価基準表ね基でく評価結果をフィーニバックします．

５回を超えとば⽋席〔⽋席５回，遅刻１回〕ぱK評価なします．
以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格なし，所定ば単位を認定します．

75 毎回ば授業内ど課さゎろ課題〔計15回〕〔各５〕 １１２

0

0

25 レミーナ〔25〕 １１２



そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

0

テキスナを使⽤しませア．毎回，資料を配布します．

必要ね応ずと授業ば中ど紹介します．

・配布資料ぱクルスロームねUPすろばど，⽋席した学⽣ぱ各⾃ダウンワーニしと⾃主学習ね努ゃとくぢさい．
・受講ねあたれ，特別ぬ配慮を必要なすろ学⽣ぱ申し出とくぢさい．

⽊村 真⼈ m２kimきおa@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22039901 〇

ムヌー演習 演習

三次 亜紀⼦

三次 亜紀⼦

1年 2022年度前期 2単位

 栄養学科科⽬  学修率

A ⾷べ物ね関すろ基礎的・専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． -

B 栄養管理の実践のたゃの基礎的・専⾨的知識を⾝ねてけといろ． -

C ⾷の安⼼・安全を理解し，適切ぬ⾷事を提供すろこなぎどくろ． -

D 対象者の特性を理解し，⾷事を中⼼なした栄養管理を実践すろこなぎどくろ． -

E 栄養管理を実践のたゃのコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． -

F 栄養⼠の業務ね必要ぬICTを使うこなぎどくろ． -

G ⾷な栄養ね関わろ課題を発⾒し，科学的根拠ね基でく解決ね向けと取れ組むこなぎど… -

H ⽬標なすろ栄養⼠像ね近でくたゃ，主体的ね学ぼうなすろ態度を⾝ねてけといろ． 100%

I 栄養の専⾨家なしと，⼈々の健康増進のたゃね，⾃るの果たすべく役割を理解しとい… -

J こゎまどの体系的ぬ学習ねりれ獲得した知識，態度，スキルを総合的ね活⽤し，⾃る… -

本授業ぱ演習どあろ．⽇本ねおけろ『ムヌー』ぱ他者へば気遣いが根底ねあろ．社会⽣活ばさまじまぬ視点きる⾃分るしさが最⼤限ね発揮どく，さるね好感
が持たゎろムヌーねついと知れ，社会⽣活ねおいと通⽤すろ基礎的ぬムヌーを⾝ねつけろこなを⽬的なすろ．具体的ねぱ，⾃⼰表現法〔あいさつ，⾝ぢしぬ
め，⽴ち振ろ舞い，話し⽅ぬに〕，正しい⾔葉遣い，来客対応ばムヌー〔受付対応，名刺ば渡し⽅〕，電話ばムヌー〔きけ⽅，受け⽅，取れ次ぐ⽅〕，冠婚
葬祭ばムヌー，⽂書ばムヌー，⾷事ばムヌーぬに働く⼈すほとが必要なすろムヌーが実践どくろようねぬろこなどあろ．

  
＋栄養学教育モドロ・コイ・カリキュルムなば関連性－

 A 栄養⼠なしと求ゃるゎろ基本的ぬ資質・能⼒
 A２1 プワフェッショヌリゼム

 A２4 栄養・⾷ば選択な決定を⽀援すろコメュニケーション能⼒
 ⑤対象者な適切ぬコメュニケーションがどくろ

  
以下ば項⽬なも関連すろ

 A２8 ⽣涯ね渡っと⾃律的ね学ぶ能⼒
 ⑤専⾨職なしと，⾃るばキャリイドジウンがどくろ

  
 
ぬお本授業ぱ，担当教員が⻑年ねわたれ，秘書や接遇サービス業ね従事しとくた経験をもなね，実務家教員なしとにばようぬ場⾯ども美しく，洗練さゎたム
ヌーが実践どくろよう理論な実践へば応⽤を関連付けぬがる講義を展開すろ．

 授業ぱ講義ばめぬるぜ⾃主練習を含も．そばたゃ，積極的ね練習をしと，技術を上達させろようね努⼒すろこなが必要なぬろ．
 ムヌーぱ知識ぢけどぱ不⼗分ど，実践すろこなが必須なぬっとくろ．また，ムヌーぱ『すゎひよい』ばどぱぬく，『いきねすろき』が重要どあろ．例えひ，

お辞儀ぱ，頭を下ごゎひよいばどぱぬく，相⼿ね気持ち〔感謝・謝罪等状況ねふさわしい⼼〕が伝わろようね形を整え，実際ねどくぬいな⼼さえも伝わるぬ
いばど，主体的ぬ学びなしと『気持ちを込ゃと表現すろこな』を⼼がけと欲しい．

１．社会ば中ど，よれよくよれ豊きね⽣くろたゃね必要ぬムヌーを理解し，説明どくろ．
２．さるね，ビズネスば場ども適切ね実践どくろようね，実習ど定着させ実⾏どくろ．

 ３．⾃分るしさを⽣きし，よれ良い⼈柄を⾝ねつけ表現どくろ．

＋第1回－授業オリエンテーション〔ムヌーば基本・ムヌーば重要性〕
＋第2回－よれよい⾃⼰表現法１〔挨拶，お辞儀ばムヌー・丁寧ぬ態度・姿勢・⽴居振舞ば実践練習〕

 ＋第3回－よれよい⾃⼰表現法２〔⾃⼰紹介ばムヌー・感ずばよい話し⽅ば実践練習〕
 ＋第4回－よれよい⾃⼰表現法３〔⾝ぢしぬめば整え⽅・⾊彩ば活⽤・表情ば研究〕

 ＋第5回－よれよい⾃⼰表現法４〔緊張をコンナワーロすろ⽅法・呼吸法〕
 ＋第6回－⾔葉遣いばムヌー１〔⾔葉遣い・正しい敬語表現〕

 ＋第7回－⾔葉遣いばムヌー２〔会話・⽬上ば⼈ね対すろ感ずば良い表現〕
 ＋第8回－社会どば実践ムヌー１〔受付応対ばムヌー・名刺ばムヌー〕

 ＋第9回－社会どば実践ムヌー２〔訪問ばムヌー・おもとぬしばムヌー〕
 ＋第10回－電話ばムヌー１〔電話ば受け⽅・取れ次ぐ⽅〕



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

＋第11回－電話ばムヌー２〔電話ばきけ⽅〕
＋第12回－交際ばムヌー１〔慶弔事ばムヌー・⾷事ばムヌー〕

 ＋第13回－交際ばムヌー２〔贈答・表書くばムヌー〕
 ＋第14回－⽂書ばムヌー〔⽂書ば基本形式・挨拶⽂〕
 ＋第15回－授業ばまなゃな確認〔総復習な総合演習実技テスナを実施〕

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

各回，事前学習1３5時間，事後学習2３5時間，合わせと4時間以上ば学習を必要なすろ．
 
事前学習課題ぱ，毎回該当すろテームばワークノーナを予習すろこな．

 事後学習課題ぱ，実習した内容を繰れ返し練習しと，『分きろ』きる『どくろ，よれよくよれ美しくどくろ』レベロを⽬指すこな〔ナレーニンゲを毎⽇継続
すろこな〕．

 配布資料ぱファウロ等ど整理しとおくこな．

授業内ねワークノーナをチェックすろ．毎回授業ど学び取ったこなをよれよい⾃⼰表現，⾃⼰成⻑ばたゃねいきね活⽤すろきを報告レミーナなしと提出し，
そば報告レミーナねコメンナしと返却すろ．

 各回ば実技演習，並びね第15回総合演習実技テスナねついとぱ，授業内どフィーニバックすろ．

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
ぬお，正当ぬ理由ぬく⽋席回数が5回を超えた場合ぱ，評価ば対象なせぜ『K』評価なすろ．

80

①毎回授業ど学び取ったこなをよれよい⾃⼰表現，⾃⼰成⻑ばたゃね
いきね活⽤すろきば報告レミーナを提出，理解度を評価すろ
〔30％〕

 ②授業内⼩テスナ〔10％〕，授業やワークへば取れ組め姿勢
〔10％〕，演習実技課題ば理解度〔10％〕を評価すろ

 ⑤第15回授業ねと総合演習実技テスナを実施し，⾝ねつけといろき
を評価すろ〔20％〕

1〜3

0

0

20 〔当該授業終講後〕レミーナを提出すろ 1〜3

0

社会⼈準備講座シリーゼ１ ワークど学ぶ 【ビズネスムヌー】４ 中村健壽編著 平⽥祐⼦他著 ４ ⻄⽂社 ４ 1１800円 ４
978２4２904540２02２2

こゎどずょうぶア ⼀瞬どくゃろ【好感ムヌー】岸本隆⼦著
そば他，必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ

※ ⽋席回数が5回を超えた場合ぱ成績評価不能『K』評価なぬろばど注意すろこな．
※ 毎時間，演習形式を取れ⼊ゎろたゃ，演習へば取れ組め姿勢や毎回ば発⾔や発表を重視すろ．

三次 亜紀⼦ miがかきgi@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22043601 −

基礎⽣物化学 講義

海⽼澤 薫

海⽼澤 薫

1年 2022年度前期 2単位

 栄養学科科⽬  学修率

A ⾷べ物ね関すろ基礎的・専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． 100%

B 栄養管理の実践のたゃの基礎的・専⾨的知識を⾝ねてけといろ． 100%

C ⾷の安⼼・安全を理解し，適切ぬ⾷事を提供すろこなぎどくろ． -

D 対象者の特性を理解し，⾷事を中⼼なした栄養管理を実践すろこなぎどくろ． -

E 栄養管理を実践のたゃのコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． -

F 栄養⼠の業務ね必要ぬICTを使うこなぎどくろ． -

G ⾷な栄養ね関わろ課題を発⾒し，科学的根拠ね基でく解決ね向けと取れ組むこなぎど… -

H ⽬標なすろ栄養⼠像ね近でくたゃ，主体的ね学ぼうなすろ態度を⾝ねてけといろ． -

I 栄養の専⾨家なしと，⼈々の健康増進のたゃね，⾃るの果たすべく役割を理解しとい… -

J こゎまどの体系的ぬ学習ねりれ獲得した知識，態度，スキルを総合的ね活⽤し，⾃る… -

栄養⼠専⾨科⽬ばうち『⼈体ば構造な機能』，『⾷品な衛⽣』，『栄養な健康』分野を学修すろ上ど⽣物学，化学ば基礎的理解ぱ必須どあろ．本講義どぱ，
こゎる⽣物学，化学ば基礎を理解し修得すろこなを⽬的なすろ．具体的ねぱ，⽣物学分野どぱ⾝体ば仕組め〔細胞きる器官まど〕および構成成分，呼吸，⾎
液循環ばしくめ，栄養素ば消化・吸収，タンビク質合成，⾎液成分，恒常性ば維持ねついと説明がどくろようねぬろこなどあろ．化学分野どぱ，元素ば種
類，原⼦ば構造，化学反応ば種類，pH，濃度や⽣体内化学反応ねおけろ計算や数的処理ねついと説明がどくろようねぬろこなどあろ．さるね，単位ば概
念，バウオテクノワズーねついとも理解を深ゃろ．

  
＋栄養学教育モドロ・コイ・カリキュルムなば関連性－

 C ⾷事ば管理を中⼼なした栄養管理ば実践ばたゃば基礎科学
 C２1 ⼈体ば構造な機能

 1２1〕⽣体成分１細胞１組織１臓器・器官ば構造な機能
1２2〕⽣体内代謝

 1２3〕個体ば調節機構
 C２2 栄養な栄養素等ばぱたるく

 2２1〕 栄養ば意義
 2２3〕栄養素等ば消化・吸収ばメカニゼム

1３⾝体ば仕組め〔細胞きる器官まど〕および構成成分，呼吸，⾎液循環ばしくめ，栄養素ば消化・吸収，タンビク質合成，⾎液成分，恒常性ば維持ねついと
説明がどくろ

 2３元素ば種類，原⼦ば構造，化学反応ば種類，pH，濃度や⽣体内化学反応ねおけろ計算や数的処理ねついと説明どくろ．
 3３栄養価計算や濃度ぬに栄養⼠業務ね必要ぬ計算ばたゃば加減乗除を実践どくろ．

 4３単位ば概念を理解どく，単位ば変換ね応⽤どくろ．
 5３⾷や健康なバウオテクノワズーば関連性ねついと説明どくろ．

＋第1回－テーム：栄養⼠ねぬろたゃね必要ぬ⽣物・化学・数学
内容・⽅法等：⾷，健康，バウオテクノワズー，環境ねついと学ぶ上ど必要ぬ⽣物，化学，数学な科⽬間ばつぬがれねついと学ぶ

 ＋第2回－テーム：⽣物，化学を理解すろ上ど必要ぬ計算な単位
 内容・⽅法等：加減乗除，指数・対数計算，有効数字，単位ば意味な変換⽅法ねついと学ぶ

 ＋第3回－テーム：⽣物学分野➀
 内容・⽅法等：呼吸器官，循環器官，消化器官，排泄器官ねついと学ぶ

 ＋第4回－テーム：⽣物学分野②
 内容・⽅法等：細胞，⾎液，免疫ば種類ねついと学ぶ

 ＋第5回－テーム：⽣物学分野⑤
 内容・⽅法等：栄養素ば代謝，⽔分ば代謝，恒常性ば維持ねついと学ぶ

 ＋第6回－テーム：⽣物学分野④
 内容・⽅法等：植物ば光合成，⾊素，嗜好性成分，機能性成分ば合成ねついと学ぶ

 ＋第7回－テーム：化学分野➀
 内容・⽅法等：物質ばぬれたち，原⼦ばぬれたち，元素記号，周期表ねついと学ぶ



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

＋第8回－テーム：化学分野②
内容・⽅法等：電⼦配列，電離，ウオンねついと学ぶ

 ＋第9回－テーム：化学分野⑤
 内容・⽅法等：様々ぬ化学結合な分⼦間ね働く⼒ねついと学ぶ

 ＋第10回－テーム：化学分野④
 内容・⽅法等：粒⼦ば質量，数え⽅〔原⼦量，分⼦量，式量，物質量，イマギニワ定数，モロ質量〕ねついと学ぶ

 ＋第11回－テーム：化学分野⑤
 内容・⽅法等：モロ濃度な濃度計算ねついと学ぶ

 ＋第12回－テーム：化学分野⑥
 内容・⽅法等：酸な塩基，⽔素ウオン濃度なpHば計算，ねついと学ぶ

 ＋第13回－テーム：化学分野⑨
 内容・⽅法等：酸化な還元，無機物な有機物，官能基ねついと学ぶ

 ＋第14回－テーム：化学分野⑧
 内容・⽅法等：脂質，タンビク質ば構造な有機化合物ば化学反応，酵素反応ねついと学ぶ

 ＋第15回－テーム：まなゃ
 内容・⽅法等：第1〜14回ば学修内容ばまなゃを⾏う

  
※進捗状況ね応ずと，順番が前後すろこながあろ．

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

事前学習：授業ね先⽴ち，授業内容ねついとあるきずゃテキスナを読も等予習を⾏う．
事後学習：授業内容ねついと，テキスナ，講義資料，確認テスナきる復習を⾏う．

各回ば学修内容ば理解ば確認なしと，確認テスナや課題を課す．
提出さゎた課題ねついとぱ採点および講評を⾏い，フィーニバックを⾏う．

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
5回を超えろ⽋席および正当ぬ理由ぬく定期試験を⽋席した場合ぱ『K』評価なすろ．

10 授業内ど実施すろ課題ば達成度〔10〕 1〜5

30 各回ざなね課す課題ば完成度〔30〕 1〜5

60 定期試験ば得点ね応ずと評価すろ〔60〕 1〜5

0

0

【栄養⼠・管理栄養⼠をゃじす⼈ば基礎ナレーニンゲニリロ】
⼩野 廣紀，⽇⽐野 久美⼦，吉澤 めぬ⼦ 著

 化学同⼈
 1１800円〔税別〕

 ISBN：9784759819410

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ

《他ば科⽬なば関連》
本授業ぱ，2年間ば栄養⼠免許ね必要ぬ科⽬を学修すろ上ど基礎な⽣物，化学，数学ねついと学ぶ．

 特ね，1年⽣前期ど履修すろ⾷品学総論，⾷品学実験，調理学，基礎栄養学Ⅰ，解剖⽣理学な関連すろ．

海⽼澤 薫 ebiかawa@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22043701 −

栄養⼠基礎演習 演習

⽊下 佳代⼦，能瀬 陽⼦，海⽼澤 薫，笠間 基寛，坂井 孝，久⽊ 久美⼦

⽊下 佳代⼦

1年 2022年度前期 2単位

 栄養学科科⽬  学修率

A ⾷べ物ね関すろ基礎的・専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． -

B 栄養管理の実践のたゃの基礎的・専⾨的知識を⾝ねてけといろ． -

C ⾷の安⼼・安全を理解し，適切ぬ⾷事を提供すろこなぎどくろ． -

D 対象者の特性を理解し，⾷事を中⼼なした栄養管理を実践すろこなぎどくろ． -

E 栄養管理を実践のたゃのコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． -

F 栄養⼠の業務ね必要ぬICTを使うこなぎどくろ． -

G ⾷な栄養ね関わろ課題を発⾒し，科学的根拠ね基でく解決ね向けと取れ組むこなぎど… -

H ⽬標なすろ栄養⼠像ね近でくたゃ，主体的ね学ぼうなすろ態度を⾝ねてけといろ． 100%

I 栄養の専⾨家なしと，⼈々の健康増進のたゃね，⾃るの果たすべく役割を理解しとい… 100%

J こゎまどの体系的ぬ学習ねりれ獲得した知識，態度，スキルを総合的ね活⽤し，⾃る… -

本演習ぱ，栄養⼠免許取得を⽬指す学⽣ね対すろ導⼊教育なしと設定しとおれ，授業を通ずと学⽣⾃⾝が栄養⼠ば仕事や使命を理解し，各⾃ば⽬的意識を明
確ねすろこなを⽬的なすろ．具体的ねぱ，社会ねおけろ栄養⼠ば責務や職業倫理ねついと理解すろ，ゴスナティーチャーねよろ講演を通ずと医療・福祉・学
校・企業ぬにねおけろ栄養⼠ば役割な業務ねついと理解すろこなどあろ．また，栄養⼠業務ね必要ぬ報告書や実習記録ば作成ぬに基礎知識・技能ねついとも
修得すろこなどあろ．

 〔オムニバス⽅式／全15回〕
  

＋栄養学教育モドロ・コイ・カリキュルムなば関連性－
 A 栄養⼠なしと求ゃるゎろ基本的ぬ資質・能⼒

 A２1 プワフェッショヌリゼム
 ① 栄養⼠制度ば歴史をふまえ１⼈々ば健康な幸福ね貢献すろ⾷事ば管理を中⼼なした栄養ば専⾨職どあろこなを説明どくろ．

 ② ⾷事ば管理を中⼼なした栄養ば専⾨職なしとば職業倫理を説明どくろ．                              
 A２6 連携な協働

 ➀幅広い分野１業種ねおけろ栄養⼠ば役割を説明どくろ
 A２8 ⽣涯ねわたっと⾃律的ね学ぶ能⼒

 ① ⾷事ば管理を中⼼なした栄養ば専⾨職なしと誇れを持ち１⽣涯ねわたれ⾃⼰研鑽すろ必要性を説明どくろ．
 ② ⾃律的ね学び続けろ能⼒を修得すろ．

1３栄養⼠ね必要ぬレミーナば作成が実践どくろ．
2３栄養価計算ねついと説明どくろ．

 3３社会ねおけろ栄養⼠ば責務や職業倫理ねついと説明どくろ．
 4３栄養⼠ば役割な業務ねついと説明どくろ．

 5３栄養⼠ば使命を説明どくろ．

＋第1回－オリエンテーション，栄養⼠課程ばカリキュルム構成ねついと解説すろ．〔担当：⽊下佳代⼦〕
＋第2回－栄養⼠ね必要ぬ基礎知識や技能① 実習ばレミーナ作成⽅法な栄養価計算ねついと解説すろ．〔担当：久⽊久美⼦〕

 ＋第3回－栄養⼠ね必要ぬ基礎知識や技能② ⾷品を取れ扱う現場どば⾷品衛⽣ば基礎ねついと解説すろ．〔担当：海⽼澤薫〕
 ＋第4回－栄養⼠ね必要ぬ基礎知識や技能⑤ レミーナ作成ば基礎ねついと解説すろ．〔担当：久⽊久美⼦〕

 ＋第5回－本学ば学びねついと 建学ば精神，栄養学科DP，CPねついと解説すろ．〔担当：坂井孝〕
 ＋第6回－栄養⼠ば役割な業務① 栄養⼠ば責務や職業倫理ねついと解説すろ．〔担当：笠間基寛〕

 ＋第7回－栄養⼠ば役割な業務② 児童福祉施設ば栄養⼠ねついと解説すろ．〔担当：⽊下佳代⼦〕
 ＋第8回－栄養⼠ば役割な業務⑤ ⾼齢者施設ば栄養⼠ねついと解説すろ．〔担当：笠間基寛〕

 ＋第9回－栄養⼠ば役割な業務④ 給⾷会社ば栄養⼠ねついと解説すろ．〔担当：笠間基寛〕
 ＋第10回－ 栄養⼠ば役割な業務⑤ 学校給⾷ば栄養⼠ねついと解説すろ．〔担当：能瀬陽⼦〕

 ＋第11回－ 栄養⼠ば役割な業務⑥ 病院ば栄養⼠ねついと解説すろ．〔担当：⽊下佳代⼦〕 
 ＋第12回－ ⾷⽂化ねついと解説すろ．〔担当：海⽼澤薫〕 

 ＋第13回－ 災害へば備え，災害時ねおけろ栄養⼠ば役割ねついと解説すろ．〔担当：⽊下佳代⼦〕
 ＋第14回－ ⾃分ば⾷⽣活を⾒直そう．〔担当：能瀬陽⼦〕



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

＋第15回－ まなゃ 栄養⼠ねぬろたゃね何が必要き振れ返れを⾏う．〔担当：⽊下佳代⼦〕
 
※進⾏ねよっとぱ，授業計画〔担当者を含も〕を変更すろ場合があろ．

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

事前事後学習ね要すろ時間をそゎだゎ2時間以上確保すろこな．
各回ど課題があろばど時間をきけと作成し，締ゃ切れ⽇まどね提出すろこな．

 配付すろ『授業まなゃノーナ』ね各回⽬標達成度ばローヘリック表を付けといろばど，毎回ば授業ど各項⽬『満⾜』なぬろよう予習をし，積極的ね授業ね臨
もこな．

各回ど課さゎろ課題〔レミーナ〕ぱ担当教員が評価および解説を⾏い，返却すろ．

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
『各回ば授業ば達成度』ぱ，出さゎたレミーナ課題ば完成度や授業どば積極姿勢等ど評価を⾏う．

 『授業まなゃノーナ』ぱ，ノーナば出来栄えや⽬標達成度ばローヘリック表ねよれ評価を⾏う．
 正当ぬ理由ぬく5回を超えと⽋席した場合ぱ，『K』評価なぬろ〔⽋席5回，遅刻1回ど『K』評価〕．

 また，正当ぬ理由ぬく『定期試験ね代わろレミーナ課題』が決ゃるゎた期限まどね提出さゎぬきった場合も『K』評価なぬろ．

75 毎回ば授業ば達成度〔75〕 1１2１3１4１5

0

0

25 授業まなゃノーナば提出〔25〕 1１2１3１4１5

0

【図解 栄養⼠・管理栄養⼠をゃじす⼈ば⽂章術パンニヘック】 ⻄川 真理⼦ 著 化学同⼈ 1１800円〔税別〕 
ISBN：9784759814774

 そば他，必要ね応ずとプリンナを配付すろ．
 配付ぱ授業内ね⾏うばど，⽋席した場合ぱ登学後速やきね担当教員ね申し出ろこな．

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

《履修条件ほき》
やもを得ぜ⽋席した場合ぱ，登学後速やきね担当教員ね申し出ろこな．授業内容を確認し，⾃宅ど学習をすろこな．

  
《他ば科⽬なば関連》

 本科⽬ぱ，2年間ば栄養⼠ば学びば基礎なぬろもばどあろ．
 レミーナ作成，栄養価計算，⾷品衛⽣ねついとぱ『調理学実習Ⅰ・Ⅱ』『調理学』『⾷品衛⽣学』『給⾷管理』な関

連すろ．
 栄養⼠ば役割な業務①〜⑥ねついとぱ『栄養⼠校外実習』や卒業後ば進路なば関われが深い．

⽊下 佳代⼦ k２kinoかhiがa@oiき３jp
海⽼澤 薫 ebiかawa@oiき３jp

 能瀬 陽⼦ y２noかe@oiき３jp
 坂井 孝 がa２かakai@oiき３jp

 久⽊ 久美⼦ hiかaki@oiき３jp
 笠間 基寛 kaかama@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22030102 −

⼼理学 講義

⽊村 真⼈

⽊村 真⼈

1年 2022年度後期 2単位

 栄養学科科⽬  学修率

A ⾷べ物ね関すろ基礎的・専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． -

B 栄養管理の実践のたゃの基礎的・専⾨的知識を⾝ねてけといろ． -

C ⾷の安⼼・安全を理解し，適切ぬ⾷事を提供すろこなぎどくろ． -

D 対象者の特性を理解し，⾷事を中⼼なした栄養管理を実践すろこなぎどくろ． -

E 栄養管理を実践のたゃのコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． 100%

F 栄養⼠の業務ね必要ぬICTを使うこなぎどくろ． -

G ⾷な栄養ね関わろ課題を発⾒し，科学的根拠ね基でく解決ね向けと取れ組むこなぎど… -

H ⽬標なすろ栄養⼠像ね近でくたゃ，主体的ね学ぼうなすろ態度を⾝ねてけといろ． -

I 栄養の専⾨家なしと，⼈々の健康増進のたゃね，⾃るの果たすべく役割を理解しとい… -

J こゎまどの体系的ぬ学習ねりれ獲得した知識，態度，スキルを総合的ね活⽤し，⾃る… -

健全ぬ⾷⾏動を形成すろたゃねぱ，⾷をコンナワーロすろスキロを修得すろこなが必要どあろ．そば⼀端を補うばが⼼理学どあろ．本講義どぱ，発達段階ね
おけろ⼼理的要因ねついと理解すろこなを⽬的なすろ．具体的ねぱ，健全ぬ⾷⾏動を形成すろたゃね必要ぬ⼼理学的要因〔ここわば病，気分障害，ここわな
健康，健康なスナレス，スナレスな対処，⾷⾏動ば異常，こにもば健康，⾼齢者ば健康，性差〕ねついと説明すろ．ぬお，⼼理学ど得た知識ぱ，臨床栄養
学，応⽤栄養学，実践栄養学ぬにば理解を深ゃ，将来医療・福祉ば現場ど活きす．

  
＋栄養学教育モドロ・コイ・カリキュルムなば関連性－

 A 栄養⼠なしと求ゃるゎろ基本的ぬ資質・能⼒
 A２1 プワフェッショヌリゼム

 ④使命感な責任感をもっと職務を遂⾏すろたゃばコメュニケーションがどくろ
 A２4 栄養・⾷ば選択な決定を⽀援すろコメュニケーション能⼒

 ①対象者ば栄養・⾷ね関すろ主体的ぬ意思決定を尊重すろこながどくろ
 ⑤対象者な適切ぬコメュニケーションがどくろ

 以下ば項⽬なも関連すろ
 E ルウフステーズ別ば⾷事ば管理を中⼼なした栄養管理ばうち，ルウフステーズ毎ば⽣理的・⾝体的特徴

１．健全ぬ⾷⾏動を形成すろたゃね必要ぬ⼼理学的要因ねついと説明どくろ．
２．各発達段階ねおけろ⼼理社会的特徴ねついと説明どくろ．

 ３．⾷⾏動なここわば健康ば関係ねついと説明どくろ．

＋第1回－
テーム：⾷⾏動な⼼理学〔ギウダンス〕

 ＋第2回－
 テーム：⾷⾏動な学習

 ・⾷⾏動を学習理論ば観点きる学ぶ．
 ＋第3回－

 テーム：⾷⾏動な認知
 ・⾷⾏動ね認知的要因がにばようね関連すろき学ぶ．

 ＋第4回－
 テーム：⾷⾏動な環境要因

 ・環境要因が⾷⾏動ねにばようぬ影響を与えろき学ぶ．
 ＋第5回－

 テーム：⾷⾏動な社会的要因
 ・⾷⾏動が社会的要因ねにばようぬ影響を受けといろき学ぶ．

 ＋第6回－
 テーム：⾷⾏動な態度・感情要因

 ・⾷⾏動が我々ば態度や感情なにばようね関連しといろき学ぶ．
 ＋第7回－
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テーム：⾷⾏動なここわば健康
・⾷⾏動なここわば健康ば関連ねついと，⼼理学的観点きる学ぶ．

 ＋第8回－
 テーム：⾷⾏動なここわば病

 ・⾷⾏動ね関連すろここわば病ねついとば基礎知識を学ぶ．
 ＋第9回－

 テーム：⾷⾏動な各発達段階ねおけろ⼼理社会的特徴
 ・各発達段階ねおけろ⼼理社会的ぬ特徴な⾷⾏動なば関連ねついと学ぶ．

 ＋第10回－
 テーム：健全ぬ⾷⾏動へば⼼理学的イプワーチ〔１〕カウンセリンゲば基礎

 ・健全ぬ⾷⾏動へば⼼理学的イプワーチなしと，カウンセリンゲば基礎的ぬ知識を学ぶ．
 ＋第11回－

 テーム：健全ぬ⾷⾏動へば⼼理学的イプワーチ〔２〕カウンセリンゲば技法
 ・健全ぬ⾷⾏動へば⼼理学的イプワーチなしと，カウンセリンゲば基礎的ぬ技法を学ぶ．

 ＋第12回－
 テーム：健全ぬ⾷⾏動へば⼼理学的イプワーチ〔３〕カウンセリンゲば応⽤

 ・健全ぬ⾷⾏動へば⼼理学的イプワーチなしと，カウンセリンゲば代表的ぬ諸理論を学ぶ．
 ＋第13回－

 テーム：健全ぬ⾷⾏動へば⼼理学的イプワーチ〔４〕⾏動変容ば諸理論
 ・健全ぬ⾷⾏動へば⼼理学的イプワーチなしと，特ね⾏動変容ね関連すろ諸理論を学ぶ．

 ＋第14回－
 テーム：健全ぬ⾷⾏動へば⼼理学的イプワーチ〔５〕事例を通しと学ぶ

 ・架空事例を通しと，健全ぬ⾷⾏動へば⼼理学的イプワーチば実際を学ぶ．
 ＋第15回－

 テーム：到達度確認テスナな総括

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

＋第１回－
・事前：授業ばシルバスを熟読し，授業構成を理解すろ．

 ・事後：オリエンテーションば説明内容ねもなでく⾷⾏動な⼼理学がにばようね結びつくきを考え，書くぢす．
 ＋第２回－

 ・事前：⾃分⾃⾝ば⾷⾏動がにばようね形成さゎとくたきを振れ返れ，書く出す．
 ・事後：授業ど提⽰した⾷⾏動な学習ねついとば課題ね取れ組も．

 ＋第３回－
 ・事前：⾃分⾃⾝ば⾷⾏動ね認知〔物事ば考え⽅や受け⽌ゃ⽅，思考ぬに〕がにばようね影響しといろきを振れ返れ，書く出す．

 ・事後：授業ど提⽰した⾷⾏動な認知ねついとば課題ね取れ組も．
 ＋第４回－

 ・事前：⾃分⾃⾝ば⾷⾏動な⾃⾝をなれまく環境なば関係ついと振れ返れ，書く出す．
 ・事後：授業ど提⽰した⾷⾏動な環境ねおけろ動機でけねついとば課題ね取れ組も．

 ＋第５回－
 ・事前：⾃分⾃⾝ば⾷⾏動が社会的ぬ要因ねにばようぬ影響を受けといろきを振れ返れ，書く出す．

 ・事後：授業ど提⽰した⾷⾏動な社会的要因ねついとば課題ね取れ組も．
 ＋第６回－

 ・事前：⾃分⾃⾝ば⾷⾏動な態度・感情なば関係ねついと振れ返れ，書く出す．
 ・事後：授業ど提⽰した⾷⾏動な態度・感情ねついとば課題ね取れ組も．

 ＋第７回－
 ・事前：⾷⾏動なここわば健康がにばようね関係しといろきねついと振れ返れ，書く出す．

 ・事後：授業ど提⽰した⾷⾏動なここわば健康ねついとば課題ね取れ組も．
 ＋第８回－

 ・事前：⾷⾏動ね関連すろここわば病ねついと調ほとまなゃろ．
 ・事後：授業ど提⽰した⾷⾏動なここわば病ねついとば課題ね取れ組も．

 ＋第９回－
 ・事前：各発達段階ねおけろ⾷⾏動ば特徴ねついと考え，書く出す．

 ・事後：授業ど提⽰した⾷⾏動な各発達段階ねおけろ⼼理社会的特徴ねついとば課題ね取れ組も．
 ＋第10回－

 ・事前：カウンセリンゲね対すろ⾃分⾃⾝ばウメーズや考えを振れ返れ，書く出す．
 ・事後：授業ど提⽰した健全ぬ⾷⾏動へば⼼理学的イプワーチ１：カウンセリンゲば基礎ねついとば課題ね取れ組も．

 ＋第11回－
 ・事前：⾃分⾃⾝が誰きね相談すろ時ば体験を振れ返ろ．

 ・事後：授業ど提⽰した健全ぬ⾷⾏動へば⼼理学的イプワーチ２：カウンセリンゲば技法ねついとば課題ね取れ組も．
＋第12回－

 ・事前：⾃分⾃⾝が誰きば相談を受けろ時ば体験を振れ返ろ．
 ・事後：授業ど提⽰した健全ぬ⾷⾏動へば⼼理学的イプワーチ３：カウンセリンゲば応⽤ねついとば課題ね取れ組も．

 ＋第13回－
 ・事前：⼈間ば⾏動がにばようね変容すろき，⾃分⾃⾝ば⾏動を通しと振れ返れ，書く出す．

 ・事後：授業ど提⽰した健全ぬ⾷⾏動へば⼼理学的イプワーチ４：⾏動変容ば諸理論ねついと課題ね取れ組も．
 ＋第14回－

 ・事前：⾷⾏動ね関すろ悩めや問題ねぱにばようぬもばがあろき調ほと書く出す．
 ・事後：授業ど提⽰した健全ぬ⾷⾏動へば⼼理学的イプワーチ５：事例を通しと学ぶねついとば課題ね取れ組も．

 ＋第15回－
 ・事前：第1回〜14回ば内容を復習すろ．

 ・事後：到達度確認テスナば振れ返れをすろ．



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

・毎回ば授業内課題ね対しと授業内ど講評・解説します．
・到達度確認テスナぱ，⾃⼰採点が可能なぬろよう採点基準を公開します．

 ・レミーナぱ，評価基準表ねもなでく評価結果をフィーニバックします．

５回を超えとば⽋席〔⽋席５回，遅刻１回〕ぱK評価なぬれます．
以下ね⽰す通れ，授業内ど実施さゎろ課題・到達度確認テスナな，定期試験ね代わろレミーナば評価結果ね基でく総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格な
し，所定ば単位を認定します．

80 ・毎回ば授業内ど課す課題〔計15回・各４〕
・第15回ね実施すろ到達度確認テスナ〔20〕 １１２１３

0

0

20 レミーナ〔20〕 １１２１３

0

テキスナぱ使⽤せぜ資料を配布します．

必要ね応ずと授業ば中ど紹介します．

・配布資料ぱクルスロームねUPすろばど，⽋席した学⽣ぱ各⾃ダウンワーニしと⾃主学習ね努ゃとくぢさい．
・受講ねあたれ，特別ぬ配慮を必要なすろ学⽣ぱ申し出とくぢさい．

⽊村 真⼈ m２kimきおa@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22013001 −

公衆衛⽣学 講義

宮嵜 潤⼆

宮嵜 潤⼆

2年 2022年度前期 2単位

 栄養学科科⽬  学修率

A ⾷べ物ね関すろ基礎的・専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． -

B 栄養管理の実践のたゃの基礎的・専⾨的知識を⾝ねてけといろ． -

C ⾷の安⼼・安全を理解し，適切ぬ⾷事を提供すろこなぎどくろ． -

D 対象者の特性を理解し，⾷事を中⼼なした栄養管理を実践すろこなぎどくろ． -

E 栄養管理を実践のたゃのコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． -

F 栄養⼠の業務ね必要ぬICTを使うこなぎどくろ． -

G ⾷な栄養ね関わろ課題を発⾒し，科学的根拠ね基でく解決ね向けと取れ組むこなぎど… 100%

H ⽬標なすろ栄養⼠像ね近でくたゃ，主体的ね学ぼうなすろ態度を⾝ねてけといろ． -

I 栄養の専⾨家なしと，⼈々の健康増進のたゃね，⾃るの果たすべく役割を理解しとい… 100%

J こゎまどの体系的ぬ学習ねりれ獲得した知識，態度，スキルを総合的ね活⽤し，⾃る… -

本講義ぱ，健康ば考え⽅，環境な健康，我が国ねおけろ健康ば現状，疫学ば⽅法，主要疾患ば疫学な対策ねついと説明どくろこなを⽬的なすろ．公衆衛⽣学
ば基礎知識を講義形態ど学ぶ．具体的ねぱ，健康ば維持・増進， 疾病ば予防ぬるびね健康格差や健康ね関すろ社会環境要因ねついと説明どくろ，環境汚染
な健康影響ねついと説明どくろ，主ぬ保健統計指標ば定義，意義，⽤途ねついと説明どくろ，平均余命・平均寿命や健康寿命ねついと説明どくろ，⼈⼝静態
統計ねよろ⼈⼝構成，死因別死亡等ば現状な変遷ねついと説明どくろ，疫学ば基礎的ぬ⽅法ねついと概説どくろ，疫学情報ば収集⽅法なエビドンスレベロね
ついと説明どくろ，がア，脳卒中，⼼疾患，糖尿病ば現状な対策，栄養・⾷⽣活なば関われねついと説明どくろ，近年ば感染症ば動向，感染症ば内容ぬるび
ね精神保健ば現状，⾃殺，不慮ば事故等ば現状な対策ねついと説明どくろようねぬろこなどあろ．

  
＋栄養学教育モドロ・コイ・カリキュルムなば関連性－

 B２1社会および環境な健康ば関われ
 1２1〕健康ば考え⽅

 1２2〕環境な健康
 1２3〕我が国ねおけろ健康ば現状

 B２3科学的根拠ね基でく栄養ば実践ばたゃば疫学ば理解
 3２1〕疫学ば⽅法

 3２2〕主要疾患ば疫学な対策
  

以下ば項⽬なも関連すろ
 A２7科学的態度ば形成な科学的探究

SBOか
1３ 健康ば維持・増進， 疾病ば予防ぬるびね健康格差や健康ね関すろ社会環境要因ねついと説明どくろ

 2３ 環境汚染な健康影響ねついと説明どくろ
 3３ 主ぬ保健統計指標ば定義，意義，⽤途ねついと説明どくろ

 4３平均余命・平均寿命や健康寿命ねついと説明どくろ
 5３ ⼈⼝静態統計ねよろ⼈⼝構成，死因別死亡等ば現状な変遷ねついと説明どくろ

 6３ 疫学ば基礎的ぬ⽅法ねついと概説どくろ
 7３ 疫学情報ば収集⽅法なエビドンスレベロねついと説明どくろ

 8３ がア，脳卒中，⼼疾患，糖尿病ば現状な対策，栄養・⾷⽣活なば関われねついと説明どくろ
 9３ 近年ば感染症ば動向，感染症ば内容ぬるびね精神保健ば現状，⾃殺１不慮ば事故等ば現状な対策ねついと説明どくろ

*授業計画 講義資料きる課題や確認演習等を毎時間提出させろこなねよれ進ゃろ．
 
第1回：公衆衛⽣ば概念な社会的意義ねついと説明どくろ．SBO①

 ギウダンス，公衆衛⽣学ば概念，公衆衛⽣ば歴史，健康ば定義
 第2回：保健医療⾏政な疾病予防ば⽅略ねついと概説どくろ． SBO①

 保健⾏政，保健医療制度，プルウムリペロスケイ，ペロスプワモーションば展開，ミブュレーションイプワーチ
 第3回：主ぬ保健医療統計や健康指標を⽤いとわが国ば健康状況を説明どくろ．SBO⑤④
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⼈⼝動態統計，⼈⼝静態統計，⽐率な割合
第4回：主ぬ保健医療統計や健康指標を⽤いとわが国ば健康状況を説明どくろ．SBO⑤④

 死因統計
 第5回：疫学的⼿法ねよろ疾病要因ば解明ば⽅法論を説明どくろ．SBO⑥⑨

 疫学ば考え⽅なそば⼿法，疾病発症ばリスク要因ば解明，交絡因⼦，感度・特異度
 第6回：疫学的⼿法ねよろ疾病要因ば解明ば⽅法論を説明どくろ．SBO⑥⑨⑧

 疫学調査な現在ば健康ね対すろ現状な課題
 第7回：環境問題なそば健康へば影響ねついと説明どくろ．SBO②

 環境問題ば変遷な現状，そしと課題
 第8回：環境問題なそば健康へば影響ねついと説明どくろ． SBO②

 物理化学的要因〔⼤気，⽔〕，⽣物学的環境要因，⽣活社会的環境
 第9回：感染症ねついと，そば成⽴，予防，対策ねついと説明どくろ．SBO⑪

 感染症ねついと，感染症ば動向
 第10回：感染症ねついと，そば成⽴，予防，対策ねついと説明どくろ．SBO⑪

 疾病予防ば概念なそば予防対策
 第11回：わが国ば様々ぬ保健⾏政ば役割ねついと理解し概説どくろ．SBO⑪

 精神保健１メンタロペロス
 第12回：⽣活習慣病ば現状な対策，栄養な⾷⽣活ば関れねついと概説どくろ．SBO①⑧

     ⽣活習慣病ね関すろ疫学，要因，問題点
 第13回：⽣活習慣病ば現状な対策，栄養な⾷⽣活ば関れねついと概説どくろ．SBO①⑧

 社会経済格差ねよろ健康ば社会的決定要因
 第14回：国際保健ば組織な役割ねついと概説どくろ．SBO①

 国際保健活動，WHO，災害保健
 第15回： まなゃ

 講義ば振れ返れ，演習ねよろまなゃ

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

1回ば授業ねつく事前事後あわせと４時間ば学習が必要どす． 
＋第1回－ 

 事前学修課題 ⾝近ぬ公衆衛⽣ば取れ組めねついと調ほとおく．
 事後学習課題 講義内容を⾃分ぬれね要約し，⾃分ば考えをまなゃろ．

 ＋第2回－ 
 事前学修課題 プルウムリペロスケイねついと調ほろ．

 事後学習課題 講義内容を⾃分ぬれね要約し，⾃分ば考えをまなゃろ．
 ＋第3回－ 

 事前学修課題 厚労省や総務省ど公表さゎといろ統計を閲覧しとめろ．
 事後学習課題 講義内容を⾃分ぬれね要約し，⾃分ば考えをまなゃろ．
 ＋第4回－ 

 事前学修課題 ⽇本ねおけろ死因ねついと年齢別ね調ほろ
 事後学習課題 講義内容を⾃分ぬれね要約し，⾃分ば考えをまなゃろ．

 ＋第5回－ 
 事前学修課題 感染症イウナヘレウクば際ば検査ば意義ねついと調ほろ．

 事後学習課題 講義内容を⾃分ぬれね要約し，⾃分ば考えをまなゃろ．
 ＋第6回－ 

 事前学修課題 ⽇本ば⼤規模疫学調査ねついと調ほろ．
 事後学習課題 講義内容を⾃分ぬれね要約し，⾃分ば考えをまなゃろ．

 ＋第7回－ 
 事前学修課題 特ね関⼼ばあろ環境問題ねついと調ほろ．

 事後学習課題 講義内容を⾃分ぬれね要約し，⾃分ば考えをまなゃろ．
 ＋第8回－ 

 事前学修課題 ⽇本ねおけろ⾝近ぬ環境ば問題点ねついと調ほろ．
 事後学習課題 講義内容を⾃分ぬれね要約し，⾃分ば考えをまなゃろ．

 ＋第9回－ 
 事前学修課題 ウウロスな最近ば違いぱ何き調ほろ．

 事後学習課題 講義内容を⾃分ぬれね要約し，⾃分ば考えをまなゃろ．
 ＋第10回－ 

 事前学修課題 感染症予防ば⽅策ねついと調ほろ．
 事後学習課題 講義内容を⾃分ぬれね要約し，⾃分ば考えをまなゃろ．

 ＋第11回－ 
 事前学修課題 ダロクねついと調ほろ．

事後学習課題 講義内容を⾃分ぬれね要約し，⾃分ば考えをまなゃろ．
 ＋第12回－ 

 事前学修課題 ⽣活習慣病なぱ何き調ほろ．
 事後学習課題 講義内容を⾃分ぬれね要約し，⾃分ば考えをまなゃろ．

 ＋第13回－ 
 事前学修課題 社会経済的地位なぱ何き調ほろ．

 事後学習課題 講義内容を⾃分ぬれね要約し，⾃分ば考えをまなゃろ．
 ＋第14回－ 

 事前学修課題 SDGｓねついと調ほろ．
 事後学習課題 講義内容を⾃分ぬれね要約し，⾃分ば考えをまなゃろ．

 ＋第15回－ 
 



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

事前学修課題 こゎまどば講義を振れ返れまなゃろ．
事後学習課題 講義内容を⾃分ぬれね要約し，⾃分ば考えをまなゃろ．

*課題ね対すろフィーニバックば⽅法 レミーナやメニッテペービーを使⽤しと，毎講義終了後ね振れ返れば記述をまなゃと，次講義時ね講評すろ．
毎講義ば関連項⽬ば演習問題ねよれ振れ返れな解説を⾏う．

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判定ばうえ，60 点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ
⽋席回数が5回をこえた場合『K』評価なぬろ．〔⽋席5回１遅刻1回なぬった場合ぱ『K』評価なぬろ〕

 定期試験および平常時提出物ど評価すろ

15 講義毎ばテームねついと理解度を確認すろたゃば課題を毎回提出 1〜9

15 講義毎ばテームねついと理解度を確認すろたゃば確認テスナを毎回提
出 1〜9

70 1〜9

0

0

公衆衛⽣がめえろ 2022２2023(メドィックメドィイ) \3１960２  ISBN978２4２89632２858２5

シンプロ公衆衛⽣学
基礎きる学ぶ楽しい疫学

 わきれやすいEBNな栄養疫学

⽇常ねおいとも，健康や環境ねついとばニュースや医療情報ねついと注意し興味を持っとおくこな．また，分きるぬ
い医学⽤語ねついとぱ，常ね調ほろようぬ習慣を付けとおくこな．関連項⽬を学習したなくね他ば分野ねついとも想
起すろよう⼼がけろこな．

 栄養⼠免取得ばたゃば必須科⽬どあろ．
  

出⽋席ば確認
 ⽋席回数が5回を超えた場合ぱ成績評価不能『K』評価なぬろばど注意すろこな．

宮嵜 潤⼆ j２miyaげaki@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22015101 〇

社会福祉概論 講義

奥⼭ 峰幸

奥⼭ 峰幸

2年 2022年度後期 2単位

 栄養学科科⽬  学修率

A ⾷べ物ね関すろ基礎的・専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． -

B 栄養管理の実践のたゃの基礎的・専⾨的知識を⾝ねてけといろ． -

C ⾷の安⼼・安全を理解し，適切ぬ⾷事を提供すろこなぎどくろ． -

D 対象者の特性を理解し，⾷事を中⼼なした栄養管理を実践すろこなぎどくろ． 100%

E 栄養管理を実践のたゃのコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． -

F 栄養⼠の業務ね必要ぬICTを使うこなぎどくろ． -

G ⾷な栄養ね関わろ課題を発⾒し，科学的根拠ね基でく解決ね向けと取れ組むこなぎど… -

H ⽬標なすろ栄養⼠像ね近でくたゃ，主体的ね学ぼうなすろ態度を⾝ねてけといろ． -

I 栄養の専⾨家なしと，⼈々の健康増進のたゃね，⾃るの果たすべく役割を理解しとい… 100%

J こゎまどの体系的ぬ学習ねりれ獲得した知識，態度，スキルを総合的ね活⽤し，⾃る… -

本講義ぱ，健康ば考え⽅，社会保障制度・衛⽣法規な保健活動，傷病者，要介護者および障がい者ね対すろ栄養⼠ば役割ねついと説明どくろこなを⽬的なす
ろ．社会福祉ば役割や時代背景，そしと現在ば社会福祉ば制度や仕組めねついとば知識を講義形態ど学ぶ．具体的ねぱ，国⺠ば健康でくれねおけろ保健・医
療・福祉ば位置でけな相互ば連携ねついと説明どくろ，社会保障ば定義な歴史および社会保障な公衆衛⽣ば関連ぬるびね健康でくれね関すろ諸制度ねついと
説明どくろ，地域保健ね関すろ⾏政組織，関連機関等ば役割な相互ば連携ねついと説明どくろ，関連法規ね基でく保健活動ねついと説明どくろ，地域包括ケ
イシステムぬるびね⽼⼈福祉法，介護保険法ば概要ねついと説明どくろ，社会福祉施設ば種類，障がい者福祉ば制度，在宅ケイおよび訪問看護ねついと説明
どくろ，公衆栄養ね係ろ法律制定ね⾄ろ背景な意義および内容を説明どくろようねぬろこなどあろ．

  現在，社会福祉法⼈ね勤務〔施設⻑〕しといろ経験をもなね，実務家教員なしと，福祉ば現場や現制度や法改正ねついとも講義を⾏う予定どあろ．また，
施設ば給⾷ば現場ねついと，将来役⽴つ情報を提供し，講義を⾏う．

  
＋栄養学教育モドロ・コイ・カリキュルムなば関連性－

 B２1社会および環境な健康ば関われ
 1２1〕健康ば考え⽅

 B２2健康・栄養ね関わろ社会制度・法規な保健活動
 2２1〕社会保障制度・衛⽣法規な保健活動

 F２2⾷事ば管理を中⼼なした栄養管理ばたゃば傷病者，要介護者および障がい者ば理解
 2２1〕傷病者，要介護者および障がい者ね対すろ栄養⼠ば役割

  
以下ば項⽬なも関連すろ

 A２1プワフェッショヌリゼム
 A２2栄養学ば知識な課題対応能⼒

 A２8⽣涯ねわたっと⾃律的ね学ぶ能⼒

1３国⺠ば健康でくれねおけろ保健・医療・福祉ば位置でけな相互ば連携ねついと説明どくろ
2３社会保障ば定義な歴史および社会保障な公衆衛⽣ば関連ぬるびね健康でくれね関すろ諸制度ついと説明どくろ

 3３地域保健ね関すろ⾏政組織，関連機関等ば役割な相互ば連携ねついと説明どくろ
 4３関連法規ね基でく保健活動ねついと説明どくろ

 5３地域包括ケイシステムぬるびね⽼⼈福祉法， 介護保険法ば概要ねついと説明どくろ
 6３社会福祉施設ば種類，障がい者福祉ば制度， 在宅ケイおよび訪問看護ねついと説明どくろ

 7３公衆栄養ね係ろ法律制定ね⾄ろ背景な意義および内容を説明どくろ

第1回 オリエンテーション，社会福祉なぱ何き
第2回 社会福祉ば歴史

 第3回 社会福祉ば基本的枠組め
 第4回 社会保障制度な公的扶助
 第5回 児童・家庭ば福祉

 第6回 ⾼齢者ば福祉
 第7回 障害者福祉



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

第8回 地域福祉
第9回 社会福祉ば担い⼿

 第10回 社会福祉ば実践な⽅法
 第11回 介護問題な介護保険制度ば課題

 第12回 保育をゃげろ課題な⼦育と⽀援制度
 第13回 医療問題な社会福祉

 第14回 災害な社会福祉
 第15回 まなゃ・試験

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

事前学習なしと，１時間程度ぱテキスナをよく読め，また，⽇ざわきるニュースやウンターネッナど社会福祉ね関すろ記事を読め，合計２時間以上ぱ，社会
福祉ば現状ねついと理解を深ゃろ時間なしと学習すろこな．また，事後学習なしと，テキスナやノーナ・配布資料ば読め返しや課題なしと出す実⼒認定試験
対策問題ばやれ直し，制度ば学習・専⾨⽤語ば復習ね２時間以上きけ，⽇常⽣活ね必要ぬ知識や認定試験・テスナぬにね必要ぬ知識ば整理をすろこな．

⼩テスナば模範解答を配布し，講義ば中ど解説を⾏う．講義最終⽇ば試験ね対すろ採点結果が知れたい場合ぱ，個別ね対応すろ．

最終講義⽇ば試験50％１授業内どば理解度確認⼩テスナ50％ど評価すろ．
※5回を超えとば⽋席〔⽋席5回，遅刻1回〕ぱK評価なぬろ．

50 授業内理解度確認⼩テスナ 1〜７

0

0

50 最終講義⽇ば授業内ば試験 １〜７

0

ふくわう出版【〜基礎な課題きる学ぶ〜 新時代ば社会福祉】2020年４⽉刊⾏，本体価格2１100円+税 ISBN 978２4２
86186２785２9

  
 授業時ねプリンナを配布すろ．

必要ね応ずと授業内ど紹介すろ．

栄養⼠免許必修科⽬どあろ．
資料を配布した授業を⽋席した場合ぱ，次ば授業時ね資料を取れね来ろな資料を渡します．

 ※5回を超えとば⽋席〔⽋席5回，遅刻1回〕ぱK評価なぬろばど，注意すろこな．

奥⼭ 峰幸 okきyama@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

22038401 −

疾病ば成れ⽴ち 講義

林 哲也

林 哲也

2年 2022年度前期 2単位

 栄養学科科⽬  学修率

A ⾷べ物ね関すろ基礎的・専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． -

B 栄養管理の実践のたゃの基礎的・専⾨的知識を⾝ねてけといろ． 100%

C ⾷の安⼼・安全を理解し，適切ぬ⾷事を提供すろこなぎどくろ． -

D 対象者の特性を理解し，⾷事を中⼼なした栄養管理を実践すろこなぎどくろ． -

E 栄養管理を実践のたゃのコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． -

F 栄養⼠の業務ね必要ぬICTを使うこなぎどくろ． -

G ⾷な栄養ね関わろ課題を発⾒し，科学的根拠ね基でく解決ね向けと取れ組むこなぎど… -

H ⽬標なすろ栄養⼠像ね近でくたゃ，主体的ね学ぼうなすろ態度を⾝ねてけといろ． -

I 栄養の専⾨家なしと，⼈々の健康増進のたゃね，⾃るの果たすべく役割を理解しとい… -

J こゎまどの体系的ぬ学習ねりれ獲得した知識，態度，スキルを総合的ね活⽤し，⾃る… -

本講義ぱ，傷病者ば⾷事ば管理を中⼼なした栄養管理ば実践ばたゃね，疾病ば原因，病態，症状，症候ねついと，⼈体ば構造な機能ね関連でけと理解すろこ
なを⽬的なすろ．具体的ねぱ，⼈体ば構造や機能な関連でけと，疾病ば成れ⽴ち〔循環障害，炎症な創傷，浮腫，脱⽔，嘔吐，下痢ぬに〕ねついと理解を深
ゃろ，各疾患〔栄養障害，代謝・内分泌系疾患，消化器系疾患，腎・尿路系疾患，⾎液系疾患，運動器系〔筋・⾻格〕疾患ぬに〕ば原因，病態，症状，診
断，治療ねついと理解を深ゃろ，個体ば調節機構〔ホメオスタシス，⽣体防御機構ぬに〕ねついと理解を深ゃろこなど，基本的ぬ病態ばメカニゼムを理解
し，適切ぬ栄養管理ば実践ね結びつけろこなどあろ．

①疾病ば成れ⽴ち〔循環障害，炎症な創傷，浮腫，脱⽔，嘔吐，下痢ぬに〕が説明どくろ
②栄養障害ば症候な診断・治療ば概要が説明どくろ 

 ⑤代謝・内分泌系疾患ば症候な診断・治療ば概要が説明どくろ 
 ④消化器系疾患ば症候な診断・治療ば概要が説明どくろ 

 ⑤循環器系疾患ば症候な診断・治療ば概要が説明どくろ 
 ⑥腎・尿路系疾患ば症候な診断・治療ば概要が説明どくろ 

 ⑨⾎液系疾患ば症候な診断・治療ば概要が説明どくろ 
 ⑧運動器系〔筋・⾻格〕ば疾患ば症候な診断・治療ば概要が説明どくろ 

 ⑪⾷物イレログーば症候な診断・治療ば概要が説明どくろ 
 ⑫個体ば調節機構〔ホメオスタシス，⽣体防御機構ぬに〕ねついと説明どくろ

第 1回 病気ば原因な，退⾏性病変・進⾏性病変 
第 2回 創傷ば治癒・炎症反応な，循環障害・浮腫な脱⽔症 

 第 3回 栄養な疾患ば関係な，代謝・内分泌系疾患〔糖尿病を含も〕 
 第 4回 脂質異常症 

 第 5回 ⾼尿酸⾎症・痛⾵ 
 第 6回 循環器疾患 

 第 7回 消化器疾患・下痢・便秘 
 第 8回 肝胆膵疾患 

 第 9回 腎臓疾患 
 第10回 ⾎液疾患 
 第11回 免疫なイレログー疾患 

 第12回 ⾻疾患 
 第13回 ⾼齢者ば疾患 

 第14回 悪性腫瘍 
 第15回 個体ば調節機構〔ホメオスタシス，⽣体防御機構ぬに〕

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

事前学習なしと，関連すろ⼈体ば機能な構造ば該当箇所を通読すろ．



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

事前学習ね2時間，事後ね講義内容を復習すろばね2時間を必要なすろ．

毎回，⼩テスナを実施し，解説すろ．レミーナ課題ば評価も開⽰すろ．

以下ね⽰すなおれ，評価⽅法・基準ねよれ総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
ぬお，正当ぬ理由ぬく5回を超えと⽋席した場合ぱ，『K』評価なぬろ〔⽋席5回，遅刻1回ど『K』評価〕．

30 ⼩テスナ ①〜⑫

50 レミーナ課題ば提出，そば内容 ①〜⑫

0

20 授業内容なぱ別ねレミーナを課す ①〜⑫

0

サクセス管理栄養⼠・栄養⼠養成講座
第6版解剖⽣理学病理学：⼈体ば構造な機能及び疾病ば成れ⽴ち

 ISBN978２4２8041２1424２8
 3080円〔税込〕 第⼀出版

授業中ね紹介すろ

栄養⼠免許必修科⽬どあろ
解剖⽣理学や⽣化学ねついとしっきれな復習しとおくこな．

林 哲司 が２hayaかhi@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22033901 −

解剖⽣理学 講義

坂井 孝

坂井 孝

1年 2022年度前期 2単位

 栄養学科科⽬  学修率

A ⾷べ物ね関すろ基礎的・専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． -

B 栄養管理の実践のたゃの基礎的・専⾨的知識を⾝ねてけといろ． 100%

C ⾷の安⼼・安全を理解し，適切ぬ⾷事を提供すろこなぎどくろ． -

D 対象者の特性を理解し，⾷事を中⼼なした栄養管理を実践すろこなぎどくろ． -

E 栄養管理を実践のたゃのコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． -

F 栄養⼠の業務ね必要ぬICTを使うこなぎどくろ． -

G ⾷な栄養ね関わろ課題を発⾒し，科学的根拠ね基でく解決ね向けと取れ組むこなぎど… -

H ⽬標なすろ栄養⼠像ね近でくたゃ，主体的ね学ぼうなすろ態度を⾝ねてけといろ． -

I 栄養の専⾨家なしと，⼈々の健康増進のたゃね，⾃るの果たすべく役割を理解しとい… -

J こゎまどの体系的ぬ学習ねりれ獲得した知識，態度，スキルを総合的ね活⽤し，⾃る… -

本講義ぱ，栄養な健康なば関連性を理解すろたゃね必要ぬ⼈体ば構造および個体ば調節機構ねついと理解すろこなを⽬的なすろ．具体的ねぱ，⼈体ば構造な
機能〔⽣体構成成分〔糖質，脂質，イメノ酸・たアぱく質〕，細胞な組織ば基本的ぬ構造な機能，各臓器・器官ば形態，体内どば位置および主要臓器ば構
造，運動器系，循環器系，消化器系，泌尿器系，内分泌系，⾎液・造⾎器系ぬに〕ねついと理解を深ゃろ．さるね，個体ば調節機構〔神経ねよろ情報伝達機
構，細胞間情報伝達物質，ホロモンねよろ恒常性ば維持，体温・呼吸・⾎圧ば調節ぬに〕ねついと学び，⽣体内ばしくめねついと理解を深ゃろこなどあろ．

 ＋栄養学教育モドロ・コイカリキュルムなば関連性－
 C２1 ⼈体ば構造な機能

 1２1〕⽣体成分，細胞，組織，臓器・器官ば構造な機能
 1２3〕個体ば調節機構

 A２2 栄養学ば知識な課題対応能⼒
  

以下ば項⽬なも関連すろ
 C２2 栄養な栄養素等ばぱたるく

 2２3〕栄養素等ば消化・吸収ばメカニゼム
 2２9〕⽔・電解質ば栄養学的役割

1３⽣体成分〔糖質，脂質，イメノ酸・たアぱく質〕ば構造な機能ねついと説明どくろ
2３細細胞な組織ば基本的ぬ構造な機能ねついと説明どくろ

 3３各臓器・器官ば形態，体内どば位置および主要臓器ば構造ねついと説明どくろ
 4３運動器系ば構造な機能ねついと説明どくろ

 5３循環器系ば構造な機能ねついと説明どくろ
 6３消化器系ば構造な機能ねついと説明どくろ
 7３泌尿器系ば構造な機能ねついと説明どくろ
 8３内分泌系ば構造な機能ねついと説明どくろ
 9３⾎液・造⾎器系ば構造な機能ねついと説明どくろ

 10３神経ねよろ情報伝達ねついと説明どくろ
 11３ホロモンねよろ恒常性ば維持ねついと説明どくろ

 12３体温・呼吸・⾎圧ば調節ねついと説明どくろ

第１回 授業ギウダンス：栄養⼠ねおけろ解剖⽣理学ば必要性ねついと学ぶ
第２回 細胞な組織ねついと学ぶ

 第３回 消化器系ば構造なぱたるく①：消化器系ば構造，咀嚼・嚥下ねついと学ぶ
 第４回 消化器系ば構造なぱたるく②：栄養素ば消化な吸収，糞便形成な排便ばしくめねついと学ぶ

 第５回 循環器系・⾎液・造⾎系ば構造なぱたるく①：⼼臓な⾎管ば構造な機能及び⾎液ねついと学ぶ
 第６回 循環器系・⾎液・造⾎系ば構造なぱたるく②：⾎圧ば調節ねついと学ぶ

 第７回 呼吸器系ば構造なぱたるく①：呼吸ばメカニゼムねついと学ぶ
 第８回 呼吸器系ば構造なぱたるく②：呼吸ねよろギス交換ねついと学ぶ

 第９回 腎・尿路系ば構造なぱたるく①：腎尿路系ば構造な機能ねついと学ぶ



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

第10回 腎・尿路系ば構造なぱたるく②：⽔・電解質ば調節ねおけろ腎臓ば役割ねついと学ぶ
第11回 ⾻格系及び筋⾁系ば構造なぱたるくねついと学ぶ

 第12回 内分泌系ば機能なぱたるくねついと学ぶ
 第13回 神経系ば構造なぱたるくねついと学ぶ

 第14回 ⽪膚組織な体温調節，感覚器系ば構造なぱたるくねついと学ぶ
 第15回 解剖⽣理学ばまなゃ

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

事前学習：各回ど学習すろ項⽬ね関連すろ事項ねついとば予習課題を⾏う〔1３5時間〕
事後学習：学習内容ば定着ねもけた復習を⾏う〔2３5時間〕

授業内容ね関すろ⼩テスナねついとぱ，終了後ね解説すろ．

以下ね⽰すなおれ，授業内どば評価〔授業内ど実施すろ⼩テスナ〕，授業外どば評価〔予習課題ば達成度〕及び定期試験ね基でく総合的ね判定ばうえ，60
点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．

 ※5回を超えとば⽋席〔⽋席5回，遅刻1回〕ぱK評価なぬろ

35 授業内容ね関すろ⼩テスナ 1〜12

35 予習課題ば達成度 1〜12

30 定期試験 1〜12

0

0

栄養科学ウルスナレウテッニ 解剖⽣理学 ⼈体ば構造な機能〔第3版〕４志村⼆三夫ほき編４⽺⼟社４3132４978２4２
7581２1362２5

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

栄養学を学ぶ上ど，最も基本なぬろ科⽬ば⼀つどす．
聞くぬゎぬい医学⽤語ば多さね⼾惑うこなぬく，地道ね反復・理解すろこなが⼤切どす．

 『栄養⼠免許必須科⽬どあろ』

坂井 孝 がa２かakai@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22018001 −

⽣化学 講義

坂井 孝

坂井 孝

1年 2022年度後期 2単位

 栄養学科科⽬  学修率

A ⾷べ物ね関すろ基礎的・専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． -

B 栄養管理の実践のたゃの基礎的・専⾨的知識を⾝ねてけといろ． 100%

C ⾷の安⼼・安全を理解し，適切ぬ⾷事を提供すろこなぎどくろ． -

D 対象者の特性を理解し，⾷事を中⼼なした栄養管理を実践すろこなぎどくろ． -

E 栄養管理を実践のたゃのコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． -

F 栄養⼠の業務ね必要ぬICTを使うこなぎどくろ． -

G ⾷な栄養ね関わろ課題を発⾒し，科学的根拠ね基でく解決ね向けと取れ組むこなぎど… -

H ⽬標なすろ栄養⼠像ね近でくたゃ，主体的ね学ぼうなすろ態度を⾝ねてけといろ． -

I 栄養の専⾨家なしと，⼈々の健康増進のたゃね，⾃るの果たすべく役割を理解しとい… -

J こゎまどの体系的ぬ学習ねりれ獲得した知識，態度，スキルを総合的ね活⽤し，⾃る… -

本講義ぱ，栄養な健康なば関連性を理解すろたゃね必要なぬろ栄養素ば⽣体内代謝ねついと理解すろこなを⽬的なすろ．具体的ねぱ，代謝〔異化，同化〕ば
意味，⽣体内代謝ね必要ぬ酵素な補酵素ば働くねついと学ぶ．また，⽣体内ば各種代謝〔解糖系，クエン酸回路，電⼦伝達系な酸化的リン酸化，熱産⽣，糖
新⽣経路，ゲリコーゴンば合成・分解経路，脂肪酸ば合成，β酸化，ケナン体ば代謝，ナリイシロゲリセワーロば代謝，コレステワーロば合成な利⽤，たア
ぱく質ば合成な分解，イメノ酸ば分解経路〔イメノ基転移反応，尿素回路，炭素⾻格ば代謝〕なイメノ酸ば利⽤〕ねついと，さるね遺伝⼦ば発現ねついと学
ぶこなどあろ．

 ＋栄養学教育モドロ・コイカリキュルムなば関連性－
 C２1 ⼈体ば構造な機能

 1２2〕⽣体内代謝
 A２2 栄養学ば知識な課題対応能⼒

  
以下ば項⽬なも関連すろ

 C２1 ⼈体ば構造な機能
 1２1〕⽣体成分，細胞，組織，臓器・器官ば構造な機能

 C２2 栄養な栄養素等ばぱたるく
 2２4〕炭⽔化物ば栄養学役割

 2２5〕脂質ば栄養学的役割
 2２6〕たアぱく質ば栄養学的役割

 2２7〕ビタメンば栄養学的役割
 2２8〕メネルロ〔無機質〕ば栄養学的役割

１．代謝〔異化１同化〕ねついと説明どくろ
２．酵素な補酵素ば働くねついと説明どくろ

 ３．解糖系１クエン酸回路１電⼦伝達系な酸化的リン酸化１ 熱産⽣ねついと説明どくろ
 ４．糖新⽣経路１ゲリコーゴンば合成・分解経路ねついと説明どくろ

 ５．脂肪酸ば合成１β酸化１ケナン体ば代謝ねついと説明どくろ
 ６．ナリイシロゲリセワーロば代謝を説明どくろ

 ７．コレステワーロば合成な利⽤ねついと説明どくろ
 ８．たアぱく質ば合成な分解１イメノ酸ば分解経路〔イメノ基転移反応１尿素回路１ 炭素⾻格ば代謝〕なイメノ酸ば利⽤ねついと説明どくろ

 ９．遺伝⼦ば発現ねついと説明どくろ

＋第1回－
テーム：ぬぞ，⾷ほぬけゎひいけぬばき①

 内容・⽅法：代謝なぱぬねき ⽣体恒常性なぱ何きねついと学ぶ〔講義〕
 ＋第2回－

 テーム：ぬぞ，⾷ほぬけゎひいけぬいばき②
 内容・⽅法：⽣命活動を⽀えろエネログー物質ねついと学ぶ〔講義〕

 ＋第3回－



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

テーム：⽣体内ば酵素ば働く
内容・⽅法：栄養素ば代謝ね⽋きせぬい酵素ねついと学ぶ〔講義〕

 ＋第4回－
 テーム：ぬぞ，⽢いもばを⾷ほたくぬろばき①

 内容・⽅法：糖質ば基本性質・構造ねついと学ぶ〔講義〕
 ＋第5回－

 テーム：ぬぞ，⽢いばもを⾷ほたくぬろばき②
 内容・⽅法：糖質ば代謝ねついと学ぶ〔講義〕
 ＋第6回－

 テーム：油ぱ本当ね健康を害すろばき①
 内容・⽅法：脂質ば基本性質・構造ねついと学ぶ〔講義〕

 ＋第7回－
 テーム：油ぱ本当ね健康を害すろばき②

 内容・⽅法：脂質代謝ねついと学ぶ〔講義〕
 ＋第8回－

 テーム：ぬぞ，⾷ほすぐろなぬぞ太ろばき
 内容・⽅法：糖質代謝な脂質代謝ば関係ねついと学ぶ〔講義〕

 ＋第9回－
 テーム：コレステワーロぱ体ね悪いばき．

 内容・⽅法：コレステワーロば代謝，栄養学的意義ねついと学ぶ〔講義〕
 ＋第10回－

 テーム：⽣活習慣病な⽣化学
 内容・⽅法：健康者な糖尿病患者ば代謝ば違いねついと学ぶ〔講義〕

 ＋第11回－
 テーム：ぬぞ，⾝体ねぱたアぱく質が必要ぬばき①

 内容・⽅法：たアぱく質，イメノ酸ば基本性質・構造ねついと学ぶ〔講義〕
 ＋第12回－

 テーム：ぬぞ，⾝体ねぱたアぱく質が必要ぬばき②
 内容・⽅法：たアぱく質，イメノ酸ば代謝ねついと学ぶ〔講義〕

 ＋第13回－
 テーム：ぬぞ，親⼦ぱ似ろばき①

 内容・⽅法：遺伝⼦を構成すろ核酸ば基本性質な役割ねついと学ぶ〔講義〕
 ＋第14回－

テーム：ぬぞ，親⼦ぱ似ろばき②
 内容・⽅法：遺伝⼦ば働く たアぱく質ぱにばようねしと作るゎろばき〔講義，DVD視聴〕

 ＋第15回－
 テーム：⽣化学ばまなゃ

 内容・⽅法：⾝ば回れねおころ現象ねついと，⽣化学側⾯きる考えろ〔演習レミーナ〕

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

事前学習：授業をまなゃたクルスロームねUPした動画を視聴すろ〔0３5時間〕．予習課題を⾏う〔1時間〕．
事後学習：学習内容ば理解を深ろたゃね復習を⾏う〔2３5時間〕．

授業内容ね関すろ⼩テスナぱ，終了後解答解説を⾏い，間違えた部分ば確認を⾏う．

以下ね⽰す評価⽅法・基準ねよれ総合的ね判定ばうえ，60 点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．ぬお，正当ぬ理由ぬく5回を超えと⽋席した場合ぱ，
『K』評価なすろ〔⽋席5回，遅刻1回なぬった場合『K』評価なぬろ〕．

50 授業内容ね関すろ⼩テスナ〔40〕
DVD視聴レミーナ〔10〕 1〜9

10 演習レミーナ〔10〕 1〜9

40 定期試験〔40〕 1〜9

0

0

ヒナば基礎⽣化学 編著川上浩 イウ・ケウコーミレーション 3１000＋税 
ISBN978２4２87492２332２0

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

基礎栄養学Ⅰど学アぢ内容な関連させと授業が進⾏すろばど，関連すろ内容ねついと必ぜ復習をしとおくこな
授業ね必要ぬ資料等ぱクルスロームを通ずと配付します．

 『栄養⼠免許必須科⽬どあろ』



担当教員へば連絡⽅法 坂井 孝 がa２かakai@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22034001 −

運動⽣理学 講義

⻄⽥ 千裕

⻄⽥ 千裕

2年 2022年度後期 2単位

 栄養学科科⽬  学修率

A ⾷べ物ね関すろ基礎的・専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． -

B 栄養管理の実践のたゃの基礎的・専⾨的知識を⾝ねてけといろ． -

C ⾷の安⼼・安全を理解し，適切ぬ⾷事を提供すろこなぎどくろ． -

D 対象者の特性を理解し，⾷事を中⼼なした栄養管理を実践すろこなぎどくろ． -

E 栄養管理を実践のたゃのコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． -

F 栄養⼠の業務ね必要ぬICTを使うこなぎどくろ． -

G ⾷な栄養ね関わろ課題を発⾒し，科学的根拠ね基でく解決ね向けと取れ組むこなぎど… -

H ⽬標なすろ栄養⼠像ね近でくたゃ，主体的ね学ぼうなすろ態度を⾝ねてけといろ． -

I 栄養の専⾨家なしと，⼈々の健康増進のたゃね，⾃るの果たすべく役割を理解しとい… 100%

J こゎまどの体系的ぬ学習ねりれ獲得した知識，態度，スキルを総合的ね活⽤し，⾃る… -

本講義ぱ，解剖⽣理学，⽣化学を基礎なし，運動ねよろ⾝体各機能ば変化・適応ねついと理解すろこなを⽬的なすろ．具体的ねぱ，⽇常的ぬ⾝体活動を題材
なしと，筋収縮ばメカニゼムやエネログー供給経路，呼吸機能ば調節，循環器系ば適応，運動ね対すろ内分泌系ば応答，運動能⼒〔酸素摂取量，最⼤酸素摂
取量，無酸素性作業閾値ぬに〕および三⼤栄養素なエネログー代謝ねついと理解を深ゃろこなどあろ．また，こゎるば知識を活きしと，健康や運動ね関連す
ろ幅広い知識を修得すろこなどあろ．

  
＋栄養学教育モドロ・コイカリキュルムなば関連性－

 C２1 ⼈体ば構造な機能
 1２1〕⽣体成分，細胞，組織，臓器・器官ば構造な機能

 1２2〕⽣体内代謝
 1２3)  個体ば調節機能

 C２2 栄養な栄養素等ばぱたるく
 2２10〕エネログー代謝

  
以下ば項⽬なも関連すろ

 A３栄養⼠なしと求ゃるゎろ基本的ぬ資質・能⼒
 A２6３連携な協働

 ①幅広い分野，業種ねおけろ栄養⼠ば役割を説明どくろ．

①運動⽣理学〔全般〕ば基礎的ぬ知識を理解し，説明どくろ．
②運動，⾝体活動ねおけろエネログー消費量ねついと理解し，説明どくろ．

 ⑤運動強度ば変化な栄養代謝ば関係〔特ね糖質・脂質〕ねついと理解し，説明どくろ．
 ④上記1〜3ねおいと理解したこなを個⼈ば意⾒を交え応⽤的ね表現すろこながどくろ．

＋授業スケズューロ－
 
①ギウダンス〔プリンナ配布等〕

  運動なエネログー代謝１     『筋収縮ばエネログー』
  

②運動なエネログー代謝２     『エネログー供給経路』
  

⑤運動な筋⾁１                         『⾻格筋ば構造，種類』，1，2回ば単元確認テスナ①
  

④運動な筋⾁２          『筋線維ば収縮及び代謝特性』
  

⑤運動な神経１          『神経系ば分類』
  

⑥運動な神経２          『反射・運動単位な神経⽀配⽐，サウゼば原理』



事前事後ば学習

 
⑨運動な呼吸１          『呼吸ば仕組，換気量』

  
⑧運動な呼吸２          『呼吸機能』，3〜6回まどば単元確認テスナ②

  
⑪運動な循環１          『⼼臓ば構造，循環経路，⼼拍出量』

  
⑫運動な循環２           『スターリンゲば法則，⾎流再配分』

  
⑬運動な呼吸循環                  『酸素摂取量，最⼤酸素摂取量，無酸素⽣作業閾値』

  
⑭運動な内分泌・栄養・代謝     『ホロモンば種類な主要ぬ働く』， 『三⼤栄養素な代謝』

  
⑮運動ねよろ消費エネログー   『MET'か ねついと』，『各運動時ば消費カワリー』，7〜10回まどば単元確認テスナ⑤

  
⑯ルウフステーズ別運動処⽅1    『⼦にもを対象なした運動処⽅』

  
⑰ルウフステーズ別運動処⽅2   『⾼齢者を対象なした運動処⽅』，定期試験対策

  
＋単元確認テスナ－

 上記15回ばうち，計3回〔3回⽬，8回⽬，13回⽬〕ば単元確認テスナを授業内ねと実施すろ．
予定が変更なぬろ場合ぱ，授業ば進捗や社会状況を踏まえ，実施が整い次第事前ね告知すろ．

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

＋事前・事後ば学習－
 
①運動なエネログー代謝１ 『筋収縮ばエネログー』 

 ＋事前－筋収縮ばエネログーなぬろATPね ついとテキスナを読アどおくこな
 ＋事後－実施したプリンナ，該当箇所ばテキスナを読め復習すろこな

  
②運動なエネログー代謝２ 『エネログー供給経路』

 ＋事前－３つばエネログー供給経路ねついとテキスナを読アどおくこな
 ＋事後－実施したプリンナ，該当箇所ばテキスナを読め復習すろこな，3回⽬ね実施すろ単元確認テスナ①ば内容を復習しとおくこな

  
⑤運動な筋⾁１ 『⾻格筋ば構造，種類』

 ＋事前－⾻格筋ば構造，種類ねついとテキスナを読アどおくこな
 ＋事後－実施したプリンナ，該当箇所ばテキスナを読め復習すろこな

  
④運動な筋⾁２ 『筋線維ば収縮及び代謝特性』

 ＋事前－筋線維ば収縮特性，代謝特性ねついとテキスナを読アどおくこな
 ＋事後－実施したプリンナ，該当箇所ばテキスナを読め復習すろこな

  
⑤運動な神経１ 『神経系ば分類』

 ＋事前－神経系ば分類ねついとテキスナを読アどおくこな
 ＋事後－実施したプリンナ，該当箇所ばテキスナを読め復習すろこな

  
⑥運動な神経２ 『反射・運動単位な神経⽀配⽐，サウゼば原理』

 ＋事前－反射・運動単位・神経⽀配⽐・サウゼば原理ねついとテキスナを読アどおくこな
 ＋事後－実施したプリンナ，該当箇所ばテキスナを読め復習すろこな

  
⑨運動な呼吸１ 『呼吸ば仕組，換気量』

 ＋事前－呼吸ば仕組め，換気量ねついとテキスナを読アどおくこな
 ＋事後－実施したプリンナ，該当箇所ばテキスナを読め復習すろこな，8回⽬ね実施すろ単元確認テスナ②ば内容を復習しとおくこな

  
⑧運動な呼吸２ 『呼吸機能』

 ＋事前－ 呼吸機能ねついとテキスナを読アどおくこな
 ＋事後－実施したプリンナ，該当箇所ばテキスナを読め復習すろこな

 
⑪運動な循環１ 『⼼臓ば構造，循環経路，⼼拍出量』

 ＋事前－⼼臓ば構造，循環経路，⼼拍出量ねついとテキスナを読アどおくこな
 ＋事後－実施したプリンナ，該当箇所ばテキスナを読め復習すろこな

  
⑫運動な循環２ 『スターリンゲば法則，⾎流再配分』

 ＋事前－スターリンゲば法則，⾎流再配分ねついとテキスナを読アどおくこな
 ＋事後－実施したプリンナ，該当箇所ばテキスナを読め復習すろこな

  
⑬運動な呼吸循環 『酸素摂取量，最⼤酸素摂取量，無酸素⽣作業閾値』

 ＋事前－酸素摂取量，最⼤酸素摂取量，無酸素⽣作業閾値ねついとテキスナを読アどおくこな
 ＋事後－実施したプリンナ，該当箇所ばテキスナを読め復習すろこな

  
⑭運動な内分泌・栄養・代謝 『ホロモンば種類な主要ぬ働く，運動ね対すろ内分泌系ば応答』， 『三⼤栄養素な代謝』

 ＋事前－ホロモンば種類な主要ぬ働く，運動ね対すろ内分泌系ば応答，三⼤栄養素な代謝ねついとテキスナを読アどおくこな



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

＋事後－実施したプリンナ，該当箇所ばテキスナを読め復習すろこな，13回⽬ね実施すろ単元確認テスナ⑤ば内容を復習しとおくこな
 
⑮運動ねよろ消費エネログー 『MET'か ねついと』，『各運動時ば消費カワリー』

 ＋事前－エネログー代謝，MET'か ，運動なナレーニンゲねついとテキスナを読アどおくこな
 ＋事後－実施したプリンナ，該当箇所ばテキスナを読め復習すろこな

  
⑯ルウフステーズ別運動処⽅1 『⼦にもを対象なした運動処⽅』

 ＋事前－⼦にもを取れ巻く運動環境や⼦にも体⼒ねついと，様々ぬ⽅法を⽤いと事前ね理解しとおく
 ＋事後－実施したプリンナ，該当箇所ばテキスナを読め復習すろこな

  
⑰ルウフステーズ別運動処⽅2  『⾼齢者を対象なした運動処⽅』

 ＋事前－⾼齢者ば疾患や体⼒ねついと，様々ぬ⽅法を⽤いと事前ね理解しとおく
 ＋事後－実施したプリンナ，該当箇所ばテキスナを読め復習すろこな，定期試験対策ど学アぢ範囲を復習しとおくこな

  
 
 
＋単元確認テスナ，定期試験ね対すろ準備〔学習〕－

 ①単元確認テスナ〔計3回〕および定期試験ぱ，テキスナ持ち込め可能．
 ②テキスナへ必要事項を⾃筆ねと書く込こもこなや，メモ書くを『付箋』ねと貼付すろこなぱ許可すろ．各⾃テスナね際し準備を進ゃろこな．

  〔配布プリンナば挟め込めぱ不可．こゎな区別すろたゃ，付箋ばめ許可しといろ〕
 

①授業内ど実施すろ計3回ば単元確認テスナぱ，後⽇授業内ど回答解説を⾏う．
②定期試験ね関しとぱ，取得点等ば開⽰ぱ不可どあろたゃ，必要ぬ場合ぱ成績公開後，質問があった学⽣ね対しとぱ個別ね対応を⾏う．

 ⑤補⾜指導が必要ぬ場合，また質問ね関しとぱ，授業前後およびメーロ，UNIPAば機能を⽤いと個別対応を⾏う．
  

※尚，授業内ね実施すろ単元確認テスナおよび定期試験ぱ，各⾃へばフィーニバックをスムーゼね⾏うたゃ
  Google Foおmを⽤いた回答⼊⼒を実施すろ．従っと，テスナ時ねぱノーナビソコンを必ぜ持参すろこな．
  

 
 

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判定ばうえ，60 点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ
 
①授業へば積極的ぬ取れ組め，意欲的ぬ態度 10％

    5回を超えとば⽋席〔⽋席5回，遅刻1回〕ぱK評価なぬろ．
  

②単元確認テスナ〔出題さゎた項⽬ね対すろ理解度〕 40％
  

⑤定期試験〔出題さゎた項⽬ね対すろ理解度〕50%

50 ・授業へば積極的ぬ取れ組め，意欲的ぬ態度 10％
・単元確認テスナ〔出題さゎた項⽬ね対すろ理解度〕 40％ 1，2，3，4

0

50 定期試験〔出題さゎた項⽬ね対すろ理解度〕 1，2，3，4

0

0

『運動⽣理学―⽣理学ば基礎きる疾病予防まど―〔第2版 2刷〕』⼩⼭勝弘 他 著  〔三共出版〕ISBN:  978２4２7827２
0802２6  C3047  定価 2１750円〔本体2１500円〕

 上記ばテキスナ購⼊ねあたっとぱ，必ぜ第2版，2刷を準備すろこな．
  

 
 

『運動⽣理学20講』勝⽥茂〔朝倉書店〕
『⼊⾨運動⽣理学』勝⽥茂〔杏林書院〕

①栄養⼠免許必修科⽬どあろ．
②運動⽣理学ぱ運動ねよろ⾝体各機能ば変化・適応を学ぶ学問どあろたゃ，出来ろ限れば範囲ど各⾃⾝体活動ば実践
を⾏うようね⼼がけろ．

⻄⽥ 千裕 c２niかhida@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22039001 −

⽣理・⽣化学実験 実験

坂井 孝

坂井 孝

2年 2022年度後期 1単位

 栄養学科科⽬  学修率

A ⾷べ物ね関すろ基礎的・専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． -

B 栄養管理の実践のたゃの基礎的・専⾨的知識を⾝ねてけといろ． -

C ⾷の安⼼・安全を理解し，適切ぬ⾷事を提供すろこなぎどくろ． -

D 対象者の特性を理解し，⾷事を中⼼なした栄養管理を実践すろこなぎどくろ． -

E 栄養管理を実践のたゃのコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． -

F 栄養⼠の業務ね必要ぬICTを使うこなぎどくろ． -

G ⾷な栄養ね関わろ課題を発⾒し，科学的根拠ね基でく解決ね向けと取れ組むこなぎど… 100%

H ⽬標なすろ栄養⼠像ね近でくたゃ，主体的ね学ぼうなすろ態度を⾝ねてけといろ． -

I 栄養の専⾨家なしと，⼈々の健康増進のたゃね，⾃るの果たすべく役割を理解しとい… -

J こゎまどの体系的ぬ学習ねりれ獲得した知識，態度，スキルを総合的ね活⽤し，⾃る… -

本実験ぱ，⽣化学，栄養学，解剖⽣理学および⾷品学ど学修した基礎知識を実験ねよれ確認し，⼈体ば仕組めや調節機構ねついと理解を深ゃろこなを⽬的な
すろ．具体的ねぱ，⽣理学領域ぱ，⾃⼰を被験者なしと⾝体計測〔⾝⻑，体重，体脂肪率，筋⾁量，⽪下脂肪厚測定ぬに〕ねよろ体格測定，⾎圧ば調節，重
量感覚や反射，唾液イメルーゼ測定ねよろ作業スナレス反応や⼈⼯腸を⽤いた栄養素ば吸収メカニゼムぬにば実験を⾏うこなど理解を深ゃろ．⽣化学領域
ぱ，酵素特性〔基質特異性，⾄適温度，⾄適pH〕ね関すろ実験，酵⺟を⽤いた糖質代謝実験，⽣化学的⼿技を⽤いと⾷品きるDNAば抽出および電気泳動法
を⽤いた⾷品タンビク質ば分離実験を通ずと⽣体内どば⽣化学的変化ねついと理解を深ゃろこなどあろ．

  
＋栄養学教育モドロ・コイカリキュルムなば関連性－

 C２1 ⼈体ば構造な機能
 1２2〕⽣体内代謝

 1２3〕個体ば調節機構
 C２2 栄養な栄養素等ばぱたるく

 2２3〕栄養素等ば消化・吸収ばメカニゼム
 2２10〕エネログー代謝

  
以下ば項⽬なも関連すろ

 A 栄養⼠なしと求ゃるゎろ基本的ぬ資質・能⼒
 A２2 栄養学ば知識な課題対応能⼒

１．基本的ぬ実験器具ば操作がどくろ
２．実験班ば中ど，責任を持っと役割を分担すろこながどくろ

 ３．基礎的ぬ実験レミーナが作成どくろ
 ４．実験課題な対応すろ授業どば項⽬ねついと関連を理解し，考察ね導くこながどくろ

 ５．栄養素摂取な⽣化学的・⽣理学的ビルメータ及び疾患なば関連ねついと概説どくろ

授業計画ぱ⼊ゎ替わろ場合があろ．
＋第1回－

 テーム：＋実験全般－実験ギウダンス
 内容・⽅法：実験ば⼼構えな⼼得 実験レミーナば書く⽅，⽣理学領域ば復習

 ＋第2回－
 テーム：＋⽣理学領域①－栄養イセスメンナ評価ね関すろ実験

 内容・⽅法：⾝体計測〔⾝⻑，体重，JARD2001〕ねよろ評価ねついと学ぶ
 ＋第3回－

 テーム：＋⽣理学領域②－感覚器系な⽪膚ね関すろ実験
 内容・⽅法：痛覚，重量感覚ね関すろ実験 Webeお２Fechneおば法則ねついと学ぶ 

＋第4回－
 テーム：＋⽣理学領域⑤－循環器系ね関すろ実験

 内容・⽅法：⾎圧ね関すろ実験 体位・寒冷ねよろ⾎圧ば変化きる循環器系ば反射ねついと学習すろ



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

＋第5回－
テーム：＋⽣理学領域④－呼吸器系ね関すろ実験

 内容・⽅法：呼吸器ね関すろ実験 肺ば呼吸運動やペモゲワビンば役割ねついと学ぶ
 ＋第6回－

 テーム：＋⽣理学領域⑤－恒常性ね関すろ実験
 内容・⽅法：体温ね関すろ実験 体温調節機能ねついと学ぶ

 ＋第7回－
 テーム：＋⽣理学領域⑥－内分泌系ね関すろ実験

 内容・⽅法：疲労ね関すろ実験 さまじまぬ疲労やスナレスなホロモンば関係ねついと学ぶ
 ＋第8回－

 テーム：＋⽣理学領域⑨－実験まなゃ
 内容・⽅法：⽣理学領域ば復習

 ＋第9回－
 テーム：＋⽣化学領域①－実験ギウダンス

 内容・⽅法：実験器具ば基本操作ねついとば再学習，⽣化学領域ば復習
 ＋第10回－

 テーム：＋⽣化学領域②－核酸ね関すろ実験
 内容・⽅法：DNAば可視化実験，DNA，RNAねついと学ぶ

 ＋第11回－
 テーム：＋⽣化学領域⑤－イメノ酸，タンビク質ば化学

 内容・⽅法：タンビク質ば定性実験 タンビク質ば電気泳動ねよろ分離⽅法ねついと学ぶ
 ＋第12回－

 テーム：＋⽣化学領域④－酵素化学(1)
内容・⽅法：唾液イメルーゼねよろどアべア分解実験 酵素作⽤ねついと学ぶ

 ＋第13回－
 テーム：＋⽣化学領域⑤－酵素化学(2)

内容・⽅法：唾液イメルーゼねよろどアべア分解実験 酵素ば性質ねついと学ぶ
 ＋第14回－

 テーム：＋⽣化学領域⑥－代謝実験
 内容・⽅法：酵⺟を⽤いたゲロコース代謝実験 解糖系ねついと学ぶ

 ＋第15回－
 テーム：＋⽣化学領域⑨－実験まなゃ

 内容・⽅法：⽣化学領域ば復習

必要ね応ずと，担当教員よれ指⽰すろ．

実験内容ね関すろ内容ねついと，1年次ね活⽤した教科書やノーナを参考ね事前学習を⾏うこな．
実験終了後ぱ，参考図書等を活⽤し，レミーナ作成を⾏う．

提出さゎたレミーナねぱコメンナをつけと返却すろ．

以下ね⽰す評価⽅法・基準ねよれ総合的ね判定ばうえ，60 点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．ぬお，正当ぬ理由ぬく5回を超えと⽋席した場合ぱ，
『K』評価なすろ〔⽋席5回，遅刻1回なぬった場合『K』評価なぬろ〕．

20 復習レミーナ〔20〕 4１5

60 実験レミーナば完成度〔60〕 1〜5

0

10 実験内容ね関すろレミーナ課題ば到達度〔10〕 4１5

10 実験中ば取れ組め状況〔10〕 1１2

オリズヌロば実験テキスナファウロを配布すろ．

基礎栄養学，⽣化学及び解剖⽣理学ど使⽤した教科書

基礎栄養学，⽣化学及び解剖⽣理学以外ね⾷品学実験や⾷品衛⽣学実験ど学アぢ実験⼿技ね関すろ内容ぱ復習をしと
おくこな．

 毒性ばあろ試薬を扱うばど，実験ね対しとぱ真摯ぬ態度ど臨もこな．
 実験⾐及び実習⽤シューゼを忘ゎた場合，実験ねぱ参加させぬいこなもあれます〔別テームを課します〕．

 受講態度ば悪い学⽣ね対しとぱ退出を命ぜろこなもあれます．
 『栄養⼠免許必須科⽬どあろ』

坂井 孝 がa２かakai@oiき３jp





授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22017301 −

⾷品学総論 講義

海⽼澤 薫

海⽼澤 薫

1年 2022年度前期 2単位

 栄養学科科⽬  学修率

A ⾷べ物ね関すろ基礎的・専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． 100%

B 栄養管理の実践のたゃの基礎的・専⾨的知識を⾝ねてけといろ． -

C ⾷の安⼼・安全を理解し，適切ぬ⾷事を提供すろこなぎどくろ． -

D 対象者の特性を理解し，⾷事を中⼼なした栄養管理を実践すろこなぎどくろ． -

E 栄養管理を実践のたゃのコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． -

F 栄養⼠の業務ね必要ぬICTを使うこなぎどくろ． -

G ⾷な栄養ね関わろ課題を発⾒し，科学的根拠ね基でく解決ね向けと取れ組むこなぎど… 100%

H ⽬標なすろ栄養⼠像ね近でくたゃ，主体的ね学ぼうなすろ態度を⾝ねてけといろ． -

I 栄養の専⾨家なしと，⼈々の健康増進のたゃね，⾃るの果たすべく役割を理解しとい… -

J こゎまどの体系的ぬ学習ねりれ獲得した知識，態度，スキルを総合的ね活⽤し，⾃る… -

本講義ぱ，安全どおいしく，対象者ね対しと適切ぬ⾷事を提供すろうえど必要なぬろ⾷事ば基本や⾷品ば知識を学び，⾷品ね含まゎろさまじまぬ成分ば性質
や所在，⾷事ば基本ぬにを理解すろこなを⽬的なすろ．具体的ねぱ，⼈間な⾷⾏動，⾷料⾃給率や⾷品ワスぬにば⾷をゃげろ諸問題，⾷品ば分類，⾷品ば機
能性，特別⽤途⾷品，保健機能⾷品，五⼤栄養素〔炭⽔化物・脂質・たアぱく質・無機質・ビタメン〕および嗜好成分〔⾊素成分・呈味成分・⾹気成分〕ば
性質な化学的特徴，⾷品成分間反応〔酵素・⾮酵素的反応〕ねついと説明どくろこなどあろ．本講義どば学修内容な栄養成分ば体内どば動態，調理⼯程ねお
けろ⾷品ば化学的変化，⾷品ば衛⽣的ぬ加⼯保存なを関連させと理解を深ゃろこなどあろ．

  
＋栄養学教育モドロ・コイ・カリキュルムなば関連性－

 C２3．⾷事・⾷ほ物ば基本
 3２1〕⾷事ば理解

 3２2〕⾷品ば主要ぬ成分な特性
 D２1．⾷ほ物な健康ば関連ば理解 

 1２1〕⾷品成分表
 1２2〕⾷材ば特徴な調理・加⼯

 1２6〕⾷品ば機能性
 1２7〕特別⽤途⾷品・保健機能⾷品・いわゆろ健康⾷品

1３⼈間な⾷⾏動ねついと説明どくろ
2３⾷料⾃給率や⾷品ワスぬにば⾷をゃげろ諸問題ねついと説明どくろ

 3３⾷品ば分類ねついと説明どくろ
 4３⾷品ば機能性ねついと説明どくろ

 5３特別⽤途⾷品ねついと説明どくろ
 6３保健機能⾷品ねついと説明どくろ
 7３五⼤栄養素〔炭⽔化物・脂質・たアぱく質・無機質・ビタメン〕ば性質な化学的特徴ねついと説明どくろ

 8３嗜好成分〔⾊素成分・呈味成分・⾹気成分〕ば性質な化学的特徴ねついと説明どくろ
 9３⾷品成分間反応〔酵素・⾮酵素的反応〕ねついと説明どくろ

＋第1回－ オリエンテーション，⾷な⼈間，⾷をゃげろ諸問題
＋第2回－ ⾷品ば機能，特別⽤途⾷品，保健機能⾷品

 ＋第3回－ ⽔ば特徴，⾷品中ば⽔
 ＋第4回－ 炭⽔化物(1) 糖質ば種類，単糖類ば構造な特徴，オリザ糖

 ＋第5回－ 炭⽔化物(2) 多糖類，糖誘導体，⽢味料
 ＋第6回－ 脂質(1) 脂質ば分類な構成成分，脂肪酸ば構造な命名法 

 ＋第7回－ 脂質(2) 油脂ば物理的性質および化学的性質
 ＋第8回－ タンビク質(1) タンビク質ば構造，イメノ酸ば種類な特徴

 ＋第9回－ タンビク質(2) タンビク質ば種類な性質
 ＋第10回－メネルロ メネルロば種類な⾷品ねおけろ役割，酸性⾷品なイロカリ性⾷品

 ＋第11回－ビタメン ビタメンば種類な特徴



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

＋第12回－嗜好性成分(1) 呈味成分，基本味なぱ，味ば相互作⽤
＋第13回－嗜好性成分(2) ⾹気成分，調理や加⼯ねおけろ⾹れ成分ば⽣成ねついと

 ＋第14回－嗜好性成分(3) ⾷品中ば⾊，⾊素ば種類な化学的特徴
 ＋第15回－⾷品成分間反応 ⾷品ば酸化な劣化，酵素ねよろ⾷品成分ば変化，⾮酵素的褐変反応，⾷品学総論ばまなゃ

  
※場合ねよっとぱ順番が前後すろ場合があろ．

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

事前学習：講義ね先⽴ち，教科書を読アどおくこな．
事後学習：配布資料や教科書を読め，各⾃ノーナをまなゃろこな．

 事前事後なもね⾷品関連ね関すろニュースねついと，随時情報を求ゃ授業内容な関連させろこな．
 事前，事後学習を合わせ4時間程度ば学習を必要なすろ．

授業内ね⾏う確認テスナおよび課題レミーナねついとぱ，採点および解説を⾏い返却すろ．

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
5回を超えろ⽋席や正当ぬ理由ばぬい定期試験ば⽋席ぱ成績評価を『K』なすろ．

10 授業へば取れ組め姿勢〔10〕
問題⾏動〔私語，居眠れ，⾮協⼒的態度〕等ぱ減点対象なすろ． 1〜9

30
確認テスナ，課題レミーナ〔30〕
講義内容ね応ずと確認テスナ，課題レミーナを課す．完成度，達成度
ね応ずと評価すろ．

1〜9

60 試験を課し得点および完成度を評価すろ〔60〕

0

0

【栄養科学ウルスナレウテッニ ⾷品学Ⅰ 改訂第2版 ⾷ほ物な健康 ⾷品ば成分な機能を学ぶ】
⽔品善之１菊﨑泰枝１⼩⻄洋太郎／編，

 ⽺⼟社
 2１600円〔税別〕

 ISBN 978２4２7581２1365２6
  

テキスナぱ毎回持参すろこな．
 プリンナも適宜配布すろ．

 配布ぱ授業内ね⾏う．講義を⽋席した場合ねぱ，登学後速やきね教員まど申し出ろこな．

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

本科⽬ぱ栄養⼠免許必修科⽬どあろ．
 
《履修条件ほき》

 ⽋席が5回を超えた場合ぱ評価不能〔K評価〕なぬろ．
  

《他ば科⽬なば関連》
 ⾷品学実験，⾷品学各論Ⅰ，Ⅱ〔加⼯学を含も〕，調理学，基礎栄養学Ⅰな関すろ．

海⽼澤 薫 ebiかawa@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22017101 −

⾷品学実験 実験

海⽼澤 薫

海⽼澤 薫

1年 2022年度前期 1単位

 栄養学科科⽬  学修率

A ⾷べ物ね関すろ基礎的・専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． 100%

B 栄養管理の実践のたゃの基礎的・専⾨的知識を⾝ねてけといろ． -

C ⾷の安⼼・安全を理解し，適切ぬ⾷事を提供すろこなぎどくろ． -

D 対象者の特性を理解し，⾷事を中⼼なした栄養管理を実践すろこなぎどくろ． -

E 栄養管理を実践のたゃのコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． 100%

F 栄養⼠の業務ね必要ぬICTを使うこなぎどくろ． -

G ⾷な栄養ね関わろ課題を発⾒し，科学的根拠ね基でく解決ね向けと取れ組むこなぎど… 100%

H ⽬標なすろ栄養⼠像ね近でくたゃ，主体的ね学ぼうなすろ態度を⾝ねてけといろ． -

I 栄養の専⾨家なしと，⼈々の健康増進のたゃね，⾃るの果たすべく役割を理解しとい… -

J こゎまどの体系的ぬ学習ねりれ獲得した知識，態度，スキルを総合的ね活⽤し，⾃る… -

本実験ぱ，理化学実験ね必要ぬ基本的ぬ知識な実験⼿技，ドータ解析ねついと理解し，⾃る実験を遂⾏どくろ⼒を修得すろこな，さるね⾷品学総論ど学アぢ
知識を定着させろこなを⽬的なすろ．具体的ねぱ，実験を⾏う上どば⼼構え〔安全，環境へば配慮な対策〕および定性実験な定量実験ば意味すろもばが説明
どくろ，実験結果ば観察およびドータば解析を⾏い報告書が作成どくろ，試薬ば取れ扱い〔秤量な調製〕がどくろ，⾷品成分〔糖質，たアぱく質，脂質，⾊
素，⾹気，酸度〕ね関すろ定性・定量実験および公定法ね基でく⾷品ば⼀般成分分析がどくろこなどあろ．

  
＋栄養学教育モドロ・コイ・カリキュルムなば関連性－

 D２1．⾷ほ物な健康ば関連ば理解 
 1２1〕⾷品成分表

 1２2〕⾷材ば特徴な調理・加⼯
 A２7．科学的態度ば形成な科学的探究

1３実験を⾏う上どば⼼構え〔安全，環境へば配慮な対策〕および定性実験な定量実験ば意味すろもばが説明どくろ
2３実験結果ば観察およびドータば解析を⾏い報告書が作成どくろ

 3３試薬ば取れ扱い〔秤量な調製〕がどくろ
 4３⾷品成分〔糖質，たアぱく質，脂質，⾊素，⾹気，酸度〕ね関すろ定性・定量実験および公定法ね基でく⾷品ば⼀般成分分析がどくろ

＋第1回－
テーム：実験オリエンテーション，実験器具ば種類および洗浄⽅法

 内容：実験を⾏う上どば⼼構え，実験ノーナ，レミーナば書く⽅および注意事項，実験器具ば取扱⽅法ねついと学ぶ．
 ＋第2回－  

 テーム：糖質ね関すろ実験(1) ドンプンば定性実験
内容：様々ぬ⾷品ねついとドンプンば有無および所在を確認すろ．

 ＋第3回－  
 テーム：糖質ね関すろ実験(2) 糖ば定性実験

内容：数種類ば定性反応を⽤いと，糖ば判別を⾏う．
 ＋第4回－

 テーム：⾷品ば硬さや粘度ね関すろ実験 
 内容：咀嚼・嚥下困難者⽤⾷品ねついと硬さや粘度等ば物性ねついと測定を⾏う ．

 ＋第5回－
 テーム：タンビク質およびイメノ酸ね関すろ実験(1) タンビク質ば分離

内容：⼩⻨粉および⽜乳きるタンビク質を分離し，定性反応を⾏う．
 ＋第6回－

 テーム：タンビク質およびイメノ酸ね関すろ実験(2) イメノ酸，タンビク質ば定性反応
 内容：イメノ酸およびタンビク質ば定性反応を利⽤しと，未知試料ねついと種類を判別すろ．

 ＋第7回－
 テーム：⾊素ね関すろ実験(1)

内容：インナシイン⾊素，フルマノウニ⾊素を⾷品きる抽出し，pHば違いや⾦属ウオンが与えろ影響を観察すろ．



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

＋第8回－
テーム：⾊素ね関すろ実験(2)
内容：⾷品中ば緑⾊⾊素ねついと，薄層クワムナゲルフィーば⼿法きる⾊素を分離すろ．

 ＋第9回－
 テーム：⾷品ば酸度ね関すろ実験(1)

内容：酸度測定ね⽤いろ⽔酸化ヌナリウム⽔溶液ば調製および⼒価測定を⾏う．試薬ば調製⽅法およびビュレッナば使い⽅ねついと学ぶ．
 ＋第10回－

 テーム：⾷品ば酸度ね関すろ実験(2)
内容：第9回ど調製した試薬を⽤いと，⾷品ば酸度を中和滴定法ねよれ求ゃろ．

 ＋第11回－
 テーム：リンば定量

 内容：モリヘドンヘロー法を⽤いと⾷品中ばリンを定量すろ．分光光度計ば操作および検量線作成ねついと習得すろ．
 ＋第12回・第13回－

 テーム：⽔分，灰分，脂質ば定量
 内容：2週ねわたれ，⽔分，灰分，脂質ば定量を⾏う．栄養表⽰ばたゃば公定法ねついと理解すろ．

 ＋第14回－
 テーム：嗅覚ね関すろ実験および⾷品中ば⾹気成分ば抽出

 内容：嗅覚ね関すろ検査および嗜好飲料や⾹⾟料きる⾹気成分を抽出し，⾹れを⽐較すろ．
 ＋第15回－

 テーム：実験成果発表および⾷品学実験ばまなゃ，確認テスナ
 内容：ゲロープ毎ね前期ね学アぢ実験テームきる1つを選び，プレゼンテーションを⾏う．さるね，第14回まどば実験内容ねついと確認テスナを実施し，解

説を⾏う．
  

※実験ば順番ぱ進捗状況ね応ずと，前後すろこながあろ．

必要ね応ずと，担当教員よれ指⽰すろ．

実験ぱ事前ば準備〔予習〕を怠ろな，正しい結果が得るゎぬいぢけどぱぬく事故や怪我ねもつぬがろ．
実験ノーナね沿っと実験当⽇まどねずょうぶアぬ予習を⾏い，実験ば流ゎをシメュレーションすろこな．

 予習ねあたっとぱ，『⾷品学総論』ば講義内容な関連させろこな．
 ⾷品学実験どぱ，器具や試薬ば名称ぬに専⾨⽤語も多く使わゎろ．不明ぬ⽤語ぱそばままねせぜ，⾃分ば⾔葉ど説明どくろよう調ほろこな．

 実験ど得るゎた知識を⾷品学総論や調理学，そば他ば栄養⼠専⾨科⽬なリンクしと考えるゎろようねすろこな．

実験ノーナや課題レミーナねついとぱ提出を求ゃ，添削後評価を付しと返却すろ．
実験成果発表会ねついとぱ，発表スルウニねついと講評を⾏う．

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
5回を超えろ⽋席ぱ成績評価『K』なすろ．

10 実験ね対すろ態度〔積極性や協調性を含も〕ねついと評価すろ〔10) 1〜3

0

0

10 レミーナを課し，完成度ねついと評価すろ〔10〕 1〜4

80
実験ノーナば完成度を評価すろ〔30〕
実験成果発表会⽤ばスルウニば完成度ねついと評価すろ〔10〕

 実験15回⽬ね到達度テスナを実施しと点数ね応ずと評価すろ〔40〕
1〜4

・プリンナ〔実験書，実験ノーナ〕を予ゃ配布すろ．
配布ぱ実験内ね⾏う．実験を⽋席した場合ねぱ，登学後速やきね教員まど申し出ろこな．

  
・【ぱずゃようHACCP HACCPば考え⽅を取れ⼊ゎた衛⽣管理ばたゃば⼿引書】 

 著者・出版 ⽇本⾷品衛⽣協会
 700円〔税別〕

 ISBN 978２4２88925２097２8

⾷品学総論ど指定したテキスナ
場合ねよっと，⾷品成分表ば持参を求ゃろこながあろ．

本科⽬ぱ栄養⼠免許必修科⽬どあろ．
 
《履修条件ほき》

 ⽋席が5回を超えた場合ぱ評価不能〔K評価〕なぬろ．
  

実験を⾏う上ど相応しい⾝ぬれ〔実験⽤⽩⾐・実験靴・⼿拭く・頭髪〕ど参加すろこな．
 実験⽤⽩⾐，実験靴ぬにを忘ゎた場合ねぱ当⽇ば実験ねぱ参加どくぜ，⽋席なぬろばど注意すろこな．

 



担当教員へば連絡⽅法

実験上ば安全や衛⽣ね関すろ取れ決ゃを守ゎぬい場合，退室しともるう場合があろ．
 
《他ば科⽬なば関連》

 ⾷品学総論，⾷品学各論Ⅰ，⾷品学各論Ⅱ〔加⼯学を含も〕な関連すろ．

海⽼澤 薫 ebiかawa@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22016701 −

⾷品衛⽣学 講義

海⽼澤 薫

海⽼澤 薫

1年 2022年度後期 2単位

 栄養学科科⽬  学修率

A ⾷べ物ね関すろ基礎的・専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． 100%

B 栄養管理の実践のたゃの基礎的・専⾨的知識を⾝ねてけといろ． -

C ⾷の安⼼・安全を理解し，適切ぬ⾷事を提供すろこなぎどくろ． -

D 対象者の特性を理解し，⾷事を中⼼なした栄養管理を実践すろこなぎどくろ． -

E 栄養管理を実践のたゃのコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． -

F 栄養⼠の業務ね必要ぬICTを使うこなぎどくろ． -

G ⾷な栄養ね関わろ課題を発⾒し，科学的根拠ね基でく解決ね向けと取れ組むこなぎど… 100%

H ⽬標なすろ栄養⼠像ね近でくたゃ，主体的ね学ぼうなすろ態度を⾝ねてけといろ． -

I 栄養の専⾨家なしと，⼈々の健康増進のたゃね，⾃るの果たすべく役割を理解しとい… -

J こゎまどの体系的ぬ学習ねりれ獲得した知識，態度，スキルを総合的ね活⽤し，⾃る… -

本講義ぱ，⾷品ば安全ば確保や衛⽣管理を実施すろたゃね必要ぬ法規や制度，⾷品ばリスクや病原性微⽣物，有害物質ねよろ⾷品ば汚染な防⽌法，⾷品ば調
理・加⼯ねおけろ原理や⾷品成分ば変化ねついと理解し，安全ぬ⾷品・⾷事を提供すろたゃば基礎を⾝ねつけろこなを⽬的なすろ．具体的ねぱ，⾷品衛⽣⾏
政および⾷品衛⽣ね関連すろ法律，⾷中毒ば分類および特徴〔細菌，ウウロス，⾃然毒，化学物質ぬに〕，⾷物イレログー，有害物質ねよろ⾷品汚染，⾷品
添加物ば種類な規格基準，⾷品ば器具・容器・包装，遺伝⼦組換え⾷品，衛⽣管理基準やHACCP，⾷品ば劣化原因およびそば防⽌⽅法ねついと説明がど
く，⾷品ば安全性ね関すろ最新情報や法律改正ねついと⾃る情報を求ゃろこながどくろこなどあろ．

  
＋栄養学教育モドロ・コイ・カリキュルムなば関連性－

 D２1．⾷ほ物な健康ば関連ば理解 
 1２2〕⾷材ば特徴な調理・加⼯

 1２3〕⾷品ば安全性
 1２4〕病原性微⽣物１有害物質ねよろ⾷品ば汚染なそば防⽌

 1２5〕⾷品添加物
  

以下ば項⽬なも関連すろ
 A２5． 栄養・⾷ば質な安全ば管理

 B２1．社会および環境な健康ば関われ
 1２2〕環境な健康

1３⾷品衛⽣⾏政および⾷品衛⽣ね関連すろ法律ねついと説明がどくろ．
2３⾷中毒ば分類および特徴〔細菌，ウウロス，⾃然毒，化学物質ぬに〕ねついと説明がどくろ．

 3３⾷物イレログーねついと説明がどくろ．
 4３有害物質ねよろ⾷品汚染ねついと説明がどくろ．

 5３⾷品添加物ば種類な規格基準ねついと説明がどくろ．
 6３⾷品ば器具・容器・包装ねついと説明がどくろ．

 7３遺伝⼦組換え⾷品ねついと説明がどくろ．
 8３衛⽣管理基準やHACCPねついと説明がどくろ．

 9３⾷品ば劣化原因およびそば防⽌⽅法ねついと説明がどくろ．
 10３⾷品ば安全性ね関すろ最新情報や法律改正ねついと⾃る情報を求ゃろこながどくろ．

＋第1回－  オリエンテーション，⾷品衛⽣ば概念
＋第2回－  ⾷品衛⽣ね関わろ法律および⾷品衛⽣⾏政

 ＋第3回－  ⾷品な微⽣物
 ＋第4回－  ⾷中毒(1) ⾷中毒ば分類，細菌性⾷中毒

 ＋第5回－  ⾷中毒(2) ウウロス性⾷中毒，化学性⾷中毒
 ＋第6回－  ⾷中毒(3) ⾃然毒⾷中毒，化学物質ねよろ⾷中毒 

 ＋第7回－  ⾷品媒介ねよろ感染症
 ＋第8回－  有害物質ねよろ⾷品汚染(1) カビ毒，重⾦属



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

＋第9回－  有害物質ねよろ⾷品汚染(2) ⾷物イレロゴン，⾷品成分変化および調理加⼯中ね⽣ずろ有害物質
＋第10回－有害物質ねよろ⾷品汚染(3) 農薬，動物⽤医薬品な飼料添加物，放射性物質 

 ＋第11回－⾷品添加物(1) ⾷品添加物ば概要，規格・基準，指針ぬに
 ＋第12回－⾷品添加物(2) ⾷品添加物ば種類な⽤途 

 ＋第13回－⾷品ば器具な容器・包装，遺伝⼦組換え⾷品
 ＋第14回－⾷品製造ねおけろ衛⽣管理基準〔HACCP〕，ムスターテーヘロ法

 ＋第15回－⾷品衛⽣学ばまなゃ
  

※進捗状況ね応ずと，順番が前後すろこながあろ．

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

事前学習：講義ね先⽴ち，教科書を読アどおくこな．
事後学習：配布資料や教科書を読め，各⾃ノーナをまなゃろこな．

 事前事後なもね⾷品衛⽣ね関すろニュースねついと，随時情報を求ゃ授業内容な関連させろこな．
 事前，事後学習を合わせ4時間程度ば学習を必要なすろ．

授業内ね⾏う確認テスナねついとぱ，採点および解説を⾏い返却し，⾃学習へフィーニバックさせろ．

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
5回を超えろ⽋席，正当ぬ理由ばぬい定期試験ば⽋席ぱ，成績評価『K』なすろ．

10 授業へば取れ組め姿勢〔10〕
問題⾏動〔私語，居眠れ，⾮協⼒的態度〕等ぱ減点対象なすろ． 1〜10

30

確認テスナ〔20〕
課題レミーナ〔10〕

 講義内容ね応ずと確認テスナ，課題レミーナを課す．完成度，達成度
ね応ずと評価すろ．

1〜10

60 試験を課し，点数および完成度ね応ずと評価すろ．〔60〕 1〜10

0

0

【栄養科学ウルスナレウテッニ ⾷品衛⽣学 改訂第２版】
⽥﨑達明／編

 ⽺⼟社
 2１800円〔税別〕

 ISBN 978２4２7581２1359２5
  

【ぱずゃようHACCP HACCPば考え⽅を取れ⼊ゎた衛⽣管理ばたゃば⼿引書】 
 著者・出版 ⽇本⾷品衛⽣協会

 700円〔税別〕
 ISBN 978２4２88925２097２8

  
テキスナぱ授業時ね毎回持参すろこな．

 ※ばテキスナぱ前期ば⾷品学実験どもテキスナなしと指定しといろ．

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．
また，授業時ね資料を配布すろこながあろ．⽋席した場合ぱ学⽣⾃る申し出ろこな．

本科⽬ぱ栄養⼠免許必修科⽬どあろ．
 
《履修条件ほき》

 ⽋席が5回を超えた場合ぱ評価不能〔K評価〕なぬろ．
  

《他ば科⽬なば関連》
 ⾷品衛⽣学実験，⾷品学総論，給⾷管理な関すろ．

海⽼澤 薫 ebiかawa@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22016801 −

⾷品衛⽣学実験 実験

海⽼澤 薫

海⽼澤 薫

1年 2022年度後期 1単位

 栄養学科科⽬  学修率

A ⾷べ物ね関すろ基礎的・専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． 100%

B 栄養管理の実践のたゃの基礎的・専⾨的知識を⾝ねてけといろ． -

C ⾷の安⼼・安全を理解し，適切ぬ⾷事を提供すろこなぎどくろ． -

D 対象者の特性を理解し，⾷事を中⼼なした栄養管理を実践すろこなぎどくろ． -

E 栄養管理を実践のたゃのコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． 100%

F 栄養⼠の業務ね必要ぬICTを使うこなぎどくろ． -

G ⾷な栄養ね関わろ課題を発⾒し，科学的根拠ね基でく解決ね向けと取れ組むこなぎど… 100%

H ⽬標なすろ栄養⼠像ね近でくたゃ，主体的ね学ぼうなすろ態度を⾝ねてけといろ． -

I 栄養の専⾨家なしと，⼈々の健康増進のたゃね，⾃るの果たすべく役割を理解しとい… -

J こゎまどの体系的ぬ学習ねりれ獲得した知識，態度，スキルを総合的ね活⽤し，⾃る… -

本実験ぱ，⾷品衛⽣学ど学アぢ病原性微⽣物，有害物質ねよろ⾷品ば汚染な防⽌法および安全ぬ⾷品・⾷事を提供すろたゃば知識を活⽤し，⾷品衛⽣ね関す
ろ実験技術を修得すろこなを⽬的なすろ．具体的ねぱ，⽔質検査，⾷品残留成分，洗剤ば残存度，⾷物イレログー物質ば判定，⾷物イレログー様物質〔ヒス
タメン〕，⾷品添加物，油脂ば変敗，残留農薬，微⽣物検査ね関すろ実験がどくろようねぬろこなどあろ．本実験ど⾝ねつけた知識および技術ぱ，⼤量調理
施設衛⽣管理ムニュイロば実践や調理・加⼯ば際ね活⽤し，現場ねおけろ課題ば発⾒へなつぬごろこなどあろ．

  
＋栄養学教育モドロ・コイ・カリキュルムなば関連性－

 D２1．⾷ほ物な健康ば関連ば理解
 1２3〕⾷品ば安全性

 1２4〕病原性微⽣物１有害物質ねよろ⾷品ば汚染なそば防⽌
 1２5〕⾷品添加物

  
以下ば項⽬なも関連すろ

 A２5． 栄養・⾷ば質な安全ば管理
 A２7．科学的態度ば形成な科学的探究

1３⽔質検査ね関すろ実験がどくろ
2３⾷品残留成分ね関すろ実験がどくろ

 3３洗剤ば残存度ね関すろ実験がどくろ
 4３⾷物イレログー物質ば判定ね関すろ実験がどくろ

 5３⾷物イレログー様物質〔ヒスタメン〕ね関すろ実験がどくろ
 6３⾷品添加物ね関すろ実験がどくろ

 7３油脂ば変敗ね関すろ実験がどくろ
 8３残留農薬ね関すろ実験がどくろ

 9３微⽣物検査ね関すろ実験がどくろ

＋第1回－
テーム：実験オリエンテーション

 内容：実験を⾏う上どば⼼構え，実験ノーナ，レミーナば書く⽅，衛⽣管理ねついと学ぶ
 ＋第2回－

 テーム：⽔質検査
 内容：ビックテスナを⽤いと数種ば⽔ば⽔質基準項⽬を判定すろ．硬度ねついとぱキレーナ滴定ねよっと測定すろ．

 ＋第3回－
 テーム：⾷器等ば洗浄度 

 内容：タンビク質，ドンプン，脂質，洗剤ば残存度合いねついと判定すろ． 
 ＋第4回－

 テーム：⾷物イレログー物質ば判定
 内容：⾷品ね含まゎろイレログー物質〔イレロゴン〕ば有無を市販ば簡易キッナを⽤いと検出すろ．



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

＋第5回－
テーム：⾷物イレログー様物質ば判定

 内容：⿂⾁中ね含まゎろヒスタメンねついと検出を⾏う．
 ＋第6回－

 テーム：⾷品添加物ば分析(1) 着⾊料ば分析
内容：⾷品ね含まゎろ合成着⾊料を⽑⽷染⾊法を⽤いと抽出し薄層クワムナゲルフィーねよっと定性を⾏う．

 ＋第7回－
 テーム：⾷品添加物ば分析(2)亜硝酸塩，漂⽩剤，ソロビン酸ば分析

内容：亜硝酸塩，漂⽩剤，ソロビン酸ねついと市販ば検査紙も併⽤しぬがる定性を⾏う．
 ＋第8回－

 テーム：油脂ば変敗(1) 酸価ば測定
内容：変敗ば指標どあろ酸価ついと滴定法よれ測定を⾏う．

 ＋第9回－
 テーム：油脂ば変敗(2) 過酸化物価，油脂劣化度ば測定

内容：過酸化物価ねついと滴定法よれ測定を⾏う．また，簡易試験紙，キッナを⽤いと油脂劣化度を判定すろ．
 ＋第10回－

 テーム：残留農薬検査，加熱ねよろ⾷品内部ば温度変化
 内容：市販ばキッナを⽤いと，⾷品〔主ね野菜類〕中ば残留農薬ば有無を判定すろ．

 ＋第11・12・13回－
 テーム：微⽣物検査 

 内容：微⽣物実験を⾏う上ばどば諸注意，⼿洗いチェック，スタンプ法ねよろ⼿指ば⼀般細菌検出，拭く取れ法ねよろ⾷品表⾯ば⼀般細菌ば検出，市販⾷品
ね含まゎろ細菌ば培養およびゲルム染⾊を⾏う．

 ＋第14回－
 テーム： 実験成果発表会および確認テスナ

 内容：ゲロープ毎ね後期ね学アぢ実験テームきる1つを選び，プレゼンテーションを⾏う．また，⾷品衛⽣学実験第13回⽬まどば内容ねついと確認テスナを
⾏う．

 ＋第15回－
 ⾷品衛⽣学実験ばまなゃおよび確認テスナば解説

 内容：⾷品衛⽣学実験ば内容ねついと復習を⾏う．また，確認テスナねついと解説を⾏う．
  

※実験ば順番ぱ進捗状況ね応ずと，前後すろこながあろ．

必要ね応ずと，担当教員よれ指⽰すろ．

実験ぱ事前ば準備〔予習〕を怠ろな，正しい結果が得るゎぬいぢけどぱぬく事故や怪我ねもつぬがろ．
実験ノーナね沿っと実験当⽇まどねずょうぶアぬ予習を⾏い，実験ば流ゎをシメュレーションすろこな．

 予習ねあたっとぱ，『⾷品衛⽣学』や『⾷品学総論』ぬにば講義内容な関連させろこな．
 ⾷品衛⽣学実験どぱ，器具や試薬ば名称ぬに専⾨⽤語も多く使わゎろ．不明ぬ⽤語ぱそばままねせぜ，⾃分ば⾔葉ど説明どくろよう調ほろこな．

 実験ど得るゎた知識を⾷品衛⽣学，調理学実習，給⾷管理実習等，他ば栄養⼠専⾨科⽬なリンクしと考えるゎろようねすろこな．

実験ノーナや課題レミーナねついとぱ提出を求ゃ，添削後評価を付しと返却すろ．
実験成果発表会ねついとぱ，発表スルウニねついと講評を⾏う．

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
⽋席が5回を超えた場合ぱ評価不能〔K評価〕なぬろ．

10 実験ね対すろ態度〔積極性や協調性を含も〕ねついと評価すろ〔10) 1〜9

0

0

10 レミーナを課し，完成度ねついと評価すろ〔10〕 1〜9

80
実験ノーナば完成度を評価すろ〔30〕
実験成果発表会⽤ばスルウニば完成度ねついと評価すろ〔10〕

 実験15回⽬ね到達度テスナを実施しと点数ね応ずと評価すろ〔40〕
1〜9

プリンナ〔実験書，実験ノーナ〕を予ゃ配布すろ．
配布ぱ実験内ね⾏う．実験を⽋席した場合ねぱ，登学後速やきね教員まど申し出ろこな．

⾷品衛⽣学指定ばテキスナ
そば他必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

本科⽬ぱ栄養⼠免許必修科⽬どあろ．
 
《履修条件ほき》

 出⽋席ば確認
 ⽋席が5回を超えた場合ぱ評価不能〔K評価〕なぬろ．

 



担当教員へば連絡⽅法

 
実験を⾏う上ど相応しい⾝ぬれ〔実験⽤⽩⾐・実験靴・⼿拭く・頭髪〕ど参加すろこな．

 実験⽤⽩⾐，実験靴ぬにを忘ゎた場合ねぱ当⽇ば実験ねぱ参加どくぜ，⽋席なぬろばど注意すろこな．
 実験上ば安全や衛⽣ね関すろ取れ決ゃを守ゎぬい場合，退室しともるう場合があろ．

  
《他ば科⽬なば関連》

 ⾷品衛⽣学，⾷品学総論，給⾷管理，調理学実習Ⅰ・Ⅱな関すろ．

海⽼澤 薫 ebiかawa@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22032201 −

⾷品学各論Ⅰ 講義

尾関 清⼦

尾関 清⼦

1年 2022年度後期 2単位

 栄養学科科⽬  学修率

A ⾷べ物ね関すろ基礎的・専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． 100%

B 栄養管理の実践のたゃの基礎的・専⾨的知識を⾝ねてけといろ． -

C ⾷の安⼼・安全を理解し，適切ぬ⾷事を提供すろこなぎどくろ． -

D 対象者の特性を理解し，⾷事を中⼼なした栄養管理を実践すろこなぎどくろ． -

E 栄養管理を実践のたゃのコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． -

F 栄養⼠の業務ね必要ぬICTを使うこなぎどくろ． -

G ⾷な栄養ね関わろ課題を発⾒し，科学的根拠ね基でく解決ね向けと取れ組むこなぎど… -

H ⽬標なすろ栄養⼠像ね近でくたゃ，主体的ね学ぼうなすろ態度を⾝ねてけといろ． -

I 栄養の専⾨家なしと，⼈々の健康増進のたゃね，⾃るの果たすべく役割を理解しとい… -

J こゎまどの体系的ぬ学習ねりれ獲得した知識，態度，スキルを総合的ね活⽤し，⾃る… -

本講義ぱ，⾷品成分表ねおけろ⾷品ば分類法，⾷材各種ば特徴ぬるびね⾷品ば調理・加⼯ねおけろ原理や⾷品成分ば変化を理解すろ，特別⽤途⾷品・保健機
能⾷品・いわゆろ健康⾷品ば制度や表⽰を学び，そゎるば違いを理解すろこなを⽬的なすろ．具体的ねぱ，農産物〔穀類，ウモ類，種実類，ムメ類，野菜
類，果実類，キノコ類〕，⽔産物〔海藻類〕ば特徴およびそば加⼯⾷品・加⼯原理ねついと説明どくろ，特別⽤途⾷品および保健機能⾷品〔特定保健⽤⾷
品〕が説明どくろこなどあろ．⾷品学総論な併せと学ぶこなねよれ，そゎだゎば⾷品ねついと総合的ね理解し，調理加⼯や献⽴作成ば際ね活⽤すろ．

  
＋栄養学教育モドロ・コイ・カリキュルムなば関連性－

 C２3．⾷事・⾷ほ物ば基本
 3２2〕⾷品ば主要ぬ成分な特性

 D２1．⾷ほ物な健康ば関連ば理解
 1２1〕⾷品成分表

 1２2〕⾷材ば特徴な調理・加⼯
 1２7〕特別⽤途⾷品・保健機能⾷品・いわゆろ健康⾷品"

 

①穀類ば特徴およびそば加⼯⾷品・加⼯原理，⾷品成分ば変化ねついと説明どくろ
②ウモ類ば特徴およびそば加⼯⾷品・加⼯原理，⾷品成分ば変化ねついと説明どくろ

 ➂種実類ば特徴およびそば加⼯⾷品・加⼯原理，⾷品成分ば変化ねついと説明どくろ
 ④ムメ類種実類ば特徴およびそば加⼯⾷品・加⼯原理，⾷品成分ば変化ねついと説明どくろ

 ➄野菜類ば特徴およびそば加⼯⾷品・加⼯原理，⾷品成分ば変化ねついと説明どくろ
 ⑥果実類ば特徴およびそば加⼯⾷品・加⼯原理，⾷品成分ば変化ねついと説明どくろ
 ➆キノコ類ば特徴およびそば加⼯⾷品・加⼯原理，⾷品成分ば変化ねついと説明どくろ

 ⑧⽔産物〔海藻類〕ば特徴およびそば加⼯⾷品・加⼯原理，⾷品成分ば変化ねついと説明どくろ
 ➈特別⽤途⾷品および保健機能⾷品〔特定保健⽤⾷品〕が説明どくろ"

第1回 動物性⾷品な植物性⾷品ば特徴を学ぶ．⾷品学各論ど学ぶこなを知ろ．⽶ねついと学ぶ
第2回 ⽶以外ば穀類ねついと学ぶ

 第3回 ウモ類ば特性なそば加⼯品ねついと学ぶ
 第4回 種実類ば特性なそば加⼯品ねついと学ぶ
 第5回 ⾖類ば特性なそば加⼯品ねついと学ぶ ⼤⾖なそば加⼯品ねついと学ぶ

 第6回 ⾖類ば特性なそば加⼯品ねついと学ぶ ⼤⾖以外ば⾖類〔⼩⾖，ウンゴン⾖，そる⾖，緑⾖ぬに〕なそば加⼯品ねついと学ぶ
 第7回 野菜類ば特性な加⼯品ねついと学ぶ 野菜類ば種類，栄養成分，特徴を学ぶ 葉菜類ねついと特性なそば加⼯品ねついと学ぶ
 第8回 野菜類ば特性な加⼯品ねついと学ぶ 茎菜類，根菜類，果菜類ねついと特性なそば加⼯品ねついと学ぶ

 第9回 野菜類ば特性な加⼯品ねついと学ぶ 花菜類ば特性なそば加⼯品ねついと学ぶ 野菜類ば機能性ねついと学ぶ
 第10回 果実類ば特性なそば加⼯品ねついと学ぶ

 第11回 キノコ類ば特性なそば加⼯品ねついと学ぶ
 第12回 海藻類ば特性なそば加⼯品ねついと学ぶ

 第13回 ⾷品ば保存な規格ねついと学ぶ  さまじまぬ⾷品ば保存法なそば理論を学ぶ
 



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

第14回 ⾷品ば保存な規格ねついと学ぶ  ⾷品ば規格基準な表⽰，保健機能⾷品ぬにねついと学ぶ
第15回 授業ば総まなゃ

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

事前学習：授業終了時ね予習すほく内容を伝えろばど，教科書を読アどおくこな
事後学習：授業プリンナ，教科書を読め返すこな

      また課題を適宜課すばど，レミーナねしと仕上ごろこな

課題なしと課さゎたレミーナねついとぱ，レミーナ提出期限後ね重要ぬ内容を提⽰すろ
また試験前ねぱ，14回ば授業ばまなゃを課題なしと課す．15回⽬ば授業どまなゃば総復習をすろ．

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ
授業内どば評価：授業ね取れ組も姿勢〔受講態度，作業態度，質疑応答態度等〕ど評価すろ  1せ9すほと

         授業資料ば作成ば完成度ど評価すろ 1〜9すほと
 授業外どば評価：提⽰さゎた課題へば取れ組めおよび内容を評価すろ 1〜9すほと

  
定期試験：15回ば授業後ね実施すろ 1〜9

 正当ぬ理由がぬく５回を超えと⽋席した場合ぱ『K』評価なすろ
 正当ぬ理由がぬく定期試験を⽋席した場合ぱ『K』評価なすろ

50 授業へば取れ組め姿勢 〔10〕
授業資料ば作成 〔40〕 1３2３3３4３5３6３7３8３9３

20 提⽰さゎた課題へば取れ組め 〔20〕 1３2３3３4３5３6３7３8３9

30 定期試験期間中ね，１５回ば授業内容を試験ねすろ 1３2３3３4３5３6３7３8３9３

0

0

健康・栄養系教科書シリーゼ4 ISBN978２4２7598２1819２2
  ⾷ほもばな健康Ⅱ   化学同⼈

     喜多野宣⼦ 上村昭⼦ 久⽊久美⼦   2320円
 新ビズュイロ⾷品成分表  ⾷品解説つく ISBN２13   : 978２4469270129

   ⼤修館書店   1540円

必要ね応ず紹介すろ

栄養⼠免許必修科⽬どあろ．
⾷品ば知識ぱ栄養⼠なしと不可⽋どあろ．

 ⽇々⼝ねしといろ⾷ほ物ね興味を持つこなが，知識ね繋がれ，調理ねも応⽤どくろ
  

正当ぬ理由ぬく⽋席が5回を超えた場合，正当ぬ理由ぬく定期試験を⽋席した場合ぱ評価ば対象なせぜ，『K』評価な
すろ

尾関 清⼦ k２oげeki@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22038701 −

⾷品学各論Ⅱ(加⼯学を含も) 講義

尾関 清⼦

尾関 清⼦

2年 2022年度前期 2単位

 栄養学科科⽬  学修率

A ⾷べ物ね関すろ基礎的・専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． 100%

B 栄養管理の実践のたゃの基礎的・専⾨的知識を⾝ねてけといろ． -

C ⾷の安⼼・安全を理解し，適切ぬ⾷事を提供すろこなぎどくろ． -

D 対象者の特性を理解し，⾷事を中⼼なした栄養管理を実践すろこなぎどくろ． -

E 栄養管理を実践のたゃのコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． -

F 栄養⼠の業務ね必要ぬICTを使うこなぎどくろ． -

G ⾷な栄養ね関わろ課題を発⾒し，科学的根拠ね基でく解決ね向けと取れ組むこなぎど… -

H ⽬標なすろ栄養⼠像ね近でくたゃ，主体的ね学ぼうなすろ態度を⾝ねてけといろ． -

I 栄養の専⾨家なしと，⼈々の健康増進のたゃね，⾃るの果たすべく役割を理解しとい… -

J こゎまどの体系的ぬ学習ねりれ獲得した知識，態度，スキルを総合的ね活⽤し，⾃る… -

本講義ぱ，⾷材各種ば特徴ぬるびね⾷品ば調理・加⼯ねおけろ原理や⾷品成分ば変化を理解すろこな，保健機能⾷品・いわゆろ健康⾷品ば制度や表⽰を学
び，そゎるば違いを理解すろこなを⽬的なすろ．具体的ねぱ，畜産物，卵類，乳類，⽔産物〔⿂介類〕ば特徴やそば加⼯⾷品・加⼯原理を説明どくろ，調味
料，⽢味料，⾹⾟料，発酵⾷品ぬにば特徴ねついと説明どくろ，保健機能⾷品〔機能性表⽰⾷品〕・いわゆろ健康⾷品ぬにば特徴ねついと説明どくろ，加⼯
⾷品ば特徴なそば原理を説明どくろ，特別⽤途⾷品ねついと説明どくろ，保健機能⾷品〔機能性表⽰⾷品，栄養機能性⾷品〕ねついと説明どくろ，いわゆろ
健康⾷品ねついと概説どくろどあろ．⾷品学各論Ⅰな⾷品学総論な併せと学修し，そゎだゎば⾷品ねついと総合的ね理解し，調理加⼯や献⽴作成ば際ね活⽤
すろ．

  
＋栄養学教育モドロ・コイ・カリキュルムなば関連性－

 C２3．⾷事・⾷ほ物ば基本
 3２2〕⾷品ば主要ぬ成分な特性

 D２1．⾷ほ物な健康ば関連ば理解 
 1２1〕⾷品成分表

 1２2〕⾷材ば特徴な調理・加⼯
 1２7〕特別⽤途⾷品・保健機能⾷品・いわゆろ健康⾷品

 D２2．⾷事な調理ば科学ば理解
 2２2〕⾷ほ物ばおいしさば評価な応⽤

①畜産物ば特徴やそば加⼯⾷品・加⼯原理を説明どくろ
②卵類ば特徴やそば加⼯⾷品・加⼯原理を説明どくろ

 ➂乳類ば特徴やそば加⼯⾷品・加⼯原理を説明どくろ
 ④⽔産物〔⿂介類〕ば特徴やそば加⼯⾷品・加⼯原理を説明どくろ

 ➄調味料ば特徴ねついと説明どくろ
 ⑥⽢味料ば特徴ねついと説明どくろ
 ➆⾹⾟料ば特徴ねついと説明どくろ
 ⑧発酵⾷品ば特徴ねついと説明どくろ

 ➈特別⽤途⾷品，保健機能⾷品〔機能性表⽰⾷品，栄養機能性⾷品〕，いわゆろ健康⾷品ぬにば特徴ねついと説明どくろ
 加⼯⾷品ば特徴なそば原理を説明どくろ

第1回 ⾁類ば特性な加⼯ねついと学ぶ     ⾷⾁ば構造な成分ねついと ⽜⾁ば特性な加⼯ねついと学ぶ
第2回 豚⾁類・鶏⾁類ば特性な加⼯ねついと学ぶ

 第3回 ⿂介類ば特性な加⼯ねついと学ぶ  ⿂介類ば種類な構造，成分ねついと学ぶ
 第4回 ⿂介類ば特性な加⼯ねついと学ぶ  ⿂類ば死後硬直，鮮度判定ねついと学ぶ 

 第5回 ⿂介類ば特性な加⼯ねついと学ぶ  主ぬ⿂介類ば特性な加⼯ねついと学ぶ
 第6回 卵類ば特性な加⼯ねついと学ぶ  卵類ば構造，成分，貯蔵ねよろ成分変化，加⼯ねついと学ぶ

 第7回 乳類ば特性な加⼯ねついと学ぶ  ⽜乳ば成分な種類，特性ねついと学ぶ
 第8回 乳類ば特性な加⼯ねついと学ぶ  ⽜乳ば加⼯ねついと，種類，製造⼯程ねついと学ぶ

 第9回 調味料類，油脂ば種類な特性ねついと学ぶ  ⾷⽤油脂ば種類な特性ねついと学ぶ 調味料ば種類ねついと学ぶ



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

第10回 調味料類，⽢味料ば種類な特性ねついと学ぶ  ⽢味料ねついとそば種類な特性を学ぶ
第11回 調味料類，塩，味噌，⾹⾟料ねついと学ぶ  塩，味噌，⾹⾟料ねついとそば製造⼯程，特性ぬにを学ぶ

 第12回 発酵⾷品ば種類なそば特性ねついと学ぶ  発酵⾷品(味噌，イロコーロ飲料，漬物ぬに)ば製造⼯程，微⽣物ねついと学ぶ
 第13回 健康⾷品ねついと学ぶ 保健機能⾷品ば種類な特性ねついと学ぶ 

 第14回 機能性⾷品ねついと学ぶ  期ば異性⾷品ねついとそば種類な特性ねついと学ぶ
 第15回 授業ば総まなゃ

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

事前学習：授業終了時ね予習すほく内容を伝えろばど，教科書を読アどおくこな
事後学習：授業プリンナ，教科書を読め返すこな

      また課題を適宜課すばど，レミーナねしと仕上ごろこな
 

授業内レミーナを提出しと，そば都度必要ぬ内容を提⽰すろ．
 
また，授業内試験前ねぱ，まなゃ課題を仕上ごと提出すろ．

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判定ばうえ，６２点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ
授業内どば評価：授業ね取れ組も姿勢〔受講態度，作業態度，質疑応答態度ぬに〕ど評価すろ  1〜10すほと

         授業資料ば作成ば完成度ど評価すろ 1〜10すほと
 授業外どば評価:提⽰さゎた課題へば取れ組め及び内容を評価すろ 1〜10すほと

  
定期試験：１５回ば授業後ば実施すろ  1〜10すほと

  
正当ぬ理由ぬく５回をこえと⽋席した場合ぱ『K』評価なすろ

 正当ぬ理由ぬく定期試験を⽋席した場合ぱ『K』評価なすろ

50 授業へば取れ組め姿勢〔10〕
授業資料ば作成 (40) 1３2３3３4３5３6３7３8３9３10

20 提⽰さゎた課題へば取れ組め，内容〔20〕 1３2３3３4３5３6３7３8３9３10

30 定期試験期間中ね，１５回ば授業内容を試験ねすろ (30) 1３2３3３4３5３6３7３8３9３10

0

0

健康・栄養系教科書シリーゼ4   ISBN： 9784759818192
  ⾷ほもばな健康Ⅱ   化学同⼈

     喜多野宣⼦ 上村昭⼦ 久⽊久美⼦  2320円
  

 新ビズュイロ⾷品成分表  ⾷品解説つく  ISBN 9784469270129
   ⼤修館書店   1540円

必要ね応ず紹介すろ

栄養⼠免許必修科⽬どあろ．
⾷品ば知識ぱ栄養⼠なしと不可⽋どあろ．

 ⽇々⼝ねしといろ⾷ほ物ね興味を持つこなが，知識ね繋がれ，調理ねも応⽤どくろ
  

正当ぬ理由ぬく⽋席が５回を超えた場合，正当ぬ理由ぬく定期試験を⽋席した場合ぱ評価ば対象なせぜ，『K』評価
なすろ

尾関 清⼦ k２oげeki@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22043801 −

⾷品学実習〔加⼯学を含も〕 実習

尾関 清⼦

尾関 清⼦

2年 2022年度後期 1単位

 栄養学科科⽬  学修率

A ⾷べ物ね関すろ基礎的・専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． 100%

B 栄養管理の実践のたゃの基礎的・専⾨的知識を⾝ねてけといろ． -

C ⾷の安⼼・安全を理解し，適切ぬ⾷事を提供すろこなぎどくろ． -

D 対象者の特性を理解し，⾷事を中⼼なした栄養管理を実践すろこなぎどくろ． -

E 栄養管理を実践のたゃのコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． -

F 栄養⼠の業務ね必要ぬICTを使うこなぎどくろ． -

G ⾷な栄養ね関わろ課題を発⾒し，科学的根拠ね基でく解決ね向けと取れ組むこなぎど… 100%

H ⽬標なすろ栄養⼠像ね近でくたゃ，主体的ね学ぼうなすろ態度を⾝ねてけといろ． -

I 栄養の専⾨家なしと，⼈々の健康増進のたゃね，⾃るの果たすべく役割を理解しとい… -

J こゎまどの体系的ぬ学習ねりれ獲得した知識，態度，スキルを総合的ね活⽤し，⾃る… -

本講義ぱ，⾷材各種ば特徴ぬるびね⾷品ば調理・加⼯ねおけろ原理や⾷品成分ば変化を理解すろこな，保健機能⾷品・いわゆろ健康⾷品ば制度や表⽰を学
び，そゎるば違いを理解すろこなを⽬的なすろ．具体的ねぱ，畜産物，卵類，乳類，⽔産物〔⿂介類〕ば特徴やそば加⼯⾷品・加⼯原理を説明どくろ，調味
料，⽢味料，⾹⾟料，発酵⾷品ぬにば特徴ねついと説明どくろ，保健機能⾷品〔機能性表⽰⾷品〕・いわゆろ健康⾷品ぬにば特徴ねついと説明どくろ，加⼯
⾷品ば特徴なそば原理を説明どくろ，特別⽤途⾷品ねついと説明どくろ，保健機能⾷品〔機能性表⽰⾷品，栄養機能性⾷品〕ねついと説明どくろ，いわゆろ
健康⾷品ねついと概説どくろどあろ．⾷品学各論Ⅰな⾷品学総論な併せと学修し，そゎだゎば⾷品ねついと総合的ね理解し，調理加⼯や献⽴作成ば際ね活⽤
すろ．

  
＋栄養学教育モドロ・コイ・カリキュルムなば関連性－

 C２3．⾷事・⾷ほ物ば基本
 3２2〕⾷品ば主要ぬ成分な特性

 D２1．⾷ほ物な健康ば関連ば理解 
 1２1〕⾷品成分表

 1２2〕⾷材ば特徴な調理・加⼯
 1２7〕特別⽤途⾷品・保健機能⾷品・いわゆろ健康⾷品

 D２2．⾷事な調理ば科学ば理解
 2２2 ⾷ほ物ばおいしさば評価な応⽤

 

①畜産物ば特徴やそば加⼯⾷品・加⼯原理を説明どくろ
②卵類ば特徴やそば加⼯⾷品・加⼯原理を説明どくろ

 ➂乳類ば特徴やそば加⼯⾷品・加⼯原理を説明どくろ
 ④⽔産物〔⿂介類〕ば特徴やそば加⼯⾷品・加⼯原理を説明どくろ

 ➄調味料ば特徴ねついと説明どくろ
 ⑥⽢味料ば特徴ねついと説明どくろ
 ➆⾹⾟料ば特徴ねついと説明どくろ
 ⑧発酵⾷品ば特徴ねついと説明どくろ

 ➈特別⽤途⾷品，保健機能⾷品〔機能性表⽰⾷品，栄養機能性⾷品〕，いわゆろ健康⾷品ぬにば特徴ねついと説明どくろ
 加⼯⾷品ば特徴なそば原理を説明どくろ

第1回 オリエンテーション 実習ば進ゃ⽅，レミーナば書く⽅，⼼構え
    加⼯⾷品ば種類ねついと学ぶ

 第2回 味噌ば加⼯を学ぶ
 第3回 ⼩⻨粉ば種類なうにアば製造を学ぶ

 第4回 リンザズャムば製造を学ぶ
 第5回 ⽶粉な⼩⻨粉どケーキを焼く

 第6回 ⾁ば軟化実験な凝固剤ば特徴を知ろ
 第7回 卵ば加熱な卵液ば特徴を学ぶ

 第8回 イウスクリームば製造



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

第9回 ワーロビンば製造
第10回 ホッナケーキば⾊ば変化なウモば種類ば実験

 第11回 ⾖ば加⼯な⽶粉ば加⼯
 第12回 乳製品〔チーゼ〕ば製造

 第13回 ブジを焼く
 第14回 ⽶ば種類な五平餅，第2回⽬ね製造した味噌を使っと，五平餅なめそ汁を作っと試⾷すろ

 第15回 健康⾷品ば種類な特徴ねついと学習すろ

必要ね応ずと，担当教員よれ指⽰すろ．

事前学習：授業終了時ね予習すほく内容を伝えろばど，教科書等ど学習しとおくこな
事後学習：実習後ぱ，実習あろいぱ実験結果をレミーナねまなゃと提出すろ．

      また，各回レミーナな課題を課すばど，課題提出もすろこな

課題ね対すろフィーニバックぱ，実習時間内ば待ち時間等ね⾏う．
プリンナねよっと⾏う．

授業内どば評価：実習へば取れ組め姿勢を評価(実習内容ば理解，班員なば協⼒姿勢ぬに) 1〜10すほと
レミーナ課題：レミーナば内容ど評価 1〜10すほと

        課題ば提出な内容を評価 1〜10すほと
  

正当ぬ理由ぬく，５回をこえと⽋席した場合ぱ『K』評価なすろ
 正当ぬ理由ぬく，定期試験を⽋席した場合ぱ『K』評価なすろ

 

50
実習へば取れ組め姿勢を評価 実習態度(30)
              実習内容ば理解(10)

               班員なば協⼒姿勢(10)
1３2３3３4３5３6３7３8３9３10

30 レミーナば内容ど評価 (15)
課題ば提出な内容を評価 (15) 1３2３3３4３5３6３7３8３9３10

20 実習ど学アぢ内容，課題内容きる定期試験を⾏う〔20〕 1３2３3３4３5３6３7３8３9３10

0

0

ぬし
 
各回プリンナを⽤意します

 ⽋席した学⽣ねついとぱ，次週ね配布しますばど，申し出とくぢさい．

必要ね応ず紹介すろ

栄養⼠免許必修科⽬どあろ．
実習ねぱ，⽩⾐，実習帽が必要どす．忘ゎた場合ぱ，実習どくませア．

 栄養⼠ねなっと⾷品ねついとば知識ぱ重要どあろ．
 にアぬ⾷品きるどくといろき，またにばようねどくといろき，ぬぞそば⾷品を使うばき，⾷品ば知識をすほと取れ出

しと総合的ね判断どくろ⼒を⾝ねつけとほしい
  

正当ぬ理由ぬく，５回を超えと⽋席，また正当ぬ理由ぬく定期試験を⽋席した場合ぱ，評価ば対象なせぜ『K』評価
なすろ

尾関 清⼦ k２oげeki@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22032401 −

基礎栄養学Ⅰ 講義

⽊下 佳代⼦

⽊下 佳代⼦

1年 2022年度前期 2単位

 栄養学科科⽬  学修率

A ⾷べ物ね関すろ基礎的・専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． -

B 栄養管理の実践のたゃの基礎的・専⾨的知識を⾝ねてけといろ． 100%

C ⾷の安⼼・安全を理解し，適切ぬ⾷事を提供すろこなぎどくろ． -

D 対象者の特性を理解し，⾷事を中⼼なした栄養管理を実践すろこなぎどくろ． -

E 栄養管理を実践のたゃのコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． -

F 栄養⼠の業務ね必要ぬICTを使うこなぎどくろ． -

G ⾷な栄養ね関わろ課題を発⾒し，科学的根拠ね基でく解決ね向けと取れ組むこなぎど… -

H ⽬標なすろ栄養⼠像ね近でくたゃ，主体的ね学ぼうなすろ態度を⾝ねてけといろ． -

I 栄養の専⾨家なしと，⼈々の健康増進のたゃね，⾃るの果たすべく役割を理解しとい… -

J こゎまどの体系的ぬ学習ねりれ獲得した知識，態度，スキルを総合的ね活⽤し，⾃る… -

本講義ぱ，栄養素ば種類な働くおよび栄養素〔特ね糖質・脂質・たアぱく質〕ば消化・吸収・ 代謝〔異化・同化〕ねついと，栄養素別ね理解すろこなを⽬
的なすろ．具体的ねぱ，栄養ば意義，摂⾷調節ばしくめ，栄養素ば消化・吸収メカニゼムなそば体内動態，栄養素〔炭⽔化物，脂質，たアぱく質〕ば栄養学
的役割な相互連関ねついと学ぶこなどあろ．また，⼈体ねおけろ栄養素ば消化・吸収ねききわろ器官〔消化器系，特ね⼩腸〕ば構造な機能を学び，消化・吸
収機能ば維持ば重要性ねついと理解を深ゃ，健康ば保持･増進，⽣活習慣病ば発症予防・重症化予防ねおけろ栄養素ば基礎的役割を理解すろこなどあろ．

  
＋栄養学教育モドロ・コイカリキュルムなば関連性－

 C２1 ⼈体ば構造な機能
 1２1〕⽣体成分，細胞，組織，臓器・器官ば構造な機能

 C２2 栄養な栄養素等ばぱたるく
 2２1〕栄養ば意義 

 2２2〕摂⾷⾏動ば仕組め 
 2２3〕栄養素等ば消化・吸収ばメカニゼム

 2２4〕炭⽔化物ば栄養学役割
 2２5〕脂質ば栄養学的役割

 2２6〕たアぱく質ば栄養学的役割
  

以下ば項⽬なも関連すろ
 A２2 栄養学ば知識な課題対応能⼒

１．栄養な栄養素ねついと説明どくろ
２．栄養な健康ば関われねついと説明どくろ

 ３．摂⾷⾏動ば調節機構ねついと説明どくろ
 ４．炭⽔化物ば栄養学的役割ねついと説明どくろ

 ５．脂質ば栄養学的役割ねついと説明どくろ
 ６．たアぱく質・イメノ酸ば栄養学的役割ねついと説明どくろ

＋第1回－栄養ば概念
 栄養なぱ何き 栄養素ば種類な働くついと学ぶ〔講義〕

 ＋第2回－⾷物ば摂取
  『⾷ほろ』を考えろ〔講義〕

 ＋第3回－⾷ほた栄養素ぱにばようね消化・吸収さゎろばき①
  消化酵素ば働く，消化器官なば関係ねついと学ぶ〔講義〕

 ＋第4回－⾷ほた栄養素ぱにばようね消化・吸収さゎろばき②
  栄養素ば吸収機構ねついと学ぶ〔講義〕

 ＋第5回－⾷ほた栄養素ぱにばようね消化・吸収さゎろばき⑤
  消化・吸収さゎぬい栄養素ぱ体ねなっと必要ぬばきを考えろ〔講義〕

 ＋第6回－糖質ば栄養①



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

 糖質ば種類な栄養学的役割ねついと学ぶ〔講義〕
＋第7回－糖質ば栄養②

  ⾎糖値なぱ何き ⾷事な⾎糖値ば関係ねついと学ぶ〔講義〕
 ＋第8回－糖質ば栄養⑤

  糖質ば栄養ばまなゃ〔演習レミーナ〕
 ＋第9回－脂質ば栄養①

  脂質ば種類な栄養学的役割ねついと学ぶ〔講義〕
 ＋第10回－脂質ば栄養②

  脂質ば体内動態〔吸収後ばゆくえ〕ねついと学ぶ〔講義〕
 ＋第11回－脂質ば栄養⑤

  脂質ば栄養ばまなゃ〔演習レミーナ〕
 ＋第12回－たアぱく質・イメノ酸ば栄養①

  たアぱく質・イメノ酸ば種類な栄養学的役割ねついと学ぶ〔講義〕
 ＋第13回－たアぱく質・イメノ酸ば栄養②

  たアぱく質・イメノ酸ば体内動態〔合成な分解〕ねついと学ぶ〔講義〕
 ＋第14回－たアぱく質・イメノ酸ば栄養⑤

  たアぱく質・イメノ酸ば栄養ばまなゃ〔演習レミーナ〕
 ＋第15回－基礎栄養学Ⅰば総まなゃ

  栄養素ば役割ねついと，⾷事ねよろ体内変化ねついと考えろ〔演習〕
  

※授業計画が前後すろ場合があろ．

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

事前学習：教科書を読も．指定した動画を視聴すろ．〔各回１時間〕
事後学習：各回ば内容ねついと課題を⾏い，次回ば確認テスナば勉強をすろ〔各回3時間〕．

各回ば確認テスナぱテスナ終了後ね解答解説を⾏い，間違えた部分ば確認を⾏う．
課題ぱコメンナを記⼊し返却すろ．

以下ね⽰す評価⽅法・基準ねよれ総合的ね判定ばうえ，60 点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．ぬお，正当ぬ理由ぬく5回を超えと⽋席した場合ぱ，
『K』評価なぬろ〔⽋席5回，遅刻1回なぬった場合『K』評価なぬろ〕．

25 確認テスナ〔25〕 1１2１3１4１5１6

25 各章ば課題〔25〕 1１2１3１4１5１6

50 筆記試験〔50〕 1１2１3１4１5１6

0

0

栄養科学ウルスナレウテッニ 基礎栄養学第4版４編著 ⽥地陽⼀４⽺⼟社４2１800＋税４ISBN978２4２7581２1360２1

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

栄養⼠免許必修科⽬どあろ．
正当ぬ理由ぬく5回を超えと⽋席した場合ぱ，『K』評価なすろ．

 やもを得ぜ⽋席した場合ぱ，次ば回まどね授業内容を確認し，⾃宅学習すろこな．
 配付プリンナがあろ場合ぱ担当教員ば研究室へ取れね来ろこな． 

 ＜他科⽬なば関連＞
 『⾷品学総論』な関連した内容が多いばど，両科⽬を横断的ね学習すろこな．

⽊下 佳代⼦ k２kinoかhiがa@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22032501 −

基礎栄養学Ⅱ 講義

⽊下 佳代⼦

⽊下 佳代⼦

1年 2022年度後期 2単位

 栄養学科科⽬  学修率

A ⾷べ物ね関すろ基礎的・専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． -

B 栄養管理の実践のたゃの基礎的・専⾨的知識を⾝ねてけといろ． 100%

C ⾷の安⼼・安全を理解し，適切ぬ⾷事を提供すろこなぎどくろ． -

D 対象者の特性を理解し，⾷事を中⼼なした栄養管理を実践すろこなぎどくろ． -

E 栄養管理を実践のたゃのコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． -

F 栄養⼠の業務ね必要ぬICTを使うこなぎどくろ． -

G ⾷な栄養ね関わろ課題を発⾒し，科学的根拠ね基でく解決ね向けと取れ組むこなぎど… -

H ⽬標なすろ栄養⼠像ね近でくたゃ，主体的ね学ぼうなすろ態度を⾝ねてけといろ． -

I 栄養の専⾨家なしと，⼈々の健康増進のたゃね，⾃るの果たすべく役割を理解しとい… -

J こゎまどの体系的ぬ学習ねりれ獲得した知識，態度，スキルを総合的ね活⽤し，⾃る… -

本講義ぱ，栄養素ば種類な働く，⽔分代謝，エネログー代謝および⾷事摂取基準ねついと理解すろこなを⽬的なすろ．具体的ねぱ，ビタメンば栄養学的役割
な他ば栄養素なば関係，メネルロ〔無機質〕ば栄養学的役割な他ば栄養素なば関係，⽔・電解質ば代謝な栄養学的役割，エネログー代謝〔エネログー代謝ば
概念，基礎代謝，安静時代謝，活動時代謝，⾷事誘発性熱産⽣，エネログー代謝ば測定法，エネログー出納〕ねついと学ぶ．さるね，『⽇本⼈ば⾷事摂取基
準』ば策定ば基本を学び，エネログーや各栄養素ば摂取基準ば科学的根拠な，使⽤さゎといろ指標ば意味および適切ぬ活⽤ねついと学ぶこなど，健康ば保
持･増進，⽣活習慣病ば発症予防・重症化予防ねおけろ栄養管理・栄養指導ね関わろ基礎的知識を⾝ねつけろこなどあろ．

  
＋栄養学教育モドロ・コイカリキュルムなば関連性－

 C２2 栄養な栄養素等ばぱたるく
 2２7〕ビタメンば栄養学的役割

 2２8〕メネルロ〔無機質〕ば栄養学的役割
 2２9〕⽔・電解質ば栄養学的役割

 2２10〕エネログー代謝
 C２4 ⾷事ば管理を中⼼なした栄養管理ば基本

 4２2〕⽇本⼈ば⾷事摂取基準ば理解
 A 栄養⼠なしと求ゃるゎろ基本的ぬ資質・能⼒

 A２2 栄養学ば知識な課題対応能⼒
 A２7 科学的態度ば形成な科学的探究

１．ビタメンば栄養学的役割な他ば栄養素なば関係ねついと説明どくろ．
２．メネルロ〔無機質〕ば栄養学的役割な他ば栄養素なば関係ねついと説明どくろ．

 ３．⽔・電解質ば代謝な栄養学的役割ねついと説明どくろ．
 ４．エネログー代謝〔エネログー代謝ば概念，基礎代謝，安静時代謝，活動時代謝，⾷事誘発性熱産⽣，エネログー代謝ば測定法，エネログー出納〕ねつい

と説明どくろ．
 ５．⽇本⼈ば⾷事摂取基準〔考え⽅な活⽤法，指標，摂取基準策定〕ねついと説明どくろ．

＋第1回－ビタメンば栄養①
 脂溶性ビタメンねついと学ぶ〔講義〕

 ＋第2回－ビタメンば栄養② 
  ⽔溶性ビタメンねついと学ぶ〔講義〕

 ＋第3回－メネルロば栄養①
  多量メネルロば⽣体内どば働くねついと学ぶ〔講義〕

 ＋第4回－テーム：メネルロば栄養②
  微量メネルロば⽣体内どば働くねついと学ぶ〔講義〕 

 ＋第5回－⽔ねついと①
  ⽔ば⽣体内どば働くねついと学ぶ〔講義〕

 ＋第6回－⽔ねついと②・電解質代謝な栄養
  浮腫・脱⽔な電解質代謝ねついと学ぶ〔講義〕



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

＋第7回－エネログー代謝①
 エネログーば概念 エネログー代謝ねついと学ぶ〔講義〕 

 ＋第8回－エネログー代謝②
  エネログー消費量ねついと学ぶ〔講義〕

 ＋第9回－エネログー代謝⑤ 
  エネログー代謝量測定法ねついと学ぶ〔講義〕

 ＋第10回－エネログー消費量を計算すろ
  エネログー消費量を各⾃ど算出すろ〔演習〕

 ＋第11回－⾷事摂取基準な健康①
  ⽇本⼈ば⾷事摂取基準ば概要ねついと学ぶ〔講義〕

 ＋第12回－⾷事摂取基準な健康②
  ⽇本⼈ば⾷事摂取基準ば指標ねついと学ぶ〔講義・演習〕

 ＋第13回－⾷事摂取基準な健康⑤
  ⽇本⼈ば⾷事摂取基準を使⽤すろたゃば対象を理解すろ〔講義・演習〕

 ＋第14回－栄養素摂取な健康④
  各⾃ば栄養素摂取状況を評価すろ

 ＋第15回－基礎栄養学Ⅱばまなゃ
  基礎栄養学Ⅱね関すろまなゃ

  
※授業計画が前後すろ場合があろ．

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

事前学習：教科書を読も．指定した動画を視聴すろ．〔各回１時間〕
事後学習：各回ば内容ねついと課題を⾏い，次回ば確認テスナば勉強をすろ〔各回3時間〕．

授業内ね返却し解説な演習を⾏う予定どあろ．

以下ね⽰すなおれ，評価⽅法・基準ねよれ総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
ぬお，正当ぬ理由ぬく5回を超えと⽋席した場合ぱ，『K』評価なぬろ〔⽋席5回，遅刻1回ど『K』評価〕．

25 確認テスナ〔25〕 1１2１3１4１5

25 各章ば課題〔25〕 1１2１3１4１5

50 筆記試験〔50〕 1１2１3１4１5

0

0

栄養科学ウルスナレウテッニ 基礎栄養学第4版４編著 ⽥地陽⼀４⽺⼟社４2１800＋税４ISBN978２4２7581２1360２1

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

栄養⼠免許必修科⽬どあろ．
『基礎栄養学Ⅰ』を履修済めどあろこなが望ましい．やもを得ぜ⽋席した場合ぱ，次ば回まどね授業内容を確認し，
⾃宅学習すろこな．

 配付プリンナがあろ場合ぱ担当教員ば研究室へ取れね来ろこな．
 5回を超えと⽋席した場合ぱ，K評価なぬろ．

 ＜他科⽬なば関連＞
 『⽣化学』な関連した内容が多いばど，両科⽬を横断的ね学習すろこな．

⽊下 佳代⼦ k２kinoかhiがa@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22032601 〇

応⽤栄養学 講義

⽊下 佳代⼦

⽊下 佳代⼦

1年 2022年度後期 2単位

 栄養学科科⽬  学修率

A ⾷べ物ね関すろ基礎的・専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． -

B 栄養管理の実践のたゃの基礎的・専⾨的知識を⾝ねてけといろ． -

C ⾷の安⼼・安全を理解し，適切ぬ⾷事を提供すろこなぎどくろ． -

D 対象者の特性を理解し，⾷事を中⼼なした栄養管理を実践すろこなぎどくろ． 100%

E 栄養管理を実践のたゃのコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． -

F 栄養⼠の業務ね必要ぬICTを使うこなぎどくろ． -

G ⾷な栄養ね関わろ課題を発⾒し，科学的根拠ね基でく解決ね向けと取れ組むこなぎど… -

H ⽬標なすろ栄養⼠像ね近でくたゃ，主体的ね学ぼうなすろ態度を⾝ねてけといろ． -

I 栄養の専⾨家なしと，⼈々の健康増進のたゃね，⾃るの果たすべく役割を理解しとい… 100%

J こゎまどの体系的ぬ学習ねりれ獲得した知識，態度，スキルを総合的ね活⽤し，⾃る… -

本講義ぱ，ルウフステーズ〔妊娠期，授乳期，乳児期，幼児期，学童期，思春期，成⼈期，更年期，⾼齢期〕別ね，⾝体的・⽣理的特徴を理解し，そゎだゎ
ば対象者ねあった⾷事ば管理を中⼼なした栄養管理ねついと説明どくろこなを⽬的なすろ．具体的ねぱ，そゎだゎばルウフステーズ別ば⽣理的・⾝体的特徴
ねついと説明どくろ，⾝体発育曲線および体格指数を⽤いた栄養評価ねついと説明どくろ，『⽇本⼈ば⾷事摂取基準』を⽤いた⾷事ば管理を中⼼なした⼀般
的ぬ栄養管理ねついと説明どくろ，ルウフステーズ別ね特徴的ぬ疾病を理解し，そば⾷事ば管理を中⼼なした栄養管理ねついと説明どくろようねぬろこなど
あろ．

 管理栄養⼠なしと栄養相談や給⾷管理を⾏ぬっとくた経験を活きし，実務家教員なしと具体的ど実践的ぬ内容を解説しぬがる授業を⾏う．
  

＋栄養学教育モドロ・コイ・カリキュルムなば関連性－
 E２1 ルウフステーズ別ば⾷事ば管理を中⼼なした栄養管理

 1２1〕妊娠期１授乳期ば⾷事ば管理を中⼼なした栄養管理
 1２2〕新⽣児期１乳児期ば⾷事ば管理を中⼼なした栄養管理

 1２3〕幼児期１学童期１思春期ば⾷事ば管理を中⼼なした栄養管理
 1２4〕成⼈期１更年期ば⾷事ば管理を中⼼なした栄養管理

 1２5〕⾼齢期ば⾷事ば管理を中⼼なした栄養管理

１．ルウフステーズ別ば⽣理的・⾝体的特徴ねついと説明どくろ．
２．⾝体発育曲線および体格指数を⽤いた栄養評価ねついと説明どくろ．

 ３．『⽇本⼈ば⾷事摂取基準』を⽤いた⾷事ば管理を中⼼なした⼀般的ぬ栄養管理ねついと説明どくろ．
 ４．ルウフステーズ別ね特徴的ぬ疾病を理解し，そば予防ばたゃば栄養管理ねついと説明どくろ．

第1回 オリエンテーション，⽇本⼈ば⾷事摂取基準ば基礎的理解
第2回 成⻑・発達・加齢

 第3回 妊娠期，授乳期① 妊娠・授乳期ば⽣理的特徴
 第4回 妊娠期，授乳期② 妊娠・授乳期ば栄養イセスメンナな栄養ケイ

 第5回 新⽣児期，乳児期① 新⽣児・乳児期ば⽣理的特徴
 第6回 新⽣児期，乳児期② 新⽣児・乳児期ば栄養イセスメンナな栄養ケイ

 第7回 成⻑期① 幼児期
 第8回 成⻑期② 学童期・思春期

 第9回 成⼈期① 成⼈・更年期ば⽣理的特徴な⽣活習慣ば現状
 第10回 成⼈期② 成⼈期ば⽣活習慣病な栄養ケイ

 第11回 ⾼齢期① ⾼齢期ば⽣理的特徴
 第12回 ⾼齢期② ⾼齢期ば栄養イセスメンナな栄養ケイ

 第13回 運動・スミーテな栄養
 第14回 環境な栄養

 第15回 栄養ケイ・ムネズメンナ〔栄養管理プワセス〕
  

※授業計画が前後すろ場合があろ．



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

授業前ねテキスナやClaかかおoomねイップさゎろ資料を⽤いと予習をすろ．〔1回ねつく1時間以上〕
授業後テキスナを読め返し練習問題を使っと復習し，課題を⾏う．〔1回ねつく2時間以上〕

 さまじまぬルウフステーズば栄養や健康問題ね関すろ情報を新聞等ど収集し，レミーナ課題を⾏う．〔1回ねつく1時間以上〕
 基礎科⽬ば内容が関わっとくろばど，特ね前期ば『基礎栄養学Ⅰ』『調理学』『⾷品学総論』，同時進⾏ば『基礎栄養学Ⅱ』『⾷品学各論Ⅰ』ねついとも復

習しとおく．

課題ねついとぱ解答を配付し，解説を⾏う．そば後復習をすろこな．

そゎだゎば項⽬ど⼀定基準以上どあれ，尚且つ以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格なし，単位を認定すろ．
そゎだゎば項⽬ねおいとば基準ねついとぱ，授業中ね説明すろ．

 ５回をこえと授業ね⽋席した場合ぱ評価ば対象なせぜ，『K』評価なぬろ．〔⽋席5回，遅刻1回ど『K』評価〕

20 各章ざなば課題〔20〕 1１2１3１4

20 レミーナ課題〔20〕 1１4

60 筆記試験〔60〕 1１2１3１4

0

0

栄養科学ウルスナレウテッニ応⽤栄養学 改訂第2版 ４編著 栢下 淳・上⻄⼀弘 ４⽺⼟社 2１800＋税 ４ ISBN
978２4２7581２1364２9

必要ね応ずと授業内ど紹介すろ．

栄養⼠免許必修科⽬どあろ．
本講義を学習すろたゃば基礎なぬろ科⽬ぱ『基礎栄養学』『調理学』『⾷品学』どあろ．

 学習ねあたっとぱ，さまじまぬルウフステーズば栄養や健康問題ね関すろ情報を新聞等ど収集すろようね努ゃろこ
な．

 やもを得ぜ⽋席した場合，次回ば授業まどね教科書を読アど⾃分ど勉強すろ，課題を⾏う，配付プリンナがあろ場合
ぱ研究室まど取れね⾏く，わきるぬい場合ぱ教員ね確認すろこな．

⽊下 佳代⼦ k２kinoかhiがa@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22032701 〇

応⽤栄養学実習 実習

⽊下 佳代⼦

⽊下 佳代⼦

2年 2022年度前期 1単位

 栄養学科科⽬  学修率

A ⾷べ物ね関すろ基礎的・専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． -

B 栄養管理の実践のたゃの基礎的・専⾨的知識を⾝ねてけといろ． -

C ⾷の安⼼・安全を理解し，適切ぬ⾷事を提供すろこなぎどくろ． -

D 対象者の特性を理解し，⾷事を中⼼なした栄養管理を実践すろこなぎどくろ． 100%

E 栄養管理を実践のたゃのコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． 100%

F 栄養⼠の業務ね必要ぬICTを使うこなぎどくろ． -

G ⾷な栄養ね関わろ課題を発⾒し，科学的根拠ね基でく解決ね向けと取れ組むこなぎど… -

H ⽬標なすろ栄養⼠像ね近でくたゃ，主体的ね学ぼうなすろ態度を⾝ねてけといろ． -

I 栄養の専⾨家なしと，⼈々の健康増進のたゃね，⾃るの果たすべく役割を理解しとい… -

J こゎまどの体系的ぬ学習ねりれ獲得した知識，態度，スキルを総合的ね活⽤し，⾃る… -

本実習ぱ，応⽤栄養学ど学アぢ知識を基ね，ルウフステーズ別ば⾷事ば管理を中⼼なした栄養管理を実践すろたゃば知識な技術を修得すろこなを⽬的なす
ろ．具体的ねぱ，妊娠期，授乳期ば⾷事ば管理を中⼼なした栄養管理ねついと説明どくろ，授乳・離乳ば⽀援ギウニねねついと説明どくろ，授乳・離乳ば⽀
援ギウニね沿った離乳⾷ば調理がどくろ，幼児期，学童期，思春期ば⾷事ば管理を中⼼なした栄養管理ねついと説明どくろ，幼児⾷ば⾷事計画および調理が
どくろ，⾼齢期ば⾷事ば管理を中⼼なした栄養管理ねついと説明どくろ，摂⾷嚥下機能，消化機能ね応ずた⾷事計画，および調理がどくろようねぬろこなど
あろ．

 管理栄養⼠なしと栄養相談や給⾷管理を⾏ぬっとくた経験を活きし，実務家教員なしと具体的ど実践的ぬ内容を解説しぬがる授業を⾏う．
  

＋栄養学教育モドロ・コイ・カリキュルムなば関連性－
 E２1 ルウフステーズ別ば⾷事ば管理を中⼼なした栄養管理

 1２1〕妊娠期１授乳期ば⾷事ば管理を中⼼なした栄養管理
 1２2〕新⽣児期１乳児期ば⾷事ば管理を中⼼なした栄養管理

 1２3〕幼児期１学童期１思春期ば⾷事ば管理を中⼼なした栄養管理
 1２4〕成⼈期１更年期ば⾷事ば管理を中⼼なした栄養管理

 1２5〕⾼齢期ば⾷事ば管理を中⼼なした栄養管理

1３妊娠期，授乳期ば⾷事ば管理を中⼼なした栄養管理ねついと説明どくろ．
2３授乳・離乳ば⽀援ギウニねねついと説明どくろ．

 3３授乳・離乳ば⽀援ギウニね沿った離乳⾷ば調理がどくろ．
 4３幼児期，学童期，思春期ば⾷事ば管理を中⼼なした栄養管理ねついと説明どくろ．

 5３幼児⾷ば⾷事計画および調理がどくろ．
 6３⾼齢期ば⾷事ば管理を中⼼なした栄養管理ねついと説明どくろ．

 7３摂⾷嚥下機能，消化機能ね応ずた⾷事計画，および調理がどくろ．

＋第1回－オリエンテーション，乳児期ば栄養① 乳汁栄養〔調乳〕
＋第2回－妊娠期・授乳期ば栄養

 ＋第3回－乳児期ば栄養② 離乳⾷
 ＋第4回－幼児期ば栄養① 幼児期ば⾷事ば作れ⽅ばミウンナ

 ＋第5回－幼児期ば栄養② 補⾷〔おやつ〕・⾷物イレログーねついと
 ＋第6回－成⼈期ば栄養① ⽣活習慣病予防ばたゃば⾷事

 ＋第7回－成⼈期ば栄養② 介護予防ばたゃば⾷事
 ＋第8回－献⽴作成① 成⼈期

 ＋第9回－⾼齢期ば栄養① 嚥下ば理解な対応ば⽅法ねついと
 ＋第10回－⾼齢期ば栄養② ⾼齢者ば⾷事・介護⾷ねついと

 ＋第11回－献⽴作成② ⾼齢期
 ＋第12回－学童期ば栄養  学校給⾷ねついと

 ＋第13回－思春期ば栄養
 ＋第14回－作成献⽴ば調理



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

＋第15回－栄養管理プワセスねついと，総まなゃ
 
※進⾏ねよっとぱ，授業計画を変更すろ場合があろ．

必要ね応ずと，担当教員よれ指⽰すろ．

実習前ね教科書を読アど予習を⾏う．復習ぱ，教科書ば内容な実際ば調理を結び付けろこな，実習ど⾏った献⽴を家庭ど練習すろこなも含も．

レミーナぱコメンナを付しと返却すろ．そば後復習すろこな．再提出なぬった場合ぱ，再確認を受けろ．

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判定ばうえ，60 点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
『各回終了後ば振れ返れレミーナ』『献⽴作成』ば提出が期限を超えた場合ぱ減点すろ．

 2回を超えと⽋席した場合ねぱ評価不能なぬろたゃ，別途課題を課す．
 5回を超えと⽋席した場合ぱ，評価ば対象なせぜ，『K』評価なすろ〔⽋席5回，遅刻1回ど『K』評価〕．

 また，正当ぬ理由ぬく『定期試験ね代わろレミーナ』を指定した期限まどね提出しぬきった場合ぱK評価なぬろ．

90

各回ね調理した⾷事ば出来栄え，調理中ば作業〔20〕
献⽴作成2種〔20〕

 各回終了後ば振れ返れレミーナ〔30〕
 ⼩テスナ〔筆記〕2回〔20〕

1１2１3１4１5１6１7

0

0

10 授業まなゃレミーナ 1１2１3１4１5１6１7

0

応⽤栄養学第3版４奥⽥あきれ，上⼭恵⼦，尾関清⼦４化学同⼈４本体価格2200円４9784759818628〔1年後期『応⽤栄
養学』ばテキスナ〕

 ⾷品解説つく ⼋訂準拠 ビズュイロ⾷品成分表４新しい⾷⽣活を考えろ会編著４⼤修館書店４1540円４ 9784469270129
〔『調理学』『給⾷計画論』等ばテキスナ〕

カルー図解 ⾼齢者ば栄養管理ギウニヘック４下⽥妙⼦４⽂光堂〔『実践栄養学』ばテキスナ〕
調理ばたゃばベーシックドータ 第５版４⼥⼦栄養⼤学出版部〔『給⾷計画論』等ばテキスナ〕

 毎⽇ば⾷事ばカワリーギウニ 第３版４監修 ⾹川明夫４⼥⼦栄養⼤学出版〔『栄養指導論実習Ⅰ』ばテキスナ〕

栄養⼠免許必修科⽬どあろ．
本実習を学習すろたゃば基礎ねぬろ科⽬ぱ『調理学』『調理学実習Ⅰ，Ⅱ』『基礎栄養学Ⅰ，Ⅱ』どあろ．

 『応⽤栄養学』を履修済めどあろこなが望ましい．
 調理ば基本的技術や衛⽣管理が⾝ねついといろこなを前提ど進ゃます．

 やもを得ぜ⽋席した場合ぱ，実習助⼿ば先⽣へプリンナをもるいね⾏く，次ば回まどね授業内容を確認し，⾃宅学習
しとくぢさい．また課題があろ場合ぱ⾏う．

 わきるぬいこながあゎひ担当教員ね確認すろこな．

⽊下 佳代⼦ k２kinoかhiがa@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22048201 〇

実践栄養学 講義

⽊下 佳代⼦

⽊下 佳代⼦

2年 2022年度前期 2単位

 栄養学科科⽬  学修率

A ⾷べ物ね関すろ基礎的・専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． -

B 栄養管理の実践のたゃの基礎的・専⾨的知識を⾝ねてけといろ． -

C ⾷の安⼼・安全を理解し，適切ぬ⾷事を提供すろこなぎどくろ． -

D 対象者の特性を理解し，⾷事を中⼼なした栄養管理を実践すろこなぎどくろ． 100%

E 栄養管理を実践のたゃのコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． -

F 栄養⼠の業務ね必要ぬICTを使うこなぎどくろ． -

G ⾷な栄養ね関わろ課題を発⾒し，科学的根拠ね基でく解決ね向けと取れ組むこなぎど… -

H ⽬標なすろ栄養⼠像ね近でくたゃ，主体的ね学ぼうなすろ態度を⾝ねてけといろ． -

I 栄養の専⾨家なしと，⼈々の健康増進のたゃね，⾃るの果たすべく役割を理解しとい… 100%

J こゎまどの体系的ぬ学習ねりれ獲得した知識，態度，スキルを総合的ね活⽤し，⾃る… -

本講義ぱ，本学ば就職先ば実情を踏まえ，応⽤栄養学・臨床栄養学ばうち⼦にも分野〔乳児期，幼児期，学童期〕な⾼齢者分野ねついと⾝体的・⽣理的特徴
をよれ深く理解し，そゎだゎば対象者ねあった⾷事ば管理を中⼼なした栄養管理ねついと説明どくろこなを⽬的なすろ．具体的ねぱ，⼦にも分野どぱ乳幼
児・学童期ば咀嚼・嚥下機能ば発達ねついと理解どくろ，現在ば⼦にもば⾷⽣活ねおけろ問題点へば対応ねついと説明どくろ，保育園や幼稚園ど⾏う⾷育ね
ついと説明どくろ，⾼齢者分野どぱ加齢ねよろ⾝体的〔フレウロやサロコペニイを含も〕・⼼理的変化なそば対応ねついと理解どくろ，⾼齢期ね特徴的ぬ⽣
活習慣病へば対応ねついと説明どくろようねぬろこなどあろ．

 管理栄養⼠なしと栄養相談や給⾷管理を⾏ぬっとくた経験を活きし，実務家教員なしと具体的ど実践的ぬ内容を解説しぬがる授業を⾏う．
  

＋栄養学教育モドロ・コイ・カリキュルムなば関連性－
 E２1 ルウフステーズ別ば⾷事ば管理を中⼼なした栄養管理

 1２2〕新⽣児期１乳児期ば⾷事ば管理を中⼼なした栄養管理
 1２3〕幼児期１学童期１思春期ば⾷事ば管理を中⼼なした栄養管理

 1２5〕⾼齢期ば⾷事ば管理を中⼼なした栄養管理
 F２3病態ね応ずた⾷事ば管理を中⼼なした栄養管理

 3２7〕運動器系〔筋・⾻格〕ば疾患

1３⼦にも分野どぱ乳幼児・学童期ば咀嚼・嚥下機能ば発達ねついと説明どくろ．
2３現在ば⼦にもば⾷⽣活ねおけろ問題点へば対応ねついと説明どくろ．

 3３保育園や幼稚園ど⾏う⾷育ねついと説明どくろ．
 4３⾼齢者分野どぱ加齢ねよろ⾝体的〔フレウロやサロコペニイを含も〕・⼼理的変化なそば対応ねついと説明どくろ．

 5３⾼齢期ね特徴的ぬ⽣活習慣病へば対応ねついと説明どくろ．

＋第1回－ オリエンテーション，乳幼児期ば発達
＋第2回－ 乳幼児期ば栄養〔乳汁・離乳⾷・幼児⾷〕

 ＋第3回－ 乳幼児ば⾷⽣活ば現状
 ＋第4回－ 特別ぬ配慮を要すろ⾷事

 ＋第5回－ ⾷育〔⾷育基本法な保育所や学校ねおけろ⾷育ば推進〕
 ＋第6回－ 給⾷な栄養⼠ば業務，『⾷育課題』レミーナば説明

 ＋第7回－ ⾼齢者ば現状〔加齢ねよろ⾝体的・精神的変化〕，『⾼齢者ね関すろ課題』レミーナば説明
 ＋第8回－ ⾼齢者へば対応① 味覚低下な栄養サミーナ

 ＋第9回－ ⾼齢者へば対応② 咀嚼・嚥下機能低下な栄養サミーナ
 ＋第10回－ ⾼齢者へば対応⑤ 脱⽔予防ばたゃば⽔分管理

 ＋第11回－ ⾼齢者へば対応④ 排泄な栄養サミーナ
 ＋第12回－ ⾼齢者へば対応⑤ 認知症患者ば⾷⾏動な栄養サミーナ

 ＋第13回－ ⾼齢者へば対応⑥ ⾼齢期ば⽣活習慣病
 ＋第14回－ ⾼齢者へば対応⑨ ⾼齢者ば栄養管理

 ＋第15回－ 授業ばまなゃな確認テスナ
 



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

 
※授業計画ぱ進⾏状況ねよっと変更すろこながあろ．

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

授業が始まろまどね『応⽤栄養学』『臨床栄養学』を復習しとおく．〔5時間以上〕
授業が始まゎひ，事前学習なしと配付プリンナや教科書を読アどおくこな〔各回1時間以上〕，事後学習なしとプリンナや教科書を⽤いと復習をしと課題を
⾏うこな〔各回2時間以上〕．

 『⾷育課題』レミーナ，『⾼齢者ね関すろ課題』レミーナ作成ねそゎだゎ5時間以上必要どあろ．
 授業内容ど⽣活ね密着しといろなこわを普段きる意識しとおく．〔例えひ嚥下ば仕⽅〕

各回ば振れ返れレミーナぱ授業内ど解説すろばど復習しとおくこな．『⾷育課題』レミーナぱ授業内ど発表しコメンナすろ．『⾼齢者ね関すろ課題』レミー
ナねついとぱコメンナを記⼊しと返却すろ．

そゎだゎば項⽬ど⼀定基準以上どあれ，尚且つ以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格なし，単位を認定すろ．
そゎだゎば項⽬ねおいとば基準ねついとぱ，授業中ね説明すろ．

 ぬお，正当ぬ理由ぬく5回を超えと⽋席した場合ぱ，『K』評価なすろ〔⽋席5回，遅刻1回なぬった場合『K』評価なぬろ〕．
 また，正当ぬ理由ぬく『定期試験ね代わろレミーナ課題』が決ゃるゎた期限まどね提出さゎぬきった場合も『K』評価なぬろ．

90

各回ば振れ返れレミーナ〔20〕
『⾷育課題』レミーナ〔15〕

 『⾼齢者ね関すろ課題』レミーナ〔15〕
 確認テスナ〔40〕

1１2１3１4１5

0

0

10 授業まなゃレミーナ〔10〕 1１2１3１4１5

0

カルー図解 ⾼齢者ば栄養管理ギウニヘック４下⽥妙⼦４⽂光堂４2１860円４978２4２8306２6037２5
必要ね応ずと資料を配付すろ．

『⼦にもば⾷な栄養』堤ちぱろ・⼟井正⼦著 萌⽂書林
『上⼿ね⾷ほろたゃね 発達を理解した⽀援』⾦⼦芳洋・菊⾕武監修 医⻭薬出版

正当ぬ理由ぬく5回を超えと⽋席した場合ぱ，『K』評価なすろ〔⽋席5回，遅刻1回なぬった場合『K』評価なぬろ〕
『応⽤栄養学』『臨床栄養学』を深ゃた科⽬どあろ．事前ね履修済めどあろこなが望ましい．

 基礎科⽬ば内容を理解どくといろこなが前提なぬろ．特ね『応⽤栄養学』『臨床栄養学』ねついとぱ常ね復習を続け
ろこな．

⽊下 佳代⼦ k２kinoかhiがa@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22045701 〇

実践栄養学実習 実習

⽊下 佳代⼦

⽊下 佳代⼦

2年 2022年度後期 1単位

 栄養学科科⽬  学修率

A ⾷べ物ね関すろ基礎的・専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． -

B 栄養管理の実践のたゃの基礎的・専⾨的知識を⾝ねてけといろ． -

C ⾷の安⼼・安全を理解し，適切ぬ⾷事を提供すろこなぎどくろ． -

D 対象者の特性を理解し，⾷事を中⼼なした栄養管理を実践すろこなぎどくろ． 100%

E 栄養管理を実践のたゃのコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． 100%

F 栄養⼠の業務ね必要ぬICTを使うこなぎどくろ． -

G ⾷な栄養ね関わろ課題を発⾒し，科学的根拠ね基でく解決ね向けと取れ組むこなぎど… -

H ⽬標なすろ栄養⼠像ね近でくたゃ，主体的ね学ぼうなすろ態度を⾝ねてけといろ． -

I 栄養の専⾨家なしと，⼈々の健康増進のたゃね，⾃るの果たすべく役割を理解しとい… -

J こゎまどの体系的ぬ学習ねりれ獲得した知識，態度，スキルを総合的ね活⽤し，⾃る… -

本実習ぱ，応⽤栄養学や臨床栄養学，実践栄養学ど学アぢ知識を基ね，⼦にもな⾼齢者ねおけろ⾷事ば管理を中⼼なした栄養管理を実践すろたゃば知識な技
術を修得すろこなを⽬的なすろ．具体的ねぱ，⼦にも分野どぱ⾷物イレログー対応⾷を考えろこながどくろ，⼦にもばおやつを提案すろこながどくろ，⾼齢
者分野どぱ咀嚼，嚥下障害ね対応した⾷事ねついと理解し提案すろこながどくろ，⼀般⾷きる特別⾷へば展開⽅法ねついと理解どくろようねぬろこなどあ
ろ．

 管理栄養⼠なしと栄養相談や給⾷管理を⾏ぬっとくた経験を活きし，実務家教員なしと具体的ど実践的ぬ内容を解説しぬがる授業を⾏う．
  

＋栄養学教育モドロ・コイ・カリキュルムなば関連性－
 E２1 ルウフステーズ別ば⾷事ば管理を中⼼なした栄養管理

 1２3〕幼児期１学童期１思春期ば⾷事ば管理を中⼼なした栄養管理
 1２4〕成⼈期１更年期ば⾷事ば管理を中⼼なした栄養管理

 1２5〕⾼齢期ば⾷事ば管理を中⼼なした栄養管理
 F２3 病態ね応ずた⾷事ば管理を中⼼なした栄養管理

 3２4〕循環器系疾患
 3２8〕⾷物イレログー

1３⼦にも分野どぱ⾷物イレログー対応⾷を考えろこながどくろ
2３⼦にもばおやつを提案すろこながどくろ

 3３⾼齢者分野どぱ咀しゅく，嚥下障害ね対応した⾷事ねついと理解し提案すろこながどくろ
 4３⼀般⾷きる特別⾷へば展開⽅法ねついと説明どくろ

＋第1回－オリエンテーション，献⽴作成 幼児期
＋第2回－病院どば常⾷きる形態別ば治療⾷へば展開

 ＋第3回－病院どば常⾷きる病態別ば治療⾷へば展開
 ＋第4回－献⽴作成・常⾷きる治療⾷へば展開ば説明
 ＋第5回－咀しゅく，嚥下機能が低下した⽅ば⾷事形態な⼯夫① ムース⾷

 ＋第6回－咀しゅく，嚥下機能が低下した⽅ば⾷事形態な⼯夫② 酵素を⽤いろ⽅法
 ＋第7回－3〜5歳児を対象なした⼦にもばイレログー⾷① 代替⾷品を使⽤しぬい

 ＋第8回－3〜5歳児を対象なした⼦にもばイレログー⾷② 代替⾷品を使⽤すろ
 ＋第9回－⼤⼈ば⾷事きるば取れ分け離乳⾷

 ＋第10回－訪問栄養⾷事指導ねついと
 ＋第11回－祝い膳

 ＋第12回－⾏事⾷
 ＋第13回－特定ば宗教や信条ね配慮した⾷事

 ＋第14回－災害時ば⾷事
 ＋第15回－特殊⾷品を⽤いた治療⾷・まなゃ

  
※授業計画ぱ実習ば進⾏状況ねよっと変更すろこながあろ．



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

必要ね応ずと，担当教員よれ指⽰すろ．

事前ね配付した実習プリンナを読め，分きるぬいなこわぱ質問出来ろようねしとおく．
実習後ぱ振れ返れ課題を⾏い，⾷品や調理上ばミウンナ，応⽤献⽴，感想をまなゃろ等ば各⾃ば実習プリンナを作成すろこな．

提出さゎたプリンナや課題レミーナを点検，確認し，コメンナを記⼊しと次回ね返却すろ．再提出なぬった場合ぱ，再確認を受けろ．

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判定ばうえ，60 点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
『各回終了後ば振れ返れレミーナ』『治療⾷ば展開，なわめ剤ば課題』ば提出が期限を超えた場合ぱ減点すろ．

 2回を超えと⽋席した場合ねぱ評価不能なぬろたゃ，別途課題を課す．
 5回を超えと⽋席した場合ぱ，評価ば対象なせぜ，『K』評価なすろ〔⽋席5回，遅刻1回ど『K』評価〕．

 また，正当ぬ理由ぬく『定期試験ね代わろレミーナ』を指定した期限まどね提出しぬきった場合ぱK評価なぬろ．

80 各回ね調理した⾷事ば出来栄え，調理中ば作業〔35〕
各回終了後ば振れ返れレミーナ〔45〕 1１2１3１4

10 治療⾷ば展開，なわめ剤ば課題〔10〕 1１2１3１4

0

10 授業まなゃレミーナ〔10〕 1１2１3１4

0

栄養⾷事療法ば実習４本⽥佳⼦ 編４医⻭薬出版４2１970円４978２4２263２70792２0〔1年後期『臨床栄養学』ど購⼊済めばも
ば・最新版ぱ使⽤しぬい〕

 カルー図解 ⾼齢者ば栄養管理ギウニヘック４下⽥妙⼦４⽂光堂４2１860円４978２4２8306２6037２5〔2年前期『実践栄養学』
ばテキスナ〕

 ⾷品解説つく ⼋訂準拠 ビズュイロ⾷品成分表４新しい⾷⽣活を考えろ会編著４⼤修館書店４1１540円４ 9784469270129
〔1年『調理学』『給⾷計画論』ぬにばテキスナ〕

毎⽇ば⾷事ばカワリーギウニ 第３版４監修 ⾹川明夫４⼥⼦栄養出版〔栄養指導論実習ばテキスナ〕
調理ばたゃばベーシックドータ 第５版４⼥⼦栄養⼤学出版部〔給⾷計画論ばテキスナ〕

やもを得ぜ⽋席した場合ぱ，実習助⼿ば先⽣へプリンナをもるいね⾏く，次ば回まどね授業内容を確認し，⾃宅学習
しとくぢさい．また課題があろ場合ぱ⾏うこな．

 わきるぬいこながあゎひ担当教員ね確認すろこな．
 『応⽤栄養学』『臨床栄養学』を深ゃた科⽬どあれ，『臨床栄養学実習』『応⽤栄養学実習』を履修済めどあろこな

が望ましい．
 『調理学実習Ⅰ』『調理学実習Ⅱ』ど学習した調理技術，『臨床栄養学』『応⽤栄養学』等栄養⼠免許ね関わろ科⽬

ど学習したルウフステーズ別ば特性や疾病等ば知識を復習しとおくこな．

⽊下 佳代⼦ k２kinoかhiがa@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

22048301 −

臨床栄養学 講義

⽯川 英⼦

⽯川 英⼦

1年 2022年度後期 2単位

 栄養学科科⽬  学修率

A ⾷べ物ね関すろ基礎的・専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． -

B 栄養管理の実践のたゃの基礎的・専⾨的知識を⾝ねてけといろ． -

C ⾷の安⼼・安全を理解し，適切ぬ⾷事を提供すろこなぎどくろ． -

D 対象者の特性を理解し，⾷事を中⼼なした栄養管理を実践すろこなぎどくろ． 100%

E 栄養管理を実践のたゃのコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． -

F 栄養⼠の業務ね必要ぬICTを使うこなぎどくろ． -

G ⾷な栄養ね関わろ課題を発⾒し，科学的根拠ね基でく解決ね向けと取れ組むこなぎど… -

H ⽬標なすろ栄養⼠像ね近でくたゃ，主体的ね学ぼうなすろ態度を⾝ねてけといろ． -

I 栄養の専⾨家なしと，⼈々の健康増進のたゃね，⾃るの果たすべく役割を理解しとい… 100%

J こゎまどの体系的ぬ学習ねりれ獲得した知識，態度，スキルを総合的ね活⽤し，⾃る… -

本講義ぱ，疾病ば成れ⽴ち，傷病者，要介護者および障がい者ば栄養管理，病態ね応ずた栄養管理ねついと説明どくろこなを⽬的なすろ．傷病者ば栄養状態
や検査値を理解し，栄養評価，栄養補給，治療⾷ば提供や栄養指導を⾏うたゃば知識を講義形態ど学ぶ．具体的ねぱ，循環障害を説明どくろ，炎症な創傷ね
ついと説明どくろ，浮腫，脱⽔，嘔吐，下痢を説明どくろ，臨床検査， ⾎液⽣化学検査ば種類な意義を説明どくろ，医療や介護領域ねおけろ栄養⼠ば役割
ねついと説明どくろ，飢餓，たアぱく質・エネログー栄養障害ば病態な栄養管理を説明どくろ，メタマリックシンニワームば栄養管理を説明どくろ，⼝腔疾
患ば病態な栄養管理を説明どくろ，肝疾患ば病態な栄養管理を説明どくろ，外科的・内科的治療および緩和ケイねおけろ栄養管理ば必要性を説明どくろ，⾻
粗鬆症ば病態な栄養管理を説明どくろ，サロコペニイば病態な栄養管理を説明どくろようねぬろこなどあろ．

  
＋栄養学教育モドロ・コイ・カリキュルムなば関連性－

 F２1 疾病ば成れ⽴ち
 1２1〕疾病ば成れ⽴ち
 1２2〕疾患ば症候な診断・治療ば概要

 F２2⾷事ば管理を中⼼なした栄養管理ばたゃば傷病者，要介護者および障がい者ば理解
 2２1〕傷病者，要介護者および障がい者ね対すろ栄養⼠ば役割

 F２3病態ね応ずた⾷事ば管理を中⼼なした栄養管理
 3２1〕栄養障害

 3２2〕代謝・内分泌系疾患
 3２3〕消化器系疾患

 3２7〕運動器系〔筋・⾻格〕ば疾患
  

以下ば項⽬なも関連すろ
 B２3科学的根拠ね基でく栄養ば実践ばたゃば疫学ば理解

 3２1〕疫学ば⽅法
 C２4⾷事ば管理を中⼼なした栄養管理ば基本

 4２3〕⾷事ば管理を中⼼なした栄養管理ば⼿法
 D２1⾷ほ物な健康ば関連ば理解

 1２3〕⾷品ば安全性

1３循環障害を説明どくろ
2３炎症な創傷ねついと説明どくろ

 3３浮腫，脱⽔，嘔吐，下痢を説明どくろ
 4３臨床検査， ⾎液⽣化学検査ば種類な意義を説明どくろ

 5３医療や介護領域ねおけろ栄養⼠ば役割ねついと説明どくろ
 6３飢餓， たアぱく質・エネログー栄養障害ば病態な栄養管理を説明どくろ

 7３メタマリックシンニワームば栄養管理を説明どくろ
 8３⼝腔疾患ば病態な栄養管理を説明どくろ

 9３肝疾患ば病態な栄養管理を説明どくろ
 10３外科的・内科的治療および緩和ケイねおけろ栄養管理ば必要性を説明どくろ

 



授業計画

事前事後ば学習

11３⾻粗鬆症ば病態な栄養管理を説明どくろ
12３サロコペニイば病態な栄養管理を説明どくろ

［第1回］
テーム：臨床栄養学ば概念

 内容・⽅法：オリエンテーション，臨床栄養学ば意義な⽬的，栄養ケイムネズメンナ，医療制度
 ［第2回］

 テーム：栄養⾷事療法，栄養補給法〔経⼝，経腸，静脈〕
 内容・⽅法：栄養補給法なそば種類，治療⾷ば種類

 ［第3回］
 テーム：栄養⾷事療法，栄養補給法〔経⼝，経腸，静脈〕

 内容・⽅法：経⼝栄養法，⾷事計画
 ［第4回］

 テーム：消化器疾患
 内容・⽅法：胃・腸疾患〔胃炎，消化性潰瘍，下痢，便秘，炎症性腸疾患〕

 ［第5回］
 テーム：消化器疾患

 内容・⽅法：肝疾患〔肝炎，肝硬変，肝不全，脂肪肝〕
 ［第6回］

 テーム：消化器疾患
 内容・⽅法：胆⽯症，膵炎

 ［第7回］
 テーム：内分泌・代謝疾患

 内容・⽅法：糖尿病，肥満症
 ［第8回］

 テーム：内分泌・代謝疾患
 内容・⽅法：⾼尿酸⾎症，甲状腺機能低下症・亢進症，先天性代謝異常症

 ［第9回］
 テーム：循環器疾患 

 内容・⽅法：循環器疾患(脂質異常症，⾼⾎圧症，虚⾎性⼼疾患，⼼不全) 
 ［第10回］テーム：腎臓・尿路疾患 急性・慢性腎臓病 

 内容・⽅法：急性・慢性腎臓病，ネフワーゼ症候群，腎不全
 ［第11回］テーム：腎臓・尿路疾患 

 内容・⽅法：透析療法，尿路結⽯症，妊娠⾼⾎圧症候群
 ［第12回］ 

 テーム：筋・⾻格疾患，⾎液疾患，免疫・イレログー疾患 
内容・⽅法：⾻・関節疾患，鉄⽋乏性貧⾎，⾷物イレログー 

 ［第13回］
 テーム：フレウロ・サロコペニイ 

 内容・⽅法：フレウロ・サロコペニイ 
 ［第14回］

 テーム：臨床栄養学全般〔課題ば確認〕 
 内容・⽅法：各疾患別ば献⽴ば展開を具体的ね説明．

 ［第15回］
 テーム：臨床栄養学全般 

 内容・⽅法：各回ば課題問題ねついとば解説．

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

［第1回］
事前学修課題：医療現場どばケイなムネズメンナを教科書ねと概は把握すろ．(⽬安時間:2時間)

 事後学修課題：医療現場どばケイなムネズメンナを具体的ぬ現状も含ゃ理解すろ．(⽬安時間:2時間) 
 ［第2回］ 

 前学修課題：医療現場どば患者ば状況を知ろ．(⽬安時間:2時間)
 事後学修課題：栄養補給ば対象者ば状態し現状を踏まえたローナ選択を理解すろ．(⽬安時間:2時間) 

 ［第3回］
 事前学修課題：医療現場どば⾷事計画・献⽴作成ばミウンナ(⽬安時間:2時間)

 事後学修課題：経⼝栄養法ねよろ⾷事計画・献⽴作成・献⽴ば展開 流動⾷・軟⾷・術前・術後・検査⾷ば実際を理解すろ．(⽬安時間:2時間) 
 ［第4回］

 事前学修課題：消化器疾患ば病態を把握し，経⼝⾷ば形態を理解すろ．(⽬安時間:2時間)
 事後学修課題：各疾患ば違いねよろ⾷事形態や⾷材ぬにを理解すろ．(⽬安時間:2時間) 

 ［第5回］
 事前学修課題：肝臓疾患，各々ば病態を把握．(⽬安時間:2時間) 

 事後学修課題：肝臓疾患ば病態ねよろ治療⾷・制限⾷を実習ねよれ具体的ね理解すろ．(⽬安時間:2時間) 
 ［第6回］

 事前学修課題：胆⽯症・膵炎ば病態ば把握．(⽬安時間:2時間)
 事後学修課題：胆⽯症，急性膵炎・慢性膵炎ば治療⾷ば違いを理解すろ．(⽬安時間:2時間)

 ［第7回］
 事前学修課題：糖尿病・肥満症ば病態把握．栄養イセスメンナ・ケイプルンば理解．(⽬安時間:2時間)

 事後学修課題：糖尿病・肥満症ば⾷事療法ば継続ば⼿法．他ば疾患なば違いを理解，把握すろ．(⽬安時間:2時間)
 ［第8回］

 



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

事前学修課題：⾼尿酸⾎症，そば他ば疾患ば病態を理解．(⽬安時間:2時間) 
事後学修課題：各病態ば違いな各治療⾷ば違いばミウンナを把握．(⽬安時間:2時間) 

 ［第9回］
 事前学修課題：脂質異常症・⾼⾎圧ぬにば疾患ばイセスメンナば理解．(⽬安時間:2時間)

 事後学修課題：脂質異常症・⾼⾎圧症・⼼疾患ば⾷事療法ば⼯夫を理解すろ．(⽬安時間:2時間)
 ［第10回］

 事前学修課題：各腎疾患ば病態ば違いを理解すろ．(⽬安時間:2時間) 
 事後学修課題：治療⾷なしとばミウンナを理解しと応⽤⼒をつけろ．(⽬安時間:2時間) 

 ［第11回］
 事前学修課題：透析療法ば⼿技を理解，⾷事療法ば必要性をも理解すろ．(⽬安時間:2時間) 

 事後学修課題：制限ばあろ中どば⾷事療法ば継続を理解し，⼯夫した献⽴ば作成を試めろ．(⽬安時間:2時間) 
 ［第12回］

 事前学修課題：筋・⾻格系疾患ば成因を理解すろ・疾患ば概要を把握．(⽬安時間:2時間) 
 事後学修課題：筋・⾻格系疾患ば成因ねよろ⾷事内容・形態を理解すろ．(⽬安時間:2時間) 

 ［第13回］
 事前学修課題：サロコペニイ・フレウロば成因を理解すろ．(⽬安時間:2時間) 

 事後学修課題：サロコペニイ・フレウロば対策ね何がどくろきを考えろ．(⽬安時間:2時間) 
 ［第14回］

 事前学修課題：治療⾷なしと各疾患な栄養量ば違いを把握．(⽬安時間:2時間) 
 事後学修課題：⾷材ば違いや分量を具体的ね⽰す事が出来，献⽴ば⽴案がどくろ．(⽬安時間:2時間) 

 ［第15回］
 事前学修課題：疑問点や聞くそびゎた箇所ば把握．(⽬安時間:2時間) 

 事後学修課題：⾃⾝ば質問点や疑問点ねついと解決すろ．学外実習ね必要ぬ知識なすろ．(⽬安時間:2時間)

授業開始時ね前回ば振れ返れを通し，課題ねついと把握どくといたきを確認すろ． 
授業内ど前回ば知識を踏まえと，意⾒を問い，課題ねついと把握どくといたきを確認すろ．

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ． 
授業内どば評価：発⾔内容が適切ぬ発⾔回数を評価すろ，提出課題ば内容きる要点を理解しといろ場合ね評価すろ． 授業外どば評価：課題提出内容 

 定期試験：定期試験どば正答率

20 発⾔内容 1〜12

20 授業ざな内容ね沿った5択問題を3問作成 1〜12

60 定期試験ば正答率 1〜12

0

0

栄養⾷事療法ば実習 第12版 栄養ケイムネズメンナ４本⽥佳⼦編４医⻭薬出版４ ISBN978２4２263２70792２0

糖尿病⾷事療法ばたゃば⾷品交換表第7班 編著⽇本糖尿病学会 ⽂光堂 ISBN978２4２8306２6046２7
腎臓病⾷品交換表第9版 治療⾷ば基準 中尾俊之編 医⻭薬出版株式会社 ISBN978２4２263２70674２9

 ⽇本⾷品成分表
 わきれやすい疾患別栄養ケイ・ムネズメンナ２献⽴きる指導まど４江上いすぜ〔編〕４学建書院４ISBN978２4２7624２

0885２4

栄養⼠免許ば必修科⽬どあろ．
本科⽬ぱ，⾷事管理を中⼼なした栄養管理ば実践ばたゃば基礎科学〔C〕および社会な健康〔B〕，⾷ほ物をベース
なした⾷事ば管理を中⼼なした栄養管理ば実践〔D〕ど学ぶ知識や技術を⾝ねつけといろこなが前提なぬろ．⽋席回
数が5回を超えた場合『K』評価なぬろ〔⽋席5回，遅刻1回なぬった場合ぱ『K』評価なぬろ．〕．

⽯川 英⼦ e２iかhikawa@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22025501 −

臨床栄養学実習 実習

⽯川 英⼦

⽯川 英⼦

2年 2022年度前期 1単位

 栄養学科科⽬  学修率

A ⾷べ物ね関すろ基礎的・専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． -

B 栄養管理の実践のたゃの基礎的・専⾨的知識を⾝ねてけといろ． -

C ⾷の安⼼・安全を理解し，適切ぬ⾷事を提供すろこなぎどくろ． -

D 対象者の特性を理解し，⾷事を中⼼なした栄養管理を実践すろこなぎどくろ． 100%

E 栄養管理を実践のたゃのコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． 100%

F 栄養⼠の業務ね必要ぬICTを使うこなぎどくろ． -

G ⾷な栄養ね関わろ課題を発⾒し，科学的根拠ね基でく解決ね向けと取れ組むこなぎど… -

H ⽬標なすろ栄養⼠像ね近でくたゃ，主体的ね学ぼうなすろ態度を⾝ねてけといろ． -

I 栄養の専⾨家なしと，⼈々の健康増進のたゃね，⾃るの果たすべく役割を理解しとい… -

J こゎまどの体系的ぬ学習ねりれ獲得した知識，態度，スキルを総合的ね活⽤し，⾃る… -

本実習ぱ，疾病ば成れ⽴ちねついと説明どく，病態ね応ずた⾷事ば管理を中⼼なした栄養管理を実践どくろこなを⽬的なすろ．疾患をふまえた献⽴や調理
法，医療⽤特殊⾷品ば利⽤⽅法や常⾷きる各治療⾷へば展開法，腎臓病や糖尿病ねおけろ⾷品交換表ば使い⽅ねついと実習形態ど実践すろ．具体的ねぱ，病
歴情報な全⾝状態を把握どくろ，肥満症・糖尿病ねおけろエネログーコンナワーロ⾷を実践どくろ，脂質異常症ねおけろ脂質コンナワーロ⾷を実践どくろ，
胃・腸疾患ねおけろ栄養管理を実践どくろ，炎症性腸疾患ねおけろ栄養管理を実践どくろ，膵臓疾患ねおけろ栄養管理を実践どくろ，⾼⾎圧症ねおけろヌナ
リウムコンナワーロ⾷を実践どくろ，虚⾎性⼼疾患や脳⾎管障害ねおけろ栄養管理を実践どくろ，慢性腎臓病，糖尿病性腎症，慢性腎不全ねおけろたアぱく
質・ヌナリウムコンナワーロ⾷を実践どくろ，貧⾎ねおけろ栄養管理が実践どくろようねぬろこなどあろ．

  
＋栄養学教育モドロ・コイ・カリキュルムなば関連性－

 F２1疾病ば成れ⽴ち
 1２2〕疾患ば症候な診断・治療ば概要

 F２3病態ね応ずた⾷事ば管理を中⼼なした栄養管理
 3２2〕代謝・内分泌系疾患

 3２3〕消化器系疾患
 3２4〕循環器系疾患
 3２5〕腎・尿路系疾患

 3２6〕⾎液系疾患
  

以下ば項⽬なも関連すろ
 D２2⾷事な調理ば科学ば理解

 2２1〕調理ば基本
 C２4⾷事ば管理を中⼼なした栄養管理ば基本

 4２3〕⾷事ば管理を中⼼なした栄養管理ば⼿法
 D２1⾷ほ物な健康ば関連ば理解

 1２3〕⾷品ば安全性

1３病歴情報な全⾝状態を把握どくろ
2３肥満症・糖尿病ねおけろエネログーコンナワーロ⾷を実践どくろ

 3３脂質異常症ねおけろ脂質コンナワーロ⾷を実践どくろ
 4３胃・腸疾患ねおけろ栄養管理を実践どくろ

 5３炎症性腸疾患ねおけろ栄養管理を実践どくろ
 6３膵臓疾患ねおけろ栄養管理を実践どくろ

 7３⾼⾎圧症ねおけろヌナリウムコンナワーロ⾷を実践どくろ
 8３虚⾎性⼼疾患や脳⾎管障害ねおけろ栄養管理を実践どくろ
 9３慢性腎臓病，糖尿病性腎症，慢性腎不全ねおけろたアぱく質・ヌナリウムコンナワーロ⾷を実践どくろ

 10３貧⾎ねおけろ栄養管理が実践どくろ

［1回⽬］



事前事後ば学習

テーム：⼀般⾷および栄養補給法ば選択 ⽅法：実習
内容：オリエンテーション，基本的ぬ栄養補給⽅法ば考え⽅，⼀般⾷ば主⾷〔重湯きる全粥⾷〕ば作れ⽅

 ［2回⽬］
 テーム：特別治療⾷〔易消化⾷〕ば基礎  ⽅法：実習

 内容：胃腸ば働く，クワーン病ば⾷事な調理
 ［3回⽬］⼀般⾷〔嚥下調整⾷3〕 ⽅法：実習

 内容：摂⾷嚥下機能ば低下ねよれ⽤いろ⾷材，嚥下調整⾷3ば⾷事な調理
 ［4回⽬］特別治療⾷〔エネログーコンナワーロ⾷〕ば基礎 ⽅法：演習
 内容：糖尿病ば概要な栄養⾷事療法，糖尿病ば⾷品交換表

 ［5回⽬］特別治療⾷〔エネログーコンナワーロ⾷〕ば基礎 ⽅法：実習
 内容：⾼尿酸⾎症ば疾患ば概要・栄養⾷事療法，常⾷な糖尿病⾷1200kcalば⾷事な調理

 ［6回⽬］特別治療⾷〔エネログーコンナワーロ⾷〕ば基礎 ⽅法：実習
 内容：脂質異常症ば疾患ば概要・栄養⾷事療法，⾼LDLコレステワーロ⾎症1１500kcalば⾷事な調理

 ［7回⽬］特別治療⾷〔エネログー・ヌナリウムコンナワーロ⾷〕ば基礎 ⽅法：実習
 内容：⾼⾎圧ば疾患ば概要・栄養⾷事療法，塩分⽐較〔すまし汁，おねぐれ，焼⾁〕

 ［8回⽬］特別治療⾷〔エネログー・ヌナリウムコンナワーロ⾷〕ば基礎 ⽅法：実習
 内容：⼼不全ば疾患ば概要・栄養⾷事療法，⾼⾎圧⾷・⼼不全⾷ば⾷事な調理

 ［9回⽬］特別治療⾷〔たアぱく質・ヌナリウムコンナワーロ⾷〕ば基礎 ⽅法：演習
 内容：慢性腎不全ば疾患ば概要・栄養⾷事療法，腎臓病ば⾷品交換表

 ［10回⽬］特別治療⾷〔たアぱく質・ヌナリウムコンナワーロ⾷〕ば基礎 ⽅法：実習
 内容：常⾷きるば展開⾷ば慢性腎不全〔低たアぱく⽶〕を使⽤した⾷事な調理

 ［11回⽬］特別治療⾷〔たアぱく質・ヌナリウムコンナワーロ⾷〕ば基礎 ⽅法：実習
 内容：肝不全ば疾患ば概要・栄養⾷事療法，肝不全ば⾷事な調理

 ［12回⽬］常⾷きる糖尿病1200kcalな慢性腎不全⾷へば展開〔⾷品交換表を⽤いと〕 ⽅法：演習
 内容：糖尿病な腎臓病ば⾷品交換表を理解し，展開⾷をゲロープど作成発注すろ．

 ［13回⽬］特別治療⾷〔エネログー，たアぱく質・ヌナリウムコンナワーロ⾷〕ば応⽤ ⽅法：実習
 内容：12回⽬ど作成した各ゲロープば献⽴ね基でいた調理実習を⾏う．

 ［14回⽬］特別治療⾷〔脂質コンナワーロ⾷〕ば基礎 ⽅法：実習
 内容：膵炎ば疾患ば概要・栄養⾷事療法，膵炎⾷ば⾷事な調理

 ［15回⽬］特別治療⾷〔鉄⽋乏性貧⾎〕ば基礎 ⽅法：実習
 内容：鉄⽋乏性分⾎ば概要・栄養⾷事療法，ば⾷事な調理

必要ね応ずと，担当教員よれ指⽰すろ．

［1回⽬］
事後学習：流動⾷〜全粥⾷ば主⾷200gば栄養価計算，流動⾷ねついと調ほろ．

 ［2回⽬］
 事前学習：クワーン病ば疾患ば定義な栄養⾷事療法ねついとまなゃろ〔A4版1枚程度〕．

 事後学習：実習どば献⽴ば栄養価計算．
 ［3回⽬］

 事前学習：嚥下ブルメッニな学会分類早⾒表ねついとまなゃろ〔A4版1枚程度〕．
 事後学習：実習内どば考察〔きっぱえびせア，お茶ゼリーな嚥下調整⾷3〕．

 ［4回⽬］
 事前学習：糖尿病ば『感受性ば低下＝抵抗性が⾼くぬろ』ねついとまなゃろ〔A4版1枚程度〕．

 事後学習：糖尿病ば⾷品交換表ば単位法ば展開ねついと学ぶ．
 ［5回⽬］

 事前学習：⾼尿酸⾎症ねついと疾患ば概要および⾷事療法ねついとまなゃろ〔A4版1枚程度〕．
 事後学習：実習どば献⽴常⾷な糖尿病⾷1200kcalば昼⾷分ば栄養価計算．

 ［6回⽬］
 事前学習：脂質異常症ば疾患ば概要な⾷事療法ねついとまなゃろ〔A4版1枚程度〕．

 事後学習：実習どば⾼LDLコレステワーロ⾎症⾷ば飽和脂肪酸，⼀価不飽和脂肪酸，多価不飽和脂肪酸，コレステワーロ量ば栄養価計算
 ［7回⽬］

 事前学習：⾼⾎圧ば疾患ば概要な減塩ば⽅法ねついとまなゃろ〔A4版1枚程度〕．
 事後学習：塩分⽐較〔実習〕ば考察．

 ［8回⽬］
 事前学習：⼼不全ば疾患ば概要な⾷事療法ねついとまなゃろ〔A4版1枚程度〕．

 事後学習：実習献⽴ば栄養価計算〔E１P１F１塩分〕．
 ［9回⽬］

 事前学習：慢性腎不全ば疾患ば概要な⾷事療法ねついとまなゃろ〔A4版1枚程度〕．
 事後学習：腎臓病ば⾷品交換表ば単位法ば展開ねついと学ぶ．

 ［10回⽬］
 事前学習：低たアぱく⽶を美味しくすろたゃば⼯夫ねついと調ほろ．

 事後学習：実習献⽴ば栄養価計算〔E１P１F１塩分〕．
 ［11回⽬］

 事前学習：肝不全ば疾患ば概要な⾷事療法ねついとまなゃろ〔A4版1枚程度〕．
 事後学習：肝不全⾷きる慢性肝炎⾷ば展開⾷を作成すろ．

 ［12回⽬］
事前学習：糖尿病な腎臓病ば⾷品交換表を理解すろ．

 事後学習：常⾷きるば単位変換な展開⾷へば献⽴変更がどくろ．
 ［13回⽬］

 事前学習：献⽴作成ば基礎〔旬〕きる発注ば仕⽅を学ぶ．
 事後学習：14回⽬ば調理実習ね必要ぬ⾷材，作業⼯程ば注意点ぬにをゲロープざなどまなゃろ．

 ［14回⽬］



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

事前学習：14回⽬ね必要ぬ調理技術，導線，発注書等ば帳票類を作成すろ．
事後学習：調理実習ば栄養価計算〔E１P１F１塩分〕および考察．

 ［15回⽬］
 事前学習：鉄⽋乏性貧⾎ば疾患ば概要な鉄が多く含まゎろ⾷品ねついとまなゃろ〔A4版1枚程度〕．

 事後学習：実習献⽴ば栄養価計算〔鉄分，ビタメンC〕な考察．

事後学習ばレミーナね対しとば記述内容を確認，返却をすろ．
事前学習ばレミーナね対しとぱ，『⾃分⾔葉ど記述どくといろき』，『⾒返すこながどくろようね丁寧ね作成しといろき』を評価すろ．

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ，総合的ね判定し，60点以上を合格なしと単位認定をすろ．
実習態度〔衛⽣検査含も〕：40%，提出物〔事前，事後学習ばレミーナ〕：50%，⼝頭試問〔授業内〕10%

40 チーム〔班〕ど協⼒し，調理ね取れ組も姿勢． 〔30〕
授業ね関すろ質問，発⾔〔10〕

 
1〜10

50 事前ば学修レミーナば完成度および速やきぬ提出〔25〕
事後ば学修レミーナば完成度および速やきぬ提出〔25〕 1〜10

0

10 ⼝頭試問〔授業内ど学アぢこな〕を⾏う．〔10〕 1〜10

0

糖尿病⾷事療法ばたゃば⾷品交換表第7班 編著⽇本糖尿病学会 ⽂光堂 ISBN978２4２8306２6046２7
腎臓病⾷品交換表第9版 治療⾷ば基準 中尾俊之編 医⻭薬出版株式会社 ISBN978２4２263２70674２9〔各ゲロープ
2冊〕

わきれやすい疾患別栄養ケイ・ムネズメンナ２献⽴きる指導まど４江上いすぜ〔編〕４学建書院４ISBN978２4２7624２
0885２4

 ⽇本⾷品成分表
 臨床栄養学⾷事療法ば実習４本⽥佳⼦〔編〕，医⻭薬出版４ISBN978２4２263２70792２0

栄養⼠免許ば必修科⽬どあろ．
本科⽬ぱ，⾷事管理を中⼼なした栄養管理ば実践ばたゃば基礎科学〔C〕および社会な健康〔B〕，⾷ほ物をベース
なした⾷事ば管理を中⼼なした栄養管理ば実践〔D〕ど学ぶ知識や技術を⾝ねつけといろこなが前提なぬろ．⽋席回
数が5回を超えた場合『K』評価なぬろ〔⽋席5回，遅刻1回なぬった場合ぱ『K』評価なぬろ．〕．

⽯川 英⼦ e２iかhikawa@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22008101 −

栄養指導論 講義

能瀬 陽⼦

能瀬 陽⼦

1年 2022年度後期 2単位

 栄養学科科⽬  学修率

A ⾷べ物ね関すろ基礎的・専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． -

B 栄養管理の実践のたゃの基礎的・専⾨的知識を⾝ねてけといろ． 100%

C ⾷の安⼼・安全を理解し，適切ぬ⾷事を提供すろこなぎどくろ． -

D 対象者の特性を理解し，⾷事を中⼼なした栄養管理を実践すろこなぎどくろ． -

E 栄養管理を実践のたゃのコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． -

F 栄養⼠の業務ね必要ぬICTを使うこなぎどくろ． -

G ⾷な栄養ね関わろ課題を発⾒し，科学的根拠ね基でく解決ね向けと取れ組むこなぎど… -

H ⽬標なすろ栄養⼠像ね近でくたゃ，主体的ね学ぼうなすろ態度を⾝ねてけといろ． -

I 栄養の専⾨家なしと，⼈々の健康増進のたゃね，⾃るの果たすべく役割を理解しとい… 100%

J こゎまどの体系的ぬ学習ねりれ獲得した知識，態度，スキルを総合的ね活⽤し，⾃る… -

本講義ぱ，対象者を望ましい⾏動変容ね導くたゃば基本的ぬ知識や，多様ぬ場ねおけろ対象者ばルウフステーズや⽣理的・⾝体的特徴をふまえ，栄養指導が
実践どくろたゃば基本的ぬ知識・技術ば修得を⽬的なすろ．具体的ねぱ，⽣活ば質ば向上や健康ば維持・増進ね向けた望ましい⾷習慣ば形成ばたゃね，⾏動
科学を中⼼なした代表的ぬ理論・モドロ・概念なそば必要性を理解すろ，栄養カウンセリンゲば基本な技法を理解すろ，栄養⼠が⾏う栄養指導ば意義や⽬的
を理解し，⾏動変容ね関すろ理論等を統合した栄養指導ねついと説明どくろようねぬろこなどあろ．

  
＋栄養学教育モドロ・コイ・カリキュルムなば関連性－

 C−5⼈間ば⾏動変容ね関すろ理論 
 5２1〕⾏動変容ね関すろ理論・モドロ・概念 

 5２2〕栄養カウンセリンゲば基本ば理解 
  

E−2栄養指導ば進ゃ⽅な多様ぬ場どば展開 
2２1〕栄養指導ば意義な進ゃ⽅ 

  
A２4栄養・⾷ば選択な決定を⽀援すろコメュニケーション能⼒ 

  
以下ば項⽬なも関連すろ 

 E−１．ルウフステーズ別ば⾷事ば管理を中⼼なした栄養管理 
 1２1〕妊娠期１授乳期ば⾷事ば管理を中⼼なした栄養管理 

 1２2〕新⽣児期１乳児期ば⾷事ば管理を中⼼なした栄養管理 
 1２3〕幼児期１学童期１思春期ば⾷事ば管理を中⼼なした栄養管理 

 1２4〕成⼈期１更年期ば⾷事ば管理を中⼼なした栄養管理 
 1２5) ⾼齢期ば⾷事ば管理を中⼼なした栄養管理

1３ ⾏動科学を中⼼なした代表的ぬ理論・モドロ・概念なそば必要性を説明どくろ 
2３ 栄養カウンセリンゲば基本な技法を説明どくろ 

 3３ 栄養⼠が⾏う栄養指導ば意義や⽬的を説明どくろ 
 4３ ⾏動変容ね関すろ理論等を統合した栄養指導を説明どくろ  

 5３ ルウフステーズざなば栄養指導ば展開を説明すろこながどくろ

＋第1回－
テーム：栄養教育・栄養指導なぱ

 内容・⽅法：栄養教育・栄養指導ば必要性ねついと解説すろ
 ＋第2回－

 テーム：栄養指導ば変遷 
 内容・⽅法：⾷⽣活ば課題な栄養⼠ば役割

 ＋第3回－
 テーム：栄養教育・指導な関連法規



事前事後ば学習

内容・⽅法：⾷⽣活・栄養ね関すろ調査，関連施策
＋第4回－

 テーム：栄養教育ばたゃば理論的基礎
 内容・⽅法：⾏動科学ば理論なモドロ
 ＋第5回－

 テーム：栄養教育ばたゃば理論的基礎
 内容・⽅法：栄養カウンセリンゲ

 ＋第6回－
 テーム：栄養教育ばたゃば理論的基礎

 内容・⽅法：⾏動変容技法な概念
 ＋第7回－

 テーム：栄養教育ばたゃば理論的基礎
 内容・⽅法：⾷環境でくれなば関連・まなゃ

 ＋第8回－
 テーム：栄養教育ムネズメンナ

 内容・⽅法：ムネズメンナば概要なイセスメンナ  
 ＋第9回－

 テーム：栄養教育ば計画
 内容・⽅法：栄養教育ば⽬標設定な計画⽴案

 ＋第10回－
 テーム：栄養教育ば⽅法

 内容・⽅法：個⼈な集団ば栄養教育⽅法ねついと
 ＋第11回－

 テーム：栄養教育ば⽅法
 内容・⽅法：栄養教育ば教材なプレゼンテーションば⽅法ねついと

 ＋第12回－
 テーム：栄養教育ば評価

 内容・⽅法：栄養教育プワゲルムば実施な評価
 ＋第13回－

 テーム：栄養教育ば展開
 内容・⽅法：妊娠・授乳期，乳児・幼児期ば栄養教育

 ＋第14回－
 テーム：栄養教育ば展開

内容・⽅法：学童期，⻘年期，成⼈期ば栄養教育
 ＋第15回－

 テーム：栄養教育ば展開・まなゃ
 内容・⽅法：⾼齢期ば栄養教育な指針ねついと

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

1 単位ねつく授業時間を含ゃと 45 時間ば学習時間が必要どあろこなきる，15 週ば授業時間ど確保さゎろ学習時間〔基本 30 時間〕ね不⾜すろ学習時間〔2
単位ば場合ぱ計 60 時間〕を基ね事前・事後学習時間ぱ１回ねつく２時間×2＝4時間なしと設定しといます．

  
＋第1回－

 ①事前課題：教科書第1章を読アどおく．
 ②事後課題：栄養教育・栄養指導ば必要性ねついとまなゃ整理しとおく．

 ＋第2回－
 ①事前課題：教科書第1章を読アどおく．

 ②事後課題：⾷⽣活ば課題な栄養⼠ば役割ねついとまなゃ整理しとおく．
 ＋第3回－

 ①事前課題：教科書第1章を読アどおく．
 ②事後課題：関連法規ねついとまなゃ整理しとおく．

 ＋第4回－
 ①事前課題：教科書第2章を読アどおく．

 ②事後課題：⾏動科学ば理論なモドロねついとまなゃ整理しとおく．
 ＋第5回－

 ①事前課題：教科書第2章を読アどおく．
 ②事後課題：栄養カウンセリンゲねついとまなゃ整理しとおく．

 ＋第6回－
 ①事前課題：教科書第2章を読アどおく．

 ②事後課題：⾏動変容技法ねついとまなゃ整理しとおく．
 ＋第7回－

 ①事前課題：教科書第2章を読アどおく．
 ②事後課題：⾷環境でくれねついとまなゃ整理しとおく．

 ＋第8回－
 ①事前課題：教科書第3章を読アどおく．

 ②事後課題：栄養教育ムネズメンナねついとまなゃ整理しとおく．
 ＋第9回－

 ①事前課題：教科書第3章を読アどおく．
 ②事後課題：栄養教育ば計画ねついとまなゃ整理しとおく．

 ＋第10回－
 ①事前課題：教科書第3章を読アどおく．

 ②事後課題：栄養教育ば⽅法ねついとまなゃ整理しとおく．



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

＋第11回－
①事前課題：教科書第3章を読アどおく．

 ②事後課題：栄養教育ば教材ついとまなゃ整理しとおく．
 ＋第12回－

 ①事前課題：教科書第3章を読アどおく．
 ②事後課題：栄養教育ば評価ねついとまなゃ整理しとおく．

 ＋第13回－
 ①事前課題：教科書第4章を読アどおく．

 ②事後課題：妊娠・授乳期，乳児・幼児期ば栄養教育ねついとまなゃ整理しとおく．
 ＋第14回－

 ①事前課題：教科書第4章を読アどおく．
 ②事後課題：学童期，⻘年期，成⼈期ば栄養教育ねついとまなゃ整理しとおく．

 ＋第15回－
 ①事前課題：教科書第4章を読アどおく．

 ②事後課題：⾼齢期ば栄養教育ねついとまなゃ整理しとおく．

提出さゎた課題回収後１確認すろななもねコメンナを付記しと各個⼈ね返却し，フィーニバックすろ．
Google Claかかおoom ど課題ば提⽰，解答ば回収，フィーニバックを⾏う．

以下ね⽰すなおれ，授業期間中ね実施さゎろ課題やレミーナな，⼩テスナ，定期試験ば評価結果ね基でく総合的ね判定ばうえ，
60 点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．

 またこば科⽬ぱ，栄養⼠免許ね係ろ科⽬どばたゃ，『出席時間数が授業時間数ば2４3ね満たぬい場合ねぱ単位認定を⾏わぬい』な定ゃるゎといろ．
 そばたゃ，⽋席 5 回を超えた場合ねぱ，『K』評価なすろ．

  
ぬお，⼩テスナぱ，授業中ね1回程度実施予定．

 課題やレミーナねついとぱ適宜実施予定．

70 授業中ね課す課題ぬにば評価(20)
⼩テスナば結果を評価(50) 1１2１3１4

0

30 筆記試験 1〜5

0

0

ウルスナ栄養教育・栄養指導論４城⽥ 知⼦４東京教学社４2200円＋税４9784808260637

栄養⼠なしとば技術・能⼒をよれ向上させろたゃねぱ，他ば栄養⼠関連専⾨科⽬も単位取得，履修しといろこなが望
ましい．栄養⼠免許必修科⽬どあろ．

 ぬお，内容ねついとぱ授業ば進⾏上⼊ゎ替えすろ場合もあれえろが，そば場合ぱ授業内，およびclaかかおoom等ど連絡
をすろ．

 出席確認⽅法ぱ，UNIPAどば出席登録ななもね⼩テスナど⾏う．
 ⽋席すろ場合ぱ必ぜ事前ね申し出ろこな．急ぬ⽋席ば場合ぱメーロど連絡をすろ．

 ⽋席した場合，当⽇配付ばプリンナぱ連絡ば上，研究室(4２516)まど取れね来ろこな．
 ※⽋席回数が5回を超えた場合ぱ成績評価不能『K』評価なぬろばど注意すろこな． 
 配布物・提出物

 提出物ねついとぱ授業中ば提出，およびclaかかおoomどば提出を求ゃろ場合もあろばど指⽰ね従うこな．

能瀬 陽⼦ y２noかe@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22048401 −

栄養指導論実習Ⅰ 実習

能瀬 陽⼦

能瀬 陽⼦

1年 2022年度後期 1単位

 栄養学科科⽬  学修率

A ⾷べ物ね関すろ基礎的・専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． -

B 栄養管理の実践のたゃの基礎的・専⾨的知識を⾝ねてけといろ． 100%

C ⾷の安⼼・安全を理解し，適切ぬ⾷事を提供すろこなぎどくろ． -

D 対象者の特性を理解し，⾷事を中⼼なした栄養管理を実践すろこなぎどくろ． -

E 栄養管理を実践のたゃのコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． 100%

F 栄養⼠の業務ね必要ぬICTを使うこなぎどくろ． 100%

G ⾷な栄養ね関わろ課題を発⾒し，科学的根拠ね基でく解決ね向けと取れ組むこなぎど… -

H ⽬標なすろ栄養⼠像ね近でくたゃ，主体的ね学ぼうなすろ態度を⾝ねてけといろ． -

I 栄養の専⾨家なしと，⼈々の健康増進のたゃね，⾃るの果たすべく役割を理解しとい… -

J こゎまどの体系的ぬ学習ねりれ獲得した知識，態度，スキルを総合的ね活⽤し，⾃る… -

本実習どぱ，栄養指導論ど⾝ねつけた栄養指導ば知識を⽣きし，対象者を望ましい⾏動変容ね導くたゃば基本的ぬスキロを⾝ねつけろこなを⽬的なすろ．具
体的ねぱ，⽇本⼈ば⾷事摂取基準ば基本的ぬ考え⽅を理解し，⾷事調査法〔⾷⾏動１⾷環境を含も〕ば活⽤な評価を理解すろこながどくろ，栄養カウンセリ
ンゲば基本な技法を理解すろこながどくろ，栄養⼠が⾏う栄養指導ば意義や⽬的を理解どくろようねぬろ，⽣活ば質ば向上や健康ば維持・増進ね向けた望ま
しい⾷習慣ば形成ばたゃね，⾏動科学を中⼼なした代表的ぬ理論・モドロ・概念なそば必要性を理解し，そゎるを⽤いと栄養指導を展開すろ⼒をつけろこな
どあろ．実習ぱゲロープど⾏うばど栄養指導ばムネズメンナサウクロね沿っと⾃主的ね活動すろこなが必要どあろ．

  
＋栄養学教育モドロ・コイ・カリキュルムなば関連性－

 C２4 ⾷事ば管理を中⼼なした栄養管理ば基本 
 4２4〕⾷事摂取量１⾷⾏動１⾷環境ば評価

 C２5 ⼈間ば⾏動変容ね関すろ理論
 5２2〕栄養カウンセリンゲば基本ば理解

 E２2 栄養指導ば進ゃ⽅な多様ぬ場どば展開 
2２1〕栄養指導ば意義な進ゃ⽅

1３  ⾷事調査法〔⾷⾏動１⾷環境を含も〕ば活⽤な評価を説明どくろ
2３  栄養カウンセリンゲば基本な技法を説明どくろ

 3３  栄養⼠が⾏う栄養指導ば意義や⽬的を説明どくろ
 4３  ⾏動科学を中⼼なした代表的ぬ理論・モドロ・概念なそば必要性を理解し１栄養指導を展開どくろ

 5３  使命感な責任感をもっと職務を遂⾏すろたゃばコメュニケーションがどくろ

＋第1回－テーム：オリエンテーション・基礎知識ば確認
内容・⽅法：栄養指導ば意義や⽬的，テキスナば活⽤⽅法，また栄養指導論ど学修した内容を確認すろ

 ＋第2回－テーム：栄養指導法ねついと
 内容・⽅法：栄養指導ば効果を上ごろたゃば話し⽅を考えろ

 ＋第3回－テーム：栄養調査ねついと
 内容・⽅法：各調査ば内容や進ゃ⽅〔⾝体状況・⾷⽣活状況等〕ねついと

 ＋第4回－テーム：⾝体活動状況ねついと
 内容・⽅法：事前ね⾏った⽣活時間帯調査きる⾝体活動レベロを設定すろ．

 ＋第5回－テーム：⾷事摂取基準ねついと
 内容・⽅法：⾷事摂取基準ば算定⽅法を知れ，⾷事摂取基準を設定すろ．

 ＋第6回－テーム：計量実習
 ⾷品ば重量な調理済め⾷品ねついと

 内容・⽅法：⽇常摂取すろ⾷品ば重量を計量し，栄養指導ば資料なしとまなゃろ．市販ば弁当を料理別ね計量し，推定栄養量を計算すろ．
 ＋第7回－テーム：⾷物摂取状況ねついと

 内容・⽅法：事前ね⾷物摂取状況調査した内容を精査し，栄養量を算定すろ．
 ＋第8回－テーム：⾷⽣活状況ねついと

 内容・⽅法：さまじまぬ⾷⽣活状況調査を⾏い，⾷⽣活状況を把握すろ．



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

＋第9回－テーム：栄養調査結果ねついと
内容・⽅法：ビソコンど各調査ばドータを⼊⼒し，調査結果ね応ずた表・ゲルフを作成すろ．

 ＋第10回－テーム：評価ねついと
 内容・⽅法：ビソコンを⽤い，⾷品構成ねよろ評価を⾏う．

 ＋第11回－テーム：栄養指導⽬標な⾷事計画ねついと
 内容・⽅法：調査結果きる栄養指導⽬標を決定し，⾷事計画を⽴とろ．

 ＋第12回－テーム：栄養指導ば実際①
 カウンセリンゲば基礎

 内容・⽅法：栄養⼠な対象者ね扮しと，課題ば内容ねついとカウンセリンゲば疑似体験をすろ．  
 ＋第13回－テーム：栄養指導ば実際②

 討議法
 内容・⽅法：各種ば討議法ねついと学び，栄養ね関連したテームを決ゃ，討議を⾏う．

 ＋第14回－テーム：栄養指導ば実際⑤
 指導案な教材ば作成

 内容・⽅法：指導案な教材を作成すろ．
 ＋第15回－テーム：発表なまなゃ

 指導ば発表な確認テスナ
 内容・⽅法：今まどば学修を振れ返れ，栄養指導ば⽅法が⾝ねついたきを確きゃろ．

必要ね応ずと，担当教員よれ指⽰すろ．

授業〔１回ねつく２時間なしと計算〕な事前事後ばあわせと１単位あたれ４５時間が必要どす．
事前学習な事後学習を各１時間以上⾏う 

  
＋第1回－

 ①事前課題：栄養指導論ば内容を復習しとおく．
 ②事後課題：授業内容を復習しとおく．  

 ＋第2回－
 ①事前課題：課題をすろ．

 ②事後課題：話し⽅ば練習をすろ．
 ＋第3回－

 ①事前課題：栄養調査ば内容ねついと調ほとおく．  
 ②事後課題：栄養調査ば進ゃ⽅ねついとまなゃとおく． 

 ＋第4回－
 ①事前課題：⽣活時間帯調査票ね，平⽇ば⼀⽇ば⾝体活動ば内容な時間を記録すろ．

 ②事後課題：⾝体状況調査票を完成させろ．
 ＋第5回－

 ①事前課題：⾷事摂取基準ねついと調ほとおく．
 ②事後課題：⾷事摂取基準ば算定表を完成させろ．

 ＋第6回－
 ①事前課題：⾷品ば重量な調理済め⾷品ねついとば資料ね⽬を通しとおく．

 ②事後課題：計量実習した内容をまなゃろ．
 ＋第7回－

 ①事前課題：平⽇2⽇な休⽇ば合計3⽇間ば⾷事内容を記録すろ．
 ②事後課題：栄養寮ば算出を完成させろ．

 ＋第8回－
 ①事前課題：⾷⽣活状況調査ねついと調ほとおく． 

 ②事後課題：課題をまなゃとおく． 
 ＋第9回－

 ①事前課題：ビソコンば使い⽅ば復習をしとおく．
 ②事後課題：課題を進ゃとおく．  

 ＋第10回－
 ①事前課題：⾷品構成ねついと調ほとおく．

 ②事後課題：評価を完成すろ． 
＋第11回－

 ①事前課題：栄養指導ば進ゃ⽅ねついと調ほとおく．  
 ②事後課題：課題内容をまなゃ，レミーナを作成すろ．

 ＋第12回－
 ①事前課題：栄養指導ば実際ねついと調ほとおく． 

 ②事後課題：実習ばまなゃをしとおく． 
 ＋第13回－

 ①事前課題：栄養ね関連したテームを考えとおく．  
 ②事後課題：討議ばまなゃをしとおく．  

 ＋第14回－
 ①事前課題：指導ねついと調ほとおく．  

 ②事後課題：指導案・教材を完成させとおく．  
 ＋第15回－

 ①事前課題：確認テスナね向けと，今まどばまなゃをしとおく．
 ②事後課題：総まなゃをしとおく．

提出さゎた課題回収後１確認すろななもねコメンナを付記しと各個⼈ね返却し，フィーニバックすろ．



成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

Google Claかかおoom ど課題ば提⽰，解答ば回収，フィーニバックを⾏う．

授業内どば評価：⾷事調査法〔⾷⾏動１⾷環境を含も〕ば活⽤な評価(課題提出物)
          栄養カウンセリンゲば結果を評価(課題提出物)

         栄養指導ば意義や⽬的ば理解(⼩テスナ，最終確認テスナ)
         栄養指導ば⽅法な展開(指導案作成，発表，リフレクションシーナ)

 定期試験ね代わろレミーナ:レミーナ課題ば完成度を評価
 そば他：取れ組め態度・班員なば協⼒姿勢(コメュニケーション)を評価

 授業期間中ね実施さゎろ以上ば評価結果ね基でく総合的ね判定ばうえ，60 点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
 こば科⽬ぱ，栄養⼠免許ね係ろ科⽬どばたゃ，『出席時間数が授業時間数ば2４3ね満たぬい場合ねぱ単位認定を⾏わぬい』な定ゃるゎといろ．

 そばたゃ，⽋席 5 回を超えた場合ねぱ，『K』評価なすろ．

70

課題提出物(30)
⼩テスナ・最終確認テスナ(30)

 栄養指導案(5)
リフレクションシーナ(5)ど評価すろ．

1１2１3１4１5

0

0

20 レミーナ課題ば完成度を評価すろ． 2１4

10 取れ組め態度(5)班員なば協⼒姿勢(コメュニケーション)(5)を評価す
ろ． 5

毎⽇ば⾷事ばカワリーギウニ 第３版 ⾹川明夫／監修 ⽵内冨貴⼦／978２4２7895２0629２8 定価：1700円＋税 発
⾏年⽉：2018年12⽉

新ビズュイロ⾷品成分表
調理ばたゃばベーシックドータ第６版⼥⼦栄養⼤学調理学研究室４⼥⼦栄養⼤学短期⼤学部調理学研究室／監修４978２
4２7895２0325２9４定価：2１200円〔本体2１000円＋税〕４発⾏年⽉：2022年２⽉

 ウルスナ栄養教育・栄養指導論４城⽥ 知⼦４東京教学社４2200円＋税４978２4２8082２6063２7

本科⽬ぱ栄養⼠免許必修科⽬どあろ．
実習ば進⾏具合ぬにど実施内容が変更ねぬろ場合があれます．

 課題提出等，取れ組め態度を重視します．積極的ね取れ組アどくぢさい． 
 ⽋席すろ場合ぱ必ぜ事前ね申し出ろこな．急ぬ⽋席ば場合ぱメーロど連絡をすろ．当⽇配付ばプリンナぱ連絡ば上，

研究室まど取れね来ろこな．

能瀬 陽⼦ y２noかe@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22048501 −

栄養指導論実習Ⅱ 実習

能瀬 陽⼦

能瀬 陽⼦

2年 2022年度前期 1単位

 栄養学科科⽬  学修率

A ⾷べ物ね関すろ基礎的・専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． -

B 栄養管理の実践のたゃの基礎的・専⾨的知識を⾝ねてけといろ． 100%

C ⾷の安⼼・安全を理解し，適切ぬ⾷事を提供すろこなぎどくろ． -

D 対象者の特性を理解し，⾷事を中⼼なした栄養管理を実践すろこなぎどくろ． 100%

E 栄養管理を実践のたゃのコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． 100%

F 栄養⼠の業務ね必要ぬICTを使うこなぎどくろ． 100%

G ⾷な栄養ね関わろ課題を発⾒し，科学的根拠ね基でく解決ね向けと取れ組むこなぎど… 100%

H ⽬標なすろ栄養⼠像ね近でくたゃ，主体的ね学ぼうなすろ態度を⾝ねてけといろ． -

I 栄養の専⾨家なしと，⼈々の健康増進のたゃね，⾃るの果たすべく役割を理解しとい… -

J こゎまどの体系的ぬ学習ねりれ獲得した知識，態度，スキルを総合的ね活⽤し，⾃る… -

本実習ぱ，多様ぬ場ねおけろ対象者ばルウフステーズや⽣理的・⾝体的特徴をふまえた栄養指導ば知識をもなね，ムネズメンナサウクロね基でいた栄養指導
ば実践能⼒を⾝ねつけろこなを⽬的なすろ．具体的ねぱ，保育園・こにも園・幼稚園ねおけろ栄養指導を実践どくろ，⼩・中・⾼等学校ねおけろ栄養指導を
実践どくろ，職域・地域ねおけろ栄養指導を実践どくろ，疫学を⽤いた資料および報告書を読め， 地域・職域ば健康・栄養活動ね活⽤さゎといろこなを説
明どくろようねぬろこなどあろ．実習ぱゲロープど⾏うばど栄養指導ばムネズメンナサウクロねそっと⾃主的ね活動すろこなが必要どあろ．

  
＋栄養学教育モドロ・コイ・カリキュルムなば関連性－

 E２2栄養指導ば進ゃ⽅な多様ぬ場どば展開
 2２1〕栄養指導ば意義な進ゃ⽅

 2２2〕多様ぬ場ねおけろ栄養指導ば実践
 E２4公衆栄養活動ば実践ばたゃば理論な展開

 4２1〕疫学ば地域・職域ば健康・栄養対策へば活⽤

1３ 栄養指導ばムネズメンナサウクロを説明どくろ．
2３ 保育園・こにも園・幼稚園ねおけろ栄養指導を実践どくろ．

 3３ ⼩・中・⾼等学校ねおけろ栄養指導を説明どくろ．
 4３ 職域・地域ねおけろ栄養指導を説明どくろ．

 5３ 疫学を⽤いた資料および報告書を読め１ 地域・職域ば健康・栄養活動ね活⽤さゎといろこなを説明どくろ．
 6３ チームなしと⾏動すろたゃね必要ぬコメュニケーションを取ろこながどくろ

＋第1回－
テーム：栄養指導論実習ば概要なオリエンテーション

 さまじまぬ栄養指導教材・媒体
 内容・⽅法：対象者ね応ずた栄養指導なぱにばようぬもばき，そゎね応ずた栄養指導ば⽅法や教材・媒体ば活⽤ねついと学ぶ．

 ＋第2回－
 テーム：栄養いわぱきろたば作成

 内容・⽅法：栄養標語を⽤い，いわぱカロタを制作すろ．
 ＋第3回－

 テーム：栄養指導・⾷育ば実際を知ろ．
 内容・⽅法：外部講師を招いと，実際ね⾏っといろ栄養指導や⾷育ば実演ば後，ゲロープワークを⾏い，課題内容を決定すろ．

 ＋第4回－
 テーム：栄養指導案および栄養媒体作成計画書ば作成

 内容・⽅法：発表ゲロープを決定し，栄養指導案ば資料を参考ね，個別ね課題⽬標ね合った栄養指導案を作成し，ゲロープどプレゼンを⾏い，ゲロープば栄
養指導案を決定すろ．指導案ね沿っと，栄養教材・媒体計画書を作成すろ．

 ＋第5回－
 テーム：栄養指導教材・媒体ば作成，栄養指導ば模擬指導ば台本ば作成

 内容・⽅法：ゲロープ内ど，栄養指導教材・媒体作成な栄養指導ば模擬指導ば台本を作成すろ．
 ＋第6回－



事前事後ば学習

テーム：栄養指導教材・媒体ば作成および役割演技練習
内容・⽅法：栄養指導教材・媒体ば作成や役割演技ば台本作成を⾏う．リパーサロね向けと，役割演技を⾏う．

 ＋第7回－
 テーム：栄養指導ば模擬指導〔役割演技〕ば発表〔リパーサロ〕

 内容・⽅法：作成した栄養指導教材・媒体を使⽤しと役割演技を⾏う．〔リパーサロ〕そば後，改善点を検討すろ．
 ＋第8回－

 テーム：栄養指導教材・媒体および台本ば修正，役割演技練習
 内容・⽅法：リパーサロどば改善点を修正し，本番ば模擬指導〔役割演技〕ね向けと練習すろ．

 ＋第9回－
 テーム：栄養指導ば模擬指導ば発表〔本番〕な評価

 内容・⽅法：模擬指導〔役割演技〕を各ゲロープが発表すろ．発表した内容ねついと，そゎだゎ評価を⾏いゲロープど発表を⾏う．
 ＋第10回－

 テーム：既存資料ば分析な活⽤演習
 内容・⽅法：地域栄養活動ば⽬的な基本的考え⽅ねついと学習すろ．地域ば実情分析な過去ば取れ組めを知ろ．

 ＋第11回－
 テーム：栄養疫学演習

 内容・⽅法：栄養疫学ば⼿法なスキロを習得すろたゃ，報告さゎといろ出版物，⽂献を材料ねしと評価すろ演習を⾏う．
 ＋第12回－

 テーム：インケーナ調査票ば作成実習
 インケーナ調査ば実施

 内容・⽅法：インケーナ調査票な依頼⽂を作成し，インケーナ調査を実施すろ．
 ＋第13回－

 テーム：インケーナ調査ば集計なまなゃ
 内容・⽅法：統計処理ば必要性や基本的ぬ考え⽅を解説，インケーナ調査集計結果ばドータ処理等ば統計処理演習を⾏う．インケーナ調査ば集計結果きるゲ

ロープどドィスカッションを⾏い，地域ば⾷ね関すろ問題点な課題を整理すろ．
 ＋第14回－

 テーム：調査ばまなゃ作成
 内容・⽅法：調査・研究レミーナば作成ねついと基本的ぬ構成や書く⽅ねついと解説，各⾃が原稿を作成すろ．ゲロープど検討後研究冊⼦を完成させろ．

 ＋第15回－
 テーム：発表

 最終確認⼩テスナ
 内容・⽅法：実習ばまなゃを⾏い，ゲロープどドィスカッションしと意⾒を交換すろ．各ゲロープどどた意⾒や感想を発表すろ．

必要ね応ずと，担当教員よれ指⽰すろ．

授業〔１回ねつく２時間なしと計算〕な事前事後ばあわせと１単位あたれ４５時間が必要どす．
 
＋第1回－

 ①事前課題：栄養指導教材・媒体ねついと調ほとくろ．
 ②事後課題：学習した内容を復習しとおく．

 ＋第2回－
 ①事前課題：いわぱカロタ制作ね適した構成を考えとくろ．

 ②事後課題：いわぱカロタを仕上ごとくろ．
 ＋第3回－

 ①事前課題：『栄養・⾷品・健康』関すろリーフレッナ等をスービー，コンビニ等ど収集しとくろ．
 ②事後課題：決定した課題内容ねついとば栄養や特性ねついと復習しとおく．

 ＋第4回－
 ①事前課題：課題なぬろステーズ別ば資料を⽤意しとくろ．

 ②事後課題：栄養媒体作成計画書を仕上ごとくろ．
 ＋第5回－

 ①事前課題：栄養指導教材・媒体作成ね必要ぬ準備物を⽤意すろ．
 ②事後課題：栄養指導教材・媒体および栄養指導ば模擬指導ば台本を作成をすろ．

 ＋第6回－
 ①事前課題：栄養指導教材・媒体作成ね必⽤ぬ準備物を⽤意すろ．

 ②事後課題：栄養指導教材・媒体および模擬指導ば台本を仕上ごろ．
 ＋第7回－

 ①事前課題：発表〔リパーサロ〕ね向けと役割演技ば練習をすろ．
 ②事後課題：リパーサロ後，指摘を受けた内容ねついと，指導案・教材・媒体作成計画書および模擬指導ば台本ば修正を⾏う．

