
科目名 スタディスキル（幼教） 担当 小池明・千葉直紀・高田正哉 

形態 講義 単位数 ２単位 開講時期 １年通年 

必修 卒業：必修  幼免：選択必修  保育士：選択必修 

授業 

概要 

本学の教育理念「敬愛・勤勉・聡明」の趣旨を理解し、自主的に学ぶことの必要性と意義を

理解する。その上で、教養と経験の豊かな保育者を目指してそれにふさわしい実践力を身に

つける。 

到達 

目標 

・学習の方法を身につけ、みずからの主体的な学びに生かすことができる。 

・子どもとの具体的な関わりにおいて、基礎的な知識・技術を生かすことができる。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 
オリエンテーションおよび本学

の教育理念 

本授業の趣旨を理解する。 

本学の教育理念を理解し、学びの意義を考える。 

2 
幼児教育学科での学び 本学科で学ぶことの意義を理解する。また、本学科の教育

課程を理解し、２年間を通した学習の見通しを立てる。 

３ 学びの技法① 語彙力の確認 保育者に必要となる語彙力の基礎を確認する。 

４ 学びの技法② 読解力の確認 保育者に必要となる読解力の基礎を確認する。 

５ 学びの技法③ 言語表現の確認 保育者に必要となる言語表現能力の基礎を確認する。 

６ 
学びの技法④ 引用と要約の確

認（「研究倫理教育」） 

レポートや論文を作成する際に重要となる「研究倫理」につ

いて学ぶ。 

７ 
学びの技法⑤ プレゼンテーシ

ョン１ 

他者に情報を伝える際の技術について学び、プレゼンテ

ーションの計画を立てる。 

８ 
学びの技法⑥ プレゼンテーシ

ョン２ 

プレゼンテーションの計画と作成 

９ 
学びの技法⑦ プレゼンテーシ

ョン３ 

プレゼンテーションを通して、自分の考えを発表するこ

との意義と方法について実践的に学ぶ。 

10 
あそびプロジェクトについて 

（オリエンテーション） 

子どもとの関わりのあり方について考察する。 

11 

～ 

13 

あそびプロジェクトの準備 子どもと関わるプロジェクトを学生自身が企画・立案し、

準備を行う。 

14 
あそびプロジェクト 子ども（本学附属幼稚園の園児）を短大に招いて、あそび

を中心としたイベントを行う。 

15 まとめ 実際に行った体験的な学びについて省察を行う。 

評価 

基準 

・学習の方法を身に付け、自らの主体的な学びに生かすことができたか。 

・子どもとの具体的な関わりにおいて、基礎的な知識・技術を生かすことができたか。 

評価 

方法 

授業態度       ％ レポート       ％ 期末試験       ％ 

その他   １００  ％ 

前期：授業中に課される課題 ５０％、後期：あそびプロジェクトへの参加態度 ５０％ 

教科書 特になし 

参考書 特になし 

履修条件 

入学前課題を行い、提出していること。 

本授業を通して、上田女子短期大学の理念を理解します。前期・後期それぞれに実施される

プログラムに積極的に参加することで、学びの基礎を身につけましょう。 

授業外に

おける 

学習 

キャンパスガイドに掲載されている本学の教育理念をよく読んでおくこと。 

オフィス 

アワー 
各担当教員のオフィスアワーを確認すること。 

 



科目名 スタディスキル（総文） 担当 斎藤・総文教員 

形態 講義 単位数 ２単位 開講時期 １年前期 

必修 卒業：必修  中免：選択必修  司書：－  司教：選択必修 

授業 

概要 

短期大学生として２年間充実した学習を行うために，基本的な学習方法を学ぶ。具体的には，

①引用・出典の記入方法，②要約，③発表の方法である。 

到達 

目標 

① 引用・出典の記入方法を理解したうえで，課題の作成ができること。 

② 要約ができること。 

③ 自分の考えを明確に伝えることができること。  

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 学び方を学ぶ 短大生の学び 

2 学び方を学ぶ 要約演習 

3 学び方を学ぶ 自校教育，入学前課題の振り返り 

4 学び方を学ぶ 研究倫理 

5 学び方を学ぶ 引用・レポート作成法 

6 「リーディング」のスタイル 教員のリーディング体験，方法を学ぶ 

7 「リーディング」のスタイル 教員のリーディング体験，方法を学ぶ 

8 「リーディング」のスタイル 教員のリーディング体験，方法を学ぶ 

9 「リーディング」のスタイル 教員のリーディング体験，方法を学ぶ 

10 リーディングワークショップ グループワークによる書評発表 

11 図書館活用 １０フィールドパスファインダー作成 

12 図書館活用 １０フィールドパスファインダー作成 

13 図書館活用 １０フィールドパスファインダー発表 

14 新聞の活用 新聞を用いた学び 

15 思考ツールの概説と活用 グループワークによるブレインストーミングとＫＪ法 

評価 

基準 

引用・出典の明記ができる。課題を発表できる。要約ができる。適当な思考ツールが選択で

き，利用できる。 

評価 

方法 

授業態度   ２０  ％ レポート   ８０  ％ 期末試験       ％ 

その他        ％ 

 

教科書 
 

参考書 
随時指示する。 

履修条件 
 

授業外に

おける 

学習 

 

オフィス

アワー 
各担当教員のオフィスアワーを確認すること。 

 



科目名 日本語表現（幼教） 担当 長田真紀 

形態 講義 単位数 ２単位 開講時期 １年後期 

必修 卒業：選択必修  幼免：選択必修  保育士：選択必修 

授業 

概要 

話し言葉、書き言葉、それぞれの日本語表現の基礎的な知識・技術を確実に身につけ、さら

に、より適切で豊かな表現力を養うために、多くの実践・実作を通して学んでいく。同時に、

社会と自己との関わりについても考察していく。 

到達 

目標 

社会生活を送る上での基本的な言語表現を理解し、さまざまな言語表現能力の向上をめざ

す。実践・実作の機会を多くもつことで、確実に表現技術を身につけることを目標とする。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 表現能力の重要性 日本語表現の重要性とおもしろさについての説明 

