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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

成蹊基礎演習１／大学での学びとキャリアを考える
加藤隆文・熊倉一紗・阿部緑・辰巳清・伊藤俊輔・福本章・内田英武・大手裕子
1年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
【有意義な大学生活を送るために】
成蹊基礎演習1・2を通して大学での学びの理解・他者理解・対話力の育成を目指します。また、大学生として学修を進めてゆくうえで必ず押さ
えておかねばならない研究倫理についても学びます。とりわけ「桃李成蹊」という建学の精神をしっかり理解し、これからはじまる大阪成蹊大
学での４年間の学びと生活をスムーズにスタートさせることがこの授業の目標です。大学では、受け身の姿勢で指示を待つのではなく、自ら
の意思で計画し、考え、行動するという能動的・積極的な態度が求められます。未来を見据えた充実した有意義な大学生活を送るために、大学
生として一人一人の個性に応じた生活と学習の基本態度を身につけ、相手の立場に立って物事を考え、行動できる人間に成長しましょう。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

基礎的なアカデミックスキル、スチューデン
トスキルを身につける

ノートテイキング、情報収集の方法、情報リ
テラシーなどに関する基礎的な知識やスキ
ルを身につける

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

大学生にふさわしい社会知識の修得

時事問題を理解し、考えるために必要な基礎
的な語彙や知識を身につける

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

将来の目標を設定し、日々の活動計画を立て
る。また、定期的に計画を見直す。

2 ．DP6.行動・実践

大学生としての日々の学習習慣・生活習
慣を確立する。

3 ．DP8.意思疎通

協働学修を通し、意思疎通を図ることができ
る親和力を身に付けている。

4 ．DP9.役割理解・連携行動

大学生活において、教員、職員、学生な
ど様々な立場を理解し、適切に連携行
動を取れるようなスキルを修得する。

5 ．DP10.忠恕の心

建学の精神を理解し、大学生にふさわしいマ
ナーを身につける。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

シャトルシート
25％
課題（提出物）

： 毎回記入するシャトルシートへの内容により評価する。授業への取り組み状況、理解度から評価す
る。
： 時事ワークシート等の提出状況から評価する。

30％
授業内小テスト
25％
最終レポート
10％
学修到達目標

： 授業内で配布する朝日新聞時事ワークシート（実践ことば力）から出題し、日々の学修の成果を評
価する（中間と期末の２回を予定する）
： 14回の授業終了後、学びの総まとめとしてレポートを課す。評価の視点として、授業の理解度、課
題設定としての行動計画を明らかにしている点を中心に評価する。
： 学修到達目標を7項目から評価します。

10％
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使用教科書
特に指定しない

参考文献等
『大学生活ナビ』小川芳明監修、玉川大学コア・FYE教育センター編、玉川大学出版部
『大学生からのスタディ・スキルズ』（第３版）学習技術研究会編著、くろしお出版

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回5時間程度の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
全員が一つの教室で授業を受ける日とクラスに分かれて授業を受ける日があるので注意すること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：
場所：
備考・注意事項： 各クラスそれぞれ、初日授業にて連絡する。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

大学での学びとは？
高校と大学との違いについて考えます。
また、タイムマネジメントの重要性について理解を深めます。
学修到達度確認の指標について説明、年間目標を考え、週間計
画を立てます。

第2回

建学の精神と学園内マナー／グループワークの作法
映像教材を視聴し、グループでの議論を通して学園内マナーにつ
いて検討します。また、学園内マナーと関連させて、建学の精
神と本学の行動指針について学びます。さらに、それに基づくグ
ループワークの作法について検討します。

第3回

クリエイターにとってのPC技術：基礎編
クリエイターが身につけるべき基本的なPC技術について、社会
的に期待されることの多い各種ソフトに関する知識や具体的な資
格認定制度について学びます。

第4回

クリエイターにとってのPC技術：発展編
クリエイターが身につけるべき基本的なPC技術の詳細につい
て、本年中の資格認定を意識しながら、実践的に学びを深めま
す。

第5回

ノートテイキングの技術～能動的学びのために～
大学での能動的学び（アクティブ・ラーニング）におけるノート
テイキングの重要性を理解します。
具体的にノートを取る技術を学び、実践練習を行います。

第6回

大学図書館の活用（合同）
大学図書館の特徴と活用の仕方について学びます。また、学
内ラーニングコモンズなどを通して各種デジタルメディアを活
用する方法や、いわゆるSociety 5.0の到来に伴って留意してお
くべき社会常識などについて学びます。

第7回

キャリアについて考える「自己を理解する」（合同）
特別講師 ゲスト講師による連続レクチャー
「楽しく働ける！結果が出る！強みを活かして生きていく方法
自己理解編」
～楽しい自己分析でジブンの強みを知る授業～

第8回

理事長講話
本学理事長が、建学の精神や本学で学生生活を送る上で皆さん
に心掛けてほしいことなどについて講話します。

朝日新聞時事ワークシート「要点チェッ
ク」35・36

5時間

朝日新聞時事ワークシート「要点チェッ
ク」37・38

5時間

朝日新聞時事ワークシート「要点チェッ
ク」39・40

5時間

朝日新聞時事ワークシート「要点チェッ
ク」41・42

5時間

朝日新聞時事ワークシート「要点チェッ
ク」43・44

5時間

朝日新聞時事ワークシート「要点チェッ
ク」45・46

5時間

朝日新聞時事ワークシート「要点チェッ
ク」47・48

5時間

朝日新聞時事ワークシート「要点チェッ
ク」49・50

5時間

第9回

実践ことば力習熟度チェック＋振り返り＋有権者としての心
構えについて（合同）
朝日新聞時事ワークシートを通して得た時事問題に関する知
識の習熟度をチェックします（中間）。
これまでの授業全体を振り返り、中間学修到達度を確認します。
18歳選挙権導入について学び、有権者として政治に参加する自
覚を養います。

朝日新聞時事ワークシート既習部分の復習

5時間

第10回

リテラシーとコンピテンシー（PROGテスト解説）

朝日新聞時事ワークシート「要点チェッ
ク」1・2

5時間

朝日新聞時事ワークシート「要点チェッ
ク」3・4

5時間

朝日新聞時事ワークシート「要点チェッ
ク」5・6

5時間

入学時に受験したPROGテストの結果の解説を聞き、自
己を捉え直します。
第11回

メディアリテラシー（合同）
インターネットやＳＮＳの危険性を知り、メディアを適切に活
用する方法を学びます。とりわけ、AI・データサイエンス産
業の急成長に伴い、社会の様々な面で根本的な構造変化が生じて
いることを念頭に、とりわけ個人情報の自己管理の重要性につい
て学びます。

第12回

レポートの書き方・テストの受け方（合同）
テストの受け方やレポートの書き方について概要を学びます。ま
た、レポートを作成したり、作品を制作したりするうえで重
要な「研究倫理」の基本について学びます。
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第13回

働くことの意味を知る（合同）
OBやOGなど、社会で働く若者の実際の声を聴きます。

朝日新聞時事ワークシート総復習

5時間

第14回

社会問題に関する知識習熟度チェックと振り返り（合同）

最終学修到達度確認を振り返ることによ
り、学びを定着させる。

5時間

・時事ワークシートを通して学んだ社会問題に関する知識の習熟
度をチェックします（期末）。また、授業全体を振り返り、最終
学修達成度を確認します。
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授業科目名

成蹊基礎演習１／大学での学びとキャリアを考える

担当教員名

中井秀樹・山崎哲弘・鍛治致・大塚康央・佐野淳也・澤田彩・藤田大雪・古川拓也・村
田正夫・坂中勇亮・小島大輔・鳥羽賢二・胡山喬・千代原亮一

学年・コース等

1年

授業形態

開講時期

前期

単位数

2

講義＋演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
本科目は充実した大学生活をスムーズにスタートさせるための科目です。本学の教育理念を踏まえて4年間の学びを見通すとともに、自らの意
思で計画し、考え、行動するという能動的態度、ならびに大学生として一人一人の個性に応じた生活と学習の基本態度を身につけることを目
指します。
・これからの大学の授業を受ける上で重要となるグループワークについて、基本的な作法を学び実践する。
・後半は、前半で学んだグループワークについての知見を踏まえて、ミニPBLに取り組み、実践する。その中で、他者との協働において何が重
要であるかについて自分自身で考える。
・最終レポートでは、グループワーク（協働作業）を通して、気づいたことや気をつけようと思ったことを書かせ、クラス内で共有する。
・大学での学びの理解・他者理解・対話力の育成

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

基礎的な大学生活で必要となる知識やスキ
ルを学ぶ。

グループワークにおける基本の修得や汎用
的スキルに関する自己理解。

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

将来の目標を設定し、日々の活動計画を立て
る。また、定期的に計画を見直す

2 ．DP6.行動・実践

大学生としての日々の学習習慣・生活習
慣を確立する

3 ．DP10.忠恕の心

建学の精神を理解し、大学生にふさわしいマ
ナーを身につける

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

平常点

： 授業での態度・貢献度、提出ワークシートの内容、発言頻度等で評価する
50％

提出物

： ふりかえり等の提出状況で評価する
40％

試験（レポート）

： 学期末に課すレポートの内容によって評価する
10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
『大学生活ナビ』小川芳明監修、玉川大学コア・FYE教育センター編、玉川大学出版部
『大学生からのスタディ・スキルズ』（第３版）学習技術研究会編著、くろしお出版

履修上の注意・備考・メッセージ
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本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
取り組み課題に応じて教室変更等があるため、連絡には注意を払うこと。
授業スケジュールは事情により入れ替えなどがあります。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

火曜3限

場所：

西館2階鍛治研究室

備考・注意事項： その他の担当教員のオフィスアワーは、初回授業で発表する。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

大阪成蹊大学における「学び」について、研究者倫理について
建学の精神や大学での学びについてと、そこに必要となるスキ
ルについて理解し、本科目の学びの目的を考える。
また、生徒と学生の違いについて解説し、研究を行うものとして
の倫理についても簡単に説明する。また、パーソナルブランドに
ついても解説し、自己の目標設定を行う。

ふりかえりまたは朝日新聞時事ワークシート

4時間

第2回

グループワークの基礎・コミュニケーション
他者とコミュニケーションをとる上で基礎とな
る「聴き方」と「伝え方」のポイントを押さえた上で、グループ
ワークを通して実践する。特に、他者と協働するさいに重要なポ
イントとなる「目標設定」「率先垂範」「同僚支援」の3点を理
解し、実践を通してそれらの重要性について検討する。

ふりかえりまたは朝日新聞時事ワークシート

4時間

第3回

グループワーク実践① 主権者として
18歳からは主権者として、参政権(選挙権)も持っているが、主権
者としての自覚と行動を促すためにはどうするのがいいのかをグ
ループワークを通じて考える。

ふりかえりまたは朝日新聞時事ワークシート

4時間

第4回

グループワーク実践② 大学生のリスク管理
大学生は社会人の一員であり、生活の上でのリスクについても自
己管理を行う必要がある。そこで、大学生に対するリスクの考
察とのその対処法についてグループでで検討する。

ふりかえりまたは朝日新聞時事ワークシート

4時間

第5回

建学の精神と人間力
本学園理事長兼総長による講演。大阪成蹊大学の建学の精神につ
いての理解を深め、自分の人間力について考える。

ふりかえりまたは朝日新聞時事ワークシート

4時間

第6回

リテラシーとコンピテンシー
リテラシー(基本的な知識・技能)やコンピテンシー(行動特性)に
ついての理解を深めると同時に、自己の理解を深めるた
め、PROGの診断結果を通じて、自己分析を行い、今後のキャリ
アについて考える。

ふりかえりまたは朝日新聞時事ワークシート

4時間

第7回

学修者としての責任の理解
大学生は研究者の一人となり、研究活動や成果発表による社会へ
の影響についての理解も必要となる。そうした研究者倫理につい
ての説明を行い考える機会を設ける。

ふりかえりまたは朝日新聞時事ワークシート

4時間

第8回

協働の実践（ミニPBL）①チームビルディング
協働作業の実践を通して、他者理解や対話力の向上を目指す。
「協働の実践」において取り組む課題を説明し、チームビルディ
ングを行う。

ふりかえりまたは朝日新聞時事ワークシート

4時間

第9回

協働の実践（ミニPBL）②役割分担・スケジューリング
課題解決に向けて、スケジューリングや役割分担について各グ
ループで検討する。

ふりかえりまたは朝日新聞時事ワークシート

4時間

第10回

協働の実践（ミニPBL）③情報収集
課題解決に向けた情報収集を各グループで行う。

ふりかえりまたは朝日新聞時事ワークシート

4時間

第11回

協働の実践（ミニPBL）④解決案の検討
課題解決に向けた解決策の検討を各グループで行う。

ふりかえりまたは朝日新聞時事ワークシート

4時間

第12回

協働の実践（ミニPBL）⑤プレゼン準備
課題解決に向けたプレゼンテーションの準備を各グルー
プで行う。

ふりかえりまたは朝日新聞時事ワークシート

4時間

第13回

協働の実践（ミニPBL）⑥プレゼンテーション
課題解決に向けたプレゼンテーションを行う。質疑応答を行うと
ともに、プレゼンテーションをルーブリックで評価する。

ふりかえりまたは朝日新聞時事ワークシート

4時間

第14回

試験・レポートについて、授業のまとめとふりかえり
初めて迎える学期末試験についての心得や注意事項の確認や、成
績評価基準などについても再度確認を行う。14回にわたる成蹊基
礎演習１での学びの成果について各自でふりかえりを行い、今
後の学修における目標設定を行う。

ふりかえりまたは朝日新聞時事ワークシート

4時間
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授業科目名

成蹊基礎演習１／大学での学びとキャリアを考える

担当教員名

臼井達矢・山本はるか・米田薫・川島裕子・岡田優・池内昌美・高尾淳子・鈴木勇・橋
本隆公

学年・コース等

1年

授業形態

開講時期

前期

単位数

2

講義＋演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

小学校教員経験あり（橋本隆公）（全14回）
小学校教員としての実務経験を通した算数科の指導に関する体験知
中学校勤務（英語科）（高尾淳子）（全14回）

授業概要
本科目は充実した大学生活をスムーズにスタートさせるためのアクティブラーニング基礎科目です。本学の教育理念を踏まえて4年間の学びを見
通すとともに、自らの意思で計画し、考え、行動するという能動的態度、ならびに大学生として一人一人の個性に応じた生活と学習の基本態
度を身につけることを目指します。また、他者意識の重要性について実践を通して学ぶことで、話を聞いて自分の意見を述べる基本を身につ
け、大学生活と社会生活、どちらの学びにも大切になるコミュニケーションの作法を習得することを目指します。さらに、各自が選んだ専門分
野について深く学ぶと共に、社会に自覚的に賢く参画していくことの意義も考えます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

基礎的なアカデミックスキル、スチューデン
トスキルを身につける

ノートテイキング、情報収集の方法、情報リ
テラシーなどに関する基礎的な知識やスキ
ルを身につける

2 ．DP1.幅広い教養やスキル

大学生にふさわしい社会知識の修得

時事問題を理解し、考えるために必要な基礎
的な語彙や知識を身につける

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

将来の目標を設定し、日々の活動計画を立て
る。また、定期的に計画を見直す

2 ．DP6.行動・実践

大学生としての日々の学習習慣・生活習
慣を確立する

3 ．DP10.忠恕の心

建学の精神を理解し、大学生にふさわしいマ
ナーを身につける

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

平常点

： 主にシャトルシートへの記入内容によって授業の理解度や実践へとむけた行動設計などを評価する
50％

課題

： ワークシート等の提出内容によって評価する
30％

期末レポート
20％

： この科目で学んだことや自分自身が興味や関心をもっている保育・教育に関する課題について考
察し、今後の展望を持つことができているかをもとに評価する

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
『大学生活ナビ』小川芳明監修、玉川大学コア・FYE教育センター編、玉川大学出版部
『大学生からのスタディ・スキルズ』（第３版）学習技術研究会編著、くろしお出版

履修上の注意・備考・メッセージ
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本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授
業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。全員が一つの教室で授業を受ける日とクラスに分かれて授業を受ける日がある
ので注意すること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

担当教員ごとに異なります。

場所：

担当教員ごとに異なります。

備考・注意事項： 第1回の授業時に詳細を伝えます。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

大阪成蹊大学における「学び」について
建学の精神と授業マナーを確認し、本科目の目的と全体的な計
画を知り、大学での学びに参加するという方向性を明確にしま
す。また、高大移行期を生きる自分自身を見つめる課題につい
て理解します。

大学4年間の生活を構想する。

4時間

第2回

タイムマネジメントとスケジュール管理
大学生活を充実したものにするため、年間目標を立てます。各
自の目標をグループ、クラスで交流します。

年間および１週間の過ごし方を見つめる。

4時間

第3回

ノートの取り方と大学での評価方法について

履修中の授業でノートの取り方を工夫して実
践する。

4時間

情報倫理・研究倫理についての振り返り。図
書館を活用する（図書館の蔵書の中か
ら、本を借りて読み、返却する）。

4時間

大学の講義でのノートの取り方を学びます。また、ルーブリッ
クなど大学での評価方法について学び、試験や課題への向か
い方を考えます。
第4回

情報倫理・研究倫理と大学図書館の活用
情報倫理と研究倫理の基本を学びます。また、大学図書館の特
徴と活用の仕方について学びます。

第5回

グループワークの作法
ビデオ教材を用いて、グループワークについて実践的に学びま
す。

グループワークについての振り返り。

4時間

第6回

大学生活を見つめなおす、パーソナル・ブランド
ビデオ教材を用いて、大学生活で気を付けるべきことを考えま
す。また、SNSに関する注意点についても学びます。さらに、主
権者としての自分について考えるとともに、自分自身をブラン
ドとして考えマネジメントする、パーソナル・ブランド・マネジ
メントの考え方について学びます。

授業内容を参考に日々の生活で実践する。

4時間

第7回

建学の精神と人間力
本学理事長・総長による講演。講演者に対する質問を考えるグ
ループワークも行います。

講演内容についての振り返り。

4時間

第8回

先輩の話に学ぶ
本学部の先輩の体験について聞き、今後の大学生活に役立てま
す。

先輩の話についての振り返り。

4時間

第9回

リテラシーとコンピテンシー（PROGテスト解説）
4月入学時に受験したPROGテストの結果の解説を聞き、自
己を捉え直します。

PROG結果から見た自己分析に関する自己評価

4時間

第10回

働くことの意味を知る（１）前半

授業内容をふまえて、キャリアを考える。
（感想）

4時間

授業内容をふまえて、キャリアを考える。
（感想）

4時間

教育・保育職の魅力と、就職までの道、そのための方法につい
て学びます。
第11回

働くことの意味を知る（２）後半
教育職・保育職に限らず、教育学部での学びが生きる職業につい
て学びます。

第12回

プレゼンテーションの構想・作成
この科目で学んだことと、自分自身が興味や関心をもっている保
育・教育について、掛け合わせた保育・教育時事に関してまと
め、プレゼンテーションを作成する。

プレゼンテーションの構想・作成の続き

4時間

第13回

プレゼンテーション

プレゼンテーションの発表・振り返りを通し
た改善

4時間

ポートフォリオによって授業全体を振り返る

4時間

前回作成したプレゼンテーションを用いて、この科目で学んだこ
とと、自分自身が興味や関心をもっている保育・教育につい
て、掛け合わせた保育・教育時事に関して発信することを通し
て、振り返る。
第14回

半年間の振り返り
大学生活の最初の半年間について、総合的に振り返り、評価する
とともに、今後に向けての目標設定を行います。
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授業科目名

成蹊基礎演習２

担当教員名

中井秀樹・山崎哲弘・大塚康央・佐野淳也・澤田彩・藤田大雪・古川拓也・村田正
夫・坂中勇亮・小島大輔・鳥羽賢二・千代原亮一・胡山喬・本間哲也・中野毅・原田弘

学年・コース等

1年

授業形態

開講時期

後期

単位数

2

講義＋演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
１年後期の初年次科目（必履修）として設定される本授業は、大学での学びの基礎となる「協働とコミュニケーション」の作法について学ぶこ
とを目的としています。前期の「成蹊基礎演習１」において学んだ「協働学修の作法」や「自己理解・他者理解」について、グループワーク形
式の実践を通じてより身体的に体験し、それらの認識を深めていきます。ソーシャルタッチポイントとして学外講師の講演の聴講やそれに付
随する事前学修・事後学修を通じて、最終的には、授業全体の学びをもとに、自己の教育への思いを育て、将来へのビジョンを明確にすること
を目指します。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

基礎的な大学生活で必要となる知識やスキ
ルを学ぶ。

グループワークにおける基本の修得や汎用
的スキルに関する自己理解。

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

社会の第一線で活躍する外部講師による講
演を聞く。

自己のキャリア形成について深く考察する。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

授業での経験を通して、「協働的な学び」
「聴くこと・伝えること」「自己理解・他者
理解」についての自分の課題を発見・検討す
ることができる。

2 ．DP6.行動・実践

各活動や課題に対して、他者と協働しなが
ら積極的かつ思慮深く参加することができ
る。

3 ．DP8.意思疎通

ペアワークやグループワークに取組むにあた
り、他者と対話しながら相互に意思疎通をは
かり進めることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

平常点

： 授業での態度・貢献度等で評価
30％

提出物

： 提出ワークシートの内容で評価
40％

グループワーク

： グループワークにおけるグループ成果物の程度×貢献度で評価
20％

期末レポート

： 学期末に課すレポートの内容によって評価
10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
特になし
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履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

月曜4限

場所：

西館2階鍛治研究室

備考・注意事項： 鍛治以外の担当教員のオフィスアワーは、初回授業で発表する。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第１回

オリエンテーションとアイスブレイク
オリエンテーションを通して、授業の目的、授業計画、参加の仕
方、課題等について理解する。
仲間づくり・チームづくりを行う。特に、自分について語った
り、自分の中のイメージを表現し共有することを学ぶ。また、他
者の話を受容的に聴くことや他者を理解することの基礎を体験す
る。

第２回

社会への関心①

事前学修

自分自身の将来のキャリアについて考えるために、様々なキャリ
アがあることを理解する。そのために、外部講師を招きキャリ
アについての知見を広げる。次週の外部講師講演のための事前学
習を行う。
第３回

社会への関心①

外部講師講演

キャリアを幅広く捉えるために、外部講師を招き、講師のキャリ
アについての話を聴き、質疑応答を通してキャリアを検討するた
めの知見を広げる。
第４回

社会への関心①

事後学修・事前学習

外部講師の話を踏まえ、キャリアについて検討するための観点に
ついてグループで検討する。また、次週の外部講師講演のため
の事前学習を行う。
第５回

社会への関心②

外部講師講演

キャリアを幅広く捉えるために、外部講師を招き、講師のキャリ
アについての話を聴き、質疑応答を通してキャリアを検討するた
めの知見を広げる。
第６回

社会への関心②

事後学習

外部講師の話を踏まえ、キャリアについて検討するための観点に
ついてグループで検討する。また、次週のプレゼン準備を行う。
第７回

社会への関心③

グループプレゼン

キャリアを検討するための観点についてグループごとにまとめ
てプレゼンする。
第８回

グループ活動①趣旨説明とグループ編成、個人目標設定
グループ活動の趣旨説明と活動目的の説明を行い、グループ編
成と各々の役割と目標、グループの目標についての設定を行う
グループ活動では、各ゼミで5名程度のグループを編成し、アン
ケート調査＆報告を実施する

第９回

グループ活動②活動計画・活動テーマの決定、調査活動準備
グループ毎の調査目的と調査方法、グループ活動期間(授業外活
動を含む)の活動計画についての設定を行い、グループ間の連絡
方法の確認を行う
アンケート調査内容についての質問項目を検討し、それぞれの質
問内容（選択肢の設定等）を行う
調査項目の過不足化、質問間の関連性などの精査し、質問項
目を決定する

第１０回

グループ活動③調査実施
作成したアンケート調査票を基に、アンケート調査を実施する
実際のアンケートの回答を通じて、質問項目の設定の適切さ
や、他グループの工夫に関してもしっかりと観察を行う

第１１回

グループ活動④調査結果のまとめ、報告資料の作成、発表準備
アンケート調査結果についてのまとめと分析を行い、報告資
料の作成及び資料を用いた発表の準備を行う
発表の予行を行い、資料の修正や内容に関する理解を深める
自分の担当箇所以外についてもしっかりと内容の理解を深め、グ
ループでの成果を自分のものとする

第１２回

グループ活動⑤調査結果報告と改善活動
小グループでの調査報告を行う、相互評価を行い発表資料及び発
表方法の向上のための意見交換を行う
評価活動を通じて、自己省察の能力を磨く

第１３回

グループ活動⑥調査報告(本番)
複数クラス共同による発表会を実施し、相互評価を行う
また、グループ活動の総括を行い、自己の行動とその結果の省
察を行うと同時に、自己のコンピテンシーについての評価と改
善のための目標再設定を行う

9

授業での学びについて振り返りシートに記
述する。

4時間

授業での学びについて振り返りシートに記
述する。

4時間

授業での学びについて振り返りシートに記
述する。

4時間

授業での学びについて振り返りシートに記
述する。

4時間

授業での学びについて振り返りシートに記
述する。

4時間

授業での学びについて振り返りシートに記
述する。

4時間

授業での学びについて振り返りシートに記
述する。

4時間

各グループの調査内容についての意見をまと
める

4時間

グループで連絡を取り合いながら、個々の活
動を実施していく

4時間

グループで連絡を取り合いながら、個々の活
動を実施していく

4時間

グループで連絡を取り合いながら、個々の活
動を実施していく

4時間

グループで連絡を取り合いながら、個々の活
動を実施していく

4時間

グループで連絡を取り合いながら、個々の活
動を実施していく

4時間

1004
第１４回

キャリアに関する理解、まとめ
キャリアに関する理解を深めるために、インターンシップ参加学
生による活動報告を聴講し、職業や労働に関する関
心を高め、キャリアについて考える機会を設ける。
まとめとしては、演劇的手法による学習、グループ活動におけ
る自己の学習成果についてのふりかえりを行うと同時に、活動の
まとめを行う

10

授業での学びについて振り返りシートに記
述する。

4時間
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授業科目名

成蹊基礎演習２

担当教員名

福本章・阿部緑・大手裕子・山中コ～ジ・村岡幸信・辰巳清・神瀨邦久・前川典子・石
田直美

学年・コース等

1年

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

開講時期

後期

単位数

2

演習

該当する
山中コ～ジ：2004年～現在「GENETO一級建築士事務所」代表

実務経験の概要

授業概要
本科目は、大学における協働的学びの基礎をつくります。まず、参加型ワークショップ形式で、聴くこと・伝えることについての作法・技
術を学び、併せて自己理解・他者理解を深めます。次に、これらの学びを応用しながら、 PBL（Project-Based Learning）：課題解決型学修な
どに求められる役割理解、連携行動、総合理解といった能力を醸成します。その結果として、物事の本質を理解する能力、あるいは自己効力
感といったコンピテンシーへと繋がる人間力教育の礎となることを目指します。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

「協働的な学び」「働くこと・伝えるこ
と「自己理解・他者理解」に関する技能

協働的な学びより、役割理解、連携行動、情
報共有、相互支援をすることができる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

協働的な学びから、情報を共有し、信頼関
係を構築する、参加型ワークショップを実
践していく。

多様性を理解し、気配り、共感して受容す
る素養を育み、社会生活を営むにたる親和
力を身に付けている。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

協働学修を通して、情報収集、情報共有のプ
ロセスを経ることで物事の本質を理解し、課
題を発見する素養を身につけている。

2 ．DP6.行動・実践

参画型ワークショップを通し、実践して行
動する素養を育み、その結果として修正、調
整力といった次へと繋がる能力を身につけて
いる。

3 ．DP8.意思疎通

ペアワーク、グループワークを通し、共
感、受容といった対人基礎力を育み、意思疎
通を図ることができる親和力を身に付けてい
る。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

毎回提出する振り返りシート
40％
成果発表（プレゼン・ミニプレゼン）
15％
中間レポート
15％
最終レポート
20％
学修到達度評価

： 参加型ワークショップが主体となるため、時間内の学び、課題、今後に活かせる事の中心とし
て振り返るを行い、内容を評価する。
： 学修成果を発揮する機会として、プレゼンテーション、及びミニプレゼンの機会がある。プレゼン
テーションのルーブリックに則り評価する。
： 中間地点での学修成果としてレポートを課す。授業における養うべき素養に沿う内容であること
を基準とし、その中に独自の見解で所見の展開があれば加点項目とする。
： 最終レポートを課す。授業での学びの視点と、2年生以降の学生生活における目標設定と行動計
画を作成する。授業目的に沿って記載されている事を基準とし、独自の視点での深い考察があれ
ば加点項目とする。
： 学修到達目標を5項目から評価します。

10％
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1005

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
「組織の成果に直結する問題解決法ソリューションフォーカス」ポール・Z・ジャクソン・マカーゴウ著：青木安輝（訳）ダイヤモンド社.
「入門チーム・ビルディング」小林恵智（著）、PHP出版．

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回5時間程度の授業外学修が求められる。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：
場所：
備考・注意事項： 福本章：月曜４限 南館２F情報デザイン研究室
山中コ~ジ：水曜６限 東館環境デザイン研究室
大手裕子：金曜３限 美術アトリエ棟研究室
その他のクラスは、それぞれの初回授業時にお知らせします。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第１回

オリエンテーションとアイスブレイク
①オリエンテーション（授業の目的、授業計画、参加の仕方、課
題の理解）。
②7コマを使い演劇的手法を駆使したコンテンツ開発を目指す協
働計画の理解。
③仲間づくり・チームづくりを行う。特に、自分について語った
り、自分の中のイメージを表現し共有することを学ぶ。また、他
者の話を受容的に聴くことや他者を理解することの基礎を体験す
る（学修到達度目標の理解）。

第２回

協働とコミュニケーション
①「協働」「コミュニケーション」「パーソナルブランドマネジ
メント」「マナー」「就活」等々、大学生活に必須と考えられ
る項目に関する啓蒙活動をチームで考える。
②最終成果物の形態をチームで考察（次回までに決定）。成果
物はコース特性やメンバーの得意分野を鑑み、様々な形を可とす
る。
③例として「演劇による発表あるいはムービー化」「研修用の動
画やテキストの開発」「マンガやアニメ化」「Youtube限定公
開での啓蒙動画」等々が考えられる。

第３回

協働とプロット作成
①最終成果物の形態をチームで決定。「協働」「コミュニケー
ション」「パーソナルブランドマネジメント」「マナー」「就
活」等々、大学生活に必須と考えられる項目に関する、プロッ
ト・シナリオをチームで考察。
②相手にきちんと伝えることや他者への応答について学ぶ。他
者のことを配慮しながら行動することや集団で協働して目標を達
成することを学ぶ。

第４回

演劇的手法とシナリオ
①最終成果物に関するシナリオを考える。演習や啓蒙動画であれ
ばそのシナリオを考え、アニメ・マンガ・テキスト等による成果
物であれば、プレゼンテーションを行うためのシナリオを考え
る。
②自分の声に思いをのせることや他者を意識して声を発すること
について学ぶ。また、他者の声や呼びかけを受けとめることにつ
いて学ぶ。さらに、他者との協働的会話のあり方について学ぶ。
③成果発表のために必要なシーズに演劇的手法が重要であること
を理解し、取り入れていく方法論を学ぶ。

第５回

演劇的手法と役割分担
①プロット・シナリオはチームで協働し、演者、配役、発表
者、資料作成者、等々の各自の仕事（役割）を考えていく。
②役割分担をチームで考え、成果発表の準備を行う。
③成果発表までのスケジュール管理。

第６回

成果発表準備・リハーサル
①成果発表の準備
②動画撮影、編集、プレゼンのリハーサルなどの準備。
③グループによる成果物を協働で表現することを通してチーム
ワークのあり方やその大切さを学ぶ。

第７回

成果物の発表
①チームで成果発表（演劇・プレゼン・動画・アニメ・マン
ガ、研修テキスト、等々）。
②体験を省察し、チームワークの大切さを学ぶ。
③振り返り

第８回

採用パンフレット制作計画：聴き方と話し方
①7コマを使いチームで採用パンフレットを制作する目標設定。
②グループワークのための２種類のコミュニケーションの理解。
③グループワークと配布資料の理解（上手に伝えるポイント・上
手に聴くポイント）。
④振り返り（学修到達度目標の中間進捗確認とフィードバック）

第９回

採用パンフレット計画：ブレインストーミング
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授業での学びについて振り返りシートに記
述する。

5時間

授業での学びについて振り返りシートに記
述する。

5時間

授業での学びについて振り返りシートに記
述する。

5時間

授業での学びについて振り返りシートに記
述する。

5時間

授業での学びについて振り返りシートに記
述する。

5時間

授業での学びについて振り返りシートに記
述する。 グループ発表の準備を行う。

5時間

授業での学びについて振り返りシートに記
述する。

5時間

コミュニケーションの重要性について 、
「伝え方」と「聴き方」のポイントを整理す
る。

5時間

採用パンフレットを製作するための情報収
集を行う。

5時間

1005
①企業の採用パンフレットの考察から就職の基本用語に触れる
②魅力的な採用パンフレットを考える。
③アイデアだし（ブレインストーミング）
④行動計画（スケジュール・各自の連絡・情報収集）
第１０回

採用パンフレット計画：アサーショントレーニング
①３種類のコミュニケーションの体験（ペアワーク）。
②言葉以外のコミュ弐ケーションを学ぶ。
③アサーショントレーニング。
④振り返り（上手くいったこと、上手くいかなかったこと、これ
から活かすこと）。

第１１回

採用パンフレット計画：仕事に必要な情報収集
①グループワーク（魅力的感じる情報とは何か）。
②情報のリストアップ（インターネットネット、書籍、人、そ
の他）。
③グループでの製作物のコンセプトを考える。

第１２回

作用パンフレット：アウトプットするスキル
①大阪成蹊カップの動画視聴
②振り返り（チーム学修・個人ワーク）
③課題の提示

第１３回

成果発表準備：協働するプレゼンテーション
①準備をするポイントの確認（行動計画と役割分担）。
②プレゼンのストーリー構築（PREP法）。
③本番当日のポイントの確認（プレゼンのストーリーの最終確
認）。

第１４回

成果発表：プレゼンテーションと総括
①協働とコミュニケーションについての振り返り(学修到達度評
価の最終確認）
②PDCAを意識した行動計画書の作成。
③行動計画書に則った目標を遂行する（学生生活でやりたいこ
と（２年生―３年生―４年生））。
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アサーショントレーニングで実践したこと
を、生活の中でも実践する。

5時間

採用パンフレットを作製するために必要な専
門知識の中で、理解できない事柄やキーワー
ドを収集する。

5時間

本日の学びを最終成果発表へ向けた準備とす
る。

5時間

採用パンフレットの完成へ向けて、業務の分
担をし作業を進める。

5時間

プレゼンテーションの振り返りを行ない、今
後の自身の役割について、さらに考察する。

5時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

成蹊基礎演習２
鈴木克彦・服部敬一・福岡亮治・川島裕子・岡田優・可兒勇樹・石田貴子・西原哲雄
1年

開講時期

後期

単位数

2

講義＋演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
アクティブラーニング応用科目として設定される本授業は、大学での学びの基礎となる「協働とコミュニケーション」の作法について学ぶこと
を目的としています。前期の「成蹊基礎演習１」において学んだ「協働学修の作法」や「自己理解・他者理解」について、ここでは「演劇的手
法」などを用いた参加型ワークショップ形式の実践を通じてより身体的に体験し、それらの認識を深めていきます。また、その後、学校・園で
の実地体験を行い、学校・園における現状を理解するとともに自らのキャリアについて展望することを目指します。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

「協働的な学び」「聴くこと・伝えること」
「自己理解・他者理解」に関する理解。教育
実践の分析および自己のキャリア構想。

授業での活動をもとに、「協働的な学び」
「聴くこと・伝えること」「自己理解・他者
理解」についての理解を深める。
日常の教育実践を客観的に捉えるとともに教
育を志す者として、自分のあり方を考えるこ
とができる

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

「協働的な学び」「聴くこと・伝えること」
「自己理解・他者理解」に関する技能の応
用。

「協働的な学び」「聴くこと・伝えること」
「自己理解・他者理解」についての技能を具
体的な実践の中で応用することができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

「協働的な学び」「聴くこと・伝えること」
「自己理解・他者理解」についての自分の課
題を発見・検討することができる。
フィールドワークで体験した事柄から、探
求したいテーマを見つけることができる。

2 ．DP6.行動・実践

各活動や課題に対して、他者と協働しなが
ら積極的かつ思慮深く参加することができ
る。

3 ．DP8.意思疎通

ペアワークやグループワークに取組むにあた
り、他者と対話しながら相互に意思疎通をは
かり進めることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・見学、フィールドワーク

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業への参加

： 授業への参加意欲や学びあいの姿勢および課題への取組みを評価する。
30％

ワークシート
40％
期末レポート
30％

： ふりかえりシートや校・園見学での観察記録等を、授業における学びの内容について深く分析・考
察できているかという点から評価する。
： 授業での学びや校・園見学を省察し、自分の課題を分析・考察するとともに学校・園についての理
解を深め、自己のキャリアを展望できているかという点について評価する。
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使用教科書
特に指定しない

参考文献等
特になし

履修上の注意・備考・メッセージ
本授業は２単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められます。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

各教員によって異なる

場所：

各教員によって異なる

備考・注意事項： 第1回目の授業時に詳細を周知する。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーションとアイスブレイク
オリエンテーションを通して、授業の目的、授業計画、参加の仕
方、課題等について理解する。
仲間づくり・チームづくりを行う。特に、自分について語った
り、自分の中のイメージを表現し共有することを学ぶ。また、他
者の話を受容的に聴くことや他者を理解することの基礎を体験す
る。

第2回

協働体験
相手にきちんと伝えることや他者への応答について学ぶ。ま
た、他者のことを配慮しながら行動することや集団で協働して目
標を達成することを学ぶ。

第3回

協働の大切さについて
他者とイメージを協働で表現することを通し、他者との協働につ
いて学ぶ。
これまでのワークの体験を省察し、協働について認識を深めると
ともにその大切さを学ぶ。

第4回

伝えること・聞くこと
自分の声に思いをのせることや他者を意識して声を発することに
ついて学ぶ。また、他者の声や呼びかけを受けとめることについ
て学ぶ。さらに、他者との協働的会話のあり方について学ぶ。

第5回

コミュニケーション実践①：わたしの物語
「わたしの大切なもの」の話を共有することで、自分の思いを他
者へ伝えることを学ぶとともに自己理解を深める。また、他
者の話を深く聴くことを通し、他者理解に関する認識を深め
る。さらに活動を通し、個の多様性を認識する。

第6回

コミュニケーション実践②：台本作りとリハーサル
グループで劇をつくり、それを協働で表現することを通してチー
ムワークのあり方やその大切さを学ぶ。

第7回

コミュニケーション実践③：発表会
グループごとに劇発表を行う。それらの体験を省察し、チーム
ワークの大切さを学ぶ。

第8回

校・園見学の課題づくり
「協働的な学び」「聴くこと・伝えること」「自己理解・他者理
解」という視点を中心に、これまでの授業での学びや自身の経
験を振り返り、教育への思いや自己の教育観を交流する。そ
の上で学校・園見学の観察の視点を明確にする。

第9回

校・園見学の事前準備
学校・園見学の実施計画や留意点など、学校・園見学の流れを理
解する。また、観察の手法や記録の取り方について学ぶ。

授業での学びについて振り返りシートに記
述する。

4時間

授業での学びについて振り返りシートに記
述する。

4時間

授業での学びについて振り返りシートに記
述する。

4時間

授業での学びについて振り返りシートに記
述する。「わたしの大切なもの」をテーマと
する語りの準備をする。

4時間

授業での学びについて振り返りシートに記
述する。

4時間

授業での学びについて振り返りシートに記
述する。グループ発表の準備を行う。

4時間

授業での学びについて振り返りシートに記
述する。

4時間

観察の視点に沿って、具体的な見学計画を作
成する。

4時間

ネット等で見学校・園の情報を入手し、事前
学習を行う。

4時間

第10回

校・園見学①：１校・園目
１つ目の校・園見学を実施し､計画に沿って参観、観察する。

参観、観察結果を簡潔にまとめる。

4時間

第11回

校・園見学②：２校・園目
前回の見学の省察を踏まえ、２つ目の校・園目見学を実施し､計
画に沿って参観、観察する。

参観、観察結果を簡潔にまとめる。

4時間

第12回

校・園見学の省察と見学成果の交流

見学成果の交流を踏まえて、自らの体験を考
察する。

4時間

グループプレゼンテーションの構想・準
備の続きを行う。

4時間

プレゼンテーション・交流を振り返り、学
校・園についての学びを深める。

4時間

校・園見学で得た知見と考察をまとめる。見学成果の交
流を行う。
第13回

発表準備
校・園見学を省察し、授業前半で学んだ「協働的な学び・聴くこ
と・伝えること」についての作法・技術を活用しながら、グルー
プでプレゼンテーションの準備を行う。

第14回

発表・交流
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クラス内で、校・園見学での学びについてプレゼンテーショ
ン・交流を行う。それらを通して、学校・園についての理
解を深め、自己のキャリアを構想する。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

成蹊基礎演習１
中野毅・原田弘之・本間哲也・国枝よしみ
1年

開講時期

前期

単位数

2

講義＋演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
本科目は充実した大学生活をスムーズにスタートさせるための科目です。本学の教育理念を踏まえて4年間の学びを見通すとともに、自らの意
思で計画し、考え、行動するという能動的態度、ならびに大学生として一人一人の個性に応じた生活と学習の基本態度を身につけることを目
指します。
・これからの大学の授業を受ける上で重要となるグループワークについて、基本的な作法を学び実践する。
・後半は、前半で学んだグループワークについての知見を踏まえて、ミニPBLに取り組み、実践する。その中で、他者との協働において何が重
要であるかについて自分自身で考える。
・最終レポートでは、グループワーク（協働作業）を通して、気づいたことや気をつけようと思ったことを書かせ、クラス内で共有する。
・大学での学びの理解・他者理解・対話力の育成

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

基礎的な大学生活で必要となる知識やスキ
ルを学ぶ

グループワークにおける基本の修得や汎用
的スキルに関する自己理解。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

グループワークの体験を通じて、グルー
プ内での協働とコミュニケーションやリー
ダーシップ・役割分担について学ぶ

グループワークの実践を通じた汎用的スキ
ルの定着と醸成

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

将来の目標を設定し、日々の活動計画を立て
る。また、定期的に計画を見直す

2 ．DP6.行動・実践

大学生としての日々の学習習慣・生活習
慣を確立する

3 ．DP10.忠恕の心

建学の精神を理解し、大学生にふさわしいマ
ナーを身につける

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

平常点

： 授業での態度・貢献度、提出ワークシートの内容、発言頻度等で評価する
50％

提出物

： 朝日新聞ワークシート等の提出状況で評価する
40％

試験（レポート）

： 学期末に課すレポートの内容によって評価する
10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
『大学生活ナビ』小川芳明監修、玉川大学コア・FYE教育センター編、玉川大学出版部
『大学生からのスタディ・スキルズ』（第３版）学習技術研究会編著、くろしお出版

17

1007

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
取り組み課題に応じて教室変更等があるため、連絡には注意を払うこと。
授業スケジュールは入れ替え等の可能性あり。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

中野：水曜３限，原田：月曜２限，本間：水曜３限

場所：

各教員研究室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

大阪成蹊大学における「学び」について、研究者倫理について
建学の精神や大学での学びについてと、そこに必要となるスキ
ルについて理解し、本科目の学びの目的を考える。
また、生徒と学生の違いについて解説し、研究を行うものとして
の倫理についても簡単に説明する。また、パーソナルブランドに
ついても解説し、自己の目標設定を行う。

朝日新聞時事ワークシート

4時間

第2回

グループワークの基礎・コミュニケーション
他者とコミュニケーションをとる上で基礎とな
る「聴き方」と「伝え方」のポイントを押さえた上で、グループ
ワークを通して実践する。特に、他者と協働するさいに重要なポ
イントとなる「目標設定」「率先垂範」「同僚支援」の3点を理
解し、実践を通してそれらの重要性について検討する。

朝日新聞時事ワークシート

4時間

第3回

グループワーク実践① 主権者として
18歳からは主権者として、参政権(選挙権)も持っているが、主権
者としての自覚と行動を促すためにはどうするのがいいのかをグ
ループワークを通じて考える。

朝日新聞時事ワークシート

4時間

第4回

グループワーク実践② 大学生のリスク管理
大学生は社会人の一員であり、生活の上でのリスクについても自
己管理を行う必要がある。そこで、大学生に対するリスクの考
察とのその対処法についてグループでで検討する。

朝日新聞時事ワークシート

4時間

第5回

建学の精神と人間力
本学園理事長・総長による講演。大阪成蹊大学の建学の精神につ
いての理解を深め、自分の人間力について考える。

朝日新聞時事ワークシート

4時間

第6回

リテラシーとコンピテンシー
リテラシー(基本的な知識・技能)やコンピテンシー(行動特性)に
ついての理解を深めると同時に、自己の理解を深めるた
め、PROGの診断結果を通じて、自己分析を行い、今後のキャリ
アについて考える。

朝日新聞時事ワークシート

4時間

第7回

学修者としての責任の理解
大学生は研究者の一人となり、研究活動や成果発表による社会へ
の影響についての理解も必要となる。そうした研究者倫理につい
ての説明を行い考える機会を設ける。

朝日新聞時事ワークシート

4時間

第8回

協働の実践（ミニPBL）①チームビルディング
協働作業の実践を通して、他者理解や対話力の向上を目指す。
「協働の実践」において取り組む課題を説明し、チームビルディ
ングを行う。

朝日新聞時事ワークシート

4時間

第9回

協働の実践（ミニPBL）②役割分担・スケジューリング
課題解決に向けて、スケジューリングや役割分担について各グ
ループで検討する。

朝日新聞時事ワークシート

4時間

第10回

協働の実践（ミニPBL）③情報収集
課題解決に向けた情報収集を各グループで行う。

朝日新聞時事ワークシート

4時間

第11回

協働の実践（ミニPBL）④解決案の検討
課題解決に向けた解決策の検討を各グループで行う。

朝日新聞時事ワークシート

4時間

第12回

協働の実践（ミニPBL）⑤プレゼン準備
課題解決に向けたプレゼンテーションの準備を各グルー
プで行う。

朝日新聞時事ワークシート

4時間

第13回

協働の実践（ミニPBL）⑥プレゼンテーション
課題解決に向けたプレゼンテーションを行う。質疑応答を行うと
ともに、プレゼンテーションをルーブリックで評価する。

朝日新聞時事ワークシート

4時間

第14回

試験・レポートについて、授業のまとめとふりかえり
初めて迎える学期末試験についての心得や注意事項の確認や、成
績評価基準などについても再度確認を行う。14回にわたる成蹊基
礎演習１での学びの成果について各自でふりかえりを行い、今
後の学修における目標設定を行う。

ポートフォリオによって授業全体を振り返る

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

成蹊基礎演習２
中野毅・原田弘之・本間哲也・国枝よしみ
1年

開講時期

後期

単位数

2

講義＋演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
１年後期の初年次科目（必履修）として設定される本授業は、大学での学びの基礎となる「協働とコミュニケーション」の作法について学ぶこ
とを目的としています。前期の「成蹊基礎演習１」において学んだ「協働学修の作法」や「自己理解・他者理解」について、グループワーク形
式の実践を通じてより身体的に体験し、それらの認識を深めていきます。ソーシャルタッチポイントとして学外講師の講演の聴講やそれに付
随する事前学修・事後学修を通じて、最終的には、授業全体の学びをもとに、自己の教育への思いを育て、将来へのビジョンを明確にすること
を目指します。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

「協働的な学び」「聴くこと・伝えるこ
と」「自己理解・他者理解」に関する理解。

授業内の活動への参加をもとに、「協働
的な学び」「聴くこと・伝えること」「自己
理解・他者理解」に関する基本的な技
能を身につける。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

「協働的な学び」「聴くこと・伝えること」
「自己理解・他者理解」に関する技能の実
践への応用

授業内に習得した「協働的な学び」「聴くこ
と・伝えること」「自己理解・他者理解」に
ついての技能を、自分のキャリアと関連す
る具体的な実践へ応用することができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

授業での経験を通して、「協働的な学び」
「聴くこと・伝えること」「自己理解・他者
理解」についての自分の課題を発見・検討す
ることができる。

2 ．DP6.行動・実践

各活動や課題に対して、他者と協働しなが
ら積極的かつ思慮深く参加することができ
る。

3 ．DP8.意思疎通

ペアワークやグループワークに取組むにあた
り、他者と対話しながら相互に意思疎通をは
かり進めることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

平常点

： 授業での態度・貢献度等で評価
30％

提出物

： 提出ワークシートの内容で評価
40％

グループワーク

： グループワークにおけるグループ成果物の程度×貢献度で評価
20％

期末レポート

： 学期末に課すレポートの内容によって評価
10％

使用教科書
特に指定しない
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参考文献等
特になし

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

中野：水曜３限，原田：月曜２限，本間：水曜３限

場所：

各教員研究室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第１回

オリエンテーションとアイスブレイク
オリエンテーションを通して、授業の目的、授業計画、参加の仕
方、課題等について理解する。
仲間づくり・チームづくりを行う。特に、自分について語った
り、自分の中のイメージを表現し共有することを学ぶ。また、他
者の話を受容的に聴くことや他者を理解することの基礎を体験す
る。

第２回

社会への関心①

事前学習

自分自身の将来のキャリアについて考えるために、様々なキャリ
アがあることを理解する。そのために、外部講師を招きキャリ
アについての知見を広げる。次週の外部講師講演のための事前学
習を行う。
第３回

社会への関心①

外部講師講演

キャリアを幅広く捉えるために、外部講師を招き、講師のキャリ
アについての話を聴き、質疑応答を通してキャリアを検討するた
めの知見を広げる。
第４回

社会への関心①

事後学習・事前学習

外部講師の話を踏まえ、キャリアについて検討するための観点に
ついてグループで検討する。また、次週の外部講師講演のため
の事前学習を行う。
第５回

社会への関心②

外部講師講演

キャリアを幅広く捉えるために、外部講師を招き、講師のキャリ
アについての話を聴き、質疑応答を通してキャリアを検討するた
めの知見を広げる。
第６回

社会への関心②

事後学習

外部講師の話を踏まえ、キャリアについて検討するための観点に
ついてグループで検討する。また、次週のプレゼン準備を行う。
第７回

社会への関心③

グループプレゼン

キャリアを検討するための観点についてグループごとにまとめ
てプレゼンする。
第８回

グループ活動①趣旨説明とグループ編成、個人目標設定
グループ活動の趣旨説明と活動目的の説明を行い、グループ編
成と各々の役割と目標、グループの目標についての設定を行う
グループ活動では、各ゼミで5名程度のグループを編成し、アン
ケート調査＆報告を実施する

第９回

グループ活動②活動計画・活動テーマの決定、調査活動準備
グループ毎の調査目的と調査方法、グループ活動期間(授業外活
動を含む)の活動計画についての設定を行い、グループ間の連絡
方法の確認を行う
アンケート調査内容についての質問項目を検討し、それぞれの質
問内容（選択肢の設定等）を行う
調査項目の過不足化、質問間の関連性などの精査し、質問項
目を決定する

第１０回

グループ活動③調査実施
作成したアンケート調査票を基に、アンケート調査を実施する
実際のアンケートの回答を通じて、質問項目の設定の適切さ
や、他グループの工夫に関してもしっかりと観察を行う

第１１回

グループ活動④調査結果のまとめ、報告資料の作成、発表準備
アンケート調査結果についてのまとめと分析を行い、報告資
料の作成及び資料を用いた発表の準備を行う
発表の予行を行い、資料の修正や内容に関する理解を深める
自分の担当箇所以外についてもしっかりと内容の理解を深め、グ
ループでの成果を自分のものとする

第１２回

グループ活動⑤調査結果報告と改善活動
小グループでの調査報告を行う、相互評価を行い発表資料及び発
表方法の向上のための意見交換を行う
評価活動を通じて、自己省察の能力を磨く

第１３回

グループ活動⑥調査報告(本番)

20

授業での学びについて振り返りシートに記
述する。

4時間

授業での学びについて振り返りシートに記
述する。

4時間

授業での学びについて振り返りシートに記
述する。

4時間

授業での学びについて振り返りシートに記
述する。

4時間

授業での学びについて振り返りシートに記
述する。

4時間

授業での学びについて振り返りシートに記
述する。

4時間

授業での学びについて振り返りシートに記
述する。

4時間

各グループの調査内容についての意見をまと
める

4時間

グループで連絡を取り合いながら、個々の活
動を実施していく

4時間

グループで連絡を取り合いながら、個々の活
動を実施していく

4時間

グループで連絡を取り合いながら、個々の活
動を実施していく

4時間

グループで連絡を取り合いながら、個々の活
動を実施していく

4時間

グループで連絡を取り合いながら、個々の活
動を実施していく

4時間

1008
複数クラス共同による発表会を実施し、相互評価を行う
また、グループ活動の総括を行い、自己の行動とその結果の省
察を行うと同時に、自己のコンピテンシーについての評価と改
善のための目標再設定を行う
第１４回

キャリアに関する理解、まとめ
キャリアに関する理解を深めるために、インターンシップ参加学
生による活動報告を聴講し、職業や労働に関する関
心を高め、キャリアについて考える機会を設ける。
まとめとしては、演劇的手法による学習、グループ活動におけ
る自己の学習成果についてのふりかえりを行うと同時に、活動の
まとめを行う
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授業での学びについて振り返りシートに記
述する。

4時間

1021

111

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

スタディスキルズ１／日本語コミュニケーション１
加藤隆文・福本章・村岡幸信・熊倉一紗・大手裕子・内田英武・辰巳清
1年

開講時期

前期

単位数

2

講義＋演習

該当する
福本：25年（営業管理、総務人事、経営企画、組織開発）

実務経験の概要

授業概要
大学では、専門分野について深く学ぶとともに、市民として社会に自覚的に賢く参画する力を育てることも大切です。本科目では、社会の問
題に目を向け、多様な意見や資料を収集し、自分で考え、主張を伝えることを目標に、社会人として通用する電子メールの書き方、PCによるレ
ポートやプレゼンテーション資料の作成技法などを実践的に学びます。受講者には、資料の収集方法とそれらの評価方法、引用方法、論理
的な文章構築法を習得して、社会の問題について、合理的な、おもいやりある問題解決ができるようになることが求められます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

語彙力と読解力

短文を精読し、その内容を正確に理解し、ま
たその要旨を的確にまとめることができる。

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

社会問題の分析・報告

資料を正しく読み解いて理解・吸収し
た上で、1500字程度のレポートを正しい作
法で執筆できる。パワーポイントを使っ
て５分程度のプレゼンテーションができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

社会の問題に目を向け、多様な意見や資
料を収集し、自分で考え、主張を立てること
ができる。

2 ．DP5.計画・立案力

最終レポート執筆を見据え、論理的な議論構
築ならびにプレゼンテーションのデザイ
ンを計画的に展開できる。

3 ．DP9.役割理解・連携行動

社会の問題に関して、自分の「意見」を整
理してわかりやすく口頭発表したり、レポー
トとしてまとめたりすることができる。

4 ．DP10.忠恕の心

様々な立場を理解した上で、課題に対してお
もいやりのある解決策を導き出すことができ
る。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を行わない。
レポートとプレゼンテーションにつては、評価の基準と観点を示す表(ルーブリック)を配布する。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

平常点
20％
授業内課題
40％
小テスト（語彙力・読解力）

： 毎回のシャトルシートやワークシート等の取り組み状況、授業への参加度（グループでの話し合い
への参加状況、発言など）、授業外での準備状況などに基づき評価する。
： プレゼンテーション、及びレポートについて聴衆/自己評価を踏まえ、以下の観点で評価。
①プレゼンテーションでの内容、話し方、効果的な資料。
②レポートの形式、わかりやすさ、論理的構成力。
： 語彙、読む、聞く、書くの４分野から日本語を使いこなす力を測定。

20％
最終レポート

： 最終回授業終了後に授業のまとめとして、最終レポートを提出、ルーブリックの基準に則り評価。
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10％
学修到達目標

： 学修到達目標を6項目から評価。
10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
なし

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回5時間程度の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
遅刻厳禁。提出物は期限をまもる。
他者と協力して気持ちよく学べるよう努力すること。
欠席してしまった場合、次回までに、担当教員等から課題をうけとり、指示をうけること。
プレゼンテーションの日は絶対に遅刻せず、必ず出席すること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：
場所：
備考・注意事項： 各クラスそれぞれ、初回授業にて連絡する。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

社会を知る――情報の収集
担当教員が取り上げる身近な社会問題（例：「スマホ依存」「イ
ンバウンドの弊害」「プラスチックゴミ」など）について調査す
る。その際に必要となる情報を収集する

朝日新聞時事ワークシート35,36。要約ドリ
ル1。

5時間

第2回

社会を知る――調査依頼の執筆
社会調査の依頼等に必要な電子メールの書き方を学ぶ。

時事ワークシート37,38。要約ドリル2。

5時間

第3回

社会を知る――資料の整理

朝日新聞時事ワークシート39,40。要約ドリ
ル3。

5時間

引用元や参照資料の確認方法、著作権の侵害や盗作を回避する必
要性などに留意して、テーマについての資料を収集し、整理す
る。
第4回

社会を知る――調査結果の提示
論理的な内容構成についてクラス内で議論を行い、最適な調査結
果の提示方法を考察する。

時事ワークシート41,42。要約ドリル4。

5時間

第5回

社会を知る――プレゼンテーションの準備
プレゼンテーションのマナー、聴衆の理解を深めるためのパワー
ポイントの効果的な使い方および話し方を学び、プレゼンテー
ションの準備を行う。

時事ワークシート43,44。要約ドリル5。

4時間

第6回

社会を知る――プレゼンテーション
調査結果について口頭発表を行う。プレゼンテーションのルーブ
リックをもとに、クラスメンバーで相互評価票に記入する。発
表を良く聞き、内容に関する質問を各自考える。

時事ワークシート45,46。要約ドリル6。

5時間

第7回

社会を知る――プレゼンテーションの改善
口頭発表のときに受けた質問や、内容や構成について指摘され
た点について再考し、スライドをまとめ直してもう一度発表す
る。

時事ワークシートと要約ドリルの復習。

5時間

第8回

社会を知る――問題の設定

ユニット2のテーマを探す。時事ワークシー
ト47,48。要約ドリル7。

5時間

ユニット2の発表内容をまとめる。時事ワーク
シート49,50。要約ドリル8。

5時間

課題2の発表内容を吟味する。時事ワークシー
ト1,2。要約ドリル9。

5時間

プレゼンのルーブリックにそって口頭発表原
稿を完成させ、練習する。時事ワークシー
ト3,4。要約ドリル10。

5時間

レポート執筆。時事ワークシートと要約ドリ
ルの復習。

5時間

社会について考えるーーレポートの執筆と推
敲、学修レビュー

5時間

語彙力・読解力小テスト1、中間学修到達度確認をおこなう。
ユニット１の全体をふりかえり、論題や参考資料の選び方など
を学び直す。関心のある社会問題を取り上げ、自分自身で問い
を立てる。
第9回

社会について考える――資料の分析・評価
情報源を適切に引用し、分析・評価する技法を学ぶことを通じ
て批判的思考力を身につける。選択した論題について、実際に資
料を収集する。

第10回

社会について考える――解決案の考察
クラス内で議論を行い、選択した論題について、客観的事実に立
脚して自分なりの解決案を論理的に構築する。

第11回

社会について考える――プレゼンテーションの準備
口頭発表の読み原稿と、パワーポイントを作成する。客観的な根
拠にもとづき相手を説得できる「伝わる」発表をめざす。

第12回

社会について考える――プレゼンテーション
プレゼンテーション（1人3分）
考察結果について口頭発表を行う。プレゼンテーションのルーブ
リックをもとに、クラスメンバーで相互評価票に記入する。発
表を良く聞き、内容に関する質問を各自考える。

第13回

社会について考える――レポートの構成・執筆
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1021
語彙力・読解力小テスト２をおこなう。
レポートのルーブリックにしたがって、レポートの構成と形
式を整える。
（A4 2枚 本文が1600～2000字程度）
第14回

社会について考える――レポートの推敲
下記の点に留意し、レポートを完成させる。
・論理的に筋道がとおった主張になっているか
・脚注、引用、参照資料は正確に書かれているか
・接続詞、段落構成、文の長さ、主語述語の対応、文体は適切か
所定の評価シートに基づき、最終学修到達度確認をおこなう。
＊夏休み課題【読書感想文：1600~2400文字, Word,A4横
書（1行40字;1頁40行）,MS明朝体,11ポイント】の説明と準備。

24

レポートの推敲。読書感想文の本の選択。

5時間

1026

111

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

スタディスキルズ１／日本語コミュニケーション１（留学生）
鍛治致
1年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
大学生として自己紹介をしたり感想やコメントを述べ合ったりするための力を養成する。また、様々な問題について自分の頭で考え、自分なり
の意見を口頭で表現する力を養成する。合わせて、演習形式も取り入れて日本語能力試験N1合格を目指す。N1合格に必要なのは聴解力と読解
力だが、本学では聴解力が合格ラインに達していない受験者は少ないので本講義では読解力の養成に重点をおく。また、読解力の獲得で重要な
のは、思考力、「一般知識」、文字・語彙・文法の知識の獲得だが、本講義では思考力の獲得を重視する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

日本語を受信する力および発信する力

学生生活に必要な日本語を理解するととも
に使用することができる。

汎用的な力
1 ．DP8.意思疎通

話者や筆者の意図を正確に理解した上で、自
己の意図が相手に正確に伝わるようなスピー
チを行うことができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

スピーチ
30％
自習ノート
25％
毎回の授業への取り組み状況
35％
試験（期末レポート）
10％

： 発表内容が聴衆の興味をひくものであったか（10点）、流暢かつ正確に日本語が話せた
か（10点）、聴衆の反応を確認しながら大きな声で堂々と発表できたか（10点）の観点から30点満
点で評価する。
： 毎週4ページ以上学習しているか、辞書や参考書を活用しているか、自己の目標や興味に合わせ自
主的に課題を設定し取り組んでいるか等の観点から5回×5点／回＝25点満点で評価する。
： ワークシートを用いながら各回授業への積極的参加や授業態度を独自のルーブリックを基に総合
的に評価する。
： 14回の授業で学んだことを独自の視点から整理・要約した上で、そのうち最も興味を持ったテー
マを一つ設定して調べ、整理・要約し、考察し、結論を導き出す（1600字）。独創性5点＋形
式5点＝合計10点で評価する。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
特に指定しません。

履修上の注意・備考・メッセージ
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本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
授業中に誤答の訂正をしてもらうことがあるので、必ず赤ペンを持参すること（蛍光ペン等のマーカーは不可）。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

火曜3限

場所：

鍛治研究室（西館2階）
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション：日本語の力（聴いたり話したりす
る力）を伸ばす方法とは

みなさんは日本語を聴いたり話したりするのが得意ですか。日本
語を聴いたり話したりする力を伸ばすため日頃どのような努力を
していますか。学習方法を互いに共有することを通じて自分の学
習方法を見直し、前期の学習計画を立ててみましょう。
第2回

人間の推測する能力について書かれた文章を読む

「一を聞いて十を知る」ということばを知っていますか。これ
は子貢が顔回の賢さを評したことばです（「論語」公冶長）。今
回は人間の推測する能力について書かれた文章をみんな
で読み進めることを通じて読解力の向上を図ります。
第3回

山道の歩き方について書かれた文章を読む

みなさんは日頃どのように歩いているでしょうか。人は天候やシ
チュエーションに応じて歩き方を変えています。今回は山
道の歩き方について書かれた文章をみんなで読み進めること
を通じて読解力の向上を図ります。
第4回

芸術と社会について書かれた文章を読む

芸術作品も、またそれを理解しようとする我々も、ある特定の時
間や空間（すなわち社会のあり方）から制約を受けています。今
回は芸術と社会について書かれた文章をみんなで読み進めること
を通じて読解力の向上を図ります。
第5回

ヒゲの歴史について書かれた文章を読む

人前で顔をさらすというのは実は大変危険な行為です。心の動き
が顔に表れるからです。でも西洋ではある時代からヒゲをそり積
極的に顔をさらすようになりました。今回はヒゲの歴史につい
て書かれた文章をみんなで読み進めることを通じて読解力の向
上を図ります。
第6回

思考と表現について書かれた文章を読む

「沈黙は金。雄弁は銀」という言葉を聞いたことはあります
か。でも本当にそうなのでしょうか。今回は思考と表現につい
て書かれた文章をみんなで読み進めることを通じて読解力の向
上を図ります。
第7回

学校教育と記憶術について書かれた文章を読む

近年の学校では物事を効率よく記憶する方法をあまり教えてくれ
ません。なぜだと思いますか。今回は学校教育と記憶術につい
て書かれた文章をみんなで読み進めることを通じて読解力の向
上を図ります。
第8回

効果的なコミュニケーション方法について書かれた文章を読む

「大声で話されている話」と「小声で話されている話」――みな
さんはどちらの話に耳を傾けますか。今回は効果的なコミュニ
ケーション方法について書かれた文章をみんなで読み進めること
を通じて読解力の向上を図ります。
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A4版ノート（ルーズリーフ不可）に今回の授
業で（あるいはそれ以外の機会に）学んだ語
彙や表現や文法事項をまとめてください。そ
の際、必ず辞書や参考書を活用すること。毎
週4ページ以上書くこと。キーワード：指示
詞・疑問詞（コソアド）。

4時間

A4版ノート（ルーズリーフ不可）に今回の授
業で（あるいはそれ以外の機会に）学んだ語
彙や表現や文法事項をまとめてください。そ
の際、必ず辞書や参考書を活用すること。毎
週4ページ以上書くこと。キーワード：名
詞と名詞を結ぶ助詞（並列助詞と「の」）。

4時間

A4版ノート（ルーズリーフ不可）に今回の授
業で（あるいはそれ以外の機会に）学んだ語
彙や表現や文法事項をまとめてください。そ
の際、必ず辞書や参考書を活用すること。毎
週4ページ以上書くこと。キーワード：時
間を表す表現（テンス・完了）。

4時間

A4版ノート（ルーズリーフ不可）に今回の授
業で（あるいはそれ以外の機会に）学んだ語
彙や表現や文法事項をまとめてください。そ
の際、必ず辞書や参考書を活用すること。毎
週4ページ以上書くこと。キーワード：変
化を表す表現。

4時間

A4版ノート（ルーズリーフ不可）に今回の授
業で（あるいはそれ以外の機会に）学んだ語
彙や表現や文法事項をまとめてください。そ
の際、必ず辞書や参考書を活用すること。毎
週4ページ以上書くこと。キーワード：引
用（と・ように）。

4時間

A4版ノート（ルーズリーフ不可）に今回の授
業で（あるいはそれ以外の機会に）学んだ語
彙や表現や文法事項をまとめてください。そ
の際、必ず辞書や参考書を活用すること。毎
週4ページ以上書くこと。キーワード：授
受の表現（あげる・くれる・もらう）。

4時間

A4版ノート（ルーズリーフ不可）に今回の授
業で（あるいはそれ以外の機会に）学んだ語
彙や表現や文法事項をまとめてください。そ
の際、必ず辞書や参考書を活用すること。毎
週4ページ以上書くこと。キーワー
ド：話し手の気持ちを表す表現（判断）。

4時間

A4版ノート（ルーズリーフ不可）に今回の授
業で（あるいはそれ以外の機会に）学んだ語
彙や表現や文法事項をまとめてください。そ
の際、必ず辞書や参考書を活用すること。毎
週4ページ以上書くこと。キーワー
ド：話し手の気持ちを表す表現（命令・依
頼・勧誘）。

4時間
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第9回

絵巻物が時間をどう表象しているかについて書かれた文
章を読む

絵巻物の実物を見たことのある人は少ないと思いますが、とりあ
えずコマ割りのない漫画のようなものだと考えて下さい。今
回は絵巻物が時間をどう表象しているかについて書かれた文章を
みんなで読み進めることを通じて読解力の向上を図ります。
第10回

スピーチのテーマを選ぶ
内容――何を話すか――はスピーチの善し悪しを左右する大
切な要素の一つです。みなさんには、まず与えられたテー
マに沿って「ネタ出し」をしてもらいますが、話題として選んで
いいのはそのうちの1つか2つ。広く浅く論じるのではな
く、狭く深く論じてください。

第11回

スピーチの構成を考える
起承転結ということばを知ってますか。特に大切なのは起の部
分――つかみ、導入――です。ここに魅力がないと聴衆はスピー
チに耳を貸してくれないと思います。また、結の部分――オチ―
―も大切ですが、実は結が生きるかどうかは転次第。意外性があ
り、かつ「早くオチが聞きたい」と思わせるような転を心がけて
ください。

第12回

スピーチのやり方を知る
どんなにうまく原稿が書けても上手に発表できなければスピー
チの魅力は半減してしまいます。ではスピーチを上手に行うため
にはどんなことを心がけたらいいでしょうか。みなさんの周り
にスピーチが上手な人はいますか。スピーチが上手な人をテレ
ビで見たことはありますか。みんなで話し合ってみましょう。

第13回

スピーチの練習をする
実際にスピーチの練習をしてみましょう。伝えたいことは聴
衆に伝わるでしょうか。伝わらないとしたら、どこに問題がある
のでしょう。内容でしょうか、構成でしょうか、発音でしょう
か、声量でしょうか……。詳しく検討してみましょう。

第14回

スピーチを互いに評価する

これまで4回にわたり準備してきたスピーチを受講生全員に発
表してもらいます。評価のポイントは、内容、発音、声量、暗記
等です。
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A4版ノート（ルーズリーフ不可）に今回の授
業で（あるいはそれ以外の機会に）学んだ語
彙や表現や文法事項をまとめてください。そ
の際、必ず辞書や参考書を活用すること。毎
週4ページ以上書くこと。キーワー
ド：話し手の気持ちを表す表現（終助詞）。

4時間

自分が選んだテーマでどのようなスピーチが
できそうか、スピーチの構成を考えてみてく
ださい。

4時間

自分が考えたスピーチの構成に沿って、実
際にスピーチ原稿を書いてみてください。

4時間

自分が書いたスピーチ原稿を暗記してくださ
い。

4時間

スピーチを練習してください。自分が伝えた
いことが聞き手にきちんと伝わるよう、十
分に練習してください。

4時間

誰のスピーチが良かったと思いますか。そ
の理由は何ですか。自分のスピーチにはどの
ような課題があると思いますか。A4版ノー
ト（ルーズリーフ不可）にまとめてくださ
い。

4時間
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111

授業科目名

スタディスキルズ１／日本語コミュニケーション１

担当教員名

鍛治致・藤田大雪・海野大・大島博文・成瀬尚志・澤田彩・鳥羽賢二・坂中勇亮・島雅
則・本間哲也・原田弘之

学年・コース等

1年

授業形態

開講時期

前期

単位数

2

講義＋演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
大学では、専門分野について深く学ぶとともに、市民として社会に自覚的に賢く参画する力を育てることも大切です。本科目では、社会の問
題に目を向け、多様な意見や資料を収集し、自分で考え、主張を伝えることを目標に、社会人として通用する電子メールの書き方、PCによるレ
ポートやプレゼンテーション資料の作成技法などを実践的に学びます。受講者には、資料の収集方法とそれらの評価方法、引用方法、論理
的な文章構築法を習得して、社会の問題について、合理的な、おもいやりある問題解決ができるようになることが求められます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

社会問題の分析・報告

資料を正しく読み解いて理解・吸収し
た上で、1600字程度のレポートを正しい作
法で執筆できる。パワーポイントを使っ
て５分程度のプレゼンテーションができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

社会の問題に目を向け、多様な意見や資
料を収集し、自分で考え、主張を立てること
ができる。

2 ．DP8.意思疎通

社会の問題に関して、自分の「意見」を整
理してわかりやすく口頭発表したり、レポー
トとしてまとめたりすることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業への取り組み
40％
中間レポート

： ①ワークシートの取り組み状況、②授業への参加度（グループでの話し合いへの参加状況、発言な
ど）、③プレゼンテーション（内容、話し方、提示資料）
： レポートの形式、わかりやすさ、論理的構成力、情報の整理・要約などについて評価する。

30％
試験（レポート）
30％

： 社会問題に関して最も興味を持ったテーマを一つ設定して調べ、整理・要約し、考察し、結
論を導き出す。レポートの形式、テーマに関する理解、全体構成、について評価する。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
参考文献などは授業中に紹介します。

履修上の注意・備考・メッセージ
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本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授
業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。遅刻厳禁。提出物は期限を守ること。他者と協力して気持ちよく学べるよう努
力すること。欠席してしまった場合、次回までに、担当教員等から課題をうけとり、指示をうけること。プレゼンテーションの日は絶対に遅
刻せず、必ず出席すること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

各授業でお知らせします

場所：

各担当教員の研究室

備考・注意事項： 変更がある場合は授業でお知らせします。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

（ユニット1）数量データを用いたレポート―情報リテラ
シーの基礎
大学で課されるレポートや論文がどのようなものかを確認する。
各ユニットの説明および、本授業の目標（数量データや文字デー
タを参照しながら考察するレポート）について。
ユニット1では数量データを扱うため、情報リテラシーに関す
る基礎的なスキルについて確認する。

授業内で課された情報リテラシーに関する基
礎的なスキルについての課題を完成させる。

4時間

第2回

（ユニット1）数量データを用いたレポート―図表の作成

授業内で作成したプレゼン資料を完成させ
る。

4時間

数量データを用いたレポートを書く準備として、グラフを作成す
る。
国勢調査データにアクセスし、指定されたエクセルで表とグラ
フを作り、プレゼン資料を作成する。
第3回

（ユニット1）数量データを用いたレポート―基礎となる3つ
の力
数量データで論じる作法について学ぶ。その中で「発見する力」
「想像する力」「説明する力」の重要性について確認する。3つ
の力を養うために順を追って課題に取り組む。

授業で作成した図表から何を論じることがで
きそうか考えてまとめる。

4時間

第4回

（ユニット1）数量データを用いたレポート―グループプレゼ
ンの準備
「社会生活基本調査」を調べ、グループプレゼンで取り組むテー
マを探す。
プレゼン時のポイントを踏まえながら、グループプレゼンの準
備を行なう。

グループプレゼンの準備を行なう。

4時間

第5回

（ユニット1）数量データを用いたレポート―グループプレゼ
ンの準備

コメントシートをもちかえり、Googleフォー
ムに清書して記入する。 また、他のグルー
プのプレゼンをみて、参考にしたい点や、自
分たちのプレゼンの改善点についても記入。

4時間

グループで情報収集し、議論した結果を踏まえ、SDGsの各目標に
ついてのプレゼンテーションを行なう。クラスのメンバーでコメ
ントシートに記入する。発表を良く聞き、内容に関する質問を各
自考える。
第6回

（ユニット2）文字データを用いたレポート―引用の仕方1
ユニット3の目標についての確認。
引用の仕方についての説明。
「男女共同参画白書」をもとに、引用を取り入れたレポートを作
成する。

授業内で作成したレポートを完成させる。

4時間

第7回

（ユニット2）文字データを用いたレポート―引用の仕方2（間
接引用）
前回作成したレポートをピアでチェック。
引用についてより深く学ぶ（引用の目的および直接引用と間接引
用の違い）
引用しながら個人でレポートを書く。

個人レポートを書き進める。

4時間

第8回

（ユニット2）文字データを用いたレポート―データベースの利
用
情報収集の仕方について学ぶために、学内から利用可能なデータ
ベースについて説明
情報収集を行ないながら個人レポートを書く。

個人レポートを完成させる。

4時間

第9回

（ユニット3）個人レポートの執筆―「はじめに」の重要性

各自で情報収集を行い、ユニット3での個人プ
レゼンの準備を行う。

4時間

各自で情報収集を行い、ユニット3での個人プ
レゼンの準備を行う。

4時間

各自で情報収集を行い、ユニット3での個人プ
レゼンの準備を行う。

4時間

個人プレゼンテーションの内容にもとづい
た、最終レポートの草稿を執筆する。

4時間

個人プレゼンテーションの内容にもとづい
た、最終レポートの草稿を執筆する。

4時間

ユニット3の目標についての確認。
レポートの構成および「はじめに」についての説明。
情報収集をしながら、最終プレゼンに向けた準備を行なう。
第10回

（ユニット3）個人レポートの執筆―調査の重要性
調査の重要性についての説明。
情報収集をしながら、最終プレゼンに向けた準備を行なう。

第11回

（ユニット3）個人レポートの執筆―考察の重要性
考察の重要性についての説明。
情報収集をしながら、最終プレゼンに向けた準備を行なう。

第12回

（ユニット3）個人レポートの執筆―最終プレゼン（前半組）
個人で情報収集し、検討した結果を踏まえ、社会問題について
のプレゼンテーション（前半グループ）を行なう。クラスのメン
バーで相互評価票に記入する。発表を良く聞き、内容に関する質
問を各自考える。

第13回

（ユニット3）個人レポートの執筆―最終プレゼン（後半組）
個人で情報収集し、検討した結果を踏まえ、社会問題について
のプレゼンテーション（後半グループ）を行なう。クラスのメン
バーで相互評価票に記入する。発表を良く聞き、内容に関する質
問を各自考える。
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第14回

（ユニット3）個人レポートの執筆―推敲とピアレビュー
レポートの草稿を提出する。レポートチェックリストをもと
に、クラスメンバーで相互にコメントをつける。コメントを踏ま
えてレポートを修正する。半年の学習をふりかえり「この授
業で何を学んだか」を記入する。

30

ピアレビューでもらった改善のためのコメン
トを踏まえて、草稿を修正し、最終レポー
トを執筆する。

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

スタディスキルズ１
島雅則・本間哲也・原田弘之
1年

開講時期

前期

単位数

2

講義＋演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
大学では、専門分野について深く学ぶとともに、市民として社会に自覚的に賢く参画する力を育てることも大切です。本科目では、社会の問
題に目を向け、多様な意見や資料を収集し、自分で考え、主張を伝えることを目標に、社会人として通用する電子メールの書き方、PCによるレ
ポートやプレゼンテーション資料の作成技法などを実践的に学びます。受講者には、資料の収集方法とそれらの評価方法、引用方法、論理
的な文章構築法を習得して、社会の問題について、合理的な、おもいやりある問題解決ができるようになることが求められます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

社会問題の分析・報告

資料を正しく読み解いて理解・吸収し
た上で、1600字程度のレポートを正しい作
法で執筆できる。パワーポイントを使っ
て５分程度のプレゼンテーションができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

社会の問題に目を向け、多様な意見や資
料を収集し、自分で考え、主張を立てること
ができる。

2 ．DP8.意思疎通

社会の問題に関して、自分の「意見」を整
理してわかりやすく口頭発表したり、レポー
トとしてまとめたりすることができる。

3 ．DP9.役割理解・連携行動

学校内外における共同作業において，自
他の役割を正しく把握できる。そして，自ら
に求められる職務を的確に遂行できる。ま
た，他メンバーとの分担を適切に調整でき
る。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業への取り組み
40％
中間レポート

： ①ワークシートの取り組み状況、②授業への参加度（グループでの話し合いへの参加状況、発言な
ど）、③プレゼンテーション（内容、話し方、提示資料）
： レポートの形式、わかりやすさ、論理的構成力、情報の整理・要約などについて評価する。

30％
試験（レポート）
30％

： 社会問題に関して最も興味を持ったテーマを一つ設定して調べ、整理・要約し、考察し、結
論を導き出す。レポートの形式、テーマに関する理解、全体構成、について評価する。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
参考文献などは授業中に紹介します。
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履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
遅刻をしない、提出物の期限を守るなど、他者と協力して気持ちよく学べるよう努力すること。
欠席時は、次回までに担当教員等から資料や課題を受け取って指示を受けること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

島：月曜２限，本間：水曜３限，原田：月曜２限

場所：

各担当教員研究室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

（ユニット1）数量データを用いたレポート―情報リテラ
シーの基礎
大学で課されるレポートや論文がどのようなものかを確認する。
各ユニットの説明および、本授業の目標（数量データや文字デー
タを参照しながら考察するレポート）について。
ユニット1では数量データを扱うため、情報リテラシーに関す
る基礎的なスキルについて確認する。

授業内で課された情報リテラシーに関する基
礎的なスキルについての課題を完成させる。

4時間

第2回

（ユニット1）数量データを用いたレポート―図表の作成

授業内で作成したプレゼン資料を完成させ
る。

4時間

数量データを用いたレポートを書く準備として、グラフを作成す
る。
国勢調査データにアクセスし、指定されたエクセルで表とグラ
フを作り、プレゼン資料を作成する。
第3回

（ユニット1）数量データを用いたレポート―基礎となる3つ
の力
数量データで論じる作法について学ぶ。その中で「発見する力」
「想像する力」「説明する力」の重要性について確認する。3つ
の力を養うために順を追って課題に取り組む。

授業で作成した図表から何を論じることがで
きそうか考えてまとめる。

4時間

第4回

（ユニット1）数量データを用いたレポート―グループプレゼ
ンの準備
「社会生活基本調査」を調べ、グループプレゼンで取り組むテー
マを探す。
プレゼン時のポイントを踏まえながら、グループプレゼンの準
備を行なう。

グループプレゼンの準備を行なう。

4時間

第5回

（ユニット1）数量データを用いたレポート―グループプレゼ
ンの準備

コメントシートをもちかえり、Googleフォー
ムに清書して記入する。 また、他のグルー
プのプレゼンをみて、参考にしたい点や、自
分たちのプレゼンの改善点についても記入。

4時間

グループで情報収集し、議論した結果を踏まえ、SDGsの各目標に
ついてのプレゼンテーションを行なう。クラスのメンバーでコメ
ントシートに記入する。発表を良く聞き、内容に関する質問を各
自考える。
第6回

（ユニット2）文字データを用いたレポート―引用の仕方1
ユニット3の目標についての確認。
引用の仕方についての説明。
「男女共同参画白書」をもとに、引用を取り入れたレポートを作
成する。

授業内で作成したレポートを完成させる。

4時間

第7回

（ユニット2）文字データを用いたレポート―引用の仕方2（間
接引用）
前回作成したレポートをピアでチェック。
引用についてより深く学ぶ（引用の目的および直接引用と間接引
用の違い）
引用しながら個人でレポートを書く。

個人レポートを書き進める。

4時間

第8回

（ユニット2）文字データを用いたレポート―データベースの利
用
情報収集の仕方について学ぶために、学内から利用可能なデータ
ベースについて説明
情報収集を行ないながら個人レポートを書く。

個人レポートを完成させる。

4時間

第9回

（ユニット3）個人レポートの執筆―「はじめに」の重要性

各自で情報収集を行い、ユニット3での個人プ
レゼンの準備を行う。

4時間

各自で情報収集を行い、ユニット3での個人プ
レゼンの準備を行う。

4時間

各自で情報収集を行い、ユニット3での個人プ
レゼンの準備を行う。

4時間

個人プレゼンテーションの内容にもとづい
た、最終レポートの草稿を執筆する。

4時間

個人プレゼンテーションの内容にもとづい
た、最終レポートの草稿を執筆する。

4時間

ユニット3の目標についての確認。
レポートの構成および「はじめに」についての説明。
情報収集をしながら、最終プレゼンに向けた準備を行なう。
第10回

（ユニット3）個人レポートの執筆―調査の重要性
調査の重要性についての説明。
情報収集をしながら、最終プレゼンに向けた準備を行なう。

第11回

（ユニット3）個人レポートの執筆―考察の重要性
考察の重要性についての説明。
情報収集をしながら、最終プレゼンに向けた準備を行なう。

第12回

（ユニット3）個人レポートの執筆―最終プレゼン（前半組）
個人で情報収集し、検討した結果を踏まえ、社会問題について
のプレゼンテーション（前半グループ）を行なう。クラスのメン
バーで相互評価票に記入する。発表を良く聞き、内容に関する質
問を各自考える。

第13回

（ユニット3）個人レポートの執筆―最終プレゼン（後半組）
個人で情報収集し、検討した結果を踏まえ、社会問題について
のプレゼンテーション（後半グループ）を行なう。クラスのメン
バーで相互評価票に記入する。発表を良く聞き、内容に関する質
問を各自考える。
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第14回

（ユニット3）個人レポートの執筆―推敲とピアレビュー
レポートの草稿を提出する。レポートチェックリストをもと
に、クラスメンバーで相互にコメントをつける。コメントを踏ま
えてレポートを修正する。半年の学習をふりかえり「この授
業で何を学んだか」を記入する。

33

ピアレビューでもらった改善のためのコメン
トを踏まえて、草稿を修正し、最終レポー
トを執筆する。

4時間

1031
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

スタディスキルズ１／日本語コミュニケーション１
鈴木勇・岡田優・瀧本一夫・鈴木克彦・市川和也・辻村敬三・片山美穂・新田明美
1年

開講時期

前期

単位数

2

講義＋演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
大学では、専門分野について深く学ぶとともに、市民として主体的に社会にかかわる力を身につけることも大切です。本科目は、SDGｓに関す
る社会課題を取り上げ、大学や社会で必要な知識やコミュニケーション作法の習得をめざします。まず、コミュニケーションのツールとし
て、社会人として通用するPCによるレポートやプレゼンテーション資料の作成技法など学びます。また、他者の意見や考えを理解し、自分の意
見や主張を的確に伝えるられるように、資料の収集方法とそれらの評価方法、引用方法、論理的な文章構築方を実践的に学びます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

話すこと、聴くこと、読むこと、書くこと
の作法を学ぶ

2000字程度のレポートを正しい作法で執筆で
きる。パワーポイントを使って５分程度のプ
レゼンテーションができる。

2 ．DP1.幅広い教養やスキル

語彙力と読解力

短文を精読し、その内容を正確に理解し、ま
たその要旨を的確にまとめることができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

社会の問題に目を向け、多様な意見や資
料を収集し、自分で考え、主張を伝えること
ができる。

2 ．DP8.意思疎通

社会の問題に関して、自分の「意見」を整
理してわかりやすく口頭発表したり、レポー
トとしてまとめたりすることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
レポートとプレゼンテーションにつては、評価の基準と観点を示す表(ルーブリック)を配布する。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

平常点
30％
授業内課題
50％
期末レポート

： 毎回のシャトルシートおよびワークシート等の取り組み状況、授業への参加度（グループで
の話し合いへの参加状況、発言など）、授業外での準備状況などに基づき評価する。
： ２回のプレゼンテーション、2回のレポートについて、以下の観点で評価。
①プレゼンテーションでの内容、話し方、効果的な資料
②レポートの形式、わかりやすさ、論理的構成力
： 授業全体の振り返り。

20％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
なし

履修上の注意・備考・メッセージ

34

1031
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
遅刻厳禁。提出物は期限を守ること。
他者と協力して気持ちよく学べるよう努力すること。
欠席してしまった場合、次回までに、担当教員等から課題をうけとり、指示をうけること。
プレゼンテーションの日は遅刻せず、出席すること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：
場所：
備考・注意事項： 鈴木（勇）クラス：初回授業時に紹介
岡田クラス：初回授業時に紹介
瀧本クラス：初回授業時に紹介
鈴木（克）クラス：初回授業時に紹介
市川クラス：初回授業時に紹介
辻村クラス：初回授業時に紹介
新田クラス：初回授業時に紹介
片山クラス：初回授業時に紹介
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション：科目の主旨、授業計画
科目の主旨と授業計画を理解する。
入学前課題を提出し、ふりかえりを行う。
２つの課題を理解する。
大学ホームページの活用、モバイルキャンパスなどを確認する。
大学ポータルからの連絡が自分のメールに転送されるよう設定す
る。

発表１の構想。

2時間

第2回

コミュニケーションのスキルとマナー、プレゼンテーションと
は
大学Gメールの使い方
大学・仕事での電子メールの適切な書き方
効果的なプレゼンテーションについて
ープレゼンテーションのマナー、話し方
ー聴衆の理解を深めるためのパワーポイントの効果的な使い方。

課題２のテーマを考え、資料をさがす。

4時間

第3回

課題2の準備. 研究倫理について
課題2（SDGsに関する検討）の準備。
Microsoft Wordを使ったレポートの書き方。
課題２のための問題の発見（身近な問題で、かつ客観的な資
料が提示できる論題）
研究倫理について（資料を集める方法と、引用元、参照資料の確
認方法、著作権侵害、盗作を回避する必要性など）

課題１のプレゼン準備。

4時間

第4回

課題１のプレゼンテーション（前半）
課題１（自己表現）のパワーポイントを使った口頭発表
他者の意見を聞き、自分の意見を述べる。聴衆を説得、納得させ
る発表をめざす。
プレゼンテーションのルーブリックをもとに、クラスメン
バーで相互評価票に記入する。
発表をよく聞き、内容に関する質問を各自考える。

課題１のプレゼン準備

4時間

第5回

課題１のプレゼンテーション（後半）
課題１のパワーポイントを使った口頭発表
他者の意見を聞き、自分の意見を述べる。聴衆を説得、納得させ
る発表をめざす。
プレゼンテーションのルーブリックをもとに、クラスメン
バーで相互評価票に記入する。
発表をよく聞き、内容に関する質問を各自考える。

プレゼンのふりかえり。

4時間

第6回

課題１のレポートの執筆
課題１の口頭発表の内容を大学でのレポート形式にまとめ
る（1000字程度）
口頭発表のときに受けた質問や、内容や構成について指摘され
た点について再考し、レポートの内容をまとめ直す。
脚注の挿入方法。引用元、参照資料を正しい方法で記載する。

レポート執筆の準備。

4時間

第7回

課題２の準備（１） レポートの構想
大学でのレポートの書き方について学ぶ 資料配付
情報、発信者の評価方法。孫引きにならないために。
適切な日本語（敬語。らぬき言葉、さ入れ言葉。レポートや論
文での接続詞） 資料配付

課題２のレポート構想。

6時間

第8回

課題2の準備（２） 情報の評価と引用の方法
情報の整理、構成転載・引用記載方法（資料配付）
テーマ内容、使われている用語、背景など、まず自分が充分に理
解するように調べる。そのうえで、聞き手・読み手につたわる言
葉をもちいて説明できるようにする。
インターネットを利用する場合、情報を最初に発信し
た人は誰か？どのような根拠や事実にもとづいて発信されてい
る情報か？それは、本当に信頼できるのか、充分留意すること。
各自レポートで取りあげる資料を集め、整理し、自分の発表内
容を論理的に構築する。

課題2の発表内容をまとめる。

4時間

第9回

発表2の準備（３）

プレゼンのルーブリックにそって口頭発表原
稿を完成させ、練習する。

4時間

課題2の発表内容を吟味する。

4時間

説得力のある発表を準備する。

５分に収まる口頭発表の読み原稿（1000字程度）と、パワーポイ
ントを完成させる。
客観的な根拠にもとづき相手を説得できる、「伝わる」発表をめ
ざす。
第10回

課題２のプレゼンテーション（１）序盤
プレゼンテーション（１人５分）
プレゼンテーションのルーブリックをもとに、相互評価票に記
入する。
発表者に対して、内容に対する質問、発表のパフォーマンスにつ
いてのコメントを述べる。
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第11回

課題２のプレゼンテーション（２）中盤
プレゼンテーション（１人５分）
プレゼンテーションのルーブリックをもとに、相互評価票に記
入する。
発表者に対して、内容に対する質問、発表のパフォーマンスにつ
いてのコメントを述べる。

課題2の発表内容を吟味する。

4時間

第12回

課題２のプレゼンテーション（３）終盤

レポート執筆準備。レポート作成に向けたプ
レゼンのふりかえり

4時間

プレゼンテーション（１人５分）
プレゼンテーションのルーブリックをもとに、相互評価票に記
入する。
発表者に対して、内容に対する質問、発表のパフォーマンスにつ
いてのコメントを述べる。
第13回

課題2のレポート執筆（１） 下書きの完成
レポートのルーブリックにしたがって、レポートの構成と形
式を整える。
（A4 2枚 本文が1600～2000字程度）

レポートの執筆。

4時間

第14回

課題２のレポート執筆（２） 推敲・校正
脚注のチェック。引用、参照資料の正確な入力。
論理性の確認。接続詞、段落構成、文の長さ、主語述語の対
応、文体は適切か
論理的な筋道がとおった主張になっているか再考する。

レポートの最終チェック。課題の総復習

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

スタディスキルズ２／日本語コミュニケーション２
加藤隆文・福本章・村岡幸信・大手裕子・伊藤俊輔・熊倉一紗・宇埜直子・前川典子
1年

開講時期

後期

単位数

2

演習

該当する
福本：25年（営業管理、総務人事、経営企画、組織開発）

実務経験の概要

授業概要
本科目では、SDGs（持続可能な開発目標）に関連する資料を読み解き、具体的な提言を行いながら、問題分析力と提言力を鍛えます。受講者に
は、①聞きなれた言葉でも、改めてその意味を問い直す。②客観的データに基づいて現状を分析する。③一つの社会的な問題が、他の様々な問
題と連関していることを知り、多角的に物事を捉える必要性を知る。④持続可能な世界の未来に向けた、独自性と説得力のある提言を行うこと
が求められます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

SDGsの理解

現代社会の教養であるSDGsに関する知
識を身につけ、自分のキャリアをSDGsに位
置づけて構想できるようになる。

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

社会問題の分析・報告

資料を正しく読み解いて理解・吸収し
た上で、2000字程度のレポートを正しい作
法で執筆できる。パワーポイントを使っ
て５分程度のプレゼンテーションができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

多様な意見や資料を収集し、客観的デー
タに基づいて現状を分析して、課題を発見す
ることができる。

2 ．DP5.計画・立案力

最終レポート執筆を見据え、論理的な議論構
築ならびにプレゼンテーションのデザイ
ンを計画的に展開できる。

3 ．DP9.役割理解・連携行動

ＳＤＧｓの問題に関して、自分の「意
見」を整理してわかりやすく口頭発表した
り、レポートとしてまとめたりすることがで
きる。

4 ．DP10.忠恕の心

SDGsの理念に即して、様々な問題に対し、お
もいやりのある問題解決を考案することがで
きる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

図書館「読書感想文およびポップ」
（課題提出）
10％
プレゼンテーション
20％
レポート（論文）
30％

： 夏休みの課題として課した「読書感想文」の提出をもって一律の加点とする。内容により、５段
階で評価し優劣において差異を設ける。また、課題の「書籍紹介ポップ」は、提出を持って加点す
る。
： 研究内容のプレゼンテーションを実施する。プレゼンテーンションは、ルーブリックに従って評
価する。また、パワーポイントによるプレゼン資料を提出する。
： 最終課題として所定の書式に則り、2000字程度のレポートを提出する。ルーブリックに従って評
価する。
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課題（１００文字要約・時事ワー
ク、等）
20％
語彙・読解力

小テスト（２回）

： ①毎回の課題提出による評点〈１００文字要約：全８回の提出〉。
②天声人語「漢字」の課題提出による評価。
③シャトルシート等から確認する授業への取り組み姿勢への加点。
： 中間と期末に実施する語彙力と読解力をはかる小テストより評価する。

10％
学修到達目標

： 学修到達目標を6項目から評価します。
10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
なし

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回5時間程度の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：
場所：
備考・注意事項： 加藤クラス：月曜２限 南館２F情報デザイン研究室
福本クラス：月曜４限 南館２F情報デザイン研究室
宇埜クラス：水曜12：30‐13：00 非常勤講師室
その他のクラス：初回授業にて連絡
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

SDGsとは何か
・２１世紀に生きる市民の教養であるSDGsの理念を理解する。
・課題の設定とスケジュールの確認。
・前期「スタデイスキルズ１」で作成したプレゼン及び、レポー
トの内容の確認と振り返りの実施。
・課題を明確にし、後期の授業へ向けた目標設定。
【演習と課題】
①夏休み課題「読書感想文」の提出（受付）と修正まで
②読み・書き：時事ワークシート「天声人語漢
字」５－６回（授業時間初めにペアワークにて読み合わせ：声
出し）
③１００文字要約ドリル演習（第１１回）

第2回

持続可能な地球環境を考える――資料の読解
・SDGｓの諸目標の中から、地球環境に関するものを取り上げ
る。テーマについて与えられた資料を精読し、まとめる。
・図書館：POPコンテスト概要説明（課題の提示）→書籍紹
介POPを課題とする指示（締め切り10/31予定）
【演習と課題】
①読み・書き：時事ワークシート「天声人語漢
字」７－８回（授業時間初めにペアワークにて読み合わせ：声
出し）
②１００文字要約ドリル演習（第１２回）

SDGsの目標を一つ、１００字で説明する。
「天声人語漢字」「１００文字要約ドリル演
習」は次回提出し評価の対象とする。

5時間

SDGsの目標を一つ、１００字で説明する。
「天声人語漢字」「１００文字要約ドリル演
習」は次回提出し評価の対象とする。

5時間

「天声人語漢字」「１００文字要約ドリル演
習」は次回提出し評価の対象とする。

5時間

パワーポイントで資料の要点をまとめる。
「天声人語漢字」「１００文字要約ドリル演
習」は次回提出し評価の対象とする。

5時間

プレゼンテーション資料を完成させる。「天
声人語漢字」「１００文字要約ドリル演
習」は次回提出し評価の対象とする。

5時間

＊未提出の読書感想文は第2回授業を最終提出締め切りとし、評
価への加点項目とする。
第3回

持続可能な地球環境を考える――情報収集とディスカッション
・持続可能な地球環境に関する情報を集め、クラス内で議論す
る。
・前期「スタデイスキルズ１」で学修した「十字モデル」によ
る作業シートへのテーマの落し込み。
・後期「スタデイスキルズ２」のポイントとして、（ⅰ,反
論～論駁を明確にすること（起承転結の「転」の明確化）。
（ⅱ,参考資料、引用文献、を５点以上掲げること）。
（ⅲ,図・グラフなど出典を明らかにし、レポートへの参考資
料（図表など）として引用することへのチャレンジ）。
・課題設定と確認、作業まで。
【演習と課題】
①読み・書き：時事ワークシート「天声人語漢字」９－１
０回（授業時間初めにペアワークにて読み合わせ：声出し）
②１００文字要約ドリル演習（第１３回）

第4回

持続可能な経済を考える――情報収集
・SDGｓの諸目標の中から、経済に関するものを取り上げ
る。テーマに関する情報を事前に調べ、クラス内で共有す
る。テーマについて与えられた資料１を精読し、まとめる。
【演習と課題】
①読み・書き：時事ワークシート「天声人語漢字」１１－１
２回（授業時間初めにペアワークにて読み合わせ：声出し）
②１００文字要約ドリル演習（第１４回）

第5回

持続可能な経済を考える――資料の整理とディスカッション
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・テーマについて与えられた資料２を精読し、まとめる。2つ
の資料に関連する情報を集め、クラス内で議論する。
【演習と課題】
①読み・書き：時事ワークシート「天声人語漢字」１３－１
４回（授業時間初めにペアワークにて読み合わせ：声出し）
②１００文字要約ドリル演習（第１５回）
第6回

持続可能な経済を考える――プレゼンテーション
・資料についての考察を踏まえ、持続可能な経済について口頭発
表を行う。プレゼンテーションのルーブリックをもとに、クラス
メンバーで相互評価票に記入する。発表を良く聞き、内容に関す
る質問を各自考える。

第１回～６回の演習と課題について復習。
「天声人語漢字」は次回提出し評価の対象と
する。

5時間

小テストの間違い箇所の復習。

5時間

SDGsの目標を一つ、１００字で説明する。
「天声人語漢字」は次回提出し評価の対象と
する。

5時間

SDGsの目標を一つ、１００字で説明する。
「天声人語漢字」次回提出し評価の対象とす
る。

5時間

パワーポイントとレジュメで資料の要点をま
とめる。「天声人語漢字」は次回提出し評
価の対象とする。

5時間

プレゼンテーション資料を完成させる。「天
声人語漢字」「１００文字要約ドリル演
習」は次回提出し評価の対象とする。

5時間

プレゼンテーション資料に基づき、レポー
トのアウトラインを作成する。「天声人語漢
字」２３－３４回、１００文字要約ドリ
ルの復習。

5時間

レポ―ト執筆を進める。確認テストの復習。

5時間

【演習と課題】
①読み・書き：時事ワークシート「天声人語漢字」１５－１
６回（授業時間初めにペアワークにて読み合わせ：声出し）
②１００文字要約ドリル演習（第１６回）
第7回

持続可能な社会を考える――情報収集
・書く力、読む力の向上に関するまとめとして小テスト（３０分
程度）を実施。
〈テスト範囲〉
①読み・書き：時事ワークシート「天声人語漢字」５－１
６回（全１２回より）
②１００文字要約ドリル演習（第１１～１６回）
を踏まえ、同様の問題（類似問題を予定する）
・SDGｓの諸目標の中から、社会に関するものを取り上げ
る。テーマに関する情報を事前に調べ、クラス内で共有す
る。テーマについて与えられた資料１を精読し、まとめる。

第8回

持続可能な社会を考える――資料の整理とディスカッション
・テーマについて与えられた資料２を精読し、まとめる。2つ
の資料に関連する情報を集め、クラス内で議論する。
・中間学修到達度確認をおこなう。
【演習と課題】
①読み・書き：時事ワークシート「天声人語漢字」１７－１
８回（授業時間初めにペアワークにて読み合わせ：声出し）
②１００文字要約ドリル演習（第１７回）

第9回

持続可能な社会を考える――小レポート
・SDGs時代のキャリアプランを考える。資料についての考
察を踏まえ、自分の将来と結びつけて小レポートを執筆する。
【演習と課題】
①読み・書き：時事ワークシート「天声人語漢字」１９－２
０回（授業時間初めにペアワークにて読み合わせ：声出し）
②１００文字要約ドリル演習（第１８回）

第10回

SDGｓにコミットする――情報収集
・SDGｓの諸目標の中から、各自で最も関心のあるもの
を取り上げる。自ら問いを立て、関連情報を収集する。
【演習と課題】
①読み・書き：時事ワークシート「天声人語漢字」２１－２
２回（授業時間初めにペアワークにて読み合わせ：声出し）
②１００文字要約ドリル演習（第２６回）

第11回

SDGｓにコミットする――プレゼンテーションの準備
・資料についての考察を踏まえ、自分の将来と結びつけ
てSDGｓの取り組みを提案する。口頭発表の読み原稿と、パワー
ポイントを作成する。
【演習と課題】
①読み・書き：時事ワークシート「天声人語漢字」２３－２
４回（授業時間初めにペアワークにて読み合わせ：声出し）
②１００文字要約ドリル演習（第２７回）

第12回

SDGｓにコミットする――プレゼンテーション

・考察結果について口頭発表を行う。プレゼンテーションのルー
ブリックをもとに、クラスメンバーで相互評価票に記入する。発
表を良く聞き、内容に関する質問を各自考える。
【演習と課題】
①これまでに取り組んだ演習・課題を振り返り、次回に実施す
る期末小テストのための準備をする。
第13回

SDGｓにコミットする――レポートの構成・執筆
・口頭発表の内容をもとに、レポートのルーブリックにしたがっ
て、レポートの構成と形式を考える。
・書く力、読む力の向上に関するまとめとして小テスト（４０分
程度）を実施。
〈確認テスト範囲〉
①読み・書き：時事ワークシート「天声人語漢字」２３－３
４回（全１２回より）
②１００文字要約ドリル演習（第２０～２２回）を踏まえ、同
様の問題（類似問題を予定する）
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第14回

SDGｓにコミットする――レポートの執筆・推敲、学修レビュー
・下記の点に留意し、レポートを完成させる。
＞論理的に筋道がとおった主張になっているか
＞脚注、引用、参照資料は正確に書かれているか
＞接続詞、段落構成、文の長さ、主語述語の対応、文体は適
切か
所定の評価シートに基づき、最終学修到達度確認をおこなう。
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5時間

1045

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

スタディスキルズ２
島雅則・本間哲也・原田弘之
1年

開講時期

後期

単位数

2

講義＋演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
本科目では、SDGs（持続可能な開発目標）に関連する資料を読み解き、具体的な提言を行いながら、問題分析力と提言力を鍛えます。受講者に
は、①聞きなれた言葉でも、改めてその意味を問い直す。②客観的データに基づいて現状を分析する。③一つの社会的な問題が、他の様々な問
題と連関していることを知り、多角的に物事を捉える必要性を知る。④持続可能な世界の未来に向けた、独自性と説得力のある提言を行うこと
が求められます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

SDGsの理解

現代社会の教養であるSDGsに関する知
識を身につけ、自分のキャリアをSDGsに位
置づけて構想できるようになる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

多様な意見や資料を収集し、客観的デー
タに基づいて現状を分析して、課題を発見す
ることができる。

2 ．DP8.意思疎通

SDGsの問題に関して、自分の「意見」を整
理してわかりやすく口頭発表したり、レポー
トとしてまとめたりすることができる。

3 ．DP9.役割理解・連携行動

共同作業において，自他の役割を正しく把
握できる。そして，自らに求められる職
務を的確に遂行できる。また，他メンバーと
の分担を適切に調整できる。

4 ．DP10.忠恕の心

SDGsの理念に即して、様々な問題に対し思い
やりのある問題解決を考案することができ
る。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業への取り組み
40％
中間レポート

： ①ワークシートの取り組み状況、②授業への参加度（グループでの話し合いへの参加状況、発言な
ど）、③プレゼンテーション（内容、話し方、提示資料）
： レポートの形式、わかりやすさ、論理的構成力、情報の整理・要約などについて評価する。

30％
試験（レポート）
30％

： SDGsに関して最も興味を持ったテーマを一つ設定して調べ、整理・要約し、考察し、結
論を導き出す。レポートの形式、テーマに関する理解、全体構成、について評価する。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
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授業中に適宜紹介する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
遅刻をしない、提出物の期限を守るなど、他者と協力して気持ちよく学べるよう努めること。
欠席時は、次回までに担当教員等から資料や課題を受け取って指示を受けること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

島：月曜２限，本間：水曜３限，原田：月曜２限

場所：

各担当教員研究室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

（ユニット1）SDGsについての事前知識の確認1―SDGsの基礎知
識
SDGsの事前知識を確認するために、
①SDGsについて現在知っていること
②SDGsについての説明を聞いた上で新たに知ったこと
③ 2030年に、今と大きく異なっている点（身近なところの変
化から企業や国レベルの変化など）。
④③を踏まえ、SDGsと自分にはどのようなつながりがあるか？
（行動や考え方の変化について）（200字以上で説明）
の4点についてまとめた上で、この授業で取り組むレポートがど
のようなものであるかを確認する。

授業内で取り組んだ①～④について、再度確
認した上で次の授業までに提出する。

4時間

第2回

（ユニット1）SDGsについての事前知識の確認2―「SDGs物
語」の作成
SDGsについて情報収集した上で、「SDGsについて知ったこと
で大きく人生が変わった人」についての物語を考え
る（300-500字程度）。物語について考える際に、下記の点に着
目して考えること。
①主人公の人の状況設定（趣味や将来の目標などできるだけ具体
的に）
②主人公がSDGsのどのようなことを知ったか
③主人公がSDGsを知ったことでどのように人生が変わったか
リアリティがあるものの、意外性のある物語を目指すこと。
この「SDGs物語」を通して、自分ではないとしてもSDGsを通し
て大きく人生が変わる人がいることを確認する。

情報収集を行ない、「SDGs物語」を完成させ
る。

4時間

第3回

（ユニット2）グループプレゼン1―マンダラート（個人）

情報収集を行ない、マンダラートを完成させ
る。

4時間

情報収集を行ない、グループのマンダラー
トを完成させる。また、グループプレゼ
ンの準備も始める。

4時間

ユニット2についてのグループプレゼンの準
備を行なう。

4時間

グループプレゼンを踏まえ、下記の3点につい
てまとめて提出する ①800字～1200字程
度でプレゼンした内容についてまとめる。
②プレゼンでどのような深掘りを目指したか
とうまく深掘りできたかどうかについて説
明する。 ③他の班のプレゼンをみて、他にど
のような深掘りができそうだったかについ
て説明する。

4時間

情報収集を行ない、マンダラートを完成させ
る。

4時間

ユニット3の中間個人プレゼンの準備を行な
う。

4時間

中間プレゼンでのコメントをうけて次回の授
業までに中間レポートを提出

4時間

各自で情報収集を行い、ユニット3での個人プ
レゼンの準備を行う。

4時間

ユニット2では、グループに分かれてSDGsについて調べてグルー
ププレゼンをおこなう（各グループごとに17の目標の中からど
の目標について調べるか選択する）。
グループで選択した目標について、各自で情報収集をおこな
い、マンダラートにまとめる。
第4回

（ユニット2）グループプレゼン2―マンダラート（グループ）
個人で作成したマンダラートをグループ内で発表し合い、グルー
プで選択した目標について議論する。また、その議論の結
果を踏まえ、グループで1つのマンダラートを作成する。

第5回

（ユニット2）グループプレゼン3―グループプレゼンの準備
グループで作成したマンダラートをもとに、プレゼン資料を作
成する。プレゼン資料を作成する際は、ユニット1で書いたもの
からどのように深掘りするかを意識すること（「深掘り」の具体
例については授業内で確認する）。

第6回

（ユニット2）グループプレゼン4―グループプレゼン

グループで情報収集し、議論した結果を踏まえ、SDGsの各目標に
ついてのプレゼンテーションを行なう。クラスのメンバーで相互
評価票に記入する。発表を良く聞き、内容に関する質問を各自
考える。
第7回

（ユニット3）個人プレゼン1―マンダラート
ユニット3では個人プレゼンを行ない、個人でレポートを執筆す
る。テーマはグループプレゼンで選択したSDGsの目標とする。
個人プレゼンの準備として、グループプレゼンを踏まえ
た上で、改めてマンダラートを作成する。作成にあたっては、グ
ループプレゼンを出発点として、どの点を深掘りするかを意識す
ること。

第8回

（ユニット3）個人プレゼン2―中間個人プレゼンの準備
次回の中間個人プレゼンについての注意点についての解説。
内容面では、クラスのメンバーが「なるほど」と思えるものを目
指すこと。
形式面では、引用ができているかに注意すること。

第9回

（ユニット3）個人プレゼン3―中間個人プレゼン
個人で情報収集し、検討した結果を踏まえ、SDGsの各目標につい
ての中間プレゼンテーションを行なう。クラスのメンバーで相互
評価票に記入する。発表を良く聞き、内容に関する質問を各自
考える。

第10回

（ユニット3）個人プレゼン4―問いの重要性
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最終レポート執筆時の注意点として、問いの重要性について確
認する。自身が書いた中間レポートに一貫した問いが設定されて
いるかを改めて確認して修正する。
第11回

（ユニット3）個人プレゼン5―引用の仕方についての再確認
最終レポートに関して、タイトルや見出し、引用などの形式
的な面について再度確認する。また、最終レポートが満たすべ
き最低限の基準としての「レポートチェックリスト」と、レポー
トのクオリティを高めるための「レポートルーブリック」につい
て確認する。

第12回

（ユニット3）個人プレゼン6―個人プレゼン（前半グループ）
個人で情報収集し、検討した結果を踏まえ、SDGsの各目標につい
てのプレゼンテーション（前半グループ）を行なう。クラスのメ
ンバーで相互評価票に記入する。発表を良く聞き、内容に関す
る質問を各自考える。

第13回

（ユニット3）個人プレゼン7―個人プレゼン（後半グループ）
個人で情報収集し、検討した結果を踏まえ、SDGsの各目標につい
てのプレゼンテーション（後半グループ）を行なう。クラスのメ
ンバーで相互評価票に記入する。発表を良く聞き、内容に関す
る質問を各自考える。

第14回

（ユニット3）個人プレゼン8―推敲とピアレビュー
レポートの草稿を提出する。レポートチェックリストをもと
に、クラスメンバーで相互にコメントをつける。コメントを踏ま
えてレポートを修正する。半年の学習をふりかえり「この授
業で何を学んだか」を記入する。
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各自で情報収集を行い、ユニット3での個人プ
レゼンの準備を行う。

4時間

個人プレゼンテーションの内容にもとづい
た、最終レポートの草稿を執筆する。

4時間

個人プレゼンテーションの内容にもとづい
た、最終レポートの草稿を執筆する。

4時間

ピアレビューでもらった改善のためのコメン
トを踏まえて、草稿を修正し、最終レポー
トを執筆する。

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

スタディスキルズ２／日本語コミュニケーション２（留学生）
鍛治致
1年

開講時期

後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
本科目では、大学や社会で学び続けるために必要なスキルや能力を学びます。とくに大学生として自分の考えを論理的に主張できるレポート作
成とプレゼンテーションが中心的課題です。適切な情報を探し、情報の評価を十分に行うこと、それらを正しいルールに従って引用する方法な
どを習得します。様々なメディアやソースから、具体的な事実の裏付けがない、根拠の薄い情報や、情報源から（無断）転載されている無責
任な情報などを見分け、事実に近い情報や真摯な主張を見つけ、自分で分析、思索する力を養います。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

日本語の運用能力。

自分の主張を、5分程度のプレゼンテーショ
ン、および2000字程度のレポートで論理
的に発表できる。

2 ．DP1.幅広い教養やスキル

語彙力と読解力。

短文を精読し、その内容を正確に理解し、ま
たその要旨を的確にまとめることができる。

汎用的な力
1 ．DP8.意思疎通

話者や筆者の意図を正確に理解した上で、自
己の意図が相手に正確に伝わるような小論
文を書くことができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

小論文
30％
自習ノート
25％
毎回の授業への取り組み状況
35％
試験（期末レポート）
10％

： 他者の意見が正しく引用されているか（10点）、日本語が正しく書けているか（10点）、他者の意
見に対する自分の主張が明確に述べられているか（10点）という観点から30点満点で評価する。
： 毎週4ページ以上学習しているか、辞書や参考書を活用しているか、自己の目標や興味に合わせ自
主的に課題を設定し取り組んでいるか等の観点から5回×5点／回＝25点満点で評価する。
： ワークシートを用いながら各回授業への積極的参加や授業態度を独自のルーブリックを基に総合
的に評価する。
： 14回の授業で学んだことを独自の視点から整理・要約した上で、そのうち最も興味を持ったテー
マを一つ設定して調べ、整理・要約し、考察し、結論を導き出す（1600字）。独創性5点＋形
式5点＝合計10点で評価する。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
特に指定しません。

履修上の注意・備考・メッセージ
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本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
授業中に誤答の訂正をしてもらうことがあるので、必ず赤ペンを持参すること（蛍光ペン等のマーカーは不可）。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

火曜3限

場所：

鍛治研究室（西館2階）
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション：日本語の力（読んだり書いたりす
る力）を伸ばす方法とは

みなさんは日本語を読んだり書いたりするのが得意ですか。日本
語を読んだり書いたりする力を伸ばすため日頃どのような努力を
していますか。学習方法を互いに共有することを通じて自分の学
習方法を見直し、前期の学習計画を立ててみましょう。
第2回

経済学について書かれた文章を読む

経済学が前提とする人間は合理的かつ利己的で行動力もあ
る「強い個人」です。でも、そんな人間、実際にはいません。今
回は経済学について書かれた文章をみんなで読み進めること
を通じて読解力の向上を図ります。
第3回

規定について書かれた文章を読む

みなさんは規定をじっくり読んだことがありますか。規定にはも
のごとを処理するための手順が必要かつ十分な分量で明確に書か
れてあり、日本語学習者にとっては最良の教材です。今回は規
定について書かれた文章をみんなで読み進めることを通じて読解
力の向上を図ります。
第4回

クリティカル・シンキングについて書かれた文章を読む

みなさんは「クリティカル・シンキング」ということばを聞いた
ことがありますか。今回はクリティカル・シンキングの必要
性を示したある心理学の実験について書かれた文章をみんな
で読み進めることを通じて読解力の向上を図ります。
第5回

動機づけについて書かれた文章を読む

動機には内的なもの外的なものがありますが、内的な動機だけで
あることを継続していけるかといえば、実はそうではありませ
ん。今回は「動機づけ」について書かれた文章をみんな
で読み進めることを通じて読解力の向上を図ります。
第6回

茶道について書かれた文章を読む

みなさんは日本の茶道を体験したことがありますか。日本の茶
道と中国の茶道の違いが説明できますか。今回は茶道につい
て書かれた文章をみんなで読み進めることを通じて読解力の向
上を図ります。
第7回

ボランティアについて書かれた文章を読む

みなさんはボランティア活動に参加したことはありますか。ボラ
ンティアとは何ですか。みなさんならどのように定義します
か。今回はボランティアについて書かれた文章をみんな
で読み進めることを通じて読解力の向上を図ります。
第8回

反省について書かれた文章を読む

物事がうまくいかなかったとき、私たちは反省します。でも物
事がうまくいったときにも反省しなければなりません。なぜで
しょうか。今回は反省について書かれた文章をみんなで読み進め
ることを通じて読解力の向上を図ります。
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A4版ノート（ルーズリーフ不可）に今回の授
業で（あるいはそれ以外の機会に）学んだ語
彙や表現や文法事項をまとめてください。そ
の際、必ず辞書や参考書を活用すること。毎
週4ページ以上書くこと。キーワード：複
文と接続詞（「～て」・付帯状況・並列など
の表現）。

4時間

A4版ノート（ルーズリーフ不可）に今回の授
業で（あるいはそれ以外の機会に）学んだ語
彙や表現や文法事項をまとめてください。そ
の際、必ず辞書や参考書を活用すること。毎
週4ページ以上書くこと。キーワード：複
文と接続詞（逆接）。

4時間

A4版ノート（ルーズリーフ不可）に今回の授
業で（あるいはそれ以外の機会に）学んだ語
彙や表現や文法事項をまとめてください。そ
の際、必ず辞書や参考書を活用すること。毎
週4ページ以上書くこと。キーワード：
「は」と「が」。

4時間

A4版ノート（ルーズリーフ不可）に今回の授
業で（あるいはそれ以外の機会に）学んだ語
彙や表現や文法事項をまとめてください。そ
の際、必ず辞書や参考書を活用すること。毎
週4ページ以上書くこと。キーワード：疑問
文の種類と文末形式。

4時間

A4版ノート（ルーズリーフ不可）に今回の授
業で（あるいはそれ以外の機会に）学んだ語
彙や表現や文法事項をまとめてください。そ
の際、必ず辞書や参考書を活用すること。毎
週4ページ以上書くこと。キーワー
ド：様々な構文（は…が構文・強調構文）。

4時間

A4版ノート（ルーズリーフ不可）に今回の授
業で（あるいはそれ以外の機会に）学んだ語
彙や表現や文法事項をまとめてください。そ
の際、必ず辞書や参考書を活用すること。毎
週4ページ以上書くこと。キーワード：文
体（デスマス体・デアル体）。

4時間

A4版ノート（ルーズリーフ不可）に今回の授
業で（あるいはそれ以外の機会に）学んだ語
彙や表現や文法事項をまとめてください。そ
の際、必ず辞書や参考書を活用すること。毎
週4ページ以上書くこと。キーワード：品詞。

4時間

A4版ノート（ルーズリーフ不可）に今回の授
業で（あるいはそれ以外の機会に）学んだ語
彙や表現や文法事項をまとめてください。そ
の際、必ず辞書や参考書を活用すること。毎
週4ページ以上書くこと。キーワード：名
詞（文）。

4時間
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第9回

良い専門書の条件について書かれた文章を読む

「自分が知っていることを知っていることとして、自分の知らな
いことは知らないこととしなさい。これが知るということであ
る」とは孔子の言葉ですが、今回は良い専門書の条件につい
て書かれた文章をみんなで読み進めることを通じて読解力の向
上を図ります。
第10回

身近な問題について自分の意見を書いてみよう
みなさんは賛否両論ということばを知っていますか。今回はその
ような議題を取りあげ、賛成か反対かみなさんに考えてもらいま
す。まずは賛成か反対か自分の意見をはっきりさせたうえで、な
ぜ賛成／反対なのか、その理由を文章にまとめてみましょう。

第11回

他人の意見を読み、それらを要約・整理してみよう
賛成する人には賛成する理由が、反対する人には反対する理由が
あります。まずは様々な立場の人たちが書いた文章を集め
て読み、なぜその人たちが賛成・反対しているのか、それらの理
由を要約したり整理したりしながら分析してみましょう。

第12回

他人の意見を引用する作法について学ぼう
「自分の意見を述べるだけ」「他の人が書いた文章を書き写すだ
け」なら高校生にだってできます。大学生のみなさんは、他
人の意見を自分の意見と区別した上で、誰がいつどこでそう言っ
ていたのか出典を示さなければなりません。引用の作法につい
て学習しましょう。

第13回

他人の意見を引用しつつ自説を展開してみよう
前回学習した作法に従いつつ、他人の意見を引用し、それらに賛
同したり反論したりしながら、自分の意見の正当性を主張してみ
ましょう。他人の意見を引用することにより、自分の文章はどの
ように変わるでしょうか。

第14回

自説を小論文にまとめてみよう

これまで4回にわたり準備してきた小論文を完成させ、提出して
もらいます。評価のポイントは、賛成なら賛成の、反対なら反
対の理由がきちんと書かれているか、引用の作法が守られている
か、自分とは逆の意見に対する反論がきちんと書かれている
か等です。みなさんの健闘を期待します。
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A4版ノート（ルーズリーフ不可）に今回の授
業で（あるいはそれ以外の機会に）学んだ語
彙や表現や文法事項をまとめてください。そ
の際、必ず辞書や参考書を活用すること。毎
週4ページ以上書くこと。キーワード：形容
詞。

4時間

自分が選んだテーマでどのような小論
文が書けそうか、小論文の構成を考えてみて
ください。

4時間

自分はどの人の意見に賛成で、どの人の意
見に反対なのか、その理由をそれぞれ考えて
みてください。

4時間

自分が考えた小論文の構成に沿って、ま
た他の人の意見を引用しつつ、実際に小論
文を書いてみてください。

4時間

小論文を校正してください。自分が伝えたい
ことが読み手にきちんと伝わるよう、きちん
と校正してください。

4時間

誰の小論文が良かったと思いますか。その理
由は何ですか。自分の小論文にはどのよう
な課題があると思いますか。A4版ノー
ト（ルーズリーフ不可）にまとめてくださ
い。

4時間

1047

111

授業科目名

スタディスキルズ２／日本語コミュニケーション２

担当教員名

澤田彩・成瀬尚志・藤田大雪・海野大・池田千恵子・鍛治致・鳥羽賢二・坂中勇亮・島
雅則・本間哲也・原田弘之

学年・コース等

1年

授業形態

開講時期

後期

単位数

2

講義＋演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
本科目では、SDGs（持続可能な開発目標）に関連する資料を読み解き、具体的な提言を行いながら、問題分析力と提言力を鍛えます。受講者に
は、①聞きなれた言葉でも、改めてその意味を問い直す。②客観的データに基づいて現状を分析する。③一つの社会的な問題が、他の様々な問
題と連関していることを知り、多角的に物事を捉える必要性を知る。④持続可能な世界の未来に向けた、独自性と説得力のある提言を行うこと
が求められます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

SDGsの理解

現代社会の教養であるSDGsに関する知
識を身につけ、自分のキャリアをSDGsに位
置づけて構想できるようになる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

多様な意見や資料を収集し、客観的デー
タに基づいて現状を分析して、課題を発見す
ることができる。

2 ．DP8.意思疎通

SDGsの問題に関して、自分の「意見」を整
理してわかりやすく口頭発表したり、レポー
トとしてまとめたりすることができる。

3 ．DP10.忠恕の心

SDGsの理念に即して、様々な問
題に対し、おもいやりのある問題解決を考
案することができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業への取り組み
40％
中間レポート

： ①ワークシートの取り組み状況、②授業への参加度（グループでの話し合いへの参加状況、発言な
ど）、③プレゼンテーション（内容、話し方、提示資料）
： レポートの形式、わかりやすさ、論理的構成力、情報の整理・要約などについて評価する。

30％
試験（レポート）
30％

： SDGsに関して最も興味を持ったテーマを一つ設定して調べ、整理・要約し、考察し、結
論を導き出す。レポートの形式、テーマに関する理解、全体構成、について評価する。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
参考文献などは授業中に紹介します。

履修上の注意・備考・メッセージ
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本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授
業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。遅刻厳禁。提出物は期限を守ること。他者と協力して気持ちよく学べるよう努
力すること。欠席してしまった場合、次回までに、担当教員等から課題をうけとり、指示をうけること。プレゼンテーションの日は絶対に遅
刻せず、必ず出席すること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

各クラスで説明します

場所：

各担当教員の研究室

備考・注意事項： 変更がある場合は授業でお知らせします。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

（ユニット1）SDGsについての事前知識の確認1―SDGsの基礎知
識
SDGsの事前知識を確認するために、
①SDGsについて現在知っていること
②SDGsについての説明を聞いた上で新たに知ったこと
③ 2030年に、今と大きく異なっている点（身近なところの変
化から企業や国レベルの変化など）。
④③を踏まえ、SDGsと自分にはどのようなつながりがあるか？
（行動や考え方の変化について）（200字以上で説明）
の4点についてまとめた上で、この授業で取り組むレポートがど
のようなものであるかを確認する。

授業内で取り組んだ①～④について、再度確
認した上で次の授業までに提出する。

4時間

第2回

（ユニット1）SDGsについての事前知識の確認2―「SDGs物
語」の作成
SDGsについて情報収集した上で、「SDGsについて知ったこと
で大きく人生が変わった人」についての物語を考え
る（300-500字程度）。物語について考える際に、下記の点に着
目して考えること。
①主人公の人の状況設定（趣味や将来の目標などできるだけ具体
的に）
②主人公がSDGsのどのようなことを知ったか
③主人公がSDGsを知ったことでどのように人生が変わったか
リアリティがあるものの、意外性のある物語を目指すこと。
この「SDGs物語」を通して、自分ではないとしてもSDGsを通し
て大きく人生が変わる人がいることを確認する。