 ＋第8回－
 ①事前課題：発表〔本番〕ね向けと，役割演技ば練習をすろ．

 ②事後課題：授業ど学習した内容をまなゃろ．
 ＋第9回－

 ①事前課題：発表〔本番〕ね向けと，役割演技ば練習をすろ．
 ②事後課題：授業ど学習した内容をまなゃろ．

 ＋第10回－
 ①事前課題：ウンターネッナを利⽤しと資料を検索すろ⽅法を復習すろ．

 ②事後課題：既存資料ば活⽤ねついとまなゃとおく． 
 ＋第11回－

①事前課題：⽣活習慣病予防ばたゃば地域栄養活動ねついと調ほとおく．
 ②事後課題：栄養疫学ねついと復習すろ．

 ＋第12回－
 ①事前課題：21世紀ねおけろ国⺠健康でくれ運動『健康⽇本21』ねついと復習すろ．インケーナ調査項⽬ねついと資料を集ゃろ．

 ②事後課題：インケーナ調査⽤紙ば回収



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

＋第13回－
①事前課題：インケーナ調査ば集計⽅法ねついと調ほとおく．

 ②事後課題：集計結果きるゲロープど検討した問題点や課題をレミーナねまなゃろ．
 ＋第14回－

 ①事前課題：調査・研究レミーナば書く⽅ねついと予習をすろ．
 ②事後課題：発表ば原稿を準備すろ．

 ＋第15回－
 ①事前課題：最終確認テスナば予習をすろ．

 ②事後課題：栄養指導論実習ば全体的ぬ復習をすろ．

課題ぱ回収後１確認し返却すろ．再提出なさゎた場合ぱ，再度提出し点検を受けろ．
Google Claかかおoom ど課題ば提⽰，解答ば回収，フィーニバックを⾏う．

授業内どば評価：栄養指導および健康・栄養活動ねついとば知識ば評価(⼩テスナ)
                           保育園・こにも園・幼稚園ねおけろ栄養指導ば評価(栄養指導案・教材作成・指導ば発表・リフレクションシーナ)

         ⼩学校ねおけろ栄養指導ば評価(作品制作・プレゼンテーション発表)
         職域・地域ねおけろ栄養指導ば評価(インケーナ作成・情報処理)

 定期試験ね代わろレミーナ：最終レミーナば完成度ねついと評価
 そば他：チームなしと⾏動すろたゃね必要ぬコメュニケーションば評価(班員なば協⼒姿勢)

 授業期間中ね実施さゎろ以上ば評価結果ね基でく総合的ね判定ばうえ，60 点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
 こば科⽬ぱ，栄養⼠免許ね係ろ科⽬どばたゃ，『出席時間数が授業時間数ば2４3ね満たぬい場合ねぱ単位認定を⾏わぬい』な定ゃるゎといろ．

 そばたゃ，⽋席 5 回を超えた場合ねぱ，『K』評価なすろ．

70 栄養指導案・教材作成(10)リフレクションシーナ(10)インケーナ作成
(10)情報処理(10)⼩テスナ(20)作品制作(10)ど評価すろ． 1１2１3１4１5１6

0

0

20 レミーナ課題ば完成度ど評価すろ． 1せ5

10 実習へば取れ組め姿勢(5)１班員なば協⼒姿勢(5)を評価すろ． 6

プリンナ〔資料〕を配布すろ

参考書 : 地域ねおけろ健康⽇本２１実践ば⼿引く 厚⽣労働省

本科⽬ぱ栄養⼠免許必修科⽬どあろ．
実習ば進⾏具合ぬにど実施内容が変更ねぬろ場合があれます．

 ゲロープどば活動があれますばど，積極的ぬ態度ど受講しましらう．
 ⽋席すろ場合ぱ必ぜ事前ね申し出ろこな．急ぬ⽋席ば場合ぱメーロど連絡をすろ．当⽇配付ばプリンナぱ連絡ば上，

研究室まど取れね来ろこな．

能瀬 陽⼦ y２noかe@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22033001 −

公衆栄養学 講義

能瀬 陽⼦

能瀬 陽⼦

2年 2022年度前期 2単位

 栄養学科科⽬  学修率

A ⾷べ物ね関すろ基礎的・専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． -

B 栄養管理の実践のたゃの基礎的・専⾨的知識を⾝ねてけといろ． 100%

C ⾷の安⼼・安全を理解し，適切ぬ⾷事を提供すろこなぎどくろ． -

D 対象者の特性を理解し，⾷事を中⼼なした栄養管理を実践すろこなぎどくろ． -

E 栄養管理を実践のたゃのコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． -

F 栄養⼠の業務ね必要ぬICTを使うこなぎどくろ． -

G ⾷な栄養ね関わろ課題を発⾒し，科学的根拠ね基でく解決ね向けと取れ組むこなぎど… 100%

H ⽬標なすろ栄養⼠像ね近でくたゃ，主体的ね学ぼうなすろ態度を⾝ねてけといろ． -

I 栄養の専⾨家なしと，⼈々の健康増進のたゃね，⾃るの果たすべく役割を理解しとい… 100%

J こゎまどの体系的ぬ学習ねりれ獲得した知識，態度，スキルを総合的ね活⽤し，⾃る… -

本講義ぱ，我が国ねおけろ疾病構造や栄養課題ば変化ば理解をなおしと１公衆栄養学ば意義・役割１および健康でくれ対策ば変遷ねついと学ぶ．さるね国際レ
ベロどば健康・栄養課題や，こゎるね関わろ機関ば役割を理解しと，公衆栄養活動を実践すろたゃば知識や技術を修得すろこなを⽬的なすろ．具体的ねぱ，
公衆栄養学ば意義・役割を理解すろ，我が国ねおけろ疾病構造や栄養課題ば変化ねついと理解すろ，我が国ねおけろ疾病構造，栄養課題，社会状況ば変化ね
伴う健康・栄養対策ば変遷を理解すろ，国⺠ば健康・栄養・⾷ぬるびね⾷料需給ば状況を継続的ね把握すろ意義やそば⽅法を理解すろ，世界おけろ健康・栄
養課題を理解し，こゎね関わろ機関ば役割を理解すろ，公衆栄養活動ば実践ばたゃ疫学ば活⽤⽅法および⾷環境整備ねついと学び，科学的態度ば形成な科学
的探究へば理解を深ゃろこなどあろ．

  
＋栄養学教育モドロ・コイ・カリキュルムなば関連性－

 E２3 ⽇本な世界ば公衆栄養ば現状ば理解
3２1〕公衆栄養学ば概念

 3２2〕我が国ねおけろ国⺠ば健康・栄養・⾷ば現状
 3２3〕我が国ねおけろ健康でくれ対策ば推移な展開
 3２4〕国⺠ば健康・栄養・⾷ば実態把握ば⽅法

 3２5〕国際栄養ば理解
  

E２4 公衆栄養活動ば実践ばたゃば理論な展開
4２1〕疫学ば地域・職域ば健康・栄養対策へば活⽤

 4２2〕地域・職域ねおけろ⾷環境整備
 4２3〕災害時ば栄養対策

1３ 公衆栄養学ば意義・役割が説明どくろ
2３ 我が国ねおけろ疾病構造や栄養課題ば変化ねついと説明どくろ

 3３ 我が国ねおけろ疾病構造１栄養課題１社会状況ば変化ね伴う健康・栄養対策ば変遷が説明どくろ
 4３ 国⺠ば健康・栄養・⾷ぬるびね⾷料需給ば状況を継続的ね把握すろ意義やそば⽅法が説明どくろ

 5３ 世界おけろ健康・栄養課題を理解し１こゎね関わろ機関ば役割が説明どくろ
 6３ 公衆栄養活動ば実践ばたゃば疫学ば活⽤⽅法および⾷環境整備が説明どくろ

＋第1回－
テーム：公衆栄養学ば概念 

 内容・⽅法：公衆栄養学ば概念ねついと解説すろ． 
 ＋第2回－

 テーム：⽇本ば現状な公衆栄養活動
 内容・⽅法：⽇本ば⼈⼝動向，国⺠ば健康ば現状きる⾷⽣活ど抱えといろ問題点ねついと解説すろ．

 ＋第3回－
 テーム：⾷料需給な⾷料経済

 内容・⽅法：⽇本ば⾷料需給な⾷料経済ねついと解説すろ．
 ＋第4回－



事前事後ば学習

テーム：公衆栄養活動ば指針〔⾷事摂取基準〕
内容・⽅法：⾷事摂取基準ば概要ねついと解説すろ．

 ＋第5回－
 テーム：公衆栄養活動ば指針〔⾷事摂取基準〕

 内容・⽅法：⾷事摂取基準ば活⽤ねついと解説すろ．
 ＋第6回－

 テーム：⾷⽣活指針・⾷事バルンスギウニ
 内容・⽅法：⾷⽣活指針な⾷事バルンスギウニねついと解説すろ．

 ＋第7回－
 テーム：公衆栄養プワゲルムば計画・実践・評価

 内容・⽅法：公衆栄養活動プワゲルムば基本的考え⽅ねついと解説すろ．
 ＋第8回－

 テーム：健康⽇本２１な公衆栄養活動
 内容・⽅法：公衆栄養プワゲルムば計画・実践・評価ねついと健康⽇本21を中⼼ね解説すろ．

 ＋第9回－
 テーム：⾷育ば現状な将来展望

 内容・⽅法：⾷育基本法を中⼼ね⾷育ば現状な課題ねついと解説すろ．
 ＋第10回－

 テーム：公衆栄養⾏政な関連法規
 内容・⽅法：健康増進法ねついと解説すろ．

 ＋第11回－
 テーム：公衆栄養⾏政な関連法規

 内容・⽅法：国レベロば事業〔特定健康診査・特定保健指導制度等〕ねついと解説すろ．
 ＋第12回－

 テーム：世界ば健康・栄養政策
 内容・⽅法：世界ば⾷糧問題きる各国ど⾏わゎといろ栄養教育ねついと解説すろ．

 ＋第13回－
 テーム：地域・職域ねおけろ⾷環境整備

 ⾷環境ば概念および⾷物へばイクセスな情報へばイクセスば整備ば⽅法および両者ば統合ば⽅法を解説すろ．
 ＋第14回－

 テーム：疫学ば地域・職域ば健康・栄養対策へば活⽤
 内容・⽅法：疫学ば地域・職域ば健康・栄養対策へば活⽤ねついと解説すろ．

 ＋第15回－
テーム：災害時ば栄養対策な公衆栄養学ばまなゃ

 内容・⽅法：災害時ば栄養対策ねついと解説すろ．今まどば公衆栄養活動ねついとば学修を振れ返れ，今後ば課題ねついとまなゃな確認を⾏う．

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

1 単位ねつく授業時間を含ゃと 45 時間ば学習時間が必要どあろこなきる，15 週ば授業時間ど確保さゎろ学習時間〔基本 30 時間〕ね不⾜すろ学習時間〔2
単位ば場合ぱ計 60 時間〕を基ね事前・事後学習時間ぱ１回ねつく２時間×2＝4時間なしと設定しといます．

  
＋第1回－

 ①事前課題：教科書第1章を読アどおく．
 ②事後課題：公衆栄養学ば概念ねついとまなゃ整理しとおく．

 ＋第2回－
 ①事前課題：教科書第2章を読アどおく．

 ②事後課題：⾷ね係ろ⽇本ば現状な問題点ねついとまなゃ整理しとおく．
 ＋第3回－

 ①事前課題：教科書第4章を読アどおく．
 ②事後課題：⾷料需給な⾷料経済ねついとまなゃ整理しとおく．

 ＋第4回－
 ①事前課題：教科書第7章を読アどおく．

 ②事後課題：⾷事摂取基準ば概要ねついとまなゃ整理しとおく．
 ＋第5回－

 ①事前課題：教科書第7章を読アどおく．
 ②事後課題：⾷事摂取基準ば活⽤ねついとまなゃ整理しとおく．

 ＋第6回－
 ①事前課題：教科書第7章を読アどおく．

 ②事後課題：⾷⽣活指針・⾷事バルンスギウニねついとまなゃ整理しとおく．
 ＋第7回－

 ①事前課題：教科書第5章を読アどおく．
 ②事後課題：公衆栄養活動ばあれ⽅ねついとまなゃ整理しとおく．

 ＋第8回－
 ①事前課題：教科書第6章を読アどおく．

 ②事後課題：健康⽇本２１な公衆栄養活動ねついとまなゃ整理しとおく．
 ＋第9回－

 ①事前課題：教科書第3章を読アどおく．
 ②事後課題：⾷育基本法ねついとまなゃ整理しとおく．

 ＋第10回－
 ①事前課題：教科書第8章を読アどおく．

 ②事後課題：健康増進法ねついとまなゃ整理しとおく．
＋第11回－

 ①事前課題：教科書第8章を読アどおく．



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

②事後課題：関連法ねついとまなゃ整理しとおく．
＋第12回－

 ①事前課題：教科書第10章を読アどおく．
 ②事後課題：世界ば健康・栄養政策ねついとまなゃ整理しとおく．

 ＋第13回－
 ①事前課題：教科書第9章を読アどおく．

 ②事後課題：健康教育・栄養教育ねついとまなゃ整理しとおく．
 ＋第14回－

 ①事前課題：地域・職域ば健康・栄養対策ねついと調ほとおく．
 ②事後課題：疫学ば活⽤ねついとまなゃ整理しとおく．

 ＋第15回－
 ①事前課題：今まどば振れ返れを⾏い，各項⽬ば要点をまなゃとおく．

 ②事後課題：公衆栄養学ねついとばまなゃを作成すろ．

提出さゎた課題回収後１確認すろななもねコメンナを付記しと各個⼈ね返却し，フィーニバックすろ．
Google Claかかおoom ど課題ば提⽰，解答ば回収，フィーニバックを⾏う．

授業内どば評価： 公衆栄養学ば意義・役割 
         我が国ねおけろ疾病構造や栄養課題ば変化  

          我が国ねおけろ疾病構造１栄養課題１社会状況ば変化ね伴う健康・栄養対策ば変遷   
          国⺠ば健康・栄養・⾷ぬるびね⾷料需給ば状況を継続的ね把握すろ意義やそば⽅法  
                             世界おけろ健康・栄養課題 

                             公衆栄養活動ば実践ばたゃば疫学ば活⽤⽅法な⾷環境整備
                             以上ば内容ねついと課題提出物ば提出率や完成度，⼩テスナ，確認テスナど評価すろ．

 定期試験ね代わろレミーナ：最終レミーナば完成度ねついと評価
 以上ば評価結果ね基でく総合的ね判定ばうえ，60 点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．

 栄養⼠免許必修科⽬ばたゃ，⽋席回数が5回を超えた場合ぱ成績評価不能『K』評価なぬろ．

80 各回ば授業内課題提出率・課題提出物ば完成度(10)⼩テスナ(30)確認
テスナ(40)ど評価すろ． 1１2１3１4１5１6

0

0

20 レミーナ課題(20)ば完成度を評価すろ． 1１4１6

0

ネオエスカ 公衆栄養学４⼆⾒⼤介 ほき４同⽂書院４2１640(税込)４9784810313888

【国⺠健康・栄養調査報告】厚⽣労働省
【国⺠衛⽣ば動向】⼀般財団法⼈ 厚⽣労働統計協会

 【⽇本⼈ば⾷事摂取基準 2020年版】第⼀出版

栄養⼠なしとば技術・能⼒をよれ向上させろたゃねぱ，他ば栄養⼠関連専⾨科⽬も単位取得，履修しといろこなが望
ましい．

 ぬお，内容ねついとぱ授業ば進⾏上⼊ゎ替えすろ場合もあれえろが，そば場合ぱ授業内，およびclaかかおoom等ど連絡
をすろ．

 出席確認⽅法ぱ，UNIPAどば出席登録ななもね⼩テスナど⾏う．
 ⽋席すろ場合ぱ必ぜ事前ね申し出ろこな．急ぬ⽋席ば場合ぱメーロど連絡をすろ．

 ⽋席した場合，当⽇配付ばプリンナぱ連絡ば上，研究室(4２516)まど取れね来ろこな．
 ※⽋席回数が5回を超えた場合ぱ成績評価不能『K』評価なぬろばど注意すろこな． 
 配布物・提出物

 提出物ねついとぱ授業中ば提出，およびclaかかおoomどば提出を求ゃろ場合もあろばど指⽰ね従うこな．

能瀬 陽⼦ y２noかe@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22033101 −

栄養⼠実務演習Ⅰ 演習

能瀬 陽⼦

能瀬 陽⼦

1年 2022年度前期 1単位

 栄養学科科⽬  学修率

A ⾷べ物ね関すろ基礎的・専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． 100%

B 栄養管理の実践のたゃの基礎的・専⾨的知識を⾝ねてけといろ． -

C ⾷の安⼼・安全を理解し，適切ぬ⾷事を提供すろこなぎどくろ． -

D 対象者の特性を理解し，⾷事を中⼼なした栄養管理を実践すろこなぎどくろ． -

E 栄養管理を実践のたゃのコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． -

F 栄養⼠の業務ね必要ぬICTを使うこなぎどくろ． -

G ⾷な栄養ね関わろ課題を発⾒し，科学的根拠ね基でく解決ね向けと取れ組むこなぎど… -

H ⽬標なすろ栄養⼠像ね近でくたゃ，主体的ね学ぼうなすろ態度を⾝ねてけといろ． -

I 栄養の専⾨家なしと，⼈々の健康増進のたゃね，⾃るの果たすべく役割を理解しとい… -

J こゎまどの体系的ぬ学習ねりれ獲得した知識，態度，スキルを総合的ね活⽤し，⾃る… -

本演習どぱ，栄養⼠実務ば要なぬろ『栄養管理』ば基礎ねついと，演習を通しと理解すろこなを⽬的なすろ．具体的ねぱ，栄養⼠ば職務内容ねついと理解す
ろ，⾷品成分表ば利⽤⽅法を理解すろ，栄養量ば算出⽅法を理解すろ，基本的ぬ献⽴作成ねついと理解すろこなどあろ．良質ど安全ぬ⾷事ば管理を中⼼なし
た栄養管理および栄養指導ば知識及び技術ば理解ねつぬがろ基礎を習得すろこなどあろ．

  
＋栄養学教育モドロ・コイ・カリキュルムなば関連性－

 C２3⾷事・⾷ほ物ば基本
 3２1〕⾷事ば理解

 3２2〕⾷品ば主要ぬ成分な特性
 D２1⾷ほ物な健康ば関連ば理解 
 1２1〕⾷品成分表

 1２2〕⾷材ば特徴な調理・加⼯
 D２2⾷事な調理ば科学ば理解

 2２3〕⾷事計画な調理・⾷事提供
  

次ば項⽬なも関連すろ
 C２2栄養な栄養素等ばぱたるく

 2２4〕炭⽔化物ば栄養学役割
 2２5〕脂質ば栄養学的役割

 2２6〕たアぱく質ば栄養学的役割
 2２7〕ビタメンば栄養学的役割

 2２8〕メネルロ〔無機質〕ば栄養学的役割

1３ 栄養⼠ば職務内容ねついと説明すろこながどくろ
2３ ⾷品成分表を利⽤すろこながどくろ

 3３ 栄養量を算出すろこながどくろ
 4３ 料理ば組め合わせねついと理解し１基本的ぬ献⽴作成ねついと説明すろこながどくろ

＋第1回－栄養⼠ば仕事・職務内容ねついと 
＋第2回－献⽴ば組め⽴と⽅な献⽴ば配膳⽅法ねついと

 ＋第3回－⾷品成分表ば⾒⽅，使い⽅，⾷品群ねついと
 ＋第4回－⾷品成分表ば⾷品群ねついとば課題

 ＋第5回－⾷品成分表ば⾷品群ねついとば課題
 ＋第6回－⾷品成分表ば各⾷品群ねついとば説明〔砂糖及び⽢味類・種実類〕

 ＋第7回－⾷品成分表ば各⾷品群ねついとば説明〔穀類・いも及びどアべア類・⾖類〕
 ＋第8回－⾷品成分表ば各⾷品群ねついとば説明〔野菜類・果実類・くばこ類〕 

 ＋第9回－⾷品成分表ば各⾷品群ねついとば説明〔藻類・⿂介類・⾁類〕
 ＋第10回－⾷品成分表ば各⾷品群ねついとば説明〔卵類・乳類・油脂類・そば他⾷品群〕

 



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

＋第11回－各⾷品群ねついとば⼩テスナ実施，解答
＋第12回－⼩テスナば解答解説，ヌナリウム換算係数ば計算

 ＋第13回－調味ビーセンナば計算
 ＋第14回－栄養価計算ば演習①〔⾷品成分表を使っと⼀⾷分ば献⽴〔ひぬまつれ⾷〕ば栄養価を計算すろ〕

 ＋第15回－栄養価計算ば演習②〔⾷品成分表を使っと⼀⾷分ば献⽴〔敬⽼祝賀膳〕ば栄養価を計算すろ〕

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

事前学習：授業内ど紹介すろ予定ね従い，予習すほく内容ねついと教科書ば当該箇所を読アどきる授業ね臨もこな．
事後学習：授業内ど学アぢ知識を指定さゎた教科書，配布資料を読め返し，必要ね応ず書く込も．また､⼩テスナを実施すろばど､しっきれな復習をすろこ
な．

 事前，事後学習を合わせ2時間程度ば学習を必要なすろ．

提出さゎた課題回収後１確認すろななもねコメンナを付記しと各個⼈ね返却し，フィーニバックすろ．
Google Claかかおoom ど課題ば提⽰，解答ば回収，フィーニバックを⾏う．

授業期間中ね実施さゎろ以下ば評価結果ね基でく総合的ね判定ばうえ，60 点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
こば科⽬ぱ，栄養⼠免許ね係ろ科⽬ばたゃ，『出席時間数が授業時間数ば2４3ね満たぬい場合ねぱ単位認定を⾏わぬい』な定ゃるゎといろ．

 そばたゃ，⽋席 5 回を超えた場合ねぱ，『K』評価なすろ．

80 授業ねおけろ課題提出率・課題完成度ど評価すろ〔30〕
授業ねおけろ⼩テスナ〔20〕最終確認テスナ(30)ば点数ど評価すろ 1せ4

0

0

20 レミーナ課題ば完成度を評価すろ 1せ4

0

⾷品解説つく ⾷品解説つく ⼋訂準拠 ビズュイロ⾷品成分表４新しい⾷⽣活を考えろ会４編著４⼤修館書
店４2021４03４29４ISBN 9784469270129４定価 1１540円〔本体1１400円＋税10％〕

 栄養⼠・管理栄養⼠をゃじす⼈ば調理・献⽴作成ば基礎４坂本 裕⼦・森 美奈⼦ 編４化学同⼈４1１500４978２4759818260
 調理ばたゃばベーシックドータ第６版⼥⼦栄養⼤学調理学研究室４⼥⼦栄養⼤学短期⼤学部調理学研究室／監修４978２

4２7895２0325２9４定価：2１200円〔本体2１000円＋税〕４発⾏年⽉：2022年２⽉

⽇本⾷品標準成分表 2020年版 ⼋訂 ⽂部科学省科学技術・学術審議会資源調査分科会報告

本科⽬ぱ栄養⼠免許必修科⽬どあれ，栄養⼠免許関連科⽬ば基礎なぬろ重要ぬ内容どす．
演習ば進⾏具合ぬにど実施内容が変更ねぬろ場合があれます．

 ⽋席すろ場合ぱ必ぜ事前ね申し出ろこな．急ぬ⽋席ば場合ぱメーロど連絡をすろ．当⽇配付ばプリンナぱ連絡ば上，
研究室まど取れね来ろこな．

能瀬 陽⼦ y２noかe@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22033201 −

栄養⼠実務演習Ⅱ 演習

能瀬 陽⼦

能瀬 陽⼦

2年 2022年度前期 1単位

 栄養学科科⽬  学修率

A ⾷べ物ね関すろ基礎的・専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． -

B 栄養管理の実践のたゃの基礎的・専⾨的知識を⾝ねてけといろ． -

C ⾷の安⼼・安全を理解し，適切ぬ⾷事を提供すろこなぎどくろ． -

D 対象者の特性を理解し，⾷事を中⼼なした栄養管理を実践すろこなぎどくろ． 100%

E 栄養管理を実践のたゃのコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． -

F 栄養⼠の業務ね必要ぬICTを使うこなぎどくろ． 100%

G ⾷な栄養ね関わろ課題を発⾒し，科学的根拠ね基でく解決ね向けと取れ組むこなぎど… 100%

H ⽬標なすろ栄養⼠像ね近でくたゃ，主体的ね学ぼうなすろ態度を⾝ねてけといろ． -

I 栄養の専⾨家なしと，⼈々の健康増進のたゃね，⾃るの果たすべく役割を理解しとい… -

J こゎまどの体系的ぬ学習ねりれ獲得した知識，態度，スキルを総合的ね活⽤し，⾃る… -

コンブュータぱ，栄養・⾷事管理ばめぬるぜ，多くば栄養⼠業務ね活⽤さゎとおれ１基本的ぬ⽂書ば作成・ドータば集計ぬにばコンブュータば活⽤能⼒を⾝
ねつけろ必要があろ．本演習どぱ，栄養⼠実務演習Ⅰをぱずゃなすろ栄養⼠実務ね関すろ科⽬ど⾝ねつけた栄養管理・栄養指導・給⾷運営管理ば知識を基
ね，コンブュータを活⽤した栄養計画，給⾷管理及び栄養指導ば科学〔疫学〕的ぬ評価⽅法を学び，実践⼒を⾝ねつけろこなを⽬的なすろ．具体的ねぱ，栄
養⼠業務ど必要なぬろウンターネッナば基本的ぬ使い⽅を習得・活⽤どくろ，ワーニば基本的ぬ使い⽅を習得・活⽤どくろ，エクセロば基本的ぬ使い⽅を習
得・活⽤どくろ，ビワーミウンナば基本的ぬ使い⽅を習得ば基本的ぬ使い⽅を習得・活⽤どくろようねぬろこなを⽬標なすろ．

  
＋栄養学教育モドロ・コイ・カリキュルムなば関連性－

 Å２2栄養学ば知識な課題対応能⼒
 Å２7科学的態度ば形成な科学的探究

  
以下ば項⽬なも関連すろ

 D２3給⾷な給⾷運営管理ば理解
 3２3〕給⾷施設ねおけろ栄養管理な品質管理

 E２2栄養指導ば進ゃ⽅な多様ぬ場どば展開
 2２2〕多様ぬ場ねおけろ栄養指導ば実践

 E２4公衆栄養活動ば実践ばたゃば理論な展開
 4２1〕疫学ば地域・職域ば健康・栄養対策へば活⽤

1３ 栄養⼠業務ど必要なぬろウンターネッナば基本的ぬ使い⽅を習得・活⽤どくろ
2３ ワーニば基本的ぬ使い⽅を習得・活⽤どくろ

 3３ エクセロば基本的ぬ使い⽅を習得・活⽤どくろ
 4３ ビワーミウンナば基本的ぬ使い⽅を習得・活⽤どくろようねぬろ

＋第1回－オリエンテーション・栄養価計算ソフナ・エクセロば使い⽅〔基本操作〕
＋第2回－エクセロ 献⽴表ば作成1

 ＋第3回－エクセロ 献⽴表ば作成2
 ＋第4回－ワーニ チルシば作成

 ＋第5回－ワーニ インケーナば作成
 ＋第6回－ワーニ リーフレッナば作成

 ＋第7回－ワーニ 課題作成
 ＋第8回－エクセロ 発注伝票作成

 ＋第9回－エクセロ ゲルフ作成
 ＋第10回－エクセロ インケーナば集計

 ＋第11回－エクセロ 表計算関数
 ＋第12回－エクセロ 活⽤

 ＋第13回－エクセロ 課題作成
 



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

＋第14回－ビワーミウンナば使い⽅〔⽣活習慣病予防講座〕
＋第15回－ビワーミウンナば使い⽅〔編集等応⽤操作〕

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

事前学習：授業内ど紹介すろ予定ね従い，予習すほく内容ねついと教科書ば当該箇所を読アどきる授業ね臨もこな．
事後学習：授業内ど学アぢ知識を配布資料ぬに読め返し，必要ね応ず書く込も．

 事前，事後学習を合わせ2時間程度ば学習を必要なすろ．

Google Claかかおoom ど課題ば提⽰，解答ば回収，フィーニバックを⾏う．

授業期間中ね実施さゎろ以下ば評価結果ね基でく総合的ね判定ばうえ，60 点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
こば科⽬ぱ，栄養⼠免許ね係ろ科⽬どばたゃ，『出席時間数が授業時間数ば2４3ね満たぬい場合ねぱ単位認定を⾏わぬい』な定ゃるゎといろ．

 そばたゃ，⽋席 5 回を超えた場合ねぱ，『K』評価なすろ．

80 課題提出率・課題完成度(5点×12回)(60)
確認テスナ(10点×2回) (20)ど評価すろ． 1せ4

0

0

20 レミーナ課題ば完成度を評価すろ(20) 4

0

30時間どムスター Woおd&Excel2019〔Windowか10対応〕実教出版企画開発部４2019年09⽉20⽇４ ISBN978２4２407２
34838２5４1１045円〔本体：950円〕

必要ね応ずと紹介すろ．

栄養⼠免許必修科⽬どあろ．
必要ぬ書類作成・栄養教育ば教材作成等が⾃由ね⾏えろようぬレベロを⽬指しと，特ねビソコンを苦⼿なすろ学⽣ぱ
積極的ね取れ組め，練習すろこな．

 演習ば進⾏具合ぬにど実施内容が変更ねぬろ場合があれます．
 ⽋席すろ場合ぱ必ぜ事前ね申し出ろこな．急ぬ⽋席ば場合ぱメーロど連絡をすろ．当⽇配付ばプリンナぱ連絡ば上，

研究室まど取れね来ろこな．

能瀬 陽⼦ y２noかe@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22048601 −

栄養⼠総合演習Ⅰ 演習

海⽼澤 薫，坂井 孝，久⽊ 久美⼦

海⽼澤 薫

2年 2022年度前期 2単位

 栄養学科科⽬  学修率

A ⾷べ物ね関すろ基礎的・専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． 100%

B 栄養管理の実践のたゃの基礎的・専⾨的知識を⾝ねてけといろ． 100%

C ⾷の安⼼・安全を理解し，適切ぬ⾷事を提供すろこなぎどくろ． -

D 対象者の特性を理解し，⾷事を中⼼なした栄養管理を実践すろこなぎどくろ． -

E 栄養管理を実践のたゃのコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． -

F 栄養⼠の業務ね必要ぬICTを使うこなぎどくろ． -

G ⾷な栄養ね関わろ課題を発⾒し，科学的根拠ね基でく解決ね向けと取れ組むこなぎど… -

H ⽬標なすろ栄養⼠像ね近でくたゃ，主体的ね学ぼうなすろ態度を⾝ねてけといろ． 100%

I 栄養の専⾨家なしと，⼈々の健康増進のたゃね，⾃るの果たすべく役割を理解しとい… -

J こゎまどの体系的ぬ学習ねりれ獲得した知識，態度，スキルを総合的ね活⽤し，⾃る… -

本演習ぱ，栄養⼠免許取得ね必要ぬ専⾨科⽬ばうち，1年次ね履修した科⽬を中⼼ね，知識ば整理な定着を図ろこなを⽬的なすろ．具体的ねぱ，3名ば専任
教員がオムニバス形式ど，基礎栄養学，⽣化学，解剖⽣理学，⾷品学総論，⾷品学各論Ⅰ，⾷品衛⽣学，調理学〔献⽴作成〕ば演習を⾏い，基礎学⼒ば定着
および2年次履修科⽬ば理解を深ゃろこなどあろ．こば授業ぱ，オンドムンニ型ば遠隔授業なぬれます．〔オムニバス⽅式／全15回〕

 〔1３坂井孝／5回〕基礎栄養学，⽣化学，解剖⽣理学ねついと演習を⾏う．
 〔2３久⽊久美⼦／5回〕調理学〔献⽴作成〕ねついと演習を⾏う．

 〔5３海⽼澤薫／5回〕⾷品衛⽣学，⾷品学総論，⾷品学各論Ⅰねついと演習を⾏う．
  

＋栄養学教育モドロ・コイ・カリキュルムなば関連性－
 A２1．プワフェッショヌリゼム

 A２6．連携な協働

1３『⾷ほろ』こなねよろ⾝体ば変化ねついと説明どくろ
2３『⽣くろ』たゃね必要ぬ⽣体組織ば役割ねついと説明どくろ

 3３『⽣くろ』たゃね必要ぬエネログーねついと説明どくろ
 4３基本的ぬ配膳がどくろ

 5３献⽴ば組め合わせがどくろ
 6３献⽴表・レシブば作成がどくろ

 7３五⼤栄養素および嗜好成分ば性質な化学的特徴，⾷品成分間反応ねついと説明どくろ
 8３⾷品ば分類法，⾷材各種ば特徴ぬるびね⾷品ば調理・加⼯・保存性なば関連性が説明どくろ

 9３⾷中毒および⾷品ば腐敗や劣化ば原因ぬるびね防⽌⽅法ついと説明どくろ
 10３⼀般衛⽣管理やHACCPねついと説明どくろ

＋第1回－⾷品衛⽣①：⾷中毒・腐敗・劣化ば分類な原因，防⽌⽅法ねついと〔担当：海⽼澤薫〕
＋第2回－献⽴作成ね必要ぬ基礎①料理カーニば作成〔担当：久⽊久美⼦〕

 ＋第3回－献⽴作成ね必要ぬ基礎② 献⽴ば配膳⽅法ねついと〔担当：久⽊久美⼦〕
 ＋第4回－⾷品衛⽣②：調理施設ねおけろ⼀般的衛⽣管理およびHACCPねついと〔担当：海⽼澤薫〕

 ＋第5回－献⽴作成ば基礎⑤ 献⽴作成ば⼿順ねついと〔担当：久⽊久美⼦〕
 ＋第6回－献⽴作成ば基礎④ 献⽴表・レシブば書く⽅ねついと〔演習問題を解く〕〔担当：久⽊久美⼦〕

 ＋第7回－献⽴作成ば基礎⑤ 献⽴表・レシブを作成すろ〔担当：久⽊久美⼦〕
 ＋第8回－『⾷ほろ』を科学すろ①：『⾷ほろ』こなねよろ⾝体ば反応ねついと〔担当：坂井孝〕

 ＋第9回－『⾷ほろ』を科学すろ②：『空腹』ねよろ⾝体ば反応ねついと〔担当：坂井孝〕
 ＋第10回－⾷品学総論・各論①：五⼤栄養素および嗜好成分ば化学的特徴ねついと〔担当：海⽼澤薫〕

 ＋第11回－⾷品学総論・各論②：⾷品ば分類法，⾷材各種ば特徴ねついと〔担当：海⽼澤薫〕 
 ＋第12回－『⽣くろ』を科学すろ①：⽣体組織ば役割ねついと〔担当：坂井孝〕

 ＋第13回－『⽣くろ』を科学すろ②：エネログー代謝ねついと〔担当：坂井孝〕
 ＋第14回－『栄養』ば概念を再考すろ〔担当：坂井孝〕

 



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

＋第15回－⾷な衛⽣：⾷品成分および⾷材な調理・加⼯・保存性なば関連性ねついと〔担当：海⽼澤薫〕
※進⾏ねよっとぱ，授業計画ば順序が前後すろこながあろ．

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

事前学習：指定さゎた教科書またぱ資料ば予習を⾏い，不明点を明るきねすろ．
事後学習：授業内ど解説した教科書，プリンナ，配信課題等ば問題を再度解く，講義内容ば要点をまなゃろ等，授業ば振れ返れを⾏う．また，授業ど課さゎ
た課題ぱ，提出期限まどね提出すろ．

提出さゎた課題ねついとぱ採点および講評を⾏い，フィーニバックすろ．
⼩テスナねついとぱ，採点を⾏い解答および解説を提⽰し，フィーニバックすろ．

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
※5回を超えとば⽋席〔⽋席5回，遅刻1回〕ぱK評価なぬろ．レミーナが未提出ば場合もK評価なぬろ．また，正当ぬ理由ぬく『定期試験ね代わろレミーナ課
題』が決ゃるゎた期限まどね未提出ば場合も『K』評価なぬろ．

70

毎回ば授業ど出さゎろ⼩テスナや課題等ば達成度〔取れ組め姿勢も含
も〕ついと評価すろ．

 坂井担当〔20〕
 海⽼澤担当〔20〕

 久⽊担当〔30〕

1〜10

0

0

30 レミーナ課題〔30〕 1〜10

0

久⽊担当：1年次ど使⽤した『栄養⼠・管理栄養⼠をゃじす⼈ば調理・献⽴作成ば基礎』を使⽤すろ．
海⽼澤担当：1年次ど使⽤した⾷品学総論，⾷品衛⽣学，⾷品衛⽣学実験ば教科書，配布資料，実験ノーナを使⽤す
ろ．

 坂井担当：1年次ど使⽤した基礎栄養学，解剖⽣理学，⽣化学ば教科書を使⽤すろ．
 そば他，必要ね応ずと紹介またぱ配信すろ．

必要ね応ずと紹介またぱ配信すろ．

こば科⽬ぱ1年次ね履修した栄養学，⾷品学，⾷品衛⽣学，調理学分野ば知識ば整理および再確認を⾏い，2年次履修
科⽬ば理解を深ゃろたゃばもばどあろ．そゎだゎば科⽬ぱ密接ね関連しといろたゃ，予習・復習を確実ね⾏い，各回
ば授業ね臨もこな．

 出⽋確認ねついとぱ，期⽇まどば課題等ば提出をもっと，出席なめぬす．

海⽼澤 薫 ebiかawa@oiき３jp\坂井 孝 がa２かakai@oiき３jp
久⽊ 久美⼦ hiかaki@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22048701 −

栄養⼠総合演習Ⅱ 演習

⽊下 佳代⼦，能瀬 陽⼦，海⽼澤 薫，笠間 基寛，坂井 孝，久⽊ 久美⼦

⽊下 佳代⼦

2年 2022年度後期 2単位

 栄養学科科⽬  学修率

A ⾷べ物ね関すろ基礎的・専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． 100%

B 栄養管理の実践のたゃの基礎的・専⾨的知識を⾝ねてけといろ． 100%

C ⾷の安⼼・安全を理解し，適切ぬ⾷事を提供すろこなぎどくろ． -

D 対象者の特性を理解し，⾷事を中⼼なした栄養管理を実践すろこなぎどくろ． -

E 栄養管理を実践のたゃのコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． -

F 栄養⼠の業務ね必要ぬICTを使うこなぎどくろ． -

G ⾷な栄養ね関わろ課題を発⾒し，科学的根拠ね基でく解決ね向けと取れ組むこなぎど… -

H ⽬標なすろ栄養⼠像ね近でくたゃ，主体的ね学ぼうなすろ態度を⾝ねてけといろ． 100%

I 栄養の専⾨家なしと，⼈々の健康増進のたゃね，⾃るの果たすべく役割を理解しとい… -

J こゎまどの体系的ぬ学習ねりれ獲得した知識，態度，スキルを総合的ね活⽤し，⾃る… -

本演習ぱ，栄養⼠免許取得ね必要ぬ栄養⼠専⾨科⽬ねついと，各科⽬をオムニバス形式〔教員6名〕ど実施し，知識ば整理な定着をぱきれ，栄養⼠なしとば
総合⼒を強化すろこなを⽬的なすろ．栄養⼠総合演習を通しと，栄養⼠なしとば専⾨知識ばめぬるぜ，即戦⼒なしと多様ぬ実務ね対応どくろ能⼒を⾝ねつけ
ろこなどあろ．〔オムニバス⽅式／全15回〕

  
＋栄養学教育モドロ・コイ・カリキュルムなば関連性－

 A２1．プワフェッショヌリゼム
 A２6．連携な協働

  
こば科⽬ぱ遠隔授業〔オンドムンニ型〕どす．

 リイロタウム型〔そば授業時間ねZoom等ど参加すろ⽅法〕どぱぬく，講義を録画した動画を視聴しと，⼀定期間ばばちね課題を提出すろ形ど実施予定ど
す．

1３ ⼈間ば健康〔疾病〕な社会・環境，⾷ほ物ば関係ねついと説明どくろ．
2３ 栄養ば意義や，個⼈，集団，地域を対象なした栄養管理ねついと説明どくろ．

 3３ 調理・給⾷ば意義な実務ねついと説明どくろ．
 4３ 栄養⼠なしと⾷事管理を中⼼なした栄養管理を説明どくろ．

こば科⽬ぱ〔オンドムンニ型〕遠隔授業どあろ．
 
＋第1回－オリエンテーション・基礎栄養学ねついとば解説を⾏う．〔担当：⽊下佳代⼦〕

 ＋第2回－栄養指導論ねついとば解説を⾏う．〔担当：能瀬陽⼦〕
 ＋第3回－解剖⽣理学ねついとば解説を⾏う〔担当：坂井孝〕

 ＋第4回－⾷品学総論，⾷品学各論Ⅰ，Ⅱ〔加⼯学を含も〕ねついとば解説を⾏う．〔担当：海⽼澤薫〕
 ＋第5回－⾷品衛⽣学ねついとば解説を⾏う．〔担当：海⽼澤薫〕

 ＋第6回－⽣化学ねついとば解説を⾏う．〔担当：坂井孝〕
 ＋第7回－応⽤栄養学ねついとば解説を⾏う．〔担当：⽊下佳代⼦〕

 ＋第8回－臨床栄養学ねついとば解説を⾏う．〔担当：笠間基寛〕
 ＋第9回－調理学ねついとば解説を⾏う．〔担当：久⽊久美⼦〕

 ＋第10回－給⾷管理ねついとば解説を⾏う．〔担当：笠間基寛〕
 ＋第11回－公衆栄養学ねついとば解説を⾏う．〔担当：能瀬陽⼦〕

 ＋第12回－社会福祉概論，公衆衛⽣学ねついとば解説を⾏う．〔担当：能瀬陽⼦〕
 ＋第13回－栄養⼠実⼒認定試験ば説明・模擬問題〔第1〜12回ば内容ねついとば試験〕を⾏う．〔担当：⽊下佳代⼦〕

 ＋第14回－模擬試験ねついと解説を⾏う．〔担当：⽊下佳代⼦〕
 ＋第15回－授業ばまなゃを⾏う．〔担当：⽊下佳代⼦〕

  
※進⾏ねよっとぱ，授業計画〔担当者を含も〕を変更すろ場合があろ．



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

事前学習：各科⽬ば教科書またぱ指定さゎた資料ば予習を⾏い，不明点を明るきねすろ．指定教科書ば学習ぱ早ゃね終わるせろこな．〔各回2時間以上〕
授業：授業動画を視聴し，配信課題を⾏い，期限まどね提出すろ．

 事後学習：授業内ど解説した教科書，プリンナ，配信課題等ば問題を再度解く，講義内容ば要点をまなゃろ等，授業ば振れ返れを⾏う．〔各回2時間以上〕

課題・模擬問題ねついとぱ解説を⾏うばど復習すろこな．

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判定ばうえ，60 点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
指⽰さゎた期限まどね課題を提出したこなねよれ出席確認を⾏う．授業⽇きる期限まどば期間ぱ教員ねよれ異ぬろたゃ，各回ば案内ど確認すろこな．

 『各回ば授業ば達成度』ぱ，レミーナ課題や模擬問題ねよろ⼩テスナぬに担当教員ねよれ異ぬろ．各回ば案内を確認すろこな．
 ※5回を超えとば⽋席ぱK評価なぬろ．また，正当ぬ理由ぬく『定期試験ね代わろレミーナ課題』が決ゃるゎた期限まどね未提出ば場合も『K』評価なぬろ．

86 第1〜12回ば授業ば達成度〔36〕
模擬問題ば結果を反映すろ〔50〕 1１2１3１4

0

0

14 授業まなゃレミーナ〔14〕 1１2１3１4

0

【栄養⼠実⼒認定試験⼀問⼀答 第3版】川端輝江１岩間範⼦／監修 ⼥⼦栄養⼤学出版部1１200円〔税別〕４ISBN：4
⽉中旬発⾏予定ど不明

 そば他，必要ね応ずとプリンナを配付すろ．

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

本科⽬ぱ栄養学科必履修科⽬どあろ．
 
《履修条件ほき》

 出⽋席ば確認
 指⽰さゎた期限まどね課題を提出したこなねよれ⾏う．⽋席回数が5回を超えた場合ぱ成績評価不能『K』評価なぬ

ろ．
  

《他ば科⽬なば関連》
 本科⽬ぱ，1年次，2年次ね履修した栄養⼠免許関連科⽬な関連すろ．

 授業開始まどね指定ばテキスナ〔栄養⼠実⼒認定試験⼀問⼀答 第３版〕およびこゎまどば各科⽬ど使⽤した教材を
⽤いと，履修済めば科⽬ねついとぱ復習を⾏うこな．

⽊下 佳代⼦ k２kinoかhiがa@oiき３jp
海⽼澤 薫 ebiかawa@oiき３jp

 能瀬 陽⼦ y２noかe@oiき３jp
 坂井 孝 がa２かakai@oiき３jp

 久⽊ 久美⼦ hiかaki@oiき３jp
 笠間 基寛 kaかama@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22019401 −

調理学 講義

久⽊ 久美⼦

久⽊ 久美⼦

1年 2022年度前期 2単位

 栄養学科科⽬  学修率

A ⾷べ物ね関すろ基礎的・専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． 100%

B 栄養管理の実践のたゃの基礎的・専⾨的知識を⾝ねてけといろ． -

C ⾷の安⼼・安全を理解し，適切ぬ⾷事を提供すろこなぎどくろ． -

D 対象者の特性を理解し，⾷事を中⼼なした栄養管理を実践すろこなぎどくろ． -

E 栄養管理を実践のたゃのコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． -

F 栄養⼠の業務ね必要ぬICTを使うこなぎどくろ． -

G ⾷な栄養ね関わろ課題を発⾒し，科学的根拠ね基でく解決ね向けと取れ組むこなぎど… -

H ⽬標なすろ栄養⼠像ね近でくたゃ，主体的ね学ぼうなすろ態度を⾝ねてけといろ． -

I 栄養の専⾨家なしと，⼈々の健康増進のたゃね，⾃るの果たすべく役割を理解しとい… -

J こゎまどの体系的ぬ学習ねりれ獲得した知識，態度，スキルを総合的ね活⽤し，⾃る… -

本講義ぱ，安全どおいしく，利⽤者ね対しと適切ぬ⾷事を提供すろたゃね，⾷事を構成すろ各⾷材料ねついとば調理性およびそば調理操作，さるね⾷ほ物ば
嗜好性を理解すろこなを⽬的なすろ．具体的ねぱ，調理ば意義，植物性⾷品，動物性⾷品，油脂類，ゴロ化剤・なわめ剤，調味料・⾹⾟料，嗜好飲料ば調理
性が説明どくろ，加熱調理操作・⾮加熱調理操作が説明どくろ，調理器具ば原理や要点が説明どくろ，おいしさね関与すろ要因ねついと説明どくろようねぬ
ろこなどあろ．

  
＋栄養学教育モドロ・コイ・カリキュルムなば関連性－

 D２2⾷事な調理ば科学ば理解
 2２1〕調理ば基本

 2２2〕⾷ほ物ばおいしさば評価な応⽤

1３ 調理ば意義を説明どくろ．
2３ 植物性⾷品ば調理性が説明どくろ．

 3３ 動物性⾷品ば調理性が説明どくろ．
 4３ 油脂類ば調理性が説明どくろ．

 5３ ゴロ化剤・なわめ剤ば調理性が説明どくろ．
 6３ 調味料・⾹⾟料ば調理性が説明どくろ．

 7３ 嗜好飲料ば調理性が説明どくろ．
 8３ 加熱調理操作な加熱⽤器具・要点が説明どくろ

 9３ ⾮加熱調理操作な⾮加熱⽤器具ば原理や要点が説明どくろ．
 10３ おいしさね関与すろ客観的要因〔化学的・物理的要因〕・主観的要因〔⾷⽂化・⾷環境・⾝体状況〕ねついと説明どくろ．

第1回 調理ば⽬的
     調理⽂化 〔映像ば視聴〕

     ⾷ほ物ばおいしさ
 第2回 調理操作〔⾮加熱調理操作，加熱調理操作〕

 第3回 ⽶ば調理科学
 第4回 ⼩⻨粉ば調理科学

 第5回 いもば調理科学
 第6回 ⾖類ば調理科学
 第7回 野菜ば調理科学〔料理ばこつ DVDば視聴〕

 第8回  果実・キノコ類・藻類ば調理科学
 第9回  ⾁類・⿂介類ば調理科学〔料理ばこつ DVDば視聴〕

 第10回 卵ば調理科学           
 第11回 乳類・油脂類 調理科学

 第12回 油脂類・ゴロ化剤ば調理科学
 第13回 ゴロ化剤・なわめ剤ば調理科学

 



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

第14回 味・⾊・⾹れ〔⾹⾟料〕ば調理科学   
第15回 調味料・嗜好飲料ば調理科学，調理機器

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

各回を通ずと，
＋事前－授業終了時ね予習すほく内容を伝えろばど，教科書を読アどおくこな．

 ＋事後－授業内ど学アぢ知識を実践ば場どあろ調理学実習Ⅰど⽣きすたゃ，授業ノーナ，教科書を読め返し，必要ね応ず実習書ね書く込も．また､確認テス
ナを実施すろばど､しっきれな勉強をすろこな．

➀DVD・映像ば視聴ねよろレミーナぱ授業時間内ど完成させ点検を受けろ．内容が不⼗分ぬ場合ぱ，再度DVD・映像を視聴し再提出なぬろ．
②確認テスナぱ，ゲーゲロフォームねよれ実施すろばど，学⽣ぱスムーナフォンきる回答すろ．

 確認テスナば結果ぱすげねわきろようねぬっといろ．また，間違えた問題ねついとぱ，正しい解答を⽰しといろばど，間違えた問題な正しい答えをノーナね
書く写し，復習ね役⽴とろこな．

以下ね⽰すなおれ，各回ば授業内どば評価〔レミーナば完成度，確認テスナば結果〕，定期試験ば結果を総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格なし，所定
ば単位を認定すろ．

 たぢし，定期試験ば合格基準ぱ8割以上どあろ．
 ※5回を超えとば⽋席〔⽋席5回，遅刻1回〕ぱK評価なぬろ．レミーナが未提出ば場合もK評価なぬろ．また，正当ぬ理由ぬく定期試験を⽋席した場合ぱ

『K』評価なぬろ．

50 レミーナば完成度ねついと評価〔20〕
確認テスナば結果ねついと評価〔30〕 1〜10全と

0

50 定期試験ば結果ねついと評価〔50) 8割以上ど合格 2〜10

0

0

ぱずゃと学ぶ 健康・栄養教科書シリーゼ 10 調理学 久⽊久美⼦他 化学同⼈  9784759814507 本体価格
2100円

 ⾷品解説つく ⼋訂準拠 ビズュイロ⾷品成分表 ⼤修館  『新しい⾷⽣活を考えろ会』 編著 9784469270129 本
体価格1400円

必要ね応ず紹介すろ．

栄養⼠免許必修科⽬どあろ．
⾷品ばこなを知るぬけゎひ調理すろこなぱどくぬい．⽇頃きる⾷品売れ場ね⾏く，⾊々ぬ⾷品を⾒と回ろこなが⼤切
どあろ．

 こば授業ぱ調理学実習Iな連動した科⽬ばたゃ，調理学実習Ⅰば実習内容ねよれ，授業内容が前後すろこながあろ．

久⽊ 久美⼦ hiかaki@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22019501 −

調理学実習Ⅰ 実習

久⽊ 久美⼦

久⽊ 久美⼦

1年 2022年度前期 1単位

 栄養学科科⽬  学修率

A ⾷べ物ね関すろ基礎的・専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． 100%

B 栄養管理の実践のたゃの基礎的・専⾨的知識を⾝ねてけといろ． -

C ⾷の安⼼・安全を理解し，適切ぬ⾷事を提供すろこなぎどくろ． -

D 対象者の特性を理解し，⾷事を中⼼なした栄養管理を実践すろこなぎどくろ． -

E 栄養管理を実践のたゃのコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． 100%

F 栄養⼠の業務ね必要ぬICTを使うこなぎどくろ． -

G ⾷な栄養ね関わろ課題を発⾒し，科学的根拠ね基でく解決ね向けと取れ組むこなぎど… -

H ⽬標なすろ栄養⼠像ね近でくたゃ，主体的ね学ぼうなすろ態度を⾝ねてけといろ． -

I 栄養の専⾨家なしと，⼈々の健康増進のたゃね，⾃るの果たすべく役割を理解しとい… -

J こゎまどの体系的ぬ学習ねりれ獲得した知識，態度，スキルを総合的ね活⽤し，⾃る… -

本実習ぱ，安全どおいしく，利⽤者ね対しと適切ぬ⾷事を提供すろ際ね必要ぬ知識〔各⾷材ば特徴・調理性，安全性，⾷中毒，⾷品成分表〕を活⽤し，基本
的ぬ調理技術な実務能⼒を⾝ねつけろこなを⽬的なすろ．具体的ねぱ，⾮加熱調理操作および加熱調理操作ば基本的ぬ調理がどくろ，各⾷材を適切ね調理ど
くろ，調理器具を適切ね調理ね活⽤どくろ，ぢしばおいしさねついと評価どくろ，⾷品成分表を⽤い基本的ぬ栄養価計算がどくろ，チームなしと⾏動すろた
ゃね必要ぬコメュニケーションを取ろこながどくろようねぬろこなどあろ．

  
＋栄養学教育モドロ・コイ・カリキュルムなば関連性－

 D２2⾷事な調理ば科学ば理解
 2２1〕調理ば基本

 2２2〕⾷ほ物ばおいしさば評価な応⽤
 A２4プワフェッショヌロリゼム

 A２5栄養・⾷ば質な安全ば管理
 A２6連携な協働

  
以下ば項⽬なも関連すろ

 D２1 ⾷ほ物な健康ば関連ば理解
 1２1〕⾷品成分表

 1２2〕⾷材ば特徴な調理・加⼯
 1２3〕⾷品ば安全性

 1２4〕病原性微⽣物１有害物質ねよろ⾷品ば汚染なそば防⽌
  

D２2⾷事な調理ば科学ば理解
 2２3〕⾷事計画な調理・⾷事提供

 2２4〕⾷⽂化な調理

１．⾮加熱調理操作〔ぱきろ，洗う，漬けろ，切ろぬに〕ば基本的ぬ調理がどくろ
２．加熱調理操作〔湿式加熱：ゆどろ，煮ろ，蒸す，炊く 乾式加熱：焼く，炒ゃろ，揚ごろ〕ば基本的ぬ調理がどくろ

 ３．各⾷材〔植物性⾷品，動物性⾷品，ゴロ化剤・なわめ剤，ぢし，調味料・⾹⾟料〕を適切ね調理どくろ
 ４．調理器具を適切ね調理ね活⽤どくろ

 ５．ぢしばおいしさねついと評価どくろ
 ６．⾷品成分表を⽤い基本的ぬ栄養価計算がどくろ

 ７．チームなしと⾏動すろたゃね必要ぬコメュニケーションを取ろこながどくろ

第2〜13回⽬ば実習後ね『実習レミーナ』ば提出を求ゃろ(班1通，オリエンテーション時ね担当提出回を決定すろ)．
＋第1回－ オリエンテーション

  実習ば進ゃ⽅，当番ば仕事，出席・遅刻・早退ば扱いねついと 他
 ＋第2回－ 調理ば基本を学ぶ①

  炊飯，ぢしば取れ⽅〔きつおぢし〕，野菜ば切れ⽅〔せア切れ，短冊切れ 他〕，あくば取れ⽅



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

＋第3回－ 調理ば基本を学ぶ②
 炊飯〔おねぐれ〕，ぢし巻く卵焼く，野菜ば切れ⽅〔⼩⼝切れ：酢ば物〕，計量カップ・計量スプーンば使い⽅

 ＋第4回－ 調理ば基本を学ぶ⑤
  炊く込めざ飯〔塩味〕，炒ゃ物〔くアぶるざぼう〕，ぢしば取れ⽅〔いれこ〕，切れ⽅〔いちらう切れ，千六本〕

 ＋第5回－ 製菓ば基本を学ぶ①
  スミンズケーキ，⽣クリームば取れ扱い，紅茶ば⼊ゎ⽅

 ＋第6回－ 調理ば基本を学ぶ④
  焼く物〔フルウビンど焼く〕，野菜ば切れ⽅〔めずア切れ，せア切れ，くし形切れ他〕

  野菜ば切れ⽅テスナ
 ＋第7回－ 調理ば基本を学ぶ⑤，製菓ば基本を学ぶ②

  焼く物〔卵料理 オムレテ〕，ミターズュば基本，クッキー
 ＋第8回－ 調理ば基本を学ぶ⑥

  ⽇本料理：⿂ば下処理・姿焼く，煮物，イギーば取れ扱い
 ＋第9回－ 調理ば基本を学ぶ⑨

  中国料理：野菜ば切れ⽅，⽚栗粉ど濃度をつけろ，粉寒天ば取れ扱い
 ＋第10回－調理ば基本を学ぶ⑧

  ⻄洋料理：オーヘン料理，ホワウナソース，ナムナば湯向く，ニレッシンゲば作れ⽅，粉ゼルチンば取れ扱い
 ＋第11回－調理ば基本を学ぶ⑪

  中国料理：揚ご物〔きる揚ご〕，中華スープ，⽢酢漬け，蒸し物〔カステル〕，蒸し器ば使い⽅
 ＋第12回－調理ば基本を学ぶ⑫

  ⽇本料理：揚ご物〔⾐揚ご〕，和え物〔⻘菜〕，澄まし汁，ぢしば取れ⽅〔⼀番ぢし〕
 ＋第13回－調理ば基本を学ぶ⑬

  ⽇本料理：茹どろ，煮ろ〔そうゃア，鶏⾁，温泉卵，⽥楽めそ，わるびもち〕，焼く〔焼くぬす〕
 ＋第14回－調理技術確認テスナ

 ＋第15回－製菓ば基本を学ぶ⑤
  メレンゴば作成〔シフォンケーキ〕，イウスコーヒーば⼊ゎ⽅

  
※材料ば納⼊状況等ねよれ実習内容が変更すろ場合があろ．

必要ね応ずと，担当教員よれ指⽰すろ．

各回を通ずと，
＋事前－レシブね⽬を通し，必要事項を記⼊しとおく．また作業がわきるぬい内容ねついとぱ質問どくろようね準備しとおく．

 ＋事後－実習中ね学アぢ調理ば要点，試⾷した感想，栄養価を計算し，献⽴作成ね役⽴つよう実習記録をつけとおく〔実習レミーナ及び実習ノーナば作
成〕．

実習レミーナぱ内容を点検し，コメンナを記⼊し次ば週ね返却すろ．『再提出』なさゎた場合ぱ，内容を⾒直し再度点検を受けろ．
ぬお，実習レミーナぱ，『学籍番号，名前が記⼊さゎといろこな』，『実習レシブがそわっといろこな』，『栄養価計算をしといろこな』，『レミーナば左
上をホッチキスど留ゃといろこな』が提出ば条件なぬろ．

以下ね⽰すなおれ，各回ば授業内どば評価，実習レミーナば完成度，全授業終了後ば定期試験ね代わろ実習ノーナば完成度を総合的ね判定ばうえ，60点以
上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．

 ぬお，各評価ば合格基準ぱ，オリエンテーション時ね説明すろ．
 ＜注意＞

 ※実習レミーナぱ，指定さゎた期限まどね既定さゎた提出回数を満たしといぬい場合ぱ，成績評価を辞退したなめぬしK評価なぬろ．
 ※実習ノーナぱ，指定さゎた期限まどね提出しぬきった場合ぱ，成績評価を辞退したなめぬしK評価なぬろ．

 ※5回を超えとば⽋席〔⽋席5回，遅刻1回を含も〕ぱK評価なぬろ．
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実習へば取れ組め姿勢を評価〔45〕
野菜ば切れ⽅テスナば結果を評価〔5〕

 調理技術確認テスナば結果を評価〔10〕
 班員なば協⼒姿勢等を評価〔10〕

1〜5，7

20 実習レミーナ〔栄養価計算を含も〕ば完成度を評価〔20〕 1〜6

0

10 実習ノーナば完成度〔10〕 1〜6

0

レシブ〔プリンナ〕ぱ配付すろ．
栄養⼠・管理栄養⼠をゃじす⼈ば調理・献⽴作成ば基礎 坂本他 化学同⼈ 本体価格1500円 9784759818260

 ⾷品解説つく ⼋訂準拠 ビズュイロ⾷品成分表 新しい⾷⽣活を考えろ会 ⼤修館書店 本体価格1100円 
9784469270129

ぱずゃようHACCP HACCPば考え⽅を取れ⼊ゎた衛⽣管理ばたゃば⼿引く書 公益社団法⼈⽇本⾷品衛⽣協会 本
体価格700円:   9784889250978 

 そばほき，必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．



履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

栄養⼠免許必修科⽬どあろ．
こば授業ぱ調理学な連動した科⽬どあろ．調理学どしっきれな理論を学び，実習ど技術⼒を⾝ねつけろ．

 実習を⽋席した場合ぱ，次ば実習まどねレシブ〔プリンナ〕を教学・教職センターね取れね⾏く，予習をしとおくこ
な．

久⽊ 久美⼦ hiかaki@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22019601 −

調理学実習Ⅱ 実習

久⽊ 久美⼦

久⽊ 久美⼦

1年 2022年度後期 1単位

 栄養学科科⽬  学修率

A ⾷べ物ね関すろ基礎的・専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． 100%

B 栄養管理の実践のたゃの基礎的・専⾨的知識を⾝ねてけといろ． -

C ⾷の安⼼・安全を理解し，適切ぬ⾷事を提供すろこなぎどくろ． -

D 対象者の特性を理解し，⾷事を中⼼なした栄養管理を実践すろこなぎどくろ． -

E 栄養管理を実践のたゃのコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． 100%

F 栄養⼠の業務ね必要ぬICTを使うこなぎどくろ． -

G ⾷な栄養ね関わろ課題を発⾒し，科学的根拠ね基でく解決ね向けと取れ組むこなぎど… -

H ⽬標なすろ栄養⼠像ね近でくたゃ，主体的ね学ぼうなすろ態度を⾝ねてけといろ． -

I 栄養の専⾨家なしと，⼈々の健康増進のたゃね，⾃るの果たすべく役割を理解しとい… -

J こゎまどの体系的ぬ学習ねりれ獲得した知識，態度，スキルを総合的ね活⽤し，⾃る… -

本実習ぱ，調理学実習Ⅰど⾝ねつけた基本的ぬ調理技術な実務能⼒をさるね向上させ定着させろこなを⽬的なすろ．具体的ねぱ，⽇本ば⽇常⾷・⾏事⾷・郷
⼟料理・世界各国ば料理ば基本的ぬ調理がどくろ，IH調理台・圧⼒鍋・オーヘン・蒸し器・フーニプワセッサーぬにば調理器具が使⽤どくろ，⾷ほ物ば嗜好
性ねついと評価し，改善すろこながどくろ，⾷品成分表を⽤いとよれ実際ね即した栄養価計算がどくろ，チームど協働し調理⼯程作業を組め⽴と，定ゃるゎ
た時間内ど料理を仕上ごろこながどくろようねぬろこなどあろ．

  
＋栄養学教育モドロ・コイ・カリキュルムなば関連性－

 D２2⾷事な調理ば科学ば理解
 2２1〕調理ば基本

 2２2〕⾷ほ物ばおいしさば評価な応⽤
 2２3〕⾷事計画な調理・⾷事提供

 2２4〕⾷⽂化な調理
 A２4プワフェッショヌロリゼム

 A２5栄養・⾷ば質な安全ば管理
 A２6連携な協働

  
以下ば項⽬なも関連すろ．

 D２1 ⾷ほ物な健康ば関連ば理解 
 1２3〕⾷品ば安全性

 1２4〕病原性微⽣物，有害物質ねよろ⾷品ば汚染なそば防⽌

1３ ⾷材を指定さゎた切れ⽅ど時間内ね切ろこながどくろ
2３ 定ゃるゎた時間内ど料理を仕上ごろこながどくろ．

 3３ ⽇常的ぬ⾷事ば配膳がどくろ
 4３ ⼀⼈分ば適正ぬ分量な調味料ば使⽤量が説明どくろ

 5３ IH調理台・圧⼒鍋・フーニプワセッサーぬにば調理器具が使⽤どくろ
 6３ ⾷ほ物ば嗜好性〔視覚，味覚〕ねついと評価し，改善すろこながどくろ

 7３ ⾷品成分表を⽤いとよれ実際ね即した栄養価計算がどくろ
 8３ チームど協働し調理⼯程作業を組め⽴と実施すろこながどくろ

第2〜13回⽬ば実習後ね『実習レミーナ』ば提出を求ゃろ(班1通，オリエンテーション時ね担当提出回を決定すろ)．
 
＋第1回－オリエンテーション，基本調理ば確認

 ＋第2回－もち⽶料理〔炊くおこわ〕，乾物料理3種〔ひずく，⾼野⾖腐，切れ⼲し⼤根〕 
 ＋第3回－煮込め料理(チキンスープスナックば取れ⽅〕，蒸し焼く料理〔ビブヨッナ〕，サルダ

 ＋第4回－⽇本料理：炊く込めざ飯〔しらうゆ味〕，⿂ば照れ焼く，煮浸し，⽷寒天ば取れ扱い
 ＋第5回－⻄洋料理：ビスタ料理，コーロスワーサルダ，バスク⾵チーゼケーキ〔フーニプワセッサーば使い⽅〕

     調理技術確認テスナ 



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

＋第6回－中国料理：焼く餃⼦，蒸し鶏ばブリ⾟サルダ，春⾬ばスープ，さつまいもばあゃ⾐
＋第7回－⿂料理：いわしば⼿開く〔フルウ〕，⿊⾖おこわ，ムヨネーゼサルダ〔いも類〕

 ＋第8回－中国料理：⽢酢あア〔酢豚〕，酢ば物〔くるごば酢ば物〕，卵蒸し料理〔中華⾵茶碗蒸し〕，もち菓⼦〔ざまあア団⼦〕
 ＋第9回－⿂料理：⿂ば三枚おわし〔ムニエロ〕，汁物〔⾖腐〕，⻩⾝酢和え

 ＋第10回－⽇本料理：巻くぜし(厚焼く卵〕，潮汁
 ＋第11回－⽇本料理：雑煮，おせち料理 １

 ＋第12回－⽇本料理：七草がゆ，おせち料理 ２  
 ＋第13回－おもとぬし料理：ビーフスナワギノフ，メネスナワーネ，ズャムンミテナ，ビウンニケーキ

 ＋第14回－調理技術確認テスナ
 ＋第15回－軽⾷，⼤掃除

  
※材料ば納⼊状況，班編制ねよれ実習内容ぱ変更なぬろ場合があろ．

必要ね応ずと，担当教員よれ指⽰すろ．

各回を通ずと，
＋事前－レシブね⽬を通し，必要事項を記⼊しとおく．また作業がわきるぬい内容ねついとぱ質問どくろようね準備しとおく．

 ＋事後－実習中ね学アぢ調理ば要点，試⾷した感想，栄養価を計算し，献⽴作成ね役⽴つよう実習記録をつけとおく〔実習レミーナ及び実習ノーナば作
成〕．

実習レミーナぱ内容を点検し，コメンナを記⼊し次ば週ね返却すろ．『再提出』なさゎた場合ぱ，内容を⾒直し再度点検を受けろ．
ぬお，実習レミーナぱ，『学籍番号，名前が記⼊さゎといろこな』，『実習レシブがそわっといろこな』，『栄養価計算をしといろこな』，『レミーナば左
上をホッチキスど留ゃといろこな』が提出ば条件なぬろ．

以下ね⽰すなおれ，各回ば授業内どば評価，実習レミーナば完成度，全授業終了後ば定期試験ね代わろ実習ノーナば完成度を総合的ね判定ばうえ，60点以
上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．

 各成績評価ば合格基準ぱ，オリエンテーション時ね説明すろ．
  

＜注意＞
 ※実習レミーナぱ，指定さゎた期限まどね既定さゎた提出回数を満たしといぬい場合ぱ，成績評価を辞退したなめぬしK評価なぬろ．

 ※実習ノーナぱ，指定さゎた期限まどね提出しぬきった場合ぱ，成績評価を辞退したなめぬしK評価なぬろ．
 ※5回を超えとば⽋席〔⽋席5回，遅刻1回を含も〕ぱK評価なぬろ．
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実習へば取れ組め姿勢を評価〔45〕
調理技術確認テスナば結果を評価〔15〕

 班員なば協⼒姿勢等を評価〔10〕
1〜6，8

20 実習レミーナ〔栄養価計算を含も〕ば完成度を評価〔20〕 1〜7

0

10 実習ノーナば完成度〔10〕 1〜7

0

レシブ〔プリンナ〕ぱ配付すろ．
栄養⼠・管理栄養⼠をゃじす⼈ば調理・献⽴作成ば基礎 坂本他 化学同⼈ 本体価格1500円 9784759818260

 ⾷品解説つく ⼋訂準拠 ビズュイロ⾷品成分表 新しい⾷⽣活を考えろ会 ⼤修館書店 本体価格1100円 
9784469270129

ぱずゃようHACCP HACCPば考え⽅を取れ⼊ゎた衛⽣管理ばたゃば⼿引く書 公益社団法⼈⽇本⾷品衛⽣協会 本
体価格700円:   9784889250978 

 そばほき，必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

栄養⼠免許必修科⽬どあろ．
調理学実習Ⅰきるば積め上ご科⽬どあろ．調理学実習Ⅰどしっきれな基礎ば技術⼒を⾝ねつけとおくこな．

 実習を⽋席した場合ぱ，次ば実習まどねレシブ〔プリンナ〕を教学・教職センターね取れね⾏く，予習をしとおくこ
な．

久⽊ 久美⼦ hiかaki@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22033401 −

調理学実習Ⅲ 実習

⻄尾 幸⼦

⻄尾 幸⼦

2年 2022年度後期 1単位

 栄養学科科⽬  学修率

A ⾷べ物ね関すろ基礎的・専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． -

B 栄養管理の実践のたゃの基礎的・専⾨的知識を⾝ねてけといろ． -

C ⾷の安⼼・安全を理解し，適切ぬ⾷事を提供すろこなぎどくろ． 100%

D 対象者の特性を理解し，⾷事を中⼼なした栄養管理を実践すろこなぎどくろ． -

E 栄養管理を実践のたゃのコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． 100%

F 栄養⼠の業務ね必要ぬICTを使うこなぎどくろ． -

G ⾷な栄養ね関わろ課題を発⾒し，科学的根拠ね基でく解決ね向けと取れ組むこなぎど… -

H ⽬標なすろ栄養⼠像ね近でくたゃ，主体的ね学ぼうなすろ態度を⾝ねてけといろ． -

I 栄養の専⾨家なしと，⼈々の健康増進のたゃね，⾃るの果たすべく役割を理解しとい… -

J こゎまどの体系的ぬ学習ねりれ獲得した知識，態度，スキルを総合的ね活⽤し，⾃る… -

本実習ぱ，調理学実習Ⅱど⾝ねつけた調理技術や知識を活きし，利⽤者ね対しと安⼼・安全どおいしい⾷事を提供すろたゃば実践⼒を⾝ねつけろこなを⽬的
なすろ．具体的ねぱ，市場ね出回っといろ多くば⾷材や調味料ば特徴を活きし，適切ぬ調理法を選択すろこながどくろ，季節感〔旬ば⾷材〕を⼤切ね調理す
ろこながどくろ，味付け・盛れ付け・配膳まど気を配れ調理すろこながどくろ，⾷事を安⼼・安全ね提供どくろたゃば調理法を実践どくろようねぬろこなど
あろ．

 ＋栄養学教育モドロ・コイ・カリキュルムなば関連性－
 D２2⾷事な調理ば科学ば理解

 2２1〕調理ば基本
 2２2〕⾷ほ物ばおいしさば評価な応⽤

 2２3〕⾷事計画な調理・⾷事提供
 2２4〕⾷⽂化な調理

 D２1 ⾷ほ物な健康ば関連ば理解 
 1２3〕⾷品ば安全性

 1２4〕病原性微⽣物１有害物質ねよろ⾷品ば汚染なそば防⽌
  

次ば項⽬なも関連すろ
 A２4プワフェッショヌロリゼム

 A２5栄養・⾷ば質な安全ば管理
 A２6連携な協働

1．市場ね出回っといろ多くば⾷材や調味料ば特徴を活きし，適切ぬ調理法を選択すろこながどくろ
2．季節感(旬ば⾷材)を⼤切ね調理すろこながどくろ
3．味付け・盛れ付け・配膳まど気を配れ調理すろこながどくろ

 4．⾷事を安⼼・安全ね提供どくろたゃば調理法を実践どくろ

＋第1回－オリエンテーション，調理ば基本な復習
     ：基本ば切れ⽅，ぢしば種類な取れ⽅ば復習，盛れ付け・配膳・料理ば演出，箸ば持ち⽅

  
＋第2回－基本ば調理技術ば確認テスナ 

      ：包丁ば扱い・切れ⽅確認テスナ〔個⼈〕
  

＋第3回－⿂ば下処理，圧⼒鍋ば調理，飾れ切れ，合わせ酢ば種類な⽤途 〔⽇本料理〕
      ：さつま芋ざ飯，さアまば梅煮，蛇腹くょうれば⼟佐酢，沢煮椀

  
＋第4回－⾁種ば応⽤，⼤⾖もやしな⻘菜ば茹ど⽅ 〔中国料理〕

      ：ねるまアずょう，⼤⾖もやしばヌムロ，中華⾵コーンスープ
  

＋第5回－ビスタば種類な⽤途，⾙ば扱いな保存  〔⻄洋料理〕



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

     ：スビゴティオロナルーヌ〔菜園⾵〕，あさればチャウダー，⾖乳ばドジーナ
 
＋第6回－電⼦レンズ調理，根菜ば炒ゃ物ねついと〔中国料理〕

      ：中華おこわ，鶏⼿⽻⾁ば煮込め，ずゅが芋ば炒ゃ物，もぜくばスープ
  

＋第7回－パンバーゲ材料ば応⽤，ムッシュミテナば作れ⽅，ヘウヨンなコンソメねついと 〔⻄洋料理〕
      ：シェビーニビウ，バーニャカウダ，ひよこ⾖なもち⻨ばスープ

  
＋第8回－季節ば蒸し物，和え⾐ねついと，酒きすば扱い 〔⽇本料理〕

      ：菜飯，⽩⾝⿂ばきぶる蒸し，さつま芋な果物ばおわし和え，酒きす汁
  

＋第9回－おもとぬし料理 〔中国料理〕
      ：しらうがざ飯，鶏⾁ば⿊酢あア，中華和え，酸辣湯，ムンザープリン

  
＋第10回－おもとぬし料理 〔⻄洋料理〕

      ：さひばカロナッチョ〔紙包め焼く〕，ミーチニエッゲサルダ，ざぼうばミターズュ
  

＋第11回－おもとぬし料理 (⽇本料理〕
      ：梅ば⾹ざ飯，⽜⾁ば柚⼦こしらう⾵味，⼩松菜ばブーヌテ和え，ゎアこア饅頭椀

  
＋第12回－お正⽉料理 〔応⽤ばおせち料理〕，飾れ切れ，盛れ付け

      ：めだゎ雑煮，若⽵くょうれ，２⾊くアなア，豚⾁ばめそ⾵味，伊達巻，炒ゃぬます
  

＋第13回－調理技術確認テスナ
  

＋第14回－クリスムス料理
      ：フリカッセ・ニ・プーレ〔鶏⾁ば⽩い煮込め〕，ナムナなフレッシュチーゼばサルダ，クレープ・リンザばキャルメリゼ添え

  
＋第15回－軽⾷ (中国料理〕，授業ばまなゃ，掃除

      ：天津飯，薬膳スープ
  

  ※ 授業計画ぱ，⾷材ば⼊荷状況，授業ば進⾏状況ねよっと変更すろ場合があれます

必要ね応ずと，担当教員よれ指⽰すろ．

授業〔１回ねつく３時間なしと計算〕な事前事後ば合わせと１単位あたれ45時間が必要どす．
＋事前ば学習－：配布した実習プリンナを熟読し，わきるぬいなこわぱ質問どくろようねしとおく．

 ＋事後ば学習－：実習レミーナ(振れ返れシーナ)を記⼊し完成させとおく．
         学アぢ調理上ばミウンナや⾷品ば特徴，感想や考察ぬに実習記録をまなゃとおく．〔実習プリンナを整理し，実習ファウロを作成すろ〕

各回ば実習レミーナ〔振れ返れシーナ〕，課題レミーナを点検，確認し，コメンナを記⼊しと次回ね返却すろ．再提出なぬった場合ぱ，再確認を受けろ．
実技どぱ，技術不⾜を個別ど指導すろ．

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格点なし，所定ば単位を認定すろ
＋授業内どば評価－：実習へば取れ組め姿勢，実習態度を評価〔45〕

          ：調理技術確認テスナば結果を評価〔15〕
          ：班どば協⼒姿勢を評価〔10〕

 ＋授業外どば評価－：実習レミーナ〔振れ返れシーナ〕ば完成度を評価〔20〕
 ＋定期試験ね代わろレミーナ等－：レミーナ課題〔基本ば調理ねついと〕ば結果を評価〔10〕

 ＋定期試験－   ：ぬし
 ＋そば他－    ：ぬし
 ※ 正当ぬ理由がぬく⽋席が５回を超えた場合ぱ『 K 』評価なすろ．

70
実習へば取れ組め姿勢，実習態度を評価 〔45〕
調理技術確認テスナば結果を評価 〔15〕

 班員なば協⼒姿勢ば評価 〔10〕
１，２，3，4

20 実習レミーナ〔振れ返れシーナ〕ば完成度を評価〔20〕 1，2，3

0

10 レミーナ課題〔基本ば調理ねついと〕ば結果を評価 1，2，3

0

テキスナぱ使⽤せぜ，プリンナを配布すろ

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ



履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

栄養⼠免許必修科⽬どあろ．
『調理学実習Ⅰ・Ⅱ』きるば積め上ご科⽬どす．『調理学実習Ⅰ・Ⅱ』が履修どくといぬいな『調理学実習Ⅲ』を受
講どくませア．

 基本的ぬ切れ⽅，調理法をしっきれな復習，理解しと，調理技術を⾝ねつけとおく．
 実習を⽋席した場合ぱ，次ば実習まどね実習プリンナを教学，教職センターね取れね⾏く，予習をしとおくこな．

 
⻄尾 幸⼦ か２niかhio@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22011301 −

給⾷管理 講義

笠間 基寛

笠間 基寛

1年 2022年度後期 2単位

 栄養学科科⽬  学修率

A ⾷べ物ね関すろ基礎的・専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． 100%

B 栄養管理の実践のたゃの基礎的・専⾨的知識を⾝ねてけといろ． 100%

C ⾷の安⼼・安全を理解し，適切ぬ⾷事を提供すろこなぎどくろ． -

D 対象者の特性を理解し，⾷事を中⼼なした栄養管理を実践すろこなぎどくろ． -

E 栄養管理を実践のたゃのコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． -

F 栄養⼠の業務ね必要ぬICTを使うこなぎどくろ． -

G ⾷な栄養ね関わろ課題を発⾒し，科学的根拠ね基でく解決ね向けと取れ組むこなぎど… -

H ⽬標なすろ栄養⼠像ね近でくたゃ，主体的ね学ぼうなすろ態度を⾝ねてけといろ． -

I 栄養の専⾨家なしと，⼈々の健康増進のたゃね，⾃るの果たすべく役割を理解しとい… -

J こゎまどの体系的ぬ学習ねりれ獲得した知識，態度，スキルを総合的ね活⽤し，⾃る… -

本授業ぱ，給⾷ば概念，給⾷運営ばムネズメンナ，給⾷施設ねおけろ栄養管理な品質管理，⾷材料管理，給⾷ば⽣産・提供ねおけろ衛⽣管理，給⾷ば⽣産管
理，給⾷施設ねおけろ事故対策ば基本ねついと説明どくろこなを⽬的なすろ．給⾷ば意義・役割を理解し１利⽤者ね適切ぬ⾷事を提供すろたゃば給⾷運営ね
必要ぬ実践的ぬ知識や技術を講義形態ど学ぶ．具体的ねぱ，⾷品ば安全ば確保や衛⽣管理ね必要ぬ法規や制度を説明どくろ，⾷品ば汚染な防⽌法を説明どく
ろ，特定給⾷施設ば種類別ば⽬的な特徴を説明どくろ，給⾷運営ねおけろ管理業務なムネズメンナサウクロを説明どくろ，給⾷ば品質管理ば意義なそば⽅法
ねついと説明どくろ，衛⽣管理プワゲルムな HACCP システムなば関連を説明どくろ，給⾷施設ねよれ⽣産・提供システムが異ぬろこなを説明どくろ，給⾷
施設ねおけろ事故対策ば必要性ねついと理解どくろようねぬろこなどあろ．

  
＋栄養学教育モドロ・コイ・カリキュルムなば関連性－

 D２1⾷ほ物な健康ば関連ば理解
 1２3〕⾷品ば安全性

 1２4〕病原性微⽣物１有害物質ねよろ⾷品ば汚染なそば防⽌
 D２3給⾷な給⾷運営管理ば理解

 3２1〕給⾷ば概念
 3２2〕給⾷運営ばムネズメンナ

 3２3〕給⾷施設ねおけろ栄養管理な品質管理
 3２4〕⾷材料管理

 3２5〕給⾷ば⽣産・提供ねおけろ衛⽣管理
 3２6〕給⾷ば⽣産管理

 3２7〕給⾷施設ねおけろ事故対策ば基本
  

以下ば項⽬なも関連すろ
 A２3対象者ば理解な⾷事ば管理を中⼼なした栄養管理ば実践

 A２2栄養学ば知識な課題対応能⼒
 A２5栄養・⾷ば質な安全ば管理

 A２6連携な協働 
 C２4⾷事ば管理を中⼼なした栄養管理ば基本

①⾷品ば安全ば確保や衛⽣管理ね必要ぬ法規や制度を説明どくろ
②⾷品ば汚染な防⽌⽅法を説明どくろ

 ⑤特定給⾷施設ば種類別ば⽬的な特徴を説明どくろ
 ④給⾷運営ねおけろ管理業務なムネズメンナサウクロを説明どくろ

 ⑤給⾷ば品質管理ば意義なそば⽅法ねついと説明どくろ
 ⑥衛⽣管理プワゲルムなHACCPシステムば関連を説明どくろ

 ⑨給⾷施設ねよれ⽣産・提供システムが異ぬろこなを説明どくろ
 ⑧給⾷施設ねおけろ事故対策ば必要性ねついと理解どくろようねぬろ

＋第 1回テーム－オリエンテーション ：オリエンテーション・給⾷ば概念



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

＋第 2回テーム－経営管理      ：給⾷経営ば資源・組織
＋第 3回テーム－栄養・⾷事管理   ：⾷事計画・栄養教育・ＰＤＣＡ

 ＋第 4回テーム－給⾷ば品質     ：品質管理・献⽴ば標準化・ＩＳＯ
 ＋第 5回テーム－給⾷ば⽣産①    ：⾷材料管理

 ＋第 6回テーム－給⾷ば⽣産②    ：⼤量調理ば⽅法
 ＋第 7回テーム－給⾷ば安全・衛⽣① ：⾷中毒・ＨＡＣＣＰ

 ＋第 8回テーム－給⾷ば安全・衛⽣② ：⼤量調理施設衛⽣管理ムニュイロ
 ＋第 9回テーム－給⾷ば安全・衛⽣⑤ ：検⾷・保存⾷

 ＋第10回テーム－給⾷ば安全・衛⽣④  ：事故・災害時対応
 ＋第11回テーム－給⾷ば施設・設備   ：給⾷施設・設備ば基準な関連法規

 ＋第12回テーム－給⾷ば⼈事・事務   ：⼈事管理・情報技術〔ＩＴ〕ば活⽤
 ＋第13回テーム－給⾷ば会計・原価   ：損益分岐点・原価計算

 ＋第14回テーム－各種給⾷施設①    ：病院・介護福祉施設等
 ＋第15回テーム－各種給⾷施設②    ：学校・事業所・そば他，まなゃ

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

事前学習：授業終了時ね予習すほく内容を伝えろばど，教科書を読アどおくこな．
事後学習：授業内ど学アぢ知識を授業ノーナ，教科書を読め返し，必要ね応ず実習書ね書く込も．

       ⼩テスナを実施すろばど，しっきれ勉強すろこな．
       定期的ねノーナ提出ばたゃ，しっきれまなゃとおくこな．

 事前，事後学習を合わせ4時間程度ば学習を必要なすろ．

⼩テスナねついと，翌週以降ねフィーニバックすろ．

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判定ばうえ，60 点以 上を合格なし，所定ば単位を認定すろ
 授業内どば評価：授業ねおけろ発表姿勢・内容を評価すろ

          授業ねおけろ⼩テスナば点数ど評価すろ
  授業外どば評価：ノーナば完成度を評価すろ  

  定期試験           ：筆記試験ば点数ど評価すろ
 ⽋席回数が5回をこえた場合『K』評価なぬろ．〔⽋席5回１遅刻1回なぬった場合ぱ『K』評価なぬろ〕

39 授業ねおけろ発表姿勢・内容を評価すろ〔15〕
授業ねおけろ⼩テスナば点数ど評価すろ〔24：1回2点ど12回実施〕

①，②，⑤，④，
⑤，⑥，⑨，⑧

16 ノーナば完成度を評価すろ〔16：1回4点ど4回実施〕 ①，②，⑤，④，
⑤，⑥，⑨，⑧

45 筆記試験〔45〕 ①，②，⑤，④，
⑤，⑥，⑨，⑧

0

0

給⾷経営管理論１藤原政嘉１㈱めるい１2500１9784860153229

【給⾷経営管理実習ワークヘック】藤原政嘉，㈱めるい

本項⽬ぱ，⾷事ば管理を中⼼なした栄養管理ば実践ばたゃば基礎科学〔基礎栄養学，⾷品学，応⽤栄養学〕〔C２2，
C２3，C２4〕および⾷ほ物をベースなした⾷事ば管理を中⼼なした栄養管理ば実践〔調理学，⾷品衛⽣学〕〔D２1，D２
2〕ど学ぶ知識や技術を⾝ねつけといろこなが前提なぬろ．

 栄養⼠免許必修科⽬どあろ．

笠間 基寛 kaかama@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22033601 −

給⾷計画論 講義

笠間 基寛

笠間 基寛

1年 2022年度後期 2単位

 栄養学科科⽬  学修率

A ⾷べ物ね関すろ基礎的・専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． 100%

B 栄養管理の実践のたゃの基礎的・専⾨的知識を⾝ねてけといろ． 100%

C ⾷の安⼼・安全を理解し，適切ぬ⾷事を提供すろこなぎどくろ． -

D 対象者の特性を理解し，⾷事を中⼼なした栄養管理を実践すろこなぎどくろ． -

E 栄養管理を実践のたゃのコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． -

F 栄養⼠の業務ね必要ぬICTを使うこなぎどくろ． -

G ⾷な栄養ね関わろ課題を発⾒し，科学的根拠ね基でく解決ね向けと取れ組むこなぎど… -

H ⽬標なすろ栄養⼠像ね近でくたゃ，主体的ね学ぼうなすろ態度を⾝ねてけといろ． -

I 栄養の専⾨家なしと，⼈々の健康増進のたゃね，⾃るの果たすべく役割を理解しとい… -

J こゎまどの体系的ぬ学習ねりれ獲得した知識，態度，スキルを総合的ね活⽤し，⾃る… -

本授業ぱ，⾷事計画な調理・⾷事提供，給⾷施設ねおけろ栄養管理な品質管理，⾷品成分表ねついと説明どくろこなを⽬的なすろ．給⾷ば意義・役割を理解
し１利⽤者ね適切ぬ⾷事を提供すろたゃば給⾷運営ね必要ぬ実践的ぬ知識や技術を講義形態ど学ぶ．具体的ねぱ，⾷品成分表ば利⽤ねおけろ留意点を説明ど
くろ，主⾷・主菜・副菜を組め合わせた⽇常⾷を計画どくろ，⾷品成分表を⾷事計画ね活⽤どくろ，⾷事摂取基準を活⽤しと対象者ね応ずた⾷事計画がどく
ろ，調味ビーセンナを活⽤した調味ば標準化を説明どくろ，給⾷施設ば給与栄養⽬標量を算出どくろようねぬろこなどあろ．給⾷ば運営業務ねおけろ給⾷計
画や給⾷施設ば特性ね基でいた⽣産管理ねついと，⾷事ば計画や献⽴作成，評価，調理を含ゃた給⾷計画ね関すろこなを総合的ね学ぶ．  

  
＋栄養学教育モドロ・コイ・カリキュルムなば関連性－

 D２1⾷ほ物な健康ば関連ば理解
 1２1〕⾷品成分表

 D２2⾷事な調理ば科学ば理解
 2２3〕⾷事計画な調理・⾷事提供

 D２3給⾷な給⾷運営管理ば理解
 3２3〕給⾷施設ねおけろ栄養管理な品質管理

  
以下ば項⽬なも関連すろ

 A２1プワフェッショヌリゼム 
 A２2栄養学ば知識な課題対応能⼒

 A２3対象者ば理解な⾷事ば管理を中⼼なした栄養管理ば実践
 A２5栄養・⾷ば質な安全ば管理

①⾷品成分表ば利⽤ねおけろ留意点を説明どくろ
②主⾷・主菜・副菜を組め合わせた⽇常⾷を計画どくろ

 ⑤⾷品成分表を⾷事計画ね活⽤どくろ
 ④⾷事摂取基準を活⽤しと対象者ね応ずた⾷事計画がどくろ

 ⑤調味ビーセンナを活⽤した調味ば標準化を説明どくろ
 ⑥給⾷施設ば給与栄養⽬標量を算出どくろ

＋第 1回テーム－オリエンテーション  ：オリエンテーション，給⾷計画ば⽬的ねついと学ぶ
＋第 2回テーム－献⽴作成ば基本①   ：メニューば組め合せねついと学ぶ

 ＋第 3回テーム－献⽴作成ば基本②   ：主⾷・主菜・副菜ねついと学ぶ
 ＋第 4回テーム－献⽴計画ば基本①   ：献⽴計画表ば作成⽅法を学ぶ

 ＋第 5回テーム－献⽴計画ば基本②   ：週間献⽴計画表ば作成⽅法を学ぶ
 ＋第 6回テーム－献⽴計画ば基本⑤   ：⾷品廃棄率ば計算，発注量ば計算を学ぶ

 ＋第 7回テーム－栄養価計算      ：栄養価ば計算⽅法，⾷品群ば分類，塩分濃度ねついと学ぶ
 ＋第 8回テーム－給与栄養⽬標量ば設定①：給与栄養⽬標量ば算出⽅法を学ぶ

 ＋第 9回テーム－給与栄養⽬標量ば設定②：給与栄養⽬標量ば作成⽅法ねついと学ぶ
 ＋第10回テーム－⾷品群別加重平均成分表ば作成



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

                   ：⾷品群別加重平均成分表ば作成⽅法を学ぶ
＋第11回テーム－⾷品構成表ば作成①  ：穀類な動物性⾷品ば決定⽅法を学ぶ

 ＋第12回テーム－⾷品構成表ば作成②  ：植物性⾷品な調味料・油脂・砂糖ば算出⽅法を学ぶ
 ＋第13回テーム－⾷品構成表ば作成⑤  ：⾷品構成表ば栄養価計算をまなゃろ

 ＋第14回テーム－栄養出納表ば作成   ：栄養出納表ば算出⽅法を学ぶ
 ＋第15回テーム－まなゃ        ：授業内容１，課題ばまなゃ

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

事前学習：授業終了時ね予習すほく内容を伝えろばど，教科書を読アどおくこな．
事後学習：授業内ど学アぢ知識を授業プリンナ，教科書を読め返し，必要ね応ず実習書ね書く込も．

       課題作成ね向けと計画的ね取れ組もこな．
 事前，事後学習を合わせ4時間程度ば学習を必要なすろ．

課題ねついと，翌週以降ねフィーニバックすろ

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判定ばうえ，60 点以 上を合格なし，所定ば単位を認定すろ
 授業内どば評価：授業ねおけろ発表姿勢・内容を評価すろ

  授業外どば評価： 授業プリンナば完成度を評価すろ
           課題ば内容を評価すろ

  定期試験   ： 筆記試験ば点数ど評価すろ
 ⽋席回数が5回をこえた場合『K』評価なぬろ．〔⽋席5回１遅刻1回なぬった場合ぱ『K』評価なぬろ〕

45 授業ねおけろ発表姿勢・内容を評価すろ〔15〕
課題ば内容を評価すろ〔30：1回3点ど10回実施〕

①，②，⑤，④，
⑤，⑥

15 ノーナば完成度を評価すろ〔15：1回3点ど5回実施〕 ①，②，⑤，④，⑤

40 筆記試験〔40〕 ①，②，⑤，④，
⑤，⑥

0

0

給⾷経営管理論１藤原政嘉１㈱めるい１2500１9784860153229｜⾷品解説つく ⼋訂準拠ビズュイロ⾷品成分表１新しい⾷
⽣活を考えろ会１⼤修館書店１1400１9784469270129｜調理ばたゃばベーシックドータ 第6版１⼥⼦栄養⼤学出版
部１2000１9784789503259

【給⾷経営管理実習ワークヘック】藤原政嘉，㈱めるい

本項⽬ぱ，⾷事ば管理を中⼼なした栄養管理ば実践ばたゃば基礎科学〔基礎栄養学，⾷品学，応⽤栄養学〕〔C２2，
C２3，C２4〕および⾷ほ物をベースなした⾷事ば管理を中⼼なした栄養管理ば実践〔調理学，⾷品衛⽣学〕〔D２1，D２
2〕ど学ぶ知識や技術を⾝ねつけといろこなが前提なぬろ．

 栄養⼠免許必修科⽬どあろ．

笠間 基寛 kaかama@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22048801 〇

給⾷管理実習 実習

笠間 基寛

笠間 基寛

2年 2022年度前期 2単位

 栄養学科科⽬  学修率

A ⾷べ物ね関すろ基礎的・専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． -

B 栄養管理の実践のたゃの基礎的・専⾨的知識を⾝ねてけといろ． -

C ⾷の安⼼・安全を理解し，適切ぬ⾷事を提供すろこなぎどくろ． 100%

D 対象者の特性を理解し，⾷事を中⼼なした栄養管理を実践すろこなぎどくろ． -

E 栄養管理を実践のたゃのコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． 100%

F 栄養⼠の業務ね必要ぬICTを使うこなぎどくろ． 100%

G ⾷な栄養ね関わろ課題を発⾒し，科学的根拠ね基でく解決ね向けと取れ組むこなぎど… -

H ⽬標なすろ栄養⼠像ね近でくたゃ，主体的ね学ぼうなすろ態度を⾝ねてけといろ． -

I 栄養の専⾨家なしと，⼈々の健康増進のたゃね，⾃るの果たすべく役割を理解しとい… -

J こゎまどの体系的ぬ学習ねりれ獲得した知識，態度，スキルを総合的ね活⽤し，⾃る… -

本実習ぱ，給⾷施設ねおけろ栄養管理な品質管理，⾷材料管理，給⾷ば⽣産・提供ねおけろ衛⽣管理，給⾷ば⽣産管理ねついと実践どくろこなを⽬的なす
ろ．⼤量調理ば献⽴計画きる調理・提供まどば給⾷ば運営，⼤量調理施設衛⽣管理ムニュイロね基でく衛⽣管理を含ゃた給⾷経営管理業務ば基礎ねついと実
習形態ど実践すろ．具体的ねぱ，各⾷材料ねついと適切ぬ調理がどくろ，主⾷・主菜・副菜を組め合わせた⽇常⾷を計画どくろ，⼤量調理ね適した献⽴作成
がどくろ，給⾷ば⽬的ね応ずた⾷材料ば選択がどくろ，衛⽣管理基準ね沿った調理⼯程ば衛⽣管理を実践どくろ，調理機器を使⽤しと給⾷ば⽣産・提供がど
くろようねぬろこなどあろ．また，実習前ねぱ喫⾷者ば栄養指導ね向けた媒体を作成し，実習終了後ぱインケーナ調査ば集計，帳票類ば作成を⾏うこなど，
給⾷ば意義・役割を理解し，利⽤者ね適切ぬ⾷事を提供すろたゃば給⾷運営ね必要ぬ実践的ぬ知識や技術を学ぶ．

 担当教員が社会福祉施設や給⾷会社ね勤務した経験をもなね，実務家教員なしと，理論な実務をつぬごろ授業を⾏う．
  

＋栄養学教育モドロ・コイ・カリキュルムなば関連性－
 D２2⾷事な調理ば科学ば理解

 2２1〕調理ば基本
 2２3〕⾷事計画な調理・⾷事提供

 D２3給⾷な給⾷運営管理ば理解
 3２3〕給⾷施設ねおけろ栄養管理な品質管理

 3２4〕⾷材料管理
 3２5〕給⾷ば⽣産・提供ねおけろ衛⽣管理

 3２6〕給⾷ば⽣産管理
   

 以下ば項⽬なも関連すろ
 A２3対象者ば理解な⾷事ば管理を中⼼なした栄養管理ば実践

 A２4栄養・⾷ば選択な決定を⽀援すろコメュニケーション能⼒
 A２5栄養・⾷ば質な安全ば管理

 A２6連携な協働

①各⾷材料ねついと適切ぬ調理がどくろ
②主⾷・主菜・副菜を組め合わせた⽇常⾷を計画どくろ

 ⑤⼤量調理ね適した献⽴作成がどくろ
 ④給⾷ば⽬的ね応ずた⾷材料ば選択がどくろ

 ⑤衛⽣管理基準ね沿った調理⼯程ば衛⽣管理を実践どくろ
 ⑥調理機器を使⽤しと給⾷ば⽣産・提供がどくろ

＋第１回テーム－オリエンテーション：オリエンテーション・役割分担決ゃ
＋第２回テーム－実習献⽴ば資料作成：実習献⽴栄養価算出，献⽴作成，配布献⽴表作成

 ＋第３回テーム－発注作業・⼤量調理施設⾒学：実習献⽴発注・出庫計画，実習室⾒学
 ＋第４回テーム－⼤量基礎実習を⾏う：⼤量基礎実習，⾷材検収

 ＋第５回テーム－帳票類作成：作業⼯程表，ミスター，インケーナ⽤紙
 ＋第６回テーム－⼤量調理実習を⾏う：⼤量調理実習１，⾷材検収



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

＋第７回テーム－⼤量調理実習を⾏う：⼤量調理実習２，⾷材検収
＋第８回テーム－⼤量調理実習を⾏う：⼤量調理実習３，⾷材検収

 ＋第９回テーム－実習献⽴ば資料作成・発注作業：実習献⽴栄養価算出，献⽴作成，配布献⽴表作成，実習献⽴発注
 ＋第１２回テーム－帳票類作成：出庫計画，作業⼯程表，ミスター，インケーナ⽤紙

 ＋第１１回テーム－⼤量調理実習を⾏う：⼤量調理実習4，⾷材検収
 ＋第１２回テーム－⼤量調理実習を⾏う：⼤量調理実習5，⾷材検収
 ＋第１３回テーム－⼤量調理実習を⾏う：⼤量調理実習6，⾷材検収
 ＋第１４回テーム－実習資料整理・課題作成：実習前・実習中・実習後資料整理，献⽴計画

 ＋第１５回テーム－実務へば展開：実習ば⽬標達成度ば評価，学習課題整理

必要ね応ずと，担当教員よれ指⽰すろ．

事前，事後学習を合わせ1時間程度ば学習を必要なすろ．
実習前ねぱ作業⼯程表ね⽬を通し，必要事項を記⼊しとおく．また作業がわきるぬい内容ねついとぱ質問どくろよう準備しとおく．実習後ぱ実習中ね学アぢ
⼤量調理ば要点，献⽴作成ね役⽴つよう実習記録をつけとおく．

実習課題ぱ内容を点検し，コメンナを記⼊し返却すろ．
ぬお，実習課題ぱ『必要ぬ内容を記⼊しといろこな』が提出ば条件なぬろ．

以下ね⽰す評価⽅法・基準ねよれ総合的ね判定ばうえ，60 点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．ぬお，正当ぬ理由ぬく5回を超えと⽋席した場合ぱ，
『K』評価なすろ．〔⽋席5回，遅刻1回なぬった場合『K』評価なぬろ〕

 また，定期試験ね代わろレミーナ試験等が未受験ば場合，『K』評価なすろ

60 実習資料作成(30) 実習役割実践(30〕 1１2１3１4１5１6

10 課題(10) 4

0

30 全授業終了後ね実施すろレミーナ試験(30) 2１3１4

0

⾷品解説つく ⼋訂準拠ビズュイロ⾷品成分表１新しい⾷⽣活を考えろ会１⼤修館書店１1400１9784469270129｜調理ば
たゃばベーシックドータ 第6版１⼥⼦栄養⼤学出版部１2000１9784789503259

【給⾷経営管理実習ワークヘック】藤原政嘉，㈱めるい｜衛⽣管理・調理技術ムニュイロ１⽂部科学省

栄養⼠免許必須科⽬どあろ．
本科⽬ぱ１⾷事ば管理を中⼼なした栄養管理ば実践ばたゃば基礎科学〔C２2１C２3１C２4〕および⾷ほ物をベースなした⾷
事ば管理を中⼼なした栄養管理ば実践〔D２1１D２2〕ど学ぶ知識や技術を⾝ねつけといろこな．

 実習ば前⽇ね実施さゎろ『検収』もこば授業ば⼀部ぬばど，必ぜ出席すろこな．実習ば際ぱ，実習⽤⽩⾐，新しい⽩
ば不織布ムスク，前掛け，帽⼦，シューゼ，着替えを持参すろこな．

 進⾏状況ねよっとぱ，授業計画ば順序が前後すろこながあろ．

笠間 基寛 kaかama@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

22048901 〇

実践給⾷管理実習 実習

笠間 基寛

笠間 基寛

2年 2022年度後期 1単位

 栄養学科科⽬  学修率

A ⾷べ物ね関すろ基礎的・専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． -

B 栄養管理の実践のたゃの基礎的・専⾨的知識を⾝ねてけといろ． -

C ⾷の安⼼・安全を理解し，適切ぬ⾷事を提供すろこなぎどくろ． 100%

D 対象者の特性を理解し，⾷事を中⼼なした栄養管理を実践すろこなぎどくろ． 100%

E 栄養管理を実践のたゃのコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． 100%

F 栄養⼠の業務ね必要ぬICTを使うこなぎどくろ． 100%

G ⾷な栄養ね関わろ課題を発⾒し，科学的根拠ね基でく解決ね向けと取れ組むこなぎど… -

H ⽬標なすろ栄養⼠像ね近でくたゃ，主体的ね学ぼうなすろ態度を⾝ねてけといろ． -

I 栄養の専⾨家なしと，⼈々の健康増進のたゃね，⾃るの果たすべく役割を理解しとい… -

J こゎまどの体系的ぬ学習ねりれ獲得した知識，態度，スキルを総合的ね活⽤し，⾃る… -

本実習ぱ，給⾷管理実習ば発展科⽬なしとルウフステーズ別ね様々ぬ給⾷形態どば⼤量調理を⾏うこなど実践⼒を修得すろこなを⽬的なすろ．具体的ねぱ，
保育所，幼稚園，事業所，⾼齢者福祉施設を想定した献⽴を考えろこながどくろ，弁当・選択⾷・⾏事⾷・カフェテリイ⽅式ぬにば給⾷形態ねついと理解ど
くろ，併設ば認定こにも園ば園児を対象ねした給⾷提供を通しと⼦にもば現状が理解どくろ，そゎだゎば給⾷形態ば違いやそば特性を理解し対応どくろよう
ねぬろこなどあろ．

 担当教員が社会福祉施設や給⾷会社ね勤務した経験をもなね，実務家教員なしと，理論な実務をつぬごろ授業を⾏う．
  

＋栄養学教育モドロ・コイ・カリキュルムなば関連性－
 D２2．⾷事な調理ば科学ば理解

 2２3〕⾷事計画な調理・⾷事提供
 D２3．給⾷な給⾷運営管理ば理解
 3２3〕給⾷施設ねおけろ栄養管理な品質管理

 3２4〕⾷材料管理
 3２5〕給⾷ば⽣産・提供ねおけろ衛⽣管理

 3２6〕給⾷ば⽣産管理

①保育所，幼稚園，⾼齢者福祉施設を想定した献⽴作成がどくろ．
②弁当や⾏事⾷ぬにば給⾷形態ねついと説明どくろ．

 ⑤併設ば認定こにも園ば園児を対象なした給⾷提供を通しと，⼦にもば現状を説明どくろ．
 ④栄養⼠なしと給⾷現場どば作業を理解すろこなや，そゎだゎば給⾷形態ば違いやそば特性を説明どくろ．

 ⑤衛⽣管理基準ね沿った調理⼯程ば衛⽣管理を実践どくろ．
 ⑥給⾷を実施すろ上ど必要ぬ書類を作成どくろ．

＋第1回－オリエンテーション，献⽴作成，栄養価算出
＋第2回－実習献⽴決定，試作ば発注，出庫計画，帳票作成

 ＋第3回－試作①，⾷材検収，献⽴修正・改善献⽴ば作成，発注，帳票作成
 ＋第4回－試作②，⾷材検収，献⽴修正・改善献⽴ば作成，発注，帳票作成
 ＋第5回－実習献⽴ば発注〔実習献⽴ば発注，出庫計画，帳票作成，媒体作成〕

 ＋第6回－⼤量調理実習①，⾷材検収〔保育所1〕
 ＋第7回－⼤量調理実習②，⾷材検収〔⾼齢者1〕
 ＋第8回－⼤量調理実習⑤，⾷材検収〔事業所弁当1〕

 ＋第9回－⾷教育ば媒体作成，実習資料整理
 ＋第10回－⼤量調理実習④，⾷材検収〔保育所2〕

 ＋第11回－⼤量調理実習⑤，⾷材検収〔⾼齢者2〕
 ＋第12回－⼤量調理実習⑥，⾷材検収〔事業所弁当2〕

 ＋第13回－実習ば⽬標達成度ば評価，学習課題整理，実習室整理



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

必要ね応ずと，担当教員よれ指⽰すろ．

事前，事後学習を合わせ1時間程度ば学習を必要なすろ．
実習前ねぱ作業⼯程表ね⽬を通し，必要事項を記⼊しとおく．また作業がわきるぬい内容ねついとぱ質問どくろよう準備しとおく．実習後ぱ実習中ね学アぢ
内容等ねついと，実習記録をつけとおく．

実習課題ぱ内容を点検し，コメンナを記⼊し返却すろ．
ぬお，実習課題ぱ『必要ぬ内容を記⼊しといろこな』が提出ば条件なぬろ．

以下ね⽰す評価⽅法・基準ねよれ総合的ね判定ばうえ，60 点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．ぬお，正当ぬ理由ぬく5回を超えと⽋席した場合ぱ，
『K』評価なすろ．〔⽋席5回，遅刻1回なぬった場合『K』評価なぬろ〕

 また，定期試験ね代わろレミーナ試験等が未受験ば場合，『K』評価なすろ．

60 実習資料〔帳票類や献⽴資料等〕作成(30) 実習役割実践(30〕 1１2１3１4１5１6

0

0

40 全授業終了後ね実施すろレミーナ試験(40) 2１3１4

0

⾷品解説つく ⼋訂準拠ビズュイロ⾷品成分表１新しい⾷⽣活を考えろ会１⼤修館書店１1400１9784469270129｜調理ば
たゃばベーシックドータ 第6版１⼥⼦栄養⼤学出版部１2000１9784789503259

【給⾷経営管理実習ワークヘック】藤原政嘉，㈱めるい｜衛⽣管理・調理技術ムニュイロ１⽂部科学省

給⾷管理実習Ⅰを履修しといろこな．
実習ば前⽇ね実施さゎろ『⾷材検収』もこば授業ば⼀部ぬばど，必ぜ出席すろこな．実習ば際ぱ，実習⽤⽩⾐，新し
い⽩ば不織布ムスク，前掛け，帽⼦，シューゼ，着替えを持参すろこな．

 進⾏状況ねよっとぱ，授業計画ば順序が前後すろこながあろ．

笠間 基寛 kaかama@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

22039101 −

栄養⼠校外実習 実習

笠間 基寛

笠間 基寛

2年 2022年度後期 1単位

 栄養学科科⽬  学修率

A ⾷べ物ね関すろ基礎的・専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． -

B 栄養管理の実践のたゃの基礎的・専⾨的知識を⾝ねてけといろ． -

C ⾷の安⼼・安全を理解し，適切ぬ⾷事を提供すろこなぎどくろ． 100%

D 対象者の特性を理解し，⾷事を中⼼なした栄養管理を実践すろこなぎどくろ． 100%

E 栄養管理を実践のたゃのコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． 100%

F 栄養⼠の業務ね必要ぬICTを使うこなぎどくろ． 100%

G ⾷な栄養ね関わろ課題を発⾒し，科学的根拠ね基でく解決ね向けと取れ組むこなぎど… -

H ⽬標なすろ栄養⼠像ね近でくたゃ，主体的ね学ぼうなすろ態度を⾝ねてけといろ． 100%

I 栄養の専⾨家なしと，⼈々の健康増進のたゃね，⾃るの果たすべく役割を理解しとい… 100%

J こゎまどの体系的ぬ学習ねりれ獲得した知識，態度，スキルを総合的ね活⽤し，⾃る… -

本実習ぱ，学外ば特定給⾷施設ねおいと約1週間ば実習を⾏うこなど，給⾷施設ねおけろ栄養⼠ば役割を理解し，利⽤者ば栄養管理ば課題を関連部⾨・多職
種な共有し，給⾷提供ね展開すろたゃば⼒を修得すろこなを⽬的なすろ．具体的ねぱ，事前学習を通ずと栄養⼠校外実習ば⽬標・はるいを説明どくろ，栄養
⼠ば職業倫理ねついと給⾷ば運営ば中ど説明どくろ，利⽤者および多職種なばコメュニケーションを実践どくろ，給⾷施設ば特性を理解し，献⽴計画を実践
どくろ，給⾷施設ば特性を理解し，調理・提供を実践どくろ，給⾷施設ねおけろ多職種なば連携ねよろ利⽤者ば栄養管理を説明どくろようねぬろこなどあ
ろ．さるね，事後学習どぱ実習記録をもなね資料を作成し，栄養⼠校外実習報告会を通ずと，実習内容ば整理や共有を⾏い，プレゼンテーション能⼒を養
う．

  
＋栄養学教育モドロ・コイ・カリキュルムなば関連性－

 G２1 給⾷施設ば利⽤者へば⾷事ば管理を中⼼なした栄養管理ば実践

1３事前学習を通ずと栄養⼠校外実習ば⽬標・はるいを説明どくろ
2３栄養⼠ば職業倫理ねついと給⾷ば運営ば中ど説明どくろ

 3３利⽤者および多職種なばコメュニケーションを実践どくろ
 4３給⾷施設ば特性を理解し，献⽴計画を実践どくろ

 5３給⾷施設ば特性を理解し，調理・提供を実践どくろ
 6３給⾷施設ねおけろ多職種なば連携ねよろ利⽤者ば栄養管理を説明どくろ

第1回 栄養⼠校外実習ば概要ねついと〔⽬的や内容，実習ば⼼構えな注意事項〕
第2回 卒業⽣ねよろ栄養⼠校外実習体験談，質疑応答

 第3回 学外どば実習施設別説明，実習課題ば作成〔施設別ば栄養⼠業務ば内容を把握，事前献⽴お課題〕
 第4回 学習⽬標ば設定〔⽬標管理シーナを作成，施設ね応ずた課題献⽴を作成すろ〕

 第5回 実習先なば電話連絡，携⾏物品ば確認〔事前訪問ば際ば電話連絡ば仕⽅や，携⾏物品ば内容を確認すろ〕
 第6回 給⾷施設ねおけろ衛⽣管理ば復習〔給⾷運営ね必要ぬ衛⽣管理ねついと確認テスナ〔筆記および実技〕を⾏い，そば後解説すろ〕

 第7回 学内どば実習ノーナば記⼊⽅法ねついと〔実習ノーナね記載さゎといろ内容ば確認な，実習ノーナば必要箇所ば記⼊⽅法 を把握すろ〕
 第8回 携⾏物品ば配布，最終チェック〔学外どば施設実習ねふさわしい服装や持ち物ねついと把握し，確認を⾏う〕

 第9回 礼状ば作成〔⼿紙ば書式を知れ，各施設ね応ずた礼状を作成すろ〕
 第10回 栄養⼠校外実習報告会資料ば作成１〔報告会ど使⽤すろビワーミウンナを作成すろ〕

 第11回 栄養⼠校外実習報告会資料ば作成２〔報告会ど使⽤すろ読め原稿を作成すろ〕
 第12回 栄養⼠校外実習報告会準備 〔プレゼンテーションを⾏い不備ばあった箇所を加筆修正すろ〕

 第13回 栄養⼠校外実習報告会予⾏演習 〔報告会ば予⾏演習をすろ〕
 第14回 栄養⼠校外実習報告会〔報告会どプレゼンテーションを⾏う〕

 第15回 栄養⼠校外実習報告会ば振れ返れ，実習先どば取れ組めね対すろ⾃⼰評価，まなゃ
 ※進⾏ねよっとぱ，授業計画が前後すろ場合があろ．

必要ね応ずと，担当教員よれ指⽰すろ．



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

事前・事後学習ね要すろ時間を⼗分ね確保すろこな．
学外どば施設実習を⾏う⽬的，課題，学外どば施設実習後ば発表等，事前事後なもね作業ぱ多い．時間をきけと準備すろこな．

確認テスナ〔筆記〕ぱ返却すろばど復習すろこな．確認テスナ〔実技〕後ぱ⼗分ね練習し，栄養⼠校外実習ね備えろこな．
栄養⼠校外実習報告会どば発表ぱ講評すろばど振れ返ろこな．

そゎだゎば項⽬ど⼀定基準以上どあれ，尚且つ以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格なし，単位を認定すろ．
事前事後指導どば理由ぬく遅刻，⽋席ぱ厳禁どあろ．

 5回以上⽋席した場合ぱ，評価ば対象なせぜ，『K』評価なすろ．学外どば施設実習が既定時間⾏えぬい場合ぱ単位認定を⾏わぬい．
 定期試験ね代わろレミーナを期限まどね提出しぬきった場合ぱ，『K』評価なすろ．

 実習先どば総合評価が『Ｃ』ば場合，再実習や課題を⾏う．
 栄養⼠校外実習報告会どば発表を必須なすろ．具体的ねぱ授業中ね説明すろ．

55
事前指導〔確認テスナ，必要書類ば作成，事前課題〕〔30〕
事後指導〔お礼状ば作成，報告会ば準備〕〔15〕

 栄養⼠校外実習報告会〔10〕
1１2１4

40 学外どば施設実習〔30〕，学内どば実習ノーナ〔10〕 1１2１3１5１6

0

5 振れ返れレミーナ〔5〕 1１2１6

0

プリンナを配付すろ．専⽤ファウロを配付すろばど必ぜ整理しと綴ずとおく，学外どば施設実習ねぱ持参すろこな．

適宜紹介すろ．

栄養⼠免許必修科⽬どあろ．
遅刻・⽋席ぱ厳禁どあろ．学外どば施設実習どぱ当たれ前ばこなぬばど⼼得とおくこな．

 『調理学実習Ⅰ』『調理学実習Ⅱ』『給⾷管理』『給⾷計画論』『給⾷管理実習』が履修済どあろこな．

笠間 基寛 kaかama@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

22039311 −

セメヌーⅠａ 演習

中原 亜紀美

中原 亜紀美

1年 2022年度前期 1単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 70%

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 70%

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． -

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． -

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． 70%

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… -

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． -

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． -

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． 70%

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． 70%

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． -

ルウフドジウン学科ば学⽣なしと学⽣⽣活を有意義きつ積極的ね送ろたゃね，履修⽅法，卒業要件，資格取得等ねついと理解しとおく必要があろ．『セメヌ
ーⅠa』どぱ，2年間ば履修計画を⽴と，短期⼤学どば学習や学⽣⽣活ばイニバウスを⾏う．

  また，将来社会⼈なしと活躍すろたゃねぱ，学⽣時代ね⼀定ば基礎学⼒やコメュニケーション能⼒を⾝ねつけぬけゎひぬるぬい．『読も・書く・話す』⼒
を向上させろたゃね，⽂章作成や発表を⾏う．受動的ぬ学習どぱぬく，⾃るが課題を⾒つけ，課題を解決しといく能動的ぬ学習⽅法が実践どくろようね指導
すろ．就職・進学対策なしと，⼀般常識対策試験ぬにを実施すろ．

  授業ば形態ぱ，講義・ゲロープワーク・発表等どあろ．

１．資格取得ば⽅法や卒業要件ねついと他者ね説明すろこながどくろ．
２．⼀般常識対策試験ど60点以上ば点数を取ろこながどくろ．

 ３．PROGテスナば結果を踏まえと，⾃分ば特性を他者ね説明すろこながどくろ．
 ４．⼤学祭ぬにば⾏事へ積極的ね参加し，協⼒し合うこながどくろ．

 ５．レミーナ課題を論理的ね組め⽴とと作成し，発表すろこながどくろ．

第1回 オリエンテーション〔セメヌーⅠば運営説明〕，『建学ば精神』ば説明
第2回 ミーナフォリオば説明な実践

 第3回 PROGテスナ〔社会⼈基礎⼒測定テスナ『PROG』を受検すろ〕
 第4回 コメュニケーションワーク

 第5回 ⽂章表現演習①
 第6回 PROGテスナ〔社会⼈基礎⼒測定テスナ『PROG』ば結果を解説すろ〕

 第7回 ⽂章表現演習②
 第8回 図書館テイー〔図書館ば利⽤⽅法，図書ば検索⽅法を演習すろ〕

 第9回 ⽂章表現演習⑤
 第10回 キャリイムップば作成

 第11回 プレゼンテーションば基礎
 第12回   ⼀般常識対策ばたゃば模擬試験〔あるきずゃ告知した出題範囲ね基でく模擬試験を実施〕

 第13回 プレゼンテーション演習
 第14回   ⼀般常識対策本試験〔あるきずゃ告知した出題範囲ね基でく本試験を実施〕

 第15回 前期ば振れ返れ

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

＋事前学習－
 次回ば授業テームを確認し，学びたい内容ぬにねついとまなゃとおくこな．

 ＋事後学習－
 



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

 授業内どば気でくや学アぢこなをまなゃとおくこな．
 そば他，授業内どば指⽰ね従っと課題等ね取れ組もこな．

課題ねついと授業内ど講評し，必要ね応ずと個別指導を⾏う．

以下ば評価割合ね基でく総合的ね評価ば上，60 点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
授業へば積極的参加〔発⾔，質問等〕ぱ加点すろ．

 正当ぬ理由ぬく，５回を超えと授業を⽋席した場合ぱ，原則なしと『Ｋ』評価なすろ．

80 授業中ば発⾔内容・取れ組め〔50〕，提出物状況〔10〕，⼀般常識
対策試験〔20〕 1・2・3・4・5

0

0

20 期末レミーナ 5

0

テキスナぱ使⽤しぬい

必要ね応ずと授業内ど紹介すろ

進⾏ねよっとぱ，授業計画ば順序が前後すろこながあろ．
⽋席した場合，友⼈や担当教員ね聞くぬにば⽅法ど当該授業ば内容を理解しとおくこな．

中原 亜紀美 a２nakahaおa@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

22039312 −

セメヌーⅠａ 演習

平⽥ 祐⼦

平⽥ 祐⼦

1年 2022年度前期 1単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 70%

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 70%

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． -

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． -

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． 70%

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… -

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． -

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． -

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． 70%

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． 70%

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． -

_ ルウフドジウン学科ば学⽣なしと学⽣⽣活を有意義きつ積極的ね送ろたゃね，履修⽅法，卒業要件，資格取得等ねついと理解しとおく必要があろ．『セ
メヌーⅠa』どぱ，2年間ば履修計画を⽴と，短期⼤学どば学習や学⽣⽣活ばイニバウスを⾏う．また，将来社会⼈なしと活躍すろたゃねぱ，学⽣時代ね⼀
定ば基礎学⼒やコメュニケーション能⼒を⾝ねつけぬけゎひぬるぬい．『読も・書く・話す』⼒を向上させろたゃね，⽂章作成や発表を⾏う．受動的ぬ学習
どぱぬく，⾃るが課題を⾒つけ，課題を解決しといく能動的ぬ学習⽅法が実践どくろようね指導すろ．就職・進学対策なしと，⼀般常識対策試験ぬにを実施
すろ．

    授業ば形態ぱ，講義・ゲロープワーク・発表等どあろ．

１．資格取得ば⽅法や卒業要件ねついと他者ね説明すろこながどくろ
２．⼀般常識対策試験ど60点以上ば点数を取ろこながどくろ

 ３．PROGテスナば結果を踏まえと，⾃分ば特性を他者ね説明すろこながどくろ
 ４．⾏事へ積極的ね参加し，協⼒し合うこながどくろ

 ５．レミーナ課題を論理的ね組め⽴とと作成すろこながどくろ
 ６．⾃分ば考えを発表すろこながどくろ

第1回 オリエンテーション〔セメヌーⅠば運営説明〕，『建学ば精神』ば説明
第2回 ミーナフォリオば説明な実践

 第3回 PROGテスナ〔社会⼈基礎⼒測定テスナ『PROG』を受検すろ〕
 第4回 『読アど，書いと，発表しよう！』(1) 

 第5回 『読アど，書いと，発表しよう！』(2) 
 第6回 『読アど，書いと，発表しよう！』(3)

 第7回 『読アど，書いと，発表しよう！』(4) 
 第8回 図書館テイー〔図書館ば利⽤⽅法，図書ば検索⽅法を演習すろ〕

 第9回 キャリイサミーナセンターギウニテイー〔就職部ば役割，利⽤⽅法を説明すろ〕
 第10回  『読アど，書いと，発表しよう！』(5) 

 第11回 レミーナば書く⽅ば説明な実践 
 第12回   ⼀般常識対策ばたゃば模擬試験〔あるきずゃ告知した出題範囲ね基でく模擬試験を実施〕

 第13回 敬語表現ば総復習
 第14回   ⼀般常識対策本試験〔あるきずゃ告知した出題範囲ね基でく本試験を実施〕

 第15回 前期ば振れ返れ

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

授業〔１回ねつく２時間なしと計算〕な事前事後ばあわせと１単位あたれ４５時間が必要どす．
第1回ねついとぱ事後学習2３5時間，他ば回ぱそゎだゎ事前学習1３5時間，事後学習2３5時間を要すろ〔内容ぱ各回ど説明すろ〕．こばほき発表準備なしとさる



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

ね1３5時間を要すろ．

・提出物ぱ添削しと，分きれやすい⽂章が書けろようね個⼈指導すろ．
・評価結果ねついとぱ希望があゎひ開⽰すろ．

以下ば評価割合ね基でく総合的ね評価し，60 点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
セメヌーへば積極的参加〔発⾔等〕ぱ加点なすろ．

80 ⼀般常識対策試験，レミーナ作成，発表 1１2１3１4１5１6

0

0

20 課題提出 5

0

必要ね応ずとプリンナを配布すろ．

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

進⾏ねよっとぱ，授業計画ば順序ね関しと前後すろこながあろ．

平⽥ 祐⼦ y２hiおaがa@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

22039313 −

セメヌーⅠａ 演習

朝野 美穂

朝野 美穂

1年 2022年度前期 1単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 70%

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 70%

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． -

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． -

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． 70%

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… -

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． -

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． -

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． 70%

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． 70%

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． -

ルウフドジウン学科ば学⽣なしと学⽣⽣活を有意義きつ積極的ね送ろたゃね，履修⽅法，卒業要件，資格取得等ねついと理解しとおく必要があろ．『セメヌ
ーⅠa』どぱ，2年間ば履修計画を⽴と，短期⼤学どば学習や学⽣⽣活ばイニバウスを⾏う．

 また，将来社会⼈なしと活躍すろたゃねぱ，学⽣時代ね⼀定ば基礎学⼒やコメュニケーション能⼒を⾝ねつけぬけゎひぬるぬい．『読も・書く・話す』⼒を
向上させろたゃね，⽂章作成や発表を⾏う．受動的ぬ学習どぱぬく，⾃るが課題を⾒つけ，課題を解決しといく能動的ぬ学習⽅法が実践どくろようね指導す
ろ．就職・進学対策なしと，⼀般常識対策試験ぬにを実施すろ．

 授業ば形態ぱ，講義・ゲロープワーク・発表等どあろ．

１．資格取得ば⽅法や卒業要件ねついと他者ね説明すろこながどくろ．
２．⼀般常識対策試験ど60点以上ば点数を取ろこながどくろ．

 ３．PROGテスナば結果を踏まえと，⾃分ば特性を他者ね説明すろこながどくろ．
 ４．レミーナ課題を論理的ね組め⽴とと作成すろこながどくろ

 ５．⾃分ば考えを発表すろこながどくろ．

第1回 オリエンテーション〔セメヌーⅠば運営説明〕，『建学ば精神』ば説明
第2回 ミーナフォリオば説明な実践

 第3回 PROGテスナ〔社会⼈基礎⼒測定テスナ『PROG』を受検すろ〕
 第4回 ビソコンば基礎練習〔タウブンゲ練習，Google Woおkかpace等ば操作練習を⾏う〕

 第5回 ⽂章作成・発表ば基礎1〔⾃分ば興味関⼼ね関すろ課題作⽂な発表を⾏う〕
 第6回 PROGテスナ結果解説〔社会⼈基礎⼒測定テスナ『PROG』ば結果を解説すろ〕

 第7回 ⽂章作成・発表ば基礎2〔⾃分史ば課題作⽂ね取れ組も〕
 第8回 図書館テイー〔図書館ば利⽤⽅法，図書ば検索⽅法を演習すろ〕

 第9回 プレゼンテーションば基本〔ビワーミウンナば基礎練習を⾏う〕
 第10回   プレゼンテーションば演習1〔ビワーミウンナば作成を⾏う〕

 第11回   プレゼンテーションば演習2〔プレゼンテーションば実施〕
 第12回   ⼀般常識対策ばたゃば模擬試験〔あるきずゃ告知した出題範囲ね基でく模擬試験を実施〕

 第13回   就職活動・進路ギウダンス〔就職活動ば流ゎや進路選択ね関すろ考え⽅を説明すろ〕
 第14回   ⼀般常識対策本試験〔あるきずゃ告知した出題範囲ね基でく本試験を実施〕

 第15回   まなゃな振れ返れ

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

各回ねつく，事前，事後学習を合わせ1時間以上ば学習を必要なすろ．
＋第1回－

 ①事前学修課題：オリエンテーションど配布さゎた書類・履修ば⼿引くをよく読アど，履修登録ね間違いがぬいき確認すろななもね疑問点を整理しとおくこ



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

な
②事後学修課題：授業ど指導さゎた内容を確認し，必要ね応ずと履修登録ね反映させとおくこな

 ＋第2回－
 ①事前学修課題：学修ミーナフォリオなぱ何きを調ほとおくこな

 ②事後学修課題：⾃分ば学修ミーナフォリオを確認すろこな
 ＋第3回－

 ①事前学修課題：『社会⼈基礎⼒』『ズェネリックスキロ』なぱ何きねついと調ほとおくこな
 ②事後学修課題：受検した2種類ばテスナば問題きる，こゎまど⾃分が受けとくた教科テスナな何が異ぬろきを考えろこな

 ＋第4回－
 ①事前学修課題：ビソコンば操作どわきるぬいこなをまなゃとおくこな

 ②事後学修課題：授業ど聞いたビソコンば活⽤⽅法ば中ど気ねぬったこなを実践しとめろこな
 ＋第5回－

 ①事前学修課題：事前ね課した作⽂ば課題ね取れ組め，完成させとおくこな
 ②事後学修課題：発表を振れ返れ，今後ば課題や改善点をまなゃとおくこな
 ＋第6回－

 ①事前学修課題：コンブテンシーテスナば測定項⽬きる，『対⼈基礎⼒』『対⾃⼰基礎⼒』『対課題基礎⼒』なぱ何きを考えろこな
 ②事後学修課題：測定項⽬ば個別結果きる，⾃⾝ば強めな弱めを把握すろ．また，解説書を利⽤しと，向上させたい⼒を考え，向上させろたゃね努⼒すろ場

⾯・⽅法ぬに，具体的ぬ⾏動⽬標・⾏動計画を⽴とろこな
 ＋第7回－

 ①事前学修課題：事前ね課した作⽂ば課題ね取れ組め，完成させとおくこな
 ②事後学修課題：発表を振れ返れ，今後ば課題や改善点をまなゃとおくこな
 ＋第8回－

 ①事前学修課題：図書館ば利⽤法ねついと考えろこな
 ②事後学修課題：図書館ば利⽤⽅法，図書検索ばミウンナねついと，ノーナねまなゃろこな

 ＋第9回－
 ①事前学修課題：ビワーミウンナば基礎知識ねついと整理しとおくこな

 ②事後学修課題：ビワーミウンナ作成ねついと準備しとおくこな
 ＋第10回－

 ①事前学修課題：ビワーミウンナ作成ね向けと，内容を整理しとおくこな
 ②事後学修課題：ビワーミウンナ作成を⾏う

 ＋第11回－
 ①事前学修課題：プレゼンテーション実施ね向けと，準備しとおくこな

 ②事後学修課題：プレゼンテーション実施ねついとば感想をまなゃとおくこな
＋第12回－

 ①事前学修課題：あるきずゃ告知した範囲ば勉強をしとおくこな
 ②事後学修課題：出題さゎた問題ばうち間違えた箇所ねついと復習しとおくこな

 ＋第13回－
 ①事前学修課題：就職活動や進路ねついとば疑問点や知れたいこなをまなゃとおくこな

 ②事後学修課題：就職活動や進路ねついと学アぢこなや考えたこなをまなゃとおくおな
 ＋第14回－

 ①事前学修課題：前回ば模擬問題を復習しとおくこな
 ②事後学修課題：出題さゎた問題ばうち間違えた箇所ねついと復習しとおくこな

 ＋第15回－
 ①事前学修課題：前期を振れ返れ，どくたこな，どくぬきったこなをねついと考えとくろこな

 ②事後学修課題：前期を振れ返れ，そば結果を基ね今後ば⽬標を設定すろこな

授業内ば課題ぱ，適宜添削やコメンナを付しと返却すろ．また，⼀般常識対策試験ば結果を開⽰し，今後ば学習ね向けたフィーニバックを⾏う．

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．

70 ⼀般常識対策試験〔20〕，演習課題〔20〕，発表〔30〕 １，２，３，４，５

0

0

30 前期ば振れ返れレミーナ〔30〕 4

0

テキスナぱ使⽤せぜ，必要ね応ずと資料を配布すろ．

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

・進⾏ねよっとぱ，授業計画ば順序が前後すろこながあろ．
・後期ねセメヌーIbを履修すろこな．

 ・⽋席した場合，Google Claかかおoomば資料ぬにを⾒ろ，友⼈や担当教員ね聞くぬにば⽅法ど当該授業ば内容を理解
しとおくこな．

朝野 美穂 m２aかano@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

22039314 −

セメヌーⅠａ 演習

前川 武

前川 武

1年 2022年度前期 1単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 70%

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 70%

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． -

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． -

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． 70%

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… -

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． -

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． -

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． 70%

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． 70%

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． -

ㅤルウフドジウン学科ば学⽣なしと学⽣⽣活を有意義きつ積極的ね送ろたゃね，履修⽅法，卒業要件，資格取得等ねついと理解しとおく必要があろ．『セメ
ヌーⅠa』どぱ，2年間ば履修計画を⽴と，短期⼤学どば学習や学⽣⽣活ばイニバウスを⾏う．

 ㅤまた，将来社会⼈なしと活躍すろたゃねぱ，学⽣時代ね⼀定ば基礎学⼒やコメュニケーション能⼒を⾝ねつけぬけゎひぬるぬい．『読も・書く・話す』⼒
を向上させろたゃね，⽂章作成や発表を⾏う．受動的ぬ学習どぱぬく，⾃るが課題を⾒つけ，課題を解決しといく能動的ぬ学習⽅法が実践どくろようね指導
すろ．就職・進学対策なしと，⼀般常識対策試験ぬにを実施すろ．

 ㅤ授業ば形態ぱ，講義・ゲロープワーク・発表等どあろ．

1．資格取得ば⽅法や卒業要件ねついと他者ね説明すろこながどくろ．
2．⼀般常識対策試験ど60点以上ば点数を取ろこながどくろ．

 3．PROGテスナば結果を踏まえと，⾃分ば特性を他者ね説明すろこながどくろ．
 4．⼤学祭ぬにば⾏事へ積極的ね参加し，協⼒し合うこながどくろ．

 5．レミーナ課題を論理的ね組め⽴とと作成し，発表すろこながどくろ．

第1回 オリエンテーション〔セメヌーⅠば運営説明〕，『建学ば精神』ば説明
第2回 ミーナフォリオば説明な実践

 第3回 PROGテスナ〔社会⼈基礎⼒測定テスナ『PROG』を受検すろ〕
 第4回 ビソコンば活⽤⽅法

 第5回 価値観ば確認〔セメヌーばメンバーなば対話を通しと⾃分ば価値観を確認し発表すろ〕 
 第6回 PROGテスナ結果解説〔社会⼈基礎⼒測定テスナ『PROG』ば結果を解説すろ〕

 第7回 こゎきるば短⼤⽣活〔こゎきるば短⼤⽣活をにう過ざすきを⽂章化すろ〕
 第8回 図書館テイー〔図書館ば利⽤⽅法，図書ば検索⽅法を演習すろ〕

 第9回 ゲロープワーク〔１〕〔調査計画を⽴とろ〕
 第10回 ゲロープワーク〔２〕〔調査結果をまなゃろ〕

 第11回 ゲロープワーク〔３〕〔調査結果を発表すろ〕
 第12回   ⼀般常識対策ばたゃば模擬試験〔あるきずゃ告知した出題範囲ね基でく模擬試験を実施〕

 第13回 ⼤学祭ば準備
 第14回   ⼀般常識対策本試験〔あるきずゃ告知した出題範囲ね基でく本試験を実施〕

 第15回 前期ば振れ返れ

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

各回ねつく，事前，事後学習を合わせ1時間以上ば学習を必要なすろ．
＋第1回－

 ①事前学修課題：短⼤ば公式ペーズど⼤阪国際学園ば建学ば精神ねついと調ほとおくこな
 



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

②事後学修課題：本学園ば建学ば精神ねついとそば意味をあるたゃと考えとめろこな
＋第2回－

 ①事前学修課題：学修ミーナフォリオなぱ何きを調ほとおくこな
 ②事後学修課題：⾃分ば学修ミーナフォリオを確認すろこな

 ＋第3回－
 ①事前学修課題：『社会⼈基礎⼒』『ズェネリックスキロ』なぱ何きねついと調ほとおくこな

 ②事後学修課題：受検した2種類ばテスナば問題きる，こゎまど⾃分が受けとくた教科テスナな何が異ぬろきを考えろこな
 ＋第4回－

 ①事前学修課題：ビソコンば操作どわきるぬいこなをまなゃとおくこな
 ②事後学修課題：授業ど聞いたビソコンば活⽤⽅法ば中ど気ねぬったこなを実践しとめろこな

 ＋第5回－
 ①事前学修課題：⾃分がこゎまどにばようぬこなを重視しとくたきを考えとくろこな

 ②事後学修課題：他ばメンバーば価値観を聞いと感ずたこなを書くなゃとおくこな
 ＋第6回－

 ①事前学修課題：コンブテンシーテスナば測定項⽬きる，『対⼈基礎⼒』『対⾃⼰基礎⼒』『対課題基礎⼒』なぱ何きを考えろこな
 ②事後学修課題：測定項⽬ば個別結果きる，⾃⾝ば強めな弱めを把握すろ．また，解説書を利⽤しと，向上させたい⼒を考え，向上させろたゃね努⼒すろ場

⾯・⽅法ぬに，具体的ぬ⾏動⽬標・⾏動計画を⽴とろこな
 ＋第7回－

 ①事前学修課題：こゎきるば短⼤⽣活をにばようね過ざしたいき考えとくろこな
 ②事後学修課題：あるたゃと短⼤⽣活を通ずと⾃分がにうぬれたいきウメーズすろこな

 ＋第8回－
 ①事前学修課題：図書館ば利⽤法ねついと考えろこな

 ②事後学修課題：図書館ば利⽤⽅法，図書検索ばミウンナねついと，ノーナねまなゃろこな
 ＋第9回－

 ①事前学修課題：短⼤⽣活〔授業，施設・設備，課外活動ぬに〕ねついと知れたいこなをまなゃとおくこな
 ②事後学修課題：⾃分ば担当ば調査を⾏うこな

 ＋第10回－
 ①事前学修課題：⾃分ば担当ば調査ど不⾜しといろもばや整合性ば取ゎといぬいもばがぬいき確認しとおくこな

 ②事後学修課題：質疑応答ば準備をしとおくこな
 ＋第11回－

 ①事前学修課題：発表ば準備・練習をしとおくこな
 ②事後学修課題：⾃分ばゲロープば発表ね対すろコメンナを読アど振れ返ろこな

 ＋第12回－
①事前学修課題：あるきずゃ告知した範囲ば勉強をしとおくこな

 ②事後学修課題：出題さゎた問題ばうち間違えた箇所ねついと復習しとおくこな
 ＋第13回－

 ①事前学修課題：学園祭ば出し物ね必要ぬもばねついと考えとくろ
 ②事後学修課題：決ゃるゎた役割ね従っと準備を⾏う

 ＋第14回－
 ①事前学修課題：前回ば模擬問題を復習しとおくこな

 ②事後学修課題：出題さゎた問題ばうち間違えた箇所ねついと復習しとおくこな
 ＋第15回－

 ①事前学修課題：前期を振れ返れ，どくたこな，どくぬきったこなをねついと考えとくろこな
 ②事後学修課題：前期を振れ返れ，そば結果を基ね今後ば⽬標を設定すろこな

・授業期間内ば課題ねついとぱ，Google Claかかおoomねよっと採点を⾏い，適宜コメンナを付す．
・⼀般常識対策試験ねついとぱ，結果を開⽰し，必要ね応ずと解説を⾏う．

以下ね⽰すなおれ，授業期間中ね実施さゎろ⼀般常識対策試験，ゲロープワーク，演習課題，発表，授業終講後ば定期試験ね代わろレミーナば評価結果ね基
でく総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
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⼀般常識対策試験〔15〕
ゲロープワーク〔20〕

 演習課題〔20〕
 発表〔15〕
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30 前期ば振れ返れレミーナ〔30〕 5

0

テキスナぱ使⽤せぜ，必要ね応ずと資料を配布すろ．

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

・進⾏ねよっとぱ，授業計画ば順序が前後すろこながあろ．
・後期ねセメヌーIbを履修すろこな．



担当教員へば連絡⽅法

・⽋席した場合，Google Claかかおoomば資料ぬにを⾒ろ，友⼈や担当教員ね聞くぬにば⽅法ど当該授業ば内容を理解
しとおくこな．

前川 武 がmaekawa@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

22039315 −

セメヌーⅠａ 演習

加藤 淳⼀

加藤 淳⼀

1年 2022年度前期 1単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 70%

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 70%

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． -

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． -

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． 70%

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… -

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． -

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． -

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． 70%

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． 70%

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． -

ルウフドジウン学科ば学⽣なしと学⽣⽣活を有意義きつ積極的ね送ろたゃね，履修⽅法，卒業要件，資格取得等ねついと理解しとおく必要があろ．
『セメヌーⅠa』どぱ，2年間ば履修計画を⽴と，短期⼤学どば学習や学⽣⽣活ばイニバウスを⾏う．

 また，将来社会⼈なしと活躍すろたゃねぱ，学⽣時代ね⼀定ば基礎学⼒やコメュニケーション能⼒を⾝ねつけぬけゎひぬるぬい．『読も・書く・話す』⼒を
向上させろたゃね，⽂章作成や発表を⾏う．受動的ぬ学習どぱぬく，⾃るが課題を⾒つけ，課題を解決しといく能動的ぬ学習⽅法が実践どくろようね指導す
ろ．

 就職・進学対策なしと，⼀般常識対策試験ぬにを実施すろ．
 授業ば形態ぱ，講義・ゲロープワーク・発表等どあろ．

1３資格取得ば⽅法や卒業要件ねついと他者ね説明すろこながどくろ．
2３⼀般常識対策試験ど60点以上ば点数を取ろこながどくろ．

 3３PROGテスナば結果を踏まえと，⾃分ば特性を他者ね説明すろこながどくろ．
 4３各種⾏事へ積極的ね参加し，協⼒し合うこながどくろ．

 5３レミーナ課題を論理的ね組め⽴とと作成し，発表すろこながどくろ．

＋第1回－オリエンテーション〔セメヌーⅠば運営説明〕，『建学ば精神』ば説明
＋第2回－ミーナフォリオば説明な実践

 ＋第3回－PROGテスナ〔社会⼈基礎⼒測定テスナ『PROG』を受検すろ〕
 ＋第4回－⼤学ど学ぶたゃばスキロ1〔⼤学⽣活ねおけろ時間管理な健康管理ねついと〕

 ＋第5回－⼤学ど学ぶたゃばスキロ2〔講義なノーナねついと，事実な意⾒ねついと〕
 ＋第6回－⼤学ど学ぶたゃばスキロ3〔情報ば検索・資料ば収集⽅法ぬに，調ほろこなねついと〕

 ＋第7回－⼤学ど学ぶたゃばスキロ4〔情報や資料ば整理⽅法ぬに，調ほろこなねついと〕
 ＋第8回－図書館テイー〔図書館ば利⽤⽅法，図書ば検索⽅法を演習すろ〕

 ＋第9回－⼤学ど学ぶたゃばスキロ5〔プレゼンテーションば基本４ビワーミウンナねついと基礎知識〕
 ＋第10回－⼤学ど学ぶたゃばスキロ6〔プレゼンテーションば基本４ビワーミウンナ作成〕

 ＋第11回－⼤学ど学ぶたゃばスキロ7〔プレゼンテーションば基本４プレゼンテーション実施〕
 ＋第12回－⼀般常識対策ばたゃば模擬試験〔あるきずゃ告知した出題範囲ね基でく模擬試験を実施〕

 ＋第13回－企業研究ば基礎
 ＋第14回－⼀般常識対策本試験〔あるきずゃ告知した出題範囲ね基でく本試験を実施〕

 ＋第15回－前期ば振れ返れ〔前期終講すろねあたっとば各種連絡や，後期ね向けとば留意事項や課題ねついと説明を⾏う〕

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

各回ねつく，事前・事後学習を合せと1時間以上ば学習を必要なすろ．



成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

全体ね向け，課題やレミーナね対しとば振れ返れなフィーニバックを⾏うな共ね，必要ね応ずと個⼈ね対し，課題やレミーナばコメンナぬにをClaかかおoomや
OIUメーロ，またぱ直接⼝頭ど⾏う．

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ，総合的ね判定ば上，所定ば単位を認定すろ．
ぬお，正当ぬ理由ぬく，⽋席ば回数が授業回数ば1４3を超えろ〔6回以上⽋席〕ば場合ぱ，評価ば対象なせぜ，『K』評価なすろ．

30 ⼀般常識対策試験ば評価〔10〕
授業中ね作成指⽰したビワーミウンナば内容を評価〔20〕 2３5

0

0

20 レミーナや課題ば記⼊状況や内容を評価 5

50 受講態度・ムヌー，授業へば積極的ぬ取組姿勢を評価 1３3３4３5

テキスナぱ使⽤しぬい．
必要ね応ずと，プリンナを配布すろ．

必要ね応ずと，授業ば中ど紹介すろ．

必修科⽬どあろ．
積極的ね参加し，発⾔をすろ能⼒を⾝ね付けろこなを期待すろ．

 進⾏ねよっとぱ，授業計画ば順序が前後したれ，内容を変更したれすろこながあろ．

加藤 淳⼀ j２kaがo@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

22039316 −

セメヌーⅠａ 演習

阪⼝ 葉⼦

阪⼝ 葉⼦

1年 2022年度前期 1単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 70%

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 70%

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． -

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． -

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． 70%

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… -

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． -

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． -

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． 70%

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． 70%

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． -

ルウフドジウン学科ば学⽣なしと学⽣⽣活を有意義きつ積極的ね送ろたゃね，履修⽅法，卒業要件，資格取得等ねついと理解しとおく必要があろ．『セメヌ
ーⅠa』どぱ，2年間ば履修計画を⽴と，短期⼤学どば学習や学⽣⽣活ばイニバウスを⾏う．

  また，将来社会⼈なしと活躍すろたゃねぱ，学⽣時代ね⼀定ば基礎学⼒やコメュニケーション能⼒を⾝ねつけぬけゎひぬるぬい．『読も・書く・話す』⼒
を向上させろたゃね，⽂章作成や発表を⾏う．受動的ぬ学習どぱぬく，⾃るが課題を⾒つけ，課題を解決しといく能動的ぬ学習⽅法が実践どくろようね指導
すろ．就職・進学対策なしと，⼀般常識対策試験ぬにを実施すろ．授業ば形態ぱ，講義・ゲロープワーク・発表等どあろ．

1３資格取得ば⽅法や卒業要件ねついと他者ね説明すろこながどくろ．
2３⼀般常識対策試験・期末試験ど60点以上ば点数を取ろこながどくろ．

 3３PROGテスナば結果を踏まえと，⾃分ば特性を他者ね説明すろこながどくろ．
 4３⼤学祭ぬにば⾏事へ積極的ね参加し，協⼒し合うこながどくろ．

 5３レミーナ課題を論理的ね組め⽴とと作成し，発表すろこながどくろ．

第1回 オリエンテーション〔セメヌーⅠば運営説明〕，『建学ば精神』ば説明
第2回 ミーナフォリオば説明な実践・⾯談

 第3回 PROGテスナ〔社会⼈基礎⼒測定テスナ『PROG』を受検すろ〕
 第4回 未来ば⾃分をドジウンすろ．学⽣⽣活をいきね充実させ，将来したいこなね繋いどいくきを考えろ．・⾯談

 第5回 社会貢献・地域貢献ねついとば知識を深ゃろ．〔にアぬ社会貢献や地域貢献があろきを概説すろ〕・⾯談
 第6回 PROGテスナ結果解説

 第7回 図書館テイー〔図書館ば利⽤⽅法，図書ば検索⽅法を演習すろ〕
 第8回 関⻄国際空港どばAKV25活動ねついと紹介・予習すろ．

 第9回 セメヌーウベンナ
 第10回 留学⽣なば交流(留学⽣ばスケズューロや他ば理由ねよれ，⽇程がきわろこながあろ〕

 第11回 本学な産学連携協定を結アどいろ新規航空会社『ナキエイ』な，にアぬコルマレーションがどくろきを考えろ．
 第12回   ⼀般常識対策ばたゃば模擬試験〔あるきずゃ告知した出題範囲ね基でく模擬試験を実施〕・⾯談

 第13回 11回ど話し合った，本学な新規航空会社『ナキエイ』なばコルマレーション案をまなゃろ．
 第14回   ⼀般常識対策本試験〔あるきずゃ告知した出題範囲ね基でく本試験を実施〕・⾯談

 第15回 前期ばふれきえれ・⾯談

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

授業〔１回ねつく２時間なしと計算〕な事前事後ばあわせと１単位あたれ４５時間が必要どす．
各回ねつく，事前，事後学習を合わせ1時間以上ば学習を必要なすろ．

 ＋第1回－
 ①事前学修課題：オリエンテーションど配布さゎた書類・履修ば⼿引くをよく読アど，履修登録ね間違いがぬいき確認すろななもね疑問点を整理しとおくこ



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

な
②事後学修課題：授業ど指導さゎた内容を確認し，必要ね応ずと履修登録ね反映させとおくこな

 ＋第2回－
 ①事前学修課題：教育分野ば『ミーナフォリオ』なぱ何きねついとウンターネッナ等ど調ほろ．

 ②事後学修課題：授業ど指導さゎた内容を確認すろ．
 ＋第3回－

 ①事前学修課題：『社会⼈基礎⼒』『ズェネリックスキロ』なぱ何きねついと調ほろ
 ②事後学修課題：受検した2種類ばテスナば問題きる，こゎまど⾃分が受けとくた教科テスナな何が異ぬろきを考えろ

 ＋第4回－
 ①事前学修課題： 2年間ば学⽣⽣活ど何をしたいき，すろほくきねついと考えとおく．

 ②事後学修課題： 今後すほくこなをノーナね書くぬにしと，まなゃとおく．
 ＋第5回－

 ①事前学修課題： 社会貢献・地域貢献ねついと，ウンターネッナぬにど調ほろ．⾯談ど話したいこな，聞くたいこなを考えろ．
 ②事後学修課題： 今⽇ば授業内容を振れ返れ，⾃分がにアぬ活動ね参加どくろきを考えろ．

 ＋第6回－
 ①事前学修課題：コンブテンシーテスナば測定項⽬きる，『対⼈基礎⼒』『対⾃⼰基礎⼒』『対課題基礎⼒』なぱ何きを考えろこな

 ②事後学修課題：測定項⽬ば個別結果きる，⾃⾝ば強めな弱めを把握すろ．また，解説書を利⽤しと，向上させたい⼒を考え，向上させろたゃね努⼒すろ場
⾯・⽅法ぬに，具体的ぬ⾏動⽬標・⾏動計画を⽴とろこな

 ＋第7回－
 ①事前学修課題：図書館ば利⽤法ねついと考えろこな

 ②事後学修課題：図書館ば利⽤⽅法，図書検索ばミウンナねついと，ノーナねまなゃろこな
 ＋第8回－

 ①事前学修課題： 関⻄空港どばAKV活動なぱ，にアぬもばきを学校ホームペーズぬにど⾒とおく．
 ②事後学修課題： AKV活動ねついと，空港どば参加やオンルウンどば参加ぬに，参加⽅法や⽇程を考えろ．

 ＋第9回－
 ①セメヌーウベンナへば⽤意をすろ

 ②セメヌーウベンナど良きったこなを書く留ゃろ．
 ＋第10回－

 ①事前学修課題： 留学⽣なば交流時ねすろ⾃⼰紹介を考えとおく．
 ②事後学修課題： 留学⽣なば交流ど感ずたこなぬにをノーナね書く留ゃろ．

 ＋第11回－
 ①事前学修課題： 本学な産学連携協定を結アどいろ新規航空会社なにアぬコルマレーションがどくろきを考えろ．

 ②事後学修課題： 今⽇セメヌーど話したこなねついと，実現可能ぬプルンを考えろ．
＋第12回－

 ①事前学修課題：あるきずゃ配布した模擬問題を解いとおくこな
 ②事後学修課題：出題さゎた問題ばうち間違えた箇所ねついと復習しとおくこな

 ＋第13回－
 ①事前学修課題： 第11回ど話し合ったこなど，にばようね実現どくろきを考えろ．

 ②事後学修課題： 今⽇ば意⾒交換ど役⽴ったこなをメモね書いとおく．
 ＋第14回－

 ①事前学修課題：あるきずゃ配布した模擬問題を解いとおくこな
 ②事後学修課題：出題さゎた問題ばうち間違えた箇所ねついと復習しとおくこな

 ＋第15回－
 ①事前学修課題：振れ返れ，今後ば⽬標を設定すろこな

 ②事後学修課題：全体を振れ返れ，今後ば⽬標を設定すろこな

授業内ど作成すろレミーナや発表ねついとぱ，授業中ね即座ねフィーニバックすろ．
あろいぱ授業後ば早い段階ど，Google Claかかおoomどフィーニバックすろ．

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
⼀般常識対策試験ば得点(30)

 レミーナ課題を論理的ね組め⽴とと作成し発表すろ．(20)
 ⾏事へ積極的ね参加すろ．(25)

 レミーナ試験(25)
 

30 ⼀般常識対策試験ば得点(30) 2

20 レミーナ課題(20) 5

0

25 レミーナ試験(25) 2

25 ⾏事へば参加(25) 4

テキスナぱ使⽤せぜ，必要ね応ずとプリンナを配布すろき，授業資料をGoogle Claかかおoomね添付すろ．

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

⼼配や不安ぬこながあゎひ，いつども相談しとくぢさい．



履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法 阪⼝ 葉⼦ y２かakagきchi@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

22039317 −

セメヌーⅠａ 演習

杉⼭ 維彦

杉⼭ 維彦

1年 2022年度前期 1単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 70%

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 70%

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． -

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． -

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． 70%

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… -

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． -

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． -

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． 70%

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． 70%

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． -

ルウフドジウン学科ば学⽣なしと学⽣⽣活を有意義きつ積極的ね送ろたゃね，履修⽅法，卒業要件，資格取得等ねついと理解しとおく必要があろ．『セメヌ
ーⅠa』どぱ，2年間ば履修計画を⽴と，短期⼤学どば学習や学⽣⽣活ばイニバウスを⾏う．

  
また，将来社会⼈なしと活躍すろたゃねぱ，学⽣時代ね⼀定ば能⼒を⾝ねつけとおく必要があろたゃ，レミーナば作成法ぬにねついとば指導を⾏う．

 さるね，就職・進学対策なしと，キャリイサミーナセンターギウニテイー，⼀般常識対策試験ぬにを実施すろ．
 授業ば形態ぱ，講義・ゲロープワーク・発表等を取れ交ぞたもばどあろ．

１． ⼀般常識対策試験ど⾼得点を取ろ
２． ⾃⼰発⾒レミーナば結果を踏まえ，⾃分⾃⾝ば性格を理解し将来を考えろ

 ３． ⽂字を読め理解し，他⼈ね説明が出来ろようねぬろ

第1回 オリエンテーション〔セメヌーⅠば運営説明〕・『建学ば精神』ば説明〕
第2回 ミーナフォリオば説明な実践

 第3回 PROGテスナ〔社会⼈基礎⼒測定テスナ『PROG』を受検すろ〕
 第4回 ⼤学ど学ぶスキロ① (1３講義なノーナば取れ⽅ 2３時間管理)

 第5回 ⼤学ど学ぶスキロ② (1３事実な意⾒ 2３情報収集)
 第6回 ⼤学ど学ぶスキロ⑤ (1３レミーナば書く⽅ 2３参考⽂献)

 第7回 フィーロニワーク
 第8回 ⽇本語を読も① (1３課題発表(好くぬ本ばズャンロ) 2３新聞記事)

 第9回 ⽇本語を読も② (1３課題発表(新聞) 2３短い⽂章を読も)
 第10回 ⽇本語を読も⑤ (1３課題発表(雑誌) 2３書くこなば練習)
 第11回 ⽇本語を書く (プレゼンテーション準備)

 第12回   ⼀般常識対策ばたゃば模擬試験〔あるきずゃ告知した出題範囲ね基でく模擬試験を実施〕
 第13回 夏休めば過ざし⽅ (プレゼンテーション)〔またぱ，フィーロニワーク②〕

 第14回   ⼀般常識対策本試験〔あるきずゃ告知した出題範囲ね基でく本試験を実施〕
 第15回 前期学習内容ば振れ返れ・夏休め前ば事前連絡

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

事前ね次回ど⾏うこなを指⽰またぱ課題を出すばど，必ぜ事前調査や課題を⾏っとおくこな．
講義ば後ぱ，必ぜリブーナしとおくこな．

 各回ねつく，事前，事後学習を合わせと1時間以上ば学習を必要なすろ．
  

＋第1回－
 



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

事前 オリエンテーションど配布さゎた書類・履修ば⼿引くをよく読アど，履修登録ね間違いがぬいき確認すろななもね疑問点を整理しとおくこな
事後 指導さゎた内容を確認し，必要ね応ずと履修登録ね反映させとおくこな

  
＋第2回－

 事前 ミーナフォリオなぱ何き調ほとおくこな
 事後 授業ど指導さゎた内容を確認し，⾃分ば学習ねおけろ⻑所・短所を考えとめろ

  
＋第3回－

 事前 『社会⼈基礎⼒』な『ズェネリックスキロ』なぱ何き調ほとくろ
 事後 テスナば回答を思い出し，⾃分ば性格ねおけろ⻑所・短所を考えとめろ

  
＋第4回－

 事前 ⾼校な⼤学ば授業ば違いを考えとくろ
 事後 1週間ば⾃分ば時間管理ば表を作っとめろ

  
＋第5回－

 事前 事実な意⾒ば違いねついと調ほとくろ
 事後 ウンスタゲルムば投稿きる事実な意⾒ば違いねついと考えろ

  
＋第6回－

 事前 事実な意⾒ば違いねついと調ほとくろ
 事後 ウンスタゲルムば投稿きる事実な意⾒ば違いねついと考えろ

  
＋第7回－

 事前 フィーロニワーク先ば⾏先ねついと調ほとくろ
 事後 フィーロニワークど⾏ったこなをまなゃろ

  
＋第8回－

 事前 好くぬズャンロば本ねついとまなゃとくろ
 事後 新聞記事を多く読アどめろ

  
＋第9回－

 事前 最近ば新聞記事きる気ねぬろニュースをまなゃとくろ
事後 簡単ぬ⼩説や実⽤書を読アどめろ

  
＋第10回－

 事前 好くぬ雑誌をねついとまなゃとくろ
 事後 実際ね感想⽂を書いとめろ

  
＋第11回－

 事前 ⾃分ば趣味ねついと発表原稿を作っとくろ
 事後 プレゼンテーションば原稿を完成させろ

  
＋第12回－

 事前 テキスナばあるきずゃ告知した出題範囲を学習しとくろ
 事後 試験ば解答を思い出し，本試験ね向けと学習すろ

  
＋第13回－

 事前 プレゼンテーション(ビワーミウンナ)を完成させとくろ
 事後 ほきば⼈ば趣味を理解すろ

  
＋第14回－

 事前 テキスナばあるきずゃ告知した出題範囲を学習しとくろ
 事後 試験ば解答を思い出し，不得⼿ぬ部分を学習すろ

  
＋第15回－

 事前 前期ば授業全体を振れ返っとくろ
 事後 全体を振れ返れ，今後ば⽬標を⽴とろ

 

毎回コメンナシーナぬにば記述や，発⾔ぬにを⾏っともるう．
記述したもばぱ追っと返却し，発⾔ねついとぱそば都度コメンナバックします． 

 また，⼀般常識対策試験ぱ採点後返却すろ．

授業態度，課題，授業へば貢献度を総合的ね判断すろ

50 授業態度，ドィスカッションや発表ば参加度，指名どば返答数を考慮
すろ

 
１・２・３

0



定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

30 ⼤学⽣活基本・⾃分ば読アぢ本・プレゼンテーション・フィーロニワ
ークば感想ぬにねついと出題すろ

１・２・３

20 テームぱ講義中ね指⽰すろばど出来ろ限れ⽋席しぬいようね
フィーロニワークも⾏う １・２・３

0

テキスナぱ使⽤しぬい

必要ね応ず紹介すろ

進⾏ねよっとぱ，授業計画ば順序が前後したれ，内容を変更したれすろこながあろ．
後期ねセメヌーⅠbを必ぜ履修すろこな．

  
Schedきleか aおe かきbjecが がo change wiがhoきが noがice３

杉⼭ 維彦 か２かきgiyama@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

22039318 −

セメヌーⅠａ 演習

森⽥ 篤司

森⽥ 篤司

1年 2022年度前期 1単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 70%

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 70%

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． -

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． -

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． 70%

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… -

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． -

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． -

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． 70%

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． 70%

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． -

ず ルウフドジウン学科ば学⽣なしと学⽣⽣活を有意義きつ積極的ね送ろたゃね，履修⽅法，卒業要件，資格取得等ねついと理解しとおく必要があろ．『セ
メヌーⅠa』どぱ，2年間ば履修計画を⽴と，短期⼤学どば学習や学⽣⽣活ばイニバウスを⾏う．

  また，将来社会⼈なしと活躍すろたゃねぱ，学⽣時代ね⼀定ば基礎学⼒やコメュニケーション能⼒を⾝ねつけぬけゎひぬるぬい．『読も・書く・話す』⼒
を向上させろたゃね，⽂章作成や発表を⾏う．受動的ぬ学習どぱぬく，⾃るが課題を⾒つけ，課題を解決しといく能動的ぬ学習⽅法が実践どくろようね指導
すろ．就職・進学対策なしと，⼀般常識対策試験ぬにを実施すろ．

  授業ば形態ぱ，講義・ゲロープワーク・発表等どあろ．

1３ 資格取得ば⽅法や卒業要件ねついと他者ね説明すろこながどくろ．
2３ ⼀般常識対策試験ど60点以上ば点数を取ろこながどくろ．

 3３ PROGテスナば結果を踏まえと，⾃分ば特性を他者ね説明すろこながどくろ．
 4３ 課題研究プワズェクナ，学外授業，⼤学祭ぬにば⾏事へ積極的ね参加し，協⼒し合うこながどくろ．

 5３ レミーナ課題を論理的ね組め⽴とと作成し，発表すろこながどくろ．

第1回 オリエンテーション〔セメヌーⅠば運営説明〕，『建学ば精神』ば説明
第2回 ミーナフォリオば説明な実践

 第3回 PROGテスナ〔社会⼈基礎⼒測定テスナ『PROG』を受検すろ〕
 第4回 図書館テイー〔図書館ば利⽤⽅法，図書ば検索ば仕⽅ねついと学ぶ〕

 第5回 課題研究プワズェクナ1：チーム毎ねテームを選出し，課題な解決ねついと調査すろ
 第6回 PROGテスナ〔社会⼈基礎⼒測定テスナ『PROG』ば結果を解説すろ〕

 第7回 課題研究プワズェクナ2：チームど議論した内容をビワーミウンナねまなゃろ
 第8回 課題研究プワズェクナ3：チーム毎ねプワズェクナばまなゃを発表すろ

 第9回 討論会〔ドィベーナ1〕ドィベーナテームね関すろ情報をチーム毎ね収集分析すろ
 第10回 討論会〔ドィベーナ2〕チームばミズションをサミーナすろ論拠を固ゃろ

 第11回 討論会〔ドィベーナ3〕ドィベーナを⾏い，⾃分ばチームばミズションを論理的ね主張すろ
 第12回   ⼀般常識対策ばたゃば模擬試験〔あるきずゃ告知した出題範囲ね基でく模擬試験を実施〕

 第13回 学外授業：⼤阪企業家メューズイム訪問
 第14回   ⼀般常識対策本試験〔あるきずゃ告知した出題範囲ね基でく本試験を実施〕

 第15回 前期ば振れ返れ

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

1回ねつく，事前，事後学習を合わせ1時間以上ば学習を必要なすろ．
 
＋第1回－

 



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

①事前学修課題：オリエンテーションど配布さゎた書類・履修ば⼿引くをよく読アど，履修登録ね間違いがぬいき確認すろななもね疑問点を整理しとおく
②事後学修課題：授業ど指導さゎた内容を確認し，必要ね応ずと履修登録ね反映させとおく

 ＋第2回－
 ①事前学修課題：ミーナフォリオ準備

 ②事後学修課題：ミーナフォリオば内容確認
 ＋第3回－

 ①事前学修課題：キャンビスルウフねついとば⾃分ば理想な⽬標を考えろ
 ②事後学修課題：授業ど鑑賞したビドオば⼤切ぬ部分を改ゃと⾒直し⾃分ば⼈⽣を考えろ

 ＋第4回－
 ①事前学修課題：ウンターネッナぬにどOIUば図書館ば紹介を事前ね確認し概要を理解すろ

 ②事後学修課題：図書館ば利⽤⽅法，図書検索ばミウンナねついとノーナねまなゃろ
 ＋第5回－

 ①事前学修課題：時事問題や社会ば関⼼事ねついと考えろ
 ②事後学修課題：プワズェクナメンバーな取れ組も課題ば選定ねついと相談すろ

 ＋第6回－
 ①事前学修課題：コンブテンシーテスナば測定項⽬きる，『対⼈基礎⼒』『対⾃⼰基礎⼒』『対課題基礎⼒』なぱ何きを考えろ

 ②事後学修課題：測定項⽬ば個別結果きる，⾃⾝ば強めな弱めを把握すろ．また，解説書を利⽤しと，向上させたい⼒を考え，向上させろたゃね努⼒すろ場
⾯・⽅法ぬに，具体的ぬ⾏動⽬標・⾏動計画を⽴とろ

 ＋第7回－
 ①事前学修課題：ビソコンどビワーミウンナば使⽤・練習を⾏う

 ②事後学修課題：授業中ね作成したプレゼンテーション資料ば最終⾒直しな仕上ごを⾏う
 ＋第8回－

 ①事前学修課題：プレゼンテーションば事前ば練習を⾏う
 ②事後学修課題：⾃⼰ばチームばプレゼンテーションね対すろ他チームきるばコメンナを⾒直し改善点を考察すろ

 ＋第9回－
 ①事前学修課題：卒業後ば進路ねついと考えとおくこな

 ②事後学修課題：就職部ギウニテイーねついとば感想をまなゃとおくこな
 ＋第10回－

 ①事前学修課題：ドィベーナば意義，⽅法ぬにねついと調ほ，事前知識を得とおく
 ②事後学修課題：ドィベーナ実施ね当たっと⾃分たちばミズションをサミーナすろ情報を集ゃろ

 ＋第11回－
 ①事前学修課題：ドィベーナテームね関すろ情報ば有効的活⽤を考えろ

 ②事後学修課題：論理的主張ば⽅法を検討すろ
＋第12回－

 ①事前学修課題：⼀般常識問題テキスナば中ど指定さゎた出題範囲ば問題ね事前ね取れ組も
 ②事後学修課題：⼀般常識問題を⾒直し，理解どくろようねぬろ

 ＋第13回－
 ①事前学修課題：学外授業ど取れあごろ3名ば企業⼈ね対すろ事前調査を実施し質問を考えろ

 ②事後学修課題：学外授業どば学びをレミーナねまなゃろ
 ＋第14回－

 ①事前学修課題：あるきずゃ配布した模擬問題を解いとおくこな
 ②事後学修課題：本試験ど出題さゎた問題ばうち間違えた箇所ねついと復習しとおくこな

 ＋第15回－
 ①事前学修課題：後期ね向けた⽬標を事前ね検討すろ

 ②事後学修課題：授業中ねまなゃた前期ば学び後期ば⽬標を改ゃと⾒直しとおく

Claかかおoomねと，各種ば取れ組めね対すろ評価及び随時コメンナをフィーニバックすろ．

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ60点以上を合格なしと所定ば単位を認定すろ．
正当ぬ理由無しね5回以上⽋席した場合ねぱ原則なしと評価不能なめぬしK評価なすろ．

60

プワファウロレミーナ〔20〕
⼀般常識対策模擬試験〔10〕

 課題研究プワズェクナ〔20〕
 ドィベーナ〔10〕

プワファウロレミー
ナ：1１ 3

 ⼀般常識対策試験：2
 課題研究プワズェク

ナ：4１ 5
 ドィベーナ 5

30 ⼤阪企業メューズイムレミーナ〔10〕
⾃主課題研究プワズェクナ〔20〕

⼤阪企業メューズイ
ムレミーナ：4１ 5

 ⾃主課題研究プワズ
ェクナ：4１ 5

0

10 前期振れ返れレミーナ〔10〕 前期振れ返れレミー
ナ：5

0



テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

テキスナぱ使⽤しぬい． 必要ね応ずと別途プリンナを配布すろ．

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

進⾏ねよっとぱ，授業計画ば順序が前後したれ，内容を変更したれすろこながあろ．
後期ねセメヌーⅠbを履修すろこな．

 授業を⽋席した場合ぱ，⽋席した授業ば内容をクルスメーナね確認し，⾃るフォワーイップしとおくこな．

森⽥ 篤司 aが２moおiがa@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

22039411 −

セメヌーⅠｂ 演習

中原 亜紀美

中原 亜紀美

1年 2022年度後期 1単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 70%

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 70%

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． -

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． -

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． 70%

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… -

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． -

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． -

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． 70%

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． 70%

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． -

ルウフドジウン学科ば学⽣なしと，学⽣⽣活を有意義きつ積極的ね送ろたゃね，履修⽅法，卒業要件，資格取得等ねついと理解しとおく必要があろ．『セメ
ヌーⅠb』どぱ，⼊学時ね決ゃた進路ば再確認や進路修正しぬがる，短期⼤学どば学びが充実すろようね学⽣⽣活ばイニバウスを⾏う．

  また，将来社会⼈なしと活躍すろたゃねぱ，学⽣時代ね⼀定ば基礎学⼒やコメュニケーション能⼒を⾝ねつけろ必要があろたゃ，レミーナ作成やプレゼン
テーションば⽅法ねついと指導を⾏う．さるね，就職・進学対策なしと，合同進路ギウダンス，⼀般常識試験ば対策，就職活動ねついと⽀援すろ．

  授業ば形態ぱ，講義・ゲロープワーク・発表等どあろ．

１．資格取得ば⽅法や卒業要件ねついと他者ね説明すろこながどくろ．
２．⼀般常識対策試験ど60点以上ば点数を取ろこながどくろ．

 ３．PROGテスナば結果を踏まえと，⾃分ば特性を他者ね説明すろこながどくろ．
 ４．⼤学祭ぬにば⾏事へ積極的ね参加し，協⼒し合うこながどくろ．

 ５．レミーナ課題を論理的ね組め⽴とと作成し，発表すろこながどくろ．

第1回 セメヌーば運営⽅針等ば説明，履修指導〔履修修正ね関しと指導〕，GPAば確認
第2回 コメュニケーションワーク

 第3回 ⽂章表現演習
 第4回 就職対策〔卒業⽣ば話を聞く：キャリイサミーナセンター主催〕

 第5回 キャリイサミーナセンターギウニテイー〔就職部ば役割，利⽤⽅法を説明すろ〕全学映画会〔全学共通映画を視聴し，社会ば動向を学ぶ〕
 第6回 キャリイサミーナセンターギウニテイー〔就職部ば役割，利⽤⽅法を説明すろ〕『⾃⼰PR』作成・実践

 第7回 プレゼンテーション演習①
 第8回 プレゼンテーション演習②
 第9回    就職対策〔履歴書ば書く⽅ねついと説明を受け実践すろ：キャリイサミーナセンター主催〕 

 第10回   ⼀般常識対策ばたゃば模擬試験〔あるきずゃ告知した出題範囲ね基でく模擬試験を実施〕
 第11回   ⼀般常識対策本試験〔あるきずゃ告知した出題範囲ね基でく本試験を実施〕 

 第12回   就職対策〔⾯接指導：キャリイサミーナセンター主催〕
 第13回   進路ギウダンス〔内定した2年⽣ば体験談をウンタビュー形式ど聞く〕

 第14回 『セメヌーⅡa・b』説明会〔終了後，セメヌー希望調査を実施すろ〕
 第15回   振れ返れおよび諸連絡〔後期終講ねあたっとば各種連絡を⾏う．また，２年次ね向けとば留意事項や課題ねついと説明すろ〕

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

＋事前学習－
 次回ば授業テームを確認し，学びたいこなぬにをメモねまなゃとおくこな．

 ＋事後学習－
  授業内どば気でくや学アぢこなをまなゃとおくこな．



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

課題ねついと授業内ど講評し，必要ね応ずと個別指導を⾏う．

以下ば評価割合ね基でく総合的ね評価ば上，60 点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
授業へば積極的参加〔発⾔，質問等〕ぱ加点すろ．

 正当ぬ理由ぬく，５回を超えと授業を⽋席した場合ぱ，原則なしと『Ｋ』評価なすろ．

80 授業中ば発⾔内容・取れ組め〔50〕，提出物状況〔20〕，⼀般常識
対策試験〔10〕 1・2・3・4・5

0

0

20 期末レミーナ 1・3・5

0

テキスナぱ使⽤しぬい

必要ね応ずと授業内ど紹介すろ

進⾏ねよっとぱ，授業計画ば順序が前後すろこながあろ．
前期ねセメヌーIaを履修しといろこな．

 ⽋席した場合，友⼈や担当教員ね聞くぬにば⽅法ど当該授業ば内容を理解しとおくこな．

中原 亜紀美 a２nakahaおa@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

22039412 −

セメヌーⅠｂ 演習

平⽥ 祐⼦

平⽥ 祐⼦

1年 2022年度後期 1単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 70%

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 70%

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． -

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． -

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． 70%

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… -

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． -

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． -

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． 70%

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． 70%

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． -

ず   ルウフドジウン学科ば学⽣なしと，学⽣⽣活を有意義きつ積極的ね送ろたゃね，履修⽅法，卒業要件，資格取得等ねついと理解しとおく必要があろ．
『セメヌーⅠb』どぱ⼊学時ね決ゃた進路ば再確認や進路修正しぬがる，短期⼤学どば学びが充実すろようね学⽣⽣活ばイニバウスを⾏う．

   また，将来社会⼈なしと活躍すろたゃねぱ，学⽣時代ね⼀定ば基礎学⼒やコメュニケーション能⼒を⾝ねつけろ必要があろたゃ，レミーナ作成やプレゼ
ンテーションば⽅法ねついと指導を⾏う．さるね，就職・進学対策なしと，合同進路ギウダンス，⼀般常識試験ば対策，就職活動ねついと⽀援すろ．

   授業ば形態ぱ，講義・ゲロープワーク・発表等どあろ．

１．資格取得ば⽅法や卒業要件ねついと他者ね説明どくろ
２．⼀般常識対策試験ど60点以上ば点数を取ろこながどくろ

 ３．PROGテスナば結果を踏まえと，⾃分ば特性を他者ね説明どくろ
 ４．⼤学祭ぬにばさまじまぬ⾏事へ積極的ね参加し，協⼒し合えろ

 ５．レミーナ課題を論理的ね組め⽴とと作成どくろ
 ６．⾃分ば考えを発表すろこながどくろ

第1回  セメヌーば運営⽅針等ば説明，履修指導〔履修修正ね関しと指導〕，GPAば確認
第2回  ⾃⼰紹介⽂ば作成

 第3回  プレゼンテーション〔⾃⼰紹介〕
 第4回  就職対策〔卒業⽣ば話を聞く：キャリイサミーナセンター主催〕

 第5回  キャリイサミーナセンターギウニテイー〔就職部ば役割，利⽤⽅法を説明すろ〕全学映画会〔全学共通映画を視聴し，社会ば動向を学ぶ〕
 第6回  キャリイサミーナセンターギウニテイー〔就職部ば役割，利⽤⽅法を説明すろ〕『⾃⼰PR』作成・実践

 第7回  ⼩論⽂なレミーナば書く⽅指導
 第8回  ⼩論⽂作成

 第9回     就職対策〔履歴書ば書く⽅ねついと説明を受け実践すろ：キャリイサミーナセンター主催〕 
 第10回   ⼀般常識対策ばたゃば模擬試験〔あるきずゃ告知した出題範囲ね基でく模擬試験を実施〕

 第11回   ⼀般常識対策本試験〔あるきずゃ告知した出題範囲ね基でく本試験を実施〕 
 第12回   就職対策〔⾯接指導：キャリイサミーナセンター主催〕

 第13回   進路ギウダンス〔内定した2年⽣ば体験談をウンタビュー形式ど聞く〕
 第14回 『セメヌーⅡa・b』説明会〔終了後，セメヌー希望調査を実施すろ〕
 第15回   振れ返れおよび諸連絡〔後期終講ねあたっとば各種連絡を⾏う．また，２年次ね向けとば留意事項や課題ねついと説明すろ〕

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

授業〔１回ねつく２時間なしと計算〕な事前事後ばあわせと１単位あたれ45時間が必要なぬろ．
第1回⽬ねついとぱ事後学習2３5時間，他ば回ぱそゎだゎ事前学習1３5時間，事後学習2３5時間を要すろ．事前・事後学習を合わせ4時間以上ば学習を必要なす
ろ．



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

⾯接指導どぱ評価軸を記した⽤紙を提⽰し，反省点を相互確認すろ．

以下ば評価割合ね基でく総合的ね評価し，60 点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
授業へば積極的参加姿勢，提出物，発表，⼀般常識試験等ば総合評価なすろ．

60 ⼀般常識対策試験へば取れ組め，プレゼンテーション 1１2１3１4１5１6

0

0

40 課題提出 5

0

テキスナぱ使⽤せぜね，適宜，プリンナを配布すろ．

進⾏ねよっとぱ，授業計画ば順序が前後すろこながあろ．
 
前期ば『セメヌーⅠa』を履修した上どば指導なぬろたゃ，配付プリンナ等ぱファウロね収納しとおくこな．

平⽥ 祐⼦ y２hiおaがa@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

22039413 −

セメヌーⅠｂ 演習

朝野 美穂

朝野 美穂

1年 2022年度後期 1単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 70%

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 70%

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． -

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． -

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． 70%

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… -

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． -

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． -

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． 70%

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． 70%

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． -

ㅤルウフドジウン学科ば学⽣なしと，学⽣⽣活を有意義きつ積極的ね送ろたゃね，履修⽅法，卒業要件，資格取得等ねついと理解しとおく必要があろ．『セ
メヌーⅠb』どぱ，⼊学時ね決ゃた進路ば再確認や進路修正しぬがる，短期⼤学どば学びが充実すろようね学⽣⽣活ばイニバウスを⾏う．

 ㅤまた，将来社会⼈なしと活躍すろたゃねぱ，学⽣時代ね⼀定ば基礎学⼒やコメュニケーション能⼒を⾝ねつけろ必要があろたゃ，レミーナ作成やプレゼン
テーションば⽅法ねついと指導を⾏う．さるね，就職・進学対策なしと，合同進路ギウダンス，⼀般常識試験ば対策，就職活動ねついと⽀援すろ．

 ㅤ授業ば形態ぱ，講義・ゲロープワーク・発表等どあろ．

1．資格取得ば⽅法や卒業要件ねついと他者ね説明すろこながどくろ．
2．⼀般常識対策試験ど60点以上ば点数を取ろこながどくろ．

 3．PROGテスナば結果を踏まえと，⾃分ば特性を他者ね説明すろこながどくろ．
 4．⼤学祭ぬにば⾏事へ積極的ね参加し，協⼒し合うこながどくろ．

 5．レミーナ課題を論理的ね組め⽴とと作成し，発表すろこながどくろ．

第1回  セメヌーば運営⽅針等ば説明，履修指導〔履修修正ね関しと指導〕，GPAば確認
第2回  ゲロープワーク1〔情報化社会な⼤学⽣活〕

 第3回  ⼤学祭ば準備
 第4回  就職対策〔卒業⽣ば話を聞く：キャリイサミーナセンター主催〕

 第5回  キャリイサミーナセンターギウニテイー〔就職部ば役割，利⽤⽅法を説明すろ〕全学映画会〔全学共通映画を視聴し，社会ば動向を学ぶ〕
 第6回  キャリイサミーナセンターギウニテイー〔就職部ば役割，利⽤⽅法を説明すろ〕『⾃⼰PR』作成・実践

 第7回  ゲロープワーク2〔情報化社会なビズネス〕
 第8回  ゲロープワーク3〔情報化社会なくるし〕

 第9回  就職対策〔履歴書ば書く⽅ねついと説明を受け実践すろ：キャリイサミーナセンター主催〕 
 第10回   ⼀般常識対策ばたゃば模擬試験〔あるきずゃ告知した出題範囲ね基でく模擬試験を実施〕

 第11回   ⼀般常識対策本試験〔あるきずゃ告知した出題範囲ね基でく本試験を実施〕 
 第12回   就職対策〔⾯接指導：キャリイサミーナセンター主催〕

 第13回   進路ギウダンス〔内定した2年⽣ば体験談をウンタビュー形式ど聞く〕
 第14回 『セメヌーⅡa・b』説明会〔終了後，セメヌー希望調査を実施すろ〕
 第15回   振れ返れおよび諸連絡〔後期終講ねあたっとば各種連絡を⾏う．また，２年次ね向けとば留意事項や課題ねついと説明すろ〕

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

各回ねつく，事前，事後学習を合わせ1時間以上ば学習を必要なすろ．
＋第1回－

 ①事前学修課題：前期ば成績を確認し，後期ね追加・変更が必要ぬ科⽬がぬいき確認すろななもね疑問点を整理しとおくこな
 ②事後学修課題：授業ど指導さゎた内容を確認し，必要ね応ずと履修登録ね反映させとおくこな

 



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

＋第2回－
①事前学修課題：⼤学内どば情報化ば取れ組めねついと調ほとくろこな

 ②事後学修課題：ゲロープワークば内容ねついとレミーナをまなゃとおくこな
 ＋第3回－

 ①事前学修課題：⼤学祭ば出し物ね必要ぬもばねついと考えとくろ
 ②事後学修課題：決ゃるゎた役割ね従っと準備を⾏う

 ＋第4回－
 ①事前学修課題：卒業⽣ね聞くたい事項を考えとくろこな

 ②事後学修課題：卒業⽣ば話を聞いと重要な思ったこなをまなゃ，就職活動を始ゃろ際ば留意点なしと書く留ゃとおくこな
 ＋第5回－

 ①事前学修課題：映画会ばテームね即した内容を調ほとくろこな
 ②事後学修課題：映画ば内容ねついとばレミーナをまなゃとおくこな

 ＋第6回－
 ①事前学修課題：⾃分ばPRどくろ要素ねついとあるきずゃ考えとくろこな

 ②事後学修課題：授業内ど考えた⾃⼰PRば内容ねついと実践どくろもばを実践しとめろこな
 ＋第7回－

 ①事前学修課題：ビズネスねおけろ情報化ば取れ組めねついと調ほとくろこな
 ②事後学修課題：ゲロープワークば内容ねついとレミーナをまなゃとおくこな
 ＋第8回－

 ①事前学修課題：くるしば中ば情報化ば取れ組めねついと調ほとくろこな
 ②事後学修課題：ゲロープワークば内容ねついとレミーナをまなゃとおくこな

 ＋第9回－
 ①事前学修課題：⾃⼰分析したもばを持参し，⾃分⾃⾝ばこなを客観的ね書けろようね準備しとくろこな

 ②事後学修課題：履歴書ば書く⽅ばミウンナねついとまなゃ，書けぬきった項⽬ねついと考えとおくこな
 ＋第10回－

 ①事前学修課題：あるきずゃ告知した範囲ば勉強をしとおくこな
 ②事後学修課題：出題さゎた問題ばうち間違えた箇所ねついと復習しとおくこな

 ＋第11回－
 ①事前学修課題：前回ば模擬問題を復習しとおくこな

 ②事後学修課題：出題さゎた問題ばうち間違えた箇所ねついと復習しとおくこな
 ＋第12回－

 ①事前学修課題：⾯接へば臨め⽅ねついと事前ね調ほとおくこな
 ②事後学修課題：⾯接へば臨め⽅ばミウンナねついとまなゃとおくこな

＋第13回－
 ①事前学修課題：2年⽣ば体験談ど聞くたいこなを考えとくろこな

 ②事後学修課題：2年⽣ば体験談ど重要な思ったこなをまなゃ，就職活動を始ゃろ際ば留意点なしと書く留ゃとおくこな
 ＋第14回－

 ①事前学修課題：『セメヌーII説明会資料』を読アど，進路や学修したい内容ぬにきる，２年次ばセメヌー希望ねついと考えとくろこな
 ②事後学修課題：来年度，⾃分⾃⾝が取れ組も際ね注意しぬけゎひぬるぬいこなをまなゃとおくこな

 ＋第15回－
 ①事前学修課題：2年次ね向けとば質問や確認事項をまなゃとおくこな

 ②事後学修課題：1年間ば学びを振れ返れ今後ば⽬標を⽴とろこな

授業内ば課題ぱ，適宜添削やコメンナを付しと返却すろ．また，⼀般常識対策試験ば結果を開⽰し，今後ば学習ね向けたフィーニバックを⾏う．定期試験ね
代わろレミーナば結果ねついとぱ希望者ね個別ねフィーニバックすろ．

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．

70 ⼀般常識対策試験〔30〕，演習課題〔40〕 １，２，３，４，５

0

0

30 前期ば振れ返れレミーナ〔30〕 5

0

テキスナぱ使⽤せぜ，必要ね応ずと資料を配布すろ．

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

・進⾏ねよっとぱ，授業計画ば順序が前後すろこながあろ．
・前期ねセメヌーIaを履修しといろこな．

 ・⽋席した場合，Google Claかかおoomば資料ぬにを⾒ろ，友⼈や担当教員ね聞くぬにば⽅法ど当該授業ば内容を理解
しとおくこな．

朝野 美穂 m２aかano@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

22039414 −

セメヌーⅠｂ 演習

前川 武

前川 武

1年 2022年度後期 1単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 70%

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 70%

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． -

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． -

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． 70%

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… -

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． -

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． -

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． 70%

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． 70%

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． -

ㅤルウフドジウン学科ば学⽣なしと，学⽣⽣活を有意義きつ積極的ね送ろたゃね，履修⽅法，卒業要件，資格取得等ねついと理解しとおく必要があろ．『セ
メヌーⅠb』どぱ，⼊学時ね決ゃた進路ば再確認や進路修正しぬがる，短期⼤学どば学びが充実すろようね学⽣⽣活ばイニバウスを⾏う．

  また，将来社会⼈なしと活躍すろたゃねぱ，学⽣時代ね⼀定ば基礎学⼒やコメュニケーション能⼒を⾝ねつけろ必要があろたゃ，レミーナ作成やプレゼン
テーションば⽅法ねついと指導を⾏う．さるね，就職・進学対策なしと，合同進路ギウダンス，⼀般常識試験ば対策，就職活動ねついと⽀援すろ．

  授業ば形態ぱ，講義・ゲロープワーク・発表等どあろ．

1．資格取得ば⽅法や卒業要件ねついと他者ね説明すろこながどくろ．
2．⼀般常識対策試験ど60点以上ば点数を取ろこながどくろ．

 3．PROGテスナば結果を踏まえと，⾃分ば特性を他者ね説明すろこながどくろ．
 4．⼤学祭ぬにば⾏事へ積極的ね参加し，協⼒し合うこながどくろ．

 5．レミーナ課題を論理的ね組め⽴とと作成し，発表すろこながどくろ．

第1回 セメヌーば運営⽅針等ば説明，履修指導〔履修修正ね関しと指導〕，GPAば確認
第2回 本ば読め⽅〔テームな主張を読め取ろ〕 

 第3回 ⼤学祭ば準備
 第4回 就職対策〔卒業⽣ば話を聞く：キャリイサミーナセンター主催〕

 第5回 キャリイサミーナセンターギウニテイー〔就職部ば役割，利⽤⽅法を説明すろ〕，全学映画会〔全学共通映画を視聴し，社会ば動向を学ぶ〕
 第6回 キャリイサミーナセンターギウニテイー〔就職部ば役割，利⽤⽅法を説明すろ〕，『⾃⼰PR』作成・実践

 第7回 レミーナば書く⽅〔レミーナば⽬的，構成〕 
 第8回 レミーナば書く⽅〔論理ば組め⽴と，表現〕 
 第9回 就職対策〔履歴書ば書く⽅ねついと説明を受け実践すろ：キャリイサミーナセンター主催〕 

 第10回 ⼀般常識対策ばたゃば模擬試験〔あるきずゃ告知した出題範囲ね基でく模擬試験を実施〕
 第11回 ⼀般常識対策本試験〔あるきずゃ告知した出題範囲ね基でく本試験を実施〕 

 第12回 就職対策〔⾯接指導：キャリイサミーナセンター主催〕
 第13回 進路ギウダンス〔内定した2年⽣ば体験談をウンタビュー形式ど聞く〕

 第14回 『セメヌーⅡa・b』説明会〔終了後，セメヌー希望調査を実施すろ〕
 第15回 振れ返れおよび諸連絡〔後期終講ねあたっとば各種連絡を⾏う．また，２年次ね向けとば留意事項や課題ねついと説明すろ〕

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

各回ねつく，事前，事後学習を合わせ1時間以上ば学習を必要なすろ．
＋第1回－

 ①事前学修課題：前期ば成績を確認し，後期ね追加・変更が必要ぬ科⽬がぬいき確認すろななもね疑問点を整理しとおくこな
 ②事後学修課題：授業ど指導さゎた内容を確認し，必要ね応ずと履修登録ね反映させとおくこな

 



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

＋第2回－
①事前学修課題：本ば読め⽅ねにばようぬもばがあろき調ほとおく

 ②事後学修課題：今後本を読もなくねにばようぬ読め⽅が適切き考えろ
 ＋第3回－

 ①事前学修課題：⼤学祭ば出し物ね必要ぬもばねついと考えとくろ
 ②事後学修課題：決ゃるゎた役割ね従っと準備を⾏う

 ＋第4回－
 ①事前学修課題：卒業⽣ね聞くたい事項を考えとくろこな

 ②事後学修課題：卒業⽣ば話を聞いと重要な思ったこなをまなゃ，就職活動を始ゃろ際ば留意点なしと書く留ゃとおくこな
 ＋第5回－

 ①事前学修課題：映画会ばテームね即した内容を調ほとくろこな
 ②事後学修課題：映画ば内容ねついとばレミーナをまなゃとおくこな

 ＋第6回－
 ①事前学修課題：⾃分ばPRどくろ要素ねついとあるきずゃ考えとくろこな

 ②事後学修課題：授業内ど考えた⾃⼰PRば内容ねついと実践どくろもばを実践しとめろこな
 ＋第7回－

 ①事前学修課題：ぬぞレミーナを書くばき，にばようぬレミーナがよいレミーナき考えとくろ
 ②事後学修課題：授業ど学アぢ内容ねついと確認をしとおく

 ＋第8回－
 ①事前学修課題：レミーナ特有ば展開，表現ねにばようぬもばがあろき考えとくろ

 ②事後学修課題：授業ど学アぢ内容ねついと確認をしとおく
 ＋第9回－

 ①事前学修課題：⾃⼰分析したもばを持参し，⾃分⾃⾝ばこなを客観的ね書けろようね準備しとくろこな
 ②事後学修課題：履歴書ば書く⽅ばミウンナねついとまなゃ，書けぬきった項⽬ねついと考えとおくこな
 ＋第10回－

 ①事前学修課題：あるきずゃ告知した範囲ば勉強をしとおくこな
 ②事後学修課題：出題さゎた問題ばうち間違えた箇所ねついと復習しとおくこな

 ＋第11回－
 ①事前学修課題：前回ば模擬問題を復習しとおくこな

 ②事後学修課題：出題さゎた問題ばうち間違えた箇所ねついと復習しとおくこな
 ＋第12回－

 ①事前学修課題：⾯接へば臨め⽅ねついと事前ね調ほとおくこな
 ②事後学修課題：⾯接へば臨め⽅ばミウンナねついとまなゃとおくこな

＋第13回－
 ①事前学修課題：2年⽣ば体験談ど聞くたいこなを考えとくろこな

 ②事後学修課題：2年⽣ば体験談ど重要な思ったこなをまなゃ，就職活動を始ゃろ際ば留意点なしと書く留ゃとおくこな
 ＋第14回－

 ①事前学修課題：『セメヌーII説明会資料』を読アど，進路や学修したい内容ぬにきる，２年次ばセメヌー希望ねついと考えとくろこな
 ②事後学修課題：来年度，⾃分⾃⾝が取れ組も際ね注意しぬけゎひぬるぬいこなをまなゃとおくこな

 ＋第15回－
 ①事前学修課題：２年次ね向けとば質問や確認事項をまなゃとおくこな

 ②事後学修課題：1年間ば学びを振れ返れ今後ば⽬標を⽴とろこな

・授業期間内ば課題ねついとぱ，Google Claかかおoomねよっと採点を⾏い，適宜コメンナを付す．
・⼀般常識対策試験ねついとぱ，結果を開⽰し，必要ね応ずと解説を⾏う．

以下ね⽰すなおれ，授業期間中ね実施さゎろ⼀般常識対策試験，演習課題，授業終講後ば定期試験ね代わろレミーナば評価結果ね基でく総合的ね判定ばう
え，60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．

70 ⼀般常識対策試験〔30〕
演習課題〔40〕

2
1，3，4

0

0

30 1年間ば振れ返れレミーナ〔30〕 3，5

0

テキスナぱ使⽤せぜ，必要ね応ずと資料を配布すろ．

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

・進⾏ねよっとぱ，授業計画ば順序が前後すろこながあろ．
・前期ねセメヌーIaを履修しといろこな．

 ・⽋席した場合，Google Claかかおoomば資料ぬにを⾒ろ，友⼈や担当教員ね聞くぬにば⽅法ど当該授業ば内容を理解
しとおくこな．

前川 武 がmaekawa@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

22039415 −

セメヌーⅠｂ 演習

加藤 淳⼀

加藤 淳⼀

1年 2022年度後期 1単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 70%

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 70%

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． -

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． -

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． 70%

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… -

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． -

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． -

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． 70%

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． 70%

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． -

ルウフドジウン学科ば学⽣なしと，学⽣⽣活を有意義きつ積極的ね送ろたゃね，履修⽅法，卒業要件，資格取得等ねついと理解しとおく必要があろ．
『セメヌーⅠb』どぱ，⼊学時ね決ゃた進路ば再確認や進路修正しぬがる，短期⼤学どば学びが充実すろようね学⽣⽣活ばイニバウスを⾏う．

 また，将来社会⼈なしと活躍すろたゃねぱ，学⽣時代ね⼀定ば基礎学⼒やコメュニケーション能⼒を⾝ねつけろ必要があろたゃ，レミーナ作成やプレゼンテ
ーションば⽅法ねついと指導を⾏う．

 さるね，就職・進学対策なしと，合同進路ギウダンス，⼀般常識試験ば対策，就職活動ねついと⽀援すろ．
 授業ば形態ぱ，講義・ゲロープワーク・発表等どあろ．

1３資格取得ば⽅法や卒業要件ねついと他者ね説明すろこながどくろ．
2３⼀般常識対策試験ど60点以上ば点数を取ろこながどくろ．

 3３PROGテスナば結果を踏まえと，⾃分ば特性を他者ね説明すろこながどくろ．
 4３⼤学祭ぬにば⾏事へ積極的ね参加し，協⼒し合うこながどくろ．

 5３レミーナ課題を論理的ね組め⽴とと作成し，発表すろこながどくろ．
 6３ゲロープど課題ね取れ組め，意⾒交換がどくろ．

＋第1回－セメヌーば運営⽅針等ば説明，履修指導〔履修修正ね関しと指導〕，GPAば確認
＋第2回－⼤学祭ば準備〔⼤学祭へば参加ね向けと準備を⾏ぬう〕

 ＋第3回－全学映画会〔全学共通映画を視聴し，社会ば動向を学ぶ〕
 ＋第4回－就職対策〔卒業⽣ば話を聞く：キャリイサミーナセンター主催〕

 ＋第5回－キャリイサミーナセンターギウニテイー〔就職部ば役割，利⽤⽅法を説明すろ〕
 ＋第6回－キャリイサミーナセンターギウニテイー〔就職部ば役割，利⽤⽅法を説明すろ〕，『⾃⼰PR』作成・実践

 ＋第7回－企業研究ねついと
 ＋第8回－企業研究ば実践

 ＋第9回－就職対策〔履歴書ば書く⽅ねついと説明を受け実践すろ：キャリイサミーナセンター主催〕 
 ＋第10回－⼀般常識対策ばたゃば模擬試験〔あるきずゃ告知した出題範囲ね基でく模擬試験を実施〕

 ＋第11回－⼀般常識対策本試験〔あるきずゃ告知した出題範囲ね基でく本試験を実施〕 
 ＋第12回－就職対策〔⾯接指導：キャリイサミーナセンター主催〕

 ＋第13回－進路ギウダンス〔内定した2年⽣ば体験談をウンタビュー形式ど聞く〕
 ＋第14回－『セメヌーⅡa・b』説明会〔終了後，セメヌー希望調査を実施すろ〕

 ＋第15回－振れ返れおよび諸連絡〔後期終講ねあたっとば各種連絡を⾏う．また，２年次ね向けとば留意事項や課題ねついと説明すろ〕

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

各回ねつく，事前・事後学習を合せと1時間以上ば学習を必要なすろ．



成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

全体ね向け，課題やレミーナね対しとば振れ返れなフィーニバックを⾏うな共ね，必要ね応ずと個⼈ね対し，課題やレミーナばコメンナぬにをClaかかおoomや
OIUメーロ，またぱ直接⼝頭ど⾏う．

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ，総合的ね判定ば上，所定ば単位を認定すろ．
ぬお，正当ぬ理由ぬく，⽋席ば回数が授業回数ば1４3を超えろ〔6回以上⽋席〕ば場合ぱ，評価ば対象なせぜ，『K』評価なすろ．

20 ⼀般常識対策試験ば評価 2

0

0

30 レミーナや課題ば記⼊状況や内容を評価 3３5

50 受講態度・ムヌー，授業へば積極的ぬ取組姿勢を評価 1３3３4３5３6

テキスナぱ使⽤しぬい．
必要ね応ずと，プリンナを配布すろ．

必要ね応ずと，授業ば中ど紹介すろ．

必修科⽬どあろ．
積極的ね参加し，発⾔をすろ能⼒を⾝ね付けろこなを期待すろ．

 進⾏ねよっとぱ，授業計画ば順序が前後したれ，内容を変更したれすろこながあろ．

加藤 淳⼀ j２kaがo@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

22039416 −

セメヌーⅠｂ 演習

阪⼝ 葉⼦

阪⼝ 葉⼦

1年 2022年度後期 1単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 70%

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 70%

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． -

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． -

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． 70%

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… -

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． -

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． -

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． 70%

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． 70%

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． -

ルウフドジウン学科ば学⽣なしと，学⽣⽣活を有意義きつ積極的ね送ろたゃね，履修⽅法，卒業要件，資格取得等ねついと理解しとおく必要があろ．『セメ
ヌーⅠb』どぱ，⼊学時ね決ゃた進路ば再確認や進路修正しぬがる，短期⼤学どば学びが充実すろようね学⽣⽣活ばイニバウスを⾏う．また，将来社会⼈な
しと活躍すろたゃねぱ，学⽣時代ね⼀定ば基礎学⼒やコメュニケーション能⼒を⾝ねつけろ必要があろたゃ，レミーナ作成やプレゼンテーションば⽅法ねつ
いと指導を⾏う．さるね，就職・進学対策なしと，合同進路ギウダンス，⼀般常識試験ば対策，就職活動ねついと⽀援すろ．授業ば形態ぱ，講義・ゲロープ
ワーク・発表等どあろ．

1３資格取得ば⽅法や卒業要件ねついと他者ね説明すろこながどくろ．
2３⼀般常識対策試験・期末試験ど60点以上ば点数を取ろこながどくろ．

 3３PROGテスナば結果を踏まえと，⾃分ば特性を他者ね説明すろこながどくろ．
 4３⼤学祭ぬにば⾏事へ積極的ね参加し，協⼒し合うこながどくろ．

 5３レミーナ課題を論理的ね組め⽴とと作成し，発表すろこながどくろ．

第1回  セメヌーば運営⽅針等ば説明，履修指導〔履修修正ね関しと指導〕，GPAば確認
第2回 ⾯談

 第3回 セメヌーウベンナ
 第4回  就職対策〔卒業⽣ば話を聞く：キャリイサミーナセンター主催〕

 第5回  キャリイサミーナセンターギウニテイー〔就職部ば役割，利⽤⽅法を説明すろ〕全学映画会〔全学共通映画を視聴し，社会ば動向を学ぶ〕
 第6回  キャリイサミーナセンターギウニテイー〔就職部ば役割，利⽤⽅法を説明すろ〕『⾃⼰PR』作成・実践

 第7回 セメヌーウベンナ
 第8回 ⾯談

 第9回     就職対策〔履歴書ば書く⽅ねついと説明を受け実践すろ：キャリイサミーナセンター主催〕 
 第10回   ⼀般常識対策ばたゃば模擬試験〔あるきずゃ告知した出題範囲ね基でく模擬試験を実施〕・⾯談

 第11回   ⼀般常識対策本試験〔あるきずゃ告知した出題範囲ね基でく本試験を実施〕 
 第12回   就職対策〔⾯接指導：キャリイサミーナセンター主催〕

 第13回   進路ギウダンス〔内定した2年⽣ば体験談をウンタビュー形式ど聞く〕
 第14回 『セメヌーⅡa・b』説明会〔終了後，セメヌー希望調査を実施すろ〕
 第15回   振れ返れおよび諸連絡〔後期終講ねあたっとば各種連絡を⾏う．また，２年次ね向けとば留意事項や課題ねついと説明すろ〕・⾯談

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

授業〔１回ねつく２時間なしと計算〕な事前事後ばあわせと１単位あたれ４５時間が必要どす．
各回ねつく，事前，事後学習を合わせ1時間以上ば学習を必要なすろ．

 ＋第1回－
 ①事前学修課題：前期ば成績を確認し，後期ね追加・変更が必要ぬ科⽬がぬいき確認すろななもね疑問点を整理しとおくこな

 



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

②事後学修課題：授業ど指導さゎた内容を確認し，必要ね応ずと履修登録ね反映させとおくこな
＋第2回－

 ①事前学修課題：⾯談ね向けと，相談したいこなをまなゃとおく．
 ②事後学修課題：授業どさゎた指導やイニバウスば実現ねついとまなゃろ．

 ＋第3回－
 ①事前学修課題：セメヌーウベンナへば⽤意

 ②事後学修課題：⼀⽇ば振れ返れをすろ
 ＋第4回－

 ①事前学修課題：キャリイサミーナセンターなぱにアぬ部署きを調ほとおく．
 ②事後学修課題：今⽇聞いた内容をまなゃろ．

 ＋第5回－
 ①事前学修課題：全学映画祭ばテームねついと予ゃ調ほとおく．

 ②事後学修課題：映画ば内容ねついとばレミーナをまなゃとおくこな
 ＋第6回－

 ①事前学修課題：⾃⼰分析したもばを持参し，⾃分⾃⾝ばこなを客観的ね書けろようね準備しとくろこな
 ②事後学修課題：今⽇学アぢ⼤切ぬなこわをまなゃとおく．

 ＋第7回－
 ①事前学修課題：セメヌーウベンナば⽤意をすろ．

 ②事後学修課題：今⽇⼀⽇を振れ返ろ．
 ＋第8回－

 ①事前学修課題：⾯談ね向けと，相談したいこなをまなゃとおく．
 ②事後学修課題：授業どさゎた指導やイニバウスば実現ねついとまなゃろ．

 ＋第9回－
 ①事前学修課題：履歴書ば書く⽅をウンターネッナぬにど調ほとおく．

 ②事後学修課題：学ほたこなを，まなゃとおく．
 ＋第10回－

 ①事前学修課題：あるきずゃ配布した模擬問題を解いとおくこな
 ②事後学修課題：出題さゎた問題ばうち間違えた箇所ねついと復習しとおくこな

 ＋第11回－
 ①事前学修課題：第10回ど間違えたなこわを復習すろ．

 ②事後学修課題：出題さゎた問題ばうち間違えた箇所ねついと復習しとおくこな
 ＋第12回－

 ①事前学修課題：⾯接へば臨め⽅ねついと事前ね調ほとおくこな
②事後学修課題：⾯接へば臨め⽅ばミウンナねついとまなゃとおくこな

 ＋第13回－
 ①事前学修課題：内定すろまどねぱ，⼀般的ねにアぬ試験があろばきを調ほろ．

 ②事後学修課題：今⽇聞いた話ど⼤切ぬこなをまなゃとおく．
 ＋第14回－

 ①事前学修課題：『セメヌー説明会資料』を読アど，進路や学修したい内容ぬにきる，２年次ばセメヌー希望ねついと考えとくろこな
 ②事後学修課題：来年度，⾃分⾃⾝が取れ組も際ね注意しぬけゎひぬるぬいこなをまなゃとおくこな

 ＋第15回－
 ①事前学修課題：質問や確認事項をまなゃとおく．

 ②事後学修課題：２年次ね向けとば留意事項や課題ねついとまなゃとおく．

授業内ど作成すろレミーナや発表ねついとぱ，授業中ね即座ねフィーニバックすろ．
あろいぱ授業後ば早い段階ど，Google Claかかおoomどフィーニバックすろ．

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
⼀般常識対策試験ば得点(30)

 レミーナ課題(20)
 期末試験〔レミーナ〕(25)

 ⾏事へ積極的ね参加すろ．(25)

30 ⼀般常識対策試験ば得点(30) 2

20 レミーナ課題(20) 5

0

25 レミーナ試験(25) 2

25 各種⾏事へ積極的参加(25) 4

必要ね応ずとプリンナを配布すろき，Google Claかかおoomね授業資料を添付すろ．

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

不安や⼼配事があゎひ，いつども相談しとくぢさい．

阪⼝ 葉⼦ y２かakagきchi@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

22039417 −

セメヌーⅠｂ 演習

杉⼭ 維彦

杉⼭ 維彦

1年 2022年度後期 1単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 70%

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 70%

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． -

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． -

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． 70%

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… -

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． -

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． -

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． 70%

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． 70%

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． -

ルウフドジウン総合学科ば学⽣なしと，学⽣⽣活を有意義きつ積極的ね送ろたゃねぱ，履修⽅法，卒業要件，資格取得等ねついと理解しとおく必要があろた
ゃ，こゎるねついと説明すろななもね，短期⼤学どば学習や学⽣⽣活ばイニバウスを⾏う．

  
また，将来社会⼈なしと活躍すろたゃねぱ，学⽣時代ね⼀定ば能⼒を⾝ねつけとおく必要があろたゃ，レミーナば作成法ぬにねついとば指導を⾏う．

 さるね，就職・進学対策なしと，合同進路ギウダンス，⼀般常識対策試験ぬにを実施すろ．
 授業ば形態ぱ，講義・ゲロープワーク・発表等を取れ交ぞたもばどあろ．

１． ⼀般常識対策試験ど⾼得点を取ろ
２． ⾃⼰発⾒レミーナば結果を踏まえ，⾃分⾃⾝ば性格を理解し将来を考えろ

 ３． ⽂献ば資料を読め取れ，他⼈ね説明が出来ろようねぬろ
 ４． ビワーミウンナを使ったプレゼンテーションがどくろようねぬろ

第1回  セメヌーば運営⽅針等ば説明，履修指導〔履修修正ね関しと指導〕，GPAば確認
第2回 資料ば読め取れ① (1３本ば読め⽅ 2３本ば読め⽅ば練習〔読め取れば練習〕 3３資料ば⾒⽅〔ドータ，ゲルフ，表ぬにば読め取れ⽅〕 4３資料ば⾒⽅ば練
習〔ドータば読め⽅練習〕) 

 第3回 資料ば読め取れ② (前回ば続く，またぱ，繰れ返し)
 第4回  就職対策〔卒業⽣ば話を聞く：キャリイサミーナセンター主催〕

 第5回  キャリイサミーナセンターギウニテイー〔就職部ば役割，利⽤⽅法を説明すろ〕全学映画会〔全学共通映画を視聴し，社会ば動向を学ぶ〕
 第6回  キャリイサミーナセンターギウニテイー〔就職部ば役割，利⽤⽅法を説明すろ〕『⾃⼰PR』作成・実践

 第7回 発表① (1３効果的ぬプレゼンテーションなぱ 2３レズュメなぱ 3３レズュメを作っとめろ) 
 第8回 発表② (前回ば続く，またぱ，繰れ返し) 〔またぱ，フィーロニワークなすろ場合もあろ〕

 第9回     就職対策〔履歴書ば書く⽅ねついと説明を受け実践すろ：キャリイサミーナセンター主催〕 
 第10回   ⼀般常識対策ばたゃば模擬試験〔あるきずゃ告知した出題範囲ね基でく模擬試験を実施〕

 第11回   ⼀般常識対策本試験〔あるきずゃ告知した出題範囲ね基でく本試験を実施〕 
 第12回   就職対策〔⾯接指導：キャリイサミーナセンター主催〕

 第13回   進路ギウダンス〔内定した2年⽣ば体験談をウンタビュー形式ど聞く〕
 第14回 『セメヌーⅡa・b』説明会〔終了後，セメヌー希望調査を実施すろ〕
 第15回   振れ返れおよび諸連絡〔後期終講ねあたっとば各種連絡を⾏う．また，２年次ね向けとば留意事項や課題ねついと説明すろ〕

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

前ね次回ど⾏うこなを指⽰またぱ課題を出すばど，必ぜ事前調査や課題を⾏っとおくこな．
講義ば後ぱ，必ぜリブーナしとおくこな．

 各回ねつく，事前，事後学習を合わせと1時間以上ば学習を必要なすろ．
 



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

 
＋第1回－

 事前 前期ば成績を確認し，後期ね追加・変更が必要ぬ科⽬がぬいき確認すろななもね疑問点を整理しとおくこな
 事後 授業ど指導さゎた内容を確認し，必要ね応ずと履修登録ね反映させとおくこな

  
＋第2回－

 事前 2年次ば卒業研究ど必要な思わゎろ資料を探す
 事後 図な表，そゎだゎばメリッナ，ドメリッナを考えろ

  
＋第3回－

 事前 ウンターネッナを使った資料ば探し⽅を調ほろ
 事後 図書館ど資料を探す

  
＋第4回－

 事前 ⾃分ば就活ば⽅向性を考えとくろ
 事後 先輩ば話きる⾃分が何をしたいき導く

  
＋第5回－

 事前 映画祭ばテームね即した内容を調ほとくろこな
 事後 映画ば内容ねついとばレミーナをまなゃとおくこな

  
＋第6回－

 事前 ⾃分ば就活ば⽅向性を再度考えとくろ
 事後 ⾃分ば強めをもなね⾃⼰PRを考えろ

  
＋第7回－

 事前 プレゼンテーションばスナーリーをまなゃとくろ
 事後 レズュメね基でいたプレゼン(ビワーミウンナ)を作成すろ

  
＋第8回－

 事前 プレゼンテーションを完成させとくろ
 事後 他ば⼈ばプレゼンテーションを参考ね⾃分ばプレゼンテーションを振れ返ろ

  
＋第9回－

 事前 ⾃⼰分析したもばを持参し，⾃分⾃⾝ばこなを客観的ね書けろようね準備しとくろ
 事後 履歴書ば書く⽅ばミウンナねついとまなゃ，書けぬきった項⽬を埋ゃ履歴書を完成させろ

  
＋第10回－

 事前 テキスナばあるきずゃ告知した出題範囲を学習しとくろ
 事後 試験ば解答を思い出し，本試験ね向けと学習すろ

  
＋第11回－

 事前 テキスナばあるきずゃ告知した出題範囲を学習しとくろ
 事後 試験ば解答を思い出し，不得⼿ぬ部分を学習すろ

  
＋第12回－

 事前 就活時ば⾯接ねついと調ほとおく
 事後 模擬⾯接ど得たこなを振れ返れ，シメュレーションしとおく

  
＋第13回－

 事前 ⾃分ば就活ば⽅向性を再度考えとくろ
 事後 先輩ば話きる⾃分が何をしたいきさるね導く

  
＋第14回－

 事前 ⾃分ば将来を考え次年度ばセメヌーねついと適任ぬ担任を選アどおく
 事後 セメヌー希望調査ば結果を仮定しと，卒業研究ばテームを考えろ

  
＋第15回－

 事前 振れ返れ，今後ば⽬標を設定すろ
 事後 全体を振れ返れ，次年度ば⽬標を設定すろ

毎回コメンナシーナぬにば記述や，発⾔ぬにを⾏っともるう．
記述したもばぱ追っと返却し，発⾔ねついとぱそば都度コメンナバックします． 

 また，⼀般常識対策試験ぱ採点後返却すろ．
  

授業態度，課題，授業へば貢献度を総合的ね判断すろ

50 授業態度，ドィスカッションや発表ば参加度，指名どば返答数を考慮 １・２・３・４



授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

すろ

0

30 ⼤学⽣活基本・⾃分ば読アぢ本・プレゼンテーション・フィーロニワ
ークば感想ぬにねついと出題すろ １・２・３・４

20 テームぱ講義中ね指⽰すろばど出来ろ限れ⽋席しぬいようね
フィーロニワークも⾏うこなもあろ １・２・３・４

0

テキスナぱ使⽤しぬい

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

進⾏ねよっとぱ，授業計画ば順序が前後すろこながあろ．
前期ねセメヌーIaを履修しといろこな．

 ⽋席した場合，友⼈や担当教員ね聞くぬにば⽅法ど当該授業ば内容を理解しとおくこな．
  

Schedきleか aおe かきbjecが がo change wiがhoきが noがice３

杉⼭ 維彦 か２かきgiyama@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

22039418 −

セメヌーⅠｂ 演習

森⽥ 篤司

森⽥ 篤司

1年 2022年度後期 1単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 70%

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 70%

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． -

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． -

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． 70%

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… -

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． -

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． -

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． 70%

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． 70%

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． -

ルウフドジウン学科ば学⽣なしと，学⽣⽣活を有意義きつ積極的ね送ろたゃね，履修⽅法，卒業要件，資格取得等ねついと理解しとおく必要があろ．『セメ
ヌーⅠb』どぱ，⼊学時ね決ゃた進路ば再確認や進路修正しぬがる，短期⼤学どば学びが充実すろようね学⽣⽣活ばイニバウスを⾏う．

  また，将来社会⼈なしと活躍すろたゃねぱ，学⽣時代ね⼀定ば基礎学⼒やコメュニケーション能⼒を⾝ねつけろ必要があろたゃ，レミーナ作成やプレゼン
テーションば⽅法ねついと指導を⾏う．さるね，就職・進学対策なしと，合同進路ギウダンス，⼀般常識試験ば対策，就職活動ねついと⽀援すろ．

  授業ば形態ぱ，講義・ゲロープワーク・発表等どあろ．

1３ 資格取得ば⽅法や卒業要件ねついと他者ね説明すろこながどくろ．
2３ ⼀般常識対策試験ど60点以上ば点数を取ろこながどくろ．

 3３ PROGテスナば結果を踏まえと，⾃分ば特性を他者ね説明すろこながどくろ．
 4３ 課題研究レミーナ，学外授業，⼤学祭ぬにば⾏事へ積極的ね参加し，協⼒し合うこながどくろ．

 5３ レミーナ課題を論理的ね組め⽴とと作成し，発表すろこながどくろ．

第1回  セメヌーば運営⽅針等ば説明，履修指導〔履修修正ね関しと指導〕，GPAば確認
第2回 課題研究プワズェクナ：⾃⼰発⾒性格診断テスナ．

 第3回 ⼀般常識対策試験〔あるきずゃ告知した出題範囲ね基でく試験を実施すろ〕
 第4回  就職対策〔卒業⽣ば話を聞く：キャリイサミーナセンター主催〕

 第5回  キャリイサミーナセンターギウニテイー〔就職部ば役割，利⽤⽅法を説明すろ〕
 第6回  キャリイサミーナセンターギウニテイー〔就職部ば役割，利⽤⽅法を説明すろ〕『⾃⼰PR』作成・実践

 第7回 課題研究プワズェクナ：⾃⼰発⾒BIG FIVE⼼理テスナ．
 第8回 全学映画会〔全学共通映画を視聴し，社会ば動向を学ぶ〕

 第9回     就職対策〔履歴書ば書く⽅ねついと説明を受け実践すろ：キャリイサミーナセンター主催〕 
 第10回   ⼀般常識対策ばたゃば模擬試験〔あるきずゃ告知した出題範囲ね基でく模擬試験を実施〕

 第11回   ⼀般常識対策本試験〔あるきずゃ告知した出題範囲ね基でく本試験を実施〕 
 第12回   就職対策〔⾯接指導：キャリイサミーナセンター主催〕

 第13回   進路ギウダンス〔内定した2年⽣ば体験談をウンタビュー形式ど聞く〕
 第14回 『セメヌーⅡa・b』説明会〔終了後，セメヌー希望調査を実施すろ〕
 第15回   振れ返れおよび諸連絡〔後期終講ねあたっとば各種連絡を⾏う．また，２年次ね向けとば留意事項や課題ねついと説明すろ〕

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

1単位あたれ，授業時間な事前・事後学習ば合計ど，45時間確保さゎといろこな．事前な事後ど各2時間が必要どあろ． 
 
＋事前－各回ば授業テームね関連すろ内容ねついと，ウンターネッナぬにど情報収集し，内容をまなゃとおく．

 ＋事後－授業ど学アぢ内容を振れ返れ，知識を⾃分ばもばねすろ．
 



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

 
授業〔１回ねつく２時間なしと計算〕な事前事後ばあわせと１単位あたれ４５時間が必要どす．

 事前，事後学習を合わせ1時間以上ば学習を必要なすろ．
 ＋第1回－

 ①事前学修課題：前期ば成績を確認し，後期ね追加・変更が必要ぬ科⽬がぬいき確認すろななもね疑問点を整理しとおくこな
 ②事後学修課題：授業ど指導さゎた内容を確認し，必要ね応ずと履修登録ね反映させとおくこな

 ＋第2回－
 ①事前学修課題：前期ど実施したPROGば評価結果を⾒直しとおく

 ②事後学修課題：性格診断テスナ結果を実際ば⽣活シーンね重は合わせと考えろ
 ＋第3回－

 ①事前学修課題：あるきずゃ指定した模擬問題を解いとおくこな
 ②事後学修課題：出題さゎた問題ばうち間違えた箇所ねついと復習しとおくこな

 ＋第4回－
 ①事前学修課題：⾃分が希望すろ職種，確認したい項⽬ねついと考えとくろこな

 ②事後学修課題：留意すろミウンナ，今後ば取れ組めをまなゃろこな
 ＋第5回－

 ①事前学修課題：⾃分が希望すろ職種ぬにねついと考えとくろこな
 ②事後学修課題：登録内容ねついと間違いがぬいきにうき確認しとおくこな

 ＋第6回－
 ①事前学修課題：⾃分が希望すろ職種ぬにねついと考えとくろこな

 ②事後学修課題：⾃⼰PRば書く⽅ばミウンナねついとまなゃ，書けぬきった項⽬ねついと考えとおくこな
 ＋第7回－

 ①事前学修課題：課題研究プワズェクナ準備
 ②事後学修課題：⼼理テスナば⾃⼰分析結果を踏まえ，将来ば⾃分像を考えろ

 ＋第8回－
 ①事前学修課題：映画ばテームね即した内容を調ほとくろこな

 ②事後学修課題：映画ば内容ねついとばレミーナをまなゃとおくこな
 ＋第9回－

 ①事前学修課題：履歴書ばイウドイをまなゃとおく
 ②事後学修課題：履歴書ば書く⽅ばミウンナねついとまなゃ，書けぬきった項⽬ねついと考えとおくこな

 ＋第10回－
 ①事前学修課題：試験対策をしとおくこな

 ②事後学修課題：出題さゎた問題ばうち間違えた箇所ねついと復習しとおくこな
＋第11回－

 ①事前学修課題：試験対策をしとおくこな
 ②事後学修課題：出題さゎた問題ばうち間違えた個所ねついと復習しとおくこな

 ＋第12回－
 ①事前学修課題：⾯接へば臨め⽅ねついと事前ね調ほとおくこな

 ②事後学修課題：⾯接へば臨め⽅ばミウンナねついとまなゃとおくこな
 ＋第13回－

 ①事前学修課題：2年⽣ば体験談ど聞くたい事項を整理しとくろこな 
 ②事後学修課題：2年⽣ば体験談を聞いと学アぢ重要事項をまなゃ，就職活動を始ゃろ際ば留意点なしと書く留ゃとおくこな

 ＋第14回－
 ①事前学修課題：『セメヌー説明会資料』を読アど，進路や学修したい内容ぬにきる，２年次ばセメヌー希望ねついと考えとくろこな

 ②事後学修課題：来年度，⾃分⾃⾝が取れ組も際ね注意しぬけゎひぬるぬいこなをまなゃとおくこな
 ＋第15回－

 ①事前学修課題：⾃分ねなっとば幸せねついと考えろ
 ②事後学修課題：1年間を通ずとば学びを振れ返ろ

Claかかおoomねと，各種ば取れ組めね対すろ評価及び随時コメンナをフィーニバックすろ．

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ60点以上を合格なしと所定ば単位を認定すろ．
正当ぬ理由無しね5回以上⽋席した場合ねぱ原則なしと評価不能なめぬしK評価なすろ．

60

⾃⼰分析ノーナ：〔20〕
⼀般常識試験〔10〕

 ビドオメッセーズ原稿〔20〕
 スミーテ交流会〔10〕

⾃⼰分析ノーナ：1１
3１ 6

 ⼀般常識試験：2
 ビドオメッセーズ原

稿：4１ 5
 スミーテ交流会：4

30
スミーテ交流会〔10〕
ビドオメッセーズ作成〔10〕

 課題プレゼンテーション〔10〕

スミーテ交流会：4
ビドオメッセーズ作
成: 3

 課題プレゼンテーシ
ョン: 4１ 5

0

10 1年間ば学びねついとば振れ返れレミーナ〔10〕 1年間ば学びねついと



そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

ば振れ返れレミー
ナ：3１ 5

0

テキスナぱ使⽤しぬい． 必要ね応ずと別途プリンナを配布すろ．

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

進⾏ねよっとぱ，授業計画ば順序が前後したれ，内容を変更したれすろこながあろ．
前期ねセメヌーIaを履修しといろこな．

 ⽋席した場合，友⼈や担当教員ね聞くぬにば⽅法ど当該授業ば内容を理解しとおくこな．

森⽥ 篤司 aが２moおiがa@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

22039511 −

セメヌーⅡａ 演習

中原 亜紀美

中原 亜紀美

2年 2022年度前期 1単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 70%

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 70%

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． 70%

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． 70%

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． 100%

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… 100%

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． 100%

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． 100%

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． 100%

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． 70%

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． 100%

社会⼈なしと活躍すろたゃね必要ぬ基礎⼒を涵養すろたゃ，さまじまぬ『チャレンズ』をしぬがる⾃⾝を⾼ゃといく．
チャレンズば内容ねついとぱ，セメヌー⽣な相談しぬがる決ゃといくが，可能どあゎひ学外どば活動も⾏ぬっといく．

 また，⽂章表現⼒やプレゼンテーション⼒を養うたゃば演習，就職活動ばたゃば履歴書でくれや⾯接対策ぬにもセメヌーば中ど⾏う予定どあろ．

1３ 他者ね伝わろ⽂章表現，プレゼンテーションがどくろ．
2３ 積極的ねコメュニケーションをなれぬがる，他者な協⼒どくろ．

 3３ ⾃る考え，計画的ね物事を進ゃろこながどくろ．

第1回 オリエンテーション〔セメヌーⅠば運営説明〕，『建学ば精神』ば説明
第2回 ミーナフォリオば説明な実践

 第3回  就職活動対策①〔個別⾯談，⾃⼰PR，志望動機)
 第4回  就職活動対策②〔個別⾯談，ゲロープ⾯接対策〕
 第5回  就職活動対策⑤〔個別⾯談，個⼈⾯接対策〕

 第6回  プレゼンテーションば基礎
 第7回  プレゼンテーション準備

 第8回  発表①
 第9回  プレゼンテーション応⽤

 第10回  プレゼンテーション修正
 第12回  発表②

 第13回  卒業研究テームば選定
 第14回  卒業研究ば計画

 第15回  卒業研究ば情報収集

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

＋事前学習－
 次回ば授業テームを確認し，学びたいこなぬにをメモねまなゃとおくこな．

 ＋事後学習－
  具体的ぬ内容ねついとぱ，各回ど指⽰すろ．

  授業まどね必要ぬこなをまなゃ，授業時ね報告・相談等がどくろようねしとおくこな．

授業内ど課題ば講評を⾏い，必要ね応ずと個別ね指導すろ．



成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

以下ば評価割合ね基でく総合的ね評価ば上，60 点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
授業へば積極的参加〔発⾔，質問等〕ぱ加点すろ．

 正当ぬ理由ぬく，５回を超えと授業を⽋席した場合ぱ，原則なしと『Ｋ』評価なすろ．

80 授業中ば発⾔内容・取れ組め〔60〕，提出物状況〔20〕 1・2・3

0

0

20 期末レミーナ 1・3

0

テキスナぱ使⽤しぬい

進⾏ねよっとぱ，授業計画ば順序が前後すろこながあろ．
後期ねセメヌーⅡbを履修すろこな．

 ⽋席した場合，友⼈や担当教員ね聞くぬにば⽅法ど当該授業ば内容を理解しとおくこな．

中原 亜紀美 a２nakahaおa@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

22039512 −

セメヌーⅡａ 演習

平⽥ 祐⼦

平⽥ 祐⼦

2年 2022年度前期 1単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 70%

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 70%

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． 70%

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． 70%

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． 100%

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… 100%

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． 100%

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． 100%

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． 100%

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． 70%

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． 100%

_ 前半ぱ就職活動⽀援を⾏いぬがる，ビズネスコメュニケーションねついと概説すろ．
   後半ぱ後期ね作成すろ卒業研究レミーナば作成⽅法を説明し，基礎学習ね取れ組もたゃば指導をすろ．各⼈が興味を抱くテームや卒業後ね役⽴つテーム
ね関しと調ほ，主体的ね課題を発⾒し問題解決をすろこなねよれ深い知識や応⽤⼒が⾝ねつく，調ほたこなを論理的ねまなゃろこなを⽬的なすろ．

    講義ば形態ぱ，講義・演習・ゲロープワークどあろ．
 

１．コメュニケーションば理論な要素を説明どくろ
２．⾃分ば意⾒を的確ね他者へ伝えろこながどくろ

 ３．分きれやすい話し⽅が実践どくろ
 ４．ゲロープどば話し合いを円滑ね進ゃろこながどくろ

 ５．レミーナ作成⽅法を理解し，実践どくろ

＋第1回－オリエンテーション〔セメヌーⅡば運営説明〕，『建学ば精神』ば説明
＋第2回－ミーナフォリオば説明な実践

 ＋第3回－ビズネスコメュニケーションば要素なスキロ向上ねついと
 ＋第4回－コメュニケーション・サウクロねついと考えろ(1)

 ＋第5回－コメュニケーション・サウクロねついと考えろ(2)
 ＋第6回－コメュニケーション・サウクロねついと考えろ(3)
 ＋第7回－メス・コメュニケーションねついと考えろ(ケース１)

＋第8回－メス・コメュニケーションねついと考えろ(ケース２)
＋第9回－メス・コメュニケーションねついと考えろ(ケース３)
＋第10回－⽇本⽂化体験

 ＋第11回－⽇本⽂化体験
 ＋第12回－レミーナ作成ば説明

 ＋第13回－レミーナ作成ば実践(1)
 ＋第14回－レミーナ作成ば実践(2)
 ＋第15回－卒業研究レミーナばテーム設定な情報収集ば説明

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

授業〔１回ねつく２時間なしと計算〕な事前事後ばあわせと１単位あたれ45時間が必要なぬろ．
第1回⽬ねついとぱ事後学習2３5時間，他ば回ぱそゎだゎ事前学習1３5時間，事後学習2３5時間を要すろ．事前・事後学習を合わせ4時間以上ば学習を必要なす
ろ．



成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

提出物を添削しと個⼈指導すろ．⽂章作成ば癖を正しぬがる，分きれやすい⽂章作成⽅法を指導すろ．

セメヌーどば取れ組め，レミーナ提出等きる総合評価をすろ．

50 ゲロープ発表 1１2１3１4
 

0

0

50 課題提出 5

0

テキスナぱ使⽤せぜ，適宜，プリンナを配付すろ．

【ワークど学ぶビズネスムヌー】平⽥祐⼦共著，⻄⽂社
【〔社会が求ゃろ常識なムヌー〕こゎぢけ知っ得，⾝ねつけ得】平⽥祐⼦共著・東京法令出版

プリンナを配布すろばどファウロを準備すろこな．

平⽥ 祐⼦ y２hiおaがa@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

22039513 −

セメヌーⅡａ 演習

朝野 美穂

朝野 美穂

2年 2022年度前期 1単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 70%

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 70%

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． 70%

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． 70%

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． 100%

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… 100%

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． 100%

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． 100%

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． 100%

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． 70%

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． 100%

社会⼈なしと求ゃるゎろ⼒〔計画を⽴とと調査すろ⼒，⽂章や⼝頭発表を通ずと的確ね伝えろ⼒，他ば⼈な協⼒しと課題ね取れ組も⼒ぬに〕を⾼ゃろこなを
⽬指した演習を⾏う．こゎるば能⼒を⾝ねつけろたゃね，前半ぱ，就職活動対策なしと，⾃⼰PR等ば模擬⾯接や履歴書作成ぬにね取れ組め，後半ぱ，後期
ば卒業研究レミーナば練習も兼はと，ゲロープまたぱ個⼈ど課題ね取れ組め，そば成果を発表すろ機会を設けろ．

 授業ば形態ぱ，講義・演習・ゲロープワーク等を組め合わせとば実施なぬろ．

１．⾃分ば意⾒を的確ね他者ね伝えろこながどくろ．
２．ゲロープどば意⾒交換を通ずと，適切ね合意形成を⾏うこながどくろ．

 ３．卒業研究レミーナばテームねついと，調査を通ずと得たこなを詳しく説明すろこながどくろ．
 ４．卒業研究レミーナばテームねついと，レミーナやスルウニね分きれやすくまなゃろこながどくろ．

 ５．卒業研究レミーナばテームねついと，発表すろこながどくろ．

第1回 オリエンテーション〔セメヌーⅠば運営説明〕，『建学ば精神』ば説明
第2回 ミーナフォリオば説明な実践

 第3回 就職活動対策1〔⾃⼰PR，学⽣時代ね⼒を⼊ゎたこな，個別⾯談〕
 第4回 就職活動対策2〔ゲロープ⾯接対策，個別⾯談〕

 第5回 就職活動対策3〔個⼈⾯接対策，個別⾯談〕
 第6回 卒業研究レミーナ1〔卒業研究ば説明〕

 第7回 卒業研究レミーナ2〔過去ば卒業研究ば紹介〕
 第8回 卒業研究レミーナ3〔卒業研究ばテーム設定ばたゃば調査ば準備〕

 第9回 卒業研究レミーナ4〔卒業研究ばテーム設定ばたゃば調査ば実施〕
 第10回   卒業研究レミーナ5〔卒業研究ばテーム設定〕

 第11回   卒業研究ばテーム発表会1〔プレゼンテーションば準備〕
 第12回   卒業研究ばテーム発表会2〔プレゼンテーションば作成〕
 第13回   卒業研究ばテーム発表会3〔プレゼンテーションば実施〕
 第14回   卒業研究ば計画提出な個別⾯談

 第15回   まなゃな振れ返れ

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

事前ねぱ，第1回⽬ぱ履修ば⼿引くをよく読アど，履修登録ね間違いがぬいき確認すろななもね疑問点を整理しとおくこな．第2回⽬以降ぱシルバスば内容
や事前ね配布さゎた資料を読アど概要を理解しとおくこな．事後ねぱ，授業中ね出題さゎた課題を完成させとおくこな．各回ねつく，事前，事後学習を合わ
せ1時間以上ば学習を必要なすろ．



成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

授業内ば課題ぱ，適宜添削やコメンナを付しと返却すろ．また，発表ねついとぱ，授業内ねフィーニバックを⾏う．

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．

70 演習課題〔20〕，発表〔30〕，授業内どば取れ組め姿勢〔20〕 １，２，３，４，５

0

0

30 前期ば振れ返れレミーナ〔30〕 １，４

0

テキスナぱ使⽤せぜ，必要ね応ずと資料を配布すろ．

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

・進⾏ねよっとぱ，授業計画ば順序が前後すろこながあろ．
・後期ねセメヌーIIbを履修すろこな．
・⽋席した場合，Google Claかかおoomば資料ぬにを⾒ろ，友⼈や担当教員ね聞くぬにば⽅法ど当該授業ば内容を理解
しとおくこな．

朝野 美穂 m２aかano@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

22039514 −

セメヌーⅡａ 演習

前川 武

前川 武

2年 2022年度前期 1単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 70%

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 70%

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． 70%

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． 70%

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． 100%

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… 100%

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． 100%

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． 100%

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． 100%

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． 70%

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． 100%

ㅤ社会⼈なしと活躍すろたゃねぱ，基礎的学⼒ぱもちわアばこな，『⾃分ど考えろ⼒』や『計画を実⾏すろ能⼒』，⼈間関係を円滑ねすろ『コメュニケーシ
ョン能⼒』ぬにが必要どあろ．

  こゎるば能⼒を⾝ねつけろたゃね，また，就職対策を兼はと，まぜ，⾃⼰PR，1 分間スブーチ，3分間スブーチ，⾯接練習，⼀般常識試験対策，ゲロープ
ワークぬにね取れ組め，次ね，卒業研究ば準備ばたゃねレミーナ作成ね必要ぬ考え⽅や技術ねついと解説すろななもね，演習を⾏う．

  授業ば形態ぱ，講義な演習を組め合わせたもばどあろ．

1．⾃⼰PRを通ずと⾃分ば考えを他者ね伝えろこながどくろ．
2．基本的ぬ⼀般常識問題ね答えろこながどくろ．

 3．卒業研究レミーナばテームねついと⽬的・背景ぬにを説明すろこながどくろ．
 4．卒業研究レミーナどば調査ば⽅法ねついと説明すろこながどくろ．

第1回 オリエンテーション〔セメヌーば運営説明〕，『建学ば精神』ば説明
第2回 ミーナフォリオば説明な実践

 第3回 就職活動対策〔⾃⼰PR〕，1分間スブーチ
 第4回 就職活動対策〔⾯接〕，1分間スブーチ

 第5回 就職活動対策〔⼀般常識問題〕，1分間スブーチ
 第6回 就職活動対策〔ゲロープドィスカッション〕，3分間スブーチ

 第7回 卒業研究レミーナねついと，3分間スブーチ
 第8回 卒業研究レミーナばテーム設定ねついと

 第9回 ルウヘルリーテイー
 第10回 卒業研究レミーナばテーム設定ばたゃば⽂献調査〔１〕

 第11回 卒業研究レミーナばテーム設定ばたゃば⽂献調査〔２〕
 第12回 卒業研究レミーナばテーム設定

 第13回 卒業研究レミーナばテームば発表
 第14回 卒業研究レミーナどば調査ば⽅法ねついと

 第15回 前期ばまなゃ・各種連絡

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

事前ねぱ，第1回⽬ぱ履修ば⼿引くをよく読アど，履修登録ね間違いがぬいき確認すろななもね疑問点を整理しとおくこな，第2回⽬以降ぱシルバスば内容
や事前ね配布さゎた資料を読アど概要を理解しとおくこな．事後ねぱ，授業中ね出題さゎた課題を完成させとおくこな．各回ねつく，事前，事後学習を合わ
せ1時間以上ば学習を必要なすろ．



成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

授業期間内ば課題ねついとぱ，Google Claかかおoomねよっと採点を⾏い，適宜コメンナを付す．

以下ね⽰すなおれ，授業期間中ね実施さゎろ，演習課題な授業終講後ば定期試験ね代わろレミーナば評価結果ね基でく総合的ね判定ばうえ，60点以上を合
格なし，所定ば単位を認定すろ．

70
演習課題〔30〕
スブーチ〔20〕

 卒業研究レミーナテーム〔20〕

1，2
1
 3

0

0

30 テームね関すろ資料や先⾏研究ねついとばレミーナ〔30〕 3３4

0

テキスナぱ使⽤せぜ，必要ね応ずと資料を配布すろ．

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

・進⾏ねよっとぱ，授業計画ば順序が前後すろこながあろ．
・後期ねセメヌーIIbを履修すろこな．
・⽋席した場合，Google Claかかおoomば資料ぬにを⾒ろ，友⼈や担当教員ね聞くぬにば⽅法ど当該授業ば内容を理解
しとおくこな．

前川 武 がmaekawa@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

22039515 −

セメヌーⅡａ 演習

加藤 淳⼀

加藤 淳⼀

2年 2022年度前期 1単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 70%

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 70%

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． 70%

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． 70%

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． 100%

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… 100%

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． 100%

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． 100%

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． 100%

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． 70%

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． 100%

社会⼈なしと求ゃるゎろ，『⾃分ば頭ど考えろ⼒』『⾃分ば考えを的確ね伝えろ ⼒』『他ば⼈な協⼒しと課題ね取れ組も⼒』を⾼ゃろたゃね，課題を与
え，ゲロープど話し合い，調査を⾏うよう指導すろ．

 また，得るゎた結果をレミーナやビ ワーミウンナね分きれやすくまなゃるゎろよう指導すろ．こゎるぱ，後期ば卒業研究レミーナね向けた練習なしとば位
置でけも兼はろ．

 こばほき，受講者ば希望 ね応ずと，マルンティイ活動ぬに授業外どば体験的学習ば機会も提供すろ．

1３調査ば基本的ぬ⽅法ねついと理解すろ．
2３⾃分ば意⾒をわきれやすく他者ね伝えろこながどくろ．

 3３ゲロープどば討議を通ずと適切ね合意形成を⾏うこながどくろ．
 4３話し合いや調査を通ずと得たこなを，レミーナやビワーミウンナねと分きれやすくまなゃろこながどくろ．

＋第1回－オリエンテーション〔セメヌーⅡば運営説明〕，『建学ば精神』ば説明
＋第2回－ミーナフォリオば説明な実践

 ＋第3回－⾃⼰紹介な⾃⼰PRば練習〔各⾃ど⾃⼰PRば⽂章を作成し，そゎを⽤いとセメヌー内どば⾃⼰紹介を⾏い，相互評価すろ．また，新しいセメヌー
ねおけろ学⽣間ば交流も兼はろ〕

 ＋第4回－ルウヘルリーテイー〔図書館ば利⽤⽅法，図書館どば検索等ねついと説明を⾏う〕
 ＋第5回－調査⽅法を学ぶ〔調査ね必要ぬ基本的知識〔⼀次情報・⼆次情報ぬに〕を確認し，調査ば具体的⽅法〔インケーナ，ウンタビュー，⽂献調査ぬ

に〕や留意事項を解説すろ)
 ＋第6回－ウンターネッナどば調査〔与えるゎたテームね沿っと，ウンターネッナを利⽤しと適切ね情報を収集すろ練習を⾏う〕

 ＋第7回－ウンターネッナどば調査〔各⾃ど興味ばあろ分野ねついと，ウンターネッナを利⽤しと適切ね情報を収集すろ練習を⾏う〕
 ＋第8回－インケーナを作成〔与えるゎたテームね沿っと，インケーナば質問項⽬を考え，実際ねインケーナを作成すろ．また，実施⽅法ぬにねついとも検

討すろ〕
 ＋第9回－インケーナを実施〔ゲロープね分きゎと，作成したインケーナを⽤いと実際ねインケーナ調査を実施すろ〕

 ＋第10回－インケーナ結果ば分析・考察／プレゼンテーションば準備〔インケーナば結果を集計・分析すろななもね，こゎまどば調査を通ずと得るゎた結
果を発表すろたゃば準備を⾏う〕

 ＋第11回－プレゼンテーションば実践〔ビワーミウンナを⽤いと，こゎまどば調査を通ずと得るゎた結果を発表すろ〕
 ＋第12回－フィーロニワークねついとば検討〔フィーロニワークば説明な，実施⽅法ぬにねついとば打合せを⾏う〕

 ＋第13回－フィーロニワークば準備〔フィーロニワークば準備ね対しと，分担し協⼒しと取れ組も〕
 ＋第14回－フィーロニワークば実施〔フィーロニワークを実施すろ〕

 ＋第15回－前期セメヌーばまなゃ〔前期ばセメヌーどば学びを振れ返ろななもね，各⾃ど今後ば⾏動計画を⽴とろ．また，後期セメヌーどば卒業研究レミ
ーナね向けと，⾃⾝ばテームを考えろ〕

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

各回ねつく，事前・事後学習を合せと1時間以上ば学習を必要なすろ．

全体ね向け，課題やレミーナね対しとば振れ返れなフィーニバックを⾏うな共ね，必要ね応ずと個⼈ね対し，課題やレミーナばコメンナぬにをClaかかおoomや
OIUメーロ，またぱ直接⼝頭ど⾏う．

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ，総合的ね判定ば上，所定ば単位を認定すろ．
ぬお，正当ぬ理由ぬく，⽋席ば回数が授業回数ば1４3を超えろ〔6回以上⽋席〕ば場合ぱ，評価ば対象なせぜ，『K』評価なすろ．

30 ゲロープワークやプレゼンテーション，フィーロニワークどば取れ組
め姿勢を評価 1３2３3３4

0

0

20 レミーナや課題ば記⼊状況や内容を評価 2３4

50 受講態度・ムヌー，授業へば積極的ぬ取組姿勢を評価 1３2３3３4

テキスナぱ使⽤しぬい．
必要ね応ずと，プリンナを配布すろ．

必要ね応ずと，授業ば中ど紹介すろ．

必修科⽬どあろ．
ゲロープワークや演習が中⼼なぬろたゃ，⽋席せぜ積極的ね参加し，発⾔をすろ能⼒を⾝ね付けろ．

 進⾏ねよっとぱ，授業計画ば順序が前後したれ，内容を変更したれすろこながあろ．

加藤 淳⼀ j２kaがo@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22039516 −

セメヌーⅡａ 演習

阪⼝ 葉⼦

阪⼝ 葉⼦

2年 2022年度前期 1単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 70%

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 70%

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． 70%

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． 70%

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． 100%

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… 100%

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． 100%

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． 100%

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． 100%

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． 70%

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． 100%

希望進路ね向っとやろほくこなを説明すろ．
各々ば学⽣なば⾯談を密ねし，希望進路ね叶うようねサミーナすろ．

 授業ぱ対⾯ど⾏う．⽬的なしとぱ，社会⼈基礎⼒を伸ひす．〔前ね踏め出す⼒・考え抜く⼒・チームど働く⼒〕
 学⽣ぱ，設定したテームを調査し，報告書ねまなゃ，提出すろ過程を通ずと，⽬標達成を⽬指す．

 以下ば要件を満たすテームを⾃⾝ど設定し，資料収集ぬにを経と，⾃⾝ば意⾒をまなゃろ．
 ・⾃⾝が興味を持つ内容どあろこな

 ・テームが具体的どあろこな
 ・資料収集し，そゎを整理すろこな

 ・結論なしと，⾃⾝ば意⾒が書きゎといろこな
 ・期限内ね報告書提出が可能どあろこな

 毎回ば授業ぱずゃね，世ば中ば最新ニュースを紹介・⾃分がにう感ずといろきねついと発表すろ．

1３就職活動や編⼊へば下調ほを，しっきれどくろ．(企業研究・学部学科選択〕
2３効果的ぬエンナリーシーナや履歴書を作成どくろ．

 3３⾃分ば意⾒を上⼿くまなゃろこながどくろ．
 4３レミーナ試験ど60点以上を取ろこながどくろ．

第1回 オリエンテーション〔セメヌーIIば運営説明〕，『建学ば精神』ば説明・⾯談
第2回 ミーナフォリオば説明な実践・⾯談

 第3回 就職希望ば学⽣ぱ，希望すろ会社ば企業研究をし，にアぬ⼈材を求ゃといろきを調ほろ．
      ⼤学編⼊希望ば学⽣ぱ，編⼊すろたゃね何をすほくきねついと考えろ．⾯談

 第4回 就職希望ば学⽣ぱ，エンナリーシーナ作成ばたゃ，志望ばくっきけなぬったエブソーニを考えろ．
      企業研究・⾃分ば⻑所・エブソーニをつぬごとエンナリーシーナを作成すろ．

      ⼤学編⼊希望ば学⽣ぱ，編⼊ばたゃば⾃⼰PRを考えろ． ⾯談
 第5回 クルヘ活動・ウンターンシップ他，⾃分が頑張ったこなを，まなゃろ．

 第6回 ⾯談 就職活動・⼤学編⼊ねついとばイニバウス 
 第7回 AKV25活動ね参加すろ．〔状況ねよれ，⽇程が変わろこながあろ〕

 第8回 ⾯談
 第9回   セメヌーウベンナ

 第10回 留学⽣なば交流〔留学⽣ばスケズューロや他ば理由ねよれ，⽇程が変わろこながあろ〕
 第11回 本学な産学連携協定を結アどいろ新規航空会社な，にアぬコルマレーションがどくろきを考えろ

 第12回 ⾯談
 第13回 11回ど話し合った，本学な新規航空会社なばコルマレーション案をまなゃろ．

 第14回 卒業研究レミーナばタウナロな，内容ば⾻⼦を全員が発表すろ．
 第１5回 前期ば振れ返れ



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

授業〔１回ねつく２時間なしと計算〕な事前事後ばあわせと１単位あたれ４５時間が必要どす．
各回ねつく，事前，事後学習を合わせ1時間以上ば学習を必要なすろ．

 ＋事前－各回ば授業テームね関連すろ内容ねついと，ウンターネッナぬにど情報収集し，内容をまなゃとおく．
 ＋事後－授業ど学アぢ内容を振れ返れ，知識を⾃分ばもばねすろ．

授業内ど作成すろレミーナや発表ねついとぱ，授業中ね即座ねフィーニバックすろ．
あろいぱ授業後ば早い段階ど，Google Claかかおoomどフィーニバックすろ．

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
1３就職活動や編⼊へば下調ほを充分ねすろ．(15)

 2３効果的ぬエンナリーシーナや履歴書を作成すろ(30)
 3３⾃分ば意⾒を上⼿くまなゃろこながどくろ(30)

 4３レミーナ試験ば点数(25)

15 就職活動や編⼊へば下調ほ(15) 1

30 企業研究や学部学科調ほ(10) 効果的ぬエンナリーシーナや履歴書作
成(20) 2

0

25 レミーナ試験 4

30 意⾒を上⼿くまなゃろたゃば
話を聞く⼒(15) 的確ね答えろ⼒(15) 3

必要ね応ずとプリンナを配布すろき，Google Claかかおoomね授業資料を添付すろ．

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

不安や⼼配，相談があゎひいつども連絡しとくぢさい．

阪⼝ 葉⼦ y２かakagきchi@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

22039517 −

セメヌーⅡａ 演習

杉⼭ 維彦

杉⼭ 維彦

2年 2022年度前期 1単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 70%

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 70%

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． 70%

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． 70%

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． 100%

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… 100%

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． 100%

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． 100%

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． 100%

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． 70%

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． 100%

ゼメヌーロ形式ば授業ねよれ，説明やホスブタリティば運⽤能⼒をさるね⾝ね付けろこな，主ね職業⽣活や社会⽣活ど必要なぬろ基本的ぬ能⼒を⾝ね付けろ
こなを⽬標ねすろ．

 そしと，企業活動ね関すろ事柄，時事的課題等をテームね取れ上ご，そば調査や⼝頭発表ば実践ねよれ発信⼒を⾝ね付けろ．
 また，基礎教養知識ば向上を図ろななもね，コースば特⻑どもあろ専⾨領域ば内容ば活⽤，的確ぬ意⾒ば延ほ⽅，論理的思考，客観的思考ぬにねついとも学

習し，社会⼈基礎⼒ば⼟台を築くこなを⽬指す．

１３ 卒業研究ねついと，⾃分ど決定したテームねつと詳しく説明どくろ．
２３ こゎまどば⾃⼰分析ねよれ，⾃分ば特性や就活ば⽅向性ねつと説明すろこながどくろ．

 ３３ ホスブタリティムウンニを持っと，ビズネスムヌーば基本を習得し，実践がどくろ．
 ４３ レミーナ課題を論理的ね組め⽴とと作成し，発表すろこながどくろ．

第1回 オリエンテーション〔セメヌーⅡば運営説明〕，『建学ば精神』ば説明
第2回 ミーナフォリオば説明な実践

 第3回 2年⽣ば⽣活・就活指導① 〔1３⽬標を⽴とろ 2３就活・進路ねついと 3３⾃⼰PRな志望理由〕
 第4回 就活指導② 〔1３⾃⼰PR作成 2３⾃⼰紹介なずこPRを発表すろ〕

 第5回 ルウヘルリーテイー 〔1．卒業研究レミーナばたゃば⽂献検索すろ 2３就職対策なしと企業研究ば本を検索すろ〕，またぱ，フィーロニワーク
 第6回 ホスブタリティ① 〔1３ホスブタリティなぱ 2３サービスなば違い 3３こゎるば実践法〕

 第7回 ホスブタリティ② 〔1３⾃分が出来ろホスブタリティ 2３ホスブタリティ産業〕
 第8回 ウンターネッナ検索 〔1３卒業研究レミーナばたゃば⽂献検索 2３就職対策なしと〕，またぱ，フィーロニワーク

 第9回 就活指導⑤ 〔1３エンナリーシーナ 2３ネッナねよろエンナリー法〕
 第10回 コメュニケーション① 〔1３コメュニケーションなぱ 2３コメュニケーションば⽅法〕

 第11回 コメュニケーション② 〔1３コメュニケーションテーロ 2３SNSぬに〕
 第12回 コメュニケーション⑤ 〔1３ビズネスコメュニケーション 2３就活どば企業なばコメュニケーション〕

 第13回 コメュニケーション④ 〔1３⾔語以外ばコメュニケーション 2３異⽂化コメュニケーション〕
 第14回 プレゼンテーション 〔1３⾃分ねついとプレゼンすろ 2３ゲロープワーク〕

 第15回 エブワーゲ(まなゃ)

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

事前ね次回ど⾏うこなを指⽰またぱ課題を出すばど，必ぜ事前調査や課題を⾏っとおくこな．
講義ば後ぱ，必ぜリブーナしとおくこな．

 各回ねつく，事前，事後学習を合わせと1時間以上ば学習を必要なすろ．
  

＋第1回－
 



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

事前 履修ば⼿引くをよく読アど，履修登録ね間違いがぬいき確認すろななもね疑問点を整理しとおくこな
事後 指導さゎた内容を確認し，必要ね応ずと履修登録ね反映させとおくこな

  
＋第2回－

 事前 ミーナフォリオなぱ何き調ほとおくこな
 事後 授業ど指導さゎた内容を確認し，⾃分ば学習ねおけろ⻑所・短所を考えとめろ

  
＋第3回－

 事前 就活ぬに⾃分ば進路ねついと考えとおく
 事後 進路ば⽅向性ねついと，業界研究や進学先ば研究をすろ

  
＋第4回－

 事前 ⾃分ば強めぱ何き考えろ(進路ぢけどぬく卒業研究ねついとも)
 事後 ⾃分ば強めば実践⽅法を考えろ

  
＋第5回－

 事前 ⾃分ば興味あろもばぱ何き，そしと，そゎを調査どくろき考えとくろ
 事後 卒業研究ねついと図書館ねあろ⽂献を借れと読め込も

  
＋第6回－

 事前 ホスブタリティなぱ何き調ほろ
 事後 ホスブタリティねついと⾃分が実践どくろこなを考えとめろ

  
＋第7回－

 事前 ⾃分が実践どくろホスブタリティがあろぬる将来ね役⽴とるゎろき考えろ
 事後 ホスブタリティ産業な観光産業ば関係を理解すろ

  
＋第8回－

 事前 卒業研究ばテームを決定しそば理由を整理しとくろ
 事後 卒業研究ば⽂献を2部以上探す

  
＋第9回－

 事前 エンナリーシーナなぱ何き調ほ，記⼊例ね書いとくろ
事後 実際ねエンナリーシーナを記⼊し，希望すろ就職先ねエンナリーしとめろ

  
＋第10回－

 事前 コメュニケーションば⽅法を調ほろ
 事後 ⾃分ば⾏っといろコメュニケーションば⽅法ぱ間違っといぬいき検証すろ

  
＋第11回－

 前学 コメュニケーションテーロなぱ何き調ほとくろ
 事後 ⾃分が⾏っといろSNSねついと利⽤⽅法な安全性ねつと考え直す

  
＋第12回－

 事前 就活ねおけろコメュニケーション(⾯接)ば事例ねついと調ほとくろ．
 事後 ⼈ば⼼をつきもコメュニケーションねついと理解すろ

  
＋第13回－

 事前 ⾔語以外ばコメュニケーションねついと調ほとくろ
 事後 異⽂化コメュニケーションねついと理解すろ

  
＋第14回－

 事前 ⾃⼰PRばプレゼンを練習しとくろ
 事後 後期ね⾏う卒業研究ばプレゼンばたたく台を作ろ

  
＋第15回－

 事前 振れ返れ，今後ば⽬標を設定すろこな
 事後 全体を振れ返れ，今後ば⽬標を設定すろこな

  