2 あいさつと紹介(自己・他者) 効果的な挨拶についての説明とグループでの発表 

3 スピーチ 場に相応しいスピーチについての説明と発表 

4 電話での応対表現 適切な電話応対についての説明 

5 現代社会における敬語①知識 社会生活上必要となる敬語についての説明 

6 ②使い方 敬語の適切な使い方についての説明と実践 

7 面接における話し方 面接時における適切な受け答えについての解説 

8 文章作法①文体(話し言葉と書き言葉) 各種の文体の特徴についての説明と実作 

9   ②構成 テーマに即した文章構成についての説明と実作 

10     ③表現 豊かな文章表現についての説明と実作 

11     ④推敲 適切な文章推敲についての説明と実作 

12     ⑤原稿用紙の使い方と表記 原稿用紙の適切な書き方についての説明と実作 

13 辞書の有効的活用 各種辞書の有効な活用法についての説明 

14 言語表現の背後にある文化・社会 言語表現の根底にある文化・社会についての解説 

15 表現の魅力 豊かで魅力的な言語表現についての解説 

評価 

基準 

発表や提出されたワークシートの内容・表現をもとに、さまざまな日本語表現能力の基礎的

な知識・技術、さらにより豊かな表現力が実際に身についたかどうかを評価基準とする。 

評価 

方法 

授業態度  ２０   ％ レポート       ％ 期末試験       ％ 

その他   ８０   ％（ほぼ毎回提出してもらう課題の内容を評価） 

教科書 

〈新訂第２版〉『日本語表現法』田上貞一郎／萌文書林 

『新しい国語表記ハンドブック』三省堂編修所／三省堂 

参考書 

随時指示する。 

履修条件 

きちんとした日本語表現能力を身につけることは、一生の輝かしい財産となる。能力向上の

強い意欲をもった上で履修すること。なお、ほぼ毎時間、課題（ワークシート）の提出を求

める。 

授業外に

おける 

学習 

事前学習：内容の充実した課題（ワークシート）を仕上げて授業に臨むこと。 

事後学習：発表後の振り返りや、添削されたワークシートのさらなる記述・作成を行う。 

オフィス 

アワー 

オフィスアワーの時間は、掲示板に掲示します。２階第 17 研究室 

 



科目名 日本語表現（総文） 担当 大橋敦夫・長田真紀 

形態 講義 単位数 ２単位 開講時期 １年前期 

必修 卒業：必修  中免：必修  司書：－  司教：必修 

授業 

概要 

日常生活を送る上での基本的な言語表現を習得し、場面に応じた正確、適切な表現ができる

よう、言語表現力の向上を目指す。あわせて、小論文、レポート、実用文等の書き方につい

て、実作を繰り返しながら学習する。 

 

到達 

目標 

①日本語の話し言葉・書き言葉について、基本的な知識と技法を習得している。 

②小論文・レポート、実用文等の書き方を理解し、場面に即した適切な文章を作成できる。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 授業ガイダンス・表現の重要性 授業概要、到達目標、成績評価／表現の重要性について 

2 あいさつと紹介（自己・他者） 効果的な挨拶についての説明と実践 

3 話し言葉と書き言葉（スピーチ） 話し言葉と書き言葉の相違点、練習問題（スピーチ） 

4 敬語の基本① 敬語の種類と用法、練習問題 

5 敬語の基本② ビジネス現場での敬語表現、練習問題 

6 電話での応対表現 適切な電話応対についての説明 

7 面接における話し方 面接における適切な受け答えについての解説 

8 手紙の書き方 手紙の基本形式 

9 文章作法①原稿用紙の使い方 原稿用紙の使い方の基本を学ぶ 

10     ②文体 各種の文体の特徴について 

11     ③構成 テーマに即した文章構成のあり方 

12     ④表現 豊かな文章表現とは 

13     ⑤推敲 推敲の技術について 

14 レポートの書き方 レポートの基本、引用、出典、参考文献の示し方 

15 表現の魅力 豊かで魅力的な言語表現とは 

評価 

基準 

① 話し言葉・書き言葉について、基本的な知識と技法を習得していること（主として課題

により評価）。②小論文・レポート、実用文等の書き方を理解し、場面に応じた適切な文   

章を作成できること（課題により評価）。③授業内容の要約・感想等を「リアクション・

ペーパー」に記入し、提出していること（受講態度として評価）。 

評価 

方法 

授業態度   ２０  ％ レポート       ％ 期末試験       ％ 

その他   ８０  ％（ 授業内で指示する提出課題の内容を評価 ） 

 

教科書 
『<新訂>就職に役立つ日本語表現法』田上貞一郎（萌文書林 2017） 

参考書 

『新しい国語表記ハンドブック 第 7 版』（三省堂） 

『新版 大学生のためのレポート・論文術』小笠原喜康（講談社現代新書 2009） 

『レポートの作り方』江下雅之（中公新書 2003） 

履修条件 

・授業時には国語辞典（電子辞書でも可）を持参すること。 

・本科目とあわせて 1 年後期科目「言語表現技術」を履修することが望ましい。 

授業外に

おける 

学習 

事前学習：教科書の該当ページの下読み。 

事後学習：授業の振り返りと、提出課題がある場合は、その準備。。 

オフィス 

アワー 

オフィスアワーの時間は、掲示板に掲示します。 

 