情報収集を行ない、「SDGs物語」を完成させ
る。

4時間

第3回

（ユニット2）グループプレゼン1―マンダラート（個人）

情報収集を行ない、マンダラートを完成させ
る。

4時間

情報収集を行ない、グループのマンダラー
トを完成させる。また、グループプレゼ
ンの準備も始める。

4時間

ユニット2についてのグループプレゼンの準
備を行なう。

4時間

グループプレゼンを踏まえ、下記の3点につい
てまとめて提出する ①800字～1200字程
度でプレゼンした内容についてまとめる。
②プレゼンでどのような深掘りを目指したか
とうまく深掘りできたかどうかについて説
明する。 ③他の班のプレゼンをみて、他にど
のような深掘りができそうだったかについ
て説明する。

4時間

情報収集を行ない、マンダラートを完成させ
る。

4時間

ユニット3の中間個人プレゼンの準備を行な
う。

4時間

中間プレゼンでのコメントをうけて次回の授
業までに中間レポートを提出

4時間

各自で情報収集を行い、ユニット3での個人プ
レゼンの準備を行う。

4時間

ユニット2では、グループに分かれてSDGsについて調べてグルー
ププレゼンをおこなう（各グループごとに17の目標の中からど
の目標について調べるか選択する）。
グループで選択した目標について、各自で情報収集をおこな
い、マンダラートにまとめる。
第4回

（ユニット2）グループプレゼン2―マンダラート（グループ）
個人で作成したマンダラートをグループ内で発表し合い、グルー
プで選択した目標について議論する。また、その議論の結
果を踏まえ、グループで1つのマンダラートを作成する。

第5回

（ユニット2）グループプレゼン3―グループプレゼンの準備
グループで作成したマンダラートをもとに、プレゼン資料を作
成する。プレゼン資料を作成する際は、ユニット1で書いたもの
からどのように深掘りするかを意識すること（「深掘り」の具体
例については授業内で確認する）。

第6回

（ユニット2）グループプレゼン4―グループプレゼン

グループで情報収集し、議論した結果を踏まえ、SDGsの各目標に
ついてのプレゼンテーションを行なう。クラスのメンバーで相互
評価票に記入する。発表を良く聞き、内容に関する質問を各自
考える。
第7回

（ユニット3）個人プレゼン1―マンダラート
ユニット3では個人プレゼンを行ない、個人でレポートを執筆す
る。テーマはグループプレゼンで選択したSDGsの目標とする。
個人プレゼンの準備として、グループプレゼンを踏まえ
た上で、改めてマンダラートを作成する。作成にあたっては、グ
ループプレゼンを出発点として、どの点を深掘りするかを意識す
ること。

第8回

（ユニット3）個人プレゼン2―中間個人プレゼンの準備
次回の中間個人プレゼンについての注意点についての解説。
内容面では、クラスのメンバーが「なるほど」と思えるものを目
指すこと。
形式面では、引用ができているかに注意すること。

第9回

（ユニット3）個人プレゼン3―中間個人プレゼン
個人で情報収集し、検討した結果を踏まえ、SDGsの各目標につい
ての中間プレゼンテーションを行なう。クラスのメンバーで相互
評価票に記入する。発表を良く聞き、内容に関する質問を各自
考える。

第10回

（ユニット3）個人プレゼン4―問いの重要性
最終レポート執筆時の注意点として、問いの重要性について確
認する。自身が書いた中間レポートに一貫した問いが設定されて
いるかを改めて確認して修正する。
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第11回

（ユニット3）個人プレゼン5―引用の仕方についての再確認
最終レポートに関して、タイトルや見出し、引用などの形式
的な面について再度確認する。また、最終レポートが満たすべ
き最低限の基準としての「レポートチェックリスト」と、レポー
トのクオリティを高めるための「レポートルーブリック」につい
て確認する。

第12回

（ユニット3）個人プレゼン6―個人プレゼン（前半グループ）
個人で情報収集し、検討した結果を踏まえ、SDGsの各目標につい
てのプレゼンテーション（前半グループ）を行なう。クラスのメ
ンバーで相互評価票に記入する。発表を良く聞き、内容に関す
る質問を各自考える。

第13回

（ユニット3）個人プレゼン7―個人プレゼン（後半グループ）
個人で情報収集し、検討した結果を踏まえ、SDGsの各目標につい
てのプレゼンテーション（後半グループ）を行なう。クラスのメ
ンバーで相互評価票に記入する。発表を良く聞き、内容に関す
る質問を各自考える。

第14回

（ユニット3）個人プレゼン8―推敲とピアレビュー
レポートの草稿を提出する。レポートチェックリストをもと
に、クラスメンバーで相互にコメントをつける。コメントを踏ま
えてレポートを修正する。半年の学習をふりかえり「この授
業で何を学んだか」を記入する。

49

各自で情報収集を行い、ユニット3での個人プ
レゼンの準備を行う。

4時間

個人プレゼンテーションの内容にもとづい
た、最終レポートの草稿を執筆する。

4時間

個人プレゼンテーションの内容にもとづい
た、最終レポートの草稿を執筆する。

4時間

ピアレビューでもらった改善のためのコメン
トを踏まえて、草稿を修正し、最終レポー
トを執筆する。

4時間

1048

111

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

スタディスキルズ２／日本語コミュニケーション２／基礎ゼミⅠ
服部敬一・鈴木勇・松田修・鈴木克彦・市川和也・川島裕子・片山美穂・新田明美
1年

開講時期

後期

２

単位数

講義＋演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
本科目では、SDGs（持続可能な開発目標）に関連する資料を読み解き、具体的な提言を行いながら、問題分析力と提言力を鍛えます。受講者に
は、①聞きなれた言葉でも、改めてその意味を問い直す。②客観的データに基づいて現状を分析する。③一つの社会的な問題が、他の様々な問
題と連関していることを知り、多角的に物事を捉える必要性を知る。④持続可能な世界の未来に向けた、独自性と説得力のある提言を行うこと
が求められます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

SDGｓの理解

現代社会の教養であるSDGsに関する知
識を身につけ、自分のキャリアをに位置づけ
て構想できるようになる。

2 ．DP1.幅広い教養やスキル

語彙力と読解力

短文を精読し、その内容を正確に理解し、ま
たその要旨を的確にまとめることができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

多様な意見や資料を収集し、客観的デー
タに基づいて現状を分析して 課題を発見す
ることができる。

2 ．DP8.意思疎通

SDGs の問題に関して、自分の「意見」を整
理してわかりやすく口頭発表したり、レポー
トとしてまとめたりすることができる。

3 ．DP10.忠恕の心

SDGsの理念に即して、様々な問題に対し、お
もいやりのある問題解決を考案することがで
きる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

平常点

： シャトルシートの記入提出、授業外学習課題の提出、授業への参加度
30％

テーマレポート

： 第５、７，１１回に扱うテーマに関するレポートの内容を評価する。
30％

プレゼンテーション
10％
図書館読書感想文

： 第12～14回に行う個人のプレゼンテーションでの話し方や資料の使い方などを別途配布するルーブ
リックに従って評価する。
： 図書館読書コンクールの読書感想文審査基準にもとづき評価する。

10％
期末レポート
20％

： 第12～14回に行った各自のプレゼンテーションを基にレポートを作成する。わかりやすさや論理構
成などを別途配布するルーブリックに従って評価する。

使用教科書
特に指定しない
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参考文献等
適宜必要に応じて指示する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
◎読書感想文は、履修前課題として夏休みの宿題とする。詳細は、夏休み前に指示する。
◎課題本をテキストとする。詳細は、夏休み前に指示する。
クラスメートと協力し、気持ちのよい学習環境にするよう努力すること。
遅刻欠席厳禁。とくにプレゼンテーションの日には欠席しないこと。
提出物の期限を守ること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

備考欄参照

場所：

備考欄参照

備考・注意事項： 各クラス：初回授業時に案内する。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション、SDGsとは何か（１）：概要の確認
授業の目標、内容、評価などの説明。SDGｓの目標、概要な
ど解説。
読書感想文の閉め切り、Lドライブの使い方、自己紹介、選書な
ど。

選書、SDGsについての情報収集

4時間

第2回

SDGsとは何か（２）：理念の理解
21世紀に生きる市民の教養であるSDGsの理念を理解する。

選書、SDGsについての情報収集

4時間

第3回

SDGsとは何か（３）：自分との関係
SDGsと自分との関係を考える。

選書、SDGsについての情報収集

4時間

第4回

持続可能な[環境]を考える（１）：資料の精読
資料の精読。SDGsの諸目標の中から、地球環境に関するもの
を取り上げる。テーマについて与えられた資料を精読し、まとめ
る。

選書、SDGsについての情報収集

4時間

第5回

持続可能な[環境]を考える（２）：情報収集、ディスカッショ
ン
情報収集とディスカッション。持続可能な地球環境に関する情
報を集め、クラス内で議論する。

テーマレポート「環境」

4時間

第6回

持続可能な[経済]を考える（１）：資料の精読
資料の精読。SDGsの諸目標の中から、経済に関するもの
を取り上げる。テーマについて与えられた資料を精読し、まとめ
る。

選書、SDGsについての情報収集

4時間

第7回

持続可能な[経済]を考える（２）：情報収集、ディスカッショ
ン
資料の整理とディスカッション。経済に関連する情報を集め、ク
ラス内で議論する。

テーマレポート「経済」

4時間

第8回

SDGsにコミットする（１）：資料の精読
情報収集。SDGsの諸目標の中から、各自で最も関心のあるもの
を取り上げる。自ら問いを立て、関連情報を収集する。

選んだ書籍の精読

4時間

第9回

SDGsにコミットする（２）：情報収集、ディスカッション
第12回からはじまる個人プレゼンテーションに向けての準
備を行う。

選んだ書籍の精読

4時間

第10回

持続可能な[社会]を考える（１）：資料の精読
資料の精読。SDGsの諸目標の中から、社会に関するもの
を取り上げる。テーマについて与えられた資料を精読し、まとめ
る。

選んだ書籍の精読

4時間

第11回

持続可能な[社会]を考える（２）：情報収集、ディスカッショ
ン
資料の整理とディスカッション。社会関連する情報を集め、クラ
ス内で議論する。

テーマレポート「社会」

4時間

第12回

SDGsにコミットする（３）：プレゼンテーション①

選んだ書籍の精読、最終レポートに向けて情
報整理・要約ドリル

4時間

選んだ書籍の精読、最終レポートに向けて情
報整理・要約ドリル

4時間

選んだ書籍の精読し、授業を振り返りなが
ら、レポートを作成する

4時間

プレゼンテーション。考察結果について口頭発表を行う。プレゼ
ンテーションのルーブリックをもとに、クラスメンバーで相互評
価票に記入する。
第13回

SDGsにコミットする（４）：プレゼンテーション②
プレゼンテーション。考察結果について口頭発表を行う。プレゼ
ンテーションのルーブリックをもとに、クラスメンバーで相互評
価票に記入する。

第14回

SDGsにコミットする（５）：プレゼンテーション③、振り返り
と整理
プレゼンテーション。考察結果について口頭発表を行う。プレゼ
ンテーションのルーブリックをもとに、クラスメンバーで相互評
価票に記入する。SDGsの諸目標のなかから、最も興味を持っ
たテーマを一つ設定して調べ、整理・要約し、考察し、結
論を導き出す（2000字）。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

英語基礎Ⅰ（教育）
田原理恵・石田雅子・竹内ニコール
1年

開講時期

前期

単位数

1

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
本授業は、英語で他者とコミュニケーションをとるために、総合的な４技能（リスニング、リーディング、スピーキング、ライティング）を向
上させることを目的とします。テーマについての知識や語彙だけでなく、英文から情報を読み取る・聞き取るスキルや、わかりやすく伝えるた
めの文法や文章構成などについても学びます。「使える英語」の習得を目指して、場面に応じた会話練習や、英語でのスピーチ、プレンゼン
テーション、文章作成などに取り組みます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

他者とコミュニケーションを取るための英語
力

4技能を用いて、英語で情報の発信・受信が
できる。

汎用的な力
1 ．DP8.意思疎通

英語で他者との意思疎通ができる。

2 ．DP10.忠恕の心

ペア、グループワークにおいて、他者を尊
重しながら、自らの役割を遂行することがで
きる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。
語学の習得には継続した学習が大切です。
欠席した場合は各自で課題等を教員に確認してください。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

プレゼンテーション等のパフォーマン ： 授業内に実施するパフォーマンス課題（学生が英語でアウトプットするもの）について、内容、発
ス課題
音、発表態度、積極的に参加できたか等を総合的に評価します。
50％
授業課題、積極的な授業活動への参加 ： 授業内および宿題として出された課題について、内容、分量等を評価します。
25％
定期試験
25％

： 14回の授業で学んだ、テキストや言語活動の内容に関して出題される筆記試験の結果で評価しま
す。

使用教科書
指定する
著者
Liz & John Soars・Paul Hancock ・

タイトル

出版社

Headway Elementary Students
Book (5th Edition)

参考文献等
授業で指示します。

履修上の注意・備考・メッセージ
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・原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
・教科書、ノート、辞書を持参すること。
・授業には、積極的・意欲的に取り組むこと。
・携帯電話、スマートフォンは指示した時以外は使用を禁じます。
・授業は予習を前提として行われます。また、授業後は丁寧に復習しておいてください。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

1回目の授業で連絡

場所：

教室等

備考・注意事項： 非常勤講師担当のクラスについては、授業の前後の時間に、教室や非常勤講師室で、また講義日以外はEメールで質
問を受け付けます。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション、コミュニケーション活動
授業の進め方の説明、授業の約束事の確認、コミュニケーショ
ン活動

第2回

授業課題１：Nice to meet you!!
語彙、文法、リーディング、リスニング、ライティング、スピー
キング活動

第3回

授業課題２：Work and family life
語彙、文法、リーディング、リスニング、ライティング、スピー
キング活動

第4回

授業課題３：Time off
語彙、文法、リーディング、リスニング、ライティング、スピー
キング活動

課題１の予習（語彙確認、リーディング、リ
スニング、ライティング、スピーキング課
題など）

1時間

課題１の復習と課題2の予習（語彙確認、リー
ディング、リスニング、ライティング、ス
ピーキング課題など）

1時間

課題2の復習と課題3の予習（語彙確認、リー
ディング、リスニング、ライティング、ス
ピーキング課題など）

1時間

課題3の復習と課題4の予習（語彙確認、リー
ディング、リスニング、ライティング、ス
ピーキング課題など）

1時間

第5回

総復習（授業課題１－３）
語彙、文法、リーディング、リスニング、ライティング、スピー
キング活動

発表内容の準備

1時間

第6回

パフォーマンス課題１：ミニプレゼンテーションの準備
発表準備、発表（事前練習）

発表の準備／練習

1時間

第7回

パフォーマンス課題１：ミニプレゼンテーション

ミニプレゼンテーションの振り返りと課
題4の予習（語彙確認、リーディング、リスニ
ング、ライティング、スピーキング課題な
ど）

1時間

課題4の復習と課題5の予習（語彙確認、リー
ディング、リスニング、ライティング、ス
ピーキング課題など）

1時間

課題5の復習と課題6の予習（語彙確認、リー
ディング、リスニング、ライティング、ス
ピーキング課題など）

1時間

課題4-6の復習（語彙確認、リーディング、リ
スニング、ライティング、スピーキング課
題など）

1時間

発表（本番）、分析、講評
第8回

授業課題４: House and home
語彙、文法、リーディング、リスニング、ライティング、スピー
キング活動

第9回

授業課題５: Super U!
語彙、文法、リーディング、リスニング、ライティング、スピー
キング活動

第10回

授業課題６: Lessons in life
語彙、文法、リーディング、リスニング、ライティング、スピー
キング活動

第11回

総復習（授業課題4－6）
語彙、文法、リーディング、リスニング、ライティング、スピー
キング活動

発表内容の準備

1時間

第12回

パフォーマンス課題２：プレゼンテーションの準備
発表準備、発表（事前練習）

発表の準備／練習

1時間

第13回

パフォーマンス課題２：プレゼンテーション

プレゼンテーションの振り返りと定期試験準
備学習

1時間

定期試験準備学習

1時間

発表、講評、まとめ
第14回

総復習（授業課題1-6)
語彙、文法、リーディング、リスニング、ライティング、スピー
キング活動

第回

0時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

英語基礎Ⅰ（国際観光）
デイヴィス恵美
1年

開講時期

前期

単位数

1

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

大手日系電機メーカーのイギリス現地法人において、ヨーロッパ圏内の販社営業を担当し、販売戦略など
に関する資料作成やプレゼンテーションも担当した。

授業概要
本授業では、リーディング素材への深い考察を通し、さまざまな視点から批判的思考能力を育てることを重視します。他者と効果的に意思疎
通を行うためには、まず自分を理解していなければなりません。そのためにはさまざまな状況において常に自らはどう考えるのかを意識しなけ
ればならず、その思考の原点となる幅広い教養を育むことは英語教育には欠かせない要素であると言えます。課題解決型学習の一環としてペア
ワークやグループワークを取り入れ、多文化共生社会における多様な価値観を受け入れ、他と協働できる国際的人材としてのベース作りを視
野に入れた授業展開を行います。多量の英語を読むことを通して、英語に対する受容力を鍛え、英語的感覚を伸ばしていくことも目標としま
す。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

コミュニケーションに影響を与える国際
的、文化的諸問題に関する理解を促進する。

他文化における社会構成要素（祝
日、祭り、人間関係、職業意識、家族間な
ど）に関し理解を示し、多文化社会におい
て共生できる視点を持っている。

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

トピックに関連してクリティカルに思
考し、課題を発見できる。

2 ．DP6.行動・実践

グループでお互いの意見を尊重し合い、英
語でコミュニケーションを行うことができ
る。

3 ．DP8.意思疎通

グループ活動をスムーズに行える英語コミュ
ニケーション能力を身につけている。

4 ．DP9.役割理解・連携行動

様々なグループの中で、必要に応じてリー
ダーシップを取ることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・eラーニング、反転授業
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

Participation
30％
Extensive Reading
30％
Flip learning
20％
Reflection report
10％
Final Report
10％

： 協働学習の目標を念頭に自律学習を含め責任を持ち授業に取り組んでいることが行動に示されてい
るか。自己評価、他者評価に関わる表現が振り返りに示されているかなどを総合的に判断する。
： 授業外でのインプットを積極的に行うことで自らの知識を集積することに責任を持ち、その知
識を授業内外で自己表現を通して他者への問題提起を行うことができるようになっているかによ
り判断する。
： 課題図書読解は授業中の学びのベースとなるだけでなく、思考に基づいたディスカッションにより
さらに深めるための積極的なリサーチとして取り組んでいるかにより判断する。
： 毎回のリーディングから得た思考を文章化することにより、自らの思考を客観的に捉え直すことが
でき、思考の多面化ができるようになっているかを判断する。
： 授業内外での学びの知識を総合し、提示される問題に対して自らの答えを導き出し、提示すること
ができるかにより判断する。
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使用教科書
特に指定しない

参考文献等
本授業では、デジタル版多読教材であるXreading.comの年間使用契約をし教材として使用します。
その他適宜授業内にて紹介します。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は平均すると毎回2時間の授業外学修が求められます。 特に授業内では協働学習を中心として進めるので、自らの貢献度を向上させるた
めにも、普段から社会における様々な事象をクリティカルな視点を持って眺め、自らインプットを求める積極性が求められます。英語はコミュ
ニケーションを円滑に行うためのツールに過ぎず、そのツールを活かす原動力は自らの「人間力」であることを理解し、分野を限定することな
く幅広く見聞を広めて下さい。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

初回授業で案内します。

場所：

西館２階

個研１

備考・注意事項： 相談がある場合はまずメールにてアポイントメントをとってください。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

Orientation
講義の進め方の説明
Xreadingの説明
反転授業の主旨説明
自作辞書の作成方法説明
個人の最終到達目標設定
学修ポートフォリオの説明
Xreadingプレースメントテスト実施
語彙サイズテスト（事前）実施

Xreading・学修ポートフォリオ・自作辞書

1時間

Xreading・学修ポートフォリオ・自作辞書

1時間

Xreading・学修ポートフォリオ・自作辞書

1時間

Xreading・学修ポートフォリオ・自作辞書

1時間

Xreading・学修ポートフォリオ・自作辞書

1時間

Xreading・学修ポートフォリオ・自作辞書

1時間

Xreading・学修ポートフォリオ・自作辞書

1時間

グループ活動
グループ分け（この時点でのXreading レベルごと）
Code of Conduct設定
宿題
指定図書①のリーディング
第2回

Reading Club activity 指定図書①
グループごとに割り当てられた本について、グループワー
クでシェアすることにより読書内容確認
サマリーを共同で作成し、クラス全体でお互いに紹介し合う
ピアフィードバック
内容理解演習
宿題
指定図書②のリーディング

第3回

Reading Club activity 指定図書②
グループごとに割り当てられた本について、グループワー
クでシェアすることにより読書内容確認
サマリーを共同で作成し、クラス全体でお互いに紹介し合う
ピアフィードバック
内容理解演習
宿題
指定図書③のリーディング

第4回

Reading Club activity 指定図書③
個人個人で同じ本を読んだ感想をグループワークでシェアするこ
とにより読書内容確認
ピアフィードバック
内容理解演習
宿題
指定図書④のリーディング

第5回

Reading Club activity 指定図書④
個人個人で同じ本を読んだ感想をグループワークでシェアするこ
とにより読書内容確認
ピアフィードバック
内容理解演習
宿題
指定図書⑤のリーディング

第6回

Reading Club activity 指定図書⑤
個人個人で違う本を読んだ感想をグループワークでシェアするこ
とにより読書内容確認
ピアフィードバック
内容理解演習
宿題
自己選定の図書をリーディング

第7回

ミニ・ビブリオバトルについての説明
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プレゼンテーションとは（概説）
自己選定の図書を使い、準備ワークシートに沿ってプランニング
ミニ・ビブリオバトル進行役（MC）決定
質疑応答の意義について
グループワークによるブレインストーム
フィードバック
具体例の提示
宿題
ミニ・ビブリオバトル1回目の準備
第8回

ミニ・ビブリオバトル1回目
個人個人が選定した図書について、日本語によるミニ・ビブリオ
バトルの実施
ピアフィードバック
総括

Xreading・学修ポートフォリオ・自作辞書

1時間

Xreading・学修ポートフォリオ・自作辞書

1時間

宿題
ピア・フィードバックに基づいて原稿・及びパフォーマンスの改
善を行う
第9回

ミニ・ビブリオバトル1回目振り返り会
ピア・フィードバックに基づいて改善した原稿についてグルー
プでシェア
ピアフィードバック
原稿の英文化
スピーチ原稿を英語に作り替える
英語によるスピーチの注意点など
宿題
ミニ・ビブリオバトル2回目（英語）の準備

第10回

ミニ・ビブリオバトル2回目準備会
英文の調整
英語での発表練習
グループでの相互支援

Xreading・学修ポートフォリオ・自作辞書

1時間

第11回

ミニ・ビブリオバトル2回目
個人個人が選定した図書について、英語によるミニ・ビブリオバ
トルの実施
ピアフィードバック
総括

Xreading・学修ポートフォリオ・自作辞書

1時間

Xreading・学修ポートフォリオ・自作辞書

1時間

Xreading・学修ポートフォリオ・自作辞書

1時間

Xreading・学修ポートフォリオ

1時間

宿題
ピア・フィードバックに基づいて原稿及びパフォーマンスの改善
点についてリフレクションを行う
ミニ・ビブリオバトル3回目用の自己選定図書を読む
ミニ・ビブリオバトル用（日本語）原稿を作成する
第12回

ミニ・ビブリオバトル2回目振り返り会
ピア・フィードバックに基づいた改善案についてのリフレクショ
ンをグループでシェア
ピアフィードバック
ミニ・ビブリオバトル３回目準備会
個人個人が選定した図書についてサマリーを紹介しつつビブリオ
バトルのスピーチ案を紹介する
ピアフィードバック
宿題
ピアフィードバックに基づいて原稿案修正
原稿を英文化

第13回

ミニ・ビブリオバトル３回目
個人個人が選定した図書について、英語によるミニ・ビブリオバ
トルの実施
ピアフィードバック
総括
宿題
ピア・フィードバックに基づいて原稿及びパフォーマンスの改善
点についてリフレクションを行う

第14回

ミニ・ビブリオバトル3回目振り返り会
ピア・フィードバックに基づいた改善案についてのリフレクショ
ンをグループでシェア
ピアフィードバック
全体コメントのシェア
語彙サイズテスト（事後）実施
総括
前期期末レポート説明
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

英語基礎Ⅱ（教育）
田原理恵・石田雅子・竹内ニコール
1年

開講時期

後期

単位数

1

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
本授業は、英語で他者とコミュニケーションをとるために、総合的な４技能（リスニング、リーディング、スピーキング、ライティング）を向
上させることを目的とします。テーマについての知識や語彙だけでなく、英文から情報を読み取る・聞き取るスキルや、わかりやすく伝えるた
めの文法や文章構成などについても学びます。「使える英語」の習得を目指して、場面に応じた会話練習や、英語でのスピーチ、プレンゼン
テーション、文章作成などに取り組みます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

他者とコミュニケーションを取るための英語
力

4技能を用いて、英語で情報の発信・受信が
できる。

汎用的な力
1 ．DP8.意思疎通

英語で他者との意思疎通ができる。

2 ．DP10.忠恕の心

ペア、グループワークにおいて、他者を尊
重しながら、自らの役割を遂行することがで
きる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ棄権とみなし不可とする。
語学の習得には継続した学習が大切です。
欠席した場合は各自で課題等を教員に確認してください。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

プレゼンテーション等のパフォーマン ： 授業内に実施するパフォーマンス課題（学生が英語でアウトプットするもの）について、内容、発
ス課題
音、発表態度、積極的に参加できたか等を総合的に評価します。
50％
授業課題、積極的な授業活動への参加 ： 授業内および宿題として出された課題について、内容、分量等を評価します。
25％
定期試験
25％

： 14回の授業で学んだ、テキストや言語活動の内容に関して出題される筆記試験の結果で評価しま
す。

使用教科書
指定する
著者
Liz & John Soars・Paul Hancock ・

タイトル

出版社

Headway Elementary Students
Book (5th Edition)

参考文献等
授業で指示します。

履修上の注意・備考・メッセージ
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・原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
・教科書、ノート、辞書を持参すること。
・授業には、積極的・意欲的に取り組むこと。
・携帯電話、スマートフォンは指示した時以外は使用を禁じます。
・授業は予習を前提として行われます。また、授業後は丁寧に復習しておいてください。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

1回目の授業で連絡

場所：

教室等

備考・注意事項： 非常勤講師担当のクラスについては、授業の前後の時間に、教室や非常勤講師室で、また講義日以外はEメールで質
問を受け付けます。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション、コミュニケーション活動
授業の進め方の説明、授業の約束事の確認、コミュニケーショ
ン活動

第2回

授業課題7: Remember when....
語彙、文法、リーディング、リスニング、ライティング、スピー
キング活動

第3回

授業課題８：Love it or hate it!
語彙、文法、リーディング、リスニング、ライティング、スピー
キング活動

第4回

授業課題９：Life in the city
語彙、文法、リーディング、リスニング、ライティング、スピー
キング活動

課題7の予習（語彙確認、リーディング、リス
ニング、ライティング、スピーキング課題な
ど）

1時間

課題7の復習と課題8の予習（語彙確認、リー
ディング、リスニング、ライティング、ス
ピーキング課題など）

1時間

課題8の復習と課題9の予習（語彙確認、リー
ディング、リスニング、ライティング、ス
ピーキング課題など）

1時間

課題7-9の復習（語彙確認、リーディング、リ
スニング、ライティング、スピーキング課
題など）

1時間

第5回

総復習（授業課題7－9）
語彙、文法、リーディング、リスニング、ライティング、スピー
キング活動

発表内容の準備

1時間

第6回

パフォーマンス課題１：ミニプレゼンテーションの準備
発表準備、発表（事前練習）

発表の準備／練習

1時間

第7回

パフォーマンス課題１：ミニプレゼンテーション

ミニプレゼンテーションの振り返りと課
題10の予習課題（予習・復習課題（語彙確
認、リーディング、リスニング、ライティン
グ、スピーキング課題など）

1時間

課題10の復習と課題11の予習（語彙確
認、リーディング、リスニング、ライティン
グ、スピーキング課題など）

1時間

課題11の復習と課題12の予習（語彙確
認、リーディング、リスニング、ライティン
グ、スピーキング課題など）

1時間

課題10-12の復習（語彙確認、リーディン
グ、リスニング、ライティング、スピーキン
グ課題など）

1時間

発表（本番）、分析、講評
第8回

授業課題10: What are you up to?
語彙、文法、リーディング、リスニング、ライティング、スピー
キング活動

第9回

授業課題11: Going for it!
語彙、文法、リーディング、リスニング、ライティング、スピー
キング活動

第10回

授業課題12: Have you ever.....?
語彙、文法、リーディング、リスニング、ライティング、スピー
キング活動

第11回

総復習（授業課題10-12）
語彙、文法、リーディング、リスニング、ライティング、スピー
キング活動

発表内容の準備

1時間

第12回

パフォーマンス課題２：プレゼンテーションの準備
発表準備、発表（事前練習）

発表の準備／練習

1時間

第13回

パフォーマンス課題２：プレゼンテーション

プレゼンテーションの振り返りと定期試験準
備学習

1時間

定期試験準備学習

1時間

発表、講評、まとめ
第14回

総復習（課題7-12)
語彙、文法、リーディング、リスニング、ライティング、スピー
キング活動

第回

0時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

英語基礎Ⅱ（国際観光）
デイヴィス恵美
1年

開講時期

後期

単位数

1

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

大手日系電機メーカーのイギリス現地法人において、ヨーロッパ圏内の販社営業を担当し、販売戦略など
に関する資料作成やプレゼンテーションも担当した。

授業概要
本授業では、リーディング素材への深い考察を通し、さまざまな視点から批判的思考能力を育てることを重視します。他者と効果的に意思疎
通を行うためには、まず自分を理解していなければなりません。そのためにはさまざまな状況において常に自らはどう考えるのかを意識しなけ
ればならず、その思考の原点となる幅広い教養を育むことは英語教育には欠かせない要素であると言えます。課題解決型学習の一環としてペア
ワークやグループワークを取り入れ、多文化共生社会における多様な価値観を受け入れ、他と協働できる国際的人材としてのベース作りを視
野に入れた授業展開を行います。多量の英語を読むことを通して、英語に対する受容力を鍛え、英語的感覚を伸ばしていくことも目標としま
す。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

コミュニケーションに影響を与える国際
的、文化的諸問題に関する理解を促進する。

他文化における社会構成要素（祝
日、祭り、人間関係、職業意識、家族間な
ど）に関し理解を示し、多文化社会におい
て共生できる視点を持っている。

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

トピックに関連してクリティカルに思
考し、課題を発見できる。

2 ．DP6.行動・実践

グループでお互いの意見を尊重し合い、英
語でコミュニケーションを行うことができ
る。

3 ．DP8.意思疎通

グループ活動をスムーズに行える英語コミュ
ニケーション能力を身につけている。

4 ．DP9.役割理解・連携行動

様々なグループの中で、必要に応じてリー
ダーシップを取ることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・eラーニング、反転授業
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

Participation
30％
Extensive Reading
30％
Flip learning
20％
Reflection report
10％
Final Report
10％

： 協働学習の目標を念頭に自律学習を含め責任を持ち授業に取り組んでいることが行動に示されてい
るか。自己評価、他者評価に関わる表現が振り返りに示されているかなどを総合的に判断する。
： 授業外でのインプットを積極的に行うことで自らの知識を集積することに責任を持ち、その知
識を授業内外で自己表現を通して他者への問題提起を行うことができるようになっているかによ
り判断する。
： 課題図書読解は授業中の学びのベースとなるだけでなく、思考に基づいたディスカッションにより
さらに深めるための積極的なリサーチとして取り組んでいるかにより判断する。
： 毎回のリーディングから得た思考を文章化することにより、自らの思考を客観的に捉え直すことが
でき、思考の多面化ができるようになっているかを判断する。
： 授業内外での学びの知識を総合し、提示される問題に対して自らの答えを導き出し、提示すること
ができるかにより判断する。
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使用教科書
特に指定しない

参考文献等
本授業では、デジタル版多読教材であるXreading.comの年間使用契約をし教材として使用します。
その他適宜授業内にて紹介する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は平均すると毎回2時間の授業外学修が求められます。 特に授業内では協働学習を中心として進めるので、自らの貢献度を向上させるた
めにも、普段から社会における様々な事象をクリティカルな視点を持って眺め、自らインプットを求める積極性が求められます。英語はコミュ
ニケーションを円滑に行うためのツールに過ぎず、そのツールを活かす原動力は自らの「人間力」であることを理解し、分野を限定することな
く幅広く見聞を広めて下さい。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

初回授業で案内します。

場所：

西館２階

個研１

備考・注意事項： 相談がある場合はまずメールにてアポイントメントをとってください。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

Orientation
講義の進め方の説明
Xreadingの進捗状況確認
個人の最終到達目標の進捗状況確認
学修ポートフォリオの再確認
語彙サイズテスト（事前）実施

Xreading、学修ポートフォリオ、自作辞書

1時間

Xreading、学修ポートフォリオ、自作辞書

1時間

Xreading、学修ポートフォリオ、自作辞書

1時間

Xreading、学修ポートフォリオ、自作辞書

1時間

Xreading、学修ポートフォリオ、自作辞書

1時間

Xreading、学修ポートフォリオ、自作辞書

1時間

Xreading、学修ポートフォリオ、自作辞書

1時間

Xreading、学修ポートフォリオ、自作辞書

1時間

グループ活動
グループ分け（この時点でのXreading レベルごと）
Code of Conduct設定
宿題
指定図書①のリーディング
第2回

Reading Club activity 指定図書①
グループごとに割り当てられた本について、グループワー
クでシェアすることにより読書内容確認
サマリーを共同で作成し、クラス全体でお互いに紹介し合う
ピアフィードバック
内容理解演習
宿題
指定図書②のリーディング

第3回

Reading Club activity 指定図書②
グループごとに割り当てられた本について、グループワー
クでシェアすることにより読書内容確認
サマリーを共同で作成し、クラス全体でお互いに紹介し合う
ピアフィードバック
内容理解演習
宿題
指定図書③のリーディング

第4回

Reading Club activity 指定図書③
個人個人で同じ本を読んだ感想をグループワークでシェアするこ
とにより読書内容確認
ピアフィードバック
内容理解演習
宿題
指定図書④のリーディング

第5回

Reading Club activity 指定図書④
個人個人で同じ本を読んだ感想をグループワークでシェアするこ
とにより読書内容確認
ピアフィードバック
内容理解演習
宿題
指定図書⑤のリーディング

第6回

Reading Club activity 指定図書⑤
個人個人で違う本を読んだ感想をグループワークでシェアするこ
とにより読書内容確認
ピアフィードバック
内容理解演習
宿題
1回目のブックレビュー用図書をリーディング

第7回

ブックレビューについての説明
ブックレビューとは（概説）
具体例の提示
グループごとにブックレビューについてブレインストーム
自分が書きたいブックレビューのスタイルなどについて意見交換
他にも参考になるブックレビューをリサーチする
雛形に沿ってブックレビューの下書きをする（英語）
宿題
ブックレビュー1回目の準備

第8回

ブックレビュー1回目準備会
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自分の下書きについてお互いに相互発表を通し、改善点のピア
フィードバック
英文調整
グループでの相互支援
第9回

ブックレビュー1回目
個人個人が選定した図書について、完成したブックレビューのピ
アレビュー実施
ピアフィードバック
総括

Xreading、学修ポートフォリオ、自作辞書

1時間

宿題
ピア・フィードバックに基づいて原稿の改善点についてリフレク
ションを行う
２回目のブックレビュー用図書をリーディング
第10回

ブックレビュー2回目準備会
自分の下書きについてお互いに相互発表を通し、改善点のピア
フィードバック
英文調整
グループでの相互支援

Xreading、学修ポートフォリオ、自作辞書

1時間

第11回

ブックレビュー2回目
個人個人が選定した図書について、完成したブックレビューのピ
アレビュー実施
ピアフィードバック
総括

Xreading、学修ポートフォリオ、自作辞書

1時間

宿題
ピア・フィードバックに基づいて原稿の改善点についてリフレク
ションを行う
３回目のブックレビュー用図書をリーディング
第12回

ブックレビュー３回目準備会
自分の下書きについてお互いに相互発表を通し、改善点のピア
フィードバック
英文調整
グループでの相互支援

Xreading、学修ポートフォリオ、自作辞書

1時間

第13回

ブックレビュー３回目
個人個人が選定した図書について、完成したブックレビューのピ
アレビュー実施
ピアフィードバック
総括

Xreading、学修ポートフォリオ、自作辞書

1時間

Xreading、学修ポートフォリオ

1時間

宿題
ピア・フィードバックに基づいて原稿の改善点についてリフレク
ションを行う
第14回

ブックレビュー振り返り会
ブックレビューを通して学んだことについてブレインストーム
グループごとに学びのサマリーをする
サマリーの発表
語彙サイズテスト（事後）実施
総括
前期期末レポート説明
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

英語演習Ⅰ（経営・芸術）
伊藤由紀子・岩田聖子・竹野内倫子・谷川明代・山﨑郁代・日笠ロウェナ・國方太司
1年

開講時期

前期

単位数

１

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
本授業は、英語で他者とコミュニケーションをとるために、総合的な４技能（リスニング、リーディング、スピーキング、ライティン
グ）を向上させることを目的とします。テーマについての知識や語彙だけでなく、英文から情報を読み取る・聞き取るスキルや、わかりやす
く伝えるための文法や文章構成などについても学びます。「使える英語」の習得を目指して、場面に応じた会話練習や、英語でのスピーチ、プ
レンゼンテーション、文章作成などに取り組みます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

他者とコミュニケーションを取るための英語
力

4技能を用いて、英語で情報の発信・受信が
できる。

汎用的な力
1 ．DP8.意思疎通

英語で他者との意思疎通ができる。

2 ．DP10.忠恕の心

ペア、グループワークにおいて、他者を尊
重しながら、自らの役割を遂行することがで
きる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。
語学の習得には継続した学習が大切です。
欠席した場合は各自で課題等を教員に確認してください。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

プレゼンテーション等のパフォーマン ： 授業内に実施するパフォーマンス課題（学生が英語でアウトプットするもの）について、内容、発
ス課題
音、発表態度、積極的に参加できたか等を総合的に評価します。
50％
授業課題、積極的な授業活動への参加 ： 授業内および宿題として出された課題について、内容、分量等を評価します。
25％
定期試験

： 14回の授業で学んだ、テキストや言語活動の内容に関して出題される試験の結果で評価します。
25％

使用教科書
指定する
著者
Ken Wilson

タイトル
・

出版社

Smart CHOICE FOURTH EDITION
MULTI-PACK 1B

参考文献等
授業で指示します。

履修上の注意・備考・メッセージ
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出版年
・

2020 年

1110
・教科書、ノート、辞書を持参すること。
・授業には、積極的・意欲的に取り組むこと。
・携帯電話、スマートフォンは指示した時以外は使用を禁じます。
・本科目は1単位の科目であるため、平均すると毎回1時間の授業外学修が求められます。「授業外学修課題」に取り組むことに加え、そ
の回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業の前後

場所：

授業教室・研究室

備考・注意事項： 質問等は本授業の前後、またはメールでも構いません。件名に学籍番号、氏名を記入してください。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション コミュニケーション活動 UNIT 7 Which
one is cheaper? Vocabulary
・授業の進め方
・授業の準備物、課題等について説明します
この授業を受講する者は必ず当オリエンテーションに出席する
こと
・コミュニケーション活動
・テキスト Useful Classroom Language, UNIT7 vocabulary

・コミュニケーション活動の復習
・Self-introduction準備

1時間

第2回

UNIT 7 Which one is cheaper? Conversation
・テキスト Conversation
・ペアワーク、グループワーク
・Self-introduction
・UNIT7のテーマ、clothesに関連したパフォーマンス課題の準備

・UNIT7の語彙 ・パフォーマンス課題の準備

1時間

第3回

UNIT 7 Which one is cheaper? Language Practice and
Listening
・テキスト Language Practice and Listening
・Grammar Practice
・Listening活動
・UNIT7のテーマ、clothesに関連したパフォーマンス課題の準備

・UNIT7のワーク ・パフォーマンス課題の準
備

1時間

第4回

UNIT 7 Which one is cheaper? Reading パフォーマンス課題
・テキスト Reading
・Reading活動
・UNIT7 のテーマ、clothesに関連したパフォーマンス活
動を行う
・発表後には簡単な質疑応答を行う
・相互評価と振り返り（他者からの評価を参考にし、自己評
価を行い、今後の改善点を考える）

・UNIT7の復習 ・発表の振り返り

1時間

第5回

UNIT 7 Which one is cheaper? writing and Speaking パ
フォーマンス課題
・テキスト Writing and Speaking
・Writing活動
・Speaking活動
・UNIT7 のテーマ、clothesに関連したパフォーマンス活
動を行う
・発表後には簡単な質疑応答を行う
・相互評価と振り返り（他者からの評価を参考にし、自己評
価を行い、今後の改善点を考える）

・UNIT7のまとめワーク ・発表の振り返り

1時間

第6回

UNIT 8 They are very friendly. Vocabulary and
Conversation
・テキスト Vocabulary and Conversation
・ペアワーク、グループワーク
・UNIT8のテーマ、Appearance and personalityに関連したパ
フォーマンス課題の準備

・UNIT8の語彙・パフォーマンス課題の準備

1時間

第7回

UNIT 8

・UNIT8のワーク ・パフォーマンス課題の準
備

1時間

They are very friendly.

Language Practice

・テキスト Language Practice
・Grammar Practice
・UNIT8のテーマ、Appearance and personalityに関連したパ
フォーマンス課題の準備
第8回

UNIT 8 They are very friendly. Listening パフォーマ
ンス課題
・テキスト Listening
・Listening活動
・UNIT8のテーマ、Appearance and personalityに関連したパ
フォーマンス課題の準備

・UNIT8のワーク ・パフォーマンス課題の準
備

1時間

第9回

UNIT 8 They are very friendly. Reading パフォーマン
ス課題
・テキスト Reading
・Reading活動
・UNIT8のテーマ、Appearance and personalityに関連したパ
フォーマンス活動を行う
・発表後には簡単な質疑応答を行う
・相互評価と振り返り（他者からの評価を参考にし、自己評
価を行い、今後の改善点を考える）

・UNIT8の復習 ・発表の振り返り

1時間

第10回

UNIT 8 They are very friendly. Writing and
Speaking パフォーマンス課題
・テキスト writing and Speaking
・Writing活動
・Speaking活動
・UNIT8のテーマ、Appearance and personalityに関連したパ
フォーマンス活動を行う
・発表後には簡単な質疑応答を行う
・相互評価と振り返り（他者からの評価を参考にし、自己評
価を行い、今後の改善点を考える）

・UNIT8のまとめワーク ・発表の振り返り

1時間

第11回

UNIT 9 You can visit the zoo.
Conversation

・UNIT9の語彙 ・パフォーマンス課題の準備

1時間

Vocabulary and
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・テキスト Vocabulary and Conversation
・ペアワーク、グループワーク
・UNIT9のテーマ、Local attractionsに関連したパフォーマン
ス課題の準備
第12回

UNIT 9 You can visit the zoo. Language Practice and
Listening パフォーマンス課題
・テキスト Language Practice and Listening
・Grammar Practice
・Listening活動
・UNIT9のテーマ、Local attractionsに関連したパフォーマン
ス課題の準備

・UNIT9のワーク ・パフォーマンス課題の準
備

1時間

第13回

UNIT 9 You can visit the zoo. Reading and Writing パ
フォーマンス課題
・テキスト Reading and writing
・Reading活動
・Writing活動
・UNIT9のテーマ、Local attractionsに関連したパフォーマン
ス活動を行う
・発表後には簡単な質疑応答を行う
・相互評価と振り返り（他グループからの評価を参考にし、自己
評価を行い、今後の改善点を考える）

・UNIT9の復習 ・発表の振り返り

1時間

第14回

UNIT 9 You can visit the zoo. Speaking パフォーマン
ス課題
・テキスト Speaking
・Speaking活動
・UNIT9のテーマ、Local attractionsに関連したパフォーマン
ス活動を行う
・発表後には簡単な質疑応答を行う
・相互評価と振り返り（他グループからの評価を参考にし、自己
評価を行い、今後の改善点を考える）
・学期のまとめとリスニングテストを通して学習到達度を把握す
る
・定期試験について

・授業のまとめワーク ・期末試験に向けて
の学習

1時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

英語演習Ⅰ（国際観光）
Ｒ・フロンク、Ｊ・ジョンストン
1年

開講時期

前期

単位数

1

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
本授業は、リスニングとスピーキングの基礎的な能力の修得を目標とする。具体的には、テキストを用いて多くの演習に取り組むなかで、基本
的語彙を増やしながら英語の音声の特徴についての理解を深め、日常的な発話や比較的身近なテーマに関する内容について正確に聞き取ること
のできるリスニング能力を育てていく。また、グループやペアでのコミュニケーショントレーニングを取り入れて、理解される発音、リズ
ム、適切なスピードに気をつけて演習を行うことでスピーキング能力を育てていく。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

Students will be able to understand
international cultural issues that
affect communication, both positively
and negatively.

They will be able to better understand
holidays and celebrations, personal
relations, professionalism, and family
as it relates to English-speaking
countries' culture.

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

Students will be better able to
understand reading and listening texts
written or spoken by native and
non-native speakers of English. They
will be better able to communicate their
opinions.

They will be better able to understand
and implement critical thinking skills
to aid them in acquiring English.

汎用的な力
1 ．DP7.完遂

Students will be able to see measured
improvement in their listening and
speaking skills. They will be able to
present information in English that
logically support their ideas.

2 ．DP9.役割理解・連携行動

Students will be better able to use
English in a communicative capacity
through their group work and pair work.
They will be better able to cooperative
effectively in English.

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
Students will also be assessed on
1. timeliness and completion of homework assignments
2. vocabulary quizzes and/or tests, with focus on collocations and context
3. class participation and use of English; teamwork in group situations
4. participation in Kobetsushido activities
Students will complete a self-evaluation after each project, and will receive constant feedback from the instructor throughout
the term.
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準
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Homework, Quizzes, Projects
45％
Mid-term Test/Project
15％
Class Participation, English Use
20％
Final Test/Project
20％

： Students will be evaluated on accuracy, timeliness, and/or effort depending on the task
type. Projects will be assessed by using a rubric. Quizzes will be based on vocabulary
tasks.
： Students will have cumulative tests or projects to assess learning goals for the term.
Projects will be assessed by using a rubric.
： Students are expected to participate in class in English, attend Kobetsu Shido
activities, and contribute to an active learning environment.
： Students will have cumulative tests or projects to assess learning goals for the term.
Projects will be assessed by using a rubric.

使用教科書
指定する
著者

タイトル

出版社

出版年

Wilson, K

・

Smart Choice Level 2
・ Oxford University Press
Multi-Pack: Student
Book/Workbook Split Edition A

・

2020 年

Wilson, K

・

Smart Choice Level 1
・ Oxford University Press
Multi-Pack: Student
Book/Workbook Split Edition A

・

2020 年

参考文献等
Some classes will use Smart Choice 1A, and some classes will use Smart Choice 2A. If you are not sure which textbook your class
will use, please consult your teacher.
Oxford Advanced Learner’s Dictionary, available online at https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
Longman Dictionary of Contemporary English Online, available online at https://www.ldoceonline.com/
Swan, M. (2016) "Practical English Usage." Fourth Edition. Oxford University Press.

履修上の注意・備考・メッセージ
Students will participate in a wide range of activities, with plenty of opportunities to practice speaking and listening.
Students will have formal and informal assessments, and speaking projects and presentations throughout the term. These projects
and presentations may be individual or group-based. Students will be assessed in oral presentations based on their ability to
1. communicate clearly and effectively in a range of situations, showing their language skills and basic intercultural
understanding
2. use appropriate language based on different cultural, situational, or interpersonal situations
3. understand and speak with accuracy and fluency in a variety of situations
4. organize and present their ideas logically
5. understand and respond to a variety of spoken texts
(Based on International Baccalaureate “Language B” expectations, available at
https://www.sdgj.com/ckfinder/userfiles/files/c9029a01c2c3db7704b1eb12c356bdd4.pdf)

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

TBA

場所：

TBA

備考・注意事項： Students will be notified of office hours during the first class.
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

Orientation / Unit 1 Introduction
Orientation / Classroom language / Being an independent
learner; Unit 1 How was your vacation?

第2回

Unit 1: Nice to meet you!/How was your vacation? (A/B)
(A)Speaking: Where are you from?
(B)Speaking: What did you do on vacation?

(A)Vocabulary study(VS): Countries (B)VS:
Vacation activities

2時間

(A) Reading and writing (RW): Social
media post (B)RW: E-mail about a school
project

2時間

第3回

Unit 2: I think it’s boring! (A)
(A)Grammar: The simple present
(B)Grammar: Adjectives ending in “-ing” and “-ed”

(A)VS: Jobs (B)VS: Movies and music

2時間

第4回

Unit 2: What do you do? (B)

(A)RW: Personal information form (B)RW:
Blog post about movies

2時間

(A.)VS: Food (B)VS: Extreme sports and
activities

2時間

(A)Speaking: The world of work
(B)Speaking: You and the movies
第5回

Unit 3: Do it before you’re 30! (A)
(A)Grammar: The simple present questions with “do”
(B)Grammar: The present perfect

第6回

Unit 3: Do you like noodles? (B)
(A)Speaking: Food from all over the world
(B)Speaking: Find someone who has...

(A/B)Presentation preparation

2時間

第7回

Presentation Project: Vacation (A/B)

(A)RW: Tweet about streetfood (B)RW:
E-mail finding out about another country

2時間

(A)VS: Sports (B)VS: Natural features

2時間

(A/B) Give a presentation about a vacation destination.
Give your opinions about the destination. Use personal
experience when possible.
第8回

Unit 4: The best place in the world! (A)
(A)Grammar: Frequency adverbs
(B)Grammar: Superlative adjectives
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第9回

Unit 4: How often do you exercise? (B)
(A)Speaking: Do you like sports?
(B)Speaking: Geography quiz!

第10回

Unit 5: Where’s the party? (A)
(A)Grammar: The present continuous
(B)Grammar: Adverbial clauses: “before,” “after,” and
“when”

(A)RW: e-mail from a pen pal (B)RW:
E-mail about your city

2時間

(A)VS: Daily activities (B)VS: Special
events

2時間

第11回

Unit 5: I’m listening to music (B)
(A)Speaking: Who are you and who are you with?
(B)Speaking: My favorite months

(A/B)Presentation preparation

2時間

第12回

Presentation Project: Cultural event (A/B)

(A)RW: Messages from a friend (B)RW:
Description of a party

2時間

(A)VS: Problems (B)VS: Healthy and
unhealthy activities

2時間

(A/B)Final preparation

2時間

Give a presentation about a special cultural event outside
of your own culture. Include reasons and explanations in
a logical manner.
第13回

Unit 6: You should try it! (A)
(A)Grammar: The past tense of “be”
(B)Grammar: “should” and “have to”

第14回

Unit 6: Where were you yesterday? (B)
(A)Speaking: Where were you?
(B)Speaking: Living a healthy lifestyle
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

英語演習Ⅰ（教育）
北村千絵・山本紀美子・セオドア・パレ・吉川正美
2年

開講時期

前期

単位数

1

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
本授業は、英語で他者とコミュニケーションをとるために、総合的な４技能（リスニング、リーディング、スピーキング、ライティング）を向
上させることを目的とします。テーマについての知識や語彙だけでなく、英文から情報を読み取る・聞き取るスキルや、わかりやすく伝えるた
めの文法や文章構成などについても学びます。「使える英語」の習得を目指して、場面に応じた会話練習や、英語でのスピーチ、プレンゼン
テーション、文章作成などに取り組みます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

他者とコミュニケーションを取るための英語
力

4技能を用いて、英語で情報の発信・受信が
できる。

汎用的な力
1 ．DP8.意思疎通

英語で他者との意思疎通ができる。

2 ．DP10.忠恕の心

ペア、グループワークにおいて、他者を尊
重しながら、自らの役割を遂行することがで
きる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。
語学の習得には継続した学習が大切です。
欠席した場合は各自で課題等を教員に確認してください。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

プレゼンテーション等のパフォーマン ： 授業内に実施するパフォーマンス課題（学生が英語でアウトプットするもの）について、内容、発
ス課題
音、発表態度、積極的に参加できたか等を総合的に評価します。
50％
授業課題、積極的な授業活動への参加 ： 授業内および宿題として出された課題について、内容、分量等を評価します。
25％
定期試験
25％

： 14回の授業で学んだ、テキストや言語活動の内容に関して出題される筆記試験の結果で評価しま
す。

使用教科書
指定する
著者
Liz & John Soars・Paul Hancock ・

タイトル

出版社

Headway Pre-Intermediate
Students Book (5th Edition)

参考文献等
授業で指示します。

履修上の注意・備考・メッセージ
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・原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
・教科書、ノート、辞書を持参すること。
・授業には、積極的・意欲的に取り組むこと。
・携帯電話、スマートフォンは指示した時以外は使用を禁じます。
・授業は予習を前提として行われます。また、授業後は丁寧に復習しておいてください。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

1回目の授業で連絡

場所：

個人研究室または教室

備考・注意事項： 非常勤講師担当のクラスについては、授業の前後の時間に、教室や非常勤講師室で、また講義日以外はEメールで質
問を受け付けます。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション コミュニケーション活動
・授業の進め方
・授業の準備物、課題等について説明します
この授業を受講する者は必ず当オリエンテーションに出席する
こと
・コミュニケーション活動

第2回

授業課題１: Let's get together（１：内容理解）
・内容理解（Reading and Listening)
・内容要約（Speaking and Writing)

第3回

授業課題１：Let's get together（２：発信演習）
・内容に関する意見交換(Speaking)
・内容／テーマに関する(Writing)

第4回

授業課題２: Good news, bad news!（１：内容理解）
・内容理解（Reading and Listening)
・内容要約（Speaking and Writing)

課題1の予習（語彙、リーディング、リスニン
グ、ライティング、スピーキング等の課題）

1時間

課題１の授業の復習・予習（語彙、リーディ
ング、リスニング、ライティング、スピーキ
ング等の課題）

1時間

課題１の授業の復習・課題２の予習（語
彙、リーディング、リスニング、ライティン
グ、スピーキング等の課題）

1時間

課題２の授業の復習・予習（語彙、リーディ
ング、リスニング、ライティング、スピーキ
ング等の課題）

1時間

第5回

授業課題２: Good news, bad news!（２：発信演習）
・内容に関する意見交換(Speaking)
・内容／テーマに関する(Writing)
・パフォーマンス課題（１）の説明と準備

パフォーマンス課題の準備

1時間

第6回

パフォーマンス課題（１）

課題３の予習（語彙、リーディング、リスニ
ング、ライティング、スピーキング等の課題

1時間

課題３の復習・予習（語彙、リーディン
グ、リスニング、ライティング、スピーキン
グ等の課題）

1時間

課題３の復習と課題４の予習（語彙、リー
ディング、リスニング、ライティング、ス
ピーキング等の課題）

1時間

課題４の授業の復習・予習（語彙、リーディ
ング、リスニング、ライティング、スピーキ
ング等の課題）

1時間

・第２－５回目の授業の内容に関連したパフォーマンス活
動を行う
・発表後には簡単な質疑応答を行う
・相互評価と振り返り（他者からの評価を参考にし、自己評
価を行い、今後の改善点を考える）
第7回

授業課題３: Food for thought（１：内容理解）
・内容理解（Reading and Listening)
・内容要約（Speaking and Writing)

第8回

授業課題３: Food for thought（２：発信演習）
・内容に関する意見交換(Speaking)
・内容／テーマに関する(Writing)

第9回

授業課題４: The future's in your hands（１：内容理解）
・内容理解（Reading and Listening)
・内容要約（Speaking and Writing)

第10回

授業課題４: The future's in your hands（２：発信演習）
・内容に関する意見交換(Speaking)
・内容／テーマに関する(Writing)
・パフォーマンス課題（２）の説明と準備

パフォーマンス課題（２）の準備

1時間

第11回

パフォーマンス課題（２）

課題５の予習（語彙、リーディング、リスニ
ング、ライティング、スピーキング等の課
題）

1時間

課題５の復習・予習（語彙、リーディン
グ、リスニング、ライティング、スピーキン
グ等の課題）

1時間

・第７－10回目の授業の内容に関連したパフォーマンス活
動を行う
・発表後には簡単な質疑応答を行う
・相互評価と振り返り（他者からの評価を参考にし、自己評
価を行い、今後の改善点を考える）
第12回

授業課題５: History repeats itself（１：内容理解）
・内容理解（Reading and Listening)
・内容要約（Speaking and Writing)

第13回

授業課題５: History repeats itself（２：発信演習）
・内容に関する意見交換(Speaking)
・内容／テーマに関する(Writing)
・パフォーマンス課題（３）の説明と準備

パフォーマンス課題（３）の準備

1時間

第14回

パフォーマンス課題（3）

発表の振り返り・定期試験に向けての学習

1時間

69

1112
・第1－13回目の授業の内容に関連したパフォーマンス活
動を行う
・発表後には簡単な質疑応答を行う
・相互評価と振り返り（他者からの評価を参考にし、自己評
価を行い、今後の改善点を考える）
第回

0時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

英語演習Ⅱ（経営・芸術）
伊藤由紀子・岩田聖子・竹野内倫子・谷川明代・山﨑郁代・國方太司・石田雅子
1年

開講時期

後期

単位数

1

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
本授業は、英語で他者とコミュニケーションをとるために、総合的な４技能（リスニング、リーディング、スピーキング、ライティン
グ）を向上させることを目的とします。テーマについての知識や語彙だけでなく、英文から情報を読み取る・聞き取るスキルや、わかりやす
く伝えるための文法や文章構成などについても学びます。「使える英語」の習得を目指して、場面に応じた会話練習や、英語でのスピーチ、プ
レンゼンテーション、文章作成などに取り組みます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

他者とコミュニケーションを取るための英語
力

4技能を用いて、英語で情報の発信・受信が
できる。

汎用的な力
1 ．DP8.意思疎通

英語で他者との意思疎通ができる。

2 ．DP10.忠恕の心

ペア、グループワークにおいて、他者を尊
重しながら、自らの役割を遂行することがで
きる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。
語学の習得には継続した学習が大切です。
欠席した場合は各自で課題等を教員に確認してください。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

プレゼンテーション等のパフォーマン ： 授業内に実施するパフォーマンス課題（学生が英語でアウトプットするもの）について、内容、発
ス課題
音、発表態度、積極的に参加できたか等を総合的に評価します。
50％
授業課題、積極的な授業活動への参加 ： 授業内および宿題として出された課題について、内容、分量等を評価します。
25％
定期試験
25％

： 14回の授業で学んだ、テキストや言語活動の内容に関して出題される筆記試験の結果で評価しま
す。

使用教科書
指定する
著者
Ken Wilson

タイトル
・

出版社

Smart CHOICE FOURTH EDITION
MULTI-PACK 1B

参考文献等
授業で指示します。

履修上の注意・備考・メッセージ
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・教科書、ノート、辞書を持参すること。
・授業には、積極的・意欲的に取り組むこと。
・携帯電話、スマートフォンは指示した時以外は使用を禁じます。
・本科目は1単位の科目であるため、平均すると毎回1時間の授業外学修が求められます。「授業外学修課題」に取り組むことに加え、そ
の回の授業を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業の前後

場所：

授業教室・研究室

備考・注意事項： 質問等は本授業の前後、またはメールでも構いません。件名に学籍番号、氏名を記入してください。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション コミュニケーション活動 UNIT 10 Is
there a coffee shop? Vocabulary
・授業の進め方
・授業の準備物、課題等について説明します。
この授業を受講する者は必ず当オリエンテーションに出席する
こと。
・コミュニケーション活動
・テキスト Vocabulary

・コミュニケーション活動の復習 ・課
題に対する学習

1時間

第2回

UNIT 10 Is there a coffee shop? Conversation
・テキスト Conversation
・ペアワーク、グループワーク
・Unit10のテーマplaces around townに関連したパフォーマン
ス課題の準備

・UNIT10の語彙 ・パフォーマンス課題の準備

1時間

第3回

UNIT 10 Is there a coffee shop? Language Practice and
Listening
・テキスト Language Practice and Listening
・Grammar Practice
・Listening活動
・Unit10のテーマplaces around townに関連したパフォーマン
ス課題の準備

・UNIT10のワーク ・パフォーマンス課題の準
備

1時間

第4回

UNIT 10 Is there a coffee shop? Reading パフォーマン
ス課題
・テキスト Reading
・Reading活動
・Unit10のテーマplaces around townに関連したパフォーマン
ス活動を行う
・発表後には簡単な質疑応答を行う
・相互評価と振り返り（他者からの評価を参考にし、自己評
価を行い、今後の改善点を考える）

・UNIT10の復習 ・発表の振り返り

1時間

第5回

UNIT 10 Is there a coffee shop? Writing and
Speaking パフォーマンス課題
・テキスト Writing and Speaking
・Writing活動
・Speaking活動
・Unit10のテーマplaces around townに関連したパフォーマン
ス活動を行う
・発表後には簡単な質疑応答を行う
・相互評価と振り返り（他者からの評価を参考にし、自己評
価を行い、今後の改善点を考える）

・UNIT10のまとめワーク・発表の振り返り

1時間

第6回

UNIT 11 I had a good time. Vocabulary and Conversation
・テキスト Vocabulary and Conversation
・ペアワーク、グループワーク
・Unit11のテーマVacation activitiesに関連したパフォーマン
ス課題の準備

・UNIT11の語彙・パフォーマンス課題の準備

1時間

第7回

UNIT 11

・UNIT11のワーク ・パフォーマンス課題の準
備

1時間

・UNIT11のワーク ・パフォーマンス課題の準
備

1時間

I had a good time.

Language Practice

・テキスト Language Practice
・Grammar Practice
・Unit11のテーマVacation activitiesに関連したパフォーマン
ス課題の準備
第８回

UNIT 11

I had a good time.

Listening

・テキスト Listening
・Listening活動
・Unit11のテーマVacation activitiesに関連したパフォーマン
ス課題の準備
第９回

UNIT 11 I had a good time. Reading パフォーマンス課
題
・テキスト Reading
・Reading活動
・Unit11のテーマVacation activitiesに関連したパフォーマン
ス活動を行う
・発表後には簡単な質疑応答を行う
・相互評価と振り返り（他者からの評価を参考にし、自己評
価を行い、今後の改善点を考える）

・UNIT11の復習 ・発表の振り返り

1時間

第10回

UNIT 11 I had a good time. Writing and Speaking パ
フォーマンス課題
・テキスト Writing and Speaking
・Writing活動
・Speaking活動
・Unit11のテーマVacation activitiesに関連したパフォーマン
ス活動を行う
・発表後には簡単な質疑応答を行う
・相互評価と振り返り（他者からの評価を参考にし、自己評
価を行い、今後の改善点を考える）

・UNIT11のまとめワーク ・発表の振り返り

1時間

第11回

・UNIT12 I'm going to go by car. Vocabulary and
Conversation

・UNIT12の語彙・パフォーマンス課題の準備

1時間
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・テキスト Vocabulary and Conversation
・ペアワーク、グループワーク
・Unit12のテーマTransportationに関連したパフォーマンス課
題の準備
第12回

UNIT 12 I'm going to go by car. Language Practice and
Listening
・テキスト Language Practice and Listening
・Grammar Practice
・Listening活動
・Unit12のテーマTransportationに関連したパフォーマンス課
題の準備

・UNIT12のワーク ・パフォーマンス課題の準
備

1時間

第13回

UNIT 12 I'm going to go by car. Reading and Writing パ
フォーマンス課題
・テキスト Reading and Writing
・Reading活動
・Writing活動
・Unit12のテーマTransportationに関連したパフォーマンス活
動を行う
・発表後には簡単な質疑応答を行う
・相互評価と振り返り（他者からの評価を参考にし、自己評
価を行い、今後の改善点を考える）

・UNIT12のまとめワーク ・発表の振り返り

1時間

第14回

UNIT 12 I'm going to go by car. Speaking パフォーマン
ス課題
・テキストSpeaking
・Speaking活動
・Unit12のテーマTransportationに関連したパフォーマンス活
動を行う
・発表後には簡単な質疑応答を行う
・相互評価と振り返り（他者からの評価を参考にし、自己評
価を行い、今後の改善点を考える）
・学期の総復習とリスニングテストにより、学習の到達度を確認
・定期試験に向けての課題の指示

・授業全体の復習 ・期末試験に向けての学習

1時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

英語演習Ⅱ（国際観光）
Ｒ・フロンク、Ｊ・ジョンストン
1年

開講時期

後期

単位数

1

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
本授業は、リスニングとスピーキングの基礎的な能力の修得を目標とする。具体的には、テキストを用いて多くの演習に取り組むなかで、基本
的語彙を増やしながら英語の音声の特徴についての理解を深め、日常的な発話や比較的身近なテーマに関する内容について正確に聞き取ること
のできるリスニング能力を育てていく。また、グループやペアでのコミュニケーショントレーニングを取り入れて、理解される発音、リズ
ム、適切なスピードに気をつけて演習を行うことでスピーキング能力を育てていく。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

Students will be able to understand
international cultural issues that
affect communication, both positively
and negatively.

They will be able to better understand
holidays and celebrations, personal
relations, professionalism, and family
as it relates to English-speaking
countries' culture.

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

Students will be better able to
understand reading and listening texts
written or spoken by native and
non-native speakers of English. They
will be better able to communicate their
opinions.

They will be better able to understand
and implement critical thinking skills
to aid them in acquiring English.

汎用的な力
1 ．DP7.完遂

Students will be able to see measured
improvement in their listening and
speaking skills. They will be able to
present information in English that
logically support their ideas.

2 ．DP9.役割理解・連携行動

Students will be better able to use
English in a communicative capacity
through their group work and pair work.
They will be better able to cooperative
effectively in English.

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)
・その他(以下に概要を記述)
Recitation contest

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
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Students will also be assessed on
1. timeliness and completion of homework assignments
2. vocabulary quizzes and/or tests, with focus on collocations and context
3. class participation and use of English; teamwork in group situations
4. participation in Kobetsushido activities
Students will complete a self-evaluation after each project, and will receive constant feedback from the instructor throughout
the term.
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

Homework, Quizzes, Projects
45％
Mid-term Test/Project
35％
Class Participation, English Use
20％

： Students will be evaluated on accuracy, timeliness, and/or effort depending on the task
type. Projects will be assessed by using a rubric. Quizzes will be based on vocabulary
tasks.
： Students will have cumulative tests or projects to assess learning goals for the term.
Projects will be assessed by using a rubric.
： Students are expected to participate in class in English, attend Kobetsu Shido
activities, and contribute to an active learning environment.

使用教科書
指定する
著者

タイトル

出版社

出版年

Wilson, K

・

Smart Choice Level 2
・ Oxford University Press
Multi-Pack: Student
Book/Workbook Split Edition B

・

2020 年

Wilson, K

・

Smart Choice Level 1
・ Oxford University Press
Multi-Pack: Student
Book/Workbook Split Edition B

・

2020 年

参考文献等
Some classes will use Smart Choice 1A, and some classes will use Smart Choice 2A. If you are not sure which textbook your class
will use, please consult your teacher.
Oxford Advanced Learner’s Dictionary, available online at https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
Longman Dictionary of Contemporary English Online, available online at https://www.ldoceonline.com/
Swan, M. (2016) "Practical English Usage." Fourth Edition. Oxford University Press.

履修上の注意・備考・メッセージ
Students will participate in a wide range of activities, with plenty of opportunities to practice speaking and listening.
Students will have formal and informal assessments, and speaking projects and presentations throughout the term. These projects
and presentations may be individual or group-based. Students will be assessed in oral presentations based on their ability to
1. communicate clearly and effectively in a range of situations, showing their language skills and basic intercultural
understanding
2. use appropriate language based on different cultural, situational, or interpersonal situations
3. understand and speak with accuracy and fluency in a variety of situations
4. organize and present their ideas logically
5. understand and respond to a variety of spoken texts
(Based on International Baccalaureate “Language B” expectations, available at
https://www.sdgj.com/ckfinder/userfiles/files/c9029a01c2c3db7704b1eb12c356bdd4.pdf)

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

TBA

場所：

TBA

備考・注意事項： Students will be notified of office hours during the first class.
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

Orientation / Unit 7 Introduction
A/B: Being an independent learner / Class rules reminder

第2回

Unit 7: (A)Which one is cheaper? (B)There are too many
stores!
(A)Speaking: Are clothes important?
(B)Speaking: A shopping game

第3回

Unit 8: They’re very friendly (A)
(A)Grammar: “Be like” and “look like”
(B)Grammar: Defining relative clauses

第4回

Unit 8: Wanted: People who can sing (B)
(A)Speaking: What’s important to you?
(B)Speaking: The most important thing to me

第5回

Unit 9: You can visit the zoo (A)
(A)Grammar: “Can” and “can’t”
(B)Grammar: The past continuous

(A)Vocabulary study(VS): Clothes (B)VS:
Things to buy

2時間

(A)Reading and writing (RW): A message
about clothes (B)RW: A blog about your
favorite place to shop

2時間

(A)VS: Appearance and personality (B)VS:
Describing personality

2時間

(A)RW: A social media post about you
(B)RW: E-mail about you and your
preferences

2時間

(A.)VS: Local attractions (B)VS:
Accidents and injuries

2時間

第6回

Unit 9: What were you doing? (B)
(A)Speaking: Come visit us!
(B)Speaking: Have you ever ...?

(A/B)Presentation preparation

2時間

第7回

Presentation Project: International Itinerary

(A)RW: Beyond Brussels (B)RW: A paragraph
about something that happened to you

2時間
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(A/B) Give a presentation about an international vacation
destination. Give your opinions about the destination. Use
personal experience if possible, or make up your own
experience.
第8回

Unit 10: Is there a coffee shop? (A)
(A)Grammar: “There is” and “there are”
(B)Grammar: “used to”

第9回

Unit 10: I used to sing (B)
(A)Speaking: Come to my city!
(B)Speaking: Find someone who use to...

第10回

Unit 11: I had a good time (A)
(A)Grammar: The simple past
(B)Grammar: zero and first conditionals

(A)VS: Places around town (B)VS: School
activities and clubs

2時間

(A)RW: E-mail about a student’s city
(B)RW: Comments on a website about past
habits

2時間

(A)VS: Vacation activities (B)VS:
Recycling

2時間

第11回

Unit 11: You’ll save money if... (B)
(A)Speaking: My best vacation ever!
(B)Speaking: How green are you?

(A/B)Presentation preparation

2時間

第12回

Presentation Project: Cultural event (A/B)

(A)RW: Tips on visiting London (B)RW:
E-mail about a local environmental
problem

2時間

Give a presentation about a special cultural event from
your own culture. Include reasons and explanations in a
logical manner that someone from a foreign culture would
understand.
第13回

Unit 12: I’m going to go by car (A)
(A)Grammar: “Be going to” + verb
(B)Grammar: Modals for possibility, speculation, and
deduction

(A)VS: Transport (B)VS: Vacation jobs

2時間

第14回

Unit 12: You could be a lifeguard (B)
(A)Speaking: How do you get around town?
(B)Speaking: What next?

(A/B)Final preparation

2時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

英語演習Ⅱ（教育）
北村千絵・山本紀美子・セオドア・パレ・吉川正美
2年

開講時期

後期

単位数

1

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
本授業は、英語で他者とコミュニケーションをとるために、総合的な４技能（リスニング、リーディング、スピーキング、ライティング）を向
上させることを目的とします。テーマについての知識や語彙だけでなく、英文から情報を読み取る・聞き取るスキルや、わかりやすく伝えるた
めの文法や文章構成などについても学びます。「使える英語」の習得を目指して、場面に応じた会話練習や、英語でのスピーチ、プレンゼン
テーション、文章作成などに取り組みます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

他者とコミュニケーションを取るための英語
力

4技能を用いて、英語で情報の発信・受信が
できる。

汎用的な力
1 ．DP8.意思疎通

英語で他者との意思疎通ができる。

2 ．DP10.忠恕の心

ペア、グループワークにおいて、他者を尊
重しながら、自らの役割を遂行することがで
きる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。
語学の習得には継続した学習が大切です。
欠席した場合は各自で課題等を教員に確認してください。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

プレゼンテーション等のパフォーマン ： 授業内に実施するパフォーマンス課題（学生が英語でアウトプットするもの）について、内容、発
ス課題
音、発表態度、積極的に参加できたか等を総合的に評価します。
50％
授業課題、積極的な授業活動への参加 ： 授業内および宿題として出された課題について、内容、分量等を評価します。
25％
定期試験
25％

： 14回の授業で学んだ、テキストや言語活動の内容に関して出題される筆記試験の結果で評価しま
す。

使用教科書
指定する
著者
Liz & John Soars・Paul Hancock ・

タイトル

出版社

Headway Pre-Intermediate
Students Book (5th Edition)

参考文献等
授業で指示します。

履修上の注意・備考・メッセージ
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・原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
・教科書、ノート、辞書を持参すること。
・授業には、積極的・意欲的に取り組むこと。
・携帯電話、スマートフォンは指示した時以外は使用を禁じます。
・授業は予習を前提として行われます。また、授業後は丁寧に復習しておいてください。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

1回目の授業で連絡

場所：

個人研究室または教室

備考・注意事項： 非常勤講師担当のクラスについては、授業の前後の時間に、教室や非常勤講師室で、また講義日以外はEメールで質
問を受け付けます。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション コミュニケーション活動
・授業の進め方
・授業の準備物、課題等について説明します
この授業を受講する者は必ず当オリエンテーションに出席する
こと
・コミュニケーション活動

第2回

課題6: Simply the best（１：内容理解）
・内容理解（Reading and Listening)
・内容要約（Speaking and Writing)

第3回

課題６: Simply the best（２：発信演習）
・内容に関する意見交換(Speaking)
・内容／テーマに関する(Writing)

第4回

課題7: Living dangerously（１：内容理解）
・内容理解（Reading and Listening)
・内容要約（Speaking and Writing)

課題６の予習（語彙、リーディング、リスニ
ング、ライティング、スピーキング等の課
題）

1時間

課題６の復習・予習（語彙、リーディン
グ、リスニング、ライティング、スピーキン
グ等の課題）

1時間

課題６の復習・課題７の予習（語彙、リー
ディング、リスニング、ライティング、ス
ピーキング等の課題）

1時間

課題7の復習・予習（語彙、リーディング、リ
スニング、ライティング、スピーキン
グ等の課題）

1時間

第5回

課題７: Living dangerously（２：発信演習）
・内容に関する意見交換(Speaking)
・内容／テーマに関する(Writing)
・パフォーマンス課題（１）の説明と準備

パフォーマンス課題の準備

1時間

第6回

パフォーマンス課題（１）

発表の振り返りと課題８の予習（語彙、リー
ディング、リスニング、ライティング、ス
ピーキング等の課題）

1時間

課題８の復習・予習（語彙、リーディン
グ、リスニング、ライティング、スピーキン
グ等の課題）

1時間

課題８の復習・課題９の予習（語彙、リー
ディング、リスニング、ライティング、ス
ピーキング等の課題）

1時間

課題９の復習・予習（語彙、リーディン
グ、リスニング、ライティング、スピーキン
グ等の課題）

1時間

・第２－５回目の授業の内容に関連したパフォーマンス活
動を行う
・発表後には簡単な質疑応答を行う
・相互評価と振り返り（他者からの評価を参考にし、自己評
価を行い、今後の改善点を考える）
第7回

課題８:What a story!（１：内容理解）
・内容理解（Reading and Listening)
・内容要約（Speaking and Writing)

第8回

課題８: What a story!（２：発信演習）
・内容に関する意見交換(Speaking)
・内容／テーマに関する(Writing)

第9回

課題９: All-time greats（１：内容理解）
・内容理解（Reading and Listening)
・内容要約（Speaking and Writing)

第10回

課題９: All-time greats（2：発信演習）
・内容に関する意見交換(Speaking)
・内容／テーマに関する(Writing)
・パフォーマンス課題（２）の説明と準備

パフォーマンス課題（２）の準備

1時間

第11回

パフォーマンス課題（２）

発表の振り返りと課題10の予習課題（語
彙、リーディング、リスニング、ライティン
グ、スピーキング等の課題）

1時間

課題１０の復習・予習（語彙、リーディン
グ、リスニング、ライティング、スピーキン
グ等の課題）

1時間

・第７－10回目の授業の内容に関連したパフォーマンス活
動を行う
・発表後には簡単な質疑応答を行う
・相互評価と振り返り（他者からの評価を参考にし、自己評
価を行い、今後の改善点を考える）
第12回

課題10：People with a passion（１：内容理解）
・内容理解（Reading and Listening)
・内容要約（Speaking and Writing)

第13回

課題10：People with a passion（２：発信演習）
・内容に関する意見交換(Speaking)
・内容／テーマに関する(Writing)
・パフォーマンス課題（３）の説明と準備

パフォーマンス課題（３）の準備

1時間

第14回

パフォーマンス課題（3）

・発表の振り返りと定期試験に向けての学習

1時間

78

1118
・第12－13回目の授業の内容に関連したパフォーマンス活
動を行う
・発表後には簡単な質疑応答を行う
・相互評価と振り返り（他者からの評価を参考にし、自己評
価を行い、今後の改善点を考える）
第回

0時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

英語演習Ⅲ（経営）
近藤嘉宏・泉谷律子・山本紀美子
2年

開講時期

前期

単位数

1

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
本授業は、英語で他者とコミュニケーションをとるために、総合的な４技能（リスニング、リーディング、スピーキング、ライティング）を向
上させることを目的とします。テーマについての知識や語彙だけでなく、英文から情報を読み取る・聞き取るスキルや、わかりやすく伝えるた
めの文法や文章構成などについても学びます。「使える英語」の習得を目指して、場面に応じた会話練習や、英語でのスピーチ、プレンゼン
テーション、文章作成などに取り組みます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

他者とコミュニケーションを取るための英語
力

4技能を用いて、英語で情報の発信・受信が
できる。

汎用的な力
1 ．DP8.意思疎通

英語で他者との意思疎通ができる。

2 ．DP10.忠恕の心

ペア、グループワークにおいて、他者を尊
重しながら、自らの役割を遂行することがで
きる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。
語学の習得には継続した学習が大切です。
欠席した場合は各自で課題等を教員に確認してください。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

プレゼンテーション等のパフォーマン ： 授業内に3回実施するパフォーマンス課題（学生が英語でアウトプットするもの）について、内
ス課題
容、発音、発表態度、積極的に参加できたか等を総合的に評価します。
50％
授業課題、積極的な授業活動への参加 ： 授業内および宿題として出された課題について、内容、分量等を評価します。
25％
定期試験

： 14回の授業で学んだ、テキストや言語活動の内容に関して出題される試験の結果で評価します。
25％

使用教科書
指定する
著者
Ken Wilson

タイトル
・

出版社

Smart CHOICE FOURTH EDITION
MULTI-PACK 2A

参考文献等
授業で指示します。

履修上の注意・備考・メッセージ
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・教科書、ノート、辞書を持参すること。
・授業には、積極的・意欲的に取り組むこと。
・携帯電話、スマートフォンは指示した時以外は使用を禁じます。
・本授業は1単位の科目であるため、平均すると毎回1時間の授業外学修が求められます。「授業外学修課題」に取り組むことに加え、そ
の回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業の前後

場所：

授業教室

備考・注意事項： 質問等は授業教室にて対応します。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション コミュニケーション活動 UNIT 1 How
was your vacation? Vocabulary
・授業の進め方
・授業の準備物、課題等について説明します
この授業を受講する者は必ず当オリエンテーションに出席する
こと
・コミュニケーション活動
・テキスト Useful Classroom Language, vocabulary

・コミュニケーション活動の復習 ・課
題に対する学習

1時間

第2回

UNIT 1 How was your vacation? Conversation
・テキスト Conversation: Talking about vacations
・ペアワーク、グループワーク
・UNIT1のテーマ、vacation activitiesに関連したパフォーマン
ス課題の準備

・UNIT1の語彙 ・パフォーマンス課題の準備

1時間

第3回

UNIT 1 How was your vacation? Language Practice and
Listening
・テキスト Language Practice and Listening
・Grammar Practice
・Listening活動
・UNIT1のテーマ、vacation activitiesに関連したパフォーマン
ス課題の準備

・UNIT1のワーク ・パフォーマンス課題の準
備

1時間

第4回

UNIT 1 How was your vacation? Reading パフォーマンス課
題
・テキスト Reading
・Reading活動
・UNIT1のテーマ、vacation activitiesに関連したパフォーマン
ス活動を行う
・発表後には簡単な質疑応答を行う
・相互評価と振り返り（他者からの評価を参考にし、自己評
価を行い、今後の改善点を考える）

・UNIT1の復習 ・パフォーマンス課題の準備

1時間

第5回

UNIT 1 How was your vacation? Writing and Speaking
パフォーマンス課題
・テキスト Writing and Speaking
・Writing活動
・Speaking活動
・UNIT1のテーマ、vacation activitiesに関連した活動を行う
・発表後には簡単な質疑応答を行う
・相互評価と振り返り（他者からの評価を参考にし、自己評
価を行い、今後の改善点を考える）

・UNIT1のまとめワーク ・課題に対する学習

1時間

第6回

UNIT 2 I think it's boring! Vocabulary and
Conversation
・テキスト Vocabulary and Conversation
・ペアワーク、グループワーク
・UNIT2のテーマ、Movies and musicに関連したパフォーマン
ス課題の準備

・UNIT2の語彙・パフォーマンス課題の準備

1時間

第7回

UNIT 2

・UNIT2のワーク ・パフォーマンス課題の準
備

1時間

・UNIT2のワーク ・パフォーマンス課題の準
備

1時間

I think

it's boring!

Language Practice

・テキスト Language Practice
・Grammar Practice
・UNIT2のテーマ、Movies and musicに関連したパフォーマン
ス課題の準備
第8回

UNIT 2

I think

it's boring!

Listening

・テキスト Listening
・Listening活動
・UNIT2のテーマ、Movies and musicに関連したパフォーマン
ス課題の準備
第9回

UNIT 2 I think it's boring! Reading パフォーマンス課
題
・テキスト Reading
・Reading活動
・UNIT2のテーマ、Movies and musicに関連したパフォーマン
ス活動を行う
・発表後には簡単な質疑応答を行う
・相互評価と振り返り（他者からの評価を参考にし、自己評
価を行い、今後の改善点を考える）

・UNIT2の復習 ・パフォーマンス課題の準備

1時間

第10回

UNIT 2 I think it's boring! Writing and Speaking
パフォーマンス課題
・テキスト writing and Speaking
・Writing活動
・Speaking活動
・UNIT2のテーマ、Movies and musicに関連したパフォーマン
ス活動を行う
・発表後には簡単な質疑応答を行う
・相互評価と振り返り（他者からの評価を参考にし、自己評
価を行い、今後の改善点を考える）

・UNIT2のまとめワーク ・課題に対する学習

1時間

第11回

UNIT 3 Do it before you're 30!
Conversation

・UNIT3の語彙 ・パフォーマンス課題の準備

1時間

Vocabulary and
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・テキスト Vocabulary and Conversation
・ペアワーク、グループワーク
・UNIT3のテーマ、Extreme sports and activitiesに関連したパ
フォーマンス課題の準備
第12回

UNIT 3 Do it before you're 30! Language Practice and
Listening
・テキスト Language Practice and Listening
・Grammar Practice
・Listening活動
・UNIT3のテーマ、Extreme sports and activitiesに関連したパ
フォーマンス課題の準備

・UNIT3のワーク ・パフォーマンス課題の準
備

1時間

第13回

UNIT 3 Do it before you're 30! Reading and Writing
パフォーマンス課題
・テキスト Reading and Writing
・Reading活動
・Writing活動
・UNIT3のテーマ、Extreme sports and activitiesに関連したパ
フォーマンスを行う
・発表後には簡単な質疑応答を行う
・相互評価と振り返り（他グループからの評価を参考にし、自己
評価を行い、今後の改善点を考える）

・UNIT3のまとめワーク ・パフォーマンス課
題の準備

1時間

第14回

UNIT 3 Do it before you're 30! Speaking
パフォーマン
ス課題
・テキスト Speaking
・Speaking活動
・UNIT3のテーマ、Extreme sports and activitiesに関連したパ
フォーマンス活動を行う
・発表後には簡単な質疑応答を行う
・相互評価と振り返り（他グループからの評価を参考にし、自己
評価を行い、今後の改善点を考える）
・学期の総復習とリスニングテストにより、学習の到達度を確認
・定期試験に向けての課題の指示

・英語演習Ⅲ全体の復習 ・期末試験に向けて
の学習

1時間

82

1123

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

英語演習Ⅳ（経営）
近藤嘉宏・泉谷律子・山本紀美子
1年

開講時期

後期

単位数

1

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
本授業は、英語で他者とコミュニケーションをとるために、総合的な４技能（リスニング、リーディング、スピーキング、ライティン
グ）を向上させることを目的とします。テーマについての知識や語彙だけでなく、英文から情報を読み取る・聞き取るスキルや、わかりやす
く伝えるための文法や文章構成などについても学びます。「使える英語」の習得を目指して、場面に応じた会話練習や、英語でのスピーチ、プ
レンゼンテーション、文章作成などに取り組みます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

他者とコミュニケーションを取るための英語
力

4技能を用いて、英語で情報の発信・受信が
できる。

汎用的な力
1 ．DP8.意思疎通

英語で他者との意思疎通ができる。

2 ．DP10.忠恕の心

ペア、グループワークにおいて、他者を尊
重しながら、自らの役割を遂行することがで
きる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。
語学の習得には継続した学習が大切です。
欠席した場合は各自で課題等を教員に確認してください。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

プレゼンテーション等のパフォーマン ： 授業内に実施するパフォーマンス課題（学生が英語でアウトプットするもの）について、内容、発
ス課題
音、発表態度、積極的に参加できたか等を総合的に評価します。
50％
授業課題、積極的な授業活動への参加 ： 授業内および宿題として出された課題について、内容、分量等を評価します。
25％
定期試験

： 14回の授業で学んだ、テキストや言語活動の内容に関して出題される試験の結果で評価します。
25％

使用教科書
指定する
著者
Ken Wilson

タイトル
・

出版社

Smart CHOICE FOURTH EDITION
MULTI-PACK 2A

参考文献等
授業で指示します。

履修上の注意・備考・メッセージ
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・教科書、ノート、辞書を持参すること。
・授業には、積極的・意欲的に取り組むこと。
・携帯電話、スマートフォンは指示した時以外は使用を禁じます。
・本科目は1単位の科目であるため、毎回1時間の授業外学修が求められます。「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内
容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業の前後

場所：

授業教室

備考・注意事項： 質問等は授業教室にて対応します。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション コミュニケーション活動 UNIT 4 The
best place in the world! Vocabulary
・授業の進め方
・授業の準備物、課題等について説明します
この授業を受講する者は必ず当オリエンテーションに出席する
こと
・コミュニケーション活動
・テキスト Useful Classroom Language, vocabulary

・コミュニケーション活動の復習 ・課
題に対する学習

1時間

第2回

UNIT 4 The best place in the world! Conversation
・テキスト Conversation
・ペアワーク、グループワーク
・UNIT4のテーマ、natural featuresに関連したパフォーマン
ス課題の準備

・UNIT4の語彙 ・パフォーマンス課題の準備

1時間

第3回

UNIT 4 The best place in the world! Language Practice
and Listening
・テキスト Language Practice and Listening
・Grammar Practice
・Listening活動
・UNIT4のテーマ、natural featuresに関連したパフォーマン
ス課題の準備

・UNIT4のワーク ・パフォーマンス課題の準
備

1時間

第4回

UNIT 4 The best place in the world! Reading パフォー
マンス課題
・テキスト Reading
・Reading活動
・UNIT4のテーマ、natural featuresに関連したパフォーマン
ス活動を行う
・発表後には簡単な質疑応答を行う
・相互評価と振り返り（他者からの評価を参考にし、自己評
価を行い、今後の改善点を考える）

・UNIT4の復習 ・発表の振り返り

1時間

第5回

UNIT 4 The best place in the world! writing and
Speaking パフォーマンス課題
・テキスト Writing and Speaking
・Writing活動
・Speaking活動
・UNIT4のテーマ、natural featuresに関連したパフォーマン
ス活動を行う
・発表後には簡単な質疑応答を行う
・相互評価と振り返り（他者からの評価を参考にし、自己評
価を行い、今後の改善点を考える）

・UNIT4のまとめワーク ・発表の振り返り

1時間

第6回

UNIT 5

・UNIT5のワーク ・パフォーマンス課題の準
備

1時間

Where's the party?

Vocabulary and Conversation

・テキスト Vocabulary and Conversation
・ペアワーク、グループワーク
・UNIT5のテーマ、special eventsに関連したパフォーマンス課
題の準備
第7回

UNIT 5 Where's the party? Language Practice
・テキスト Language Practice
・Grammar Practice
・UNIT5のテーマ、special eventsに関連したパフォーマンス課
題の準備

・UNIT5の語彙 ・パフォーマンス課題の準備

1時間

第8回

UNIT 5

・UNIT5のワーク ・パフォーマンス課題の準
備

1時間

Where's the party?

Listening

・テキスト Listening
・Listening活動
・UNIT5のテーマ、special eventsに関連したパフォーマンス課
題の準備
第9回

UNIT 5 Where's the party? Reading パフォーマンス課題
・テキスト Reading
・Reading活動
・UNIT5のテーマ、special eventsに関連したパフォーマンス活
動を行う
・発表後には簡単な質疑応答を行う
・相互評価と振り返り（他者からの評価を参考にし、自己評
価を行い、今後の改善点を考える）

・UNIT5の復習 ・発表の振り返り

1時間

第10回

UNIT 5 Where's the party? Writing and Speaking パ
フォーマンス課題
・テキスト writing and Speaking
・Writing活動
・Speaking活動
・UNIT5のテーマ、special eventsに関連したパフォーマンス活
動を行う
・発表後には簡単な質疑応答を行う
・相互評価と振り返り（他者からの評価を参考にし、自己評
価を行い、今後の改善点を考える）

・UNIT5のまとめワーク ・発表の振り返り

1時間

第11回

UNIT 6

・UNIT6の語彙・パフォーマンス課題の準備

1時間

You should try it!

Vocabulary and Conversation
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・テキスト Vocabulary and Conversation
・ペアワーク、グループワーク
・UNIT6のテーマ、Healthy and unhealthy activitiesに関連し
たパフォーマンス課題の準備
第12回

UNIT 6 You should try it! Language Practice and
Listening
・テキスト Language Practice and Listening
・Grammar Practice
・Listening活動
・UNIT6のテーマ、Healthy and unhealthy activitiesに関連し
たパフォーマンス課題の準備

・UNIT6のワーク ・パフォーマンス課題の準
備

1時間

第13回

UNIT 6 You should try it! Reading and Writing パ
フォーマンス課題
・テキスト Reading and Writing
・Reading活動
・Writing活動
・UNIT6のテーマ、Healthy and unhealthy activitiesに関連し
たパフォーマンス活動を行う
・発表後には簡単な質疑応答を行う
・相互評価と振り返り（他グループからの評価を参考にし、自己
評価を行い、今後の改善点を考える）

・UNIT6のまとめワーク ・発表の振り返り

1時間

第14回

UNIT 6

・英語演習IV全体の復習 ・期末試験に向けて
の学習

1時間

You should try it!

Speaking パフォーマンス課題

・テキスト Speaking
・Speaking活動
・UNIT6のテーマ、Healthy and unhealthy activitiesに関連し
たパフォーマンス活動を行う
・発表後には簡単な質疑応答を行う
・相互評価と振り返り（他グループからの評価を参考にし、自己
評価を行い、今後の改善点を考える）
・学期の総復習とリスニングテストにより、学習の到達度を確認
・定期試験に向けての課題の指示

85

1126

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

英語表現Ⅰ（経営）
セン・イン
1年

開講時期

前期

単位数

1

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
このコースは、学生に英語でのコミュニケーションに対する経験と自信を与えることを目的としています。学生は様々なテーマについて自
分の考えや意見を述べることを学びます。スピーキング、リスニング、リーディング、ライティングの練習が割り当てられ、授業内容に関連す
るプレゼンテーションがコース全体で3回行われます。大学生の興味や生活に関連するテーマについてのプレゼンテーションを計画し、実行する
ことを通して、このクラスは学生の英語への興味を高めることを目指しています。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

英語運用力

4技能を用いて、英語で情報の発信・受信が
できる。

汎用的な力
1 ．DP8.意思疎通

英語で他者との意思疎通ができる。ペア・グ
ループワークにおいて他者を尊重しなが
ら自らの役割を遂行することができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・eラーニング、反転授業
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

プレゼンテーション
50％
授業における課題と宿題
25％
定期試験

： 3つのプレゼンテーションは、文法と英語表現、発音と声、プレゼンテーションの流れ、グルー
プの協力および個々の努力によって評価される。プレゼンテーション原稿もライティング課題とし
て別で評価される。
： 授業における課題、宿題の完了、授業における積極的な発言、グループワーク、ペアワークによ
る積極的な態度を評価される。
： 授業内で学んだ表現について筆記テストを行う。

25％

使用教科書
指定する
著者
Marc Helgesen, John Wiltshier, ・
and Steven Brown

タイトル

出版社

English Firsthand Access 5th
Edition Student Book with
MyMobileWorld ISBN:
9789813132757

参考文献等
授業で指示します。

履修上の注意・備考・メッセージ
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教科書、ノート、文房具と辞書（または電子辞書）を持参すること。授業には積極的・意欲的に取り組むこと。[授業外学修課題]に取り組むこ
とに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
＊＊教科書にはオンラインワークブックコードが付属しており、オンラインコンテンツにアクセスしなければならないため、各学生は教科
書を必ず購入する必要があります。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業の前後

場所：

授業の教室

備考・注意事項： 質問等は本授業の前後、またはメールでも構いません。件名に学籍番号、氏名を記入してください。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

Class Orientation. Unit 1: Hobbies and Free-Time
Activities
・オリエンテーション
・Unit 1: コミュニケーション活動
* この授業を受講する者は必ず出席すること

授業の復習 (Unit 1)・授業中説明される宿題

2時間

第2回

Unit 1: Hobbies and Free-Time Activities.
ション１の準備
・Unit 1: 語彙、リーディングと会話
・プレゼンテーション１の指導と準備

プレゼンテーション１の準備

3時間

第3回

プレゼンテーション １. Unit 2: Do You Understand?
・プレゼンテーション１, クラスメイトプレゼンテーション評価
・Unit 2: 語彙、リスニングと会話

授業の復習( Unit 2)・授業中説明される宿題

2時間

第4回

Unit 2: Do You Understand?
・Unit 2: コミュニケーション活動、表現と文法、リーディング

授業の復習( Unit 2)・授業中説明される宿題

2時間

第5回

Unit 3: This is My Room
・Unit 3:語彙、リスニングと会話

授業の復習( Unit 3)・授業中説明される宿題

2時間

第6回

Unit 3: This is My Room

授業の復習( Unit 3)・ 授業中説明される宿
題

2時間

授業の復習( Unit 4)・ 授業中説明される宿
題

2時間

プレゼンテー

・Unit 3: コミュニケーション活動、表現と文法、リーディング
第7回

Unit 4: When Do You Get Up?
・Unit 4: 語彙、リスニングと会話

第8回

Unit 4: When Do You Get Up?
・Unit 4: コミュニケーション活動、表現と文法、リスニング
・プレゼンテーション 2の指導と準備

プレゼンテーション 2の準備

3時間

第9回

プレゼンテーション 2
・プレゼンテーション 2, クラスメイトのプレゼンテーション評
価

授業の復習・授業中説明される宿題

2時間

第10回

Unit 5: Who's That?
・Unit 5: 語彙、リスニングと会話

授業の復習( Unit 5)・授業中説明される宿題

2時間

第11回

Unit 5: Who's That?
・Unit 5: コミュニケーション活動、表現と文法、リスニング

授業の復習( Unit 5)・授業中説明される宿題

2時間

第12回

Unit 6: That's a Great Shirt!
・Unit 6: 語彙、リスニングと会話

授業の復習( Unit 6)・授業中説明される宿題

2時間

第13回

Unit 6: That's a Great Shirt!
・Unit 6: コミュニケーション活動、表現と文法、リスニング
・プレゼンテーション 3の指導と準備

プレゼンテーション 3の準備

3時間

第14回

プレゼンテーション 3、英語表現Ⅰのまとめ
・プレゼンテーション３, クラスメイトプレゼンテーション評価
・定期試験に向けての学習

定期試験に向けての学習

3時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

英語表現Ⅰ（経営）
ピアス・ストリックランド
1年

開講時期

前期

単位数

1

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
このコースは、学生に英語でのコミュニケーションに対する経験と自信を与えることを目的としています。学生は様々なテーマについて自
分の考えや意見を述べることを学びます。スピーキング、リスニング、リーディング、ライティングの練習が割り当てられ、授業内容に関連す
るプレゼンテーションがコース全体で3回行われます。大学生の興味や生活に関連するテーマについてのプレゼンテーションを計画し、実行する
ことを通して、このクラスは学生の英語への興味を高めることを目指しています。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

英語運用力

4技能を用いて、英語で情報の発信・受信が
できる。

汎用的な力
1 ．DP8.意思疎通

英語で他者との意思疎通ができる。ペア・グ
ループワークにおいて他者を尊重しなが
ら自らの役割を遂行することができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・eラーニング、反転授業
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)
・その他(以下に概要を記述)
すべての課題はGoogleClassroomに投稿され、週ごとに整理されます。 課題は、Googleドキュメント、スライド、フォームを使用します。

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。語学の習得には継続した学習が大切です。欠席した場合、各自で授業内容と課題等を教員に確認する責任があ
ります。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業における課題と宿題
25％
Presentations
50％
定期試験

： 授業における課題、宿題の完了、授業における積極的な発言、グループワーク、ペアワークによ
る積極的な態度を評価される。
： 3つのプレゼンテーションは、文法と英語表現、発音と声、プレゼンテーションの流れ、グルー
プの協力および個々の努力によって評価される。プレゼンテーション原稿もライティング課題とし
て別で評価される。
： 授業内で学んだ表現について筆記テストを行う。

25％

使用教科書
指定する
著者
Marc Helgesen, John Wiltshier, ・
Steven Brown

タイトル

出版社

English Firsthand Access 5th
Edition Student Book with
MyMobileWorld ISBN:
9789813132757
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・ Pearson Education

出版年
・

2018 年
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参考文献等
授業で指示します。

履修上の注意・備考・メッセージ
教科書、ノート、文房具と辞書（または電子辞書）を持参すること。授業には積極的・意欲的に取り組むこと。「授業外学修課題」に取り組む
ことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
＊＊教科書にはオンラインワークブックコードが付属しており、オンラインコンテンツにアクセスしなければならないため、各学生は教科
書を必ず購入する必要があります。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業の前後

場所：

授業の教室

備考・注意事項： 質問等は本授業の前後、またはメールでも構いません。件名に学籍番号、氏名を記入してください。
strickland@g.osaka-seikei.ac.jp
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第１回

Class Orientation, Unit 1: Hobbies and Free-Time
Activities
・オリエンテーション
・Unit 1: コミュニケーション活動
*この授業を受講する者は必ず出席すること

授業の復習( Unit １)・授業中説明される宿
題

2時間

第2回

Unit 1: Hobbies and Free-Time Activities, プレゼンテー
ション１の準備
・Unit 1: 語彙、リスニングと会」
・プレゼンテーション１の指導と準備

プレゼンテーション１の準備

3時間

第3回

プレゼンテーション １、Unit 2: Do You Understand?
・プレゼンテーション１, クラスメイトプレゼンテーション評価
・Unit 2: 語彙、リスニングと会話

授業の復習( Unit 2)・授業中説明される宿題

2時間

第4回

Unit 2: Do You Understand?
・Unit 2: コミュニケーション活動、表現と文法、リーディング

授業の復習( Unit 2)・授業中説明される宿題

2時間

第5回

Unit 3: This is My Room
・Unit 3: 語彙、リスニングと会話

授業の復習( Unit 3)・授業中説明される宿題

2時間

第6回

Unit 3: This is My Room

授業の復習( Unit 3)・
る宿題

授業中説明され

2時間

授業の復習( Unit 4)・
る宿題

授業中説明され

2時間

・Unit 3: コミュニケーション活動、表現と文法、リーディング
第7回

Unit 4: When Do You Get Up?
・Unit 4: 語彙、リスニングと会話

第8回

Unit 4: When Do You Get Up?
・Unit 4: コミュニケーション活動、表現と文法、リーディング
・プレゼンテーション 2の指導と準備

第9回

プレゼンテーション 2
・プレゼンテーション 2, クラスメイトプレゼンテーション評価
・特別活動

第10回

Unit 5: Who's That?
・Unit 5: 語彙、リスニングと会話

授業の復習( Unit 5)・授業中説明される宿題

2時間

第11回

Unit 5: Who's That?
・Unit 5: コミュニケーション活動、表現と文法、リーディング

授業の復習( Unit 5)・授業中説明される宿題

2時間

第12回

Unit 6: That's a Great Shirt!
・Unit 6: 語彙、リスニングと会話

授業の復習( Unit 6)・授業中説明される宿題

2時間

第13回

Unit 6: That's a Great Shirt!
・Unit 6: コミュニケーション活動、表現と文法、リーディング
・プレゼンテーション 3の指導と準備

プレゼンテーション 3の準備

3時間

第14回

プレゼンテーション 3、英語表現Ⅰのまとめ
・プレゼンテーション３, クラスメイトプレゼンテーション評価
・定期試験に向けての学習

授業の復習・ 定期試験に向けての学習

3時間
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プレゼンテーション 2の準備

授業の復習・授業中説明される宿題

3時間

2時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

英語表現Ⅰ（経営）
日笠

ロウェナ

1年

開講時期

前期

単位数

1

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
Students need to talk about various topics such as getting acquainted, daily routines , hometowns, and travel using simple
English.Students are expected to participate actively in pairs and group work.They will study basic grammar and will listen to
CDs. They will also practice presentation skills and lead activities in a group. 様々なトピックについて、ペア、グループにおける会
話やリスニング、プレゼンテーションを通して英語を使う。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

英語運用力

簡単な英語や英語会話を理解し、簡単な英
語で身の回りのことを表現できる。最終的に
は英語が好きになり、楽しく英語を話すこと
ができる。

汎用的な力
1 ．DP8.意思疎通

ペア・グループにおいて、自分の意見や思い
を英語で表現できる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

Class Participation 授業参加

： 積極的に授業に参加しているかを評価します。
30％

Homework & Written Classwork 課
： 授業で課された課題および作文について、期限内に提出されたものに限り、内容や分量を総合
題と作文
的に評価します。
20％
Speaking test 口頭テスト

： 口頭テストで、英会話力を総合的に評価します。
20％

Short Quiz & Listening Tasks 小テ
： 小テストとリスニングテストを評価します。
ストと聞取の課題
10％
Final Exam 期末試験
20％

： 授業で学んだ内容に関する問題が中心です。（Vocabulary and Conversation語彙と会話60%,
Reading and Listening Part読解とリスニングテスト40%）

使用教科書
指定する
著者
Jerry Talandis Jr / Bruno
Vannieu

タイトル
・

出版社

Conversations in Class
Edition

Third ・ alma Publishing

参考文献等
特になし

履修上の注意・備考・メッセージ
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

90

出版年
・

2015 年
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オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業の前後

場所：

授業の教室

備考・注意事項： 質問等があればいつでも来てください。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

Course Introduction コースの説明

self-introduction課題

Goals,rules,tasks,grading
Textbook: Let's Get Started + Golden Rules ゴール、ルー
ル、課題、成績; 教科書：始めましょう+ゴールデンルール
第2回

Unit 1 Part 1 Exchanging Basic Information基本情報の交換
Vocabulary, Conversation ( Role play) Listening Practice
ロールプレイ

Work Assignment: Write a
self-introduction課題: 自己紹介を書く

2時間

Work Assignment: Memorize a scene with a
partner 課題：パートナーと一緒にシー
ンを覚えて発表する

2時間

第3回

Unit 1 Part 2 Majors, school years, and clubs 専攻科
目、学年、クラブ
Vocabulary/ Speaking: Interview and report
インタビュー

Review and prepare for the next
lesson 授業の復習と準備をする

2時間

第4回

Unit 1 Part 3 Part-time jobs パートタイム

Review and prepare for the next
lesson 授業の復習と準備をする

2時間

Review and prepare for the next
lesson 授業の復習と準備をする

2時間

Vocabulary : Jobs / Listening practice / Speaking
仕事について
第5回

Unit 2 Part 1

Daily Routines 日課

Vocabulary:Daily Routines/ Speaking Practice/ Reading
毎日のルーティンについて
第6回

Unit 2 Part 2 Hardest/ easiest days of the week一週
間の中で最も忙しい/暇な日
Language practice: Adjectives / Vocabulary/ Speaking
形容詞を使った表現

Review and prepare for the next
lesson 授業の復習と準備をする

2時間

第7回

Unit 2 Part 3 Spending Time 時間の過ごし方

Review and prepare for the next
lesson 授業の復習と準備をする

2時間

Review and prepare for the next
lesson 授業の復習と準備をする

2時間

Work Assignment: Prepare a short speech
on hometowns故郷についての短いスピー
チを準備する

2時間

Review and prepare for the next
lesson 授業の復習と準備をする

2時間

Work Assignment: Mind map about a
memorable trip 思い出に残る旅行について
のマインドマップ

2時間

2時間

Vocabulary: Adverbs of frequency/ Listening Practice/
Conversation: Open and Closed Questions
頻度を表す福祉を使った表現
第8回

Review Units 1 & 2レビュー / 会話テスト
Review key vocabulary &amp;amp;amp;amp;nformation with a
partner / Speaking Test
復習と会話テスト

第9回

Unit 3 Part 1

Hometown Attractionsホームタウンの観光名所

Vocabulary/ Speaking /Writing about hometowns
ホームタウンについての作文
第10回

Unit 3 Part 2 Hometown likes and dislikes故郷: 好き嫌い
Perform and give feedback / Group work
グループワーク

第11回

Unit 3 Part 3

Where to live in the future将来住む場所

Speaking : Agreeing +adding nuance , stating a different
preference / Listening Practice
将来住む場所について話す
第12回

Unit 4 Part 1 Travel Experiences 旅行体験
Writing : Travel Story / Speaking : Interview
&amp;amp;amp;amp;; Report
旅行体験を作文する

Review and rewrite

第13回

Unit 4 Part 2 Future travel plans & ideas将来の旅行計画

Review and prepare for the next
lesson 授業の復習と準備をする

2時間

Review and study

2時間

Writing/Speaking : Pair work :Future travel ideas and/or
plans
将来の旅行計画について
第14回

Unit 4 Part 3 Travel Review Units 3 & 4レビュー
Vocabulary List and Dialogs
単語リストと会話
Review with a partner / Vocabulary
&amp;amp;amp;amp;Dialogs
授業の復習 ペアワーク
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振り返りと作文の改善

振り返りと試験の準備
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

英語表現Ⅰ（経営）
竹内

ニコール

1年

開講時期

前期

単位数

1

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
このコースは、学生に英語でのコミュニケーションに対する経験と自信を与えることを目的としています。学生は様々なテーマについて自
分の考えや意見を述べることを学びます。スピーキング、リスニング、リーディング、ライティングの練習が割り当てられ、授業内容に関連す
るプレゼンテーションがコース全体で3回行われます。大学生の興味や生活に関連するテーマについてのプレゼンテーションを計画し、実行する
ことを通して、このクラスは学生の英語への興味を高めることを目指しています。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

英語運用力

4技能を用いて、英語で情報の発信・受信が
できる。

汎用的な力
1 ．DP8.意思疎通

英語で他者との意思疎通ができる。ペア・グ
ループワークにおいて他者を尊重しなが
ら自らの役割を遂行することができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・eラーニング、反転授業
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)
・その他(以下に概要を記述)
すべての課題はGoogleClassroomに投稿され、週ごとに整理されます。 課題は、Googleドキュメント、スライド、フォームを使用します。

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。語学の習得には継続した学習が大切です。欠席した場合、各自で授業内容と課題等を教員に確認する責任があ
ります。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業における課題と宿題
25％
Presentations
50％
定期試験

： 授業における課題、宿題の完了、授業における積極的な発言、グループワーク、ペアワークによ
る積極的な態度を評価される。
： 3つのプレゼンテーションは、文法と英語表現、発音と声、プレゼンテーションの流れ、グルー
プの協力および個々の努力によって評価される。プレゼンテーション原稿もライティング課題とし
て別で評価される。
： 授業内で学んだ表現について筆記テストを行う。

25％

使用教科書
指定する
著者
Marc Helgesen, John Wiltshier, ・
Steven Brown

タイトル

出版社

English Firsthand Access 5th
Edition Student Book with
MyMobileWorld ISBN:
9789813132757
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・ Pearson Education

出版年
・

2018 年
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参考文献等
授業で指示します。

履修上の注意・備考・メッセージ
教科書、ノート、文房具と辞書（または電子辞書）を持参すること。授業には積極的・意欲的に取り組むこと。「授業外学修課題」に取り組む
ことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
＊＊教科書にはオンラインワークブックコードが付属しており、オンラインコンテンツにアクセスしなければならないため、各学生は教科
書を必ず購入する必要があります。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業の前後

場所：

授業の教室

備考・注意事項： 竹内

質問等は本授業の前後、またはメールでも構いません。件名に学籍番号、氏名を記入してください。
takeuchi-ni(アットマーク）g.osaka-seikei.ac.jp
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第１回

Class Orientation, Unit 1: Hobbies and Free-Time
Activities
・オリエンテーション
・Unit 1: コミュニケーション活動
*この授業を受講する者は必ず出席すること

授業の復習( Unit １)・授業中説明される宿
題

2時間

第2回

Unit 1: Hobbies and Free-Time Activities, プレゼンテー
ション１の準備
・Unit 1: 語彙、リスニングと会」
・プレゼンテーション１の指導と準備

プレゼンテーション１の準備

3時間

第3回

プレゼンテーション １、Unit 2: Do You Understand?
・プレゼンテーション１, クラスメイトプレゼンテーション評価
・Unit 2: 語彙、リスニングと会話

授業の復習( Unit 2)・授業中説明される宿題

2時間

第4回

Unit 2: Do You Understand?
・Unit 2: コミュニケーション活動、表現と文法、リーディング

授業の復習( Unit 2)・授業中説明される宿題

2時間

第5回

Unit 3: This is My Room
・Unit 3: 語彙、リスニングと会話

授業の復習( Unit 3)・授業中説明される宿題

2時間

第6回

Unit 3: This is My Room

授業の復習( Unit 3)・
る宿題

授業中説明され

2時間

授業の復習( Unit 4)・
る宿題

授業中説明され

2時間

・Unit 3: コミュニケーション活動、表現と文法、リーディング
第7回

Unit 4: When Do You Get Up?
・Unit 4: 語彙、リスニングと会話

第8回

Unit 4: When Do You Get Up?
・Unit 4: コミュニケーション活動、表現と文法、リーディング
・プレゼンテーション 2の指導と準備

第9回

プレゼンテーション 2
・プレゼンテーション 2, クラスメイトプレゼンテーション評価
・特別活動

第10回

Unit 5: Who's That?
・Unit 5: 語彙、リスニングと会話

授業の復習( Unit 5)・授業中説明される宿題

2時間

第11回

Unit 5: Who's That?
・Unit 5: コミュニケーション活動、表現と文法、リーディング

授業の復習( Unit 5)・授業中説明される宿題

2時間

第12回

Unit 6: That's a Great Shirt!
・Unit 6: 語彙、リスニングと会話

授業の復習( Unit 6)・授業中説明される宿題

2時間

第13回

Unit 6: That's a Great Shirt!
・Unit 6: コミュニケーション活動、表現と文法、リーディング
・プレゼンテーション 3の指導と準備

プレゼンテーション 3の準備

3時間

第14回

プレゼンテーション 3、英語表現Ⅰのまとめ
・プレゼンテーション３, クラスメイトプレゼンテーション評価
・定期試験に向けての学習

授業の復習・ 定期試験に向けての学習

3時間
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プレゼンテーション 2の準備

授業の復習・授業中説明される宿題

3時間

2時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

英語表現Ⅰ（経営）
エリック・ロスランスキー
1年

開講時期

前期

単位数

1

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
このコースは、学生に英語でのコミュニケーションに対する経験と自信を与えることを目的としています。学生は様々なテーマについて自
分の考えや意見を述べることを学びます。スピーキング、リスニング、リーディング、ライティングの練習が割り当てられ、授業内容に関連す
るプレゼンテーションがコース全体で3回行われます。大学生の興味や生活に関連するテーマについてのプレゼンテーションを計画し、実行する
ことを通して、このクラスは学生の英語への興味を高めることを目指しています。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

他者とコミュニケーションを取るための英語
運用力

4技能を用いて、英語で情報の発信・受信が
できる。

汎用的な力
1 ．DP8.意思疎通

英語で他者との意思疎通ができる。ペア・グ
ループワークにおいて他者を尊重しなが
ら自らの役割を遂行することができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・eラーニング、反転授業
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)
・その他(以下に概要を記述)
すべての課題はGoogleClassroomに投稿され、週ごとに整理されます。 課題は、Googleドキュメント、スライド、フォームを使用します。

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。語学の習得には継続した学習が大切です。欠席した場合、各自で授業内容と課題等を教員に確認する責任があ
ります。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業における課題と宿題
30％
Presentations
45％
定期試験

： 授業における課題、宿題の完了、授業における積極的な発言、グループワーク、ペアワークによ
る積極的な態度を評価される。
： 3つのプレゼンテーションは、文法と英語表現、発音と声、プレゼンテーションの流れ、グルー
プの協力および個々の努力によって評価される。プレゼンテーション原稿もライティング課題とし
て別で評価される。
： 授業内で学んだ表現について筆記試験を行う。

25％

使用教科書
指定する
著者
Marc Helgesen, John Wiltshier, ・
Steven Brown

タイトル

出版社

English Firsthand Access 5th
Edition Student Book with
MyMobileWorld ISBN:
9789813132757

94

・ Pearson Education

出版年
・

2018 年
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参考文献等
授業で指示します。

履修上の注意・備考・メッセージ
教科書、ノート、文房具と辞書（または電子辞書）を持参すること。授業には積極的な・意欲的に取り組むこと。「授業外学修課
題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
＊＊教科書にはオンラインワークブックコードが付属しており、オンラインコンテンツにアクセスしなければならないため、各学生は教科
書を必ず購入する必要があります。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業の前後

場所：

授業の教室

備考・注意事項： ロスランスキー 質問等は本授業の前後、またはメールでも構いません。件名に学籍番号、氏名を記入してください。
eric(アットマーク）g.osaka-seikei.ac.jp
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第１回

Class Orientation, Unit 1: Hobbies and Free-Time
Activities
・オリエンテーション
・Unit 1: コミュニケーション活動
*この授業を受講する者は必ず出席すること
・GoogleClassroomでオンラインクイズや宿題をする方法を教え
る
・オンラインのインタラクティブな学習ソフトウェアとアプ
リの指導。

授業の復習( Unit １)・授業中説明される宿
題

2時間

第2回

Unit 1: Hobbies and Free-Time Activities, プレゼンテー
ション１の準備
・Unit 1: 語彙、リスニングと会」
・プレゼンテーション１の指導と準備「自己紹介」

プレゼンテーション１の準備

3時間

第3回

プレゼンテーション １、Unit 2: Do You Understand?
・プレゼンテーション１
・Unit 2: 語彙、リスニングと会話

授業の復習( Unit 2)・授業中説明される宿題

2時間

第4回

Unit 2: Do You Understand?
・Unit 2: コミュニケーション活動、表現と文法、リーディング

授業の復習( Unit 2)・授業中説明される宿題

2時間

第5回

Unit 3: This is My Room
・Unit 3: 語彙、リスニングと会話

授業の復習( Unit 3)・授業中説明される宿題

2時間

第6回

Unit 3: This is My Room

授業の復習( Unit 3)・
る宿題

授業中説明され

2時間

授業の復習( Unit 4)・
る宿題

授業中説明され

2時間

・Unit 3: コミュニケーション活動、表現と文法、リーディング
・プレゼンテーション 2の指導と準備
第7回

プレゼンテーション 2
・プレゼンテーション 2
・Unit 1-3 レビュー

第8回

Unit 4: When Do You Get Up?
・Unit 4: 語彙、リスニングと会話

プレゼンテーション 2の準備

第9回

Unit 4: When Do You Get Up
・Unit 4: コミュニケーション活動、表現と文法、リーディング
・特別活動

第10回

Unit 5: Who's That?
・Unit 5: 語彙、リスニングと会話

授業の復習( Unit 5)・授業中説明される宿題

2時間

第11回

Unit 5: Who's That?
・Unit 5: コミュニケーション活動、表現と文法、リーディング
・プレゼンテーション 3の指導と準備

授業の復習( Unit 5)・授業中説明される宿題

2時間

第12回

Unit 6: That's a Great Shirt! ・プレゼンテーション３
・Unit 6: 語彙、リスニングと会話
・プレゼンテーション３

授業の復習( Unit 6)・授業中説明される宿題

2時間

第13回

Unit 6: That's a Great Shirt!
・Unit 6: コミュニケーション活動、表現と文法、リーディング

プレゼンテーション 3の準備

3時間

第14回

Unit ４－６レビュー
・定期試験に向けての学習
・Unit ４－６レビュー

授業の復習・ 定期試験に向けての学習

3時間
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授業の復習・授業中説明される宿題

3時間
2時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

英語表現Ⅰ（教育）
片岡晴美・天羽美帆・吉川正美・呉亜矢・Ｊ・リング
3年

開講時期

前期

単位数

1

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
本授業では、語彙、文法、発音および4技能5領域（リーディング、リスニング、ライティング、スピーキング（やり取り・発表））の全般
的な向上を図ることにより、CEFR B2レベルの英語コミュニケーション能力を身に付けることを目指します。授業内では、ペアワーク、グループ
ワーク、ミニプレゼンテーション、グループプレゼンテーション、ディスカッション、エッセイライティングなどの活動を行ない、多様な背
景を持った人々と交流するために必要な英語力を獲得します。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

他者とコミュニケーションを取るための英語
力

4技能(5領域）を用いて、英語で情報の発
信・受信ができる。

汎用的な力
1 ．DP8.意思疎通

英語で他者との意思疎通ができる。

2 ．DP10.忠恕の心

ペア、グループワークにおいて、他者を尊
重しながら、自らの役割を遂行することがで
きる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
語学の習得には継続した学習が大切です。
欠席した場合は各自で課題等を教員に確認してください。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

プレゼンテーション等のパフォーマン ： 授業内に実施するパフォーマンス課題（学生が英語でアウトプットするもの）について、内容、発
ス課題
音、発表態度、積極的に参加できたか等を総合的に評価します。
50％
授業課題、積極的な授業活動への参加 ： 授業内および宿題として出された課題について、内容、分量等を評価します。
25％
定期試験

： 14回の授業で学んだ、テキストや言語活動の内容に関して出題される試験の結果で評価します。
25％

使用教科書
指定する
著者
Latham-Koenig, Christina et al.・

タイトル

出版社

American English File 3
(Third Edition)

参考文献等
授業で指示します。

履修上の注意・備考・メッセージ

96

・ Oxford University Press

出版年
・

2021 年
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・教科書、ノート、辞書を持参すること。
・授業には、積極的・意欲的に取り組むこと。
・携帯電話、スマートフォンは指示した時以外は使用を禁じます。
・授業は予習を前提として行われます。また、授業後は丁寧に復習しておいてください。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業の前後

場所：

授業の教室

備考・注意事項： 他の時間で対応可能な場合は、初回の授業で案内します。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション、コミュニケーション活動
・授業の進め方、準備、課題、約束事等について説明する
・コミュニケーション活動の例を体験する

第2回

Unit 1A

Eating in...and out

・grammar: simple present and continuous, action and
nonaction verbs
・vocabulary: food and cooking
・pronunciation: vowel sounds
・listening, reading and speaking: eating
第3回

Unit 1B

Modern Families

・grammar: future forms
・vocabulary: family, adjectives of personality
・pronunciation: sentence stress, word stress
・listening, reading, speaking and writing: family
第4回

Unit

2A

Spending money

・grammar: present perfect and simple past
・vocabulary: money
・pronunciation: o and or
・listening, reading and speaking: money
第5回

Unit 2B

Changing lives

・grammar: present perfect+for/since, present perfect
continuous
・vocabulary: strong adjectives
・pronunciation: sentence stress
・listening, reading, speaking and writing: life
・パフォーマンス課題（１）の説明

授業の復習（語彙、発音、文法、リスニン
グ、リーディング、スピーキング）

1時間

授業の準備と復習（語彙、発音、文法、リス
ニング、リーディング、スピーキング）

1時間

授業の準備と復習（語彙、発音、文法、リス
ニング、リーディング、スピーキング、ライ
ティング）

1時間

授業の準備と復習（語彙、発音、文法、リス
ニング、リーディング、スピーキング）

1時間

授業の準備と復習（語彙、発音、文法、リス
ニング、リーディング、スピーキング、ライ
ティング）

1時間

第6回

パフォーマンス課題（１）
・第1-5回の授業の内容に関連したパフォーマンス活動を行う
・発表後には簡単な質疑応答を行う
・相互評価と振り返り（他者からの評価を参考にし、自己評
価を行い、今後の改善点を考える）

パフォーマンス課題の準備と振り返り

1時間

第7回

Unit 3A

授業の準備と復習（語彙、発音、文法、リス
ニング、リーディング、スピーキング、ライ
ティング）

1時間

授業の準備と復習（語彙、発音、文法、リス
ニング、リーディング、スピーキング）

1時間

授業の準備と復習（語彙、発音、文法、リス
ニング、リーディング、スピーキング）

1時間

授業の準備と復習（語彙、発音、文法、リス
ニング、リーディング、スピーキング）

1時間

Survive the drive

・grammar: comparatives and superlatives
・vocabulary: transportation
・pronunciation: affricates, linking
・listening, reading, speaking and writing: driving
第8回

Unit 3B

Men, women, and children

・grammar: articles
・vocabulary: collocation
・pronunciation: schwa, the
・listening, reading and speaking: gender
第9回

Unit 4A

Bad manners?

・grammar: have to, must, should
・vocabulary: phone language
・pronunciation: silent consonants
・listening, reading and speaking: manners
第10回

Unit 4B

Yes, I can!