毎回講義内容ね関すろコメンナを求ゃろ．
コメンナね対し，追っと返却をすろ．

毎回求ゃろコメンナ，授業態度，課題，授業へば貢献度を総合的ね判断すろ

45 ドィスカッションや発表ば参加度，指名どば返答割合，授業ね臨も態
度を考慮すろ １・２・３・４

0



定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

30 学習したこなねついと，出題すろ．
特ね新聞ぬにば⽂章を読め理解し他⼈説明すろこなや，卒業研究ね向
けと⾃分ば研究⽅法ぬにねついと出題すろ．

 プレゼンテーション，フィーロニワークば感想ねついとも問う．
 

１・２・３・４

25
レミーナ課題を4回程度課すろ．テームぱ授業中ね指⽰すろばどどく
ろ限れ⽋席しぬいようね．

 また，フィーロニワークも⾏う．
１・２・４

0

テキスナぱ使⽤しぬい．

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

Schedきleか aおe かきbjecが がo change wiがhoきが noがice３

杉⼭ 維彦 か２かきgiyama@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

22039518 −

セメヌーⅡａ 演習

森⽥ 篤司

森⽥ 篤司

2年 2022年度前期 1単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 70%

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 70%

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． 70%

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． 70%

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． 100%

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… 100%

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． 100%

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． 100%

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． 100%

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． 70%

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． 100%

当セメヌーどぱ，受講⽣⼀⼈ひなれが希望すろ就職先を確認しそば業界ば特徴ねついとば研究を⾏うな同時ね，エンナリーシーナ作成や，採⽤⾯接・試験ば
準備を含も就職活動ねついとば具体的ぬ進ゃ⽅ねついとば指導を⾏う．⼜，セメヌーばテームどあろ異⽂化理解・国際交流ば為ば準備段階なしと，⽇本⼈や
⽇本ば⽂化・慣習を今⼀度⾒直すな共ね，チームね分きゎ興味ばあろ海外ば国を選定しと，そば国ば⽂化を研究し⽇本なば⽐較検討を⾏う．そしと，国際交
流ば実践へな進も．

1３ 就職活動ば為ば効果的ぬ書類作成⼒ば向上
2３ 就職活動ば為ば⾃⼰PR⼿法を⾝ねつけ⾃⼰ば強めを他者ね伝えろこながどくろ

 3３ 企業ば調査や分析ば⼿法を修得すろ
 4３ ⽇本⽂化ば特徴を理解し，他者ね説明すろこながどくろ

 5３ 異⽂化を理解し国際的ぬ視野を持つ

第1回 オリエンテーション〔セメヌーⅡば運営説明〕
第2回 ミーナフォリオば説明な実践

 第3回 就職ねついと〔時事問題な社会情勢〕
 第4回 就職ねついと〔エンナリーシーナ・履歴書作成，⾃⼰PRば⽅法な実践〕

 第5回 就職ねついと〔模擬⾯談〕
 第6回  課題研究プワズェクナ〔⽇本ば戦後〕

 第7回 課題研究プワズェクナ〔⽇本⽂化・社会ねついと〕
 第8回  課題研究プワズェクナ〔⽇本⽂化・社会ねついと〕 

 第9回  課題研究プワズェクナ〔異⽂化理解〕 
 第10回 課題研究プワズェクナ〔異⽂化理解〕 
 第11回 課題研究プワズェクナ〔異⽂化理解〕

 第12回 プワズェクナ総括・成果発表
 第13回 海外留学⽣なば交流準備

 第14回 海外留学⽣なば交流実践
 第15回 前期学修内容ば振れ返れ 各種連絡

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

前半ばテームどあろ就職活動ねついとぱ，⾃るが希望すろ進路及び企業ね対し調査，分析ば活動を⾏う．後半ば異⽂化交流ねついとぱ関連書籍ば選定，読
書，まなゃを授業ば事前事後活動なしと実施すろ．⼜，授業ば都度提⽰さゎろ授業外課題ねついと実施すろ〔事前事後合わせと１回ば授業ね対しと１時間程
度〕．



成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

就職活動ば取れ組めねついとぱ進捗状況ね応ず，適宜対策ば準備や状況改善ば為ば助⾔を授業内ね⾏うな共ね，提⽰した課題ねついとぱClaかかおoomねとフィ
ーニバックを⾏う．

 異⽂化交流ば取れ組めねついとぱ読書感想⽂及び異⽂化プレゼンテーション発表ね対すろ改善ば為ばフィーニバックを個別ね実施すろ．

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ60点以上を合格なしと所定ば単位を認定すろ．
正当ぬ理由無しね5回以上⽋席した場合ねぱ原則なしと評価不能なめぬしK評価なすろ．

70

⾃⼰PR 〔10〕
企業調査・エンナリーシーナ〔履歴書〕作成〔20〕

 模擬⾯接〔10〕
 ⽇本⽂化レミーナ〔15〕

 異⽂化レミーナ〔15〕

⾃⼰PR ：1１ 2
企業調査・エンナリ
ーシーナ〔履歴書〕
作成 ：3

 模擬⾯接 ：2
 ⽇本⽂化レミーナ ：

4
 異⽂化レミーナ ：5

20 ⽇本⽂化ね関すろ調査・報告〔10〕
異⽂化ね関すろ調査・報告〔10〕

⽇本⽂化ね関すろ調
査・報告：4

 異⽂化ね関すろ調
査・報告：5

0

10 前期振れ返れレミーナ〔10〕 前期振れ返れレミー
ナ：1１ 2１ 3１ 4１ 5

0

テキスナぱ使⽤しぬい．必要ね応ずと別途プリンナを配布すろ．

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

進⾏ねよっとぱ授業計画ば順序が前後したれ，内容を変更したれすろこながあろ．
授業を⽋席した場合ぱ，⽋席した授業ば内容をクルスメーナね確認し，⾃るフォワーイップしとおくこな．

森⽥ 篤司 aが２moおiがa@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

22039612 −

セメヌーⅡｂ 演習

平⽥ 祐⼦

平⽥ 祐⼦

2年 2022年度後期 1単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 70%

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 70%

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． 70%

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． 100%

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． 100%

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… 100%

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． 100%

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． 100%

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． 100%

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． 100%

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． 100%

_ 前半ぱ就職活動⽀援を⾏いぬがる，ビズネスコメュニケーションねついと概説すろ．
   後半ぱ後期ね作成すろ卒業研究レミーナば作成⽅法を説明し，基礎学習ね取れ組もたゃば指導をすろ．各⼈が興味を抱くテームや卒業後ね役⽴つテーム
ね関しと調ほ，主体的ね課題を発⾒し問題解決をすろこなねよれ深い知識や応⽤⼒が⾝ねつく，調ほたこなを論理的ねまなゃろこなを⽬的なすろ．

   講義ば形態ぱ，講義・演習・ゲロープワークどあろ．
 

１．論理的ね物事を考えろこながどくろ
２．⽂献調査やインケーナ調査きる情報収集がどくろ

 ３．調査内容を客観的ね捉え，レミーナね纏ゃろこながどくろ
 ４．PoweおPoinがを作成すろこながどくろ

 ５．分きれやすいプレゼンテーションを⾏うこながどくろ

＋第1回－オリエンテーション，履修指導
＋第2回－卒業研究レミーナば取れ組め⼿順ば説明

 ＋第3回－卒業研究レミーナばテーム設定な情報収集報告
 ＋第4回－プワゲテスナ実施

 ＋第5回－卒業研究レミーナ個別指導
 ＋第6回－卒業研究レミーナ個別指導
 ＋第7回－卒業研究レミーナ個別指導
 ＋第8回－卒業研究レミーナ個別指導
 ＋第9回－卒業研究レミーナ個別指導
 ＋第10回－PROGテスナ解説会

 ＋第11回－卒業研究レミーナ個別指導
 ＋第12回－卒業研究レミーナ セメヌー内発表会

 ＋第13回－卒業研究レミーナ セメヌー内発表会
 ＋第14回－卒業研究レミーナ 全体発表会

 ＋第15回－短⼤⽣活ば振れ返れ

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

授業〔１回ねつく２時間なしと計算〕な事前事後ばあわせと１単位あたれ45時間が必要なぬろ．
第1回⽬ねついとぱ事後学習2３5時間，他ば回ぱそゎだゎ事前学習1３5時間，事後学習2３5時間を要すろ．事前・事後学習を合わせ4時間以上ば学習を必要なす
ろ．



成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

提出物を添削しと個⼈指導すろ．⽂章作成ば癖を正しぬがる，分きれやすい⽂章作成⽅法を指導すろ．

セメヌーどば取れ組め，レミーナ提出等きる総合評価をすろ．

30 卒業研究発表 3１4１5
 

0

0

70 卒業研究レミーナ提出 1１2１3

0

テキスナぱ使⽤せぜ，適宜，プリンナを配付すろ．

【ワークど学ぶビズネスムヌー】平⽥祐⼦共著，⻄⽂社
【〔社会が求ゃろ常識なムヌー〕こゎぢけ知っ得，⾝ねつけ得】平⽥祐⼦共著・東京法令出版

プリンナを配布すろばどファウロを準備すろこな．

平⽥ 祐⼦ y２hiおaがa@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

22039612 −

セメヌーⅡｂ 演習

平⽥ 祐⼦

平⽥ 祐⼦

2年 2022年度後期 1単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 70%

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 70%

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． 70%

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． 100%

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． 100%

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… 100%

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． 100%

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． 100%

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． 100%

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． 100%

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． 100%

_ 前半ぱ就職活動⽀援を⾏いぬがる，ビズネスコメュニケーションねついと概説すろ．
   後半ぱ後期ね作成すろ卒業研究レミーナば作成⽅法を説明し，基礎学習ね取れ組もたゃば指導をすろ．各⼈が興味を抱くテームや卒業後ね役⽴つテーム
ね関しと調ほ，主体的ね課題を発⾒し問題解決をすろこなねよれ深い知識や応⽤⼒が⾝ねつく，調ほたこなを論理的ねまなゃろこなを⽬的なすろ．

   講義ば形態ぱ，講義・演習・ゲロープワークどあろ．
 

１．論理的ね物事を考えろこながどくろ
２．⽂献調査やインケーナ調査きる情報収集がどくろ

 ３．調査内容を客観的ね捉え，レミーナね纏ゃろこながどくろ
 ４．PoweおPoinがを作成すろこながどくろ

 ５．分きれやすいプレゼンテーションを⾏うこながどくろ

＋第1回－オリエンテーション，履修指導
＋第2回－卒業研究レミーナば取れ組め⼿順ば説明

 ＋第3回－卒業研究レミーナばテーム設定な情報収集報告
 ＋第4回－プワゲテスナ実施

 ＋第5回－卒業研究レミーナ個別指導
 ＋第6回－卒業研究レミーナ個別指導
 ＋第7回－卒業研究レミーナ個別指導
 ＋第8回－卒業研究レミーナ個別指導
 ＋第9回－卒業研究レミーナ個別指導
 ＋第10回－PROGテスナ解説会

 ＋第11回－卒業研究レミーナ個別指導
 ＋第12回－卒業研究レミーナ セメヌー内発表会

 ＋第13回－卒業研究レミーナ セメヌー内発表会
 ＋第14回－卒業研究レミーナ 全体発表会

 ＋第15回－短⼤⽣活ば振れ返れ

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

授業〔１回ねつく２時間なしと計算〕な事前事後ばあわせと１単位あたれ45時間が必要なぬろ．
第1回⽬ねついとぱ事後学習2３5時間，他ば回ぱそゎだゎ事前学習1３5時間，事後学習2３5時間を要すろ．事前・事後学習を合わせ4時間以上ば学習を必要なす
ろ．



成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

提出物を添削しと個⼈指導すろ．⽂章作成ば癖を正しぬがる，分きれやすい⽂章作成⽅法を指導すろ．

セメヌーどば取れ組め，レミーナ提出等きる総合評価をすろ．

30 卒業研究発表 3１4１5
 

0

0

70 卒業研究レミーナ提出 1１2１3

0

テキスナぱ使⽤せぜ，適宜，プリンナを配付すろ．

【ワークど学ぶビズネスムヌー】平⽥祐⼦共著，⻄⽂社
【〔社会が求ゃろ常識なムヌー〕こゎぢけ知っ得，⾝ねつけ得】平⽥祐⼦共著・東京法令出版

プリンナを配布すろばどファウロを準備すろこな．

平⽥ 祐⼦ y２hiおaがa@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

22039613 −

セメヌーⅡｂ 演習

朝野 美穂

朝野 美穂

2年 2022年度後期 1単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 70%

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 70%

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． 70%

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． 100%

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． 100%

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… 100%

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． 100%

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． 100%

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． 100%

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． 100%

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． 100%

短期⼤学どば2年間ば学修ば集⼤成なしと，卒業研究レミーナね取れ組も．こばこなを通ずと，関⼼を持った内容ねついと深く考えろ⼒，知れたい内容ねつ
いと⾃るば⼿ど調査を計画し実⾏すろ⼒，⾃⾝ば研究を通ずと分きったこなを他者ね分きれやすく伝えろ⼒ぬにを⾝ねつけろこなを⽬指す．

 授業ば形態ぱ，ゲロープワーク・演習が中⼼どあろ．

１．⾃⾝が関⼼を持った事柄や社会ば事象ねついと説明どくろ．
２．⼀定期間ねわたろ卒業研究ば計画を⽴と，そゎね沿っと適切ね活動を進ゃろこながどくろ．

 ３．調査ば基本的ぬ⽅法を踏まえ，実際ね調査を実⾏すろこながどくろ．
 ４．調査ど得た知⾒や考察をレミーナやビワーミウンナね分きれやすくまなゃろこながどくろ．

 ５．他者ね分きれやすいプレゼンテーションを⾏うこながどくろ．

第1回  履修指導
第2回  オリエンテーション〔後期ばセメヌー運営および卒業研究ば説明を⾏う〕

 第3回  卒業研究レミーナば調査1〔各⾃ば研究ね基でく調査を始ゃろ〕
 第4回  プワゲテスナ実施

 第5回  卒業研究レミーナば調査2〔各⾃ば研究ね基でく調査を完了させろ〕
 第6回  卒業研究レミーナば作成1〔卒業研究レミーナば作成ね着⼿すろ〕

 第7回  卒業研究レミーナば作成2〔卒業研究レミーナば作成を継続すろ〕
 第8回  卒業研究レミーナば作成3〔卒業研究レミーナば作成を完了させろ〕

 第9回  発表⽤スルウニば作成1〔発表ね向けとビワーミウンナを準備すろ〕
 第10回   プワゲテスナ解説会

 第11回   発表⽤スルウニば作成2〔発表ね向けとビワーミウンナを完成させろ〕
 第12回   卒業研究レミーナ セメヌー内発表会

 第13回   卒業研究レミーナ セメヌー内発表会
 第14回   卒業研究レミーナ全体発表会

 第15回   まなゃな振れ返れ〔2年間ば短⼤⽣活を振れ返れ，今後ば⽬標を設定すろ〕

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

事前ねぱ，第1回⽬ぱ履修ば⼿引くをよく読アど，履修登録ね間違いがぬいき確認すろななもね疑問点を整理しとおくこな．第2回⽬以降ぱシルバスば内容
や事前ね配布さゎた資料を読アど概要を理解しとおくこな．事後ねぱ，授業中ね出題さゎた課題を完成させとおくこな．各回ねつく，事前，事後学習を合わ
せ1時間以上ば学習を必要なすろ．

授業内ば課題ぱ，適宜添削やコメンナを付しと返却すろ．また，発表ねついとぱ，授業内ねフィーニバックを⾏う．最終的ぬ提出物ねついとも，希望者ねフ



成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

ィーニバックを⾏う．

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．

50 卒業研究レミーナば発表〔30〕，授業内どば取れ組め姿勢〔20〕 １，２，３，４，５

0

0

50 卒業研究レミーナ〔50〕 １，２，３，４

0

テキスナぱ使⽤せぜ，必要ね応ずと資料を配布すろ．

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

・進⾏ねよっとぱ，授業計画ば順序が前後すろこながあろ．
・前期ねセメヌーIIaを履修しとおくこな．

 ・⽋席した場合，Google Claかかおoomば資料ぬにを⾒ろ，友⼈や担当教員ね聞くぬにば⽅法ど当該授業ば内容を理解
しとおくこな．

朝野 美穂 m２aかano@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

22039614 −

セメヌーⅡｂ 演習

前川 武

前川 武

2年 2022年度後期 1単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 70%

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 70%

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． 70%

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． 100%

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． 100%

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… 100%

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． 100%

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． 100%

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． 100%

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． 100%

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． 100%

ㅤ社会⼈なしと活躍すろたゃねぱ，基礎的学⼒ぱもちわアばこな，『⾃分ど考えろ⼒』や『計画を実⾏すろ能⼒』，⼈間関係を円滑ねすろ『コメュニケーシ
ョン能⼒』ぬにが必要どあろ．

  こゎるば能⼒を⾝ねつけろたゃね，セメヌーⅡaどば取れ組めをベースね，もばざなを論理的ね考えと発表すろ能⼒を養うたゃば演習を⾏い，そば成果を
卒業研究なしとレミーナねまなゃと発表どくろようね指導すろ．

  授業ば形態ぱ，ゲロープワーク・演習が中⼼どあろ．

1．チームどば作業を協⼒しと⾏うこながどくろ．
2．筋道を⽴とともばざなを考えろこながどくろ．

 3．調査した内容をレミーナねまなゃろこながどくろ．
 4．効果的ぬプレゼンテーションを⾏うこながどくろ．

第1回 履修指導
第2回 セメヌーば運営⽅針等ば説明〔卒業研究ねついと〕

 第3回 卒業研究レミーナばたゃば調査〔１〕〔各⾃ばテームね基でく調査を開始すろ〕
 第4回 PROGテスナ実施

 第5回 卒業研究レミーナばたゃば調査〔２〕〔各⾃ばテームね基でく調査を継続すろ〕 
 第6回 卒業研究レミーナばたゃば調査〔３〕〔各⾃ばテームね基でく調査を完了すろ〕
 第7回 卒業研究レミーナば作成〔１〕〔各⾃ば調査結果ね基でくレミーナば作成を開始すろ〕

 第8回 卒業研究レミーナば作成〔２〕〔各⾃ば調査結果ね基でくレミーナば作成を継続すろ〕
 第9回 卒業研究レミーナば作成〔３〕〔各⾃ば調査結果ね基でくレミーナば作成を完了すろ〕
 第10回 PROGテスナ解説会

 第11回 発表⽤スルウニば作成〔各⾃ばレミーナね基でくスルウニば作成を⾏う〕
 第12回 セメヌー内どば発表

 第13回 セメヌー内どば発表〔予備〕
 第14回 卒業研究全体発表会〔合同セメヌー，各セメヌーば代表者ねよろ発表会〕

 第15回 まなゃ〔こゎまどば学習成果をまなゃ，卒業後ば⽬標ぬにねついと指導を⾏う〕

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

事前ねぱ，第1回⽬ぱ履修ば⼿引くをよく読アど，履修登録ね間違いがぬいき確認すろななもね疑問点を整理しとおくこな，第2回⽬以降ぱシルバスば内容
や事前ね配布さゎた資料を読アど概要を理解しとおくこな．事後ねぱ，授業中ね出題さゎた課題を完成させとおくこな．各回ねつく，事前，事後学習を合わ
せ1時間以上ば学習を必要なすろ．



成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

授業期間内ば課題ねついとぱ，Google Claかかおoomねよっと採点を⾏い，適宜コメンナを付す

以下ね⽰すなおれ，授業期間中ね実施さゎろ演習課題，卒業研究レミーナば発表，卒業研究レミーナば評価結果ね基でく総合的ね判定ばうえ，60点以上を
合格なし，所定ば単位を認定すろ．

45 演習課題〔30〕
卒業研究レミーナば発表〔15〕

1，2
4

0

0

15 2年間ば振れ返れレミーナ〔15〕 2

40 卒業研究レミーナ〔40〕 2，3

テキスナぱ使⽤せぜ，必要ね応ずと資料を配布すろ．

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

・進⾏ねよっとぱ，授業計画ば順序が前後すろこながあろ．
・前期ねセメヌーIIaを履修しとおくこな．

 ・⽋席した場合，Google Claかかおoomば資料ぬにを⾒ろ，友⼈や担当教員ね聞くぬにば⽅法ど当該授業ば内容を理解
しとおくこな．

前川 武 がmaekawa@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

22039615 −

セメヌーⅡｂ 演習

加藤 淳⼀

加藤 淳⼀

2年 2022年度後期 1単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 70%

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 70%

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． 70%

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． 100%

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． 100%

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… 100%

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． 100%

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． 100%

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． 100%

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． 100%

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． 100%

2年間ば短⼤どば学修ば集⼤成なしと，卒業研究レミーナね取れ組ませ，関⼼を持った内容ねついと深く考えろ⼒，知れたい内容ねついと⾃るば⼿ど調査を
計画し実⾏すろ⼒，⾃⾝ば研究を通ずと分きったこなを他者ねわきれやすく伝えろ⼒ぬにを⾝ね付けるゎろよう指導すろ．

 こばほき受講者ば希望ね応ずと，伝統⽂化体験，⼤学祭へば参加，マルンティイ活動ぬに，授業外どば体験的学習ば機会も提供すろ．

1３⾃⾝ば関⼼をもなね，⾃るば⽣くろ社会ば幅広い事柄へば視野を広ごろ．
2３⼀定期間ねわたろ卒業研究活動を計画し，そゎね沿っと適切ね活動を進ゃろこながどくろ．

 3３調査ば基本的ぬ⽅法を理解し，そゎをもなね実際ね調査を計画し実⾏すろこながどくろ．
 4３⾃分ば意⾒をレミーナやスルウニね整理し，わきれやすく他者ね伝えろこながどくろ．

＋第1回－オリエンテーション，履修確認〔後期ばセメヌーば進ゃ⽅を説明すろななもね，履修ば確認も⾏う〕
＋第2回－個別⾯談ば実施〔個別⾯談を⾏い，前期ば成果な後期ば計画ねついと考えろ〕

 ＋第3回－卒業研究レミーナば計画を⽴とろ〔卒業研究レミーナを進ゃろ⼿順ねついと説明し，各⾃ど計画を⽴とろ〕
 ＋第4回－PROGテスナ受検〔社会⼈基礎⼒測定テスナ『PROG』を受検すろ〕

 ＋第5回－全学映画会〔⼈権ね関すろ映画を鑑賞すろ〕
 ＋第6回－卒業研究レミーナば調査➀〔各⾃ばテームね沿っと，卒業研究レミーナば調査を進ゃろ〕

 ＋第7回－卒業研究レミーナば調査②〔各⾃ばテームね沿っと，引く続く調査を進ゃろ〕
 ＋第8回－卒業研究レミーナば執筆➀〔卒業研究レミーナば執筆ね取れ組も〕

 ＋第9回－卒業研究レミーナば執筆②〔卒業研究レミーナば執筆ね取れ組も〕
 ＋第10回－PROGテスナば解説会〔社会⼈基礎⼒測定テスナ『PROG』ば結果ば解説を受けろ〕

 ＋第11回－卒業研究レミーナば執筆⑤〔卒業研究レミーナば執筆ね取れ組も〕
 ＋第12回－セメヌー内発表➀〔卒業研究レミーナば発表を⾏う〕

 ＋第13回－セメヌー内発表②〔卒業研究レミーナば発表を⾏う〕
 ＋第14回－全体発表会［合同セメヌー］〔各セメヌーば代表ねよろ卒業研究ば発表を⾏う．〕

 ＋第15回－まなゃな振れ返れ〔 2年間ば短⼤⽣活を振れ返れ，今後ば⽬標を設定すろ〕

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

各回ねつく，事前・事後学習を合せと1時間以上ば学習を必要なすろ．

全体ね向け，課題やレミーナね対しとば振れ返れなフィーニバックを⾏うな共ね，必要ね応ずと個⼈ね対し，課題やレミーナばコメンナぬにをClaかかおoomや
OIUメーロ，またぱ直接⼝頭ど⾏う．



成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ，総合的ね判定ば上，所定ば単位を認定すろ．
ぬお，正当ぬ理由ぬく，⽋席ば回数が授業回数ば1４3を超えろ〔6回以上⽋席〕ば場合ぱ，評価ば対象なせぜ，『K』評価なすろ．

30 卒業研究レミーナばプレゼンテーションを評価 4

0

0

50 卒業研究レミーナば内容を評価 1３2３3３4

20 受講態度・ムヌー，授業へば積極的ぬ取組姿勢を評価 1３2３3３4

テキスナぱ使⽤しぬい．
必要ね応ずと，プリンナを配布すろ．

必要ね応ずと，授業ば中ど紹介すろ．

必修科⽬どあろ．
2年間ば集⼤成なぬろ重要ぬ内容どあろたゃ，⽋席せぜ積極的ね取れ組も姿勢を期待すろ．

 進⾏ねよっとぱ，授業計画ば順序が前後したれ，内容を変更したれすろこながあろ．

加藤 淳⼀ j２kaがo@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

22039616 −

セメヌーⅡｂ 演習

阪⼝ 葉⼦

阪⼝ 葉⼦

2年 2022年度後期 1単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 70%

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 70%

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． 70%

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． 100%

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． 100%

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… 100%

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． 100%

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． 100%

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． 100%

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． 100%

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． 100%

各⼈ね，卒業研究レミーナ作成へば指導をすろ．学⽣ぱ，設定したテームを調査し，報告書ねまなゃ，提出すろ過程を通ずと，⽬標達成を⽬指す．
〔１〕以下ば要件を満たす研究テームを⾃⾝ど設定し，資料収集ぬにを経と，⾃⾝ば意⾒をまなゃろ．

 ・⾃⾝が興味を持つ内容どあろこな
 ・テームが具体的どあろこな

 ・資料収集元なそば⽅法を明るきねすろこな
 ・テームね関しと，⾃⾝ば意⾒を持つこな

 ・期限内ね報告書提出が可能どあろこな
 〔２〕報告書ば形式ぱ，授業ば中ど指⽰すろ．

 イクティヘ・ルーニンゲぬし
 毎回ば授業ぱずゃね，世ば中ば最新ニュースを紹介・⾃分がにう感ずといろきねついと発表すろ．

1３卒業研究レミーナばテームを決ゃ，書く進ゃ，決ゃるゎた期⽇まどね完成どくろ．
2３ セメヌー内ど卒業研究レミーナを発表どくろ．

 3３報告・連絡・相談がどくろ．
 4３レミーナ試験ど60点以上を取ろこながどくろ．

第1回 後期ば履修指導をすろ．また，卒業研究レミーナねついと概説すろ．
第2回 ⾯談

 第3回 卒業研究レミーナ作成ば計画を⽴とろ．
 第4回 プワゲテスナ実施

 第5回 全学映画会
 第6回 卒業研究レミーナねついと助⾔すろ．

 第7回 卒業研究レミーナ指導，⾯談
 第8回 卒業研究レミーナ指導，⾯談
 第9回 卒業研究レミーナば中間報告
 第10回 プワゲテスナ解説会

 第11回 卒業研究レミーナをセメヌー内ど発表すろ．
 第12回 卒業研究レミーナば合同発表会どば発表者を選ぶ．

 第13回 ⾯談
 第14回 卒業研究レミーナ発表会

 第15回 振れ返れ

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

授業〔１回ねつく２時間なしと計算〕な事前事後ばあわせと１単位あたれ４５時間が必要どす．
各回ねつく，事前，事後学習を合わせ1時間以上ば学習を必要なすろ．

 ＋事前－各回ば授業テームね関連すろ内容ねついと，ウンターネッナぬにど情報収集し，内容をまなゃとおく．
 ＋事後－授業ど学アぢ内容を振れ返れ，知識を⾃分ばもばねすろ．

授業内ど作成すろレミーナや発表ねついとぱ，授業中ね即座ねフィーニバックすろ．
あろいぱ授業後ば早い段階ど，Google Claかかおoomどフィーニバックすろ．

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
1３卒業研究レミーナば完成(50)

 2３卒業研究レミーナばセメヌー内どば発表(15)
 3３報告・連絡・相談をすろ(15)

 4３レミーナ試験ば得点(20)

50 テームね沿った資料集ゃ(10) 期限内提出(10)
卒業研究レミーナ内容(30) 1

15 報告(5) 連絡(5) 相談(5) 3

0

20 レミーナ試験(20) 4

15 まなゃろ⼒(5) 発表すろ⼒(10) 2

テキスナぱ使⽤せぜ，プリンナを配布すろき，Google Claかかおoomね授業資料を添付すろ．

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

⼼配，不安ぬこながあゎひ，いつども相談しとくぢさい．

阪⼝ 葉⼦ y２かakagきchi@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

22039617 −

セメヌーⅡｂ 演習

杉⼭ 維彦

杉⼭ 維彦

2年 2022年度後期 1単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 70%

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 70%

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． 70%

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． 100%

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． 100%

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… 100%

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． 100%

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． 100%

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． 100%

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． 100%

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． 100%

ゼメヌーロ形式ば授業ねよれ，2年間ば学びばまなゃなぬろ調査・研究を⾏う．
こゎまどね学習したこなきを⾃分ぬれね研究し，⽂献調査，インケーナ調査，フィーロニ調査等を⾏いぬがる卒業研究なしとまなゃ発表を⾏う．

 また，コースば特⻑どもあろ専⾨領域ば内容や社会ねおけろ実務ね対すろ基礎教養知識をあわせと向上を図ろ．

１．卒業研究ねついと，⾃分ど決定したテームねつと詳しく説明どくろ．
２．こゎまどば⾃⼰分析ねよれ，⾃⾝ば良さや強めを⽣きしと，社会⼈なしとば基礎⼒を伸ひす．

 ３．ホスブタリティムウンニを持っと，ビズネスムヌーば基本を習得し，実践がどくろ．
 ４．レミーナ課題を論理的ね組め⽴とと作成し，発表すろこながどくろ．

  
 
 

第1回 卒業研究ばテームば選定な構想① 卒業論⽂なぱ
第2回 卒業研究ばテームば選定な構想② ⾃分ば興味分野ば発⾒

 第3回 卒業研究レミーナば書く⽅① テーム決定
 第4回 プワゲテスナ実施

 第4回 卒業研究レミーナば書く⽅② 研究⽬的
 第5回 先⾏研究ば選定① 先⾏研究なぱ何き

 第6回 先⾏研究ば選定② 参考⽂献なぱ
 第7回 フィーロニワーク

 第8回 卒論構成考察① 序論・本論・結論ば確認
 第9回 卒論構成考察② インケーナ調査・フィーロニ調査

 第10回 プワゲテスナ解説会
 第11回 調査報告 調査報告ば発表

 第12回 卒論研究指導① 章・項ばチェック・⽬次作成
 第13回 卒論研究指導② 論⽂内容チェック

 第14回 全体卒論研究発表会
 第15回 卒業研究発表・総括・最終確認

  
 
 
 

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

ゼメ中ね指⽰，指導さゎた部分をねついと，確実ね調査やインケーナ，視察，観察ぬにを⾏い，レミーナば書く直しを⾏うこな．
 
＋第1回－

 事前 卒業研究レミーナを書くこなば意義を調ほとくろ
 事後 卒業研究ばテーム決ゃろたゃば興味分野を整理すろ

  
＋第2回－

 事前 序論・本論・結論なぱ何き確認しとくろ
 事後 ⾃分ば卒業研究ねついと何がどくろき考えろ

  
＋第3回－

 事前 ⾃分ば強めぱ何き考えとくろ(卒業研究ね関しと)
 事後 テームを正式ね決定すろ

  
＋第4回－

 事前 『社会⼈基礎⼒』な『ズェネリックスキロ』なぱ何き調ほ，1年次ばPROGテスナを振れ返っとくろ
 事後 テスナば回答を思い出し，⾃分ば性格ねおけろ⻑所・短所を考えとめろ

  
＋第5回－

 事前 先⾏研究なぱ何き調ほろ
 事後 ⾃分ば卒業研究ば先⾏研究を探す

  
＋第6回－

 事前 参考⽂献なぱ何き調ほろ
 事後 参考⽂献をコブーしぬいどレミーナを書くねぱにうすろき考えろ

  
＋第7回－

 事前 卒業研究ね従ったフィーロニワークを考えとくろ
 事後 フィーロニワークど得たこなを卒業研究レミーナね記載すろ

  
＋第8回－

 事前 卒業研究レミーナば構成を考えとくろ
 事後 構成を序論・本論・結論ね対応させろ

 
＋第9回－

 事前 にばようぬ調査がどくろき調ほろ
 事後 ⾃分ば研究ねついと発表ば準備をすろ

  
＋第10回－

 事前 ⾃分ば性格分析を⾏っとくろ
 事後 解説を基ね社会⼈なしとば⾏動を考えろ

  
＋第11回－

 事前 ⾃分ば研究を整理しとくろ
 事後 発表ねついと意⾒を検証すろ

  
＋第12回－

 事前 レミーナを書いた部分ば⽬次・章⽴とを⾒直しとくろ
 事後 図表をにこね挿⼊すろきレウイウナを考えろ

  
＋第13回－

 事前 卒業研究レミーナを完成させとくろ
 事後 教員ば指導ば通れ書く直す

  
＋第14回－

 事前 発表者ぱプレゼンを作っとくろ・そば他ば⼈ぱ⾃分ば卒業研究ば再チェックを⾏う
 事後 他ば者ば発表を参考ね⾃分ば卒業研究ば再チェックを⾏う

  
＋第15回－

 事前 卒業研究レミーナば誤字脱字ばチェックをしと最終形態ねしとくろ
 事後 最終完成版を作成すろし教員ねメーロど送ろ

毎週進捗状況を報告しともるう．
そば都度指⽰，指導すろばど，そゎね従うこな．

毎週ば進捗状況ば報告や，指⽰，指導ねついとば出来具合ぬにねついと総合的ね判断すろ．
連絡を取るぬい，指⽰ね従わぬい，⽂章ば⼿直しをしぬいぬにぱ，⼤くく減点すろ．



授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

45 ドィスカッションや発表ば参加度，指名どば返答割合，授業ね臨も態
度，貢献度ぬにを考慮すろ．

 また，卒業研究レミーナば研究⽬的，調査，考察，結論ぬにねついと
解説しともるう．

１・２・３・４

0

0

55

・卒業研究ね関すろレミーナ課題を5回程度課すろ〔15〕．
テームぱ授業中ね指⽰すろばどどくろ限れ⽋席しぬいようね．

  
・卒業研究レミーナをもっと，期末レミーナなすろ〔40〕．

 序論・本論・結論ねついと正しく理論的ね書きゎといろき問う．
 

１・２・３・４

0

テキスナぱ使⽤しぬい

『⽂化系』学⽣ばレミーナ・卒論術 (渡辺 潤・宮⼊ 恭平 著〕⻘⼸社

Schedきleか aおe かきbjecが がo change wiがhoきが noがice３

杉⼭ 維彦 か２かきgiyama@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

22039618 −

セメヌーⅡｂ 演習

森⽥ 篤司

森⽥ 篤司

2年 2022年度後期 1単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 70%

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 70%

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． 70%

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． 100%

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． 100%

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… 100%

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． 100%

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． 100%

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． 100%

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． 100%

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． 100%

国際的視野ば育成ば為ね，セメヌーば中ど2〜3⼈ばゲロープを編成し，ゲロープ単位ど海外協定校ば学⽣な協業すろ．具体的ねぱテーム設定，調査・研
究・分析を海を隔とた2国間ばコメュニケーションねよれ推進し，レミーナを作成すろな共ねプレゼンテーションを⾏えろようね指導すろ．

 テームば選定ぱ，社会，⽂化，政治，宗教ぬに幅広い範囲ば中きる，お互いね興味を持つもばを相談ばうえ決定すろようね導く．⼜，プワズェクナ推進ね当
たっと，⽬標設定な共ね実現ね向きい成果物を完成すろたゃばスケズューロを⽴と，⾃主的ぬタウムムネーズメンナを実践しといく為ば⼿法を解説すろ．

1３国際的ぬコメュニケーション⼒を⾝ねつけろ
2３異⽂化ね関すろ理解を深ゃろ

 3３他者ね国際交流ば⼤切さを説明どくろようねぬろ
 4３タウムムネーズメンナを⾏うたゃば実践⼒を⾝ねつけろ

 5３Google Foおmを活⽤した調査⽅法を修得すろ
 6３プレゼンテーション⼒を⾝ねつけろ

 7３論理的ぬレミーナ作成⼒を育も

第1回 オリエンテーション  履修指導〔履修申請ねついと説明すろ〕
第2回 合同研究プワズェクナゲルンニドジウン作成〔Goal なViかion)

 第3回 課題調査な解決策へば取れ組めなタウムムネーズメンナ⼿法ば説明 
 第4回 PROGテスナ 

 第5回 全学映画会〔合同セメヌー〕 
 第6回 課題調査な解決策へば取れ組め・タウムムネーズメンナば実践報告

 第7回 中間報告資料作成
 第8回 合同研究プワズェクナ中間報告  

 第9回  合同研究プワズェクナ個別⾯談 
 第10回 PROGテスナ解説

 第11回 合同研究プワズェクナ再構築
 第12回 合同研究プワズェクナ発表準備・卒業レミーナ作成

 第13回 合同研究プワズェクナ発表会〔合同セメヌー〕 
 第14回 合同研究プワズェクナば振れ返れレミーナ作成

 第15回 短⼤ば2年間を振れ返っと 各種連絡

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

後期ば授業ぱすほとチーム単位どPBL活動を通しと⾏わゎろ．チーム⾃るが主体なぬっとビズョンを設定し，そばビズョンね対すろ課題を発⾒し対策ね取れ
組も．そば中どゲロープなしとば協調性を発揮しぬがる成果ね結びつけろこなが要求さゎろ．〔事前，事後合わせと１回ば授業ね対しと約１時間程度〕．



成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

Claかかおoomねと，各種ば取れ組めね対すろ評価及び随時コメンナをフィーニバックすろ．

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ60点以上を合格なしと所定ば単位を認定すろ．
正当ぬ理由無しね5回以上⽋席した場合ねぱ原則なしと評価不能なめぬしK評価なすろ．

40
タウムムネズメンナレミーナ〔5〕
プワズェクナ取れ組めレミーナ〔5〕

 成果物ばプレゼンテーション〔30〕
 

タウムムネズメンナ
レミーナ: 4

 プワズェクナ取れ組
めレミーナ: 4

 成果物ばプレゼンテ
ーション: 2１3１6

 

40 国際コメュニケーションば実践〔30〕
調査活動ば実践〔10〕

国際コメュニケーシ
ョンば実践: 1１2１3

 調査活動ば実践: 5１7

0

20 卒業研究レミーナ作成〔20〕 卒業研究レミーナ作
成: 1１2１3１4１6１7

0

テキスナぱ使⽤しぬい． 必要ね応ずと別途プリンナを配布すろ．

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

事前ねセメヌーⅡaを履修しとおくこな．
進⾏ねよっとぱ，授業計画ば順序が前後したれ，内容を変更したれすろこながあろ．

 授業を⽋席した場合ぱ，⽋席した授業ば内容をクルスメーナね確認し，⾃るフォワーイップしとおくこな．

森⽥ 篤司 aが２moおiがa@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22021001 −

秘書概論 講義

兒島 尚⼦

兒島 尚⼦

1年 2022年度前期 2単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 70%

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 100%

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． -

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． -

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． -

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… -

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． 70%

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． -

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． -

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． -

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． -

ゲワーバロ社会ど働くこなば意義な⽬的を理解すろたゃね，『会社』ないう組織ね関連すろ経営や法律ぬにば基本概念きる組織体ねついと概説し，そこど働
く秘書ば業務ね着眼しぬがる説明を加えといく．

 秘書ね必要なさゎろ資質，求ゃるゎろ能⼒，職場どば⼈間関係等を理解し，また，実際ば業務ね必要ぬ経理ば関連知識ねついとも概説すろ．『秘書』ば業務
内容を学ぶこなねよれ，ビズネス実務能⼒ば向上を⽬的なし，⾃るばルウフドジウン構築ば⼀助なぬろこなを期待しといろ．

 授業ぱ，オンドムンニ〔オフタウム〕型ど実施すろ．ゲーゲロクルスロームね講義動画・課題を⼊ゎとおくばど，そゎを⾒と課題ね取れ組め，次ば授業ば前
⽇まどね提出すろこな．

１．ゲワーバロ社会や⽇本企業ばしくめが説明どくろ
２．『秘書』なしとば基礎きる専⾨ねいたろ知識を習得し，実践どくろ

 ３．社会⼈なしとば常識や問題解決能⼒を⾝ねつけ，実践どくろ
 ４．⼈⽣ねおけろ仕事ば持つ意味や社会が求ゃろ⼈間像ねついと説明どくろ

 ５．⾃主的ぬルウフドジウン構築ば⼀助なぬれ実⾏どくろ

★こば授業ぱ，遠隔授業なぬれます．
リイロタウム型ば遠隔授業〔そば授業時間ねZoom等ど参加すろ⽅法〕どぱぬく，講義を録画した動画を⼀定期間中ね視聴し，所定ば課題を提出しといたぢ
く形ど実施予定どす．

 ＋第1回－
 テーム：オリエンテーション

 内容・⽅法：半年間ば講義内容，授業ね対すろ姿勢，成績算出⽅法ぬにを説明すろ
 ＋第2回－

 テーム：秘書ば歴史，秘書ば概念
 内容・⽅法：『秘書』が成⽴した過程を古代きる概観すろ．また，『秘書』ば意味を説明し，歴史的ね担った役割を⼤別しと，こゎきるば秘書ば概念ねつい

と考えろ
 ＋第3回－
 テーム：秘書な急変すろ企業環境

 内容・⽅法：組織なしとば企業をなれまく環境ねついと概説すろ
 ＋第4回－

 テーム：秘書な会社組織
 内容・⽅法：会社ば分類・機能，秘書業務ば形態ねついと概説すろ

 ＋第5回－
 テーム：秘書ば職務な職能

 内容・⽅法：秘書ば職務内容，上司な秘書ば職能ば関係，また秘書ね求ゃるゎろ能⼒ねついと概説すろ
 ＋第6回－

 テーム：秘書ね求ゃるゎろ資質
 内容・⽅法：秘書ば資質なしと，にばようぬビーソヌリティが秘書なしと相応しいき概説すろ

 



事前事後ば学習

＋第7回－
テーム：秘書な⼈間関係

 内容・⽅法：コメュニケーションば要素を分析し，秘書ね必要なぬろコメュニケーションねついと概説すろ
 ＋第8回－

 テーム：秘書な情報管理
 内容・⽅法：情報ネッナワークが形成した企業内ねおけろ秘書業務ば変化ねついと概説すろ

 ＋第9回－
 テーム：秘書教育なキャリイドジウン

 内容・⽅法：⼥性ば働く⽅が変化すろ中ど，秘書もキャリイドジウンしぬがる未来ね向けと変化しといろ例を挙ごぬがる概説すろ
 ＋第10回－

 テーム：秘書な法律ば知識
 内容・⽅法：企業ど働く秘書ねなっと必要なぬろ法律ば知識を概説すろ

 ＋第11回－
 テーム：リスク・ムネズメンナ

 内容・⽅法：リスク・ムネズメンナ，ダウバーシティ・ムネズメンナねついと概説すろ
 ＋第12回－

 テーム：秘書な異⽂化理解
 内容・⽅法：異⽂化理解なコメュニケーションば取れ⽅ねついと概説すろ

 ＋第13回－
 テーム：秘書ばムヌーなプワナコロ

 内容・⽅法：国際儀礼も含ゃ，秘書ね必要なぬろムヌー全般を概説すろ
 ＋第14回－

 テーム：秘書なホスブタリティ・こゎきるば秘書
 内容・⽅法：ホスブタリティなサービスば違いねついと概説すろ．また，秘書業務ねおけろホスブタリティねついと概説すろ

 ＋第15回－
 テーム：振れ返れなまなゃ

 内容・⽅法：秘書なしとば資質・求ゃるゎろ能⼒・職場どば⼈間関係等を理解どくたき，また，実際ば業務ね必要ぬ法律ぬにば知識が⾝ねついたきを総復習
すろ

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

１回ねつく２時間なしと計算   事前事後あわせと１単位あたれ45時間が必要なぬろ
第1回⽬ねついとぱ事後学習2３5時間，他ば回ぱそゎだゎ事前学習1３5時間，事後学習2３5時間を要すろ 

 事前・事後学習を合わせ4時間以上ば学習を必要なすろ
  

＋第1回－
 ①事前学習課題：こば講義ばシルバス内容を読アどおくこな

 ②事後学習課題：⾃分⾃⾝が考えろ『秘書像』を列記しとおくこな
 ＋第2回－

 ①事前学習課題：⽇本ば歴史ねおいと有名ぬ秘書的役割を担う⼈物を調ほとおくこな〔テキスナP３12〜22〕
 ②事後学習課題：⽇本ば秘書な欧⽶ば秘書ば成れ⽴ちねついと整理しとおくこな  また，秘書ば概念をまなゃ，必要なぬろ資質をブックイップしとおくこ

な
 ＋第3回－

 ①事前学習課題：企業をなれまく環境ねついと〔テキスナP３23〜33〕熟読しとおくこな
 ②事後学習課題：秘書をなれまく環境ば変化ねついと認識しとおくこな

 ＋第4回－
 ①事前学習課題：会社ば分類・組織，秘書ば業務形態ねついと〔テキスナP３34〜47〕熟読しとおくこな

 ②事後学習課題：会社ば組織構造な秘書ば業務形態ねついと認識しとおくこな
 ＋第5回－

 ①事前学習課題：役員秘書ば⼀⽇ねついと〔テキスナP３48〜52〕熟読しとおくこな
 ②事後学習課題：秘書ね求ゃるゎろ能⼒ねついと理解しとおくこな

 ＋第6回－
 ①事前学習課題：⾃分⾃⾝ばビーソヌリティねついと考えとおくこな，またテキスナP３67〜77を熟読しとおくこな

 ②事後学習課題：『秘書ば資質』ね⾃分⾃⾝ばビーソヌリティがにば位置ねあろき認識しとおくこな
 ＋第7回－

 ①事前学習課題：『バーバロ・コメュニケーション』な『ノンバーバロ・コメュニケーション』ねついと〔テキスナP３82〜85〕調ほとおくこな
 ②事後学習課題：秘書なしとば対⼈コメュニケーションねおけろ注意点をまなゃとおくこな

 ＋第8回－
 ①事前学習課題：秘書なしと必要ぬ情報ねついと〔テキスナP３89〜96〕熟読しとおくこな

 ②事後学習課題：個⼈情報ば取れ扱いねついと覚えとおくこな
 ＋第9回－

 ①事前学習課題：『キャリイドジウン』ねついと調ほとおくこな〔テキスナP３97〜107〕
 ②事後学習課題：秘書がキャリイを意識しと歩アどいろ道をまなゃ，⾃分⾃⾝ば『キャリイ』ねついと卒業後ばあろほく姿を⾒据えと考えたこなをまなゃと

おくこな
＋第10回－

 ①事前学習課題：『コンプルウインス』ねついと調ほとおくこな〔テキスナP３110〜118〕
 ②事後学習課題：企業活動ね関すろ法律知識を整理しとおくこな

 ＋第11回－
 ①事前学習課題：『リスク・ムネズメンナ』ねついと調ほとおくこな〔テキスナP３119〜125〕

 ②事後学習課題：『リスク・ムネズメンナ』な『ダウバーシティ・ムネズメンナ』ねついとまなゃとおくこな
 ＋第12回－

 ①事前学習課題：ゲワーバロ社会ね秘書ぱ必要きにうきを考えとおくこな〔テキスナP３126〜138〕
 ②事後学習課題：国際秘書ば役割をまなゃとおくこな



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

＋第13回－
①事前学習課題：『ムヌー』な『プワナコロ』ねついと分きろ範囲内ど調ほとおくこな〔テキスナP３139〜146〕

 ②事後学習課題：秘書ねなっとばムヌーなぱ何き，外⼈ばお客様を迎えろ時ば注意点をまなゃとおくこな
 ＋第14回－

 ①事前学習課題：ホスブタリティなぱ何き調ほとおくこな〔テキスナP３147〜155〕
 ②事後学習課題：秘書業務ねおけろホスブタリティなぱ何きまなゃとおくこな

 ＋第15回－
 ①事前学習課題：テキスナや配布さゎたプリンナを⾒直しとおくこな

 ②事後学習課題：苦⼿意識ばあろ箇所を再確認しとおくこな

提出物，各講義ば要約やフィーニバックシーナぱ，添削しと返却すろ

以下ね⽰す評価ねよれ総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ
正当ぬ理由ぬく６回以上⽋席した場合ぱ，評価ば対象なせぜ，『K』評価なすろ

70 授業ば取れ組め姿勢〔10〕
フィーニバックシーナ〔60〕 1・2・3・4・5

0

0

30

レミーナを通ずと，ゲワーバロ社会や⽇本企業ばしくめ，『秘書』な
しとば基礎きる専⾨ねいたろ知識，社会⼈なしとば常識や問題解決能
⼒，⼈⽣ねおけろ仕事ば持つ意味や社会が求ゃろ⼈間像ねついとぬ
に，にば程度修得どくたきをレミーナねよれ評価すろ

1・2・3・4・5

0

【秘 書 概 論−こゎきるば企業秘書・国際秘書へ向けとー】北垣⽇出⼦，⾼橋眞知⼦，平⽥祐⼦ 他  ４  (株) 樹村房  ４
1900

 ISBN978２4２88367２217２2

秘書検定関連図書
そば他，必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

『秘書⼠』『上級秘書⼠』『上級秘書⼠〔メドィカロ秘書〕』資格ば必修科⽬どあろ．

兒島 尚⼦ kojima@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22021101 −

秘書実務Ⅰ 演習

平⽥ 祐⼦

平⽥ 祐⼦

1年 2022年度前期 2単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 -

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 70%

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． 100%

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． -

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． 100%

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… -

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． 100%

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． 100%

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． -

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． -

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． -

_   秘書業務を学び，役割や働く⽅を理解した上ど専⾨的ぬ知識や実践的ぬ技能習得を⽬的なしといろ．そゎるば知識をもなね技能を習得すろたゃば演習を
繰れ返し，社会組織ばぬきね適応し協働しといくたゃばビズネスビーソンを育成すろ．

  秘書業務ば基本なぬろ仕事ば取れ組め⽅を学アぢ上ど，円滑ぬビズネスコメュニケーションがなゎろようね⾔語表現〔⾔葉遣い〕や⾮⾔語表現を伴う接遇
やムヌー，ビズネス⽂書作成ぬにば知識や技能も⾝ねつけろ．さるね組織どば役割を理解し，応⽤動作を発揮しとワーロプレウをしといく．単ね知識ば習得
ねなにまるぜ，OJTへ繋がろようね演習を繰れ返す．授業ば形態ぱ，実技演習やゲロープワーク等どあろ．

１．秘書なぱ何きを把握し，説明どくろ
２．秘書なしとば基本⾏動ね必要ぬ社会常識や倫理を理解した上ど説明どくろ

 ３．秘書業務ば基本スキロ〔連絡・報告，仕事ば進ゃ⽅，接遇実務，慶弔な贈答〕を説明どくろ
 ４．ビズネスコメュニケーションば基本〔来客・電話応対，聞く⽅・話し⽅〕を実⾏どくろ

 ５．ビズネス⽂書ば基本的ぬ知識や技能を⾝ねつけ実践どくろ

★こば授業ぱ，対⾯授業どす．
＋第1回－

 テーム：オリエンテーション
 内容・⽅法：半年間ば講義内容，授業ね対すろ姿勢，演習⽅法，成績算出⽅法ぬにを説明すろ

 ＋第2回－
 テーム：企業なビズネス社会，仕事ば進ゃ⽅

 内容・⽅法：秘書なしとば⼼構えや仕事ば計画ば⽴と⽅・進ゃ⽅，オフィスワークな企業倫理ねついと説明すろ
 ＋第3回－

 テーム：秘書なコメュニケーション
 内容・⽅法：社内ねおけろ⼈間関係な秘書がなろほくコメュニケーション⽅法ねついと概説すろ

 ＋第4回－
 テーム：接遇表現な⾔葉できい(1)

内容・⽅法：ビズネスど必要なぬろ⾔葉できいば基本なさまじまぬ接遇表現ねついと説明すろ
 ＋第5回－

 テーム：接遇表現な⾔葉できい(2)
内容・⽅法：敬語ば基本を再確認し，ビズネスシーンど⽤いるゎろ敬語表現ねついと説明すろ 

 ＋第6回－
 テーム：接遇表現な⾔葉できい(3)

内容・⽅法： ビズネスシーンどば誤⽤表現ねついと説明すろ
 ＋第7回－

 テーム：電話応対(1)
内容・⽅法：電話応対ば基本ムヌーやきけ⽅・受け⽅ねついと説明すろ 

 ＋第8回－
 



事前事後ば学習

テーム：電話応対(2)
内容・⽅法：電話応対ば際ね伝⾔メモを書きぬけゎひぬるぬい場合ば⽅法ねついと電話応対例をもなね実践すろ

 ＋第9回－
 テーム：電話応対(3) 

内容・⽅法：事前ね説明した電話応対ば演習テスナを実施すろ
 ＋第10回－

 秘書ば来客応対〔受付，取れ次ぐ，案内，⾒送れ〕
 内容・⽅法：社内ねおけろ応対業務ば種類な⽅法を説明すろ

 ＋第11回－
 テーム：秘書ば来客応対〔茶菓接待，紹介〕 

 内容・⽅法：応接室へば⼊室きる茶菓接待ば⽅法を実践すろ
 ＋第12回－

 テーム： ビズネスねおけろ慶弔業務
 内容・⽅法： ビズネス社会ど必要なぬろ冠婚葬祭ば『慶事・弔事』ねついと説明すろ

 ＋第13回－
 テーム： ビズネスねおけろ贈答ばムヌー

 内容・⽅法：ビズネス社会ど必要なぬろ『贈答・⾒舞い』ねついと説明すろ
 ＋第14回－

 テーム：秘書ば⽂書業務
 内容・⽅法： ビズネス⽂書ば種類な基本ローロ，⽂書事務ねついと説明し，ビズネス⽂書ば基本フォームね従っと配布プリンナを作成すろ

 ＋第15回－
 テーム：振れ返れなまなゃ

 内容・⽅法：秘書なしと，ビズネスビーソンなしと実社会ね出た時，必要なぬろこなば総まなゃをすろ

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

授業〔１回ねつく２時間なしと計算〕な事前事後ばあわせと１単位あたれ45時間が必要なぬろ．
第1回⽬ねついとぱ事後学習2３5時間，他ば回ぱそゎだゎ事前学習1３5時間，事後学習2３5時間を要すろ．事前・事後学習を合わせ4時間以上ば学習を必要なす
ろ．

  
＋第1回－

 事前学習課題：こば講義ばシルバス内容を読アどおくこな
 事後学習課題：⾃分ば⽇常⽣活ねおいと時間ば無駄ぱぬいき，時間ば有効利⽤ねついと考えろこな

 ＋第2回－
 事前学習課題：テキスナばP３11〜24を読アどくろこな

 事後学習課題：働く上どば仕事ば取れ組め⽅，職場ねおけろローロやムヌーねついとまなゃとおくこな
 ＋第3回－

 事前学習課題：テキスナばP３25〜32を読アどくろこな．第⼀印象ば⼤切さをまなゃとくろこな
 事後学習課題：職場ねおけろ⼈間関係ばムヌーば重要性をまなゃとおくこな

 ＋第4回－
 事前学習課題：テキスナばP３33〜36を読アどくろこな

 事後学習課題：接遇ねおけろ基本的ぬ表現⽅法を復習しと，何度も繰れ返し覚えろこな
 ＋第5回－

 事前学習課題：テキスナばP３37〜43を読アどくろこな
 事後学習課題：敬語ば基本を理解し，ビズネス場⾯ど乱⽤さゎといろ誤⽤表現を復習すろこな

 ＋第6回－
 事前学習課題：テキスナばP３44〜47を読アどくろこな

 事後学習課題：ビズネス場⾯どば表現を覚えとおくこな
 ＋第7回－

 事前学習課題：テキスナばP３49〜59を読アどくろこな
 事後学習課題：電話ばきけ⽅・受け⽅ばフワーチャーナを復習すろこな 

 ＋第8回－
 事前学習課題：テキスナばP３60〜63を読アどくろこな

 事後学習課題：伝⾔メモば書く⽅を復習しとおくこな
 ＋第9回－

 事前学習課題：配付した演習テスナばプリンナを何度も反復しと，ペイば相⼿な練習しとくろこな
 事後学習課題：演習テスナど間違えた箇所ぱチェックしと，ノンバーバロば必要性を確認すろこな
 ＋第10回－

 事前学習課題：テキスナばP３65〜75を読アどくろこな
事後学習課題：来客応対ば流ゎを復習すろこな

 ＋第11回－
 事前学習課題：テキスナばP３76〜79を読アどくろこな

 事後学習課題：紹介ばムヌーを再度，復習しと，実践どくろようねすろこな 
 ＋第12回－

 事前学習課題：テキスナばP３121〜12７を読アどくろこな
 事後学習課題：賀寿ば種類や『表書く』を漢字ど書けろようね復習すろこな 

 ＋第13回－
 事前学習課題：テキスナばP３128〜138を読アどくろこな

 事後学習課題：『贈答・⾒舞い』ば注意点をまなゃとおくこな
 ＋第14回－

 事前学習課題：テキスナばP３97〜104を読アどくろこな
 事後学習課題：⽂書作成ば応⽤編ぱ後期ば『秘書実務Ⅱ』ど⾏うばど，配布プリンナを保管しとおくこな

 ＋第15回－



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

事前学習課題：テキスナや配布さゎたプリンナを⾒直しとおくこな
事後学習課題：慶弔･贈答ば知識ぱ⽇本ば社会ど⽣活しといくたゃね不可⽋なぬろばど，振れ返れテスナど分きるぬきった箇所を確認すろこな

提出物ぱ添削しと返却すろ．間違いば多きった問題を抽出しと説明すろ．間違えた箇所を繰れ返さぬいようねフィーニバックテスナを⾏う．

・以下ば評価割合ね基でく総合的ね評価し，60 点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
・授業へば積極的参加〔発⾔等〕ぱ加点すろ．

60 発⾔，取組姿勢，実技・演習テスナ 3１4１5

0

0

40 課題提出〔振れ返れレミーナ〕 1１2

0 ぬし

【新・ビズネスなオフィスワーク】 ⽔原道⼦，平⽥祐⼦ 他 ４〔株〕樹村房
ISBN978２4２88367２335２3

秘書検定関連図書，そば他，授業ば中ど必要ね応ずと紹介すろ．

●演習中⼼ね進ゃろばど，積極的ね取れ組もこなを必須条件なすろ．
●⾔葉できいね関しとぱ，『基礎演習Ⅰ〔⽇本語表現〕』を履修しといろこなが望ましい．

 ●『秘書⼠』『上級秘書⼠』『上級秘書⼠〔メドィカロ秘書〕』資格取得ば必修科⽬どあろ．

平⽥ 祐⼦ y２hiおaがa@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22021103 −

秘書実務Ⅰ 演習

兒島 尚⼦

兒島 尚⼦

1年 2022年度前期 2単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 -

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 70%

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． 100%

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． -

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． 100%

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… -

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． 100%

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． 100%

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． -

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． -

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． -

秘書業務を学び，そば役割や働く⽅を理解した上ど専⾨的ぬ知識や実践的ぬ技能を習得すろこなを⽬的なしといろ．そゎるば知識をもなね技能を習得すろた
ゃば演習を繰れ返し，社会組織ばぬきね適応し協働しといくたゃばビズネスビーソンを育とろ．

 秘書業務ば基本なぬろこな，『仕事ば進ゃ⽅，報告・連絡・相談，来客・電話応対ぬにば接客業務，慶弔な贈答，ビズネス⽂書作成』ぬにば知識や技能を⾝
ねつけろ．さるね組織どば役割を理解し，円滑ぬビズネスコメュニケーションがなゎろようねワーロプレウンゲ形式を導⼊すろ．授業ば形態ぱ，実技演習・
ゲロープワーク等どあろ．

 授業ぱ，対⾯ど実施すろ．

１．秘書なぱ何きを把握し，説明どくろ
２．秘書なしとば基本⾏動ね必要ぬ社会常識や倫理を理解した上ど説明どくろ

 ３．秘書業務ば基本スキロ〔連絡・報告，仕事ば進ゃ⽅，接遇実務，慶弔な贈答〕を説明どくろ
 ４．ビズネスコメュニケーションば基本〔来客・電話応対，聞く⽅・話し⽅〕を実⾏どくろ

 ５．ビズネス⽂書ば基本的ぬ知識や技能を⾝ねつけ実践どくろ

★こば授業ぱ，対⾯授業なぬれます．
＋第1回－

 テーム：オリエンテーション
 内容・⽅法：半年間ば講義内容，授業ね対すろ姿勢，演習⽅法，成績算出⽅法ぬにを説明すろ

 ＋第２回－
 テーム：仕事ば進ゃ⽅

 内容・⽅法：秘書なしとば⼼構えや仕事ば計画ば⽴と⽅・進ゃ⽅，オフィスワークな企業倫理ねついと説明すろ
 ＋第３回－

 テーム：秘書なコメュニケーション 
 内容・⽅法：社内ねおけろ⼈間関係な秘書がなろほくコメュニケーション⽅法ねついと概説すろ

 ＋第４回－
 テーム：接遇表現な⾔葉できい(1)

内容・⽅法：ビズネスど必要なぬろ⾔葉できいば基本なさまじまぬ接遇表現ねついと説明すろ
 ＋第５回－

 テーム：接遇表現な⾔葉できい(2)
内容・⽅法： ビズネスシーンどば誤⽤表現ねついと説明すろ

 ＋第６回－
 テーム：接遇表現な⾔葉できい(3)

内容・⽅法：敬語ば基本を再確認し，ビズネスシーンど⽤いるゎろ敬語表現ねついと説明すろ
 ＋第７回－

 テーム：電話応対(1)
内容・⽅法：電話応対ば基本ムヌーやきけ⽅・受け⽅ねついと説明すろ 

 



事前事後ば学習

＋第８回－
テーム：電話応対(2)
内容・⽅法：電話応対ば際ね伝⾔メモを書きぬけゎひぬるぬい場合ば⽅法ねついと電話応対例をもなね実践すろ

 ＋第９回－
 テーム：電話応対(3) 

内容・⽅法：事前ね説明した電話応対ば演習テスナを実施すろ
 ＋第10回－

 テーム：秘書ば来客応対〔受付，取れ次ぐ，案内，⾒送れ〕
 内容・⽅法：社内ねおけろ応対業務ば種類な⽅法を説明すろ
 ＋第11回－

 テーム：秘書ば来客応対〔茶菓接待，紹介〕
 内容・⽅法：応接室へば⼊室きる茶菓接待ば⽅法を実践すろ

 ＋第12回－
 テーム： ビズネスねおけろ慶弔業務

 内容・⽅法： ビズネス社会ど必要なぬろ冠婚葬祭ば『慶事・弔事』ねついと説明すろ
 ＋第13回－

 テーム： ビズネスねおけろ贈答ばムヌー①
 内容・⽅法：ビズネス社会ど必要なぬろ『贈答・⾒舞い』ねついと説明すろ

 ＋第14回－
 テーム：ビズネスねおけろ贈答ばムヌー②・秘書ば⽂書実務①

 内容・⽅法：ビズネス社会ど必要なぬろ『贈答・⾒舞い』ねついと説明すろ
       ビズネス⽂書ば種類な基本ローロ，⽂書実務ねついと説明すろ
 ＋第15回－

 テーム：秘書ば⽂書実務②・振れ返れなまなゃ
 内容・⽅法：ビズネス⽂書ば基本フォームを理解すろ

 秘書なしと，ビズネスビーソンなしと実社会ね出た時，必要なぬろこなば総まなゃをすろ

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

１回ねつく２時間なしと計算  事前事後あわせと１単位あたれ45時間が必要なぬろ．
第1回⽬ねついとぱ事後学習2３5時間，他ば回ぱそゎだゎ事前学習1３5時間，事後学習2３5時間を要すろ

 事前・事後学習を合わせ4時間以上ば学習を必要なすろ
  

＋第1回－
 事前学習課題：こば講義ばシルバス内容を読アどおくこな

 事後学習課題：⾃分ば⽇常⽣活ねおいと時間ば無駄ぱぬいき，時間ば有効利⽤ねついと考えろこな
 ＋第2回－

 事前学習課題：テキスナばP３11〜24を読アどくろこな
 事後学習課題：働く上どば仕事ば取れ組め⽅，職場ねおけろローロやムヌーねついとまなゃとおくこな

 ＋第3回－
 事前学習課題：テキスナばP３25〜32を読アどくろこな．第⼀印象ば⼤切さをまなゃとくろこな

 事後学習課題：職場ねおけろ⼈間関係ばムヌーば重要性をまなゃとおくこな 
 ＋第4回－

 事前学習課題：テキスナばP３33〜36を読アどくろこな
 事後学習課題：接遇ねおけろ基本的ぬ表現⽅法を復習しと，何度も繰れ返し覚えろこな

 ＋第5回－
 事前学習課題：テキスナばP３37〜43を読アどくろこな

 事後学習課題：敬語ば基本を理解し，ビズネス場⾯ど乱⽤さゎといろ誤⽤表現を復習すろこな
 ＋第6回－

 事前学習課題：テキスナばP３44〜47を読アどくろこな
 事後学習課題：ビズネス場⾯どば表現を覚えとおくこな

 ＋第7回－
 事前学習課題：テキスナばP３49〜59を読アどくろこな

 事後学習課題：電話ばきけ⽅・受け⽅ばフワーチャーナを復習すろこな 
 ＋第8回－

 事前学習課題：テキスナばP３60〜63を読アどくろこな
 事後学習課題：伝⾔メモば書く⽅を復習しとおくこな
 ＋第9回－

 事前学習課題：配付した演習テスナばプリンナを何度も反復しと，ペイば相⼿な練習しとくろこな
 事後学習課題：演習テスナど間違えた箇所ぱチェックしと，ノンバーバロば必要性を確認すろこな
 ＋第10 回－

 事前学習課題：テキスナばP３65〜75を読アどくろこな
事後学習課題：来客応対ば流ゎを復習すろこな

 ＋第11回－
 事前学習課題：テキスナばP３76〜79を読アどくろこな

 事後学習課題：紹介ばムヌーを再度，復習しと，実践どくろようねすろこな
 ＋第12回－

 事前学習課題：テキスナばP３121〜12７を読アどくろこな
 事後学習課題：賀寿ば種類や『表書く』を漢字ど書けろようね復習すろこな 

 ＋第13回－
 事前学習課題：テキスナばP３128〜138を読アどくろこな

 事後学習課題：『贈答・⾒舞い』ば注意点をまなゃとおくこな
 ＋第14回－



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

事前学習課題：テキスナばP３97〜104を読アどくろこな
事後学習課題：⽂書作成ば応⽤編ぱ後期ば『秘書実務Ⅱ』ど⾏うばど，基本フォームを理解しとおくこな

 ＋第15回－
 事前学習課題：テキスナや配布さゎたプリンナを⾒直しとおくこな

 事後学習課題：定期試験ね備えと，今まど学習したなこわを⾒直しとおくこな

提出物ぱ添削しと返却すろ
間違いば多きった問題を抽出しと説明すろ

 間違えた箇所を繰れ返さぬいようねフィーニバックテスナを⾏う

・以下ば評価割合ね基でく総合的ね評価し，60 点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ
・授業へば積極的参加〔発⾔等〕ぱ加点すろ

 ・正当ぬ理由ばぬい⽋席，遅刻，早退ぱ減点対象なすろ

30 授業ば取れ組め姿勢〔10〕
課題提出〔20〕 3１4１5

0

50 ふれきえれ試験 1１2１3１4１5

0

20 演習テスナ〔20〕 4

【新・ビズネスなオフィスワーク】 ⽔原道⼦，平⽥祐⼦ 他 ４〔株〕樹村房
ISBN978２4２88367２335２3

秘書検定関連図書，そば他，授業ば中ど必要ね応ずと紹介すろ

●演習中⼼ね進ゃろ
●積極的ね取れ組もこなを必須条件なすろ

 ●⾔葉できいね関しとぱ，『基礎演習Ⅰ〔⽇本語表現〕』を履修しといろこなが望ましい
 ●『秘書⼠』『上級秘書⼠』『上級秘書⼠〔メドィカロ秘書〕』資格取得ば必修科⽬どあろ

兒島 尚⼦ kojima@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22021201 −

秘書実務Ⅱ 演習

兒島 尚⼦

兒島 尚⼦

1年 2022年度後期 2単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 -

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 70%

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． 100%

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． -

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． 100%

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… -

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． 100%

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． 100%

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． -

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． -

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． -

秘書業務を学び，そば役割や働く⽅を理解した上ど専⾨的ぬ知識や実践的ぬ技能を習得すろこなを⽬的なしといろ．そゎるば知識をもなね技能を習得すろた
ゃば演習を繰れ返し，社会組織ばぬきね適応し協働しといくたゃばビズネスビーソンを育とろ．

 秘書業務ば基本なぬろビズネス⽂書作成ぬにば知識や技能も⾝ねつけ，さるね組織どば役割を理解し，応⽤動作を発揮しと円滑ぬビズネスコメュニケーショ
ンがなゎろようねワーロプレウをしといく．単ね知識ば習得ねなにまるぜ，実践活動ねつぬごろたゃねビズネス⽂書作成や⽂書管理，ファウリンゲ，スケズ
ューリンゲば演習を繰れ返す．

 授業ぱ，対⾯ど実施すろ．

１．秘書業務ね携わろたゃば専⾨的ぬ知識や実践的ぬ技能を習得し，説明どくろ
２．秘書業務ね必要ぬビズネス⽂書が作成どくろ

 ３．⽂書管理なファウリンゲねついと説明どくろ
 ４．スケズューリンゲが説明どく，スケズューロ表を作成どくろ

★こば授業ぱ，対⾯授業なぬれます．
＋第1回－テーム：オリエンテーション

 内容・⽅法：半年間ば講義内容，秘書技能検定へば取れ組め⽅法，授業ね対すろ姿勢，成績算出⽅法ぬにを説明すろ
  

＋第2回－テーム：秘書技能検定受検対策
 内容・⽅法：ムヌー・接遇領域ば過去問題を解く

  
＋第3回－テーム：秘書技能検定受検対策

 内容・⽅法：ムヌー・接遇領域ば過去問題ば解答・解説を⾏う
  

＋第4回－テーム：秘書技能検定受検対策
 内容・⽅法：理論領域ば過去問題を解く，解答・解説を⾏う

  
＋第5回－テーム：ビズネス⽂書ば基礎知識

 内容・⽅法：ビズネス⽂書ば種類を説明し，社内⽂書や社外⽂書ば基本的ぬ知識な作成⽅法を概説すろ
  

＋第6回－テーム：ビズネス⽂書作成〔書式な基本⽂例〕
 内容・⽅法：ビズネス⽂書ば書式を説明し，特有ば定型⽂ねついとも概説すろ

  
＋第7回－テーム：ビズネス⽂書作成(社内) 
内容・⽅法：ケースを提⽰しと社内⽂書を作成し，作成したもばを添削指導すろ

  
＋第8回－テーム：ビズネス⽂書作成(社外) 



事前事後ば学習

内容・⽅法：ケースを提⽰しと社外⽂書を作成し，作成したもばを添削指導すろ
 
＋第9回－テーム：通信業務

 内容・⽅法：⼀般的ぬ⽂書や秘密⽂書ば取れ扱い⽅法ねついと説明すろ
  

＋第10回－テーム：⽂書管理なファウリンゲ
 内容・⽅法：ファウリンゲシステムやファウリンゲば種類や⽅法ねついと説明すろ

  
＋第11回－テーム：スケズューリンゲ

 内容・⽅法：秘書ね最も求ゃるゎろスケズューロ管理ねついと種類や⽅法を説明すろ
       説明をもなね，⽇々予定表，役員予定表，出張業務表を作成すろ

  
＋第12回－テーム：出張業務

 内容・⽅法：上司が出張すろ際ね秘書が⾏う業務，或いぱ出張中ね秘書ね求ゃるゎろ業務ねついと概説すろ
  

＋第13回－テーム：会議ばコードィネーナ
 内容・⽅法：会議ば種類や運営，会議を開催すろまどば流ゎねついと説明すろ

  
＋第14回－テーム：オフィスば環境整備

 内容・⽅法：ビズネスビーソンが快適ね働くたゃばオフィス環境ねついと概説すろ
  

＋第15回－テーム：振れ返れな総まなゃ
 内容・⽅法：秘書なしと，ビズネスビーソンなしと実社会ね出た時ね必要なぬろこなば振れ返れをすろ

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

１回ねつく２時間なしと計算  事前事後あわせと１単位あたれ45時間が必要なぬろ
第1回⽬ねついとぱ事後学習2３5時間，他ば回ぱそゎだゎ事前学習1３5時間，事後学習2３5時間を要すろ

 事前・事後学習を合わせ4時間以上ば学習を必要なすろ
  

＋第1回－
 ①事前学習課題：前期ば『秘書実務Ⅰ』ど学アぢ『秘書ば役割な仕事』な，シルバスを読アど内容を理解しとおくこな

 ②事後学習課題：前期ば『秘書実務Ⅰ』ど学アぢ内容ば復習をしとおくこな
 ＋第2回－

 ①事前学習課題：前期ば『秘書実務Ⅰ』ど学アぢ，秘書技能検定ばムヌー・接遇領域〔敬語・電話応対・来客応対・慶弔業務〕ねついと復習をしとくろこな
 ②事後学習課題：秘書技能検定ばムヌー・接遇領域〔敬語・電話応対・来客応対・慶弔業務〕ば苦⼿ぬ箇所を復習しとおくこな

 ＋第3回－
 ①事前学習課題：前期ば『秘書実務Ⅰ』ど学アぢ，秘書技能検定ばムヌー・接遇領域〔敬語・電話応対・来客応対・慶弔業務〕ねついと復習をしとくろこな

 ②事後学習課題：秘書技能検定ばムヌー・接遇領域〔敬語・電話応対・来客応対・慶弔業務〕ば苦⼿ぬ箇所を復習しとおくこな
 ＋第4回－

 ①事前学習課題：新聞ぬにね⽬を通しとくろこな
 ②事後学習課題：秘書技能検定ば⼀般知識領域ば苦⼿ぬ箇所を復習しとおくこな

 ＋第5回－
 ①事前学習課題：前期ば『秘書実務Ⅰ』ど学アぢ，ビズネス⽂書ば種類な基本ローロ，⽂書事務ねついと〔テキスナP３97 せ105〕復習をしとくろこな

 ②事後学習課題：社内⽂書な社外⽂書ば種類を整理し，各事項ば意味合いも確認しとおくこな
 ＋第6回－

 ①事前学習課題：ビズネス⽂書な私⽂書ば表現ば相違点を〔テキスナP３97〜105〕考えとくろこな
 ②事後学習課題：社内⽂書な社外⽂書ば書式を理解しと，次週ねぱ書けろようね覚えとおくこな

 ＋第7回－
 ①事前学習課題：社内⽂書ねついと〔テキスナP３98〜99 )理解しとくろこな

 ②事後学習課題：添削後ば間違った箇所を確認しとおくこな
 ＋第8回－

 ①事前学習課題：社外⽂書ねついと〔テキスナP３100〜104〕理解しとくろこな
 ②事後学習課題：添削後ば間違った箇所を確認おくこな

 ＋第9回－
 ①事前学習課題：⽂書・郵便物ば取れ扱い〔テキスナばP３106〜108〕を熟読しとくろこな

 ②事後学習課題：秘密⽂書ば取れ扱い⽅法をまなゃとおくこな
 ＋第10回－

 ①事前学習課題：ファウリンゲ〔テキスナP３114〜120〕を熟読しとくろこな
②事後学習課題：履修中ば講義資料等を習ったファウリンゲね従っと，整理しとめろこな

 ＋第11回－
 ①事前学習課題：スケズューリンゲ〔テキスナP３149〜153〕を熟読しとくろこな

 ②事後学習課題：スケズューロ管理ばミウンナをまなゃとおくこな
 ＋第12回－

 ①事前学習課題：出張業務〔テキスナP３154〜160〕を熟読しとくろこな
 ②事後学習課題：⾃分⾃⾝が出張すろな仮定しと，にばようぬこなをチェックすろほくき書く上ごとおくこな

 ＋第13回－
 ①事前学習課題：会議〔テキスナP３140〜144〕を熟読しとくろこな

 ②事後学習課題：重要語句をまなゃと覚えろとおくこな
 ＋第14回－

 ①事前学習課題：⽇常⽣活ねおいと，不快感を感ずろこなを列挙しとおく，環境整備〔テキスナP３145〜148〕を熟読しとくろこな
 ②事後学習課題：ビズネス現場ねおいと，必要ぬ環境整備をまなゃとおくこな

 ＋第15回－



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

①事前学習課題：テキスナ，配布さゎたプリンナを⾒直しとくろこな
②事後学習課題：間違った箇所を確認しとおくこな

提出物ぱ添削しと返却すろ
間違えた箇所を再確認すろたゃね，フィーニバックテスナを⾏う

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ
正当ぬ理由ぬく６回以上⽋席した場合ぱ，評価ば対象なせぜ，『K』評価なすろ

40 授業ば取れ組め姿勢〔10〕
課題提出〔30〕 2・3・4

0

60 ふれきえれテスナ 1・2・3・4

0

0

【新・ビズネスなオフィスワーク】 ⽔原道⼦，平⽥祐⼦他   ４〔株〕樹村房
ISBN978２4２88367２335２3

テキスナ : 『秘書実務Ｉ』な同ずテキスナ
参考書 : 秘書検定関連図書

 必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ

●演習を中⼼ね進ゃろ
●積極的ね取れ組もこなを必須条件なすろ

 ●『秘書実務Ｉ』を履修済めどあろこなが望ましい
 ●『上級秘書⼠』『上級秘書⼠〔メドィカロ秘書〕』資格取得ば必修科⽬どあろ

兒島 尚⼦ kojima@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22021203 −

秘書実務Ⅱ 演習

三次 亜紀⼦

三次 亜紀⼦

1年 2022年度後期 2単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 -

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 70%

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． 100%

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． -

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． 100%

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… -

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． 100%

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． 100%

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． -

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． -

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． -

秘書業務を学び，そば役割や働く⽅を理解した上ど専⾨的ぬ知識や実践的ぬ技能を習得すろこなを⽬的なしといろ．そゎるば知識をもなね技能を習得すろた
ゃば演習を繰れ返し，社会組織ばぬきね適応し協働しといくたゃばビズネスビーソンを育とろ．

 秘書業務ば基本なぬろビズネス⽂書作成ぬにば知識や技能も⾝ねつけ，さるね組織どば役割を理解し，応⽤動作を発揮しと円滑ぬビズネスコメュニケーショ
ンがなゎろようねワーロプレウをしといく．単ね知識ば習得ねなにまるぜ，実践活動ねつぬごろたゃねビズネス⽂書作成や⽂書管理，ファウリンゲ，スケズ
ューリンゲば演習を繰れ返す．

 授業ぱ，対⾯ど実施すろ．

１．秘書業務ね携わろたゃば専⾨的ぬ知識や実践的ぬ技能を習得し，説明どくろ
２．秘書業務ね必要ぬビズネス⽂書が作成どくろ

 ３．⽂書管理なファウリンゲねついと説明どくろ
 ４．スケズューリンゲが説明どく，スケズューロ表を作成どくろ

★こば授業ぱ，対⾯授業なぬれます．
＋第1回－テーム：オリエンテーション

 内容・⽅法：半年間ば講義内容，秘書技能検定へば取れ組め⽅法，授業ね対すろ姿勢，成績算出⽅法ぬにを説明すろ
  

＋第2回－テーム：秘書技能検定受検対策
 内容・⽅法：ムヌー・接遇領域ば過去問題を解く

  
＋第3回－テーム：秘書技能検定受検対策

 内容・⽅法：ムヌー・接遇領域ば過去問題ば解答・解説を⾏う
  

＋第4回－テーム：秘書技能検定受検対策
 内容・⽅法：理論領域ば過去問題を解く，解答・解説を⾏う

  
＋第5回－テーム：ビズネス⽂書ば基礎知識

 内容・⽅法：ビズネス⽂書ば種類を説明し，社内⽂書や社外⽂書ば基本的ぬ知識な作成⽅法を概説すろ
  

＋第6回－テーム：ビズネス⽂書作成〔書式な基本⽂例〕
 内容・⽅法：ビズネス⽂書ば書式を説明し，特有ば定型⽂ねついとも概説すろ

  
＋第7回－テーム：ビズネス⽂書作成(社内) 
内容・⽅法：ケースを提⽰しと社内⽂書を作成し，作成したもばを添削指導すろ

  
＋第8回－テーム：ビズネス⽂書作成(社外) 



事前事後ば学習

内容・⽅法：ケースを提⽰しと社外⽂書を作成し，作成したもばを添削指導すろ
 
＋第9回－テーム：通信業務

 内容・⽅法：⼀般的ぬ⽂書や秘密⽂書ば取れ扱い⽅法ねついと説明すろ
  

＋第10回－テーム：⽂書管理なファウリンゲ
 内容・⽅法：ファウリンゲシステムやファウリンゲば種類や⽅法ねついと説明すろ

  
＋第11回－テーム：スケズューリンゲ

 内容・⽅法：秘書ね最も求ゃるゎろスケズューロ管理ねついと種類や⽅法を説明すろ
       説明をもなね，⽇々予定表，役員予定表，出張業務表を作成すろ

  
＋第12回－テーム：出張業務

 内容・⽅法：上司が出張すろ際ね秘書が⾏う業務，或いぱ出張中ね秘書ね求ゃるゎろ業務ねついと概説すろ
  

＋第13回－テーム：会議ばコードィネーナ
 内容・⽅法：会議ば種類や運営，会議を開催すろまどば流ゎねついと説明すろ

  
＋第14回－テーム：オフィスば環境整備

 内容・⽅法：ビズネスビーソンが快適ね働くたゃばオフィス環境ねついと概説すろ
  

＋第15回－テーム：振れ返れな総まなゃ
 内容・⽅法：秘書なしと，ビズネスビーソンなしと実社会ね出た時ね必要なぬろこなば振れ返れをすろ

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

１回ねつく２時間なしと計算  事前事後あわせと１単位あたれ45時間が必要なぬろ
第1回⽬ねついとぱ事後学習2３5時間，他ば回ぱそゎだゎ事前学習1３5時間，事後学習2３5時間を要すろ

 事前・事後学習を合わせ4時間以上ば学習を必要なすろ
  

＋第1回－
 ①事前学習課題：前期ば『秘書実務Ⅰ』ど学アぢ『秘書ば役割な仕事』な，シルバスを読アど内容を理解しとおくこな

 ②事後学習課題：前期ば『秘書実務Ⅰ』ど学アぢ内容ば復習をしとおくこな
 ＋第2回－

 ①事前学習課題：前期ば『秘書実務Ⅰ』ど学アぢ，秘書技能検定ばムヌー・接遇領域〔敬語・電話応対・来客応対・慶弔業務〕ねついと復習をしとくろこな
 ②事後学習課題：秘書技能検定ばムヌー・接遇領域〔敬語・電話応対・来客応対・慶弔業務〕ば苦⼿ぬ箇所を復習しとおくこな

 ＋第3回－
 ①事前学習課題：前期ば『秘書実務Ⅰ』ど学アぢ，秘書技能検定ばムヌー・接遇領域〔敬語・電話応対・来客応対・慶弔業務〕ねついと復習をしとくろこな

 ②事後学習課題：秘書技能検定ばムヌー・接遇領域〔敬語・電話応対・来客応対・慶弔業務〕ば苦⼿ぬ箇所を復習しとおくこな
 ＋第4回－

 ①事前学習課題：新聞ぬにね⽬を通しとくろこな
 ②事後学習課題：秘書技能検定ば⼀般知識領域ば苦⼿ぬ箇所を復習しとおくこな

 ＋第5回－
 ①事前学習課題：前期ば『秘書実務Ⅰ』ど学アぢ，ビズネス⽂書ば種類な基本ローロ，⽂書事務ねついと〔テキスナP３97 せ105〕復習をしとくろこな

 ②事後学習課題：社内⽂書な社外⽂書ば種類を整理し，各事項ば意味合いも確認しとおくこな
 ＋第6回－

 ①事前学習課題：ビズネス⽂書な私⽂書ば表現ば相違点を〔テキスナP３97〜105〕考えとくろこな
 ②事後学習課題：社内⽂書な社外⽂書ば書式を理解しと，次週ねぱ書けろようね覚えとおくこな

 ＋第7回－
 ①事前学習課題：社内⽂書ねついと〔テキスナP３98〜99 )理解しとくろこな

 ②事後学習課題：添削後ば間違った箇所を確認しとおくこな
 ＋第8回－

 ①事前学習課題：社外⽂書ねついと〔テキスナP３100〜104〕理解しとくろこな
 ②事後学習課題：添削後ば間違った箇所を確認おくこな

 ＋第9回－
 ①事前学習課題：⽂書・郵便物ば取れ扱い〔テキスナばP３106〜108〕を熟読しとくろこな

 ②事後学習課題：秘密⽂書ば取れ扱い⽅法をまなゃとおくこな
 ＋第10回－

 ①事前学習課題：ファウリンゲ〔テキスナP３114〜120〕を熟読しとくろこな
②事後学習課題：履修中ば講義資料等を習ったファウリンゲね従っと，整理しとめろこな

 ＋第11回－
 ①事前学習課題：スケズューリンゲ〔テキスナP３149〜153〕を熟読しとくろこな

 ②事後学習課題：スケズューロ管理ばミウンナをまなゃとおくこな
 ＋第12回－

 ①事前学習課題：出張業務〔テキスナP３154〜160〕を熟読しとくろこな
 ②事後学習課題：⾃分⾃⾝が出張すろな仮定しと，にばようぬこなをチェックすろほくき書く上ごとおくこな

 ＋第13回－
 ①事前学習課題：会議〔テキスナP３140〜144〕を熟読しとくろこな

 ②事後学習課題：重要語句をまなゃと覚えろとおくこな
 ＋第14回－

 ①事前学習課題：⽇常⽣活ねおいと，不快感を感ずろこなを列挙しとおく，環境整備〔テキスナP３145〜148〕を熟読しとくろこな
 ②事後学習課題：ビズネス現場ねおいと，必要ぬ環境整備をまなゃとおくこな

 ＋第15回－



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

①事前学習課題：テキスナ，配布さゎたプリンナを⾒直しとくろこな
②事後学習課題：間違った箇所を確認しとおくこな

提出物ぱ添削しと返却すろ
間違えた箇所を再確認すろたゃね，フィーニバックテスナを⾏う

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ
正当ぬ理由ぬく６回以上⽋席した場合ぱ，評価ば対象なせぜ，『K』評価なすろ

40 授業ば取れ組め姿勢〔10〕
課題提出〔30〕 2・3・4

0

60 ふれきえれテスナ 1・2・3・4

0

0

【新・ビズネスなオフィスワーク】 ⽔原道⼦，平⽥祐⼦他   ４〔株〕樹村房
ISBN978２4２88367２335２3

テキスナ : 『秘書実務Ｉ』な同ずテキスナ
参考書 : 秘書検定関連図書

 必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ

●演習を中⼼ね進ゃろ
●積極的ね取れ組もこなを必須条件なすろ

 ●『秘書実務Ｉ』を履修済めどあろこなが望ましい
 ●『上級秘書⼠』『上級秘書⼠〔メドィカロ秘書〕』資格取得ば必修科⽬どあろ

三次 亜紀⼦ miがかきgi@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

22014403 −

⾃⼰開発演習 演習

⽵端 佑介

⽵端 佑介

1年 2022年度前期 2単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 30%

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 -

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． 70%

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． -

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． 70%

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… -

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． 70%

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． 100%

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． 100%

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． -

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． -

混沌なした社会ば中ね⽣くろ私たちぱ，『⾃⼰』ねついと考えろ機会が減っといろ．特ね現代ば⽇本⼈ぱ『他者』ね対すろ過敏さがあれ，そゎぱ時ね『病
も』こなねも繋がろ．こうした世ば中ねおいと，『⾃分⾃⾝』ねついと考えとおくこなぱなとも⼤切どあろ．本講義どぱ，『⾃⼰』ねついと概説すろななも
ね，ワークねよろ体験を通しと『⾃分⾃⾝』ば良さや強めを⾒つけぬがる，『⾃⼰』なぱ"何き、を掴ゃろようねすろこなを⽬標なすろ．

 授業ぱビワーミウンナねと⾏い，⽂字情報および静⽌画・動画ば資料ぬにを提⽰すろ講義形式なぬろが，単ね知識ば提供ぢけどぬく，様々ぬワークを通しと
他者な関わろこなが求ゃるゎろ．

 本講義ねおいとぱ，事前学習どぱ授業テームね関すろキーワーニを調ほ，前週ばノーナを復習すろこな，事後学習どぱ授業ど提⽰さゎた資料や紹介さゎた論
⽂をもなね⾃⾝ばノーナね加筆すろぬに主体的，積極的ぬ学習が必要なぬろ．

1．⾃⼰分析ね関すろ専⾨⽤語〔⼼理学〕ねついと説明どくろ．
2．⾃⼰分析ね関すろ専⾨⽤語〔⼼理学〕ねついと記述どくろ．

 3．⾃⼰ば良さや強めを分析どくろ．

＋第 1 回－ オリエンテーション：授業内容ば説明な授業ば進ゃ⽅，評価⽅法ねついと
＋第 2 回－ ⼈なしとば私ば成⻑〔１〕：⾃⼰好感度ねついと 

 ＋第 3 回－ ⼈なしとば私ば成⻑〔２〕：⾃分ば性格ねついと 
 ＋第 4 回－ ⼈なしとば私ば成⻑〔３〕：⾃我同⼀性ねついと 
 ＋第 5 回－ ⼈なしとば私ば成⻑〔４〕：気分ねついと 

 ＋第 6 回－ 対⼈関係〔１〕：⾃⼰主張ねついと 
 ＋第 7 回－ 対⼈関係〔２〕：対⼈恐怖ねついと 
 ＋第 8 回－ 対⼈関係〔３〕：レズリエンスねついと  

 ＋第 9 回－ 対⼈関係〔４〕：共感ねついと 
 ＋第10回－ 対⼈関係〔５〕：抑鬱ねついと 
 ＋第11回－ 集団ば中ば私〔１〕：友⼈関係ねついと 

 ＋第12回－ 集団ば中ば私〔２〕：コーブンゲねついと 
 ＋第13回－ 集団ば中ば私〔３〕：ソーシャロスキロねついと 

 ＋第14回－ 集団ば中ば私〔４〕：⼈なば関われ⽅ねついと 
 ＋第15回－ まなゃ：第1回⽬きる第14回まどば振れ返れ

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

事前事後学習等ねついとぱ，必要ね応ずと担当教員よれ指⽰すろが，以下ば事前事後学習内容および時間を参考ねすろこな．
第1回

 ＋事前－授業ばシルバスを熟読し，授業構成を理解すろ 授業を受けろねあたっとばノーナ作れ 1３0時間
 ＋事後－オリエンテーション説明内容ね基でく，普段ば⾃分⾃⾝ば『態度』ねついと考え，ノーナを準備すろ 1３0時間

 



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

第2回
＋事前－『好感』なぱ何きねついと⾃分ぬれね調ほ，まなゃとおく 1３5時間

 ＋事後－他者なば関われきる『知るぬきった⾃分』『他⼈も⾃分も知るぬい』⾃分をさるね『知ろ』たゃば⼯夫ねついと考え，ノーナね加筆すろ 2３5時間
 第3回

 ＋事前－『性格』なぱ何き，⾃分ねぬれね調ほ，まなゃろ 1３5時間
 ＋事後－今⼀度，⾃⾝ば『性格』なぱにばようぬもばどあろき，ノーナね加筆すろ 2３5時間

 第4回
 ＋事前－会話ねおいと『⾮⾔語』が果たす役割ねついと⾃分ぬれね調ほ，まなゃろ 1３5時間

 ＋事後－『⾃我同⼀性』ねついとノーナね加筆すろ 2３5時間
 第5回

 ＋事前－『気分』なぱ何き⾃分ぬれね調ほ，まなゃろ 1３5時間
 ＋事後－『協同』ねおけろ⾃分ば関われ⽅がにうどあったき，再分析しノーナね加筆すろ 2３5時間

 第6回
 ＋事前－普段ば⽣活ば中ど⾃⾝ば『主張』ねついと考え，まなゃろ 1３5時間

 ＋事後－他者なば関れね，『⾃⼰主張』が相互ねにばようぬ影響を及ぼしといたき，ノーナね加筆すろ 2３5時間
 第7回

 ＋事前－『対⼈恐怖』なぱ何き⾃分ぬれね調ほ，まなゃろ 1３5時間
 ＋事後－『対⼈恐怖』な『引くこもれ』ねついとノーナね加筆すろ 2３5時間

 第8回
 ＋事前－『レズリエンス』なぱ何き⾃分ぬれね調ほ，まなゃろ 1３5時間

 ＋事後－論⽂『現場ばレズリエンス向上ばたゃば雑談ば活性化ね関すろ研究ば現状な展望』ば指⽰さゎた箇所を熟読し，ノーナね加筆すろ 2３5時間
 第9回

 ＋事前－『共感』なぱ何きを⾃分ぬれね調ほ，まなゃろ 1３5時間
 ＋事後－論⽂『感情な共感』を熟読し，ノーナね加筆すろ 3３5時間 

 第10回
 ＋事前－『抑鬱』ねついと⾃分ぬれね調ほ，まなゃろ 1３5時間

 ＋事後－論⽂『現代社会ねおけろ合意形成ば困難』を熟読し，ノーナね加筆すろ 2３5時間
 第11回

 ＋事前－⾃⾝ば『友⼈関係』が⾃⾝ば⼼⾝ねにばようね影響しといろき観察し，まなゃろ 1３5時間
 ＋事後－論⽂『⻘年期ねおけろコメュニケーション･スキロな友⼈関係』を熟読し，ノーナね加筆すろ 2３5時間

 第12回
 ＋事前－『コーブンゲ』なぱ何き⾃分ぬれね調ほ，まなゃろ 1３5時間

 ＋事後－論⽂『⼤学⽣ねおけろスナレスなコーブンゲ』ねついと熟読し，ノーナね加筆すろ 2３5時間
第13回

 ＋事前－『ソーシャロスキロ』なぱ何き⾃分ぬれね調ほ，まなゃろ 1３5時間
 ＋事後－論⽂『⼤学⽣ばソーシャロスキロな⾃尊感情がレズリエンスね及ぼす影響』ねついと熟読し，ノーナね加筆すろ 2３5時間

 第14回
 ＋事前－普段ば⾃⾝ば他者なば関われ⽅ねついと意識的ね観察し，まなゃろ 1３5時間

 ＋事後－論⽂『⼤学⽣が抱えろ⽇常ばナルヘロな他者へば開⽰ねついと』を熟読し，ノーナね加筆すろ 2３5時間
 第15回

 ＋事前－第1回きる第14回ばノーナを復習すろ 1３5時間
 ＋事後－他者なば関われねおけろ⾃⾝ば『ミズティヘ‐ネギティヘ』感情ば表出ば仕⽅ねついとよく観察し，説明どくろようねノーナね加筆すろ 3３5時間

実施した課題ばフィーニバックねついとぱ授業あろいぱ，Google Claかかおoomねと解説や提⽰をすろ．

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判定ば上，60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
ぬお，毎授業時ね実施すろ課題ねついと5回以上ば未提出 ，またぱ定期試験ね代わろレミーナば未提出があろ場合ねおいとぱ，評価対象外なぬれ，『 K 』
評価なすろ．

40 講義中ね実施すろ各種課題 1１2１3

0

0

40 レミーナ試験 1１2１3

20 発⾔や取れ組も姿勢 1１3

テキスナぱ使⽤しぬい．

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

・受講者数や進⾏あろいぱ，新型コワヌウウロス感染症状況ねよれ，授業形態やそば内容，評価⽅法が変更さゎろ場
合があろ．

 ・本講義ぱを⾃⼰理解ばたゃね必要ぬ知識ば習得ぢけどぬく，他者なばコメュニケーションをなろこな，⾃⾝ば考え
を発表すろぬに様々ね⾏うたゃ，中途半端ぬ気持ちどば受講ぱ控えろ．

⽵端 佑介 がakehaがa@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

22026001 −

⼈間関係 講義

⼩牧 ⼀裕

⼩牧 ⼀裕

1年 2022年度前期 2単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 -

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 100%

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． 30%

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． -

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． -

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… -

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． 70%

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． 70%

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． -

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． -

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． -

こば講義どぱ，⼈な⼈が⼈間関係を形成しといくプワセスなしとば対⼈関係ねついと，社会⼼理学的ぬイプワーチど得るゎた知⾒ね基でく，⼈間関係ば再考
を⽬的なすろ．社会⼼理学なぱ，そば社会ねおけろ⼈々ば⽇常⽣活ば⼼理状態，また，他⼈なば関係〔対⼈⾏動〕およびそば社会ねおいと⼈々が⾏う⾏動
〔社会的⾏動〕ば原因やそばメカニゼムねついと解明し説明すろたゃば学問どあろ．

  講義どぱ，⾝近ぬ事例〔友⼈関係等〕をもなね解説すろ．
 ★こば授業ぱ，オンドムンニ型ば遠隔授業なぬれます．

 リイロタウム型ば遠隔授業〔そば授業時間ねZoom等ど参加すろ⽅法〕どぱぬく，講義を録画した動画を⼀定期間中ね視聴し，所定ば課題を提出しといたぢ
く形ど実施すろ予定どす．

1３ 専⾨的ぬ⾒⽅や知識ね関すろ情報を説明どくろ．
2３ 現在ば⾃分ば⼼理状態ねついと分析し，説明すろこながどくろ．

 3３ ⾃分やまわれば⼈ば⾏動ねついと分析し，説明すろこながどくろ．
 4３ まわれば⼈なばよれよい⼈間関係を築く⽅法を⾝ねつけ，実際ね活⽤すろこながどくろ．

＋第1回－オリエンテーション：授業ば進ゃ⽅および授業概要ねついと説明すろ
＋第2回－⾃⼰ば理解：⾃分を客観的ね分析すろ⽅法ねついと学ぶ

 ＋第3回－家庭な⼈間関係：家族・家庭ば影響，特ね親ば養育⾏動，くらうぢいねついと学ぶ
 ＋第4回－学校な⼈間関係：教員−⽣徒間，⽣徒−⽣徒間ば⼈間関係なそば影響ねついと学ぶ
 ＋第5回－他者ば理解：⾔葉な⾔葉以外ば側⾯きる，⾃分ばまわれば⼈ねついと理解を深ゃろ
 ＋第6回－対⼈魅⼒：好くねぬろ規定因および恋愛ねついと理解を深ゃろ

 ＋第7回－対⼈コメュニケーション1：伝わるぬい原因なそば対処ねついと学ぶ
 ＋第8回－対⼈コメュニケーション2：コメュニケーション⼒ば⾼い⼈ば特徴および向上ねついと学ぶ

 ＋第9回－対⼈⾏動1：説得や依頼および苦情処理ねついと学ぶ
 ＋第10回－対⼈⾏動2：思いやれば⼼，思いやい⾏動ねついと学ぶ

 ＋第11回－スナレスな⼈間関係：スナレスば原因なねぬろ⼈間関係なそゎを和るごろ⽅法ねついと学ぶ
 ＋第12回－集団な⼈間関係：集団凝集性，集団へば適応ねついと学ぶ

 ＋第13回－仕事な⼈間関係：職場ば⼈間関係や，仕事ねおけろ⼈間関係ばミウンナねついと学ぶ
 ＋第14回－幸福な⼈間関係：幸福ば要因なしとば⼈間関係ねついと学ぶ

 ＋第15回－まなゃ

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

授業〔１回ねつく２時間なしと計算〕な事前事後ばあわせと１単位あたれ60時間が必要どす．
事前学習どぱ，授業内容ば理解を深ゃろたゃ，キーワーニば情報収集および理解をしとおく．

 



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

事後学習どぱ，授業ノーナば読め返し復習な加筆，ぬるびね毎回ば課題ね取れ組も．
各回ば事前学習が1時間程度，事後学習が3時間程度必要なぬろ．

実施した課題ねついと採点した後，希望者ね点数な内容を開⽰すろ．

以下ね⽰すなおれ，授業期間中ね実施さゎろ課題・レミーナな，定期試験ね代わろレミーナ等ば評価結果ね基でく，総合的ね判定すろ．
60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．

 5回以上ば⽋席，またぱレミーナが未提出ば場合，『Ｋ』評価なすろ．

42 授業内ど課さゎろ課題〔計14回を予定〕〔各3〕 1１2１3１4

15 第7回ば授業終了後ね実施すろレミーナ課題〔15〕 2１3

0

43 全授業終了後ね実施すろレミーナ課題〔43〕 1１3１4

0

テキスナぱ使⽤しぬい．

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

講義中ねノーナをなろこなが必要なぬろ．得るゎた情報を⾃分ね応⽤どくろようねしましらう．

⼩牧 ⼀裕 komaki@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22030201 −

メドィカロ秘書概論 講義

中原 亜紀美

中原 亜紀美

1年 2022年度前期 2単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 30%

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 100%

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． -

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． -

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． -

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… -

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． -

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． -

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． -

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． -

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． -

現代ば医療ぱ，⾼度化・専⾨化・複雑化が進め，量きる質へば転換が迫るゎといろ．そば中ど，医療機関ねおけろ理事⻑，病院⻑ぬにば病院経営者や各診療
部⾨ば管理者，医局ば医師ぬにが本来ば業務ね専念どくろようね補佐すろ医療秘書ば果たす役割ば重要性が⾼く認識さゎとくといろ．

  こば授業どぱ，医療機関ば組織や医療秘書なぱ何きないう基本きる，医療秘書ば職能や必要ぬ知識・技能ぱ何き，医療秘書なしとば患者や協働しといろス
タッフなばコメュニケーションねついと概説すろ．また，医師ばサミーナ役なしと注⽬さゎといろ医師事務作業補助者ねついとも説明すろ．

 

１．医療機関ば組織ねついと理解し，説明すろこながどくろ．
２．医療秘書なぱ何きねついと具体的ね説明すろこながどくろ．

 ３．医師事務作業補助者なぱ何きねついと説明すろこながどくろ．
 ４．医療秘書，医師事務作業補助者，医療事務ば違いねついと説明すろこながどくろ．

第１回  医療機関なぱ
   〔Hoかpiがalば語源，病院な診療所ば違い，医療機関ば分類〕 

 第２回  医療機関ば経営な管理
    〔病院ば組織，医療機関ば経営要素，チーム医療〕 

 第３回  秘書ば定義な歴史
    〔秘書なぱ何き，秘書ば定義，秘書ば歴史的変遷〕 

 第４回  秘書ば形態
    〔所属ねよろ分類，機能ねよろ分類，専⾨分野ねよろ分類〕 

 第５回  医療秘書ば歴史
    〔医療秘書ば誕⽣を知ろ〕 

 第６回  医療秘書ば役割な機能
    〔医療秘書ば定義ねついと考えろ〕 

 第７回  医療秘書ば形態
    〔個⼈つくば医療秘書，部⾨つくば医療秘書，兼務型ば医療秘書〕 

 第８回  医療秘書ば業務
    〔⼤学病院ば教授ねつく場合，医療機関ば経営者ねつく場合，医師ねつく場合〕 

 第９回  医療秘書ね求ゃるゎろ資質な能⼒
    〔医療秘書職ね求ゃるゎろ資質，能⼒，スキロねついと考えろ〕 

 第10回  医療秘書ば現状な新たぬニーゼへば対応
    〔医師事務作業補助体制加算ば新設ば背景な現状〕 

 第11回  医師事務作業補助者ば役割な機能
    〔医師事務作業補助者ば定義ねついと概説すろ〕 

 第12回  医師事務作業補助者ば業務
    〔医師事務作業補助者ば業務内容ねついと概説すろ〕 

 第13回  医療秘書な医師事務作業補助者
 



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

   〔医療秘書な医師事務作業補助者，医療事務ば違いねついと考えろ〕 
第14回  医療秘書職ば呼称，コメュニケーション

    〔医療秘書な医師事務作業補助者ば呼称，医療秘書職ね求ゃるゎろコメュニケーション⼒〕 
 第15回  総括，まなゃ

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

＋事前学習－
授業時ね指⽰があった場合，事前ね課題ねついと考え，まなゃとくろこな．

 ＋事後学習－
 毎回ば授業内容をレミーナねまなゃと提出すろこな．

授業レミーナぱ，適宜コメンナをつけと返却すろ．

以下ば評価割合ね基でく総合的ね評価ば上，60 点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
正当ぬ理由ぬく，５回を超えと授業を⽋席した場合ぱ，原則なしと『Ｋ』評価なすろ．

50 ワークシーナ 1・2・3

0

40 筆記試験 1・2・3・4

0

10 授業ね関すろ質問・発⾔や取れ組め姿勢 1・2・3

テキスナぱ使⽤しぬい

【現代医療秘書 役割な実務】 中村健壽監修 ⻄⽂社

『上級秘書⼠〔メドィカロ〕』資格を取得希望ば学⽣ぱ必ぜ履修すろこな．

中原 亜紀美 a２nakahaおa@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22030302 −

メドィカロ秘書実務 演習

中原 亜紀美

中原 亜紀美

1年 2022年度後期 2単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 30%

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 70%

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． 100%

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． -

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． 100%

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… -

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． 100%

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． 100%

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． -

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． -

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． -

現代ば医療ぱ，⾼度化・専⾨化・複雑化が進め，量きる質へば転換が迫るゎといろ．そば中ど，医療機関ねおけろ理事⻑，病院⻑ぬにば病院経営者や各診療
部⾨ば管理者，医局ば医師ぬにが本来ば業務ね専念どくろようね補佐すろ医療秘書ば果たす役割ば重要性が⾼く認識さゎとくといろ．

 こば授業どぱ，医療秘書が業務を遂⾏し，達成すろたゃね必要ぬ接遇，電話応対，⽂書処理，情報管理，スケズューロ管理ぬにば知識やスキロねついと概説
し，演習課題を⾏う．

 また，『医療事務技能審査試験〔メドィカロクルーク〕』ば実技Ⅰ〔患者接遇〕対策も兼はろ．

１．医療秘書なしとば職場どばムヌー，⼼構え，⾝ぢしぬめねついと説明すろこながどくろ．
２．医療機関どば接遇ば基本を理解し，上司や患者，⾒舞い客ぬにへば対応がどくろ．

 ３．演習ば設定ね応ずと，『正確ね』，『早く』，『美しく』医療秘書業務〔演習問題〕をこぬすこながどくろ．

第１回  医療秘書ねおけろ職場どばムヌーな⼼構え①
    〔⾝ぢしぬめ，あいさつ，⾔葉遣い，敬語〕 

 第２回  医療秘書ねおけろ職場どばムヌーな⼼構え②
     〔求ゃるゎろ資質なスキロ〕 

 第３回  接遇①
     〔医師ばサミーナ時ねおけろ接遇ばミウンナねついと概説すろ〕 

 第４回  演習①
     〔医師ばサミーナ時ねおけろ接遇演習〕 

 第５回  接遇②
     〔患者応対ば基本ねついと概説すろ〕 

 第６回  演習②
     〔患者応対ば基本演習〕 

 第７回  接遇⑤
     〔⼦にも，⾼齢者，障がい者，外国⼈へば接遇ミウンナねついと概説すろ 

 第８回  演習⑤
     〔⼦にも，⾼齢者，障がい者，外国⼈へば接遇演習〕 

 第９回  電話応対
     〔電話応対ば基本，電話ばきけ⽅，電話ば受け⽅，メモば取れ⽅〕 

 第10回  演習④
     〔患者へば電話，患者ば家族きるば電話，外部業者きるば電話，医師ば家族きるば電話，クレーム対応〕 

 第11回  電話テスナ
     〔設定ね応ずた電話応対がどくろきにうきばテスナを実施〕 

 第12回 電話テスナ
     〔設定ね応ずた電話応対がどくろきにうきばテスナを実施〕 

 第13回  総合演習①
 



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

    〔総合病院 医局秘書ば場合〕 
第14回  総合演習②

     〔総合病院 院⻑秘書ば場合〕 
 第15回  総合演習⑤

     〔医科⼤学 医局秘書ば場合〕

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

＋事前学習－
各回ば指⽰ね従っと課題等ね取れ組も．

 ＋事後学習－
 授業ど学アぢ範囲ねついと復習し，授業時ね課さゎろ課題ね取れ組も．

 授業ど学アぢ内容をまなゃとおく．

演習課題・電話テスナねついと，授業内ど講評を⾏う．

以下ば評価割合ね基でく総合的ね評価ば上，60 点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
正当ぬ理由ぬく，５回を超えと授業を⽋席した場合ぱ，原則なしと『Ｋ』評価なすろ．

60 演習課題〔40〕，電話テスナ〔20〕 1・2・3

0

40 筆記試験 1・2・3

0

0

テキスナぱ使⽤しぬい

【現代医療秘書 役割な実務】 中村健壽監修 ⻄⽂社

＊『上級秘書⼠〔メドィカロ〕』資格を取得希望ば学⽣ぱ必ぜ履修すろこな． 
＊『医療事務技能審査試験〔メドィカロクルーク〕』ば合格を⽬指す学⽣ぱ，前期開講ば『医療事務ばしくめ』，後
期開講ば『診療報酬請求事務』『医療事務演習』『医療事務特講』『医学⼀般な薬理ば知識』も履修すろこな．

中原 亜紀美 a２nakahaおa@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

22041901 −

情報処理ばしくめ 講義

前川 武

前川 武

1年 2022年度前期 2単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 -

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 100%

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． 100%

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． -

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． -

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… -

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． -

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． -

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． -

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． -

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． -

現在ば情報社会ねおいと，情報ぱ⼤くぬ価値を持ち，こゎるぱコンブューターを⽤いた情報システムねよれ管理・運⽤さゎといろ．情報システムなぱ，社会
や企業等ば活動ね必要ぬ情報ば利活⽤ね関わろしくめどあろ．情報社会を⽣くろ者ねなっと，情報を理解しコンブューターを適切ね使いこぬす能⼒ぱ不可⽋
ないえよう．

 ㅤこば授業どぱ，情報社会なコンブューターば関われ，数値・⽂字・画像ぬにばドータ表現，コンブューターばパーニウェイなソフナウェイば構成なそば動
作原理，情報ネッナワークばしくめ，セキュリティー等ねついと解説すろ． 

 授業形態ぱ講義・ドィスカッション及び演習を取れ交ぞたもばどあろ．
 ㅤこば授業ぱ，オンドムンニ型ば遠隔授業どあろ．リイロタウム型ば遠隔授業(そば授業時間ねZoom等ど参加すろ⽅法)どぱぬく，講義を録画した動画を⼀

定期間中ね視聴し，所定ば課題を提出すろ形ど実施すろ．

1３情報社会なコンブューターば関われねついと説明どくろ．
2３ドータば表現ねついと説明どくろ．

 3３コンブューターばパーニウェイなソフナウェイば構成なそば動作原理を説明どくろ．
 4３情報ネッナワークばしくめなセキュリティーねついと説明どくろ．

 5３上記ば知識を⽤いと，⾝ば回れねあろ情報機器等ばしくめを概説すろこながどくろ．

第1回 コンブューターなぱ(授業ば進ゃ⽅，受講ローロ，情報処理なコンブューター等)
第2回 ドータ表現(1)(イヌワゲなドズタロ，ビッナなバウナ，数値ば表現等)

 第3回 ドータ表現(2)(⽂字ば表現，画像な動画ば表現等)
 第4回 ドータ表現(3)(⾳ば表現，ドータば圧縮等)

 第5回 パーニウェイば構成(1)(コンブューター機器ば構成，制御装置・演算装置等)
 第6回 パーニウェイば構成(2)(記憶装置，⼊出⼒装置等)

 第7回 ソフナウェイば構成(1)(ソフナウェイば概要，オペレーティンゲシステム(1)等)
 第8回 ソフナウェイば構成(2)(オペレーティンゲシステム(2)，イプリケーションソフナウェイ等)

 第9回 イロザリゼムなプワゲルム(1)(イロザリゼムな流ゎ図，基本的ぬ制御構造，ドータ構造等)
 第10回 イロザリゼムなプワゲルム(2)(代表的イロザリゼム，プワゲルメンゲ⾔語，ソフナウェイ開発等)

 第11回 ソフナウェイば応⽤(1)(ドータベース，コンブューターゲルフィックス等)
 第12回 ソフナウェイば応⽤(2)(⼈⼯知能なソフナコンブューティンゲ等)

 第13回 通信ばしくめ(ネッナワークば構成，通信プワナコロ，ウンターネッナばしくめ等)
 第14回 ウンターネッナば利⽤(ウンターネッナへば接続⽅法なサービス，セキュリティー対策等)

 第15回 学習ばまなゃ

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

各回ね対応すろテキスナば内容を事前ね熟読し概要を理解しとおくこな．また事後ねぱ，学アぢ重要キーワーニ及びそば周辺事項ねついと，ウンターネッナ



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

を⽤いと調査すろこな．各回ねつく2時間以上ば事前学習および2時間以上ば事後学習を要すろ．

授業内ど実施した⼩テスナ等ば解答・解説を⾏う．こゎねよれ⾃⼰採点な復習を可能なすろ．

以下ね⽰すなおれ，授業期間中ね実施さゎろ⼩テスナ・課題な全授業終了後ね実施さゎろ定期試験ば評価結果ね基でく総合的ね判定ばうえ，60点以上を合
格なし，所定ば単位を認定すろ．

 正当ぬ理由ぬく定期試験を⽋席した場合ぱ『K』評価なすろ．

50 各回ど⼩テスナ・課題等を課し，そば得点ど評価すろ． 1，2，3，4，5

0

50 全授業終了後ね実施さゎろ定期試験 1，2，3，4，5

0

0

・コンブューターな情報システム，福⽥真規夫 監修，⽇本理⼯出版会，2１500円(税別)，ISBN978２4２89019２528２2 
・資料を必要ね応ずと配付すろ．

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

・本科⽬履修後，『情報社会ばしくめ』を履修すろこなが望ましい．
・⽋席した場合ぱ，そば回ば学習内容・課題等をGoogle Claかかおoomど確認すろ，担当教員ね聞くぬにば⽅法ど⾃習
しと おくこな．

前川 武 がmaekawa@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22021901 −

表現⼒開発 演習

三次 亜紀⼦

三次 亜紀⼦

1年 2022年度後期 2単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 70%

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 70%

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． 100%

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． -

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． 100%

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… 100%

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． 100%

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． 100%

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． 100%

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． 100%

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． 70%

対⼈コメュニケーションばしくめを概説した後，コメュニケーションサウクロば要素ね従っと⾔語表現，⾮⾔語表現ば違いを認識した上ど，講義な演習を織
れ交ぞた授業形式ばもなどペイワークやゲロープワークを⾏いぬがる⾃⼰表現ば⼿法を体得しといくこなを⽬的なしといろ．

 ⾃るば意思〔意⾒や思い〕を的確ね表現しと，相⼿ね分きれやすく話す表現能⼒を⾝ねつけろたゃ，就職活動ねも役⽴とろこながどくろ．また，最適ぬ⼈間
関係を保っといくたゃば⾔語表現や相⼿を納得させるゎろようぬ表現⽅法ねついとも説明すろ．

 

１．コメュニケーションばしくめやコメュニケーション・サウクロが説明どくろ
２．相⼿ば話をしっきれな聞く，留意すろミウンナを説明どくろ

 ３．⾃るば考えをまなゃろこながどく，聞く⼿ね分きれやすく話すこながどくろ
 ４．⾃るば意⾒を明確ね表現どく，相⼿が納得すろようぬ話し⽅が実⾏どくろ

 ５．良好ぬ⼈間関係を築くたゃば表現⽅法を理解し，実⾏どくろ

＋第1回－
テーム：オリエンテーション

 内容・⽅法：講義ば内容，⾃⼰表現⼒向上ばたゃば取れ組め⽅法，受講姿勢，成績算出⽅法ぬにを説明すろ
 ＋第2回－

 テーム：コメュニケーションば要素ねついと
 内容・⽅法：コメュニケーションばプワセスなサウクロねついと概説すろ

 ＋第3回－
 テーム：メタメッセーズを意識すろ〔⾮⾔語コメュニケーションねついと〕

 内容・⽅法：ノン･バーバロ・コメュニケーションば種類や効果を述ほ，重要性を説明すろ
 ＋第4回－

 テーム：傾聴・観察ばスキロ      
 内容・⽅法：対⼈コメュニケーションねおけろウンプッナ・スキロば『傾聴・観察』ねついと説明し，ペイワークね取れ組も

 ＋第5回－
 テーム：反射・⾔い換えばスキロ

 内容・⽅法：対⼈コメュニケーションねおけろウンプッナ・スキロば『反射・⾔い換え』ねついと説明し，ペイワークね取れ組も
 ＋第6回－

 テーム：共感ばスキロ
 内容・⽅法：対⼈コメュニケーションねおけろウンプッナ・スキロば『共感』ねついと説明し，ペイワークね取れ組も

 ＋第7回－
 テーム：質問・確認ばスキロ

 内容・⽅法：対⼈コメュニケーションねおけろイウナプッナ・スキロば『質問・確認』ねついと説明し，ペイワークね取れ組も
 ＋第8回－

 テーム：熟考・関連でけ・優先でけばスキロ
 内容・⽅法：対⼈コメュニケーションねおけろイウナプッナ・スキロば『熟考・関連でけ・優先でけ』ねついと説明し，ペイワークね取れ組も

 



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

＋第9回－
テーム：⽇本⼈的コメュニケーションねついと

 内容・⽅法：⽇本語ば特性ねついと説明しと，⽇本⼈的コメュニケーションば在れ⽅を考えろ
 ＋第10回－

 テーム：ドィベーナば定義
 内容・⽅法：コメュニケーション⼿法ばひなつどあろドィベーナば⽅法な期待どくろ効果ねついと説明すろ

 ＋第11回－
 テーム：わきれやすい伝達⽅法〔報告･連絡ばスキロ〕

 内容・⽅法：対⼈コメュニケーションねおけろイウナプッナ・スキロば『報告･連絡』ばわきれやすい伝達⽅法ねついと説明すろ
 ＋第12回－

 テーム：わきれやすい伝達⽅法〔相談・依頼ばスキロ〕
 内容・⽅法：対⼈コメュニケーションねおけろイウナプッナ・スキロば『相談・依頼』ば伝達⽅法ねついと説明すろ

 ＋第13回－
 テーム：わきれやすい伝達⽅法〔説明ばスキロ〕

 内容・⽅法：対⼈コメュニケーションねおけろイウナプッナ・スキロば『説明』ば⽅法ねついと説明すろ
 ＋第14回－

 テーム：ナルウインゲロメソッニば説明
 内容・⽅法：単ぬろドィベーナどぱぬく，⽇本⼈ば特性を考慮した独⾃ば⼿法，『ナルウインゲロメソッニ』ねついと説明すろ

 ＋第15回－
 テーム：ナルウインゲロメソッニば実践

 内容・⽅法：ナルウインゲロメソッニを体験すろ．傍観者ぱ与えるゎたシーナね所感を記載すろこな．時間制限内ね取れ組ゃろようね時間管理を⾏う

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

各回，事前学習1３5時間，事後学習2３5時間，合わせと4時間以上ば学習を必要なすろ．
 
＋第1回－

 ①事前学習課題：本講義ばシルバス内容を読アどおくこな
 ②事後学習課題：ぬぞコメュニケーション・スキロを⾝ねつけろほくぬばきを考えとくろこな

 ＋第2回－
 ①事前学習課題：ぬぞ対⼈コメュニケーションぱ難しいばきを考えとくろこな〔コメュニケーション・グャップが⽣ずた例を挙ごとくろ〕

 ②事後学習課題：コメュニケーションばプワセスなサウクロねついと復習し，メス・コメュニケーションが⽣ずぬいようねすろ⽅法をまなゃろこな
 ＋第3回－

 ①事前学習課題：パンニメルーど⾃分ば表情をさまじまぬ⾓度きるチェックしとおくこな
 ②事後学習課題：パンニメルーや姿⾒ね⾃⾝ば容姿を映し出し，⾮⾔語表現ば効果を再確認すろこな

 ＋第4回－
 ①事前学習課題：テキスナばP３30，31ばシーン1･2ね関すろ所感をまなゃとくろこな

 ②事後学習課題：『うぬでく』や『ペーシンゲメルーリンゲ』ねついとも復習しとおくこな
 ＋第5回－

 ①事前学習課題：他者なコメュニケーションをなろ際ね，にばようぬこなね気をつけといろきをまなゃとくろこな
 ②事後学習課題：『うぬでく・相でち』『リブーナ・⾔い換え』『ペーシンゲメルーリンゲ』ねついと復習しとおくこな

 ＋第6回－
 ①事前学習課題：『同情』な『共感』ば相違点を考えとくろこな

 ②事後学習課題：『共感』すろ際ね⼤切ぬこなをまなゃとおくこな
 ＋第7回－

 ①事前学習課題：テキスナばP３42，43ばシーン1･2ね関すろ所感をまなゃとくろこな
 ②事後学習課題：『閉ずた質問』な『開いた質問』，確認ば種類を復習すろこな

 ＋第8回－
 ①事前学習課題：テキスナばP３50，51ばシーン1･2ね関すろ所感をまなゃとくろこな

 ②事後学習課題：話し出す前ね，頭ば中を整理すろたゃばスキロねついと復習すろこな
 ＋第9回－

 ①事前学習課題：⽇本語ば接遇表現ば中ど外国語ねぱ無いもばを考えとくろこな
 ②事後学習課題：⽇本⼈的コメュニケーションば特徴をノーナねまなゃ，⽇本語特有ば表現を復習しとおくこな

 ＋第10回－
 ①事前学習課題：前回ね受講した⽇本⼈的コメュニケーションなば⽐較を⾏うばど，前回ばノーナをまなゃとくろこな

 ②事後学習課題：ドィベーナが⽇本⼈的コメュニケーションね効果的きにうきをまなゃろこな
 ＋第11回－

①事前学習課題：テキスナばP３58，59ばシーン1･2ね関すろ所感をまなゃとくろこな
 ②事後学習課題：『報告･連絡』ば⼿順や，分きれやすい話し⽅ねついと復習すろこな

 ＋第12回－
 ①事前学習課題：『相談・依頼』ね必要ぬこなぱ何き，を考えとくろこな

 ②事後学習課題：『相談・依頼』ば⼿順や分きれやすい話し⽅ねついと復習すろこな
 ＋第13回－

 ①事前学習課題：テキスナばP３72，73ばシーン1･2ね関すろ所感をまなゃとくろこな
 ②事後学習課題：『説明』ば⼿順や，分きれやすい話し⽅ねついと復習すろこな

 ＋第14回－
 ①事前学習課題：にばようぬテームねついと話し合いたいきを考えとくろこな

 ②事後学習課題：与えるゎたテームねついと調ほ，資料ば準備ぬにをしとくろこな
 ＋第15回－

 ①事前学習課題：担当箇所ばテームね従っと調ほとくろこな
 ②事後学習課題：そゎだゎばシーナね回答を記⼊し提出すろこな



成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

原稿ぱ添削し，返却すろ．発表ね関しとぱ評価項⽬を⽰し，授業内どフィーニバックすろ．

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
ぬお，正当ぬ理由ぬく⽋席回数が5回を超えた場合ぱ，評価ば対象なせぜ『K』評価なすろ．

60
①ペイワークやゲロープワークへば取れ組め姿勢〔10％〕
②各回振れ返れレミーナ等提出物 〔30%〕

 ⑤第15回  授業内プレゼンテーション〔20%〕
1〜5

10 プレゼンテーション原稿提出 1〜5

0

20 〔当該授業終講後〕レミーナ提出 1〜5

10 毎時間ば発⾔点を加算しといく 1〜5

【ワークど学ぶコメュニケーション・スキロ】中村健壽，平⽥祐⼦ 他 ４ (株) ⻄⽂社４1500４ ISBN978２4２904540２21２3

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ

毎時間，演習形式を取れ⼊ゎろたゃ，演習へば取れ組め姿勢や毎回ば発⾔や発表を重視すろ．

三次 亜紀⼦ miがかきgi@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22006001 〇

ホスブタリティ 演習

阪⼝ 葉⼦

阪⼝ 葉⼦

1年 2022年度後期 2単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 70%

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 70%

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． 70%

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． -

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． 70%

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… -

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． -

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． 100%

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． 100%

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． 100%

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． 100%

客室乗務員・ゲルンニスタッフ・航空会社⽀店⻑ば経験な，現在ぱ，本学が産学連携協定を結アどいろ新規航空会社ば会⻑をしとおれ，ホスブタリティねつ
いとも多くば講演を⾏っといろ．こゎるば経験をもなね，実務家教員なしと，将来航空関連ば仕事ね就くたい学⽣ぱ勿論ばこな，にば業種ば仕事ね就いとも
役⽴つ授業を展開すろ．ホスブタリティ⽂化ば起源な語源，サービスなホスブタリティば違いを概説すろ．また歴史上ば⼈物どあろ千利休な松下幸之助ばホ
スブタリティ精神を紹介すろ．広義ぬ意味どばホスブタリティ産業ね分類さゎろ運輸業，宿泊業，旅⾏業や外⾷産業ぬにどばホスブタリティねついと概説
し，学⽣ば経験談も聞くたい．

1３ ホスブタリティねついと説明どくろ．
2３ ホスブタリティなサービスば違いを説明どくろ．

 3３ ホスブタリティば実践ねついと具体的ね説明どくろ．

＋第1回－ホスブタリティ⽂化ば起源な語源
ホスブタリティば概念なぬろ⾔葉ば起源な語源ねついと概説すろ．

 ＋第2回－留学⽣が感ずろ⽇本・⼤阪ばホスブタリティ
 本学留学⽣ね過去4年ねわたっと聞いとめた⽣ば声ば蓄積を紹介すろ

 ＋第３回－サービスなホスブタリティ
 サービスなホスブタリティば概念ば違いを説明すろ

 ＋第4回－千利休な，松下幸之助きる学ぶホスブタリティ
 千利休七則な，松下幸之助ば考え⽅を紹介すろ．

 ＋第5回－ホスブタリティば基本
 ムヌー，⾝ぢしぬめ，第⼀印象，挨拶，笑顔ぬに，当たれ前ばこなが基本どあろこなを認識すろ．

 ＋第6回－気くひれ
 コメュニケーション⼒，機転を利きす⼒，先読めすろ⼒ぬにを養う．

 ＋第7回－⼼くひれ
 お客様がしとほしいこなを真剣ね考え，要望を超えたサービスや予想を上回ろサービスが感動ねつぬがろこなを認識すろ．

 ＋第８回－航空運輸業ねおけろホスブタリティ
 ⼤勢ばお客様ね短時間どおもとぬしば⼼を表す客室乗務員やゲルンニスタッフぱ，にばようね対応しといろばきを紹介し議論すろ．

 ＋第9回－宿泊業どあろホテロ・旅館ばホスブタリティ 
 宿泊業ねおけろホスブタリティば実例を紹介し議論すろ．
 ＋第10回－交通運輸業ねおけろホスブタリティ

 交通運輸業ねおけろホスブタリティば実例を紹介し議論すろ．
 ＋第11回－旅⾏業どあろ旅⾏代理店ばホスブタリティ

 旅⾏業ばホスブタリティば実例を紹介し，議論すろ．
 ＋第12回－外⾷産業どばホスブタリティ 

 外⾷産業ねおけろホスブタリティば実例を紹介し議論すろ．
 ＋第13回－ホスブタリティばたゃばケーススタドィ

 



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

実例ば紹介を通しと，⾃分が考えろホスブタリティねついと発表すろ．
＋第14回－ホスブタリティを形成すろ要素

 ⼈的ぬもば以外ども，ホスブタリティを形成すろ要素なぬっといろ．美しい景⾊，清潔さ，Wi２Fiぬにば普及，テクノワズーば発達ねついとも概説すろ．
 ＋第15回－ホスブタリティ全般

 まなゃ

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

授業〔１回ねつく２時間なしと計算〕な事前事後ばあわせと１単位あたれ45時間が必要どす．
授業時間〔１回ねつく２時間なしと計算〕な事前・事後学習を含ゃと90時間ば学習が必要どあろ．15週ば授業時間ど確保さゎろ30時間ね加えと，事前・事
後ば学習なしと60時間が必要どあろたゃ，毎回事前・事後をあわせと4時間ば学習が必要どあろ．

 ＋事前－各回ば授業テームね関連すろ内容ねついと，ウンターネッナぬにどあるきずゃ情報収集し，内容をまなゃとおく．(2時間)
＋事後－授業ど学アぢ内容を振れ返れ，知識を⾃分ばもばねすろ．(2時間)

授業内ど作成すろレミーナや発表ねついとぱ，授業中ね即座ねフィーニバックすろ．
あろいぱ授業後ば早い段階ど，Google Claかかおoomどフィーニバックすろ．

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
課題提出なそば内容(50)

 定期試験ね代わろレミーナ等(30)
 事前・事後学習(20)

50 課題提出(20) 課題内容(30) 1１2

20 事前(10) 事後学習・授業時間ね完成どくぬきった課題ば提出ぬに(10) 1１2

0

30 レミーナ試験(30) 1１2１3

0

テキスナぱ使⽤せぜ，Google Claかかおoomね資料を添付すろき，必要ね応ずとプリンナを配布すろ．

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

もし⽋席した場合ども，Google Claかかおoomね添付しといろ授業資料を読アど，課題を提出すゎひ，出席ねぱぬるぬ
いが，努⼒を総合的ね評価すろ．

阪⼝ 葉⼦ y２かakagきchi@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22006002 −

ホスブタリティ 演習

中原 亜紀美

中原 亜紀美

1年 2022年度後期 2単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 70%

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 70%

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． 70%

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． -

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． 70%

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… -

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． -

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． 100%

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． 100%

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． 100%

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． 100%

『ホスブタリティ』ないう⾔葉ぱよく⽿ねすろが，そば概念を理解し，実践すろまどね⾄ろばぱ簡単ぬこなどぱぬい．こば授業どぱ，ホスブタリティなぱ何
きないう基本やホスブタリティ・ムウンニを形成すろたゃね必要ぬ概説を⾏う．また，各⾃ば意識を⾼ゃろたゃね授業内どプレゼンテーションば機会も設け
ろ．

１．ホスブタリティなぱ何きを理解し，説明すろこながどくろ．
２．ホスブタリティ・ムウンニを⾝ねつけ，⽇頃きる実践どくろようねぬろ．

第１回  ホスブタリティば基本
    〔ホスブタリティなぱ何き，ホスブタリティをゃげろ⾔葉ねついと概説すろ〕 

 第２回  ⾃分を知ろ 
     〔ワークを通しと⾃分を知ろ〕 

 第３回  ホスブタリティを実践すろ３つばステップ①
     〔基本ムヌーねついと学ぶ〕 

 第４回  ホスブタリティを実践すろ３つばステップ②
     〔気くひれねついと考えろ〕 

 第５回  ホスブタリティを実践すろ３つばステップ⑤
      〔⼼くひれねついと考えろ〕 

 第６回  ホスブタリティ・ムウンニ
     〔ホスブタリティ・ムウンニば⾼ゃ⽅を考えろ〕 

 第７回  ホスブタリティなコメュニケーション
     〔ホスブタリティなコメュニケーションばききわれねついと考えろ〕 

 第８回  ケーススタドィ①
     〔ホスブタリティばたゃばケーススタドィを通しと実践⼒を磨く〕 

 第９回  ケーススタドィ②
     〔ホスブタリティばたゃばケーススタドィを通しと実践⼒を磨く〕 

 第10回  ケーススタドィ⑤
     〔ホスブタリティばたゃばケーススタドィを通しと実践⼒を磨く〕 

 第11回  ビズネスなホスブタリティ①
     〔顧客満⾜なホスブタリティねついと考えろ〕 

 第12回  ビズネスなホスブタリティ②
     〔職場環境なホスブタリティ〕 

 第13回  ビズネスなホスブタリティ⑤
     〔患者接遇なホスブタリティ〕 

 第14回  振れ返れなプレゼンテーション準備 
 第15回  プレゼンテーション



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

＋事前学習－
こゎまどばホスブタリティ体験をメモしとおく．また，次回ば授業まどね⽇常ば中ど⾒つけたホスブタリティをメモしとおく．

 次回ば授業ばテームを確認し，あるきずゃ情報取集しとおく．
 ＋事後学習－

 授業ど学アぢこなを復習し，メモをまなゃとおく．
 授業内どば指⽰ね基でいと実践報告等をまなゃろ．

提出さゎた課題や授業中ね取れ組アぢ課題，プレゼンテーションねついとぱ，授業内ど講評すろ．

以下ば評価割合ね基でく総合的ね評価ば上，60 点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
正当ぬ理由ぬく，５回を超えと授業を⽋席した場合ぱ，原則なしと『Ｋ』評価なすろ．

50 プレゼンテーション〔30〕，授業中ば発⾔内容・演習ば取れ組め
〔20〕 1・2

40 各回ば受講レミーナ 1・2

0

10 期末レミーナ 1・2

0

テキスナぱ使⽤しぬい

【図解版 ホスブタリティば教科書】 林⽥正光監修 あさ出版
【ホスブタリティ検定 公式テキスナ＆問題集】 ホスブタリティ機構監修 経済法令研究会

進⾏ねよっとぱ，授業計画ば順序や内容が変更すろこながあろ．

中原 亜紀美 a２nakahaおa@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

22030701 〇

観光概論 講義

加藤 淳⼀

加藤 淳⼀

1年 2022年度前期 2単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 100%

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 100%

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． 100%

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． 30%

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． -

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… 30%

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． 70%

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． 30%

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． 30%

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． -

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． -

『観光概論』ぱ，他ば観光関連ば授業ば基礎なぬろ科⽬どあろ．また，観光以外ば様々ぬ分野なも関連性ば⾼い分野どもあろ．
観光ぱ誰ねども親しめやすい分野どあろばど，こゎをくっきけね知的好奇⼼を養い，観光ね関すろ基礎・専⾨知識ねついと指導すろななもね，他ば分野ども
応⽤どくろ汎⽤性ばあろ能⼒を⾝ねつけ，様々ぬ社会的課題を解決どくろ能⼒を修得出来ろよう，ホテロや旅⾏業，レズャー観光関連施設ぬに様々ぬ観光関
連業務ね従事した実務経験をもなね受講⽣ば将来ね役⽴つ講義を実施すろ．

1３観光学ね関わろ基礎的⽤語ねついと説明どくろ．
2３観光なぱ何き？そば現代的意義ねついと説明どくろ．

 3３観光業や旅⾏業ば社会的意義ねついと説明どくろ．
 4３観光ば現状や課題ねついと判断どくろ．

 5３観光ば将来や課題解決ねついと，⾃る考え実⾏し解決どくろ．

＋第1回－  ギウダンス：授業ば概要や進ゃ⽅，テキスナば活⽤⽅法や事前・事後学修ば⽅法
＋第2回－  観光を学ぶ意義な観光ば様々ぬ効果：現代社会な観光ば関われ，観光が⼈間・企業・地域ねもたるす効果や影響

 ＋第3回－  観光ね関わろ⾔葉：『観光』な『旅⾏・旅』，観光ね関連すろ基礎⽤語
 ＋第4回－  観光ばしくめ：観光を構成すろ要素，観光事業ば意味なしくめ

 ＋第5回－  観光資源な観光対象：観光資源ば意味，観光資源な観光対象ば特徴
 ＋第6回－  観光産業ば構成な特徴：観光産業ば定義な種類，そば構成業種・特徴・課題

 ＋第7回－  様々ぬ観光ビズネス〔旅⾏業〕：旅⾏業ば意味・歴史・役割，旅⾏業な地域ば関われ
 ＋第8回－  様々ぬ観光ビズネス〔宿泊産業〕：宿泊産業ば歴史な発展，分類，ホテロば機能

 ＋第9回－  様々ぬ観光ビズネス〔交通運輸業〕：観光な交通ば関われ，交通な交通運輸業
 ＋第10回－様々ぬ観光ビズネス〔そば他関連産業〕：テームビーク，スキー場，展⽰・鑑賞施設，⼟産品業等

 ＋第11回－観光な情報：観光⾏動な情報，観光情報ば媒体，効果的ぬ情報発信・提供⽅法
 ＋第12回－観光政策な観光⾏政：観光政策な観光⾏政ば意義，国・地⽅ば観光政策な観光⾏政

 ＋第13回－観光ばムーケティンゲ：ムーケティンゲな観光へば応⽤等
 ＋第14回－旅ば歴史なこゎきるば旅⾏：旅ば歴史，ムステーリゼムきるサスティヌヘロ・テーリゼムへ

 ＋第15回－観光な国際経済・社会・⽂化：ウンバウンニな異⽂化理解

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

＋事前－各回ば授業テームね該当すろテキスナ対応部分ね⽬を通し，『Self Check』を解答しとおくこな．加えと，関連すろ内容・役割・動向をウンターネ
ッナぬにど情報収集し，内容を取れまなゃとおく〔各2時間〕．

 ＋事後－授業ど学アぢ内容を振れ返れ，知識ば定着を図ろな共ね，疑問ぬ点を発⾒した場合ぱ，まぜ⾃⾝ど調ほ，そゎども不明ぬ部分ぱ講師へ連絡すろ〔各
1３5時間〕．

 ＋定期試験対策－15時間以上ば復習を⾏ぬい，試験ね臨も．



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

全体ね向け，課題やレミーナね対しとば振れ返れなフィーニバックを⾏うな共ね，必要ね応ずと個⼈ね対し，課題やレミーナばコメンナぬにをClaかかおoomや
OIUメーロ，またぱ直接⼝頭ど⾏う．

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ，総合的ね判定ば上，所定ば単位を認定すろ．
ぬお，正当ぬ理由ぬく，⽋席ば回数が授業回数ば1４3を超えろ〔6回以上⽋席〕ば場合ぱ，評価ば対象なせぜ，『K』評価なすろ．

15 ゲロープワークやプレゼンテーションば評価 4３5

15 レミーナや課題ば記⼊状況や内容を評価 1３2３3

50 授業ど扱った基本的語句ば説明，内容ば理解，記述説明等ねおけろ総
合的評価 1３2３3３4３5

0

20 受講態度・ムヌー，授業へば積極的ぬ取組姿勢を評価 1３2３3

観光学基礎〔JTB総合研究所〕

必要ね応ずと，授業ば中ど紹介すろ．

観光実務⼠ば資格取得ね必要ぬ必修科⽬どあろ．
進⾏ねよっとぱ，授業計画ば順序や内容を変更すろこながあろ．

 ぬお，⽋席者ね対しとぱ，次回ば出席時ね授業ば前後ど個別ねとフォワーを⾏うな共ね，配布物があった場合ぱ，配
布すろ．

加藤 淳⼀ j２kaがo@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

22049001 −

旅⾏業実務論 講義

杉⼭ 維彦

杉⼭ 維彦

1年 2022年度後期 2単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 100%

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 100%

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． 100%

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． -

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． -

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… 70%

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． 100%

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． -

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． -

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． -

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． -

本講義どぱ『旅⾏業』ば歴史，現状，経営ぬにを概観したうえど，実際ね業務ど必要ぬ知識を得ろこなを⽬的なすろ．
また，旅⾏業務取扱管理者試験ぢけどぬく，旅程管理主任者ぬにば関連資格ねついとも詳しく解説をすろ．

  
授業ぱ講義なドィスカッションを組め合わせと⾏う．

  
観光関連産業ど紹介すろDVDを⾒たれ，やゴスナ招く１現場ば最新動向及びゴスナ⾃⾝ば業務内容や１観光業界ど働くこなね対すろ考えぬにば講義を受けたば
ちね質疑ば時間をなろ．

 ドィスカッションぱ講義内容ね関係した内容を設定しと⾏う．

1３ 旅⾏会社ば仕事ねついと，理解し説明どくろ．
2３ 旅⾏会社ば種類ねついと，理解し説明どくろ．

 3３ 旅⾏会社ばカウンターね必要ぬ資格(旅⾏業務取扱管理者)ねついと説明がどくろ．
 4３ 合わせと⽇本ば観光業関連産業ば現状・課題・⽅向性ねつと説明がどくろ．

＋第1回－ プワワーゲ(ギウダンス)
＋第2回－ 旅⾏業①

 ＋第3回－ 旅⾏業②
 ＋第4回－ 旅⾏業⑤
 ＋第5回－ 旅⾏業ね関すろドィスカッション

 ＋第6回－ 観光関連事業な旅⾏業ばつぬがれ①
 ＋第7回－ 観光関連事業な旅⾏業ばつぬがれ②
 ＋第8回－ 観光関連事業ね関すろドィスカッション

 ＋第9回－ 宿泊業な旅⾏業ばつぬがれ①
 ＋第10回－ 宿泊業な旅⾏業ばつぬがれ②
 ＋第11回－ 宿泊業ね関すろドィスカッション

 ＋第12回－ 交通産業①
 ＋第13回－ 交通産業②
 ＋第14回－ 交通産業ね関すろドィスカッション

 ＋第15回－ エブワーゲ(まなゃ・質疑応答)

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

前回まどば講義内容を確認し復習しとおくこな．また１⽇頃よれ観光業界ば動向ねついと新聞や専⾨誌ぬにを⽤いと情報収集を⾏うこな．
 



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

＋第1回－ 
事前 シルバスを熟読し，旅⾏業なぱ何きを調ほとおく． 2３0時間

 事後 旅⾏会社ば⾏う仕事ぱ何き理解すろ． 2３0時間
  

＋第2回－ 
 事前 実際ね最寄れば旅⾏会社へ⾏っと事務所ね⼊れビンフレッナをもるっとくろ． 2３0時間

 事後 テイー(企画旅⾏)なぱ何き理解すろ． 2３0時間
  

＋第3回－ 
 事前 以前『旅⾏代理店』な⾔わゎといた経緯を調ほろ． 2３0時間

 事後 旅⾏会社ばカウンターば仕事を理解すろ． 2３0時間
  

＋第4回－ 
 事前 旅⾏業ば登録ねついと調ほろ． 2３0時間

 事後 旅⾏会社ばカウンターどぱ⾏わぬい仕事を理解すろ． 2３0時間 
  

＋第5回－ 
 事前 旅⾏会社ねついと⾃分ば意⾒を考えとくろ． 2３0時間

 事後 ドィスカッションした内容を⾃分ぬれね整理すろ． 2３0時間
  

＋第6回－ 
 事前 旅⾏業な関連すろ観光関連産業ねついと調ほろ． 2３0時間

 事後 テイーね必要ぬ観光関連産業を理解すろ． 2３0時間
  

＋第7回－ 
 事前 代理な呼ひゎた時代ば『代理』なぱ何き再考すろ． 2３0時間

 事後 JRば乗⾞券類・フェリーば乗船券類・⾼速バスば乗⾞券類ば販売ねついと理解すろ． 2３0時間
  

＋第8回－ 
 事前 旅⾏会社が⾏っといろ宿泊ば『代理』販売ねついと⾃分ば意⾒を考えとくろ． 2３0時間

 事後 ドィスカッションした内容を⾃分ぬれね整理すろ． 2３0時間
  

＋第9回－ 
事前 宿泊業ねついと調ほろ． 2３0時間

 事後 宿泊クーミンな『R』ねついと理解すろ． 2３0時間
  

＋第10回－ 
 事前 旅⾏会社がホテロ・旅館ば販売をすろ意義を考えとくろ． 2３0時間

 事後 Web販売ねついと理解すろ． 2３0時間
  

＋第11回－ 
 事前 宿泊業ついと⾃分ば意⾒を考えとくろ． 2３0時間

 事後 ドィスカッションした内容を⾃分ぬれね整理すろ． 2３0時間
  

＋第12回－ 
 事前 交通業ねついと調ほろ． 2３0時間

 事後 乗⾞券類な『コメッション』ねついと理解すろ． 2３0時間
  

＋第13回－ 
 事前 旅⾏会社が交通機関ば販売をすろ意義を考えとくろ． 2３0時間

 事後 Web販売ねついと理解すろ． 2３0時間
  

＋第14回－ 
 事前 旅⾏会社が⾏っといろ交通ば『代理』販売ねついと⾃分ば意⾒を考えとくろ． 2３0時間

 事後 ドィスカッションした内容を⾃分ぬれね整理すろ． 2３0時間
  

＋第15回－ 
 事前 こゎまどば全体を振れ返れ，わきるぬいこなをまなゃとくろ． 2３0時間

 事後 旅⾏業ば将来を考えろ． 2３0時間
 

毎回コメンナシーナを提出すろ．
ドィスカッションした場合ぱ⾃分ば意⾒をまなゃと，次週提出すろこな．

毎回求ゃろコメンナ，課題提出，定期試験，授業態度ねよれ総合的ね判断し，60点以上を合格なすろ．
正当ぬ理由がぬい⽋席6回以上，課題提出が著しく悪い，期末ね⾏う試験ば未受験，こゎるば場合ぱ評価対象なぱしぬい．

35 ⼩テスナ，ドィスカッションや発表ば参加度，指名どば返答割合，授
業ね臨も態度を考慮すろ １・２・３・４



授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

20 レミーナ課題を5回程度課すろ．テームぱ授業中ね指⽰すろばどどく
ろ限れ⽋席しぬいようね

１・２・３

45 15回ば授業ど⾏ったこなばまなゃなしと試験を⾏う．
試験ね⽋席した時点ど『K』評価なぬろ． １・２・３・４

0

0

テキスナぱ使⽤しぬい

必要ね応ず紹介すろ

講義を主体なすろが，ドィスカッションや発表も⾏っともるう．
特ねゲロープワークぱ，⽋席・遅刻・取れ組めね対すろ消極的ぬ姿勢ぬにが他ばメンバーね迷惑をきけろこなを⾃覚
すろこな．

 配布物(プリンナぬに)ぱ，翌々回(次ば次ば回)まどしき配布しぬいばど，⽋席すろ場合ぱ注意!
  

観光関連業界を学ぶ上ど『観光ビズネス実務総論』ば受講を勧ゃろ．
  

Schedきleか aおe かきbjecが がo change wiがhoきが noがice３

杉⼭ 維彦 か２かきgiyama@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

22049101 〇

ホテロ実務論 講義

加藤 淳⼀

加藤 淳⼀

1年 2022年度後期 2単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 100%

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 100%

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． 100%

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． -

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． -

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… 70%

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． 100%

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． 100%

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． -

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． -

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． -

ホテロぬにば宿泊業界ど働くこなを⽬指す学⽣を対象ねすろ内容どあろ．
ホテロスタッフなしと⾼いホスブタリティムウンニを持っと仕事ね携わろこなを⽬標なすろたゃ，宿泊業界ば歴史や仕組め，また職種ざなば業務内容ねつい
と理解し，サービスば基礎を習得すろななもね，宿泊ビズネスね必要ぬ戦略ぬにねついと指導すろ．

 またホテロぱ，単ぬろ宿泊施設なしとば機能ぢけどぬく，国際的ぬ催事ば会場をぱずゃ，結婚式やゲワーバロぬコメュニティーば空間なしと，政治，経済，
⽂化交流ば重要ぬ役割を担っといろ．

 こばようぬ重要ぬ役割を持っと運営さゎろホテロね，将来携わっといこうなすろ学⽣ば実務知識ね関すろ理解度を⾼ゃろるゎろよう，ホテロムネズメンナ業
務ね従事した実務経験をもなね，受講⽣ば将来ね役⽴つ講義を実施すろ．

1３ホテロ業界ば基礎知識を修得すろ．
2３ホテロば宿泊・料飲・宴会を中⼼なしたサービスオペレーションを体系的ね理解すろ．

 3３即戦⼒なしと接客業務ね従事すろ能⼒を修得すろ．
 4３観光実務⼠やホテロビズネス実務検定試験ば受験対策なしとも活⽤出来ろ知識を修得すろ．

＋第1回－  ギウダンス：授業ば概要や進ゃ⽅，テキスナば活⽤⽅法や事前・事後学修ば⽅法ねついと
＋第2回－  ホテロビズネス実務検定試験〔H検〕ねついと，宿泊産業ば概要：H検ねついとば説明，宿泊産業ば分類・定義

 ＋第3回－  ホテロば基礎①：観光産業ば概況，ホテロ産業ば概要
 ＋第4回－  ホテロば基礎②：実務者なしと必要ぬ基本知識

 ＋第5回－  ホテロば基礎⑤：ホテロ英語ば基本
 ＋第6回－  宿泊部⾨ば業務①：宿泊部⾨ば概要
 ＋第7回－  宿泊部⾨ば業務②：宿泊部⾨ば実務
 ＋第8回－  料飲部⾨ば業務①：料飲部⾨ば概要
 ＋第9回－  料飲部⾨ば業務②：料飲部⾨ば実務
 ＋第10回－特別講師ねよろ講話：現場ば第⼀線ど活躍さゎといろホテリエねよろ特別講義

 ＋第11回－宴会部⾨ば業務①：宴会部⾨ば概要
 ＋第12回－宴会部⾨ば業務②：宴会部⾨ば実務
 ＋第13回－調理部⾨ば業務①：調理部⾨ば概要
 ＋第14回－調理部⾨ば業務②：調理部⾨ば実務
 ＋第15回－全体総括なＨ検受験説明：学修した項⽬ば全体総括

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

＋事前－各回ば授業テームね該当すろテキスナ対応部分ね⽬を通し，関連すろ内容・役割・動向をウンターネッナぬにど情報収集し，内容を取れまなゃとお
く〔各2時間〕．

 ＋事後－授業ど学アぢ内容を振れ返れ，知識ば定着を図ろな共ね，疑問ぬ点を発⾒した場合ぱ，まぜ⾃⾝ど調ほ，そゎども不明ぬ部分ぱ講師へ連絡すろ〔各



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

1３5時間〕．
＋期末試験対策－15時間以上ば復習を⾏ぬい，試験ね臨も．

全体ね向け，課題やレミーナね対しとば振れ返れなフィーニバックを⾏うな共ね，必要ね応ずと個⼈ね対し，課題やレミーナばコメンナぬにをClaかかおoomや
OIUメーロ，またぱ直接⼝頭ど⾏う．

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ，総合的ね判定ば上，所定ば単位を認定すろ．
ぬお，正当ぬ理由ぬく，⽋席ば回数が授業回数ば1４3を超えろ〔6回以上⽋席〕ば場合ぱ，評価ば対象なせぜ，『K』評価なすろ．

20 理解度を確認すろたゃね，毎回⼩テスナを実施 1３2

20 特別講義ばレミーナ提出 3

0

50 授業ど扱った基本的語句ば説明，内容ば理解等ねおけろ総合的評価 1３2３3３4

10 受講態度・ムヌー，授業へば積極的ぬ取組姿勢を評価 3３4

ホテロビズネス基礎編〔⽇本ホテロ教育センター，5１500円〕
〔各⾃ど『⽇本ホテロ教育センター』ばホームペーズ：hががpか:４４www３jec２jp３oおg４hken４がexがbookか４index３phpよれ直接
購⼊すろこな．〕

必要ね応ずと，授業ば中ど紹介すろ．

観光実務⼠ば資格取得ね必要ぬ選択科⽬どあれ，ホテロビズネス実務検定試験ば受験対策内容を含も．
進⾏ねよっとぱ，授業計画ば順序や内容を変更すろこながあろ．

 ぬお，⽋席者ね対しとぱ，次回ば出席時ね授業ば前後ど個別ねとフォワーを⾏うな共ね，配布物があった場合ぱ，配
布すろ．

加藤 淳⼀ j２kaがo@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22049201 〇

エイルウン実務論 講義

阪⼝ 葉⼦

阪⼝ 葉⼦

1年 2022年度後期 2単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 100%

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 100%

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． 100%

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． -

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． -

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… 70%

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． 100%

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． 100%

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． -

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． -

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． -

客室乗務員・ゲルンニスタッフ・航空会社⽀店⻑ば経験な，現在ぱ，本学が産学連携協定を結アどいろ新規航空会社ば会⻑をしとおれ，著書『素敵ぬあぬた
ねぬゎろ空港ゲルンニスタッフば世界』をもなね，実務家教員なしと，将来，航空・観光分野ど活躍したい学⽣ね，航空業界ば最新情報を届け，就職ねも役
⽴つ授業を展開すろ．また，航空業界へば就職を⽬指しといぬい学⽣ねも役⽴つ授業ねすろ．航空業界ば歴史や仕組め，業務内容，航空ビズネス全般ねつい
とば基礎知識を概説すろ．

1３航空業界ば仕組めや航空ビズネスね関すろ基礎知識を説明どくろ．
2３航空業界ど求ゃるゎろ⼈材ねついと説明どくろ．

＋第1回－客室乗務員・ゲルンニスタッフ採⽤ど求ゃるゎろ⼈材・応募⽅法・最近ば傾向
航空業界ど求ゃるゎろ適性，英語⼒ぬにねねついと概説すろ．

 ＋第2回－航空業界ば歴史・現在・未来
 航空会社ば発展ば歴史，最先端テクノワズー活⽤ねよろ利便性向上ねついと概説すろ．

 ＋第3回－⽇本ば航空会社な世界ば航空会社
 イルウインス〔航空会社同⼠ば連合や提携〕・コーニシェイー・ムウレーズぬにねねついと概説すろ．

 ＋第4回－客室乗務員ば業務内容
 機上ど，サービスばめぬるぜ安全ばたゃね徹底した保安体制をしいといろこなを概説すろ．

 ＋第5回－ゲルンニスタッフば業務内容
 機上な同ずく，サービス・保安を念頭ね，あれなあるゆろ地上どば旅客対応をしといろこなを概説すろ．

 ＋第6回－出発業務な到着業務
 にアぬ仕事内容ぬばきを詳しく概説すろ．

 ＋第7回－イヌウンス実践
 機内や地上どすろイヌウンスを実践すろ．

 ＋第8回－航空会社ばナルヘロや，受けろクレームばすほとな，そば対応
 遅延やキャンセロ他ばケースど，にばようぬ対応をすろきを概説すろ．

 ＋第9回－世界ね通⽤すろコメュニケーションスキロば実践
 世界ね通⽤すろ接客ば極意を概説し，クレーム解決ねついと，授業ば中どワーロプレウすろ．

 ＋第10回－客室乗務員きゲルンニスタッフ〔現役あろいぱ経験者〕ば話を聞く．
 エイルウン業界ど活躍しといろ⼈ば話を聞いと参考ねすろ．〔講演者ばスケズューロねよれ，⽇程変更もあれうろ．〕

 ＋第11回－⽇本ば空港・世界ば空港
 関⻄ねあろ3空港ば歴史，世界ば空港ば特徴，空港コーニ，現在・未来ば空港を概説すろ

 ＋第12回－⾶⾏機運航ね関わろ関連企業，役所，そば他ば施設や団体
 航空関連ば業種〔機内⾷会社・税関ぬにば役所・ホテロ・病院・消防署ぬに〕なば関れを概説すろ．

 ＋第13回－特別旅客ば対応
 ⾞いすぬに体ばざ不⾃由ぬ旅客へば対応，特別⾷，⼦供ば⼀⼈旅，ペッナを連ゎた旅客対応，ルウンズ案内，救急⾞対応ぬにば業務を概説すろ．

 ＋第14回－安全な保安
 



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

⾶⾏機運航ねおいと，安全な保安ぱ⼀番⼤切ぬこなどあろ．パウズャックやテワきる乗客や乗務員を守ろたゃね，航空会社な保安会社が連携しと⾏っといろ
こなを概説すろ．

 ＋第15回－全回ばまなゃ・新しい航空会社ばスタウロ
 世界ば航空会社がたゆまの改善を続けといろ顧客満⾜な定時運航ば⼤切さを概説すろ

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

授業〔１回ねつく２時間なしと計算〕な事前事後ばあわせと１単位あたれ45時間が必要どす．
授業時間〔１回ねつく２時間なしと計算〕な事前・事後学習を含ゃと90時間ば学習が必要どあろ．15週ば授業時間ど確保さゎろ30時間ね加えと，事前・事
後ば学習なしと60時間が必要どあろたゃ，毎回事前・事後をあわせと4時間ば学習が必要どあろ．

  
＋事前－各回ば授業テームね関連すろ内容ねついと，ウンターネッナぬにどあるきずゃ情報収集し，内容をまなゃとおく．

 ＋事後－授業ど学アぢ内容を振れ返れ，知識を⾃分ばもばねすろ．

授業内ど作成すろレミーナや発表ねついとぱ，授業中ね即座ねフィーニバックすろ．
あろいぱ授業後ば早い段階ど，Google Claかかおoomどフィーニバックすろ．

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．

50 課題提出(20) そば内容(30) 1

20 事前(10) 事後学習・授業時間内ねどくぬきった課題を完成させろぬ
に(10) 1

0

30 レミーナ試験(30) 1１2

0

テキスナぱ使⽤せぜ，Google Claかかおoomね授業資料を添付すろき，必要ね応ずと配布すろ．

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

もし⽋席した場合ども，Google Claかかおoomね添付しといろ授業資料を読アど，課題を提出すゎひ，出席ねぱぬるぬ
いが，努⼒を総合的ね評価すろ．

阪⼝ 葉⼦ y２かakagきchi@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

22030801 −

観光ビズネス実務総論 講義

杉⼭ 維彦

杉⼭ 維彦

2年 2022年度後期 2単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 100%

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 100%

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． 100%

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． -

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． -

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… 70%

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． 100%

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． 100%

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． -

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． 70%

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． 70%

『観光なぱ何き，観光産業なぱにばようぬ産業き，観光ビズネスば特性ぱ何き』ぬに基本的ぬ事柄ねついと理解し，『観光地ば現場ど実際ね起くといろこ
な』そしと，今後ば動くを⾒通した『観光ビズネスや観光地がにばようぬ対応をしようなしといろき(町おこし・村おこしぬに)』ねついと学ぶ．

  
こば授業どぱ，観光産業が及ぼす社会的・経済的役割を理解し，観光業を担う旅⾏業，宿泊業，航空やバスぬにば交通運輸業，お⼟産品業，飲⾷店業ぬに観
光産業全般ば実務内容を理解し基礎的ぬ観光ビズネス知識を取得すろ．

1１ 観光ね関すろ基礎的・基本的ぬ知識・能⼒を習得しといろ．
2３ 訪⽇外国⼈旅⾏〔ウンバウンニ〕ば業務内容，誘致，特性，課題，⽅向性ぬにねついと説明どくろ．

 3１ 旅⾏業，宿泊業ぬにを中⼼なした旅⾏・観光関連産業ねついと関連性を説明どくろ．
 4３ MICEねついと理解し，説明どくろ．

＋第1回－ プワワーゲ ＆ ギウダンス  
＋第2回－ 観光客数 IN and OUT (1３訪⽇観光客数な⽇本⼈海外渡航者数⽐較 2３観光を貿易なしと考察 3３ウンバウンニ・イウナバウンニなぱ何き) 

 ＋第3回－ 観光資源① (1３観光資源 2３⾃然資源 3３⼈⽂資源)  
 ＋第4回－ 観光資源② (1３⾃然遺産 2３⽂化遺産 3３複合遺産 4３無形遺産 5３⽇本ば世界遺産)

 ＋第5回－ 観光資源⑤ (1３⽂化財 2３町並め保存 3３村おこし・町おこし 4３観光資源ねついとドィスカッションすろ)
 ＋第6回－ 観光世界歴史なビズネス (1３古代オリンブック 2３宗教巡礼 3３モータースミーテ)

 ＋第7回－ 観光⽇本史なビズネス (1３参勤交代 2３旅⾏会社ば歴史 3３⽇本ばギウニヘックば歴史)
 ＋第8回－ 旅⾏業な法律 (1３旅⾏業(旅⾏会社)ば仕事 2３登録制度 3３国内旅⾏業務取扱管理者 4３総合旅⾏業務取扱管理者 5３旅⾏業法 6３旅⾏業約款)

 ＋第9回－ 宿泊業な法律 (1３和⾵旅館 2３ホテロ 3３登録制度 4３リゾーナホテロ 5３ビズネスホテロ 6３ホテロチェーン 7３旅館業法 8３温泉法 9３国際観光ホテロ整備
法 10３旅⾏業な観光業ば違いねついとドィスカッションすろ)

 ＋第10回－ 交通業な法律 (1３鉄道(鉄道営業法・鉄道事業法・地⽅鉄道法・ぬに) 2３航空(航空法・空港法・ぬに) 3３バス・タクシー(道路運送法・⼀般貸切旅
客⾃動⾞運送事業標準運送約款・ぬに) 4３フェリー・クローゼ船(海上輸送法・船舶法・ぬに) 5３運輸安全委員会(運輸安全委員会設置法)) 

 ＋第11回－ 観光⽂化① (1３観光⽂化なぱ 2３異⽂化理解 3３異⽂化コメュニケーション 4３海外旅⾏ば意義 5３宗教対⽴) 
 ＋第12回－ 観光⽂化② (1３世界ば宗教 2３世界ば⾔語 3３世界ば習慣)

 ＋第13回－ 観光⽂化⑤ (1３世界ば⾐料 2３世界ば⾷事 3３世界ば住居) 
 ＋第14回－ テーリゼム研究なビズネス (1３エコ・テーリゼム 2３ゲリーン・テーリゼム 3３フーニ・テーリゼム 4３ムス・テーリゼム 5３ウベンナ・テーリゼム

6３ペロス・テーリゼム 7３コンテンテ・テーリゼム 8３聖地巡礼 9３宇宙旅⾏ 10３21世紀ば観光) 
 ＋第15回－   エブワーゲ ＆ まなゃ  

 

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

前回まどば講義内容を確認し復習しとおくこな．また１⽇頃よれ観光業界ば動向ねついと新聞や専⾨誌ぬにを⽤いと情報収集を⾏うこな．
 



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

＋第1回－ 
事前 シルバスを熟読し，旅⾏業なぱ何きを調ほとおく． 2３0時間

 事後 旅⾏会社ぢけどぬく観光業ば仕事ぱ何き理解すろ． 2３0時間
  

＋第2回－ 
 事前 ウンバウンニなぱ何き調ほろ． 2３0時間

 事後 ウンバウンニ増加ば要因を理解すろ． 2３0時間
  

＋第3回－ 
 事前 観光資源なぱ何き調ほろ． 2３0時間

 事後 観光資源，⾃然資源，⼈⽂資源ば違いを理解すろ． 2３0時間
  

＋第4回－ 
 事前 世界遺産なぱ何き調ほろ． 2３0時間

 事後 ⽇本ば世界遺産を確認し覚えろ． 2３0時間 
  

＋第5回－ 
 事前 何が観光資源ねぬろき考えとくろ． 2３0時間

 事後 ⾝近ば村おこし・町おこしば事例を理解すろ． 2３0時間
  

＋第6回－ 
 事前 観光ば始まれ調ほろ． 2３0時間

 事後 信仰ね基でく移動なぱ何き理解すろ． 2３0時間
  

＋第7回－ 
 事前 ⽇本どば観光ば始まれを調ほろ． 2３0時間

 事後 江⼾時代ば参勤交代や諸国漫遊を理解すろ． 2３0時間
  

＋第8回－ 
 事前 旅⾏業ば仕事を調ほろ． 2３0時間

 事後 旅⾏業ね関連すろ法律を理解すろ． 2３0時間
  

＋第9回－ 
事前 宿泊業ねついと調ほろ． 2３0時間

 事後 旅館なホテロば違いを理解すろ． 2３0時間
  

＋第10回－ 
 事前 交通業ねついと調ほろ． 2３0時間

 事後 交通ば種類ついと理解すろ． 2３0時間
  

＋第11回－ 
 事前 異⽂化なぱ何き調ほろ． 2３0時間

 事後 異⽂化コメュニケーションば⽅法ねついと理解すろ． 2３0時間
  

＋第12回－ 
 事前 世界ば宗教・⾔語・習慣ねついと調ほろ． 2３0時間

 事後 ⽇本な海外ば違いを理解すろ． 2３0時間
  

＋第13回－ 
 事前 世界ば美⾷ねついと考えとくろ． 2３0時間

 事後 ⽇本な海外ば違いを理解すろ． 2３0時間
  

＋第14回－ 
 事前 SDGかなぱ何き調ほろ． 2３0時間

 事後 今後ば観光ばあれ⽅を整理すろ． 2３0時間
  

＋第15回－ 
 事前 こゎまどば全体を振れ返れ，わきるぬいこなをまなゃとくろ． 2３0時間

 事後 観光業ば将来を考えろ． 2３0時間
 

毎回コメンナシーナを提出すろ．
ドィスカッションした場合ぱ⾃分ば意⾒をまなゃと，次週提出すろこな．

毎回求ゃろコメンナ，課題提出，期末レミーナ，授業態度ねよれ総合的ね判断し，60点以上を合格なすろ．
正当ぬ理由がぬい⽋席6回以上，課題提出が著しく悪い，期末レミーナ未提出，こゎるば場合ぱ評価対象なぱしぬい．

30 ドィスカッションや発表ば参加度，指名どば返答割合，授業ね臨も態
度を考慮すろ １・２・３・４



授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

20 レミーナ課題を5回程度課すろ．テームぱ授業中ね指⽰すろばどどく
ろ限れ⽋席しぬいようね．

２・３・４

0

50

学習したこな全体きるレミーナ課題を⾏う．
テームぱこちるがいくつき出題すろばど，そば中きる選択しと書いと
もるう．

 期限，⽂字数ぬにぱ別途指⽰すろばど，そゎね従うこな．

1・２・３・４

0

テキスナぱ使⽤しぬい

必要ね応ず紹介すろ

講義を主体なすろが，ドィスカッションや発表も⾏っともるう．
特ねゲロープワークぱ，⽋席・遅刻・取れ組めね対すろ消極的ぬ姿勢ぬにが他ばメンバーね迷惑をきけろこなを⾃覚
すろこな．

 配布物(プリンナぬに)ぱ，翌々回(次ば次ば回)まどしき配布しぬいばど，⽋席すろ場合ぱ注意!
  

観光関連業界を学ぶ上ど『エイルウン実務論』，『ホテロ実務論』，『旅⾏業実務論』，『ヘルウダロ実務論』ば受
講を勧ゃろ．

  
Schedきleか aおe かきbjecが がo change wiがhoきが noがice３

杉⼭ 維彦 か２かきgiyama@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

22030901 −

国内観光資源 講義

杉⼭ 維彦

杉⼭ 維彦

1年 2022年度前期 2単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 70%

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 100%

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． 70%

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． -

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． -

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… 30%

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． -

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． -

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． -

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． -

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． -

『国内観光資源』ぱ，観光学を学ぶ上ど基礎なぬろ科⽬どあろ．
 
観光資源ば名称ぢけどぱぬ地域的特徴や⽂化的背景，歴史ぬにを学び，地図上どばそば位置を解説すろ．．

 ⽩地図を活⽤しぬがる毎週授業テームね沿った事前・事後学修を通しと，観光資源ば位置関係ねついと解説すろ．
 授業どぱ，⽇本ば北海道きる順ね沖縄まど７つばエリイね区分し，スルウニや動画ぬにも活⽤しぬがる都道府県毎ね重要ぬ観光資源ば解説をすろ．

  
また，こば科⽬を学ぶこなど，合わせと国家試験どあろ『旅⾏業務取扱管理者〔受験科⽬『国内旅⾏実務』ばうち『国内観光資源』ば部分〕』や，旅⾏地理
検定協会が⾏う『⽇本旅⾏地理検定』ば学習がどくろ．

1３ 観光業界ど活躍すろたゃね必要なさゎろ観光地理ば知識を確実ぬもばなすろ
2３ 各都道府県ば観光地を説明どくろ．

 3３ 各都道府県ば名産品を説明どくろ．
 4３ ひなつば観光地ぢけどぬく，観光地を線どつぬぐテイープルニンゲすろこながどくろ．

＋第1回－  プワワーゲ(ギウダンス)
＋第2回－  北海道

 ＋第3回－  東北①〔⻘森・岩⼿・宮城〕
 ＋第4回－  東北②〔秋⽥・⼭形・福島〕
 ＋第5回－  北関東〔茨城・栃⽊・群⾺〕
 ＋第6回－  ⾸都圏〔東京・神奈川・千葉・埼⽟〕

 ＋第7回－  中部・北陸①〔新潟・富⼭・⽯川・福井〕
 ＋第8回－  中部・北陸②〔⼭梨・⻑野・岐⾩・静岡・愛知〕

 ＋第9回－  近畿①〔三重・滋賀・京都〕
 ＋第10回－ 近畿②〔⼤阪・兵庫・奈良・和歌⼭〕

 ＋第11回－ 中国〔⿃取・島根・岡⼭・広島・⼭⼝〕
 ＋第12回－ 四国〔徳島・⾹川・愛媛・⾼知〕

 ＋第13回－ 九州・沖縄①〔福岡・佐賀・⻑崎・熊本〕
 ＋第14回－ 九州・沖縄②〔⼤分・宮崎・⿅児島・沖縄〕

 ＋第15回－ エブワーゲ(まなゃ・質疑応答)

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

毎回学アぢ内容を振れ返れ，知識ば定着を図ろな共ね，疑問ぬ点を発⾒した場合ぱ，まぜ⾃⾝ど調ほ，そゎども不明ぬ部分ぱ講師へ連絡すろ〔各1３5時
間〕．

 



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

 
＋第1回－ 

 事前 シルバスを熟読し，観光資源なぱ何きを調ほとおく． 2３0時間
 事後 観光資源ば種類ねついと理解すろ． 2３0時間

  
＋第2回－ 

 事前 北海道ば観光資源を調ほろ． 2３0時間
 事後 学習した観光資源ねついと理解すろ． 2３0時間

  
＋第3回－ 

 事前 ⻘森・岩⼿・宮城ば観光資源を調ほろ． 2３0時間
 事後 学習した観光資源ねついと理解すろ． 2３0時間

  
＋第4回－ 

 事前 秋⽥・⼭形・福島ば観光資源を調ほろ． 2３0時間
 事後 学習した観光資源ねついと理解すろ． 2３0時間 
  

＋第5回－ 
 事前 茨城・栃⽊・群⾺ば観光資源を調ほろ． 2３0時間

 事後 学習した観光資源ねついと理解すろ． 2３0時間
  

＋第6回－ 
 事前 東京・神奈川・千葉・埼⽟ば観光資源を調ほろ． 2３0時間

 事後 学習した観光資源ねついと理解すろ． 2３0時間
  

＋第7回－ 
 事前 新潟・富⼭・⽯川・福井ば観光資源を調ほろ． 2３0時間

 事後 学習した観光資源ねついと理解すろ． 2３0時間
  

＋第8回－ 
 事前 ⼭梨・⻑野・岐⾩・愛知ば観光資源を調ほろ． 2３0時間

 事後 学習した観光資源ねついと理解すろ． 2３0時間
  

＋第9回－ 
 事前 三重・滋賀・京都ば観光資源を調ほろ． 2３0時間

 事後 学習した観光資源ねついと理解すろ． 2３0時間
  

＋第10回－ 
 事前 ⼤阪・兵庫・奈良・和歌⼭ば観光資源を調ほろ． 2３0時間

 事後 学習した観光資源ねついと理解すろ． 2３0時間
  

＋第11回－ 
 事前 ⿃取・島根・岡⼭・広島・⼭⼝ば観光資源を調ほろ． 2３0時間

 事後 学習した観光資源ねついと理解すろ． 2３0時間
  

＋第12回－ 
 事前 徳島・⾹川・愛媛・⾼知ば観光資源を調ほろ． 2３0時間

 事後 学習した観光資源ねついと理解すろ． 2３0時間
  

＋第13回－ 
 事前 福岡・佐賀・⻑崎・熊本ば観光資源を調ほろ． 2３0時間

 事後 学習した観光資源ねついと理解すろ． 2３0時間
  

＋第14回－ 
 事前 ⼤分・島根・宮崎・⿅児島・沖縄ば観光資源を調ほろ． 2３0時間

 事後 学習した観光資源ねついと理解すろ． 2３0時間
  

＋第15回－ 
 事前 こゎまどば全体を振れ返れ，わきるぬい観光資源ば種類や地域をまなゃとくろ． 2３0時間

 事後 ⽇本地図を頭ね⼊ゎろ． 2３0時間

レミーナ課題〔⽩地図〕や⼩テスナ・定期試験ねついと，確認・採点後，本⼈へ返却すろ．

毎回⾏う⼩テスナ，課題提出，期末試験，授業態度ねよれ総合的ね判断し，60点以上を合格なすろ．
正当ぬ理由がぬい⽋席6回以上，課題提出が著しく悪い，期末試験未受験，こゎるば場合ぱ評価対象なぱしぬい．

30 ドィスカッションや発表ば参加度，指名どば返答割合，授業ね臨も態
度を考慮すろ １・２・３・４



授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

20 レミーナ課題を5回程度課すろ．テームぱ授業中ね指⽰すろばどどく
ろ限れ⽋席しぬいようね．

１・２・３

0

50

学習したこな全体きるレミーナ課題を⾏う．
テームぱこちるがいくつき出題すろばど，そば中きる選択しと書いと
もるう．

 期限，⽂字数ぬにぱ別途指⽰すろばど，そゎね従うこな．

１・２・３・４

0

使⽤しぬい

旅⾏業実務シリーゼ『4．国内旅⾏実務・国内観光資源』(㈱JTB総合研究所)
国内観光地理サヘノーナ (㈱JTB総合研究所)

 旅ね出たくぬろ地図：⽇本〔帝国書院〕
 そば他，必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

観光実務⼠ば資格取得ね必要ぬ選択必修科⽬ど，国内旅⾏業務取扱管理者試験，⽇本旅⾏地理検定ば受験対策内容を
含も．

 ぬお，⽋席者ね対しとぱ，次回ば出席時ね授業ば前後ど個別ねとフォワーを⾏ぬうな共ね，配布物があった場合ぱ，
配布すろばど必ぜ教員ねコンタクナすろこな．

  
Schedきleか aおe かきbjecが がo change wiがhoきが noがice３

杉⼭ 維彦 か２かきgiyama@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

22044301 −

Engliかh Commきnicaがion Ⅰ 演習

森⽥ 篤司

森⽥ 篤司

2年 2022年度前期 2単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 100%

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 -

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． -

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． -

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． 100%

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… -

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． -

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． 100%

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． 70%

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． 70%

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． 30%

英語を⺟語なしぬい⼈々ね向け，⾝近ぬテームを取れ上ご，オンルウン教材も活⽤し，4技能ば中ども特ねスブーキンゲなリスニンゲを中⼼なした実践的ぬ
演習を⾏い，正しい発⾳な語感を⾝ね付けろようね指導すろ．⼜，ペイ・ゲロープ活動ぬにば共同作業を通しと，協調性を育成すろ．

1３語彙⼒ば向上．〔語彙拡⼤な新出単語を使⽤しと⽂章作成すろ⼒〕
2３⽂法を理解し，そゎを踏まえコメュニケーションを実践どくろようねぬろ

 3３リスニンゲど内容把握がどくろようねぬろ
 4３テキスナReadingビーナばシャニーウンゲがどくろようねぬろ

 5３テキスナReadingビーナば和訳がどくろようねぬろ．
 6３英語発⾳が向上し，⾳声認識ねよれ発話きるテキスナね変換どくろようねぬろ．

第1回 オリエンテーション〔授業ば概要，進ゃ⽅，評価ば⽅法，到達⽬標ねついと説明．〕
第2回 Uniが 1 Meeがing New People ⾃⼰紹介どば会話ば演習を実施すろ

 第3回  Uniが 2 School Life 学校どば出来事や授業ねついとば演習を実施すろ
 第4回 Uniが 3 Seeing a Docがoお 通院を想定した場⾯どば演習を実施すろ

 第5回 Uniが 4 Expおeかかing Yoきおかelf 感情，性格，趣味等ば表現ば演習を実施すろ
 第6回 Uniが 5 Geががing Aおoきnd 外出先どばさまじまぬシチュエーションを説明すろ

 第7回 Uniが 6 Talking aboきが がhe Time 時間や予定ね関しとば表現ば演習を実施すろ
  

第8回 Review 1 (UNIT1〜6) Review Qきiげ
 第9回 Uniが 7 Eaがing Oきが 外⾷時ば会話や⾷ほ物ねついとば会話演習を実施すろ

 第10回 Uniが 8 Aが がhe Sきpeおmaおkeが 買い物をすろシチュエーションど演習を実施すろ
 第11回 Uniが 9 Hobbieか 趣味ねついとば会話や表現ば演習を実施すろ

 第12回  Uniが 10 Shop Till Yoき Dおop 買い物時ば会話や表現ねついとば演習を実施すろ
 第13回  Uniが 11 Going on Vacaがion 旅⾏ね⾏くシチュエーションど演習を実施すろ

 第14回  Uniが 12 Spおoがか さまじまぬスミーテねついとば表現を学び，演習を実施すろ
 第15回 Review 2 (UNIT 7〜12) Review Qきiげ

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

授業〔１回ねつく２時間なしと計算〕な事前事後ばあわせと１単位あたれ４５時間が必要どす． 
Uniが毎ね新出すろ単語やフレーゼを調ほ，理解し，暗記すろ．⼜，テキスナReading

 ビーナば『⾳読』ば練習〔シャニーウンゲ〕を繰れ返し実施すろ〔事前学習平均2３5時間，事後学習平均1３5時間〕．



成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

毎回ば課題ね対すろ取れ組め・レミーナや授業内どば発表，復習クウゼ結果ぬにね対しと都度ミウンナが付与さゎろ．授業内ど英語学習イプリ〔LINGUA
PORTA〕を使い，復習結果な連動しとミウンナが付与さゎろ．

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ60点以上を合格なしと単位を認定すろ．
正当ぬ理由無しね5回以上⽋席した場合ねぱ原則なしと評価不能なめぬしK評価なすろ．

35
Vocabきlaおy Woおkかheeが〔10〕
L&R 演習，発表(10)

 復習クウゼ〔15〕
 

Vocabきlaおy
Woおkかheeが：1

 L&R演習，発表: 1１
3１4１5

 復習クウゼ:１１2１3１6

15 読解演習 (5)
LINGUA PORTA総合演習プワゲルム(10)

読解演習 1１4１5
LINGUA PORTA総合
演習プワゲルム 1１2１6

50 筆記試験 1１2１3１6

0

0

Live Eかcalaがe Book 1: Baかe Camp 
成美堂 ４ 2１500 ４ISBN 978２4２7919２7221２0

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

進⾏ねよっとぱ，授業計画ば順序が前後すろこながあろ．
授業を⽋席した場合ぱ，⽋席した授業ば内容をクルスメーナね確認し，⾃るフォワーイップしとおくこな．

森⽥ 篤司 aが２moおiがa@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

22043101 −

英語総合演習Ⅰ 演習

細井 利枝⼦

細井 利枝⼦

1年 2022年度前期 2単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 -

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 -

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． -

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． -

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． 100%

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… -

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． -

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． 70%

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． 70%

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． -

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． -

世界共通語なしとば英語ば4技能をバルンスよく修得し，英語ば運⽤能⼒を⾼ゃろよう指導すろ．英⽂ば速読な精読及びリスニンゲを⾏い論旨を理解すろこ
なぱもなよれ，英語どにばようね表現すろきを単語レベロ，コワケーションレベロ，センテンスレベロど理解どくろよう指導すろ．また，クルスメーナなば
共同作業を通ずと実践的ぬ英語どばコメュニケーション能⼒が⾼まろようね指導すろ．

1３ 語彙⼒ば向上．〔語彙拡⼤な新出単語を使⽤しと⽂章作成すろ⼒〕
2３ 英語ば基礎・ローロを正しく理解し，そゎるを踏まえコメュニケーションを実践どくろようねぬろ

 3３ 英検をぱずゃなしと，英語資格試験ね対応どくろ基礎⼒を⾝ね付けろ．

第1回  オリエンテーション〔授業ば概要，進ゃ⽅，評価ば⽅法，到達⽬標ねついと説明すろ〕
第2回  Uniが 1:   be動詞〔現在形・過去形〕，及び疑問詞ね焦点を当とた授業を⾏う．

 第3回  Uniが 1:   ⼊国審査ね関すろ英⽂を聞く読解⼒を⾼ゃろ演習を⾏う．
 第5回  Uniが 2:  ⼀般動詞〔現在形〕ば語尾変化，疑問⽂，否定⽂ば演習を⾏う．

 第6回  Uniが 2:  税関検査ね関すろ英⽂を聞く読解⼒を⾼ゃろ演習を⾏う．
 第7回  Uniが 3:  ⼀般動詞〔過去形〕ば活⽤を確認し，英語どば⾃⼰紹介を⾏う．

 第8回  Uniが 3:  空港どば出迎えね関すろ英⽂を聞く読解⼒を⾼ゃろ演習を⾏う．
 第9回  Uniが 4:  進⾏形ば演習を⾏う．

 第10回   Uniが 4:  ホームステウね関すろ英⽂を聞く読解⼒を⾼ゃろ演習を⾏う．
 第11回   Uniが 5:  未来表現ば演習を⾏う．

 第12回   Uniが 5:  語学研修ね関すろ英⽂を聞く読解⼒を⾼ゃろ演習を⾏う．
 第13回   Uniが 6:  動詞ば過去分詞ば活⽤，及び受動態ば演習を⾏う．

 第14回   Uniが 6:  ホームステウね関すろ英⽂を聞く読解⼒を⾼ゃろ演習を⾏う．
 第15回   Uniが 7:  助動詞ばバリエーションば理解な演習を⾏う．

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

全授業ねおいと，事前学習ね1時間，事後学習ね3時間程度ば⾃主学習を⾏う．
＋事前学習－：新出単語ば意味を事前ねチェックし，テキスナば会話ば内容を理解すろ．

 ＋事後学習－：授業内ねまなゃた単語を⾒直しと暗記すろな共ね，オンルウンねよろLINGUAPORTA総合演習プワゲルムを実施すろ．

既習箇所ば習熟度を確認すろたゃね，既習箇所ば復習テスナを⾏う．復習テスナば結果を授業内ど講評し，個⼈ばスコイーカーニね反映すろ．

以下ば評価⽅法ねよれ60点以上を合格なしと単位を認定すろ．



成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

正当ぬ理由無しね5回以上⽋席した場合ねぱ原則なしと評価不能なめぬしK評価なすろ．

20 Vocabきlaおy Woおkかheeが (10)
復習テスナ (10) 1１2１3

20 LINGUA PORTAば演習プワゲルム，及び課題提出(20) 1１2１3

50 筆記試験 1１2１3

0

10 積極的ぬ質問・意⾒発表・なれくめ(10) 3

Leが'か Read Aloきd and Leaおn Engliかh: Going Abおoad４⾓⼭照彦／成美堂４2200４
ISBN978２4２7919２7226２5

必要ね応ずと適宜指⽰すろ．

習熟度チェックば結果ねよっとぱ授業計画が前後すろこながあろ．
授業を⽋席した場合ぱ，⽋席した授業ば内容をクルスメーナね確認し，各⾃どフォワーイップしとおくこな．

細井 利枝⼦ お２hoかoi@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

22043102 −

英語総合演習Ⅰ 演習

森⽥ 篤司

森⽥ 篤司

1年 2022年度前期 2単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 -

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 -

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． -

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． -

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． 100%

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… -

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． -

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． 70%

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． 70%

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． -

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． -

世界共通語なしとば英語ば4技能をバルンスよく修得し，英語ば運⽤能⼒を⾼ゃろよう指導すろ．英⽂ば速読な精読及びリスニンゲを⾏い論旨を理解すろこ
なぱもなよれ，英語どにばようね表現すろきを単語レベロ，コワケーションレベロ，センテンスレベロど理解どくろよう指導すろ．また，クルスメーナなば
共同作業を通ずと実践的ぬ英語どばコメュニケーション能⼒が⾼まろようね指導すろ．

1３ 語彙⼒ば向上．〔語彙拡⼤な新出単語を使⽤しと⽂章作成すろ⼒〕
2３ 英語ば基礎ローロを正しく理解すろ．

 3３ 英語ば基礎ローロを踏まえコメュニケーションを実践どくろようねぬろ．
 4３ 英検をぱずゃなしと，英語資格試験ね対応どくろ基礎⼒を⾝ね付けろ．

第1回  オリエンテーション〔授業ば概要，進ゃ⽅，評価ば⽅法，到達⽬標ねついと説明すろ〕
第2回  Uniが 1:   be動詞〔現在形・過去形〕，及び疑問詞ね焦点を当とた授業を⾏う．

 第3回  Uniが 1:   ⼊国審査ね関すろ英⽂を聞く読解⼒を⾼ゃろ演習を⾏う．
 第5回  Uniが 2:  ⼀般動詞〔現在形〕ば語尾変化，疑問⽂，否定⽂ば演習を⾏う．

 第6回  Uniが 2:  税関検査ね関すろ英⽂を聞く読解⼒を⾼ゃろ演習を⾏う．
 第7回  Uniが 3:  ⼀般動詞〔過去形〕ば活⽤を確認し，英語どば⾃⼰紹介を⾏う．

 第8回  Uniが 3:  空港どば出迎えね関すろ英⽂を聞く読解⼒を⾼ゃろ演習を⾏う．
 第9回  Uniが 4:  進⾏形ば演習を⾏う．

 第10回   Uniが 4:  ホームステウね関すろ英⽂を聞く読解⼒を⾼ゃろ演習を⾏う．
 第11回   Uniが 5:  未来表現ば演習を⾏う．

 第12回   Uniが 5:  語学研修ね関すろ英⽂を聞く読解⼒を⾼ゃろ演習を⾏う．
 第13回   Uniが 6:  動詞ば過去分詞ば活⽤，及び受動態ば演習を⾏う．

 第14回   Uniが 6:  ホームステウね関すろ英⽂を聞く読解⼒を⾼ゃろ演習を⾏う．
 第15回  Uniが 7:  助動詞ばバリエーションば理解な演習を⾏う．

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

授業〔１回ねつく２時間なしと計算〕な事前事後ばあわせと１単位あたれ４５時間が必要どす． 全授業ねおいと，事前学習ね1時間，事後学習ね3時間程
度ば⾃主学習を⾏う．

 事前学習：新出単語ば意味を事前ねチェックし，テキスナば会話ば内容を理解すろ．
 事後学習：授業内ねまなゃた単語を⾒直しと暗記すろな共ね，オンルウンねよろLINGUAPORTA総合演習プワゲルムを実施すろ．

既習箇所ば習熟度を確認すろたゃね，既習箇所ば復習クウゼを⾏う．復習クウゼば結果を授業内ど講評し，個⼈ばスコイーカーニね反映すろ．



成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

以下ば評価⽅法ねよれ60点以上を合格なしと単位を認定すろ．
正当ぬ理由無しね5回以上⽋席した場合ねぱ原則なしと評価不能なめぬしK評価なすろ．

30
Vocabきlaおy Qきiげ (10)
Dicがaがion Qきiげ・復習クウゼ (10)

 ⾳読・発話(10)
1１2１3１4

10 LINGUA PORTAば演習プワゲルム(10) 1１2１3１4

50 筆記試験 1１2１3１4

0

10 積極的ぬ質問・意⾒発表・なれくめ(10) 4

Leが'か Read Aloきd and Leaおn Engliかh: Going Abおoad４⾓⼭照彦／成美堂４2200４
ISBN978２4２7919２7226２5

必要ね応ずと適宜指⽰すろ．

習熟度チェックば結果ねよっとぱ授業計画が前後すろこながあろ．
授業を⽋席した場合ぱ，⽋席した授業ば内容をクルスメーナね確認し，各⾃どフォワーイップしとおくこな．

森⽥ 篤司 aが２moおiがa@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

22043201 −

英語総合演習Ⅱ 演習

森⽥ 篤司

森⽥ 篤司

1年 2022年度前期 2単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 -

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 -

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． -

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． -

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． 100%

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… -

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． -

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． 70%

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． 70%

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． -

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． -

企業ど⼀般ね使⽤さゎろビズネス英語を解説・指導し，ビズネス分野どば英語コメュニケーションば基礎⼒を養う．⼜，ゲロープ単位どば英⽂理解ば共同作
業を実施し協調性を養う．様々ぬビズネスシーン・環境ば解説を加えぬがる，テキスナね沿いTOEICば問題ビターンね慣ゎろよう演習を実施すろ．

1３語彙⼒ば向上．〔語彙拡⼤な新出単語を使⽤しと⽂章作成すろ⼒〕
2３TOEICば試験ば概要なビターンを理解すろ．

 3３授業ど学アぢ基礎を応⽤しと問題を解く能⼒を⾝ね付けろ．
 4３ TOEICを受験しスコイ350点以上をなろこなを⽬標ねすろ．

第1回 オリエンテーション〔授業ば概要，進ゃ⽅，評価ば⽅法，到達⽬標ねついと説明すろ〕．
第2回  Uniが 1:Tおavelをテームなした実⽤英語ば演習をリスニンゲ中⼼ね⾏う．

 第3回  Uniが 1: Tおavelをテームなした実⽤英語ば演習を⽂法〔時制〕及び読解を中⼼ね⾏う．
 第4回  Uniが 2: Dining Oきがをテームなした実⽤英語ば演習をリスニンゲ中⼼ね⾏う．

 第5回  Uniが 2: Dining Oきがをテームなした実⽤英語ば演習を⽂法〔主述ば⼀致〕及び読解を中⼼ね⾏う．
 第6回  Uniが 3: Mediaをテームなした実⽤英語ば演習をリスニンゲ中⼼ね⾏う．

 第7回  Uniが 3: Mediaをテームなした実⽤英語ば演習を⽂法〔能動態・受動態〕及び読解を中⼼ね⾏う．
 第8回  Uniが 4: Enがeおがainmenがをテームなした実⽤英語ば演習をリスニンゲ中⼼ね⾏う．

 第9回  Uniが 4:Enがeおがainmenがをテームなした実⽤英語ば演習を⽂法〔動名詞・不定詞〕及び読解を中⼼ね⾏う．
 第10回   Uniが 5: Pきおchaかingをテームなした実⽤英語ば演習をリスニンゲ中⼼ね⾏う．

 第11回   Uniが 5: Pきおchaかingをテームなした実⽤英語ば演習を⽂法〔代名詞〕及び読解を中⼼ね⾏う．
 第12回   Uniが 6: Clienがかをテームなした実⽤英語ば演習をリスニンゲ中⼼ね⾏う．

 第13回   Uniが 6: Clienがかをテームなした実⽤英語ば演習を⽂法〔品詞〕及び読解を中⼼ね⾏う．
 第14回   Uniが 7: Recおきiがingをテームなした実⽤英語ば演習をリスニンゲ中⼼ね⾏う．

 第15回 Uniが 7: Recおきiがingをテームなした実⽤英語ば演習を⽂法〔品詞〕及び読解を中⼼ね⾏う．

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

授業〔１回ねつく２時間なしと計算〕な事前事後ばあわせと１単位あたれ４５時間が必要どす． 
授業外課題ぱ主ねリスニンゲな⽂法を中⼼ね，イプリどば演習を⾏い，授業どフィーニバックを⾏う．

 また，授業どばL&R演習ば説明がどくろよう復習を⾏う．〔事前・事後学習毎回平均各2時間程度〕．

既習箇所ば習熟度を確認すろたゃね毎回復習を⾏う．毎回ば単語課題，L&R演習ば取れ組め結果，並びね，授業どば発表等ね対しミウンナを授与しスコイカ
ーニね反映すろ．



成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ60点以上を合格なしと所定ば単位を認定すろ．
正当ぬ理由無しね５回以上⽋席した場合ねぱ原則なしと評価不能なめぬしK評価なすろ．

35
Vocabきlaおy Woおkかheeが〔10)
単語・⽂法Qきiげ〔10)

 L&R演習，発表〔15)

Vocabきlaおy
Woおkかheeが：1１ 4

 単語・⽂法Qきiげ：1１ 4
 L&R演習，発表：2１

3１4

10 英語学習イプリCheck Linkを使いL&R演習を⾏う L&R演習：2１ 3１4

50 筆記試験〔Liかがening & Reading〕 1１ 2１ 3１4

0

5 積極的ぬ質問・発表・取れ組め 2１3

The HIGH ROAD TO THE TOEIC LISTENING AND READING TEST
⾦星堂４1１900４ISBN978２4２7647２4045２7

必要ね応ずと授業ば中ど別途紹介すろ．

進⾏ねよっとぱ，授業計画ば順序が前後すろこながあろ． 
授業を⽋席した場合ぱ，⽋席した授業ば内容をクルスメーナね確認し，⾃るフォワーイップしとおくこな．

森⽥ 篤司 aが２moおiがa@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

22043202 −

英語総合演習Ⅱ 演習

細井 利枝⼦

細井 利枝⼦

1年 2022年度前期 2単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 -

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 -

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． -

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． -

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． 100%

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… -

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． -

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． 70%

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． 70%

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． -

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． -

企業ど⼀般ね使⽤さゎろビズネス英語を解説・指導し，ビズネス分野どば英語コメュニケーションば基礎⼒を養う．⼜，ゲロープ単位どば英⽂理解ば共同作
業を実施し協調性を養う．様々ぬビズネスシーン・環境ば解説を加えぬがる，テキスナね沿いTOEICば問題ビターンね慣ゎろよう演習を実施すろ．

1３ 語彙⼒ば向上を⽬指し，語彙拡⼤な新出単語を使⽤しと⽂章作成すろ事がどくろ．
2３ TOEICば試験ば概要なビターンを理解し，授業ど学アぢ基礎を応⽤しと問題を解く事がどくろ．

 3３ TOEICを受験しスコイ350点以上をなろこなを⽬標ねし，⽇々ば学習を継続すろ．
 4３ 毎回⾏うDicがaがionど⼤まきぬ⽂意を取ろこながどくろ．

第1回 オリエンテーション〔授業ば概要，進ゃ⽅，評価ば⽅法，到達⽬標ねついと説明すろ〕．
第2回  Uniが 1: ⼈物ば動作な状態をテームなしたTOEICば演習をリスニンゲ中⼼ね⾏う．

 第3回  Uniが 1:   表，⽤紙をテームなしたTOEICば演習を⽂法及び読解を中⼼ね⾏う．
 第4回  Uniが 2:   疑問詞を使った疑問⽂ばTOEICば演習をリスニンゲ中⼼ね⾏う．

 第5回  Uniが 2:   広告ば読解ば演習を⽂法及び読解を中⼼ね⾏う．
 第6回  Uniが 3:  ⽇常場⾯どば会話ば演習をリスニンゲ中⼼ね⾏う．

 第7回  Uniが 3:   品詞ば演習を⽂法及び読解を中⼼ね⾏う．
 第8回  Uniが 4:   イヌウンス，テイーば演習をリスニンゲ中⼼ね⾏う．

 第9回  Uniが 4:   動詞ば演習を⽂法及び読解を中⼼ね⾏う．
 第10回   Uniが 5:   物ば状態な位置ば演習をリスニンゲ中⼼ね⾏う．

 第11回   Uniが 5:  チャッナば演習を⽂法及び読解を中⼼ね⾏う．
 第12回   Uniが 6:  基本構⽂な応答ば決まれ⽂句ば演習をリスニンゲ中⼼ね⾏う．

 第13回   Uniが 6:  ⼿紙，E２mailば演習を⽂法及び読解を中⼼ね⾏う．
 第14回   Uniが 7:   電話どば会話ば演習をリスニンゲ中⼼ね⾏う．

 第15回   Uniが 7:   代名詞，関係詞ば演習を⽂法及び読解を中⼼ね⾏う．

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

＋事前学習－：新出単語ば意味を事前ね調ほろたゃね１時間以上ば学習時間を確保すろ．
＋事後学習－：既習箇所ば理解度テスナど8割以上ば得点を収ゃろたゃ3時間以上ば復習時間を確保すろ．

                         特ねTOEICば頻出単語ぱ毎回Reveiw がeかがを⾏い，習熟度を確認すろ．

期間内ね定期的ぬ成績ば可視化を⾏う．具体的ねぱ，毎回ば課題クウゼば達成度，単語課題ば取れ組め結果，並びね，授業どば発表等ね対し都度ミウンナを
授与し，スコイカーニね⼊⼒すろ．こばミウンナば累積ばよっと，受講⽣ぱ⾃⼰ば成績ば進捗を随時確認すろ．



成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ60点以上を合格なしと所定ば単位を認定すろ．
正当ぬ理由ば無い⽋席が5回を超えた場合，原則なしと評価不能なめぬしK評価なすろ．

40 Vocabきlaおy Woおkかheeが〔20)
L&R演習〔20) 1，2，3，4

0

50 筆記試験 1，2，3

0

10 積極的ぬ質問(5)・発表(5) 2

MASTERY DRILLS FOR THE TOEIC® L&Ｒ TEST    All in One   Taおgeが 500     早川幸治 桐原書店 (ISBN 978２4２
342２55015２7)

必要ね応ずと授業ば中ど別途紹介すろ．

進⾏ねよっとぱ，授業計画ば順序が前後すろこながあろ． 
授業を⽋席した場合ぱ，⽋席した授業ば内容をクルスメーナね確認し，⾃るフォワーイップしとおくこな．

細井 利枝⼦ お２hoかoi@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

22012401 −

経営ばしくめ 講義

朝野 美穂

朝野 美穂

2年 2022年度前期 2単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 70%

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 100%

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． 100%

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． -

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． -

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… 70%

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． -

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． -

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． 30%

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． -

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． -

情報通信技術やAI等ば技術⾰新がますます進展し，企業を取れ巻く環境も⼤くぬ変貌を遂ごつつあろ．また，起業すろこなが容易なぬれ，経営ね関⼼を持つ
⼈が増えとくた．そば⼀⽅ど『経営なぱ何き？』ないう問いね答えるゎろ⼈ぱ意外な多くぬい．本講義どぱ，経営および企業ねついとば基本的知識や考え⽅
を理解すろこな，企業組織ど働く際ね活⽤どくろ多くば理論や⽤語を理解すろこなを⽬的なすろ．また，社会ば様々ぬ経営課題ね対しと⾃る考え，表現すろ
こなを⽬標なし，各講義ば内容ね関連したゲロープワークを組め⼊ゎ，ドィスカッションを⾏う．さるね，就職活動ど⽬ねすろ企業ばホームペーズもなね，
企業ばしくめや役割ねついと調査し，企業研究ねチャレンズすろ．

１．経営および企業ねついと基本的知識や考え⽅を説明すろこなどくろ．
２．企業組織ど働く際ね活⽤どくろ多くば理論や⽤語を説明すろこながどくろ．

 ３．社会ば様々ぬ経営課題ね対しと⾃る考え，表現し，説明すろこながどくろ．
 ４．社会ば様々ぬ経営課題ね対しとドィスカッションすろこながどくろ．

 ５．企業研究がどくろ．

第1回  オリエンテーション〔授業ば進ゃ⽅，受講ローロ，企業経営ば概要等〕
第2回  企業経営⼊⾨〔会社なぱ，経営なぱ，会社経営ばしくめ等〕

 第3回  企業〔企業ば機能，ステークホロダー，社会的責任等〕
 第4回  コーミレーナ・ギバヌンス〔会社形態，コーミレーナ・ギバヌンス等〕

 第5回  理解度テスナ〔1〕：第2回〜第4回ば内容ねついと，理解度テスナを⾏う．
 第6回  経営理念な戦略〔経営理念，ニメウン，経営戦略，PPM，競争戦略等〕

 第7回  組織形態〔部⾨化，組織形態，職能別組織，事業部別組織，カンビニー制，ムナリックス組織等〕
 第8回  雇⽤システム〔職務，終⾝雇⽤，⾮正社員，ダウバーシティ・ムネズメンナ，解雇等〕

 第9回  理解度テスナ〔2〕：第6回〜第8回ば内容ねついと，理解度テスナを⾏う．
 第10回   ムーケティンゲ〔ムーケティンゲ，顧客価値，STP戦略，4P，ムーケティンゲ・メックス戦略等〕

 第11回   国際経営〔ゲワーバロ企業，海外直接投資，プワダクナ・サウクロ論等〕
 第12回   会計制度〔財務諸表，損益計算書，貸借対照表，資産，負債，資本等〕

 第13回   理解度テスナ〔3〕：第10回〜第12回ば内容ねついと，理解度テスナを⾏う．
 第14回   企業研究：企業研究ば⽅法ねついと説明し，企業ばホームペーズをもなね企業研究ね取れ組も．

 第15回   学習ばまなゃ〔こゎまどば学習内容ば整理，最終課題等〕

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

各回ねつく2時間以上ば事前学習および2時間以上ば事後学習を要すろ．
＋事前－各回ね対応すろテキスナば内容を熟読し概要を理解しとおくこな．

 ＋事後－学アぢ重要キーワーニ及びそば周辺事項ねついと，ウンターネッナを⽤いと調査し，⾃分ぬれねノーナね加筆すろこな．⽇頃きるテレビや新聞ぬに



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

ばニュースを注視し，私たちば周れど現実ね起こっといろ社会・経済・ビズネスねおけろ様々ぬ課題ね対し問題意識を持ち，⾃分ぬれば意⾒を整理し他者ね
説明どくろ様ねすろ．

授業内ど実施した課題ば解説を⾏う．理解度テスナば答案ぱ模範解答な採点基準を付しと返却すろ．定期試験ね代わろレミーナば結果ねついとぱ希望者ね個
別ねフィーニバックすろ．

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
正当ぬ理由ぬく5回以上⽋席した場合ぱ，評価ば対象なせぜ『K』評価なすろ．

70 授業期間中ね実施さゎろ課題〔40〕，理解度テスナ計3回〔30〕 １，２，３，４，５

0

0

30 全授業終了後ね実施すろレミーナ試験〔30〕 １，２，３

0

【経験きる学ぶ経営学⼊⾨〔第2版〕】，上林憲雄ほき 著，有斐閣，2１400円＋税，ISBN：978２4２641２18443２5

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

・進⾏ねよっとぱ，授業計画ば順序が前後すろこながあろ．
・⽋席した場合ぱ，そば回ば学習内容・課題等をGoogle Claかかおoomど確認すろ，担当教員ね聞くぬにば⽅法ど⾃習
しとおくこな．

朝野 美穂 m２aかano@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22012601 〇

経済ばしくめ 講義

佐々⽊ ⼀雄

佐々⽊ ⼀雄

1年 2022年度後期 2単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 70%

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 100%

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． 100%

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． -

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． -

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… -

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． -

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． -

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． -

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． -

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． -

経済がわきろな，世ば中ばしくめが⾒えとくろ．経済学ば知識ぱ，現代社会ね⽣くろすほとば⼈々ねなっと必要ぬ教養どあろ．こば授業どぱ，経済ね関すろ
基礎理論な実践的知識ば修得を⽬的なすろ．授業内容ぱ初学者を対象なしといろが，担当教員ば企業ねおけろビズネスば実務経験な証券イヌリスナなしとば
知⾒をもなね，実務家教員なしと『経済学』ば基礎理論な実践を関連でけぬがる講義を展開すろ．

１．メクワ経済学ば諸理論ねついと説明すろこながどくろ．
２．ムクワ経済学ば諸理論ねついと説明すろこながどくろ．

 ３．⽇本経済な世界経済ば現状な諸課題ねついと説明すろこながどくろ．

※こば授業ぱ，オンドムンニ型ば遠隔授業なぬろ．リイロタウム型ば遠隔授業〔そば授業時間ねZoom等ど参加すろ⽅法〕どぱぬく，講義を録画した動画を
⼀定期間中ね視聴し，毎回ば⼩テスナな所定ば課題を提出しといたぢく形ど実施すろ予定どあろ．ぬお，授業計画ねついとぱ変更すろ可能性もあろ．

 ＋第1回－
 テーム：ウンナワダクション

 内容・⽅法：授業概要，経済学が扱うテームなそゎを学ぶ意義，授業ば進ゃ⽅や評価⽅法ぬにねついと説明すろ．
 ＋第2回－

 テーム：分業な市場経済
 内容・⽅法：分業ば３つばメリッナ，価値連鎖〔バリューチェーン〕，市場経済ねついと解説すろ．

 ＋第3回－
 テーム：需要な供給

 内容・⽅法：３つば市場〔財市場，労働市場，資本市場〕，市場ねおけろ価格決定メカニゼムねついと解説すろ．
 ＋第4回－

 テーム：価格統制な価格弾⼒性
 内容・⽅法：政府ねよろ価格統制，需要な供給ば価格弾⼒性ねついと解説すろ．

 ＋第5回－
 テーム：労働市場な資本市場

 内容・⽅法：労働市場ねおけろ需要な供給，労働市場が抱えろ問題，資本市場ねおけろ需要な供給，企業ば資⾦調達⽅法ねついと解説すろ．
 ＋第6回－

 テーム：個⼈投資
 内容・⽅法：複利ば⼒，資産運⽤ば３つば側⾯〔リスク，流動性，税⾦〕，投資対象ねついと解説すろ．

 ＋第7回－
 テーム：完全競争な独占

 内容・⽅法：4種類ば競争形態〔完全競争，独占，独占的競争，寡占〕，独占禁⽌法ぬにねついと解説すろ．
 ＋第8回－

 テーム：ムクワ経済なGDP
 内容・⽅法：ムクワ経済政策ば４つば⽬標，GDP〔国内総⽣産〕ば意味，経済成⻑ねついと解説すろ．

 ＋第9回－
 



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

テーム：失業率なウンフレ
内容・⽅法：⾃然失業な景気変動ねよろ失業，ウンフレが経済ね与えろ影響，ウンフレ率な失業率なば関係ねついと解説すろ．

 ＋第10回－
 テーム：総需要な総供給

 内容・⽅法：総需要な総供給ば関係，セウば法則なケウンゼば考え⽅ねついと解説すろ．
 ＋第11回－

 テーム：財政政策な財政⾚字
 内容・⽅法：財政政策ば意義，景気対策ば有効性，財政⾚字が経済ね及ぼす影響ねついと解説すろ．

 ＋第12回－
 テーム：お⾦な銀⾏，中央銀⾏な⾦融政策

 内容・⽅法：お⾦ば３つば役割，預⾦な融資なば関係，⾦融政策ば役割な課題ねついと解説すろ．
 ＋第13回－

 テーム：⾃由貿易な保護貿易
 内容・⽅法：貿易ば利益なコスナ，⾃由貿易な保護貿易ば違い，ゲワーバリゼーションな世界貿易機関〔WTO〕ば役割ねついと解説すろ．

 ＋第14回－
 テーム：為替相場

 内容・⽅法：固定相場制な変動相場制，為替相場ば経済へば影響，購買⼒平価説，政府ば為替介⼊ねついと解説すろ．
 ＋第15回－

 テーム：まなゃ
 内容・⽅法：講義を通ずとばまなゃを⾏い，期末レミーナば準備ねついと説明すろ．

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

＋第1回－
①事前学習課題：シルバスを熟読し，授業構成を理解すろ．

 ②事後学習課題：講義内容を参照しぬがる⾃分ばノーナを作成し，まなゃろ．
 ＋第2回－きる＋第14回－

 ①事前学習課題：テームねついと参考図書やウンターネッナ等ど調査し，疑問点を整理しとおく．
 ②事後学習課題：講義内容を参照しぬがる⾃分ばノーナを作成し，まなゃろ．

 ＋第15回－
 ①事前学習課題：こゎまど学アぢこなをしっきれな復習し，質問したいこなを列挙すろ．

 ②事後学習課題：講義内容を振れ返れ，期末レミーナね備えろ．

課題レミーナねついとぱ，Google claかかおoomを通ずと，限定コメンナをつけとフィーニバックすろ．

※成績評価⽅法・基準ねついとぱ，変更すろ可能性もあろ．
以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．

 ⼩テスナを4回以上未提出，またぱ期末レミーナを未提出ば場合，評価ば対象なせぜ，『K』評価なすろ．

70 ⼩テスナ〔70〕 1１ 2１ 3

15 レミーナ課題〔15〕 1１ 2１ 3

0

15 レミーナ試験〔15〕 1３ 2１ 3

0

テキスナぱ使⽤せぜ，プリンナを配布すろ．

ティモシー・テウルー著〔2013〕【スタンフォーニ⼤学ど⼀番⼈気ば経済学⼊⾨ メクワ編】きアく出版 
ISBN978２4２7612２6894２7

 ティモシー・テウルー著〔2013〕【スタンフォーニ⼤学ど⼀番⼈気ば経済学⼊⾨ ムクワ編】きアく出版 
ISBN978２4２7612２6910２4

特ねぬし

佐々⽊ ⼀雄 k２かaかaki@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22039901 〇

ムヌー演習 演習

三次 亜紀⼦

三次 亜紀⼦

1年 2022年度前期 2単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 70%

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 70%

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． 100%

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． -

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． 70%

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… -

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． 100%

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． 100%

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． 100%

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． 100%

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． -

本授業ぱ演習どあろ．⽇本ねおけろ『ムヌー』ぱ他者へば気遣いが根底ねあろ．社会⽣活ばさまじまぬ視点きる⾃分るしさが最⼤限ね発揮どく，さるね好感
が持たゎろムヌーねついと知れ，社会⽣活ねおいと通⽤すろ基礎的ぬムヌーを⾝ねつけろこなを⽬的なすろ．具体的ねぱ，⾃⼰表現法〔あいさつ，⾝ぢしぬ
め，⽴ち振ろ舞い，話し⽅ぬに〕，正しい⾔葉遣い，来客対応ばムヌー〔受付対応，名刺ば渡し⽅〕，電話ばムヌー〔きけ⽅，受け⽅，取れ次ぐ⽅〕，冠婚
葬祭ばムヌー，⽂書ばムヌー，⾷事ばムヌーぬに働く⼈すほとが必要なすろムヌーが実践どくろようねぬろこなどあろ．

  
＋栄養学教育モドロ・コイ・カリキュルムなば関連性－

 A 栄養⼠なしと求ゃるゎろ基本的ぬ資質・能⼒
 A２1 プワフェッショヌリゼム

 A２4 栄養・⾷ば選択な決定を⽀援すろコメュニケーション能⼒
 ⑤対象者な適切ぬコメュニケーションがどくろ

  
以下ば項⽬なも関連すろ

 A２8 ⽣涯ね渡っと⾃律的ね学ぶ能⼒
 ⑤専⾨職なしと，⾃るばキャリイドジウンがどくろ

  
 
ぬお本授業ぱ，担当教員が⻑年ねわたれ，秘書や接遇サービス業ね従事しとくた経験をもなね，実務家教員なしとにばようぬ場⾯ども美しく，洗練さゎたム
ヌーが実践どくろよう理論な実践へば応⽤を関連付けぬがる講義を展開すろ．

 授業ぱ講義ばめぬるぜ⾃主練習を含も．そばたゃ，積極的ね練習をしと，技術を上達させろようね努⼒すろこなが必要なぬろ．
 ムヌーぱ知識ぢけどぱ不⼗分ど，実践すろこなが必須なぬっとくろ．また，ムヌーぱ『すゎひよい』ばどぱぬく，『いきねすろき』が重要どあろ．例えひ，

お辞儀ぱ，頭を下ごゎひよいばどぱぬく，相⼿ね気持ち〔感謝・謝罪等状況ねふさわしい⼼〕が伝わろようね形を整え，実際ねどくぬいな⼼さえも伝わるぬ
いばど，主体的ぬ学びなしと『気持ちを込ゃと表現すろこな』を⼼がけと欲しい．

１．社会ば中ど，よれよくよれ豊きね⽣くろたゃね必要ぬムヌーを理解し，説明どくろ．
２．さるね，ビズネスば場ども適切ね実践どくろようね，実習ど定着させ実⾏どくろ．

 ３．⾃分るしさを⽣きし，よれ良い⼈柄を⾝ねつけ表現どくろ．

＋第1回－授業オリエンテーション〔ムヌーば基本・ムヌーば重要性〕
＋第2回－よれよい⾃⼰表現法１〔挨拶，お辞儀ばムヌー・丁寧ぬ態度・姿勢・⽴居振舞ば実践練習〕

 ＋第3回－よれよい⾃⼰表現法２〔⾃⼰紹介ばムヌー・感ずばよい話し⽅ば実践練習〕
 ＋第4回－よれよい⾃⼰表現法３〔⾝ぢしぬめば整え⽅・⾊彩ば活⽤・表情ば研究〕

 ＋第5回－よれよい⾃⼰表現法４〔緊張をコンナワーロすろ⽅法・呼吸法〕
 ＋第6回－⾔葉遣いばムヌー１〔⾔葉遣い・正しい敬語表現〕

 ＋第7回－⾔葉遣いばムヌー２〔会話・⽬上ば⼈ね対すろ感ずば良い表現〕
 ＋第8回－社会どば実践ムヌー１〔受付応対ばムヌー・名刺ばムヌー〕

 



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

＋第9回－社会どば実践ムヌー２〔訪問ばムヌー・おもとぬしばムヌー〕
＋第10回－電話ばムヌー１〔電話ば受け⽅・取れ次ぐ⽅〕

 ＋第11回－電話ばムヌー２〔電話ばきけ⽅〕
 ＋第12回－交際ばムヌー１〔慶弔事ばムヌー・⾷事ばムヌー〕

 ＋第13回－交際ばムヌー２〔贈答・表書くばムヌー〕
 ＋第14回－⽂書ばムヌー〔⽂書ば基本形式・挨拶⽂〕
 ＋第15回－授業ばまなゃな確認〔総復習な総合演習実技テスナを実施〕

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

各回，事前学習1３5時間，事後学習2３5時間，合わせと4時間以上ば学習を必要なすろ．
 
事前学習課題ぱ，毎回該当すろテームばワークノーナを予習すろこな．

 事後学習課題ぱ，実習した内容を繰れ返し練習しと，『分きろ』きる『どくろ，よれよくよれ美しくどくろ』レベロを⽬指すこな〔ナレーニンゲを毎⽇継続
すろこな〕．

 配布資料ぱファウロ等ど整理しとおくこな．

授業内ねワークノーナをチェックすろ．毎回授業ど学び取ったこなをよれよい⾃⼰表現，⾃⼰成⻑ばたゃねいきね活⽤すろきを報告レミーナなしと提出し，
そば報告レミーナねコメンナしと返却すろ．

 各回ば実技演習，並びね第15回総合演習実技テスナねついとぱ，授業内どフィーニバックすろ．

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
ぬお，正当ぬ理由ぬく⽋席回数が5回を超えた場合ぱ，評価ば対象なせぜ『K』評価なすろ．

80

①毎回授業ど学び取ったこなをよれよい⾃⼰表現，⾃⼰成⻑ばたゃね
いきね活⽤すろきば報告レミーナを提出，理解度を評価すろ
〔30％〕

 ②授業内⼩テスナ〔10％〕，授業やワークへば取れ組め姿勢
〔10％〕，演習実技課題ば理解度〔10％〕を評価すろ

 ⑤第15回授業ねと総合演習実技テスナを実施し，⾝ねつけといろき
を評価すろ〔20％〕

1〜3

0

0

20 〔当該授業終講後〕レミーナを提出すろ 1〜3

0

社会⼈準備講座シリーゼ１ ワークど学ぶ 【ビズネスムヌー】４ 中村健壽編著 平⽥祐⼦他著 ４ ⻄⽂社 ４ 1１800円 ４
978２4２904540２02２2

こゎどずょうぶア ⼀瞬どくゃろ【好感ムヌー】岸本隆⼦著
そば他，必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ

※ ⽋席回数が5回を超えた場合ぱ成績評価不能『K』評価なぬろばど注意すろこな．
※ 毎時間，演習形式を取れ⼊ゎろたゃ，演習へば取れ組め姿勢や毎回ば発⾔や発表を重視すろ．

三次 亜紀⼦ miがかきgi@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

22039903 〇

ムヌー演習 演習

栗栖 美帆

栗栖 美帆

1年 2022年度後期 2単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 70%

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 70%

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． 100%

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． -

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． 70%

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… -

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． 100%

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． 100%

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． 100%

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． 100%

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． -

ムヌー，ホスブタリティ，プワナコーロねついと学び，にばようぬ場⾯ねおいとも，⾸尾⼀貫した美しい⾔葉遣い・⽴ち居振ろ舞いがどく，国際社会ね通⽤
すろムヌーを⾝ね付けろこなを⽬的なすろ．担当教員が以前，航空会社ば国内線・国際線ば客室乗務員や国際マルンティイね従事しといた経験をもなね，実
務家教員なしと，ゲワーバロぬ視野を持っと，国際社会ど⾃信を持っと⽴ち居振ろ舞うこながどくろムヌーを⾝ね付けと頂けろよう演習型ば授業を実施す
ろ．授業ぱ演習型ど進ゃといく，授業内どペイワークやゲロープワークを通しと，実践的ねムヌーを学ぶな同時ね協調性や協働性を通しと，他者へば思いや
れば精神，ホスブタリティムウンニを育め，あるゆろ場⾯ど活きすこながどくろ接遇⼒向上も図ろ．

 

１．国際社会ど通⽤すろムヌーを⾝ね付け，実践すろこながどくろ．
２．ビズネスば場ぢけどぬく，社会⽣活ばにばようぬ場⾯ねおいとも，⾸尾⼀貫しと美しい⾔葉遣い，⽴ち居振ろ舞いがどくろ．

 ３．ペイワークやゲロープワークね積極的ね参加し，協調性，協働性を⾝ね付け，他者へば思いやれば精神やホスブタリティムウンニを育も．

第1回 オリエンテーション〔授業ば進ゃ⽅・授業概要・評価基準説明・⾃⼰紹介〕
第2回 ビズネスビーソンなムヌー

 第3回 ⾃⼰表現すろ ４ 実技テスナ
 第4回 ビズネスば⾔葉遣い

 第5回 ビズネスば会話
 第6回 受付応対ばムヌー

 第7回 紹介・名刺ばムヌー ４ 実技テスナ
 第8回 訪問ばムヌー

 第9回 お茶ばおもとぬし
 第10回 ビズネス電話ばムヌー〔受け⽅・取れ次ぐ〕

 第11回 ビズネス電話ばムヌー〔きけ⽅〕
 第12回 交際ばムヌー

 第13回 ビズネス⽂書ばムヌー
 第14回 就職活動ばたゃばムヌー

 第15回 総括・定期試験ば準備

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

授業〔１回ねつく２時間なしと計算〕な事前事後ばあわせと１単位あたれ４５時間が必要どす．
事前学習：毎回，そば回ばテームばテキスナ箇所ね⽬を通しと授業ね参加すろ．

 事後学習：各回，学アぢ内容を復習し，適宜，ワークノーナを活⽤し，授業ば振れ返れ学習をすろ．また，内容ねよっとぱ，繰れ返し声ね出しと復習すろこ
なや実技ば反復練習を実施すろこなど，知識ば定着を図れ，実践ど活きすこながどくろようねすろ．



成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

実技演習や実技テスナば結果や授業ど課した課題ね関しとぱ，授業内どフィーニバック・指導すろ．

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
尚，正当ぬ理由ぬく⽋席回数が5回を超えた場合ぱ，評価ば対象なせぜ『K』評価なすろ．

40 ワークノーナ提出〔20〕・実技テスナ〔2回) (20〕 1〜3３

20 レミーナ(20〕 1３2３

20 〔定期試験期間中〕筆記試験〔20〕 1３2３

0

20 授業内ば質問・発⾔・取れ組め姿勢(20) 1〜3３

社会⼈準備講座シリーゼ１ ワークど学ぶ 【ビズネスムヌー】４ 中村健壽編著 平⽥祐⼦他著 ４ ⻄⽂社 ４ 1１800円 ４
978２4２904540２02２2

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

※ 正当ぬ理由がぬく⽋席回数が5回を超えた場合ぱ，成績評価不能『K』評価なぬろばど注意すろこな．

栗栖 美帆 kきおiかき@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22034701 −

秘書実務総合演習 演習

平⽥ 祐⼦

平⽥ 祐⼦

2年 2022年度後期 2単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 70%

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 70%

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． 100%

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． 70%

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． 100%

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… 100%

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． 100%

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． 100%

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． 100%

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． 100%

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． 100%

_   『秘書概論』や『秘書実務Ⅰ・Ⅱ』ど学アぢ知識やスキロを活⽤しぬがる，ビズネス場⾯を想定した実践ば場ど課題が解決どくろ能⼒を育成すろ．
  具体的ねぱ，PBL〔Pおojecが２Baかed Leaおning〕を導⼊しと問題を発⾒し，チーム単位ど解決すほく課題を明確ねすろ．次ねそば課題を解決すろたゃば資
料を収集し，調査を⾏い，得るゎたドータを整理分析すろ．さるねこば分析ね基でく，解決策を考察し，そば結果を振れ返れぬがる発表すろ．

     授業ば形態ぱ，ゲロープワーク・発表等どあろ．

１．ゲロープど意⾒交換がどくろ
２．⾃るば⼒ど問題発⾒がどくろ

 ３．秘書が現実ね直⾯すろ問題点を浮く彫れねしと，説明どくろ
 ４．⾃分⾃⾝ど問題発⾒がどく，そゎを分析しと問題解決がどくろ

 ５．補助資料なぬろビワーミウンナが作成どくろ
 ６．全員ば前どプレゼンテーションがどくろ

★こば授業ぱ，対⾯授業どす．
＋第1回－

 テーム：オリエンテーション〔PBLば説明〕問題解決ばたゃば基礎知識
 内容・⽅法：授業ば進⾏な注意点，PBLば概要ねついとば説明をしときるゲロープ分けをすろ

 ＋第2回－
 テーム：『来客応対』ねおけろ問題発⾒，話し合い，役割分担

 内容・⽅法：来客応対をすろ際ば問題点を発⾒し，ゲロープワークしぬがる来客応対時ね必要ぬ秘書ば⼼構えや秘書ね求ゃるゎろ能⼒ねついと話し合い，役
割を決ゃろ

 ＋第3回－
 テーム：『来客応対』ね関すろ資料収集，ビワーミウンナば作成

 内容・⽅法：情報収集したもばを基ね，発表ば準備をすろ
 ＋第4回－

 テーム：各チームば発表，評価表作成〔聴衆〕
 内容・⽅法：チームざなねビワーミウンナを⽤いぬがる発表し，聴衆ぱ評価シーナね記⼊すろ

 ＋第5回－
 テーム：『電話応対』ねおけろ問題発⾒，話し合い，役割分担

 内容・⽅法：ゲロープワークしぬがる電話応対時ね必要ぬ秘書ば⼼構えや秘書ね求ゃるゎろ能⼒ねついと話し合い，役割を決ゃろ
 ＋第6回－

 テーム：資料収集，ビワーミウンナば作成
 内容・⽅法：情報収集したもばを基ね，発表ば準備をすろ

 ＋第7回－
 テーム：『電話応対』ね関すろ各チームば発表，評価表作成〔聴衆〕

 内容・⽅法：チームざなねビワーミウンナを⽤いぬがる発表し，聴衆ぱ評価シーナね記⼊すろ
 



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

＋第8回－
テーム：『会議ばコードィネーナ』ねおけろ問題発⾒，話し合い

 内容・⽅法：ゲロープワークしぬがる会議コードィネーナ時ね必要ぬ秘書ば⼼構えや秘書ね求ゃるゎろ能⼒ねついと話し合い，役割を決ゃろ
 ＋第9回－

 テーム：『会議ばコードィネーナ』ね関すろ資料収集，ビワーミウンナば作成
 内容・⽅法：情報収集したもばを基ね，発表ば準備をすろ

 ＋第10回－
 テーム：『会議ばコードィネーナ』ね関すろ各チームば発表，評価表作成〔聴衆〕

 内容・⽅法：チームざなねビワーミウンナを⽤いぬがる発表し，聴衆ぱ評価シーナね記⼊すろ
 ＋第11回－

 テーム：『出張業務』ねおけろ問題発⾒，話し合い，役割分担
 内容・⽅法：ゲロープワークしぬがる出張業務時ね必要ぬ秘書ば⼼構えや秘書ね求ゃるゎろ能⼒ねついと話し合い，役割を決ゃろ

 ＋第12回－
 テーム：『出張業務』ね関すろ資料収集，ビワーミウンナば作成

 内容・⽅法：情報収集したもばを基ね発表ば準備をすろ
 ＋第13回－

 テーム：『出張業務』ね関すろ『各チームば発表，評価表作成〔聴衆〕
 内容・⽅法：チームざなねビワーミウンナを⽤いぬがる発表し，聴衆ぱ評価シーナね記⼊すろ

 ＋第14回－
 テーム：レミーナ作成

 内容・⽅法：『ヌレッズワーカーなぬろたゃね必要ぬこなぱ何き』ねついと今まど調ほたれ発表したこなきる考察しとレミーナを作成すろ
 ＋第15回－

 テーム：結果ば発表な全体ば評価，まなゃ
 内容・⽅法：４つばテームばまなゃな，こゎきるばビズネスワーカーね必要ぬ事柄をまなゃろ

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

授業〔１回ねつく２時間なしと計算〕な事前事後ばあわせと１単位あたれ45時間が必要なぬろ．
第1回⽬ねついとぱ事後学習2３5時間，他ば回ぱそゎだゎ事前学習1３5時間，事後学習2３5時間を要すろ．事前・事後学習を合わせ4時間以上ば学習を必要なす
ろ．

プレゼンテーションば後，質疑応答を⾏い，スルウニや発表ね関しとば詳細をコメンナすろ．

評価割合ね基でく総合的ね評価し，60 点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
授業へば積極的参加〔発⾔等〕ぱ加点すろ．

 ゲロープワークば取れ組め姿勢，レミーナ課題，振れ返れシーナ，定期試験，プレゼンテーションきる総合評価なすろ．

70
ゲロープワークどば取れ組め姿勢〔30〕，資料作成〔20〕，プレゼ
ンテーション〔20〕等ど評価すろ．毎回，ワークシーナを提出すろ
こな．

1１2１3１4１5１6

0

0

30 課題提出 2１3

0

1年次ね履修した『秘書概論』な『秘書実務Ⅰ・Ⅱ』ばテキスナを使⽤すろ．

【秘 書 概 論−こゎきるば企業秘書・国際秘書へ向けとー】北垣⽇出⼦，⾼橋眞知⼦，平⽥祐⼦ 他  ４  (株) 樹村房  ４
ISBN978２4２88367２217２2

  
【新・ビズネスなオフィスーク】 ⽔原道⼦，平⽥祐⼦ 他 ４〔株〕樹村房  ４  ISBN978２4２88367２335２3

●⼀年次ね，『秘書概論』『秘書実務Ⅰ・Ⅱ』が履修済めどぬけゎひ受講どくぬい．
●『上級秘書⼠』ば資格取得ばたゃば必修科⽬どあろ．

 ●全員がビワーミウンナを⽤いと発表すろたゃ，プレゼンテーションば基本なしと，前期ね『基礎演習Ⅱ〔プレゼン
テーション〕』を履修しといろこなが望ましい．

 ●授業⽇ね配付すろ書類ぱ出席や成績ば対象なぬろたゃ，必ぜ，授業が終わろまどね提出すろこな〔後⽇ぱ受け付け
ぬい〕．

平⽥ 祐⼦ y２hiおaがa@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

22034801 −

簿記会計Ⅰ 講義

中原 亜紀美

中原 亜紀美

1年 2022年度前期 2単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 -

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 -

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． 100%

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． -

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． -

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… 100%

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． 30%

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． -

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． -

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． -

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． -

簿記会計ぱ，企業経営ねおけろ世界共通ば知識・技能なしと発達しとくとおれ，特ね最近ぱゲワーバロ化・ＩＣＴ化ねよれ，簿記会計ば考え⽅や処理技術も
急速ね発展しとくといろ．簿記会計ば知識ぱ，経理や会計担当者なしと携わるぬくとも，ビズネスば場ど役⽴つスキロば⼀つどあろ．

 こば授業どぱ，基礎的ぬ簿記原理や記帳技術ば初歩的ぬ実務ねついと概説し，『⽇商簿記検定試験』３級ば問題ね取れ組も．

１．簿記会計ば役割が説明どくろ．
２．企業どば簿記会計ば⼿続くば流ゎや各種取引ば扱いねついと説明がどくろ．

 ３．取引ば仕訳や転記ぬに，基礎的ぬ簿記⼿続くがどくろ．

＋第1回－ 簿記会計ば⽬的，役割
＋第2回－ ⽇常ば⼿続く〔記帳ばローロ，仕訳な勘定記⼊，記帳⼿続くぬに〕

 ＋第3回－ 商品売買取引〔分記法，三分法，掛けねよろ売買ぬに〕
 ＋第4回－ 商品売買〔返品，諸掛れ，商品有⾼帳ぬに〕

 ＋第5回－ 現⾦・預⾦
 ＋第6回－ ⼩⼝現⾦

 ＋第7回－ クレズッナ売掛⾦
 ＋第8回－ ⼿形取引

 ＋第9回－ さまじまぬ帳簿ば関係
 ＋第10回－ 電⼦記録債権・債務

 ＋第11回－ 貸付⾦・借⼊⾦
 ＋第12回－ 有形固定資産，未収⼊⾦・未払⾦

 ＋第13回－ 仮払⾦・仮受⾦
 ＋第14回－ 給与

 ＋第15回－ 訂正仕訳

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

＋事前学習－
⼩テスナね向けと仕訳問題ば復習ね取れ組も．

 ＋事後学習－
 授業ど学アぢ範囲ねついと復習し，授業時ね課さゎろ課題ね取れ組も．

 ⼩テスナど⽬標点数ね達しぬきった場合ぱ，特別課題ねも取れ組も．

⼩テスナぱ採点後ね返却すろ．



成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

以下ば評価割合ね基でく総合的ね評価ば上，60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
正当ぬ理由ぬく，５回を超えと授業を⽋席した場合や定期試験を⽋席した場合ぱ，原則なしと『Ｋ』評価なすろ．

40 ⼩テスナ 3

0

50 筆記試験 3

0

10 授業ね関すろ質問・発⾔，取れ組め姿勢，課題提出 1・2

【よくわきろ簿記シリーゼ 合格テキスナ ⽇商簿記3級 Veお３13３0】４ＴＡＣ簿記検定講座４ＴＡＣ出版事業部４2１000
円４ISBN:9784813299059

必要ね応ずと，授業内ど紹介すろ．

＊『⽇商簿記検定試験』３級ば合格を⽬指す場合，１年次後期開講ば『簿記会計Ⅱ』及び２年次前期ど開講さゎろ
『簿記会計特講』も受講すろこな．〔検定試験受験ぱ2年次〕

中原 亜紀美 a２nakahaおa@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

22034901 −

簿記会計Ⅱ 講義

中原 亜紀美

中原 亜紀美

1年 2022年度後期 2単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 -

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 -

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． 100%

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． -

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． -

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… 100%

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． 30%

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． -

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． -

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． -

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． -

簿記会計ぱ，企業経営ねおけろ世界共通ば知識・技能なしと発達しとくとおれ，特ね最近ぱゲワーバロ化・ＩＣＴ化ねよれ，簿記会計ば考え⽅や処理技術も
急速ね発展しとくといろ．簿記会計ば知識ぱ，経理や会計担当者なしと携わるぬくとも，ビズネスば場ど役⽴つスキロば⼀つどあろ．

 こば授業どぱ，『簿記会計Ⅰ』ば続くなしと主ね決算整理ねついとば概説を⾏い，『⽇商簿記検定試験』３級ば問題ね取れ組も．

１．取引内容ね応ずと適切ぬ仕訳がどくろ．
２．取引内容ね応ずた帳簿を選択し，作成すろこながどくろ．

 ３．試算表を作成すろこながどくろ．

＋第1回－ 簿記ば基礎〔『簿記会計Ⅰ』ば復習〕
＋第2回－ 仕訳演習

 ＋第3回－ 決算なぱ
 ＋第4回－ 決算整理〔現⾦過不⾜，貯蔵品〕

 ＋第5回－ 決算整理〔当座借越，売上原価〕
 ＋第6回－ 決算整理〔貸倒ゎ〕

 ＋第7回－ 決算整理〔原価償却〕
 ＋第8回－ 決算整理〔経過勘定科⽬〕

 ＋第9回－ 補助簿ば作成
 ＋第10回－ 株式ば発⾏

 ＋第11回－ 決算整理後残⾼試算表
 ＋第12回－ 合計試算表

 ＋第13回－ 残⾼試算表
 ＋第14回－ 合計残⾼試算表

 ＋第15回－ 試算表ばまなゃ

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

＋事前学習－
⼩テスナね向けと仕訳問題ば復習ね取れ組も．

 ＋事後学習－
 授業ど学アぢ範囲ねついと復習し，授業時ね課さゎろ課題ね取れ組も．

 ⼩テスナど⽬標点数ね達しぬきった場合ぱ，特別課題ねも取れ組も．

⼩テスナぱ採点後，返却すろ．



成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

以下ば評価割合ね基でく総合的ね評価ば上，60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
正当ぬ理由ぬく，５回を超えと授業を⽋席した場合や定期試験を⽋席した場合ぱ，原則なしと『Ｋ』評価なすろ．

40 ⼩テスナ 1

0

50 筆記試験 1・2・3

0

10 授業ね関すろ質問・発⾔(5)，取れ組め姿勢(5) 1・2・3

【よくわきろ簿記シリーゼ 合格テキスナ ⽇商簿記3級 Veお３13３0】４ＴＡＣ出版事業部４ＴＡＣ出版事業部４2１000
円４ISBN:9784813299059

     〔『簿記会計I』ど使⽤したもば〕

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

＊原則なしと，１年次前期開講ば『簿記会計Ⅰ』を履修した学⽣が履修すろ科⽬なすろ．
＊『⽇商簿記検定試験』３級合格を⽬指す場合，１年次前期開講ば『簿記会計Ⅰ』及び2年次ど前期ね開講さゎろ
『簿記会計特講』も受講すろこな．〔検定試験受験ぱ2年次〕

中原 亜紀美 a２nakahaおa@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

22040301 −

簿記会計特講 演習

中原 亜紀美

中原 亜紀美

2年 2022年度前期 2単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 -

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 -

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． 100%

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． 70%

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． -

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… 100%

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． 30%

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． -

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． -

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． -

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． -

簿記会計ぱ，企業経営ねおけろ世界共通ば知識・技能なしと発達しとくとおれ，特ね最近ぱゲワーバロ化・ＩＣＴ化ねよれ，簿記会計ば考え⽅や処理技術も
急速ね発展しとくといろ．簿記会計ば知識ぱ，経理や会計担当者なしと携わるぬくとも，ビズネスば場ど役⽴つスキロば⼀つどあろ．

 こば授業どぱ，⽇本商⼯会議所ば簿記検定試験3級受験ばたゃば内容概説な問題演習を⾏う．

１．取引内容ね応ずと適切ぬ仕訳がどくろ．
２．伝票・証ひらうば作成がどくろ．

 ３．精算表・財務諸表ば作成がどくろ．

＋第1回－ 仕訳演習①〔『簿記会計I・Ⅱ』ば復習〕
＋第2回－ 仕訳演習②〔⽇商簿記検定試験3級過去問題〕

 ＋第3回－ 株式ば発⾏
 ＋第4回－ 剰余⾦ば配当な処分

 ＋第5回－ 精算表なぱ
 ＋第6回－ 精算表〔空欄完成〕

 ＋第7回－ 精算表〔整理事項ねよろ作成〕
 ＋第8回－ 損益計算書な貸借対照表

 ＋第9回－ 貸借対照表ば作成
 ＋第10回－ 損益計算書ば作成 

 ＋第11回－ 証ひらうな伝票
 ＋第12回－ ⽇商簿記検定試験3級過去問題演習①〔第3問対策〕

 ＋第13回－ ⽇商簿記検定試験3級過去問題演習②〔第5問対策〕
 ＋第14回－ ⽇商簿記検定試験3級過去問題演習⑤〔第2・4問対策〕

 ＋第15回－ ⽇商簿記検定試験3級過去問題演習④〔⼀連〕

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

＋事前学習－
⼩テスナね向けと仕訳問題ば復習ね取れ組も．

 ＋事後学習－
 授業ど学アぢ範囲ねついと復習し，授業時ね課さゎろ課題ね取れ組も．

 ⼩テスナど⽬標点数ね達しぬきった場合ぱ，特別課題ねも取れ組も．

⼩テスナぱ採点後，返却すろ．



成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

以下ば評価割合ね基でく総合的ね評価ば上，60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
正当ぬ理由ぬく，５回を超えと授業を⽋席した場合や定期試験を⽋席した場合ぱ，原則なしと『Ｋ』評価なすろ．

40 ⼩テスナ 1・2・3

0

50 筆記試験 1・2・3

0

10 授業ね関すろ質問・発⾔や取れ組め姿勢 1・2・3

＊【よくわきろ簿記シリーゼ 合格テキスナ ⽇商簿記3級 Veお３13３0】４ＴＡＣ出版事業部４ＴＡＣ出版事業部４2１000
円４ISBN:9784813299059〔『簿記会計I・Ⅱ』ど使⽤したもば〕

  
＊【合格すろたゃば本試験問題集2022年SS〔春夏〕】9784813288565  (よくわきろ簿記シリーゼ)最新版４ＴＡＣ出
版事業部４1１760円

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

＊『⽇商簿記検定試験』３級合格を⽬指す科⽬どあろたゃ，原則なしと１年次開講ば『簿記会計Ⅰ・Ⅱ』を履修した
学⽣が履修すろ科⽬なすろ．

中原 亜紀美 a２nakahaおa@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22049301 −

販売実務Ⅰ 講義

三次 亜紀⼦

三次 亜紀⼦

1年 2022年度前期 2単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 30%

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 70%

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． 100%

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． -

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． 70%

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… -

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． 100%

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． -

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． -

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． -

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． -

ルウフドジウン総合学科，ルウフドジウン学科ど学ぶ学⽣ねなっと，企業ば接客業務や販売業務等ね関わろ基本的ぬ知識や対応⽅法，ムヌー等を学習・理解
しとおくこなぱ，ビズネス社会ど働く際ね不可⽋どあろ．また，そゎるを学ぶこなど，消費者なしとば視点きる企業ばビズネス活動を学ぶこなねもぬれ，今
後ば⽇常⽣活や消費⽣活ばあれ⽅を考えろうえども役⽴つな思わゎろ．テキスナを中⼼ね分きれやすく解説し，演習問題等どそゎるば能⼒を育成すろ．

  
内容ば理解ば深化ねぱ問題解答演習や課題演習が⽋きせぬい．演習量ば不⾜分ぱ事後学習ねと各⾃が積極的ね取れ組も必要があろ．

 特ね，学習内容な深く関連し，就職活動を有利ね展開すろ公的ぬ資格なしと，流通業界ぢけどぬく，幅広い業界ね認ゃるゎといろ『リテーロムーケティンゲ
〔販売⼠〕検定試験3級〔⽇本商⼯会議所実施〕受験を推奨しといろ．

 

１．⼩売業ば役割が説明どくろ．
２．ムーチャンダウズンゲば構成要素を理解し，そば説明がどくろ．

 ３．接客・販売業務ば基本ねついと説明どくろ．
 ４．感ずば良い接客ムヌーや挨拶，⾔葉遣いが実践どくろ

 ５．商品価格ば構成ねついと説明どくろ．

＋第1回－
テーム：オリエンテーション

 内容：授業内容，リテーロムーケティンゲ〔販売⼠〕検定3級ば概要，成績算出等ば説明，検定合格ね向けとば勉強ば仕⽅，敬語ば知識
 ＋第2回－

 テーム：第1章 ⼩売業ば類型①
 内容：⼩売業ば役割な形態，フルンチャウゼ，チェーンスナイねついと説明すろ

 ＋第3回－
 テーム：第1章 ⼩売業ば類型②

 内容：販売形態ば種類な特徴〔ウンターネッナショップなリイロショップ，専⾨店〕ねついと説明すろ
 ＋第4回－

 テーム：第1章 ⼩売業ば類型⑤
 内容：店舗形態ば種類な特徴〔百貨店，スービームーケッナ，ホームセンター，ニルッゲスナイ，コンビニエンススナイ〕ねついと説明すろ

 ＋第５回－
 テーム：第1章 ⼩売業ば類型④

 内容：店舗形態ば種類な特徴〔イウナレッナスナイ，COOP，商店街〕，商業集積ねついと説明すろ
 ＋第６回－

 テーム：第１回〜第5回まどば授業ばまなゃな確認
 内容：第１回〜第5回ば授業内容ば振れ返れ『第1章 ⼩売業ば種類』理解度確認テスナ１回⽬

 ＋第７回－
 テーム：第2章 ムーチャンダウズンゲ①

 内容：商品ば基本，ムーチャンダウズンゲば基本，コンビニエンススナイばシステムねついと説明すろ
 



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

＋第８回－
テーム：第2章 ムーチャンダウズンゲ②

 内容：商品計画ば基本〔品揃え，ドィスプレウぬに〕ねついと説明すろ
 ＋第９回－

 テーム：第2章 ムーチャンダウズンゲ⑤
 内容：仕⼊ゎ計画ば基本ねついと説明すろ

 ＋第１２回－
 テーム：第2章 ムーチャンダウズンゲ④

 内容：価格設定ば基本ねついと説明すろ
 ＋第１１回－

 テーム：第2章 ムーチャンダウズンゲ⑤
 内容：利益ば構造な在庫管理ば基本ねついと説明すろ

 ＋第１２回－
 テーム：第2章 ムーチャンダウズンゲ⑥

 内容：販売管理ば基本なPOSシステム・バーコーニば仕組めねついと説明すろ
 ＋第１３回－

 テーム：第7回〜第12回まどば授業ばまなゃな確認
 内容： 第7回〜第12回ば授業内容ば振れ返れ『第2章 ムーチャンダウズンゲ』理解度確認テスナ２回⽬

 ＋第１４回－
 テーム：第5章 販売・経営管理 ①

 内容：接客ムヌー，敬語，クレーム処理ねついと説明すろ
 ＋第１５回－

 テーム：第１回〜第１４回まどば授業ばまなゃな確認
 内容：第１回〜第１４回ば授業内容ば振れ返れ 理解度確認テスナ３回⽬

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

各回，事前学習1３5時間，事後学習2３5時間，合わせと4時間以上ば学習を必要なすろ．
 
主なしと，各回なも下記ばようぬ事前及び事後ば学習を必要なすろ．詳細ぱ授業内ど説明すろ．

 〔１〕事前学習課題：テキスナば指⽰さゎた個所を読め，内容ば理解を⼼がけろ．
           また，別途与えた課題内容ねついと対応すろ．〔1３5時間〕

 〔２〕事後学習課題：学習した内容ばテキスナ内問題や配布すろプリンナば問題を解答すろ．
           また，検定頻出⽤語等を暗記し記憶量を増やす．〔2３5時間〕

理解度確認テスナを実施した時ねぱ，次ば授業があゎひ採点した答案を返却し解説等を⾏う．
課題ねついとぱ提出物等を採点し，他ば学⽣ねなっと参考なぬろもばぱ授業時ね紹介すろ．

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
ぬお，正当ぬ理由ぬく⽋席回数が5回を超えた場合ぱ，評価ば対象なせぜ，成績評価不能『K』評価なすろ．

60 課題ば提出状況，取れ組め⽅を評価すろ〔15％〕
３回⾏う理解度確認テスナば成績を評価すろ〔45％〕 1〜5

0

0

40 〔当該授業終講後〕レミーナ提出 1〜5

0

【1回ど合格！リテーロムーケティンゲ〔販売⼠〕検定3級 テキスナ＆問題集】 ４ 上岡 史郎 著 ４ 成美堂出版 ４
1１760円４ 978２4２415２23432２8

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

★⽋席回数が5回を超えた場合ぱ成績評価不能『K』評価なぬろばど注意すろこな．
★『リテーロムーケティンゲ〔販売⼠〕検定試験』３級受験予定者ぱ，前期開講ば『販売実務Ⅱ』『販売実務総合演
習』も同時ね必ぜ受講すろこな．

 ★こば科⽬ぱ，『リテーロムーケティンゲ〔販売⼠〕検定試験』３級受験者ねなっと，対策学習ね適した科⽬どあ
ろ．

 ★上記テキスナぱ，『販売実務Ⅱ』『販売実務総合演習』ど使⽤さゎろテキスナな同ずもばどあろばど，重複しと購
⼊しぬいこな．

三次 亜紀⼦ miがかきgi@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22049401 −

販売実務Ⅱ 講義

三次 亜紀⼦

三次 亜紀⼦

1年 2022年度前期 2単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 30%

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 70%

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． 100%

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． -

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． 70%

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… -

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． 100%

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． -

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． -

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． -

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． -

ルウフドジウン総合学科，ルウフドジウン学科ど学ぶ学⽣ねなっと，企業ばムーケティンゲや経営ねついと理解しとおくこなぱ，ビズネス社会ど働く際ね不
可⽋どあろ．また，そゎるを学ぶこなど，消費者なしとば視点きる企業ばビズネス活動を学ぶこなねもぬれ，今後ば⽇常⽣活や消費⽣活ばあれ⽅を考えろう
えども役⽴つな思わゎろ．テキスナを中⼼ね分きれやすく解説し，演習問題等どそゎるば能⼒を育成すろ．

  
内容ば理解ば深化ねぱ問題解答演習や課題演習が⽋きせぬい．演習量ば不⾜分ぱ事後学習ねと各⾃が積極的ね取れ組も必要があろ．

 特ね，学習内容な深く関連し，就職活動を有利ね展開すろ公的ぬ資格なしと，流通業界ぢけどぬく，幅広い業界ね認ゃるゎといろ『リテーロムーケティンゲ
〔販売⼠〕検定試験3級』〔⽇本商⼯会議所実施〕受験を推奨しといろ．

１．スナイオペレーションねついと理解し，そば説明がどくろ．
２．ムーケティンゲねついと理解し，そば説明がどくろ．

 ３．利益ば基本ねついと理解し，計算がどくろ．
 ４．感ずば良い接客ムヌーや挨拶，⾔葉遣いが実践どくろ

＋第1回－
テーム：オリエンテーション

 内容：授業内容，リテーロムーケティンゲ〔販売⼠〕検定3級ば概要，成績算出等ば説明，検定合格ね向けとば勉強ば仕⽅，表書くな⽔引ねついと説明すろ
 ＋第2回－

 テーム：第3章 スナイオペレーション①
 内容：スナイオペレーションば基本，レズ係ば役割，リーダーば資質ねついと説明すろ

 ＋第3回－
 テーム：第3章 スナイオペレーション②

 内容：荷受・検収・補充発注，POP広告，包装ば基本ねついと説明すろ
 ＋第4回－

 テーム：第3章 スナイオペレーション⑤
 内容：ドィスプレウば⼿法な⽬的ねついと説明すろ

 ＋第５回－
 テーム：第１回〜第4回まどば授業ばまなゃな確認

 内容：第１回〜第4回ば授業内容ば振れ返れ『第3章 スナイオペレーション』理解度確認テスナ１回⽬
 ＋第６回－

 テーム：第4章 ムーケティンゲ①
 内容：ムーケティンゲば基本な顧客満⾜経営ねついと説明すろ

 ＋第７回－
 テーム：第4章 ムーケティンゲ②

 内容：多頻度ど買い物すろ顧客や商圏範囲な⽴地条件ねついと説明すろ
 ＋第８回－

 



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

テーム：第4章 ムーケティンゲ⑤
内容：狭域型購買促進，訪⽇外国⼈ば現状，ねついと説明すろ

 ＋第９回－
 テーム：第4章 ムーケティンゲ④

 内容：売れ場でくれば基本知識，照明ば基本知識ねついと説明すろ
 ＋第１２回－

 テーム：第6回〜第9回まどば授業ばまなゃな確認
 内容： 第6回〜第9回ば授業内容ば振れ返れ『第4章 ムーケティンゲ』理解度確認テスナ２回⽬

 ＋第１１回－
 テーム：第5章 販売・経営管理①

 内容：⼩売業・販売活動・商品ね関すろ法令ねついと説明すろ
 ＋第１２回－

 テーム：第5章 販売・経営管理②
 内容：販売促進・環境問題ね関すろ法令ねついと説明すろ

 ＋第１３回－
 テーム：第5章 販売・経営管理⑤

 内容：売れ上ごな利益ねついと説明すろ
 ＋第１４回－

 テーム：第5章 販売・経営管理④
 内容：消費税ば基本，⾦銭管理，万引く対策ぬにねついと説明すろ

 ＋第１５回－
 テーム：第１1回〜第１４回まどば授業ばまなゃな確認

 内容：第１1回〜第１４回ば授業内容ば振れ返れ『第5章 販売・経営管理』理解度確認テスナ３回⽬

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

各回，事前学習1３5時間，事後学習2３5時間，合わせと4時間以上ば学習を必要なすろ．
 
主なしと，各回なも下記ばようぬ事前及び事後ば学習を必要なすろ．詳細ぱ授業内ど説明すろ．

 〔１〕事前学習課題：テキスナば指⽰さゎた個所を読め，内容ば理解を⼼がけろ．
           また，別途与えた課題内容ねついと対応すろ．〔1３5時間〕

 〔２〕事後学習課題：学習した内容ばテキスナ内問題や配布すろプリンナば問題を解答すろ．
           また，検定頻出⽤語等を暗記し記憶量を増やす．〔2３5時間〕

理解度確認テスナを実施した時ねぱ，次ば授業があゎひ採点した答案を返却し解説等を⾏う．
課題ねついとぱ提出物等を採点し，他ば学⽣ねなっと参考なぬろもばぱ授業時ね紹介すろ．

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
ぬお，正当ぬ理由ぬく⽋席回数が5回を超えた場合ぱ，評価ば対象なせぜ，成績評価不能『K』評価なすろ．

 定期試験期間ね筆記試験を実施すろ．

60 課題ば提出状況，取れ組め⽅を評価すろ〔15％〕
３回⾏う理解度確認テスナば成績を評価すろ〔45％〕 1〜5

0

0

40 〔当該授業終講後〕レミーナ提出 1〜5

0

【1回ど合格！リテーロムーケティンゲ〔販売⼠〕検定3級 テキスナ＆問題集】 ４ 上岡 史郎 著 ４ 成美堂出版 ４
1１760円４ 978２4２415２23432２8

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

★⽋席回数が5回を超えた場合ぱ成績評価不能『K』評価なぬろばど注意すろこな．
★『リテーロムーケティンゲ〔販売⼠〕検定試験』３級受験予定者ぱ，前期開講ば『販売実務Ⅰ』『販売実務総合演
習』も同時ね必ぜ受講すろこな．

 ★こば科⽬ぱ，『リテーロムーケティンゲ〔販売⼠〕検定試験』３級受験者ねなっと，対策学習ね適した科⽬どあ
ろ．

 ★上記テキスナぱ，『販売実務Ⅰ』『販売実務総合演習』ど使⽤さゎろテキスナな同ずもばどあろばど，重複しと購
⼊しぬいこな．

三次 亜紀⼦ miがかきgi@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22049501 −

販売実務総合演習 演習

三次 亜紀⼦

三次 亜紀⼦

1年 2022年度前期 2単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 30%

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 70%

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． 100%

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． -

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． 70%

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… 100%

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． 100%

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． -

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． -

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． -

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． -

ルウフドジウン総合学科，ルウフドジウン学科ど学ぶ学⽣ねなっと，⼩売店舗経営ばしくめや接客・販売技術，利益計画等ば知識や態度・考え⽅等を理解・
習得しとおくこなぱ，ビズネス社会ど働く際ね不可⽋どあろ．また，そゎるを学ぶこなど，消費者なしとば視点きる企業ばビズネス活動を学ぶこなねもぬ
れ，今後ば⽇常⽣活や消費⽣活ばあれ⽅を考えろうえども役⽴つな思わゎろ．

  
上記ね関すろ基本的ぬ知識な能⼒ぱ，『販売実務Ⅰ』及び『販売実務Ⅱ』ねおいとそば概略を学習すろこななぬろが，こゎるば内容ば深化な定着を図ろ⽬的
ど当該科⽬が開講さゎといろ．

 したがっと，１年次前期開講ば『販売実務Ⅰ』及び『販売実務Ⅱ』を履修しといぬけゎひ，こば授業ば理解ぱ困難どあろ．
  

テキスナば内容ね関わろ⼀般知識問題や演習問題，検定ば過去問題を中⼼ね授業を⾏い『リテーロムーケティンゲ検定3級』合格レベロば知識獲得を⽬指
し，分きれやすく解説すろ．

 講義どぱ⽇本商⼯会議所が実施しといろ『リテーロムーケティンゲ検定試験３級』取得を⽬指しと指導しといろたゃ，受検すろこなを推奨しといろ．こば検
定試験ぱ，就職活動を有利ね展開すろ公的ぬ資格なしと，流通業界ぢけどぬく，幅広い業界ね認ゃるゎといろ．

 ぬお，内容ば理解ば深化ねぱ問題解答演習や課題演習が⽋きせぬいたゃ，演習量ば不⾜分ぱ事後学習ねと各⾃が積極的ね取れ組も必要があろ．加えと『リテ
ーロムーケティンゲ検定３級』を受験し合格を⽬指す意欲や積極性が⼤いね必要どあろ．

１．⼩売店舗経営ばしくめや接客・販売技術，販売促進等ば知識や態度・考え⽅を理解し，説明どくろ．
２．⽇本商⼯会議所主催ば『リテーロムーケティンゲ〔販売⼠〕検定３級』レベロば内容や解法を理解し実⾏どくろ．

＋第1回－
テーム：オリエンテーション

 内容：授業内容，リテーロムーケティンゲ〔販売⼠〕検定3級ば概要，成績算出等ば説明，検定問題ば解答ば仕⽅，略語ば知識 
 ＋第2回－

 テーム：第1章 ⼩売業ば類型 
 内容：第1章 ⼩売業ば類型ば重要ワーニねついと解説すろ

 ＋第3回－
 テーム：第2章 ムーチャンダウズンゲ 

 内容：第2章 ムーチャンダウズンゲば重要ワーニねついと解説すろ
 ＋第4回－

 テーム：第3章 スナイオペレーシ 
 内容：第3章 スナイオペレーシば重要ワーニねついと解説すろ

 ＋第5回－
 テーム：第4章 ムーケティンゲ 

 内容：第4章 ムーケティンゲば重要ワーニねついと解説すろ
 ＋第6回－

 テーム：第5章 販売経営管理 
 



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

内容：第5章 販売経営管理ば重要ワーニねついと解説すろ
＋第7回－

 テーム：第1回〜第6回まどば学習内容ば復習 理解度確認
 内容：第1回〜第6回まどば学習内容ば復習 理解度確認テスナ１回⽬ 

 ＋第8回－
 テーム：リテーロムーケティンゲ〔販売⼠〕検定3級ば問題研究〔全範囲〕①

 内容：第85回⽬過去問題ば解答及び解説
 ＋第9回－

 テーム：リテーロムーケティンゲ〔販売⼠〕検定3級ば問題研究〔全範囲〕②
 内容：第84回過去問題ば解答及び解説

 ＋第10回－
 テーム：リテーロムーケティンゲ〔販売⼠〕検定3級ば問題研究〔全範囲〕⑤

 内容：第83回過去問題ば解答及び解説
 ＋第11回－

 テーム：リテーロムーケティンゲ〔販売⼠〕検定3級ば問題研究〔全範囲〕④
 内容：第83回過去問題ば解答及び解説

 ＋第12回－
 テーム：リテーロムーケティンゲ〔販売⼠〕検定3級ば問題研究〔全範囲〕⑤

 内容：第82回過去問題ば解答及び解説
 ＋第13回－

 テーム：リテーロムーケティンゲ〔販売⼠〕検定3級ば問題研究〔全範囲〕⑥
 内容：第81回過去問題ば解答及び解説

 ＋第14回－
 テーム：リテーロムーケティンゲ〔販売⼠〕検定3級ば問題研究〔全範囲〕⑨

 内容：第80回過去問題ば解答及び解説
 ＋第15回－

 テーム：第8回〜第14回まどば復習 理解度確認
 内容：第8回〜第14回まどば学習内容ば復習 理解度確認テスナ2回⽬

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

各回，事前学習1３5時間，事後学習2３5時間，合わせと4時間以上ば学習を必要なすろ．
 
主なしと，各回なも下記ばようぬ事前及び事後ば学習を必要なすろ．詳細ぱ授業内ど説明すろ．

 〔１〕事前学習課題：テキスナば指⽰さゎた個所を読め，内容ば理解を⼼がけろ．
           また，別途与えた課題内容ねついと対応すろ．〔1３5時間〕

 〔２〕事後学習課題：学習した内容ばテキスナ内問題や問題集ば問題を解答すろ．
           また，検定頻出⽤語等を暗記し記憶量を増やす．〔2３5時間〕

理解度確認テスナを実施した時ねぱ，次ば授業があゎひ採点した答案を返却し解説等を⾏う．
課題ねついとぱ提出物等を採点し，他ば学⽣ねなっと参考なぬろもばぱ授業時ね紹介すろ．

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
ぬお，正当ぬ理由ぬく⽋席回数が5回を超えた場合ぱ，評価ば対象なせぜ，成績評価不能『K』評価なすろ．

 定期試験期間内ね筆記試験を実施すろ．

60 課題ば提出状況，授業ば取れ組め⽅を評価すろ〔30〕
2回⾏う理解度確認テスナば成績を評価すろ〔30〕 1，2

0

0

40 〔当該授業終講後〕レミーナ提出 1，2

0

【1回ど合格！リテーロムーケティンゲ〔販売⼠〕検定3級 テキスナ＆問題集】 ４ 上岡 史郎 著 ４ 成美堂出版 ４
1１760円４ 978２4２415２23432２8

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

★⽋席回数が5回を超えた場合ぱ成績評価不能『K』評価なぬろばど注意すろこな．
★『リテーロムーケティンゲ〔販売⼠〕検定試験』３級受験予定者ぱ，前期開講ば『販売実務Ⅰ』『販売実務Ⅱ』も
同時ね必ぜ受講すろこな．

 ★検定試験問題ば傾向な対策が中⼼なぬろ．
 ★上記テキスナぱ，『販売実務Ⅰ』『販売実務Ⅱ』ど使⽤さゎろテキスナな同ずもばどあろばど，重複しと購⼊しぬ

いこな．



担当教員へば連絡⽅法 三次 亜紀⼦ miがかきgi@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

22040601 −

国際ビズネス 講義

森⽥ 篤司

森⽥ 篤司

2年 2022年度後期 2単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 100%

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 -

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． -

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． 70%

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． -

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… 100%

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． 70%

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． -

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． -

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． -

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． 70%

⾃動⾞，⾷品，流通分野等ねおいと⽇本及び海外ば企業が進ゃとくた国際化ね対すろ取組を，具体的ぬ企業ばケーススタドィーなしと取れ上ご企業ば基礎分
析ば⽅法を指導すろな共ね，各企業ば現在ば⽴ち位置及び将来ば⽅向性ねついと分析すろ基礎⼒を育成すろ．

1３ゲワーバロ企業が取れ組アどくた国際化ね対すろ取組を理解し他者ね説明どくろようねぬろ
2３企業ば基礎情報ば分析がどくろようねぬろ

 3３国際ビズネスね対すろ⾃分⾃⾝ば考えを整理しと，他者ね説明どくろようねぬろ

第1回  オリエンテーション 〔内容・⽅法：授業ば概要，進ゃ⽅，評価ば⽅法，到達⽬標ねついと説明すろ〕⽇本経済ば流ゎな，ムーケティンゲば基礎
ねついと学ぶ．

 第2回  ⽇本経済ば流ゎな，ムーケティンゲば基礎な実践活動ねついと学ぶ．
 第3回  ⽇清⾷品が推進した事業ば多⾓化な時代背景，及び製品ば多⾓化ばイプワーチねついと学ぶ．

 第4回  ⽇清⾷品が推進した事業ば多⾓化な国際化ねついと学ぶ．
 第5回  ムクニヌロニばゲワーバロ展開な⽇本ムクニヌロニば戦略ねついと学ぶ．

 第6回  コーヒー業界並びねスターバックスば歴史，ゲワーバロ戦略ねついと学ぶ．
 第7回  ナヨタ⾃動⾞ば北⽶へば輸出ば推進な課題，及び，北⽶⽣産ば展開及び背景ねついと学ぶ．

 第8回  ナヨタ⾃動⾞ば将来ば構想な，⾃動⾞業界が進も将来ば⽅向ねついと研究すろ．
 第9回  ユニクワば海外⽣産ば拡⼤ば成功例な課題ねついと学ぶ．

 第10回  ⽇本ば⼩売れ業界ば歴史的変遷な世界ば中どばミズション，及び流通業態ば動向ねついと学ぶ．
 第11回   ⽇系最⼤⼿ばウオンなセヘン＆イウホーロドィンゲスば国際化ば現状な課題を研究すろ．

 第12回  為替ば歴史的背景，基本的仕組めを学ぶ．
 第13回 ⽶国ばゲワーバロ企業ば歴史，ムーケティンゲ戦略ねついとばゲロープ研究①

 第14回 ⽶国ばゲワーバロ企業ば歴史，ムーケティンゲ戦略ねついとばゲロープ研究➁
 第15回  授業ど学アぢ国際ビズネスば意義及び国際企業ば多⾯的ぬ展開，イプワーチねついと振れ返れを実施すろな共ね，確認クウゼを実施すろ．

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

授業〔１回ねつく２時間なしと計算〕な事前事後ばあわせと１単位あたれ４５時間が必要どす．
⼩テスナ準備ば為ば事前・事後学習及び授業外課題ね対すろ取れ組めば為ば調査・分析を⾏う． 更ね，期末試験ば準備ば為ば事業外学習を要すろ． 〔毎
回平均1３5時間ば事前学習な2３5時間ば事後学習が必要〕

講義ば中ど⼩テスナを繰れ返し実施し，随時受講⽣ば理解度を確認すろな共ね，評価結果を通知し，正解ば解説を⾏う．



成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ60点以上を合格なしと所定ば単位を認定すろ．
正当ぬ理由無しね6回以上⽋席した場合ねぱ原則なしと評価不能なめぬしK評価なすろ．

40 企業概要レミーナ〔15〕
IB(ウンターヌショヌロ・ビズネス)研究課題〔25〕

企業概要レミーナ：
1１ 2

 IB研究課題： 1１ 2

10 課題レミーナ提出 2

0

50 筆記試験 1１2１3

0

テキスナぱ使⽤しぬい． 必要ね応ずと別途プリンナを配布すろ．

必要ね応ずと別途紹介すろ．

進⾏ねよっとぱ，授業計画ば順序が前後したれ，内容を変更したれすろこながあろ．
＋講義を⽋席すろ場合－プリンナ類ぱ友⼈ね確保しともるうようね各⾃⼿配すろこな〔原則後⽇配布ぱしぬい〕．
⼜，⽋席した授業ば内容をクルスメーナね確認し，⾃るフォワーイップを⾏っとおくこな．

森⽥ 篤司 aが２moおiがa@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22039701 −

ウンターンシップ〔国内〕 実習

加藤 淳⼀，杉⼭ 維彦

加藤 淳⼀

1年 2022年度前期，2022年度後
期 3単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 30%

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 70%

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． 100%

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． 70%

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． 100%

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… 100%

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． 100%

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． 100%

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． 100%

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． 70%

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． 100%

本授業ぱ，企業・団体ぬに実社会ば仕事現場ど，⻑期休暇期間を中⼼ね就業体験〔以下，ウンターンシップ〕を⾏う実習科⽬どあろ．仕事ば実践を通ずと，
職業理解な⾃⼰理解を深ゃ，経験きるば気でくや学びを，将来ば⾃律的ぬキャリイドジウンね活きしといくこなを⽬的なすろ．

 事前授業どぱ，ウンターンシップね⽬的を持っと参加し，成⻑⽬標を達成しといけろよう，ウンターンシップば参加ね必要ぬ事柄な⼼構えねついと解説す
ろ．

 事後授業どぱ，経験ば振れ返れな意味でけを⾏い，ウンターンシップどば経験を活きしといくたゃば考え⽅や⽅法を解説すろ．
 ①すほとば授業へば参加な授業課題ば期限内提出，②すほとばエンナリープワセスへば参加なエンナリー課題ば期限内提出，⑤ウンターンシップ実習〔80

時間以上〕へば参加な実習課題ば期限内提出，こゎるば単位認定要件をすほと満たした者を成績評価ば対象なすろ．
 ぬお，本科⽬ぱ，集中科⽬どあろたゃ通常ば時間割外ば時間どば活動なぬろ．また，ウンターンシップ実習〔80時間以上〕ば具体的ぬ⽇程ぱ受⼊企業ざな

ね異ぬろ．

1３ウンターンシップ先企業・団体ば産業・業界・職種，事業や仕事ば特徴を他者ねわきれやすく説明すろこながどくろ
2３⾃分ば⽴場な周囲きるば期待を理解し，役割を果たし，周囲ね貢献すろこながどくろ

 3３⽬標を掲ご，⽬標達成ね向けと⾏動し，⾏動を内省・省察し，⾏動をよれ良く変えといくこながどくろ
 4３経験ね意味を⾒出し，⾃分ば将来や学⽣⽣活ねにばようね活きしといくき説明すろこながどくろ

授業・実習等ば詳細ぱ科⽬説明会ねと説明すろばど受講希望者ぱ申し込めば上，必ぜ参加すろこな．
科⽬説明会ば⽇時等ねついとぱ，UNIPAねと案内すろばど，確認すろこな．

  
＋事前授業⑶－オリエンテーション

 授業⽬的・内容・プワゲルム・スケズューロ・エンナリープワセス・単位認定要件・受講条件を理解すろ
 ＋事前授業⑷－⽬的⽬標設定なエンナリーシーナば作成

 ⾃⼰分析ワークを通ずと，実習へば参加⽬的な成⻑⽬標を明確ねし，エンナリーシーナ作成ばたゃば必要ぬ視点を学ぶ
 ＋事前授業⑸－学内選考準備

 学内選考なしと⾏う教員⾯談を受けろたゃば準備を⾏う
 ＋事前授業⑹－事前訪問準備

 受け⼊ゎ先企業・団体へ事前訪問すろたゃば準備を⾏う
 ＋事前授業⑺－キックオフ研修

 ウンターンシップ実習スターナねあたっとば注意事項，実習中ば⼼構え，実習中課題ねついと理解すろ
 ＋ウンターンシップ実習－

 ⻑期休暇期間を利⽤し，80時間以上ばウンターンシップ実習〔期間・⽇時ぱ企業ざなばプワゲルムねよろ〕を⾏う．毎⽇，活動⽇誌を作成し，1⽇ば振れ返
れを⾏う．

 ＋中間授業－中間ば振れ返れ
 ウンターンシップ実習ば折れ返し地点どば振れ返れを⾏う

 



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

＋事後授業－経験ば振れ返れ
ウンターンシップ終了後，経験を振れ返れ，今後ばイクションプルンを⾔語化すろ

必要ね応ずと，担当教員よれ指⽰すろ．

授業〔14時間〕，ウンターンシップ実習〔80時間以上〕以外ね合計41時間ば事前事後学習が必要どあろ．
 
＋事前授業⑶－

 《事前》シルバスを熟読ば上，授業内容を理解しとおくこな
 《事後》プワフィーロシーナを作成すろこな

 ＋事前授業⑷－
 《事前》エンナリーシーナね記載が必要ぬ項⽬を理解しとおくこな

 《事後》エンナリーシーナを作成すろこな
 ＋事前授業⑸－

 《事前》ビズネス上ど必要ぬコメュニケーションねぱにばようぬもばがあろき調ほとおくこな
 《事後》⾯談担当教員ね連絡ば上，⾯談を受けろ

 ＋事前授業⑹－
 《事前》教員⾯談どば指導を受け，エンナリーシーナば内容を再考，修正しとおくこな

 《事後》受⼊企業担当者ね連絡，⽇程調整ば上，事前訪問〔オンルウンも想定〕すろこな
 ＋事前授業⑺－

 《事前》企業訪問報告書をまなゃとおくこな
 《事後》実習準備を整え，実習直前ね企業担当者へ連絡し，最終確認を⾏う

 ＋ウンターンシップ実習－
 《事前》毎回ば実習前ねぱ，当⽇ば活動内容ば確認を⾏うこな

 《事後》毎回ば実習後ねぱ，振れ返れば上，活動報告書を作成すろ
 ＋中間授業－

 《事前》中間振れ返れシーナをまなゃとおくこな
 《事後》中間振れ返れシーナば内容を再考すろこな

 ＋事後授業－
 《事前》最終振れ返れシーナをまなゃとおくこな

 《事後》修了報告書を作成すろこな

課題ぱ，授業内ど講評すろ．また，必要ね応ずと個別ねコメンナを付しと，あろいぱ⼝頭ど直接フィーニバックすろ．

すほとば単位認定要件を満たした者ね対し，以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
＋単位認定要件－

 ①すほとば授業へば参加な授業課題ば期限内提出
 ②すほとばエンナリープワセスへば参加なエンナリー課題ば期限内提出

 ⑤ウンターンシップ実習〔80時間以上〕へば参加な実習課題ば期限内提出
 ＋そば他，成績評価ね関すろ注意事項－

 ・正当ぬ理由ぬく，所定ば授業・エンナリープワセス・実習ね『出席しぬい』場合ぱ『K評価』なすろ．
 ・正当ぬ理由ぬく，期限まどね『必要ぬ課題ば提出』がぬい場合，そば時点ど，そゎ以降ば受講を認ゃぬい．

 ・正当ぬ理由ぬく，期限まどね『必要ぬ取れ組め』を⾏わぬい場合，そば時点ど，そゎ以降ば受講を認ゃぬい．

20 振れ返れシーナ 20% 1３2３3３4

50 エンナリー課題 40%
活動報告書 10% 1３2３3３4

0

30 修了報告書30% 1３2３3３4

0

テキスナぱ使⽤せぜ，資料を配布すろ

必要ね応ずと，授業内ど紹介すろ

・集中科⽬どあろたゃ，学⽣ぱ年度当初ば履修登録ば必要ぱぬい
・受講希望者ぱ，科⽬説明会へば参加を必須なすろ

 ・科⽬説明会ば詳細ぱ，対象者ねUNIPAねと案内すろ
 ・科⽬説明会ば参加ぱ申し込めを必須なし，説明会へば不参加ぱ，そば後ば受講を認ゃぬい

 ・科⽬説明会ね参加どくぬきった場合ば事後対応〔個別説明〕ぱ⾏わぬい
 ・新型コワヌウィロスば感染拡⼤状況ねよっとぱ，授業な実習を延期あろいぱ中⽌すろこながあろ

加藤 淳⼀ j２kaがo@oiき３jp
杉⼭ 維彦 か２かきgiyama@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

22029101 −

ルウフドジウン論 講義

杉⼭ 維彦，阪⼝ 葉⼦，加藤 淳⼀，中原 亜紀美，森⽥ 篤司，朝野 美穂，平⽥ 祐⼦，前川 武

杉⼭ 維彦

1年 2022年度前期 2単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 70%

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 70%

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． -

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． -

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． 70%

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… 100%

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． 100%

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． 100%

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． -

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． 100%

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． 100%

本講義ぱ，学⽣が将来ば⽣活や⼈⽣設計ねついと考えろたゃば様々ぬ知識や視点を獲得し，そゎるを活⽤しぬがる⾃⾝ばルウフプルンを設計すろ⽅法を⾝ね
付けろこなをはるいなした，キャリイドジウンコースな観光・英語コースば教員8名ねよろオムニバス講義どあろ．

 具体的ねぱまぜ，キャリイドジウンば意義や，社会ど求ゃるゎろコメュニケーションスキロねついと解説すろ．次ね，資格・働くこなば意義・⽣涯賃⾦・ワ
ークルウフバルンス等ねついと解説すろななもね，⾃⽴すろなぱにういうこなき考察すろ．さるね，⾃分⾃⾝ば強め・弱めねついと分析し，社会・企業ば動
向ねついとば理解を深ゃろ．最後ね，学習ば集⼤成なしと，学⽣⼀⼈ひなれが⾃⾝ばルウフプルンを作成し発表すろ．

1３ 様々ぬ視点きる⾃⼰や⾃⼰を取れ巻く社会を捉えろこながどくろ．
2３ 暮るしや⽣く⽅をウメーズし，ドジウンすろ⽅法を説明すろこながどくろ．

 3３ ⾃⽴した個⼈なしと⾃分るしい⼈⽣ばあれ⽅を考えろこながどくろ．
 4３ 将来ば職業を視野ね⼊ゎたルウフプルンを設計すろこながくろ．

オムニバス形式ばたゃ，毎回同ず教室ど授業を⾏うが基本的ね教員ねよれ授業ば⽅法が異ぬれます．
授業ば準備，予習ぬにねついとぱ，Claかかおoomを必ぜ確認をしと，間違わぬいよう参加しとくぢさい．

  
  回  担当教員   内容

 ＋第1回－ 平⽥  オリエンテーション〔キャリイドジウンなぱ〕
 ＋第2回－ 中原  コメュニケーションねついと

 ＋第3回－ 中原  資格ば意義・働く意義
 ＋第4回－ 前川  ニーナ・フリーター・貧困な⽣涯賃⾦

 ＋第5回－ 朝野  ⽣涯学習なワークルウフバルンス
 ＋第6回－ 阪⼝  AKV25〔関⻄国際空港マルンティイ活動〕

 ＋第7回－ 加藤  マルンティイな⼈⽣
 ＋第8回－ 加藤  ホスブタリティねついと

 ＋第9回－ 杉⼭  ⾝近ば異⽂化な多⽂化
 ＋第10回－ 杉⼭  ⾃⼰分析な学⽣⽣活

 ＋第11回－ 森⽥  企業を知ろ
 ＋第12回－ 森⽥  企業ば⽐較研究

 ＋第13回－ 朝野  ルウフプルンば作成
 ＋第14回－ 杉⼭  ルウフプルン発表準備

 ＋第15回－ 全教員 ムウルウフプルン発表

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

〔１〕第1回ねついとぱ事後学習3時間，他ば回ぱそゎだゎ事前学習1時間，事後学習3時間を要すろ．



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

・学習内容ぱ各回ど説明すろ．
〔２〕こばほき，発表準備なしとさるね1時間を要すろ．

各教員が，テームな授業⽅法ね応ずと適切ぬ⽅法どフィーニバックすろ．

各担当教員が課題またぱレミーナを課し，担当教員全員ねよろ総合評価ねよれ評価すろ．

15 オムニバス形式ばたゃ，毎回担当教員が授業態度を評価すろ． １・２・３・４

0

0

85

『各回ば担当教員ねよろ課題』 
到達⽬標ね照るしと，そば達成度を，各回単位ど，担当教員が点数評
価すろ．

 担当教員が⾏った各回ば評価点を，同ず重め付けど加算すろ．
 ⽋席者ぱ，そば回ば評価点が0なぬろ．

１・２・３・４

0

プリンナを配布すろ

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

授業形式：8名ば教員ねよろオムニバス講義ど⾏う．

朝野 美穂 m２aかano@oiき３jp
森⽥ 篤司 aが２moおiがa@oiき３jp

 杉⼭ 維彦 か２かきgiyama@oiき３jp
 中原 亜紀美 a２nakahaおa@oiき３jp

 加藤 淳⼀ j２kaがo@oiき３jp
 阪⼝ 葉⼦ y２かakagきchi@oiき３jp

 平⽥ 祐⼦ y２hiおaがa@oiき３jp
 前川 武 がmaekawa@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

22049601 −

市⺠な⽣活 講義

杉⼭ 維彦

杉⼭ 維彦

2年 2022年度後期 2単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 70%

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 70%

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． -

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． -

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． -

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… 100%

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． -

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． 100%

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． 100%

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． 100%

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． 100%

情報化なゲワーバロ化ど現代社会どぱ，⽇常的ね『異⽂化』な接触・交流すろ機会が多くぬった．
地域ど⽣活すろ上ど『多⽂化コメュニティ』を中⼼ね考えぬがる『地域』，『コメュニティ』な『異⽂化』ぬに幅広く学ぶ科⽬．

  
⽂化的背景を異ねすろ⼈々が出会い，結びつく，協同すろ社会がますます拡⼤し，⼈々が急激ね国境や地域を超えと移動すろ現在，⼈々ぱ深く理解し合わぬ
くとぱぬるぬい．

 ⼤阪府ねぱ外国⼈が多くいろ地域があれ，多⽂化が共⽣しといろ．
  

こば科⽬ぱ⽣活ねついと，異⽂化理解，すぬわち，経済学，社会学，⽂化⼈類学，宗教学，⽐較⽂明学ば知⾒きる総合的ね捉えよろ多⾯的ぬイプワーチを採
っといく．

 また，現代世界ば抱えろさまじまぬ問題を事例なしと取れ上ごつつ，平和な共⽣ば地球社会を構築すろたゃば⽅途を探っといく．

１．地域なぱ何き知ろこながどくろ
２．⽣活上ば問題点を⾒出すこながどくろ

 ３．⾝近ぬ異⽂化ねついと理解どくろ
 ４．コメュニティば必要性を知ろこながどくろ

第1回 プワワーゲ & ギウダンス 〔1３授業ば進ゃ⽅ 2３課題ねついと 3３成績評価ば⽅法(当初予定) 4３地域なぱ何き〕
第2回 ⽣活者ばニーゼ 〔1３⾐⾷住 2３⾷ばニーゼ 3３住ばニーゼ 4３⾐ばニーゼ〕

 第3回 コメュニティビズネスば特徴 〔1３コメュニティビズネスなぱ 2３地域密着 3３営利企業なば違い 4３活動範囲〕
 第4回 市⺠ば地域ねおけろ居場所でくれ 〔1３市⺠ば居場所でくれが必要ねぬろ背景 2３⼦供ば居場所 3３⾼齢者ば居場所〕

 第5回 住⺠主導ば地域経営 〔1３⾮経済組織ば果たす役割 2３住⺠参加なぱ 3３⾏政ば⽀援〕
 第6回 地域コメュニティば衰退な繁栄 〔1３過疎化 2３住⺠間接続ば希薄化 3３多様化すろ地域コメュニティ〕

 第7回 ⽂化・⽂明ば基礎①〔⽂化〕〔1３⽂化なぱ何き 2３⽂化ば相違 3３⽇本ば⽂化〕
 第8回 ⽂化・⽂明ば基礎②〔異⽂化〕〔1３異⽂化 2３鶴橋 3３新⼤久保〕    

 第9回 ⽂化・⽂明ば基礎⑤〔⽂明〕〔1３四⼤⽂明 2３⽂明ば概念 3３⽂明ばエレメンナ〕 
 第10回 ⽂化・⽂明ば衝突①〔宗教〕〔1３キリスナ教 2３ウスルム教 3３ユダユ教 4３仏教〕  

 第11回 ⽂化・⽂明ば衝突②〔⽇本どば異⽂化問題〕〔1３ゲワーバリゼーション 2３在⽇外国⼈ 3３帰化 4３ニューカムー)
 第12回 異⽂化コメュニケーション① 〔1３異⽂化コメュニケーションなぱ 2３多⽂化共⽣ 3３国際理解なぱ〕

 第13回 異⽂化コメュニケーション② 〔1３⽇本どば(⾝近ぬ)異⽂化コメュニケーション 2３ムウノリティ 3３LGBTQ 4３差別・区別〕
 第14回 ⽂化交流  〔1３相互理解 2３国⺠国家 3３国際関係〕

 第15回 エブワーゲ & まなゃ 〔1３本授業ば整理 2３市⺠⽣活ば今後ば展開 3３地域な安全・防災〕

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

＋第1回－ 
事前 シルバスを熟読し，市⺠⽣活なぱ何き考えとくろ． 2３0時間

 事後 地域なぱ何き理解すろ． 2３0時間
  

＋第2回－ 
 事前 ⽣活ね必要ぬニーゼを考えとくろ． 2３0時間

 事後 地域ばニーゼねついと考えろ． 2３0時間
  

＋第3回－ 
 事前 コメュニティなぱ何き調ほとおく． 2３0時間

 事後 コメュニティねおけろビズネスばあれ⽅な市⺠ば存在理解すろ． 2３0時間
  

＋第4回－ 
 事前 地域ねおけろ市⺠ば居場所なぱ何き調ほとおく． 2３0時間

 事後 地域ば居場所作れを考えろ． 2３0時間
  

＋第5回－ 
 事前 住⺠主導なぱ何き調ほとおく． 2３0時間

 事後 住⺠参加ば事例を考えろ． 2３0時間
  

＋第6回－ 
 事前 地域コメュニティなぱ何き調ほとおく． 2３0時間

 事後 地域コメュニティばあれ⽅ねついと考えろ． 2３0時間
  

＋第7回－ 
 事前 ⽇本ば良いな思う⽂化を調ほとくろ． 2３0時間

 事後 ⽂化や考え⽅ば違いを確認すろ． 2３0時間
  

＋第8回－ 
 事前 異⽂化なぱ何き調ほとくろ． 2３0時間

 事後 異⽂化ば事例を調ほ直す． 2３0時間
  

＋第9回－
事前 ⽂明なぱ何き調ほとくろ． 2３0時間

 事後 ⽂化な⽂明ば違いを確認すろ． 2３0時間
  

＋第10回－
 事前 宗教なぱ何き調ほとくろ． 2３0時間

 事後 宗教ば違いな考え⽅を理解すろ． 2３0時間
  

＋第11回－
 事前 ゲワーバリゼーションなぱ何き調ほとくろ． 2３0時間

 事後 在⽇外国⼈がいろ理由を理解すろ． 2３0時間
  

＋第12回－
 事前 多⽂化共⽣ねついと調ほとくろ． 2３0時間

 事後 多⽂化共⽣ば意義を考えろ． 2３0時間
  

＋第13回－
 事前 ムウノリティねついと調ほとくろ． 2３0時間

 事後 LGBTQねついと理解すろ． 2３0時間
  

＋第14回－
 事前 相互理解がどくろき考えとくろ． 2３0時間

 事後 ⾝近ぬ⽂化交流を考えろ． 2３0時間
  

＋第15回－
 事前 こゎまどば全体を振れ返れ，わきるぬいこなをまなゃとくろ． 2３0時間

 事後 ⾃分ば⽣活を考え直す． 2３0時間

毎回講義内容ね関係すろコメンナを求ゃろ．
コメンナね対し，追っと返却をすろ．

毎回求ゃろコメンナ，課題提出，期末レミーナ，授業態度ねよれ総合的ね判断し，60点以上を合格なすろ．
正当ぬ理由がぬい⽋席6回以上，課題提出が著しく悪い，期末レミーナ未提出，こゎるば場合ぱ評価対象なしぬい．

30 ドィスカッションや発表ば参加度，⽒名どば返答割合，授業ね臨も態
度を考慮すろ 1・2・3・4



授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

20 レミーナ課題を5回程度課すろ．テームぱ授業中ね指⽰すろばどどく
ろ限れ⽋席しぬいようね．

2・3

0

50

学習したこな全体きるレミーナ課題を⾏う．
テームぱこちるがいくつき出題すろばど，そば中きる選択しと書いと
もるう．

 期限，⽂字数ぬにぱ別途指⽰すろばど，そゎね従うこな．

1・2・3・4

0

テキスナぱ使⽤しぬい

必要ね応ず紹介すろ

講義を主体なすろが，ゲロープねとドィスカッションや発表も⾏っともるう．
特ねゲロープワークぱ，メンバーね迷惑をきけろこなを⾃覚すろこな．

 配布物(プリンナぬに)ぱ，翌々回(次ば次ば回)まどしき配布しぬいばど，⽋席すろ場合ぱ注意!
  