科目名 ライフデザイン 担当 増田榮美 

形態 講義 単位数 ２単位 開講時期 ２年後期 

必修 （幼）卒業：選択必修  幼免：選択必修  保育士：選択必修   

（総）卒業：選択必修  中免：選択必修  司書：－  司教：選択必修 

授業 

概要 

就業に際しての男女の差別はほとんどなくなり、かつてとは比べものにならないほど生き方の選択肢が用意

されている現代社会においては、各々がしっかり自己の人生観や職業観を見つめることが重要である。変化

の激しい社会状況を認識した上で、しっかりと自分を見つめ、今後の生き方を考える。 

到達 

目標 

・さまざまな女性の生き方から、成功談や失敗事例、問題解決策等を学び、それを生かして

自分の人生観や職業観を見つめ直すことを目標とする。 

・自分を取り巻く社会環境をはじめとする様々な外的要因を的確に捉えて、将来どのように

社会と関わっていけばよいかを考え、柔軟なライフデザインを描くことができるようにする 

 回 タイトル 内容 

授
業
計
画 

1 オリエンテーション 授業の進め方や評価方法の説明 

2 
現代女性の労働状況 昨今の女性の労働状況について白書や各種調査をもとに解説

し、働くということについて考える 

3 女性の職業意識の変化 30年前と現代を比較して職業意識の変化をみる 

4 
「女性の品格」著者 坂東

真理子氏 

「女性の品格」を読み解く 

5 キャリアの多様性を知ろう キャリア形成の多様性と偶然性を理解する 

6 
キャリアデザイン 

プランドハプンスタンス 

スティーブ・ジョブス氏のスピーチの動画を視聴し、キャリア

の偶然性について理解を深める 

7 社会人基礎力① 社会人基礎力とは何か 

8 
社会人基礎力② コミュニケーション力を身につける 

説明力を身につける 

9 社会人基礎力③ リーダーシップとは何か、グループワークで話し合い発表する 

10 ワーク・ライフ・バランス ワーク・ライフ・バランスの意義や重要性を理解する 

11 
卒業生の特別講師 

「働きがいを知ろう」 

卒業後様々な分野で活躍している先輩の体験談から、仕事のや

りがいや、仕事以外の生活との調和について学ぶ 

12 労働基準法の基礎知識 企業を選ぶ際の指標としての基本的な労働基準法を学ぶ 

13 社会保障制度 社会保障制度の基礎知識を身につける 

14 
将来のお金について学ぶ 収入と支出についての知識と情報を得て、お金を稼ぐことの本

質を学ぶ 

15 ライフデザイン 自分の将来を具体的に考えデザインする 

評価 

基準 

さまざまな女性の成功事例や問題解決策を素直に学び取り、自分の考え方に生かそうとして

いる姿勢が見受けられることが単位認定の最低基準。客観性を持って自己分析を行い、将来

について真摯に考えようとしていることも評価につながるものとする。 

評価 

方法 

授業態度     15 ％ レポート（期末）  50 ％ 期末試験         ％ 

その他 35 ％（ 授業内で指示した課題内容の評価や提出状況、グループワークの参加態度） 

教科書 必要に応じてプリント配布 

参考書 必要に応じて指示する。 

履修 

条件 

自己分析をしっかり行い、将来をじっくり考えることを心がけてください。 

積極的にグループワークに参加する真摯な態度を求めます。欠席はしないようにしてください。 

授業外に

おける 

学習 

授業の最後に課題を提示しますので、次の授業までにしっかり取り組み、復習しましょう。 

オフィス 

アワー 
オフィスアワーの時間は、掲示板に掲示します。 

 



科目名 キャリアアップⅠ（幼教） 担当 高田正哉・赤塚正一 

形態 講義 単位数 ２単位 開講時期 １年後期 

必修 卒業：必修  幼免：選択必修  保育士：選択必修 

授業 

概要 

「社会人としての常識を持ち、自ら考え実践できる女性」を目標に、１年次においては自

分の適性に合致した進路を見極めるとともに、進路決定に必要な基本的知識やコミュニケ

ーションスキルを習得する。 

到達 

目標 

・社会人としての自己像を明確化する。 

・進路決定に必要な基本知識、スキルを活用できる。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 
オリエンテーション ・授業の概要とキャリア教育とは何か 

・学内システムの説明 

2 仕事への取り組み 仕事をするということについて考える 

３ 自己分析 ① 自己の振り返りと現在の目標の確認 

４ 自己分析 ② 実習で得られた課題等から自己分析を行う 

５ 履歴書の書き方 ① 基本的な履歴書の書き方を学ぶ 

６ 履歴書の書き方 ② 自己ＰＲ・趣味・特技欄等の書き方を学ぶ 

７ 
社会人としての基本的なマナー 

① 

社会人としての言葉遣い、礼儀作法を学ぶ 

８ 
社会人としての基本的なマナー 

② 

話し方、聞き方の基本とコミュニケーションを学ぶ 

９ 園・施設・企業研究 専門職としての就職と採用形態について学ぶ 

10 現場が求める人材像 ①(幼稚園) 幼児教育の現場が求めている人材像を学ぶ 

11 現場が求める人材像 ②(保育所) 保育現場が求めている人材像を学ぶ 

12 現場が求める人材像 ③(施設) 福祉施設の現場が求めている人材像を学ぶ 

13 
グループワーク 現場が求める人材像を聞いて、そこから自己の社会人

としての姿を考える 

14 内定者との懇談会 ２年生の就活体験談を聞く 

15 まとめ 今度の就職活動について考える 

評価 

基準 

・社会人としての自己像を明確化できたか（⇒自己分析を通して。また現場の方の話を聞

いた後にワークを行い、自分が社会に出た時の姿を考えまとめる）。 

・進路決定に必要な基本知識、スキルを活用できるか。 

評価 

方法 

授業態度   ５０  ％ レポート   ５０  ％ 期末試験       ％ 

その他        ％   

教科書 特に指定しない(必要に応じて、資料を配布する) 

参考書 
Uni Career マガジン『短大生の就活編』 

履修条件 本講義を受講するにあたっての基本的な知識を有すること 

授業外に 

おける  

学習 

進路決定に向けた自己分析ができるよう、準備しておくこと 

オフィス 

アワー 

進路サポート室にて随時対応 

 



科目名 キャリアアップⅡ（幼教） 担当 高田正哉・赤塚正一 

形態 講義 単位数 ２単位 開講時期 ２年通年 

必修 卒業：必修  幼免：選択必修  保育士：選択必修 

授業 

概要 

「キャリアアップⅠ」で培った知識やスキルを基に、実践的な就職対策に取り組む。併せ

て、就職後に必要となる人事・労務・社会保険等の仕組みについても理解を深めることで、

「社会人としての常識を持ち、自ら考え実践できる女性」への成長を目指す。 

到達 

目標 

・社会人として必要な常識を持って、卒業後の将来に向けた具体的な行動ができる。 

・社会人として必要な知識、スキルを習得し、実践の場で生かすことができる。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 
オリエンテーション ・前年度の進路状況と今後の活動について 

・園、施設へのアプローチについて 

2 就職試験に向けた準備 求人票の見方、応募書類の送付等について 

３ 作文・小論文の書き方 ① 分野、テーマに合わせた文章力の向上 

４ 作文・小論文の書き方 ② 就職試験対策としての文章力向上 

５ 面接試験の受け方 ① 面接試験の流れとその対策を学ぶ 

６ 面接試験の受け方 ② 個別面接に向けた自己ＰＲについて学ぶ 

７ 面接試験の受け方 ③ 集団面接に向けた対策を学ぶ 

８ 自主実習に向けた準備 自主実習の依頼・届出について理解する 

９ 
社会人としてのコミュニケーショ

ン 

円滑なコミュニケーションの築き方について学ぶ 

10 職場研究① 各自の目指す職場についてのグループワーク 

11 職場研究② 地域における職場についてのグループワーク 

12 社会の仕組み ① 労働基準法、就業規則と職場の規則について学ぶ 

13 社会の仕組み ② 労務について学ぶ 

14 社会の仕組み ③ さまざまな社会保障制度について学ぶ 

15 まとめ 社会人として必要な常識をまとめる 

評価 

基準 

・社会人として必要な常識をもって、卒業後の将来に向けた具体的な行動ができたか。 

・社会人として必要な知識、スキルを習得できたか。また、それを実践の場で生かすこと

ができたか（⇒授業で学んだ内容を、何らかの就職活動において反映させることができた

かどうかをチェックする。） 

評価 

方法 

授業態度   ５０  ％ レポート  ５０   ％ 期末試験       ％ 

その他        ％ 

教科書 
特に指定しない(必要に応じて、資料を配布する) 