・grammar: cab, could, be able to
・vocabulary: -ed/-ing adjectives
・pronunciation: present stress
・listening, reading,and speaking: ability and possibility
・パフォーマンス課題（２）の説明
第11回

パフォーマンス課題（２）
・第7-10回の授業の内容に関連したパフォーマンス活動を行う
・発表後には簡単な質疑応答を行う
・相互評価と振り返り（他者からの評価を参考にし、自己評
価を行い、今後の改善点を考える）

パフォーマンス課題の準備と振り返り

1時間

第12回

Unit 5A

授業の準備と復習（語彙、発音、文法、リス
ニング、リーディング、スピーキング、ライ
ティング）

1時間

Sporting superstitions

・grammar: past tenses
・vocabulary: sports
・pronunciation: r-diphthongs
・listening, reading, speaking and writing: sports

97
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第13回

Unit 5B

#thewaywemet

・grammar: past and present habits and states
・vocabulary: relationships
・pronunciation: the letter s, used to
・listening, reading and speaking: relationships
・パフォーマンス課題（３）の説明
第14回

パフォーマンス課題（３）
・第12―13回の授業の内容に関連したパフォーマンス活動を行う
・発表後には簡単な質疑応答を行う
・相互評価と振り返り（他者からの評価を参考にし、自己評
価を行い、今後の改善点を考える）

98

授業の準備と復習（語彙、発音、文法、リス
ニング、リーディング、スピーキング）

1時間

パフォーマンス課題の準備と振り返り、定期
試験の準備

1時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

英語表現Ⅰ（国際観光）
澤泰人
1年

開講時期

前期

単位数

1

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
本授業は、ビジネスの基礎となる英語の語彙や表現を正しく理解し、リスニングとリーディングの両面でビジネス的コンテンツに対する親和
性を高めることを目標とする。様々な演習問題に取り組むことを通じて、英語学修の意義や楽しさに気づき、自律的な学習態度の素地を涵養で
きるよう授業を展開する。また、授業中にはペアやグループでの活動を積極的に取り入れ、協働学習による目標達成への連帯感と動機付け
を図りつつ、英語コミュニケーション力の育成と、TOEICなどの英語検定にも対応できる力を培う。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

ビジネスの基礎となる英語力の育成

ビジネスシーンで用いられる会話における基
本的な英語の語彙や表現が正しく理解できる
ようになる

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

英語コミュニケーション力の育成

よくあるビジネスシーンにおいて、英語でや
りとりができる（会話やメール）

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

TOEIC等に向けて自ら学習計画を立て、それ
に従って自律的に学習を進めることができる

2 ．DP9.役割理解・連携行動

協働学習において積極的に関わり、互い
に学びあうことができる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します

成績評価
注意事項等
●原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
●私語や携帯電話等の不要な使用などが目立つ場合、授業への積極的な参加の意志がないものとみなします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

課題

： 宿題や課題への取り組みや完成度を評価します。
35％

参加と小テスト
35％
定期試験

： 質問や自分の考え・意見の発表に、また課題の完成に向けてどれだけ積極的に取り組んでいるか
を評価します。小テストでは前回の授業内容の理解度を評価します。
： 試験の得点で評価します。

30％

使用教科書
指定する
著者
石井隆之 他

タイトル
・

出版社

Enjoy Practicing For The
TOEIC Listening And Reading
Test

参考文献等
English Grammar In Use, Second Edition （Cambridge University Press）1994
TOEICテスト英単語・熟語マスタリー2000（旺文社） 2016

履修上の注意・備考・メッセージ
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本科目は1単位の科目であるため、平均すると毎回1時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
●毎回、授業内に小テストを実施します。
●毎回、授業終了時に宿題が出されます。
●授業では、教科書を使用するほか、必要に応じてハンドアウト等を配布します。
●第1回目の授業で示されるルールを守って受講してください。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：
場所：
備考・注意事項： 初回授業でお知らせします。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

イントロダクション、自己紹介と写真描写
TOEICテストの概要を説明する。
簡単な英語を使って、短い自己紹介をする。
さまざまな場面の写真を見て、平易な英語で説明する。

授業時に学んだ語句・表現を反復練習する。

1時間

第2回

Chapter 1 Listening & Speaking
“Job Hunting” （就職活動）①
就職活動に関する語句・表現を学び、それをテーマにし
たTOEICリスニングに取り組む。スピーキングの練習も行う。

授業時に学んだ語句・表現を反復練習する。

1時間

第3回

Chapter 1 Reading & Writing
“Job Hunting” （就職活動）②
就職活動に関する語句・表現を使って作文練習を行う。また、そ
れをテーマにしたTOEICリーディングに取り組む。

授業時に学んだ語句・表現を反復練習する。

1時間

第4回

Chapter 3 Listening & Speaking
“Giving a Presentation”（プレゼンを行う）①
プレゼンに関する語句・表現を学び、それをテーマにし
たTOEICリスニングに取り組む。スピーキングの練習も行う。

授業時に学んだ語句・表現を反復練習する。

1時間

第5回

Chapter 3 Reading & Writing
“Giving a Presentation”（プレゼンを行う）②
プレゼンに関する語句・表現を使って作文練習を行う。また、そ
れをテーマにしたTOEICリーディングに取り組む。

授業時に学んだ語句・表現を反復練習する。

1時間

第6回

Chapter 5 Listening & Speaking
“New Distribution Channel”（新たな販売ルート）①
販売活動に関する語句・表現を学び、それをテーマにし
たTOEICリスニングに取り組む。スピーキングの練習も行う。

授業時に学んだ語句・表現を反復練習する。

1時間

第7回

Chapter 5 Reading & Writing
“New Distribution Channel”（新たな販売ルート）②
販売活動に関する語句・表現を使って作文練習を行う。また、そ
れをテーマにしたTOEICリーディングに取り組む。

授業時に学んだ語句・表現を反復練習する。

1時間

第8回

第1回～第7回までの総まとめと表現演習
第1回～第7回まで学んだ語句や表現を総復習をする。
また、各種問題に取り組むことで、それらの習熟度や到達
度を測り、評価する。

授業時に学んだ語句・表現を反復練習する。

1時間

第9回

Chapter 7 Listening & Speaking
“Board Meeting”（役員会議）①
役員会議に関する語句・表現を学び、それをテーマにし
たTOEICリスニングに取り組む。スピーキングの練習も行う。

授業時に学んだ語句・表現を反復練習する。

1時間

第10回

Chapter 7 Reading & Writing
“Board Meeting”（役員会議）②
役員会議に関する語句・表現を使って作文練習を行う。また、そ
れをテーマにしたTOEICリーディングに取り組む。

授業時に学んだ語句・表現を反復練習する。

1時間

第11回

Chapter 9 Listening & Speaking
“Business Trip Abroad”（海外出張）①
海外出張に関する語句・表現を学び、それをテーマにし
たTOEICリスニングに取り組む。スピーキングの練習も行う。

授業時に学んだ語句・表現を反復練習する。

1時間

第12回

Chapter 9 Reading & Writing
“Business Trip Abroad”（海外出張）②
海外出張に関する語句・表現を使って作文練習を行う。また、そ
れをテーマにしたTOEICリーディングに取り組む。

授業時に学んだ語句・表現を反復練習する。

1時間

第13回

Chapter 11 Listening & Speaking
“President’s Decision”（社長の決断）①
業務上の各種決裁に関する語句・表現を学び、それをテーマにし
たTOEICリスニングに取り組む。スピーキングの練習も行う。

授業時に学んだ語句・表現を反復練習する。

1時間

第14回

Chapter 11 Reading & Writing
“President’s Decision”（社長の決断）②
業務上の各種決裁に関する語句・表現を使って作文練
習を行う。また、それをテーマにしたTOEICリーディン
グに取り組む。

授業時に学んだ語句・表現を反復練習する。

1時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

英語表現Ⅱ
セン・イン
1年

開講時期

後期

単位数

1

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
このコースは、学生に英語でのコミュニケーションに対する経験と自信を与えることを目的としています。学生は様々なテーマについて自
分の考えや意見を述べることを学びます。スピーキング、リスニング、リーディング、ライティングの練習が割り当てられ、授業内容に関連す
るプレゼンテーションがコース全体で3回行われます。大学生の興味や生活に関連するテーマについてのプレゼンテーションを計画し、実行する
ことを通して、このクラスは学生の英語への興味を高めることを目指しています。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

英語運用力

4技能を用いて、英語で情報の発信・受信が
できる

汎用的な力
1 ．DP8.意思疎通

英語で他者との意思疎通ができる。ペア・グ
ループワークにおいて他者を尊重しなが
ら自らの役割を遂行することができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・eラーニング、反転授業
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。語学の習得には継続した学習が大切です。欠席した場合、各自で授業内容と課題等を教員に確認する責任があ
ります。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

Presentations
50％
In-class assignments and homework
25％
Final exam

： 3つのプレゼンテーションは、文法と英語表現、発音と声、プレゼンテーションの流れ、グルー
プの協力および個々の努力によって評価される。プレゼンテーション原稿もライティング課題とし
て別で評価される
： 授業における課題、宿題の完了、授業における積極的な発言、グループワーク、ペアワークによ
る積極的な態度を評価される。
： 授業内で学んだ表現について筆記テストを行う。

25％

使用教科書
指定する
著者
Marc Helgesen, John Wiltshier, ・
and Steven Brown

タイトル

出版社

English Firsthand Access 5th ・ Pearson
Edition Student Book with
MyMobileWorld ISBN:
9789813132757

参考文献等
授業で指示します
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履修上の注意・備考・メッセージ
教科書、ノート、文房具と辞書（または電子辞書）を持参すること。授業には積極的・意欲的に取り組むこと。「授業外学修課題」に取り組む
ことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
＊＊教科書にはオンラインワークブックコードが付属しており、オンラインコンテンツにアクセスしなければならないため、各学生は教科
書を必ず購入する必要があります。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業の前後

場所：

授業の教室

備考・注意事項： 質問等は本授業の前後、またはメールでも構いません。件名に学籍番号、氏名を記入してください。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

Class Orientation, Unit 7: I Really Enjoy It!
・オリエンテーション
・Unit 7: コミュニケーション活動、リスニングと会話

授業の復習 (Unit 7)・授業中説明される宿題

2時間

*この授業を受講する者は必ず出席すること
第2回

Unit 7: I Really Enjoy It!, プレゼンテーション１の準備
・Unit 7: 語彙、リスニングと会話
・プレゼンテーション１の指導と準備

プレゼンテーション１の準備

3時間

第3回

プレゼンテーション １、Unit 8: Let’s Eat!
・プレゼンテーション１, クラスメイトプレゼンテーション評価
・Unit 8: 語彙、リスニングと会話

授業の復習( Unit 8)・授業中説明される宿題

2時間

第4回

Unit 8: Let’s Eat!
・Unit 8: コミュニケーション活動、表現と文法、リスニング

授業の復習( Unit 8)・授業中説明される宿題

2時間

第5回

Unit 9: I Really Enjoy It!
・Unit 9: 語彙、リスニングと会話

授業の復習( Unit 9)・授業中説明される宿題

2時間

第6回

Unit 9: I Really Enjoy It!

授業の復習( Unit 9)・ 授業中説明される宿
題

2時間

授業の復習( Unit 10)・ 授業中説明される宿
題

2時間

・Unit 9: コミュニケーション活動、表現と文法、リーディング
第7回

Unit 10: Welcome to My Home
・Unit 10: 語彙、リスニングと会話

第8回

Unit 10: Welcome to My Home
・Unit 10: コミュニケーション活動、表現と文法、リーディン
グ
・プレゼンテーション 2の指導と準備

プレゼンテーション 2の準備

3時間

第9回

プレゼンテーション 2
・プレゼンテーション 2, クラスメイトプレゼンテーション評価

授業の復習・授業中説明される宿題

2時間

第10回

Unit 11: Where Did You Go?

授業の復習( Unit 11)・授業中説明される宿
題

2時間

授業の復習( Unit 11)・授業中説明される宿
題

2時間

授業の復習( Unit 12)・授業中説明される宿
題

2時間

・Unit 11: 語彙、リスニングと会話
第11回

Unit 11: Where Did You Go?
・Unit 11: コミュニケーション活動、表現と文法、リーディン
グ

第12回

Unit 12: Will I Be Famous?
・Unit 12: 語彙、リスニングと会話

第13回

Unit 12: Will I Be Famous?
・Unit 12: コミュニケーション活動、表現と文法、リーディン
グ
・プレゼンテーション 3の指導と準備

プレゼンテーション 3の準備

3時間

第14回

プレゼンテーション 3、英語表現Ⅰのまとめ
・プレゼンテーション３, クラスメイトのプレゼンテーション評
価
・定期試験に向けての学習

・定期試験に向けての学習

2時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

英語表現Ⅱ（経営）
國方太司・松山加奈子
1年

開講時期

後期

単位数

1

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
Students will spend much time in class learning vocabulary and speaking with classmates about everyday life topics, such as free
time activities, hobbies, likes and dislikes, and eating out.Students are expected to participate actively in pairs and group
work、study and review basic grammar and will listen to CDs. They will also practice presentation skills。日常生活に関連したト
ピックでの語彙や会話の力を養う。また、ペア、グループにおける会話やリスニング、プレゼンテーションを通して英語を使うことを目的とす
る。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

英語運用力

4技能に自信を持って流暢かつ正確に英
語を使うことができる。

汎用的な力
1 ．DP8.意思疎通

ペア・グループにおいて、自分の意見を的
確に相手に伝えることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

Class Participation授業参加

： 積極的に授業に参加しているかを評価します。
30％

Homework and Written Classwork 課
： 授業で課された課題について、期限内に提出されたものに限り、内容と分量を総合的に評価しま
題と作文
す。
20％
Speaking Test口頭テスト

： 口頭テストで英会話力を評価します。
20％

Short Quiz & Listening Tasks小テス ： 小テストと聞き取りテストを評価します。
トと聞き取り課題
10％
Final Exam期末試験
20％

： 授業の内容に関して出題します。（Vocabulary and Conversation語彙と会話60%, Reading and
Listening Part読解とリスニングテスト40%）

使用教科書
指定する
著者
Jerry Talandis Jr/ Bruno
Vannieu

タイトル
・

出版社

Conversations in Class Third
Edition

with Stephen Richmond /Jean-Luc・
Azra

参考文献等
特になし

履修上の注意・備考・メッセージ
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「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業の前後

場所：

授業の教室

備考・注意事項： 質問があればいつでも来てください。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

Course Introductionコ-スの説明
Goals, rules, grading
目標、ルール、授業評価など

第2回

Unit 5 Part 1

Unit1-4のレビュー

Review Units 1-4
復習

Talking about breaks 休暇について話す

Vocabulary/Speaking: Group work・Writing
グループワーク
ライティング

Read the course syllabus, Review the
lesson シラバスの確認と授業の復習

2時間

Work Assignment: Prepare a short speech
on ' My most memorable holiday'. 課題：
「私の最も記憶に残る休日」の短いスピー
チを準備する。

2時間

第3回

Unit 5 Part 2 Favorite Free time activities お気に入り
のフリータイムアクティビティ
Reporting/ Feedback / Speaking / Listening Practice
フリータイムアクティビティ

Review and prepare for the next lesson 授
業の復習と準備

2時間

第4回

Unit 5 Part 3
来の趣味

Work Assignment: Write about ' My
favorite kind of music'. 課題:「私の好き
な音楽の種類」について書く。

2時間

Review and prepare for the next lesson 授
業の復習と準備

2時間

Work Assignment: Prepare a short
presentation on a movie scene analysis/
TV or game課題: 映画シーンの分析/テレ
ビやゲームで短いプレゼンテーションを準
備する

2時間

Review and prepare for the next lesson 授
業の復習と準備

2時間

Review and prepare for the next lesson 授
業の復習と準備

2時間

Review and prepare for the next lesson 授
業の復習と準備

2時間

Review and prepare for the next lesson 授
業の復習と準備

2時間

Work Assignment: Work in groups; prepare
a short drama ( life in five years) グ
ループで短いドラマを準備する（5年後の生
活）

2時間

Current & future hobbies 現在および将

Vocabulary:Hobbies/ Reading: Pair work
趣味について
第5回

Unit 6 Part 1

Music 音楽

Group work discussion, Listening Practice
音楽についてのディスカッション
第6回

Unit 6 Part 2

Movies 映画

Vocabulary: Kinds of movies/ Writing
映画についてのライティング
第7回

Unit 6 Part 3

TV, reading and games テレビ、読書、ゲーム

Presentation &amp;amp;amp;amp;amp;amp; feedback /
Speaking
プレゼンテーション
第8回

Review Units 5-6 復習
Review Quiz/ Speaking Test
授業の復習とスピーキングテスト

第9回

Unit 7 Part 1 Recent meals 最近の食事
Vocabulary: Food / Role Play
食事についてのロールプレイ

第10回

Unit 7 Part 2 Likes & dislikes 好き嫌い
Vocabulary/ Group work/ Listening Practice
好き嫌いについてのグループ活動

第11回

Unit 7 Part 3 Exotic foods & eating outエキゾチッ
クな食べ物と外食
Vocabulary/ Role Play: Perform and give feedback
食べ物についてのロールプレイ

第12回

Unit 8 Part 1 Imagining life in five years5年後で人
生を想像する
Language Practice / Reading ・Pair work
リーディング
ペアワーク

Review and prepare for the next lesson 授
業の復習と準備 +E61

2時間

第13回

Unit 8 Part

Short drama presentation ( Perform and
give feedback) ショートドラマプレゼンテー
ション（演奏とフィードバック）

2時間

Review and study for the final exam 授
業の復習と期末試験に向けての学習

2時間

３ Dream jobs

夢の仕事

About Dream jobs
Presentation
夢の仕事についての活動
第14回

Review

授業全体の復習

Review what you have learned.
Study for the final exam.
授業の振り返りと期末試験に向けての学習
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

英語表現Ⅱ（経営）
竹内 ニコール
1年

開講時期

後期

単位数

1

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
このコースは、学生に英語でのコミュニケーションに対する経験と自信を与えることを目的としています。学生は様々なテーマについて自
分の考えや意見を述べることを学びます。スピーキング、リスニング、リーディング、ライティングの練習が割り当てられ、授業内容に関連す
るプレゼンテーションがコース全体で3回行われます。大学生の興味や生活に関連するテーマについてのプレゼンテーションを計画し、実行する
ことを通して、このクラスは学生の英語への興味を高めることを目指しています。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

英語運用力

4技能を用いて、英語で情報の発信・受信が
できる。

汎用的な力
1 ．DP8.意思疎通

英語で他者との意思疎通ができる。ペア・グ
ループワークにおいて他者を尊重しなが
ら自らの役割を遂行することができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・eラーニング、反転授業
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)
すべての課題はGoogleClassroomに投稿され、週ごとに整理されます。 課題は、Googleドキュメント、スライド、フォームを使用します。

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなす。語学の習得には継続した学習が大切です。欠席した場合、各
自で授業内容と課題等を教員に確認する責任があります。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業における課題と宿題
25％
Presentations
50％
定期試験

： 授業における課題、宿題の完了、授業における積極的な発言、グループワーク、ペアワークによ
る積極的な態度を評価される。
： 3つのプレゼンテーションは、文法と英語表現、発音と声、プレゼンテーションの流れ、グルー
プの協力および個々の努力によって評価される。プレゼンテーション原稿もライティング課題とし
て別で評価される。
： 授業内で学んだ表現について筆記テストを行う。

25％

使用教科書
指定する
著者
Marc Helgesen, John Wiltshier, ・
Steven Brown

タイトル

出版社

English Firsthand Access 5th
Edition Student Book with
MyMobileWorld ISBN:
9789813132757

参考文献等
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出版年
・

2018 年
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授業で指示します。

履修上の注意・備考・メッセージ
教科書、ノート、文房具と辞書（または電子辞書）を持参すること。授業には積極的な・意欲的に取り組むこと。「授業外学修課
題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
＊＊教科書にはオンラインワークブックコードが付属しており、オンラインコンテンツにアクセスしなければならないため、各学生は教科
書を必ず購入する必要があります。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業の前後

場所：

授業の教室

備考・注意事項： 質問等は本授業の前後、またはメールでも構いません。件名に学籍番号、氏名を記入してください。
takeuchi-ni(アットマーク）g.osaka-seikei.ac.jp
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

Class Orientation and Class Overview, Unit 7: I Really
Enjoy It!
・オリエンテーション
・Unit 7: 語彙、リスニングと会話
*この授業を受講する者は必ず出席すること

授業の復習( Unit 7)・授業中説明される宿題

2時間

第2回

Unit 7: I Really Enjoy It!, プレゼンテーション1の準備
・Unit 7: コミュニケーション活動, リーディング
・プレゼンテーション１の指導と準備

プレゼンテーション １の準備

3時間

第3回

プレゼンテーション１、Unit 8: Let's Eat!
・プレゼンテーション１, クラスメイトプレゼンテーション評価
・Unit 8: 語彙、リスニングと会話

授業の復習( Unit 8)・授業中説明される宿題

2時間

第4回

Unit 8: Let's Eat!
・Unit 8: コミュニケーション活動, リーディング

授業の復習( Unit 8)・授業中説明される宿題

2時間

第5回

Unit 9: I Really Enjoy It!
・Unit 9: 語彙、リスニングと会話

授業の復習( Unit 9)・授業中説明される宿題

2時間

第6回

Unit 9: I Really Enjoy It!
・Unit 9: コミュニケーション活動, リーディング

授業の復習( Unit 9)・授業中説明される宿題

2時間

第7回

Unit 10: Welcome to My Home

授業の復習( Unit 10)・授業中説明される宿
題

2時間

・Unit 10: 語彙、リスニングと会話
第8回

Unit 10: Welcome to My Home, プレゼンテーション2の準備
・Unit 10: コミュニケーション活動, リーディング
・プレゼンテーション２の指導と準備

プレゼンテーション2の準備

3時間

第9回

プレゼンテーション 2
・プレゼンテーション ２, クラスメイトプレゼンテーション評
価
・特別活動

授業中説明される宿題

2時間

第10回

Unit 11: Where Did You Go?

授業の復習( Unit 11)・授業中説明される宿
題

2時間

授業の復習( Unit 11)・授業中説明される宿
題

2時間

授業の復習( Unit 12)・授業中説明される宿
題

2時間

・Unit 11: 語彙、リスニングと会話
第11回

Unit 11: Where Did You Go?
・Unit 11: コミュニケーション活動, リーディング

第12回

Unit 12: Will I Be Famous?
・Unit 12: 語彙、リスニングと会話

第13回

Unit 12: Will I Be Famous?、プレゼンテーション3の準備
・Unit 11: コミュニケーション活動, リーディング
・プレゼンテーション3の指導と準備

プレゼンテーション3の準備

3時間

第14回

プレゼンテーション 3、英語表現Ⅱのまとめ
・プレゼンテーション３, クラスメイトプレゼンテーション評価
・定期試験に向けての学習

授業の復習・ 定期試験に向けての学習

3時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

英語表現Ⅱ（経営）
エリック・ロスランスキー
1年

開講時期

後期

単位数

1

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
このコースは、学生に英語でのコミュニケーションに対する経験と自信を与えることを目的としています。学生は様々なテーマについて自
分の考えや意見を述べることを学びます。スピーキング、リスニング、リーディング、ライティングの練習が割り当てられ、授業内容に関連す
るプレゼンテーションがコース全体で3回行われます。大学生の興味や生活に関連するテーマについてのプレゼンテーションを計画し、実行する
ことを通して、このクラスは学生の英語への興味を高めることを目指しています。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

英語運用力

4技能を用いて、英語で情報の発信・受信が
できる。

汎用的な力
1 ．DP8.意思疎通

英語で他者との意思疎通ができる。ペア・グ
ループワークにおいて他者を尊重しなが
ら自らの役割を遂行することができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。語学の習得には継続した学習が大切です。欠席した場合、各自で授業内容と課題等を教員に確認する責任があ
ります。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業における課題と宿題
30％
Presentations
45％
定期試験

： 授業における課題、宿題の完了、授業における積極的な発言、グループワーク、ペアワークによ
る積極的な態度を評価される。
： 3つのプレゼンテーションは、文法と英語表現、発音と声、プレゼンテーションの流れ、グルー
プの協力および個々の努力によって評価される。プレゼンテーション原稿もライティング課題とし
て別で評価される。
： 授業の内容について定期試験を実施する。

25％

使用教科書
指定する
著者
Marc Helgesen, John Wiltshier, ・
Steven Brown

タイトル

出版社

English Firsthand Access
Fifth Edition Student Book
with MyMobileWorld ISBN
9789813132757

参考文献等
授業で指示します。

履修上の注意・備考・メッセージ
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教科書、ノート、文房具と辞書（または電子辞書）を持参すること。授業には積極的な・意欲的に取り組むこと。「授業外学修課
題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
＊＊教科書にはオンラインワークブックコードが付属しており、オンラインコンテンツにアクセスしなければならないため、各学生は教科
書を必ず購入する必要があります。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業の前後

場所：

授業の教室

備考・注意事項： 質問等は本授業の前後、またはメールでも構いません。件名に学籍番号、氏名を記入してください。
eric(アットマーク）g.osaka-seikei.ac.jp
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

Class Orientation and Class Overview, Communication
Activity
・授業の進め方
・授業の準備もの、課題等について説明します。
・授業で使われる英語表現
・コミュニケーション活動
・オリエンテーション
・GoogleClassroomでオンラインクイズや宿題をする方法を教え
る
・オンラインのインタラクティブな学習ソフトウェアとアプ
リの指導。
*この授業を受講する者は必ず出席すること
・Unit７ コミュニケーション活動、表現と文法、リーディング

授業の復習・ 課題に関する学習

2時間

第2回

Unit 7 I Love Weekends! "Vocabulary, Listening and
Conversation"
・Unit７ コミュニケーション活動、表現と文法、リーディング
・ペアワーク、グループワーク
・プレゼンテーション１の指導と準備

授業の復習( Unit 7)・ 課題に関する学
習、パフォーマンス課題の準備

2時間

第3回

Unit 7 I Love Weekends! "Communication Activity and
Grammar" Performance 1
・Unit７ コミュニケーション活動、表現と文法、リーディング
・プレゼンテーション１

授業の復習( Unit 7)

2時間

第4回

Unit 8 Let's Eat "Vocabulary, Listening and
Conversation"
Unit 8: 語彙、リスニングと会話

ライティング課題１完了する

2時間

第5回

Unit 8 Let's Eat "Communication Activity and Grammar"
・Unit 8 コミュニケーション活動、表現と文法、リーディング

授業の復習( Unit 8)

2時間

第6回

Unit 9 I really enjoy it! "Vocabulary, Listening and
Conversation"
Unit 9: 語彙、リスニングと会話

授業の復習( Unit 9)・ 課題に関する学習

2時間

第7回

Unit 9

授業の復習( Unit 9)・ Unit 9
たパフォーマンス課題の準備

2時間

"Communication Activity and Grammar"

・Unit 9: コミュニケーション活動、表現と文法、リーディング
・プレゼンテーション２課題の準備

に関連し

第8回

Unit 7-9 Review、Presentation 2
・Unit 7-9 Review: 語彙、リスニング、会話、表現と文法
・プレゼンテーション２

ライティング課題2完了する・

2時間

第9回

Unit 10 Welcome to my home "Vocabulary, Listening and
Conversation"
・Unit 10 語彙、リスニングと会話

授業の復習( Unit 10)

2時間

第10回

Unit 10 Welcome to my Home. "Communication Activity and
Grammar"

授業の復習( Unit 10)・課題に関する学習
、教科書の109ページのカードを切って用意す
る

2時間

・Unit 10:コミュニケーション活動、表現と文法、リーディング
第11回

Unit 11 "Where did you go?"
Unit 11: 語彙、リスニングと会話

授業の復習( Unit 11)

2時間

第12回

Unit 11 "Where did you go?"

授業の復習( Unit 11)・プレゼンテーショ
ン３課題の準備

2時間

・Unit 11:コミュニケーション活動、表現と文法、リーディング
・プレゼンテーション３課題の準備
第13回

Unit 12 ”Will I be famous？” Performance 3
・Unit 12: 語彙、リスニングと会話
・プレゼンテーション３

授業の復習( Unit 12)

2時間

第14回

Unit 7~12, Semester Review
学生はグループでUnit 7～12のレビュー活動を作成する

授業の復習・最終試験に向けての学習

2時間

・授業の振り返り
・最終試験の準備と練習。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

英語表現Ⅱ（経営）
ピアス・ストリックランド
1年

開講時期

後期

単位数

1

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
このコースは、学生に英語でのコミュニケーションに対する経験と自信を与えることを目的としています。学生は様々なテーマについて自
分の考えや意見を述べることを学びます。スピーキング、リスニング、リーディング、ライティングの練習が割り当てられ、授業内容に関連す
るプレゼンテーションがコース全体で3回行われます。大学生の興味や生活に関連するテーマについてのプレゼンテーションを計画し、実行する
ことを通して、このクラスは学生の英語への興味を高めることを目指しています。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

他者とコミュニケーションを取るための英語
運用力

4技能を用いて、英語で情報の発信・受信が
できる。

汎用的な力
1 ．DP8.意思疎通

英語で他者との意思疎通ができる。ペア・グ
ループワークにおいて他者を尊重しなが
ら自らの役割を遂行することができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・eラーニング、反転授業
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)
すべての課題はGoogleClassroomに投稿され、週ごとに整理されます。 課題は、Googleドキュメント、スライド、フォームを使用します。

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなす。語学の習得には継続した学習が大切です。欠席した場合、各
自で授業内容と課題等を教員に確認する責任があります。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業における課題と宿題
25％
Presentations
50％
定期試験

： 授業における課題、宿題の完了、授業における積極的な発言、グループワーク、ペアワークによ
る積極的な態度を評価される。
： 3つのプレゼンテーションは、文法と英語表現、発音と声、プレゼンテーションの流れ、グルー
プの協力および個々の努力によって評価される。プレゼンテーション原稿もライティング課題とし
て別で評価される。
： 授業内で学んだ表現について筆記テストを行う。

25％

使用教科書
指定する
著者
Marc Helgesen, John Wiltshier, ・
Steven Brown

タイトル

出版社

English Firsthand Access 5th
Edition Student Book with
MyMobileWorld ISBN:
9789813132757

参考文献等

109

・ Pearson Education

出版年
・

2018 年
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授業で指示します。

履修上の注意・備考・メッセージ
教科書、ノート、文房具と辞書（または電子辞書）を持参すること。授業には積極的な・意欲的に取り組むこと。「授業外学修課
題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
＊＊教科書にはオンラインワークブックコードが付属しており、オンラインコンテンツにアクセスしなければならないため、各学生は教科
書を必ず購入する必要があります。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業の前後

場所：

授業の教室

備考・注意事項： 質問等は本授業の前後、またはメールでも構いません。件名に学籍番号、氏名を記入してください。
strickland@g.g.osaka-seikei.ac.jp
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

Class Orientation and Class Overview, Unit 7: I Really
Enjoy It!
・オリエンテーション
・Unit 7: 語彙、リスニングと会話
*この授業を受講する者は必ず出席すること

授業の復習( Unit 7)・授業中説明される宿題

2時間

第2回

Unit 7: I Really Enjoy It!, プレゼンテーション1の準備
・Unit 7: コミュニケーション活動, リーディング
・プレゼンテーション１の指導と準備

プレゼンテーション １の準備

3時間

第3回

プレゼンテーション１、Unit 8: Let's Eat!
・プレゼンテーション１, クラスメイトプレゼンテーション評価
・Unit 8: 語彙、リスニングと会話

授業の復習( Unit 8)・授業中説明される宿題

2時間

第4回

Unit 8: Let's Eat!
・Unit 8: コミュニケーション活動, リーディング

授業の復習( Unit 8)・授業中説明される宿題

2時間

第5回

Unit 9: I Really Enjoy It!
・Unit 9: 語彙、リスニングと会話

授業の復習( Unit 9)・授業中説明される宿題

2時間

第6回

Unit 9: I Really Enjoy It!
・Unit 9: コミュニケーション活動, リーディング

授業の復習( Unit 9)・授業中説明される宿題

2時間

第7回

Unit 10: Welcome to My Home

授業の復習( Unit 10)・授業中説明される宿
題

2時間

・Unit 10: 語彙、リスニングと会話
第8回

Unit 10: Welcome to My Home, プレゼンテーション2の準備
・Unit 10: コミュニケーション活動, リーディング
・プレゼンテーション２の指導と準備

プレゼンテーション2の準備

3時間

第9回

プレゼンテーション 2
・プレゼンテーション ２, クラスメイトプレゼンテーション評
価
・特別活動

授業中説明される宿題

2時間

第10回

Unit 11: Where Did You Go?

授業の復習( Unit 11)・授業中説明される宿
題

2時間

授業の復習( Unit 11)・授業中説明される宿
題

2時間

授業の復習( Unit 12)・授業中説明される宿
題

2時間

・Unit 11: 語彙、リスニングと会話
第11回

Unit 11: Where Did You Go?
・Unit 11: コミュニケーション活動, リーディング

第12回

Unit 12: Will I Be Famous?
・Unit 12: 語彙、リスニングと会話

第13回

Unit 12: Will I Be Famous?、プレゼンテーション3の準備
・Unit 11: コミュニケーション活動, リーディング
・プレゼンテーション3の指導と準備

プレゼンテーション3の準備

3時間

第14回

プレゼンテーション 3、英語表現Ⅱのまとめ
・プレゼンテーション３, クラスメイトプレゼンテーション評価
・定期試験に向けての学習

授業の復習・ 定期試験に向けての学習

3時間

110

1139

113

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

英語表現Ⅱ（教育）
片岡晴美・天羽美帆・吉川正美・呉亜矢・Ｊ・リング
3年

開講時期

後期

単位数

1

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
本授業では、「英語表現Ⅰ」に続いて、語彙、文法、発音および4技能5領域（リーディング、リスニング、ライティング、スピーキング（や
り取り・発表））の全般的な向上を図ることにより、CEFR B2レベルの英語コミュニケーション能力を身に付けることを目指します。授業内で
は、ペアワーク、グループワーク、ミニプレゼンテーション、グループプレゼンテーション、ディスカッション、エッセイライティングなど
の活動を行ない、多様な背景を持った人々と交流するために必要な英語力を獲得します。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

他者とコミュニケーションを取るための英語
力

4技能(5領域）を用いて、英語で情報の発
信・受信ができる。

汎用的な力
1 ．DP8.意思疎通

英語で他者との意思疎通ができる。

2 ．DP10.忠恕の心

ペア、グループワークにおいて、他者を尊
重しながら、自らの役割を遂行することがで
きる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
語学の習得には継続した学習が大切です。
欠席した場合は各自で課題等を教員に確認してください。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

プレゼンテーション等のパフォーマン ： 授業内に実施するパフォーマンス課題（学生が英語でアウトプットするもの）について、内容、発
ス課題
音、発表態度、積極的に参加できたか等を総合的に評価します。
50％
授業課題、積極的な授業活動への参加 ： 授業内および宿題として出された課題について、内容、分量等を評価します。
25％
定期試験

： 14回の授業で学んだ、テキストや言語活動の内容に関して出題される試験の結果で評価します。
25％

使用教科書
指定する
著者
Latham-Koenig, Christina et al.・

タイトル

出版社

American English File 3
(Third Edition),

参考文献等
授業で指示します。

履修上の注意・備考・メッセージ
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出版年
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・教科書、ノート、辞書を持参すること。
・授業には、積極的・意欲的に取り組むこと。
・携帯電話、スマートフォンは指示した時以外は使用を禁じます。
・授業は予習を前提として行われます。また、授業後は丁寧に復習しておいてください。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業の前後

場所：

授業の教室

備考・注意事項： 他の時間で対応可能な場合は、初回の授業で案内します。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション、コミュニケーション活動
・授業の進め方、準備、課題、約束事等について説明する
・コミュニケーション活動の例を体験する

第2回

Unit 6A

Behind the scenes

・grammar: passive
・vocabulary: movies
・pronunciation: past participles
・listening, reading, speaking and writing: movies
第3回

Unit 6B

Every picture tells a story

・grammar: modals of dedction
・vocabulary: the body
・pronunciation: diphthongs
・listening, reading and speaking: profiles
第4回

Unit

7A

Live and learn

・grammar: first conditional etc.
・vocabulary: education
・pronunciation: the letter u
・listening, reading and speaking: education
第5回

Unit 7B

The hotel of Mom and Dad

・grammar: second conditional
・vocabulary: houses
・pronunciation: sentence stress, the letter c
・listening, reading, speaking and writing: houses
・パフォーマンス課題（１）の説明

授業の復習（語彙、発音、文法、リスニン
グ、リーディング、スピーキング）

1時間

授業の準備と復習（語彙、発音、文法、リス
ニング、リーディング、スピーキング、ライ
ティング）

1時間

授業の準備と復習（語彙、発音、文法、リス
ニング、リーディング、スピーキング）

1時間

授業の準備と復習（語彙、発音、文法、リス
ニング、リーディング、スピーキング）

1時間

授業の準備と復習（語彙、発音、文法、リス
ニング、リーディング、スピーキング、ライ
ティング）

1時間

第6回

パフォーマンス課題（１）
・第1-5回の授業の内容に関連したパフォーマンス活動を行う
・発表後には簡単な質疑応答を行う
・相互評価と振り返り（他者からの評価を参考にし、自己評
価を行い、今後の改善点を考える）

パフォーマンス課題の準備と振り返り

1時間

第7回

Unit 8A

授業の準備と復習（語彙、発音、文法、リス
ニング、リーディング、スピーキング、ライ
ティング）

1時間

授業の準備と復習（語彙、発音、文法、リス
ニング、リーディング、スピーキング、ライ
ティング）

1時間

授業の準備と復習（語彙、発音、文法、リス
ニング、リーディング、スピーキング）

1時間

授業の準備と復習（語彙、発音、文法、リス
ニング、リーディング、スピーキング、ライ
ティング）

1時間

The right job for you

・grammar: gerunds and infinitives
・vocabulary: work
・pronunciation: word stress
・listening, reading, speaking and writing: jobs
第8回

Unit 8B

Have a nice day!

・grammar: reported speech
・vocabulary: shopping
・pronunciation: the letter ai
・listening, reading, speaking and writing: customer
service
第9回

Unit 9A

Lucky encounters

・grammar: third conditional
・vocabulary: making adjectives and adverbs
・pronunciation: sentence rhythms etc.
・listening, reading and speaking: luck
第10回

Unit 9B

Digital detox

・grammar: quantifiers
・vocabulary: electronic devices
・pronunciation: linking etc.
・listening, reading, speaking and writing: digital life
・パフォーマンス課題（２）の説明
第11回

パフォーマンス課題（２）
・第7-10回の授業の内容に関連したパフォーマンス活動を行う
・発表後には簡単な質疑応答を行う
・相互評価と振り返り（他者からの評価を参考にし、自己評
価を行い、今後の改善点を考える）

パフォーマンス課題の準備と振り返り

1時間

第12回

Unit 10A

授業の準備と復習（語彙、発音、文法、リス
ニング、リーディング、スピーキング）

1時間

Idols and icons

・grammar: relative clauses etc.
・vocabulary: compound nouns
・pronunciation: word stress
・listening, reading, speaking and writing: idols
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第13回

Unit 10B

And the murder is...

・grammar: tag questions
・vocabulary: crime
・pronunciation: intonation in tag questions
・listening, reading and speaking: crime
・パフォーマンス課題（３）の説明
第14回

パフォーマンス課題（３）
・第12―13回の授業の内容に関連したパフォーマンス活動を行う
・発表後には簡単な質疑応答を行う
・相互評価と振り返り（他者からの評価を参考にし、自己評
価を行い、今後の改善点を考える）

113

授業の準備と復習（語彙、発音、文法、リス
ニング、リーディング、スピーキング）

1時間

パフォーマンス課題の準備と振り返り、定期
試験の準備

1時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

英語表現Ⅱ（国際観光）
澤泰人
1年

開講時期

後期

単位数

1

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
本授業は、ビジネスの基礎となる英語の語彙や表現を正しく理解し、リスニングとリーディングの両面でビジネス的コンテンツに対する理解
度をさらに高め、また自らも創造できるようになることを目標とする。様々な演習問題に取り組むことを通じて、英語学修の意義や楽しさ
に気づき、自律的に英語学習を持続して行っていくための指針を与えるよう授業を展開する。また、授業中にはペアやグループでの活動を積極
的に取り入れ、協働学習による目標達成への連帯感と動機付けを図りつつ、発展的な英語コミュニケーション力の育成と、TOEICなどの英語検
定にも対応できる力をさらに向上させる。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

ビジネスの基礎となる英語力の育成

ビジネスシーンで用いられる会話における基
本的な英語の語彙や表現が正しく理解できる
ようになる

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

英語コミュニケーション力の育成

よくあるビジネスシーンにおいて、英語でや
りとりができる（会話やメール）

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

TOEIC等に向けて自ら学習計画を立て、それ
に従って自律的に学習を進めることができる

2 ．DP9.役割理解・連携行動

協働学習において積極的に関わり、互い
に学びあうことができる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します

成績評価
注意事項等
●原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
●私語や携帯電話等の不要な使用などが目立つ場合、授業への積極的な参加の意志がないものとみなします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

課題

： 宿題や課題への取り組みや完成度を評価します。
20％

授業参加
30％
小テスト

： 質問や自分の考え・意見の発表に、また課題の完成に向けてどれだけ積極的に取り組んでいるか
を評価します。
： 前回の授業内容の理解度を評価します。

20％
定期試験

： 試験の得点で評価します。
30％

使用教科書
指定する
著者
石井隆之 他

タイトル
・

出版社

Enjoy Practicing For The
TOEIC Listening And Reading
Test

参考文献等
English Grammar In Use, Second Edition （Cambridge University Press）1994
TOEICテスト英単語・熟語マスタリー2000（旺文社） 2016

履修上の注意・備考・メッセージ
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本科目は1単位の科目であるため、平均すると毎回1時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
●毎回、授業内に小テストを実施します。
●毎回、授業終了時に宿題が出されます。
●授業では、教科書を使用するほか、必要に応じてハンドアウト等を配布します。
●第1回目の授業で示されるルールを守って受講してください。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：
場所：
備考・注意事項： 初回授業でお知らせします。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

イントロダクション、過去の体験説明と写真描写
TOEICテストの概要を復習する。
簡単な英語を使って、自分が経験したり体験したことを説
明し、他者に伝える。
さまざまな場面の写真を見て、平易な英語で説明する。

授業時に学んだ語句・表現を反復練習する。

1時間

第2回

Chapter 2 Listening & Speaking
“Boyfriend’s Birthday” （恋人の誕生日）①
誕生日などの記念日に関する語句・表現を学び、それをテーマに
したTOEICリスニングに取り組む。スピーキングの練習も行う。

授業時に学んだ語句・表現を反復練習する。

1時間

第3回

Chapter 2 Reading & Writing
“Boyfriend’s Birthday” （恋人の誕生日）②
誕生日などの記念日に関する語句・表現を使って作文練
習を行う。また、それをテーマにしたTOEICリーディン
グに取り組む。

授業時に学んだ語句・表現を反復練習する。

1時間

第4回

Chapter 4 Listening & Speaking
“Trip to Phuket in Thailand”（タイのプーケットへ旅行）①
旅行に関する語句・表現を学び、それをテーマにしたTOEICリス
ニングに取り組む。スピーキングの練習も行う。

授業時に学んだ語句・表現を反復練習する。

1時間

第5回

Chapter 4 Reading & Writing
“Trip to Phuket in Thailand”（タイのプーケットへ旅行）②
旅行に関する語句・表現を使って作文練習を行う。また、それ
をテーマにしたTOEICリーディングに取り組む。

授業時に学んだ語句・表現を反復練習する。

1時間

第6回

Chapter 6 Listening & Speaking
“A Letter to Father”（父への手紙）①
私的な文書に関する語句・表現を学び、それをテーマにし
たTOEICリスニングに取り組む。スピーキングの練習も行う。

授業時に学んだ語句・表現を反復練習する。

1時間

第7回

Chapter 6 Reading & Writing
“A Letter to Father”（父への手紙）②
私的な文書に関する語句・表現を使って作文練習を行う。ま
た、それをテーマにしたTOEICリーディングに取り組む。

授業時に学んだ語句・表現を反復練習する。

1時間

第8回

第1回～第7回までの総まとめと表現演習
第1回～第7回まで学んだ語句や表現を総復習をする。
また、各種問題に取り組むことで、それらの習熟度や到達
度を測り、評価する。

授業時に学んだ語句・表現を反復練習する。

1時間

第9回

Chapter 8 Listening & Speaking
“Traffic Accident（交通事故）①
交通に関する語句・表現を学び、それをテーマにしたTOEICリス
ニングに取り組む。スピーキングの練習も行う。

授業時に学んだ語句・表現を反復練習する。

4時間

第10回

Chapter 8 Reading & Writing
“Traffic Accident（交通事故）②
交通に関する語句・表現を使って作文練習を行う。また、それ
をテーマにしたTOEICリーディングに取り組む。

授業時に学んだ語句・表現を反復練習する。

1時間

第11回

Chapter 10 Listening & Speaking
“Miraculous Recovery”（奇跡の生還）①
病院・医療に関する語句・表現を学び、それをテーマにし
たTOEICリスニングに取り組む。スピーキングの練習も行う。

授業時に学んだ語句・表現を反復練習する。

1時間

第12回

Chapter 10 Reading & Writing
“Miraculous Recovery”（奇跡の生還）②
病院・医療に関する語句・表現を使って作文練習を行う。ま
た、それをテーマにしたTOEICリーディングに取り組む。

授業時に学んだ語句・表現を反復練習する。

1時間

第13回

Chapter 12 Listening & Speaking
“Proposal”（プロポーズ）①
人生の重大イベントに関する語句・表現を学び、それをテーマに
したTOEICリスニングに取り組む。スピーキングの練習も行う。

授業時に学んだ語句・表現を反復練習する。

1時間

第14回

Chapter 12 Reading & Writing
“Proposal”（プロポーズ）②
人生の重大イベントに関する語句・表現を使って作文練
習を行う。また、それをテーマにしたTOEICリーディン
グに取り組む。

授業時に学んだ語句・表現を反復練習する。

1時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

総合英語Ａ
坂井純子
1年

開講時期

前期

単位数

1

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
本授業は、アカデミック英語の基礎を身につけることを目標としています。さまざまな国際的、文化的テーマのリーディング素材やビデオ素
材を扱い、語彙力、文法力、理解に必要な背景知識を身に着けながら、テーマについて話し合い考察する練習を繰り返します。また２つのライ
ティング課題を通して、自分の考えをまとめあげ、分かりやすく伝える力を磨きます。こうした活動をとおして将来海外の大学で確固たる自
己の視点を持ちながら英語で議論するためのベースを固めていくことを目指します。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

国際的、文化的テーマを扱う英文を理解す
る力

国際的、文化的テーマについて書かれた英
文を理解できる一般的背景知識と英語
力を身につけている

2 ．DP1.幅広い教養やスキル

自分の考えなどを英文で正確に伝える

テーマについて考察した結果や調査したこと
を英文で正しく伝えることができる

汎用的な力
1 ．DP8.意思疎通

グループ活動に積極的に関わり、相手の考え
を尊重しながら自分の意見を伝えることがで
きる

2 ．DP9.役割理解・連携行動

さまざまなグループの中で仲間と連携し
て与えられたタスクを確実こなすことができ
る

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・eラーニング、反転授業
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がない場合は放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

Participation
30％
Assignment
30％
Quizzes
15％
Final test
25％

： 予習・宿題・振り返りワークへの取り組み、授業への積極的参加、グループワークへの貢献から評
価します。
： ルーブリックに基づき、学習内容した活かせているか、期日を守っているか、十分な準備と考
察が行われているか、英語表現、その他について評価します。
： 自律的に語彙増強に努め、授業における小テストに意欲的に取り組むことで定着を図ることができ
ているかから評価します。
： 学習したことを理解しているか、知識が定着しているか、学習した内容の統合がみられるかとい
う点から判断します。

使用教科書
指定する
著者
Traver-Chase, B. ＆Bohlke, D. ・

タイトル

出版社

Reading Explorer, Foundations ・ National Geographic Learning
(Third Edition)
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出版年
・

2019 年
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参考文献等
適宜授業内にて紹介します。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は平均すると毎回2時間の授業外学修が求められます。
授業は協働学習を中心として進むため、一人ひとりの積極的な姿勢とグループへの貢献が求められます。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

初回授業で案内します。

場所：

初回授業で案内します。

備考・注意事項： 相談がある場合はまずアポイントメントを取ってください。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

Introduction / Unit 1 Mysteries: Reading
授業の進め方、学習課題の進め方のについての説明
Writing課題の進め方の説明
Unit 1への導入とブレインストーム

読解課題（U1)、学習のまとめ

2時間

第2回

Unit 1 Mysterious: Video
グループワークによる内容確認
演習（内容理解、文法、語彙）
Critical Thinking Activity

読解課題（U2)、学習のまとめ

2時間

第3回

Unit 2 Eating Extremes: Reading
導入活動
グループワークによる内容確認
演習（内容理解、文法、語彙）

Writing課題 （U2)、学習のまとめ

2時間

第4回

Unit 2 Eating Extremes: Video
Video: Science of Taste
グループワークによる内容確認
演習（内容理解、文法、語彙）
Critical Thinking Activity

読解課題（U3)、学習のまとめ

2時間

第5回

Unit 3 Cool Jobs: Reading
導入活動
グループワークによる内容確認
演習（内容理解、文法、語彙）

Writing課題 (U3）、学習のまとめ

2時間

第6回

Unit 3 Cool Jobs: Video/ Writing課題１導入
Video: Right Dog for the Job
グループワークによる内容確認
Writing課題①の説明
サンプルWritingの分析

Writing課題ドラフト完成、学習のまとめ

2時間

第7回

Writing課題１完成
ピアレビューとディスカッション
課題１のRevise

Writing課題完成、学習のまとめ

2時間

第8回

Unit 4 Shipwrecks: Reading
導入活動
グループワークによる内容確認
演習（内容理解、文法、語彙）

ミニWriting課題（U4)、学習のまとめ

2時間

第9回

Unit 4 Shipwrecks: Video
Video: An Ancient Shipwreck
グループワークによる内容確認
演習（内容理解、文法、語彙）
Critical Thinking Activity

読解課題（U5)、学習のまとめ

2時間

第10回

Unit 5 Science Investigators: Reading
導入活動
グループワークによる内容確認
演習（内容理解、文法、語彙）

ミニWriting課題 (U5）、学習のまとめ

2時間

第11回

Unit 5 Science Investigators: Video
Video: The Flu Virus
グループワークによる内容確認
演習（内容理解、文法、語彙）
Critical Thinking Activity

読解課題（U6)、学習のまとめ

2時間

第12回

Unit 6 Plants and Trees: Reading
導入活動
グループワークによる内容確認
演習（内容理解、文法、語彙）
Reading Skill

ミニWriting課題 (U6）、学習のまとめ

2時間

第13回

Unit 6 Plants and Trees: Video/ Writing課題２導入
Video: Giants of the Forest
グループワークによる内容確認
Writing課題２の説明
Writingサンプルの分析

Writing課題２ドラフトの完成、学習のまとめ

2時間

第14回

Writing課題２完成
ピアレビューとディスカッション
課題２のrevise

Writing課題２の完成、学習のまとめ

2時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

総合英語Ｂ
坂井純子
1年

開講時期

後期

単位数

1

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
本授業は、アカデミック英語の基礎を身につけることを目標としています。さまざまな国際的、文化的テーマのリーディング素材やビデオ素
材を扱い、語彙力、文法力、理解に必要な背景知識を身に着けながら、テーマについて話し合い考察する練習を繰り返します。また２つのライ
ティング課題を通して、自分の考えをまとめあげ、分かりやすく伝える力を磨きます。こうした活動をとおして将来海外の大学で確固たる自
己の視点を持ちながら英語で議論するためのベースをさらに固めていくことを目指します。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

国際的、文化的テーマを扱う英文を理解す
る力

国際的、文化的テーマについて書かれた英
文を理解できる一般的背景知識と英語
力を身につけている

2 ．DP1.幅広い教養やスキル

自分の考えなどを英文で正確に伝える

テーマについて考察した結果や調査したこと
を英文で正しく伝えることができる

汎用的な力
1 ．DP8.意思疎通

グループ活動に積極的に関わり、相手の考え
を尊重しながら自分の意見を伝えることがで
きる

2 ．DP9.役割理解・連携行動

さまざまなグループの中で仲間と連携し
て与えられたタスクを確実こなすことができ
る

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・eラーニング、反転授業
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がない場合は放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

Participation
30％
Assignment
30％
Quizzes
15％
Final test
25％

： 予習・宿題・振り返りワークへの取り組み、授業への積極的参加、グループワークへの貢献から評
価します。
： ルーブリックに基づき、学習内容した活かせているか、期日を守っているか、十分な準備と考
察が行われているか、英語表現、その他について評価します。
： 自律的に語彙増強に努め、授業における小テストに意欲的に取り組むことで定着を図ることができ
ているかから評価します。
： 学習したことを理解しているか、知識が定着しているか、学習した内容の統合がみられるかとい
う点から判断します。

使用教科書
指定する
著者
Traver-Chase, B. ＆Bohlke, D. ・

タイトル

出版社

Reading Explorer, Foundations ・ National Geographic Learning
(Third Edition)

118

出版年
・

2019 年
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参考文献等
適宜授業内にて紹介します。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は平均すると毎回2時間の授業外学修が求められます。
授業は協働学習を中心として進むため、一人ひとりの積極的な姿勢とグループへの貢献が求められます。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

初回授業で案内します。

場所：

初回授業で案内します。

備考・注意事項： 相談がある場合はまずアポイントメントを取ってください。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

Introduction / Unit 7 Mind's Eye: Reading
授業の進め方やWriting課題の説明
導入活動
グループワークによる内容確認
演習（内容理解、文法、語彙）

ミニWriting課題（U7)、学習のまとめ

2時間

第2回

Unit 7 Mind's Eye: Video
Video: Parasomnia
グループワークによる内容確認
演習（内容理解、文法、語彙）
Critical Thinking Activity

読解課題（U8)、学習のまとめ

2時間

第3回

Unit 8 Animal Wonders: Reading
導入活動
グループワークによる内容確認
演習（内容理解、文法、語彙）

ミニWriting課題（U8)、学習のまとめ

2時間

第4回

Unit 8 Animal Wonders: Video
Video: Amazing Narwhals
グループワークによる内容確認
演習（内容理解、文法、語彙）
Critical Thinking Activity

読解課題（U9)、学習のまとめ

2時間

第5回

Unit 9 Building Beauty: Reading
導入活動
グループワークによる内容確認
演習（内容理解、文法、語彙）

ミニWriting課題 (U9）、学習のまとめ

2時間

第6回

Unit 9 Building Beauty: Video/ Writing課題１導入
Video: Brunelleschi's Dome
グループワークによる内容確認
Writing課題１の説明
サンプルWritingの分析

Writing課題ドラフト完成、学習のまとめ

2時間

第7回

Writing課題１完成
ピアレビューとディスカッション
課題１のrevise

Writing課題完成、学習のまとめ

2時間

第8回

Unit 10 Forces of Nature: Reading
導入活動
グループワークによる内容確認
演習（内容理解、文法、語彙）

ミニWriting課題（U10)、学習のまとめ

2時間

第9回

Unit 10 Forces of Nature: Video
Video: Tornado Terror
グループワークによる内容確認
演習（内容理解、文法、語彙）
Critical Thinking Activity

読解課題（U11)、学習のまとめ

2時間

第10回

Unit 11 Giants of the Past: Reading
導入活動
グループワークによる内容確認
演習（内容理解、文法、語彙）

ミニWriting課題 (U11）、学習のまとめ

2時間

第11回

Unit 11 Giants of the Past: Video
Video: Ichthyosaurs
グループワークによる内容確認
演習（内容理解、文法、語彙）
Critical Thinking Activity

読解課題（U12)、学習のまとめ

2時間

第12回

Unit 12 Technology: Reading
導入活動
グループワークによる内容確認
演習（内容理解、文法、語彙）

ミニWriting課題 (U12）、学習のまとめ

2時間

第13回

Unit 12 Technology: Video/ Writing課題２導入
Video: A Social Robot
グループワークによる内容確認
Writing課題２の説明
Writingサンプルの分析

Writing課題２ドラフトの完成、学習のまとめ

2時間

第14回

Writing課題２完成
ピアレビューとディスカッション
課題２のrevise

Writing課題２の完成、学習のまとめ

2時間

119

1149

111

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

中国語入門Ⅰ
鄭惠芳
1～4年

開講時期

前期

単位数

1

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
初心者にとって、中国語の学習は文法を理解した上で、一字一字の発音を正確に練習することによって、中国語の美しい音色を体得し、そ
の上、コミュニケーションの喜びを覚えます。文法の理解と正確な発音を修得するために簡単な会話を通じて、自分のことを発信して中国
語を楽しく学びます。「言葉は文化交流の第一歩」です。
この授業は、はじめて中国語を学ぶには「分かりやすく覚えやすい」初級レベルの中国語会話が中心の授業です。学習効果を高めるため事前
予習が必要です。

副詞、助動詞、動詞の重ね型

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

語学力を高めていくこと

語学力を高めることにより、専門的知識はさ
らに視野を広げることができる

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

専門的知識に関する学術的知識を広げるに
は、様々な側面的知識をもつことが重要で
す。語学力を高めることで、各国の人々と交
流し知識を獲得できるようにする

語学力を高め、かつ各国の人々との交流がで
きる

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

積極的および創造力を養う

2 ．DP8.意思疎通

より優れた社会性とコミュニケーション力を
もつことができる

3 ．DP7.完遂

何事も本気かつ誠実に取り組む力を養う

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業参加度
30％
授業内テストおよび課題の提出
35％
中間試験(２回)および期末試験
35％

： 授業態度：教師の指示に従い、積極的に活動をする。グループ、ペアで協力しながら活動するなど
の項目において、５段階で評価する
： 授業内テスト：毎回授業のあとに行う１０問の小テスト。
課題提出：指示された範囲の教科書内のスキットを書き写す。
： 中間試験：復習するために筆記試験（100点満点）＋自己紹介の発表
期末試験：所定した範囲の筆記試験（100点満点）＋各課本文の読み(発音なし)

使用教科書
指定する

120

1149
著者
本間史

タイトル
・

孟広学

・

出版社

中国語ポイント５５

出版年

・ 白水社

・

2011 年

参考文献等
授業中に提示する

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は１単位の科目であるため、平均すると毎回１時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

初回の授業で案内する

場所：

初回の授業で案内する
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

中国語のアプローチ（中国概要）
中国語を学ぶには、まず近代の中国の変化と発展を知る必要があ
ります。
さらに、日本の漢字と違ういわゆる「簡体字」は今、中国では一
般的に使われていることや同じ漢字でも日本と意味がまった
く違うことを勉強します。

授業した内容を復習する

1時間

第2回

発音篇Ⅰ

授業した内容を復習＆CDを聞きながら声
調を練習する

1時間

授業した内容を復習＆発音練習、発音ルー
ルを暗記する

1時間

次回の復習テストのために概要、発音ルー
ルと家族表と子音一覧を暗記

1時間

授業内容を復習してチャレン
ジ１(P.16)を書いてみよう

1時間

次回提出筆記レポー
ト（第１課P.14～17書き写し）

1時間

授業内容を復習してチャレンジ１(P.20)
を書いてみよう。

1時間

母音の仕組み＆練習

日本と違って漢字の一字一字には「抑揚頓挫」（高さ）がありま
す。文章を読むと自然にイントネーションが作られて、まるでメ
ロディーのように美しく感じられます。最初は少し不慣れかもし
れないが、歌の練習のように回を重ねていけば結構楽しいリズ
ムが出てきます。
「何事も最初のひと踏ん張り！」が大事です。
最後に授業内テストをします
第3回

発音篇Ⅱ

母音と声調の組み合わせ

３７の母音を声調の高さをのせて発音練習しながら単独で使え
る母音の単語も一緒に練習します。そのほか、発音に関するルー
ルを紹介し、そのルールのもとに正しい発音を練習して覚えてい
きます。
第4回

発音篇Ⅲ

子音の練習と母音との組み合わせ

中国語の発音の中、３７個の母音（単独に使える）と２１個の子
音が存在しています。
子音は単独には使えませんが、子音は必ず母音と一緒に組み合わ
せして文字になります。
子音を紹介したあとは繰り返し発音練習をして、簡単な家
族の呼びかけ（家族表）も一緒に練習します。
次回の復習テストのために概要、発音ルールと家族表と子音一
覧を暗記
第5回

復習テスト＆第１課 名詞文
１．復習テスト（テスト範囲：概要・発音ルール・家族表・子音
一覧・P.11~13）
２．発音ルールが覚えられなければ、正しく美しく中国語を発
音できませんので、必ず覚えましょう。
第１課P.14～15の名詞文の文型を解説しながら発音練習しま
す。

第6回

第１課

スキット「初めまして」

１．名詞文の特徴や使い方を復習しながら、文型を使っ
て置き換え練習していきます。
２．会話文を練習⇒隣同士とロールプレイ練習。
３．授業内テスト
第7回

第２課 動詞述語文の解説
１．ご飯を食べる､コーヒーを飲む…動詞述語文
２．あれは辞書ではありません…指示代名詞文
３．これは誰の本ですか…疑問詞文
４．これは父のメガネです…所有を表す｢的｣を解説＆練習。
初歩的中国語文法は案外と日本語に似ているが、発音は別だ
と実感！
５．授業内テスト

第8回

第２課 スキット「あなたは何がすきですか」
１．動詞文の特徴や使い方を復習しながら、文型を使っ
て置き換え練習していきます。
２．会話文を練習⇒学生二人でロールプレイします。
３．授業内テスト

次回の課題提出（第2課P.18~21を書き写す）

1時間

第9回

「自己紹介」の練習 ＆ 第３課

次回に中間試験(1)のために所定範囲をテス
ト勉強

1時間

次回の課題提出（第３課の書き写しP.22~25)

1時間

形容詞述語文

１．自己紹介のモデル文章を学び、実際自分の自己紹介を講
師と一緒に繰り返し練習します｡
２．彼は忙しい、今日はたいへん暑いです..形容詞述語文
３．彼は時間がない、私はパソコンを持っている..所有の表
現を解説＆練習
４．授業内テスト
第10回

中間試験(1) 筆記試験＋自己紹介の発表 / 第３課スキッ
ト「今日は忙しいですか」
１．中間試験(1)…筆記試験＋自己紹介の発表（範囲は第９回授
業内容に参照）
２．今まで学んだ中国語の様々な述語文やセンテンス内の構造助
詞の仕組みの理解度をチェックしながら第３課の会話を練習⇒学
生二人でロールプレイします。
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第11回

おさらい&第４課 場所詞・さまざまな疑問詞
１．今まで習ったところを見直しして、積極的にロールプレイを
します。
２．第４課の文型を解説＆置き換え練習⇒学生参加（文型にそっ
て言葉を置き換えていく）
３．授業内テスト

授業した内容を復習する＆P.28チャレン
ジを書いてみよう

1時間

第12回

第４課スキット「あなたはどこに住んでいる？」
１．第４課スキットの会話を練習⇒学生二人でロールプレイしま
す。
２．P.28チャレンジ４を授業内で書いてみよう＆語句のリスニン
グ練習
３．授業内テスト
４．次回は中間試験(2)を行います。筆記試験＋リスニング
範囲：授業進度を調整するため新たに授業内で指示します。

次回の課題提出（第4課P.26~29を書き写す）

1時間

第13回

中間試験（2）筆記試験＋リスニング

授業内容を復習する＆P.32チャレンジを書い
てみよう

1時間

総復習

1時間

/ 第５課

助数詞と応用

１．中間試験（筆記試験＋語句の聞き取り）
２．第５課 数の発音＆数える時の言い方、文型の置き換え練
習⇒学生参加ロールプレイ
３．数量の疑問詞疑問文を練習
第14回

第５課スキット「電子辞書はいくらですか」 / 総復習
１．第５課スキットの会話文を練習＆学生二人でロールプレイし
ます。
２．中国語の基本文型（肯定文、否定文、形容詞、さまざまな疑
問文など）を復習しながら置き換えの練習をします。
３．リスニング練習
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

中国語入門Ⅰ
劉燕子
1～4年

開講時期

後期

単位数

1

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
授業で勉強する中国語は北京語を基礎とした普通語と呼ばれる共通語です。国際化とともに中国の歴史、文化、観光に触れる機会も多くなりま
す。中国語は漢字で日本語と共通し、他の外国語より親しみやすいです。中高校で学んだ漢詩との「比較対照」など、これまでの知識を有
効に活用します。発音が違うので「ピンイン」というローマ字表記を用い、「声調」という音の高低によって意味を区別します。文
字を見て、音を聞き、手で書くなど複数のルートでよりよく記憶する視覚と聴覚と手作業を組み合わせた相乗効果で学びます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

中国語の初級レベルの語学力

中国語で挨拶、名前や道を尋ねる、買い物を
するなどに必要な基礎的な会話と読み書き計
算の実践力を養う

汎用的な力
1 ．DP8.意思疎通

教養としての異文化理解、異文化コミュニ
ケーション

2 ．DP6.行動・実践

異文化を通して自国と自分自
身を振り返り、理解を深める自己形成

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・問答法・コメントを求める
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・その他(以下に概要を記述)
授業中の質問、教科書の練習、トレーニングの回答に即してコメントします。

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業でのワーク
30％
中間の小テスト

： 音読、書写、練習やトレーニングに積極的に取り組んでいるか、指導を的確に理解しているかを評
価します。
： 教科書の指定された範囲を的確に理解しているかを評価します。

30％
期末試験

： 教科書の指定された範囲を的確に理解しているかを評価します。
40％

使用教科書
指定する
著者

タイトル

佐藤晴彦監修、徐送迎著

・

出版社

たのしくできる We Can! 中国
語 初級 改訂版

・ 朝日出版社

参考文献等
相原茂, 石田知子, 戸沼市子 共著

『Why?にこたえるはじめての中国語の文法書』新訂版、同学社、2016年

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は１単位の科目であるため、平均すると毎回１時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること1

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業終了後やメールで質問を受け付けます。
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場所：

教室、及びYanzi@mta.biglobe.ne.jp
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

中国語の発音（１）ピンイン、声調（四声）

日本の漢字と中国語の簡体字の比較、ピンイン、声調（四
声）の初歩的理解

教科書の発音編の１を復習する。予習・復
習では、自分の声を録音し、模範朗読と比
較させ、発音の向上と暗誦の一石二鳥にしま
す。溌剌と声を出し、生き生きとした雰囲
気でアクティブに中国語を学びましょう。以
下同様。

1時間

第2回

中国語の発音（２）軽声、短母音、子音
軽声、短母音、子音の基礎的理解と活用

教科書の発音編の２、３、４を復習する

1時間

第3回

中国語の発音（３）複母音、鼻母音
複母音、鼻母音の基礎的理解と活用

教科書の発音編の５、６を復習する

1時間

第4回

中国語の発音（４）声調の変化
声調の変化などの基礎的理解と活用

教科書の発音編の７、８を復習する

1時間

第5回

中国語の語彙と文法（１）挨拶、人称代名詞、疑問文
挨拶、人称代名詞、疑問文など

教科書の第一課を復習する

1時間

第6回

語彙と文法（２）基本的な語順、省略疑問文
中国語の基本的な語順、省略疑問文など

教科書の第二課を復習する

1時間

第7回

語彙と文法（３）疑問詞疑問文、動詞「在」
疑問詞疑問文、動詞「在」など

教科書の第三課を復習する

1時間

第8回

語彙と文法（４）所有を表す「有」、連動文及び中間の総復
習、到達度の評価
所有を表す「有」、連動文など、これまでの総復習と中間の小テ
ストおよび解説

教科書の第四課までを復習する

1時間

第9回

語彙と文法（５）形容詞述語文
形容詞述語文など

教科書の第五課を復習する

1時間

第10回

語彙と文法（６）存在を表す「有」、数量詞
存在を表す「有」、数量詞など

教科書の第六課を復習する

1時間

第11回

語彙と文法（７）指示代名詞、名詞述語文
指示代名詞、名詞述語文など

教科書の第七課を復習する

1時間

第12回

語彙と文法（８）語気助詞、比較文
語気助詞、比較文など

教科書の第八課を復習する

1時間

第13回

語彙と文法（９）介詞、反復疑問文
介詞、反復疑問文など

教科書の第九、十課を復習する

1時間

第14回

語彙と文法（１０）動態助詞、否定を表す副詞、助動詞、動
詞の重ね型
動態助詞、否定を表す副詞、助動詞、動詞の重ね型など

教科書の第十,十一課を復習する

1時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

中国語入門Ⅱ
鄭惠芳
1～4年

開講時期

前期

単位数

1

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
前期までの中国語（１）を習得済みであること。
「相手を知ることこそ、共存共栄ができる」のが目標とします。
１３億の人口をもつ中国と中国以外の中国語圏の人々とのコミュニケーションを通じて、互いに手を
とり共存共栄が実現できます。
この授業の最初の４回は、以前習った中国語の発音や発音に関する様々なルールを確認しながら練習し、
第１課から第４課は復習の範囲とし、第５課より進み、日常会話のレベルアップを目指します。
また、実践できるために、授業内での発表する機会を増やしていきます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

語学力を高めていくこと

語学力を高める、専門的知識を習得すること
により、さらに視野を広げることができる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

専門的知識に関する学術的知識を広げるに
は、様々な側面的知識をもつことが重要で
す。語学力を高めることで、各国の人々と交
流し知識を獲得できるようにする

語学力を高め、かつ各国の人々との交流でき
る

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

積極性および創造力を養う

2 ．DP8.意思疎通

よりよい社会性とコミュニケーション力をも
つことができる

3 ．DP7.完遂

何事も本気かつ誠実に取り組む力を養う

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業参加度
40％
授業内テストおよび課題の提出
30％
中間試験(２回)および期末試験
30％

： 授業態度：教師の指示に従い、積極的に活動をする。グループ、ペアで協力しながら活動するなど
の項目において、５段階で評価する
： 授業内テスト：毎回授業のあとに行う１０問の小テスト。
課題提出：指示された範囲の教科書内のスキットを書き写す。
： 中間試験：復習するための筆記試験（100点満点）＋自己紹介の発表
期末試験：指定した範囲の筆記試験（100点満点）＋各課本文の読み（発音なし）

使用教科書
指定する
著者

タイトル

出版社
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本間史 ・ 孟広学

・

中国語ポイント５５

・ 白水社

・

2011 年

参考文献等
授業内で配布

履修上の注意・備考・メッセージ
本授業は1単位の科目であるため、平均すると毎回1時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

初回授業で案内します

場所：

初回授業で案内します
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

発音の復習＆練習
１．授業前に授業範囲を必ず予習してきてください。
２．発音ルールを確認しながら声調と組み合わせて積極
的に声を出して練習します。
授業範囲：P.8～P.13
３．授業内テストを行います。

第2回

第１課～第２課の復習
１．全員P.１１とP.１３を発表します
２．第１課～第２課の文法、単語、スキットを読み、スキッ
トの内容を自分と入れ替えてペアを組んで発表します。
３．授業内テストを行います。（出てきた単語の漢字、発音記
号と意味を書く）

第3回

第３課の復習
１．第１課と第２課のスキットを全員に暗唱発表
２．第３課の文法、単語、スキットを読み、スキットの内容を自
分と入れ替えてペアを組んで発表します。
３．授業内テストを行います。（第２回授業と同じ方式です）

第4回

第４課の復習
１．第３課のスキットを全員に暗唱発表
２．第４課の文法、単語、スキットを読み、スキットの内容を自
分と入れ替えてペアを組んで発表します。
３．プリントを配り、「自己紹介」を練習し暗記します。

第5回

自己紹介の発表＆おさらい
１．「自己紹介」の発表
２．復習テスト（筆記）
３．これまでの学習内容をおさらいします。

第6回

第５課

「本屋さんで電子辞書を買う」導入

１．第４課のスキットを全員暗唱発表
２．第５課の文法、単語、スキットを解説し、ペアを組んで練
習します。
３．授業内テストを行います。（今回の授業内容を範囲としま
す）
第7回

第5課「本屋さんで電子辞書を買う」スキット発表、
１．第５課のスキットを全員に暗唱発表。
２．ポイント２１～２４を解説してから各例文を置き換え練習し
ます。
３．授業内テストを行います。

第8回

第６課「いつ北京ダックを食べに行きますか？」導入
１．第５課の文法、単語、スキットを解説し、ペアを組んで練
習します第６課のスキットを全員音読発表。
２．ペアを組んで練習します。（月日・曜日・時刻）
３．授業内テストを行います。

第9回

第６課「いつ北京ダックを食べに行きますか？」スキット発表
１．第６課のスキットを全員暗唱発表。
２．プリント配布（自由発表）

第10回

中間試験 ＆

第７課「道をたずねる」導入

１．中間試験の結果発表＆コメント
２．ポイント２５～２７を解説してから各例文を置き換え練習し
ます。
第11回

第７課

「道をたずねる」スキット発表

１．第７課のスキットを全員音読発表します。
２．リスニングの練習（１）最初は単語から。
３．授業内テストを行います（単語のリスニング）
第12回

リスニングの練習「第1課から第4課」＆ 対話練習「第1課か
ら第4課」
１．P.11～第４課まで習った単語、ひと言、文章を使ってリスニ
ングの練習をします。
２．上記の範囲に、新たな会話を想定して互いに対話をします。
（習った言葉をしっかり覚える
こと）
３．授業内テストを行います（短文のリスニング）
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学習した内容を復習し、単語部
分（P.11＆P.13）を次回に発表するのに暗
記。

1時間

次回の課題提出（P.17とP.21、日本語訳
入れ）と第１～第２課のスキットを暗記。

1時間

次回の課題提出（P.24～P.25、スキットは日
本語訳入れ）と第３課スキットを暗記。

1時間

次回の復習テストを行います（範
囲：第１課～第４課）＆自己紹介を暗記。

1時間

次回の課題提出（P.26~P.29、スキットに日本
語訳入れ）と第４課スキットを暗記。

1時間

次回の課題提出（P.30~P.34、スキットに日本
語訳入れ）と第５課スキットを暗記。

1時間

学習した内容を復習とともに第６課のスキッ
トを予習する。

1時間

学習した内容を復習とともに第６課のスキッ
トを暗記。

1時間

次回の中間試験のために所定範囲をテスト勉
強する

1時間

学習した内容を復習とともに第７課のスキッ
トを予習する。

1時間

P.11、P.13、L.1～L.４のスキットをCDで練
習する。

1時間

L.5～L.7のスキットをCDで練習する。

1時間

1155
第13回

リスニングの練習「第5課から第7課」＆ 対話練習「第5課か
ら第7課」
１．L.５～L.７まで習った単語、ひと言、文章を使ってリスニン
グの練習をします。
２．上記の範囲に、新たな会話を想定して互いに対話をします。
（習った言葉をしっかり覚えること）
３．授業内テストを行います（模擬検定試験のリスニング）

L.８ポイント２８～３０を予習する。

1時間

第14回

第８課 「レストランにて料理を注文する」スキット練習
１．ポイント２８～３０を解説してから各例文を置き換え練習し
ます。
２．スキットを練習します。
３．期末発表（筆記＋L.５～L.８各課スキットの音読）を準備

次回の期末発表のための総復習をする。

1時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

フランス語入門Ⅰ
東出加奈子・渋谷直樹・黒田恵梨子
1～4年

開講時期

前期／後期

単位数

1

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
はじめてのフランス語
はじめてフランス語を学ぶ人を対象とした授業。「クールジャパン」をテーマにした教科書を用い、ビデオを見ながら生きたフランス語を学
習します。授業ではフランス語の発音、挨拶の仕方、初歩的な語彙や文法を学習するとともに、簡単な聞き取りや口頭練習なども行います。ま
た随時、プリントやＣＤ、ＤＶＤなどを用いて、フランスの文化や歴史、芸術、さらにフランス人の生活についての紹介も行ない、フランス文
化についての理解も深めていきます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

語学力：フランス語に関する初歩的な知
識を身につける

初歩的な発音、語彙、文法（仏検５級のテス
トで50点程度）

2 ．DP1.幅広い教養やスキル

フランスの社会と文化についての初歩的な知
識を身につける

フランスの歴史・地理、日常の生活習慣や文
化に触れ、国際的な感覚を養う

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

新たな言語の習得を通じて新しい学びに挑
戦する積極的な態度や粘り強い学習習
慣を身につける

2 ．DP8.意思疎通

外国語修得において言語コミュニケーション
スキルを身につけることができる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

到達確認前半テスト
30％
到達確認後半テスト
30％
授業内の小テストや口頭での演習
20％
期末レポート
20％

： 綴りと発音との関係、基本的な挨拶、基礎的な語彙や文法などを正確に理解し、また表現できるか
どうか
： 綴りと発音との関係、基本的な挨拶、基礎的な語彙や文法などを文字で、また音声で正確に理
解し、また表現できるかどうか
： 継続的に予習、復習を重ねて、各回の授業内を着実に身につけているかどうかを筆記および口
頭で確認する
： 15回の授業終了後に授業を振り返り、基礎的な文法を理解しているかどうか、レポートにまとめる
ことにより、到達度を確認する

使用教科書
指定する
著者
藤田裕二

タイトル
・

出版社

『パリのクール・ジャパン』

参考文献等
授業内で必要に応じて適宜指示します。
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・ 朝日出版社

出版年
・

2011 年
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履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は１単位の科目であるため、平均すると毎回１時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
フランス語は初習の外国語なので、授業に規則的に出席し、また授業外の時間にしっかり復習を行うことが絶対条件となります。フラン
ス語の音に慣れ親しむために、日頃から教科書付属のＣＤを活用しましょう。また、フランス語の映画や音楽を積極的に見聞きしましょう。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

東出

場所：

東出研究室（西館２階）

水曜3時限

備考・注意事項： 東出担当クラス：水曜3限 研究室（西館2階）
黒田担当クラス：初回授業時にお知らせします
渋谷担当クラス：初回授業時にお知らせします
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

第０課

フランス語の音と文字

授業の説明
フランス語のアルファベットと発音の基本、初歩的なあいさつな
どについて学びます。

教科書pp.2～5
てください

アルファベットと綴りを覚え

1時間

第2回

第１課 二人の出会い（第１課・前半）
主語人称代名詞、動詞 etre（～です）の活用について学びま
す。

教科書pp.6～7の練習問題をしてください

1時間

第3回

第１課

第１課 復習用配布プリントで理解を深めて
ください

1時間

二人の出会い（第１課・後半）

国籍の言い方について学びます。
第１課の練習問題に取り組みます。
第4回

第２課 自己紹介をする（第２課・前半）
規則動詞の活用、形容詞について学びます。
会話の練習をします。

教科書pp.10～11の練習問題をしてください

1時間

第5回

第２課 自己紹介をする（第２課・後半）

第２課 復習用配布プリントで理解を深めて
ください

1時間

名前の言い方について学びます。
第２課の練習問題に取り組みます。
第6回

第３課 好きなものを言う（第３課・前半）
名詞の性・数と定冠詞、疑問文の作り方について学びます。
会話文を作成し、会話の練習をします。

教科書pp.14～17の練習問題をしてください

1時間

第7回

第３課

第３課 復習用配布プリントで理解を深めて
ください

1時間

前半の復習（教科書p17まで）で理解度を確
認してください

1時間

好きなものを言う（第３課・後半）

自分の好みの言い方、聞き方について学びます。
第３課の練習問題に取り組みます。
第8回

スランス語の性・数について

前半の到達度確認テストと解説

男性名詞・女性名詞による動詞の活用と形容詞の特徴を理解しま
す。学期前半の学習の到達度をワークシート演習により確認しま
す。その解説を聞き、授業全体を振り返ることで、学習内容を確
実に身につけます。
第9回

第４課 これは何ですか？（第４課・前半）
疑問代名詞、不定冠詞と指示代名詞について学びます。
日常よく使う物の用いて会話の練習をします。

教科書pp.18～21の練習問題をしてください

1時間

第10回

第４課

第４課 復習用配布プリントで理解を深めて
ください

1時間

第５課 復習用配布プリントで理解を深めて
ください

1時間

これは何ですか？（第４課・後半）

目の前にあるものについて尋ねたり、答えたりする方法につい
て学びます。
第４課の練習問題に取り組みます。
第11回

第５課

ここはどこ？（第５課・前半）

否定文、場所の尋ね方、位置表現について学びます。
会話の練習をします。
第12回

第５課 ここはどこ？（第５課・後半） 第６課 年
齢の話（第６課・前半）
疑問副詞について学びます。第５課の練習問題に取り組みます。
動詞 avoir（持っている）の活用、職業を表す名詞について学び
ます。

教科書pp.22～29の練習問題をしてください

1時間

第13回

第６課

第６課 復習用配布プリントで理解を深めて
ください

1時間

学期の総復習を行い課題を作成してください

1時間

年齢の話（第６課・後半）

年齢の言い方、疑問形容詞について学びます。
第６課の練習問題に取り組みます。
第14回

後半の到達度確認テストと解説 DVDによる聞き取り演習
学習の到達度を確認します。解説を聞き、授業全体を振り返るこ
とで、学習内容を確実に身につけます。DVDを通して発
音と聞き取りの理解度を確認し、リスニング力を高めます。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

フランス語入門Ⅱ
東出加奈子
1～4年

開講時期

前期

単位数

1

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
初級のフランス語
「フランス語入門１」の単位修得者を対象としたクラスです。ビデオ教材も活用しつつフランス語による生きたコミュニケーションのための基
礎を固めていきます。授業では、聞き取りや口頭練習なども取り入れ、一歩進んだ語彙、文法などを確実に身につけていきます。実用フラン
ス語技能検定（５級）に合格するレベルを目指します。また随時、プリントやＣＤ、ＤＶＤなどを用いて、フランスの文化や歴史、芸術、さら
にフランス人の生活についての紹介も行ない、フランス文化についての理解も深めていきます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

語学力：フランス語に関する初歩的な知
識を身につける

初歩的な発音、語彙、文法（仏検５級合格程
度）

2 ．DP1.幅広い教養やスキル

フランスの社会と文化についての初歩的な知
識を身につける

フランスの歴史・地理、日常の生活習慣や文
化に触れ、国際的な感覚を養う

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

新たな言語の習得を通じて新しい学びに挑
戦する積極的な態度や粘り強い学習習
慣を身につける

2 ．DP8.意思疎通

外国語修得において言語コミュニケーション
スキルを身につけることができる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

到達度確認前半テスト
30％
到達度確認後半テスト
30％
授業内の小テストや口頭での演習
20％
期末レポート
20％

： 綴りと発音との関係、基本的な挨拶、基礎的な語彙や文法などを正確に理解し、また表現できるか
どうか
： 綴りと発音との関係、基本的な挨拶、基礎的な語彙や文法などを文字で、また音声で正確に理
解し、また表現できるかどうか
： 継続的に予習、復習を重ねて、各回の授業内を着実に身につけているかどうかを筆記および口
頭で確認する
： 15回の授業終了後に、授業全体を振り返り、基礎的な文法を理解しているかどうか、レポートにま
とめることにより、到達度を確認する

使用教科書
指定する
著者
藤田裕二

タイトル
・

出版社

『パリのクールジャパン』

参考文献等
授業内で必要に応じて適宜指示します。
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・ 朝日出版社

出版年
・

2011 年
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履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は１単位の科目であるため、平均すると毎回1時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
「フランス語入門１」単位修得者を対象としたクラスです。フランス語の音に慣れ親しむために、日頃から教科書付属のＣＤを活用しましょ
う。また、フランス語の映画や音楽を積極的に見聞きしましょう。授業では、最小限必要な文法事項の解説やテキストの訳読も行いますが、可
能な限り、発音練習、音声の聞き取り、音読など、口頭での身体的なトレーニングに十分時間を割きたいと思います。継続的な学習によっての
み語学力はアップします。受講者には日常的なフランス語学習を義務づけます。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜 2限

場所：

研究室（西館２階）

備考・注意事項： Google ClassroomのGmail にていつでもお送りください。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

Introduction
Lecon 0 あいさつ フランス語入門Ⅰの能力の現状を確認しま
す
フランス語の発音を確認します。聞き取りで語彙を学びます。

教科書pp.３～４の発音練習をしてください

1時間

第2回

第１課 第２課 フランス語初歩のおさらい（１）
国籍を言う、元気かどうかを聞く、アルファベ、数
字（１～10）を確認します。
自己紹介します。聞き取りで語彙を学びます。

教科書pp.6～13の発音練習をしてください

1時間

第3回

第３課 第４課 フランス語初歩のおさらい（２） Lecon 3-4
規則動詞の活用を確認します。不定冠詞と指示代名詞を確認しま
す。
聞き取りで語彙を学びます。

教科書pp.14～21の発音練習をしてください

1時間

Lecon 1-2

職業、住んでいるところについて言う、数字（11～20）を確認し
ます。
聞き取りで語彙を学びます。
第4回

第５課 第６課 フランス語初歩のおさらい（３）Lecon 5・6
否定形、疑問副詞、～がある、の表現を確認します。
職業、年齢を、数字（21以上）を確認します。聞き取りで語
彙を学びます。

教科書pp.22～29の発音練習をしてください

1時間

第5回

第７課 日本料理店に行く（第７課・前半）
Lecon 7 - Tu n'as pas faim?
冠詞の種類を理解し、部分冠詞と定冠詞を学びます。

教科書pp.30～31の練習問題をしてください

1時間

第6回

第７課

第７課 復習用配布プリントで練習問題をし
てください

1時間

日本料理店に行く（第７課・後半）

食べ物と飲み物の語彙を学びます。日本料理店、フランス料理
店での会話を練習します。
第７課の練習問題に取り組みます。
第7回

フランス旅行を想定した会話 到達度確認前半テスト
口頭表現による会話の達成度を確認します。学期前半の学習の到
達度を確認します。その解説を聞き、授業全体を振り返ること
で、学習内容を確実に身につけます。

教科書p.33までの理解度を確認してください

1時間

第8回

第８課 布団が好き
Lecon 8 - Ma soeur dort dans un futon.
所有形容詞を学びます。
第８課の練習問題に取り組みます。

教科書pp.34～36の練習問題をしてください

1時間

第9回

第９課 店で買い物をする（第９課・前半）
Lecon 9 - Je voudrais acheter ～.
指示形容詞、名詞の性・数による変化を学びます。

教科書pp.38～39の練習問題をしてください

1時間

第10回

第９課

第９課 復習用配布プリントで練習問題をし
てください

1時間

店で買い物をする（第９課・後半）

疑問副詞 combien を学びます。
日用品の語彙を学び、買い物の会話を学びます。
第11回

第10課 私は行きたい
Lecon 10 - Tu ne veux pas y aller?
中世代名詞 y を学びます。月、曜日を学びます。
第10課の練習問題に取り組みます。

教科書pp.42～44の練習問題をしてください

1時間

第12回

第11課 天候の話
Lecon 11 - Il fait chaud!
非人称構文を学びます。天候、時刻の表現を学びます。
第11課の練習問題に取り組みます。

教科書pp.46～48の練習問題をしてください

1時間

第13回

第12課 美術館に行く
Lecon 12 - C'est magnifique, cet ukiyo-e!
美術館での会話を学びます。色の形容詞を学びます。
第12課の練習問題に取り組みます。

教科書pp.30～56の発音を練習してください

1時間

第14回

後半の到達度確認テストと解説 フランス語でプレゼンテー
ション
フランス語でプレゼンテーション・会話を行うことにより達成
度を確認します。学習の達成度を確認テストにより確認しま
す。解説を聞き、授業全体を振り返ることで、学習内容を確
実に身につけます。

学期の総復習を行いレポートを作成してくだ
さい

1時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

韓国語入門Ⅰ
李炫淨
1～4年

開講時期

前期／後期

1

単位数

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
本科目では、韓国語を初めて学ぶ学生を対象に、韓国語の読み、書き、聞き、話すための基礎的な運用能力を身につけることを目標としま
す。まず、文字と発音の学習から始まり、基礎的な語彙と文法の学習へと進みます。口頭での反復練習を中心に、基礎的な会話を学んでいきま
す。最終的には韓国語であいさつや簡単な自己紹介、旅行などで韓国に行ったとき簡単な会話ができるようになることを目指します。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

韓国語の文字であるハングルの読み、書き
に関しての勉強。

韓国語の文字であるハングルの読み、書きが
できるようになる。

汎用的な力
1 ．DP8.意思疎通

韓国語であいさつや簡単な自己紹介ができる
ようになる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
教科書がなければ授業を受けることができません。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

期末テスト

： 14回行った授業の内容を基にテストを行う。その結果で評価する。
40％

中間テスト

： 教科書の内容を基にテストを行う。その結果で評価する。
40％

課題及び授業態度

： 課題の完成度と授業態度をもって評価する。
20％

使用教科書
指定する
著者

タイトル

金京子／喜多恵美子

・

パランセ韓国語

出版社
初級

改定版

・ 朝日出版社

出版年
・

2021 年

参考文献等
特に無し。
韓日・日韓辞書があれば準備すること。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は1単位の科目であるため、平均すると毎回1時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

一回目の授業の時説明します。

場所：

授業の教室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

母音字の習得

教科書pp.8~11までの授業内容の復習、及び練
習問題を解いてみること。
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授業の流れと韓国語や韓国の文字について簡単な説明をする。
また、基本母音字について勉強する。
第2回

子音字の習得①－平音・激音・濃音を中心に
子音字、主に平音、激音、濃音を中心に勉強する。

第3回

合成母音字と音節末の子音(パッチム)の習得。
合成母音字及び音節末の子音(パッチム)について勉強する。

第4回

発音規則①－連音化・濃音化・激音化など－
発音規則、主に連音化、濃音化、激音化などについて勉強する。

第5回

第1課の「AはBですか？」、「AはBです」表現を勉強する。
「AはBですか？」、「AはBです」表現を学び、その表現を用い
て会話練習をする。

教科書pp.12~21までの授業内容の復
習、及び練習問題を解いてみること。

4時間

教科書pp.22~30までの授業内容の復
習、及び練習問題を解いてみること。

4時間

教科書pp.31~35までの授業内容の復
習、及び練習問題を解いてみること。

4時間

教科書pp.40~43までの授業内容の復
習、及び練習問題を解いてみること。

4時間

第6回

第2課の「～ではありません」、「～ではなく」表現を勉強す
る。
「～ではありません」、「～ではなく」表現を学び、その表
現を用いて会話練習をする。

教科書pp.44~49までの授業内容の復
習、及び練習問題を解いてみること。

4時間

第7回

第1課と第2課の復習。

教科書pp.40~49までの授業内容の復
習、及び練習問題を解いてみること。

4時間

教科書pp.50~53までの授業内容の復
習、及び練習問題を解いてみること。

4時間

教科書pp.54~57までの授業内容の復
習、及び練習問題を解いてみること。

4時間

教科書pp.54~59までの授業内容の復
習、及び練習問題を解いてみること。

4時間

教科書pp.60~63までの授業内容の復
習、及び練習問題を解いてみること。

4時間

教科書pp.64~67までの授業内容の復
習、及び練習問題を解いてみること。

4時間

教科書pp.64~69までの授業内容の復
習、及び練習問題を解いてみること。

4時間

期末テストに備えて勉強すること。

4時間

第1課と第2課の内容を復習する。
第8回

第3課の「漢数字」、「～しています」表現を勉強する。
「漢数字」、「～しています」表現を学び、その表現を用いて会
話練習をする。

第9回

第4課の「ハムニダ体」、「存在詞」について勉強する。
「ハムニダ体」、「存在詞」について学び、その表現を用いて会
話練習をする。

第10回

第3課と第4課の復習。
第3課と第4課の内容を復習する。

第11回

中間テスト及び第5課の「年月日の言い方」について勉強する。
「年月日の言い方」について学び、その表現を用いて会話練習を
する。

第12回

第6課の「固有数詞」、「用言の否定形」について勉強する。
「固有数詞」及び「用言の否定形」について勉強する。

第13回

第5課と第6課の復習。
第5課と第6課の内容を復習する。

第14回

韓国語での自己紹介及び前期のまとめ。
韓国語での自己紹介及び前期のまとめ。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

韓国語入門Ⅰ
金蘭正
1～4年

開講時期

前期

単位数

1

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
本講義では、韓国語を初めて学ぶ学生を対象に、韓国語の会話、文法、単語＆表現、読む、話すという総合的能力を高めていくことに重
点を置いて講義し、学習者同士がペアワークを通じて会話能力を修得できるようにします。各課ごとにリスニング練習を行うと共にリスニン
グ能力の向上のため講義における使用言語の1/3は韓国語で行います。最終的には韓国語であいさつや簡単な自己紹介、旅行などで韓国に行った
ときの簡単な会話ができるようになることを目指します。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

韓国語の文字であるハングルの読み、書き
に関しての勉強。

韓国語の文字であるハングルの読み、書きが
できるようになる。

汎用的な力
1 ．DP8.意思疎通

韓国語であいさつや簡単な自己紹介ができる
ようになる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

課題・受講態度

： 評価の基準；課題の完成度と授業態度で評価する。
30％

中間テスト
30％
期末テスト
40％

： １．授業で学んだ韓国語の基礎に対する理解度を「読む・書く・聴く・話す」という観点から評
価する。２．授業で学んだ韓国語の表現を自分のものとして活用できるか、その達成程度を評価す
る。
： １．授業で学んだ韓国語の基礎に対する理解度を「読む・書く・聴く・話す」という観点から評
価する。２．授業で学んだ韓国語の表現を自分のものとして活用できるか、その達成程度を評価す
る。

使用教科書
指定する
著者

タイトル

鄭勛燮・申昌鉉

・

出版社

アクティビティな韓国語

・ 朝日出版社

参考文献等
適宜提示する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は1単位の科目であるため、平均すると毎回1時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

火曜日3限

場所：

研究室（西館2階）

備考・注意事項： 質問は授業の前後にも答えるが、メールでも対応する。
アドレス：kim-r@osaka-seikei.ac.jp
メールには必ず氏名と学籍番号を書くこと。

134

出版年
・

2013 年
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授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ガイダンス・韓国の基礎知識
学習内容や評価方法、受講においての注意事項などについて説
明したうえで、韓国の基礎知識を確認する。

事前にシラバスを熟読し、授業についての見
通しを持つ。

1時間

第2回

ハングル文字の仕組み
ハングルの構成を理解し、母音と子音を覚える。

子音と母音について復習する。

1時間

第3回

ハンブル文字仕組みの応用および挨拶表現
自分の名前をハングルで書いてみる。基本的な挨拶について触れ
る。

ハングルでの自分の名前を覚える。

1時間

第4回

第１課 ～は、～です、～ですか
日本語の助詞「～は」と「名刺＋です、ですか」に相当する韓国
語表現について学ぶ。

「名詞＋です」の表現を覚える。

1時間

第5回

第2課 ～です/ですか、誰？
日本語の「～です/ですか」のやわらかい表現と「誰？」に相
当する韓国語表現について学ぶ。

「名詞+ですか？」の表現を覚える。

1時間

第6回

第3課 ～と申します/～と言います
日本語の「～と申します/～と言います」に相当する韓国語表
現について学ぶ。

「名前+と申します」の表現を覚える。

1時間

第7回

第４課

「名詞+ではありません」の「ハムニ
ダ体」を覚える。

1時間

動詞・形容詞の語幹に付いて、かしこまっ
た場で使う丁寧な表現であることを覚える。

1時間

～ではありません

日本語の「名詞+ではありません」、「名詞+ではありません
か」に相当する韓国語「ハムニダ体」表現について学ぶ。
第8回

第5課 ～です、～ます、～ですか、～ますか
日本語の「～です、～ます」と「～ですか、ますか」に相当す
る韓国語表現について学ぶ。

第9回

Reviewと中間テスト
今迄の授業内容を振り返り、中間テストを実施する。

現在までの授業ノートを取りまとめる。

1時間

第10回

映像による韓国語の学び。
映像をみながら、韓国語に触れてみる。

映像で聞き取れた韓国語を覚えてる。

1時間

第11回

第６課

「この、その、あの、どの、＋名詞」を覚え
る。

1時間

～が、私、（この、その、あの、どの）

日本語の「～が」に相当する韓国語表現と名詞の前に付いて、そ
の名詞を指し示す役割をする指示代名詞について学ぶ。
第12回

第7課 （いる、ある）、（いない、ない）、いらっしゃる
日本語の「いる、ある」に相当する韓国語表現とその否定形・尊
敬語について学ぶ。

「いる、ある」の表現を覚える。

1時間

第13回

第8課 ～へ行く、（～にある・いる）
進行の方向を表す助詞と場所を表す指示代名詞、方向を表す指示
代名詞について学ぶ。

場所や方向を表す指示代名詞を覚える。

1時間

第14回

第9課 ～られます、お～になります、動詞の活用
動詞や形容詞の語幹に付く尊敬表現と動詞の不規則活用につい
て学ぶ。

動詞や形容詞の尊敬表現を覚える。

1時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

韓国語入門Ⅰ
李貞淵
1～4年

開講時期

前期／後期

1

単位数

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
本授業では、韓国語を初めて学ぶ学生を対象に、韓国語を読み、書き、聞き、話すための基礎的な運用能力を身につけることを目標としま
す。まず、文字と発音の学習から始まり、基礎的な語彙と文法の学習へと進みます。口頭での反復練習を中心に、基礎的な会話を学んでいきま
す。最終的には韓国語であいさつや簡単な自己紹介、旅行などで韓国に行ったとき簡単な会話ができるようになることを目指します。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

韓国語の文字であるハングルの読み、書き
に関しての勉強。

韓国語の文字であるハングルの読み、書きが
できるようになる。

汎用的な力
1 ．DP8.意思疎通

韓国語であいさつや簡単な自己紹介ができる
ようになる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

期末テスト

： 14回行った授業の内容を基にテストを行う。その結果で評価する。
40％

中間テスト

： 教科書の内容を基にテストを行う。その結果で評価する。
40％

課題及び授業態度

： 課題の完成度と授業態度をもって評価する。
20％

使用教科書
指定する
著者

タイトル

金京子／喜多恵美子

・

パランセ韓国語

出版社
初級

改定版

・ 朝日出版社

出版年
・

2021 年

参考文献等
特に無し。
韓日・日韓辞書があれば準備すること。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は一単位の科目であるため、平均すると毎回1時間の授業外学修が求められる。「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授
業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

一回目の授業の時に説明します。

場所：

授業の教室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

韓国語とは何か。

教科書pp.8~11までの授業内容の復習、及び練
習問題を解いてみること。
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4時間
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授業の流れと韓国語や韓国語の文字について簡単な説明をする。
また、韓国語の基本母音字について勉強する。
第2回

子音字の習得①－平音・激音・濃音を中心に
韓国語の子音字、主に平音と激音と濃音について勉強する。

第3回

合成母音字と音節末の子音(パッチム)の習得。
合成母音字及び音節末の子音(パッチム)について勉強する。

第4回

発音規則①－連音化・濃音化・激音化など－
発音規則、主に、連音化、濃音化、激音化などについて勉強す
る。

第5回

第1課の「AはBですか？」、「AはBです」表現を勉強する。
「AはBですか？」、「AはBです」表現を学び、その表現を用い
て会話練習をする。

教科書pp.12~21までの授業内容の復
習、及び練習問題を解いてみること。

4時間

教科書pp.22~30までの授業内容の復
習、及び練習問題を解いてみること。

4時間

教科書pp.31~35までの授業内容の復
習、及び練習問題を解いてみること。

4時間

教科書pp.40~43までの授業内容の復
習、及び練習問題を解いてみること。

4時間

第6回

第2課の「～ではありません」、「～ではなく」表現を勉強す
る。
「～ではありません」、「～ではなく」表現を学び、その表
現を用いて会話練習をする。

教科書pp.44~49までの授業内容の復
習、及び練習問題を解いてみること。

4時間

第7回

第1課と第2課の復習。

教科書pp.40~49までの授業内容の復
習、及び練習問題を解いてみること。

4時間

教科書pp.50~53までの授業内容の復
習、及び練習問題を解いてみること。

4時間

教科書pp.54~57までの授業内容の復
習、及び練習問題を解いてみること。

4時間

教科書pp.54~59までの授業内容の復
習、及び練習問題を解いてみること。

4時間

教科書pp.60~63までの授業内容の復
習、及び練習問題を解いてみること。

4時間

教科書pp.64~67までの授業内容の復
習、及び練習問題を解いてみること。

4時間

教科書pp.64~69までの授業内容の復
習、及び練習問題を解いてみること。

4時間

期末テストに備えて勉強すること。

4時間

第1課と第2課の内容を復習する。
第8回

第3課の「漢数字」、「～しています」表現を勉強する。
「漢数字」、「～しています」表現を学び、その表現を用いて会
話練習をする。

第9回

第4課の「ハムニダ体」、「存在詞」について勉強する。
「ハムニダ体」、「存在詞」について学び、その表現を用いて会
話練習をする。

第10回

第3課と第4課の復習。
第3課と第4課の内容を復習する。

第11回

中間テスト及び第5課の「年月日の言い方」について勉強する。
「年月日の言い方」について学び、その表現を用いて会話練習を
する。

第12回

第6課の「固有数詞」、「用言の否定形」について勉強する。
「固有数詞」と「用言の否定形」について勉強する。

第13回

第5課と第6課の復習。
第5課と第6課の内容を復習する。

第14回

韓国語での自己紹介及び前期のまとめ。
韓国語での自己紹介及び前期のまとめ
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

韓国語入門Ⅱ
李炫淨
1～4年

開講時期

前期

1

単位数

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
この授業は、主に韓国語入門1を履修した学生を対象に、韓国語を読み、書き、聞き、話すための基礎的な運用能力を身につけることを目標とし
ます。まずは文字と発音の学習から始まり、基礎的な語彙と文法の学習へと進みます。口頭での反復練習を中心に、基礎的な会話を学んでいき
ます。最終的には韓国語であいさつや簡単な自己紹介、旅行などで韓国に行ったとき簡単な会話ができるようになることを目指します。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

韓国語の文字であるハングルを読み、書くこ
とができるようにする。

あいさつや簡単な自己紹介ができるようにな
ることを目指す。

汎用的な力
1 ．DP8.意思疎通

受講者が韓国語で簡単なコミュニケーショ
ンができるようになることを目指す。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します

成績評価
注意事項等
1.原則として韓国語入門1を履修した学生が対象。
2. ハングル文字を読むことができないと授業を受けることができない。
2.規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

期末テスト

： 14回行った授業の内容を基にテストを行う。その結果で評価する。
40％

中間テスト

： 教科書の内容を基にテストを行う。その結果で評価する。
40％

課題及び授業態度

： 課題の完成度と授業態度をもって評価する。
20％

使用教科書
指定する
著者

タイトル

金京子／喜多恵美子

・

パランセ韓国語

出版社
初級

改訂版

・ 朝日出版社

出版年
・

2021 年

参考文献等
特に無し。
韓日・日韓辞書があれば準備すること。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は１単位の科目であるため、平均すると毎回1時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

一回目の授業の時に説明します。

場所：

授業の教室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
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第1回

前期のまとめ(第1課～第6課)
オリエンテーション及び前期の「パランセ韓国
語」の第1課～第6課まで学んだ内容を中心に復習する。

第2回

第7課：授業は何時に終わりますか？
「～時～分」の言い方と「～しましょうか」の表現について勉
強する。

第3回

第8課：日本語学校には行かないのです。
用言の否定形と意志や推量を表す表現について勉強する。

第4回

第9課：「マンドゥ」がお好きですか？
尊敬形に作り方について勉強する。

第5回

第7課～第9課の復習
第7課から第9課までの内容を復習する。

第6回

第10課：民秀と一緒に一度来てください。
ヘヨ体の終結語尾について勉強する。

第7回

第11課：来年の春にまた来たいです。
ハダ用言のヘヨ体の終結語尾と「～したい」の表現について勉
強する。

第8回

第12課：ひとついくらですか？
指定詞のヘヨ体と「～してください」の表現について勉強する。

第9回

第10課～第12課の復習
第10課から第12課までの内容を復習する。

第10回

第13課：ご両親へのお土産は買いましたか？
用言の過去形について勉強する。

第11回

第14課：昨日地下鉄に乗っていました。
指定詞の過去形と「～しましょう」の表現について勉強する。

第12回

第15課：お父さんはおいくつですか？
ヘヨ体の尊敬形と事実の確認や勧誘などを表す表現について勉
強する。

第13回

第16課：今週の土曜日ですか？
「～ですか」、「～のようだ」の表現について勉強する。

第14回

第13課～第16課の復習
第13課から第16課までの内容を復習する。
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韓国語入門1で学んだ授業内
容(第１課～第６課)を復習しておくこと。

4時間

教科書pp.70~73までの授業内容の復
習、及び練習問題を解いてみること。

4時間

教科書pp.74~77までの授業内容の復
習、及び練習問題を解いてみること。

4時間

教科書pp.80~83までの授業内容の復
習、及び練習問題を解いてみること。

4時間

教科書pp.70~83までの授業内容の復
習、及び練習問題を解いてみること。

4時間

教科書pp.84~89までの授業内容の復
習、及び、練習問題を解いてみること。

4時間

教科書pp.90~93までの授業内容の復
習、及び、練習問題を解いてみること。

4時間

教科書pp.94~99までの授業内容の復
習、及び、練習問題を解いてみること。

4時間

教科書pp.84~99までの授業内容の復
習、及び、練習問題を解いてみること。

4時間

教科書pp.100~103までの授業内容の復
習、及び、練習問題を解いてみること。

4時間

教科書pp.104~107までの授業内容の復
習、及び、練習問題を解いてみること。

4時間

教科書pp.110~113までの授業内容の復
習、及び練習問題を解いてみること。

4時間

教科書pp.114~119までの授業内容の復
習、及び、練習問題を解いてみること。

4時間

期末テストに備えて勉強すること。

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

海外短期語学研修/海外英語研修
伊藤由紀子
1～4年

開講時期

後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

大阪市立中学校英語教諭として、その後教育センター研究員として24年間勤務。
英語教育、国際理解教育、異文化コミュニケーションの授業提案等に関わる経験。（第1～5、14回）

授業概要
本授業では、国際体験の中で英語を学びます。海外の語学学校にて短期英語集中コースで、他国からの学生と一緒に学びます。これまでに学校
等で学習した英語を、色々な生活場面で活用する体験と異文化間コミュニケーション体験を通して、グローバル社会で必要な互いに理
解し、伝え合う態度の育成と、主体的に行動する必要性と自分の行動に責任を持つ意識を高め、自文化、異文化に対する関心を高める機会を提
供します。また、他国の文化、生活と比較して、日本文化、生活を対比できる貴重な機会になります。
※2022年度の海外短期留学に関しまして、新型コロナウィルス感染拡大の影響により、プログラムの変更または中止の可能性があります。ま
た、具体的な渡航先については決定次第お知らせします。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

実際のコミュニケーションに関わる英語運用
能力を身に付ける。

3週間の滞在を通して、英語だけで生
活し、相手の話の内容を理解し、適切な対
応ができる。また、自分の意思を相手に伝え
ることができる。

汎用的な力
1 ．DP10.忠恕の心

信頼関係を築くために、人に立場に立っ
て考え、行動することの重要性に気づくこと
ができる。

2 ．DP6.行動・実践

主体的に行動し、自分の行動に責任を持つこ
とができる。

学外連携学修
有り

(連携先：現地語学学校)

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・eラーニング、反転授業
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)
・見学、フィールドワーク
・その他(以下に概要を記述)
海外の語学学校に３週間通学し、主体的に学び、行動に責任を持つ体験をします。それに向けての事前指導と事後の報告レポート提出、お
よび報告会に必ず参加すること。

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします

成績評価
注意事項等
事前、事後学習を含めて原則として毎回出席すること。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

現地校での成績報告
60％
事前指導の提出課題
10％

： 現地校での授業に対して、主体的に責任ある行動で学んだかという観点と、３週間での変化につい
て、10段階で総合的に評価する。
： 自己紹介文、ホームステイ申込書、研修日誌の目標設定、渡航先の国の文化、日常の英語の会話な
どの内容を質、量で、5段階で評価する（10点）。

事後報告レポート・プレゼンテーショ ： 事後報告レポート（15点）と事後発表会（20点）の内容について、質、量について、設定したルー
ン
ブリックに基づいて、10段階で評価する。
30％
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使用教科書
特に指定しない

参考文献等
特に指定しない

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、授業内外合わせて90時間の学修が求められる。なお、海外研修中には1日5時間の授業に加えて、平均する
と1日あたり4時間の授業外学修を行うこと。「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授
業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

木曜4限

場所：

伊藤研究室

備考・注意事項： 教員に連絡をとりたい場合はメールしてください。
件名に学籍番号、氏名を記載してください。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション
・語学留学について
・海外での生活、授業の概観
・自己紹介を含め、日本や家族をことを伝える方略を学ぶ

自己紹介文の第一次原稿の作成

4時間

第2回

異文化を学ぶ

留学先の国・地域について様々な視点か
ら調べる

4時間

ホームステイ申込み書の作成
発前課題

4時間

・留学する国・地域について様々な方面から学ぶ
・日常会話の練習（ステイ先、学校での自己紹介など）
・留学の目標を確認
第3回

ホームステイ家族と仲良くする
・ホームステイの心得
・日常会話の練習（初めて家に行った時、おみやげを渡す時な
ど）
・海外旅行保険の案内
・日常生活に必要な情報を得る方法について

研修日誌の出

第4回

語学研修を成功させるために＃１
・目標の設定
・日常会話の練習（具合が悪くなった時など）
・リスニング学習の案内
・滞在中の研修日誌作成に関する注意事項

研修日誌の出発前課題の完成

4時間

第5回

語学研修を成功させるために＃２
・滞在中の研修日誌の事前作成部分の完成
・出発を控えた最終段階での注意事項
・準備について

研修日誌の出発前課題の完成

4時間

第6回

現地校でのオリエンテーション Placement Test
レベル分けテスト
受講クラスの決定、受講の注意点、
授業予定の連絡等

現地校での課題

4時間

第7回

英語集中トレーニング１
Communication skills,
Pronunciation,
１日６時間の英語集中トレーニング
発音トレーニング
コミュニケーション活動
課外活動

現地校での課題

4時間

第8回

英語集中トレーニング2 Pronunciation, Listening
１日６時間の英語集中トレーニング
発音トレーニング
リスニング活動
課外活動

現地校での課題

4時間

第9回

英語集中トレーニング3 Speaking
１日６時間の英語集中トレーニング
スピーキング活動、やり取り
課外活動

現地校での課題

4時間

第10回

英語集中トレーニング4 Reading
１日６時間の英語集中トレーニング
リーディング活動
スピーキング活動
課外活動

現地校での課題

4時間

第11回

英語集中トレーニング5 Writing, Mid-Term Test
１日６時間の英語集中トレーニング
ライティング活動
小テスト
課外活動

現地校での課題

4時間

第12回

英語集中トレーニング6

現地校での課題、研修日誌に基づいた報告レ
ポートの作成、

4時間

現地校での課題、研修日誌に基づいた報告レ
ポートの作成、プレゼンテーションの準備

4時間

Academic Skills, Presentation

１日６時間の英語集中トレーニング
アカデミックライティング
プレゼンテーション
課外活動
第13回

英語集中トレーニング７ Final Test, Review
研修報告会（プレゼンテーション）
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第14回

研修日誌に基づいた報告レポートの作成、プレゼンテーション
・語学研修について、「目標と成果」「新しい自分の発
見」の2つのテーマについて、作成した事後報告レポートについ
て最終報告のプレゼンテーションを行う。
・研修日誌の完成
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報告レポートの提出、プレゼンテーション資
料の提出

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

General English３
坂井純子・Ｊジョンストン
2年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
本授業では、４技能 (listening, speaking, reading, and writing) 全体の向上を目指す中において、特にリーディングと文法力の確立に重
点をおいて学習します。国際観光の分野でリーダーシップを持って活躍できる人材育成を視野に幅広いテーマを扱い、単なる情報の受け手では
なく、自ら批判的思考をめぐらし、意見を発信できることを目標とします。課題解決型学習の一環としてペアワークやグループワー
クを取り入れ、多文化共生社会における多様な価値観を受け入れ、他と協働できる国際的人材としてのスキルベース作りも視野に入れた授業展
開を行います。また、英語を通して英文法を確認することで、さらに英語的感覚を伸ばしていくことを目指します。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

コミュニケーションに影響を与える国際
的、文化的諸テーマについての知識とそれ
を理解する英語力

リーダー資質、時間管理等のテーマについて
の英文を理解し、整理することができる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

ネイティブ・非ネイティブにかかわらず、英
語で発された書き言葉、話し言葉で意
見を伝えあう技能

テーマに関して批判的に考え、またそれ
を互いに正確な表現で伝え合うことができ
る。

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

グループでお互いの意見を尊重し合い、英
語でコミュニケーションを行うことができ
る。

2 ．DP6.行動・実践

様々なグループの中で、必要に応じてリー
ダーシップを取ることができる。

3 ．DP7.完遂

協働学習の中で、意見を持ち寄ってディス
カッションを推進する。

4 ．DP8.意思疎通

グループ活動をスムーズに行える英語コミュ
ニケーション能力を身につける。

5 ．DP9.役割理解・連携行動

協働的な学びから情報を共有し、信頼関
係を構築する。協働学習の中で多様性を理
解し、気配り、共感して受容する素
養を育み、社会生活を営むにたる親和
力を培う。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・eラーニング、反転授業
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業参加
30％
課題
30％

： 協働学習の目標を念頭に自律学習を含め責任を持ち授業に取り組んでいることが行動に示されてい
るか。自己評価、他者評価に関わる表現が振り返りに示されているか、などを総合的に判断する。
： 課題を授業内での学習を定着させる目的だけのみならず、授業中での学びを深めるための積極
的なリサーチとして取り組むことにより、学びをより深め、有意義なものとする機会としているか
により判断する。
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期末考査
20％
小テスト
20％

： 授業内外での学びの知識を総合し、提示される問題に対して自らの答えを導き出し、提示すること
ができるかにより判断する。
： 自律的に語彙増強に努め、毎回の授業における小テストに意欲的に取り組むことで定着を図ること
ができているか、により判断する。

使用教科書
指定する
著者

タイトル

出版社

David Bahlke

・

Skillful 1 Reading & Writing
(2nd edition)

・ Macmillan Education

Murphy, R.

・

English Grammar in Use. Fifth ・ Cambridge University Press
Edition. Book with Answers.

出版年
・

2018 年

・

2019 年

参考文献等
使用する教科書については下記を参照してください。
奇数回授業
1. Skillful Reading & Writing
偶数回授業
2. English Grammar In Use
また、多読活動にはX-Readingを用います。別途教材費および登録が必要となります。

履修上の注意・備考・メッセージ
多読活動にはX-Reading（オンライン上の英語多読プログラム）を用いるため、別途教材費が必要です。詳しくはオリエンテーション時に案内し
ます。
また、本科目は平均すると毎回4時間の授業外学修が求められます。 特に授業内では協働学習を中心として進めるので、自らの貢献度を向上さ
せるためにも、普段から社会における様々な事象をクリティカルな視点を持って眺め、自らインプットを求める積極性が求められます。英
語はコミュニケーションを円滑に行うためのツールに過ぎず、そのツールを活かす原動力は自らの「人間力」であることを理解し、分野を限
定することなく幅広く見聞を広めて下さい。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

初回授業で案内します。

場所：

初回授業で案内します。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

Introduction / Unit 1: Reading, Vocabulary, Critical
Thinking, Study Skills
Students will receive instruction on class expectations
and key terminology for the classroom.

Unit 1 vocabulary study, content preview,
writing

2時間

Students will practice their reading for gist and reading
for specific information skills. They will learn the
meaning, form, and pronunciation of vocabulary words
connected to the text. Through discussion of the text,
students will be challenged to use their critical thinking
skills.
第2回

文法1：Questions 1 (U49)
English Grammar In Use 文法課題1に関する活動
X-readingの使い方

文法課題1の問題、多読と記録

2時間

第3回

Unit 1: Vocabulary Development, Academic Words,
Reading, Critical Thinking
Students will practice their skills in reading for
detailed comprehension. They will answer comprehension
check questions, and develop their critical thinking
skills through discussion of the text. They will learn to
develop their vocabulary, and learn the meaning, form, and
pronunciation of important academic words and phrases.

Unit 1 vocabulary study, content review

2時間

第4回

文法2：Question 2 (U50)
English Grammar In Use 文法課題2に関する活動
多読をベースにした活動

文法課題２の問題、多読と記録

2時間

第5回

Unit 1: Grammar and Writing

Unit 1 vocabulary study, writing, content
review

2時間

Students will review grammar usage in context of the unit
theme. Students will practice their skills in writing in
a step by step process. Students will need to show
critical thinking skills in their writing. They will
receive feedback from the instructor in this process.
第6回

文法3：Auxiliary verbs (U51)
English Grammar In Use 文法課題3に関する活動
多読をベースにした活動

文法課題3の問題、多読と記録

2時間

第7回

Unit 2: Reading, Vocabulary, Critical Thinking, Study
Skills
Students will engage in speaking practice in context of
the unit theme. Students will learn the meaning, form,
and pronunciation of vocabulary vital for understanding
the reading text. Students will then practice their
skills in reading for specific information and detailed
comprehension.

Unit 2 vocabulary study, content review

2時間

第8回

文法4：Question tags (U52)
小テスト
English Grammar In Use 文法課題4に関する活動
多読をベースにした活動

文法課題4の問題、多読と記録

2時間
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第9回

Unit 2: Academic Words, Reading, Vocabulary Development,
Critical Thinking
Students will learn the meaning, form, and pronunciation
of academic vocabulary. They will also learn collocations
to develop their vocabulary. Students will practice their
skills in skimming and reading for detailed comprehension,
and engage in discussion regarding the Unit topic.

Unit 2 vocabulary study, content review

2時間

第10回

文法5：Verb + -ing (U53)
English Grammar In Use 文法課題5に関する活動
多読をベースにした活動

文法課題5の問題、多読と記録

2時間

第11回

Unit 2: Grammar and Writing
Students will review grammar in context of the unit theme.
They will analyze a writing model and practice their
skills in writing in this context. Students will have a
chance to engage in peer editing for their writing in
order to develop their writing skills more solidly.

Unit 2 content review, writing

2時間

第12回

文法1～5のまとめ
English Grammar In Use 文法課題1～5の復習
多読をベースにした活動

多読と記録

2時間

第13回

Unit 3: Reading, Vocabulary, Critical Thinking, Study
Skills
Students will engage in speaking practice in context of
the unit theme. Students will learn the meaning, form,
and pronunciation of vocabulary that is necessary to
understand the text. Students will practice their skills
in reading for gist, specific information, and detailed
comprehension. Students will also analyze study skills
that can assist them in academic success.

Unit 3 vocabulary study, content review

2時間

第14回

文法6：Verb + to ... (U54)
English Grammar In Use 文法課題6に関する活動
多読をベースにした活動

文法課題6の問題、多読と記録

2時間

第15回

Unit 3: Academic Words, Reading, Vocabulary Development,
Critical Thinking
Students will practice their skills in skimming and
reading for detailed comprehension, and engage in
discussion regarding the Unit topic. Students will learn
the meaning, form, and pronunciation of academic
vocabulary. They will develop their vocabulary through
understanding of multi-word phrases.

Unit 3 vocabulary study, content review

2時間

Students will turn in their mid-term report.
第16回

文法7：Verb +O + to ... (U55)
English Grammar In Use 文法課題7に関する活動
多読をベースにした活動

文法課題7の問題、多読と記録

2時間

第17回

Unit 3: Grammar and Writing

Unit 3 vocabulary study, content review,
writing

2時間

Students will review grammar in context of the unit theme.
They will analyze a writing model and practice their
skills in writing in this context. Students will practice
writing topic sentences and support sentences.
第18回

文法8：Verb + -ing / to ... 2 (U57)
English Grammar In Use 文法課題8に関する活動
多読をベースにした活動

文法課題8の問題、多読と記録

2時間

第19回

Unit 4: Reading, Study Skills, Vocabulary, Academic
Words
Students will practice their skills in reading for gist,
reading for specific information, and reading for detailed
comprehension. They will learn the meaning, form and
pronunciation of academic words, and develop their study
skills.

Unit 4 vocabulary study, content review

2時間

第20回

文法9：prefer / would rather (U59)
English Grammar In Use 文法課題9に関する活動
多読をベースにした活動

文法課題9の問題、多読と記録

2時間

第21回

Unit 4: Grammar and Writing

Unit 4 vocabulary study, content review,
writing

2時間

Students will read and analyze a student writing model.
They will practice brainstorming, planning, and writing.
They will also review grammar connected to the theme of
the unit.
第22回

文法10：Preposition + -ing (U60)
English Grammar In Use 文法課題10に関する活動
多読をベースにした活動

文法課題10の問題、多読と記録

2時間

第23回

Unit 5: Vocabulary, Reading, Study Skills, Academic
Words
Students will practice their skills in reading for gist,
reading for specific information, and reading for detailed
comprehension. They will learn the meaning, form and
pronunciation of academic words, and develop their study
skills. They will use critical thinking skills to discuss
different aspects of the unit theme.

Unit 5 vocabulary study, content review

2時間

第24回

文法6-10のまとめ
English Grammar In Use 文法課題6-10の復習
多読をベースにした活動

文法課題12の問題、多読と記録

2時間

第25回

Unit 5: Grammar and Writing

Unit 5 vocabulary study, writing

2時間
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Students will review grammar to help their writing task.
Students will read and if necessary complete a writing
model. Students will plan and execute a writing task and
engage in peer editing when appropriate.
第26回

文法11：Verb + preposition + -ing (U62)
English Grammar In Use 文法課題11に関する活動
多読をベースにした活動

文法課題13の問題、Kabuki録音、自作辞書

2時間

第27回

Unit 1-5 Review
Students will review content, vocabulary, and writing
tasks from Unit 1 to 5. They will practice in-class
writing with attention to form and logic.

Unit 1-5 review, vocabulary study

2時間

第28回

まとめ
English Grammar In Use 文法課題総復習
多読活動のまとめと振り返り

文法総復習問題

2時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

General English４
坂井純子・Ｊジョンストン
2年

開講時期

後期

単位数

２

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
本授業では、前期に培った批判的思考力に基づいた意見の表出の精度をさらに高め、スピーキングやライティングの英語運用能力を伸ばしてい
くことを目的とします。様々な情報を国際観光という専門分野といかに関連づけて考えるのか、という知識の応用を重点的に取り組みます。課
題解決型学習としてのペアワークやグループワークの中で気づいた他者の良さを取り込む柔軟性を身につけることも目指します。引き続きよ
り多読活動を通してリーディング力をつけながら、複雑な英文法を運用できる力を伸ばしていきます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

コミュニケーションに影響を与える国際
的、文化的諸テーマについての知識とそれ
を理解する英語力

リーダー資質、時間管理等のテーマについて
の英文を理解し、整理することができる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

ネイティブ・非ネイティブにかかわらず、英
語で発された書き言葉、話し言葉で意
見を伝えあう技能

テーマに関して批判的に考え、またそれ
を互いに正確な表現で伝え合うことができ
る。

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

グループでお互いの意見を尊重し合い、英
語でコミュニケーションを行うことができ
る。

2 ．DP6.行動・実践

様々なグループの中で、必要に応じてリー
ダーシップを取ることができる。

3 ．DP7.完遂

協働学習の中で、意見を持ち寄ってディス
カッションを推進する。

4 ．DP8.意思疎通

グループ活動をスムーズに行える英語コミュ
ニケーション能力を身につける。

5 ．DP9.役割理解・連携行動

協働的な学びから情報を共有し、信頼関
係を構築する。協働学習の中で多様性を理
解し、気配り、共感して受容する素
養を育み、社会生活を営むにたる親和
力を培う。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・eラーニング、反転授業
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業参加
30％
課題
20％

： 協働学習の目標を念頭に自律学習を含め責任を持ち授業に取り組んでいることが行動に示されてい
るか。自己評価、他者評価に関わる表現が振り返りに示されているか、などを総合的に判断する。
： 課題を授業内での学習を定着させる目的だけのみならず、授業中での学びを深めるための積極
的なリサーチとして取り組むことにより、学びをより深め、有意義なものとする機会としているか
により判断する。
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発表課題
20％
期末考査
20％
小テスト
10％

： 授業内外での学びを集積し、応用することにより発表レベルに高め、自己表現を通して他者への問
題提起を行うことができているか、により判断する。
： 授業内外での学びの知識を総合し、提示される問題に対して自らの答えを導き出し、提示すること
ができるかにより判断する。
： 自律的に語彙増強に努め、毎回の授業における小テストに意欲的に取り組むことで定着を図ること
ができているか、により判断する。

使用教科書
指定する
著者

タイトル

出版社

David Bahlke

・

Skillful 1 Reading and
Writing (2nd edition)

・ Macmillan Education

Murphy, R.

・

English Grammar in Use. Fifth ・ Cambridge University Press
Edition. Book with Answers.

出版年
・

2018 年

・

2019 年

参考文献等
使用する教科書については下記を参照してください。
奇数回授業
1. Skillful Reading & Writing
偶数回授業
2. English Grammar In Use
また、多読活動にはX-Readingを用います。別途教材費および登録が必要となります（前期に支払った方は不要です）。

履修上の注意・備考・メッセージ
多読活動にはX-Reading（オンライン上の英語多読プログラム）を用いるため、未登録の方は別途教材費が必要です。詳しくはオリエンテーショ
ン時に案内します。
また、本科目は平均すると毎回4時間の授業外学修が求められます。 特に授業内では協働学習を中心として進めるので、自らの貢献度を向上さ
せるためにも、普段から社会における様々な事象をクリティカルな視点を持って眺め、自らインプットを求める積極性が求められます。英
語はコミュニケーションを円滑に行うためのツールに過ぎず、そのツールを活かす原動力は自らの「人間力」であることを理解し、分野を限
定することなく幅広く見聞を広めて下さい。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

初回授業で案内します。

場所：

初回授業で案内します。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

Unit 6: Reading, Critical Thinking, Study Skills
Students will practice their skills in reading for gist,
reading for specific information, and reading for detailed
comprehension. They will discuss questions in small
groups, utilizing critical thinking skills. They will
receive feedback on their discussions.

Unit 6 vocabulary, content review

2時間

第2回

文法1：to ... / for ... / so that ... (U64)
English Grammar In Use 文法課題1に関する活動
X-readingの使い方

文法課題1の問題、多読と記録

2時間

第3回

Unit 6: Reading, Vocabulary Development, Academic Words
Students will learn the meaning, form, and pronunciation
of important academic words. They will also engage in
vocabulary development through learning collocations and
multiword phrases. They will apply this knowledge to
their skills in reading for specific information and
reading for detailed comprehension.

Unit 6 vocabulary study, content review

2時間

第4回

文法2：myself / yourself / themselves (U82)
English Grammar In Use 文法課題2に関する活動
多読をベースにした活動

文法課題２の問題、多読と記録

2時間

第5回

Unit 6: Grammar and Writing
Students will review grammar in context of the unit
content. They will read and analyze a writing model, then
use the model as a basis for their own writing. They will
share and edit these essays as is necessary.

Unit 6 vocabulary study, writing

2時間

第6回

文法3：some / any (U85)
English Grammar In Use 文法課題3に関する活動
多読をベースにした活動

文法課題3の問題、多読と記録

2時間

第7回

Unit 7: Reading, Critical Thinking, Study Skills
Students will practice their skills in reading for gist,
reading for specific information, and reading for detailed
comprehension in context of the unit 7 theme. Students
will use critical thinking to help them understand the
content of the reading, as well as to understand study
skills to deepen their critical thinking.

Unit 7 vocabulary study, content review

2時間

第8回

文法4：no / none / any (U86)
小テスト
English Grammar In Use 文法課題4に関する活動
多読をベースにした活動

文法課題4の問題、多読と記録

2時間

第9回

Unit 7: Reading, Academic Words, Vocabulary
Students will study a list of academic terms and engage in
self-discovery of the meaning of these terms. Students
will practice their skills in reading for specific
information and reading for detailed comprehension.

Unit 7 vocabulary study, content review

2時間
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第10回

文法5：much/ many/ little/ few, etc. (U87)
English Grammar In Use 文法課題5に関する活動
多読をベースにした活動

文法課題5の問題、多読と記録

2時間

第11回

Unit 7: Grammar and Writing
Students will use knowledge from previous lessons to
practice writing from a writing prompt. Students will
focus on attention to form and conventions. They will
also learn grammar related to the unit theme and use this
knowledge to help them self edit and peer edit when
appropriate.

Unit 7 vocabulary study, writing

2時間

第12回

文法1～5のまとめ
English Grammar In Use 文法課題1～5の復習
多読をベースにした活動

多読と記録

2時間

第13回

Unit 8: Study Skills, Critical Thinking Skills, Reading
Students will spend time practicing study skills that can
increase their reading speed. They will engage in reading
a text and using critical thinking skills to discuss
group-oriented questions.

Unit 8 vocabulary study, content review

2時間

第14回

文法6：Relative clause 1 (U92)
English Grammar In Use 文法課題6に関する活動
多読をベースにした活動

文法課題6の問題、多読と記録

2時間

第15回

Unit 8: Academic Words, Reading, Discussion
Students will learn the meaning, form, and pronunciation
of a list of academic words connected with the unit theme.
They will read a text and conduct a pair/group discussion
about the contents. They will engage in vocabulary
self-discovery.

Unit 8 vocabulary study, content review

2時間

Mid-term report is due.
第16回

文法7：Relative clause 2 (U93)
English Grammar In Use 文法課題7に関する活動
多読をベースにした活動

文法課題7の問題、多読と記録

2時間

第17回

Unit 8: Grammar and Writing
Students will analyze a sample of writing and incorporate
grammar content to synthesize their own writing. Students
will exchange writing to critically analyze and provide
feedback to fellow students.