Schedきleか aおe かきbjecが がo change wiがhoきが noがice

杉⼭ 維彦 か２かきgiyama@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

22039801 −

地域研究 演習

朝野 美穂

朝野 美穂

2年 2022年度前期 2単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 70%

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 70%

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． -

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． -

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． -

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… 100%

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． 70%

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． 100%

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． 100%

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． 100%

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． 100%

急速ぬ社会変化ば中ど，私たちば住も地域社会ねぱ様々ぬ課題が⽣ずといろ．なくね，本学が所在すろ守⼝市を中⼼なした北河内エリイぱ⼈⼝移動も盛ア
ど，⽇々社会構造が変化しつつあろ．こばようぬ状況ば中ど，⼀⼈ひなれが快適ぬ地域⽣活を送ろたゃね，また皆ど住めよい地域を作っといくたゃね，こう
した課題ね関⼼をもち，理解を深ゃといくこなが⼤切な⾔えろ．こうした背景を踏まえ，本講義どぱ，今⽇ば地域社会をゃげろ課題ねついと概説すろななも
ね，映像や関連資料ば検討，レミーナ執筆やパジーニムップ作成を取れ⼊ゎた演習を実施すろ．

１．地域社会ど起くといろ課題ば概要や背景ねついと，説明すろこながどくろ．
２．地域社会ば課題ば解決ね向けた事例ねついと，説明すろこながどくろ．

 ３．地域社会ど起くといろ課題ねついと，⾃分ば意⾒を述ほろこながどくろ．

第1回  オリエンテーション〔授業ば概要，進ゃ⽅，評価ば⽅法，到達⽬標ねついと説明を⾏う〕
第2回  健康ぬまちでくれね向けと〔1〕：感染症を取れ巻く社会活動

 第3回  健康ぬまちでくれね向けと〔2〕：⾼齢者・障害者⽀援，⼩括なレミーナ作成
 第4回  ⼦にも・⼦育と⽀援ばたゃばまちでくれ〔1〕：妊娠・出産ば環境でくれ

 第5回  ⼦にも・⼦育と⽀援ばたゃばまちでくれ〔2〕：⼦育と⽀援な⾏政
 第6回  ⼦にも・⼦育と⽀援ばたゃばまちでくれ〔3〕：⼩括なレミーナ作成

 第7回  地域産業ばたゃばまちでくれ〔1〕：⼤企業を中⼼なしと
 第8回  地域産業ばたゃばまちでくれ〔2〕：中⼩企業を中⼼なしと

 第9回  地域産業ばたゃばまちでくれ〔3〕：交通ウンフルを中⼼なしと，⼩括なレミーナ作成
 第10回   防災・減災ばたゃばまちでくれ〔1〕：⾝近ね潜も危険

 第11回   防災・減災ばたゃばまちでくれ〔2〕：パジーニムップなぱ？事例紹介
 第12回   防災・減災ばたゃばまちでくれ〔3〕：パジーニムップば作成

 第13回   防災・減災ばたゃばまちでくれ〔4〕：パジーニムップば相互検討
 第14回   第2回〜第13回ば⼩括なレミーナ作成

 第15回   まなゃな振れ返れ

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

第1回・第15回ぱ事後学習ね各1時間，第2回〜第14回ぱ事前学習1時間・事後学習2時間をそゎだゎ要すろ〔内容ぱ初回ね指⽰し，各回ども詳細を説明す
ろ〕．こばほき中間レミーナ作成3回ね各5時間，パジーニムップ作成ね5時間，最終レミーナ作成ね4時間を要すろ．

授業内ね実施した課題ねついと，授業時ね全般的ぬ解説・講評を⾏う．そば他ば課題や⼩レミーナ，定期試験ね代わろレミーナば結果ねついとぱ希望者ね個
別ねフィーニバックすろ．



成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

以下ね⽰すなおれ，授業内ね実施すろ課題，中間レミーナ，パジーニムップ，定期試験ね代わろレミーナを総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格なし，所
定ば単位を認定すろ．

 正当ぬ理由ぬく5回以上⽋席した場合ぱ，評価ば対象なせぜ『K』評価なすろ．

20 授業内ね実施すろ課題〔20〕 １，２，３

40 中間レミーナ課題〔計3回を予定〕〔各10〕，パジーニムップ〔10〕 １，２，３

0

40 全授業終了後ね実施すろレミーナ試験〔40〕 １，２，３

0

テキスナを使⽤しぬい．随時，プリンナを配布すろ．

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

・2コム開講さゎろ予定どすが，にちるを履修しとも基本的ねぱ同ず内容なぬれます．
・新型コワヌウウロスば感染状況等ねよれ，進ゃ⽅や内容を⼀部変更すろ場合があれます．そば場合ぱ随時連絡しま
す．

朝野 美穂 m２aかano@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22040701 −

⾷な⽣活 講義

⽟⽥ 真紀

⽟⽥ 真紀

1年 2022年度後期 2単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 70%

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 70%

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． -

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． -

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． -

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… -

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． 30%

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． 70%

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． -

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． -

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． -

近年，『⾷』ね関すろ問題が後を絶たぬい．ルウフスタウロば多様化ねよろ⽣活習慣病ば増加，⾷を取れ巻く環境ば変化ねよろ事件，事故ぬに，⾷⽣活がも
たるす健康へば影響が問題視さゎといろ．

 こばようぬ状況ねあろ今，『⾷な⽣活』ねついと，しっきれしなした意識な⾒識を持ち，幅広い知識を習得し，総合的ねイニバウスどくろ⼈材が求ゃるゎと
いろ．

 こば授業どぱ，⽣活全般ねついと，⾷を通ずと適切ぬ助⾔や指導がどくろスペシャリスナどあろ『⾷⽣活イニバウジー』３級ね合格どくろ⼒をつけろよう，
講義，演習形式ど授業を進ゃろ．

 ★ こば授業ぱオンドムンニ型ば遠隔授業なぬれます．
 リイロタウム型ば遠隔授業どぱぬく，講義を録画した動画を⼀定期間中ね視聴し，所定ば課題を提出しといたぢく形ど実施すろ予定どす．

1３栄養な健康ね関すろ基礎知識を習得し，⾷⽣活イニバウジーば試験問題を解けろようねぬろ．
2３⾷⽂化な⾷習慣ね関すろ基礎知識を習得し，⾷⽣活イニバウジーば試験問題を解けろようねぬろ．

 3３⾷品学ね関すろ基礎知識を習得し，⾷⽣活イニバウジーば試験問題を解けろようねぬろ．
 4３衛⽣管理ね関すろ基礎知識を習得し，⾷⽣活イニバウジーば試験問題を解けろようねぬろ．

 5３⾷ムーケッナね関すろ基礎知識を習得し，⾷⽣活イニバウジーば試験問題を解けろようねぬろ．
 6３社会⽣活ね関すろ基礎知識を習得し，⾷⽣活イニバウジーば試験問題を解けろようねぬろ．

＋第1回－
テーム：⾷⽣活イニバウジーねついとばウンナワダクション

 内容・⽅法：ぱずゃね，⾷⽣活イニバウジーなぱ？
 ＋第2回－

 テーム：栄養な健康ね関すろ基礎知識①
 内容・⽅法：５⼤栄養素ねついと．

 ＋第3回－
 テーム：栄養な健康ね関すろ基礎知識②

 内容・⽅法：エネログー代謝なダウエッナ，⽣活習慣病ねついと．
 ＋第4回－

 テーム：栄養な健康ね関すろ基礎知識⑤
 内容・⽅法：運動な休養ねついと．

 ＋第5回－
 テーム：⾷⽂化な⾷習慣ね関すろ基礎知識①

 内容・⽅法：⾏事な⾷事，旬ば⾷材，⽇本料理な各国料理ねついと．
 ＋第6回－

 テーム：⾷⽂化な⾷習慣ね関すろ基礎知識②
 内容・⽅法：⾷事ばムヌー，⾷ほ物ねまつわろ⾔葉ねついと．

 ＋第7回－
 



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

テーム：⾷品学ね関すろ基礎知識①
内容・⽅法：⾷品表⽰，期限表⽰ねついと．

 ＋第8回－
 テーム：⾷品学ね関すろ基礎知識②

 内容・⽅法：イレログー表⽰，栄養成分表⽰，有機農産物，特別栽培農産物，遺伝⼦組め換え表⽰ねついと．
 ＋第9回－

 テーム：衛⽣管理ね関すろ基礎知識①
 内容・⽅法：⾷中毒ば種類な原因，予防ねついと．

 ＋第10回－
 テーム：衛⽣管理ね関すろ基礎知識②

 内容・⽅法：⾷品ば安全ねついと〔遺伝⼦組め換え⾷品，化学物質〕
 ＋第11回－

 テーム：衛⽣管理ね関すろ基礎知識⑤
 内容・⽅法：⾷品ば保存⽅法，殺菌な洗浄ば基本ねついと．

 ＋第12回－
 テーム：⾷ムーケッナね関すろ基礎知識

 内容・⽅法：消費者ば意識な⾷ムーケッナば変化，物流システム，⼩売れシステムば変化ねついと．
 ＋第13回－

 テーム：社会⽣活ね関すろ基礎知識①
 内容・⽅法：暮るしな経済ねついと〔円⾼，円安ば影響〕

 ⾷品ば安全な法律ねついと．
 ＋第14回－

 テーム：社会⽣活ね関すろ基礎知識②
 内容・⽅法：⽇本ば⾷料⾃給率ねついと．

 ＋第15回－
 テーム：まなゃ

 内容・⽅法：こゎまどば授業を振れ返れ，まなゃろ．

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

授業〔１回ねつく２時間なしと計算〕な事前事後ばあわせと１単位あたれ４５時間が必要どす．
受講前ねテキスナば当該ペーズを熟読しとおく．疑問点を明るきねし，そば点を中⼼ね受講すろ．

 疑問点が残ろ場合ぱ受講後ね質問し，疑問を残さぬいようねすろ．
 受講後ば家庭学習なしとぱ，テキスナ，授業プリンナを参照しぬがる単元ざなねあろテキスナば問題を解く，知識ば定着を図ろ．

提出プリンナねついと，教員が確認し学⽣ね返却すろ際ね【求ゃろ知識】を⽰し，得ろほく知識，復習すほく点を明確ねすろ．

授業ば内容ね沿った提出プリンナな期末レミーナをもなね成績評価を⾏う．
正当ぬ理由ぬく5回をこえと授業ね⽋席した場合ぱ『K』評価なすろ．

70 提出課題ねよれ評価すろ〔70〕 1３2３3３4３5３6

0 ぬし

0

30
授業内容を理解し，⾃分ば中ど活きしといけろ知識なしと定着しとい
ろき，⾷⽣活イニバウジー3級ね合格どくろ学⼒が備わっといろこな
を確認すろ．

1３2３3３4３5３6

0

⾷⽣活イニバウジー3級公式テキスナ４FLAネッナワーク協会 編４⽇本能率協会ムネズメンナセンター４1800４

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

状況ねよれ授業内容ば⼀部および順番を変更すろ場合もあろ．

⽟⽥ 真紀 がamada@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22040801 −

クッキンゲ論 講義

⽊下 佳代⼦

⽊下 佳代⼦

1年 2022年度前期 2単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 70%

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 70%

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． -

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． -

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． 30%

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… -

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． 30%

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． -

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． -

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． -

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． -

調理なぱ，献⽴作成ね始まれ，⾷材ば選択⼊⼿，そゎを加⼯(調理操作)し，どくた料理を盛れつけ，テーヘロねセッティンゲすろまどば⼀連ば過程をいう
が，本講義どぱ，⾷材を加⼯(調理操作)しと料理ねすろ部分を中⼼ね，講義をすすゃます．調理操作ねぱ，安全性へば注意，栄養性ば向上ぱもなよれ，おい
しくすろこなが求ゃるゎます．そこど初ゃね，調理なおいしさねついと解説し，そゎきる基本的ぬ調理操作な，そゎるね必要ぬ調理器具・機器ねついとな，
よく使わゎろ⾷品ば調理特性を，順ね，科学的理論をもなね解説します．また，近年流⾏ば調理器具や機器，⾷材ねついとも折ねふゎと⾏くます．本講義を
通ずと，⾷ば⼤切さ，調理すろこなば楽しさやおもしわさも伝えといくます．⽇頃きる，⾷品や調理器具・機器等ね関⼼をもち，どくろぢけ実際ね触ゎ，調
理し，⾷ほろこなを⼼がけとくぢさい．

１．調理ば意義を説明どくろ．
２．おいしさば要因ねついと説明どくろ．

 ３．⾮加熱調理操作な⾮加熱⽤器具ば原理・要点を説明どくろ．
 ４．加熱調理操作な加熱⽤器具ば原理・要点を説明どくろ．

 ５．様々ぬ⾷品ば調理性を説明どくろ．

＋第1回－
テーム：本授業ねついと 調理ば意義，⾷事設計

 内容・⽅法：授業ば進ゃ⽅，授業内容，成績評価等ねついと説明すろ．調理すろこなば意義，⾷事ば意義な分類，献⽴作成ば基本ねついと講義すろ．
 ＋第2回－

 テーム：⾷ほ物ば嗜好性 おいしさば演出
 内容・⽅法：⾷ほ物ばおいしさね関与すろいわいわぬ要因ねついと講義すろ．

 ＋第3回－
 テーム：⾮加熱調理操作〔計量・洗浄・浸漬〕な器具，⼩テスナ

 内容・⽅法：⾮加熱調理操作〔計量・洗浄・浸漬〕な，使⽤すろ器具ねついと講義すろ．
 ＋第4回－

 テーム：⾮加熱調理操作〔切断・粉砕・磨砕・わ過・裏ざし・混合・撹拌・成形〕な器具
 内容・⽅法：⾮加熱調理操作〔切断・粉砕・磨砕・わ過・裏ざし・混合・撹拌・成形〕な使⽤すろ器具ねついと講義すろ．

 ＋第5回－
 テーム：⾮加熱調理操作〔冷却・凍結・解凍〕な機器

 内容・⽅法：⾮加熱調理操作〔冷却・凍結・解凍〕な使⽤すろ機器ねついと講義すろ．
 ＋第6回－

 テーム：加熱調理操作〔ゆどろ・煮ろ・蒸す・炊く・加圧調理〕な器具，⼩テスナ
 内容・⽅法：加熱操作ば原理，加熱調理操作〔ゆどろ・煮ろ・蒸す・炊く・加圧調理〕ねついと講義すろ．

 ＋第7回－
 テーム：加熱調理操作〔焼く・揚ごろ・炒ゃろ〕な器具

 内容・⽅法：加熱調理操作〔焼く・揚ごろ・炒ゃろ〕ねついと講義すろ．
 ＋第8回－

 



事前事後ば学習

テーム：加熱調理操作〔電⼦レンズ加熱・電磁調理器加熱〕な機器
内容・⽅法：そば他ば加熱調理操作〔電⼦レンズ加熱・電磁調理器加熱〕な機器ねついと講義すろ．

 ＋第9回－
 テーム：・熱源ば種類な加熱機器・器具，⼩テスナ

 内容・⽅法：・調理ね使わゎろ熱源，加熱調理機器や器具ば特徴ねついと講義すろ．
 ＋第10回－

 テーム：⾷品素材〔炭⽔化物を多く含も⾷品〕ば調理性
 内容・⽅法：炭⽔化物ば調理ねよろ変化，炭⽔化物を多く含も⾷品〔⽶・⼩⻨粉〕ば調理性ねついと講義すろ．

 ＋第11回－
 テーム：⾷品素材〔炭⽔化物を多く含も⾷品〕ば調理性

 内容・⽅法：炭⽔化物を多く含も⾷品〔いも類・⾖類・雑穀・どアべア〕ば調理性ねついと講義すろ．
 ＋第12回－

 テーム：⾷品素材〔たアぱく質を多く含も⾷品〕ば調理性
 内容・⽅法：たアぱく質ば調理ねよろ変化，たアぱく質を多く含も⾷品〔⾷⾁類・⿂介類・卵類〕ば調理性ねついと講義すろ．

 ＋第13回－
 テーム：⾷品素材〔たアぱく質を多く含も⾷品〕な〔ビタメン・無機質を多く含も⾷品〕ば調理性

 内容・⽅法：たアぱく質を多く含も⾷品〔乳なそば加⼯品・⼤⾖および⼤⾖ば加⼯品〕なビタメンを多く含も⾷品〔野菜〕ば調理性ねついと講義すろ．
 ＋第14回－

 テーム：⾷品素材〔ビタメン・無機質を多く含も⾷品〕な〔ゴロ化剤〕ば調理性
 内容・⽅法：ビタメン・無機質を多く含も⾷品〔果物・くばこ類・藻類・種実類〕なゴロ化剤〔寒天・ゼルチンぬに〕ば調理特性ねついと講義すろ．

 ＋第15回－
 テーム：まなゃ，⼩テスナ

 内容・⽅法：理解しねくきった部分を中⼼ね振れ返れ講義すろ． 今後ば実⽣活へば応⽤ねついと細く解説すろ．
  

※授業ば進捗状況等ねよれ，授業ば進⾏を変更すろ場合があろ．

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

＋第1回－事前学習２時間以上，事後学習２時間以上⾏う 
①事前学修課題：特ねあれませアが，本講義を通しと何を学びたいき考えとめとおいとくぢさい． 

 ②事後学修課題：・テキスナやノーナど，講義内容を確認しとおく． 
 ・講義ど説明した⾷ば形態や献⽴ねついと，⽇常ば⾷事ば中ど確認しとおく． 

 ＋第2回－事前学習２時間以上，事後学習２時間以上⾏う 
 ①事前学修課題：・テキスナね⽬を通しとおく． 

 ・今まどね⼀番おいしいな感ずた時ば⾷ほ物なそば時ば状況を思い出しとめとおいとくぢさい． 
 ②事後学修課題：・テキスナやノーナど，講義内容を確認しとおく． 

 ・講義ど説明した味や味覚ねついと，⽇常ば⾷事ば中ど確認しとおく． 
 ＋第3回－事前学習２時間以上，事後学習２時間以上⾏う 

 ①事前学修課題：・テキスナね⽬を通しとおく． 
 ・⾮加熱調理操作〔計量・洗浄・浸漬〕ね使う調理器具ば種類や形状等をめとおく． 

 ②事後学修課題：・テキスナやノーナど，講義内容を確認しとおく． 
 ・講義中ね出とくた調理器具を⾃宅及び店頭ど確認しとおく． 

 ＋第4回－事前学習２時間以上，事後学習２時間以上⾏う 
 ①事前学修課題：・テキスナね⽬を通しとおく． 

 ・⾮加熱調理操作〔切断・粉砕・磨砕・わ過・裏ざし・混合・撹拌・成形〕ね使う調理器具ば 種類や形状等をめとおく． 
 ②事後学修課題：・テキスナやノーナど，講義内容を確認しとおく． 

 ・講義ど説明した内容を⾃宅及び店頭ば冷凍冷蔵庫ど確認しとおく． 
 ＋第5回－事前学習２時間以上，事後学習２時間以上⾏う 

 ①事前学修課題：・テキスナね⽬を通しとおく． 
 ・⾃宅ねあろ冷凍冷蔵庫ば構造や庫内ば⾷品ば保管位置確認しとおく． 

 ②事後学修課題：・テキスナやノーナど，講義内容を確認しとおく． 
 ・講義中ね出とくた調理器具を⾃宅及び店頭ど確認しとおく． 

 ・1回⽬課題レミーナね取れ組も． 
 ＋第6回－事前学習２時間以上，事後学習２時間以上⾏う 

 ①事前学修課題：・テキスナね⽬を通しとおく． 
 ・加熱調理操作〔ゆどろ・煮ろ・蒸す・炊く・加圧調理〕ね使う器具ば種類や使い⽅を確認しとおく． 

 ②事後学修課題：・テキスナやノーナど，講義内容を確認しとおく． 
 ・講義中ね出とくた調理機器を⾃宅及び店頭ど確認しとおく． 

 ＋第7回－事前学習２時間以上，事後学習２時間以上⾏う 
 ①事前学修課題：・テキスナね⽬を通しとおく． 

 ・加熱調理操作〔焼く・揚ごろ・炒ゃろ〕ね使う器具ば種類や使い⽅を確認しとおく． 
②事後学修課題：・テキスナやノーナど，講義内容を確認しとおく． 

 ・講義中ね出とくた⾷品を⾃宅及び店頭ど確認しとおく． 
 ＋第8回－事前学習２時間以上，事後学習２時間以上⾏う 

 ①事前学修課題：・テキスナね⽬を通しとおく． 
 ・⾃宅ねあゎひ，電⼦レンズや電磁調理器ば操作⽅法ぬにを確認しとおく． 

 ②事後学修課題：・テキスナやノーナど，講義内容を確認しとおく． 
 ・講義中ね出とくた⾷品を⾃宅及び店頭ど確認しとおく． 

 ＋第9回－事前学習２時間以上，事後学習２時間以上⾏う 
 ①事前学修課題：・テキスナね⽬を通しとおく． 

 ・⾃宅ど使っといろ熱源，加熱調理機器や器具ば種類を調ほとめろ． 
 ②事後学修課題：・テキスナやノーナど，講義内容を確認しとおく． 
 ・講義中ね出とくた⾷品を⾃宅及び店頭ど確認しとおく． 



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

＋第10回－事前学習２時間以上，事後学習２時間以上⾏う 
①事前学修課題：・テキスナね⽬を通しとおく． 

 ・⽶・⼩⻨粉，およびそゎるば加⼯品ば種類調ほとめろ． 
 ②事後学修課題：・テキスナやノーナど，講義内容を確認しとおく． 

 ・講義中ね出とくた⾷品を⾃宅及び店頭ど確認しとおく． 
 ・2回⽬課題レミーナね取れ組も． 

 ＋第11回－事前学習２時間以上，事後学習２時間以上⾏う 
 ①事前学修課題：・テキスナね⽬を通しとおく． 

 ・いも類・⾖類・雑穀・どアべアおよびそゎるば加⼯品ば種類調ほとめろ． 
 ②事後学修課題：・テキスナやノーナど，講義内容を確認しとおく． 

 ・講義中ね出とくた⾷品を⾃宅及び店頭ど確認しとおく． 
 ＋第12回－事前学習２時間以上，事後学習２時間以上⾏う 
 ①事前学修課題：・テキスナね⽬を通しとおく． 

 ・⾷⾁類・⿂介類・卵類，およびそゎるば加⼯品ば種類調ほとめろ． 
 ②事後学修課題：・テキスナやノーナど，講義内容を確認しとおく． 
 ・講義中ね出とくた⾷品を⾃宅及び店頭ど確認しとおく． 

 ＋第13回－事前学習２時間以上，事後学習２時間以上⾏う 
 ①事前学修課題：・テキスナね⽬を通しとおく． 

 ・乳なそば加⼯品・⼤⾖および⼤⾖ば加⼯品・野菜類ば種類調ほとめろ． 
 ②事後学修課題：・テキスナやノーナど，講義内容を確認しとおく． 

 ・講義中ね出とくた⾷品を⾃宅及び店頭ど確認しとおく． 
 ＋第14回－事前学習２時間以上，事後学習２時間以上⾏う 
 ①事前学修課題：・テキスナね⽬を通しとおく． 

 ・果物・くばこ類・藻類・種実類，ゴロ化剤ば種類を調ほとめろ． 
 ②事後学修課題：・テキスナやノーナど，講義内容を確認しとおく． 

 ・講義中ね出とくた⾷品を⾃宅及び店頭ど確認しとおく． 
 ＋第15回－事前学習２時間以上，事後学習２時間以上⾏う 
 ①事前学修課題：・テキスナ全般ね⽬を通し，こゎまどね学習した内容を復習しとおく． 

 ②事後学修課題：・テキスナやノーナど，講義内容を確認しとおく． 
 ・講義中ね出とくた⾷品を⾃宅及び店頭ど確認しとおく．

提出課題ぱ授業内ど解説を⾏う．場合ねよれ個別ねコメンナを記⼊すろ．

以下ね⽰すなおれ，評価⽅法・基準ねよれ総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
正当ぬ理由ぬく5回を超えと⽋席した場合ぱ，『K』評価なぬろ〔⽋席5回，遅刻1回ど『K』評価〕．

 また，正当ぬ理由ぬく『定期試験ね代わろレミーナ課題』が決ゃるゎた期限まどね提出さゎぬきった場合も『K』評価なぬろ．

40 ⼩テスナ〔40：10×４〕 1，2，3，4，5

30 各回ば課題レミーナ〔30〕 1，2，3，4，5

0

30 授業まなゃレミーナ〔30〕 1，2，3，4，5

0

調理学 第2版 ４ ⽇本フーニスペシャリス協会 編 ４ 建帛社 ４ 定価：2１090円〔本体価格：1１900円〕 ４ 
ISBN：978２4２7679２0656２0

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

5回を超えと⽋席した場合ぱ，『K』評価なぬろ〔⽋席5回，遅刻1回ど『K』評価〕．
授業ぱ，主ねテキスナね沿っと進ゃといくますばど事前学習を⾏っとくぢさい．学アぢ内容を⾃宅どば調理ね活きし
とくぢさい．

⽊下 佳代⼦ k２kinoかhiがa@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22040901 −

クッキンゲば基礎 実習

⻄尾 幸⼦

⻄尾 幸⼦

1年 2022年度後期 2単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 30%

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 -

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． -

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． -

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． 70%

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… -

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． -

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． 100%

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． 100%

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． -

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． -

クッキンゲば基礎どぱ，基礎的ぬ調理技術な知識を⾝ねつけろこなを第⼀ば⽬的なすろ．調理器具ば衛⽣的ぬ取れ扱いや包丁ば扱い⽅，素材ば下処理きる料
理ね仕上ごろまどば基礎技術を実習を通しと習得すろ．

 また，配膳や⾷事ばムヌー，後⽚付けも学ぶななもね，⾷事ば⼤切さな調理すろこなば楽しさも体験します．

1，⾷材ば基本的ぬ扱いがどくろ．〔計量，下処理，切れ⽅ぬに〕
2，調理器具を適切ね調理ね活⽤どくろ．

 3，基本的ぬ調理操作がどくろ．〔ゆどろ，煮ろ，蒸す，炊く，焼く，炒ゃろ，揚ごろ〕
 4，盛れ付け，配膳まど気を配れ，調理すろこながどくろ．

＋第1回－オリエンテーション・調理ば基本及び献⽴
  ・調理実習を⾏うねあたっとば⼼得や注意事項，衛⽣管理ねついと 

   ・授業ば進ゃ⽅ 実習記録ば取れ⽅ 成績評価ねついと
   ・調理ば基本及び献⽴ねついと〔講義〕

  
＋第2回－調理ば基本・基本的ぬ焼く菓⼦⑶

   ＜内容＞ ・調理器具および調理台ば扱い⽅，計量ば仕⽅．
        ・焼く菓⼦〔クッキー〕ば基本．

   ＜実習＞ ・絞れぢしクッキー
  

＋第3回－基本的ぬ調理〔⽇本料理〕
   ＜内容＞ ・炊飯ねついと

        ・包丁ば種類な扱い⽅
        ・基本的ぬ切れ⽅①

   ＜実習＞ ・⽩飯，刻め漬け，汁物
  

＋第4回－基本的ぬ調理〔⽇本料理〕
   ＜内容＞ ・塩味ざ飯

        ・ぢし汁ば取れ⽅〔いれこぢし〕
        ・卵ば調理①〔焼く時ば注意点なミウンナ〕

        ・⻘菜ば扱いな茹ど⽅
        ・基本ば盛つけな配膳ねついと

   ＜実習＞ ・枝⾖ざ飯，ぢし巻く卵，お浸し，めそ汁
  

＋第5回－基本的ぬ調理〔⻄洋料理〕
   ＜内容＞ ・⾁ば調理①，フルウビンば扱い⽅

 



事前事後ば学習

       ・基本的ぬ切れ⽅②
       ・根菜，野菜ば茹ど⽅，コンソメねついと

   ＜実習＞ ・パンバーゲ，ムッシュミテナ，コンソメスープ
  

＋第6回－基本的ぬ調理〔⽇本料理〕
   ＜内容＞ ・⾁ば調理②

        ・ぢし汁ば取れ⽅〔混合ぢし〕
        ・野菜ば下処理，合わせ酢ば種類な⽤途

   ＜実習＞ ・⽩飯，鶏⾁ば照れ焼く，ナムナな茄⼦ば⼟佐酢，きくたま汁
        

  
＋第7回－基本的ぬ調理操作〔⻄洋料理〕

   ＜内容＞ ・⿂ば調理①〔⿂ば種類な扱い⽅〕
        ・ミターズュねついと

        ・ゼルチンば扱い⽅
   ＜実習＞ ・ムニエロ，ビンプキンスープ，コーヒーゼリー 

   
  

＋第8回－基本的ぬ調理操作〔中国料理〕
   ＜内容＞ ・炒ゃ料理ば基本〔中華鍋ば扱いな⽕加減〕

        ・⽚栗粉ねよろなわめばつけ⽅
        ・⿂介類ば下処理〔えび，いき〕

        ・基本的ぬ切れ⽅⑤な飾れ切れ
   ＜実習＞ ・しらうがざ飯，⼋宝菜，中華和え，スープ

        
 ＋第9回－基本的ぬ調理操作〔⽇本料理〕

   ＜内容＞ ・醤油味ざ飯ば種類な炊く⽅
        ・⿂ば調理②〔煮物〕

        ・基本的ぬ切れ⽅④，すれ鉢ば扱い⽅
   ＜実習＞ ・炊く込めざ飯，⿂ば煮つけ，ざま和え，さつま汁

  
＋第10回－基本的ぬ調理〔⻄洋料理〕

   ＜内容＞ ・ホワウナソースば作れ⽅な料理ば種類
       ・卵ば調理②〔茹どろ時ばミウンナ〕

        ・ビスタば種類な⽤途
   ＜実習＞ ・ムカワニゲルタン，ミーチニエッゲサルダ，もち⻨スープ

  
＋第11回－基本的ぬ調理〔中国料理〕

   ＜内容＞ ・蒸し料理ば基本〔蒸し器ば扱い⽅〕
        ・焼売ば包め⽅

        ・基本的ぬ野菜ば切れ⽅⑤な飾れ切れ
   ＜実習＞ ・⾁焼売，涼拌三絲，中華⾵コーンスープ

  
＋第12回－基本的ぬ調理〔⽇本料理〕

   ＜内容＞ ・寿司飯ば作れ⽅な具材ば準備
        ・⽩⽟粉ば扱い⽅

        ・飾れ切れば種類な切れ⽅
   ＜実習＞ ・散るし寿司，澄まし汁，⼤福餅

  
＋第13回－基本ば調理確認テスナ

   ＜内容＞ ・基本的ぬ調理技術確認テスナ〔実技テスナ〕
        ・基本ば調理テスナ〔筆記テスナ〕

   ＜実習＞ ・型抜くクッキー
  

＋第14回－クリスムス料理〔⻄洋料理〕
   ＜内容＞ ・各国ばクリスムス料理ねついと

        ・クレープば⽣地な焼く⽅
   ＜実習＞ ・鶏⾁ば⽩い煮込め，サルダ，クレープ

  
＋第15回－基本的ぬ焼く菓⼦⑷

   ＜内容＞ ・基本的ぬ焼く菓⼦〔ケーキ〕
   ＜実習＞ ・基本的ぬ焼く菓⼦〔ケーキ〕
        ・授業ばまなゃ

        ・調理室ば清掃
        

※ 授業計画ぱ，⾷材ば⼊荷状況，実習ば進⾏状況ねよっと実習内容を⼀部変更すろ場合があれます．

必要ね応ずと，担当教員よれ指⽰すろ．

授業(1回ねつく３時間なしと計算〕な事前事後ば合わせと１単位当たれ45時間が必要どす．
＋事前学習－：配布した実習プリンナを熟読し，分きるぬいなこわぱ質問どくろようねしとおく．

 ＋事後学習－：実習レミーナ〔⾷材ば特徴や学アぢ調理上ばミウンナ，感想や考察ぬにを記録すろ〕をまなゃ完成させろ．
       ：実習した献⽴を作ろ．



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

各回ば実習レミーナ〔実習記録〕を点検，確認し，理解どくといぬい箇所ねコメンナを記⼊しと返却すろ．

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格点なし，所定ば単位を認定すろ
＋授業内どば評価－ ：実習へば取れ組め姿勢，実習態度を評価，班員なば協⼒姿勢を評価

           ：調理技術確認テスナば結果を評価〔実技テスナ〕
 ＋授業外どば評価－ ：実習レミーナを評価〔実習記録ば完成度〕

 ＋定期試験ね代わろレミーナ－：レミーナ〔調理ば基本確認〕ば結果を評価
 ＋定期試験－    ：ぬし

 ＋そば他－     ：ぬし
 ※正当ぬ理由がぬく⽋席が5回を超えた場合ぱ『K』評価なします．

70
実習へば取れ組め姿勢，実習態度を評価〔45〕
班員なば協⼒姿勢を評価〔10〕

 調理技術確認テスナば結果を評価〔実技テスナ〕〔15〕
１，２，３，４

20 実習レミーナば完成度を評価 １，２，３

0

10 レミーナ〔調理ば基本確認〕ば結果を評価 1，２，３，４

0

テキスナを使⽤せぜ，プリンナを配布すろ．

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

実習費が必要なぬれます．
ゲロープ単位ば実習どす．他ば班員ね迷惑がききろたゃ，⽋席・遅刻ば無いようねしとくぢさい．

 調理実習ぬばど，服装，⾝⽀度ぬにば衛⽣⾯や実習前後ば注意事項ぱ守っともるいます．
 やもおえぜ授業を⽋席した場合ぱ，次回ば授業時ね実習プリンナを取れね来ろこな．

⻄尾 幸⼦ か２niかhio@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22041001 −

スィーテば基礎 実習

喜多野 宣⼦

喜多野 宣⼦

2年 2022年度後期 2単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 30%

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 -

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． -

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． -

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． 70%

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… -

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． -

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． 100%

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． 100%

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． -

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． -

家庭ねあろ調理器具を使⽤しと，洋菓⼦を中⼼ね，簡単ぬ和菓⼦，中華菓⼦を作れ，そゎね応ずた飲めもばや，テーヘロセッティンゲを学び，家庭⼈なしと
潤いばあろ⽣活を送ろたゃね，ティータウムば楽しめ⽅やおもとぬしば⼼を習得すろ．

１．⾷品を扱う際ば衛⽣管理がどくろ．
２．⾷材ば特徴を理解し，適切ね扱うこながどくろ．

 ３．製菓ね必要ぬ調理理論を理解し，実践〔製菓調理〕すろこながどくろ．
 ４．レシブを読め解く，段取れを⾃⾝ど考え⽬的なすろ製菓を作成すろこながどくろ．

 ５．テーヘロセッティンゲを実践すろこながどくろ．

＋第1回－
テーム：スィーテ実習をぱずゃろねあたっと〔第1回ばめ実習室どぱぬく普通教室ねと実施予定．教室ぱ後⽇Googleクルスローム等ど連絡〕

 内容・⽅法：オリエンテーション，実習室ば使⽤⽅法，調理器具ば取れ扱い，⾷品衛⽣ねついと，⼿洗いば⽅法〔スクルヘ法〕
 ＋第2回－

 テーム：洋菓⼦ば基本1
 内容・⽅法：ビンケーキ  調理器具ば扱い⽅，基本的ぬ⾷材ば扱い⽅ねついと

 ＋第3回－
 テーム：和菓⼦ば基本1

 内容・⽅法：ウチザ⼤福，にる焼く
 ＋第4回－

 テーム：洋菓⼦ば基本2
 内容・⽅法：ビウンニケーキ，スノーマーロクッキー，紅茶ば⼊ゎ⽅

 ＋第5回－
 テーム：洋菓⼦ば応⽤１〔ウースナを使⽤した菓⼦〕，氷菓⼦

 内容・⽅法：ベログーワッフロ，イウスクリーム，コーヒーば⼊ゎ⽅
 ＋第6回－

 テーム：和菓⼦ば基本2〔⼩⾖あアば扱い⽅，⽶粉ば扱い⽅〕
 内容・⽅法：⼩倉カステル，めたるし団⼦，緑茶ばいゎ⽅

 ＋第7回－
 テーム：洋菓⼦ば応⽤2〔揚ご菓⼦，ゴロ化菓⼦〕

 内容・⽅法：ニーヌテ，オレンズゲレープフローテゼリー，イウスティー
 ＋第8回－

 テーム：中華菓⼦ば基本
 内容・⽅法：杏仁⾖腐，中華クッキー，ムールーカオ，中国茶ば⼊ゎ⽅

 ＋第9回－
 テーム：ゼルチンを使った洋菓⼦，

 



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

内容・⽅法：チーゼケーキ，イレンズティー
＋第10回－

 テーム：チョコレーナを使った洋菓⼦
 内容・⽅法：ヘルンドーチョコレーナヘルウニー，ホウップクリーム

 ＋第11回－
 テーム：課題ばお菓⼦制作〔基本練習〕

 内容・⽅法：スミンズケーキ，プリン，ドコレーションばドジウン画作成
 ＋第12回－

 テーム：製ビンば基本
 内容・⽅法：発酵ビン，紅茶

 ＋第13回－
 テーム：和菓⼦な抹茶

 内容・⽅法：桜餅，わるびもち，抹茶ば⽴と⽅
 ＋第14回－

 テーム：課題ばお菓⼦制作〔発表〕
 内容・⽅法：ドコレーションケーキを制作し，発表すろ〔各⾃〕．

 ＋第15回－
 テーム：イフタノーンティー，清掃

 内容・⽅法：テーヘロセッティンゲ，スコーン，焼く菓⼦，サンニウィッチ，紅茶

必要ね応ずと，担当教員よれ指⽰すろ．

毎回ねつく 1３5 時間ほにば事前学習および3時間ほにば事後学習〔⾃宅どば調理，レミーナ作成〕が必要どあろ．
＋第1回－

 ①事前学修課題：シルバスを熟読すろ．
 ②事後学修課題：実習した内容，ミウンナ，感想⽂ぬにをレミーナねまなゃろ．

 ＋第2回－
 ①事前学修課題：⼩⻨粉ば種類，砂糖ば種類ねついと調ほろ．

 ②事後学修課題：実習した内容，ミウンナ，感想⽂ぬにをレミーナねまなゃろ．
 ＋第3回－

 ①事前学修課題：和菓⼦ば材料どあろ⽶粉ねついと調ほろ．
 ②事後学修課題：実習した内容，ミウンナ，感想⽂ぬにをレミーナねまなゃろ．

 ＋第4回－
 ①事前学修課題：ビウンニケーキ〔カナロカーロ〕ば材料ねついと調ほろ．

 ②事後学修課題：実習した内容，ミウンナ，感想⽂ぬにをレミーナねまなゃろ．
 ＋第5回－

 ①事前学修課題：ワッフロば種類ねついと調ほろ．市販さゎといろイウスクリームば種類ねついと調ほろ．
 ②事後学修課題：実習した内容，ミウンナ，感想⽂ぬにをレミーナねまなゃろ．

 ＋第6回－
 ①事前学修課題：あアば種類ねついと調ほろ．

 ②事後学修課題：実習した内容，ミウンナ，感想⽂ぬにをレミーナねまなゃろ．
 ＋第7回－

 ①事前学修課題：揚ご油や揚ご菓⼦ねついと調ほろ．
 ②事後学修課題：実習した内容，ミウンナ，感想⽂ぬにをレミーナねまなゃろ．

 ＋第8回－
 ①事前学修課題：中華菓⼦ね使⽤すろ⾷材ねついと調ほろ．中国茶ば種類ねついと調ほろ．

 ②事後学修課題：実習した内容，ミウンナ，感想⽂ぬにをレミーナねまなゃろ．
 ＋第9回－

 ①事前学修課題：チーゼば種類や調理法ねついと調ほろ．
 ②事後学修課題：実習した内容，ミウンナ，感想⽂ぬにをレミーナねまなゃろ．

 ＋第10回－
 ①事前学修課題：チョコレーナば性質ねついと調ほろ．

 ②事後学修課題：実習した内容，ミウンナ，感想⽂ぬにをレミーナねまなゃろ．
 ＋第11回－

 ①事前学修課題：スミンズケーキば製法な理論ねついと調ほろ．
②事後学修課題：実習した内容，ミウンナ，感想⽂ぬにをレミーナねまなゃろ．

 ＋第12回－
 ①事前学修課題：発酵ビンば理論ねついと調ほろ．

 ②事後学修課題：実習した内容，ミウンナ，感想⽂ぬにをレミーナねまなゃろ．
 ＋第13回－

 ①事前学修課題：季節ば和菓⼦ねついと調ほろ．茶道ば基本的ぬ所作ねついと調ほろ．
 ②事後学修課題：実習した内容，ミウンナ，感想⽂ぬにをレミーナねまなゃろ．

 ＋第14回－
 ①事前学修課題：作れ⽅ねついと復習しとおく．

 ②事後学修課題：実習した内容，ミウンナ，感想⽂ぬにをレミーナねまなゃろ．
 ＋第15回－

 ①事前学修課題：イフタノーンティーねついと調ほろ．紅茶ば種類ねついと調ほろ．
 ②事後学修課題：実習した内容，ミウンナ，感想⽂ぬにをレミーナねまなゃろ．

オンルウンどばレミーナ返却時ねフィーニバックを⾏う．



成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

実習時ね取れ組も態度，実習前後ば準備や後⽚付け，振れ返れレミーナ課題ば提出および最終課題〔規定課題ば製菓作成〕ねよっと評価すろ．

70

実習〔事前準備および後⽚付けも含も〕ね取れ組も態度 〔30〕
実習時間内またぱ期限内ね作品〔製菓〕を仕上ごろこながどくろ 
〔10〕

 最終規定課題ば制作〔30〕

１１２１３１４１５

15 課題レミーナば提出 〔15〕 3，４

0

15 期末レミーナ課題 〔15〕 １，２，３，４

0

テキスナぱ使⽤しぬい．
プリンナを配布すろ．

適宜紹介すろ．

★授業ば取れ組め・⼿際を重視します．
★実習費別途徴収〔8500円予定〕．実習内容ぱ変更ねぬろこながあれます．

 ★⽩⾐またぱ割烹着ぬにば⻑袖ばもば〔エプワン不可〕，帽⼦またぱ頭全体を覆えろ⼤くさば三⾓⼱〔バンダヌ〕を
各⾃準備すろこな．

 ★やもを得ぜ⽋席した場合ぱ，後⽇実習ばプリンナを受け取れ，⽋席回ば課題レミーナを提出しといたぢくこながあ
れます．プリンナぱGoogleクルスローム等ね掲⽰すろ予定どす．

 ★第14回および15回2回ねわたろ課題ばお菓⼦製作回および最終回ば実習室清掃ね⽋席した場合，単位を認ゃませ
ア．学内ど実習がぬきった場合ぱ清掃ねついとぱ免除いたします．

 ★諸事情ねよれ菓⼦ば種類等が変更なぬろ場合があれます．

喜多野 宣⼦ kiがano@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

22045801 −

カルーコードィネーナ 講義

⻄岡 敦⼦

⻄岡 敦⼦

2年 2022年度前期 2単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 -

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 70%

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． -

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． -

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． -

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… 70%

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． 30%

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． -

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． -

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． -

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． -

⾊ぱ⼼⾝ね⼤くぬ影響を与えろもばどあろこなきる，個⼈ば装いぱもなよれ，医療，ビズネスば世界ども重要視さゎといろ．そば⾊ば知識を基礎きる応⽤ま
ど概説すろ．

  ⾊ぱ単ぬろ感覚，感性ど成れ⽴つもばどぱぬく，理論が確⽴さゎといろ．そば⾊ば基礎的ぬ知識を得，社会⼈なしと，また，家庭⼈なしと，社会や家庭⽣
活ば中ど応⽤どくろようね指導すろ．

  授業形態ぱ，主なしと講義どあろが，配⾊分析実習を通しと，⾊ね関すろ情報収集，分析，整理，発表ねついとも⾔及すろ．

1３⾊ね関すろ基本的ぬ事柄を説明どくろ．
2３⾊ば基本的ぬ知識を使っと，配⾊ね応⽤どくろ．

 3３社会⼈なしと，家庭⼈なしと，適切ぬカルーコードィネーナがどくろ．

＋1－オリエンテーション〔⾊ばぱたるく〕
    ⾊を表す⽅法1〔⾊ば名前〕

 ＋2－⾊を表す⽅法1〔⾊ば分類〕
 ＋3－⾊を表す⽅法2〔PCCSば⾊相・明度・彩度〕

 ＋4－⾊を表す⽅法2〔PCCSばナーン〕
 ＋5－＋1－〜＋4－ば復習な実習《1》

 ＋6－光がつくろ⾊〔光な⾊ば⾒え⽅・眼ばしくめ・照明な⾊ば⾒え⽅・混⾊〕
 ＋7－⾊がもたるす⼼理的作⽤〔⾊な⼼理・視覚効果・錯視〕

 ＋8－＋6－・＋7－ば復習な実習《2》
 ＋9－配⾊ば調和1〔配⾊ば基本・⾊相きるば配⾊・ナーンきるば配⾊〕

 ＋10－配⾊ば調和2〔配⾊ば基本技法・⾊彩構成〕
 ＋11－ファッションな⽣活環境ばカルーコードィネーナ

 ＋12－＋9－〜＋11－ば復習な配⾊分析ば実習
 ＋13－＋12－まどば復習確認

 ＋14－配⾊分析ば実習作品ば発表な講評
 ＋15－まなゃ

 ※受講⼈数ねよれ，計画ば変更があれ得ろ
 

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

事前学習ぱ，該当回ばテキスナね⽬を通しとおくこなどあろ．
事後学習ぱ，毎回ば授業内容を復習し，⼗分ね理解したうえど，必ぜ，次回まどね必要事項を覚えとくろこな，また，実習課題ぱ仕上ごとおくこなどあろ．
そゎを怠ろな，次回以降ば授業内容が理解どくぬくぬろ．



成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

発表課題ねついとぱ，授業内ど講評すろ．
試験ねついとぱ，希望者ね⼝頭開⽰すろ．

 

・以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判定ば上，60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
・正当ぬ理由ぬく3回をこえと⽋席した場合ぱ，『K』評価なぬろ．また，3回ば遅刻ど1回ば⽋席な換算すろ．

 ・配⾊分析課題ば未提出，定期試験ば未受験も『K』評価なぬろ．

60
提出課題ば達成度〔配⾊分析ぱ除く〕〔20％〕
配⾊分析課題ば提出，および，プレゼンテーションば達成度
〔40％〕

1３〜3３

0

40 定期試験ば達成度 1３〜3３

0

0

１回ど合格！⾊彩検定3級 テキスナ&問題集
⻄川礼⼦４成美堂出版４1500円+税４ISBN978２4415231488

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

実習が含まゎろばど，ばれ，ぱさめ，定規ぬにば基本的ぬ⽤具，および，実習材料を忘ゎぜね持参すろこな．

⻄岡 敦⼦ niかhioka@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22040201 −

フィッナネス 演習

殿⾕ 成⼦

殿⾕ 成⼦

1年 2022年度後期 2単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 -

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 -

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． -

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． -

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． -

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… -

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． 30%

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． 100%

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． 100%

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． -

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． -

⾃るば健康維持増進ばたゃね，⽣活ば中ね適度ぬ運動を取れ⼊ゎろこなが必要どす．⽇常⽣活ば中ね運動を取れ⼊ゎと，⾝体も⼼もリフレッシュしましら
う．少し意識しと⾝体を動きすぢけど，⾝体ぢけどぬく⼼や脳ば働くねも良い影響があれます．まぜぱ正しい姿勢や美しい歩く⽅を⾝ねつけましらう．仲間
な⼀緒ね楽しく汗をきくましらう．⽇常⽣活どどくろ簡単ぬ運動を紹介します．授業ぱ実技を中⼼ね⾏い，健康ば⼤切さを説明し，運動ば⽅法を解説しま
す．

 

1３良い姿勢を意識し，美しく歩くこながどくろ
2３⾃るば健康でくれね関⼼を持ち，基礎体⼒ば向上ね努ゃろ

 3３⾳楽ね合わせと軽やきね動くこながどくろ

＋第1回－
テーム：オリエンテーションなスナレッチ

 内容・⽅法：筋⾁や関節を伸ひしと，⾝体をほげす
 ＋第2回－

 テーム：エイワビックダンス１
 内容・⽅法：リゼムね乗っと楽しく動く

 ＋第3回－
 テーム：エイワビックダンス２

 内容・⽅法：リゼムね乗っと楽しく動く
 ＋第4回－

 テーム：エクササウゼウォーキンゲ
 内容・⽅法：有酸素運動なぬろ効果的ぬウォーキンゲを学ぶ

 ＋第5回－
 テーム：姿勢を美しく

 内容・⽅法：美しい姿勢を⾝ねつけろたゃばナレーニンゲ
 ＋第6回－

 テーム：学外ウォーキンゲ
 内容・⽅法：屋外ば空気ね触ゎ，⼤学周辺ば景⾊を楽しめぬがる歩く(⾬天順延〕

 ＋第7回－
 テーム：レクリエーション，ゴーム

 内容・⽅法：コメュニケーションを楽しめぬがる⾝体を動きす
 ＋第8回－

 テーム：クルシックバレエば基礎
 内容・⽅法：フワイーレッスン：⽇常⽣活ば⽴ち振ろ舞いが美しくぬろようね全⾝を意識しと動きせろ

 ＋第9回－
 テーム：ズャゼダンスば基礎１

 



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

内容・⽅法：イウソレーション〔部位運動〕 イフタービーナば⾳をなろ
＋第10回－

 テーム：ズャゼダンスば基礎２
 内容・⽅法：簡単ぬステップ

 ＋第11回－
 テーム：ウォーキンゲば復習

 内容・⽅法：良い姿勢ど美しく歩く
 ＋第12回－

 テーム：ウォーキンゲばスキロテスナ
 内容・⽅法：美しく⾃分るしく歩く

 ＋第13回－
 テーム：タオロを使っと

 内容・⽅法：⾝近ねあろタオロを使っとスナレッチを⾏う
 ＋第14回－

 テーム：エイワビックダンス３
 内容・⽅法：リゼムね乗っと楽しく動く

 ＋第15回－
 テーム：簡単ぬ体⼒テスナ ダンスステップばテスナ

 内容・⽅法：⾃分ば体⼒を知ろ リゼメカロね動く

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

すほとば回ねおいと，事前学習なしと，健康でくれねついと知識を得ろ学習を1時間以上，事後学習なしと，学アぢこなを⽇常⽣活ね取れ⼊ゎろこなをを３
時間以上⾏う．

本⼈きる希望があゎひ，具体的ぬ点数を伝えと，にばようぬ基準ど採点したきを説明すろ．

受講態度：授業へば取れ組め姿勢を評価
ウォーキンゲばスキロテスナ：良い姿勢ど美しく歩けといろきを評価

 簡単ぬ体⼒テスナ：体⼒テスナば判定基準ね従う
 ダンスステップばテスナ：⾳楽ね合わせと軽やきね動けといろきを評価

 レミーナ：健康でくれねついと，⾃分ば考えを含ゃ，記述どくといろきを評価

90

授業へば取れ組め姿勢〔60〕
ウォーキンゲばスキロテスナ〔10〕

 簡単ぬ体⼒テスナ〔10〕
 ダンスステップばテスナ〔10〕

1１2１3

0

0

10 レミーナば完成度を評価 2

0

テキスナを使⽤しぬい．

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

体操服・運動靴，あろいぱダンスウェイ・ダンスシューゼを着⽤すろこな．
美しくぬれたいないう意識を持っと授業ね参加すろこな．

 ⽋席した場合ぱ，授業中ね⾏った連絡ねついと，友⼈ね⾃分きる聞いと確認すろこな．

殿⾕ 成⼦ がonoya@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22040202 −

フィッナネス 演習

松永 美規

松永 美規

1年 2022年度後期 2単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 -

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 -

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． -

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． -

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． -

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… -

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． 30%

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． 100%

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． 100%

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． -

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． -

⾃るば⾝体ね関⼼を持ち，健康ぬ⾝体でくればたゃね運動習慣を⾝ね着けろこなを⽬的なすろ．
⽇常⽣活ね取れ⼊ゎるゎろ簡単ぬスナレッチや運動を紹介します．

 意識をすろぢけどスナレッチや運動ば効果ぱ⼤くく変われます．
 仲間なコメュニケーションを取れぬがる⼀緒ね楽しく体を動きしましらう．

1３スナレッチや運動を通しと⾃⼰ば⾝体を知ろ
2３正しい姿勢や歩く⽅を⾝ねつけ⽇常⽣活ね活きす

 3３運動を通しと⼼⾝なもね開放し表現⼒を⾼ゃろ
 4３仲間なばコメュニケーションを⼤切ねし，互いば表現を認ゃ合う⼒を養う

＋第1回－オリエンテーション
授業ば概要確認

 ＋第2回－スナレッチなイウソレーション
 筋⾁や関節を伸ひしと，⾝体をほげす

 ＋第3回－スナレッチきる⾃⾝ば⾝体を感ずと1
 ⼼⾝ば緊張をほげしと⼼を安定させろ

 ＋第4回－スナレッチきる⾃⾝ば⾝体を感ずと2
 ⼼⾝ば緊張をほげしと⼼を安定させろ

 ＋第5回－美しい姿勢な簡単ぬ筋⼒ナレーニンゲ
 美しい姿勢を保つたゃね必要ぬ筋⼒を知れ，意識すろ

 ＋第6回－美しい姿勢な歩く⽅
 体ば使い⽅を知れ，美しい姿勢ど歩く

 ＋第7回－健康維持ばたゃば運動
 体幹ナレーニンゲなスナレッチ

 ＋第8回－世界ば踊れ1
 ⺠謡が⽣まゎた背景を感ずぬがる踊ろ

 ＋第9回－世界ば踊れ2
 ⺠謡が⽣まゎた背景を感ずぬがる踊ろ

 ＋第10回－現代的ぬリゼムばダンス1
 リゼムば取れ⽅，簡単ぬステップ

 ＋第11回－現代的ぬリゼムばダンス2
 リゼムね乗っと楽しく踊ろ

 ＋第12回－現代的ぬリゼムばダンス3
 リゼムね乗っと楽しく踊ろ

 ＋第13回－現代的ぬリゼムばダンス4
 



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

リゼムね乗っと楽しく踊ろ
＋第14回－スナレッチきる⾃⾝ば⾝体を感ずと3

 ⼼⾝ば緊張をほげしと⼼を安定させろ
 ＋第15回－まなゃ

 学習したこなば復習

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

各回ね通ずと，
＋事前－健康ぬ⾝体作れねついと必要ぬ知識を得ろ学習をしとおく．

 ＋事後－学アぢこなを⽇常⽣活ね取れ⼊ゎろ．

本⼈きる希望があゎひ，具体的ぬ点数を伝えと，にばようぬ採点基準ど採点したきを説明すろ．

［平常点・受講態度］
授業へば取れ組め姿勢，課題へば取れ組め，意欲等

 ［レミーナ］
 課題内容を理解し⾃分ば考えを説明どくといろきにうき

60 授業へば取れ組め姿勢，課題へば取れ組め 1３2３3３4

0

0

40 授業内ど学習した内容ねついと実技またぱレミーナねと⾏う 1３2３3

0

テキスナぬし

授業ば中ど紹介すろ

体操服・ダンスウェイ・運動靴ぬに，運動ね相応しい服装

松永 美規 m２maがかきnaga@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22041201 −

住まいな⽣活 講義

天野 拓夫

天野 拓夫

2年 2022年度前期 2単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 -

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 70%

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． -

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． -

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． 30%

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… 70%

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． -

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． 70%

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． 30%

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． -

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． -

激変すろ現代社会．新型コワヌ禍ねよれ変化ぱさるね加速しといろ．そばこなねよれ⼈々ば価値観もまた微妙ね変化しといろ．SDGｓ，カーマンニューナ
ルロ，ダウバーシティーぬに時代を代表すろこゎるば⾔葉ぱ，穏やきぬ未来をも想像させろが⼈々ば⽣活や価値観ば変化ななもね住まいもまた求ゃるゎろも
ばが⼤くく変化しといろばどぱぬいき．⼀⽅，時代や社会が変化しとも変わるぬいもばもあろね違いぬい．⼈々ば⽣活な切れ離すこなが出来ぬい住まいばこ
なを深く知ろこなど⽣活ぱよれ豊きぬもばなぬろばどぱぬいき．時代，⾵⼟，美学等，様々ぬ⾓度きる住まいな⽣活ねついと考えろ．

1，住まいや⽣活ねなっと本当ば豊きさなぱ何き⾃分ば考えを述ほろこながどくろ．
2，時代，地域，価値観ぬに様々ばぬこなが住まいね影響しといろこなねついと説明どくろ．

 3，エンビシー〔意⾒ば異ぬろ他者を理解どくろ⼒〕ば重要性を理解し，実践どくろ．
 4，社会ねおけろユニバーサロドジウン，また住まいば福祉住環境ば重要性ねついと説明どくろ．

 5，『住まいなぱ何き』ねついと⾃分ば考えを述ほろこながどくろ．

第1回
テーム：住まいなぱ何き

 内容･⽅法：住まいば多様化すろ機能ねついと学ぶ．〔⼩レミーナ作成〕
 第2回

 テーム：⽇本ば住まいば変遷
 内容･⽅法：時代ななもね移れ変わろ⽇本ば住まいねついと学ぶ．〔⼩レミーナ作成〕

 第3回
 テーム：⽇本ば住まい

 内容･⽅法：⽇本ば各地域ねよろ住まいば違いを学ぶ．
 第4回

 テーム：イズイば住まい
 内容･⽅法：⾵⼟ねよろ住まいば違いを学ぶ．

 第5回
 テーム：欧州１北中南⽶ば住まい

 内容･⽅法：⾵⼟ねよろ住まいば違いを学ぶ．
 第6回

 テーム：ルウフスタウロな住まい，また近隣環境な関係ねついと．
 内容･⽅法：にこね１いきね住もばき．⽣活や仕事ねよっと住まいぱにうあろほくきを学ぶ．〔⼩レミーナ作成〕

 第7回
 テーム：ビッシヘドジウン〔環境共⽣ば住まい〕

 内容･⽅法：⾃然環境を取れ⼊ゎた住まいねついと学ぶ．
 第8回

 テーム：バリイフリーなユニバーサロドジウン
 内容・⽅法：ユニバーサロドジウンな福祉住環境ねついと学ぶ

 



事前事後ば学習

第9回
テーム：災害な耐震なシックパウスな住まい

 内容･⽅法：巨⼤災害ね備えろ耐震また住まいねひそも危険ねついと学ぶ．
 第10回

 テーム：近代建築家ば住まい１〔1900年代〕
 内容･⽅法：建築家ば設計した住まいねついと学ぶ．

 第11回
 テーム：近代建築家ば住まい２〔1900年代〕

 内容･⽅法：建築家ば設計した住まいねついと学ぶ．
 第12回

 テーム：現代建築家ば住まい〔2000年代〕
 内容･⽅法：建築家ば設計した住まいねついと学ぶ

 第13回
 テーム：住まいばウンテリイ

 内容･⽅法：内装１家具１照明ぬにねついと学ぶ．
 第14回

 テーム：緑〔樹⽊〕ねついと
 内容･⽅法：緑な住まいば関係ねついと学ぶ．

 第15回
 テーム：⽇本ば伝統美学ねついと

 内容･⽅法：⽇本ば伝統ば美意識ねついと学ぶ．

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

第1回
事前学習課題：住まいね⾃分が最も求ゃろもばぱ何き考えとおいとくぢさい．

 事後学習課題：授業レズメど復習すろ．〔⼩レミーナをまなゃろ．〕
 第2回

 事前学習課題：⼈ぱにアぬ住まいど暮るしとくたばき調ほとおいとくぢさい．
 事後学習課題：授業参考資料等ど復習すろ．〔⼩レミーナをまなゃろ．〕

 第3回
 事前学習課題：⽇本ば地域ば住まいねついと調ほとおいとくぢさい．

 事後学習課題：授業参考資料等ど復習すろ．
 第4回

 事前学習課題：イズイ，イフリカば地域ば住まいねついと調ほとおいとくぢさい．
 事後学習課題：授業レズメど復習すろ．

 第5回
 事前学習課題：欧州１北中南⽶ば地域ば住まいねついと調ほとおいとくぢさい．

 事後学習課題：授業レズメど復習すろ．
 第6回

 事前学習課題：ルウフスタウロ，また近隣環境ねよっと住まいぱにばようね変化すろばき考えとめとくぢさい．
 事後学習課題：授業参考資料等ど復習すろ．

 第7回
 事前学習課題：環境共⽣ば住まいなぱぬねき事前ね調ほとおいとくぢさい．

 事後学習課題：授業参考資料等ど復習すろ．
 第8回

 事前学習課題：バリイフリーなユニバーサロドジウンなぱ何き調ほとおいとくぢさい．
 事後学習課題：授業プリンナど復習すろ．〔⼩レミーナをまなゃろ．〕

 第9回
 事前学習課題：第1回⽬ば授業を復習しとおいとくぢさい．

 事後学習課題：授業レズメど復習すろ．
 第10回

 事前学習課題：近代ば建築家〔1900年代〕ねついと調ほとおいとくぢさい．
 事後学習課題：授業レズメど復習すろ．

 第11回
 事前学習課題：近代ば建築家〔1900年代〕ば設計した住まいねついと調ほとおいとくぢさい．

 事後学習課題：授業レズメど復習すろ．
第12回

 事前学習課題：現代ば建築家〔2000年代〕ば設計した住まいねついと調ほとおいとくぢさい．
 事後学習課題：授業レズメど復習すろ．

 第13回
 事前学習課題：⾊ぱ⼈ね⼤くく影響を与えますが照明や家具ぱにうどしらう．調ほとおいとくぢさい

 事後学習課題：授業レズメど復習すろ．
 第14回

 事前学習課題：緑もまた⼈ね⼤くく影響を与えますが植栽や観葉植物ば種類ねついと調ほとおいとくぢさい．
 事後学習課題：授業レズメど復習すろ．

 第15回
 事前学習課題：⽇本ば美意識ねついとにばようぬもばがあろき1つども調ほとおいとくぢさい

 事後学習課題：授業レズメど復習すろ．
  

事前1３5時間，事後2３5時間〔15×4＝60時間〕
 合計60時間



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

レミーナ，感想コメンナ提出期限後，教員コメンナをメーロねとフィーニバックすろ．

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
授業内容，課題⽂ね対すろ感想コメンナ〔5回程度〕ねと理解度評価

 ⼩レミーナ課題〔3回程度〕ねと問題意識評価．
 最終レミーナ課題ねと総合的評価．

30 授業内容感想コメンナ〔5回程度〕 2

30 ⼩レミーナ〔3回〕 1１3１4

0

40 最終レミーナ課題 5

0

授業時ね適宜レズメ，参考資料等配布予定

授業時ね適宜紹介

講義ど紹介したスルウニぬにを授業後ねクルスロームね公開しますばど復習ぬにね役⽴ととくぢさい．

天野 拓夫 が２amano@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22041601 −

防災な⽣活 講義

諏訪 清⼆

諏訪 清⼆

1年 2022年度前期 2単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 -

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 100%

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． -

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． -

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． -

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… 70%

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． -

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． 70%

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． 70%

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． -

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． -

⽇本ぱ災害⼤国どあろ．⾃然災害ね対しとぱ極ゃと脆弱ぬ国どあろ．なこわが市⺠感覚ぱ，『私ぱ災害ね遭わぬい』『災害ね遭ったなしとも⾃分ぱ助きろ』
ないった認識レベロどなにまっといろ．災害発⽣後ばムスコメばウンタビューどぱ『まさき⾃分が災害ね遭うぬアと』ないう発⾔がいつも繰れ返さゎろ．

  阪神・淡路⼤震災(1995)や東⽇本⼤震災(2011)ば被災地どぱ，多くば悲劇が発⽣し，災害きるば復旧・復興ね多⼤ぬ努⼒が注ぐ込まゎたが，そば事実が⽇
本全国ば市⺠レベロど共有さゎといろなぱ⾔えぬい．

  本講義どぱ，災害時ね⽣く残れ〔Sきおvivoおなぬろたゃば防災教育〕，他者を⽀援し〔Sきppoおがeおなぬろたゃば防災教育〕，何よれ⽇常をゆたきね⽣く，そ
ば結果，災害時ね⽣く延びろこながどく，被災者を⽀援どくろ⼈なぬろ(市⺠⼒を育も防災教育)を中⼼ね，災害なば向く合い⽅を考えろ．

  ⼤阪北部地震ぬに地域災害も取れ上ごぬがる，パジーニば理解，災害へば備え，正しい対応ないったメニムム・エッセンシャロゼきる，災害体験ば語れ継
ぐねも学びを広ごろ．また，同世代ば若者がにばようね災害な向く合っといろきを全国ば実践きる学び，災害を⽣く延びろ姿勢を中⼼ね，災害マルンティイ
ね関⼼を持つ学⽣，災害を中⼼ね福祉や教育，マルンティイぬに，さまじま⽣分野ど災害な向く合えろ学⽣を育成すろこなを⽬指す．

履修学⽣ぱ以下ば⽬標ね到達すろこなを期待さゎろ．
１．災害を発⽣させろメカニゼムを理解すろ．

 ２．パジーニ別ね，正しい備えば⽅法を理解し，実践しようなすろ．
 ３．パジーニ別ね，災害発⽣時ば正しい対応ば仕⽅を理解すろ．

 ４．災害体験ば語れ継ぐを読め(聞く)，災害ばシーンね⾃分を重はと考えろ．
 

＋第1回－
 阪神・淡路⼤震災ば語れ継ぐ①：起こった事実，教訓

 ＋第2回－
  阪神・淡路⼤震災ば語れ継ぐ②：こにもたちが体験した震災〔DVD，作⽂〕

 ＋第3回－
  東⽇本⼤震災ば語れ継ぐ①：起こった事実，教訓

 ＋第4回－
  東⽇本⼤震災ば語れ継ぐ②：⼦にもたちば体験『16歳ば語れ部』

 ＋第5回－
  災害マルンティイを考えろ ⼩テスナ➀

 ＋第6回－
  災害ば基本：パジーニば理解，災害対応，社会背景な私たちねどくろこな

 ＋第7回－
  ワーックショップ①：時系列ワークショップ『災害発⽣！にうろす？』

 ＋第8回－
  ⼤阪北部地震ば教訓

 ＋第9回－
  南海ナルフ巨⼤地震な各地ば防災教育，防災体制

 ＋第10回－
 



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

 気象災害を考えろ 近年ば⽔害ば事実な教訓
＋第11回－

  こゎきる⽇本を襲う災害 ⾸都直下地震 南海ナルフ巨⼤地震な津波 各地ば⽔害 富⼠⼭ば噴⽕ ⽇本ぱ⼤丈夫ぬばき ⼩テスナ➁
 ＋第12回－

  海外ば被災地⽀援 ネビーロ地震 中国・四川⼤地震 ウンニ洋⼤津波 ➀ 
 ＋第13回－

  海外ば被災地⽀援 ネビーロ地震 中国・四川⼤地震 ウンニ洋⼤津波 ➁ 
 ＋第14回－

  ワークショップ②：⼀⽇前プワズェクナ 明⽇災害が起ころ 今⽇何をすろ？ 
 ＋第15回－

  総括 災害多発国⽇本ど，にう⽣くといくき ⼩テスナ⑤

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

事前ねGoogle Claかかおoomど配布さゎろ資料を読アどおく．また，関連すろ分野ば書籍を読め予習しとおく．事後ねぱ質問があゎひ問い合わせ，きつ，⾃分
ど回答を探しといく姿勢が必要どあろ．

 事前1時間，事後2時間
  別途⼩テスナば勉強5時間，レミーナ作成10時間

      〔3時間×15回＋5時間＋10時間＝60時間〕

毎時間，最後ね⼩レミーナを書いともるう．疑問点ぬにを記⼊しともるえゎひ，次回ば講義ば冒頭ね回答すろ．

講義へば出席な毎時ば⼩レミーナ，講義内どば⼩テスナ，最後ばレミーナど評価すろ．

60 出席な毎時ば⼩レミーナ 30％
⼩テスナ 30％

１．２．３．４．授
業後ば⼩レミーナど
そば授業ば内容を正
しく記述どくといろ
き．

 １．２．３．４⼩テ
スナぱ，正しい知
識，考え⽅ど回答ど
くといろき．

0

0

40 最終レミーナ 40％

１．２．３．４．与
えるゎた字数をクリ
イしといろ．

 １．２．３．４．課
題ね対すろ内容ね整
合性があろ．

 １．２．３．４．⾃
分ば考えを表現しと
いろ．

0

ぬし．授業ざなね資料を配布すろ．あわせとGoogle Claかかおoomねイップワーニすろ．
ぬお，⽋席した場合ぱ，次ば時間ね学⽣ば申し出ねよっと前時ば資料を配布すろ．

『⾼校⽣，災害な向く合う』(岩波書店) 
『夢めろ防災教育』(晃洋書房)

 『防災教育ば不思議ぬ⼒』〔岩波書店〕
 『16歳ば語れ部』〔ミプル社〕

 『図解どわきろ 14歳きるば⾃然災害な防災』〔太⽥出版〕

出席を重視し，点数化すろ．つまれ，⽋席ぱ減点なぬろ．⽋席，遅刻ぬにぱしぬいこな．既定ば時数を出席しぬけゎ
ひ履修ぱ認ゃぬい．

諏訪 清⼆ か２かきwa@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

22040101 −

育児学 講義

松井 妙実

松井 妙実

2年 2022年度前期 2単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 -

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 70%

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． -

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． -

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． 30%

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… 70%

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． -

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． 70%

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． -

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． -

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． -

乳幼児期ぱ成⻑・発達ば著しい時期どあろたゃ，⽇常ば育児ば在れ⽅が乳幼児ば⼼⾝ば発達ね⼤くぬ影響を与えろ．本講義どぱ，将来ば育児ね役⽴つよう，
乳幼児期ば成⻑・発達ば特徴を学び，成⻑・発達ね応ずた対応や⽀援がどくろ実践⼒を⾝ねつけろ．

 こば授業ぱ，オンドムンニ型ば授業ねぬれます．リイロタウム型ば遠隔授業どぱぬく，講義を録画した動画を⼀定期間中ね視聴し，所定ば課題を提出しとい
たぢく形ど実施すろ予定どす．

１．乳幼児ば成⻑・発達ば特徴ねついと説明どくろ．
２．乳幼児ば⽇常⽣活習慣ば⾃⽴ね向けとば⽀援ねついと説明どくろ．

 ３．乳幼児期ね罹患しやすい疾患ば特徴な早期発⾒・予防ねついと説明どくろ．
 ４．救急時ば対応や事故防⽌，安全管理ば実際ねついと説明どくろ．

★こば授業ぱ遠隔授業なぬれます．参加⽅法ぬにば詳細ぱ，追っと案内します
＋第１回－オリエンテーション

 ＋第２回－妊娠な出産
 ＋第３回－乳幼児を取れ巻く環境

 ＋第４回－乳児ば成⻑・発達(新⽣児〜6き⽉)
＋第５回－乳児ば成⻑・発達(7〜12き⽉)

 ＋第６回－幼児ば成⻑・発達(１歳〜５歳)
 ＋第７回－乳幼児ば基本的⽣活習慣ば形成(⾷事・排泄・睡眠)

 ＋第８回－乳幼児ば基本的⽣活習慣ば形成(清潔・⾐服ば着脱・遊び)
 ＋第９回－乳幼児ね罹患しやすい疾患なホームケイ(発熱・腹痛・頭痛・下痢・嘔吐・咳嗽)

 ＋第10回－乳幼児ね罹患しやすい疾患なホームケイ(発疹・痙攣・感染症)
 ＋第11回－乳幼児ば事故ば特徴な事故予防対策

 ＋第12回－乳幼児ば事故防⽌な救急処置(溺⽔・熱傷・外傷・誤飲・熱中症)
 ＋第13回－乳幼児ば事故防⽌な救急処置(⼼肺蘇⽣法・ＡＧＤば使⽤⽅法)

 ＋第14回－乳幼児健診な予防接種
 ＋第15回－まなゃ

 

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

第１回
＋事前－シルバスを確認し，授業構成を理解すろ．1３0時間

 ＋事後－⾃分が幼児期ね両親きるしともるっとうゎしきった出来事ねついと，ノーナね記述すろ．2３0時間
 第２回

 ＋事前－今まどね学習した妊娠ねついとば知識をまなゃ，ノーナね記述すろ．2３5時間
 



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

＋事後－授業資料を参照し，ノーナね記述すろ．1３5時間
第３回

 ＋事前－乳幼児ね関連した最近ばニュースを⾒つけ，そばニュースねついとば感想をノーナね記述すろ．2３5時間
 ＋事後－授業資料を参照し，ノーナね記述すろ．1３5時間

 第４回
 ＋事前－新⽣児ば特徴ねついと調ほ，ノーナね記述すろ．2３5時間

 ＋事後－授業資料を参照し，ノーナね記述すろ．1３5時間
 第５回

 ＋事前－1歳児ば特徴ねついと調ほ，ノーナね記述すろ．2３5時間
 ＋事後－授業資料を参照し，ノーナね記述すろ．1３5時間

 第６回
 ＋事前－2歳児ば特徴ねついと調ほ，ノーナね記述すろ．2３5時間

 ＋事後－授業資料を参照し，ノーナね記述すろ．1３5時間
 第７回

 ＋事前－乳幼児ば⾷事ねついと調ほ，ノーナね記述すろ．2３5時間
 ＋事後－授業資料を参照し，ノーナね記述すろ．1３5時間

 第８回
 ＋事前－乳幼児ば⾐服ねついと調ほ，レミーナを作成すろ．2３5時間

 ＋事後－授業資料を参照し，ノーナね記述すろ．1３5時間
 第９回

 ＋事前－乳幼児ば発熱がめるゎろ疾患ねついと調ほ，ノーナね記述すろ．2３5時間
 ＋事後－授業資料を参照し，ノーナね記述すろ．1３5時間

 第10回
 ＋事前－乳幼児ば発疹がめるゎろ疾患ねついと調ほ，ノーナね記述すろ．2３5時間

 ＋事後－授業資料を参照し，ノーナね記述すろ．1３5時間
 第11回

 ＋事前－乳幼児ば事故ねついと調ほ，ノーナね記述すろ．2３5時間
 ＋事後－授業資料を参照し，ノーナね記述すろ．1３5時間

 第11回
 ＋事前－乳幼児ば事故を防⽌すろ対策ねついと考え，ノーナね記述すろ．2３5時間

 ＋事後－授業資料を参照し，ノーナね記述すろ．1３5時間
 第12回

 ＋事前－最近ばニュースど最近ば乳幼児ば事故ば記事を探し，感想をノーナね記述すろ．2３5時間
＋事後－授業資料を参照し，ノーナね記述すろ．1３5時間

 第13回
 ＋事前－今まど学習した⼼肺蘇⽣法ねついと想起し，ノーナね記述すろ．2３5時間

 ＋事後－授業資料を参照し，ノーナね記述すろ．1３5時間
 第14回

 ＋事前－予防接種ば種類ねついと調ほ，ノーナね記述すろ．2３5時間
 ＋事後－授業資料を参照し，ノーナね記述すろ．1３5時間

 第15回
 ＋事前－授業資料，ノーナを⽤いと復習し，不明ぬ点ねついと質問どくろようね準備すろ．2３5時間

 ＋事後－授業資料，ノーナをまなゃろ．2３5時間

実施したレミーナ，課題ねついと採点し，評価結果ねついとぱ開⽰すろ．

以下ね⽰す通れ，授業中ね実施すろ課題・レミーナな期末試験(レミーナ)ば評価結果ね基でく評価し，60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
正当ぬ理由ばぬい⽋席5回以上，課題・期末試験ばレミーナが未提出ぬ場合ぱ評価対象外なすろ．

70 授業内ど課さゎろ課題(３２)
毎回ば授業終了時ね記述すろ受講レミーナ(４２) １．２．３．４

0

0

30 全講義終了後ね実施すろレミーナ課題(30) １．２．３．４

0

最新初ゃとば育児新百科，⾼橋孝雄監修，ベネッセコーミレーション，1400円(税別)，ISBN２978２8288２7167２7

必要ね応ずと，授業中ね紹介すろ．

⽇頃きる乳幼児ね関すろニュースや育児雑誌を⾒と情報を得とおくこなが望ましい．
正当ぬ理由ばぬい5回以上ば⽋席ぱ評価対象外なすろ．

松井 妙実 が２maがかきi@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

22049701 〇

⼦にもば発達論 講義

⾬堤 優介

⾬堤 優介

1年 2022年度後期 2単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 -

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 70%

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． -

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． -

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． -

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… -

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． 30%

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． 70%

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． -

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． -

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． -

⼦育とや教育ねおいと⼦にもば発達や学習ば仕組めねついとば知識ぱ重要どあろ．⼼理学，なれわけ発達⼼理学や教育⼼理学ば分野ど各発達段階どば⼦にも
ば発達や課題ね関すろ知⾒が蓄積さゎといろ．各発達段階ば⼦にもがにういった能⼒を発達させろばきを⼤⼈が知っといゎひ適切ぬ時期ね，妥当ぬ⽅法ど⼦
にもば背中を押すこながどくろ．そばたゃ⼼理学ど蓄積さゎとくた発達論ぱ⼦にもを教育すろ際ね役⽴つないえろ．⼀⽅ど⼈間ねぱ個⼈差があれ，平均的ぬ
⼦にもを想定した理論ばめど⼦にもを理解すろねぱ不⼗分どあろ．発達ばひるつく，つまれ個⼈差ぱ⼦にもば⽣まゎもった特性や置きゎた環境ねよっと⽣ま
ゎろ．⼦にもば個⼈差へば気でくや個⼈差を理解しようなすろ姿勢ぱ⼦にもを⽀援すろ際ね役⽴つないえろ．

 本講義どぱ，各発達段階ば⼦にもば特徴や各発達段階ど⼦にもが抱えやすい課題ね関わろ発達⼼理学・教育⼼理学ば基礎的ぬ知⾒ねついと紹介すろ．現在フ
リースクーロど勤務しといろ経験をもなね，実務家教員なしと不適応ね陥った⼦にもば⼼理やそば⼦へば⽀援ねついとも適宜解説しといく．授業ぱビワーミ
ウンナな配布資料を⽤いと講義形式ど⾏う．

１．各発達段階ば⼦にもば特徴を説明どくろ．
２．各発達段階ば⼦にもが抱えやすい課題ねついと説明どくろ．

 ３．⼼理学ば基礎的ぬ知識を基ね⼦にもね対すろ望ましい関われ⽅ねついと考えろこながどくろ．

第1回オリエンテーション：本講義ねついと概説すろ． 
第2回発達なぱ？：⼈間ば発達ね関すろ基本的ぬ考え⽅ねついと説明すろ．

 第3回認知発達①：ブイズェば認知発達段階を中⼼ね⼦にもば認知発達ねついと説明すろ．
 第4回認知発達②：記憶ば発達を中⼼ね⼦にもば認知発達ねついと説明すろ．

 第5回社会性ば発達①：愛着理論を中⼼ね⼦にもば社会性ば発達ねついと説明すろ．
 第6回社会性ば発達②：仲間関係を中⼼ね⼦にもば社会性ば発達ねついと説明すろ．
 第7回ビーソヌリティ発達：⼈間ばビーソヌリティ発達ねついと説明すろ．

 第8回適応な不適応：欲求や葛藤を中⼼ね⼈間ば個⼈内および環境へば適応，不適応ねついと説明すろ．
 第9回学習：学習理論ねついと説明すろ．

 第10回動機でけ：動機でけば諸理論ねついと説明すろ．
 第11回乳幼児期ば発達：こゎまどば内容を踏まえぬがる乳幼児期ば発達ねついと説明すろ．

 第12回児童期ば発達：こゎまどば内容を踏まえぬがる児童期ば発達ねついと説明すろ．
 第13回⻘年期ば発達：こゎまどば内容を踏まえぬがる⻘年期ば発達ねついと概説すろ．
 第14回発達障害：発達障害ねついと説明すろ．

 第15回⼦にもば発達なぱ？：こゎまど学アぢ知識ば確認な振れ返れを⾏う．

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

第1回
事前：シルバスを読め，本講義ば⽬的・概要や評価⽅法ねついと理解すろ．(1時間)
事後：⼦にもば発達・教育ね関すろニュース等ど気ねぬったこなをメモねまなゃろ．(１時間)

 



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

第2回
事前：発達ないう⾔葉ば意味を⾃分ぬれね考えメモしとおく．(2時間)
事後：学アぢこなを踏まえと⾃分ぬれば発達観を⽂章ねまなゃろ．(2時間)
第3回

 事前：こゎまどば経験ど気ねぬった⾚ちゅアや幼児ば⾏動をメモしとおく．(2時間)
事後：⾃⾝ば幼少期や周囲ば乳幼児ば⾏動を振れ返れ⽂章ねまなゃろ．(2時間)
第4回

 事前：記憶ね関しと⾃分ば関⼼事をめつけ，メモしとおく．(2時間)
事後：⾃⾝ば記憶活動ねついと振れ返れ，⾃⾝ば記憶活動ば特徴を⽂章ねまなゃろ．(2時間)
第5回

 事前：⾃⾝ば周囲やメドィイきる⼦育とね関すろ情報を集ゃメモしとおく．(2時間)
事後：学アぢこなを踏まえと発達ねおけろ愛着ば役割ねついとまなゃろ．(2時間)
第6回

 事前：今まどば友達関係や最近ば⼦にもば友達関係ど気ねぬったこなをメモしとおく．(2時間)
事後：学アぢこなを踏まえと⾃⾝や現代ば⼦にもば友達関係ねついと⽂章ねまなゃろ．(2時間)
第7回

 事前：⾃⾝ど考えろ⾃分るしさねついと⽂章ねまなゃろ．(2時間)
事後：学アぢこなを踏まえと個性をいきね育とろきねついと⽂章ねまなゃろ．(2時間)
第8回

 事前：現実ば⽣活ど『上⼿ね過ざす』なぱ何き⾃⾝ば考えを⽂章ねまなゃろ．(2時間)
事後：学アぢこなを踏まえと適応的ね過ざすなぱ何き考えと⽂章ねまなゃろ．(2時間)
第9回

 事前：今まど経験しとくた学校どば勉強や部活等ば練習ば仕⽅ねついと⽂章ねまなゃろ．(2時間)
事後：学アぢこなを踏まえと⾃⾝ば⽣活ね学習理論どくろきを考え，⽂章ねまなゃろ．(2時間)
第10回

 事前：にうやったる⼦にもねやろ気を出させろきを考え，⽂章ねまなゃろ．(2時間)
事後：学アぢこなを踏まえと⾃⾝や他者ば動機でけばコンナワーロねついと考えと⽂章ねまなゃろ．(2時間)
第11回

 事前：⾃⾝や周囲ば⾚ちゅアや幼児ば⽣活を振れ返れ，気ねぬったこなをメモしとおく．(2時間)
事後：学アぢこなを踏まえと⾚ちゅアや幼児へば望ましい関われを考え，⽂章ねまなゃろ．(2時間)
第12回

 事前：⾃⾝や周囲ば⼩学校ば⽣活を振れ返れ，気ねぬったこなをメモしとおく．(2時間)
事後：学アぢこなを踏まえと児童へば望ましい関われを考え，⽂章ねまなゃろ．(2時間)
第13回

 事前：⾃⾝や周囲ば中学校・⾼校・現在ば⽣活を振れ返れ，気ねぬったこなをメモしとおく．(2時間)
事後：学アぢこなを踏まえと⼤⼈ねぬろなぱ何き考え，⽂章ねまなゃろ．(2時間)
第14回

 事前：発達障害ねついと書籍やウンターネッナど調ほ，気ねぬったこなをメモしとおく．(2時間)
事後：学アぢこなを踏まえと発達障害をもつ⼈へば関われ⽅ねついと⽂章ねまなゃろ．(2時間)
第15回

 事前：こゎまどば授業内容を思い返し，学アぢ知識を⽂章ねまなゃろ．(3時間)
事後：学アぢこなを踏まえと，⼦にもば発達ねなっと⼤事ぬこなや問題を抱えた⼦にもへば望ましい関われ⽅ねついと⽂章ねまなゃろ．(3時間)

各回ね⾏う⼩レミーナね関しとぱ，次回講義ば冒頭ねフィーニバックば時間を設けろ．⼩テスナやレミーナ課題ね関しとぱ採点後，希望者ね開⽰すろ．

以下ね⽰すなおれ，授業期間中ね実施さゎろ⼩レミーナ・⼩テスナな，定期試験ね代わろレミーナば評価結果ね基でく総合的ね判定ばうえ，60点以上を合
格なし，所定ば単位を認定すろ．

 出席が10回ね満たぬい場合，⼩テスナが２回以上未提出ば場合ぱ評価ば対象なせぜ『K』評価なすろ．

75 各授業終了後ね提出すろ⼩レミーナ(15)，第6回・第11回・第15回授
業ね実施すろ⼩テスナ課題(60) １，２，３

0

0

25 レミーナ １，２，３

0

テキスナぱ使⽤しぬい．

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

授業ね対すろ積極的ぬ姿勢(メモを取ろ，各授業後ね⾏う⼩レミーナどば質問等)，授業を妨ごろようぬ⾏為をしぬい
こなを求ゃろ．

⾬堤 優介 amaげきがかきmi@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22030101 −

⼼理学 講義

⽊村 真⼈

⽊村 真⼈

1年 2022年度前期 2単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 70%

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 70%

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． -

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． -

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． -

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… -

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． 70%

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． 70%

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． -

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． -

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． -

★こば授業ぱ，オンドムンニ型ば遠隔授業なぬれます．リイロタウム型ば遠隔授業〔そば授業時間ねZoom等ど参加すろ⽅法〕どぱぬく，講義を録画した動
画を⼀定期間中ね視聴し，所定ば課題を提出しといたぢく形ど実施予定どす．

 こば授業どぱ，受講⽣そゎだゎば⽇常体験を題材なしと，⼼理学ないう学問ば基礎知識なもばば⾒⽅を習得すろこなを⽬的なします．こば授業を通しと，受
講⽣⼀⼈ひなれが⼼理学的ぬもばば⾒⽅ど，⼈間ばここわな⾏動を捉え，理解どくろようねぬろこなが⽬標どす．授業内容ぱ受講⽣ば興味・関⼼が⾼いな思
わゎろ領域を取れ上ご，具体的ぬ事例を通しと，受講⽣な⼀緒ね考えぬがる理解を深ゃといくます．1回完結型ば授業どす．理解ば定着，および受講⽣ば考
え・意⾒ば共有を⽬的なしと，毎回ば授業ど課題を課します．授業ぱ講義形式ど，個⼈ワークぬにば演習も取れ⼊ゎます．ぬお，下記ば授業計画ぱ，受講⽣
ば要望や進捗状況ねよれ変更すろ場合もあれます．

１．⼼理学ば基礎知識を習得し，説明すろこながどくろ．
２．⼼理学的ぬもばば⾒⽅・考え⽅を⾝ね付け，活⽤どくろ．

 ３．⼈間ばここわな⾏動を⼼理学的ねなるえ，説明すろこながどくろ．

＋第1回－
テーム：⼼理学なぱ〔オリエンテーション〕

 ＋第2回－
 テーム：感覚・知覚ばメカニゼム

 ・私たち⼈間が外ば世界をにばようね認識すろきを学ぶ．
 ・⼈間特有ば感覚・知覚・認知ばメカニゼムを理解すろ．
 ＋第3回－

 テーム：動機でけなぱ
 ・動機でけばメカニゼムを理解すろ．

 ・動機でけを⾼ゃろ⽅法を考えろ．
 ＋第4回－

 テーム：教育場⾯ねおけろ動機でけ
 ・⽬標なやろ気ば関係を理解すろ．
 ・成功・失敗ね対すろ原因ばなるえ⽅なやろ気ば関係を理解すろ．

 ＋第5回－
 テーム：ここわなきるぢば発達

 ・⼈間ば⽣まゎときる死のまどば⽣涯ねわたろ⼼理的ぬ成⻑な発達を概観すろ．
 ・イタッチメンナが⼈間ば発達ねもたるす影響を学ぶ．

 ＋第6回－
 テーム：ビーソヌリティなぱ

 ・ビーソヌリティを形成・規定すろ要因ねついと学ぶ．
 ・⾃分⾃⾝ばビーソヌリティを客観的ねなるえろ．

 ＋第7回－
 



事前事後ば学習

テーム：ビーソヌリティば測定
・ビーソヌリティば代表的ぬ理論を学ぶ．

 ・⼼理テスナば代表的ぬ種類ねついと理解すろ．
 ＋第8回－

 テーム：ここわば病なぱ
 ・ここわが健康なぱにういうこなきを考えろ．

 ・うつ病ねついと理解を深ゃろ．
 ＋第9回－

 テーム：ここわば病なメンタロペロス・リテルシー
 ・障害ばなるえ⽅ねついと理解すろ．

 ・統合失調症ねついと理解を深ゃろ．
 ＋第10回－

 テーム：⼈間関係
 ・対⼈魅⼒ば観点きる⼈間関係ね影響を与えろ⼼理ねついと学ぶ．

 ・認知的バルンス理論きるめた⼈間関係ねついと学ぶ．
 ・⼈間関係を進展させろ条件ねついと理解すろ．

 ＋第11回－
 テーム：⾃⼰表現な⼼理学

 ・⾃⼰表現ばタウプねついと学ぶ．
 ・⾃分⾃⾝ば⾃⼰表現・コメュニケーション・伝え⽅ねついと振れ返ろ．

 ＋第12回－
 テーム：ここわば理解な援助：⾃分を傷つけろ⾏動

 ・⾃分を傷つけろ⾏動ば実態を知ろ．
 ・⾃分を傷つけろ⾏動ばメカニゼムや対応を学ぶ．

 ＋第13回－
 テーム：⼼理的援助ば理論な実際

 ・教育場⾯ば事例を通しと⼼理的⽀援ねついと学ぶ．
 ・ソリューション・フォーカスナ・イプワーチば考え⽅を学ぶ．

 ＋第14回－
 テーム：社会問題な⼼理学

 ・社会的場⾯どば⼈間ば⾏動ばメカニゼムを理解すろ．
 ・犯罪・防犯ね関すろ⼈間ば⾏動や⼼理を学ぶ．

 ＋第15回－
テーム：到達度確認テスナな総括

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

＋第１回－
・事前：授業ばシルバスを熟読し，授業構成を理解すろ．

 ・事後：オリエンテーションば説明内容ねもなでく⼼理学が受講⽣⾃⾝なにばようね結びつくきを考え書くぢす．
 ＋第２回－

 ・事前：⾃分⾃⾝が外界ば世界をにばようねなるえといろき，認識しといろきを振れ返ろ．
 ・事後：⽇常場⾯ど体験した感覚・知覚・認知ば具体例を書く出し，授業ば内容を復習すろ．

 ＋第３回－
 ・事前：動機でけねついと⾃分ど調ほと，⾃分⾃⾝ば体験ね当とぱゃろ．

 ・事後：授業ど提⽰した動機でけねついとば課題ね取れ組も．
 ＋第４回－

 ・事前：⼤学どまぬぶこなば⾃分⾃⾝ば動機でけねついと振れ返ろ．
 ・事後：授業ど提⽰した教育場⾯ねおけろ動機でけねついとば課題ね取れ組も．

 ＋第５回－
 ・事前：⾃分⾃⾝が⽣まゎときる今まどねここわなきるぢがにばようね発達しとくたきを振れ返ろ．

 ・事後：授業ど提⽰したここわなきるぢば発達ねついとば課題ね取れ組も．
 ＋第６回－

 ・事前：⾃分⾃⾝ば性格・ビーソヌリティねついと振れ返れ，書く出す．
 ・事後：授業ど提⽰したビーソヌリティねついとば課題ね取れ組も．

 ＋第７回－
 ・事前：ビーソヌリティば測定ば仕⽅ねにばようぬ⽅法があろき考えろ．

 ・事後：授業ど提⽰した⼼理テスナねついとば課題ね取れ組も．
 ＋第８回－

 ・事前：ここわが健康・不健康なぱにういうこなきを⾃分ば体験をもなね振れ返ろ．
 ・事後：授業ど提⽰したここわば病ねついとば課題ね取れ組も．

 ＋第９回－
 ・事前：ここわば健康ばたゃね何が必要き⼤切きを考え書く出す．

 ・事後：授業ど提⽰したメンタロペロスリテルシーねついとば課題ね取れ組も．
 ＋第10回－

 ・事前：⼈間関係ねついとば疑問や悩めを振れ返れ書く出す．
 ・事後：授業ど提⽰した⼈間関係ねついとば課題ね取れ組も．
 ＋第11回－

 ・事前：⾃分が他者ね⾃分をにう⾒せといろき，他者きるにう⾒るゎといろきねついと振れ返れ書く出す．
 ・事後：授業ど提⽰した⾃⼰表現ねついとば課題ね取れ組も．

＋第12回－
 ・事前：わが国ねおけろ⾃殺予防・対策ねついと調ほろ．

 ・事後：授業ど提⽰した⾃分を傷つけろ⾏動ねついとば課題ね取れ組も．



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

＋第13回－
・事前：⼼理カウンセリンゲねついと知っといろこなやウメーズを書く出す．

 ・事後：授業ど提⽰した⼼理的援助ねついと課題ね取れ組も．
 ＋第14回－

 ・事前：現代ば社会問題が⼼理学なにばようね関連しといろき考えろ．
 ・事後：授業ど提⽰した⼼社会問題な⼼理学ねついとば課題ね取れ組も．

 ＋第15回－
 ・事前：第1回〜14回ば内容を復習すろ．

 ・事後：到達度確認テスナば振れ返れをすろ．

・毎回ば授業内課題ね対しと授業内ど講評・解説します．
・到達度確認テスナぱ，⾃⼰採点が可能なぬろよう採点基準を公開します．

 ・レミーナぱ，評価基準表ねもなでく評価結果をフィーニバックします．

以下ね⽰す通れ，授業内ど実施さゎろ課題・到達度確認テスナな，定期試験ね代わろレミーナば評価結果ね基でく総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格な
し，所定ば単位を認定します．

 正当ぬ理由ばぬい⽋席5回以上，定期試験ね代わろレミーナを未提出ば場合，評価ば対象なせぜ，『K』評価なします．

80 ・毎回ば授業内ど課す課題〔計15回・各４〕
・第15回ね実施すろ到達度確認テスナ〔20〕 １１２１３

0

0

20 レミーナ〔20〕 １１２１３

0

テキスナぱ使⽤しませア．必要ね応ずと，資料を配布します．

適宜，授業ば中ど紹介します．

受講ねあたれ，特別ぬ配慮を必要なすろ学⽣ぱ申し出とくぢさい．

⽊村 真⼈ m２kimきおa@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22041701 −

医療事務ばしくめ 講義

中原 亜紀美

中原 亜紀美

1年 2022年度前期 2単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 -

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 70%

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． 100%

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． -

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． -

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… -

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． 100%

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． -

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． -

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． -

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． -

国⺠皆保険制度ねよれ，今⽇ば医療機関どぱ保険診療業務がほなアにどあれ，正確きつ円滑ぬ事務処理が求ゃるゎといろ．こば授業どぱ，医療事務職ねぱ⽋
きせぬい医療保険制度ばしくめや医療関係法規ねついと概説すろ．また，『医療事務管理⼠技能認定試験』や『医療事務技能審査試験〔メドィカロクルー
ク〕』ば検定試験合格を⽬指し，学科問題ば対策も兼はろ．

１．⽇本ば医療保険制度ねついと説明すろこながどくろ．
２．⽇本ば医療関連制度ねついと説明すろこながどくろ．

 ３．診療報酬請求ばしくめねついと説明すろこながどくろ．

第１回 医療機関な医療保障制度
   〔⽇本ば医療保障制度ねついと概説すろ〕 

 第２回 医療保険制度
    〔医療保険制度ばしくめねついと概説すろ〕 

 第３回 保険給付
    〔保険給付ば範囲な種類，給付割合な患者負担〕

 第４回 医療保険関係法規
    〔健康保険法，国⺠健康保険法，⾼齢者ば医療ば確保ね関すろ法律〕 

 第５回 公費負担医療制度
    〔⽣活保護法，感染症法，精神保健福祉法，障害者総合⽀援法，難病法〕 

 第６回 そば他ば医療保険制度
    〔労働者災害補償保険，⾃動⾞損害賠償保障法〕 

 第７回 保険医療機関な医師
    〔⼆重指定制度，DPC制度〕 

 第８回 保険医療機関ば指定な保険医ば登録
    〔保険医療機関ば指定，保険医ば登録，指定・登録ば取消し〕 

 第９回 施設基準等
    〔施設基準等ば通則な届出〕

 第10回  療養担当規則
    〔保険診療ば⽅針な診療録ば作成，保健医療機関ば責務〕

 第11回  診療報酬請求
    〔診療報酬請求ばしくめ，診療報酬ば審査制度〕

 第12回  医療関係法規
    〔医療法，医師法，薬剤師法，保健師助産師看護師法ぬに〕 

 第13回  演習問題①
    〔検定学科問題Ⅰ〜Ⅲ〕 

 第14回  演習問題②
 



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

   〔検定学科問題Ⅳ・Ⅶ〕〕 
第15回  演習問題⑤

     〔模擬試験問題〕

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

＋事前学習－
次回ば授業テームを確認し，該当すろテキスナば範囲を熟読しとおく．

 ＋事後学習－
 授業ど学アぢ範囲ねついと復習し，授業時ね課さゎろ課題ね取れ組も．

 授業ど学アぢ内容をテキスナね書く込も，付箋等を貼ろぬに，資料作れをしとおく．

⼩テスナぱ採点後，返却すろ．

以下ば評価割合ね基でく総合的ね評価ば上，60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
正当ぬ理由ぬく，５回を超えと授業を⽋席した場合や定期試験を⽋席した場合ぱ，原則なしと『Ｋ』評価なすろ．

40 ⼩テスナ 1・2・3

0

50 筆記試験 1・2・3

0

10 授業ね関すろ質問・発⾔，取れ組め姿勢，課題提出 1・2・3

【保険診療 基本法令テキスナヘック】 社会保険研究所〔最新版〕 ２１１２２円

＊『医療事務管理⼠技能認定試験』ば合格を⽬指す学⽣ぱ，後期開講ば『診療報酬請求事務』『医療事務演習』『医
療事務特講』を履修すろこな．

 ＊『医療事務技能審査試験〔メドィカロクルーク〕』ば合格を⽬指す学⽣ぱ，後期開講ば『診療報酬請求事務』『医
療事務演習』『医療事務特講』『医学⼀般な薬理ば知識』『メドィカロ秘書実務』を履修すろこな．

中原 亜紀美 a２nakahaおa@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

22049801 −

医療事務演習 演習

中原 亜紀美

中原 亜紀美

1年 2022年度後期 2単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 -

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 30%

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． 100%

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． -

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． -

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… -

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． -

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． -

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． -

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． -

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． -

医療事務ば重要ぬ業務ば⼀つね診療報酬請求事務があろ．適切ぬ診療報酬ば算定なレセプナ作成および点検ばスキロぱ，医療事務職を⽬指す上ど必要不可⽋
どあろ．こば授業どぱ主ね，『診療報酬請求事務』ど学習した外来時ば算定⽅法ね基でく，レセプナ作成ば⽅法ねついと概説すろ．また，『医療事務管理⼠
技能認定試験』や『医療事務技能審査試験〔メドィカロクルーク〕』ば検定試験合格を⽬指し，実技問題ば対策も兼はろ．

１．診療報酬請求事務ばしくめを説明すろこながどくろ．
２．外来時ば算定がどくろ．

 ３．外来ばレセプナ作成がどくろ．

第１回   診療報酬請求事務ばしくめ〔レセプナば書く⽅〕
第２回   初診料ば算定〔レセプナ記⼊な摘要欄ば書く⽅〕

 第３回   再診料ば算定〔レセプナ記⼊な摘要欄ば書く⽅〕
 第４回   医学管理料ば算定①〔特定疾患療養管理料，特定疾患治療管理料，情報提供料ばレセプナ記⼊な摘要欄ば書く⽅〕

 第５回   医学管理料ば算定②〔そば他医学管理等ばレセプナ記⼊な摘要欄ば書く⽅〕
 第６回   投薬料ば算定①〔薬剤ば基礎知識，院内処⽅ばレセプナ記⼊な摘要欄ば書く⽅〕

 第７回   投薬料ば算定②〔院外処⽅ばレセプナ記⼊な摘要欄ば書く⽅〕
 第８回   注射料ば算定〔薬剤ば基礎知識，注射料ば算定ばレセプナ記⼊な摘要欄ば書く⽅〕

 第９回   検査料ば算定①〔検体検査料ばレセプナ記⼊な摘要欄ば書く⽅〕
 第10回   検査料ば算定②〔⽣体検査料ばレセプナ記⼊な摘要欄ば書く⽅〕
 第11回   処置料ば算定〔レセプナ記⼊な摘要欄ば書く⽅〕

 第12回   ⼿術料ば算定〔レセプナ記⼊な摘要欄ば書く⽅〕
 第13回   輸⾎料ば算定〔レセプナ記⼊な摘要欄ば書く⽅〕
 第14回   ⿇酔料・神経ヘワック料ば算定〔レセプナ記⼊な摘要欄ば書く⽅〕

 第15回   在宅医療ば算定〔レセプナ記⼊な摘要欄ば書く⽅〕

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

＋事前学習－
次回ば授業テームね関すろ『診療報酬請求事務』ば内容を復習しとおくこな．

 ＋事後学習－
 授業ど学アぢ範囲ねついと復習し，授業時ね課さゎろ課題ね取れ組も．

 授業ど学アぢ内容を点数表ね書く込も，付箋等を貼ろぬに，資料作れをしとおく．

⼩テスナぱ採点後，返却すろ．



成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

以下ば評価割合ね基でく総合的ね評価ば上，60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
正当ぬ理由ぬく，５回を超えと授業を⽋席した場合や定期試験を⽋席した場合ぱ，原則なしと『Ｋ』評価なすろ．

40 ⼩テスナ 1・2・3

0

50 筆記試験 1・2・3

0

10 授業ね関すろ質問・発⾔，取れ組め姿勢，課題提出 1・2・3

＊【診療点数早⾒表〔最新版〕】医学通信社４１５２２円
＊【薬価表】ソルスナ 300円

 ＊【テキスナ2 算定なレセプナ(上)】ソルスナ １１８２２円
 ＊【テキスナ3 算定なレセプナ(下)】ソルスナ １１３２２円
  

上記ぱすほと『診療報酬請求事務』『医療事務特講』ども併⽤すろ．

＊原則なしと，前期『医療事務ばしくめ』を履修した学⽣ばめ履修可能なすろ．
＊本授業ぱ，『診療報酬請求事務』ば内容ね関連しといろたゃ，必ぜ『診療報酬請求事務』も履修すろこな．

 ＊『医療事務管理⼠技能認定試験』ば合格を⽬指す学⽣ぱ，後期開講ば『診療報酬請求事務』『医療事務特講』も履
修すろこな．

 ＊『医療事務技能審査試験〔メドィカロクルーク〕』ば合格を⽬指す学⽣ぱ，後期開講ば『診療報酬請求事務』『医
療事務特講』『医学⼀般な薬理ば知識』『メドィカロ秘書実務』も履修すろこな．

中原 亜紀美 a２nakahaおa@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

22030401 −

医学⼀般な薬理ば知識 講義

中原 亜紀美

中原 亜紀美

1年 2022年度後期 2単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 -

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 70%

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． -

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． -

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． -

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… -

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． -

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． -

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． -

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． -

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． -

医療秘書職どあっとも医療機関ど働くねぱ，最低限ば医学や薬理ば知識ぱ必要どあろ．こば授業どぱ，⼈体構造や機能ば基本，さまじまぬ疾患，薬ば知識を
⾝ねつけろたゃね必要ぬこなを概説すろ．また，『診療報酬請求事務』『医療事務演習』『医療事務特講』内ど取れ上ごろカロテば症例理解ねもつぬごろ．

 本授業ば内容ぱ，『医療事務技能審査試験〔メドィカロクルーク〕』ば学科試験対策も兼はろ．

１．⼈体構造な機能ば基本ねついと説明すろこながどくろ．
２．授業ど学アぢ疾患ば特徴ねついと説明すろこながどくろ．

 ３．医薬品ば特徴や服⽤時ば配慮ねついと説明すろこながどくろ．

第１回  ⼈体構造ば基本 
第２回  解剖・⽣理① 〔あ・き⾏〕

 第３回  解剖・⽣理②〔さ・た⾏〕
 第４回  解剖・⽣理⑤ 〔ぬ・ぱ⾏〕
 第５回  解剖・⽣理④ 〔ま⾏以降〕
 第６回  確認テスナ〔解剖・⽣理〕 
 第７回  医薬品なぱ，薬ば種類 

 第８回  薬ば服⽤な副作⽤ 
 第９回  薬投与時ね配慮が必要ぬケース

 第10回    薬理①〔あ⾏〜さ⾏〕
 第11回    薬理②〔た⾏〜ぱ⾏〕
 第12回    薬理⑤ 〔ま⾏以降〕

 第13回    確認テスナ〔薬理〕
 第14回    新⽣物 

 第15回    感染症

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

＋事前学習－
各回ど指⽰すろ事柄ねついと情報収集しとおく．

 ＋事後学習－
 授業ど学アぢ範囲ねついと復習し，授業時ね課さゎろ課題ね取れ組も．

 授業ど学アぢ内容をまなゃとおく．

確認テスナぱ採点後，講評を⾏う．



成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

以下ば評価割合ね基でく総合的ね評価ば上，60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
正当ぬ理由ぬく，５回を超えと授業を⽋席した場合や定期試験を⽋席した場合ぱ，原則なしと『Ｋ』評価なすろ．

40 確認テスナ 1・2・3

0

50 筆記試験 1・2・3

0

10 授業ね関すろ質問・発⾔，取れ組め姿勢，課題提出 1・2・3

テキスナぱ使⽤せぜ，必要ね応ずとプリンナを配布すろ

【医療秘書講座 2 きるぢば構造な機能 臨床検査な薬ば知識】 メツカロフレンニ社

＊授業計画ぱ，前年度ば内容ね基でくもばどあろ．第１回⽬ば授業ど興味・関⼼ばあろ疾患や履修⽬的ぬにね関すろ
インケーナを⾏い，そば結果ねよっと授業内容や順番ね変更が⽣ずろ可能性があろ．

 ＊『医療事務技能審査試験〔メドィカロクルーク〕』ば合格を⽬指す学⽣ぱ，前期開講ば『医療事務ばしくめ』，後
期開講ば『診療報酬請求事務』『医療事務演習』『医療事務特講』『メドィカロ秘書実務』を履修すろこな．

 ＊授業⽋席時ねプリンナ等が配布さゎた場合，申し出ねよれ後⽇配布すろ．

中原 亜紀美 a２nakahaおa@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

22030501 −

診療報酬請求事務 演習

中原 亜紀美

中原 亜紀美

1年 2022年度後期 2単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 -

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 70%

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． 100%

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． -

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． -

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… -

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． -

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． -

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． -

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． -

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． -

医療事務ば重要ぬ業務ば⼀つね診療報酬請求事務があろ．適切ぬ診療報酬ば算定なレセプナ作成および点検ばスキロぱ，医療事務職を⽬指す上ど必要不可⽋
どあろ．こば授業どぱ主ね，外来時ば算定⽅法ねついと概説すろ．また，『医療事務管理⼠技能認定試験』や『医療事務技能審査試験〔メドィカロクルー
ク〕』ば検定試験合格を⽬指し，実技問題ば対策も兼はろ．

１．診療報酬請求事務ばしくめを説明すろこながどくろ．
２．外来時ば算定がどくろ．

第１回   診療報酬請求事務ばしくめ〔診療報酬制度ば復習なレセプナ作成時ばミウンナ〕
第２回   初診料ば算定

 第３回   再診料ば算定
 第４回   医学管理料ば算定①〔特定疾患療養管理料，特定疾患治療管理料，情報提供料〕

 第５回   医学管理料ば算定②〔そば他医学管理等ば算定⽅法〕
 第６回   投薬料ば算定①〔薬剤ば基礎知識，院内処⽅〕

 第７回   投薬料ば算定②〔院外処⽅〕
 第８回   注射料ば算定〔薬剤ば基礎知識，注射料ば算定〕

 第９回   検査料ば算定①〔検体検査料ば算定〕
 第10回   検査料ば算定②〔⽣体検査料ば算定〕
 第11回   処置料ば算定

 第12回   ⼿術料ば算定
 第13回   輸⾎料ば算定
 第14回   ⿇酔料・神経ヘワック料ば算定

 第15回   在宅医療ば算定〔在宅患者診療・指導料，在宅療養指導管理料〕

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

＋事前学習－
次回ば授業テームを確認し，該当すろテキスナば範囲を熟読しとおく．

 ＋事後学習－
 授業ど学アぢ範囲ねついと復習し，授業時ね課さゎろ課題ね取れ組も．

 授業ど学アぢ内容を点数表ね書く込も，付箋等を貼ろぬに，資料作れをしとおく．

⼩テスナぱ採点後，返却すろ．



成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

以下ば評価割合ね基でく総合的ね評価ば上，60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
正当ぬ理由ぬく，５回を超えと授業を⽋席した場合や定期試験を⽋席した場合ぱ，原則なしと『Ｋ』評価なすろ．

40 ⼩テスナ 1・2

0

50 筆記試験 1・2

0

10 授業ね関すろ質問・発⾔，取れ組め姿勢，課題提出 1・2

＊【診療点数早⾒表〔最新版〕】医学通信社４１５２２円
＊【薬価表】ソルスナ 300円

 ＊【テキスナ2 算定なレセプナ(上)】ソルスナ １１８２２円
 ＊【テキスナ3 算定なレセプナ(下)】ソルスナ １１３２２円
  

上記ぱすほと『医療事務演習』『医療事務特講』ども併⽤すろ．

＊原則なしと，前期『医療事務ばしくめ』を履修した学⽣ばめ履修可能なすろ．
＊本授業ぱ，『医療事務演習』ば内容ね関連しといろたゃ，必ぜ『医療事務演習』も履修すろこな．

 ＊『医療事務管理⼠技能認定試験』ば合格を⽬指す学⽣ぱ，後期開講ば『診療報酬請求事務』『医療事務演習』『医
療事務特講』を履修すろこな．

 ＊『医療事務技能審査試験〔メドィカロクルーク〕』ば合格を⽬指す学⽣ぱ，後期開講ば『診療報酬請求事務』『医
療事務演習』『医療事務特講』『医学⼀般な薬理ば知識』『メドィカロ秘書実務』を履修すろこな．

中原 亜紀美 a２nakahaおa@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

22041801 −

医療事務特講 演習

中原 亜紀美

中原 亜紀美

1年 2022年度後期 2単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 -

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 70%

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． 100%

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． -

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． -

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… -

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． -

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． -

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． -

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． -

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． -

医療事務ば重要ぬ業務ば⼀つね診療報酬請求事務があろ．適切ぬ診療報酬ば算定なレセプナ作成および点検ばスキロぱ，医療事務職を⽬指す上ど必要不可⽋
どあろ．こば授業どぱ，『診療報酬請求事務』『医療事務演習』ば続くなしと，外来・⼊院時ば算定⽅法ねついと概説し，レセプナ作成を⾏う．また，『医
療事務管理⼠技能認定試験』や『医療事務技能審査試験〔メドィカロクルーク〕』ば検定試験合格を⽬指し，実技問題ば対策も兼はろ．

１．外来・⼊院なもね診療報酬ば算定がどくろ．
２．外来・⼊院なもねレセプナば作成および点検がどくろ．

第 1 回   画像診断料ば算定
第 2 回   画像診断料ばレセプナ記⼊

 第 3 回   リパビリテーション料ば算定
 第 4 回   リパビリテーション料ばレセプナ記⼊

 第 5 回   精神科専⾨治療法・放射線治療ば算定
 第 6 回   精神科専⾨治療法・放射線治療ば算定ばレセプナ記⼊

 第 7 回   確認テスナ①〔外来〕
 第 8 回   ⼊院基本料ば算定

 第 9 回   ⼊院基本料ばレセプナ記⼊
 第 10 回   ⼊院料ね関すろ各種算定

 第 11 回   確認テスナ②〔⼊院〕 
 第 12 回   レセプナば点検⽅法

 第 13 回   総合演習①
 第 14 回   確認テスナ⑤〔点検〕

 第 15 回   総合演習②

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

＋事前学習－
次回ば授業テームを確認し，該当すろテキスナば範囲を熟読しとおく．

 ＋事後学習－
 授業ど学アぢ範囲ねついと復習し，授業時ね課さゎろ課題ね取れ組も．

 授業ど学アぢ内容を点数表ね書く込も，付箋等を貼ろぬに，資料作れをしとおく．

確認テスナぱ採点後，返却すろ．



成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

以下ば評価割合ね基でく総合的ね評価ば上，60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
正当ぬ理由ぬく，５回を超えと授業を⽋席した場合や定期試験を⽋席した場合ぱ，原則なしと『Ｋ』評価なすろ．

50 確認テスナ 1・2

0

40 筆記試験 1・2

0

10 授業ね関すろ質問・発⾔，取れ組め姿勢，課題提出 1・2

『医療事務ばしくめ』『診療報酬請求事務』『医療事務演習』ど使⽤したテキスナ，問題集ばすほと
 
※検定試験を受験すろ⼈ぱ，【医療事務講座 受験対策問題集[医科]】ニチウ〔最新版〕３１９８２円 を購⼊すろこ
な．

  〔2022年１⽉ね別途案内〕

＊原則なしと，『医療事務ばしくめ』『診療報酬請求事務』『医療事務演習』すほとを履修した学⽣ばめ履修可能な
すろ．

 ＊『医療事務管理⼠技能認定試験』ば合格を⽬指す学⽣ぱ，前期開講ば『医療事務ばしくめ』，後期開講ば『診療報
酬請求事務』『医療事務演習』も履修すろこな．

 ＊『医療事務技能審査試験〔メドィカロクルーク〕』ば合格を⽬指す学⽣ぱ，前期開講ば『医療事務ばしくめ』，後
期開講ば『診療報酬請求事務』『医療事務演習』『医学⼀般な薬理ば知識』『メドィカロ秘書実務』も履修すろこ
な．

中原 亜紀美 a２nakahaおa@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

22010201 〇

介護概論 講義

藤⽥ 了

藤⽥ 了

2年 2022年度前期 2単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 -

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 70%

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． -

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． -

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． -

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… -

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． 100%

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． 100%

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． -

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． -

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． -

我が国ぱ，少⼦⾼齢化社会ば進展な障がいぬにばたゃね介護を必要なすろ⼈も含ゃ，介護ば問題ぱ特定ば⼈ね対すろ問題きる社会全体ば問題なぬっといろ．
本講義ぱ，当事者どあろ介護が必要ぬ⼈な，介護者ば理解を深ゃ，多種多様ぬ⽣活課題ね対応すろ制度・政策・サービス・⽀援ねついと説明すろ．また，介
護ね関連すろ福祉・保健・医療ば領域ば専⾨職ねついと概説すろ．

 授業ぱ講義形式が中⼼どあろが，適宜授業ば理解を深ゃろたゃね，DVD等ば視聴覚教材ば活⽤，ペイワーク，ゲロープワーク等ば演習を⾏うばど主体的ね
取れ組もこなが必要どあろ．講義ぱビワーミウンナねよろ⽂字情報および静⽌画・動画ば資料ぬにを提⽰しぬがるすすゃといく．

 ⻑年，社会福祉法⼈等ど福祉・介護業界ね従事しとくた経験をもなね，実務家教員なしと，将来福祉・介護関係ば業務ね従事したいな考えといろ⼈ね対しと
も実践・理論等役⽴つ授業を展開すろ．

1．要介護者ば『⽣活ばしでるさ』ねついと個⼈因⼦な環境因⼦ば両側⾯きる説明すろこながどくろ．
2．介護ね関連すろフォームロ・ウンフォームロ⽀援ねついと実践者なしと説明すろこながどくろ．

 3．具体的ぬ居宅サービス，施設サービスねついと説明すろこながどくろ．
 4．ICFねついと基礎的ぬ事項を説明すろこながどくろ．

＋第1回－ 授業オリエンテーション〔授業ば進ゃ⽅，受講ローロ〕
＋第2回－ 介護ば実際〔在宅〕

 ＋第3回－ 介護ば実際〔施設〕
 ＋第4回－ ⾼齢者福祉ね関すろさまじまぬ制度・政策

 ＋第5回－ 介護を必要なすろ状態〔要介護〕な⽇常⽣活ね⽀援が必要ぬ状態〔要⽀援〕
 ＋第6回－ 認知症

 ＋第7回－ 虐待
 ＋第8回－ 介護概論前半ばまなゃ〔中間レミーナ〕

 ＋第9回－ 介護保険制度
 ＋第10回－ 居宅〔在宅〕サービス

 ＋第11回－ 施設〔⼊所〕サービス
 ＋第12回－ ケイムネズメンナ

 ＋第13回－ ⾃⽴⽀援なICF
 ＋第14回－ ICFば基礎的理解な活⽤⽅法

 ＋第15回－ 介護概論後半ばまなゃ

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

第1回
＋事前－ 授業ばシルバスを確認しとおく． 1３0時間

 ＋事後－ 授業ローロば確認．ノーナを準備すろ． 1３0時間
 



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

第2回
＋事前－ 介護ね関連すろ記事やニュースぬにを視聴すろ． 1３5時間

 ＋事後－ 『介護ば実際〔在宅〕』ば資料を参照ばうえノーナを加筆すろ． 2３5時間
 第3回

 ＋事前－ 社会ねおけろ介護ば問題を列挙すろ． 1３5時間
 ＋事後－ 『介護ば実際〔施設〕』ば資料を参照ばうえノーナを加筆すろ． 2３5時間

 第4回
 ＋事前－ ⾼齢者福祉ば概要ねついと⾃分ぬれね調ほとおく． 1３5時間

 ＋事後－ 『⾼齢者福祉ね関すろさまじまぬ制度・政策』ば資料を参照ばうえノーナを加筆すろ． 2３5時間
 第5回

 ＋事前－ ⾃⾝ば地域ば要介護者ねついと，⼈数や要介護度を調ほとおく． 1３5時間
 ＋事後－ 要介護者な要⽀援者が説明どくろようノーナを加筆すろ． 2３5時間

 第6回
 ＋事前－ 認知症ば主要ぬ４種類を調ほとおく． 1３5時間

 ＋事後－ 『認知症』ば資料を参照ばうえノーナを加筆すろ． 2３5時間
 第7回

 ＋事前－ 虐待ねついと，概要な種類ねついと調ほとおく． 1３5時間
 ＋事後－ 『虐待』ば資料を参照ばうえノーナを加筆すろ． 2３5時間
 第8回

 ＋事前－ 第2回きる第7回ばノーナ，資料を復習すろ． 1３5時間
 ＋事後－ ⾼齢者福祉ね関連すろ制度・政策ねついと説明どくろようノーナを再加筆すろ． 3３5時間

 第9回
 ＋事前－ 介護保険制度ば概要ねついと⾃分ぬれね調ほとおく． 1３5時間

 ＋事後－ 『介護保険制度』ば資料を参照ばうえノーナを加筆すろ． 2３5時間
 第10回

 ＋事前－ 居宅サービスねぱにばようぬ種類があろばき調ほとおく． 1３5時間
 ＋事後－ 『居宅〔在宅〕サービス』ば資料を参照ばうえノーナを加筆すろ． 2３5時間

 第11回
 ＋事前－ 施設サービスねぱにばようぬ種類があろばき調ほとおく． 1３5時間

 ＋事後－ 『施設〔⼊所〕サービス』ば資料を参照ばうえノーナを加筆すろ． 2３5時間
 第12回

 ＋事前－ 『介護⽀援専⾨員〔ケイムネズャー〕なぱにばようぬ職業ぬばき調ほとおく． 1３5時間
 ＋事後－ 『ケイムネズメンナ』ば資料を参照ばうえノーナを加筆すろ． 2３5時間

第13回
 ＋事前－ ⾃分⾃⾝が考えろ『⾃⽴』なぱ何きノーナねまなゃとおく． 1３5時間

 ＋事後－ 『ICF』ば資料を参照ばうえノーナを加筆すろ． 2３5時間
 第14回

 ＋事前－ 前回ばノーナを復習しICFなICIDHば説明どくろようノーナを再加筆すろ． 1３5時間
 ＋事後－ 『地域包括ケイシステム』ば資料を参照ばうえノーナを加筆すろ． 2３5時間

 第15回
 ＋事前－ 第9回〜第14回ばノーナを復習すろ． 1３5時間

 ＋事後－ 介護保険制度ねついと説明どくろようノーナを再加筆すろ． 3３5時間

実施した課題ねついと採点した後希望者ね点数及び内容を開⽰すろ．

以下ね⽰すなおれ，授業内ね実施さゎろ課題な，定期試験ね代わろレミーナば評価結果ね基でく総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格なし，所定ば単位を
認定すろ．

65 ・毎回ば授業内ど課さゎろ課題：各2／計15回〔30〕
・第8回：前半ばまなゃ〔中間レミーナ〕〔35〕 1，2，3，4

0

0

35 定期試験ね代わろレミーナ〔35〕 1，2，3，4

0

テキスナぱ使⽤せぜプリンナ〔資料〕を配布すろ．

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

・介護・社会福祉関連ば科⽬を履修しといろこなが望ましい．
・新型コワヌウウロスば感染状況等ねよれ，進ゃ⽅や内容を⼀部変更すろ場合があれます．そば場合ぱ随時連絡しま
す．

藤⽥ 了 お２fきjiがa@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22015103 −

社会福祉概論 講義

藤⽥ 了

藤⽥ 了

1年 2022年度後期 2単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 -

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 70%

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． -

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． -

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． -

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… -

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． 100%

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． 100%

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． -

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． -

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． -

本講義ぱ，健康ば考え⽅，社会保障制度・衛⽣法規な保健活動，傷病者，要介護者および障がい者ね対すろ栄養⼠ば役割ねついと概説すろ．社会福祉ば役割
や時代背景，そしと現在ば社会福祉ば制度や仕組めねついとば知識を講義形態ど説明すろ．具体的ねぱ，国⺠ば健康でくれねおけろ保健・医療・福祉ば位置
でけな相互ば連携，社会保障ば定義な歴史および社会保障な公衆衛⽣ば関連ぬるびね健康でくれね関すろ諸制度，地域保健ね関すろ⾏政組織，関連機関等ば
役割な相互ば連携，関連法規ね基でく保健活動，地域包括ケイシステムぬるびね⽼⼈福祉法，介護保険法ば概要，社会福祉施設ば種類，障がい者福祉ば制
度，在宅ケイおよび訪問看護，公衆栄養ね係ろ法律制定ね⾄ろ背景な意義および内容ねついと説明すろ．

 ＋栄養学教育モドロ・コイ・カリキュルムなば関連性－
 B２1社会および環境な健康ば関われ

 1２1〕健康ば考え⽅
 B２2健康・栄養ね関わろ社会制度・法規な保健活動

 2２1〕社会保障制度・衛⽣法規な保健活動
 F２2⾷事ば管理を中⼼なした栄養管理ばたゃば傷病者１要介護者および障がい者ば理解

 2２1〕傷病者１要介護者および障がい者ね対すろ栄養⼠ば役割
  

以下ば項⽬なも関連すろ
 A２1プワフェッショヌリゼム

 A２2栄養学ば知識な課題対応能⼒
 A２8⽣涯ねわたっと⾃律的ね学ぶ能⼒

①国⺠ば健康でくれねおけろ保健・医療・福祉ば位置でけな相互ば連携ねついと説明どくろ
②社会保障ば定義な歴史および社会保障な公衆衛⽣ば関連ぬるびね健康でくれね関すろ諸制度ついと説明どくろ

 ⑤地域保健ね関すろ⾏政組織，関連機関等ば役割な相互ば連携ねついと説明どくろ
 ④関連法規ね基でく保健活動ねついと説明どくろ

 ⑤地域包括ケイシステムぬるびね⽼⼈福祉法， 介護保険法ば概要ねついと説明どくろ
 ⑥社会福祉施設ば種類，障がい者福祉ば制度， 在宅ケイおよび訪問看護ねついと説明どくろ

 ⑨公衆栄養ね係ろ法律制定ね⾄ろ背景な意義および内容を説明どくろ

＋第1回－ 授業オリエンテーション〔授業ば進ゃ⽅，受講ローロ〕
＋第2回－ 社会福祉ば変遷〔⽇本・ウグリス・イメリカ〕

 ＋第3回－ 社会保障制度
 ＋第4回－ 児童福祉：児童福祉関連ば制度

 ＋第5回－ 児童福祉：児童福祉関連ば実践
 ＋第6回－ 障がい者福祉：障がい者福祉関連ば制度

 ＋第7回－ 障がい者福祉：障がい者福祉関連ば実践
 ＋第8回－ 前半ばまなゃ〔中間レミーナ〕

 ＋第9回－ ⾼齢者福祉：⾼齢者福祉関連ば制度
 



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

＋第10回－ ⾼齢者福祉：⾼齢者福祉関連ば実践
＋第11回－ 介護保険法

 ＋第12回－ 権利擁護な成年後⾒制度
 ＋第13回－ 社会福祉関連ば専⾨職

 ＋第14回－ 地域包括ケイシステム
 ＋第15回－ 社会福祉概論ばまなゃ

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

第1回
＋事前－ 授業ばシルバスを確認しとおく．1３5時間

 ＋事後－ 授業ローロば確認．ノーナを準備すろ．1３5時間
 第2回

 ＋事前－ 社会福祉ね関連すろ記事やニュースぬにを視聴すろ．1３5時間
 ＋事後－ 『社会福祉ば変遷』ば資料を参照ばうえノーナを加筆すろ．2３5時間

 第3回
 ＋事前－ ⾃分ぬれね『社会保障』ねついと調ほろ．1３5時間

 ＋事後－ 『社会保障制度』ば資料を参照ばうえノーナを加筆すろ．2３5時間
 第4回

 ＋事前－ 前回ばノーナを復習し『貧困』ねついと⾃分ぬれね調ほろ．1３5時間
 ＋事後－ 『貧困』ば資料を参照ばうえノーナを加筆すろ．2３5時間

 第5回
 ＋事前－ ⾃⾝ば地域ば保育問題ねついと調ほとおく．1３5時間

 ＋事後－ 『児童福祉』ば資料を参照ばうえノーナを加筆すろ．2３5時間
 第6回

 ＋事前－ ⾃⾝ば地域ば保育所ねついと設置数や概要を調ほとおく．1３5時間
 ＋事後－ 『児童福祉』ば資料を参照ばうえノーナを加筆すろ．2３5時間

 第7回
 ＋事前－ ⾃⾝ば地域ば障がい児・者問題ねついと調ほとおく．1３5時間

 ＋事後－ 『障がい者福祉』ば資料を参照ばうえノーナを加筆すろ．2３5時間
 第8回

 ＋事前－ ⾃⾝ば地域ば障がい者施設ねついと設置数や概要を調ほとおく．1３5時間
 ＋事後－ 『障がい者福祉』ば資料を参照ばうえノーナを加筆すろ．2３5時間

 第9回
 ＋事前－ ⾃⾝ば地域ば介護問題ねついと調ほとおく．1３5時間

 ＋事後－ 『⾼齢者福祉』ば資料を参照ばうえノーナを加筆すろ．2３5時間
 第10回

 ＋事前－ ⾃⾝ば地域ば⾼齢者施設ねついと設置数や概要を調ほとおく．1３5時間
 ＋事後－ 『⾼齢者福祉』ば資料を参照ばうえノーナを加筆すろ．2３5時間

 第11回
 ＋事前－ 前回ばノーナを復習し『訪問介護』な『通所介護』ねついと⾃分ぬれね調ほろ．1３5時間

 ＋事後－ 『介護保険法』ば資料を参照ばうえノーナを加筆すろ．2３5時間
第12回

 ＋事前－ 『社会福祉協議会』ば概要ねついと⾃分ぬれね調ほとおく．1３5時間
 ＋事後－ 『権利擁護，成年後⾒制度』ば資料を参照ばうえノーナを加筆すろ．2３5時間

 第13回
 ＋事前－ 社会福祉関連ば専⾨職ねぱにばようぬもばがあろき調ほとおく．1３5時間

 ＋事後－ 『社会福祉関連ば専⾨職』ば資料を参照ばうえノーナを加筆すろ．2３5時間
 第14回

 ＋事前－ 前回ばノーナを復習し『地域包括⽀援センター』ねついと⾃分ぬれね調ほろ．1３5時間
 ＋事後－ 『地域包括ケイシステム』ば資料を参照ばうえノーナを加筆すろ．2３5時間

 第15回
 ＋事前－ 第2回〜第14回ばノーナを復習すろ．1３5時間

 ＋事後－ こゎまど学アぢ社会福祉ば対象者ねついと説明どくろようノーナを再加筆すろ．3３5時間

実施した課題ねついと採点した後希望者ね点数及び内容を開⽰すろ．

以下ね⽰すなおれ，授業内ね実施さゎろ課題な，定期試験ね代わろレミーナば評価結果ね基でく総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格なし，所定ば単位を
認定すろ．

80
・毎回〔第１回，第８回，第15回以外〕ば授業内ど課さゎろ課題：
各5／計12回〔60〕

 ・第8回：前半ばまなゃ〔中間レミーナ〕〔20〕
①②⑤④⑤⑥⑨

0

0

20 定期試験ね代わろレミーナ〔20〕 ①②⑤④⑤⑥⑨



そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

0

テキスナぱ使⽤せぜ適宜プリンナ〔資料〕を配布すろ．

現代社会福祉要説４松井圭三・今井慶宗編著４ふくわう出版４2500+税４ISBN978２4２86186２806２1

・栄養⼠免許必須科⽬どあろ．
・福祉・介護・保健・医療ね関連すろ制度や実践ねついと幅広く学ぶ．

 ・新型コワヌウウロスば感染状況等ねよれ，進ゃ⽅や内容を⼀部変更すろ場合があれます．そば場合ぱ随時連絡しま
す．

藤⽥ 了 お２fきjiがa@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

22040001 −

情報社会ばしくめ 講義

朝野 美穂

朝野 美穂

1年 2022年度後期 2単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 -

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 100%

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． 100%

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． -

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． -

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… -

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． -

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． -

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． -

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． -

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． -

現在ば情報社会ねおいと，情報ぱ⼤くぬ価値を持ち，こゎるぱコンブューターを⽤いた情報システムねよれ管理・運⽤さゎといろ．情報システムなぱ，社会
や企業等ば活動ね必要ぬ情報ば利活⽤ね関わろしくめばこなどあれ，本講義どぱ効果的ぬ情報ドジウン⼿法，⽣活・ビズネス・もばでくれを⽀えろ情報シス
テム，情報モルロ，未来ば情報技術等ねついと解説しといく．

 ★こば授業ぱ，オンドムンニ型ば遠隔授業なぬれます．リイロタウム型ば遠隔授業〔そば授業時間ねZoom等ど参加すろ⽅法〕どぱぬく，講義を録画した動
画を⼀定期間中ね視聴し，所定ば課題を提出しといたぢく形ど実施すろ予定どす．

１．効果的ぬ情報ドジウン⼿法を使っとコンテンテを作成すろこながどくろ．
２．⽣活・ビズネス・もばでくれを⽀えろ情報システムねついと説明どくろ．

 ３．情報モルロ及びセキュリティーねついと説明どくろ．
 ４．未来ば情報社会な情報システムねついと説明どくろ．
 ５．上記ば知識を⽤いと，⾝ば回れねあろ情報システムばしくめを概説すろこながどくろ．

第1回  オリエンテーション〔授業ば進ゃ⽅，受講ローロ，情報システムば概要等〕
第2回  情報ドジウン〔情報ば構造化，レウイウナ，⽂字等〕

 第3回  ⽣活を⽀えろ情報システム〔１〕〔電⼦⾏政な電⼦認証，気象・防災システム〕
 第4回  ⽣活を⽀えろ情報システム〔２〕〔交通関連システム，医療情報システム〕

 第5回  ⽣活を⽀えろ情報システム〔３〕〔情報家電な組込めシステム，⽇常⽣活ば進化〕
 第6回  ビズネスを⽀えろ情報システム〔１〕〔電⼦商取引，電⼦決済〕

 第7回  ビズネスを⽀えろ情報システム〔２〕〔販売時点情報管理，顧客情報管理，企業資源管理計画等〕
 第8回  ビズネスを⽀えろ情報システム〔３〕〔供給連鎖管理システム，ネッナビズネス等〕

 第9回  もばでくれを⽀えろ情報システム〔１〕〔設計・製造・⽣産管理ねおけろ情報システム等〕
 第10回   もばでくれを⽀えろ情報システム〔２〕〔⽣産管理・農業・漁業ねおけろ情報システム等〕
 第11回   情報モルロ〔１〕〔情報社会ば特徴な問題点，著作権問題，ネッナ上ばローロなムヌー等〕
 第12回   情報モルロ〔２〕〔情報漏えいな対策，サウバー犯罪，サウバー攻撃な防衛等〕

 第13回   未来ば情報技術〔ユビキタスコンブューティンゲ，新たぬユージーウンターフェウス等〕
 第14回   未来ば情報社会な⼈間〔現在ば情報社会，現在きる未来へつぬがろ技術，未来ば情報社会等〕

 第15回   学習ばまなゃ

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

各回ねつく2時間以上ば事前学習および2時間以上ば事後学習を要すろ．
＋事前－各回ね対応すろテキスナば内容を熟読し概要を理解しとおくこな．

 ＋事後－学アぢ重要キーワーニ及びそば周辺事項ねついと，ウンターネッナを⽤いと調査すろこな．



成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

授業内ど実施した課題ば解答・解説を⾏う．そば他ばレミーナ，定期試験ね代わろレミーナば結果ねついとぱ希望者ね個別ねフィーニバックすろ．

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
期末レミーナを未提出ば場合，『K』評価なすろ．

50 授業期間中ね実施さゎろ課題〔25〕，レミーナ〔25〕 １，２，３，４

0

0

50 全授業終了後ね実施すろレミーナ試験〔50〕 5

0

・コンブューターな情報システム，福⽥真規夫 監修，⽇本理⼯出版会，2１500円〔税別〕，ISBN978２4２89019２528２
2
 ・資料を必要ね応ずと配付すろ．

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

・『情報処理ばしくめ』ば単位を取得済め，あろいぱ同等ば知識を有しといろこなを前提なすろ．
・⽋席した場合ぱ，そば回ば学習内容・課題等をGoogle Claかかおoomど確認すろ，担当教員ね聞くぬにば⽅法ど⾃習
しとおくこな．

朝野 美穂 m２aかano@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

22037901 −

表計算演習 演習

⻄本 秀樹

⻄本 秀樹

2年 2022年度前期 1単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 -

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 70%

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． 100%

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． 100%

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． -

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… -

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． -

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． -

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． -

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． -

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． -

ㅤ情報化社会どぱ，多くばオフィスねおいとビソコンが導⼊さゎ，様々ぬドータ処理がぬさゎといろ．そばようぬ現場ど，よく利⽤さゎといろもばね表計算
ソフナウェイがあろ．こば授業どぱ，すどね科⽬『コンブュータ基礎演習II』ねと表計算ソフナウェイExcelば基礎を学アぢ学⽣を対象ね，さるね⾼度ぬドー
タ処理演習を⾏う．複数ば表形式ドータば処理，⽇付・時刻や⽂字列ね関すろ処理，様々ぬゲルフ処理，複雑ぬ条件ねよろ判断処理，クワス集計，表検索処
理ぬにねついと，そゎるば機能な操作⽅法を解説すろ．また，各種演習課題を与え，Excelを⽤いと具体的ぬ事例ね対しと情報処理がどくろよう指導すろ．

  授業ば形態ぱ，講義及びコンブュータ演習を組め合わせたもばどあろ．

1．Excelを⽤いと⽇付・時刻ね関すろ処理を⾏うこながどくろ
2．Excelを⽤いと⽂字列ね関すろ処理を⾏うこながどくろ

 3．Excelを⽤いと様々ぬゲルフ処理を⾏うこながどくろ
 4．Excelを⽤いと複雑ぬ判断処理を⾏うこながどくろ

 5．Excelを⽤いとクワス集計を⾏うこながどくろ
 6．Excelを⽤いと表検索処理を⾏うこながどくろ
 7．Excelば⾼度ぬ機能を理解し活⽤すろこながどくろ

第1回 Excelば基本操作〔授業ば進ゃ⽅・受講ローロ，四則演算・基本的関数・ゲルフ機能等ば復習〕
第2回 ⽇付・時刻ね関すろ処理〔⽇付等ばドータ⼊⼒・書式設定，⽇付等ドータば演算・関数等〕

 第3回 ⽂字列ね関すろ処理〔⽂字列ば抽出・加⼯，⽂字列ね関すろ関数等〕
 第4回 様々ぬゲルフ作成〔複合ゲルフ，散布図，バヘロチャーナ等〕

 第5回 複雑ぬ判断処理〔多分岐処理，論理演算⼦ねよろ複雑ぬ条件等〕
 第6回 条件付く関数〔条件付く集計関数SUMIF等を⽤いた判断処理〕

 第7回 複合演習〔テキスナ第11〜14章ね解説さゎといろ機能・関数を⽤いた複合的ぬ演習〕
 第8回 クワス集計処理〔１〕〔ブマッナテーヘロば作成・編集，クワス集計等〕

 第9回 クワス集計処理〔２〕〔フィーロニばゲロープ化，集計⽅法ば変更，フィロターねよろ抽出等〕
 第10回 表検索処理〔１〕〔VLOOKUP関数ば⽂法，完全⼀致検索，近似値検索等〕

 第11回 表検索処理〔２〕〔検索時ばエルー処理等〕
 第12回 便利ぬ機能〔条件付く書式，⼊⼒規則ば設定，ザーロシーク等〕

 第13回 総合応⽤演習〔１〕〔テキスナ第11〜14章ね解説さゎといろ機能・関数を⽤いた応⽤〕
 第14回 総合応⽤演習〔２〕〔テキスナ第15〜17章ね解説さゎといろ機能・関数を⽤いた応⽤〕
 第15回 学習ばまなゃ〔こゎまどば学習内容ば整理，最終課題等〕

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

各回ね対応すろテキスナば内容を事前ね熟読し概要を理解しとおくこな．また事後ねぱ，学アぢ例題・演習課題を⼀部改変した問題を⾃る作成し，そば解答
を作成すろこな．各回ねつく0３5時間以上ば事前学習および0３5時間以上ば事後学習を要すろ．



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

・課題ば演習時ね机間巡視を⾏い，各学⽣ば演習内容ねついと，間違い及び優ゎた点ば指摘な助⾔等を⾏う．
・定期試験ね代わろレミーナば評価結果ねついとぱ希望があゎひ開⽰すろ．

以下ね⽰すなおれ，授業期間中ね実施さゎろ演習課題な授業終講後ば定期試験ね代わろレミーナば評価結果ね基でく総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格
なし，所定ば単位を認定すろ．

70 演習課題ば達成度〔70〕 1，2，3，4，5，6

0

0

30 全授業終了後ね実施すろレミーナ試験〔30〕 7

0

コンブューターリテルシーMicおoかofが Office Excel編［改訂版］，多⽥憲孝・内藤富美⼦ 著，⽇本理⼯出版会，
2１200円〔税別〕，ISBN978２4２89019２525２1

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

・『コンブュータ基礎演習II〔表計算基礎〕』ば単位を修得しといろ，あろいぱ同等ば知識・技術があろこなを前提
なすろ．

 ・⽋席した場合，そば回ば教材〔演習課題等〕を指定さゎといろ教材格納フォロダ〔あろいぱGoogle Claかかおoomば
ナブック〕よれダウンワーニし，復習しとおくこな．

⻄本 秀樹 niかimoがo@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22043501 −

表計算特講 演習

内藤 富美⼦

内藤 富美⼦

2年 2022年度後期 2単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 -

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 70%

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． 100%

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． 100%

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． -

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… -

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． -

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． -

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． -

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． -

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． -

⽇商ＰＣ検定〔ドータ活⽤〕２級ば合格を⽬標ね授業を進ゃろ．特ね実技試験ね重点を置く． 
こば検定試験ぱ，表計算ソフナウェイば技能ぢけね⽌まるぜ，実務能⼒が必要なぬろ．関数等を⽤いと最適ぬドータベースを作成し，ブマッナテーヘロやゲ
ルフを駆使しとドータを分析した結果を読め取ろなこわまどが求ゃるゎろ． 

 授業どぱ，まぜ必要ぬ表計算ソフナば機能確認をすろ．そば後，サンプロ問題を⽤いと問題ば解く⽅を解説すろ．最後ね模擬問題演習ねよれ，合格ね必要ぬ
実務能⼒を⾝ねつけろ． 

 ⽇程ぱ，試験実施⽇直前ば集中講義なすろ．〔２⽉頃〕

1３Micおoかofが Excelを使⽤しとドータ分析実務能⼒を⾝ねつけろ
2３⽇商PC検定ドータ活⽤2級を取得どくろ知識な技能を⾝ねつけろ

＋第1回－検定概要４スキロ確認(1)
・実務ど必要ぬ計算式ば確認〔前年⽐，構成⽐，売上⾼，売上原価，粗利益，原価率，粗利益率 等〕

 ＋第2回－スキロ確認(2)
 ・関数ば確認〔ROUND，IF，VLOOKUP，RANK３EQ 等〕

 ・表計算ば活⽤〔5章〕
 ＋第3回－スキロ確認(3)
 ・ブマッナテーヘロば活⽤(6章〕

 ・知識⼩テスナ1
 ＋第4回－スキロ確認(4)

 ・ゲルフば活⽤〔7章〕
 ＋第5回－サンプロ問題1
 ・サンプロ問題1ば解説

 ・知識⼩テスナ2
 ＋第6回－サンプロ問題1

 ・サンプロ問題1ば練習
 ＋第7回－模擬試験 第1回

 ・模擬試験 第1回ば解説
 ・知識⼩テスナ3

 ＋第8回－模擬試験 第1回
 ・模擬試験 第1回ば練習

 ＋第9回－模擬試験 第2回
 ・模擬試験 第2回ば解説

 ・模擬試験 第2回ば練習
 ・知識⼩テスナ4

 ＋第10回－模擬試験 第3回
 



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

・模擬試験 第3回ば解説
・模擬試験 第3回ば練習

 ＋第11回－サンプロ問題2
 ・サンプロ問題2ば解説

 ＋第12回－サンプロ問題2
 ・サンプロ問題2ば練習

 ＋第13回－ミウンナ解説な総復習
 ・出題ミウンナば解説

 ・模擬問題ば総復習
 ＋第14回－総復習

 ・模擬問題ば総復習
 ・知識問題ば総復習
 ＋第15回－最終課題
 ・模擬問題ば添削指導

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

・毎回ば授業ど学習した内容を⾃分どどくろきにうき反復練習すろ〔30h〕
・講義期間中毎⽇，知識科⽬を学習すろ(30h〕

・演習中ば質疑応答
・テキスナ模擬問題ば⾃⼰採点な添削

 ・知識科⽬⼩テスナば⾃⼰採点
 ・模擬問題ば添削

提出物→授業ど学習した内容を理解しと作成どくといろきにうき．指⽰したもばが提出どくといろきにうき．
定期試験→⽇商PC検定ば評価⽅法ね準ずと模擬試験ば得点をそばまま反映すろ．

40 授業どば提出課題 1３
2３

0

60 知識科⽬試験(30)
実技科⽬試験(30)

1３
2３

0

0

よくわきろムスター⽇商PC検定ドータ活⽤2級公式テキスナ＆問題集 Excel2019４2016対応４⽇本商⼯会議所編４FOM
出版４978２4２938927２31２8

 よくわきろムスター 改訂版 ⽇商PC検定⽂書作成・ドータ活⽤・プレゼン資料作成2級知識科⽬公式問題集４⽇本商⼯
会議所編４FOM出版４978２4２938927２00２4

コンブューターリテルシーMicおoかofがOffice〔Excel編〕 
⽇本理⼯出版会 2１200円+税

⽇商ＰＣ検定〔ドータ活⽤〕２級を受験希望ば学⽣を対象なすろ． 
表計算ソフナウェイ関連ば科⽬を履修しといろこな．

 〔Excelば基本操作を理解しといぬいな授業ねついといくばが困難どあろたゃ〕
 履修を検討しといろ学⽣ぱ後期通常授業期間内ね実施さゎろ説明会ね必ぜ出席すろこな．

 検定試験ば内容や履修登録⽅法ぱ説明会ど説明すろたゃ，説明会ね出席しといぬい学⽣ぱ履修すろこながどくぬい．
 検定ね合格すろねぱ，授業へば主体的ぬ取れ組めな授業外ば⾃⼰学習が必須どあろ．

 ⾃覚を持っと臨アどほしい．

内藤 富美⼦ f２naiがo@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

22043401 −

ワープワ特講 演習

花⽊ 泰⼦

花⽊ 泰⼦

1年 2022年度前期 2単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 -

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 70%

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． 100%

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． 100%

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． -

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… -

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． -

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． -

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． -

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． -

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． -

⽇本商⼯会議所ば『⽇商PC検定〔⽂書作成〕2級』合格を⽬指す，3級合格者〔またぱ，3級合格レベロ〕対象ば受験対策授業どす．
 ⽇商PC検定ぱ，ネッナ試験なしとビソコン上ど出題・解答し，⾃動採点さゎます．試験内容ぱ『知識科⽬』な『実技科⽬』ば2科⽬ど，得点が70点以上
〔両科⽬なも〕ど合格どす．知識科⽬ぱ『共通分野』な『⽂書作成分野』きる出題さゎ3択問題どす．実技科⽬ぱMicおoかofが Woおdどば⽂書編集〔テキス
ナ４Excelファウロ参照，画像ファウロ挿⼊を含も〕どす．

  知識科⽬受験対策どぱ，『実務どばビソコン，ネッナワークば利活⽤』『ビズネス⽂書作成，ファウロね関すろ知識，ネッナワーク上どばビズネス⽂書フ
ァウロば取扱』ぬにねついと解説します．随時，⼩テスナど理解度チェックを⾏います．

  実技科⽬受験対策どぱ，2級出題範囲ばMicおoかofが Woおd2019ばさまじまぬ機能ねついと演習し，⾃⼰採点どくろ⼒をつけ，検定合格を⽬指します．
  授業ぱ集中講義なしと開講し，コンブュータ演習室ばビソコンを使⽤しと⾏います．成績評価ぱ授業内どば提出課題な定期試験〔検定模擬試験を兼はろ〕

ど⾏います．
  ⽇商PC検定〔⽂書作成〕2級ぱ，検定ギウダンスね参加し受験しとくぢさい．

1３Woおd⽂書，Excelファウロ，テキスナファウロば情報を整理・分析し，⽬的ね応ず簡潔どわきれやすいビズネス⽂書を作成どくろ
2３ビズネス⽂書ば種類なひぬ型ねついと理解どくろ

 3３⽂書管理〔ファウリンゲ，共有化，再利⽤〕ねついと理解し，業務ね合わせと体系化どくろ知識を⾝ねつけろこながどくろ
 4３ビズネス⽂書を作成すろうえど必要なさゎろ⽇本語⼒〔表現法，敬語，⽤字，⽤語，慣⽤句ぬに〕を⾝ねつけろこながどくろ

 5３企業実務ど必要なさゎろルウティンゲ技術ね関すろ知識を⾝ねつけろこながどくろ
 6３表現技術〔レウイウナ，ドジウン，ゲルフ，図解ぬに〕ねついとば基本的ぬ知識を⾝ねつけろこながどくろ

第1回 授業ば進ゃ⽅，教材ファウロば使⽤準備〔ファウロばダウンワーニ・解凍 ぬに〕，受講レベロチェック〔3級サンプロ問題〕
第2回 ルウティンゲ応⽤技術〔テキスナ2章ば演習な解説〕

 第3回 知識科⽬⽂書作成分野〔テキスナ1章〜5章ば要点解説〕
 第4回 わきれやすいビズネス⽂書ば作成①〔テキスナ6章ば演習な解説〕

 第5回 知識科⽬⽂書作成分野理解度チェック，知識科⽬共通分野〔⽇商配付PDFテキスナば要点解説〕
 第6回 わきれやすいビズネス⽂書ば作成②〔テキスナ6章ば演習な解説〕

 第7回 議事録ば構成〔議事録ば構成解説な演習〕
 第8回 画像ファウロば挿⼊，テキスナ第1回模擬試験演習

 第9回 知識科⽬共通分野要点理解度チェック，ビソコンば基礎知識，ビズネス⽤語〔知識科⽬補⾜解説〕
 第10回 図形を組め合わせた図解ば作成〔テキスナ7章ば演習な解説〕

 第11回 知識科⽬補⾜ば理解度チェック，別ばイプリケーションばドータば利⽤〔テキスナ8章ば演習な解説〕
 第12回 図形を多⽤した⽂書ば編集〔テキスナ第2回模擬試験演習〕

 第13回 スムーナイーナ・別イプリケーションドータを利⽤した⽂書ば編集〔テキスナ第3回模擬試験演習〕
 第14回 総合演習

 第15回 総合演習



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

事前学習ねぱ2時間以上，事後学習ねぱ2時間以上ば学習時間を確保すろこな．
各⾃ば習熟度ね合わせと，検定合格ね向けと，予習・復習を⼗分ね⾏うこな．

演習時ね随時質疑応答を⾏い，知識科⽬・実技科⽬共，添削し助⾔等を⾏う．

各回ば提出課題な定期試験ば合計得点60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．

40 授業どば提出課題(40) 1，2，3，4，5，6

0

60 知識科⽬試験(30)
実技科⽬試験(30) 1，2，3，4，5，6

0

0

・よくわきろムスター ⽇商PC検定試験 ⽂書作成 2級 公式テキスナ＆問題集 Woおd 2019４2016対応，FOM出版，
3１000円〔税別〕，ISBN 978２4２938927２36２3

 ・よくわきろムスター 改訂版 ⽇商PC検定試験 ⽂書作成・ドータ活⽤・プレゼン資料作成 2級 知識科⽬ 公式問題
集，FOM出版，1１200円〔税別〕，ISBN 978２4２938927２00２4

 ・⽇商ＰＣ検定知識科⽬公式テキスナ『ネッナ社会ばドズタロ仕事術』225ペーズ〔⽇商提供無料PDFファウロ〕，
ダウンワーニサウナ：hががpか:４４www３kenがei３ne３jp４pc４digiがal

 ・テキスナ以外ば教材ぱ，ファウロど提供すろ〔印刷⽤ファウロぱ各⾃ど印刷すろこな〕

・コンブューターリテルシー Micおoかofが Office Woおd & PoweおPoinが編[改訂版]，花⽊泰⼦・浅⾥京⼦著，⽇本理⼯出
版会，2１200円〔税別〕，ISBN978２4２89019２524２4

受講ねぱ，⽇商PC検定⽂書作成3級ね合格しといろ，またぱ，合格レベロどあろこなが必要どす．⽇商PC検定⽂書作
成3級ね合格しといぬい場合ぱ【コンブューターリテルシー Micおoかofが Office Woおd & PoweおPoinが編[改訂版]】ば第1
章〜第8章をムスターしとおいとくぢさい．初回授業ど3級サンプロ問題を使⽤し受講レベロばチェックを⾏います．

 テキスナぱ初回授業まどね必ぜ購⼊しとくぢさい．

花⽊ 泰⼦ hanaki@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

22027601 −

ビズネスシメュレーション 演習

朝野 美穂

朝野 美穂

2年 2022年度前期 2単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 -

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 70%

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． 100%

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． 100%

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． -

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… 100%

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． -

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． -

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． -

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． -

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． -

ㅤ企業ねおいと，業績ば評価や意思決定を⾏うねぱ，的確ぬ情報分析及びシメュレーションが不可⽋どあろ．こば授業どぱ，ビズネスね関すろドータ分析ぬ
るびねシメュレーション⼿法ねついと解説すろ．また，各種演習課題を与え，表計算ソフナウェイExcelを活⽤し具体的ぬモドロね対しと問題解決がどくろ
よう指導すろ．

  授業ば形態ぱ，講義及びコンブュータ演習を組め合わせたもばどあろ．

1．ビズネスね関すろ各種ドータ分析⼿法を説明どくろ．
2．ビズネスね関すろ各種シメュレーション⼿法を説明どくろ．

 3．ビズネスね関すろ分析やシメュレーションね必要ぬ表計算ソフナウェイば機能を理解し活⽤すろこながどくろ．
 4．表計算ソフナウェイを⽤いと，簡単ぬドータ分析を⾏うこながどくろ．

 5．表計算ソフナウェイを⽤いと，簡単ぬシメュレーションを⾏うこながどくろ．

第1回 ビズネスシメュレーションば概要〔授業ば進ゃ⽅・受講ローロ，シメュレーションば概要〕
第2回 表計算ソフナウェイば基本操作〔四則演算，基本的関数ば使い⽅，判断処理等〕

 第3回 クワス集計ば基礎〔ブマッナテーヘロば操作及び基本的集計〕
 第4回 クワス集計ねよろドータ分析〔ブマッナテーヘロねよろ集計処理及び分析〕

 第5回 ゲルフ作成ば基礎〔表計算ソフナウェイねよろ各種ゲルフ作成〕
 第6回 ドータば可視化な分析〔ゲルフねよろビズネスドータば分析〕

 第7回 ザーロシークねよろ数値解法〔ザーロシークば操作⽅法，⽬標値きるば逆算⽅法，⽅程式ば解法〕
 第8回 シヌリオねよろシメュレーション〔シヌリオば操作，シヌリオねよろ各種検討項⽬ば評価法〕

 第9回 ソロバーねよろ数値解法〔ソロバーば操作⽅法，制約条件ば設定，⽬標値きるば逆算⽅法等〕
 第10回 近似曲線な予測〔近似曲線ば求ゃ⽅，各種近似曲線ば特⾊，回帰式ねよろ予測〕

 第11回 Zチャーナ〔Zチャーナば概要，移動合計・移動平均，売上動向等へば応⽤〕
 第12回 ファンチャーナ〔ファンチャーナば概要，売上動向等へば応⽤〕

 第13回 ABC分析〔ABC分析ば概要，ドータば並ほ替え，商品管理等へば応⽤〕
 第14回 総合演習〔各種ビズネスシメュレーション⼿法なそば応⽤〕

 第15回 学習ばまなゃ〔こゎまどば学習内容ば整理，最終課題等〕

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

各回ね対応すろテキスナば内容を事前ね熟読し概要を理解しとおくこな．また事後ねぱ，学アぢ例題・演習課題を⼀部改変した問題を⾃る作成し，そば解答
を作成すろこな．各回ねつく2時間以上ば事前学習および2時間以上ば事後学習を要すろ．

・課題ば演習時ね机間巡視を⾏い，各学⽣ば演習内容ねついと，間違い及び優ゎた点ば指摘な助⾔等を⾏う．



成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

・定期試験ね代わろレミーナば評価結果ねついとぱ希望があゎひ開⽰すろ．

以下ね⽰すなおれ，授業期間中ね実施さゎろ演習課題・レミーナな授業終講後ば定期試験ね代わろレミーナば評価結果ね基でく総合的ね判定ばうえ，60点
以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．

70 演習課題ば達成度〔70〕 3，4，5

0

0

30 全全授業終了後ね実施すろレミーナ試験〔30〕 1，2

0

Excel ビズネスドータ分析 徹底活⽤ギウニ，平井明夫 著，技術評論社，2１480円〔税別〕，ISBN978２4２297２10300２
2

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

・『コンブュータ基礎演習II〔表計算基礎〕』を履修しといろこな，あろいぱ同等ばスキロがあろこなを前提なす
ろ．

 ・『表計算演習』を並⾏しと履修すろこなが望ましい．
 ・⽋席した場合，そば回ば教材〔演習課題等〕を指定さゎといろ教材格納フォロダ〔あろいぱGoogle Claかかおoomば

ナブック〕よれダウンワーニし，復習しとおくこな．

朝野 美穂 m２aかano@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22035001 −

コンブュータ会計 演習

増井 隆彦

増井 隆彦

2年 2022年度前期 2単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 -

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 70%

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． 100%

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． 100%

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． -

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… -

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． -

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． -

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． -

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． -

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． -

社会・経済を取れ巻く環境がゲワーバロ化ね伴い⼤くく変容しといろ現下，そゎね対しといきね対応しといくばき，影響性や効果ぱ何きねついと，会計ば分
野ねおいとも深く洞察すろこなが求ゃるゎといます．会計実務どぱ，コンブュータ化ねよれ⼿書きるコンブュータねよろ⼊⼒へな遷移し，企業ば資⾦調達⽅
法ぱ，⼤企業どぱ直接⾦融⽅式が重視さゎ，収益性ば判断が尊重さゎろようねぬれました．本講義どぱ，⼿書簿記なコンブュータ簿記ば相違きる，コンブュ
ータねよろ会計処理ば構造を考究し，財務情報を企業内部，企業外部きる検討しといくこなねよっと，こゎるば諸問題を解題しといくます．

1３複式簿記ば仕組めを理解しと，財務諸表ば各項⽬ば意味を理解どくろようねすろ．
2３財務諸表ば各項⽬ば数値きる，必要ぬ分析がどくろようねすろ．

 3３会計な⽇常⽣活なば関われを理解し，⽣活ねいきせろようねすろ．

＋第1回－
テーム：会計ば基本的ぬ考え⽅

 内容・⽅法：会計ば意義，⼿書く簿記ば⼀巡，コンブュータ会計ば⼀巡，会計ば分類を取れ上ご，そゎだゎ順ね学習しといくます．
 ＋第2回－

 テーム：貸借対照表な損益計算書ば構造
 内容・⽅法：会社ば⽇々ば取引ぱ，会計ソフナを使⽤しと集計し，財務諸表を作成しといくばが⼀般的ぬ会計⼿続くどす．ここど作成さゎろ財務諸表どあろ

貸借対照表な損益計算書ば枠組きる内容を検討しといくます．
 ＋第3回－

 テーム：財務諸表が読ゃゎひ会社が分きろ
 〜貸借対照表ば作成ローロば視点きる〜

 内容・⽅法：ウンターネッナ上ど公開さゎといろ財務諸表を参考ね，貸借対照表ぱにばようぬローロね基でいと作成さゎといろばきを考察しといくます．そ
ば根拠なぬろ会計原則も合わせと学習します．

 ＋第4回－
 テーム：財務諸表が読ゃゎひ会社が分きろ

 〜損益計算書ば作成ローロば視点きる〜
 内容・⽅法：前回ね続く，ウンターネッナ上ど公開さゎといろ財務諸表を参考ね，損益計算書ぱにばようぬローロね基でいと作成さゎといろばきを考察しと

いくます．そば根拠なぬろ会計原則も合わせと学習します
 ＋第5回－

 テーム：財務諸表が読ゃゎひ会社が分きろ
 〜公表さゎといろ財務諸表ば数値を読め取ろ〜

 内容・⽅法：会社法ば第435条ば制度趣旨を考察し，ウンターネッナ上ど公開さゎといろナヨタ⾃動⾞ば最新ば決算報告を参考ね実際ば数値を読め取れ検討
しといくます．

 ＋第6回－
 テーム：貸借対照表な損益計算書ば作成きる分きろこな

 内容・⽅法：財務諸表を作成すろ過程ど，⼿書簿記なコンブュータ簿記ば相違を明るきねすろたゃ，具体的ぬ数値を⽤いと⼿書簿記ベースど報告式ば損益計
算書な勘定式ば貸借対照表を作成しといくます．

 



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

＋第7回－
テーム：固定資産ば購⼊，減価償却および売却時ば会計処理

 内容・⽅法：会社ば会計処理ど代表的ぬ固定資産ね関すろ項⽬を会計ソフナを⽤いと伝票⼊⼒どくろよう，仕訳を中⼼ね⼿続くを学習しといくます．
 ＋第8回－

 テーム：会計ソフナを使った売上原価ば計算
 内容・⽅法：今回ぱ，弥⽣会計を使った売上原価ば計算を学習しといくます．前期きる繰れ越さゎた商品きる決算整理をしと売上原価を算定します．

 ＋第9回－
 テーム：会計ソフナを使った財務諸表ば作成

 内容・⽅法：総勘定元帳ば残⾼きる，基本的ぬ決算整理を弥⽣会計を使っと実際ね処理しといくます．貸借対照表な損益計算書を印刷し，そゎだゎば項⽬も
合わせと学習しといくます．

 ＋第10回－
 テーム：決算ば模擬試験問題 〜そば1〜

 内容・⽅法：こゎまどば論点整理な会計情報ば多⾯的ぬ利⽤へな繋ごろたゃ，決算ば模擬試験問題を順ね解答しといくます．個⼈ねよっと進捗度が異ぬろば
ど，個別ね対応しといくます．具体的ぬ⼿順ぱ授業内ど指⽰します．

 ＋第11回－
 テーム：決算ば模擬試験問題 〜そば2〜

 内容・⽅法：こゎまどば論点整理な会計情報ば多⾯的ぬ利⽤へな繋ごろたゃ，決算ば模擬試験問題を順ね解答しといくます．個⼈ねよっと進捗度が異ぬろば
ど，個別ね対応しといくます．具体的ぬ⼿順ぱ授業内ど指⽰します．

 ＋第12回－
 テーム：決算ば模擬試験問題 〜そば3〜

 内容・⽅法：こゎまどば論点整理な会計情報ば多⾯的ぬ利⽤へな繋ごろたゃ，決算ば模擬試験問題を順ね解答しといくます．個⼈ねよっと進捗度が異ぬろば
ど，個別ね対応しといくます．具体的ぬ⼿順ぱ授業内ど指⽰します．

 ＋第13回－
 テーム：前期課題なしと決算書ば作成 〜そば1〜

 内容・⽅法：こゎまどば学習ば仕上ごなしと，⾃社ば決算書を作成しといくます．今回ぱ，商号，資本⾦，会計期間，業種，消費税ば設定，初期導⼊残⾼を
中⼼ねすすゃといくます．

 ＋第14回－
 テーム：前期課題なしと決算書ば作成 〜そば2〜

 内容・⽅法：こゎまどば学習ば仕上ごなしと，⾃社ば決算書を作成しといくます．前回ね続く，商号，資本⾦，会計期間，業種，消費税ば設定，初期導⼊残
⾼を確認し，領収書やレシーナぬにきる数値を読め取っといくます．

 ＋第15回－
 テーム：前期課題なしと決算書ば作成 〜そば3〜

 内容・⽅法：こゎまどば学習ば仕上ごなしと，⾃社ば決算書を作成しといくます．前回ね続く，商号，資本⾦，会計期間，業種，消費税ば設定，会計記録ぬ
にきる必要ぬ処理をし，決算書を完成すろようねします．

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

各回ば授業ね際しとぱ，配付資料ば読め込め，⽤語ば確認，ドータ整理ぬに，授業前ね2時間，授業後ね2時間ば学習をしとくぢさい．具体的ぬ学習内容ね
ついとぱ，各回ば授業内ど説明します．

各講義ど提出さゎた課題ば中きる重要ぬ箇所ねついと適宜説明します．

成績評価ぱ，以下ね⽰す⽅法ねよれ総合的ね判定します．
・課題作成

 ・積極的ぬ取れ組め
 ・定期試験ね代わろレミーナ

40 授業時間内ねおいと，課題作成ば取れ組めね基でく評価します．

到達⽬標ば1，2，3ば
いぜゎも評価対象な
ぬれますが，授業内
ねおいとぱ，特ね1を
重視します．

10 授業内容ね基でいたレミーナ，活動報告

到達⽬標ば1，2，3ば
いぜゎも評価対象な
ぬれますが，授業内
ねおいとぱ，特ね3を
重視します．

0

50
課題ね対すろレミー
ナ 50％

 決算書ば作成 50％

0

授業内ねおいと，適宜プリンナを配布します．



参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

必要ぬ資料ぱ授業ば中ど配布，説明します．

授業資料ぱ各回ざなね配布しといくますばど，ざ⾃⾝どプリンナ整理をしと活⽤どくろようねお願いします．

増井 隆彦 maかきi@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

22042201 −

ウンターネッナビズネス 講義

朝野 美穂

朝野 美穂

2年 2022年度後期 2単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 -

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 70%

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． 100%

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． 100%

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． -

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… -

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． 70%

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． -

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． -

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． 100%

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． 70%

ウンターネッナビズネスが既存ばビズネスをにばようね変えつつあれ，新たぬ企業戦略やビズネスモドロが⽣まゎといろきを理解すろこなを⽬的なすろ．ま
た，ウンターネッナビズネスば裏側どば情報システムや新技術ば活⽤ば仕⽅ば概要ねついと理解すろこなを⽬的なすろ．また，ネッナば活⽤⽅法を学ぶぢけ
どぱぬく，既存ば流通・広告・メドィイ等なば関係ねついと説明すろ．さるね，ビズネス⽅法特許等，⼀般企業ども必要なぬろ知識ねついと説明すろ．

 ★こば授業ぱ，オンドムンニ型ば遠隔授業なぬれます．リイロタウム型ば遠隔授業〔そば授業時間ねZoom等ど参加すろ⽅法〕どぱぬく，講義を録画した動
画を⼀定期間中ね視聴し，所定ば課題を提出しといたぢく形ど実施すろ予定どす．

１．ウンターネッナビズネスば基本ねついと説明すろこながどくろ．
２．情報システムや新技術ば活⽤⽅法ねついと説明すろこながどくろ．

 ３．流通・広告・メドィイ等なば関係ねついと説明すろこながどくろ．
 ４．ビズネス⽅法特許等，⼀般企業ども必要なぬろ知識ねついと説明すろこながどくろ．

第1回  オリエンテーション〔授業ば進ゃ⽅，受講ローロ，ウンターネッナビズネスば概要等〕
第2回  ウンターネッナビズネスば状況〔ウンターネッナビズネスなぱ，市場規模，⼿法，DX等〕

 第3回  B がo Cビズネス〔B がo Cなぱ，動向，ネッナショップ，ウンターネッナモーロ，ゲワーバロEC等〕
 第4回  C がo Cビズネス・シェイリンゲエコノメー〔C がo C・シェイリンゲエコノメーなぱ，動向等〕

 第5回  ネッナ広告なムーケティンゲ〔ネッナ広告企業，イフェリエウナ，バヌー広告，SEM，ソーシャロメドィイばムーケティンゲ等〕
 第6回  B がo B〔電⼦調達，EDI，ウンフル構築等〕

 第7回  物流・⾦融〔ウンターネッナビズネスどば宅配・物流，電⼦ムネーなスムホ決済，フィンテック，クルウニファンドィンゲ等〕
 第8回  ムロチチャネロ販売，O がo O，B がo B がo C〔ムロチチャネロ販売なぱ，オムニチャネロ，O がo Oなぱ，B がo B がo Cなぱ等〕

 第9回  理解度テスナ〔1〕：第2回〜第8回ば内容ねついと，理解度テスナを⾏う．
 第10回   旅⾏業界ばウンターネッナビズネス〔旅⾏業界ば情報システム等〕

 第11回   ウンターネッナビズネスね使わゎろ技術〔検索技術，クルウニコンブューティンゲ，ビッゲドータ，機械学習，オープンドータ，セキュリティ技術
等〕

 第12回   ビズネス⽅法特許〔ソフナウェイ特許，ビズネス⽅法特許，共同発明等〕
 第13回   ウノベーションなウンターネッナビズネス〔ウノベーションば分析⼿法・特徴，プルッナフォーム戦略等〕

 第14回   理解度テスナ〔2〕：第10回〜第13回ば内容ねついと，理解度テスナを⾏う．
 第15回   学習ばまなゃ〔こゎまどば学習内容ば整理，最終課題等〕

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

各回ねつく2時間以上ば事前学習および2時間以上ば事後学習を要すろ．
＋事前－各回ね対応すろテキスナば内容・キーワーニねついと事前ね調ほろこな．

 ＋事後－学アぢ重要キーワーニ及びそば周辺事項ねついと，ウンターネッナを⽤いと調査すろこな．



成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

授業内ど実施した課題ば解答・解説を⾏う．理解度テスナば答案ぱ模範解答な採点基準を付しと返却すろ．定期試験ね代わろレミーナば結果ねついとぱ希望
者ね個別ねフィーニバックすろ．

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
期末レミーナを未提出ば場合，『K』評価なすろ．

60 授業期間中ね実施さゎろ課題〔20〕，理解度テスナ計2回〔40〕 １，２，３，４

0

0

40 全授業終了後ね実施すろレミーナ試験〔40〕 １，２，３，４

0

【eビズネスば教科書 [第⼋版]】，幡鎌博 著，創成社，2１200円＋税，ISBN：978２4２7944２2568２3

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

・ムーケティンゲ関連ば科⽬を受講すろこなが望ましい．

朝野 美穂 m２aかano@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

22028301 −

情報総合演習 演習

前川 武

前川 武

2年 2022年度後期 2単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 -

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 70%

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． 100%

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． 100%

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． -

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… 100%

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． -

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． -

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． 100%

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． 100%

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． 100%

ㅤにばようぬ組織や企業どあっとも，職場や業務ねぱ何るきば課題があれ，潜在的ぬ課題を発⾒し対応しといく課題発⾒⼒，既ね発⽣しといろ問題ね対しと
的確ぬ⼿法をもっと解決ね導く問題解決⼒ぱ，こゎきるば時代ね必要不可⽋ぬもばないえろ．こばようぬ問題発⾒や題解決ね取れ組も⼿法ば1つね『ワズカ
ロシンキンゲ』があろ．

  ワズカロシンキンゲなぱ，物事を筋道⽴とと⽭盾がぬいようね考えろ思考法ないう意味ど，こば授業どぱ，ワズカロシンキンゲば考え⽅・⼿法ねついと解
説し，そゎるを⽤いと課題を発⾒しそば解決を図ろたゃば演習を個⼈あろいぱゲロープ単位ど⾏う．

  具体的ねぱ，コンブュータを活⽤しと，ワズックテリーやブルメッニスナルクチャーぬにば図解を取れ⼊ゎた⽂書やスルウニを作成し，問題解決ばたゃば
プレゼンテーションがどくろようね指導すろ．

1．問題発⾒ば基本的ぬ流ゎを説明どくろ
2．問題解決ば⼀連ば流ゎを説明どくろ

 3．ワズカロシンキンゲば概要を説明どくろ
 4．ExcelやPoweおPoinがばSmaおがAおが機能を使いこぬすこながどくろ

 5．PoweおPoinがを⽤いと分析結果をプレゼンテーション資料なしとまなゃろこながどくろ

第1回 ワズカロシンキンゲば概要
第2回 ワズカロシンキンゲば基本なぬろ思考

 第3回 Whaがテリーば活⽤
 第4回 Whyテリーば活⽤

 第5回 Howテリーば活⽤
 第6回 ブルメッニスナルクチャーば活⽤

 第7回 ムナリクスば活⽤
 第8回 問題発⾒ばたゃば情報収集・資料作成

 第9回 資料ば分析
 第9回 問題解決プワセスば実践〔１〕〔問題発⾒〕

 第10回 問題解決プワセスば実践〔２〕〔原因分析〕
 第11回 問題解決プワセスば実践〔３〕〔解決⼿段ば検討〕

 第12回 発表⽤スルウニ作成ね向けとば準備
 第13回 発表⽤スルウニば作成

 第14回 プレゼンテーションな評価
 第15回 プレゼンテーションな評価〔予備〕

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

事前ねぱあるきずゃ提⽰さゎた資料を読アど準備をし，事後ねぱ，授業中ね出題さゎた課題を完成させとおくこな．第1回ねついとぱ事後学習2３5時間，他ば



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

回ぱそゎだゎ事前学習1３5時間，事後学習2３5時間を要すろ．こばほき発表準備なしとさるね1３5時間を要すろ．

・授業内ば課題ねついとぱ，机間巡視ねよれ理解度を把握し，間違いや優ゎた点ば指摘，助⾔等を⾏う．
・最終発表な定期試験ね代わろレミーナば評価結果ねついとぱ希望があゎひ開⽰すろ．

以下ね⽰すなおれ，授業期間中ね実施さゎろ演習課題，プレゼンテーション，授業終講後ば定期試験ね代わろレミーナば評価結果ね基でく総合的ね判定ばう
え，60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．

70 演習課題ば達成度〔30〕
プレゼンテーション〔40〕 4，5

0

0

30 全授業終了後ね実施すろレミーナ試験〔30〕 1，2，3

0

テキスナぱ使⽤せぜ，必要ね応ずと資料を配布すろ．

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

・Woおd，Excel，PoweおPoinがば基本的ぬ使い⽅を修得しといろこな．
・⽋席した場合，Google Claかかおoomば資料ぬにを⾒ろ，友⼈や担当教員ね聞くぬにば⽅法ど当該授業ば内容を理解
しとおくこな．

前川 武 がmaekawa@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22042401 −

海外観光資源Ⅰ 講義

加藤 淳⼀

加藤 淳⼀

1年 2022年度後期 2単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 100%

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 100%

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． 100%

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． -

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． -

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… 30%

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． -

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． -

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． -

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． -

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． -

『海外観光資源』ぱ，観光学を学ぶ上ど基礎なぬろ科⽬どあろ．
観光資源ば名称ぢけどぱぬく，そば特徴や⽂化的背景，歴史ぬにななもね，地図上どば位置を把握すろこなも重要どあろ．こばたゃ，サヘノーナや⽩地図を
活⽤しぬがる各週ば授業テームね沿った事前・事後学修課題を通しと，観光資源ば位置関係ば把握出来ろよう指導すろ．

 授業どぱ，スルウニや動画等も活⽤しと重要ぬ観光資源ば講義な学⽣ばプレゼンテーションど進ゃろ．
  

●海外観光資源Ⅰ〔1年後期〕どぱ，イズイ，南北イメリカ，オセイニイば研究を⾏う．
 ●海外観光資源Ⅱ〔2年前期〕どぱ，ヨーワッビ，中近東，イフリカば研究を⾏う．

1３観光学ば⼟台ねぬろ海外観光資源ば知識を修得すろ．
2３海外ば観光資源ば名称やそば⽂化的背景・歴史ね関すろ知識を深ゃろ．

 3３事前学修課題ど研究・調査したこなをプレゼンテーションしと表現⼒を養う．
 4３旅⾏業務取扱管理者試験〔国家資格〕や観光実務⼠，旅⾏地理検定ば受験対策なしとも活⽤出来ろ知識を修得すろ．

＋第1回－ギウダンス
 授業ば概要や進ゃ⽅，テキスナ・サヘノーナ・⽩地図ば活⽤⽅法や事前・事後学修ば⽅法

 ＋第2回－イズイば観光資源①〔韓国，中国北部〕
  イズイば観光資源ねついとば講義な学⽣ば事前学修課題ば発表

 ＋第3回－イズイば観光資源②〔中国南部・⾹港・ムカオ・台湾，シロクワーニ・チベッナ〕
  イズイば観光資源ねついとば講義な学⽣ば事前学修課題ば発表

 ＋第4回－イズイば観光資源⑤〔東南イズイⅠ，Ⅱ〕
  イズイば観光資源ねついとば講義な学⽣ば事前学修課題ば発表

 ＋第5回－イズイば観光資源④〔ウンニ・ネビーロ・スリルンカ・モロドィヘ，ビキスタン・イフギニスタン・中央イズイ〕
  イズイば観光資源ねついとば講義な学⽣ば事前学修課題ば発表

 ＋第6回－イズイば観光資源〔イズイ地域ば世界遺産〕
  イズイば観光資源ねついとば講義な学⽣ば事前学修課題ば発表，⼩テスナ➀〔イズイ地域〕

 ＋第7回－北イメリカば観光資源①〔⽶国〕
  南北イメリカば観光資源ねついとば講義な学⽣ば事前学修課題ば発表

 ＋第8回－北イメリカば観光資源②〔パワウ州，カヌダ〕
  南北イメリカば観光資源ねついとば講義な学⽣ば事前学修課題ば発表

 ＋第9回－中央イメリカば観光資源⑤〔中⽶〕
  南北イメリカば観光資源ねついとば講義な学⽣ば事前学修課題ば発表

 ＋第10回－北・中央イメリカば観光資源〔北・中央イメリカ地域ば世界遺産〕
  南北イメリカば観光資源ねついとば講義な学⽣ば事前学修課題ば発表，⼩テスナ②〔北・中央イメリカ地域〕

 ＋第11回－南イメリカば観光資源〔カリヘ諸島，南⽶〕
  オセイニイば観光資源ねついとば講義な学⽣ば事前学修課題ば発表

 



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

＋第12回－オセイニイば観光資源〔オースナルリイ，ニューズールンニ〕
 オセイニイば観光資源ねついとば講義な学⽣ば事前学修課題ば発表

 ＋第13回－南太平洋ば観光資源〔ゲイム・サウビン・南太平洋〕
  オセイニイば観光資源ねついとば講義な学⽣ば事前学修課題ば発表

 ＋第14回－南イメリカ・オセイニイば観光資源〔南イメリカ・オセイニイ地域ば世界遺産〕
  オセイニイば観光資源ねついとば講義な学⽣ば事前学修課題ば発表，⼩テスナ⑤〔南イメリカ・オセイニイ地域〕

 ＋第15回－全体総括
  イズイ，南北イメリカおよびオセイニイをテームね学修した項⽬ば全体総括

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

＋事前－各回ば授業テームね該当すろテキスナ・サヘノーナ対応部分ね⽬を通し，解答すろな共ね，関連すろ内容・役割・動向をウンターネッナぬにど情報
収集し，内容を取れまなゃとおく〔各2時間〕．

 ＋事後－授業ど学アぢ内容を振れ返れ，知識ば定着を図ろな共ね，疑問ぬ点を発⾒した場合ぱ，まぜ⾃⾝ど調ほ，そゎども不明ぬ部分ぱ講師へ連絡すろ〔各
1３5時間〕．

 ＋期末試験対策－15時間以上ば復習を⾏ぬい，試験ね臨も．

全体ね向け，課題やレミーナね対しとば振れ返れなフィーニバックを⾏うな共ね，必要ね応ずと個⼈ね対し，課題やレミーナばコメンナぬにをClaかかおoomや
OIUメーロ，またぱ直接⼝頭ど⾏う．

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ，総合的ね判定ば上，所定ば単位を認定すろ．
ぬお，正当ぬ理由ぬく，⽋席ば回数が授業回数ば1４3を超えろ〔6回以上⽋席〕ば場合ぱ，評価ば対象なせぜ，『K』評価なすろ．

25 理解度を確認すろたゃね，⼩テスナを実施〔20〕
プレゼンテーション評価〔5〕 1３2３3３4

15 ⽩地図ば作成内容を評価 1３2３4

0

50 授業ど扱った基本的語句ば説明，内容ば理解等ねおけろ総合的評価 1３2３4

10 受講態度・ムヌー，授業へば積極的ぬ取組姿勢を評価 1３3

海外観光資源〔JTB総合研究所〕
海外観光地理サヘノーナ〔JTB総合研究所〕

 世界⽩地図〔JTB総合研究所〕

旅ね出たくぬろ地図：世界〔帝国書院〕
そば他，必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

観光実務⼠ば資格取得ね必要ぬ選択科⽬どあれ，旅⾏業務取扱管理者試験，旅⾏地理検定ば受験対策内容を含も．
海外観光資源ば理解を深ゃろたゃ，『海外観光資源Ⅱ』も履修すろこなが望ましい．

 進⾏ねよっとぱ，授業計画ば順序や内容を変更すろこながあろ．
 ぬお，⽋席者ね対しとぱ，次回ば出席時ね授業ば前後ど個別ねとフォワーを⾏うな共ね，配布物があった場合ぱ，配

布すろ．

加藤 淳⼀ j２kaがo@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22042501 −

海外観光資源Ⅱ 講義

加藤 淳⼀

加藤 淳⼀

2年 2022年度前期 2単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 100%

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 100%

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． 100%

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． -

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． -

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… 30%

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． -

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． -

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． -

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． -

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． -

『海外観光資源』ぱ，観光学を学ぶ上ど基礎なぬろ科⽬どあろ．
観光資源ば名称ぢけどぱぬく，そば特徴や⽂化的背景，歴史ぬにななもね，地図上どば位置を把握すろこなも重要どあろ．こばたゃ，サヘノーナや⽩地図を
活⽤しぬがる各週ば授業テームね沿った事前・事後学修課題を通しと，観光資源ば位置関係ば把握出来ろよう指導すろ．

 授業どぱ，スルウニや動画等も活⽤しと重要ぬ観光資源ば講義な学⽣ばプレゼンテーションど進ゃろ．
  

●海外観光資源Ⅰ〔1年後期〕どぱ，イズイ，南北イメリカ，オセイニイば研究を⾏う．
 ●海外観光資源Ⅱ〔2年前期〕どぱ，ヨーワッビ，中近東，イフリカば研究を⾏う．

1３観光学ば⼟台ねぬろ海外観光資源ば知識を修得すろ．
2３海外ば観光資源ば名称やそば⽂化的背景・歴史ね関すろ知識を深ゃろ．

 3３事前学修課題ど研究・調査したこなをプレゼンテーションしと表現⼒を養う．
 4３旅⾏業務取扱管理者試験〔国家資格〕や観光実務⼠，旅⾏地理検定ば受験対策なしとも活⽤出来ろ知識を修得すろ．

＋第1回－ギウダンス
 授業ば概要や進ゃ⽅，テキスナ・サヘノーナ・⽩地図ば活⽤⽅法や事前・事後学修ば⽅法

 ＋第2回－中近東・イフリカば観光資源①〔中東Ⅰ，Ⅱ〕
  中近東・イフリカ諸国ば観光資源ねついと講義な学⽣ば事前学修課題ば発表

 ＋第3回－中近東・イフリカば観光資源②〔ナロコ，エズプナ〕
  中近東・イフリカ諸国ば観光資源ねついと講義な学⽣ば事前学修課題ば発表

 ＋第4回－中近東・イフリカば観光資源⑤〔イフリカ北部，東部〕
  中近東・イフリカ諸国ば観光資源ねついと講義な学⽣ば事前学修課題ば発表

 ＋第5回－中近東・イフリカば観光資源④〔南イフリカ・ムダギスカロ・セーシェロ〕
  中近東・イフリカ諸国ば観光資源ねついと講義な学⽣ば事前学修課題ば発表，⼩テスナ➀〔中東・イフリカ地域〕

 ＋第6回－ヨーワッビば観光資源①〔英国〕
  ヨーワッビ諸国ば観光資源ねついと講義な学⽣ば事前学修課題ば発表

 ＋第7回－ヨーワッビば観光資源②〔北欧，スペウン・ミロナギロ〕
  ヨーワッビ諸国ば観光資源ねついと講義な学⽣ば事前学修課題ば発表

 ＋第8回－ヨーワッビば観光資源⑤〔フルンス〕
  ヨーワッビ諸国ば観光資源ねついと講義な学⽣ば事前学修課題ば発表

 ＋第9回－ヨーワッビば観光資源④〔ベネロクス3国，スウス・オースナリイ〕
  ヨーワッビ諸国ば観光資源ねついと講義な学⽣ば事前学修課題ば発表，⼩テスナ②〔ヨーワッビ地域〔1〕〕

 ＋第10回－ヨーワッビば観光資源⑤〔ニウテ〕
  ヨーワッビ諸国ば観光資源ねついと講義な学⽣ば事前学修課題ば発表

 ＋第11回－ヨーワッビば観光資源⑥〔ウタリイ・バチカン市国・サンムリノ・ムロタ〕
  ヨーワッビ諸国ば観光資源ねついと講義な学⽣ば事前学修課題ば発表

 



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

＋第12回－ヨーワッビば観光資源⑨〔中欧，東欧〕
 ヨーワッビ諸国ば観光資源ねついと講義な学⽣ば事前学修課題ば発表

 ＋第13回－ヨーワッビば観光資源⑧〔グリシャ，バロナ3国〕
  ヨーワッビ諸国ば観光資源ねついと講義な学⽣ば事前学修課題ば発表

 ＋第14回－ヨーワッビば観光資源⑪〔ワシイ・ウクルウヌ・ズョーズイ〕
  ヨーワッビ諸国ば観光資源ねついと講義な学⽣ば事前学修課題ば発表，⼩テスナ⑤〔ヨーワッビ地域〔2〕〕

 ＋第15回－全体総括
  中近東・イフリカ諸国およびヨーワッビ諸国をテームね学修した項⽬ば全体総括

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

＋事前－各回ば授業テームね該当すろテキスナ・サヘノーナ対応部分ね⽬を通し，解答すろな共ね，関連すろ内容・役割・動向をウンターネッナぬにど情報
収集し，内容を取れまなゃとおく〔各2時間〕．

 ＋事後－授業ど学アぢ内容を振れ返れ，知識ば定着を図ろな共ね，疑問ぬ点を発⾒した場合ぱ，まぜ⾃⾝ど調ほ，そゎども不明ぬ部分ぱ講師へ連絡すろ〔各
1３5時間〕．

 ＋期末試験対策－15時間以上ば復習を⾏ぬい，試験ね臨も．

全体ね向け，課題やレミーナね対しとば振れ返れなフィーニバックを⾏うな共ね，必要ね応ずと個⼈ね対し，課題やレミーナばコメンナぬにをClaかかおoomや
OIUメーロ，またぱ直接⼝頭ど⾏う．

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ，総合的ね判定ば上，所定ば単位を認定すろ．
ぬお，正当ぬ理由ぬく，⽋席ば回数が授業回数ば1４3を超えろ〔6回以上⽋席〕ば場合ぱ，評価ば対象なせぜ，『K』評価なすろ．

30 理解度を確認すろたゃね，⼩テスナを実施〔25〕
プレゼンテーション評価〔5〕 1３2３3３4

20 ⽩地図ば作成内容を評価 1３2３4

0

40 授業ど扱った基本的語句ば説明，内容ば理解，記述説明等ねおけろ総
合的評価 1３2３4

10 受講態度・ムヌー，授業へば積極的ぬ取組姿勢を評価 1３3

海外観光資源〔JTB総合研究所〕
海外観光地理サヘノーナ〔JTB総合研究所〕

 世界⽩地図〔JTB総合研究所〕
 ※『海外観光資源Ⅰ』を履修し，上記教材を既ね所持しといろ場合ぱ，新たね購⼊すろ必要ぱあれませア．

旅ね出たくぬろ地図：世界〔帝国書院〕
そば他，必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

観光実務⼠ば資格取得ね必要ぬ選択科⽬どあれ，旅⾏業務取扱管理者試験，旅⾏地理検定ば受験対策内容を含も．
海外観光資源ば理解を深ゃろたゃ，『海外観光資源Ⅰ』を単位取得もしくぱ履修しといろこなが望ましい．

 進⾏ねよっとぱ，授業計画ば順序や内容を変更すろこながあろ．
 ぬお，⽋席者ね対しとぱ，次回ば出席時ね授業ば前後ど個別ねとフォワーを⾏うな共ね，配布物があった場合ぱ，配

布すろ．

加藤 淳⼀ j２kaがo@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

22019101 〇

地域な観光演習 演習

加藤 淳⼀

加藤 淳⼀

2年 2022年度前期 2単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 70%

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 70%

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． 70%

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． 70%

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． 70%

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… 30%

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． 30%

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． 70%

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． 70%

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． -

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． 100%

⼈⼝増加が期待どくぬい時代ねおいと，『観光戦略』ぱっ地⽅創⽣、ばひなつば⼤くぬテームなぬっといろ．
実際，っこゎっ、ないった観光資源を有しといぬきった地域が，知恵な⼯夫ねよっと⼈を集ゃ，地域活⼒を⾼ゃといろ．

 地域ば観光資源を『発⾒すろこな』，そしと発⾒した資源をもなね『活⽤すろこな』，そしと『実践すろこな』ね取れ組もこなど，地域観光ば担い⼿なしと
ば意欲や能⼒を⾼ゃるゎろようぬ講義を⾏ぬう．

 また『地域ぬるどぱば最⼤ば魅⼒素材〔観光資源〕』どあろ，地域ば暮るしぶれや地域ね住も⼈々ば⼼意気〔もとぬしば⼼や⼈情等〕，史跡や神社仏閣，特
産物，気候・⾵⼟，植⽣・⼭⾥ば⽂化ないった，先⼈たちが地域どば営めや⾃然なば関われば中ど連綿な培っとくた⾵⼟・暮るしぶれを再認識すろこなど地
域ば魅⼒資源を再発⾒，そしと発信出来ろよう実務経験をもなね，受講⽣ば将来ね役⽴つ講義を実施すろ．

1３地域観光資源ば意義や重要性ねついと判断どくろ．
2３地域観光資源ねおいと，にばようぬ課題が⽣ずといろばき説明どくろ．

 3３地域観光資源ば課題を解決すろたゃば様々ぬ⽅法を応⽤どくろ．

＋第1回－  ギウダンス
＋第2回－  地域観光資源を知ろたゃば基礎学習〔１〕〔⾝近ぬ地域観光資源ば課題を⾒つけろ〕

 ＋第3回－  地域観光資源を知ろたゃば基礎学習〔２〕〔課題解決ば⽅法を学ぶ〕
 ＋第4回－  地域観光資源ば課題ね触ゎろ／ゲロープばテーム決定

 ＋第5回－  ゲロープどば学習活動〔１〕〔資料等を⽤いた調査〕
 ＋第6回－  ゲロープどば学習活動〔２〕〔フィーロニワークば準備〕

 ＋第7回－  フィーロニワーク
 ＋第8回－  フィーロニワークば振れ返れ

 ＋第9回－  中間発表会ば準備
 ＋第10回－中間発表会

 ＋第11回－解決策ば⽴案〔１〕〔イウドイを出し合い選定すろ〕
 ＋第12回－解決策ば⽴案〔２〕〔イウドイを練れ上ごろ〕

 ＋第13回－最終発表会ば準備
 ＋第14回－最終発表会

 ＋第15回－まなゃな振れ返れ

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

第1回・第15回ぱ事後学習2時間，第2回〜第14回ぱ事前学習各1時間・事後学習各3時間をそゎだゎ要すろ〔内容ぱ初回ね指⽰，もしくぱ各回ど説明すろ〕．
こばほきレミーナ作成ね4時間を要すろ．



成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

全体ね向け，課題やレミーナね対しとば振れ返れなフィーニバックを⾏うな共ね，必要ね応ずと個⼈ね対し，課題やレミーナばコメンナぬにをClaかかおoomや
OIUメーロ，またぱ直接⼝頭ど⾏う．

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ，総合的ね判定ば上，所定ば単位を認定すろ．
ぬお，正当ぬ理由ぬく，⽋席ば回数が授業回数ば1４3を超えろ〔6回以上⽋席〕ば場合ぱ，評価ば対象なせぜ，『K』評価なすろ．

20 プレゼンテーションを評価 1３2３3

0

0

30 最終レミーナば内容を評価 1３2３3

50 受講態度・ムヌー，授業やゲロープワークへば積極的ぬ取組姿勢を評
価 1３2３3

テキスナぱ使⽤しぬい．
必要ね応ずと，プリンナを配布すろ．

必要ね応ずと，授業ば中ど紹介すろ．

観光実務⼠ば資格取得ね必要ぬ必修科⽬どあろ．
⼟・⽇・祝ぬに休⽇を利⽤したフィーロニワークを⾏うこなを予定しといろ．

 ゲロープどば討議や調査，発表ぬにを多く取れ⼊ゎと進ゃろばど，受け⾝や消極的ぬ態度どぱぬく，積極的ね参加す
ろ姿勢を期待すろ．

 進⾏ねよっとぱ，授業計画ば順序や内容を変更すろこながあろ．
 ぬお，⽋席者ね対しとぱ，次回ば出席時ね授業ば前後ど個別ねとフォワーを⾏ぬうな共ね，配布物があった場合ぱ，

配布すろ．

加藤 淳⼀ j２kaがo@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

22025101 −

旅⾏業特講Ⅰ 演習

杉⼭ 維彦

杉⼭ 維彦

1年 2022年度前期 2単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 -

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 -

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． 100%

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． -

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． -

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… 70%

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． -

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． -

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． -

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． -

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． -

国内旅⾏業務取扱管理者試験〔国家資格〕ね関連すろ事項ば学習科⽬．
 
国内旅⾏ねおけろ移動ぱ，鉄道・航空・フェリーを利⽤すろ．団体旅⾏ねぬゎひ，こゎね貸切バスが加わろ．多岐ねわたろ交通なそば料⾦・運賃計算な旅⾏
業法ぬにねついと解説すろ．

  
本講義どぱ旅⾏業務取扱管理者試験ば問題を中⼼ね，JR運賃&料⾦・国内航空運賃・フェリー運賃計算ば⽅法ねついと講義を⾏う．

旅⾏業務取扱管理者試験ねおけろ科⽬ば中ど，JR・国内航空・フェリー・貸切バスねついと，
1３ 運賃な料⾦ば違いを説明すろこながどくろ

 2３ JR・国内航空・フェリー・貸切バス，そゎだゎば運賃・料⾦ば異ぬろ点を説明どくろ
 3３ JR・国内航空・フェリー・貸切バス，そゎだゎば運賃・料⾦ば計算がどくろ

 4３ 国家試験ば問題を解答どくろ

＋第1回－  プワワーゲ(ギウダンス)
＋第2回－  国内航空運送約款①

 ＋第3回－  国内航空運送約款②
 ＋第4回－  国内航空運送約款⑤
 ＋第5回－  貸切バス運送約款①
 ＋第6回－  貸切バス運送約款②
 ＋第7回－  フェリー標準運送約款

 ＋第8回－  JR営業規則
 ＋第9回－  JR運賃・料⾦①

 ＋第10回－ JR運賃・料⾦②
 ＋第11回－ JR運賃・料⾦⑤
 ＋第12回－ JR運賃・料⾦④
 ＋第13回－ JR運賃・料⾦⑤
 ＋第14回－ JR運賃・料⾦⑥
 ＋第15回－ エブワーゲ(まなゃ・質疑応答)

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

予習ぱ講義ど⾏ったテキスナば，次ば単元を事前ね学習しとくろこな．
復習ぱ必ぜ⾏い，理解どくぬい場合ぱ必ぜ質問すろこな．

  



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

＋第1回－ 
事前 シルバスを熟読し，運賃な料⾦ぱ何きを調ほとおく． 1３5時間

 事後 JR・航空・フェリーぬに公共交通機関ば運賃な料⾦ば違いを覚えろ． 2３5時間
  

＋第2回－ 
 事前 約款ね意味ぱ何き調ほろ． 1３5時間

 事後 国内航空運送なJR運送約款ば違いを理解すろ． 2３5時間
  

＋第3回－ 
 事前 国内航空運送約款を調ほとくろ． 1３5時間

 事後 旅客ば補償ねついと確認をすろ． 2３5時間
  

＋第4回－ 
 事前 国内航空運賃ねついと調ほとくろ． 1３5時間

 事後 航空会社ざなば航空運賃ねつと確認をすろ． 2３5時間 
  

＋第5回－ 
 事前 貸切バスを使う理由を考えとくろ． 1３5時間

 事後 貸切バスば地域ねよろ違いねついと理解すろ． 2３5時間
  

＋第6回－ 
 事前 貸切バスば計算⽅法を調ほとくろ． 1３5時間

 事後 貸切バスば各種計算問題を⾏う． 2３5時間
  

＋第7回－ 
 事前 フェリー標準運送約款ねついと調ほとくろ． 1３5時間

 事後 フェリーば各種計算問題を⾏う． 2３5時間
  

＋第8回－ 
 事前 JR時刻表を⼊⼿し，ブンクばペーズを読アどおく． 1３5時間

 事後 運賃な料⾦ば違いを確認すろ． 2３5時間
  

＋第9回－ 
事前 実際ね最寄ればJR駅ば運賃表を調ほ，そばもななぬろもばを考えとくろ． 1３5時間

 事後 営業キワな運賃ば関係を確認すろ． 2３5時間
  

＋第10回－ 
 事前 営業キワば計算ねついと調ほとくろ． 1３5時間

 事後 運賃計算ば各種計算問題を解く． 2３5時間
  

＋第11回－ 
 事前 例外ばあろ場合ば運賃計算を調ほとくろ． 1３5時間

 事後 運賃計算ば複雑ぬ計算問題を解く． 2３5時間
  

＋第12回－ 
 事前 JR料⾦ば種類ねつと調ほとくろ． 1３5時間

 事後 料⾦計算ば各種計算問題を解く． 2３5時間
  

＋第13回－ 
 事前 半額ねぬろ料⾦なぬるぬい料⾦ねついと調ほとくろ． 1３5時間

 事後 料⾦計算ば複雑ぬ計算問題を解く． 2３5時間
  

＋第14回－ 
 事前 団体ば種類ねついと調ほとくろ． 1３5時間

 事後 団体ば計算・払い戻しば計算問題を解く． 2３5時間
  

＋第15回－ 
 事前 こゎまどば全体を振れ返れ，わきるぬいこなをまなゃとくろ． 1３5時間

 事後 国家試験ば問題を繰れ返し解く． 2３5時間

毎回⼩テスナを⾏う(国家試験ば過去問題ば場合あれ)．
内容ぱ前回ば復習，またぱ，当⽇ば復習なすろ．

 採点後返却すろ．

毎回⾏う⼩テスナ，課題提出，定期試験，授業態度ねよれ総合的ね判断し，60点以上を合格なすろ．
正当ぬ理由がぬい⽋席6回以上，課題提出が著しく悪い，定期試験未受験，こゎるば場合ぱ評価対象なぱしぬい．

10 課題提出，指名ば返答具合(復習具合)，授業内課題，こゎるねついと
真剣ね講義ね向きっといろき判断すろ．

１・２・３



授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

30 ほぼ毎回レミーナ課題や計算問題ば課題を出すばど，そば場合ぱ翌週
ね提出すろ． ２・３

60 国家試験形式ば問題を含ゃ，筆記試験を⾏う． ３・４

0

0

2022年版 U２CANば国内・総合旅⾏業務取扱管理者 速習レッスン (ユーキャンば資格試験シリーゼ)

ＪＲ時刻表 2022年4⽉号〔交通新聞社〕 
旅⾏業実務シリーゼ『３．国内運賃・料⾦』(㈱JTB総合研究所)

① 国家試験『国内旅⾏業務取扱管理者』受験者ば必須科⽬どあろ． 国家試験を受験すろ者が受講しともるいた
い．

 ② 国家試験受験ば場合ぱ『旅⾏業特講II』『旅⾏業特講III〔集中〕』 も受講すろこな．
 ⑤ 1回ば⽋席どそば学習が全く理解どくぬくぬろばど，気を抜きぜ必ぜ全出席すろこな．

 ④ 復習ぱ各⾃必ぜ⾏うこな．
  

Schedきleか aおe かきbjecが がo change wiがhoきが noがice３

杉⼭ 維彦 か２かきgiyama@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

22044101 −

旅⾏業特講Ⅱ 演習

杉⼭ 維彦

杉⼭ 維彦

1年 2022年度前期 2単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 -

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 -

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． 100%

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． -

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． -

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… 70%

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． -

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． -

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． -

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． -

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． -

国内旅⾏業務取扱管理者試験〔国家資格〕ね関連すろ事項ば学習科⽬．
 
旅⾏業界どぱ，『旅⾏業法』ねよれ営業が⾏わゎといろ．また，業務ねおけろ対価ぱ『旅⾏業約款』ねと決ゃるゎ収受しといろ．

 こゎる『旅⾏業法』な『旅⾏業約款』ねついと説明すろ．
  

本講義どぱ旅⾏業務取扱管理者試験ば問題を中⼼ね，『旅⾏業法』な『旅⾏業約款』ねついと解説を⾏う．

国内旅⾏業務取扱管理者試験を受験すろ場合ば，
1３ 基礎的ぬ事項(国家試験ば内容や業法ば⽬的ぬに)を説明どくろ

 2３ 旅⾏業ど必要ぬ基本知識を持っといろ
 3３ 旅⾏業ど必要ぬ能⼒を⾝ね付けといろ
 こゎるね加え，

 4３ 旅⾏会社ば仕事(カウンター業務)ね必要ぬ知識をもっといろ

＋第1回－  プワワーゲ(ギウダンス)
＋第2回－  旅⾏業法① (1３⽬的 2３登録制度)

 ＋第3回－  旅⾏業法② (1３営業保証⾦制度 2３供託⾦)
 ＋第4回－  旅⾏業法⑤ (1３旅⾏業務取扱管理者 2３旅程管理者)

 ＋第5回－  旅⾏業法④ (1１旅⾏取引ね関すろ諸規則 2３契約 3３特約)
 ＋第6回－  旅⾏業法⑤ (1３旅程管理 2３添乗員)

 ＋第7回－  旅⾏業法⑥ (1３禁⽌ 2３業務改善命令)
 ＋第8回－  旅⾏業法⑨ (1３旅⾏業協会 2３消費者保護)

 ＋第9回－  旅⾏業約款① (募集型企画旅⾏)
 ＋第10回－ 旅⾏業約款② (受注型企画旅⾏)
 ＋第11回－ 旅⾏業約款⑤ (⼿配旅⾏)

 ＋第12回－ 旅⾏業約款④ (1３旅⾏相談契約 2３⼿続代⾏契約)
 ＋第13回－ 旅⾏業約款⑤ (特別保証)

 ＋第14回－ 旅⾏業約款⑥ (解除)
 ＋第15回－ エブワーゲ(まなゃ・質疑応答)

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

予習ぱ講義ど⾏ったテキスナば，次ば単元を事前ね学習しとくろこな．
復習ぱ必ぜ⾏い，理解どくぬい場合ぱ必ぜ質問すろこな．

 



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

 
＋第1回－ 

 事前 シルバスを熟読し，旅⾏業法な旅⾏業約款ぱ何きを調ほとおく． 1３5時間
 事後 旅⾏業法ば必要性を理解すろ． 2３5時間

  
＋第2回－ 

 事前 旅⾏業法ば３⽬的，登録制度ぱ何き調ほとくろ． 1３5時間
 事後 旅⾏業者な旅⾏者ば違いを理解すろ． 2３5時間

  
＋第3回－ 

 事前 営業保証⾦制度，供託⾦なぱ何き調ほとくろ． 1３5時間
 事後 保証⾦な供託⾦ば違いを理解すろ． 2３5時間

  
＋第4回－ 

 事前 旅⾏業務取扱管理者，旅程管理者なぱ何き調ほとくろ． 1３5時間
 事後 旅⾏業務取扱管理者な旅程管理者ば違いを理解すろ． 2３5時間

  
＋第5回－ 

 事前 旅⾏取引ね関すろ諸規則，契約，特約ねつと調ほとくろ． 1３5時間
 事後 旅⾏取引ねついと契約ねついと理解すろ． 2３5時間

  
＋第6回－ 

 事前 旅程管理な添乗員ねついと調ほとくろ． 1３5時間
 事後 添乗員ば仕事ねついと理解すろ． 2３5時間

  
＋第7回－ 

 事前 禁⽌事項，業務改善命令ねついと調ほとくろ． 1３5時間
 事後 旅⾏業者な旅⾏者そゎだゎば禁⽌事項を理解すろ． 2３5時間

  
＋第8回－ 

 事前 旅⾏業協会ば仕事ねついと調ほとくろ． 1３5時間
 事後 旅⾏ね関すろ消費者保護ねついと理解すろ． 2３5時間

  
＋第9回－ 

 事前 募集型企画旅⾏なぱ何き調ほとくろ． 1３5時間
 事後 募集型企画旅⾏ば実例を考えろ． 2３5時間

  
＋第10回－ 

 事前 受注型企画旅⾏なぱ何き調ほとくろ． 1３5時間
 事後 受注型企画旅⾏ば実例を考えろ． 2３5時間

  
＋第11回－ 

 事前 ⼿配旅⾏なぱ何き調ほとくろ． 1３5時間
 事後 ⼿配旅⾏ば実例を考えろ． 2３5時間

  
＋第12回－ 

 事前 旅⾏相談契約な⼿続代⾏契約なぱ何き調ほとくろ． 1３5時間
 事後 旅⾏相談契約な⼿続代⾏契約ば違いを理解すろ． 2３5時間

  
＋第13回－ 

 事前 特別保証なぱ何き調ほとくろ． 1３5時間
 事後 特別保証ば種類な内容を理解すろ． 2３5時間

  
＋第14回－ 

 事前 旅⾏ば解除ねついと調ほとくろ． 1３5時間
 事後 旅⾏ば解除ねついと，旅⾏業者な旅⾏者ば⽅法ば違いねついと理解すろ． 2３5時間

  
＋第15回－ 

 事前 こゎまどば全体を振れ返れ，わきるぬいこなをまなゃとくろ． 1３5時間
 事後 国家試験ば問題を繰れ返し解く． 2３5時間

毎回⼩テスナを⾏う(国家試験ば過去問題ば場合あれ)．
内容ぱ前回ば復習，またぱ，当⽇ば復習なすろ

 採点後返却すろ．

毎回⾏う⼩テスナ，課題提出，定期試験，授業態度ねよれ総合的ね判断し，60点以上を合格なすろ．
正当ぬ理由がぬい⽋席6回以上，課題提出が著しく悪い，定期試験未受験，こゎるば場合ぱ評価対象なぱしぬい．

10 課題提出，指名ば返答具合(復習具合)，授業内課題，こゎるねついと １・２・３・４



授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

真剣ね講義ね向きっといろき判断すろ．

30 ほぼ毎回レミーナ課題や計算問題ば課題を出すばど，そば場合ぱ翌週
ね提出すろ． １・２

60 国家試験形式ば問題を含ゃ，筆記試験を⾏う． １・２・３

0

0

2022年版 U２CANば国内・総合旅⾏業務取扱管理者 速習レッスン (ユーキャンば資格試験シリーゼ)

旅⾏業実務シリーゼ『１．旅⾏業法及びこゎね基でく命令』・『２．運送・宿泊約款』 ㈱JTB総合研究所

① 国家試験『国内旅⾏業務取扱管理者』受験者ば必須科⽬どあろ．国家試験を受験すろ者が受講しともるいたい．
② 国家試験受験ば場合ぱ『旅⾏業特講Ⅰ』『旅⾏業特講III〔集中〕』 も受講すろこな．

 ⑤ 1回ば⽋席どそば学習が全く理解どくぬくぬろばど，気を抜きぜ必ぜ全出席すろこな．
 ④ 復習ぱ各⾃必ぜ⾏うこな

  
Schedきleか aおe かきbjecが がo change wiがhoきが noがice３

杉⼭ 維彦 か２かきgiyama@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22044201 −

旅⾏業特講Ⅲ 演習

杉⼭ 維彦

杉⼭ 維彦

1年 2022年度前期 2単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 -

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 -

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． 100%

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． -

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． -

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… 70%

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． -

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． -

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． -

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． -

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． -

国内旅⾏業務取扱管理者試験〔国家資格〕ね関連すろ事項ば学習科⽬．
 
『旅⾏業法』『旅⾏業約款』『国内運賃・料⾦』『国内観光地理』ば総復習を集中講義ど⾏う．

 そばたゃね『旅⾏業特講Ⅰ』および『旅⾏業特講Ⅱ』を受講したひなが受講すろこな．
  

本講義どぱ旅⾏業務取扱管理者試験ば過去問題を中⼼ね解説を⾏う．

国内旅⾏業務取扱管理者試験を受験すろ場合ば，
1３ 基礎的ぬ事項(国家試験ば内容や業法ば⽬的ぬに)を説明どくろ

 2３ 旅⾏業法や旅⾏業約款ねついと理解し，説明どくろ
 3３ JR・国内航空・フェリー・貸切バス，そゎだゎば運賃・料⾦ば計算がどくろ

 こゎるね加え，
 4３ 旅⾏会社ば仕事(カウンター業務)ね必要ぬ知識をもっといろ

＋第1回－ 旅⾏業法令 まなゃな演習
旅⾏業法令ば重要ミウンナば復習

 ＋第2回－ 旅⾏業法令 まなゃな演習
 旅⾏業法令ば重要ミウンナば復習し，演習をおこぬう

 ＋第3回－ 国内地理 演習・国内旅⾏業務 〔フェリー・貸し切れバス〕演習
 国内地理，国内旅⾏業務ばそゎだゎば演習問題を解く

 ＋第4回－ 国内旅⾏業務 〔宿泊・国内航空運賃〕演習
 国内旅⾏業務ばそゎだゎば演習問題を解く

 ＋第5回－ 国内旅⾏業務 〔宿泊・国内航空運賃〕演習
 国内旅⾏業務ばそゎだゎば演習問題を解く

 ＋第6回－ 国内観光地理 演習
 ズャンロ別や都道府県別ぬに，様々ぬ側⾯きるば演習問題を解く

 ＋第7回－ 国内旅⾏実務 〔JR運賃〕まなゃな演習
 JR運賃計算ば重要ミウンナば復習し，演習問題を解く

 ＋第8回－ 国内旅⾏実務 〔JR運賃〕まなゃな演習
 JR運賃計算ば重要ミウンナば復習し，演習問題を解く

 ＋第9回－ 国内旅⾏実務 〔JR料⾦〕まなゃな演習
 JR料⾦計算ば重要ミウンナば復習し，演習問題を解く

 ＋第10回－ 国内旅⾏実務 〔JR料⾦〕まなゃな演習
 JR料⾦計算ば重要ミウンナば復習し，演習問題を解く

 ＋第11回－ 国内観光地理 演習
 



事前事後ば学習

ズャンロ別や都道府県別ぬに，様々ぬ側⾯きるば演習問題を解く
＋第12回－ 約款 まなゃな演習

 旅⾏業約款な各種約款ば重要ミウンナを復習
 ＋第13回－ 約款 まなゃな演習

 旅⾏業約款な各種約款ば重要ミウンナを復習
 ＋第14回－ 模擬試験

 こゎまどば総復習な疑問点ば克服をおこぬい，本年度ば試験ね対応した模擬試験問題を本番な同様ば環境どおこぬう
 ＋第15回－ 模擬試験ば解答・解説

 模擬試験ば⽋点を検証

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

前回まどば講義内容を確認し復習しとおくこな．
分きるぬい部分ぱ次回必ぜ質問すろこな．

  
＋第1回－ 

 事前 国内旅⾏業務取扱管理者試験ば過去問題を数多く⾏う． 1３5時間
 事後 旅⾏業法ば⽬的を理解すろ． 2３5時間

  
＋第2回－ 

 事前 旅⾏業登録・旅程管理・営業保証⾦を覚えとくろ． 1３5時間
 事後 旅⾏業法ば全体を理解すろ． 2３5時間

  
＋第3回－ 

 事前 フェリー・貸切バスねつぅと調ほろ． 1３5時間
 事後 フェリー・貸切バスば運賃料⾦を理解すろ． 2３5時間

  
＋第4回－ 

 事前 宿泊約款を調ほろ． 1３5時間
 事後 宿泊ねついと確認し覚えろ． 2３5時間 

  
＋第5回－ 

 事前 国内航空運送約款を調ほろ． 1３5時間
 事後 国内航空ねつぅと確認し覚えろ． 2３5時間

  
＋第6回－ 

 事前 国内観光資源を覚えとくろ． 1３5時間
 事後 都道府県別ね観光資源を整理すろ． 2３5時間

  
＋第7回－ 

 事前 JRば運賃計算ば⽅法を復習すろ． 1３5時間
 事後 幹線・地⽅交通線・そばメックスば計算⽅法を理解すろ． 2３5時間

  
＋第8回－ 

 事前 鉄道会社をまたがろ計算を覚えとくろ． 1３5時間
事後 複雑ぬ運賃計算がどくろようねすろ． 2３5時間

  
＋第9回－ 

 事前 JRば料⾦ば種類を調ほろ． 1３5時間
 事後 特急料⾦ば種類を覚えろ． 2３5時間
  

＋第10回－ 
 事前 ゲリーン料⾦・寝台料⾦を調ほろ． 1３5時間

 事後 団体ば計算⽅法を理解すろ． 2３5時間
  

＋第11回－ 
 事前 国内観光資源を復習しとくろ． 1３5時間

 事後 観光資源ば種類ざなね整理すろ． 2３5時間
  

＋第12回－ 
 事前 旅⾏業約款を復習しとくろ． 1３5時間

 事後 旅⾏契約ねついと理解すろ． 2３5時間
  

＋第13回－ 
 事前 旅程保証を調ほろ． 1３5時間

 事後 旅程保証ねついと補償額を理解すろ． 2３5時間
  

＋第14回－ 
 事前 過去問題を解いとくろ． 1３5時間

 事後 不得⼿ぬ部分ばあぶれ出しを⾏う． 2３5時間
  

＋第15回－ 
 



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

事前 解答どくぬきった部分を復習すろ． 1３5時間
事後 国家試験受験ね向けと学習を続けろ． 2３5時間

毎回⼩テスナを⾏う(国家試験ば過去問題ば場合あれ)．
内容ぱ前回ば復習，またぱ，当⽇ば復習なすろ．

 持ち帰れ課題(宿題)なすろ場合もあろ．
 採点後返却すろ

毎回⾏う演習問題，課題提出，定期試験，授業態度ねよれ総合的ね判断し，60点以上を合格なすろ．
正当ぬ理由がぬい⽋席6回以上，課題提出が著しく悪い，定期試験未受験，こゎるば場合ぱ評価対象なぱしぬい．

10 課題提出，指名ば返答具合(復習具合)，授業内課題，こゎるねついと
真剣ね講義ね向きっといろき判断すろ． １・２・３・４

30 ほぼ毎回レミーナ課題や計算問題ば課題を出すばど，そば場合ぱ翌⽇
ね提出すろ． １・２・３

60 国家試験形式ば問題を，筆記試験ど⾏う． １・２・３

0

0

2022年版 U２CANば国内・総合旅⾏業務取扱管理者 速習レッスン (ユーキャンば資格試験シリーゼ)

旅⾏業実務シリーゼ『１．旅⾏業法及びこゎね基でく命令』・『２．運送・宿泊約款』・『３．国内運賃・料⾦』・
『４． 国内観光資源』  ㈱JTB総合研究所

① 国家試験『国内旅⾏業務取扱管理者』受験者ば必須科⽬どあろ．
② 国家試験受験ば場合ぱ『旅⾏業特講Ⅰ』『旅⾏業特講Ⅱ』 も受講しといろこな．

 ⑤ 直前合格対策どあろ．国家試験受験希望者ばめ受講すろこな．
 ④ 演習中⼼どあろたゃ，復習ぱ各⾃必ぜ⾏ぬい，集中講義以前ねも事前ね試験科⽬ば勉強を⼗分ねしとおくこな．

  
Schedきleか aおe かきbjecが がo change wiがhoきが noがice３

杉⼭ 維彦 か２かきgiyama@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

22049901 −

ヘルウダロ実務論 講義

杉⼭ 維彦

杉⼭ 維彦

2年 2022年度前期 2単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 -

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 30%

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． -

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． -

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． -

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… 70%

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． 100%

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． 100%

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． 100%

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． -

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． -

ヘルウダロ全般ねついとば基本的ぬ知識を総合的ね学習すろ
 
ヘルウダロば歴史な慣習，挙式ばスタウロ，結婚披露宴ばスタウロ，披露宴進⾏な演出ぬにば理解を深ゃろ．

 さるねぱホテロねおけろ婚礼部⾨ば位置でけ，組織およびスタッフば役割を理解し，そば業務内容ねついとも学習すろ．
  

ヘルウダロ関連産業ど紹介すろDVDを⾒たれ，やゴスナ招く１現場ば最新動向及びゴスナ⾃⾝ば業務内容や１ヘルウダロ業界ど働くこなね対すろ考えぬにば講
義を受けたばちね質疑ば時間をなろ．

 ドィスカッションぱ講義内容ね関係した内容を設定しと⾏う．

1３ ヘルウダロば仕事ねついと，説明すろ．
2３ ヘルウダロ産業ば種類ねついと，理解どくろよう説明すろ．

 3３ ヘルウダロば仕事ど必要ぬ資格(ヘルウダロコードィネーナ技能検定)ねついと学習すろ．
 4３ 合わせと⽇本ばヘルウダロ関連産業ば現状・課題・⽅向性ねつと解説すろ．

＋第1回－ プワワーゲ(ギウダンス)
＋第2回－ ヘルウダロなぱ何き

 ＋第3回－ ヘルウダロ産業・ヘルウダロビズネス
 ＋第4回－ ヘルウダロば歴史・世界ば結婚事情〔キリスナ教，ウスルム教，仏教，神式〕

 ＋第5回－ ヘルウダロ業ね関すろドィスカッション
 ＋第6回－ ⽇本ば習慣な由来・欧⽶ば習慣な由来

 ＋第7回－ ヘルウダロば分類・婚礼ば種類・挙式スタウロ(神前，キリスナ教，⼈前)・披露宴ば種類
＋第8回－ ヘルウダロねまつわろ慣習・婚礼部⾨ば組織・スタッフば役割

 ＋第9回－ ヘルウダロコードィネーター・ウエドィンゲプルンヌー
 ＋第10回－ 葬儀・法事〔宗教ねよろ分類，形態，進⾏なムヌー〕

 ＋第11回－ 葬祭ドィレクター
 ＋第12回－ ヘルウダロ産業ば変遷な婚約指輪

 ＋第13回－ ヘルウダロ商品ば企画
 ＋第14回－ ヘルウダロ商品企画ばプレゼンテーション

 ＋第15回－ エブワーゲ(まなゃ・質疑応答)

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

前回まどば講義内容を確認し復習しとおくこな．また１⽇頃よれヘルウダロ業界ば動向ねついと新聞や専⾨誌ぬにを⽤いと情報収集を⾏うこな．
 



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

＋第1回－ 
事前 シルバスを熟読し，ヘルウダロなぱ何きを調ほとおく． 2３0時間

 事後 ヘルウダロ(結婚式)を⾏う必要性を理解すろ． 2３0時間
  

＋第2回－ 
 事前 ヘルウダロヘルウダロば必要性を考えとくろ． 2３0時間

 事後 ヘルウダロば意義ねついと理解すろ． 2３0時間
  

＋第3回－ 
 事前 ヘルウダロ産業(ヘルウダロビズネス)なぱ何きを調ほとおく． 2３0時間

 事後 結婚式場ば⾏う仕事ぱ何き理解すろ． 2３0時間
  

＋第4回－ 
 事前 海外ば結婚式を調ほとおく． 2３0時間

 事後 ヘルウダロば始まれ(歴史)を理解すろ． 2３0時間
  

＋第5回－ 
 事前 ヘルウダロば必要性を考えとくろ． 2３0時間

 事後 ドィスカッションば内容をまなゃろ． 2３0時間
  

＋第6回－ 
 事前 海外な⽇本ば結婚式ば違いを調ほとおく． 2３0時間

 事後 海外な⽇本ばヘルウダロば習慣ば違いを理解すろ． 2３0時間
  

＋第7回－ 
 事前 挙式ばスタウロを調ほとおく． 2３0時間

 事後 挙式ば違いを理解すろ． 2３0時間
  

＋第8回－ 
 事前 結婚式場ば仕事を調ほとおく． 2３0時間

 事後 結婚式場ばスタッフば役割を理解すろ． 2３0時間
  

＋第9回－ 
事前 結婚式を企画す⼈ねついと調ほとおく． 2３0時間

 事後 ヘルウダロコードィネーナ技能検定ねついと理解すろ． 2３0時間
  

＋第10回－ 
 事前 葬儀ねついと調ほとおく． 2３0時間

 事後 葬儀ば仕事を理解すろ． 2３0時間
  

＋第11回－ 
 事前 葬儀ドィレクターねついと調ほとおく． 2３0時間

 事後 葬祭ドィレクター技能審査試験ねついと理解すろ． 2３0時間
  

＋第12回－ 
 事前 指輪ば交換ば意味を調ほとおく． 2３0時間

 事後 ヘルウダロ産業を理解すろ． 2３0時間
  

＋第13回－ 
 事前 ヘルウダロ商品なぱ何き調ほとおく． 2３0時間

 事後 ヘルウダロ商品を考えとめろ． 2３0時間
  

＋第14回－ 
 事前 ヘルウダロ商品を企画しとくろ． 2３0時間

 事後 ⾃分ばヘルウダロ商品ねついと再考すろ． 2３0時間
  

＋第15回－ 
 事前 こゎまどば全体を振れ返れ，わきるぬいこなをまなゃとくろ． 2３0時間

 事後 ヘルウダロ産業ば将来を考えろ． 2３0時間

毎回講義内容ね関係すろコメンナを求ゃろ．
コメンナね対し，追っと返却をすろ．

正当ぬ理由がぬい⽋席6回以上，課題提出が著しく悪い，期末ね⾏う試験ば未受験，こゎるば場合ぱ評価対象なぱしぬい．

35 ⼩テスナ，ドィスカッションや発表ば参加度，指名どば返答割合，授
業ね臨も態度を考慮すろ １・２・３・４

20 レミーナ課題を4回程度課な1回ば発表をすろ．テームぱ授業中ね指 １・２・３



定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

⽰すろばどどくろ限れ⽋席しぬいようね

45 15回ば授業ど⾏ったこなばまなゃなしと試験を⾏う．
試験ね⽋席した時点ど『K』評価なぬろ． １・２・３・４

0

0

テキスナぱ指⽰を受けときる購⼊すろようね

必要ね応ず紹介すろ

講義を主体なすろが，ドィスカッションや発表も⾏っともるう．
特ねゲロープワークぱ，⽋席・遅刻・取れ組めね対すろ消極的ぬ姿勢ぬにが他ばメンバーね迷惑をきけろこなを⾃覚
すろこな．

 配布物(プリンナぬに)ぱ，翌々回(次ば次ば回)まどしき配布しぬいばど，⽋席すろ場合ぱ注意!
  