参考書 
Uni Career マガジン『短大生の就活編』 

履修条件 キャリアアップⅠを習得していること 

授業外に 

おける  

学習 

自らの進路決定に必要な情報収集を積極的に行っておくこと 

オフィス 

アワー 

進路サポート室にて随時対応 

 



科目名 キャリアアップⅠ（総文） 担当 花岡勉・進路サポート委員 

形態 講義 単位数 ２単位 開講時期 １年前期 

必修 卒業：必修  中免：選択必修   司書：－ 司教：選択必修 

授業 

概要 

「社会人としての常識を持ち、自ら考え実践できる女性」を目標に、１年次においては自分

の適性に合致した進路を見極めるとともに、進路決定に必要な基本的知識やコミュニケーシ

ョンスキルを習得する。 

到達 

目標 

・社会人としての自己像を明確化する。 

・進路決定に必要な基本知識、スキルを活用できる。 

 回 タイトル 内容 

授
業
計
画 

1 オリエンテーション キャリア教育とは何か。職業意識、職業観を考える 

2 社会人基礎力について ３つの能力と１２の要素を自己チェックする  

3 女性に失われていたもの アーサー王物語ガウェインの結婚より考える 

4 グループワーク① ゼミ単位でロジカルシンキング 

5 グループワーク②       〃 

6 企業と職種について 企業が担う社会的役割と職種を理解する 

7 社会を知る① 女性管理職の立場からキャリアを考える 

8 社会を知る② 卒業生によるパネルディスカッション 

9 社会を知る③ 企業の労務・社員教育担当者より実社会を学ぶ 

10 履歴書・ＥＳの作成 志望動機の書き方・自己ＰＲの書き方 

11 応募書類について 書類の注意点、送付状（添え状）履歴書等の書き方 

12 面接試験について① 面接の種類と基本マナー 

13 面接試験について② 面接の種類と基本マナー、面接の流れと対策 

14 内定者懇談会 ２年生の就活体験談 

15 まとめ どのように働き、どのように生きるか 

評価 

基準 

・社会人としての自己像を明確化できたか。 

・進路決定に必要な基本知識、スキルを活用できるか。 

評価 

方法 

授業態度     ４０％ レポート     ３０％ 期末試験         ％ 

その他（授業振り返りシート）３０％                                 

教科書 特に指定しない(必要に応じて、資料を配布) 

参考書 必要に応じて紹介する。 

履修 

条件 
本講義を受講するにあたって社会に通用する常識とマナーを備えていること。 

授業外に

おける 

学習 
進路決定に必要な自己の目標や課題を明確にしておくこと。 

オフィス 

アワー 
オフィスアワーの時間は、掲示板に掲示します。 

 



科目名 キャリアアップⅡ（総文） 担当 花岡勉・進路サポート委員 

形態 講義 単位数 ２単位 開講時期 ２年通年 

必修 卒業：必修  中免：選択必修   司書：－ 司教：選択必修 

授業 

概要 

「キャリアアップⅠ」で培った知識やスキルを基に、社会人として必要な基礎力を最大限に高め

ます。また、自分を直視して深く掘り起こすことをテーマとすることで「社会人としての品性・

品格を養い、自ら考え実践できる女性」への成長を目指します。 

到達 

目標 

・社会人として必要な常識を持って、卒業後の将来に向けた具体的な行動ができる。 

・社会人として必要な知識、スキルを習得し、実践の場で生かすことができる。 

 回 タイトル 内容 

授
業
計
画 

1 オリエンテーション 
社会人基礎力をチェック（ＳＫＣ50）して、３つの能力と１

２の要素について考える 

2 就職基礎能力とは 面接力を向上させるために大切なことは何か 

3 グループワーク① ゼミ単位でロジカルシンキングを行う 

4 グループワーク②        〃 

5 コミュニケーション① コミュニケーション 7つのポイント 

6 コミュニケーション② 童謡から学ぶアサーション 

7 コミュニケーション③ アサーション演習 

8 中国におけるキャリア教育 中国人特別留学生２名より話を聞く 

9 コミュニケーション④ 相手に伝える、伝わることを考える 

10 コミュニケーション⑤ 円滑なコミュニケーションを築くために必要なこと 

11 業種・業界理解① ゲスト講師から話を聞く 

12 業種・業界理解② ゲスト講師から話を聞く 

13 お金って何？ お金の意味を考える。社会で働くために必要なこと 

14 新社会人ワーキングセミナー 職場で必要な労働関係の基礎知識を学ぶ 

15 まとめ どのように働きいかに生きるか 

評価 

基準 

・社会人として必要な常識をもって、卒業後の将来に向けた具体的な行動ができたか。 

・社会人として必要な知識、スキルを習得できたか。また、それを実践の場で生かすことが

できたか（⇒授業で学んだ内容を、何らかの進路活動において反映させることができたか

どうかをチェックする。） 

評価 

方法 

授業態度     ４０％ レポート      ３０％ 期末試験         ％ 

その他 （授業振り返りシート）３０％    

教科書 特に指定しない(必要に応じて、資料を配布) 

参考書 Uni Career マガジン『短大生の就活編』 

履修 

条件 

キャリアアップⅠの単位を修得していること 

社会人としての基本的知識を有すること 

授業外に

おける 

学習 
自身の進路決定に向けて、積極的な情報収集を進めておくこと 

オフィス 

アワー 
オフィスアワーの時間は、掲示板に掲示します。 

 