Unit 8 vocabulary study, writing

2時間

第18回

文法8：Relative clause 3 (U94)
English Grammar In Use 文法課題8に関する活動
多読をベースにした活動

文法課題8の問題、多読と記録

2時間

第19回

Unit 9: Academic words, Reading, Critical Thinking,
Study Skills
Students will incorporate group study to learn the
meaning, form, and pronunciation of a list of academic
terms. They will practice their skills in reading for
gist, reading for specific information, and reading for
detailed comprehension in the context of the Unit 9 theme.
They will engage in critical thinking through group
discussion of the text with other students.

Unit 9 vocabulary study, content review

2時間

第20回

文法9：-ing and -ed clause (U97)
English Grammar In Use 文法課題9に関する活動
多読をベースにした活動

文法課題9の問題、多読と記録

2時間

第21回

Unit 9: Grammar and Writing

Unit 9 vocabulary study, writing,
vocabulary content

2時間

Students will review grammar connected with the Unit 9
theme. They will analyze use of this grammar in a writing
sample. Then, they will practice their skills in writing
by responding to a similar writing prompt. They will
practice their skills in English editing by providing
feedback for other students.
第22回

文法10：Adjectives ending in -ing and -ed (U98)
English Grammar In Use 文法課題10に関する活動
多読をベースにした活動

文法課題10の問題、多読と記録

2時間

第23回

Unit 10: Vocabulary, Reading, Critical Thinking
Students will teach the meaning, form, and pronunciation
of a set of words to their peers. They will practice
their skills in reading for specific information and
reading for detailed comprehension. They will engage in
critical thinking as they discuss questions related to the
reading material.

ライティング準備

2時間

第24回

文法6-10のまとめ
English Grammar In Use 文法課題6-10の復習
多読をベースにした活動

文法課題12の問題、多読と記録

2時間

第25回

Unit 10: Grammar and Writing
Students will review grammar associated with the topic
they will be writing about. They will read and evaluate a
writing sample. They will use the writing sample to
engage in answering a question in essay form. Special
attention will be given to using logic to justify their
answers.

Unit 10 vocabulary study, writing

2時間

第26回

文法11：Adjectives and adverbs (U100)
English Grammar In Use 文法課題11に関する活動
多読をベースにした活動

文法課題13の問題、Kabuki録音、自作辞書

2時間
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第27回

Unit 6-10 Review and Critical Thinking
Students will engage in a variety of discussions related
to the topics of Unit 6-10. They will also practice their
skills in writing to answer a set of prompts connected
with the material of Unit 6-10. They will practice
self-editing for these writing practices.

Unit 6-10 vocabulary and content review

2時間

第28回

まとめ
English Grammar In Use 文法課題総復習
多読活動のまとめと振り返り

文法総復習問題

2時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

English Communication 3
Ｊジョンストン・Ｒフロンク・Ｊリング
2年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

Students will be able to understand international cultural issues that affect communication, both
positively and negatively.

授業概要
This class aims to provide students with a solid foundation in English communication and language activities related to the four
skills of English. The semester's twice-weekly classes will use materials from Evolve 2 and Evolve 3 with the goal of developing
English communication skills by addressing a variety of topics. Class assignments will be a mixture of presentations and
discussions. Students may also be required to submit reports in English. The class will discuss a variety of topics in
contemporary society, and will also cover topics of interest to students. The final form of this class syllabus will be
determined according to student ability and the order of activities may be changed by the instructor to accommodate student
needs.

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

Students will be able to understand
international cultural issues that
affect communication, both positively
and negatively.

They will be able to better understand
holidays and celebrations, personal
relations, professionalism, and family
as it relates to English-speaking
countries' culture.

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

Students will be better able to
understand reading and listening texts
written or spoken by native and
non-native speakers of English. They
will be better able to communicate their
opinions.

They will be better able to understand
and implement critical thinking skills
to aid them in acquiring English skills.

汎用的な力
1 ．DP7.完遂

Students will be able to see measured
improvement in their listening and
speaking skills. They will be able to
present information in English that
logically support their ideas.

2 ．DP9.役割理解・連携行動

Students will be better able to use
English in a communicative capacity
through their group work and pair work.
They will be better able to cooperate
effectively in English.

3 ．DP8.意思疎通

Students will be able to experience and
understand differences of opinion on a
variety of topics.

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
成績評価の方法・評価の割合
授業準備（宿題、課題、参加）

評価の基準
： Rubric will be explained first class. Students will receive a grade for homework
completion. Preparation and participation grades will be assessed as classwork
completion grades
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30％
小テスト
20％
プレゼンテーション・プロジェクト
30％
ファイナル試験
20％

： Students will have frequent vocabulary and word quizzes. Quizzes will grade student
accuracy.
： Students will give presentations and be evaluated on a rubric. Rubric will evaluate
fluency, pronunciation, and presentation skills (eye contact, gestures, etc).
： Students will be assessed on their cumulative knowledge for the semester.
assessment will be administered during the final exam period.

The final

使用教科書
指定する
著者

タイトル

Hendra, Ibbotson & O’Dell

出版社

出版年

・

Evolve 3

・ Cambridge University Press

・

2019 年

Clandfield, Goldstein, Jones & ・
Kerr

Evolve 2

・ Cambridge University Press

・

2019 年

参考文献等
特になし

履修上の注意・備考・メッセージ
A = Class 2 - Class 5 (テキスト：Evolve 2)
B = Class 1 (テキスト：Evolve 3)
本課目は２単位の科目ですので、平均すると毎週４時間の授業外学修が求められます。
「授業外学習課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をしてください。
・授業は予習を前提として行われます。
・毎回、宿題がだされますので、次の授業にはそれを終えたうえで参加してください。欠席した場合には、各自でその回の宿題内容をクラス
メートや教員に確認してください。
・授業ではテキストと配布プリントを使用します。忘れずにかならず持ってきてください。
・ルールを守って受講すること。
・宿題を毎回すること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

初回授業で案内します。

場所：

初回授業で案内します。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

Unit 1 and Introduction
A: Introduction and Unit 1: Connections - Students will be
introduced to the course and also learn about greetings;
talking about people in your life
B: Introduction and Unit 1: Who we are - Language in
Context, Vocabulary, Grammar

Unit 1.1 Vocabulary homework

2時間

第2回

Unit 1 Vocabulary, language, and grammar
A: Unit 1: Connections - Vocabulary, Language, and Grammar
about talking about possessions
B: Unit 1: Who we are - Language in Context, Vocabulary,
Grammar with Indirect questions

Unit 1.2 Vocabulary homework

2時間

第3回

Unit 1 Functional Language

Unit 1.3 Vocabulary study, homework
assignment

2時間

A: Unit 1: Connections - Functional Language and email
introductions
B: Unit 1: Who we are - Real World Strategy, Pronunciation
and Speaking about meeting someone for the first time
第4回

Unit 1 Review
A: Unit 1: Connections -Review and Speaking about what you
have in common
B: Unit 1: Who we are - Reading and Speaking about family
and leaders (personality)

Unit 1.1-Unit 1.3 Vocabulary homework

2時間

第5回

Unit 2 Introduction

Unit 2.1 Vocabulary study homework,
project preperation

2時間

Unit 2.2 Vocabulary study homework,
project preperation

2時間

A: Unit 2: Work and Study - Students will learn about work
and study and talking about everyday topics. Students will
learn how to write opinions and give advice.
Project 1: Students will begin working on their first
class project, giving advice on how students can succeed.
B: Unit 2: So much Stuff - Language in context,
Vocabulary, Grammar regarding things you have had for a
long time
Project 1: Students will begin working on their first
class project, researching and presenting about a
historical leader.
第6回

Unit 2 Vocabulary, language, and grammar
A: Unit 2: Work and Study - Students will learn vocabulary
language, and grammar about work and study and talking
about everyday topics. Students will learn how to write
opinions and give advice.
Project 1: Students continue working on their first class
project, giving advice on how students can succeed.
B: Unit 2: So much Stuff - Grammar, Vocabulary, Language
in context with regard to tech features.
Project 1: Students continue working on their first class
project, researching and presenting about a historical
leader.
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第7回

Unit 2 Functional language
A: Unit 2: Work and Study - Students will learn functional
language about working and studying, and will also learn
about how to talk about workplaces and communication
problems.
Project #1: Students will present their first class
project about giving opinions and advice for work and
study.
B: Unit 2: So much Stuff - Real-World strategy and
pronunciation
Project #1: Students will present their first class
project about a historical leader.

Unit 2.3 vocabulary homework

2時間

第8回

Unit 2 Review
A: Unit 2: Work and Study - Students will review and talk
about comparing information
B: Unit 2: So much Stuff - Students will review and talk
about podcasts and unusual collections

Unit 2.1-2.3 vocabulary homework

2時間

第9回

Unit 3 Introduction
A: Unit 3: Let’s Move - Introduction; students will learn
about how to talk about what they’re doing
B: Unit 3: Smart Moves - Vocabulary, Grammar, Language in
context; students will practice speaking about their city

Unit 3.1 vocabulary homework

2時間

第10回

Unit 3 Vocabulary, language, and grammar
A: Unit 3: Let’s Move - Students will learn vocabulary,
language, and grammar and write, ask, and talk about short
messages.
B: Unit 3: Smart Moves - Grammar, Vocabulary, Language in
context; students will practice giving advice about their
city

Unit 3.2 vocabulary homework

2時間

第11回

Unit 3 Functional language
A: Unit 3: Let’s Move - Students will learn functional
language about the topic and also learn about how to talk
about sports and exercise.
B: Unit 3: Smart Moves - Real-world Strategy,
Pronunciation, Functional Language

Unit 3.3 vocabulary homework

2時間

第12回

Unit 3 Review
A: Unit 3: Let’s Move - review the topics and also learn
how to write short messages
B: Unit 3: Smart Moves - Reading, Writing, Critical
Thinking

Unit 3.1-3.3 vocabulary homework

2時間

第13回

Unit 1-3 Review and Speaking

Unit 1-3 vocabulary homework, prepare for
presentation

2時間

Students will prepare to present their
presentation project.

2時間

A: Students will review vocabulary and grammar from Units
1-3 and talk about creating a fitness program
B: Students will review vocabulary and grammar from Units
1-3 and talk about secret spots in a city
第14回

Unit 1-3 Review and Functional Language
A: Students
1-3.
Prepare for
B: Students
Prepare for

will review functional language from Units
Mid-term class presentation or test
will review functional language from Units 1-3
Mid-term class presentation or test

第15回

Unit 4 Introduction
A: Students will give their mid-term presentations in
class about a career or job
Unit 4: Good Times - Students will learn how to talk about
what they’re doing
B: Students will give their mid-term presentations in
class about a career or job
Unit 4: Think First - Students will practice giving their
opinions and reactions to circumstances and situations.
Language in Context, Vocabulary, Grammar

Unit 4.1 vocabulary homework

2時間

第16回

Unit 4 Vocabulary, language, and grammar
A: Unit 4: Good Times - learning vocabulary, language, and
grammar about how to talk about what they’re doing, and
write, ask, and talk about short messages.
B: Unit 4: Think First - Students will practice speaking
about weekend trip ideas. Grammar, Language in Context,
Vocabulary

Unit 4.2 vocabulary homework

2時間

第17回

Unit 4 Functional language
A: Unit 4: Good Times - Students will learn functional
language about making and responding to invitations.
B: Unit 4: Think First - Functional Language, Real-World
Strategy, Pronunciation in the context of difficult
situations

Unit 4.3 vocabulary homework

2時間

第18回

Unit 4 Review
A: Unit 4: Good Times - Students will review unit 4 topics
and choose gifts for a host
B: Unit 4: Think First - Students will review unit 4
topics and practice speaking about a microadventure

Unit 4.1-4.3 vocabulary homework

2時間

第19回

Unit 5 Introduction

Unit 5.1 vocabulary homework, project
preperation

2時間

A: Unit 5: Firsts and Lasts - talking about past events
Start Project #2: Advertising a product
B: Unit 5: And then... - Students will practice Language
in Context, Vocabulary, and Grammar in the context of lost
and found items
Start Project #2: Planning vacation activities for a
specific tour package
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第20回

Unit 5 Vocabulary, language, and grammar
A: Unit 5: Firsts and Lasts - vocabulary, language, and
grammar talking about asking questions about the past
Continue Project #2: Advertising a product
B: Unit 5: And then... - Students will practice talking
about needing and giving help in the past. Vocabulary,
Language in Context, Grammar
Continue Project #2: Planning vacation activities for a
specific tour package

第21回

Unit 5 Functional language
A: Unit 5: Firsts and Lasts - functional language and
writing a comment agreeing or disagreeing, summarizing
Continue Project #2: Advertising a product
B: Unit 5: And then... - Real-world Strategy, Functional
Language, Pronunciation in the context of showing and
reacting to surprise
Continue Project #2: Planning vacation activities for a
specific tour package

Unit 5.2 vocabulary homework, project
preperation

2時間

Unit 5.3 vocabulary homework, project
preperation

2時間

第22回

Unit 5 Review
A: Unit 5: Firsts and Lasts - review and sympathize with
people, writing a comment agreeing or disagreeing,
summarizing
Present Project #2: Advertising a product
B: Unit 5: And then... - Students will practice reading
about and speaking about stories
Present Project #2: Planning vacation activities for a
specific tour package

Unit 5.1-5.3 vocabulary homework

2時間

第23回

Unit 6 Introduction
A: Unit 6: Buy Now, Pay Later - talking about shopping
B: Unit 6: Impact - Vocabulary, Language in Context,
Grammar in context of moving to a megacity

Unit 6.1 vocabulary homework

2時間

第24回

Unit 6 Vocabulary, language, and grammar
A: Unit 6: Buy Now, Pay Later - vocabulary, language, and
grammar and talking about shopping
B: Unit 6: Impact - Grammar, Language in Context, and
Vocabulary in terms of thinking of solutions to problems
with city life

Unit 6.2 vocabulary homework

2時間

第25回

Unit 6 Functional language
A: Unit 6: Buy Now, Pay Later - functional language and
describing what you want
B: Unit 6: Impact - Functional Language, Real-World
Strategy, Pronunciation in context with giving contrasting
ideas

Unit 6.3 vocabulary homework

2時間

第26回

Unit 6 Review

Unit 6.1-6.3 vocabulary homework,
presentation preperation

2時間

Unit 1-6 vocabulary homework,
presentation preperation

2時間

vocabulary review worksheet and
presentation report

2時間

A: Unit 6 review, Listening, Pronunciation, Speaking
B: Unit 6 review, Listening, Pronunciation, Speaking
第27回

Final Presentation / Review Preparation
A: Review
Students will review Unit 1 to 6 class content. Students
will prepare to give a presentation or test. They will
review the use of applicable vocabulary for appropriate
tasks in real life situations.
B: Review
Students will review Unit 1 to 6 class content. Students
will prepare to give a presentation or test. They will
review the use of applicable vocabulary for appropriate
tasks in real life situations.

第28回

Final Presentation
A: Final Presentation and Review
Students will review class content. If appropriate,
students will give a presentation describing and
recommending a product. They will review the use of
applicable vocabulary for appropriate tasks in real life
situations.
B: Final Presentation and Review
Students will review class content. If appropriate,
students will give a presentation describing opinions
about technological solutions for urban problems. They
will review the use of applicable vocabulary for
appropriate tasks in real life situations.
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

English Communication 4
Ｊ・リング・Ｒフロンク・Ｊジョンストン
2年

開講時期

後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
This class aims to provide students with a solid foundation in English communication and language activities related to the four
skills of English. The semester's twice-weekly classes will use materials from Evolve 2 and Evolve 3 with the goal of developing
English communication skills by addressing a variety of topics. Class assignments will be a mixture of presentations and
discussions. Students may also be required to submit reports in English. The class will discuss a variety of topics in
contemporary society, and will also cover topics of interest to students. The final form of this class syllabus will be
determined according to student ability and the order of activities may be changed by the instructor to accommodate student
needs.to students.

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

Students will be able to understand
international cultural issues that
affect communication, both positively
and negatively.

They will be able to better understand
holidays and celebrations, personal
relations, professionalism, and family
as it relates to English-speaking
countries' culture.

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

Students will be better able to
understand reading and listening texts
written or spoken by native and
non-native speakers of English. They
will be better able to communicate their
opinions.

They will be better able to understand
and implement critical thinking skills
to aid them in acquiring English skills.

汎用的な力
1 ．DP9.役割理解・連携行動

Students will be better able to use
English in a communicative capacity
through their group work and pair work.
They will be better able to cooperate
effectively in English.

2 ．DP7.完遂

Students will be able to see measured
improvement in their listening and
speaking skills. They will be able to
present information in English that
logically support their ideas.

3 ．DP8.意思疎通

Students will be able to experience and
understand differences of opinion on a
variety of topics.

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
成績評価の方法・評価の割合
授業準備（予習、宿題、課題、参加）

評価の基準
： Rubric will be explained first class. Students will receive a grade for homework
completion. Preparation and participation grades will be assessed as classwork
completion grades
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30％
定期試験
20％
プレゼンテーション・スピーチ
30％
ファイナル試験
20％

： Students will have frequent vocabulary and word quizzes. Quizzes will grade student
accuracy.
： Students will give presentations and be evaluated on a rubric. Rubric will evaluate
fluency, pronunciation, and presentation skills (eye contact, gestures, etc).
： Students will be assessed on their cumulative knowledge for the semester.
assessment will be administered during the final exam period.

The final

使用教科書
指定する
著者

タイトル

Hendra, Ibbotson & O’Dell

出版社

出版年

・

Evolve 3

・ Cambridge University Press

・

2019 年

Clandfield, Goldstein, Jones & ・
Kerr

Evolve 2

・ Cambridge University Press

・

2019 年

参考文献等
特になし

履修上の注意・備考・メッセージ
A = Class 2 - Class 5 (テキスト：Evolve 2)
B = Class 1 (テキスト：Evolve 3)
本課目は２単位の科目ですので、平均すると毎週４時間の授業外学修が求められます。
「授業外学習課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をしてください。
・授業は予習を前提として行われます。
・毎回、宿題がだされますので、次の授業にはそれを終えたうえで参加してください。欠席した場合には、各自でその回の宿題内容をクラス
メートや教員に確認してください。
・授業ではテキストと配布プリントを使用します。忘れずにかならず持ってきてください。
・ルールを守って受講すること。
・宿題を毎回すること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

初回授業で案内します。

場所：

初回授業で案内します。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

Unit 7 and Introduction
A: Introduction and Unit 7: Eat Drink, Be Happy - talk
about your favorite comfort food
B: Introduction and Unit 7: Entertain Us - Vocabulary,
Language in Context, Grammar in context of music and
musical tastes

Unit 7.1 Vocabulary homework

2時間

第2回

Unit 7 Vocabulary language and grammar
A: Unit 7: Eat Drink, Be Happy - vocabulary, language, and
grammar, and design a food truck
B: Unit 7: Entertain Us - Speaking, Grammar, Vocabulary,
Reading in context of TV shows and movies

Unit 7.2 Vocabulary homework

2時間

第3回

Unit 7 Functional language

Unit 7.3 Vocabulary study, homework
assignment

2時間

A: Unit 7: Eat Drink, Be Happy - functional language and
explain what you want in a restaurant
B: Unit 7: Entertain Us - Functional Language, Real-world
Strategy, Pronunciation; invitation to events
第4回

Unit 7 Review
A: Unit 7: Review and write a comment about an online
article, plan a party
B: Unit 7: Entertain Us - Reading, Writing, Speaking

Unit 7.1-Unit 7.3 Vocabulary homework

2時間

第5回

Unit 8 Introduction

Unit 8.1 Vocabulary study homework,
project preperation

2時間

Unit 8.2 Vocabulary study homework,
project preperation

2時間

Unit 8.3 vocabulary homework

2時間

A: Unit 8: Trips - introduction and discuss what to do in
your town
Project 1: start Planning a vacation
B: Unit 8: Getting There - Language in Context,
Vocabulary, Grammar, Speaking; activities you have been
doing lately
Project 1: Make a review of an English TV show or movie
第6回

Unit 8 Vocabulary language, and grammar
A: Unit 8: Trips - vocabulary, language, and grammar and
talk about a trip you went on
Project #1: continue Planning a vacation
B: Unit 8: Getting There - Vocabulary, Grammar; describing
progress
Project #1: continue making a review of an English TV show
or movie

第7回

Unit 8 Fuctional language
A: Unit 8: Trips - functional language and discussing what
to do in your town, talk about a trip you went on
Project 1: present Planning a vacation
B: Unit 8: Getting There - Functional Language, Real-world
Strategy, Pronunciation in context of catching up with
people
Project 1: English TV show or movie review
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第8回

Unit 8 Review
A: Unit 8: Trips - review and write advice on living in
another country, plan a short trip
B: Unit 8: Getting There - Listening, Pronunciation,
Speaking about managing time

Unit 8.1-8.3 vocabulary homework

2時間

第9回

Unit 9 Introduction
A: Unit 9: Looking Good - introduction and compare stories
and what they sell
B: Unit 9: Make it Work - Vocabulary, Language in Context,
Grammar in context of talking about college classes and
jobs

Unit 9.1 vocabulary homework

2時間

第10回

Unit 9 Vocabulary, language, and grammar
A: Unit 9: Looking Good - vocabulary, language, and
grammar and talk about people in photos
B: Unit 9: Make it Work - Language in Context, Grammar,
Vocabulary, Speaking about rules for working or studying
at home

Unit 9.2 vocabulary homework

2時間

第11回

Unit 9 Functional language
A: Unit 9: Looking Good - functional language and ask for
and give opinions
B: Unit 9: Make it Work - Functional Language, Real-World
Strategy, Pronunciation, Speaking in context of challenges

Unit 9.3 vocabulary homework

2時間

第12回

Unit 9 Review

Vocabulary study, content review, and
content preview.

2時間

A: Unit 9: Looking Good - review and compare stories and
what they sell, talk about people in photos, ask for and
give opinions
B: Unit 9: Make it Work - Reading and Writing; Job search
第13回

Unit 7-9 Review
A: Students will review Units 7-9 and write a paragraph
describing a photo
Prepare for Mid-term class presentation about a vacation
destination or test
B: Students will review Units 7-9 and describe places
Prepare for Mid-term class presentation about Job Skills
or test

Unit 7-9 vocabulary homework

2時間

第14回

Unit 7-9 Review and Functional Language

Students will prepare to present their
presentation project.

2時間

A: Students will review functional language from Units 7-9
talk about ads
Mid-term class presentation about a vacation destination
or test
B: Students will review functional language from Units 7-9
and talk about the perfect job
Mid-term class presentation about Job Skills or test
第15回

Unit 10 Introduction
A: Unit 10: Risky Business - introduction and talk about
how to avoid danger at work
B: Unit 10: Why we Buy - Vocabulary, Language in Context,
Grammar, Speaking in context of raw materials

Unit 10.1 vocabulary homework

2時間

第16回

Unit 10 Vocabulary, language, and grammar
A: Unit 10: Risky Business - vocabulary, language, and
grammar and talk and make predictions about your future
B: Unit 10: Why we Buy - Language in Context, Vocabulary,
Grammar, Speaking; production and distribution of products

Unit 10.2 vocabulary homework

2時間

第17回

Unit 10 functional language
A: Unit 10: Risky Business - functional language and
describe a medical problem and ask for help
B: Unit 10: Why we Buy - Functional Language, Real-world
Strategy, Pronunciation, Speaking; buying things for a new
apartment

Unit 10.3 vocabulary homework

2時間

第18回

Unit 10 Review
A: Unit 10: Risky Business - review and write an email
about your future self, plan a reality TV show
B: Unit 10: Why we Buy - Listening, Pronunciation,
Speaking about shopping psychology

Unit 10.1-10.3 vocabulary homework

2時間

第19回

Unit 11 Introduction

Unit 11.1 vocabulary homework, project
preperation

2時間

Unit 11.2 vocabulary homework, project
preperation

2時間

Unit 11.3 vocabulary homework, project
preperation

2時間

A: Unit 11: Me, Online - introduction and talk about what
you’ve done and what you’ve never done
Start Project #2: Personal marketing for potential
employers
B: Unit 11: Pushing Yourself - Language in Context,
Vocabulary, Grammar in context of talking about failure
and success
Start Project #2: Advertising Analysis
第20回

Unit 11 Vocabulary, language and grammar
A: Unit 11: Me, Online - vocabulary, language, and grammar
and talk about what you’ve done, and when
continue Project #2: Personal marketing for potential
employers
B: Unit 11: Pushing Yourself - Vocabulary, Language in
Context, Grammar (present and future unreal conditionals)
continue Project #2: Advertising Analysis

第21回

Unit 11 Functional language
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A: Unit 11: Me, Online - functional language and create a
video or vlog
continue Project #2: Personal marketing for potential
employers
B: Unit 11: Pushing Yourself - Functional Language,
Real-world Strategy, Pronunciation in context of pros and
cons
continue Project #2: Advertising Analysis
第22回

Unit 11 Review
A: Unit 11: Me, Online - review and write comments about
an infographic
Project #2: Personal marketing for potential employers
B: Unit 11: Pushing Yourself - Reading, Speaking; change
and success
Project #2: Advertising Analysis

Unit 11.1-11.3 vocabulary homework

2時間

第23回

Unit 12 Introduction
A: Unit 12: Outdoors - introduction and talk about weather
B: Unit 12: Life's Little Lessons - Language in Context,
Vocabulary, Grammar, Speaking about lessons learned from a
small or amusing accident

Unit 12.1 vocabulary homework

2時間

第24回

Unit 12 Vocabulary, language, and grammar
A: Unit 12: Outdoors - vocabulary, language, and grammar
and describe places, and things
B: Unit 12: Life's Little Lessons - Vocabulary, Language
in Context, Grammar; Reported Speech

Unit 12.2 vocabulary homework

2時間

第25回

Unit 12 Functional language
A: Unit 12: Outdoors - functional language and ask for and
give directions
B: Unit 12: Life's Little Lessons - Functional Language,
Real-world Strategy, Pronunciation, Speaking in context of
feelings regarding a personal experience

Unit 12.3 vocabulary homework

2時間

第26回

Unit 12 Review

Unit 12.1-12.3 vocabulary homework,
presentation preperation

2時間

Unit 10-12 vocabulary homework,
presentation preperation

2時間

vocabulary review worksheet and
presentation report

2時間

A: Unit 12: Outdoors - review and write simple
instructions, create a tourism campaign for your country
Prepare for the final presentation or test
B: Unit 12: Life's Little Lessons - Listening,
Pronunciation, Reading, Writing
Prepare for the final presentation or test
第27回

Final Presentation / Review Preperation
A: Review
Students will review class content. Students will prepare
to give a presentation marketing themselves to a future
employer, or prepare for a final test. They will review
the use of applicable vocabulary for appropriate tasks in
real life situations.
B: Review
Students will review class content. Students will prepare
to give a presentation giving an anecdote for an important
life lesson learned, or prepare for a final test. They
will review the use of applicable vocabulary for
appropriate tasks in real life situations.

第28回

Final Presentation / Review
A: Final Presentation and Review
Students will review class content. Students give a
presentation marketing themselves to a future employer, or
prepare for a final test. They will review the grammar
application and skills needed for appropriate
communication.
B: Final Presentation and Review
Students will review class content. Students will give a
presentation giving an anecdote for an important life
lesson learned, or prepare for a final test. They will
review the grammar application and skills needed for
appropriate communication.
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

日本語演習１
鍛治致
1年

開講時期

前期

単位数

1

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
日本語の発音（拍、アクセント、母音の無声化）を中心に学習する。また、演習形式も取り入れて日本語能力試験N1合格を目指す。N1合格に必
要なのは聴解力と読解力だが、本学では聴解力が合格ラインに達していない受験者は少ないので本講義では読解力の養成に重点をおく。ま
た、読解力の獲得で重要なのは、思考力、「一般知識」、文字・語彙・文法の知識の獲得だが、本講義では思考力（筆者の意図や主張を丁
寧に正確に把握し、筋道を立てて選択肢を吟味する力）の獲得を重視する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

身近な話題について書かれた平易な文
章を読んで、その主旨を理解することができ
る。

日本語能力試験N1において80点を獲得するこ
とを目指す。

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

自己の学習過程を第三者的な視点から客観
的に評価し、それに基づいて次の課題を積極
的に自らに課し、主体的かつ自律的に学
習を深めていくことができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

小テストの自己採点
25％
自習ノート
25％
毎回の授業への取り組み状況
40％
試験（期末レポート）
10％

： 正確に採点できているか、誰が見ても分かりやすく採点してあるか、間違いが直してあるか等の観
点から5回×5点／回＝25点満点で評価する。
： 毎週4ページ以上学習しているか、辞書や参考書を活用しているか、自己の目標や興味に合わせ自
主的に課題を設定し取り組んでいるか等の観点から5点／回×5回＝25点満点で評価する。
： ワークシートを用いながら各回授業への積極的参加や授業態度を独自のルーブリックを基に総合
的に評価する。
： 14回の授業で学んだことを独自の視点から整理・要約した上で、そのうち最も興味を持ったテー
マを一つ設定して調べ、整理・要約し、考察し、結論を導き出す（1600字）。独創性5点＋形
式5点＝合計10点で評価する。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
特に指定しません。

履修上の注意・備考・メッセージ
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本科目は1単位の科目であるため、平均すると毎回2時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
授業中に誤答の訂正をしてもらうことがあるので、必ず赤ペンを持参すること（蛍光ペン等のマーカーは不可）。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

火曜3限

場所：

鍛治研究室（西館2階）
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション：日本語の力を伸ばす方法とは

みなさんは日本語学校や専門学校でこれまでどのように日本
語を勉強してきましたか。今学期はN1を受験しますか。受け
る人は何点を目指しますか。受けない人はいつ受けますか。こ
の機会に自分の学習方法を見直し、前期の学習計画を立ててみま
しょう。
第2回

親子間の識別能力について書かれた文章を読む

赤ちゃんには自分の母親を識別する能力があります。母親にも自
分の赤ちゃんを識別する能力があります。では父親には……。今
回は親子間の識別能力について書かれた文章をみんなで読み進め
ることを通じて読解力の向上を図ります。
第3回

上達の法則について書かれた文章を読む

スポーツ等の世界では、自分より下のランクの人からも何か
を学び取ることができるかどうかが上級者と中級者の境目である
といわれています。いったいなぜでしょうか。今回は上達の法
則について書かれた文章をみんなで読み進めることを通じて読解
力の向上を図ります。
第4回

新聞購読の国際比較について書かれた文章を読む

日刊の新聞が日本ほど購読されている国は世界にほとんどありま
せん。いったいなぜでしょうか。今回は新聞購読の国際比較につ
いて書かれた文章をみんなで読み進めることを通じて読解力の向
上を図ります。
第5回

人間の感覚について書かれた文章を読む

人間には五感があるといわれています。視覚、味覚、触覚……あ
との2つがいえますか。いずれにせよ、それらの五感は大きく2つ
に分類できるそうです。今回は人間の感覚について書かれた文
章をみんなで読み進めることを通じて読解力の向上を図ります。
第6回

新しい世界との出会い方について書かれた文章を読む

新しい世界と出会うために若者は旅立ちます。みなさんもそうし
て日本に来たのではないでしょうか。でもどうですか。新しい世
界と出会うことができましたか。今回は新しい世界との出
会い方について書かれた文章をみんなで読み進めることを通じ
て読解力の向上を図ります。
第7回

ロボットについて書かれた文章を読む

溶接ロボットをテレビで見たことがある人は少なくないと思いま
す。では清掃ロボットは見たことがありますか。今回はロボッ
トについて書かれた文章をみんなで読み進めることを通じて読解
力の向上を図ります。
第8回

案内状について書かれた文章を読む

みなさんは日本語で書かれた案内状を見たことがありますか。参
加資格、申込方法等の情報をそこから素早く読み取ることが出
来ますか。今回は案内状について書かれた文章をみんな
で読み進めることを通じて読解力の向上を図ります。
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A4版ノート（ルーズリーフ不可）に今回の授
業で（あるいはそれ以外の機会に）学んだ語
彙や表現や文法事項をまとめてください。そ
の際、必ず辞書や参考書を活用すること。毎
週4ページ以上書くこと。キーワード：格助
詞（対象）。

2時間

A4版ノート（ルーズリーフ不可）に今回の授
業で（あるいはそれ以外の機会に）学んだ語
彙や表現や文法事項をまとめてください。そ
の際、必ず辞書や参考書を活用すること。毎
週4ページ以上書くこと。キーワード：格助
詞（状況）。

2時間

A4版ノート（ルーズリーフ不可）に今回の授
業で（あるいはそれ以外の機会に）学んだ語
彙や表現や文法事項をまとめてください。そ
の際、必ず辞書や参考書を活用すること。毎
週4ページ以上書くこと。キーワード：並列助
詞。

2時間

A4版ノート（ルーズリーフ不可）に今回の授
業で（あるいはそれ以外の機会に）学んだ語
彙や表現や文法事項をまとめてください。そ
の際、必ず辞書や参考書を活用すること。毎
週4ページ以上書くこと。キーワード：時
間を表す表現（アスペクト）。

2時間

A4版ノート（ルーズリーフ不可）に今回の授
業で（あるいはそれ以外の機会に）学んだ語
彙や表現や文法事項をまとめてください。そ
の際、必ず辞書や参考書を活用すること。毎
週4ページ以上書くこと。キーワード：立
場を表す表現（間接的な影響を表す表現）。

2時間

A4版ノート（ルーズリーフ不可）に今回の授
業で（あるいはそれ以外の機会に）学んだ語
彙や表現や文法事項をまとめてください。そ
の際、必ず辞書や参考書を活用すること。毎
週4ページ以上書くこと。キーワード：自動
詞と他動詞。

2時間

A4版ノート（ルーズリーフ不可）に今回の授
業で（あるいはそれ以外の機会に）学んだ語
彙や表現や文法事項をまとめてください。そ
の際、必ず辞書や参考書を活用すること。毎
週4ページ以上書くこと。キーワード：可
能と難易の表現。

2時間

A4版ノート（ルーズリーフ不可）に今回の授
業で（あるいはそれ以外の機会に）学んだ語
彙や表現や文法事項をまとめてください。そ
の際、必ず辞書や参考書を活用すること。毎
週4ページ以上書くこと。キーワード：比
較の表現。

2時間
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第9回

動物の人口論について書かれた文章を読む

シマウマを食べるライオンはシマウマにとって敵です。でもそん
なライオンがシマウマの絶滅を防いでいるといったらみなさん
は信じてくれますか。今回は動物の人口論について書かれた文
章をみんなで読み進めることを通じて読解力の向上を図ります。
第10回

日本語の特殊拍（長音・促音・撥音）について
英語（えいご）の「い」とエジプトの「エ」の発音が同じだっ
て知ってましたか。また「切って下さい」と「来て下さい」をき
ちんと区別して発音できますか。「女子」と「上司」の区別はど
うでしょう。今回は日本語の特殊拍とその表記について学びま
す。

第11回

アクセントについて
「亀を飼う」と「甕を買う」の発音の違い、説明できますか。
「切って下さい」と「切手下さい」の違いについてはどうです
か。実は「歯が生える」と「葉が生える」の違いも日本語話者な
らほとんどの場合聞き分けることができます。今回はアクセン
トについて学びます。

第12回

母音の無声化について
口（くち）の「く」と組（くみ）の「く」は発音が異なります。
「すみませんです」の最初の「す」と最後の「す」も実は発
音が異なります。では、どのようなの条件のときにこうした違い
が生じるのか、説明できますか。今回は母音の無声化につい
て学びます。

第13回

熟語における促音化について
学習の「学」と学校の「学」は発音が異なります。一
位の「一」と一致の「一」も発音が異なります。では、どのよう
なの条件のときにこうした違いが生じるのか、説明できます
か。今回は熟語における促音化について学びます。

第14回

日本語の発音のまとめ
これまで4回にわたり学習してきた日本語の拍とアクセントと母
音の無声化について復習します。これらが上手に使いこなせるか
が日本人みたいな発音で日本語が話せるかどうかを決める決定
的な要素です。しっかり取り組みマスターするようにしましょ
う。
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A4版ノート（ルーズリーフ不可）に今回の授
業で（あるいはそれ以外の機会に）学んだ語
彙や表現や文法事項をまとめてください。そ
の際、必ず辞書や参考書を活用すること。毎
週4ページ以上書くこと。キーワー
ド：話し手の気持ちを表す表現（義
務・勧め・許可・禁止など）。

2時間

長音・促音・撥音がどのように発音・表記さ
れるのか、復習しておこう。

2時間

アクセントの3つの型、アクセント核につい
て、復習しておこう。

2時間

母音の無声化が起こる条件について、復習し
ておこう。

2時間

熟語における促音化の原則について、復習し
ておこう。

2時間

拍とアクセントと母音の無声化について、復
習しておこう。

2時間

1194

111

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

日本語演習２
鍛治致
1年

開講時期

後期

単位数

1

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
日本語の表記（ひらがな、カタカナ、漢字、ローマ字、算用数字、記号）を中心に学習する。また、演習形式も取り入れて日本語能力試験N1合
格を目指す。N1合格に必要なのは聴解力と読解力だが、本学では聴解力が合格ラインに達していない受験者は少ないので本講義では読解力の養
成に重点をおく。また、読解力の獲得で重要なのは、思考力、「一般知識」、文字・語彙・文法の知識の獲得だが、本講義では思考力（筆
者の意図や主張を丁寧に正確に把握し、筋道を立てて選択肢を吟味する力）の獲得を重視する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

身近な話題について書かれた平易な文
章を読んで、その主旨を理解することができ
る。

日本語能力試験N1において90点を獲得するこ
とを目指す。

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

自己の学習過程を第三者的な視点から客観
的に評価し、それに基づいて次の課題を積極
的に自らに課し、主体的かつ自律的に学
習を深めていくことができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

小テストの自己採点
25％
自習ノート
25％
毎回の授業への取り組み状況
40％
試験（期末レポート）
10％

： 正確に採点できているか、誰が見ても分かりやすく採点してあるか、間違いが直してあるか等の観
点から5回×5点／回＝25点満点で評価する。
： 毎週4ページ以上学習しているか、辞書や参考書を活用しているか、自己の目標や興味に合わせ自
主的に課題を設定し取り組んでいるか等の観点から5点／回×5回＝25点満点で評価する。
： ワークシートを用いながら各回授業への積極的参加や授業態度を独自のルーブリックを基に総合
的に評価する。
： 14回の授業で学んだことを独自の視点から整理・要約した上で、そのうち最も興味を持ったテー
マを一つ設定して調べ、整理・要約し、考察し、結論を導き出す（1600字）。独創性5点＋形
式5点＝合計10点で評価する。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
特に指定しません。

履修上の注意・備考・メッセージ
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1194
本科目は1単位の科目であるため、平均すると毎回2時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
授業中に誤答の訂正をしてもらうことがあるので、必ず赤ペンを持参すること（蛍光ペン等のマーカーは不可）。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

月曜4限

場所：

鍛治研究室（西館2階）
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション：日本語の力を伸ばす方法とは

夏休み中は何をしましたか。日本語を勉強しましたか。どのくら
い勉強しましたか。どのような教材で勉強しましたか。この機
会に自分の学習方法を見直し、後期の学習計画を立ててみましょ
う。
第2回

害虫の駆除方法について書かれた文章を読む

農業を営む人々にとって作物に被害をおよぼす害虫は大きな悩み
です。害虫駆除の方法には、殺してしまう、寄せ付けないの他に
もう一つとても有効な方法があります。今回は害虫の駆除方法に
ついて書かれた文章をみんなで読み進めることを通じて読解
力の向上を図ります。
第3回

インターネットについて書かれた文章を読む

インターネットが普及して異なる価値観をもつ人どうしが交流す
る機会が増えましたが、そのことによるトラブルも増えていま
す。今回はインターネットについて書かれた文章をみんな
で読み進めることを通じて読解力の向上を図ります。
第4回

科学と技術の違いについて書かれた文章を読む

よく一口に「科学技術」といいますが、科学と技術に実は大き
な違いがあることを知ってますか。今回は科学と技術の違いにつ
いて書かれた文章をみんなで読み進めることを通じて読解力の向
上を図ります。
第5回

思い込みの恐ろしさについて書かれた文章を読む

見たいと思っているものは見えるけど、見たくないと思っている
ことは見えない――そんな経験、ありませんか。科学者も同じで
す。今回は思い込みの恐ろしさについて書かれた文章をみんな
で読み進めることを通じて読解力の向上を図ります。
第6回

イベント参加者募集について書かれた文章を読む

みなさんは学内のイベントに参加したことがありますか。募集案
内を見て、参加方法、参加費用、集合場所等の情報を素
早く読み取ることができますか。今回はイベント参加者募集につ
いて書かれた文章をみんなで読み進めることを通じて読解力の向
上を図ります。
第7回

専門書と啓蒙書の違いについて書かれた文章を読む

良い専門書であり良い啓蒙書でもある――そのような本を読ん
だ経験はありますか。そもそも、そのような本を書ける人なんて
いるのでしょうか。今回は専門書と啓蒙書の違いについて書かれ
た文章をみんなで読み進めることを通じて読解力の向上を図りま
す。
第8回

社会人について書かれた文章を読む

「社会人」というのはどういう人たちのことをいうのでしょ
う。働いている人のことですか。では無職の老人や無職の資産
家は社会人ではないのでしょうか。今回は社会人について書かれ
た文章をみんなで読み進めることを通じて読解力の向上を図りま
す。
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A4版ノート（ルーズリーフ不可）に今回の授
業で（あるいはそれ以外の機会に）学んだ語
彙や表現や文法事項をまとめてください。そ
の際、必ず辞書や参考書を活用すること。毎
週4ページ以上書くこと。キーワード：否
定と疑問の表現。

2時間

A4版ノート（ルーズリーフ不可）に今回の授
業で（あるいはそれ以外の機会に）学んだ語
彙や表現や文法事項をまとめてください。そ
の際、必ず辞書や参考書を活用すること。毎
週4ページ以上書くこと。キーワード：とりた
て（主題、対比）。

2時間

A4版ノート（ルーズリーフ不可）に今回の授
業で（あるいはそれ以外の機会に）学んだ語
彙や表現や文法事項をまとめてください。そ
の際、必ず辞書や参考書を活用すること。毎
週4ページ以上書くこと。キーワード：とりた
て（評価）。

2時間

A4版ノート（ルーズリーフ不可）に今回の授
業で（あるいはそれ以外の機会に）学んだ語
彙や表現や文法事項をまとめてください。そ
の際、必ず辞書や参考書を活用すること。毎
週4ページ以上書くこと。キーワード：複
文（条件）。

2時間

A4版ノート（ルーズリーフ不可）に今回の授
業で（あるいはそれ以外の機会に）学んだ語
彙や表現や文法事項をまとめてください。そ
の際、必ず辞書や参考書を活用すること。毎
週4ページ以上書くこと。キーワード：複
文（逆接・対比）。

2時間

A4版ノート（ルーズリーフ不可）に今回の授
業で（あるいはそれ以外の機会に）学んだ語
彙や表現や文法事項をまとめてください。そ
の際、必ず辞書や参考書を活用すること。毎
週4ページ以上書くこと。キーワード：複
文（時間）。

2時間

A4版ノート（ルーズリーフ不可）に今回の授
業で（あるいはそれ以外の機会に）学んだ語
彙や表現や文法事項をまとめてください。そ
の際、必ず辞書や参考書を活用すること。毎
週4ページ以上書くこと。キーワード：待遇表
現。

2時間

A4版ノート（ルーズリーフ不可）に今回の授
業で（あるいはそれ以外の機会に）学んだ語
彙や表現や文法事項をまとめてください。そ
の際、必ず辞書や参考書を活用すること。毎
週4ページ以上書くこと。キーワード：省
略（名詞句の省略・助詞の省略）。

2時間
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第9回

個人と国家について書かれた文章を読む

「個」と「私」はそれぞれ「公」とどのように結びついているの
でしょうか。また、どう結びつくべきなのでしょうか。今回は個
人と国家について書かれた文章をみんなで読み進めることを通じ
て読解力の向上を図ります。
第10回

呉音と漢音について
日本語の漢字は読み方がたくさんあって面倒だと思ったことはあ
りませんか。例えば「正直」と「正解」の「正」は読み方が異な
ります。「人間」と「人物」の「人」も読み方が異なります。な
ぜ異なるのでしょうか。どのような法則があるのでしょうか。今
回は呉音と漢音について学びます。

第11回

唐宋音と慣用音について
漢字の音読みには呉音と漢音の他に唐宋音と慣用音がありま
す。唐宋音の例としては「南京豆」の「京」や「椅
子」の「子」があります。慣用の例としては「成
立」の「立」や「洗濯」の「洗」があります。今回は唐宋音と慣
用音について学びます。

第12回

日本語のローマ字表記とキーボード入力について
キーボードで「デュアルディスプレイをセットアップする」と入
力することができるでしょうか。やってみると意外と難しいもの
です。手も足も出ないという人もいると思います。でもこれ
が打てないと就職したとき絶対困ります。今回は日本語のロー
マ字表記とキーボード入力について学びます。

第13回

書き間違えやすい文字について
みなさんは「ゆ」「ふ」「ん」「が」などの平仮名が正しく書け
ますか。「角」「収」「写」などの漢字はどうですか。
「ン」と「ソ」、「ツ」と「シ」、「ワ」と「ク」、
「9」と「g」、「1」と「7」、「b」と「6」の書き分け
は……。今回は書き間違えやすい文字について学びます。

第14回

日本語の表記のまとめ
これまで4回にわたり学習してきた漢字、仮名、ローマ字、算用
数字、記号の読み方や書き方（入力方法を含む）について復習し
ます。「こんな文章ですら打てないのか」「あなたの字は読めな
い」といわれないよう、しっかり取り組みマスターするようにし
ましょう。
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A4版ノート（ルーズリーフ不可）に今回の授
業で（あるいはそれ以外の機会に）学んだ語
彙や表現や文法事項をまとめてください。そ
の際、必ず辞書や参考書を活用すること。毎
週4ページ以上書くこと。キーワード：名
詞・代名詞。

2時間

呉音と漢音について、具体的な事
例を集め、分類してみよう。

2時間

唐宋音と慣用音について、具体的な事
例を集め、分類してみよう。

2時間

「デュ」「ヂ」「ツォ」「ティ」の入力方
法について、考えてみよう。

2時間

書き間違いやすいひらがな、カタカナ、漢
字、ローマ字、算用数字、記号にはどのよう
なものがあるか、リストアップしてみよう。

2時間

漢字の様々な読み方、日本語のローマ字表
記、書き間違いやすい文字について、復習し
ておこう。

2時間

1196

112

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

日本語演習３
鍛治致
2年

開講時期

前期

単位数

1

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
日本語の文法を中心に学習する。特に、動詞や助動詞について体系的に学習する。また、演習形式も取り入れて日本語能力試験N1合格を目
指す。N1合格に必要なのは聴解力と読解力だが、本学では聴解力が合格ラインに達していない受験者は少ないので本講義では読解力の養成に重
点をおく。また、読解力の獲得で重要なのは、思考力、「一般知識」、文字・語彙・文法の知識の獲得だが、本講義では思考力（筆者の意
図や主張を丁寧に正確に把握し、筋道を立てて選択肢を吟味する力）の獲得を重視する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

馴染みのない話題について書かれたやや複
雑な文章を読んで、その論旨の展開や表
現の意図を理解することができる。

日本語能力試験N1において100点を獲得する
ことを目指す。

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

自己の学習過程を第三者的な視点から客観
的に評価し、それに基づいて次の課題を積極
的に自らに課し、主体的かつ自律的に学
習を深めていくことができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

小テストの自己採点
25％
自習ノート
25％
毎回の授業への取り組み状況
40％
試験（期末レポート）
10％

： 正確に採点できているか、誰が見ても分かりやすく採点してあるか、間違いが直してあるか等の観
点から5回×5点／回＝25点満点で評価する。
： 毎週4ページ以上学習しているか、辞書や参考書を活用しているか、自己の目標や興味に合わせ自
主的に課題を設定し取り組んでいるか等の観点から5点／回×5回＝25点満点で評価する。
： ワークシートを用いながら各回授業への積極的参加や授業態度を独自のルーブリックを基に総合
的に評価する。
： 14回の授業で学んだことを独自の視点から整理・要約した上で、そのうち最も興味を持ったテー
マを一つ設定して調べ、整理・要約し、考察し、結論を導き出す（1600字）。独創性5点＋形
式5点＝合計10点で評価する。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
特に指定しません。

履修上の注意・備考・メッセージ
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1196
本科目は1単位の科目であるため、平均すると毎回2時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
授業中に誤答の訂正をしてもらうことがあるので、必ず赤ペンを持参すること（蛍光ペン等のマーカーは不可）。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

火曜3限

場所：

鍛治研究室（西館2階）
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション：日本語の力を伸ばす方法とは

春休み中は日本語を勉強しましたか。どのように日本語を勉強し
ましたか。今学期はN1を受験しますか。受ける人は何点を目指し
ますか。受けない人はいつ受けますか。この機会に自分の学習方
法を見直し、前期の学習計画を立ててみましょう。
第2回

学びについて書かれた文章を読む

学ぶとはいったいどのような活動のことをいうのでしょうか。知
識を得てそれを記憶するのも学びの一つですが、それだけで
は深く学んだことにはなりません。今回は学びについて書かれ
た文章をみんなで読み進めることを通じて読解力の向上を図りま
す。
第3回

リスクやコストをめぐる動物たちのかけひきについて書かれ
た文章を読む

鮮やかな色をした動物には往々にして毒があり、捕食者たちはこ
れらの動物を食べようとはしません。今回はリスクやコストをめ
ぐる動物たちのかけひきについて書かれた文章をみんな
で読み進めることを通じて読解力の向上を図ります。
第4回

免疫について書かれた文章を読む

免疫力が高い人は病気になりにくいといわれています。では免疫
力を高めるにはどうしたらいいか知ってますか。今回は免疫につ
いて書かれた文章をみんなで読み進めることを通じて読解力の向
上を図ります。
第5回

二分法的な思考法の危うさについて書かれた文章を読む

ダイコトミー（ディコトミー）という言葉を知っていますか。こ
れは何でもかんでも1か0かで考えるデジタルな思考様式のこと
で二分法とも呼ばれています。今回は二分法的な思考法の危うさ
について書かれた文章をみんなで読み進めることを通じて読解
力の向上を図ります。
第6回

最近の言葉の「みだれ」について書かれた文章を読む

「やり・もらい」「やる・あげる・さしあげる」などの学
習で悩んだ人は多いと思います。でも実は日本人もそれらを適
切に使用しているとはいえません。今回は最近の言葉の「みだ
れ」について書かれた文章をみんなで読み進めることを通じて読
解力の向上を図ります。
第7回

親の役割について書かれた文章を読む

子どもの教育で大切なことはいったい何でしょうか。答えを教え
ることでしょうか。練習を積ませることでしょうか。上達のコ
ツを教えることでしょうか。今回は親の役割について書かれた文
章をみんなで読み進めることを通じて読解力の向上を図ります。
第8回

どうしたら「好きなこと」が長続きするかについて書かれた文
章を読む

みなさんは何をするのが好きですか。いつ頃どのような経緯でそ
れが好きになったのか覚えていますか。今回はどうしたら「好き
なこと」が長続きするかについて書かれた文章をみんな
で読み進めることを通じて読解力の向上を図ります。
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A4版ノート（ルーズリーフ不可）に今回の授
業で（あるいはそれ以外の機会に）学んだ語
彙や表現や文法事項をまとめてください。そ
の際、必ず辞書や参考書を活用すること。毎
週4ページ以上書くこと。キーワード：格助
詞。

2時間

A4版ノート（ルーズリーフ不可）に今回の授
業で（あるいはそれ以外の機会に）学んだ語
彙や表現や文法事項をまとめてください。そ
の際、必ず辞書や参考書を活用すること。毎
週4ページ以上書くこと。キーワード：存
在・所有を表す表現。

2時間

A4版ノート（ルーズリーフ不可）に今回の授
業で（あるいはそれ以外の機会に）学んだ語
彙や表現や文法事項をまとめてください。そ
の際、必ず辞書や参考書を活用すること。毎
週4ページ以上書くこと。キーワード：可
能を表す表現。

2時間

A4版ノート（ルーズリーフ不可）に今回の授
業で（あるいはそれ以外の機会に）学んだ語
彙や表現や文法事項をまとめてください。そ
の際、必ず辞書や参考書を活用すること。毎
週4ページ以上書くこと。キーワード：「～て
いく・～てくる」。

2時間

A4版ノート（ルーズリーフ不可）に今回の授
業で（あるいはそれ以外の機会に）学んだ語
彙や表現や文法事項をまとめてください。そ
の際、必ず辞書や参考書を活用すること。毎
週4ページ以上書くこと。キーワー
ド：話し手の気持ちを表す表現（意志・願
望）。

2時間

A4版ノート（ルーズリーフ不可）に今回の授
業で（あるいはそれ以外の機会に）学んだ語
彙や表現や文法事項をまとめてください。そ
の際、必ず辞書や参考書を活用すること。毎
週4ページ以上書くこと。キーワード：比
較（二つを比較するとき・三つを比較すると
き）。

2時間

A4版ノート（ルーズリーフ不可）に今回の授
業で（あるいはそれ以外の機会に）学んだ語
彙や表現や文法事項をまとめてください。そ
の際、必ず辞書や参考書を活用すること。毎
週4ページ以上書くこと。キーワード：名詞修
飾。

2時間

A4版ノート（ルーズリーフ不可）に今回の授
業で（あるいはそれ以外の機会に）学んだ語
彙や表現や文法事項をまとめてください。そ
の際、必ず辞書や参考書を活用すること。毎
週4ページ以上書くこと。キーワード：複
文と接続詞（時間）。

2時間
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第9回

動植物の共生について書かれた文章を読む

植物と昆虫がときとして共生関係にあるということはみなさんも
ご存じだと思います。レンゲソウとミツバチなどがその具体例で
すね。今回は動植物の共生について書かれた文章をみんな
で読み進めることを通じて読解力の向上を図ります。
第10回

テンスについて
「朝ごはん食べましたか」に対する返事として正しいのは「1)い
いえ、食べませんでした」と「2)いいえ、まだ食べていませ
ん」のどちらでしょうか――答えは「状況による」です。で
は、どのような状況のときは1)が正しくて、どのような状況のと
きは2)が正しいのでしょうか。今回はテンスについて学びます。

第11回

アスペクトについて
「1)すでに勉強している」と「2)いま勉強している」の「てい
る」はそれぞれ意味が異なります。では「犬が死んでいる」
「犬が吠えている」「雪が降っている」「池が凍ってい
る」の「ている」は、それぞれ1)と2)のどちらに分類されるで
しょうか。今回はアスペクトについて学びます。

第12回

ヴォイスについて
「その仕事、ぜひ私どもにやらせて下さい」「飲まされるの
が嫌だったので先に帰らせてもらった」「いま課長に辞められた
らこのプロジェクトは終わりですよ」など、ヴォイスが使いこな
せるようになると、表現の幅がぐっと広がります。今回はアスペ
クトについて学びます。

第13回

自動詞と他動詞について
「お金がためて、旅行に行きたいです」「お金をもうかっ
て、家を建てました」――どこか変ですね。どこが変だか説明で
きますか。自動詞と他動詞の使い分けは本当に面倒ですが、これ
が区別できなようでは日本語ができるようになったとはいえませ
ん。今回は自動詞と他動詞について学びます。

第14回

授受動詞について
“He gave me an apple, so I gave him an orange.” を日本
語に直すと「彼がリンゴをくれたので、私はミカンをあげた」と
なりますが、「くれた」と「あげた」の違いは何なのでしょ
う。なぜ`gave'が「くれた」と訳されたり「あげた」と訳された
りするのでしょう。今回は授受動詞について学びます。
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A4版ノート（ルーズリーフ不可）に今回の授
業で（あるいはそれ以外の機会に）学んだ語
彙や表現や文法事項をまとめてください。そ
の際、必ず辞書や参考書を活用すること。毎
週4ページ以上書くこと。キーワード：複
文と接続詞（条件）。

2時間

テンスとは何か、ネットで詳しく調べ、整
理してみよう。

2時間

アスペクトとは何か、ネットで詳し
く調べ、整理してみよう。

2時間

ヴォイスとは何か、ネットで詳しく調べ、整
理してみよう。

2時間

自動詞と他動詞のペアを10個以上書き出して
みよう。

2時間

「あげる」「もらう」「くれる」の違いにつ
いて調べてみよう。

2時間

1198
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

日本語演習４
鍛治致
2年

開講時期

後期

単位数

1

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
日本語の文法を中心に学習する。特に、助詞や形式名詞について体系的に学習する。また、演習形式も取り入れて日本語能力試験N1合格を目
指す。N1合格に必要なのは聴解力と読解力だが、本学では聴解力が合格ラインに達していない受験者は少ないので本講義では読解力の養成に重
点をおく。また、読解力の獲得で重要なのは、思考力、「一般知識」、文字・語彙・文法の知識の獲得だが、本講義では思考力（筆者の意
図や主張を丁寧に正確に把握し、筋道を立てて選択肢を吟味する力）の獲得を重視する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

馴染みのない話題について書かれたやや複
雑な文章を読んで、その論旨の展開や表
現の意図を理解することができる。

日本語能力試験N1において110点を獲得する
ことを目指す。

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

自己の学習過程を第三者的な視点から客観
的に評価し、それに基づいて次の課題を積極
的に自らに課し、主体的かつ自律的に学
習を深めていくことができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

小テストの自己採点
25％
自習ノート
25％
毎回の授業への取り組み状況
40％
試験（期末レポート）
10％

： 正確に採点できているか、誰が見ても分かりやすく採点してあるか、間違いが直してあるか等の観
点から5回×5点／回＝25点満点で評価する。
： 毎週4ページ以上学習しているか、辞書や参考書を活用しているか、自己の目標や興味に合わせ自
主的に課題を設定し取り組んでいるか等の観点から5点／回×5回＝25点満点で評価する。
： ワークシートを用いながら各回授業への積極的参加や授業態度を独自のルーブリックを基に総合
的に評価する。
： 14回の授業で学んだことを独自の視点から整理・要約した上で、そのうち最も興味を持ったテー
マを一つ設定して調べ、整理・要約し、考察し、結論を導き出す（1600字）。独創性5点＋形
式5点＝合計10点で評価する。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
特に指定しません。

履修上の注意・備考・メッセージ
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本科目は1単位の科目であるため、平均すると毎回2時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
授業中に誤答の訂正をしてもらうことがあるので、必ず赤ペンを持参すること（蛍光ペン等のマーカーは不可）。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

月曜4限

場所：

鍛治研究室（西館2階）
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション：日本語の力を伸ばす方法とは

夏休み中は何をしましたか。日本語を勉強しましたか。どのくら
い勉強しましたか。どのような教材で勉強しましたか。この機
会に自分の学習方法を見直し、後期の学習計画を立ててみましょ
う。
第2回

読書と想像力について書かれた文章を読む

この世にもし辞書がなかったら、読書はもっと「スリリング」な
ものになるに違いない。分からない単語や言葉が出てくるからこ
そ想像力が鍛えられるのだ――今回は読書と想像力について書か
れた文章をみんなで読み進めることを通じて読解力の向上を図り
ます。
第3回

民法について書かれた文章を読む

経済活動のどの側面に注目するのかは、経済学と法学で大き
く異なっています。経済学なら需要と供給の変動が価格をどう変
動させるかに注目するはずです。では法学は……。今回は民法に
ついて書かれた文章をみんなで読み進めることを通じて読解
力の向上を図ります。
第4回

都市の魅力について書かれた文章を読む

「ストリートライフ」という言葉を聞いたことはありますか。路
上で生活するという意味ではありません。単なる景観でもありま
せん。今回は都市の魅力について書かれた文章をみんな
で読み進めることを通じて読解力の向上を図ります。
第5回

動物の利他的行動について書かれた文章を読む

人はみな助け合って生きています。見返りを期待して相手を助け
ることもあります。では動物はどうでしょうか。今回は動物の利
他的行動について書かれた文章をみんなで読み進めることを通じ
て読解力の向上を図ります。
第6回

二酸化炭素について書かれた文章を読む

二酸化炭素が温室効果ガスであることはみなさんも知っているで
しょう。では大気中に放出された二酸化炭素がその後どこへ行く
か知ってますか。今回は二酸化炭素について書かれた文章をみん
なで読み進めることを通じて読解力の向上を図ります。
第7回

家族とプライバシーについて書かれた文章を読む

みなさんはどのような間取りの家で育ちましたか。目的や機能
別に仕切られた小さな部屋が多い家でしたか。今回は家族とプラ
イバシーについて書かれた文章をみんなで読み進めることを通じ
て読解力の向上を図ります。
第8回

「ある恐ろしい実験」について書かれた文章を読む
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A4版ノート（ルーズリーフ不可）に今回の授
業で（あるいはそれ以外の機会に）学んだ語
彙や表現や文法事項をまとめてください。そ
の際、必ず辞書や参考書を活用すること。毎
週4ページ以上書くこと。キーワード：関連づ
け（のだ・のです・のだろう・のかもしれな
い）。

2時間

A4版ノート（ルーズリーフ不可）に今回の授
業で（あるいはそれ以外の機会に）学んだ語
彙や表現や文法事項をまとめてください。そ
の際、必ず辞書や参考書を活用すること。毎
週4ページ以上書くこと。キーワード：立
場を表す表現（ヴォイス：受け身・使役・使
役受け身）。

2時間

A4版ノート（ルーズリーフ不可）に今回の授
業で（あるいはそれ以外の機会に）学んだ語
彙や表現や文法事項をまとめてください。そ
の際、必ず辞書や参考書を活用すること。毎
週4ページ以上書くこと。キーワード：敬
語（素材敬語と対者敬語）。

2時間

A4版ノート（ルーズリーフ不可）に今回の授
業で（あるいはそれ以外の機会に）学んだ語
彙や表現や文法事項をまとめてください。そ
の際、必ず辞書や参考書を活用すること。毎
週4ページ以上書くこと。キーワード：活
用（語幹と活用、不規則な活用をする形容
詞）。

2時間

A4版ノート（ルーズリーフ不可）に今回の授
業で（あるいはそれ以外の機会に）学んだ語
彙や表現や文法事項をまとめてください。そ
の際、必ず辞書や参考書を活用すること。毎
週4ページ以上書くこと。キーワード：動
詞（方向性・状態性・意志性）。

2時間

A4版ノート（ルーズリーフ不可）に今回の授
業で（あるいはそれ以外の機会に）学んだ語
彙や表現や文法事項をまとめてください。そ
の際、必ず辞書や参考書を活用すること。毎
週4ページ以上書くこと。キーワード：副
詞（陳述副詞・程度副詞・様態副詞）。

2時間

A4版ノート（ルーズリーフ不可）に今回の授
業で（あるいはそれ以外の機会に）学んだ語
彙や表現や文法事項をまとめてください。そ
の際、必ず辞書や参考書を活用すること。毎
週4ページ以上書くこと。キーワード：接
辞（～らしい、～っぽい、～まる・める）。

2時間

A4版ノート（ルーズリーフ不可）に今回の授
業で（あるいはそれ以外の機会に）学んだ語
彙や表現や文法事項をまとめてください。そ
の際、必ず辞書や参考書を活用すること。毎
週4ページ以上書くこと。格助詞（手段・原
因・根拠・情報源）

2時間
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あることが好きだからあることをする――これが内発的な動機に
よる行動です。ではその行動を賞罰と結びつけた場合、いったい
どのようなことが起こるでしょうか。今回は「ある恐ろしい実
験」について書かれた文章をみんなで読み進めることを通じて読
解力の向上を図ります。
第9回

鳥類の卵について書かれた文章を読む

鳥類の卵はどんな色をしていますか。白、茶色、青、緑……。で
はそれらの色が何に由来しているか知ってますか。今回は鳥
類の卵について書かれた文章をみんなで読み進めることを通じ
て読解力の向上を図ります。
第10回

対象を表す複合助詞について
「日本語は私にたいして難しい言語です」「今日は年金問題をめ
ぐって説明します」――これらの文のどこがどう間違っている
か、分かりますか。複合格助詞にはそれが用いられるのにふさわ
しい条件がありますが、今回は手段などを表す複合格助詞につい
て学びます。

第11回

手段などを表す複合助詞について
「寝坊によって授業を休みました」「昼休みとあって道が空いて
いる」――これらの文のどこがどう間違っているか、分かります
か。複合格助詞にはそれが用いられるのにふさわしい条件があり
ますが、今回は手段などを表す複合格助詞について学びます。

第12回

状況を表す複合助詞について
「テストの結果いかんで進学先を決めます」「5月にわたっ
て雨がほとんど降らなかった」――これらの文のどこがどう間
違っているか、分かりますか。複合格助詞にはそれが用いられる
のにふさわしい条件がありますが、今回は手段などを表す複合格
助詞について学びます。

第13回

形式名詞について
名詞本来の意味が抽象化されて文法的機能をもつようになった成
分を形式名詞といいます。「いま準備しているところです」「も
う少しで死ぬところでした」の「ところ」、「よくここで遊んだ
ものだ」「こんなときは素直に礼をいうものだ」の「もの」など
がそれに当たります。今回は形式名詞について学びます。

第14回

まとめ：２年間の振り返り
2年間にわたり日本語を学習してきましたが、みなさんの日本語
力はどれだけ向上したでしょうか。今回は2年間の学習内
容を振り返るとともに、簡単なテストを実施することを通じてみ
なさんの日本語力がどれだけ向上したのかを検証し、今後2年
間の学習計画を立ててもらおうと思います。
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A4版ノート（ルーズリーフ不可）に今回の授
業で（あるいはそれ以外の機会に）学んだ語
彙や表現や文法事項をまとめてください。そ
の際、必ず辞書や参考書を活用すること。毎
週4ページ以上書くこと。格助詞（複合格助
詞）

2時間

「にたいして」「をめぐって」「にかかわ
る」等について復習しておこう。

2時間

「によって」「とあって」「によると」
「に即して」等について復習しておこう。

2時間

「において」「にわたって」「いかんで」
「をとわず」等について復習しておこう。

2時間

「こと」「もの」「ところ」等の使い方を整
理してみよう。

2時間

大学入学後、自分の日本語力がどれだけ向
上したのか確認するとともに、今後の日本
語の学習計画を立ててみよう。

2時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

人間と文学／日本の文学
藤田大雪
１～４年

開講時期

前期／後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
優れた文学は、私たちに新しいものの見方を与えてくれるものです。この授業では異質な他者を理解し、共感する力を培いながら、最終的に一
本の短編小説を完成させることを目指します。そのために、前半は物語の構造を理解し、人物、性格、感情、風景などを描写する技法を学びま
す。後半では、前半に学んだ創作の技法を生かしてフランツ・カフカの小説『変身』を分析し、カフカの他者を見るまなざしの深さを感じ取っ
てもらいます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

優れた観察力と表現力

鋭い感性を持ち、見たことや感じたことを文
学的に表現できるようになる

汎用的な力
1 ．DP10.忠恕の心

寛容な心を持ち、異なる立場にいる他者の視
点から物事を見られるようになる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

平常点

： 授業への取り組み状況（グループでの話し合いへの参加状況、発言）などに基づき評価する
10％

授業外課題

： ワークシートの取り組み状況に基づき評価する
60％

定期試験（短編小説の執筆）
30％

： 短編小説について、①ストーリーに破綻がないか、②登場人物の行動に一貫性があるか、③描
写は正確か、④表現にオリジナリティーがあるか、を基準に評価する

使用教科書
指定する
著者
フランツ・カフカ（著）、丘沢静 ・
也（訳）

タイトル

出版社

変身,掟の前で 他2編

・ 光文社

出版年
・

参考文献等
石黒圭（2017）『形容詞を使わない 大人の文章表現力』日本実業出版社
橋本陽介（2017）『物語論 基礎と応用』 講談社選書メチエ
ウラジーミル・ナボコフ（著）、野島秀勝（訳）（2013）『ナボコフの文学講義

下』河出文庫

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められます。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をしてください。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
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時間：

授業の前後

場所：

研究室にて実施します

備考・注意事項： 詳細は初回の授業時に指示します
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

文学とは何か
実用文との比較を通じて、文学作品の一般的な特徴や、文
学が何を目指しているのかを考える。

ワークシートを完成させる

4時間

第2回

ストーリーの構造を理解する

自分が好きな物語（小説、映画、マンガな
ど）の構造を分析する。

4時間

人を惹きつけるストーリーは、ある共通する構造を持ってい
る。この構造を理解することで、ストーリーの要約や創作の技
法を学ぶ。
第3回

小説とは何か
物語との比較を通じて、小説の特徴や、小説が生まれた背
景を学ぶ。

ワークシートを完成させる

4時間

第4回

小説における筋
芥川龍之介と谷崎潤一郎の間で行なわれた「小説の筋」論
争を読み、小説における筋の役割を考える。

ワークシートを完成させる

4時間

第5回

人物／性格を描写する
さまざまな文学作品に見られる人物描写を手掛かりに、外見や行
動を通じて人物の特徴をとらえ、表現する技法を学ぶ。

ワークシートを完成させて性格を分析する

4時間

第6回

人物を造形する
さまざまな文学作品を手がかりに、小説で魅力を放つ人物の造
形について学ぶ。

ダメ人間になりきって人生相談を書く

4時間

第7回

感情を描写する
さまざまな文学作品に見られる感情描写を手掛かりに、1人
称と3人称による感情表現の技法を学ぶ。

動画を見て登場する人物の感情を描写する

4時間

第8回

無意識を描写する
20世紀前半のモダニズム運動の中で生まれた「意識の流れ」の技
法を学び、小説における心のとらえ方について考える。

ワークシートを完成させる

4時間

第9回

風景を描写する
さまざまな文学作品に見られる風景描写を手掛かりに、目で見た
ものを描写する技法を学ぶ。

与えられた写真を言語的に描写する

4時間

第10回

カフカの『変身』を読む（その１）―物語の構造を分析する
『変身』を時間軸に沿って分析し、物語全体の構造を把握する。

読んだ内容をワークシートにまとめる。

4時間

第11回

カフカの『変身』（その２）―感情描写を分析する
グレゴールが目を覚まして、自分が巨大な毒虫に変身しているこ
とに気づき、あれこれと考えをめぐらせる場面を分析し、カフ
カにおける感情描写の特色を考える。

読んだ内容をワークシートにまとめる。

4時間

第11回

カフカの『変身』を読む（その３）―人物描写を分析する
『変身』の第2部はグレゴールと妹の関係性の変化を軸に進行す
る。この妹についての描写と、第3部の名高いバイオリン演
奏の場面での3人の紳士の描写を分析し、カフカにおける人物描
写の特色を考える。

読んだ内容をワークシートにまとめる。

4時間

第12回

カフカの『変身』を読む（その４）―グレゴールの家族の人間
性を分析する
グレゴールが毒虫に変身して以来、3人の家族は彼に対して三者
三様の振る舞いをする。この3人の発言と行動を分析し、彼ら
の人間性を分析し、評価する。

読んだ内容をワークシートにまとめる。

4時間

第14回

カフカの『変身』を読む（その５）―物語の意味を考える
家族のために自分を犠牲にしてきたグレゴールだが、毒虫に変
身してからは家族から厄介者として扱われ、ついには「始末され
ねばならない」存在となる。彼が死ぬことで家族は「解放」さ
れ、ザムザ家に平和が訪れる。この結末の意味について考
察し、現代に『変身』を読むことの意義を考える。

読んだ内容をワークシートにまとめる。

4時間

172

1312

111

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

人間と宗教
森山

徹

1～4年

開講時期

前期／後期

単位数

2

オンデマンド授業

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

平成22年4月～平成30年3月
中学高等学校にて「宗教科」教員として指導

授業概要
世界にはいろいろな「宗教」があり、今もなお多くの人々を惹きつけている。それは時に苦しみの中にある人々の救いとなり、また権
力と結びついて争いの原因ともなってきた。現代に生きる私たちもまた、信じるか否かに関わらず、すでに「宗教」と様々な形で関係し、否
応なく巻き込まれている。
本講義では、この「宗教」の基盤となっている各宗教の始祖たちの思想の断片に焦点を当て、それらを歴史的思想史的に理解するだけでな
く、「今」「ここ」に生きている「わたし」との関わりにおいて再解釈する。このような作業によって、一方で「宗教」が持つ力とそれを意識
化する視点を獲得し、他方で授業に参加する一人ひとりが「わたし」を通して深く人間を理解する機会を提供することが本科目の目的である。
また、Google Classroomや毎回の授業へのコメント・シートを活用し、受講生の考えや疑問を共有・検討するアクティブラーニングもとりい
れる。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

現存する世界の主要な宗教に関する知識を歴
史的思想史的に学ぶ。

主要な宗教の特徴を理解し、説明することが
できる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

諸宗教の中心思想を内在的に把握し、反省
的に解釈する。

諸宗教の中心的思想を内在的に理解し、自
己の経験と象徴的に結びつけることができ
る。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

宗教的知識や思想を深く理解し、検討でき
る。

2 ．DP10.忠恕の心

倫理的道徳的徳価値観を深め、広げることが
できる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

毎回の小レポート

： 内容の妥当性・論理性・説得性について独自のルーブリックに基づいて5段階で評価します。
50％

学期末レポート

： 内容の妥当性・論理性・説得性について独自のルーブリックに基づいて評価します。
50％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
・リチャード・ホロウェイ 『若い読者のための宗教史』 上杉隼人・片桐恵理訳、イェール大学出版局、2016年。その他の参考文献について
は、適宜授業時に紹介する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、授業および授業外学修時間（毎回約4時間）が、合計90時間求められる。
それなので、授業外での学修課題に取り組むことに加え、毎回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習すること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業の前後（オンデマンド授業の場合は備考を参照）

173

1312
場所：

授業の前後（オンデマンド授業の場合は備考を参照）

備考・注意事項： 授業時のコメントや授業前後以外で質問したい場合は、メールにて受け付ける（tmoriyama820@gmail.com)。メールに
は必ず氏名と所属を明記すること。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ガイダンスとイントロダクション

「人間と宗教」について

・授業の目的、課題、評価、注意点等を説明。
・「宗教」の様々な側面を「人間」との関係から概観。
・「宗教religion」の語源となっている「再び結びつける」とい
う意味を「わたし」という視点から解釈。
・授業内容を的確に理解し、自分の考えと経験を反省
的に書き起こす
第2回

わたしとガウタマ・シッダールタ

「苦しみ」について

・授業のコメントを共有、前回の補足や質問への応答
・授業の目的、課題、評価、注意点等を再度説明
・シッダールタが誕生した地理的歴史的状況を確認
・シッダールタの前半生を概観
・四門出遊の出来事とその解説
・「苦しみ」の個別性と普遍性に焦点を当てて解釈
・授業内容を的確に理解し、自分の考えと経験を反省
的に書き起こす
第3回

わたしとガウタマ・シッダールタ

「つながり」について

・授業のコメントを共有、前回の補足や質問への応答
・シッダールタの後半生1を概観
・悟りの出来事とその後の歩みについて解説
・「縁起」を解釈
・授業内容を的確に理解し、自分の考えと経験を反省
的に書き起こす
第4回

わたしと孔子 「天命」について

・授業のコメントを共有、前回の補足や質問への応答
・孔子が生まれた地理的歴史的状況を確認
・孔子の前半生を概観
・大司寇失脚の出来事とその解説
・「五十にして天命を知る」という語の解釈
・授業内容を的確に理解し、自分の考えと経験を反省
的に書き起こす
第5回

わたしと孔子 「仁と礼」について

・授業のコメントを共有、前回の補足や質問への応答
・孔子の後半生および死後を概観
・礼と仁、および徳治主義の解説
・「礼と仁」の解釈
・授業内容を的確に理解し、自分の考えと経験を反省
的に書き起こす
第6回

わたしとソクラテス

「自分を知ること」について

・授業のコメントを共有、前回の補足や質問への応答
・ソクラテスが生まれた地理的歴史的状況を確認
・ソクラテスの前半生を概観
・デルフォイの神託の出来事とその解説
・「汝自身を知れ」という語の解釈
・授業内容を的確に理解し、自分の考えと経験を反省
的に書き起こす
第7回

わたしとソクラテス

「法と正義」について

・授業のコメントを共有、前回の補足や質問への応答
・ソクラテスの後半生を概観
・ソクラテスの裁判の解説
・「法と正義」の解釈
・授業内容を的確に理解し、自分の考えと経験を反省
的に書き起こす
第8回

わたしとモーセ

「召命」について

174

・授業内容の主題を反芻し、その視点か
ら折に触れて反省的に自己の経験を再解釈す
る。・その際に生まれた視点やアイデアや疑
問をノートにまとめ、コメントやレポート作
成時に活用する。

4時間

・授業内容の主題を反芻し、その視点か
ら折に触れて反省的に自己の経験を再解釈す
る。・その際に生まれた視点やアイデアや疑
問をノートにまとめ、コメントやレポート作
成時に活用する。

4時間

・授業内容の主題を反芻し、その視点か
ら折に触れて反省的に自己の経験を再解釈す
る。・その際に生まれた視点やアイデアや疑
問をノートにまとめ、コメントやレポート作
成時に活用する。

4時間

・授業内の主題を反芻し、その視点か
ら折に触れて反省的に自己の経験を再解釈す
る。・その際に生まれた視点やアイデアや疑
問をノートにまとめ、コメントやレポート作
成時に活用する。

4時間

・授業内の主題を反芻し、その視点か
ら折に触れて反省的に自己の経験を再解釈す
る。・その際に生まれた視点やアイデアや疑
問をノートにまとめ、コメントやレポート作
成時に活用する。

4時間

・授業内の主題を反芻し、その視点か
ら折に触れて反省的に自己の経験を再解釈す
る。・その際に生まれた視点やアイデアや疑
問をノートにまとめ、コメントやレポート作
成時に活用する。

4時間

・授業内の主題を反芻し、その視点か
ら折に触れて反省的に自己の経験を再解釈す
る。・その際に生まれた視点やアイデアや疑
問をノートにまとめ、コメントやレポート作
成時に活用する。

4時間

・授業内の主題を反芻し、その視点か
ら折に触れて反省的に自己の経験を再解釈す
る。・その際に生まれた視点やアイデアや疑
問をノートにまとめ、コメントやレポート作
成時に活用する。

4時間
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・授業のコメントを共有、前回の補足や質問への応答
・モーセが生まれた地理的歴史的状況を確認
・モーセの前半生を概観
・シナイ山での召命およびエジプトへの帰還の出来事とその解説
・「召命」についての解釈
・授業内容を的確に理解し、自分の考えと経験を反省
的に書き起こす
第9回

わたしとモーセ

「律法」について

・授業のコメントを共有、前回の補足や質問への応答
・モーセの後半生を概観
・週エジプトおよびシナイ山での十戒授与の出来事とその解説
・「律法」の解釈
・授業内容を的確に理解し、自分の考えと経験を反省
的に書き起こす
第10回

わたしとイエス

「敵を愛すること」について

・授業のコメントを共有、前回の補足や質問への応答
・イエスが生まれた地理的歴史的状況を確認
・イエスの前半生を概観
・律法学者や祭司たちとの論争の出来事とその解説
・「敵を愛せ」という語の解釈
・授業内容を的確に理解し、自分の考えと経験を反省
的に書き起こす
第11回

わたしとイエス

「ゆるし」について

・授業のコメントを共有、前回の補足や質問への応答
・イエスの後半生を概観
・十字架刑での死とイエスの復活を告げ始める弟子たちの解説
・「ゆるし」についての解釈
・授業内容を的確に理解し、自分の考えと経験を反省
的に書き起こす
第12回

わたしとムハンマド

「一なる神」について

・授業のコメントを共有、前回の補足や質問への応答
・ムハンマドが生まれた地理的歴史的状況を確認
・ムハンマドの前半生を概観
・ムハンマドが受けた啓示の出来事とその解説
・「一なる神」についての解釈
・授業内容を的確に理解し、自分の考えと経験を反省
的に書き起こす
第13回

わたしとムハンマド

「平等」について

・授業のコメントを共有、前回の補足や質問への応答
・ムハンマドの後半生を概観
・ムハンマドの闘争と人々の改宗の出来事についての解説
・「平等」についての解釈
・授業内容を的確に理解し、自分の考えと経験を反省
的に書き起こす
第14回

わたしと現代

「グローバル社会で生きること」について

・授業のコメントを共有、前回の補足や質問への応答
・私たちが生きる現代の状況を確認
・グローバル社会と宗教との関わりについて解説
・宗教を学ぶ意義について解釈
・授業内容を的確に理解し、自分の考えと経験を反省
的に書き起こす
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・授業内の主題を反芻し、その視点か
ら折に触れて反省的に自己の経験を再解釈す
る。・その際に生まれた視点やアイデアや疑
問をノートにまとめ、コメントやレポート作
成時に活用する。

4時間

・授業内の主題を反芻し、その視点か
ら折に触れて反省的に自己の経験を再解釈す
る。・その際に生まれた視点やアイデアや疑
問をノートにまとめ、コメントやレポート作
成時に活用する。

4時間

・授業内の主題を反芻し、その視点か
ら折に触れて反省的に自己の経験を再解釈す
る。・その際に生まれた視点やアイデアや疑
問をノートにまとめ、コメントやレポート作
成時に活用する。

4時間

・授業内の主題を反芻し、その視点か
ら折に触れて反省的に自己の経験を再解釈す
る。・その際に生まれた視点やアイデアや疑
問をノートにまとめ、コメントやレポート作
成時に活用する。

4時間

・授業内の主題を反芻し、その視点か
ら折に触れて反省的に自己の経験を再解釈す
る。・その際に生まれた視点やアイデアや疑
問をノートにまとめ、コメントやレポート作
成時に活用する。

4時間

・授業内の主題を反芻し、その視点か
ら折に触れて反省的に自己の経験を再解釈す
る。・その際に生まれた視点やアイデアや疑
問をノートにまとめ、コメントやレポート作
成時に活用する。

4時間

1320

111

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

人間と哲学／哲学
藤田大雪
1～4年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
哲学とは、日々の生活で意識されない基礎的問題をあえて反省し、考えぬこうとする営みです。この授業では、「美」「真理」「自由」「正
義」という4つのテーマを取り上げながら、人間とは何かを考察します。
受講者には、これらのテーマについて自ら問いを立て、思索を深めながら、自分の意見を根拠とともに説明できるようになることが求められま
す。それにより、人間社会のあり方や、自分自身の生き方について反省的に考える力を培うのが授業の目標です。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

哲学に関する基礎的知識

哲学に関する基礎的知識を自分自身の言
葉で説明できる

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

哲学上の立場に関して課題を発見し説明する
ことができる

2 ．DP8.意思疎通

相手の意見を傾聴するとともに、自身の意
見を的確に伝えることができる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
最終レポートでは、授業で取り上げた論題の中から１つを選んで1200字以上で執筆もらいます。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

平常点

： 授業への取り組み状況（グループでの話し合いへの参加状況、発言）などに基づき評価する
10％

授業外課題

： ワークシートの記入内容をルーブリックにより評価する
50％

レポート
40％

： 授業内容を理解しているか、他者の意見を引用しながら自分の意見を論理的に展開できているか
を評価する

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
特になし

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められます。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をしてください。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業の前後

場所：

研究室にて実施します
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授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

問いの立て方―哲学的な問いを立てるトレーニング
「哲学」という言葉の意味を通じて、問いを立てることの大切さ
を学ぶ。また、開いた問いと閉じた問いを区別し、テーマについ
ての考察を深める上で役に立つ問いを立てる練習を行なう。

次回の授業テーマについて調べ、美について
の自分のイメージを書く

4時間

第2回

美について（１）―〈美〉についての問いを立てる
「～は美しい」というタイプの判断（美的判断）はすべて主観
的だという説がある。この回ではさまざまな事例や理論を検
討し、この主観主義の是非を考察する。

「美とは何か」について自分の意見を書く

4時間

第3回

美について（２）―美醜は趣味の問題か

「美醜は趣味の問題か」について自分の意
見を書く

4時間

「アートは何のためにあるのか」につい
て、自分の意見を書く

4時間

ワークシートに記入し、真理に関するさまざ
まな理論を整理する

4時間

真理について（２）―どうやって真と偽を区
別するのか ソクラテスの問答とデカル
トの懐疑を導きの糸として、「（たん
に）知っていると思っていること」と「知っ
ていること」の違いを考える。 「どうやっ
て真と偽を区別するのか」について自分の意
見を書く

4時間

「～は美しい」というタイプの判断（美的判断）はすべて主観
的だという説がある。この回ではさまざまな事例や理論を検
討し、この主観主義の是非を考察する。
第4回

美について（３）―アートは何のためにあるのか
「芸術は社会に生活する一般庶民の幸福に貢献する役割を果たす
べきである」。このトルストイの主張の是非を問い、アートの存
在意義を考える。

第5回

真理について（１）―〈真理〉についての問いを立てる
何かが「真」であるとというのは、どういうことなのか。古典
的な対応説や整合説など、さまざまな理論を検討しながら、「真
理」についての理解を深める。

第6回

真理について（２）―どうやって真と偽を区別するのか

ソクラテスの問答とデカルトの懐疑を導きの糸として、「（たん
に）知っていると思っていること」と「知っていること」の違い
を考える。
第7回

真理について（３）―なぜ真実を大切にしなければならないの
か
ポスト・トゥルースと呼ばれる時代に、真理を大切にする意味は
あるのか。フランクファートの『真実について』を手がかり
に、現代社会における真理の意義について考える。

「なぜ真実を大切にしなければならないの
か」について自分の意見を書く

4時間

第8回

自由について（１）―〈自由〉についての問いを立てる

ワークシートに記入し、自由についてのさま
ざまな理論を整理する

4時間

自由を阻害する要因について自分の意
見を書く

4時間

「どうすれば自由になれるのか」について自
分の意見を書く

4時間

ワークシートに記入し、正義に関するさまざ
まな理論を整理する

4時間

「なぜ正義が必要なのか」について、自
分の意見を書く

4時間

「どうやって正義を決めるのか」について自
分の意見を書く

4時間

これまでの授業資料を見直し最終レポー
トの執筆を行う

4時間

J.S.ミルの『自由論』の議論を紹介した上で、なぜ自由が大切な
のか、そもそも自由とは何なのかといった問いに取り組み、「自
由」についての理解を深める。
第9回

自由について（２）―なぜ自由になれないのか
私たちは、意識的にであれ、無意識的にであれ、さまざまなもの
に拘束されて自由を奪われている。そうした自由を妨げる要
因を考え、自由であることの難しさを理解する。

第10回

自由について（３）―どうすれば自由になれるのか
第10回の授業をふりかえり、どうすれば自由になれるのかを考
察する。個人の問題と社会の問題を切り分けて考えられるように
なることが求められる。

第11回

正義について（１）―〈正義〉についての問いを立てる
さまざまな理論を紹介した上で、正義をめぐる諸問
題に取り組み、「正義」についての理解を深める。

第12回

正義について（２）―なぜ正義が必要なのか
さまざまな格差や不平等の問題を取り上げながら、なぜ正義が必
要なのかを考察する。

第13回

正義について（３）―どうやって正義を決めるのか
ロールズの『正義論』を導きの糸として、正義を実現すること
の難しさを理解し、手続き上の正義について考察する。

第14回

人間とは何か―以上を総括して、あらためて人間とは何か
を考える
13回分の授業をふりかえり、複雑な価値評価を行ない、真偽を判
別し、他者と協働しながら自己を実現していく人間という存在に
ついて、AIや動物とも比較しながら、理解を深める。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

人間と哲学／哲学
成瀬尚志
1～4年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
哲学は、基本的に私たち人間自身や私たちが経験する諸事象についてその根源に遡って思考・理解しようとする、人間や人間の関わる諸事
象の本質・根拠を探究する学問です。人間とは何かという問題を中心に、徳、幸福、人格の尊厳、共同体、コミュニケーションなどの人
間が生きる上での重要な基本問題や、人間の本質的な特性を示す知識や思考の問題についてしっかりと探究し明らかにしていくのが、この授
業の目的です。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

哲学に関する基礎的知識

哲学に関する基礎的知識を自分自身の言
葉で説明できる

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

哲学上の立場に関して課題を発見し説明する
ことができる

2 ．DP8.意思疎通

相手の意見を傾聴するとともに、自身の意
見を的確に伝えることができる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

小テスト（2点×14回）

： 授業内容の理解度を確認するために、各回の授業でコメントシートの提出を求めます。
28％

レポート
72％

： 授業内容を理解しているか、また、自身の意見を吟味できているかどうかに関して評価します。
12点（ユニット1）＋20点（ユニット2）＋40点＝72点

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
伊藤邦武『物語

哲学の歴史―自分と世界を考えるために』中公新書、2012

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

月曜日

場所：

研究室（西館4F）

3限

授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
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第1回

哲学とは何か
哲学とはどのような学問であるかについて考えます。また、こ
の授業でどのような問題に取組むかについて解説します。

第2回

（ユニット1）知識とは何か？1―プラトン
プラトンのイデアについて検討し、イデアが存在するかどうかに
ついて検討します。

第3回

（ユニット1）知識とは何か？2―アリストテレス
プラトンのイデアについて検討するために、アリストテレスの立
場を取り上げます。

第4回

（ユニット1）知識とは何か？3―経験論
知識について考えるために経験論をとりあげ、知識と経験の関
係について取り上げます。

第5回

（ユニット1）知識とは何か？4―合理論
知識について考えるために、合理論をとりあげ、経験を通さな
い知識について考えます。

第6回

（ユニット2）存在とは何か？1―ロック
目の前のリンゴは本当に存在するのかについて、ロックの立場か
らどうかが得られるかについて検討します。

第7回

（ユニット2）存在とは何か？2―ヒューム
因果関係は存在するといえるのかについてヒュームの立場につい
て検討します。

第8回

（ユニット2）存在とは何か？3―カント
私たちの認識の客観性についてカントのコペルニクス的転回につ
いて検討します。

第9回

（ユニット2）存在とは何か？4―知識の客観性
カントの認識論を通して、世界に何が存在すると言えるのかにつ
いて検討します。

第10回

（ユニット3）自由とは何か？1―行為とは？
自由の問題について考えるために、行為と行為でないものをどの
ように区別できるのかについて検討します。

第11回

（ユニット3）自由とは何か？2―自由意志
自由の問題について考えるために、自由意志とは何かについて検
討します。

第12回

（ユニット3）自由とは何か？3―因果律
自由の問題について考えるために、因果律をとりあげ、心物因
果について検討します。

第13回

（ユニット3）自由とは何か？4―自由に関するジレンマ
わたしたちが自由であるかについて、決定論を取り上げ、自
由に関してどのようなジレンマがあるかについて検討します。

第14回

（ユニット3）自由とは何か？5―心とは？
ユニット3を振り返り、自由の問題を通して私たちの心とは何か
について考えます。
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授業内容について復習し、コメントシートを
まとめる。

4時間

授業内容を復習し、コメントシートをまとめ
る。また、ユニット1のレポートの準備をす
る。

4時間

授業内容を復習し、コメントシートをまとめ
る。また、ユニット1のレポートの準備をす
る。

4時間

授業内容を復習し、コメントシートをまとめ
る。また、ユニット1のレポートの準備をす
る。

4時間

授業内容を復習し、コメントシートをまとめ
る。また、ユニット1のレポートの準備をす
る。

4時間

授業内容を復習し、コメントシートをまとめ
る。また、ユニット2のレポートの準備をす
る。

4時間

授業内容を復習し、コメントシートをまとめ
る。また、ユニット2のレポートの準備をす
る。

4時間

授業内容を復習し、コメントシートをまとめ
る。また、ユニット2のレポートの準備をす
る。

4時間

授業内容を復習し、コメントシートをまとめ
る。また、ユニット2のレポートの準備をす
る。

4時間

授業内容を復習し、コメントシートをまとめ
る。また、ユニット3のレポートの準備をす
る。

4時間

授業内容を復習し、コメントシートをまとめ
る。また、ユニット3のレポートの準備をす
る。

4時間

授業内容を復習し、コメントシートをまとめ
る。また、ユニット3のレポートの準備をす
る。

4時間

授業内容を復習し、コメントシートをまとめ
る。また、ユニット3のレポートの準備をす
る。

4時間

授業内容を復習し、コメントシートをまとめ
る。また、ユニット3のレポートの準備をす
る。

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

人間と芸術
田邉健太郎
1年～4年

開講時期

後期

単位数

2

オンデマンド授業

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
芸術と人間社会の関わりを広く俯瞰するための授業です。
19世紀以降の芸術の歴史を辿りながら、絵画、音楽、映画、広告、ミュージック・ビデオ、現代アートなどを分析しつつ、現代につながる発
想や工夫を考えていきます。同時に、そうした展開の背景にある社会的背景を知り、芸術と人間社会の関わりについて理解を深めていきます。
こうした学びを通じて、受講生はそれぞれの関心に応じて自分自身の専門的な学修課題との接点を発見し、独自のものの見方を養うことができ
ます。
前もって必要となる知識は特にありません。授業を通じて自然と身についていくと思います。自分の生活を豊かにするヒントを見つけたり、創
作に生かして、楽しみましょう！

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

人間社会と芸術の関わりについての知識と理
解

人間社会と芸術の関わりについて、歴史
的な具体例や様々なジャンルの具体例を通し
て理解する。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

人間社会と芸術の関わりについての知識と実
践

人間社会と芸術の関わりについて授業を通し
て得た知識を、現代社会での自らの実践に応
用できるようになる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

授業で紹介する具体的事例を通した考察か
ら着想を得て、自ら現代社会の問題に気づけ
るようになる。

2 ．DP6.行動・実践

授業内容を着想源として活用し、自ら発見し
た課題の解決に役立てることができるように
なる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業内課題
60％
試験（レポート）
40％

： 毎回提出してもらう授業内課題によって、授業への能動的な参加態度、学習内容の理解度を評価す
る。
： 14回の授業終了後、授業内容に基づくレポート試験を課す。授業内容を自分なりに消化して自分自
身の実践に活かす態度が身についているかどうかを評価する。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
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池上英洋『西洋美術史入門』
岡田暁生『西洋音楽史――「クラシック」の黄昏』
細馬宏通『ミッキーはなぜ口笛を吹くのか――アニメーションの表現史』
北村匡平「椎名林檎論――乱調の音楽」（『文學界』に連載中）
レフ・マノヴィッチほか『インスタグラムと現代視覚文化論』
その他、授業中に指示します。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回5時間程度の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
授業の中では、多くの人名や専門的な用語が出てきます。毎回の授業内容を自分なりに消化し、普段の実践に活用する姿勢を持ってくださ
い。授業では多くの参考文献を紹介しますので、たくさん読んで、主体的に学んでください。
また、授業で得た知識を「生きたもの」にするため、普段から積極的に美術館やアートイベント等に出かけるなどして、現代社会における芸
術の役割についての関心を高めるようにしてください。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

随時対応します

場所：

メール、Zoomでの対応

備考・注意事項： 担当者は非常勤講師のため、メールやZoomで対応します。連絡方法についてはGoogle Classroomから伝えます。
Zoomでの相談は、あらかじめアポイントメントをとってください。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

人間と芸術（ガイダンス）
人間社会において、これまで芸術がいかに多様な役割を担ってき
たのか。そのことを俯瞰する意義について考えます。各回の概
要を伝え、この講義についてのイメージを持つとともに、目
的を確認します。

第2回

19世紀（１）：絵画の鑑賞法
絵画の見方や歴史を学びます。何が描かれているのかだけではな
く、どのような技法で描かれたのか、なぜその時代や地域で描か
れたのか、社会や思想とのつながりに注目します。より深く絵
画について考えることができるようになりましょう。

第3回

19世紀（２）：音楽とオペラ
19世紀のクラシック音楽を学びながら、今に通じる音楽技
法や考え方を見つけていきます。特に、オペラに注目し、舞
台、戯曲などと音楽がどのように融合するのかを論じま
す。愛や喜び、苦しみなど人間の姿がたくさん詰まったオペ
ラを楽しみましょう。

第4回

19世紀（３）：世紀末の芸術
19世紀末のヨーロッパは、新しい時代への期待と、退廃的な雰囲
気がまじりあう独特の香りを醸し出していました。文学、音
楽、絵画などを横断しながら、複合的に見ていきます。この時
代に生きる人々のつもりになって、どうしてこんな作品が作られ
たのか、考えてみましょう。

第5回

20世紀（１）：新たな芸術に向かって
20世紀初頭には、それまでの芸術を否定し、1から考え直そうと
いう様々な運動が活発になります。「モダニズム」の息吹を感じ
ながら、芸術上の挑戦を考えていきます。「なんでこれが芸術な
の？」といった疑問をたくさん出してみましょう。

第6回

20世紀（２）：感性は作られる？
美しさを求められるのは芸術に限りません。日々使うもののデザ
イン、CM、広告、などの中にも美を見つけることは可能です。広
告に焦点を当てて、美の思想を考えます。身の回りに目を向ける
と、アッと思う工夫が見つかるかもしれません。

第7回

20世紀（３）：映像化をめぐる問題
「好きな漫画が映画になったら全然違う印象になっていた」「あ
のアニメの実写化は成功だと思う」映像にすると、このような感
想がしばしば聞かれます。具体的な作品を見ながら、映像化につ
いて考えます。

第8回

現代（１）：社会とつながる現代アート
現代アートの中には、単に美しいだけではなく、様々な問
題を突き付けるものもあります。作品の背景にどのよう
な考え方があるのか、アートは何を教えるのか、議論しま
す。少しでも現代アートに慣れ親しんで、自分の世界を広げてく
ださい。

第9回

現代（２）：「批評」の活用法
感じたことを言葉にするのは、とても難しいですが、同
時に様々な発見や喜びを与えてくれるものです。美術、音楽、映
画など、様々なジャンルの批評を読み、実際に書いてもらいたい
と思います。人に伝えたいという思いがとても大切です。

第10回

現代（３）：ミュージック・ビデオ
プロモーションとして使われるだけではなく、ミュージックビデ
オには多くの工夫が詰まっていて、音楽をより引き立て、楽し
む喜びを与えてくれます。いくつかのミュージックビデオを見な
がら、音楽との関係を考えます。
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人間と芸術（ガイダンス）の配布資料とノー
トによる該当箇所の復習

5時間

絵画の鑑賞法についての配布資料とノートに
よる該当箇所の復習

5時間

音楽とオペラについての配布資料とノートに
よる該当箇所の復習

5時間

世紀末の芸術についての配布資料とノートに
よる該当箇所の復習

5時間

新たな芸術に向かっての配布資料とノートに
よる該当箇所の復習

5時間

感性は作られる？についての配布資料とノー
トによる該当箇所の復習

5時間

映像化をめぐる問題の配布資料とノートによ
る該当箇所の復習

5時間

社会とつながる現代アートについての配布資
料とノートによる該当箇所の復習

5時間

「批評」の活用法についての配布資料とノー
トによる該当箇所の復習

5時間

ミュージック・ビデオについての配布資
料とノートによる該当箇所の復習

5時間
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第11回

現代（４）：漫画とアニメ
漫画やアニメも独自の形式をもつジャンルとして、多くの研究が
なされています。講義を通じて学んだことを、実際の作品に当て
はめて、分析をしてもらいます。好きな漫画やアニメの魅力を再
発見しましょう。

第12回

芸術と社会（１）：芸術人類学
これまでに取り上げた時代や地域以外に目を向けて、
「美」や「感性」についての考え方を再考します。「当た
り前」が実は「当たり前」ではないことに気づくことができるで
しょう。

第13回

芸術と社会（２）：SNSは感性の何を変えたのか
映える写真や短い動画を手軽に投稿でき、それが話題になる時
代。SNSの発展とともに、人々の感じ方や美の感覚はどのよう
に変化したのか、Instagramを例に考えます。皆さん自身、意
識しないうちに感性が変化しているかもしれません。

第14回

芸術と社会（３）：テクノロジーが生み出す芸術
メディアアートやVocaloidなど、テクノロジーは様々な芸術の可
能性を拡張してきました。この回ではAIに着目し、何が可能と
なっているのか、科学技術の発展とともに見ていきます。
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漫画とアニメについての配布資料とノートに
よる該当箇所の復習

5時間

芸術人類学についての配布資料とノートによ
る該当箇所の復習

5時間

SNSは感性の何を変えたのかについての配布資
料とノートによる該当箇所の復習

5時間

テクノロジーが生み出す芸術についての配布
資料とノートによる該当箇所の復習

5時間
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111

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

教育学入門
市川和也
1～4年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
教育とは何か。人間が大人になり、社会で活躍するためにはどのような教育が必要なのか。また学校で学ぶということはどのような視点を大
事に見ていかねばならないのだろうか。こうした問いは、さまざまな教育問題が生起する現在においては避けられないものとなっている。本講
義ではこうした問いを深めるために、現在の教育問題の論点について検討する。さらに教育問題への理解にとどまらず、「人を育てる教育とは
どうあるべきか」という視点を持ちながら、よりよい教育像を追求するために何が必要かという点についても検討していきたい。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

教職志望のものだけではなく、人を育てると
いう広義において教育の意義につい
て知り、自分自身にひきつけて考える。

教育の意義を捉えるとともに、現代的な教育
問題に関心をもち、知識を踏まえた自らの意
見を持つことができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

これまでの教育体験を踏まえつつも教育学的
知見から自らの体験を相対化し、現代の教育
問題に対して自らの意見を持つことができ
る。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

期末レポート
50％
一枚ポートフォリオ
30％
ミニレポート
20％

： 授業内容の理解および問題意識に基づいた論述の内容及び学術レポートに相応しいかどうかを評
価します。
： 授業のキーワードに関して自らの意見を述べ、論理的に自らの考えや疑問が示されていれ
ば2点、許容範囲の誤りが見られるものは1点、内容が授業にそぐわないか根本的な誤りを含んでい
るものは0点とします。
： 授業で示すテーマに関して自分自身の意見を述べてもらい、論理的整合性があり自ら考えた見
解が示されているかという点で評価します。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
・広田照幸『教育問題はなぜまちがって語られるのか？ 』日本図書センター、2010年。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

オフィスアワーは初回授業時に連絡します

183

1323
場所：

研究室（5階）

備考・注意事項： オフィスアワー以外でも応相談。その場合は事前にメール等でアポイントメントを取ること。
メール：ichikawa.kazuya.85u@gmail.com
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーションー学校教育の普及と教育問題
本講義の概要やスケジュール、評価方法などを確認します。
また、本講義を通じて持って欲しい問いを確認し、変化が求めら
れている教育、教育学を学ぶ意味の重要性について理解します。

第2回

現代の教育問題（１）いじめ・不登校
社会問題化しているいじめ・不登校の問題について、具体的な事
例を交えながら支援方法を検討する。
また、その背景にあるスクールカーストや集団の力について、吟
味する。

教育に興味を持ったきっかけや動機を整理す
る。自らの教育体験で印象に残った出来
事を振り返る。

4時間

いじめや不登校に関する資料をよみ、まとめ
る。

4時間

第3回

現代の教育問題（２）貧困と教育
現代的な教育問題の一つである、貧困と教育の関係性を知る。
その際に、日本の社会保障に言及しながら、子どもの貧困が社会
構造上の問題であることを確認し、現状の学校において何ができ
るかを検討する。

貧困に関する資料をよみ、まとめる。

4時間

第4回

現代の教育問題（３）特別なニーズを持つ子どもへの支援

自身の教育体験の中で特別なニーズをも
つ子どもがどのような状況にあったか
を振り返りながら、関連文献を読み、まとめ
る。

4時間

入試に関する自らの体験を振り返り、入
試の体験で感じた疑問点を挙げる。入
試に関する関連文献を読み、まとめる。

4時間

どのような学力が重要と感じるか、その理
由も含めて整理する。

4時間

該当のテキスト部分を読んで、まとめる。自
分の理想とする授業像についてまとめ、共
有できるように準備する。

4時間

興味を持っているテーマを一つ選び、考えを
まとめる。

4時間

ミニレポートを作成して感じられた課
題を振り返る。

4時間

小集団や授業で指摘された点を踏まえ、自
分の考えを再検討し、修正・改善する。

4時間

特別なニーズをもつ子どもたちの支援の方法を検討する一
方で、校則や学校文化などで求められる「当たり前」が「当た
り前」なのかという点について授業で批判的に検討する。
第5回

現代の教育問題（４）災害と学校
「災害」をいかに子どもたちに教え、伝えることができる
か（果たしてそれをしてもよいのか）という点を、岩手県釜石
市の事例をもとに検討する。

第6回

現代の教育問題（５）入試
入試改革の問題を整理するだけではなく、入試における基本
的な論点を整理・検討することによって入試を教育学的に検討す
る。

第7回

「授業」を問い直す（１）学力とは何か
「学力」は社会や国際情勢の趨勢に伴って変化してきた。今
回の授業では「学力」の歴史的変遷や「学力」の中身に影
響を及ぼす政治的・経済的・社会的要因も確認する。

第8回

「授業」を問い直す（２）「教え」から「学び」へ？
教育現場では子どもの主体的な「学び」が重要視されるととも
に「アクティブ・ラーニング」がキーワードとして定着している
が、一方で「教え」の役割が見過ごされる傾向にもある。
「学び」に対する批判的な検討を行うとともに、「教え」にいか
なる可能性が残されているか検討する。

第9回

大学で教育問題を考えるために（１）教育問題を語る
事前に準備したテーマについて、授業で解説するポイントを踏ま
え、ミニレポートを作成する。

第10回

大学で教育問題を考えるために（２）語りを吟味する
ミニレポートをもとに小集団でディスカッションを行い、事
前に提示するポイントを踏まえながら相互評価を行う。
授業内でミニレポートをもとに教育の論じ方を検討する。

第11回

これからの教育？（１）どんな教師が必要か？
教師の職能として何が求められているかという点を整理する。
また教師のライフヒストリーやライフコースに注目することに
よって、教師の発達を包括的に捉える。

教師論に関する文献を読み、まとめる。

4時間

第12回

これからの教育？（２）一斉授業から個別化・個性化へ？

授業の「個別化・個性化」を可能にする具体
的方策について文献を読み、まとめる。

4時間

「アクティブ・ラーニング」と平行して語られる「個別化・個性
化」への方向性に関して、その背景における言説を検討し、意
義と課題を吟味したい。
第13回

これからの教育？（３）ICTは教育を救うのか？
「個別化・個性化」「アクティブ・ラーニング」を可能にするメ
ディアとしてICTが注目されている。
ICT導入の経緯やそれに対する議論を検討することによって、そ
の可能性や課題に関して検討する。

第14回の文献を読み、まとめる。

4時間

第14回

これからの教育？（４）教育問題をどのように考えるか
グローバル化、格差の拡大などによって多様化する子どもたち
に対して、学校はどのような対応をすることが求められているか
という点についてこれまでの授業をまとめながら検討する。

定期レポートの作成、改訂。

4時間

第回

時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

現代倫理
成瀬尚志
1～4年

開講時期

前期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
この授業では倫理学上の問題を考える上で基礎となる立場について概説します。さまざまな倫理学上の立場を学ぶことで、倫理学の基礎的知
識を習得するとともに、現代の倫理学的な問題について自分自身の意見を持つことができるようになることを目標とします。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

・倫理学に関する基礎的知識
・現代社会における問題の倫理学的分析

・倫理学に関する基礎的知識を自分自身の言
葉で説明できる
・現代社会における問題を倫理学的観点か
ら分析し、自分自身の意見を持つことができ
る

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

現代社会における諸問題に関して倫理学
的な観点から課題を発見し説明することがで
きる

2 ．DP8.意思疎通

相手の意見を傾聴するとともに、自身の意
見を的確に伝えることができる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

小テスト（2点×14回）

： 授業内容の理解度を確認するために、各回の授業でコメントシートの提出を求めます。
28％

レポート
72％

： 授業内容を理解しているか、また、自身の意見を吟味できているかどうかに関して評価します。
12点（ユニット1）＋20点（ユニット2）＋40点（ユニット3）＝72点

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
マイケル・サンデル『これからの「正義」の話をしよう』早川書房、2011年

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

月曜日

場所：

研究室（西館4F）

3限
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授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

倫理学とは何か？
倫理学とは何かについて考えるために、価値判断をどのように正
当化できるかについて考えます。

第2回

（ユニット1）功利主義1―禁欲主義と功利主義
現代倫理を考えるに当たって、私たちのニーズと倫理との関
係を考えるために禁欲主義と功利主義の立場について見ていきま
す

第3回

（ユニット1）功利主義2―人工生殖や代理出産
現代の医療の倫理的問題として、人工生殖や代理出産の問
題を取り上げ、功利主義の問題点も検討しながら、ニーズと倫
理との関係について改めて検討します。

第4回

（ユニット1）功利主義3―尊厳死と臓器移植
現代の医療の倫理的問題として、尊厳死や臓器移
植を取り上げ、尊厳死の是非について考える際にどのようなこと
を検討すべきかについて考えます。

第5回

（ユニット1）功利主義4―合意と同意
現代の医療の倫理的問題として、尊厳死や臓器移植の問
題を取り上げ、その問題に合意や同意がどのように関わってくる
かについて考えます。

第6回

（ユニット2）配慮の対象1―世代間倫理の問題
現在の世代は未来の世代に対して責任を負うべきかという問題に
ついて考え、（同意を得ることができない）世代間の倫理がどう
あるべきかについて検討します。

第7回

（ユニット2）配慮の対象2―ニーズと環境問題
世代間の倫理の問題を、ニーズの観点から検討し直すこと
で、ニーズによる正当化の問題について考えます。

第8回

（ユニット2）配慮の対象3―動物の権利
私たち人間には等しく権利があり倫理的配慮の対象としてみなさ
れていますが、動物は倫理的配慮の対象に入るのでしょうか。こ
の問題について人と動物を区別できるか、また、区別すべきかに
ついて考えます。

第9回

（ユニット2）配慮の対象4―配慮の対象の範囲
動物の倫理の問題を、ニーズ・自己決定・権利の3つの観点か
ら検討し直すことで、動物の倫理の問題を整理します。そ
の中で倫理的配慮の対象の範囲について考えます。

第10回

カントの義務論1（欲求と自由）
欲求に従うことは自由であると言えるのかについてカントの立
場を通して考えます。

第11回

カントの義務論2（定言命法と自由）
カントの義務論における定言命法と自由について検討すること
で、私たちのニーズが倫理とどのように関係しているかについ
て再検討するとともに、自己決定や権利についても改めて検討し
ます。

第12回

カントの義務論3（カントの考える自由とは）
欲求に従うことは自由であると言えるのかについてカントの立
場を通して考え、カントの考える自由と道徳がどのようなものか
について考察します。

第13回

カントの義務論4（自由と道徳）
カントの義務論についての全体像を確認し、功利主義との相違
点について考察します。

第14回

ニーズから考える倫理について
授業全体をふりかえり、あらためてニーズと倫理の関係につい
て考えます。
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授業内容について復習し、コメントシートを
まとめる。

4時間

授業内容を復習し、コメントシートをまとめ
る。また、ユニット1のレポートの準備をす
る。

4時間

授業内容を復習し、コメントシートをまとめ
る。また、ユニット1のレポートの準備をす
る。

4時間

授業内容を復習し、コメントシートをまとめ
る。また、ユニット1のレポートの準備をす
る。

4時間

授業内容を復習し、コメントシートをまとめ
る。また、ユニット1のレポートの準備をす
る。

4時間

授業内容を復習し、コメントシートをまとめ
る。また、ユニット2のレポートの準備をす
る。

4時間

授業内容を復習し、コメントシートをまとめ
る。また、ユニット2のレポートの準備をす
る。

4時間

授業内容を復習し、コメントシートをまとめ
る。また、ユニット2のレポートの準備をす
る。

4時間

授業内容を復習し、コメントシートをまとめ
る。また、ユニット2のレポートの準備をす
る。

4時間

授業内容を復習し、コメントシートをまとめ
る。また、ユニット3のレポートの準備をす
る。

4時間

授業内容を復習し、コメントシートをまとめ
る。また、ユニット3のレポートの準備をす
る。

4時間

授業内容を復習し、コメントシートをまとめ
る。また、ユニット3のレポートの準備をす
る。

4時間

授業内容を復習し、コメントシートをまとめ
る。また、ユニット3のレポートの準備をす
る。

4時間

授業内容を復習し、コメントシートをまとめ
る。また、ユニット3のレポートの準備をす
る。

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

心理学概論／心理学
米田薫
1～4年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

公立中学校勤務、その後、教育委員会指導主事として主に教育相談担当（第3～9回）
臨床心理士としてスクールカウンセラーを担当（第13～14回）

授業概要
心のはたらきやしくみを対象とするする科学である心理学は、幅広い領域で相互に関連しながら発展しています。
心理学とは何かを明らかにし、「認知心理学」や「社会心理学」、「発達心理学」、「教育心理学」、「学習心理学」、「臨床心理
学」等の様々な領域の心理学の知見に触れることを通じて、心理学が人間や人間の心をどのようにとらえ、どのように研究して明らかにしてき
たかを学びます。
受講者の人間に対する見方を広げ、社会の中で生きる自己への理解を深めていきます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

心理学に関する基本的知識

心理学の基本的な事項について理解し、説
明することができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

自らの心をみつめ、その成長や課題を自己理
解することができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・eラーニング、反転授業
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ、成績は不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業内のテスト

： 授業内に実施する基礎的事項に関するテストにより評価する。
10％

各回のワークシート

： 各回に提出するワークシートによって評価する。
70％

課題レポートとプレゼンテーション
： 与えられた課題に関するレポートと、そのプレゼンテーションのパフォーマンスにより評価する。
10％
期末テスト

： 最終回に示された課題についてレポートを作成し、定期試験期間内に提出する。
10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
『心理学』武藤隆・森敏昭・遠藤由美・玉瀬耕治編著
『心理学概論』京都大学心理学連合編 2011年
他は授業中に紹介する。

有斐閣

2004年

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
事後に復習するだけでなく、自分で学んだ事項をまとめておくことを求める。
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オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

木曜日2時間目

場所：

中央館5階127研究室

備考・注意事項： 質問は、Ｅメール（アドレス：yoneda@osaka-seikei.ac.jp）でも対応する。件名に「心理学質問：○○（送信者の氏
名）」とした上で、本文に送信者の所属学部、学籍番号、名前を明記すること。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション ―

心へのアプローチ

―

心理学の定義、領域や歴史について概説し、この講義の進め方
等について説明します。
第2回

感覚と知覚のしくみ
感覚と知覚の違いや、それらの仕組みについて学びます。

第3回

発達の心理学
生まれてから死ぬまでの人間の心の発達について学びます。

第4回

記憶のしくみ
人間の認知のはたらきや記憶について学びます。

第5回

学習のしくみ
志向の方法や学習について、心理学的視点から学びます。

第6回

パーソナリティをどう理解するか
パーソナリティについて、心理学的視点から学びます。

第7回

動機づけや感情のしくみ
人間の基本的欲求や動機づけ、感情について学びます。

第8回

社会の中でのコミュニケーション

人間の用いる言語やコミュニケーションについて、心理学の視
点から学びます。
第9回

人は他者をどのようにとらえるか
社会心理学の研究で明らかにされてきた、他者への理解の仕方に
ついて学びます。

第10回

人は他者の何に動かされるか
対人認知に関する心理学について、対人魅力や人間関係のあ
り方を学びます。

第11回

他者への働きかけの仕組み
人間の態度の変容や社会的影響に関する心理学を学びます。

第12回

社会や集団を人はどのようにとらえるか
集団や家族に関する心理学を学びます。

第13回

臨床の心理学

－

他者とどう向き合うか

－

ストレスへの対処やカウンセリングについて学びます。
第14回

まとめと課題
心理学の授業全体をふりかえります。

188

シラバスを熟読する。心理学の定義、領
域と内容を説明できるようにする。

4時間

本時の学習内容について追加学習し、ワーク
シートにまとめる。

4時間

本時の学習内容について追加学習し、ワーク
シートにまとめる。

4時間

本時の学習内容について追加学習し、ワーク
シートにまとめる。

4時間

本時の学習内容について追加学習し、ワーク
シートにまとめる。

4時間

本時の学習内容について追加学習し、ワーク
シートにまとめる。

4時間

本時の学習内容について追加学習し、ワーク
シートにまとめる。

4時間

本時の学習内容について追加学習し、ワーク
シートにまとめる。テキストで次時の予
習を行い、ワークシートにまとめる。グルー
プで与えられた課題について学習する。

4時間

本時の学習内容について追加学習し、ワーク
シートにまとめる。

4時間

本時の学習内容について追加学習し、ワーク
シートにまとめる。

4時間

本時の学習内容について追加学習し、ワーク
シートにまとめる。

4時間

本時の学習内容について追加学習し、ワーク
シートにまとめる。

4時間

本時の学習内容について追加学習し、ワーク
シートにまとめる。

4時間

本時の学習内容について追加学習し、ワーク
シートにまとめる。

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

心理学概論／心理学
羽野ゆつ子
1～4年

開講時期

前期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
心理学入門として、心のしくみについて基礎的な内容を学びます。身体を動かすこと、見たり聞いたりすること、ものをつくったり考えたりす
ること、人と関わること。私たちが日常の中で行っているいとなみについて、その基礎となる心理メカニズムを学びます。また、生を受けて誕
生し、子どもから大人になって、老いていき、死を迎えるという、人の一生を視野に入れて、人が人と交わり、自分を育てていく、その心理メ
カニズムの基礎も学びます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

人間の心のしくみについての知識

人間の心のしくみについて、心理学の知見に
もとづいて理解できる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

日常の出来事を心理学の知見と結びつけてと
らえることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

シャトルシートと授業内ワークシート
45％
中間課題
25％
後半課題
25％
定期レポート（まとめ）

： 毎授業ごとにシャトルシートの提出を求め、評価の対象とします。シャトルシートは、授業内
容が的確にまとめられているか、授業内容に対する自分の意見が記述できているかを評価します。
： 心理学で学んだことを日常生活に結びつけて考える課題です。心理学の基礎知識を正しく理解して
いるかどうかという観点から評価します。
： 心理学の基礎知識を用いて自身の意見を述べる課題に取り組みます。心理学の基礎知識を正しく理
解し、日常生活と結びつけて考察しているかという観点から評価します。
： 心理学の学習内容についてふりかえります。

5％

使用教科書
指定する
著者

タイトル

羽野ゆつ子・竹原卓真

・

出版社

あなたとわたしの心理学（仮）

・ ナカニシヤ出版

参考文献等
授業中に紹介する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水・木の昼休み（12:20～12:50）
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場所：

研究室

中央館２階研究室80
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション ―心へのアプローチ
19世紀後半から20世紀初頭に、物理学や生理学などに学び、科
学として始まった心理学研究を紹介します。

授業の内容をふりかえり、受講の目的を明
確にする。

4時間

第2回

知覚のしくみ（１） 目でものを見ること
知覚の中でも「目でものを見ること」すなわち「視覚」に関す
る研究から、「知覚」が心の働きの出発点であることを紹介しま
す。

授業の内容を復習し、錯視図形を探す。

4時間

第3回

知覚のしくみ（２）

授業の内容を復習し、日常の学習や生活に活
用する。

4時間

ここまでの授業の内容を復習し、心理学と日
常場面のつながりを探す。

4時間

授業の内容を復習し、日常場面の出来
事に照らす。なぞなぞを探す。

4時間

授業の内容を復習し、日常の中にあるメタ
ファーを探す。

4時間

味わうということ

知覚の中でも「味わうということ」すなわち「味覚」に関する研
究から、「味覚」に「味覚」以外の知覚が働いていることを紹
介します。
第4回

認知（１） 認知と感情
考えたり選んだりといった私たちの認知に感情が関わっているこ
とを紹介します。

第5回

認知（２）

記憶のしくみ

新しいことを覚えること、覚えていることを思い出すこと。どち
らにも人のエラーはつきものです。このような「人間の記憶」に
ついて、心理学の研究で明らかになってきた特徴を紹介します。
第6回

認知（３） 思考の方法
コミュニケーションの手段であると同時に、私たちが世界につい
ての理解を拡げたり、新しい理解を生み出したりする思考方法に
ついて考えます。

第7回

心理学の視点から自分を見つめる：第１～6回のふりかえり
第1回から第６回までの学習内容をふりかえり、自分の日常生
活についてみつめます。

第1回から第6回までの復習と定着

4時間

第8回

発達（１） 赤ちゃんから小学生まで

授業の内容を復習し、乳幼児期・児童期の発
達について理解を深める。

4時間

授業の内容を復習し、青年期・成人期初
期の発達について理解を深める。

4時間

授業の内容を復習し、中年期・老年期の発
達について理解を深める。

4時間

授業の内容を復習し、パーソナリティについ
て理解を深める。

4時間

授業の内容を復習し、対人コミュニケーショ
ンについて理解を深める。

4時間

乳児から児童にみられる、人の心の発達について考えます。
第9回

発達（２）

若者から大人へ

思春期・青年期から成人初期にみられる、人の心の発達につい
て考えます。
第10回

発達（３） 中年から高齢者へ
人生の後半と言われる中年期から老年期にみられる、人の心の発
達について考えます。

第11回

社会（１） 社会の中で人をどのようにとらえるか
社会心理学の研究で明らかにされてきた、パーソナリティについ
て紹介します。

第12回

社会（２）

社会の中でのコミュニケーション

社会心理学の研究で明らかにされてきた、対人コミュニケーショ
ンについて紹介します。
第13回

臨床 心の不調をどう理解するか
心の不調について、ストレスを中心に、どのような手だてをとる
ことができるのかという理解と、心の不調のもつ意味について紹
介します。

授業の内容を復習し、自己を見つめる。

4時間

第14回

心についてみつめる

授業の内容を復習し、人間の心についての理
解を深める。

4時間

第7回から第13回までの学習内容をふりかえり、自分の日常生
活についてみつめます。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

心理学概論／心理学
水谷聡秀
1～4年

開講時期

前期／後期

単位数

2

オンデマンド授業

該当する
公益財団法人の研究センターでデータ分析の業務委託を請け負う（第1回）

実務経験の概要

授業概要
心理学入門として、心のしくみについて基礎的な内容を学びます。身体を動かすこと、見たり聞いたりすること、ものをつくったり考えたり
すること、人と関わること。私たちが日常の中で行っているいとなみについてその基礎となる心理メカニズムを学びます。また、生を受けて誕
生し、子供から大人になって、老いていき、死を迎えるという、人の一生を視野に入れて、人が人と関わり、自分を育てていく、その心理メカ
ニズムの基礎も学びます。
なお、Google Classroomで授業を行い、原則的に毎回ウェブ上で小レポートを記入してもらい、意見の共有などを行います。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

心理学の幅広い領域から学ぶ。

心理学の知識を問われときには答えられ、日
常や社会にどのように応用できるか述べられ
る。

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

心理学の中心的領域の概要と基礎理
論を学ぶ。

心理学の中心的領域の概要と基礎理論を学ん
だことについて問われた場合には正確に答え
られる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

日常や社会（家族、地域、企業、芸術、国際
関係など）の生活（人間関係、仕事の効率
化、教育など）に関連づけて述べられる。

2 ．DP8.意思疎通

授業で学んだことを分かりやすく説明でき
る。

3 ．DP10.忠恕の心

日常や社会の生活において徳（愛情、親
切、向上心、知恵など）が備わるよう適
切に努力できる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・eラーニング、反転授業
・ディベート、討論
・その他(以下に概要を記述)
・調査、アセスメントなどを実施して測定を体験をする。

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします
・その他(以下に概要を記述)
提出後の授業で、全体的な傾向あるいは特定の学生のレポートやワーク等を取り上げてコメントする。

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席（参加）すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を「不可」とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

振り返り・小レポート提出

： 毎回、小レポートを記述して時間内、あるいは期日までに提出したもので評価する。
42％

討論での発言

： どの程度発言があったかで判断する。
10％

小テスト（電子上）

： 心理学の基礎知識と応用力で判断する。
43％

期末テスト（論文・レポート提出）
： 授業で学んだこと活かして十分に論じていることができているかで判断する。
5％

使用教科書
指定する
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著者

タイトル

サトウタツヤ・渡邊芳之

・

出版社

出版年

心理学・入門‐ 心理学はこんな ・ 有斐閣
に面白い 改訂版

・

2019 年

参考文献等
特になし。必要に応じて授業中に指示する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業時間の前後

場所：

Google Classroom
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション・心へのアプローチ
授業の進め方などを確認し、心理学では心がどのように研究され
ているかを学びます。

第2回

知覚のしくみ（1）目でものを見ること
恒常性、立体視、錯視などの現象に加えて、網膜や脳から解明さ
れつつある視覚機能を学びます。

第3回

知覚のしくみ（2）味わうということ
音の高さや大きさ、味の知覚などの視覚以外の知覚機能につい
て幅広く学びます。

第4回

認知（1）身体と認知
身体の感覚と運動、アフォーダンス、表情などについて学びま
す。

第5回

認知（2）記憶の仕組み
短期記憶、長期記憶、記憶の種類について学びます。

第6回

認知（3）思考の方法
認知バイアス、ヒューリスティックスについて学びます。

第7回

心理学の視点から自分をみつめる
自己認知（自己概念、自尊心）、性格（知能検査、性格検査、遺
伝と環境）について学びます。

第8回

発達（1）新生児期・乳児期
赤ちゃんが認識する顔、声、言葉の発達などについて学びます。

第9回

発達（2）幼児期・児童期
幼児や児童の言葉の発達、親子関係、友人関係について学びま
す。

第10回

発達（3）青年期以降
青年期のアイデンティティ、高齢期の心理などについて学びま
す。

第11回

社会（1）社会の中での人をどのようにとらえるか
社会認知、集団、群衆について学びます。

第12回

社会（2）社会の中でのコミュニケーション
非言語コミュニケーション、対人感情、援助行動、攻撃行動につ
いて学びます。

第13回

臨床（1）心の不調をどう理解するか
心の不調について検査や面談で診断が行われることや、さまざま
な療法があることを学びます。

第14回

臨床（2）心についてみつめる
精神分析学、マズローの欲求五段階説などについて幅広く学びま
す。
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教科書や配布資料などを熟読し、心へのアプ
ローチについて予習・復習する。