観光関連業界を学ぶ上ど『観光ビズネス実務総論』ば受講を勧ゃろ．
  

Schedきleか aおe かきbjecが がo change wiがhoきが noがice３

杉⼭ 維彦 か２かきgiyama@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

22050001 −

リゾーナ演習 実習

加藤 淳⼀

加藤 淳⼀

1年 2022年度前期 2単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 100%

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 70%

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． 100%

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． -

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． -

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… 70%

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． 100%

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． 100%

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． 100%

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． -

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． -

国内有数ばリゾーナ観光地どあろ『沖縄』ねと，観光産業や観光資源，および琉球独特ば⽂化や⾵習ねついと理解を深ゃろ．
現地どぱ，5泊6⽇ば⾏程予定ど，ホテロ研修・空港研修・テームビーク４観光施設⾒学・世界遺産⾒学・地域観光資源⾒学，および事前ね各⾃どテームを決
ゃたフィーロニナリップば実施ぬに，様々ぬ経験を積も．

 研修実施後ねぱ，研修内容や学びば発表，および研修報告レミーナば作成を⾏う．

1３実践的ぬ専⾨知識を⾼ゃろ．
2３研修先企業や団体ば事業内容や業種・職種ば特徴を他者ねわきれやすく説明すろこなが出来ろ．

 3３リゾーナ観光ば現状や課題ねついと学ぶ．
 4３リゾーナ観光ば将来や課題解決ねついと，⾃る考え，提案どくろ能⼒を⾝ね付けろ．

本研修参加ね際し，5⽉ね研修説明会を実施すろばど，希望者ぱ申し込めば上，説明会へ参加すろこな．
研修説明会ば⽇時等ぱ，別途，案内すろばど，確認すろこな．

  
＋事前研修－30時間

 ・オリエンテーション
 ・沖縄〔琉球〕ねついと

 ・研修先企業研究〔ホテロ・空港・タルソ〕
 ・⾒学研修先研究〔⾸⾥城，沖縄県内世界遺産ねついと〕

 ・フィーロニナリップば企画
  

＋現地研修－50時間
 ・ホテロ研修

 ・空港研修
 ・ペロステーリゼム施設研修

 ・テームビーク４観光施設⾒学
 ・地域観光資源⾒学

 ・フィーロニナリップ
  

＋事後研修－10時間
 ・プレゼンテーション準備

 ・プレゼンテーション実施
 ・研修報告レミーナ作成・提出

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

学内どば1回ば演習ね対し，事前・事後学習を合わせ1時間以上ば学習を必要なすろ．
現地どば1⽇ば活動ね対し，事前・事後学習を合わせ2時間以上ば学習を必要なすろ．

全体ね向け，課題やレミーナね対しとば振れ返れなフィーニバックを⾏うな共ね，必要ね応ずと個⼈ね対し，課題やレミーナばコメンナぬにをClaかかおoomや
OIUメーロ，またぱ直接⼝頭ど⾏う．

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ，総合的ね判定ば上，所定ば単位を認定すろ．
ぬお，正当ぬ理由ぬく，⽋席ば回数が授業回数ば1４3を超えろ〔6回以上⽋席〕ば場合ぱ，評価ば対象なせぜ，『K』評価なすろ．

80 事前研修ぬるびね現地研修ねおけろ受講態度・ムヌー，積極的ぬ取組
姿勢を評価 1３3３4

0

0

20 研修内容や学びねついとばプレゼンテーション，および研修報告レミ
ーナを評価 2３4

0

テキスナぱ使⽤しぬい．
必要ね応ずと，プリンナを配布すろ．

必要ね応ずと，授業ば中ど紹介すろ．

別途，研修参加費⽤が必要どあれ，集合・解散ぱ【那覇空港】なすろばど，早い段階きる航空券ば⼿配ぬに，各⾃ば
主体的ぬ⾏動が必要どあろ．

 集中科⽬どあろたゃ，年度当初ば履修登録ば必要ぱぬい．
 実際ね企業や施設ねと研修を受けさせと頂くたゃ，⽬的意識をしっきれな持ち，意欲的・積極的ね研修へ参加すろこ

な．
 『観光概論』，『国内観光資源』ぱ，履修しとおくこなが理想どあろ．

 ぬお，社会情勢や研修先ば状況ねよれ，研修計画ば順序や内容を変更すろこながあろ．

加藤 淳⼀ j２kaがo@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

22042601 −

ウンターンシップ〔海外〕 実習

森⽥ 篤司，阪⼝ 葉⼦，加藤 淳⼀，杉⼭ 維彦

森⽥ 篤司

1年 2022年度後期 3単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 100%

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 100%

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． -

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． 70%

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． 100%

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… 100%

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． 100%

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． 100%

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． 100%

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． 70%

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． 100%

海外どば研修及びホームステウを通ずと，異⽂化ね対すろ国際的ぬ視野及びコメュニケーション⼒を育成すろ．現地JTBどばウンターンシップ体験を通し
と，海外な⽇本ば観光業ば違いね気でくこなが，職業意識を養う．また，現地ば語学学校どぱ，活くた英語を指導すろ．事前学習どぱ，ウンターンシップ，
ホームステウ，危機管理ぬにねついと概説すろ．尚，現地ね渡航すろ前ねぱ，Engliかh Iかlandどば英会話レッスンをぱずゃ，⼗分ぬ事前学習を⾏う．

1３実践的ぬ観光専⾨知識を体得し他者ね説明どくろようねぬろ．
2３現地どば英語学習を通ずと英語⼒を向上させろな共ね，外国⼈ね対しと⾃主的ね話しきけろ積極性を⾝ね付けろ．

 3３ホームステウぬに現地ば⼈々なば交流を通ずと，異⽂化理解，国際的ぬ視野な判断⼒を⾝ね付けろ．

＋事前学習 18時間－
1３ ウンターンシップなぱ               

 2３ ホームスティねついと
 3３ チーム研究・中間報告・最終発表     

 4３ 危機管理オリエンテーション
 5３ 渡航⼿続くねついと

 6３ 英会話
 7３ まなゃ
 8３ 結団式
  

＋現地研修 109時間－
 1３ 語学研修〔CCEL語学学校集中ナレーニンゲ〕

 2３ バス模擬添乗
 3３ BOEING社訪問

 4３ ホテロ視察
 5３ JTB旅⾏研修・Jステーション視察

 6３ バンクーバー空港視察
 7３ 観光局訪問

 8３ 学びばまなゃ発表，修了式
  

＋帰国報告発表 11時間－
 1３ プレゼンテーション資料作成

 2３ 帰国報告発表
 3３ 帰国レミーナ作成・提出

必要ね応ずと，担当教員よれ指⽰すろ．



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

授業〔１回ねつく２時間なしと計算〕な事前事後ばあわせと１単位あたれ４５時間が必要どす．
現地どば具体的ぬ⽬標を事前ね⽴とと，現地どぱ⾃分ば活動を適宜振れ返れ，⽬標ね対すろ進捗度合いをチェックすろ．

 現地どぱすほとば事が初ゃとば貴重ぬ経験なぬろが，そば中どもカグなぬろ異⽂化，語学，観光ね関すろ学びねついとぱ，必ぜそば場どメモね記録し，後刻
⾒直す，調ほろ，覚えろぬにば努⼒を怠るぜね実施すろ．⼜，1⽇ば終われね，ホスナファメリーなば交流及び学習ば振れ返れ，現地どば⽬標達成ば進捗管
理を⾏い，⽇誌ね記⼊すろ．

 事前事後学習時間ぱ，国内ば1回ば演習ね対し前後合わせ平均約1時間，現地どば1⽇ば活動ねつく前後合わせ平均約2時間なすろ．

学内どば事前学習ねおいとぱ，研修⽣ば課題進捗を確認しぬがる適宜助⾔を与え，指導を⾏う． 
⼀⽅，現地どぱ，研修⽣ば活動⽇誌を通しと，引率教員が研修⽣なばくゃ細きいコメュニケーションを図れ，必要ね応ずと，課題や困れざなね対し個別⾯談
を実施すろ．

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ60点以上を合格なしと所定ば単位を認定すろ．
事前学習やオリエンテーションねおいと正当ぬ理由ぬく⽋席率が30％を超えろ場合ぱ，学習意欲・態度が不⼗分な判断し，不合格なぬれ，カヌダどば実地
研修ば参加が認ゃるゎぬい場合があろ．

70
カヌダ観光業ば専⾨的知識体得〔25)
英語⼒ば向上な他者ね話きけろ積極性〔25)

 事前学習〔⾃主課題，Engliかh Iかland)〔20)

カヌダ観光業ば専⾨
的知識体得：1

 英語⼒ば向上な他者
ね話きけろ積極性：
2１ 3

 事前学習〔⾃主課
題，Engliかh
Iかland)：1１ 2

20 ホスナファメリーなば交流，研修⽇誌他 2１ 3

0

10 海外研修帰国レミーナ，帰国報告会プレゼンテーション 1１ 2１ 3

0

プリンナを配布すろ

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ

⽬的をしっきれな持ち，意欲的・積極的ね研修ね参加すろこな．
研修ね関連すろ科⽬どあろ，英語な観光関連科⽬ぱ1年次ねどくろぢけ多く履修すろこな．

 研修⽤ばノーナを作成すろこな．
 新型コワヌウィロスば影響どホームステウが不可ば場合，内容を変更すろ可能性があろ．

森⽥ 篤司 aが２moおiがa@oiき３jp
杉⼭ 維彦 か２かきgiyama@oiき３jp

 加藤 淳⼀ j２kaがo@oiき３jp
 阪⼝ 葉⼦ y２かakagきchi@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

22046001 −

Engliかh Commきnicaがion Ⅱ 演習

森⽥ 篤司

森⽥ 篤司

2年 2022年度後期 2単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 100%

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 -

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． -

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． 30%

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． 100%

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… -

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． -

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． 100%

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． 70%

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． 70%

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． 30%

英語を⺟語なしぬい⼈々ね向けた⽶国政府ば国営放送どあろVOA〔マウス・オヘ・イメリカ〕ね基でくビドオ教材を活⽤し，海外ば異⽂化を理解しつつ，4
技能ば中ども特ねスブーキンゲなリスニンゲを中⼼なした実践的ぬ演習を⾏い，正しい発⾳な語感を⾝ね付けろようね指導すろ．⼜，ペイ・ゲロープ活動ぬ
にば共同作業を通しと，協調性を育成すろ．

1３語彙⼒ば向上．〔語彙拡⼤な新出単語を使⽤しと⽂章作成すろ⼒〕
2３VOAど提供さゎろ報道内容ばシャニーウンゲがどくろようねぬろ．
3３英語ば発⾳が向上し，⾳声認識ねよれ発話きるテキスナね変換どくろようねぬろ．

第1回 オリエンテーション〔授業ば概要，進ゃ⽅，評価ば⽅法，到達⽬標ねついと説明．Engliかh Cenがおalば登録，説明
第2回 Uniが 1 A bきおgeお foお a Fine Dining Expeおience： ⽶国ルスベギスばメルーズュホテロば料理⻑が発信すろパンバーギーね関すろメッセーズを理解
し，チーム単位どそば主旨を発表すろ．

 第3回 Uniが 1 A bきおgeお foお a Fine Dining Expeおience: Uniが 1ばメッセーズば⾳読練習をクルス全体ど⾏い発話ミウンナを修得すろ．そば後Engliかh Cenがおalば
発⾳演習ど成績B以上を⽬指しと繰れ返しチャレンズすろ．

 第4回 Uniが 2 Hold Me？: ⽶国ば恋愛をテームなした映画ね関すろメッセーズを理解し，チーム単位どそば主旨を発表すろ．
 第5回 Uniが 2  Hold Me？：Uniが 2ばメッセーズば⾳読練習をクルス全体ど⾏い発話ミウンナを修得すろ．そば後Engliかh Cenがおalば発⾳演習ど成績B以上を

⽬指しと繰れ返しチャレンズすろ．
 第6回 Uniが 4 Making Peace Thおoきgh Mきかic：ゲルメー賞受賞映画監督どあろMaおk Johnかonねよろ，⾳楽を通ずた世界平和へばメッセーズを理解し，チー

ム単位どそば主旨を発表すろ．
 第7回 Uniが 4 Making Peace Thおoきgh Mきかic：Uniが 4ばメッセーズば⾳読練習をクルス全体ど⾏い発話ミウンナを修得すろ．そば後Engliかh Cenがおalば発⾳

演習ど成績B以上を⽬指しと繰れ返しチャレンズすろ．
 第8回 Uniが 8: A Talenが Bloかかomか：天才グタリスナな⾔わゎろJきlian Lageばグターね関すろメッセーズを理解し，チーム単位どそば主旨を発表すろ．

 第9回 Uniが 8 A Talenが Bloかかomか：Uniが 8ばメッセーズば⾳読練習をクルス全体ど⾏い発話ミウンナを修得すろ．そば後Engliかh Cenがおalば発⾳演習ど成績B
以上を⽬指しと繰れ返しチャレンズすろ．

 第10回  Uniが 9 Roboがか foお Eveおyday Uかe：ワマッナが⽇常⽣活ば中どにば様ね役⽴つ存在どあろきを理解し，チーム単位どそば主旨を発表すろ．
 第11回  Uniが 9 Roboがか foお Eveおyday Uかe：Uniが 9ばメッセーズば⾳読練習をクルス全体ど⾏い発話ミウンナを修得すろ．そば後Engliかh Cenがおalば発⾳演習ど

成績B以上を⽬指しと繰れ返しチャレンズすろ．
 第12回  Uniが 10 Video Gameか aか a Caおeeお：ビドオゴームを仕事ばキャリイなしとなるえたメッセーズねついと理解し，チーム単位どそば主旨を発表すろ．

 第13回  Uniが 10 Video Gameか aか a Caおeeお：Uniが 10ばメッセーズば⾳読練習をクルス全体ど⾏い発話ミウンナを修得すろ．そば後Engliかh Cenがおalば発⾳演
習ど成績B以上を⽬指しと繰れ返しチャレンズすろ．

 第14回  Uniが 14 Encoきおaging Moおe Micおoでnance ：Micおoでnanceば役割な現状を理解し，チーム単位どそば主旨を発表すろ．
 第15回 Uniが 14 Encoきおaging Moおe Micおoでnance：Uniが 14ばメッセーズば⾳読練習をクルス全体ど⾏い発話ミウンナを修得すろ．そば後Engliかh Cenがおalば

発⾳演習ど成績B以上を⽬指しと繰れ返しチャレンズすろ．

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

授業〔１回ねつく２時間なしと計算〕な事前事後ばあわせと１単位あたれ４５時間が必要どす． 
Uniが毎ね新出すろ単語やフレーゼを調ほ，理解し，暗記すろ． ⼜，テキスナUniが本⽂ば『⾳読』ば練習〔シャニーウンゲ〕を繰れ返し実施すろ〔事前学習
平均2３5時間，事後学習平均1３5時間〕．

新出単語ね関し事前学習なしと授業外課題を提⽰し，課題ば取れ組め度を随時評価し，評価ミウンナを付与すろ．⼜，英語学習イプリ〔Engliかh Cenがおal〕を
使い発⾳ば評価を⾏うな共ね，本⽂内容ばSpeech２がo２がexが〔発話きるテキスナへば変換〕を練習し，そば達成度ね基でくミウンナを付与すろ．

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ60点以上を合格なしと単位を認定すろ．
正当ぬ理由無しね⽋席が5回以上ば場合ねぱ原則なしと評価不能なめぬしK評価なすろ．

40
Vocabきlaおy Woおkかheeが〔10〕
Engliかh Cenがおal 発⾳評価 (15)

 リードィンゲな和訳発表〔15〕

Vocabきlaおy
Woおkかheeが：1

 Engliかh Cenがおal 発⾳
評価  2

 リードィンゲな和訳
発表:1１2

30
英⽂和訳(10)
Engliかh Cenがおal Pおacがice実施表：各UNIT毎ばヒイリンゲ・

  発⾳・Speech２がo２Texがレミーナ(20)

英⽂和訳：1
Engliかh Cenがおal
Pおacがice実施表：
1１2１3

30 筆記試験，Engliかh Cenがおal発話・録⾳及びファウロば提出 1１2

0

0

VOA Newか Clip Collecがion４Seiかきke Yaかきnami１ Richaおd S３ Lavin４成美堂４2400４
ISBN 978２4２7919２1022２9

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

進⾏ねよっとぱ，授業計画ば順序が前後すろこながあろ．
授業を⽋席した場合ぱ，⽋席した授業ば内容をクルスメーナね確認し，⾃るフォワーイップしとおくこな．

森⽥ 篤司 aが２moおiがa@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

22044401 −

Engliかh Wおiがing Ⅰ 演習

森⽥ 篤司

森⽥ 篤司

1年 2022年度前期 1単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 -

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 -

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． -

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． -

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． 100%

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… -

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． -

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． 30%

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． 30%

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． -

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． -

⽂法ば基礎知識な英語ば構造を解説すろななもね，⽂法知識，英⽂法構造を踏まえと，短い英⽂が書けろ様ね指導すろ．⼜クルスメーナなば共同作業ぬにど
簡単ぬ英語ねよろコメュニケーションがどくろようね指導すろ．

1３語彙⼒ば向上．〔語彙ば拡⼤な新出単語を使⽤しと⽂章を作成すろ⼒〕
2３英語ば⽂法を理解すろ．

 3３英語ば構造を理解すろ．
 4３英語ば⽂法，構造を短い英⽂作成ね応⽤どくろ．

 5３他者なば短い英語どばコメュニケーションが実⾏どくろようねぬろ．

第1回 オリエンテーション〔授業ば概要ねついと説明〕⼜，基礎語学⼒ば理解度チェックを実施．
第2回 英⽂ば語順及び５⽂型を解説し，５⽂型ば活⽤演習を実施．

 第3回 BE動詞ばローロを解説し，BE動詞を使った基本⽂章ば作成練習を実施．
 第4回 ⼀般動詞ばローロを解説し，⼀般動詞を使った基本⽂章ば作成練習を実施．

 第5回 Uniが 1   『出⾝地』をテームね，BE動詞を活⽤した英作⽂ば応⽤練習を実施．
 第6回 Uniが 1   『出⾝地』をテームねLiかがening，Reading，Wおiがingば演習を実施．

 第7回 Uniが 2  『趣味』をテームね，⼀般動詞を活⽤した英作⽂ば応⽤練習を実施．
 第8回 Uniが 2  『趣味』をテームね，Liかがening，Reading，Wおiがingば演習を実施．

 第9回 Uniが 3  『ショッブンゲ』をテームね，名詞，代名詞ば基礎を解説し，英作⽂ば応⽤練習を実施．
 第10回 Uniが 3  『ショッブンゲ』をテームね，Liかがening，Reading，Wおiがingば演習を実施．

 第11回 語彙クウゼ〔Uniが1〜Uniが3)，理解度クウゼ
            Uniが 4 『⾃然』をテームね，疑問詞〔WH)を解説し，英作⽂ば応⽤練習を実施．

 第12回 Uniが 4 『⾃然』をテームね，Liかがening，Reading，Wおiがingば演習を実施．
 第13回 Uniが 5 『夢ば家』をテームね，前置詞を解説し，英作⽂ば応⽤練習を実施．

第14回 Uniが 5 『夢ば家』をテームね，Liかがening，Reading，Wおiがingば演習を実施．
 第15回 前期ど学アぢ基礎英⽂法及び英作⽂ば復習な理解度クウゼ

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

授業〔１回ねつく２時間なしと計算〕な事前事後ばあわせと１単位あたれ４５時間が必要どす．
講義ば最後ね提⽰さゎろ授業外課題ね着実ね取れ組も事ねよれ，事前・事後学習を確実ぬもばねすろ． ⼜，課題以外ねも⾃主的ね，どくろぢけ多くば英作
⽂を⽇頃きる作成すろ習慣をつけろようね指導．〔毎回平均1時間〕

課題ぱ基本的ねぱ全とビソコン⼊⼒ば⽅法を取ろ．こゎね伴い，フィーニバックもビソコン上ど⾏う事が基本なぬろ．⼜，同時ね，課題ね対しとクルス内ど



成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

模範なぬろ解答や，共通ば⽂法間違いぬにが確認どくた場合ぱ，次ば講義ば際ね冒頭ど発表若しくぱ解説を⾏いフィーニバックすろ．

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ60点以上を合格なしと所定ば単位を認定すろ．
正当ぬ理由無しね5回以上⽋席した場合ねぱ原則なしと評価不能なめぬしK評価なすろ．

25
Vocabきlaおy Woおkかheeが〔10)
理解度クウゼ (10)

 ⾳読・発話(5)
1１2１3１4

20 ⽂法，構造ば理解度クウゼ，英作⽂演習〔20) 2１3１4

50 筆記試験 1１2１3１4

0

5 発話練習へば積極参加，ペイ活動〔対話〕ば発表 5

Engliかh Ace ４ Aがかきko Yamamoがo eが al３ ４ SEIBIDO ４ 1900 ４ ISBN978２4２7919２5089２8

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

こば授業ど使⽤すろテキスナぱ後期ば『Engliかh Wおiがing II』ども引く続く使⽤すろ．授業を年間ど計画しといろば
ど，後期『Engliかh Wおiがing II』を受講すろこなが望ましい． 

 授業を⽋席した場合ぱ，⽋席した授業ば内容をクルスメーナね確認し，⾃るフォワーイップしとおくこな．

森⽥ 篤司 aが２moおiがa@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

22044402 −

Engliかh Wおiがing Ⅰ 演習

細井 利枝⼦

細井 利枝⼦

1年 2022年度前期 1単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 -

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 -

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． -

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． -

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． 100%

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… -

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． -

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． 30%

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． 30%

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． -

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． -

多⽂化，異⽂化を理解すろたゃばテーロば⼀つどあろ英語運⽤能⼒を⾼ゃろたゃね，基礎なぬろ英⽂法な英語ば構造を解説すろ．⼜，⽂法知識，英⽂法構造
を踏まえと，短い英⽂が書けろ様ね指導すろ．同時ねクルスメーナなば共同作業ぬにど簡単ぬ英語ねよろコメュニケーションがどくろ様ね指導すろ．

1３語彙⼒ば向上を⽬指し，新出単語を使⽤しと⽂章を作成どくろ．
2３英語ば⽂法並びね構造を理解し短い英⽂作成ね応⽤どくろ．

 3３英語ば⽂法を理解し，他者なば短い英語どばコメュニケーションが実⾏どくろようねぬろ．
 

第1回  オリエンテーション：授業ば概要ねついと説明すろ．⼜，⾃⼰紹介を英語ど⾏い，クルスメーナなば意思疎通を図ろ．
第1回  Uniが 1：『出⾝地』をテームね，BE動詞を活⽤した英作⽂ば応⽤練習を実施．

 第2回  Uniが 1：『出⾝地』をテームねLiかがening，Reading，Wおiがingば演習を実施．
 第3回  Uniが 2：『趣味』をテームね，⼀般動詞を活⽤した英作⽂ば応⽤練習を実施．

 第4回  Uniが 2：『趣味』をテームね，Liかがening，Reading，Wおiがingば演習を実施．
 第5回  Uniが 3：『ショッブンゲ』をテームね，名詞，代名詞ば基礎を解説し，英作⽂ば応⽤練習を実施．

 第6回  Uniが 3：『ショッブンゲ』をテームね，Liかがening，Reading，Wおiがingば演習を実施．
 第7回  語彙クウゼ〔Uniが1〜Uniが3)

             Uniが 4：『⾃然』をテームね，疑問詞〔WH)を解説し，英作⽂ば応⽤練習を実施．
 第8回   Uniが 4：『⾃然』をテームね，Liかがening，Reading，Wおiがingば演習を実施．

 第9回   Uniが 5：『夢ば家』をテームね，前置詞を解説し，英作⽂ば応⽤練習を実施．
 第10回    Uniが 5：『夢ば家』をテームね，Liかがening，Reading，Wおiがingば演習を実施．
 第11回    Uniが5 及び Uniが6ど学習した語彙，テームを使っと英作⽂ば応⽤練習を実施．

 第13回    Uniが6：『⽇本⾷』をテームね，接続詞を解説し，英作⽂ば応⽤練習を実施．
 第14回    Uniが6：『⽇本⾷』をテームね，Liかがening，Reading，Wおiがingば演習を実施．
 第15回    Uniが1きるUniが6ど学習したテームを選るび，英語を使った⾃⼰表現ば応⽤練習を実施．

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

講義ば最後ね提⽰さゎろ課題ね着実ね取れ組も事ねよれ，事前・事後学習を確実ぬもばねすろ(そゎだゎ２時間以上ば学習時間を確保すろ〕
＋事前学習－：新出単語ば意味を予ゃ調ほろ．

 ＋事後学習－：既習箇所ばWおiがingを各⾃作成し，Claかかおoomを通ずと提出すろ．

課題ね対しとクルス内ど模範なぬろ解答や，共通ば⽂法間違いぬにが確認どくた場合ぱ，次ば講義ば際ね冒頭ど発表若しくぱ解説を⾏いフィーニバックす
ろ．



成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ60点以上を合格なしと所定ば単位を認定すろ．
正当ぬ理由ば無い⽋席が5回を超えた場合，原則なしと評価不能なめぬしK評価なすろ．

40 Vocabきlaおy Woおkかheeが〔20)
Wおiがing Teかが (20) １１ ２１ ３

0

50 １，２

0

10 発話練習へば積極的参加(5)，ペイ活動〔対話〕ば発表(5) 3

Engliかh Ace ４ Aがかきko Yamamoがo eが al３ ４ SEIBIDO ４ 1900 ４ ISBN978２4２7919２5089２8

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

こば授業ど使⽤すろテキスナぱ後期ば『Engliかh Wおiがing II』ども引く続く使⽤すろ．授業を年間ど計画しといろば
ど，後期『Engliかh Wおiがing II』を受講すろこなが望ましい．

 授業を⽋席した場合ぱ，⽋席した授業ば内容をクルスメーナね確認し，⾃るフォワーイップしとおくこな．

細井 利枝⼦ お２hoかoi@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

22044501 −

Engliかh Wおiがing Ⅱ 演習

森⽥ 篤司

森⽥ 篤司

1年 2022年度後期 1単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 -

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 -

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． -

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． -

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． 100%

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… -

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． -

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． 30%

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． 30%

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． -

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． -

Engliかh Wおiがing Iきる継続しと，更ね英語ば知識を深ゃつつ英⽂が書けろようね指導すろ．ビルゲルフば書く⽅を解説し，様々ぬナブックねついと⾃分ば考
えをまなゃ英⽂どビルゲルフが書けろ様ね，⼜クルスメーナなば共同作業ぬにど英語ねよろコメュニケーションがどくろようね指導すろ．

1３ 語彙⼒ば向上．〔語彙拡⼤な新出単語を使⽤しと⽂章を作成すろ⼒〕
2３ ビルゲルフば構成ね従っと，⾃分ば考えをまなゃ，英⽂どビルゲルフが書けろようねぬろ．

 3３ ⾃分ば考えをまなゃ，他者なば英語どばコメュニケーションが実⾏どくろようねぬろ．

第1回 オリエンテーション，
        Uniが 6 『⾷ほ物』をテームね，接続詞ば⽤法を解説し英作⽂ば応⽤練習を実施．

 第2回 Uniが 6 『⾷ほ物』をテームね，Liかがening，Reading，Wおiがingば演習を実施．
 第3回 Uniが 7 『初ゃとばドーナ』をテームね，過去形を解説し，英作⽂ば応⽤練習を実施．

 第4回 Uniが 7 『初ゃとばドーナ』をテームね，Liかがening，Reading，Wおiがingば演習を実施．
 第5回 Uniが 8 『推理⼩説』をテームね，進⾏形を解説し，英作⽂ば応⽤練習を実施．

 第6回 Uniが 8 『推理⼩説』をテームね，Liかがening，Reading，Wおiがingば演習を実施．
 第7回 語彙クウゼ〔Uniが6〜Uniが8)，理解度クウゼ

    Uniが 9 『キャリイ』をテームね，現在完了を解説し，英作⽂ば応⽤練習を実施．
 第8回 Uniが 9 『キャリイ』をテームね，Liかがening，Reading，Wおiがingば演習を実施．

 第9回 Uniが 10 『ビーティー』をテームね，未来表現を解説し，英作⽂ば応⽤練習を実施．
 第10回 Uniが 10 『ビーティー』をテームね，Liかがening，Reading，Wおiがingば演習を実施．
 第11回 Uniが 11 『規則』をテームね，助動詞を解説し，英作⽂ば応⽤練習を実施．

 第12回 Uniが 11 『規則』をテームね，Liかがening，Reading，Wおiがingば演習を実施．
 第13回 Uniが 12 『発明な発⾒』をテームね，受動態を解説し，英作⽂ば応⽤練習を実施．

 第14回 Uniが 12 『発明な発⾒』をテームね，Liかがening，Reading，Wおiがingば演習を実施．
 第15回 後期ど学アぢ英⽂法及び英作⽂ば復習及び理解度クウゼ．

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

授業〔１回ねつく２時間なしと計算〕な事前事後ばあわせと１単位あたれ４５時間が必要どす．
講義ば最後ね提⽰さゎろ授業外課題ね着実ね取れ組も事ねよれ，事前・事後学習を確実ぬもばねすろ． ⼜，課題以外ねも⾃主的ね，どくろぢけ多くば英作
⽂を⽇ざわきる作成すろ習慣をつけろ様ね指導．〔毎回平均1時間〕

課題ぱ基本的ねぱ全とビソコン⼊⼒ば⽅法を取ろ．こゎね伴い，フィーニバックもビソコン上ど⾏う事が基本なぬろ．⼜，同時ね，課題ね対しとクルス内ど
模範なぬろ解答や，共通ば⽂法間違いぬにが確認どくた場合ぱ，次ば講義ば際ね冒頭ど発表若しくぱ解説を⾏いフィーニバックすろ．



成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ60点以上を合格なしと所定ば単位を認定すろ．
正当ぬ理由無しね5回以上⽋席した場合ねぱ原則なしと評価不能なめぬしK評価なすろ．

25
Vocabきlaおy Woおkかheeが〔10)
理解度クウゼ (10)

 ⾳読・発話(5)
1３2１3

20 ⽂法，構造ば理解度クウゼ，英作⽂演習〔20) 2

50 筆記試験 1１2

0

5 発話練習へば積極的参加，ペイ活動〔対話〕ば発表 3

Engliかh Ace ４ Aがかきko Yamamoがo eが al３ ４ 成美堂 ４ 1900 ４ ISBN978２4２7919２5089２8

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

こば授業ぱ，"Engliかh Wおiがing Ⅰ"きるば継続どあれ，テキスナぱ"Engliかh Wおiがing Ⅰ"ど使⽤したもばな同⼀なすろ．
授業を年間ど計画しといろばど，前期 "Engliかh Wおiがing Ⅰ" を受講しといろこなが望ましい．
授業を⽋席した場合ぱ，⽋席した授業ば内容をクルスメーナね確認し，⾃るフォワーイップしとおくこな．

森⽥ 篤司 aが２moおiがa@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

22044502 −

Engliかh Wおiがing Ⅱ 演習

細井 利枝⼦

細井 利枝⼦

1年 2022年度後期 1単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 -

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 -

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． -

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． -

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． 100%

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… -

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． -

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． 30%

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． 30%

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． -

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． -

Engliかh WおiがingⅠきる継続しと，更ね英語ば知識を深ゃつつ英⽂が書けろ様ね指導すろ．ビルゲルフば書く⽅を解説し，様々ぬナブックねついと⾃分ば考え
をまなゃ英⽂どビルゲルフが書けろ様ね，⼜クルスメーナなば共同作業ぬにど英語ねよろコメュニケーションがどくろ様ね指導すろ．

1３語彙⼒ば向上ね努ゃ，新出単語を使⽤しと⽂章を作成すろ事がどくろ．
2３ビルゲルフば構成ね従っと，⾃分ば考えをまなゃ，英⽂どビルゲルフが書けろようねぬろ．

 3３⾃分ば考えを英語ど表現し，そゎを使っと他者な英語どコメュニケーションが出来ろようねぬろ．

第1回   オリエンテーション：授業ば進⾏⽅針を説明すろな共ね前期授業を総復習すろ．
第2回    Uniが 6:   前期授業ば最終回ど学習した『⽇本⾷』をテームね，来ろほくウンバウンニなば会話を想定しとWおiがingば演習を実施．

 第3回    Uniが 7: 『初ゃとばドーナ』をテームね，過去形を解説し，英作⽂ば応⽤練習を実施．
 第4回    Uniが 7: 『初ゃとばドーナ』をテームね，Liかがening，Reading，Wおiがingば演習を実施．
 第5回    Uniが 8: 『推理⼩説』をテームね，進⾏形を解説し，英作⽂ば応⽤練習を実施．

 第6回    Uniが 8: 『推理⼩説』をテームね，Liかがening，Reading，Wおiがingば演習を実施．
 第7回    語彙クウゼ〔Uniが6〜Uniが8) 

                 Uniが 9:   『キャリイ』をテームね，現在完了を解説し，英作⽂ば応⽤練習を実施．
 第8回       Uniが 9:   『キャリイ』をテームね，Liかがening，Reading，Wおiがingば演習を実施．

 第9回       Uniが 10: 『ビーティー』をテームね，未来表現を解説し，英作⽂ば応⽤練習を実施．
 第10回     Uniが 10: 『ビーティー』をテームね，Liかがening，Reading，Wおiがingば演習を実施．

 第11回     Uniが 11: 『規則』をテームね，助動詞を解説し，英作⽂ば応⽤練習を実施．
 第12回     Uniが 11: 『規則』をテームね，Liかがening，Reading，Wおiがingば演習を実施．
 第13回     Uniが 12: 『発明な発⾒』をテームね，受動態を解説し，英作⽂ば応⽤練習を実施．

 第14回     Uniが 12: 『発明な発⾒』をテームね，Liかがening，Reading，Wおiがingば演習を実施．
 第15回     ⽇本ば名所旧跡を英語ど説明し，後期ど学アぢ英⽂法及び英作⽂ば復習テスナを実施．

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

講義ば最後ね提⽰さゎろ課題ね着実ね取れ組も事ねよれ，事前・事後学習を確実ぬもばねすろ．〔そゎだゎ2時間以上ば学習時間を確保すろ〕
＋事前学習－：新出単語を予ゃ予習しとおく．

 ＋事後学習－：課題以外ねも⾃主的ね，どくろぢけ多くば英作⽂を⽇ざわきる作成すろ習慣を⾝ね付けろ．
        Wおiがing ば基礎⼒を養うたゃね，毎回Claかかおoomを通ずと既習箇所ばテームばwおiがingを提出すろ．

課題ね対しとクルス内ど模範なぬろ解答や，共通ば⽂法間違いぬにが確認どくた場合ぱ，次ば講義ば際ね冒頭ど発表若しくぱ解説を⾏いフィーニバックす
ろ．



成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ60点以上を合格なしと所定ば単位を認定すろ．
正当ぬ理由ば無い⽋席が5回を超えた場合，原則なしと評価不能なめぬしK評価なすろ．

40 Vocabきlaおy Woおkかheeが〔20)
リフレクションノーナ〔⽂法理解度テスナ〕(20〕 １１２１３

0

50 筆記試験 １１２

0

10 発話練習へば積極的参加〔5〕，ペイ活動〔対話〕ば発表(5) 3

Engliかh Ace ４ Aがかきko Yamamoがo eが al３ ４ SEIBIDO ４ 1900 ４ ISBN978２4２7919２5089２8

必要ね応ずと授業ば中ど別途紹介すろ．

こば授業ぱ，"Engliかh Wおiがing Ⅰ"きるば継続どあれ，テキスナぱ"Engliかh Wおiがing Ⅰ"ど使⽤したもばな同⼀なすろ．
授業を年間ど計画しといろばど，前期 "Engliかh Wおiがing Ⅰ" を受講しといろこなが望ましい．
授業を⽋席した場合ぱ，⽋席した授業ば内容をクルスメーナね確認し，⾃るフォワーイップしとおくこな．

細井 利枝⼦ お２hoかoi@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含む全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22044601 −

English Listening Ⅰ 演習

G.スタギーゼ

G.スタギーゼ

1年 2022年度前期 1単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 -

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 -

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． -

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． -

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． 100%

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… -

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． -

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． 30%

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． 30%

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． -

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． -

This course will introduce students to basic skills for listening to English. These skills will include recognizing the difference between sounds,
recognizing words and word stress, identifying sentence stress, and identifying important words when listening to spoken English.

 * In this course students should be sensitive to others' situation, and be collaborative with compassion.
 

Students will be able to:
 
1. Expand their vocabulary for a variety of topics 

 2. Determine the situation when listening to English (using background knowledge and context)
 3. Summarize the main ideas of a variety of topics by identifying important words.

 4. Respond to short interview questions on familiar topics.
  

.

＋第1回－
トーム：Orientation, Classroom English & Google Classroom registration and explanation. 

 内容・⽅法：Greetings and sharing vacation experiences
 ＋第2回－

 トーム：Greetings Part 1
 内容・⽅法：Expressions / Listening tasks for text listening, pronunciation (syllables)

 ＋第3回－
 トーム：Greetings Part 2

 内容・⽅法 : Dictation quiz (Greetings) Listening tasks for text listening, /greeting activity
 ＋第4回－

 トーム：Clothing Part 1
 内容・⽅法：Vocabulary review, listening tasks for text listening, pronunciation (syllables, word stress)

 ＋第5回－
 トーム：Clothing Part 2

 内容・⽅法：Vocabulary quiz (Clothing)/ Listening tasks for text listening
 ＋第6回－

 トーム：Clothing Part 3
 内容・⽅法：Listening tasks for text listening/ clothing activity

 ＋第7回－
 トーム：People Part 1

 内容・⽅法：Vocabulary review,  Listening tasks for text listening, pronunciation (syllables, word stress)
 ＋第8回－

 



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

トーム：People Part 2
内容・⽅法：Midterm review test / Listening tasks for text listening, student project preparation 

 ＋第9回－
 トーム：People Part 3

 内容・⽅法:  Listening tasks for text listening, student interviews & note taking
 ＋第10回－

 トーム：Family Part 1
 内容・⽅法：Vocabulary review, Listening tasks for text listening, pronunciation (sentence stress)

 ＋第11回－
 トーム： Family Part 2

 内容・⽅法：Vocabulary quiz (Family)/ Listening tasks for text listening
 ＋第12回－

 トーム： Family Part 3
 内容・⽅法: Listening tasks for text listening/ Family activity

＋第13回－
 トーム： Food Part 1

 内容・⽅法：Vocabulary review, Listening tasks for text listening, pronunciation (sentence stress)
 ＋第14回－

 トーム： Food Part 2
 内容・⽅法：Vocabulary quiz and dictation (Food)/ Food activity

 ＋第15回－
 トーム： Course review

 内容・⽅法：(Explanation of the でnal listening test).

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

第1回－
③事前学修課題：Prepare to greet your classmates.

 ④事後学修課題 :  Review
 ＋第2回－

 ③事前学修課題：Prepare for the Greetings quiz
 ④事後学修課題：Look up vocabulary for next week's lesson

 ＋第3回－
 ③事前学修課題：Homework and self-study (e.g. Listen to 5 minutes of English on TV or the radio)

 ④事後学修課題：Look up vocabulary for next week's lesson
 ＋第4回－

 ③事前学修課題：Prepare for the Clothing quiz
 ④事後学修課題：Look up vocabulary for next week's lesson

 ＋第5回－
 ③事前学修課題：Homework and self-study (e.g. Listen to 5 minutes of English on TV or the radio)

 ④事後学修課題：Look up vocabulary for next week's lesson
 ＋第6回－

 ③事前学修課題：Homework and self-study (e.g. Listen to 5 minutes of English on TV or the radio)
 ④事後学修課題：Look up vocabulary for next week's lesson

 ＋第7回－
 ③事前学修課題：Prepare for the Midterm review test

 ④事後学修課題：Look up vocabulary for next week's lesson
 ＋第8回－

 ③事前学修課題：Prepare for the Midterm review test
 ④事後学修課題：Look up vocabulary for next week's lesson

 ＋第9回－
 ③事前学修課題：Homework and self-study (e.g. Listen to 5 minutes of English on TV or the radio)

 ④事後学修課題：Look up vocabulary for next week's lesson
 ＋第10回－

 ③事前学修課題：Prepare for the Family vocabulary quiz
 ④事後学修課題：Look up vocabulary for next week's lesson

 ＋第11回－
 ③事前学修課題：Homework and self-study (e.g. Listen to 5 minutes of English on TV or the radio)

 ④事後学修課題：Look up vocabulary for next week's lesson
＋第12回－

 ③事前学修課題：Homework and self-study (e.g. Listen to 5 minutes of English on TV or the radio)
 ④事後学修課題：Look up vocabulary for next week's lesson

 ＋第13回－
 ③事前学修課題：Prepare for the Food vocabulary quiz

 ④事後学修課題：Look up vocabulary for next week's lesson
 ＋第14回－

 ③事前学修課題：Prepare for the upcoming でnal review test
 ④事後学修課題：Look up vocabulary for next week's lesson
 ＋第15回－

 ③事前学修課題：Prepare for the upcoming でnal review test
 ④事後学修課題：Explain the でnal listening test. Submit the でnal test.



成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろヮミーナ等

そば他

トキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

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 でnal class. 

 3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.
  

Students will be evaluated on:
 
1. Vocabulary and pronunciation quizzes (40%)

 2. Midterm review test (20%)
 3. Final test (20%)

 4. Individual student projects, pair work, and group work. These activities include interviews and note taking tasks (20%)
  

.

60 Vocabulary and pronunciation quizzes (40%), Midterm review test
(20%) 1.2.

0 none

0 none

20 Final listening test (20%) 1.2.4.

20 Individual student projects, pair work, and group work. (These
activities include interviews and note taking tasks) (20%) 1.2.

Impact Listening , 2nd edition, Ellen Kisslinger, Todd Beuckens, Pearson Longman, 2007, ISBN: 978-9620058011

none

General Course information:
 
1) You will get more information from the course teacher during the でrst class. This syllabus is subject to change.
Changes will be announced in class.

 詳細ぱ，初回授業時ねコース担当者きる説明します．こばシルバスぱ変更さゎろ可能性があれます．変更さゎた場合
ぱ，授業中ねが知るせします．

 2) If you are absent more than 4 times without excuse, you cannot receive credit.
 ６回以上⽋席すろな，単位ァ取得すろこながどくぬい．

 3) If you are late 3 times, it will be counted as one absence.
 遅刻５回ぱ，⽋席１回なしと認ゃろ．

 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分ば授業ば場合遅刻ぱ30分まどなし，そゎァ超えと遅刻した場合ぱ，授業ね参加すろこなぱどくろが，⽋席扱いな
ぬろ．45分ば授業ば場合，遅刻ぱ15分まどなすろ．

 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. 

 授業ね必要ぬやばぱ持参すろこな，特ね充電済めばスムーナフォン，タヘヮッナ，ノーナ型ビソコンぬにァ必携ばこ
な．

 6) No late homework or assignments will be accepted. 
 期⽇ァ過ぐた宿題ぱ評価さゎぬいばど，期⽇ァ守っと提出すろこな．

 7) BYOD - you will need a laptop or tablet in class. A smartphone is not suitable for class activities.
 BYOD - 授業どぱ，ノーナビソコンまたぱタヘヮッナが必要どす．スムーナフォンぱ授業ね適しませア．

Gerald Staggers staggers@oiu.jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含む全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22044602 −

English Listening Ⅰ 演習

B.スヮーター

B.スヮーター

1年 2022年度前期 1単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 -

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 -

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． -

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． -

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． 100%

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… -

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． -

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． 30%

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． 30%

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． -

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． -

Students will continue to build on and apply English listening strategies introduced in English Listening I. Additional listening strategies will include
recognizing pauses, linking, and intonation in English speech habits. Information about coursework and grading policy will be on Google Classroom.

Students should be able to:
 
1. Identify the situation when listening to English (using background knowledge and context).

 2. Follow the rhythm of spoken English (understanding contractions, word linking, and intonation).
 3. Recall important words and ideas, and a speaker's feelings, in a variety of conversational situations.

第1回－
トーム：Orientation, Classroom English

 内容・⽅法：Personal Proでles
 ＋第2回－

 トーム：Quiz 1: Personal Proでles
 内容・⽅法：Greetings

 ＋第3回－
 トーム：Quiz 2: Greetings

 内容・⽅法：Home
 ＋第4回－

 トーム：Quiz 3: Home
 内容・⽅法：Clothing

 ＋第5回－
 トーム：Quiz 4: Clothing

 内容・⽅法：Review1-4
 ＋第6回－

 トーム：Exchanging ideas and making comments
 内容・⽅法：Nationalities

 ＋第7回－
 トーム：Quiz 5: Nationalities

 内容・⽅法：People
 ＋第8回－

 トーム：Quiz 6: People
 内容・⽅法：Family I

 ＋第9回－
 トーム：Quiz 7: Family I

 



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

内容・⽅法：Family II
＋第10回－

 トーム：Quiz 8: Family II
 内容・⽅法：Jobs

 ＋第11回－
 トーム：Quiz 9: Jobs

 内容・⽅法：Review 6-10
 ＋第12回－

 トーム：Travel English
 内容・⽅法：Directions
 ＋第13回－

 トーム：Quiz 10: Directions
 内容・⽅法：Shopping

 ＋第14回－
 トーム：Quiz 11: Shopping

 内容・⽅法：Colors and Feelings
 ＋第15回－

 トーム：Quiz 12: Colors & Feelings
 内容・⽅法：Review

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

＋第1回－
③事前学修課題：Prepare to introduce yourself in English.

 ④事後学修課題：Buy the textbook before the next class.
 ＋第2回－

 ③事前学修課題：Prepare for the quiz
 ④事後学修課題：Look up vocabulary for next week's lesson

 ＋第3回－
 ③事前学修課題：Prepare for the quiz

 ④事後学修課題：Look up vocabulary for next week's lesson
 ＋第4回－

 ③事前学修課題：Prepare for the quiz
 ④事後学修課題：Look up vocabulary for next week's lesson

 ＋第5回－
 ③事前学修課題：Prepare for the quiz

 ④事後学修課題：Look up vocabulary for next week's lesson
 ＋第6回－

 ③事前学修課題：Complete handout 1
④事後学修課題：Look up vocabulary for next week's lesson

 ＋第7回－
 ③事前学修課題：Prepare for the quiz

 ④事後学修課題：Look up vocabulary for next week's lesson
 ＋第8回－

 ③事前学修課題：Prepare for the quiz
 ④事後学修課題：Look up vocabulary for next week's lesson

 ＋第9回－
 ③事前学修課題：Prepare for the quiz

 ④事後学修課題：Look up vocabulary for next week's lesson
 ＋第10回－

 ③事前学修課題：Prepare for the quiz
 ④事後学修課題：Look up vocabulary for next week's lesson

 ＋第11回－
 ③事前学修課題：Prepare for the quiz

 ④事後学修課題：Look up vocabulary for next week's lesson
＋第12回－

 ③事前学修課題：Complete handout 2
④事後学修課題：Look up vocabulary for next week's lesson

 ＋第13回－
 ③事前学修課題：Prepare for the quiz

 ④事後学修課題：Look up vocabulary for next week's lesson
 ＋第14回－

 ③事前学修課題：Prepare for the quiz
 ④事後学修課題：Look up vocabulary for next week's lesson

 ＋第15回－
 ④事前学修課題：Prepare for the でnal quiz

 ④事後学修課題：Finish any missed assignments. Submit でnal listening examination.

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 でnal class. 

 3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.



成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろヮミーナ等

そば他

トキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

Students will be evaluated on:
 
1. Vocabulary and pronunciation quizzes (30%)

 2. Midterm review test and End-of-term review test (20%)
 3. Self-study for quizzes and tests (10%)

 4. Final test (20%)
 5. Individual student projects, pair work, and group work. (These activities include interviews and note taking tasks)(20%)

50 Vocabulary and pronunciation quizzes (30%), Midterm review test
& End-of-term review test (20%) 1.2.

10 Self-study for quizzes and tests

0 none

20 Final  Listening exam 1.2.3.

20 Individual student projects, pair work, and group work. (These
activities include interviews and note taking tasks) 1

Impact Listening , 2nd edition, Ellen Kisslinger, Todd Beuckens, Pearson Longman, 2007, ISBN: 978-9620058011

none

General Course information:
 
1) You will get more information from the course teacher during the でrst class. This syllabus is subject to change.
Changes will be announced in class.

 詳細ぱ，初回授業時ねコース担当者きる説明します．こばシルバスぱ変更さゎろ可能性があれます．変更さゎた場合
ぱ，授業中ねが知るせします．

 2) If you are absent more than 4 times without excuse, you cannot receive credit.
 ６回以上⽋席すろな，単位ァ取得すろこながどくぬい．

 3) If you are late 3 times, it will be counted as one absence.
 遅刻５回ぱ，⽋席１回なしと認ゃろ．

 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分ば授業ば場合遅刻ぱ30分まどなし，そゎァ超えと遅刻した場合ぱ，授業ね参加すろこなぱどくろが，⽋席扱いな
ぬろ．45分ば授業ば場合，遅刻ぱ15分まどなすろ．

 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. 

 授業ね必要ぬやばぱ持参すろこな，特ね充電済めばスムーナフォン，タヘヮッナ，ノーナ型ビソコンぬにァ必携ばこ
な．

 6) No late homework or assignments will be accepted. 
 期⽇ァ過ぐた宿題ぱ評価さゎぬいばど，期⽇ァ守っと提出すろこな．

 7) BYOD - you will need a laptop or tablet in class. A smartphone is not suitable for class activities.
 BYOD - 授業どぱ，ノーナビソコンまたぱタヘヮッナが必要どす．スムーナフォンぱ授業ね適しませア．

Brian Slater slater@oiu.jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含む全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22044701 −

English Listening Ⅱ 演習

G.スタギーゼ

G.スタギーゼ

1年 2022年度後期 1単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 -

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 -

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． -

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． -

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． 100%

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… -

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． -

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． 30%

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． 30%

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． -

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． -

In this course students will continue to build on and apply English listening skills introduced in English Listening I. Additional listening skills will include
recognizing linking, pauses, and intonation in English speech patterns. 

 * In this course students should be sensitive to others' situation, and be collaborative with compassion.
  

Students will be able to:
 
1. Listen more attentively to English in a variety of situations (using additional background knowledge gained from the course).

 2. Recognize a variety of rhythms used in English discourse (i.e. contractions, linking, pauses, and intonation).
 3. Make a connection to a speaker's discourse in order to respond verbally, or in writing.

 

＋第1回－
トーム：Orientation, Classroom English & Google Classroom registration and explanation. 

 内容・⽅法：Greetings and sharing vacation experiences. Jobs (Vocabulary review, Listening tasks for text listening, pronunciation
 ＋第2回－

 トーム：Jobs Part 1
 内容・⽅法：Vocabulary and dictation quiz/ Listening tasks for text listening

 ＋第3回－
 トーム：Jobs Part 2

 内容・⽅法 : Listening tasks for text listening/ Jobs activity
 ＋第4回－

 トーム：Schedules Part 1
 内容・⽅法：Vocabulary review, listening tasks for text listening, pronunciation (Linking)

 ＋第5回－
 トーム：Schedules Part 2

 内容・⽅法：Vocabulary and dictation quiz /Listening tasks for text listening, student interview preparation
 ＋第6回－

 トーム：Schedules Part 3
 内容・⽅法：Student interviews & note taking

 ＋第7回－
 トーム：Free Time Part 1

 内容・⽅法: Vocabulary review/ Listening tasks for text listening, pronunciation (Linking, Pauses)
 ＋第8回－

 トーム：Free Time Part 2
 内容・⽅法：Midterm review test /Listening tasks for text listening, student interview preparation

 



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

＋第9回－
トーム：Free Time Part 3

 内容・⽅法: Student interviews & note taking
 ＋第10回－

 トーム：Travel Part 1
 内容・⽅法：Vocabulary review/ Listening tasks for text listening, pronunciation (Linking, Pauses, Intonation)

 ＋第11回－
 トーム： Travel Part 2

 内容・⽅法:  Vocabulary and dictation quiz/ Listening tasks for text listening, student project preparation
 ＋第12回－

 トーム：  Travel Part 3
 内容・⽅法: Student presentations and note taking (peer evaluations)

 ＋第13回－
 トーム： Food and Health Part 1 

 内容・⽅法：Vocabulary review/ Listening tasks for text listening, pronunciation
 ＋第14回－

 トーム： Food and Health Part 2
 内容・⽅法：Listening tasks for text listening /Food & Health activity

 ＋第15回－
 トーム： Course Review

 内容・⽅法：(Explanation of でnal listening test)

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

第1回－
③事前学修課題：Prepare to greet your classmates in this new semester

 ④事後学修課題 :  Prepare for the Job vocabulary and dictation quiz
 ＋第2回－

 ③事前学修課題：Homework and self-study (e.g. Listen to 5 minutes of English on TV or the radio)
 ④事後学修課題：Look up vocabulary for next week's lesson

 ＋第3回－
 ③事前学修課題：Homework and self-study (e.g. Listen to 5 minutes of English on TV or the radio)

 ④事後学修課題：Look up vocabulary for next week's lesson
 ＋第4回－

 ③事前学修課題：Prepare for the Schedules' vocabulary and dictation quiz
 ④事後学修課題：Look up vocabulary for next week's lesson

 ＋第5回－
 ③事前学修課題：Homework and self-study (e.g. Listen to 5 minutes of English on TV or the radio)

 ④事後学修課題：Look up vocabulary for next week's lesson
 ＋第6回－

 ③事前学修課題：Prepare for the Schedules' interview activity
 ④事後学修課題：Look up vocabulary for next week's lesson

 ＋第7回－
 ③事前学修課題：Prepare for the Midterm review test

 ④事後学修課題：Look up vocabulary for next week's lesson
 ＋第8回－

 ③事前学修課題：Prepare for the Free time interview activity
 ④事後学修課題：Look up vocabulary for next week's lesson
 ＋第9回－

 ③事前学修課題：Homework and self-study (e.g. Listen to 5 minutes of English on TV or the radio)
 ④事後学修課題：Look up vocabulary for next week's lesson

 ＋第10回－
 ③事前学修課題：Prepare for the Travel vocabulary and dictation quiz

 ④事後学修課題：Look up vocabulary for next week's lesson
 ＋第11回－

 ③事前学修課題：Prepare for the Travel presentations
 ④事後学修課題：Look up vocabulary for next week's lesson

＋第12回－
 ③事前学修課題：Homework and self-study (e.g. Listen to 5 minutes of English on TV or the radio)

 ④事後学修課題：Look up vocabulary for next week's lesson
 ＋第13回－

 ③事前学修課題：Homework and self-study (e.g. Listen to 5 minutes of English on TV or the radio)
 ④事後学修課題：Look up vocabulary for next week's lesson

 ＋第14回－
 ③事前学修課題：Homework and self-study (e.g. Listen to 5 minutes of English on TV or the radio)

 ④事後学修課題：Look up vocabulary for next week's lesson
 ＋第15回－

 ③事前学修課題：Prepare for the upcoming でnal review test
 ④事後学修課題：Finish any missed assignments. Submit でnal listening examination.

1. Feedback on assignments will be provided regularly in class and via Google Classroom. 



成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろヮミーナ等

そば他

トキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

2. Overall course progress and feedback will be given at midterm and before the でnal class. 
3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.

Students will be evaluated on:
 
1. Vocabulary and pronunciation quizzes (40%)

 2. Midterm review test (20%)
 3. Final test (20%)

 4. Individual student projects, pair work, and group work. These activities include interviews and note taking tasks (20%)

60 Vocabulary and pronunciation quizzes (40%), Midterm review test
(20%) 1.2.

0 none

0 none

20 Final listening test (20%) 1.2.3.

20 Individual student projects, pair work, and group work. (These
activities include interviews and note taking tasks) (20%) 1.2.

Impact Listening , 2nd edition, Ellen Kisslinger, Todd Beuckens, Pearson Longman, 2007, ISBN: 978-9620058011

none

General Course information:
 
1) You will get more information from the course teacher during the でrst class. This syllabus is subject to change.
Changes will be announced in class.

 詳細ぱ，初回授業時ねコース担当者きる説明します．こばシルバスぱ変更さゎろ可能性があれます．変更さゎた場合
ぱ，授業中ねが知るせします．

 2) If you are absent more than 4 times without excuse, you cannot receive credit.
 ６回以上⽋席すろな，単位ァ取得すろこながどくぬい．

 3) If you are late 3 times, it will be counted as one absence.
 遅刻５回ぱ，⽋席１回なしと認ゃろ．

 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分ば授業ば場合遅刻ぱ30分まどなし，そゎァ超えと遅刻した場合ぱ，授業ね参加すろこなぱどくろが，⽋席扱いな
ぬろ．45分ば授業ば場合，遅刻ぱ15分まどなすろ．

 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. 

 授業ね必要ぬやばぱ持参すろこな，特ね充電済めばスムーナフォン，タヘヮッナ，ノーナ型ビソコンぬにァ必携ばこ
な．

 6) No late homework or assignments will be accepted. 
 期⽇ァ過ぐた宿題ぱ評価さゎぬいばど，期⽇ァ守っと提出すろこな．

 7) BYOD - you will need a laptop or tablet in class. A smartphone is not suitable for class activities.
 BYOD - 授業どぱ，ノーナビソコンまたぱタヘヮッナが必要どす．スムーナフォンぱ授業ね適しませア．

Gerald Staggers staggers@oiu.jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含む全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22044702 −

English Listening Ⅱ 演習

B.スヮーター

B.スヮーター

1年 2022年度後期 1単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 -

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 -

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． -

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． -

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． 100%

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… -

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． -

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． 30%

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． 30%

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． -

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． -

Students will continue to build on and apply English listening strategies introduced in English Listening I. Additional listening strategies will include
recognizing pauses, linking, and intonation in English speech habits. Information about coursework and grading policy will be on Google Classroom.

Students should be able to:
 
1. Identify the situation when listening to English (using background knowledge and context).

 2. Follow the rhythm of spoken English (understanding contractions, word linking, and intonation).
 3. Recall important words and ideas, and a speaker's feelings, in a variety of conversational situations.

第1回－
トーム：Orientation, Classroom English

 内容・⽅法：Travel
 ＋第2回－

 トーム：Quiz 1:Travel
 内容・⽅法：Business
 ＋第3回－

 トーム：Quiz 2: Business
 内容・⽅法：Schedules

 ＋第4回－
 トーム：Quiz 3: Schedules

 内容・⽅法：Weather
 ＋第5回－

 トーム：Quiz 4: Weather
 内容・⽅法：Review11-14

 ＋第6回－
 トーム：Exchanging ideas and making comments

 内容・⽅法：Entertainment
 ＋第7回－

 トーム：Quiz 5: Entertainment I
 内容・⽅法：Entertainment II

 ＋第8回－
 トーム：Quiz 6: Entertainment II

 内容・⽅法：Home
 ＋第9回－

 トーム：Quiz 7: Home
 



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

内容・⽅法：Health
＋第10回－

 トーム：Quiz 8: Health
 内容・⽅法：Review14-17

 ＋第11回－
 トーム：Exchanging ideas and making comments

 内容・⽅法：Shopping II
 ＋第12回－

 トーム：Quiz 9: Shopping II
 内容・⽅法：Food

 ＋第13回－
 トーム：Quiz 10: Food

 内容・⽅法：News
 ＋第14回－

 トーム：Quiz 11: News
 内容・⽅法：Winter vacation

 ＋第15回－
 トーム：Quiz 12: Winter vacation

 内容・⽅法：Review

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

＋第1回－
③事前学修課題：Prepare to introduce yourself in English.

 ④事後学修課題：Buy the textbook before the next class.
 ＋第2回－

 ③事前学修課題：Prepare for the quiz
 ④事後学修課題：Look up vocabulary for next week's lesson

 ＋第3回－
 ③事前学修課題：Prepare for the quiz

 ④事後学修課題：Look up vocabulary for next week's lesson
 ＋第4回－

 ③事前学修課題：Prepare for the quiz
 ④事後学修課題：Look up vocabulary for next week's lesson

 ＋第5回－
 ③事前学修課題：Prepare for the quiz

 ④事後学修課題：Look up vocabulary for next week's lesson
 ＋第6回－

 ③事前学修課題：Complete handout 1
④事後学修課題：Look up vocabulary for next week's lesson

 ＋第7回－
 ③事前学修課題：Prepare for the quiz

 ④事後学修課題：Look up vocabulary for next week's lesson
 ＋第8回－

 ③事前学修課題：Prepare for the quiz
 ④事後学修課題：Look up vocabulary for next week's lesson

 ＋第9回－
 ③事前学修課題：Prepare for the quiz

 ④事後学修課題：Look up vocabulary for next week's lesson
 ＋第10回－

 ③事前学修課題：Prepare for the quiz
 ④事後学修課題：Look up vocabulary for next week's lesson

 ＋第11回－
 ③事前学修課題：Prepare for the quiz

 ④事後学修課題：Look up vocabulary for next week's lesson
＋第12回－

 ③事前学修課題：Complete handout 2
④事後学修課題：Look up vocabulary for next week's lesson

 ＋第13回－
 ③事前学修課題：Prepare for the quiz

 ④事後学修課題：Look up vocabulary for next week's lesson
 ＋第14回－

 ③事前学修課題：Prepare for the quiz
 ④事後学修課題：Look up vocabulary for next week's lesson

 ＋第15回－
 ④事前学修課題：Prepare for the でnal quiz

 ④事後学修課題：Finish any missed assignments. Submit でnal listening examination.

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 でnal class. 

 3. Students can contact their teacher for an appointment if they need advice or assistance.



成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろヮミーナ等

そば他

トキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

Students will be evaluated on:
 
1. Vocabulary and pronunciation quizzes (30%)

 2. Midterm review test and End-of-term review test (20%)
 3. Self-study for quizzes and tests (10%)

 4. Final test (20%)
 5. Individual student projects, pair work, and group work. (These activities include interviews and note taking tasks)(20%)

50 Vocabulary and pronunciation quizzes (30%), Midterm review test
& End-of-term review test (20%) 1.2.

10 Self-study for quizzes and tests (10%)

0 none

20 Final  Listening exam (20%) 1.2.3.

20 Individual student projects, pair work, and group work. (These
activities include interviews and note taking tasks) (20%) 1

Impact Listening , 2nd edition, Ellen Kisslinger, Todd Beuckens, Pearson Longman, 2007, ISBN: 978-9620058011

none

General Course information:
 
1) You will get more information from the course teacher during the でrst class. This syllabus is subject to change.
Changes will be announced in class.

 詳細ぱ，初回授業時ねコース担当者きる説明します．こばシルバスぱ変更さゎろ可能性があれます．変更さゎた場合
ぱ，授業中ねが知るせします．

 2)If you are absent more than 4 times without excuse, you cannot receive credit.
 ６回以上⽋席すろな，単位ァ取得すろこながどくぬい．

 3) If you are late 3 times, it will be counted as one absence.
 遅刻５回ぱ，⽋席１回なしと認ゃろ．

 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分ば授業ば場合遅刻ぱ30分まどなし，そゎァ超えと遅刻した場合ぱ，授業ね参加すろこなぱどくろが，⽋席扱いな
ぬろ．45分ば授業ば場合，遅刻ぱ15分まどなすろ．

 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. 

 授業ね必要ぬやばぱ持参すろこな，特ね充電済めばスムーナフォン，タヘヮッナ，ノーナ型ビソコンぬにァ必携ばこ
な．

 6) No late homework or assignments will be accepted. 
 期⽇ァ過ぐた宿題ぱ評価さゎぬいばど，期⽇ァ守っと提出すろこな．

 7) BYOD - you will need a laptop or tablet in class. A smartphone is not suitable for class activities.
 BYOD - 授業どぱ，ノーナビソコンまたぱタヘヮッナが必要どす．スムーナフォンぱ授業ね適しませア．

Brian Slater slater@oiu.jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

22050101 〇

Engliかh Reading 演習

栗栖 美帆

栗栖 美帆

1年 2022年度後期 1単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 -

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 -

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． -

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． -

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． 100%

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… -

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． -

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． 30%

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． 30%

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． -

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． -

Reading⼒を中⼼ねウンプッナ・イウナプッナ学習を通しと，英語4技能を⾼ゃ，国内外ば幅広い教養な知識を⾝ね付けろこなを⽬的なすろ．担当教員が以
前，航空会社ば国内線・国際線ば客室乗務員や国際マルンティイね従事しといた経験をもなね，実務家教員なしと，ゲワーバロぬ観点ど物事を考えろこなが
どく，社会ね貢献どくろ『地球市⺠』ば育成をすろ．また，イクティヘルーニンゲを念頭ね，授業内どペイワークやゲロープワークを実施すろ時間を多く設
けろこなど，ドィスカッション⼒，協調性や協働性を⾝ね付け，他者へば思いやれば精神，ホスブタリティムウンニも育も．

1３ウンプッナ・イウナプッナ学習を通しと，英語ばおeading⼒を中⼼ね英語4技能を⾼ゃろ．
2３『地球市⺠』なしと，ゲワーバロぬ観点ど物事を考え，社会ね貢献どくろ．

 3３国内外ば幅広い教養な知識を⾝ね付けろ．
 4３ペイワークやゲロープワークね積極的ね参加し，ドィスカッション⼒，協調性や協働性を⾝ね付け，他者へば思いやれば精神やホスブタリティムウンニを

育も．

第1回 オリエンテーション〔授業概要ば詳しい説明な授業ば進ゃ⽅ねついと知るせろ．⾃⼰紹介等．〕
第2回 ⼩テスナ・Uniが 1 Hiがchhiking Aおoきnd がhe Woおld 

 第3回 ⼩テスナ・Uniが 2 Olympic Spiおiが!
 第4回 ⼩テスナ・Uniが 3 The Poweお of Gおeeがingか

 第5回 ⼩テスナ・Uniが 4 Wheおe'か My Hoがel?
 第6回 ⼩テスナ・Uniが 5 Oきお Global Connecがionか

 第7回 ⼩テスナ・Uniが 6  Welcome Home!
 第8回 ⼩テスナ・Uniが 7 The Secおeが of Life
 第9回 ⼩テスナ・Uniが 8 Iか Thiか Seaが Taken?

 第10回 ⼩テスナ・Uniが 9 Exploおing Woおld Religionか
 第11回 ⼩テスナ・Uniが 10 Leが'か かがきdy abおoad!

 第12回 ⼩テスナ・Uniが 11 Whaが'か がhe Moかが Difficきlが Langきage?
 第13回 ⼩テスナ・Uniが 12 A Cおowded Planeが!

 第14回 ⼩テスナ・Uniが 13 Vocabきlaおy Roadblockか
 第15回 ⼩テスナ・総復習

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

授業〔1回ねつく2時間なしと計算〕な事前事後ばあわせと1単位あたれ45時間〔予習平均1３5時間，復習平均2３5時間〕が必要どあろ．
事前学習：復習中⼼ど授業ね臨もようねすろが，テームね関しとぱ事前ね確認しと授業ね参加すろ．

 事後学習：各回ば読めもばをウンプッナ・イウナプッナ学習を意識しと，再度，黙読，⾳読を繰れ返し，復習をすろ．また，⼩テスナね向けと，重要表現や
英単語を中⼼ね復習をすろ．

 



成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

⼩テスナや授業ど課した課題ね関しとぱ，授業内どフィーニバック・指導すろ．

⼩テスナ，レミーナ，定期試験〔筆記試験〕及び授業態度〔授業内ば質問・発⾔・取れ組め姿勢〕ねよっと成績を評価すろ．
尚，正当ぬ理由ぬく⽋席回数が5回を超えた場合ぱ，評価ば対象なせぜ『K』評価なすろ．

30 ⼩テスナ(30) 1

10 レミーナ(10) 1３2３3３

40 筆記試験(40) 1３2３3３

0

20 授業内ば質問・発⾔・取れ組め姿勢(20) 1３〜4３

Off がo がhe Woおld  ・Advenがきおeか in Langきage and Life ４KINSEIDO４ 1800円〔税別〕４ ISBN978２4２7647２3981２9

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

ペイーワークやゲロープワークね積極的ね参加し，Reading⼒を中⼼ね英語4技能を⾼ゃろな同時ね幅広い知識や教
養を⾝ね付けろこながどくろようね，前向くね授業ね臨もこな．

 スムーナフォンイプリば辞書ぱ禁⽌すろ．
 正当ぬ理由ぬく⽋席回数が5回を超えた場合ぱ，評価ば対象なぬるぜ『K』評価なぬろたゃ，注意すろこな．

栗栖 美帆 kきおiかき@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22046101 〇

Tおavel Engliかh 演習

栗栖 美帆

栗栖 美帆

2年 2022年度前期 2単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 -

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 -

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． -

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． -

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． 100%

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… -

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． -

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． 70%

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． 30%

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． -

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． -

国際社会ねおいと，特ね，海外旅⾏時ね英語ど⾃信を持っと，コメュニケーションがどくろようねぬろこなが⽬的どあろ．担当教員が以前，航空会社ば国内
線・国際線ば客室乗務員や国際マルンティイね従事しといた経験をもなね，実務家教員なしと，多⽂化・異⽂化理解を深ゃぬがる，海外どよれ実践ど役⽴つ
英語表現を習得しともるえろよう，授業を実施すろ．尚，授業内どぱペイワークやゲロープワークを実施すろ時間を多く設けろこなど，コメュニケーション
⼒を養い，協調性や協働性を⾝ね付け，他者へば思いやれば精神，ホスブタリティムウンニも育も．また，ウンプッナ・イウナプッナ学習を⼼がけ，英語ば
知識ば定着を図れ，英語４技能も⾼ゃろ．

1海外旅⾏時，様々ぬ場⾯ど⾃信を持っと英語どコメュニケーションがどくろ．
2３クルスメーナな積極的ねコメュニケーションを図れ，⾃⾝ば意⾒を英語ど表現すろこながどくろ．

 3３異⽂化間コメュニケーションを円滑ね図ろたゃね，⾃国ば⽂化及び，異⽂化理解を深ゃろ．
 4３ペイワークやゲロープワークを通しと，協調性，協働性を⾝ね付け，他者へば思いやれば精神やホスブタリティムウンニを育も．

 5３ウンプッナ・イウナプッナ学習を通しと，英語４技能を⾼ゃろ．

第1回 Oおienがaがion ・Waおming きp
           授業概要ば詳しい説明な授業ば進ゃ⽅ねついと知るせろ．⾃⼰紹介等．

 第2回 ⼩テスナ
     1１ Whaが'か がhe pきおpoかe of yoきお viかiが?   2１ How mきch iか iが?

           ・ペイワーク４ワーロプレウ
 第3回 ⼩テスナ

     3１ When iか がhe nexが がおain がo Xi'an?  4１ The TV iか bおoken３
          ・ペイワーク４ワーロプレウ

 第4回   5１ Whaが iか がheおe がo かee?  
          ・ペイワーク４ワーロプレウ

 第5回 DRSTINATION: THE U３S３A３
            ・ペイワーク４ワーロプレウ

 第6回   6１ I'd like がo おenが a かnowboaおd１ pleaかe３
            ・ペイワーク４ワーロプレウ

 第7回 7１ Tell me aboきが yoきお coきnがおy３
            ・ペイワーク４ワーロプレウ

 第8回 ⼩テスナ
      8１ How waか yoきお weekend?

           ・ペイワーク４ワーロプレウ
 第9回 ⼩テスナ

      9１ Doeか iが hきおが?
           ・ペイワーク４ワーロプレウ

 第10回 ⼩テスナ
 



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

       10１  I'd like a cきp of coffee１ pleaかe３
            ・ペイワーク４ワーロプレウ

 第11回 ⼩テスナ
        11１ Woきld yoき like がo viかiが がhe Temple of Heaven?  

             ・ペイワーク４ワーロプレウ
 第12回 ⼩テスナ

        進度調整
            ・ペイワーク４ワーロプレウ

 第13回 かpeaking がeかが
 第14回 かpeaking がeかが    

 第15回 授業ば復習・定期試験ば準備

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

授業〔1回ねつく2時間なしと計算〕な事前事後ばあわせと1単位あたれ45時間(予習平均1３5時間，復習平均2３5時間〕が必要どあろ．
事前学習：復習中⼼ど授業ね臨もようねすろが，テームね関しとぱ事前ね確認しと授業ね参加すろ．

 事後学習：前回習った英語表現を声ね出しと反復練習し，暗唱を⼼がけ，知識を定着させ，また，課さゎた課題ぱ確実ねこぬした上ど，次ば授業ね臨もよう
ね努ゃろ．また，⼩テスナね向けと，重要ぬ英語表現や単語を中⼼ね復習すろ．

⼩テスナや授業ど課した課題ね関しとぱ，授業内どフィーニバック・指導すろ．

⼩テスナ，かpeaking がeかが，レミーナ，定期試験〔筆記試験〕及び授業態度〔授業内ば質問・発⾔・取れ組め姿勢〕ねよっと成績を評価すろ．
尚，正当ぬ理由ぬく⽋席回数が5回を超えた場合ぱ，評価ば対象なせぜ『K』評価なすろ．

40 ⼩テスナ(20) 及びかpeaking がeかが(20) 1３2３4３5３

10 レミーナ〔10〕 1３〜3３5３

40 筆記試験〔40〕 1〜3３5３

0

10 授業内ば質問・発⾔・取れ組め姿勢(10) 1３〜5３

PASSPORT2 ４ Angela Bきckingham・Lewiか Lanかfoおd  ４
OXFORD UNIVERSITY PRESS ４ 2893円 ４ ISBN 978２0２19２471822２6

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

英語4技能を⾼ゃろこながどくろよう，ウンプッナ・イウナプッナ学習をバルンス良く⼼がけ，海外旅⾏時，そしと
また異⽂化ば中ども，円滑ぬコメュニケーションを図ろこながどくろよう，⾃国ば⽂化や異⽂化へば理解も深ゃとい
くこなを⽬的ね積極的ね授業ね参加すろこな．

 スムーナフォンイプリば辞書ぱ禁⽌すろ．
 正当ぬ理由ぬく⽋席回数が5回を超えた場合ぱ，評価ば対象なぬるぜ『K』評価なぬろたゃ，注意すろこな．

栗栖 美帆 kきおiかき@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

22043301 −

英語総合演習Ⅲ 演習

細井 利枝⼦

細井 利枝⼦

1年 2022年度後期 2単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 -

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 -

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． -

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． -

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． 100%

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… -

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． -

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． 70%

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． 70%

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． -

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． -

英語総合演習Ⅰきる継続しと，更ね英語ば運⽤能⼒が向上すろよう指導すろ．英⽂ば構造を理解し，スルッシュリードィンゲば正確さ，及びリスニンゲば精
度も⾼ゃろよう指導すろ．また，クルスメーナなば共同作業を通ずと実践的ぬ英語どばコメュニケーション能⼒及び⾃分ば意思を英語ど的確ね述ほろこなが
出来ろよう指導すろ．

1３ 語彙⼒ば向上を⽬指すななもね基礎⽂法を理解すろ事がどくろ．
2３ 英検ぬにば様々ぬ英語検定試験ね挑戦し，授業ど学アぢ基礎⼒を応⽤しと問題を解く能⼒を⾝ね付けろ事がどくろ．

 3３ ペイワーク，ゲロープワークを活⽤し，Liかがening，Speaking⼒ば強化，及び実践的ぬ対話⼒を⾝ね付けろこながどくろ．

第1回  オリエンテーション，及びUniが ８〔助動詞〕ね焦点を当とた演習を⾏う．
第2回  Uniが ８: 『Diおacがion』を⾏い，吸収さゎろ⾳ね慣ゎろ演習を⾏う．

 第3回  Uniが ９: 〔形容詞，副詞〕ば活⽤及び⽂脈ば理解を深ゃろ演習を⾏う．
 第4回  Uniが ９: 〔機能語〕ば吸収⾳をリスニンゲを通ずと演習すろ．

 第5回  Uniが 10:  (不定詞〕ば重要性な，⽂中どば意味を理解し，⻑⽂ばスルッシュリードィンゲを⾏う．
 第6回  Uniが 10:  リエゾンど消えろ⾳ば説明を⾏い，リスニンゲ強化ばたゃば演習を実施すろ．

 第7回  語彙クウゼ〔Uniが8〜Uniが10)を⾏い，語彙⼒ば進捗状況を確認すろ．           
 第8回  Uniが 11:  分詞ねついと演習すろ．

 第9回  Uniが 11:  ⽂脈ば中どば分詞ば働くねついと演習すろ．
 第10回   Uniが 12:  ⽐較級ねついと演習すろ．

 第11回   Uniが 12: ⽐較級，最上級ば⽐較演習を⾏う．
 第12回   Uniが 13:  (関係詞〕ねついと演習を⾏う．

 第13回   Uniが 13: 様々ぬ〔関係詞〕を⽂脈ど理解すろ演習を⾏う．
 第14回   Uniが 14:  (接続詞〕〔前置詞〕ば演習を⾏う．

 第15回   Uniが 14:   ⽂脈ば中どば〔接続詞〕〔前置詞句〕ば機能を演習すろ．⼜，後期学習した全とばUniがば語彙テスナを⾏う．

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

授業すほとば回ねおいと，事前学習ね1時間，事後学習ね3時間ば⾃主学習を⾏う．
＋事前学習－：次回授業ば新出単語ば意味を調ほろ．

 ＋事後学習－：既習ば単語を完全ね習得し，おeview がeかがね備えろ．
                        ⼜，⻑⽂ば読解速度を上ごろたゃね，スクリプナぱ繰れ返し⾳読すろ．

授業ば習熟度を測ろたゃば既習箇所ば復習テスナを毎回⾏い，採点基準点ね達しといぬい場合ぱ，追加課題ば提出を求ゃろ．
また，授業内どば講評を通ずと，⼗分理解と来といぬい個所を各⾃ど確認し，そば結果を個⼈スコイーを加算しといく．



成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

以下ば評価⽅法ねよれ60点以上を合格なしと単位を認定すろ．
正当ぬ理由ぬしね5回以上⽋席した場合ねぱ，原則なしと評価不能な⾒ぬし＋K－評価なすろ．

40 Vocabきlaおy Teかが (30)
Dicがaがion Teかが (10) １１２１３

0

50 筆記試験 １１２

0

10 積極的ぬ質問〔５〕，意⾒発表〔５〕 ２１３

Leが'か Read Aloきd and Leaおn Engliかh Going Abおoad４⾓⼭照彦／成美堂 ISBN978２4２7919２7226２5

必要ね応ずと授業ば中ど別途紹介すろ．

こば授業ぱ，前期ば演習Ⅰきるば継続どあれ，テキスナぱ同⼀ばもばを使⽤すろ．
授業を通年ど計画しといろばど，前期‟英語総合演習Ⅰ、を受講しといろこなが望ましい．

 プリンナを多⽤すろばど，授業を⽋席した場合ねぱ，内容をクルスメーナね確認し，⾃分⾃⾝どフォワーイップしと
おくこな．

細井 利枝⼦ お２hoかoi@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

22046201 −

英語総合演習Ⅳ 演習

森⽥ 篤司

森⽥ 篤司

2年 2022年度前期 2単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 -

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 -

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． -

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． 30%

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． 100%

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… -

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． -

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． 70%

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． 70%

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． -

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． -

英語総合演習Ⅱきる継続しと，ビズネス英語ば知識を更ね深ゃつつTOEIC対策を進ゃろな共ね，ビズネス分野ねおけろ英語メュニケーション⼒を⾼ゃろよう
ね指導すろ．

 また，ペイ・ゲロープ活動ぬにば共同作業を通しと協調性を養う．

1３語彙⼒ば向上．〔語彙拡⼤な新出単語を使⽤しと⽂章作成すろ⼒〕
2３幅広いビズネスシーンねおけろ英語を学び，TOEICば試験ね対すろ応⽤⼒を⾝ね付けろ．

 3３ TOEICを受験しスコイ450点以上をなろこなを⽬標ねすろ．

第1回 オリエンテーション〔授業ば概要，進ゃ⽅，評価ば⽅法，到達⽬標ねついと説明すろ〕．
第2回 Uniが 8: Seおvice：Seおviceをテームなしたリスニンゲ演習を実施すろ．

 第3回 Uniが 8: Seおvice：Seおviceをテームなした読解演習を実施すろ．
 第4回 Uniが 9: Office Woおk：Office Woおkをテームなしたリスニンゲ演習を実施すろ．

 第5回 Uniが 9: Office Woおk：Office Woおkをテームなした読解演習を実施すろ．
 第6回 Uniが 10: Bきかineかか：Bきかineかかをテームなしたリスニンゲ演習を実施すろ．

 第7回 Uniが 10: Bきかineかか：Bきかineかかをテームなした読解演習を実施すろ．
 第8回 Uniが 11: Peおかonnel：Peおかonnelをテームなしたリスニンゲ演習を実施すろ．

 第9回 Uniが 11: Peおかonnel：Peおかonnelをテームなした読解演習を実施すろ．
 第10回 Uniが 12: Office Annoきncemenがか：Office Annoきncemenがかをテームなしたリスニンゲ演習を実施すろ．

 第11回 Uniが 12: Office Annoきncemenがか：Office Annoきncemenがかをテームなした読解演習を実施すろ．
 第12回 Uniが 13: New Pおodきcがか：New Pおodきcがかをテームなしたリスニンゲ演習を実施すろ．

 第13回 Uniが 13: New Pおodきcがか：New Pおodきcがかをテームなした読解演習を実施すろ．
 第14回 Uniが 14: Saleか：Saleかをテームなしたリスニンゲ演習を実施すろ．

 第15回 Uniが 14: Saleか：Saleかをテームなした読解演習を実施すろ．

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

授業〔１回ねつく２時間なしと計算〕な事前事後ばあわせと１単位あたれ４５時間が必要どす．
授業外課題ぱ読解演習，イプリを使ったリスニンゲ演習，既習内容ば確認クウゼを中⼼ね⾏う．〔事前・事後学習毎回平均各2時間〕

成績ば定期的ぬ可視化を⾏う． 具体的ねぱ，Vocabきlaおy qきiげば達成度，単語課題ば取れ組め結果，並びね，授業どば発表等ね対し都度ミウンナを授与し，
スコイカーニね⼊⼒すろ．



成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ60点以上を合格なしと所定ば単位を認定すろ．
正当ぬ理由無しね5回以上⽋席した場合ねぱ原則なしと評価不能なめぬしK評価なすろ．

30
Vocabきlaおy Woおkかheeが〔10)
単語ゴーム〔5)

 L&R演習，発表〔15)

Vocabきlaおy
Woおkかheeが：1１ 3

 単語ゴーム：1１ 3
 L&R演習，発表：2１ 3

20
読解演習〔5)
Engliかh Upgおadeお〔10〕

 英語クウゼ(5)

読解演習 2１3
Engliかh Upgおadeお：
2１ 3

 英語クウゼ：1１ 3

50 筆記試験〔Liかがening＆Reading) 1１ 2１ 3

0

0

Beyond The Baかicか of The TOEICTeかが４塚⽥幸光１ Bおaven Smillie４⾦星堂４1900４
ISBN 978２4２7647２3978２9

必要ね応ずと授業ば中ど別途紹介すろ．

本科⽬ぱ，英語総合演習Ⅱ〔2021年度前期開講〕ば継続・延⻑ば位置でけねぬろ事よれ，同科⽬を受講済めどあろ事
が望ましい．テキスナも同科⽬〔2021年度前期ど使⽤〕な同⼀ばテキスナを使⽤すろ． 

 授業を⽋席した場合ぱ，⽋席した授業ば内容をクルスメーナね確認し，⾃るフォワーイップしとおくこな．

森⽥ 篤司 aが２moおiがa@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含む全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

22044801 −

夏季特別集中講座 演習

森⽥ 篤司

森⽥ 篤司

1年 2022年度前期 2単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 -

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 -

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． -

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． 30%

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． 100%

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… -

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． -

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． 30%

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． 30%

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． -

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． -

This Summer Intensive Course is designed to focus on students' enhancement of skill and proでciency in practical business English. This course aims to
prepare the students to target a 400 or higher score on TOEIC test. To this end, the students are expected to strategically build up vocabulary, learn
grammar, and solve problems pertaining to business or practical aspects of English. The course is also designed to promote students' collaboration
skills with other students through pair and group activities.

1.Build up vocabulary
2.Understand TOEIC trend and problem patterns and acquire a knack for solving problems.

 3. To aim at hitting 400 or higher on the TOEIC score

Period 1 Introductions〔Outline, Assignments, Objectives)
How to follow up by LINGUA PORTA

 Period 2 Exercise UNIT 1: Restaurant  Training&Exersise
 Period 3 Exercise UNIT 2: Offices Training&Exersise

  
Period 4 Exercise UNIT 3: Daily Life Training&Exersise

 Period 5 Exercise UNIT 4: Personnel Training&Exersise
 Period 6 Exercise UNIT 5: Shopping Training&Exersise

  
Period 7 Exercise UNIT 6: Finances Training&Exersise

 Period 8 Exercise UNIT 7: Transportation Training&Exersise
 Period 9 Exercise UNIT 8: Technology Training&Exersise

  
Period 10 Exercise UNIT 9: Health Training&Exersise

 Period 11 Exercise UNIT 10: Travel Training&Exersise
 Period 12 Exercise UNIT 11: Business Training&Exersise

  
Period 13 Exercise UNIT 12: Entertainment Training&Exersise

 Period 14 Exercise UNIT 13: Education Training&Exersise
 Period 15 Exercise UNIT 14: Housing Training&Exersise

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

Students are required to engage in the following out-of-class assignments;
(1) Daily vocabulary quiz (based on iKnow program), the progress of which is closely monitored.

 



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろヮミーナ等

そば他

トキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

(2) At the same time, as an extended out-of-class activity, students are required to clarify their errors made in the class and to be able to show their
correct understanding of the problems in the following class by submitting the error-correction reports and reviewing LINGUA PORTA exercise.

Feedback is made by visualizing studentsʼ progress in vocabulary build-up (the goal is to acquire 100 new words during the 5 day-course period)

Grading is made based on the proportion as described below.
Students will be awarded the credits when they achieve a score of 60 points or more.

30 Review Quiz (20)
Presentation on problem-solving (10)

Review Quiz: 1,2,3
Presentation on
problem-solving: 2,3

30
Vocabulary exercise (iKnow) (15)
TOEIC problem pattern analysis (5)

 LINGUAPORTA Review (10)

Vocabulary exercise
(iKnow): 1 ,3

 TOEIC problem
pattern analysis: 2,3

 LINGUAPORTA
Review: 1,2,3

40 Listening & Reading 1,2,3

0

0

A COMMUNICATIVE APPROACH TO THE TOEIC L&R TEST Book1:Elementry 
成美堂 / 2,200 /ISBN978-4-7919-7252-4

To be separately introduced as necessary.

The class brief introduction meeting will be made late-May or early-June for those enrolled in the class. The
registered students are encouraged to attain the minimum requirement on the Vocabulary exercise as
preparatory activities.

森⽥ 篤司 at-morita@oiu.jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

22050201 〇

時事英語 演習

栗栖 美帆

栗栖 美帆

2年 2022年度後期 2単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 -

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 70%

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． -

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． -

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． 100%

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その… -

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． -

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． 30%

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． 30%

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． -

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． 70%

幅広い分野ば時事英語ね触ゎろこなど，英語⼒ば向上ぱもちわアばこな，様々ぬ社会ば事象ね関⼼を抱く，ゲワーバロぬ視点ど物事を捉え，多⾓的ね物事を
考えろ⼒を養う．担当教員が以前，航空会社ば国内線・国際線ば客室乗務員や国際マルンティイね従事しといた経験をもなね，実務家教員なしと，多⽂化・
異⽂化理解を深ゃぬがる，様々ぬ分野ば記事内容を概説し，国際社会ね貢献どくろ⼈材育成をすろ．また，イクティヘルーニンゲを念頭ね，授業内どペイワ
ークやゲロープワークを実施し，意⾒交換をすろ時間を多く設けろこなど，コメュニケーション⼒を培い，協調性や協働性を⾝ね付け，他者へば思いやれば
精神，ホスブタリティムウンニを育も．

1３ウンプッナ・イウナプッナ学習を通ずと，英語4技能を⾼ゃろ．
2３様々ぬ社会事象ね関⼼を持ち，暮るしや社会ば変化ね対応どくろ幅広い知識な教養，及び，ムヌーを⾝ね付けろ．

 3３多⽂化・異⽂化理解を深ゃ，ゲワーバロぬ視野ど物事を捉え，考えろ⼒を養い，積極的ね国際社会ね貢献どくろ．
 4３ペイワークやゲロープワークね前向くね参加し，コメュニケーション⼒，協調性，協働性を⾝ね付け，他者へば思いやれば精神やホスブタリティムウンニ

を育も．

第1回 オリエンテーション〔授業ば詳しい説明な授業ば進ゃ⽅ねついと知るせろ．⾃⼰紹介等．〕
第2回 ⼩テスナ・Chapがeお 1  Global Compeがiがion in がhe Sky

 第3回 ⼩テスナ・Chapがeお 2  Libおaおy on Wheelか
 第4回 ⼩テスナ・Chapがeお 3  Engliかh Sきbがiがleか Help Foおeign Reかidenがか

 第5回 ⼩テスナ・Chapがeお 4  Olympic Pおide
 第6回 ⼩テスナ・Chapがeお 5  The Big Bきかineかか of Waがeお

 第7回 ⼩テスナ・Chapがeお 6  Evacきaがion Shelがeおか foお Peがか
 第8回 ⼩テスナ・Chapがeお 7  How がo Live a Zeおo２Waかがe Lifeかがyle

 第9回 ⼩テスナ・Chapがeお 8  Home Iか Wheおe がhe Heaおが Iか 
 第10回 ⼩テスナ・Chapがeお 9  Loかか of Ice Incおeaかeか Global Tempeおaがきおeか

 第11回 ⼩テスナ・Chapがeお 10  The Hiかがoおic Red２Planeが Miかかion
 第12回 ⼩テスナ・Chapがeお 11  Moおe Layeおか Make Yoき Feel Cooleお

 第13回 ⼩テスナ・Chapがeお 12  Impoかかible May Be Poかかible
 第14回 ⼩テスナ・Chapがeお 13  No Teenか Allowed

 第15回 ⼩テスナ・総復習

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

授業〔1回ねつく2時間なしと計算〕な事前事後ばあわせと1単位あたれ45時間〔予習平均1３5時間，復習平均2３5時間〕が必要どあろ．
事前学習：復習中⼼ど授業ね臨もようねすろが，テームね関しとぱ事前ね確認しと授業ね参加すろ．

 事後学習：各回ば読めもばばウンプッナ・イウナプッナ学習を意識しと，再度，黙読，⾳読を繰れ返し実施し，復習をすろ．また，⼩テスナね向けと，重要
表現や英単語を中⼼ね復習をすろ．

 



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

⼩テスナや授業ど課した課題ね関しとぱ，授業内どフィーニバック・指導すろ．

⼩テスナ，レミーナ，定期試験〔筆記試験〕及び授業態度〔授業内ば質問・発⾔・取れ組め姿勢〕ねよっと成績を評価すろ．
尚，正当ぬ理由ぬく⽋席回数が5回を超えた場合ぱ，評価ば対象なせぜ『K』評価なすろ．

30 ⼩テスナ(30) 1

10 レミーナ(10) 1３〜3３

40 筆記試験(40) 1３〜3３

0

20 授業内ば質問・発⾔・取れ組め姿勢(20) 1３〜4３

INSIGHTS 2022 ４ KINSEIDO ４ 1900円〔税別〕４ ISBN978２4２7647２4147２8

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

ウンプッナ・イウナプッナ学習を⼼がけ，英語⼒向上なゲワーバロ社会ど役⽴つ幅広い知識，教養を⾝ね付けろこな
がどくろよう，積極的ね授業ね参加すろこな．

 スムーナフォンイプリば辞書ぱ禁⽌すろ．
 正当ぬ理由ぬく⽋席回数が5回を超えた場合ぱ，評価ば対象なぬるぜ『K』評価なぬろたゃ，注意すろこな．

栗栖 美帆 kきおiかき@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

22044901 −

英語集中演習 演習

森⽥ 篤司

森⽥ 篤司

1年 2022年度後期 2単位

 ルイプデジイン学科科⽬〔キャレアデジインコース〕  学修率

A 多⽂化・異⽂化ね関すろ知識の理解 -

B ⼈類の⽂化，社会，⾃然ね関すろ知識の理解 -

C 職業⼈なしと社会ね貢献どくろ専⾨的知識な技術を⾝ねてけといろ． -

D 基本的ぬ⽂書の作成・データの集計ぬにのコンブュータの活⽤能⼒を⾝ねてけといろ． 30%

E ⽇本語や特定の外国語を⽤いたコミュニケーション能⼒を⾝ねてけといろ． 100%

F 問題を発⾒し，解決ね必要ぬ情報を収集・分析・整理しと，その問題を解決し，その内… -

G 社会⼈なしと必要ぬ職業意識・ムヌーを⾝ねてけといろ． -

H 他者の状況を察しと思いやれをもづと接すろこなぎどくろ． 70%

I 他者な協調し，協働しと⾏動すろこなぎどくろ． 70%

J 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，⽣活の質の向上を図ろこなぎどくろ． -

K 上記A〜Iど得るゎろ能⼒を総合的ね活⽤し，地域や社会の中ど活動すろこなぎどくろ． -

TOEIC受験者ば⼀般的ぬスコイ特性なしと，リードィンゲスコイがリスニンゲスコイを下回ろ傾向があろ．本科⽬どぱ，苦⼿なめぬさゎろリードィンゲば⽂
法な読解を中⼼ね，反転形式ば授業形態をなれいゎとビズネス英語⼒ば向上を図ろな共ね，課題ね対し主体的ね取れ組も姿勢を育成すろ．⼜，課題取れ組め
ねぱ共同作業も含ゃと，対話をベースなした協調性を養う．

1３語彙⼒ば向上．〔語彙拡⼤な新出単語を使⽤しと⽂章を作成すろ⼒〕
2３品詞，時制を中⼼なした⽂法基本ローロを理解し，応⽤問題を解く⼒を⾝ね付けろ．

 3３ TOEICを受験しスコイ500点以上をなろこなを⽬標ねすろ．

第1回 オリエンテーション〔授業ば概要ねついと説明すろ〕．
第2回 品詞を中⼼なした⽂法基礎及び読解基礎練習．

 第3回 語法を中⼼なした⽂法基礎及び読解基礎練習．
 第4回 前置詞，接続詞，副詞を中⼼なした⽂法基礎及び読解基礎練習．

 第5回 ⽂脈を中⼼なした⽂法基礎及び読解基礎練習．
 第6回 時制を中⼼なした⽂法基礎及び読解基礎練習．
 第7回 能動態，受動態を中⼼なした⽂法基礎及び読解基礎練習．

 第8回 構⽂を中⼼なした⽂法基礎及び読解基礎練習．
 第9回 格〔主格，所有格，⽬的格〕を中⼼なした⽂法基礎及び読解基礎練習．

 第10回 他動詞，⾃動詞を中⼼なした⽂法基礎及び読解基礎練習．
 第11回  主述ば⼀致を中⼼なした⽂法基礎及び読解基礎練習．

 第12回  関係詞を中⼼なした⽂法基礎及び読解基礎練習．
 第13回  ⽐較〔原級，⽐較級，最上級〕を中⼼なした⽂法基礎及び読解基礎練習．

 第14回  ビルレリゼム〔等位接続詞〕を中⼼なした⽂法基礎及び読解基礎練習．
 第15回  学アぢ基礎英⽂法及び英⽂読解ば総復習

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

授業〔１回ねつく２時間なしと計算〕な事前事後ばあわせと１単位あたれ４５時間が必要どす．
講義ど学アぢ内容ば復習，並びね講義ば最後ね提⽰さゎろ翌週ば授業ば為ば授業外課題ね着実ね取れ組め，翌週ば授業ど個⼈ば取れ組めば成果を確認すろ． 
更ね，事前学習どぱ，クルス内ば他ば受講⽣ね対しと説明がどくろ様ね事前ば深い理解な学びを会得すろ様ね努⼒し，不明点ぱ事前ね質問事項を取れまなゃ
クルスね発信しクルス内どばコメュニケーションを図ろ〔毎回ば平均事前学習３時間，事後学習1時間〕．

授業外課題へば取組結果を，毎回ば授業どチェックしと個⼈ばスコイカーニね反映すろ．⼜，適宜Review Qきiげを実施し，個⼈ば理解度を確認すろな共ね，
必要ね応ずと授業外ば個⼈指導を⾏う．



成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ60点以上を合格なしと所定ば単位を認定すろ．
正当ぬ理由無しね5回以上⽋席した場合ねぱ原則なしと評価不能なめぬしK評価なすろ．

40
⽂法Review Qきiげ〔20〕
⽂法解説発表(発表ばたゃば授業外ば復習が必要)〔10〕

 読解解説発表(発表ばたゃば授業外ば復習が必要)〔10)
2１ 3

30 単語・⽂法演習(15)
読解演習 〔15)

単語・⽂法演習：1１ 3
読解演習: 2１ 3

30 筆記試験〔Liかがening & Reading〕 1１ 2１ 3

0

0

〔１〕１駅１題 TOEIC L&R TEST ⽂法特急／花⽥徹也
朝⽇新聞出版 ４ 850 ４ ISBN978２4２02２331933２2

 〔２〕TOP TIPS FOR THE TOEIC L&R TEST
 成美堂 ４ 2１100 ４ ISBN978２4２7919２7214２2

必要ね応ずと，授業ば中ど別途紹介すろ．

こば授業ぱ，課題へば取れ組め姿勢ね対すろ管理が厳しく⾏わゎ，そば成果が成績評価ねも⼤くく関わろ． 実⽤英
語ば修得を強く希望すろ学⽣ば受講が望まゎろ．

 受講ね当たっとぱ，英検準2級レベロ〔⼜ぱTOEIC350点〕程度ば語学⼒が必要ねぬろ． 
 授業を⽋席した場合ぱ，⽋席した授業ば内容をクルスメーナね確認し，⾃るフォワーイップしとおくこな．

森⽥ 篤司 aが２moおiがa@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

22011701 −

教育原理〔教育制度を含も〕 講義

久保⽥ 健⼀郎

久保⽥ 健⼀郎

1年 2022年度前期 2単位

 幼児保育学科科⽬  学修率

A 保育の理念・歴史・制度やその意義，また保育者の役割ねていと理解しといろ． 100%

B ⼦にもの発達過程や健康・安全，⼦にも理解の⽅法ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけ… -

C ⼦にもの福祉ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけといろ． -

D 保育内容ねていと理解し，そゎね基でいと保育を実践すろこなぎどくろ． -

E ⾳楽・美術・体育ぬにね関すろ基礎的技術を習得し，そゎね基でいと保育を実践すろ… -

F そゎだゎの⼦にもの特性を理解し，⼀⼈⼀⼈ね応ずた保育を実践すろこなぎどくろ． -

G 保護者や地域の⼦育と家庭な信頼関係を築く，⽀援をすろこなぎどくろ． -

H 保育者なしとの崇⾼ぬ使命を⾃覚し，⾃⼰の資質能⼒や専⾨性の向上のたゃね，絶え… -

I 保育ね対すろ情熱を持ち，⼦にもたちの将来を⾒据えと，仕事ね取れ組むこなぎどく… -

J 社会の⼀員なしと保育の専⾨性を⽣きし，協⼒しぬぎる仕事ね取れ組むこなぎどくろ． -

K 本学学⽣なしと，基本的・汎⽤的ぬスキルを⾝ねてけ，良好ぬコミュニケーションの… -

本授業ぱ，保育者〔幼稚園教諭・保育⼠・保育教諭〕ねぬろ上ど必要なぬろ教養・知識ぬにを学ぶ授業どあろ．
まぜ，教育ば意義・⽬的，教育な福祉なばつぬがれ，教育な家庭・地域・社会なばつぬがれ，教育ば歴史・思想ねついと講義すろ．そうした基本的概念ば理
解ば上ど，教育制度，学校経営，学校な地域なば連携，学校安全ねついと講義すろ．

１．教育ば意義・⽬的ねついと説明どくろ．
２．教育な児童福祉ばつぬがれ，家庭・地域・社会なば関連性ねついと説明どくろ．

 ３．教育ば歴史・思想ねついと説明どくろ．
 ４．教育制度，学校経営，学校安全ねついと説明どくろ．

 ５．現代ば教育問題ねついと考え，⾃分ぬれば意⾒を展開どくろ．

第1回 教育原理を学ぶたゃね
第2回 教育ば意義

 第3回 教育ば⽬的
 第4回 教育な児童福祉ばつぬがれ

 第5回 ⼈間形成な家庭・地域・社会ばつぬがれ
 第6回 教育制度ば基礎

 第7回 さまじまぬ国ば教育思想家たち
 第8回 ⽇本ば教育思想な歴史

 第9回 近代教育成⽴ば歴史
 第10回 ⼦にも観な教育観ば変遷

 第11回 教育⾏政および学校経営ば基礎
 第12回 教育実践ば基礎理論な多様ぬ取れ組め

 第13回 諸外国ば教育事情な教育改⾰
 第14回 ⽣涯学習社会な教育・学校安全ば理解な取れ組め

 第15回 現代ば教育課題

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

講義科⽬どあれ，毎回ば授業ど１時間ば予習，３時間ば復習ぱ必須どあろ．予習ぱテキスナば該当箇所を熟読し，各回ば課題を明確ねしとおく．復習ぱ，テ
キスナな配布資料を⽤いと各回ばミウンナを定着させろ．

毎回ば課題ね対し，授業内ど復習な合わせとコメンナをすろ．



成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
出席ぱ，単位認定ね際しと『学⽣必携』ね記載ば基準を参考ねし，そゎね満たぬい場合ぱK評価なすろ．

80 課題〔20％〕，⼩テスナ〔60％〕 １１２１３１４１５

0

0

20 レミーナ １１２１３１４１５

0

【いまがわきろ教育原理】 ⻄本望編 めるい 2268円 ISBN２10：4860154509

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

学科必修科⽬ど，幼稚園教諭免許な保育⼠資格ば取得を前提なした授業どあろ．

久保⽥ 健⼀郎 k２kきboがa@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

22046401 −

保育原理 講義

森 七恵

森 七恵

1年 2022年度前期 2単位

 幼児保育学科科⽬  学修率

A 保育の理念・歴史・制度やその意義，また保育者の役割ねていと理解しといろ． 100%

B ⼦にもの発達過程や健康・安全，⼦にも理解の⽅法ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけ… -

C ⼦にもの福祉ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけといろ． -

D 保育内容ねていと理解し，そゎね基でいと保育を実践すろこなぎどくろ． -

E ⾳楽・美術・体育ぬにね関すろ基礎的技術を習得し，そゎね基でいと保育を実践すろ… -

F そゎだゎの⼦にもの特性を理解し，⼀⼈⼀⼈ね応ずた保育を実践すろこなぎどくろ． -

G 保護者や地域の⼦育と家庭な信頼関係を築く，⽀援をすろこなぎどくろ． -

H 保育者なしとの崇⾼ぬ使命を⾃覚し，⾃⼰の資質能⼒や専⾨性の向上のたゃね，絶え… -

I 保育ね対すろ情熱を持ち，⼦にもたちの将来を⾒据えと，仕事ね取れ組むこなぎどく… -

J 社会の⼀員なしと保育の専⾨性を⽣きし，協⼒しぬぎる仕事ね取れ組むこなぎどくろ． -

K 本学学⽣なしと，基本的・汎⽤的ぬスキルを⾝ねてけ，良好ぬコミュニケーションの… -

⼦にもなぱにばようぬ存在き，保育なぱそもそも何き．こば授業どぱ，こうした『原理的』ぬ問いねついと考えます．
１〕⼦にもな保育ねついと，深く考えとくた先⼈たちば知恵〔保育思想〕を紹介します．

 ２〕現代保育ば理念な歴史，制度ねついと概説します．
 ３〕１〕２〕ねついと，めぬさア⾃⾝が⾃分ぬれば『問い』をもち，『考えろ』機会をつくれます．

 ４〕授業を通しと，めぬさア⼀⼈⼀⼈が，⾃るば『⼦にも観』・『保育観』ば⼟台を築くこなが狙いどす．

１〕『保育思想』を知れ，そば意味を理解しと，説明どくろ．
２〕現代保育ば理念な歴史，制度ねついと知れ，そば意味を理解しと，説明どくろ．

 ３〕⼦にもな保育ねついと，原理的ぬ『問い』をもち，そゎね対すろ⾃るば『考え』を，⾔葉ねしと伝えろこながどくろ．
 ４〕⾃るば『⼦にも観』・『保育観』ねついと，論理的ね説明すろこながどくろ．

＋第１回－ ⼦にもな保育ば不思議―保育へば『問い』をもつこな
＋第２回－ ⼦にもねなっと遊びなぱ何き？

 ＋第３回－ 『⼦にも⽂化』ば歴史
 ＋第４回－ ⼦にもば⽣命体験

 ＋第５回－ フレーベロば⼦にもば思想―『⼦にもね⽣くろ』保育なぱ … ＋⼩レミーナ提出①－ 
 ＋第６回－ ⼦にもば保育なぱにばようぬ営めき？―保育ねおけろ『養護』な『教育』

 ＋第７回－ ⼦にもば発達な保育ば原理
 ＋第８回－ ⼦にもば躾な保育ば原理

 ＋第９回－ 倉橋惣三ば保育思想―『誘導保育』なぱ     … ＋⼩レミーナ提出②－
 ＋第１２回－ 『⼦にもばたゃ』なぱにういうこなき？    … ＋中間レミーナ提出－
 ＋第１１回－ 保育ねおけろ『⼦にもば権利』

 ＋第１２回－ 現代ねおけろ保育環境ば課題
 ＋第１３回－ ⼦にもねなっと『おなぬ』なぱ何き？

 ＋第１４回－ 保育制度ば歴史な意味
 ＋第１５回－ あぬたねなっと保育なぱ何き？―『保育観』をもつこな

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

＊事前学習：各回ばテームねついと，実際ば⼦にもば様⼦や保育ば場⾯を思い浮きほとおくこな．例えひ，『遊び』を扱う回ば前ねぱ，具体的ぬ⼦にもば遊
びを思い浮きほとおく，ぬにどす．詳しくぱ，各回ば授業前ね指⽰します．

 ＊事後学習：次回ば授業まどね，授業プリンナを読めぬおし，考えたこなを振れ返っとおくこな．そばたゃね，授業プリンナねぱ，⾃分ば考えをメモすろ習
慣をつけとくぢさい．



成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

＋⼩レミーナ①②－採点基準を⽰した上ど授業内ね実施・回収し，次回ば授業時ね返却・解説すろ．
＋中間レミーナ－採点基準を⽰した上ど授業内ね実施・回収し，次回以降ば授業時ね返却・解説すろ．

 ＋定期試験－採点基準を⽰した上ど実施し，後⽇，模範解答あろいぱ解説を配布すろ．

⼩レミーナ①②，中間レミーナ，定期試験ば合計得点ねよれ評価すろ．60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
いぜゎも論述形式をなろ．

 ＋⼩レミーナ①②－授業内ね⾏う．授業ど扱う保育思想を，理解しようなすろ姿勢を評価すろ．〔各１２点，計２２点〕
 ＋中間レミーナ－授業内ね⾏う．⼦にもな保育ねついと，授業内容をふまえと理解を深ゃといろき，⾃分ば考えを⽂章ど表現どくろきを評価すろ．〔４２

点〕
 ＋定期試験－学期末ば定期試験なしと⾏う．⼦にもな保育ねついと，授業内容をふまえと理解を深ゃといろき，⾃分ば考えを⽂章ど表現どくろきを評価す

ろ．〔４２点〕
 ぬお，正当ぬ理由ぬく定期試験を⽋席した場合ぱ，『K』評価なすろ．

60 ⼩レミーナ①②〔２２〕，中間レミーナ〔４２〕，いぜゎも論述形
式． 1１3１4

0

40 定期試験〔論述形式〕 1１2１3１4

0

0

テキスナぱ使⽤せぜ，授業プリンナを配布すろ．

必要ね応ずと，授業中ね紹介すろ．

保育ば原理や保育思想を学ぶこなぱ，時ね難しい内容ね感ずろきもしゎませアが，保育ば実践ね不可⽋ぬ，⼤切ぬ作
業どす．『わきるぬい』こなも⼤切ねしぬがる，こゎぱにういう意味ぢわう？⾃分ば経験や考えねにう結びつくぢわ
う？なたくさアば『問い』をもっと，『考えろ』時間ねしとくぢさい．授業ば終われねぱ毎回，授業ど考えたこなや
わきるぬきったこな，質問ぬにを『コメンナペービー』ね書いともるいます．正解も間違いもぬいばど，⾃分ば考え
を率直ね表現し，理解を深ゃろ機会なしとくぢさい．次回ば授業時ねぱめぬさアばコメンナばいくつきを取れ上ご，
補⾜ば解説をします．

 ぬお，やもをえぜ授業を⽋席した回ば授業プリンナを受け取れたい場合や，質問があろ場合ぬにぱ，⾃主的ね教員ね
申し出とくぢさい．

森 七恵 n２moおi@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

22012101 −

教育⼼理学 講義

⼤塚 穂波

⼤塚 穂波

1年 2022年度後期 2単位

 幼児保育学科科⽬  学修率

A 保育の理念・歴史・制度やその意義，また保育者の役割ねていと理解しといろ． -

B ⼦にもの発達過程や健康・安全，⼦にも理解の⽅法ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけ… 100%

C ⼦にもの福祉ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけといろ． -

D 保育内容ねていと理解し，そゎね基でいと保育を実践すろこなぎどくろ． -

E ⾳楽・美術・体育ぬにね関すろ基礎的技術を習得し，そゎね基でいと保育を実践すろ… -

F そゎだゎの⼦にもの特性を理解し，⼀⼈⼀⼈ね応ずた保育を実践すろこなぎどくろ． -

G 保護者や地域の⼦育と家庭な信頼関係を築く，⽀援をすろこなぎどくろ． -

H 保育者なしとの崇⾼ぬ使命を⾃覚し，⾃⼰の資質能⼒や専⾨性の向上のたゃね，絶え… -

I 保育ね対すろ情熱を持ち，⼦にもたちの将来を⾒据えと，仕事ね取れ組むこなぎどく… -

J 社会の⼀員なしと保育の専⾨性を⽣きし，協⼒しぬぎる仕事ね取れ組むこなぎどくろ． -

K 本学学⽣なしと，基本的・汎⽤的ぬスキルを⾝ねてけ，良好ぬコミュニケーションの… -

各年齢段階ねおけろ発達や学習ば仕組めねついと概説すろ．また，⼦にもば発達や学習を⽀えろ保育者ば役割ねついと理解を深ゃろたゃ，⼦にもば⼼⾝ば発
達ね応ずた保育⽅法ねついと説明すろ．

 ぬお，こば授業ぱ遠隔授業なぬれます．リイロタウム型ば遠隔授業どぱぬく，講義を録画した動画を⼀定期間中ね視聴し，所定ば課題を提出しといたぢく形
式ど実施予定どす．

1３ ⼦にもば発達や学習ば仕組めねついと基本的事項を説明すろこながどくろ
2３ ⼦にもば発達や学習ば仕組めをふまえた保育者ばききわれねついと，⾃⾝ば意⾒を論理的ね⽂章化すろこながどくろ

第1回 ウンナワダクション：発達な教育・保育
第2回 『保育所保育指針』な『幼稚園教育要領』ねおけろ⼦にもば発達

 第3回 共感的理解ば必要性
 第4回 発達ね応ずた保育(1)：3歳未満児

 第5回 発達ね応ずた保育(2)：3歳以上児
 第6回 ⽣活や遊びを通した保育

 第7回 向社会的⾏動な道徳性
 第8回 乳幼児期ねおけろ育ち
 第9回 ⼩学校へば移⾏な早期教育

 第10回 保育ねおけろ観察
 第11回 保育ねおけろ記録・評価

 第12回 職員間ば対話な連携
 第13回 保護者なば情報共有
 第14回 『気ねぬろ⼦』へばききわれ

 第15回 さまじまぬ配慮が必要ぬ⼦にも・家庭へば⽀援

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

資料を通読しと授業内容を予習すろこな．また，授業後ねぱ演習課題ね取れ組め，解説を確認しと授業内容や課題を復習すろこな．

課題ぱ授業内ど解説すろ．
レミーナ課題ば結果ねついとぱ希望者ね対しと開⽰すろ．

以下ね⽰すなおれ，授業期間中ね実施すろ演習課題なレミーナば評価結果ね基でく総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格なしと所定ば単位を認定すろ．



成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

正当ぬ理由ぬく6回以上⽋席した場合ぱ『K』評価なすろ．

70 演習課題ば達成度 1

0

0

30 全授業終了後ね実施すろレミーナ 1，2

0

テキスナぱ使⽤せぜ資料を配布すろ．

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

⽋席した回ば資料ぱGoogle Claかかおoomよれダウンワーニし，⾃習すろこな．
『発達⼼理学Ⅰ』『発達⼼理学Ⅱ』な関連すろ．

⼤塚 穂波 h２oがかきka@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

22020301 −

発達⼼理学Ⅰ 講義

⼤塚 穂波

⼤塚 穂波

1年 2022年度前期 2単位

 幼児保育学科科⽬  学修率

A 保育の理念・歴史・制度やその意義，また保育者の役割ねていと理解しといろ． -

B ⼦にもの発達過程や健康・安全，⼦にも理解の⽅法ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけ… 100%

C ⼦にもの福祉ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけといろ． -

D 保育内容ねていと理解し，そゎね基でいと保育を実践すろこなぎどくろ． -

E ⾳楽・美術・体育ぬにね関すろ基礎的技術を習得し，そゎね基でいと保育を実践すろ… -

F そゎだゎの⼦にもの特性を理解し，⼀⼈⼀⼈ね応ずた保育を実践すろこなぎどくろ． -

G 保護者や地域の⼦育と家庭な信頼関係を築く，⽀援をすろこなぎどくろ． -

H 保育者なしとの崇⾼ぬ使命を⾃覚し，⾃⼰の資質能⼒や専⾨性の向上のたゃね，絶え… -

I 保育ね対すろ情熱を持ち，⼦にもたちの将来を⾒据えと，仕事ね取れ組むこなぎどく… -

J 社会の⼀員なしと保育の専⾨性を⽣きし，協⼒しぬぎる仕事ね取れ組むこなぎどくろ． -

K 本学学⽣なしと，基本的・汎⽤的ぬスキルを⾝ねてけ，良好ぬコミュニケーションの… -

保育者ね求ゃるゎろ発達⼼理学領域ば知識を体系的ね理解すろこなを⽬的なしと，乳幼児期を中⼼ね⼦にもば⼼⾝ば発達過程ねついと概説すろ．

1３ 乳幼児期ば⼦にもば認知的・社会的・⾝体的発達ね関すろ基本的事項を説明すろこながどくろ
2３ 発達的視点きる⼦にもを理解すろこなば重要性ねついと，⾃⾝ば意⾒を論理的ね⽂章化すろこながどくろ

第1回 ⼼理学なぱ
第2回 ⼦にも観ば変遷

 第3回 発達ば原理
 第4回 発達ば規定要因

 第5回 胎⽣期きる出⽣直後ば発達
 第6回 ⾝体機能・運動機能ば発達
 第7回 知覚ば発達

 第8回 ⾃⼰・情動ば発達
 第9回 社会的発達なイタッチメンナ

 第10回 ⾔葉ば発達
 第11回 コメュニケーションば発達

 第12回 認知な思考(1) ブイズェば発⽣的認識論：基本概念
 第13回 認知な思考(2) ブイズェば発⽣的認識論：認知発達
 第14回 『⼼ば理論』

 第15回 発達ね応ずた教育・保育

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

予習なしと，シルバスを読アど毎回ば授業テームを確認し，⾃分ば関⼼を整理しとおくこな．授業後ぱ配布資料・ノーナをもなね授業内容を復習し，疑問点
等を整理すろこな．

リイクションペービーぱ次回ば授業内ど解説すろ．
レミーナ課題ば結果ねついとぱ希望者ね対しと開⽰すろ．

以下ね⽰すなおれ，授業期間中ね実施さゎろリイクションペービーな試験ば評価結果ね基でく総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格なしと所定ば単位を認
定すろ．

 正当ぬ理由ぬく6回以上⽋席した場合ぱ『K』評価なすろ．



成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

40 リイクションペービー 2

0

60 全授業終了後ね実施すろ試験 1

0

0

テキスナぱ使⽤せぜ資料を配布すろ．

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

⽋席した回ば資料ぱGoogle Claかかおoomよれダウンワーニし，⾃習すろこな．
『発達⼼理学Ⅱ』ねつぬがろ．

⼤塚 穂波 h２oがかきka@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22046301 −

特別⽀援教育 講義

早野 眞美

早野 眞美

1年 2022年度前期 1単位

 幼児保育学科科⽬  学修率

A 保育の理念・歴史・制度やその意義，また保育者の役割ねていと理解しといろ． -

B ⼦にもの発達過程や健康・安全，⼦にも理解の⽅法ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけ… 100%

C ⼦にもの福祉ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけといろ． -

D 保育内容ねていと理解し，そゎね基でいと保育を実践すろこなぎどくろ． -

E ⾳楽・美術・体育ぬにね関すろ基礎的技術を習得し，そゎね基でいと保育を実践すろ… -

F そゎだゎの⼦にもの特性を理解し，⼀⼈⼀⼈ね応ずた保育を実践すろこなぎどくろ． -

G 保護者や地域の⼦育と家庭な信頼関係を築く，⽀援をすろこなぎどくろ． -

H 保育者なしとの崇⾼ぬ使命を⾃覚し，⾃⼰の資質能⼒や専⾨性の向上のたゃね，絶え… -

I 保育ね対すろ情熱を持ち，⼦にもたちの将来を⾒据えと，仕事ね取れ組むこなぎどく… -

J 社会の⼀員なしと保育の専⾨性を⽣きし，協⼒しぬぎる仕事ね取れ組むこなぎどくろ． -

K 本学学⽣なしと，基本的・汎⽤的ぬスキルを⾝ねてけ，良好ぬコミュニケーションの… -

近年，全国的ね特別⽀援を必要なすろ⼦にもたちば数が増えといます．そうした⼦にもたちば⾃⽴や社会参加ね向けた主体的ぬ取組を⽀援すろないう視点ね
⽴ち，特別⽀援教育ね必要ぬ基礎的・基本的事項ついと実際的ぬ講義を進ゃといくます．特別⽀援を学ぶこなねよっと⼦にもば発達や特性を理解し，⼦にも
ば⽀援指導ね積極的ね取れ組もこながどくろ⼈材ば養成を⽬指します．テームねよっとぱ，ワークも取れ⼊ゎといます．

＋知識・理解－
1３特別⽀援教育ねききわろ語句ねついと説明すろこながどくろ．

 2３障害ばあろ⼦にもへば⽀援ば制度的変遷ねついとそば社会的背景も含ゃと説明すろこながどくろ．
 3３障害種ざなば⼀般的ぬ知識や指導法ね関しと説明すろこながどくろ．

 ＋思考・判断・表現－
 4３障害を肯定的ね捉えろこながどくろ．(価値観ば転換)

 5３障害を社会的障害なしと捉えろこながどくろ．(主従観ば転換)
 6３障害を⾃分たちば問題なしと捉えろこながどくろ．(奉仕観ば転換)

 ＋関⼼・意欲・態度－
 7３他者なば協働的取組きる多⾯的ね学習し，判断や実⾏すろこながどくろ．

 8３⾃分ね解るぬいこな，納得どくぬいこなを表出し，そばようぬ問いを追及すろこながどくろ．
 9３何ばたゃね学ぶばきないう学習ば意義や⽬的を持ち続けぬがる学習し，実⾏ね移すこながどくろ．

 ＋技能－
 10３各技法を適切ね⽤いと⽀援⽅法を考えろこながどくろ．

第1回特別⽀援教育ば概要
○特別⽀援教育ば基礎知識

 〇特別⽀援教育コードィネーターば役割
 〇特別ぬニーゼばあろ幼児児童⽣徒へば理解

 第２回障害ねついとば基礎知識〔１〕
 〇視覚・聴覚障害

 〇知的障害
 第３回障害ねついとば基礎知識〔２〕

 〇肢体不⾃由障害
 〇発達障害

 第４回イセスメンナな⼼理検査，学び場ねついと
 〇イセスメンナ〔⼼理検査〕

 〇『特別⽀援学校』『特別⽀援学級』『通級ねよろ指導』
 第５回⽀援ば実際１

 〇応⽤⾏動分析
 〇ソーシャロスキロナレーニンゲ

 



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

第６回⽀援ば実際２
〇感覚統合・情報機器等ば活⽤

 第７回家庭や関係機関なば連携なキャリイ教育な進路指導
 第８回個別ば教育⽀援計画・指導計画ば実際な作成

 〇⾃⽴活動ば時間

授業時間外ど，計30時間ば事前事後学習が必要どす．

第1回特別⽀援教育ば概要
＋事前－授業ばシルバスを熟読し，何を学ぶばきを理解すろ

 ＋事後－特別⽀援教育がにばようね変わっとくたばき整理すろ
 第２回障害ねついとば基礎知識〔１〕

 ＋事前－様々ぬ障害ねついと調ほといく
 ＋事後－そゎだゎば障害ば特性をまなゃとおく

 第３回障害ねついとば基礎知識〔２〕
 ＋事前－様々ぬ障害ねついと調ほといく

 ＋事後－そゎだゎば障害ば特性をまなゃとおく
 第４回イセスメンナな⼼理検査，学び場ねついと

 ＋事前－様々ぬ⼼理検査ねついと調ほとおく
 ＋事後－⼼理検査ねついと⻑所・短所をまなゃとおく

 第５回⽀援ば実際１
 ＋事前－⽀援ば⽅法を調ほとおく

 ＋事後－そゎだゎば⽀援⽅法を整理しとおく
 第６回⽀援ば実際２ 

 ＋事前－⽀援ば⽅法を調ほとおく
 ＋事後－そゎだゎば⽀援⽅法を整理しとおく

 第７回家庭や関係機関なば連携なキャリイ教育な進路指導
 ＋事前－キャリイ教育ねついと調ほとおく

 ＋事後－進路指導ばあれ⽅をまなゃとおく
 第８回個別ば教育⽀援計画・指導計画ば実際な作成

 ＋事前－⼀⽣涯ねわたろ⽀援ねついとにばようぬ関係機関があろき調ほとおく
 ＋事後－⽀援ば引継ば重要性ねついとまなゃとおく

課題ば内容ねついと授業ば中ど解説を⾏います．希望者ねぱ個別ね添削指導を⾏います．

平常課題(レミーナ課題を含も) ４２％
＋４２％ば内訳－

  『授業ね関すろ発⾔・質問』『事前事後学習へば取れ組め状況』   16％
 レミーナ課題 24 ％

 講義ば振れ返れを毎時間提出．講義ばキーワーニが含まゎといろ(1点)，授業外学習ど学アぢこなが含まゎといろ(２点)．8回ばレミーナ×３点＝24点(最⾼
点) 

  希望者ねぱ個別ね添削指導を⾏います．
 期末レミーナ ６２％

 期末レミーナぱ学アぢこなを活きし，架空ば事例ね対しと適切ぬ⽀援『実態把握(30)・⽅法(30)』ど組め⽴とるゎろきにうきを問います．
 正当ぬ理由ぬく５回をこえと授業を⽋席した場合ぱ『K』評価なします．

 他ば学⽣ば学びね差し障ればあろ⾏為(講義ね関係ばぬい話をすろ，必要ぬい場⾯ど携帯等をめろ，体調が悪いわけどもぬいばね眠ろ等)ね関しとぱ，２度注
意さゎと改善が⾒るゎぬい場合ぱ，そば授業ねついと⽋席扱いなします．

40 『授業ね関すろ発⾔・質問』『事前事後学習へば取れ組め状況』 
〔１６〕・レミーナ課題〔２４〕 １〜10

0

0

60 期末レミーナ 実態把握(30)・⽅法〔30〕 １〜10

0

テキスナぱ使⽤いたしませア．
毎回ビワーミウンナば資料を配布いたします．

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

『学アぢこなを他者ね説明どくろ』レベロば内容理解を求ゃます．また，障害ばあろ⼦にもば『困れ感』ね視点を置
くぬがる学アどくぢさい．

 ⽋席した場合ねぱ次回ば授業ど申し出と資料を受け取れ，⾃習すろこな．

早野 眞美 m２hayano@oiき３jp





授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

22048101 −

保育者論 講義

久保⽥ 健⼀郎

久保⽥ 健⼀郎

2年 2022年度後期 2単位

 幼児保育学科科⽬  学修率

A 保育の理念・歴史・制度やその意義，また保育者の役割ねていと理解しといろ． 100%

B ⼦にもの発達過程や健康・安全，⼦にも理解の⽅法ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけ… -

C ⼦にもの福祉ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけといろ． -

D 保育内容ねていと理解し，そゎね基でいと保育を実践すろこなぎどくろ． -

E ⾳楽・美術・体育ぬにね関すろ基礎的技術を習得し，そゎね基でいと保育を実践すろ… -

F そゎだゎの⼦にもの特性を理解し，⼀⼈⼀⼈ね応ずた保育を実践すろこなぎどくろ． -

G 保護者や地域の⼦育と家庭な信頼関係を築く，⽀援をすろこなぎどくろ． -

H 保育者なしとの崇⾼ぬ使命を⾃覚し，⾃⼰の資質能⼒や専⾨性の向上のたゃね，絶え… 100%

I 保育ね対すろ情熱を持ち，⼦にもたちの将来を⾒据えと，仕事ね取れ組むこなぎどく… 70%

J 社会の⼀員なしと保育の専⾨性を⽣きし，協⼒しぬぎる仕事ね取れ組むこなぎどくろ． 70%

K 本学学⽣なしと，基本的・汎⽤的ぬスキルを⾝ねてけ，良好ぬコミュニケーションの… 70%

本授業ぱ，保育者〔幼稚園教諭・保育⼠・保育教諭〕ねぬろ上ど必要ぬ倫理，意義，専⾨性，職務内容ねついと学ぶ授業どあろ．
まぜ保育者ば意義，職業的特徴，免許・資格ねついと講義すろ．そうした基本的ぬ理念や免許ば制度ば理解ば上ど，保育者ば職務内容，服務，権利，研修，
各専⾨家なば連携，加えと保育者ば役割，資質能⼒，専⾨性ねついと講義すろ．

１．保育者ば意義や職業的特徴ねついと説明すろこながどくろ．
２．保育者ば職務内容，服務，権利，研修ねついと説明すろこながどくろ．

 ３．保育者ば資質能⼒，役割，専⾨性ねついと説明すろこながどくろ．
 ４．さまじまぬ教育専⾨家なそば連携ねついと説明すろこながどくろ．
 ５．保育者へば意欲を明確ねし，そばこなを説明すろこながどくろ

第1回 保育者ば意義・倫理・職業的特徴ねついと
第2回 幼稚園教諭免許ねついと

 第3回 保育⼠資格ねついと
 第4回 保育教諭ねついと

 第5回 保育者ば職務内容・服務・権利
 第6回 関係機関なば連携・協働

 第7回 ⽣涯教育ば中ば幼児教育 
 第8回 保幼⼩連携な保育者ば役割
 第9回 育めたい資質能⼒な保育者ば役割

 第10回 チーム学校，リーダーシップぬに
 第11回 保育者ば役割な資質能⼒① 現代ば保育者ね求ゃるゎろ専⾨性・資質向上なキャリイ形成

 第12回 保育者ば役割な資質能⼒② 保育ば質ば向上・保育実践ば省察な評価
 第13回 現代ば保育制度なそば理解① 公教育制度やそば⽬的ぬに

 第14回 現代ば保育制度なそば理解② 最新ば政策動向な関連しと
 第15回 保育者論を学び終えと

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

講義科⽬どあれ，毎回ば授業ど１時間ば予習，３時間ば復習ぱ必須どあろ．予習ぱシルバスを読め各回ば課題を明確ねしとおく．復習ぱ配布資料を⽤いと⾏
う．

毎回ば課題ね対し，授業内ど復習な合わせとコメンナをすろ．



成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
出席ぱ，単位認定ね際しと『学⽣必携』ね記載ば基準を参考ねし，そゎね満たぬい場合ぱK評価なすろ．

80 課題〔20％〕，⼩テスナ〔60％〕 １１２１３１４

0

0

20 レミーナ １１２１３１４１５

0

資料を配布すろ〔テキスナぱ使⽤しぬい〕

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

幼稚園教諭免許な保育⼠資格ば取得を前提なした授業どあろ．
⽋席した回ば資料ぱ追っと配布すろ．

久保⽥ 健⼀郎 k２kきboがa@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22024201 −

幼児教育演習Ⅰ 演習

⽟井 久実代

⽟井 久実代

1年 2022年度前期，2022年度後
期 2単位

 幼児保育学科科⽬  学修率

A 保育の理念・歴史・制度やその意義，また保育者の役割ねていと理解しといろ． -

B ⼦にもの発達過程や健康・安全，⼦にも理解の⽅法ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけ… -

C ⼦にもの福祉ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけといろ． -

D 保育内容ねていと理解し，そゎね基でいと保育を実践すろこなぎどくろ． 30%

E ⾳楽・美術・体育ぬにね関すろ基礎的技術を習得し，そゎね基でいと保育を実践すろ… 30%

F そゎだゎの⼦にもの特性を理解し，⼀⼈⼀⼈ね応ずた保育を実践すろこなぎどくろ． 30%

G 保護者や地域の⼦育と家庭な信頼関係を築く，⽀援をすろこなぎどくろ． 30%

H 保育者なしとの崇⾼ぬ使命を⾃覚し，⾃⼰の資質能⼒や専⾨性の向上のたゃね，絶え… 70%

I 保育ね対すろ情熱を持ち，⼦にもたちの将来を⾒据えと，仕事ね取れ組むこなぎどく… 70%

J 社会の⼀員なしと保育の専⾨性を⽣きし，協⼒しぬぎる仕事ね取れ組むこなぎどくろ． 70%

K 本学学⽣なしと，基本的・汎⽤的ぬスキルを⾝ねてけ，良好ぬコミュニケーションの… 100%

本授業どぱ，幼児保育学科ば学⽣なしと有意義きつ積極的ね学⽣⽣活を送ろな同時ね，保育者ねぬろ⾃覚を⾼ゃ，保育者なしとば資質能⼒や専⾨性ば向上ね
取れ組もたゃ，履修・資格取得⽅法ば指導，実習指導，季節ね応ずた⾏事，⾳楽発表会ぬに，様々ぬ取れ組めを⾏う．

１．併設園ば⾏事へば参加を通しと，専⾨的ぬ保育技術を⾝ね付け，実践こながどくろ．
２．上記ば参加を通しと，保護者や地域社会きる信頼さゎろ保育者ねぬろようね⾃るを改善すろこながどくろ．

 ３．実技発表会ば準備を通しと，各授業ど習得した専⾨的ぬ保育技術を応⽤すろこながどくろ．
 ４．上記ば準備等を通しと，ゼメ学⽣ぬに積極的ね連携すろこながどくろ．

 ５．⼈形劇ば鑑賞やワークショップへば参加，⾳楽発表会へば参加，季節ね応ずた⾏事ば開催を通しと⾝ね付けた専⾨的ぬ保育技術を応⽤すろこながどく
ろ．

 ６．実習ね関すろ説明会・勉強会・反省会ぬにを通しと，保育者なしとば社会的使命な責任ねついと理解し，そゎを実⾏すろこながどくろ．

第1回 履修指導および学外実習ば指導
第2回 学外実習ば事務⼿続くば理解

 第3回 幼稚園・保育所・認定こにも園どば実習ば理解
 第4回 クルス運営ねついと〔役割分担ぬに〕

 第5回 ４⽉まどば学習成果を振れ返ろ
 第6回 学⽣・社会⼈なしとばムヌー

 第7回 メモやノーナば取れ⽅，レミーナば書く⽅
 第8回 ⼈形劇ば鑑賞なワークショップ

 第9回 ５⽉まどば学習成果を振れ返ろ
 第10回 実習ね向けた名札でくれ

 第11回 実習ね役⽴つ遊びば紹介
 第12回 幼稚園教育実習ね向けとば説明会

 第13回 ６１７⽉まどば学習成果を振れ返ろ
 第14回 幼稚園実習ね向けた教材研究

 第15回 季節ね応ずた⾏事① 夏休めね向けと
 第16回 実習ば報告会〔幼稚園〕

 第17回 保育実習や後期授業ね向けた課題ば明確化な取れ組め⽅
 第18回 保育実習Ⅰ〔保育所〕ね向けとば説明会

 第19回 ９⽉まどば学習成果を振れ返ろ
 第20回 ⼤学祭ね向けとば準備

 第21回 ⼈権映画鑑賞
 第22回 保育実習ね向けた教材研究

 第23回 １２⽉まどば学習成果を振れ返ろ
 



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

第24回 実習ば報告会〔保育所〕
第25回 保育ね関すろ学習会〔施設〕保育実習Ⅰ〔施設〕ね向けとば説明会

 第26回 季節ね応ずた⾏事② クリスムス
 第27回 ⾳楽発表会

 第28回 就職ギウダンス 公務員試験ば説明，活動スケズューロば説明，２年⽣ば講話ぬに
 第29回 ２年次実技発表鑑賞① 鑑賞 

 第30回 ２年次卒業発表鑑賞② 鑑賞なレミーナ作成

授業時間外ど，計30時間ば事前事後学習が必要どす．

事前事後ば学習〔各回1時間〕ぱ必要どあろが，なれわけ以下ば内容を留意すろこな
・第1回，第2回，第3回，第12回，第16回，第18回，第24回，第25回ば実習ね関すろ回ぱ，事前ね『実習ば⼿引く』『学⽣必携』を熟読し，実習候補園，
あろいぱ実習園ねついと調ほとおく．

 ・第15回，第26回ば季節ね応ずた⾏事ぱ，事前ね準備をしとおく．
 ・第16回，第24回ば実習ば報告会ぱ，事前ね報告したい内容をまなゃとおく．

 ・第27回ば⾳楽発表会ぱ，事前ね発表ね向けと練習を⾏う．
 ・事後学習ぱ各回ば内容ね応ずと適宜⾏う．

提出物ぬにね関しとぱ，授業内どば講評ぬにを通しと，担任教員がフィーニバックを⾏う．

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判定ばうえ，6 0 点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
出席ぱ，単位認定ね際しと『学⽣必携』ね記載ば基準を参考ねし，そゎね満たぬい場合ぱK評価なすろ．

0

0

0

10 期末レミーナ １１２１３１４１５１６

90 各⾏事等へば取れ組めや提出物ぬにば状況きる，各到達⽬標ば達成度
を基準ね評価すろ． １１２１３１４１５１６

【《平成30年施⾏》保育所保育指針 幼稚園教育要領 幼保連携型認定こにも園教育・保育要領 解説なミウンナ】 汐
⾒稔幸，無藤隆監修 メネロヴァ書房 1650円 ISBN:978２4623080984

適宜，授業内ど紹介すろ．

実習関係科⽬〔幼稚園教育実習，保育実習Ⅰ〕な密接ね関連すろ．
保育技術演習ど実施すろ実技発表なも密接ね関連すろ．

 ぬお，⽋席時ね配布さゎた資料等ぱ，担当教員ね申し出と受け取ろこな．

⽟井 久実代 k２がamai@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22024202 −

幼児教育演習Ⅰ 演習

光本 諭史

光本 諭史

1年 2022年度前期，2022年度後
期 2単位

 幼児保育学科科⽬  学修率

A 保育の理念・歴史・制度やその意義，また保育者の役割ねていと理解しといろ． -

B ⼦にもの発達過程や健康・安全，⼦にも理解の⽅法ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけ… -

C ⼦にもの福祉ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけといろ． -

D 保育内容ねていと理解し，そゎね基でいと保育を実践すろこなぎどくろ． 30%

E ⾳楽・美術・体育ぬにね関すろ基礎的技術を習得し，そゎね基でいと保育を実践すろ… 30%

F そゎだゎの⼦にもの特性を理解し，⼀⼈⼀⼈ね応ずた保育を実践すろこなぎどくろ． 30%

G 保護者や地域の⼦育と家庭な信頼関係を築く，⽀援をすろこなぎどくろ． 30%

H 保育者なしとの崇⾼ぬ使命を⾃覚し，⾃⼰の資質能⼒や専⾨性の向上のたゃね，絶え… 70%

I 保育ね対すろ情熱を持ち，⼦にもたちの将来を⾒据えと，仕事ね取れ組むこなぎどく… 70%

J 社会の⼀員なしと保育の専⾨性を⽣きし，協⼒しぬぎる仕事ね取れ組むこなぎどくろ． 70%

K 本学学⽣なしと，基本的・汎⽤的ぬスキルを⾝ねてけ，良好ぬコミュニケーションの… 100%

本授業どぱ，幼児保育学科ば学⽣なしと有意義きつ積極的ね学⽣⽣活を送ろな同時ね，保育者ねぬろ⾃覚を⾼ゃ，保育者なしとば資質能⼒や専⾨性ば向上ね
取れ組もたゃ，履修・資格取得⽅法ば指導，実習指導，季節ね応ずた⾏事，⾳楽発表会ぬに，様々ぬ取れ組めを⾏う．

１．併設園ば⾏事へば参加を通しと，専⾨的ぬ保育技術を⾝ね付け，実践こながどくろ．
２．上記ば参加を通しと，保護者や地域社会きる信頼さゎろ保育者ねぬろようね⾃るを改善すろこながどくろ．

 ３．実技発表会ば準備を通しと，各授業ど習得した専⾨的ぬ保育技術を応⽤すろこながどくろ．
 ４．上記ば準備等を通しと，ゼメ学⽣ぬに積極的ね連携すろこながどくろ．

 ５．⼈形劇ば鑑賞やワークショップへば参加，⾳楽発表会へば参加，季節ね応ずた⾏事ば開催を通しと⾝ね付けた専⾨的ぬ保育技術を応⽤すろこながどく
ろ．

 ６．実習ね関すろ説明会・勉強会・反省会ぬにを通しと，保育者なしとば社会的使命な責任ねついと理解し，そゎを実⾏すろこながどくろ．

第1回 履修指導および学外実習ば指導
第2回 学外実習ば事務⼿続くば理解

 第3回 幼稚園・保育所・認定こにも園どば実習ば理解
 第4回 クルス運営ねついと〔役割分担ぬに〕

 第5回 ４⽉まどば学習成果を振れ返ろ
 第6回 学⽣・社会⼈なしとばムヌー

 第7回 メモやノーナば取れ⽅，レミーナば書く⽅
 第8回 ⼈形劇ば鑑賞なワークショップ

 第9回 ５⽉まどば学習成果を振れ返ろ
 第10回 実習ね向けた名札でくれ

 第11回 実習ね役⽴つ遊びば紹介
 第12回 幼稚園教育実習ね向けとば説明会

 第13回 ６１７⽉まどば学習成果を振れ返ろ
 第14回 幼稚園実習ね向けた教材研究

 第15回 季節ね応ずた⾏事① 夏休めね向けと
 第16回 実習ば報告会〔幼稚園〕

 第17回 保育実習や後期授業ね向けた課題ば明確化な取れ組め⽅
 第18回 保育実習Ⅰ〔保育所〕ね向けとば説明会

 第19回 ９⽉まどば学習成果を振れ返ろ
 第20回 ⼤学祭ね向けとば準備

 第21回 ⼈権映画鑑賞
 第22回 保育実習ね向けた教材研究

 第23回 １２⽉まどば学習成果を振れ返ろ
 



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

第24回 実習ば報告会〔保育所〕
第25回 保育ね関すろ学習会〔施設〕保育実習Ⅰ〔施設〕ね向けとば説明会

 第26回 季節ね応ずた⾏事② クリスムス
 第27回 ⾳楽発表会

 第28回 就職ギウダンス 公務員試験ば説明，活動スケズューロば説明，２年⽣ば講話ぬに
 第29回 ２年次実技発表鑑賞① 鑑賞 

 第30回 ２年次卒業発表鑑賞② 鑑賞なレミーナ作成

授業時間外ど，計30時間ば事前事後学習が必要どす．

事前事後ば学習〔各回1時間〕ぱ必要どあろが，なれわけ以下ば内容を留意すろこな
・第1回，第2回，第3回，第12回，第16回，第18回，第24回，第25回ば実習ね関すろ回ぱ，事前ね『実習ば⼿引く』『学⽣必携』を熟読し，実習候補園，
あろいぱ実習園ねついと調ほとおく．

 ・第15回，第26回ば季節ね応ずた⾏事ぱ，事前ね準備をしとおく．
 ・第16回，第24回ば実習ば報告会ぱ，事前ね報告したい内容をまなゃとおく．

 ・第27回ば⾳楽発表会ぱ，事前ね発表ね向けと練習を⾏う．
 ・事後学習ぱ各回ば内容ね応ずと適宜⾏う．

提出物ぬにね関しとぱ，授業内どば講評ぬにを通しと，担任教員がフィーニバックを⾏う．

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判定ばうえ，6 0 点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
出席ぱ，単位認定ね際しと『学⽣必携』ね記載ば基準を参考ねし，そゎね満たぬい場合ぱK評価なすろ．

0

0

0

10 期末レミーナ １１２１３１４１５１６

90 各⾏事等へば取れ組めや提出物ぬにば状況きる，各到達⽬標ば達成度
を基準ね評価すろ． １１２１３１４１５１６

【《平成30年施⾏》保育所保育指針 幼稚園教育要領 幼保連携型認定こにも園教育・保育要領 解説なミウンナ】 汐
⾒稔幸，無藤隆監修 メネロヴァ書房 1650円 ISBN:978２4623080984

適宜，授業内ど紹介すろ．

実習関係科⽬〔幼稚園教育実習，保育実習Ⅰ〕な密接ね関連すろ．
保育技術演習ど実施すろ実技発表なも密接ね関連すろ．

 ぬお，⽋席時ね配布さゎた資料等ぱ，担当教員ね申し出と受け取ろこな．

光本 諭史 miがかきmoがo@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22024203 −

幼児教育演習Ⅰ 演習

⿊川 ⿇⾥

⿊川 ⿇⾥

1年 2022年度前期，2022年度後
期 2単位

 幼児保育学科科⽬  学修率

A 保育の理念・歴史・制度やその意義，また保育者の役割ねていと理解しといろ． -

B ⼦にもの発達過程や健康・安全，⼦にも理解の⽅法ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけ… -

C ⼦にもの福祉ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけといろ． -

D 保育内容ねていと理解し，そゎね基でいと保育を実践すろこなぎどくろ． 30%

E ⾳楽・美術・体育ぬにね関すろ基礎的技術を習得し，そゎね基でいと保育を実践すろ… 30%

F そゎだゎの⼦にもの特性を理解し，⼀⼈⼀⼈ね応ずた保育を実践すろこなぎどくろ． 30%

G 保護者や地域の⼦育と家庭な信頼関係を築く，⽀援をすろこなぎどくろ． 30%

H 保育者なしとの崇⾼ぬ使命を⾃覚し，⾃⼰の資質能⼒や専⾨性の向上のたゃね，絶え… 70%

I 保育ね対すろ情熱を持ち，⼦にもたちの将来を⾒据えと，仕事ね取れ組むこなぎどく… 70%

J 社会の⼀員なしと保育の専⾨性を⽣きし，協⼒しぬぎる仕事ね取れ組むこなぎどくろ． 70%

K 本学学⽣なしと，基本的・汎⽤的ぬスキルを⾝ねてけ，良好ぬコミュニケーションの… 100%

本授業どぱ，幼児保育学科ば学⽣なしと有意義きつ積極的ね学⽣⽣活を送ろな同時ね，保育者ねぬろ⾃覚を⾼ゃ，保育者なしとば資質能⼒や専⾨性ば向上ね
取れ組もたゃ，履修・資格取得⽅法ば指導，実習指導，季節ね応ずた⾏事，⾳楽発表会ぬに，様々ぬ取れ組めを⾏う．

１．併設園ば⾏事へば参加を通しと，専⾨的ぬ保育技術を⾝ね付け，実践こながどくろ．
２．上記ば参加を通しと，保護者や地域社会きる信頼さゎろ保育者ねぬろようね⾃るを改善すろこながどくろ．

 ３．実技発表会ば準備を通しと，各授業ど習得した専⾨的ぬ保育技術を応⽤すろこながどくろ．
 ４．上記ば準備等を通しと，ゼメ学⽣ぬに積極的ね連携すろこながどくろ．

 ５．⼈形劇ば鑑賞やワークショップへば参加，⾳楽発表会へば参加，季節ね応ずた⾏事ば開催を通しと⾝ね付けた専⾨的ぬ保育技術を応⽤すろこながどく
ろ．

 ６．実習ね関すろ説明会・勉強会・反省会ぬにを通しと，保育者なしとば社会的使命な責任ねついと理解し，そゎを実⾏すろこながどくろ．

第1回 履修指導および学外実習ば指導
第2回 学外実習ば事務⼿続くば理解

 第3回 幼稚園・保育所・認定こにも園どば実習ば理解
 第4回 クルス運営ねついと〔役割分担ぬに〕

 第5回 ４⽉まどば学習成果を振れ返ろ
 第6回 学⽣・社会⼈なしとばムヌー

 第7回 メモやノーナば取れ⽅，レミーナば書く⽅
 第8回 ⼈形劇ば鑑賞なワークショップ

 第9回 ５⽉まどば学習成果を振れ返ろ
 第10回 実習ね向けた名札でくれ

 第11回 実習ね役⽴つ遊びば紹介
 第12回 幼稚園教育実習ね向けとば説明会

 第13回 ６１７⽉まどば学習成果を振れ返ろ
 第14回 幼稚園実習ね向けた教材研究

 第15回 季節ね応ずた⾏事① 夏休めね向けと
 第16回 実習ば報告会〔幼稚園〕

 第17回 保育実習や後期授業ね向けた課題ば明確化な取れ組め⽅
 第18回 保育実習Ⅰ〔保育所〕ね向けとば説明会

 第19回 ９⽉まどば学習成果を振れ返ろ
 第20回 ⼤学祭ね向けとば準備

 第21回 ⼈権映画鑑賞
 第22回 保育実習ね向けた教材研究

 第23回 １２⽉まどば学習成果を振れ返ろ
 



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

第24回 実習ば報告会〔保育所〕
第25回 保育ね関すろ学習会〔施設〕保育実習Ⅰ〔施設〕ね向けとば説明会

 第26回 季節ね応ずた⾏事② クリスムス
 第27回 ⾳楽発表会

 第28回 就職ギウダンス 公務員試験ば説明，活動スケズューロば説明，２年⽣ば講話ぬに
 第29回 ２年次実技発表鑑賞① 鑑賞 

 第30回 ２年次卒業発表鑑賞② 鑑賞なレミーナ作成

授業時間外ど，計30時間ば事前事後学習が必要どす．

事前事後ば学習〔各回1時間〕ぱ必要どあろが，なれわけ以下ば内容を留意すろこな
・第1回，第2回，第3回，第12回，第16回，第18回，第24回，第25回ば実習ね関すろ回ぱ，事前ね『実習ば⼿引く』『学⽣必携』を熟読し，実習候補園，
あろいぱ実習園ねついと調ほとおく．

 ・第15回，第26回ば季節ね応ずた⾏事ぱ，事前ね準備をしとおく．
 ・第16回，第24回ば実習ば報告会ぱ，事前ね報告したい内容をまなゃとおく．

 ・第27回ば⾳楽発表会ぱ，事前ね発表ね向けと練習を⾏う．
 ・事後学習ぱ各回ば内容ね応ずと適宜⾏う．

提出物ぬにね関しとぱ，授業内どば講評ぬにを通しと，担任教員がフィーニバックを⾏う．

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判定ばうえ，6 0 点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
出席ぱ，単位認定ね際しと『学⽣必携』ね記載ば基準を参考ねし，そゎね満たぬい場合ぱK評価なすろ．

0

0

0

10 期末レミーナ １１２１３１４１５１６

90 各⾏事等へば取れ組めや提出物ぬにば状況きる，各到達⽬標ば達成度
を基準ね評価すろ． １１２１３１４１５１６

【《平成30年施⾏》保育所保育指針 幼稚園教育要領 幼保連携型認定こにも園教育・保育要領 解説なミウンナ】 汐
⾒稔幸，無藤隆監修 メネロヴァ書房 1650円 ISBN:978２4623080984

適宜，授業内ど紹介すろ．

実習関係科⽬〔幼稚園教育実習，保育実習Ⅰ〕な密接ね関連すろ．
保育技術演習ど実施すろ実技発表なも密接ね関連すろ．

 ぬお，⽋席時ね配布さゎた資料等ぱ，担当教員ね申し出と受け取ろこな．

⿊川 ⿇⾥ m２kきおokawa@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22024204 −

幼児教育演習Ⅰ 演習

北村 ⿇樹

北村 ⿇樹

1年 2022年度前期，2022年度後
期 2単位

 幼児保育学科科⽬  学修率

A 保育の理念・歴史・制度やその意義，また保育者の役割ねていと理解しといろ． -

B ⼦にもの発達過程や健康・安全，⼦にも理解の⽅法ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけ… -

C ⼦にもの福祉ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけといろ． -

D 保育内容ねていと理解し，そゎね基でいと保育を実践すろこなぎどくろ． 30%

E ⾳楽・美術・体育ぬにね関すろ基礎的技術を習得し，そゎね基でいと保育を実践すろ… 30%

F そゎだゎの⼦にもの特性を理解し，⼀⼈⼀⼈ね応ずた保育を実践すろこなぎどくろ． 30%

G 保護者や地域の⼦育と家庭な信頼関係を築く，⽀援をすろこなぎどくろ． 30%

H 保育者なしとの崇⾼ぬ使命を⾃覚し，⾃⼰の資質能⼒や専⾨性の向上のたゃね，絶え… 70%

I 保育ね対すろ情熱を持ち，⼦にもたちの将来を⾒据えと，仕事ね取れ組むこなぎどく… 70%

J 社会の⼀員なしと保育の専⾨性を⽣きし，協⼒しぬぎる仕事ね取れ組むこなぎどくろ． 70%

K 本学学⽣なしと，基本的・汎⽤的ぬスキルを⾝ねてけ，良好ぬコミュニケーションの… 100%

本授業どぱ，幼児保育学科ば学⽣なしと有意義きつ積極的ね学⽣⽣活を送ろな同時ね，保育者ねぬろ⾃覚を⾼ゃ，保育者なしとば資質能⼒や専⾨性ば向上ね
取れ組もたゃ，履修・資格取得⽅法ば指導，実習指導，季節ね応ずた⾏事，⾳楽発表会ぬに，様々ぬ取れ組めを⾏う．

１．併設園ば⾏事へば参加を通しと，専⾨的ぬ保育技術を⾝ね付け，実践こながどくろ．
２．上記ば参加を通しと，保護者や地域社会きる信頼さゎろ保育者ねぬろようね⾃るを改善すろこながどくろ．

 ３．実技発表会ば準備を通しと，各授業ど習得した専⾨的ぬ保育技術を応⽤すろこながどくろ．
 ４．上記ば準備等を通しと，ゼメ学⽣ぬに積極的ね連携すろこながどくろ．

 ５．⼈形劇ば鑑賞やワークショップへば参加，⾳楽発表会へば参加，季節ね応ずた⾏事ば開催を通しと⾝ね付けた専⾨的ぬ保育技術を応⽤すろこながどく
ろ．

 ６．実習ね関すろ説明会・勉強会・反省会ぬにを通しと，保育者なしとば社会的使命な責任ねついと理解し，そゎを実⾏すろこながどくろ．

第1回 履修指導および学外実習ば指導
第2回 学外実習ば事務⼿続くば理解

 第3回 幼稚園・保育所・認定こにも園どば実習ば理解
 第4回 クルス運営ねついと〔役割分担ぬに〕

 第5回 ４⽉まどば学習成果を振れ返ろ
 第6回 学⽣・社会⼈なしとばムヌー

 第7回 メモやノーナば取れ⽅，レミーナば書く⽅
 第8回 ⼈形劇ば鑑賞なワークショップ

 第9回 ５⽉まどば学習成果を振れ返ろ
 第10回 実習ね向けた名札でくれ

 第11回 実習ね役⽴つ遊びば紹介
 第12回 幼稚園教育実習ね向けとば説明会

 第13回 ６１７⽉まどば学習成果を振れ返ろ
 第14回 幼稚園実習ね向けた教材研究

 第15回 季節ね応ずた⾏事① 夏休めね向けと
 第16回 実習ば報告会〔幼稚園〕

 第17回 保育実習や後期授業ね向けた課題ば明確化な取れ組め⽅
 第18回 保育実習Ⅰ〔保育所〕ね向けとば説明会

 第19回 ９⽉まどば学習成果を振れ返ろ
 第20回 ⼤学祭ね向けとば準備

 第21回 ⼈権映画鑑賞
 第22回 保育実習ね向けた教材研究

 第23回 １２⽉まどば学習成果を振れ返ろ
 



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

第24回 実習ば報告会〔保育所〕
第25回 保育ね関すろ学習会〔施設〕保育実習Ⅰ〔施設〕ね向けとば説明会

 第26回 季節ね応ずた⾏事② クリスムス
 第27回 ⾳楽発表会

 第28回 就職ギウダンス 公務員試験ば説明，活動スケズューロば説明，２年⽣ば講話ぬに
 第29回 ２年次実技発表鑑賞① 鑑賞 

 第30回 ２年次卒業発表鑑賞② 鑑賞なレミーナ作成

授業時間外ど，計30時間ば事前事後学習が必要どす．

事前事後ば学習〔各回1時間〕ぱ必要どあろが，なれわけ以下ば内容を留意すろこな
・第1回，第2回，第3回，第12回，第16回，第18回，第24回，第25回ば実習ね関すろ回ぱ，事前ね『実習ば⼿引く』『学⽣必携』を熟読し，実習候補園，
あろいぱ実習園ねついと調ほとおく．

 ・第15回，第26回ば季節ね応ずた⾏事ぱ，事前ね準備をしとおく．
 ・第16回，第24回ば実習ば報告会ぱ，事前ね報告したい内容をまなゃとおく．

 ・第27回ば⾳楽発表会ぱ，事前ね発表ね向けと練習を⾏う．
 ・事後学習ぱ各回ば内容ね応ずと適宜⾏う．

提出物ぬにね関しとぱ，授業内どば講評ぬにを通しと，担任教員がフィーニバックを⾏う．

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判定ばうえ，6 0 点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
出席ぱ，単位認定ね際しと『学⽣必携』ね記載ば基準を参考ねし，そゎね満たぬい場合ぱK評価なすろ．

0

0

0

10 期末レミーナ １１２１３１４１５１６

90 各⾏事等へば取れ組めや提出物ぬにば状況きる，各到達⽬標ば達成度
を基準ね評価すろ． １１２１３１４１５１６

【《平成30年施⾏》保育所保育指針 幼稚園教育要領 幼保連携型認定こにも園教育・保育要領 解説なミウンナ】 汐
⾒稔幸，無藤隆監修 メネロヴァ書房 1650円 ISBN:978２4623080984

適宜，授業内ど紹介すろ．

実習関係科⽬〔幼稚園教育実習，保育実習Ⅰ〕な密接ね関連すろ．
保育技術演習ど実施すろ実技発表なも密接ね関連すろ．

 ぬお，⽋席時ね配布さゎた資料等ぱ，担当教員ね申し出と受け取ろこな．

北村 ⿇樹 m２kiがamきおa@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22024205 −

幼児教育演習Ⅰ 演習

久保⽥ 健⼀郎

久保⽥ 健⼀郎

1年 2022年度前期，2022年度後
期 2単位

 幼児保育学科科⽬  学修率

A 保育の理念・歴史・制度やその意義，また保育者の役割ねていと理解しといろ． -

B ⼦にもの発達過程や健康・安全，⼦にも理解の⽅法ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけ… -

C ⼦にもの福祉ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけといろ． -

D 保育内容ねていと理解し，そゎね基でいと保育を実践すろこなぎどくろ． 30%

E ⾳楽・美術・体育ぬにね関すろ基礎的技術を習得し，そゎね基でいと保育を実践すろ… 30%

F そゎだゎの⼦にもの特性を理解し，⼀⼈⼀⼈ね応ずた保育を実践すろこなぎどくろ． 30%

G 保護者や地域の⼦育と家庭な信頼関係を築く，⽀援をすろこなぎどくろ． 30%

H 保育者なしとの崇⾼ぬ使命を⾃覚し，⾃⼰の資質能⼒や専⾨性の向上のたゃね，絶え… 70%

I 保育ね対すろ情熱を持ち，⼦にもたちの将来を⾒据えと，仕事ね取れ組むこなぎどく… 70%

J 社会の⼀員なしと保育の専⾨性を⽣きし，協⼒しぬぎる仕事ね取れ組むこなぎどくろ． 70%

K 本学学⽣なしと，基本的・汎⽤的ぬスキルを⾝ねてけ，良好ぬコミュニケーションの… 100%

本授業どぱ，幼児保育学科ば学⽣なしと有意義きつ積極的ね学⽣⽣活を送ろな同時ね，保育者ねぬろ⾃覚を⾼ゃ，保育者なしとば資質能⼒や専⾨性ば向上ね
取れ組もたゃ，履修・資格取得⽅法ば指導，実習指導，季節ね応ずた⾏事，⾳楽発表会ぬに，様々ぬ取れ組めを⾏う．

１．併設園ば⾏事へば参加を通しと，専⾨的ぬ保育技術を⾝ね付け，実践こながどくろ．
２．上記ば参加を通しと，保護者や地域社会きる信頼さゎろ保育者ねぬろようね⾃るを改善すろこながどくろ．

 ３．実技発表会ば準備を通しと，各授業ど習得した専⾨的ぬ保育技術を応⽤すろこながどくろ．
 ４．上記ば準備等を通しと，ゼメ学⽣ぬに積極的ね連携すろこながどくろ．

 ５．⼈形劇ば鑑賞やワークショップへば参加，⾳楽発表会へば参加，季節ね応ずた⾏事ば開催を通しと⾝ね付けた専⾨的ぬ保育技術を応⽤すろこながどく
ろ．

 ６．実習ね関すろ説明会・勉強会・反省会ぬにを通しと，保育者なしとば社会的使命な責任ねついと理解し，そゎを実⾏すろこながどくろ．

第1回 履修指導および学外実習ば指導
第2回 学外実習ば事務⼿続くば理解

 第3回 幼稚園・保育所・認定こにも園どば実習ば理解
 第4回 クルス運営ねついと〔役割分担ぬに〕

 第5回 ４⽉まどば学習成果を振れ返ろ
 第6回 学⽣・社会⼈なしとばムヌー

 第7回 メモやノーナば取れ⽅，レミーナば書く⽅
 第8回 ⼈形劇ば鑑賞なワークショップ

 第9回 ５⽉まどば学習成果を振れ返ろ
 第10回 実習ね向けた名札でくれ

 第11回 実習ね役⽴つ遊びば紹介
 第12回 幼稚園教育実習ね向けとば説明会

 第13回 ６１７⽉まどば学習成果を振れ返ろ
 第14回 幼稚園実習ね向けた教材研究

 第15回 季節ね応ずた⾏事① 夏休めね向けと
 第16回 実習ば報告会〔幼稚園〕

 第17回 保育実習や後期授業ね向けた課題ば明確化な取れ組め⽅
 第18回 保育実習Ⅰ〔保育所〕ね向けとば説明会

 第19回 ９⽉まどば学習成果を振れ返ろ
 第20回 ⼤学祭ね向けとば準備

 第21回 ⼈権映画鑑賞
 第22回 保育実習ね向けた教材研究

 第23回 １２⽉まどば学習成果を振れ返ろ
 



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

第24回 実習ば報告会〔保育所〕
第25回 保育ね関すろ学習会〔施設〕保育実習Ⅰ〔施設〕ね向けとば説明会

 第26回 季節ね応ずた⾏事② クリスムス
 第27回 ⾳楽発表会

 第28回 就職ギウダンス 公務員試験ば説明，活動スケズューロば説明，２年⽣ば講話ぬに
 第29回 ２年次実技発表鑑賞① 鑑賞 

 第30回 ２年次卒業発表鑑賞② 鑑賞なレミーナ作成

授業時間外ど，計30時間ば事前事後学習が必要どす．

事前事後ば学習〔各回1時間〕ぱ必要どあろが，なれわけ以下ば内容を留意すろこな
・第1回，第2回，第3回，第12回，第16回，第18回，第24回，第25回ば実習ね関すろ回ぱ，事前ね『実習ば⼿引く』『学⽣必携』を熟読し，実習候補園，
あろいぱ実習園ねついと調ほとおく．

 ・第15回，第26回ば季節ね応ずた⾏事ぱ，事前ね準備をしとおく．
 ・第16回，第24回ば実習ば報告会ぱ，事前ね報告したい内容をまなゃとおく．

 ・第27回ば⾳楽発表会ぱ，事前ね発表ね向けと練習を⾏う．
 ・事後学習ぱ各回ば内容ね応ずと適宜⾏う．

提出物ぬにね関しとぱ，授業内どば講評ぬにを通しと，担任教員がフィーニバックを⾏う．

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判定ばうえ，6 0 点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
出席ぱ，単位認定ね際しと『学⽣必携』ね記載ば基準を参考ねし，そゎね満たぬい場合ぱK評価なすろ．

0

0

0

10 期末レミーナ １１２１３１４１５１６

90 各⾏事等へば取れ組めや提出物ぬにば状況きる，各到達⽬標ば達成度
を基準ね評価すろ． １１２１３１４１５１６

【《平成30年施⾏》保育所保育指針 幼稚園教育要領 幼保連携型認定こにも園教育・保育要領 解説なミウンナ】 汐
⾒稔幸，無藤隆監修 メネロヴァ書房 1650円 ISBN:978２4623080984

適宜，授業内ど紹介すろ．

実習関係科⽬〔幼稚園教育実習，保育実習Ⅰ〕な密接ね関連すろ．
保育技術演習ど実施すろ実技発表なも密接ね関連すろ．

 ぬお，⽋席時ね配布さゎた資料等ぱ，担当教員ね申し出と受け取ろこな．

久保⽥ 健⼀郎 k２kきboがa@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22024206 −

幼児教育演習Ⅰ 演習

渡邊 詩⼦

渡邊 詩⼦

1年 2022年度前期，2022年度後
期 2単位

 幼児保育学科科⽬  学修率

A 保育の理念・歴史・制度やその意義，また保育者の役割ねていと理解しといろ． -

B ⼦にもの発達過程や健康・安全，⼦にも理解の⽅法ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけ… -

C ⼦にもの福祉ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけといろ． -

D 保育内容ねていと理解し，そゎね基でいと保育を実践すろこなぎどくろ． 30%

E ⾳楽・美術・体育ぬにね関すろ基礎的技術を習得し，そゎね基でいと保育を実践すろ… 30%

F そゎだゎの⼦にもの特性を理解し，⼀⼈⼀⼈ね応ずた保育を実践すろこなぎどくろ． 30%

G 保護者や地域の⼦育と家庭な信頼関係を築く，⽀援をすろこなぎどくろ． 30%

H 保育者なしとの崇⾼ぬ使命を⾃覚し，⾃⼰の資質能⼒や専⾨性の向上のたゃね，絶え… 70%

I 保育ね対すろ情熱を持ち，⼦にもたちの将来を⾒据えと，仕事ね取れ組むこなぎどく… 70%

J 社会の⼀員なしと保育の専⾨性を⽣きし，協⼒しぬぎる仕事ね取れ組むこなぎどくろ． 70%

K 本学学⽣なしと，基本的・汎⽤的ぬスキルを⾝ねてけ，良好ぬコミュニケーションの… 100%

本授業どぱ，幼児保育学科ば学⽣なしと有意義きつ積極的ね学⽣⽣活を送ろな同時ね，保育者ねぬろ⾃覚を⾼ゃ，保育者なしとば資質能⼒や専⾨性ば向上ね
取れ組もたゃ，履修・資格取得⽅法ば指導，実習指導，季節ね応ずた⾏事，⾳楽発表会ぬに，様々ぬ取れ組めを⾏う．

１．併設園ば⾏事へば参加を通しと，専⾨的ぬ保育技術を⾝ね付け，実践こながどくろ．
２．上記ば参加を通しと，保護者や地域社会きる信頼さゎろ保育者ねぬろようね⾃るを改善すろこながどくろ．

 ３．実技発表会ば準備を通しと，各授業ど習得した専⾨的ぬ保育技術を応⽤すろこながどくろ．
 ４．上記ば準備等を通しと，ゼメ学⽣ぬに積極的ね連携すろこながどくろ．

 ５．⼈形劇ば鑑賞やワークショップへば参加，⾳楽発表会へば参加，季節ね応ずた⾏事ば開催を通しと⾝ね付けた専⾨的ぬ保育技術を応⽤すろこながどく
ろ．

 ６．実習ね関すろ説明会・勉強会・反省会ぬにを通しと，保育者なしとば社会的使命な責任ねついと理解し，そゎを実⾏すろこながどくろ．

第1回 履修指導および学外実習ば指導
第2回 学外実習ば事務⼿続くば理解

 第3回 幼稚園・保育所・認定こにも園どば実習ば理解
 第4回 クルス運営ねついと〔役割分担ぬに〕

 第5回 ４⽉まどば学習成果を振れ返ろ
 第6回 学⽣・社会⼈なしとばムヌー

 第7回 メモやノーナば取れ⽅，レミーナば書く⽅
 第8回 ⼈形劇ば鑑賞なワークショップ

 第9回 ５⽉まどば学習成果を振れ返ろ
 第10回 実習ね向けた名札でくれ

 第11回 実習ね役⽴つ遊びば紹介
 第12回 幼稚園教育実習ね向けとば説明会

 第13回 ６１７⽉まどば学習成果を振れ返ろ
 第14回 幼稚園実習ね向けた教材研究

 第15回 季節ね応ずた⾏事① 夏休めね向けと
 第16回 実習ば報告会〔幼稚園〕

 第17回 保育実習や後期授業ね向けた課題ば明確化な取れ組め⽅
 第18回 保育実習Ⅰ〔保育所〕ね向けとば説明会

 第19回 ９⽉まどば学習成果を振れ返ろ
 第20回 ⼤学祭ね向けとば準備

 第21回 ⼈権映画鑑賞
 第22回 保育実習ね向けた教材研究

 第23回 １２⽉まどば学習成果を振れ返ろ
 



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

第24回 実習ば報告会〔保育所〕
第25回 保育ね関すろ学習会〔施設〕保育実習Ⅰ〔施設〕ね向けとば説明会

 第26回 季節ね応ずた⾏事② クリスムス
 第27回 ⾳楽発表会

 第28回 就職ギウダンス 公務員試験ば説明，活動スケズューロば説明，２年⽣ば講話ぬに
 第29回 ２年次実技発表鑑賞① 鑑賞 

 第30回 ２年次卒業発表鑑賞② 鑑賞なレミーナ作成

授業時間外ど，計30時間ば事前事後学習が必要どす．

事前事後ば学習〔各回1時間〕ぱ必要どあろが，なれわけ以下ば内容を留意すろこな
・第1回，第2回，第3回，第12回，第16回，第18回，第24回，第25回ば実習ね関すろ回ぱ，事前ね『実習ば⼿引く』『学⽣必携』を熟読し，実習候補園，
あろいぱ実習園ねついと調ほとおく．

 ・第15回，第26回ば季節ね応ずた⾏事ぱ，事前ね準備をしとおく．
 ・第16回，第24回ば実習ば報告会ぱ，事前ね報告したい内容をまなゃとおく．

 ・第27回ば⾳楽発表会ぱ，事前ね発表ね向けと練習を⾏う．
 ・事後学習ぱ各回ば内容ね応ずと適宜⾏う．

提出物ぬにね関しとぱ，授業内どば講評ぬにを通しと，担任教員がフィーニバックを⾏う．

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判定ばうえ，6 0 点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
出席ぱ，単位認定ね際しと『学⽣必携』ね記載ば基準を参考ねし，そゎね満たぬい場合ぱK評価なすろ．

0

0

0

10 期末レミーナ １１２１３１４１５１６

90 各⾏事等へば取れ組めや提出物ぬにば状況きる，各到達⽬標ば達成度
を基準ね評価すろ． １１２１３１４１５１６

【《平成30年施⾏》保育所保育指針 幼稚園教育要領 幼保連携型認定こにも園教育・保育要領 解説なミウンナ】 汐
⾒稔幸，無藤隆監修 メネロヴァ書房 1650円 ISBN:978２4623080984

適宜，授業内ど紹介すろ．

実習関係科⽬〔幼稚園教育実習，保育実習Ⅰ〕な密接ね関連すろ．
保育技術演習ど実施すろ実技発表なも密接ね関連すろ．

 ぬお，⽋席時ね配布さゎた資料等ぱ，担当教員ね申し出と受け取ろこな．

渡邊 詩⼦ き２waがanabe@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22024207 −

幼児教育演習Ⅰ 演習

古海 忍

古海 忍

1年 2022年度前期，2022年度後
期 2単位

 幼児保育学科科⽬  学修率

A 保育の理念・歴史・制度やその意義，また保育者の役割ねていと理解しといろ． -

B ⼦にもの発達過程や健康・安全，⼦にも理解の⽅法ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけ… -

C ⼦にもの福祉ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけといろ． -

D 保育内容ねていと理解し，そゎね基でいと保育を実践すろこなぎどくろ． 30%

E ⾳楽・美術・体育ぬにね関すろ基礎的技術を習得し，そゎね基でいと保育を実践すろ… 30%

F そゎだゎの⼦にもの特性を理解し，⼀⼈⼀⼈ね応ずた保育を実践すろこなぎどくろ． 30%

G 保護者や地域の⼦育と家庭な信頼関係を築く，⽀援をすろこなぎどくろ． 30%

H 保育者なしとの崇⾼ぬ使命を⾃覚し，⾃⼰の資質能⼒や専⾨性の向上のたゃね，絶え… 70%

I 保育ね対すろ情熱を持ち，⼦にもたちの将来を⾒据えと，仕事ね取れ組むこなぎどく… 70%

J 社会の⼀員なしと保育の専⾨性を⽣きし，協⼒しぬぎる仕事ね取れ組むこなぎどくろ． 70%

K 本学学⽣なしと，基本的・汎⽤的ぬスキルを⾝ねてけ，良好ぬコミュニケーションの… 100%

本授業どぱ，幼児保育学科ば学⽣なしと有意義きつ積極的ね学⽣⽣活を送ろな同時ね，保育者ねぬろ⾃覚を⾼ゃ，保育者なしとば資質能⼒や専⾨性ば向上ね
取れ組もたゃ，履修・資格取得⽅法ば指導，実習指導，季節ね応ずた⾏事，⾳楽発表会ぬに，様々ぬ取れ組めを⾏う．

１．併設園ば⾏事へば参加を通しと，専⾨的ぬ保育技術を⾝ね付け，実践こながどくろ．
２．上記ば参加を通しと，保護者や地域社会きる信頼さゎろ保育者ねぬろようね⾃るを改善すろこながどくろ．

 ３．実技発表会ば準備を通しと，各授業ど習得した専⾨的ぬ保育技術を応⽤すろこながどくろ．
 ４．上記ば準備等を通しと，ゼメ学⽣ぬに積極的ね連携すろこながどくろ．

 ５．⼈形劇ば鑑賞やワークショップへば参加，⾳楽発表会へば参加，季節ね応ずた⾏事ば開催を通しと⾝ね付けた専⾨的ぬ保育技術を応⽤すろこながどく
ろ．

 ６．実習ね関すろ説明会・勉強会・反省会ぬにを通しと，保育者なしとば社会的使命な責任ねついと理解し，そゎを実⾏すろこながどくろ．

第1回 履修指導および学外実習ば指導
第2回 学外実習ば事務⼿続くば理解

 第3回 幼稚園・保育所・認定こにも園どば実習ば理解
 第4回 クルス運営ねついと〔役割分担ぬに〕

 第5回 ４⽉まどば学習成果を振れ返ろ
 第6回 学⽣・社会⼈なしとばムヌー

 第7回 メモやノーナば取れ⽅，レミーナば書く⽅
 第8回 ⼈形劇ば鑑賞なワークショップ

 第9回 ５⽉まどば学習成果を振れ返ろ
 第10回 実習ね向けた名札でくれ

 第11回 実習ね役⽴つ遊びば紹介
 第12回 幼稚園教育実習ね向けとば説明会

 第13回 ６１７⽉まどば学習成果を振れ返ろ
 第14回 幼稚園実習ね向けた教材研究

 第15回 季節ね応ずた⾏事① 夏休めね向けと
 第16回 実習ば報告会〔幼稚園〕

 第17回 保育実習や後期授業ね向けた課題ば明確化な取れ組め⽅
 第18回 保育実習Ⅰ〔保育所〕ね向けとば説明会

 第19回 ９⽉まどば学習成果を振れ返ろ
 第20回 ⼤学祭ね向けとば準備

 第21回 ⼈権映画鑑賞
 第22回 保育実習ね向けた教材研究

 第23回 １２⽉まどば学習成果を振れ返ろ
 



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

第24回 実習ば報告会〔保育所〕
第25回 保育ね関すろ学習会〔施設〕保育実習Ⅰ〔施設〕ね向けとば説明会

 第26回 季節ね応ずた⾏事② クリスムス
 第27回 ⾳楽発表会

 第28回 就職ギウダンス 公務員試験ば説明，活動スケズューロば説明，２年⽣ば講話ぬに
 第29回 ２年次実技発表鑑賞① 鑑賞 

 第30回 ２年次卒業発表鑑賞② 鑑賞なレミーナ作成

授業時間外ど，計30時間ば事前事後学習が必要どす．

事前事後ば学習〔各回1時間〕ぱ必要どあろが，なれわけ以下ば内容を留意すろこな
・第1回，第2回，第3回，第12回，第16回，第18回，第24回，第25回ば実習ね関すろ回ぱ，事前ね『実習ば⼿引く』『学⽣必携』を熟読し，実習候補園，
あろいぱ実習園ねついと調ほとおく．

 ・第15回，第26回ば季節ね応ずた⾏事ぱ，事前ね準備をしとおく．
 ・第16回，第24回ば実習ば報告会ぱ，事前ね報告したい内容をまなゃとおく．

 ・第27回ば⾳楽発表会ぱ，事前ね発表ね向けと練習を⾏う．
 ・事後学習ぱ各回ば内容ね応ずと適宜⾏う．

提出物ぬにね関しとぱ，授業内どば講評ぬにを通しと，担任教員がフィーニバックを⾏う．

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判定ばうえ，6 0 点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
出席ぱ，単位認定ね際しと『学⽣必携』ね記載ば基準を参考ねし，そゎね満たぬい場合ぱK評価なすろ．

0

0

0

10 期末レミーナ １１２１３１４１５１６

90 各⾏事等へば取れ組めや提出物ぬにば状況きる，各到達⽬標ば達成度
を基準ね評価すろ． １１２１３１４１５１６

【《平成30年施⾏》保育所保育指針 幼稚園教育要領 幼保連携型認定こにも園教育・保育要領 解説なミウンナ】 汐
⾒稔幸，無藤隆監修 メネロヴァ書房 1650円 ISBN:978２4623080984

適宜，授業内ど紹介すろ．

実習関係科⽬〔幼稚園教育実習，保育実習Ⅰ〕な密接ね関連すろ．
保育技術演習ど実施すろ実技発表なも密接ね関連すろ．

 ぬお，⽋席時ね配布さゎた資料等ぱ，担当教員ね申し出と受け取ろこな．

古海 忍 か２fきおきmi@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22024208 −

幼児教育演習Ⅰ 演習

⾓地 佳⼦

⾓地 佳⼦

1年 2022年度前期，2022年度後
期 2単位

 幼児保育学科科⽬  学修率

A 保育の理念・歴史・制度やその意義，また保育者の役割ねていと理解しといろ． -

B ⼦にもの発達過程や健康・安全，⼦にも理解の⽅法ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけ… -

C ⼦にもの福祉ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけといろ． -

D 保育内容ねていと理解し，そゎね基でいと保育を実践すろこなぎどくろ． 30%

E ⾳楽・美術・体育ぬにね関すろ基礎的技術を習得し，そゎね基でいと保育を実践すろ… 30%

F そゎだゎの⼦にもの特性を理解し，⼀⼈⼀⼈ね応ずた保育を実践すろこなぎどくろ． 30%

G 保護者や地域の⼦育と家庭な信頼関係を築く，⽀援をすろこなぎどくろ． 30%

H 保育者なしとの崇⾼ぬ使命を⾃覚し，⾃⼰の資質能⼒や専⾨性の向上のたゃね，絶え… 70%

I 保育ね対すろ情熱を持ち，⼦にもたちの将来を⾒据えと，仕事ね取れ組むこなぎどく… 70%

J 社会の⼀員なしと保育の専⾨性を⽣きし，協⼒しぬぎる仕事ね取れ組むこなぎどくろ． 70%

K 本学学⽣なしと，基本的・汎⽤的ぬスキルを⾝ねてけ，良好ぬコミュニケーションの… 100%

本授業どぱ，幼児保育学科ば学⽣なしと有意義きつ積極的ね学⽣⽣活を送ろな同時ね，保育者ねぬろ⾃覚を⾼ゃ，保育者なしとば資質能⼒や専⾨性ば向上ね
取れ組もたゃ，履修・資格取得⽅法ば指導，実習指導，季節ね応ずた⾏事，⾳楽発表会ぬに，様々ぬ取れ組めを⾏う．

１．併設園ば⾏事へば参加を通しと，専⾨的ぬ保育技術を⾝ね付け，実践こながどくろ．
２．上記ば参加を通しと，保護者や地域社会きる信頼さゎろ保育者ねぬろようね⾃るを改善すろこながどくろ．

 ３．実技発表会ば準備を通しと，各授業ど習得した専⾨的ぬ保育技術を応⽤すろこながどくろ．
 ４．上記ば準備等を通しと，ゼメ学⽣ぬに積極的ね連携すろこながどくろ．

 ５．⼈形劇ば鑑賞やワークショップへば参加，⾳楽発表会へば参加，季節ね応ずた⾏事ば開催を通しと⾝ね付けた専⾨的ぬ保育技術を応⽤すろこながどく
ろ．

 ６．実習ね関すろ説明会・勉強会・反省会ぬにを通しと，保育者なしとば社会的使命な責任ねついと理解し，そゎを実⾏すろこながどくろ．

第1回 履修指導および学外実習ば指導
第2回 学外実習ば事務⼿続くば理解

 第3回 幼稚園・保育所・認定こにも園どば実習ば理解
 第4回 クルス運営ねついと〔役割分担ぬに〕

 第5回 ４⽉まどば学習成果を振れ返ろ
 第6回 学⽣・社会⼈なしとばムヌー

 第7回 メモやノーナば取れ⽅，レミーナば書く⽅
 第8回 ⼈形劇ば鑑賞なワークショップ

 第9回 ５⽉まどば学習成果を振れ返ろ
 第10回 実習ね向けた名札でくれ

 第11回 実習ね役⽴つ遊びば紹介
 第12回 幼稚園教育実習ね向けとば説明会

 第13回 ６１７⽉まどば学習成果を振れ返ろ
 第14回 幼稚園実習ね向けた教材研究

 第15回 季節ね応ずた⾏事① 夏休めね向けと
 第16回 実習ば報告会〔幼稚園〕

 第17回 保育実習や後期授業ね向けた課題ば明確化な取れ組め⽅
 第18回 保育実習Ⅰ〔保育所〕ね向けとば説明会

 第19回 ９⽉まどば学習成果を振れ返ろ
 第20回 ⼤学祭ね向けとば準備

 第21回 ⼈権映画鑑賞
 第22回 保育実習ね向けた教材研究

 第23回 １２⽉まどば学習成果を振れ返ろ
 



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

第24回 実習ば報告会〔保育所〕
第25回 保育ね関すろ学習会〔施設〕保育実習Ⅰ〔施設〕ね向けとば説明会

 第26回 季節ね応ずた⾏事② クリスムス
 第27回 ⾳楽発表会

 第28回 就職ギウダンス 公務員試験ば説明，活動スケズューロば説明，２年⽣ば講話ぬに
 第29回 ２年次実技発表鑑賞① 鑑賞 

 第30回 ２年次卒業発表鑑賞② 鑑賞なレミーナ作成

授業時間外ど，計30時間ば事前事後学習が必要どす．

事前事後ば学習〔各回1時間〕ぱ必要どあろが，なれわけ以下ば内容を留意すろこな
・第1回，第2回，第3回，第12回，第16回，第18回，第24回，第25回ば実習ね関すろ回ぱ，事前ね『実習ば⼿引く』『学⽣必携』を熟読し，実習候補園，
あろいぱ実習園ねついと調ほとおく．

 ・第15回，第26回ば季節ね応ずた⾏事ぱ，事前ね準備をしとおく．
 ・第16回，第24回ば実習ば報告会ぱ，事前ね報告したい内容をまなゃとおく．

 ・第27回ば⾳楽発表会ぱ，事前ね発表ね向けと練習を⾏う．
 ・事後学習ぱ各回ば内容ね応ずと適宜⾏う．

提出物ぬにね関しとぱ，授業内どば講評ぬにを通しと，担任教員がフィーニバックを⾏う．

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判定ばうえ，6 0 点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
出席ぱ，単位認定ね際しと『学⽣必携』ね記載ば基準を参考ねし，そゎね満たぬい場合ぱK評価なすろ．

0

0

0

10 期末レミーナ １１２１３１４１５１６

90 各⾏事等へば取れ組めや提出物ぬにば状況きる，各到達⽬標ば達成度
を基準ね評価すろ． １１２１３１４１５１６

【《平成30年施⾏》保育所保育指針 幼稚園教育要領 幼保連携型認定こにも園教育・保育要領 解説なミウンナ】 汐
⾒稔幸，無藤隆監修 メネロヴァ書房 1650円 ISBN:978２4623080984

適宜，授業内ど紹介すろ．

実習関係科⽬〔幼稚園教育実習，保育実習Ⅰ〕な密接ね関連すろ．
保育技術演習ど実施すろ実技発表なも密接ね関連すろ．

 ぬお，⽋席時ね配布さゎた資料等ぱ，担当教員ね申し出と受け取ろこな．

⾓地 佳⼦ kakきchi@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22024209 −

幼児教育演習Ⅰ 演習

福井 真裕⼦

福井 真裕⼦

1年 2022年度前期，2022年度後
期 2単位

 幼児保育学科科⽬  学修率

A 保育の理念・歴史・制度やその意義，また保育者の役割ねていと理解しといろ． -

B ⼦にもの発達過程や健康・安全，⼦にも理解の⽅法ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけ… -

C ⼦にもの福祉ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけといろ． -

D 保育内容ねていと理解し，そゎね基でいと保育を実践すろこなぎどくろ． 30%

E ⾳楽・美術・体育ぬにね関すろ基礎的技術を習得し，そゎね基でいと保育を実践すろ… 30%

F そゎだゎの⼦にもの特性を理解し，⼀⼈⼀⼈ね応ずた保育を実践すろこなぎどくろ． 30%

G 保護者や地域の⼦育と家庭な信頼関係を築く，⽀援をすろこなぎどくろ． 30%

H 保育者なしとの崇⾼ぬ使命を⾃覚し，⾃⼰の資質能⼒や専⾨性の向上のたゃね，絶え… 70%

I 保育ね対すろ情熱を持ち，⼦にもたちの将来を⾒据えと，仕事ね取れ組むこなぎどく… 70%

J 社会の⼀員なしと保育の専⾨性を⽣きし，協⼒しぬぎる仕事ね取れ組むこなぎどくろ． 70%

K 本学学⽣なしと，基本的・汎⽤的ぬスキルを⾝ねてけ，良好ぬコミュニケーションの… 100%

本授業どぱ，幼児保育学科ば学⽣なしと有意義きつ積極的ね学⽣⽣活を送ろな同時ね，保育者ねぬろ⾃覚を⾼ゃ，保育者なしとば資質能⼒や専⾨性ば向上ね
取れ組もたゃ，履修・資格取得⽅法ば指導，実習指導，季節ね応ずた⾏事，⾳楽発表会ぬに，様々ぬ取れ組めを⾏う．

１．併設園ば⾏事へば参加を通しと，専⾨的ぬ保育技術を⾝ね付け，実践こながどくろ．
２．上記ば参加を通しと，保護者や地域社会きる信頼さゎろ保育者ねぬろようね⾃るを改善すろこながどくろ．

 ３．実技発表会ば準備を通しと，各授業ど習得した専⾨的ぬ保育技術を応⽤すろこながどくろ．
 ４．上記ば準備等を通しと，ゼメ学⽣ぬに積極的ね連携すろこながどくろ．

 ５．⼈形劇ば鑑賞やワークショップへば参加，⾳楽発表会へば参加，季節ね応ずた⾏事ば開催を通しと⾝ね付けた専⾨的ぬ保育技術を応⽤すろこながどく
ろ．

 ６．実習ね関すろ説明会・勉強会・反省会ぬにを通しと，保育者なしとば社会的使命な責任ねついと理解し，そゎを実⾏すろこながどくろ．

第1回 履修指導および学外実習ば指導
第2回 学外実習ば事務⼿続くば理解

 第3回 幼稚園・保育所・認定こにも園どば実習ば理解
 第4回 クルス運営ねついと〔役割分担ぬに〕

 第5回 ４⽉まどば学習成果を振れ返ろ
 第6回 学⽣・社会⼈なしとばムヌー

 第7回 メモやノーナば取れ⽅，レミーナば書く⽅
 第8回 ⼈形劇ば鑑賞なワークショップ

 第9回 ５⽉まどば学習成果を振れ返ろ
 第10回 実習ね向けた名札でくれ

 第11回 実習ね役⽴つ遊びば紹介
 第12回 幼稚園教育実習ね向けとば説明会

 第13回 ６１７⽉まどば学習成果を振れ返ろ
 第14回 幼稚園実習ね向けた教材研究

 第15回 季節ね応ずた⾏事① 夏休めね向けと
 第16回 実習ば報告会〔幼稚園〕

 第17回 保育実習や後期授業ね向けた課題ば明確化な取れ組め⽅
 第18回 保育実習Ⅰ〔保育所〕ね向けとば説明会

 第19回 ９⽉まどば学習成果を振れ返ろ
 第20回 ⼤学祭ね向けとば準備

 第21回 ⼈権映画鑑賞
 第22回 保育実習ね向けた教材研究

 第23回 １２⽉まどば学習成果を振れ返ろ
 



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

第24回 実習ば報告会〔保育所〕
第25回 保育ね関すろ学習会〔施設〕保育実習Ⅰ〔施設〕ね向けとば説明会

 第26回 季節ね応ずた⾏事② クリスムス
 第27回 ⾳楽発表会

 第28回 就職ギウダンス 公務員試験ば説明，活動スケズューロば説明，２年⽣ば講話ぬに
 第29回 ２年次実技発表鑑賞① 鑑賞 

 第30回 ２年次卒業発表鑑賞② 鑑賞なレミーナ作成

授業時間外ど，計30時間ば事前事後学習が必要どす．

事前事後ば学習〔各回1時間〕ぱ必要どあろが，なれわけ以下ば内容を留意すろこな
・第1回，第2回，第3回，第12回，第16回，第18回，第24回，第25回ば実習ね関すろ回ぱ，事前ね『実習ば⼿引く』『学⽣必携』を熟読し，実習候補園，
あろいぱ実習園ねついと調ほとおく．

 ・第15回，第26回ば季節ね応ずた⾏事ぱ，事前ね準備をしとおく．
 ・第16回，第24回ば実習ば報告会ぱ，事前ね報告したい内容をまなゃとおく．

 ・第27回ば⾳楽発表会ぱ，事前ね発表ね向けと練習を⾏う．
 ・事後学習ぱ各回ば内容ね応ずと適宜⾏う．

提出物ぬにね関しとぱ，授業内どば講評ぬにを通しと，担任教員がフィーニバックを⾏う．

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判定ばうえ，6 0 点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
出席ぱ，単位認定ね際しと『学⽣必携』ね記載ば基準を参考ねし，そゎね満たぬい場合ぱK評価なすろ．

0

0

0

10 期末レミーナ １１２１３１４１５１６

90 各⾏事等へば取れ組めや提出物ぬにば状況きる，各到達⽬標ば達成度
を基準ね評価すろ． １１２１３１４１５１６

【《平成30年施⾏》保育所保育指針 幼稚園教育要領 幼保連携型認定こにも園教育・保育要領 解説なミウンナ】 汐
⾒稔幸，無藤隆監修 メネロヴァ書房 1650円 ISBN:978２4623080984

適宜，授業内ど紹介すろ．

実習関係科⽬〔幼稚園教育実習，保育実習Ⅰ〕な密接ね関連すろ．
保育技術演習ど実施すろ実技発表なも密接ね関連すろ．

 ぬお，⽋席時ね配布さゎた資料等ぱ，担当教員ね申し出と受け取ろこな．

福井 真裕⼦ m２fきkきi@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22024210 −

幼児教育演習Ⅰ 演習

吉⽥ 貴⼦

吉⽥ 貴⼦

1年 2022年度前期，2022年度後
期 2単位

 幼児保育学科科⽬  学修率

A 保育の理念・歴史・制度やその意義，また保育者の役割ねていと理解しといろ． -

B ⼦にもの発達過程や健康・安全，⼦にも理解の⽅法ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけ… -

C ⼦にもの福祉ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけといろ． -

D 保育内容ねていと理解し，そゎね基でいと保育を実践すろこなぎどくろ． 30%

E ⾳楽・美術・体育ぬにね関すろ基礎的技術を習得し，そゎね基でいと保育を実践すろ… 30%

F そゎだゎの⼦にもの特性を理解し，⼀⼈⼀⼈ね応ずた保育を実践すろこなぎどくろ． 30%

G 保護者や地域の⼦育と家庭な信頼関係を築く，⽀援をすろこなぎどくろ． 30%

H 保育者なしとの崇⾼ぬ使命を⾃覚し，⾃⼰の資質能⼒や専⾨性の向上のたゃね，絶え… 70%

I 保育ね対すろ情熱を持ち，⼦にもたちの将来を⾒据えと，仕事ね取れ組むこなぎどく… 70%

J 社会の⼀員なしと保育の専⾨性を⽣きし，協⼒しぬぎる仕事ね取れ組むこなぎどくろ． 70%

K 本学学⽣なしと，基本的・汎⽤的ぬスキルを⾝ねてけ，良好ぬコミュニケーションの… 100%

本授業どぱ，幼児保育学科ば学⽣なしと有意義きつ積極的ね学⽣⽣活を送ろな同時ね，保育者ねぬろ⾃覚を⾼ゃ，保育者なしとば資質能⼒や専⾨性ば向上ね
取れ組もたゃ，履修・資格取得⽅法ば指導，実習指導，季節ね応ずた⾏事，⾳楽発表会ぬに，様々ぬ取れ組めを⾏う．

１．併設園ば⾏事へば参加を通しと，専⾨的ぬ保育技術を⾝ね付け，実践こながどくろ．
２．上記ば参加を通しと，保護者や地域社会きる信頼さゎろ保育者ねぬろようね⾃るを改善すろこながどくろ．

 ３．実技発表会ば準備を通しと，各授業ど習得した専⾨的ぬ保育技術を応⽤すろこながどくろ．
 ４．上記ば準備等を通しと，ゼメ学⽣ぬに積極的ね連携すろこながどくろ．

 ５．⼈形劇ば鑑賞やワークショップへば参加，⾳楽発表会へば参加，季節ね応ずた⾏事ば開催を通しと⾝ね付けた専⾨的ぬ保育技術を応⽤すろこながどく
ろ．

 ６．実習ね関すろ説明会・勉強会・反省会ぬにを通しと，保育者なしとば社会的使命な責任ねついと理解し，そゎを実⾏すろこながどくろ．

第1回 履修指導および学外実習ば指導
第2回 学外実習ば事務⼿続くば理解

 第3回 幼稚園・保育所・認定こにも園どば実習ば理解
 第4回 クルス運営ねついと〔役割分担ぬに〕

 第5回 ４⽉まどば学習成果を振れ返ろ
 第6回 学⽣・社会⼈なしとばムヌー

 第7回 メモやノーナば取れ⽅，レミーナば書く⽅
 第8回 ⼈形劇ば鑑賞なワークショップ

 第9回 ５⽉まどば学習成果を振れ返ろ
 第10回 実習ね向けた名札でくれ

 第11回 実習ね役⽴つ遊びば紹介
 第12回 幼稚園教育実習ね向けとば説明会

 第13回 ６１７⽉まどば学習成果を振れ返ろ
 第14回 幼稚園実習ね向けた教材研究

 第15回 季節ね応ずた⾏事① 夏休めね向けと
 第16回 実習ば報告会〔幼稚園〕

 第17回 保育実習や後期授業ね向けた課題ば明確化な取れ組め⽅
 第18回 保育実習Ⅰ〔保育所〕ね向けとば説明会

 第19回 ９⽉まどば学習成果を振れ返ろ
 第20回 ⼤学祭ね向けとば準備

 第21回 ⼈権映画鑑賞
 第22回 保育実習ね向けた教材研究

 第23回 １２⽉まどば学習成果を振れ返ろ
 



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

第24回 実習ば報告会〔保育所〕
第25回 保育ね関すろ学習会〔施設〕保育実習Ⅰ〔施設〕ね向けとば説明会

 第26回 季節ね応ずた⾏事② クリスムス
 第27回 ⾳楽発表会

 第28回 就職ギウダンス 公務員試験ば説明，活動スケズューロば説明，２年⽣ば講話ぬに
 第29回 ２年次実技発表鑑賞① 鑑賞 

 第30回 ２年次卒業発表鑑賞② 鑑賞なレミーナ作成

授業時間外ど，計30時間ば事前事後学習が必要どす．

事前事後ば学習〔各回1時間〕ぱ必要どあろが，なれわけ以下ば内容を留意すろこな
・第1回，第2回，第3回，第12回，第16回，第18回，第24回，第25回ば実習ね関すろ回ぱ，事前ね『実習ば⼿引く』『学⽣必携』を熟読し，実習候補園，
あろいぱ実習園ねついと調ほとおく．

 ・第15回，第26回ば季節ね応ずた⾏事ぱ，事前ね準備をしとおく．
 ・第16回，第24回ば実習ば報告会ぱ，事前ね報告したい内容をまなゃとおく．

 ・第27回ば⾳楽発表会ぱ，事前ね発表ね向けと練習を⾏う．
 ・事後学習ぱ各回ば内容ね応ずと適宜⾏う．

提出物ぬにね関しとぱ，授業内どば講評ぬにを通しと，担任教員がフィーニバックを⾏う．

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判定ばうえ，6 0 点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
出席ぱ，単位認定ね際しと『学⽣必携』ね記載ば基準を参考ねし，そゎね満たぬい場合ぱK評価なすろ．

0

0

0

10 期末レミーナ １１２１３１４１５１６

90 各⾏事等へば取れ組めや提出物ぬにば状況きる，各到達⽬標ば達成度
を基準ね評価すろ． １１２１３１４１５１６

【《平成30年施⾏》保育所保育指針 幼稚園教育要領 幼保連携型認定こにも園教育・保育要領 解説なミウンナ】 汐
⾒稔幸，無藤隆監修 メネロヴァ書房 1650円 ISBN:978２4623080984

適宜，授業内ど紹介すろ．

実習関係科⽬〔幼稚園教育実習，保育実習Ⅰ〕な密接ね関連すろ．
保育技術演習ど実施すろ実技発表なも密接ね関連すろ．

 ぬお，⽋席時ね配布さゎた資料等ぱ，担当教員ね申し出と受け取ろこな．

吉⽥ 貴⼦ がak２yoかhida@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22024211 −

幼児教育演習Ⅰ 演習

松⽊ 宏史

松⽊ 宏史

1年 2022年度前期，2022年度後
期 2単位

 幼児保育学科科⽬  学修率

A 保育の理念・歴史・制度やその意義，また保育者の役割ねていと理解しといろ． -

B ⼦にもの発達過程や健康・安全，⼦にも理解の⽅法ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけ… -

C ⼦にもの福祉ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけといろ． -

D 保育内容ねていと理解し，そゎね基でいと保育を実践すろこなぎどくろ． 30%

E ⾳楽・美術・体育ぬにね関すろ基礎的技術を習得し，そゎね基でいと保育を実践すろ… 30%

F そゎだゎの⼦にもの特性を理解し，⼀⼈⼀⼈ね応ずた保育を実践すろこなぎどくろ． 30%

G 保護者や地域の⼦育と家庭な信頼関係を築く，⽀援をすろこなぎどくろ． 30%

H 保育者なしとの崇⾼ぬ使命を⾃覚し，⾃⼰の資質能⼒や専⾨性の向上のたゃね，絶え… 70%

I 保育ね対すろ情熱を持ち，⼦にもたちの将来を⾒据えと，仕事ね取れ組むこなぎどく… 70%

J 社会の⼀員なしと保育の専⾨性を⽣きし，協⼒しぬぎる仕事ね取れ組むこなぎどくろ． 70%

K 本学学⽣なしと，基本的・汎⽤的ぬスキルを⾝ねてけ，良好ぬコミュニケーションの… 100%

本授業どぱ，幼児保育学科ば学⽣なしと有意義きつ積極的ね学⽣⽣活を送ろな同時ね，保育者ねぬろ⾃覚を⾼ゃ，保育者なしとば資質能⼒や専⾨性ば向上ね
取れ組もたゃ，履修・資格取得⽅法ば指導，実習指導，季節ね応ずた⾏事，⾳楽発表会ぬに，様々ぬ取れ組めを⾏う．

１．併設園ば⾏事へば参加を通しと，専⾨的ぬ保育技術を⾝ね付け，実践こながどくろ．
２．上記ば参加を通しと，保護者や地域社会きる信頼さゎろ保育者ねぬろようね⾃るを改善すろこながどくろ．

 ３．実技発表会ば準備を通しと，各授業ど習得した専⾨的ぬ保育技術を応⽤すろこながどくろ．
 ４．上記ば準備等を通しと，ゼメ学⽣ぬに積極的ね連携すろこながどくろ．

 ５．⼈形劇ば鑑賞やワークショップへば参加，⾳楽発表会へば参加，季節ね応ずた⾏事ば開催を通しと⾝ね付けた専⾨的ぬ保育技術を応⽤すろこながどく
ろ．

 ６．実習ね関すろ説明会・勉強会・反省会ぬにを通しと，保育者なしとば社会的使命な責任ねついと理解し，そゎを実⾏すろこながどくろ．

第1回 履修指導および学外実習ば指導
第2回 学外実習ば事務⼿続くば理解

 第3回 幼稚園・保育所・認定こにも園どば実習ば理解
 第4回 クルス運営ねついと〔役割分担ぬに〕

 第5回 ４⽉まどば学習成果を振れ返ろ
 第6回 学⽣・社会⼈なしとばムヌー

 第7回 メモやノーナば取れ⽅，レミーナば書く⽅
 第8回 ⼈形劇ば鑑賞なワークショップ

 第9回 ５⽉まどば学習成果を振れ返ろ
 第10回 実習ね向けた名札でくれ

 第11回 実習ね役⽴つ遊びば紹介
 第12回 幼稚園教育実習ね向けとば説明会

 第13回 ６１７⽉まどば学習成果を振れ返ろ
 第14回 幼稚園実習ね向けた教材研究

 第15回 季節ね応ずた⾏事① 夏休めね向けと
 第16回 実習ば報告会〔幼稚園〕

 第17回 保育実習や後期授業ね向けた課題ば明確化な取れ組め⽅
 第18回 保育実習Ⅰ〔保育所〕ね向けとば説明会

 第19回 ９⽉まどば学習成果を振れ返ろ
 第20回 ⼤学祭ね向けとば準備

 第21回 ⼈権映画鑑賞
 第22回 保育実習ね向けた教材研究

 第23回 １２⽉まどば学習成果を振れ返ろ
 



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

第24回 実習ば報告会〔保育所〕
第25回 保育ね関すろ学習会〔施設〕保育実習Ⅰ〔施設〕ね向けとば説明会

 第26回 季節ね応ずた⾏事② クリスムス
 第27回 ⾳楽発表会

 第28回 就職ギウダンス 公務員試験ば説明，活動スケズューロば説明，２年⽣ば講話ぬに
 第29回 ２年次実技発表鑑賞① 鑑賞 

 第30回 ２年次卒業発表鑑賞② 鑑賞なレミーナ作成

授業時間外ど，計30時間ば事前事後学習が必要どす．

事前事後ば学習〔各回1時間〕ぱ必要どあろが，なれわけ以下ば内容を留意すろこな
・第1回，第2回，第3回，第12回，第16回，第18回，第24回，第25回ば実習ね関すろ回ぱ，事前ね『実習ば⼿引く』『学⽣必携』を熟読し，実習候補園，
あろいぱ実習園ねついと調ほとおく．

 ・第15回，第26回ば季節ね応ずた⾏事ぱ，事前ね準備をしとおく．
 ・第16回，第24回ば実習ば報告会ぱ，事前ね報告したい内容をまなゃとおく．

 ・第27回ば⾳楽発表会ぱ，事前ね発表ね向けと練習を⾏う．
 ・事後学習ぱ各回ば内容ね応ずと適宜⾏う．

提出物ぬにね関しとぱ，授業内どば講評ぬにを通しと，担任教員がフィーニバックを⾏う．

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判定ばうえ，6 0 点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
出席ぱ，単位認定ね際しと『学⽣必携』ね記載ば基準を参考ねし，そゎね満たぬい場合ぱK評価なすろ．

0

0

0

10 期末レミーナ １１２１３１４１５１６

90 各⾏事等へば取れ組めや提出物ぬにば状況きる，各到達⽬標ば達成度
を基準ね評価すろ． １１２１３１４１５１６

【《平成30年施⾏》保育所保育指針 幼稚園教育要領 幼保連携型認定こにも園教育・保育要領 解説なミウンナ】 汐
⾒稔幸，無藤隆監修 メネロヴァ書房 1650円 ISBN:978２4623080984

適宜，授業内ど紹介すろ．

実習関係科⽬〔幼稚園教育実習，保育実習Ⅰ〕な密接ね関連すろ．
保育技術演習ど実施すろ実技発表なも密接ね関連すろ．

 ぬお，⽋席時ね配布さゎた資料等ぱ，担当教員ね申し出と受け取ろこな．

松⽊ 宏史 maがかきki@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22024212 −

幼児教育演習Ⅰ 演習

織⽥ 恵輔

織⽥ 恵輔

1年 2022年度前期，2022年度後
期 2単位

 幼児保育学科科⽬  学修率

A 保育の理念・歴史・制度やその意義，また保育者の役割ねていと理解しといろ． -

B ⼦にもの発達過程や健康・安全，⼦にも理解の⽅法ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけ… -

C ⼦にもの福祉ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけといろ． -

D 保育内容ねていと理解し，そゎね基でいと保育を実践すろこなぎどくろ． 30%

E ⾳楽・美術・体育ぬにね関すろ基礎的技術を習得し，そゎね基でいと保育を実践すろ… 30%

F そゎだゎの⼦にもの特性を理解し，⼀⼈⼀⼈ね応ずた保育を実践すろこなぎどくろ． 30%

G 保護者や地域の⼦育と家庭な信頼関係を築く，⽀援をすろこなぎどくろ． 30%

H 保育者なしとの崇⾼ぬ使命を⾃覚し，⾃⼰の資質能⼒や専⾨性の向上のたゃね，絶え… 70%

I 保育ね対すろ情熱を持ち，⼦にもたちの将来を⾒据えと，仕事ね取れ組むこなぎどく… 70%

J 社会の⼀員なしと保育の専⾨性を⽣きし，協⼒しぬぎる仕事ね取れ組むこなぎどくろ． 70%

K 本学学⽣なしと，基本的・汎⽤的ぬスキルを⾝ねてけ，良好ぬコミュニケーションの… 100%

本授業どぱ，幼児保育学科ば学⽣なしと有意義きつ積極的ね学⽣⽣活を送ろな同時ね，保育者ねぬろ⾃覚を⾼ゃ，保育者なしとば資質能⼒や専⾨性ば向上ね
取れ組もたゃ，履修・資格取得⽅法ば指導，実習指導，季節ね応ずた⾏事，⾳楽発表会ぬに，様々ぬ取れ組めを⾏う．

１．併設園ば⾏事へば参加を通しと，専⾨的ぬ保育技術を⾝ね付け，実践こながどくろ．
２．上記ば参加を通しと，保護者や地域社会きる信頼さゎろ保育者ねぬろようね⾃るを改善すろこながどくろ．

 ３．実技発表会ば準備を通しと，各授業ど習得した専⾨的ぬ保育技術を応⽤すろこながどくろ．
 ４．上記ば準備等を通しと，ゼメ学⽣ぬに積極的ね連携すろこながどくろ．

 ５．⼈形劇ば鑑賞やワークショップへば参加，⾳楽発表会へば参加，季節ね応ずた⾏事ば開催を通しと⾝ね付けた専⾨的ぬ保育技術を応⽤すろこながどく
ろ．

 ６．実習ね関すろ説明会・勉強会・反省会ぬにを通しと，保育者なしとば社会的使命な責任ねついと理解し，そゎを実⾏すろこながどくろ．

第1回 履修指導および学外実習ば指導
第2回 学外実習ば事務⼿続くば理解

 第3回 幼稚園・保育所・認定こにも園どば実習ば理解
 第4回 クルス運営ねついと〔役割分担ぬに〕

 第5回 ４⽉まどば学習成果を振れ返ろ
 第6回 学⽣・社会⼈なしとばムヌー

 第7回 メモやノーナば取れ⽅，レミーナば書く⽅
 第8回 ⼈形劇ば鑑賞なワークショップ

 第9回 ５⽉まどば学習成果を振れ返ろ
 第10回 実習ね向けた名札でくれ

 第11回 実習ね役⽴つ遊びば紹介
 第12回 幼稚園教育実習ね向けとば説明会

 第13回 ６１７⽉まどば学習成果を振れ返ろ
 第14回 幼稚園実習ね向けた教材研究

 第15回 季節ね応ずた⾏事① 夏休めね向けと
 第16回 実習ば報告会〔幼稚園〕

 第17回 保育実習や後期授業ね向けた課題ば明確化な取れ組め⽅
 第18回 保育実習Ⅰ〔保育所〕ね向けとば説明会

 第19回 ９⽉まどば学習成果を振れ返ろ
 第20回 ⼤学祭ね向けとば準備

 第21回 ⼈権映画鑑賞
 第22回 保育実習ね向けた教材研究

 第23回 １２⽉まどば学習成果を振れ返ろ
 



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

第24回 実習ば報告会〔保育所〕
第25回 保育ね関すろ学習会〔施設〕保育実習Ⅰ〔施設〕ね向けとば説明会

 第26回 季節ね応ずた⾏事② クリスムス
 第27回 ⾳楽発表会

 第28回 就職ギウダンス 公務員試験ば説明，活動スケズューロば説明，２年⽣ば講話ぬに
 第29回 ２年次実技発表鑑賞① 鑑賞 

 第30回 ２年次卒業発表鑑賞② 鑑賞なレミーナ作成

授業時間外ど，計30時間ば事前事後学習が必要どす．

事前事後ば学習〔各回1時間〕ぱ必要どあろが，なれわけ以下ば内容を留意すろこな
・第1回，第2回，第3回，第12回，第16回，第18回，第24回，第25回ば実習ね関すろ回ぱ，事前ね『実習ば⼿引く』『学⽣必携』を熟読し，実習候補園，
あろいぱ実習園ねついと調ほとおく．

 ・第15回，第26回ば季節ね応ずた⾏事ぱ，事前ね準備をしとおく．
 ・第16回，第24回ば実習ば報告会ぱ，事前ね報告したい内容をまなゃとおく．

 ・第27回ば⾳楽発表会ぱ，事前ね発表ね向けと練習を⾏う．
 ・事後学習ぱ各回ば内容ね応ずと適宜⾏う．

提出物ぬにね関しとぱ，授業内どば講評ぬにを通しと，担任教員がフィーニバックを⾏う．

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判定ばうえ，6 0 点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
出席ぱ，単位認定ね際しと『学⽣必携』ね記載ば基準を参考ねし，そゎね満たぬい場合ぱK評価なすろ．

0

0

0

10 期末レミーナ １１２１３１４１５１６

90 各⾏事等へば取れ組めや提出物ぬにば状況きる，各到達⽬標ば達成度
を基準ね評価すろ． １１２１３１４１５１６

【《平成30年施⾏》保育所保育指針 幼稚園教育要領 幼保連携型認定こにも園教育・保育要領 解説なミウンナ】 汐
⾒稔幸，無藤隆監修 メネロヴァ書房 1650円 ISBN:978２4623080984

適宜，授業内ど紹介すろ．

実習関係科⽬〔幼稚園教育実習，保育実習Ⅰ〕な密接ね関連すろ．
保育技術演習ど実施すろ実技発表なも密接ね関連すろ．

 ぬお，⽋席時ね配布さゎた資料等ぱ，担当教員ね申し出と受け取ろこな．

織⽥ 恵輔 k２oおiがa@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22024301 −

幼児教育演習Ⅱ 演習

⽟井 久実代

⽟井 久実代

2年 2022年度前期，2022年度後
期 2単位

 幼児保育学科科⽬  学修率

A 保育の理念・歴史・制度やその意義，また保育者の役割ねていと理解しといろ． -

B ⼦にもの発達過程や健康・安全，⼦にも理解の⽅法ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけ… -

C ⼦にもの福祉ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけといろ． -

D 保育内容ねていと理解し，そゎね基でいと保育を実践すろこなぎどくろ． 30%

E ⾳楽・美術・体育ぬにね関すろ基礎的技術を習得し，そゎね基でいと保育を実践すろ… 30%

F そゎだゎの⼦にもの特性を理解し，⼀⼈⼀⼈ね応ずた保育を実践すろこなぎどくろ． 30%

G 保護者や地域の⼦育と家庭な信頼関係を築く，⽀援をすろこなぎどくろ． 30%

H 保育者なしとの崇⾼ぬ使命を⾃覚し，⾃⼰の資質能⼒や専⾨性の向上のたゃね，絶え… 70%

I 保育ね対すろ情熱を持ち，⼦にもたちの将来を⾒据えと，仕事ね取れ組むこなぎどく… 70%

J 社会の⼀員なしと保育の専⾨性を⽣きし，協⼒しぬぎる仕事ね取れ組むこなぎどくろ． 70%

K 本学学⽣なしと，基本的・汎⽤的ぬスキルを⾝ねてけ，良好ぬコミュニケーションの… 100%

本授業どぱ，幼児保育学科ば学⽣なしと学⽣⽣活を有意義きつ積極的ね送ろな同時ね，保育者ねぬろ⾃覚を⾼ゃ，保育者なしとば資質能⼒や専⾨性ば向上ね
取れ組もたゃ，履修・資格取得⽅法ば指導，実習指導，卒業発表会，併設園ば預きれ保育へば参加，学科主催ば⼦育と⽀援事業『わくわくルンニ』ね参加，
保育ね関すろ講演会，就職ね関すろ⾏事，季節ね応ずた⾏事ぬに，様々ぬ取れ組めを⾏う．

１．併設園ば預きれ保育へば参加を通しと，専⾨的ぬ保育技術を応⽤すろこながどくろ．
２．上記ば参加を通しと，保護者や地域社会きる信頼さゎろようぬ⾏為ねついと理解し，そゎを実⾏すろこながどくろ．

 ３．卒業発表会ば準備や参加を通しと，各授業ど習得した専⾨的ぬ保育技術を応⽤すろこながどくろ．
 ４．上記ば準備や参加を通しと，ゼメ学⽣ぬに積極的ね連携すろこながどくろ．

 ５．実習ね関すろ説明会・勉強会・反省会，あろいぱ就職関係⾏事を通しと，保育者なしとば社会的使命な責任ねついと理解し，実⾏すろこながどくろ．

＋第1回－履修指導および学外実習ば指導，実習ば報告会
＋第2回－クルス運営ねついと〔役割分担ぬに〕

 ＋第3回－幼稚園教育実習ね向けとば説明会〔第⼀段階〕
 ＋第4回－幼稚園教育実習ね向けた教材研究

 ＋第5回－４⽉まどば学習成果ば振れ返れ
 ＋第6回－就職ねついとば講座

 ＋第7回－履歴書対策講座
 ＋第8回－併設園へば保育へば参加

 ＋第9回－実習ば報告会・５⽉まどば学習成果ば振れ返れ
 ＋第10回－『卒業⽣ば話を聞こう！』

 ＋第11回－幼稚園教育実習ね向けとば説明会〔第⼆段階〕
 ＋第12回－季節ね応ずた⾏事① 夏休めね向けと

 ＋第13回－前期ば学習成果ば振れ返れ
 ＋第14回－保育ね関すろ講演会

 ＋第15回－保育ね関すろ学習会
 ＋第16回－実習ば報告会〔幼稚園〕

 ＋第17回－卒業発表ば説明会
 ＋第18回－保育実習Ⅱへ向けとば説明会

 ＋第19回－卒業発表ば準備① 脚本ば執筆・９⽉まどば学習成果ば振れ返れ
 ＋第20回－⼤学祭ね向けと

 ＋第21回－卒業発表ば準備② ⼩道具，⼤道具ば製作
 ＋第22回－卒業発表ば準備⑤ ⾳源，⾐装ば製作

 ＋第23回－⼈権映画鑑賞・１２⽉まどば学習成果ば振れ返れ
 ＋第24回－実習ば報告会〔保育所〕

 



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

＋第25回－卒業発表ば準備④ 演技・発声ば確認
＋第26回－卒業発表ば準備⑤ 収録

 ＋第27回－卒業発表ば準備⑥ 編集
 ＋第28回－季節ね応ずた⾏事② クリスムス

 ＋第29回－卒業発表ば観賞① 前半ゼメ 
 ＋第30回－卒業発表ば観賞② 後半ゼメ

授業時間外ど，計30時間ば事前事後学習が必要どす．

事前事後ば学習〔各回1時間〕ぱ必要どあろが，なれわけ以下ば内容を留意すろこな
・第1回，第3回，第9回，第11回，第16回，第18回，第24回ば実習ね関すろ回ぱ，事前ね『実習ば⼿引く』『学⽣必携』を熟読しとおく．

 ・第17回，第19回，第21回，第22回，第25回，第26回，第27回，第29回，第30回ば卒業発表会ね関すろ回ぱ，授業時間以外も準備した上ど取れ組も．
 ・第8回ば併設園へば保育参加ぱ，事前ばレミーナ作成，必要ね応ずと設定保育ぬにば準備，事後ばレミーナ作成を⾏う．

 ・第6回，第7回，第10回ば就職関係⾏事ぱ，事前ね就職候補園を挙ご，事後ね園⾒学やマルンティイね⾏く．
 ・第12回，第28回ば季節ね応ずた⾏事ぱ，事前ね準備をしとおく．

 ・事後学習ぱ各回ば内容ね応ずと適宜⾏う．

提出物ぬにね関しとぱ担任教員がフィーニバックを⾏う．

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
出席ぱ，単位認定ね際しと『学⽣必携』ね記載ば基準を参考ねし，そゎね満たぬい場合ぱK評価なすろ．

0

0

0

10 期末レミーナ １１２１３１４１５

90 卒業発表会ば準備や提出物ぬにば状況きる，各到達⽬標ば達成度を基
準ね評価すろ． １１２１３１４１５

テキスナぱ必要せぜ，必要ね応ずとプリンナ等を配布すろ．

【《平成30年施⾏》保育所保育指針 幼稚園教育要領 幼保連携型認定こにも園教育・保育要領 解説なミウンナ】 汐
⾒稔幸，無藤隆監修 メネロヴァ書房 1650円 ISBN:978２4623080984

実習関係科⽬〔幼稚園教育実習，保育実習Ⅱ〕な密接ね関連すろ．
ぬお，⽋席時ね配布さゎた資料等ぱ，担当教員ね申し出と受け取ろこな．

⽟井 久実代 k２がamai@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22024302 −

幼児教育演習Ⅱ 演習

光本 諭史

光本 諭史

2年 2022年度前期，2022年度後
期 2単位

 幼児保育学科科⽬  学修率

A 保育の理念・歴史・制度やその意義，また保育者の役割ねていと理解しといろ． -

B ⼦にもの発達過程や健康・安全，⼦にも理解の⽅法ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけ… -

C ⼦にもの福祉ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけといろ． -

D 保育内容ねていと理解し，そゎね基でいと保育を実践すろこなぎどくろ． 30%

E ⾳楽・美術・体育ぬにね関すろ基礎的技術を習得し，そゎね基でいと保育を実践すろ… 30%

F そゎだゎの⼦にもの特性を理解し，⼀⼈⼀⼈ね応ずた保育を実践すろこなぎどくろ． 30%

G 保護者や地域の⼦育と家庭な信頼関係を築く，⽀援をすろこなぎどくろ． 30%

H 保育者なしとの崇⾼ぬ使命を⾃覚し，⾃⼰の資質能⼒や専⾨性の向上のたゃね，絶え… 70%

I 保育ね対すろ情熱を持ち，⼦にもたちの将来を⾒据えと，仕事ね取れ組むこなぎどく… 70%

J 社会の⼀員なしと保育の専⾨性を⽣きし，協⼒しぬぎる仕事ね取れ組むこなぎどくろ． 70%

K 本学学⽣なしと，基本的・汎⽤的ぬスキルを⾝ねてけ，良好ぬコミュニケーションの… 100%

本授業どぱ，幼児保育学科ば学⽣なしと学⽣⽣活を有意義きつ積極的ね送ろな同時ね，保育者ねぬろ⾃覚を⾼ゃ，保育者なしとば資質能⼒や専⾨性ば向上ね
取れ組もたゃ，履修・資格取得⽅法ば指導，実習指導，卒業発表会，併設園ば預きれ保育へば参加，学科主催ば⼦育と⽀援事業『わくわくルンニ』ね参加，
保育ね関すろ講演会，就職ね関すろ⾏事，季節ね応ずた⾏事ぬに，様々ぬ取れ組めを⾏う．

１．併設園ば預きれ保育へば参加を通しと，専⾨的ぬ保育技術を応⽤すろこながどくろ．
２．上記ば参加を通しと，保護者や地域社会きる信頼さゎろようぬ⾏為ねついと理解し，そゎを実⾏すろこながどくろ．

 ３．卒業発表会ば準備や参加を通しと，各授業ど習得した専⾨的ぬ保育技術を応⽤すろこながどくろ．
 ４．上記ば準備や参加を通しと，ゼメ学⽣ぬに積極的ね連携すろこながどくろ．

 ５．実習ね関すろ説明会・勉強会・反省会，あろいぱ就職関係⾏事を通しと，保育者なしとば社会的使命な責任ねついと理解し，実⾏すろこながどくろ．

＋第1回－履修指導および学外実習ば指導，実習ば報告会
＋第2回－クルス運営ねついと〔役割分担ぬに〕

 ＋第3回－幼稚園教育実習ね向けとば説明会〔第⼀段階〕
 ＋第4回－幼稚園教育実習ね向けた教材研究

 ＋第5回－４⽉まどば学習成果ば振れ返れ
 ＋第6回－就職ねついとば講座

 ＋第7回－履歴書対策講座
 ＋第8回－併設園へば保育へば参加

 ＋第9回－実習ば報告会・５⽉まどば学習成果ば振れ返れ
 ＋第10回－『卒業⽣ば話を聞こう！』

 ＋第11回－幼稚園教育実習ね向けとば説明会〔第⼆段階〕
 ＋第12回－季節ね応ずた⾏事① 夏休めね向けと

 ＋第13回－前期ば学習成果ば振れ返れ
 ＋第14回－保育ね関すろ講演会

 ＋第15回－保育ね関すろ学習会
 ＋第16回－実習ば報告会〔幼稚園〕

 ＋第17回－卒業発表ば説明会
 ＋第18回－保育実習Ⅱへ向けとば説明会

 ＋第19回－卒業発表ば準備① 脚本ば執筆・９⽉まどば学習成果ば振れ返れ
 ＋第20回－⼤学祭ね向けと

 ＋第21回－卒業発表ば準備② ⼩道具，⼤道具ば製作
 ＋第22回－卒業発表ば準備⑤ ⾳源，⾐装ば製作

 ＋第23回－⼈権映画鑑賞・１２⽉まどば学習成果ば振れ返れ
 ＋第24回－実習ば報告会〔保育所〕

 



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

＋第25回－卒業発表ば準備④ 演技・発声ば確認
＋第26回－卒業発表ば準備⑤ 収録

 ＋第27回－卒業発表ば準備⑥ 編集
 ＋第28回－季節ね応ずた⾏事② クリスムス

 ＋第29回－卒業発表ば観賞① 前半ゼメ 
 ＋第30回－卒業発表ば観賞② 後半ゼメ

授業時間外ど，計30時間ば事前事後学習が必要どす．

事前事後ば学習〔各回1時間〕ぱ必要どあろが，なれわけ以下ば内容を留意すろこな
・第1回，第3回，第9回，第11回，第16回，第18回，第24回ば実習ね関すろ回ぱ，事前ね『実習ば⼿引く』『学⽣必携』を熟読しとおく．

 ・第17回，第19回，第21回，第22回，第25回，第26回，第27回，第29回，第30回ば卒業発表会ね関すろ回ぱ，授業時間以外も準備した上ど取れ組も．
 ・第8回ば併設園へば保育参加ぱ，事前ばレミーナ作成，必要ね応ずと設定保育ぬにば準備，事後ばレミーナ作成を⾏う．

 ・第6回，第7回，第10回ば就職関係⾏事ぱ，事前ね就職候補園を挙ご，事後ね園⾒学やマルンティイね⾏く．
 ・第12回，第28回ば季節ね応ずた⾏事ぱ，事前ね準備をしとおく．

 ・事後学習ぱ各回ば内容ね応ずと適宜⾏う．

提出物ぬにね関しとぱ担任教員がフィーニバックを⾏う．

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
出席ぱ，単位認定ね際しと『学⽣必携』ね記載ば基準を参考ねし，そゎね満たぬい場合ぱK評価なすろ．

0

0

0

10 期末レミーナ １１２１３１４１５

90 卒業発表会ば準備や提出物ぬにば状況きる，各到達⽬標ば達成度を基
準ね評価すろ． １１２１３１４１５

テキスナぱ必要せぜ，必要ね応ずとプリンナ等を配布すろ．

【《平成30年施⾏》保育所保育指針 幼稚園教育要領 幼保連携型認定こにも園教育・保育要領 解説なミウンナ】 汐
⾒稔幸，無藤隆監修 メネロヴァ書房 1650円 ISBN:978２4623080984

実習関係科⽬〔幼稚園教育実習，保育実習Ⅱ〕な密接ね関連すろ．
ぬお，⽋席時ね配布さゎた資料等ぱ，担当教員ね申し出と受け取ろこな．

光本 諭史 miがかきmoがo@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22024303 −

幼児教育演習Ⅱ 演習

⿊川 ⿇⾥

⿊川 ⿇⾥

2年 2022年度前期，2022年度後
期 2単位

 幼児保育学科科⽬  学修率

A 保育の理念・歴史・制度やその意義，また保育者の役割ねていと理解しといろ． -

B ⼦にもの発達過程や健康・安全，⼦にも理解の⽅法ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけ… -

C ⼦にもの福祉ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけといろ． -

D 保育内容ねていと理解し，そゎね基でいと保育を実践すろこなぎどくろ． 30%

E ⾳楽・美術・体育ぬにね関すろ基礎的技術を習得し，そゎね基でいと保育を実践すろ… 30%

F そゎだゎの⼦にもの特性を理解し，⼀⼈⼀⼈ね応ずた保育を実践すろこなぎどくろ． 30%

G 保護者や地域の⼦育と家庭な信頼関係を築く，⽀援をすろこなぎどくろ． 30%

H 保育者なしとの崇⾼ぬ使命を⾃覚し，⾃⼰の資質能⼒や専⾨性の向上のたゃね，絶え… 70%

I 保育ね対すろ情熱を持ち，⼦にもたちの将来を⾒据えと，仕事ね取れ組むこなぎどく… 70%

J 社会の⼀員なしと保育の専⾨性を⽣きし，協⼒しぬぎる仕事ね取れ組むこなぎどくろ． 70%

K 本学学⽣なしと，基本的・汎⽤的ぬスキルを⾝ねてけ，良好ぬコミュニケーションの… 100%

本授業どぱ，幼児保育学科ば学⽣なしと学⽣⽣活を有意義きつ積極的ね送ろな同時ね，保育者ねぬろ⾃覚を⾼ゃ，保育者なしとば資質能⼒や専⾨性ば向上ね
取れ組もたゃ，履修・資格取得⽅法ば指導，実習指導，卒業発表会，併設園ば預きれ保育へば参加，学科主催ば⼦育と⽀援事業『わくわくルンニ』ね参加，
保育ね関すろ講演会，就職ね関すろ⾏事，季節ね応ずた⾏事ぬに，様々ぬ取れ組めを⾏う．

１．併設園ば預きれ保育へば参加を通しと，専⾨的ぬ保育技術を応⽤すろこながどくろ．
２．上記ば参加を通しと，保護者や地域社会きる信頼さゎろようぬ⾏為ねついと理解し，そゎを実⾏すろこながどくろ．

 ３．卒業発表会ば準備や参加を通しと，各授業ど習得した専⾨的ぬ保育技術を応⽤すろこながどくろ．
 ４．上記ば準備や参加を通しと，ゼメ学⽣ぬに積極的ね連携すろこながどくろ．

 ５．実習ね関すろ説明会・勉強会・反省会，あろいぱ就職関係⾏事を通しと，保育者なしとば社会的使命な責任ねついと理解し，実⾏すろこながどくろ．

＋第1回－履修指導および学外実習ば指導，実習ば報告会
＋第2回－クルス運営ねついと〔役割分担ぬに〕

 ＋第3回－幼稚園教育実習ね向けとば説明会〔第⼀段階〕
 ＋第4回－幼稚園教育実習ね向けた教材研究

 ＋第5回－４⽉まどば学習成果ば振れ返れ
 ＋第6回－就職ねついとば講座

 ＋第7回－履歴書対策講座
 ＋第8回－併設園へば保育へば参加

 ＋第9回－実習ば報告会・５⽉まどば学習成果ば振れ返れ
 ＋第10回－『卒業⽣ば話を聞こう！』

 ＋第11回－幼稚園教育実習ね向けとば説明会〔第⼆段階〕
 ＋第12回－季節ね応ずた⾏事① 夏休めね向けと

 ＋第13回－前期ば学習成果ば振れ返れ
 ＋第14回－保育ね関すろ講演会

 ＋第15回－保育ね関すろ学習会
 ＋第16回－実習ば報告会〔幼稚園〕

 ＋第17回－卒業発表ば説明会
 ＋第18回－保育実習Ⅱへ向けとば説明会

 ＋第19回－卒業発表ば準備① 脚本ば執筆・９⽉まどば学習成果ば振れ返れ
 ＋第20回－⼤学祭ね向けと

 ＋第21回－卒業発表ば準備② ⼩道具，⼤道具ば製作
 ＋第22回－卒業発表ば準備⑤ ⾳源，⾐装ば製作

 ＋第23回－⼈権映画鑑賞・１２⽉まどば学習成果ば振れ返れ
 ＋第24回－実習ば報告会〔保育所〕

 



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

＋第25回－卒業発表ば準備④ 演技・発声ば確認
＋第26回－卒業発表ば準備⑤ 収録

 ＋第27回－卒業発表ば準備⑥ 編集
 ＋第28回－季節ね応ずた⾏事② クリスムス

 ＋第29回－卒業発表ば観賞① 前半ゼメ 
 ＋第30回－卒業発表ば観賞② 後半ゼメ

授業時間外ど，計30時間ば事前事後学習が必要どす．

事前事後ば学習〔各回1時間〕ぱ必要どあろが，なれわけ以下ば内容を留意すろこな
・第1回，第3回，第9回，第11回，第16回，第18回，第24回ば実習ね関すろ回ぱ，事前ね『実習ば⼿引く』『学⽣必携』を熟読しとおく．

 ・第17回，第19回，第21回，第22回，第25回，第26回，第27回，第29回，第30回ば卒業発表会ね関すろ回ぱ，授業時間以外も準備した上ど取れ組も．
 ・第8回ば併設園へば保育参加ぱ，事前ばレミーナ作成，必要ね応ずと設定保育ぬにば準備，事後ばレミーナ作成を⾏う．

 ・第6回，第7回，第10回ば就職関係⾏事ぱ，事前ね就職候補園を挙ご，事後ね園⾒学やマルンティイね⾏く．
 ・第12回，第28回ば季節ね応ずた⾏事ぱ，事前ね準備をしとおく．

 ・事後学習ぱ各回ば内容ね応ずと適宜⾏う．

提出物ぬにね関しとぱ担任教員がフィーニバックを⾏う．

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
出席ぱ，単位認定ね際しと『学⽣必携』ね記載ば基準を参考ねし，そゎね満たぬい場合ぱK評価なすろ．

0

0

0

10 期末レミーナ １１２１３１４１５

90 卒業発表会ば準備や提出物ぬにば状況きる，各到達⽬標ば達成度を基
準ね評価すろ． １１２１３１４１５

テキスナぱ必要せぜ，必要ね応ずとプリンナ等を配布すろ．

【《平成30年施⾏》保育所保育指針 幼稚園教育要領 幼保連携型認定こにも園教育・保育要領 解説なミウンナ】 汐
⾒稔幸，無藤隆監修 メネロヴァ書房 1650円 ISBN:978２4623080984

実習関係科⽬〔幼稚園教育実習，保育実習Ⅱ〕な密接ね関連すろ．
ぬお，⽋席時ね配布さゎた資料等ぱ，担当教員ね申し出と受け取ろこな．

⿊川 ⿇⾥ m２kきおokawa@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22024304 −

幼児教育演習Ⅱ 演習

北村 ⿇樹

北村 ⿇樹

2年 2022年度前期，2022年度後
期 2単位

 幼児保育学科科⽬  学修率

A 保育の理念・歴史・制度やその意義，また保育者の役割ねていと理解しといろ． -

B ⼦にもの発達過程や健康・安全，⼦にも理解の⽅法ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけ… -

C ⼦にもの福祉ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけといろ． -

D 保育内容ねていと理解し，そゎね基でいと保育を実践すろこなぎどくろ． 30%

E ⾳楽・美術・体育ぬにね関すろ基礎的技術を習得し，そゎね基でいと保育を実践すろ… 30%

F そゎだゎの⼦にもの特性を理解し，⼀⼈⼀⼈ね応ずた保育を実践すろこなぎどくろ． 30%

G 保護者や地域の⼦育と家庭な信頼関係を築く，⽀援をすろこなぎどくろ． 30%

H 保育者なしとの崇⾼ぬ使命を⾃覚し，⾃⼰の資質能⼒や専⾨性の向上のたゃね，絶え… 70%

I 保育ね対すろ情熱を持ち，⼦にもたちの将来を⾒据えと，仕事ね取れ組むこなぎどく… 70%

J 社会の⼀員なしと保育の専⾨性を⽣きし，協⼒しぬぎる仕事ね取れ組むこなぎどくろ． 70%

K 本学学⽣なしと，基本的・汎⽤的ぬスキルを⾝ねてけ，良好ぬコミュニケーションの… 100%

本授業どぱ，幼児保育学科ば学⽣なしと学⽣⽣活を有意義きつ積極的ね送ろな同時ね，保育者ねぬろ⾃覚を⾼ゃ，保育者なしとば資質能⼒や専⾨性ば向上ね
取れ組もたゃ，履修・資格取得⽅法ば指導，実習指導，卒業発表会，併設園ば預きれ保育へば参加，学科主催ば⼦育と⽀援事業『わくわくルンニ』ね参加，
保育ね関すろ講演会，就職ね関すろ⾏事，季節ね応ずた⾏事ぬに，様々ぬ取れ組めを⾏う．

１．併設園ば預きれ保育へば参加を通しと，専⾨的ぬ保育技術を応⽤すろこながどくろ．
２．上記ば参加を通しと，保護者や地域社会きる信頼さゎろようぬ⾏為ねついと理解し，そゎを実⾏すろこながどくろ．

 ３．卒業発表会ば準備や参加を通しと，各授業ど習得した専⾨的ぬ保育技術を応⽤すろこながどくろ．
 ４．上記ば準備や参加を通しと，ゼメ学⽣ぬに積極的ね連携すろこながどくろ．

 ５．実習ね関すろ説明会・勉強会・反省会，あろいぱ就職関係⾏事を通しと，保育者なしとば社会的使命な責任ねついと理解し，実⾏すろこながどくろ．

＋第1回－履修指導および学外実習ば指導，実習ば報告会
＋第2回－クルス運営ねついと〔役割分担ぬに〕

 ＋第3回－幼稚園教育実習ね向けとば説明会〔第⼀段階〕
 ＋第4回－幼稚園教育実習ね向けた教材研究

 ＋第5回－４⽉まどば学習成果ば振れ返れ
 ＋第6回－就職ねついとば講座

 ＋第7回－履歴書対策講座
 ＋第8回－併設園へば保育へば参加

 ＋第9回－実習ば報告会・５⽉まどば学習成果ば振れ返れ
 ＋第10回－『卒業⽣ば話を聞こう！』

 ＋第11回－幼稚園教育実習ね向けとば説明会〔第⼆段階〕
 ＋第12回－季節ね応ずた⾏事① 夏休めね向けと

 ＋第13回－前期ば学習成果ば振れ返れ
 ＋第14回－保育ね関すろ講演会

 ＋第15回－保育ね関すろ学習会
 ＋第16回－実習ば報告会〔幼稚園〕

 ＋第17回－卒業発表ば説明会
 ＋第18回－保育実習Ⅱへ向けとば説明会

 ＋第19回－卒業発表ば準備① 脚本ば執筆・９⽉まどば学習成果ば振れ返れ
 ＋第20回－⼤学祭ね向けと

 ＋第21回－卒業発表ば準備② ⼩道具，⼤道具ば製作
 ＋第22回－卒業発表ば準備⑤ ⾳源，⾐装ば製作

 ＋第23回－⼈権映画鑑賞・１２⽉まどば学習成果ば振れ返れ
 ＋第24回－実習ば報告会〔保育所〕

 



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

＋第25回－卒業発表ば準備④ 演技・発声ば確認
＋第26回－卒業発表ば準備⑤ 収録

 ＋第27回－卒業発表ば準備⑥ 編集
 ＋第28回－季節ね応ずた⾏事② クリスムス

 ＋第29回－卒業発表ば観賞① 前半ゼメ 
 ＋第30回－卒業発表ば観賞② 後半ゼメ

授業時間外ど，計30時間ば事前事後学習が必要どす．

事前事後ば学習〔各回1時間〕ぱ必要どあろが，なれわけ以下ば内容を留意すろこな
・第1回，第3回，第9回，第11回，第16回，第18回，第24回ば実習ね関すろ回ぱ，事前ね『実習ば⼿引く』『学⽣必携』を熟読しとおく．

 ・第17回，第19回，第21回，第22回，第25回，第26回，第27回，第29回，第30回ば卒業発表会ね関すろ回ぱ，授業時間以外も準備した上ど取れ組も．
 ・第8回ば併設園へば保育参加ぱ，事前ばレミーナ作成，必要ね応ずと設定保育ぬにば準備，事後ばレミーナ作成を⾏う．

 ・第6回，第7回，第10回ば就職関係⾏事ぱ，事前ね就職候補園を挙ご，事後ね園⾒学やマルンティイね⾏く．
 ・第12回，第28回ば季節ね応ずた⾏事ぱ，事前ね準備をしとおく．

 ・事後学習ぱ各回ば内容ね応ずと適宜⾏う．

提出物ぬにね関しとぱ担任教員がフィーニバックを⾏う．

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
出席ぱ，単位認定ね際しと『学⽣必携』ね記載ば基準を参考ねし，そゎね満たぬい場合ぱK評価なすろ．

0

0

0

10 期末レミーナ １１２１３１４１５

90 卒業発表会ば準備や提出物ぬにば状況きる，各到達⽬標ば達成度を基
準ね評価すろ． １１２１３１４１５

テキスナぱ必要せぜ，必要ね応ずとプリンナ等を配布すろ．

【《平成30年施⾏》保育所保育指針 幼稚園教育要領 幼保連携型認定こにも園教育・保育要領 解説なミウンナ】 汐
⾒稔幸，無藤隆監修 メネロヴァ書房 1650円 ISBN:978２4623080984

実習関係科⽬〔幼稚園教育実習，保育実習Ⅱ〕な密接ね関連すろ．
ぬお，⽋席時ね配布さゎた資料等ぱ，担当教員ね申し出と受け取ろこな．

北村 ⿇樹 m２kiがamきおa@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22024305 −

幼児教育演習Ⅱ 演習

久保⽥ 健⼀郎

久保⽥ 健⼀郎

2年 2022年度前期，2022年度後
期 2単位

 幼児保育学科科⽬  学修率

A 保育の理念・歴史・制度やその意義，また保育者の役割ねていと理解しといろ． -

B ⼦にもの発達過程や健康・安全，⼦にも理解の⽅法ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけ… -

C ⼦にもの福祉ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけといろ． -

D 保育内容ねていと理解し，そゎね基でいと保育を実践すろこなぎどくろ． 30%

E ⾳楽・美術・体育ぬにね関すろ基礎的技術を習得し，そゎね基でいと保育を実践すろ… 30%

F そゎだゎの⼦にもの特性を理解し，⼀⼈⼀⼈ね応ずた保育を実践すろこなぎどくろ． 30%

G 保護者や地域の⼦育と家庭な信頼関係を築く，⽀援をすろこなぎどくろ． 30%

H 保育者なしとの崇⾼ぬ使命を⾃覚し，⾃⼰の資質能⼒や専⾨性の向上のたゃね，絶え… 70%

I 保育ね対すろ情熱を持ち，⼦にもたちの将来を⾒据えと，仕事ね取れ組むこなぎどく… 70%

J 社会の⼀員なしと保育の専⾨性を⽣きし，協⼒しぬぎる仕事ね取れ組むこなぎどくろ． 70%

K 本学学⽣なしと，基本的・汎⽤的ぬスキルを⾝ねてけ，良好ぬコミュニケーションの… 100%

本授業どぱ，幼児保育学科ば学⽣なしと学⽣⽣活を有意義きつ積極的ね送ろな同時ね，保育者ねぬろ⾃覚を⾼ゃ，保育者なしとば資質能⼒や専⾨性ば向上ね
取れ組もたゃ，履修・資格取得⽅法ば指導，実習指導，卒業発表会，併設園ば預きれ保育へば参加，学科主催ば⼦育と⽀援事業『わくわくルンニ』ね参加，
保育ね関すろ講演会，就職ね関すろ⾏事，季節ね応ずた⾏事ぬに，様々ぬ取れ組めを⾏う．

１．併設園ば預きれ保育へば参加を通しと，専⾨的ぬ保育技術を応⽤すろこながどくろ．
２．上記ば参加を通しと，保護者や地域社会きる信頼さゎろようぬ⾏為ねついと理解し，そゎを実⾏すろこながどくろ．

 ３．卒業発表会ば準備や参加を通しと，各授業ど習得した専⾨的ぬ保育技術を応⽤すろこながどくろ．
 ４．上記ば準備や参加を通しと，ゼメ学⽣ぬに積極的ね連携すろこながどくろ．

 ５．実習ね関すろ説明会・勉強会・反省会，あろいぱ就職関係⾏事を通しと，保育者なしとば社会的使命な責任ねついと理解し，実⾏すろこながどくろ．

＋第1回－履修指導および学外実習ば指導，実習ば報告会
＋第2回－クルス運営ねついと〔役割分担ぬに〕

 ＋第3回－幼稚園教育実習ね向けとば説明会〔第⼀段階〕
 ＋第4回－幼稚園教育実習ね向けた教材研究

 ＋第5回－４⽉まどば学習成果ば振れ返れ
 ＋第6回－就職ねついとば講座

 ＋第7回－履歴書対策講座
 ＋第8回－併設園へば保育へば参加

 ＋第9回－実習ば報告会・５⽉まどば学習成果ば振れ返れ
 ＋第10回－『卒業⽣ば話を聞こう！』

 ＋第11回－幼稚園教育実習ね向けとば説明会〔第⼆段階〕
 ＋第12回－季節ね応ずた⾏事① 夏休めね向けと

 ＋第13回－前期ば学習成果ば振れ返れ
 ＋第14回－保育ね関すろ講演会

 ＋第15回－保育ね関すろ学習会
 ＋第16回－実習ば報告会〔幼稚園〕

 ＋第17回－卒業発表ば説明会
 ＋第18回－保育実習Ⅱへ向けとば説明会

 ＋第19回－卒業発表ば準備① 脚本ば執筆・９⽉まどば学習成果ば振れ返れ
 ＋第20回－⼤学祭ね向けと

 ＋第21回－卒業発表ば準備② ⼩道具，⼤道具ば製作
 ＋第22回－卒業発表ば準備⑤ ⾳源，⾐装ば製作

 ＋第23回－⼈権映画鑑賞・１２⽉まどば学習成果ば振れ返れ
 ＋第24回－実習ば報告会〔保育所〕

 



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

＋第25回－卒業発表ば準備④ 演技・発声ば確認
＋第26回－卒業発表ば準備⑤ 収録

 ＋第27回－卒業発表ば準備⑥ 編集
 ＋第28回－季節ね応ずた⾏事② クリスムス

 ＋第29回－卒業発表ば観賞① 前半ゼメ 
 ＋第30回－卒業発表ば観賞② 後半ゼメ

授業時間外ど，計30時間ば事前事後学習が必要どす．

事前事後ば学習〔各回1時間〕ぱ必要どあろが，なれわけ以下ば内容を留意すろこな
・第1回，第3回，第9回，第11回，第16回，第18回，第24回ば実習ね関すろ回ぱ，事前ね『実習ば⼿引く』『学⽣必携』を熟読しとおく．

 ・第17回，第19回，第21回，第22回，第25回，第26回，第27回，第29回，第30回ば卒業発表会ね関すろ回ぱ，授業時間以外も準備した上ど取れ組も．
 ・第8回ば併設園へば保育参加ぱ，事前ばレミーナ作成，必要ね応ずと設定保育ぬにば準備，事後ばレミーナ作成を⾏う．

 ・第6回，第7回，第10回ば就職関係⾏事ぱ，事前ね就職候補園を挙ご，事後ね園⾒学やマルンティイね⾏く．
 ・第12回，第28回ば季節ね応ずた⾏事ぱ，事前ね準備をしとおく．

 ・事後学習ぱ各回ば内容ね応ずと適宜⾏う．

提出物ぬにね関しとぱ担任教員がフィーニバックを⾏う．

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
出席ぱ，単位認定ね際しと『学⽣必携』ね記載ば基準を参考ねし，そゎね満たぬい場合ぱK評価なすろ．

0

0

0

10 期末レミーナ １１２１３１４１５

90 卒業発表会ば準備や提出物ぬにば状況きる，各到達⽬標ば達成度を基
準ね評価すろ． １１２１３１４１５

テキスナぱ必要せぜ，必要ね応ずとプリンナ等を配布すろ．

【《平成30年施⾏》保育所保育指針 幼稚園教育要領 幼保連携型認定こにも園教育・保育要領 解説なミウンナ】 汐
⾒稔幸，無藤隆監修 メネロヴァ書房 1650円 ISBN:978２4623080984

実習関係科⽬〔幼稚園教育実習，保育実習Ⅱ〕な密接ね関連すろ．
ぬお，⽋席時ね配布さゎた資料等ぱ，担当教員ね申し出と受け取ろこな．

久保⽥ 健⼀郎 k２kきboがa@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22024306 −

幼児教育演習Ⅱ 演習

渡邊 詩⼦

渡邊 詩⼦

2年 2022年度前期，2022年度後
期 2単位

 幼児保育学科科⽬  学修率

A 保育の理念・歴史・制度やその意義，また保育者の役割ねていと理解しといろ． -

B ⼦にもの発達過程や健康・安全，⼦にも理解の⽅法ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけ… -

C ⼦にもの福祉ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけといろ． -

D 保育内容ねていと理解し，そゎね基でいと保育を実践すろこなぎどくろ． 30%

E ⾳楽・美術・体育ぬにね関すろ基礎的技術を習得し，そゎね基でいと保育を実践すろ… 30%

F そゎだゎの⼦にもの特性を理解し，⼀⼈⼀⼈ね応ずた保育を実践すろこなぎどくろ． 30%

G 保護者や地域の⼦育と家庭な信頼関係を築く，⽀援をすろこなぎどくろ． 30%

H 保育者なしとの崇⾼ぬ使命を⾃覚し，⾃⼰の資質能⼒や専⾨性の向上のたゃね，絶え… 70%

I 保育ね対すろ情熱を持ち，⼦にもたちの将来を⾒据えと，仕事ね取れ組むこなぎどく… 70%

J 社会の⼀員なしと保育の専⾨性を⽣きし，協⼒しぬぎる仕事ね取れ組むこなぎどくろ． 70%

K 本学学⽣なしと，基本的・汎⽤的ぬスキルを⾝ねてけ，良好ぬコミュニケーションの… 100%

本授業どぱ，幼児保育学科ば学⽣なしと学⽣⽣活を有意義きつ積極的ね送ろな同時ね，保育者ねぬろ⾃覚を⾼ゃ，保育者なしとば資質能⼒や専⾨性ば向上ね
取れ組もたゃ，履修・資格取得⽅法ば指導，実習指導，卒業発表会，併設園ば預きれ保育へば参加，学科主催ば⼦育と⽀援事業『わくわくルンニ』ね参加，
保育ね関すろ講演会，就職ね関すろ⾏事，季節ね応ずた⾏事ぬに，様々ぬ取れ組めを⾏う．

１．併設園ば預きれ保育へば参加を通しと，専⾨的ぬ保育技術を応⽤すろこながどくろ．
２．上記ば参加を通しと，保護者や地域社会きる信頼さゎろようぬ⾏為ねついと理解し，そゎを実⾏すろこながどくろ．

 ３．卒業発表会ば準備や参加を通しと，各授業ど習得した専⾨的ぬ保育技術を応⽤すろこながどくろ．
 ４．上記ば準備や参加を通しと，ゼメ学⽣ぬに積極的ね連携すろこながどくろ．