科目名 哲学と人間 担当 高田 正哉 

形態 講義 単位数 ２単位 開講時期 ２年後期 

必修 （幼）卒業：選択必修  幼免：選択必修 保育士：選択必修 

（総）卒業：選択必修 中免：選択必修 司書：－ 司教：選択必修 

授業 

概要 

本講義は、人間、社会、世界という「生きる」ことに関する学問である哲学のことを学ぶもので

ある。「生きる」こととは何か、各々がその問いに答えられることを目指す。だが、「生きる」と

いっても、その意味は容易に理解しえないだろう。本講義では、「生きる」ということを理解す

るために、西洋哲学における「経験」の概念から考えていく。また、「生きる」ことを学生間、

学生と教員とで探究するために、ワークショップ等の主体的な学びをしていく。 

到達 

目標 

1. 哲学の考え方を理解することで、自らの思考のあり方を反省する力を身につける。 

2. 広く行われている哲学教育の実践を理解し、自らの生活でその方法を取り入れる。 

3. 「生きる」ことについて自ら考え、「生きる」意味を見出す。 

 回 タイトル 内容 

授
業
計
画 

1 イントロダクション 哲学を学ぶ意味とは何か、哲学の基本的な考え方を理解する。 

2 経験とは何か① 哲学における「経験」に関する研究から、その概要を理解する。 

3 経験と言語 経験の基礎としての「言語」の意味を理解する。 

4 経験と自己 経験する「自己」の存在の意味を理解する。 

5 経験と他者 経験における「他者」の存在の意味を理解する。 

6 経験と世界 人間が経験する「世界」のあり方とその捉え方を理解する。 

7 経験の記述 経験を書くことがどのように成り立つのかを理解する。 

8 経験の解釈 書かれた経験をいかに解釈するのかを学ぶ。 

9 経験の再構築 経験の記述を解釈し、その意味を問い直す方法を理解する。 

10 経験とは何か② 経験についての理解を復習し、その意味を問い直す。 

11 哲学教育とは何か 映画「ちいさな哲学者たち」を視聴し、哲学教育のあり方を知る。 

12 哲学教育の実践例 哲学教育の実践を、理論と事例から理解する。 

13 
哲学教育の体験① 哲学教育で広く行われている方法・道具を実際に用いて、そのあ

り方を理解する。 

14 哲学教育の体験② 哲学教育の代表的な方法である「哲学カフェ」の実践を体験する。 

15 まとめ 期末試験に備えて、哲学の考え方を振り返り、実践する。 

評価 

基準 

・ 日常生活で自らが思考する方法を反省し、新しい思考のあり方を見つけられるか。 

・ 哲学教育の実践の理念と方法を、自らの専門職・仕事で生かせるようになるか。 

・ 「なぜ生きるか」という問いについて、自分なりの答えを見いだせるか。 

評価 

方法 

授業態度        ％ レポート        ％ 期末試験       50 ％ 

その他  50 ％（  事前学習・コメントシートから評価する。             ） 

教科書 
森田 伸子『子どもと哲学を: 問いから希望へ』（勁草書房、2011年。 

参考書 

魚津 郁夫『プラグマティズムの思想』（ちくま学芸文庫、2006年） 

ジョン・デューイ著、市川尚久訳『経験と教育』（講談社学術文庫、2004年） 

ジョージ・ハーバート・ミード著、船津 衛・徳川 直人編訳『社会的自我』恒星社厚生閣、1991年。 

履修 

条件 

「わからないこと」を「わからない」と知り、自ら調べる態度を求める。また、「わからない」

ことがある際には、自ら調べ、学び、理解しようとする態度を求めたい。 

授業外に

おける 

学習 

本講義は、なるべく専門用語を用いずに哲学の考え方を伝えるが、抽象的な言葉を用いることが

ある。わからない言葉がある際には、国語辞典等でその意味を確認するなど、自ら言葉の意味を

調べること。それでもわからない場合は、教員に質問する。そのような学びをすることで、自ら

言葉の意味を調べ、理解する力を身につけてほしい。 

オフィス 

アワー 

授業中に適宜指示する。 

 



科目名 宗教と人間 担当 柳澤正志 

形態 講義 単位数 ２単位 開講時期 ２年前期 

必修 （幼）卒業：選択必修  幼免：選択必修  保育士：選択必修   

（総）卒業：選択必修  中免：選択必修  司書：－  司教：選択必修 

授業 

概要 

世界の歴史は宗教史であると言って良い程、人間の身近にあるのが宗教です。世界において、そ

れは今も変わりありません。本講義では、宗教の持つ社会的意義や本来の意味について考え、宗

教が文化に与えた影響や、社会における宗教的な智恵を学びます。 

また、信州は善光寺信仰や諏訪信仰などの全国規模の霊場を有している極めて稀な地域です。そ

うした地元に根ざした信仰についても学んでいきます。 

到達 

目標 

・世界と日本における宗教の地位のギャップを認識し、グローバルな価値観を共有できる素地と

しての宗教的知識を得る。 

・ブッダやキリストの言葉を味わい、宗教的価値観や人間の理想像、目に見えない世界や、愛や

慈悲といった普遍的価値観について考察を深める。 

・いのちや魂について考察を深め、現代社会における宗教的な智恵や実践について理解を深める。 

 回 タイトル 内容 

授
業
計
画 

1 宗教って何？ 宗教の持つ歴史的意味と世界の宗教について学ぶ。 

2 仏教といのち 人って生まれ変わるの？ 

3 人間の可能性 仏教で説く空の思想を基に、人間の可能性について考える。 

4 仏教と日本語 情けは人のためならず、って以外と深い？ 

5 キリスト教の愛 汝が敵を愛せよ。 

6 キリスト教と社会奉仕 なぜ海外セレブはボランティアに熱心なのか 

7 イスラム教の世界 本当は怖くない。イスラム教の教えの基本。 

8 天国と地獄 人間が描き出した理想世界と、悪に対する報いを見る 

9 日本人と神道 『古事記』『日本書紀』の世界と八百万の神々の「国」 

10 宗教と社会 宗教の問題点 ～社会と対立する宗教の一面～ 

11 マインドフルネスの世界 欧米人を捕らえるマインドフルネスと坐禅について学び実践する 

12 宗教と文化 賛美歌や絵画など、人間が創造した美の世界に触れる。 

13 信州と仏教 「一生に一度は善光寺詣り」善光寺と東信地方の意外な関係 

14 信州と神道 御柱だけじゃない。諏訪の信仰や戸隠の魅力を探る。 

15 たましいのこと 人が人であるために 

評価 

基準 

宗教の言葉や思想は大変難解で、皆さんには取っつきにくいでしょう。眠くなる時もあるでしょ

う。そこをこらえて一生懸命に理解しようとする姿勢を最大限に評価します。 

評価 

方法 

授業態度              40％ レポート       30％ 期末試験         ％ 

その他        30％（講義ごとの感想文） 

教科書 
プリントを使用 

参考書 
必要に応じて指示する 

履修 

条件 

宗教について少しでも知りたい、理解したい、という学生。 

授業外に

おける 

学習 

本授業の受講者は、事前または受講期間中に、自分の祖先（ルーツ）を尋ねてみて下さい。親の

こと、祖父母のこと、故郷のことに関心を持ち、自分までいのちをつないでくれた存在について

考えて下さい。 

オフィス 

アワー 

講師室や e-mail 

 