4時間

教科書や配布資料などを熟読し、視覚につい
て予習・復習する。

4時間

教科書や配布資料などを熟読し、視覚以
外の知覚について予習・復習する。

4時間

教科書や配布資料などを熟読し、身体と認
知について予習・復習する。

4時間

教科書や配布資料などを熟読し、記憶の仕
組みについて予習・復習する。

4時間

教科書や配布資料などを熟読し、思考の方
法について予習・復習する。

4時間

教科書や配布資料などを熟読し、自己認知に
ついて予習・復習する。

4時間

教科書や配布資料などを熟読し、赤ちゃん
の心について予習・復習する。

4時間

教科書や配布資料などを熟読し、幼児から児
童の心について予習・復習する。

4時間

教科書や配布資料などを熟読し、青年期以
降の心について予習・復習する。

4時間

教科書や配布資料などを熟読し、社会認
知や集団について予習・復習する。

4時間

教科書や配布資料などを熟読し、他者との相
互作用について予習・復習する。

4時間

教科書や配布資料などを熟読し、心の不調に
ついて予習・復習する。

4時間

教科書や配布資料などを熟読し、臨床か
ら心について予習・復習する。

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

考古学
渡邊貴亮
1～4年

前期／後期

開講時期

単位数

2

オンデマンド授業

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
「考古学」、聞いたことのある言葉だが具体的にどのような学問なのであろうか。考古学者とは、人類が残したあらゆる痕跡を手掛かりとし
て、生活していたヒトの暮らしや社会、環境を知ろうとする。時として遺跡を発掘調査し、そこから掘り出されたものを様々な手段を用いて分
析する。本講義では、まず考古学がどのような学問であるのかを概観し、次に実際に発掘調査で得られる「石器」や「土器」といった資
料の扱い方と、そこからいかに情報を引き出し、研究するのかといった方法を学ぶ。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

人類の歴史とその発展の理解

人類の歴史とその発展の経過を、学問的手
順を経て理解することができる。

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

考古学の理解

考古学とはどのような学問なのかを理解する
ことができる。考古資料の取り扱い方
法を身に着けている。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

考古学的な調査方法研究から、課題発見とそ
の解決のための自己目標設定を学ぶことがで
きる。や

2 ．DP10.忠恕の心

授業を通じて集団で実施する調査・研究の方
法を学び、他者の立場にたった思考を身につ
ける。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
授業内において、身近な「モノ」に触れる機会を設けることで、より深く考古資料の取り扱いを学ぶ。それらの資料について受講生に図
化や写真化の機会を用意しコメントを求めることによって、考古学的な資料の観察方法や資料化方法などを学ぶ。

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

平常点
30％
中間課題
20％
期末試験(レポート）
50％

： 講義内で短いコメントや簡単な設問への回答を求め、「授業の内容を理解し、自身の言葉で簡潔に
まとめることができているか」という観点から評価する。また、質問などの講義への積極性につい
ても評価する。
： 第1回から第6回までの範囲について、「授業内容を正しく理解しているか」第4回の「図・写
真の資料化とその重要性を理解しているか」という観点から評価する。
： 14回の授業を通じて「授業内容を正しく理解できているか」「学問的な思考方法を身につけられて
いるか」「学問的な手順を経て作成できているか」という観点から評価する。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
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一瀬和夫著『考古学の研究法』学生社 2013年
松藤和人・門田誠一編著『よくわかる考古学』ミネルヴァ書房 2010年
コリン・レンフルー ポール・バーン著『考古学―理論・方法・実践』東洋書林
近藤義郎ほか編著『岩波講座 日本考古学＜1＞研究の方法』岩波書店 1991年

2007年

その他の参考文献については講義の単元ごとに適宜紹介する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回5時間程度の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
シラバスに記載の参考文献の他にも授業の単元ごとに参考文献等を紹介するため、それらを用いて予復習するとより効果的な学習となる。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

月曜日1限

場所：

Google Classroom

備考・注意事項： 遠隔授業のため、基本的にはGoogle Classroomでのコメント・限定公開コメントで質問を受け付けています。質問用のトピッ
クも設けてありますので適宜利用してください。時間は上記の限りではありません。
メールで質問する場合は
watanabe-t@g.osaka-seikei.ac.jp
にて受け付けています。メールには必ず「件名」「所属」「氏名」を明記するようお願いします。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

考古学とは何か

この講義の流れや出席の取り方、成績評価の方法などをガイダ
ンスする。また、この授業では何を学び、何を身に着けること
を目標とするのかを説明する。また、本講義は遠隔授業での開
講が想定されているため、G suite for Education を用いてどの
ように講義を進めていくのか、どのように受講していくのかを詳
細に説明する。
ガイダンス後、考古学とはどのようなものかを概説するととも
に、今後講義内で頻出する専門用語などを説明する。
第2回

考古学とはどのような学問なのか

初回の概説を踏まえ、より詳細に「考古学がどのような学問な
のか」を学ぶ。世間一般に普及している「考古学」のイメー
ジと、実際にこれから講義で学んでいく「考古学」については乖
離がある。これらの違いについて学ぶとともに、考古学の基本理
念や目的、方法について学ぶ。
第3回

考古学の歴史

日本における考古学がどのような歴史をたどってきたのかを概
説する。また、日本(東アジア)における考古学の扱いと欧米にお
ける考古学の扱いについてどのように異なるかを説明する。
第4回

考古学の方法(1)‐考古学における図・写真‐

考古学では「図」や「写真」といった資料化された情報がとて
も重要になる。これらが「何故重要なのか」や、考古学におけ
る図や写真の「資料化の方法」や資料化されたもの
の「読み解き方」などを中心に学ぶ。
第5回

考古学の方法(2)‐発掘調査について‐

考古学では時として「発掘調査」という手法を用いる。「発掘
調査」とはどのような意味があり何を目的として行うものなの
か。どのようなルールが定められているのか。これらの内容につ
いて授業担当者の実際の経験を踏まえて学ぶ。
第6回

考古学の方法(3)‐年代の推定について‐

考古学を学んでいくと「どちらが新しいモノなのか」という問
題につきあたる。考古学ではどのようにして遺跡や資料の「新
旧」を決めているのか、具体的な年代が発表されているものにつ
いてはどのようにその年代を推定(決定)しているのかを学ぶ。
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講義の内容を配布資料および参考文献等で復
習する。また、これから学ぶ「考古
学」が今まで受講生各自が持っていたイメー
ジとどのように異なるのかを考える。用語に
ついて復習しておくことによって次回から
の講義の理解が深まる。

5時間

講義の内容を配布資料および参考文献等で復
習する。これまで自身がもっていた「考古
学」のイメージと今回学んだ「考古学」とが
どのように異なっていたのか、またなぜそう
なっているのかを、受講生自身の体験に基づ
いて考えることにより、より現代考古学につ
いての理解が深まる。

5時間

講義の内容を配布資料および参考文献等で復
習する。日本考古学はどのようにし
て持ち込まれ、どのように発展してきたのか
について理解を深める。講義内で取り上げ
た人物について受講生自身で調べることに
よって、その時代背景をより深く理解するこ
とができる。

5時間

講義の内容を配布資料および参考文献等で復
習する。特に図や写真の見方や意味につい
て理解を深める。考古学に関する図や写
真を調べてみて、そこから何が読み取れるの
かを実践することにより、図や写真の有用
性をより深く理解することができる。

5時間

講義の内容を配布資料および参考文献等で復
習する。発掘調査のメリット・デメリットに
ついて理解する。また、「遺跡」にはどのよ
うな法律や法令が適用されるのかについて理
解を深める。自身の興味のある土地が「遺
跡」なのかどうかを調べてみることで、よ
り深く理解することができる。

5時間

講義の内容を配布資料および参考文献等で復
習する。考古学における資料の新旧関係や年
代の推定方法について理解を深める。特に自
然科学的な手法と人文科学的な手法との違い
について理解を深める。

5時間
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第7回

「デザイン」を用いた研究

考古学では人類が残した痕跡を手掛かりとして、様々な研究を
おこなう。考古資料には、その資料の製作や使用にかかわっ
た人が残した「デザイン」を留めるものがある。これらの資
料に残された「デザイン」を手掛かりとする研究方法につい
て学ぶ。
第8回

石器を用いた研究

「石器」とは人類がこれまでにもっとも長く使い続けている道
具の一つである。「石器研究」とはどのようなものであり、な
ぜ石器を用いて研究するのかを学ぶ。
第9回

土器を用いた研究

「土器」とは人類のみが用いる道具であり、人類の進化の上で
も大きな変化の一つである。「土器研究」とはどのようなもので
あり、なぜ土器を用いて研究するのかを学ぶ。
第10回

遺構を用いた研究

「遺構」とは人類が残した不動産的な痕跡をあらわ
す。昔の人々が残した「持ち運びできない資料」とはどのような
もので、それらを用いた研究とはどのようにしておこなわれるの
かを学ぶ。
第11回

博物館・資料館における考古資料について

現代社会において、考古資料は博物館や資料館で目にする機
会が多い。博物館における考古資料とはどのようなものなの
か。また、博物館の資料とはどのようにして観覧者に届けられる
のか。考古学が博物館・資料館において担う役割について学ぶ。
第12回

博物館における考古資料の実際

これまで学んできた考古資料というものが、実際の博物館にお
いてどのように扱われているのか、どのように活用されているの
かを学ぶ。また、実際の博物館内で撮影した講義資料を用い
て、講義担当者の解説をふまえながら博物館における考古資料に
ついて学ぶ。
第13回

現代社会における遺跡の活用方法

過去の人々が残した「遺産」であり「財産」でもある遺
跡を、現代社会においてどのように扱うべきなのか、今後遺跡は
どのようにして残されていくのかを学ぶ。近年頻繁に目にす
る「世界遺産」や「文化遺産」、「日本遺産」とはどういったも
のなのか。そのメリット・デメリットについて学ぶ。
第14回

これからの考古学

現在、考古学ではどのような研究がおこなわれているのか。授
業担当者がおこなっている研究を含め、新聞発表や報道などがお
こなわれていない最新の研究状況を知ることで、より深く現
在の考古学の在り方について学ぶ。それらをふまえて、これから
の考古学がどのように変化していくのかを考える。
最後に、本講義をふり返り、考古学ひいては歴史学という学
問が現代社会にとってどのような意味を持つものであるのか
を考えるとともに、期末試験に向けたまとめとする。
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講義の内容を配布資料および参考文献
等で復習する。考古学の方法論について理
解を深める。特に「デザイン」を手掛かりと
する「形式」「型式」「様式」についての理
解を深める。課題にとりあげたような身近な
ものに置き換えて考えることによって、こ
の方法論をより深く理解することができる。

5時間

講義の内容を配布資料および参考文献等で復
習する。石器研究のメリット・デメリットに
ついて理解を深める。石器とはどのような資
料であるのか理解を深める。身の回り
の「石」と石器がどのように異なるのか
を、自身で実感することでより深く理解する
ことができるようになる。

5時間

講義の内容を配布資料および参考文献等で復
習する。土器の性質や研究の方法について理
解を深める。身の回りにある「土器」につい
て、改めて考えてみることで「土器」につい
てのより深く理解することができる。

5時間

講義の内容を配布資料および参考文献等で復
習する。「遺構」とは「遺跡」や「遺
物」と何が異なるのかについて理解を深め
る。また、人々が地面に残した痕跡からどの
ようにして情報を読み解くのかについて理
解を深める。現在の人間の営みが、将来的に
どのような「遺構」となるのかを想像するこ
とで「遺構」についてより深く理解すること
ができる。

5時間

講義の内容を配布資料および参考文献等で復
習する。博物館における考古学の役割につい
て理解を深める。実際に博物館や資料
館へ行くことでより深く理解することができ
る。

5時間

これまで博物館で実際に目にした資料につい
て、自身で調べて理解を深める。講義
内で扱った考古資料の役割について、これま
で受講生各自が訪れた館園とどのように異な
るのかを考えてみる。

5時間

講義の内容を配布資料および参考文献等で復
習する。世界遺産に指定されることのメリッ
ト・デメリットについて理解を深める。現代
社会における遺跡のあり方について理
解を深める。身の回りの「遺跡」や「遺
産」について改めて調べることにより、よ
り深く理解することができる。

5時間

これまでの講義の内容を配布資料および参考
文献等で復習する。教科書やマスメディ
アに取り上げられていない研究とはどのよう
なものなのかを考えることで、より深く理
解することができる。また、第1回目の講
義テーマである「考古学とは何か」につい
て、これまでの講義をふり返りながら受講生
各自の答えを見つけ出す。

5時間

1401
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

日本国憲法
千代原亮一
1～4年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
具体的な事例の分析を通じて憲法や人権の考え方、統治機構の仕組みに関する知識を身につけることを目的とします。憲法というと、自分に
は関係がないと思っている方も少なくないかもしれませんが、実際には身の回りの様々な出来事が憲法に関わっています。講義を通じて、少し
でも憲法を身近なものとして感じてもらいたいと考えています。憲法の規定のうち基本的人権と統治機構を中心に講義を進めます。単に知
識を学ぶということではなく、受講者と一緒に議論しながら憲法的な考え方を身につけることができる講義にしたいと考えています。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

人権保障と統治システムについての理解

基本判例を正確に理解し、その当否を考察で
きる。人権保障と統治システムを正確に理
解し、具体的な問題の検討にあたり、その知
識を用いることができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

複雑な事象の中から解決すべき課題を抽
出し、真の原因を見出し、その解決策を提
示することができる。

2 ．DP8.意思疎通

他人の意見や主張を正確に把握し、他人と
の意見や主張の違いを理解した上で、自
分の意見や主張を他人に対して正確に伝える
ことができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。
＜評価基準（定期試験・授業中課題）＞
S評価：到達目標を十分に達成し、極めて優秀な成果を収めている。
A評価：到達目標を十分に達成している。
B評価：到達目標を平均的なレベルを超えて達成している。
C評価：到達目標を達成している。
D評価：到達目標を達成していない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

定期試験
60％
授業中課題
30％
授業貢献
10％

： 定期試験の答案により問題発見力と実践力を評価する。講義内容を踏まえた上で、一定程度のレベ
ルを超えた試験答案の内容を合格とする。単にテキストや講義資料の内容を丸写しした内容で
は、合格とはしない。
： 授業中に配布する課題の内容により理解力を評価する。講義内容を踏まえた上で、一定程度のレベ
ルを超えた課題答案の内容を合格とする。単にテキストや講義資料の内容を丸写しした内容で
は、合格とはしない。
： 討議などでの発言内容により授業貢献度を評価する。教員との質疑応答、他の受講生とのグルー
プ討議及びディベートへの参加態度について、積極的に発言し、主体的に議論に参加する態
度を示した場合に合格とする。

使用教科書
指定する
著者

タイトル

出版社

196

出版年

1401
斎藤一久・堀口悟郎 編著

・

『図録 日本国憲法（第2版）』

・ 弘文堂

・

2021 年

参考文献等
①芦部信喜著（高橋和之補訂）『憲法（第7版）』（岩波書店・2019年）、②安西文雄・巻美矢紀・宍戸常寿『憲法学読本（第3版）』（有斐
閣、2018年）、③佐藤幸治『日本国憲法論（第2版）』（成文堂・2020年）、④高橋和之『立憲主義と日本国憲法（第5版）』（有斐
閣・2020年）、⑤橋本基弘『日本国憲法を学ぶ（第2版）』（中央経済社・2019年）、⑥長谷部恭男『憲法（第7版）』（新世
社・2018年）、⑦長谷部恭男・石川健治・宍戸常寿編『憲法判例百選I・II（第7版）』（有斐閣・2019年）。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
・やむを得ず授業を欠席する場合は、文書にて速やかに届け出ること。
・授業中は、ディスカッションや質疑にも積極的に参加すること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

月曜5時限目

場所：

西館3階個人研究室

備考・注意事項：

メールアドレスは、chiyohara@osaka-seikei.ac.jp
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

人権総論（人権の射程、私人間効力、公共の福祉）
憲法上の人権は、いかなる者がそれを享受するのかについて、外
国人の人権享有主体性を中心に、その内容と限界を学ぶ。ま
た、人権には限界があり、憲法が規律する法的関係とは何か
を踏まえつつ、いかなる理由によって、どのような制約が課され
うるのかを理解しながら、権利の性質や制約理由によって差があ
ることを学ぶ。

第2回

包括的基本権
憲法13条が保障する包括的基本権の法的性格を踏まえながら、具
体的な内容やその限界について学ぶ。また、プライバシーの権
利がどのように発展してきたのかを理解しながら、憲法上保障さ
れる内容とその限界について学ぶ。

第3回

法の下の平等
平等とは何かを考えながら、14条が列挙している事項とそうでな
い事項の違いや、区別と差別の違いを踏まえつつ、具体的場
面に応じて、どのような取扱いの差異が認められるのかを学ぶ。

第4回

思想・良心の自由、信教の自由①（信教の自由の保障と限界）
思想・良心の自由及び信教の自由が侵害されてきた歴史的経
緯を踏まえながら、それを保障することの意義を理解し、いかな
る行為が保障されるのか、そして、どのような場面で問題になる
のかを学ぶ。

第5回

信教の自由と政教分離
政教分離とはいかなる法的性格を有し、どのような機能を果たし
ているのかを理解し、具体的場面において、どのような観点か
ら政教分離違反を考えれば良いのかを学ぶ。

第6回

表現の自由①（内容着目規制）
表現の自由の保障根拠を理解した上で、表現内容が規制される場
合とそうでない場合とでどのような違いが生じるかを考え、表現
内容が規制される場合における具体的問題を取り上げながら、表
現の自由の重要性とその限界を学ぶ。

第7回

表現の自由②（内容中立規制、検閲と事前抑制）
表現の時・場所・方法による規制（内容中立規制）における具体
的問題を取り上げながら、表現の自由の重要性とその限
界を学ぶ。

第8回

経済的自由権（職業選択の自由、財産権）
憲法 22 条が保障する職業選択の自由とは何を保障しているのか
を理解し、具体的な規制態様を踏 まえながら、どのように経済
的自由の限界を判断するかを学ぶ。また、 憲法が財産権の保
障することの意義を理解し、その保障と法律との関係を踏まえつ
つ、具体的な規制を取り上げながら財産権保障の限界を考え、正
当な補償の意味について学ぶ。

第9回

生存権、労働基本権
国家に積極的行為を要求する生存権の具体的な意味内容につい
て、その意義と共にそれがどのように保障されているのか
を学ぶ。また、労働基本権をめぐる一連の判例の変遷を学ぶ。

第10回

統治の基本原理（法の支配、権力分立）、立法権と国会
主権概念が歴史的にどのように形成されてきたのかについ
て学ぶ。また、国会の憲法上の位置づけや、立法の委任とその限
界について学ぶ。

第11回

行政権と内閣
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外国人の人権享有主体性及び各人権の保
障の範囲と限界、公共の福祉の意味につい
て調べておこう。

4時間

幸福追求権の意味、プライバシーの権利
及び自己決定権の保障の性格について調べて
おこう。

4時間

平等の意味、平等の射程及び限界、合理的区
別の意味について調べておこう。

4時間

内心の自由と沈黙の自由、外部的強制の問
題、信仰の自由と宗教的行為の自由につい
て調べておこう。

4時間

政教分離の制度的保障の意味、目的効果基
準、宗教上の免除の意味について調べておこ
う。

4時間

表現の自由の保障根拠、表現内容着目規
制の意味について調べておこう。

4時間

内容中立規制、検閲と事前抑制の違いについ
て調べておこう。

4時間

規制目的二分論の意味、財産権保障の意味に
ついて調べておこう。

4時間

生存権の裁判規範性、公務員の労働基本
権に対する制限について調べておこう。

4時間

国民主権の意味、国会の地位（国権の最高機
関、唯一の立法機関、全国民の代表）、国会
議員の地位について調べておこう。

4時間

議院内閣制及び行政権の概念、 内閣の権限に
ついて調べておこう。

4時間

1401
統治制度としての議院内閣制の概要や行政権の意味内容、及び憲
法上、内閣及び内閣総理大臣に与えられている権能につい
て学ぶ。
第12回

司法権と裁判所
司法権の意味内容及びそれを発動するための要件を踏まえつ
つ、司法権が及ばない場面について検討する。また、憲法上、裁
判所に与えられている権能及び裁判所の組織について理解し、司
法権が適切に行使できるための諸原則について学ぶ。

第13回

憲法訴訟
違憲審査制のあり方及び付随的審査制を採用する日本の憲法訴
訟の基本的な枠組み、憲法判断における様々な解釈技法及び違憲
審査の対象について、その効力と共に学ぶ。

第14回

平和主義
平和主義の意義や憲法9条の解釈論を理解し、あわせて、憲法保
障と憲法改正の基本的枠組みについて学ぶ。
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司法権の概念および限界、司法権の独立の意
味について調べておこう。

4時間

違憲審査の対象、違憲審査制の類型につい
て調べておこう。

4時間

憲法9条成立の経緯及び解釈、平和的生存
権の裁判規範性について調べておこう。

4時間

1402
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

日本国憲法
則武立樹
1～4年

開講時期

前期

単位数

2

オンデマンド授業

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

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

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

日本国憲法の基本構造や理念に関する知
識の習得。

日本国憲法とはどんな法であるのかについ
て、自らの考えを述べることができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

日本国憲法の理念、法解釈を正しく理解し
た上で、日本社会の抱える現代的課題につい
て、事実概要を整理し、批判的に検討するこ
とができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・その他(以下に概要を記述)
≪映像教材配布＋異時双方向型≫
授業の流れ（初回）
・音声付きパワーポイント講義動画視聴（60分程度）→配布PDFファイルを用いた「振り返り」（20分程度）→課題（コメント）/質問の作
成と提出（20分程度）
授業の流れ（2回目以降）
・課題（コメント）/質問に対するフィードバック（10分程度）→音声付きパワーポイント講義動画視聴（50分程度）→配布PDFファイ
ルを用いた「振り返り」（20分程度）→課題（コメント）/質問の作成と提出（20分程度）

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を「―」（評価しない）とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業への参加度
30％
期末レポート試験
70％

： 次回授業日前日（23時59分）までに提出を求める課題（コメント）/質問等について、科目独
自のルーブリックによって評価します。
： 日本国憲法の構造、理念、法解釈などについて正しく理解をしているか、そして、自らの意見を論
理的に述べられるかという観点から評価します。

使用教科書
特に指定しない

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

履修上の注意・備考・メッセージ
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1402
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められます。まず予習として、該当するテーマについてインター
ネット等を用いて調査すること。そして、受講後には当該授業内容の復習を行うこと。
この講義は、日本国憲法や法学の初学者を含め、教職を目指す者、一般常識として憲法を学びたいと考える者、講義内容に関
心を持つ者を広く対象とします。そもそも、なぜ私たちは憲法を「学ぶ（必要がある）」のか？次世代を担う学生の皆さんのふとした疑
問に答えられる授業を展開していきます。なお、授業運営の説明を行うので第1回目の授業動画は必ず視聴すること。また日常の心構えとして、
「憲法」のキ―ワ―ドの出てくる新聞記事やニュ―スなどを注意深く見ておくこと。そして、自分なりに「何が問題となっているのか」につい
て考えてみることを勧めます。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業の前後

場所：

Google Classroom上

備考・注意事項： 授業に関する質問がある場合には、Google Classroomにて受け付けます。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ガイダンス－なぜ私たちは憲法を学ぶ（必要がある）のか？－

教職を選ぶ者にとっては必修科目とされる「日本国憲法」である
が、なぜ学ぶ必要があるのか？また、一般常識としてなぜ憲
法を知っておかなければならないのか。次世代を担う学生の皆さ
んが今ここで真正面から「日本国憲法」を学ぶ意義を示す。
第2回

人権総論－憲法が保障する「人権」とは何か？－

人権とは「誰のもの」であるのか。そして、人権は国家権力に
よって「制限」されてもよいのかについて概説する。
第3回

法の下の平等－差別のない世の中は「憲法」によって生み出せ
るのか？①－

「平等」とは何か？どのように差別が発生するのか？実例を挙げ
て、そのメカニズムに迫る。
第4回

法の下の平等－差別のない世の中は「憲法」によって生み出せ
るのか？②－

憲法はどういう手段/論理で「差別」に挑んでいるのか？
「性（女性差別/LGBTQ＋差別）」をキーワードに様々なケー
スを考察する。
第5回

精神的自由①－人の「思い」や「考え」はどこまで保障される
べきか？－

精神的自由のうち、「思想･良心の自由」と「信教の自
由」を取り上げ、個人の「心の自由」を守るということがいか
に重要であるかを学ぶ。
第6回

精神的自由②－人は何でも自由に「表現」することが可能なの
か？－

精神的自由のうち、現代の日本社会で問題となっている「在日朝
鮮人/韓国人を巡るヘイトスピーチ」の問題を軸に、憲法はど
う立ち向かっているのかについて学ぶ。
第7回

精神的自由③－「学問」が目指す真理の追求はどう保障されて
いるのか？－
精神的自由のうち、学問の自由を取り上げ、国家権力による学
問の自由の侵害について、著名判例を通じて検討する。

第8回

経済的自由－人の経済活動はどこまで保障されているのか？－

人が生計を立てる手段である「職業選択とその遂行」は、憲法
上、どのように、また、どこまで保障されているのか。精神的自
由に対する法規制との「規制の強度」の違いを学ぶ。
第9回

社会権①－「教育を受ける機会」をひとりひとり平等に保障す
るために－

子どもたちにとって「教育を受ける機会」は成長のための必要不
可欠の要素である。子どもたちの「権利」として、特に、障がい
のある児童生徒の「性教育を学ぶ権利」のあり方について、日
本と諸外国を比較することでその意味を読み解く。
第10回

社会権②－私たちの暮らしを憲法は保障してくれているのか？
－
「生存権」として、憲法第２５条が規定する「健康で文化的な最
低限度の生活」とはどういった生活レベルを指すのか。近年問題
提起がなされている「生活保護」と関連して、その実態を探る。
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予習として以下のキーワードの意味を調べる
こと。 １：基本的人権、２：国家権
力、３：主権者。また、授業後には講義内
容を自分の言葉で再整理すること。

4時間

予習として以下のキーワードの意味を調べる
こと。１：外国人の人権、２：国民の定
義、３：国籍の取得。また、授業後には講義
内容を自分の言葉で再整理すること。

4時間

予習として以下のキーワードの意味を調べる
こと。 １：包括的基本権、２：機会の平
等/結果の平等、３：尊属殺人（親子関
係に基づく差別）、４：非嫡出子（子ども
に対する差別）。また、授業後には講義内
容を自分の言葉で再整理すること。

4時間

予習として以下のキーワードの意味を調べる
こと。１：再婚禁止期間、夫婦別姓（女
性に対する差別）、２：同性愛者の家族形
成（LGBTQ＋に対する差別）。また、授業後に
は講義内容を自分の言葉で再整理すること。

4時間

予習として以下のキーワードの意味を調べる
こと。１：思想･良心の自由、２：信教の自
由、３：政教分離、４：目的効果基準。ま
た、授業後には講義内容を自分の言葉で再整
理すること。

4時間

予習として以下のキーワードの意味を調べる
こと。１：表現の自由、２：表現内容/表現内
容中立規制、３：ヘイトスピーチ。また、授
業後には講義内容を自分の言葉で再整理する
こと。

4時間

予習として以下のキーワードの意味を調べる
こと。１：学問の自由、２：大学の自
治、３：東大ポポロ事件。また、授業後に
は講義内容を自分の言葉で再整理すること。

4時間

予習として以下のキーワードの意味を調べる
こと。１：職業選択（遂行）の自由、２：規
制目的二分論、３：営業の自由。また、授業
後には講義内容を自分の言葉で再整理するこ
と。

4時間

予習として以下のキーワードの意味を調べる
こと。１：教育を受ける権利、２：教育の機
会均等、３：学習権、４：七生養護学校事
件（障がいのある児童に対する性教育のあ
り方）。また、授業後には講義内容を自
分の言葉で再整理すること。

4時間

予習として以下のキーワードの意味を調べる
こと。１：健康で文化的な最低限度の生
活、２：生活保護。また、授業後には講義内
容を自分の言葉で再整理すること。

4時間

1402

第11回

国民主権と参政権－日本の政治の未来は誰が握っているのか？
－
誰が日本の政治の行く末を決める権力を持っているのか？ま
た、どういった制度で政治が行われているのか？特に「選
挙」と言う制度を軸に問題点等を洗い出す。

第12回

統治機構①－日本の「国家統治」の仕組みを知る－

国家統治の方法として、国家の持つ三大権力をそれぞれ独立し
た三機関（国会、内閣、裁判所）に委ねている。それぞれの機
関はどんな特徴を持ち、どのようにしてお互いに暴走しないよう
に監視・抑制をしているのかについて学ぶ。
第13回

統治機構②－地方の政治はここに住む私たちが決めるべき－

日本の政治を東京に一極集中させてしまえば、地方は軽視さ
れ、衰退の一途を辿ってしまうだろう。そこで設けられた制度で
ある「地方自治」について、どのように地域住民たちの意思が反
映されているのか、地方公共団体の役割を読み解く。
第14回

総括－憲法とはどのような「法」なのか？－

日本という国家と不可分の存在である日本国憲法という法がどれ
ほどの重要性を帯びた法であるのか。本科目の総括として、そ
の答えを探る。
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予習として以下のキーワードの意味を調べる
こと。１：国民主権、２：選挙権、３：一
票の格差。また、授業後には講義内容を自
分の言葉で再整理すること。

4時間

予習として以下のキーワードの意味を調べる
こと。１：権力分立（三権分立）、２：国
会（立法権）３：内閣（行政権）、４：裁判
所（司法権）。また、授業後には講義内
容を自分の言葉で再整理すること。

4時間

予習として以下のキーワードの意味を調べる
こと。１：地方自治の本旨、２：条例。ま
た、授業後には講義内容を自分の言葉で再整
理すること。

4時間

予習として以下のキーワードの意味を調べる
こと。 １：最高法規性、２：硬性憲
法、３：憲法改正、４：平和主義。また、授
業後には講義内容を自分の言葉で再整理する
こと。

4時間

1407
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

国際関係論
平賀富一
1年～4年

開講時期

前期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

大手損保企業にて国際事業戦略・海外でのM&A等、外務省にて政府開発援助（ODA)、調査機関（シンクタン
ク）にて各国の政治経済分析、格付会社にて世界各国、世銀等国際機関や大手企業の格付等、本授業に関連す
る各種の業務を担当（全14回）。

授業概要
国際情勢や国際関係は大きな転換期を迎えており、私たちの日々の暮らしや将来のあり方も、国際的な状況と密接に関連しています。経営学部
生や国際観光学部生にとっては言うまでもありませんが、教育学部生にとっても外国籍の生徒の増加傾向、芸術学部生にとってのアニメ・ゲー
ムの国際化の進展、など多くの事例があります。この授業では、国際政治経済を中心に、社会の変化も含め、分かりやすいテキストを用い
て、世界の主要地域、国家、国際機関などの概要や国際的に重要な諸課題についての基本的な情報・知識を学び理解します。各学部・学
科・コースの受講生がどのような分野に進んでも、世界や国際的な問題を理解し考える基礎となるよう、重要な事項や視点身近な事例も紹介し
つつ分かりやすく説明し、受講生一人一人に興味を持って授業に参画してもらえるように努めます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

国際関係に関連する事項の重要事項、理
論、論点を理解する。

国際関係に関する重要事項、理論、論点につ
いて理解し説明できる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

国際関係に関わる重要な問題を、自分なり
の見解やアイディアで発見・理解し考えるこ
とができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。私語・居眠り等授業態度に問
題ある場合は都度注意しますが、改善が見られない場合はイエローカードを渡し警告、次いでレッドカードを渡し減点（1点/枚）対象としま
す。特に授業の進行と、周囲の受講者の迷惑行為となる私語・携帯電話の通話には厳しく対応します。リアクションペーパーの提出期限は原
則として毎回の授業後1週間とし、それ以降の提出は各回1点減点となります。
成績評価の方法・評価の割合
小レポート（リアクションペー
パー、各回）

評価の基準

30％

期末試験またはレポート
70％

： 授業内容を踏まえた記述であれば1点とし、そこに「論理性」と「簡潔性」を備えていれば2点とし
ます。また、授業内容に関係のない記述や極端に少ない記述の場合は0点とします。
： 国際政治経済に関連する重要事項を問う問題を出題し、その理解度と、的確な記述や説明ができて
いるかを基準にして評価します。

使用教科書
指定する
著者
眞淳平

タイトル
・

出版社

地図で読む「国際関係」入門

・ 筑摩書房

参考文献等
佐渡友哲・信夫隆司・柑本英雄（2018）『国際関係論（第3版）』弘文堂
澤喜司郎（2018）『世界を読む国際政治経済額入門（２訂版）』成山堂書店
野林健・大芝亮・納屋政嗣・山田敦・長尾悟（2007）『国際政治経済学入門（第3版）』有斐閣
その他は適宜紹介します。

履修上の注意・備考・メッセージ
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出版年
・

2015 年
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本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められます。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。授業時間内にも伝達し
ますが、本講義の内容を深く理解する上で、国際政治・国際経済・国際社会などの動きに関心を持つことが重要です。新聞・雑誌・テレビやイ
ンターネット等の記事・ニュースに注目するよう心掛けてください。Google Classroomの本講義の項で、授業の情報・資料を掲示し、毎回の授
業後のリアクションペーパーや課題等の掲示・提出を行います。その他は第1回目の授業で説明します。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜日3限

場所：

西館3階44研究室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ガイダンス、国際関係論とは何か

国際関係論、中でも国際政治経済とはどのようなものか、それ
を学ぶ上での基本事項や理論、視点などについて学びます。
第2回

日本と国際関係
日本が抱える国際的な重要課題と、国際社会における日本のポジ
ションや役割、変化などについて学びます（テキスト第1章）。

第3回

アメリカ
世界的な超大国であるアメリカの政治経済の状況や主要な課題に
ついて学びます（テキスト第2章）。

第4回

新興国（概論）
新興国とは何か、その発展や世界における位置付けの変化・増大
化、多くの新興諸国に共通する課題などについて学びます（テキ
スト第3章）。

第5回

中国
急速な経済発展により世界第二の経済大国となり、国際的な影響
力も増している中国の政治経済の状況や主要課題について学びま
す（テキスト第3章）。

第6回

インド
近い将来に中国を抜き世界最大の人口大国となると見られてい
るインドの政治経済の状況や主要な課題について学びます(テキ
スト第3章）。

第7回

ロシア・ブラジル
中国、インドと共に、いわゆるBRICsの一角を占め、その発
展や動向が注目される重要新興国であるロシア、ブラジルの政治
経済の状況や主要な課題について学びます（テキスト第3章）。

第8回

東南アジア諸国とアセアン(東南アジア諸国連合)
貿易・投資、人材交流など様々な局面で我が国との関
係が深く、経済発展を遂げている東南アジア諸国の政治経済の状
況や主要な課題、それら諸国による重要な地域機構であるアセア
ン（東南アジア諸国連合）について学びます（テキス
ト第3章）。

第9回

EU（欧州連合）
米国、アジアと共に、世界の3極の一つとして重要な位置づけに
あるEUについて、歴史、組織・機構と役割を含む重要点・課
題を学びます（テキスト第4章）。

第10回

英国・ドイツ・フランス
欧州を代表する主要国である英国・ドイツ・フランスについて政
治経済の状況や主要な課題について学びます（テキス
ト第4章）。

第11回

発展途上国の重要課題
発展途上国（開発途上国）の発展のあり方、貧困問題および国際
的な援助などの問題について学びます（テキスト第5章）。

第12回

グローバリゼーション
自由貿易協定、地域統合、金融自由化などグローバル化の動
向と、それに反する自国中心主義の動きなどについて学びま
す（テキスト第6章）。

第13回

国際機関と非政府組織
国際連合やその他の主要国際機関の概要と役割、非政府組
織（NGO）などについて学びます（テキスト第7章）。

第14回

国際社会における新たな重要課題と講義全体のまとめ
人口問題、宗教対立や環境問題やSDGs（持続的な開発目標）な
ど近年注目される重要課題について学び（テキスト第8章）、そ
の後講義全体のまとめを行います。
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テキストの目次や、その中で興味を持った箇
所を読んで授業に臨み、授業の終了後は、そ
の復習と次回分のテキストの予習をして下さ
い。

4時間

日本が抱える国際課題の復習と次回講義のテ
キストの予習を行ってください。

4時間

アメリカの政治経済や課題の重要点を復
習し、次回講義のテキストの予習を行ってく
ださい。

4時間

新興国に係る重要点を復習し、次回講義のテ
キストの予習を行ってください。

4時間

中国の政治経済の重要点や課題を復習し、次
回講義のテキストの予習を行ってください。

4時間

インドの政治経済の重要点や課題を復
習し、次回講義のテキストの予習を行ってく
ださい。

4時間

ロシア・ブラジルの政治経済の重要点や課
題を復習し、次回講義のテキストの予
習を行ってください。

4時間

東南アジアの諸国の政治経済の重要点や課
題、およびアセアンについて復習し、次回講
義のテキストの予習を行ってください。

4時間

EUの概要や重要点・課題を復習し、次回講
義のテキストの予習を行ってください。

4時間

欧州3ヵ国の政治経済の重要点や課題を復
習し、次回講義のテキストの予習を行ってく
ださい。

4時間

発展途上国の重要課題について復習し、次回
講義のテキストの予習を行ってください。

4時間

グローバリゼーションや自国中心主義の重要
点について復習し、次回講義のテキストの予
習を行ってください。

4時間

主要な国際機関と非政府組織の概要につい
て復習し、次回講義のテキストの予習を行っ
てください。

4時間

今回の講義の内容を含め、本講義で学んだ重
要事項を復習してください。

4時間

1407
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

人権と社会
榎井縁
1～4年

開講時期

前期／後期

単位数

2

オンデマンド授業

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
民主主義社会は何よりも人権重視の社会でなければならないが、十分実現されていないのが現実である。こうした現状を少しでも変えていくた
めには、個人として社会としての「人権」への十分な認識を持つことが大切である。本講義では、社会思想や歴史的な観点から人類にとての人
権の基本的認識を得た上で、現代社会の国際人権から、マイノリティ人権をはじめとする具体的人権問題についてグローカル（グローバ
ル／ローカル）な視点で考え、自分事として捉えられるようにする。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

「人権」とは何かを歴史的文脈を踏まえて理
解できる。国際人権の中で擁護されてい
る「マイノリティの人権」を理解できる。

「人権」を歴史を踏まえた上で、国際的な視
点から捉えることができる

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

現代社会の諸課題を人権の視点で捉えること
ができる

2 ．DP6.行動・実践

社会的に構築されたマイノリティの人権課題
解決のため具体的態度や行動に結びつけるこ
とができる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。遠隔授業なので課題の期限内提出をもって出席の扱いとする。規定回数以上の出席がなければ放棄とみな
し、成績評価を行ず「不可」とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

毎回の課題の提出
70％
最終レポートの提出

： 授業内容について理解しているか、また自分自身の問題として理解を深めようとしているか、毎
回の課題について出席と共にその理解度について評価する。
： 授業修了後に自分で課題を選択して最終レポートとして提出されたものを評価する。

30％

使用教科書
指定する
著者
横藤田誠、中坂恵美子

タイトル
・

出版社

人権入門 憲法/人権/マイノリ
ティ〔第４版〕

・ 法律文化社

参考文献等
人権の精神と差別・貧困 内野正幸 明石書店
現代社会と人権 安部頼孝 梓出版社
地球市民の人権教育 肥下彰男 阿久澤麻理子 解放出版社
よくわかる国際社会学 樽本英樹 ミネルヴァ書房
レイシズム・スタディーズ序説 鵜飼哲ほか 以文社

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
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オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

随時

場所：

メールにて

備考・注意事項： classroomの中で随時対応します。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

授業ガイダンス・オリエンテーション
授業のテーマ、到達目標を知ると同時に授業を受けるにあたって
の姿勢、注意などを理解する

第2回

「人権」に関する意識の共有
自分がこれまで学んできた「人権」について振り返ってみると同
時に、他の人が学んできた「人権」について聞き、その共通
点と相違点について整理する

第3回

民主主義の原理と人権思想の発展①立憲主義の思想
ヨーロッパ市民社会の誕生の中で生まれてきた人権思想につい
て歴史的に学ぶ

第4回

民主主義の原理と人権思想の発展②自由権から社会権への発展
国家権力に対して生まれた人権の歴史が自由権から社会権へと発
展していった過程について学ぶ

第5回

日本における人権の歴史①明治憲法の内実
明治以降、日本の近代化の中で大日本帝国憲法がどのように成
立しどのような性質を持っていたのかを歴史的に学ぶ

第6回

日本における人権の歴史②昭和前期の超国家主義
日本が戦争突入する中で、明治憲法成立過程の思想が利用された
ことや”抑圧の移譲”が起きていたことなどを学ぶ

第7回

日本国憲法の誕生・国際人権の誕生とその影
敗戦後の日本で目指された２つ
のＤ(Demilitarization,Democratization)の中で二歩国憲法が基
本的人権をどのように定めたのかそ知るとともに、日本の民主
化から取り残された地域の現代につながる課題についても学ぶ

第8回

世界人権宣言
国際人権保障について学び、世界人権宣言の内容とその意義につ
いて理解する

第9回

男と女：セックスとジェンダーをめるぐ人権
女性の権利に関する歴史的変遷とジェンダーについて、ま
た性の多様性について理解する

第10回

子どもの権利
子どもの権利条約の内容を理解し、現代社会における権利の主
体としての子どもについてどのような課題があるかを考える

第11回

障害者権利宣言( nothing about us without us!)
障害者差別、障害者の権利宣言について学ぶ。特にnothing
about us without usというスローガンが出された経緯につい
て知る

第12回

障がい者の権利について考える
マスメディアにとりあげられる障害者について、当事者側から
の視点を入れ批判的に読み解いてみる（動画のテキストから）

第13回

人種差別と日本
人種差別撤廃条約の内容を理解し、世界で起きている移民排
斥や日本でのヘイトスピーチと人権について考える

第14回

わたしにとっての BLACK LIVES MATTER
BLACK LIVES MATTER を通して、人類が直面している人種差
別の根源を考える。また、自分との関係を振り返ってみる
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シラバスを熟読し、教科書全体に何が書かれ
ているかを把握してくる

4時間

各人が今まで学校教育その他の体験を通し
て自分の中で培われてきた「人
権」を振り返る

4時間

テキスト第１講を熟読する。イギリスのホッ
ブズ、ロックとフランスのルソーの社会契約
説について、調べる

4時間

配付資料の第1章を熟読する。資本主義の発
展の中で生まれてきた社会権（生存権）につ
いて、調べる

4時間

テキスト第２講を熟読してくる。日本におけ
る明治以降の自由民権運動から大日本帝国憲
法時代まで人権の流れについて、調べる

4時間

配付資料の第3章を熟読する。戦争を加速させ
ていくような法が次々と成立していった過
程について調べる

4時間

テキスト第2講を熟読する。沖縄における米軍
基地問題に関して調べてくる

4時間

テキスト第4講を熟読する。世界人権宣言の内
容について調べる

4時間

テキスト第11講を熟読する。性の多様性の内
容について調べてくる

4時間

テキスト第12講を熟読する。子どもの権利条
約を読み、子どもの権利と関係するよう
なニュース（記事）をピックアップしてくる

4時間

テキスト第13講を熟読する。障害者の権利宣
言の内容について調べてみる。

4時間

マスメディアに登場する障害者（ドキュメン
タリーやドラマ、映画など）にどのような傾
向があるのか調べてみる

4時間

人種差別撤廃条約の成立の経緯と、その内
容について調べる

4時間

BLACKLIVESMATTERについて自分なりに調べて
みる

4時間
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社会学概論

授業科目名

鈴木勇

担当教員名

1～4年

学年・コース等

開講時期

前期

単位数

2

講義

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
本科目では、社会学の基礎的事項について講義します。社会学の考え方に基づき今日の社会をどのように捉えることができるのかについて考え
ます。そして、私たちも社会の一員であることを改めて理解し、社会の課題にどのように向き合えばよいのかを考える機会となることをめざし
ます。扱うテーマは多岐にわたり、近代家族、文化、ジェンダー、ニューカマー、アイデンティティ、コミュニティ、文化的再生産、差別と偏
見などを扱います。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

社会学に関する知識。

社会課題を説得的に論じることができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

社会課題を発見することができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

毎回の小レポート
40％
定期試験（筆記）

： 内容に応じて4段階で評価する。正しく授業内容を理解し、かつ、自分の考えが説得的に示されて
いればA、正しく授業内容を理解していればB、授業内容の理解が不十分ならばC、それ以外はDとし
ます。
： 授業でとり上げたテーマについての理解度を評価します。

60％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
授業中に適宜提示します。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
※教育学部外の学生の履修については、教職員を目指している者が望ましい。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

初回の授業時に提示します。

場所：

研究室（本館5階）
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ガイダンス：社会学について
社会学とはどのような学問なのか、その歴史と考え方を整理しま
す。
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社会学が扱うテーマにはどのようなものがあ
るのか整理してください。

4時間
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第2回

家族①

近代家族

近代家族の成立と特徴について考えます。
第3回

家族②

多様な家族

社会背景の変化に伴う多様な家族像について考えます。
第4回

ジェンダー①

社会的性差

性役割が社会的に作られていることを考えます。
第5回

ジェンダー②

LGBT

セクシャルマイノリティについて考えます。
第6回

多文化共生①

ニューカマー

オールドカマー、ニューカマーの歴史と現状について考えます。
第7回

多文化共生②

共生の課題

多様な文化が共生できる社会について考えます。
第8回

自分らしさ①

内閉化する若者

若者の人間関係の特徴について考えます。
第9回

自分らしさ②

アイデンティティ

社会とのかかわりとアイデンティティ形成について考えます。
第10回

人間関係①

希薄化？

人間関係は希薄になっているのか、もしそうならどのような理
由によってなのかを考えます。
第11回

人間関係②

ゲマインシャフトとゲゼルシャフト

今日の社会やコミュニティの特徴と成立について考えます。
第12回

学力問題①

格差社会

教育における格差や不平等について考えます。
第13回

学力問題②

再生産

教育における格差や不平等の是正がなぜ難しいのかを考えます。
第14回

まとめ：今期の整理と課題発見
今期の授業内容を整理し、言及できなかった点を補足します。
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授業について要点を整理し、近代家族制
度と教育や労働との関係をまとめてくださ
い。

4時間

授業について要点を整理し、新しい家族のあ
りかたをまとめてください。

4時間

授業について要点を整理し、近代の社会背
景とジェンダーの成立をまとめてくださ
い。。

4時間

授業について要点を整理し、セクシャルマイ
ノリティが生きやすい社会への可能性をまと
めてください。

4時間

授業について要点を整理し、オールドカ
マーとニューカマーの抱える問題の共通点を
まとめてください。

4時間

授業について要点を整理し、共生社会の可能
性をまとめてください。

4時間

授業について要点を整理し、今日の若者の課
題をまとめてください。

4時間

授業について要点を整理し、社会と個人の関
係をまとめてください。

4時間

授業について要点を整理し、今日の人間関
係の特徴をまとめてください。

4時間

授業について要点を整理し、社会の変遷をま
とめてください。

4時間

授業について要点を整理し、不平等が生じ
る要因をまとめてください。

4時間

授業について要点を整理し、教育における格
差や不平等を是正するにはどうすればよいか
をまとめてください。

4時間

授業について要点を整理し、差別や偏
見が生じる要因をまとめてください。

4時間
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社会学概論

授業科目名

西徳宏

担当教員名

1～4年

学年・コース等

開講時期

後期

単位数

2

オンデマンド授業

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
この授業では，社会学の基礎概念や独特の「社会学的なものの見方」について理解することを目的とし，他の社会諸科学との理論的学問的特
徴の違いを明らかにする。具体的には，社会学の基礎概念を体型的に習得するため，家族，地域，職場・労働，社会集団などで具体的なテー
マを取り上げ，関連づけて解説する。社会学の基礎理論を学ぶことで，身の回りに起こっている様々な社会現象を読み解く有効な基礎知識を習
得することが目標である。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

グローバル化する現代社会の諸問題を理
解し，理論と知識を持ってその解決に向け
て自ら考え，取り組む姿勢を身につけてい
る。

社会学の基礎理論について，それが誕生し
た時代背景も踏まえ理解している。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

身近な社会問題への感受性を高めるととも
に，論理的な思考力を身につける。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業中のリアクションペーパー
50％
定期試験（筆記試験）

： 授業の内容について基本的な事柄を理解することができている。
自分の意見について言及している。
： これまでの授業で得た知識を応用して、自らの主張を展開し、適切に論述することができている。

50％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
特になし

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回2時間の授業外学習が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業終了後30分程度

場所：

講義室
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション 社会学とは
社会学とはいかなる学問なのかを紹介し，各界の授業のテーマと
その概要，授業の目標，方法，成績評価などについて説明する。
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配布資料をもとに復習すること。

4時間

1427
第2回

社会学の誕生 コント
社会学は近代社会の成立とともに生まれた新しい学問であ
る。第2回講義では，それまで空気のような「当たり前」の存
在であった「社会」に関心が向けられ，学問としての構想が練ら
れていった背景を理解すべく，オーギュスト・コントに着目す
る。

配布資料をもとに復習すること。

4時間

第3回

社会と個人の関係をどう見るか1 デュルケム
目に見えない「社会」をどのようにとらえたらいいのだろう
か。ここではのちの社会学に大きな影響力を与えた学者のう
ち，デュルケムに着目し，その方法論について学ぶ。

配布資料をもとに復習すること。

4時間

第4回

社会と個人の関係をどう見るか ウェーバー
目に見えない「社会」をどのようにとらえたらいいのだろう
か。ここではのちの社会学に大きな影響力を与えた学者のう
ち，ウェーバーに着目し，その方法論について学ぶ。

配布資料をもとに復習すること。

4時間

第5回

社会はどのように秩序立っているのか パーソンズとマートン
1億二千万人が暮らす日本社会。これだけ多くの人々がある程度
秩序立って生きる背景には，どのような社会的構造があるの
か。この点を捉えるためにパーソンズとマートンの理論を学んで
いく。

特になし

4時間

第6回

資本主義社会とはどのような社会なのか マルクス
私たちが生きる資本主義社会にはどのような問題があるのか，マ
ルクスの理論をもとに学ぶ。

配布資料をもとに復習すること。

4時間

第7回

監視カメラに囲まれた社会を考える フーコーの権力論
駅や商店街を歩くといたるところで目にする監視カメラ。使うこ
とが当たり前になったポイントカードやICカード。ここで
は人々が監視され，個人情報が管理される「当たり前」の社
会を捉えなおすために，フーコーの権力論を学んでいく。

配布資料をもとに復習すること。

4時間

第8回

自分らしい生き方の背後にある選択原理 ブルデューの社会学
自分らしい服装や習い事，お金の使い方，音楽の趣味などは，自
分一人で選んだ結果である。しかし，本当にそうなのか？ここで
はそういった常識的なものの見方をくつがえすべく，ブル
デューの社会学を学ぶ。

特になし

4時間

第9回

後期近代の理論 リスク社会
私たちが今生きている現代は，18世紀以降に訪れた近代社会が成
熟し，進展した段階にある後期近代として位置付けられ
る。第9回から第10回では後期近代の理論を取り扱う。第9回で
は，ベックの議論を取り上げる。

配布資料をもとに復習すること。

4時間

第10回

後期近代の理論 個人化・液状化
第10回ではギデンズとバウマンの議論に基づきながら，現代社
会におけるアイデンティティの特徴や，個人化が進展した結果
生じる諸問題について学んでいく。

特になし

4時間

第11回

男として，女としての生きづらさを考える ジェンダー論
日本は「ジェンダー格差指数」では世界でも低位に位置づいてお
り，世界の国々の中でもとりわけ男女間の格差が大きい国となっ
ている。そしてこの格差はなかなか改善されないままにいる。こ
こではこうした日本社会を捉えなおす視覚を獲得すべく，ジェン
ダー論者の議論を摂取し，学んでいく。

配布資料をもとに復習すること。

4時間

第12回

国際社会とエスニシティ
近年，日本社会の国際化が急激に進んでいる。第11回では国際社
会と多様化するエスニシティの現状をもとに，今後の日本社会が
どのように変化していくのかを考えていく。

配布資料をもとに復習すること。

4時間

第13回

新たな社会の構築に向けて 市民社会を考える1
自分たちが暮らす社会をより良いものに変えていくことは可能な
のか。第13回と第14回では新たな社会を紡ぎあげていく方法につ
いて学ぶ。

配布資料をもとに復習すること。

4時間

第14回

新たな社会の構築に向けて 市民社会を考える2
自分たちが暮らす社会をより良いものに変えていくことは可能な
のか。第13回と第14回では新たな社会を紡ぎあげていく方法につ
いて学ぶ。また，第1から第14回までの講義内容をまとめ，総
括を行う。そして現代社会を取り巻く様々な事象に対してこれま
で学んだ理論の数々をどのように応用して理解していけるのか
を考えていく。

配布資料をもとに復習すること。

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

多文化共生社会
伊藤莉央
1～4年

開講時期

前期／後期

単位数

2

オンデマンド授業

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
日本における多文化な社会とはどのような状況なのか、また多様なエスニシティが共生する社会とはどのような社会なのかについて、歴史的背
景とともに多文化共生社会の現状と課題を把握していく。
多様な文化的背景を有する人々が、社会のなかでいかにして共に生きているのか、また生きていけるのか、学校教育における多文化共
生を主に取り上げて考えていく。
毎回の授業では、授業内容に関わるワークシートの記入を求める。次の授業回で受講生の代表的な意見を紹介する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

多文化共生社会に関する知識理解

日本における多文化共生社会の現状や課題に
ついて理解できる。
多様なマイノリティの存在や価値観を認
識し、自己の価値観を捉え直すことができ
る。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

多文化共生社会の課題について自らの意見を
もつことができる。

2 ．DP6.行動・実践

多文化共生社会の課題やその課題の改善点に
ついてまとめることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業内小レポート
45％
期末レポート
55％

： 毎回授業に関わる課題を提示し、それに対する自身の考えや意見についてまとめる。授業内活動に
ついても、小レポートの内容によって評価する。
： 評価については、以下の2点を重視する。
①「学んだ内容を活かしながら、さらに情報を収集したり、発展的な考えに至っているか」
②「誤字脱字や形式など、提出するに足りるルールやマナーを遵守しているか」

使用教科書
指定する
著者
額賀美紗子・芝野淳一・三浦綾希 ・
子

タイトル

出版社

移民から教育を考える 子ども
たちをとりまくグローバル時
代の課題

・ ナカニシヤ出版

参考文献等
本授業で指定した教科書を中心として、授業内で適宜指示する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
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出版年
・

2019 年

1432

時間：

授業の前後

場所：

メールにて

備考・注意事項： 本授業は遠隔実施のため、授業に関する質問などがあればメールでの連絡をお願いします。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

多文化共生社会とは

多文化共生社会が遠いものではなく、身近な社会的課題であるこ
とを受講生の間で共有する。
第2回

多文化共生の社会とは（歴史編）

アメリカやオーストラリアといった移民国家を例に、多文化が共
生する社会の成立背景について理解する。
第3回

日本における多文化共生①（歴史編：近代以前）
アイヌの文化や琉球の文化を取り上げ、歴史的に日本が単一民族
国家ではなかったことを理解する。

第4回

日本における多文化共生②（歴史編：近代以降）
戦前戦後の外国人労働者をテーマにし、近代日本における多文化
共生の歴史的背景について理解する。

第5回

教育における多文化共生（理念編）
欧米における多文化教育の理念を中心に取り上げ、教育におけ
る多文化共生の方策について理解する。

第6回

多文化共生の教育①（オールドカマー）
在日朝鮮人教育を取り上げ、多文化共生の教育には差別と闘
争の歴史的背景が伴っていることを理解する。

第7回

多文化共生の教育②（ニューカマー）
いわゆるニューカマーとよばれる、1980年代以降増加した外国人
児童生徒への教育問題について理解する。

第8回

多文化共生の教育③（外国人学校）
外国人学校を取り上げ、教育における多様な選択の機会が日本に
おいてもみられることをその課題とともに理解する。

第9回

多文化共生の実践①（現状編：小学校）
主に小学校における多文化共生に向けた具体的な取り組みを紹
介する。そのうえで、小学校における多文化共生に向け
た取り組みの方策や課題点を考えることができる。

第10回

多文化共生の実践②（現状編：中学校）
主に中学校における多文化共生に向けた具体的な取り組みを紹
介する。そのうえで、中学校における多文化共生に向け
た取り組みの方策や課題点を考えることができる。

第11回

多文化共生の実践③（現状編：高等学校）
大阪府における外国人生徒を公立高校に受け入れている特別入試
枠校を取り上げ、高校段階における多文化共生に向けた取り組み
や課題について考えることができる。

第12回

多文化共生の社会①（海外帰国生）
日本における海外帰国生の現状と課題について取り上げ、多文化
共生の社会について理解を深める。

第13回

多文化共生の社会②（留学生・地域における支援）
日本における留学生の受入れ状況を把握し、留学生のおかれてい
る課題について理解する。また、多文化が共生する社会の実
現に向けた地域社会のあり方について考えを深める。

第14回

振り返りとまとめ
授業を通してのまとめを行う。
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配布資料を復習し、授業の進め方や成績評
価について疑問点がないか確認しておくこ
と。自分なりの「多文化共生社会」をイメー
ジしておくこと。

4時間

次回授業に向けて教科書の該当箇所を読んで
おくこと。「多文化」という状態をイメー
ジしておくこと。授業内小レポートの内容に
そって、授業内容を復習しておくこと。

4時間

次回授業に向けて教科書の該当箇所を読んで
おくこと。授業内小レポートの内容にそっ
て、授業内容を復習しておくこと。

4時間

次回授業に向けて教科書の該当箇所を読んで
おくこと。授業内小レポートの内容にそっ
て、授業内容を復習しておくこと。

4時間

次回授業に向けて教科書の該当箇所を読んで
おくこと。授業内小レポートの内容にそっ
て、授業内容を復習しておくこと。

4時間

次回授業に向けて教科書の該当箇所を読んで
おくこと。授業内小レポートの内容にそっ
て、授業内容を復習しておくこと。

4時間

次回授業に向けて教科書の該当箇所を読んで
おくこと。授業内小レポートの内容にそっ
て、授業内容を復習しておくこと。

4時間

次回授業に向けて教科書の該当箇所を読んで
おくこと。授業内小レポートの内容にそっ
て、授業内容を復習しておくこと。

4時間

次回授業に向けて教科書の該当箇所を読んで
おくこと。授業内小レポートの内容にそっ
て、授業内容を復習しておくこと。

4時間

次回授業に向けて教科書の該当箇所を読んで
おくこと。授業内小レポートの内容にそっ
て、授業内容を復習しておくこと。

4時間

次回授業に向けて教科書の該当箇所を読んで
おくこと。授業内小レポートの内容にそっ
て、授業内容を復習しておくこと。

4時間

次回授業に向けて教科書の該当箇所を読んで
おくこと。授業内小レポートの内容にそっ
て、授業内容を復習しておくこと。

4時間

次回授業に向けて教科書の該当箇所を読んで
おくこと。授業内小レポートの内容にそっ
て、授業内容を復習しておくこと。

4時間

これまでの授業で扱った個々のテーマについ
て復習し、その関係性を検討してくる。

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

現代と社会福祉／日本の社会福祉
潮谷光人
1～4年

開講時期

前期／後期

単位数

２

オンデマンド授業

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
この授業は、その時々で問題となっている様々な社会福祉の現状をトピックとして取り上げ、現代の社会福祉をめぐる現状と課題について理
解を深めるものである。また、社会福祉課題の背景となっている制度、地域実情、歴史、構造などについても考えていきたい。社会福祉と
は、対応すべきニーズに対し、問題解決のために様々な社会資源を結びつける活動である。この授業でも問題解決の視点を重視し、積極的な学
生の自己学習や意見交換などを通して、自分なりの社会福祉への関心、問題意識を醸成していくことを大事にしていきたい。webでの授業及び課
題の提出となるため、提出遅れのないようお願いしたい。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

社会福祉を理解するうえで基礎的知識を身に
つけ、今日的課題を説明できる。また、社会
福祉に関わる社会資源や専門職の支援を理
解し、その実際について説明できる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

社会福祉に関する法制度や社会資源の現
状を理解し、課題について整理することがで
きる。

2 ．DP6.行動・実践

福祉に関わる社会資源の存在と機能を理
解し、説明できる。また積極的に地域にあ
る社会資源との関係性を構築する。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・ディベート、討論
・見学、フィールドワーク

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

講義内提出物
80％
期末レポート課題

： 毎回の授業を踏まえた課題提出がある。提出課題の内容の妥当性と論理的構成について評価しま
す。
： １４回の授業を踏まえた課題の設定の妥当性と問題解決への論理的構成について評価します。

20％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
子ども家庭福祉 （共著）浦田 雅夫
保育出版
わたしたちの暮らしとソーシャルワーク２－相談援助の理論と方法－

（編著）高井由紀子

教育情報出版

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：
場所：

授業開始前後。
授業教室。
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授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

社会福祉の基本的考え方

社会福祉の基本的理解を行っていく。社会福祉の概念につい
て、個人及び社会におけるニーズとは何か、社会資源とは何かに
ついて理解を行い、それらを結び付けていく活動が社会福祉であ
ることを理解する。キーワードは、顕在的ニーズ、潜在的ニー
ズ、社会資源の適合・不適合、岡村重夫の社会福祉ニーズ。
第2回

社会福祉を取り巻く状況を理解する
様々な社会福祉領域における課題を抽出し、その現状について検
討を行う。幅広い社会福祉の多少領域を知るとともに、今身
近に起きている福祉課題について、把握を行う。キーワー
ドは、高齢社会、障がい者の権利、児童虐待、社会保障費。

第3回

社会福祉の実施体制と人Ⅰ～子ども家庭福祉分野～

様々な社会福祉の実施体制を紹介し、地域実態について把
握を行っていく。児童分野を中心に新たに施策として動いてい
る子育て支援の社会資源について理解し、虐待や発達への支援と
してどのような機能を有しているか理解する。
第4回

社会福祉の実施体制と人Ⅱ～障がい者分野～

様々な社会福祉の実施体制を紹介し、地域実態について把
握を行っていく。障がい者分野を中心に障がい者総合支援
法や障がい者雇用の社会資源について理解する。
第5回

社会福祉の実施体制と人Ⅲ～高齢者分野～

様々な社会福祉の実施体制を紹介し、地域実態について把
握を行っていく。高齢者分野を中心に地域包括支援センターや介
護の社会資源について理解する。
第6回

社会福祉の実施体制と人ⅳ～家族支援～
様々な社会福祉の実施体制を紹介し、地域実態について把
握を行っていく。家族支援の分野を中心にＤＶの課題や社会手
当、生活保護制度などについて理解する。

社会福祉の基本的概念理解を理解する。ニー
ズの発見と社会資源との適合について理
解し、それらを実際の生活で想像できるよう
にする。

4時間

様々な社会福祉領域を理解し、それらの現
状や課題を知るため、新聞やニュー
スに目を通し理解を深める。

4時間

授業で把握した地域の子育て支援の現
場に足を運び見学し、その活動を理解す
る。また理解したことをレポートとしてまと
める。

4時間

授業で把握した地域の障がい者施設など支
援の現場に足を運び見学し、その活動を理
解する。また理解したことをレポートとして
まとめる。

4時間

授業で把握した地域の高齢者支援の現
場に足を運び見学し、その活動を理解す
る。また理解したことをレポートとしてまと
める。

4時間

家族支援と実際の自分生活との関連性につい
て考え、これまで利用してきた制度や支援に
ついて考察する。

4時間

第7回

児童虐待の現状と対応Ⅰ ～実態と対応の枠組み～
児童虐待の実態と法的な枠組みについて理解をする。現在問題と
なっている児童虐待がどのような社会背景から生じ、制度や地
域における機能がどのような課題を有しているのかについて学ぶ

児童虐待の法的な枠組みについて理解する

4時間

第8回

児童虐待の現状と対応Ⅱ～事例から虐待の状況を把握する～

様々な児童虐待の要因について理解をす
る。児童虐待のニュースについて目を通して
おく。

4時間

様々な児童虐待の要因について理解をす
る。児童虐待のニュースについて目を通して
おく。授業内レポートについて提出できな
い場合は、授業外学修課題とする。

4時間

児童虐待やＤＶの事例を通して、虐待の傾向や対応上の課題につ
いて把握する。児童虐待の要因として、どのような家族機能や社
会の課題を有しているのかについて学ぶ。また、事例における対
応の可能性についても検討を行っていく。
第9回

児童虐待の現状と対応Ⅲ～大阪で起こった虐待死の事例につい
て考える～
大阪で起きた2人の子どもが虐待によって餓死した事
例を取り上げ、児童虐待の課題について把握する。事例から学ぶ
べき課題、マスコミや報道の問題についても検討を行っていく。

第10回

障がい者福祉の現状と対応Ⅰ～障がい者の生活について考え
る～
障がい者の生活と基本的な法制度について理解をする。より身
近な存在として障がいを感じ、現在の日本における課題につい
て理解をしていく。

配布物を通して障がい者の生活上の困難や社
会における問題について理解する。

4時間

第11回

障がい者福祉の現状と対応Ⅱ～ノーマライゼーションの広が
り～
障がい者福祉の基本的理念となるノーマライゼーションの思
想の背景を理解する。また、ノーマライゼーションから派生し
た様々な思想について把握をしていく。理念と日本の現状を比
較しながら、今後の障がい者福祉のあり方を検討する。

配布物を通して障がい者福祉の基本的理念に
ついて理解する。

4時間

第12回

高齢者福祉の現状と対応Ⅰ～高齢者社会の現状と課題につい
て考える～
高齢者の生活と基本的な法制度について理解をする。介護保険に
ついての理解を行い、その現状について考える。

配布物や授業を通して高齢者の生活上の困
難や社会における問題について理解する。

4時間

第13回

高齢者福祉の現状と対応Ⅱ～高齢者の生活について考える～

高齢者の生活と地域の関わりについて理解す
る。

4時間

現代社会と社会福祉の関係性について整理す
る

4時間

高齢者の生活と基本的な介護や家族での関わり、認知症などにつ
いて理解をする。
第14回

現代社会と福祉の関係性について考察する
これまでの授業内容を総括し、自分自身が興味のあるテーマを設
定して、課題やその対応方法について検討を行う。社会福祉にお
ける様々な領域について振り返りを行い、自己理解の確認をす
る。社会福祉における貧困への支援について考える。特に生活保
護制度やひとり親家庭への支援、子どもへの支援について、法
的な支援と実態について理解をしていく。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

現代と社会福祉／日本の社会福祉
佐野淳也
1～4年

開講時期

前期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

担当教員（佐野淳也）は、これまで環境・国際協力・福祉・まちづくりなど幅広い分野でNPO・市民活
動やソーシャルベンチャー（社会的企業）を実践してきました。本授業ではこうした実務経験をもとに、こう
したソーシャルイノベーション実践がどのように社会にインパクト（変革）を与えるのかについて、わかりや

授業概要
社会福祉とは一言でいうと「さまざまな生活上の諸問題に直面して生活がしにくくなっている人々に対して、何らかの形で手助けをしようとす
る社会的な取り組みのことを指します。また、特定の人々を排除するような仕組みをなくし、誰もが同じように社会の中で生活できるようにす
る「ソーシャル・インクルージョン」（社会的包摂）の理念と実践が昨今重要視されています。
本授業では、こうした社会福祉の基本概念から歴史、法制度、各種サービス、高齢者・障害者・児童に地域福祉など、幅広い分野を網羅
的に学びます。また保育・子育てと福祉、災害と社会福祉についても学んでいきます。またテーマに応じて社会活動を実践するゲストもお招き
し、お話しいただきます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

社会福祉学に関する基本的な知識と理解

社会福祉の基本概念から歴史、法制度、各
種サービス、高齢者・障害者・児童に地域福
祉など、幅広い分野を網羅的に学ぶ

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

現代的テーマに即した社会福祉学の理論と知
見

保育・子育てと福祉、災害と社会福祉など
の、現代的テーマに即した社会福祉の最
新の知見に触れる

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

各テーマでの社会福祉学の知見に触れること
を通して、我々を取り巻く社会にはどのよう
な課題があり、そして私たちはその課題にど
のように関わっているのかに気づく

2 ．DP8.意思疎通

受講生どうしの対話を通して、互いの経験
知や理解、分析視座を交換・共有し、新た
な知を創造するコミュニケーション力を身に
つける

3 ．DP10.忠恕の心

授業の学びを通して社会に生きる多様な当事
者の声に触れ、そうした当事者の課題を「自
分ごと」として共感する力を身につける

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・eラーニング、反転授業
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

毎回の授業感想文
40％
毎回の授業事前課題（テキスト読解）
30％
課題図書レポート
20％

： 毎回の授業終了後に、その授業から得られた学びについての感想文を提出していただきます。感想
文内容を授業理解の的確さや授業への積極的態度、独自の考察などの視点で独自ルーブリックによ
り3段階で評価します
： 毎回の授業で学ぶテキスト章を各自事前に読解した上で、事前課題の質問フォームに回答し、そ
の自主学習の質を独自ルーブリックにより３段階で評価します
： 授業内で提示する課題図書より1冊選び、その内容や感想、また自分の人生にどう活かしたい
か等を記述し、その内容を独自ルーブリックにより評価します。
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期末レポート
10％

： 関心のある社会福祉課題を取り上げ、分析し、その解決方法やそれに向けた自分の人生におけるア
クションについてレポートを作成します。その内容を独自ルーブリックにより評価します。

使用教科書
指定する
著者

タイトル

杉本 敏夫, 安塲 敬佑, 家髙 将明・

出版社

基礎と課題から学ぶ新時代の社
会福祉

出版年

・ ふくろう出版

・

2020 年

参考文献等
・「ウェルビーイング・タウン 社会福祉入門 改訂版」 岩田正美, 上野谷加代子, 藤村正之（有斐閣／2013年）
・「よくわかる社会福祉」 (やわらかアカデミズム・わかるシリーズ) 山縣 文治 (編集), 岡田 忠克 (編集)（ミネルヴァ書房／2016年）

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：
場所：

佐野研究室

備考・注意事項： 事前に教員にアポイントを取ってください
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

授業オリエンテーション
・授業全体の概要及び成績評価等の説明
・授業テキストの紹介
・受講生相互の自己紹介

第2回

社会福祉とは何か

1 理念としての社会福祉
2 制度・政策としての社会福祉
3 実践としての社会福祉
第3回

社会福祉の歴史

1 イギリスにおける社会福祉の発展
2 アメリカにおける社会福祉の発展
3 わが国における社会福祉の発展
第4回

社会福祉の基本的枠組み

1 社会福祉の制度について
2 社会福祉法
3 社会福祉の実施体制
第5回

社会保障制度と公的扶助

1
2
3
4
5
第6回

社会保障の制度…医療保険、年金保険、雇用保険、介護保険等
貧困概念の変遷と現代の貧因
生活保護法と制度
生活保護の実態
生活困窮者への支援

児童・家庭の福祉

1 子ども家庭福祉の展開
2 児童福祉法と子ども家庭福祉の仕組み
3 これからの子ども家庭福祉
第7回

高齢者の福祉

1 高齢者問題の背景
2 高齢者の保健福祉の法とサービス
3 介護保険法および制度におけるサービス
第8回

障害者福祉
1
2
3
4
5

第9回

障害者福祉における基本的な考え方
障害の概念と対象・対象者
障害者総合支援法
障害者権利条約と国内法整備
障害者福祉の施策と今後に向けた課題

地域福祉
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・授業シラバスを事前に確認しておく
・テキストを事前購入し、全体に目を通して
おく

20分時間

・テキスト第1章「社会福祉とは何か」を精
読する
・わからない用語があれば調べておく
・気になることは自ら探求学習しておく

60分時間

・テキスト第２章「社会福祉の歴史」を精
読する
・わからない用語があれば調べておく
・気になることは自ら探求学習しておく

60分時間

・テキスト第３章「社会福祉の基本的枠
組み」を精読する
・わからない用語があれば調べておく
・気になることは自ら探求学習しておく

60分時間

・テキスト第４章「社会保障制度と公的扶
助」を精読する
・わからない用語があれば調べておく
・気になることは自ら探求学習しておく

60分時間

・テキスト第５章「児童・家庭の福祉」を精
読する
・わからない用語があれば調べておく
・気になることは自ら探求学習しておく

60分時間

・テキスト第６章「高齢者の福祉」を精読す
る
・わからない用語があれば調べておく
・気になることは自ら探求学習しておく

60分時間

・テキスト第７章「障害者福祉」を精読する
・わからない用語があれば調べておく
・気になることは自ら探求学習しておく

60分時間

・テキスト第８章「地域福祉」を精読する
・わからない用語があれば調べておく
・気になることは自ら探求学習しておく

60分時間

1438
1
2
3
4
第10回

地域福祉とはどんな福祉か
地域福祉の推進
地域福祉の担い手
地域福祉の推進

社会福祉の担い手

1 社会福祉従事者とは
2 社会福祉従事者 資格と概要
3 今後の課題
第11回

社会福祉の実践と方法

1 社会福祉実践の現状
2 ソーシャルワークの方法と機能
3 社会福祉実践の課題
第12回

保育をめぐる課題と子育て支援制度

1 保育の歴史
2 現代の子育て支援制度と保育
3 今後の課題
第13回

災害と社会福祉

1
2
3
4
5
第14回

災害と社会福祉の関係
災害における人的被害
直接死を防ぐための取り組み
関連死を防ぐための取り組み
災害リスクと社会福祉

授業全体まとめ
・授業全体のふりかえり
・自分にとっての社会福祉との関わり方を考えよう！
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・テキスト第９章「社会福祉の担い手」を精
読する
・わからない用語があれば調べておく
・気になることは自ら探求学習しておく

60分時間

・テキスト第１０章「社会福祉の実践と方
法」を精読する
・わからない用語があれば調べておく
・気になることは自ら探求学習しておく

60分時間

・テキスト第１2章「保育をめぐる課題と子
育て支援制度」を精読する
・わからない用語があれば調べておく
・気になることは自ら探求学習しておく

60分時間

・テキスト第１４章「災害と社会福祉」を精
読する
・わからない用語があれば調べておく
・気になることは自ら探求学習しておく

60分時間

・この授業全体を通して何を学んだかを考え
ておく

30分時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

ジェンダー論／女性学・男性学
堀江有里
1～4年

開講時期

前期／後期

単位数

2

オンデマンド授業

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
わたしたちの生きる社会は、「女性」「男性」という性別（ジェンダー／社会的・文化的性別）が様々な場面に張りめぐらされている。本講
義では性別にかかわる「常識」がいかにして社会構造として維持・再生産されてきたのか、いくつかの事例を取り上げながら考察する。ジェン
ダーがつくりだすのは、「女らしさ」「男らしさ」という性別役割のみならず、人間関係のあり方でもある。家族、恋愛、結婚、パートナー
シップなど、異性間のみの関係が前提とされてきた社会の問題についても検討する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

ジェンダー／セクシュアリティ関する基礎知
識

①フェミニズム（女性解放の思想と実
践）の基本的な発想を身につける。
②性別二元論・異性愛主義という社会規
範の諸現象を知る。
③ジェンダーに関する諸問題について日常の
なかで立ち止まり、考える力を養う。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

ジェンダー／セクシュアリティ関する応用
力を身につける。
自分や周囲の人びとのモノの考え方が社会
的に構築されていることに気づく。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則としてオンデマンド教材は毎回すべて視聴すること。規定回数以上のコメント提出がなければ放棄とみなし、成績評価を「不可」とす
る。
また、コメントおよびレポートは〆切を超過したものは受け付けない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

期末レポート

： 概念説明を含む論述形式。採点基準は後日講義内で紹介する。
70％

毎回の講義後、コメントの提出を求め ：
る。
30％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
おもな参考書は以下のとおり。
菊地夏野・堀江有里・飯野由里子編『クィア・スタディーズをひらく１：アイデンティティ，コミュニティ，スペース』（晃洋書房，2019年）
加藤秀一『はじめてのジェンダー論』（有斐閣，2017年）
石田仁 『はじめて学ぶLGBT ――基礎からトレンドまで』（ナツメ社，2019年）
堀江有里『レズビアン・アイデンティティーズ』（洛北出版，2015年）
ほか，講義内で紹介する．

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回5時間程度の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
なお、オンデマンド教材を毎週自主的に確認することができない者については受講登録をすすめない。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

コメントシートに記載のこと。
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場所：

適宜

備考・注意事項： 必要に応じて次回以降の講義振り返り時にリプライする。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

イントロダクションーー「ジェンダー」とは何か
講義内容や進め方、成績評価についてのガイダンス。
ジェンダー（社会的・文化的性別）という概念が使われるように
なった背景を知る。

第2回

ジェンダーの視点を学ぶ（１）：

ステレオタイプと性規範

性別によって振り分けられるイメージと偏見について検討する。
イメージにつくられた思い込みをほぐしていく。
第3回

ジェンダーの視点を学ぶ（２）：

性の多様性と重層性

「ジェンダー」に加え、性別の重層的な概念を考える。国連で議
論されるSOGI（性別自認と性的指向）をめぐる課題につい
て学ぶ。
第4回

フェミニズムの思想と実践（１）：

女性解放運動とあゆみ

人権という考え方はどこからやってきたのか。法律や制度のなか
に埋め込まれた女性差別の現実や、それらを克服してもなお継
続した意識慣習のなかの女性差別を知る。
第5回

性暴力の諸問題（１）：

軍隊「慰安婦」問題

太平洋戦争時に日本軍によってつくられた「慰安婦」制度につい
て、歴史的な資料とともに国連での議論を説明する。
第6回

性暴力の諸問題（２）：

米軍基地とジェンダー

沖縄に集中する米軍基地の歴史を踏まえ、レイプが多発してい
る軍隊の状況について説明する。

日常生活のなかにある性別について考え
る。新聞やテレビニュース、インターネッ
トなどで性別に関する問題を見つけてみる。

5時間

日常生活のなかにある性別のステレオタイ
プに立ち止まってみる。

5時間

いくつかの概念を繰り返し検討し、混同しな
いようにしっかりと覚える。できれば、日
常のなかでの混同事例をみつけ、まちがい
を正せる説明を考えてみる。

5時間

わたしたちの生きる現代社会がどのような道
筋でつくられてきたかに思いを馳せる。日
常のなかにその痕跡を見つける。

5時間

インターネットに溢れるフェイクニュー
スを見極め、ファクトチェックができるには
どうすればよいのか、考える。

5時間

インターネットに溢れるフェイクニュー
スを見極め、ファクトチェックができるには
どうすればよいのか、考える。

5時間

第7回

クィア・スタディーズの現在 ――「セクシュアリティ」と
は何か
性別二元論、異性愛主義というふたつの社会規範について検
討し、規範を問う理論と実践についての歴史を学ぶ。

LGBTについての差別や人権問題について、新
聞やテレビなどでの情報を探る。

5時間

第8回

性別二元論を問う（１）：
別越境）

トランスジェンダーについての正しい理
解を身につけること。また、性別二元
論が、日常のなかにどのように現れている
か事例を集める。

5時間

トランスジェンダーについての正しい理
解を身につけること。また、性別二元
論が、日常のなかにどのように現れている
か事例を集める。

5時間

トランスジェンダーについての正しい理
解を身につけること。また、性別二元
論が、日常のなかにどのように現れている
か事例を集める。

5時間

異性愛主義の規範が、日常生活のなかでどの
ようにあらわれているのか事例を集める。

5時間

異性愛主義の規範が、日常生活のなかでどの
ようにあらわれているのか事例を集める。

5時間

日常生活のなかで、どのような家族の多様
性が表現されているのか、事例を集めて検
討する。

5時間

講義内容の復習をおこない、わからなかっ
た点を図書館などで調べる。

5時間

性自認とトランスジェンダー（性

性別自認についての課題をいくつかの事例から考える。とくに性
別自認と身体の性別が一致している人たちがもつ特権につい
て考える。
第9回

性別二元論を問う（２）：

トランスジェンダーと医療制度

トランスジェンダーの医療が日本で合法化されてきたあゆみ
や、そこで生じる問題について、具体的な事例から考える。
第10回

性別二元論を問う（３）：

トランスジェンダーと法制度

トランスジェンダーをめぐる法制度が日本でどのようにつくられ
てきたのか、また、そこで生じる問題について、具体的な事例か
ら考える。
第11回

異性愛主義を問う（１）：

性的指向と同性愛者の人権

性別自認と区別して、性的指向の概念を学ぶ。とくにその概
念が広がることとなった同性愛者の権利獲得運動について学ぶ。
第12回

異性愛主義を問う（２）：

カミングアウトとクローゼット

マイノリティの属性を語ることが社会的にどのような意味を持つ
のか。異性愛主義という社会規範の問題について検討する。
第13回

異性愛主義を問う（３）：

さまざまな家族のかたち

国家が想定する「父・母・子」というかたちの近代家族の”あた
りまえ”を問い、さまざまな家族の可能性について考える。
第14回

ふりかえりとまとめ
講義で扱ってきたテーマをまとめ、レポート作成に向けての最終
確認をおこなう。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

現代社会と政治
梶居佳広
1年～4年

開講時期

前期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
本科目は政治学を扱う教養科目であり、民主的な社会生活の維持・発展に果たす政治の役割を学び理解することを目的とします。特に、現在日
本も採用している（自由）民主主義体制の形成（歴史）と現状について,日本の事例も含めて紹介します。日本においても「国民の声が政治に反
映されない」という不満が渦巻き、また国民の政治的無関心が増大しているといわれます。「よりよい政治」を実現するためどうすればよい
か、一緒に考えていきましょう。なお担当者は政治史専攻ゆえ、やや歴史寄りの講義になることは了解してください。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

現代社会の中で『政治』が果たしている機
能、仕組みを理解するための基礎的知識を修
得し、政治に参加する主体としての判断
力を持つ。

現代社会における「政治」に関わる現
象を「政治学」的に理解し説明できるように
なる。政治を多角的に考える力をつける。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

現代社会に終える様々な現象や課題を「政
治」的に捉えて考えることができる。

2 ．DP5.計画・立案力

レポートについて、課題の設定から提出ま
で、スケジュールをたてることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
1．対面式講義が実施出来る場合、①最終試験を軸に、②受講生が各自興味を持ったことについてのミニレポート、③毎回の講義コメントを加
味して評価します。WEB主体の講義に変更した場合は期末試験を最終レポートに変更します。2，原則として毎回出席ですが、WEB講義の場
合、期日を守った上での課題提出をもって出席と見なします。なお規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を「不可」としま
す。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

期末試験またはそれに代わる最終レ
ポート
40％
ミニレポート
25％
毎回の課題・コメント
35％

： 講義担当者が提示する課題についてレポートをまとめてもらう。授業内容を理解できているか、そ
の上で自分の見解がまとめられているかがポイントですが、政治学的なものの見方が出来るように
なっているかも重要です。
： 講義内容の中で興味関心を持ったテーマについて、ミニレポートをまとめてもらう。政治的な現
象を政治学的な概念を使って分析出来ているかが評価のポイントです。
： 授業のポイント、興味関心をもったところ、あるいは疑問点が適切にまとめられているかが評
価のポイントです。

使用教科書
指定する
著者

タイトル

出版社

出版年

宇野重規

・

民主主義とは何か

・ 講談社現代新書

・

2020 年

成蹊大学法学部

・

教養としての政治学入門

・ ちくま新書

・

2019 年

参考文献等
教科書については，出来れば2冊とも購入が望ましいが、どちらか1冊でもよい（毎回の講義に必要と言うより，講義の全体像把握、試験・レ
ポート対策に有益でしょう）。参考文献は適宜紹介しますが、さしあたり、1．高校時代の教科書（政治経済、現代社会）ないし『もういち
ど読む山川政治経済（新版）』（山川出版社）。2．『18歳から考える日本の政治』（法律文化社）辺りが有益です。

履修上の注意・備考・メッセージ
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（重要）
対面式講義で実施の予定ですが、COVID-19感染拡大によってはWEB講義が主となる可能性もあります。
WEB主体の場合、レジュメ・資料をWEB上にアップしますので定められた期日までに課題に取り組んでください。
課題提出をもって出席と見なします。
ただしWEBでアップする資料は音声つきでないのでわかりにくいかもしれません。
なおWEB主体になっても、講義担当者が講義内容の説明を行う「対面式講義」も数回程度実施する予定です
（いつ「対面式」を実施するかは事前にWEBで指示します）。
資料だけでは理解しにくい、対面での講義を歓迎する方は出席してください。
当然ですが、対面式講義中の私語は厳禁です。
本科目は、2単位の科目であるので、平均すると毎回4時間の授業外学習が求められます。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

講義開始前または終了後。メール

場所：

大学構内ないしメール

備考・注意事項： 金曜5限の講義ですが、講義担当者は午後3時半頃から控室に滞在しているので講義前も対応できます。WEB主体講義になっ
た場合はメール中心になりますが、その場合も講義内容を説明する回（対面式講義）も数回設定する予定です。よって対面講
義開始前・終了後に簡単な質問には対応できます。なお講義担当者のメールアドレスは1回目の対面式講義時に提示します。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

イントロダクション並びに「政治」とは？

授業の概要（目的、進め方、成績評価基準）を説明するととも
に、政治（学）とは何かについて学びます。余力があれば「デモ
クラシー」についても説明する予定です。
第2回

歴史的背景その1（近代国家の成立と市民革命）

民主主義体制成立の歴史について、前半は（古代ギリシアにも言
及しますが）近代国家の成立から市民革命、革命以降の政
治の有り様を紹介します。
第3回

歴史的背景その2

第2回に引き続き、民主主義体制成立の歴史について、後半は自
由主義との「違い」、20世紀における自由民主主義体制成
立（並びに挑戦者としてのファシズム）の過程を紹介します。
第4回

政治体制・制度

第2、3回の歴史的背景の説明をうけ、政治体制・制度を整理して
いきます。具体的には民主主義体制と非民主主義的体制、議院内
閣制と大統領制についておさえていきます。余力があれば、日
本における首相の有り様について学んできます。
第5回

選挙と政党（その1）

主権行使・政治参加の手段である選挙、国家・社会と個人をつな
ぐパイプ役といえる政党について学んでいきます。前半は（歴史
的）意義、選挙制度と政党システム（政党制）についておさえて
ていきます。
第6回

選挙と政党（その2）

第5回に引き続き、選挙と政党について学んでいきます。後
半は投票行動を押えた上で、日本の状況（小選挙区比例代表並立
制、一党優位）を学んでいきます。（第13回でも触れる予定です
が）投票率の問題も紹介します。
第7回

議会（国会・立法）

（日本においては主権を有する国民の代表者からなる）議会の権
能と歴史、日本の国会の特徴と課題について学んでいきます。余
力があれば、「二院制（の是非）」についても考えていきます。
第8回

行政・官僚制

議会（政治家）が決定した事柄・政策を実際に執行する行政や官
僚制について学んでいきます。その際、20世紀になって「立法か
ら行政へ」政治の主導権が移ってきたことに注目し、政治と行
政の関係（政官関係）も考えていきます。
第9回

利益集団・圧力団体
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事前：講義開始までにシラバスを読んで、
「政治」についてイメージするものを考えて
おく。 事後：授業内容を見直し、自分のコ
メントをまとめておく。

4時間

事前：講義開始までに「デモクラシーの語
源」「近代国家」「市民革命」について自
分なりに調べ、イメージをつかんでおく。
事後：授業内容を見直し、自分のコメン
トをまとめておく。

4時間

事前：講義開始までに「自由民主主義体制」
「議会制民主主義」「ファシズム」につい
て自分なりに調べ、イメージをつかんでお
く。事後：授業内容を見直し、自分のコメン
トをまとめておく。

4時間

事前：講義開始までに「権威主義と民主主
義」「大統領制」「議院内閣制」「共和
制」について言葉の意味を調べておき、イ
メージをつかんでおく。事後：授業内容を見
直し、自分のコメントをまとめておく。

4時間

事前：講義開始までに「政党」「選挙」「小
選挙区」「比例代表制」について、自分なり
に調べたり、イメージをつかんでおく。 事
後：授業内容を見直し、自分のコメントをま
とめておく。

4時間

事前：「小選挙区比例代表制並立型」「一党
優位」「投票率（低下）」について、自分な
りに調べ、イメージをつかんでおく。事
後：授業内容を見直し、自分のコメントをま
とめておく。

4時間

事前：講義開始までに「国会」「立法」「二
院制」について自分なりに調べ、イメージを
つかんでおく。 事後：授業内容を見
直し、自分のコメントをまとめておく。

4時間

事前：講義開始までに「官僚制」「政治と行
政」について自分なりに調べ、イメージをつ
かんでおく。 事後：授業内容を見直し、自
分のコメントをまとめておく。

4時間

事前：講義開始までに「利益集団（圧力団
体）」「鉄のトライアングル」「政治資
金」について自分なりに調べ、イメージをつ
かんでおく。「事後：授業内容を見直し、自
分のコメントをまとめておく。

4時間

1442
政治過程（政策形成過程）において自己の目標実現のため活動す
る集団である利益集団（圧力団体）について学んでいきます。具
体的には組織化、活動の必要性、集団の種類、活動内容と影
響（政治家、官僚との関係）をおさえます。
第10回

マスメディアと政治

マスメディアの（政治的）役割と現実政治との関係、政治の世
界において果たす役割について、歴史的な展開も注意しなが
ら、学びます。
第11回

地方政治

地方政治の意義、「中央ー地方」関係を押えた上で、日本の地方
政治の特徴（地方自治の本旨、二元代表制、直接請求権）と課
題について学んでいきます。
第12回

国際政治

国際政治の特徴を簡単に学んでいきます。具体的には、国際政
治との違い、平和維持の方法を中心に、歴史的展開も交えつ
つ、考えていきます。
第13回

政治参加

選挙における低い投票率に象徴されるように、日本人は政治へ
の関心が低いとされますが、これまでの授業も踏まえた上で、政
治参加の方法・有り様について考えていきます。
第14回

まとめ・日本政治の課題
これまでの13回の講義を受けて、日本政治の課題について改め
て考えていきます。同時に講義のまとめも行います。
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事前：講義開始までに「第4の権力」「強力効
果・限定効果」「議題設定」について自分な
りに調べ、イメージをつかんでおく。事
後：授業内容を見直し、自分のコメントをま
とめておく。

4時間

事前：講義開始までに「連邦制」「地方自
治の本旨」「二元代表制」について自分なり
に調べ、イメージをつかんでおく。 事
後：授業内容を見直し、自分のコメントをま
とめておく。

4時間

事前：講義開始までに「主権国家」「国際政
治（国内政治との違い）」について自分なり
に調べ、イメージをつかんでおく。 事
後：授業内容を見直し、自分のコメントをま
とめておく。

4時間

事前：講義開始までに「お任せ民主主義」
「政治的無関心」について自分なり
に調べ、イメージをつかんでおく。 事
後：授業内容を見直し、自分のコメントをま
とめておく。

4時間

事前：講義開始までにこれまでのレジュ
メをチェックしておく。 事後：最終レポー
トをまとめ、提出する。

4時間

1443

111

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

現代社会と政治
西直美
1～4年

開講時期

前期

単位数

2

オンデマンド授業

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
この講義は、おもに政治経済や政治学で扱われてきた内容を中心として、現代社会と政治について考えるための視点を学ぶことを目的としてい
ます。そもそも国家とは何なのか、国家を動かす仕組みである民主主義という体制はどのようなものなのか、後半ではジェンダーや宗教、国際
政治の捉え方についても学んでいく予定です。社会における政治の役割を、学問的な点もふまえて理解するだけでなく、さまざまなテー
マを通して自分の政治観についても知ることができるようになることを目指します。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

現代社会において政治が果たしている役
割を理解するための基礎的な知識を身に着け
る。

政治学的な観点もふまえて、現代社会におけ
る政治の役割について自らの言葉で語ること
ができるようになる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

現代社会における政治をめぐって、何が問
題なのかを発見する力を身に着ける。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
評価方法
１）講義毎にリアクションペーパーを提出していただく予定です。
２）リアクションペーパーの提出回数と内容に応じて成績の評価を行います。
３）リアクションペーパーの提出をもって出席とカウントします。大学で定められた回数以上のがなければ、放棄とみなし「不可」となりま
す。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

平常点

： 講義を受け、課題を提出したかどうか。
30％

小レポート（リアクションペーパー） ： 質問に答えているか、自分なりの意見が根拠をもって説明されているか。
70％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
砂原庸介、碑田健志、多湖淳、『政治学の第一歩（新版）』（2020）有斐閣ストゥディア

履修上の注意・備考・メッセージ
講義の進め方や内容については、受講者の人数や関心に応じて変更する可能性があります。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

月曜午前中

場所：

メール

備考・注意事項： この講義は、オンライン（オンデマンド型）講義です。
月曜日に講義資料や課題を提示する予定です。
メールの対応は、月曜日の午前中に行います。メールアドレスについては講義開始後にお知らせします。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
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第１回

政治とはなにか
講義の進め方、成績評価基準、スケジュールを確認するととも
に、政治（学）とは何かについて考えます。

第２回

国家とはなにか
私たちが暮らす世界における政治は、国家が前提となっていま
す。そもそも国家とは、どういった特徴をもつ存在なのか考えま
す。

第3回

民主主義は「よい」政治体制なのか
民主主義はよい政治体制だと思われていますが、どうしてなの
か考えたことがあるでしょうか。民主主義体制の特徴、そして民
主主義体制がもつ問題点についても考えます。

第４回

全体主義と権威主義

世界の半分以上は、じつは民主主義の国ではありません。民主主
義ではない政治体制には、どのような特徴があるのかについて全
体主義と権威主義という言葉を通して考えます。
第５回

選挙と投票
民主主義のもっとも大切な条件が、選挙があるかどうかとい
う点です。選挙にはさまざまな方法があり、民主主義体制の違い
を形作っています。この講義では、政治に参加することの意味つ
いても考えていきます。

第６回

政党が果たす役割

民主主義のもう一つの重要な点としては、政党が複数あって、そ
れぞれが競争できているかという点です。政党の果たす役割とは
どのようなものなのかについて学ぶことを通して、民主主義につ
いても考えていきます。
第７回

執政・立法・司法

大統領と首相の違いとは何か、議会はどのような仕組みで動いて
いるのか、裁判所が政治において果たす役割とはどのようなもの
か。こういった点を通して、国家権力について考えていきます。
第８回

官僚の役割
政策を作っているのは、政治家だけではありません。官僚とは
いったい誰で、政策を作るプロセスにどのように関わっているの
か、また民主的に選ばれた政治家と専門家である官僚とのあるべ
き関係とはどのようなものなのかという点についても考えます。

第９回

ジェンダー
SDGsやジェンダー平等という言葉をよく聞くようになりまし
た。日本では、女性の政治家の数は先進国のなかでも最下位で
す。政治参加における男女平等に向けた試みを通して、ジェン
ダー平等がどのように私たち全てが生きやすい社会をつくること
につながるのかを考えてみます。

第10回

宗教と政治
宗教は政治と切り離されるべきだと考えられています。しかし宗
教は政治に影響を与えていないといえるでしょうか。この講義で
は、宗教と政治の距離に関する問題、2000年代以降問題だとされ
てきたイスラームという宗教についても考えます。

第11回

連邦制と地方政府
一つの国に一つの政府がある訳ではありません。連邦制と呼ばれ
る制度を採用している国では、地方の政府が一つの国並みの権
限を持っています。この講義では、中央と地方という異なるレベ
ルの政府の役割を通して、国家とは何かについて改めて考えてい
きます。

第12回

国際政治の特徴
国内政治ではできて、国際政治ではできないこととは何でしょう
か。この講義では、国と国との間の関係から成り立つ国際政治が
もつ特徴について学びます。

第13回

安全保障
国どうしはそれぞれが平等で、国に危機が及んだ場合は、守る権
利があると考えられています。戦争はいったいどのよう
な時に生じてしまうのか、国家にとっての危機は戦争だけなの
か「安全保障」という言葉を通して考えます。
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事前：政治と聞いたときに自分がイメージす
るものについて考えておく。事後：講義を復
習し、与えられた課題に取り組む。

4時間

事前：国家という用語について新聞やイン
ターネットなどで調べる。事後：講義を復
習し、与えられた課題に取り組む。

4時間

事前：民主主義という用語について新聞やイ
ンターネットなどで調べる。事後：講義を復
習し、与えられた課題に取り組む。

4時間

事前：全体主義、権威主義という用語につい
て新聞やインターネットなどで調べる。事
後：講義を復習し、与えられた課
題に取り組む。

4時間

事前：選挙、投票という用語について新
聞やインターネットなどで調べる。事後：講
義を復習し、与えられた課題に取り組む。

4時間

事事前：日本にどのような政党があるのかに
ついて新聞やインターネットなどで調べ
る。事後：講義を復習し、与えられた課
題に取り組む。

4時間

事前：大統領制、議院内閣制、国会、最高裁
判所という用語について新聞やインターネッ
トなどで調べる。事後：講義を復習し、与え
られた課題に取り組む。

4時間

事前：官僚という用語について新聞やイン
ターネットなどで調べる。事後：講義を復
習し、与えられた課題に取り組む。

4時間

事前：ジェンダーという用語について新
聞やインターネットなどで調べる。事後：講
義を復習し、与えられた課題に取り組む。

4時間

事前：政教分離という用語について新聞やイ
ンターネットなどで調べる。事後：講義を復
習し、与えられた課題に取り組む。

4時間

事前：連邦制という用語について新聞やイン
ターネットなどで調べる。事後：講義を復
習し、与えられた課題に取り組む。

4時間

事前：主権国家という用語について新聞やイ
ンターネットなどで調べる。事後：講義を復
習し、与えられた課題に取り組む。

4時間

事前：安全保障という用語について新聞やイ
ンターネットなどで調べる。事後：講義を復
習し、与えられた課題に取り組む。

4時間

1443
第14回

グローバル化
私たちが生きる世界はグローバル化が進んだ世界だと言われてい
ます。グローバル化とはそもそも何なのか、私たちはどのよう
な時代を生きているのかという点について、経済的な相互依存関
係という点から考えていきます。
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事前：グローバル化という用語について新
聞やインターネットなどで調べる。事後：講
義を復習し、与えられた課題に取り組む。

4時間

1446

111

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

現代社会と経済／経済入門
藤森梓
1～4年

開講時期

前期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
この講義では、初学者を対象として経済学の基本的な概念を学んだ上で、私たちの日常生活や社会の諸問題について経済学という視点から考
察します。皆さんは経済学について、難解かつ抽象的な学問というイメージをお持ちかも知れません。しかし、経済学的思考を身に付けること
ができれば、世の中の諸現象について、非常に論理的なものの見方ができるようになります。この講義では、できるだけ平易かつ具体的に経済
学のエッセンスについて解説します。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

経済学の基本概念を習得する。経済に関す
るテクニカル・タームを正しく理解する。

世の中経済現象の本質を正しく理解し、自
分なりの見解を持つことができるようにな
る。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

自らの専門分野（経営学部、芸術学部、教育
学部、国際観光学部）に関連した問題を経済
学的視点から分析できるようになる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ評価を「不可」とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

期末試験
70％
小レポート
30％

： 世の中の経済の動きにについて基本的な知識を有し、かつ本質的な問題点をきちんと理解している
かどうかを評価します。
： 原則、毎回の授業で提出を求めます。授業内容を踏まえた上で、きちんと内容が記述されているか
を評価します。

使用教科書
指定する
著者
南波浩史・水ノ上智邦・藤森梓

タイトル
・

出版社

日本経済と公共部門のダイナミ
クス：データで読み解く現代社
会

・ 晃洋書房

出版年
・

2022 年

参考文献等
初回の授業でリーディングリストを配布します。また、講義内でも適宜紹介します。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められます。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をして下さい。
本講義では、現実社会の問題を取り上げるために、時事問題に関する知識は必須です。そのために、新聞購読、ニュースを見る習慣を身に付け
て下さい。
授業の資料等はGoogle Classroomで配布します。登録については初回の授業でガイダンスを行います。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
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時間：

水曜日3限

場所：

個人研究室（西館２階）

備考・注意事項： 授業に関する質問は、授業の前後、または研究室でのオフィスアワー（水曜日3限）にて受け付けます。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ガイダンス～経済学への導入～
講義に関するガイダンス、大学で経済学を学ぶ意味について考え
ます。

第2回

経済学の基礎（１）～経済学はどのような学問なのか～
経済学的なものの見方、考え方について学びます。

第3回

経済学の基礎（２）～ 経済活動と市場～
私たちの日常生活と市場の役割について学びます。

第4回

経済学の基礎（３）～市場原理と価格決定のしくみ～
市場原理について、特に価格調整メカニズムを中心に学びます。

第5回

経済学の基礎（４）～市場の失敗～
市場原理の限界について、市場の失敗という概念について学びま
す。

第6回

経済学の基礎（５）～経済活動と金融のしくみ～
金融のしくみ、各金融機関の役割について学びます。

第7回

日本経済の現状と課題（１）～日本経済のしくみ～
日本における経済・産業政策と産業発展について学びます。

第8回

日本経済の現状と課題（２）～失業について考える～
マクロ経済の観点から失業問題について考えます

第9回

日本経済の現状と課題（３）～日本経済と景気変動～
景気循環が発生する要因、および戦後の日本経済と景気循環につ
いて学びます。

第10回

日本経済の現状と課題（４）～日本経済と財政政策～
財政政策のしくみについて理解する。財政政策の効果につい
て学びます。

第11回

日本経済の現状と課題（５）～日本経済と金融政策～
金融政策のしくみについておよび中央銀行の役割について学びま
す。

第12回

日本経済の現状と課題（６）～日本の財政問題～
日本の財政状況および財政赤字の問題について学びます。

第13回

日本経済の現状と課題（７）～失われた20年と日本経済の再
興～
失われた20年の経済状況およびアベノミクスの概要と問題点につ
いて学びます。

第14回

まとめ
講義全体を振り返り、重要なポイントについて復習します。
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講義内で配布する、復習ノートに取り組む。
（社会科学における経済学の位置づけを理
解する）

4時間

講義内で配布する、復習ノートに取り組む。
（経済学の究極の目標とは何なのかを理解す
る）

4時間

講義内で配布する、復習ノートに取り組む。
（市場原理がなぜ合理的なシステムと言える
のか、その要因を考える）

4時間

講義内で配布する、復習ノートに取り組む。
（価格調整メカニズムについて理解する）

4時間

講義内で配布する、復習ノートに取り組む。
（市場原理がうまく機能しない要因につい
て考える）

4時間

講義内で配布する、復習ノートに取り組む。
（金融仲介機能及び中央銀行の役割につい
て考える）

4時間

講義内で配布する、復習ノートに取り組む。
（明治以降の日本の産業政策について、経済
学的な視点から分析する）

4時間

講義内で配布する、復習ノートに取り組む。
（なぜ失業が生じるのかを考える）

4時間

講義内で配布する、復習ノートに取り組む。
（景気変動の要因について考える）

4時間

講義内で配布する、復習ノートに取り組む。
（財政政策のしくみについて理解を深める）

4時間

講義内で配布する、復習ノートに取り組む。
（金融政策のしくみについて理解を深める）

4時間

講義内で配布する、復習ノートに取り組む。
（日本の財政状況を改善させる施策を考え
る）

4時間

講義内で配布する、復習ノートに取り組む。
（アベノミクスについて理解を深め、その成
果を検証する）

4時間

講義内で配布する、復習ノートに取り組む。
（講義全体を振り返る）

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

現代社会と経済／経済入門
本間哲也
1～4年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
大学初年次学生が身につけておくべき「経済」および「経済学」の知識，そして「経済学の考え方」を学ぶ。具体的には，高等学校で学ん
だ「現代社会」あるいは「政治・経済」「ビジネス経済」の内容を踏まえ，そこにさらに高度な科学的根拠を与えてゆく。
それにより，生活者・家庭人・職業人として直面する日常の諸事象や，日ごろマスメディアで見聞する時事問題や政策を科学的な思考で理
解・評価し，責任ある社会人・市民として意思決定できる素地を養う。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

経済活動が社会の基本的な営みであるこ
と，個々の生活者や企業，そして施政者の意
思決定の多くには経済的な背景があること
を認識する。

経済活動，経済社会，経済体制とはどのよう
な概念なのかを説明できる。

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

経営や市場に関わる諸現象を捉える際に有
効な，経済学的分析概念の知識を得る。

消費者行動・経営活動・企業行動・政府の政
策の基礎的な原理やメカニズムを経済学的概
念や用語を用いて説明できる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

経済学の考え方や接近方法を自らが関わる具
体的場面に援用し，適切な現状理解ができ
る。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

試験
40％
課題
40％
授業への貢献

： 学習内容の理解，
適切な説明ができる文章力。
※表面的な用語知識よりも概念やメカニズムの理解を重視する。
： 授業内容の理解，
諸事例に対する応用力。
※提出資料の体裁や読みやすさも評価の対象。
： 質問・発言などの「参加」状況。

20％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
・N.グレゴリー＝マンキュー『マンキュー入門経済学』（最新は「第3版」）東洋経済新報社，2019年（第3版）。
・中谷武・中村保（編著）『1からの経済学』碩学社，2010年。
・岩田規久男『経済学への招待』新世社，2007年。
・高校時代に学習した「現代社会」「政治・経済」「ビジネス経済」の教科書・資料集は（手元に残っているようなら）有益なはず。
・その他，必要に応じ授業中に示す。

履修上の注意・備考・メッセージ
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・本科目は２単位の科目であるため，平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。「授業外学修課題」に取り組むことに加え，そ
の回の授業の内容を丁寧に復習し，次回の授業に向けて予習をすること。
・履修開始前の特段の予備知識は不要。ただ，「参考文献等」欄でも触れたように，高校の「現代社会」「政治・経済」「ビジネス経済」の教
材（特に教科書と資料集）が残っていれば，参照できるよう手許に持っておくことを推奨する。
・授業中の発言・質問等の積極的な参加は高く評価する。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜３時限目

場所：

教員室（西館４階）
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第１回

授業ガイダンス・経済と経済学

本科目の目的・内容・授業の進め方・評価方法など
「経済」という語の意味・使われ方
「経済学」の特徴・歴史，政治との関わり
財・サービスの概念，希少性，機会費用，比較優位と分業な
ど，経済学独特の考え方
第２回

需要と供給(1)：消費者
消費と効用，需要曲線など

第３回

需要と供給(2)：企業
企業，利潤，供給曲線など

第４回

価格メカニズム
市場均衡，均衡の安定性と効率性など

第５回

市場と政府
市場の失敗，政府の役割など

第６回

環境と経済
「環境」と経済の関わり（川村客員教授による授業）：環
境に関わる「市場の失敗」，環境問題への取組みとＣＳＲなど

第７回

国民経済・ＧＤＰ
国民経済計算体系，ＧＤＰなど

第８回

経済成長・景気・物価
経済成長，景気変動，インフレとデフレなど

第９回

財政(1)：財政政策
政府による景気対策の基礎理論と歴史，他

第10回

財政(2)：税制度・財政収支
租税の原則，日本と世界の税体系，公債，財政収支の歴史と現
状など

第11回

貨幣と金融
貨幣の役割，金融と金融機関，信用創造，金利，中央銀行と金融
政策など

第12回

国際経済(1)：貿易・外国為替
貿易，国際収支，外国為替など

第13回

国際経済(2)：グローバル化と諸問題
地域的経済統合，経済のグローバル化，南北問題など

第14回

まとめ
授業の振り返りとまとめ，試験情報
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シラバスを読み直し，内容を確認する。復習
用教材等を用いて授業内容を確認し，「経
済」という語の意味や，経済学独特の基礎的
諸概念を次回授業時に説明できるようにして
おく。

4時間

復習用教材等を用い，授業内容（消費行
動と効用など）を次回授業時に説明できるよ
うにしておく。

4時間

復習用教材等を用い，授業内容（企業や利
潤の概念など）を次回授業時に説明できるよ
うにしておく。

4時間

復習用教材等を用い，授業内容（需給調
整のメカニズムなど）を次回授業時に説明で
きるようにしておく。

4時間

復習用教材等を用い，授業内容（「市場の失
敗」の例など）を次回授業時に説明できるよ
うにしておく。

4時間

復習用教材等を用いて授業内容の理解を確
実にし，次回授業時に環境と経済の関わり
を説明できるようにしておく。

4時間

復習用教材等を用い，授業内容（ＧＤＰの意
味と指標としての限界など）を次回授業
時に説明できるようにしておく。

4時間

復習用教材等を用い，授業内容（経済成
長，景気，物価などの意味）を次回授業
時に説明できるようにしておく。

4時間

復習用教材等を用い，授業内容（裁量的財政
政策の理論と実例など）を次回授業時に説
明できるようにしておく。

4時間

復習用教材等を用い，授業内容（各種税制
度の特徴，日本の財政健全性など）を次回授
業時に説明できるようにしておく。

4時間

復習用教材等を用い，授業内容（金融の特
徴，金融政策の理論と現状など）を次回授業
時に説明できるようにしておく。

4時間

復習用教材等を用い，授業内容（貿易の利点
欠点，外国為替レートの決定要因など）を次
回授業時に説明できるようにしておく。

4時間

復習用教材等を用い，授業内容（グローバ
ル化進展の利点と問題点など）を次回授業
時に説明できるようにしておく。

4時間

定期試験準備：全14回の授業内容を総復習

4時間
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現代社会と法

授業科目名

椚座三千子

担当教員名

1～4年

学年・コース等

開講時期

前期／後期

単位数

2

オンデマンド授業

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

該当する
法律事務所に所属し，弁護士として民事・家事事件を中心に取り扱っている

実務経験の概要

授業概要
現代社会におけるさまざまな「法」にまつわる現象や事例をトピックとして、社会人になるための法的なものの見方、考え方を身につけること
を目指す。具体的には、社会におけるさまざまな法律・ルールについて、1回につき1つのテーマを取り上げて通常の講義形式で紹介してい
く。テーマの順番と内容は、変更されることがある。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

現代社会の中で「法律」「ルール」が果たし
ている機能、しくみを理解するための基礎
的な知識と教養を修得し、社会に参加する主
体としての判断力をもつ。

現代社会における「法律・ルール」にかかわ
る現象を、「法学的に」理解して説明が出
来るようになることを目指す。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

現代社会におけるさまざまな現象や課
題を「法的に」とらえて考えることができる
ようになる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
講義が行われる「教室」も「現代社会」の１つであるので、講義自体も実践の１つであると講義担当者はとらえている。このため、講義形
式ながら一定程度の双方向性のある授業を目指すので、受講生には「大学生らしい」授業態度を求める。それに反すると判断をした場合に
は、授業出席の回数にかかわらず、成績評価を「不可」とすることがある。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

ミニッツペーパーの内容による

： 各回のテーマについて、理論的に考察し、自身の考えを整理し、表現できているかを評価する。
100％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
吉永一行・編『法学部入門〔第2版〕：はじめて法律を学ぶ人のための道案内』2017年、法律文化社

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
また、定期試験の前にはそれまでの学修内容を確認するとともに、最終回までに（できるだけ早いうちの方が良い）質問をすることで分からな
いところをなくすように努めること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業の後

場所：

グーグル・クラスルームによる
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

社会と紛争と法
社会とは何か、その社会における紛争と法の関係について説明し
ます。

「社会」「紛争」「法」の定義を検討。

4時間

第2回

犯罪をめぐる近年の日本社会の動向

日本社会がなぜ安全だと言われるのかを検
討。

4時間
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日本社会の安全神話をゆるがした事件の社会への具体的な影
響を説明します。
第3回

死刑判決と永山基準
永山事件を通じて死刑判決の基準を考えます。

最近の死刑判決を調べる

4時間

第4回

犯罪被害者問題
犯罪の被害者側の問題を説明します。

犯罪被害者の手続参加について調べる

4時間

第5回

少年法改正
少年による具体的事件を通じて、少年法改正に至る経緯を説明し
ます。

少年法改正の議論について調べる

4時間

第6回

冤罪事件
具体的な冤罪事件を通じて、冤罪事件を生む構造を説明します。

冤罪事件に関する最近の動向を調べる

4時間

第7回

痴漢冤罪事件判決
実際の痴漢冤罪事件判決を踏まえて、痴漢冤罪事件特有の問
題を検討します。

刑事事件における証拠収集について調べる

4時間

第8回

〈男と女〉をめぐる近年の日本社会の動向
男女平等をめぐる日本社会の動向を説明します。

日常生活における男女の差を検討する

4時間

第9回

職場における男女平等
職場における男女の立場を整理します。

社会における男女の差を検討する

4時間

第10回

新しい家族観と伝統的な結婚観のゆらぎ
夫婦別姓問題を通じて家族観、結婚観の移り変わりを説明しま
す。

家族の在り方について調べる

4時間

第11回

同性婚
同性婚をめぐる国際情勢、国内の動向を整理します。

同性婚を扱った最近のニュースを調べる

4時間

第12回

〈性と生〉をめぐる近年の動向
バイオテクノロジー等と自己決定について説明します。また、代
理母をめぐる倫理を説明します。

自己決定権とは何かを調べる

4時間

第13回

代理母事件

代理出産によって生じるであろう問題を検
討する

4時間

裁判員裁判の歴史を調べる

4時間

代理出産によって生じた具体的な事件を通じ、代理母出産の法的
問題を検討します。
第14回

裁判員裁判
裁判員裁判について説明し、国民の法への参加について検討しま
す。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

日本史概説
松本望
1～4年

開講時期

後期

単位数

2

オンデマンド授業

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

近世大坂における教育や出版について研究している。また地域史料を収集・調査し、史料集や雑誌を刊行す
る機関に勤務している。

授業概要
本授業では、古代から近現代に至る日本史を網羅するが、学生に歴史を身近に感じてもらうため、大学の所在地である大阪をフィールドの中
心として取り上げる。各時代において大阪は、為政者から重要な地域と位置付けられ、政治・経済・文化の拠点となった。各回の授業では、大
阪に残されてきた史跡・文化財を取り上げ、それがこれまで学習してきた日本史における出来事とどう関わるのかを講義する。毎回内容を示し
た資料を配付し、具体例を紹介するが、概説的な内容となる場合が多いため、復習等の参考として適宜文献や関連作品を紹介する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

日本史・日本文化に関する知識

日本史・日本文化に関する基本的な知
識を正しく理解できる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

日本史・日本文化に関する知識の利用

授業を通じて得た日本史・日本文化に関す
る知識を自分の専門分野に取り入れることが
できる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

日本史・日本文化に対して広く関
心を持ち、文献を読んだり、史跡や博物館
等の施設を見学したりすることによって、大
阪の歴史・文化に対する独自の観点を育むこ
とができる。

2 ．DP8.意思疎通

日本史・日本文化に関する知識を自分の言
葉で説明できる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・見学、フィールドワーク
授業中、視聴覚教材を鑑賞したり、江戸時代の和本や引札を実際に読む機会を設けます。その際400字程度の感想を求めるので主体
的に取り組むこと。また各回の授業内容に関連した史跡や博物館等を紹介するので、自身が興味・関心を持った場所に積極的に見学に行く
こと。

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします
希望者は、各回の授業の中で興味を持ったテーマについて、400字程度で論述し、提出すること。①内容が適切にまとめられている
か、②学生固有の見解が述べられているか、などの観点から添削し、返却します。

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

学期末レポート
35％
中間レポート（1）
25％
中間レポート（2）
30％
授業内小レポート
10％

： 授業の内容に即した課題について、800～1200字程度の小論文を求める。内容描写に加えて、独
自の観点が加わった論述を積極的に評価する。
： 授業で取り上げた視聴覚教材に関して、400字程度の感想文を求める。内容描写に加えて、独
自の観点が加わった論述を積極的に評価する。
： 授業に関連する歴史小説に関して、800字程度の感想文を求める。内容描写に加えて、独自の観
点が加わった論述を積極的に評価する。
： 授業の内容に即したアンケートを求める。自身の生活や経験による素直な記述を積極的に評価す
る。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
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・大阪市史編纂所編『大阪市の歴史』創元社

1999年。その他の参考文献は授業中に随時紹介する。

履修上の注意・備考・メッセージ
・本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授
業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
・現代社会と歴史の関わりを様々な形で言及するため、各種のメディアを通じて、時事問題を常に追いかけていることが望ましい。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

月曜日2限

場所：

GoogleClassroom
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

日本史や日本文化を学ぶということ

日本史や日本文化を学び、現代の生活にどのように生かすか
を考える。
第2回

飛鳥時代の宗教と政治

古代の大阪を代表する史跡である四天王寺と、建立した厩戸
王（聖徳太子）について、学習する。
第3回

飛鳥~奈良時代の遷都

古代大阪に遷都された難波宮について、特徴と遷都に至る経
緯を学習する。
第4回

平安～鎌倉時代

皇族・貴族の四天王寺や住吉への寺社参詣や源平合戦と大阪につ
いて、学習する。
第5回

南北朝～室町時代

南北朝期に活躍した楠木正成について学習する。また室町幕
府の成立と大阪についても言及する。
第6回

江戸時代の政治

豊臣秀吉が築城した大坂城は大坂夏の陣により落城する。その後
江戸幕府が行った再築工事について学習する。また、江戸幕府に
とって大坂城がどのような役割を果たしたのかについて学習す
る。
第7回

江戸時代の学問と出版文化

江戸時代の大坂における教育活動と出版文化について学習す
る。江戸時代の書物（和本）やちらし（引札）を考察する。
第8回

幕末期における内憂外患

幕末期、異国船の来航により、様相が一変した天保山につい
て、学習する。
第9回

明治維新期の政治と経済

明治政府による政策と大阪に与えた影響について学習す
る。特に大久保利通と五代友厚の動向を中心に学習する。
第10回

日清・日露戦争
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配付資料と講義で得た知識をもとに、ノー
トを作成する。またテーマに関わる文
献を読んだり、史跡・文化財に触れたりする
ことにより、知識を深めること。理解のため
のキーワード：高校日本史の教科書に見え
る大阪

4時間

配付資料と講義で得た知識をもとに、ノー
トを作成する。またテーマに関わる文
献を読んだり、史跡・文化財に触れたりする
ことにより、知識を深めること。理解のため
のキーワード：厩戸王（聖徳太子）の事
績、仏教の受容をめぐる対立

4時間

配付資料と講義で得た知識をもとに、ノー
トを作成する。またテーマに関わる文
献を読んだり、史跡・文化財に触れたりする
ことにより、知識を深めること。理解のため
のキーワード：大化の改新、聖武天皇

4時間

配付資料と講義で得た知識をもとに、ノー
トを作成する。またテーマに関わる文
献を読んだり、史跡・文化財に触れたりする
ことにより、知識を深めること。理解のため
のキーワード：西行、江口君、渡辺党

4時間

配付資料と講義で得た知識をもとに、ノー
トを作成する。またテーマに関わる文
献を読んだり、史跡・文化財に触れたりする
ことにより、知識を深めること。理解のため
のキーワード：承久の乱、楠木正成、室町幕
府

4時間

配付資料と講義で得た知識をもとに、ノー
トを作成する。またテーマに関わる文
献を読んだり、史跡・文化財に触れたりする
ことにより、知識を深めること。理解のため
のキーワード：豊臣期の大坂城、徳川期の大
坂城、幕藩体制、幕府直轄領、大坂城代

4時間

配付資料と講義で得た知識をもとに、ノー
トを作成する。またテーマに関わる文
献を読んだり、史跡・文化財に触れたりする
ことにより、知識を深めること。理解のため
のキーワード：懐徳堂、泊園書院、適塾

4時間

配付資料と講義で得た知識をもとに、ノー
トを作成する。またテーマに関わる文
献を読んだり、史跡・文化財に触れたりする
ことにより、知識を深めること。理解のため
のキーワード：ロシア船ディアナ号、プ
チャーチン

4時間

配付資料と講義で得た知識をもとに、ノー
トを作成する。またテーマに関わる文
献を読んだり、史跡・文化財に触れたりする
ことにより、知識を深めること。理解のため
のキーワード：大久保利通、五代友厚、大阪
商法会議所、大阪会議

4時間

配付資料と講義で得た知識をもとに、ノー
トを作成する。またテーマに関わる文
献を読んだり、史跡・文化財に触れたりする
ことにより、知識を深めること。理解のため
のキーワード：治外法権、関税自主権、与謝
野晶子

4時間

1456
日本が初めて経験した近代戦争である日清・日露戦争と、不平等
条約の改正について学習する。また日露戦争への反戦詩を発表し
た与謝野晶子についても言及する。
第11回

明治政府による殖産興業政策

大阪で開催され、最後にして最大と称された第五回内国勧業博覧
会と、閉幕後建設された通天閣について、学習する。
第12回

大正～昭和初期の都市整備と洋風建築

第七代大阪市長・関一が進めた都市整備と、大阪が「大大
阪」と称された時期に建設された、洋風建築について、学習す
る。
第13回

太平洋戦争

太平洋戦争では、東京や大阪、名古屋など200を超える都市が空
襲で焼き尽くされた。このうち大阪で8度にも及んだ「大阪大空
襲」について学習する。
第14回

高度経済成長期の日本

日本万国博覧会（大阪万博）について学習し、大阪府が目指して
いる2025年国際博覧会（万博）誘致について考える。

235

配付資料と講義で得た知識をもとに、ノー
トを作成する。またテーマに関わる文
献を読んだり、史跡・文化財に触れたりする
ことにより、知識を深めること。理解のため
のキーワード：内国勧業博覧会、新世界ルナ
パーク、通天閣

4時間

配付資料と講義で得た知識をもとに、ノー
トを作成する。またテーマに関わる文
献を読んだり、史跡・文化財に触れたりする
ことにより、知識を深めること。理解のため
のキーワード：第二次市域拡張、御堂筋、地
下鉄、大阪市中央公会堂、大阪府立中之島図
書館

4時間

配付資料と講義で得た知識をもとに、ノー
トを作成する。またテーマに関わる文
献を読んだり、史跡・文化財に触れたりする
ことにより、知識を深めること。理解のため
のキーワード：第1回大阪大空襲、救難列車

4時間

配付資料と講義で得た知識をもとに、ノー
トを作成する。またテーマに関わる文
献を読んだり、史跡・文化財に触れたりする
ことにより、知識を深めること。理解のため
のキーワード：日本万国博覧会（大阪万
博）、国際花と緑の博覧会（花博）、2025年
万博誘致

4時間

1461

111

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

外国史概説
東出加奈子
1～4年

開講時期

前期／後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
本講義では、外国史ならびに国際関係について、幅広い教養を身に着けます。諸外国の歴史は、地理的境界線や民族、言語、宗教などから独
自の文化が形成され、相互の関わりによって展開されてきました。ヨーロッパの歴史を中心にアジアとの関係をふまえつつ、政治、文化、社
会を取り上げながら、古代から現代に至るまでを学びます。歴史的知識を覚えるだけではなく、諸外国との関係に視野を広げながら論じること
ができるように修得します。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

世界史ならびに国際関係の全般的な知識

今日の国や社会がどのような経緯を経て成
立したのか概略を理解する

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

授業内容を踏まえ、今日の世界情勢を把握す
るための分析力、ならびに比較史的な視
野を会得できる。

2 ．DP8.意思疎通

世界の歴史を学んだ知識について、自分の言
葉で伝えることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不合格とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

定期試験

： 授業内容の正確な把握、ならびに自らの考えを正確かつ簡潔に表現する能力。
60％

小テスト

： 授業内容とその重要な点の正確な把握。
20％

授業内レポート

： 授業に取り組む姿勢、ならびに内容の理解。
20％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
『詳説世界史研究』木村靖二・岸本美緒・小松久男編、山川出版社、2017年。
そのほか関連文献については随時紹介します。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められます。「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授
業の内容を丁寧に復習してください。また授業中の私語は慎んでください。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

前期：水曜2限

場所：

研究室（西館２階）

後期：水曜3限

備考・注意事項： Classroom のGmailでいつでも連絡してください。
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授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

外国史をどのように学ぶのか
授業の概要と目的について説明します。なんのために歴史を学ぶ
のか考えます。
外国史における時代区分を理解します。

世界地図で海外諸国の地理を確認し、世界
史の概要を調べてください

4時間

第2回

古代文明（１）オリエントと地中海
古代文明の起源と史的背景について学びます。メソポタミア文
明とエジプト文明の成立とその特徴を理解します。地中海世
界の形成と独自の文明を築いた課程を理解します。

古代オリエント文明について調べてください

4時間

第3回

古代文明（２）アジア

文明の出現から古代文明について調べてくだ
さい

4時間

アジアで生まれた古代文明の背景を学びます。都市文明の成
立とアジア諸地域の特色を捉えます。古代文明の盛衰とそ
の後の影響について理解します。
第4回

イスラーム世界の形成
イスラーム教の誕生からイスラーム文明が発展した過程を捉えま
す。宗教信仰にとどまることなく公的な領域や政治にも及び、人
文主義や啓蒙思想が成立していったことを理解します。

宗教と歴史の関係について調べてください

4時間

第5回

ヨーロッパ世界の形成と発展、大航海時代

中世ヨーロッパの形成と大航海時代におけ
る東インド会社について調べてください

4時間

5世紀から16世紀にかけてユーラシアの各地に成立した世界を理
解します。西ヨーロッパと東ヨーロッパの成立について知
識を深め、世界の交易ネットワークの規模が拡大していった大航
海時代について学びます。
第6回

フランス・イギリスの植民地時代
重商主義期のヨーロッパ各地が発展するなか海外貿易が進み、海
外植民地が必要となったことを理解します。世界各地への進出の
なかで植民地をめぐる具体的な動きを把握します。

ヨーロッパの植民地について調べてください

4時間

第7回

ヨーロッパ近世から近代化へ
近世ヨーロッパにおける啓蒙思想が政治や社会、そして経済政
策にも影響を与えることになった背景を理解します。自然界の研
究が進むとともに市民文化が成長した社会を把握します。

重商主義と啓蒙専制主義を調べてください

4時間

第8回

産業革命

産業革命の経緯と成果について調べてくださ
い

4時間

アメリカ合衆国の成立と発展について調べて
ください

4時間

フランス革命がもたらした近代社会につい
て調べてください

4時間

「国民国家」が生まれる背景とそれが残し
た影響を調べてください

4時間

ヨーロッパ諸国がアジア進出を展開した時
代について調べてください

4時間

世界大戦と大戦後んぼ世界について調べてく
ださい

4時間

現代における世界情勢と課題について調べて
ください

4時間

イギリスに始まった産業革命の概要を把握します。巨大な製品市
場が出現し、技術革新によって資本主義とよばれる生産システ
ムが誕生した背景を理解し、現代への影響を考えます。
第9回