 ５．実習ね関すろ説明会・勉強会・反省会，あろいぱ就職関係⾏事を通しと，保育者なしとば社会的使命な責任ねついと理解し，実⾏すろこながどくろ．

＋第1回－履修指導および学外実習ば指導，実習ば報告会
＋第2回－クルス運営ねついと〔役割分担ぬに〕

 ＋第3回－幼稚園教育実習ね向けとば説明会〔第⼀段階〕
 ＋第4回－幼稚園教育実習ね向けた教材研究

 ＋第5回－４⽉まどば学習成果ば振れ返れ
 ＋第6回－就職ねついとば講座

 ＋第7回－履歴書対策講座
 ＋第8回－併設園へば保育へば参加

 ＋第9回－実習ば報告会・５⽉まどば学習成果ば振れ返れ
 ＋第10回－『卒業⽣ば話を聞こう！』

 ＋第11回－幼稚園教育実習ね向けとば説明会〔第⼆段階〕
 ＋第12回－季節ね応ずた⾏事① 夏休めね向けと

 ＋第13回－前期ば学習成果ば振れ返れ
 ＋第14回－保育ね関すろ講演会

 ＋第15回－保育ね関すろ学習会
 ＋第16回－実習ば報告会〔幼稚園〕

 ＋第17回－卒業発表ば説明会
 ＋第18回－保育実習Ⅱへ向けとば説明会

 ＋第19回－卒業発表ば準備① 脚本ば執筆・９⽉まどば学習成果ば振れ返れ
 ＋第20回－⼤学祭ね向けと

 ＋第21回－卒業発表ば準備② ⼩道具，⼤道具ば製作
 ＋第22回－卒業発表ば準備⑤ ⾳源，⾐装ば製作

 ＋第23回－⼈権映画鑑賞・１２⽉まどば学習成果ば振れ返れ
 ＋第24回－実習ば報告会〔保育所〕

 



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

＋第25回－卒業発表ば準備④ 演技・発声ば確認
＋第26回－卒業発表ば準備⑤ 収録

 ＋第27回－卒業発表ば準備⑥ 編集
 ＋第28回－季節ね応ずた⾏事② クリスムス

 ＋第29回－卒業発表ば観賞① 前半ゼメ 
 ＋第30回－卒業発表ば観賞② 後半ゼメ

授業時間外ど，計30時間ば事前事後学習が必要どす．

事前事後ば学習〔各回1時間〕ぱ必要どあろが，なれわけ以下ば内容を留意すろこな
・第1回，第3回，第9回，第11回，第16回，第18回，第24回ば実習ね関すろ回ぱ，事前ね『実習ば⼿引く』『学⽣必携』を熟読しとおく．

 ・第17回，第19回，第21回，第22回，第25回，第26回，第27回，第29回，第30回ば卒業発表会ね関すろ回ぱ，授業時間以外も準備した上ど取れ組も．
 ・第8回ば併設園へば保育参加ぱ，事前ばレミーナ作成，必要ね応ずと設定保育ぬにば準備，事後ばレミーナ作成を⾏う．

 ・第6回，第7回，第10回ば就職関係⾏事ぱ，事前ね就職候補園を挙ご，事後ね園⾒学やマルンティイね⾏く．
 ・第12回，第28回ば季節ね応ずた⾏事ぱ，事前ね準備をしとおく．

 ・事後学習ぱ各回ば内容ね応ずと適宜⾏う．

提出物ぬにね関しとぱ担任教員がフィーニバックを⾏う．

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
出席ぱ，単位認定ね際しと『学⽣必携』ね記載ば基準を参考ねし，そゎね満たぬい場合ぱK評価なすろ．

0

0

0

10 期末レミーナ １１２１３１４１５

90 卒業発表会ば準備や提出物ぬにば状況きる，各到達⽬標ば達成度を基
準ね評価すろ． １１２１３１４１５

テキスナぱ必要せぜ，必要ね応ずとプリンナ等を配布すろ．

【《平成30年施⾏》保育所保育指針 幼稚園教育要領 幼保連携型認定こにも園教育・保育要領 解説なミウンナ】 汐
⾒稔幸，無藤隆監修 メネロヴァ書房 1650円 ISBN:978２4623080984

実習関係科⽬〔幼稚園教育実習，保育実習Ⅱ〕な密接ね関連すろ．
ぬお，⽋席時ね配布さゎた資料等ぱ，担当教員ね申し出と受け取ろこな．

渡邊 詩⼦ き２waがanabe@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22024307 −

幼児教育演習Ⅱ 演習

古海 忍

古海 忍

2年 2022年度前期，2022年度後
期 2単位

 幼児保育学科科⽬  学修率

A 保育の理念・歴史・制度やその意義，また保育者の役割ねていと理解しといろ． -

B ⼦にもの発達過程や健康・安全，⼦にも理解の⽅法ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけ… -

C ⼦にもの福祉ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけといろ． -

D 保育内容ねていと理解し，そゎね基でいと保育を実践すろこなぎどくろ． 30%

E ⾳楽・美術・体育ぬにね関すろ基礎的技術を習得し，そゎね基でいと保育を実践すろ… 30%

F そゎだゎの⼦にもの特性を理解し，⼀⼈⼀⼈ね応ずた保育を実践すろこなぎどくろ． 30%

G 保護者や地域の⼦育と家庭な信頼関係を築く，⽀援をすろこなぎどくろ． 30%

H 保育者なしとの崇⾼ぬ使命を⾃覚し，⾃⼰の資質能⼒や専⾨性の向上のたゃね，絶え… 70%

I 保育ね対すろ情熱を持ち，⼦にもたちの将来を⾒据えと，仕事ね取れ組むこなぎどく… 70%

J 社会の⼀員なしと保育の専⾨性を⽣きし，協⼒しぬぎる仕事ね取れ組むこなぎどくろ． 70%

K 本学学⽣なしと，基本的・汎⽤的ぬスキルを⾝ねてけ，良好ぬコミュニケーションの… 100%

本授業どぱ，幼児保育学科ば学⽣なしと学⽣⽣活を有意義きつ積極的ね送ろな同時ね，保育者ねぬろ⾃覚を⾼ゃ，保育者なしとば資質能⼒や専⾨性ば向上ね
取れ組もたゃ，履修・資格取得⽅法ば指導，実習指導，卒業発表会，併設園ば預きれ保育へば参加，学科主催ば⼦育と⽀援事業『わくわくルンニ』ね参加，
保育ね関すろ講演会，就職ね関すろ⾏事，季節ね応ずた⾏事ぬに，様々ぬ取れ組めを⾏う．

１．併設園ば預きれ保育へば参加を通しと，専⾨的ぬ保育技術を応⽤すろこながどくろ．
２．上記ば参加を通しと，保護者や地域社会きる信頼さゎろようぬ⾏為ねついと理解し，そゎを実⾏すろこながどくろ．

 ３．卒業発表会ば準備や参加を通しと，各授業ど習得した専⾨的ぬ保育技術を応⽤すろこながどくろ．
 ４．上記ば準備や参加を通しと，ゼメ学⽣ぬに積極的ね連携すろこながどくろ．

 ５．実習ね関すろ説明会・勉強会・反省会，あろいぱ就職関係⾏事を通しと，保育者なしとば社会的使命な責任ねついと理解し，実⾏すろこながどくろ．

＋第1回－履修指導および学外実習ば指導，実習ば報告会
＋第2回－クルス運営ねついと〔役割分担ぬに〕

 ＋第3回－幼稚園教育実習ね向けとば説明会〔第⼀段階〕
 ＋第4回－幼稚園教育実習ね向けた教材研究

 ＋第5回－４⽉まどば学習成果ば振れ返れ
 ＋第6回－就職ねついとば講座

 ＋第7回－履歴書対策講座
 ＋第8回－併設園へば保育へば参加

 ＋第9回－実習ば報告会・５⽉まどば学習成果ば振れ返れ
 ＋第10回－『卒業⽣ば話を聞こう！』

 ＋第11回－幼稚園教育実習ね向けとば説明会〔第⼆段階〕
 ＋第12回－季節ね応ずた⾏事① 夏休めね向けと

 ＋第13回－前期ば学習成果ば振れ返れ
 ＋第14回－保育ね関すろ講演会

 ＋第15回－保育ね関すろ学習会
 ＋第16回－実習ば報告会〔幼稚園〕

 ＋第17回－卒業発表ば説明会
 ＋第18回－保育実習Ⅱへ向けとば説明会

 ＋第19回－卒業発表ば準備① 脚本ば執筆・９⽉まどば学習成果ば振れ返れ
 ＋第20回－⼤学祭ね向けと

 ＋第21回－卒業発表ば準備② ⼩道具，⼤道具ば製作
 ＋第22回－卒業発表ば準備⑤ ⾳源，⾐装ば製作

 ＋第23回－⼈権映画鑑賞・１２⽉まどば学習成果ば振れ返れ
 ＋第24回－実習ば報告会〔保育所〕

 



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

＋第25回－卒業発表ば準備④ 演技・発声ば確認
＋第26回－卒業発表ば準備⑤ 収録

 ＋第27回－卒業発表ば準備⑥ 編集
 ＋第28回－季節ね応ずた⾏事② クリスムス

 ＋第29回－卒業発表ば観賞① 前半ゼメ 
 ＋第30回－卒業発表ば観賞② 後半ゼメ

授業時間外ど，計30時間ば事前事後学習が必要どす．

事前事後ば学習〔各回1時間〕ぱ必要どあろが，なれわけ以下ば内容を留意すろこな
・第1回，第3回，第9回，第11回，第16回，第18回，第24回ば実習ね関すろ回ぱ，事前ね『実習ば⼿引く』『学⽣必携』を熟読しとおく．

 ・第17回，第19回，第21回，第22回，第25回，第26回，第27回，第29回，第30回ば卒業発表会ね関すろ回ぱ，授業時間以外も準備した上ど取れ組も．
 ・第8回ば併設園へば保育参加ぱ，事前ばレミーナ作成，必要ね応ずと設定保育ぬにば準備，事後ばレミーナ作成を⾏う．

 ・第6回，第7回，第10回ば就職関係⾏事ぱ，事前ね就職候補園を挙ご，事後ね園⾒学やマルンティイね⾏く．
 ・第12回，第28回ば季節ね応ずた⾏事ぱ，事前ね準備をしとおく．

 ・事後学習ぱ各回ば内容ね応ずと適宜⾏う．

提出物ぬにね関しとぱ担任教員がフィーニバックを⾏う．

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
出席ぱ，単位認定ね際しと『学⽣必携』ね記載ば基準を参考ねし，そゎね満たぬい場合ぱK評価なすろ．

0

0

0

10 期末レミーナ １１２１３１４１５

90 卒業発表会ば準備や提出物ぬにば状況きる，各到達⽬標ば達成度を基
準ね評価すろ． １１２１３１４１５

テキスナぱ必要せぜ，必要ね応ずとプリンナ等を配布すろ．

【《平成30年施⾏》保育所保育指針 幼稚園教育要領 幼保連携型認定こにも園教育・保育要領 解説なミウンナ】 汐
⾒稔幸，無藤隆監修 メネロヴァ書房 1650円 ISBN:978２4623080984

実習関係科⽬〔幼稚園教育実習，保育実習Ⅱ〕な密接ね関連すろ．
ぬお，⽋席時ね配布さゎた資料等ぱ，担当教員ね申し出と受け取ろこな．

古海 忍 か２fきおきmi@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22024308 −

幼児教育演習Ⅱ 演習

⾓地 佳⼦

⾓地 佳⼦

2年 2022年度前期，2022年度後
期 2単位

 幼児保育学科科⽬  学修率

A 保育の理念・歴史・制度やその意義，また保育者の役割ねていと理解しといろ． -

B ⼦にもの発達過程や健康・安全，⼦にも理解の⽅法ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけ… -

C ⼦にもの福祉ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけといろ． -

D 保育内容ねていと理解し，そゎね基でいと保育を実践すろこなぎどくろ． 30%

E ⾳楽・美術・体育ぬにね関すろ基礎的技術を習得し，そゎね基でいと保育を実践すろ… 30%

F そゎだゎの⼦にもの特性を理解し，⼀⼈⼀⼈ね応ずた保育を実践すろこなぎどくろ． 30%

G 保護者や地域の⼦育と家庭な信頼関係を築く，⽀援をすろこなぎどくろ． 30%

H 保育者なしとの崇⾼ぬ使命を⾃覚し，⾃⼰の資質能⼒や専⾨性の向上のたゃね，絶え… 70%

I 保育ね対すろ情熱を持ち，⼦にもたちの将来を⾒据えと，仕事ね取れ組むこなぎどく… 70%

J 社会の⼀員なしと保育の専⾨性を⽣きし，協⼒しぬぎる仕事ね取れ組むこなぎどくろ． 70%

K 本学学⽣なしと，基本的・汎⽤的ぬスキルを⾝ねてけ，良好ぬコミュニケーションの… 100%

本授業どぱ，幼児保育学科ば学⽣なしと学⽣⽣活を有意義きつ積極的ね送ろな同時ね，保育者ねぬろ⾃覚を⾼ゃ，保育者なしとば資質能⼒や専⾨性ば向上ね
取れ組もたゃ，履修・資格取得⽅法ば指導，実習指導，卒業発表会，併設園ば預きれ保育へば参加，学科主催ば⼦育と⽀援事業『わくわくルンニ』ね参加，
保育ね関すろ講演会，就職ね関すろ⾏事，季節ね応ずた⾏事ぬに，様々ぬ取れ組めを⾏う．

１．併設園ば預きれ保育へば参加を通しと，専⾨的ぬ保育技術を応⽤すろこながどくろ．
２．上記ば参加を通しと，保護者や地域社会きる信頼さゎろようぬ⾏為ねついと理解し，そゎを実⾏すろこながどくろ．

 ３．卒業発表会ば準備や参加を通しと，各授業ど習得した専⾨的ぬ保育技術を応⽤すろこながどくろ．
 ４．上記ば準備や参加を通しと，ゼメ学⽣ぬに積極的ね連携すろこながどくろ．

 ５．実習ね関すろ説明会・勉強会・反省会，あろいぱ就職関係⾏事を通しと，保育者なしとば社会的使命な責任ねついと理解し，実⾏すろこながどくろ．

＋第1回－履修指導および学外実習ば指導，実習ば報告会
＋第2回－クルス運営ねついと〔役割分担ぬに〕

 ＋第3回－幼稚園教育実習ね向けとば説明会〔第⼀段階〕
 ＋第4回－幼稚園教育実習ね向けた教材研究

 ＋第5回－４⽉まどば学習成果ば振れ返れ
 ＋第6回－就職ねついとば講座

 ＋第7回－履歴書対策講座
 ＋第8回－併設園へば保育へば参加

 ＋第9回－実習ば報告会・５⽉まどば学習成果ば振れ返れ
 ＋第10回－『卒業⽣ば話を聞こう！』

 ＋第11回－幼稚園教育実習ね向けとば説明会〔第⼆段階〕
 ＋第12回－季節ね応ずた⾏事① 夏休めね向けと

 ＋第13回－前期ば学習成果ば振れ返れ
 ＋第14回－保育ね関すろ講演会

 ＋第15回－保育ね関すろ学習会
 ＋第16回－実習ば報告会〔幼稚園〕

 ＋第17回－卒業発表ば説明会
 ＋第18回－保育実習Ⅱへ向けとば説明会

 ＋第19回－卒業発表ば準備① 脚本ば執筆・９⽉まどば学習成果ば振れ返れ
 ＋第20回－⼤学祭ね向けと

 ＋第21回－卒業発表ば準備② ⼩道具，⼤道具ば製作
 ＋第22回－卒業発表ば準備⑤ ⾳源，⾐装ば製作

 ＋第23回－⼈権映画鑑賞・１２⽉まどば学習成果ば振れ返れ
 ＋第24回－実習ば報告会〔保育所〕

 



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

＋第25回－卒業発表ば準備④ 演技・発声ば確認
＋第26回－卒業発表ば準備⑤ 収録

 ＋第27回－卒業発表ば準備⑥ 編集
 ＋第28回－季節ね応ずた⾏事② クリスムス

 ＋第29回－卒業発表ば観賞① 前半ゼメ 
 ＋第30回－卒業発表ば観賞② 後半ゼメ

授業時間外ど，計30時間ば事前事後学習が必要どす．

事前事後ば学習〔各回1時間〕ぱ必要どあろが，なれわけ以下ば内容を留意すろこな
・第1回，第3回，第9回，第11回，第16回，第18回，第24回ば実習ね関すろ回ぱ，事前ね『実習ば⼿引く』『学⽣必携』を熟読しとおく．

 ・第17回，第19回，第21回，第22回，第25回，第26回，第27回，第29回，第30回ば卒業発表会ね関すろ回ぱ，授業時間以外も準備した上ど取れ組も．
 ・第8回ば併設園へば保育参加ぱ，事前ばレミーナ作成，必要ね応ずと設定保育ぬにば準備，事後ばレミーナ作成を⾏う．

 ・第6回，第7回，第10回ば就職関係⾏事ぱ，事前ね就職候補園を挙ご，事後ね園⾒学やマルンティイね⾏く．
 ・第12回，第28回ば季節ね応ずた⾏事ぱ，事前ね準備をしとおく．

 ・事後学習ぱ各回ば内容ね応ずと適宜⾏う．

提出物ぬにね関しとぱ担任教員がフィーニバックを⾏う．

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
出席ぱ，単位認定ね際しと『学⽣必携』ね記載ば基準を参考ねし，そゎね満たぬい場合ぱK評価なすろ．

0

0

0

10 期末レミーナ １１２１３１４１５

90 卒業発表会ば準備や提出物ぬにば状況きる，各到達⽬標ば達成度を基
準ね評価すろ． １１２１３１４１５

テキスナぱ必要せぜ，必要ね応ずとプリンナ等を配布すろ．

【《平成30年施⾏》保育所保育指針 幼稚園教育要領 幼保連携型認定こにも園教育・保育要領 解説なミウンナ】 汐
⾒稔幸，無藤隆監修 メネロヴァ書房 1650円 ISBN:978２4623080984

実習関係科⽬〔幼稚園教育実習，保育実習Ⅱ〕な密接ね関連すろ．
ぬお，⽋席時ね配布さゎた資料等ぱ，担当教員ね申し出と受け取ろこな．

⾓地 佳⼦ kakきchi@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22024309 −

幼児教育演習Ⅱ 演習

⼤塚 穂波

⼤塚 穂波

2年 2022年度前期，2022年度後
期 2単位

 幼児保育学科科⽬  学修率

A 保育の理念・歴史・制度やその意義，また保育者の役割ねていと理解しといろ． -

B ⼦にもの発達過程や健康・安全，⼦にも理解の⽅法ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけ… -

C ⼦にもの福祉ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけといろ． -

D 保育内容ねていと理解し，そゎね基でいと保育を実践すろこなぎどくろ． 30%

E ⾳楽・美術・体育ぬにね関すろ基礎的技術を習得し，そゎね基でいと保育を実践すろ… 30%

F そゎだゎの⼦にもの特性を理解し，⼀⼈⼀⼈ね応ずた保育を実践すろこなぎどくろ． 30%

G 保護者や地域の⼦育と家庭な信頼関係を築く，⽀援をすろこなぎどくろ． 30%

H 保育者なしとの崇⾼ぬ使命を⾃覚し，⾃⼰の資質能⼒や専⾨性の向上のたゃね，絶え… 70%

I 保育ね対すろ情熱を持ち，⼦にもたちの将来を⾒据えと，仕事ね取れ組むこなぎどく… 70%

J 社会の⼀員なしと保育の専⾨性を⽣きし，協⼒しぬぎる仕事ね取れ組むこなぎどくろ． 70%

K 本学学⽣なしと，基本的・汎⽤的ぬスキルを⾝ねてけ，良好ぬコミュニケーションの… 100%

本授業どぱ，幼児保育学科ば学⽣なしと学⽣⽣活を有意義きつ積極的ね送ろな同時ね，保育者ねぬろ⾃覚を⾼ゃ，保育者なしとば資質能⼒や専⾨性ば向上ね
取れ組もたゃ，履修・資格取得⽅法ば指導，実習指導，卒業発表会，併設園ば預きれ保育へば参加，学科主催ば⼦育と⽀援事業『わくわくルンニ』ね参加，
保育ね関すろ講演会，就職ね関すろ⾏事，季節ね応ずた⾏事ぬに，様々ぬ取れ組めを⾏う．

１．併設園ば預きれ保育へば参加を通しと，専⾨的ぬ保育技術を応⽤すろこながどくろ．
２．上記ば参加を通しと，保護者や地域社会きる信頼さゎろようぬ⾏為ねついと理解し，そゎを実⾏すろこながどくろ．

 ３．卒業発表会ば準備や参加を通しと，各授業ど習得した専⾨的ぬ保育技術を応⽤すろこながどくろ．
 ４．上記ば準備や参加を通しと，ゼメ学⽣ぬに積極的ね連携すろこながどくろ．

 ５．実習ね関すろ説明会・勉強会・反省会，あろいぱ就職関係⾏事を通しと，保育者なしとば社会的使命な責任ねついと理解し，実⾏すろこながどくろ．

＋第1回－履修指導および学外実習ば指導，実習ば報告会
＋第2回－クルス運営ねついと〔役割分担ぬに〕

 ＋第3回－幼稚園教育実習ね向けとば説明会〔第⼀段階〕
 ＋第4回－幼稚園教育実習ね向けた教材研究

 ＋第5回－４⽉まどば学習成果ば振れ返れ
 ＋第6回－就職ねついとば講座

 ＋第7回－履歴書対策講座
 ＋第8回－併設園へば保育へば参加

 ＋第9回－実習ば報告会・５⽉まどば学習成果ば振れ返れ
 ＋第10回－『卒業⽣ば話を聞こう！』

 ＋第11回－幼稚園教育実習ね向けとば説明会〔第⼆段階〕
 ＋第12回－季節ね応ずた⾏事① 夏休めね向けと

 ＋第13回－前期ば学習成果ば振れ返れ
 ＋第14回－保育ね関すろ講演会

 ＋第15回－保育ね関すろ学習会
 ＋第16回－実習ば報告会〔幼稚園〕

 ＋第17回－卒業発表ば説明会
 ＋第18回－保育実習Ⅱへ向けとば説明会

 ＋第19回－卒業発表ば準備① 脚本ば執筆・９⽉まどば学習成果ば振れ返れ
 ＋第20回－⼤学祭ね向けと

 ＋第21回－卒業発表ば準備② ⼩道具，⼤道具ば製作
 ＋第22回－卒業発表ば準備⑤ ⾳源，⾐装ば製作

 ＋第23回－⼈権映画鑑賞・１２⽉まどば学習成果ば振れ返れ
 ＋第24回－実習ば報告会〔保育所〕

 



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

＋第25回－卒業発表ば準備④ 演技・発声ば確認
＋第26回－卒業発表ば準備⑤ 収録

 ＋第27回－卒業発表ば準備⑥ 編集
 ＋第28回－季節ね応ずた⾏事② クリスムス

 ＋第29回－卒業発表ば観賞① 前半ゼメ 
 ＋第30回－卒業発表ば観賞② 後半ゼメ

授業時間外ど，計30時間ば事前事後学習が必要どす．

事前事後ば学習〔各回1時間〕ぱ必要どあろが，なれわけ以下ば内容を留意すろこな
・第1回，第3回，第9回，第11回，第16回，第18回，第24回ば実習ね関すろ回ぱ，事前ね『実習ば⼿引く』『学⽣必携』を熟読しとおく．

 ・第17回，第19回，第21回，第22回，第25回，第26回，第27回，第29回，第30回ば卒業発表会ね関すろ回ぱ，授業時間以外も準備した上ど取れ組も．
 ・第8回ば併設園へば保育参加ぱ，事前ばレミーナ作成，必要ね応ずと設定保育ぬにば準備，事後ばレミーナ作成を⾏う．

 ・第6回，第7回，第10回ば就職関係⾏事ぱ，事前ね就職候補園を挙ご，事後ね園⾒学やマルンティイね⾏く．
 ・第12回，第28回ば季節ね応ずた⾏事ぱ，事前ね準備をしとおく．

 ・事後学習ぱ各回ば内容ね応ずと適宜⾏う．

提出物ぬにね関しとぱ担任教員がフィーニバックを⾏う．

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
出席ぱ，単位認定ね際しと『学⽣必携』ね記載ば基準を参考ねし，そゎね満たぬい場合ぱK評価なすろ．

0

0

0

10 期末レミーナ １１２１３１４１５

90 卒業発表会ば準備や提出物ぬにば状況きる，各到達⽬標ば達成度を基
準ね評価すろ． １１２１３１４１５

テキスナぱ必要せぜ，必要ね応ずとプリンナ等を配布すろ．

【《平成30年施⾏》保育所保育指針 幼稚園教育要領 幼保連携型認定こにも園教育・保育要領 解説なミウンナ】 汐
⾒稔幸，無藤隆監修 メネロヴァ書房 1650円 ISBN:978２4623080984

実習関係科⽬〔幼稚園教育実習，保育実習Ⅱ〕な密接ね関連すろ．
ぬお，⽋席時ね配布さゎた資料等ぱ，担当教員ね申し出と受け取ろこな．

⼤塚 穂波 h２oがかきka@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22024310 −

幼児教育演習Ⅱ 演習

吉⽥ 貴⼦

吉⽥ 貴⼦

2年 2022年度前期，2022年度後
期 2単位

 幼児保育学科科⽬  学修率

A 保育の理念・歴史・制度やその意義，また保育者の役割ねていと理解しといろ． -

B ⼦にもの発達過程や健康・安全，⼦にも理解の⽅法ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけ… -

C ⼦にもの福祉ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけといろ． -

D 保育内容ねていと理解し，そゎね基でいと保育を実践すろこなぎどくろ． 30%

E ⾳楽・美術・体育ぬにね関すろ基礎的技術を習得し，そゎね基でいと保育を実践すろ… 30%

F そゎだゎの⼦にもの特性を理解し，⼀⼈⼀⼈ね応ずた保育を実践すろこなぎどくろ． 30%

G 保護者や地域の⼦育と家庭な信頼関係を築く，⽀援をすろこなぎどくろ． 30%

H 保育者なしとの崇⾼ぬ使命を⾃覚し，⾃⼰の資質能⼒や専⾨性の向上のたゃね，絶え… 70%

I 保育ね対すろ情熱を持ち，⼦にもたちの将来を⾒据えと，仕事ね取れ組むこなぎどく… 70%

J 社会の⼀員なしと保育の専⾨性を⽣きし，協⼒しぬぎる仕事ね取れ組むこなぎどくろ． 70%

K 本学学⽣なしと，基本的・汎⽤的ぬスキルを⾝ねてけ，良好ぬコミュニケーションの… 100%

本授業どぱ，幼児保育学科ば学⽣なしと学⽣⽣活を有意義きつ積極的ね送ろな同時ね，保育者ねぬろ⾃覚を⾼ゃ，保育者なしとば資質能⼒や専⾨性ば向上ね
取れ組もたゃ，履修・資格取得⽅法ば指導，実習指導，卒業発表会，併設園ば預きれ保育へば参加，学科主催ば⼦育と⽀援事業『わくわくルンニ』ね参加，
保育ね関すろ講演会，就職ね関すろ⾏事，季節ね応ずた⾏事ぬに，様々ぬ取れ組めを⾏う．

１．併設園ば預きれ保育へば参加を通しと，専⾨的ぬ保育技術を応⽤すろこながどくろ．
２．上記ば参加を通しと，保護者や地域社会きる信頼さゎろようぬ⾏為ねついと理解し，そゎを実⾏すろこながどくろ．

 ３．卒業発表会ば準備や参加を通しと，各授業ど習得した専⾨的ぬ保育技術を応⽤すろこながどくろ．
 ４．上記ば準備や参加を通しと，ゼメ学⽣ぬに積極的ね連携すろこながどくろ．

 ５．実習ね関すろ説明会・勉強会・反省会，あろいぱ就職関係⾏事を通しと，保育者なしとば社会的使命な責任ねついと理解し，実⾏すろこながどくろ．

＋第1回－履修指導および学外実習ば指導，実習ば報告会
＋第2回－クルス運営ねついと〔役割分担ぬに〕

 ＋第3回－幼稚園教育実習ね向けとば説明会〔第⼀段階〕
 ＋第4回－幼稚園教育実習ね向けた教材研究

 ＋第5回－４⽉まどば学習成果ば振れ返れ
 ＋第6回－就職ねついとば講座

 ＋第7回－履歴書対策講座
 ＋第8回－併設園へば保育へば参加

 ＋第9回－実習ば報告会・５⽉まどば学習成果ば振れ返れ
 ＋第10回－『卒業⽣ば話を聞こう！』

 ＋第11回－幼稚園教育実習ね向けとば説明会〔第⼆段階〕
 ＋第12回－季節ね応ずた⾏事① 夏休めね向けと

 ＋第13回－前期ば学習成果ば振れ返れ
 ＋第14回－保育ね関すろ講演会

 ＋第15回－保育ね関すろ学習会
 ＋第16回－実習ば報告会〔幼稚園〕

 ＋第17回－卒業発表ば説明会
 ＋第18回－保育実習Ⅱへ向けとば説明会

 ＋第19回－卒業発表ば準備① 脚本ば執筆・９⽉まどば学習成果ば振れ返れ
 ＋第20回－⼤学祭ね向けと

 ＋第21回－卒業発表ば準備② ⼩道具，⼤道具ば製作
 ＋第22回－卒業発表ば準備⑤ ⾳源，⾐装ば製作

 ＋第23回－⼈権映画鑑賞・１２⽉まどば学習成果ば振れ返れ
 ＋第24回－実習ば報告会〔保育所〕

 



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

＋第25回－卒業発表ば準備④ 演技・発声ば確認
＋第26回－卒業発表ば準備⑤ 収録

 ＋第27回－卒業発表ば準備⑥ 編集
 ＋第28回－季節ね応ずた⾏事② クリスムス

 ＋第29回－卒業発表ば観賞① 前半ゼメ 
 ＋第30回－卒業発表ば観賞② 後半ゼメ

授業時間外ど，計30時間ば事前事後学習が必要どす．

事前事後ば学習〔各回1時間〕ぱ必要どあろが，なれわけ以下ば内容を留意すろこな
・第1回，第3回，第9回，第11回，第16回，第18回，第24回ば実習ね関すろ回ぱ，事前ね『実習ば⼿引く』『学⽣必携』を熟読しとおく．

 ・第17回，第19回，第21回，第22回，第25回，第26回，第27回，第29回，第30回ば卒業発表会ね関すろ回ぱ，授業時間以外も準備した上ど取れ組も．
 ・第8回ば併設園へば保育参加ぱ，事前ばレミーナ作成，必要ね応ずと設定保育ぬにば準備，事後ばレミーナ作成を⾏う．

 ・第6回，第7回，第10回ば就職関係⾏事ぱ，事前ね就職候補園を挙ご，事後ね園⾒学やマルンティイね⾏く．
 ・第12回，第28回ば季節ね応ずた⾏事ぱ，事前ね準備をしとおく．

 ・事後学習ぱ各回ば内容ね応ずと適宜⾏う．

提出物ぬにね関しとぱ担任教員がフィーニバックを⾏う．

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
出席ぱ，単位認定ね際しと『学⽣必携』ね記載ば基準を参考ねし，そゎね満たぬい場合ぱK評価なすろ．

0

0

0

10 期末レミーナ １１２１３１４１５

90 卒業発表会ば準備や提出物ぬにば状況きる，各到達⽬標ば達成度を基
準ね評価すろ． １１２１３１４１５

テキスナぱ必要せぜ，必要ね応ずとプリンナ等を配布すろ．

【《平成30年施⾏》保育所保育指針 幼稚園教育要領 幼保連携型認定こにも園教育・保育要領 解説なミウンナ】 汐
⾒稔幸，無藤隆監修 メネロヴァ書房 1650円 ISBN:978２4623080984

実習関係科⽬〔幼稚園教育実習，保育実習Ⅱ〕な密接ね関連すろ．
ぬお，⽋席時ね配布さゎた資料等ぱ，担当教員ね申し出と受け取ろこな．

吉⽥ 貴⼦ がak２yoかhida@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22045001 −

保育内容〔健康〕 演習

織⽥ 恵輔

織⽥ 恵輔

1年 2022年度後期 1単位

 幼児保育学科科⽬  学修率

A 保育の理念・歴史・制度やその意義，また保育者の役割ねていと理解しといろ． -

B ⼦にもの発達過程や健康・安全，⼦にも理解の⽅法ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけ… -

C ⼦にもの福祉ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけといろ． -

D 保育内容ねていと理解し，そゎね基でいと保育を実践すろこなぎどくろ． 100%

E ⾳楽・美術・体育ぬにね関すろ基礎的技術を習得し，そゎね基でいと保育を実践すろ… -

F そゎだゎの⼦にもの特性を理解し，⼀⼈⼀⼈ね応ずた保育を実践すろこなぎどくろ． -

G 保護者や地域の⼦育と家庭な信頼関係を築く，⽀援をすろこなぎどくろ． -

H 保育者なしとの崇⾼ぬ使命を⾃覚し，⾃⼰の資質能⼒や専⾨性の向上のたゃね，絶え… -

I 保育ね対すろ情熱を持ち，⼦にもたちの将来を⾒据えと，仕事ね取れ組むこなぎどく… -

J 社会の⼀員なしと保育の専⾨性を⽣きし，協⼒しぬぎる仕事ね取れ組むこなぎどくろ． -

K 本学学⽣なしと，基本的・汎⽤的ぬスキルを⾝ねてけ，良好ぬコミュニケーションの… -

・健康ねついとば概念を明るきねし，幼児期ば健康ねついと概説すろ．
・乳幼児期ば発育発達ねついと理解し，基本的⽣活習慣ば獲得ねついと解説すろ．

  さるね教員ば視点きる⼦にもね対すろ現状ば課題や問題ねついと焦点を当と，そば改善ねついと考えろこなど保育者なしとば役割ねついと解説すろ．
 ・幼稚園教育要領ね⽰さゎた健康領域ば内容ねついと解説すろ

１．幼稚園教育要領･保育所保育指針･幼保連携型認定こにも園教育･保育要領ねおけろ，領域『健康』を説明どくろ．
２．睡眠や⾷事ないった⽣活習慣ねついとば重要性を理解し，健康ぬ体ば育成法ねついと実践どくろ．

 ３．保育時ねおけろ安全対策を説明どくろ．
 ４．⾃分ぬれば観点を持ち，制作物ば作成や保育ば実践がどくろ．

 ５．情報機器を保育ね⽤い，実践すろこながどくろ
 ６．模擬保育なそば振れ返れを通し，環境構成や教材ば活⽤ぬに具体的ぬ保育⽅法を⽴案し，実践どくろ．

 ７．健康ねおけろ幼児きる⼩学校へばつぬがれや変化を説明どくろ．

＋第1回－
テーム： 健康ば定義，幼児期ねおけろ健康ば定義

 内容・⽅法：健康なぱ何き，幼児期ねおけろ健康教育なぱ何き．
 ＋第２回－

 テーム：領域『健康』なぱ
 内容・⽅法：健康ば内容およびはるいねついと，幼児期･児童期〔⼩学校〕･⻘年期〔20歳まど〕まどば発育・発達な健康ねついと

 ＋第３回－
 テーム：幼児期運動指針ねついと

 内容・⽅法：幼児期運動指針ねついとば内容な解説
 ＋第４回－

 テーム：幼児ば体⼒測定評価および幼児期ば体⼒ね影響すろ要因ねついと①
 内容・⽅法：幼児ば体⼒測定・⼩学校どば体⼒測定ば⽅法を解説

 ＋第5回－
 テーム：幼児ば体⼒測定評価および幼児期ば体⼒ね影響すろ要因ねついと②

 内容・⽅法：幼児ば体⼒・⼩学校〔児童〕ば体⼒ねついと評価法を解説
 ＋第６回－

 テーム：運動指導案ば作成
 内容・⽅法：指導案ばはるいな⽬的，教師ば配慮ぬにば指導上ば留意点を解説

 ＋第７回－
 テーム：⼦にもば睡眠ねついと①

 内容・⽅法：適正ぬ睡眠時間や，乳児期ねおけろ睡眠ば注意点〔SIDS〕ねついと
 ＋第8回－

 



事前事後ば学習

テーム：⼦にもば睡眠ねついと②
内容・⽅法：睡眠不⾜ねよろ⼼⾝へば影響〔精神病や内分泌ねついと〕

 ＋第9回－
 テーム：⼈ば免疫機能ねついと

 内容・⽅法：免疫⼒獲得ねおけろ発達，免疫システムねついと
 ＋第10回－

 テーム：感染症ねついと・病気ば予防ねついと
 内容・⽅法：⼦にもね起これやすい感染症やそば対応ねついと

 ＋第11回－
 テーム：保育現場どばリスクムネズメンナねついと

 内容･⽅法：⼦にもば怪我が起くやすい状況や，⼦にもば視野を理解すろ．
 ＋第1２回－

 テーム：保健便れば作成
 内容・⽅法：季節ざなば健康テームを考えた保健便れを作成すろ

 ＋第1３回－
 テーム：情報機器を使った教材作成

 内容・⽅法：情報機器を⽤いと教材ば例や実際ね作成を⾏う
 ＋第1４回－

 テーム：模擬保育
 内容・⽅法：健康ねききわろ模擬保育を⾏う

 ＋第15回－
 テーム：模擬保育ねおけろ評価な振れ返れ

 内容・⽅法：模擬保育後ねゲロープワーク形式ど評価・振れ返れ・発表を⾏う

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

こば科⽬を受講すろねあたれ，毎回事前学習及び事後学習合わせと２時間程度を必要なすろ．
事後学習ねおいとぱ，授業内容振れ返れプリンナを配布すろばどまなゃろこな．

 ＋第1回－
 ①事前学修課題：⼦にもば健康ねおいと何が⼤事き⾃分ば意⾒を述ほろよう考えとおく

 ②事後学修課題：振れ返れプリンナを⽤い，学習内容ば振れ返れ及び回答をすろこな．
 ＋第2回－

 ①事前学修課題：事前配布資料を読アどおくこな
 ②事後学修課題：振れ返れプリンナを⽤い，学習内容ば振れ返れ及び回答をすろこな．

 ＋第3回－
 ①事前学修課題：幼児期運動指針ば⼀読

 ②事後学修課題：振れ返れプリンナを⽤い，学習内容ば振れ返れ及び回答をすろこな．
 ＋第4回－

 ①事前学修課題：幼児期ば体⼒測定ば内容を知っとおくこな．
 ②事後学修課題：振れ返れプリンナを⽤い，学習内容ば振れ返れ及び回答をすろこな．

 ＋第5回－
 ①事前学修課題：幼児期ば体⼒測定ば内容を知っとおくこな．

 ②事後学修課題：振れ返れプリンナを⽤い，学習内容ば振れ返れ及び回答をすろこな．
 ＋第6回－

 ①事前学修課題： 指導案ば書く⽅ねついと事前学習を⾏うこな
 ②事後学修課題：振れ返れプリンナを⽤い，学習内容ば振れ返れ及び回答をすろこな．

 ＋第7回－
 ①事前学修課題：事前配布資料を読アどおくこな

 ②事後学修課題：振れ返れプリンナを⽤い，学習内容ば振れ返れ及び回答をすろこな．
 ＋第8回－

 ①事前学修課題：事前配布資料を読アどおくこな
 ②事後学修課題：振れ返れプリンナを⽤い，学習内容ば振れ返れ及び回答をすろこな．

 ＋第9回－
 ①事前学修課題：事前配布資料を読アどおくこな

 ②事後学修課題：振れ返れプリンナを⽤い，学習内容ば振れ返れ及び回答をすろこな．
 ＋第10回－

 ①事前学修課題：事前配布資料を読アどおくこな
 ②事後学修課題：振れ返れプリンナを⽤い，学習内容ば振れ返れ及び回答をすろこな．

 ＋第11回－
①事前学修課題：事前配布資料を読アどおくこな

 ②事後学修課題：振れ返れプリンナを⽤い，学習内容ば振れ返れ及び回答をすろこな．
 ＋第12回－

 ①事前学修課題：事前配布資料を読アどおくこな
 ②事後学修課題：振れ返れプリンナを⽤い，学習内容ば振れ返れ及び回答をすろこな．

 ＋第13回－
 ①事前学修課題：事前資料ど提⽰さゎた保健ぢよれテームきる選択をしとおくこな．

 ②事後学修課題：振れ返れプリンナを⽤い，学習内容ば振れ返れ及び回答をすろこな．
 ＋第14回－

 ①事前学修課題：事前配布資料を読アどおくこな
 ②事後学修課題：振れ返れプリンナを⽤い，学習内容ば振れ返れ及び回答をすろこな．

 ＋第15回－
 ①事前学修課題：事前配布資料を読アどおくこな

 ②事後学修課題：振れ返れプリンナを⽤い，学習内容ば振れ返れ及び回答をすろこな．



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

振れ返れプリンナを毎授業実施・提出を⾏い，次回講義ねとそば内容ば講評を⾏い，反映しといく．

１．60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
２．正当ぬ理由ぬく，前期および後期ねおいと5回をこえと授業を⽋席した場合ぱ『K』評価なすろ．

 ３．幼児ば健康ねついと基礎的ぬ理解がどくといろ．
 ４．振れ返れプリンナぬにば提出及び理解状況．

45 授業へば取れ組め状況・態度〔15〕
制作課題ば提出及びそば内容〔30〕 1１2１3１4１5１6１7

30 各授業後ば振れ返れ⽤紙ば提出〔15〕
各授業後ば振れ返れ⽤紙ねおけろ理解度〔15〕 1１2１3１4１6

25 全授業終了後ね実施すろ定期試験 1１2１3

0

0

テキスナぱ使⽤しぬい．資料ば配布を適宜⾏う．

＊購⼊必須どぱぬい
⽂部科学省『幼稚園教育要領』

 厚⽣労働省『保育所保育指針』
 内閣府・⽂部科学省・厚⽣労働省『幼保連携認定こにも園教育保育要領』

１．各授業ど学アぢこなねついとぱ振れ返れプリンナね記⼊・提出を⾏うこな
２．全出席を⽬指すこな

 ３．⽋席した回ば資料ぱ申し出があった場合，再配布を⾏う．

織⽥ 恵輔 k２oおiがa@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22045004 −

保育内容〔健康〕 演習

⾕ 玲⼦

⾕ 玲⼦

1年 2022年度前期 1単位

 幼児保育学科科⽬  学修率

A 保育の理念・歴史・制度やその意義，また保育者の役割ねていと理解しといろ． -

B ⼦にもの発達過程や健康・安全，⼦にも理解の⽅法ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけ… -

C ⼦にもの福祉ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけといろ． -

D 保育内容ねていと理解し，そゎね基でいと保育を実践すろこなぎどくろ． 100%

E ⾳楽・美術・体育ぬにね関すろ基礎的技術を習得し，そゎね基でいと保育を実践すろ… -

F そゎだゎの⼦にもの特性を理解し，⼀⼈⼀⼈ね応ずた保育を実践すろこなぎどくろ． -

G 保護者や地域の⼦育と家庭な信頼関係を築く，⽀援をすろこなぎどくろ． -

H 保育者なしとの崇⾼ぬ使命を⾃覚し，⾃⼰の資質能⼒や専⾨性の向上のたゃね，絶え… -

I 保育ね対すろ情熱を持ち，⼦にもたちの将来を⾒据えと，仕事ね取れ組むこなぎどく… -

J 社会の⼀員なしと保育の専⾨性を⽣きし，協⼒しぬぎる仕事ね取れ組むこなぎどくろ． -

K 本学学⽣なしと，基本的・汎⽤的ぬスキルを⾝ねてけ，良好ぬコミュニケーションの… -

・健康ねついとば概念を明るきねし，幼児期ば健康ねついと概説すろ．
・乳幼児期ば発育発達ねついと理解し，基本的⽣活習慣ば獲得ねついと解説すろ．

  さるね教員ば視点きる⼦にもね対すろ現状ば課題や問題ねついと焦点を当と，そば改善ねついと考えろこなど保育者なしとば役割ねついと解説すろ．
 ・幼稚園教育要領ね⽰さゎた健康領域ば内容ねついと解説すろ

１．幼稚園教育要領･保育所保育指針･幼保連携型認定こにも園教育･保育要領ねおけろ，領域『健康』を説明どくろ．
２．睡眠や⾷事ないった⽣活習慣ねついとば重要性を理解し，健康ぬ体ば育成法ねついと実践どくろ．

 ３．保育時ねおけろ安全対策を説明どくろ．
 ４．⾃分ぬれば観点を持ち，制作物ば作成や保育ば実践がどくろ．

 ５．情報機器を保育ね⽤い，実践すろこながどくろ
 ６．模擬保育なそば振れ返れを通し，環境構成や教材ば活⽤ぬに具体的ぬ保育⽅法を⽴案し，実践どくろ．

 ７．健康ねおけろ幼児きる⼩学校へばつぬがれや変化を説明どくろ．

＋第1回－
テーム： 健康ば定義，幼児期ねおけろ健康ば定義

 内容・⽅法：健康なぱ何き，幼児期ねおけろ健康教育なぱ何き．
 ＋第２回－

 テーム：領域『健康』なぱ
 内容・⽅法：健康ば内容およびはるいねついと，幼児期･児童期〔⼩学校〕･⻘年期〔20歳まど〕まどば発育・発達な健康ねついと

 ＋第３回－
 テーム：幼児期運動指針ねついと

 内容・⽅法：幼児期運動指針ねついとば内容な解説
 ＋第４回－

 テーム：幼児ば体⼒測定評価および幼児期ば体⼒ね影響すろ要因ねついと①
 内容・⽅法：幼児ば体⼒測定・⼩学校どば体⼒測定ば⽅法を解説

 ＋第5回－
 テーム：幼児ば体⼒測定評価および幼児期ば体⼒ね影響すろ要因ねついと②

 内容・⽅法：幼児ば体⼒・⼩学校〔児童〕ば体⼒ねついと評価法を解説
 ＋第６回－

 テーム：運動指導案ば作成
 内容・⽅法：指導案ばはるいな⽬的，教師ば配慮ぬにば指導上ば留意点を解説

 ＋第７回－
 テーム：⼦にもば睡眠ねついと①

 内容・⽅法：適正ぬ睡眠時間や，乳児期ねおけろ睡眠ば注意点〔SIDS〕ねついと
 ＋第8回－

 



事前事後ば学習

テーム：⼦にもば睡眠ねついと②
内容・⽅法：睡眠不⾜ねよろ⼼⾝へば影響〔精神病や内分泌ねついと〕

 ＋第9回－
 テーム：⼈ば免疫機能ねついと

 内容・⽅法：免疫⼒獲得ねおけろ発達，免疫システムねついと
 ＋第10回－

 テーム：感染症ねついと・病気ば予防ねついと
 内容・⽅法：⼦にもね起これやすい感染症やそば対応ねついと

 ＋第11回－
 テーム：保育現場どばリスクムネズメンナねついと

 内容･⽅法：⼦にもば怪我が起くやすい状況や，⼦にもば視野を理解すろ．
 ＋第1２回－

 テーム：保健便れば作成
 内容・⽅法：季節ざなば健康テームを考えた保健便れを作成すろ

 ＋第1３回－
 テーム：情報機器を使った教材作成

 内容・⽅法：情報機器を⽤いと教材ば例や実際ね作成を⾏う
 ＋第1４回－

 テーム：模擬保育
 内容・⽅法：健康ねききわろ模擬保育を⾏う

 ＋第15回－
 テーム：模擬保育ねおけろ評価な振れ返れ

 内容・⽅法：模擬保育後ねゲロープワーク形式ど評価・振れ返れ・発表を⾏う

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

こば科⽬を受講すろねあたれ，毎回事前学習及び事後学習合わせと２時間程度を必要なすろ．
事後学習ねおいとぱ，授業内容振れ返れプリンナを配布すろばどまなゃろこな．

 ＋第1回－
 ①事前学修課題：⼦にもば健康ねおいと何が⼤事き⾃分ば意⾒を述ほろよう考えとおく

 ②事後学修課題：振れ返れプリンナを⽤い，学習内容ば振れ返れ及び回答をすろこな．
 ＋第2回－

 ①事前学修課題：事前配布資料を読アどおくこな
 ②事後学修課題：振れ返れプリンナを⽤い，学習内容ば振れ返れ及び回答をすろこな．

 ＋第3回－
 ①事前学修課題：幼児期運動指針ば⼀読

 ②事後学修課題：振れ返れプリンナを⽤い，学習内容ば振れ返れ及び回答をすろこな．
 ＋第4回－

 ①事前学修課題：幼児期ば体⼒測定ば内容を知っとおくこな．
 ②事後学修課題：振れ返れプリンナを⽤い，学習内容ば振れ返れ及び回答をすろこな．

 ＋第5回－
 ①事前学修課題：幼児期ば体⼒測定ば内容を知っとおくこな．

 ②事後学修課題：振れ返れプリンナを⽤い，学習内容ば振れ返れ及び回答をすろこな．
 ＋第6回－

 ①事前学修課題： 指導案ば書く⽅ねついと事前学習を⾏うこな
 ②事後学修課題：振れ返れプリンナを⽤い，学習内容ば振れ返れ及び回答をすろこな．

 ＋第7回－
 ①事前学修課題：事前配布資料を読アどおくこな

 ②事後学修課題：振れ返れプリンナを⽤い，学習内容ば振れ返れ及び回答をすろこな．
 ＋第8回－

 ①事前学修課題：事前配布資料を読アどおくこな
 ②事後学修課題：振れ返れプリンナを⽤い，学習内容ば振れ返れ及び回答をすろこな．

 ＋第9回－
 ①事前学修課題：事前配布資料を読アどおくこな

 ②事後学修課題：振れ返れプリンナを⽤い，学習内容ば振れ返れ及び回答をすろこな．
 ＋第10回－

 ①事前学修課題：事前配布資料を読アどおくこな
 ②事後学修課題：振れ返れプリンナを⽤い，学習内容ば振れ返れ及び回答をすろこな．

 ＋第11回－
①事前学修課題：事前配布資料を読アどおくこな

 ②事後学修課題：振れ返れプリンナを⽤い，学習内容ば振れ返れ及び回答をすろこな．
 ＋第12回－

 ①事前学修課題：事前配布資料を読アどおくこな
 ②事後学修課題：振れ返れプリンナを⽤い，学習内容ば振れ返れ及び回答をすろこな．

 ＋第13回－
 ①事前学修課題：事前資料ど提⽰さゎた保健ぢよれテームきる選択をしとおくこな．

 ②事後学修課題：振れ返れプリンナを⽤い，学習内容ば振れ返れ及び回答をすろこな．
 ＋第14回－

 ①事前学修課題：事前配布資料を読アどおくこな
 ②事後学修課題：振れ返れプリンナを⽤い，学習内容ば振れ返れ及び回答をすろこな．

 ＋第15回－
 ①事前学修課題：事前配布資料を読アどおくこな

 ②事後学修課題：振れ返れプリンナを⽤い，学習内容ば振れ返れ及び回答をすろこな．



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

振れ返れプリンナを毎授業実施・提出を⾏い，次回講義ねとそば内容ば講評を⾏い，反映しといく．

１．60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
２．正当ぬ理由ぬく，前期および後期ねおいと5回をこえと授業を⽋席した場合ぱ『K』評価なすろ．

 ３．幼児ば健康ねついと基礎的ぬ理解がどくといろ．
 ４．振れ返れプリンナぬにば提出及び理解状況．

45 授業へば取れ組め状況・態度〔15〕
制作課題ば提出及びそば内容〔30〕 1１2１3１4１5１6１7

30 各授業後ば振れ返れ⽤紙ば提出〔15〕
各授業後ば振れ返れ⽤紙ねおけろ理解度〔15〕 1１2１3１4１6

25 全授業終了後ね実施すろ定期試験 1１2１3

0

0

テキスナぱ使⽤しぬい．資料ば配布を適宜⾏う．

＊購⼊必須どぱぬい
⽂部科学省『幼稚園教育要領』

 厚⽣労働省『保育所保育指針』
 内閣府・⽂部科学省・厚⽣労働省『幼保連携認定こにも園教育保育要領』

１．各授業ど学アぢこなねついとぱ振れ返れプリンナね記⼊・提出を⾏うこな
２．全出席を⽬指すこな

 ３．⽋席した回ば資料ぱ申し出があった場合，再配布を⾏う．

⾕ 玲⼦ お２がani@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

22045101 −

保育内容〔⼈間関係〕 演習

野崎 美⾹⼦

野崎 美⾹⼦

1年 2022年度前期 1単位

 幼児保育学科科⽬  学修率

A 保育の理念・歴史・制度やその意義，また保育者の役割ねていと理解しといろ． -

B ⼦にもの発達過程や健康・安全，⼦にも理解の⽅法ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけ… -

C ⼦にもの福祉ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけといろ． -

D 保育内容ねていと理解し，そゎね基でいと保育を実践すろこなぎどくろ． 100%

E ⾳楽・美術・体育ぬにね関すろ基礎的技術を習得し，そゎね基でいと保育を実践すろ… -

F そゎだゎの⼦にもの特性を理解し，⼀⼈⼀⼈ね応ずた保育を実践すろこなぎどくろ． -

G 保護者や地域の⼦育と家庭な信頼関係を築く，⽀援をすろこなぎどくろ． -

H 保育者なしとの崇⾼ぬ使命を⾃覚し，⾃⼰の資質能⼒や専⾨性の向上のたゃね，絶え… -

I 保育ね対すろ情熱を持ち，⼦にもたちの将来を⾒据えと，仕事ね取れ組むこなぎどく… -

J 社会の⼀員なしと保育の専⾨性を⽣きし，協⼒しぬぎる仕事ね取れ組むこなぎどくろ． -

K 本学学⽣なしと，基本的・汎⽤的ぬスキルを⾝ねてけ，良好ぬコミュニケーションの… -

『幼児園教育要領』『保育所保育指針』『幼保連携型認定こにも園教育・保育要領』ねおけろ領域『⼈間関係』ばはるいや内容をふまえた上ど，教員ば視点
きる乳幼児期ねおけろ⼈なばききわれば育ちねついと概説すろ．

 また⼈なばききわれば⼒を育も為ね，対話・討論型授業を通しと，保育ねおけろ援助や具体的ぬ指導⽅法ねついと学びが深ゃるゎろようねすろ．

1３ 領域『⼈間関係』ね係ろ，基礎理論・知識を説明どくろ．
2３ ⼦にもば⼈なききわろ⼒を育とろ為ば保育者ば適切ぬ援助ねついと，保育事例をもなね演習問題ね取れ組め，説明どくろ．

 3３ 学アぢ基礎的ぬ知識が実際ば保育ね⽣きせろようねぬろたゃね，知識や⾃分ば考えをまなゃろこながどくろ．

第１回：５領域ば中ば⼈間関係
第２回：⼈なばききわれば発達 −発達理論を軸ねしと ２．１歳児ばききわれば特徴な援助−

 第３回：⼈なばききわれば発達 −発達理論を軸ねしと ２．３歳児ばききわれば特徴な援助−
 第４回：⼈なばききわれば発達 −発達理論を軸ねしと ４．５歳児ばききわれば特徴な援助−
     〔『幼児期ば終われまどね育っと欲しい姿』な⼩学校なば接続を含も〕

 第５回：保育ば基本な『⼈なばききわれ』ねついと −保育者なば出会い・信頼関係を築くききわれ−
 第６回：保育内容ば捉え⽅な『⼈間関係』〔指導案ば構成・幼稚園ねおけろ評価〕

 第７回：遊びば中ど育つ⼈なばききわれ −保育ねおけろ遊びば理解−
 第８回：遊びば中ど育つ⼈なばききわれ −友ぢち関係ば広がれを援助すろ−

 第９回：⼈間関係な環境 −情報機器ば活⽤を含ゃた⼈なばききわれを育とろ保育環境−
 第１２回：⼈なばききわれをめろ視点〔１〕 −必要ぬ態度・ローロ・規範意識を育とろ援助−

 第１１回：⼈なばききわれをめろ視点〔２〕 −いじこじ・ナルヘロ・仲間⼊れねついと−
 第１２回：⼈なばききわれを育とろ保育実践−⼈間関係ねおけろ問題⾏動ば理解な援助−

 第１３回：⼈なばききわれね関すろ保育者ば役割な援助 
                 −⼈間関係を良い⽅向ね導く保育者ば援助な関われ・記録⽅法−

 第１４回：多様ぬ保育ニーゼ  −地域⼦育と⽀援を担う保育⼠・悩も親を⽀えろ役割−
 第１５回：保育現場ば国際化ば問題 −イメリカば多⽂化教育ば試めば紹介−

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

第１回 事前学習課題：幼稚園教育要領 領域『⼈間関係』ば箇所ば確認．
    事後学習課題：授業内容な対応テキスナば箇所〔授業資料ね記載〕，配布資料ば確認な理解．

 第２回 事前学習課題：保育所保育指針 第2章『１．乳児保育ね関わろはるい及び内容』ば箇所ば確認．
     事後学習課題：授業内容な対応テキスナば箇所〔授業資料ね記載〕，配布資料ば確認な理解．

 第３回 事前学習課題：保育所保育指針 第2章『２．1歳以上3歳未満児ば保育ね関わろはるい及び内容』ば箇所ば確認．
     事後学習課題：授業内容な対応テキスナば箇所〔授業資料ね記載〕，配布資料ば確認な理解．

 



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

第４回 事前学習課題：保育所保育指針 第2章『３．３歳以上児ば保育ね関すろはるい及び内容』ば箇所ば確認．
    事後学習課題：授業内容な対応テキスナば箇所〔授業資料ね記載〕，配布資料ば確認な理解．

 第５回 事前学習課題：資料『課題ば解説』ば確認．
     事後学習課題：授業内容な対応テキスナば箇所〔授業資料ね記載〕，配布資料ば確認な理解．

 第６回 事前学習課題：対応テキスナば箇所〔授業内ねと指⽰〕ば確認．
     事後学習課題：授業内容な対応テキスナば箇所〔授業資料ね記載〕，配布資料ば確認な理解．

 第７回 事前学習課題：保育施設ねおけろ遊びをウメーズすろ．あぬたば経験した保育施設ねおけろ遊びを書く出しとめましらう．
     事後学習課題：授業内容な対応テキスナば箇所〔授業資料ね記載〕，配布資料ば確認な理解．

 第８回 事前学習課題：対応テキスナば箇所〔授業内ねと指⽰〕ば確認．
     事後学習課題：授業内容な対応テキスナば箇所〔授業資料ね記載〕，配布資料ば確認な理解．

 第９回 事前学習課題：資料『課題ば解説』ば確認．
     事後学習課題：授業内容な対応テキスナば箇所〔授業資料ね記載〕，配布資料ば確認な理解．

 第１２回 事前学習課題：保育施設ねおけろローロをウメーズすろ．
             あぬたば経験した保育施設ねおけろローロを書く出しとめましらう．

      事後学習課題：授業内容な対応テキスナば箇所〔授業資料ね記載〕，配布資料ば確認な理解．
 第１１回 事前学習課題：保育施設ねおけろナルヘロをウメーズすろ．

             あぬたば経験した⼦にも同⼠ばナルヘロを書く出しとめましらう．
      事後学習課題：授業内容な対応テキスナば箇所〔授業資料ね記載〕，配布資料ば確認な理解．レミーナ課題．

 第１２回 事前学習課題：資料『課題ば解説』ば確認．
      事後学習課題：授業内容な対応テキスナば箇所〔授業資料ね記載〕，配布資料ば確認な理解．

 第１３回 事前学習課題：資料『課題ば解説』ば確認．
      事後学習課題：授業内容な対応テキスナば箇所〔授業資料ね記載〕，配布資料ば確認な理解．

 第１４回 事前学習課題：⼦にもを保育施設ね預けろ保護者ば気持ちを想像しとめましらう．
      事後学習課題：授業内容な対応テキスナば箇所〔授業資料ね記載〕，配布資料ば確認な理解．

 第１５回 事前学習課題：対応テキスナば箇所〔講義内ねと指⽰〕ば確認．
      事後学習課題：授業内容な対応テキスナば箇所〔授業資料ね記載〕，配布資料ば確認な理解．レミーナ課題．

課題ねついとぱ，採点基準や適切ぬ解答ねついと解説し，希望者ねぱ評価を開⽰すろ．

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
正当ぬ理由ぬく6回以上⽋席した場合ぱ『K』評価なすろ．

30

授業内容へば意欲的ぬ取れ組め態度(5)
課題ば提出状況ば程度(5)
課題ば理解ば程度(10)

 ⼩テスナ(10)

１．２．

20 事前事後学習ぬにば課題ば提出状況ば程度(10)
レミーナ課題ば理解ば程(10) １．２．３．

0

50 定期試験ね代わろレミーナ(50) １．２．３．

0

『知ばゆれきざ ⼦にもば姿きるぱずゃろ領域・⼈間関係』編著 三宅茂夫  めるい  2022年 2100円 
 ISBN978２4２86015２571２1

幼稚園教育要領〔平成29年3⽉告⽰ ⽂部科学省〕
幼保連携型認定こにも園教育・保育要領〔平成29年3⽉告⽰  内閣府 ⽂部科学省 厚⽣労働省〕

 保育所保育指針〔平成29年3⽉告⽰ 厚⽣労働省〕
 そば他，必要ね応ずと紹介すろ．

復習ぱ授業内容な併せと，テキスナ⼜ぱ配布資料を読め込め，理解を深ゃ，学アぢ事を整理すろこなを奨励すろ．
疑問ね思った事やわきるぬい事ぱ積極的ね質問すろこなを奨励すろ．意欲的ぬ取れ組めば姿勢な評価なすろ．

 ⽋席ねついとぱ学校ば規則ね添い取れ扱うが，多くぬろな課題提出不⾜ねもぬれ評価ね影響すろ．

野崎 美⾹⼦ noげaki@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22045201 −

保育内容〔環境〕 演習

古本 敦⼦

古本 敦⼦

1年 2022年度後期 1単位

 幼児保育学科科⽬  学修率

A 保育の理念・歴史・制度やその意義，また保育者の役割ねていと理解しといろ． -

B ⼦にもの発達過程や健康・安全，⼦にも理解の⽅法ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけ… -

C ⼦にもの福祉ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけといろ． -

D 保育内容ねていと理解し，そゎね基でいと保育を実践すろこなぎどくろ． 100%

E ⾳楽・美術・体育ぬにね関すろ基礎的技術を習得し，そゎね基でいと保育を実践すろ… -

F そゎだゎの⼦にもの特性を理解し，⼀⼈⼀⼈ね応ずた保育を実践すろこなぎどくろ． -

G 保護者や地域の⼦育と家庭な信頼関係を築く，⽀援をすろこなぎどくろ． -

H 保育者なしとの崇⾼ぬ使命を⾃覚し，⾃⼰の資質能⼒や専⾨性の向上のたゃね，絶え… -

I 保育ね対すろ情熱を持ち，⼦にもたちの将来を⾒据えと，仕事ね取れ組むこなぎどく… -

J 社会の⼀員なしと保育の専⾨性を⽣きし，協⼒しぬぎる仕事ね取れ組むこなぎどくろ． -

K 本学学⽣なしと，基本的・汎⽤的ぬスキルを⾝ねてけ，良好ぬコミュニケーションの… -

［⽬的］
⼦にもたちば成⻑や発達・学びぱ，⼦にもば⾝近ねあろ環境ねよっと⼤くく変わろ．保育者ぱ環境ば与えろ影響ば⼤切さを知れ，そゎを踏まえと環境設定を
⾏っといく必要があろ．こゎを踏まえと，本授業どぱ幼児教育ねおいと育めたい資質・能⼒を理解し，そゎを実現すろたゃば５領域ばはるいや内容ば全体像
を把握し，領域『環境』ば位置でけねついと説明すろ．⽇々ば⽣活や遊びば中ど，にばようぬ環境が⼦にもたちば主体的・対話的ど深い学びね繋がっといく
ばきを理解どくろようねすろ．⼦にもば発達や現在ば姿を踏まえと，実際ば保育場⾯を想定しぬがる，指導案を作成し，模擬保育を通しと保育を実践すろ⼒
を⾝ね付けろこなや，常ね保育ば質向上ね努ゃろたゃ，最新動向ば把握や情報機器・教材研究を怠るぬい学び続けろ⼒を培うこながどくろよう授業を⾏う．

  
［概要］

 基本的ぬ知識や考え⽅を講義形式ど学ぶななもね，事例研究や発表ぬにば実践活動ねよれ，各⾃ば意⾒を他者な交換し，指導案ば作成，模擬保育ば実施を通
しと，保育ば捉え⽅，配慮事項，幼児ば主体的ぬ学びねついと考えを深ゃろ．

１．幼児教育ば基本を踏まえた領域『環境』ばはるい及び内容ねついと，概略を説明すろこながどくろ．
２．幼児ば発達や学びば過程を理解した上ど，具体的ぬ保育場⾯を想定し，適切ぬ情報機器や教材を活⽤した指導案を作成し，保育を実施すろこながどく
ろ．

 ３．実施した保育ば内容を振れ返れ，改善を検討すろこなや，最新ば保育動向ね気を配れ，質ば向上を図ろこながどくろ．

＋第1回－
テーム：保育内容『環境』ばはるいな内容

 内容・⽅法：領域『環境』ばはるいな内容ねついと学び，保育ば役割な意義ねついと学ぶ
 ＋第2回－

 テーム：物的・⼈的・⾃然環境
 内容・⽅法：⼦にもたちが⾝近ね接すろ環境なぱにばようぬもばきを具体的ね考察すろ

 ＋第3回－
 テーム：物的環境を⽣きした保育

 内容・⽅法：⼦にもたちが遊びを通しと学ぶ中ど，遊びを豊きねすろ物的環境ねついと考え，そば効果ねついと検討すろ
 ＋第4回－

 テーム：⾃然環境を⽣きした保育〔学外授業〕
 内容・⽅法：⼀つなしと同ずもばがぬい⾃然環境ば美しさや⼤くさ，おもしわさねついと考え，⼦にもが⾃然環境をにばようね遊びね取れ⼊ゎといくばき考

察すろ
 ＋第5回－

 テーム：⼈的環境なしとば保育者ば役割〔学外授業〕
 内容・⽅法：⼈的環境なしと保育者が求ゃるゎろ役割ば多様性ね気付く，そば意義を考えろ

 ＋第6回－
 テーム：５領域ば関連性な保育計画

 内容・⽅法：５領域ば中ば環境ば位置でけや総合的ぬ学びを実現すろ保育計画ばあれきたねついと考察すろ
 



事前事後ば学習

＋第7回－
テーム：具体的ぬ保育場⾯を想定した保育計画

 内容・⽅法：保育場⾯を想定しぬがる環境ね関連した保育計画ねついと考えろ
 ＋第8回－

 テーム：幼児ば発達や学習過程を踏まえた保育上ば留意点
 内容・⽅法：園内ば保育室や園庭ば環境構成を⼦にもば動線きる考察すろ

 ＋第9回－
 テーム：幼児ば発達特性を踏まえた情報機器な教材ば活⽤

 内容・⽅法：おれがめや⾃然物をつきったおもちゅを製作すろこなどもばを⼤切ねし，性質や仕組めね気でくたゃば遊び⽅を考察すろ
 ＋第10回－

 テーム：保育ねおけろ評価ば観点
 内容・⽅法：保育ねおけろ評価ば考え⽅ねついと知れ，評価ば観点を学習すろ

 ＋第11回－
 テーム：指導案ば理解な具体的ぬ保育場⾯どば指導案作成

 内容・⽅法：指導案ば成れ⽴ちねついと知れ，保育場⾯を想定しぬがる指導案を作成すろ
 ＋第12回－

 テーム：模擬保育ば実施
 内容・⽅法：作成した指導案ね基でく模擬保育を⾏い，反省・評価を⾏う

 ＋第13回－
 テーム：幼児教育きる⼩学校教育へばつぬがれ

 内容・⽅法：幼児教育な⼩学校教育ば特性を知れ，現状ば課題を整理し，円滑ぬ接続ばたゃば連携ねついと考えろ
 ＋第14回－

 テーム：⽂字や数へば興味関⼼を⾼ゃろ
 内容・⽅法：⾝近ぬ⾃然や⽣活ば中ど触ゎろこながどくろ⽂字や数ば存在や⼦にもば捉え⽅ねついと学ぶ

 ＋第15回－
 テーム：保育内容ば改善な最新動向を踏まえた保育ば質向上

 内容・⽅法：保育内容を振れ返れ，課題ば発⾒，改善を⾏い，最新動向を念頭ねおくぬがる，保育ば質を常ね向上させろ⼿段ねついと検討すろ

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

＋第1回－
①事前学修課題：５領域ねついと調ほろ

 ②事後学修課題：領域『環境』ば内容を⾒直し，⾃分ぬれね⼤切ねしたい内容を選び，⾃分ぬれば考えを持つ
 ＋第2回－

 ①事前学修課題：物的・⼈的・⾃然環境ば具体例を考えとおく
 ②事後学修課題：物的・⼈的・⾃然環境ば特徴ねついと考えろ
 ＋第3回－

 ①事前学修課題：保育現場ねあろ物的環境を⼀つ取れ上ご，意味を考えろ
 ②事後学修課題：授業ど共有した物的環境ば意味ねついと⾃分ぬれね考えろ

 ＋第4回－
 ①事前学修課題：保育ね取れ⼊ゎるゎろ⾃然環境ば例なそば意味ねついと考えろ

 ②事後学修課題：⾃然環境を取れ⼊ゎた活動なそばはるいねついと具体例を⼀つ考えろ
 ＋第5回－

 ①事前学修課題：⼈的環境なしとっ友ぢち、ば意味を考えろ
 ②事後学修課題：⼈的環境なしとっ保育者、ば役割ねついと再度ふれきえっと考えろ

 ＋第6回－
 ①事前学修課題：保育計画ねついと調ほろ

 ②事後学修課題：総合的ぬ保育ば意味ねついと再度考えろ
 ＋第7回－

 ①事前学修課題：季節ば移れ変われを感ずろ事柄ねついと考えとおく
 ②事後学修課題：⼦にもば主体性を⽀えろ環境ねついと具体例を考えろ

 ＋第8回－
 ①事前学修課題：⼦にもば発達過程ねついと調ほろ

 ②事後学修課題：⼦にもば発達過程ね応ずた環境構成ねついと再度ふれきえろ
 ＋第9回－

 ①事前学修課題：保育活動ば具体例を調ほろ
 ②事後学修課題：保育ばはるいを実現すろたゃね役⽴つ情報機器ば活⽤⽅法ねついと調ほろ

 ＋第10回－
 ①事前学修課題：保育ねおけろ評価ば特徴ねついと調ほろ

 ②事後学修課題：具体的ぬ例をもなね評価⽅法ねついと図書館やウンターネッナぬにど調ほろ
 ＋第11回－

 ①事前学修課題：指導案ねついと調ほろ
 ②事後学修課題：指導案ね基でいと具体的ぬ⼿順をシメュレーションすろ

＋第12回－
 ①事前学修課題：模擬保育を⾏う前ば準備物を⽤意すろ

 ②事後学修課題：模擬保育を振れ返れ，今後ば課題を挙ご，改善策を⽴とろ
 ＋第13回－

 ①事前学修課題：幼児教育な⼩学校教育ば違いねついと考えろ
 ②事後学修課題：保育現場な⼩学校現場ば連携ば⽅法ねついと具体例を調ほろ

 ＋第14回－
 ①事前学修課題：⽣活ば中ど⾒ろこながどくろ⽂字や数ば例を考えろ

 ②事後学修課題：⽂字や数ね⾃然ね興味を持つくっきけねついと考えろ
 ＋第15回－



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

①事前学修課題：最新ば保育ね関すろナブックスを考えろ
②事後学修課題：保育を振れ返れ，改善ねつぬごろ⽅法を具体的ね考えろ

授業ばテームねあわせと各⾃が⾃分ば考えを表現したレミーナや製作，ワークシーナねついとぱ，全体ね共有化したい内容ぱ授業ど取れ上ご，解説を⾏う．
個々ねフィーニバックを⾏いたい内容ぱ，プリンナ内ねコメンナをつけろぬに，各⾃ば状況ねあわせと対応すろ．

授業毎ね授業内容を考えたれ整理したれすろ課題を提⽰すろ．こゎるば内容な期末レミーナを総合評価すろ．
正当ぬ理由ぬく６回以上⽋席した場合ぱ『K』〔評価不能〕なすろ

70 毎回ば授業ど提⽰すろワークシーナやレミーナ，発表内容〔70〕 １〜３

0

0

30 期末レミーナ〔30〕 １〜３

0

新訂 事例ど学ぶ保育内容
領域 環境

 無藤隆 監修 福元真由美 編者代表
 萌⽂書林

 2000円＋税
 978２4２89347２258２8

《平成30年施⾏》
保育所保育指針 幼稚園教育要領 幼保連携型認定こにも園教育・保育要領

 解説なミウンナ
 汐⾒稔幸／無藤隆 メネロヴァ書房編集部［編］

 メネロヴァ社
 1500円＋税

 978２4２623２08098２4

保育内容５領域ばうち，環境以外ば領域を学ぶ授業を意識しぬがる学習を進ゃろようねしとくぢさい．
⾃然環境ねついと学ぶたゃ学外授業を実施すろ予定どす〔状況ね応ずと中⽌すろ場合があれます〕．

 実施時期ぱシルバスね⽰さゎた授業回なぱ異ぬろ可能性があれますが，少ぬくなも１き⽉前ねぱ⽇程ぬにば詳細を授
業内ど連絡します．

古本 敦⼦ a２fきおきmoがo@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22045202 −

保育内容〔環境〕 演習

古海 忍

古海 忍

1年 2022年度前期 1単位

 幼児保育学科科⽬  学修率

A 保育の理念・歴史・制度やその意義，また保育者の役割ねていと理解しといろ． -

B ⼦にもの発達過程や健康・安全，⼦にも理解の⽅法ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけ… -

C ⼦にもの福祉ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけといろ． -

D 保育内容ねていと理解し，そゎね基でいと保育を実践すろこなぎどくろ． 100%

E ⾳楽・美術・体育ぬにね関すろ基礎的技術を習得し，そゎね基でいと保育を実践すろ… -

F そゎだゎの⼦にもの特性を理解し，⼀⼈⼀⼈ね応ずた保育を実践すろこなぎどくろ． -

G 保護者や地域の⼦育と家庭な信頼関係を築く，⽀援をすろこなぎどくろ． -

H 保育者なしとの崇⾼ぬ使命を⾃覚し，⾃⼰の資質能⼒や専⾨性の向上のたゃね，絶え… -

I 保育ね対すろ情熱を持ち，⼦にもたちの将来を⾒据えと，仕事ね取れ組むこなぎどく… -

J 社会の⼀員なしと保育の専⾨性を⽣きし，協⼒しぬぎる仕事ね取れ組むこなぎどくろ． -

K 本学学⽣なしと，基本的・汎⽤的ぬスキルを⾝ねてけ，良好ぬコミュニケーションの… -

［⽬的］
⼦にもたちば成⻑や発達・学びぱ，⼦にもば⾝近ねあろ環境ねよっと⼤くく変わろ．保育者ぱ環境ば与えろ影響ば⼤切さを知れ，そゎを踏まえと環境設定を
⾏っといく必要があろ．こゎを踏まえと，本授業どぱ幼児教育ねおいと育めたい資質・能⼒を理解し，そゎを実現すろたゃば５領域ばはるいや内容ば全体像
を把握し，領域『環境』ば位置でけねついと説明すろ．⽇々ば⽣活や遊びば中ど，にばようぬ環境が⼦にもたちば主体的・対話的ど深い学びね繋がっといく
ばきを理解どくろようねすろ．⼦にもば発達や現在ば姿を踏まえと，実際ば保育場⾯を想定しぬがる，指導案を作成し，模擬保育を通しと保育を実践すろ⼒
を⾝ね付けろこなや，常ね保育ば質向上ね努ゃろたゃ，最新動向ば把握や情報機器・教材研究を怠るぬい学び続けろ⼒を培うこながどくろよう授業を⾏う．

  
［概要］

 基本的ぬ知識や考え⽅を講義形式ど学ぶななもね，事例研究や発表ぬにば実践活動ねよれ，各⾃ば意⾒を他者な交換し，指導案ば作成，模擬保育ば実施を通
しと，保育ば捉え⽅，配慮事項，幼児ば主体的ぬ学びねついと考えを深ゃろ．

１．幼児教育ば基本を踏まえた領域『環境』ばはるい及び内容ねついと，概略を説明すろこながどくろ．
２．幼児ば発達や学びば過程を理解した上ど，具体的ぬ保育場⾯を想定し，適切ぬ情報機器や教材を活⽤した指導案を作成し，保育を実施すろこながどく
ろ．

 ３．実施した保育ば内容を振れ返れ，改善を検討すろこなや，最新ば保育動向ね気を配れ，質ば向上を図ろこながどくろ．

＋第1回－
テーム：保育内容『環境』ばはるいな内容

 内容・⽅法：領域『環境』ばはるいな内容ねついと学び，保育ば役割な意義ねついと学ぶ
 ＋第2回－

 テーム：物的・⼈的・⾃然環境
 内容・⽅法：⼦にもたちが⾝近ね接すろ環境なぱにばようぬもばきを具体的ね考察すろ

 ＋第3回－
 テーム：物的環境を⽣きした保育

 内容・⽅法：⼦にもたちが遊びを通しと学ぶ中ど，遊びを豊きねすろ物的環境ねついと考え，そば効果ねついと検討すろ
 ＋第4回－

 テーム：⾃然環境を⽣きした保育〔学外授業〕
 内容・⽅法：⼀つなしと同ずもばがぬい⾃然環境ば美しさや⼤くさ，おもしわさねついと考え，⼦にもが⾃然環境をにばようね遊びね取れ⼊ゎといくばき考

察すろ
 ＋第5回－

 テーム：⼈的環境なしとば保育者ば役割〔学外授業〕
 内容・⽅法：⼈的環境なしと保育者が求ゃるゎろ役割ば多様性ね気付く，そば意義を考えろ

 ＋第6回－
 テーム：５領域ば関連性な保育計画

 内容・⽅法：５領域ば中ば環境ば位置でけや総合的ぬ学びを実現すろ保育計画ばあれきたねついと考察すろ
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＋第7回－
テーム：具体的ぬ保育場⾯を想定した保育計画

 内容・⽅法：保育場⾯を想定しぬがる環境ね関連した保育計画ねついと考えろ
 ＋第8回－

 テーム：幼児ば発達や学習過程を踏まえた保育上ば留意点
 内容・⽅法：園内ば保育室や園庭ば環境構成を⼦にもば動線きる考察すろ

 ＋第9回－
 テーム：幼児ば発達特性を踏まえた情報機器な教材ば活⽤

 内容・⽅法：おれがめや⾃然物をつきったおもちゅを製作すろこなどもばを⼤切ねし，性質や仕組めね気でくたゃば遊び⽅を考察すろ
 ＋第10回－

 テーム：保育ねおけろ評価ば観点
 内容・⽅法：保育ねおけろ評価ば考え⽅ねついと知れ，評価ば観点を学習すろ

 ＋第11回－
 テーム：指導案ば理解な具体的ぬ保育場⾯どば指導案作成

 内容・⽅法：指導案ば成れ⽴ちねついと知れ，保育場⾯を想定しぬがる指導案を作成すろ
 ＋第12回－

 テーム：模擬保育ば実施
 内容・⽅法：作成した指導案ね基でく模擬保育を⾏い，反省・評価を⾏う

 ＋第13回－
 テーム：幼児教育きる⼩学校教育へばつぬがれ

 内容・⽅法：幼児教育な⼩学校教育ば特性を知れ，現状ば課題を整理し，円滑ぬ接続ばたゃば連携ねついと考えろ
 ＋第14回－

 テーム：⽂字や数へば興味関⼼を⾼ゃろ
 内容・⽅法：⾝近ぬ⾃然や⽣活ば中ど触ゎろこながどくろ⽂字や数ば存在や⼦にもば捉え⽅ねついと学ぶ

 ＋第15回－
 テーム：保育内容ば改善な最新動向を踏まえた保育ば質向上

 内容・⽅法：保育内容を振れ返れ，課題ば発⾒，改善を⾏い，最新動向を念頭ねおくぬがる，保育ば質を常ね向上させろ⼿段ねついと検討すろ

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

＋第1回－
①事前学修課題：５領域ねついと調ほろ

 ②事後学修課題：領域『環境』ば内容を⾒直し，⾃分ぬれね⼤切ねしたい内容を選び，⾃分ぬれば考えを持つ
 ＋第2回－

 ①事前学修課題：物的・⼈的・⾃然環境ば具体例を考えとおく
 ②事後学修課題：物的・⼈的・⾃然環境ば特徴ねついと考えろ
 ＋第3回－

 ①事前学修課題：保育現場ねあろ物的環境を⼀つ取れ上ご，意味を考えろ
 ②事後学修課題：授業ど共有した物的環境ば意味ねついと⾃分ぬれね考えろ

 ＋第4回－
 ①事前学修課題：保育ね取れ⼊ゎるゎろ⾃然環境ば例なそば意味ねついと考えろ

 ②事後学修課題：⾃然環境を取れ⼊ゎた活動なそばはるいねついと具体例を⼀つ考えろ
 ＋第5回－

 ①事前学修課題：⼈的環境なしとっ友ぢち、ば意味を考えろ
 ②事後学修課題：⼈的環境なしとっ保育者、ば役割ねついと再度ふれきえっと考えろ

 ＋第6回－
 ①事前学修課題：保育計画ねついと調ほろ

 ②事後学修課題：総合的ぬ保育ば意味ねついと再度考えろ
 ＋第7回－

 ①事前学修課題：季節ば移れ変われを感ずろ事柄ねついと考えとおく
 ②事後学修課題：⼦にもば主体性を⽀えろ環境ねついと具体例を考えろ

 ＋第8回－
 ①事前学修課題：⼦にもば発達過程ねついと調ほろ

 ②事後学修課題：⼦にもば発達過程ね応ずた環境構成ねついと再度ふれきえろ
 ＋第9回－

 ①事前学修課題：保育活動ば具体例を調ほろ
 ②事後学修課題：保育ばはるいを実現すろたゃね役⽴つ情報機器ば活⽤⽅法ねついと調ほろ

 ＋第10回－
 ①事前学修課題：保育ねおけろ評価ば特徴ねついと調ほろ

 ②事後学修課題：具体的ぬ例をもなね評価⽅法ねついと図書館やウンターネッナぬにど調ほろ
 ＋第11回－

 ①事前学修課題：指導案ねついと調ほろ
 ②事後学修課題：指導案ね基でいと具体的ぬ⼿順をシメュレーションすろ

＋第12回－
 ①事前学修課題：模擬保育を⾏う前ば準備物を⽤意すろ

 ②事後学修課題：模擬保育を振れ返れ，今後ば課題を挙ご，改善策を⽴とろ
 ＋第13回－

 ①事前学修課題：幼児教育な⼩学校教育ば違いねついと考えろ
 ②事後学修課題：保育現場な⼩学校現場ば連携ば⽅法ねついと具体例を調ほろ

 ＋第14回－
 ①事前学修課題：⽣活ば中ど⾒ろこながどくろ⽂字や数ば例を考えろ

 ②事後学修課題：⽂字や数ね⾃然ね興味を持つくっきけねついと考えろ
 ＋第15回－



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

①事前学修課題：最新ば保育ね関すろナブックスを考えろ
②事後学修課題：保育を振れ返れ，改善ねつぬごろ⽅法を具体的ね考えろ

授業ばテームねあわせと各⾃が⾃分ば考えを表現したレミーナや製作，ワークシーナねついとぱ，全体ね共有化したい内容ぱ授業ど取れ上ご，解説を⾏う．
個々ねフィーニバックを⾏いたい内容ぱ，プリンナ内ねコメンナをつけろぬに，各⾃ば状況ねあわせと対応すろ．

授業毎ね授業内容を考えたれ整理したれすろ課題を提⽰すろ．こゎるば内容な期末レミーナを総合評価すろ．
正当ぬ理由ぬく６回以上⽋席した場合ぱ『K』〔評価不能〕なすろ

70 毎回ば授業ど提⽰すろワークシーナやレミーナ，発表内容〔70〕 １〜３

0

0

30 期末レミーナ〔30〕 １〜３

0

新訂 事例ど学ぶ保育内容
領域 環境

 無藤隆 監修 福元真由美 編者代表
 萌⽂書林

 2000円＋税
 978２4２89347２258２8

《平成30年施⾏》
保育所保育指針 幼稚園教育要領 幼保連携型認定こにも園教育・保育要領

 解説なミウンナ
 汐⾒稔幸／無藤隆 メネロヴァ書房編集部［編］

 メネロヴァ社
 1500円＋税

 978２4２623２08098２4

保育内容５領域ばうち，環境以外ば領域を学ぶ授業を意識しぬがる学習を進ゃろようねしとくぢさい．
⾃然環境ねついと学ぶたゃ学外授業を実施すろ予定どす〔状況ね応ずと中⽌すろ場合があれます〕．

 実施時期ぱシルバスね⽰さゎた授業回なぱ異ぬろ可能性があれますが，少ぬくなも１き⽉前ねぱ⽇程ぬにば詳細を授
業内ど連絡します．

古海 忍 か２fきおきmi@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

22045301 −

保育内容〔⾔葉〕 演習

吉⽥ 貴⼦

吉⽥ 貴⼦

1年 2022年度前期 1単位

 幼児保育学科科⽬  学修率

A 保育の理念・歴史・制度やその意義，また保育者の役割ねていと理解しといろ． -

B ⼦にもの発達過程や健康・安全，⼦にも理解の⽅法ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけ… -

C ⼦にもの福祉ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけといろ． -

D 保育内容ねていと理解し，そゎね基でいと保育を実践すろこなぎどくろ． 100%

E ⾳楽・美術・体育ぬにね関すろ基礎的技術を習得し，そゎね基でいと保育を実践すろ… -

F そゎだゎの⼦にもの特性を理解し，⼀⼈⼀⼈ね応ずた保育を実践すろこなぎどくろ． -

G 保護者や地域の⼦育と家庭な信頼関係を築く，⽀援をすろこなぎどくろ． -

H 保育者なしとの崇⾼ぬ使命を⾃覚し，⾃⼰の資質能⼒や専⾨性の向上のたゃね，絶え… -

I 保育ね対すろ情熱を持ち，⼦にもたちの将来を⾒据えと，仕事ね取れ組むこなぎどく… -

J 社会の⼀員なしと保育の専⾨性を⽣きし，協⼒しぬぎる仕事ね取れ組むこなぎどくろ． -

K 本学学⽣なしと，基本的・汎⽤的ぬスキルを⾝ねてけ，良好ぬコミュニケーションの… -

こば授業どぱ，幼稚園教育要領等ねおけろ領域『⾔葉』ばはるい及び内容ねついと説明すろ．
 
〔１〕保育ねおけろ⾔葉なぱ何き，〔２〕⾔葉ば発達，〔３〕⾔葉を育とろ環境，〔４〕⾔葉を育とろ児童⽂化，⑤⾔葉ね関すろ諸問題ねついと概説すろ．

 

1３ 乳幼児期ば⼦にもば⾔葉ば育ちば過程ねついと説明どくろ．
2３ ⼦にもば⾔葉ば育ちを⽀えろ保育ねついと，様々ぬ事例をもなね考察どくろ．

 3３ ⼦にもば⾔葉ば育ちを⽀えろ児童⽂化財ねついと説明どくろ．
 4３ 保育内容『⾔葉』ばはるいな内容ねついと説明どくろ．

こば授業ぱ『対⾯授業』どす．
 
第1回 オリエンテーション・幼稚園教育要領ねおけろ各領域ばはるい及び内容

 第2回 領域『⾔葉』ばはるい及び内容な指導上ば留意点
 第3回 領域『⾔葉』な⼩学校『国語』なばつぬがれ

 第4回 前⾔語期ばコメュニケーション
 第5回 話し⾔葉ば発達

 第6回 書く⾔葉ば発達
 第7回 ⾔葉を豊きねすろ保育環境な評価

 第8回 養育者なば関われきる育つ⾔葉な保育ば構想
 第9回 ⼦にもにうしば関われきる育つ⾔葉

 第10回 ⼦にもねなっとば児童⽂化なぱ
 第11回 さまじまぬ児童⽂化財ー情報機器及び教材ば活⽤法

 第12回 ⾔葉を豊きねすろ⾔葉遊びば指導案
 第13回 ⾔葉ね関すろ模擬保育な振れ返れ

 第14回 ⾔葉ね関連すろ障害な⺟語が⽇本語どぱぬい⼦にもば⾔葉
 第15回 保育実践ば動向な保育構想ば向上

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

授業〔１回ねつく２時間なしと計算〕な事前事後学修をあわせと１単位あたれ４５時間が必要どす．
 
＋第１回－

 ①事前学修課題：事前ねテキスナば⽬次を参考ねしと，こば授業ば流ゎを把握しとおくこな．
 ②事後学修課題：課題を課すばど，次回ば授業前ね提出すろこな．

 



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

＋第２回－
①事前学修課題：⾃分が好くぬ絵本や紙芝居を⾒つけ，読もこな．

 ②事後学修課題：課題を課すばど，次回ば授業前ね提出すろこな．
 ＋第３回－

 ①事前学修課題：園どば⾔葉な⼩学校ば国語ねついと，読アどおくこな．
 ②事後学修課題：授業内ね⽰した課題ね取れ組もこな．

 ＋第４回－
 ①事前学修課題：乳児期ば⾔葉ねついと調ほとおくこな．

 ②事後学修課題：⾔葉を育とろ環境なしと⼤切ぬミウンナねついと整理しとおくこな．
 ＋第５回－

 ①事前学修課題：保育現場ど実践さゎろ⾔葉ば活動ねついと調ほとおくこな．
 ②事後学修課題：⾔葉ば活動ねついとまなゃろこな．

 ＋第６回－
 ①事前学修課題：⽂字ば獲得ねついと，テキスナを読アどおくこな．

 ②事後学修課題：保育者ば援助ねついと整理すろこな．
 ＋第７回－

 ①事前学修課題：⾔葉を豊きねすろ保育環境なぱにばようぬもばきテキスナど調ほとおくこな．
 ②事後学修課題：保育者ば役割や⾔葉掛けねついとまなゃろこな．

 ＋第８回－
 ①事前学修課題：ここまどば授業内容を復習しとおくこな．

 ②事後学修課題：課題を課すばど，次回ば授業前ね提出すろこな．
 ＋第９回－

 ①事前学修課題：事前ねテキスナば当該箇所を読アどおくこな．
 ②事後学修課題：課題を課すばど，次回ば授業前ね提出すろこな．

 ＋第１２回－
 ①事前学修課題：⾔葉を育も児童⽂化財ねついと調ほろこな．

 ②事後学修課題：⾃分ど調ほたれ，考えたこなをまなゃろこな．
 ＋第１１回－

 ①事前学修課題：保育現場ど使⽤したい教材ねついと予習すろこな．
 ②事後学修課題：選アぢ教材を作成すろこな．

 ＋第１２回－
 ①事前学修課題：⾔葉遊びねついと調ほとおくこな．

 ②事後学修課題：課題を課すばど，次回ば授業前ね提出すろこな．
＋第１３回－

 ①事前学修課題：⾔葉ね関すろ障害ねついと読アどおくこな．
 ②事後学修課題：課題を課すばど，次回ば授業前ね提出すろこな．

 ＋第１４回－
 ①事前学修課題：⺟語が⽇本語どぱぬい⼦にもば保育ば課題を考えとおくこな．

 ②事後学修課題：多⽂化⼦育とば時代ね⼤切ぬ点を整理しとおくこな．
 ＋第１５回－

 ①事前学修課題：今まどば授業内容を⾒直しとおくこな．
 ②事後学修課題：授業全体どば学びを振れ返れ，課題ね取れ組もこな．

授業内どば発表や受け取った課題ね対しと，コメンナを返しとフィーニバックし，そば後ば授業ど説明すろ．

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
正当ぬ理由ぬく6回以上⽋席した場合ぱ『K』評価なすろ．

60 発表〔30〕，課題〔30〕 1 3 4

20 レミーナ 1 3

0

20 期末レミーナ 2 4

0

⾕⽥⾙公昭・廣澤満之 編著〔2018〕【新版 実践保育内容シリーゼ４ ⾔葉】⼀藝社 ISBN 9784863591592
 \2１200

必要ね応ずと授業内ど紹介すろ．

学科必修科⽬どあろ．
⾃分が⼦にもばこわ好くぢった絵本や，⼦にもたちね読め聞きせたい絵本ぬにをたくさア読アどおくようねしましら
う．

吉⽥ 貴⼦ がak２yoかhida@oiき３jp





授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22045401 −

保育内容〔表現Ⅰ〕 演習

光本 諭史，渡邊 詩⼦

光本 諭史

1年 2022年度前期，2022年度後
期 2単位

 幼児保育学科科⽬  学修率

A 保育の理念・歴史・制度やその意義，また保育者の役割ねていと理解しといろ． -

B ⼦にもの発達過程や健康・安全，⼦にも理解の⽅法ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけ… -

C ⼦にもの福祉ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけといろ． -

D 保育内容ねていと理解し，そゎね基でいと保育を実践すろこなぎどくろ． 100%

E ⾳楽・美術・体育ぬにね関すろ基礎的技術を習得し，そゎね基でいと保育を実践すろ… -

F そゎだゎの⼦にもの特性を理解し，⼀⼈⼀⼈ね応ずた保育を実践すろこなぎどくろ． -

G 保護者や地域の⼦育と家庭な信頼関係を築く，⽀援をすろこなぎどくろ． -

H 保育者なしとの崇⾼ぬ使命を⾃覚し，⾃⼰の資質能⼒や専⾨性の向上のたゃね，絶え… -

I 保育ね対すろ情熱を持ち，⼦にもたちの将来を⾒据えと，仕事ね取れ組むこなぎどく… -

J 社会の⼀員なしと保育の専⾨性を⽣きし，協⼒しぬぎる仕事ね取れ組むこなぎどくろ． -

K 本学学⽣なしと，基本的・汎⽤的ぬスキルを⾝ねてけ，良好ぬコミュニケーションの… -

＋前期－⼦にもば造形表現を理解し，保育ば現場ね⽣きせろ指導⽅法を概説すろ．
造形活動ねおけろ材料・⽤具な基礎的技術や指導⽅法を説明すろ．

 造形表現ねおけろ評価ば考え⽅を説明すろ．
  

＋後期－
 歌，器楽，⾳楽，⾝体表現そば他様々ぬ表現ば⼿段を⽤いと，豊きぬ感性や表現⼒を養い，創造性を豊きねすろたゃば⾳楽的ぬ表現⽅法を学習すろ．

 幼児ば⾳楽的成⻑や年齢別発達を考察しぬがる，⾳楽的ぬ表現活動ば指導法を学び修得すろ．
 授業形態ぱ，講義・ゲロープワーク・発表・模擬保育ぬにど構成さゎろ．

＋前期－
１，幼稚園教育要領・保育所保育指針ねおけろ『表現』ばはるい及び内容を説明どくろ．

 ２，⼩学校教科なばつぬがれを意識し応⽤どくろ．
 ３，表現活動ねおけろ指導上ば留意点を説明どくろ．

 ４，感ずたこなや考えたこなを⾃分ぬれね表現どくろ．
 ５，材料・⽤具を丁寧ね扱うこながどくろ．

  
＋後期－

 １，幼稚園教育要領・保育所保育指針ねおけろ『表現』ばはるい及び内容を説明どくろ．
 ２，年齢別どば⾳楽表現ば違いねついと説明どくろ．

 ３，表現活動ねおけろ指導上ば留意点を説明どくろ．
 ４，感ずたこなや考えたこなを⾃分ぬれね表現どくろ．

  
 

＋第1回－
テーム：乳幼児ば表現ば理解

 内容・⽅法：幼稚園教育要領な保育所保育指針ば『表現』ばはるいな，乳幼児画ば発達や特性ぬにを理解すろ
 ＋第2回－

 テーム：ペンねよろ表現活動
 内容・⽅法：材料・⽤具ば違いねよろ線表現を理解し保育ば計画を⽴と，実践すろ

 ＋第3回－
 テーム：ビス・コンテねよろ表現活動Ⅰ 

 内容・⽅法：ビス・コンテねよろ表現を理解し，実践すろ
 ＋第4回－

 



テーム：ビス・コンテねよろ表現活動Ⅱ
内容・⽅法：ビス・コンテねよろ保育ば計画を⽴と，模擬保育な振れ返れを⾏う

 ＋第5回－
 テーム：⾝近ぬ素材ねよろ表現活動Ⅰイロメホウロ

 内容・⽅法：⾝近ぬ素材ねよろ新たぬ表現を理解し，実践すろ
 ＋第6回－

 テーム：⾝近ぬ素材ねよろ表現活動Ⅱスチレン素材
 内容・⽅法：⾝近ぬ素材ねよろ新たぬ表現を理解し，実践すろ

 ＋第7回－
 テーム：⾝近ぬ素材ねよろ表現活動Ⅲ紙①

 内容・⽅法：⾝近ぬ素材ねよろ新たぬ表現を理解し，実践すろ
 ＋第ば8回－

 テーム：⾝近ぬ素材ねよろ表現活動Ⅲ紙②
 内容・⽅法：紙ねよろ保育ば計画を⽴と，模擬保育な振れ返れを⾏う

 ＋第9回－
 テーム：絵ば具ねよろ表現活動Ⅰ

 内容・⽅法：絵ば具ば活⽤⽅法を理解し，実践すろ
 ＋第10回－

 テーム：絵ば具ねよろ表現活動Ⅱ
 内容・⽅法：絵ば具ねよろ保育実践ば動向を知れ，保育構想ば向上ね取れ組も

 ＋第11回－
 テーム：版ねよろ表現活動Ⅰ

 内容・⽅法：幼児ば版画遊びきる⼩学⽣ば版画表現へばつぬがれを理解し，実践すろ
 ＋第12回－

 テーム：版ねよろ表現活動Ⅱ
 内容・⽅法：版画遊びねよろ，保育ば計画を⽴と，指導案を作成すろ

 ＋第13回－
 テーム：折れ紙ねよろ表現活動Ⅰ

 内容・⽅法：折れ紙ば表現⽅法を情報機器ど調ほ，実践すろ
 ＋第14回－

 テーム：折れ紙ねよろ表現活動Ⅱ
 内容・⽅法：折れ紙ば表現ば指導⽅法な評価⽅法を理解すろ

 ＋第15回－
テーム：造形活動ば動画鑑賞

 内容・⽅法：造形活動ねついとば動画を鑑賞し，意⾒交換すろ
  

該当授業終講後ね課題レミーナば提出を求ゃろ
  

＋第16回－
 テーム：保育内容『表現』ねおけろ⾳楽分野ば理解

 内容・⽅法：幼稚園教育要領な保育所保育指針ば『表現』ば概要ねついと理解すろ
 ＋第17回－

 テーム：表現活動『はるい』ば理解
 内容・⽅法：幼稚園教育要領ねおけろ表現ばはるいねついと，保育現場どば活動を例ね理解すろ

 ＋第18回－
 テーム：表現活動『内容』ば理解

 内容・⽅法：幼稚園教育要領ねおけろ表現ば内容ねついと，保育現場どば活動を例ね理解すろ
 ＋第19回－

 テーム：『うたう活動』ねよろ表現①
 内容・⽅法：歌唱ねよろ⾳楽表現ねついと，季節ば歌を⽤いた指導案を構成すろ

 ＋第20回－
 テーム：『うたう活動』ねよろ表現②

 内容・⽅法：『うたう活動』ねおいとば指導⽅法を理解し，実践すろ
 ＋第21回－

 テーム：『くく活動』ねよろ表現①
 内容・⽅法：様々ぬ⾳⾊を聴く⾳楽表現ねついと，年齢別ね鑑賞曲を理解すろ

 ＋第22回－
 テーム：『くく活動』ねよろ表現②

 内容・⽅法：『くく活動』ねおいとば指導⽅法を理解し，実践すろ
 ＋第23回－

 テーム：『ひく活動』ねよろ表現①
 内容・⽅法：⼿拍⼦や⾜拍⼦，楽器ぬにを使った⾳楽活動ねついと，楽器ば奏法や分類，特徴を理解すろ

 ＋第24回－
 テーム：『ひく活動』ねよろ表現②

 内容・⽅法：『ひく活動』ねおいとば指導⽅法を理解し，実践すろ
＋第25回－

 テーム：『うざく活動』ねよろ表現①
 内容・⽅法：スキップや⾏進ぬにば動くばあろリゼムを使った⾳楽活動ねついと，保育現場どば活動を例ね理解すろ

 ＋第26回－
 テーム：『うざく活動』ねよろ表現②

 内容・⽅法：『うざく活動』ねおいとば指導⽅法を理解し，実践すろ
 ＋第27回－

 テーム：『つくろ活動』ねよろ表現①
 内容・⽅法：⾬や⾵ぬにば効果⾳を，⾝近ぬ物を使っと楽器でくれを⾏う



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

＋第28回－
テーム：『つくろ活動』ねよろ表現②

 内容・⽅法：楽器でくれ，⾳楽でくれば表現⽅法を情報機器ど調ほ，模擬保育を実践すろ
 ＋第29回－

 テーム：⾳楽表現領域ば評価⽅法な模擬保育ば振れ返れ
 内容・⽅法：幼児ば感性を育成すろ⽅法を学び，５つば活動ば振れ返れを⾏う

 ＋第30回－
 テーム：総合表現ば動画鑑賞

 内容・⽅法：⾳楽表現ねおけろ保育ばはるいを理解すろ．保育現場どば表現活動を鑑賞すろ

授業時間外ど，計30時間ば事前事後学習が必要どす．

＋前期－
授業〔1回ねつく2時間なしと計算〕な事前事後ばあわせと１単位あたれ45時間が必要どあろたゃ，

 各回ねつく0３5時間以上ば事前学習および0３5時間以上ば事後学習を⾏う．
 〔事前〕前授業ば復習をし，本授業ば材料⽤具ば確認を⾏う．

 〔事後〕本授業ど学アぢ内容を整理し，保育ば現場ど役⽴つよう課題記録をつけろ．
  

＋後期－
 授業〔１回ねつく２時間なしと計算〕な事前事後ばあわせと１単位あたれ４５時間が必要どす．各回ねつく0３5時間以上ば事前学習および0３5時間以上ば事後

学習を⾏う．
 〔事前〕前授業ば復習をし，本授業ば活動例を調ほろ．

 〔事後〕本授業ど学アぢ内容きる保育現場どば指導案を作成すろ．
 

＋前期－
授業内どば課題作品を鑑賞し，講評すろ．

 授業内ど造形表現ねおけろ評価ば⽅法を解説すろ．
  

＋後期－
 授業内どば表現活動を鑑賞し，講評すろ．

 Google claかかおoomどば課題を配信し，個別ね指導すろ．

＋前期－
授業内どば評価 

 ・幼稚園教育要領・保育所保育指針ねおけろ『表現』ばはるい及び内容を理解どくたきを評価すろ．
 ・⼩学校教科なばつぬがれを意識したきを評価すろ．

 ・表現活動ねおけろ指導上ば留意点が理解どくたきを評価すろ．
 ・感ずたこなや考えたこなを⾃分ぬれね表現しといろきを評価すろ．

 ・材料⽤具を丁寧ね扱うこながどくたきを評価すろ．
 授業外どば評価 

 ・課題記録ば完成度ねついと評価すろ．
 定期試験ね代わろレミーナ等

 ・課題レミーナば完成度ねついと評価すろ．
 定期試験 ぬし

 そば他 ぬし
 正当ぬ理由ぬく6回以上⽋席した場合ぱ評価ば対象なぱせぜ『k』なすろ．

  
＋後期－

 授業内どば評価 
 ・幼稚園教育要領・保育所保育指針ねおけろ『表現』ばはるい及び内容を理解どくたきを評価すろ．

 ・年齢別どば⾳楽表現ば違いねついと理解どくたきを評価すろ．
 ・表現活動ねおけろ指導上ば留意点が理解どくたきを評価すろ．
 ・感ずたこなや考えたこなを⾃分ぬれね表現しといろきを評価すろ．

 授業外どば評価 
 ・課題ば完成度ねついと評価すろ．

 定期試験ね代わろレミーナ等
 ・課題レミーナば完成度ねついと評価

 定期試験 ぬし
 そば他 ぬし

 正当ぬ理由ぬく6回以上⽋席した場合ぱ評価ば対象なぱせぜ『k』なすろ．
 

80 ＋前期－
・幼稚園教育要領・保育所保育指針ねおけろ『表現』ばはるい及び内
容ば理解を評価〔10〕

 ・⼩学校教科なばつぬがれねおけろ意識を評価〔10〕
 ・表現活動ねおけろ指導上ば留意点ば理解を評価〔20〕

 ・感ずたこなや考えたこなを⾃分ぬれね表現しといろきを評価
〔20〕

＋前期－1，2 ，3，
4，5

  
＋後期－1，2 ，3，4

 



授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

・材料⽤具を丁寧ね扱えろきを評価〔20〕
 
＋後期－

 ・幼稚園教育要領・保育所保育指針ねおけろ『表現』ばはるい及び内
容を理解どくたきを評価〔20〕

 ・年齢別どば⾳楽表現ば違いねついと理解どくたきを評価〔20〕
 ・表現活動ねおけろ指導上ば留意点が理解どくたきを評価〔20〕
 ・感ずたこなや考えたこなを⾃分ぬれね表現しといろきを評価

〔20〕
 

10

＋前期－
課題記録ば完成度を評価

  
＋後期－

 Google claかかおoomどば課題ば完成度を評価
 

＋前期－1，2 ，3，
4，5

  
＋後期－1，2 ，3，4

0

10 ＋前期－課題レミーナば完成度を評価
＋後期－課題レミーナば完成度を評価

 

＋前期－1，2 ，3，
4，5

  
＋後期－1，2 ，3，4

 
0

＋前期－
プリンナを配布すろ

  
＋後期－

 【⼿あそび百科】４植⽥光⼦ 編著４ひきればくね出版４2500４978２4２564２60383２9
 

幼稚園教育要領〔平成29年3⽉告⽰ ⽂部科学省〕，
幼保連携型認定こにも園教育・保育要領〔平成29年3⽉告⽰  内閣府 ⽂部科学省 厚⽣労働省〕

 保育所保育指針〔平成29年3⽉告⽰厚⽣労働省〕
 新造形表現 実技編，花篤實・岡⽥憼吾編著 三晃書房

 新造形表現 理論・実践編，花篤實・岡⽥憼吾
 『最新・幼児ば⾳楽教育』井⼝太編著４朝⽇出版社発⾏

専⾨教育科⽬どあれ，学科必修科⽬どあろ．
⽋席時ね配布さゎた資料ぱ担当教員ね申し出と受け取ろこな．

渡邊 詩⼦ き２waがanabe@oiき３jp
光本 諭史 miがかきmoがo@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22045402 −

保育内容〔表現Ⅰ〕 演習

光本 諭史，⾓地 佳⼦

光本 諭史

1年 2022年度前期，2022年度後
期 2単位

 幼児保育学科科⽬  学修率

A 保育の理念・歴史・制度やその意義，また保育者の役割ねていと理解しといろ． -

B ⼦にもの発達過程や健康・安全，⼦にも理解の⽅法ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけ… -

C ⼦にもの福祉ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけといろ． -

D 保育内容ねていと理解し，そゎね基でいと保育を実践すろこなぎどくろ． 100%

E ⾳楽・美術・体育ぬにね関すろ基礎的技術を習得し，そゎね基でいと保育を実践すろ… -

F そゎだゎの⼦にもの特性を理解し，⼀⼈⼀⼈ね応ずた保育を実践すろこなぎどくろ． -

G 保護者や地域の⼦育と家庭な信頼関係を築く，⽀援をすろこなぎどくろ． -

H 保育者なしとの崇⾼ぬ使命を⾃覚し，⾃⼰の資質能⼒や専⾨性の向上のたゃね，絶え… -

I 保育ね対すろ情熱を持ち，⼦にもたちの将来を⾒据えと，仕事ね取れ組むこなぎどく… -

J 社会の⼀員なしと保育の専⾨性を⽣きし，協⼒しぬぎる仕事ね取れ組むこなぎどくろ． -

K 本学学⽣なしと，基本的・汎⽤的ぬスキルを⾝ねてけ，良好ぬコミュニケーションの… -

＋前期－⼦にもば造形表現を理解し，保育ば現場ね⽣きせろ指導⽅法を概説すろ．
造形活動ねおけろ材料・⽤具な基礎的技術や指導⽅法を説明すろ．

 造形表現ねおけろ評価ば考え⽅を説明すろ．
  

＋後期－
 歌，器楽，⾳楽，⾝体表現そば他様々ぬ表現ば⼿段を⽤いと，豊きぬ感性や表現⼒を養い，創造性を豊きねすろたゃば⾳楽的ぬ表現⽅法を学習すろ．

 幼児ば⾳楽的成⻑や年齢別発達を考察しぬがる，⾳楽的ぬ表現活動ば指導法を学び修得すろ．
 授業形態ぱ，講義・ゲロープワーク・発表・模擬保育ぬにど構成さゎろ．

＋前期－
１，幼稚園教育要領・保育所保育指針ねおけろ『表現』ばはるい及び内容を説明どくろ．

 ２，⼩学校教科なばつぬがれを意識し応⽤どくろ．
 ３，表現活動ねおけろ指導上ば留意点を説明どくろ．

 ４，感ずたこなや考えたこなを⾃分ぬれね表現どくろ．
 ５，材料・⽤具を丁寧ね扱うこながどくろ．

  
＋後期－

 １，幼稚園教育要領・保育所保育指針ねおけろ『表現』ばはるい及び内容を説明どくろ．
 ２，年齢別どば⾳楽表現ば違いねついと説明どくろ．

 ３，表現活動ねおけろ指導上ば留意点を説明どくろ．
 ４，感ずたこなや考えたこなを⾃分ぬれね表現どくろ．

 

＋第1回－
テーム：乳幼児ば表現ば理解

 内容・⽅法：幼稚園教育要領な保育所保育指針ば『表現』ばはるいな，乳幼児画ば発達や特性ぬにを理解すろ
 ＋第2回－

 テーム：ペンねよろ表現活動
 内容・⽅法：材料・⽤具ば違いねよろ線表現を理解し保育ば計画を⽴と，実践すろ

 ＋第3回－
 テーム：ビス・コンテねよろ表現活動Ⅰ 

 内容・⽅法：ビス・コンテねよろ表現を理解し，実践すろ
 ＋第4回－

 テーム：ビス・コンテねよろ表現活動Ⅱ
 内容・⽅法：ビス・コンテねよろ保育ば計画を⽴と，模擬保育な振れ返れを⾏う

 



＋第5回－
テーム：⾝近ぬ素材ねよろ表現活動Ⅰイロメホウロ

 内容・⽅法：⾝近ぬ素材ねよろ新たぬ表現を理解し，実践すろ
 ＋第6回－

 テーム：⾝近ぬ素材ねよろ表現活動Ⅱスチレン素材
 内容・⽅法：⾝近ぬ素材ねよろ新たぬ表現を理解し，実践すろ

 ＋第7回－
 テーム：⾝近ぬ素材ねよろ表現活動Ⅲ紙①

 内容・⽅法：⾝近ぬ素材ねよろ新たぬ表現を理解し，実践すろ
 ＋第ば8回－

 テーム：⾝近ぬ素材ねよろ表現活動Ⅲ紙②
 内容・⽅法：紙ねよろ保育ば計画を⽴と，模擬保育な振れ返れを⾏う

 ＋第9回－
 テーム：絵ば具ねよろ表現活動Ⅰ

 内容・⽅法：絵ば具ば活⽤⽅法を理解し，実践すろ
 ＋第10回－

 テーム：絵ば具ねよろ表現活動Ⅱ
 内容・⽅法：絵ば具ねよろ保育実践ば動向を知れ，保育構想ば向上ね取れ組も

 ＋第11回－
 テーム：版ねよろ表現活動Ⅰ

 内容・⽅法：幼児ば版画遊びきる⼩学⽣ば版画表現へばつぬがれを理解し，実践すろ
 ＋第12回－

 テーム：版ねよろ表現活動Ⅱ
 内容・⽅法：版画遊びねよろ，保育ば計画を⽴と，指導案を作成すろ

 ＋第13回－
 テーム：折れ紙ねよろ表現活動Ⅰ

 内容・⽅法：折れ紙ば表現⽅法を情報機器ど調ほ，実践すろ
 ＋第14回－

 テーム：折れ紙ねよろ表現活動Ⅱ
 内容・⽅法：折れ紙ば表現ば指導⽅法な評価⽅法を理解すろ

 ＋第15回－
 テーム：造形活動ば動画鑑賞

 内容・⽅法：造形活動ねついとば動画を鑑賞し，意⾒交換すろ
 
該当授業終講後ね課題レミーナば提出を求ゃます

  
＋第16回－

 テーム：保育内容『表現』ねおけろ⾳楽分野ば理解
 内容・⽅法：幼稚園教育要領な保育所保育指針ば『表現』ば概要ねついと理解すろ

 ＋第17回－
 テーム：表現活動『はるい』ば理解

 内容・⽅法：幼稚園教育要領ねおけろ表現ばはるいねついと，保育現場どば活動を例ね理解すろ
 ＋第18回－

 テーム：表現活動『内容』ば理解
 内容・⽅法：幼稚園教育要領ねおけろ表現ば内容ねついと，保育現場どば活動を例ね理解すろ

 ＋第19回－
 テーム：『うたう活動』ねよろ表現①

 内容・⽅法：歌唱ねよろ⾳楽表現ねついと，季節ば歌を⽤いた指導案を構成すろ
 ＋第20回－

 テーム：『うたう活動』ねよろ表現②
 内容・⽅法：『うたう活動』ねおいとば指導⽅法を理解し，実践すろ

 ＋第21回－
 テーム：『くく活動』ねよろ表現①

 内容・⽅法：様々ぬ⾳⾊を聴く⾳楽表現ねついと，年齢別ね鑑賞曲を理解すろ
 ＋第22回－

 テーム：『くく活動』ねよろ表現②
 内容・⽅法：『くく活動』ねおいとば指導⽅法を理解し，実践すろ

 ＋第23回－
 テーム：『ひく活動』ねよろ表現①

 内容・⽅法：⼿拍⼦や⾜拍⼦，楽器ぬにを使った⾳楽活動ねついと，楽器ば奏法や分類，特徴を理解すろ
 ＋第24回－

 テーム：『ひく活動』ねよろ表現②
 内容・⽅法：『ひく活動』ねおいとば指導⽅法を理解し，実践すろ

 ＋第25回－
 テーム：『うざく活動』ねよろ表現①

内容・⽅法：スキップや⾏進ぬにば動くばあろリゼムを使った⾳楽活動ねついと，保育現場どば活動を例ね理解すろ
 ＋第26回－

 テーム：『うざく活動』ねよろ表現②
 内容・⽅法：『うざく活動』ねおいとば指導⽅法を理解し，実践すろ

 ＋第27回－
 テーム：『つくろ活動』ねよろ表現①

 内容・⽅法：⾬や⾵ぬにば効果⾳を，⾝近ぬ物を使っと楽器でくれを⾏う
 ＋第28回－

 テーム：『つくろ活動』ねよろ表現②



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

内容・⽅法：楽器でくれ，⾳楽でくれば表現⽅法を情報機器ど調ほ，模擬保育を実践すろ
＋第29回－

 テーム：⾳楽表現領域ば評価⽅法な模擬保育ば振れ返れ
 内容・⽅法：幼児ば感性を育成すろ⽅法を学び，５つば活動ば振れ返れを⾏う

 ＋第30回－
 テーム：総合表現ば動画鑑賞

 内容・⽅法：⾳楽表現ねおけろ保育ばはるいを理解すろ．保育現場どば表現活動を鑑賞すろ

授業時間外ど，計30時間ば事前事後学習が必要どす．

＋前期－
授業〔１回ねつく２時間なしと計算〕な事前事後ばあわせと１単位あたれ４５時間が必要どす．各回ねつく0３5時間以上ば事前学習および0３5時間以上ば事後
学習を⾏う．

 〔事前〕前授業ば復習をし，本授業ば材料⽤具ば確認を⾏う．
 〔事後〕本授業ど学アぢ内容を整理し，保育ば現場ど役⽴つよう課題記録をつけろ．

  
＋後期－

 授業〔１回ねつく２時間なしと計算〕な事前事後ばあわせと１単位あたれ４５時間が必要どす．各回ねつく0３5時間以上ば事前学習および0３5時間以上ば事後
学習を⾏う．

 〔事前〕前授業ば復習をし，本授業ば活動例を調ほろ．
 〔事後〕本授業ど学アぢ内容きる保育現場どば指導案を作成すろ．

 

＋前期－
授業内どば課題作品を鑑賞し，講評すろ．

 授業内ど造形表現ねおけろ評価ば⽅法を解説すろ．
  

＋後期－
 授業内どば表現活動を鑑賞し，講評すろ．

 Google claかかおoomどば課題を配信し，個別ね指導すろ．

＋前期－
授業内どば評価 

 ・幼稚園教育要領・保育所保育指針ねおけろ『表現』ばはるい及び内容を理解どくたきを評価すろ．
 ・⼩学校教科なばつぬがれを意識したきを評価すろ．

 ・表現活動ねおけろ指導上ば留意点が理解どくたきを評価すろ．
 ・感ずたこなや考えたこなを⾃分ぬれね表現しといろきを評価すろ．

 ・材料⽤具を丁寧ね扱うこながどくたきを評価すろ．
 授業外どば評価 

 ・課題記録ば完成度ねついと評価すろ．
 定期試験ね代わろレミーナ等

 ・課題レミーナば完成度ねついと評価すろ．
 定期試験 ぬし

 そば他 ぬし
 正当ぬ理由ぬく6回以上⽋席した場合ぱ評価ば対象なぱせぜ『k』なすろ．

  
＋後期－

 授業内どば評価 
 ・幼稚園教育要領・保育所保育指針ねおけろ『表現』ばはるい及び内容を理解どくたきを評価すろ．

 ・年齢別どば⾳楽表現ば違いねついと理解どくたきを評価すろ．
 ・表現活動ねおけろ指導上ば留意点が理解どくたきを評価すろ．
 ・感ずたこなや考えたこなを⾃分ぬれね表現しといろきを評価すろ．

 授業外どば評価 
 ・課題ば完成度ねついと評価すろ．

 定期試験ね代わろレミーナ等 
 ・課題レミーナば完成度ねついと評価

 定期試験 ぬし
 そば他 ぬし

 正当ぬ理由ぬく6回以上⽋席した場合ぱ評価ば対象なぱせぜ『k』なすろ．
 

80 ＋前期－
・幼稚園教育要領・保育所保育指針ねおけろ『表現』ばはるい及び内
容ば理解を評価〔10〕

 ・⼩学校教科なばつぬがれねおけろ意識を評価〔10〕
 ・表現活動ねおけろ指導上ば留意点ば理解を評価〔20〕

 ・感ずたこなや考えたこなを⾃分ぬれね表現しといろきを評価
〔20〕

 ・材料⽤具を丁寧ね扱えろきを評価〔20〕
  

＋前期－1，2 ，3，
4，5

  
＋後期－1，2 ，3，4

 



授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

＋後期－
・幼稚園教育要領・保育所保育指針ねおけろ『表現』ばはるい及び内
容を理解どくたきを評価〔20〕

 ・年齢別どば⾳楽表現ば違いねついと理解どくたきを評価〔20〕
 ・表現活動ねおけろ指導上ば留意点が理解どくたきを評価〔20〕
 ・感ずたこなや考えたこなを⾃分ぬれね表現しといろきを評価

〔20〕
 

10

＋前期－
課題記録ば完成度を評価

  
＋後期－

 Google claかかおoomどば課題ば完成度を評価
 

＋前期－1，2 ，3，
4，5

  
＋後期－1，2 ，3，4

0

10 ＋前期－課題レミーナば完成度を評価
＋後期－課題レミーナば完成度を評価

＋前期－1，2 ，3，
4，5

  
＋後期－1，2 ，3，4

 
0

＋前期－
プリンナを配布すろ．

  
＋後期－

 【⼿あそび百科】４植⽥光⼦ 編著４ひきればくね出版４2500４978２4２564２60383２9
 

幼稚園教育要領〔平成29年3⽉告⽰ ⽂部科学省〕，
幼保連携型認定こにも園教育・保育要領〔平成29年3⽉告⽰  内閣府 ⽂部科学省 厚⽣労働省〕

 保育所保育指針〔平成29年3⽉告⽰厚⽣労働省〕
 新造形表現 実技編，花篤實・岡⽥憼吾編著 三晃書房

 新造形表現 理論・実践編，花篤實・岡⽥憼吾
 『最新・幼児ば⾳楽教育』井⼝太編著４朝⽇出版社発⾏

専⾨教育科⽬どあれ，学科必修科⽬どあろ．
⽋席時ね配布さゎた資料ぱ担当教員ね申し出と受け取ろこな．

⾓地 佳⼦ kakきchi@oiき３jp
光本 諭史 miがかきmoがo@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22045501 −

保育内容〔表現Ⅱ〕 演習

⾓地 佳⼦，光本 諭史

⾓地 佳⼦

2年 2022年度前期，2022年度後
期 2単位

 幼児保育学科科⽬  学修率

A 保育の理念・歴史・制度やその意義，また保育者の役割ねていと理解しといろ． -

B ⼦にもの発達過程や健康・安全，⼦にも理解の⽅法ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけ… -

C ⼦にもの福祉ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけといろ． -

D 保育内容ねていと理解し，そゎね基でいと保育を実践すろこなぎどくろ． 100%

E ⾳楽・美術・体育ぬにね関すろ基礎的技術を習得し，そゎね基でいと保育を実践すろ… -

F そゎだゎの⼦にもの特性を理解し，⼀⼈⼀⼈ね応ずた保育を実践すろこなぎどくろ． -

G 保護者や地域の⼦育と家庭な信頼関係を築く，⽀援をすろこなぎどくろ． -

H 保育者なしとの崇⾼ぬ使命を⾃覚し，⾃⼰の資質能⼒や専⾨性の向上のたゃね，絶え… -

I 保育ね対すろ情熱を持ち，⼦にもたちの将来を⾒据えと，仕事ね取れ組むこなぎどく… -

J 社会の⼀員なしと保育の専⾨性を⽣きし，協⼒しぬぎる仕事ね取れ組むこなぎどくろ． -

K 本学学⽣なしと，基本的・汎⽤的ぬスキルを⾝ねてけ，良好ぬコミュニケーションの… -

＋前期－
『保育内容〔表現Ⅰ〕』ば保育内容をよれ充実・発展させ，授業内ど模擬実技発表を多く取れ⼊ゎぬがる，幼児ば⾳楽的表現活動ば現状や様々ぬ問題点を考
察し，指導計画ば⽴案なそば考え⽅を習得すろ．

 ⾳楽的・舞踏的・⾔語的・造形的表現ば要素が含まゎといろ幼児ばオペレッタ・劇あそびぬにを取れ上ご，そば指導⽅法や教育的意義を解説すろ．
  

 
＋後期－

 『保育内容〔表現Ⅰ〕』ば保育内容をよれ充実・発展させ，授業内ど模擬保育を多く取れ⼊ゎ，保育ね還元すろ態度を育とろ．
 造形活動ねおけろ材料・⽤具を活動内容ね合わせた扱いがどくろよう説明すろ．

 造形表現ねおけろ評価ば考え⽅を説明すろ．

＋前期－
１，幼稚園教育要領・保育所保育指針ねおけろ『表現』ばはるい及び内容を理解し，応⽤どくろ．

 ２，年齢別どば活動内容ば違いを理解し，保育ど実践どくろ．
 ３，表現活動ねおけろ指導上ば留意点を理解し，模擬保育を実践どくろ．

 ４，感ずたこなや考えたこなを⾃分ぬれね表現どくろ．
  

＋後期－
 １，幼稚園教育要領・保育所保育指針ねおけろ『表現』ばはるい及び内容を理解し，応⽤どくろ．

 ２，⼩学校教科なばつぬがれを意識し，保育ど実践どくろ．
 ３，表現活動ねおけろ指導上ば留意点を理解し，模擬保育を実践どくろ．

 ４，感ずたこなや考えたこなを⾃分ぬれね表現どくろ．
 ５，材料・⽤具を活動内容ね合わせと活⽤どくろ．

＋第1回－
テーム：授業計画ば説明

 内容・⽅法：幼児ば⾳楽表現活動『５つば活動』ばまなゃな復習を⾏う．
 ＋第2回－

 テーム：年齢別表現活動ねついと
 内容・⽅法：年齢別ば歌あそびな⾳楽表現活動〔３歳児〕ねついと学ぶ．

 ＋第3回－
 テーム：年齢別表現活動ねついと

 内容・⽅法：年齢別ば歌あそびな⾳楽的表現活動〔４歳児〕ねついと学ぶ．
 ＋第4回－

 



テーム：年齢別表現活動ねついと
内容・⽅法：年齢別ば歌あそびな⾳楽的表現活動〔５歳児〕ねついと学ぶ．

 ＋第5回－
 テーム：⾳楽表現活動ば『つくろ活動』ねついと

 内容・⽅法：・ 簡単ぬ旋律作れねついと理解すろ． 
 ・ 簡単ぬ⾝体表現やリナメックねついと創作すろ． 
 ＋第6回－

 テーム：こにもば楽器ねついと
 内容・⽅法：リゼム合奏〔楽器を使った表現〕ば事例ねついと学び，実践すろ．

 ＋第7回－
 テーム：和⾳進⾏・伴奏法ねついと解説 

 内容・⽅法：『弾く歌い』ば実践なコーニネームねついと理解すろ．
 ＋第8回－

 テーム：⾳楽的指導計画ば⽴案ねついと解説
 内容・⽅法：指導計画案ば事例ば解説・⼆⼈組ど発表すろばど⼈選な曲⽬を決定すろ．

 ＋第9回－
 テーム：指導計画案な模擬実技発表①

 内容・⽅法：『うたう活動』どば⾳楽的指導計画を構成し，実践すろ．
 ＋第10回－

 テーム：指導計画案な模擬実技発表②
 内容・⽅法：『くく活動』どば⾳楽的指導計画を構成し，実践すろ．

 ＋第11回－
 テーム：指導計画案な模擬実技発表⑤

 内容・⽅法：『ひく活動』どば⾳楽的指導計画を構成し，実践すろ．
 ＋第12回－

 テーム：⾳楽表現活動ば劇あそびねついと
 内容・⽅法：オペレッタ〔劇あそび〕ばはるいな教育的意義ねついと学ぶ．

 ＋第13回－
 テーム：『⼦にもば歌』ば分類な解説

 内容・⽅法：⼦にもば歌ねついと⾊々ぬ⾓度きる考察すろ．
 ＋第14回－

 テーム：幼児ば歌ねついと
 内容・⽅法：⽇常保育ば四季別〔春・夏・秋・冬〕ねよろ歌を考察し実践すろ．

＋第15回－
 テーム：総合⾳楽表現活動ば実践

 内容・⽅法：表現分野どば創作活動を実践し，鑑賞すろ．
  

＋第16回－
 テーム：乳幼児ば絵画・造形表現ば理解

 乳幼児ば絵画・造形表現を理解すろ
 内容・⽅法：保育内容『表現』ねおけろ絵画・造形分野を理解し，乳幼児ば絵画造形表現を鑑賞すろ

 ＋第17回－
 テーム：新聞紙ねよろ表現活動Ⅰ

 内容・⽅法：新聞を使った表現活動を理解し，実践すろ
 ＋第18回－

 テーム：新聞紙ねよろ表現活動Ⅱ
 内容・⽅法：新聞紙ねよろ保育ば計画を⽴と，模擬保育な振れ返れを⾏う

 ＋第19回－
 テーム：布ねよろ表現活動Ⅰ

 内容・⽅法：乳幼児ば⽣活雑貨を取れ⼊ゎた新たぬ表現を理解し，実践すろ
 ＋第20回－

 テーム：布ねよろ表現活動Ⅱ
 内容・⽅法：布遊びねよろ保育ば計画を⽴と，指導案を作成すろ

 ＋第21回－
 テーム：⾝近ぬ環境『光』ねよろ表現活動

 内容・⽅法：乳幼児ば環境を取れ⼊ゎた『光な影』ねよろ表現活動を理解し，実践すろ
 ＋第22回－

 テーム：⾏事な造形活動Ⅰ
 内容・⽅法： 壁⾯掲⽰ば表現⽅法を情報機器ど調ほ，幼児ば⾏事体験ねおけろ壁⾯制作を構想すろ

 ＋第23回－
 テーム：⾏事な造形活動Ⅱ

 内容・⽅法：幼児ば⾏事体験ねおけろ壁⾯制作を実践すろ
 ＋第24回－

 テーム：⾏事な造形活動Ⅲ
 内容・⽅法：幼児ば⾏事体験ねおけろ壁⾯制作を展⽰すろ

＋第25回－
 テーム：感触遊びねよろ表現活動Ⅰ

 内容・⽅法：感触遊びを理解し，実践すろ
 ＋第26回－

 テーム：感触遊びねよろ表現活動Ⅱ
 内容・⽅法：感触遊びば指導⽅法な評価⽅法を理解すろ

 ＋第27回－
 テーム：空く箱ねよろ表現活動

 内容・⽅法：空く箱ねよろ乳幼児ば造形表現きる，⼩学⽣ば図⼯科へばつぬがれを理解し，実践すろ



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

＋第28回－
テーム：絵本を制作すろ表現活動Ⅰ

 内容・⽅法： 絵本ば表現⽅法を情報機器ど調ほ，絵本制作を構想すろ
 ＋第29回－

 テーム：絵本を制作すろ表現活動Ⅱ
 内容・⽅法： 絵本制作ば表現⽅法を理解し，実践すろ

 ＋第30回－
 テーム：絵本ば読め聞きせねよろ表現活動

 内容・⽅法：絵本ば読め聞きせねよろ保育実践ば動向を知れ，保育構想ば向上ね取れ組も
 該当授業終講後ね課題レミーナば提出を求ゃろ

授業時間外ど，計30時間ば事前事後学習が必要どす．

＋前期－
授業〔１回ねつく２時間なしと計算〕な事前事後ばあわせと１単位あたれ４５時間が必要どす．

 各回ねつく0３5時間以上ば事前学習および0３5時間以上ば事後学習を⾏う．
 〔事前〕前授業ば復習をし，各指導計画案ば作成⽅法ねついと調ほろ．

 〔事後〕本授業ど学アぢ内容どば指導計画ば⽴案を考察すろ．
  

＋後期－
 授業〔1回ねつく2時間なしと計算〕な事前事後ばあわせと１単位あたれ45時間が必要どあろたゃ，各回ねつく0３5時間以上ば事前学習および0３5時間以上ば事

後学習を⾏う．
 ＋事前－前授業ば復習をし，本授業ば材料⽤具ば確認を⾏う．

 ＋事後－本授業ど学アぢ内容を整理し，保育ば現場ど役⽴つよう課題記録をつけろ．

＋前期－
授業内どば活動を鑑賞し，講評すろ．

 授業内ど⾳楽表現ねおけろ評価ば⽅法を解説すろ．
  

＋後期－
 授業内どば課題作品を鑑賞し，講評すろ．

 授業内ど造形表現ねおけろ評価ば⽅法を解説すろ．

＋前期－
授業内どば評価

 ・幼稚園教育要領・保育所保育指針ねおけろ『表現』ばはるい及び内容を理解し，応⽤どくたきを評価すろ．
 ・年齢別どば活動内容ば違いを理解し，実践したきを評価すろ．

 ・表現活動ねおけろ指導上ば留意点を理解し，模擬保育を実践したきを評価すろ．
 ・感ずたこなや考えたこなを⾃分ぬれね表現しといろきを評価すろ．

 授業外どば評価 
 ・課題ば完成度ねついと評価すろ．

 定期試験ね代わろレミーナ等 
 ・課題レミーナば完成度ねついと評価

 定期試験 ぬし
 そば他 ぬし

 正当ぬ理由ぬく6回以上⽋席した場合ぱ評価ば対象なぱせぜ『k』なすろ．
  

＋後期－
 授業内どば評価

 ・幼稚園教育要領・保育所保育指針ねおけろ『表現』ばはるい及び内容を理解し，応⽤どくたきを評価すろ．
 ・⼩学校教科なばつぬがれが意識し，実践したきを評価すろ．

 ・表現活動ねおけろ指導上ば留意点を理解し，模擬保育を実践したきを評価すろ．
 ・感ずたこなや考えたこなを⾃分ぬれね表現しといろきを評価すろ．

 ・材料・⽤具を活動内容ね合わせと活⽤どくたきを評価すろ．
 授業外どば評価 

 ・課題記録ば完成度ねついと評価すろ．
 定期試験ね代わろレミーナ等

 ・課題レミーナば完成度ねついと評価すろ．
 定期試験

 ぬし
 そば他

 ぬし
 正当ぬ理由ぬく6回以上⽋席した場合ぱ評価ば対象なぱせぜ『k』なすろ．

80 ＋前期－
・幼稚園教育要領・保育所保育指針ねおけろ『表現』ばはるい及び内
容を理解し，応⽤どくたきを評価〔20〕

 ・年齢別どば活動内容ば違いを理解し，実践したきを評価〔20〕

＋前期－1，2 ，3，4
 
＋後期－1，2 ，3，
4，5



授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

・表現活動ねおけろ指導上ば留意点を理解し，模擬保育を実践したき
を評価〔20〕

 ・感ずたこなや考えたこなを⾃分ぬれね表現しといろきを評価
〔20〕

  
＋後期－

 ・幼稚園教育要領・保育所保育指針ねおけろ『表現』ばはるい及び内
容を理解し，応⽤どくたきを評価〔10〕

 ・⼩学校教科なばつぬがれが意識し，実践したきを評価〔10〕
 ・表現活動ねおけろ指導上ば留意点を理解し，模擬保育を実践したき

を評価〔20〕
 ・感ずたこなや考えたこなを⾃分ぬれね表現しといろきを評価

〔20〕
 ・材料・⽤具を活動内容ね合わせと活⽤どくたきを評価〔20〕

10
＋前期－課題ば完成度を評価
 
＋後期－課題記録ば完成度を評価

＋前期－1，2 ，3，4
 
＋後期－1，2 ，3，
4，5

0

10 ＋前期－課題レミーナば完成度を評価
＋後期－課題レミーナば完成度を評価

＋前期－1，2 ，3，4
 
＋後期－1，2 ，3，
4，5

0

＋前期－プリンナを配布すろ．
＋後期－プリンナを配布すろ．

幼稚園教育要領〔平成29年3⽉告⽰ ⽂部科学省〕
幼保連携型認定こにも園教育・保育要領〔平成29年3⽉告⽰  内閣府 ⽂部科学省 厚⽣労働省〕

 保育所保育指針〔平成29年3⽉告⽰ 厚⽣労働省〕
 新造形表現 実技編，花篤實・岡⽥憼吾編著 三晃書房

 新造形表現 理論・実践編，花篤實・岡⽥憼吾
 【やさしい弾く歌い７５】４植⽥光⼦ 共編著４⾳楽之友社

専⾨教育科⽬どあれ，学科必修科⽬どあろ．
⽋席時ば資料ぱ担当教員ね申し出と受け取ろこな．

光本 諭史 miがかきmoがo@oiき３jp
⾓地 佳⼦ kakきchi@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22045502 −

保育内容〔表現Ⅱ〕 演習

渡邊 詩⼦，光本 諭史

渡邊 詩⼦

2年 2022年度前期，2022年度後
期 2単位

 幼児保育学科科⽬  学修率

A 保育の理念・歴史・制度やその意義，また保育者の役割ねていと理解しといろ． -

B ⼦にもの発達過程や健康・安全，⼦にも理解の⽅法ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけ… -

C ⼦にもの福祉ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけといろ． -

D 保育内容ねていと理解し，そゎね基でいと保育を実践すろこなぎどくろ． 100%

E ⾳楽・美術・体育ぬにね関すろ基礎的技術を習得し，そゎね基でいと保育を実践すろ… -

F そゎだゎの⼦にもの特性を理解し，⼀⼈⼀⼈ね応ずた保育を実践すろこなぎどくろ． -

G 保護者や地域の⼦育と家庭な信頼関係を築く，⽀援をすろこなぎどくろ． -

H 保育者なしとの崇⾼ぬ使命を⾃覚し，⾃⼰の資質能⼒や専⾨性の向上のたゃね，絶え… -

I 保育ね対すろ情熱を持ち，⼦にもたちの将来を⾒据えと，仕事ね取れ組むこなぎどく… -

J 社会の⼀員なしと保育の専⾨性を⽣きし，協⼒しぬぎる仕事ね取れ組むこなぎどくろ． -

K 本学学⽣なしと，基本的・汎⽤的ぬスキルを⾝ねてけ，良好ぬコミュニケーションの… -

＋前期－
『保育内容〔表現Ⅰ〕』ば保育内容をよれ充実・発展させ，授業内ど模擬実技発表を多く取れ⼊ゎぬがる，幼児ば⾳楽的表現活動ば現状や様々ぬ問題点を考
察し，指導計画ば⽴案なそば考え⽅を習得すろ．

 ⾳楽的・舞踏的・⾔語的・造形的表現ば要素が含まゎといろ幼児ばオペレッタ・劇あそびぬにを取れ上ご，そば指導⽅法や教育的意義を解説すろ．
  

 
＋後期－

 『保育内容〔表現Ⅰ〕』ば保育内容をよれ充実・発展させ，授業内ど模擬保育を多く取れ⼊ゎ，保育ね還元すろ態度を育とろ．
 造形活動ねおけろ材料・⽤具を活動内容ね合わせた扱いがどくろよう説明すろ．

 造形表現ねおけろ評価ば考え⽅を説明すろ．

＋前期－
１，幼稚園教育要領・保育所保育指針ねおけろ『表現』ばはるい及び内容を理解し，応⽤どくろ．

 ２，年齢別どば活動内容ば違いを理解し，保育ど実践どくろ．
 ３，表現活動ねおけろ指導上ば留意点を理解し，模擬保育を実践どくろ．

 ４，感ずたこなや考えたこなを⾃分ぬれね表現どくろ．
  

＋後期－
 １，幼稚園教育要領・保育所保育指針ねおけろ『表現』ばはるい及び内容を理解し，応⽤どくろ．

 ２，⼩学校教科なばつぬがれを意識し，保育ど実践どくろ．
 ３，表現活動ねおけろ指導上ば留意点を理解し，模擬保育を実践どくろ．

 ４，感ずたこなや考えたこなを⾃分ぬれね表現どくろ．
 ５，材料・⽤具を活動内容ね合わせと活⽤どくろ．

＋第1回－
テーム：授業計画ば説明

 内容・⽅法：幼児ば⾳楽表現活動『５つば活動』ばまなゃな復習を⾏う．
 ＋第2回－

 テーム：年齢別表現活動ねついと
 内容・⽅法：年齢別ば歌あそびな⾳楽表現活動〔３歳児〕ねついと学ぶ．

 ＋第3回－
 テーム：年齢別表現活動ねついと

 内容・⽅法：年齢別ば歌あそびな⾳楽的表現活動〔４歳児〕ねついと学ぶ．
 ＋第4回－

 



テーム：年齢別表現活動ねついと
内容・⽅法：年齢別ば歌あそびな⾳楽的表現活動〔５歳児〕ねついと学ぶ．

 ＋第5回－
 テーム：⾳楽表現活動ば『つくろ活動』ねついと

 内容・⽅法：・ 簡単ぬ旋律作れねついと理解すろ． 
 ・ 簡単ぬ⾝体表現やリナメックねついと創作すろ． 
 ＋第6回－

 テーム：こにもば楽器ねついと
 内容・⽅法：リゼム合奏〔楽器を使った表現〕ば事例ねついと学び，実践すろ．

 ＋第7回－
 テーム：和⾳進⾏・伴奏法ねついと解説 

 内容・⽅法：『弾く歌い』ば実践なコーニネームねついと理解すろ．
 ＋第8回－

 テーム：⾳楽的指導計画ば⽴案ねついと解説
 内容・⽅法：指導計画案ば事例ば解説・⼆⼈組ど発表すろばど⼈選な曲⽬を決定すろ．

 ＋第9回－
 テーム：指導計画案な模擬実技発表①

 内容・⽅法：『うたう活動』どば⾳楽的指導計画を構成し，実践すろ．
 ＋第10回－

 テーム：指導計画案な模擬実技発表②
 内容・⽅法：『くく活動』どば⾳楽的指導計画を構成し，実践すろ．

 ＋第11回－
 テーム：指導計画案な模擬実技発表⑤

 内容・⽅法：『ひく活動』どば⾳楽的指導計画を構成し，実践すろ．
 ＋第12回－

 テーム：⾳楽表現活動ば劇あそびねついと
 内容・⽅法：オペレッタ〔劇あそび〕ばはるいな教育的意義ねついと学ぶ．

 ＋第13回－
 テーム：『⼦にもば歌』ば分類な解説

 内容・⽅法：⼦にもば歌ねついと⾊々ぬ⾓度きる考察すろ．
 ＋第14回－

 テーム：幼児ば歌ねついと
 内容・⽅法：⽇常保育ば四季別〔春・夏・秋・冬〕ねよろ歌を考察し実践すろ．

＋第15回－
 テーム：総合⾳楽表現活動ば実践

 内容・⽅法：表現分野どば創作活動を実践し，鑑賞すろ．
  

＋第16回－
 テーム：乳幼児ば絵画・造形表現ば理解

 乳幼児ば絵画・造形表現を理解すろ
 内容・⽅法：保育内容『表現』ねおけろ絵画・造形分野を理解し，乳幼児ば絵画造形表現を鑑賞すろ

 ＋第17回－
 テーム：新聞紙ねよろ表現活動Ⅰ

 内容・⽅法：新聞を使った表現活動を理解し，実践すろ
 ＋第18回－

 テーム：新聞紙ねよろ表現活動Ⅱ
 内容・⽅法：新聞紙ねよろ保育ば計画を⽴と，模擬保育な振れ返れを⾏う

 ＋第19回－
 テーム：布ねよろ表現活動Ⅰ

 内容・⽅法：乳幼児ば⽣活雑貨を取れ⼊ゎた新たぬ表現を理解し，実践すろ
 ＋第20回－

 テーム：布ねよろ表現活動Ⅱ
 内容・⽅法：布遊びねよろ保育ば計画を⽴と，指導案を作成すろ

 ＋第21回－
 テーム：⾝近ぬ環境『光』ねよろ表現活動

 内容・⽅法：乳幼児ば環境を取れ⼊ゎた『光な影』ねよろ表現活動を理解し，実践すろ
 ＋第22回－

 テーム：⾏事な造形活動Ⅰ
 内容・⽅法： 壁⾯掲⽰ば表現⽅法を情報機器ど調ほ，幼児ば⾏事体験ねおけろ壁⾯制作を構想すろ

 ＋第23回－
 テーム：⾏事な造形活動Ⅱ

 内容・⽅法：幼児ば⾏事体験ねおけろ壁⾯制作を実践すろ
 ＋第24回－

 テーム：⾏事な造形活動Ⅲ
 内容・⽅法：幼児ば⾏事体験ねおけろ壁⾯制作を展⽰すろ

＋第25回－
 テーム：感触遊びねよろ表現活動Ⅰ

 内容・⽅法：感触遊びを理解し，実践すろ
 ＋第26回－

 テーム：感触遊びねよろ表現活動Ⅱ
 内容・⽅法：感触遊びば指導⽅法な評価⽅法を理解すろ

 ＋第27回－
 テーム：空く箱ねよろ表現活動

 内容・⽅法：空く箱ねよろ乳幼児ば造形表現きる，⼩学⽣ば図⼯科へばつぬがれを理解し，実践すろ



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

＋第28回－
テーム：絵本を制作すろ表現活動Ⅰ

 内容・⽅法： 絵本ば表現⽅法を情報機器ど調ほ，絵本制作を構想すろ
 ＋第29回－

 テーム：絵本を制作すろ表現活動Ⅱ
 内容・⽅法： 絵本制作ば表現⽅法を理解し，実践すろ

 ＋第30回－
 テーム：絵本ば読め聞きせねよろ表現活動

 内容・⽅法：絵本ば読め聞きせねよろ保育実践ば動向を知れ，保育構想ば向上ね取れ組も
  

該当授業終講後ね課題レミーナば提出を求ゃろ

授業時間外ど，計30時間ば事前事後学習が必要どす．

＋前期－
授業〔１回ねつく２時間なしと計算〕な事前事後ばあわせと１単位あたれ４５時間が必要どす．

 各回ねつく0３5時間以上ば事前学習および0３5時間以上ば事後学習を⾏う．
 〔事前〕前授業ば復習をし，各指導計画案ば作成⽅法ねついと調ほろ．

 〔事後〕本授業ど学アぢ内容どば指導計画ば⽴案を考察すろ．
  

＋後期－
 授業〔1回ねつく2時間なしと計算〕な事前事後ばあわせと１単位あたれ45時間が必要どあろたゃ，各回ねつく0３5時間以上ば事前学習および0３5時間以上ば事

後学習を⾏う．
 ＋事前－前授業ば復習をし，本授業ば材料⽤具ば確認を⾏う．

 ＋事後－本授業ど学アぢ内容を整理し，保育ば現場ど役⽴つよう課題記録をつけろ．

＋前期－
授業内どば活動を鑑賞し，講評すろ．

 授業内ど⾳楽表現ねおけろ評価ば⽅法を解説すろ．
  

＋後期－
 授業内どば課題作品を鑑賞し，講評すろ．

 授業内ど造形表現ねおけろ評価ば⽅法を解説すろ．

＋前期－
授業内どば評価

 ・幼稚園教育要領・保育所保育指針ねおけろ『表現』ばはるい及び内容を理解し，応⽤どくたきを評価すろ．
 ・年齢別どば活動内容ば違いを理解し，実践したきを評価すろ．

 ・表現活動ねおけろ指導上ば留意点を理解し，模擬保育を実践したきを評価すろ．
 ・感ずたこなや考えたこなを⾃分ぬれね表現しといろきを評価すろ．

 授業外どば評価 
 ・課題ば完成度ねついと評価すろ．

 定期試験ね代わろレミーナ等 
 ・課題レミーナば完成度ねついと評価

 定期試験 ぬし
 そば他 ぬし

 正当ぬ理由ぬく6回以上⽋席した場合ぱ評価ば対象なぱせぜ『k』なすろ．
  

＋後期－
 授業内どば評価

 ・幼稚園教育要領・保育所保育指針ねおけろ『表現』ばはるい及び内容を理解し，応⽤どくたきを評価すろ．
 ・⼩学校教科なばつぬがれが意識し，実践したきを評価すろ．

 ・表現活動ねおけろ指導上ば留意点を理解し，模擬保育を実践したきを評価すろ．
 ・感ずたこなや考えたこなを⾃分ぬれね表現しといろきを評価すろ．

 ・材料・⽤具を活動内容ね合わせと活⽤どくたきを評価すろ．
 授業外どば評価 

 ・課題記録ば完成度ねついと評価すろ．
 定期試験ね代わろレミーナ等

 ・課題レミーナば完成度ねついと評価すろ．
 定期試験

 ぬし
 そば他

 ぬし
 正当ぬ理由ぬく6回以上⽋席した場合ぱ評価ば対象なぱせぜ『k』なすろ．

80 ＋前期－
・幼稚園教育要領・保育所保育指針ねおけろ『表現』ばはるい及び内
容を理解し，応⽤どくたきを評価〔20〕

＋前期－1，2 ，3，4
 



授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

・年齢別どば活動内容ば違いを理解し，実践したきを評価〔20〕
・表現活動ねおけろ指導上ば留意点を理解し，模擬保育を実践したき
を評価〔20〕

 ・感ずたこなや考えたこなを⾃分ぬれね表現しといろきを評価〔20
  

＋後期－
 ・幼稚園教育要領・保育所保育指針ねおけろ『表現』ばはるい及び内

容を理解し，応⽤どくたきを評価〔10〕
 ・⼩学校教科なばつぬがれが意識し，実践したきを評価〔10〕

 ・表現活動ねおけろ指導上ば留意点を理解し，模擬保育を実践したき
を評価〔20〕

 ・感ずたこなや考えたこなを⾃分ぬれね表現しといろきを評価
〔20〕

 ・材料・⽤具を活動内容ね合わせと活⽤どくたきを評価〔20〕

＋後期－1，2 ，3，
4，5

10
＋前期－課題ば完成度を評価
 
＋後期－課題記録ば完成度を評価

＋前期－1，2 ，3，4
 
＋後期－1，2 ，3，
4，5

0

10 ＋前期－課題レミーナば完成度を評価
＋後期－課題レミーナば完成度を評価

＋前期－1，2 ，3，4
 
＋後期－1，2 ，3，
4，5

0

＋前期－プリンナを配布すろ．
＋後期－プリンナを配布すろ．

幼稚園教育要領〔平成29年3⽉告⽰ ⽂部科学省〕
幼保連携型認定こにも園教育・保育要領〔平成29年3⽉告⽰  内閣府 ⽂部科学省 厚⽣労働省〕

 保育所保育指針〔平成29年3⽉告⽰ 厚⽣労働省〕
 新造形表現 実技編，花篤實・岡⽥憼吾編著 三晃書房

 新造形表現 理論・実践編，花篤實・岡⽥憼吾
 【やさしい弾く歌い７５】４植⽥光⼦ 共編著４⾳楽之友社

専⾨教育科⽬どあれ，学科必修科⽬どあろ．
⽋席時ね配布さゎた資料ぱ担当教員ね申し出と受け取ろこな．

光本 諭史 miがかきmoがo@oiき３jp
渡邊 詩⼦ き２waがanabe@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22045505 −

保育内容〔表現Ⅱ〕 演習

井本 英⼦，⾓地 佳⼦

井本 英⼦

2年 2022年度前期，2022年度後
期 2単位

 幼児保育学科科⽬  学修率

A 保育の理念・歴史・制度やその意義，また保育者の役割ねていと理解しといろ． -

B ⼦にもの発達過程や健康・安全，⼦にも理解の⽅法ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけ… -

C ⼦にもの福祉ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけといろ． -

D 保育内容ねていと理解し，そゎね基でいと保育を実践すろこなぎどくろ． 100%

E ⾳楽・美術・体育ぬにね関すろ基礎的技術を習得し，そゎね基でいと保育を実践すろ… -

F そゎだゎの⼦にもの特性を理解し，⼀⼈⼀⼈ね応ずた保育を実践すろこなぎどくろ． -

G 保護者や地域の⼦育と家庭な信頼関係を築く，⽀援をすろこなぎどくろ． -

H 保育者なしとの崇⾼ぬ使命を⾃覚し，⾃⼰の資質能⼒や専⾨性の向上のたゃね，絶え… -

I 保育ね対すろ情熱を持ち，⼦にもたちの将来を⾒据えと，仕事ね取れ組むこなぎどく… -

J 社会の⼀員なしと保育の専⾨性を⽣きし，協⼒しぬぎる仕事ね取れ組むこなぎどくろ． -

K 本学学⽣なしと，基本的・汎⽤的ぬスキルを⾝ねてけ，良好ぬコミュニケーションの… -

＋前期－
『保育内容〔表現Ⅰ〕』ば保育内容をよれ充実・発展させ，授業内ど模擬保育を多く取れ⼊ゎ，保育ね還元すろ態度を育とろ．

 造形活動ねおけろ材料・⽤具を活動内容ね合わせた扱いがどくろよう説明すろ．
 造形表現ねおけろ評価ば考え⽅を説明すろ．

  
＋後期－

 『保育内容〔表現Ⅰ〕』ば保育内容をよれ充実・発展させ，授業内ど模擬実技発表を多く取れ⼊ゎぬがる，幼児ば⾳楽的表現活動ば現状や様々ぬ問題点を考
察し，指導計画ば⽴案なそば考え⽅を習得すろ．

 ⾳楽的・舞踏的・⾔語的・造形的表現ば要素が含まゎといろ幼児ばオペレッタ・劇あそびぬにを取れ上ご，そば指導⽅法や教育的意義を解説すろ．

＋前期－
１，幼稚園教育要領・保育所保育指針ねおけろ『表現』ばはるい及び内容を理解し，応⽤どくろ．

 ２，⼩学校教科なばつぬがれを意識し，保育ど実践どくろ．
 ３，表現活動ねおけろ指導上ば留意点を理解し，模擬保育を実践どくろ．

 ４，感ずたこなや考えたこなを⾃分ぬれね表現どくろ．
 ５，材料・⽤具を活動内容ね合わせと活⽤どくろ．

  
＋後期－

 １，幼稚園教育要領・保育所保育指針ねおけろ『表現』ばはるい及び内容を理解し，応⽤どくろ．
 ２，年齢別どば活動内容ば違いを理解し，保育ど実践どくろ．

 ３，表現活動ねおけろ指導上ば留意点を理解し，模擬保育を実践どくろ．
 ４，感ずたこなや考えたこなを⾃分ぬれね表現どくろ．

＋第1回－
テーム：乳幼児ば絵画・造形表現ば理解

 乳幼児ば絵画・造形表現を理解すろ
 内容・⽅法：保育内容『表現』ねおけろ絵画・造形分野を理解し，乳幼児ば絵画造形表現を鑑賞すろ

 ＋第2回－
 テーム：新聞紙ねよろ表現活動Ⅰ

 内容・⽅法：新聞を使った表現活動を理解し，実践すろ
 ＋第3回－

 テーム：新聞紙ねよろ表現活動Ⅱ
 内容・⽅法：新聞紙ねよろ保育ば計画を⽴と，模擬保育な振れ返れを⾏う

 ＋第4回－
 



テーム：布ねよろ表現活動Ⅰ
内容・⽅法：乳幼児ば⽣活雑貨を取れ⼊ゎた新たぬ表現を理解し，実践すろ

 ＋第5回－
 テーム：布ねよろ表現活動Ⅱ

 内容・⽅法：布遊びねよろ保育ば計画を⽴と，指導案を作成すろ
 ＋第6回－

 テーム：⾝近ぬ環境『光』ねよろ表現活動
 内容・⽅法：乳幼児ば環境を取れ⼊ゎた『光な影』ねよろ表現活動を理解し，実践すろ

 ＋第7回－
 テーム：⾏事な造形活動Ⅰ

 内容・⽅法： 壁⾯掲⽰ば表現⽅法を情報機器ど調ほ，幼児ば⾏事体験ねおけろ壁⾯制作を構想すろ
 ＋第8回－

 テーム：⾏事な造形活動Ⅱ
 内容・⽅法：幼児ば⾏事体験ねおけろ壁⾯制作を実践すろ

 ＋第9回－
 テーム：⾏事な造形活動Ⅲ

 内容・⽅法：幼児ば⾏事体験ねおけろ壁⾯制作を展⽰すろ
 ＋第10回－

 テーム：感触遊びねよろ表現活動Ⅰ
 内容・⽅法：感触遊びを理解し，実践すろ

 ＋第11回－
 テーム：感触遊びねよろ表現活動Ⅱ

 内容・⽅法：感触遊びば指導⽅法な評価⽅法を理解すろ
 ＋第12回－

 テーム：空く箱ねよろ表現活動
 内容・⽅法：空く箱ねよろ乳幼児ば造形表現きる，⼩学⽣ば図⼯科へばつぬがれを理解し，実践すろ

 ＋第13回－
 テーム：絵本を制作すろ表現活動Ⅰ

 内容・⽅法： 絵本ば表現⽅法を情報機器ど調ほ，絵本制作を構想すろ
 ＋第14回－

 テーム：絵本を制作すろ表現活動Ⅱ
 内容・⽅法： 絵本制作ば表現⽅法を理解し，実践すろ

 ＋第15回－
テーム：絵本ば読め聞きせねよろ表現活動

 内容・⽅法：絵本ば読め聞きせねよろ保育実践ば動向を知れ，保育構想ば向上ね取れ組も
  

該当授業終講後ね課題レミーナば提出を求ゃろ
  

＋第16回－
 テーム：授業計画ば説明

 内容・⽅法：幼児ば⾳楽表現活動『５つば活動』ばまなゃな復習を⾏う．
 ＋第17回－

 テーム：年齢別表現活動ねついと
 内容・⽅法：年齢別ば歌あそびな⾳楽表現活動〔３歳児〕ねついと学ぶ．

 ＋第18回－
 テーム：年齢別表現活動ねついと

 内容・⽅法：年齢別ば歌あそびな⾳楽的表現活動〔４歳児〕ねついと学ぶ．
 ＋第19回－

 テーム：年齢別表現活動ねついと
 内容・⽅法：年齢別ば歌あそびな⾳楽的表現活動〔５歳児〕ねついと学ぶ．

 ＋第20回－
 テーム：⾳楽表現活動ば『つくろ活動』ねついと

 内容・⽅法：・ 簡単ぬ旋律作れねついと理解すろ． 
 ・ 簡単ぬ⾝体表現やリナメックねついと創作すろ． 
 ＋第21回－

 テーム：こにもば楽器ねついと
 内容・⽅法：リゼム合奏〔楽器を使った表現〕ば事例ねついと学び，実践すろ．

 ＋第22回－
 テーム：和⾳進⾏・伴奏法ねついと解説 

 内容・⽅法：『弾く歌い』ば実践なコーニネームねついと理解すろ．
 ＋第23回－

 テーム：⾳楽的指導計画ば⽴案ねついと解説
 内容・⽅法：指導計画案ば事例ば解説・⼆⼈組ど発表すろばど⼈選な曲⽬を決定すろ．

 ＋第24回－
 テーム：指導計画案な模擬実技発表①

内容・⽅法：『うたう活動』どば⾳楽的指導計画を構成し，実践すろ．
 ＋第25回－

 テーム：指導計画案な模擬実技発表②
 内容・⽅法：『くく活動』どば⾳楽的指導計画を構成し，実践すろ．

 ＋第26回－
 テーム：指導計画案な模擬実技発表⑤

 内容・⽅法：『ひく活動』どば⾳楽的指導計画を構成し，実践すろ．
 ＋第27回－

 テーム：⾳楽表現活動ば劇あそびねついと



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

内容・⽅法：オペレッタ〔劇あそび〕ばはるいな教育的意義ねついと学ぶ．
＋第28回－

 テーム：『⼦にもば歌』ば分類な解説
 内容・⽅法：⼦にもば歌ねついと⾊々ぬ⾓度きる考察すろ．

 ＋第29回－
 テーム：幼児ば歌ねついと

 内容・⽅法：⽇常保育ば四季別〔春・夏・秋・冬〕ねよろ歌を考察し実践すろ．
 ＋第30回－

 テーム：総合⾳楽表現活動ば実践
 内容・⽅法：表現分野どば創作活動を実践し，鑑賞すろ．

授業時間外ど，計30時間ば事前事後学習が必要どす．

＋前期－
授業〔1回ねつく2時間なしと計算〕な事前事後ばあわせと１単位あたれ45時間が必要どあろたゃ，各回ねつく0３5時間以上ば事前学習および0３5時間以上ば事
後学習を⾏う．

 ＋事前－前授業ば復習をし，本授業ば材料⽤具ば確認を⾏う．
 ＋事後－本授業ど学アぢ内容を整理し，保育ば現場ど役⽴つよう課題記録をつけろ．

  
＋後期－

 授業〔１回ねつく２時間なしと計算〕な事前事後ばあわせと１単位あたれ４５時間が必要どす．
 各回ねつく0３5時間以上ば事前学習および0３5時間以上ば事後学習を⾏う．

 〔事前〕前授業ば復習をし，各指導計画案ば作成⽅法ねついと調ほろ．
 〔事後〕本授業ど学アぢ内容どば指導計画ば⽴案を考察すろ．

＋前期－
授業内どば課題作品を鑑賞し，講評すろ．

 授業内ど造形表現ねおけろ評価ば⽅法を解説すろ．
  

＋後期－
 授業内どば活動を鑑賞し，講評すろ．

 授業内ど⾳楽表現ねおけろ評価ば⽅法を解説すろ．

＋前期－
授業内どば評価

 ・幼稚園教育要領・保育所保育指針ねおけろ『表現』ばはるい及び内容を理解し，応⽤どくたきを評価すろ．
 ・⼩学校教科なばつぬがれが意識し，実践したきを評価すろ．

 ・表現活動ねおけろ指導上ば留意点を理解し，模擬保育を実践したきを評価すろ．
 ・感ずたこなや考えたこなを⾃分ぬれね表現しといろきを評価すろ．

 ・材料・⽤具を活動内容ね合わせと活⽤どくたきを評価すろ．
 授業外どば評価 

 ・課題記録ば完成度ねついと評価すろ．
 定期試験ね代わろレミーナ等

 ・課題レミーナば完成度ねついと評価すろ．
 定期試験

 ぬし
 そば他

 ぬし
 正当ぬ理由ぬく6回以上⽋席した場合ぱ評価ば対象なぱせぜ『k』なすろ．

  
＋後期－

 授業内どば評価
 ・幼稚園教育要領・保育所保育指針ねおけろ『表現』ばはるい及び内容を理解し，応⽤どくたきを評価すろ．

 ・年齢別どば活動内容ば違いを理解し，実践したきを評価すろ．
 ・表現活動ねおけろ指導上ば留意点を理解し，模擬保育を実践したきを評価すろ．

 ・感ずたこなや考えたこなを⾃分ぬれね表現しといろきを評価すろ．
 授業外どば評価 

 ・課題ば完成度ねついと評価すろ．
 定期試験ね代わろレミーナ等 

 ・課題レミーナば完成度ねついと評価
 定期試験 ぬし

 そば他 ぬし
 正当ぬ理由ぬく6回以上⽋席した場合ぱ評価ば対象なぱせぜ『k』なすろ．

 

80 ＋前期－
・幼稚園教育要領・保育所保育指針ねおけろ『表現』ばはるい及び内
容を理解し，応⽤どくたきを評価〔10〕

 ・⼩学校教科なばつぬがれが意識し，実践したきを評価〔10〕

＋前期－1，2 ，3，
4，5

  
＋後期－1，2 ，3，4



授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

・表現活動ねおけろ指導上ば留意点を理解し，模擬保育を実践したき
を評価〔20〕

 ・感ずたこなや考えたこなを⾃分ぬれね表現しといろきを評価
〔20〕

 ・材料・⽤具を活動内容ね合わせと活⽤どくたきを評価〔20〕
  

＋後期－
 ・幼稚園教育要領・保育所保育指針ねおけろ『表現』ばはるい及び内

容を理解し，応⽤どくたきを評価〔20〕
 ・年齢別どば活動内容ば違いを理解し，実践したきを評価〔20〕

 ・表現活動ねおけろ指導上ば留意点を理解し，模擬保育を実践したき
を評価〔20〕

 ・感ずたこなや考えたこなを⾃分ぬれね表現しといろきを評価
〔20〕

10

＋前期－
課題記録ば完成度を評価

  
＋後期－

 課題ば完成度を評価

＋前期－1，2 ，3，
4，5

  
＋後期－1，2 ，3，4

0

10 ＋前期－課題レミーナば完成度を評価
＋後期－課題レミーナば完成度を評価

＋前期－1，2 ，3，
4，5

  
＋後期－1，2 ，3，4

0

＋前期－プリンナを配布すろ．
＋後期－プリンナを配布すろ．

幼稚園教育要領〔平成29年3⽉告⽰ ⽂部科学省〕
幼保連携型認定こにも園教育・保育要領〔平成29年3⽉告⽰  内閣府 ⽂部科学省 厚⽣労働省〕

 保育所保育指針〔平成29年3⽉告⽰ 厚⽣労働省〕
 新造形表現 実技編，花篤實・岡⽥憼吾編著 三晃書房

 新造形表現 理論・実践編，花篤實・岡⽥憼吾
 【やさしい弾く歌い７５】４植⽥光⼦ 共編著４⾳楽之友社

専⾨教育科⽬どあれ，学科必修科⽬どあろ．
⽋席時ね配布さゎた資料ぱ担当教員ね申し出と受け取ろこな．

⾓地 佳⼦ kakきchi@oiき３jp
井本 英⼦ imoがo@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

22046501 −

保育・教育課程論 講義

吉⽥ 貴⼦

吉⽥ 貴⼦

1年 2022年度前期 2単位

 幼児保育学科科⽬  学修率

A 保育の理念・歴史・制度やその意義，また保育者の役割ねていと理解しといろ． -

B ⼦にもの発達過程や健康・安全，⼦にも理解の⽅法ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけ… -

C ⼦にもの福祉ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけといろ． -

D 保育内容ねていと理解し，そゎね基でいと保育を実践すろこなぎどくろ． 100%

E ⾳楽・美術・体育ぬにね関すろ基礎的技術を習得し，そゎね基でいと保育を実践すろ… -

F そゎだゎの⼦にもの特性を理解し，⼀⼈⼀⼈ね応ずた保育を実践すろこなぎどくろ． -

G 保護者や地域の⼦育と家庭な信頼関係を築く，⽀援をすろこなぎどくろ． -

H 保育者なしとの崇⾼ぬ使命を⾃覚し，⾃⼰の資質能⼒や専⾨性の向上のたゃね，絶え… -

I 保育ね対すろ情熱を持ち，⼦にもたちの将来を⾒据えと，仕事ね取れ組むこなぎどく… -

J 社会の⼀員なしと保育の専⾨性を⽣きし，協⼒しぬぎる仕事ね取れ組むこなぎどくろ． -

K 本学学⽣なしと，基本的・汎⽤的ぬスキルを⾝ねてけ，良好ぬコミュニケーションの… -

こば授業ば形態ぱ『講義』ど，『対⾯授業』どあろ．
 
こば授業どぱ，幼稚園・保育所・認定こにも園ねおけろ教育課程ば編成ば在れ⽅を説明すろ．教育課程ば編成ねぱ，『⼦にもば発達，保育・教育内容ば考え
⽅なそば実際，保育者ば環境構成・援助ば在れ⽅，地域・家庭なば連携』ぬにば知識が求ゃるゎろたゃ，他教科ば学習内容な関連させぬがる総合的ぬ視点ど
なるえ，対応しといく⼒を育成すろ．

 指導計画ば実際例や実践を通しと，教育課程を基ね具体的ぬ指導計画を作成し，そば評価や保育活動ば展開ばミウンナぬにを概説すろ．

1３ 教育課程及び全体的ぬ計画等，指導計画ば意義な⽬的を説明どくろ．
2３ 教育課程及び全体的ぬ計画ば編成ねついと内容ば説明がどくろ．

 3３ ⼦にもば発達ば過程や特徴ば理解を基ねしと，実際ね指導計画ばミウンナをおさえ，作成どくろ．
 4３ 保育記録・評価反省な計画ば関係性を説明どくろ．

 5３ 計画ば改善ば意義な⽅法ねついと説明どくろ．

こば授業ぱ『対⾯授業』どす．
 
第 １回 オリエンテーション 保育・教育課程ば役割理解

 第 ２回 保育ば基本な計画ば考え⽅ 教育課程や全体的ぬ計画ば意義な⽬的ねついと
 第 ３回 幼児教育ば特質な幼児期ね育めたい資質・能⼒ねついと

 第 ４回 教育課程ば変遷な幼稚園ねおけろ教育課程編成ば役割な編成
 第 ５回 保育所ねおけろ全体的ぬ計画

 第 ６回 幼保連携型認定こにも園ねおけろ教育及び保育ば内容並びね⼦育とば⽀援等ね関すろ全体的ぬ計画
 第 ７回 ⻑期ば指導計画な短期ば指導計画ば実際

 第 ８回 指導計画ば作成・PDCAサウクロな幼児理解ね基でいた評価ば実際
 第 ９回 カリキュルム・ムネズメンナば意義な実際

 第１２回 園・家庭・地域社会ば役割
 第１１回 指導計画ば作成①〔発達過程を意識しと〕

 第１２回 指導計画ば作成②〔保育ば展開を考えろ〕
 第１３回 指導計画ば実践な評価

 第１４回 幼児教育な⼩学校教育なば円滑ぬ接続
 第１５回 まなゃ

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

授業〔１回ねつく２時間なしと計算〕な事前事後学修をあわせと１単位あたれ４５時間が必要どす．



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

毎回ば授業ね対しと，合わせと４時間ば事前・事後学修が必要なぬれます．
＋第１回－

 ①事前学修課題：事前ねテキスナば⽬次を参考ねしと，こば授業ば流ゎを把握しとおくこな．
 ②事後学修課題：課題を課すばど，次回ば授業前ね提出すろこな．

 ＋第２回－
 ①事前学修課題：テキスナど，教育課程や全体的ぬ計画ば意義ね関すろ箇所を読もこな．

 ②事後学修課題：課題を課すばど，次回ば授業前ね提出すろこな．
 ＋第３回－

 ①事前学修課題：幼児期ね育めたい資質・能⼒ねついとば箇所を読アどおくこな．
 ②事後学修課題：授業内ね⽰した課題ね取れ組もこな．

 ＋第４回－
 ①事前学修課題：幼稚園教育要領ねついと調ほとおくこな．

 ②事後学修課題：幼稚園教育要領ば⼤事ぬミウンナねついと整理しとおくこな．
 ＋第５回－

 ①事前学修課題：保育所保育指針ねついと調ほとおくこな．
 ②事後学修課題：保育所ば特徴な保育⼠ば役割ねついとまなゃろこな．

 ＋第６回－
 ①事前学修課題：幼保連携型認定こにも園教育・保育要領ねついと調ほとおくこな．

 ②事後学修課題：認定⼦にも園ば特徴ねついと整理すろこな．
 ＋第７回－

 ①事前学修課題：保育ば計画ねぱにばようぬもばがあろきテキスナど調ほとおくこな．
 ②事後学修課題：計画ば種類ねついとまなゃろこな．

 ＋第８回－
 ①事前学修課題：ここまどば授業内容を復習しとおくこな．

 ②事後学修課題：課題を課すばど，次回ば授業前ね提出すろこな．
 ＋第９回－

 ①事前学修課題：事前ねテキスナば当該箇所を読アどおくこな．
 ②事後学修課題：課題を課すばど，次回ば授業前ね提出すろこな．

 ＋第１２回－
 ①事前学修課題：⼦にもば家庭環境や地域社会ねついと調ほろこな．

 ②事後学修課題：⾃分ど調ほたれ，考えたこなをレミーナねまなゃろこな．
 ＋第１１回－

 ①事前学修課題：指導計画ば作成ねついと予習すろこな．
②事後学修課題：指導計画を作成すろこな．

 ＋第１２回－
 ①事前学修課題：授業内容を復習しとおくこな．

 ②事後学修課題：課題を課すばど，次回ば授業前ね提出すろこな．
 ＋第１３回－

 ①事前学修課題：計画を実践すろ際ば留意点ねついとまなゃろこな．
 ②事後学修課題：課題を課すばど，次回ば授業前ね提出すろこな．

 ＋第１４回－
 ①事前学修課題：幼稚園や保育所な⼩学校ば違いを考えとおくこな．

 ②事後学修課題：幼保⼩連携ばミウンナを整理しとおくこな．
 ＋第１５回－

 ①事前学修課題：今まどば授業内容を⾒直しとおくこな．
 ②事後学修課題：授業全体どば学びを振れ返れ，課題ね取れ組もこな．

受け取った課題ね，コメンナを返しとフィーニバックし，そば後ば授業ど説明すろ．

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
正当ぬ理由ぬく6回以上⽋席した場合ぱ『K』評価なすろ．

30 発表(20)，リフレクションシーナ(10) 1 2 4

50 レミーナ(50) 3 5

0

20 期末レミーナ(20) 2 4 5

0

佐藤哲也編〔２２１８〕【⼦にもば⼼ねよれそう保育・教育課程論〔改訂版〕】 福村出版 ISBN 
9784571116094  \2１310

必要ね応ずと授業内ど紹介すろ．

幼稚園教諭免許および保育⼠資格取得ばたゃね必要ぬ科⽬どあろ．
興味ばあろ幼稚園や保育所，認定こにも園ばHPを⾒たれ，保育ば本を読もこなど，⾊々ぬ保育ばカリキュルムねつ
いと調ほとめましらう．



担当教員へば連絡⽅法 吉⽥ 貴⼦ がak２yoかhida@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22022801 −

保育相談〔幼児理解ば理論・⽅法を含も〕 講義

藤野 遼平

藤野 遼平

2年 2022年度前期 2単位

 幼児保育学科科⽬  学修率

A 保育の理念・歴史・制度やその意義，また保育者の役割ねていと理解しといろ． -

B ⼦にもの発達過程や健康・安全，⼦にも理解の⽅法ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけ… 100%

C ⼦にもの福祉ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけといろ． -

D 保育内容ねていと理解し，そゎね基でいと保育を実践すろこなぎどくろ． -

E ⾳楽・美術・体育ぬにね関すろ基礎的技術を習得し，そゎね基でいと保育を実践すろ… -

F そゎだゎの⼦にもの特性を理解し，⼀⼈⼀⼈ね応ずた保育を実践すろこなぎどくろ． -

G 保護者や地域の⼦育と家庭な信頼関係を築く，⽀援をすろこなぎどくろ． -

H 保育者なしとの崇⾼ぬ使命を⾃覚し，⾃⼰の資質能⼒や専⾨性の向上のたゃね，絶え… -

I 保育ね対すろ情熱を持ち，⼦にもたちの将来を⾒据えと，仕事ね取れ組むこなぎどく… -

J 社会の⼀員なしと保育の専⾨性を⽣きし，協⼒しぬぎる仕事ね取れ組むこなぎどくろ． -

K 本学学⽣なしと，基本的・汎⽤的ぬスキルを⾝ねてけ，良好ぬコミュニケーションの… -

現代社会ね⽣くろ保護者ぱ，メドィイを通し⼤量ね育児情報を得ろこながどくろ反⾯，近所や⾝内ね⼦育とば協⼒者や相談相⼿が少ぬく，育児ね不安を持ち
やすい環境ねあれます．そばたゃ，保育者ぱ⼦にもばそぢちを⽀えろぢけどぬく，⾝近ぬ⼦にもば専⾨家なしと保護者ばぬやめね寄れ添う役割も期待さゎろ
ようねぬっとくといます．

  本講義どぱ，カウンセリンゲば考え⽅を基盤なした保護者へばサミーナ的態度ねついと説明します．また，⼦にもば発達ねついとば基本的ぬ理論や発達障
害ねついとも説明します．⼦にもば問題⾏動や発達ばつまぜくねついとば知識ぱ，⼦にもなば直接ば関われぢけどぬく，保護者きるば相談ね応ずろうえども
重要ねぬっとくます．

  本講義ぱオンドムンニ型ば遠隔授業ば形態をなれます．つまれ，リイロタウム型ば遠隔授業〔そば授業時間ねげoomぬにど参加すろ⽅法〕どぱぬく，講義
を録画した動画を⼀定期間中ね視聴し，所定ば課題を提出しといたぢく形ど実施します．

１．⼦にもば発達なそばつまぜくねついと理解し，そば理論や適切ぬ対応ねついと説明どくろ．
２．カウンセリンゲムウンニば基本的ぬ知識や態度ねついと理解し，体験したこなを説明どくろ．

 ３．知識を活きしと，実践へば応⽤を⾃分ぬれね考えろこながどくろ．

授業ぱすほとオンルウンねと⾏う．授業動画ば視聴なそゎを基ねした授業課題ば提⽰１およびリイロタウム授業どば解説なフィーニバックきる成ろ．
 
＋第1回－

 テーム︓オリエンテーション
 内容・⽅法︓

 1．授業ねついと
 2．保育相談ば意義

  
＋第2回－

 テーム︓⼦にもば理解ばたゃね①
 内容・⽅法︓

 1．⾝体・運動ば発達ねついと
 2．発達ばムウロスナーン〔節⽬なぬろ指標〕

 3．脳性まひねついと
  

＋第3回－
 テーム︓⼦にもば理解ばたゃね②

 内容・⽅法︓
 1．こなひば発達ねついと

 2．初語が出ろまどば道筋
 3．こなひば発達ね必要ぬききわれ

  



＋第4回－
テーム︓⼦にもば理解ばたゃね⑤

 内容・⽅法︓
 1．社会性ば発達ねついと

 2．⼼ば理論
 3．他者ば⼼を理解すろ道筋

  
＋第5回－

 テーム︓発達障害①
 内容・⽅法︓

 1．発達障害ねついとば基本的ぬ知識
 2．⾃閉症スペクナルム

 3．特性ねあった援助を考えとめよう
  

＋第6回－
 テーム︓発達障害②

 内容・⽅法︓
 1．ADHD

 2．特性ねあった援助を考えとめよう
  

＋第7回－
 テーム︓発達障害⑤

 内容・⽅法︓
 1．LD・発達性協調運動障害

 2．不器⽤さ
 3．特性ねあった援助を考えとめよう

  
＋第8回－

 テーム︓保育相談ば基本的ぬ態度
 内容・⽅法︓

 1．⼦にもば成⻑ば喜びば共有
 2．保護者ばスナレンゲス〔強め〕

 3．⾃⼰決定ば尊重
 
＋第9回－

 テーム︓カウンセリンゲムウンニ①
 内容・⽅法︓

 1．受容・共感
 2．傾聴ばしきた

  
＋第10回－

 テーム︓カウンセリンゲムウンニ②
 内容・⽅法︓

 1．イサーションば考え⽅
 2．伝え⽅ばミウンナ

  
＋第11回－

 テーム︓連携が必要ねぬろなく
 内容・⽅法︓

 1．チーム保育
 2．他機関なば連携

  
＋第12回－

 テーム︓相談援助ば進ゃ⽅
 内容・⽅法︓

 1．⽀援ばプワセス
 2．⽀援をにう計画すろき

  
＋第13回－

 テーム︓虐待ケースきる考えとめろ
 内容・⽅法︓

 1．虐待なぱ
 2．愛着ば問題

 3．虐待が疑わゎろ場合ね保育者なしと何がどくろき
  

＋第14回－
 テーム︓保育者ばメンタロペロス

 内容・⽅法︓
 1．スナレス

 2．精神疾患
 3．コーブンゲ〔スナレスへば対処〕

  
＋第15回－

 



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テーム︓事例検討
内容・⽅法︓授業内容ばまなゃばうえど１そば知識をもなね実際ば現場どぱにばようぬ点を考慮すろ必要があろばき事例をもなね検討すろ

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

＋第1回－
➀事前学修課題：特ねぬし

 ②事後学修課題：疑問点ねついと整理すろ
 ＋第2回－

 ➀事前学修課題：前回講義ば疑問点を整理しとおく
 ②事後学修課題：授業課題ば提出

 ＋第3回－
 ➀事前学修課題：前回講義ば疑問点を整理しとおく

 ②事後学修課題：授業課題ば提出
 ＋第4回－

 ➀事前学修課題：前回講義ば疑問点を整理しとおく
 ②事後学修課題：授業課題ば提出

 ＋第5回－
 ➀事前学修課題：前回講義ば疑問点を整理しとおく

 ②事後学修課題：授業課題ば提出
 ＋第6回－

 ➀事前学修課題：前回講義ば疑問点を整理しとおく
 ②事後学修課題：授業課題ば提出

 ＋第7回－
 ➀事前学修課題：前回講義ば疑問点を整理しとおく

 ②事後学修課題：授業課題ば提出
 ＋第8回－

 ➀事前学修課題：前回講義ば疑問点を整理しとおく
 ②事後学修課題：授業課題ば提出

 ＋第9回－
 ➀事前学修課題：前回講義ば疑問点を整理しとおく

 ②事後学修課題：授業課題ば提出
 ＋第10回－

 ➀事前学修課題：前回講義ば疑問点を整理しとおく
 ②事後学修課題：授業課題ば提出

 ＋第11回－
 ➀事前学修課題：前回講義ば疑問点を整理しとおく

 ②事後学修課題：授業課題ば提出
＋第12回－

 ➀事前学修課題：前回講義ば疑問点を整理しとおく
 ②事後学修課題：授業課題ば提出

 ＋第13回－
 ➀事前学修課題：前回講義ば疑問点を整理しとおく

 ②事後学修課題：授業課題ば提出
 ＋第14回－

 ➀事前学修課題：前回講義ば疑問点を整理しとおく
 ②事後学修課題：授業課題ば提出

 ＋第15回－
 ①事前学修課題：こゎまどば配布資料ば⾒直しな疑問点をまなゃろ

 ②事後学修課題：講義ね関連しと興味ばあろテームねついとば資料を読も

リイクションペービー：毎授業ざなね質問や意⾒へばフィーニバックを⾏い，疑問ば解消ね努ゃろななもね更ぬろ理解ば深まれを⽬指します
授業課題：授業課題ねおいと多きった誤答を参照すろぬに，解説を交えぬがる適宜フィーニバックをします．

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
また，正当ぬ理由ぬく5回以上⽋席した場合や，正当ぬ理由ぬく定期試験を⽋席した場合ぱ『K』評価なすろ

30 授業中ば発⾔・質問１ワークぬにへば参加１リイクションペービーへば
記述 2

30 授業ど伝えた内容を正確ね理解しといろき 3

40 基本的ぬ知識・理論ば理解度・知識を正確ね理解した記述がどくとい
ろき 1

0

0



テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

テキスナぱ使⽤せぜ，適宜プリンナを配布すろ

必要ね応ずと授業内ど紹介すろ

⼀年時ね履修した『発達⼼理学』ば復習をしとおいとくぢさい．
⽋席した場合ねぱ，そば授業ど使⽤した資料を配布いたします．

藤野 遼平 お２fきjino@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22009501 −

⾳楽理論 講義

安部 れ⿇

安部 れ⿇

1年 2022年度前期 2単位

 幼児保育学科科⽬  学修率

A 保育の理念・歴史・制度やその意義，また保育者の役割ねていと理解しといろ． -

B ⼦にもの発達過程や健康・安全，⼦にも理解の⽅法ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけ… -

C ⼦にもの福祉ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけといろ． -

D 保育内容ねていと理解し，そゎね基でいと保育を実践すろこなぎどくろ． -

E ⾳楽・美術・体育ぬにね関すろ基礎的技術を習得し，そゎね基でいと保育を実践すろ… 100%

F そゎだゎの⼦にもの特性を理解し，⼀⼈⼀⼈ね応ずた保育を実践すろこなぎどくろ． -

G 保護者や地域の⼦育と家庭な信頼関係を築く，⽀援をすろこなぎどくろ． -

H 保育者なしとの崇⾼ぬ使命を⾃覚し，⾃⼰の資質能⼒や専⾨性の向上のたゃね，絶え… -

I 保育ね対すろ情熱を持ち，⼦にもたちの将来を⾒据えと，仕事ね取れ組むこなぎどく… -

J 社会の⼀員なしと保育の専⾨性を⽣きし，協⼒しぬぎる仕事ね取れ組むこなぎどくろ． -

K 本学学⽣なしと，基本的・汎⽤的ぬスキルを⾝ねてけ，良好ぬコミュニケーションの… -

こば授業どぱ，保育者が保育現場ねおいと⾳楽活動をすろ際ね必要なぬろ⾳楽ば理論・楽譜ね書いとあろ意味を読め取ろばね必要ぬ知識を概説します．楽譜
ね書きゎといろ⾳なリゼムを正確ね演奏すろたゃね必要ぬ知識を⾝ねつけ，演奏すろこなを⽬的なします．記譜法ね始まれ，⻄洋⾳楽ば基礎どあろ⾳階ば成
れ⽴ちきる，パーモニーまど幅広く説明します．テキスナな並⾏しと五線譜や鍵盤を⽤いろこなねよれ，リゼムを体感し，実際ば演奏ね役⽴とろようねしま
す．

1３五線譜上ば⾳を読もこながどくろ
2３記譜さゎといろ⾳符ばリゼムを正確ね打つこながどくろ

 3３簡易ぬ⾳程を判断どくろ
 4３簡易ぬコーニを演奏すろこながどくろ

 5３演奏記号ねついと説明どくろ
 6３記譜通れね演奏すろこながどくろ

＋第1回－
テーム：五線な⾳ば⻑さ

 内容・⽅法：五線ば名前，加線，代表的ぬ⾳部記号，オクターヘ記号，例題な解説
 ＋第2回－

 テーム：⾳名な変化記号
 内容・⽅法：⽩鍵，⿊鍵，♯な♭，変化記号，異名同⾳，例題な解説

 ＋第3回－
 テーム：⾳符な休符１ 

 内容・⽅法：⾳符ば名前，⾳符な休符ば種類 例題な解説
 ＋第4回－

 テーム：⾳符な休符２
 内容・⽅法：付点⾳符な休符，複付点⾳符，3連符，例題な解説

 ＋第5回－
 テーム：拍⼦1

 内容・⽅法：拍な拍⼦，拍⼦記号，拍⼦ば種類，例題な解説
 ＋第6回－

 テーム：拍⼦2
 内容・⽅法：強拍な弱拍，シンコペーション，イウフタクナ，例題な解説

 ＋第7回－
 テーム：記号な楽語1

 内容・⽅法：強弱記号，速度標語，メナワノーム記号，発想標語，例題な解説
 ＋第8回－

 テーム：記号な楽語2
 



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

内容・⽅法：イーティキュレーション，装飾⾳な略記法，くれ返し記号，例題な解説
＋第9回－

 テーム：⾳程1
 内容・⽅法：⾳程ば度数，⾳程ば種類，例題な解説

 ＋第10回－
 テーム：⾳程2

 内容・⽅法：更ね詳しい⾳程ば種類な⾒分け⽅，例題な解説
 ＋第11回－

 テーム：⾳階１
 内容・⽅法：⻑⾳階，短⾳階，例題な解説

 ＋第12回－
 テーム：⾳階2

 内容・⽅法：近親調，転調な移調，いわいわぬ⾳階，例題な解説
 ＋第13回－

 テーム：和⾳1
 内容・⽅法：和⾳ば種類，三和⾳ば種類，例題な解説

 ＋第14回－
 テーム：和⾳2

 内容・⽅法：コーニネーム，七ば和⾳，基本形な転回形，例題な解説
 ＋第15回－

 テーム：まなゃな確認
 内容・⽅法：総復習なしと学アぢこなばまなゃ確認，そしとそば解説を⾏います

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

授業〔1回ねつく2時間なしと計算〕な事前事後ば合わせと1単位あたれ45時間が必要どす．
知識なしと理解した後ね実際ね⾳を出しとめろこなが⼤切どす．従っと毎回ば授業前ねテキスナをよく読め，授業後ぱ学アぢこなをブイノ等ば鍵盤楽器を⽤
いと実際ね確認すろこなが必要なぬろたゃ，各回ねつく事前・事後合わせと4時間程度ば学習が必要どす．

毎回，授業内・外ど確認ばたゃば課題を実施します．そゎを元ね次回ば授業ど解説しますばど，⾃⼰採点な復習ね役⽴ととくぢさい．

以下ね⽰す通れ，授業内・外どば課題取れ組め状況な，定期試験ね代わろレミーナば評価結果ね基でく総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格なし，所定ば
単位を認定すろ．

 正当ぬ理由ばぬい⽋席6回以上，またぱ全授業終了後ば課題を未提出ば場合，評価ば対象なせぜ『K』評価なすろ．

50 授業内ど出さゎろ課題ば取れ組め状況〔50〕 １，２，３，４，
５，６，

0

0

50 まなゃば課題ば理解度〔50〕 １，２，３，５

0

実践 ⼤⼈ばたゃば⾳楽ワーク  テキスナ   ユムパメューズックメドィイ
ISBN4２636２80155２5  1210円

必要ね応ずと紹介します．

五線紙を持参しとくぢさい．課題を提出しと頂くこながあろばど，五線紙ぱ切れ離せろもばが便利ぢな思います．こ
ば授業内容を理解すろこなねよれ，楽器を演奏すろ際ね速く楽譜を読もこながどくたれ，ブイノ実技，⾳楽Ⅰ，保育
内容〔表現Ⅰ〕ねおけろ技術ば習得がスムーゼね⾏えたれすろようねぬれます．

安部 れ⿇ お２abe@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22009502 −

⾳楽理論 講義

⽮⾕ ⼀哉

⽮⾕ ⼀哉

1年 2022年度前期 2単位

 幼児保育学科科⽬  学修率

A 保育の理念・歴史・制度やその意義，また保育者の役割ねていと理解しといろ． -

B ⼦にもの発達過程や健康・安全，⼦にも理解の⽅法ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけ… -

C ⼦にもの福祉ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけといろ． -

D 保育内容ねていと理解し，そゎね基でいと保育を実践すろこなぎどくろ． -

E ⾳楽・美術・体育ぬにね関すろ基礎的技術を習得し，そゎね基でいと保育を実践すろ… 100%

F そゎだゎの⼦にもの特性を理解し，⼀⼈⼀⼈ね応ずた保育を実践すろこなぎどくろ． -

G 保護者や地域の⼦育と家庭な信頼関係を築く，⽀援をすろこなぎどくろ． -

H 保育者なしとの崇⾼ぬ使命を⾃覚し，⾃⼰の資質能⼒や専⾨性の向上のたゃね，絶え… -

I 保育ね対すろ情熱を持ち，⼦にもたちの将来を⾒据えと，仕事ね取れ組むこなぎどく… -

J 社会の⼀員なしと保育の専⾨性を⽣きし，協⼒しぬぎる仕事ね取れ組むこなぎどくろ． -

K 本学学⽣なしと，基本的・汎⽤的ぬスキルを⾝ねてけ，良好ぬコミュニケーションの… -

こば授業どぱ，保育者が保育現場ねおいと⾳楽活動をすろ際ね必要なぬろ⾳楽ば理論・楽譜ね書いとあろ意味を読め取ろばね必要ぬ知識を概説します．楽譜
ね書きゎといろ⾳なリゼムを正確ね演奏すろたゃね必要ぬ知識を⾝ねつけ，演奏すろこなを⽬的なします．記譜法ね始まれ，⻄洋⾳楽ば基礎どあろ⾳階ば成
れ⽴ちきる，パーモニーまど幅広く説明します．テキスナな並⾏しと五線譜や鍵盤を⽤いろこなねよれ，リゼムを体感し，実際ば演奏ね役⽴とろようねしま
す．

1３五線譜上ば⾳を読もこながどくろ
2３記譜さゎといろ⾳符ばリゼムを正確ね打つこながどくろ

 3３簡易ぬ⾳程を判断どくろ
 4３簡易ぬコーニを演奏すろこながどくろ

 5３演奏記号ねついと説明どくろ
 6３記譜通れね演奏すろこながどくろ

＋第1回－
テーム：五線な⾳ば⻑さ

 内容・⽅法：五線ば名前，加線，代表的ぬ⾳部記号，オクターヘ記号，例題な解説
 ＋第2回－

 テーム：⾳名な変化記号
 内容・⽅法：⽩鍵，⿊鍵，♯な♭，変化記号，異名同⾳，例題な解説

 ＋第3回－
 テーム：⾳符な休符１ 

 内容・⽅法：⾳符ば名前，⾳符な休符ば種類 例題な解説
 ＋第4回－

 テーム：⾳符な休符２
 内容・⽅法：付点⾳符な休符，複付点⾳符，3連符，例題な解説

 ＋第5回－
 テーム：拍⼦1

 内容・⽅法：拍な拍⼦，拍⼦記号，拍⼦ば種類，例題な解説
 ＋第6回－

 テーム：拍⼦2
 内容・⽅法：強拍な弱拍，シンコペーション，イウフタクナ，例題な解説

 ＋第7回－
 テーム：記号な楽語1

 内容・⽅法：強弱記号，速度標語，メナワノーム記号，発想標語，例題な解説
 ＋第8回－

 テーム：記号な楽語2
 



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

内容・⽅法：イーティキュレーション，装飾⾳な略記法，くれ返し記号，例題な解説
＋第9回－

 テーム：⾳程1
 内容・⽅法：⾳程ば度数，⾳程ば種類，例題な解説

 ＋第10回－
 テーム：⾳程2

 内容・⽅法：更ね詳しい⾳程ば種類な⾒分け⽅，例題な解説
 ＋第11回－

 テーム：⾳階１
 内容・⽅法：⻑⾳階，短⾳階，例題な解説

 ＋第12回－
 テーム：⾳階2

 内容・⽅法：近親調，転調な移調，いわいわぬ⾳階，例題な解説
 ＋第13回－

 テーム：和⾳1
 内容・⽅法：和⾳ば種類，三和⾳ば種類，例題な解説

 ＋第14回－
 テーム：和⾳2

 内容・⽅法：コーニネーム，七ば和⾳，基本形な転回形，例題な解説
 ＋第15回－

 テーム：まなゃな確認
 内容・⽅法：総復習なしと学アぢこなばまなゃ確認，そしとそば解説を⾏います

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

授業〔1回ねつく2時間なしと計算〕な事前事後ば合わせと1単位あたれ45時間が必要どす．
知識なしと理解した後ね実際ね⾳を出しとめろこなが⼤切どす．従っと毎回ば授業前ねテキスナをよく読め，授業後ぱ学アぢこなをブイノ等ば鍵盤楽器を⽤
いと実際ね確認すろこなが必要なぬろたゃ，各回ねつく事前・事後合わせと4時間程度ば学習が必要どす．

毎回，授業内・外ど確認ばたゃば課題を実施します．そゎを元ね次回ば授業ど解説しますばど，⾃⼰採点な復習ね役⽴ととくぢさい．

以下ね⽰す通れ，授業内・外どば課題取れ組め状況な，定期試験ね代わろレミーナば評価結果ね基でく総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格なし，所定ば
単位を認定すろ．

 正当ぬ理由ばぬい⽋席6回以上，またぱ全授業終了後ば課題を未提出ば場合，評価ば対象なせぜ『K』評価なすろ．

50 授業内ど出さゎろ課題ば取れ組め状況〔50〕 １，２，３，４，
５，６，

0

0

50 まなゃば課題ば理解度〔50〕 １，２，３，５

0

実践 ⼤⼈ばたゃば⾳楽ワーク  テキスナ   ユムパメューズックメドィイ
ISBN4２636２80155２5  1210円

必要ね応ずと紹介します．

五線紙を持参しとくぢさい．課題を提出しと頂くこながあろばど，五線紙ぱ切れ離せろもばが便利ぢな思います．こ
ば授業内容を理解すろこなねよれ，楽器を演奏すろ際ね速く楽譜を読もこながどくたれ，ブイノ実技，⾳楽Ⅰ，保育
内容〔表現Ⅰ〕ねおけろ技術ば習得がスムーゼね⾏えたれすろようねぬれます．

⽮⾕ ⼀哉 yadani@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22009503 −

⾳楽理論 講義

⼭内 由⾹

⼭内 由⾹

1年 2022年度前期 2単位

 幼児保育学科科⽬  学修率

A 保育の理念・歴史・制度やその意義，また保育者の役割ねていと理解しといろ． -

B ⼦にもの発達過程や健康・安全，⼦にも理解の⽅法ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけ… -

C ⼦にもの福祉ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけといろ． -

D 保育内容ねていと理解し，そゎね基でいと保育を実践すろこなぎどくろ． -

E ⾳楽・美術・体育ぬにね関すろ基礎的技術を習得し，そゎね基でいと保育を実践すろ… 100%

F そゎだゎの⼦にもの特性を理解し，⼀⼈⼀⼈ね応ずた保育を実践すろこなぎどくろ． -

G 保護者や地域の⼦育と家庭な信頼関係を築く，⽀援をすろこなぎどくろ． -

H 保育者なしとの崇⾼ぬ使命を⾃覚し，⾃⼰の資質能⼒や専⾨性の向上のたゃね，絶え… -

I 保育ね対すろ情熱を持ち，⼦にもたちの将来を⾒据えと，仕事ね取れ組むこなぎどく… -

J 社会の⼀員なしと保育の専⾨性を⽣きし，協⼒しぬぎる仕事ね取れ組むこなぎどくろ． -

K 本学学⽣なしと，基本的・汎⽤的ぬスキルを⾝ねてけ，良好ぬコミュニケーションの… -

こば授業どぱ，保育者が保育現場ねおいと⾳楽活動をすろ際ね必要なぬろ⾳楽ば理論・楽譜ね書いとあろ意味を読め取ろばね必要ぬ知識を概説します．楽譜
ね書きゎといろ⾳なリゼムを正確ね演奏すろたゃね必要ぬ知識を⾝ねつけ，演奏すろこなを⽬的なします．記譜法ね始まれ，⻄洋⾳楽ば基礎どあろ⾳階ば成
れ⽴ちきる，パーモニーまど幅広く説明します．テキスナな並⾏しと五線譜や鍵盤を⽤いろこなねよれ，リゼムを体感し，実際ば演奏ね役⽴とろようねしま
す．

1３五線譜上ば⾳を読もこながどくろ
2３記譜さゎといろ⾳符ばリゼムを正確ね打つこながどくろ

 3３簡易ぬ⾳程を判断どくろ
 4３簡易ぬコーニを演奏すろこながどくろ

 5３演奏記号ねついと説明どくろ
 6３記譜通れね演奏すろこながどくろ

＋第1回－
テーム：五線な⾳ば⻑さ

 内容・⽅法：五線ば名前，加線，代表的ぬ⾳部記号，オクターヘ記号，例題な解説
 ＋第2回－

 テーム：⾳名な変化記号
 内容・⽅法：⽩鍵，⿊鍵，♯な♭，変化記号，異名同⾳，例題な解説

 ＋第3回－
 テーム：⾳符な休符１ 

 内容・⽅法：⾳符ば名前，⾳符な休符ば種類 例題な解説
 ＋第4回－

 テーム：⾳符な休符２
 内容・⽅法：付点⾳符な休符，複付点⾳符，3連符，例題な解説

 ＋第5回－
 テーム：拍⼦1

 内容・⽅法：拍な拍⼦，拍⼦記号，拍⼦ば種類，例題な解説
 ＋第6回－

 テーム：拍⼦2
 内容・⽅法：強拍な弱拍，シンコペーション，イウフタクナ，例題な解説

 ＋第7回－
 テーム：記号な楽語1

 内容・⽅法：強弱記号，速度標語，メナワノーム記号，発想標語，例題な解説
 ＋第8回－

 テーム：記号な楽語2
 



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

内容・⽅法：イーティキュレーション，装飾⾳な略記法，くれ返し記号，例題な解説
＋第9回－

 テーム：⾳程1
 内容・⽅法：⾳程ば度数，⾳程ば種類，例題な解説

 ＋第10回－
 テーム：⾳程2

 内容・⽅法：更ね詳しい⾳程ば種類な⾒分け⽅，例題な解説
 ＋第11回－

 テーム：⾳階１
 内容・⽅法：⻑⾳階，短⾳階，例題な解説

 ＋第12回－
 テーム：⾳階2

 内容・⽅法：近親調，転調な移調，いわいわぬ⾳階，例題な解説
 ＋第13回－

 テーム：和⾳1
 内容・⽅法：和⾳ば種類，三和⾳ば種類，例題な解説

 ＋第14回－
 テーム：和⾳2

 内容・⽅法：コーニネーム，七ば和⾳，基本形な転回形，例題な解説
 ＋第15回－

 テーム：まなゃな確認
 内容・⽅法：総復習なしと学アぢこなばまなゃ確認，そしとそば解説を⾏います

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

授業〔1回ねつく2時間なしと計算〕な事前事後ば合わせと1単位あたれ45時間が必要どす．
知識なしと理解した後ね実際ね⾳を出しとめろこなが⼤切どす．従っと毎回ば授業前ねテキスナをよく読め，授業後ぱ学アぢこなをブイノ等ば鍵盤楽器を⽤
いと実際ね確認すろこなが必要なぬろたゃ，各回ねつく事前・事後合わせと4時間程度ば学習が必要どす．

毎回，授業内・外ど確認ばたゃば課題を実施します．そゎを元ね次回ば授業ど解説しますばど，⾃⼰採点な復習ね役⽴ととくぢさい．

以下ね⽰す通れ，授業内・外どば課題取れ組め状況な，定期試験ね代わろレミーナば評価結果ね基でく総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格なし，所定ば
単位を認定すろ．

 正当ぬ理由ばぬい⽋席6回以上，またぱ全授業終了後ば課題を未提出ば場合，評価ば対象なせぜ『K』評価なすろ．

50 授業内ど出さゎろ課題ば取れ組め状況〔50〕 １，２，３，４，
５，６，

0

0

50 まなゃば課題ば理解度〔50〕 １，２，３，５

0

実践 ⼤⼈ばたゃば⾳楽ワーク  テキスナ   ユムパメューズックメドィイ
ISBN4２636２80155２5  1210円

必要ね応ずと紹介します．

五線紙を持参しとくぢさい．課題を提出しと頂くこながあろばど，五線紙ぱ切れ離せろもばが便利ぢな思います．こ
ば授業内容を理解すろこなねよれ，楽器を演奏すろ際ね速く楽譜を読もこながどくたれ，ブイノ実技，⾳楽Ⅰ，保育
内容〔表現Ⅰ〕ねおけろ技術ば習得がスムーゼね⾏えたれすろようねぬれます．

⼭内 由⾹ y２yamaきchi@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22021401 −

美術理論 講義

渡邊 詩⼦

渡邊 詩⼦

1年 2022年度前期 2単位

 幼児保育学科科⽬  学修率

A 保育の理念・歴史・制度やその意義，また保育者の役割ねていと理解しといろ． -

B ⼦にもの発達過程や健康・安全，⼦にも理解の⽅法ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけ… -

C ⼦にもの福祉ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけといろ． -

D 保育内容ねていと理解し，そゎね基でいと保育を実践すろこなぎどくろ． -

E ⾳楽・美術・体育ぬにね関すろ基礎的技術を習得し，そゎね基でいと保育を実践すろ… 100%

F そゎだゎの⼦にもの特性を理解し，⼀⼈⼀⼈ね応ずた保育を実践すろこなぎどくろ． -

G 保護者や地域の⼦育と家庭な信頼関係を築く，⽀援をすろこなぎどくろ． -

H 保育者なしとの崇⾼ぬ使命を⾃覚し，⾃⼰の資質能⼒や専⾨性の向上のたゃね，絶え… -

I 保育ね対すろ情熱を持ち，⼦にもたちの将来を⾒据えと，仕事ね取れ組むこなぎどく… -

J 社会の⼀員なしと保育の専⾨性を⽣きし，協⼒しぬぎる仕事ね取れ組むこなぎどくろ． -

K 本学学⽣なしと，基本的・汎⽤的ぬスキルを⾝ねてけ，良好ぬコミュニケーションの… -

美術や造形表現ば理論を理解し，基礎的・基本的ぬ知識や技術を概説すろ．
美術，造形感覚を養い，保育ね⽣きす表現⽅法ば理解を促す．

 理論的ぬ講義ぢけどぬく，美術や造形表現ねおけろ演習を通しと創造的ね表現したれ鑑賞したれすろ態度を育とろ．

1３美術や造形表現ば理論的ぬこながるを説明どくろ．
2３美術や造形表現ば理論を理解し，応⽤どくろ．

 3３創造性豊きね表現すろ態度を養い，実⾏どくろ．
 4３美術や造形表現ば理論を踏まえ，習得した表現⽅法を保育現場ね還元どくろ．

＋第1回－
テーム：授業概要

 内容・⽅法：プリンナや作品例をもなね，授業内容を理解すろ
 紙を⽴体的ね表現すろ基本的ぬ⽅法を実習すろ

 ＋第2回－
 テーム：なび出すしきけば基本Ⅰ

 内容・⽅法：なび出すしきけば基本を理解し，メニ絵本を制作すろ
 ＋第3回－

 テーム：なび出すしきけば基本Ⅱ
 内容・⽅法：なび出すしきけば基本を応⽤し，ミップイップカーニを制作すろ

 ＋第4回－
 テーム：なび出すしきけば基本Ⅲ

 内容・⽅法：なび出すしきけば基本を駆使したミップイップカーニを完成し，鑑賞すろ
 ＋第5回－

 テーム：鉛筆クワッキーば基本
 内容・⽅法：鉛筆クワッキーば基本な表現を理解し，⾃分ば⼿をクワッキーすろ

 ＋第6回－
 テーム：⾊彩ば基礎知識Ⅰ

 内容・⽅法：⾊ば分類や⾊相・明度・彩度，三属性ば⾊空間ぬにを理解すろ
 ＋第7回－

 テーム：⾊彩ば基礎知識Ⅱ
 内容・⽅法：⾊ど変わろ感ず⽅，感情・配⾊効果ぬにを理解し，ゲルドーションを制作すろ

 ＋第8回－
 テーム：⾊彩ば基礎知識Ⅲ

 内容・⽅法：制作したゲルドーションを構成すろ
 ＋第9回－

 



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

テーム：⾊⾯構成ねよろ⾊彩表現Ⅰ
内容・⽅法：線，⾯を中⼼ねドジウンした下絵を制作すろ

 ＋第10回－
 テーム：⾊⾯構成ねよろ⾊彩表現Ⅱ

 内容・⽅法：ドジウンした下絵を絵ば具ど完成し，鑑賞すろ
 ＋第11回－

 テーム：ドジウン構成Ⅰ
 内容・⽅法：花をモチーフねしとドジウンば下絵を制作すろ

 ＋第12回－
 テーム：ドジウン構成Ⅱ

 内容・⽅法：花をモチーフねしたドジウンを絵ば具ど完成し，鑑賞すろ
 ＋第13回－

 テーム：ビッケーズドジウンⅠ
 内容・⽅法：ルッブンゲば基本を理解し，ドジウンを考えろ

 ＋第14回－
 テーム：ビッケーズドジウンⅡ

 内容・⽅法：紙ねよろ制作ば基本を理解し，ビッケーズを制作すろ
 ＋第15回－

 テーム：ビッケーズドジウンⅢ
 内容・⽅法：装飾を施しとビッケーズを完成し，鑑賞すろ

  
当該授業終了後ねレミーナ提出を求ゃろ

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

授業〔１回ねつく２時間なしと計算〕な事前事後ばあわせと１単位あたれ４５時間が必要どあろたゃ，各回ねつく２時間以上ば事前学習および２時間以上ば
事後学習を⾏う．

 ＋事前－前授業を復習し，本授業ば内容ば理解な材料⽤具ば確認を⾏う．
 ＋事後－本授業ど学アぢ内容を整理し，保育現場ど役⽴つよう課題記録をつけろ．

授業内ど課題作品を鑑賞し，講評すろ．
授業内ど美術や造形表現ねおけろ評価ば⽅法を解説すろ．

授業内どば評価 
・美術や造形表現ば理論的ぬ内容ば理解を評価すろ．

 ・美術や造形表現ば理論的ぬ内容を応⽤した表現⽅法を評価すろ．
 ・創造性豊きね表現すろ態度を評価すろ．

 ・保育現場ね還元どくろ表現⽅法を評価すろ．
 授業外どば評価 

 ・課題記録ば完成度ねついと評価すろ．
 定期試験ね代わろレミーナ等    

 課題レミーナば完成度ねついと評価すろ．
 定期試験             

 ぬし
 そば他                 

 ぬし
 正当ぬ理由ぬく6回以上⽋席した場合ぱ評価ば対象なせぜ『K』評価なすろ．

80

・美術や造形表現ば理論的ぬ内容ば理解を評価(20)
・美術や造形表現ば理論的ぬ内容を応⽤した表現⽅法を評価(20)

 ・創造性豊きね表現すろ態度を評価(20)
 ・保育現場ね還元どくろ表現⽅法を評価(20)

1１2１3１4

10 課題記録ば完成度を評価 1１2１3１4

0

10 課題レミーナば完成度を評価 1１2１3１4

0

プリンナを配布すろ．

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

専⾨教育科⽬どあれ，学科必修科⽬どあろ．
⽋席時ね配布さゎた資料ぱ担当教員ね申し出と受け取ろこな．

渡邊 詩⼦ き２waがanabe@oiき３jp





授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22021402 −

美術理論 講義

⾓地 佳⼦

⾓地 佳⼦

1年 2022年度後期 2単位

 幼児保育学科科⽬  学修率

A 保育の理念・歴史・制度やその意義，また保育者の役割ねていと理解しといろ． -

B ⼦にもの発達過程や健康・安全，⼦にも理解の⽅法ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけ… -

C ⼦にもの福祉ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけといろ． -

D 保育内容ねていと理解し，そゎね基でいと保育を実践すろこなぎどくろ． -

E ⾳楽・美術・体育ぬにね関すろ基礎的技術を習得し，そゎね基でいと保育を実践すろ… 100%

F そゎだゎの⼦にもの特性を理解し，⼀⼈⼀⼈ね応ずた保育を実践すろこなぎどくろ． -

G 保護者や地域の⼦育と家庭な信頼関係を築く，⽀援をすろこなぎどくろ． -

H 保育者なしとの崇⾼ぬ使命を⾃覚し，⾃⼰の資質能⼒や専⾨性の向上のたゃね，絶え… -

I 保育ね対すろ情熱を持ち，⼦にもたちの将来を⾒据えと，仕事ね取れ組むこなぎどく… -

J 社会の⼀員なしと保育の専⾨性を⽣きし，協⼒しぬぎる仕事ね取れ組むこなぎどくろ． -

K 本学学⽣なしと，基本的・汎⽤的ぬスキルを⾝ねてけ，良好ぬコミュニケーションの… -

美術や造形表現ば理論を理解し，基礎的・基本的ぬ知識や技術を概説すろ．
美術，造形感覚を養い，保育ね⽣きす表現⽅法ば理解を促す．

 理論的ぬ講義ぢけどぬく，美術や造形表現ねおけろ演習を通しと創造的ね表現したれ鑑賞したれすろ態度を育とろ．

1３美術や造形表現ば理論的ぬこながるを説明どくろ．
2３美術や造形表現ば理論を理解し，応⽤どくろ．

 3３創造性豊きね表現すろ態度を養い，実⾏どくろ．
 4３美術や造形表現ば理論を踏まえ，習得した表現⽅法を保育現場ね還元どくろ．

＋第1回－
テーム：授業概要

 内容・⽅法：プリンナや作品例をもなね，授業内容を理解すろ
 紙を⽴体的ね表現すろ基本的ぬ⽅法を実習すろ

 ＋第2回－
 テーム：なび出すしきけば基本Ⅰ

 内容・⽅法：なび出すしきけば基本を理解し，メニ絵本を制作すろ
 ＋第3回－

 テーム：なび出すしきけば基本Ⅱ
 内容・⽅法：なび出すしきけば基本を応⽤し，ミップイップカーニを制作すろ

 ＋第4回－
 テーム：なび出すしきけば基本Ⅲ

 内容・⽅法：なび出すしきけば基本を駆使したミップイップカーニを完成し，鑑賞すろ
 ＋第5回－

 テーム：鉛筆クワッキーば基本
 内容・⽅法：鉛筆クワッキーば基本な表現を理解し，⾃分ば⼿をクワッキーすろ

 ＋第6回－
 テーム：⾊彩ば基礎知識Ⅰ

 内容・⽅法：⾊ば分類や⾊相・明度・彩度，三属性ば⾊空間ぬにを理解すろ
 ＋第7回－

 テーム：⾊彩ば基礎知識Ⅱ
 内容・⽅法：⾊ど変わろ感ず⽅，感情・配⾊効果ぬにを理解し，ゲルドーションを制作すろ

 ＋第8回－
 テーム：⾊彩ば基礎知識Ⅲ

 内容・⽅法：制作したゲルドーションを構成すろ
 ＋第9回－

 



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

テーム：⾊⾯構成ねよろ⾊彩表現Ⅰ
内容・⽅法：線，⾯を中⼼ねドジウンした下絵を制作すろ

 ＋第10回－
 テーム：⾊⾯構成ねよろ⾊彩表現Ⅱ

 内容・⽅法：ドジウンした下絵を絵ば具ど完成し，鑑賞すろ
 ＋第11回－

 テーム：ドジウン構成Ⅰ
 内容・⽅法：花をモチーフねしとドジウンば下絵を制作すろ

 ＋第12回－
 テーム：ドジウン構成Ⅱ

 内容・⽅法：花をモチーフねしたドジウンを絵ば具ど完成し，鑑賞すろ
 ＋第13回－

 テーム：ビッケーズドジウンⅠ
 内容・⽅法：ルッブンゲば基本を理解し，ドジウンを考えろ

 ＋第14回－
 テーム：ビッケーズドジウンⅡ

 内容・⽅法：紙ねよろ制作ば基本を理解し，ビッケーズを制作すろ
 ＋第15回－

 テーム：ビッケーズドジウンⅢ
 内容・⽅法：装飾を施しとビッケーズを完成し，鑑賞すろ

  
当該授業終了後ねレミーナ提出を求ゃろ

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

授業〔１回ねつく２時間なしと計算〕な事前事後ばあわせと１単位あたれ４５時間が必要どあろたゃ，各回ねつく２時間以上ば事前学習および２時間以上ば
事後学習を⾏う．

 ＋事前－前授業を復習し，本授業ば内容ば理解な材料⽤具ば確認を⾏う．
 ＋事後－本授業ど学アぢ内容を整理し，保育現場ど役⽴つよう課題記録をつけろ．

授業内ど課題作品を鑑賞し，講評すろ．
授業内ど美術や造形表現ねおけろ評価ば⽅法を解説すろ．

授業内どば評価 
・美術や造形表現ば理論的ぬ内容ば理解を評価すろ．

 ・美術や造形表現ば理論的ぬ内容を応⽤した表現⽅法を評価すろ．
 ・創造性豊きね表現すろ態度を評価すろ．

 ・保育現場ね還元どくろ表現⽅法を評価すろ．
 授業外どば評価 

 ・課題記録ば完成度ねついと評価すろ．
 定期試験ね代わろレミーナ等    

 課題レミーナば完成度ねついと評価すろ．
 定期試験             

 ぬし
 そば他                 

 ぬし
 正当ぬ理由ぬく6回以上⽋席した場合ぱ評価ば対象なせぜ『K』評価なすろ．

80

・美術や造形表現ば理論的ぬ内容ば理解を評価(20)
・美術や造形表現ば理論的ぬ内容を応⽤した表現⽅法を評価(20)

 ・創造性豊きね表現すろ態度を評価(20)
 ・保育現場ね還元どくろ表現⽅法を評価(20)

1１2１3１4

10 課題記録ば完成度を評価 1１2１3１4

0

10 課題レミーナば完成度を評価 1１2１3１4

0

プリンナを配布すろ．

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

専⾨教育科⽬どあれ，学科必修科⽬どあろ．
⽋席時ね配布さゎた資料ぱ担当教員ね申し出と受け取ろこな．

⾓地 佳⼦ kakきchi@oiき３jp





授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22046601 〇

⼦にもば保健 講義

⿊川 ⿇⾥

⿊川 ⿇⾥

1年 2022年度後期 2単位

 幼児保育学科科⽬  学修率

A 保育の理念・歴史・制度やその意義，また保育者の役割ねていと理解しといろ． -

B ⼦にもの発達過程や健康・安全，⼦にも理解の⽅法ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけ… 100%

C ⼦にもの福祉ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけといろ． -

D 保育内容ねていと理解し，そゎね基でいと保育を実践すろこなぎどくろ． -

E ⾳楽・美術・体育ぬにね関すろ基礎的技術を習得し，そゎね基でいと保育を実践すろ… -

F そゎだゎの⼦にもの特性を理解し，⼀⼈⼀⼈ね応ずた保育を実践すろこなぎどくろ． -

G 保護者や地域の⼦育と家庭な信頼関係を築く，⽀援をすろこなぎどくろ． -

H 保育者なしとの崇⾼ぬ使命を⾃覚し，⾃⼰の資質能⼒や専⾨性の向上のたゃね，絶え… -

I 保育ね対すろ情熱を持ち，⼦にもたちの将来を⾒据えと，仕事ね取れ組むこなぎどく… -

J 社会の⼀員なしと保育の専⾨性を⽣きし，協⼒しぬぎる仕事ね取れ組むこなぎどくろ． -

K 本学学⽣なしと，基本的・汎⽤的ぬスキルを⾝ねてけ，良好ぬコミュニケーションの… -

⼦にもば⼼⾝ば健全ぬ成⻑ねぱ，そば健康ば保持及び増進が必要どあろ．本講義どぱ，⼦にもば発育・発達，運動機能や⽣理機能，⼼⾝ば健康ねついと説明
し，⼦にもば⽣活⾏動な関連させぬがる健康ば保持・増進ね必要ぬ知識ぢけどぬく，⼦にもねよく⾒るゎろ疾患・事故ば予防ね必要ぬ知識ねついと概説す
ろ．また，⼦にもば疾病やそば予防ねおいと，保護者なば情報共有や他職種間なば連携ば下ど適切ぬ対応ば知識ねついとも説明すろ．

  ⼦にもば保健ば授業ぱ講義形式ば授業どぱあろが，ゲロープワークねよろ学⽣間どば知識ば共有を促進し，講義ぢけどぱ伝われねくい内容ぱ映像ぬにば視
覚的ぬ教材を⽤いた授業を⾏う．また，医療機関どば実務経験をもなね，実践へば応⽤を関連付けぬがる講義を展開すろ．

1３ ⼦にもば⼼⾝ば健康増進を図ろ保健活動ば意義を理解し，実⾏どくろ．
2３ ⼦にもば⾝体的ぬ発育・発達な保健ねついと理解し，判断どくろ．

 3３ ⼦にもば⼼⾝ば健康状態なそば把握ば⽅法ねついと理解し，実⾏どくろ．
 4３ ⼦にもば疾病なそば予防法及び予防法及び他職種間ば連携・協働ば下どば適切ぬ対応ねついと理解し，具体的ね説明どくろ．

＋第1回－
テーム：⼦にもば⼼⾝ば健康な保健ば意義

 〔1〕⽣命ば保持な情緒ば安定ね係ろ保健活動ば意義な⽬的
 内容・⽅法：乳幼児ば⽣命ば保持，情緒ば安定ね必要ぬ保健活動を説明すろ．

 ＋第2回－
 テーム：⼦にもば⼼⾝ば健康な保健ば意義

 〔2〕健康ば概念な健康指標
 内容・⽅法：乳幼児ば健康ば増進ね必要ぬ保健活動を説明すろ．

 ＋第3回－
 テーム：⼦にもば⼼⾝ば健康な保健ば意義

 〔3〕現代社会ねおけろ⼦にもば健康ね関すろ現状な課題
 内容・⽅法：現代社会ねおけろ乳幼児ば健康ば現状な課題を説明すろ．

 ＋第4回－
 テーム：⼦にもば⼼⾝ば健康な保健ば意義

 〔4〕地域ねおけろ保健活動な児童虐待防⽌
 内容・⽅法：児童虐待ば定義な虐待防⽌ば保健活動を説明すろ．

 ＋第5回－
 テーム：⼦にもば⾝体的発育・発達な保健

 〔1〕⾝体発育及び運動機能ば発達な保健
 内容・⽅法：乳幼児ば成⻑ば意義な⾝体発育を説明すろ

 ＋第6回－
 テーム：⼦にもば⾝体的発育・発達な保健

 〔2〕⽣理機能ば発達な保健
 内容・⽅法：乳幼児ば⽣理機能〔循環・呼吸・代謝〕ば発達な保健を説明すろ．

 



事前事後ば学習

＋第7回－
テーム：⼦にもば⾝体的発育・発達な保健

 〔3〕⽣理機能ば発達な保健
 内容・⽅法：乳幼児ば⽣理機能〔消化・排泄・免疫機能〕ば発達な保健を説明すろ．

 ＋第8回－
 テーム：⼦にもば⼼⾝ば健康状態なそば把握

 〔1〕健康状態ば観察
 内容・⽅法：乳幼児ば健康状態ば観察⽅法を説明すろ．

 ＋第9回－
 テーム：⼦にもば⼼⾝ば健康状態なそば把握

 〔2〕発育・発達ば把握な健康診断
 内容・⽅法：乳幼児ば発育・発達を説明すろ．

 ＋第10回－
 テーム：⼦にもば⼼⾝ば健康状態なそば把握

 〔3〕発育・発達ば把握な健康診断
 内容・⽅法：健康診断ば⽅法なそば結果きる乳幼児ば発育・発達ば評価を説明すろ．

 ＋第11回－
 テーム：⼦にもば⼼⾝ば健康状態なそば把握

 〔4〕保護者なば情報共有
 内容・⽅法：乳幼児ば⼼⾝ば健康状態ば把握ねおけろ保護者なば情報共有ば重要性なそば⽅法を説明すろ．

 ＋第12回－
 テーム：⼦にもば疾病ば予防及び適切ぬ対応

 〔1〕主ぬ疾病ば特徴
 内容・⽅法：乳幼児ば疾病ば特徴を説明すろ．

 ＋第13回－
 テーム：⼦にもば疾病ば予防及び適切ぬ対応

 〔2〕⼦にもば疾病ば予防な適切ぬ対応
 内容・⽅法：乳幼児ば感染症や疾病ば予防なそば対応を説明すろ．

 ＋第14回－
 ⼦にもば疾病ば予防及び適切ぬ対応

 〔3〕⼦にもば疾病ば予防な適切ぬ対応
 内容・⽅法：乳幼児ば疾病予防ねおけろ関連職種な他職種間ば連携・協働ば必要性を説明すろ．

 ＋第15回－
テーム：授業ばまなゃ

 内容・⽅法：こゎまどば授業内容ば復習な確認を⾏う．

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

＋第1回－
①事前学修課題：参考書等ど乳幼児ば『健康』ば概念ねついと調ほとおく〔２時間〕．

 ②事後学修課題：配布資料ば復習ね努ゃろこな〔２時間〕．
 ＋第2回－

 ①事前学修課題：参考書等ど乳幼児ば『健康』ば概念ねついと調ほとおく〔２時間〕．
 ②事後学修課題：配布資料ば復習ね努ゃろこな〔２時間〕．

 ＋第3回－
 ①事前学修課題：参考書等ど乳幼児ば⼼⾝ば健康ねついと調ほとおく〔２時間〕．

 ②事後学修課題：配布資料ば復習ね努ゃろこな〔２時間〕．
 ＋第4回－

 ①事前学修課題：参考書等ど児童虐待ねついと調ほとおく〔２時間〕．
 ②事後学修課題：配布資料ば復習ね努ゃろこな〔２時間〕．

 ＋第5回－
 ①事前学修課題：参考書等ど乳幼児ば⾝体発育な運動機能ば発達ねついと調ほとおく〔２時間〕．

 ②事後学修課題：配布資料ば復習ね努ゃろこな〔２時間〕．
 ＋第6回－

 ①事前学修課題：参考書等ど乳幼児ば⽣理機能ば発達ねついと調ほとおく〔２時間〕．
 ②事後学修課題：配布資料ば復習ね努ゃろこな〔２時間〕．

 ＋第7回－
 ①事前学修課題：参考書等ど乳幼児ば⽣理機能ば発達ねついと調ほとおく〔２時間〕．

 ②事後学修課題：配布資料ば復習ね努ゃろこな〔２時間〕．
 ＋第8回－

 ①事前学修課題：参考書等ど健康状態ば観察ねついと調ほとおく〔２時間〕．
 ②事後学修課題：配布資料ば復習ね努ゃろこな〔２時間〕．

 ＋第9回－
 ①事前学修課題：参考書等ど健康状態ば観察な健康診断ねついと調ほとおく〔２時間〕．

 ②事後学修課題：配布資料ば復習ね努ゃろこな〔２時間〕．
 ＋第10回－

 ①事前学修課題：参考書等ど乳幼児ば発育な発達ば評価⽅法ねついと調ほとおく〔２時間〕．
 ②事後学修課題：配布資料ば復習ね努ゃろこな〔２時間〕．

 ＋第11回－
 ①事前学修課題：参考書等ど乳幼児ば⼼⾝ば健康ば把握ねおけろ保護者なば情報共有ねついと調ほとおく

 〔２時間〕．
②事後学修課題：配布資料ば復習ね努ゃろこな〔２時間〕．

 ＋第12回－



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

①事前学修課題：参考書等ど乳幼児ば主ぬ疾病ねついと調ほとおく〔２時間〕．
②事後学修課題：配布資料ば復習ね努ゃろこな〔２時間〕．

 ＋第13回－
 ①事前学修課題：参考書等ど乳幼児ば疾病ば予防な対応ねついと調ほとおく〔２時間〕．

 ②事後学修課題：配布資料ば復習ね努ゃろこな〔２時間〕．
 ＋第14回－

 ①事前学修課題：参考書等ど乳幼児ば疾病予防ねおけろ多職種ば連携・協働ねついと調ほとおく〔２時間〕．
 ②事後学修課題：配布資料ば復習ね努ゃろこな〔２時間〕．

 ＋第15回－
 ①事前学修課題：配布資料をよく読め，理解が不⾜しといろ点を明るきねしとおくこな〔２時間〕．

 ②事後学修課題：配布資料ば復習ね努ゃろこな〔２時間〕．

採点基準〔適正ぬ解答ば仕⽅〕を公開し，実施すろ課題ねついと教室内ど教員へば提出直後ね採点し，課題ねよろ学びぱ授業内ど学⽣ねフィーニバックす
ろ．

授業中ば平常点，課題及び定期試験ね代わろレミーナば総合的評価ねよれ判定ばうえ，60点以上を合格なし所定ば単位を認定すろ．
ぬお，平常点ぱ，授業へば受講態度ど評価すろ．

 受講態度なぱ，授業へば主体的ぬ参加，授業内ば積極的ぬ発⾔や質問，ゲロープワークへば参加や発表態度ばこなどあれ，総合的ね評価すろ．
 課題ぱ，課題へな取れ組めな課題ば提出ねよれ評価すろ．

 授業へば出席ぱ，全体ば2４3を必須なし，正当ぬ理由ぬく5回以上⽋席した場合ぱ評価ば対象なせぜ『K』評価なすろ．
 ぬお，成績ば評価ぱ，授業ば平常点及び課題を重視すろたゃ，⽋席5回以下どあっとも所定ば単位認定なぬるぬい場合があろ．

70 平常点〔50〕，課題〔20〕 1〜4

0

0

30 授業ば理解度を確認すろたゃばテスナ〔30〕 1〜4

0

毎回ば授業ね必要ぬ資料を配布すろ．

⼦育と⽀援ばたゃば⼦にも保健学 中村肇監修 ⽇本⼩児医事出版社 2１300円
⼦にもば保健 渡辺博編著 中⼭書店 2１100円

 ⼦にもば病気ば地図帳 鴨下重彦・柳澤正義監修 講談社 4１200円
 ウルスナねよろお⺟さアへば⼦育とばイニバウスな育児相談 ⾦⼦堅⼀郎・⼤塚親哉 南⼭堂 7１560円

 ウルスナねよろお⺟さアへば病気ば説明な⼩児ば診療 ⾦⼦堅⼀郎・⼤塚親哉 南⼭堂 10１500円

2４3以上ば出席がぬけゎひ単位認定どくぬい．また，特別ぬ理由ばぬい30分以上ば遅刻ぱ⽋席なし，3回ば遅刻ぱ1回
ば⽋席なすろ．

 授業ど配すろ資料ねついと，授業を⽋席した学⽣ねぱ個別的ね対応をすろ．

⿊川 ⿇⾥ m２kきおokawa@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

22013201 −

国語概説 講義

衛藤 恵理⾹

衛藤 恵理⾹

1年 2022年度後期 2単位

 幼児保育学科科⽬  学修率

A 保育の理念・歴史・制度やその意義，また保育者の役割ねていと理解しといろ． -

B ⼦にもの発達過程や健康・安全，⼦にも理解の⽅法ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけ… -

C ⼦にもの福祉ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけといろ． -

D 保育内容ねていと理解し，そゎね基でいと保育を実践すろこなぎどくろ． 100%

E ⾳楽・美術・体育ぬにね関すろ基礎的技術を習得し，そゎね基でいと保育を実践すろ… -

F そゎだゎの⼦にもの特性を理解し，⼀⼈⼀⼈ね応ずた保育を実践すろこなぎどくろ． -

G 保護者や地域の⼦育と家庭な信頼関係を築く，⽀援をすろこなぎどくろ． -

H 保育者なしとの崇⾼ぬ使命を⾃覚し，⾃⼰の資質能⼒や専⾨性の向上のたゃね，絶え… -

I 保育ね対すろ情熱を持ち，⼦にもたちの将来を⾒据えと，仕事ね取れ組むこなぎどく… -

J 社会の⼀員なしと保育の専⾨性を⽣きし，協⼒しぬぎる仕事ね取れ組むこなぎどくろ． -

K 本学学⽣なしと，基本的・汎⽤的ぬスキルを⾝ねてけ，良好ぬコミュニケーションの… -

保育者〔幼稚園教諭・保育⼠・保育教諭〕ぱ，⼦にもや保護者，他ば保育者や地域住⺠な円滑ぬコメュニケーションをなれ，協⼒関係を築くこなが求ゃるゎ
ろ．そばたゃねぱ，⾔葉ねよっと⾃るば思いや考えをまなゃ，そゎを的確ぬ表現⽅法ど伝えろこなが必要なぬろ．

 本授業どぱ，保育者なしと必要なぬろ基礎的ぬ国語表現ねついと，話すこな・書くこなば側⾯きる実践的ね学ぶ．
 具体的ねぱ，会話表現〔相⼿ね応ずた⾃⼰紹介ば仕⽅，保護者なば話し⽅，⼦にもへば⾔葉きけ等〕な⽂章表現〔実習記録，実習礼状・⼿紙・メーロ，連絡

帳，園ぢよれば書く⽅等〕ねついと国語表現ば観点きる解説すろ．
 基本的ぬ会話表現，⽂章表現を理解すろこなど，⾃⼰表現能⼒を⾼ゃろこなを⽬標なすろ．

1．基本的ぬ会話表現ねおけろ⽇本語ば特質を理解し，説明すろこながどくろ．
2．基本的ぬ⽂章表現ねおけろ⽇本語ば特質を理解し，説明すろこながどくろ．

 3．敬語ば使い⽅を理解し，説明すろこながどくろ．
 4．相⼿や⽬的ね応ず，適切ぬ表現⽅法を⽤いと明確ね話したれ，書いたれすろこながどくろ．

第1回 オリエンテーション２２保育者なしとよい国語表現をすろたゃね
第2回 相⼿ね応ずた⾃⼰紹介ば仕⽅２２実習初⽇ば先⽣対象，⼦にも対象，保護者対象

 第3回 敬語ば使い⽅２２園⻑・上司・先輩，保護者なば会話
 第4回 保護者なば話し⽅２２⾏く違いや勘違いがぬいようね話す

 第5回 ⼦にもへば⾔葉きけ２２わきれやすい⾔葉選び・注意したい若者⾔葉
 第6回 就職⾯接，保育現場どば電話対応

 第7回 ⽂字を正しい表記ど書く２２先⽣なしとば⼿書くば⽂字
 第8回 基本的ぬ⽂章ば書く⽅２２誤れやすい⽤字⽤語・差別語・重複表現ね注意すろ

 第9回 実習記録ば書く⽅２２タヘー表現事例集
 第10回 実習礼状・⼿紙・パギキば書く⽅

 第11回 メーロば書く⽅２２保護者へばお知るせ・緊急連絡メーロ等
 第12回 履歴書・⼩論⽂・就職⼩論⽂ば書く⽅

 第13回 連絡帳ば書く⽅な注意したい表現
 第14回 園ぢよれば書く⽅な注意したい表現

 第15回 まなゃ２２国語概説ば学び

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

授業〔１回ねつく２時間なしと計算〕な事前事後あわせと１単位あたれ４５時間が必要．
＋第1回－

 ①事前学習課題：本授業ばシルバスを読アどおく．
 ②事後学習課題：受講ねおけろ留意点を再確認すろ．

 



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

＋第2回－〜＋第14回－
①事前学習課題：各回ね対応すろテキスナを読め，概要を理解しとおく．

 ②事後学習課題：授業ど学アぢミウンナを整理すろ．
 ＋第15回－

 ①事前学習課題：本授業全体を振れ返れ，質問事項等があゎひまなゃとおく．
 ②事後学習課題：本授業全体ど学アぢミウンナをまなゃろ．

授業時ね回収したワークシーナや感想⽂ねおけろ質問・意⾒等ねついとぱ，翌週ば授業冒頭ど取れ上ごと回答し，フィーニバックを⾏う．

以下ね⽰す成績評価ば⽅法および割合ねよれ総合的ね判定すろ．ぬお，正当ぬ理由ぬく，5回以上⽋席した場合ぱ評価対象外なぬれ，『K』評価なすろ．

70 受講後ば感想⽂またぱ課題提出〔70〕 1・2・3・4

0

0

30 定期試験ね代わろレミーナねおけろ授業へば理解〔30〕 1・2・3・4

0

＜改訂＞保育者ねぬろたゃば国語表現４⽥上貞⼀郎４萌⽂書林４1944４978２4２89347２304２2

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

保育者なしと必要ぬ基礎的知識を⾝ねつけろたゃば科⽬どあろ．

衛藤 恵理⾹ e２eがo@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22009303 −

⾳楽Ⅰ 演習

和⽥ 宏⼀，福井 真裕⼦

和⽥ 宏⼀

1年 2022年度前期，2022年度後
期 2単位

 幼児保育学科科⽬  学修率

A 保育の理念・歴史・制度やその意義，また保育者の役割ねていと理解しといろ． -

B ⼦にもの発達過程や健康・安全，⼦にも理解の⽅法ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけ… -

C ⼦にもの福祉ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけといろ． -

D 保育内容ねていと理解し，そゎね基でいと保育を実践すろこなぎどくろ． -

E ⾳楽・美術・体育ぬにね関すろ基礎的技術を習得し，そゎね基でいと保育を実践すろ… 100%

F そゎだゎの⼦にもの特性を理解し，⼀⼈⼀⼈ね応ずた保育を実践すろこなぎどくろ． -

G 保護者や地域の⼦育と家庭な信頼関係を築く，⽀援をすろこなぎどくろ． -

H 保育者なしとの崇⾼ぬ使命を⾃覚し，⾃⼰の資質能⼒や専⾨性の向上のたゃね，絶え… -

I 保育ね対すろ情熱を持ち，⼦にもたちの将来を⾒据えと，仕事ね取れ組むこなぎどく… -

J 社会の⼀員なしと保育の専⾨性を⽣きし，協⼒しぬぎる仕事ね取れ組むこなぎどくろ． -

K 本学学⽣なしと，基本的・汎⽤的ぬスキルを⾝ねてけ，良好ぬコミュニケーションの… -

乳幼児ば⾳楽教育ね関わろ際ね，⾳楽ねついとば基礎知識を持ち，そば上ど保育者⾃⾝が豊きぬ⾳楽的感性な⾳楽的能⼒(技能)を持つこなが必要どあろなさ
ゎといろ．そばたゃねこば科⽬どぱ，保育現場ど必要なさゎろ⾳楽表現ばたゃば基礎技能ねついと指導すろ．また，教材ば活⽤および作成な，保育ば環境構
成及び具体的展開⽅法ねついと説明すろ．さるね⼦にもば⽣活なあそびを豊きね展開すろ⾳楽表現⽅法を習得すろこなを⽬的なすろ．

 ［前期内容］⾳あそび・リゼムあそびやマドィビーカッションば実践を通しと，そば教育的意義および⼦にもへば指導⽅法を説明すろ．また鍵盤楽器や打楽
器ねよろインサンヘロば実践を通しと，指導者なしと楽器ば正しい奏法を学び，⼦にもへば指導法を習得すろたゃば実践型授業を⾏う．

 ［後期内容］発声法および保育ば現場ど歌わゎろ『こにもばうた』ねついと，講義，範唱ば鑑賞および実践を通しと学習を⾏い，保育者ね求ゃるゎろ歌唱ば
基礎⼒を養成すろ．また，弾く歌い時ば発声ね関すろ学習および合唱・インサンヘロば実践ぬに，保育ば現場ねおけろ歌唱活動ね役⽴つ応⽤⼒ねついとも習
得を⽬指す．

１．豊きぬ⾳楽的感性を⾝ねつけ，保育現場ね還元どくろ．
２．保育現場ど必要なさゎろ歌唱・伴奏付け・ソロフェーズュば基礎的知識を演奏ね反映どくろ．

 ３．合唱やインサンヘロぬにを通しと調和ばなゎた響くを体感し演奏すろこながどくろ．
 ４．各年次ば⼦にもへば⾳楽指導計画ね基でく指導すろこながどくろ．

 ５．⼦にもへば適切ぬ⾔葉掛けがどくろ．
 ６．指導者なしと必要ぬ⾳楽ば知識を説明どくろ．

第1回〜第15回 担当者：福井
＋第1回－

 テーム：幼児保育ねおけろ⾳楽ば位置でけ
 内容・⽅法：現場どば⾳楽ば在れ⽅

 ＋第2回－
 テーム：幼児ば⾳楽活動ねついと

 内容・⽅法：活動実践例ば紹介
 ＋第3回－

 テーム：リゼムあそびば意義・基礎
 内容・⽅法：リゼムあそび・即時反応ば実践

 ＋第4回－
 テーム：マドィビーカッションを⽤いたリゼムあそび

 内容・⽅法：マドィビーカッションば実践・発表
 ＋第5回－

 テーム：簡易楽器・⼿作れ楽器ば扱い⽅
 内容・⽅法：⼿作れ楽器作製・楽器演奏
 ＋第6回－

 テーム：⾳を聴く①
 



内容・⽅法：⾝近ねあろ⾳ねついとば聴く取れ調査
＋第7回－

 テーム：⾳を聴く②
 内容・⽅法：⾳楽を⾊や形ど描く

 ＋第8回－
 テーム：⾳どあそぶ①

 内容・⽅法：⼩物楽器ねよろリゼムあそび
 ＋第9回－

 テーム：⾳どあそぶ②
 内容・⽅法：⼦にもば発育ね合わせた楽器あそび

 ＋第10回－
 テーム：⾳ど表現すろ①

 内容・⽅法：⼦にもば年齢ね応ずた器楽合奏
 ＋第11回－

 テーム：⾳ど表現すろ②
 内容・⽅法：⼦にもば年齢ね応ずた器楽合奏

 ＋第12回－
 テーム：⾳ど表現すろ⑤

 内容・⽅法：鍵盤楽器．打楽器を⽤いた合奏
 ＋第13回－

 テーム：童謡ばコーニ伴奏①
 内容・⽅法：コーニねよろ伴奏法

 ＋第14回－
 テーム：童謡ばコーニ伴奏②

 内容・⽅法：童謡ば伴奏でけ
 ＋第15回－

 テーム：童謡ば演奏発表
 内容・⽅法：童謡ば演奏発表・前期授業ばふれ返れ・まなゃ

 該当授業終講後ね課題レミーナを提出しともるいます．
  

第16回〜第30回 担当者：和⽥
 ＋第16回－

 テーム：保育者ね求ゃるゎろ『歌唱⼒』なぱ？
内容・⽅法：発声法なぱ，保育ば現場ど歌わゎろ『こにもばうた』ねついと

 ＋第17回－
 テーム：保育者ね求ゃるゎろ『歌唱⼒』なぱ？

 内容・⽅法：発声法〔声ば出ろしくめ・きるぢば使い⽅〕，こにもばうた〔⽣活ばうた〕
 ＋第18回－

 テーム：保育ば歌唱ね関すろ基礎⼒ば養成
 内容・⽅法：歌ば個⼈レッスン，こにもばうた〔秋ばうた〕

 ＋第19回－
 テーム：保育ば歌唱ね関すろ基礎⼒ば養成

 内容・⽅法：歌ば個⼈レッスン，こにもばうた〔冬ばうた〕
 ＋第20回－

 テーム：保育ば歌唱ね関すろ基礎⼒ば養成
 内容・⽅法：歌ば個⼈レッスン，こにもばうた〔卒業ばうた〕

 ＋第21回－
 テーム：保育ば歌唱ね関すろ基礎⼒ば養成

 内容・⽅法：歌ば個⼈レッスン，こにもばうた〔春ばうた〕
 ＋第22回－

 テーム：保育ば歌唱ね関すろ基礎⼒ば養成
 内容・⽅法：こにもばうた〔梅⾬時ばうた〕

 ＋第23回－
 テーム：保育ば歌唱ね関すろ基礎⼒ば養成

 内容・⽅法：こにもばうた〔夏ばうた〕
 ＋第24回－

 テーム：保育ば歌唱ね関すろ応⽤⼒ば養成
 内容・⽅法：弾く歌いば個⼈レッスン，こにもばうた〔⽣くもばばうた〕

 ＋第25回－
 テーム：保育ば歌唱ね関すろ応⽤⼒ば習得

 内容・⽅法：弾く歌いば個⼈レッスン，こにもばうた〔⾷ほもばばうた〕
 ＋第26回－

 テーム：保育ば歌唱ね関すろ応⽤⼒ば習得
 内容・⽅法：こにもばうた〔乗れもばばうた〕

 ＋第27回－
テーム：保育ば歌唱ね関すろ応⽤⼒ば習得

 内容・⽅法：弾く歌いば個⼈レッスン，こにもばうた〔⼈ね関すろうた〕
 ＋第28回－

 テーム：保育ば歌唱ね関すろ応⽤⼒ば習得
 内容・⽅法：弾く歌いば個⼈レッスン，こにもばうた〔⾳楽ね関すろうた〕

 ＋第29回－
 テーム：保育ば歌唱ね関すろ応⽤⼒ば習得および保育ば歌唱まなゃ

 内容・⽅法：合唱・インサンヘロば試め，保育ば歌唱まなゃ
 ＋第30回－



事前事後ば学習

テーム：保育者養成ねおけろ歌唱まなゃ
内容・⽅法：『こにもばうた』ば発表

 

授業時間外ど，計30時間ば事前事後学習が必要どす．

各回ねつく1時間ば事前・事後学習が必要どす．
 
第1回〜第15回 担当：福井

 ＋第1回－
 ①事前学修課題：⾳を聞く，歌い，⾝体を動きすこなねよれ，個なしと集団なしと幼児が何を習得すろきを考えとおく．

 ②事後学修課題：授業を通しと感ずた事をまなゃろ．
 ＋第2回－

 ①事前学修課題：⼦にもば⾳楽活動ねぱにばようぬもばがあろき調ほとおく．
 ②事後学修課題：⾳楽活動ば例をまなゃろ．

 ＋第3回－
 ①事前学修課題：⾝体を使ったリゼム打ちば例を考えとおく．

 ②事後学修課題：リゼム打ちがどくろよう練習しとおく．
 ＋第4回－

 ①事前学修課題：マドィビーカッションなぱ何き調ほろ．
 ②事後学修課題：マドィビーカッションがどくろよう練習しとおく．

 ＋第5回－
 ①事前学修課題：提⽰すろリゼム打ちを演奏どくろ様ねしとおく．⼿作れ楽器を作っとくろ．

 ②事後学修課題：楽器を⽤いたリゼムあそびばレビーナリーを増やす．簡易楽器ば鳴るし⽅を復習すろ．
 ＋第6回－

 ①事前学修課題：⽇常聞こえとくろ⾳を意識すろ．
 ②事後学修課題：⽇常ば⾳を聴くなろ．

 ＋第7回－
 ①事前学修課題：楽曲ばもつウメーズを感ずろ．

 ②事後学修課題：⾳楽ば多様ぬ表現⽅法を意識すろ．
 ＋第8回－

 ①事前学修課題：現場ど使わゎろ楽器をブックイップしとおく．
 ②事後学修課題：楽器ば名称ば整理な暗記をすろ．

 ＋第9回－
 ①事前学修課題：指定した合奏ば楽譜ね⽬を通しとおく．

 ②事後学修課題：演奏すろリゼムビターンを考えろ．
 ＋第10回－

 ①事前学修課題：指定した合奏ば楽譜ね⽬を通しとおく．
 ②事後学修課題：割れ振るゎた楽器ビーナを練習しとおく．

＋第11回－
 ①事前学修課題：割れ振るゎた楽器ビーナを練習しとおく．

 ②事後学修課題：全ビーナ譜ね⽬を通す．
 ＋第12回－

 ①事前学修課題：合奏曲を練習しとおく．
 ②事後学修課題：器楽合奏ばふれきえれを⾏う．

 ＋第13回－
 ①事前学修課題：指定すろ⼩品ば譜読めをしとおく．

 ②事後学修課題：コーニ記号ば整理をすろ．
 ＋第14回－

 ①事前学修課題：指定すろ⼩品ば譜読めをしとおく．
 ②事後学修課題：童謡ね伴奏をつけ練習しとおく．

 ＋第15回－
 ①事前学修課題：童謡ねコーニど伴奏をつけ，練習しとおく．

 ②事後学修課題：伴奏をつけた童謡を復習すろ．
 各回ねつく1時間ば事前・事後学習が必要どす．

  
第16回〜第30回 担当:和⽥

 ＋第16回－
 ①事前学修課題：シルバスを熟読すろ．保育者ね求ゃるゎろ歌唱⼒ねついと考えろ．

 ②事後学修課題：発声ねついとば学習事項ば復習．
 ＋第17回－

 ①事前学修課題：歌唱指導ねおいとよく⽤いるゎろ声きけねついと考えろ．
 ②事後学修課題：声が出ろしくめ，エクササウゼ，⽣活ばうたねついと復習．

 ＋第18回－
 ①事前学修課題：個⼈レッスンね向けと練習．秋ばこにもばうたねついと予習．

 ②事後学修課題：個⼈レッスンど受けた指導内容および秋ばこにもばうたねついと復習．
 ＋第19回－

 ①事前学修課題：個⼈レッスンね向けとば練習．冬ばこにもばうたねついと予習．
 ②事後学修課題：個⼈レッスンど受けた指導内容および冬ばこにもばうたねついと復習．

 ＋第20回－
 ①事前学修課題：個⼈レッスンね向けとば練習．卒園ばこにもばうたねついと予習．

②事後学修課題：個⼈レッスンど受けた指導内容および卒園ばこにもばうたねついと復習．
 ＋第21回－

 ①事前学修課題：個⼈レッスンね向けとば練習．春ばこにもばうたねついと予習．



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

②事後学修課題：個⼈レッスンど受けた指導内容および春ばこにもばうたねついと復習．
＋第22回－

 ①事前学修課題：梅⾬時ばこにもばうたねついと予習．
 ②事後学修課題：授業ど取れ上ごた梅⾬時ばこにもばうたねついと復習．

 ＋第23回－
 ①事前学修課題：夏ばこにもばうたねついと予習．

 ②事後学修課題：授業ど取れ上ごた夏ばこにもばうたねついと復習．
 ＋第24回－

 ①事前学修課題：個⼈レッスンね向けとば練習．⽣くもばね関すろうたねついと予習．
 ②事後学修課題：個⼈レッスンど受けた指導内容および⽣くもばね関すろうたを復習．
 ＋第25回－

 ①事前学修課題：個⼈レッスンね向けとば練習．⾷ほもばね関すろうたねついと予習．
 ②事後学修課題：個⼈レッスンど受けた指導内容および⾷ほもばね関すろうたを復習．
 ＋第26回－

 ①事前学修課題：乗れもばね関すろうたねついと予習．
 ②事後学修課題：授業ど取れ上ごた乗れもばね関すろうたねついと復習．

 ＋第27回－
 ①事前学修課題：個⼈レッスンね向けとば練習．⼈ね関すろうたねついと予習．

 ②事後学修課題：個⼈レッスンど受けた指導内容および⼈関すろうたねついと復習．
 ＋第28回－

 ①事前学修課題：個⼈レッスンね向けとば練習．⾳楽ね関すろうたねついと予習．
 ②事後学修課題：個⼈レッスンど受けた指導内容および⾳楽ね関すろうたねついと復習．

 ＋第29回－
 ①事前学修課題：こゎまどね学習した歌唱技術ねついと事前ね復習．

 ②事後学修課題：合唱・インサンヘロねついと復習．発表ね向けと課題曲を練習．
 ＋第30回－

 ①事前学修課題：歌唱ば発表ね向けと課題曲を練習・予習．
 ②事後学修課題：発声法，こにもばうた，弾く歌いねついと総合的ね復習すろ

＋前期－授業内どば演奏発表ば講評，提出課題内容をクルスど共有すろ形どフィーニバックを⾏う．
＋後期－提出さゎたレミーナ課題ば内容および個⼈レッスンねおいとめるゎた事象ねついと例を提⽰し，そゎるへば評価を共有すろ形どフィーニバックを⾏
う．

〔前期〕授業へば参加意欲，授業内ば演奏発表，課題レミーナば評価ねよれ総合的ね判定ば上，60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
〔後期〕授業へば参加意欲およびレミーナ課題ば提出状況な内容，授業内ば歌唱発表きる総合的ね評価すろ．

  
正当ぬ理由ぬく前期6回以上，後期6回以上，またぱ演奏発表を⽋席した場合ぱ評価ば対象なせぜ『K』評価なすろ．

70
授業へば参加意欲〔20〕
実践課題〔20〕

 演奏発表〔30〕
1１ 2１ 3１ 4１ 5１ 6

20 レミーナ課題ば提出状況および内容〔20〕 2１ 4１ 6

0

10 まなゃ課題レミーナば完成度〔10〕 2１４１６

0

『最新・幼児ば⾳楽教育』井⼝太編著４朝⽇出版社発⾏(978２4２255２15627２9) 2640円

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

テキスナぱ毎授業必ぜ持っとくろこな．

福井 真裕⼦ m２fきkきi@oiき３jp
和⽥ 宏⼀ h２wada@oiき３jp
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ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22009304 −

⾳楽Ⅰ 演習

和⽥ 宏⼀，光本 諭史

和⽥ 宏⼀

1年 2022年度前期，2022年度後
期 2単位

 幼児保育学科科⽬  学修率

A 保育の理念・歴史・制度やその意義，また保育者の役割ねていと理解しといろ． -

B ⼦にもの発達過程や健康・安全，⼦にも理解の⽅法ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけ… -

C ⼦にもの福祉ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけといろ． -

D 保育内容ねていと理解し，そゎね基でいと保育を実践すろこなぎどくろ． -

E ⾳楽・美術・体育ぬにね関すろ基礎的技術を習得し，そゎね基でいと保育を実践すろ… 100%

F そゎだゎの⼦にもの特性を理解し，⼀⼈⼀⼈ね応ずた保育を実践すろこなぎどくろ． -

G 保護者や地域の⼦育と家庭な信頼関係を築く，⽀援をすろこなぎどくろ． -

H 保育者なしとの崇⾼ぬ使命を⾃覚し，⾃⼰の資質能⼒や専⾨性の向上のたゃね，絶え… -

I 保育ね対すろ情熱を持ち，⼦にもたちの将来を⾒据えと，仕事ね取れ組むこなぎどく… -

J 社会の⼀員なしと保育の専⾨性を⽣きし，協⼒しぬぎる仕事ね取れ組むこなぎどくろ． -

K 本学学⽣なしと，基本的・汎⽤的ぬスキルを⾝ねてけ，良好ぬコミュニケーションの… -

乳幼児ば⾳楽教育ね関わろ際ね，⾳楽ねついとば基礎知識を持ち，そば上ど保育者⾃⾝が豊きぬ⾳楽的感性な⾳楽的能⼒(技能)を持つこなが必要どあろなさ
ゎといろ．そばたゃねこば科⽬どぱ，保育現場ど必要なさゎろ⾳楽表現ばたゃば基礎技能ねついと指導すろ．また，教材ば活⽤および作成な，保育ば環境構
成及び具体的展開⽅法ねついと説明すろ．さるね⼦にもば⽣活なあそびを豊きね展開すろ⾳楽表現⽅法を習得すろこなを⽬的なすろ．

 ［前期内容］⾳あそび・リゼムあそびやマドィビーカッションば実践を通しと，そば教育的意義および⼦にもへば指導⽅法を説明すろ．また鍵盤楽器や打楽
器ねよろインサンヘロば実践を通しと，指導者なしと楽器ば正しい奏法を学び，⼦にもへば指導法を習得すろたゃば実践型授業を⾏う．

 ［後期内容］発声法および保育ば現場ど歌わゎろ『こにもばうた』ねついと，講義，範唱ば鑑賞および実践を通しと学習を⾏い，保育者ね求ゃるゎろ歌唱ば
基礎⼒を養成すろ．また，弾く歌い時ば発声ね関すろ学習および合唱・インサンヘロば実践ぬに，保育ば現場ねおけろ歌唱活動ね役⽴つ応⽤⼒ねついとも習
得を⽬指す．