科目名 文学と人間 担当 長田真紀 

形態 講義 単位数 ２単位 開講時期 ２年後期 

必修 
（幼）卒業：選択必修  幼免：選択必修  保育士：選択必修   

（総）卒業：選択必修  中免：選択必修  司書：－  司教：選択必修 

授業 

概要 

子ども時代への愛惜と訣別を描いた芥川龍之介と、子どもの病・障害・死などを児童文学の

中で描いていった小川未明の作品を精読する。文学者だからこそ見えた子どもの世界につい

て考察していく。 

到達 

目標 

一つひとつの作品を精読することで、文学作品を読解・鑑賞する力を養う。また、作家や作

品の誕生が、その時代や社会と密接な関係をもっていると同時に、時間を越える普遍性を有

していることを理解し、自らの今日的な問題として文学を考える姿勢を養うことを目標とす

る。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 文学を学ぶ意義 芥川と未明の作品を講読する意義についての説明 

2 芥川龍之介の生涯とその時代 芥川の生涯とその時代・社会についての解説 

3 ｢トロッコ｣ 「トロッコ」の作品世界についての解説 

4 ｢白｣ 「白」の作品世界についての解説 

5 ｢蜜柑｣① 「蜜柑」前半の作品世界についての解説 

6 ｢蜜柑｣② 「蜜柑」後半の作品世界についての解説 

7 
芥川文学における子ども 芥川文学が表現した子どもの諸相についてのディスカ

ッション 

8 小川未明の生涯とその時代 未明の生涯とその時代・社会についての解説 

9 ｢赤い蠟燭と人魚｣ 「赤い蠟燭と人魚」の作品世界についての解説 

10 ｢月とあざらし｣ 「月とあざらし」の作品世界についての解説 

11 ｢牛女｣ 「牛女」の作品世界についての解説 

12 ｢金の輪｣ 「金の輪」の作品世界についての解説 

13 ｢港に着いた黒んぼ｣ 「港に着いた黒んぼ」の作品世界についての解説 

14 
未明文学における子ども 未明文学が表現した子どもの諸相についてのディスカ

ッション 

15 文学に描かれた子ども 文学と今日の子どもをめぐる諸問題についての解説 

評価 

基準 

文学作品の存在意義について理解し、作品を読解・鑑賞する力を養い、それが授業時のディ

スカッションや課題・レポートで述べられたか、どうかを評価基準とする。 

評価 

方法 

授業態度  ２０％ レポート  ６０％ 期末試験       ％ 

その他   ２０％（授業内で指示する課題の内容を評価） 

教科書 
『蜘蛛の糸・杜子春』芥川龍之介／新潮文庫 

『小川未明童話集』小川未明／新潮文庫 

参考書 『近代文学Ⅰ・Ⅱ』 山田有策／学術図書出版 

履修条件 

本講義を受講するにあたって必要となる基礎知識を有していること。少なくとも、芥川龍之

介の『羅生門』と『蜘蛛の糸』は、事前に必ず読んでから履修すること。 

授業外 

における

学習 

事前学習：授業時に提示する資料・文献は事前に必ず読み、理解しておくとともに、ディス

カッションで述べる自己の意見や不明な点を明らかにした上で授業に臨むこと。授業で取り

上げる芥川と未明の作品については、毎回必ず事前に熟読しておくこと。 

事後学習：授業で扱われた内容を整理し、レポート作成を進めていく。 

オフィス 

アワー 
オフィスアワーの時間は、掲示板に掲示します。２階第 17 研究室 

 



科目名 音楽と文化 担当 町田育弥 

形態 講義 単位数 ２単位 開講時期 ２年前期 

必修 
（幼）卒業：選択必修  幼免：選択必修  保育士：選択必修 

（総）卒業：選択必修  中免：選択必修  司書：－  司教：選択必修 

授業 

概要 

「音楽」という名において、人々は何を行い、何を求めようとしているのか？ 様々な立場

からの音楽観や、他分野の芸術、社会や歴史との関わりを知ることを通して、「音楽とは何

か？」を考察していく。 

到達 

目標 

受講生各自が自らの明確な音楽観をもつこと。または、人の営みにおける「音楽」の意味の

多様性を知ること。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 
「音楽」というまえに 「音楽」という言葉を自分はどう使っているのか？その言葉で示