アメリカ合衆国の成立と拡大
植民地からの分離独立を経て、連邦共和国が創出された過程につ
いて知識を深めます。南北戦争に至った経緯とその後のアメリ
カの政治・経済について理解します。

第10回

フランス革命とナポレオン
絶対王政によるアンシャン・レジームの封建的特権に対して不
満が勃発し、社会全体が混乱するなかで革命が起こった過程を把
握します。近代市民社会が誕生した経緯を理解します。

第11回

ナショナリズムの発展
欧米における近代国民国家の発展の動向を理把握します。ウィー
ン体制に対して自由主義の高まりの展開を理解し、ヨーロッ
パの再編と統一国家の広がりを学びます。

第12回

ヨーロッパとアジアの変革
ヨーロッパ諸国が経済的にも政治的にも発展し対外進出を進める
なか、アジア諸国の変容の過程を理解します。アジアの帝国主
義をめぐる列強体制と民族運動が台頭する社会を把握します。

第13回

二つの世界大戦
第一次世界大戦から第二次世界大戦までの世界的な社会情勢と課
程を理解します。
両大戦が世界に与えた影響について外国史の視点から考えます。

第14回

グローバリゼーション

まとめ

冷戦時代を経て現代の国際社会について知識を深めます。
外国史を振り返り、現代における地域紛争の激化や、内外格
差を背景とした地域・宗教戦争や国際テロ活動の多発など、世
界の現状と課題について考えます。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

ＡＩ入門
加藤隆文
1年～4年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

AIによって急速に変容してゆく社会（いわゆるSociety 5.0）において、都市計画、新ビジネス開拓、法制
度や倫理的問題への配慮など、多彩な分野での実務経験がある特別講師を招聘する。

授業概要
Society 5.0という言葉を聞いたことはありますか。あなたは、自分の個人情報がどのように活用されているのか、理解していますか。私たち
の生活の様々な局面でAI（人工知能）が活用されるようになっており、ビッグデータとAIを活用した新興のデータビジネスにより、社
会の姿は劇的に変わりつつあります。本講義では、こうした社会において実務面・思想面の両面で活躍する外部講師を招き、それぞれの専
門や手掛けるビジネスについてお話しいただきます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

AI導入や新しいデータビジネスによって急
速に変化する社会を生き抜く教養を身につけ
る。

社会で活躍する様々な産業人や研究者から直
接話を聞いたり、質疑応答をしたりすること
を通じて、AI時代の社会についての知識と想
像力、思考力を身につける。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

AI導入や新しいデータビジネスによって社
会がどう変化するのかを具体的に理解し、先
進的なアイデアを自ら構想できるようにな
る。

AI時代の最先端の都市計画やビジネスについ
て、その専門当事者の講義を聴き、時には議
論をすることを通して、自らがそうした新し
い社会の最前線で活躍できる将来像を具体
的に思い描けるようになる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

今後の社会の変化に柔軟に対応し、自ら率
先して、AIを利用したりデータを扱ったりす
る際の倫理的課題等を見抜けるようになる。

2 ．DP5.計画・立案力

ビッグデータとAIが組み合わさることで生じ
る幅広い新ビジネスを自ら構想・開拓でき
る柔軟な想像力を身につける。

学外連携学修
有り

(連携先：AI利用やデータビジネス関連の分野で活躍する様々な産業人・研究者)

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・その他(以下に概要を記述)
小シンポジウムを開催する際には、ゲスト講師と学生との間で議論をする時間を設ける。

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業内質疑応答
10％
授業振り返り（フィードバック課題）
60％
課題試験（総括レポート）
30％

： ゲスト講師との積極的なコミュニケーションを期待します。社会の最先端で活躍する産業人や研究
者との貴重なコミュニケーションの機会をどれだけ有意義なものにできるかを見ます。
： 講義ごとに、各自が内容を振り返り、気付いたことや考えたことなどを報告してもらいます。理
解の深さ、自分の考えが述べられているかを見ます。
： 授業全体に関して個々に振り返りをおこない、自分が何を感じ、考えたのかを述べるレポートを作
成する。未来の社会において自分ならばどのように活躍できるのかを具体的に構想できているレ
ポートは高く評価する。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
授業中に適宜指示する。

履修上の注意・備考・メッセージ
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本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回約5時間の授業外学修が求められる。
各講義で学習したことについて、独自に復習や調査をおこない、さらに理解を深めることを期待する。
※特別講師のご都合や、受講学生に合わせた授業設計改善の観点から、それぞれの講義・小シンポジウムの予定が変更される場合がある。予定
変更が生じた場合は、適宜連絡する。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

月曜2限

場所：

南館情報デザイン研究室

備考・注意事項： 相談や質問の内容を、事前に下記メールアドレスに連絡することが望ましい。
kato-t@g.osaka-seikei.ac.jp
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

AIは社会をどう変えるのか
私たちの身近なところで、AI（Artificial Intelligence: 人工
知能）の活用が急速に進んでいる。しかしそもそも、AIとは何を
するもので、私たちの生活をどう変えるのか。「何となく凄そ
う」という漠然としたイメージだけが先行してはいないか。まず
は広い視野で、実際に社会のどのような場面でAIが実装されてい
るのかを考察する。

講義内容を復習し、必要に応じて関係分
野や社会情報をさらに探究する。

5時間

講義内容を復習し、必要に応じて関係分
野や社会情報をさらに探究する。

5時間

講義内容を復習し、必要に応じて関係分
野や社会情報をさらに探究する。

5時間

ディスカッション内容を反芻し、ゲスト講
師の携わる事業に将来の自分が関わることに
なったらどう貢献できるか等を具体的に構
想する。

5時間

講義内容を復習し、必要に応じて関係分
野や社会情報をさらに探究する。

5時間

講義内容を復習し、必要に応じて関係分
野や社会情報をさらに探究する。

5時間

講義内容を復習し、必要に応じて関係分
野や社会情報をさらに探究する。

5時間

講義内容を復習し、必要に応じて関係分
野や社会情報をさらに探究する。

5時間

ディスカッション内容を反芻し、ゲスト講
師の携わる事業に将来の自分が関わることに
なったらどう貢献できるか等を具体的に構
想する。

5時間

※初回に、本授業の全体的な設計や評価方法などについても説
明する。
第2回

ELSIとは
【特別講師を招聘予定】
Society 5.0において必要とされる知恵とはなにか。AIやデータ
サイエンスを適切に活用してゆくには、科学的知識や工学的関
心だけでなく、人文知も不可欠である。こうした考えに基づ
き、最先端テクノロジーと主体的に（人間中心の態度を維持し
て）付き合うための人文知を身につけるべく、ELSI（Ethical,
Legal and Social Issues）と呼ばれる問題系の概要を学ぶ。

第3回

小シンポジウム１：「スマート」な社会（予定）
【特別講師を2名招聘予定（産業界から1名、研究者を1名）】
第3回と第4回は連続で授業をおこなう。
1) 産業界からお呼びするゲスト講師より、経歴、今までの活
動、AI時代の社会についての今後のヴィジョンと自分自身の戦
略などをお話しいただく。
2) ゲスト講師のお話をふまえ、研究者の特別講師から、とりわ
けELSIの観点で留意すべき事柄についてご指摘いただく。

第4回

小シンポジウム１：ディスカッション

休憩をはさんだのちに、特別講師2名と学生たちのあいだで質疑
応答をおこなう。さらに、本学教員がファシリテーターとな
り、特別講師と学生たちのあいだで議論をする機会を提供する。
第5回

ELSIの歴史（予定）
【特別講師を招聘予定】
第2回にその概要を学んだELSIは、科学技術と社会の関わり
を考える上で必須の問題系を示している。こうした問題系につい
て、どういった歴史的経緯があって成立・発展してきたのか
を、専門の科学哲学研究者が講じる。

第6回

科学者コミュニケーションと社会（予定）
【特別講師を招聘予定】
科学技術は、閉じられた科学者・工学者・技術者のコミュニ
ティ内だけで発展するものではない。新しい技術が社会の中でど
う受け入れられ、どのような利用方法が発展してゆくのかを構
想する、科学者コミュニケーションの視点が極めて重要であ
る。科学者コミュニケーションにまつわる議論や実
践を、様々な具体例を踏まえつつ概観する。

第7回

AIを用いた医療（予定）
【特別講師を招聘予定】
医療へのAI活用という点では、既に、AIに大量の論文を読ませる
ことによって、人間には識別不可能な微妙な画像から繊細な変
化を検知させ、高い精度で疾病を特定することに成功してい
る。日本でも同様の研究開発は進められており、患者に対してよ
り高精度な医療を提供できるだけでなく、医師の負担を軽減する
ことにもつながる。しかし、その一方で、誤診が生じた際の責
任の所在が不明確になること、またAIと医師の診断が分かれた場
合の判断が分かれるなど、新たな問題も生じている。こうした現
状について再考する講義をおこなう。

第8回

小シンポジウム２：AIとヘルスケア（予定）
【特別講師を2名招聘予定（産業界から1名、研究者を1名）】
第8回と第9回は連続で授業をおこなう。
1) 産業界からお呼びするゲスト講師より、経歴、今までの活
動、AI時代の社会についての今後のヴィジョンと自分自身の戦
略などをお話しいただく。
2) ゲスト講師のお話をふまえ、研究者の特別講師から、とりわ
けELSIの観点で留意すべき事柄についてご指摘いただく。

第9回

小シンポジウム１：ディスカッション
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休憩をはさんだのちに、特別講師2名と学生たちのあいだで質疑
応答をおこなう。さらに、本学教員がファシリテーターとな
り、特別講師と学生たちのあいだで議論をする機会を提供する。
第10回

スマート社会の光と影（予定）
【特別講師を招聘予定】
「スマートな社会」には明るい面だけではなく、危険もつい
て回る。学生にとって身近なのは個人情報の管理の問題であ
る。プライバシーポリシーの制定をめぐる倫理的諸問題につい
て、専門の哲学研究者が講じる。

第11回

AIによって変わる働き方（予定）
【特別講師を招聘予定】
AIないしアルゴリズムを導入してゆくことによって、私たち
の働き方は大きく変化する。数十年単位の経済文化の変化をベー
スに、AIやアルゴリズムの導入によって到来することが予想され
る非正規労働／フレキシブル労働について、Uber等を例に講義す
る。

第12回

AIが変える音楽ビジネス（予定）
【特別講師を招聘予定】
AIによる作曲と、それを活用したビジネスモデルについて論じ
る。レコード会社やアーティストは、すでにAIを導入した作
曲を行っており、AI作曲は一般の耳には聞き分けのつかない水
準になっている。さらに、ストリートやショッピングモールにお
いてAIがBGMを作曲するなど、単に音楽業界にとどまることな
く、その利用可能性を広げている。講義では、実際の事
例を多く紹介し、AIが音楽ビジネスをいかに変えるのか、概観す
る。

第13回

AIは音楽環境をどう変えるのか（予定）
【特別講師を招聘予定】
AIを活用した音楽ビジネスが、我々の日常生活に与える影響につ
いて論じる。特に、聴取、音楽制作、著作権という主題に焦
点を当てて解説する。AI音楽は、「Aメロ－Bメロ－サビ」や「ソ
ナタ形式」のような、大規模形式をもつ作曲には現段階では適さ
ず、小規模のメロディーやコード進行の作成に適している、とし
ばしばいわれる。他方で、デジタル時代にあって、曲の全
体を聞くよりも、一部のみをストリーミングして聞くという聴
取の変化が生じてきた。AI音楽は、このような我々の聴取と合
致し、さらにその傾向を強めていくと予想される。また、AIの登
場による作曲の日常化、およびそれによって生じる著作権問題に
ついても、具体的事例を紹介しながら説明してゆく。

第14回

AIとSociety5.0：授業総括
これまでの授業内容全体を振り返り、来るべきSociety5.0をいか
に生き抜くのか、学生それぞれが主体的に展望する。
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講義内容を復習し、必要に応じて関係分
野や社会情報をさらに探究する。

5時間

講義内容を復習し、必要に応じて関係分
野や社会情報をさらに探究する。

5時間

講義内容を復習し、必要に応じて関係分
野や社会情報をさらに探究する。

5時間

講義内容を復習し、必要に応じて関係分
野や社会情報をさらに探究する。

5時間

講義全体を復習し、最終レポート課題執
筆に備える。

5時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

生命と科学
伴みずほ
1～4年

開講時期

前期／後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
DNAが発見されてきてから半世紀がたち、生命科学はさまざまなことを明らかにしてきました。また、生命科学の応用技術は、社会から大きな期
待が寄せられていますが、遺伝子による差別や遺伝子操作の危険性など、新たに生まれる問題も指摘されています。この授業では、教科
書に沿って各テーマ毎に、生命科学が明らかにしてきたこと、まだわからないこと、そして応用技術など、生命科学が生み出す倫理の問題と
も関連させながら学びます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

幅広い教養・品格

生命科学の技術について必要な情報を、収
集・整理し、テーマに合わせ簡潔に説明する
ことができる。

汎用的な力
1 ．DP10.忠恕の心

生命倫理についてのさまざまな問題点から自
分や家族に置き換え考えることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。
規定回数以上の出席が無ければ放棄とみなす。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

課題レポート
40％
授業内小テスト

： 内容の妥当性と論理的構成について生命倫理に関する課題を理解し適切にまとめられているか、課
題や問題点を自分に置き換え考えることができているか、指示された文字数を満たしているか
の点から3段階で評価します。
： 授業で学んだキーワード等の理解度を評価します。（サイマスを使用）

10％
期末テスト

： 生命がどのように維持されているか、しくみの理解度を評価します。
50％

使用教科書
指定する
著者
鈴木孝仁

タイトル
監修

・

フォトサイエンス

出版社
生物図録

・ 数研出版

出版年
・

2018 年

参考文献等
【参考資料】
必要に応じて授業内で紹介します。
【参考図書】
畑山智充、小田達編著、はじめて学ぶ生命科学の基礎、化学同人

履修上の注意・備考・メッセージ
・本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
・レポートは教科書をよく読み内容を引用し、授業中に提示した事例について自分の考えを述べてください。レポート提出はHDのLドライブ内に
ある共有フォルダを使用するため、ログインが出来るよう準備しておいてください。
・生命科学が生み出す問題に関連する映画やドラマを積極的に鑑賞しておくことで、色々な考え方を知る機会を増やすようにしてください。
・授業の順番や内容を変更する場合があります。
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オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜4時間目

場所：

研究室（西館２階）

備考・注意事項： 質問は授業の前後でも応じますが、メール（ban-m@osaka-seikei.ac.jp）でも対応します。
＜タイトルには必ず氏名、学籍番号、コース名、学部名を記入＞
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

生命の特徴
生命を持つものと生命を持たないものが何によって区別されるか
を学ぶ

生物と非生物の違いを箇条書きでまとめてお
く

4時間

第2回

生命の単位
生命の基本となる細胞の構造と働きについて学ぶ

ミトコンドリアの働きについて調べる

4時間

第3回

ヒトをかたちづくる細胞
細胞の種類と、各種の細胞にはどのような形態的・機能的特徴が
るのかを学ぶ

運動時の信号の伝わり方について調べる

4時間

第4回

生命を構成する成分

食品を構成する成分に期待する体内での働き
について調べる

4時間

ミトコンドリアの中で利用される材料につい
て調べる

4時間

ミトコンドリアの中で利用される材料につい
て調べどのように異化されるのかを調べる

4時間

合成と分解のバランスが崩れた場合に起こり
うる病気を１つ選び調べる

4時間

食品を構成する成分とヒトを構成する細胞の成分との違いを学ぶ
第5回

生命を維持するはたらき①＜成分＞
生命を維持するための材料について学ぶ

第6回

生命を維持するはたらき②＜代謝＞
生命を維持するために細胞の中で行われている合成と分解につい
て学ぶ

第7回

生命を維持するはたらき③＜代謝異常＞
合成と分解のバランスが崩れた場合に起こる病気について学ぶ

第8回

生命の連続性①＜遺伝＞
遺伝の決まりについて学ぶ

エンドウマメの遺伝例の復習を行う

4時間

第9回

生命の連続性②＜特異性＞

DNAの構造と遺伝情報の記載のされ方につい
て復習する

4時間

遺伝情報のながれ、特に遺伝子からタンパ
ク質の生成までの過程を調べる。健康
的な食べ方として推奨されている方法をネッ
ト検索しておく。

4時間

着床前診断の方法についてインターネッ
トで検索し最新の方法を調べる

4時間

iPS細胞に関する最近のニュースのネット検
索をしておく

4時間

運動時における体温上昇の抑えられ方を調べ
る

4時間

小学校の給食現場で起こりうる食物アレル
ギー関連事故についてネット検索しておく

4時間

DNAの構造と遺伝情報の記載のされ方について学ぶ
第10回

生命の連続性③＜変異＞

遺伝情報のながれについて理解し、遺伝子の異常により引き起こ
される（遺伝性）疾患について学ぶ
また変異が起こりにくいと推奨されている食べ方を学ぶ
第11回

生命の連続性④＜生殖＞
着床前診断の方法や目的を復習し、現状ならびに今後の法的・倫
理的問題点について考える

第12回

生命の連続性⑤＜移植＞
細胞工学、遺伝子工学、ES細胞およびiPS細胞の用語と意味を理
解し、これらを用いて現在どのようなことが行われているのか
を理解する

第13回

生命を守るはたらき①＜恒常性＞
体内の内部環境を一定に保つ仕組みにどのようなしくみがある
か学ぶ

第14回

生命を守るはたらき②＜免疫反応＞
疫病（病気)を免れるしくみを免疫という。
風邪（異物侵入）を例に私たちのからだの防御システムについ
て学ぶ。
また、からだの防御システムが過剰に働くことでおこる食物アレ
ルギーについて学ぶ
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

地球環境問題／環境と科学
伊与田昌慶
1～4年

開講時期

前期／後期

単位数

2

オンデマンド授業

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

伊与田昌慶：2011年より気候変動・エネルギー政策の調査研究・政策提言等の業務に従事。2007年より毎
年、国連気候変動枠組条約締約国会議（COP）にオブサーバーとして参
加。2011年のCOP17、2018年のCOP24、2019年のCOP25には、日本政府代表団メンバーとして国際会議に参加。

授業概要
現在、気候変動、生物多様性の喪失、オゾン層の劣化、大気汚染といった環境問題が地球規模で発生しています。政府、企業、メディア、国際
機関、市民社会・NGOといった多様な主体が行動していますが、解決の途上にあります。この講義では、気候変動、持続可能な開発目
標（SDGs）、公害について映像資料を用いながら学びます。しかし、単に知識の習得のみをめざすものではありません。複雑な地球環境問題に
ついて、ニュースを読み解き、多様な価値観に触れ、議論するためのリテラシーを高めることをめざします。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

講義や映像教材、授業外学習をもとに地球環
境問題や持続可能な開発目標（SDGs）につい
て学ぶ。

地球環境問題のニュースを的確に理解でき
る。

汎用的な力
1 ．DP10.忠恕の心

地球環境問題の被害を受けた人々の立
場を慮ることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・その他(以下に概要を記述)
授業外学習として、地球環境問題に関連する新聞記事を選び、短いコメントを付して提出することが求められます。

課題や取組に対する評価・振り返り
・その他(以下に概要を記述)
提出後の授業で、提出された課題や受講生からの質問に対して、フィードバックを行います。

成績評価
注意事項等
課題の提出期限を過ぎた後の提出は原則として受け付けません（遅れての提出の場合は、採点の対象になりません）。
レポート課題等で他の学生の提出物のコピーや剽窃等の問題がみられた場合には、その問題の程度に応じて減点する場合があります。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

学習レポート

： 各授業内容に対する意見、質問、授業外学習にそれぞれ適切に取り組んだかどうかを評価します。
42％

筆記試験
58％

： 出題された問いを的確に理解し、授業で取り上げた情報を踏まえた上で、論理的に本質的な回答を
したかどうかを評価します。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
日本環境教育学会ほか編『事典 持続可能な社会と教育』教育出版社、2019年。
小西雅子『地球温暖化は解決できるのか パリ協定から未来へ！』岩波ジュニア新書、2016年。
江守正多『異常気象と人類の選択』角川SSC新書、2013年。
政野淳子『四大公害』中公新書、2013年。
※その他、関連する文献を授業内で適宜紹介します。

履修上の注意・備考・メッセージ
●「授業外学習」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を復習し、次回の授業に向けて予習をすること。本科目は2単位の科目であるた
め、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められます。
●大学水準の授業であるため、学習レポートや筆記試験においては、大学水準の内容が求められます。例えば、「環境問題は大変だと思っ
た」、「一人ひとりが環境意識を持つことが大切だと思った」などの内容では不十分です。環境問題の何が、どのように、なぜ深刻なのか？あ
るいは、環境意識とは具体的にどのような意識のことなのか？なぜそれが大切なのか？一人ひとりが意識すれば解決する問題なのか？な
ど、問いを重ねて、学びを深めてください。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

特に指定なし

243

1506

場所：

Google Classroom

備考・注意事項： 学習レポートの中で質問してください。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

現代の地球環境問題
現代の地球環境問題を概観するとともに、世代間衡平性につい
て考える。また、地球環境問題へのアプローチについても考える
＜キーワード：地球環境問題、オゾン層破壊、生物多様性、プラ
スチック汚染、森林減少、世代間衡平性＞

第2回

地球環境問題と公害
日本の高度経済成長期に発生した公害の歴史を振り返るととも
に、主に水俣病の事例から、現代の地球環境問題への教訓を考え
る。
＜キーワード：公害、水俣病、公害裁判、水俣条約＞

第3回

地球環境問題とSDGs
地球環境問題が国際社会で取り上げられるようになった歴
史を振り返るとともに、持続可能な開発目標（SDGs）の意義と課
題について論じる。
＜キーワード：国連人間環境会議、国連環境開発会議、持続可
能な開発、持続可能な開発目標（SDGs）＞

第4回

気候変動と科学①

気候変動とは何か

最も重要な地球環境問題のひとつである気候変動（地球温暖
化）について、これまでに科学者がとりまとめた研究成果をもと
に、そのメカニズムや影響について紹介する。
＜キーワード：気候変動、温室効果ガス、気候災害、気候危機＞
第5回

気候変動と科学②

環境と科学のリテラシー

地球環境問題を巡って様々な情報や見解が飛び交う中、専門家で
はない一般市民がどのようにして信頼できる情報を選び、理解す
べきかを考える。
＜キーワード：IPCC、科学、査読、リテラシー＞
第6回

気候変動と国際交渉①

気候変動枠組条約と京都議定書

気候変動分野において重要な国際条約である気候変動枠組条
約と京都議定書の意義と課題について論じる。
＜キーワード：気候変動枠組条約、京都議定書、共通だが差異あ
る責任、予防的アプローチ＞
第7回

気候変動と国際交渉②

パリ協定

気候変動分野において重要な条約であるパリ協定の交渉プロセ
スや、意義、課題について論じる。COP21パリ会議の現場の雰囲
気も紹介する。
＜キーワード：COP21パリ会議、パリ協定＞
第8回

気候変動とエネルギー① 原子力発電とその問題
気候変動と密接に関係するエネルギー問題について紹介し、原子
力のメリットやデメリットについて紹介する。東京電力福島第一
原子力発電所事故の意味を考える。
＜キーワード：原子力、東京電力福島第一原子力発電所事故＞

第9回

気候変動とエネルギー② 望ましいエネルギー利用のあり方と
は
気候変動と密接に関係するエネルギー問題について紹介し、化石
燃料、省エネルギー、再生可能エネルギ－のメリットやデメリッ
トについて紹介する。望ましいエネルギー利用のあり方を考え
る。
＜キーワード：化石燃料、省エネルギー、再生可能エネルギー＞

第10回

気候変動と政策①

国の気候変動政策

諸外国の例と比較しながら、日本政府の気候変動政策の現状と課
題について論じる。
＜キーワード：緩和、適応、損失と被害、地球温暖化対策計
画、温室効果ガス排出削減目標、カーボン・プライシング＞
第11回

気候変動と政策②

地域の気候変動政策

地域の気候変動政策について概観するとともに、事
例を取り上げ、現状と課題について論じる。
＜キーワード：地球温暖化対策実行計画、地球温暖化対策条例＞
第12回

気候変動とビジネス①

脱炭素経済へのイニシアティブ

化石燃料に依存しない「脱炭素経済」をめざすビジネスのトレン
ドについて紹介するとともに、これが今後の経済・産業に与え
る影響について論じる。
＜キーワード：脱炭素、炭素予算、座礁資産、再生可能エネル
ギー100％＞

244

地球環境問題に関する新聞記事を1つ選び、自
分なりにコメントできるようにすること。講
義内容を復習すること。

4時間

地球環境問題に関する新聞記事を1つ選び、自
分なりにコメントできるようにすること。講
義内容を復習すること。

4時間

地球環境問題に関する新聞記事を1つ選び、自
分なりにコメントできるようにすること。講
義内容を復習すること。

4時間

地球環境問題に関する新聞記事を1つ選び、自
分なりにコメントできるようにすること。講
義内容を復習すること。

4時間

地球環境問題に関する新聞記事を1つ選び、自
分なりにコメントできるようにすること。講
義内容を復習すること。

4時間

地球環境問題に関する新聞記事を1つ選び、自
分なりにコメントできるようにすること。講
義内容を復習すること。

4時間

地球環境問題に関する新聞記事を1つ選び、自
分なりにコメントできるようにすること。講
義内容を復習すること。

4時間

地球環境問題に関する新聞記事を1つ選び、自
分なりにコメントできるようにすること。講
義内容を復習すること。

4時間

地球環境問題に関する新聞記事を1つ選び、自
分なりにコメントできるようにすること。講
義内容を復習すること。

4時間

地球環境問題に関する新聞記事を1つ選び、自
分なりにコメントできるようにすること。講
義内容を復習すること。

4時間

地球環境問題に関する新聞記事を1つ選び、自
分なりにコメントできるようにすること。講
義内容を復習すること。

4時間

地球環境問題に関する新聞記事を1つ選び、自
分なりにコメントできるようにすること。講
義内容を復習すること。

4時間

1506
第13回

気候変動と市民社会①

ユースによるムーブメント

グレタ・トゥーンベリ氏に端を発した、グローバルな子どもた
ち・若者たちの気候ムーブメントについて紹介し、その意義と課
題について論じる。
＜キーワード：未来のための金曜日、グレタ・トゥーンベリ＞
第14回

気候変動と市民社会②

市民団体による活動

NPO/NGOなどの市民団体が展開する市民運動の事例を紹介し、そ
の意義と課題について論じる。
＜キーワード：パワーシフト、ダイベストメント、気候変動訴
訟、署名キャンペーン＞
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地球環境問題に関する新聞記事を1つ選び、自
分なりにコメントできるようにすること。講
義内容を復習すること。

4時間

地球環境問題に関する新聞記事を1つ選び、自
分なりにコメントできるようにすること。講
義内容を復習すること。

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

暮らしの科学
澤田玲子
1～4年

開講時期

前期／後期

単位数

2

オンデマンド授業

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
日々の食事は私たちの暮らしの中で、最も重要な活動のひとつです。この授業では、日々の暮らしの中の「食」と向き合い、私たちが「な
ぜ・何を・どのように食べているのか」に注目しながら、「食」に関する基礎的なヒトの生理的なしくみを学習するとともに、心理学研究の知
見に基づいて、私たちヒトの「食」にまつわる心理や行動を理解しましょう。授業で学習したり考察したりした内容を通じて、私たちにとっ
て心身ともに健康で楽しい「食」とのつきあい方を見つけることを目指しましょう。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

「食」に関わる人体の構造や機能の基礎
的な知識を修得する。また、ヒ
トの「食」に対する心理・行動についての実
験心理学的研究の手法や科学的知見を修得す
る。

代謝に関わる人体の仕組みや機能について基
本的な知識を身につける。心理学用語や研究
手法を学習し、実証データから正しく結
論を導き、ヒトの「食」に関わる心理・行
動を理解・描写できる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

「食」にまつわる人体の仕組みや機能、心
理や行動に関する科学的知見に基づいて、心
身ともに健康な食生活の実現に活用する。

科学的知見や考察に基づいて、心身とも
に「健康」な食生活とは何かを考察し、それ
を述べることができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

授業内容と自分自身の暮らしとの関連性を見
出し、実際の食生活の中にある疑問や問
題を見つけることができる。

2 ．DP6.行動・実践

科学的知見に基づいて、食生活の中にある問
題の原因を理解したり、改善する方法を提
案したりできる。

3 ．DP5.計画・立案力

科学的知見に基づいて、暮らしの中にある疑
問を解消するための調査を計画することがで
きる。

4 ．DP8.意思疎通

課題や質疑応答会を通じて、学習内容や考
察したことをほかの受講生と伝え合い、共
有し、さらに考えや理解を深めることができ
る。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。出席は課題への取り組みによっ
て認めます。受講せずにあるいは授業内容を十分理解せずに課題を提出しても評価には加えられません。また、課題にはすべて提出期限があ
ります。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

課題と授業態度
60％

： 各回、課題あるいはクイズを出題します。課題への取り組み、授業内容の理解度に基づいて総合
的に評価します。

終講課題(レポート課題・理解度テス
： 授業内容の理解度・到達目標の達成度に基づいて評価します。
ト)
40％

使用教科書
特に指定しない
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参考文献等
授業の中で適宜紹介する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
課題に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業終了前・後

場所：

GoogleClassroom上の「掲示板」

備考・注意事項： 各回、GoogleClassroom上に設定した「掲示板」で質問やコメントを受け付けます。
質問の書き込み・講師からの返答方法は初回授業で説明します。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

心理学と「食」
日々の暮らしの中の「食」について一緒に考えます。まずは、あ
なた自身の食事や食生活に注目することから始めましょう。
「食」と生理学や生化学を結びつけることができるひとは多いか
もしれませんが、この授業では「食」についての心理学の知
見も学習します。心理学と「食」の関連についても考えましょ
う。

第2回

暮らしの中の「食」

あなたの「食事」の目的はいったい何でしょうか。私たちヒトに
とって「心身ともに健康な」食事は、ひとつの目的を叶えるもの
ではありません。暮らしの中で「食」がどのようなはたらきをし
ているのかについて概説しながら、私たちの「食」の生理学・生
化学的な側面と、心理学的な側面に着目して考えましょう。課
題を通じて、何を・どのように・なぜ食べているのか、あなた自
身の食生活の実態を意識して見つめましょう。
第3回

食にかんする「典型」と人々の期待
それぞれの食物には色や形態等に「典型」的な特徴がありま
す。また、ヒトは特定の食物に対してある特定の期待をもちま
す。つまり、ヒトが食物に対して持つ期待やイメージにも「典
型」があります。食にまつわる「典型」について学習し、あな
た自身の食に関する「典型」についても考えを巡らせましょ
う。また、「典型」あるいは「非典型」な特徴が私たちの食行
動にどのように影響するのか考察しましょう。

第4回

食にまつわる感覚: 視覚に着目して「食」を深堀する
ヒトはさまざまな感覚を用いて「食」を「感じ」ます。この授
業では、特に視覚に注目します。私たちは、視覚を用いて読み
とった食物の情報をどのように活用しているでしょうか。ま
た、第2回の授業外学修で取り組んだ写真課題を振り返りなが
ら、食物の見た目が私たちが食物の外観特徴から何を予測するの
か実際に経験しながら学習しましょう。

第5回

食にまつわる情報と選択の変化
効能や評判、生産地等、広告や他者からの情報が加わることに
よって、同じ見た目の同じ食物でも「違って見えた」経験はあり
ませんか。このような食物以外からの外部情報によって、食
物に対する私たちの心理・行動が変化することを学習します。

第6回

やせ・肥満と健康リスク
「食べること」はヒトに快感を与えます。しかし、このような快
感は苦しみの原因となることがあります。食べることが私たち
の暮らしを豊かにしている一方で、どのような問題を引き起こし
ているのかを学習します。代謝に関わる生理学・生化学の知
識を修得しながら、特に食べ過ぎや肥満、また過度なやせがどの
ような健康リスクがあるか理解しましょう。

第7回

研究手法を学習する(1)ヒトの注意を調べる課題を学ぶ

実験心理学で用いられる実験手法を文献を読んで学習しましょ
う。学術的な文献に実際に触れながら、学問や研究を身近に感じ
ましょう。文献と文献の読み方の指針は講義の中で指示しま
す。また、授業に慣れてきたこの時期に、ここまでの授業内容の
おさらいをしながら、わからなかったところはどこか確認しま
しょう。
第8回

食に向ける「視覚的注意」・質疑応答会(1)
第7回の授業で集めた受講生からの疑問・質問に講師が回答・解
説する質疑応答会を実施します。この質疑応答を通じて、自
分の疑問だけでなく、他の受講生の疑問にも触れながら、学修内
容への理解をさらに深めましょう。
また、第7回の授業で文献を読んで学習した視覚探索課題を用い
た食物への注意に関する研究例から、「食」の注意や認知に関す
る実験心理学研究の世界をもっと身近に体感しましょう。
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課題に取り組み、授業内容を振り返り、心理
学と暮らしの中の「食」について考察する。

4時間

授業内容と自分の生活を結び付けて考えるた
めの一環として、あなたの暮らし
の中の「食」に関する写真課題を出題しま
す。ケータイやスマフォ、デジカメで食
事を撮影し、記録してあなたが日々食べてい
るものに注目しましょう。

4時間

課題に取り組み、授業内容を振り返り、心理
学研究の用語や手法をおさらいする。

4時間

食べ物の見た目がどのように自分の心理や行
動に影響するのかを課題に取り組んで体験す
る

4時間

課題に取り組み、授業内容を振り返り、心理
学研究の用語や手法、実証データをおさらい
する。

4時間

授業内容を振り返り、課題に取り組んで、健
康リスクについてまとめましょう。

4時間

文献から心理学研究の世界観を感じなが
ら、課題に取り組んで、文献から研究手法に
ついて理解しましょう。また、これまでの授
業の振り返りをして、わからなかったとこ
ろ・疑問に思ったところを書き出しましょ
う。

4時間

課題に取り組み、授業内容を振り返り、心理
学研究の用語や手法、実証データをおさらい
する。

4時間

1508
第9回

生理状態と食・質疑応答会(2)
「空腹は最高のスパイス」といいますが、本当でしょうか。空
腹・満腹といった生理状態が私たちの「食」に対する心理や行
動をどのように変えるのか学習します。また、前
回に引き続き、第7回の授業で集めた受講生からの疑問・質
問に講師が回答・解説する質疑応答会を実施します。この質疑応
答を通じて、自分の疑問だけでなく、他の受講生の疑問にも触れ
ながら、学修内容への理解をさらに深めましょう。

第10回

研究手法を学習する(2) 食行動を計測する
ヒトには食行動の特徴があると知られており、食行動の特
徴を調べる質問紙調査が開発されています。こうした調査方
法を体験しながら、食行動の特徴を理解し、食生活の改善に活か
す方法を提案することをめざしましょう。第10回では、まず食行
動調査の「参加者」になって実際に調査方法を体験してみましょ
う。また、「調査者」となって食行動を得点化してみましょう。

第11回

研究手法を学習する(3) データを解釈する
前週に実施した調査について、第11回では引き続き「調査者」と
なって結果を解釈しましょう。調査から導かれたあなたの食行
動の特徴は実際の食生活やBMIとどのようにかかわっているで
しょうか。また、調査結果から導かれたあなたの食行動の特
徴を活かして食生活を改善する方法を考えましょう。

第12回

ながら食べと食行動
テレビを見ながら、ゲームをしながら、スマフォを操作しなが
ら、食事していませんか。食事に対する集中度合いが食行
動や食に対する認知にどのように影響するでしょうか。日々の生
活の中での食事の仕方を改めて振り返りながら食事に対する集
中・注意の効果を学習します。

第13回

食とコミュニケーション
食事は、自分と食物だけの関係で成り立つものではなく、「他
者」の存在がかかせません。一人で食べる食事と誰かと一
緒に食べる食事では私たちの食行動・食への認知はどのよう
に変わるのかを学習・考察しましょう。コロナ禍で変わってし
まった食事の形態が私たちの食生活に、あるいは心身にどのよう
な影響を及ぼしているかも考察しましょう。

第14回

おいしいってなんだ?を真剣に考える
これまで代謝に関する基礎的な知識を学んだり、ヒトの食に対す
る心理と行動について学んだりしました。授業で取り上げた学術
研究から得られた知見、またこれまでに取り組んできた課題、こ
れまで考察してきたことを振り返り、整理しましょう。自分に
とって、あるいは誰かにとって「心身ともにおいしくたのし
い、健康な食生活」とは何か、また日常の食生活の中にある問
題をどのように改善できるのか、またそれを実現するために、学
修したことをどのように活かしていけるかを考えましょう。終
講にあたり、レポート課題や理解度テストを出題します。
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課題に取り組み、授業内容を振り返り、心理
学研究の用語や手法、実証データをおさらい
する。

4時間

日々の生活を振り返り、自分の食行動につい
て振り返る。

4時間

課題に取り組み、授業内容を振り返り、心理
学研究の用語や手法、実証データをおさらい
する。

4時間

課題に取り組み、授業内容を振り返り、心理
学研究の用語や手法、実証データをおさらい
する。

4時間

課題に取り組み、授業内容を振り返り、心理
学研究の用語や手法、実証データをおさらい
する。

4時間

これまでの授業内容を振り返り、心理学研
究からの知見や用語をまとめる。また、指
針に従って終講課題に取り組む。

4時間

1521
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

現代と科学／現代科学論
本田隆行
1～4年

開講時期

後期

単位数

2

オンデマンド授業

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

国内では稀有な「フリーランスの科学コミュニケーター」として、国内の研究機関、教育機関、科学館・博物
館や行政、各種メディアなどの様々な相手と連携し、手法やジャンルを問わない幅広い科学コミュニケーショ
ン活動を実施しています。

授業概要
私たちの日常生活や経済活動など、現代社会の様々な場面において科学・技術は不可欠なものとなっています。しかし多くの人々にとって科
学や技術というものは専門的なものというイメージが広く持たれており、どうしても身近な話題としては扱いにくいと感じている人も少なくあ
りません。
この講義では、そんな科学や技術と私たちの生活、社会とのつながりについて、いくつかの身近な話題を通じて感じてもらいたいと思っていま
す。また、話を聞くだけではなく、各人に出来るだけ参加してもらいながら対話形式で講義を進める予定です。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

科学的なトピックスと社会とのつながり

知識基盤社会における現代科学の素
養を身に着ける

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

現代科学と社会との関わりに内在する課
題を見出す

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

課題レポート

： 課題に対してしっかりと自分なりの考えを持ち、的確で明瞭なレポートが書かれていること。
50％

授業内で出す問いに関するコメント
： 自分の言葉で、自分の考えを述べられているか。積極的に講義へ参加しているか。
10％
期末レポート

： 課題に対してしっかりと自分なりの考えを持ち、的確で明瞭なレポートが書かれていること。
40％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
授業内で紹介する

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
本授業は現代科学の現状に触れるものであるので、新聞やテレビなどでの現代科学のトピックスを扱った記事やドキュメンタリー番組に関
心を持ち学びを深めること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

特に指定はなし

場所：

google classroom上にて

備考・注意事項： メールなどの、オンラインシステムを用いて、質問を受け付けたのち適宜回答します。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
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第1回

暑い寒いは誰のせい？（前編）
地球温暖化問題を軸に、都市化の問題や環境と人間との関係など
について取り上げます。

第2回

暑い寒いは誰のせい？（後編）
地球温暖化問題を軸に、前回の講義よりも大きなスケールで問
題を俯瞰します。

第3回

ねつ、はな、のどには何が効く？（前編）
感染症の代表例である風邪とインフルエンザの違いについ
て取り上げます。

第4回

ねつ、はな、のどには何が効く？（後編）
感染症とその原因、対策と、人間社会との関わりについ
て取り上げます。

第5回

あなたは、どこ生まれ？（前編）
生命史と生物の進化・淘汰、生命の起源について取り上げます。

第6回

あなたは、どこ生まれ？（後編）
生命史と生物の進化・淘汰、生命の起源について、さらにスケー
ルを拡大して取り上げます。

第7回

手のひらに収まる宝（前編）
デジタルとアナログの違いや、生活のあらゆるところに密着す
るデジタル技術の話を取り上げます。

第8回

手のひらに収まる宝（後編）
デジタルとアナログの違いや、生活のあらゆるところに密着す
るデジタル技術の今後について取り上げます。

第9回

炭の塊が、高級品？（前編）
宝石や鉱物資源、地下資源とその成り立ちについて取り上げま
す。

第10回

炭の塊が、高級品？（後編）
宝石や鉱物資源、地下資源とその利用方法や今後の付き合い方に
ついて取り上げます。

第11回

スポーツ＋科学技術＝？
スポーツと科学の関わり、スポーツにおける科学の必要性につい
て取り上げます。

第12回

危ない！は本当か？（前編）
社会実装される技術とそのリスクや安全性について取り上げま
す。

第13回

危ない！は本当か？（後編）
社会実装される技術について、安心と安全の両観点から取り上げ
ます。

第14回

社会と科学と、その間
授業を振り返りながら、日々に潜む科学との接点や「科学」「技
術」そのものについて取り上げます。
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授業内で取り上げるトピックに関連する書
籍やウェブページ、ニュースなどを参考にす
ることで、授業内容の理解を深めます。

4時間

授業内で取り上げるトピックに関連する書
籍やウェブページ、ニュースなどを参考にす
ることで、授業内容の理解を深めます。

4時間

授業内のレジュメや紹介する書籍・ホーム
ページなどを参考にすることで、授業内
容の理解を深めます。

4時間

授業内で取り上げるトピックに関連する書
籍やウェブページ、ニュースなどを参考にす
ることで、授業内容の理解を深めます。

4時間

授業内で取り上げるトピックに関連する書
籍やウェブページ、ニュースなどを参考にす
ることで、授業内容の理解を深めます。

4時間

授業内で取り上げるトピックに関連する書
籍やウェブページ、ニュースなどを参考にす
ることで、授業内容の理解を深めます。

4時間

授業内で取り上げるトピックに関連する書
籍やウェブページ、ニュースなどを参考にす
ることで、授業内容の理解を深めます。

4時間

授業内で取り上げるトピックに関連する書
籍やウェブページ、ニュースなどを参考にす
ることで、授業内容の理解を深めます。

4時間

授業内で取り上げるトピックに関連する書
籍やウェブページ、ニュースなどを参考にす
ることで、授業内容の理解を深めます。

4時間

授業内で取り上げるトピックに関連する書
籍やウェブページ、ニュースなどを参考にす
ることで、授業内容の理解を深めます。

4時間

授業内で取り上げるトピックに関連する書
籍やウェブページ、ニュースなどを参考にす
ることで、授業内容の理解を深めます。

4時間

授業内で取り上げるトピックに関連する書
籍やウェブページ、ニュースなどを参考にす
ることで、授業内容の理解を深めます。

4時間

授業内で取り上げるトピックに関連する書
籍やウェブページ、ニュースなどを参考にす
ることで、授業内容の理解を深めます。

4時間

授業内で取り上げるトピックに関連する書
籍やウェブページ、ニュースなどを参考にす
ることで、授業内容の理解を深めます。

4時間

1601

111

大阪の風土と文化

授業科目名

彦坂真一郎

担当教員名

1～4年

学年・コース等

開講時期

前期／後期

単位数

2

オンデマンド授業

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
伝統芸能である「落語」を教材に、滑稽なストーリーの底流にある大阪の歴史や文化の実相を探究する。落語に登場する地名や人名、出来
事は、歴史的な事実を踏まえた内容を含んでおり、それらのゆかりの場所を訪ねた記録を基に解説することで、大阪の歴史に親しむ。落語の舞
台は、江戸時代～昭和初期の風俗を描くが、ゆかりの地には古代から戦国時代の歴史につながるエピソードを見つけることができ、滑稽話を契
機に様々な側面に興味を持たせることも狙いとする。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

伝統芸能の中に織り込まれた大阪の文化、歴
史の諸相を読み解き、「笑い」の文化が多角
的な教養に支えられていることを理解する。

日常的に接する「街並み」の中に埋もれた歴
史エピソードに気付き、大阪の歴史、文
化を理解する。

汎用的な力
1 ．DP10.忠恕の心

一人で何役も演じ分ける落語を聴き、理
解、追体験することで、様々な立場を理解で
きる人間性を養う。

2 ．DP4.課題発見

身近に存在する伝承や史跡に気付き、郷
土の風土を理解する。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・eラーニング、反転授業

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合
各講義の理解を確かめるクイズ形
式の課題
定期試験

評価の基準
： 毎回の授業を視聴して、テキストを参考に回答できる課題を出題する。
40％

学期末のレポート提出
60％

： 授業の内容について、最も関心のある演目をあげ、自身でさらに深めた内容や感想をレポートとす
る。

使用教科書
指定する
著者
狐狸窟彦兵衛

タイトル
・

出版社

笑福亭純瓶と行く 上方噺三十
六景 落語散策そぞろ歩き

・ レベル

出版年
・

2018 年

参考文献等
桂米朝著 米朝ばなし 上方落語地図 （講談社文庫）２００２年
本渡章著 大阪名所むかし案内 絵とき「摂津名所図会」（創元社）２００６年、大阪古地図むかし案内:読み解き大坂大絵図 （創元社） ２
０１０年、続・大阪古地図むかし案内―明治～昭和初期編 （創元社）２０１１年、続々・大阪古地図むかし案内:戦中~昭和中期編 （創元
社）２０１３年 図典「摂津名所図会」を読む――大阪名所むかし案内（創元社）２０２０年
喜田川守貞著 宇佐美英機校訂「近世風俗志」（一）～（五）２００２年
牧村史陽編 大阪ことば事典 （講談社学術文庫）１９８７年
四代目旭堂南陵著 事典にない大阪弁 絶滅危惧種の大阪ことば増補改訂版（浪速社）２０１９年
橋爪節也編著 原寸復刻「浪花百景」修整（創元社）２０２０年
安楽庵策伝著 宮尾與男訳注 醒睡笑 全訳注」（講談社学術文庫）２０１８年
薮田貫著 武士の町 大坂 （講談社学術文庫）２０２０年
他
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履修上の注意・備考・メッセージ
落語の演目と解説を映像で提供するが、テキストや、参考文献を通してより深い理解をするように心がける。不確かなネット情報に依存しない
ように注意する。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

メールで受け付ける。

場所：

Google

備考・注意事項： Google

classroomを活用する
classroomを活用する。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

「時うどん」江戸時代の時間とお金について
授業ガイダンスで、なぜ落語を教材とするかを説明し、古典芸
能の「笑い」と「歴史」の関係を解説する。その後「時うど
ん」の映像を視聴し、江戸時代の時間や貨幣価値について説明す
る。

第2回

「あみだ池」難波の堀江の物語

落語映像「あみだ池」を視聴し、善光寺の縁起にある伝
承の地「難波の堀江」と、和光寺の「あみだ池」の関係を解説す
る。仏教伝来の古代史にさかのぼる伝承と史実の違いなどを考
察する。また大阪市西部の埋め立てと市街地形成などの推移を検
討する。また、メディアリテラシーについて言及する。
第3回

「へっつい幽霊」庶民の暮らしを考える
落語映像「へっつい幽霊」を視聴、長屋の構造や身分社会につい
て解説する。「貧乏長屋」と「豪商」「家主（いえぬし）」な
ど落語主人公たちの人間関係を解明する。さらに江戸時代の社
会がリサイクル社会であったことなど庶民の暮らしのあり方を考
察する。

第4回

「住吉駕籠」住吉大社は古代の国際港
落語映像「住吉駕籠」を視聴し、遣隋使、遣唐使の出港地とも
なった古代の国際港「すみのえ」の地の地理的、歴史的意味を解
説。古代の大阪の地形などについて言及する。

第5回

「野崎詣り」水郷地帯だった河内の歴史と風土
落語映像「野崎詣り」を視聴し、かつて大和川が生駒山西麓を北
上し、水郷地帯を形成していた歴史を振り返り、新田開発などに
よって干拓され、街づくりが行われた歴史を考える。また「お染
久松の悲恋」の演劇化した「新版歌祭文」に触れ、と江戸時
代の情報媒体「歌祭文」と演劇の関係を紹介する。

第6回

「初天神」天神信仰と菅原道真の足跡

落語映像「初天神」を視聴し、菅原道真の足跡と「天神信仰」に
ついて解説する。もと難波宮の守護神だった「大将軍社」の存
在に触れ、「神社」の信仰の意味の変遷をたどる。また、庶
民に開放されていた「城の馬場」について解説する。
第7回

「天神山」葛葉伝説と人形浄瑠璃を取り入れた笑いの世界

落語映像「天神山」を視聴する。幽霊や狐が活躍する荒唐無
稽な話だが、人形浄瑠璃にもなった「葛葉伝説」が下敷きになっ
ている。パロディが形成される文化的な背景などについて解説す
る。また舞台の一心寺、安居神社が大阪の陣の古戦場としてさま
ざまな伝承があることを解説する。
第8回

「雁風呂」豪商は如何に形成されたか
落語「雁風呂」を聞き、江戸時代初めの豪商が形成される過
程を理解し、米市場の開設や淀屋橋架橋など、「商人の町大
坂」の基盤を作りながら「闕所（取り潰し）」となった淀屋の興
亡と、鴻池や炭路もの勃興など天下の財政を握っていく商
人の富の蓄積について考える。

第9回

「米揚げ笊（いかき）」世界に先駆けて開設された米先物市場

落語映像「米揚げ笊」を視聴し、登場する「相場師」とは何か
を解説。大阪に世界に先駆けて近代的な先物市場が開設された歴
史について説明する。
授業を復習する。滑稽話の中に含まれる史実を読み解き、経
済や生活の変遷を理解する。大阪が「天下の台所」と言われたの
はなぜかなどを考察する。
第10回

「まめだ」芝居の町、道頓堀
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授業を復習する。滑稽話の中に含まれる史
実を読み解き、経済や生活の変遷を理解す
る。

4時間

授業を復習する。滑稽話の中に含まれる史
実を読み解き、経済や生活の変遷を理解す
る。大阪が「天下の台所」と言われたのはな
ぜかなどを考察する。

4時間

授業を復習する。滑稽話の中に含まれる史
実を読み解き、経済や生活の変遷を理解す
る。

4時間

授業を復習する。滑稽話の中に含まれる史
実を読み解き、経済や生活の変遷を理解す
る。

4時間

授業を復習する。滑稽話の中に含まれる史
実を読み解き、経済や生活の変遷を理解す
る。

4時間

授業を復習する。滑稽話の中に含まれる史
実を読み解き、経済や生活の変遷を理解す
る。大阪が「天下の台所」と言われたのはな
ぜかなどを考察する。

4時間

授業を復習する。滑稽話の中に含まれる史
実を読み解き、経済や生活の変遷を理解す
る。大大阪と呼ばれ、躍進した「大
阪」の姿を理解する。

4時間

授業を復習する。滑稽話の中に含まれる史
実を読み解き、経済や生活の変遷を理解す
る。

4時間

授業を復習する。滑稽話の中に含まれる史
実を読み解き、経済や生活の変遷を理解す
る。古代にさかのぼる大阪の歴史や文
化を考える。

4時間

授業を復習する。滑稽話の中に含まれる史
実を読み解き、経済や生活の変遷を理解す
る。大阪の街の形成史を考察する。

4時間

1601
落語映像「まめだ」を視聴し、芝居の町道頓堀の形成史を考え
る。成安道頓による道頓堀開削と、大坂の陣の後の徳川氏によ
る大阪復興の歴史を振り返る。文楽や歌舞伎など演劇、芸能の発
信地だった道頓堀の変遷を考察して、「大阪文化」「上方文
化」とは何かを考える。
第11回

「佐々木裁き」奉行所はどこにあったか
落語映像「佐々木裁き」を視聴し、江戸時代の行政、司
法の長だった町奉行の役割や、商人の町大阪におけ
る「侍」の姿を考察する。

第12回

「池田の猪買い」大阪から池田は「旅」だった
落語「池田の猪買い」を聴き、能勢街道を往来した文物を検討す
る。古代から近現代にかけての淀川の風景の変遷や古代におけ
る大陸からの文化伝承などを考察する。

第13回

「いらち俥」大大阪時代とは何か
落語映像「いらち俥」を視聴し、「人力車」の活躍した時代の大
阪の近代化を読み解く。人力車、路面電車、巡航船など近代の交
通機関の変遷を追いながら、「大大阪時代」と呼ばれた大阪の市
域拡大と町の変遷を考える。

第14回

「天王寺詣り」崇仏論争にさかのぼる四天王寺の歴史
落語映像「天王寺詣り」を視聴し、ストーリーに沿って伽藍配
置などを解説。創建の由来、浄土信仰とのかかわりなどを解説す
る。四天王寺の本来の正門は南大門だが、浄土思想の伸展にとも
ない西門（さいもん）が重要な意味を持つようになる。夕日礼
拝の聖地としての上町台地の地理的、歴史的意味を検討する。
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授業を復習する。滑稽話の中に含まれる史
実を読み解き、経済や生活の変遷を理解す
る。庶民文化、娯楽の変遷を理解する。

4時間

授業を復習する。滑稽話の中に含まれる史
実を読み解き、経済や生活の変遷を理解す
る。

4時間

授業を復習する。滑稽話の中に含まれる史
実を読み解き、経済や生活の変遷を理解す
る。

4時間

授業を復習する。滑稽話の中に含まれる史
実を読み解き、経済や生活の変遷を理解す
る。

4時間

1606
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

京都の文化と芸術
原山詠子
1～4年

開講時期

後期

単位数

2

オンデマンド授業

該当する
美術館学芸員として勤務。日本美術史を専門とし、展覧会の企画や研究、作品の管理を担当。（全14回）

実務経験の概要

授業概要
京都は千年の歴史がはぐくんだ様々な文化遺産を有する都市です。京都の文化遺産の伝統と創造のありようを再確認し、現代に残された文
化や芸術を知ること目指します。美術、宗教、文学などの諸分野、それらが複合的に見られる場としての社寺や美術館などについて、毎回テー
マを定めて講義を進めます。対象に直接ふれる機会として、授業で取り上げる複数の社寺・美術館のうちの一つの見学を期末レポートの課
題（指定された見学先の中から一つを自分で選び、各自で見学、レポートを提出）とします。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

京都と深くかかわる伝統文化、諸芸術などに
ついて基礎知識を習得し、それらを楽しむヒ
ントを得る。

京都についてより親しみと理解を深め、基礎
的な事項が説明できる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

京都で成立・発展した文化と芸術について
の諸課題を、自らの経験に基づいて捉えるこ
とができる。

2 ．DP6.行動・実践

京都で成立・発展した文化と芸術につい
て、具体的な文化財や事例を挙げながらまと
めることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・見学、フィールドワーク

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
・原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
なお、本科目は遠隔授業なので、毎回の課題を期限内に提出することで出席とします。
・指定された京都府内の社寺・美術館を各自で見学し、期末レポートを提出すること。提出がなかった場合は放棄とみなし、成績評価を「不
可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

平常点
20％
授業内課題

： 授業テーマに関する設問に対して毎回コメントを求め、内容の妥当性や自分の言葉でまとめられて
いるかなどを、独自のルーブリックに基づいて評価します。質問なども積極的な授業への参加とし
て評価します。
： 毎回小テストを実施し、講義内容の理解度などを独自のルーブリックに基づいて評価します。

40％
期末レポート
40％

： 指定された見学先の中から一つを選び、各自で見学をしてレポートを作成すること。課題の条
件を満たしているか、見学で得た知見が充分に反映されているかなどを独自のルーブリックに基づ
いて評価します。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
毎回、テーマに沿った参考文献を授業中に紹介します。

履修上の注意・備考・メッセージ
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・本科目は全14回の授業をGoogle Classroom（オンデマンドの遠隔授業形式）で行います。
・本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回5時間程度の授業外学修が求められます。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
・講義では、多くの文化財、作品、資料を紹介します。より深い理解と知識獲得のために、配布資料や講義で紹介した参考文献などを適宜利
用し、最終課題である期末レポートにおいて、その復習の成果を反映できるように努めてください。
・日頃から関連ニュースに注目したり展覧会に出かけるなど、積極的に文化財に親しむよう心がけてください。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

月曜日１～2時限

場所：

Google Classroom、Gmail

備考・注意事項： Google Classroom上、またはGmailで受け付けます。返信は基本的に授業期間中の月曜日1～2時限とその授業前後に行いま
す。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

[ガイダンス]授業の進め方と目標

・授業の進め方とシラバスの確認：Google Classroomにおける授
業の進め方、出欠の取り方、成績評価などについて確認します。
・授業の目標と意義：この授業で何を学び、何を身につけること
が目標なのか確認します。
第2回

[古代]源氏物語と平安貴族

・平安貴族の文化：平安時代の京都において、文化の担い手は平
安貴族たちでした。彼らの価値観や文化・風俗がどのように変
化したか学びます。
・『源氏物語』の中の平安貴族：『源氏物語』から平安貴
族の美の価値観を読み取り、関連作品を味わいましょう。
第3回

[中世～現代]京都の年中行事と祭礼

・京都を彩る年中行事と五節句：古来より京都で行われてきた五
節句の行事と、その由来や意味について学びます。
・祇園祭：京都三大祭の一つである祇園祭の歴史と縁
起を学び、祭の様子を確認します。
第4回

[中世]平等院鳳凰堂と阿弥陀信仰

・☆平等院鳳凰堂（見学対象の一つ）の歴史：京都の宇治にあ
る平等院鳳凰堂について、成立の歴史的背景を学びます。
・阿弥陀信仰：阿弥陀信仰とはどのような信仰なのか、流行し
た社会背景を踏まえながら、当時の人々の生と死に対す
る考え方を学びます。
第5回

[中世～近世]三十三間堂と仏像の基礎知識

・☆三十三間堂（見学対象の一つ）の歴史：三十三間堂の創建以
来の歴史を確認し、所蔵されている文化財の数々について学びま
す。
・仏像鑑賞の基礎知識：三十三間堂には国宝「千手観音像」をは
じめ、多くの仏像が安置されています。仏像を鑑賞するための基
礎知識を学びましょう。
第6回

[中世～近世]室町文化と禅宗

・足利将軍と室町文化（☆銀閣寺は見学対象の一つ）：三代将軍
義満と八代将軍義政を中心に成立した室町文化は、その後の日本
美術の規範にもなっています。これらの文化の成立過程を確認し
ましょう。
・禅宗の美術：日本中世における禅宗の歴史と、禅宗寺院におい
て生み出された禅林美術について学びます。
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配布資料をもとに、今後の授業の進め方や諸
注意事項、授業の目標などについてよく確
認しておく。 次回の授業テーマについ
て調べ、自分なりのイメージを持っておく。
【キーワード：平安貴族の文化、国風文
化、源氏物語】

5時間

配布資料をもとに今回のテーマを自分なり
に整理し、関連する文化財を挙げながら自
分の言葉で説明できるように復習してお
く。また、他の受講生の前回のコメン
トを読み、自分のコメントと比較しなが
ら考えを補強する。 次回の授業テーマについ
て調べ、自分なりのイメージを持っておく。
【キーワード：京都の年中行事、五節句、祇
園祭】

5時間

配布資料をもとに今回のテーマを自分なり
に整理し、関連する文化財を挙げながら自
分の言葉で説明できるように復習してお
く。また、他の受講生の前回のコメン
トを読み、自分のコメントと比較しなが
ら考えを補強する。 次回の授業テーマについ
て調べ、自分なりのイメージを持っておく。
【キーワード：平等院鳳凰堂、末法思想、浄
土信仰】

5時間

配布資料をもとに今回のテーマを自分なり
に整理し、関連する文化財を挙げながら自
分の言葉で説明できるように復習してお
く。また、他の受講生の前回のコメン
トを読み、自分のコメントと比較しなが
ら考えを補強する。 次回の授業テーマについ
て調べ、自分なりのイメージを持っておく。
【キーワード：三十三間堂、千手観音菩
薩、仏像の分類】

5時間

配布資料をもとに今回のテーマを自分なり
に整理し、関連する文化財を挙げながら自
分の言葉で説明できるように復習してお
く。また、他の受講生の前回のコメン
トを読み、自分のコメントと比較しなが
ら考えを補強する。 次回の授業テーマについ
て調べ、自分なりのイメージを持っておく。
【キーワード：室町文化、会所と唐物、禅林
美術】

5時間

配布資料をもとに今回のテーマを自分なり
に整理し、関連する文化財を挙げながら自
分の言葉で説明できるように復習してお
く。また、他の受講生の前回のコメン
トを読み、自分のコメントと比較しなが
ら考えを補強する。 次回の授業テーマについ
て調べ、自分なりのイメージを持っておく。
【キーワード：二条城二の丸御殿の障壁
画、狩野探幽、後水尾天皇の二条城行幸】

5時間

1606
第7回

[近世]二条城と徳川政権

・京都における徳川将軍の居城「二条城」（☆二条城は見学対
象の一つ）：京都において徳川幕府の繁栄と終焉を見届けた城
郭、二条城について学びます。特に、国宝「二の丸御殿」の構
造と障壁画の役割、狩野派と狩野探幽、後水尾天皇の行幸につい
て注目しましょう。
第8回

[近代～現代]明治時代の京都

・近代京都の産業と教育（☆京都市学校歴史博物館は見学対
象の一つ）：明治維新を迎えると、京都は都市としての衰退の危
機に直面します。この局面から立ち直るための鍵となった、京
都の近代産業と教育について学びます。
・京都の近代建築：京都の都市としての復興に伴い、近代京
都の街並は西洋建築化が進みます。京都の代表的な近代建築物に
ついて確認しましょう。
第9回

[近世]洛中洛外図にみる京都

・「洛中」と「洛外」：「洛中洛外図」とは京都の景観を描い
た絵のことです。「洛」とは何なのか、京都の歴史を踏まえなが
ら、「洛中」と「洛外」について学びます。
・「洛中洛外図屏風」：「洛中」と「洛外」の様子を屏風に描い
た「洛中洛外図屏風」は百数十点が現存しています。特に優れ
た作品である国宝「舟木本」を味わいましょう。
第10回

[近世～現代]京都と茶の湯

・茶の湯の歴史：中国宋時代に主流であった喫茶文化は、日
本に伝わると京都を中心に発展しました。日本を代表する文
化、茶の湯の歴史を学びます。
・利休の茶の湯：茶聖ともよばれる千利休は、卓越した感性で現
在の茶の湯のかたちをつくりあげ、その精神は現在にま
で受け継がれています。利休の茶室や茶道具を味わいましょう。
第11回

[近代]円山四条派と京都画壇

・円山四条派の誕生と発展：18世紀後半、京都の絵画界を大き
く変化させた円山応挙と、その弟子の呉春を筆頭とする、円山四
条派について学びます。
・明治以降の京都画壇：円山四条派の影響は、近代以降も京都画
壇に大きな影響を及ぼしました。近代化される美術教育の中で誕
生した、京都画壇の絵師たちについて確認しましょう。
第12回

[近世～現代]京都と歌舞伎

・歌舞伎の歴史：京都で誕生した歌舞伎は、上方と江戸でそれぞ
れ独自の発展を遂げました。歌舞伎成立の歴史を確認し、現
代の歌舞伎にどうつながっているのかを学びます。
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配布資料をもとに今回のテーマを自分なり
に整理し、関連する文化財を挙げながら自
分の言葉で説明できるように復習してお
く。また、他の受講生の前回のコメン
トを読み、自分のコメントと比較しなが
ら考えを補強する。 次回の授業テーマについ
て調べ、自分なりのイメージを持っておく。
【キーワード：東京奠都（とうきょうてん
と）、番組小学校、辰野金吾】

5時間

配布資料をもとに今回のテーマを自分なり
に整理し、関連する文化財を挙げながら自
分の言葉で説明できるように復習してお
く。また、他の受講生の前回のコメン
トを読み、自分のコメントと比較しなが
ら考えを補強する。 次回の授業テーマについ
て調べ、自分なりのイメージを持っておく。
【キーワード：洛、屏風の仕組み、舟木本】
学期末レポートについて、見学先を決定す
る。

5時間

配布資料をもとに今回のテーマを自分なり
に整理し、関連する文化財を挙げながら自
分の言葉で説明できるように復習してお
く。また、他の受講生の前回のコメン
トを読み、自分のコメントと比較しなが
ら考えを補強する。 次回の授業テーマについ
て調べ、自分なりのイメージを持っておく。
【キーワード：わび茶、千利休、利休好み
の茶道具】 学期末レポートの準備・作
成を進める。

5時間

配布資料をもとに今回のテーマを自分なり
に整理し、関連する文化財を挙げながら自
分の言葉で説明できるように復習してお
く。また、他の受講生の前回のコメン
トを読み、自分のコメントと比較しなが
ら考えを補強する。 次回の授業テーマについ
て調べ、自分なりのイメージを持っておく。
【キーワード：京都画壇、円山応挙、円山四
条派】 学期末レポートの準備・作成を進め
る。

5時間

配布資料をもとに今回のテーマを自分なり
に整理し、関連する文化財を挙げながら自
分の言葉で説明できるように復習してお
く。また、他の受講生の前回のコメン
トを読み、自分のコメントと比較しなが
ら考えを補強する。 次回の授業テーマについ
て調べ、自分なりのイメージを持っておく。
【キーワード：出雲の阿国、和事と荒事、時
代物と世話物】 学期末レポートの準備・作
成を進める。

5時間

配布資料をもとに今回のテーマを自分なり
に整理し、関連する文化財を挙げながら自
分の言葉で説明できるように復習してお
く。また、他の受講生の前回のコメン
トを読み、自分のコメントと比較しなが
ら考えを補強する。 次回の授業テーマについ
て調べ、自分なりのイメージを持っておく。
【キーワード：安楽庵策伝（あんらくあんさ
くでん）、上方落語、落語「京の茶漬け」】
学期末レポートの準備・作成を進める。

5時間

1606
第13回

[近世～現代]京都と落語

・落語の歴史：上方落語といえば現在は大阪が中心とされます
が、その起源は京都に辿ることができます。落語の誕生と成立過
程について確認し、現代の落語にどうつながっているのかを学び
ます。
第14回

[近現代]京都の花街

・花街と舞妓：京都には花街と呼ばれる場所があり、今もなお伝
統が受け継がれています。花街と、そこに生きる舞妓と芸妓につ
いて学びます。
・絵画に見る舞妓イメージ：舞妓は明治時代中頃から絵画の画
題として本格的に描かれはじめました。舞妓のイメージがどのよ
うに捉えられたか、作品を通じて確認しましょう。
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配布資料をもとに今回のテーマを自分なり
に整理し、関連する文化財を挙げながら自
分の言葉で説明できるように復習してお
く。また、他の受講生の前回のコメン
トを読み、自分のコメントと比較しなが
ら考えを補強する。 次回の授業テーマについ
て調べ、自分なりのイメージを持っておく。
【キーワード：京都の花街、舞妓と芸妓、舞
妓をテーマにした作品】 学期末レポートの準
備・作成を進める。

5時間

配布資料をもとに今回のテーマを自分なり
に整理し、関連する文化財を挙げながら自
分の言葉で説明できるように復習してお
く。また、他の受講生の前回のコメン
トを読み、自分のコメントと比較しなが
ら考えを補強する。 学期末レポートを完成さ
せる。

5時間

1801

111

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

スポーツ演習Ⅰ（ヨガ・ピラティス）
坂元紹子
1～4年

開講時期

前期

単位数

1

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
現代人の健康法として人気の高まっているヨガやピラティスを実践していく中で、自分の内側に目を向け、心と身体を整えるための課題をみつ
ける。日頃抱えている身体問題（腰痛、肩凝り、冷え性など）の解消や身体機能の向上を目指す。ヨガではポーズ（アーサナ）や呼吸法（プ
ラーナーヤーマ）などを通して、自らの心身のバランスを保ちコントロールしていくこと、また他者を受入れ、他者とのコミュニケーション能
力を高めていくことを習得する。ピラティスでは、基本動作を理解習得しながら、しなやかで強く美しい身体づくりの方法を学ぶ。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

ヨガ・ピラティスの基本理念・動作を理解習
得し、自らの心身の健康保持に繋げる。

ヨガ・ピラティスの基本理念・動作の理解習
得を目指す。

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

運動学習での気付きを、主体的に生活にいか
し、自らの身体課題を設定・克服できる実践
力の育成。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

実技

： ヨガ・ピラティスに関する基礎的・基本的理念や動作を身につけているかを評価する。
20％

取り組み姿勢、協力度、授業態度

： 積極的に授業に参加し、協力して活動できているか評価する。
50％

学習記録、レポート

： 授業毎の学習記録から評価する
15％

試験（レポート）

： 授業期間終了後に課す当初目標に対する到達状況の自己判定、レポートから評価する。
15％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
授業中の適宜配布する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は1単位の科目であるため、平均すると毎回1時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
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1801

時間：

授業前後

場所：

授業場所

備考・注意事項： 初回の授業時にアナウンスします。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション
授業概要、授業計画、授業形態、評価方法、履修上の注意などに
ついて説明する。
ヨガ・ピラティスの特徴を紹介する。

第2回

ヨガとは
ヨガの歴史、哲学、効果、ヨガセラピー療法について紹介する。

第3回

ヨガの種類、呼吸法について
ヨガの重要なポイントのひとつでもある呼吸法（プラーナーヤー
マ）を紹介する。
瞑想に趣を持つヨガ、ポーズに趣を持つヨガについて紹介する。

第4回

身体の問題とヨガ処方(冷え性、生理痛）
冷え性、生理痛等の身体の問題について症状別対応動作を紹介す
る。

第5回

身体の問題とヨガ処方（肩凝り、腰痛、頭痛）
歪み、肩凝り、腰痛等の身体の問題について症状別対応動作を紹
介する。

第6回

身体問題とヨガ処方（ストレス、不安、集中）
ストレス改善、集中力等の身体の問題について症状別対応動
作を紹介する。

第7回

セルフプラグラム作成
心身のバランスを保ちコントロールするため自分自身の生
活の中にヨガを取り入れる、セルフプログラムを作成する。

第8回

ピラティスの原則
トレーニングを行う際の原則について紹介する。

第9回

体幹に関わる筋肉
骨盤、背中を中心に体幹に関わるトレーニングを紹介する。

第10回

基礎動作の実施（基本姿勢、仰向け）
主に基本姿勢、仰向けでのトレーニングを紹介する。

第11回

基本動作の実施（座位、うつ伏せ）
主に座位、うつ伏せでのトレーニングを紹介する。

第12回

基礎動作の実施（横向き、立位）
主に横向き、立位でのトレーニングを紹介する。

第13回

セルフプログラム作成
自分自身の身体問題を理解し、生活習慣を見直しながら運動習
慣の構成として取り入れられそうなセルフプログラムを作成す
る。

第14回

学習記録シートのまとめ
当初の目標に対する自己評価を含め、学習記録シートを記入し授
業全体のまとめを行う。
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授業概要について理解し、次回の授業に向け
て準備をする。自分の健康課題について検
討する。

1時間

基礎体力づくり（授業で紹介した動作の日常
的実施、ストレッチやトレーニング）

1時間

基礎体力づくり（授業で紹介した動作の日常
的実施、ストレッチやトレーニング）

1時間

基礎体力づくり（授業で紹介した動作の日常
的実施、ストレッチやトレーニング）

1時間

基礎体力づくり（授業で紹介した動作の日常
的実施、ストレッチやトレーニング）

1時間

基礎体力づくり（授業で紹介した動作の日常
的実施、ストレッチやトレーニング）

1時間

基礎体力づくり（授業で紹介した動作の日常
的実施、ストレッチやトレーニング）

1時間

基礎体力づくり（授業で紹介した動作の日常
実施、ストレッチやトレーニング）

1時間

基礎体力づくり（授業で紹介した動作の日常
実施、ストレッチやトレーニング）

1時間

基礎体力づくり（授業で紹介した動作の日常
実施、ストレッチやトレーニング）

1時間

基礎体力づくり（授業で紹介した動作の日常
実施、ストレッチやトレーニング）

1時間

基礎体力づくり（授業で紹介した動作の日常
実施、ストレッチやトレーニング）

1時間

基礎体力づくり（授業で紹介した動作の日常
実施、ストレッチやトレーニング、マッサー
ジ）

1時間

基礎体力づくり（授業で紹介した動作の日常
実施、ストレッチやトレーニング）

2時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

スポーツ演習Ⅰ(卓球)
辻慎太郎
1～4年

開講時期

前期

単位数

1

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
スポーツは人生をより豊かにし、充実したものとする世界共通の人類の文化のひとつである。心身の健全な発達に必要不可欠なものであ
り、人々が生涯にわたってスポーツに親しむことは大きな意義がある。この授業では卓球の実践を通じて、プレイするための基礎的なスキル習
得及び、生涯スポーツとして実践できるスキルの習得を目指す。種目のルール、試合(ゲーム)に必要な技能、審判、指導法を理解し、シングル
ス、ダブルスのそれぞれのスタイルの特徴と面白さを実践を通じて学び、判断力や協調性といった集団技能を身につけ、スポーツをより楽しむ
ことができるようになることを目的とする。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

目標：

卓球に関する知識及び実践できるスキル

卓球に関する知識及び実践のためのスキ
ルを習得し、指導方法について理解できる。

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

卓球における身体運動のメカニズムを理解す
る

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業への取り組み
50％
授業中の課題レポート
20％
期末レポート
30％

： 各回授業への積極的参加（作戦・立案の積極性や試合中の動き）や授業態度（受講マナー、スマー
トフォンの使用や集合時に集まらないなど授業の妨げになるような行為は減点対象とする。）など
をもとに総合評価する。
： 指定された内容に従い、正確な文書表現および容易に理解できるよう、まとめられているかによ
り評価する。
： 14回の授業終了後にレポート実施する。指定された内容に従い、授業内容を踏まえ、自身の論理
的な考察と参考文献等を用いて論述されているか、文字数や提出期限を守れているか、以上を総合
的に評価し採点する。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
特になし。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は１単位の科目であるため、平均すると毎回2時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
なお、授業開始までに更衣を済ませておき、腕時計やピアスなどの装飾品は実技中に大きな損傷を招く恐れがあるため、全て取り外すこと。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業時間の前後
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場所：

授業の実施場所
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ガイダンス(卓球の説明、授業のすすめ方、評価方法)
本実技の進め方、実施する競技の説明、ルール、卓球に必要なス
キル等の説明を行う。

卓球のルール、試合方法について理解してお
いくこと。

2時間

第2回

ラケットの種類、握り方、フォアハンド・バックハンドの基本
的な打ち方
基礎的スキルの習得 ・ルールの理解

卓球の特徴を理解し、基本的な打ち方の練
習を行っておくこと。

2時間

第3回

フォアハンド・バックハンドの打ち方の練習、サーブの練
習、ゲーム
基礎的スキルの習得・ルールの理解(審判)

フォアハンド・バックハンドの打ち方の練
習を行っておくこと。

2時間

第4回

連続ラリーの練習、サーブ、カットの打ち方、ゲーム

サーブ、カットの打ち方の基本的な技術の練
習を行っておくこと。

2時間

習得した技術(フォアハンド、バックハン
ド、サーブ、カット)の練習を行っておくこ
と。

2時間

・基本ストローク(サーブを中心)
・カットの打ち方
・ルールの理解(審判と試合運営)
・試合の展開
第5回

連続ラリーの練習、様々なサーブの練習、試合
・試合におけるスキルの習得(戦術)
・ルールの理解③(審判と試合運営)
・試合の展開

第6回

連続ラリーの練習、様々なサーブの練習、スマッシュの練
習、試合
・安定した連続ラリーの練習
・フットワーク
・スマッシュの練習
・ルールの理解
・試合方法の理解

安定した連続ラリーとそれに必要なフット
ワークの練習を行っておくこと。

2時間

第7回

試合の展開、シングルス(リーグ戦)

～前半～

卓球の試合運営(シングルス)を行う上で必
要となるルールの理解、審判の方法を理解し
ておくこと。

2時間

～後半～

卓球の試合運営(シングルス)を行う上で必
要となるルールの理解、審判の方法を理解し
ておくこと。

2時間

卓球の試合運営(シングルス)を行う上で必
要となるルールの理解、審判の方法を理解し
ておくこと。

2時間

卓球の試合運営(ダブルス)を行う上で必要と
なるルールの理解、審判の方法を理解してお
くこと。

2時間

卓球の試合運営(ダブルス)を行う上で必要と
なるルールの理解、審判の方法を理解してお
くこと。

2時間

卓球の試合運営(ダブルス)を行う上で必要と
なるルールの理解、審判の方法を理解してお
くこと。

2時間

試合(ダブルス)を展開運営する上で必要とな
るルールの理解、審判の方法を理解しておく
こと。

2時間

卓球の団体戦のルールを理解しておくこと。

2時間

・ルールの理解(審判)
・シングルスの試合運営
第8回

試合の展開、シングルス(リーグ戦)

・卓球に必要なスキルの習得(シングルスにおける試合戦術)
・ルールの理解(審判と試合運営)
第9回

試合の展開、シングルス(レベル別の対戦形式)
・卓球に必要なスキルの習得(シングルスにおける試合戦術)
・ルールの理解(審判と試合運営)

第10回

試合の展開、ダブルス(リーグ戦)

～前半～

・卓球に必要なスキルの習得(ダブルスにおける試合戦術)
・ルールの理解(審判と試合運営)
第11回

試合の展開、ダブルス(リーグ戦)

～後半～

・卓球に必要なスキルの習得(ダブルスにおける試合戦術)
・ルールの理解(審判と試合運営)
第12回

試合の展開、ダブルス(レベル別の対戦形式)

～前半～

・卓球に必要なスキルの習得(ダブルスにおける試合戦術)
・ルールの理解(審判と試合運営)
第13回

試合の展開、ダブルス(レベル別の対戦形式)

～後半～

・卓球に必要なスキルの習得(ダブルスにおける試合戦術)
・ルールの理解(審判と試合運営)
第14回

団体戦
・卓球に必要なスキルの習得(団体戦における試合戦術)
・ルールの理解(審判と試合運営)
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

スポーツ演習Ⅰ＜球技・アルティメットなど＞
村田正夫・寶學淳郎
1～4年

開講時期

前期

単位数

1

演習

該当する
本実技を担当（全14回）

実務経験の概要

授業概要
スポーツは自分の身体を巧みに動かす能力を高めることで、競技パフォーマンスの向上が期待できる。これにはからだの精妙な動か
し方が、単なる偶発的な動きではなく、反復可能な技として体得する必要がある。この授業では、リズム能力、バランス能力、変換能力、反応
能力、連結能力、定位能力、識別能力について学びつつ、トレーニングを行いながら運動神経の向上を図る。こうして獲得した能力を実践す
る球技やアルティメットに必要なテクニックを反復練習することで技化していく。また各種のゲームを通してスポーツの協調性、観察力、判断
力、爽快感、達成感を体得する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

協働的な学び、自己理解・他者理解

ゲームや演習を通して協調性、観察力、判断
力を磨きマナーを尊重して能動
的に取り組む。

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

自分の身体を巧みに動かす

リズム能力、バランス能力、変換能力、反応
能力、連結能力、定位能力、識別能力を理
解し、反復することでスポーツに必要な技
能を獲得する。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

ゲームを通して自分の課題を発見・検討する
ことができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
①他者との協力・尊重を図り、積極的なスポーツ活動を実践する。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

活発なペアワーク、グループワーク
50％
実技習熟度
30％
期末レポート

： 協働力とコミュニケーションの確立の度合いを独自のルーブリックに基づいて5段階評価する。ま
た、3競技ごとに成果と今後の課題について振り返りシートを作成し評価する。
： 3競技における各々の能力を高めるために必要な技術について独自のルーブリックに基づいて5段階
評価する。
： 実技終了後、期末レポートを作成し独自のルーブリックに基づいて5段階評価する。

20％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
使用しない。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は1単位の科目であるため、平均すると毎日2時間の授業外学修が求められる。
実技科目であるため、日ごろより身体のコンディショニングを整え、スポーツの実践をこころがけること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
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時間：

火曜日2限目

場所：

研究室（西館２階

№13）

備考・注意事項： 本授業ではクラスルームを使用するので、質問などはクラスルームをご利用ください。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

授業概要の説明およびバレーボール（ゲーム）
この授業の評価方法、到達目標の説明後に、グループ分け
を行い、ゲームを実施する。
（初回の授業で能力の確認を行う）

第2回

パス練習とゲーム

安定したパスを出せる能力を身につける。ここではオーバーハン
ドパス、アンダーハンドパスの説明および対人練習を行う。
第3回

スパイク練習とゲーム

攻撃の柱であるスパイク能力を身につける。ここではスパイ
クの説明および手投げからのボールを効果的に打ち込める練
習を行う。
第4回

サーブ練習とゲーム
ゲームを開始するためのプレーであるサーブ能力を身につけ
る。ここではサーブ打ち方の説明および練習を行う。

第5回

バレーボール技術習熟度チェック
バレーボール技術に必要なパス、スパイク、サーブにおける習熟
度チェックを実施する。

第6回

アルティメットの説明とゲーム
アルティメット競技のルール説明後、グループ分けを行いゲー
ムを実施する。
（初回の授業で能力の確認を行う）

第7回

スローイング練習とゲーム
マーカーを抜き、見方にパスをつなぐためのスローイング能
力を身につける。ここでは様々なスローイングのポイント説
明とロールプレイを実施する。

第8回

キャッチングおよびカット練習とゲーム

パスされたディスクを受け取るキャッチング能力とカットす
るディフェンス能力を身につけ
る。ここではキャッチング、カット技術の説明とロールプ
レーを実施する。
第9回

アルティメット技術習熟度チェック
アルティメット技術に必要なスローイング、キャッチングにおけ
る習熟度チェックを実施する。

第10回

フットサルの説明とゲーム

フットサル競技のルール説明後、グループ分けを行いゲームを実
施する。
第11回

ドリブル技術とゲーム
様々なドリブルの説明とロールプレーの反復練習でドリブルの精
度を高めていく。

第12回

パス技術とゲーム
様々なパスの説明とロールプレーの反復練習でパスの精度を高め
ていく。

第13回

シュート技術とゲーム
サッカーとの違い（コートの狭さやゴールの小ささ）を知り、コ
ンパクトに蹴り込む技術を身につける。

第14回

フットサル技術習熟度チェック
フットサル技術に必要なボールタッチ、ドリブル、シュートにお
ける習熟度チェックを実施する。
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バレーボールに必要な敏捷性、瞬発力、腹
筋・背筋において自分の能力を チェックして
みる。

2時間

ボールの落下地点に正確に入ることができ
る定位能力、ボールを正確に受
け取れることができる識別能力について課
題を確認する。

2時間

スパイク前の助走・ステップなど動作のタイ
ミングを合わせることができ
るリズム能力、体を無駄なく動かす連結能
力について課題を確認する。

2時間

ボールを狙った場所へ正確に打つことができ
る識別能力について課題を確認する。

2時間

バレーボール競技について成果・課題などに
ついて個々に振り返りを行う。

2時間

アルティメットに必要な走る・投げる・跳ぶ
といった能力において自分の状態をチェッ
クしてみる。

2時間

ディスクを正確に投げることができる識別能
力について課題を確認する。

2時間

ディスクを正確にスローできる識別能
力、ディフェンスで相手の動きに合
わせて適切に対応する変換能力につい
て課題を確認する。

2時間

アルティメット競技について成果・課題など
について個々に振り返りを 行う。

2時間

フットサルに必要なボールコントロールの正
確性としてボールタッチ、
ド
リブル、シュートにおいて自分の能
力をチェックしてみる。

2時間

ドリブル練習を通して状況に応じ、適切に対
処できる変換能力について課題を確認する。

2時間

パス練習を通してボールを左右の足で正
確に扱うことができる識別能力について課
題を確認する。

2時間

体を無駄なくスムーズに動かすリズム能力に
ついて課題を確認する。

2時間

フットサル競技について成果・課題などにつ
いて個々に振り返りを行う。

2時間

1807

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

スポーツ演習Ⅱ（屋外スポーツ等）
濱口幹太
1～4年

開講時期

前期

単位数

1

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
スポーツは，人生をより豊かにし、充実したものとする世界共通の人類の文化のひとつである．心身の健全な発達に必要不可欠なものであ
り，人々が生涯にわたってスポーツに親しむことは、大きな意義がある．サッカー・アルティメットの競技特性を踏まえ，個人技能を身につけ
るとともに，チームプレー によって養われる判断力や協調性といった集団技能を身につけま，対戦相手との駆け引きができ，スポーツをよ
り楽しむことができるようになることを目的とします．

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

サッカー・アルティメットに関する基礎
的・専門的な知識と技能を，ゲームを中
心に身に付ける．

サッカー・アルティメットに関する知識，個
人および集団技能を身に付け，スポーツをよ
り楽しむことができることを目指す．

汎用的な力
1 ．DP9.役割理解・連携行動

積極的に取り組むとともに，個々の技能をも
とに互いに協力し，チームプレーを行うこと
を目指す．

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなけれ不可とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業態度

： 本講義に関する活動に対しての，積極性・主体性・協同性について評価する
30％

実技

： サッカー・アルティメットに関する基礎的・専門的な知識と技能を身に付けているか評価する．
30％

課題・レポート

： 講義内で指定した課題・レポートについて評価する．
40％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
特になし

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

火曜日昼休み

場所：

中央館２F個人研究室82

備考・注意事項： 急用に際しては次に連絡をしてください。hougaku@osaka-seikei.ac.jp
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
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第1回

オリエンテーション，学習ノートの作成
サッカーのルールを振り返るとともに，授業計画や注意点な
ど，本講義の概要を説明する．

第2回

サッカーの基礎技能
サッカーの基礎であるパス，ドリブル，シュートなどに関する個
人技能を習得する

第3回

サッカーの応用技能
これまでのサッカーにおける個人技能を活かし，セットプ
レーに関する技能を修得する

第4回

サッカー ゲーム
ゲームを通じて，これまでの個人・集団技能を活かし，サッ
カーを楽しむ

第5回

サッカー ゲーム
ゲームを通じて，これまでの個人・集団技能を活かし，サッ
カーを楽しむ

第6回

サッカー ゲーム
ゲームを通じて，これまでの個人・集団技能を活かし，サッ
カーを楽しむ

第7回

サッカー ゲーム
ゲームを通じて，これまでの個人・集団技能を活かし，サッ
カーを楽しむ

第8回

アルティメットのルール
アルティメットを含むフライングディスクの特性やルー
ルを学ぶ．

第9回

アルティメットの基礎技能
フライングディスクの基礎であるディスクの投げ方，パスワー
クに関する個人技能を習得する

第10回

アルティメットの応用技能
これまでのフライングディスクにおける個人技能を活かし，アル
ティメットのオフェンス・ディフェンスプレーに関する技能を修
得する

第11回

アルティメット ゲーム
ゲームを通じて，これまでの個人・集団技能を活かし，アルティ
メットを楽しむ

第12回

アルティメット ゲーム
ゲームを通じて，これまでの個人・集団技能を活かし，アルティ
メットを楽しむ

第13回

アルティメット ゲーム
ゲームを通じて，これまでの個人・集団技能を活かし，アルティ
メットを楽しむ

第14回

アルティメット ゲーム、学習ノートの総括
ゲームを通じて，これまでの個人・集団技能を活かし，アルティ
メットを楽しむ
これまでの講義で取り扱った内容について，学習ノートを使っ
て，学習成果を振り返る．
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これまで学んできたサッカーに関する知
識を振り返り，ルールの確認等を行なう．

2時間

日常生活において運動による身体活動
量を増やすとともに，講義内で扱った内容に
ついて振り返る．

2時間

日常生活において運動による身体活動
量を増やすとともに，講義内で扱った内容に
ついて振り返る．

2時間

日常生活において運動による身体活動
量を増やすとともに，講義内で扱った内容に
ついて振り返る．

2時間

日常生活において運動による身体活動
量を増やすとともに，講義内で扱った内容に
ついて振り返る．

2時間

日常生活において運動による身体活動
量を増やすとともに，講義内で扱った内容に
ついて振り返る．

2時間

日常生活において運動による身体活動
量を増やすとともに，講義内で扱った内容に
ついて振り返る．

2時間

日常生活において運動による身体活動
量を増やすとともに，講義内で扱った内容に
ついて振り返る．

2時間

日常生活において運動による身体活動
量を増やすとともに，講義内で扱った内容に
ついて振り返る．

2時間

日常生活において運動による身体活動
量を増やすとともに，講義内で扱った内容に
ついて振り返る．

2時間

日常生活において運動による身体活動
量を増やすとともに，講義内で扱った内容に
ついて振り返る．

2時間

日常生活において運動による身体活動
量を増やすとともに，講義内で扱った内容に
ついて振り返る．

2時間

日常生活において運動による身体活動
量を増やすとともに，講義内で扱った内容に
ついて振り返る．

2時間

日常生活において運動による身体活動
量を増やすとともに，講義内で扱った内容に
ついて振り返る．

2時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

スポーツ演習Ⅱ＜球技・アルティメットなど＞
村田正夫
1～4年

開講時期

後期

単位数

1

演習

該当する
本実技を担当（全14回）

実務経験の概要

授業概要
この授業では、授業内で取り扱うバレーボール、アルティメット、フットサルにおいて「こんなゲームにしたい」という理想のゲームから逆
算し、現状とのギャップをトレーニングで埋めていきながらテクニック向上の可視化を体現する。具体的には「Match-Training-Match」の流れ
を生かしていく。（M-T-Mメソッド）ゲームのある場面やゲーム中に表れた課題などを切り出し、部分的に向上させた上で全体的な動きへつな
ぎチーム力の向上を図っていく。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

協働的な学び、自己理解・他者理解

ゲームや演習を通して協調性、観察力、判断
力を磨きマナーを尊重して能動
的に取り組む。

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

PDCAの確立

計画から改善までの1サイクルを何度も回し
ながら精度を高めていく。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

ゲームを通して自分の課題を発見・検討する
ことができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
①他者との協力・尊重を図り、積極的なスポーツ活動を実践する。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

活発なペアワーク、グループワーク
： ゲーム中に表れた課題の抽出と練習構成の内容を独自のルーブリックを用いて4段階評価する。
40％
ゲーム成績

： 3競技におけるゲームの成績（勝敗数）を基に評価割合を3段階に分け評価する。
25％

期末レポート

： 実技終了後、期末レポートを作成し独自のルーブリックに基づいて45段階評価する。
35％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
使用しない。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は1単位の科目であるため、平均すると毎日2時間の授業外学修が求められる。
実技科目であるため、日ごろより身体のコンディショニングを整え、スポーツの実践をこころがけること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜日2限目

場所：

研究室（西館２階

№13）

備考・注意事項： 本授業ではクラスルームを使用するので、質問などはクラスルームをご利用ください。

266

1809

授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

授業概要の説明およびバレーボール（ゲーム）
①この授業の評価方法、到達目標の説明後に、グループ分け
を行い、ゲームを実施する。
（初回の授業で能力の確認を行う）

第2回

サーブカット練習とゲーム
①相手のサーブを安定したレシーブで味方のプレーヤーへ返す能
力を身につける。
②前回のゲームで表れた課題について検討したM-T-Mを用いてレ
ベルアップを図る。
③ゲーム

第3回

オープン攻撃の練習とゲーム
①スパイクを打つ際の助走・タイミング・フォームのコツを身に
つける。
②前回のゲームで表れた課題について検討したM-T-Mを用いてレ
ベルアップを図る。
③ゲーム

第4回

アンダーハンドサーブの練習とゲーム
①アンダーハンドサーブを使ってボールを相手側のコートへ確
実に入れる能力を身につける。
②前回のゲームで表れた課題について検討したM-T-Mを用いてレ
ベルアップを図る。
③ゲーム

第5回

バレーボールM-T-Mチェック
①バレーボールでのゲーム力が向上するためのメソッドチェック
②ゲーム

第6回

アルティメットの説明とゲーム
①アルティメット競技のルール説明後、グループ分けを行いゲー
ムを実施する。
（初回の授業で能力の確認を行う）

第7回

スロードリルの練習とゲーム
①オープンスロー、インサイドスローの体面スローに、ラ
ンを加えたドリルを用いて能力を高める。
②前回のゲームで表れた課題について検討したM-T-Mを用いてレ
ベルアップを図る。
③ゲーム

第8回

サンドイッチ、手ミートの練習とゲーム
①パスされたディスクを両手、片手で受け取る能力を高めてい
く。
②前回のゲームで表れた課題について検討したM-T-Mを用いてレ
ベルアップを図る。
③ゲーム

第9回

アルティメットM-T-Mチェック
①アルティメットでのゲーム力が向上するためのメソッドチェッ
ク
②ゲーム

第10回

フットサルの説明とゲーム
①フットサル競技のルール説明後、グループ分けを行いゲー
ムを実施する。

第11回

ボールタッチ技術とゲーム
①ボールに触る感覚を覚え、ボールを動かす力加減を知り、ボー
ルを運ぶ力加減を知る。
②前回のゲームで表れた課題について検討したM-T-Mを用いてレ
ベルアップを図る。
③ゲーム

第12回

インサイドキックとゲーム
①正確なパスが出せるインサイドキックを様々なシュチュエー
ションに応じて実践し、身につける。
②前回のゲームで現れた課題と修正の打ち合わせ及び実施。
③ゲーム

第13回

コンパクトに蹴り込む技術とゲーム
①コートの狭さやゴールの小ささを知り、トゥーキックやインサ
イドキックなどの技術を巧みに扱えるよう身につける。
②前回のゲームで現れた課題について検討したM-T-Mを用いてレ
ベルアップを図る。
③ゲーム

第14回

フットサルM-T-Mチェック
①フットサルフットサル技術に必要なボールタッチ、ドリブ
ル、シュートにおける習熟度チェックを実施する。
②前回のゲームで現れた課題について検討したM-T-Mを用いてレ
ベルアップを図る。
③ゲーム
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ゲーム中に表れた課題及び修正練習の検
討・まとめ

2時間

ゲーム中に表れた課題及び修正練習の検
討・まとめ

2時間

ゲーム中に表れた課題及び修正練習の検
討・まとめ

2時間

ゲーム中に表れた課題及び修正練習の検
討・まとめ

2時間

バレーボール競技について成果・課題などに
ついて個々に振り返りを行う。

2時間

ゲーム中に表れた課題及び修正練習の検
討・まとめ

2時間

ゲーム中に表れた課題及び修正練習の検
討・まとめ

2時間

ゲーム中に表れた課題及び修正練習の検
討・まとめ

2時間

アルティメット競技について成果・課題など
について個々に振り返りを 行う。

2時間

ゲーム中に表れた課題及び修正練習の検
討・まとめ

2時間

ゲーム中に表れた課題及び修正練習の検
討・まとめ

2時間

ゲーム中に表れた課題及び修正練習の検
討・まとめ

2時間

ゲーム中に表れた課題及び修正練習の検
討・まとめ

2時間

フットサル競技について成果・課題などにつ
いて個々に振り返りを行う。

2時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

スポーツ演習Ⅱ（体育館等）
坂元紹子
1～4年

開講時期

後期

単位数

1

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
スポーツは人生をより豊かにし、充実したものとする世界共通の人類の文化のひとつである。また、心身の健全な発達に必要不可欠なものであ
り、人々が生涯にわたってスポーツに親しむことは大きな意義がある。本授業では様々な種目のスポーツを通じて、自身の体力の向上を図るの
みならず、チームプレーによって養われる集団技能を身につけ、さらに対戦相手との駆け引きができ、スポーツをより楽しむことができるよう
になることを目的とする。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

スポーツに親しむことで、身体を通しての汎
用的な技能の修得や実践能力を磨く。

様々なスポーツに関する知識、個人および集
団技能を身につけ、スポーツをより楽しむこ
とができることを目指す。

汎用的な力
1 ．DP9.役割理解・連携行動

積極的に取り組むとともに、個々の技能をも
とに互いに協力し、チームプレーを行うこと
を目指す。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。
規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業態度

： 本講義に関する活動に対しての、積極性・主体性・協同性について評価する
30％

実技

： 各種スポーツに関する基礎的・専門的な知識と技能を身に付けているか評価する
30％

課題・レポート

： 講義内で指定した課題、レポートについて評価する
40％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
特になし

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
なお、授業開始までに更衣を済ませておき、腕時計やピアスなどの装飾品は実技中に大きな損傷を招く恐れがあるため、全て取り外すこと。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業時間前後、もしくは、火曜15:00～17:00

場所：

授業場所、もしくは、外林研究室（中央館5階）

268

1812
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション
授業の進め方や成績評価の方法、受講マナーについてガイダン
スを行う。また、近年におけるスポーツを取り巻く環境につい
て理解し、安全かつ健全にかかわることの意義を学ぶ。

講義内で扱った内容について振り返る。

2時間

第2回

バレーボール ～基礎的技能～
バレーボールのルール概略を説明し、基本技術の動きを修得す
る。

バレーボールのルールを理解する。

2時間

第3回

バレーボール ～発展的技能～
バレーボールのフォーメーションの確認やコンビネーションの確
認を行う。

バレーボールの戦術を理解する。

2時間

第4回

バレーボール ～ゲーム～
チームに分かれてゲームを展開し、そのなかで、協調性・主体
性を養う。

バレーボールのゲームを理解する。

2時間

第5回

バスケットボール ～基礎的技能～
バスケットボールのルール概略を説明し、基本技術の動きを修
得する。

バスケットボールのルールを理解する。

2時間

第6回

バスケットボール ～発展的技能～
バスケットボールのフォーメーションの確認やコンビネーショ
ンの確認を行う。

バスケットボールの戦術を理解する。

2時間

第7回

バスケットボール ～ゲーム～
チームに分かれてゲームを展開し、そのなかで、協調性・主体
性を養う。

バスケットボールのゲームを理解する。

2時間

第8回

バドミントン ～基礎的技能～
バドミントンのルール概略を説明し、基本技術の動きを修得す
る。

バドミントンのルールを理解する。

2時間

第9回

バドミントン ～発展的技能～
バドミントンの発展的な攻撃や防御の練習を行う。

バドミントンの戦術を理解する。

2時間

第10回

バドミントン ～ゲーム～
シングルスとダブルスに分かれてゲームを展開する。そのなか
で、協調性・主体性を養う。

バドミントンのゲームを理解する。

2時間

第11回

フットサル ～基礎的技能～
フットサルのルール概略を説明し、基本技術の動きを修得する。

フットサルのルールを理解する。

2時間

第12回

フットサル ～発展的技能～
フットサルのフォーメーションの確認やコンビネーションの確
認を行う。

フットサルの戦術を理解する。

2時間

第13回

フットサル ～ゲーム～
チームに分かれてゲームを展開し、そのなかで、協調性・主体
性を養う。

フットサルのゲームを理解する。

2時間

第14回

授業の総括
授業内で親しんだスポーツの総合的振り返りを行う。

講義内で扱った内容について振り返る。

2時間
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健康科学

授業科目名

新田明美

担当教員名

1～4年

学年・コース等

開講時期

前期／後期

単位数

2

講義

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

薬剤師、衛生管理者の資格をもち、病院薬剤師、大学院では老年疫学、薬剤疫学研究を行っている。さらに看
護、医学部で公衆衛生学の授業経験がある。（全14回）

授業概要
感染症、海外に行く上で、健康に気を付けること。薬物乱用問題、メンタルヘルス、子どもをとりまく問題、感染症、社会と健康、薬剤の適正
使用等、昨今注目あるいは問題となっているトピックををわかりやすく解説に加え、教員と学生との質疑応答、各グループごとにプレゼンテー
ションを行うことで、健康に関する見識を深める。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

健康的な生活を営む上で必要な知識の習得

日常生活と健康

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

自分自身の生活、行動について振り帰り、知
識を役立つことができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ成績評価を「不可」とする。また、レポート試験の提出期限は順守するこ
と。提出期限後の提出は無効とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

振り返りシート
80％
レポート試験

： 授業のトピックについて、他人の意見ではなく、自分の見識でもって記入しているかを評価す
る。課題の内容とコメントが剥離している場合は減点、無記入の場合は0点になるので注意するこ
と
： 期限内提出のこと。期限後の提出は無効とする。

20％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
東京大学出版会；東京大学医学部健康総合科学科編「社会を変える健康のサイエンス

健康総合科学への21の扉」

履修上の注意・備考・メッセージ
我々をとりまく健康に関する諸問題について、報道等を通じて常にアンテナを張り、各自の見識をもつこと
尚、授業中のスライド等の写真撮影、録音、録画は厳禁である。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

未定

場所：

中央館5階

個人研究室114

備考・注意事項： 来室時には事前にメールでアポイントメントをとること。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

健康とは
健康とは、健康の定義、健康に影響を及ぼす因子とは？
ポピュレーションアプローチ、ヘルスプロモーションとはについ
て学ぶ。
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我々を取り巻く健康に関する諸問題につい
て、各自の健康意識について振り返りシー
トにまとめる。

4時間

1814
第2回

感染症について①

―感染症の基礎知識について―

インフルエンザ、ノロウイルス感染は、毎年冬になると流行す
る感染症である。
昨今、エボラ出血熱、MARS（中東呼吸器症候群）、新型コロナ
ウィルス感染症等、
日本では流行したことがない感染症（新興感染症）が世界中で流
行し、世界中を震撼させている。流行している感染症（インフル
エンザ等）及び新興・再興感染症はどのようなものがあるか、流
行方法、予防方法等について学習する。

感染症にはどのようなものがあるか、また予
防方法とは）

4時間

第3回

感染症について② -感染症に関する我が国の対策、検疫感染
症、学校感染症、院内感染症についてー
感染症になったら、我が国ではどのような対応、対策を行ってい
るか、さらに、学校感染症や検疫感染症、院内感染等について
も学ぶ。

感染症について、時事問題等をよく調べてお
くこと

4時間

第4回

新型コロナウィルス感染症について① ―新型コロナウィル
ス感染症の基礎知識―
昨年早々、新型コロナウィルス感染症が猛威を振るっており、現
在もその状況である。
COVID-19はどのようにして発生したのか、世界では、日本ではそ
の時、どのような対策をおこなっていたのかを学ぶ。

COVID-19の発生経緯等時事問題について調べ
ておく。

4時間

第5回

新型コロナウィルス感染症について②
―新型コロナウィル
ス感染症の国内外の動向と施策―
先週に引き続きて、COVID-19の現在の動向、世界の動
向、我が国の施策等について学ぶ

COVID－19についての時事問題について学ぶ。

4時間

第6回

海外渡航上健康ついて留意すべきこと① ―海外で気を付ける
べき感染症の基礎―
LCC航空会社の離発着の増大、低コストの旅行プラン等が充実し
ている昨今、海外渡航はより身近なものになっている。海外渡
航をする上で、けが、感染症等の健康上留意すべきこと、出国す
る際、現地、さらに帰国後、留意すべきことについて学習する。

海外渡航で健康上問題になっていること
を調べる。

4時間

第7回

海外渡航上健康ついて留意すべきこと②
―トラベルクリ
ニックとトラベルワクチンとは―
先週に引き続き、海外での感染症ではどのようなものがある
か、さらに、トラベルクリニック、トラベルワクチンとは何かに
ついて学ぶ。

当該内容について時事問題を調べること

4時間

第8回

女性と子供と健康

母子保健、少子化対策についてどのようなこ
とがあるか調べる。

4時間

児童虐待法、児童虐待についてどのような問
題があるのか調べる。

4時間

職場に関する健康についてどのような問題が
あるのか調べておく。

4時間

グローバルヘルスについて、時事問題を調べ
ておく

4時間

医薬品の適正使用について、薬害について
の諸問題について学ぶこと。

4時間

違法薬物に関する時事問題について調べてお
くこと

4時間

社会的要因とは何か、それらがどのように影
響をおよぼすのかについて調べておくこと

4時間

子どもを産むとき、育てる段階でどのような制度があるか、さら
に少子化問題についてどのような問題があるのか、統計指
標を用いながら学んでいく。
第9回

子どもを取り巻く諸問題
子どもをとりまく環境は昔と比べると、複雑かつ多様化してい
る。特に待機児童、少子化、児童虐待、核家族化は社会問題と
なっている。これらの問題について学習し、上記問題を解決して
いくにはどのようなことが必要か、考察する。

第10回

職場と健康について
本講義の受講生の大半は、卒業後、何らかしらの仕事に従事する
ことになる。一方、労働によるけがや病気、過重労働、ハラスメ
ント等、労働環境をとりまく諸問題が数多くある。健康に係る労
働関連の法律をはじめ、将来の就職、就労に向けての準備とし
て、労働が健康にどのようにかかわってくるのかを学習する

第11回

グローバルヘルスについて
近年グローバルヘルス（国際保健）について注目されている。国
際機関（WHO、ILO等）とは、我が国の二国間協力をしてい
るJICAの役割とは、さらにグローバル化がもたらす健康問題につ
いて学ぶ。

第12回

医薬品の適正使用について
現在流通している薬（売薬、医薬品）の適正使用方法、お薬手
帳の使い方等、我々が知っておくべき内容を解説する。

第13回

違法薬物について
大麻、覚せい剤、合法ドラッグ等の使用、所持による薬物犯
罪が後を絶たない。違法ドラッグにはどのようなものがあ
り、体にどのような影響を及ぼすのかを学習する。

第14回

社会的要因と健康
健康への影響には、文化、制度、宗教のみならず、昨今、経
済、教育、人のとつながりも影響することが報告されてい
る。ソーシャルキャピタル、社会経済状況が健康に与える影響に
ついて学ぶ。

271

1815

111

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

健康科学
羽藤文彦
1～4年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
スポーツの実践は個人が健康で豊かな社会生活を営む上で極めて重要な要素となっている。スポーツへの参加は社会性・協調性等の人格形
成に寄与するのみならず、適度な運動を継続することにより生活習慣病の発症予防や改善が可能であり、心身の健康維持に極めて重要であ
る。本科目では、正常な身体機能とともにスポーツ活動に伴う身体の生理的反応とその意義を講義し、健康の維持・向上のためのスポーツの意
義を学習する。また、スポーツに伴う障害や疾病についても講義し、予防や対応の方法も学習する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

身体活動に伴う身体の変化や傷病について理
解し、適切な対応ができる。

スポーツ活動に伴う身体的トラブルへの対応
策を提示できる。

2 ．DP1.幅広い教養やスキル

現代の社会背景をふまえて健康の維持・増
進におけるスポーツの意義を理解する。

健康の維持・増進におけるスポーツの意義に
ついて説明できる。

汎用的な力
1 ．DP8.意思疎通

質問を理解し、適切な回答が出来る。

2 ．DP10.忠恕の心

受講に適した行動を取ることが出来る。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

受講態度

： 授業での問いかけに対する積極性と論理性の２点から評価する。
25％

授業内課題

： 期日が守られているか、論理性のある内容になっているかの観点から評価する。
25％

期末レポート
50％

： レポートの形式、期日が守られているか、また内容に関しては引用文献、理論構築が適切にされて
いるかの観点から評価する。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
スポーツと法 三村寛一編著
村和彦編著 大修館書店

嵯峨野書院：健康・スポーツの科学

三村寛一編著

嵯峨野書院：スポーツ・ヘルスツーリズム

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜日4時限

場所：

図書館棟3階ラーニングコモンズ

備考・注意事項： 下記のメールアドレスに質問を送って頂いても結構です。
大学のメールアドレス： hato@osaka-seikei.ac.jp
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授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

健康の維持・増進におけるスポーツの意義
健康の概念ならびに社会環境と身体活動の変化について説
明し、現代社会での健康の維持・増進に対するスポーツの意
義を概説する。

第2回

体力とは
体力の分類とその内容について概説する。

第3回

身体発育とその特性
乳幼児期から老年期の身体発育・老化について概説し、各年齢
層に適切な活動様式、スポーツ種目などについて説明する。

第4回

身体運動の機構
身体運動がどのようにして行われるかを神経系、筋骨格系ならび
に感覚器系の関連について概説する。

第5回

身体運動と循環・呼吸
心血管系・呼吸器系と運動との関連について説明する。

第6回

身体運動と代謝
身体運動においてどのような代謝が行われるかを説明する。

第7回

有酸素運動と無酸素運動
有酸素運動と無酸素運動における身体活動の相違を説明する。

第8回

スポーツと栄養
スポーツにおける栄養補給の重要性について説明する。

第9回

筋力と技巧性
筋力の分類について説明し、技巧性と神経系や感覚器系の関連に
ついて概説する。

第10回

トレーニングの分類と特徴
トレーニングの分類について説明し、トレーニングの原理・原
則と各種トレーニングの特徴を概説する。

第11回

成人のスポーツ活動中に多いケガや病気
事故の発生要因について説明し、潜在的危険の存在について説
明し、運動中に起こり易い病気や怪我とその予防策を概説する。

第12回

発育発達期に多い怪我や病気
成人と異なり、乳児期から青年期にかけた発育発達期に起こりや
すい怪我や病気について、身体発育の特性を踏まえて概説する。

第13回

救急処置
意識の確認、呼吸の確認について説明し、心臓マッサージや人工
呼吸法ならびにAEDの使用法について概説する。

第14回

健康の維持・増進に対する施策の現状と今後の課題
健康の維持・増進に対する施策の現状について概説し、今後の課
題について意見交換を行う。

273

社会環境と身体活動強度の変遷について調べ
る。

4時間

一般的に（狭義の）体力という言葉が表す意
味と広義の体力の意味を調べる。

4時間

各年齢層での身体機能の発育・老化の特性に
ついて調べる。

4時間

筋肉・骨格・関節の働き、大脳・小脳・脊
髄の部位と感覚の種類について調べる。

4時間

心臓の構造と血液の成分・役割、気体の特
性、呼吸器系の構造について調べる。

4時間

栄養素とエネルギー産生機構について調べ
る。

4時間

エネルギー産生と酸素の関連について調べ
る。

4時間

栄養素と身体の構成・機能の関連につい
て調べる。

4時間

身体運動の機構について復習し、小脳と感
覚について調べる。

4時間

トレーニングの種類とそれぞれの特性を調べ
る。

4時間

各自が経験あるいは居合わせた怪我や事故に
ついての状況を授業内で発表できるようにま
とめる。

4時間

身体の発達発育の特性について復習し、まと
めを作成する。

4時間

緊急時に冷静に救急処置が出来るようにイ
メージトレーニングによる復習を充
分に行う。

4時間

健康の維持・増進のため実施されている施
策について調べ、その実施状況や問題点につ
いてまとめる。

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

健康科学
佐藤愛
1～4年

開講時期

後期

単位数

2

オンデマンド授業

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

管理栄養士、公認スポーツ栄養士の資格を持つ。病院の給食施設における傷病者の栄養管理、アスリートへ
の栄養サポートの経験があり、スポーツ選手への栄養教育に関する研究を行っている。

授業概要
日本は長寿の国で平均寿命は年々延びている。今後の目標は健康寿命の延伸にシフトしており病気の予防が重要視されている。私たちがこれか
ら健康で長生きするためには、近年、社会問題となっている生活習慣病やその予防に関する基礎知識の習得が必要である。本講義では、自
身の生活習慣を見直し健康管理ができるよう食生活、運動、休養に関する基礎知識の習得を目指す。さらに、熱中症、貧血、骨障害の予防・対
策や、喫煙、飲酒、ストレス等が健康に及ぼす影響についても学習する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

健康に向けた食生活、運動、休養に関し
て学ぶ。

健康な生活習慣に関する知識を習得する。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

自身の生活習慣を振り返り、健康で長生きす
るための課題を発見する。

2 ．DP5.計画・立案力

発見した課題の解決に向けて、病気を予防す
るための方法を立案できる。

3 ．DP6.行動・実践

自身や今後関わる人々に対し、正しい健康管
理を実践することができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業内課題

： 講義内容に対する理解度を評価する。
46％

振り返りシート

： 授業内容を踏まえ、独自の考えを掲示できているかを評価する。これを全14回実施する。
14％

期末試験

： 講義内容の理解度、知識の習得ができているかを判断する。
40％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
成和子 編著, 四訂 ライフスキルのための健康科学, 建帛社, 2020年
吉澤みな子他 著, 大学で学ぶ食生活と健康のきほん, 化学同人, 2020年
今村裕行他 著, イラスト スポーツ・運動と栄養―理論と実践―, 東京教学社, 2020年
その他、授業中に適宜紹介する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
※今後の状況に合わせて、授業の順番や内容を一部変更する場合がある。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

初回の授業で伝えます

場所：

初回の授業で伝えます
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備考・注意事項： 授業日以外の対応に関しては、授業開始時に説明する。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ガイダンスと健康科学に関する概説
健康の定義と生活習慣病等について学ぶ。

事前アンケートの実施

4時間

第2回

エネルギー代謝と身体活動

Metsを使用して自身のエネルギー消費量を調
査する

4時間

1日の総エネルギー消費量の測定方法について学ぶ。
第3回

三大栄養素の働き
炭水化物・脂質・たんぱく質の働きや豊富な食品について学ぶ。

食事調査を行う

4時間

第4回

ビタミン・ミネラルの働き
ビタミン・ミネラルの働きや豊富な食品について学ぶ。

自身の食塩のとり方を振り返る

4時間

第5回

食事の評価と計画

食事バランスガイドを活用して食事計
画を行う

4時間

食事の評価と計画について学ぶ。
第6回

水の役割と熱中症の対策
水の役割と熱中症について理解し、水分補給方法を学ぶ。

自身に必要な水分の必要量を振り返る

4時間

第7回

食生活と安全

授業内容（調理の基本・食中毒予防・食品表
示）について振り返る

4時間

調理の基本・食中毒予防・食品表示について学ぶ。
第8回

身体組成とウエイトコントロール
身体組成を把握する方法とウエイトコントロールについて学ぶ。

減量に関するケーススタディの実施

4時間

第9回

スポーツ選手に多い栄養障害とその対策
スポーツ選手に多い栄養障害（骨障害・貧血）について学ぶ。

授業内容（骨障害、貧血）について振り返る

4時間

第10回

ライフステージと健康 -成人期・妊娠期・更年期成人期・妊娠期・更年期の健康課題について学ぶ。

妊娠期に注意が必要な栄養について考える

4時間

第11回

喫煙と飲酒

多量の飲酒、喫煙をしている人への効果
的なアプローチを考える

4時間

喫煙と飲酒について学ぶ。
第12回

睡眠と健康
健康のための睡眠について学ぶ。

自身の睡眠の質を高めるための方法を考える

4時間

第13回

こころの健康
ストレス過多によるうつ病や睡眠障害、燃え尽き症候群等につい
て学ぶ。

ストレスとのつきあい方を考える

4時間

第14回

まとめ

ヘルスリテラシーを高める方法について考え
る

4時間

ヘルスリテラシーについて学ぶ。これまでの授業の理解度確認テ
ストを行う。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

スポーツ演習Ⅰ（教育）
寳學淳郎・辻慎太郎・坂本拓巳・中村公美子
3年

開講時期

後期

単位数

1

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
近年「運動不足」「体力の低下」「身体活動量の低下」が各年代の生活習慣病の原因であると多くの研究で明らかにされ、改善しなければいけ
ない問題とされています。特に「運動が嫌い」・「スポーツが苦手」な幼児・児童が増加しており、運動を指導するだけではなく、楽しさ
を伝える指導力が重要となってきています。この授業では体力強化･身体づくりはもちろんのこと、運動やスポーツの楽しさを体感し、子ど
も達に楽しさを伝えられる人間性を形成します。また、これまでに経験のあるスポーツのルールを正しく理解し、スポーツへの知識を深めま
す。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

バレーボールなどの一般的なスポーツを中
心に行う。ルールを正しく理解し、学んだ知
識を生かすために汎用的な技能や実践能
力を磨く。

教育者として、自身の体力の維持増進を図る
と同時に、様々な運動の特性を知り、運動技
能の向上を図る。

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

健康や体力の維持増進、技術上達等を各
人が体験する。

2 ．DP8.意思疎通

様々な種目を通してコミュニケーション能
力を育てる。

3 ．DP9.役割理解・連携行動

実技を通し考える力を体得する。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・実験、実技、実習

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業への取り組み状況
60％
授業中の課題レポート
10％
期末レポート
30％

： 各回授業への積極的参加（作戦・立案の積極性や試合中の動き）や授業態度（受講マナー、携帯電
話の使用や集合時に集まらないなど授業の妨げになる行為は減点）などをもとに総合評価する。
： 指定された内容に沿い、正確な文書表現および容易に理解できるよう、まとめられているかによ
り評価する。
： 14回の授業終了後にレポートを実施する。指定された内容に沿い、正確な文書表現および容易に理
解できるよう、まとめられているかにより評価する。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
適宜資料を配布する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は1単位の科目であるため、平均すると毎回1時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
なお、教育学部指定のトレーニングウェアとシューズを着用し、授業開始までに更衣を済ませておくこと。
また、腕時計やピアスなどの装飾品は実技中に大きな損傷を招く恐れがあるため、全て取り外すこと。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業の前後
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場所：

授業の教室

備考・注意事項： 必要に応じて声を掛けて下さい。時間調整をします。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

講義目的と評価法についてオリエンテーション
授業の進め方や成績評価の方法、受講マナーについてガイダン
スを行う。また、近年において何故運動が重要視されているの
か、さらに、子ども達になぜ運動が必要なのか、といった運
動を何故するのかという根本を理解する。

運動の重要性について調べる

1時間

第2回

バスケットボール（１）基礎的技能
ルールの概略を説明し、理解を促す。また、ボールコントロー
ル、ハンドリング技術の向上を目的にパス・ドリブル・リバウン
ドなどの基礎的な動きを練習する。講義の後半からは班内でのミ
ニゲームを行う。ミニゲームを通してルールを正しく理解すると
ともに、個人の技術を向上させる。

バスケットボールのルールを理解する

1時間

第3回

バスケットボール（２）ゲーム形式実践練習
再度ルール説明を行う。シュート技術の向上を目的に、レイアッ
プシュート・バックシュート・ジャンプシュート・セットシュー
トなどの練習を行う。講義の後半からは班対抗の実践練
習を行う。実践練習を通してチーム内でのコミュニケーショ
ンを図りながら、プレイ中の動きの意識や協調性・主体
性を養う。

授業内で学んだルールを再確認し、理解する

1時間

第4回

バスケットボール（３）班対抗ゲーム
バスケットボールで求められる総合的な能力向上を目的とし
て、これまでに行ったドリブル・パス・シュートなどの一連の動
作の練習を行う。講義の後半からは班対抗のゲームを行う。試合
前に各班で戦略の構築時間を設け、戦術を考える力を養うととも
に、班対抗のゲームを通して協調性・主体性を養う。

戦術について調べる

1時間

第5回

バレーボール（１）基礎的技能
ルールの概略を説明し、理解を促す。また、バレーボールの基本
技術の向上を目的にオーバーハンドパス・アンダーハンドパ
ス・スパイク・サーブなどの動きを練習する。講義の後半から
は班内でのミニゲームを行う。ミニゲームを通してルールを正し
く理解するとともに、個人の技術を向上させる。

バレーボールのルールを理解する

1時間

第6回

バレーボール（２）ゲーム形式実践練習
再度ルール説明を行う。チーム戦術の体験を目的に、フォーメー
ションの確認やコンビネーションの練習を行う。講義の後半から
は班対抗の実践練習を行う。実践練習を通してチーム内でのコ
ミュニケーションを図りながら、プレイ中の動きの意識や協調
性・主体性を養う。

授業内で学んだルールを再確認し、理解する

1時間

第7回

バレーボール（３）班対抗ゲーム
バレーボールで求められる総合的な能力向上を目的として、これ
までに行ったレシーブ・トス・サーブ・スパイクなどの練
習を行う。講義の後半からは班対抗のゲームを行う。試合前に各
班で戦略の構築時間を設け、戦術を考える力を養うとともに、班
対抗のゲームを通して協調性・主体性を養う。

戦術について調べる

1時間

第8回

フットサル（１）基礎的技能
ルールの概略を説明し、理解を促す。また、基本技術の向上を目
的にキックの仕方（インサイド・トゥー）・ドリブルなどの基礎
的な動きを練習する。講義の後半からは班内でのミニゲー
ムを行う。ミニゲームを通してルールを正しく理解するととも
に、個人の技術を向上させる。

フットサルのルールを理解する

1時間

第9回

フットサル（２）ゲーム形式実践練習
再度ルール説明を行う。攻撃のフォーメーションや防御のフォー
メーションなどの練習を行い、チームごとの戦術を工夫する一
助とする。講義の後半からは班対抗の実践練習を行う。実践練
習を通してチーム内でのコミュニケーションを図りながら、プレ
イ中の動きの意識や協調性・主体性を養う。

授業内で学んだルールを再確認し、理解する

1時間

第10回

フットサル（３）班対抗ゲーム
フットサルで求められる総合的な能力向上を目的として、これま
でに行ったドリブル・パス・シュートなどの練習を行う。講
義の後半からは班対抗のゲームを行う。試合前に各班で戦略の構
築時間を設け、戦術を考える力を養うとともに、班対抗のゲー
ムを通して協調性・主体性を養う。

戦術について調べる

1時間

第11回

卓球（１）基礎的技能
ルールの概略を説明し、理解を促す。また、卓球の基本技術の向
上を目的にフォアハンド・バックハンドなどの基礎的な動きを練
習する。講義の後半からは班内でのミニゲーム（シングル
ス）を行う。ミニゲームを通してルールを正しく理解するととも
に、個人の技術を向上させる。

卓球のルールを理解する

1時間

第12回

卓球（２）ゲーム形式実践練習
再度ルール説明を行う。ダブルスでの動きや連携についての練
習を行う。講義の後半からは班対抗の実践練習を行う。実践練
習を通してチーム内でのコミュニケーションを図りながら、プレ
イ中の動きの意識や協調性・主体性を養う。

授業内で学んだルールを再確認し、理解する

1時間

第13回

卓球（３）班対抗ゲーム
卓球で求められる総合的な能力向上を目的として、これまで
に行ったフォアハンド・バックハンドやダブルスでの連携など
の練習を行う。講義の後半からは班対抗のゲームを行う。試合
前に各班で戦略の構築時間を設け、戦術を考える力を養うととも
に、班対抗のゲームを通して協調性・主体性を養う。

戦術について調べる

1時間

第14回

総括と質疑応答

授業を振り返り、これまでの内容についてま
とめる

1時間

自身の体力と健康意識について振り返る。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

スポーツ演習Ⅱ（教育）
外林大輔・辻慎太郎・坂本拓巳・濱口幹太
4年

開講時期

前期

単位数

1

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
近年「運動不足」「体力の低下」「身体活動量の低下」が各年代の生活習慣病の原因であると多くの研究で明らかにされ、改善しなければいけ
ない問題とされています。特に、「運動が嫌い」・「スポーツが苦手」な幼児・児童・生徒が増加しており、運動を指導するだけではな
く、楽しさを伝える指導力が重要となってきています。スポーツ演習Ⅱでは体力強化･身体づくりはもちろんのこと、運動やスポーツの楽しさ
を体感し、子ども達に楽しさを伝えられる人間を形成します。また、各種目の発展的な練習方法や試合展開方法について考える機会を授
業に取り入れ、実践形式で実施していきます。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

一般的なスポーツに触れるだけではなく、発
展的な練習方法や試合展開を学ぶこと
で、学んだ知識を生かすために汎用的な技
能や実践能力を磨く。

教育者として、自身の体力の維持増進を図る
と同時に、様々な運動の特性を知り、運動技
能の向上を図る。

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

健康や体力の維持増進、技術上達等を各
人が体験する。

2 ．DP8.意思疎通

様々な種目を通してコミュニケーション能
力を育てる。

3 ．DP9.役割理解・連携行動

実技を通し考える力を体得する。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業への取り組み状況
40％
授業中の課題レポート
20％
期末レポート
40％

： 各回授業への積極的参加（作戦・立案の積極性や試合中の動き）や授業態度（受講マナー、携帯電
話の使用や集合時に集まらないなど授業の妨げになる行為は減点）などをもとに総合評価する。
： 指定された内容に沿い、正確な文書表現および容易に理解できるよう、まとめられているかによ
り評価する。
： 14回の授業終了後に、指定された内容に関するレポートを実施する。レポート内容に沿い、正
確な文書表現および容易に理解できるよう、まとめられているかにより評価する。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
適宜資料を配布する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は1単位の科目であるため、平均すると毎回1時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
なお、教育学部指定のトレーニングウェアとシューズを着用し、授業開始までに更衣を済ませておくこと。
また、腕時計やピアスなどの装飾品は実技中に大きな損傷を招く恐れがあるため、全て取り外すこと。
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オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業の前後

場所：

授業の教室

備考・注意事項： 必要に応じて声を掛けて下さい。時間調整をします。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

講義目的と評価法についてオリエンテーション
授業の進め方や成績評価の方法、受講マナーについてガイダン
スを行う。また、近年において運動不足が問題視されているこ
と、健康増進おいて求められる運動について理解し、スポー
ツの概念や生涯スポーツの大切さについて学修する。

自身の体力を向上させるためにはどのよう
な運動を取り入れるべきか考えておくこと

1時間

第2回

バスケットボール 個人技能練習法
ルールの概略を説明し理解を促す。また、バスケットボールの基
礎的技術の向上を目的に、ボールハンドリング、シュート、パ
ス、ドリブルの基礎的な動きの練習とその指導方法について学
修する。

バスケットボールのルールを理解する

1時間

第3回

バスケットボール

バスケットボールの攻撃・防御方法につい
て調べる

1時間

集団技能練習法

バスケットボールで求められる総合的な能力向上を目的とし
て、これまでに行った基本的な練習に加えてフォーメーションな
どの練習とその指導方法について学ぶ。講義の後半からは班対
抗のゲームを行う。
第4回

バスケットボール チーム練習・リーグ戦
バスケットボールの攻撃、防御について総合的な練習と指導方
法について学び、チーム練習とリーグ戦を通じて、戦術など
を考える力を養い、試合中の動きの意識や協調性・主体
性を養う。

バスケットボールの戦術について調べる

1時間

第5回

バレーボール 個人技能練習法
ルールの概略を説明し理解を促す。また、バレーボールの基礎的
技術の向上を目的に、パス、レシープ、トス、アタックの基礎
的な動きの練習とその指導方法について学修する。