１．豊きぬ⾳楽的感性を⾝ねつけ，保育現場ね還元どくろ．
２．保育現場ど必要なさゎろ歌唱・伴奏付け・ソロフェーズュば基礎的知識を演奏ね反映どくろ．

 ３．合唱やインサンヘロぬにを通しと調和ばなゎた響くを体感し演奏すろこながどくろ．
 ４．各年次ば⼦にもへば⾳楽指導計画ね基でく指導すろこながどくろ．

 ５．⼦にもへば適切ぬ⾔葉掛けがどくろ．
 ６．指導者なしと必要ぬ⾳楽ば知識を説明どくろ．

第1回〜第15回 担当者：福井
＋第1回－

 テーム：幼児保育ねおけろ⾳楽ば位置でけ
 内容・⽅法：現場どば⾳楽ば在れ⽅

 ＋第2回－
 テーム：幼児ば⾳楽活動ねついと

 内容・⽅法：活動実践例ば紹介
 ＋第3回－

 テーム：リゼムあそびば意義・基礎
 内容・⽅法：リゼムあそび・即時反応ば実践

 ＋第4回－
 テーム：マドィビーカッションを⽤いたリゼムあそび

 内容・⽅法：マドィビーカッションば実践・発表
 ＋第5回－

 テーム：簡易楽器・⼿作れ楽器ば扱い⽅
 内容・⽅法：⼿作れ楽器作製・楽器演奏
 ＋第6回－

 テーム：⾳を聴く①
 



内容・⽅法：⾝近ねあろ⾳ねついとば聴く取れ調査
＋第7回－

 テーム：⾳を聴く②
 内容・⽅法：⾳楽を⾊や形ど描く

 ＋第8回－
 テーム：⾳どあそぶ①

 内容・⽅法：⼩物楽器ねよろリゼムあそび
 ＋第9回－

 テーム：⾳どあそぶ②
 内容・⽅法：⼦にもば発育ね合わせた楽器あそび

 ＋第10回－
 テーム：⾳ど表現すろ①

 内容・⽅法：⼦にもば年齢ね応ずた器楽合奏
 ＋第11回－

 テーム：⾳ど表現すろ②
 内容・⽅法：⼦にもば年齢ね応ずた器楽合奏

 ＋第12回－
 テーム：⾳ど表現すろ⑤

 内容・⽅法：鍵盤楽器．打楽器を⽤いた合奏
 ＋第13回－

 テーム：童謡ばコーニ伴奏①
 内容・⽅法：コーニねよろ伴奏法

 ＋第14回－
 テーム：童謡ばコーニ伴奏②

 内容・⽅法：童謡ば伴奏でけ
 ＋第15回－

 テーム：童謡ば演奏発表
 内容・⽅法：童謡ば演奏発表・前期授業ばふれ返れ・まなゃ

 該当授業終講後ね課題レミーナを提出しともるいます．
  

第16回〜第30回 担当者：和⽥
 ＋第16回－

 テーム：保育者ね求ゃるゎろ『歌唱⼒』なぱ？
内容・⽅法：発声法なぱ，保育ば現場ど歌わゎろ『こにもばうた』ねついと

 ＋第17回－
 テーム：保育者ね求ゃるゎろ『歌唱⼒』なぱ？

 内容・⽅法：発声法〔声ば出ろしくめ・きるぢば使い⽅〕，こにもばうた〔⽣活ばうた〕
 ＋第18回－

 テーム：保育ば歌唱ね関すろ基礎⼒ば養成
 内容・⽅法：歌ば個⼈レッスン，こにもばうた〔秋ばうた〕

 ＋第19回－
 テーム：保育ば歌唱ね関すろ基礎⼒ば養成

 内容・⽅法：歌ば個⼈レッスン，こにもばうた〔冬ばうた〕
 ＋第20回－

 テーム：保育ば歌唱ね関すろ基礎⼒ば養成
 内容・⽅法：歌ば個⼈レッスン，こにもばうた〔卒業ばうた〕

 ＋第21回－
 テーム：保育ば歌唱ね関すろ基礎⼒ば養成

 内容・⽅法：歌ば個⼈レッスン，こにもばうた〔春ばうた〕
 ＋第22回－

 テーム：保育ば歌唱ね関すろ基礎⼒ば養成
 内容・⽅法：こにもばうた〔梅⾬時ばうた〕

 ＋第23回－
 テーム：保育ば歌唱ね関すろ基礎⼒ば養成

 内容・⽅法：こにもばうた〔夏ばうた〕
 ＋第24回－

 テーム：保育ば歌唱ね関すろ応⽤⼒ば養成
 内容・⽅法：弾く歌いば個⼈レッスン，こにもばうた〔⽣くもばばうた〕

 ＋第25回－
 テーム：保育ば歌唱ね関すろ応⽤⼒ば習得

 内容・⽅法：弾く歌いば個⼈レッスン，こにもばうた〔⾷ほもばばうた〕
 ＋第26回－

 テーム：保育ば歌唱ね関すろ応⽤⼒ば習得
 内容・⽅法：こにもばうた〔乗れもばばうた〕

 ＋第27回－
テーム：保育ば歌唱ね関すろ応⽤⼒ば習得

 内容・⽅法：弾く歌いば個⼈レッスン，こにもばうた〔⼈ね関すろうた〕
 ＋第28回－

 テーム：保育ば歌唱ね関すろ応⽤⼒ば習得
 内容・⽅法：弾く歌いば個⼈レッスン，こにもばうた〔⾳楽ね関すろうた〕

 ＋第29回－
 テーム：保育ば歌唱ね関すろ応⽤⼒ば習得および保育ば歌唱まなゃ

 内容・⽅法：合唱・インサンヘロば試め，保育ば歌唱まなゃ
 ＋第30回－



事前事後ば学習

テーム：保育者養成ねおけろ歌唱まなゃ
内容・⽅法：『こにもばうた』ば発表

 

授業時間外ど，計30時間ば事前事後学習が必要どす．

各回ねつく1時間ば事前・事後学習が必要どす．
 
第1回〜第15回 担当：福井

 ＋第1回－
 ①事前学修課題：⾳を聞く，歌い，⾝体を動きすこなねよれ，個なしと集団なしと幼児が何を習得すろきを考えとおく．

 ②事後学修課題：授業を通しと感ずた事をまなゃろ．
 ＋第2回－

 ①事前学修課題：⼦にもば⾳楽活動ねぱにばようぬもばがあろき調ほとおく．
 ②事後学修課題：⾳楽活動ば例をまなゃろ．

 ＋第3回－
 ①事前学修課題：⾝体を使ったリゼム打ちば例を考えとおく．

 ②事後学修課題：リゼム打ちがどくろよう練習しとおく．
 ＋第4回－

 ①事前学修課題：マドィビーカッションなぱ何き調ほろ．
 ②事後学修課題：マドィビーカッションがどくろよう練習しとおく．

 ＋第5回－
 ①事前学修課題：提⽰すろリゼム打ちを演奏どくろ様ねしとおく．⼿作れ楽器を作っとくろ．

 ②事後学修課題：楽器を⽤いたリゼムあそびばレビーナリーを増やす．簡易楽器ば鳴るし⽅を復習すろ．
 ＋第6回－

 ①事前学修課題：⽇常聞こえとくろ⾳を意識すろ．
 ②事後学修課題：⽇常ば⾳を聴くなろ．

 ＋第7回－
 ①事前学修課題：楽曲ばもつウメーズを感ずろ．

 ②事後学修課題：⾳楽ば多様ぬ表現⽅法を意識すろ．
 ＋第8回－

 ①事前学修課題：現場ど使わゎろ楽器をブックイップしとおく．
 ②事後学修課題：楽器ば名称ば整理な暗記をすろ．

 ＋第9回－
 ①事前学修課題：指定した合奏ば楽譜ね⽬を通しとおく．

 ②事後学修課題：演奏すろリゼムビターンを考えろ．
 ＋第10回－

 ①事前学修課題：指定した合奏ば楽譜ね⽬を通しとおく．
 ②事後学修課題：割れ振るゎた楽器ビーナを練習しとおく．

＋第11回－
 ①事前学修課題：割れ振るゎた楽器ビーナを練習しとおく．

 ②事後学修課題：全ビーナ譜ね⽬を通す．
 ＋第12回－

 ①事前学修課題：合奏曲を練習しとおく．
 ②事後学修課題：器楽合奏ばふれきえれを⾏う．

 ＋第13回－
 ①事前学修課題：指定すろ⼩品ば譜読めをしとおく．

 ②事後学修課題：コーニ記号ば整理をすろ．
 ＋第14回－

 ①事前学修課題：指定すろ⼩品ば譜読めをしとおく．
 ②事後学修課題：童謡ね伴奏をつけ練習しとおく．

 ＋第15回－
 ①事前学修課題：童謡ねコーニど伴奏をつけ，練習しとおく．

 ②事後学修課題：伴奏をつけた童謡を復習すろ．
 各回ねつく1時間ば事前・事後学習が必要どす．

  
第16回〜第30回 担当:和⽥

 ＋第16回－
 ①事前学修課題：シルバスを熟読すろ．保育者ね求ゃるゎろ歌唱⼒ねついと考えろ．

 ②事後学修課題：発声ねついとば学習事項ば復習．
 ＋第17回－

 ①事前学修課題：歌唱指導ねおいとよく⽤いるゎろ声きけねついと考えろ．
 ②事後学修課題：声が出ろしくめ，エクササウゼ，⽣活ばうたねついと復習．

 ＋第18回－
 ①事前学修課題：個⼈レッスンね向けと練習．秋ばこにもばうたねついと予習．

 ②事後学修課題：個⼈レッスンど受けた指導内容および秋ばこにもばうたねついと復習．
 ＋第19回－

 ①事前学修課題：個⼈レッスンね向けとば練習．冬ばこにもばうたねついと予習．
 ②事後学修課題：個⼈レッスンど受けた指導内容および冬ばこにもばうたねついと復習．

 ＋第20回－
 ①事前学修課題：個⼈レッスンね向けとば練習．卒園ばこにもばうたねついと予習．

②事後学修課題：個⼈レッスンど受けた指導内容および卒園ばこにもばうたねついと復習．
 ＋第21回－

 ①事前学修課題：個⼈レッスンね向けとば練習．春ばこにもばうたねついと予習．



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

②事後学修課題：個⼈レッスンど受けた指導内容および春ばこにもばうたねついと復習．
＋第22回－

 ①事前学修課題：梅⾬時ばこにもばうたねついと予習．
 ②事後学修課題：授業ど取れ上ごた梅⾬時ばこにもばうたねついと復習．

 ＋第23回－
 ①事前学修課題：夏ばこにもばうたねついと予習．

 ②事後学修課題：授業ど取れ上ごた夏ばこにもばうたねついと復習．
 ＋第24回－

 ①事前学修課題：個⼈レッスンね向けとば練習．⽣くもばね関すろうたねついと予習．
 ②事後学修課題：個⼈レッスンど受けた指導内容および⽣くもばね関すろうたを復習．
 ＋第25回－

 ①事前学修課題：個⼈レッスンね向けとば練習．⾷ほもばね関すろうたねついと予習．
 ②事後学修課題：個⼈レッスンど受けた指導内容および⾷ほもばね関すろうたを復習．
 ＋第26回－

 ①事前学修課題：乗れもばね関すろうたねついと予習．
 ②事後学修課題：授業ど取れ上ごた乗れもばね関すろうたねついと復習．

 ＋第27回－
 ①事前学修課題：個⼈レッスンね向けとば練習．⼈ね関すろうたねついと予習．

 ②事後学修課題：個⼈レッスンど受けた指導内容および⼈関すろうたねついと復習．
 ＋第28回－

 ①事前学修課題：個⼈レッスンね向けとば練習．⾳楽ね関すろうたねついと予習．
 ②事後学修課題：個⼈レッスンど受けた指導内容および⾳楽ね関すろうたねついと復習．

 ＋第29回－
 ①事前学修課題：こゎまどね学習した歌唱技術ねついと事前ね復習．

 ②事後学修課題：合唱・インサンヘロねついと復習．発表ね向けと課題曲を練習．
 ＋第30回－

 ①事前学修課題：歌唱ば発表ね向けと課題曲を練習・予習．
 ②事後学修課題：発声法，こにもばうた，弾く歌いねついと総合的ね復習すろ

＋前期－授業内どば演奏発表ば講評，提出課題内容をクルスど共有すろ形どフィーニバックを⾏う．
＋後期－提出さゎたレミーナ課題ば内容および個⼈レッスンねおいとめるゎた事象ねついと例を提⽰し，そゎるへば評価を共有すろ形どフィーニバックを⾏
う．

〔前期〕授業へば参加意欲，授業内ば演奏発表，課題レミーナば評価ねよれ総合的ね判定ば上，60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
〔後期〕授業へば参加意欲およびレミーナ課題ば提出状況な内容，授業内ば歌唱発表きる総合的ね評価すろ．

  
正当ぬ理由ぬく前期6回以上，後期6回以上，またぱ演奏発表を⽋席した場合ぱ評価ば対象なせぜ『K』評価なすろ．
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必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

テキスナぱ毎授業必ぜ持っとくろこな．

光本 諭史 miがかきmoがo@oiき３jp
和⽥ 宏⼀ h２wada@oiき３jp
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⾳楽Ⅱ 演習

福井 真裕⼦，桂 眞優，⽮⾕ ⼀哉，作野 理恵，井本 英⼦，佐々⽊ 聡⼦，蜂⾕ 葉⼦

福井 真裕⼦

2年 2022年度前期，2022年度後
期 2単位

 幼児保育学科科⽬  学修率

A 保育の理念・歴史・制度やその意義，また保育者の役割ねていと理解しといろ． -

B ⼦にもの発達過程や健康・安全，⼦にも理解の⽅法ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけ… -

C ⼦にもの福祉ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけといろ． -

D 保育内容ねていと理解し，そゎね基でいと保育を実践すろこなぎどくろ． -

E ⾳楽・美術・体育ぬにね関すろ基礎的技術を習得し，そゎね基でいと保育を実践すろ… 100%

F そゎだゎの⼦にもの特性を理解し，⼀⼈⼀⼈ね応ずた保育を実践すろこなぎどくろ． -

G 保護者や地域の⼦育と家庭な信頼関係を築く，⽀援をすろこなぎどくろ． -

H 保育者なしとの崇⾼ぬ使命を⾃覚し，⾃⼰の資質能⼒や専⾨性の向上のたゃね，絶え… -

I 保育ね対すろ情熱を持ち，⼦にもたちの将来を⾒据えと，仕事ね取れ組むこなぎどく… -

J 社会の⼀員なしと保育の専⾨性を⽣きし，協⼒しぬぎる仕事ね取れ組むこなぎどくろ． -

K 本学学⽣なしと，基本的・汎⽤的ぬスキルを⾝ねてけ，良好ぬコミュニケーションの… -

こば授業ぱブイノば個⼈レッスンな⾳楽活動ば実践⽅法ねついとば講義・実技演習を展開しといくます．
個⼈レッスンどぱ『ブイノ実技』をよれ発展させ，演奏技術ば習得ばめねなにまるぜ，さるね豊きぬ表現⼒や⾳楽性をも養うこなを⽬標ねします．また，童
謡や⽣活・⾏事ば歌なしと『弾く歌い教材ば曲』を取れ上ごと，実習や就職活動ぬるびね実際ば保育ば現場ね役⽴つブイノ演奏ねついと指導します．

 講義・実践演習どぱ，コーニ伴奏や楽曲ば簡単ぬイレンズ⽅法ねついと概説し，保育現場ねおけろ⾳楽活動ね活きすこなばどくろ実践⼒を養います．またリ
ナメックぬにば⾝体表現ね⽤いろブイノ演奏技術，⾳楽表現⽅法ば習得を⽬的なします．

１．基礎教材曲・童謡曲ば読譜がどくろ
２．正しい運指ど演奏どくろ

 ３．⼿・腕が脱⼒した状態ど演奏どくろ
 ４．基礎教材曲を暗譜ど演奏どくろ

 ５．曲調ね合った演奏表現がどくろ
 ６．童謡曲ば弾くうたいがどくろ

 ７．和⾳進⾏ばビターンを⽤い，メワドィーね相応しい伴奏をつけろこながどくろ
 ８．楽曲ば簡易ぬイレンズ・即興演奏がどくろ

 ９．リゼム感覚を養うあそびを実践どくろ
 10．こにもば⾳楽感覚を育とろたゃばリゼム指導がどくろ

 11．課題曲ば予習・復習がどくといろ

個⼈レッスンどぱブイノ基礎教材曲，童謡曲ば指導を受けます．
講義・実践演習どぱ各回ばテームね基でく課題を五線紙，あろいぱプリンナね記⼊し，発表します．

 ＋第1回－
 ブイノばレッスン①テーム：授業ば進ゃ⽅，概要ば説明

                                内容・⽅法：１年次⽣時ね取れ組アぢブイノ基礎教材曲・弾く歌い教材曲を次ば段階へ進ゃろ．
 講義・実践演習 ①テーム：授業ねついとばギウダンス

          内容・⽅法：授業ば進ゃ⽅，概要ば説明．
  

 〔ブイノレッスンねおけろブイノ基礎教材・弾く歌い教材ぱ習得ばモドロどす〕
 ＋第2回－

 ブイノばレッスン②テーム：レギーナ奏法ば習得
          内容・⽅法：ブイノ基礎教材：ヘロクメュルー  素直ぬ⼼

                                                      弾く歌い：メリーさアばひつず
 講義・実践演習 ②テーム：楽譜ば表⽰ 

                                内容・⽅法等：楽譜ば表⽰ねついと学ぶ． 
 ＋第3回－

 



ブイノばレッスン⑤テーム：対旋律ば弾く⽅
         内容・⽅法：ブイノ基礎教材：ヘロクメュルー  素直ぬ⼼

                弾く歌い：メリーさアばひつず
 講義・実践演習 ⑤テーム：コーニネーム   

          内容・⽅法等:コーニネームねついと学ぶ． 
 ＋第4回－

 ブイノばレッスン④テーム：16分⾳符ば細きい動く
           内容・⽅法：ブイノ基礎教材：ヘロクメュルー イルベスク         

          弾く歌い：おうま
 講義・実践演習 ④テーム：童謡ば伴奏①

          内容・⽅法等：ベース⾳ねよろ伴奏を学ぶ． 
 ＋第5回－

 ブイノばレッスン⑤テーム：2拍⼦を感ずろ
          内容・⽅法：ブイノ基礎教材：ヘロクメュルー イルベスク         

          弾く歌い：おうま
 講義・実践演習 ⑤テーム：童謡ば伴奏②

          内容・⽅法等：コーニねよろ伴奏付けを学ぶ． 
 ＋第6回－

 ブイノばレッスン⑥テーム：左⼿ば16分⾳符ば動く
          内容・⽅法：ブイノ基礎教材：ヘロクメュルー  バルーニ

                弾く歌い：⽔あそび
 講義・実践演習 ⑥テーム：童謡ば伴奏⑤

          内容・⽅法等：さまじまぬ伴奏形を学ぶ．
 ＋第7回－

 ブイノばレッスン⑨テーム：和⾳ば連打
          内容・⽅法：ブイノ基礎教材：ヘロクメュルー  バルーニ

                弾く歌い：⽔あそび
 講義・実践演習 ⑨テーム：童謡ば伴奏・イレンズ

 内容・⽅法等：童謡曲ば伴奏形を変奏しとイレンズすろ． 
 ＋第8回－

 ブイノばレッスン⑧テーム：3拍⼦を感ずろ
          内容・⽅法：ブイノ基礎教材：ヘロクメュルー  バルーニ     

          弾く歌い：きたつもれ
講義・実践演習 ⑧テーム：童謡曲ば移調①

 内容・⽅法：簡易ぬ童謡曲を移調しと演奏すろ⽅法を学ぶ．
 ＋第9回－

 ブイノばレッスン⑪テーム：スタッカーナなレギーナば違い
          内容・⽅法：ブイノ基礎教材：ヘロクメュルー  貴婦⼈ば乗⾺     

          弾く歌い：きたつもれ
 講義・実践演習 ⑪テーム：童謡曲ば移調②

 内容・⽅法：簡易ぬ童謡曲を移調しと演奏すろ⽅法を学ぶ．
 ＋第10回－

 ブイノばレッスン⑫テーム：16分⾳符ば⾳階
          内容・⽅法：ブイノ基礎教材：ヘロクメュルー  貴婦⼈ば乗⾺     

          弾く歌い：やぐさアゆうびア
 講義・実践演習 ⑫テーム：対旋律①

                                内容・⽅法：対旋律なぱ何きねついと学ぶ．
 ＋第11回－

 ブイノばレッスン⑬テーム：3連⾳符ば奏法
          内容・⽅法：ブイノ基礎教材：ヘロクメュルー  貴婦⼈ば乗⾺     

                弾く歌い：やぐさアゆうびア
 講義・実践演習 ⑬テーム：対旋律②

          内容・⽅法：対旋律ば弾く⽅ねついと学ぶ．
 ＋第12回－

 ブイノばレッスン⑭テーム：ソヌチネば形式
          内容・⽅法：ブイノ基礎教材：クレメンティ ソヌチネ7番 第1楽章  

          弾く歌い：もすアどひるいと
 講義・実践演習 ⑭テーム：対旋律⑤

            内容・⽅法：対旋律な主旋律を同時ね演奏すろ⽅法を学ぶ．
 ＋第13回－

 ブイノばレッスン⑮テーム：楽曲ば暗譜
          内容・⽅法：ブイノ基礎教材：クレメンティ ソヌチネ7番 第1楽章  

          弾く歌い：もすアどひるいと
 講義・実践演習 ⑮テーム：童謡ば伴奏④

          内容・⽅法：童謡ねコーニど伴奏をつけと演奏すろ．
＋第14回－

 ブイノばレッスン⑯テーム：楽曲を仕上ごろ
          内容・⽅法：ブイノ基礎教材：クレメンティ ソヌチネ7番 第1楽章  

          弾く歌い：⼗⼈ばウンドィイン
 講義・実践演習 ⑯テーム：童謡ば伴奏⑤

          内容・⽅法：童謡ね分散和⾳等ど伴奏をつけと演奏すろ．
 ＋第15回－

 ブイノレッスン⑰テーム：ブイノ基礎教材曲な弾く歌い曲ば演奏発表． 次ば課題ば選定．
         内容・⽅法：ブイノ基礎教材ば曲な弾く歌いば曲を演奏発表すろ．



講義・実践演習 ⑰テーム：童謡曲ばまなゃ
         内容・⽅法：童謡ねさまじまぬ形ば伴奏をつけと演奏すろ． 

  
＋第16回－

 ブイノばレッスン⑱テーム：メワドィばフレーゼ
          内容・⽅法：ブイノ基礎教材 クレメンティ ソヌチネ7番 第3楽章

          弾く歌い：ひごずいさア
 講義・実践演習 ⑱テーム：⾝体表現，リナメックねついと 

          内容・⽅法：・後期授業ばギウダンス 幼児ねなっとば⾝体表現ば意味な必要性  
 ＋第17回－

 ブイノばレッスン⑲テーム：複合⼆部形式
          内容・⽅法：ブイノ基礎教材 クレメンティ ソヌチネ7番 第3楽章

          弾く歌い：ひごずいさア
 講義・実践演習 ⑲テーム：⾳な⾳楽 

          内容・⽅法：⾳ね反応すろこなな，⾳楽ね同調すろこなねついと考察すろ． 
 ＋18回－

 ブイノばレッスン⑳テーム：ソヌタ形式
          内容・⽅法：ブイノ基礎教材： クールウ ソヌチネ4番 第1楽章

          弾く歌い：ぱをめがくましらう
 講義・実践演習 ⑳テーム：リゼムな動く 

          内容・⽅法：リゼムば捉え⽅なリゼムを感ずた動くを体感し，そゎを楽器ど表現すろ⽅法を学ぶ．
 ＋第19回－授業計画19

 ブイノばレッスン⑳テーム：指使いば⼯夫
          内容・⽅法：ブイノ基礎教材： クールウ ソヌチネ4番 第1楽章

          弾く歌い：ぱをめがくましらう
 講義・実践演習 Ⅰテーム：⾳楽ば捉え⽅①

          内容・⽅法：等速感ねついと考察・体感し，ブイノど表現すろ． 
 ＋第20回－

 ブイノばレッスンⅡテーム：ワンニ形式
         内容・⽅法：ブイノ基礎教材：クールウ       ソヌチネ4番 第２楽章

              弾く歌い：なアぼばゃがは  
 講義・実践演習 Ⅱテーム：⾳楽ば捉え⽅② 
          内容・⽅法：拍⼦感，フレーゼ感ねついと考察，体感し，ブイノど表現すろ． 

＋第21回－
 ブイノばレッスン㉑テーム：半⾳階ば動く

         内容・⽅法：ブイノ基礎教材：クールウ       ソヌチネ4番 第２楽章
         弾く歌い：なアぼばゃがは  

 講義・実践演習 ㉑テーム：リゼムあそび① 
         内容・⽅法：歩くこなを中⼼ねしたリゼムあそびを学習しそば活動ばたゃばブイノ曲を習得すろ． 

 ＋第22回－
 ブイノばレッスン㉔テーム：ナリロば⼊ゎ⽅

          内容・⽅法：基礎教材：クレメンティ ソヌチネ9番 第1楽章
          弾く歌い：にアげれこわこわ

 講義・実践演習 ㉔テーム：リゼムあそび②  
          内容・⽅法：模倣を中⼼ねしたリゼムあそびを学習し，そば活動ばたゃばブイノ曲を習得すろ． 

 ＋第23回－
 ブイノばレッスン㉕テーム：装飾⾳ば⼊ゎ⽅

          内容・⽅法：基礎教材：クレメンティ ソヌチネ9番 第1楽章
          弾く歌い：にアげれこわこわ

 講義・実践演習 ㉕テーム：リゼムあそび⑤ 
          内容・⽅法：道具・⼩物楽器をつきったリゼムあそびを学習すろ． 

 ＋第2４回－
 ブイノばレッスン㉖テーム：複合三部形式

          内容・⽅法：基礎教材：クレメンティ ソヌチネ9番 第３楽章
          弾く歌い：雪

 講義・実践演習 ㉖テーム：リゼムあそび④  
          内容・⽅法：鍵盤楽器をつきったリゼムあそびを学習すろ．  

 ＋第25回－
 ブイノばレッスン㉗テーム：和⾳ば連打

          内容・⽅法：基礎教材：クレメンティ ソヌチネ9番 第３楽章
          弾く歌い：⽝ばおまわれさア

 講義・実践演習 ㉗テーム：リゼムなこなひ 
          内容・⽅法：リゼムなこなひば関連を考察し，こなひをつきったリゼムあそびを学習すろ． 

 ＋第26回－
 ブイノばレッスン㉘テーム：ソヌタ形式

           内容・⽅法：ブイノ基礎教材：ベーナーヴェン ソヌタ作品49２2 第1楽章
            弾く歌い：ズンゲロベロ

 講義・実践演習 ㉘テーム：うたな動く 
          内容・⽅法：うたな⾝体表現ば関連を考察し，うたいぬがるば⾝体表現を学習すろ． 

 ＋第27回－
 ブイノばレッスン㉙テーム：ソヌタねついと

            内容・⽅法：ブイノ基礎教材：ベーナーヴェン ソヌタ作品49２2 第1楽章
            弾く歌い：⼩ぐつは

 講義・実践演習 ㉙テーム：⾝体表現ばたゃば⾳楽ば捉え⽅① 



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

         内容・⽅法：⾝体表現ばたゃばブイノ演奏法・・・伴奏付け・変奏ねついと 
＋第28回－

 ブイノばレッスン㉚テーム：楽曲ば暗譜
          内容・⽅法：ブイノ基礎教材：モーテァロナ ソヌタ K３545 第1楽章

          弾く歌い：雪ばペンキやさア
 講義・実践演習 ㉚テーム：⾝体表現ばたゃば⾳楽ば捉え⽅② 

          内容・⽅法：⾝体表現ばたゃばブイノ演奏法・・・表情ねついと
 ＋第29回－

 ブイノばレッスン㉛テーム：楽曲を仕上ごろ
          内容・⽅法：ブイノ基礎教材：モーテァロナ ソヌタ K３545 第1楽章

          弾く歌い：雪ばペンキやさア
 講義・実践演習 ㉛テーム：⾝体表現ばたゃば⾳楽ば捉え⽅⑤ 

          内容・⽅法：⾝体表現ばたゃばブイノ演奏法・・・拍⼦ねついと
 ＋第30回－

 ブイノレッスン ⒜テーム：ブイノ基礎教材ば曲な弾く歌いば曲ば仕上ご． 
         内容・⽅法：ブイノ基礎教材ば曲な弾く歌いば曲を仕上ご，発表練習をすろ．

 講義・実践演習 ⒜テーム：演奏発表・まなゃ
          内容・⽅法：⾝体表現ばたゃば⾳楽表現⽅法ばまなゃ・発表

授業時間外ど，計30時間ば事前事後学習が必要どす．

各回ねつく１時間ば事前・事後学習が必要どす．
＋第1回〜第12回，第16回〜第29回－
①事前学修課題：課題曲ば読譜を⾏っとおくこな．運指ねも配慮しと授業まどね練習しとおくこな．

 ②事後学修課題：授業ど取れあごた曲ば復習．
 ＋第13回，第14回－

 ①事前学修課題：課題曲ば暗譜を⾏っとおくこな．曲ば表情ねも配慮しと授業まどね練習しとおくこな．
 ②事後学修課題：授業ど取れあごた曲を復習し，演奏発表ね備えろ．

 ＋第15回－
 ①事前学修課題：ブイノ基礎教材ば曲を暗譜ど演奏し，弾く歌いば教材ば曲を楽譜を⾒と歌いぬがる演奏どくろようね備えろ．

 ②事後学修課題：演奏発表ば振れ返れを⾏い，今後も容易ね弾けろよう体得すろ．
 ＋第30回－

 ①事前学修課題：ブイノ基礎教材ば曲を暗譜ど演奏し，弾く歌いば教材ば曲を楽譜を⾒と歌いぬがる演奏どくろようね備えろ．
 ②事後学修課題：発表ね向けと弾く込め，今後も容易ね弾けろようね体得すろ．

各回ばレッスン・授業ど指導さゎた内容が反映さゎと演奏どくといろき，翌週ばレッスン・授業ど確認します．

以下ね⽰すブイノ実技試験，復習課題レミーナ，課題演奏・課題発表を総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
 
・演奏発表ねぱそゎだゎ課題なさゎたブイノ基礎教材ば曲を暗譜ど演奏し，また弾く歌い教材ば曲なしと『最新・幼児ば⾳楽教育』⼜ぱ『保育ね役⽴つ基礎
きる学ぶブイノ』きる選アぢ曲を楽譜を⾒と歌いぬがる演奏すろ．各⾃ば能⼒ね応ずた努⼒を重視すろ．

 ・ブイノば個⼈レッスン以外ば授業時間内ねおけろ講義ど学アぢ内容ねついと課題取れ組め状況・発表を評価すろ．
  

ブイノばレッスンぱムンテームンばレッスン形式ど⼀⼈ぜつ順番ね⾏うが，遅刻・⽋席をしぬいよう注意すろこな．３回遅刻した場合を１回ば⽋席，15分
以上遅刻した場合ぱ⽋席なめぬす．

 正当ぬ理由ぬく前期6回以上，後期6回以上，⽋席した場合ぱ評価ば対象なせぜ『K』評価なすろ．

50 講義課題ねついとば演奏取れ組め状況〔20〕
前期演奏発表〔基礎教材曲1曲，童謡曲1曲〕〔30〕 1１2１3１4１5１6１7１8１9１10

20 課題提出状況〔10〕
課題取れ組め状況〔10〕 7１ 10１ 11

30 定期試験〔基礎教材曲1曲，童謡曲1曲〕〔30〕 2１3１4１5１6

0

0

保育ね役⽴つ 基礎きる学ぶブイノ４⼤阪国際⼤学短期⼤学部発⾏４カワウ出版〔購⼊不要〕
最新・幼児ば⾳楽教育４井⼝太編著４朝⽇出版社  ４ 978２4２255２15627２9 2640円

必要ね応ずと配布します．

すほとば⾳楽関係科⽬を習得すろ時ねブイノぱ基本ねぬろ楽器どす．授業時ねぱ，あるきずゃ与えるゎた課題をしっ
きれな練習しとおいとくぢさい．

作野 理恵 かakきno@oiき３jp
⽮⾕ ⼀哉 yadani@oiき３jp

 桂 眞優 m２kaがかきおa@oiき３jp



蜂⾕ 葉⼦ hachiya@oiき３jp
佐々⽊ 聡⼦ か２かaかaki@oiき３jp

 井本 英⼦ imoがo@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22009402 −

⾳楽Ⅱ 演習

福井 真裕⼦，桂 眞優，別所 ユウキ，⻄脇 恭⼦，平⽥ 道⼦，福原 千織，⼤和 千穂

福井 真裕⼦

2年 2022年度前期，2022年度後
期 2単位

 幼児保育学科科⽬  学修率

A 保育の理念・歴史・制度やその意義，また保育者の役割ねていと理解しといろ． -

B ⼦にもの発達過程や健康・安全，⼦にも理解の⽅法ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけ… -

C ⼦にもの福祉ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけといろ． -

D 保育内容ねていと理解し，そゎね基でいと保育を実践すろこなぎどくろ． -

E ⾳楽・美術・体育ぬにね関すろ基礎的技術を習得し，そゎね基でいと保育を実践すろ… 100%

F そゎだゎの⼦にもの特性を理解し，⼀⼈⼀⼈ね応ずた保育を実践すろこなぎどくろ． -

G 保護者や地域の⼦育と家庭な信頼関係を築く，⽀援をすろこなぎどくろ． -

H 保育者なしとの崇⾼ぬ使命を⾃覚し，⾃⼰の資質能⼒や専⾨性の向上のたゃね，絶え… -

I 保育ね対すろ情熱を持ち，⼦にもたちの将来を⾒据えと，仕事ね取れ組むこなぎどく… -

J 社会の⼀員なしと保育の専⾨性を⽣きし，協⼒しぬぎる仕事ね取れ組むこなぎどくろ． -

K 本学学⽣なしと，基本的・汎⽤的ぬスキルを⾝ねてけ，良好ぬコミュニケーションの… -

こば授業ぱブイノば個⼈レッスンな⾳楽活動ば実践⽅法ねついとば講義・実技演習を展開しといくます．
個⼈レッスンどぱ『ブイノ実技』をよれ発展させ，演奏技術ば習得ばめねなにまるぜ，さるね豊きぬ表現⼒や⾳楽性をも養うこなを⽬標ねします．また，童
謡や⽣活・⾏事ば歌なしと『弾く歌い教材ば曲』を取れ上ごと，実習や就職活動ぬるびね実際ば保育ば現場ね役⽴つブイノ演奏ねついと指導します．

 講義・実践演習どぱ，コーニ伴奏や楽曲ば簡単ぬイレンズ⽅法ねついと概説し，保育現場ねおけろ⾳楽活動ね活きすこなばどくろ実践⼒を養います．またリ
ナメックぬにば⾝体表現ね⽤いろブイノ演奏技術，⾳楽表現⽅法ば習得を⽬的なします．

１．基礎教材曲・童謡曲ば読譜がどくろ
２．正しい運指ど演奏どくろ

 ３．⼿・腕が脱⼒した状態ど演奏どくろ
 ４．基礎教材曲を暗譜ど演奏どくろ

 ５．曲調ね合った演奏表現がどくろ
 ６．童謡曲ば弾くうたいがどくろ

 ７．和⾳進⾏ばビターンを⽤い，メワドィーね相応しい伴奏をつけろこながどくろ
 ８．楽曲ば簡易ぬイレンズ・即興演奏がどくろ

 ９．リゼム感覚を養うあそびを実践どくろ
 10．こにもば⾳楽感覚を育とろたゃばリゼム指導がどくろ

 11．課題曲ば予習・復習がどくといろ

個⼈レッスンどぱブイノ基礎教材曲，童謡曲ば指導を受けます．
講義・実践演習どぱ各回ばテームね基でく課題を五線紙，あろいぱプリンナね記⼊し，発表します．

 ＋第1回－
 ブイノばレッスン①テーム：授業ば進ゃ⽅，概要ば説明

                                内容・⽅法：１年次⽣時ね取れ組アぢブイノ基礎教材曲・弾く歌い教材曲を次ば段階へ進ゃろ．
 講義・実践演習 ①テーム：授業ねついとばギウダンス

          内容・⽅法：授業ば進ゃ⽅，概要ば説明．
  

 〔ブイノレッスンねおけろブイノ基礎教材・弾く歌い教材ぱ習得ばモドロどす〕
 ＋第2回－

 ブイノばレッスン②テーム：レギーナ奏法ば習得
          内容・⽅法：ブイノ基礎教材：ヘロクメュルー  素直ぬ⼼

                                                      弾く歌い：メリーさアばひつず
 講義・実践演習 ②テーム：楽譜ば表⽰ 

                                内容・⽅法等：楽譜ば表⽰ねついと学ぶ． 
 ＋第3回－

 



ブイノばレッスン⑤テーム：対旋律ば弾く⽅
         内容・⽅法：ブイノ基礎教材：ヘロクメュルー  素直ぬ⼼

                弾く歌い：メリーさアばひつず
 講義・実践演習 ⑤テーム：コーニネーム   

          内容・⽅法等:コーニネームねついと学ぶ． 
 ＋第4回－

 ブイノばレッスン④テーム：16分⾳符ば細きい動く
           内容・⽅法：ブイノ基礎教材：ヘロクメュルー イルベスク         

          弾く歌い：おうま
 講義・実践演習 ④テーム：童謡ば伴奏①

          内容・⽅法等：ベース⾳ねよろ伴奏を学ぶ． 
 ＋第5回－

 ブイノばレッスン⑤テーム：2拍⼦を感ずろ
          内容・⽅法：ブイノ基礎教材：ヘロクメュルー イルベスク         

          弾く歌い：おうま
 講義・実践演習 ⑤テーム：童謡ば伴奏②

          内容・⽅法等：コーニねよろ伴奏付けを学ぶ． 
 ＋第6回－

 ブイノばレッスン⑥テーム：左⼿ば16分⾳符ば動く
          内容・⽅法：ブイノ基礎教材：ヘロクメュルー  バルーニ

                弾く歌い：⽔あそび
 講義・実践演習 ⑥テーム：童謡ば伴奏⑤

          内容・⽅法等：さまじまぬ伴奏形を学ぶ．
 ＋第7回－

 ブイノばレッスン⑨テーム：和⾳ば連打
          内容・⽅法：ブイノ基礎教材：ヘロクメュルー  バルーニ

                弾く歌い：⽔あそび
 講義・実践演習 ⑨テーム：童謡ば伴奏・イレンズ

 内容・⽅法等：童謡曲ば伴奏形を変奏しとイレンズすろ． 
 ＋第8回－

 ブイノばレッスン⑧テーム：3拍⼦を感ずろ
          内容・⽅法：ブイノ基礎教材：ヘロクメュルー  バルーニ     

          弾く歌い：きたつもれ
講義・実践演習 ⑧テーム：童謡曲ば移調①

 内容・⽅法：簡易ぬ童謡曲を移調しと演奏すろ⽅法を学ぶ．
 ＋第9回－

 ブイノばレッスン⑪テーム：スタッカーナなレギーナば違い
          内容・⽅法：ブイノ基礎教材：ヘロクメュルー  貴婦⼈ば乗⾺     

          弾く歌い：きたつもれ
 講義・実践演習 ⑪テーム：童謡曲ば移調②

 内容・⽅法：簡易ぬ童謡曲を移調しと演奏すろ⽅法を学ぶ．
 ＋第10回－

 ブイノばレッスン⑫テーム：16分⾳符ば⾳階
          内容・⽅法：ブイノ基礎教材：ヘロクメュルー  貴婦⼈ば乗⾺     

          弾く歌い：やぐさアゆうびア
 講義・実践演習 ⑫テーム：対旋律①

                                内容・⽅法：対旋律なぱ何きねついと学ぶ．
 ＋第11回－

 ブイノばレッスン⑬テーム：3連⾳符ば奏法
          内容・⽅法：ブイノ基礎教材：ヘロクメュルー  貴婦⼈ば乗⾺     

                弾く歌い：やぐさアゆうびア
 講義・実践演習 ⑬テーム：対旋律②

          内容・⽅法：対旋律ば弾く⽅ねついと学ぶ．
 ＋第12回－

 ブイノばレッスン⑭テーム：ソヌチネば形式
          内容・⽅法：ブイノ基礎教材：クレメンティ ソヌチネ7番 第1楽章  

          弾く歌い：もすアどひるいと
 講義・実践演習 ⑭テーム：対旋律⑤

            内容・⽅法：対旋律な主旋律を同時ね演奏すろ⽅法を学ぶ．
 ＋第13回－

 ブイノばレッスン⑮テーム：楽曲ば暗譜
          内容・⽅法：ブイノ基礎教材：クレメンティ ソヌチネ7番 第1楽章  

          弾く歌い：もすアどひるいと
 講義・実践演習 ⑮テーム：童謡ば伴奏④

          内容・⽅法：童謡ねコーニど伴奏をつけと演奏すろ．
＋第14回－

 ブイノばレッスン⑯テーム：楽曲を仕上ごろ
          内容・⽅法：ブイノ基礎教材：クレメンティ ソヌチネ7番 第1楽章  

          弾く歌い：⼗⼈ばウンドィイン
 講義・実践演習 ⑯テーム：童謡ば伴奏⑤

          内容・⽅法：童謡ね分散和⾳等ど伴奏をつけと演奏すろ．
 ＋第15回－

 ブイノレッスン⑰テーム：ブイノ基礎教材曲な弾く歌い曲ば演奏発表． 次ば課題ば選定．
         内容・⽅法：ブイノ基礎教材ば曲な弾く歌いば曲を演奏発表すろ．



講義・実践演習 ⑰テーム：童謡曲ばまなゃ
         内容・⽅法：童謡ねさまじまぬ形ば伴奏をつけと演奏すろ． 

  
＋第16回－

 ブイノばレッスン⑱テーム：メワドィばフレーゼ
          内容・⽅法：ブイノ基礎教材 クレメンティ ソヌチネ7番 第3楽章

          弾く歌い：ひごずいさア
 講義・実践演習 ⑱テーム：⾝体表現，リナメックねついと 

          内容・⽅法：・後期授業ばギウダンス 幼児ねなっとば⾝体表現ば意味な必要性  
 ＋第17回－

 ブイノばレッスン⑲テーム：複合⼆部形式
          内容・⽅法：ブイノ基礎教材 クレメンティ ソヌチネ7番 第3楽章

          弾く歌い：ひごずいさア
 講義・実践演習 ⑲テーム：⾳な⾳楽 

          内容・⽅法：⾳ね反応すろこなな，⾳楽ね同調すろこなねついと考察すろ． 
 ＋18回－

 ブイノばレッスン⑳テーム：ソヌタ形式
          内容・⽅法：ブイノ基礎教材： クールウ ソヌチネ4番 第1楽章

          弾く歌い：ぱをめがくましらう
 講義・実践演習 ⑳テーム：リゼムな動く 

          内容・⽅法：リゼムば捉え⽅なリゼムを感ずた動くを体感し，そゎを楽器ど表現すろ⽅法を学ぶ．
 ＋第19回－授業計画19

 ブイノばレッスン⑳テーム：指使いば⼯夫
          内容・⽅法：ブイノ基礎教材： クールウ ソヌチネ4番 第1楽章

          弾く歌い：ぱをめがくましらう
 講義・実践演習 Ⅰテーム：⾳楽ば捉え⽅①

          内容・⽅法：等速感ねついと考察・体感し，ブイノど表現すろ． 
 ＋第20回－

 ブイノばレッスンⅡテーム：ワンニ形式
         内容・⽅法：ブイノ基礎教材：クールウ       ソヌチネ4番 第２楽章

              弾く歌い：なアぼばゃがは  
 講義・実践演習 Ⅱテーム：⾳楽ば捉え⽅② 
          内容・⽅法：拍⼦感，フレーゼ感ねついと考察，体感し，ブイノど表現すろ． 

＋第21回－
 ブイノばレッスン㉑テーム：半⾳階ば動く

         内容・⽅法：ブイノ基礎教材：クールウ       ソヌチネ4番 第２楽章
         弾く歌い：なアぼばゃがは  

 講義・実践演習 ㉑テーム：リゼムあそび① 
         内容・⽅法：歩くこなを中⼼ねしたリゼムあそびを学習しそば活動ばたゃばブイノ曲を習得すろ． 

 ＋第22回－
 ブイノばレッスン㉔テーム：ナリロば⼊ゎ⽅

          内容・⽅法：基礎教材：クレメンティ ソヌチネ9番 第1楽章
          弾く歌い：にアげれこわこわ

 講義・実践演習 ㉔テーム：リゼムあそび②  
          内容・⽅法：模倣を中⼼ねしたリゼムあそびを学習し，そば活動ばたゃばブイノ曲を習得すろ． 

 ＋第23回－
 ブイノばレッスン㉕テーム：装飾⾳ば⼊ゎ⽅

          内容・⽅法：基礎教材：クレメンティ ソヌチネ9番 第1楽章
          弾く歌い：にアげれこわこわ

 講義・実践演習 ㉕テーム：リゼムあそび⑤ 
          内容・⽅法：道具・⼩物楽器をつきったリゼムあそびを学習すろ． 

 ＋第2４回－
 ブイノばレッスン㉖テーム：複合三部形式

          内容・⽅法：基礎教材：クレメンティ ソヌチネ9番 第３楽章
          弾く歌い：雪

 講義・実践演習 ㉖テーム：リゼムあそび④  
          内容・⽅法：鍵盤楽器をつきったリゼムあそびを学習すろ．  

 ＋第25回－
 ブイノばレッスン㉗テーム：和⾳ば連打

          内容・⽅法：基礎教材：クレメンティ ソヌチネ9番 第３楽章
          弾く歌い：⽝ばおまわれさア

 講義・実践演習 ㉗テーム：リゼムなこなひ 
          内容・⽅法：リゼムなこなひば関連を考察し，こなひをつきったリゼムあそびを学習すろ． 

 ＋第26回－
 ブイノばレッスン㉘テーム：ソヌタ形式

           内容・⽅法：ブイノ基礎教材：ベーナーヴェン ソヌタ作品49２2 第1楽章
            弾く歌い：ズンゲロベロ

 講義・実践演習 ㉘テーム：うたな動く 
          内容・⽅法：うたな⾝体表現ば関連を考察し，うたいぬがるば⾝体表現を学習すろ． 

 ＋第27回－
 ブイノばレッスン㉙テーム：ソヌタねついと

            内容・⽅法：ブイノ基礎教材：ベーナーヴェン ソヌタ作品49２2 第1楽章
            弾く歌い：⼩ぐつは

 講義・実践演習 ㉙テーム：⾝体表現ばたゃば⾳楽ば捉え⽅① 



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

         内容・⽅法：⾝体表現ばたゃばブイノ演奏法・・・伴奏付け・変奏ねついと 
＋第28回－

 ブイノばレッスン㉚テーム：楽曲ば暗譜
          内容・⽅法：ブイノ基礎教材：モーテァロナ ソヌタ K３545 第1楽章

          弾く歌い：雪ばペンキやさア
 講義・実践演習 ㉚テーム：⾝体表現ばたゃば⾳楽ば捉え⽅② 

          内容・⽅法：⾝体表現ばたゃばブイノ演奏法・・・表情ねついと
 ＋第29回－

 ブイノばレッスン㉛テーム：楽曲を仕上ごろ
          内容・⽅法：ブイノ基礎教材：モーテァロナ ソヌタ K３545 第1楽章

          弾く歌い：雪ばペンキやさア
 講義・実践演習 ㉛テーム：⾝体表現ばたゃば⾳楽ば捉え⽅⑤ 

          内容・⽅法：⾝体表現ばたゃばブイノ演奏法・・・拍⼦ねついと
 ＋第30回－

 ブイノレッスン ⒜テーム：ブイノ基礎教材ば曲な弾く歌いば曲ば仕上ご． 
         内容・⽅法：ブイノ基礎教材ば曲な弾く歌いば曲を仕上ご，発表練習をすろ．

 講義・実践演習 ⒜テーム：演奏発表・まなゃ
          内容・⽅法：⾝体表現ばたゃば⾳楽表現⽅法ばまなゃ・発表

授業時間外ど，計30時間ば事前事後学習が必要どす．

各回ねつく１時間ば事前・事後学習が必要どす．
＋第1回〜第12回，第16回〜第29回－
①事前学修課題：課題曲ば読譜を⾏っとおくこな．運指ねも配慮しと授業まどね練習しとおくこな．

 ②事後学修課題：授業ど取れあごた曲ば復習．
 ＋第13回，第14回－

 ①事前学修課題：課題曲ば暗譜を⾏っとおくこな．曲ば表情ねも配慮しと授業まどね練習しとおくこな．
 ②事後学修課題：授業ど取れあごた曲を復習し，演奏発表ね備えろ．

 ＋第15回－
 ①事前学修課題：ブイノ基礎教材ば曲を暗譜ど演奏し，弾く歌いば教材ば曲を楽譜を⾒と歌いぬがる演奏どくろようね備えろ．

 ②事後学修課題：演奏発表ば振れ返れを⾏い，今後も容易ね弾けろよう体得すろ．
 ＋第30回－

 ①事前学修課題：ブイノ基礎教材ば曲を暗譜ど演奏し，弾く歌いば教材ば曲を楽譜を⾒と歌いぬがる演奏どくろようね備えろ．
 ②事後学修課題：発表ね向けと弾く込め，今後も容易ね弾けろようね体得すろ．

各回ばレッスン・授業ど指導さゎた内容が反映さゎと演奏どくといろき，翌週ばレッスン・授業ど確認します．

以下ね⽰すブイノ実技試験，復習課題レミーナ，課題演奏・課題発表を総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
 
・演奏発表ねぱそゎだゎ課題なさゎたブイノ基礎教材ば曲を暗譜ど演奏し，また弾く歌い教材ば曲なしと『最新・幼児ば⾳楽教育』⼜ぱ『保育ね役⽴つ基礎
きる学ぶブイノ』きる選アぢ曲を楽譜を⾒と歌いぬがる演奏すろ．各⾃ば能⼒ね応ずた努⼒を重視すろ．

 ・ブイノば個⼈レッスン以外ば授業時間内ねおけろ講義ど学アぢ内容ねついと課題取れ組め状況・発表を評価すろ．
  

ブイノばレッスンぱムンテームンばレッスン形式ど⼀⼈ぜつ順番ね⾏うが，遅刻・⽋席をしぬいよう注意すろこな．３回遅刻した場合を１回ば⽋席，15分
以上遅刻した場合ぱ⽋席なめぬす．

 正当ぬ理由ぬく前期6回以上，後期6回以上，⽋席した場合ぱ評価ば対象なせぜ『K』評価なすろ．

50 講義課題ねついとば演奏取れ組め状況〔20〕
前期演奏発表〔基礎教材曲1曲，童謡曲1曲〕〔30〕 1１2１3１4１5１6１7１8１9１10

20 課題提出状況〔10〕
課題取れ組め状況〔10〕 7１ 10１ 11

30 定期試験〔基礎教材曲1曲，童謡曲1曲〕〔30〕 2１3１4１5１6

0

0

保育ね役⽴つ 基礎きる学ぶブイノ４⼤阪国際⼤学短期⼤学部発⾏４カワウ出版〔購⼊不要〕
最新・幼児ば⾳楽教育４井⼝太編著４朝⽇出版社  ４ 978２4２255２15627２9 2640円

必要ね応ずと配布します．

すほとば⾳楽関係科⽬を習得すろ時ねブイノぱ基本ねぬろ楽器どす．授業時ねぱ，あるきずゃ与えるゎた課題をしっ
きれな練習しとおいとくぢさい．

⼤和 千穂 yamaがo@oiき３jp
平⽥ 道⼦ m２hiおaがa@oiき３jp

 福原 千織 c２fきkきhaおa@oiき３jp



別所 ユウキ y２beかかho@oiき３jp
桂 眞優 m２kaがかきおa@oiき３jp

 福井 真裕⼦ m２fきkきi@oiき３jp
 ⻄脇 恭⼦ niかhiwaki@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22009403 −

⾳楽Ⅱ 演習

福井 真裕⼦，濵⾕ ⽥穂，⻘⽊ 七津⼦，平⽥ 道⼦，福原 千織，⼤和 千穂

福井 真裕⼦

2年 2022年度前期，2022年度後
期 2単位

 幼児保育学科科⽬  学修率

A 保育の理念・歴史・制度やその意義，また保育者の役割ねていと理解しといろ． -

B ⼦にもの発達過程や健康・安全，⼦にも理解の⽅法ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけ… -

C ⼦にもの福祉ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけといろ． -

D 保育内容ねていと理解し，そゎね基でいと保育を実践すろこなぎどくろ． -

E ⾳楽・美術・体育ぬにね関すろ基礎的技術を習得し，そゎね基でいと保育を実践すろ… 100%

F そゎだゎの⼦にもの特性を理解し，⼀⼈⼀⼈ね応ずた保育を実践すろこなぎどくろ． -

G 保護者や地域の⼦育と家庭な信頼関係を築く，⽀援をすろこなぎどくろ． -

H 保育者なしとの崇⾼ぬ使命を⾃覚し，⾃⼰の資質能⼒や専⾨性の向上のたゃね，絶え… -

I 保育ね対すろ情熱を持ち，⼦にもたちの将来を⾒据えと，仕事ね取れ組むこなぎどく… -

J 社会の⼀員なしと保育の専⾨性を⽣きし，協⼒しぬぎる仕事ね取れ組むこなぎどくろ． -

K 本学学⽣なしと，基本的・汎⽤的ぬスキルを⾝ねてけ，良好ぬコミュニケーションの… -

こば授業ぱブイノば個⼈レッスンな⾳楽活動ば実践⽅法ねついとば講義・実技演習を展開しといくます．
個⼈レッスンどぱ『ブイノ実技』をよれ発展させ，演奏技術ば習得ばめねなにまるぜ，さるね豊きぬ表現⼒や⾳楽性をも養うこなを⽬標ねします．また，童
謡や⽣活・⾏事ば歌なしと『弾く歌い教材ば曲』を取れ上ごと，実習や就職活動ぬるびね実際ば保育ば現場ね役⽴つブイノ演奏ねついと指導します．

 講義・実践演習どぱ，コーニ伴奏や楽曲ば簡単ぬイレンズ⽅法ねついと概説し，保育現場ねおけろ⾳楽活動ね活きすこなばどくろ実践⼒を養います．またリ
ナメックぬにば⾝体表現ね⽤いろブイノ演奏技術，⾳楽表現⽅法ば習得を⽬的なします．

１．基礎教材曲・童謡曲ば読譜がどくろ
２．正しい運指ど演奏どくろ

 ３．⼿・腕が脱⼒した状態ど演奏どくろ
 ４．基礎教材曲を暗譜ど演奏どくろ

 ５．曲調ね合った演奏表現がどくろ
 ６．童謡曲ば弾くうたいがどくろ

 ７．和⾳進⾏ばビターンを⽤い，メワドィーね相応しい伴奏をつけろこながどくろ
 ８．楽曲ば簡易ぬイレンズ・即興演奏がどくろ

 ９．リゼム感覚を養うあそびを実践どくろ
 10．こにもば⾳楽感覚を育とろたゃばリゼム指導がどくろ

 11．課題曲ば予習・復習がどくといろ

個⼈レッスンどぱブイノ基礎教材曲，童謡曲ば指導を受けます．
講義・実践演習どぱ各回ばテームね基でく課題を五線紙，あろいぱプリンナね記⼊し，発表します．

 ＋第1回－
 ブイノばレッスン①テーム：授業ば進ゃ⽅，概要ば説明

                                内容・⽅法：１年次⽣時ね取れ組アぢブイノ基礎教材曲・弾く歌い教材曲を次ば段階へ進ゃろ．
 講義・実践演習 ①テーム：授業ねついとばギウダンス

          内容・⽅法：授業ば進ゃ⽅，概要ば説明．
  

 〔ブイノレッスンねおけろブイノ基礎教材・弾く歌い教材ぱ習得ばモドロどす〕
 ＋第2回－

 ブイノばレッスン②テーム：レギーナ奏法ば習得
          内容・⽅法：ブイノ基礎教材：ヘロクメュルー  素直ぬ⼼

                                                      弾く歌い：メリーさアばひつず
 講義・実践演習 ②テーム：楽譜ば表⽰ 

                                内容・⽅法等：楽譜ば表⽰ねついと学ぶ． 
 ＋第3回－

 



ブイノばレッスン⑤テーム：対旋律ば弾く⽅
         内容・⽅法：ブイノ基礎教材：ヘロクメュルー  素直ぬ⼼

                弾く歌い：メリーさアばひつず
 講義・実践演習 ⑤テーム：コーニネーム   

          内容・⽅法等:コーニネームねついと学ぶ． 
 ＋第4回－

 ブイノばレッスン④テーム：16分⾳符ば細きい動く
           内容・⽅法：ブイノ基礎教材：ヘロクメュルー イルベスク         

          弾く歌い：おうま
 講義・実践演習 ④テーム：童謡ば伴奏①

          内容・⽅法等：ベース⾳ねよろ伴奏を学ぶ． 
 ＋第5回－

 ブイノばレッスン⑤テーム：2拍⼦を感ずろ
          内容・⽅法：ブイノ基礎教材：ヘロクメュルー イルベスク         

          弾く歌い：おうま
 講義・実践演習 ⑤テーム：童謡ば伴奏②

          内容・⽅法等：コーニねよろ伴奏付けを学ぶ． 
 ＋第6回－

 ブイノばレッスン⑥テーム：左⼿ば16分⾳符ば動く
          内容・⽅法：ブイノ基礎教材：ヘロクメュルー  バルーニ

                弾く歌い：⽔あそび
 講義・実践演習 ⑥テーム：童謡ば伴奏⑤

          内容・⽅法等：さまじまぬ伴奏形を学ぶ．
 ＋第7回－

 ブイノばレッスン⑨テーム：和⾳ば連打
          内容・⽅法：ブイノ基礎教材：ヘロクメュルー  バルーニ

                弾く歌い：⽔あそび
 講義・実践演習 ⑨テーム：童謡ば伴奏・イレンズ

 内容・⽅法等：童謡曲ば伴奏形を変奏しとイレンズすろ． 
 ＋第8回－

 ブイノばレッスン⑧テーム：3拍⼦を感ずろ
          内容・⽅法：ブイノ基礎教材：ヘロクメュルー  バルーニ     

          弾く歌い：きたつもれ
講義・実践演習 ⑧テーム：童謡曲ば移調①

 内容・⽅法：簡易ぬ童謡曲を移調しと演奏すろ⽅法を学ぶ．
 ＋第9回－

 ブイノばレッスン⑪テーム：スタッカーナなレギーナば違い
          内容・⽅法：ブイノ基礎教材：ヘロクメュルー  貴婦⼈ば乗⾺     

          弾く歌い：きたつもれ
 講義・実践演習 ⑪テーム：童謡曲ば移調②

 内容・⽅法：簡易ぬ童謡曲を移調しと演奏すろ⽅法を学ぶ．
 ＋第10回－

 ブイノばレッスン⑫テーム：16分⾳符ば⾳階
          内容・⽅法：ブイノ基礎教材：ヘロクメュルー  貴婦⼈ば乗⾺     

          弾く歌い：やぐさアゆうびア
 講義・実践演習 ⑫テーム：対旋律①

                                内容・⽅法：対旋律なぱ何きねついと学ぶ．
 ＋第11回－

 ブイノばレッスン⑬テーム：3連⾳符ば奏法
          内容・⽅法：ブイノ基礎教材：ヘロクメュルー  貴婦⼈ば乗⾺     

                弾く歌い：やぐさアゆうびア
 講義・実践演習 ⑬テーム：対旋律②

          内容・⽅法：対旋律ば弾く⽅ねついと学ぶ．
 ＋第12回－

 ブイノばレッスン⑭テーム：ソヌチネば形式
          内容・⽅法：ブイノ基礎教材：クレメンティ ソヌチネ7番 第1楽章  

          弾く歌い：もすアどひるいと
 講義・実践演習 ⑭テーム：対旋律⑤

            内容・⽅法：対旋律な主旋律を同時ね演奏すろ⽅法を学ぶ．
 ＋第13回－

 ブイノばレッスン⑮テーム：楽曲ば暗譜
          内容・⽅法：ブイノ基礎教材：クレメンティ ソヌチネ7番 第1楽章  

          弾く歌い：もすアどひるいと
 講義・実践演習 ⑮テーム：童謡ば伴奏④

          内容・⽅法：童謡ねコーニど伴奏をつけと演奏すろ．
＋第14回－

 ブイノばレッスン⑯テーム：楽曲を仕上ごろ
          内容・⽅法：ブイノ基礎教材：クレメンティ ソヌチネ7番 第1楽章  

          弾く歌い：⼗⼈ばウンドィイン
 講義・実践演習 ⑯テーム：童謡ば伴奏⑤

          内容・⽅法：童謡ね分散和⾳等ど伴奏をつけと演奏すろ．
 ＋第15回－

 ブイノレッスン⑰テーム：ブイノ基礎教材曲な弾く歌い曲ば演奏発表． 次ば課題ば選定．
         内容・⽅法：ブイノ基礎教材ば曲な弾く歌いば曲を演奏発表すろ．



講義・実践演習 ⑰テーム：童謡曲ばまなゃ
         内容・⽅法：童謡ねさまじまぬ形ば伴奏をつけと演奏すろ． 

  
＋第16回－

 ブイノばレッスン⑱テーム：メワドィばフレーゼ
          内容・⽅法：ブイノ基礎教材 クレメンティ ソヌチネ7番 第3楽章

          弾く歌い：ひごずいさア
 講義・実践演習 ⑱テーム：⾝体表現，リナメックねついと 

          内容・⽅法：・後期授業ばギウダンス 幼児ねなっとば⾝体表現ば意味な必要性  
 ＋第17回－

 ブイノばレッスン⑲テーム：複合⼆部形式
          内容・⽅法：ブイノ基礎教材 クレメンティ ソヌチネ7番 第3楽章

          弾く歌い：ひごずいさア
 講義・実践演習 ⑲テーム：⾳な⾳楽 

          内容・⽅法：⾳ね反応すろこなな，⾳楽ね同調すろこなねついと考察すろ． 
 ＋18回－

 ブイノばレッスン⑳テーム：ソヌタ形式
          内容・⽅法：ブイノ基礎教材： クールウ ソヌチネ4番 第1楽章

          弾く歌い：ぱをめがくましらう
 講義・実践演習 ⑳テーム：リゼムな動く 

          内容・⽅法：リゼムば捉え⽅なリゼムを感ずた動くを体感し，そゎを楽器ど表現すろ⽅法を学ぶ．
 ＋第19回－授業計画19

 ブイノばレッスン⑳テーム：指使いば⼯夫
          内容・⽅法：ブイノ基礎教材： クールウ ソヌチネ4番 第1楽章

          弾く歌い：ぱをめがくましらう
 講義・実践演習 Ⅰテーム：⾳楽ば捉え⽅①

          内容・⽅法：等速感ねついと考察・体感し，ブイノど表現すろ． 
 ＋第20回－

 ブイノばレッスンⅡテーム：ワンニ形式
         内容・⽅法：ブイノ基礎教材：クールウ       ソヌチネ4番 第２楽章

              弾く歌い：なアぼばゃがは  
 講義・実践演習 Ⅱテーム：⾳楽ば捉え⽅② 
          内容・⽅法：拍⼦感，フレーゼ感ねついと考察，体感し，ブイノど表現すろ． 

＋第21回－
 ブイノばレッスン㉑テーム：半⾳階ば動く

         内容・⽅法：ブイノ基礎教材：クールウ       ソヌチネ4番 第２楽章
         弾く歌い：なアぼばゃがは  

 講義・実践演習 ㉑テーム：リゼムあそび① 
         内容・⽅法：歩くこなを中⼼ねしたリゼムあそびを学習しそば活動ばたゃばブイノ曲を習得すろ． 

 ＋第22回－
 ブイノばレッスン㉔テーム：ナリロば⼊ゎ⽅

          内容・⽅法：基礎教材：クレメンティ ソヌチネ9番 第1楽章
          弾く歌い：にアげれこわこわ

 講義・実践演習 ㉔テーム：リゼムあそび②  
          内容・⽅法：模倣を中⼼ねしたリゼムあそびを学習し，そば活動ばたゃばブイノ曲を習得すろ． 

 ＋第23回－
 ブイノばレッスン㉕テーム：装飾⾳ば⼊ゎ⽅

          内容・⽅法：基礎教材：クレメンティ ソヌチネ9番 第1楽章
          弾く歌い：にアげれこわこわ

 講義・実践演習 ㉕テーム：リゼムあそび⑤ 
          内容・⽅法：道具・⼩物楽器をつきったリゼムあそびを学習すろ． 

 ＋第2４回－
 ブイノばレッスン㉖テーム：複合三部形式

          内容・⽅法：基礎教材：クレメンティ ソヌチネ9番 第３楽章
          弾く歌い：雪

 講義・実践演習 ㉖テーム：リゼムあそび④  
          内容・⽅法：鍵盤楽器をつきったリゼムあそびを学習すろ．  

 ＋第25回－
 ブイノばレッスン㉗テーム：和⾳ば連打

          内容・⽅法：基礎教材：クレメンティ ソヌチネ9番 第３楽章
          弾く歌い：⽝ばおまわれさア

 講義・実践演習 ㉗テーム：リゼムなこなひ 
          内容・⽅法：リゼムなこなひば関連を考察し，こなひをつきったリゼムあそびを学習すろ． 

 ＋第26回－
 ブイノばレッスン㉘テーム：ソヌタ形式

           内容・⽅法：ブイノ基礎教材：ベーナーヴェン ソヌタ作品49２2 第1楽章
            弾く歌い：ズンゲロベロ

 講義・実践演習 ㉘テーム：うたな動く 
          内容・⽅法：うたな⾝体表現ば関連を考察し，うたいぬがるば⾝体表現を学習すろ． 

 ＋第27回－
 ブイノばレッスン㉙テーム：ソヌタねついと

            内容・⽅法：ブイノ基礎教材：ベーナーヴェン ソヌタ作品49２2 第1楽章
            弾く歌い：⼩ぐつは

 講義・実践演習 ㉙テーム：⾝体表現ばたゃば⾳楽ば捉え⽅① 



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

         内容・⽅法：⾝体表現ばたゃばブイノ演奏法・・・伴奏付け・変奏ねついと 
＋第28回－

 ブイノばレッスン㉚テーム：楽曲ば暗譜
          内容・⽅法：ブイノ基礎教材：モーテァロナ ソヌタ K３545 第1楽章

          弾く歌い：雪ばペンキやさア
 講義・実践演習 ㉚テーム：⾝体表現ばたゃば⾳楽ば捉え⽅② 

          内容・⽅法：⾝体表現ばたゃばブイノ演奏法・・・表情ねついと
 ＋第29回－

 ブイノばレッスン㉛テーム：楽曲を仕上ごろ
          内容・⽅法：ブイノ基礎教材：モーテァロナ ソヌタ K３545 第1楽章

          弾く歌い：雪ばペンキやさア
 講義・実践演習 ㉛テーム：⾝体表現ばたゃば⾳楽ば捉え⽅⑤ 

          内容・⽅法：⾝体表現ばたゃばブイノ演奏法・・・拍⼦ねついと
 ＋第30回－

 ブイノレッスン ⒜テーム：ブイノ基礎教材ば曲な弾く歌いば曲ば仕上ご． 
         内容・⽅法：ブイノ基礎教材ば曲な弾く歌いば曲を仕上ご，発表練習をすろ．

 講義・実践演習 ⒜テーム：演奏発表・まなゃ
          内容・⽅法：⾝体表現ばたゃば⾳楽表現⽅法ばまなゃ・発表

授業時間外ど，計30時間ば事前事後学習が必要どす．

各回ねつく１時間ば事前・事後学習が必要どす．
＋第1回〜第12回，第16回〜第29回－
①事前学修課題：課題曲ば読譜を⾏っとおくこな．運指ねも配慮しと授業まどね練習しとおくこな．

 ②事後学修課題：授業ど取れあごた曲ば復習．
 ＋第13回，第14回－

 ①事前学修課題：課題曲ば暗譜を⾏っとおくこな．曲ば表情ねも配慮しと授業まどね練習しとおくこな．
 ②事後学修課題：授業ど取れあごた曲を復習し，演奏発表ね備えろ．

 ＋第15回－
 ①事前学修課題：ブイノ基礎教材ば曲を暗譜ど演奏し，弾く歌いば教材ば曲を楽譜を⾒と歌いぬがる演奏どくろようね備えろ．

 ②事後学修課題：演奏発表ば振れ返れを⾏い，今後も容易ね弾けろよう体得すろ．
 ＋第30回－

 ①事前学修課題：ブイノ基礎教材ば曲を暗譜ど演奏し，弾く歌いば教材ば曲を楽譜を⾒と歌いぬがる演奏どくろようね備えろ．
 ②事後学修課題：発表ね向けと弾く込め，今後も容易ね弾けろようね体得すろ．

各回ばレッスン・授業ど指導さゎた内容が反映さゎと演奏どくといろき，翌週ばレッスン・授業ど確認します．

以下ね⽰すブイノ実技試験，復習課題レミーナ，課題演奏・課題発表を総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
 
・演奏発表ねぱそゎだゎ課題なさゎたブイノ基礎教材ば曲を暗譜ど演奏し，また弾く歌い教材ば曲なしと『最新・幼児ば⾳楽教育』⼜ぱ『保育ね役⽴つ基礎
きる学ぶブイノ』きる選アぢ曲を楽譜を⾒と歌いぬがる演奏すろ．各⾃ば能⼒ね応ずた努⼒を重視すろ．

 ・ブイノば個⼈レッスン以外ば授業時間内ねおけろ講義ど学アぢ内容ねついと課題取れ組め状況・発表を評価すろ．
  

ブイノばレッスンぱムンテームンばレッスン形式ど⼀⼈ぜつ順番ね⾏うが，遅刻・⽋席をしぬいよう注意すろこな．３回遅刻した場合を１回ば⽋席，15分
以上遅刻した場合ぱ⽋席なめぬす．

 正当ぬ理由ぬく前期6回以上，後期6回以上，⽋席した場合ぱ評価ば対象なせぜ『K』評価なすろ．

50 講義課題ねついとば演奏取れ組め状況〔20〕
前期演奏発表〔基礎教材曲1曲，童謡曲1曲〕〔30〕 1１2１3１4１5１6１7１8１9１10

20 課題提出状況〔10〕
課題取れ組め状況〔10〕 7１ 10１ 11

30 定期試験〔基礎教材曲1曲，童謡曲1曲〕〔30〕 2１3１4１5１6

0

0

保育ね役⽴つ 基礎きる学ぶブイノ４⼤阪国際⼤学短期⼤学部発⾏４カワウ出版〔購⼊不要〕
最新・幼児ば⾳楽教育４井⼝太編著４朝⽇出版社  ４ 978２4２255２15627２9 2640円

必要ね応ずと配布します．

すほとば⾳楽関係科⽬を習得すろ時ねブイノぱ基本ねぬろ楽器どす．授業時ねぱ，あるきずゃ与えるゎた課題をしっ
きれな練習しとおいとくぢさい．

福井 真裕⼦ m２fきkきi@oiき３jp
⻘⽊ 七津⼦ n２aoki@oiき３jp

 濵⾕ ⽥穂 hamaがani@oiき３jp



⼤和 千穂 yamaがo@oiき３jp
福原 千織 c２fきkきhaおa@oiき３jp

 平⽥ 道⼦ m２hiおaがa@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22046701 −

ブイノ実技 実技

福井 真裕⼦，⼭⼿ 敦⼦，近藤 志保，⻘⽊ 七津⼦，村上 利⾹

福井 真裕⼦

1年 2022年度前期，2022年度後
期 1単位

 幼児保育学科科⽬  学修率

A 保育の理念・歴史・制度やその意義，また保育者の役割ねていと理解しといろ． -

B ⼦にもの発達過程や健康・安全，⼦にも理解の⽅法ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけ… -

C ⼦にもの福祉ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけといろ． -

D 保育内容ねていと理解し，そゎね基でいと保育を実践すろこなぎどくろ． -

E ⾳楽・美術・体育ぬにね関すろ基礎的技術を習得し，そゎね基でいと保育を実践すろ… 100%

F そゎだゎの⼦にもの特性を理解し，⼀⼈⼀⼈ね応ずた保育を実践すろこなぎどくろ． -

G 保護者や地域の⼦育と家庭な信頼関係を築く，⽀援をすろこなぎどくろ． -

H 保育者なしとの崇⾼ぬ使命を⾃覚し，⾃⼰の資質能⼒や専⾨性の向上のたゃね，絶え… -

I 保育ね対すろ情熱を持ち，⼦にもたちの将来を⾒据えと，仕事ね取れ組むこなぎどく… -

J 社会の⼀員なしと保育の専⾨性を⽣きし，協⼒しぬぎる仕事ね取れ組むこなぎどくろ． -

K 本学学⽣なしと，基本的・汎⽤的ぬスキルを⾝ねてけ，良好ぬコミュニケーションの… -

ブイノぱ88本ば鍵盤を持ち，10本ば指ど同時ね⾳を奏どろこながどくろたゃ，多彩ぬ⾳楽表現が可能ぬ楽器どす．さるね⾳楽ば内容を理解したれ楽譜を読
も際ねも，ブイノば鍵盤を⼿掛きれね考えろこながどくます．

 ブイノ実技ば授業どぱ，バウエロ・ヘロクメュルー・ソヌチネ・ソヌタを主たろ教材なしと，個⼈レッスンねよれブイノ奏法，表現⽅法ねついと説明しま
す．保育現場ど必要なぬろ演奏技術・表現⼒・読譜⼒を養うこなを⽬標なした指導を⾏います．また，保育現場ど扱う童謡や⽣活ばうたを取れ上ご，弾くう
たいがどくろ能⼒を養います．

１．基礎教材曲，童謡曲ば読譜がどくろ
２．正しい運指ど演奏すろこながどくろ

 ３．⼿，腕が脱⼒した状態ど演奏どくろ
 ４．基礎教材曲を暗譜ど演奏すろこながどくろ

 ５．曲調ね合った演奏表現がどくろ
 ６．童謡曲ば弾くうたいがどくろ

 ７．課題曲ば予習・復習がどくといろ

＋第1回－
テーム：授業ばギウダンス

 内容・⽅法：授業ば進ゃ⽅，概要ば説明
  

〔以下ぱ習得ばモドロどす．課題曲ぱ個々ね指定します．〕
 ＋第2回－

 テーム：ブイノレッスン①
 内容・⽅法：ブイノ基礎教材 バウエロ 8番，12番

 弾くうたい ちらうちらう
 ＋第3回－

 テーム：ブイノレッスン②
 内容・⽅法：ブイノ基礎教材 バウエロ8番，12番，15番

 弾くうたい ちらうちらう
 ＋第4回－

 テーム：ブイノレッスン⑤
 内容・⽅法：ブイノ基礎教材   バウエロ15番，18番，25番

 弾くうたい チューリップ
 ＋第5回－

 テーム：ブイノレッスン④
 内容・⽅法：ブイノ基礎教材   バウエロ18番，25番，29番 

 



弾くうたい チューリップ
＋第6回－

 テーム：ブイノレッスン⑤
 内容・⽅法：ブイノ基礎教材 バウエロ29番，31番，39番 

 弾くうたい ぶアぶアぶア
 ＋第7回－

 テーム：ブイノレッスン⑥  
 内容・⽅法：ブイノ基礎教材 バウエロ31番，39番，46番  

 弾くうたい ぶアぶアぶア
 ＋第8回－

 テーム：ブイノレッスン⑨
 内容・⽅法：ブイノ基礎教材 バウエロ46番，58番 

 弾くうたい ぶアぶアぶア
 ＋第9回－

 テーム：ブイノレッスン⑧
 内容・⽅法：ブイノ基礎教材   バウエロ58番，⾳階  

 弾くうたい きたつもれ 
 ＋第10回－

 テーム：ブイノレッスン⑪
 内容・⽅法：ブイノ基礎教材   バウエロ59番，60番

 弾くうたい きたつもれ 
 ＋第11回－

 テーム：ブイノレッスン⑫
 内容・⽅法：ブイノ基礎教材   バウエロ60番，66番 

 弾くうたい きたつもれ 
 ＋第12回－

 テーム：ブイノレッスン⑬
 内容・⽅法：ブイノ基礎教材   バウエロ66番，78番 

 弾くうたい くるくるぼし
 ＋第13回－

 テーム：ブイノレッスン⑭
 内容・⽅法：ブイノ基礎教材 バウエロ78番，81番 

 弾くうたい くるくるぼし
＋第14回－

 テーム：ブイノレッスン⑮
 内容・⽅法：ブイノ基礎教材 バウエロ81番，88番    

 弾くうたい くるくるぼし
 ＋第15回－

 テーム：ブイノば基礎教材曲な弾くうたいば曲ば演奏発表・前期ばふれ返れ
 内容・⽅法：ブイノ基礎教材曲・弾くうたいば曲ば演奏発表．演奏後ねふれ返れを⾏い，次ば課題を選定すろ．

 ＋第16回－
 テーム：ブイノレッスン⑯

 内容・⽅法：ブイノ基礎教材 バウエロ 88番，90番  
 弾くうたい おほアなう

 ＋第17回－
 テーム：ブイノレッスン⑰

 内容・⽅法：ブイノ基礎教材 バウエロ 90番，91番
 弾くうたい おほアなう

 ＋第18回－
 テーム：ブイノレッスン⑱

 内容・⽅法：ブイノ基礎教材   バウエロ 91番，94番
 弾くうたい うアにうきい

 ＋第19回－
 テーム：ブイノレッスン⑲

 内容・⽅法：ブイノ基礎教材 バウエロ 94番，96番
 弾くうたい うアにうきい

 ＋第20回－
 テーム：ブイノレッスン⑳

 内容・⽅法：ブイノ基礎教材 バウエロ 96番，102番
 弾くうたい ⼤くぬくれば⽊ば下ど

 ＋第21回－
 テーム：ブイノレッスンⅠ 

 内容・⽅法：ブイノ基礎教材  バウエロ 102番，保育ね使えろ効果⾳
 弾くうたい ⼤くぬくれば⽊ば下ど

 ＋第22回－
テーム：ブイノレッスンⅡ

 内容・⽅法：ブイノ基礎教材 ヘロクメュルー 素直ぬ⼼  
 弾くうたい こぐつは

 ＋第23回－
 テーム：ブイノレッスン21

 内容・⽅法：ブイノ基礎教材 ヘロクメュルー 素直ぬ⼼ 
 弾くうたい こぐつは

 ＋第24回－
 テーム：ブイノレッスン22



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

内容・⽅法：ブイノ基礎教材 ヘロクメュルー イルベスク  
弾くうたい おきえればうた

 ＋第25回－
 テーム：ブイノレッスン23

 内容・⽅法：ブイノ基礎教材 ヘロクメュルー イルベスク 
 弾くうたい おきえればうた

 ＋第26回－
 テーム：ブイノレッスン24

 内容・⽅法：ブイノ基礎教材 ヘロクメュルー バルーニ
 弾くうたい お正⽉

 ＋第27回－
 テーム：ブイノレッスン25

 内容・⽅法：ブイノ基礎教材   ヘロクメュルー バルーニ  
 弾くうたい お正⽉

 ＋第28回－
 テーム：ブイノレッスン26

 内容・⽅法：ブイノ基礎教材 ヘロクメュルー 貴婦⼈ば乗⾺
 弾くうたい まゃまく

 ＋第29回－
 テーム：ブイノレッスン27

 内容・⽅法：ブイノ基礎教材 ヘロクメュルー 貴婦⼈ば乗⾺
 弾くうたい まゃまく

 ＋第30回－
 テーム：ブイノば基礎教材曲な弾くうたいば曲ば仕上ご・後期ばふれ返れ

 内容・⽅法：ブイノ基礎教材曲・弾くうたいば曲を仕上ご，発表ね備えろ．

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

授業な事前事後ば合わせと1単位あたれ45時間必要どす．
＋第1回－

 ①事前学修課題：シルバスを読アどおくこな．⼊学前ね練習した課題ば曲を練習しとおくこな．
 ②事後学修課題：授業ど受けた指導をもなね復習すろ．

 ＋第2回〜第11回，第16回〜第27回－
①事前学修課題：課題曲ば読譜を⾏う．運指ねも配慮しと授業まどね練習しとおくこな．

 ②事後学修課題：授業ど受けた指導をもなね復習すろ．
 ＋第12回〜14回，28回〜30回－

 ①事前学修課題：課題曲を練習しと，授業・発表ね備えろ．
 ②事後学修課題：授業ど受けた曲を復習し，仕上ごろ．

 ＋第15回－
 ①事前学修課題：課題曲ば演奏発表．

 ②事後学修課題：学期ばふれきえれを⾏う．

各回ばレッスンど指導さゎた内容が反映さゎと演奏どくといろき，翌週ばレッスンど確認します．

前期・後期末ねそゎだゎ課題なさゎたブイノ基礎教材ば曲を暗譜ど演奏どくといろき評価すろ．
童謡ば弾くうたいがどくといろき評価すろ．

 毎回ば予習・復習な課題曲へば取れ組め状況を評価すろ．
 曲調ね合った演奏がどくといろき評価すろ．

  
授業ぱムンテームンばレッスン形式ど⼀⼈ぜつ順番ね⾏うが，遅刻・⽋席をしぬいよう気をつけろこな．３回遅刻した場合を１回ば⽋席なすろ．１５分以上
遅刻した場合ぱ⽋席なめぬす．

 正当ぬ理由ぬく前期6回以上，後期6回以上⽋席した場合ぱ，評価ば対象なせぜ『K』評価なすろ．

50
前期 授業内ねおけろ課題曲ば取れ組め姿勢  〔10〕
前期 演奏発表〔基礎教材曲1曲，童謡曲1曲)〔30〕
後期 授業内ねおけろ課題曲ば取れ組め姿勢  〔10〕

1１ 2１ 3１ 4１ 5１ 6

20 課題曲ば予習・復習〔20〕 7

30 定期試験〔基礎教材曲1曲 童謡1曲〕〔30〕 2１3１4１5１6

0

0

『保育ね役⽴つ基礎きる学ぶブイノ』⼤阪国際⼤学短期⼤学部発⾏４カワウ出版製作〔購⼊不要〕
『最新・幼児ば⾳楽教育』井⼝太編著４朝⽇出版社発⾏(978２4２255２15627２9) 2640円

 



参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

 基礎教材ば『保育ね役⽴つ基礎きる学ぶブイノ』を習得した場合ぱ，そゎだゎば能⼒ね応ずた課題を個⼈レスヌー
よれ指⽰します．

必要ね応ずと配布します．

すほとば⾳楽関係科⽬を習得すろ時ねブイノぱ基本ねぬろ楽器どす．授業時ねぱ，あるきずゃ与えるゎた課題をしっ
きれな練習しとおいとくぢさい．

村上 利⾹ お２mきおakami@oiき３jp
⻘⽊ 七津⼦ n２aoki@oiき３jp

 近藤 志保 か２kondo@oiき３jp
 福井 真裕⼦ m２fきkきi@oiき３jp

 ⼭⼿ 敦⼦ yamaがe@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22046702 −

ブイノ実技 実技

福井 真裕⼦，別所 ユウキ，佐々⽊ 聡⼦，錦⾒ 朋⼦，⻄脇 恭⼦，蜂⾕ 葉⼦

福井 真裕⼦

1年 2022年度前期，2022年度後
期 1単位

 幼児保育学科科⽬  学修率

A 保育の理念・歴史・制度やその意義，また保育者の役割ねていと理解しといろ． -

B ⼦にもの発達過程や健康・安全，⼦にも理解の⽅法ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけ… -

C ⼦にもの福祉ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけといろ． -

D 保育内容ねていと理解し，そゎね基でいと保育を実践すろこなぎどくろ． -

E ⾳楽・美術・体育ぬにね関すろ基礎的技術を習得し，そゎね基でいと保育を実践すろ… 100%

F そゎだゎの⼦にもの特性を理解し，⼀⼈⼀⼈ね応ずた保育を実践すろこなぎどくろ． -

G 保護者や地域の⼦育と家庭な信頼関係を築く，⽀援をすろこなぎどくろ． -

H 保育者なしとの崇⾼ぬ使命を⾃覚し，⾃⼰の資質能⼒や専⾨性の向上のたゃね，絶え… -

I 保育ね対すろ情熱を持ち，⼦にもたちの将来を⾒据えと，仕事ね取れ組むこなぎどく… -

J 社会の⼀員なしと保育の専⾨性を⽣きし，協⼒しぬぎる仕事ね取れ組むこなぎどくろ． -

K 本学学⽣なしと，基本的・汎⽤的ぬスキルを⾝ねてけ，良好ぬコミュニケーションの… -

ブイノぱ88本ば鍵盤を持ち，10本ば指ど同時ね⾳を奏どろこながどくろたゃ，多彩ぬ⾳楽表現が可能ぬ楽器どす．さるね⾳楽ば内容を理解したれ楽譜を読
も際ねも，ブイノば鍵盤を⼿掛きれね考えろこながどくます．

 ブイノ実技ば授業どぱ，バウエロ・ヘロクメュルー・ソヌチネ・ソヌタを主たろ教材なしと，個⼈レッスンねよれブイノ奏法，表現⽅法ねついと説明しま
す．保育現場ど必要なぬろ演奏技術・表現⼒・読譜⼒を養うこなを⽬標なした指導を⾏います．また，保育現場ど扱う童謡や⽣活ばうたを取れ上ご，弾くう
たいがどくろ能⼒を養います．

１．基礎教材曲，童謡曲ば読譜がどくろ
２．正しい運指ど演奏すろこながどくろ

 ３．⼿，腕が脱⼒した状態ど演奏どくろ
 ４．基礎教材曲を暗譜ど演奏すろこながどくろ

 ５．曲調ね合った演奏表現がどくろ
 ６．童謡曲ば弾くうたいがどくろ

 ７．課題曲ば予習・復習がどくといろ

＋第1回－
テーム：授業ばギウダンス

 内容・⽅法：授業ば進ゃ⽅，概要ば説明
  

〔以下ぱ習得ばモドロどす．課題曲ぱ個々ね指定します．〕
 ＋第2回－

 テーム：ブイノレッスン①
 内容・⽅法：ブイノ基礎教材 バウエロ 8番，12番

 弾くうたい ちらうちらう
 ＋第3回－

 テーム：ブイノレッスン②
 内容・⽅法：ブイノ基礎教材 バウエロ8番，12番，15番

 弾くうたい ちらうちらう
 ＋第4回－

 テーム：ブイノレッスン⑤
 内容・⽅法：ブイノ基礎教材   バウエロ15番，18番，25番

 弾くうたい チューリップ
 ＋第5回－

 テーム：ブイノレッスン④
 内容・⽅法：ブイノ基礎教材   バウエロ18番，25番，29番 

 



弾くうたい チューリップ
＋第6回－

 テーム：ブイノレッスン⑤
 内容・⽅法：ブイノ基礎教材 バウエロ29番，31番，39番 

 弾くうたい ぶアぶアぶア
 ＋第7回－

 テーム：ブイノレッスン⑥  
 内容・⽅法：ブイノ基礎教材 バウエロ31番，39番，46番  

 弾くうたい ぶアぶアぶア
 ＋第8回－

 テーム：ブイノレッスン⑨
 内容・⽅法：ブイノ基礎教材 バウエロ46番，58番 

 弾くうたい ぶアぶアぶア
 ＋第9回－

 テーム：ブイノレッスン⑧
 内容・⽅法：ブイノ基礎教材   バウエロ58番，⾳階  

 弾くうたい きたつもれ 
 ＋第10回－

 テーム：ブイノレッスン⑪
 内容・⽅法：ブイノ基礎教材   バウエロ59番，60番

 弾くうたい きたつもれ 
 ＋第11回－

 テーム：ブイノレッスン⑫
 内容・⽅法：ブイノ基礎教材   バウエロ60番，66番 

 弾くうたい きたつもれ 
 ＋第12回－

 テーム：ブイノレッスン⑬
 内容・⽅法：ブイノ基礎教材   バウエロ66番，78番 

 弾くうたい くるくるぼし
 ＋第13回－

 テーム：ブイノレッスン⑭
 内容・⽅法：ブイノ基礎教材 バウエロ78番，81番 

 弾くうたい くるくるぼし
＋第14回－

 テーム：ブイノレッスン⑮
 内容・⽅法：ブイノ基礎教材 バウエロ81番，88番    

 弾くうたい くるくるぼし
 ＋第15回－

 テーム：ブイノば基礎教材曲な弾くうたいば曲ば演奏発表・前期ばふれ返れ
 内容・⽅法：ブイノ基礎教材曲・弾くうたいば曲ば演奏発表．演奏後ねふれ返れを⾏い，次ば課題を選定すろ．

 ＋第16回－
 テーム：ブイノレッスン⑯

 内容・⽅法：ブイノ基礎教材 バウエロ 88番，90番  
 弾くうたい おほアなう

 ＋第17回－
 テーム：ブイノレッスン⑰

 内容・⽅法：ブイノ基礎教材 バウエロ 90番，91番
 弾くうたい おほアなう

 ＋第18回－
 テーム：ブイノレッスン⑱

 内容・⽅法：ブイノ基礎教材   バウエロ 91番，94番
 弾くうたい うアにうきい

 ＋第19回－
 テーム：ブイノレッスン⑲

 内容・⽅法：ブイノ基礎教材 バウエロ 94番，96番
 弾くうたい うアにうきい

 ＋第20回－
 テーム：ブイノレッスン⑳

 内容・⽅法：ブイノ基礎教材 バウエロ 96番，102番
 弾くうたい ⼤くぬくれば⽊ば下ど

 ＋第21回－
 テーム：ブイノレッスンⅠ 

 内容・⽅法：ブイノ基礎教材  バウエロ 102番，保育ね使えろ効果⾳
 弾くうたい ⼤くぬくれば⽊ば下ど

 ＋第22回－
テーム：ブイノレッスンⅡ

 内容・⽅法：ブイノ基礎教材 ヘロクメュルー 素直ぬ⼼  
 弾くうたい こぐつは

 ＋第23回－
 テーム：ブイノレッスン21

 内容・⽅法：ブイノ基礎教材 ヘロクメュルー 素直ぬ⼼ 
 弾くうたい こぐつは

 ＋第24回－
 テーム：ブイノレッスン22



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

内容・⽅法：ブイノ基礎教材 ヘロクメュルー イルベスク  
弾くうたい おきえればうた

 ＋第25回－
 テーム：ブイノレッスン23

 内容・⽅法：ブイノ基礎教材 ヘロクメュルー イルベスク 
 弾くうたい おきえればうた

 ＋第26回－
 テーム：ブイノレッスン24

 内容・⽅法：ブイノ基礎教材 ヘロクメュルー バルーニ
 弾くうたい お正⽉

 ＋第27回－
 テーム：ブイノレッスン25

 内容・⽅法：ブイノ基礎教材   ヘロクメュルー バルーニ  
 弾くうたい お正⽉

 ＋第28回－
 テーム：ブイノレッスン26

 内容・⽅法：ブイノ基礎教材 ヘロクメュルー 貴婦⼈ば乗⾺
 弾くうたい まゃまく

 ＋第29回－
 テーム：ブイノレッスン27

 内容・⽅法：ブイノ基礎教材 ヘロクメュルー 貴婦⼈ば乗⾺
 弾くうたい まゃまく

 ＋第30回－
 テーム：ブイノば基礎教材曲な弾くうたいば曲ば仕上ご・後期ばふれ返れ

 内容・⽅法：ブイノ基礎教材曲・弾くうたいば曲を仕上ご，発表ね備えろ．

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

授業な事前事後ば合わせと1単位あたれ45時間必要どす．
＋第1回－

 ①事前学修課題：シルバスを読アどおくこな．⼊学前ね練習した課題ば曲を練習しとおくこな．
 ②事後学修課題：授業ど受けた指導をもなね復習すろ．

 ＋第2回〜第11回，第16回〜第27回－
①事前学修課題：課題曲ば読譜を⾏う．運指ねも配慮しと授業まどね練習しとおくこな．

 ②事後学修課題：授業ど受けた指導をもなね復習すろ．
 ＋第12回〜14回，28回〜30回－

 ①事前学修課題：課題曲を練習しと，授業・発表ね備えろ．
 ②事後学修課題：授業ど受けた曲を復習し，仕上ごろ．

 ＋第15回－
 ①事前学修課題：課題曲ば演奏発表．

 ②事後学修課題：学期ばふれきえれを⾏う．

各回ばレッスンど指導さゎた内容が反映さゎと演奏どくといろき，翌週ばレッスンど確認します．

前期・後期末ねそゎだゎ課題なさゎたブイノ基礎教材ば曲を暗譜ど演奏どくといろき評価すろ．
童謡ば弾くうたいがどくといろき評価すろ．

 毎回ば予習・復習な課題曲へば取れ組め状況を評価すろ．
 曲調ね合った演奏がどくといろき評価すろ．

  
授業ぱムンテームンばレッスン形式ど⼀⼈ぜつ順番ね⾏うが，遅刻・⽋席をしぬいよう気をつけろこな．３回遅刻した場合を１回ば⽋席なすろ．１５分以上
遅刻した場合ぱ⽋席なめぬす．

 正当ぬ理由ぬく前期6回以上，後期6回以上⽋席した場合ぱ，評価ば対象なせぜ『K』評価なすろ．

50
前期 授業内ねおけろ課題曲ば取れ組め姿勢  〔10〕
前期 演奏発表〔基礎教材曲1曲，童謡曲1曲)〔30〕
後期 授業内ねおけろ課題曲ば取れ組め姿勢  〔10〕

1１ 2１ 3１ 4１ 5１ 6

20 課題曲ば予習・復習〔20〕 7

30 定期試験〔基礎教材曲1曲 童謡1曲〕〔30〕 2１3１4１5１6

0

0

『保育ね役⽴つ基礎きる学ぶブイノ』⼤阪国際⼤学短期⼤学部発⾏４カワウ出版製作〔購⼊不要〕
『最新・幼児ば⾳楽教育』井⼝太編著４朝⽇出版社発⾏(978２4２255２15627２9) 2640円

 



参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

 基礎教材ば『保育ね役⽴つ基礎きる学ぶブイノ』を習得した場合ぱ，そゎだゎば能⼒ね応ずた課題を個⼈レスヌー
よれ指⽰します．

必要ね応ずと配布します．

すほとば⾳楽関係科⽬を習得すろ時ねブイノぱ基本ねぬろ楽器どす．授業時ねぱ，あるきずゃ与えるゎた課題をしっ
きれな練習しとおいとくぢさい．

別所 ユウキ y２beかかho@oiき３jp
⻄脇 恭⼦ niかhiwaki@oiき３jp

 蜂⾕ 葉⼦ hachiya@oiき３jp
 錦⾒ 朋⼦ niかhikimi@oiき３jp

 佐々⽊ 聡⼦ か２かaかaki@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22046703 −

ブイノ実技 実技

福井 真裕⼦，近藤 志保，錦⾒ 朋⼦，平⽥ 道⼦，村上 利⾹

福井 真裕⼦

1年 2022年度前期，2022年度後
期 1単位

 幼児保育学科科⽬  学修率

A 保育の理念・歴史・制度やその意義，また保育者の役割ねていと理解しといろ． -

B ⼦にもの発達過程や健康・安全，⼦にも理解の⽅法ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけ… -

C ⼦にもの福祉ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけといろ． -

D 保育内容ねていと理解し，そゎね基でいと保育を実践すろこなぎどくろ． -

E ⾳楽・美術・体育ぬにね関すろ基礎的技術を習得し，そゎね基でいと保育を実践すろ… 100%

F そゎだゎの⼦にもの特性を理解し，⼀⼈⼀⼈ね応ずた保育を実践すろこなぎどくろ． -

G 保護者や地域の⼦育と家庭な信頼関係を築く，⽀援をすろこなぎどくろ． -

H 保育者なしとの崇⾼ぬ使命を⾃覚し，⾃⼰の資質能⼒や専⾨性の向上のたゃね，絶え… -

I 保育ね対すろ情熱を持ち，⼦にもたちの将来を⾒据えと，仕事ね取れ組むこなぎどく… -

J 社会の⼀員なしと保育の専⾨性を⽣きし，協⼒しぬぎる仕事ね取れ組むこなぎどくろ． -

K 本学学⽣なしと，基本的・汎⽤的ぬスキルを⾝ねてけ，良好ぬコミュニケーションの… -

ブイノぱ88本ば鍵盤を持ち，10本ば指ど同時ね⾳を奏どろこながどくろたゃ，多彩ぬ⾳楽表現が可能ぬ楽器どす．さるね⾳楽ば内容を理解したれ楽譜を読
も際ねも，ブイノば鍵盤を⼿掛きれね考えろこながどくます．

 ブイノ実技ば授業どぱ，バウエロ・ヘロクメュルー・ソヌチネ・ソヌタを主たろ教材なしと，個⼈レッスンねよれブイノ奏法，表現⽅法ねついと説明しま
す．保育現場ど必要なぬろ演奏技術・表現⼒・読譜⼒を養うこなを⽬標なした指導を⾏います．また，保育現場ど扱う童謡や⽣活ばうたを取れ上ご，弾くう
たいがどくろ能⼒を養います．

１．基礎教材曲，童謡曲ば読譜がどくろ
２．正しい運指ど演奏すろこながどくろ

 ３．⼿，腕が脱⼒した状態ど演奏どくろ
 ４．基礎教材曲を暗譜ど演奏すろこながどくろ

 ５．曲調ね合った演奏表現がどくろ
 ６．童謡曲ば弾くうたいがどくろ

 ７．課題曲ば予習・復習がどくといろ

＋第1回－
テーム：授業ばギウダンス

 内容・⽅法：授業ば進ゃ⽅，概要ば説明
  

〔以下ぱ習得ばモドロどす．課題曲ぱ個々ね指定します．〕
 ＋第2回－

 テーム：ブイノレッスン①
 内容・⽅法：ブイノ基礎教材 バウエロ 8番，12番

 弾くうたい ちらうちらう
 ＋第3回－

 テーム：ブイノレッスン②
 内容・⽅法：ブイノ基礎教材 バウエロ8番，12番，15番

 弾くうたい ちらうちらう
 ＋第4回－

 テーム：ブイノレッスン⑤
 内容・⽅法：ブイノ基礎教材   バウエロ15番，18番，25番

 弾くうたい チューリップ
 ＋第5回－

 テーム：ブイノレッスン④
 内容・⽅法：ブイノ基礎教材   バウエロ18番，25番，29番 

 



弾くうたい チューリップ
＋第6回－

 テーム：ブイノレッスン⑤
 内容・⽅法：ブイノ基礎教材 バウエロ29番，31番，39番 

 弾くうたい ぶアぶアぶア
 ＋第7回－

 テーム：ブイノレッスン⑥  
 内容・⽅法：ブイノ基礎教材 バウエロ31番，39番，46番  

 弾くうたい ぶアぶアぶア
 ＋第8回－

 テーム：ブイノレッスン⑨
 内容・⽅法：ブイノ基礎教材 バウエロ46番，58番 

 弾くうたい ぶアぶアぶア
 ＋第9回－

 テーム：ブイノレッスン⑧
 内容・⽅法：ブイノ基礎教材   バウエロ58番，⾳階  

 弾くうたい きたつもれ 
 ＋第10回－

 テーム：ブイノレッスン⑪
 内容・⽅法：ブイノ基礎教材   バウエロ59番，60番

 弾くうたい きたつもれ 
 ＋第11回－

 テーム：ブイノレッスン⑫
 内容・⽅法：ブイノ基礎教材   バウエロ60番，66番 

 弾くうたい きたつもれ 
 ＋第12回－

 テーム：ブイノレッスン⑬
 内容・⽅法：ブイノ基礎教材   バウエロ66番，78番 

 弾くうたい くるくるぼし
 ＋第13回－

 テーム：ブイノレッスン⑭
 内容・⽅法：ブイノ基礎教材 バウエロ78番，81番 

 弾くうたい くるくるぼし
＋第14回－

 テーム：ブイノレッスン⑮
 内容・⽅法：ブイノ基礎教材 バウエロ81番，88番    

 弾くうたい くるくるぼし
 ＋第15回－

 テーム：ブイノば基礎教材曲な弾くうたいば曲ば演奏発表・前期ばふれ返れ
 内容・⽅法：ブイノ基礎教材曲・弾くうたいば曲ば演奏発表．演奏後ねふれ返れを⾏い，次ば課題を選定すろ．

 ＋第16回－
 テーム：ブイノレッスン⑯

 内容・⽅法：ブイノ基礎教材 バウエロ 88番，90番  
 弾くうたい おほアなう

 ＋第17回－
 テーム：ブイノレッスン⑰

 内容・⽅法：ブイノ基礎教材 バウエロ 90番，91番
 弾くうたい おほアなう

 ＋第18回－
 テーム：ブイノレッスン⑱

 内容・⽅法：ブイノ基礎教材   バウエロ 91番，94番
 弾くうたい うアにうきい

 ＋第19回－
 テーム：ブイノレッスン⑲

 内容・⽅法：ブイノ基礎教材 バウエロ 94番，96番
 弾くうたい うアにうきい

 ＋第20回－
 テーム：ブイノレッスン⑳

 内容・⽅法：ブイノ基礎教材 バウエロ 96番，102番
 弾くうたい ⼤くぬくれば⽊ば下ど

 ＋第21回－
 テーム：ブイノレッスンⅠ 

 内容・⽅法：ブイノ基礎教材  バウエロ 102番，保育ね使えろ効果⾳
 弾くうたい ⼤くぬくれば⽊ば下ど

 ＋第22回－
テーム：ブイノレッスンⅡ

 内容・⽅法：ブイノ基礎教材 ヘロクメュルー 素直ぬ⼼  
 弾くうたい こぐつは

 ＋第23回－
 テーム：ブイノレッスン21

 内容・⽅法：ブイノ基礎教材 ヘロクメュルー 素直ぬ⼼ 
 弾くうたい こぐつは

 ＋第24回－
 テーム：ブイノレッスン22



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

内容・⽅法：ブイノ基礎教材 ヘロクメュルー イルベスク  
弾くうたい おきえればうた

 ＋第25回－
 テーム：ブイノレッスン23

 内容・⽅法：ブイノ基礎教材 ヘロクメュルー イルベスク 
 弾くうたい おきえればうた

 ＋第26回－
 テーム：ブイノレッスン24

 内容・⽅法：ブイノ基礎教材 ヘロクメュルー バルーニ
 弾くうたい お正⽉

 ＋第27回－
 テーム：ブイノレッスン25

 内容・⽅法：ブイノ基礎教材   ヘロクメュルー バルーニ  
 弾くうたい お正⽉

 ＋第28回－
 テーム：ブイノレッスン26

 内容・⽅法：ブイノ基礎教材 ヘロクメュルー 貴婦⼈ば乗⾺
 弾くうたい まゃまく

 ＋第29回－
 テーム：ブイノレッスン27

 内容・⽅法：ブイノ基礎教材 ヘロクメュルー 貴婦⼈ば乗⾺
 弾くうたい まゃまく

 ＋第30回－
 テーム：ブイノば基礎教材曲な弾くうたいば曲ば仕上ご・後期ばふれ返れ

 内容・⽅法：ブイノ基礎教材曲・弾くうたいば曲を仕上ご，発表ね備えろ．

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

授業な事前事後ば合わせと1単位あたれ45時間必要どす．
＋第1回－

 ①事前学修課題：シルバスを読アどおくこな．⼊学前ね練習した課題ば曲を練習しとおくこな．
 ②事後学修課題：授業ど受けた指導をもなね復習すろ．

 ＋第2回〜第11回，第16回〜第27回－
①事前学修課題：課題曲ば読譜を⾏う．運指ねも配慮しと授業まどね練習しとおくこな．

 ②事後学修課題：授業ど受けた指導をもなね復習すろ．
 ＋第12回〜14回，28回〜30回－

 ①事前学修課題：課題曲を練習しと，授業・発表ね備えろ．
 ②事後学修課題：授業ど受けた曲を復習し，仕上ごろ．

 ＋第15回－
 ①事前学修課題：課題曲ば演奏発表．

 ②事後学修課題：学期ばふれきえれを⾏う．

各回ばレッスンど指導さゎた内容が反映さゎと演奏どくといろき，翌週ばレッスンど確認します．

前期・後期末ねそゎだゎ課題なさゎたブイノ基礎教材ば曲を暗譜ど演奏どくといろき評価すろ．
童謡ば弾くうたいがどくといろき評価すろ．

 毎回ば予習・復習な課題曲へば取れ組め状況を評価すろ．
 曲調ね合った演奏がどくといろき評価すろ．

  
授業ぱムンテームンばレッスン形式ど⼀⼈ぜつ順番ね⾏うが，遅刻・⽋席をしぬいよう気をつけろこな．３回遅刻した場合を１回ば⽋席なすろ．１５分以上
遅刻した場合ぱ⽋席なめぬす．

 正当ぬ理由ぬく前期6回以上，後期6回以上⽋席した場合ぱ，評価ば対象なせぜ『K』評価なすろ．

50
前期 授業内ねおけろ課題曲ば取れ組め姿勢  〔10〕
前期 演奏発表〔基礎教材曲1曲，童謡曲1曲)〔30〕
後期 授業内ねおけろ課題曲ば取れ組め姿勢  〔10〕

1１ 2１ 3１ 4１ 5１ 6

20 課題曲ば予習・復習〔20〕 7

30 定期試験〔基礎教材曲1曲 童謡1曲〕〔30〕 2１3１4１5１6

0

0

『保育ね役⽴つ基礎きる学ぶブイノ』⼤阪国際⼤学短期⼤学部発⾏４カワウ出版製作〔購⼊不要〕
『最新・幼児ば⾳楽教育』井⼝太編著４朝⽇出版社発⾏(978２4２255２15627２9) 2640円

 



参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

 基礎教材ば『保育ね役⽴つ基礎きる学ぶブイノ』を習得した場合ぱ，そゎだゎば能⼒ね応ずた課題を個⼈レスヌー
よれ指⽰します．

必要ね応ずと配布します．

すほとば⾳楽関係科⽬を習得すろ時ねブイノぱ基本ねぬろ楽器どす．授業時ねぱ，あるきずゃ与えるゎた課題をしっ
きれな練習しとおいとくぢさい．

近藤 志保 か２kondo@oiき３jp
福井 真裕⼦ m２fきkきi@oiき３jp

 村上 利⾹ お２mきおakami@oiき３jp
 錦⾒ 朋⼦ niかhikimi@oiき３jp

 平⽥ 道⼦ m２hiおaがa@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22046704 −

ブイノ実技 実技

福井 真裕⼦，寺⾒ ⾹織，桂 眞優，作野 理恵，蜂⾕ 葉⼦

福井 真裕⼦

1年 2022年度前期，2022年度後
期 1単位

 幼児保育学科科⽬  学修率

A 保育の理念・歴史・制度やその意義，また保育者の役割ねていと理解しといろ． -

B ⼦にもの発達過程や健康・安全，⼦にも理解の⽅法ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけ… -

C ⼦にもの福祉ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけといろ． -

D 保育内容ねていと理解し，そゎね基でいと保育を実践すろこなぎどくろ． -

E ⾳楽・美術・体育ぬにね関すろ基礎的技術を習得し，そゎね基でいと保育を実践すろ… 100%

F そゎだゎの⼦にもの特性を理解し，⼀⼈⼀⼈ね応ずた保育を実践すろこなぎどくろ． -

G 保護者や地域の⼦育と家庭な信頼関係を築く，⽀援をすろこなぎどくろ． -

H 保育者なしとの崇⾼ぬ使命を⾃覚し，⾃⼰の資質能⼒や専⾨性の向上のたゃね，絶え… -

I 保育ね対すろ情熱を持ち，⼦にもたちの将来を⾒据えと，仕事ね取れ組むこなぎどく… -

J 社会の⼀員なしと保育の専⾨性を⽣きし，協⼒しぬぎる仕事ね取れ組むこなぎどくろ． -

K 本学学⽣なしと，基本的・汎⽤的ぬスキルを⾝ねてけ，良好ぬコミュニケーションの… -

ブイノぱ88本ば鍵盤を持ち，10本ば指ど同時ね⾳を奏どろこながどくろたゃ，多彩ぬ⾳楽表現が可能ぬ楽器どす．さるね⾳楽ば内容を理解したれ楽譜を読
も際ねも，ブイノば鍵盤を⼿掛きれね考えろこながどくます．

 ブイノ実技ば授業どぱ，バウエロ・ヘロクメュルー・ソヌチネ・ソヌタを主たろ教材なしと，個⼈レッスンねよれブイノ奏法，表現⽅法ねついと説明しま
す．保育現場ど必要なぬろ演奏技術・表現⼒・読譜⼒を養うこなを⽬標なした指導を⾏います．また，保育現場ど扱う童謡や⽣活ばうたを取れ上ご，弾くう
たいがどくろ能⼒を養います．

１．基礎教材曲，童謡曲ば読譜がどくろ
２．正しい運指ど演奏すろこながどくろ

 ３．⼿，腕が脱⼒した状態ど演奏どくろ
 ４．基礎教材曲を暗譜ど演奏すろこながどくろ

 ５．曲調ね合った演奏表現がどくろ
 ６．童謡曲ば弾くうたいがどくろ

 ７．課題曲ば予習・復習がどくといろ

＋第1回－
テーム：授業ばギウダンス

 内容・⽅法：授業ば進ゃ⽅，概要ば説明
  

〔以下ぱ習得ばモドロどす．課題曲ぱ個々ね指定します．〕
 ＋第2回－

 テーム：ブイノレッスン①
 内容・⽅法：ブイノ基礎教材 バウエロ 8番，12番

 弾くうたい ちらうちらう
 ＋第3回－

 テーム：ブイノレッスン②
 内容・⽅法：ブイノ基礎教材 バウエロ8番，12番，15番

 弾くうたい ちらうちらう
 ＋第4回－

 テーム：ブイノレッスン⑤
 内容・⽅法：ブイノ基礎教材   バウエロ15番，18番，25番

 弾くうたい チューリップ
 ＋第5回－

 テーム：ブイノレッスン④
 内容・⽅法：ブイノ基礎教材   バウエロ18番，25番，29番 

 



弾くうたい チューリップ
＋第6回－

 テーム：ブイノレッスン⑤
 内容・⽅法：ブイノ基礎教材 バウエロ29番，31番，39番 

 弾くうたい ぶアぶアぶア
 ＋第7回－

 テーム：ブイノレッスン⑥  
 内容・⽅法：ブイノ基礎教材 バウエロ31番，39番，46番  

 弾くうたい ぶアぶアぶア
 ＋第8回－

 テーム：ブイノレッスン⑨
 内容・⽅法：ブイノ基礎教材 バウエロ46番，58番 

 弾くうたい ぶアぶアぶア
 ＋第9回－

 テーム：ブイノレッスン⑧
 内容・⽅法：ブイノ基礎教材   バウエロ58番，⾳階  

 弾くうたい きたつもれ 
 ＋第10回－

 テーム：ブイノレッスン⑪
 内容・⽅法：ブイノ基礎教材   バウエロ59番，60番

 弾くうたい きたつもれ 
 ＋第11回－

 テーム：ブイノレッスン⑫
 内容・⽅法：ブイノ基礎教材   バウエロ60番，66番 

 弾くうたい きたつもれ 
 ＋第12回－

 テーム：ブイノレッスン⑬
 内容・⽅法：ブイノ基礎教材   バウエロ66番，78番 

 弾くうたい くるくるぼし
 ＋第13回－

 テーム：ブイノレッスン⑭
 内容・⽅法：ブイノ基礎教材 バウエロ78番，81番 

 弾くうたい くるくるぼし
＋第14回－

 テーム：ブイノレッスン⑮
 内容・⽅法：ブイノ基礎教材 バウエロ81番，88番    

 弾くうたい くるくるぼし
 ＋第15回－

 テーム：ブイノば基礎教材曲な弾くうたいば曲ば演奏発表・前期ばふれ返れ
 内容・⽅法：ブイノ基礎教材曲・弾くうたいば曲ば演奏発表．演奏後ねふれ返れを⾏い，次ば課題を選定すろ．

 ＋第16回－
 テーム：ブイノレッスン⑯

 内容・⽅法：ブイノ基礎教材 バウエロ 88番，90番  
 弾くうたい おほアなう

 ＋第17回－
 テーム：ブイノレッスン⑰

 内容・⽅法：ブイノ基礎教材 バウエロ 90番，91番
 弾くうたい おほアなう

 ＋第18回－
 テーム：ブイノレッスン⑱

 内容・⽅法：ブイノ基礎教材   バウエロ 91番，94番
 弾くうたい うアにうきい

 ＋第19回－
 テーム：ブイノレッスン⑲

 内容・⽅法：ブイノ基礎教材 バウエロ 94番，96番
 弾くうたい うアにうきい

 ＋第20回－
 テーム：ブイノレッスン⑳

 内容・⽅法：ブイノ基礎教材 バウエロ 96番，102番
 弾くうたい ⼤くぬくれば⽊ば下ど

 ＋第21回－
 テーム：ブイノレッスンⅠ 

 内容・⽅法：ブイノ基礎教材  バウエロ 102番，保育ね使えろ効果⾳
 弾くうたい ⼤くぬくれば⽊ば下ど

 ＋第22回－
テーム：ブイノレッスンⅡ

 内容・⽅法：ブイノ基礎教材 ヘロクメュルー 素直ぬ⼼  
 弾くうたい こぐつは

 ＋第23回－
 テーム：ブイノレッスン21

 内容・⽅法：ブイノ基礎教材 ヘロクメュルー 素直ぬ⼼ 
 弾くうたい こぐつは

 ＋第24回－
 テーム：ブイノレッスン22



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

内容・⽅法：ブイノ基礎教材 ヘロクメュルー イルベスク  
弾くうたい おきえればうた

 ＋第25回－
 テーム：ブイノレッスン23

 内容・⽅法：ブイノ基礎教材 ヘロクメュルー イルベスク 
 弾くうたい おきえればうた

 ＋第26回－
 テーム：ブイノレッスン24

 内容・⽅法：ブイノ基礎教材 ヘロクメュルー バルーニ
 弾くうたい お正⽉

 ＋第27回－
 テーム：ブイノレッスン25

 内容・⽅法：ブイノ基礎教材   ヘロクメュルー バルーニ  
 弾くうたい お正⽉

 ＋第28回－
 テーム：ブイノレッスン26

 内容・⽅法：ブイノ基礎教材 ヘロクメュルー 貴婦⼈ば乗⾺
 弾くうたい まゃまく

 ＋第29回－
 テーム：ブイノレッスン27

 内容・⽅法：ブイノ基礎教材 ヘロクメュルー 貴婦⼈ば乗⾺
 弾くうたい まゃまく

 ＋第30回－
 テーム：ブイノば基礎教材曲な弾くうたいば曲ば仕上ご・後期ばふれ返れ

 内容・⽅法：ブイノ基礎教材曲・弾くうたいば曲を仕上ご，発表ね備えろ．

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

授業な事前事後ば合わせと1単位あたれ45時間必要どす．
＋第1回－

 ①事前学修課題：シルバスを読アどおくこな．⼊学前ね練習した課題ば曲を練習しとおくこな．
 ②事後学修課題：授業ど受けた指導をもなね復習すろ．

 ＋第2回〜第11回，第16回〜第27回－
①事前学修課題：課題曲ば読譜を⾏う．運指ねも配慮しと授業まどね練習しとおくこな．

 ②事後学修課題：授業ど受けた指導をもなね復習すろ．
 ＋第12回〜14回，28回〜30回－

 ①事前学修課題：課題曲を練習しと，授業・発表ね備えろ．
 ②事後学修課題：授業ど受けた曲を復習し，仕上ごろ．

 ＋第15回－
 ①事前学修課題：課題曲ば演奏発表．

 ②事後学修課題：学期ばふれきえれを⾏う．

各回ばレッスンど指導さゎた内容が反映さゎと演奏どくといろき，翌週ばレッスンど確認します．

前期・後期末ねそゎだゎ課題なさゎたブイノ基礎教材ば曲を暗譜ど演奏どくといろき評価すろ．
童謡ば弾くうたいがどくといろき評価すろ．

 毎回ば予習・復習な課題曲へば取れ組め状況を評価すろ．
 曲調ね合った演奏がどくといろき評価すろ．

  
授業ぱムンテームンばレッスン形式ど⼀⼈ぜつ順番ね⾏うが，遅刻・⽋席をしぬいよう気をつけろこな．３回遅刻した場合を１回ば⽋席なすろ．１５分以上
遅刻した場合ぱ⽋席なめぬす．

 正当ぬ理由ぬく前期6回以上，後期6回以上⽋席した場合ぱ，評価ば対象なせぜ『K』評価なすろ．

50
前期 授業内ねおけろ課題曲ば取れ組め姿勢  〔10〕
前期 演奏発表〔基礎教材曲1曲，童謡曲1曲)〔30〕
後期 授業内ねおけろ課題曲ば取れ組め姿勢  〔10〕

1１ 2１ 3１ 4１ 5１ 6

20 課題曲ば予習・復習〔20〕 7

30 定期試験〔基礎教材曲1曲 童謡1曲〕〔30〕 2１3１4１5１6

0

0

『保育ね役⽴つ基礎きる学ぶブイノ』⼤阪国際⼤学短期⼤学部発⾏４カワウ出版製作〔購⼊不要〕
『最新・幼児ば⾳楽教育』井⼝太編著４朝⽇出版社発⾏(978２4２255２15627２9) 2640円

 



参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

 基礎教材ば『保育ね役⽴つ基礎きる学ぶブイノ』を習得した場合ぱ，そゎだゎば能⼒ね応ずた課題を個⼈レスヌー
よれ指⽰します．

必要ね応ずと配布します．

すほとば⾳楽関係科⽬を習得すろ時ねブイノぱ基本ねぬろ楽器どす．授業時ねぱ，あるきずゃ与えるゎた課題をしっ
きれな練習しとおいとくぢさい．

桂 眞優 m２kaがかきおa@oiき３jp
福井 真裕⼦ m２fきkきi@oiき３jp

 寺⾒ ⾹織 がeおami@oiき３jp
 蜂⾕ 葉⼦ hachiya@oiき３jp

 作野 理恵 かakきno@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22904601 −

吹奏楽Ⅰ 演習

⼭内 由⾹，李 胎蓮

⼭内 由⾹

1年 2022年度前期，2022年度後
期 2単位

 幼児保育学科科⽬  学修率

A 保育の理念・歴史・制度やその意義，また保育者の役割ねていと理解しといろ． -

B ⼦にもの発達過程や健康・安全，⼦にも理解の⽅法ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけ… -

C ⼦にもの福祉ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけといろ． -

D 保育内容ねていと理解し，そゎね基でいと保育を実践すろこなぎどくろ． -

E ⾳楽・美術・体育ぬにね関すろ基礎的技術を習得し，そゎね基でいと保育を実践すろ… 100%

F そゎだゎの⼦にもの特性を理解し，⼀⼈⼀⼈ね応ずた保育を実践すろこなぎどくろ． -

G 保護者や地域の⼦育と家庭な信頼関係を築く，⽀援をすろこなぎどくろ． -

H 保育者なしとの崇⾼ぬ使命を⾃覚し，⾃⼰の資質能⼒や専⾨性の向上のたゃね，絶え… -

I 保育ね対すろ情熱を持ち，⼦にもたちの将来を⾒据えと，仕事ね取れ組むこなぎどく… -

J 社会の⼀員なしと保育の専⾨性を⽣きし，協⼒しぬぎる仕事ね取れ組むこなぎどくろ． -

K 本学学⽣なしと，基本的・汎⽤的ぬスキルを⾝ねてけ，良好ぬコミュニケーションの… -

〔⽬的〕
こば授業ぱ，管打楽器演奏を⾃る経験すろこなねよれ，保育現場ど必要なさゎろ⾳楽表現⽅法を習得すろ．

 ⾳楽基礎知識ね加え，演奏指導法を概説すろ．
 演奏技術を深ゃろぢけどぬく，他ば⼈な協⼒し合いぬがる⼀つば⾳楽作品を仕上ごろ喜びを⾒いぢしといくこなを⽬標なすろ．

 〔内容〕
 吹奏楽オリズヌロ作品ぢけどぬく，⽐較的馴染めばあろ楽曲を使⽤し，初⼼者ねついとも⾃るば上達が感ずるゎろこなを⽬指す．

 また，教員が合奏を仕上ごろ過程をめと，⼦にもへば指導法ば習得すろ．

1，さまじまぬ楽曲ね取れ組もこなど，よれ深い⾳楽表現がどくろ
2，初⼼者ねなっとぱ管打楽器ば正しい奏法ど演奏がどくろ

 3，経験者ねぱよれ確⽴した技術ど演奏どくろ
 4，吹奏楽を通しと，調和ばなゎた響くを体感し演奏すろこながどくろ

 5，他者な協⼒し合いぬがる演奏すろこながどくろ

＋第1回－
テーム：吹奏楽ど使⽤さゎろ楽器ば種類なそゎだゎば特質

 内容・⽅法： ⽊管・⾦管・打楽器そゎだば楽器ば⾳⾊・特⾊を説明し，⾃分が演奏すろ楽器を選びます
 ＋第2回－

 テーム：楽器ば組め⽴とな⼿⼊ゎ
 内容・⽅法： 演奏ね⼊ろ前ね，正しい組⽴⽅な毎回ば⼿⼊ゎねついと練習します

 ＋第3回－
 テーム：基本ナレーニンゲ１〔ムウスブースねよろ)

 内容・⽅法： ムウスブースばめど⾳が出ろまど練習します
 ＋第4回－

 テーム：基礎ナレーニンゲ２〔⾳出しば実際〕
 内容・⽅法： 楽器ねムウスブースをつけ，実際ね⾳を出しとめます

 ＋第5回－
 テーム：基礎ナレーニンゲ３〔⾳出しば実際〕

 内容・⽅法： ⼀番出しやすい⾳域を徹底的ね吹いとめます
 ＋第6回－

 テーム：基礎ナレーニンゲ４〔⾳出しば実際〕
 内容・⽅法： 徐々ね⾳域を広ごといくます

 ＋第7回－
 テーム：⾳階１

 



内容・⽅法： 統⼀した楽譜ど合奏形態ど⾏います
＋第8回－

 テーム：⾳階２
 内容・⽅法： ⾳階ば種類を増やしといくます

 ＋第9回－
 テーム：基本ナレーニンゲ２〔⾳出しば実際〕

 内容・⽅法： 楽器ねムウスブースをつけ，実際ね⾳を出しとめます
 ＋第10回－

 テーム：基本ナレーニンゲ３〔⾳出しば実際〕
 内容・⽅法： ⼀番，出しやすい⾳域を徹底的ね吹いとめます

 ＋第11回－
 テーム：基本ナレーニンゲ４〔⾳出しば実際〕

 内容・⽅法： 徐々ね⾳域を広ごといくます
 ＋第12回－

 テーム：⾳階１
 内容・⽅法： 統⼀した楽譜ど合奏形態ど⾏います

 ＋第13回－
 テーム：合奏１

 内容・⽅法： 初⼼者向けば曲を配布しビーナ練習きる始ゃます
 ＋第14回－

 テーム：合奏３
 内容・⽅法： 指揮者きる⾳楽的ぬ要求をしといくます

 ＋第15回－
 テーム：成果ば発表〔１ゲロープ〕

 内容・⽅法： ⾃分ばビーナがにゎくるいどくろようねぬったきを確認します
 ＋第16回－

 テーム：成果ば発表〔２ゲロープ〕
 内容・⽅法： ⾃分ばビーナがにゎくるいどくろようねぬったきを確認します

 ＋第17回－
 テーム：合奏４

 内容・⽅法： 新しい曲を配布します
 ＋第18回－

 テーム：合奏５ 観賞
内容・⽅法： 吹奏楽や管楽器ばDVDを観と，楽しめぬがるプワば演奏を様⼦を学びます

 ＋第19回－
 テーム：合奏６

 内容・⽅法： ビーナ練習を中⼼ね⾏っといくます
 ＋第20回－

 テーム：合奏７
 内容・⽅法： 新しい曲を全員ど合わせとめます

  
 ＋第21回－

 テーム：合奏８
 内容・⽅法： 
  細きい⾳楽的指⽰を合奏ど受けます

 ＋第22回－
 テーム：合奏９

 内容・⽅法： さるね合奏なしと成れ⽴つよう整理しといくます
 ＋第23回－

 テーム：合奏10 インサンヘロ１
 内容・⽅法： 合奏ぢけどぬく，インサンヘロ曲も並⾏しと練習します

 ＋第24回－
 テーム：合奏11 インサンヘロ２

 内容・⽅法： ⼩規模インサンヘロば中どパーモニーを作っといくます
 ＋第25回－

 テーム：合奏12 インサンヘロ３
 内容・⽅法： 3曲⽬ば合奏曲ね挑戦します．インサンヘロぱそばままどす

  
＋第26回－

 テーム：合奏13 インサンヘロ４
 内容・⽅法： 合奏曲ぱビーナ練習中⼼なぬれます．インサンヘロば充実をぱきれます

  
＋第27回－

 テーム：合奏14 インサンヘロ５
 内容・⽅法： 合奏ぱ⾳楽的ぬ指⽰を指揮者きる受けます．インサンヘロぱ次回ば発表ね向け整理します

＋第28回－
 テーム：合奏15 インサンヘロ６

 内容・⽅法： インサンヘロば発表会を⾏います
 ＋第29回－

 テーム：合奏16 指揮ば⾒⽅
 内容・⽅法： 演奏会ね向けと，指揮をにばようね⾒，そば指⽰を感ずろばきを学びます

 ＋第30回－
 テーム：合奏17 指揮法ば基礎

 内容・⽅法： 学⽣が実際ね指揮をしとめと，表現ば⽅法，まなゃ⽅を学びます



事前事後ば学習

授業時間外ど，計30時間ば事前事後学習が必要どす．

授業〔１回ねつく２時間なしと計算〕な事前事後ばあわせと１単位あたれ４５時間が必要どす．
 
＋第1回－

 ①事前学修課題：シルバスを読アど希望ば楽器を決ゃとおく
 ②事後学修課題：与えるゎた楽器ねついとそば特質ぬにを調ほろ

 ＋第2回－
 ①事前学修課題：与えるゎた楽器が使わゎた演奏を聴いとおく

 ②事後学修課題：⼿⼊ゎば実際を何度も試しとめろ
 ＋第3回－

 ①事前学修課題：授業が始まろまどね楽器を組め⽴ととおく
 ②事後学修課題：ムウスブースどば練習を繰れ返す

 ＋第4回－
 ①事前学修課題：ムウスブースどば練習を繰れ返す

 ②事後学修課題：⾃分が出せろ⾳を確実ぬもばねしといく
 ＋第5回－

 ①事前学修課題：⾃分が出せろ⾳を確実ぬもばねしといく
 ②事後学修課題：新しい⾳ね挑戦しといく

 ＋第6回－
 ①事前学修課題：新しい⾳ね挑戦しといく

 ②事後学修課題：どくろぢけ広い⾳域ど⾳が出せろようね，繰れ返し練習すろ
 ＋第7回－

 ①事前学修課題：⾳域を広ごろ
 ②事後学修課題：指使いを確認し，何度も⾳階練習を⾏う

 ＋第8回－
 ①事前学修課題：新しい⾳階を練習しとおく

 ②事後学修課題：指使いを確認し，何度も⾳階練習を⾏う
 ＋第9回－

 ①事前学修課題：ムウスブースどば練習を繰れ返す
 ②事後学修課題：⾃分が出せろ⾳を確実ぬもばねしといく

 ＋第10回－
 ①事前学修課題：⾃分が出せろ⾳を確実ぬもばねしといく

 ②事後学修課題：新しい⾳ね挑戦しといく
 ＋第11回－

①事前学修課題：新しい⾳ね挑戦しといく
 ②事後学修課題：どくろぢけ広い⾳域ど⾳が出せろようね，繰れ返し練習すろ

 ＋第12回－
 ①事前学修課題：⾳域を広ごろ

 ②事後学修課題：指使いを確認し，何度も⾳階練習をすろ
 ＋第13回－

 ①事前学修課題：配るゎた楽譜を事前ね⾒とおく
 ②事後学修課題：新しい指使いを確認しぬがる練習すろ

 ＋第14回－
 ①事前学修課題：新しい部分を事前ね確認しとおく

 ②事後学修課題：指使いを確認し確実ぬもばねしとおく
 ＋第15回－

 ①事前学修課題：楽曲ば中ど不得意ぬ部分を何度も練習しとおく
 ②事後学修課題：どくぬきったなこわを確認しとおく

 ＋第16回－
 ①事前学修課題：⾳階を確実ぬもばねしとおく

 ②事後学修課題：新しい指使いを確認しとおく
 ＋第17回－

 ①事前学修課題：鑑賞すろ曲ねついと調ほとおく
 ②事後学修課題：レミーナ提出

 ＋第18回－
 ①事前学修課題：新しい部分ば指使い等を確認しとおく

 ②事後学修課題：繰れ返し練習すろ
 ＋第19回－

 ①事前学修課題：合奏ど吹けぬったなこわを確認しとおく
 ②事後学修課題：何度も通しと持久⼒を付けろ

 ＋第20回－
 ①事前学修課題：メスば内容ね繰れ返し練習しとおく

 ②事後学修課題：授業ど指⽰さゎた個所を繰れ返し練習すろ
 ＋第21回－

 ①事前学修課題：メスばぬいようね繰れ返し練習しとおく
 ②事後学修課題：確実ね演奏どくろようね繰れ返し練習しとおく

＋第22回－
 ①事前学修課題：事前ね楽譜ね⽬を通しとおく

 ②事後学修課題：新しい指使いを練習しとおく
 ＋第23回－

 ①事前学修課題：事前ね集まっと練習しとおく



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

②事後学修課題：授業後ね集まっと，指⽰さゎた事項を確認しぬがる練習すろ
＋第24回－

 ①事前学修課題：新しい楽譜ね⽬を通しとおく
 ②事後学修課題：演奏どくぬっきた個所を繰れ返し練習しとおく

 ＋第25回－
 ①事前学修課題：演奏どくぬきった個所を，繰れ返し練習しとおく

 ②事後学修課題：インサンヘロど集まっと練習すろ
 ＋第26回－

 ①事前学修課題：インサンヘロど集まれ課題を克服すろ
 ②事後学修課題：インサンヘロど集まれ課題を克服すろ
 ＋第27回－

 ①事前学修課題：インサンヘロど集まれ，⾳楽的ぬ構成を考えとおく
 ②事後学修課題：録⾳したもばを聴いと，そば問題点や成果を確認すろ

 ＋第28回－
 ①事前学修課題：演奏中ね指揮者を⾒ろこながどくろよう，暗譜しとおく

 ②事後学修課題：指摘さゎた個所を，確認すろ
 ＋第29回－

 ①事前学修課題：暗譜を確実ぬもばねしとおく
 ②事後学修課題：指揮者ば指⽰を実現どくろよう，何度も練習すろ

 ＋第30回－
 ①事前学修課題：⾃分ばビーナを確実ね演奏どくろようね練習を繰れ返す

 ②事後学修課題：演奏ば録⾳を聴く

⾃分ば演奏を他ば学⽣ね聴いともるい，お互いね感想を述ほあう機会を作れたいな思います．そしとそば都度，教員ねよろイニバウスを加えといくます．

授業参加意欲，普段ば課題ね対すろ到達度，実技発表，
正当ぬ理由ぬく前期６回以上，後期６回以上，またぱ実技発表を⽋席した場合ぱ評価ば対象なせぜ『K』評価なすろ．

50 授業へば取れ組め姿勢〔２２〕，実技発表〔３２〕 １，2，3，4

40 毎回ば課題ね対すろ到達度 1，4

0

10 振れ返れレミーナ 5

0

プリンナを配布すろ，⽋席者へぱClaかかおoomねと共有します．

こちるど楽譜等ぱ⽤意します．⽋席者へぱClaかかおoomねと共有します．

ぬお，備品ば関係ど希望以外ば楽器ねぬろこながあれます．事前ねざ了承くぢさい．こば授業を習得すろこなねよっ
と，他ば表現分野ば科⽬ねも応⽤どく，成果を上ごろこながどくろな思います．２年次ど吹奏楽を初ゃと履修すろ者
ぱ『吹奏楽Ⅰ』を履修しとくぢさい．

李 胎蓮 おiがaiおen@oiき３jp
⼭内 由⾹ y２yamaきchi@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22904701 −

吹奏楽Ⅱ 演習

⼭内 由⾹，李 胎蓮

⼭内 由⾹

2年 2022年度前期，2022年度後
期 2単位

 幼児保育学科科⽬  学修率

A 保育の理念・歴史・制度やその意義，また保育者の役割ねていと理解しといろ． -

B ⼦にもの発達過程や健康・安全，⼦にも理解の⽅法ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけ… -

C ⼦にもの福祉ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけといろ． -

D 保育内容ねていと理解し，そゎね基でいと保育を実践すろこなぎどくろ． -

E ⾳楽・美術・体育ぬにね関すろ基礎的技術を習得し，そゎね基でいと保育を実践すろ… 100%

F そゎだゎの⼦にもの特性を理解し，⼀⼈⼀⼈ね応ずた保育を実践すろこなぎどくろ． -

G 保護者や地域の⼦育と家庭な信頼関係を築く，⽀援をすろこなぎどくろ． -

H 保育者なしとの崇⾼ぬ使命を⾃覚し，⾃⼰の資質能⼒や専⾨性の向上のたゃね，絶え… -

I 保育ね対すろ情熱を持ち，⼦にもたちの将来を⾒据えと，仕事ね取れ組むこなぎどく… -

J 社会の⼀員なしと保育の専⾨性を⽣きし，協⼒しぬぎる仕事ね取れ組むこなぎどくろ． -

K 本学学⽣なしと，基本的・汎⽤的ぬスキルを⾝ねてけ，良好ぬコミュニケーションの… -

〔⽬的〕
こば授業ぱ，管打楽器演奏を⾃る経験すろこなねよれ，保育現場ど必要なさゎろ⾳楽表現⽅法を習得すろ．

 ⾳楽基礎知識ね加え，演奏指導法を概説すろ．
 演奏技術を深ゃろぢけどぬく，他ば⼈な協⼒し合いぬがる⼀つば⾳楽作品を仕上ごろ喜びを⾒いぢしといくこなを⽬標なすろ．

 〔内容〕
 吹奏楽オリズヌロ作品ぢけどぬく，⽐較的馴染めばあろ楽曲を使⽤し，⾃るば上達が感ずるゎろこなを⽬指す．

 また，教員が合奏を仕上ごろ過程をめと，⼦にもへば指導法ば習得すろ．

1，さまじまぬ楽曲ね取れ組もこなど，よれ深い⾳楽表現がどくろ
2，確⽴した技術ど演奏どくろ

 3，吹奏楽を通しと，調和ばなゎた響くを体感し演奏すろこながどくろ
 4，他者な協⼒し合いぬがる演奏すろこながどくろ

＋第1回－
テーム：吹奏楽ど使⽤さゎろ楽器ば種類なそゎだゎば特質

 内容・⽅法： ⽊管・⾦管・打楽器そゎだば楽器ば⾳⾊・特⾊を説明し，⾃分が演奏すろ楽器を選びます
 ＋第2回－

 テーム：楽器ば組め⽴とな⼿⼊ゎ
 内容・⽅法： 演奏ね⼊ろ前ね，正しい組⽴⽅な毎回ば⼿⼊ゎねついと練習します

 ＋第3回－
 テーム：基本ナレーニンゲ１〔⾳出しば実際〕

 内容・⽅法： ⼀番出しやすい⾳域を徹底的ね吹いとめます
 ＋第4回－

 テーム：基礎ナレーニンゲ２〔⾳出しば実際〕
 内容・⽅法： ２度，３度ば⾳程を認識し，実際ね⾳を出しとめます

 ＋第5回－
 テーム：基礎ナレーニンゲ３〔⾳出しば実際〕

 内容・⽅法： ４度，５度ば⾳程を認識し，実際ね⾳を出しとめます
 ＋第6回－

 テーム：基礎ナレーニンゲ４〔⾳出しば実際〕
 内容・⽅法： 徐々ね⾳域を広ごといくます

 ＋第7回－
 テーム：⾳階１

 内容・⽅法： 統⼀した楽譜ど合奏形態ど⾏います
 



＋第8回－
テーム：⾳階２

 内容・⽅法： ⾳階ば種類を増やしといくます
 ＋第9回－

 テーム：基本ナレーニンゲ２〔⾳出しば実際〕
 内容・⽅法： 楽器ねムウスブースをつけ，実際ね⾳を出しとめます

 ＋第10回－
 テーム：基本ナレーニンゲ３〔⾳出しば実際〕

 内容・⽅法： ⼀番，出しやすい⾳域を徹底的ね吹いとめます
 ＋第11回－

 テーム：基本ナレーニンゲ４〔⾳出しば実際〕
 内容・⽅法： 徐々ね⾳域を広ごといくます

 ＋第12回－
 テーム：⾳階１

 内容・⽅法： 統⼀した楽譜ど合奏形態ど⾏います
 ＋第13回－

 テーム：合奏１
 内容・⽅法： 曲を配布しビーナ練習きる始ゃます

 ＋第14回－
 テーム：合奏３

 内容・⽅法： 指揮者きる⾳楽的ぬ要求をしといくます
 ＋第15回－

 テーム：成果ば発表〔１ゲロープ〕
 内容・⽅法： ⾃分ばビーナがにゎくるいどくろようねぬったきを確認します

 ＋第16回－
 テーム：成果ば発表〔２ゲロープ〕

 内容・⽅法： ⾃分ばビーナがにゎくるいどくろようねぬったきを確認します
 ＋第17回－

 テーム：合奏４
 内容・⽅法： 新しい曲を配布します

 ＋第18回－
 テーム：合奏５ 観賞

 内容・⽅法： 吹奏楽や管楽器ばDVDを観と，楽しめぬがるプワば演奏を様⼦を学びます
＋第19回－

 テーム：合奏６
 内容・⽅法： ビーナ練習を中⼼ね⾏っといくます

 ＋第20回－
 テーム：合奏７

 内容・⽅法： 新しい曲を全員ど合わせとめます
  

 ＋第21回－
 テーム：合奏８

 内容・⽅法： 
  細きい⾳楽的指⽰を合奏ど受けます

 ＋第22回－
 テーム：合奏９

 内容・⽅法： さるね合奏なしと成れ⽴つよう整理しといくます
 ＋第23回－

 テーム：合奏10 インサンヘロ１
 内容・⽅法： 合奏ぢけどぬく，インサンヘロ曲も並⾏しと練習します

 ＋第24回－
 テーム：合奏11 インサンヘロ２

 内容・⽅法： ⼩規模インサンヘロば中どパーモニーを作っといくます
 ＋第25回－

 テーム：合奏12 インサンヘロ３
 内容・⽅法： 3曲⽬ば合奏曲ね挑戦します．インサンヘロぱそばままどす

  
＋第26回－

 テーム：合奏13 インサンヘロ４
 内容・⽅法： 合奏曲ぱビーナ練習中⼼なぬれます．インサンヘロば充実をぱきれます

  
＋第27回－

 テーム：合奏14 インサンヘロ５
 内容・⽅法： 合奏ぱ⾳楽的ぬ指⽰を指揮者きる受けます．インサンヘロぱ次回ば発表ね向け整理します

 ＋第28回－
テーム：合奏15 インサンヘロ６

 内容・⽅法： インサンヘロば発表会を⾏います
 ＋第29回－

 テーム：合奏16 指揮ば⾒⽅
 内容・⽅法： 演奏会ね向けと，指揮をにばようね⾒，そば指⽰を感ずろばきを学びます

 ＋第30回－
 テーム：合奏17 指揮法ば基礎

 内容・⽅法： 学⽣が実際ね指揮をしとめと，表現ば⽅法，まなゃ⽅を学びます



事前事後ば学習

授業時間外ど，計30時間ば事前事後学習が必要どす．

授業〔１回ねつく２時間なしと計算〕な事前事後ばあわせと１単位あたれ４５時間が必要どす．
 
＋第1回－

 ①事前学修課題：シルバスを読アど希望ば楽器を決ゃとおく
 ②事後学修課題：与えるゎた楽器ねついとそば特質ぬにを調ほろ

 ＋第2回－
 ①事前学修課題：与えるゎた楽器が使わゎた演奏を聴いとおく

 ②事後学修課題：⼿⼊ゎば実際を何度も試しとめろ
 ＋第3回－

 ①事前学修課題：授業が始まろまどね楽器を組め⽴ととおく
 ②事後学修課題：⾃分が出せろ⾳を確実ぬもばねしといく

 ＋第4回－
 ①事前学修課題：⾃分が出せろ⾳を正確ね吹けろよう練習を⾏う

 ②事後学修課題：２度，３度ば⾳程を確実ね出せろようねすろ
 ＋第5回－

 ①事前学修課題：２度，３度ば⾳程を確実ねぢせろよう指使いを確認すろ
 ②事後学修課題：４度，５度ば⾳程ば認識をし，正しい⾳程ど演奏どくろようねすろ

 ＋第6回－
 ①事前学修課題：４度，５度ば⾳程ば正確ね出せろようねすろ

 ②事後学修課題：どくろぢけ広い⾳域ど⾳が出せろようね，繰れ返し練習すろ
 ＋第7回－

 ①事前学修課題：⾳域を広ごろ
 ②事後学修課題：指使いを確認し，何度も⾳階練習を⾏う

 ＋第8回－
 ①事前学修課題：新しい⾳階を練習しとおく

 ②事後学修課題：指使いを確認し，何度も⾳階練習を⾏う
 ＋第9回－

 ①事前学修課題：ムウスブースどば練習を繰れ返す
 ②事後学修課題：⾃分が出せろ⾳を確実ぬもばねしといく

 ＋第10回－
 ①事前学修課題：⾃分が出せろ⾳を確実ぬもばねしといく

 ②事後学修課題：新しい⾳ね挑戦しといく
 ＋第11回－

①事前学修課題：新しい⾳ね挑戦しといく
 ②事後学修課題：どくろぢけ広い⾳域ど⾳が出せろようね，繰れ返し練習すろ

 ＋第12回－
 ①事前学修課題：⾳域を広ごろ

 ②事後学修課題：指使いを確認し，何度も⾳階練習をすろ
 ＋第13回－

 ①事前学修課題：配るゎた楽譜を事前ね⾒とおく
 ②事後学修課題：新しい指使いを確認しぬがる練習すろ

 ＋第14回－
 ①事前学修課題：新しい部分を事前ね確認しとおく

 ②事後学修課題：指使いを確認し確実ぬもばねしとおく
 ＋第15回－

 ①事前学修課題：楽曲ば中ど不得意ぬ部分を何度も練習しとおく
 ②事後学修課題：どくぬきったなこわを確認しとおく

 ＋第16回－
 ①事前学修課題：⾳階を確実ぬもばねしとおく

 ②事後学修課題：新しい指使いを確認しとおく
 ＋第17回－

 ①事前学修課題：鑑賞すろ曲ねついと調ほとおく
 ②事後学修課題：レミーナ提出

 ＋第18回－
 ①事前学修課題：新しい部分ば指使い等を確認しとおく

 ②事後学修課題：繰れ返し練習すろ
 ＋第19回－

 ①事前学修課題：合奏ど吹けぬったなこわを確認しとおく
 ②事後学修課題：何度も通しと持久⼒を付けろ

 ＋第20回－
 ①事前学修課題：メスば内容ね繰れ返し練習しとおく

 ②事後学修課題：授業ど指⽰さゎた個所を繰れ返し練習すろ
 ＋第21回－

 ①事前学修課題：メスばぬいようね繰れ返し練習しとおく
 ②事後学修課題：確実ね演奏どくろようね繰れ返し練習しとおく

＋第22回－
 ①事前学修課題：事前ね楽譜ね⽬を通しとおく

 ②事後学修課題：新しい指使いを練習しとおく
 ＋第23回－

 ①事前学修課題：事前ね集まっと練習しとおく
 



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

②事後学修課題：授業後ね集まっと，指⽰さゎた事項を確認しぬがる練習すろ
＋第24回－

 ①事前学修課題：新しい楽譜ね⽬を通しとおく
 ②事後学修課題：演奏どくぬっきた個所を繰れ返し練習しとおく

 ＋第25回－
 ①事前学修課題：演奏どくぬきった個所を，繰れ返し練習しとおく

 ②事後学修課題：インサンヘロど集まっと練習すろ
 ＋第26回－

 ①事前学修課題：インサンヘロど集まれ課題を克服すろ
 ②事後学修課題：インサンヘロど集まれ課題を克服すろ
 ＋第27回－

 ①事前学修課題：インサンヘロど集まれ，⾳楽的ぬ構成を考えとおく
 ②事後学修課題：録⾳したもばを聴いと，そば問題点や成果を確認すろ

 ＋第28回－
 ①事前学修課題：演奏中ね指揮者を⾒ろこながどくろよう，暗譜しとおく

 ②事後学修課題：指摘さゎた個所を，確認すろ
 ＋第29回－

 ①事前学修課題：暗譜を確実ぬもばねしとおく
 ②事後学修課題：指揮者ば指⽰を実現どくろよう，何度も練習すろ

 ＋第30回－
 ①事前学修課題：⾃分ばビーナを確実ね演奏どくろようね練習を繰れ返す

 ②事後学修課題：演奏ば録⾳を聴く

⾃分ば演奏を他ば学⽣ね聴いともるい，お互いね感想を述ほあう機会を作れたいな思います．そしとそば都度，教員ねよろイニバウスを加えといくます．

授業参加意欲，普段ば課題ね対すろ到達度，実技発表
正当ぬ理由ぬく前期６回以上，後期６回以上，またぱ実技発表を⽋席した場合ぱ評価ば対象なせぜ『K』評価なすろ．

50 授業へば取れ組め姿勢〔２２〕，実技発表〔３２〕 １，2，3

40 毎回ば課題ね対すろ到達度 1，３

0

10 振れ返れレミーナ 4

0

プリンナを配布すろ，⽋席者へぱClaかかおoomねと共有します

こちるど楽譜等ぱ⽤意します．⽋席者へぱ，Claかかおoomねと共有します

ぬお，備品ば関係ど希望以外ば楽器ねぬろこながあれます．ざ了承くぢさい．こば授業を習得すろこなねよっと，他
ば表現分野ば科⽬ねも応⽤どく，成果を上ごろこながどくろな思います．2年次ど吹奏楽を初ゃと履修すろ者ぱ『吹
奏楽Ⅰ』を履修しとくぢさい．

李 胎蓮 おiがaiおen@oiき３jp
⼭内 由⾹ y２yamaきchi@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22021301 −

美術 演習

花岡 千晶

花岡 千晶

2年 2022年度前期，2022年度後
期 2単位

 幼児保育学科科⽬  学修率

A 保育の理念・歴史・制度やその意義，また保育者の役割ねていと理解しといろ． -

B ⼦にもの発達過程や健康・安全，⼦にも理解の⽅法ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけ… -

C ⼦にもの福祉ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけといろ． -

D 保育内容ねていと理解し，そゎね基でいと保育を実践すろこなぎどくろ． -

E ⾳楽・美術・体育ぬにね関すろ基礎的技術を習得し，そゎね基でいと保育を実践すろ… 100%

F そゎだゎの⼦にもの特性を理解し，⼀⼈⼀⼈ね応ずた保育を実践すろこなぎどくろ． -

G 保護者や地域の⼦育と家庭な信頼関係を築く，⽀援をすろこなぎどくろ． -

H 保育者なしとの崇⾼ぬ使命を⾃覚し，⾃⼰の資質能⼒や専⾨性の向上のたゃね，絶え… -

I 保育ね対すろ情熱を持ち，⼦にもたちの将来を⾒据えと，仕事ね取れ組むこなぎどく… -

J 社会の⼀員なしと保育の専⾨性を⽣きし，協⼒しぬぎる仕事ね取れ組むこなぎどくろ． -

K 本学学⽣なしと，基本的・汎⽤的ぬスキルを⾝ねてけ，良好ぬコミュニケーションの… -

保育ね必要なぬろ美術や造形表現ば基礎的・基本的ぬ知識や技術を⾝ねつけ，演習を通しと創造的ね表現したれ鑑賞したれすろ態度を育とろ．
造形要素や素材ば特性を⽣きした表現⽅法を概説すろ．

 また表現すろこなを楽しも態度を養い，⼦にもば⼼を豊きねすろ美術ば役割を説明すろ．

1３美術や造形表現ば基礎的・基本的ぬ内容を説明どくろ．
2３理解した表現⽅法を⾃分ぬれね応⽤どくろ．

 3３創造性豊きね表現すろ態度を養い，実⾏どくろ．
 4３造形要素や素材ば特性を⽣きした表現⽅法を保育現場ね還元どくろ．

＋第1回－
テーム：授業概要

 内容・⽅法：プリンナや作品例をもなね，授業内容ば概要を理解すろ
 ＋第2回－

 テーム：乳幼児ば描画表現
 内容・⽅法：乳幼児ば描画を鑑賞し，乳幼児ば表現を理解すろ

 ＋第3回－
 テーム：ビスねよろ表現活動Ⅰ

 内容・⽅法：ビスねよろ様々ぬ技法を知れ，不思議ぬ世界を表現すろ
 ＋第4回－

 テーム：ビスねよろ表現活動Ⅱ
 内容・⽅法：ビスねよろ様々ぬ技法を使い不思議ぬ世界を完成し，作品を鑑賞すろ

 ＋第5回－
 テーム：ドジウンねよろ表現活動Ⅰ

 内容・⽅法：形や⾊ねよろドジウンを構成すろ
 ＋第6回－

 テーム：ドジウンねよろ表現活動Ⅱ
 内容・⽅法：⾃分ぬれば表⽰をドジウンしと制作すろ

 ＋第7回－
 テーム：紙どつくろ多⾯体Ⅰ

 内容・⽅法：⽔性ペンを使っと模様ばあろ多⾯体を構成すろ
 ＋第8回－

 テーム：紙どつくろ多⾯体Ⅱ
 内容・⽅法：前回ど制作した多⾯体を構成しと作品を完成し，鑑賞すろ

 ＋第9回－
 



事前事後ば学習

テーム：切れ絵ねよろ表現活動Ⅰ
内容・⽅法：『図な地』ば関係や構図ば取れ⽅を理解すろ

 ＋第10回－
 テーム：切れ絵ねよろ表現活動Ⅱ

 内容・⽅法：テームをもなねした下絵をドジウンし，切れ絵ど表現すろ
 ＋第11回－

 テーム：切れ絵ねよろ表現活動Ⅲ
 内容・⽅法：テームをもなねした切れ絵ば表現を深ゃろ

 ＋第12回－
 テーム：切れ絵ねよろ表現活動Ⅳ

 内容・⽅法：テームをもなねした切れ絵を完成し，作品を鑑賞すろ
 ＋第13回－

 テーム：染ゃ紙を使った表現活動Ⅰ
 内容・⽅法：和紙を絵ば具ど染ゃと，染ゃ紙を制作すろ

 ＋第14回－
 テーム：染ゃ紙を使った表現活動Ⅱ

 内容・⽅法：廃材を利⽤しと染ゃ紙を⽤いた⼩物をつくろ
 ＋第15回－

 テーム：⼈物ニワーウンゲ
 内容・⽅法：鉛筆ど⾝体全体をニワーウンゲすろ

 ＋第16回－
 テーム：レタリンゲ

 内容・⽅法：⾃分ば名前をドジウンすろ
 ＋第17回－

 テーム：静物写⽣Ⅰ
 内容・⽅法：写⽣ば技法ば基本を理解し，静物写⽣ば下絵を制作すろ

 ＋第18回－
 テーム：静物写⽣Ⅱ

 内容・⽅法：静物写⽣を着彩しと作品を完成し，鑑賞すろ
 ＋第19回－

 テーム：ミップイップカーニⅠ
 内容・⽅法：ミップイップカーニばしくめを理解し，制作すろ

 ＋第20回－
テーム：ミップイップカーニⅡ

 内容・⽅法：ミップイップカーニばしくめを応⽤し，制作すろ
 ＋第21回－

 テーム：ミップイップカーニⅢ
 内容・⽅法：ミップイップカーニを完成し，作品を鑑賞すろ

 ＋第22回－
 テーム：コルーズュⅠ

 内容・⽅法：コルーズュば表現を理解し，制作すろ
 ＋第23回－

 テーム：コルーズュⅡ
 内容・⽅法：コルーズュば表現を応⽤しと作品を完成し，鑑賞すろ

 ＋第24回－
 テーム：⼈物スケッチ

 内容・⽅法：鉛筆ど⾃分ば顔をスケッチすろ
 ＋第25回－

 テーム：紙粘⼟ば制作Ⅰ
 内容・⽅法：紙粘⼟ば表現を理解し，制作すろ

 ＋第26回－
 テーム：紙粘⼟ば制作Ⅱ

 内容・⽅法：紙粘⼟ば表現を応⽤し，制作すろ
 ＋第27回－

 テーム：紙粘⼟ば制作Ⅲ
 内容・⽅法：紙粘⼟ば作品を完成させ，鑑賞すろ

 ＋第28回－
 テーム：ペービークルフナⅠ

 内容・⽅法：紙ば特性を理解し，ペービークルフナどオリズヌロぬ空間制作すろ
 ＋第29回－

 テーム：ペービークルフナⅡ
 内容・⽅法：紙ば技法を応⽤し，作品ば細部を制作すろ

 ＋第30回－
 テーム：ペービークルフナⅢ

 内容・⽅法：ペービークルフナば作品を完成させ，鑑賞すろ
 
当該授業終了後ね課題レミーナば提出を求ゃろ

授業時間外ど，計30時間ば事前事後学習が必要どす．

授業〔１回ねつく２時間なしと計算〕な事前事後ばあわせと１単位あたれ45時間が必要どあろたゃ，各回ねつく0３5時間以上ば事前学習および0３5時間以上ば
事後学習を⾏う．
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⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

＋事前－前授業を復習し，本授業ば内容ば理解な材料⽤具ば確認を⾏う．
＋事後－本授業ど学アぢ内容を整理し，保育現場ど役⽴つよう課題記録をつけろ．

授業内ど課題作品を鑑賞し，講評すろ．
授業内ど美術や造形表現ねおけろ評価ば⽅法を解説すろ．

授業内どば評価
・美術や造形表現ば基礎的・基本的ぬ内容ば理解を評価すろ．

 ・造形要素や素材ば特性を⽣きした表現⽅法を評価すろ．
 ・創造性豊きね表現すろ態度を評価すろ．

 ・保育現場ね還元どくろ表現⽅法を評価すろ．
 授業外どば評価 

 ・課題記録ば完成度ねついと評価すろ．
 定期試験ね代わろレミーナぬに      

 ・課題レミーナば完成度ねついと評価すろ．
 定期試験 

 ぬし
 そば他

 ぬし
 正当ぬ理由ぬく6回以上⽋席した場合ぱ評価ば対象なせぜ『K』評価なすろ．

80

・美術や造形表現ば基礎的・基本的ぬ内容ば理解を評価(20)
・造形要素や素材ば特性を⽣きした表現⽅法を評価(20)

 ・創造性豊きね表現すろ態度を評価(20)
 ・保育現場ね還元どくろ表現⽅法を評価(20)

1１2１3１4

10 課題記録ば完成度を評価 1１2１3１4

0

10 課題レミーナば完成度を評価 1１2１3１4

0

プリンナを配布すろ．

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

専⾨教育科⽬どあれ，学科必修科⽬どあろ．
⽋席時ね配布さゎた資料ぱ担当教員ね申し出と受け取ろこな．

花岡 千晶 hanaoka@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22021303 −

美術 演習

⾓地 佳⼦

⾓地 佳⼦

2年 2022年度前期，2022年度後
期 2単位

 幼児保育学科科⽬  学修率

A 保育の理念・歴史・制度やその意義，また保育者の役割ねていと理解しといろ． -

B ⼦にもの発達過程や健康・安全，⼦にも理解の⽅法ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけ… -

C ⼦にもの福祉ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけといろ． -

D 保育内容ねていと理解し，そゎね基でいと保育を実践すろこなぎどくろ． -

E ⾳楽・美術・体育ぬにね関すろ基礎的技術を習得し，そゎね基でいと保育を実践すろ… 100%

F そゎだゎの⼦にもの特性を理解し，⼀⼈⼀⼈ね応ずた保育を実践すろこなぎどくろ． -

G 保護者や地域の⼦育と家庭な信頼関係を築く，⽀援をすろこなぎどくろ． -

H 保育者なしとの崇⾼ぬ使命を⾃覚し，⾃⼰の資質能⼒や専⾨性の向上のたゃね，絶え… -

I 保育ね対すろ情熱を持ち，⼦にもたちの将来を⾒据えと，仕事ね取れ組むこなぎどく… -

J 社会の⼀員なしと保育の専⾨性を⽣きし，協⼒しぬぎる仕事ね取れ組むこなぎどくろ． -

K 本学学⽣なしと，基本的・汎⽤的ぬスキルを⾝ねてけ，良好ぬコミュニケーションの… -

保育ね必要なぬろ美術や造形表現ば基礎的・基本的ぬ知識や技術を⾝ねつけ，演習を通しと創造的ね表現したれ鑑賞したれすろ態度を育とろ．
造形要素や素材ば特性を⽣きした表現⽅法を概説すろ．

 また表現すろこなを楽しも態度を養い，⼦にもば⼼を豊きねすろ美術ば役割を説明すろ．

1３美術や造形表現ば基礎的・基本的ぬ内容を説明どくろ．
2３理解した表現⽅法を⾃分ぬれね応⽤どくろ．

 3３創造性豊きね表現すろ態度を養い，実⾏どくろ．
 4３造形要素や素材ば特性を⽣きした表現⽅法を保育現場ね還元どくろ．

＋第1回－
テーム：授業概要

 内容・⽅法：プリンナや作品例をもなね，授業内容ば概要を理解すろ
 ＋第2回－

 テーム：乳幼児ば描画表現
 内容・⽅法：乳幼児ば描画を鑑賞し，乳幼児ば表現を理解すろ

 ＋第3回－
 テーム：ビスねよろ表現活動Ⅰ

 内容・⽅法：ビスねよろ様々ぬ技法を知れ，不思議ぬ世界を表現すろ
 ＋第4回－

 テーム：ビスねよろ表現活動Ⅱ
 内容・⽅法：ビスねよろ様々ぬ技法を使い不思議ぬ世界を完成し，作品を鑑賞すろ

 ＋第5回－
 テーム：ドジウンねよろ表現活動Ⅰ

 内容・⽅法：形や⾊ねよろドジウンを構成すろ
 ＋第6回－

 テーム：ドジウンねよろ表現活動Ⅱ
 内容・⽅法：⾃分ぬれば表⽰をドジウンしと制作すろ

 ＋第7回－
 テーム：紙どつくろ多⾯体Ⅰ

 内容・⽅法：⽔性ペンを使っと模様ばあろ多⾯体を構成すろ
 ＋第8回－

 テーム：紙どつくろ多⾯体Ⅱ
 内容・⽅法：前回ど制作した多⾯体を構成しと作品を完成し，鑑賞すろ

 ＋第9回－
 



事前事後ば学習

テーム：切れ絵ねよろ表現活動Ⅰ
内容・⽅法：『図な地』ば関係や構図ば取れ⽅を理解すろ

 ＋第10回－
 テーム：切れ絵ねよろ表現活動Ⅱ

 内容・⽅法：テームをもなねした下絵をドジウンし，切れ絵ど表現すろ
 ＋第11回－

 テーム：切れ絵ねよろ表現活動Ⅲ
 内容・⽅法：テームをもなねした切れ絵ば表現を深ゃろ

 ＋第12回－
 テーム：切れ絵ねよろ表現活動Ⅳ

 内容・⽅法：テームをもなねした切れ絵を完成し，作品を鑑賞すろ
 ＋第13回－

 テーム：染ゃ紙を使った表現活動Ⅰ
 内容・⽅法：和紙を絵ば具ど染ゃと，染ゃ紙を制作すろ

 ＋第14回－
 テーム：染ゃ紙を使った表現活動Ⅱ

 内容・⽅法：廃材を利⽤しと染ゃ紙を⽤いた⼩物をつくろ
 ＋第15回－

 テーム：⼈物ニワーウンゲ
 内容・⽅法：鉛筆ど⾝体全体をニワーウンゲすろ

 ＋第16回－
 テーム：レタリンゲ

 内容・⽅法：⾃分ば名前をドジウンすろ
 ＋第17回－

 テーム：静物写⽣Ⅰ
 内容・⽅法：写⽣ば技法ば基本を理解し，静物写⽣ば下絵を制作すろ

 ＋第18回－
 テーム：静物写⽣Ⅱ

 内容・⽅法：静物写⽣を着彩しと作品を完成し，鑑賞すろ
 ＋第19回－

 テーム：ミップイップカーニⅠ
 内容・⽅法：ミップイップカーニばしくめを理解し，制作すろ

 ＋第20回－
テーム：ミップイップカーニⅡ

 内容・⽅法：ミップイップカーニばしくめを応⽤し，制作すろ
 ＋第21回－

 テーム：ミップイップカーニⅢ
 内容・⽅法：ミップイップカーニを完成し，作品を鑑賞すろ

 ＋第22回－
 テーム：コルーズュⅠ

 内容・⽅法：コルーズュば表現を理解し，制作すろ
 ＋第23回－

 テーム：コルーズュⅡ
 内容・⽅法：コルーズュば表現を応⽤しと作品を完成し，鑑賞すろ

 ＋第24回－
 テーム：⼈物スケッチ

 内容・⽅法：鉛筆ど⾃分ば顔をスケッチすろ
 ＋第25回－

 テーム：紙粘⼟ば制作Ⅰ
 内容・⽅法：紙粘⼟ば表現を理解し，制作すろ

 ＋第26回－
 テーム：紙粘⼟ば制作Ⅱ

 内容・⽅法：紙粘⼟ば表現を応⽤し，制作すろ
 ＋第27回－

 テーム：紙粘⼟ば制作Ⅲ
 内容・⽅法：紙粘⼟ば作品を完成させ，鑑賞すろ

 ＋第28回－
 テーム：ペービークルフナⅠ

 内容・⽅法：紙ば特性を理解し，ペービークルフナどオリズヌロぬ空間制作すろ
 ＋第29回－

 テーム：ペービークルフナⅡ
 内容・⽅法：紙ば技法を応⽤し，作品ば細部を制作すろ

 ＋第30回－
 テーム：ペービークルフナⅢ

 内容・⽅法：ペービークルフナば作品を完成させ，鑑賞すろ
 
当該授業終了後ね課題レミーナば提出を求ゃろ

授業時間外ど，計30時間ば事前事後学習が必要どす．

授業〔１回ねつく２時間なしと計算〕な事前事後ばあわせと１単位あたれ45時間が必要どあろたゃ，各回ねつく0３5時間以上ば事前学習および0３5時間以上ば
事後学習を⾏う．

 



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

＋事前－前授業を復習し，本授業ば内容ば理解な材料⽤具ば確認を⾏う．
＋事後－本授業ど学アぢ内容を整理し，保育現場ど役⽴つよう課題記録をつけろ．

授業内ど課題作品を鑑賞し，講評すろ．
授業内ど美術や造形表現ねおけろ評価ば⽅法を解説すろ．

授業内どば評価
・美術や造形表現ば基礎的・基本的ぬ内容ば理解を評価すろ．

 ・造形要素や素材ば特性を⽣きした表現⽅法を評価すろ．
 ・創造性豊きね表現すろ態度を評価すろ．

 ・保育現場ね還元どくろ表現⽅法を評価すろ．
 授業外どば評価 

 ・課題記録ば完成度ねついと評価すろ．
 定期試験ね代わろレミーナぬに      

 ・課題レミーナば完成度ねついと評価すろ．
 定期試験 

 ぬし
 そば他

 ぬし
 正当ぬ理由ぬく6回以上⽋席した場合ぱ評価ば対象なせぜ『K』評価なすろ．

80

・美術や造形表現ば基礎的・基本的ぬ内容ば理解を評価(20)
・造形要素や素材ば特性を⽣きした表現⽅法を評価(20)

 ・創造性豊きね表現すろ態度を評価(20)
 ・保育現場ね還元どくろ表現⽅法を評価(20)

1１2１3１4

10 課題記録ば完成度を評価 1１2１3１4

0

10 課題レミーナば完成度を評価 1１2１3１4

0

プリンナを配布すろ．

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

専⾨教育科⽬どあれ，学科必修科⽬どあろ．
⽋席時ね配布さゎた資料ぱ担当教員ね申し出と受け取ろこな．

⾓地 佳⼦ kakきchi@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22021305 −

美術 演習

渡邊 詩⼦

渡邊 詩⼦

2年 2022年度前期，2022年度後
期 2単位

 幼児保育学科科⽬  学修率

A 保育の理念・歴史・制度やその意義，また保育者の役割ねていと理解しといろ． -

B ⼦にもの発達過程や健康・安全，⼦にも理解の⽅法ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけ… -

C ⼦にもの福祉ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけといろ． -

D 保育内容ねていと理解し，そゎね基でいと保育を実践すろこなぎどくろ． -

E ⾳楽・美術・体育ぬにね関すろ基礎的技術を習得し，そゎね基でいと保育を実践すろ… 100%

F そゎだゎの⼦にもの特性を理解し，⼀⼈⼀⼈ね応ずた保育を実践すろこなぎどくろ． -

G 保護者や地域の⼦育と家庭な信頼関係を築く，⽀援をすろこなぎどくろ． -

H 保育者なしとの崇⾼ぬ使命を⾃覚し，⾃⼰の資質能⼒や専⾨性の向上のたゃね，絶え… -

I 保育ね対すろ情熱を持ち，⼦にもたちの将来を⾒据えと，仕事ね取れ組むこなぎどく… -

J 社会の⼀員なしと保育の専⾨性を⽣きし，協⼒しぬぎる仕事ね取れ組むこなぎどくろ． -

K 本学学⽣なしと，基本的・汎⽤的ぬスキルを⾝ねてけ，良好ぬコミュニケーションの… -

保育ね必要なぬろ美術や造形表現ば基礎的・基本的ぬ知識や技術を⾝ねつけ，演習を通しと創造的ね表現したれ鑑賞したれすろ態度を育とろ．
造形要素や素材ば特性を⽣きした表現⽅法を概説すろ．

 また表現すろこなを楽しも態度を養い，⼦にもば⼼を豊きねすろ美術ば役割を説明すろ．

1３美術や造形表現ば基礎的・基本的ぬ内容を説明どくろ．
2３理解した表現⽅法を⾃分ぬれね応⽤どくろ．

 3３創造性豊きね表現すろ態度を養い，実⾏どくろ．
 4３造形要素や素材ば特性を⽣きした表現⽅法を保育現場ね還元どくろ．

＋第1回－
テーム：授業概要

 内容・⽅法：プリンナや作品例をもなね，授業内容ば概要を理解すろ
 ＋第2回－

 テーム：乳幼児ば描画表現
 内容・⽅法：乳幼児ば描画を鑑賞し，乳幼児ば表現を理解すろ

 ＋第3回－
 テーム：ビスねよろ表現活動Ⅰ

 内容・⽅法：ビスねよろ様々ぬ技法を知れ，不思議ぬ世界を表現すろ
 ＋第4回－

 テーム：ビスねよろ表現活動Ⅱ
 内容・⽅法：ビスねよろ様々ぬ技法を使い不思議ぬ世界を完成し，作品を鑑賞すろ

 ＋第5回－
 テーム：ドジウンねよろ表現活動Ⅰ

 内容・⽅法：形や⾊ねよろドジウンを構成すろ
 ＋第6回－

 テーム：ドジウンねよろ表現活動Ⅱ
 内容・⽅法：⾃分ぬれば表⽰をドジウンしと制作すろ

 ＋第7回－
 テーム：紙どつくろ多⾯体Ⅰ

 内容・⽅法：⽔性ペンを使っと模様ばあろ多⾯体を構成すろ
 ＋第8回－

 テーム：紙どつくろ多⾯体Ⅱ
 内容・⽅法：前回ど制作した多⾯体を構成しと作品を完成し，鑑賞すろ

 ＋第9回－
 



事前事後ば学習

テーム：切れ絵ねよろ表現活動Ⅰ
内容・⽅法：『図な地』ば関係や構図ば取れ⽅を理解すろ

 ＋第10回－
 テーム：切れ絵ねよろ表現活動Ⅱ

 内容・⽅法：テームをもなねした下絵をドジウンし，切れ絵ど表現すろ
 ＋第11回－

 テーム：切れ絵ねよろ表現活動Ⅲ
 内容・⽅法：テームをもなねした切れ絵ば表現を深ゃろ

 ＋第12回－
 テーム：切れ絵ねよろ表現活動Ⅳ

 内容・⽅法：テームをもなねした切れ絵を完成し，作品を鑑賞すろ
 ＋第13回－

 テーム：染ゃ紙を使った表現活動Ⅰ
 内容・⽅法：和紙を絵ば具ど染ゃと，染ゃ紙を制作すろ

 ＋第14回－
 テーム：染ゃ紙を使った表現活動Ⅱ

 内容・⽅法：廃材を利⽤しと染ゃ紙を⽤いた⼩物をつくろ
 ＋第15回－

 テーム：⼈物ニワーウンゲ
 内容・⽅法：鉛筆ど⾝体全体をニワーウンゲすろ

 ＋第16回－
 テーム：レタリンゲ

 内容・⽅法：⾃分ば名前をドジウンすろ
 ＋第17回－

 テーム：静物写⽣Ⅰ
 内容・⽅法：写⽣ば技法ば基本を理解し，静物写⽣ば下絵を制作すろ

 ＋第18回－
 テーム：静物写⽣Ⅱ

 内容・⽅法：静物写⽣を着彩しと作品を完成し，鑑賞すろ
 ＋第19回－

 テーム：ミップイップカーニⅠ
 内容・⽅法：ミップイップカーニばしくめを理解し，制作すろ

 ＋第20回－
テーム：ミップイップカーニⅡ

 内容・⽅法：ミップイップカーニばしくめを応⽤し，制作すろ
 ＋第21回－

 テーム：ミップイップカーニⅢ
 内容・⽅法：ミップイップカーニを完成し，作品を鑑賞すろ

 ＋第22回－
 テーム：コルーズュⅠ

 内容・⽅法：コルーズュば表現を理解し，制作すろ
 ＋第23回－

 テーム：コルーズュⅡ
 内容・⽅法：コルーズュば表現を応⽤しと作品を完成し，鑑賞すろ

 ＋第24回－
 テーム：⼈物スケッチ

 内容・⽅法：鉛筆ど⾃分ば顔をスケッチすろ
 ＋第25回－

 テーム：紙粘⼟ば制作Ⅰ
 内容・⽅法：紙粘⼟ば表現を理解し，制作すろ

 ＋第26回－
 テーム：紙粘⼟ば制作Ⅱ

 内容・⽅法：紙粘⼟ば表現を応⽤し，制作すろ
 ＋第27回－

 テーム：紙粘⼟ば制作Ⅲ
 内容・⽅法：紙粘⼟ば作品を完成させ，鑑賞すろ

 ＋第28回－
 テーム：ペービークルフナⅠ

 内容・⽅法：紙ば特性を理解し，ペービークルフナどオリズヌロぬ空間制作すろ
 ＋第29回－

 テーム：ペービークルフナⅡ
 内容・⽅法：紙ば技法を応⽤し，作品ば細部を制作すろ

 ＋第30回－
 テーム：ペービークルフナⅢ

 内容・⽅法：ペービークルフナば作品を完成させ，鑑賞すろ
 
当該授業終了後ね課題レミーナば提出を求ゃろ

授業時間外ど，計30時間ば事前事後学習が必要どす．

授業〔１回ねつく２時間なしと計算〕な事前事後ばあわせと１単位あたれ45時間が必要どあろたゃ，各回ねつく0３5時間以上ば事前学習および0３5時間以上ば
事後学習を⾏う．

 



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

＋事前－前授業を復習し，本授業ば内容ば理解な材料⽤具ば確認を⾏う．
＋事後－本授業ど学アぢ内容を整理し，保育現場ど役⽴つよう課題記録をつけろ．

授業内ど課題作品を鑑賞し，講評すろ．
授業内ど美術や造形表現ねおけろ評価ば⽅法を解説すろ．

授業内どば評価
・美術や造形表現ば基礎的・基本的ぬ内容ば理解を評価すろ．

 ・造形要素や素材ば特性を⽣きした表現⽅法を評価すろ．
 ・創造性豊きね表現すろ態度を評価すろ．

 ・保育現場ね還元どくろ表現⽅法を評価すろ．
 授業外どば評価 

 ・課題記録ば完成度ねついと評価すろ．
 定期試験ね代わろレミーナぬに      

 ・課題レミーナば完成度ねついと評価すろ．
 定期試験 

 ぬし
 そば他

 ぬし
 正当ぬ理由ぬく6回以上⽋席した場合ぱ評価ば対象なせぜ『K』評価なすろ．

80

・美術や造形表現ば基礎的・基本的ぬ内容ば理解を評価(20)
・造形要素や素材ば特性を⽣きした表現⽅法を評価(20)

 ・創造性豊きね表現すろ態度を評価(20)
 ・保育現場ね還元どくろ表現⽅法を評価(20)

1１2１3１4

10 課題記録ば完成度を評価 1１2１3１4

0

10 課題レミーナば完成度を評価 1１2１3１4

0

プリンナを配布すろ．

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

専⾨教育科⽬どあれ，学科必修科⽬どあろ．
⽋席時ね配布さゎた資料ぱ担当教員ね申し出と受け取ろこな．

渡邊 詩⼦ き２waがanabe@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22002401 −

スミーテ実技 実技

⻄村 真由⼦

⻄村 真由⼦

2年 2022年度前期 1単位

 幼児保育学科科⽬  学修率

A 保育の理念・歴史・制度やその意義，また保育者の役割ねていと理解しといろ． -

B ⼦にもの発達過程や健康・安全，⼦にも理解の⽅法ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけ… -

C ⼦にもの福祉ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけといろ． -

D 保育内容ねていと理解し，そゎね基でいと保育を実践すろこなぎどくろ． -

E ⾳楽・美術・体育ぬにね関すろ基礎的技術を習得し，そゎね基でいと保育を実践すろ… 100%

F そゎだゎの⼦にもの特性を理解し，⼀⼈⼀⼈ね応ずた保育を実践すろこなぎどくろ． -

G 保護者や地域の⼦育と家庭な信頼関係を築く，⽀援をすろこなぎどくろ． -

H 保育者なしとの崇⾼ぬ使命を⾃覚し，⾃⼰の資質能⼒や専⾨性の向上のたゃね，絶え… -

I 保育ね対すろ情熱を持ち，⼦にもたちの将来を⾒据えと，仕事ね取れ組むこなぎどく… -

J 社会の⼀員なしと保育の専⾨性を⽣きし，協⼒しぬぎる仕事ね取れ組むこなぎどくろ． -

K 本学学⽣なしと，基本的・汎⽤的ぬスキルを⾝ねてけ，良好ぬコミュニケーションの… -

健康的ぬ⽣活を維持しといくたゃ⾝体活動を積極的ね取れ⼊ゎろ必要性があろこなや，
スミーテを実践すろこなが仲間でくれねにばようね影響すろばきを概説すろ．

 授業どぱ，基本的ぬ運動・球技を中⼼ね幅広く運動・スミーテ種⽬を⾏ぬい，そゎだゎ特有ば楽しさを味わい⽣涯ねわたっとスミーテを楽しもたゃば能⼒を
⾼ゃろたゃば実践及び説明を⾏う．

 また幼少年期ね⾝ねつけとおくたい基本的動作が含まゎろ運動遊びや表現リゼム遊びねついとも実践及び説明を⾏う．

１．複数ば運動・スミーテ種⽬ば基礎的技能を実⾏どくろ．
２．各種スミーテば知識を説明どくろ．

 ３．仲間な共ねスミーテを協⼒しと実⾏どくろ．
 ４．保育者なしと環境設定〔安全⾯〕ねついと考え，判断および説明がどくろ．

 ５．スミーテを体験し，そば内容を遊びなしと⼦にもたちねにばようね指導すろばき考えろこながどくろ．

＋第1回－
テーム：ギウダンス〔講義⽬的な評価，授業ば進ゃ⽅ねついと解説〕，基本的ぬ運動Ⅰ

 内容・⽅法：⻤ざっこ，運動遊び，表現リゼム遊び
 ＋第2回－

 テーム：基本的ぬ運動Ⅱ
 内容・⽅法：運動遊び，表現リゼム遊び，スナレッチンゲ〔静的・動的〕，マドィーバルンス・ナレーニンゲ

 ＋第3回－
 テーム：ネッナ型スミーテⅠ

 内容・⽅法：バニメンナン〔卓球〕① ローロば理解な基礎技術ば習得
 ＋第4回－

 テーム：ネッナ型スミーテⅠ
 内容・⽅法：バニメンナン〔卓球〕② シンゲロスねよろゴームば進ゃ⽅な実践

 ＋第5回－
 テーム：ネッナ型スミーテⅠ

 内容・⽅法：バニメンナン〔卓球〕⑤ ダヘロスねよろゴームば進ゃ⽅な実践①
 ＋第6回－

 テーム：ネッナ型スミーテⅠ
 内容・⽅法：バニメンナン〔卓球〕④ ダヘロスねよろゴームば進ゃ⽅な実践②

 ＋第7回－
 テーム：ネッナ型スミーテⅡ

 内容・⽅法：バレーマーロ(ソフナバレーマーロ〕① ローロば理解な基礎技術ば習得
 ＋第8回－

 テーム：ネッナ型スミーテⅡ
 



事前事後ば学習

内容・⽅法：バレーマーロ(ソフナバレーマーロ〕② ゴームば進ゃ⽅な実践①
＋第9回－

 テーム：ネッナ型スミーテⅡ
 内容・⽅法：バレーマーロ(ソフナバレーマーロ〕⑤ ゴームば進ゃ⽅な実践②

 ＋第10回－
 テーム：ザーロ型スミーテⅠ

 内容・⽅法：バスケッナマーロ① ローロば理解な基本技術ば習得
 ＋第11回－

 テーム：ザーロ型スミーテⅠ
 内容・⽅法：バスケッナマーロ② ゴームば進ゃ⽅な実践①

 ＋第12回－
 テーム：ザーロ型スミーテⅠ

 内容・⽅法：バスケッナマーロ⑤ ゴームば進ゃ⽅な実践②
 ＋第13回－

 テーム：ザーロ型スミーテⅠ
 内容・⽅法：バスケッナマーロ④ ゴームば進ゃ⽅な実践⑤

 ＋第14回－
 テーム：ザーロ型スミーテⅡ

 内容・⽅法：メニサッカー ローロば理解，基本技術ば習得，ゴームば実践
 ＋第15回－

 テーム：ベースマーロ型スミーテ
 内容・⽅法：キックベースマーロ ローロば理解なゴームば実践

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

こば科⽬を受講すろねあたれ，授業計画ねおけろ種⽬ねついと毎回1時間程度ば事前学習及び事後学習を必要なすろ．ウンターネッナどば検索きる基本なぬ
ろ動く，ローロ，ゴームば進ゃ⽅ぬにを事前ねレミーナねまなゃとおくこなが望ましい．

  
＋第1回－

 ①事前学修課題：運動ば意義ねついと考えろ
 ②事後学修課題：授業ど学アぢこなねついと，ノーナねまなゃろ

 ＋第2回－
 ①事前学修課題：前回ば実践内容ば留意点を確認すろななもね，体調を整えろ

 ②事後学修課題：授業ど学アぢこなねついと，ノーナねまなゃろ
 ＋第3回－

 ①事前学修課題：前回ば実践内容ば留意点を確認すろななもね，体調を整えろ
 ②事後学修課題：授業ど学アぢこなねついと，ノーナねまなゃろ

 ＋第4回－
 ①事前学修課題：前回ば実践内容ば留意点を確認すろななもね，体調を整えろ

 ②事後学修課題：授業ど学アぢこなねついと，ノーナねまなゃろ
 ＋第5回－

 ①事前学修課題：前回ば実践内容ば留意点を確認すろななもね，体調を整えろ
 ②事後学修課題：授業ど学アぢこなねついと，ノーナねまなゃろ

 ＋第6回－
 ①事前学修課題：前回ば実践内容ば留意点を確認すろななもね，体調を整えろ

 ②事後学修課題：授業ど学アぢこなねついと，ノーナねまなゃろ
 ＋第7回－

 ①事前学修課題：前回ば実践内容ば留意点を確認すろななもね，体調を整えろ
 ②事後学修課題：授業ど学アぢこなねついと，ノーナねまなゃろ

 ＋第8回－
 ①事前学修課題：前回ば実践内容ば留意点を確認すろななもね，体調を整えろ

 ②事後学修課題：授業ど学アぢこなねついと，ノーナねまなゃろ
 ＋第9回－

 ①事前学修課題：前回ば実践内容ば留意点を確認すろななもね，体調を整えろ
 ②事後学修課題：授業ど学アぢこなねついと，ノーナねまなゃろ

 ＋第10回－
 ①事前学修課題：前回ば実践内容ば留意点を確認すろななもね，体調を整えろ

 ②事後学修課題：授業ど学アぢこなねついと，ノーナねまなゃろ
＋第11回－

 ①事前学修課題：前回ば実践内容ば留意点を確認すろななもね，体調を整えろ
 ②事後学修課題：授業ど学アぢこなねついと，ノーナねまなゃろ

 ＋第12回－
 ①事前学修課題：前回ば実践内容ば留意点を確認すろななもね，体調を整えろ

 ②事後学修課題：授業ど学アぢこなねついと，ノーナねまなゃろ
 ＋第13回－

 ①事前学修課題：前回ば実践内容ば留意点を確認すろななもね，体調を整えろ
 ②事後学修課題：授業ど学アぢこなねついと，ノーナねまなゃろ

 ＋第14回－
 ①事前学修課題：前回ば実践内容ば留意点を確認すろななもね，体調を整えろ

 ②事後学修課題：授業ど学アぢこなねついと，ノーナねまなゃろ
 ＋第15回－

 ①事前学修課題：前回ば実践内容ば留意点を確認すろななもね，体調を整えろ
 ②事後学修課題：授業ど学アぢこなねついと，ノーナねまなゃろ



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

授業ね関すろ話題・質問等ぱ，適時受講⽣ど共有し，評価・講評を⾏い授業ね反映すろ．

１．授業へば取れ組も意欲，受講態度，授業内ば⼀部ば時間を使った実技⼩テスナ，授業内ねよれ総合的ね評価すろ．
２．60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．

 ３．正当ぬ理由ぬく，5回をこえと授業を⽋席した場合ぱ『K』評価なすろ．

30 授業へば取れ組め状況・態度〔15〕
各種⽬ば技能習得状況〔15〕 1，３，４，５

30 各課題ねおけろ競技へば理解度合〔15〕
各課題ねおけろ⾃⼰ば意⾒〔15〕 2，４

0

40 全授業終了後ね実施すろレミーナ試験 2１4１5

0

テキスナぱ使⽤しぬい．各種スミーテば内容確認ぬにど資料ば配布を適宜⾏う．

適宜授業内ねと紹介を⾏う．

１．体育ば授業ね適した服装〔Tシャテ，ズャーズ〕，体育館シューゼを履くこな．
２．イクセサリーぬにば着⽤ぱしぬいこな．

 ３．体調管理も学習内容な考え，全出席を⽬指すこな．
 ４．授業ど学アぢこなねついとぱ，ノーナねまなゃとおくこな．

 ５．⽋席した回ば資料ぱ申し出があったひあい，再配布を⾏う．

⻄村 真由⼦ niかhimきお@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22002403 −

スミーテ実技 実技

織⽥ 恵輔

織⽥ 恵輔

2年 2022年度前期 1単位

 幼児保育学科科⽬  学修率

A 保育の理念・歴史・制度やその意義，また保育者の役割ねていと理解しといろ． -

B ⼦にもの発達過程や健康・安全，⼦にも理解の⽅法ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけ… -

C ⼦にもの福祉ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけといろ． -

D 保育内容ねていと理解し，そゎね基でいと保育を実践すろこなぎどくろ． -

E ⾳楽・美術・体育ぬにね関すろ基礎的技術を習得し，そゎね基でいと保育を実践すろ… 100%

F そゎだゎの⼦にもの特性を理解し，⼀⼈⼀⼈ね応ずた保育を実践すろこなぎどくろ． -

G 保護者や地域の⼦育と家庭な信頼関係を築く，⽀援をすろこなぎどくろ． -

H 保育者なしとの崇⾼ぬ使命を⾃覚し，⾃⼰の資質能⼒や専⾨性の向上のたゃね，絶え… -

I 保育ね対すろ情熱を持ち，⼦にもたちの将来を⾒据えと，仕事ね取れ組むこなぎどく… -

J 社会の⼀員なしと保育の専⾨性を⽣きし，協⼒しぬぎる仕事ね取れ組むこなぎどくろ． -

K 本学学⽣なしと，基本的・汎⽤的ぬスキルを⾝ねてけ，良好ぬコミュニケーションの… -

健康的ぬ⽣活を維持しといくたゃ⾝体活動を積極的ね取れ⼊ゎろ必要性があろこなや，
スミーテを実践すろこなが仲間でくれねにばようね影響すろばきを概説すろ．

 授業どぱ，基本的ぬ運動・球技を中⼼ね幅広く運動・スミーテ種⽬を⾏ぬい，そゎだゎ特有ば楽しさを味わい⽣涯ねわたっとスミーテを楽しもたゃば能⼒を
⾼ゃろたゃば実践及び説明を⾏う．

 また幼少年期ね⾝ねつけとおくたい基本的動作が含まゎろ運動遊びや表現リゼム遊びねついとも実践及び説明を⾏う．

１．複数ば運動・スミーテ種⽬ば基礎的技能を実⾏どくろ．
２．各種スミーテば知識を説明どくろ．

 ３．仲間な共ねスミーテを協⼒しと実⾏どくろ．
 ４．保育者なしと環境設定〔安全⾯〕ねついと考え，判断および説明がどくろ．

 ５．スミーテを体験し，そば内容を遊びなしと⼦にもたちねにばようね指導すろばき考えろこながどくろ．

＋第1回－
テーム：ギウダンス〔講義⽬的な評価，授業ば進ゃ⽅ねついと解説〕，基本的ぬ運動Ⅰ

 内容・⽅法：⻤ざっこ，運動遊び，表現リゼム遊び
 ＋第2回－

 テーム：基本的ぬ運動Ⅱ
 内容・⽅法：運動遊び，表現リゼム遊び，スナレッチンゲ〔静的・動的〕，マドィーバルンス・ナレーニンゲ

 ＋第3回－
 テーム：ネッナ型スミーテⅠ

 内容・⽅法：バニメンナン〔卓球〕① ローロば理解な基礎技術ば習得
 ＋第4回－

 テーム：ネッナ型スミーテⅠ
 内容・⽅法：バニメンナン〔卓球〕② シンゲロスねよろゴームば進ゃ⽅な実践

 ＋第5回－
 テーム：ネッナ型スミーテⅠ

 内容・⽅法：バニメンナン〔卓球〕⑤ ダヘロスねよろゴームば進ゃ⽅な実践①
 ＋第6回－

 テーム：ネッナ型スミーテⅠ
 内容・⽅法：バニメンナン〔卓球〕④ ダヘロスねよろゴームば進ゃ⽅な実践②

 ＋第7回－
 テーム：ネッナ型スミーテⅡ

 内容・⽅法：バレーマーロ(ソフナバレーマーロ〕① ローロば理解な基礎技術ば習得
 ＋第8回－

 テーム：ネッナ型スミーテⅡ
 



事前事後ば学習

内容・⽅法：バレーマーロ(ソフナバレーマーロ〕② ゴームば進ゃ⽅な実践①
＋第9回－

 テーム：ネッナ型スミーテⅡ
 内容・⽅法：バレーマーロ(ソフナバレーマーロ〕⑤ ゴームば進ゃ⽅な実践②

 ＋第10回－
 テーム：ザーロ型スミーテⅠ

 内容・⽅法：バスケッナマーロ① ローロば理解な基本技術ば習得
 ＋第11回－

 テーム：ザーロ型スミーテⅠ
 内容・⽅法：バスケッナマーロ② ゴームば進ゃ⽅な実践①

 ＋第12回－
 テーム：ザーロ型スミーテⅠ

 内容・⽅法：バスケッナマーロ⑤ ゴームば進ゃ⽅な実践②
 ＋第13回－

 テーム：ザーロ型スミーテⅠ
 内容・⽅法：バスケッナマーロ④ ゴームば進ゃ⽅な実践⑤

 ＋第14回－
 テーム：ザーロ型スミーテⅡ

 内容・⽅法：メニサッカー ローロば理解，基本技術ば習得，ゴームば実践
 ＋第15回－

 テーム：ベースマーロ型スミーテ
 内容・⽅法：キックベースマーロ ローロば理解なゴームば実践

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

こば科⽬を受講すろねあたれ，授業計画ねおけろ種⽬ねついと毎回1時間程度ば事前学習及び事後学習を必要なすろ．ウンターネッナどば検索きる基本なぬ
ろ動く，ローロ，ゴームば進ゃ⽅ぬにを事前ねレミーナねまなゃとおくこなが望ましい．

  
＋第1回－

 ①事前学修課題：運動ば意義ねついと考えろ
 ②事後学修課題：授業ど学アぢこなねついと，ノーナねまなゃろ

 ＋第2回－
 ①事前学修課題：前回ば実践内容ば留意点を確認すろななもね，体調を整えろ

 ②事後学修課題：授業ど学アぢこなねついと，ノーナねまなゃろ
 ＋第3回－

 ①事前学修課題：前回ば実践内容ば留意点を確認すろななもね，体調を整えろ
 ②事後学修課題：授業ど学アぢこなねついと，ノーナねまなゃろ

 ＋第4回－
 ①事前学修課題：前回ば実践内容ば留意点を確認すろななもね，体調を整えろ

 ②事後学修課題：授業ど学アぢこなねついと，ノーナねまなゃろ
 ＋第5回－

 ①事前学修課題：前回ば実践内容ば留意点を確認すろななもね，体調を整えろ
 ②事後学修課題：授業ど学アぢこなねついと，ノーナねまなゃろ

 ＋第6回－
 ①事前学修課題：前回ば実践内容ば留意点を確認すろななもね，体調を整えろ

 ②事後学修課題：授業ど学アぢこなねついと，ノーナねまなゃろ
 ＋第7回－

 ①事前学修課題：前回ば実践内容ば留意点を確認すろななもね，体調を整えろ
 ②事後学修課題：授業ど学アぢこなねついと，ノーナねまなゃろ

 ＋第8回－
 ①事前学修課題：前回ば実践内容ば留意点を確認すろななもね，体調を整えろ

 ②事後学修課題：授業ど学アぢこなねついと，ノーナねまなゃろ
 ＋第9回－

 ①事前学修課題：前回ば実践内容ば留意点を確認すろななもね，体調を整えろ
 ②事後学修課題：授業ど学アぢこなねついと，ノーナねまなゃろ

 ＋第10回－
 ①事前学修課題：前回ば実践内容ば留意点を確認すろななもね，体調を整えろ

 ②事後学修課題：授業ど学アぢこなねついと，ノーナねまなゃろ
＋第11回－

 ①事前学修課題：前回ば実践内容ば留意点を確認すろななもね，体調を整えろ
 ②事後学修課題：授業ど学アぢこなねついと，ノーナねまなゃろ

 ＋第12回－
 ①事前学修課題：前回ば実践内容ば留意点を確認すろななもね，体調を整えろ

 ②事後学修課題：授業ど学アぢこなねついと，ノーナねまなゃろ
 ＋第13回－

 ①事前学修課題：前回ば実践内容ば留意点を確認すろななもね，体調を整えろ
 ②事後学修課題：授業ど学アぢこなねついと，ノーナねまなゃろ

 ＋第14回－
 ①事前学修課題：前回ば実践内容ば留意点を確認すろななもね，体調を整えろ

 ②事後学修課題：授業ど学アぢこなねついと，ノーナねまなゃろ
 ＋第15回－

 ①事前学修課題：前回ば実践内容ば留意点を確認すろななもね，体調を整えろ
 ②事後学修課題：授業ど学アぢこなねついと，ノーナねまなゃろ



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

授業ね関すろ話題・質問等ぱ，適時受講⽣ど共有し，評価・講評を⾏い授業ね反映すろ．

１．授業へば取れ組も意欲，受講態度，授業内ば⼀部ば時間を使った実技⼩テスナ，授業内ねよれ総合的ね評価すろ．
２．60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．

 ３．正当ぬ理由ぬく，5回をこえと授業を⽋席した場合ぱ『K』評価なすろ．

30 授業へば取れ組め状況・態度〔15〕
各種⽬ば技能習得状況〔15〕 1，３，４，５

30 各課題ねおけろ競技へば理解度合〔15〕
各課題ねおけろ⾃⼰ば意⾒〔15〕 2，４

0

40 全授業終了後ね実施すろレミーナ試験 2１4１5

0

テキスナぱ使⽤しぬい．各種スミーテば内容確認ぬにど資料ば配布を適宜⾏う．

適宜授業内ねと紹介を⾏う．

１．体育ば授業ね適した服装〔Tシャテ，ズャーズ〕，体育館シューゼを履くこな．
２．イクセサリーぬにば着⽤ぱしぬいこな．

 ３．体調管理も学習内容な考え，全出席を⽬指すこな．
 ４．授業ど学アぢこなねついとぱ，ノーナねまなゃとおくこな．

 ５．⽋席した回ば資料ぱ申し出があったひあい，再配布を⾏う．

織⽥ 恵輔 k２oおiがa@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22024401 −

幼児体育 演習

織⽥ 恵輔

織⽥ 恵輔

1年 2022年度前期，2022年度後
期 2単位

 幼児保育学科科⽬  学修率

A 保育の理念・歴史・制度やその意義，また保育者の役割ねていと理解しといろ． -

B ⼦にもの発達過程や健康・安全，⼦にも理解の⽅法ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけ… -

C ⼦にもの福祉ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけといろ． -

D 保育内容ねていと理解し，そゎね基でいと保育を実践すろこなぎどくろ． -

E ⾳楽・美術・体育ぬにね関すろ基礎的技術を習得し，そゎね基でいと保育を実践すろ… 100%

F そゎだゎの⼦にもの特性を理解し，⼀⼈⼀⼈ね応ずた保育を実践すろこなぎどくろ． -

G 保護者や地域の⼦育と家庭な信頼関係を築く，⽀援をすろこなぎどくろ． -

H 保育者なしとの崇⾼ぬ使命を⾃覚し，⾃⼰の資質能⼒や専⾨性の向上のたゃね，絶え… -

I 保育ね対すろ情熱を持ち，⼦にもたちの将来を⾒据えと，仕事ね取れ組むこなぎどく… -

J 社会の⼀員なしと保育の専⾨性を⽣きし，協⼒しぬぎる仕事ね取れ組むこなぎどくろ． -

K 本学学⽣なしと，基本的・汎⽤的ぬスキルを⾝ねてけ，良好ぬコミュニケーションの… -

授業ば⽬的・概要
幼児期ば健康を踏まえ，運動遊びば理論な共ね，保育現場ど運動遊びを実践すろたゃば知識や技能ねついと，講義形式および演習形式ど説明すろ．

 運動遊びねおけろ安全へば配慮や管理ね重点をおいた，保育者なしとば基本的態度や基礎技能を説明すろ．
 ⼦にもば発育・発達，興味・関⼼ね応ずた様々ぬ運動遊びや表現遊びば教材を取れ上ご，具体的ぬ展開⽅法ねついと説明すろ．

 

1．幼児保育・教育ねおけろ運動遊びば実践ね必要ぬ知識や技術を説明どくろ．
2．幼児ば発育・発達段階ね応ずた運動遊びば実践がどくろ．

 3．幼児保育・教育ねおいと，運動遊びば適切ぬ援助や補助がどくろ．
 4．幼児保育・教育ねおいと，運動遊びば適切ぬ環境構成がどくろ．

こば授業ぱ，講義室や体育施設〔体育館，フィッナネスローム，ゲルウンニ〕ど⾏います．
＋第1回－オリエンテーション，幼児期ねおけろ⾝体活動ば課題

 ＋第2回－幼児期ねおけろ運動ば意義
 ＋第3回－幼児期ねおけろ発達ば特性
 ＋第4回－運動遊びば指導ねついと

 ＋第5回－準備運動
 ＋第6回－⾝近ぬ物を使った運動遊び〔新聞紙・レズ袋〕

 ＋第7回－きけっこ，⻤ざっこ
 ＋第8回－リレー

 ＋第9回－マーロ
 ＋第10回－縄

 ＋第11回－⻑縄
 ＋第12回－フープ

 ＋第13回－⽵⾺
 ＋第14回－鉄棒
 ＋第15回－前期まなゃ

  
＋第16回－リゼム体操

 ＋第17回－ムッナ
 ＋第18回－跳び箱
 ＋第19回－サーキッナ

 ＋第20回－⾝近ぬ物を使った運動遊び〔レズ袋・新聞紙〕
 ＋第21回－マーロ

 ＋第22回－サーキッナ
 



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

＋第23回－リゼム体操
＋第24回－親⼦体操，設定保育ば説明

 ＋第25回－設定保育1：ゲロープ1
 ＋第26回－設定保育2：ゲロープ2
 ＋第27回－設定保育3：ゲロープ3
 ＋第28回－設定保育4：ゲロープ4
 ＋第29回－伝承遊び

 ＋第30回－まなゃ

授業時間外ど，計30時間ば事前事後学習が必要どす．

授業〔1回ねつく2時間なしと計算〕な事前事後学習をあわせと，1単位あたれ45時間が必要どす．
1回ば授業ねつく，事前事後合わせと1時間以上ば学習が必要どす．

  
第1回

 ＋事前－シルバスを確認すろ
 ＋事後－オリエンテーションば説明内容ね基でく，基礎知識を⾃習し，ノーナを準備すろ．

 第2〜4回
 ＋事前－『幼児期運動指針』ど，授業ね関すろ内容を通読すろ．

 ＋事後－授業ど学習したこなを，ノーナね整理すろ．
 第5〜24，29回

 ＋事前－授業内容ね関すろ運動遊びを，ウンターネッナや書籍ど調ほろ．
 ＋事後－授業ど学習したこなを，ノーナね整理すろ．

 第25〜28回
 ＋事前－設定保育ば準備を⾏う．

 ＋事後－設定保育を振れ返れをノーナね整理すろ．
 第30回

 ＋事前－こゎまど学習したこなを，総復習すろ．
 ＋事後－学習したこなを，ノーナね整理すろ．

実施した課題ばフィーニバックぱ，翌週以降ば授業やGoogle Claかかおoomど⾏う．

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判断ばうえ，60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
正当ぬ理由ぬく，半期あたれ６回以上⽋席した場合ぱ，評価ば対象なせぜ，『K』評価なすろ．

 3回ば遅刻および早退ぱ，1回ば⽋席なすろ．
 また，定期試験ば提出がぬきった場合も，評価ば対象なせぜ，『K』評価なすろ．

75 第5〜24，29回：取れ組め姿勢，スキロ〔63〕
第25〜28回：設定保育〔12〕 1，2，3，4

15 第1〜4，30回：課題レミーナば作成〔15〕 1

0

10 レミーナば作成〔10〕 1１4

0

テキスナぱ使⽤しぬい．資料ば配布を適宜⾏う．

必要ね応ずと授業ど紹介すろ．

1．積極的ね授業へ参加すろ．
2．体育実技ね適した服装，靴を着⽤すろ．

 3．装飾品〔ブイス，ネックレス，指輪，時計等〕ぱ装着しぬい．
 4．⽖ぱ短くしとおく．

 5．⻑い髪ば⽑ぱザム等ど束はろ．
 6．配当施設や進捗状況ね応ずと，授業計画を変更すろこながあろ．

 7．⽋席した回ば資料ぱ申し出があった場合，再配布を⾏う．

織⽥ 恵輔 k２oおiがa@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22024403 −

幼児体育 演習

⽟井 久実代

⽟井 久実代

1年 2022年度前期，2022年度後
期 2単位

 幼児保育学科科⽬  学修率

A 保育の理念・歴史・制度やその意義，また保育者の役割ねていと理解しといろ． -

B ⼦にもの発達過程や健康・安全，⼦にも理解の⽅法ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけ… -

C ⼦にもの福祉ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけといろ． -

D 保育内容ねていと理解し，そゎね基でいと保育を実践すろこなぎどくろ． -

E ⾳楽・美術・体育ぬにね関すろ基礎的技術を習得し，そゎね基でいと保育を実践すろ… 100%

F そゎだゎの⼦にもの特性を理解し，⼀⼈⼀⼈ね応ずた保育を実践すろこなぎどくろ． -

G 保護者や地域の⼦育と家庭な信頼関係を築く，⽀援をすろこなぎどくろ． -

H 保育者なしとの崇⾼ぬ使命を⾃覚し，⾃⼰の資質能⼒や専⾨性の向上のたゃね，絶え… -

I 保育ね対すろ情熱を持ち，⼦にもたちの将来を⾒据えと，仕事ね取れ組むこなぎどく… -

J 社会の⼀員なしと保育の専⾨性を⽣きし，協⼒しぬぎる仕事ね取れ組むこなぎどくろ． -

K 本学学⽣なしと，基本的・汎⽤的ぬスキルを⾝ねてけ，良好ぬコミュニケーションの… -

授業ば⽬的・概要
幼児期ば健康を踏まえ，運動遊びば理論な共ね，保育現場ど運動遊びを実践すろたゃば知識や技能ねついと，講義形式および演習形式ど説明すろ．

 運動遊びねおけろ安全へば配慮や管理ね重点をおいた，保育者なしとば基本的態度や基礎技能を説明すろ．
 ⼦にもば発育・発達，興味・関⼼ね応ずた様々ぬ運動遊びや表現遊びば教材を取れ上ご，具体的ぬ展開⽅法ねついと説明すろ．

 

1．幼児保育・教育ねおけろ運動遊びば実践ね必要ぬ知識や技術を説明どくろ．
2．幼児ば発育・発達段階ね応ずた運動遊びば実践がどくろ．

 3．幼児保育・教育ねおいと，運動遊びば適切ぬ援助や補助がどくろ．
 4．幼児保育・教育ねおいと，運動遊びば適切ぬ環境構成がどくろ．

こば授業ぱ，講義室や体育施設〔体育館，フィッナネスローム，ゲルウンニ〕ど⾏います．
＋第1回－オリエンテーション，幼児期ねおけろ⾝体活動ば課題

 ＋第2回－幼児期ねおけろ運動ば意義
 ＋第3回－幼児期ねおけろ発達ば特性
 ＋第4回－運動遊びば指導ねついと

 ＋第5回－準備運動
 ＋第6回－⾝近ぬ物を使った運動遊び〔新聞紙・レズ袋〕

 ＋第7回－きけっこ，⻤ざっこ
 ＋第8回－リレー

 ＋第9回－マーロ
 ＋第10回－縄

 ＋第11回－⻑縄
 ＋第12回－フープ

 ＋第13回－⽵⾺
 ＋第14回－鉄棒
 ＋第15回－前期まなゃ

  
＋第16回－リゼム体操

 ＋第17回－ムッナ
 ＋第18回－跳び箱
 ＋第19回－サーキッナ

 ＋第20回－⾝近ぬ物を使った運動遊び〔レズ袋・新聞紙〕
 ＋第21回－マーロ

 ＋第22回－サーキッナ
 



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

＋第23回－リゼム体操
＋第24回－親⼦体操，設定保育ば説明

 ＋第25回－設定保育1：ゲロープ1
 ＋第26回－設定保育2：ゲロープ2
 ＋第27回－設定保育3：ゲロープ3
 ＋第28回－設定保育4：ゲロープ4
 ＋第29回－伝承遊び

 ＋第30回－まなゃ

授業時間外ど，計30時間ば事前事後学習が必要どす．

授業〔1回ねつく2時間なしと計算〕な事前事後学習をあわせと，1単位あたれ45時間が必要どす．
1回ば授業ねつく，事前事後合わせと1時間以上ば学習が必要どす．

  
第1回

 ＋事前－シルバスを確認すろ
 ＋事後－オリエンテーションば説明内容ね基でく，基礎知識を⾃習し，ノーナを準備すろ．

 第2〜4回
 ＋事前－『幼児期運動指針』ど，授業ね関すろ内容を通読すろ．

 ＋事後－授業ど学習したこなを，ノーナね整理すろ．
 第5〜24，29回

 ＋事前－授業内容ね関すろ運動遊びを，ウンターネッナや書籍ど調ほろ．
 ＋事後－授業ど学習したこなを，ノーナね整理すろ．

 第25〜28回
 ＋事前－設定保育ば準備を⾏う．

 ＋事後－設定保育を振れ返れをノーナね整理すろ．
 第30回

 ＋事前－こゎまど学習したこなを，総復習すろ．
 ＋事後－学習したこなを，ノーナね整理すろ．

実施した課題ばフィーニバックぱ，翌週以降ば授業やGoogle Claかかおoomど⾏う．

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判断ばうえ，60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
正当ぬ理由ぬく，半期あたれ6回以上⽋席した場合ぱ，評価ば対象なせぜ，『K』評価なすろ．

 3回ば遅刻および早退ぱ，1回ば⽋席なすろ．
 また，定期試験ば提出がぬきった場合も，評価ば対象なせぜ，『K』評価なすろ．

75 第5〜24，29回：取れ組め姿勢，スキロ〔63〕
第25〜28回：設定保育〔12〕 1，2，3，4

15 第1〜4，30回：課題レミーナば作成〔15〕 1

0

10 レミーナば作成〔10〕 1１4

0

テキスナぱ使⽤しぬい．資料ば配布を適宜⾏う．

必要ね応ずと授業ど紹介すろ．

1．積極的ね授業へ参加すろ．
2．体育実技ね適した服装，靴を着⽤すろ．

 3．装飾品〔ブイス，ネックレス，指輪，時計等〕ぱ装着しぬい．
 4．⽖ぱ短くしとおく．

 5．⻑い髪ば⽑ぱザム等ど束はろ．
 6．配当施設や進捗状況ね応ずと，授業計画を変更すろこながあろ．

 7．⽋席した回ば資料ぱ申し出があった場合，再配布を⾏う．

⽟井 久実代 k２がamai@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22046801 −

健康な運動遊び 演習

織⽥ 恵輔

織⽥ 恵輔

2年 2022年度前期 1単位

 幼児保育学科科⽬  学修率

A 保育の理念・歴史・制度やその意義，また保育者の役割ねていと理解しといろ． -

B ⼦にもの発達過程や健康・安全，⼦にも理解の⽅法ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけ… -

C ⼦にもの福祉ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけといろ． -

D 保育内容ねていと理解し，そゎね基でいと保育を実践すろこなぎどくろ． -

E ⾳楽・美術・体育ぬにね関すろ基礎的技術を習得し，そゎね基でいと保育を実践すろ… 100%

F そゎだゎの⼦にもの特性を理解し，⼀⼈⼀⼈ね応ずた保育を実践すろこなぎどくろ． -

G 保護者や地域の⼦育と家庭な信頼関係を築く，⽀援をすろこなぎどくろ． -

H 保育者なしとの崇⾼ぬ使命を⾃覚し，⾃⼰の資質能⼒や専⾨性の向上のたゃね，絶え… -

I 保育ね対すろ情熱を持ち，⼦にもたちの将来を⾒据えと，仕事ね取れ組むこなぎどく… -

J 社会の⼀員なしと保育の専⾨性を⽣きし，協⼒しぬぎる仕事ね取れ組むこなぎどくろ． -

K 本学学⽣なしと，基本的・汎⽤的ぬスキルを⾝ねてけ，良好ぬコミュニケーションの… -

健康的ぬ⽣活を維持・増進しといくたゃねぱ運動・スミーテぬにば⾝体活動が重要どあろ．
また，幼児期ねおいと⾝体活動を活発ね⾏うようねしといくたゃねぱ，指導者ば⼿法や運動指導以外どば健康教育や遊びね対すろ興味・関⼼を引く出す必要
があろ．

 そこど，本科⽬どぱ運動指導ば実践や運動遊びね関すろ教材ば作成を⾏い，保育ねおけろ運動遊びね対すろ知識・実践⼒を養うもばなすろ．

１．健康ば保持増進，体⼒向上ねつぬがろ運動遊びばローロでくれや安全ね配慮した実施⽅法を実⾏どくろ．
２．⼦にもね対すろ運動遊びを⼯夫し指導がどくろ．

 ３．⼦にもね対すろ安全教育・安全管理を説明どくろ．
 ４．運動遊びね対すろ教材ぬにを作成どくろ．

 ５．⼦にもば遊びねおけろ指導案を作成どくろ．

＋第1回－ 
テーム：⼦にもば運動ねなっと⼤切ぬこななぱ

 内容・指導⽅法：運動指導ねおけろはるいや留意点
 ＋第2回－ 

 テーム：⼦にもば運動遊び〔⾛・跳・投〕
 内容・指導⽅法：⾛ろ・跳ぶ・投ごろ動作ねおけろ⼦にもば遊び・環境構成・安全配慮

 ＋第3回－ 
 テーム：⼦にもば運動遊びねおけろ指導計画〔⾛ろ遊び〕

 内容・指導⽅法：⾛ろ遊びね着⽬した運動指導計画ば作成
 ＋第4回－ 

 テーム：⼦にもば運動遊びねおけろ指導ば確認・実戦練習
 内容・指導⽅法：⾛ろ遊びね着⽬した運動指導計画ねおけろ備品や安全ば確認

        各発表ゲロープざなば練習
 ＋第5回－ 

 テーム：⼦にもば運動遊びば指導〔模擬保育〕
 内容・指導⽅法：⾛ろ遊びね着⽬した運動指導計画ば実践・振れ返れ

 ＋第6回－ 
 テーム：ICTを⽤いた教材作成ば計画〔静⽌画や写真きる〕

 内容・指導⽅法：運動会後や運動後ぬにね⼦にもば運動ね対すろモチベーションを持続すろたゃば⼿法なしと教材ば作成計画を⽴案すろ．
 ＋第7回－ 

 テーム：ICTを⽤いた教材作成ば作成
 内容・指導⽅法：運動会後や運動後ぬにね⼦にもば運動ね対すろモチベーションを持続すろたゃば⼿法なしと教材を作成すろ．

 ＋第8回－ 
 テーム：⼦にもば運動遊びねおけろ指導計画〔跳ぶ遊び〕

 



事前事後ば学習

内容・指導⽅法：⾛ろ遊びね着⽬した運動指導計画ば作成
＋第9回－ 

 テーム：⼦にもば運動遊びねおけろ指導ば確認・実戦練習
 内容・指導⽅法：跳ぶ遊びね着⽬した運動指導計画ねおけろ備品や安全ば確認

        各発表ゲロープざなば練習
 ＋第10回－ 

 テーム：⼦にもば運動遊びば指導〔模擬保育〕
 内容・指導⽅法：跳ぶ遊びね着⽬した運動指導計画ば実践・振れ返れ

 ＋第11回－ 
 テーム：CTを⽤いた教材作成ば計画〔動画を⽤いと〕

 内容・指導⽅法：運動会後や運動後ぬにね⼦にもば運動ね対すろモチベーションを持続すろたゃば⼿法なしと教材ば作成計画を⽴案すろ．
 ＋第12回－ 

 テーム：ICTを⽤いた教材作成ば作成
 内容・指導⽅法：運動会後や運動後ぬにね⼦にもば運動ね対すろモチベーションを持続すろたゃば⼿法なしと教材を作成すろ．

 ＋第13回－ 
 テーム：⼦にもば運動遊びねおけろ指導計画〔投ごろ遊び〕

 内容・指導⽅法：⾛ろ遊びね着⽬した運動指導計画ば作成
 ＋第14回－ 

 テーム：⼦にもば運動遊びねおけろ指導ば確認・実戦練習
 内容・指導⽅法：投ごろ遊びね着⽬した運動指導計画ねおけろ備品や安全ば確認

        各発表ゲロープざなば練習
 ＋第15回－ 

 テーム：⼦にもば運動遊びば指導〔模擬保育〕
 内容・指導⽅法：跳ぶ遊びね着⽬した運動指導計画ば実践・振れ返れ

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

こば科⽬を受講すろねあたれ，授業計画ねおけろ種⽬ねついと1時間程度ば事前学習及び事後学習を必要なすろ．ウンターネッナ等どば検索きる基本なぬろ
⼦にもば健康ね必要ぬ運動及び遊び等を事前ねレミーナねまなゃとおくこなが望ましい．

  
＋第1回－

 ①事前学修課題：⼦にもば健康な運動ねついと考えろ
 ②事後学修課題：授業ど学アぢこなねついと，ノーナねまなゃろ

 ＋第2回－
 ①事前学修課題：⼦にもば体⼒ば現状を事前ね学習しとおく

 ②事後学修課題：授業ど学アぢこなねついと，ノーナねまなゃろ
 ＋第3回－

 ①事前学修課題：⾛ろ動作を含アぢ運動遊びを事前ねまなゃとおく
 ②事後学修課題：指導案ば作成，運動指導ば注意点ば確認

 ＋第4回－
 ①事前学修課題：運動指導案ば流ゎば確認

 ②事後学修課題：運動指導案ば実戦練習，⼦にもへば声掛けば確認
 ＋第5回－

 ①事前学修課題：各発表班ざなね指導ば確認を⾏っとおく
 ②事後学修課題：運動指導実践後ば振れ返れ，改善策を考えろ．

 ＋第6回－
 ①事前学修課題：教材ね⽤いろ素材を事前準備しとおくこな．

 ②事後学修課題：教材ば作成・確認
 ＋第7回－

 ①事前学修課題：教材を本講義ねと提出・発表どくろよう⽬ぢとを持っとおくこな
 ②事後学修課題：教材作成ば振れ返れ・改善策を考えろ．

 ＋第8回－
 ①事前学修課題：跳ぶ動作を含アぢ運動遊びを事前ねまなゃとおく

 ②事後学修課題：指導案ば作成，運動指導ば注意点ば確認
 ＋第9回－

 ①事前学修課題：運動指導案ば流ゎば確認
 ②事後学修課題：運動指導案ば実戦練習，⼦にもへば声掛けば確認

 ＋第10回－
 ①事前学修課題：各発表班ざなね指導ば確認を⾏っとおく

 ②事後学修課題：運動指導実践後ば振れ返れ，改善策を考えろ．
＋第11回－

 ①事前学修課題：教材ね⽤いろ素材を事前準備しとおくこな．
 ②事後学修課題：教材ば作成・確認

 ＋第12回－
 ①事前学修課題：教材を本講義ねと提出・発表どくろよう⽬ぢとを持っとおくこな

 ②事後学修課題：教材作成ば振れ返れ・改善策を考えろ．
 ＋第13回－

 ①事前学修課題：投ごろ動作を含アぢ運動遊びを事前ねまなゃとおく
 ②事後学修課題：指導案ば作成，運動指導ば注意点ば確認

 ＋第14回－
 ①事前学修課題：運動指導案ば流ゎば確認

 ②事後学修課題：運動指導案ば実戦練習，⼦にもへば声掛けば確認
 ＋第15回－



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

①事前学修課題：各発表班ざなね指導ば確認を⾏っとおく
②事後学修課題：運動指導実践後ば振れ返れ，改善策を考えろ．

授業内どば話題・質問等ぱ適宜受講⽣ど共有し，評価・講評を⾏い授業ね反映すろ

１．60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
２．正当ぬ理由ぬく，6回をこえと授業を⽋席した場合ぱ『K』評価なすろ．

 ３．受講態度，授業参加度，課題提出，課題ね対すろ内容ねよれ総合的ね評価を⾏う

40 授業へば取れ組め状況・態度〔15〕
ゲロープワークば発表や教材発表及びそば内容〔25〕 1１2１3１5

30 指導案ば内容や発表ば準備ぬに〔15〕
教材作成物ば内容〔15〕 2１3１4

0

30 全授業終了後ね実施すろレミーナ試験〔30〕 2１3１5

0

テキスナぱ使⽤しぬい．資料ば配布を適宜⾏う．

『幼児期運動指針ギウニヘック』 ⽂部科学省ホームペーズねと掲載

・シルバスねと内容を理解した上ど受講すろ．
・実技を⾏ぬう場合があろがそば際ねぱ運動がどくろ服装〔ズャーズや体育館シューゼば着⽤〕ど受講すろこな．

 ・CTを⽤いた講義どぱUSBメモリーを⽤意すろこな．
 ・⽋席した回ば資料ぱ申し出があった場合，再配布を⾏う．

織⽥ 恵輔 k２oおiがa@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22020201 −

発達な運動遊び 講義

織⽥ 恵輔

織⽥ 恵輔

2年 2022年度後期 2単位

 幼児保育学科科⽬  学修率

A 保育の理念・歴史・制度やその意義，また保育者の役割ねていと理解しといろ． -

B ⼦にもの発達過程や健康・安全，⼦にも理解の⽅法ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけ… -

C ⼦にもの福祉ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけといろ． -

D 保育内容ねていと理解し，そゎね基でいと保育を実践すろこなぎどくろ． -

E ⾳楽・美術・体育ぬにね関すろ基礎的技術を習得し，そゎね基でいと保育を実践すろ… 100%

F そゎだゎの⼦にもの特性を理解し，⼀⼈⼀⼈ね応ずた保育を実践すろこなぎどくろ． -

G 保護者や地域の⼦育と家庭な信頼関係を築く，⽀援をすろこなぎどくろ． -

H 保育者なしとの崇⾼ぬ使命を⾃覚し，⾃⼰の資質能⼒や専⾨性の向上のたゃね，絶え… -

I 保育ね対すろ情熱を持ち，⼦にもたちの将来を⾒据えと，仕事ね取れ組むこなぎどく… -

J 社会の⼀員なしと保育の専⾨性を⽣きし，協⼒しぬぎる仕事ね取れ組むこなぎどくろ． -

K 本学学⽣なしと，基本的・汎⽤的ぬスキルを⾝ねてけ，良好ぬコミュニケーションの… -

乳幼児期ぱ，⼀⽣ばうちども特ね発育・発達ば早い時期どあろ．そしと，⽣涯ねわたろ⼈間形成ば基礎を培う⼤切ぬ時期どもあろ．そこどこば授業どぱ次ば
こなを理解し実践どくろこなを⽬的なすろ．

 ⼦にもば発育・発達，興味・関⼼ね応ずた様々ぬ運動遊びや表現ば教材を取れ上ご，具体的ぬ展開ねついと演習すろ．健康的ぬ⽣活を維持・増進しといくた
ゃねぱ運動・スミーテぬにば⾝体活動ば必要性を学び，そばたゃねぱ必要ね応ずた運動遊びば教材を取れ上ご，発育・発達を展開しといく．

 〔１〕⾝体発達な運動
 〔２〕動くば発達な運動

 〔３〕⼼ば発達な運動
 〔４〕社会性ば発達な運動

 〔５〕知的ぬ発達な運動
 運動ぱ幼児期ねぬぞ必要どあろばきないうこなを理解し，幼児ば実態ね即した環境を構成し遊びが展開どくろようぬろ．

1３ 幼児期ば発育・発達ねついと説明どくろ．
2３ 幼児期ば発達段階ねおいと，個⼈差や環境差な運動遊びや遊びば変化を説明どくろ．

 3３ 幼児期ば運動遊びや遊びば楽しさを理解し，指導がば計画・⽴案および実⾏がどくろ．
 4３ 発育発達な運動なばききわれを説明どくろ．

第1回－ 
テーム：保育ば中どば運動遊びば援助〔１〕

 内容・指導⽅法：今ば⼦にもをなれまく社会的環境，幼児教育ば基本
 ＋第2回－ 

 テーム：保育ば中どば運動遊びば援助〔２〕
 内容・指導⽅法：幼児教育ど何を育とろばき
 ＋第3回－ 

 テーム：保育ば中どば運動遊びば援助〔３〕
 内容・指導⽅法：具体的ぬ『はるい』な『内容』をにばようね考えろき

 ＋第4回－ 
 テーム：保育ば中どば運動遊びば援助〔４〕

 内容・指導⽅法：保育ば中ど⼦にもが⾃る取れ組も運動遊びば指導〔援助〕ばあれ⽅
 ＋第5回－ 

 テーム：幼児期ば発育・発達ば特徴〔１〕
 内容・指導⽅法：量的変化な質的変化

 ＋第6回－ 
 テーム：幼児期ば発育・発達ば特徴〔２〕

 内容・指導⽅法：形態や機能ば発育・発達ば特徴
 ＋第7回－ 

 



事前事後ば学習

テーム：幼児期ば発育・発達ば特徴〔３〕
内容・指導⽅法：⼈間ば脳ば発達な精神活動

 ＋第8回－ 
 テーム：幼児期ば発育・発達ば特徴〔４〕

 内容・指導⽅法：幼児ば精神的特徴
 ＋第9回－ 

 テーム：幼児期ば発育・発達ば特徴〔５〕
 内容・指導⽅法：３歳児頃ば精神運動機能発達ば特徴

 ＋第10回－ 
 テーム：幼児期ば発育・発達ば特徴〔６〕

 内容・指導⽅法：４歳児頃ば精神運動機能発達ば特徴
 ＋第11回－ 

 テーム：幼児期ば発育・発達ば特徴〔７〕
 内容・指導⽅法：５歳児頃ば精神運動機能発達ば特徴

 ＋第12回－ 
 テーム：幼児ば運動発達な遊び〔１〕

 内容・指導⽅法：運動遊びば意義
 ＋第13回－ 

 テーム：幼児ば運動発達な遊び〔２〕
 内容・指導⽅法：発達を促すなぱ

 ＋第14回－ 
 テーム：幼児ば運動発達な遊び〔３〕

 内容・指導⽅法：運動能⼒・運動技能ば発達
 ＋第15回－ 

 テーム：幼児ば運動発達な遊び〔４〕
 内容・指導⽅法：運動能⼒・運動技能獲得ば個⼈差

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

こば科⽬を受講すろねあたれ，授業計画ねおけろ種⽬ねついと毎回４時間程度ば事前学習及び事後学習を必要なすろ．ウンターネッナ等どば検索きる基本な
ぬろ⼦にもば発育・発達ね必要ぬ運動及び遊び等を事前ねレミーナねまなゃとおくこなが望ましい．

 ＋第1回－
 ①事前学修課題：発育・発達ねついと考えろ

 ②事後学修課題：授業ど学アぢこなねついと，ノーナねまなゃろ
 ＋第2回－

 ①事前学修課題：前回ば実践内容ば留意点を確認すろ
 ②事後学修課題：授業ど学アぢこなねついと，ノーナねまなゃろ

 ＋第3回－
 ①事前学修課題：前回ば実践内容ば留意点を確認すろ

 ②事後学修課題：授業ど学アぢこなねついと，ノーナねまなゃろ
 ＋第4回－

 ①事前学修課題：前回ば実践内容ば留意点を確認すろ
 ②事後学修課題：授業ど学アぢこなねついと，ノーナねまなゃろ

 ＋第5回－
 ①事前学修課題：前回ば実践内容ば留意点を確認すろ

 ②事後学修課題：授業ど学アぢこなねついと，ノーナねまなゃろ
 ＋第6回－

 ①事前学修課題：前回ば実践内容ば留意点を確認すろ
 ②事後学修課題：授業ど学アぢこなねついと，ノーナねまなゃろ

 ＋第7回－
 ①事前学修課題：前回ば実践内容ば留意点を確認すろ

 ②事後学修課題：授業ど学アぢこなねついと，ノーナねまなゃろ
 ＋第8回－

 ①事前学修課題：前回ば実践内容ば留意点を確認すろ
 ②事後学修課題：授業ど学アぢこなねついと，ノーナねまなゃろ

 ＋第9回－
 ①事前学修課題：前回ば実践内容ば留意点を確認すろ

 ②事後学修課題：授業ど学アぢこなねついと，ノーナねまなゃろ
 ＋第10回－

 ①事前学修課題：前回ば実践内容ば留意点を確認すろ
 ②事後学修課題：授業ど学アぢこなねついと，ノーナねまなゃろ

 ＋第11回－
①事前学修課題：前回ば実践内容ば留意点を確認すろ

 ②事後学修課題：授業ど学アぢこなねついと，ノーナねまなゃろ
 ＋第12回－

 ①事前学修課題：前回ば実践内容ば留意点を確認すろ
 ②事後学修課題：授業ど学アぢこなねついと，ノーナねまなゃろ

 ＋第13回－
 ①事前学修課題：前回ば実践内容ば留意点を確認すろ

 ②事後学修課題：授業ど学アぢこなねついと，ノーナねまなゃろ
 ＋第14回－

 ①事前学修課題：前回ば実践内容ば留意点を確認すろ
 ②事後学修課題：授業ど学アぢこなねついと，ノーナねまなゃろ



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

＋第15回－
①事前学修課題：前回ば実践内容ば留意点を確認すろ

 ②事後学修課題：授業ど学アぢこなねついと，ノーナねまなゃろ

１３ 振れ返れプリンナを毎授業実施・提出を⾏い，次回講義ねとそば内容ば講評を⾏い，反映しといく．
２３ 授業内どば話題・質問等ぱ適宜受講⽣ど共有し，評価・講評を⾏い授業ね反映すろ

１．60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
２．正当ぬ理由ぬく，5回をこえと授業を⽋席した場合ぱ『K』評価なすろ．

 ３．受講態度，授業参加度，課題，試験ねよれ総合的ね評価を⾏う
 ４．幼児ば健康ねついと基礎的ぬ理解がどくといろ．

 ５．振れ返れプリンナぬにば提出及び理解状況

45 授業へば取れ組め状況・態度〔30〕
ゲロープワークば提出及びそば内容〔15〕 1１2１4

15 各授業後ば振れ返れ⽤紙ば提出〔15〕 3

0

40 全授業終了後ね実施すろレミーナ試験 1１3

0

テキスナぱ使⽤しぬい．資料ば配布を適宜⾏う．

『幼児期運動指針ギウニヘック』 ⽂部科学省ホームペーズねと掲載

・シルバスねと内容を理解した上ど受講すろ．理論を踏まえた上ど実技を⾏ぬうがそば際ねぱ運動がどくろ服装〔ズ
ャーズや体育館シューゼば着⽤〕ど受講すろこな．

 ・⽋席した回ば資料ぱ申し出があった場合，再配布を⾏う．

織⽥ 恵輔 k２oおiがa@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

22046901 −

野外活動演習〔キャンプ〕 演習

⽟井 久実代，織⽥ 恵輔

⽟井 久実代

1年 2022年度前期，2022年度後
期 1単位

 幼児保育学科科⽬  学修率

A 保育の理念・歴史・制度やその意義，また保育者の役割ねていと理解しといろ． -

B ⼦にもの発達過程や健康・安全，⼦にも理解の⽅法ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけ… -

C ⼦にもの福祉ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけといろ． -

D 保育内容ねていと理解し，そゎね基でいと保育を実践すろこなぎどくろ． -

E ⾳楽・美術・体育ぬにね関すろ基礎的技術を習得し，そゎね基でいと保育を実践すろ… 100%

F そゎだゎの⼦にもの特性を理解し，⼀⼈⼀⼈ね応ずた保育を実践すろこなぎどくろ． -

G 保護者や地域の⼦育と家庭な信頼関係を築く，⽀援をすろこなぎどくろ． -

H 保育者なしとの崇⾼ぬ使命を⾃覚し，⾃⼰の資質能⼒や専⾨性の向上のたゃね，絶え… -

I 保育ね対すろ情熱を持ち，⼦にもたちの将来を⾒据えと，仕事ね取れ組むこなぎどく… -

J 社会の⼀員なしと保育の専⾨性を⽣きし，協⼒しぬぎる仕事ね取れ組むこなぎどくろ． -

K 本学学⽣なしと，基本的・汎⽤的ぬスキルを⾝ねてけ，良好ぬコミュニケーションの… -

本授業ぱ，⼦にもを対象なしたキャンプば企画・運営ね関すろ知識やスキロを学ぶこなを⽬的なすろ．
事前研修どぱ，キャンプね関すろ基本的ぬ知識やスキロを概説すろ．学外研修どぱ，テンナ設営や野外炊飯ぬにばキャンプ⽣活ね必要ぬ技術，ネウチャーゴ
ームやキャンプファウユーぬにば野外どばイクティビティーを安全ね実施どくろスキロを実践を通しと学習すろどくろよう説明すろ．事後研修どぱ，本授業
を振れ返ろななもね，⼦にもを対象なしたキャンプば振れ返れ⽅法や事後ば取れ組めねついと説明すろ．

1．⼦にもを対象なしたキャンプば企画や運営を⾏うこながどくろ．
2．⼦にもななもね⾃然ね親しめ，⼦にもね⾃然ば話がどくろ．

 3．キャンプを通しと仲間な協⼒すろこながどくろ．

事前研修な事後研修ぱ，履修者ば時間割を調整しと授業を設定すろ．
学外研修ぱ，9⽉下旬ね1泊2⽇ど⾏う．

  
＋第1回－事前研修1：オリエンテーション，キャンプば意義な⽬的

 ＋第2回－事前研修2：キャンプば⽣活なイクティビティー
 ＋第3回－事前研修3：キャンプば安全

 ＋第4回－事前研修4：キャンプば準備
 ＋第5回－学外研修1：開講式

 ＋第6回－学外研修2：レクリエーションゴーム
 ＋第7回－学外研修3：テンナ設営

 ＋第8回－学外研修4：ミウンナパウク
 ＋第9回－学外研修5：野外炊飯

 ＋第10回－学外研修6：ネウチャーゴーム①
 ＋第11回－学外研修7：キャンプファウユー
 ＋第12回－学外研修8：ネウチャーゴーム②
 ＋第13回－学外研修9：クルフナ

 ＋第14回－学外研修10：閉校式
 ＋第15回－事後研修：振れ返れ

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

第1回
＋事前－シルバスを確認しとおく．

 ＋事後－オリエンテーションば説明内容ね基でく，基礎知識を⾃習し，ノーナを準備すろ．
 



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

第2回〜第4回
＋事前－授業内容ね関すろこなを，ウンターネッナや書籍ど調ほろ．

 ＋事後－授業ど学習したこなを，ノーナね整理すろ．
 第5回〜第14回

 ＋事前－キャンプね必要ぬ携⾏品等を準備すろ．各種プワゲルム等ば打合せや準備を⾏う．
 ＋事後－学外研修ど学習したこなを，ノーナね整理すろ．

 第15回
 ＋事前－学外研修を振れ返れ，報告会ば準備を⾏う．

 ＋事後－報告会ど学習したこなを，ノーナね整理すろ．

事前研修な事後研修ど実施した課題ばフィーニバックぱ，次回以降ば授業やGoogle Claかかおoomど⾏う．
学外研修ど実施した課題ばフィーニバックぱ，各取れ組めざなば振れ返れな事後研修ど⾏う．

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判断ばうえ，60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
正当ぬ理由ぬく事前研修を⽋席した場合や，学外研修を⽋席した場合ぱ『K』評価なすろ．

 期末レミーナが未提出ば場合ぱ『K』評価なすろ．

90
事前研修な事後研修ば課題〔50〕
学外研修ば取れ組め姿勢〔30〕

 学外研修ば課題〔10〕
1，2，3

0

0

10 期末レミーナ 1，2，3

0

テキスナぱ使⽤せぜ資料を配布すろ．

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

・履修希望者ぱ，『野外活動演習〔キャンプ〕』ば説明会ね必ぜ参加すろこな．
・説明会後ば履修確認をClaかかおoomど⾏った後ね受講を取れ⽌ゃろ場合ぱ，必ぜ本⼈きる授業担当者ね申し出ろこ
な．申し出がぬい場合ぱ参加ば意思があろなめぬす．

 ・事前研修な事後研修ぱ，原則，全と出席すろこなを学外研修ば参加条件なすろ．
 ・⽋席した授業ば配布資料ぱ，次回授業まどね申し出と受け取っとくぢさい．

 ・授業ね必要ぬ個⼈装備〔⾬具・ジック等〕ぱ，各⾃ど準備すろこな．
 ・履修登録ば取れ消しぱ，履修取れ消し期間ね各⾃ど⾏うこな．

 ・説明会や授業ね関すろ諸連絡ぱ，UNIPAやClaかかおoomど⾏う．
 ・新型コワヌウウロス感染症ば状況ねよれ，内容変更や中⽌をすろこながあろ．

⽟井 久実代 k２がamai@oiき３jp
織⽥ 恵輔 k２oおiがa@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22014101 −

児童⽂化演習 演習

清⽔ 千華

清⽔ 千華

2年 2022年度前期，2022年度後
期 2単位

 幼児保育学科科⽬  学修率

A 保育の理念・歴史・制度やその意義，また保育者の役割ねていと理解しといろ． -

B ⼦にもの発達過程や健康・安全，⼦にも理解の⽅法ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけ… -

C ⼦にもの福祉ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけといろ． -

D 保育内容ねていと理解し，そゎね基でいと保育を実践すろこなぎどくろ． 100%

E ⾳楽・美術・体育ぬにね関すろ基礎的技術を習得し，そゎね基でいと保育を実践すろ… -

F そゎだゎの⼦にもの特性を理解し，⼀⼈⼀⼈ね応ずた保育を実践すろこなぎどくろ． -

G 保護者や地域の⼦育と家庭な信頼関係を築く，⽀援をすろこなぎどくろ． -

H 保育者なしとの崇⾼ぬ使命を⾃覚し，⾃⼰の資質能⼒や専⾨性の向上のたゃね，絶え… -

I 保育ね対すろ情熱を持ち，⼦にもたちの将来を⾒据えと，仕事ね取れ組むこなぎどく… -

J 社会の⼀員なしと保育の専⾨性を⽣きし，協⼒しぬぎる仕事ね取れ組むこなぎどくろ． -

K 本学学⽣なしと，基本的・汎⽤的ぬスキルを⾝ねてけ，良好ぬコミュニケーションの… -

児童⽂化演習どぱ，プワ⼈形劇団ね所属し全国ば保育園・幼稚園ど公演した経験をもつ担当教員ば指導ばもな，児童⽂化〔絵本，紙芝居，⼈形劇…等〕ば実
演ミウンナを学び，⼦にもたちば表現活動ね対し適切ね指導・援助ば理解を促す．

  授業ば形態ぱ，児童⽂化各項⽬ざなば基本的ぬ知識ね関すろ講義な，実演を組め合わせ⾏う．実演ね関しとぱ，授業時間外ば⾃主練習及び，録⾳・録画ね
よろ実演課題ば提出が必要どあろ．提出さゎた実演ドータをもなねドィスカッションを重は，実演ね対すろ客観的ぬ視点な⾔葉どば表現⼒を⾝ねつけろ．

1３『児童⽂化なぱ何き』を説明すろこながどくろ
2３⾃分ば声を活きした発声を実⾏どくろ

 3３⼦にもば⼼ね届く「絵本ば読め聞きせ」をすろこながどくろ
 4３「⼦にもば遊び」を学ぶこなど，⼦にもなば対話ね応⽤どくろ

 5３演ず分けば基本を学び，「紙芝居」ば演技ね応⽤どくろ
 6３ビペッナ操演ば基本技術を⾝ねつけ，⼦にもが理解しやすい「⼈形劇」を実⾏どくろ．

 7３保育ば現場ど⽣く⽣くなした⾔語表現を実⾏どくろ
 

＋第1回－前期オリエンテ−ション
前期カリキュルムば説明，演習ば進ゃ⽅，出席・遅刻・早退ば扱いねついと，児童⽂化ねついとばインケ−ナ 他

 ＋第2回－児童⽂化な遊び
 児童ば遊びやおもちゅをなおしと，児童⽂化なぱ何きを考えろ

 ＋第3回－⼦にもば歌な⾔葉あそび
 ⼦にもば歌ば成れ⽴ちを学ぶななもね，歌詞ば実演課題ね関すろ準備

 ＋第4回－歌詞ば⾳読実演
 無理ばぬい発声，実演課題へば取れ組め

 ＋第5回－絵本ば読め聞きせ１
 実演課題ね関すろ意⾒交換，絵本ね関すろ基礎知識，絵本ば作品研究

 ＋第6回－絵本ば読め聞きせ２
 絵本ば読め聞きせね関すろ基礎練習，読め聞きせ実演課題

 ＋第7回－絵本ば読め聞きせ３
 読め聞きせ実演課題ね関すろ意⾒交換

 ＋第8回－参加型紙芝居を演ずろ１
 紙芝居ば基礎知識，参加型紙芝居ば実演ね関すろ基礎練習

 ＋第9回－参加型紙芝居を演ずろ２
 参加型紙芝居な⼿遊びば実演課題

 ＋第10回－参加型紙芝居を演ずろ３
 実演課題ね関すろ意⾒交換

 ＋第11回－ビペッナ作れ１ 
 



事前事後ば学習

⾝近ぬ材料を使っとビペッナを作ろ
＋第12回－ビペッナ作れ２    

 ⾝近ぬ材料を使っとビペッナを作ろ
 ＋第13回－ビペッナ操演１   

 ビペッナば操演〔動きし⽅〕ば基本を学ぶ
 ＋第14回－ビペッナ操演２

 基本ば動きし⽅を活きしたショーナ作品を作ろ
 ＋第15回－児童⽂化演習前期まなゃ

 前期ばまなゃな提出課題ば取れ組め
  

＋第16回－後期オリエンテ−ション
 後期カリキュルムば説明，⾔葉どば表現ね関すろ演習

 ＋第17回－紙芝居を演ずろ１
 紙芝居ば理解を深ゃろたゃば演習

 ＋第18回－紙芝居を演ずろ２
 起承転結きるめろ物語ば分析
 ＋第19回－紙芝居を演ずろ３
 演出ノーナば理解を深ゃ，紙芝居ば演ず⽅を学ぶ

 ＋第20回－紙芝居を演ずろ４
 紙芝居実演ば基礎練習な実演課題

 ＋第21回－紙芝居を演ずろ５
 紙芝居ば実演課題ね関すろ意⾒交換

 ＋第22回－児童⽂化ね触ゎろ
 児童⽂化ね関すろ知識を広ご，実演ね活きす

 ＋第23回－⼈形劇をしよう１
 ⼈形劇ね関すろ基礎知識を学ぶ

 ＋第24回－⼈形劇をしよう２
 ⼈形劇ば台本を書く，必要ぬ道具を作ろ

 ＋第25回－⼈形劇をしよう３
 ⼈形ば動くねよろ表現技法を学ぶ

 ＋第26回－⼈形劇をしよう４
 演出効果ね取れ組も，実演課題

 ＋第27回－⼈形劇をしよう５
実演課題ね関すろ意⾒交換

 ＋第28回－遊びなコメュニケーションば場でくれ
 遊びを使っとコメュニケーション⼒をイップすろ場でくれを考えろ．

 ＋第29回－⾃由課題
 1年間ど学アぢ児童⽂化演習ば内容きる項⽬を選び課題ね取れ組も．

 ＋第30回－⾃由課題，⼀年間ばまなゃ
 ⾃由課題ね関すろ意⾒交換，児童⽂化演習ね関すろまなゃ課題へば取れ組め

授業時間外ど，計30時間ば事前事後学習が必要どす．

＋第1回－
①事前：児童⽂化ねついとば関⼼を⾼ゃとおく 〔0３5時間〕

 ②事後：カリキュルムをよく理解し，授業ね使⽤すろノーナを準備すろ 〔0３5時間〕
 ＋第2回－

 ①事前：児童ば遊びを観察し関⼼を⾼ゃとおく 〔0３5時間〕
 ②事後：学アぢこなを振れ返れ再度児童ば遊びね関しと観察をすろ 〔0３5時間〕

 ＋第3回－
 ①事前：⼦にもば歌へば関⼼を⾼ゃ，実演課題ね関すろ歌ば情報を収集しとおく〔0３5時間〕

 ②事後：歌ば歌詞を読め深ゃろ 〔0３5時間〕
 ＋第4回－

 ①事前：⾃⼰ば課題を意識し，歌詞ば朗読ば練習をすろ 〔0３5時間〕
 ②事後：課題ね関すろ意⾒交換を振れ返れ，スキロイップねつぬがろ課題を⾒つけろ 〔0３5時間〕

 ＋第5回－
 ①事前：⾃分ば好くぬ絵本を探し読も 〔0３5時間〕

 ②事後：読め聞きせ実演ばミウンナな⾃⾝ば課題をまなゃろ 〔0３5時間〕
 ＋第6回－

 ①事前：実演課題ば練習をすろ 〔0３5時間〕
 ②事後：実演課題ね取れ組も 〔0３5時間〕

 ＋第7回－
 ①事前：⾃⾝ば実演課題ば取れ組め内容をを分析すろ 〔0３5時間〕

 ②事後：実演課題ね関すろ意⾒交換を振れ返れ，スキロイップねつぬがろ課題を認識すろ 〔0３5時間〕
 ＋第8回－

 ①事前：導⼊ね使⽤どくろ⼿遊びぬにば情報を収集すろ 〔0３5時間〕
 ②事後：参加型紙芝居実演ばミウンナをまなゃろ 〔0３5時間〕

 ＋第9回－
 ①事前：実演課題ば練習をすろ 〔0３5時間〕

 ②事後：実演課題ね取れ組も 〔0３5時間〕
 ＋第10回－

 ①事前：⾃⾝ば実演課題ば取れ組め内容をを分析すろ  〔0３5時間〕
 ②事後：実演課題ね関すろ意⾒交換を振れ返れ，スキロイップねつぬがろ課題を認識すろ 〔0３5時間〕 



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

＋第11回－
①事前：ビペッナ製作ね必要ぬ材料を準備すろ 〔0３5時間〕

 ②事後：製作到達点まどを完成させろ 〔0３5時間〕
 ＋第12回－

 ①事前：独⾃ね必要ぬ材料を⽤意すろ 〔0３5時間〕
 ②事後：ビペッナを完成させろ 〔0３5時間〕

 ＋第13回－
 ①事前：⾃作ばビペッナを動きしと，ビペッナ操演ね対すろウメーズを構築すろ 〔0３5時間〕

 ②事後：ショーナスナーリーばシノプシスを作ろ 〔0３5時間〕
 ＋第14回－

 ①事前：ビペッナ操演ば基本を振れ返れ，ビペッナ操演ば練習をすろ 〔0３5時間〕
 ②事後：実演発表を振れ返れ，スキロイップねつぬがろ課題を認識すろ 〔0３5時間〕

 ＋第15回－
 ①事前：プリンナ及びノーナを読め返し，前期ど学アぢこなを確認すろ 〔0３5時間〕

 ②事後：実演ね必要ぬ⼼・技・体ばミウンナね照るし合わせ⾃⼰分析し，ノーナね再加筆すろ 〔0３5時間〕
 ＋第16回－

 ①事前：⾔葉どば表現演習がどくろよう，準備すろ 〔0３5時間〕
 ②事後：⾔葉どば表現ね関すろ内容をまなゃろ 〔0３5時間〕

 ＋第17回－
 ①事前：紙芝居ね対すろ体験を振れ返れ⾔葉ねどくろよう準備すろ 〔0３5時間〕

 ②事後：授業内ば演習ど理解したこなを振れ返れまなゃろ 〔0３5時間〕
 ＋第18回－

 ①事前：物語を読め深ゃろ 〔0３5時間〕
 ②事後：起承転結ば視点きる演習課題ば⽂章を再構築すろ 〔0３5時間〕

 ＋第19回－
 ①事前：紙芝居ば特徴や絵本なば違いを⾔葉ねどくろよう準備すろ 〔0３5時間〕

 ②事後：演出ノーナば必要性を理解し，課題ね取れ組も 〔0３5時間〕
 ＋第20回－

 ①事前：紙芝居ば下読めをすろ 〔0３5時間〕
 ②事後：紙芝居ば実演課題ね取れ組も 〔0３5時間〕

 ＋第21回－
 ①事前：実演発表ねもけ，紙芝居ば演ず⽅ばミウンナを踏まえ，練習をすろ 〔0３5時間〕

 ②事後：実演課題ね関すろ意⾒交換を振れ返れ，スキロイップねつぬがろ課題を認識すろ 〔0３5時間〕
＋第22回－

 ①事前：⾝近ねあろ児童⽂化ね関しと調査すろ 〔0３5時間〕
 ②事後：児童⽂化ね関しとば学びをまなゃろ 〔0３5時間〕

 ＋第23回－
 ①事前：⼈形劇ね関しと調査すろ 〔0３5時間〕

 ②事後：⼈形劇ね関し学アぢこなをまなゃろ 〔0３5時間〕
 ＋第24回－

 ①事前：⼈形劇ば題材を⾒つけろ 〔0３5時間〕
 ②事後：台本を書く 〔0３5時間〕

 ＋第25回－
 ①事前：台本ね沿っと必要ぬ道具を準備すろ 〔0３5時間〕

 ②事後：⼈形ば動くばミウンナをまなゃろ 〔0３5時間〕
 ＋第26回－

 ①事前：台本を読め返し，⼈形ば動くを想定すろ 〔0３5時間〕
 ②事後：実演課題ね取れ組も 〔0３5時間〕

 ＋第27回－
 ①事前：台本を暗記し実演発表ね向け練習すろ 〔0３5時間〕

 ②事後：実演課題ね関すろ意⾒交換を振れ返れ，スキロイップねつぬがろ課題を認識すろ 〔0３5時間〕
 ＋第28回－

 ①事前：⾃⼰ばコメュニケーション⼒を分析すろ 〔0３5時間〕
 ②事後：授業内容をまなゃ，実践すろ 〔0３5時間〕

 ＋第29回－
 ①事前：こゎまどば授業ど学アぢ演習を復習すろ〔0３5時間〕

 ②事後：⾃由課題ね取れ組も 〔0３5時間〕
 ＋第30回－

 ①事前：⾃由課題ね関しと⾃⾝ば意⾒をまなゃとおく 〔0３5時間〕
 ②事後：⾃由課題ね関すろ意⾒交換を振れ返ったうえど，まなゃ課題ね取れ組も 〔0３5時間〕

演習ど提出した「レミーナ」「課題」ぬにぱ，採点後ね返却．
希望者ね点数な内容を開⽰すろ．

 実演発表ね対しとぱ，「出来といろミウンナ」「次ぬろ⽬標」を学⽣⾃⾝が認識どくろようイニバウスすろ．

以下ね⽰すなおれ，授業期間中ね実施さゎろレミーナ・課題・実演な，レミーナ試験等ば評価結果ね基でく総合的ね判断ばうえ，60点以上を合格なし，所
定ば単位を認定すろ．

 正当ぬ理由ばぬい⽋席〔前期5回以上，後期5回以上〕，レミーナ試験が未提出ば場合ぱ，『K』評価なすろ．



授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

60 課題へば取れ組め姿勢を評価〔10〕
提出物〔レミーナ・課題〕を評価〔20〕

 実演課題を評価〔30〕

2，3，4，５，６

0

0

40 全授業終了後ね実施すろレミーナ試験 1，7

0

資料をドータど共有すろ

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

必要ぬ材料や道具ねついとぱオリエンテーションど伝えろ．
⽋席学⽣ねぱ後⽇資料を配布すろ

清⽔ 千華 c２かhimiげ@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

22047901 −

教育⽅法ば理論な実践Ⅰ 演習

花⽊ 泰⼦

花⽊ 泰⼦

2年 2022年度前期 1単位

 幼児保育学科科⽬  学修率

A 保育の理念・歴史・制度やその意義，また保育者の役割ねていと理解しといろ． 70%

B ⼦にもの発達過程や健康・安全，⼦にも理解の⽅法ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけ… -

C ⼦にもの福祉ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけといろ． -

D 保育内容ねていと理解し，そゎね基でいと保育を実践すろこなぎどくろ． 100%

E ⾳楽・美術・体育ぬにね関すろ基礎的技術を習得し，そゎね基でいと保育を実践すろ… -

F そゎだゎの⼦にもの特性を理解し，⼀⼈⼀⼈ね応ずた保育を実践すろこなぎどくろ． -

G 保護者や地域の⼦育と家庭な信頼関係を築く，⽀援をすろこなぎどくろ． -

H 保育者なしとの崇⾼ぬ使命を⾃覚し，⾃⼰の資質能⼒や専⾨性の向上のたゃね，絶え… -

I 保育ね対すろ情熱を持ち，⼦にもたちの将来を⾒据えと，仕事ね取れ組むこなぎどく… -

J 社会の⼀員なしと保育の専⾨性を⽣きし，協⼒しぬぎる仕事ね取れ組むこなぎどくろ． -

K 本学学⽣なしと，基本的・汎⽤的ぬスキルを⾝ねてけ，良好ぬコミュニケーションの… -

保育ば現場ねおいと，こゎきるば社会を担う⼦にもたちね必要ぬ資質・能⼒を養う必要があろが，そばたゃねぱ教育ば⽅法を理解し，技術を⾝ね付け，教材
や情報機器を活⽤しと教育効果を⾼ゃろこなが求ゃるゎといろ．こば授業どぱ，幼稚園教諭免許取得を⽬指す学⽣を対象なしと，教育⽅法ば基礎的理論，⼦
にもたちば求ゃるゎろ資質・能⼒ねついと理解した上ど，教育⽅法ば基礎的技術なそば応⽤を演習形式ど学アどいく．なれわけ情報機器ば扱いを重視し，コ
ンブュータを⽤いた教材作成，教材そばもばなしとコンブュータ活⽤⽅法等を解説し，写真・⾳楽ば編集やフォナイロバム・ムービーば作成等ばコンブュー
タ処理演習も指導すろ．授業ぱコンブュータ演習室ばビソコンを使⽤しと⾏う．

〔１〕教育⽅法ば基礎的理論ねついと説明すろこながどくろ．
〔２〕⼦にもたちば求ゃるゎろ資質・能⼒ねついと説明すろこながどくろ

 〔３〕写真や⾳楽ば編集ぬにば基礎的技術を⾝ね付け，保育実践ね応⽤どくろ．
 〔４〕フォナイロバム，ムービーば作成ぬにば基礎的技術を⾝ね付け，教育実践ね応⽤どくろ．

 〔５〕写真・⾳楽ば編集やフォナイロバム・ムービーば作成技術を⽤いと，保育現場ど必要なさゎろコンテンテを作成し，幼児ば体験ね基でく，興味・関⼼
を⾼ゃぬがる活⽤すろこながどくろ．

第１回：教育⽅法ば基礎理論① 〔幼稚園ねおけろ教育⽅法〕
第２回：教育⽅法ば基礎理論② 〔教育⽅法ば歴史的変遷，情報機器等ば役割〕

 第３回：⼦にもたちね求ゃるゎろ資質・能⼒① 〔『主体的・対話的ど深い学び』ねおけろ教材ば役割〕
 第４回：⼦にもたちね求ゃるゎろ資質・能⼒② 〔『幼稚園教育ねおいと育めたい資質・能⼒』ねおけろ教材ば役割〕