しているコト・モノは何か？を、それぞれが考えてみる。 

2 
時間・秩序・身体感覚 音楽とはすなわち「時間の質」である、という考え方について、 

言葉や視覚を用いた様々な実験を通して解説する。 

3 とりあえずの定義-1 前２回の講義を参考に各自がとりあえず「音楽」を定義してみる。 

4 音楽に託されたもの-1  宗教、労働、遊び、教育、娯楽….etc. 人は生活上の様々な営みに

おいて「音楽」を活用してきた。それらは音楽の特質とどのよう

に関わっているのか、またそれらにおいて「音楽」←→「非音楽」

の転換がどのように行われているのか、について考察する。 

5 音楽に託されたもの-2 

6 音楽に託されたもの-3 

7 
西洋音楽史概説 古代ギリシャから現代に至る西洋音楽史をひとつのサンプルと

して、社会と音楽の関わりについて考察する。 

8 
他分野との関わり 美術、文学など、他の芸術と音楽の関わりについて、主として西

欧芸術史を概観しながら考察する。 

9 表現としての音楽-1  「創る人」は何を考えているのか？ 

10 表現としての音楽-2 「歌う人」「弾く人」「踊る人」は何を考えているのか？ 

11 表現としての音楽-3 「聴く人」は何を考え、「何を」「聴いて」いるのか？ 

12 あれやこれや見て聴いて 11回までで紹介しきれなかった音源・映像資料をまとめて紹介。 

13 とりあえずの定義-2  前 12回の講義を参考に各自が再度「音楽」を定義してみる。 

14 レポート課題提示  レポート課題の選択方法・書式等について、例を挙げて説明する。 

15 
経過報告と質疑応答 作成中のレポートについて行う。 

重要と思われる事例については全員に講義する。 

評価 

基準 

上記「到達目標」への到達度 

評価 

方法 

授業態度   ２０  ％ レポート   ８０  ％ 期末試験       ％ 

その他        ％ 

「とりあえずの定義」1,2 は小レポート。これらを各々15％、期末レポートを 50％の評価と

する。その他、授業中の質疑応答における態度や発言内容を評価する。 

教科書 特に指定しない。必要に応じてレジュメを配布する。 

参考書 授業内で逐次紹介する。 

履修条件 
講義で展開される考察は、あくまでも自身で考えるためのヒントにすぎない、と認識して授 

業にのぞみ、決して講義内容を「正しいこと」として鵜呑みにしないこと。 

授業外に

おける 

学習 

授業で紹介する書籍・音源等については、出来るかぎり実際に読む・聴くなど してみるこ

と。 

オフィス 

アワー 
掲示等で確認のこと。 

 



科目名 美術と文化 担当 吉澤 俊 

形態 講義 単位数 ２単位 開講時期 １年後期 

必修 
（幼）卒業：選択必修  幼免：選択必修  保育士：選択必修   

（総）卒業：選択必修 中免：選択必修  司書：－  司教：選択必修 

授業 

概要 

西洋および日本の美術史の流れを学ぶ事を通して、現在の「表現」に関わる概念がどのよう

に形成されてきたのかを知る。その上で、西洋文化の影響を受けながらも地域に根ざした実

践を行い、その後の美術造形教育にも大きな影響を与えた上田市出身の山本鼎の業績につい

て学ぶ。 

到達 

目標 

１．「表現」の意味について美術史の学習をもとに自分なりに考えることができるようになる 

２．山本鼎の業績と意義について理解する。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 授業ガイダンス 様々な「表現」について学ぶ（ディスカッション） 

2 現代の美術造形表現① 「カワイイ」から AIまで「表現」の意味の変容 

3 現代の美術造形表現② アール・ブリュットの意義 「生きる＝表現」とは  

4 現代の美術造形表現③ アート・プロジェクト 地域の歴史文化との関わり方 

5 現代の美術造形表現④ イタリアから学ぶ「美術と文化」 

6 描画演習① 「関係性の美学」から学ぶ 演習 (グループワーク) 

7 20世紀美術 キュビスムからボイスまで  

8 中世美術から 19世紀美術 写実の変容 「表現における上手い下手の意味」 

9 西洋美術と日本美術① 美術における「交差する視点」 ジャポニスムの影響 

10 西洋美術と日本美術② 日本における「美術」の誕生が意味するもの 

11 山本鼎の実践 西洋美術の導入と地域に根ざした「美術」の意義  

12 山本鼎の実践 山本鼎の業績 

13 山本鼎の実践 現代につながる影響力 (ディスカッション) 

14 
描画演習② 臨画と自由画の意味するもの 演習 (グループワー

ク) 

15 レポート作成・提出 「自分にとっての表現とは何か」800字程度 

評価 

基準 

１．美術史の流れをふまえ、表現の意味について自分なりに考察することができたか。 

２．山本鼎の業績と意義について理解できたか。 

評価 

方法 

授業態度   ２０  ％ レポート   ７０ ％ 期末試験        ％ 

作品１０％ 

材料費 
特になし 

 

教科書 
特になし 

 

参考書 適宜、資料を配布します。 

履修条件 
レポートは、15 回目の授業時間内で単元ごとに提出のこと。 

 

授業外に

おける 

学習 

事前に他の領域における「表現」について、可能な限り学んでくることで本講義での学びも

より深まります。 

オフィス

アワー 

オフィスアワーの時間は、掲示板に掲示します。 

 



科目名 くらしと憲法（幼教） 担当 山下潤 

形態 講義 単位数 ２単位 開講時期 ２年前期 

必修 卒業：選択必修  幼免：必修  保育士：選択必修 

授業 

概要 

日本国憲法に関する重要なトピックを概説します。そのトピックの理解を通して、憲法という

ものの全体像をつかんでください。憲法は、いままで学生のみなさんが学んだことの無い分野で、

難しいと思うかもしれませんが、そんなことはありません。講義前にテキストの該当箇所を読ん

で来てもらえば予習としてはバッチリです。講師が一方的に講義するのではなく、学生のみなさ

んと双方向で応答し合う講義をします。 

 憲法の理解を通して一緒に未来を展望しましょう。 

到達 

目標 

①「憲法とはなんですか」という質問に簡潔に答えられること 

②「立憲主義とはなんですか」という質問に簡潔に答えられること 

③憲法改正の要件について正しく答えられること 

④日本国憲法の構造を簡潔に答えられること 

⑤「私は憲法を理解している」と自信を持つこと 

 回 タイトル 内容 

授
業
計
画 

1 憲法ってなに① 憲法と法律が違うことについて理解する 

2 憲法ってなに② 日本国憲法と先進国の憲法が良く似ている理由を理解する 

3 憲法ってなに③ 憲法が世界中で必要になった理由を理解する 

4 立憲主義ってなに① 立憲主義が前提としている社会・歴史認識を理解する 

5 立憲主義ってなに② 立憲主義のルーツを理解する 

6 立憲主義ってなに③ 立憲主義から押し付け憲法論を理解する 

7 憲法各条の序列① 憲法の条文には序列があることを理解する 

8 憲法各条の序列② 憲法の条文には序列があるとされている理由を理解する 

9 憲法の人権カタログ① 表現の自由に関連する条項を概観する 

10 憲法の人権カタログ② 生命・身体の自由に関連する条項を概観する 

11 憲法の人権カタログ③ 財産権に関連する条項を概観する 

12 人権のための統治機構① 統治機構を概観する 

13 人権のための統治機構② 現行選挙制度が憲法に反するとされた最高裁判例を理解する 

14 日本国憲法改正の要件 憲法９６条の要件について理解する 

15 日本国憲法の構造 前回までの講義をおさらいして、日本国憲法の構造を理解する 

評価 

基準 

①講義の出席、②毎講義で行われる小クイズの回答及び③期末試験の結果から、到達目標の到達

度を評価する 

評価 

方法 

授業態度      ４５％ レポート        ％ 期末試験       １０％ 

その他   ４５％（毎講義での小クイズ、裁判傍聴                 ） 

教科書 

内山奈月・南野森 「憲法主義 条文には書かれていない本質」  ㈱ＰＨＰ研究所 

中村くみ子・伊藤朝日太郎「憲法ドリル」高文研 

参考書 
必要に応じて紹介する。 

履修 

条件 

①前向きに学ぶ姿勢 

②教科書は購入して下さい 

授業外に

おける 

学習 

事前に提示する教科書の該当ページを読んで講義に出席すれば予習は完ぺきです。 

第１回講義の予習箇所は、内山奈月・南野森 「憲法主義 条文には書かれていない本質」  

の１２～１７ページです。楽しく読んできてください。 

オフィス 

アワー 
①講義後に質問時間を取ります。② jnymst@gmail.com  へメール質問も可です。 

 