バレーボールのルールを理解する

1時間

第6回

バレーボール

バレーボールの攻撃・防御方法について調べ
る

1時間

集団技能練習法

バレーボールで求められる総合的な能力向上を目的として、これ
までに行った基本的な練習に加えてフォーメーションなどの練
習とその指導方法について学ぶ。講義の後半からは班対抗のゲー
ムを行う。
第7回

バレーボール チーム練習・リーグ戦
バレーボールの攻撃、防御について総合的な練習と指導方法につ
いて学び、チーム練習とリーグ戦を通じて、戦術などを考え
る力を養い、試合中の動きの意識や協調性・主体性を養う。

バレーボールの戦術について調べる

1時間

第8回

バドミントン 個人技能練習法
ルールの概略を説明し理解を促す。また、バドミントンの基礎的
技術の向上を目的に、スマッシュ、クリア、ドライブ、ドロッ
プの基礎的な動きの練習とその指導方法について学修する。

バドミントンのルールを理解する

1時間

第9回

バドミントン

バドミントンの攻撃・防御方法について調べ
る

1時間

集団技能練習法

バドミントンで求められる総合的な能力向上を目的として、これ
までに行った基本的な練習に加えてダブルスのフォーメーショ
ンなどの練習とその指導方法について学ぶ。講義の後半からは班
対抗のゲームを行う。
第10回

バドミントン チーム練習・リーグ戦
バドミントンの攻撃、防御について総合的な練習と指導方法につ
いて学び、チーム練習とリーグ戦を通じて、戦術などを考え
る力を養い、試合中の動きの意識や協調性・主体性を養う。

バドミントンの戦術について調べる

1時間

第11回

ハンドボール 個人技能練習法
ルールの概略を説明し理解を促す。また、ハンドボールの基礎的
技術の向上を目的に、ドリブル、パス、スローの基礎的な動き
の練習とその指導方法について学修する。

ハンドボールのルールを理解する

1時間

第12回

ハンドボール

ハンドボールの攻撃・防御方法について調べ
る

1時間

集団技能練習法

ハンドボールで求められる総合的な能力向上を目的として、これ
までに行った基本的な練習に加えてフォーメーションなどの練
習とその指導方法について学ぶ。講義の後半からは班対抗のゲー
ムを行う。
第13回

ハンドボール チーム練習・リーグ戦
ハンドボールの攻撃、防御について総合的な練習と指導方法につ
いて学び、チーム練習とリーグ戦を通じて、戦術などを考え
る力を養い、試合中の動きの意識や協調性・主体性を養う。

ハンドボールの戦術について調べる

1時間

第14回

総合演習

授業を振り返り、これまでの内容についてま
とめる

1時間

これまで授業で学修した種目や内容について、総合的な演習を企
画し実施する。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

情報リテラシー１（経営・国際観光）
中井秀樹・吹田のり子・栄沢直子・酒井真紀
1年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
この授業では、本学の学びにおいて必要不可欠なコンピュータスキルの基本を身につけることを目的とする。基本的には、Windowsパソコンの基
本操作、インターネット検索の方法、電子メールを使った文書のやり取り、電子メールやSNSでのマナー、及び、文書作成ソフトを使った文書表
現、表計算ソフトを使ったデータの分析・整理、プレゼンテーションソフトを使った発表資料の作成のためのMicrosoft Officeのツールハンド
リングについて学ぶ。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

情報リテラシー

文書作成ソフト、電子メール、表計算ソフ
トやプレゼンテーションソフトの基本的操
作ができる。

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

独力で、課題に対して正確な表現や、表やグ
ラフを使ってデータ整理・分析、分かりやす
い発表資料の作成ができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回課題を提出すること。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業への取り組み状況
12％
授業内でのPC操作修得状況
36％
総合課題の完成度
35％
定期試験

： PC操作に関してのルールを遵守することを標準とし、積極的に学習しようとしているかを評価す
る。NESSを積極的に行っているかも評価する。
： 各授業において文書作成ソフト、表計算ソフト、プレゼンテーションソフト、電子メールの演習課
題の完成度をもとに評価する。
： 文書作成ソフト（15%）、表計算ソフト（20%）の各総合課題で文書表現の正確さ、データ整理の適
切さにより評価する。
： プレゼンテーションソフトを使用した試験を実施する。

17％

使用教科書
指定する
著者

タイトル
・

出版社

イチからしっか
り学ぶ！Office基礎と情報モラ
ル Office365・2019対
応【NESS付】

参考文献等
特になし

履修上の注意・備考・メッセージ
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・ noa出版

出版年
・

2019 年
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本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

Classroomのコメント欄等で

場所：

Classroom

備考・注意事項： 各クラス、担当講師より授業内で通達する。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション、PCの操作、Word①入力・修正
【オリエンテーション】
・オリエンテーション
・GoogleClassroomの使い方（ダウンロード、アップロードの仕
方）、画面の見方
・TAサポート、ラーニングコモンズについて
・マウスの操作方法
・アプリケーションの起動
・ウィンドウの移動とサイズ変更
・エクスプローラーの操作
・ファイルやフォルダーの移動とコピー
・フォルダーの新規作成、保存、削除
・Gmailの設定、送受信、PCメールのルール
【Word①】
・Wordの基本操作
・文書の新規作成、Wordの画面構成、リボンについて
・キーボード配列表、タッチタイピング、ホームポジション
・IMEの設定
・さまざまな文字の入力と変換
・文字の修正
・文書の保存、文書を閉じる、文書を開く
・範囲設定、変換のタイミング、元に戻す

第2回

セキュリティと情報モラル
・セキュリティとは
・コンピューターウィルス
・スパイウェア、不正アクセス、フィッシング詐欺
・著作権、知的財産権、個人情報
・ネチケット、ネットコミュニケーション

第3回

Word②チラシ作成-1（書式・表作成）
・書式(書式とは、フォント、中央揃え、フォントサイズ、フォ
ントの色、太字・斜体、下線、インデント、タブ、均等
割り付け)
・表の作成(表の構成要素、表の挿入、表の範囲指定、表
内のカーソル移動、文字の入力、列幅の変更、セルの結
合、表のスタイル、セルの配置、表の配置)

第4回

Word③チラシ作成-2（各種オブジェクト・印刷）
・ワードアート(ワードアートの挿入、フォントサイズ、文
字の塗りつぶし、文字の効果、位置)
・オンライン画像(オンライン画像の挿入、文字列の折り返し)
・図の挿入
・図形(図形の挿入、文字の入力)
・ページ罫線
・印刷

第5回

Word④レポート作成
・ページ設定
・表紙の作成
・フッター(ページ番号の表示、ページ番号の書式設定)
・図の挿入
・Excelのグラフの挿入
・引用
・図表番号
・脚注
・参考文献
・スタイル

第6回

Word⑤Word総合課題
Word総合課題を独力で完成する

第7回

Excel①表作成-1（基本操作）
・Excelの基本操作
・ブックの新規作成、Excelの画面構成
・範囲指定
・データの入力、訂正、削除
・フォントの設定(フォント・フォントサイズ、太字・斜
体、フォントの色、塗りつぶしの色)

第8回

Excel②表作成-2（配置・表示形式）
・配置の設定(セルを結合して中央揃え、中央揃え、右揃え)
・表示形式の設定(枠区切りスタイル、通貨表示形式、パーセン
トスタイル、小数点以下の表示桁数を増やす、日付の表示形
式の変更)
・罫線
・行の高さや列の幅の変更
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テキストの2から26ページまでを授業
前に読み理解しておくこと。

4時間

テキストの249から287ページまで読み、理
解しておくこと。 NESSを使用した復習、タイ
ピング練習

4時間

テキストの60から80ページまで読み、理解し
ておくこと。 NESSを使用した復習、タイピン
グ練習

4時間

テキストの60から80ページまで読み、理解し
ておくこと。 NESSを使用した復習、タイピン
グ練習

4時間

テキストの81から93ページまでまで読み、理
解しておくこと。 NESSを使用した復習、タイ
ピング練習

4時間

テキストの29から93ページまで復習をしてく
る NESSを使用した復習、タイピング練習

4時間

テキストの99から122ページまで読み、理解し
ておくこと。 NESSを使用した復習、タイピン
グ練習

4時間

テキストの99から122ページまで読み、理解し
ておくこと。 NESSを使用した復習、タイピン
グ練習

4時間
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第9回

Excel③計算式-1
・ビジネスで使われる計算式
・数式の入力(数式に使う演算記号、売上金額の計算、累計の計
算、達成率の計算、前日比の計算、伸び率の計算、再計算機能)
・数式のコピー(オートフィルを利用した数式のコピー、複
数の数式のコピー、合計の計算)

第10回

Excel④ 計算式-2、関数
・相対参照と絶対参照(構成比の計算、絶対参照を使った数
式のコピー)
・関数の利用(SUM関数、AVERAGE関数、シートの切り替え、IF関
数）

第11回

Excel⑤グラフ作成、ページ設定・印刷
・Excelのグラフ
・棒グラフの作成(縦棒グラフの作成、グラフの移動とサイズ変
更、グラフの要素)
・円グラフの作成
・印刷イメージの確認
・ページ設定
・改ページプレビュー

第12回

Excel⑥、Excel総合課題
・Excel総合課題を独力で完成する

第13回

PowerPoint① プレゼンテーションとは、スライド作成-1
・プレゼンテーションとは
・PowerPointの基本操作
・プレゼンテーションの新規作成、画面構成
・スライドのサイズを変更、スライドのデザインを選ぶ
・文字の入力（タイトルの入力、サブタイトルの入力）
・スライドの作成
・ワードアート（ワードアートの挿入、ワードアートの編集、プ
レースホルダーの削除）
・SmartArt（SmartArtの挿入、文字の入力、色とスタイルの変
更）
・画像の挿入

第14回

PowerPoint② スライド作成-2、効果・発表準備
・Excelの表とグラフの挿入
・図形の作成
・画面切り替え効果
・アニメーション効果（文字に効果を付ける、SmartArtに効
果を付ける、図形に効果を付ける、順序の変更）
・スライドショーの実行
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テキストの130から152ページまで読み、理
解しておくこと。 NESSを使用した復習、タイ
ピング練習

4時間

テキストの130から152ページまで読み、理
解しておくこと。 NESSを使用した復習、タイ
ピング練習

4時間

テキストの153から176ページ、123か
ら128ページまで読み、理解しておくこと。
NESSを使用した復習、タイピング練習

4時間

テキストの99から176ページまで読み、理解し
ておくこと。 NESSを使用した復習、タイピン
グ練習

4時間

テキストの177から219ページまで読み、理
解しておくこと。 NESSを使用した復習、タイ
ピング練習

4時間

テキストの222から248ページまで読み、理
解しておくこと。 NESSを使用した復習、タイ
ピング練習

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

情報リテラシー１（芸術）
松永順子
1年

開講時期

後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
この授業ではコンピュータの基礎知識の習得から、Wordによる文書の作成、PowerPointを用いたプレゼンテーション等を行います。また学校現
場で必要となるExcelを使用した表計算も行います。Wordでは、画像の取り扱いなど著作物の取り扱いも学習します。PowerPointでは、自分でシ
ナリオを考え、実際に発表を行います。
教職履修者のみの受講ですので「教職カルテ」の作成を実際に行い、今後の自身の教職履修科目の記載準備をします。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

Wordでの文書作成、Excelでの表計算やグラ
フ作成、PowerPointでのプレゼンテーション

Word,Excel,PowerPointの基本操
作を身に付け、活用することができる

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

PowerPointを使って発表

自分の考えを人に伝えることができる

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

与えられたテーマに沿って調査、資料収集が
できる

2 ．DP6.行動・実践

収集した資料をまとめ、プレゼンテーショ
ンを作成することができる

3 ．DP7.完遂

人前で自分の考えを発表することができる

4 ．DP8.意思疎通

他者の発表を聞き、講評をすることができる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を「不可」とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

Word課題

： ビジネス文書やチラシの作成の課題を提出
15％

Excel課題

： 表計算やグラフ作成の課題を提出
15％

PowerPoint課題

： スライド作成と発表、他の発表者に対する質疑応答や講評を評価
15％

理解度

： 毎回授業内作成データ提出、講義内容の理解度を確認
25％

授業姿勢
10％
試験

： 自ら学ぼうとする意欲を評価する。私語や携帯操作、居眠り等、授業内容と関係のないことに関し
ては禁止。
： 15回の授業終了後に課題を提出

20％

使用教科書
指定する
著者
富士通エフ・オー・エム株式会社 ・

タイトル

出版社

情報リテラシー 入門編

284

・ FOM出版

出版年
・

2020 年

1831

参考文献等
特になし

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回2時間以上の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業の前後

場所：

授業の教室

備考・注意事項： 授業の前後以外で質問したい場合は、メールにて受け付けます。
メールアドレスは matsunaga@g.osaka-seikei.ac.jp です。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

パソコンの基本操作、Windows、Word
初心者、中級者に関わらず、本学で使用するパソコンの使用
法を説明。
Windowsの画面構成、操作方法を学びます。
文章を入力するためタイピングの練習も行います。
Wordの仕組みを知り、文書入力を行います。
・情報リテラシー 入門編
Windows編 基本操作
Word編 STEP1 Wordについて

Windowsの操作方法の復習、Wordの基本操
作の復習

2時間

文書入力の復習

2時間

第2回

Wordを用いて基本的な文書作成
・情報リテラシー 入門編
Word編 STEP2基本的な文書を作成しよう

第3回

Wordを用いて図や表の作成
・情報リテラシー 入門編
Word編 STEP3図や表を挿入しよう、
STEP4文書を印刷しよう

第4回

Wordを用いて表現力豊かな文書作成
・情報リテラシー 入門編
Word編 STEP5表現力をアップする機能を使ってみよう

表現力豊かな文書作成の復習

2時間

第5回

Wordを用いてビジネス文書の作成、情報モラル＆情報セキュリ
ティ
・情報リテラシー 入門編
Word編 付録 ビジネス文書の書き方
ネット社会で情報を安全に使いこなすための、情報モラルや情
報セキュリティを学びます。

ビジネス文書の書き方の復習、課題に向けて
の復習

2時間

第6回

Wordを用いて課題作成
・Word編 課題
Wordを用いて、レポートの作成を行います

文書作成全般の復習

2時間

第7回

Excelを用いて表の作成
Excelの仕組みを知り表計算の基本操作を学びます
・情報リテラシー 入門編
Excel編 STEP1Excelについて、
STEP2データを入力しよう

表作成の基礎操作の復習

2時間

第8回

Excelを用いて表の編集、数式の入力
・情報リテラシー 入門編
Excel編 STEP3表を作成しよう、
STEP4表を編集しよう、
STEP5表を印刷しよう

数式の入力の復習

2時間

第9回

Excelを用いてグラフの作成、データベース操作、複数シー
トの操作
・情報リテラシー 入門編
Excel編 STEP6グラフを作成しよう、
STEP7データベースを操作しよう、
STEP8複数のシートを操作しよう

グラフ作成、データベース、複数のシート操
作の復習

2時間

第10回

Excelを用いて課題作成
・Excel編 課題
Excelを用いて、表計算やグラフ作成を行います

表計算の復習

2時間

第11回

PowerPointを用いてプレゼンテーションの作成
PowerPointの仕組み、基本操作を学びます
・情報リテラシー 入門編
PowerPoint編 STEP1 PowerPointについて、
STEP2 プレゼンテーションを作成しよう、
STEP3 オブジェクトを挿入しよう、
STEP4プレゼンテーションの構成を変更しよう、
STEP5 プレゼンテーションに動きを設定しよう

PowerPointの基本操作の復習

2時間

第12回

PowerPointによるプレゼンテーション資料の作成(1)資料収集

プレゼン資料の作成、課題制作に向けて調
査・資料収集

2時間

プレゼンテーションのリハーサル

2時間

図や表の作成の復習

・情報リテラシー 入門編
PowerPoint編 STEP6 プレゼンテーションを印刷しよう、
付録 プレゼンテーションの流れ
・PowerPoint課題制作
テーマ発表、各自制作
第13回

PowerPointによるプレゼンテーション資料の作成(2)スライド作
成、教職カルテの作成
・PowerPoint課題制作
テーマ再確認、各自制作、発表時の注意事項
・「教職カルテ」の作成
氏名等個人情報入力、教職履修科目を書き進める

285

2時間
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第14回

PowerPointによるプレゼンテーションの発表課題
・PowerPoint課題
作成した資料をプロジェクターで投影して、実際にプレゼン
テーションを行います。授業の最終まとめです。
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他者の発表を参照し、授業への取り組み
を振りかえる

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

情報リテラシー１（教育）
栄沢直子・越本博美
1年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
この授業では、本学の学びにおいて必要不可欠なコンピュータスキルの基本を身につけることを目的とする。基本的には、Windowsパソコンの基
本操作、インターネット検索の方法、電子メールを使った文書のやり取り、電子メールやSNSでのマナー、及び、文書作成ソフトを使った文書表
現、表計算ソフトを使ったデータの分析・整理、プレゼンテーションソフトを使った発表資料の作成のためのMicrosoft Officeのツールハンド
リングについて学ぶ。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

情報リテラシー

文書作成ソフト、電子メール、表計算ソフ
トやプレゼンテーションソフトの基本的操
作ができる。

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

独力で、課題に対して正確な表現や、表やグ
ラフを使ってデータ整理・分析、分かりやす
い発表資料の作成ができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回課題を提出すること。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業への取り組み状況
12％
授業内でのPC操作修得状況
36％
総合課題の完成度
35％
定期試験

： PC操作に関してのルールを遵守することを標準とし、積極的に学習しようとしているかを評価す
る。NESSを積極的に行っているかも評価する。
： 各授業において文書作成ソフト、表計算ソフト、プレゼンテーションソフト、電子メールの演習課
題の完成度をもとに評価する。
： 文書作成ソフト（15%）、表計算ソフト（20%）の各総合課題で文書表現の正確さ、データ整理の適
切さにより評価する。
： プレゼンテーションソフトを使用した試験を実施する。

17％

使用教科書
指定する
著者

タイトル
・

出版社

イチからしっか
り学ぶ！Office基礎と情報モラ
ル Office365・2019対
応【NESS付】

参考文献等
特になし

履修上の注意・備考・メッセージ

287

・ noa出版

出版年
・

2019 年
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本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

Classroomのコメント欄等で

場所：

Classroom

備考・注意事項： 各クラス、担当講師より授業内で通達する。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション、PCの操作、Word①入力・修正
【オリエンテーション】
・オリエンテーション
・GoogleClassroomの使い方（ダウンロード、アップロードの仕
方）、画面の見方
・TAサポート、ラーニングコモンズについて
・マウスの操作方法
・アプリケーションの起動
・ウィンドウの移動とサイズ変更
・エクスプローラーの操作
・ファイルやフォルダーの移動とコピー
・フォルダーの新規作成、保存、削除
・Gmailの設定、送受信、PCメールのルール
【Word①】
・Wordの基本操作
・文書の新規作成、Wordの画面構成、リボンについて
・キーボード配列表、タッチタイピング、ホームポジション
・IMEの設定
・さまざまな文字の入力と変換
・文字の修正
・文書の保存、文書を閉じる、文書を開く
・範囲設定、変換のタイミング、元に戻す

第2回

セキュリティと情報モラル
・セキュリティとは
・コンピューターウィルス
・スパイウェア、不正アクセス、フィッシング詐欺
・著作権、知的財産権、個人情報
・ネチケット、ネットコミュニケーション

第3回

Word②チラシ作成-1（書式・表作成）
・書式(書式とは、フォント、中央揃え、フォントサイズ、フォ
ントの色、太字・斜体、下線、インデント、タブ、均等
割り付け)
・表の作成(表の構成要素、表の挿入、表の範囲指定、表
内のカーソル移動、文字の入力、列幅の変更、セルの結
合、表のスタイル、セルの配置、表の配置)

第4回

Word③チラシ作成-2（各種オブジェクト・印刷）
・ワードアート(ワードアートの挿入、フォントサイズ、文
字の塗りつぶし、文字の効果、位置)
・オンライン画像(オンライン画像の挿入、文字列の折り返し)
・図の挿入
・図形(図形の挿入、文字の入力)
・ページ罫線
・印刷

第5回

Word④レポート作成
・ページ設定
・表紙の作成
・フッター(ページ番号の表示、ページ番号の書式設定)
・図の挿入
・Excelのグラフの挿入
・引用
・図表番号
・脚注
・参考文献
・スタイル

第6回

Word⑤Word総合課題
Word総合課題を独力で完成する

第7回

Excel①表作成-1（基本操作）
・Excelの基本操作
・ブックの新規作成、Excelの画面構成
・範囲指定
・データの入力、訂正、削除
・フォントの設定(フォント・フォントサイズ、太字・斜
体、フォントの色、塗りつぶしの色)

第8回

Excel②表作成-2（配置・表示形式）
・配置の設定(セルを結合して中央揃え、中央揃え、右揃え)
・表示形式の設定(枠区切りスタイル、通貨表示形式、パーセン
トスタイル、小数点以下の表示桁数を増やす、日付の表示形
式の変更)
・罫線
・行の高さや列の幅の変更
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テキストの2から26ページまでを授業
前に読み理解しておくこと。

4時間

テキストの249から287ページまで読み、理
解しておくこと。 NESSを使用した復習、タイ
ピング練習

4時間

テキストの60から80ページまで読み、理解し
ておくこと。 NESSを使用した復習、タイピン
グ練習

4時間

テキストの60から80ページまで読み、理解し
ておくこと。 NESSを使用した復習、タイピン
グ練習

4時間

テキストの81から93ページまでまで読み、理
解しておくこと。 NESSを使用した復習、タイ
ピング練習

4時間

テキストの29から93ページまで復習をしてく
る NESSを使用した復習、タイピング練習

4時間

テキストの99から122ページまで読み、理解し
ておくこと。 NESSを使用した復習、タイピン
グ練習

4時間

テキストの99から122ページまで読み、理解し
ておくこと。 NESSを使用した復習、タイピン
グ練習

4時間

1832

第9回

Excel③計算式-1
・ビジネスで使われる計算式
・数式の入力(数式に使う演算記号、売上金額の計算、累計の計
算、達成率の計算、前日比の計算、伸び率の計算、再計算機能)
・数式のコピー(オートフィルを利用した数式のコピー、複
数の数式のコピー、合計の計算)

第10回

Excel④ 計算式-2、関数
・相対参照と絶対参照(構成比の計算、絶対参照を使った数
式のコピー)
・関数の利用(SUM関数、AVERAGE関数、シートの切り替え、IF関
数）

第11回

Excel⑤グラフ作成、ページ設定・印刷
・Excelのグラフ
・棒グラフの作成(縦棒グラフの作成、グラフの移動とサイズ変
更、グラフの要素)
・円グラフの作成
・印刷イメージの確認
・ページ設定
・改ページプレビュー

第12回

Excel⑥、Excel総合課題
・Excel総合課題を独力で完成する

第13回

PowerPoint① プレゼンテーションとは、スライド作成-1
・プレゼンテーションとは
・PowerPointの基本操作
・プレゼンテーションの新規作成、画面構成
・スライドのサイズを変更、スライドのデザインを選ぶ
・文字の入力（タイトルの入力、サブタイトルの入力）
・スライドの作成
・ワードアート（ワードアートの挿入、ワードアートの編集、プ
レースホルダーの削除）
・SmartArt（SmartArtの挿入、文字の入力、色とスタイルの変
更）
・画像の挿入

第14回

PowerPoint② スライド作成-2、効果・発表準備
・Excelの表とグラフの挿入
・図形の作成
・画面切り替え効果
・アニメーション効果（文字に効果を付ける、SmartArtに効
果を付ける、図形に効果を付ける、順序の変更）
・スライドショーの実行
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テキストの130から152ページまで読み、理
解しておくこと。 NESSを使用した復習、タイ
ピング練習

4時間

テキストの130から152ページまで読み、理
解しておくこと。 NESSを使用した復習、タイ
ピング練習

4時間

テキストの153から176ページ、123か
ら128ページまで読み、理解しておくこと。
NESSを使用した復習、タイピング練習

4時間

テキストの99から176ページまで読み、理解し
ておくこと。 NESSを使用した復習、タイピン
グ練習

4時間

テキストの177から219ページまで読み、理
解しておくこと。 NESSを使用した復習、タイ
ピング練習

4時間

テキストの222から248ページまで読み、理
解しておくこと。 NESSを使用した復習、タイ
ピング練習

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

情報リテラシー２
中井秀樹
1年

開講時期

後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
この授業では、大学での学びにおいて必要不可欠な情報を活用する基本的なスキルを身につけることを目的とする。
具体的には、課題解決に必要な情報を収集し、収集した情報を課題解決に向けて適切に加工して解決案を作成する。
そして、作成した解決案を分かりやすく伝達するといった一連の活動を、コンピュータとインターネット（ＩＣＴ）を使って行えるようする。
授業では、具体的な演習課題を通して、この一連の情報活用能力を身につける。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

アカデミックスキル

解決案を分かりやすく表現した発表資料を作
成し、発表ができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

インターネットを使って必要な情報を適
切に収集・選択し、課題を発見し、解決
案を論理的に組み立てて表現することができ
る。

2 ．DP8.意思疎通

自分の意見をしっかり述べることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
毎回課題を提出することで出席と認める。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業への取り組み状況

： 授業における演習への取り組み姿勢、受講態度、遅刻状況などで評価する。
20％

授業内での課題達成率

： 情報収集した情報の適切さ、グラフ等による分析の適切さ、内容の論理性を評価する。
30％

総合演習での成果

： 発表資料と発表内容について、わかりやすさ、表現の適切さ、取り組み姿勢について評価する。
30％

定期試験（レポート試験）

： 授業内で学修した内容について、課題作成を行う。
20％

使用教科書
指定する
著者

タイトル
・

考える
ち合う
付）

出版社
伝える 分か
情報活用力（Rasti2回

参考文献等
特になし

履修上の注意・備考・メッセージ
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本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
授業期間中及び定期試験日に実施される情報活用力診断テスト「Rasti」試験（2回実施）を必ず受験すること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜日４限

場所：

西館3階

備考・注意事項： メールでの質問はnakai-hi@g.osaka-seikei.ac.jpに
用件は明確につたえるようにしてください。
どの課題のどの部分についての質問で、どこまでの操作ができているのか。どの操作がうまくできないのかなどを確実に伝え
るようにしてください。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション、情報リテラシー1の復習
当該授業の目標、学習内容、評価について確認する。
情報リテラシー１で学んだWord、Excellの操作の復習をする。

第2回

情報検索
情報収集の役割や価値を理解し、インターネットを活用した情報
検索を実践する。
また情報の検索方法を理解した上で、実際の社会における情報運
用に関する課題を検索し、検証する。

第3回

情報運用・ファイルデータ管理
情報を運用するにあたって、理解しておくべきファイル・デー
タのセキュリティや取り扱いについて学習する。
また情報の運用方法を理解した上で、実社会を想定し、情報運
用に関する課題を実施する。

第4回

数値分析Ⅰ（基本的観点）
数値分析の基本的な考え方や観点（比較・変化・構造）を学習す
る。

第5回

数値分析Ⅱ（実践）
表計算ソフトを使ったデータ分析処理方法（集計・グラフ・基本
統計量）を学び、実践する。

第6回

データベース
表計算ソフトのデータベース機能を用いて、データベースの概
念を理解する。
またデータベースの概念を理解した上で、実社会を想定し、課
題を実施する。

第7回

インターネットコミュニケーション
メールの活用方法（CC/BCC・添付ファイル・マナー・トラブル対
処など）や掲示板の特性、また利用マナーを理解する。またイン
ターネットコミュニケーションの利用方法を理解した上で、実社
会を想定し、課題を実施する。

第8回

文書表現
情報整理のテクニックを理解し、文書作成の作法やフォーマッ
トを学習する。
また正しい文書作成の方法を理解した上で、実社会を想定し、文
書作成の課題を実施する。

第9回

ビジュアル表現
情報検索及びデータ分析結果など、あらゆる情報を文書で表現す
る際の効果的なビジュアル表現を学習する。またビジュアル表
現の正しい使い方を理解した上で、実社会を想定し、課題を実
施する。

第10回

PowerPontの基本操作
・プレゼンテーションとは
・PowerPointの起動方法、PowerPontのスタート画面の構成
・プレゼンテーションの新規作成、画面構成
・スライドの基本操作

第11回

プレゼンテーションⅠ（基本）
発表する場面を想定して、プレゼンテーションの基本を学習す
る。

第12回

プレゼンテーションⅡ（資料作成）
効果的なプレゼンテーション資料の作成方法を学習する。
課題に関連する事象を調べ、プレゼンテーション資料の作成を開
始する。

情報リテラシー1で学んだPC操作の苦手な箇
所を復習する。

4時間

情報リテラシー1で学んだPC操作の苦手な箇
所を復習する。

4時間

次回の授業で使用するExcelの基本操作を復
習する。

4時間

授業で学習した数値分析の考え方を理解し
た上で、Excelの各種操作を復習する。

4時間

次回の授業で使用するExcelの各種機能を予
習する。

4時間

次回の授業で学習するインターネットコミュ
ニケーションに関する事例を情報収集する。

4時間

次回の授業で使用するWordの各種機能を予
習する。

4時間

課題提出に関して、論理的な文書の組み立て
になるように見直し、提出する。

4時間

課題提出に関して、効果的なビジュアル表
現を用いた分かりやすい資料を構成し、提
出する。

4時間

プレゼンテーションに関する事例を情報収
集する。

4時間

第14回目の授業を想定し、調査しておくこ
と。

4時間

第14回目の授業を想定し、効果的なプレゼン
テーション資料を作成する。

4時間

第13回

プレゼンテーションⅢ（発表準備）
第11回及び第12回で学習した内容をもとに、発表内容
及びPowerPontの資料を作成し、発表の練習をする。

発表を想定したPowerPoint資料を完成する。

4時間

第14回

プレゼンテーションⅣ（発表）

これまでに学んだことを元に効果的な発
表を復習する。

4時間

第13回で作成したプレゼンテーションの内容を発表する。発
表に対し、コメント及び評価する。

291

1834

111

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

情報リテラシー３/造形芸術基礎実習１（PC）（芸術）
小沼良次・三浦敦史
1年

開講時期

前期

単位数

2

オンデマンド授業

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

【小沼 良次】
デジタルハリウッド大学大学院等の講師のほか、Web、映像などジャンルにとらわれず、現役のテクニカル
ディレクター ・デザイナーとして幅広く活躍。

授業概要
画像メディア製作において、代表的アプリケーションソフトであるAdobe PhotoshopとAdobe Illustratorの基本操作と活用を実習形式で習得す
る。具体的には、画像メディア製作において自分のイメージや考えをまとめ形にできるよう効果効率的なアプリケーション操作とPC操作の習
得を目標とする。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

デジタルクリエイティブの基礎知識と基礎ス
キル

PhotoshopとIllustratorを使用し自分のイ
メージを的確に表現できる。
課題の意図を深く理解し、集中して制
作に取り組む力を身に付けること
で質の高い成果物を制作できるスキルと幅
広いデザイン展開に対応できる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

様々なクリエイティブを制作できる力

名刺、DM、フライヤー、これらに伴う画像
等の素材加工修正など様々なクリエイティ
ブを工夫して制作できる。

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

所与の条件のもと、デジタルデザインの成果
物を自力で作りきることができる。

2 ．DP5.計画・立案力

ユーザーを意識したデザイン企画を立てるこ
とができる。

3 ．DP7.完遂

ユーザーフレンドリーなクリエイティ
ブを作りきることができる。

4 ．DP8.意思疎通

仲間と協同して学び合える、クリエイティブ
スキルを磨き合えることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・eラーニング、反転授業
・その他(以下に概要を記述)
履修期間中にオフィスアワー（Zoomでのオンライン、または教室での対面）を開催します。担当教員が授業内容や課題制作に関する質問対
応をします。予約不要、途中入退室自由です。お気軽に参加下さい。

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・その他(以下に概要を記述)
LMS（ラーニングマネジメントシステム）上で随時、質問対応を行います。

成績評価
注意事項等
毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし成績評価を行いません。
原則3分の2以上出席した場合のみ成績評価の対象となります。
各授業回の課題の初校提出期限を設けています。期限後に初校提出した回は合格しても一律80%掛けの点数にしますので注意して下さい。
単位修得試験を受験しない場合は、成績評価を行わないので注意して下さい。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

各回の制作レポート課題・確認テスト
60％
単位修得試験（制作課題）の完成度

30％
学修到達目標

： 各回の授業内容通りのものが制作できているかどうかが評価基準です。
制作レポート課題回は合格5点、不合格0点 ※再提出可
： 適切なアプリケーション、機能を使用「8点」
デザインが仕様に沿った、無駄のないレイヤー管理「8点」
作品に配置する必要情報が 適切「7点」
レイアウトや配色、画像のレタッチや合成が商用レベル「7点」
： 学修到達目標を6項目から評価します。

10％
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使用教科書
特に指定しない

参考文献等
なし

履修上の注意・備考・メッセージ
・Adobe PhotoshopRとAdobe IllustratorR
AdobeCC 2021バージョンはアップデート直後のため環境や動作が不安定な状況が報告されております。
運営側でも検証・対応を進めておりますが、一部機能変更によりオンデマンド型動画教材と差異が出る可能性があります。
その為、しばらくの間はAdobeCC 2021バージョンへのアップグレードについては控えて頂き、CC2020のまま受講頂くことを推奨しています。
2021バージョンにアップグレードされた場合、下記リンクを参考に以前のバージョンをインストールすることも可能です。
「以前のバージョンの Creative Cloud アプリケーションのインストール」
https://helpx.adobe.com/jp/download-install/using/install-previous-version.html
※AdobeCCのインストール等については、直接アドビ社にお問い合わせ下さい。
・上記ソフトが動作するスペックのPC
※スペックについては、https://helpx.adobe.com/jp/creative-cloud/system-requirements.html を参照下さい。
・他学生の成果物を剽窃した、剽窃に協力したと見なされる場合は、剽窃者・剽窃に協力した者の両者に対して厳重な処罰を行います。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

24時間受付可能

場所：

学習管理システム

備考・注意事項： 学習管理システム上で24時間質問受付可能です。
また、履修期間中にオフィスアワー（Zoomでのオンライン、または教室での対面）を開催します。担当教員が授業内容や課題
制作に関する質問対応をします。予約不要、途中入退室自由です。お気軽に参加下さい。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

デザイナーのためのフォント概論と横向き名刺デザイン

デザインに必要なフォントの役割・特徴、書体の見分け方・入手
方法を理解すること。
横向き名刺をデザインすることができること。
（学習内容の内訳）
①フォントの役割
②Webデザインのフォント
③フォントを購入するワケ
④書体の見分け方、探し方
⑤おすすめなフォントの紹介
⑥横向き名刺の作成準備
⑦文字の挿入
⑧文字の調整
⑨名刺の装飾と横向き名刺の完成
第2回

縦向き名刺とロゴマークの作成

縦向き名刺の作成できること。
オリジナルロゴマークを作成できること。
（学習内容の内訳）
①縦向き名刺の作成
②名刺の装飾と縦向き名刺の完成
③文字のアウトライン化
④トリムワーク（トンボ）について
⑤ロゴマークの作成準備
⑥コーヒーカップの作成
⑦取っ手の作成、コーヒーの飲み口の作成、トレースによる湯
気の作成、湯気の調整
⑧変形した文字の配置
⑨ロゴマークの完成
第3回

バナーで覚えるPhotoshop基礎

Photoshopの基本操作を覚えること
（学習内容の内訳）
①Photoshop2021での変更点
②カフェバナーの作成準備
③背景の作成
④写真の表示枠の作成、配置、色調補正
⑤文字の挿入、調整
⑥カフェバナーの完成
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・授業内で紹介したAdobeのアプリケーショ
ンの機能と専門用語を理解しておくこ
と。・繰り返しオンデマンド型動画教材を視
聴し、授業内容をよく理解した上で課題およ
び復習に取り組むこと。・制作レポート課
題を課します、第1回授業内容で（動画教材
内の）先生が制作している成果物を実際にそ
の通りに制作して下さい。そして、その制
作データを指定場所に提出して下さい。

5時間

・授業内で紹介したAdobeのアプリケーショ
ンの機能と専門用語を理解しておくこ
と。・繰り返しオンデマンド型動画教材を視
聴し、授業内容をよく理解した上で課題およ
び復習に取り組むこと。・制作レポート課
題を課します、第2回授業内容で（動画教材
内の）先生が制作している成果物を実際にそ
の通りに制作して下さい。そして、その制
作データを指定場所に提出して下さい。

5時間

・授業内で紹介したAdobeのアプリケーショ
ンの機能と専門用語を理解しておくこ
と。・繰り返しオンデマンド型動画教材を視
聴し、授業内容をよく理解した上で課題およ
び復習に取り組むこと。・制作レポート課
題を課します、第3回授業内容で（動画教材
内の）先生が制作している成果物を実際にそ
の通りに制作して下さい。そして、その制
作データを指定場所に提出して下さい。

5時間
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第4回

カフェサイトのデザイン（PC向け）

PC向けのカフェサイトデザインができること
（学習内容の内訳）
①カフェサイトの作成準備
②新規ファイルの作成と背景色の設定
③ヘッダー帯の作成
④店名の配置
⑤サイトメニューの配置
⑥メインビジュアルの写真を配置、調整
⑦リード文の配置
第5回

カフェサイトのデザイン2（PC向け）

PC向けのカフェサイトデザインができること
（学習内容の内訳）
①カフェの紹介文の配置
②メニューの見出しの作成、メニュー項目の作成
③アクセスの見出しの作成、住所などの挿入
第6回

カフェサイトのデザイン3（PC向け）

PC向けのカフェサイトデザインができること
（学習内容の内訳）
①Googleマップの挿入
②ニュースの背景の作成、見出しなどの作成、ニュース項目の作
成
③フッターの背景の作成
④店名やサイトメニューの挿入
⑤SNSリンクの配置
⑥コピーライトの挿入とサイトデザインの完成
第7回

カフェサイトのデザイン（スマートフォン向け）

スマートフォン向けのカフェサイトデザインができること
（学習内容の内訳）
①スマホ用デザイン作成の準備
②背景の設定
③スマホ用ヘッダーの作成
④スマホ用メインビジュアルの作成
⑤スマホ用メニューの作成
第8回

カフェサイトのデザイン2（スマートフォン向け）

スマートフォン向けのカフェサイトデザインができること／中間
学修到達度確認

・授業内で紹介したAdobeのアプリケーショ
ンの機能と専門用語を理解しておくこ
と。・繰り返しオンデマンド型動画教材を視
聴し、授業内容をよく理解した上で課題およ
び復習に取り組むこと。・制作レポート課
題を課します、第4回授業内容で（動画教材
内の）先生が制作している成果物を実際にそ
の通りに制作して下さい。そして、その制
作データを指定場所に提出して下さい。

5時間

・授業内で紹介したAdobeのアプリケーショ
ンの機能と専門用語を理解しておくこ
と。・繰り返しオンデマンド型動画教材を視
聴し、授業内容をよく理解した上で課題およ
び復習に取り組むこと。・制作レポート課
題を課します、第5回授業内容で（動画教材
内の）先生が制作している成果物を実際にそ
の通りに制作して下さい。そして、その制
作データを指定場所に提出して下さい。

5時間

・授業内で紹介したAdobeのアプリケーショ
ンの機能と専門用語を理解しておくこ
と。・繰り返しオンデマンド型動画教材を視
聴し、授業内容をよく理解した上で課題およ
び復習に取り組むこと。・制作レポート課
題を課します、第6回授業内容で（動画教材
内の）先生が制作している成果物を実際にそ
の通りに制作して下さい。そして、その制
作データを指定場所に提出して下さい。

5時間

・授業内で紹介したAdobeのアプリケーショ
ンの機能と専門用語を理解しておくこ
と。・繰り返しオンデマンド型動画教材を視
聴し、授業内容をよく理解した上で課題およ
び復習に取り組むこと。・制作レポート課
題を課します、第7回授業内容で（動画教材
内の）先生が制作している成果物を実際にそ
の通りに制作して下さい。そして、その制
作データを指定場所に提出して下さい。

5時間

・授業内で紹介したAdobeのアプリケーショ
ンの機能と専門用語を理解しておくこ
と。・繰り返しオンデマンド型動画教材を視
聴し、授業内容をよく理解した上で課題およ
び復習に取り組むこと。・制作レポート課
題を課します、第8回授業内容で（動画教材
内の）先生が制作している成果物を実際にそ
の通りに制作して下さい。そして、その制
作データを指定場所に提出して下さい。

5時間

・授業内で紹介したAdobeのアプリケーショ
ンの機能と専門用語を理解しておくこ
と。・繰り返しオンデマンド型動画教材を視
聴し、授業内容をよく理解した上で課題およ
び復習に取り組むこと。・制作レポート課
題を課します、第9回授業内容で（動画教材
内の）先生が制作している成果物を実際にそ
の通りに制作して下さい。そして、その制
作データを指定場所に提出して下さい。

5時間

（学習内容の内訳）
①スマホ用アクセスの作成
②スマホ用ニュースの作成
③スマホ用フッターの作成
④スマホ用サイトデザインの完成
第9回

カフェサイトデザインの書き出しと企業サイトトップペー
ジ(PC向け)のデザイン
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カフェサイトのデザイン書き出しができること
企業サイトトップページ（PC向け）のデザインができること
（学習内容の内訳）
①画像のファイル形式について
②アートボードの書き出し
③画像アセットによる書き出し
④レイヤーからの書き出し
⑤コーポレートサイトの作成準備
⑥新規ファイルの作成と背景色の設定
⑦ヘッダー帯の作成
第10回

企業サイトトップページ(PC向け)のデザイン2

企業サイトトップページ（PC向け）のデザインができること
（学習内容の内訳）
①企業名の配置
②サイトメニューの配置
③メインビジュアルの写真を配置
④リード文の配置
第11回

企業サイトトップページ(PC向け)のデザイン3

企業サイトトップページ（PC向け）のデザインができること
（学習内容の内訳）
①ニュースの作成
②サービス一覧の作成
第12回

企業サイトトップページ(PC向け)のデザイン4と企業サイトトッ
プページ(スマートフォン向け)のデザイン

企業サイトトップページ（PC向け）のデザインができること
企業サイトトップページ（スマートフォン向け）のデザインがで
きること
（学習内容の内訳）
①ビデオエリアの作成
②フッターの背景の作成
③サイトメニューの挿入
④ページデザインの完成
⑤スマホ用デザイン作成の準備
⑥背景の設定
⑦スマホ用ヘッダーの作成
⑧スマホ用メインビジュアルの作成
第13回

企業サイトトップページ(スマートフォン向け)のデザイン2と企
業サイトのサービスページ（PC向け）のデザイン

企業サイトトップページ（スマートフォン向け）のデザインがで
きること
企業サイトサービスページ（PC向け）のデザインができること
（学習内容の内訳）
①スマホ用サービス一覧の作成
②スマホ用ビデオエリアの作成
③スマホ用フッターの作成
④スマホ用ページデザインの完成
⑤新規ファイルの作成と背景色の設定
⑥ヘッダーの設定
⑦トップセクションの作成
第14回

企業サイトのサービスページ（PC向け）のデザインと企業サイ
ト（スマートフォン向け）のデザイン

企業サイト（PC向け、スマートフォン向け）を作ることができ
る／最終学修到達度確認
（学習内容の内訳）
①サービス紹介の作成
②フッターの設定とページデザインの完成
③スマホ用デザイン作成の準備
④スマホ用ヘッダーの設定
⑤スマホ用トップセクションの作成
⑥スマホ用のサービス紹介の作成
⑦スマホ用フッターの設定とページデザインの完成
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・授業内で紹介したAdobeのアプリケーショ
ンの機能と専門用語を理解しておくこ
と。・繰り返しオンデマンド型動画教材を視
聴し、授業内容をよく理解した上で課題およ
び復習に取り組むこと。・制作レポート課
題を課します、第10回授業内容で（動画教材
内の）先生が制作している成果物を実際にそ
の通りに制作して下さい。そして、その制
作データを指定場所に提出して下さい。

5時間

・授業内で紹介したAdobeのアプリケーショ
ンの機能と専門用語を理解しておくこ
と。・繰り返しオンデマンド型動画教材を視
聴し、授業内容をよく理解した上で課題およ
び復習に取り組むこと。・制作レポート課
題を課します、第11回授業内容で（動画教材
内の）先生が制作している成果物を実際にそ
の通りに制作して下さい。そして、その制
作データを指定場所に提出して下さい。

5時間

・授業内で紹介したAdobeのアプリケーショ
ンの機能と専門用語を理解しておくこ
と。・繰り返しオンデマンド型動画教材を視
聴し、授業内容をよく理解した上で課題およ
び復習に取り組むこと。・制作レポート課
題を課します、第12回授業内容で（動画教材
内の）先生が制作している成果物を実際にそ
の通りに制作して下さい。そして、その制
作データを指定場所に提出して下さい。

5時間

・授業内で紹介したAdobeのアプリケーショ
ンの機能と専門用語を理解しておくこ
と。・繰り返しオンデマンド型動画教材を視
聴し、授業内容をよく理解した上で課題およ
び復習に取り組むこと。・制作レポート課
題を課します、第13回授業内容で（動画教材
内の）先生が制作している成果物を実際にそ
の通りに制作して下さい。そして、その制
作データを指定場所に提出して下さい。

5時間

・授業内で紹介したAdobeのアプリケーショ
ンの機能と専門用語を理解しておくこ
と。・繰り返しオンデマンド型動画教材を視
聴し、授業内容をよく理解した上で課
題に取り組むこと。・制作レポート課
題を課します、第14回授業内容で（動画教材
内の）先生が制作している成果物を実際にそ
の通りに制作して下さい。そして、その制
作データを指定場所に提出して下さい。

5時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

データサイエンス基礎
山西輝也・夏川浩明・笠原秀一
1年

開講時期

後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

笠原：通信事業者での経営企画、事業開発、法人営業、管理会計などバックオフィス業務全般。大学の研究成
果還元型AIベンチャーの会社設立および継続に関わる業務全般。

授業概要
近年、情報通信技術やセンサ技術の進歩により、ヒトやモノの情報がリアルタイムに計測、利用される時代が訪れている。こうしたデー
タを用いた様々なサービスが生まれ、個人や組織の意思決定も、データあるいはAIに支援されて行われるようになりつつある。そのような社
会の変化の中で、データを処理分析し、有益な情報を得て活用する為の学問分野であるデータサイエンスの重要性は高い。
本講義では、数理・データサイエンス教育強化拠点コンソーシアムが策定したモデルカリキュラムに基づいて、データサイエンスとは何か
を学び、基礎となる知識やスキルセットを得ることを目指す。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

データサイエンスの基礎となる情報学と統計
学の二つの学問分野を融合的に扱う。社会に
おいてどのようにデータとAIが用いられてい
るかを利活用の実際と技術の面から解説す
る。

データサイエンスを学ぶ上で基礎となるスキ
ルセットを習得すること。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

実際にどのようにデータを読み、分析活用す
るかについて、Excelなどで手を動かす演
習も交えて学習する

データを用いて、論理的に課題を抽出する基
礎的な考え方を身につけること。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

課題解決に当たって、適切な手法を選択する
ための考え方を身につけること。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・eラーニング、反転授業
・その他(以下に概要を記述)
本講義は基本「遠隔：オンデマンド授業」で実施しますが、PCの扱いが苦手な学生に向けて１コマだけ「対面」での授業も実施します。遠
隔授業に不安のある学生はぜひ「対面」での授業を履修選択してください。

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

提出物

： 演習課題の提出状況により評価する。
40％

小テスト

： 授業内容の基本的把握の度合いにより評価する。
30％

レポート試験

： 授業内容全体の理解度やそれを踏まえた考察度合いで評価する。
30％

使用教科書
指定する
著者
北川源四郎、竹村影通編、内田誠 ・
一、川崎能典、他 著

タイトル

出版社

「教養としてのデータサイエン
ス」

・ 講談社

出版年
・

2021 年

参考文献等
授業中に指定する。

履修上の注意・備考・メッセージ
・本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授
業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
・欠席してしまった場合、次回までに、担当教員等から課題をうけとり、指示をうけること。
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オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

木曜4限

場所：

本館5階北研究室（538教室となり）

備考・注意事項： オフィスアワーを活用してください。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

イントロダクション 社会のデジタル化
データ量の増大やデータ分析の高度化がもたらした社会の変化に
ついて学ぶ。データやAI利活用の最新動向について紹介する。

第2回

社会で利用されているデータ 公開データ、組織内で使われてい
るデータ
社会で利用されているデータの種類や、データとAIの活用領
域や事例などを講義する。

第3回

データ解析の技術 予測、相関と因果
データ利活用のための技術として予測の概念や相関分析など
のデータ解析技術を学ぶ。相関と因果の違いの議論を通じて、数
理的な解析の原理に根ざしたデータの利活用について考察する。

第4回

データ解析の技術 非構造化データ処理、データ可視
化、強いAIと弱いAI
非構造化データ処理やデータ可視化などの解析技
術を学ぶ。特に人工知能に関する話題や諸問題を取り上げなが
ら、データ利活用の価値について理解する。

第5回

小テストと解説
これまでの講義内容の理解を深めるための小テストを実施する。

第6回

データ・AI利用における留意点① 法制度、倫理
データやAIを扱ううえでの倫理的・法的・社会的諸問
題を学ぶ。特に法制度やAI倫理などの話題について紹介する。

第7回

データ・AI利用における留意点② 情報セキュリティと技術
データやAIを扱ううえでの情報セキュリティやその技術につい
て学ぶ。

第8回

データ・AI利用における留意点③ プライバシー保護とその技術
データやAIを扱ううえでのプライバシー保護やその技術につい
て学ぶ。

第9回

小テストと解説
これまでの講義内容の理解を深めるための小テストを実施する。

第10回

データを読む 分布、ばらつき、相関と因果

データを読むための基本事項を講義する。データの種類やデー
タの分布と基本統計量などを学び、学んだ内容を自ら活用できる
ようになるためのExcelの演習を行う。
第11回

データを読む 標本抽出、集計

標本抽出や集計について学ぶ。学んだ内容を自ら活用できるよう
になるためのExcelの演習を行う。
第12回

データを説明する データ表現、比較、不適切なグラフ

データを説明するための基本事項を講義する。可視化手
法や読み取り方などを学び、学んだ内容を自ら活用できるように
なるためのExcelの演習を行う。
第13回

データを扱う データの集計、ソート、ランキング

データを扱うための集計や可視化、分析ツールを利用した実践
的な方法を学ぶ。学んだ内容を自ら活用できるようになるため
のExcelの演習を行う。
第14回

小テストと解説 （又は外部講師による講演）
これまでの講義内容の理解を深めるための小テストを実施する。
（外部講師により、企業や学術界におけるデータサイエンスの活
用・研究事例を紹介の授業とする可能性もある）
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教科書１－１、１－６章を予習する。ま
た、講義内容を復習すると共に、講義中に指
示した演習ワークシートに取り組むこと。

4時間

教科書１－２、１－３章を予習する。ま
た、講義内容を復習すると共に、講義中に指
示した演習ワークシートに取り組むこと。

4時間

教科書１－４、１－５章を予習する。ま
た、講義内容を復習すると共に、講義中に指
示した演習ワークシートに取り組むこと。

4時間

教科書１－４、１－５章を予習する。ま
た、講義内容を復習すると共に、講義中に指
示した演習ワークシートに取り組むこと。

4時間

これまでの講義内容を復習すると共に、小テ
ストの振り返りを行う。

4時間

教科書３－１章を予習する。また、講義内
容を復習すると共に、講義中に指示した演
習ワークシートに取り組むこと。

4時間

教科書３－２章を予習する。また、講義内
容を復習すると共に、講義中に指示した演
習ワークシートに取り組むこと。

4時間

教科書３－２章を予習する。また、講義内
容を復習すると共に、講義中に指示した演
習ワークシートに取り組むこと。

4時間

これまでの講義内容を復習すると共に、小テ
ストの振り返りを行う。

4時間

教科書２－１章を予習する。また、講義内
容を復習すると共に、講義中に指示し
たExcelでの演習や演習ワークシー
トに取り組むこと。

4時間

教科書２－１章を予習する。また、講義内
容を復習すると共に、講義中に指示し
たExcelでの演習や演習ワークシー
トに取り組むこと。

4時間

教科書２－２章を予習する。また、講義内
容を復習すると共に、講義中に指示し
たExcelでの演習や演習ワークシー
トに取り組むこと。

4時間

教科書２－３章を予習する。また、講義内
容を復習すると共に、講義中に指示し
たExcelでの演習や演習ワークシー
トに取り組むこと。

4時間

これまでの講義内容を復習すると共に、小テ
ストの振り返りを行う。 （外部講師による講
演を振り返り、その内容をまとめる。）

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

統計学基礎
關戸啓人・上阪彩香
1年

開講時期

後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
本授業では、数理・データサイエンス・ＡＩ教育プログラム（リテラシーレベル）のモデルカリキュラムに基づき、社会における統計学の役
割を理解し、統計学を通じてデータサイエンスを行う基礎となる知識を獲得することを目指す。統計学的命題について、厳密な数学的証
明は避け、あくまで統計・統計学のエンドユーザーとして必要とされる直感的な理解を目標とする。
前半では、データの要約や視覚化、相関と因果、回帰を取り上げる。後半では、統計的推定・検定の基礎となる具体的な方法論を学び、それ
らの意味と意義、特徴と限界を知り、データの分析結果を批判的に見る目を養う。本講義を通じて、社会での実例を含むいくつかの例を用い
て理解を深めることで、統計学によって様々な現象を理解する一つの視点を獲得する。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

日常生活や社会活動で必要とされる統計学へ
の理解を深める。

データおよびデータの分析結果を批判
的に見ることができる。

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

日常生活や社会活動で必要とされる統計
学の正しいデータの扱い方の基礎を身に付け
る。

データの誤用・悪用を発見できる。
検定・推定の考え方を理解し、調査や実
験の結果を正しく解釈できる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

課題解決に当たって、適切な手法を選択する
ための考え方を身につけること。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・eラーニング、反転授業
本講義は基本「遠隔：オンデマンド授業」で実施しますが、PCの扱いが苦手な学生に向けて1コマだけ「対面」での授業も実施します。遠
隔授業に不安のある学生はぜひ「対面」での授業を履修選択してください。

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業内課題

： 毎回授業の後に、小テストを実施します。
70％

定期試験

： 指定した範囲を的確に理解しているかを評価します。
30％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
教養としてのデータサイエンス（内田 誠一 他著、講談社）2021年
確率・統計入門（小針 ？宏著、岩波書店）1973年
データサイエンスの基礎（浜田 悦生著、講談社）2019年

履修上の注意・備考・メッセージ
講義資料やその他の資料は適宜配布する。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

木曜4限

場所：

本館5階研究室（538教室となり）

備考・注意事項： オフィスアワーを活用してください。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
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第1回

授業に関するガイダンスと社会における統計学・データサイエ
ンスの意義
記述統計と推測統計、社会における統計学及びデータサイエン
スの重要性について講義する。

小テストを受け、講義内容の理解度を確か
め、復習を行う。

4時間

第2回

データからの情報抽出（1） 尺度水準、量的データの要約

小テストを受け、講義内容の理解度を確か
め、復習を行う。

4時間

小テストを受け、講義内容の理解度を確か
め、復習を行う。

4時間

小テストを受け、講義内容の理解度を確か
め、復習を行う。

4時間

小テストを受け、講義内容の理解度を確か
め、復習を行う。

4時間

小テストを受け、講義内容の理解度を確か
め、復習を行う。

4時間

小テストを受け、講義内容の理解度を確か
め、復習を行う。

4時間

統計データの分類及び量的データの整理・要約について講義す
る。
第3回

データからの情報抽出（2） 質的データの要約
質的データの整理・要約について、具体的な例を挙げて紹介す
る。

第4回

データからの情報抽出（3） データの可視化
データの可視化を取り上げ、適切なデータの見せ方について講
義する。

第5回

データからの情報抽出（4） 変数の変換
標準化などの変数の変換及びその意義について講義する。

第6回

データからの情報抽出（5） 相関と因果
相関関係と因果関係の違いについて説明し、散布図及び相関係
数について講義する。

第7回

データからの情報抽出（6） 回帰
回帰直線及び決定係数について講義する。

第8回

データからの情報抽出（7） まとめと補足
第1回から7回目までのまとめ及び補足を行う。

第１回目から7回目までの復習を行う。

4時間

第9回

統計的推測の考え方（1） 推測統計の基礎

小テストを受け、講義内容の理解度を確か
め、復習を行う。

4時間

小テストを受け、講義内容の理解度を確か
め、復習を行う。

4時間

小テストを受け、講義内容の理解度を確か
め、復習を行う。

4時間

小テストを受け、講義内容の理解度を確か
め、復習を行う。

4時間

小テストを受け、講義内容の理解度を確か
め、復習を行う。

4時間

第9回目から13回目までの復習を行う。

4時間

標本抽出及び推測統計の基礎的な事項・考え方について講義す
る。
第10回

統計的推測の考え方（2） 標本分布と信頼区間
標本分布及び信頼区間について講義する。

第11回

統計的推測の考え方（3） 統計的検定の基礎
統計的検定の基礎的な事項・手続きについて講義する。

第12回

統計的推測の考え方（4） t検定
対応のないt検定及び対応のあるt検定について講義する。

第13回

統計的推測の考え方（5） カイ二乗検定
適合度の検定及び独立性の検定について講義する。

第14回

統計的推測の考え方（6） まとめと補足
第9回から13回目までのまとめ及び補足を行う。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

学外連携PBL
門脇英純・福本章・熊倉一紗・辰巳清・亀田峻宣
2年

開講時期

前期+集中

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

門脇：コンサルティング会社でプランナーとして、企業からの依頼を受けて事業開発、製品企画、広報戦
略、市場調査を担当。（全14回）
辰巳：イベント会社でプロデューサーとして、イベント運営、美術館展示、広報戦略、市場調査を担当。

授業概要
社会で実践する力、協働できる力を養い、学生から社会人に意識改革を図り、社会人としての姿勢を身につける。企業や地域が提供する課
題に受講者全体が取組む。学修活動を通し、学びの手法、分析方法、課題解決法、マネジメント、チームワーク、コミュニケーション、プレゼ
ンテーションなど、キャリアに必要な基礎的能力を能動的に学ぶ。芸術学部に対応した専門に特化したPBL（Project-Based Learning）とし
て、専門知識と技能を応用し、現実の課題に活かすことで、知識や技能を定着させ、専門性と実社会とのつながりを体験的に学ぶ。PBLは問題解
決型学習〔Project（Program、Problem） Based Learning〕の略称で学習者が自ら問題を発見し解決することを重視した能動的学習方法。学習
者が、答えや解決方法が一つだけではない問題を解決するという高い壁に挑戦することで、学習意欲を高めることができる学習法。2022年連携
企業：株式会社802メディアワークス。授業進行の中での学生向け研究倫理教育を学ぶ。学修の可視化として養うべき力を学修到達目標に示しま
す。7～8回目の中間次に確認調査、授業終了に学習の振り返り学修到達目標評価の確認を行います。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

クリエイティブな仕事で必要な社会人基礎
力を身につける

集団やチームの中で固有の役割を果たすこと
ができる。
論理的な考え、課題を明らかにすることがで
きる。
主体性を持ち、積極的に行動することができ
る。
困難な課題にも臨み、最後までやり遂げるこ
とができる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

企画力：情報収集とその分析を通じて、自分
自身の考えをまとめることができる

市場調査やイメージ戦略の企画立案から編
集までを実際に計画（マーケティング）しデ
ザイン制作することができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

提示された問題点を洗い出し解決の目
標を定めることができる

2 ．DP5.計画・立案力

独自性・創造性があり実行可能な企画書を作
成することができる

3 ．DP8.意思疎通

仲間および参加者のこどもたちと適切なコ
ミュニケーションがとれる。

4 ．DP9.役割理解・連携行動

場の流れを理解し、適切に協働することがで
きる

5 ．DP10.忠恕の心

相手が伝えたいことを共感的に理解し、自
分の考えや思いを伝えることができる

学外連携学修
有り

(連携先：株式会社802メディアワークス)

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論
・見学、フィールドワーク
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回５時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

ミニッツペーパー、フィードバック
シート（個人）
15％
課題発見シート提出（個人）

： 毎回の授業終了時の振り返りレポート。グループメンバーに対するコメントを記述する。メン
バーの活動を理解しコミュニケーションが取れているかを評価するチームのメンバーに対するコメ
ント。
： 必要なデータを読み取り、的確にまとめ、問題点を洗い出し解決の目標を定めることができるか
を評価する。
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20％
企画提案シート提出（グループ評価）
20％
プレゼンテーション（中間/最終）
20％
定期試験（課題レポート）
15％
学修到達目標

： 独自性・創造性があり実行可能な企画書であるか。
状況や場面に応じ、計画変更・修正の必要性に気づき、指導者の承諾を得て、変更・修正できた
か。グループ全員対象
： プレゼンテーションにおいて、問題解決企画案を論理的で説得力のある内容と、効果的なスライ
ドと演出で提示し、聴衆の理解と共感を得ることができた。グループ全員対象
： 最終プレゼンテーションを終了し、振り返りとしてレポートを課す。評価の視点は、①PBLとして
の学びに視点、②気付いた課題、③今後のアクションプランについて具体的な視点があれば加点と
する。
： 学修到達目標を6項目3段階で総合指数を評価します。（10点、8点、6点）

10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
なるほどデザイン エムディエヌコーポレーション
デザインマネジメント 日経BP社
経営とデザインの幸せな関係 日経BP社

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回5時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。原則すべての授業に出
席することが前提です。欠席した場合は理由を教員に連絡してください。開始時は着席が基本です。配布されるテキストは毎回持参してくださ
い。マナーを重視します。授業態度の悪い学生には退出を命じます。この授業はチームで考え、自分達で行動する授業です。受ける教育から参
画する教育へ頭を切り替えてください。積極的に授業に関わりながら「学ぶ楽しさ」を知る授業にしてください。企業訪問、最終プレゼンテー
ションはスーツで参加すること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

門脇：（金）1.２限、福本：熊倉：（金）４限

場所：

門脇：南館１階、福本・熊倉：南館２F

備考・注意事項： 金1.２限（門脇）、月４限（福本）、金４限（熊倉）をオフィースアワーとしている。授業前後の質問も歓迎する。そ
の他の連絡の取り方としてEメールで対応する。門脇（kadowaki@g.osaka-seikei.ac.jp）福
本(hukumoto-a@osaka-seikei.ac.jp) Eメール件名としては「学外連携PBL]について（氏名、学籍番号、グループNO）とする
こと。
亀田峻宣（授業開始後随時連絡）
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

学外連携PBL学修授業の目的と連携企業情報
①学修到達目標についてこの授業の学びと養える力を示します。
（20分）
・・授業の目的、学修目標、備わる能力
②授業の進め方について、全体説明を行い、コース横断によ
るチーム編成を実施する。（70分）
・チーム分け。。チームワークの質向上を目的とするワーク
ショップ。
・PBLミッション発表。
③授業の振り返り（10分）

第2回

企業からのミッション理解
課題提供事業者からプレゼンテーションを受ける。提示され
たミッションから希望ミッションを選択する。
①企業担当者よるミッションに関するプレゼンテーショ
ンを聞く。（50分）
連携企業：株式会社802メディアワークス
②ミッション提示に対してし質疑応答（10分）
③リサーチ・調査 役割を分担し課題を調査（30分）
④授業の振り返り（10分）

第3回

事前調査・市場調査
①課題発見グループワーク
ミッションに対する課題をチームで話し合う。（20分）
②課題の整理グループワーク
出てきた課題を整理。（20分）
③課題の共有化
・課題の発見と解決プランの考察
・コンセプトを考える
・各チームごとに課題を発表。（50分）
④授業の振り返り（10分）

第4回

企画の基本を学ぶ：個人ワーク①
①企画の基本的な考え方や立案の仕方を学ぶ（基本のフレーム
ワークの作成）。（30分）
②取り組みの方向性を決め、チーム内での役割分担を行う。
（60分）
・企画の考え方、作り方を学ぶ
・企画の基本的なフレームワーク
・必要情報を洗い出し企画書の作成
③授業の振り返り（10分）

第5回

企画書作成：個人ワーク②
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インターネットで大学のPBL学修事例３つ以上
調べて、本授業で必要な能力、技術を考えて
ください。

5時間

課題提供企業から提示されたミッションにつ
いて、先進的に取り組んでいる企業事
例を調べ、取り組み内容をまとめる。

5時間

現地調査やヒアリング調査において気を付け
なければならない点、準備しておかなければ
ならない点を事前に調べ、まとめておく。

5時間

チームで取り組む企画案について、その全体
像を再確認するとともに、自身の担当する分
野について必要な情報を収集する。

5時間

作成した企画書を説明できる様に工夫をして
ください。

5時間

1906
チームで共有された骨子案について、新規性や実現性がある
か、インターネット等で先行事例を調べる。
・連携先企業から出されているテーマを再度確認
・新規性、実効性、コスト面を考察
・企画書の提出
第6回

企画案の共有：チーム作成①
①各自が構築した企画書をベースにチームで１つの企画案を選
定（90分）
・チームで企画案を構築するためのメンバーの役割を考える
・新規性、実効性、コスト面の再考
②授業の振り返り（10分）

第7回

企画書：チーム作成②
①プレゼンテーションの基本を学ぶ【座学】（30分）
②各自が調査した内容をもとに、企画の基礎となる骨子案を作
成する。（60分）
（ここまでに企業訪問・店舗訪問などの現地調査を終了すること
が望ましい）
・プレゼンテーションの基本を学ぶ
・企画書を完成させ、プレゼンテーションの準備を行う。
・プレゼンテーションまでのメンバーの役割分担
③授業の振り返り（10分）

第8回

プレゼンテーション準備：チーム学修
標の確認調査

/

中間学修到達目

①チームの企画書を完成させる
・プレゼンテーションの準備
・中間審査会（プレゼン）に備えたメンバー間の役割認識
②学修到達目標の中間確認調査
中間時点までの成長度を確認し成長点、さらに伸ばしてい
く点をアドバイス。
第9回

予選審査会①
本審査に向けて学内予備審査を行う。（80分）
チーム学修振り返り／PDCAを知る。今後の課題を整理
・企画のプレゼンを行う（5分１組）成果発表
②チームの学修振り返り（PDCAを知る）（10分）
③今後の課題を整理、学修到達度確認（10分）

第10回

予選審査会②
本審査に向けて学内予備審査を行う。（80分）
チーム学修振り返り／PDCAを知る。今後の課題を整理
・企画のプレゼンを行う（5分１組）成果発表
②チームの学修振り返り（PDCAを知る）（10分）
③今後の課題を整理、学修到達度確認（10分）

第11回

課題発見と企画の修正/最終発表準備・パネルセッション準備
①成果発表に向け、プランを修正し、また必要な情報を集める。
（90分）
・発表チーム（上位１０チーム）は発表の準備と役割の再確認
・パネルセッション（その他チーム）はA3パネルの作成、印
刷、制作物アウトプットの準備
②今後の課題を整理（10分）

第12回

最終発表①
①発表チームは企画のプレゼンを行う（5分１組）、成果発
表、審査委員会（80分）
②パネルチームはパネルセッション（その他チーム）はA3パネ
ルの作成、印刷、制作物展示
③チームの学修振り返り（PDCAを知る）（10分）
④今後の課題を整理（10分）

第13回

最終発表②
①発表チームは企画のプレゼンを行う（5分１組）、成果発
表、審査委員会（80分）
②パネルチームはパネルセッション（その他チーム）はA3パネ
ルの作成、印刷、制作物展示
③チームの学修振り返り（PDCAを知る）（10分）
④今後の課題を整理（10分）

第14回

総括「今後の課題を整理」/学修到達目標調査
PBL学修を振り返り、個人のキャリアデザインを目標設定する。
①チーム学修振り返り
②PDCAを知る
③今後の課題を整理）
④授業評価アンケート
学修到達目標調査
・課題への取り組み、本授業で養われた力を自己評価、教員評
価を行います。
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チーム内で出た課題が実効性、新規性があ
る企画なのかを、インターネットなどで情
報を検索し、同様な事例を調査してください

5時間

企画の改善点、プレゼンテーションの問題
点をチームで話し合いを行う。

5時間

論理的にプレゼンテーションする方
法を使い身の回りのもので５回練習を行って
ください。

5時間

中間報告で明らかになった課題の解
決に取り組んでください。

5時間

中間報告で明らかになった課題の解
決に取り組んでください。

5時間

各チームの課題に各自が役割を持っ
て取り組んでください。

5時間

各チームの課題に各自が役割を持っ
て取り組んでください。

5時間

企画の改善点、プレゼンテーションの問題
点をチームで話し合いを行う。

5時間

授業全体を通し（アイデア、発表内容、発表
資料）学修の振り返りを行ってください。

5時間

1909
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授業科目名

学外連携PBL

担当教員名

島雅則・池田千恵子・神瀨邦久・内藤大悟・青野桃子・鳥羽賢二・田村匡・山崎哲
弘・原田弘之・小島大輔・福長久美子・荒川由規

学年・コース等

2年

開講時期

前期

単位数

2

演習

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
社会で実践する力、協働できる素養を踏まえて学生から社会人に意識改革を図り、社会人としての姿勢を身につける。企業や地域が提供する課
題に受講者全体が取組む。学習活動を通し学生は学習手法、分析方法、課題解決法、マネジメント、チームワーク、コミュニケーション、プレ
ゼンテーションなどキャリアに必要なコンピテンシーを能動的に学ぶ。マネジメント学部に対応した専門に特化したPBL（Project-Based
Learning）として、専門知識を応用し現実の課題に生かすことで、その知識を定着させ専門知識と実社会とのつながりを学ぶ。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

仕事で必要な社会人基礎力を身につける。

集団やチームの中で固有の役割を果たすこと
ができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

提示された問題点を洗い出し解決の目
標を定めることができる。

2 ．DP5.計画・立案力

独自性・創造性があり実行可能な企画書を作
成することができる。

3 ．DP6.行動・実践

チーム活動の内容を理解し主体的に取り組む
ことができる。

4 ．DP9.役割理解・連携行動

場の流れを理解し、適切に協働することがで
きる。

5 ．DP10.忠恕の心

相手が伝えたいことを共感的に理解し、自
分の考えや思いを伝えることができる。

学外連携学修
有り

(連携先：ココウェル・コングレ等複数社)

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・見学、フィールドワーク
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ、不合格とする。
成績評価の方法・評価の割合
個人評価

テキスト評価

個人評価

フィードバックシート

評価の基準

30％

15％
個人評価

課題発見レポート

： 毎回の授業終了時の振り返りレポートです。KPT法を使う。KEEP：今回できてよかったこ
と、PROBLM:今回できなかったこと、課題だと感じたこと、TRY:今後に向けてチャレンジしてい
る。
： 受講生から受講生全体に対してコメントするものである。メンバーの活動を理解しコミュニケー
ションを取っている。
： 必要なデータを読み取り的確にまとめ、問題点を洗い出し解決の目標を定めることができる。

10％
期末レポート

： レポート内容は授業時間内に通知する。記述内容の充実度と論理性、説得性の観点から評価する。
15％

グループ評価

企画提案シート

グループ評価

プレゼンテーション

10％

20％

： 独自性・創造性があり実行可能な企画書を作成することができる。
状況や場面に応じ、計画変更・修正の必要性に気づき、指導者の承諾を得、変更・修正できる。
： シナリオの状況に適した、妥当な最終解決策を提案している。解決策をより効果的に実行するため
に、追加情報の必要性に気付いている。
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使用教科書
特に指定しない

参考文献等
発想法入門 (日経文庫)、企画の立て方 (日経文庫)
コトラーのマーケティング・コンセプト フィリップ・コトラー (著)
コトラーのマーケティング3.0 ソーシャル・メディア時代の新法則 フィリップ・コトラー (著)

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
原則すべての授業に出席することが前提である。欠席した場合は理由を教員に連絡してください。開始時は着席が基本である。配布されるテキ
ストは毎回持参してください。マナーを重視する。この授業は協働を重視するため、授業態度の悪い学生には退出を命じる。この授業はチー
ムで考え、自分達で行動する授業である。受ける教育から参画する教育へ頭を切り替えてください。積極的に授業に関わりながら「学ぶ楽し
さ」を知る授業にしてください。企業訪問、最終プレゼンテーションはスーツで参加すること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

各学科・テーマ別に設定。備考参照

場所：

各教員の研究室。

備考・注意事項： 経営学科 山崎：月曜日１限
スポーツマネジメント学科 田村：水曜日２限
スポーツマネジメント学科 青野：水曜日２限
国際観光ビジネス学科 島：月曜日２限
このほか講義後での質問も可。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

プログラムの目的の説明＆チームづくり

この授業の目的および進め方について、全体説明を行い、学科横
断によるチーム編成を実施する。
第2回

課題提供事業者からの課題の提示
課題提供事業者からプレゼンテーションを受ける。
提示されたミッションから希望ミッションを選択する。
・テーマ別教室

第3回

【座学】企画の基礎を学ぶ
①企画の基本的な考え方や立案の仕方を学ぶ（基本のフレーム
ワークの作成）。
②取り組みの方向性を決め、チーム内での役割分担を行う。
・テーマ別教室

第4回

事前調査①

役割を分担し課題を調査する

チーム内で役割を分担し、担当する課題について、インターネッ
ト等で調査する。
・テーマ別教室
第5回

事前調査②

調査項目を設定する

現地調査での調査項目またはヒアリング項目を設定する。
・テーマ別教室
第6回

現地調査
チーム内で役割を分担し、担当する課題について調査する【学外
授業】。

第7回

調査結果の共有と企画骨子の作成
プレゼンテーションの基本を学ぶ【座学】
各自が調査した内容をもとに、企画の基礎となる骨子案を作成す
る。
（ここまでに企業訪問・店舗訪問などの現地調査を終了すること
が望ましい）
・テーマ別教室

第8回

企画書の作成
企画書の作成を行う。
・テーマ別教室

第9回

プレゼンテーション準備
企画書を完成させ、プレゼンテーションの準備を行う。
・テーマ別教室

第10回

企画提案の実施
課題提供事業者に対し企画案のプレゼンテーションを実施す
る【学外授業】。

第11回

企画提案のブラッシュアップ
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インターネット等で、大学のＰＢＬ授業の事
例を調べ、必要な能力や行動を考える。ま
た課題提供企業に関する情報・データを調べ
る。

4時間

課題提供企業から提示されたミッションにつ
いて、先進的に取り組んでいる企業事
例を調べ、取り組み内容をまとめる。

4時間

チームで取り組む企画案について、その全体
像を再確認するとともに、自身の担当する分
野について必要な情報を収集する。

4時間

現地調査やヒアリング調査において気を付け
なければならない点、準備しておかなければ
ならない点を事前に調べ、まとめておく。

4時間

現地調査やヒアリング調査において気を付け
なければならない点、準備しておかなければ
ならない点を事前に調べ、まとめておく。

4時間

現地で見たこと、感じたこと、また課題
点や改善点をまとめる。

4時間

チームで共有された骨子案について、新規
性や実現性があるか、インターネット等で先
行事例を調べる。

4時間

企画に不足している点についてインターネッ
ト等で調査する。

4時間

プレゼンテーション用のパワーポイン
トが見やすく、伝わりやすくなっているか
を確認し、プレゼンの練習を行う。

4時間

課題提供事業者より指摘された問題点を改
善するためにチームで話し合いをする。

4時間

課題提供事業者より指摘された問題点を改
善するためにチームで話し合いをする。

4時間

1909
課題提供事業者からの指摘をもとに、成果発表に向け、プラ
ンを修正し、また必要な情報を集める。
・テーマ別教室
第12回

発表資料の完成
企画案から発表資料（パワーポイント）の作成を行う。
また最終プレゼンテーションに向け、発表練習を行う。
・テーマ別教室

第13回

最終プレゼンテーション
課題提供事業者に対して、優秀チーム企画のプレゼ
ンを行う（７分１組）、成果発表、審査委員会の実施。

第14回

総括および今後の課題を整理
チーム学習振り返り／PDCAを知る。今後の課題を整理する。
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企画の改善点、プレゼンテーションの問題
点をチームで話し合いを行う。

4時間

各チームの発表の良かった点（アイデア、発
表内容、発表資料）見学メモで学
修の振り返りを行ってください。

4時間

全体的な復習と学習成果を確認する。

4時間

1911

111

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

学外連携ＰＢＬ
福岡亮治・瀧本一夫・臼井達矢・佐々木緑・松田修・大澤弘之・矢倉瞳・川島裕子
2年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
幼稚園・小中学校内外の環境とその中での子どもの動きを関連的にとらえて、園・学校の教育活動と関連させて分析し、課題とその解決策を提
案するPBL（Project-based learning）型の授業です。授業クラスごとにプロジェクト課題を定めて、４人程度のチームで情報収集、問題発
見、課題解決に取り組みます。最終的に企画書の作成及びプレゼンテーションを行います。教育学部・経営学部・芸術学部の代表による“大阪
成蹊カップ”プレゼンテーション大会が行われます。代表チームには、その栄誉を称え、各賞に準じた奨学金を授与しています。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

プロジェクト課題に関する情報収集と分
析、考察

教育を取り巻く諸課題について基本的な情
報を収集し、適切に分析、理解できる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

現地での調査、観察をもとに解決すべき課
題を明らかにできる。

2 ．DP5.計画・立案力

課題解決に向けたプロセスを明確にし、実現
可能な企画案を作成できる。

3 ．DP6.行動・実践

調査・観察の計画を立案し、自律的、効果
的に実践できる。

4 ．DP9.役割理解・連携行動

プレゼン作成に向けてチームに主体的に参
画し、責任をもって遂行できる。

5 ．DP10.忠恕の心

教育を取り巻く課題に真摯に向き合い、解
決に向けて誠実に行動できる。

学外連携学修
有り

(連携先：幼稚園、小学校、中学校)

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・見学、フィールドワーク
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。
規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない（不可となります）。
成績評価の方法・評価の割合
タスク１：レポート
題の現状と課題

評価の基準

プロジェクト課
15％

タスク２：調査報告書
15％
タスク３：企画書
25％
タスク４：プレゼンテーション

： プロジェクト課題について、調査、収集した情報をもとにした適切に作成されているか、独
自のルーブリックにより評価します。
： 仮説、観点を明確にして、現地調査・観察の結果を適切にまとめているか、独自のルーブリックに
より評価します。
： 現地調査の結果、チームでの協議、現地からの指導助言を踏まえて、課題、問題を整理し、解決策
示しているか、独自のルーブリックにより評価します。
： チームのプレゼンテーションについて、全学ルーブリックにより評価します。

25％
ポートフォリオ
20％

： 授業全体を振り返って資料を整理し、学びの成果と自己の今後の課題をまとめているか、独
自のルーブリックにより評価します。

使用教科書
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特に指定しない

参考文献等
授業において、プロジェクト課題に関連する書籍等を随時紹介する。

履修上の注意・備考・メッセージ
初年次教育で培った協働する力を実践で生かす課題解決型学修です。学修に当たっては、教育現場を取り巻く諸課題について、自らの知
識、経験をもとに主体的な課題意識を持つことが求められます。日頃から、新聞等のニュース目を向け、現在の教育を取り巻く状況や課題を理
解しておくように心がけることが必要です。
調査活動やチーム活動は、授業の他に課外の時間に行うことが必要です。チームの活動に主体的に参画し、自分の役割を責任をもって果たす
ことが求められます。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

各教員ごとに周知

場所：

各教員ごとに周知

備考・注意事項： 最初の授業時に各教員ごとに周知する
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第１回

タスク１ プロジェクト課題に関する知識基盤形成（１）オリ
エンテーションとプロジェクト課題の決定
①オリエンテーション
②プロジェクト課題のレクチャー
③プロジェクト課題のクラス担当決定

クラス担当のプロジェクト課題について、自
己の知識・理解をレポートにまとめる。

4時間

第２回

タスク１ プロジェクト課題に関する知識基盤形成（２）プロ
ジェクト課題に関する情報収集
①調査方法の検討・確認
②チームで調査（ネット、文献等）

チームでクラス内発表の資料、PPスライ
ドを作成する。

4時間

第３回

タスク１

プロジェクト課題について自分自身の経
験や問題意識をまとめる。

4時間

プロジェクト課題に関する知識基盤形成（３）

①チームからのプレゼンテーション
②現状と課題についてレポート作成
第４回

タスク２ 現場調査・観察と情報整理（１）
①仮説の設定
②調査・観察の項目策定
③調査・観察の準備

調査・観察準備

調査・観察の準備を行う

4時間

第５回

タスク２ 現場調査・観察と情報整理（２）
施
①連携先で、現地調査、現地観察を実施

調査・観察の実

調査・観察報告書を作成する。

4時間

第６回

タスク３：課題解決策の検討作成（１）調査報告と問題の分析

課題、問題を整理し、解決策の各事案を作
成する。

4時間

①各自の報告書に基づいてチーム内で報告・交流
②問題を分析し、課題を析出
第７回

タスク３：課題解決策の検討作成（２）解決方策の検討と企画
書の作成
①モデル校・園を想定し、解決方策を検討し、チームで企画
書を作成する。

提案、質問等、訪問の準備をする。

4時間

第８回

タスク３：課題解決策の検討作成（３）現場の意見聴取・企画
書のブラッシュアップ
①各自のボランティア先に企画書を高覧していただき、助言、指
導を受ける。
②各自の現場助言・指導の報告
③企画案の再検討

助言、指導内容を報告書にまとめる。各
自の企画案を最終調整、完成させる。

4時間

第９回

タスク４：プレゼン戦略の立案と準備（１）プレゼンの基本戦
略立案
①前年度の「成蹊カップ」及びモデルとなる学生プレゼンテー
ションを参考視聴
②チームのプレゼン戦略の立案、基本設計

次時に提案するプレゼンの絵コンテを作成す
る

4時間

第10回

タスク４：プレゼン戦略の立案と準備（２）プレゼン資料作
成と練習
①プレゼン資料、PPを作成
②チーム内で発表練習

各自担当部分を練習する。

4時間

第11回

タスク４：プレゼン戦略の立案と準備（３）クラス内プレゼ
ン発表→代表選考
①クラス内でプレゼン発表
②クラス代表・次点を選定

取組全体を振り返り、資料等を整理し、ポー
トフォリオ作成の準備を行う。

4時間

第12回

タスク４：プレゼン戦略の立案と準備（４）成蹊カップ教育学
部予選（教育学部カップ）
①各クラス代表によるプレゼン発表（８分&amp;#215;８チー
ム）及びフロアとのディスカッション（５分）
②参観者は、ルーブリックを活用し発表を評価
③審査結果発表・講評

発表全体を通しての学びをレポートにまとめ
る。

4時間

発表全体を通しての学びをレポートにまとめ
る。

4時間

＊第13回、14回授業と連続して集中実施。 日程等は、第1回授
業で周知します
第13回

タスク４：プレゼン戦略の立案と準備（５）成蹊カップ教育学
部予選（教育学部カップ）
①各クラス代表によるプレゼン発表（８分&amp;#215;８チー
ム）及びフロアとのディスカッション（５分）
②参観者は、ルーブリックを活用し発表を評価
③審査結果発表・講評
＊第13回、14回授業と連続して集中実施。 日程等は、第1回授
業で周知します。
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第14回

総括と省察 ポートフォリオ作成と学修活動の省察
①授業の資料を整理し、ポートフォリオを作成
②授業全体を振り返り、自己の今後の課題をまとめる
③現地調査先への礼状・企画案の作成

現地調査先への礼状・企画案発送

308

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

地域連携PBL
門脇英純・福本章・熊倉一紗・辰巳清・神瀨邦久
３年

開講時期

後期+集中

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

門脇：コンサルティング会社で、企業からの依頼を受けて事業開発、製品企画、広報戦略、市場調査を担
当。京都府長岡京総合計画策定委員、宮津リゾート構想（国交相）、愛媛県今治地場産業振興センター認定事
業アドバイザーなど行政の政策立案業務を務めた。（全14回）

授業概要
社会で実践する力、協働できる力を養い、学生から社会人に意識改革を図り、社会人としての姿勢を身につける。企業や地域が提供する課
題に受講者全体が取組む。学修活動を通し、学びの手法、分析方法、課題解決法、マネジメント、チームワーク、コミュニケーション、プレゼ
ンテーションなど、キャリアに必要な基礎的能力を能動的に学ぶ。芸術性と実社会とのつながりを体験的に学ぶ。PBLは問題解決型学
習〔Project（Program、Problem） Based Learning〕の略称で学習者が自ら問題を発見し解決することを重視した能動的学習方法。学習
者が、答えや解決方法が一つだけではない問題を解決するという高い壁に挑戦することで、学習意欲を高めることができる学習法。2021年連携
企業：大阪市東成区。「SDGsをテーマに実施運用できる計画を立案していきます。」授業進行の中での学生向け研究倫理教
育を学ぶ。振り返り学修到達目標評価の確認を行います。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

仕事で必要な社会人基礎力を身につけ、課
題を発見し解決に向けて進んで取り組む力

集団やチームのなかで自分の役割を果たすこ
とができる。
論理的な考え、課題を明らかにすることがで
きる。
主体性を持ち、積極的に行動することができ
る。
困難な課題にも臨み、最後までやり遂げるこ
とができる。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

企画力：情報収集とその分析を通じて、自分
自身の考えをまとめることができる

市場調査やイメージ戦略の企画立案から編
集までを実際に計画（マーケティング）しデ
ザイン制作することができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

問題点を洗い出し解決の目標を定めることが
できる

2 ．DP5.計画・立案力

独自性・創造性があり実行可能な企画書を作
成することができる

3 ．DP8.意思疎通

仲間および参加者のこどもたちと適切なコ
ミュニケーションがとれチーム活動の内
容を理解し、主体的に取り組むことができる

4 ．DP9.役割理解・連携行動

場の流れを理解し、適切に協働することがで
きる

5 ．DP10.忠恕の心

相手が伝えたいことを共感的に理解し、自
分の考えや思いを伝えることができる

学外連携学修
有り

(連携先：大阪市東成区)

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)
・見学、フィールドワーク
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回5時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

ミニッツペーパー、フィードバック
シート（個人）
20％

： 毎回の授業終了時の振り返りレポート。グループメンバーに対するコメントを記述する。メン
バーの活動を理解しコミュニケーションが取れているかを評価するチームのメンバーに対するコメ
ント。
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課題発見シート提出（個人）
15％
企画提案シート提出（グループ評価）
20％
プレゼンテーション（中間/最終）
20％
定期試験（課題レポート）
15％
学修到達目標

： 必要なデータを読み取り、的確にまとめ、問題点を洗い出し解決の目標を定めることができるか
を評価する。
： 独自性・創造性があり実行可能な企画書であるか。
状況や場面に応じ、計画変更・修正の必要性に気づき、指導者の承諾を得て、変更・修正できた
か。グループ全員対象
： プレゼンテーションにおいて、問題解決企画案を論理的で説得力のある内容と、効果的なスライ
ドと演出で提示し、聴衆の理解と共感を得ることができた。グループ全員対象
： 最終プレゼンテーションを終了し、振り返りとしてレポートを課す。評価の視点は、①PBLとして
の学びに視点、②気付いた課題、③今後のアクションプランについて具体的な視点があれば加点と
する。
： 学修到達目標を6項目3段階で総合指数を評価します。（10点、8点、6点）

10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
SDGsの基礎
宣伝会議
まちの未来を描く！自治体のSDGs
学陽書房
なるほどデザイン エムディエヌコーポレーション

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回5時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
授業内で企画・制作した著作物を行政の事業推進や本学の広報活動等に活用する際、著作権譲渡証書を取り交わし、本学に著作権を譲渡しても
らう。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

門脇：（金）1.２限、福本：

場所：

南館１階研究室

熊倉：（金）4限

備考・注意事項： 金曜1.２限目をオフィースアワーとしているが、授業前後の質問も歓迎する。その他の連絡の取り方としてEメールで対応す
る。（kadowaki@g.osaka-seikei.ac.jp）Eメール件名としては「地域連携PBL」について（氏名、学籍番号、グループNO）と
すること。
福本（月曜４限、場所：南館２F情報デザイン研究室）
亀田峻宣（授業開始後、随時連絡）
熊倉一紗（金曜４限、場所：南館２F情報デザイン研究室）
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第１回

PBLプログラムの目的、行政側からテーマを提示
①学修到達目標についてこの授業の学びと養える力を示します。
（20分）
・授業の目的、学修目標、備わる能力
②授業の進め方について、全体説明を行い、コース横断によ
るチーム編成を実施する。（70分）
・チーム分け。。チームワークの質向上を目的とするワーク
ショップ。
・PBLミッション発表。
③授業の振り返り（10分）

第2回

ミッションに関する情報提示＆課題の把握
課題提供事業者からプレゼンテーションを受ける。提示され
たミッションから希望ミッションを選択する。
①行政担当者よるミッションに関するプレゼンテーショ
ンを聞く。（50分）
②ミッション提示に対してし質疑応答（10分）
③リサーチ・調査 役割を分担し課題を調査（30分）
④授業の振り返り（10分）

第3回

リサーチ・調査結果の共有化＆ミッションに対するQA
①課題発見グループワーク
ミッションに対する課題をチームで話し合う。（20分）
②課題の整理グループワーク
出てきた課題を整理。（20分）
③課題の共有化
各チームごとに課題を発表。（50分）
④授業の振り返り（10分）

第4回

企画の基本を学ぶ：個人ワーク①
①企画の基本的な考え方や立案の仕方を学ぶ（基本のフレーム
ワークの作成）。（30分）
②取り組みの方向性を決め、チーム内での役割分担を行う。
（60分）
・企画の考え方、作り方を学ぶ
・企画の基本的なフレームワーク
・必要情報を洗い出し企画書の作成
③授業の振り返り（10分）

第5回

企画書作成：個人ワーク②
チームで共有された骨子案について、新規性や実現性がある
か、インターネット等で先行事例を調べる。
・連携先企業から出されているテーマを再度確認
・新規性、実効性、コスト面を考察
・企画書の提出
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インターネットで大学のPBL学修事例を2つ以
上調べ、本授業で必要な能力、技術を考え
る。

5時間

ミッションに関する類似事例をインターネッ
トで検索し、集めた情報をプリントアウトし
て次回授業に持参する。

5時間

チームで調査した結果を調査報告書として文
章と写真でまとめる。

5時間

チーム内で出た課題が実効性、新規性があ
る企画なのかチームで検討してください。検
討内容を各自、文章でまもめてください。

5時間

チームで話し合ったアイデアを基に実効性の
ある企画を考えてください。

5時間

1912

第6回

企画案の共有：チーム作成①
①各自が構築した企画書をベースにチームで１つの企画案を選
定（90分）
・チームで企画案を構築するためのメンバーの役割を考える
・新規性、実効性、コスト面の再考
②授業の振り返り（10分）

第7回

企画書：チーム作成②
①プレゼンテーションの基本を学ぶ【座学】（30分）
②各自が調査した内容をもとに、企画の基礎となる骨子案を作
成する。（60分）
（ここまでに企業訪問・店舗訪問などの現地調査を終了すること
が望ましい）
・プレゼンテーションの基本を学ぶ
・企画書を完成させ、プレゼンテーションの準備を行う。
・プレゼンテーションまでのメンバーの役割分担
③授業の振り返り（10分）

第8回

プレゼンテーション準備：チーム学修
標の確認調査

/

中間学修到達目

①チームの企画書を完成させる
・プレゼンテーションの準備
・中間審査会（プレゼン）に備えたメンバー間の役割認識
②学修到達目標の中間確認調査
中間時点までの成長度を確認し成長点、さらに伸ばしてい
く点をアドバイス。
第9回

予選審査会①
本審査に向けて学内予備審査を行う。（80分）
チーム学修振り返り／PDCAを知る。今後の課題を整理
・企画のプレゼンを行う（5分１組）成果発表
②チームの学修振り返り（PDCAを知る）（10分）
③今後の課題を整理（10分）

第10回

予選審査会②
本審査に向けて学内予備審査を行う。（80分）
チーム学修振り返り／PDCAを知る。今後の課題を整理
・企画のプレゼンを行う（5分１組）成果発表
②チームの学修振り返り（PDCAを知る）（10分）
③今後の課題を整理（10分）

第11回

課題発見と企画の修正/最終発表準備・パネルセッション準備
①成果発表に向け、プランを修正し、また必要な情報を集める。
（90分）
・発表チーム（上位１０チーム）は発表の準備と役割の再確認
・パネルセッション（その他チーム）はA3パネルの作成、印
刷、制作物アウトプットの準備
②今後の課題を整理（10分）

第12回

最終発表会①
①発表チームは企画のプレゼンを行う（5分１組）、成果発
表、審査委員会（80分）
②パネルチームはパネルセッション（その他チーム）はA3パネ
ルの作成、印刷、制作物展示
③チームの学修振り返り（PDCAを知る）（10分）
④今後の課題を整理（10分）

第13回

最終発表会②
①発表チームは企画のプレゼンを行う（5分１組）、成果発
表、審査委員会（80分）
②パネルチームはパネルセッション（その他チーム）はA3パネ
ルの作成、印刷、制作物展示
③チームの学修振り返り（PDCAを知る）（10分）
④今後の課題を整理（10分）

第14回

総括「今後の課題を整理」/学修到達目標調査
PBL学修を振り返り、個人のキャリアデザインを目標設定する。
①チーム学修振り返り
②PDCAを知る
③今後の課題を整理）
④授業評価アンケート
学修到達目標調査
・課題への取り組み、本授業で養われた力を自己評価、教員評
価を行います。
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チーム内で出た課題が実効性、新規性があ
る企画なのかを、インターネットなどで情
報を検索し、同様な事例を調査してください

5時間

企画の改善点、プレゼンテーションの問題
点をチームで話し合いを行う。

5時間

論理的にプレゼンテーションする方
法を使い身の回りのもので５回練習を行って
ください。

5時間

講師より指摘された課題を明確にして改善
点を記述報告してください。

5時間

指摘された課題を明確にして改善点を記述す
る。

5時間

各チームの課題に各自が役割を持っ
て取り組んでください。

5時間

最終の発表会を目標にパワーポイントが見や
すいか、発表原稿に論理性があるか、新規
性があるかを確認。

5時間

プレゼンテーション評価表を基に、他チー
ムと自身のチームとの違いを考察する。レ
ポートにまとめる。

5時間

授業全体を通し（アイデア、発表内容、発表
資料）学修の振り返りを行ってください。

5時間
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地域連携PBL

授業科目名

佐野淳也・大島博文・大塚康央

担当教員名

2年

学年・コース等

開講時期

後期

単位数

2

演習

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
具体的な公共課題をテーマに、問題とされていることの原因、取り組みが必要な事項と効果的な方策、実施にあたってクリアしなければならな
い事項等を考える。この取り組みを通して公共性の意味、公共における問題と、その解決にあたって考慮しなければいけないことを理解す
る。また、政策、施策の立案能力を養い、社会で活躍できる能力を身につける、グループで協力し、意見交換を行いながら成果をまとめてい
く活動を通して、協働することの意義を学び、コミュニケーション能力、リーダーシップ、プレゼンテーション能力を身につける。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

公共の意味、社会を支える仕組みなどの基礎
的知識を獲得する。

公共の一員としての自覚と、地域社会を支え
る基本的な仕組みを理解する。

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

仕事で必要な社会人基礎力を身につけ、課
題を発見し解決に向けて進んで取り組む力

集団やチームの中で固有の役割を果たすこと
ができる。
論理的な考え、課題を明らかにすることがで
きる。
主体性を持ち、積極的に行動することができ
る。
困難な課題にも望み、最後までやり遂げるこ
とができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

問題点を洗い出し解決の目標を定めることが
できる。

2 ．DP5.計画・立案力

独自性、創造性があり、実行可能な企画
書を作成することができる。

3 ．DP6.行動・実践

チーム活動の内容を理解し、主体
的に取り組むことができる。

4 ．DP9.役割理解・連携行動

場の流れを理解し、適切に協働することがで
きる。

5 ．DP10.忠恕の心

相手が伝えたいことを共感的に理解し、自
分の考えや思いを伝えることができる。

学外連携学修
有り

(連携先：摂津市／京都市中京区ほか)

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論
・見学、フィールドワーク
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を「不可」とする。
また、本科目はグループワークを基本としており、授業に出席し、グループでのアイデア出し、意見交換、まとめなどへの参加・貢献するこ
とが評価の大きな要素となる。
成績評価の方法・評価の割合
個人評価 授業への参
加、振り返りシート
個人評価

評価の基準

30％

フィードバックシート
20％

： 毎回の授業受講態度や授業時でのワークシート、終了時の振り返りシートにより、授業に真
摯に向き合い、必要な知識、能力を付けることに取り組んだかを評価する。
： グループ内で積極的、主体的に活動し、リーダーシップやコミュケーションを取っていたかを、受
講生相互の評価などを用い評価する。
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個人評価

期末レポート
20％

グループ評価

課題解決提案シート

グループ評価

プレゼンテーション

20％

10％

： 授業を通じて得た知見、地域社会における自分との関係など、公共課題解決における役割など総合
的な知識を得ることができたかを評価する。
： 公共課題の調査分析を行うことで解決が必要な課題を明らかにすることができているか、当該課
題に対する効果的な提案について、制度、問題の特性、周辺の状況なども考慮した含めたものと
なっているかを評
： わかりやすく、簡潔なプレゼンをまとめることができたか、準備をしっかりとできたかを評価す
る。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
松田剛典、佐伯勇、木村亮介編著「大学生のためのキャリアデザイン－はじめての課題解決型プロジェクト－」ミネルヴァ書房、2019

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
担当するテーマ・課題により、授業の進め方、授業での取り組み内容を変更する場合がある。この場合、授業の中で適宜、指示する。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

水曜日4限

場所：

西館4階研究室

備考・注意事項： 上記以外でも、研究室に在席中は対応可能です。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

プログラムの目的、公共政策の理解
①この授業の目的の説明
②チーム分けを行う。チームワークづくりを目的にワークショッ
プを行う。
③PBLミッションを発表する。

第2回

座学：公共とは何か、公共問題解決のアプローチなどについて
本授業で取り組むものは、地域社会で発生している問題である。
問題の内容から、公共性とは何かを考える。また、公共問題の解
決に取り組むことについて、関係する行政の役割、施策、事
業の決定過程、合意形成など、公共が有する特徴について学ぶ。

第3回

ミッションに関する情報提示＆課題の把握、現地でのリサー
チ準備

①行政担当者によるミッションに関するプレゼンテーショ
ンを聞く。
②ミッション提示に対して質疑応答
②問題の整理グループワーク
問題が起こっている原因と対応が必要な課題解決案(仮説)の設定
③現地調査で確認すべき事項の確認
を行う。
第4回

リサーチ・調査

役割を分担し調査する。

担当テーマについて調査を行う
チームで役割を分担し、あらかじめ準備した調査項目に基づき課
題を調査する。
第5回

調査結果の共有、問題の把握
各自が調べた情報、調査での発見について、それぞれ報告する。
報告内容を基に、課題解決の方策として設定した仮説が妥当かど
うかを検証する。与えられたミッションについて、問
題は何か、その原因はどこにあるか、解決が必要な課題はどんな
ものかをグループで検討する。(先に設定した仮説の検討)、修
正が必要であれば再検討を行う。

第6回

課題解決策の提案(アイデア出し)

ブレーンストーミング形式でチームで話し合いを行う。
いくつものアイデアを出すこと。
KJ法などを使い、出てきたアイデアを分類整理し、問題・課題解
決の方向検討の準備作業を行う。
第7回

課題解決の方向性検討
問題は何か、解決や対応が必要な課題は何かを明らかにし、グ
ループ内で提案してきたアイデアが、課題解決につながるものか
を検討する。
また、事業実施にあたっての制約、障害はないのか、あるとすれ
ば、どのように対応すべきかなどを考える。
事業の具体化にむけて、方向性を確認、共有するステップとな
る。
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インターネットで大学のPBL学修事例2つ以上
調べて、本授業で必要な能力、技術を考えて
ください。

4時間

新聞等で、地域社会で発生している問題・課
題解決にどのような取り組みがなされている
かを調べておいてください。

4時間

同種の問題に対し、他の自治体などでどのよ
うな取り組みが行われているかをインター
ネット等で調べておいてください。また、現
地調査で確認すべき事項、明らかにしたい内
容を整理し、円滑かつ効果的な調査実施とな
るよう準備してください。

4時間

調査で得られた内容をまとめ、次回の授業(グ
ループワーク)で発表できるように文章でまと
めておいてください。

4時間

他の事例も参考にしながら、実効性のある施
策、事業を考えてください。

4時間

グループ内で出された様々な提案につい
て、グループ化してみる、組みあわせてみ
る等して、より良いものになるよう考えてお
いてください。

4時間

施策、事業案の作成にあたり、同様の事例が
あるか、実施にあたって制度、体制等の問
題がないかどうかをチェックしてください。

4時間

1914
第8回

中間まとめ(問題と課題の確認)
具体的な方策を立案する。
与えられたミッション（テーマ）の確認、そのテーマが有する問
題と、問題解決に向けて対応する必要がある事項、活用・利用す
るリソース、施策の基本方針、施策内容と効果を体系化した中
間まとめを行う。
テーマ提示の担当者にむけた説明準備を進める。

第9回

中間まとめ報告会

ミッションを提示した担当者に、検討中の施策、事業内容につい
て、問題の分析、課題の設定、関係する主体と役割、実施すべ
き施策等の内容を説明する。
実現可能性、公共目的に合致しているか等の視点からのアドバイ
スを受ける。
第10回

フィードバック、ブラッシュアップ

ミッションを提示した担当者からのアドバイス、指摘された事
項について、各自が整理分析した内容をグループで共有し、方向
性の見直しの必要性や提案した施策の妥当性を考察の上、施
策、事業の具体化に向けた検討を・協議を進める。この際、施
策・事業内容が、与えられた問題解決につながるか、総合
的に考えること。そのうえで、より効果的で魅力ある提案となる
よう検討を深める。
第11回

施策、事業の提案まとめ

最終まとめの発表に向けて施策、事業提案のブラッシュアッ
プを図る。
プレゼン資料作成に必要な資料、データの収集、説明のストー
リー作成、資料の構成などをグループで分担し、まとめ資料を作
成する体制を整える。
資料構成について決定する。
第12回

プレゼン資料作成

プレゼン資料を、グループで協力して作成する。
聞き手の立場になって、分かりやすく、納得させることができ
るプレゼン資料を作成する。
第13回

最終発表会
グループ成果の発表を行う。
発表の姿勢、説明内容、提案の妥当性、効果などについて、分か
りやすくプレゼンテーションを行う。また、他グループのプレゼ
ンを聞くことによって、効果的なプレゼンテーションについ
て学ぶ。

第14回

総括・振りかえり
グループ学習を振り返る。公共課題、地域・社会問題の性格、解
決にあたって考慮すべき事項、関係者との関わりなど本授
業を通じ得たことを考える。
また、協働で検討し取り組んできた経過を振り返り、グループで
の自身の役割、協働の必要性、リーダーシップやグループへの貢
献などを振り返る。
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中間まとめの報告会を前に、チー
ムで話し合いの時間を２～３回持ち、報
告に備えましょう。

4時間

ミッション担当者から指摘された事項を整
理し、改善・見直しすべき点を整理してくだ
さい。また、施策の具体化を図るため、同
様の取り組み事例などを調査しておいてくだ
さい。

4時間

グループでのまとめに向けて、必要なデー
タ、資料はないか、分かりやすく論理的に説
明するための工夫について考え整理しておく
こと。

4時間

グループ内で与えられた役割を踏まえ、発表
資料の論理構成が適切か、付け加えるこ
と、不要なことはないかを確認してプレゼ
ン資料作成が円滑に進むよう準備しておいて
ください。

4時間

最終の発表会を目標に、提案の背
景、考え方、根拠となるデータ、提案内容な
どが、論理的に一貫しているか、説明に過不
足はないかを最終確認しておいてくださ
い。グループで集まり、最終発表の準備をし
ておくこと。

4時間

プレゼンテーション評価表を基に、他チー
ムと自身のチームとの違いを考察すること。

4時間

授業の振り返りを行うこと。良かっ
た点、難しかったこと、課題と感じたこと
を整理しておくこと。

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

仕事とキャリア
福本章・辰巳清・石田直美・黒野正和
3年

開講時期

後期

単位数

2

演習

該当する
石田直美：アナウンス業務、司会業（20年）

実務経験の概要

授業概要
この授業では、卒業後の進路決定に向けて必要な知識と実践的な能力を獲得する。演習やグループワークを通して、社会を生き抜くための思
索の機会をもち、社会で求められる自己表現力や課題解決能力を体験的に養う。実際の社会の第一線で活躍する企業人やＯＢを招き、実社会で
の現場の話を聴く機会を設けている。また、先輩を交えたグループワークも行うなど、双方向で意見交換が出来る機会も設定している。授
業は、個人ワーク、チーム学習を主体としてアクティブラーニングが中心。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

卒業後のキャリアについて必要な知識と実践
的な能力を有している。

自己分析、自己理解が出来ており、職業理
解、業界理解ができている。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

社会で求められる自己表現力や社会問題と課
題を理解している。

2 ．DP5.計画・立案力

自分の専門的知識と技能を、社会に発
信し活かす意思とスキルを有し、行動計
画を立てられる。

3 ．DP6.行動・実践

自身の知識と技能を効果的に発揮し、実践で
きる行動力を備えている。

4 ．DP8.意思疎通

双方向の意思疎通を通しソーシャル・タッチ
ポイントの目標を達成している。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業への積極的参加

： 演習への積極的参加と発表する姿勢、質問に対する積極的、適切な答えを総合的に評価する。
20％

振り返りシート等の授業内課題
50％
期末レポート
20％
学修到達度評価

： 随時提出する振り返りシート（働く視点、業界理解、企業理解）および付随する提出物の内容か
ら評価する。
： 授業内容を踏まえた理解度を基準とし、独自の視点で見解が述べられているかという視点を加点項
目として評価する。
： 学修到達目標を5項目から評価します。

10％

使用教科書
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特に指定しない

参考文献等
「組織の成果に直結する問題解決法ソリューションフォーカス」ポール・Ｚ・ジャクソン・マカーゴウ著：青木安輝
「２０歳のときに知っておきたかったこと」ティナーシーリング著、（阪急コミュニケーションズ社）
その他の文献については、授業中に随時紹介します。

訳、（ダイヤモンド社）

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回5時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

福本クラス：月曜４限

場所：

南館２F研究室

備考・注意事項： ・福本クラス：月曜４限 南館２F情報デザイン研究室
（非常勤の先生のクラス（石田先生、黒野先生）は、授業中に案内します。また、福本が代行として随時対応します。）
その他の連絡方法：Eメールアドレス福本（fukumoto-a@g.osaka-seikei.ac.jp）
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション
①講座の目的と目標を理解します。
②実社会の流れを理解し、社会人としての目標を考えていきま
す。
③学修到達度目標の説明

第2回

企業と仕事（社会の中の自己理解）
アセスメントの概要と目的を理解し、自己分析の基礎データの把
握に努めます。企業と業界を探求し、自身のやりたいこと、出
来ること、やらなければならないことを明確にする作
業に取り組みます。

第3回

業界研究（OBから話を聴く）
業界で活躍するOBゲストに招き、ワークショップを行います。質
疑応答が出来る形式での双方向授業となります。

第4回

リテラシーの理解
社会人に必要なリテラシーについて理解を深めます。

第5回

コンピテンシーの理解
社会人に必要なコンピテンシーについて理解を深めます。

第6回

自己理解（コンピテンシー）
性格適正検査の実施と、様々な実例を取り上げ、内容を理解しま
す。また、性格適正検査の結果を踏まえ、自己分析を深めるま
す。

第7回

ケーススタディ（演習）
①親和力・協働力・統率力・感情抑制力・自信創出力・行動持続
力・課題発見力・計画立案力・実践力といった社会で求められ
るコンピテンシーを理解し、自身の強みを表現するための具体的
手法を学びます。

授業における目標設定と自身の大学生活にお
ける目標設定について考え、具体的な行動計
画を立てる。

5時間

企業、業界の情報を収集し、アプロー
チの為の行動計画を立てる。

5時間

授業の振り返りをもう一度行い、次回以
降の業界研究を行う。

5時間

リテラシーの内容と必要性について復習す
る。

5時間

学生時代の振り返り企業と接点を持つため
の様々な手法について考察し、そのために準
備が必要な事を明確にする。

5時間

授業で学んだ知識とノウハウを実際に行
動に移す準備をする。

5時間

次回の授業の予習として、自己PRの題材を整
理する。

5時間

第8回

キャリアアンカー
①学生時代の振り返り、自身の成長を裏付ける体験について表現
手法を身につけます。
②中間学修到達度目標の進捗確認とフィードバック

授業内容を踏まえ、自己PRの文章を作成する.