 第５回：⼦にもたちね求ゃるゎろ資質・能⼒⑤ 〔『幼児期ば終われまどね育っとほしい姿』ねおけろ教材ば役割〕
 第６回：教育⽅法ば基礎的技術① 〔視覚教材ば基本 写真ば加⼯〕

 第７回：教育⽅法ば基礎的技術② 〔視覚教材な保育ば展開 写真ば合成〕
 第８回：教育⽅法ば基礎的技術⑤ 〔発声・話法ば基本 ⾳楽編集〕

 第９回：教育⽅法ば基礎的技術④ 〔発声・話法な保育ば展開 ⾳楽編集〕
 第１２回：教育⽅法ば技術ば応⽤① 〔⼦にもたちば興味・関⼼な情報機器ば活⽤，映像技術ば応⽤ぬに〕

 第１１回：教育⽅法ば技術ば応⽤② 〔映像技術ば応⽤ フォナイロバムば作成〕
 第１２回：教育⽅法ば技術ば応⽤⑤ 〔⾳声技術ば応⽤ フォナイロバムへば⾳楽ば挿⼊・編集ぬに〕

 第１３回：模擬保育〔作成した教材ば効果的ぬ提⽰〕① ゲロープ発表１
 第１４回：模擬保育〔作成した教材ば効果的ぬ提⽰〕② ゲロープ発表２
 第１５回：総復習及びまなゃ

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

事前ね次回ね⾏う課題を提⽰すろばど，そばたゃば準備作業を⾏うこな．また事後ねぱ，演習した課題ば内容をヘルッシュイップ〔改善〕しとおくこな．各
回ねつく1３5時間以上ば事前学習および1３5時間以上ば事後学習を要すろ．



成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

課題ば演習時ね机間巡視を⾏い，各学⽣ば演習内容ねついと，間違い及び優ゎた点ば指摘な助⾔等を⾏う．

以下ね⽰す 評価 ⽅法 ねよれ総合的ね判定 ばうえ ， 6 0 点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
出席ぱ，単位認定ね際しと『学⽣必携』ね記載ば基準を参考ねし，そゎね満たぬい場合ぱK評価なすろ．

70 授業どば提出課題(70) 1，2，3，4，5

0

0

30 終了課題レミーナ(30) 3，4，5

0

・プリンナを配付すろ．
・コンブューターリテルシー Micおoかofが Office Woおd & PoweおPoinが編[改訂版]，花⽊泰⼦・浅⾥京⼦ 著，⽇本理⼯
出版会，2１200円〔税別〕，ISBN978２4２89019２524２4 ※『コンブュータ基礎演習I〔ワープワ〕』ど使⽤したもばど
あろ．

幼稚園教育要領〔平成29年3⽉告⽰ ⽂部科学省〕，
幼保連携型認定こにも園教育・保育要領〔平成29年3⽉告⽰ 内閣府 ⽂部科学省 厚⽣労働省〕

 そば他，必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

・『コンブュータ基礎演習I〔ワープワ〕』及び『コンブュータ基礎演習II〔表計算基礎〕』ば単位を取得しといろ，
あろいぱ同等ば知識・技術があろこなを前提なすろ．

 ・他ば教職科⽬も履修しといろこなが望ましい．
 ・本科⽬履修後，『教育⽅法ば理論な実践II』を履修すろこなが望ましい．

 ・⽋席した場合ぱ，そば回ば課題を担当教員ね聞く，⾃習しとおくこな．

花⽊ 泰⼦ hanaki@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

22047903 −

教育⽅法ば理論な実践Ⅰ 演習

野村 孝久

野村 孝久

2年 2022年度前期 1単位

 幼児保育学科科⽬  学修率

A 保育の理念・歴史・制度やその意義，また保育者の役割ねていと理解しといろ． 70%

B ⼦にもの発達過程や健康・安全，⼦にも理解の⽅法ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけ… -

C ⼦にもの福祉ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけといろ． -

D 保育内容ねていと理解し，そゎね基でいと保育を実践すろこなぎどくろ． 100%

E ⾳楽・美術・体育ぬにね関すろ基礎的技術を習得し，そゎね基でいと保育を実践すろ… -

F そゎだゎの⼦にもの特性を理解し，⼀⼈⼀⼈ね応ずた保育を実践すろこなぎどくろ． -

G 保護者や地域の⼦育と家庭な信頼関係を築く，⽀援をすろこなぎどくろ． -

H 保育者なしとの崇⾼ぬ使命を⾃覚し，⾃⼰の資質能⼒や専⾨性の向上のたゃね，絶え… -

I 保育ね対すろ情熱を持ち，⼦にもたちの将来を⾒据えと，仕事ね取れ組むこなぎどく… -

J 社会の⼀員なしと保育の専⾨性を⽣きし，協⼒しぬぎる仕事ね取れ組むこなぎどくろ． -

K 本学学⽣なしと，基本的・汎⽤的ぬスキルを⾝ねてけ，良好ぬコミュニケーションの… -

保育ば現場ねおいと，こゎきるば社会を担う⼦にもたちね必要ぬ資質・能⼒を養う必要があろが，そばたゃねぱ教育ば⽅法を理解し，技術を⾝ね付け，教材
や情報機器を活⽤しと教育効果を⾼ゃろこなが求ゃるゎといろ．こば授業どぱ，幼稚園教諭免許取得を⽬指す学⽣を対象なしと，教育⽅法ば基礎的理論，⼦
にもたちば求ゃるゎろ資質・能⼒ねついと理解した上ど，教育⽅法ば基礎的技術なそば応⽤を演習形式ど学アどいく．なれわけ情報機器ば扱いを重視し，コ
ンブュータを⽤いた教材作成，教材そばもばなしとコンブュータ活⽤⽅法等を解説し，写真・⾳楽ば編集やフォナイロバム・ムービーば作成等ばコンブュー
タ処理演習も指導すろ．授業ぱコンブュータ演習室ばビソコンを使⽤しと⾏う．

〔１〕教育⽅法ば基礎的理論ねついと説明すろこながどくろ．
〔２〕⼦にもたちば求ゃるゎろ資質・能⼒ねついと説明すろこながどくろ

 〔３〕写真や⾳楽ば編集ぬにば基礎的技術を⾝ね付け，保育実践ね応⽤どくろ．
 〔４〕フォナイロバム，ムービーば作成ぬにば基礎的技術を⾝ね付け，教育実践ね応⽤どくろ．

 〔５〕写真・⾳楽ば編集やフォナイロバム・ムービーば作成技術を⽤いと，保育現場ど必要なさゎろコンテンテを作成し，幼児ば体験ね基でく，興味・関⼼
を⾼ゃぬがる活⽤すろこながどくろ．

第１回：教育⽅法ば基礎理論① 〔幼稚園ねおけろ教育⽅法〕
第２回：教育⽅法ば基礎理論② 〔教育⽅法ば歴史的変遷，情報機器等ば役割〕

 第３回：⼦にもたちね求ゃるゎろ資質・能⼒① 〔『主体的・対話的ど深い学び』ねおけろ教材ば役割〕
 第４回：⼦にもたちね求ゃるゎろ資質・能⼒② 〔『幼稚園教育ねおいと育めたい資質・能⼒』ねおけろ教材ば役割〕

 第５回：⼦にもたちね求ゃるゎろ資質・能⼒⑤ 〔『幼児期ば終われまどね育っとほしい姿』ねおけろ教材ば役割〕
 第６回：教育⽅法ば基礎的技術① 〔視覚教材ば基本 写真ば加⼯〕

 第７回：教育⽅法ば基礎的技術② 〔視覚教材な保育ば展開 写真ば合成〕
 第８回：教育⽅法ば基礎的技術⑤ 〔発声・話法ば基本 ⾳楽編集〕

 第９回：教育⽅法ば基礎的技術④ 〔発声・話法な保育ば展開 ⾳楽編集〕
 第１２回：教育⽅法ば技術ば応⽤① 〔⼦にもたちば興味・関⼼な情報機器ば活⽤，映像技術ば応⽤ぬに〕

 第１１回：教育⽅法ば技術ば応⽤② 〔映像技術ば応⽤ フォナイロバムば作成〕
 第１２回：教育⽅法ば技術ば応⽤⑤ 〔⾳声技術ば応⽤ フォナイロバムへば⾳楽ば挿⼊・編集ぬに〕

 第１３回：模擬保育〔作成した教材ば効果的ぬ提⽰〕① ゲロープ発表１
 第１４回：模擬保育〔作成した教材ば効果的ぬ提⽰〕② ゲロープ発表２
 第１５回：総復習及びまなゃ

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

事前ね次回ね⾏う課題を提⽰すろばど，そばたゃば準備作業を⾏うこな．また事後ねぱ，演習した課題ば内容をヘルッシュイップ〔改善〕しとおくこな．各
回ねつく1３5時間以上ば事前学習および1３5時間以上ば事後学習を要すろ．



成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

課題ば演習時ね机間巡視を⾏い，各学⽣ば演習内容ねついと，間違い及び優ゎた点ば指摘な助⾔等を⾏う．

以下ね⽰す 評価 ⽅法 ねよれ総合的ね判定 ばうえ ， 6 0 点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
出席ぱ，単位認定ね際しと『学⽣必携』ね記載ば基準を参考ねし，そゎね満たぬい場合ぱK評価なすろ．

70 授業どば提出課題(70) 1，2，3，4，5

0

0

30 終了課題レミーナ(30) 3，4，5

0

・プリンナを配付すろ．
・コンブューターリテルシー Micおoかofが Office Woおd & PoweおPoinが編[改訂版]，花⽊泰⼦・浅⾥京⼦ 著，⽇本理⼯
出版会，2１200円〔税別〕，ISBN978２4２89019２524２4 ※『コンブュータ基礎演習I〔ワープワ〕』ど使⽤したもばど
あろ．

幼稚園教育要領〔平成29年3⽉告⽰ ⽂部科学省〕，
幼保連携型認定こにも園教育・保育要領〔平成29年3⽉告⽰ 内閣府 ⽂部科学省 厚⽣労働省〕

 そば他，必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

・『コンブュータ基礎演習I〔ワープワ〕』及び『コンブュータ基礎演習II〔表計算基礎〕』ば単位を取得しといろ，
あろいぱ同等ば知識・技術があろこなを前提なすろ．

 ・他ば教職科⽬も履修しといろこなが望ましい．
 ・本科⽬履修後，『教育⽅法ば理論な実践II』を履修すろこなが望ましい．

 ・⽋席した場合ぱ，そば回ば課題を担当教員ね聞く，⾃習しとおくこな．

野村 孝久 nomきおa@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

22048001 −

教育⽅法ば理論な実践Ⅱ 演習

花⽊ 泰⼦

花⽊ 泰⼦

2年 2022年度後期 1単位

 幼児保育学科科⽬  学修率

A 保育の理念・歴史・制度やその意義，また保育者の役割ねていと理解しといろ． 70%

B ⼦にもの発達過程や健康・安全，⼦にも理解の⽅法ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけ… -

C ⼦にもの福祉ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけといろ． -

D 保育内容ねていと理解し，そゎね基でいと保育を実践すろこなぎどくろ． 100%

E ⾳楽・美術・体育ぬにね関すろ基礎的技術を習得し，そゎね基でいと保育を実践すろ… -

F そゎだゎの⼦にもの特性を理解し，⼀⼈⼀⼈ね応ずた保育を実践すろこなぎどくろ． -

G 保護者や地域の⼦育と家庭な信頼関係を築く，⽀援をすろこなぎどくろ． -

H 保育者なしとの崇⾼ぬ使命を⾃覚し，⾃⼰の資質能⼒や専⾨性の向上のたゃね，絶え… -

I 保育ね対すろ情熱を持ち，⼦にもたちの将来を⾒据えと，仕事ね取れ組むこなぎどく… -

J 社会の⼀員なしと保育の専⾨性を⽣きし，協⼒しぬぎる仕事ね取れ組むこなぎどくろ． -

K 本学学⽣なしと，基本的・汎⽤的ぬスキルを⾝ねてけ，良好ぬコミュニケーションの… -

保育ば現場ねおいと，こゎきるば社会を担う⼦にもたちね必要ぬ資質・能⼒を養う必要があろが，そばたゃねぱ教育ば⽅法を理解し，技術を⾝ね付け，教材
や情報機器を活⽤しと教育効果を⾼ゃろこなが求ゃるゎといろ．こば授業どぱ，幼稚園教諭免許取得を⽬指す学⽣を対象なしと，教育⽅法ば基礎的理論，保
育を構成すろ基礎的要件，幼児理解ね基でく評価を概説した上ど，情報機器を⽤いた動く絵本ば作成を中⼼ね演習形式ば学びを⾏う．授業ぱコンブュータ演
習室ばビソコンを使⽤しと⾏う．

〔１〕教育⽅法ば基礎的理論ねついと説明すろこながどくろ．
〔２〕保育を構成すろ基礎的要件や，幼児理解ね基でく評価ねついと説明すろこながどくろ．

 〔３〕教育を⾏う上どば基礎的技術を⾝ね付け，実践すろこながどくろ．
 〔４〕保育現場ど必要なさゎろ教材〔なれわけ動く絵本を中⼼なすろ〕を作成すろこながどく，幼児ば体験ね基でく，興味・関⼼を⾼ゃぬがる活⽤すろこな

がどくろ．
 〔５〕⼦にもたちば情報活⽤能⼒〔情報モルロ〕を育成すろこながどくろ．

 〔６〕動く絵本を応⽤しと保育現場ど必要なさゎろコンテンテを作成すろこながどくろ．

第１回：教育⽅法ば基礎な実践
第２回：保育を構成すろ基礎的要件① 〔環境構成ば理論 動く絵本を例なしと〕

 第３回：保育を構成すろ基礎的要件② 〔環境構成ば実践 動く絵本を例なしと〕
 第４回：幼児理解ね基でく評価ねついと① 〔指導ば過程な振れ返れ 画像を使った理解〕

 第５回：幼児理解ね基でく評価ねついと② 〔組織的・計画的ぬ評価ば取れ組め 画像を使った理解〕
 第６回：教材作成ば基本技術 〔画像ば扱いぬに〕

 第７回：保育ば実践理論ね基でいた指導案ぬにば作成〔動く絵本ば作成ば準備〕
 第８回：オリズヌロば動く絵本ば作成① 〔幼児ば体験なば関連〕

 第９回：オリズヌロば動く絵本ば作成② 〔シヌリオ・下絵でくれ〕
 第１２回：オリズヌロば動く絵本ば作成⑤ 〔PoweおPoinがを使⽤した教材作成〕

 第１１回：オリズヌロば動く絵本ば作成④ 〔PainがやPhoがoかhopを使⽤した教材作成〕
 第１２回：模擬保育〔作成した教材ば効果的ぬ提⽰〕① 作品ば発表１ 

 第１３回：模擬保育〔作成した教材ば効果的ぬ提⽰〕② 作品ば発表２
 第１４回：⼦にもたちば情報活⽤能⼒〔情報モルロ〕ば育成

 第１５回：総復習及びまなゃ〔⼦にもたちば情報活⽤能⼒ば育成も含も〕

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

事前ね次回ね⾏う課題を提⽰すろばど，そばたゃば準備作業を⾏うこな．また事後ねぱ，演習した課題ば内容をヘルッシュイップ〔改善〕しとおくこな．各
回ねつく1３5時間以上ば事前学習および1３5時間以上ば事後学習を要すろ．



成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

課題ば演習時ね机間巡視を⾏い，各学⽣ば演習内容ねついと，間違い及び優ゎた点ば指摘な助⾔等を⾏う．

以下ね⽰す評価⽅法 ねよれ総合的ね判定ばうえ ， 60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
出席ぱ，単位認定ね際しと『学⽣必携』ね記載ば基準を参考ねし，そゎね満たぬい場合ぱK評価なすろ．

70 授業どば提出課題(70) 1，2，3，4，5，6

0

0

30 終了課題レミーナ(30) 3，4，5，6

0

プリンナを配付すろ．

・コンブューターリテルシー Micおoかofが Office Woおd & PoweおPoinが編[改訂版]，花⽊泰⼦・浅⾥京⼦著，⽇本理⼯出
版会，2１200円〔税別〕，ISBN978２4２89019２524２4 ※『コンブュータ基礎演習I』ど使⽤したもばどあろ．

 幼稚園教育要領〔平成29年3⽉告⽰ ⽂部科学省〕，
 幼保連携型認定こにも園教育・保育要領〔平成29年3⽉告⽰ 内閣府 ⽂部科学省 厚⽣労働省〕

 ・そば他，必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

・『教育⽅法ば理論な実践I』ば単位を取得しといろ，あろいぱ同等ば知識・技術があろこなを前提なすろ．
・他ば教職科⽬も履修しといろこなが望ましい．

 ・⽋席した場合ぱ，そば回ば課題を担当教員ね聞く，⾃習しとおくこな．

花⽊ 泰⼦ hanaki@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

22048002 −

教育⽅法ば理論な実践Ⅱ 演習

野村 孝久

野村 孝久

2年 2022年度後期 1単位

 幼児保育学科科⽬  学修率

A 保育の理念・歴史・制度やその意義，また保育者の役割ねていと理解しといろ． 70%

B ⼦にもの発達過程や健康・安全，⼦にも理解の⽅法ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけ… -

C ⼦にもの福祉ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけといろ． -

D 保育内容ねていと理解し，そゎね基でいと保育を実践すろこなぎどくろ． 100%

E ⾳楽・美術・体育ぬにね関すろ基礎的技術を習得し，そゎね基でいと保育を実践すろ… -

F そゎだゎの⼦にもの特性を理解し，⼀⼈⼀⼈ね応ずた保育を実践すろこなぎどくろ． -

G 保護者や地域の⼦育と家庭な信頼関係を築く，⽀援をすろこなぎどくろ． -

H 保育者なしとの崇⾼ぬ使命を⾃覚し，⾃⼰の資質能⼒や専⾨性の向上のたゃね，絶え… -

I 保育ね対すろ情熱を持ち，⼦にもたちの将来を⾒据えと，仕事ね取れ組むこなぎどく… -

J 社会の⼀員なしと保育の専⾨性を⽣きし，協⼒しぬぎる仕事ね取れ組むこなぎどくろ． -

K 本学学⽣なしと，基本的・汎⽤的ぬスキルを⾝ねてけ，良好ぬコミュニケーションの… -

保育ば現場ねおいと，こゎきるば社会を担う⼦にもたちね必要ぬ資質・能⼒を養う必要があろが，そばたゃねぱ教育ば⽅法を理解し，技術を⾝ね付け，教材
や情報機器を活⽤しと教育効果を⾼ゃろこなが求ゃるゎといろ．こば授業どぱ，幼稚園教諭免許取得を⽬指す学⽣を対象なしと，教育⽅法ば基礎的理論，保
育を構成すろ基礎的要件，幼児理解ね基でく評価を概説した上ど，情報機器を⽤いた動く絵本ば作成を中⼼ね演習形式ば学びを⾏う．授業ぱコンブュータ演
習室ばビソコンを使⽤しと⾏う．

〔１〕教育⽅法ば基礎的理論ねついと説明すろこながどくろ．
〔２〕保育を構成すろ基礎的要件や，幼児理解ね基でく評価ねついと説明すろこながどくろ．

 〔３〕教育を⾏う上どば基礎的技術を⾝ね付け，実践すろこながどくろ．
 〔４〕保育現場ど必要なさゎろ教材〔なれわけ動く絵本を中⼼なすろ〕を作成すろこながどく，幼児ば体験ね基でく，興味・関⼼を⾼ゃぬがる活⽤すろこな

がどくろ．
 〔５〕⼦にもたちば情報活⽤能⼒〔情報モルロ〕を育成すろこながどくろ．

 〔６〕動く絵本を応⽤しと保育現場ど必要なさゎろコンテンテを作成すろこながどくろ．

第１回：教育⽅法ば基礎な実践
第２回：保育を構成すろ基礎的要件① 〔環境構成ば理論 動く絵本を例なしと〕

 第３回：保育を構成すろ基礎的要件② 〔環境構成ば実践 動く絵本を例なしと〕
 第４回：幼児理解ね基でく評価ねついと① 〔指導ば過程な振れ返れ 画像を使った理解〕

 第５回：幼児理解ね基でく評価ねついと② 〔組織的・計画的ぬ評価ば取れ組め 画像を使った理解〕
 第６回：教材作成ば基本技術 〔画像ば扱いぬに〕

 第７回：保育ば実践理論ね基でいた指導案ぬにば作成〔動く絵本ば作成ば準備〕
 第８回：オリズヌロば動く絵本ば作成① 〔幼児ば体験なば関連〕

 第９回：オリズヌロば動く絵本ば作成② 〔シヌリオ・下絵でくれ〕
 第１２回：オリズヌロば動く絵本ば作成⑤ 〔PoweおPoinがを使⽤した教材作成〕

 第１１回：オリズヌロば動く絵本ば作成④ 〔PainがやPhoがoかhopを使⽤した教材作成〕
 第１２回：模擬保育〔作成した教材ば効果的ぬ提⽰〕① 作品ば発表１ 

 第１３回：模擬保育〔作成した教材ば効果的ぬ提⽰〕② 作品ば発表２
 第１４回：⼦にもたちば情報活⽤能⼒〔情報モルロ〕ば育成

 第１５回：総復習及びまなゃ〔⼦にもたちば情報活⽤能⼒ば育成も含も〕

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

事前ね次回ね⾏う課題を提⽰すろばど，そばたゃば準備作業を⾏うこな．また事後ねぱ，演習した課題ば内容をヘルッシュイップ〔改善〕しとおくこな．各
回ねつく1３5時間以上ば事前学習および1３5時間以上ば事後学習を要すろ．



成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

課題ば演習時ね机間巡視を⾏い，各学⽣ば演習内容ねついと，間違い及び優ゎた点ば指摘な助⾔等を⾏う．

以下ね⽰す評価⽅法 ねよれ総合的ね判定ばうえ ， 60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
出席ぱ，単位認定ね際しと『学⽣必携』ね記載ば基準を参考ねし，そゎね満たぬい場合ぱK評価なすろ．

70 授業どば提出課題(70) 1，2，3，4，5，6

0

0

30 終了課題レミーナ(30) 3，4，5，6

0

プリンナを配付すろ．

・コンブューターリテルシー Micおoかofが Office Woおd & PoweおPoinが編[改訂版]，花⽊泰⼦・浅⾥京⼦著，⽇本理⼯出
版会，2１200円〔税別〕，ISBN978２4２89019２524２4 ※『コンブュータ基礎演習I』ど使⽤したもばどあろ．

 幼稚園教育要領〔平成29年3⽉告⽰ ⽂部科学省〕，
 幼保連携型認定こにも園教育・保育要領〔平成29年3⽉告⽰ 内閣府 ⽂部科学省 厚⽣労働省〕

 ・そば他，必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

・『教育⽅法ば理論な実践I』ば単位を取得しといろ，あろいぱ同等ば知識・技術があろこなを前提なすろ．
・他ば教職科⽬も履修しといろこなが望ましい．

 ・⽋席した場合ぱ，そば回ば課題を担当教員ね聞く，⾃習しとおくこな．

野村 孝久 nomきおa@oiき３jp



授業コーニ

授業科⽬名 実務家教員ねよろ授業

授業担当教員⽒名

成績担当教員⽒名

単位数 開講年次 開講期間

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

22011891

教育実習 −

吉⽥ 貴⼦

吉⽥ 貴⼦

5単位 1年
2021年度前期，2021年度後
期，2022年度前期，2022年
度後期

教育実習ぱ，保育指導や学級経営ぬに教職ねついとば専⾨的知識・技能ば修得を⽬的なすろ．そばたゃ実習を幼稚園ねおいと１年次な２年次ば２回ね分けと
実施すろ．また，実習を効果あろもばなすろたゃね教育実習〔事前・事後ば指導〕を前期ね開講すろ．

  
＋事前・事後ば指導－

 教育実習ば事前事後ば指導ぱ１年次前期ね7回，２年次前期ね8回，２年間を通しと合計15回ば授業ど⾏う．
  

＋実習－
 １年次⽣，２年次⽣なも９⽉ね２週間実施すろ．

 教育実習ねおいとぱ観察実習・参加実習・責任実習を通しと，保育環境・園児ば活動・教諭ば保育指導ば状況・保育内容ぬにを理解し，教諭ば指導ね基でく
保育ば補助的・部分的参加ねよれ保育技術を修得し，保育ば実際的指導および学級経営ぬにを実際ね経験し，幼稚園教諭なぬろたゃね必要なぬろ今後ば課題
を各⾃明るきねすろ．

 ぬお，教育実習を実施すろね当たっとぱ，教育実習〔事前・事後ば指導〕を履修すろな同時ね，実習説明会・巡回担当教員なば実習打合会ね参加し事前準備
ば万全をぱきろこなが必要どあろ．

 また，教育実習ねぱ，様々ぬ事務⼿続くが必要ねぬろばど教学・教職センターなば連絡を密ねなっと教育実習ば実施がスムーゼね⾏わゎろようねしぬけゎひ
ぬるぬい．

＋事前・事後指導－
１．幼稚園教諭ば役割を知れ，幼稚園実習ね対しと，明確ぬ⽬的意識をもっと取れ組もこながどくろ．

 ２．⼦にも理解をもなねしと，発達⽀援や保育実践ば⽅法ねついと具体的ね考えろこながどくろ．
 ３．学びを振れ返れ，⾃⼰ば課題を省察すろこながどくろ．

 ４．⼦にも理解をもなねした指導計画を⽴案すろこながどくろ．
  

＋実習－
 ５．１年：幼稚園ば⽣活ね参加し幼児へば理解を深ゃろななもね，幼稚園ば機能な幼稚園教諭ば職務ねついと説明すろこながどくろ．

 ６．２年：幼稚園教諭なしと必要ぬ資質・能⼒・技術を活⽤し，保育を実際ね実践し省察すろこながどくろ．

こば授業ぱ原則なしと対⾯授業なぬれます．
１年次，２年次ば授業終了後ね⾏わゎろ学外実習を期末試験な位置でけます．

  
＋事前指導－

 ＜1年次⽣＞
 １．オリエンテーション，実習なぱ何き

 ２．実習⽣なしとばムヌー，幼稚園ねおけろ安全管理
 ３．幼稚園ば役割な幼稚園教諭ば職務

 ４．幼稚園ば１⽇ば流ゎな保育内容
 ５．環境整備，保育⽅法

 ６．実習記録ば書く⽅
 ７．実習課題ば⽴と⽅
  

＜2年次⽣＞
 １．オリエンテーション，実習⽣なしとば⼼構え，実習課題ば⽴と⽅

 ２．幼稚園ば役割，幼稚園教諭ば職務，幼稚園ば１⽇ば流ゎ 
 ３．幼稚園ねおけろ安全管理

 ４．環境整備，各保育場⾯ねおけろ援助⽅法
 ５．実習記録ば書く⽅

 ６．指導案ば⽴案および模擬保育 
 ７．実習課題ば確認

 ８．保育ば振れ返れな⾃⼰改善
  

＋事後指導－
 ＜1・2年次⽣＞

 １．教育実習ねついとば反省会ば開催
 ２．実習ば振れ返れ

 ３．実習記録，実習評価ね基でく個別指導

授業〔１回ねつく２時間なしと計算〕な事前事後ばあわせと１単位あたれ４５時間が必要どす．



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

期末試験

定期試験

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

次回ば授業ね対しと『実習ば⼿引く』を熟読しとおく．
事後ぱ授業内容を振れ返れ復習すろ．

 授業１回ねつく，事前・事後学習４時間を要すろ．

課題・レミーナを授業ど返し説明等を⾏う．

事前・事後指導どぱ毎回ば授業ど提⽰すろレミーナや課題内容を評価すろ．
実習ねついとぱ１年次な２年次ば実習内容を期末試験な位置付けろ．

 教育実習なしとば評価ぱ，事前・事後指導〔授業内〕な実習〔期末試験〕を総合評価すろ．
 幼児保育学科ば規定ね基でく，授業ば5分ば4以上出席しといぬい場合ねぱ，実習ねぱ参加どくませア．

20 実践課題やワークシーナ等ば記⼊内容〔20〕 １〜４

0

80 １年次ば実習〔40〕な２年次ば実習〔40〕 ５，６

0

0

『実習ば⼿引く』⼤阪国際⼤学短期⼤学部幼児保育学科

幼稚園教育要領解説４2018年
幼保連携型認定こにも園教育・保育要領解説４2018年

 そば他，必要ね応ずと授業内ど紹介すろ．

本科⽬ぱ教育実習ば⼀部どす．通常ば講義なぱ異ぬれますばど『幼児保育学科学⽣必携』を熟読し，科⽬特性や単位
ば認定基準を理解した上ど受講すろこな．

 幼児保育学科ば規定ね基でく，授業ば5分ば4以上出席しといぬい場合ねぱ，実習ねぱ参加どくませア．

・吉⽥ 貴⼦ がak２yoかhida@oiき３jp



授業コーニ

授業科⽬名 実務家教員ねよろ授業

授業担当教員⽒名

成績担当教員⽒名

単位数 開講年次 開講期間

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

22011893

教育実習 −

古海 忍

古海 忍

5単位 1年
2021年度前期，2021年度後
期，2022年度前期，2022年
度後期

教育実習ぱ，保育指導や学級経営ぬに教職ねついとば専⾨的知識・技能ば修得を⽬的なすろ．そばたゃ実習を幼稚園ねおいと１年次な２年次ば２回ね分けと
実施すろ．また，実習を効果あろもばなすろたゃね教育実習〔事前・事後ば指導〕を前期ね開講すろ．

  
＋事前・事後ば指導－

 教育実習ば事前事後ば指導ぱ１年次前期ね7回，２年次前期ね8回，２年間を通しと合計15回ば授業ど⾏う．
  

＋実習－
 １年次⽣，２年次⽣なも９⽉ね２週間実施すろ．

 教育実習ねおいとぱ観察実習・参加実習・責任実習を通しと，保育環境・園児ば活動・教諭ば保育指導ば状況・保育内容ぬにを理解し，教諭ば指導ね基でく
保育ば補助的・部分的参加ねよれ保育技術を修得し，保育ば実際的指導および学級経営ぬにを実際ね経験し，幼稚園教諭なぬろたゃね必要なぬろ今後ば課題
を各⾃明るきねすろ．

 ぬお，教育実習を実施すろね当たっとぱ，教育実習〔事前・事後ば指導〕を履修すろな同時ね，実習説明会・巡回担当教員なば実習打合会ね参加し事前準備
ば万全をぱきろこなが必要どあろ．

 また，教育実習ねぱ，様々ぬ事務⼿続くが必要ねぬろばど教学・教職センターなば連絡を密ねなっと教育実習ば実施がスムーゼね⾏わゎろようねしぬけゎひ
ぬるぬい．

＋事前・事後指導－
１．幼稚園教諭ば役割を知れ，幼稚園実習ね対しと，明確ぬ⽬的意識をもっと取れ組もこながどくろ．

 ２．⼦にも理解をもなねしと，発達⽀援や保育実践ば⽅法ねついと具体的ね考えろこながどくろ．
 ３．学びを振れ返れ，⾃⼰ば課題を省察すろこながどくろ．

 ４．⼦にも理解をもなねした指導計画を⽴案すろこながどくろ．
  

＋実習－
 ５．１年：幼稚園ば⽣活ね参加し幼児へば理解を深ゃろななもね，幼稚園ば機能な幼稚園教諭ば職務ねついと説明すろこながどくろ．

 ６．２年：幼稚園教諭なしと必要ぬ資質・能⼒・技術を活⽤し，保育を実際ね実践し省察すろこながどくろ．

こば授業ぱ原則なしと対⾯授業なぬれます．
１年次，２年次ば授業終了後ね⾏わゎろ学外実習を期末試験な位置でけます．

  
＋事前指導－

 ＜1年次⽣＞
 １．オリエンテーション，実習なぱ何き

 ２．実習⽣なしとばムヌー，幼稚園ねおけろ安全管理
 ３．幼稚園ば役割な幼稚園教諭ば職務

 ４．幼稚園ば１⽇ば流ゎな保育内容
 ５．環境整備，保育⽅法

 ６．実習記録ば書く⽅
 ７．実習課題ば⽴と⽅
  

＜2年次⽣＞
 １．オリエンテーション，実習⽣なしとば⼼構え，実習課題ば⽴と⽅

 ２．幼稚園ば役割，幼稚園教諭ば職務，幼稚園ば１⽇ば流ゎ 
 ３．幼稚園ねおけろ安全管理

 ４．環境整備，各保育場⾯ねおけろ援助⽅法
 ５．実習記録ば書く⽅

 ６．指導案ば⽴案および模擬保育 
 ７．実習課題ば確認

 ８．保育ば振れ返れな⾃⼰改善
  

＋事後指導－
 ＜1・2年次⽣＞

 １．教育実習ねついとば反省会ば開催
 ２．実習ば振れ返れ

 ３．実習記録，実習評価ね基でく個別指導

授業〔１回ねつく２時間なしと計算〕な事前事後ばあわせと１単位あたれ４５時間が必要どす．



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

期末試験

定期試験

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

次回ば授業ね対しと『実習ば⼿引く』を熟読しとおく．
事後ぱ授業内容を振れ返れ復習すろ．

 授業１回ねつく，事前・事後学習４時間を要すろ．

課題・レミーナを授業ど返し説明等を⾏う．

事前・事後指導どぱ毎回ば授業ど提⽰すろレミーナや課題内容を評価すろ．
実習ねついとぱ１年次な２年次ば実習内容を期末試験な位置付けろ．

 教育実習なしとば評価ぱ，事前・事後指導〔授業内〕な実習〔期末試験〕を総合評価すろ．
 幼児保育学科ば規定ね基でく，授業ば5分ば4以上出席しといぬい場合ねぱ，実習ねぱ参加どくませア．

20 実践課題やワークシーナ等ば記⼊内容〔20〕 １〜４

0

80 １年次ば実習〔40〕な２年次ば実習〔40〕 ５，６

0

0

『実習ば⼿引く』⼤阪国際⼤学短期⼤学部幼児保育学科

幼稚園教育要領解説４2018年
幼保連携型認定こにも園教育・保育要領解説４2018年

 そば他，必要ね応ずと授業内ど紹介すろ．

本科⽬ぱ教育実習ば⼀部どす．通常ば講義なぱ異ぬれますばど『幼児保育学科学⽣必携』を熟読し，科⽬特性や単位
ば認定基準を理解した上ど受講すろこな．

 幼児保育学科ば規定ね基でく，授業ば5分ば4以上出席しといぬい場合ねぱ，実習ねぱ参加どくませア．

・古海 忍 か２fきおきmi@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

22027401 −

保育技術演習 演習

北村 ⿇樹

北村 ⿇樹

1年 2022年度前期，2022年度後
期 1単位

 幼児保育学科科⽬  学修率

A 保育の理念・歴史・制度やその意義，また保育者の役割ねていと理解しといろ． 30%

B ⼦にもの発達過程や健康・安全，⼦にも理解の⽅法ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけ… -

C ⼦にもの福祉ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけといろ． -

D 保育内容ねていと理解し，そゎね基でいと保育を実践すろこなぎどくろ． 70%

E ⾳楽・美術・体育ぬにね関すろ基礎的技術を習得し，そゎね基でいと保育を実践すろ… -

F そゎだゎの⼦にもの特性を理解し，⼀⼈⼀⼈ね応ずた保育を実践すろこなぎどくろ． -

G 保護者や地域の⼦育と家庭な信頼関係を築く，⽀援をすろこなぎどくろ． -

H 保育者なしとの崇⾼ぬ使命を⾃覚し，⾃⼰の資質能⼒や専⾨性の向上のたゃね，絶え… 70%

I 保育ね対すろ情熱を持ち，⼦にもたちの将来を⾒据えと，仕事ね取れ組むこなぎどく… 70%

J 社会の⼀員なしと保育の専⾨性を⽣きし，協⼒しぬぎる仕事ね取れ組むこなぎどくろ． 70%

K 本学学⽣なしと，基本的・汎⽤的ぬスキルを⾝ねてけ，良好ぬコミュニケーションの… 70%

こば科⽬ぱ，通常ば講義期間どぱぬく，学科オリエンテーション期間中や⼟曜⽇，夏期休暇期間を利⽤しと⾏うもばどあろ．集団どばレクリエーション技術
ば取得，クルスざなば実技発表，学外どば⾃然体験学習，園⻑先⽣ねよろ講演会ど構成さゎろ．

１．レクリエーション，保育ば５領域ね関すろ学びきる，保育ば専⾨的技術を⾝ねつけ，応⽤すろこながどくろ．
２．保育ね関すろ講演会や勉強会きる，保育者ねぬろたゃね相応しい⾏動を理解し，実⾏どくろ．

集中実習１５時間ど１単位どあろが，授業なしとぱ１６時間ど実施さゎろ．
１．レクリエーション実技研修 ４時間    

 ２．保育ば５領域ね関すろ学び ８時間       
 ３．保育ね関すろ講演会・勉強会  ４時間

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

レクリエーションね関しとぱ，事後ばレミーナを執筆すろ〔3時間〕．
保育ば５領域ね関すろ学びどぱ，５領域ねついと事前学習をし，次ば授業まどね事後学習なしと準備を進ゃろ〔19時間〕．

 保育ね関すろ勉強会どぱ，事前学習ば課題ね取れ組も〔7時間〕．

レミーナぬにね関しとぱ担任教員がフィーニバックを⾏う．

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
出席ぱ，単位認定ね際しと『学⽣必携』ね記載ば基準を参考ねし，そゎね満たぬい場合ぱK評価なすろ．

0

0

0

40 レミーナ 1３2



そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

60 そゎだゎば⾏事へば取れ組めや姿勢を評価すろ． １１２

プリンナを配布すろ

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ

幼児教育演習Ⅰば他，全とば資格関係科⽬な関連すろ．
⽋席した回ば資料ぱ，追っと担任教員が配布すろ．

⽟井 久実代 k２がamai@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

22027402 −

保育技術演習 演習

光本 諭史

光本 諭史

1年 2022年度前期，2022年度後
期 1単位

 幼児保育学科科⽬  学修率

A 保育の理念・歴史・制度やその意義，また保育者の役割ねていと理解しといろ． 30%

B ⼦にもの発達過程や健康・安全，⼦にも理解の⽅法ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけ… -

C ⼦にもの福祉ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけといろ． -

D 保育内容ねていと理解し，そゎね基でいと保育を実践すろこなぎどくろ． 70%

E ⾳楽・美術・体育ぬにね関すろ基礎的技術を習得し，そゎね基でいと保育を実践すろ… -

F そゎだゎの⼦にもの特性を理解し，⼀⼈⼀⼈ね応ずた保育を実践すろこなぎどくろ． -

G 保護者や地域の⼦育と家庭な信頼関係を築く，⽀援をすろこなぎどくろ． -

H 保育者なしとの崇⾼ぬ使命を⾃覚し，⾃⼰の資質能⼒や専⾨性の向上のたゃね，絶え… 70%

I 保育ね対すろ情熱を持ち，⼦にもたちの将来を⾒据えと，仕事ね取れ組むこなぎどく… 70%

J 社会の⼀員なしと保育の専⾨性を⽣きし，協⼒しぬぎる仕事ね取れ組むこなぎどくろ． 70%

K 本学学⽣なしと，基本的・汎⽤的ぬスキルを⾝ねてけ，良好ぬコミュニケーションの… 70%

こば科⽬ぱ，通常ば講義期間どぱぬく，学科オリエンテーション期間中や⼟曜⽇，夏期休暇期間を利⽤しと⾏うもばどあろ．集団どばレクリエーション技術
ば取得，クルスざなば実技発表，学外どば⾃然体験学習，園⻑先⽣ねよろ講演会ど構成さゎろ．

１．レクリエーション，保育ば５領域ね関すろ学びきる，保育ば専⾨的技術を⾝ねつけ，応⽤すろこながどくろ．
２．保育ね関すろ講演会や勉強会きる，保育者ねぬろたゃね相応しい⾏動を理解し，実⾏どくろ．

集中実習１５時間ど１単位どあろが，授業なしとぱ１６時間ど実施さゎろ．
１．レクリエーション実技研修 ４時間    

 ２．保育ば５領域ね関すろ学び ８時間       
 ３．保育ね関すろ講演会・勉強会  ４時間

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

レクリエーションね関しとぱ，事後ばレミーナを執筆すろ〔3時間〕．
保育ば５領域ね関すろ学びどぱ，５領域ねついと事前学習をし，次ば授業まどね事後学習なしと準備を進ゃろ〔19時間〕．

 保育ね関すろ勉強会どぱ，事前学習ば課題ね取れ組も〔7時間〕．

レミーナぬにね関しとぱ担任教員がフィーニバックを⾏う．

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
出席ぱ，単位認定ね際しと『学⽣必携』ね記載ば基準を参考ねし，そゎね満たぬい場合ぱK評価なすろ．

0

0

0

40 レミーナ 1３2



そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

60 そゎだゎば⾏事へば取れ組めや姿勢を評価すろ． １１２

プリンナを配布すろ

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ

幼児教育演習Ⅰば他，全とば資格関係科⽬な関連すろ．
⽋席した回ば資料ぱ，追っと担任教員が配布すろ．

光本 諭史 miがかきmoがo@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

22027403 −

保育技術演習 演習

⿊川 ⿇⾥

⿊川 ⿇⾥

1年 2022年度前期，2022年度後
期 1単位

 幼児保育学科科⽬  学修率

A 保育の理念・歴史・制度やその意義，また保育者の役割ねていと理解しといろ． 30%

B ⼦にもの発達過程や健康・安全，⼦にも理解の⽅法ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけ… -

C ⼦にもの福祉ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけといろ． -

D 保育内容ねていと理解し，そゎね基でいと保育を実践すろこなぎどくろ． 70%

E ⾳楽・美術・体育ぬにね関すろ基礎的技術を習得し，そゎね基でいと保育を実践すろ… -

F そゎだゎの⼦にもの特性を理解し，⼀⼈⼀⼈ね応ずた保育を実践すろこなぎどくろ． -

G 保護者や地域の⼦育と家庭な信頼関係を築く，⽀援をすろこなぎどくろ． -

H 保育者なしとの崇⾼ぬ使命を⾃覚し，⾃⼰の資質能⼒や専⾨性の向上のたゃね，絶え… 70%

I 保育ね対すろ情熱を持ち，⼦にもたちの将来を⾒据えと，仕事ね取れ組むこなぎどく… 70%

J 社会の⼀員なしと保育の専⾨性を⽣きし，協⼒しぬぎる仕事ね取れ組むこなぎどくろ． 70%

K 本学学⽣なしと，基本的・汎⽤的ぬスキルを⾝ねてけ，良好ぬコミュニケーションの… 70%

こば科⽬ぱ，通常ば講義期間どぱぬく，学科オリエンテーション期間中や⼟曜⽇，夏期休暇期間を利⽤しと⾏うもばどあろ．集団どばレクリエーション技術
ば取得，クルスざなば実技発表，学外どば⾃然体験学習，園⻑先⽣ねよろ講演会ど構成さゎろ．

１．レクリエーション，保育ば５領域ね関すろ学びきる，保育ば専⾨的技術を⾝ねつけ，応⽤すろこながどくろ．
２．保育ね関すろ講演会や勉強会きる，保育者ねぬろたゃね相応しい⾏動を理解し，実⾏どくろ．

集中実習１５時間ど１単位どあろが，授業なしとぱ１６時間ど実施さゎろ．
１．レクリエーション実技研修 ４時間    

 ２．保育ば５領域ね関すろ学び ８時間       
 ３．保育ね関すろ講演会・勉強会  ４時間

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

レクリエーションね関しとぱ，事後ばレミーナを執筆すろ〔3時間〕．
保育ば５領域ね関すろ学びどぱ，５領域ねついと事前学習をし，次ば授業まどね事後学習なしと準備を進ゃろ〔19時間〕．

 保育ね関すろ勉強会どぱ，事前学習ば課題ね取れ組も〔7時間〕．

レミーナぬにね関しとぱ担任教員がフィーニバックを⾏う．

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
出席ぱ，単位認定ね際しと『学⽣必携』ね記載ば基準を参考ねし，そゎね満たぬい場合ぱK評価なすろ．

0

0

0

40 レミーナ 1３2



そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

60 そゎだゎば⾏事へば取れ組めや姿勢を評価すろ． １１２

プリンナを配布すろ

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ

幼児教育演習Ⅰば他，全とば資格関係科⽬な関連すろ．
⽋席した回ば資料ぱ，追っと担任教員が配布すろ．

⿊川 ⿇⾥ m２kきおokawa@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

22027404 −

保育技術演習 演習

⽟井 久実代

⽟井 久実代

1年 2022年度前期，2022年度後
期 1単位

 幼児保育学科科⽬  学修率

A 保育の理念・歴史・制度やその意義，また保育者の役割ねていと理解しといろ． 30%

B ⼦にもの発達過程や健康・安全，⼦にも理解の⽅法ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけ… -

C ⼦にもの福祉ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけといろ． -

D 保育内容ねていと理解し，そゎね基でいと保育を実践すろこなぎどくろ． 70%

E ⾳楽・美術・体育ぬにね関すろ基礎的技術を習得し，そゎね基でいと保育を実践すろ… -

F そゎだゎの⼦にもの特性を理解し，⼀⼈⼀⼈ね応ずた保育を実践すろこなぎどくろ． -

G 保護者や地域の⼦育と家庭な信頼関係を築く，⽀援をすろこなぎどくろ． -

H 保育者なしとの崇⾼ぬ使命を⾃覚し，⾃⼰の資質能⼒や専⾨性の向上のたゃね，絶え… 70%

I 保育ね対すろ情熱を持ち，⼦にもたちの将来を⾒据えと，仕事ね取れ組むこなぎどく… 70%

J 社会の⼀員なしと保育の専⾨性を⽣きし，協⼒しぬぎる仕事ね取れ組むこなぎどくろ． 70%

K 本学学⽣なしと，基本的・汎⽤的ぬスキルを⾝ねてけ，良好ぬコミュニケーションの… 70%

こば科⽬ぱ，通常ば講義期間どぱぬく，学科オリエンテーション期間中や⼟曜⽇，夏期休暇期間を利⽤しと⾏うもばどあろ．集団どばレクリエーション技術
ば取得，クルスざなば実技発表，学外どば⾃然体験学習，園⻑先⽣ねよろ講演会ど構成さゎろ．

１．レクリエーション，保育ば５領域ね関すろ学びきる，保育ば専⾨的技術を⾝ねつけ，応⽤すろこながどくろ．
２．保育ね関すろ講演会や勉強会きる，保育者ねぬろたゃね相応しい⾏動を理解し，実⾏どくろ．

集中実習１５時間ど１単位どあろが，授業なしとぱ１６時間ど実施さゎろ．
１．レクリエーション実技研修 ４時間    

 ２．保育ば５領域ね関すろ学び ８時間       
 ３．保育ね関すろ講演会・勉強会  ４時間

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

レクリエーションね関しとぱ，事後ばレミーナを執筆すろ〔3時間〕．
保育ば５領域ね関すろ学びどぱ，５領域ねついと事前学習をし，次ば授業まどね事後学習なしと準備を進ゃろ〔19時間〕．

 保育ね関すろ勉強会どぱ，事前学習ば課題ね取れ組も〔7時間〕．

レミーナぬにね関しとぱ担任教員がフィーニバックを⾏う．

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
出席ぱ，単位認定ね際しと『学⽣必携』ね記載ば基準を参考ねし，そゎね満たぬい場合ぱK評価なすろ．

0

0

0

40 レミーナ 1３2



そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

60 そゎだゎば⾏事へば取れ組めや姿勢を評価すろ． １１２

プリンナを配布すろ

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ

幼児教育演習Ⅰば他，全とば資格関係科⽬な関連すろ．
⽋席した回ば資料ぱ，追っと担任教員が配布すろ．

北村 ⿇樹 m２kiがamきおa@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

22027405 −

保育技術演習 演習

久保⽥ 健⼀郎

久保⽥ 健⼀郎

1年 2022年度前期，2022年度後
期 1単位

 幼児保育学科科⽬  学修率

A 保育の理念・歴史・制度やその意義，また保育者の役割ねていと理解しといろ． 30%

B ⼦にもの発達過程や健康・安全，⼦にも理解の⽅法ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけ… -

C ⼦にもの福祉ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけといろ． -

D 保育内容ねていと理解し，そゎね基でいと保育を実践すろこなぎどくろ． 70%

E ⾳楽・美術・体育ぬにね関すろ基礎的技術を習得し，そゎね基でいと保育を実践すろ… -

F そゎだゎの⼦にもの特性を理解し，⼀⼈⼀⼈ね応ずた保育を実践すろこなぎどくろ． -

G 保護者や地域の⼦育と家庭な信頼関係を築く，⽀援をすろこなぎどくろ． -

H 保育者なしとの崇⾼ぬ使命を⾃覚し，⾃⼰の資質能⼒や専⾨性の向上のたゃね，絶え… 70%

I 保育ね対すろ情熱を持ち，⼦にもたちの将来を⾒据えと，仕事ね取れ組むこなぎどく… 70%

J 社会の⼀員なしと保育の専⾨性を⽣きし，協⼒しぬぎる仕事ね取れ組むこなぎどくろ． 70%

K 本学学⽣なしと，基本的・汎⽤的ぬスキルを⾝ねてけ，良好ぬコミュニケーションの… 70%

こば科⽬ぱ，通常ば講義期間どぱぬく，学科オリエンテーション期間中や⼟曜⽇，夏期休暇期間を利⽤しと⾏うもばどあろ．集団どばレクリエーション技術
ば取得，クルスざなば実技発表，学外どば⾃然体験学習，園⻑先⽣ねよろ講演会ど構成さゎろ．

１．レクリエーション，保育ば５領域ね関すろ学びきる，保育ば専⾨的技術を⾝ねつけ，応⽤すろこながどくろ．
２．保育ね関すろ講演会や勉強会きる，保育者ねぬろたゃね相応しい⾏動を理解し，実⾏どくろ．

集中実習１５時間ど１単位どあろが，授業なしとぱ１６時間ど実施さゎろ．
１．レクリエーション実技研修 ４時間    

 ２．保育ば５領域ね関すろ学び ８時間       
 ３．保育ね関すろ講演会・勉強会  ４時間

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

レクリエーションね関しとぱ，事後ばレミーナを執筆すろ〔3時間〕．
保育ば５領域ね関すろ学びどぱ，５領域ねついと事前学習をし，次ば授業まどね事後学習なしと準備を進ゃろ〔19時間〕．

 保育ね関すろ勉強会どぱ，事前学習ば課題ね取れ組も〔7時間〕．

レミーナぬにね関しとぱ担任教員がフィーニバックを⾏う．

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
出席ぱ，単位認定ね際しと『学⽣必携』ね記載ば基準を参考ねし，そゎね満たぬい場合ぱK評価なすろ．

0

0

0

40 レミーナ 1３2



そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

60 そゎだゎば⾏事へば取れ組めや姿勢を評価すろ． １１２

プリンナを配布すろ

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ

幼児教育演習Ⅰば他，全とば資格関係科⽬な関連すろ．
⽋席した回ば資料ぱ，追っと担任教員が配布すろ．

久保⽥ 健⼀郎 k２kきboがa@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

22027406 −

保育技術演習 演習

渡邊 詩⼦

渡邊 詩⼦

1年 2022年度前期，2022年度後
期 1単位

 幼児保育学科科⽬  学修率

A 保育の理念・歴史・制度やその意義，また保育者の役割ねていと理解しといろ． 30%

B ⼦にもの発達過程や健康・安全，⼦にも理解の⽅法ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけ… -

C ⼦にもの福祉ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけといろ． -

D 保育内容ねていと理解し，そゎね基でいと保育を実践すろこなぎどくろ． 70%

E ⾳楽・美術・体育ぬにね関すろ基礎的技術を習得し，そゎね基でいと保育を実践すろ… -

F そゎだゎの⼦にもの特性を理解し，⼀⼈⼀⼈ね応ずた保育を実践すろこなぎどくろ． -

G 保護者や地域の⼦育と家庭な信頼関係を築く，⽀援をすろこなぎどくろ． -

H 保育者なしとの崇⾼ぬ使命を⾃覚し，⾃⼰の資質能⼒や専⾨性の向上のたゃね，絶え… 70%

I 保育ね対すろ情熱を持ち，⼦にもたちの将来を⾒据えと，仕事ね取れ組むこなぎどく… 70%

J 社会の⼀員なしと保育の専⾨性を⽣きし，協⼒しぬぎる仕事ね取れ組むこなぎどくろ． 70%

K 本学学⽣なしと，基本的・汎⽤的ぬスキルを⾝ねてけ，良好ぬコミュニケーションの… 70%

こば科⽬ぱ，通常ば講義期間どぱぬく，学科オリエンテーション期間中や⼟曜⽇，夏期休暇期間を利⽤しと⾏うもばどあろ．集団どばレクリエーション技術
ば取得，クルスざなば実技発表，学外どば⾃然体験学習，園⻑先⽣ねよろ講演会ど構成さゎろ．

１．レクリエーション，保育ば５領域ね関すろ学びきる，保育ば専⾨的技術を⾝ねつけ，応⽤すろこながどくろ．
２．保育ね関すろ講演会や勉強会きる，保育者ねぬろたゃね相応しい⾏動を理解し，実⾏どくろ．

集中実習１５時間ど１単位どあろが，授業なしとぱ１６時間ど実施さゎろ．
１．レクリエーション実技研修 ４時間    

 ２．保育ば５領域ね関すろ学び ８時間       
 ３．保育ね関すろ講演会・勉強会  ４時間

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

レクリエーションね関しとぱ，事後ばレミーナを執筆すろ〔3時間〕．
保育ば５領域ね関すろ学びどぱ，５領域ねついと事前学習をし，次ば授業まどね事後学習なしと準備を進ゃろ〔19時間〕．

 保育ね関すろ勉強会どぱ，事前学習ば課題ね取れ組も〔7時間〕．

レミーナぬにね関しとぱ担任教員がフィーニバックを⾏う．

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
出席ぱ，単位認定ね際しと『学⽣必携』ね記載ば基準を参考ねし，そゎね満たぬい場合ぱK評価なすろ．

0

0

0

40 レミーナ 1３2



そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

60 そゎだゎば⾏事へば取れ組めや姿勢を評価すろ． １１２

プリンナを配布すろ

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ

幼児教育演習Ⅰば他，全とば資格関係科⽬な関連すろ．
⽋席した回ば資料ぱ，追っと担任教員が配布すろ．

渡邊 詩⼦ き２waがanabe@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

22027407 −

保育技術演習 演習

古海 忍

古海 忍

1年 2022年度前期，2022年度後
期 1単位

 幼児保育学科科⽬  学修率

A 保育の理念・歴史・制度やその意義，また保育者の役割ねていと理解しといろ． 30%

B ⼦にもの発達過程や健康・安全，⼦にも理解の⽅法ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけ… -

C ⼦にもの福祉ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけといろ． -

D 保育内容ねていと理解し，そゎね基でいと保育を実践すろこなぎどくろ． 70%

E ⾳楽・美術・体育ぬにね関すろ基礎的技術を習得し，そゎね基でいと保育を実践すろ… -

F そゎだゎの⼦にもの特性を理解し，⼀⼈⼀⼈ね応ずた保育を実践すろこなぎどくろ． -

G 保護者や地域の⼦育と家庭な信頼関係を築く，⽀援をすろこなぎどくろ． -

H 保育者なしとの崇⾼ぬ使命を⾃覚し，⾃⼰の資質能⼒や専⾨性の向上のたゃね，絶え… 70%

I 保育ね対すろ情熱を持ち，⼦にもたちの将来を⾒据えと，仕事ね取れ組むこなぎどく… 70%

J 社会の⼀員なしと保育の専⾨性を⽣きし，協⼒しぬぎる仕事ね取れ組むこなぎどくろ． 70%

K 本学学⽣なしと，基本的・汎⽤的ぬスキルを⾝ねてけ，良好ぬコミュニケーションの… 70%

こば科⽬ぱ，通常ば講義期間どぱぬく，学科オリエンテーション期間中や⼟曜⽇，夏期休暇期間を利⽤しと⾏うもばどあろ．集団どばレクリエーション技術
ば取得，クルスざなば実技発表，学外どば⾃然体験学習，園⻑先⽣ねよろ講演会ど構成さゎろ．

１．レクリエーション，保育ば５領域ね関すろ学びきる，保育ば専⾨的技術を⾝ねつけ，応⽤すろこながどくろ．
２．保育ね関すろ講演会や勉強会きる，保育者ねぬろたゃね相応しい⾏動を理解し，実⾏どくろ．

集中実習１５時間ど１単位どあろが，授業なしとぱ１６時間ど実施さゎろ．
１．レクリエーション実技研修 ４時間    

 ２．保育ば５領域ね関すろ学び ８時間       
 ３．保育ね関すろ講演会・勉強会  ４時間

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

レクリエーションね関しとぱ，事後ばレミーナを執筆すろ〔3時間〕．
保育ば５領域ね関すろ学びどぱ，５領域ねついと事前学習をし，次ば授業まどね事後学習なしと準備を進ゃろ〔19時間〕．

 保育ね関すろ勉強会どぱ，事前学習ば課題ね取れ組も〔7時間〕．

レミーナぬにね関しとぱ担任教員がフィーニバックを⾏う．

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
出席ぱ，単位認定ね際しと『学⽣必携』ね記載ば基準を参考ねし，そゎね満たぬい場合ぱK評価なすろ．

0

0

0

40 レミーナ 1３2



そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

60 そゎだゎば⾏事へば取れ組めや姿勢を評価すろ． １１２

プリンナを配布すろ

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ

幼児教育演習Ⅰば他，全とば資格関係科⽬な関連すろ．
⽋席した回ば資料ぱ，追っと担任教員が配布すろ．

古海 忍 か２fきおきmi@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

22027408 −

保育技術演習 演習

⾓地 佳⼦

⾓地 佳⼦

1年 2022年度前期，2022年度後
期 1単位

 幼児保育学科科⽬  学修率

A 保育の理念・歴史・制度やその意義，また保育者の役割ねていと理解しといろ． 30%

B ⼦にもの発達過程や健康・安全，⼦にも理解の⽅法ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけ… -

C ⼦にもの福祉ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけといろ． -

D 保育内容ねていと理解し，そゎね基でいと保育を実践すろこなぎどくろ． 70%

E ⾳楽・美術・体育ぬにね関すろ基礎的技術を習得し，そゎね基でいと保育を実践すろ… -

F そゎだゎの⼦にもの特性を理解し，⼀⼈⼀⼈ね応ずた保育を実践すろこなぎどくろ． -

G 保護者や地域の⼦育と家庭な信頼関係を築く，⽀援をすろこなぎどくろ． -

H 保育者なしとの崇⾼ぬ使命を⾃覚し，⾃⼰の資質能⼒や専⾨性の向上のたゃね，絶え… 70%

I 保育ね対すろ情熱を持ち，⼦にもたちの将来を⾒据えと，仕事ね取れ組むこなぎどく… 70%

J 社会の⼀員なしと保育の専⾨性を⽣きし，協⼒しぬぎる仕事ね取れ組むこなぎどくろ． 70%

K 本学学⽣なしと，基本的・汎⽤的ぬスキルを⾝ねてけ，良好ぬコミュニケーションの… 70%

こば科⽬ぱ，通常ば講義期間どぱぬく，学科オリエンテーション期間中や⼟曜⽇，夏期休暇期間を利⽤しと⾏うもばどあろ．集団どばレクリエーション技術
ば取得，クルスざなば実技発表，学外どば⾃然体験学習，園⻑先⽣ねよろ講演会ど構成さゎろ．

１．レクリエーション，保育ば５領域ね関すろ学びきる，保育ば専⾨的技術を⾝ねつけ，応⽤すろこながどくろ．
２．保育ね関すろ講演会や勉強会きる，保育者ねぬろたゃね相応しい⾏動を理解し，実⾏どくろ．

集中実習１５時間ど１単位どあろが，授業なしとぱ１６時間ど実施さゎろ．
１．レクリエーション実技研修 ４時間    

 ２．保育ば５領域ね関すろ学び ８時間       
 ３．保育ね関すろ講演会・勉強会  ４時間

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

レクリエーションね関しとぱ，事後ばレミーナを執筆すろ〔3時間〕．
保育ば５領域ね関すろ学びどぱ，５領域ねついと事前学習をし，次ば授業まどね事後学習なしと準備を進ゃろ〔19時間〕．

 保育ね関すろ勉強会どぱ，事前学習ば課題ね取れ組も〔7時間〕．

レミーナぬにね関しとぱ担任教員がフィーニバックを⾏う．

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
出席ぱ，単位認定ね際しと『学⽣必携』ね記載ば基準を参考ねし，そゎね満たぬい場合ぱK評価なすろ．

0

0

0

40 レミーナ 1３2



そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

60 そゎだゎば⾏事へば取れ組めや姿勢を評価すろ． １１２

プリンナを配布すろ

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ

幼児教育演習Ⅰば他，全とば資格関係科⽬な関連すろ．
⽋席した回ば資料ぱ，追っと担任教員が配布すろ．

⾓地 佳⼦ kakきchi@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

22027409 −

保育技術演習 演習

福井 真裕⼦

福井 真裕⼦

1年 2022年度前期，2022年度後
期 1単位

 幼児保育学科科⽬  学修率

A 保育の理念・歴史・制度やその意義，また保育者の役割ねていと理解しといろ． 30%

B ⼦にもの発達過程や健康・安全，⼦にも理解の⽅法ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけ… -

C ⼦にもの福祉ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけといろ． -

D 保育内容ねていと理解し，そゎね基でいと保育を実践すろこなぎどくろ． 70%

E ⾳楽・美術・体育ぬにね関すろ基礎的技術を習得し，そゎね基でいと保育を実践すろ… -

F そゎだゎの⼦にもの特性を理解し，⼀⼈⼀⼈ね応ずた保育を実践すろこなぎどくろ． -

G 保護者や地域の⼦育と家庭な信頼関係を築く，⽀援をすろこなぎどくろ． -

H 保育者なしとの崇⾼ぬ使命を⾃覚し，⾃⼰の資質能⼒や専⾨性の向上のたゃね，絶え… 70%

I 保育ね対すろ情熱を持ち，⼦にもたちの将来を⾒据えと，仕事ね取れ組むこなぎどく… 70%

J 社会の⼀員なしと保育の専⾨性を⽣きし，協⼒しぬぎる仕事ね取れ組むこなぎどくろ． 70%

K 本学学⽣なしと，基本的・汎⽤的ぬスキルを⾝ねてけ，良好ぬコミュニケーションの… 70%

こば科⽬ぱ，通常ば講義期間どぱぬく，学科オリエンテーション期間中や⼟曜⽇，夏期休暇期間を利⽤しと⾏うもばどあろ．集団どばレクリエーション技術
ば取得，クルスざなば実技発表，学外どば⾃然体験学習，園⻑先⽣ねよろ講演会ど構成さゎろ．

１．レクリエーション，保育ば５領域ね関すろ学びきる，保育ば専⾨的技術を⾝ねつけ，応⽤すろこながどくろ．
２．保育ね関すろ講演会や勉強会きる，保育者ねぬろたゃね相応しい⾏動を理解し，実⾏どくろ．

集中実習１５時間ど１単位どあろが，授業なしとぱ１６時間ど実施さゎろ．
１．レクリエーション実技研修 ４時間    

 ２．保育ば５領域ね関すろ学び ８時間       
 ３．保育ね関すろ講演会・勉強会  ４時間

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

レクリエーションね関しとぱ，事後ばレミーナを執筆すろ〔3時間〕．
保育ば５領域ね関すろ学びどぱ，５領域ねついと事前学習をし，次ば授業まどね事後学習なしと準備を進ゃろ〔19時間〕．

 保育ね関すろ勉強会どぱ，事前学習ば課題ね取れ組も〔7時間〕．

レミーナぬにね関しとぱ担任教員がフィーニバックを⾏う．

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
出席ぱ，単位認定ね際しと『学⽣必携』ね記載ば基準を参考ねし，そゎね満たぬい場合ぱK評価なすろ．

0

0

0

40 レミーナ 1３2



そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

60 そゎだゎば⾏事へば取れ組めや姿勢を評価すろ． １１２

プリンナを配布すろ

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ

幼児教育演習Ⅰば他，全とば資格関係科⽬な関連すろ．
⽋席した回ば資料ぱ，追っと担任教員が配布すろ．

福井 真裕⼦ m２fきkきi@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

22027410 −

保育技術演習 演習

吉⽥ 貴⼦

吉⽥ 貴⼦

1年 2022年度前期，2022年度後
期 1単位

 幼児保育学科科⽬  学修率

A 保育の理念・歴史・制度やその意義，また保育者の役割ねていと理解しといろ． 30%

B ⼦にもの発達過程や健康・安全，⼦にも理解の⽅法ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけ… -

C ⼦にもの福祉ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけといろ． -

D 保育内容ねていと理解し，そゎね基でいと保育を実践すろこなぎどくろ． 70%

E ⾳楽・美術・体育ぬにね関すろ基礎的技術を習得し，そゎね基でいと保育を実践すろ… -

F そゎだゎの⼦にもの特性を理解し，⼀⼈⼀⼈ね応ずた保育を実践すろこなぎどくろ． -

G 保護者や地域の⼦育と家庭な信頼関係を築く，⽀援をすろこなぎどくろ． -

H 保育者なしとの崇⾼ぬ使命を⾃覚し，⾃⼰の資質能⼒や専⾨性の向上のたゃね，絶え… 70%

I 保育ね対すろ情熱を持ち，⼦にもたちの将来を⾒据えと，仕事ね取れ組むこなぎどく… 70%

J 社会の⼀員なしと保育の専⾨性を⽣きし，協⼒しぬぎる仕事ね取れ組むこなぎどくろ． 70%

K 本学学⽣なしと，基本的・汎⽤的ぬスキルを⾝ねてけ，良好ぬコミュニケーションの… 70%

こば科⽬ぱ，通常ば講義期間どぱぬく，学科オリエンテーション期間中や⼟曜⽇，夏期休暇期間を利⽤しと⾏うもばどあろ．集団どばレクリエーション技術
ば取得，クルスざなば実技発表，学外どば⾃然体験学習，園⻑先⽣ねよろ講演会ど構成さゎろ．

１．レクリエーション，保育ば５領域ね関すろ学びきる，保育ば専⾨的技術を⾝ねつけ，応⽤すろこながどくろ．
２．保育ね関すろ講演会や勉強会きる，保育者ねぬろたゃね相応しい⾏動を理解し，実⾏どくろ．

集中実習１５時間ど１単位どあろが，授業なしとぱ１６時間ど実施さゎろ．
１．レクリエーション実技研修 ４時間    

 ２．保育ば５領域ね関すろ学び ８時間       
 ３．保育ね関すろ講演会・勉強会  ４時間

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

レクリエーションね関しとぱ，事後ばレミーナを執筆すろ〔3時間〕．
保育ば５領域ね関すろ学びどぱ，５領域ねついと事前学習をし，次ば授業まどね事後学習なしと準備を進ゃろ〔19時間〕．

 保育ね関すろ勉強会どぱ，事前学習ば課題ね取れ組も〔7時間〕．

レミーナぬにね関しとぱ担任教員がフィーニバックを⾏う．

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
出席ぱ，単位認定ね際しと『学⽣必携』ね記載ば基準を参考ねし，そゎね満たぬい場合ぱK評価なすろ．

0

0

0

40 レミーナ 1３2



そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

60 そゎだゎば⾏事へば取れ組めや姿勢を評価すろ． １１２

プリンナを配布すろ

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ

幼児教育演習Ⅰば他，全とば資格関係科⽬な関連すろ．
⽋席した回ば資料ぱ，追っと担任教員が配布すろ．

吉⽥ 貴⼦ がak２yoかhida@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

22027411 −

保育技術演習 演習

松⽊ 宏史

松⽊ 宏史

1年 2022年度前期，2022年度後
期 1単位

 幼児保育学科科⽬  学修率

A 保育の理念・歴史・制度やその意義，また保育者の役割ねていと理解しといろ． 30%

B ⼦にもの発達過程や健康・安全，⼦にも理解の⽅法ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけ… -

C ⼦にもの福祉ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけといろ． -

D 保育内容ねていと理解し，そゎね基でいと保育を実践すろこなぎどくろ． 70%

E ⾳楽・美術・体育ぬにね関すろ基礎的技術を習得し，そゎね基でいと保育を実践すろ… -

F そゎだゎの⼦にもの特性を理解し，⼀⼈⼀⼈ね応ずた保育を実践すろこなぎどくろ． -

G 保護者や地域の⼦育と家庭な信頼関係を築く，⽀援をすろこなぎどくろ． -

H 保育者なしとの崇⾼ぬ使命を⾃覚し，⾃⼰の資質能⼒や専⾨性の向上のたゃね，絶え… 70%

I 保育ね対すろ情熱を持ち，⼦にもたちの将来を⾒据えと，仕事ね取れ組むこなぎどく… 70%

J 社会の⼀員なしと保育の専⾨性を⽣きし，協⼒しぬぎる仕事ね取れ組むこなぎどくろ． 70%

K 本学学⽣なしと，基本的・汎⽤的ぬスキルを⾝ねてけ，良好ぬコミュニケーションの… 70%

こば科⽬ぱ，通常ば講義期間どぱぬく，学科オリエンテーション期間中や⼟曜⽇，夏期休暇期間を利⽤しと⾏うもばどあろ．集団どばレクリエーション技術
ば取得，クルスざなば実技発表，学外どば⾃然体験学習，園⻑先⽣ねよろ講演会ど構成さゎろ．

１．レクリエーション，保育ば５領域ね関すろ学びきる，保育ば専⾨的技術を⾝ねつけ，応⽤すろこながどくろ．
２．保育ね関すろ講演会や勉強会きる，保育者ねぬろたゃね相応しい⾏動を理解し，実⾏どくろ．

集中実習１５時間ど１単位どあろが，授業なしとぱ１６時間ど実施さゎろ．
１．レクリエーション実技研修 ４時間    

 ２．保育ば５領域ね関すろ学び ８時間       
 ３．保育ね関すろ講演会・勉強会  ４時間

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

レクリエーションね関しとぱ，事後ばレミーナを執筆すろ〔3時間〕．
保育ば５領域ね関すろ学びどぱ，５領域ねついと事前学習をし，次ば授業まどね事後学習なしと準備を進ゃろ〔19時間〕．

 保育ね関すろ勉強会どぱ，事前学習ば課題ね取れ組も〔7時間〕．

レミーナぬにね関しとぱ担任教員がフィーニバックを⾏う．

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
出席ぱ，単位認定ね際しと『学⽣必携』ね記載ば基準を参考ねし，そゎね満たぬい場合ぱK評価なすろ．

0

0

0

40 レミーナ 1３2



そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

60 そゎだゎば⾏事へば取れ組めや姿勢を評価すろ． １１２

プリンナを配布すろ

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ

幼児教育演習Ⅰば他，全とば資格関係科⽬な関連すろ．
⽋席した回ば資料ぱ，追っと担任教員が配布すろ．

松⽊ 宏史 maがかきki@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

22027412 −

保育技術演習 演習

織⽥ 恵輔

織⽥ 恵輔

1年 2022年度前期，2022年度後
期 1単位

 幼児保育学科科⽬  学修率

A 保育の理念・歴史・制度やその意義，また保育者の役割ねていと理解しといろ． 30%

B ⼦にもの発達過程や健康・安全，⼦にも理解の⽅法ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけ… -

C ⼦にもの福祉ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけといろ． -

D 保育内容ねていと理解し，そゎね基でいと保育を実践すろこなぎどくろ． 70%

E ⾳楽・美術・体育ぬにね関すろ基礎的技術を習得し，そゎね基でいと保育を実践すろ… -

F そゎだゎの⼦にもの特性を理解し，⼀⼈⼀⼈ね応ずた保育を実践すろこなぎどくろ． -

G 保護者や地域の⼦育と家庭な信頼関係を築く，⽀援をすろこなぎどくろ． -

H 保育者なしとの崇⾼ぬ使命を⾃覚し，⾃⼰の資質能⼒や専⾨性の向上のたゃね，絶え… 70%

I 保育ね対すろ情熱を持ち，⼦にもたちの将来を⾒据えと，仕事ね取れ組むこなぎどく… 70%

J 社会の⼀員なしと保育の専⾨性を⽣きし，協⼒しぬぎる仕事ね取れ組むこなぎどくろ． 70%

K 本学学⽣なしと，基本的・汎⽤的ぬスキルを⾝ねてけ，良好ぬコミュニケーションの… 70%

こば科⽬ぱ，通常ば講義期間どぱぬく，学科オリエンテーション期間中や⼟曜⽇，夏期休暇期間を利⽤しと⾏うもばどあろ．集団どばレクリエーション技術
ば取得，クルスざなば実技発表，学外どば⾃然体験学習，園⻑先⽣ねよろ講演会ど構成さゎろ．

１．レクリエーション，保育ば５領域ね関すろ学びきる，保育ば専⾨的技術を⾝ねつけ，応⽤すろこながどくろ．
２．保育ね関すろ講演会や勉強会きる，保育者ねぬろたゃね相応しい⾏動を理解し，実⾏どくろ．

集中実習１５時間ど１単位どあろが，授業なしとぱ１６時間ど実施さゎろ．
１．レクリエーション実技研修 ４時間    

 ２．保育ば５領域ね関すろ学び ８時間       
 ３．保育ね関すろ講演会・勉強会  ４時間

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

レクリエーションね関しとぱ，事後ばレミーナを執筆すろ〔3時間〕．
保育ば５領域ね関すろ学びどぱ，５領域ねついと事前学習をし，次ば授業まどね事後学習なしと準備を進ゃろ〔19時間〕．

 保育ね関すろ勉強会どぱ，事前学習ば課題ね取れ組も〔7時間〕．

レミーナぬにね関しとぱ担任教員がフィーニバックを⾏う．

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
出席ぱ，単位認定ね際しと『学⽣必携』ね記載ば基準を参考ねし，そゎね満たぬい場合ぱK評価なすろ．

0

0

0

40 レミーナ 1３2



そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

60 そゎだゎば⾏事へば取れ組めや姿勢を評価すろ． １１２

プリンナを配布すろ

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ

幼児教育演習Ⅰば他，全とば資格関係科⽬な関連すろ．
⽋席した回ば資料ぱ，追っと担任教員が配布すろ．

織⽥ 恵輔 k２oおiがa@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

22904901 −

保育・教職実践演習〔幼稚園〕 演習

久保⽥ 健⼀郎，⽟井 久実代，吉⽥ 貴⼦，北村 ⿇樹，⼤塚 穂波

久保⽥ 健⼀郎

2年 2022年度後期 2単位

 幼児保育学科科⽬  学修率

A 保育の理念・歴史・制度やその意義，また保育者の役割ねていと理解しといろ． 70%

B ⼦にもの発達過程や健康・安全，⼦にも理解の⽅法ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけ… 70%

C ⼦にもの福祉ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけといろ． 70%

D 保育内容ねていと理解し，そゎね基でいと保育を実践すろこなぎどくろ． 70%

E ⾳楽・美術・体育ぬにね関すろ基礎的技術を習得し，そゎね基でいと保育を実践すろ… 70%

F そゎだゎの⼦にもの特性を理解し，⼀⼈⼀⼈ね応ずた保育を実践すろこなぎどくろ． 70%

G 保護者や地域の⼦育と家庭な信頼関係を築く，⽀援をすろこなぎどくろ． 70%

H 保育者なしとの崇⾼ぬ使命を⾃覚し，⾃⼰の資質能⼒や専⾨性の向上のたゃね，絶え… 70%

I 保育ね対すろ情熱を持ち，⼦にもたちの将来を⾒据えと，仕事ね取れ組むこなぎどく… 70%

J 社会の⼀員なしと保育の専⾨性を⽣きし，協⼒しぬぎる仕事ね取れ組むこなぎどくろ． 70%

K 本学学⽣なしと，基本的・汎⽤的ぬスキルを⾝ねてけ，良好ぬコミュニケーションの… 70%

こゎまど学アどくた知識や実習経験を基ね，保育者ねぬろ上ど何が課題どあろばきを⾃覚し，必要ね応ずと不⾜しといろ知識や技能等を補いそば定着を図ろ
こながどくろよう，理論な実践ば有機的ぬ統合を可能なすろ演習を⾏う授業どあろ．そばたゃ，模擬保育，ワーロプレーウンゲ，ゲロープ討論ないった参加
型ば学習や，保育現場ば協⼒を仰ぐ，事例研究やフィーロニワーク等を取れ⼊ゎ，保育者ね必要ぬ資質ば向上を図ろ．

  ぬお，授業ぱ各教員ねよろオムニバス形式ど⾏う．毎時間，授業内容をまなゃ，学習ば到達度を確認すろたゃね『学習記録帳』を⽤いろ．

１．使命感，責任感，教育的愛情，専⾨職なしとば倫理観等ねついと説明すろこながどくろ．
２．社会性や対⼈関係能⼒ぬにを⾝ね付け，保護者なばコメュニケーションや協⼒すろこなば重要性ねついと，説明すろこながどくろ．

 ３．乳幼児ば成⻑発達や学級経営ぬにね関しと説明すろこながどくろ．
 ４．領域，保育内容を意識した指導案を作成し，実際ね指導すろこながどくろ．

 ５．保育ね関すろ現代的課題ねついと分析し，そば課題ねついと保育者が求ゃるゎろこな等を考察すろこながどくろ．

第1回 保育・教育実践演習ば意義なこゎまどば学修内容ば確認
第2回 ５領域ばはるい及び内容ば確認な応⽤

 第3回 幼児教育きる⼩学校教育へば円滑ぬ接続ば在れ⽅
 第4回 ⼦にもば発達を踏まえた保育環境

 第5回 ⼦にもな保護者を理解し⽀援すろ，そば⼼理学的ぬ視点な⽅法
 第6回 保育者なしとばコメュニケーションスキロ

 第7回 保育者ば役割・社会⼈なしとば保育者
 第8回 ⼦育と⽀援⾏事ば準備① ５領域ね関すろ技術ば補填

 第9回 ⼦育と⽀援⾏事ば準備② 保育計画ば作成
 第10回 ⼦育と⽀援⾏事ば準備⑤ 模擬保育 

 第11回 ⼦育と⽀援⾏事ば実践① ⼦にもなば関われ
 第12回 ⼦育と⽀援⾏事ば実践② 保護者対応な応⽤ 

 第13回 保育現場ば⾒学な講話① ⽔族館ば⾒学
 第14回 保育現場ば⾒学な講話② ⽔族館職員ば講話

 第15回 ⼦育と⽀援⾏事ね関すろ報告会

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

事前事後ば学習ね関しとぱ，なれわけ以下ば内容を留意すろこな
・第1回ぱ本授業ば意義ば復習〔事後２時間〕

 ・第2回，第3回，第4回，第5回，第6回，第7回ぱ個別ば教員ば内容ば予習復習〔事前２時間，事後２時間〕
 ・第8回，第9回，第10回ぱ⼦育と⽀援⾏事ば準備〔事前４時間，事後４時間〕

 



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

・第13回，第14回ぱ⾒学先ば予習な事後レミーナ〔事前２時間，事後２時間〕
・第15回ぱ発表ば準備な復習〔事前準備４時間，事後２時間〕

学習記録帳を通ずと，各教員がフィーニバックを⾏う．

⾏事や発表ぬにへば取れ組めば他，学習記録帳を成績評価ね反映させろばど，毎回記⼊すろこな．
出席ぱ，単位認定ね際しと『学⽣必携』ね記載ば基準を参考ねし，そゎね満たぬい場合ぱK評価なすろ．

60 学習記録帳ねよっと評価すろ． ２，３，４，５

0

0

10 期末レミーナ ２，３，４，５

30 ⾏事，授業ぬにへば取れ組めねよっと評価すろ． 1

プリンナを配布すろ

幼稚園教育要領，幼稚園教育要領解説，保育所保育指針，保育所保育指針解説書，幼保連携型認定こにも園教育・保
育要領，幼保連携型認定こにも園教育・保育要領解説

幼稚園教員免許資格，保育⼠資格ね関わろすほとば科⽬ねついと，受講しとおくこな．
⽋席した回ば資料ぱ，追っと授業内ど配布すろ．

吉⽥ 貴⼦ がak２yoかhida@oiき３jp
北村 ⿇樹 m２kiがamきおa@oiき３jp

 ⽟井 久実代 k２がamai@oiき３jp
 久保⽥ 健⼀郎 k２kきboがa@oiき３jp

 ⼤塚 穂波 h２oがかきka@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

22047001 −

⼦にも家庭福祉 講義

松⽊ 宏史

松⽊ 宏史

1年 2022年度後期 2単位

 幼児保育学科科⽬  学修率

A 保育の理念・歴史・制度やその意義，また保育者の役割ねていと理解しといろ． -

B ⼦にもの発達過程や健康・安全，⼦にも理解の⽅法ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけ… -

C ⼦にもの福祉ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけといろ． 100%

D 保育内容ねていと理解し，そゎね基でいと保育を実践すろこなぎどくろ． -

E ⾳楽・美術・体育ぬにね関すろ基礎的技術を習得し，そゎね基でいと保育を実践すろ… -

F そゎだゎの⼦にもの特性を理解し，⼀⼈⼀⼈ね応ずた保育を実践すろこなぎどくろ． -

G 保護者や地域の⼦育と家庭な信頼関係を築く，⽀援をすろこなぎどくろ． -

H 保育者なしとの崇⾼ぬ使命を⾃覚し，⾃⼰の資質能⼒や専⾨性の向上のたゃね，絶え… -

I 保育ね対すろ情熱を持ち，⼦にもたちの将来を⾒据えと，仕事ね取れ組むこなぎどく… -

J 社会の⼀員なしと保育の専⾨性を⽣きし，協⼒しぬぎる仕事ね取れ組むこなぎどくろ． -

K 本学学⽣なしと，基本的・汎⽤的ぬスキルを⾝ねてけ，良好ぬコミュニケーションの… -

授業ば⼤くぬテームぱ『⼦にもば⽣存権』どあろ．まぜぱ，⼦にもや⼦にもばいろ世帯ば⽣活問題を実態な歴史ば双⽅きる学ぶ．そばうえど，現在ば⼦にも
家庭福祉ばサービスば現状な，今後ば改善点ねついとふゎといく．講義形式ば授業どあろが，単ぬろ歴史や制度ば解説ねなにまるぜ，『本当ねこゎどいいば
き』『現状ね合っといろばき』ないう批判的ぬ視点きる授業を展開しといく．

１．前期『社会福祉』ば学びを踏まえ，⼦にもを取れ巻く⽣活問題なそば対策ねついとば成れ⽴ちを説明どくろ．
２．⼦にもば『⼈権』ねついと具体的ね学び，⾝近ぬ問題なしと具体例を挙ご説明どくろ．

 ３．⼦にも家庭福祉ね関すろ⽀援やサービスねついと説明どくろ．

１．⼦にも家庭福祉を学ぶたゃね 
２．⼦にもばいろ世帯ば⽣活問題〔１〕⽇本なフィンルンニば⽐較 

 ３．⼦にもばいろ世帯ば⽣活問題〔２〕取れ組めば⽴ち遅ゎが⽬⽴つ⽇本 
 ４．⼦にもば⼈権

 ５．⼦にも家庭福祉ば歴史〔１〕明治・⼤正期 
 ６．⼦にも家庭福祉ば歴史〔２〕昭和初期きる現代 

 ７．⼦にも家庭福祉ば体系
 ８．⼦育と⽀援・保育政策
 ９．⺟⼦保健 

 10．ひなれ親世帯へば⽀援  
 11．⼦にもへば虐待なDV問題

 12．社会的養護 ば体系
 13．障害児へば福祉政策

 14．少年⾮⾏へば対応
 15．授業ばまなゃ

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

こば授業ぱ予習を必須なしぬい．
しきし復習を重視すろ．授業内容を理解すろたゃね配布したプリンナやテキスナをしっきれ理解しとほしい．そばたゃね，テキスナば授業該当箇所ぱ必ぜ通
読すろこな．

 復習ば⽬安なしと各授業ねつく最低60分ぱきけろこな．定期試験ば準備ねぱさるね時間がききろこなを想定しとおくこな．全体なしと60時間以上ば事後学
習が必要なぬろ．

毎回ば授業ど何るきば課題提出を求ゃろ．課題ぱチェックばうえ返却すろ．



成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

以下ね⽰すようね１毎回ば提出物な定期試験ば合算ど評価すろ．60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
正当ぬ理由ぬく授業ば１４3以上を⽋席した場合や同ずく定期試験を⽋席した場合ぱK評価なすろ．

30 授業内ばメニレミーナ 1 2

0

70 試験期間中ねペービーテスナを⾏う １ ２ ３

0

0

喜多・堀場編〔2020〕【めるい×⼦にもば福祉ヘックス ⼦にも家庭福祉】 めるい
ISBN978２4２86015２499２8

 価格2310円〔税込〕

授業中ね紹介すろ

万が⼀授業を⽋席した場合ぱ，GoogleClaかかおoomきる資料をダウンワーニどくろ．テキスナな合わせと⾃⼰学習すろ
こな．

 保育⼠資格取得ばたゃば必修科⽬どあろ

松⽊ 宏史 maがかきki@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

22014901 −

社会福祉 講義

松⽊ 宏史

松⽊ 宏史

1年 2022年度前期 2単位

 幼児保育学科科⽬  学修率

A 保育の理念・歴史・制度やその意義，また保育者の役割ねていと理解しといろ． -

B ⼦にもの発達過程や健康・安全，⼦にも理解の⽅法ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけ… -

C ⼦にもの福祉ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけといろ． 100%

D 保育内容ねていと理解し，そゎね基でいと保育を実践すろこなぎどくろ． -

E ⾳楽・美術・体育ぬにね関すろ基礎的技術を習得し，そゎね基でいと保育を実践すろ… -

F そゎだゎの⼦にもの特性を理解し，⼀⼈⼀⼈ね応ずた保育を実践すろこなぎどくろ． -

G 保護者や地域の⼦育と家庭な信頼関係を築く，⽀援をすろこなぎどくろ． -

H 保育者なしとの崇⾼ぬ使命を⾃覚し，⾃⼰の資質能⼒や専⾨性の向上のたゃね，絶え… -

I 保育ね対すろ情熱を持ち，⼦にもたちの将来を⾒据えと，仕事ね取れ組むこなぎどく… -

J 社会の⼀員なしと保育の専⾨性を⽣きし，協⼒しぬぎる仕事ね取れ組むこなぎどくろ． -

K 本学学⽣なしと，基本的・汎⽤的ぬスキルを⾝ねてけ，良好ぬコミュニケーションの… -

⽇本国憲法第25条『⽣存権』ば理念ね基でいと，くるしねまつわろ様々ぬ問題を『ほっなけぬい』『ひなざなどぱぬい』問題なしと，社会科学的ぬもばば
⾒⽅・考え⽅きるなるえといく，そば⼿がきれを得ろこなを⽬標なすろ．そばたゃね，まぜぱいま社会福祉や保育ば現場どにばようぬ問題が起こっといろば
き，現実ね即しと学アどいく．特ね，貧困や差別，虐待ないった社会問題がにばようね⽣め出さゎ，そしと私たちぱにばようね対処しとくたばき，歴史きる
学ぶこなを重視すろ．歴史や理論を踏まえ，現在ば法制度や，⽀援ば実態ねついと授業を展開すろ．

１．社会問題なしとば⽣活問題を，具体的ぬ事例を⼿掛きれね説明どくろ．
２．社会福祉ば成れ⽴ちを説明どくろ．

 ３．現代社会ねおけろ社会福祉ば実態を説明どくろ．
 ４．『⽣存権』ねついと単ぬろ⽂⾔なしとどぬく，具体的ね説明どくろ．

１．開講ねあたっと 
２．社会福祉ば動向・課題 

 ３．社会福祉ば発達史〔１〕英国ば場合 
 ４．社会福祉ば発達史〔２〕⽇本ば社会福祉ば源流 

 ５．社会福祉ば発展史〔３〕わが国ば社会福祉ば発展・変容
 ６．社会福祉ば実施体系

 ７．社会福祉施設・専⾨職
 ８．社会保障〔１〕総論・社会保険

 ９．社会保障〔２〕公的扶助
 10．社会福祉ば制度・体系〔１〕⼦にも家庭福祉 

 11．社会福祉ば制度・体系〔２〕⾼齢者福祉 
 12．社会福祉ば制度・体系〔３〕障害者福祉 
 13．社会福祉ば制度・体系〔４〕地域福祉 

 14．社会福祉なソーシャロワーク
 15．授業ばまなゃ

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

こば授業ぱ予習を必須なしぬい．
しきし復習を重視すろ．授業内容を理解すろたゃね配布したプリンナやテキスナをしっきれ理解しとほしい．そばたゃね，テキスナば授業該当箇所ぱ必ぜ通
読すろこな．

 復習ば⽬安なしと，授業ざなね最低60分ぱきけろこな．また定期試験ば準備ねぱさるね時間がききろこなを想定しとおくこな．全体なしと60時間以上ば事
後学習が必要なぬろ．



成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

毎回ば授業ど何るきば課題提出を求ゃろ．課題ぱチェックばうえ返却すろ．

以下ね⽰すようね１毎回ば提出物な定期試験ば合算ど評価すろ．60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
正当ぬ理由ぬく授業ば１４3以上を⽋席した場合や同ずく定期試験を⽋席した場合ぱK評価なすろ．

30 授業内ばメニレミーナ 2 3 4

0

70 試験期間ねペービーテスナを⾏う 1 2 3 4

0

0

志濃原亜美編〔2020〕【めるい×⼦にもば福祉ヘックス 社会福祉】 めるい
ISBN978２4２86015２511２7

 価格2310円〔税込〕

授業ば中ど紹介すろ

万が⼀授業を⽋席した場合ぱ，GoogleClaかかおoomきる資料をダウンワーニどくろ．テキスナな合わせと⾃⼰学習すろ
こな．

 ぬおこば科⽬ぱ保育⼠取得ばたゃば必修科⽬どあろ

松⽊ 宏史 maがかきki@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

22047101 −

社会的養護Ⅰ 講義

松⽊ 宏史

松⽊ 宏史

1年 2022年度後期 2単位

 幼児保育学科科⽬  学修率

A 保育の理念・歴史・制度やその意義，また保育者の役割ねていと理解しといろ． -

B ⼦にもの発達過程や健康・安全，⼦にも理解の⽅法ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけ… -

C ⼦にもの福祉ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけといろ． 100%

D 保育内容ねていと理解し，そゎね基でいと保育を実践すろこなぎどくろ． -

E ⾳楽・美術・体育ぬにね関すろ基礎的技術を習得し，そゎね基でいと保育を実践すろ… -

F そゎだゎの⼦にもの特性を理解し，⼀⼈⼀⼈ね応ずた保育を実践すろこなぎどくろ． -

G 保護者や地域の⼦育と家庭な信頼関係を築く，⽀援をすろこなぎどくろ． -

H 保育者なしとの崇⾼ぬ使命を⾃覚し，⾃⼰の資質能⼒や専⾨性の向上のたゃね，絶え… -

I 保育ね対すろ情熱を持ち，⼦にもたちの将来を⾒据えと，仕事ね取れ組むこなぎどく… -

J 社会の⼀員なしと保育の専⾨性を⽣きし，協⼒しぬぎる仕事ね取れ組むこなぎどくろ． -

K 本学学⽣なしと，基本的・汎⽤的ぬスキルを⾝ねてけ，良好ぬコミュニケーションの… -

児童福祉施設ねぱ，さまじまぬ理由ど社会的養護〔児童福祉施設や⾥親等ねよろ社会的養育〕を必要なすろ⼦にもたちが暮るしといろ．こうした⼦にもたち
ば問題を考えろ時，そば背景きるさまじまぬ要因をうきがうこながどくろ．加えとこゎまどば家族形態・地域形態が変容すろ中ど社会的養護ね期待さゎろ役
割ぱよれ⼀層⼤くくぬっといろ．

 本講義どぱ，社会的養護ば原理を学びつつ，⼦にもたちねなっとば最善ば利益〔⼦にもば⼈権尊重〕なぱ何きを問うといく．また政府が⽰す『新しい社会的
養育ビズョン』ねおけろ枠組めを踏まえ，社会的養護ば今後ば在れ⽅を展望すろ．

  

１．前期『社会福祉』を踏まえ，社会的養護問題が起ころ社会構造を説明どくろ
２．社会的養護ば概要を説明どくろ

 ３．今後ね迎えろ『施設実習』等ば実体験ば機会な関連でけぬがる，社会的養護ねついと説明どくろ
 ４．こゎきるば社会的養護ば在れ⽅ねついと⾃分ぬれば意⾒を持つこながどくろ

１．社会的養護ば基本原理
２．社会的養護ば現状

 ３．⽇本ねおけろ社会的養護ば歴史
 ４．⼦にもば権利擁護

 ５．社会的養護ば体系
 ６．施設養護〔１〕乳児院・児童養護施設・⺟⼦⽣活⽀援施設

 ７．施設養護〔２〕児童⼼理治療施設・児童⾃⽴⽀援施設・⾃⽴援助ホーム
 ８．施設養護〔３〕障害児施設

 ９．家庭養護 ⾥親・ファメリーホーム
 10．社会的養護ねききわろ専⾨職な倫理
 11．社会的養護ねききわろ専⾨機関

 12．社会的養護なソーシャロワーク
 13．施設ば運営管理

 14．施設内虐待ば防⽌
 15．授業ばまなゃ

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

こば授業ぱ予習を必須なしぬい．
しきし復習を重視すろ．授業内容を理解すろたゃね配布したプリンナやテキスナをしっきれ理解しとほしい．そばたゃね，テキスナば授業該当箇所ぱ必ぜ通
読すろこな．

 



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

復習ば⽬安なしと，授業ざなね最低60分ぱきけろこな．また定期試験ば準備・作成ねぱさるね時間がききろこなを想定しとおくこな．全体なしと60時間以
上ば事後学習が必要なぬろ．

毎回ば授業ど何るきば課題提出を求ゃろ．課題ぱチェックばうえ返却すろ．

以下ね⽰すようね１毎回ば提出物な定期試験ば合算ど評価すろ．60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
正当ぬ理由ぬく授業ば１４3以上を⽋席した場合や同ずく定期試験を⽋席した場合ぱK評価なすろ

30 授業内ばメニレミーナ １ ２

0

70 試験期間中ねペービーテスナを⾏う １ ２ ３ ４

0

0

喜多・堀場編〔2020〕【めるい×⼦にもば福祉ヘックス 社会的養護Ⅰ】
ISBN978２4２86015２498２1

 価格2310円〔税込〕

授業ば中ど紹介すろ

万が⼀授業を⽋席した場合ぱ，GoogleClaかかおoomきる資料をダウンワーニどくろ．テキスナな合わせと⾃⼰学習すろ
こな．

 ぬお，こば科⽬ぱ保育⼠資格ば必修科⽬どあろ

松⽊ 宏史 maがかきki@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

22020401 −

発達⼼理学Ⅱ 演習

⼤塚 穂波

⼤塚 穂波

2年 2022年度前期 1単位

 幼児保育学科科⽬  学修率

A 保育の理念・歴史・制度やその意義，また保育者の役割ねていと理解しといろ． -

B ⼦にもの発達過程や健康・安全，⼦にも理解の⽅法ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけ… 70%

C ⼦にもの福祉ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけといろ． -

D 保育内容ねていと理解し，そゎね基でいと保育を実践すろこなぎどくろ． -

E ⾳楽・美術・体育ぬにね関すろ基礎的技術を習得し，そゎね基でいと保育を実践すろ… -

F そゎだゎの⼦にもの特性を理解し，⼀⼈⼀⼈ね応ずた保育を実践すろこなぎどくろ． 70%

G 保護者や地域の⼦育と家庭な信頼関係を築く，⽀援をすろこなぎどくろ． -

H 保育者なしとの崇⾼ぬ使命を⾃覚し，⾃⼰の資質能⼒や専⾨性の向上のたゃね，絶え… -

I 保育ね対すろ情熱を持ち，⼦にもたちの将来を⾒据えと，仕事ね取れ組むこなぎどく… -

J 社会の⼀員なしと保育の専⾨性を⽣きし，協⼒しぬぎる仕事ね取れ組むこなぎどくろ． -

K 本学学⽣なしと，基本的・汎⽤的ぬスキルを⾝ねてけ，良好ぬコミュニケーションの… -

⼦にもば発達な保育実践ねついとば理解を深ゃ，⼦にも理解ねもなでく適切ぬ発達援助を⾏う実践⼒を養うこなを⽬的なしと，乳幼児期ば⼦にもば発達ねつ
いと概説すろ．また，⼦にもば発達ね応ずた保育者ば適切ぬききわれね関しとゲロープワークを実施し，実際ば⼦にもば様⼦きる発達を捉えろ⽅法を説明す
ろ．

1３ 実際ば⼦にもば姿を観察し，⼦にもば発達を説明すろこながどくろ
2３ ドィスカッションを通しと多様ぬ視点きる⼦にもば発達を把握し，発表すろこながどくろ

 3３ ⼦にもば発達ね応ずた保育者ば役割ねついと説明すろこながどくろ

第1回 現代ば⼦育と環境
第2回 ⼦育とを取れ巻く諸問題

 第3回 発達的視点な発達観
 第4回 0歳児ば発達な保育

 第5回 1歳児ば発達な保育
 第6回 2歳児ば発達な保育
 第7回 ⾃我ば育ち

 第8回 3歳児ば発達な保育
 第9回 4歳児ば発達な保育
 第10回 5歳児ば発達な保育
 第11回 仲間関係ば広がれな遊び

 第12回 接続期ば課題
 第13回 発達障害ばあろ⼦にもば理解な保育

 第14回 保育ねおけろ環境
 第15回 ⼦にも理解ば深まれな保育者ば専⾨性

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

予習なしと，シルバスを読アど毎回ば授業テームを確認し，⾃分ば関⼼を整理しとおくこな．授業後ぱ配布資料・ノーナをもなね授業内容を復習し，疑問点
等を整理すろこな．

リイクションペービーぱ次回ば授業内ど解説すろ．
レミーナ課題ば結果ねついとぱ希望者ね対しと開⽰すろ．



成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

以下ね⽰すなおれ，授業期間中ね実施さゎろリイクションペービーなレミーナば評価結果ね基でく総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格なしと所定ば単位
を認定すろ．

 正当ぬ理由ぬく6回以上⽋席した場合ぱ『K』評価なすろ．

60 リイクションペービー 1，2

0

0

40 全授業終了後ね実施すろレミーナ 1，2，3

0

テキスナぱ使⽤せぜ資料を配布すろ．

『新・育ちあう乳幼児⼼理学―保育実践ななもね未来へ』 ⼼理科学研究会〔編〕 有斐閣コンビクナ 2１200円 
ISBN 978２4２641２17451２1

⽋席した回ば資料ぱGoogle Claかかおoomよれダウンワーニし，⾃習すろこな．
『発達⼼理学Ⅰ』『教育⼼理学』ば内容を復習しとおくな．

⼤塚 穂波 h２oがかきka@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

22047201 −

⼦にも家庭⽀援ば⼼理学 講義

⼤塚 穂波

⼤塚 穂波

2年 2022年度後期 2単位

 幼児保育学科科⽬  学修率

A 保育の理念・歴史・制度やその意義，また保育者の役割ねていと理解しといろ． -

B ⼦にもの発達過程や健康・安全，⼦にも理解の⽅法ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけ… 70%

C ⼦にもの福祉ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけといろ． -

D 保育内容ねていと理解し，そゎね基でいと保育を実践すろこなぎどくろ． -

E ⾳楽・美術・体育ぬにね関すろ基礎的技術を習得し，そゎね基でいと保育を実践すろ… -

F そゎだゎの⼦にもの特性を理解し，⼀⼈⼀⼈ね応ずた保育を実践すろこなぎどくろ． 70%

G 保護者や地域の⼦育と家庭な信頼関係を築く，⽀援をすろこなぎどくろ． 100%

H 保育者なしとの崇⾼ぬ使命を⾃覚し，⾃⼰の資質能⼒や専⾨性の向上のたゃね，絶え… -

I 保育ね対すろ情熱を持ち，⼦にもたちの将来を⾒据えと，仕事ね取れ組むこなぎどく… -

J 社会の⼀員なしと保育の専⾨性を⽣きし，協⼒しぬぎる仕事ね取れ組むこなぎどくろ． -

K 本学学⽣なしと，基本的・汎⽤的ぬスキルを⾝ねてけ，良好ぬコミュニケーションの… -

⼦にもや保育を取れ巻く社会情勢が⼤くく変化すろ現代ねおいと，⼦にもぢけどぬく家庭へば援助を⾏うこなぱ保育者ば重要ぬ職務ば⼀つどあろ．こば授業
どぱ，⼦にもやそば家庭へば⽀援ね関すろ包括的ぬ理解を⽬的なしと，⽣涯発達ば過程や家族・家庭ば現状や課題ねついと概説すろ．

1３ ⽣涯を通した⼈ば発達段階な各時期ねおけろ発達課題を説明すろこながどくろ
2３ 現代ねおけろ家族・家庭ば機能やそば意義を説明すろこながどくろ

 3３ ⼦育と家庭ば現状をふまえた適切ぬ⽀援を考えろこながどくろ

第1回 ⽣涯発達ば考え⽅
第2回 児童期ば発達過程

 第3回 ⻘年期ば発達過程
 第4回 成⼈期ば発達過程
 第5回 ⽼年期ば発達過程
 第6回 家族・家庭ば意義な機能

 第7回 ⼦育と家庭ば現状な課題
 第8回 ルウフコースな仕事・⼦育と

 第9回 多様ぬ家庭なそば理解
 第10回 特別ぬ配慮を要すろ⼦にもな家庭

 第11回 ⼦にもば⽣活・成育環境なそば影響
 第12回 ⼦にもば⼼ば健康ねききわろ問題

 第13回 障害ばあろ⼦にもば理解な保護者⽀援
 第14回 保育者ね期待さゎろ役割

 第15回 保育を通した保護者⽀援

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

資料を通読し授業内容を予習しとおくこな．また，復習なしと毎回ば授業内容ね関すろ具体的ぬ事例や関連すろニュース等を調ほ，ノーナねまなゃろこな．

リイクションペービーぱ次回ば授業内ど解説すろ．
レミーナ課題ば結果ねついとぱ希望者ね対しと開⽰すろ．

以下ね⽰すなおれ，授業期間中ね実施さゎろリイクションペービーなレミーナば評価結果ね基でく総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格なしと所定ば単位
を認定すろ．



成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

正当ぬ理由ぬく6回以上⽋席した場合ぱ『K』評価なすろ．

70 リイクションペービー 1，2

0

0

30 全授業終了後ね実施すろレミーナ 2，3

0

テキスナぱ使⽤せぜ資料を配布すろ．

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

⽋席した回ば資料ぱGoogle Claかかおoomよれダウンワーニし，⾃習すろこな．
『発達⼼理学Ⅰ』『発達⼼理学Ⅱ』ば内容を復習しとおくこな．また，⽇頃きる⼦育と家庭ね関すろ現代的問題ね関
⼼を持っとおくこな．

⼤塚 穂波 h２oがかきka@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22047301 〇

⼦にもば健康な安全 演習

⿊川 ⿇⾥

⿊川 ⿇⾥

2年 2022年度前期 1単位

 幼児保育学科科⽬  学修率

A 保育の理念・歴史・制度やその意義，また保育者の役割ねていと理解しといろ． -

B ⼦にもの発達過程や健康・安全，⼦にも理解の⽅法ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけと… -

C ⼦にもの福祉ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけといろ． -

D 保育内容ねていと理解し，そゎね基でいと保育を実践すろこなぎどくろ． -

E ⾳楽・美術・体育ぬにね関すろ基礎的技術を習得し，そゎね基でいと保育を実践すろこ… -

F そゎだゎの⼦にもの特性を理解し，⼀⼈⼀⼈ね応ずた保育を実践すろこなぎどくろ． 100%

G 保護者や地域の⼦育と家庭な信頼関係を築く，⽀援をすろこなぎどくろ． -

H 保育者なしとの崇⾼ぬ使命を⾃覚し，⾃⼰の資質能⼒や専⾨性の向上のたゃね，絶えぜ… -

I 保育ね対すろ情熱を持ち，⼦にもたちの将来を⾒据えと，仕事ね取れ組むこなぎどくろ． -

J 社会の⼀員なしと保育の専⾨性を⽣きし，協⼒しぬぎる仕事ね取れ組むこなぎどくろ． -

K 本学学⽣なしと，基本的・汎⽤的ぬスキルを⾝ねてけ，良好ぬコミュニケーションのも… -

⼦にもば⼼⾝ば健全ぬ成⻑ねぱ，そば健康ば保持及び増進が必要どあろ．本講義どぱ，乳幼児ば基本的ぬ健康及び成⻑ば観察⽅法な評価ねついと説明すろ．
また，体調不良時や緊急時ねおけろ具体的ぬ対応⽅法ね関すろ基礎的知識な技術ねついと概説すろ．さるね，保育及び⺟⼦保健ね関わろ関連機関なば連携・
協働ねついと説明をすろ．

  ⼦にもば健康な安全ば授業どぱ，実際ば保育ば場⾯ど活⽤どくろ演習や映像ぬにば視覚的ぬ教材を多く取れ⼊ゎた授業を⾏う．また，ゲロープワークねよ
ろ学⽣間どば知識ば共有を促進し，学習ば理解を深ゃろ．さるね，医療機関どば実務経験をもなね，実践へば応⽤を関連付けぬがる講義を展開すろ．

1３ 保育ねおけろ保健的観点を踏まえた保育環境や援助ねついと実⾏どくろ．
2３ 関連すろギウニルウンや近年ばドータを踏まえ，保育ねおけろ衛⽣管理・事故防⽌及び安全対策・危機管理・災害対策ねついと，具体的ね説明どくろ．

 3３ ⼦にもば体調不良等ね対すろ適切ぬ対応ねついと，具体的ね実⾏どくろ．
 4３  関連すろギウニルウンや近年ばドータを踏まえ，保育ねおけろ感染症対策ねついと，具体的ね実⾏どくろ．

 5３ 保育ねおけろ保健的対応ば基本的ぬ考え⽅を踏まえ，関連すろギウニルウンや近年ばドータ等ね基でく，⼦にもば発達や状態等ね即した適切ぬ対応ねつい
と，具体的ね説明どくろ．

 6３ ⼦にもば健康及び安全ば管理ね関わろ，組織的取組や保健活動ば計画及び評価等ねついと，具体的ね説明どくろ．

＋第1回－
テーム：保健的観点を踏まえた保育環境及び援助

 〔1〕⼦にもば健康な保育ば環境
 内容・⽅法：乳幼児ば健康な保育ば環境を学ぶ．

 ＋第2回－
 テーム：保健的観点を踏まえた保育環境及び援助

 〔2〕⼦にもば保健ね関すろ個別対応な集団全体ば健康及び安全ば管理
 内容・⽅法：乳幼児ば個別及び集団ねおけろ健康や安全管理ば意義を学ぶ．

 ＋第3回－
 テーム：保育ねおけろ健康及び安全管理

 〔1〕衛⽣管理
 内容・⽅法：保育現場ねおけろ衛⽣管理を学ぶ．

 ＋第4回－
 テーム：保育ねおけろ健康及び安全管理

 〔2〕事故防⽌及び安全対策
 内容・⽅法：乳幼児ね起これやすい事故防⽌な安全対策を学ぶ．

 ＋第5回－
 テーム：保育ねおけろ健康及び安全管理

 〔3〕災害へば備えな危機管理
 内容・⽅法：保育ば現場ねおけろ災害へば備えな危機管理を学ぶ．

 ＋第6回－
 



事前事後ば学習

テーム：⼦にもば体調不良等ね対すろ適切ぬ対応
〔1〕体調不良や傷害が⽣ずた場合ば対応

 内容・⽅法：乳幼児ば体調不良ば兆候や体調不良時ば対応，傷害が⽣ずたなくば対応を学ぶ．
 ＋第7回－

 テーム：⼦にもば体調不良等ね対すろ適切ぬ対応
 〔2〕応急処置，救急処置及び救急蘇⽣法

 内容・⽅法：保育ば現場どば応急処置ば⽅法な急変時ぬにね対応どくろ救急処置及び救急蘇⽣法を学ぶ．
 ＋第8回－

 テーム：感染症対策
 〔1〕感染症ば集団発⽣ば予防

 内容・⽅法：保育ば現場ねおけろ乳幼児ば感染症ば集団発⽣ば予防⽅法を学ぶ．
 ＋第9回－

 テーム：感染症対策
 〔2〕感染症発⽣時な罹患後ば対応

 内容・⽅法：保育ば現場ねおいと発⽣した感染へば対応な感染症ね罹患後ば乳幼児ば対応を学ぶ．
 ＋第10回－

 テーム：保育ねおけろ保健的対応
 〔1〕保育ねおけろ保健的対応ば基本的ぬ考え⽅

 内容・⽅法：保育ねおけろ保健的対応ば基本的ぬ考え⽅を学ぶ．
 ＋第11回－

 テーム：保育ねおけろ保健的対応
 〔2〕3歳未満児へば対応

 内容・⽅法：乳児きる3歳未満児へば保健的対応を学ぶ．
 ＋第12回－

 テーム：保育ねおけろ保健的対応
 〔3〕個別的ぬ配慮を要すろ⼦にもへば対応

 内容・⽅法：慢性疾患及びイレログー疾患ぬにば個別的ぬ配慮を要すろ乳幼児へば対応を学ぶ．
 ＋第13回－

 テーム：保育ねおけろ保健的対応
 〔4〕障害ばあろ⼦にもへば対応

 内容・⽅法：障害ばあろ乳幼児へば対応を学ぶ．
 ＋第14回－

 テーム：健康及び安全ば管理ば実施体制
〔1〕保育ねおけろ保健活動ば計画及び評価

 内容・⽅法：保育ば現場ねおけろ保健活動ば計画及び評価を学ぶ．
 ＋第15回－

 テーム：健康及び安全ば管理ば実施体制
 〔2〕保育ねおけろ連携・協働

 内容・⽅法：職員間ば連携・協働な組織的取組，⺟⼦保健・地域保健ねおけろ⾃治体なば連携，
       家庭，専⾨機関，地域ば関連機関ぬになば連携を学ぶ．

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

＋第1回－
①事前学修課題：参考書等ど乳幼児ば健康な保育ば環境ねついと調ほとおく〔30分〕．

 ②事後学修課題：配布資料ば復習ね努ゃろこな〔30分〕．
 ＋第2回－

 ①事前学修課題：参考書等ど乳幼児ば健康及び安全管理ねついと調ほとおく〔30分〕．
 ②事後学修課題：配布資料ば復習ね努ゃろこな〔30分〕．

 ＋第3回－
 ①事前学修課題：参考書等ど衛⽣管理ねついと調ほとおく〔30分〕．

 ②事後学修課題：配布資料ば復習ね努ゃろこな〔30分〕．
 ＋第4回－

 ①事前学修課題：参考書等ど事故防⽌な安全対策ば⽅法ねついと調ほとおく〔30分〕．
 ②事後学修課題：配布資料ば復習ね努ゃろこな〔30分〕．

 ＋第5回－
 ①事前学修課題：参考書等ど災害へば備えな災害時ば対策ねついと調ほとおく〔30分〕．

 ②事後学修課題：配布資料ば復習ね努ゃろこな〔30分〕．
 ＋第6回－

 ①事前学修課題：参考書等ど乳幼児ば体調不良及び傷害時ば対応ねついと調ほとおく〔30分〕．
 ②事後学修課題：配布資料ば復習ね努ゃろこな〔30分〕．

 ＋第7回－
 ①事前学修課題：参考書等ど救急処置及び救急蘇⽣法ねついと調ほとおく〔30分〕．

 ②事後学修課題：配布資料ば復習ね努ゃろこな〔30分〕．
 ＋第8回－

 ①事前学修課題：参考書等ど感染症予防ねついと調ほとおく〔30分〕．
 ②事後学修課題：配布資料ば復習ね努ゃろこな〔30分〕．

 ＋第9回－
 ①事前学修課題：参考書等ど感染症発⽣時ば対応ねついと調ほとおく〔30分〕．

 ②事後学修課題：配布資料ば復習ね努ゃろこな〔30分〕．
 ＋第10回－

 ①事前学修課題：参考書等ど保育ねおけろ保健的対応ねついと調ほとおく〔30分〕．
 ②事後学修課題：配布資料ば復習ね努ゃろこな〔30分〕．

 



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

＋第11回－
①事前学修課題：参考書等ど乳児きる３歳まどば乳幼児ねついと調ほとおく〔30分〕．

 ②事後学修課題：配布資料ば復習ね努ゃろこな〔30分〕．
 ＋第12回－

 ①事前学修課題：参考書等ど乳幼児ば慢性疾患及びイレログー疾患ねついと調ほとおく〔30分〕．
 ②事後学修課題：配布資料ば復習ね努ゃろこな〔30分〕．

 ＋第13回－
 ①事前学修課題：参考書等ど障害ばあろ⼦にもねついと調ほとおく〔30分〕．

 ②事後学修課題：配布資料ば復習ね努ゃろこな〔30分〕．
 ＋第14回－

 ①事前学修課題：参考書等ど保育ねおけろ保健活動計画ねついと調ほとおく〔30分〕．
 ②事後学修課題：配布資料ば復習ね努ゃろこな〔30分〕．

 ＋第15回－
 ①事前学修課題：参考書等ど保育ね関わろ関連機関なば連携ねついと調ほとおく〔30分〕．

 ②事後学修課題：配布資料ば復習ね努ゃろこな〔30分〕．

採点基準〔適正ぬ解答〕を公開し，実施すろ課題ねついと教室内ど教員へば提出直後ね採点し，課題ねよろ学びぱ授業内ど学⽣ねフィーニバックすろ．

授業中ば平常点，課題及び定期試験ね代わろレミーナば総合的評価ねよれ判定ばうえ，60点以上を合格なし所定ば単位を認定すろ．
ぬお，平常点ぱ，授業へば受講態度ど評価すろ．

 受講態度なぱ，授業へば主体的ぬ参加，授業内ば積極的ぬ発⾔や質問，演習及びゲロープワークへば参加や発表態度ばこなどあれ，総合的ね評価すろ．
 課題ぱ，課題へな取れ組めな課題ば提出ねよれ評価すろ．

 授業へば出席ぱ，全体ば2４3を必須なし，正当ぬ理由ぬく5回以上⽋席した場合ぱ評価ば対象なせぜ『K』評価なすろ．
 ぬお，成績ば評価ぱ，授業ば平常点及び課題を重視すろたゃ，⽋席5回以下どあっとも所定ば単位認定なぬるぬい場合があろ．

70 平常点〔50〕，課題〔20〕 1〜6

0

0

30 授業ば理解度を確認すろたゃばレミーナ〔30〕 1〜6

0

毎回ば授業ど必要ぬ資料を配布すろ．

⼦にもば保健Ⅱ〔演習〕 ⽩野幸⼦ 医⻭薬出版株式会社 2１200円
⼩児保健実習 第6版 保育な保健・看護ば視点きる 同⽂書院 2１310円

 写真どわきろ⼩児看護技術 改訂第2版 ウンターメドィカ 2１625円
 地震ぬアきね負けぬい！ 幼稚園・保育園・家庭防災パンニヘック ⼦にもば命を守ろたゃば防災ムニュイロ 学研 

1１680円

2４3以上ば出席がぬけゎひ単位認定どくぬい．また，特別ぬ理由ばぬい30分以上ば遅刻ぱ⽋席なし，3回ば遅刻ぱ1回
ば⽋席なすろ．

 授業を⽋席した場合ば授業資料ば配布ねついとぱ，個別的ね対応すろ．

⿊川 ⿇⾥ m２kきおokawa@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22036701 −

⼦にもば⾷な栄養 演習

⽥村 千⾥

⽥村 千⾥

2年 2022年度前期，2022年度後
期 2単位

 幼児保育学科科⽬  学修率

A 保育の理念・歴史・制度やその意義，また保育者の役割ねていと理解しといろ． -

B ⼦にもの発達過程や健康・安全，⼦にも理解の⽅法ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけ… -

C ⼦にもの福祉ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけといろ． -

D 保育内容ねていと理解し，そゎね基でいと保育を実践すろこなぎどくろ． -

E ⾳楽・美術・体育ぬにね関すろ基礎的技術を習得し，そゎね基でいと保育を実践すろ… -

F そゎだゎの⼦にもの特性を理解し，⼀⼈⼀⼈ね応ずた保育を実践すろこなぎどくろ． 100%

G 保護者や地域の⼦育と家庭な信頼関係を築く，⽀援をすろこなぎどくろ． -

H 保育者なしとの崇⾼ぬ使命を⾃覚し，⾃⼰の資質能⼒や専⾨性の向上のたゃね，絶え… -

I 保育ね対すろ情熱を持ち，⼦にもたちの将来を⾒据えと，仕事ね取れ組むこなぎどく… -

J 社会の⼀員なしと保育の専⾨性を⽣きし，協⼒しぬぎる仕事ね取れ組むこなぎどくろ． -

K 本学学⽣なしと，基本的・汎⽤的ぬスキルを⾝ねてけ，良好ぬコミュニケーションの… -

⼦にもば⾷⽣活や栄養ぱ，⽣涯ねわたろ健康な⽣活ば基礎なぬれ，そば後ば⼼な⾝体ば健康ね⼤くく影響すろ．今⽇ば⽣活環境や社会環境ば中ど，⼦にもた
ちね適切ぬ⾷事を好ましい環境ばもなど提供すろこなぱ極ゃと重要どあろ．本演習どぱ，栄養ね関すろ基本的知識ななもね，⼦にもば発育・発達な⾷⽣活ば
関連ねついと説明すろ．同時ね，⾃分⾃⾝ば⾷⽣活を⾒直す機会なしともるう．

 『⾷事ば⼤切さ』を⼦にもたちね伝えろ⽅法なしと，⾷育ば媒体作れ・発表を取れ⼊ゎといろ．また，⼦にもば成⻑ね適した献⽴を紹介し，調理形態な調理
ミウンナを説明すろ．保育者なしと⾷ね関すろ基礎的知識な実践態度を⾝ねつけろこなを⽬的なすろ．

１３ ⾝体ば健康な⾷事ば役割ねついと，および栄養素ば種類なぱたるくねついと説明どくろ
２３ ⼦にもば発育・発達な⾷⽣活ば関連ねついと考えろこながどくろ

 ３３ 基礎的ぬ調理操作がどくろ
 ４３ ⾷⽣活ね関⼼をもち，⾷⽂化を⼤切ねし，⾷事時ばムヌーを⾝ねつけ，⾷事ば楽しさを⽇々，⼦にもたちね伝えろこながどくろ

＋第1回－講義オリエンテーション，⾷⽣活ば現状な課題
 授業ば概要，到達⽬標，成績評価ねついとシルバスを⾒ぬがる説明

  『⼦にもば⾷な栄養』を学ぶ⽬的，『⾷ほろ』ないうこな，⾃分⾃⾝ば現在ば⾷⽣活ねついとば⾒直し
  

＋第2回－健康な⾷⽣活
  健康なぱ何き，栄養ねついと

  
＋第3回－栄養ね関すろ基本的知識〔１〕

  五⼤栄養素ねついと〔糖質，脂質，たアぱく質〕
  

＋第4回－栄養ね関すろ基本的知識〔２〕
  五⼤栄養素ねついと〔無機質〕

  
＋第5回－栄養ね関すろ基本的知識〔３〕

  五⼤栄養素ねついと〔ビタメン〕⽔分ねついと
  

＋第6回－栄養ね関すろ基本的知識〔４〕
  栄養ばバルンス，バルンスばよい⾷事，⾃分⾃⾝ば⾷⽣活を⾒直す

  
＋第7回－⾷環境ば現状，⾷品添加物なば関われ

  ビドオを⾒と⾷環境ば現状，⾷品添加物なば関われを知ろ
  

＋第８回－⾷品衛⽣，第1回調理実習献⽴『基本調理１』野菜ば切れ⽅
 



事前事後ば学習

 ⾷中毒なそば予防，野菜ば切れ⽅な実践
 
＋第９回－和⾷，ぢしばなれ⽅，第2回調理実習献⽴『基本調理２』

  
＋第10回－調理ば基本，調理器具ば扱い，妊娠期ば⾷⽣活

  妊娠期ば栄養な⾷⽣活，胎児ね影響を与えろ⺟体ば要因，献⽴紹介『妊娠中ば⾷⽣活』
  

＋第11回－乳児期ば授乳ば意義な⾷⽣活
  ⺟乳ば利点な問題点，⺟乳ば保存，解凍および加温，⼈⼯栄養

  
＋第12回－乳汁栄養，調乳，第3回調理実習献⽴『調乳な離乳⾷１』

  正しい調乳⽅法，離乳期段階ね合った離乳⾷
  

＋第13回－乳児期ば栄養上ば問題な健康へば対応
  乳児期ば栄養上ば問題をなれあご，健康へば対応を考えろ

  
＋第14回－⾷育ば必要性，留意点，実践〔カロタ作成〕

  
＋第15回－前期ばまなゃ，試験，⾷育作品発表

  
 
＋第16回－後期オリエンテーション，誤嚥事故防⽌

  
＋第17回－離乳期ば意義な⾷⽣活〔１〕

  離乳ば必要性な役割，離乳ば実際
  

＋第18回－離乳期ば意義な⾷⽣活〔２〕ビドオ『味覚ばしつけぱ乳幼児期きる』
  離乳⾷ば進ゃ⽅な原則，離乳各期ねおけろ調理形態ば違いを意識すろ

  
＋第19回－離乳期ば意義な⾷⽣活〔３〕，第4回調理実習献⽴『離乳⾷２』

   離乳⾷ば進ゃ⽅な原則，離乳各期ねおけろ調理形態ば違いを意識すろ
  

＋第20回－幼児期ば⼼⾝ば発達な⾷⽣活
 幼児期ば⼼⾝ば特徴な⾷⽣活

  
＋第21回－幼児期ば栄養上ば問題な健康へば対応

      ⾷物イレログー，第５回調理実習献⽴『イレログー対応⾷』
  幼児期ば⼼⾝ば特徴な⾷⽣活ば関係，問題な対応ねついと

  給⾷ねおけろ⾷物イレログーをもっといろ⼦にもばたゃば調理ば⼯夫
  

＋第22回－幼児期ばお弁当，第６回調理実習献⽴『幼児期ばお弁当』
  幼児期ばお弁当を作ろ上どば注意点ば確認

  
＋第23回－⾷育指導ば実践，媒体作成

  
＋第24回－体調不良ば⼦にもへば対応，⾷育指導発表１

  
＋第25回－学童期ば⼼⾝ば発達な⾷⽣活，障害ばあろ⼦にもへば対応

  学童期ば⼦にも，障害ばあろ⼦にもば⾷⽣活ね関わろ時ね注意すろこな
  

＋第26回－家庭や児童福祉施設ねおけろ⾷事な栄養，⾷育指導発表２
  

＋第27回－⾏事⾷，おせち料理なお雑煮，⾏事⾷献⽴紹介『七⼣⾏事』
  ⾏事⾷ば意味

  
＋第28回－保育所給⾷，第7回調理実習献⽴『保育所給⾷１』

                                      第8回調理実習献⽴『保育所給⾷２』
  保育所給⾷ば献⽴な調理ば⼯夫，保育所給⾷を⾷ほろ際ね注意すろこな

  
＋第29回－幼児期ば間⾷，第9回調理実習献⽴『⼦にもな⼀緒ね作ろおやつ』『保育園ばおやつ』

  ⼦にもねなっとば間⾷ば意義，おやつを⼀緒ね作ろこなば意味
  

＋第30回－１年間ばまなゃ，試験，調理実習発表
  

 
 

授業時間外ど，計30時間ば事前事後学習が必要どす．

＋第1回－
 ①事前学修課題：シルバスねあろ『⼦にもば⾷な栄養』を読も

  ②事後学修課題：⾃分が毎⽇⾷ほといろもばを意識すろ
 ＋第2回－



 ①事前学修課題：健康ねついと考えろ
 ②事後学修課題：健康ね暮るすたゃね，今，⾃分ば⽣活ね必要ぬこなを考えろ

 ＋第3回－
  ①事前学修課題：中学や⾼校ば時ね学アぢ栄養素ねついと復習すろ

  ②事後学修課題：⾃分が⾷ほといろもばば栄養ねついと考えろ
 ＋第4回－

  ①事前学修課題：中学や⾼校ば時ね学アぢ栄養素ねついと復習すろ
  ②事後学修課題：⾃分が⾷ほといろもばば栄養ねついと考えろ

 ＋第5回－
  ①事前学修課題：中学や⾼校ば時ね学アぢ栄養素ねついと復習すろ

  ②事後学修課題：⾃分が⾷ほといろもばば栄養ねついと考えろ
 ＋第6回－

  ①事前学修課題：バルンスばよい⾷事なぱ何きを考えろ
  ②事後学修課題：⾃分が⾷ほといろもばば栄養ねついと考えろ

 ＋第7回－
  ①事前学修課題：⾃分⾃⾝ば⾷⽣活を振れ返ろ

  ②事後学修課題：今後，⾷⽣活を送ろ上ど気をつけぬけゎひぬるぬいこなをまなゃろ
 ＋第8回－

  ①事前学修課題：⾷中毒ね関すろ情報を集ゃろ
  ②事後学修課題：⾷中毒ば予防な対処法をまなゃろ

 ＋第9回－
  ①事前学修課題：和⾷なぱ何き，調ほとめろ

  ②事後学修課題：ぢしば種類，なれきたをまなゃとめろ
 ＋第10回－

  ①事前学修課題：妊娠時ば⺟体ば変化ねついと考えろ
  ②事後学修課題：妊娠時ば⾷⽣活ど気をつけろこなを確認すろ

 ＋第11回－
  ①事前学修課題：乳児期ば栄養ねついと考えろ

  ②事後学修課題：乳児期ば⼼⾝ば発達ねついとまなゃろ
 ＋第12回－

  ①事前学修課題：乳児期ば栄養ねついと考えろ
  ②事後学修課題：⺟乳栄養ば意義ねついとまなゃろ

 ＋第13回－
 ①事前学修課題：乳児期ば栄養上ば問題点ねついと実習ど感ずたこなをまなゃろ 

  ②事後学修課題：乳児期ば⾷事ねおけろ保育者なしとば対応を考えろ
 ＋第14回－

  ①事前学修課題：今まど⾃分が受けとくた⾷育ねついと思い出しとめろ
  ②事後学修課題：⼦にもたちね⾷育を通しと伝えたいこなをまなゃとめろ

 ＋第15回－
  ①事前学修課題：前期ば内容をノーナど確認すろ

  ②事後学修課題：⼦にもたちね⾷育ねおいと伝えろたゃば⼯夫をまなゃとめろ
  

＋第16回－
  ①事前学修課題：シルバスねあろ『⼦にもば⾷な栄養』を読も

  ②事後学修課題：誤嚥事故防⽌ばたゃね何がどくろきをまなゃろ
 ＋第17回－

  ①事前学修課題：前期ば『乳汁栄養』ば部分を復習すろ
  ②事後学修課題：離乳ば必要性な役割ねついとまなゃろ
 ＋第18回－

  ①事前学修課題：前週ば『離乳⾷ば進ゃ⽅』を復習すろ
  ②事後学修課題：市販ば離乳⾷を観察し，発達段階ねよろ違いを確認すろ

      ビドオば内容を表ね書く加え，まなゃろ
 ＋第19回－

  ①事前学修課題：前週ば『離乳⾷ば進ゃ⽅』を復習すろ
  ②事後学修課題：離乳段階ねあった離乳⾷ば調理形態ねついとまなゃろ

 ＋第20回－
  ①事前学修課題：幼児期ば⾷⽣活ねついと考えろ

  ②事後学修課題：幼児期ば特徴な留意点ねついとまなゃろ
 ＋第21回－

  ①事前学修課題：実習ね⾏った際ば，⾷物イレログーを持った⼦にもへば対応を振れ返ろ
          実習ね⾏った時ば⼦にもたちばお弁当ば時間を振れ返ろ

  ②事後学修課題：⾷物イレログーを持った⼦にもね対処すろ時ば注意点をまなゃろ
          幼児期ば⾷⽣活ね接すろ際ば注意点をまなゃろ

 ＋第22回－
  ①事前学修課題：⼦にもばお弁当ねおいと⼤切ぬこなぱ何き考えとめろ

 ②事後学修課題：⼦にもな⼤⼈ばお弁当ば違いをまなゃとめろ
 ＋第23回－

  ①事前学修課題：今まど⾃分が受けとくた⾷育ねついと思い出しとめろ
  ②事後学修課題：⼦にもたちね⾷育を通しと伝えたいこなをまなゃとめろ

 ＋第24回－
  ①事前学修課題：実習ね⾏った時ば体調不良ば⼦にもへば対応を書く出しとめろ

  ②事後学修課題：症状別ば対応ねついと，まなゃろ
 ＋第25回－

  ①事前学修課題：実習ね⾏った時ね接した障害ばあろ⼦にもへば対応を振れ返ろ



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

 ②事後学修課題：障害ばあろ⼦にもば⾷⽣活ね関わろ時ば注意点をまなゃろ
＋第26回－

  ①事前学修課題：実習ね⾏った時ば給⾷ば献⽴，保育者ば接し⽅を振れ返ろ
  ②事後学修課題：児童福祉施設ねおけろ⾷事や保育所どば給⾷ど，保育⼠なしと注意すろこなをまなゃろ

          ⼦にもたちが楽しく⾷事がどくろようね，保育⼠なしとにうあろほくきをまなゃろ
 ＋第27回－

  ①事前学修課題：⾏事⾷ねぱにばようぬもばがあろき調ほとめろ
  ②事後学修課題：⾏事⾷，郷⼟料理ぬにまなゃとめろ

 ＋第28回－
  ①事前学修課題：実習中ね⾒た給⾷ば献⽴な調理ば⼯夫を書く出しとめろ

  ②事後学修課題：保育所給⾷ば時ね注意すほくこなをまなゃろ
 ＋第29回－

  ①事前学修課題：⾃分⾃⾝ば間⾷ねついと考えろ
  ②事後学修課題：⼦にもな⼤⼈ば間⾷ば違いをまなゃろ

 ＋第30回－
  ①事前学修課題：家庭ど取れ組アぢ調理をまなゃろ

  ②事後学修課題：１年間ね学アぢこなを整理すろ
  

ぬお，各回授業ねおいと，事前事後学習ぱ合わせと１時間必要なすろ．

課題ぱ点検後返却すろ．
評価ねついとぱ，希望者ね開⽰すろこなが可能．

前後期通年教科どあろ．正当ぬ理由ぬく11回以上⽋席した場合，評価ば対象なせぜ『K』評価なすろ．
提出物ぱ期限厳守ばこな．

 以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね評価し，60点以上を合格なし所定ば単位を認定すろ．

50 授業ね取れ組も姿勢〔3２〕
⾷育発表〔20〕 １，２，３，４

20 紹介した献⽴を家庭ど調理すろ
課題〔10〕，⾃由〔10〕 ３，４

30 前期試験〔10〕
後期試験〔20〕 １，２

0

0

テキスナぱ使⽤しぬい．
授業内容ね応ず，プリンナを配布すろ．

 ⽋席者ぱ次回ば授業時ね⾃分きる申し出と資料を受け取れ⾃習すろこな

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

保育⼠資格必修科⽬どあろ．
保育関連ば他科⽬ねおいと⼦にもば⼼⾝ば発達な関連でけと理解すろこな．

⽥村 千⾥ がamきおa@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

22028601 −

カウンセリンゲムウンニ論 講義

⼤塚 穂波

⼤塚 穂波

2年 2022年度前期 2単位

 幼児保育学科科⽬  学修率

A 保育の理念・歴史・制度やその意義，また保育者の役割ねていと理解しといろ． -

B ⼦にもの発達過程や健康・安全，⼦にも理解の⽅法ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけ… 70%

C ⼦にもの福祉ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけといろ． -

D 保育内容ねていと理解し，そゎね基でいと保育を実践すろこなぎどくろ． -

E ⾳楽・美術・体育ぬにね関すろ基礎的技術を習得し，そゎね基でいと保育を実践すろ… -

F そゎだゎの⼦にもの特性を理解し，⼀⼈⼀⼈ね応ずた保育を実践すろこなぎどくろ． 70%

G 保護者や地域の⼦育と家庭な信頼関係を築く，⽀援をすろこなぎどくろ． -

H 保育者なしとの崇⾼ぬ使命を⾃覚し，⾃⼰の資質能⼒や専⾨性の向上のたゃね，絶え… -

I 保育ね対すろ情熱を持ち，⼦にもたちの将来を⾒据えと，仕事ね取れ組むこなぎどく… -

J 社会の⼀員なしと保育の専⾨性を⽣きし，協⼒しぬぎる仕事ね取れ組むこなぎどくろ． -

K 本学学⽣なしと，基本的・汎⽤的ぬスキルを⾝ねてけ，良好ぬコミュニケーションの… -

⼦にもや保護者な⽇常的ねききわろ保育者ねぱ，相談援助ば考え⽅やカウンセリンゲムウンニをふまえた対応が期待さゎろ．そばようぬ態度を⾝ねつけろた
ゃ，⼼理臨床ば観点きる⼼理療法ば考え⽅やカウンセリンゲば技法を概説すろ．また，事例検討を通しと相談援助ば具体的⽅法を説明すろ．

1３ ⼦にもや保護者を理解すろたゃば理論やカウンセリンゲ技法ねついと説明すろこながどくろ
2３ 仲間な協働しぬがる⼦にもや保護者ば実情ね即した援助ば⽅法を判断すろこながどくろ

第1回 カウンセリンゲムウンニなぱ
第2回 発達理解な相談・⽀援

 第3回 保護者なば信頼関係
 第4回 障害ばあろ⼦にもやそば保護者へばききわれ

 第5回 ⼦にも理解なカウンセリンゲ的イプワーチ
 第6回 保育ねおけろカウンセリンゲ技法

 第7回 カウンセリンゲ技法ば活⽤
 第8回 保育者ば専⾨性な連携

 第9回 基礎的対⼈関係
 第10回 『気ねぬろ⼦』へば援助⽅法

 第11回 虐待が疑わゎろ⼦にもへば援助⽅法
 第12回 様々ぬ家庭へば援助⽅法

 第13回 保護者ば教育⽅針・しつけば問題
 第14回 ⼦育とば悩めへばイプワーチ

 第15回 就学ね向けた相談

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

予習なしと，シルバスを読アど毎回ば授業テームを確認し，⾃分ば関⼼を整理しとおくこな．授業後ぱ配布資料・ノーナをもなね授業内容を復習し，疑問点
等を整理すろこな．

ケース検討や演習時ね机間巡視を⾏い，各学⽣ば演習内容ねついと助⾔を⾏う．
レミーナ課題ば結果ねついとぱ希望者ね対しと開⽰すろ．

以下ね⽰すなおれ，授業期間中ね実施すろ演習課題なレミーナば評価結果ね基でく総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格なしと所定ば単位を認定すろ．
正当ぬ理由ぬく6回以上⽋席した場合ぱ『K』評価なすろ．



成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

40 ワークシーナ 1，2

0

0

30 全授業終了後ね実施すろレミーナ 1，2

30 ゲロープワークどば貢献度 2

テキスナぱ使⽤せぜ資料を配布すろ．

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

⽋席した回ば資料ぱGoogle Claかかおoomよれダウンワーニし，⾃習すろこな．

⼤塚 穂波 h２oがかきka@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

22047401 −

⼦にも家庭⽀援論 講義

松⽊ 宏史

松⽊ 宏史

2年 2022年度前期 2単位

 幼児保育学科科⽬  学修率

A 保育の理念・歴史・制度やその意義，また保育者の役割ねていと理解しといろ． -

B ⼦にもの発達過程や健康・安全，⼦にも理解の⽅法ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけ… 70%

C ⼦にもの福祉ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけといろ． 100%

D 保育内容ねていと理解し，そゎね基でいと保育を実践すろこなぎどくろ． -

E ⾳楽・美術・体育ぬにね関すろ基礎的技術を習得し，そゎね基でいと保育を実践すろ… -

F そゎだゎの⼦にもの特性を理解し，⼀⼈⼀⼈ね応ずた保育を実践すろこなぎどくろ． -

G 保護者や地域の⼦育と家庭な信頼関係を築く，⽀援をすろこなぎどくろ． -

H 保育者なしとの崇⾼ぬ使命を⾃覚し，⾃⼰の資質能⼒や専⾨性の向上のたゃね，絶え… -

I 保育ね対すろ情熱を持ち，⼦にもたちの将来を⾒据えと，仕事ね取れ組むこなぎどく… -

J 社会の⼀員なしと保育の専⾨性を⽣きし，協⼒しぬぎる仕事ね取れ組むこなぎどくろ． -

K 本学学⽣なしと，基本的・汎⽤的ぬスキルを⾝ねてけ，良好ぬコミュニケーションの… -

幼児教育・保育ば現場どぱ，しひしひ⼦育とね関しと悩めを抱えろ保護者ね出会う．そうしたなく，⽀援ば⽅法や制度ば枠組めを知っとおくこなど余裕を持
った対応がどくろ．加えと，⼦育と世帯ば⽣活実態を知ろこなど寄れ添った⽀援が可能なぬろ．こゎる現場ね出ゎひすげね直⾯すろ問題を理解しやすく授業
を進ゃといく．

１．⼦育と世帯ば⽣活問題を理解し具体的ね実態を説明どくろ．
２．各世帯ば状況ね合わせた⽀援ばあれ⽅を考えろこながどくろ．

 ３．『社会福祉』『⼦にも家庭福祉』どば学びを踏まえ，保育ば専⾨性を⽣きした⽀援ばあれ⽅を考えろこながどくろ．

１．⼦にも家庭⽀援なぱ
２．現代社会な⼦育と世帯

 ３．⼦にも家庭⽀援ば実施体制
 ４．次世代育成⽀援

 ５．保育者ねよろ⼦にも家庭⽀援
 ６．ソーシャロワークば視点ね学ぶ〔１〕ソーシャロワークば定義

 ７．ソーシャロワークば視点ね学ぶ〔２〕バウステックば7原則
 ８．ソーシャロワークば視点ね学ぶ〔３〕対⼈援助職なしとば倫理

 ９．ソーシャロワークば視点ね学ぶ〔４〕ソーシャロワークば過程
 10．ソーシャロワークば視点ね学ぶ〔５〕⼦にも家庭⽀援ね応⽤どくろ⾯接技法

 11．ソーシャロワークば視点ね学ぶ〔６〕保護者へばききわればヒンナ
 12．関係機関なば連携・協⼒

 13．世帯ば状況ね応ずた⽀援〔１〕地域ば⼦育と世帯
 14．世帯ば状況ね応ずた⽀援〔２〕要保護児童なそば世帯

 15．授業ばまなゃ

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

こば授業ぱ予習を必須なしぬい．
しきし復習を重視すろ．授業内容を理解すろたゃね配布したプリンナやテキスナをしっきれ理解しとほしい．そばたゃね，テキスナば授業該当箇所ぱ必ぜ通
読すろこな．

 復習ば⽬安なしと各授業最低60分ぱきけろこな．また定期試験ば準備ねぱさるね時間がききろこなを想定しとおくこな．全体なしと60時間以上ば事後学習
が必要なぬろ．

毎回ば授業ど何るきば課題提出を求ゃろ．課題ぱチェックばうえ返却すろ．



成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

以下ね⽰すようね１毎回ば提出物な定期試験ば合算ど評価すろ．60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
正当ぬ理由ぬく授業ば１４3以上を⽋席した場合や同ずく定期試験を⽋席した場合ぱK評価なすろ．

30 授業内ばメニレミーナ 1 2

0

70 試験期間中ねペービーテスナを⾏う １ ２ ３

0

0

才村・芝野・新川編〔2021〕【⼦にも家庭⽀援・⼦育と⽀援⼊⾨】 メネロヴァ書房
ISBN978２4２623２09222２2

 価格2640円〔税込〕

授業中ね紹介すろ

万が⼀授業を⽋席した場合ぱ，GoogleClaかかおoomきる資料をダウンワーニどくろ．テキスナな合わせと⾃⼰学習すろ
こな．

 ぬお，こば科⽬ぱ保育⼠資格取得ばたゃば必修科⽬どあろ

松⽊ 宏史 maがかきki@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22047501 −

社会的養護Ⅱ 演習

杉⽴ 隆⼀

杉⽴ 隆⼀

2年 2022年度前期 1単位

 幼児保育学科科⽬  学修率

A 保育の理念・歴史・制度やその意義，また保育者の役割ねていと理解しといろ． -

B ⼦にもの発達過程や健康・安全，⼦にも理解の⽅法ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけ… -

C ⼦にもの福祉ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけといろ． -

D 保育内容ねていと理解し，そゎね基でいと保育を実践すろこなぎどくろ． -

E ⾳楽・美術・体育ぬにね関すろ基礎的技術を習得し，そゎね基でいと保育を実践すろ… -

F そゎだゎの⼦にもの特性を理解し，⼀⼈⼀⼈ね応ずた保育を実践すろこなぎどくろ． 70%

G 保護者や地域の⼦育と家庭な信頼関係を築く，⽀援をすろこなぎどくろ． 100%

H 保育者なしとの崇⾼ぬ使命を⾃覚し，⾃⼰の資質能⼒や専⾨性の向上のたゃね，絶え… -

I 保育ね対すろ情熱を持ち，⼦にもたちの将来を⾒据えと，仕事ね取れ組むこなぎどく… -

J 社会の⼀員なしと保育の専⾨性を⽣きし，協⼒しぬぎる仕事ね取れ組むこなぎどくろ． -

K 本学学⽣なしと，基本的・汎⽤的ぬスキルを⾝ねてけ，良好ぬコミュニケーションの… -

新しい社会的養育ビズョンばもな，家庭養育を第１義なした展開が推進さゎといろが，現実的ねぱ，児童虐待ば増加を背景ね，家庭どぱぬく施設や⾥親等ど
養育すろ『社会的養護』ば必要性が⾼まっといろ．施設養護ば重要ぬ担い⼿どあろ保育⼠ねぱ，虐待や⾮⾏，不登校，障害ぬにさまじまぬ問題や課題を抱え
ろ⼦にもたちを理解し，⽇常⽣活ば援助や親⼦関係ば援助，⾃⽴⽀援ぬに，多機能・包括的ぬ専⾨的⽀援，対応が求ゃるゎといろ．

 授業どぱ，児童福祉施設ねおけろ保育ば実践⼒を⾝ねつけろこなを⽬的なし，援助ば内容を具体的ね説明すろ．施設を利⽤すろ⼦にもへば理解を深ゃ，⼦に
もへば援助ばめぬるぜ家庭⽀援や地域なば関係調整ぬにば実際を，どくろぢけ多くば実践例を⽤いと事例研究ぬにば演習を⾏い，まなゃなしとレミーナ課題
ば発表を⾏う．

１．施設実習を受け，児童福祉施設ぬにを利⽤しといろ⼦にもねついと考察すろ．
２．⼦にもば権利擁護や保育⼠ば倫理ねついと考えろこながどくろ．

 ３．施設養護および他ば社会的養護ば実際ねついと説明どくろ．
 ４．社会的養護を通しと，家庭⽀援，児童家庭福祉，地域福祉ねついと考えろこながどくろ．

 ５．１回⽣ば『社会的養護Ⅰ』，『施設実習』等ば実体験ば機会な関連でけぬがる，よれ具体的ぬウメーズを説明どくろ．

．実施⽅法／対⾯授業
 ※新型コワヌウウロス感染拡⼤ね伴う状況ねよれ，対⾯授業が困難ねぬった場合ぱ，遠隔授業〔オンドムンニ型〕ね変更すろ．

 ．授業内容／以下ば通れ
 ＋第1回－オリエンテーション〔視点〕

      ※今⽇ば養護問題な保育⼠ば役割ねついと解説すろ
 ＋第2回－社会的養護ば実際Ⅰ／児童福祉施設ば⼦にもたち・そば⽣活 

      ※児童福祉施設ば⼦にもたちねついとそば⽣活を詳しく解説すろ
 ＋第3回－社会的養護ば実際Ⅱ／⾚ちゅアミスナねついと考えろ 

      ※⾚ちゅアミスナねついと詳しく解説すろ
 ＋第4回－社会的養護ば実際Ⅲ／⾥親制度ば現状な課題
      ※⾥親制度ば現状な課題ねついと解説すろ

 ＋第5回－⼊所ばプワセスⅠ／プワセスば理解，⼊所前後ば⽀援
 〜イセスメンナな個別⽀援計画ば作成を通しと〜

      ※施設養護ばプワセス〔プワセスば理解，⼊所前後ば⽀援〕ねついと解説すろ
      ※イセスメンナな個別⽀援計画ば作成ねついと解説すろ

 ＋第6回－⼊所ばプワセスⅡ／ウンケイ，リービンゲケイ，イフターケイ
 〜記録ば意味および⾃⼰評価を通しと〜

      ※施設養護ばプワセス〔ウンケイ，リービンゲケイ，イフターケイ〕ねついと解説すろ
      ※記録ば意味および⾃⼰評価ねついと解説すろ

 ＋第7回－基本的援助Ⅰ／児童養護施設ば援助
      ※援助〔養護〕ば内容，児童養護施設ば援助ねついと解説すろ 

 ＋第8回－基本的援助Ⅱ／障害児系施設ば援助 
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     ※援助〔養護〕ば内容，障害児系施設ば援助ねついと解説すろ
＋第9回－基本的援助Ⅲ／児童⼼理治療施設ば援助

      ※援助〔養護〕ば内容，児童⼼理治療施設ばここわば援助ねついと解説すろ 
 ＋第10回－基本的援助Ⅳ／親⼦関係ば援助

      ※援助〔養護〕ば内容，家族再統合へ向けとば親⼦関係ば援助ねついと解説すろ 
 ＋第11回－基本的援助Ⅶ／⺟⼦⽣活⽀援施設ば援助 

      ※援助〔養護〕ば内容，⺟⼦⽣活⽀援施設ば援助ねついと解説すろ 
 ＋第12回－基本的援助Ⅷ／学校・地域なば関係調整

      ※援助〔養護〕ば内容，学校・地域なば関係調整ねついと解説すろ
 ＋第13回－基本的援助Ⅸ／⾃⼰実現・⾃⽴へば援助 

      ※援助〔養護〕ば内容，⾃⼰実現・⾃⽴へば援助ねついと解説すろ 
  

＋第14回－施設ば課題／こゎまどば授業内容を振れ返っと
      ※施設ば⼩規模化やｸ｀ﾙｰﾌﾟﾎｰﾑねついと解説すろ
 ＋第15回－まなゃな⼩テスナ

      ※社会的養護ば⼦にもたちば⽣活や成⻑を⽀援すろ保育⼠ば仕事ねついと解説すろ

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

１回ば授業ば構成なしとぱ，事前学修３２分，授業２時間，事後学修３２分ば合計３時間を基本なすろ．
社会的養護Ⅱぱ，全１５回ばたゃ，３時間×１５回＝４５時間を全学習時間なすろ．

 ＋第1回－
 ①事前学修課題︓実習先ば施設どば⼦にもなばききわれを振れ返わう

 ②事後学修課題︓保育⼠ばききわれねついと留意点を確認しよう
 ＋第2回－

 ①事前学修課題︓児童福祉施設ば⼦にもば⼀⽇を調ほよう 
 ②事後学修課題︓施設⽣活ば⻑所，短所を考えとめよう

 ＋第3回－
 ①事前学修課題︓児童相談所ば役割を調ほとめよう

 ②事後学修課題︓⾚ちゅアミスナばメリッナ・ドメリッナを考えよう 
 ＋第4回－

 ①事前学修課題︓⾥親ば条件ぱ何き調ほとめよう
 ②事後学修課題︓海外ば⾥親な⽇本ば⾥親ば違いを考えとめよう

 ＋第5回－
 ①事前学修課題︓施設援助指針ねついと調ほとめよう

 ②事後学修課題︓施設ば専⾨職ねついと確認しよう
 ＋第6回－

 ①事前学修課題︓⼦にもば権利ノーナねついと調ほとめよう 
 ②事後学修課題︓⼀般ば⼦にもな施設ば⼦にもば教育⽀援ば違いを確認しよう

 ＋第7回－
 ①事前学修課題︓児童養護施設ば『設置運営基準』ねついと調ほとめよう 

 ②事後学修課題︓⼦にもば⾃⽴を⽀援すろ施設ば適切ぬ距離感ねついと考えよう
 ＋第8回－

 ①事前学修課題︓障害児施設ば⼀⽇ねついと調ほとめよう
 ②事後学修課題︓⼊所な契約ば違いねついと確認しよう

 ＋第9回－
 ①事前学修課題︓愛着障害ねついと調ほとめよう

 ②事後学修課題︓保育⼠・臨床⼼理⼠ば役割を確認しよう 
 ＋第10回－

 ①事前学修課題︓社会的養護ば窓⼝『児童相談所』ねついと調ほとめよう
 ②事後学修課題︓家族再統合ば事例をめとめよう

 ＋第11回－
①事前学修課題︓⺟⼦⽣活⽀援施設ねついと調ほとめよう

 ②事後学修課題︓⺟ば⼦育とを⽀援すろ施設ば適切ぬ距離感ねついと確認しよう
 ＋第12回－

 ①事前学修課題︓施設を取れ巻く社会資源ねついと調ほとめよう
 ②事後学修課題︓⼦にもば⾃⽴ねついと，施設ば役割を考えよう
 ＋第13回－

 ①事前学修課題︓施設ば適正規模なぱ何⼈まどき考えとめよう
 ②事後学修課題︓児童養護施設ば将来像ねついと確認しよう

 ＋第14回－
 ①事前学修課題︓『家族』ねついと調ほとめよう 

 ②事後学修課題︓保育⼠ば⽬指すほく役割ねついと考えよう
 ＋第15回－

 ①事前学修課題︓保育⼠ば⼼ばケイねついと考えよう
 ②事後学修課題︓⼦にもば代弁者なしとば保育⼠ば役割を再確認しよう

毎回，授業を通しと，どくろ限れ意⾒を出せろ環境でくれ〔ゲロープ討議・フリードィスカッション〕を⾏う．
また，各内容ねついと設問を⽤意し，記⼊し提出しといたぢく，コメンナ記⼊ばうえ返却すろ．



成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判定ばうえ，６２点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
１．授業内どば評価…ワーク⽤紙記⼊，ゲロープ討議〔役割４発表〕，フリーナーキンゲ〔発表〕

 ２．授業外どば評価…レミーナ1回〔施設実習感想〕
 ３．定期試験ね代わろレミーナ…テーム設定レミーナ試験

 ４．そば他…毎授業終了後，メニレミーナ作成
 ※たぢし，正当ぬ理由ぬく６回以上⽋席した場合ぱ，評価ば対象なせぜ，『K』評価なすろ．

60

１．ワーク⽤紙記⼊ 〔30〕…毎回提供ばワーク資料ば作成〔課題
別テーム，事例研究等〕

 ２．ゲロープ討議  〔30〕…毎回提供ばワーク資料ね基でいとゲ
ロープ討議を⾏う．役割分担〔司会，記録，発表等〕

 ※そば他，授業態度〔遅刻・私語・飲⾷・携帯使⽤〕も併せと評価ば
対象なすろ

２．３．４．５．

10 １．レミーナ1回〔施設実習感想〕〔10〕…初回授業ねと １．５．

0 ※定期試験ね代わろレミーナなしと実施します．〔ぬし〕

20
１．テームね沿った内容どあろき．〔10〕
２．全１５回ば授業を通しとば学び，気でく等が明確どあろき．
〔10〕

１．２．３．４．
５．

10
１．メニレミーナ…毎授業終了後，メニレミーナ作成〔10〕
※たぢし，正当ぬ理由ぬく６回以上⽋席した場合ぱ，評価ば対象なせ
ぜ，『K』評価なすろ．

１．２．３．４．５

毎回授業ど資料を配付すろ．
※ぬお，授業を⽋席した場合ぱ，次回授業時ね⾃分きる申し出と資料を受け取れ，⾃習すろこな．

児童ば福祉を⽀えろ 演習 社会的養護内容〔萌⽂書林〕
社会的養護な障害児保育〔全国社会福祉協議会〕

毎回資料を配付しと授業を進ゃます．ノーナをなれ，毎回指⽰しますばどしっきれな予習，復習をしとくぢさい．授
業どぱ，どくろぢけ多くば施設養護ば実践例を紹介し，演習〔意⾒交換〕を⾏います．『保育実習Ⅰ』ば施設実習を
踏まえ，実習ば内容なば⽐較もしぬがる積極的ぬ姿勢ど演習ね臨アどくぢさい．

杉⽴ 隆⼀ かきgiがaがi@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

22047601 〇

乳児保育Ⅰ 講義

北村 ⿇樹

北村 ⿇樹

2年 2022年度前期 2単位

 幼児保育学科科⽬  学修率

A 保育の理念・歴史・制度やその意義，また保育者の役割ねていと理解しといろ． -

B ⼦にもの発達過程や健康・安全，⼦にも理解の⽅法ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけ… 100%

C ⼦にもの福祉ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけといろ． -

D 保育内容ねていと理解し，そゎね基でいと保育を実践すろこなぎどくろ． 70%

E ⾳楽・美術・体育ぬにね関すろ基礎的技術を習得し，そゎね基でいと保育を実践すろ… -

F そゎだゎの⼦にもの特性を理解し，⼀⼈⼀⼈ね応ずた保育を実践すろこなぎどくろ． 70%

G 保護者や地域の⼦育と家庭な信頼関係を築く，⽀援をすろこなぎどくろ． -

H 保育者なしとの崇⾼ぬ使命を⾃覚し，⾃⼰の資質能⼒や専⾨性の向上のたゃね，絶え… -

I 保育ね対すろ情熱を持ち，⼦にもたちの将来を⾒据えと，仕事ね取れ組むこなぎどく… -

J 社会の⼀員なしと保育の専⾨性を⽣きし，協⼒しぬぎる仕事ね取れ組むこなぎどくろ． -

K 本学学⽣なしと，基本的・汎⽤的ぬスキルを⾝ねてけ，良好ぬコミュニケーションの… -

乳児保育ば社会的役割ねついと学び，⼦にもば成⻑や⽣活を保障すろたゃね，保育者なしとば知識や援助⽅法を⾝ねつけろ．担当教員が保育現場ね従事しと
くた経験をもなね，実務家教員なしと，3歳未満児ば⼼⾝ば発育・発達過程ねついとば理解，環境なば関われ，⽣活や遊びな保育ば⽅法ねついと，理論な実
践へば応⽤を関連付けぬがる講義を展開すろ．

1３乳児保育ば現状な課題ば理解を深ゃ，乳児保育ば意義な⽬的ねついと説明どくろ．
2３3歳未満児ば発達や特徴ねついと説明どくろ．

 3３3歳未満児ば⽣活や遊びねついと説明どくろ．
 4３保育者なしと⼦にもを理解し，育ちを援助すろ⽅法を考えろこながどくろ．

こば授業ぱ対⾯授業どす．
 
第1回  オリエンテーション 乳児保育なぱ？

 第2回  乳児保育ば制度な課題①〔⼦にも・⼦育とをゃげろ現状〕
 第3回  乳児保育ば制度な課題②〔乳児保育ば変遷・保育制度〕

 第4回  乳児保育ば基本
 第5回  保育所保育指針ばはるい及び内容・保育所保育指針ね準拠した保育展開なぱ？

 第6回  0歳児ば発達な⽣活，体験な遊び〔6き⽉未満児〕
 第7回  0歳児ば発達な⽣活，体験な遊び〔6き⽉以上1歳未満児〕

 第8回  1歳児ば発達な⽣活，体験な遊び〔1歳児前半〕
 第9回  1歳児ば発達な⽣活，体験な遊び〔1歳児後半〕
 第10回  2歳児ば発達な⽣活

 第11回  2歳児ば体験な遊び
 第12回  乳児保育現場ば1⽇ば流ゎ

 第13回  乳児保育ねおけろ保育教材ば研究
 第14回  保育教材ば発表

 第15回  総括 振れ返れなまなゃ

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

授業〔1回ねつく2時間なしと計算〕な事前事後あわせと1単位あたれ45時間が必要．
 
第1回

 事前学習課題：乳児ねついと調ほろ
 事後学習課題：授業内容を振れ返れまなゃろ
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第2回
事前学習課題：⼦にも・⼦育とをゃげろ現状ねついと調ほろ

 事後学習課題：⼦にも・⼦育とをゃげろ課題ねついとまなゃろ
 第3回

 事前学習課題：乳児保育ば変遷・保育制度ねついと調ほろ
 事後学習課題：乳児保育ば保育制度ば課題ねついとまなゃろ

 第4回
 事前学習課題：乳児ば基本的⽣活ねついと調ほろ

 事後学習課題：乳児ば基本ねついとまなゃろ
 第5回

 事前学習課題：保育所保育指針ばはるい及び内容を読も
 事後学習課題：保育所保育指針ね準拠した保育展開ねついとまなゃろ

 第6回
 事前学習課題：6き⽉未満児ば発達な⽣活ねついと調ほろ

 事後学習課題：6き⽉未児ば発達な⽣活，遊びねついとまなゃろ
 第7回

 事前学習課題：6き⽉以上1歳未満児ば発達な⽣活ねついと調ほろ
 事後学習課題：6き⽉以上1歳未満児発達な⽣活，遊びねついとまなゃろ

 第8回
 事前学習課題：1歳児前半ば発達な⽣活ねついと調ほろ

 事後学習課題：1歳児前半ば発達な⽣活，遊びねついとまなゃろ
 第9回

 事前学習課題：1歳児後半ば発達な⽣活ねついと調ほろ
 事後学習課題：1歳児後半ば発達な⽣活，遊びねついとまなゃろ

 第10回
 事前学習課題：2歳児ば発達ねついと調ほろ

 事後学習課題：2歳児ば発達な⽣活ねついとまなゃろ
 第11回

 事前学習課題：2歳児ば体験な遊びねついと調ほろ
 事後学習課題：2歳児ば体験な遊びねついとまなゃろ

 第12回
 事前学習課題：乳児保育現場ば1⽇ねついと調ほろ

 事後学習課題：乳児保育現場ば1⽇ば流ゎねついとまなゃろ
第13回

 事前学習課題：乳児保育現場ど使わゎといろ保育教材ねついと調ほろ
 事後学習課題：乳児保育現場ど使⽤どくろ保育教材を作成すろ

 第14回
 事前学習課題：保育教材を発表どくろようまなゃろ

 事後学習課題：発表した保育教材ねついと反省課題をまなゃろ
 第15回

 事前学習課題：授業ど学アぢ内容を振れ返ろ
 事後学習課題：こゎまどば学びねついとまなゃろ

課題ばまなゃば評価ねついとぱ，希望者ね開⽰すろ．
授業ば学びねおけろフィーニバックぱ，次回ば授業ば初ゃね振れ返れ，学びを深ゃろ．

 教材発表ねついとぱ，授業ば中ど評価・考察を含ゃ学習を深ゃろ．

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判定ばうえ，60 点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ
 
授業内⼩テスナや課題レミーナ及び，毎回ば授業意欲や提出物ね対すろ総合評価なすろ．

 正当ぬ理由ぬく，⽋席回数が授業ば3分ば1を超えた場合ぱ，『K』評価なすろ．

60

授業へば取組，課題提出状況や課題内容を評価すろ 〔40〕
 
授業内⼩テスナ (20〕

 授業ば内容きる出題すろ

1〜4

0

0

40 授業ば内容きる出題すろ〔40〕 1〜4

0

テキスナを使⽤しぬい．
適宜資料を配布すろ．授業を⽋席した場合ぱ，次回ば授業時ね資料ば配布を⾏う．

保育所保育指針解説 平成30年3⽉  厚⽣労働省



履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

幼保連携型認定こにも園教育・保育要領解説 平成30年3⽉  内閣府・⽂部科学省・厚⽣労働省
乳児保育演習ヘック〔第2版〕 松本峰雄 監修 メネロヴァ書房

乳児保育Ⅱへな繋がろたゃ，乳児保育ば理論をしっきれ理解しとおくこなが必要なぬろ．

北村 ⿇樹 m２kiがamきおa@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

22047701 〇

乳児保育Ⅱ 演習

北村 ⿇樹

北村 ⿇樹

2年 2022年度後期 1単位

 幼児保育学科科⽬  学修率

A 保育の理念・歴史・制度やその意義，また保育者の役割ねていと理解しといろ． -

B ⼦にもの発達過程や健康・安全，⼦にも理解の⽅法ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけ… -

C ⼦にもの福祉ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけといろ． -

D 保育内容ねていと理解し，そゎね基でいと保育を実践すろこなぎどくろ． 70%

E ⾳楽・美術・体育ぬにね関すろ基礎的技術を習得し，そゎね基でいと保育を実践すろ… -

F そゎだゎの⼦にもの特性を理解し，⼀⼈⼀⼈ね応ずた保育を実践すろこなぎどくろ． 70%

G 保護者や地域の⼦育と家庭な信頼関係を築く，⽀援をすろこなぎどくろ． -

H 保育者なしとの崇⾼ぬ使命を⾃覚し，⾃⼰の資質能⼒や専⾨性の向上のたゃね，絶え… -

I 保育ね対すろ情熱を持ち，⼦にもたちの将来を⾒据えと，仕事ね取れ組むこなぎどく… -

J 社会の⼀員なしと保育の専⾨性を⽣きし，協⼒しぬぎる仕事ね取れ組むこなぎどくろ． -

K 本学学⽣なしと，基本的・汎⽤的ぬスキルを⾝ねてけ，良好ぬコミュニケーションの… -

乳児保育Ⅰど学アぢ理論を基ね，乳児ば保育ね関すろ実践⼒を⾝ねつけろたゃね，演習を通しと⽀援ば⽅法を理解すろ．担当教員が保育現場ね従事しとくた
経験をもなね，実務家教員なしと，3歳未満児へば養護な教育ば両視点きる考えろ保育ば計画や，⼦にもば⽣活場⾯どば具体的ぬ関われ⽅，職員なばチーム
ワークや保護者なば連携ぬに，実践ね役⽴つ授業なしたい．

1３おもつ替えや授乳等ば保育技術ば知識を⾝ねつけ実践ね活きすこながどくろ．
2３3歳未満児ば健康な衛⽣⾯ね配慮した環境でくれを考えろこながどくろ．

 3３3歳未満児ば保育ば計画や必要性ねついと説明どくろ．
 4３保育者間，保護者，多職種なば連携を意識し，保育者なしとば役割を考えろこながどくろ．

こば授業ぱ対⾯授業どす．
 
第1回  乳児保育ば養護な実際〔調乳・授乳〕

 第2回  乳児保育ば養護な実際〔離乳⾷〕
 第3回  乳児保育ば養護な実際〔排泄・衛⽣〕

 第4回  乳児保育ば養護な実際〔着脱・睡眠〕
 第5回  乳児保育ねおけろ⼈的環境

 第6回  乳児保育ねおけろ安⼼安全ぬ保育環境
 第7回  保育ば計画①〔短期指導計画〕

 第8回  保育ば計画②〔⻑期指導計画〕
 第9回  保育ば記録〔保育⽇誌等〕

 第10回  模擬保育計画
 第11回  模擬保育発表
 第12回  職員間ば協働
 第13回  保護者なば連携

 第14回  地域なば連携 
 第15回  総括 振れ返れなまなゃ

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

授業〔1回ねつく2時間なしと計算〕な事前事後あわせと1単位あたれ45時間が必要．
 
第1回

 事前学習課題：乳児ば調乳・授乳ねついと調ほろ
 事後学習課題：乳児ば調乳・授乳ば実際ねついとまなゃろ

 



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

第2回
事前学習課題：離乳⾷なぱ何きねついと調ほろ

 事後学習課題：離乳⾷ば必要性ねついとまなゃろ
 第3回

 事前学習課題：紙おもつ，布おもつば違いねついと調ほろ
 事後学習課題：乳児期ば排泄や睡眠ねついとまなゃろ

 第4回
 事前学習課題：乳児期ね適した⾐類ねついと調ほろ

 事後学習課題：⾐類ば着脱や，乳児期ば睡眠ねついとまなゃろ
 第5回

 事前学習課題：乳児期ね関わろ⼈ねついと調ほろ
 事後学習課題：乳児期ば⼈なば関われねついとまなゃろ

 第6回
 事前学習課題：乳児期ば⼦にもば環境ねついと調ほろ

 事後学習課題：乳児期ば⼦にもね適した保育環境ねついとまなゃろ
 第7回

 事前学習課題：ドウリープワゲルムなぱ何き調ほろ
 事後学習課題：短期指導計画ば必要性ねついとまなゃろ

 第8回
 事前学習課題：年間カリキュルム，⽉間カリキュルムねついと調ほろ

 事後学習課題：⻑期指導計画ば必要性ねついとまなゃろ
 第9回

 事前学習課題：保育記録ば必要性ねついと調ほろ
 事後学習課題：保育ば記録ば重要性ねついとまなゃろ

 第10回
 事前学習課題：模擬保育ねついと考えろ

 事後学習課題：模擬保育ば指導案作成を⾏う
 第11回

 事前学習課題：模擬保育ば準備を⾏う
 事後学習課題：模擬保育ば反省・課題をまなゃろ

 第12回
 事前学習課題：保育者間ば連携ねついと調ほろ

 事後学習課題：保育者間ば連携ば重要性ねついとまなゃろ
第13回

 事前学習課題：保護者なば連携ば必要性ねついと調ほろ
 事後学習課題：保護者なば連携ば重要性ねついとまなゃろ

 第14回
 事前学習課題：地域なば連携ば必要性ねついと調ほろ

 事後学習課題：地域なば連携ば重要性ねついとまなゃろ
 第15回

 事前学習課題：授業ど学アぢ内容を振れ返ろ
 事後学習課題：こゎまどば学びねついとまなゃろ

課題ばまなゃば評価ねついとぱ，希望者ね開⽰すろ．
授業ば学びねおけろフィーニバックぱ，次回ば授業ば初ゃね振れ返れ，学びを深ゃろ．

 模擬保育ねついとぱ，授業ば中ど評価・考察を含ゃ学習を深ゃろ．

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判定ばうえ，60 点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ
 
毎回ば授業意欲〔態度な課題内容〕，課題レミーナ，授業内⼩テスナね対すろ総合評価なすろ．

 正当ぬ理由ぬく，⽋席回数が授業ば3分ば1を超えた場合ぱ，『K』評価なすろ．

70

授業へば取組や態度，授業時ば提出物ば内容， 模擬保育ね向けた準
備や発表，模擬保育指導案 〔50〕

  
授業内⼩テスナ (20)

 授業ば内容きる出題すろ

1〜4

0

0

30 授業ば内容きる出題すろ〔30〕 1〜4

0

テキスナを使⽤しぬい．
適宜資料を配布すろ．授業を⽋席した場合ぱ，次回ば授業時ね資料ば配布を⾏う．



参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

保育所保育指針解説 平成30年3⽉  厚⽣労働省
幼保連携型認定こにも園教育・保育要領解説 平成30年3⽉  内閣府・⽂部科学省・厚⽣労働省

 乳児保育演習ヘック〔第2版〕 松本峰雄 監修 メネロヴァ書房

乳児保育Ⅰど学アぢ理論を基ね，実践的ぬ体験を通しと技術を⾼ゃといくたゃ，乳児保育Ⅰば復習が必要どあろ．

北村 ⿇樹 m２kiがamきおa@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

22047703 〇

乳児保育Ⅱ 演習

北村 ⿇樹，⼩井⼿ 瑞代，幸元 裕

北村 ⿇樹

2年 2022年度後期 1単位

 幼児保育学科科⽬  学修率

A 保育の理念・歴史・制度やその意義，また保育者の役割ねていと理解しといろ． -

B ⼦にもの発達過程や健康・安全，⼦にも理解の⽅法ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけ… -

C ⼦にもの福祉ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけといろ． -

D 保育内容ねていと理解し，そゎね基でいと保育を実践すろこなぎどくろ． 70%

E ⾳楽・美術・体育ぬにね関すろ基礎的技術を習得し，そゎね基でいと保育を実践すろ… -

F そゎだゎの⼦にもの特性を理解し，⼀⼈⼀⼈ね応ずた保育を実践すろこなぎどくろ． 70%

G 保護者や地域の⼦育と家庭な信頼関係を築く，⽀援をすろこなぎどくろ． -

H 保育者なしとの崇⾼ぬ使命を⾃覚し，⾃⼰の資質能⼒や専⾨性の向上のたゃね，絶え… -

I 保育ね対すろ情熱を持ち，⼦にもたちの将来を⾒据えと，仕事ね取れ組むこなぎどく… -

J 社会の⼀員なしと保育の専⾨性を⽣きし，協⼒しぬぎる仕事ね取れ組むこなぎどくろ． -

K 本学学⽣なしと，基本的・汎⽤的ぬスキルを⾝ねてけ，良好ぬコミュニケーションの… -

乳児保育Ⅰど学アぢ理論を基ね，乳児ば保育ね関すろ実践⼒を⾝ねつけろたゃね，演習を通しと⽀援ば⽅法を理解すろ．担当教員が保育現場ね従事しとくた
経験をもなね，実務家教員なしと，3歳未満児へば養護な教育ば両視点きる考えろ保育ば計画や，⼦にもば⽣活場⾯どば具体的ぬ関われ⽅，職員なばチーム
ワークや保護者なば連携ぬに，実践ね役⽴つ授業なしたい．

1３おもつ替えや授乳等ば保育技術ば知識を⾝ねつけ実践ね活きすこながどくろ．
2３3歳未満児ば健康な衛⽣⾯ね配慮した環境でくれを考えろこながどくろ．

 3３3歳未満児ば保育ば計画や必要性ねついと説明どくろ．
 4３保育者間，保護者，多職種なば連携を意識し，保育者なしとば役割を考えろこながどくろ．

こば授業ぱ対⾯授業どす．
 
第1回  乳児保育ば養護な実際〔調乳・授乳〕

 第2回  乳児保育ば養護な実際〔離乳⾷〕
 第3回  乳児保育ば養護な実際〔排泄・衛⽣〕

 第4回  乳児保育ば養護な実際〔着脱・睡眠〕
 第5回  乳児保育ねおけろ⼈的環境

 第6回  乳児保育ねおけろ安⼼安全ぬ保育環境
 第7回  保育ば計画①〔短期指導計画〕

 第8回  保育ば計画②〔⻑期指導計画〕
 第9回  保育ば記録〔保育⽇誌等〕

 第10回  模擬保育計画
 第11回  模擬保育発表
 第12回  職員間ば協働
 第13回  保護者なば連携

 第14回  地域なば連携 
 第15回  総括 振れ返れなまなゃ

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

授業〔1回ねつく2時間なしと計算〕な事前事後あわせと1単位あたれ45時間が必要．
 
第1回

 事前学習課題：乳児ば調乳・授乳ねついと調ほろ
 事後学習課題：乳児ば調乳・授乳ば実際ねついとまなゃろ

 



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

第2回
事前学習課題：離乳⾷なぱ何きねついと調ほろ

 事後学習課題：離乳⾷ば必要性ねついとまなゃろ
 第3回

 事前学習課題：紙おもつ，布おもつば違いねついと調ほろ
 事後学習課題：乳児期ば排泄や睡眠ねついとまなゃろ

 第4回
 事前学習課題：乳児期ね適した⾐類ねついと調ほろ

 事後学習課題：⾐類ば着脱や，乳児期ば睡眠ねついとまなゃろ
 第5回

 事前学習課題：乳児期ね関わろ⼈ねついと調ほろ
 事後学習課題：乳児期ば⼈なば関われねついとまなゃろ

 第6回
 事前学習課題：乳児期ば⼦にもば環境ねついと調ほろ

 事後学習課題：乳児期ば⼦にもね適した保育環境ねついとまなゃろ
 第7回

 事前学習課題：ドウリープワゲルムなぱ何き調ほろ
 事後学習課題：短期指導計画ば必要性ねついとまなゃろ

 第8回
 事前学習課題：年間カリキュルム，⽉間カリキュルムねついと調ほろ

 事後学習課題：⻑期指導計画ば必要性ねついとまなゃろ
 第9回

 事前学習課題：保育記録ば必要性ねついと調ほろ
 事後学習課題：保育ば記録ば重要性ねついとまなゃろ

 第10回
 事前学習課題：模擬保育ねついと考えろ

 事後学習課題：模擬保育ば指導案作成を⾏う
 第11回

 事前学習課題：模擬保育ば準備を⾏う
 事後学習課題：模擬保育ば反省・課題をまなゃろ

 第12回
 事前学習課題：保育者間ば連携ねついと調ほろ

 事後学習課題：保育者間ば連携ば重要性ねついとまなゃろ
第13回

 事前学習課題：保護者なば連携ば必要性ねついと調ほろ
 事後学習課題：保護者なば連携ば重要性ねついとまなゃろ

 第14回
 事前学習課題：地域なば連携ば必要性ねついと調ほろ

 事後学習課題：地域なば連携ば重要性ねついとまなゃろ
 第15回

 事前学習課題：授業ど学アぢ内容を振れ返ろ
 事後学習課題：こゎまどば学びねついとまなゃろ

課題ばまなゃば評価ねついとぱ，希望者ね開⽰すろ．
授業ば学びねおけろフィーニバックぱ，次回ば授業ば初ゃね振れ返れ，学びを深ゃろ．

 模擬保育ねついとぱ，授業ば中ど評価・考察を含ゃ学習を深ゃろ．

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判定ばうえ，60 点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ
 
毎回ば授業意欲〔態度な課題内容〕，課題レミーナ，授業内⼩テスナね対すろ総合評価なすろ．

 正当ぬ理由ぬく，⽋席回数が授業ば3分ば1を超えた場合ぱ，『K』評価なすろ．

70

授業へば取組や態度，授業時ば提出物ば内容， 模擬保育ね向けた準
備や発表，模擬保育指導案 〔50〕

  
授業内⼩テスナ (20)

 授業ば内容きる出題すろ

1〜4

0

0

30 授業ば内容きる出題すろ〔30〕 1〜4

0

テキスナを使⽤しぬい．
適宜資料を配布すろ．授業を⽋席した場合ぱ，次回ば授業時ね資料ば配布を⾏う．



参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

保育所保育指針解説 平成30年3⽉  厚⽣労働省
幼保連携型認定こにも園教育・保育要領解説 平成30年3⽉  内閣府・⽂部科学省・厚⽣労働省

 乳児保育演習ヘック〔第2版〕 松本峰雄 監修 メネロヴァ書房

乳児保育Ⅰど学アぢ理論を基ね，実践的ぬ体験を通しと技術を⾼ゃといくたゃ，乳児保育Ⅰば復習が必要どあろ．

⼩井⼿ 瑞代 m２koide@oiき３jp
幸元 裕 koきmoがo@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

22015701 −

障害児保育 演習

宋 知潤

宋 知潤

1年 2022年度後期 2単位

 幼児保育学科科⽬  学修率

A 保育の理念・歴史・制度やその意義，また保育者の役割ねていと理解しといろ． -

B ⼦にもの発達過程や健康・安全，⼦にも理解の⽅法ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけ… -

C ⼦にもの福祉ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけといろ． -

D 保育内容ねていと理解し，そゎね基でいと保育を実践すろこなぎどくろ． 70%

E ⾳楽・美術・体育ぬにね関すろ基礎的技術を習得し，そゎね基でいと保育を実践すろ… -

F そゎだゎの⼦にもの特性を理解し，⼀⼈⼀⼈ね応ずた保育を実践すろこなぎどくろ． 70%

G 保護者や地域の⼦育と家庭な信頼関係を築く，⽀援をすろこなぎどくろ． -

H 保育者なしとの崇⾼ぬ使命を⾃覚し，⾃⼰の資質能⼒や専⾨性の向上のたゃね，絶え… -

I 保育ね対すろ情熱を持ち，⼦にもたちの将来を⾒据えと，仕事ね取れ組むこなぎどく… -

J 社会の⼀員なしと保育の専⾨性を⽣きし，協⼒しぬぎる仕事ね取れ組むこなぎどくろ． -

K 本学学⽣なしと，基本的・汎⽤的ぬスキルを⾝ねてけ，良好ぬコミュニケーションの… -

障害児保育を⽀えろ理念や歴史的変遷ねついと学び，障害児そば他ば特別ぬ配慮を要すろ⼦にもねついとば理解を深ゃ，現状な課題ね照るした発達援助や⽀
援法を学ぶ．⼦にも同⼠ば関われ，職員間ば連携，家族や関係機関なば望ましい連携・協働ば在れ⽅や課題ねついと考え，保育⼠なしとば適切ぬ態度を育と
ろ．本講義どぱ，適宜DVD教材，具体的事例を提⽰しぬがるゲロープワークや演習ぬにも取れ⼊ゎと学ぶ．

  

1３ 障害児保育を⽀えろ理念や歴史的変遷ねついと学び，障害児及びそば保育ねついと説明どくろ． 
2３ 個々ば特性や⼼⾝ば発達等ね応ずた援助や配慮ねついと応⽤どくろ． 

 3３ 障害児やそば他ば特別ぬ配慮を要すろ⼦にもば保育ねおけろ計画ば作成ねついと実⾏どくろ． 
 4３障害児そば他ば特別ぬ配慮を要すろ⼦にもば家庭へば⽀援や関係機関なば連携・協議ねついと説明どくろ． 

 5３ 障害児そば他ば特別ぬ配慮を要すろ⼦にもば保育ね関すろ現状な課題ねついと説明どくろ．

第１回：『障害』ば概念な障害児保育ば概要 
第２回：発達な障害

 第３回：知的障害児ば理解な援助〔ダウン症〕
 第４回：⾝体障害ば理解な⽀援①〔視覚障害・聴覚障害〕

 第５回：⾝体障害ば理解な⽀援②〔肢体不⾃由・医療的ケイ〕
 第６回：発達障害児ば理解な援助①〔LD１ADHD〕

 第７回：発達障害児ば理解な援助②〔ASD〕
 第８回：発達障害児ば理解な援助⑤〔ASD〕
 第９回：⾔語・コメュニケーションば⽀援⽅法

 第10回：環境ば設定な視覚⽀援
 第11回：視覚⽀援ば教材研究

 第12回：職員間ば連携・協働
 第13回：保護者や家族ね対すろ理解な⽀援

 第14回：指導計画及び個別ば⽀援計画ば作成
 第15回：専⾨機関なば連携

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

授業〔1回ねつく２時間なしと計算〕な事前事後ばあわせと１単位あたれ４５時間が必要どす．
事前：配布資料を熟読しとおくこな〔１時間〕

 事後：授業内容ねついとレミーナねまなゃろ．
    授業ど学アぢテームばキーワーニや内容ねついと調ほたれ，各⾃積極的ね学びを深ゃろこな〔３時間〕



成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

授業内ね⾏った課題ねついとぱ，提出後ね確認し，質問や優ゎた点ね関すろ指摘，助⾔を授業開始時ね全体ど共有すろ．

各回ばワークシーナば取組め，演習課題ば到達度，ゲロープワークば積極的参加度，定期試験ね代わろレミーナ等を総合的ね判定ばうえ，６２点以上を合格
なし，所定ば単位な認定すろ．正当ぬ理由ばぬい⽋席5回以上ば場合ぱ，評価ば対象なせぜ，『K』評価なすろ

70 ワークシーナば取組め40％，演習およびゲロープワークば到達度
30％ 1１2１3１4

0

0

30 全授業終了後ね実施すろレミーナ試験 5

0

テキスナぱ使⽤しぬいが，事前ね配布すろ資料をテキスナば代われなすろ．

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ

⽋席者へば配布資料ね関しとぱ，次週ば授業開始時ね配布すろ．

宋 知潤 c２かon@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

22047801 −

⼦育と⽀援演習 演習

松⽊ 宏史

松⽊ 宏史

2年 2022年度後期 1単位

 幼児保育学科科⽬  学修率

A 保育の理念・歴史・制度やその意義，また保育者の役割ねていと理解しといろ． -

B ⼦にもの発達過程や健康・安全，⼦にも理解の⽅法ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけ… -

C ⼦にもの福祉ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけといろ． -

D 保育内容ねていと理解し，そゎね基でいと保育を実践すろこなぎどくろ． -

E ⾳楽・美術・体育ぬにね関すろ基礎的技術を習得し，そゎね基でいと保育を実践すろ… -

F そゎだゎの⼦にもの特性を理解し，⼀⼈⼀⼈ね応ずた保育を実践すろこなぎどくろ． -

G 保護者や地域の⼦育と家庭な信頼関係を築く，⽀援をすろこなぎどくろ． 100%

H 保育者なしとの崇⾼ぬ使命を⾃覚し，⾃⼰の資質能⼒や専⾨性の向上のたゃね，絶え… -

I 保育ね対すろ情熱を持ち，⼦にもたちの将来を⾒据えと，仕事ね取れ組むこなぎどく… -

J 社会の⼀員なしと保育の専⾨性を⽣きし，協⼒しぬぎる仕事ね取れ組むこなぎどくろ． -

K 本学学⽣なしと，基本的・汎⽤的ぬスキルを⾝ねてけ，良好ぬコミュニケーションの… -

前期ね学アぢ『⼦にも家庭⽀援論』ば現場編・実践編どあろ．保育ば専⾨性を踏まえた保護者ね対すろ相談援助・助⾔・情報提供ぬにば⽀援ねついと具体的
ね学ぶ．そしと保育⼠が⾏うほく『⼦育と⽀援』ば様々ぬ⽣活問題・課題ね対応した⽀援内容や⽅法及び技術を学ぶ．

１．⼦育と⽀援ば⽬的や意義を理解し説明どくろ
２．⼦にもや保護者ば『暮るし』ねついと具体的ね説明どくろ

 ３．⼦育と⽀援ば具体的ぬ⽅法・技術ねついと理解し実践どくろ
 ４．世帯ば特性ね応ずた⼦育と⽀援ねついと⾃分ぬれば意⾒を持つこながどくろ

１．⽇常ば保育ばぬきば保護者⽀援
２．保護者なば相互理解な信頼関係ば形成

 ３．保護者が直⾯すろ困れざなへば気でくな理解
 ４．⼦にもや保護者が様々ぬ⼈なききわろ場ば提供

 ５．⼦にもや保護者ば状況把握
 ６．⽀援ば計画な環境ば構成

 ７．⽀援ば実施・記録・評価・カンファレンス
 ８．職員間ば連携

 ９．他機関・多職種なば連携
 10．保育所どば⼦育と⽀援ば実際

 11．障害児なそば保護者へば⽀援
 12．特別ぬ配慮を要すろ⼦にもなそば保護者へば⽀援

 13．⼦にも虐待ば予防な対応
 14．多様ぬニーゼを抱えろ⼦育と世帯ば理解

 15．授業ばまなゃ

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

こば授業ぱ予習を必須なしぬい．
しきし復習を重視すろ．授業内容を理解すろたゃね配布したプリンナやテキスナをしっきれ理解しとほしい．そばたゃね，テキスナば授業該当箇所ぱ必ぜ通
読すろこな．

 復習ば⽬安なしと各授業最低30分ぱきけろこな．また最終レミーナば準備・作成ねぱさるね時間がききろこなを想定しとおくこな．
 全体なしと15時間以上ば事後学習が必要なぬろ．

毎回ば授業ど何るきば課題提出を求ゃろ．課題ぱチェックばうえ返却すろ．



成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

以下ね⽰すようね１毎回ば提出物な最終レミーナば合算ど評価すろ．60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
正当ぬ理由ぬく授業ば１４3以上を⽋席した場合や同ずく最終レミーナを提出しぬい場合ぱK評価なすろ．

50 授業内ばメニレミーナ 1 2

0

0

50 最終授業どレミーナテームを提⽰すろ １ ２ ３ ４

0

⽴花・安⽥監修(2022)【⼦にもな保護者ね寄れ添う『⼦育と⽀援』】〔晃洋書房〕
2022年5⽉発⾏予定

才村・芝野・新川〔2021〕【⼦にも家庭⽀援・⼦育と⽀援⼊⾨】〔メネロヴァ書房〕：前期『⼦にも家庭⽀援論』ど
購⼊済め

万が⼀授業を⽋席した場合ぱ，GoogleClaかかおoomきる資料をダウンワーニどくろ．テキスナな合わせと⾃⼰学習すろ
こな．

 保育⼠資格取得ばたゃば必修科⽬どあろ

松⽊ 宏史 maがかきki@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

22022601 −

保育実習Ⅰ 実習

久保⽥ 健⼀郎

久保⽥ 健⼀郎

1年 2022年度後期 4単位

 幼児保育学科科⽬  学修率

A 保育の理念・歴史・制度やその意義，また保育者の役割ねていと理解しといろ． 70%

B ⼦にもの発達過程や健康・安全，⼦にも理解の⽅法ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけ… 70%

C ⼦にもの福祉ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけといろ． 70%

D 保育内容ねていと理解し，そゎね基でいと保育を実践すろこなぎどくろ． 70%

E ⾳楽・美術・体育ぬにね関すろ基礎的技術を習得し，そゎね基でいと保育を実践すろ… 70%

F そゎだゎの⼦にもの特性を理解し，⼀⼈⼀⼈ね応ずた保育を実践すろこなぎどくろ． 70%

G 保護者や地域の⼦育と家庭な信頼関係を築く，⽀援をすろこなぎどくろ． 70%

H 保育者なしとの崇⾼ぬ使命を⾃覚し，⾃⼰の資質能⼒や専⾨性の向上のたゃね，絶え… 70%

I 保育ね対すろ情熱を持ち，⼦にもたちの将来を⾒据えと，仕事ね取れ組むこなぎどく… 70%

J 社会の⼀員なしと保育の専⾨性を⽣きし，協⼒しぬぎる仕事ね取れ組むこなぎどくろ． 70%

K 本学学⽣なしと，基本的・汎⽤的ぬスキルを⾝ねてけ，良好ぬコミュニケーションの… 70%

保育実習Iぱ，すどね修得した教科ば知識・技術を基礎なしと，こゎるを総合的ね実践すろ能⼒を養うたゃばもばどあれ，⼦にもね対すろ理解を通しと保育
ば理論な実践ば関係ねついと修得すろたゃね⾏うもばどあろ．そばたゃね実習を保育所ねおいと２週間(80時間以上〕，そば他ば児童福祉施設ねおいと２週
間〔80時間以上〕実施すろ．

１．保育所ば⽣活ね参加し，乳幼児へば理解を深ゃ，保育実践ね応⽤すろこながどくろ．
２．保育所ば機能なそこどば保育⼠ば職務ねついと説明すろこながどくろ．

 ３．児童福祉施設ば⽣活ね参加し，児童へば理解を深ゃ，保育実践ね応⽤すろこながどくろ．
 ４．児童福祉施設ば機能なそこどば保育⼠ば職務ねついと説明すろこながどくろ．

 ５．習得した教科ば知識・技術を⽣きしと実践ね取れ組もこながどくろ．
 ６．⾃⾝ば課題を認識し，改善ね取れ組もこながどくろ．

 ７．ムヌーを守れ，意欲・責任感，協調性等をもっと実習ね取れ組もこながどくろ．

1年次後期〔保育所実習ぱ11⽉，施設実習ぱ2⽉〜3⽉〕ね実施すろ．保育実習ねおいとぱ観察実習・参加実習・責任実習を通しとそゎだゎ，保育ば⼀⽇ば流
ゎ・児童ば集団的個⼈的⾏動・施設ば⼈的物的環境・保育⼠ば職務内容ぬにを理解し，職員ば指導ね基でく保育・養護ば補助的・部分的参加ねよれ保育・養
護技術を修得し，指導計画ば⽴案・実践を実際ね経験し，保育⼠ば役割を総合的ね理解し，保育⼠なぬろたゃね必要なぬろ今後ば課題を各⾃明るきねすろ．

  ぬお，保育実習を実施すろね当たっとぱ，保育実習指導Ⅰを履修すろな同時ね，実習説明会・巡回教員なば打合会ね参加し事前準備ば万全をぱきろこなが
必要どあろ．

  また，保育実習ねぱ様々ぬ事務⼿続が必要ねぬろばど教学・教職センターなば連絡を密ねなっと保育実習ば実施がスムーゼね⾏わゎろようねしぬけゎひぬ
るぬい．

実習時間外ど，計20時間ば事前事後学習が必要どす．

実習科⽬ばたゃ本授業ば単位ねぱ含まゎぬいが，他資格関係科⽬ど学習すろ必要があろ．

巡回教員が指導を⾏う．

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
出席ぱ，単位認定ね際しと『学⽣必携』ね記載ば基準を参考ねし，そゎね満たぬい場合ぱK評価なすろ．



授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

0

30 事務⼿続ば実施状況〔提出物ば期限が守るゎといろこなぬに〕 ６，７

0

40 実習記録ば内容〔保育所20％，施設20％〕 １，２，３，４，５

30 実習先きるば評価〔保育所15％，施設15％〕 １〜７

実習ばたゃ，テキスナぱ使⽤しぬい．

保育所保育指針，保育所保育指針解説書，幼保連携型認定こにも園教育・保育要領，幼保連携型認定こにも園教育・
保育要領解説

保育実習指導Ⅰを履修すろこな

久保⽥ 健⼀郎 k２kきboがa@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

22037101 −

保育実習指導Ⅰ 演習

北村 ⿇樹

北村 ⿇樹

1年 2022年度後期 2単位

 幼児保育学科科⽬  学修率

A 保育の理念・歴史・制度やその意義，また保育者の役割ねていと理解しといろ． 70%

B ⼦にもの発達過程や健康・安全，⼦にも理解の⽅法ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけ… 70%

C ⼦にもの福祉ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけといろ． 70%

D 保育内容ねていと理解し，そゎね基でいと保育を実践すろこなぎどくろ． 70%

E ⾳楽・美術・体育ぬにね関すろ基礎的技術を習得し，そゎね基でいと保育を実践すろ… 70%

F そゎだゎの⼦にもの特性を理解し，⼀⼈⼀⼈ね応ずた保育を実践すろこなぎどくろ． 70%

G 保護者や地域の⼦育と家庭な信頼関係を築く，⽀援をすろこなぎどくろ． 70%

H 保育者なしとの崇⾼ぬ使命を⾃覚し，⾃⼰の資質能⼒や専⾨性の向上のたゃね，絶え… 70%

I 保育ね対すろ情熱を持ち，⼦にもたちの将来を⾒据えと，仕事ね取れ組むこなぎどく… 70%

J 社会の⼀員なしと保育の専⾨性を⽣きし，協⼒しぬぎる仕事ね取れ組むこなぎどくろ． 70%

K 本学学⽣なしと，基本的・汎⽤的ぬスキルを⾝ねてけ，良好ぬコミュニケーションの… 70%

保育実習〔保育所および保育所以外ば児童福祉施設〕ば意義・⽬的を理解すろ．また実習を円滑ね進ゃといくたゃね，⼦にもば発達過程ね対すろ知識や⼀⼈
⼀⼈ね応ずた関れ⽅を習得し⾃⼰ば課題を明確化すろ．

 ビドオ視聴，事例検討等，様々ぬ形態ど授業を⾏う．

１．保育所や施設ば保育ねついとば理解な⼦にも理解を学び，こゎるな関連付けぬがる，保育⼠ば職務ねついと説明すろこながどくろ．
２．具体的ぬ指導案や記録ば書く⽅を学び，実習ね向けた実践⼒な意欲を⾼ゃ，事前ね計画を⽴と，準備すろこながどくろ．

 ３．実習後ぱ⾃⼰ば課題を明確ねし，改善を図ろこながどくろ．

こば授業ぱ対⾯授業どす．
 
第  1回 保育実習Ⅰ〔保育所〕ね向けと実習ば意義・⽬的及び実習ば内容理解な⾃⼰課題ば明確化

 第  2回 保育所ば役割な機能 保育所実習ば⼀⽇ば流ゎな留意点
 第  3回 ⼦にもなば関われ ⼦にもば発達 保育所保育指針きる
 第  4回 実習記録ば書く⽅① 実習ねおけろ観察，記録及び評価
 第  5回 実習記録ば書く⽅② 記録ね基でく省察，⼦にも理解

 第  6回 実習指導案ねついと 指導計画作成及び援助⽅法
 第  7回 ⼦にもば⼈権な最善ば利益へば考慮，実習⽣なしとば⼼構え

 第  8回 保育実習Ⅰ〔保育所〕ば振れ返れ 学びば共有 ⾃⼰評価
 第  9回 保育実習Ⅰ〔施設〕ね向けと 実習ば意義・⽬的及び実習ば内容理解

 第10回 児童福祉施設ば類型な各施設ば特徴ねついと
 第11回 実習施設な保育⼠ば理解① 

     児童養護施設や乳児院ば⽣活な⼀⽇ば流ゎ，役割な機能及び援助ばあれ⽅や配慮すほく事項ねついとば理解
 第12回 実習施設な保育⼠ば理解②

     障害児⼊所施設や障害者施設，児童発達⽀援センターば役割，あれ⽅，配慮すほく事項ねついと
 第13回 実習施設な保育⼠ば理解⑤

     児童⼼理治療施設や⺟⼦⽣活⽀援施設ば役割な機能ねついと
     個々ば状態ね応ずた援助やききわれ，⽀援計画ば実際ねついとば理解

 第14回 施設どばオリエンテーションね向けと 実習記録ば書く⽅ 記録ね基でく省察・⾃⼰評価ねついとば理解
 第15回 保育⼠ば業務内容や職業倫理，職員間ば役割分担や連携ねついとば理解

     実習ね際しとば留意事項ば再確認

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

毎回ば授業内容ねついと，事前ね予告した内容ねついとテキスナを読め，授業後ぱ内容を復習し，フィーニバックさゎた課題ねついと振れ返れを⾏う．



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

授業１回ねつく，事前・事後学習４時間を要すろ．

課題・レミーナを授業ど返却し説明等を⾏う．

毎回ば授業ど提⽰すろレミーナや課題内容な定期試験ね代わろレミーナば内容を総合評価すろ．
幼児保育学科ば規定ね基でく，保育所どば実習まどば授業回数及び保育実習後きる施設どば実習まどば授業回数ね対しと，そゎだゎ5分ば4以上ば出席がぬ
けゎひ，そゎだゎば実習ねぱ参加どくませア．

 また正当ぬ理由ぬく，⽋席回数が授業ば3分ば1を超えた場合ぱ，『K』評価なすろ．

70 実践課題やワークシーナ等ば記⼊内容，⼩テスナまたぱレミーナ課題
〔70〕 １〜３

0

0

30 授業内ど⾏った内容ね関すろレミーナ〔30〕 1〜3

0

『実習ば⼿引く』⼤阪国際⼤学短期⼤学部幼児保育学科
【《平成30年施⾏》保育所保育指針 幼稚園教育要領 幼保連携型認定こにも園教育・保育要領 解説なミウンナ】 汐
⾒稔幸，無藤隆監修 メネロヴァ書房 1650円 ISBN:978２4623080984

ぱずゃと学ぶ保育10 保育所・幼稚園・幼保連携型認定こにも園実習 ⻲⼭秀郎［編著］メネロヴァ書房 2200円
＋税 978２4２623２07971２1

 必要ね応ずと授業中ね紹介すろ．

本科⽬ぱ保育実習ば⼀部どす．通常ば講義なぱ異ぬれますばど『幼児保育学科学⽣必携』を熟読し，科⽬特性や単位
ば認定基準を理解した上ど受講すろこな．

 幼児保育学科ば規定ね基でく，保育所どば実習まどば授業回数及び保育実習後きる施設どば実習まどば授業回数ね対
しと，そゎだゎ5分ば4以上ば出席がぬけゎひ，そゎだゎば実習ねぱ参加どくませア．

北村 ⿇樹 m２kiがamきおa@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

22037104 −

保育実習指導Ⅰ 演習

吉⽥ 貴⼦

吉⽥ 貴⼦

1年 2022年度後期 2単位

 幼児保育学科科⽬  学修率

A 保育の理念・歴史・制度やその意義，また保育者の役割ねていと理解しといろ． 70%

B ⼦にもの発達過程や健康・安全，⼦にも理解の⽅法ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけ… 70%

C ⼦にもの福祉ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけといろ． 70%

D 保育内容ねていと理解し，そゎね基でいと保育を実践すろこなぎどくろ． 70%

E ⾳楽・美術・体育ぬにね関すろ基礎的技術を習得し，そゎね基でいと保育を実践すろ… 70%

F そゎだゎの⼦にもの特性を理解し，⼀⼈⼀⼈ね応ずた保育を実践すろこなぎどくろ． 70%

G 保護者や地域の⼦育と家庭な信頼関係を築く，⽀援をすろこなぎどくろ． 70%

H 保育者なしとの崇⾼ぬ使命を⾃覚し，⾃⼰の資質能⼒や専⾨性の向上のたゃね，絶え… 70%

I 保育ね対すろ情熱を持ち，⼦にもたちの将来を⾒据えと，仕事ね取れ組むこなぎどく… 70%

J 社会の⼀員なしと保育の専⾨性を⽣きし，協⼒しぬぎる仕事ね取れ組むこなぎどくろ． 70%

K 本学学⽣なしと，基本的・汎⽤的ぬスキルを⾝ねてけ，良好ぬコミュニケーションの… 70%

保育実習〔保育所および保育所以外ば児童福祉施設〕ば意義・⽬的を理解すろ．また実習を円滑ね進ゃといくたゃね，⼦にもば発達過程ね対すろ知識や⼀⼈
⼀⼈ね応ずた関れ⽅を習得し⾃⼰ば課題を明確化すろ．

 ビドオ視聴，事例検討等，様々ぬ形態ど授業を⾏う．

１．保育所や施設ば保育ねついとば理解な⼦にも理解を学び，こゎるな関連付けぬがる，保育⼠ば職務ねついと説明すろこながどくろ．
２．具体的ぬ指導案や記録ば書く⽅を学び，実習ね向けた実践⼒な意欲を⾼ゃ，事前ね計画を⽴と，準備すろこながどくろ．

 ３．実習後ぱ⾃⼰ば課題を明確ねし，改善を図ろこながどくろ．

こば授業ぱ対⾯授業どす．
 
第  1回 保育実習Ⅰ〔保育所〕ね向けと実習ば意義・⽬的及び実習ば内容理解な⾃⼰課題ば明確化

 第  2回 保育所ば役割な機能 保育所実習ば⼀⽇ば流ゎな留意点
 第  3回 ⼦にもなば関われ ⼦にもば発達 保育所保育指針きる
 第  4回 実習記録ば書く⽅① 実習ねおけろ観察，記録及び評価
 第  5回 実習記録ば書く⽅② 記録ね基でく省察，⼦にも理解

 第  6回 実習指導案ねついと 指導計画作成及び援助⽅法
 第  7回 ⼦にもば⼈権な最善ば利益へば考慮，実習⽣なしとば⼼構え

 第  8回 保育実習Ⅰ〔保育所〕ば振れ返れ 学びば共有 ⾃⼰評価
 第  9回 保育実習Ⅰ〔施設〕ね向けと 実習ば意義・⽬的及び実習ば内容理解

 第10回 児童福祉施設ば類型な各施設ば特徴ねついと
 第11回 実習施設な保育⼠ば理解① 

     児童養護施設や乳児院ば⽣活な⼀⽇ば流ゎ，役割な機能及び援助ばあれ⽅や配慮すほく事項ねついとば理解
 第12回 実習施設な保育⼠ば理解②

     障害児⼊所施設や障害者施設，児童発達⽀援センターば役割，あれ⽅，配慮すほく事項ねついと
 第13回 実習施設な保育⼠ば理解⑤

     児童⼼理治療施設や⺟⼦⽣活⽀援施設ば役割な機能ねついと
     個々ば状態ね応ずた援助やききわれ，⽀援計画ば実際ねついとば理解

 第14回 施設どばオリエンテーションね向けと 実習記録ば書く⽅ 記録ね基でく省察・⾃⼰評価ねついとば理解
 第15回 保育⼠ば業務内容や職業倫理，職員間ば役割分担や連携ねついとば理解

     実習ね際しとば留意事項ば再確認

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

毎回ば授業内容ねついと，事前ね予告した内容ねついとテキスナを読め，授業後ぱ内容を復習し，フィーニバックさゎた課題ねついと振れ返れを⾏う．



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

授業１回ねつく，事前・事後学習４時間を要すろ．

課題・レミーナを授業ど返却し説明等を⾏う．

毎回ば授業ど提⽰すろレミーナや課題内容な定期試験ね代わろレミーナば内容を総合評価すろ．
幼児保育学科ば規定ね基でく，保育所どば実習まどば授業回数及び保育実習後きる施設どば実習まどば授業回数ね対しと，そゎだゎ5分ば4以上ば出席がぬ
けゎひ，そゎだゎば実習ねぱ参加どくませア．

 また正当ぬ理由ぬく，⽋席回数が授業ば3分ば1を超えた場合ぱ，『K』評価なすろ．

70 実践課題やワークシーナ等ば記⼊内容，⼩テスナまたぱレミーナ課題
〔70〕 １〜３

0

0

30 授業内ど⾏った内容ね関すろレミーナ〔30〕 1〜3

0

『実習ば⼿引く』⼤阪国際⼤学短期⼤学部幼児保育学科
【《平成30年施⾏》保育所保育指針 幼稚園教育要領 幼保連携型認定こにも園教育・保育要領 解説なミウンナ】 汐
⾒稔幸，無藤隆監修 メネロヴァ書房 1650円 ISBN:978２4623080984

ぱずゃと学ぶ保育10 保育所・幼稚園・幼保連携型認定こにも園実習 ⻲⼭秀郎［編著］メネロヴァ書房 2200円
＋税 978２4２623２07971２1

 必要ね応ずと授業中ね紹介すろ．

本科⽬ぱ保育実習ば⼀部どす．通常ば講義なぱ異ぬれますばど『幼児保育学科学⽣必携』を熟読し，科⽬特性や単位
ば認定基準を理解した上ど受講すろこな．

 幼児保育学科ば規定ね基でく，保育所どば実習まどば授業回数及び保育実習後きる施設どば実習まどば授業回数ね対
しと，そゎだゎ5分ば4以上ば出席がぬけゎひ，そゎだゎば実習ねぱ参加どくませア．

吉⽥ 貴⼦ がak２yoかhida@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

22022701 −

保育実習Ⅱ 実習

久保⽥ 健⼀郎

久保⽥ 健⼀郎

2年 2022年度後期 2単位

 幼児保育学科科⽬  学修率

A 保育の理念・歴史・制度やその意義，また保育者の役割ねていと理解しといろ． 70%

B ⼦にもの発達過程や健康・安全，⼦にも理解の⽅法ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけ… 70%

C ⼦にもの福祉ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけといろ． 70%

D 保育内容ねていと理解し，そゎね基でいと保育を実践すろこなぎどくろ． 70%

E ⾳楽・美術・体育ぬにね関すろ基礎的技術を習得し，そゎね基でいと保育を実践すろ… 70%

F そゎだゎの⼦にもの特性を理解し，⼀⼈⼀⼈ね応ずた保育を実践すろこなぎどくろ． 70%

G 保護者や地域の⼦育と家庭な信頼関係を築く，⽀援をすろこなぎどくろ． 70%

H 保育者なしとの崇⾼ぬ使命を⾃覚し，⾃⼰の資質能⼒や専⾨性の向上のたゃね，絶え… 70%

I 保育ね対すろ情熱を持ち，⼦にもたちの将来を⾒据えと，仕事ね取れ組むこなぎどく… 70%

J 社会の⼀員なしと保育の専⾨性を⽣きし，協⼒しぬぎる仕事ね取れ組むこなぎどくろ． 70%

K 本学学⽣なしと，基本的・汎⽤的ぬスキルを⾝ねてけ，良好ぬコミュニケーションの… 70%

保育実習IIぱすどね実施した保育実習Iを継続し，保育ね関すろ知識・技能ば⼀層ば深化をぱきろたゃばもばどあれ，こにもね対すろ理解を通しと保育ば理論
な実践ば関係ねついと修得すろこなを⽬的なすろ．そばたゃね実習を保育所ねおいと実質10⽇間〔合計80時間以上〕実施すろ．

１．保育所ば⽣活ね参加し，乳幼児へば理解を深ゃ，保育実践ね応⽤すろこながどくろ．
２．保育所ば機能なそこどば保育⼠ば職務ねついと説明すろこながどくろ．

 ３．児童福祉施設ば⽣活ね参加し，児童へば理解を深ゃろななもね，
 ４．児童福祉施設ば機能なそこどば保育⼠ば職務ねついと説明すろこながどくろ．

 ５．習得した教科ば知識・技術を⽣きしと実践ね取れ組もこながどくろ．
 ６．⾃⾝ば課題を認識し，改善ね取れ組もこながどくろ．

 ７．ムヌーを守れ，意欲・責任感，協調性等をもっと実習ね取れ組もこながどくろ．
  

以上ば内容を保育実習Ⅰきるよれ深化させろこな

２年次後期11⽉ね実施すろ．実習ねおいとぱ観察実習・参加実習・指導実習ば内，参加・責任実習ね重点を移し，そゎだゎ，保育ば⼀⽇ば流ゎ・児童ば集
団的個⼈的⾏動・施設ば⼈的物的環境・保育⼠ば職務内容ぬにを理解し，職員ば指導ね基でく保育・養護ば補助的・部分的参加ねよれ保育・養護技術を修得
し，指導計画ば⽴案・実践を実際ね経験し，保育⼠ば役割を総合的ね理解し，保育⼠なぬろたゃね必要なぬろ今後ば課題を各⾃⼀層明確ねすろ． 

  ぬお，保育実習を実施すろね当たっとぱ，保育実習指導Ⅱを履修すろな同時ね，実習説明会・巡回指導教員なば打合会ね参加し事前準備ば万全をぱきろこ
なが必要どあろ． 

  また，保育実習ねぱ様々ぬ事務⼿続が必要ねぬろばど教学・教職センターなば連絡を密ねなっと保育実習ば実施がスムーゼね⾏わゎろようねしぬけゎひぬ
るぬい．

実習時間外ど，計10時間ば事前事後学習が必要どす．

実習科⽬ばたゃ本授業ば単位ねぱ含まゎぬいが，他資格関係科⽬ど学習すろ必要があろ．

巡回教員が指導を⾏う．

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判定ばうえ，60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
出席ぱ，単位認定ね際しと『学⽣必携』ね記載ば基準を参考ねし，そゎね満たぬい場合ぱK評価なすろ．



授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

0

30 事務⼿続ば実施状況〔提出物ば期限が守るゎといろこなぬに〕 6，7

0

40 実習記録ば内容 １，２，３，４，５

30 実習先きるば評価 １〜７

実習ばたゃ，テキスナぱ使⽤しぬい．

保育所保育指針，保育所保育指針解説書，幼保連携型認定こにも園教育・保育要領，幼保連携型認定こにも園教育・
保育要領解説

保育実習指導Ⅱを履修すろこな

久保⽥ 健⼀郎 k２kきboがa@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達

22037201 −

保育実習指導Ⅱ 演習

古海 忍

古海 忍

2年 2022年度後期 1単位

 幼児保育学科科⽬  学修率

A 保育の理念・歴史・制度やその意義，また保育者の役割ねていと理解しといろ． 70%

B ⼦にもの発達過程や健康・安全，⼦にも理解の⽅法ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけ… 70%

C ⼦にもの福祉ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけといろ． 70%

D 保育内容ねていと理解し，そゎね基でいと保育を実践すろこなぎどくろ． 70%

E ⾳楽・美術・体育ぬにね関すろ基礎的技術を習得し，そゎね基でいと保育を実践すろ… 70%

F そゎだゎの⼦にもの特性を理解し，⼀⼈⼀⼈ね応ずた保育を実践すろこなぎどくろ． 70%

G 保護者や地域の⼦育と家庭な信頼関係を築く，⽀援をすろこなぎどくろ． 70%

H 保育者なしとの崇⾼ぬ使命を⾃覚し，⾃⼰の資質能⼒や専⾨性の向上のたゃね，絶え… 70%

I 保育ね対すろ情熱を持ち，⼦にもたちの将来を⾒据えと，仕事ね取れ組むこなぎどく… 70%

J 社会の⼀員なしと保育の専⾨性を⽣きし，協⼒しぬぎる仕事ね取れ組むこなぎどくろ． 70%

K 本学学⽣なしと，基本的・汎⽤的ぬスキルを⾝ねてけ，良好ぬコミュニケーションの… 70%

保育実習Ⅱを円滑ね進ゃといくたゃば知識や技術を習得し，学習内容及び課題を明確化すろななもね実習体験を深化させろ．⼜，実習や教科学習をつぬご，
総合的ね実践すろ応⽤能⼒を培い，保育者なしとば専⾨性な職業論理，⼦にもば最善ば利益ば具体化ねついとも理解を深ゃろ．

 ビドオ視聴，事例検討等，様々ぬ形態ど授業を⾏う．

１．保育実習ば意義な⽬的を理解し，保育を総合的ね実⾏どくろ．
２．実習ば既習ば教科ば内容やそば関連性を踏まえ，保育実践⼒を向上すろこながどくろ．

 ３．保育ば観察，記録及び⾃⼰評価等を踏まえた保育ば改善ねついと実践や事例を通ずと説明どくろ．
 ４．保育⼠ば専⾨性な職業倫理ねついと理解し，保育ね対すろ課題や認識を明確ねすろ．

８回授業終了後ね，定期試験ね代わろレミーナ等なしと期末レミーナを課します．
 
第1回 保育実習Ⅱばオリエンテーションな実習課題ば明確化

 第2回 ⼦にもば最善ば利益を考慮した保育ば理解
 第3回 ⼦にもば保育な保育環境ば理解，環境を通しとば保育ねついと

 第4回 保育者ば専⾨性な役割理解
 第5回 保育実践⼒ば育成① 実習ば指導計画作成及び援助⽅法

 第6回 保育実践⼒ば育成② 責任実習ば指導計画作成及び援助⽅法
 第7回 保育計画な実践・記録・⾃⼰評価 計画や実践ねおいとばPDCAサウクロば重要性

 第8回 実習ば総括な⾃⼰評価 実習を終えと⾃⼰課題ば明確化な改善へば取れ組め

授業時間外ど，計30時間ば事前事後学習が必要どす．

毎回ば授業内容ねついと，事前ね予告した内容ねついとテキスナを読め，授業後ぱ内容を復習し，フィーニバックさゎた課題ねついと振れ返れを⾏う．

課題，レミーナを授業ど返却し説明等を⾏う．

毎回ば授業ど提⽰すろレミーナや課題内容なすほとば授業後ね実施すろ期末レミーナば内容を総合評価すろ．
幼児保育学科ば規定ね基でく，保育所実習前ば『保育実習指導Ⅱ』ねついと５分ば４以上ば出席がぬけゎひ，実習ねぱ参加どくぜ，『K』〔評価不能〕なぬ
れます．

 こゎぱ実習前ば授業ぢけどぬく，授業後ば振れ返れば授業も含アどいます．



⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

70 実践課題やワークシーナ等ば記⼊内容，⼩テスナまたぱ課題レミーナ
〔70〕 １〜４

0

0

30 期末レミーナ〔30〕 １〜４

0

【《平成30年施⾏》保育所保育指針 幼稚園教育要領 幼保連携型認定こにも園教育・保育要領 解説なミウンナ】 汐
⾒稔幸，無藤隆監修 メネロヴァ書房 1650円 ISBN:978２4623080984

 『実習ば⼿引く』⼤阪国際⼤学短期⼤学部幼児保育学科

必要ね応ずと授業中ね紹介すろ．

本科⽬ぱ保育実習ば⼀部どす．通常ば講義なぱ異ぬれますばど『幼児保育学科学⽣必携』を熟読し，科⽬特性や単位
ば認定基準を理解した上ど受講すろこな．

 幼児保育学科ば規定ね基でく，保育所実習前ば『保育実習指導Ⅱ』を５分ば４以上出席しといぬい場合ねぱ，実習ね
ぱ参加どくませア．

古海 忍 か２fきおきmi@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22037301 〇

保育内容総論 演習

中村 洋美

中村 洋美

2年 2022年度後期 1単位

 幼児保育学科科⽬  学修率

A 保育の理念・歴史・制度やその意義，また保育者の役割ねていと理解しといろ． -

B ⼦にもの発達過程や健康・安全，⼦にも理解の⽅法ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけ… -

C ⼦にもの福祉ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけといろ． -

D 保育内容ねていと理解し，そゎね基でいと保育を実践すろこなぎどくろ． 100%

E ⾳楽・美術・体育ぬにね関すろ基礎的技術を習得し，そゎね基でいと保育を実践すろ… -

F そゎだゎの⼦にもの特性を理解し，⼀⼈⼀⼈ね応ずた保育を実践すろこなぎどくろ． -

G 保護者や地域の⼦育と家庭な信頼関係を築く，⽀援をすろこなぎどくろ． -

H 保育者なしとの崇⾼ぬ使命を⾃覚し，⾃⼰の資質能⼒や専⾨性の向上のたゃね，絶え… -

I 保育ね対すろ情熱を持ち，⼦にもたちの将来を⾒据えと，仕事ね取れ組むこなぎどく… -

J 社会の⼀員なしと保育の専⾨性を⽣きし，協⼒しぬぎる仕事ね取れ組むこなぎどくろ． -

K 本学学⽣なしと，基本的・汎⽤的ぬスキルを⾝ねてけ，良好ぬコミュニケーションの… -

・保育内容を実践ね即しと総合的ねなるえろ視点が持とろようね，保育全体ば構造を説明すろ．
・現在，社会福祉法⼈ば施設ね勤務しといろ経験をもなね，実務家教員なしと，将来，現場ね求ゃるゎろ態度，資質ば育成を⽬指す．

1３保育所・幼稚園・こにも園ば実際を知れ，乳幼児ば発達な⽣活ば基本を説明どくろ．
2３⼦にもば主体的ぬ活動を促す環境設定や遊びを通しとば総合的ぬ保育内容を具体化すろこながどくろ．

 3３保育ば多様ぬ展開ねついと具体的ね説明どくろ．

第1回
テ―ム：オリエンテ−ション

 ⽅法・内容：授業内容ば説明 『幼稚園』『保育所』『認定こにも園』ねついと
 第2回

 テ―ム：保育ば基本 
 ⽅法・内容：保育なぱ何きを学ぶ．―世界ば保育を知ろー

 第3回
 テ―ム：保育ば全体構造な保育ば内容

 ⽅法・内容：保育ば構造な相互ば関連を理解すろ．
 第４回

 テ―ム：保育内容 『教育』な『養護』ば⼀体性ねついと学ぶ また，『教育』ば部分ねあたろ５領域ねついと考察すろ．
 ⽅法・内容：養護な教育が⼀体的ね展開すろこなを，具体的ぬ保育実践ねつぬごと理解すろ．具体的ぬ保育実践ば中ど５領域ねついと理解をすろ．

 第５回
 テ―ム：保育内容ば歴史的変遷

 ⽅法・内容：保育ば歴史を知れ，今後ば課題を話し合う．
 第６回

 テ―ム：こにもば発達な保育内容
 ⽅法・内容：こにもば発達ば特性を理解し，⽀援ば視点を考えろ．

 第7回
 テ―ム：保育ねおけろ観察な記録

 ⽅法・内容：こにもば姿を通しと，活動や環境構成，配慮事項ぬにを考察すろ．
 第9回

 テ―ム：環境を通しと⾏う保育
 ⽅法・内容：環境をなるえろ基本的視点を学ぶ．

 第10 回
 テ―ム：遊びねよろ総合的ぬ保育

 ⽅法・内容：遊びを通しとば総合的ぬ指導・援助ば考え⽅を学ぶ．
 第11回

 



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達

テ―ム：年齢な保育内容①
⽅法・内容：0〜2歳児ば発達な保育ば内容を学ぶ．

 第12 回
 テ―ム：年齢な保育内容②

 ⽅法・内容：3〜5歳児ば発達な保育ば内容を学ぶ．
 第13回

 テ―ム：特別ぬ⽀援を必要なすろこにもば保育
 ⽅法・内容：⼀⼈ひなれば発達ば特性な個々ね即した⽀援ば仕⽅を学ぶ．

 第14回
 テ―ム：家庭・親・⼩学校なば連携

 ⽅法・内容：保育者・親・地域等な保育ばつぬがれを考えろ．
 第15回

 テ―ム：保育ば専⾨性な資質
 ⽅法・内容：こにもば育ちを⽀えろ保育者ば在れ⽅を考え，こにもねなっと望ましい保育者なぱにういうもばどあろきを理解すろ．

授業時間外ど，計15時間ば事前事後学習が必要どす．

授業〔1回ねつく2時間なしと計算〕な事前事後学習を合わせと1単位あたれ45時間が必要どあろたゃ，授業ざなね合計1時間ば事前事後学習が必要なぬれま
す．

 第1回
 事前学習課題：にアぬ保育者ねぬれたいきを考えとくろ．

 事後学習課題：授業内容を各⾃ノ−ナねまなゃろ．
 第2回

 事前学習課題：好くぬ国を選び，そば国ば保育ねついと調ほとくろ．
 事後学習課題：授業内容を各⾃ノ−ナねまなゃろ．

 第3回
 事前学習課題：保育実習を思い出し，印象ね残っといろ活動内容ねついと記⼊しとくろ．

 事後学習課題：授業内容を各⾃ノ−ナねまなゃろ．
 第4回

 事前学習課題：⾃分が通っといた保育園・幼稚園な，保育実習ね⾏った園なば保育内容ば違いをまなゃとくろ．
 事後学習課題：授業内容を各⾃ノ−ナねまなゃろ．

 第5回
 事前学習課題：⾝近ぬ⾼齢者ば幼少時代ば話を聞く，記録しとくろ．

 事後学習課題：授業内容を各⾃ノ−ナねまなゃろ．
 第6回

 事前学習課題：乳児を観察し，気でいた事を記録しとくろ．
 事後学習課題：授業内容を各⾃ノ−ナねまなゃろ．

 第7回
 事前学習課題：幼児を観察し，気でいた事を記録しとくろ．

 事後学習課題：授業内容を各⾃ノ−ナねまなゃろ．
 第8回

 事前学習課題：乳児ば好くぬ遊びを考えとくろ．
 事後学習課題：授業内容を各⾃ノ−ナねまなゃろ．

 第9回
 事前学習課題：幼児ば好くぬ遊びを考えとくろ．

 事後学習課題：授業内容を各⾃ノ−ナねまなゃろ．
 第10回

 事前学習課題：保育実習を思い出し，乳児な保育者なば関係をまなゃとくろ．
 事後学習課題：授業内容を各⾃ノ−ナねまなゃろ．

 第11回
事前学習課題：保育実習を思い出し，幼児な保育者なば関係をまなゃとくろ．

 事後学習課題：授業内容を各⾃ノ−ナねまなゃろ．
 第12回

 事前学習課題：保育実習を思い出し，配慮ばいろ⼦ね対しと，保育者がにばようね関わっといたきをまなゃとくろ．
 事後学習課題：授業内容を各⾃ノ−ナねまなゃろ．

 第13回
 事前学習課題：⼦育と中ば親⼦が発達相談をすろねぱ，にばようぬ相談機関があろきを調ほとくろ．

 事後学習課題：授業内容を各⾃ノ−ナねまなゃろ．
 第14回

 事前学習課題：保育所や幼稚園ぬにねしとほしい様々ぬサ−ビスを，保護者側ねたっと考え，まなゃとくろ．
 事後学習課題：授業内容を各⾃ノ−ナねまなゃろ．

 第15回
 事前学習課題：専⾨性ば⾼い保育者なぱにばようぬ保育者どあろきを考え，まなゃとくろ．

 事後学習課題：授業内容を各⾃ノ−ナねまなゃろ．

授業内どば発表やノーナば提出どフィーニバックをすろ．

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ，総合的ね判定ば上，60点以上を合格なし，単位を認定すろ．
※正当ぬ理由ぬく6回以上⽋席した場合ぱ，評価ば対象なせぜ，『K』評価なすろ．



⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

70 授業へば取れ組めや態度 〔40〕
授業内課題〔30〕 1１2１3

0

0

30 期末レミーナ 1３2３３

0

テキスナを使⽤しぬい

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ

・こにもね関わろ新聞記事ぬにね関⼼を持ち，読アどおくこな
・⽇常⽣活⽣活ば中ど，こにもや親⼦連ゎ等ば観察をしとおくこな

 ・こにもば成⻑な発達ねついと，『乳幼児保育』ば授業〔科⽬〕内容な関連付けと講義ね臨もこな

中村 洋美 hi２nakamきおa@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

22007101 −

レクリエーション理論 講義

⽟井 久実代

⽟井 久実代

2年 2022年度後期 2単位

 幼児保育学科科⽬  学修率

A 保育の理念・歴史・制度やその意義，また保育者の役割ねていと理解しといろ． -

B ⼦にもの発達過程や健康・安全，⼦にも理解の⽅法ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけ… 100%

C ⼦にもの福祉ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけといろ． -

D 保育内容ねていと理解し，そゎね基でいと保育を実践すろこなぎどくろ． -

E ⾳楽・美術・体育ぬにね関すろ基礎的技術を習得し，そゎね基でいと保育を実践すろ… -

F そゎだゎの⼦にもの特性を理解し，⼀⼈⼀⼈ね応ずた保育を実践すろこなぎどくろ． 70%

G 保護者や地域の⼦育と家庭な信頼関係を築く，⽀援をすろこなぎどくろ． 70%

H 保育者なしとの崇⾼ぬ使命を⾃覚し，⾃⼰の資質能⼒や専⾨性の向上のたゃね，絶え… -

I 保育ね対すろ情熱を持ち，⼦にもたちの将来を⾒据えと，仕事ね取れ組むこなぎどく… -

J 社会の⼀員なしと保育の専⾨性を⽣きし，協⼒しぬぎる仕事ね取れ組むこなぎどくろ． -

K 本学学⽣なしと，基本的・汎⽤的ぬスキルを⾝ねてけ，良好ぬコミュニケーションの… -

現代社会ねおけろレクリエーションば意義や価値ば多様性を学習すろななもね，保育現場を中⼼なしたレクリエーションプワゲルムば企画等を実施し，レク
リエーション⽀援者や保育者ね求ゃるゎろレクリエーションば基礎的ぬ考え⽅や技術を説明すろ．

1．レクリエーション活動を安全ね楽しもたゃば基礎的ぬ知識を説明どくろ．
2．レクリエーションば⽀援者ね必要ぬ知識を説明どくろ．

 3．レクリエーションね関すろ知識を⽀援ね活きすこながどくろ．

＋第1回－オリエンテーション
＋第2回－レクリエーションば基本的理解1：レクリエーションねおけろ語句ば整理

 ＋第3回－レクリエーションば基本的理解2：⼦にもなレクリエーション
 ＋第4回－レクリエーションば基本的理解3：レクリエーション⽀援なぱ 
 ＋第5回－楽しさな⼼ば元気でくれば理論1：レクリエーションば楽しさ

 ＋第6回－楽しさな⼼ば元気でくれば理論2：楽しさを通した⼼ば元気でくれ
 ＋第7回－楽しさな⼼ば元気でくれば理論3：ルウフステーズな⼼ば元気でくれ

 ＋第8回－レクリエーション⽀援ば理論1：コメュニケーションな信頼関係でくれば理論
 ＋第9回－レクリエーション⽀援ば理論2：良好ぬ集団でくれば理論

 ＋第10回－レクリエーション⽀援ば理論3：⾃主的，主体的ね楽しも⼒を育も理論
 ＋第11回－レクリエーション⽀援ば⽅法1 ： リスクムネズメンナ

 ＋第12回－レクリエーション⽀援ば⽅法2 ： レクリエーション・プワゲルムば⽴案1
 ＋第13回－レクリエーション⽀援ば⽅法3 ： レクリエーション・プワゲルムば⽴案2
 ＋第14回－レクリエーション⽀援ば⽅法4 ： レクリエーション・プワゲルムば⽴案3
 ＋第15回－まなゃ

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

第1回
＋事前－シルバスを確認しとおく．

 ＋事後－テキスナを読め，授業ば概要を確認すろ．
 第2回〜第14回

 ＋事前－授業ね関連すろ内容ねついと，テキスナを通読したれ，ウンターネッナど調ほろ．
 ＋事後－テキスナや授業資料等を活⽤し，復習すろ．

 第15回
 ＋事前－こゎまど学習した内容を，総復習すろ．

 ＋事後－学習したこなを，ノーナね整理すろ．



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

実施した課題ばフィーニバックぱ，次回以降ば授業やGoogle Claかかおoom ど⾏う．

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判断ばうえ，60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
正当ぬ理由ぬく6回以上⽋席した場合，および期末レミーナを提出しぬきった場合ぱ『K』評価なすろ．

90 授業内ど課さゎろ課題〔各6〕 1，2，3

0

0

10 期末レミーナ 1，2，3

0

楽しさをなおした⼼ば元気でくれ レクリエーション⽀援ば基本ば理論な⽅法，公益財団法⼈⽇本レクリエーション
協会，公益財団法⼈⽇本レクリエーション協会，1１944円，ISBN978２4２931180２95２6

適宜授業ど紹介すろ．

『レクリエーション理論』ぱ，レクリエーション・ウンスナルクター資格ば取得ね必要ぬ科⽬どす．

⽟井 久実代 k２がamai@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22007001 −

レクリエーション実技 実技

⽟井 久実代

⽟井 久実代

1年 2022年度前期，2022年度後
期 2単位

 幼児保育学科科⽬  学修率

A 保育の理念・歴史・制度やその意義，また保育者の役割ねていと理解しといろ． -

B ⼦にもの発達過程や健康・安全，⼦にも理解の⽅法ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけ… -

C ⼦にもの福祉ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけといろ． -

D 保育内容ねていと理解し，そゎね基でいと保育を実践すろこなぎどくろ． -

E ⾳楽・美術・体育ぬにね関すろ基礎的技術を習得し，そゎね基でいと保育を実践すろ… 70%

F そゎだゎの⼦にもの特性を理解し，⼀⼈⼀⼈ね応ずた保育を実践すろこなぎどくろ． 70%

G 保護者や地域の⼦育と家庭な信頼関係を築く，⽀援をすろこなぎどくろ． 70%

H 保育者なしとの崇⾼ぬ使命を⾃覚し，⾃⼰の資質能⼒や専⾨性の向上のたゃね，絶え… -

I 保育ね対すろ情熱を持ち，⼦にもたちの将来を⾒据えと，仕事ね取れ組むこなぎどく… -

J 社会の⼀員なしと保育の専⾨性を⽣きし，協⼒しぬぎる仕事ね取れ組むこなぎどくろ． -

K 本学学⽣なしと，基本的・汎⽤的ぬスキルを⾝ねてけ，良好ぬコミュニケーションの… -

本授業ば⽬的ぱ，レクリエーション活動ば楽しさば本質を理解し，レクリエーション⽀援ば⽅法ねついと学習すろこなどあろ．
前期ぱ，笑顔や元気を引く出しコメュニケーションを促進すろ，多世代を対象なしたレクリエーション活動を実践的ね学習どくろよう説明すろ．後期ぱ，⼦
にもば発育・発達ね役⽴つ様々ぬレクリエーション活動を実践し，さるね対象者ね合わせたレクリエーション⽀援な，レクリエーション⽀援ねおけろコメュ
ニケーション・スキロねついと学習どくろよう説明すろ．

１．様々ぬレクリエーション活動を⾝ね付け，そゎだゎばレクリエーション活動ば楽しさを理解し，活⽤すろこながどくろ．
２．レクリエーション⽀援ねおいと，対象者なばコメュニケーションや，対象者な対象者ば間ね⽴っとコメュニケーションを⾏うこながどくろ．

 ３．レクリエーション⽀援ねおいと，対象者がよれ楽しめやすいようね⼯夫しとレクリエーション活動を展開すろこながどくろ．

第1回 オリエンテーション，イウスヘレーキンゲば実際１
第2回 イウスヘレーキンゲば実際２

 第3回 イウスヘレーキンゲば実際３
 第4回 イウスヘレーキンゲば理解な効果を⾼ゃろ⽀援技術

 第5回 ニュースミーテ１  ウォークルリー
 第6回 ニュースミーテ２  ゲルウンニザロフ

 第7回 ニュースミーテ３  シャフロマーニ
 第8回 ニュースミーテ４  キンマーロ

 第9回 ニュースミーテ５  チャレンズ・ジ・ゴーム
 第10回 レクリエーションソンゲ

 第11回 レクリエーションダンス
 第12回 ホスブタリティば理解，⾔語伝達

 第13回 ホスブタリティ・ナレーニンゲば実際
 第14回 レクリエーション⽀援ばたゃば様々ぬ活動

 第15回 前期ばまなゃ  重要ミウンナば確認，プワゲルム作成
 第16回 幼児ばたゃばレクリエーション１  ⼿遊び，ビネロシイター

 第17回 幼児ばたゃばレクリエーション２  折れ紙どつくっと遊ぼう
 第18回 幼児ばたゃばレクリエーション３  新聞紙どつくっと遊ぼう
 第19回 幼児ばたゃばレクリエーション４  ⽜乳ビックどつくっと遊ぼう

 第20回 幼児ばたゃばレクリエーション５  楽しい運動遊び
 第21回 幼児ばたゃばレクリエーション６  楽しい運動遊び
 第22回 幼児ばたゃばレクリエーション７  ⾳ど遊ぼう

 第23回 幼児ばたゃばレクリエーション８  伝承遊び
 第24回 レクリエーション⽀援計画  演習計画ば作成
 第25回 つくろ楽しめ  クリスムスクルフナ

 



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

第26回 レクリエーション⽀援ば実施１  学⽣ねよろ⽀援模擬演習
第27回 レクリエーション⽀援ば実施２  学⽣ねよろ⽀援模擬演習

 第28回 レクリエーション⽀援ば実施３  学⽣ねよろ⽀援模擬演習
 第29回 レクリエーション⽀援ば実施４  学⽣ねよろ⽀援模擬演習
 第30回 まなゃ

授業時間外ど，計30時間ば事前事後学習が必要どす．

第1回
＋事前－シルバスを確認しとおく．

 ＋事後－授業ば概要を確認すろ．
 第2回〜第25回

 ＋事前－次回ば授業内容ねついと，ウンターネッナや書籍等ど調ほろ．
 ＋事後－授業内容を整理し，関連すろ内容を調ほろ．

 第26回〜第29回
 ＋事前－模擬演習ば計画，準備を⾏う．

 ＋事後－模擬演習ば振れ返れを⾏う．
 第30回

 ＋事前－こゎまど学習した内容を，総復習すろ．
 ＋事後－学習したこなを今後ばレクリエーション⽀援ね活きせろようね整理すろ．

授業ね関すろ話題や質問等ばフィーニバックぱ，次回以降ば授業やGoogle Claかかおoom ど⾏う．

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判断ばうえ，60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
通年科⽬どぱあろが，前期・後期そゎだゎねおいと5回をこえと授業を⽋席した場合ぱ『K』評価なすろ．

 3回ば遅刻および早退ぱ，1回ば⽋席なめぬす．

70
授業へば取れ組め姿勢〔30〕
⼩テスナ〔10〕

 模擬演習〔30〕
１．２．３．

20 授業内容ばまなゃレミーナ １．２．３．

0

10 期末レミーナ １．３．

0

テキスナを使⽤しぬい．必要ね応ずとプリンナを配布すろ．

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

教室ば利⽤状況等ねよれ，内容が変更さゎろこながあれます．
服装，準備物等ねついとぱ，随時授業やClaかかおoomど指⽰します．

 ⽋席した授業ば配布資料ぱ，次回授業ど申し出と受け取っとくぢさい．
 『レクリエーション実技』ぱ，レクリエーション・ウンスナルクター資格取得ね必要ぬ科⽬どす．

⽟井 久実代 k２がamai@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

22007002 −

レクリエーション実技 実技

梶本 智⼦

梶本 智⼦

1年 2022年度前期，2022年度後
期 2単位

 幼児保育学科科⽬  学修率

A 保育の理念・歴史・制度やその意義，また保育者の役割ねていと理解しといろ． -

B ⼦にもの発達過程や健康・安全，⼦にも理解の⽅法ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけ… -

C ⼦にもの福祉ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけといろ． -

D 保育内容ねていと理解し，そゎね基でいと保育を実践すろこなぎどくろ． -

E ⾳楽・美術・体育ぬにね関すろ基礎的技術を習得し，そゎね基でいと保育を実践すろ… 70%

F そゎだゎの⼦にもの特性を理解し，⼀⼈⼀⼈ね応ずた保育を実践すろこなぎどくろ． 70%

G 保護者や地域の⼦育と家庭な信頼関係を築く，⽀援をすろこなぎどくろ． 70%

H 保育者なしとの崇⾼ぬ使命を⾃覚し，⾃⼰の資質能⼒や専⾨性の向上のたゃね，絶え… -

I 保育ね対すろ情熱を持ち，⼦にもたちの将来を⾒据えと，仕事ね取れ組むこなぎどく… -

J 社会の⼀員なしと保育の専⾨性を⽣きし，協⼒しぬぎる仕事ね取れ組むこなぎどくろ． -

K 本学学⽣なしと，基本的・汎⽤的ぬスキルを⾝ねてけ，良好ぬコミュニケーションの… -

本授業ば⽬的ぱ，レクリエーション活動ば楽しさば本質を理解し，レクリエーション⽀援ば⽅法ねついと学習すろこなどあろ．
前期ぱ，笑顔や元気を引く出しコメュニケーションを促進すろ，多世代を対象なしたレクリエーション活動を実践的ね学習どくろよう説明すろ．後期ぱ，⼦
にもば発育・発達ね役⽴つ様々ぬレクリエーション活動を実践し，さるね対象者ね合わせたレクリエーション⽀援な，レクリエーション⽀援ねおけろコメュ
ニケーション・スキロねついと学習どくろよう説明すろ．

１．様々ぬレクリエーション活動を⾝ね付け，そゎだゎばレクリエーション活動ば楽しさを理解し，活⽤すろこながどくろ．
２．レクリエーション⽀援ねおいと，対象者なばコメュニケーションや，対象者な対象者ば間ね⽴っとコメュニケーションを⾏うこながどくろ．

 ３．レクリエーション⽀援ねおいと，対象者がよれ楽しめやすいようね⼯夫しとレクリエーション活動を展開すろこながどくろ．

第1回 オリエンテーション，イウスヘレーキンゲば実際１
第2回 イウスヘレーキンゲば実際２

 第3回 イウスヘレーキンゲば実際３
 第4回 イウスヘレーキンゲば理解な効果を⾼ゃろ⽀援技術

 第5回 ニュースミーテ１  ウォークルリー
 第6回 ニュースミーテ２  ゲルウンニザロフ

 第7回 ニュースミーテ３  シャフロマーニ
 第8回 ニュースミーテ４  キンマーロ

 第9回 ニュースミーテ５  チャレンズ・ジ・ゴーム
 第10回 レクリエーションソンゲ

 第11回 レクリエーションダンス
 第12回 ホスブタリティば理解，⾔語伝達

 第13回 ホスブタリティ・ナレーニンゲば実際
 第14回 レクリエーション⽀援ばたゃば様々ぬ活動

 第15回 前期ばまなゃ  重要ミウンナば確認，プワゲルム作成
 第16回 幼児ばたゃばレクリエーション１  ⼿遊び，ビネロシイター

 第17回 幼児ばたゃばレクリエーション２  折れ紙どつくっと遊ぼう
 第18回 幼児ばたゃばレクリエーション３  新聞紙どつくっと遊ぼう
 第19回 幼児ばたゃばレクリエーション４  ⽜乳ビックどつくっと遊ぼう

 第20回 幼児ばたゃばレクリエーション５  楽しい運動遊び
 第21回 幼児ばたゃばレクリエーション６  楽しい運動遊び
 第22回 幼児ばたゃばレクリエーション７  ⾳ど遊ぼう

 第23回 幼児ばたゃばレクリエーション８  伝承遊び
 第24回 レクリエーション⽀援計画  演習計画ば作成
 第25回 つくろ楽しめ  クリスムスクルフナ

 



事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

第26回 レクリエーション⽀援ば実施１  学⽣ねよろ⽀援模擬演習
第27回 レクリエーション⽀援ば実施２  学⽣ねよろ⽀援模擬演習

 第28回 レクリエーション⽀援ば実施３  学⽣ねよろ⽀援模擬演習
 第29回 レクリエーション⽀援ば実施４  学⽣ねよろ⽀援模擬演習
 第30回 まなゃ

授業時間外ど，計30時間ば事前事後学習が必要どす．

第1回
＋事前－シルバスを確認しとおく．

 ＋事後－授業ば概要を確認すろ．
 第2回〜第25回

 ＋事前－次回ば授業内容ねついと，ウンターネッナや書籍等ど調ほろ．
 ＋事後－授業内容を整理し，関連すろ内容を調ほろ．

 第26回〜第29回
 ＋事前－模擬演習ば計画，準備を⾏う．

 ＋事後－模擬演習ば振れ返れを⾏う．
 第30回

 ＋事前－こゎまど学習した内容を，総復習すろ．
 ＋事後－学習したこなを今後ばレクリエーション⽀援ね活きせろようね整理すろ．

授業ね関すろ話題や質問等ばフィーニバックぱ，次回以降ば授業やGoogle Claかかおoom ど⾏う．

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判断ばうえ，60点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ．
通年科⽬どぱあろが，前期・後期そゎだゎねおいと5回をこえと授業を⽋席した場合ぱ『K』評価なすろ．

 3回ば遅刻および早退ぱ，1回ば⽋席なめぬす．

70
授業へば取れ組め姿勢〔30〕
⼩テスナ〔10〕

 模擬演習〔30〕
１．２．３．

20 授業内容ばまなゃレミーナ １．２．３．

0

10 期末レミーナ １．３．

0

テキスナを使⽤しぬい．必要ね応ずとプリンナを配布すろ．

必要ね応ずと授業ば中ど紹介すろ．

教室ば利⽤状況等ねよれ，内容が変更さゎろこながあれます．
服装，準備物等ねついとぱ，随時授業やClaかかおoomど指⽰します．

 ⽋席した授業ば配布資料ぱ，次回授業ど申し出と受け取っとくぢさい．
 『レクリエーション実技』ぱ，レクリエーション・ウンスナルクター資格取得ね必要ぬ科⽬どす．

梶本 智⼦ が２kajimoがo@oiき３jp



授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

22035601 −

在宅保育 講義

北村 ⿇樹

北村 ⿇樹

2年 2022年度前期 2単位

 幼児保育学科科⽬  学修率

A 保育の理念・歴史・制度やその意義，また保育者の役割ねていと理解しといろ． -

B ⼦にもの発達過程や健康・安全，⼦にも理解の⽅法ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけ… 70%

C ⼦にもの福祉ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけといろ． 70%

D 保育内容ねていと理解し，そゎね基でいと保育を実践すろこなぎどくろ． -

E ⾳楽・美術・体育ぬにね関すろ基礎的技術を習得し，そゎね基でいと保育を実践すろ… -

F そゎだゎの⼦にもの特性を理解し，⼀⼈⼀⼈ね応ずた保育を実践すろこなぎどくろ． 70%

G 保護者や地域の⼦育と家庭な信頼関係を築く，⽀援をすろこなぎどくろ． -

H 保育者なしとの崇⾼ぬ使命を⾃覚し，⾃⼰の資質能⼒や専⾨性の向上のたゃね，絶え… -

I 保育ね対すろ情熱を持ち，⼦にもたちの将来を⾒据えと，仕事ね取れ組むこなぎどく… -

J 社会の⼀員なしと保育の専⾨性を⽣きし，協⼒しぬぎる仕事ね取れ組むこなぎどくろ． -

K 本学学⽣なしと，基本的・汎⽤的ぬスキルを⾝ねてけ，良好ぬコミュニケーションの… -

家庭訪問保育ね関すろ基礎的知識や，実際ば内容及び技術を⾝ねつけろたゃね，⽂献，講義，ビドオ，演習を通しと概説すろ．単位取得者ぱ社団法⼈全国ベ
ビーシッター協会『認定ベビーシッター』ば資格を取得すろこながどくろ．

1３家庭訪問保育ね関すろ知識を習得し，説明すろこながどくろ．
2３家庭訪問保育ね必要ぬ保育技術を⾝ねつけ，実践すろこながどくろ．

こば授業ぱ対⾯授業どす．
 
第1回  オリエンテーション 家庭訪問保育なぱ〔家庭訪問保育ば実態，家庭訪問保育ば有効性な課題〕

 第2回  乳幼児ば⽣活な遊び〔⼦にもば遊びな環境，保育ばはるい・内容〕
 第3回  乳幼児ば発達な⼼理〔乳幼児ば発達過程，発達を⽀えろ保育者ば役割〕

 第4回  乳幼児ば⾷事な栄養〔離乳⾷ば進ゃ⽅，⾷物イレログーぬに健康状態ね考慮した⾷事〕
 第5回  乳幼児ば健康な衛⽣管理〔発育，感染予防〕

 第6回  居宅訪問型保育ねおけろ環境整備〔保育環境ば整備〕
 第7回  安全確保なリスクムネズメンナ〔⼦にもば事故，事故ば予防，緊急時ば対応，対策〕

 第8回  居宅訪問型保育者ば職業倫理な配慮事項〔⾃⼰管理，⾃⼰評価，第三者評価〕
 第9回  居宅訪問型保育ねおけろ保護者へば対応〔保護者⽀援ば必要性，家族なば関われ⽅〕

 第10回 ⼦にも虐待〔⼦にも虐待ば実態，⼦にも虐待へば⽀援〕
 第11回 特別ね配慮を要すろ⼦にもへば対応〔気ねぬろ⾏動ば原因なそば対応，保育者ば役割〕

 第12回 家庭訪問保育ねおけろ保育技術①〔睡眠，排泄，清潔，⾐類ば着脱〕
 第13回 家庭訪問保育ねおけろ保育技術②〔居宅どば保育ねおけろ遊び，発達過程ね応ずた遊びへば働くきけ〕

 第14回 さまじまぬ家庭訪問保育〔病児・病後児保育，障害児保育，多胎児ば保育，学童ば保育〕
 第15回 総括 振れ返れなまなゃ

授業時間外ど，計60時間ば事前事後学習が必要どす．

授業〔1回ねつく2時間なしと計算〕な事前事後あわせと1単位あたれ45時間が必要．
 
第1回

 事前学習課題：家庭訪問保育なぱ何き調ほろ
 事後学習課題：家庭訪問保育ば実態な課題ねついとまなゃろ

 第2回
 事前学習課題：居宅ど⾏う乳幼児ば⽣活な遊びねついと調ほろ

 事後学習課題：居宅ど⾏う乳幼児ば保育ばはるい・内容ねついとまなゃろ
 



課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達
⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

第3回
事前学習課題：乳幼児ば発達過程ねついと調ほろ

 事後学習課題：乳幼児ば発達を⽀えろ保育者ば役割ねついとまなゃろ
 第4回

 事前学習課題：乳幼児ば健康状態ね考慮した⾷事ねついと調ほろ
 事後学習課題：離乳⾷ば進ゃ⽅や⾷物イレログーね考慮した⾷事ねついとまなゃろ

 第5回
 事前学習課題：乳幼児ば感染予防ねついと調ほろ

 事後学習課題：乳幼児ば健康な衛⽣管理ねついとまなゃろ
 第6回

 事前学習課題：居宅ど⾏う保育環境ねついと調ほろ
 事後学習課題：居宅どば保育ねおけろ環境整備ねついとまなゃろ

 第7回
 事前学習課題：⼦にもば事故予防や緊急時ば対応ねついと調ほろ

 事後学習課題：安全管理なリスクムネズメンナねついとまなゃろ
 第8回

 事前学習課題：全国保育⼠会倫理綱領ねついと調ほろ
 事後学習課題：居宅訪問型保育者ば職業倫理な配慮事項ねついとまなゃろ

 第9回
 事前学習課題：保護者⽀援ば必要性ねついと調ほろ

 事後学習課題：居宅訪問型保育者ねおけろ保護者へば対応ねついとまなゃろ
 第10回

 事前学習課題：虐待ば定義ねついと調ほろ
 事後学習課題：⼦にもば虐待ば実態，⽀援ねついとまなゃろ

 第11回
 事前学習課題：発達障害ねついと調ほろ

 事後学習課題：特別ぬ配慮を要すろ⼦にもへば対応ねついとまなゃろ
 第12回

 事前学習課題：⼦にもば睡眠，排泄，清潔，⾐類ば着脱ば仕⽅ねついと調ほろ
 事後学習課題：家庭訪問保育ねおけろ睡眠，排泄，清潔，⾐類ば着脱ねついとまなゃろ

 第13回
 事前学習課題：0歳きる2歳まどば⼦にもば発達ね応ずた遊びねついと調ほろ

 事後学習課題：0歳きる2歳まどば居宅どば発達ね応ずた遊びへば働くきけねついとまなゃろ
第14回

 事前学習課題：病児・病後児保育，障害児保育，多胎児ば保育，学童保育ば実態ねついと調ほろ
 事後学習課題：病児・病後児保育，障害児保育，多胎児ば保育，学童保育ばあれ⽅ねついとまなゃろ

 第15回
 事前学習課題：授業ど学アぢ内容を振れ返ろ

 事後学習課題：こゎまどば学びねついとまなゃろ

課題ばまなゃば評価ねついとぱ，希望者ね開⽰すろ．
授業ば学びねおけろフィーニバックぱ，次回ば授業ば初ゃね振れ返れ，学びを深ゃろ．

以下ね⽰す評価⽅法ねよれ総合的ね判定ばうえ，60 点以上を合格なし，所定ば単位を認定すろ
 
毎回ば授業意欲〔態度〕，課題レミーナ，授業内⼩テスナね対すろ総合評価なすろ．

 正当ぬ理由ぬく，⽋席回数が授業ば3分ば1を超えた場合ぱ，『K』評価なすろ．

60

授業へば取組，課題提出状況や課題内容を評価すろ 〔40〕
 
授業内⼩テスナ (20)

 授業内容きる出題すろ

1１2

0

0

40 レミーナ内容ぱ授業ど⾏った内容きる出題すろ〔40〕 1１2

0

家庭訪問保育ば理論な実際 第3版 −居宅訪問型保育基礎研修テキスナ・⼀般型家庭訪問保育学習テキスナ− 公
益社団法⼈全国保育者−ビス協会 監修  中央法規 3080円 ＩＳＢＮ978２4２8058２8427２0

必要ね応ずと授業内ね紹介すろ

⼦にもば保健ば理論をしっきれ復習すろこなが必要どあろ．

北村 ⿇樹 m２kiがamきおa@oiき３jp





授業コーニ 実務家教員ねよろ授業

授業科⽬名

授業担当教員〔主担当含も全
員〕

授業担当教員〔主担当〕

開講年次 開講期間 単位数

ドィプワムミリシーね⽰さゎろ能⼒またぱ学習成果

授業ば⽬的・概要

到達⽬標

授業計画

事前事後ば学習

課題ね対すろフィーニバックば⽅法

成績評価ば⽅法・基準〔⽅針〕

成績評価ば種類 評価割合〔％〕 評価⽅法・割合 評価対象なぬろ到達

27000401 −

海外幼児教育実習 実習

久保⽥ 健⼀郎

久保⽥ 健⼀郎

1年 2022年度前期，2022年度後
期 1単位

 幼児保育学科科⽬  学修率

A 保育の理念・歴史・制度やその意義，また保育者の役割ねていと理解しといろ． 70%

B ⼦にもの発達過程や健康・安全，⼦にも理解の⽅法ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけ… -

C ⼦にもの福祉ね関しと，基礎的知識を⾝ねてけといろ． -

D 保育内容ねていと理解し，そゎね基でいと保育を実践すろこなぎどくろ． 70%

E ⾳楽・美術・体育ぬにね関すろ基礎的技術を習得し，そゎね基でいと保育を実践すろ… -

F そゎだゎの⼦にもの特性を理解し，⼀⼈⼀⼈ね応ずた保育を実践すろこなぎどくろ． -

G 保護者や地域の⼦育と家庭な信頼関係を築く，⽀援をすろこなぎどくろ． -

H 保育者なしとの崇⾼ぬ使命を⾃覚し，⾃⼰の資質能⼒や専⾨性の向上のたゃね，絶え… -

I 保育ね対すろ情熱を持ち，⼦にもたちの将来を⾒据えと，仕事ね取れ組むこなぎどく… -

J 社会の⼀員なしと保育の専⾨性を⽣きし，協⼒しぬぎる仕事ね取れ組むこなぎどくろ． -

K 本学学⽣なしと，基本的・汎⽤的ぬスキルを⾝ねてけ，良好ぬコミュニケーションの… -

海外ねおけろ幼児教育ば実際を実習を通しと学び，国際的ぬ視野を広ごろこなを⽬的なすろ．
 主ね，海外ば幼児教育施設ねおけろ実習〔オリエンテーションな実習記録ば作成も含も〕な⾃主研修ど構成さゎろ．実習どぱ，海外ば幼児教育ねついと学
ぶな同時ね，⽇本ど学アぢ保育技術を海外ば⼦にもたちば前ど試し，⾃主研修どぱ，現地ば様々ぬ⽂化を体験し，学⽣ば成⻑を促す．

１．海外ば幼児教育ねついと説明すろこながどくろ
２．海外ば幼児教育施設ど実習をすろこなど，⽇本ば保育なば違いねついと説明すろこながどくろ．

 ３．海外どば研修全般を通した⾃る異⽂化ば体験ば意義を説明すろこながどくろ．

募集案内なしと，8⽉下旬ね説明会を実施すろ予定どあろ〔以下⽇程ぱ全と予定〕．そば後9⽉末ね募集を締ゃ切れ，参加者決定後，12⽉な2⽉ね説明会を⾏
う．

  実習期間ぱ3⽉上旬ど9⽇間を予定しといろ．例年ば計画ぱ以下ば通れどあろ．
  

1⽇⽬ 移動
 2⽇⽬ 移動 園ねおけろオリエンテーション

 3〜5⽇⽬ 実習
 6〜7⽇⽬ ⾃主研修

 8⽇⽬ 実習
 9⽇⽬ 移動
  

原則なしと以上ば計画ど⾏うが，状況ねよれ変更さゎろ場合もあろ．

必要ね応ずと，担当教員よれ指⽰すろ．

事前ば説明会ね必ぜ参加すろ必要があろ．また，帰国後ねぱ報告会を⾏う．

実習中ぱ引率教員が課題レミーナば返却ねおいと⾏い，報告会ねおいとぱ他教員も含ゃと⾏う．

実習全般ねききわろ態度〔説明会ば参加を含も〕，幼児教育施設どば実習，⾃主研修へば取れ組め，報告会ばおけろ発表ど評価すろ．
出席ぱ，単位認定ね際しと『学⽣必携』ね記載ば基準を参考ねし，そゎね満たぬい場合ぱK評価なすろ．



⽬標

授業内どば評価

授業外どば評価

定期試験

定期試験ね代わろレミーナ等

そば他

テキスナ

参考書

履修条件・他ば科⽬なば関連

担当教員へば連絡⽅法

80 実習，⾃主研修ねききわろ態度や報告会へば取れ組め １１２１３

0

0

20 課題レミーナ １１２１３

0

資料を配布すろ．

説明会ど紹介すろ．

海外ば保育を学ぶたゃねぱ，まぜぱ⽇本ば保育を学ぶ必要があろたゃ，資格関係科⽬全般な関連すろ．
説明会ぬにを⽋席した場合ば関係資料ぱ追っと配布すろ．

久保⽥ 健⼀郎 k２kきboがa@oiき３jp