5時間

第9回

業界研究：実践（企業人事から話を聴く）

授業の振り返りをもう一度行い、次回以
降の業界研究、志望動機の作成に活用する。

5時間

PROGテストの意義と問われたリテラシーとコ
ンピテンシーの重要性について再確認する。

5時間

授業で上手くいかなった点を課題とし、次
回までの情報をまとめる。

5時間

インターンシップなど企業との接点を持つた
めの手法を調べる。

5時間

企業の人事担当者をゲストに招き、人事の視点を理解します。質
疑応答が出来る形式での双方向授業となります。
第10回

PROGテスト
ＰＲＯＧテストを受け、自身のリテラシーとコンピテンシーの把
握を行います。

第11回

業界研究（企業分析）
具体的に企業を取り上げ、個別の企業についての考察を行いま
す。また情報共有を目的として、個人ワーク、グループワー
クを行います。

第12回

業界研究（ビジネス・業界の考察）
業界、業種、職種の理解を深めます。また、情報収集の手法か
ら、求人票の見方、労務に関する専門的な用語について理解しま
す。

第13回

PROGフィードバック
ＰＲＯＧテストの結果を考察し、自身のリテラシーとコンピテン
シーについて理解を深め、課題を明らかにします。

PROGを踏まえた今後の行動計画を立てる。

5時間

第14回

総括・振り返り（目標設定の行動計画を作成）

自身のリテラシーとコンピテンシーの進捗
度を踏まえ、各自で春休みの行動計画を立て
る。

5時間
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①目標設定の行動計画を作成します。
②本授業が終了した後の行動計画とキャリアビジョンを描きま
す。
③振り返り（最終学修到達度評価の確認）
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

キャリアプランニング
福本章・石田直美・神瀬邦久・麻生典子・大手裕子
3年

開講時期

前期

単位数

2

講義

該当する
福本：生命保険相互会社にて総合職5年、他21年（企画、広報、組織開発、経営管理）

実務経験の概要

授業概要
この授業では、自身のキャラプランニングの為に必要な知識と能力を身につけます。自らの強み弱みを理解し、将来へのビジョンを描きま
す。その他、ビジネスマナー、企業選考プロセス、自己紹介文書の作成などを学びつつ、ソーシャル・タッチポイントの視点から、企業人や先
輩（4年生）の話を聞く機会の活用など、将来に必要な実践的なスキルを身につけます。社会人として必要な、知識、教
養、働き方を学び、自ら目標設定を行い、後期からの具体的なキャリアの検討に結びつけることを目指します。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

自己分析による強み弱みの理解、ビジネ
スマナー、業界研究、自己紹介文書の作成な
どスキルを身につける

自ら進むべき業界を選び、就業選考に前向き
に取り組めるようになる

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

自らの強み弱みを理解し、啓発課題をつかむ

2 ．DP5.計画・立案力

実社会で稼働していくためのプロセ
スを学び、具体的なアクョンプランを策定す
る

3 ．DP6.行動・実践

業界研究などに取り組み、主体的にアクショ
ンプランを考え実践する

4 ．DP8.意思疎通

教員やゲストスピーカーとの質疑応答など双
方向コミュニケーションを図る

5 ．DP10.忠恕の心

誠実で思いやりのある人、周囲から頼り
にされる人になることを目指す

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業中のワーク

： 授業に継続的に参加し、積極的に課題（ワーク）に取り組めているかどうかを評価します。
30％

毎回のレポート
40％
中間レポート

： 授業内容を踏まえ、独自の見解や今後の取り組みなど定められた文字数で具体的に論述でき
ているかどうかを評価します。
： 中間レポートにより、授業で学んだことに関して理解できているかを評価します。

10％
期末レポート
10％
学修到達度評価

： 指定された日時までに提出された期末レポートにより、授業で学んだことに関して理解でき
ているかを評価します。
： 学修到達目標を6項目から評価します。

10％

使用教科書
特に指定しない
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参考文献等
必要に応じて、適宜紹介します。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回5時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習すること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

福本：月曜４限

場所：

南館2F情報デザイン研究室

備考・注意事項： 石田先生、神瀬先生、麻生先生は、授業中に指示があります。
また、その他の自体に、福本が代行で対応します。
Mailアドレス： fukumoto-a@g.osaka-seikei.ac.jp
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第１回

オリエンテーションと目標設定
①授業の目的と進め方についてガイダンスを行う。
②学修達成度目標の理解。
③授業スケジュールの確認。

今後の授業計画を立ててください。

5時間

第２回

自己分析による強みと弱みの確認

適性検査を参考にして自身の課題を考えてく
ださ い

5時間

①自分自身の強みと弱みを把握。
②アセスメントは、適性検査の体験と振り返り。
第３回

学生から社会人へのキャリアデザイン
①社会で活躍できるビジネスパーソンの事例から、社会人に求め
る知識や能力について学び、理解を深める。
②知識や技術がビジネスの現場でどのように生かされているのか
を学ぶ。

当日学習したことを復習してください

5時間

第４回

情報収集

テキストで当日学習したことを復習してく だ
さい

5時間

①社会を知る情報ツールの活用方法の理解。
②自分自身のキャリアを検討するために必要な情報収集力を身に
つけ、キャリアを選択する際の注意点などについて学ぶ。
第５回

自己紹介文の作成：原文作成
①各自で自己紹介文書の作成に取り組み、文章表現力を強化す
る。

当日学習したことを復習してく ださい

5時間

第６回

自己紹介文書作成：完成・発表

当日学習したことを復習し、自 己紹介文
書を作成してください。

5時間

フィードバックの結果をもとに、自身の課
題を整理しましょう

5時間

当日学習したことを復習し、自 己紹介文
書をブラッシュアップしてください

5時間

キストで当日学習したこと、および 中間レ
ポートを復習してください。

5時間

①作成した自己紹介文書をペアで読み合わせ、ブラッシュアッ
プすることで文章表現力を強化する。
②自己紹介文書を完成させ、お互いに発表することで良い点、改
善点などを学ぶ。
第７回

ソーシャルタッチポイント
①未来展望セミナーの講演動画（一部視聴：最先端の知識を社
会の第一線の講師から学ぶ）
②未来展望レポートコンテストへのエントリー（概要と目的の理
解）
③レポート・論文「背景→主張→理由→反論・論駁→結論（主
張）」までの作法を理解する。

第８回

ビジネス文書の理解
①レポート・論文の作法を踏まえた上で、ビジネス文書との差
異を理解。
②ビジネス文書（メール）の基本を理解する。
③カバーレターの重要性の理解。社会人として必要となるビジネ
ス文書の書き方についての実践する。
④中間学修到達度の進捗確認とフィードバック

第９回

企業研究・業界研究（1）ポイントと方法
①これまで学んだ内容を踏まえ、中間レポートを提出。
②業界研究をどのように行えばよいか、そのポイントや具体
的な方法について学ぶ。
③未来展望レポートコンテストの進捗管理と質疑応答。

第１０回

現代社会と多様な社会活動、働き方の理解
①ゲストを招き特別授業を開催
②社会におけるビジネスの実情について学ぶ（ゲストスピー
カーの都合により、10回授業～1２回授業での調整もある）。

当日学習したことを復習してください。

5時間

第１１回

企業研究と職業観
①個々人の職業人生とそのために今できることを学ぶ（10回授
業～1２回授業でゲスト調整あり）。
②未来展望レポートコンテストの進捗管理と質疑応答。

当日学習したことを復習してください。

5時間

第１２回

企業研究・業界研究
①講演内容を踏まえ、様々な業界の実情やBtoC、BtoB企業の特
徴などについて学ぶ（10回授業～1２回授業でゲスト調整あ
り）。
②未来展望レポートコンテストの進捗管理と質疑応答。

当日学習したことを復習してください

5時間

第１３回

企業研究と職種研究
①クリエイターを始めとした専門職から、事務系職種、SE、営業
職、等、働く視点からキャリアを考察。
②未来展望レポートコンテストの進捗管理と質疑応答。

当日学習したことを復習してください

5時間

第１４回

総まとめ（研鑽）

前14回講義の内容を振り返りましょう

5時間
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①講義全体の学びを踏まえた振り返り（最終学修到達度目標につ
いての確認）
②今後の課題の設定。
③夏休みの有意義な過ごし方に関する行動計画。
④授業の最後に期末レポート課題の提示。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

キャリアプランニング
古川拓也・川島将希・佐野淳也・鳥羽賢二・福長久美子・山本弘和
3年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
この授業では、自身のキャラプランニングの為に必要な知識と能力を身につけます。自らの強み弱みを理解し、将来へのビジョンを描きま
す。その他、ビジネスマナー、企業選考プロセス、自己紹介文書の作成などを学びつつ、企業人や先輩（4年生）の話を聞く機会の活用など、将
来に必要な実践的なスキルを身につけます。社会人として必要な、知識、教養、働き方を学び、自ら目標設定を行い、後期からの具体的なキャ
リアの検討に結びつけることを目指します。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

自己分析による強み弱みの理解、ビジネスマ
ナー、業界研究、自己紹介文書の作成などス
キルを身につける。

自ら進むべき業界を選び、就業選考に前向き
に取り組めるようになる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

就業選考検査によって、自らの強み弱みを理
解し、啓発課題をつかむ。

2 ．DP5.計画・立案力

企業選考プロセスを学び、具体的なアクショ
ンプランを策定する。

3 ．DP6.行動・実践

業界研究などに取り組み、主体的にアクショ
ンプランを考え実践する。

4 ．DP8.意思疎通

教員やゲストスピーカーとの質疑応答など双
方向コミュニケーションを図る。

5 ．DP10.忠恕の心

誠実で思いやりのある人、周囲から頼りにさ
れる人になることを目指す。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業中のワーク（就業選考検査含む） ： 授業に継続的に参加し、積極的に課題（ワーク）に取り組めているかどうかを評価します。
30％
毎回のレポート
50％
中間レポート

： 授業内容を踏まえ、独自の見解や今後の取り組みなど定められた文字数で具体的に論述できている
かどうかを評価します。
： 中間レポートにより、授業で学んだことに関して理解できているかを評価します。

10％
期末レポート
10％

： 指定された日時までに提出された期末レポートにより、授業で学んだことに関して理解できている
かを評価します。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
必要に応じて、適宜紹介します。
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履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習すること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

古川：水曜2限

場所：

研究室（西館2階）

備考・注意事項： 授業の前後以外で質問したい場合は、メールにて受け付けます（furukawa-t@g.osaka-seikei.ac.jp）。件名には必ず、氏
名・学籍番号・所属を明記してください。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ガイダンスおよびキャリアプランニングに関する総論
授業の目的と進め方についてガイダンスを行います。また、現
在の就職活動事情と今後のスケジュールについて、具体的なイ
メージを形成します。

キャリアプランニングを行う上で重要な事
項について、テキストにまとめておいてくだ
さい。

4時間

第2回

採用人事のプロセス
企業の採用人事プロセスにおいて、就職希望者に求める知識や能
力について学び、理解を深めます。また、採用試験で求められ
る知識がビジネスの現場でどのように生かされているのかを学び
ます。

当日学習したことを復習してください。

4時間

第3回

情報収集力を高めよう

就職情報ツールを活用し、興味のあるキャリ
ア等について調べてみましょう。

4時間

テキストで当日学習したことを復習してくだ
さい。

4時間

具体的な企業の事例を第4回講義で学習したこ
とと照らし合わせて、学びを深めてくださ
い。

4時間

テキストで当日学習したことを復習してくだ
さい。

4時間

適性検査を通して得意なこと、苦手なこと
を確認しておきましょう。

4時間

テキストで当日学習したことを復習してくだ
さい。

4時間

当日学習したことについて、気が付いた点
等をテキストに整理しましょう。

4時間

テキストで当日学習したことを整理しておき
ましょう。

4時間

テキストで当日学習したことを整理しておき
ましょう。

4時間

テキストで当日学習したことを踏まえ、テキ
ストに文章を作成しましょう。

4時間

テキストで当日学習したことを整理しておき
ましょう。

4時間

前14回講義の内容を振り返りましょう。

4時間

就職情報ツールの活用方法を学び、自分自身のキャリアを検討す
るために必要な情報収集力の獲得と、キャリアを選択する際の注
意点などについて学びます。
第4回

業種と職種を理解しよう：基礎知識の理解
業種および職種に関する基本的な知識を学び、キャリアを選択す
るうえでの基本事項をおさえます。

第5回

業種と職種を理解しよう：特別講義
ゲストスピーカー（企業人）を招いて特別授業を開催し、業
種と職種に関する具体的なケースを学びます

第6回

業種と職種を理解しよう：まとめ
業種および職種について理解してきた事項を整理します。

第7回

自分自身を理解しよう：適性検査にチャレンジ
適性検査（GPS-Academic）を受け、自己の強みと弱みを把握しま
す。

第8回

自分自身を理解しよう：自身の過去を振り返る
将来のキャリアプランを設計するために、まずは自分自身の過
去を振り返ることで自身のキャリアや特性を理解します。

第9回

自分自身を理解しよう：適性検査を踏まえた分析
専門家からのフィードバックと適性検査結果の考察から、自ら
の長所と短所、アピール可能な点について整理します。

第10回

自分自身を表現しよう：自己紹介文の作成
各自で自己紹介文書の作成に取り組み、文章表現力を強化しま
す。

第11回

自分自身を表現しよう：自己紹介文の洗練と発表
作成した自己紹介文書をペアで読み合わせ、ブラッシュアップす
ることで文章表現力を強化します。自己紹介文書を完成さ
せ、お互いに発表することで良い点、改善点などを学びます。

第12回

自分自身を表現しよう：学生時代に力を入れて取り組んだこと
各自で学生時代に力を入れて取り組んだことについて文章表
現し、文章表現力を強化します。

第13回

ビジネス文書（メール・カバーレター・御礼状）
ビジネス文書（メール）の基本を理解します。カバーレターの重
要性を理解します。就業活動や社会人として必要となるビジネ
ス文書の書き方について実践します。

第14回

まとめ
講義全体の学びを踏まえて、今後の課題を設定します。夏休み
の有意義な過ごし方についても考えます。授業の最後に期末レ
ポートの課題を提示します。

322

1920

114

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

仕事とキャリア演習
福本章・麻生典子・石田直美・大手裕子
4年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

石田直美：アナウンス業務、司会業（20年）
福本 章：営業管理・人事労務管理・経営企画・組織開発(25年）

授業概要
人生を有意義に行動するための基盤となる学修です。社会で実践力を身に付け、社会で活躍できる人材としての能力を身に付けます。授
業を通し、内定先企業、あるいは興味のある企業や業界を想定したSDGsの目標達成案を実現するプランニングを行います。そのために、ソー
シャルタッチポイントを推進し、業界・企業研究、OB・OGとの交流を積極的に行い、実践的な活動を授業を推進します。また、外部からゲス
トを招き、企業人として、取り組んできた仕事や、転機となった経験談等から学ぶことで、働き方・生き方について考える機会も作ります。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

企業・業界、職業についての理解

業界の方向性、問題点、改善点を考察し、自
身の置かれている内的環境と、外的な環
境の分析を可能とする知見を備えている。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

社会で活躍できる人材になるための素養

単に就職し、社会人になるのではなく、主体
的に物事に取組み、困難な課題に対して
も諦めることなく、最後までやり遂げること
が出来る人材となっている。

汎用的な力
1 ．DP5.計画・立案力

専門的知識と技能に関し、アウトプットして
いくための意思と技能を有し、その行動計
画を立案できる。

2 ．DP6.行動・実践

自身の知識と技能を効果的に発揮し、実践し
ていくことが出来る行動力を備えている。

3 ．DP8.意思疎通

双方向の意思疎通を通しソーシャル・タッチ
ポイントの目標を達成している。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論
「マッキンゼー流入社１年目の問題解決の教科書」（著）大島祥誉、SBクリエイティブ。
「論理的思考力を鍛える33の思考実験」（著）北村良子、彩図社。
「MBA生産性をあげる100の基本」（著）グロービス・（執筆）嶋田毅、東洋経済新報社。
「アクティブラーニングで学ぶキャリアデザイン就活編」（著）福本章・佐々木公之、学術研究出版。

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします
「マッキンゼー流入社１年目 問題解決の教科書」（著）大嶋祥誉、SBクリエイティブ。
「論理的思考力を鍛える33の思考実験」（著）北村良子、新図社。
「MBA生産性をあげる100の基本」（著）グロービス・（執筆）嶋田毅、東洋経済新報社。

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業への積極的参加

： 演習への積極的参加、発表や質問する姿勢、適切な答えなどを総合的に評価する。
20％

課題レポート（中間）

： 内定企業（就活中：志望企業・志望業界）に関し、SDGsを踏まえ、持続可能な開発目標プロモー
ション案をまとめる。
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15％
リフレクションシート（取組姿勢・理 ： 随時提出するリフレクションシート（振り返り）の内容、と付随する提出物の内容から評価する。
解度）
40％
最終レポート（期末）
15％
学修達度成評価

： 授業内容を踏まえた理解度を基準に評価する。回答に独自の視点からの展開があることで加点項
目とする。
： 学修到達目標を5項目から評価します。

10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
「マッキンゼー流入社１年目の問題解決の教科書」（著）大島祥誉、SBクリエイティブ。
「論理的思考力を鍛える33の思考実験」（著）北村良子、彩図社。
「創造社会の都市と農村ーSDGsへの文化政策」（総監修）佐々木雅之幸、水曜社

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回5時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

福本章：月曜４限

場所：

南館２F情報デザイン研究室

備考・注意事項： 石田直美先生・麻生和先生は、授業時に案内しますが、随時、福本が代行でも対応します。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション
①講座の目的を理解します。
②就職活動の流れを鑑み、授業の進行と併せて行動計画を立てま
す。
③学修達成度目標の説明

第2回

SDGsの理解
①17の目標と169のターゲットを理解します。
②個人ワーク、グループワーク
③第13回～14回目に企画案を発表する授業計画を共有します。

第3回

持続可能な社会へ向けた事例研究
①国家の立場、行政の立場からSDGsの達成へ向けて活動を理解し
ます。
②産業界・企業の立場から事例を研究していきます。
③個人ワーク、グループワーク

第4回

SCAMPER法から商品開発
①SCAMPER法を活用し、論理的な視点からSDGsを踏まえた商品開
発をしてみます。
②個人ワーク、グループワーク

第5回

企業・業界研究（SDGsの深化）
①SDGsの視点から内定企業の研究（志望企業・志望業界研
究）を行います。
②SDGsを踏まえ、持続可能な開発目標の考察をします。
③個人ワーク、グループワーク

第6回

SDGsビジネスモデル
①SDGsを関連付けた持続可能な開発目標に関する企画案の作
成に取り掛かります。
②個人ワーク、グループワーク

第7回

企業・業界研究（SDGsの目標設定）
①情報を収集し、持続可能な開発目標と内定先、および志望業
界の研究を行います。
②SDGsの視点から世の中の短な課題を考えていきます。
③学修達成度目標進捗確認

第8回

コンピテンシーの理解とケーススタデイ
①コンピテンシーを理解します。
②就職活動における成功と社会人としての成功を考えます。
③高業績者の行動特性に関し、深掘りしコンピテンシーの理
解を深めます。
④就職試験および、社員研修で実施される実践演習にも取り組み
ます。

第9回

学生と社会人の意識の違い（ケーススタデイ）
①社会人に求められる9つの意識を理解します。
②9つの意識についてのケーススタデイを行います。
③就職希望先、就業内定企業について理解を深めます。
④企業勤務の経験者から、社会人に求められる能力を理解しま
す。
⑤学生と社会人の違いについて個人で考え、グループワー
クを行います。
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就職戦線における本科目が担う役割を明確に
し、自身の目標を具現化するための行動計
画を立ててください。

5時間

SDGsを踏まえ、企業、業界の情報を収
集し、アプローチの為の行動計画を立てま
しょう。

5時間

SDGsを踏まえ、自身の就職活動、就職先企
業に関する情報を整理する。

5時間

SDGsを踏まえ、就職セミナーや企業説明会へ
の参加 就職先企業の情報を整理する。

5時間

SDGsを踏まえ、就職セミナーや企業説明会へ
の参加 就職先企業の情報を整理する。

5時間

SDGsと身の周りの社会問題を照らし合わせ理
解を深めてください。

5時間

SDGsと志望業界を取り巻く課題を照らし合わ
せ理解を深めてください。

5時間

授業の復習と、就職セミナーや企業説明会へ
の参加 就職先企業の情報を整理する。

5時間

社会人としての行動について実践できるとこ
ろから始めてみましょう。

5時間

1920
第10回

SWOT分析の理解とSDGs
①企業や組織で利用されるSWOT分析を理解します。
②SDGsの視点から企業と業界の研究を行います。

第11回

SWOT分析（個人目標設定）
①個人のSWOT分析を行います。
①SWOT分析による自己分析と自己理解を深めていきます。
②自身のキャリアに関する目標設定を行います。

第12回

ライフプランニングと資金計画
①社会や企業、個人のお金の流れについて理解します。
②給与の仕組みについて知識を深めます。
③社会保険と税金について学びます。
④社会や企業、個人のお金の流れについて理解した上で、自
身の資金計画を立てます。
⑤ライフプランニングがシミュレーションできるように知
識を深めます。

第13回

SDGs：持続可能な開発目標案発表（代表者）
①チーム内から選出された代表者の発表の場とします。
②情報共有（背景の理解、課題の理解、解決案の理解）を行いま
す。
③相互評価（ルーブリック）を行います。

第14回

総括・振り返り
①目標設定の行動計画を作成します。
②本授業が終了した後の行動計画とキャリアビジョンを描きま
す。
③最終学修達成度評価確認
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SDGsの企画案を提出するための関連付け
を行ってください。

5時間

社会人として活躍するための自身の課題を明
確にしてください。

5時間

SDGsの企画案を提出するための関連付け
を行ってください。

5時間

授業の復習としての振り返りと、授業時間
外での行動の変革を行ってください。

5時間

授業終了後がスタートのつもりでキャリアビ
ジョンを現実のものにしてください。

5時間

1924
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

仕事とキャリア
島雅則・川島将希・東出加奈子 ・児山俊行・福長久美子・山本弘和
3年

開講時期

後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
この授業では、社会で活躍するために必要な知識と能力を身につけます。適正検査やプログテストから自らの強み弱みを理解し、ビジネスマ
ナー、業界研究、コミュニケーション、自己PRなどを学び、ソーシャルタッチポイントを意識し、企業人や先輩（4年生）の話を聞く機会を活
用し、双方向で意見交換する場をもち、実践的な知識を身につけます。社会人として必要な、知識、教養、行動指針を学びながら自身の将来へ
のビジョンを描きます（特別授業の日程は変更することがあります）。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

自己分析による強み弱みの理解、ビジネスマ
ナー、業界研究、コミュニケーション力、自
己PRなどのスキルを身につけます。

自ら進むべき業界や職種を知り、そこに向け
て必要なスキルアップへの実践ができるよう
に目指します。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

各種の適性検査によって、自らの強み弱み
を理解し、啓発課題をつかむこと。

2 ．DP5.計画・立案力

業界や職種を研究し、具体的なアクションプ
ランを策定すること。

3 ．DP6.行動・実践

インターンシップに参加し、実際に就業体
験していくこと。

4 ．DP8.意思疎通

グループワークやインターンシップ等を通じ
て双方向コミュニケーションを図ること。

5 ．DP10.忠恕の心

誠実で思いやりのある人、周囲から頼りにさ
れる人になること。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・問答法・コメントを求める
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・その他(以下に概要を記述)
適性検査（キャリアアプローチテスト）、PROGテストなど

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします
・その他(以下に概要を記述)
PROGテストのフィードバックなど

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行いません。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業内提出物

： 授業に継続的に参加し、積極的に課題（ワーク）に取り組めているかどうかを評価します。
50％

PROGテスト

： PROGテストで、自らの成長度や課題の認識について評価します。
10％

中間レポート

： 中間レポートにより、授業で学んだことに関する理解度を評価します。
20％

期末レポート

： 期末レポートにより、授業で学んだことに関する理解度を評価します。
20％

使用教科書
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特に指定しない

参考文献等
大阪成蹊大学『就活ガイドブック』

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められます。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習してください。
また、受講の際、指示があった授業回ではリクルートスーツを着用してください。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

児山：金曜４限

場所：

研究室（西館３階児山・西館２階・東出、島）

東出：水曜3限

島：火曜３限

備考・注意事項： 授業の前後以外で質問したい場合は、メールにて受け付けます（KOYAMA_T@g.osaka-seikei.ac.jp）。タイトルには必ず授業
名を記載し、メールでは氏名・学籍番号・所属を明記してください。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

ガイダンスおよび卒業後のキャリアに向けての行動計画作成
授業概要を確認し、夏休みのインターンシップ等の振り返り
を通して、卒業後のキャリアへの具体的な行動計画作成を行いま
す。

第2回

情報収集力を高め業界・企業研究を行う
業界・企業情報ツールの活用方法、企業説明会やインターンシッ
プに参加する際の注意点などについて学びながら、様々な業
界・企業・キャリアの理解を深めます。

第3回

特別授業（１）

サービス業界（商社/IT）

ゲストスピーカー（業界人）を招いて授業を行います。サービ
ス業界での具体的仕事を知ることを通じて、業界独特の構造と主
要な業務・職種について理解を深めます。

インターンシップ等での卒業後に向けた行
動をまとめ、作成した行動計画を見直しま
す。

4時間

リアルとウェブで自ら情報ツールを活用しな
がら、自身の就職活動や就職希望先の業
界や企業に関する情報を収集します。

4時間

サービス業界での関心ある企業について情報
収集を行います。

4時間

第4回

ビジネスコミュニケーション
社会の様々な場面で必要とされる重要な口頭表現について学びま
す。

学んだ口頭表現方法について復習します。

4時間

第5回

特別授業（２）

B2B業界での関心ある企業について情報収
集を行います。

4時間

リテラシーの内容と必要性について復習しま
す。

4時間

コンピテンシーの内容と必要性について復
習します。

4時間

PROGテストの意義と問われたリテラシーとコ
ンピテンシーの重要性について再確認しま
す。

4時間

建設業界での関心ある企業について情報収
集を行います。

4時間

学んだ企業の求める人材像について復習しま
す。

4時間

学んだディスカッションの手法やポイントに
ついて復習します。

4時間

ディスカッションの方法と内容に振り返り
を行います。

4時間

Ｂ２Ｂ業界

ゲストスピーカー（業界人）を招いて授業を行います。B２B業
界での具体的仕事を知ることを通じて、業界独特の構造と主
要な業務・職種について理解を深めます。
第6回

リテラシーの理解
社会人に必要なリテラシーについて理解を深めます。

第7回

コンピテンシーの理解
社会人に必要なコンピテンシーについて理解を深めます。

第8回

PROGテスト
ＰＲＯＧテストを受け、自身のリテラシーとコンピテンシーの把
握を行います。

第9回

特別授業（３）

建設業界

ゲストスピーカー（業界人）を招いて授業を行います。建設業
界での具体的仕事を知ることを通じて、業界独特の構造と主
要な業務・職種について理解を深めます。
第10回

企業が求める人材像
業界・企業が求める様々な人材像について学びます。

第11回

フィードバック＆グループディスカッションの基本
「グループディスカッション」についての手法とポイントについ
て学んでいきます。

第12回

グループディスカッションの実践
「グループディスカッション」を通じて業界や企業での働き方に
ついて受講生間で討論を行い、自己の適性への理解を深めます。

第13回

振り返りと春休みの行動計画作成
後期で学んだ内容を振り返ります。また、後期で学んだこと
を踏まえ、春休みの行動計画について考えます。

各自で春休みの行動計画を立ててください。

4時間

第14回

PROGフィードバック

自身のリテラシーとコンピテンシーの進捗
度を踏まえ、各自で春休みの行動計画を立て
てください。

4時間

ＰＲＯＧテストの結果を考察し、自身のリテラシーとコンピテン
シーについて理解を深め、課題を明らかにします。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

ビジネス・インターンシップ１・２
桐原一史・山中コ～ジ・辰巳清
2～3年

開講時期

前期＋集中

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

山中：GENETOという建築設計、家具デザインに関する企業経営をしていることから、その経験を活かした授
業。
桐原：ソニー株式会社のデザイン部門に永年勤務し、そこでの就労経験を活かした授業。（全14回）

授業概要
課題と目標が設定された、企業やデザイン事務所などのクリエイティブ系企業にて一定期間就業体験を行う。
社会の基本的なルールやマナーはもとより、「前に踏み出す力」「考え抜く力」「チームで働く力」社会人基礎力を事前授業で修得して研
修に入ります。就業体験は原則として大学の夏季休暇中に行い、研修期間は、10～16日（1日8時間を10日間以上）を目安としていいる。担当教
員の協力により、中間チェック、振り返り、研修後の報告会を行う。将来の自分の社会人像を描き、主にクリエーター職に関する意識を形成す
ることを目的としている。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

クリエイティブ系会社の職業理解

研修先企業や会社が求める事を的確に理解す
る能力が求められる。インターンシップの実
践的な就労を通して、組織の中で協働す
る力を養い、創造力と柔軟な対応力、表現
力を身に付ける事の重要性を理解する。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

提示された問題点を洗い出し解決の目
標を定めることができる

2 ．DP6.行動・実践

チーム活動の内容を理解し主体的に取り組む
ことができる

3 ．DP8.意思疎通

研修先での就業において、研修先の担当
者や上司との積極的なコニュニケーションの
もと意思疎通を大事にスムースな就業が行え
る。

4 ．DP9.役割理解・連携行動

場の流れを理解し、適切に協働することがで
きる

5 ．DP10.忠恕の心

相手が伝えたいことを共感的に理解し、自
分の考えや思いを伝えることができる

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)
・見学、フィールドワーク

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします
授業の中間段階および最終段階において、ルーブリック（各種書類）を用いて、学修到達状況を確認し、学生へフィードバック行いま
す。文章での振り返りも行います。これによって学生たちは自分の成長の度合いを自分で知ることができます。演習授業の制作物は、学修
成果ポートフォリオにまとめていきます。以上を総合して評価を行います。

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

研修先での実評価

： 研修先からの研修報告書（研修中の評価）の内容を参考に評価する。
50％

学内事前研修の取り組み姿勢

： 研修事前に行う学内での複数研修への取り組み姿勢を評価する。
10％

研修における各種提出物

： 各種提出物の内容（充実度）をもって評価する。
10％
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研修成果報告（発表・レポート）

： 研修終了後の報告書と報告発表会の内容について評価する。
10％

振返りシート

： 自身で研修を振り返った内容（シート）のレベルで評価する。
10％

学修到達度評価

： 学修到達目標について4項目4段階の総合指数を評価する。
10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
『発想法入門』 (日経文庫)『企画の立て方』 (日経文庫)

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

山中（水6）、桐原（金3）

場所：

各研究室

備考・注意事項： オフィースアワーを設定しているが、授業前後の質問も歓迎する。その他の連絡の取り方としてEメールで対応する。
（yamanaka-k@g.osaka-seikei.ac.jp / kirihara@g-osaka-seikei.ac.jp）Eメール件名としては「インターンシップについ
て（氏名、学籍番号）とすること。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

授業概要の説明とインターンシップ研修先の紹介と確認
説明内容詳細：
課題と目標が設定された企業やデザイン事務所などのクリエイ
ティブ系の会社にて、一定期間の就労体験をおこないます。
社会の基本的なルール、マナーはもとより、
「前に踏み出す力」、「考え抜く力」、「チームで働く力」など
の社会人基礎力を
事前授業で修得してインターンシップ研修に入ります。就労体
験は原則として、夏季休暇期間におこない、トータルで10~16日
（1日8時間を10日間以上（80時間））を目安としています。ま
た、授業開始事前に実施済みの連携先と学生のマッチングに
よる履修生全員のインターンシップ（連携先）企業・会社の再確
認をおこないます。
＊学修到達目標について、この授業の学びと養われる力を説明

第2回

インターンシップ研修先調査・分析発表と研修希望動機に関す
る書類の記入
履修生の中から、数名（各コース1名程度）を選抜した上で、事
前のインターンシップ先調査・分析発表をおこないます。
また、授業内でインターンシップ連携先へ持参する希望動機書
類などの記入をおこないます。
次回授業までに、各コース主任 or 研修担当教員による内
容チェックをおこない、書類を完成させます。

宿題として、各自のインターンシップ先企
業・会社について調査・分析し、資料にまと
めます。

2時間

希望動機書類等の確認と精査を各コース主任
or 研修担当教員とおこなっておいてくださ
い。

2時間

第3回

事前研修１：「インターンシップ研修の理解（インターンシッ
プとは）」
目的：インターンシップ研修の概要把握と認識を深めます。
内容：研修経験者（上級生）で優秀だった学生複数名に協力を依
頼し、自身の経験談を含めて研修の報告・紹介をしていただき、
後輩へのアドバイスをおこなってもらいます（2020年度研修は中
止だったので、2019年度の研修生より選出）
事前研修１の感想レーポートを作成し、次回授業時に提出しま
す。

事前研修1のレポートを作成してください。

2時間

第4回

事前研修２：「企業で働くこと、就職活動とは」
目的：社会で働くとはどのようなことかについて、自分の近い将
来をイメージします。
内容：実社会で活躍されている外部ゲスト講師を招いてレク
チャーを受け、就労についての具体的なイメージを描きます。
レクチャーを受けた内容についての感想レポートを作成し、次回
授業時に提出します。

事前研修2のレポートを作成してください。

2時間

第5回

事前研修３：「社会人としての基本的ビジネスマナー」
目的：社会人としての基本的なマナーを学び、研修中の就労に支
障がないよう準備します。
内容：研修派遣直前に外部講師によるワークショップ型の講
座を開催します。挨拶の仕方、立ち振る舞い、会話の方法につい
て、
社会人としてのビジネスマナーの基礎を学びます。
注）当日は、全履修生、スーツ着用となります。
事前研修3についての感想レポートを作成し、次回授業時に提
出します。

事前研修3のレポートを作成してください。

2時間

第6回

インターンシップ研修に必要な準備とプロセス
研修に必要な事項についての確認をおこないます。
・必要書類の確認
・事前研修先アポイントメントについての説明
・研修期間・就労条件の確認
・研修後の授業スケジュールの確認 など

各自、研修先にアポイントをとる。

2時間

第7回

研修事前ミィーティング

各自、研修期間の予定を確保し、落ち度のな
いように準備してください。

2時間
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履修生のインターンシップ研修先とのアポイントメントの確認を
おこないます。
さらに、研修事前として、担当教員（山中・桐原）と履修
生の間で質疑応答をおこない、最終の準備と確認をおこないま
す。
第8回

インターンシップ研修先にて就労

①

各自インターンシップ先で研修、就労をおこないます（＊16時間
程度）
第9回

インターンシップ研修先にて就労

②

各自インターンシップ先で研修、就労をおこないます（＊16時間
程度）
第10回

インターンシップ研修先にて就労

③

各自インターンシップ先で研修、就労をおこないます（＊16時間
程度）

研修日誌など、研修期間中に必要なルーティ
ンを実施してください。

2時間

研修日誌など、研修期間中に必要なルーティ
ンを実施してください。

2時間

研修日誌など、研修期間中に必要なルーティ
ンを実施してください。

2時間

研修日誌など、研修期間中に必要なルーティ
ンを実施してください。

2時間

研修日誌など、研修期間中に必要なルーティ
ンを実施してください。

2時間

研修報告プレゼンテーションの内容指
導を元にしたプレゼンテーション資料を作
成し完成さてください。

2時間

自身や他学生のプレゼンテーショ
ンを元に、各自研修の振り返りをおこなって
おいてください。

2時間

・研修担当教員による中間指導：
研修9日目を終了した段階で、研修担当教員（コース主任 or
コース内担当教員）による訪問指導、及びヒアリングを
おこないます。科目担当教員（山中・桐原）と研修担当教員で研
修状況の確認をおこない、研修生、科目担当教員、研修担当教員
の三者で研修の課題や研修後半に向けての目標などについて再確
認をおこなう。
＊中間学修到達度の確認とフィードバックを行う
第11回

インターンシップ研修先にて就労

④

各自インターンシップ先で研修、就労をおこないます（＊16時間
程度）
第12回

インターンシップ研修先にて就労

⑤

各自インターンシップ先で研修、就労をおこないます（＊16時間
程度）
第13回

コース別研修報告会
全履修生のインターンシップ研修終了後（10月中）に、第13回授
業を実施します。
コース別に研修報告会を実施し、コース担当教員も含めて総評し
ます。
その後、各コースごとに1名の代表学生を選抜し、第14回授
業（代表選抜報告会）へのぞみます。

第14回

選抜代表報告会と授業総括
学部として、各コースごとに選抜された学生による報告会を実
施します（11月中）
出席視聴者は、学長、副学長、各コース主任、研修担当教員、科
目担当教員となります。
発表終了後、授業総括として出席教員からコメント、並びに今
後へ向けたアドバイスをいただきます。
＊最終の学修達成度の確認を行う
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

ビジネス・インターンシップ1
島雅則・東出加奈子・大塚康央・大島博文・原田弘之
2年

開講時期

前期・後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
本科目では、大学における学修と社会での経験とを結びつけることで、大学における学修を深化させ新たな学習意欲を喚起すること、また、自
己の職業適性や将来設計について考える機会を得て主体的な職業選択の意識を育むことを目的としています。事前学習では、実習先企業･団
体の概要調査や業界研究、実社会で求められる基本的マナーの研修などを行うとともに、実習期間の達成目標を明確にするために｢インターン
シップ･ポートフォリオ｣を作成します。就業体験先では、それぞれのプログラムに従って、実働5～10日間の実習に取り組みます。事後学習で
は、実習を振り返り履修生同士での意見交換を行うとともに、各自が研修結果をまとめ、成果と自己成長の視覚化と言語化のために合同報告
会でプレゼンテーションを行います。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

社会人マナーの基本

社会において働く上で最低限必要なマ
ナーを身につける。

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

企業と職業に関する知識

実習先の業界・業種・職種についての基本
的な知識を身につける。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

企業や団体の情報を正確に調べることができ
る。

2 ．DP6.行動・実践

基本的なマナーを身につけ、企業や団
体の休みなく参加し、実践できる。

3 ．DP8.意思疎通

企業や団体の担当者、及び大学の担当教員と
の適切な報告・連絡・相談を行うことができ
る。

4 ．DP8.意思疎通

大人数の前での約10分のプレゼンテーショ
ンをわかりやすく行うことができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなします。特に、特別な理由が無い限り、実習中及び報告会の欠
席は厳禁とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

インターシップ・ポートフォリオ
30％
受入企業・団体による評価

： 事前･事後学修への取組み度。受入先での就業体験目的の把握レベル、及び受入先やその関連業
界の事前調査の内容。就業体験内容の整理と習得した知識・技能並びに自らの課題の明確化、自己
目標の達成度。
： 受け入れ企業での就業態度や業務の理解と遂行、その際の自己の役割認識や協同・連携の度合い。

50％
合同発表会でのプレゼンテーション
20％

： 自身の学修内容と課題をインターンシップでの実習内容を結び付けた形で、分かりやすく伝えてい
るかどうか。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
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1929
参考文献等は特に指定しないが、受け入れ先企業・団体の概要・業界知識などが掲載された専門誌や書籍、有価証券報告書等。インターネッ
ト検索による受け入れ企業や関連業界内容の整理、就職関連ウェブサイト。

履修上の注意・備考・メッセージ
１．本科目は2単位の科目であるため、全体で90時間の学修が求められます。
２．履修上限単位には含まれません。
３．実習参加にあたっては、学業成績とアドバイザー教員の推薦を参考に、学内選考を通過する必要があります。場合によっては、受入先企業
等の面接等が実施されることもあります。
４．事後学修集中講義は夏季休暇中や土曜日にも実施されます。あらかじめ日程を確認し、必ず出席してください。
５．マナー研修やインターンシップ報告会、及びそのリハーサルはスーツ着用です。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

担当によって異なる（初回授業で案内）

場所：

担当教員の研究室

備考・注意事項： 担当教員のオフィスアワーにおいて質問・相談などを受け付けます。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

インターンシップの意義（ガイダンス授業）
インターンシップの現状とそのメリットについて学びます。自
分がインターンシップに参加する目的について考えてもらい、意
思決定のサポートをします。

第2回

事前学修（１）マナー研修１（社会人マナーの意義）
社会人としての基本的マナーについて学び、その意義を考えま
す。（スーツ着用）
※この授業は講師のスケジュールにより日程が変更されることが
あります。

第3回

事前学修（２）マナー研修２（社会人マナーの実践）
社会人としての基本的マナーを実践する際の心構えやポイントに
ついて学びます。（スーツ着用）
※この授業は講師のスケジュールにより日程が変更されることが
あります。

第4回

事前学修（３）業界･実習先企業の研究
実習先企業の強み・弱みや企業を取り巻く環境について調べ、企
業研究シートにまとめ理解を深めます。併せて、自身の名刺を作
成して、その扱い方のマナーについても身に付けます。

第5回

事前学修（４）プロフィールシートの作成
自己PRや実習の志望動機の書き方や基本マナーを学び、実習
先に提出するプロフィールシートを作成します。

第6回

事前学修（５）｢インターンシップ･ポートフォリオ｣の作成と実
習直前確認
実習前後のマナーやお礼メールの基本を学んだ後、教員の指
導を受けて、実習前の｢インターンシップ･ポートフォリオ｣を仕
上げます。実習先への持参提出物の確認を含めて実習直前チェッ
クを実施します。

第7回

就業体験（実習）：前半
企業等での実習 ― 受入先企業に赴き、前半の実地研修。

第8回

就業体験（実習）：後半

企業等での実習 ― 受入先企業に赴き、後半の実地研修。（合
計で原則70時間）
第9回

事後学修（１）就業体験の共有
各自の就業体験について、学生同士で共有しディスカッショ
ンを通じて相互検討を行います。実習後の｢インターンシッ
プ･ポートフォリオ｣の作成とプレゼン資料の作成要領の説
明を受けた後、自身の就業体験を整理し、報告と発表のための骨
子をまとめる。

第10回

事後学修（２）｢インターンシップ･ポートフォリオ｣の作成（仕
上げ）
担当教員の指導とアドバイスを受けながら、就業体験を踏まえ
た｢インターンシップ･ポートフォリオ｣の作成を進める。

第11回

事後学修（３）プレゼン資料の作成
担当教員のアドバイスを受けながら、最終報告会用のスライ
ドを作成する。

第12回

事後学修（４）プレゼン資料のリハーサル

プレゼン資料の初案を仕上げた後、リハーサルを行い、学生相互
並びに教員も入れてアドバイスを出し合います。
第13回

合同報告会（第１部）
前半の発表者によるプレゼンテーションを行います。他の学
生の発表を視聴し、自らの経験と関連させ学びを深めます。実習
受入先のご担当者のご出席も予定していますので、スーツ着用厳
守のこと。
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｢インターンシップ･ポートフォリオ｣のフォー
マットに従い、第１回目入力をする。

4時間

学んだマナーについてふり返り、次回の実践
練習に備える

4時間

学んだマナーについてふり返るとともに、日
常的に実践を繰り返す

4時間

企業研究シートを仕上げ、アドバイザーに提
出し添削を受けます。

4時間

プロフィールシートを仕上げ、アドバイ
ザーに提出し添削を受けます。

4時間

実習前の｢インターンシップ･ポートフォリ
オ｣に修正を加え最終確認の上、期限内に提
出します。（成績評価対象）

4時間

就業体験日誌を記入し、受け入れ先の担
当の方からコメントをいただく。

4時間

就業体験日誌を記入し、受け入れ先の担
当の方からコメントをいただく。お礼
状は、担当教員の下書きチェックを受け、就
業体験終了後速やかに送付する。

4時間

第9回と10回は連続で実施するため、第10回
目の授業外課題に集約する。

4時間

｢インターンシップ･ポートフォリオ｣に修
正を加え最終確認の上、期限内に提出しま
す。（成績評価対象）

4時間

第11回と12回は連続で実施するため、第12回
目の授業外課題に集約する。

4時間

指摘された点を修正するとともに、合同報告
会に向けての準備（時間を計って発表練
習を複数回行うこと。また適宜スライドを修
正すること）

4時間

第13回と14回は２部制で実施するた
め、第14回目の授業外学修に集約する。

4時間

1929

第14回

合同報告会（第２部）

後半の発表者によるプレゼンテーションを行います。他の学
生の発表を視聴し、自らの経験と関連させ学びを深めます。実習
受入先のご担当者のご出席も予定していますので、スーツ着用厳
守のこと。
１部と２部の全プレゼンテーションの中から優秀発表を選
抜。選ばれた発表者は翌年１月に開催するインターンシップ最終
報告会で、経営学部１年生全員の合同授業で体験報告を行っても
らいます。（優秀選抜チームには景品贈呈を予定）
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インターンシップ全体の振り返りを行い、就
職活動における自己アピールのポイン
トの一つとして整理する。最終発表会の選抜
者は、担当教員のアドバイスを受け、資
料と発表のブラッシュアップを進める。

4時間

1930

113

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

ビジネス・インターンシップ２
島雅則・東出加奈子・大塚康央・大島博文・原田弘之
3年

開講時期

前期・後期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
本科目では、大学における学修と社会での経験とを結びつけることで、大学における学修を深化させ新たな学習意欲を喚起すること、また、自
己の職業適性や将来設計について考える機会を得て主体的な職業選択の意識を育むことを目的としています。事前学習では、実習先企業･団
体の概要調査や業界研究、実社会で求められる基本的マナーの研修などを行うとともに、実習期間の達成目標を明確にするために｢インターン
シップ･ポートフォリオ｣を作成します。就業体験先では、それぞれのプログラムに従って、実働5～10日間の実習に取り組みます。事後学習で
は、実習を振り返り履修生同士での意見交換を行うとともに、各自が研修結果をまとめ、成果と自己成長の視覚化と言語化のために合同報告
会でプレゼンテーションを行います。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

社会人マナーの基本

社会において働く上で最低限必要なマ
ナーを身につける。

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

企業と職業に関する知識

実習先の業界・業種・職種についての基本
的な知識を身につける。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

企業や団体の情報を正確に調べることができ
る。

2 ．DP6.行動・実践

基本的なマナーを身につけ、企業や団
体の休みなく参加し、実践できる。

3 ．DP8.意思疎通

企業や団体の担当者、及び大学の担当教員と
の適切な報告・連絡・相談を行うことができ
る。

4 ．DP8.意思疎通

大人数の前での約10分のプレゼンテーショ
ンをわかりやすく行うことができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ放棄とみなします。特に、特別な理由が無い限り、実習中及び報告会の欠
席は厳禁とします。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

インターンシップ･ポートフォリオ
30％
受入企業・団体による評価

： 事前･事後学修への取組み度。受入先での就業体験目的の把握レベル、及び受入先やその関連業
界の事前調査の内容。就業体験内容の整理と習得した知識・技能並びに自らの課題の明確化、自己
目標の達成度。
： 受け入れ企業での就業態度や業務の理解と遂行、その際の自己の役割認識や協同・連携の度合い。

50％
合同発表会でのプレゼンテーション
20％

： 自身の学修内容と課題をインターンシップでの実習内容を結び付けた形で、分かりやすく伝えてい
るかどうか。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
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1930
参考文献等は特に指定しないが、受け入れ先企業・団体の概要・業界知識などが掲載された専門誌や書籍、有価証券報告書等。インターネッ
ト検索による受け入れ企業や関連業界内容の整理、就職関連ウェブサイト。

履修上の注意・備考・メッセージ
１．本科目は2単位の科目であるため、全体で90時間の学修が求められます。
２．履修上限単位には含まれません。
３．実習参加にあたっては、学業成績とアドバイザー教員の推薦を参考に、学内選考を通過する必要があります。場合によっては、受入先企業
等の面接等が実施されることもあります。
４．事後学修集中講義は夏季休暇中や土曜日にも実施されます。あらかじめ日程を確認し、必ず出席してください。
５．マナー研修やインターンシップ報告会、及びそのリハーサルはスーツ着用です。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

担当によって異なる（初回授業で案内）

場所：

担当教員の研究室

備考・注意事項： 担当教員のオフィスアワーにおいて質問・相談などを受け付けます。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

インターンシップの意義（ガイダンス授業）
インターンシップの現状とそのメリットについて学びます。自
分がインターンシップに参加する目的について考えてもらい、意
思決定のサポートをします。

第2回

事前学修（１）マナー研修１（社会人マナーの意義）
社会人としての基本的マナーについて学び、その意義を考えま
す。（スーツ着用）
※この授業は講師のスケジュールにより日程が変更されることが
あります。

第3回

事前学修（２）マナー研修２（社会人マナーの実践）
社会人としての基本的マナーを実践する際の心構えやポイントに
ついて学びます。（スーツ着用）
※この授業は講師のスケジュールにより日程が変更されることが
あります。

第4回

事前学修（３）業界･実習先企業の研究
実習先企業の強み・弱みや企業を取り巻く環境について調べ、企
業研究シートにまとめ理解を深めます。併せて、自身の名刺を作
成して、その扱い方のマナーについても身に付けます。

第5回

事前学修（４）プロフィールシートの作成
自己PRや実習の志望動機の書き方や基本マナーを学び、実習
先に提出するプロフィールシートを作成します。
※この日、事前学修レポート課題について発表します。

第6回

事前学修（５）｢インターンシップ･ポートフォリオ｣の作成と実
習直前確認
実習前後のマナーやお礼メールの基本を学んだ後、教員の指
導を受けて、実習前の｢インターンシップ･ポートフォリオ｣を仕
上げます。実習先への持参提出物の確認を含めて実習直前チェッ
クを実施します。

第7回

就業体験（実習）：前半
企業等での実習 ― 受入先企業に赴き、前半の実地研修。

第8回

就業体験（実習）：後半

企業等での実習 ― 受入先企業に赴き、後半の実地研修。（合
計で原則70時間）
第9回

事後学修（１）就業体験の共有
各自の就業体験について、学生同士で共有しディスカッショ
ンを通じて相互検討を行います。実習後の｢インターンシッ
プ･ポートフォリオ｣の作成とプレゼン資料の作成要領の説
明を受けた後、自身の就業体験を整理し、報告と発表のための骨
子をまとめる。

第10回

事後学修（２）｢インターンシップ･ポートフォリオ｣の作成（仕
上げ）
担当教員の指導とアドバイスを受けながら、就業体験を踏まえ
た｢インターンシップ･ポートフォリオ｣の作成を進める。

第11回

事後学修（３）プレゼン資料の作成
担当教員のアドバイスを受けながら、合同報告会用のスライ
ドを作成する。

第12回

事後学修（４）プレゼン資料のリハーサル

プレゼン資料の初案を仕上げた後、リハーサルを行い、学生相互
並びに教員も入れてアドバイスを出し合います。
第13回

合同報告会（第１部）
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｢インターンシップ･ポートフォリオ｣のフォー
マットに従い、第１回目入力をする。

4時間

学んだマナーについてふり返り、次回の実践
練習に備える

4時間

学んだマナーについてふり返るとともに、日
常的に実践を繰り返す

4時間

企業研究シートを仕上げ、アドバイザーに提
出し添削を受けます。

4時間

プロフィールシートを仕上げ、アドバイ
ザーに提出し添削を受けます。

4時間

実習前の｢インターンシップ･ポートフォリ
オ｣に修正を加え最終確認の上、期限内に提
出します。（成績評価対象）

4時間

就業体験日誌を記入し、受け入れ先の担
当の方からコメントをいただく。

4時間

就業体験日誌を記入し、受け入れ先の担
当の方からコメントをいただく。お礼
状は、担当教員の下書きチェックを受け、就
業体験終了後速やかに送付する。

4時間

第9回と10回は連続で実施するため、第10回
目の授業外課題に集約する。

4時間

｢インターンシップ･ポートフォリオ｣に修
正を加え最終確認の上、期限内に提出しま
す。（成績評価対象）

4時間

第11回と12回は連続で実施するため、第12回
目の授業外課題に集約する。

4時間

指摘された点を修正するとともに、合同報告
会に向けての準備（時間を計って発表練
習を複数回行うこと。また適宜スライドを修
正すること）

4時間

第13回と14回は２部制で実施するた
め、第14回目の授業外学修に集約する。

4時間

1930
前半の発表者によるプレゼンテーションを行います。他の学
生の発表を視聴し、自らの経験と関連させ学びを深めます。実習
受入先のご担当者のご出席も予定していますので、スーツ着用厳
守のこと。
第14回

合同報告会（第２部）

後半の発表者によるプレゼンテーションを行います。他の学
生の発表を視聴し、自らの経験と関連させ学びを深めます。実習
受入先のご担当者のご出席も予定していますので、スーツ着用厳
守のこと。
１部と２部の全プレゼンテーションの中から優秀発表を選
抜。選ばれた発表者は翌年１月に開催するインターンシップ最終
報告会で、経営学部１年生全員の合同授業で体験報告を行っても
らいます。（優秀選抜チームには景品贈呈を予定）
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インターンシップ全体の振り返りを行い、就
職活動における自己アピールのポイン
トの一つとして整理する。最終発表会の選抜
者は、担当教員のアドバイスを受け、資
料と発表のブラッシュアップを進める。

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

仕事とキャリア演習
東出加奈子・大島博文・島雅則・福長久美子
4

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
人生のキャリアデザインの形成に向けて、未来のグランドビジョンを考えます。多様な価値観が存在する社会環境のなかで、自己実現に向け
た能力の修得、目標の設定、行動計画を立て、自己管理について考えます。ゲストスピーカーの特別講義によるソーシャル・タッチ・ポイン
トの授業を通して、自身の個性を最大限に活かすうえで、積極性かつ自主性が発揮できるよう、社会的にも職業的にも自立したキャリア形
成を目指します。
＊特別講義の回が変更になる場合があります。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

ビジネススキルの実践力

社会人に求められるコミュニケーション、基
礎的能力を身につけることができる。

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

企業や学外の人と積極的に関わることができ
る。

2 ．DP8.意思疎通

言語・非言語のコミュニケーションスキ
ルを向上することができる。

3 ．DP9.役割理解・連携行動

チームやグループの活動における役割を果た
すことができる。

4 ．DP10.忠恕の心

道徳と思いやりを持ち、真剣に取り組む姿
勢を身につけることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。
規定回数以上の出席がなければ不合格とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業内の提出物
30％
特別講義の提出物
30％
中間レポート課題

： 内容の妥当性と論理的構成について、独自の見解で事例を示すなどで論じられているかどうか評
価します。
： 内容の妥当性と論理的構成について、独自の見解で事例を示すなどで論じられているかどうか評
価します。
： 社会人に必要なビジネススキルの修得に基づき評価します。

20％
期末試験課題

： 授業で学んだことに関する理解度を評価します。
20％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
大阪成蹊大学『PLACEMENT GUIDE 2023
授業内で適宜紹介する。

就職ガイドブック』2021年8月。

履修上の注意・備考・メッセージ
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本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

いつでもClassroom のGmailにて

場所：

Classroom・研究室・授業後

備考・注意事項： 大島：個人研究室（西館3階）：火曜日5時限
島 ：個人研究室（西館2階）：火曜日2時限
東出：個人研究室（西館2階）：水曜日2時限
福長：授業の前後
いずれの教員にも相談可能です。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション・生涯キャリアを考える
仕事とキャリア演習の授業の進め方についてガイダンスを行いま
す。
春休みを振り返り、生涯を通したキャリアデザインの必要性と意
義を確認します。

第2回

キャリアと職業観について
職業や仕事とはどのようなもので、何のためにどんな仕事をした
いのかという自分の価値観を確認し、５年後・10年後の目
標を考えます。

第3回

業界研究・企業研究
志望企業の理解と取引先やサプライチェーンなど、業界につい
て確認します。
業界への関心を高め、企業内の職種や求められるスキルについ
て理解します。

第4回

特別講義①

企業における社会貢献とSDGｓ

企業の方をお招きします。第４回の講義に続いて、企業で
のSDGsの取り組みを通して、ワークライフバランスを考えま
す。社会の変化とともに企業が取り組んでいることを理解しま
す。

キャリアに関する情報を整理し将来の目標を
たててください

4時間

卒業後のライフワークバランスについて調べ
て考えてください

4時間

志望する業界について情報を整理してくださ
い

4時間

企業で取り組んでいるSDGｓの事例を調べてく
ださい

4時間

第5回

エンプロイアビリティ
SWOT分析を行い、自身の強みを把握します。分析を振り返り自
己を理解し、将来のキャリアの可能性を考えます。
エンプロイアビリティのチェックシートによる社会人として必
要なスキルを確認します。ケーススタディを通してビジネスで
の実践を学び、エンプロイアビリティを高めていきます。

自身の資格やスキルについて考えてください

4時間

第6回

労働基準法・社会保険と税金
労働基準法を理解して働き方を考えます。
社会保障制度における社会保険を理解します。
税金の基礎知識を学び、給与のしくみについて理解します。

給与明細の項目を確認してください

4時間

第7回

社会の変化を考える

働き方の多様性について情報収取して整理し
てください

4時間

中間レポート課題

AIやITが進む社会の変化において、社会を理解します。また、労
働市場の変化と多様な雇用形態の現状を理解します。これから
の日本の産業や卒業後の働き方についてグループディスカッショ
ンを通して考えます。
第8回

特別講義② ライフプランニングと資金計画
ファイナンシャルプランナーの講師による、社会や企業の
お金の流れについての講義です。卒業後の自身の資金計画をた
て、ライフプランニングがシミュレーションできるように知
識を深めます。

生涯を通して資金計画をたててください

4時間

第9回

社会人として求められるコミュニケーション

企業の方とのコミュニケーションを通して実
践してください

4時間

人生のキャリアを通してライフプランニン
グを考えてください

4時間

ケーススタディを交えながら社会人として求められるコミュニ
ケーションスキルについて学びます。企業におけるコミュニケー
ションツールの種類と注意点についても理解します。
第10回

人生におけるライフプランニングをたてよう
第８回の授業を通して、自身のライフプランニングを計画しま
す。
人生の節目を想定して、卒業後の人生設計を具体的に考えます。

第11回

特別講義③ 仕事の実践
企業がどのような人材を求めているのか、新入社員に期待される
ことは何かについて学びます。ゲストスピーカーをお招きし
て皆さんの卒業後に役立つ内容について講義していただきます。

業種・職種の理解を深めてください

4時間

第12回

コンピテンシー

自身のコンピテンシーを振り返り確認してく
ださい

4時間

事例を通してビジネスワークを考えてくださ
い

4時間

復習と振り返りを行ってください

4時間

コンピテンシー理論によるケーススタディを通してビジネスで
の実践を学びます。職種や職務などによって求められるコンピテ
ンシーを理解します。
第13回

仕事の実践演習
企業のコンプライアンス、倫理について理解します。
実践例を通して社会人に向けての準備について考えます。

第14回

卒業後のキャリアを考える・授業のまとめ
卒業後のキャリアビジョンを考えます。
授業全体を通して、自立した社会人になるために、仕事で実践す
る力、
協働できる素養が修得できたかどうか、振り返ります。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

地域連携ＰＢＬ
加藤博之
2年

開講時期

後期

単位数

2

演習

該当する
大阪市立小学校教諭（17年）、校長（８年）、大阪市教育委員会事務局（13年）の勤務経験（全1４回）

実務経験の概要

授業概要
自治体や地域の教育行政が提供する課題に取り組むPBL（Project-based learing）型の授業です。自治体の運営する図書館や公民館、その他教
育関連施設での現地活動等により、社会で実践する力、協働できる力を養い、社会人としての姿勢を身に付けます。PBLに取り組むことで、調査
法、分析方法、課題解決方法、マネジメント、チームワーク、コミュニケーション、プレゼンテーションなどを能動的に学びます。子どもの教
育に広く関わる施設等と連携することで、教育学部での学びを社会で活用する力を伸長させることを目指します。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

仕事に必要な社会人基礎力を身に付け、課
題を発見し解決に向けて数んで取り組む力

集団やチームの中で自分の役割を果たすこと
ができる。
論理的に考え、課題を明らかにすることがで
きる。
主体性を持ち積極的に行動することができ
る。困難な課題にも取り組み、最後までや
り遂げることができる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

問題点を洗い出し、解決の目標を定めること
ができる。

2 ．DP5.計画・立案力

独自性、創造性があり、実行可能な企画
書を作成することができる。

3 ．DP6.行動・実践

チーム活動の内容を理解し、主体
的に取り組むことができる。

4 ．DP9.役割理解・連携行動

場の流れを理解し、適切に協働することがで
きる。

5 ．DP10.忠恕の心

相手が伝えたいことを共感的に理解し、自
分の考えや思いを伝えることができる。

学外連携学修
有り

(連携先：大阪市が運営する公民館等の公共施設)

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・ディベート、討論
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)
・見学、フィールドワーク
・課題解決学習(PBL)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします
提出後の情業で、全体的な傾向についてコメントします。

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価の方法・評価の割合
タスク１：レポート
題の現状と課題

評価の基準

プロジェクト課
15％

タスク２：調査報告書
15％
タスク３：企画書

： プロジェクト課題について、調査、収集した情報をもとにした適切に作成されているか、独
自のルーブリックにより評価します。
： 仮説、観点を明確にして、現地調査・観察の結果を適切にまとめているか、独自のルーブリックに
より評価します。
： 現地調査の結果、チームでの協議を踏まえて、課題、問題を整理し、解決策示しているか、独
自のルーブリックにより評価します。
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25％
タスク４：プレゼンテーション

： チームのプレゼンテーションについて、全学ルーブリックにより評価します。
25％

ポートフォリオ
20％

： 授業全体を振り返って資料を整理し、学びの成果と自己の今後の課題をまとめているか、独
自のルーブリックにより評価します。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
授業において、プロジェクト課題に関連する書籍等を随時紹介する。

履修上の注意・備考・メッセージ
2年次に履修した学外連携PBLで培った諸能力をさらに深化、拡充させる課題解決型学修です。学修に当たっては、園、学校の教育活動から視
野を広げ、一般社会で応用できる力を養うため、教育、社会の諸課題について、自らの知識、経験をもとに主体的な課題意識を持つことが求め
られます。日頃から、新聞等のニュース目を向け、現在の社会や教育を取り巻く状況や課題を理解しておくように心がけることが必要です。
調査活動やチーム活動は、授業の他に課外の時間に行うことが必要です。チームの活動に主体的に参画し、自分の役割を責任をもって果たす
ことが求められます。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業後の休憩時間

場所：

研究室で対応します。

備考・注意事項： メールでも受け付けます。katoh-h@osaka-seikei.ac.jp
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第１回

タスク１ プロジェクト課題の理解と解決への展望（１）オリ
エンテーションとプロジェクト課題の決定
①オリエンテーション
②プロジェクト課題のレクチャー
③プロジェクト課題の決定

プロジェクト課題について、自己の知識・理
解をレポートにまとめる。

4時間

第２回

タスク１ プロジェクト課題の理解と解決への展望（２）プロ
ジェクト課題に関する情報収集
①行政機関からのミッションを受ける。
②現状と課題の粗整理
③調査方法の検討・確認
④チームで調査（ネット、文献等）

チームでクラス内発表の資料、PPスライ
ドを作成する。

4時間

第３回

タスク１ プロジェクト課題の理解と解決への展望（３）プロ
ジェクト課題に関する情報の共有
①チームからのプレゼンテーション
②現状と課題についてレポート作成

プロジェクト課題について自分自身の経
験や問題意識をまとめる。

4時間

第４回

タスク２ 現場調査・観察と情報整理（１）
①仮説の設定
②調査・観察の項目策定
③調査・観察の準備

調査・観察準備

調査・観察の準備を行う

4時間

第５回

タスク２ 現場調査・観察と情報整理（２）
査・観察の実施
①連携先で、現地調査、現地観察を実施
②連携先でインタービューを実施

チームで調

調査・観察報告書を作成する。

4時間

第６回

タスク３：課題解決策の検討作成（１）調査報告と問題の分析

課題、問題を整理し、解決策のチーム案を作
成する。

4時間

①現地調査・観察の結果をチーム内で報告・検討
②問題を分析し、課題を析出
第７回

タスク３：課題解決策の検討作成（２）解決方策の検討と企画
書の作成
①解決方策を検討し、チームで企画書を作成する。

企画書の交流のため、発表準備をする。

4時間

第８回

タスク３：課題解決策の検討作成（３）企画書のブラッシュ
アップ
①クラス内でチームの企画書を交流し、問題点、改善点を明らか
にする。
②交流の成果を踏まえ、チームの企画書をブラッシュアップす
る。

企画書をプレゼンテーションする基本方
針、アイデア等をまとめる。

4時間

第９回

タスク４：プレゼン戦略の立案と準備（１）プレゼンの基本戦
略立案
①今年度の「成蹊カップ」及びモデルとなる学生プレゼンテー
ションを参考視聴
②チームのプレゼン戦略の立案、基本設計

次時に提案するプレゼンの絵コンテを作成す
る。

4時間

第10回

タスク４：プレゼン戦略の立案と準備（２）プレゼン資料作
成と練習
①プレゼン資料、PPを作成
②チーム内で発表練習

各自担当部分を練習する。

4時間

第11回

タスク４：プレゼン戦略の立案と準備（３）クラス内プレゼ
ン発表→代表選考
①クラス内でプレゼン発表
②クラス代表・次点を選定

取組全体を振り返り、資料等を整理し、ポー
トフォリオ作成の準備を行う。

4時間

第12回

タスク４：プレゼン戦略の立案と準備（４）学部発表会①

発表全体を通しての学びをレポートにまとめ
る。

4時間
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①各クラス代表によるプレゼン発表及びフロアとのディスカッ
ション（５分）
②参観者は、ルーブリックを活用し発表を評価
③審査結果発表・講評
＊第12回、13回授業と連続して集中実施。 日程等は、第1回授
業で周知します。
第13回

タスク４：プレゼン戦略の立案と準備（４）学部発表会②
①各クラス代表によるプレゼン発表及びフロアとのディスカッ
ション（５分）
②参観者は、ルーブリックを活用し発表を評価
③審査結果発表・講評

発表全体を通しての学びをレポートにまとめ
る。

4時間

作成したポートフォリオをブラッシュアッ
プする。自身の今後の展望についてレポー
トを作成する。

4時間

＊第12回、13回授業と連続して集中実施。 日程等は、第1回授
業で周知します
第14回

総括と省察

ポートフォリオ作成と学修活動の省察

①授業の資料を整理し、ポートフォリオを作成
②授業全体を振り返り、自己の今後の課題をまとめる
③現地調査先への礼状・企画案の作成
その上で、
①今回のPBLを振り返って、専門的職業人を目指す自己につい
て、自己分析を行う。
②今回のPBLの学びを生かす具体的な職業、活躍のフィール
ド等を仮定し、今後の活動の展望する。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

キャリアプランニング／キャリア実践Ⅰ
羽野ゆつ子・清水真由子
3年

開講時期

前期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
学生が自分の特性を見つめ直し、主体的に自身の人生設計を考えていくために、次の課題に取り組んでいく。
まず、人生設計とキャリア形成の方向性を明確化する。そして、それに向けて計画的に学習する態度を養っていくために、自己のあり方を丹
念にとらえた上で、学習計画の立て方を学び、実際に計画を立ててみる。さらに、教育に携わるものとしての自己及び他者と関わりの在り方に
ついてワークを通して理解を深めていく、これらの取り組みを通して、自己のライフコースにおけるキャリア形成の在り方を明確にする。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

社会人としての意識と教養を身につける

実社会で主体的に生きるために必要な知
識や実行力の向上を図る姿勢を身につけてい
る。

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

目標に向かい主体性を持ち、前向きに行動す
ることができる。

2 ．DP8.意思疎通

他者の意見をよく聞き、自己の考えを正
確に伝えることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

平常点

： 授業において提示されるワークなどへの取り組みを評価します。
56％

中間課題（前半・後半１回ずつ）

： 前半・後半各１回ずつ、ふりかえりのレポートに取り組みます。
24％

最終課題
20％

： 自己ＰＲシートの作成
この授業を通して得た気づきを踏まえて、自己のアピールポイント、裏付けとなる具体的な行動な
どについて、明確化の度合いを評価します。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
川瀬正裕・松本真理子編（1997）『新・自分さがしの心理学』ナカニシヤ出版

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

初回授業時に提示する

場所：

担当者研究室
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備考・注意事項： メールアドレス
清水：shimizu-m@osaka-seikei.ac.jp
羽野：hano@g.osaka-seikei.ac.jp
※メール送付の際には、件名に科目名を、メール本文に学籍番号と氏名を必ず明記すること。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション（人生設計とキャリア）
自分の特性を見つめ直し、主体的に人生を設計していくため
に、将来希望する職業について考え、その実現のために必要な取
組や課題を検討します。
キーワード：未来予想図 キャリア教育についての理解

これまでの学修を振り返り、自らの課題を具
体的にリストアップしておく。

4時間

第2回

自己理解① 話すことと聴くこと
話すことと聴くことをとおして、自分にみつめる体験をする。

聴くということについて考える。

4時間

第3回

自己理解②

復習：ワーク・レクチャーを通して、自ら
の気づきを明確化する。

4時間

復習：大人になることについてのワーク・レ
クチャーを通して自らの気づきを明確化す
る。

4時間

復習：グループ対話のワーク・レク
チャーを通して自らの気づきを明確化する。

4時間

復習：ライフヒストリーについてのワー
ク・レクチャーを通して自らの気づきを明確
化する。

4時間

復習：進路を考えることについてのワー
ク・レクチャーを通して自らの気づきを明確
化する。

4時間

復習：対人態度についてのワーク・レク
チャーを通して自らの気づきを明確化する。

4時間

復習：ソーシャル・スキルについてのワー
ク・レクチャーを通して自らの気づきを明確
化する。

4時間

復習：交流分析・エゴグラムについてのワー
ク・レクチャーを通して自らの気づきを明確
化する。

4時間

復習：攻撃性についてのワーク・レク
チャーを通して自らの気づきを明確化する。

4時間

復習：ストレスについてのワーク・レク
チャーを通して自らの気づきを明確化する。

4時間

内面を理解する

対話をとおして、自分や相手の内面を理解すること／その不可能
性に気づく
第4回

自己理解③

自立するということ

大人になるということを考える。
第5回

自己理解④

対話をとおして気づく

グループでの対話をとおして、自分自身に気づくことを体験す
る。
第6回

自己理解⑤

これまでの歩みをふりかえる

自分自身のこれまでの歩みをふりかえるワークをとおして、自
分のルーツ・関心に気づく
第7回

自己理解⑥ 進路を見つめる
自分自身の進路選択を考えるワークをとおして、自
分の生き方を見つめる。

第8回

他者と関わる自己①

対人態度

対人態度という観点で他者と関わる自己をとらえる。
第9回

他者と関わる自己②

ソーシャル・スキル

ソーシャル・スキルという観点で他者と関わる自己をとらえる。
第10回

他者と関わる自己③

エゴグラム

交流分析理論に基づくエゴグラムという観点で他者と関わる自
己をとらえる。
第11回

他者と関わる自己④

攻撃性

攻撃やいじめ、家庭における暴力や虐待などの対人関係の諸問
題を理解する。
第12回

他者と関わる自己⑤

ストレス

人間関係にかかわるストレスについて理解し、ストレスに対す
る対処について考える。
第13回

ライフコースの観点で自己を見つめる（ライフコースと子
育て）
時代の変化に伴う、伝統的性役割観のゆらぎや、ジェンダーに固
定されない子育てについて考える。

復習：ジェンダーについてのワーク・レク
チャーを通して自らの気づきを明確化する。

4時間

第14回

総括と今後学修計画の 作成
これまでのワークを通しての学びを踏まえて、今後の学修へ
の取り組みを明確化していきます。

総括レポート：自己ＰＲシートの作成

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

仕事とキャリア／キャリア実践Ⅱ
辻村敬三・丸野亨
3年

開講時期

後期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

【辻村】全14回担当 京都府内の小学校教諭・京都府山城教育局指導主事・京都府教育庁指導部学校教育課指
導主事・京都府総合教育センター主任研究主事兼指導主事
【丸野】全14回担当 大阪市内の小学校教諭、国立大学附属小学校教諭・主幹教諭・副校長

授業概要
学生が自分の特性を見つめ直し、主体的に自身の人生設計を考えていくために次の課題に取り組んでいく。まず、計画的に学修する態度を養っ
ていくために、学修計画を立てる。次に、小学校教員に求められる専門的な知識や社会教養について、その習得状況を個別的に確認し、不十
分な場合は補充を行っていく。また、自分の学修計画をもとに毎回進捗状況をチェックするとともに、今日の学校教育をめぐる主要な問題につ
いてそれぞれテーマ化し、小論文形式で問題理解を深めることによって課題意識を養っていく。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

専門的知識

文化的素養としての教養知識を身につけるこ
とができる。

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

職業理解

教育を取り巻く諸課題を学ぶことで、教
職に関する基本的な見識を得ることができ
る。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

様々な資料、データから教育に関わる課題を
とらえ、考察することができる。

2 ．DP5.計画・立案力

主体的・継続的に学び続ける力を養うことが
できる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。
規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない（不可となります）。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業内小テスト

： 授業内容の理解度を問う小テストを5点×8回とし、60点以上を合格点として評価する。
40％

定期テスト
60％

： 全授業内容について正しく理解し、適切に解答しているかを問う。60点以上を合格点として評価す
る。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
授業に於いて、適宜紹介する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
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オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

授業後

場所：

各研究室

備考・注意事項： オフィスアワー場所は、辻村：研究室（中央館２階）、丸野：研究室(中央館5階）
授業の前後にも質問に応じる。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション（小学校教員としてのキャリア形成の重要
性）
各自治体の募集資料等から、小学校教員に求められる資質や能
力について学び、教員を目指す者として自分の特性や課題を見つ
め直し、キャリア形成に向けて主体的に取り組んでいく展
望を確かなものにします。

第2回

自治体の教育理念・方針・施策

志望する自治体の教育理念や方針・施策を調査し、採用に向け
て理解すべき内容をキーワードの形で整理します。その中から教
職教養に関連する内容を取り上げ、今後の学修計画を作成しま
す。
第3回

教育理念・方針の考察・小論文作成

自治体の教育理念・方針に関わるキーワードからテーマを設
定し、必要な情報を集めた上で、考察と見解を小論文にまとめま
す。
第4回

自治体の教育理念のまとめと小論文のブラッシュアップ
前時に作成した小論文を交流し、相互批正の後、加筆修正しま
す。他の人の小論文から、各自治体の教育理念を学び、知
識の幅を広げます。

第5回

教育施策の考察・小論文作成

自治体の教育施策に関わるキーワードからテーマを設定し、必
要な情報を集めた上で、考察と見解を小論文にまとめます。
第6回

自治体の教育施策のまとめと小論文のブラッシュアップ
前時に作成した小論文を交流し、相互批正の後、加筆修正しま
す。他の人の小論文から、各自治体の特色ある教育施
策を学び、知識の幅を広げます。

第7回

小学校教育に関わるトピック（教育思潮）の考察と小論文作成

現在の教育思潮に関わるキーワードからテーマを設定し、必
要な情報を集めた上で、考察と見解を小論文にまとめます。
第8回

教育思潮のまとめと小論文のブラッシュアップ
前時に作成した小論文を交流し、相互批正の後、加筆修正しま
す。他の人の小論文から、教育思潮に関するトピックを学び、知
識の幅を広げます。

第9回

小学校教育に関わるトピック（教育問題）の考察と小論文作成

現在の教育を巡る諸問題に関わるキーワードからテーマを設
定し、必要な情報を集めた上で、考察と見解を小論文にまとめま
す。
第10回

教育問題のまとめと小論文のブラッシュアップ
前時に作成した小論文を交流し、相互批正の後、加筆修正しま
す。他の人の小論文から、教育問題に関するトピックを学び、知
識の幅を広げます。

第11回

生徒指導事例に関わる考察と小論文作成

生徒指導に関わる具体的事例からテーマを設定し、必要な情
報を集めた上で、考察と見解を小論文にまとめます。
第12回

生徒指導事例のまとめと小論文のブラッシュアップ
前時に作成した小論文を交流し、相互批正の後、加筆修正しま
す。他の人の小論文から、生徒指導事例に関するトピッ
クを学び、知識の幅を広げます。
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自らの志望と、これまでの取
組を振り返り、自らの課題を具体的にリスト
アップしておく。キーワード：求められる教
師像

4時間

授業で整理したキーワードについて、疑問な
どをまとめておく。作成した学修計画に沿っ
て自学自修を進める。キーワード:自治体の教
育理念

4時間

自治体のパンフレットや新聞記事などか
ら、取り上げるキーワードに関する情
報を集め、ファイルしておく。作成した学修
計画に沿って自学自修を進める。キーワー
ド：教育理念

4時間

他の小論文から学んだ知識をノートに整理し
ておく。作成した学修計画に沿って自学自
修を進める。キーワード：教育理念

4時間

自治体のパンフレットやインターネットなど
から、取り上げるキーワードに関する情
報を集め、ファイルしておく。作成した学修
計画に沿って自学自修を進める。キーワー
ド：特色ある教育施策

4時間

他の小論文から学んだ知識をノートに整理し
ておく。作成した学修計画に沿って自学自
修を進める。キーワード：特色ある教育施策

4時間

新聞記事、インターネットなどか
ら、取り上げるキーワードに関する情
報を集め、ファイルしておく。作成した学修
計画に沿って自学自修を進める。キーワー
ド：21世紀型学力・アクティブラーニング等

4時間

他の小論文から学んだ知識をノートに整理し
ておく。作成した学修計画に沿って自学自
修を進める。キーワード：教育思潮

4時間

設定したテーマに関する新聞記事や情報、過
去問題の解答例などを集めて、ファイルにま
とめておく。作成した学修計画に沿って自学
自修を進める。キーワード：教育問題

4時間

他の小論文から学んだ知識をノートに整理し
ておく。作成した学修計画に沿って自学自
修を進める。キーワード：教育問題

4時間

設定したテーマに関する新聞記事や情報、過
去問題の解答例などを集めて、ファイルにま
とめておく。作成した学修計画に沿って自学
自修を進める。キーワード：生徒指導

4時間

他の小論文から学んだ知識をノートに整理し
ておく。作成した学修計画に沿って自学自
修を進める。キーワード：生徒指導事例

4時間

1942
第13回

危機管理事例に関わる考察と小論文作成

小学校現場における危機管理に関わる具体的事例からテーマを設
定し、必要な情報を集めた上で、考察と見解を小論文にまとめま
す。
第14回

総括と今後の学修計画の作成

業で取り組んできた小論文や、自学自修として取り組んできた学
修を省察し、今後の課題を明確にした上で、学修計画の修
正を行います。
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設定したテーマに関する新聞記事や情報、過
去問題の解答例などを集めて、ファイルにま
とめておく。作成した学修計画に沿って自学
自修を進める。キーワード：学校危機管理

4時間

修正した計画をもとに、具体的な行動計
画（目標、スケジュール、取組内容等）を作
成する。キーワード：小学校教員として
のキャリア形成

4時間

1943

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

キャリアプランニング／キャリア実践Ⅰ
橋本隆公・福岡亮治
3年

開講時期

前期

単位数

2

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

橋本隆公：大阪市立小学校教諭（9年）、大阪教育大学附属小学校教諭（9年）、同主幹教諭（2年）同副校
長（2年）（全14回）
福岡亮治：京都市立小学校教諭（6年）、京都市教育委員会（7年）の勤務経験（全14回）

授業概要
学生が自分の特性を見つめ直し、主体的に自身の人生設計を考えていくために、次の課題に取り組んでいく。まず、計画的に学習する態
度を養っていくために、自己のあり方を丹念にとらえた上で、学習計画の立て方を学び、実際に計画を立ててみる。次に、自分の学習計画をも
とに、毎回進捗状況をチェックすると同時に、実社会において活躍していくために必要な教養やスキル等を学んでいく。これらの取り組み
を通し、社会人として働くことの意義を理解し、就業意識を高めていく。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

社会人としての意識と教養を身につける

実社会で主体的に生きるために必要な知
識や実行力の向上を図る姿勢を身につけてい
る。

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

目標に向かい主体性を持ち、前向きに行動す
ることができる。

2 ．DP8.意思疎通

他者の意見をよく聞き、自己の考えを正
確に伝えることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・ディベート、討論

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。
規定回数以上の出席がなければ放棄とみなし、成績評価を行わない（不可となります）。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

小テスト

： 授業内容についての理解度を評価します。
20％

討議・交流・発表

： 積極的な発言と論理的構成・意思疎通を図る姿勢について評価します。
40％

期末レポート

： 内容の妥当性と論理的構成、理解の正確性について、独自のルーブリックに基づいて評価します。
40％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
『セサミノート（一般教養）』

東京アカデミー

七賢出版

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

オフィスアワー

場所：

研究室
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1943
備考・注意事項： 授業や会議時を除いて、できる限り対応します。昼休みなどを利用して、相談時間の調整に来てください。
オフィスアワー等についての詳細は、初回の授業時に周知します。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション（人生設計とキャリア）
自分の特性を見つめ直し、主体的に人生を設計していくため
に、将来希望する職業について考え、その実現のために必要な取
組や課題を検討します。

第2回

就職活動の流れと就職までのロードマップ作成
一般的な就職活動の流れについて理解した上で、自分の志望職
業に的を絞って、就職までに必要な活動や身に付けるべき能力な
どを調査・分析し、就職までの準備について個々にロードマッ
プを作成します。

第3回

自己分析と目標設定の手法
志望職種の特性を分析し、求められる資質や能力を明確にし、そ
れを尺度にして自分の学力状況を分析します。一般教養、専門知
識、実技技能、小論文など具体的なレベルで求められる内
容や力を把握し、目標を設定した上で学修計画を作成します。

第4回

知識の習得、定着を図る学修スキル

一般教養、専門知識などに関する知識を習得、定着を図る学習手
法について学び、これまでの経験を交流することで効果的な学習
方法を検討します。個々に作成した学修計画について、進捗状
況を交流し、次週までの目標を設定します。
第5回

技能の習得、定着を図る学修スキル

実技技能、小論文などに関する知識を習得、定着を図る学習手
法について学び、これまでの経験を交流することで効果的な学習
方法について考えます。
第6回

学修の効果を向上させるスキルの検討
各自の学修計画に沿ったこれまでの取組を省察し、効果的であっ
た学修スキルについて交流し、より効果的な方法を検討します。

第7回

一般教養として求められるミニマムエッセンシャルズ(言語領
域)
社会人、職業人として求められる一般教養（言語領域）内容を分
析し求められるミニマムエッセンシャルズについてその特質や価
値を考察し、整理します。
演習として【社会的言語コミュニケーションスキル①】を設
定し、①「若者言葉」ビジネスの場や上司等目上の人に対する相
応しい使い方に言い換えについて学びます。続いて【第1回問
題】に取組んだ後、グループディスカッションを行い、自身の経
験と結びつけて学びをまとめます。

第8回

一般教養として求められるミニマムエッセンシャルズ(社会科学
領域)
社会人、職業人として求められる一般教養（社会科学領域）内
容を分析し、求められるミニマムエッセンシャルズについてそ
の特質や価値を考察し、整理します。
演習として【社会的言語コミュニケーションスキル②】を設
定し、②間違えて使ってしまいがちな「敬語」について学びま
す。続いて【第1回問題】に取組んだ後、グループディスカッ
ションを行い、自身の経験と結びつけて学びをまとめます。

第9回

一般教養として求められるミニマムエッセンシャルズ(自然科学
領域)
社会人、職業人として求められる一般教養（自然科学領域）の内
容を分析し、求められるミニマムエッセンシャルズについてそ
の特質や価値を考察し、整理します。
演習として【社会的言語コミュニケーションスキル②】を設
定し、について学びます。続いて【第1回問題】に取組ん
だ後、グループディスカッションを行い、自身の経験と結びつけ
て学びをまとめます。

第10回

教職に求められるミニマムエッセンシャルズ（教育原理・保育
原理）
教職に就く者に求められる教職教養（教育原理関連）内容を分
析し、求められるミニマムエッセンシャルズについてその特
質や価値を考察し、整理します。
演習として【社会的言語コミュニケーションスキル③】③意
味を間違えてしまう敬語を設定し、について学びます。続い
て【第1回問題】に取組んだ後、グループディスカッショ
ンを行い、自身の経験と結びつけて学びをまとめます。

第11回

教職に求められるミニマムエッセンシャルズ（教育心理）
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これまでの学修を振り返り、自らの課題を具
体的にリストアップしておく。

4時間

受験を志望する府市の情報をインターネッ
ト等で集めて整理する

4時間

１，２年次に取り組んだ模擬試験や小論文な
ど、自分の学修・学力状況を分析できる資
料を整理し、課題を分析しておく。

4時間

授業を振り返り、自分に適した学習方法を決
定し、カードやノートなど必要なツールを準
備する。設定した学修計画に沿って、自学自
修を進める。

4時間

授業を振り返り、自分に適した学習方法を決
定し、カードやノートなど必要なツールを 準
備する。設定した学修計画に沿って、自学自
修を進める。

4時間

授業を振り返り、自分の学習方法を修正、改
善し、必要なツールを準備する。 設定した学
修計画に沿って、自学自修を進める。

4時間

授業で整理した内容をもとに、自分知識の獲
得状況を振り返り、学修計画に生かすよう に
する。設定した学修計画に沿って、自学自
修を進める。

4時間

授業で整理した内容をもとに、自分知識の獲
得状況を振り返り、学修計画に生かすように
する。設定した学修計画に沿って、自学自
修を進める。

4時間

授業で整理した内容をもとに、自分知識の獲
得状況を振り返り、学修計画に生かすように
する。設定した学修計画に沿って、自学自
修を進める。

4時間

授業で整理した内容をもとに、自分知識の獲
得状況を振り返り、学修計画に生かすように
する。設定した学修計画に沿って、自学自
修を進める。

4時間

授業で整理した内容をもとに、自分知識の獲
得状況を振り返り、学修計画に生かすように
する。設定した学修計画に沿って、自学自
修を進める

4時間

1943
教職に就く者に求められる教職教養（教育心理関連）内容を分
析し、求められるミニマムエッセンシャルズについてその特
質や価値を考察し、整理します。
演習として【社会的言語コミュニケーションスキル④】④使う
と相手に失礼にあたる間違った「慣用句」を設定し、につい
て学びます。続いて【第1回問題】に取組んだ後、グループディ
スカッションを行い、自身の経験と結びつけて学びをまとめま
す。
第12回

学修計画のセルフマネジメントの手法

学修計画の実施と自己管理、自己チェックの手法を学び、自ら
の進捗状況を分析します。それをもとに、今後の課題と、学修計
画の修正を行います。
【社会的言語コミュニケーションスキ
ル】の①～⑤を振り返り学びをまとめます。まとめテストに取
組み、自らの課題を分析します。
第13回

学修状況の評価方法

これまでに学んだ知識の定着状況を評価、判断する手法につい
て学び、評価の観点や方法を検討します。設定した観点や基
準に従って、評価問題の試案を作成します。
第14回

総括と今後学修計画の作成
授業や自学自修として取り組んできた学修を省察し、今後の課
題を明確にした上で、学修計画の修正を行います。
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授業で実施した自己チェックをもとに、今
後の課題をリストアップし、行動計画とし
て再設定し今後の学修に生かすようにす
る。設定した学修計画に沿って、自学自
修を進める。

4時間

授業で作成した試案をもとに、自己評
価を行い、自分の学修状況について文章にま
とめておく。設定した学修計画に沿って、自
学自修を進める。

4時間

修正した学修計画をもとに、具体的な行動計
画（目標、スケジュール、取組内容等）を作
成する

4時間

1944

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

キャリアプランニング／キャリア実践Ⅰ
鈴木克彦・臼井達矢
3年

開講時期

前期

単位数

1

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

発達障害児を含む知的障害児を対象とする特別支援学校に勤務。また、教育委員会で特別支援教育行政に従
事。発達障害児の教育的支援体制整備に参画。

授業概要
学生が自分の特性を見つめ直し、主体的に自身の人生設計を考えていくために、次の課題に取り組んでいく。まず、計画的に学習する態
度を養っていくために、自己のあり方を丹念にとらえた上で、学習計画の立て方を学び、実際に計画を立ててみる。次に、自分の学習計画をも
とに、毎回進捗状況をチェックすると同時に、実社会において活躍していくために必要な教養やスキル等を学んでいく。これらの取り組み
を通し、社会人として働くことの意義を理解し、就業意識を高めていく。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

目標：

社会人としての意識と教養を身につける

実社会で主体的に生きるために必要な知
識や実行力の向上を図る姿勢を身につけてい
る。

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

目標に向かい主体性を持ち、前向きに行動す
ることができる。

2 ．DP8.意思疎通

他者の意見をよく聞き、自己の考えを正
確に伝えることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・ディベート、討論

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

小テスト

： 授業内容についての理解度を評価します。
20％

討議・交流・発表

： 積極的な発言と論理的構成・意思疎通を図る姿勢について評価します。
40％

期末レポート

： 内容の妥当性と論理的構成、理解の正確性について、独自のルーブリックに基づいて評価します。
40％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
『セサミノート（一般教養）』

東京アカデミー

七賢出版

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

オフィスアワー

場所：

研究室
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1944
備考・注意事項： 授業や会議時を除いて、できる限り対応します。昼休みなどを利用して、相談時間の調整に来てください。
オフィスアワー等についての詳細は、初回の授業時に周知します。
オフィスアワー場所は、鈴木：研究室（中央館５階）、臼井：研究室(中央館２階）
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション（人生設計とキャリア）
自分の特性を見つめ直し、主体的に人生を設計していくため
に、将来希望する職業について考え、その実現のために必要な取
組や課題を検討します。

第2回

就職活動の流れと就職までのロードマップ作成
一般的な就職活動の流れについて理解した上で、自分の志望職
業に的を絞って、就職までに必要な活動や身に付けるべき能力な
どを調査・分析し、就職までの準備について個々にロードマッ
プを作成します。

第3回

自己分析と目標設定の手法
志望職種の特性を分析し、求められる資質や能力を明確にし、そ
れを尺度にして自分の学力状況を分析します。一般教養、専門知
識、実技技能、小論文など具体的なレベルで求められる内
容や力を把握し、目標を設定した上で学修計画を作成します。

第4回

知識の習得、定着を図る学修スキル

一般教養、専門知識などに関する知識を習得、定着を図る学習手
法について学び、これまでの経験を交流することで効果的な学習
方法を検討します。個々に作成した学修計画について、進捗状
況を交流し、次週までの目標を設定します。
第5回

技能の習得、定着を図る学修スキル

実技技能、小論文などに関する知識を習得、定着を図る学習手
法について学び、これまでの経験を交流することで効果的な学習
方法について考えます。
第6回

学修の効果を向上させるスキルの検討
各自の学修計画に沿ったこれまでの取組を省察し、効果的であっ
た学修スキルについて交流し、より効果的な方法を検討します。

第7回

一般教養として求められるミニマムエッセンシャルズ(言語領
域)
社会人、職業人として求められる一般教養（言語領域）内容を分
析し求められるミニマムエッセンシャルズについてその特質や価
値を考察し、整理します。
演習として【社会的言語コミュニケーションスキル①】を設
定し、①「若者言葉」ビジネスの場や上司等目上の人に対する相
応しい使い方に言い換えについて学びます。続いて【第1回問
題】に取組んだ後、グループディスカッションを行い、自身の経
験と結びつけて学びをまとめます。

第8回

一般教養として求められるミニマムエッセンシャルズ(社会科学
領域)
社会人、職業人として求められる一般教養（社会科学領域）内
容を分析し、求められるミニマムエッセンシャルズについてそ
の特質や価値を考察し、整理します。
演習として【社会的言語コミュニケーションスキル②】を設
定し、②間違えて使ってしまいがちな「敬語」について学びま
す。続いて【第1回問題】に取組んだ後、グループディスカッ
ションを行い、自身の経験と結びつけて学びをまとめます。

第9回

一般教養として求められるミニマムエッセンシャルズ(自然科学
領域)
社会人、職業人として求められる一般教養（自然科学領域）の内
容を分析し、求められるミニマムエッセンシャルズについてそ
の特質や価値を考察し、整理します。
演習として【社会的言語コミュニケーションスキル②】を設
定し、について学びます。続いて【第1回問題】に取組ん
だ後、グループディスカッションを行い、自身の経験と結びつけ
て学びをまとめます。

第10回

教職に求められるミニマムエッセンシャルズ（教育原理・保育
原理）
教職に就く者に求められる教職教養（教育原理関連）内容を分
析し、求められるミニマムエッセンシャルズについてその特
質や価値を考察し、整理します。
演習として【社会的言語コミュニケーションスキル③】③意
味を間違えてしまう敬語を設定し、について学びます。続い
て【第1回問題】に取組んだ後、グループディスカッショ
ンを行い、自身の経験と結びつけて学びをまとめます。

第11回

教職に求められるミニマムエッセンシャルズ（教育心理）
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これまでの学修を振り返り、自らの課題を具
体的にリストアップしておく。

4時間

受験を志望する府市の情報をインターネッ
ト等で集めて整理する

4時間

１，２年次に取り組んだ模擬試験や小論文な
ど、自分の学修・学力状況を分析できる資
料を整理し、課題を分析しておく。

4時間

授業を振り返り、自分に適した学習方法を決
定し、カードやノートなど必要なツールを準
備する。設定した学修計画に沿って、自学自
修を進める。

4時間

授業を振り返り、自分に適した学習方法を決
定し、カードやノートなど必要なツールを 準
備する。設定した学修計画に沿って、自学自
修を進める。

4時間

授業を振り返り、自分の学習方法を修正、改
善し、必要なツールを準備する。 設定した学
修計画に沿って、自学自修を進める。

4時間

授業で整理した内容をもとに、自分知識の獲
得状況を振り返り、学修計画に生かすよう に
する。設定した学修計画に沿って、自学自
修を進める。

4時間

授業で整理した内容をもとに、自分知識の獲
得状況を振り返り、学修計画に生かすように
する。設定した学修計画に沿って、自学自
修を進める。

4時間

授業で整理した内容をもとに、自分知識の獲
得状況を振り返り、学修計画に生かすように
する。設定した学修計画に沿って、自学自
修を進める。

4時間

授業で整理した内容をもとに、自分知識の獲
得状況を振り返り、学修計画に生かすように
する。設定した学修計画に沿って、自学自
修を進める。

4時間

授業で整理した内容をもとに、自分知識の獲
得状況を振り返り、学修計画に生かすように
する。設定した学修計画に沿って、自学自
修を進める

4時間

1944
教職に就く者に求められる教職教養（教育心理関連）内容を分
析し、求められるミニマムエッセンシャルズについてその特
質や価値を考察し、整理します。
演習として【社会的言語コミュニケーションスキル④】④使う
と相手に失礼にあたる間違った「慣用句」を設定し、につい
て学びます。続いて【第1回問題】に取組んだ後、グループディ
スカッションを行い、自身の経験と結びつけて学びをまとめま
す。
第12回

教職に求められるミニマムエッセンシャルズ（その他）

教職・保育職に求められる専門的な知識等について、試験問
題や募集要項等を分析し、ミニマムエッセンシャルズについてそ
の特質や価値を考察し、整理します。
演習として【社会的言語コミュニケーションスキル⑤】⑤社会
人になってから使うと恥をかく「バイト敬語」を設定し、につい
て学びます。続いて【第1回問題】に取組んだ後、グループディ
スカッションを行い、自身の経験と結びつけて学びをまとめま
す。
第13回

学修計画のセルフマネジメントの手法

学修計画の実施と自己管理、自己チェックの手法を学び、自ら
の進捗状況を分析します。それをもとに、今後の課題と、学修計
画の修正を行います。
【社会的言語コミュニケーションスキ
ル】の①～⑤を振り返り学びをまとめます。まとめテストに取
組み、自らの課題を分析します。
第14回

学修状況の評価方法と今後学習計画の作成
これまでに学んだ知識の定着状況を評価、判断する手法につい
て学び、評価の観点や方法を検討します。設定した観点や基
準に従って、評価問題の試案を作成します。また、授業や自学自
修として取り組んできた学修を省察し、今後の課題を明確にし
た上で、学修計画の修正を行います。
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授業で整理した内容をもとに、自分知識の獲
得状況を振り返り、学修計画に生かすように
する。設定した学修計画に沿って、自学自
修を進める。

4時間

授業で実施した自己チェックをもとに、今
後の課題をリストアップし、行動計画とし
て再設定し今後の学修に生かすようにす
る。設定した学修計画に沿って、自学自
修を進める。

4時間

修正した学修計画をもとに、具体的な行動計
画を作成する

4時間

1945

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

仕事とキャリア／キャリア実践Ⅱ
鈴木克彦・臼井達矢
3年

開講時期

後期

単位数

1

講義

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

発達障害児を含む知的障害児を対象とする特別支援学校に勤務。また、教育委員会で特別支援教育行政に従
事。発達障害児の教育的支援体制整備に参画。

授業概要
学生が自分の特性を見つめ直し、主体的に自身の人生設計を考えていくために次の課題に取り組んでいく。まず、計画的に学修する態度を養っ
ていくために、学修計画を立てる。次に、教員に求められる専門的な知識や社会教養について、その習得状況を個別的に確認し、不十分な場
合は補充を行っていく。また、自分の学修計画をもとに毎回進捗状況をチェックするとともに、今日の学校教育をめぐる主要な問題についてそ
れぞれテーマ化し、小論文形式で問題理解を深めることによって課題意識を養っていく。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

専門的知識

文化的素養としての教養知識を身につけるこ
とができる。

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

職業理解

教育を取り巻く諸課題を学ぶことで、教
職に関する基本的な見識を得ることができ
る。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

様々な資料、データから教育に関わる課題を
とらえ、考察することができる。

2 ．DP5.計画・立案力

主体的・継続的に学び続ける力を養うことが
できる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業内小テスト

： 授業内容の理解度を問う小テストを5点×8回実施し、評価する。
40％

定期テスト
60％

： 全授業内容について正しく理解し、適切に解答しているかを問う。60点以上を合格点として評価す
る。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
授業に於いて、適宜紹介する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
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1945

時間：

オフィスアワー

場所：

各研究室

備考・注意事項： オフィスアワー場所は、鈴木：研究室（中央館５階）、臼井：研究室(中央館２階）
授業の前後にも質問に応じる。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション（教員としてのキャリア形成の重要性）

各自治体の募集資料等から、教員に求められる資質や能力につい
て学び、教員を目指す者として自分の特性や課題を見つ
め直し、キャリア形成に向けて主体的に取り組んでいく展
望を確かなものにします。
第2回

自治体の教育理念・方針・施策

志望する自治体の教育理念や方針・施策を調査し、採用に向け
て理解すべき内容をキーワードの形で整理します。その中から教
職教養に関連する内容を取り上げ、今後の学修計画を作成しま
す。
第3回

教育理念・方針の考察・小論文作成

自治体の教育理念・方針に関わるキーワードからテーマを設
定し、必要な情報を集めた上で、考察と見解を小論文にまとめま
す。
第4回

自治体の教育理念のまとめと小論文のブラッシュアップ
前時に作成した小論文を交流し、相互批正の後、加筆修正しま
す。他の人の小論文から、各自治体の教育理念を学び、知
識の幅を広げます。

第5回

教育施策の考察・小論文作成

自治体の教育施策に関わるキーワードからテーマを設定し、必
要な情報を集めた上で、考察と見解を小論文にまとめます。
第6回

自治体の教育施策のまとめと小論文のブラッシュアップ
前時に作成した小論文を交流し、相互批正の後、加筆修正しま
す。他の人の小論文から、各自治体の特色ある教育施
策を学び、知識の幅を広げます。

第7回

中学校教育に関わるトピック（教育思潮）の考察と小論文作成

現在の教育思潮に関わるキーワードからテーマを設定し、必
要な情報を集めた上で、考察と見解を小論文にまとめます。
第8回

教育思潮のまとめと小論文のブラッシュアップ
前時に作成した小論文を交流し、相互批正の後、加筆修正しま
す。他の人の小論文から、教育思潮に関するトピックを学び、知
識の幅を広げます。

第9回

中学校教育に関わるトピック（教育問題）の考察と小論文作成

現在の教育を巡る諸問題に関わるキーワードからテーマを設
定し、必要な情報を集めた上で、考察と見解を小論文にまとめま
す。
第10回

教育問題のまとめと小論文のブラッシュアップ
前時に作成した小論文を交流し、相互批正の後、加筆修正しま
す。他の人の小論文から、教育問題に関するトピックを学び、知
識の幅を広げます。

第11回

生徒指導事例に関わる考察と小論文作成

生徒指導に関わる具体的事例からテーマを設定し、必要な情
報を集めた上で、考察と見解を小論文にまとめます。
第12回

生徒指導事例のまとめと小論文のブラッシュアップ
前時に作成した小論文を交流し、相互批正の後、加筆修正しま
す。他の人の小論文から、生徒指導事例に関するトピッ
クを学び、知識の幅を広げます。
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自らの志望と、これまでの取
組を振り返り、自らの課題を具体的にリスト
アップしておく。キーワード：求められる教
師像

4時間

授業で整理したキーワードについて、疑問な
どをまとめておく。作成した学修計画に沿っ
て自学自修を進める。キーワード:自治体の教
育理念

4時間

自治体のパンフレットや新聞記事などか
ら、取り上げるキーワードに関する情
報を集め、ファイルしておく。作成した学修
計画に沿って自学自修を進める。キーワー
ド：教育理念

4時間

他の小論文から学んだ知識をノートに整理し
ておく。作成した学修計画に沿って自学自
修を進める。キーワード：教育理念

4時間

自治体のパンフレットやインターネットなど
から、取り上げるキーワードに関する情
報を集め、ファイルしておく。作成した学修
計画に沿って自学自修を進める。キーワー
ド：特色ある教育施策

4時間

他の小論文から学んだ知識をノートに整理し
ておく。作成した学修計画に沿って自学自
修を進める。キーワード：特色ある教育施策

4時間

新聞記事、インターネットなどか
ら、取り上げるキーワードに関する情
報を集め、ファイルしておく。作成した学修
計画に沿って自学自修を進める。キーワー
ド：21世紀型学力・アクティブラーニング等

4時間

他の小論文から学んだ知識をノートに整理し
ておく。作成した学修計画に沿って自学自
修を進める。キーワード：教育思潮

4時間

設定したテーマに関する新聞記事や情報、過
去問題の解答例などを集めて、ファイルにま
とめておく。作成した学修計画に沿って自学
自修を進める。キーワード：教育問題

4時間

他の小論文から学んだ知識をノートに整理し
ておく。作成した学修計画に沿って自学自
修を進める。キーワード：教育問題

4時間

設定したテーマに関する新聞記事や情報、過
去問題の解答例などを集めて、ファイルにま
とめておく。作成した学修計画に沿って自学
自修を進める。キーワード：生徒指導

4時間

他の小論文から学んだ知識をノートに整理し
ておく。作成した学修計画に沿って自学自
修を進める。キーワード：生徒指導事例

4時間
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第13回

危機管理事例に関わる考察と小論文作成

中学校現場における危機管理に関わる具体的事例からテーマを設
定し、必要な情報を集めた上で、考察と見解を小論文にまとめま
す。
第14回

危機管理事例のまとめと小論文のブラッシュアップ
前時に作成した小論文を交流し、相互批正の後、加筆修正しま
す。他の人の小論文から、危機管理事例に関するトピッ
クを学び、知識の幅を広げます。また、授業で取り組んできた小
論文や、自学自修として取り組んできた学修を省察し、今後の課
題を明確にした上で、学修計画の修正を行います。
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設定したテーマに関する新聞記事や情報、過
去問題の解答例などを集めて、ファイルにま
とめておく。作成した学修計画に沿って自学
自修を進める。キーワード：学校危機管理

4時間

他の小論文から学んだ知識をノートに整理し
ておく。学びをもとに今後の学修計画を修
正する。キーワード：危機管理

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

仕事とキャリア／キャリア実践Ⅱ
山内淳子
3年

開講時期

後期

単位数

2

演習

該当する
山内：私立幼稚園にて園長として11年勤務（全14回）

実務経験の概要

授業概要
本授業では、学生が自らの特性を見つめ直し、主体的に自身の人生設計を考えていくことを目指す。これまで体験してきた実習や、大学におけ
る様々な授業での学びを振り返り、保育者に求められる専門的な知識や実践力、社会教養について、その習得状況を個別に確認し、不十分な場
合は補充に取り組んでいく。また、今日の保育をめぐる主要な問題について理解を深めることによって課題意識を養い、それへの対応のあ
り方について検討し、対応力の獲得に努める。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

保育者に必要な教養

保育者の専門性を裏打ちする教養を身につけ
る。

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

保育者に求められる専門的知識、実践力

今日の保育をめぐる課題を理解し、それへ
の対応のあり方を理解する。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

様々な資料や、自身の体験等から、今日の保
育をめぐる課題を捉え、考察することができ
る。

2 ．DP5.計画・立案力

主体的・継続的に学び続けるために、自ら
に適した計画を作成することができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席してください。
規定回数以上の出席がない場合は、放棄とみなし、成績評価を行いません。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業内活動への参加状況
20％
毎回の小レポート
20％
期末レポート
60％

： 個人ワーク、ペアワーク、グループワーク等、授業内活動へ参加状況を評価します。積極的参
加、他者への配慮、表現方法の工夫等を高く評価します。
： 原則として毎回小レポートの提出を求めます。授業での学びを振り返り、丁寧に記述されているも
のを高く評価します。
： 自らの特性を見つめ直し、主体的に自身の人生設計を考えていくという本授業に目的にそって、授
業の学びを振り返り、自らが目指すキャリアについての考察が深くなされているものを高く評価し
ます。

使用教科書
指定する
著者
山内淳子

タイトル
・

出版社

保護者と保育者をつなぐ連絡
帳の書き方

参考文献等
授業に於いて、適宜紹介します。
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・ 一藝社

出版年
・

2021 年
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履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められます。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習してください。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

初回授業の際にお伝えします

場所：

初回授業の際にお伝えします
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション（保育者としてのキャリア形成の重要性）
資料等から、今日の保育者に求められるものについて考察し、保
育者としてのキャリア形成の重要性について考える。

第2回

保育にまつわる今日的課題
これまでに体験してきた保育実習等を振り返り、学生同士共有す
ることを通して、保育をまつわる今日的課題について考察を深め
る。

第3回

自己の強みと課題の明確化
これまでに体験してきた保育実習等を振り返り、学生同士共有す
ることを通して、各自が保育職を目指すうえでの自らの特長や課
題について考える。

第4回

理想の保育者像
これまでに体験してきた保育実習等を振り返り、学生同士共有す
ることを通して、理想の保育者像について考える。

第5回

保育者に必要な教養

豊かな保育実践を裏打ちする教養の重要性について考える。保育
者の採用試験で用いられる教養試験等を通して、教養の獲得状
況を各自確認し、今後の学修課題を明確化する。
第6回

保育者に必要な専門的知識
保育者の採用試験で用いられる、保育者の専門性に関わる試験
等を通して、専門的知識の獲得状況を各自確認し、今後の学修課
題を明確化する。

第7回

保育者に必要な専門的実践力：子育て支援のための実践力とは
子育て支援という今日の保育をめぐる重要課題について理
解を深め、そのために必要な専門的実践力について理解を深め
る。

第8回

保育者に必要な専門的実践力：子育て支援のための実践
力を高めるには
子育て支援という今日の保育をめぐる重要課題について理
解を深め、そのために必要な専門的実践力向上のための演
習に取り組む。

第9回

保育者の社会的役割と自己実現：幼稚園に勤務する保育者の話
幼稚園に勤務する現職の保育者または幼稚園に勤務経験のあ
る人から直接話を聴くことを通して、保育者が実感的に捉えてい
る保育者の社会的使命ややりがい、今日の保育をめぐる課題、保
育者としてのキャリアアップの必要性について理解を深める。

第10回

保育者の社会的役割と自己実現：保育所に勤務する保育者の話
保育所に勤務する現職の保育者または幼稚園に勤務経験のあ
る人から直接話を聴くことを通して、保育者が実感的に捉えてい
る保育者の社会的使命ややりがい、今日の保育をめぐる課題、保
育者としてのキャリアアップの必要性について理解を深める。

第11回

自身の人生設計の検討：先輩の体験談から
自身の人生設計について検討していくにあたり、先輩がどのよう
にそれに取り組んだかの体験談を聴き、参考にする。

第12回

自身の人生設計の検討：自身の強みと課題の明確化
自身の人生設計について検討していくにあたり、自らの強みと課
題を明確化する。それらを他者にどう語るかについても考え、実
践する。

第13回

自身の人生設計の検討：価値の明確化
保育において大切にしたいこと等、自身が価値をおくものについ
て考えをまとめる。それらを具体例とともに、他者にわかりやす
く熱意をもって伝えられるよう、ペアワークを通して取り組む。

第14回

授業内容の振り返りと今後の課題の明確化
授業内容を振り返り、自身のキャリア形成に向けて、今後の課
題を明確にする。互いに語り合い、考察を深める。
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保育所保育指針、幼稚園教育要領等から、保
育者に求められる役割を考察する。

4時間

これまでに体験してきた保育実習等を「保
育にまつわる今日課題」という視点か
ら振り返る。

4時間

これまでに体験してきた保育実習等を「自
己の強みと課題」という視点から振り返る。

4時間

れまでに体験してきた保育実習等を「理
想の保育者像」という視点から振り返る。

4時間

これまでに体験してきた保育実習
等を振り返り、保育者が教養を深めることが
どのように保育実践を豊かなものにするかに
ついて考える。

4時間

保育者に求められる専門的知識の獲得状
況を確認する試験問題等に取り組む。

4時間

これまでに体験してきた保育実習等を「子
育て支援」という視点から振り返る。

4時間

新聞記事やインターネット上に掲載されてい
るブログ等を読むことを通して、子
育て中の保護者の思いを想像する。

4時間

授業前には保育者に質問したいことをリスト
アップし、授業後には保育者の話で印
象に残ったことを記述する。

4時間

授業前には保育者に質問したいことをリスト
アップし、授業後には保育者の話で印
象に残ったことを記述する。

4時間

授業前には保育者に質問したいことをリスト
アップし、授業後には先輩の話で印象に残っ
たことを記述する。

4時間

これまでの経験を振り返り、自らの強みや課
題について考え記述する。

4時間

「私が〇〇において大切にしたいこと」とい
うタイトルでレポートを作成する。

4時間

授業内容を振り返り、最終レポー
トに取り組む。

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態
実務経験のある教
員による授業科目

仕事とキャリア演習／キャリア実践Ⅲ
山内淳子
4年

開講時期

前期

単位数

2

演習

該当する
私立幼稚園にて園長として11年勤務（全14回）

実務経験の概要

授業概要
学生が自分の特性を見つめ直し、主体的に自身の人生設計を考えていくために次の課題に取り組んでいく。特に、保育実習や「キャリアプラン
ニング」「仕事とキャリア」などでの学びを踏まえて、卒業後の進路と目指す保育者像を明確にし、保育現場から求められている具体的な資
質・能力について理解して、知識と実践力の向上を図る。また、現役の保育所園長やミドルリーダー的存在の幼稚園教諭の講話から、幼稚園教
諭・保育士としてキャリア形成を継続していくための意識の高揚を図り、主体的に取り組むことができるようになることを目指す。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP1.幅広い教養やスキル

現代社会で求められる幼稚園教諭・保育
士に求められる資質、能力の理解

文化的素養として保育をめぐる諸問題に関す
る知識を身につける。

2 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

模擬保育及び保育実技

子ども、同僚に対して共感
的に接し、学び合おうとする態度を養う。

汎用的な力
1 ．DP6.行動・実践

幼稚園教諭・保育士に求められる資質、能
力を知り、希望する進路に関するプレゼ
ンやディスカッションを行う。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実技・実習後、全体に向けてコメントします
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席してください。規定回数以上の出席がない場合は、放棄とみなし、成績評価を行いません。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業内活動への参加状況
40％
授業内小レポート等

： 個人ワーク、ペアワーク、グループワーク等、授業内活動への参加状況を評価します。積極的参
加、他者への配慮、表現方法の工夫等を高く評価します。
： 授業内容を振り返り、自らの言葉で学びを語り直せているものを高く評価します。

40％
まとめレポート

： 授業内容を振り返り、自らの言葉で学びを語り直せているものを高く評価します。
20％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
田上貞一郎 『保育者になるための国語表現』 萌文書林 2010年
その他 授業内で紹介します。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められます。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をしてください。
「キャリアプランニング」「仕事とキャリア」を修得または履修中であることが望まれます。キャリア実現に向けたこれまでの取り組みを総
括し、さらに実力を確かなものとするための授業です。授業外での意欲的な学修が必要不可欠です。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
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時間：

初回授業の際にお伝えします

場所：

初回授業の際にお伝えします
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

オリエンテーション：幼稚園教諭・保育士に必要な資質・能
力について
今日の幼稚園教諭・保育士に求められる資質・能力について調
査し、これまでのインターンシップや実習の経験から自分の考え
をまとめる。その上でグループディスカッションを通して整
理し、調査に向けた見通しを持ちます。新聞、インターネッ
ト、書籍、その他の資料から必要な情報を収集する方法を確
認し、計画を立てる。

授業で確認した方法に従い、必要な情報を収
集して整理する。

4時間

第2回

調査資料をもとにしたディスカッション（幼稚園教諭・保育
士に必要な資質・能力について）
幼稚園教諭・保育士に必要な資質・能力について、入手した資
料をグループで分類整理した上でディスカッションを行ってコ
ミュニケーションスキルの向上を図ります。その結果をまとめ
てプレゼンテーションの準備をする。

授業を振り返り発表に備えて自らの考えをま
とめる。

4時間

第3回

プレゼンテーション：幼稚園教諭・保育士に必要な資質・能
力について
グループごとにテーマに即したプレゼンテーションを行い、クラ
ス全体で考察を深めて、考察の結果は、各自でレポートにまとめ
る。

レポートをもとに、自分自身の現状を理解す
る。

4時間

第4回

幼稚園教諭・保育士としての自分の強みと課題を知る。
前回までに整理した「幼稚園教諭・保育士に必要な資質・能
力」や、本学の建学の精神、教育学部のアカデミックスキルなど
に照らして、自分自身の特性や資質を振り返り、自らの“強み
と課題”を明らかにする。それにもとづいて自分を表現する文
章を作成する。

次回の発表の準備と練習をしておく。

4時間

第5回

幼稚園教諭・保育士としての私の“強みと課題”の発表
テーマに沿ってスピーチを行い、相互批評を通してブラッシュ
アップし、プレゼンテーション力の向上を図る。

自己と他者の強みと課題をまとめる。

4時間

第6回

希望する進路と目指す保育者像（１）ゲストスピーカー（保育
士経験者を招聘）

就職を希望する園についてリストアッ
プし、その保育内容や保育理念についてまと
める。

4時間

自己の進路についての考察を行い、目指す保
育者像を言語化する。

4時間

幼稚園・保育園・認定子ども園・施設保育士など、保育職として
の自らの進路を見定めるために保育士経験者（または現役保育
士）の話を聞いて、その上で、グループで話しあいながらそれぞ
れの進路の魅力について整理する。
第7回

希望する進路と目指す保育者像（２）
幼稚園・保育園・認定子ども園・施設保育士など、各進路ごと
に集まり、収集した情報をもとにグループディスカッショ
ンを行い、なぜその園や施設を選んだのかを互いに発表し合いな
がら情報共有を図り、自らの考えを整理していく。

第8回

希望する進路と目指す保育者像（３）ゲストスピーカー（幼稚
園教諭経験者を招聘）
ミドルリーダー的存在の幼稚園教諭経験者（または現役幼稚園教
諭）の話を聞いて、就職に向けて自らが目指す保育者像を形にし
ていく。レポート課題を提出する。

次回までに保育の現代的課題について調べて
くる。

4時間

第9回

グループディスカッション（１）：保育の現代的課題に関す
る知識・見識
テーマに沿ったグループディスカッションを行い、グループディ
スカッションでは、集めた資料にもとづいて討論を行うこと
と、他のグループを観察・評価することで、発言の仕
方や振る舞い方について学び合いをする。

トピックとして取り上げる保育の現代的課
題について事前学修を行う。

4時間

第10回

グループディスカッション（２）：保育の現代的課題に関す
る知識・見識
テーマに沿ったグループディスカッションを行う。グループディ
スカッションでは、集めた資料にもとづいて討論を行うこと
と、他のグループを観察・評価することで、発言の仕
方や振る舞い方について学び合いをする。

トピックとして取り上げる保育の現代的課
題について事前学修を行う。

4時間

第11回

グループディスカッション（３）：保育の現代的課題に関す
る知識・見識
テーマに沿ったグループディスカッションを行い、グループディ
スカッションでは、集めた資料にもとづいて討論を行うこと
と、他のグループを観察・評価することで、発言の仕
方や振る舞い方について学び合う。

グループディスカッションを通して学んだ内
容をまとめる。

4時間

第12回

模擬保育及び保育実技（１）ピアノの弾き歌い・手遊び
グループに分かれて模擬保育を行い、他の発表者の模擬保育を観
察・評価することで、指導の仕方や保育者の態度、振る舞い方に
ついて学び合います。また模擬保育をして気付いたことをグルー
プで話し合いまとめる。

素話・絵本読みについて準備を行う。

4時間

第13回

模擬保育及び保育実技（２）素話・絵本読み
グループに分かれて模擬保育を行う。他の発表者の模擬保育を観
察・評価することで、指導の仕方や保育者の態度、振る舞い方に
ついて学び合います。また模擬保育をして気付いたことをグルー
プで話し合いまとめる。

手遊びについて準備を行う。

4時間

第14回

総括と今後の学修計画
自己評価と教員からの評価、およびクラスの仲間からの評価を統
合させ、自分の強みと課題を明確にします。その上で、今後の改
善・向上のための学修計画を作成する。

自らの保育技能についての課題をまとめる。

4時間
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

仕事とキャリア演習
橋本隆公・辻村敬三
4年

前期

開講時期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

・教育現場で教育課題等についての計画・改善を推進する。また、教育委員会で教育行政についても経
験を深める。（辻村）（全14回）・独立大学法人大阪教育大学附属小学校で先導的な授業研究、学校マネジメ
ントに取り組む。（橋本）

授業概要
小学校教員として必要な資質・能力を身につけるために、次の課題に取り組んでいく。まず、今日の小学校教員に求められる資質・能力の内
容について調査し、自身の今後の課題を見出す。次にその課題をテーマに、小集団による討論を通してコミュニケーション・スキルの向
上を図る。また、担当教員の講義から最近の教育課題（いじめ、体罰、保護者対応等）について知識を蓄え、さらにその教育課題をテーマとし
た討論によって理解を深めていく。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

小学校現場で起きている様々な事象に対す
る考察

教育を取り巻く諸課題を学ぶことで、教
職に関する専門的な見識を得ることができ
る。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

模擬授業演習

課題解決に向けた自らの考えについて発
信し、ディスカッションを通して深めること
ができる。

グループディスカッション

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

様々な資料及び事例から教育に関わる課題を
とらえ、考察することができる。

2 ．DP6.行動・実践

教員に求められる資質・能力を理解し、そ
の力を演習やディスカッションで実践でき
る。

3 ．DP10.忠恕の心

教育に関する議論等に真摯に向き合い、誠
実な態度で相手と理解し合うことができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・提出物にコメント・評価をつけて返却します

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業への参加状況
40％
ロールプレイングや面談への参加状況
50％
期末レポート
10％

： 各回で出される課題やレポートについて適切に対応、答えられているか、また、教員からの質
問に対して適切に答えられているか。
： 各回で出題される課題や面談の状況、ロールプレイングの様子、他の人の対応の様子などを見て
のコメントが適切に出来るかなど。
： 各回で出される課題やレポートについて総括するレポートで、小学校現場で起因している様々な事
象に対する考察が出来るかなど。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
適宜参考資料を配布する。

履修上の注意・備考・メッセージ
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本科目は2単位の科目であるため、平均すると毎回4時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。

オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

教員ごとに異なる

場所：

各研究室

備考・注意事項： 第1回の情業の際に詳細を伝える。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第１回

オリエンテーション：小学校教員として必要な資質・能力を経
験をもとにした考察
今日の小学校教員に求められる資質・能力の内容について、調
査し、これまでの学校体験活動や教育実習の経験から、考えられ
ることを書き出し、グループディスカッションを通して整
理し、調査に向けた見通しを持ちます。新聞、インターネッ
ト、書籍、その他の資料から必要な情報を収集する方法を確
認し、計画を立てます。

本講義を見通した自分自身の課題をまとめ
る。

4時間

第２回

調査資料をもとにしたディスカッション（小学校教員として必
要な資質・能力）
入手した資料をグループで分類整理して考察し、資料に基づい
たディスカッションを行い、コミュニケーションスキルの向
上を図ります。その結果をまとめ、プレゼンテーションの準備を
します。

事前ワークに取り組む、学修中に出た課題へ
の取り組み。

4時間

第３回

プレゼンテーション（小学校教員として必要な資質・能力）

事前ワークに取り組む、学修中に出た課題へ
の取り組み。

4時間

事前ワークに取り組む、学修中に出た課題へ
の取り組み。

4時間

グループ内でスピーチを発表し、相互批
評を通してブラッシュアップし、プレゼン
テーション力の向上を図ります。

4時間

事前ワークに取り組む、学修中に出た課題へ
の取り組み。

4時間

前時までの授業で整理した「小学校教員として必要な資質・能
力」や、本学の建学の精神、教育学部のアカデミックスキルなど
に照らして、自分自身の特性や資質を振り返り、自らの“強み
と課題”を明らかにします。それに基づいて、３分程度の自己ア
ピールスピーチの準備をします。
第４回

スピーチ「小学校教員としての私の“強みと課題”」の作成
前時までの授業で整理した「小学校教員として必要な資質・能
力」や、本学の建学の精神、教育学部のアカデミックスキルなど
に照らして、自分自身の特性や資質を振り返り、自らの“強み
と課題”を明らかにします。それに基づいて、３分程度の自己ア
ピールスピーチの準備をします。

第５回

スピーチ「小学校教員としての私の“強みと課題”」の実施
グループ内でスピーチを発表し、相互批評を通してブラッシュ
アップし、プレゼンテーション力の向上を図ります。

第６回

最近の教育課題に関する知識・見識
いじめや不登校など、最近の教育課題について、これまでの学校
体験活動や教育実習の経験から、考えられることを書き出し、グ
ループディスカッションを通して整理し、調査に向けた見通し
を持ちます。新聞、インターネット、書籍、その他の資料から必
要な情報を収集する方法を確認し、計画を立てます。

第７回

グループディスカッション（最近の教育課題）① 教育をめぐ
る諸課題をテーマにして
テーマに即したグループディスカッションを行います。グルー
プでテーマに沿った討論を行うことと、他のグループのディス
カッションを観察・評価することで、発言の仕方や振る舞い方に
ついて、学び合います。

事前ワークに取り組む、学修中に出た課題へ
の取り組み。

4時間

第８回

事前ワークに取り組む、学修中に出た課題への取り組み。

事前ワークに取り組む、学修中に出た課題へ
の取り組み。

4時間

事前ワークに取り組む、学修中に出た課題へ
の取り組み。

4時間

事前ワークに取り組む、学修中に出た課題へ
の取り組み。

4時間

事前ワークに取り組む、学修中に出た課題へ
の取り組み。

4時間

事前ワークに取り組む、学修中に出た課題へ
の取り組み。

4時間

テーマに即したグループディスカッションを行います。グルー
プでテーマに沿った討論を行うことと、他のグループのディス
カッションを観察・評価することで、発言の仕方や振る舞い方に
ついて、学び合います。ディスカッションを通して学んだ「小学
校教員として必要な資質・能力」について考察し、小レポートに
まとめます。
第９回

様々な場面で必要な資質・能力（生徒指導場面）
これまでの学校体験活動や教育実習の経験から授業以外の生徒指
導場面を想定し、その際に教員に必要な指導や振る舞いについ
て考えられることを書き出し、グループディスカッションを通し
て整理します。グループで場面・テーマを設定し、模擬指導の指
導案を検討します。

第10回

第11回

模擬指導（生徒指導場面）①

前半グループ

模擬指導（生徒指導場面）①

前半グループ

模擬指導（生徒指導場面）②

後半グループ

実際の場面を想定し、グループごとに模擬指導を行いま
す。他のグループの模擬指導を観察・評価することで、指導の仕
方や教員の態度、振る舞い方について、学び合います。模擬指
導を通して学んだ「小学校教員として必要な資質・能力」につい
て考察し、小レポートにまとめます。
第12回

教育相談に必要な資質・能力
保護者との個別面談や教育相談の際に必要な対話、傾聴、カウン
セリング、コーチングなどのコミュニケーションスキルについ
て理解し、これまでの経験などについてグループで交流しま
す。グループごとに教育相談の具体的場面を想定し、シミレー
ションの計画を立てます。
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第13回

教育相談のシミレーション
グループごとに教育相談シミレーションを行います。他のグルー
プのシミレーションを観察・評価することで、相談や対話の仕
方や教員の態度、振る舞い方について、学び合います。授
業を通して気付いたことをグループで交流し考察します。

第14回

総括と今後の学修計画
授業で取り組んできた事を振り返り、「小学校教員に必要な資
質・能力」について改めて考察し、自分自身の“強みと課
題”を明確にします。その上で、改善・向上のための学修計
画を作成します。
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事前ワークに取り組む、学修中に出た課題へ
の取り組み。

4時間

本講義で出た様々な課題へのまとめを作成す
る。

4時間

1949
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

仕事とキャリア演習
鈴木克彦・松本佑介
4年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

該当する

実務経験の概要

支援学校教諭（17年）、教頭（2年）、校長（10年）、教育委員会事務局指導主事（8年）を務めた。（鈴木）
（全14回）

授業概要
中学校教員に求められる資質・能力について理解を深め、自身の課題解決につながる個別の目標設定を通して意欲の向上を図ることを目的とす
る。中学校教員に必要な資質・能力に関する調査に主体的に取り組みながら個別に課題を発見する、その課題を解決する方法についてグルー
プで意見交換するなどのアクティブラーニングにより教員になる意欲を高める。また、担当教員の講義から学校現場の最近の教育課題に関す
る知識を増やし、取り扱った教育課題からテーマを設定した調査や討論をもとに模擬授業を行い理解を深める。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

目標：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

学校現場の様々な事象に対する考察

最近の学校の諸課題について学ぶことで教
職に関する専門的な見識を得る。

2 ．DP3.専門的知識・技能を実践で発
揮する力

模擬授業演習、グループディスカッション

課題解決に向けた自身の考えを表現し、ディ
スカッションを通して考えを深める。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

調査を通して事例や資料から課題に対する考
察を深める。

2 ．DP6.行動・実践

教員に求められる資質・能力について理
解し、課題解決に向けた方法を表現する。

3 ．DP10.忠恕の心

調査や意見交換に真摯に臨み誠実な態度で相
手を理解する。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・ディベート、討論
・シミュレーション型学習(ロールプレイ、ゲーム型学習など)

課題や取組に対する評価・振り返り
・実習や実技に対して個別にコメントします
・実技・実習後、全体に向けてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ不可とする。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

授業への参加状況
40％

： 各回の課題やレポートに適切に対処し回答することができたか。また、教員からの質問に適
切に答えることができたか。

ディスカッションや模擬授業への参加 ： 各回の課題やディスカッションへの参加状況、模擬授業の様子はどうか、他の発表へのコメン
状況
トが適切だったか。
50％
期末レポート
10％

： 各回の課題やレポートを総括する期末レポートで学校現場の課題について考察することができた
か。

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
適宜参考資料を配布する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、毎回４時間の授業外学修が求められる。「授業外学修課題」に取り組むことに加え、各回の授業の内容を復
習し、次回の授業に向けて予習すること。
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オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

教員によって異なる

場所：

各研究室

備考・注意事項： 第１回の授業で詳細を伝える。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

中学校教員に求められる資質・能力

①調査と考察

中学校教員に求められる資質・能力について、これまでの教育実
習やインターンシップでの経験をふまえた各自の考え
を持ち寄り、グループでのディスカッションを通して整理しま
す。調査方法を確認し、グループ内で適宜分担しながら調
査を行います。

本授業に臨む目的を項目に沿ってワークシー
トにまとめる。

4時間

第2回

中学校教員に求められる資質・能力 ②考察とディスカッショ
ン
調査結果をグループで整理し、求められる資質・能力に関しグ
ループでテーマを決めます。テーマに関する調査結果についてグ
ループでディスカッションしながら考察を深めるとともにプレゼ
ンテーションに向けて準備します。

調査結果の整理、考察についてワークシー
トにまとめる。

4時間

第3回

中学校教員に求められる資質・能力

各グループのプレゼンテーションをふまえ中
学校教員に求められる資質・能力につい
てワークシートにまとめる。

4時間

項目に沿ってワークシートにまとめスピー
チの準備をする。

4時間

スピーチ後の評価をふまえ自身の強みと課
題について再度ワークシートにまとめる。

4時間

グループでの話し合いをもとに計画表を作
成する。

4時間

報告に向けた留意点を予習シートにまとめ
る。

4時間

最近の教育課題に関する小レポートを作成す
る。

4時間

生徒指導に必要な知識・技能について予
習シートにまとめる。

4時間

生徒指導に必要な知識・技能についてワーク
シートにまとめる。

4時間

教育相談に必要な知識・技能について予
習シートにまとめる。

4時間

教育相談に必要な知識・技能についてワーク
シートにまとめる。

4時間

③プレゼンテーション

グループごとにテーマに即したプレゼンテーションを行い、全
体で意見交換しながら考察を深めます。考察の結果をふ
り返りワークシートにまとめます。
第4回

中学校教員としての私の強みと課題

①スピーチ準備

前時までに整理した中学校教員に求められる資質・能力に照らし
て自身が持つ強みと現状での課題を明らかにします。その際、本
学の建学の精神・行動指針や教育学部のカリキュラム・ポリ
シーとディプロマ・ポリシーなど幅広い観点から自身をみつめ特
性と課題について深く考える機会とします。明らかにした内容を
もとに各自３分のスピーチの準備をします。
第5回

中学校教員としての私の強みと課題

②スピーチ

全体で一人３分のスピーチを行い、他の学生からの評価を受け
て自身の強みと課題に関するとらえ方を深めます。その際、話
者と評価を伝える側とが意見交換する時間を設け、互い
に深く学ぶことができるようにします。
第6回

最近の教育課題に関する知識・理解
中学校の最近の教育課題について、これまでの教育実習やイン
ターンシップでの経験もふまえ調査し、その成果をグループで共
有します。グループごとに特に詳細に調査するテーマを決め調査
方法やその結果のまとめ方について話し合い計画を作成します。

第7回

最近の教育課題（ディスカッション）
作成した調査計画表に沿って分担しながら調査を進め、その成
果をワークシートにまとめます。それをもとにグループでディス
カッションを行い、テーマとする教育課題の現状、経過、背
景と解決するための方策、方策を実行する計画をレポートにまと
めます。

第8回

最近の教育課題（ディスカッションの報告）
報告する際の留意点を意識しながらグループごとにレポー
トに沿って報告し合います。互いの報告を評価し合うことを通し
て最近の教育課題について理解を深めます。学修のまとめとし
て最近の教育課題からテーマを決め小レポートを作成します。

第9回

生徒指導に必要な知識・技能（模擬授業準備）
生徒指導に必要な知識・技能について、これまでの教育実習やイ
ンターンシップでの経験もふまえ教員の準備や態度・構え、生
徒や保護者との良好な関係づくりの基本を調査し、その成果を共
有します。その際、自身に特に必要な知識・技能について考察し
ます。さらに、模擬授業（シミュレーション）に向けて分
担や進め方を決め準備します。

第10回

生徒指導に必要な知識・技能（模擬授業）
グループごとに生徒指導の模擬授業（シミュレーション）を行い
ます。互いに生徒の立場になりながら個に応じた指導を行う経
験とその場面を観察・評価する学修を通し、教員の準備や態
度・構え、生徒との良好な関係づくりについて考察します。授
業の後半では学修内容を報告し合い、学びを深めます。

第11回

教育相談に必要な知識・技能（模擬授業準備）
保護者や生徒との個別面談や教育相談に必要な知識・技能につい
てカウンセリングやコーチング等に関する知識・技能の基本を調
査し、その成果を共有します。併せて、これまでに教育実習やイ
ンターンシップで得た経験をもとに自身に特に必要な知識・技
能について考察します。さらに、模擬授業（シミュレーショ
ン）に向けて分担や進め方を決め準備します。

第12回

教育相談に必要な知識・技能（模擬授業）
グループごとに教育相談の模擬授業（シミュレーション）を行い
ます。互いに保護者や生徒の立場になりながら相談を進める経
験とその場面を観察・評価する学修を通し、教員の準備や態
度・構え、生徒との良好な関係づくりについて考察します。授
業の後半では学修内容を報告し合い、学びを深めます。
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第13回

保護者、関係機関との連携・協力
生徒指導、教育相談に関する学修をふり返り、保護者や関係機
関との連携・協力について講義をもとに考察します。授業や直接
的な生徒指導以外に必要となる中学校教員の資質・能力につい
て理解を深めます。

第14回

学修のまとめと今後の計画
授業をふり返り中学校教員に求められる資質・能力に照らした自
身の課題について改めて考察し、課題解決に向けた今後の学
修に関する行動計画を作成します。
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保護者や関係機関との効果的な連携・協力の
あり方に関する自身の意見をワークシートに
まとめる。

4時間

授業をふり返り自身の課題を整理し課題解
決に向けた学修計画を立てる。

4時間

1951

112

授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

ビジネスインターンシップ1
米田薫
2年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
本科目は、企業就職をめざす学生を対象に、企業の有り方やその仕事の仕組みや流れ、組織的関係等に関する理解を、企業の現場での業務の実
体験を通じて深めることを目的とする。事前事後学習でキャリア形成の課題を明確にし、就職に対する心構えを高めたい。事前学で各自の実習
目標を明らかにすると共に、社会人に求められるマナーやスキルについて学ぶ。事後学習では体験リポート作成と報告会を通して総括し、今
後の課題の明確化を図る。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

実際に企業現場に身を置くことによっ
て、求められる専門的な知識や技能を理
解し、また日常的な業務内容にも理解を深め
る。

社会人として求められる専門的な知識や技
能を的確に述べることができ、そして実
際に活用できる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

求められる専門的な知識や技能について、自
身の課題を見出すことができる。

2 ．DP8.意思疎通

他者の意見を尊重しながら積極的にコミュニ
ケーションを図ることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・eラーニング、反転授業
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

事前の取り組み

： 事前学習での意欲・態度、課題に対する取り組み、評価する。
30％

成果発表内容

： 就業状況について、実習中の情報交換や日誌の記入内容、訪問時の状況等から評価する。
30％

事後の取り組み

： 就業体験に関する総括を、今後の課題が明確になっているかという観点を含めて評価する。
30％

期末レポート

： 全般に関する事後レポートを授業終了後の定められた期間に提出する。
10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
授業時に適宜紹介する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
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オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

木曜2講時

場所：

中央館5階127研究室

備考・注意事項： 質問は、Ｅメール（アドレス：yoneda@osaka-seikei.ac.jp）でも対応する。件名に「企業インタⅠ質問：○○（送信者の氏
名）」とした上で、本文に送信者の所属学部、学籍番号、名前を明記すること。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

事前学習（１）インターンシップの意義【前期】
・本科目の意義や目標、内容・評価等を理解する。
・社会人に求められる力について理解する。

各自の目標を明確にする。

4時間

第2回

事前学習（２）自己分析【前期】

インターンシップ先やその業界の調
査を行う。

4時間

インターンシップ体験に向けて、各自の強みと課題を自己分析す
る。
第3回

事前学習（３）インターンシップ先の業界についてを知ろ
う【前期】
実習を行うインターンシップ先の業界について調査した事項を発
表し、相互交流を図る。

発表概要をレポートにまとめる。

4時間

第4回

事前学習（４）インターンシップ先の企業についてを知ろ
う【前期】
実習を行うインターンシップ先について調査した事項を発
表し、相互交流を図る。

発表概要をレポートにまとめる。

4時間

第5回

事前学習（５）社会人に求められるコミュニケーショ
ンを身に着けよう【前期】
社会人に必要な情報交換の仕方等をロールプレイ等を交えて習
得する。

日常的にマナーを意識して生活する。

4時間

第6回

事前学習（6）中間総括【前期】
各自の目標とインターンシップ先について調査した事項につい
て発表し、相互交流を図る。

相互交流の結果をまとめる。

4時間

第7回

事前学習（７）インターンシップに向けての疑問点を解消す
る。【前期】
各自のインターンシップ先へ事前訪問し、その結果を報告し、疑
問点や不安を感じる部分の解消を図る。

事前訪問の報告書を作成する。

4時間

第8回

インターンシップ実習（１）【夏季休業中】

インターンシップ先で指示された課
題に取り組む。

4時間

インターンシップ先で指示された課
題に取り組む。

4時間

インターンシップ先で指示された課
題に取り組む。

4時間

各インターンシップ先での実習に取り組む。
第9回

インターンシップ実習（２）【夏季休業中】
各インターンシップ先での実習に取り組む。

第10回

インターンシップ実習（３）【夏季休業中】
各インターンシップ先での実習に取り組む。

第11回

事後学習（１）体験の振り返り【後期】
インターンシップ先での体験を振り返り、まとめる。

体験の振り返りをまとめる。

4時間

第12回

事後学習（２）体験発表の準備【後期】
インターンシップ先での体験を発表するための、プレゼンテー
ションの準備をする。

プレゼンテーションの準備を完成させる。

4時間

第13回

事後学習（３）体験のプレゼンテーション【後期】

自他のプレゼンテーションについ
て振り返る。

4時間

最終レポートを作成する。

4時間

各インターンシップ先での実習に取り組んだ体験と今後の展望に
ついて発表する。
第14回

事後学習（４）全体振り返り【後期】
発表についての振り返りと、インターンシップ体験全般について
の相互交流を図る。
全体振り返りで得た実習での成果や課題等を広く伝える。
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授業科目名
担当教員名
学年・コース等

授業形態

ビジネスインターンシップ2
米田薫
3年

開講時期

前期

単位数

2

演習

実務経験のある教
員による授業科目

実務経験の概要

授業概要
本科目は、企業就職をめざす学生を対象に、企業の有り方やその仕事の仕組みや流れ、組織的関係等に関する理解を、企業の現場での業務の実
体験を通じて深めることを目的とする。事前事後学習でキャリア形成の課題を明確にし、就職に対する心構えを高めたい。事前学で各自の実習
目標を明らかにすると共に、社会人に求められるマナーやスキルについて学ぶ。事後学習では体験リポート作成と報告会を通して総括し、今
後の課題の明確化を図る。

養うべき力と到達目標
確かな専門性

具体的内容：

1 ．DP2.専門的知識・技能、職業理解

目標：

実際に企業現場に身を置くことによっ
て、求められる専門的な知識や技能を理
解し、また日常的な業務内容にも理解を深め
る。

社会人として求められる専門的な知識や技
能を的確に述べることができ、そして実
際に活用できる。

汎用的な力
1 ．DP4.課題発見

求められる専門的な知識や技能について、自
身の課題を見出すことができる。

2 ．DP8.意思疎通

他者の意見を尊重しながら積極的にコミュニ
ケーションを図ることができる。

学外連携学修
無し

授業方法（アクティブラーニングを促す方法について）
・課題(演習、調査、レポート、ケースメソッドなど)
・実験、実技、実習
・振り返り(振り返りシート、シャトルシートなど)
・eラーニング、反転授業
・協同学習(ペアワーク、グループワークなど)
・発表(スピーチ、プレゼンテーションなど)

課題や取組に対する評価・振り返り
・提出後の授業で、全体的な傾向についてコメントします

成績評価
注意事項等
原則として毎回出席すること。規定回数以上の出席がなければ
放棄とみなし、成績評価を行わない。
成績評価の方法・評価の割合

評価の基準

事前の取り組み

： 事前学習での意欲・態度、課題に対する取り組み、評価する。
30％

成果発表内容

： 就業状況について、実習中の情報交換や日誌の記入内容、訪問時の状況等から評価する。
30％

事後の取り組み

： 就業体験に関する総括を、今後の課題が明確になっているかという観点を含めて評価する。
30％

期末レポート

： 全般に関する事後レポートを授業終了後の定められた期間に提出する。
10％

使用教科書
特に指定しない

参考文献等
授業時に適宜紹介する。

履修上の注意・備考・メッセージ
本科目は２単位の科目であるため、平均すると毎回４時間の授業外学修が求められる。
「授業外学修課題」に取り組むことに加え、その回の授業の内容を丁寧に復習し、次回の授業に向けて予習をすること。
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オフィスアワー・授業外での質問の方法
時間：

木曜2講時

場所：

中央館5階127研究室

備考・注意事項： 質問は、Ｅメール（アドレス：yoneda@osaka-seikei.ac.jp）でも対応する。件名に「企業インタⅠ質問：○○（送信者の氏
名）」とした上で、本文に送信者の所属学部、学籍番号、名前を明記すること。
授業外学修課題に
かかる目安の時間

授業計画
第1回

事前学習（１）インターンシップの意義【前期】
・本科目の意義や目標、内容・評価等を理解する。
・社会人に求められる力について、経済産業省の示す「社会人基
礎力」を例として理解する。

各自の目標を明確にする。

4時間

第2回

事前学習（２）自己分析【前期】

インターンシップ先やその業界の調
査を行う。

4時間

インターンシップ体験に向けて、各自の強みと課題を自己分析す
る。
第3回

事前学習（３）インターンシップ先の業界についてを知ろ
う【前期】
実習を行うインターンシップ先の業界について調査した事項を発
表し、相互交流を図る。

発表概要をレポートにまとめる。

4時間

第4回

事前学習（４）インターンシップ先の企業についてを知ろ
う【前期】
実習を行うインターンシップ先について調査した事項を発
表し、相互交流を図る。

発表概要をレポートにまとめる。

4時間

第5回

事前学習（５）社会人に求められるコミュニケーショ
ンを身に着けよう【前期】
社会人に必要な情報交換の仕方等をロールプレイ等を交えて習
得する。

日常的にマナーを意識して生活する。

4時間

第6回

事前学習（6）中間総括【前期】
各自の目標とインターンシップ先について調査した事項につい
て発表し、相互交流を図る。

相互交流の結果をまとめる。

4時間

第7回

事前学習（７）インターンシップに向けての疑問点を解消す
る。【前期】
各自のインターンシップ先へ事前訪問し、その結果を報告し、疑
問点や不安を感じる部分の解消を図る。

事前訪問の報告書を作成する。

4時間

第8回

インターンシップ実習（１）【夏季休業中】

インターンシップ先で指示された課
題に取り組む。

4時間

インターンシップ先で指示された課
題に取り組む。

4時間

インターンシップ先で指示された課
題に取り組む。

4時間

各インターンシップ先での実習に取り組む。
第9回

インターンシップ実習（２）【夏季休業中】
各インターンシップ先での実習に取り組む。

第10回

インターンシップ実習（３）【夏季休業中】
各インターンシップ先での実習に取り組む。

第11回

事後学習（１）体験の振り返り【後期】
インターンシップ先での体験を振り返り、まとめる。

体験の振り返りをまとめる。

4時間

第12回

事後学習（２）体験発表の準備【後期】
インターンシップ先での体験を発表するための、プレゼンテー
ションの準備をする。

プレゼンテーションの準備を完成させる。

4時間

第13回

事後学習（３）体験のプレゼンテーション【後期】

自他のプレゼンテーションについ
て振り返る。

4時間

最終レポートを作成する。

4時間

各インターンシップ先での実習に取り組んだ体験と今後の展望に
ついて発表する。
第14回

事後学習（４）全体振り返り【後期】
発表についての振り返りと、インターンシップ体験全般について
の相互交流を図る。
全体振り返りで得た実習での成果や課題等を広く伝える。
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