科目名 くらしと憲法（総文） 担当 土屋準 

形態 講義 単位数 ２単位 開講時期 ２年前期 

必修 卒業：選択必修  中免：必修  司書：－  司教：必修 

授業 

概要 

実際の裁判例を題材として、憲法が実生活でどのように機能しているかを学ぶと同時に、で

きるだけ女性の立場から、現実の問題について考える。 

到達 

目標 

社会に生起する事柄について様々な考え方が有り、それについて論理的に思考するにはどう

するかを学ぶ。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 
憲法の意味、効力、構成 日本国憲法ほか、憲法というものの意味につ

いて。 

2 日本の統治機構 立法、司法、行政の三権の関係等について。 

3 
戦争放棄（憲法９条） 憲法９条の解釈、戦力と自衛隊の存在につい

て 

4 平等（憲法 14条）（１） 婚姻と男女平等、待婚期間規定について 

5 平等（憲法 14条）（２） 非嫡出子の相続分規定について 

6 平等（憲法 14条）（３） 選挙権の平等、一票の価値の較差について 

7 表現の自由（憲法 21条）（１） プライバシーと表現の自由について 

8 表現の自由（憲法 21条）（２） ワイセツ文書と表現の自由について 

9 表現の自由（憲法 21条）（３） 報導と表現の自由について 

10 信教の自由（憲法 20条） 公的組織の宗教行事への参加について 

11 経済的自由（憲法 22条） 営業の距離制限と職業選択の自由について 

12 刑事手続の保障（１） 逮捕、拘留、捜索差押令状等について 

13 刑事手続の保障（２） 刑事裁判、刑事被告人の権利について 

14 刑事手続、裁判を受ける権利 裁判員裁判についてのビデオによる学習 

15 交通事故の責任 交通事故に関する民事、刑事、行政上の責任 

評価 

基準 

小論文式の試験を実施して、講義の内容をどの程度、理解したかを判断する。 

合わせ、授業中の発言等も加味する。 

評価 

方法 

授業態度   ２０  ％ レポート       ％ 期末試験   ８０  ％ 

その他        ％   

教科書 
必要に応じて資料を配布する。 

参考書 
必要に応じて紹介する。 

履修条件 

高校までで学ぶ公民的分野の基礎知識を有すること。 

授業外に

おける 

学習 

日頃から新聞に目を通し、憲法と関わる事例を注視すること。 

可能であれば、刑事裁判の傍聴。 

オフィス 

アワー 

講義後の時間。 

 



科目名 くらしと経済 担当 小池明 

形態 講義 単位数 ２単位 開講時期 １年後期 

必修 
（幼）卒業：選択必修  幼免：選択必修  保育士：選択必修                                  

（総）卒業：選択必修  中免：選択必修  司書：―  司教：選択必修 

授業 

概要 

自分の周辺で起きている身近な経済事象を取り上げ、その意味を理解することから発展し、経済学的な視点、

考え方を養うとともに、私生活、職業においても経済の知識、手法がどのように生かせるかを学ぶ。特に、

国、社会が経済と如何に関わっているか、経済が政治を動かし、政治が経済を動かすという社会の営為に就

いても解き明かし、主権者としての自覚、責任の意識も涵養に繋げる。 

到達 

目標 

身近な経済事象について原因、推移、延いてはそれが自らの生活にどう影響するのか、概括

的な説明ができること、更に事象によっては将来の動向について選択肢を挙げて予測もでき

る程度の経済的な物の見方を身につける。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

１
～
５ 

様々な経済活動、経済事象 

（尚、第 6 講以下の講義の順序は変更する

ことが有り得る） 

身近な経済事象の諸々を取り上げ、その意味と個別事象

間の関連性を理解し、経済活動についての概念を掴む。  

現象だけでなく、その起因した処に注目し、因果関係を”

自ら”考える。 

6 経済学、経済学史 経済学の流れ 

7 政府（国）の役割 
経済活動における様々なプレイヤーの役割 

8 企業、家計の役割 

9 税について 税に関する概括的な理解 

10 会社とは？ 会社の成り立ち、形態、活動など 

11 金融とは？ 

運用と調達 
国、会社、個人の借金やお金の使い道 

12 

13 信用、信用創造とは？ 経済活動における「信用」、「与信」とは？ 

14 投資、リスクとリターン 様々な投資活動とその評価 

15 貿易 国際間（国境越え）のもの、サービスの取引 

評価 

基準 

・経済、金融についての全般的な理解とそれを他人に説明できるか。 

・自ら経済的な事象を選択し、それについて論理的な論文にまとめられるか。 

評価 

方法 

授業態度   ５０  ％ レポート   ５０  ％ 期末試験       ％ 

その他 ・授業での討論、意見発表（小メモの提出を含む）などの参画度５０％、期末に提出するレポー

ト（自らテーマを選択し、経済学的な考察を加える）５０％とし、総合的に評価する。 

教科書 
「日本がわかる経済学」飯田泰之著（NHK出版） 

その他、適宜、経済トピックスの記事など資料を配布する。 

参考書 

・『アメリカの高校生が読んでいる経済の教科書』山岡道男・浅野忠克編著（アスペクト文

庫、648円＋税）・『思考をみがく経済学』飯田泰之著（ＮＨＫ出版 1200円+税）・その他経

済学の初歩的な入門書（特に指定しないが、体系的に一冊を読み通すことを奨める）  

履修条件 

・授業では教科書の逐一解説をするのではなく、質問も含めて受講者が積極的に発言し、活

発な討論を通して、知識や考え方を練り上げることを目標とする。従って他者の発言に真摯

に耳を傾け、且つ自らも積極的に議論に参加する姿勢が求められる。 

授業外に

おける 

学習 

・毎回の講義のテーマについて必ず事前に知識を持って臨むこと（必ずしも深い知識は要求しない）。

教科書は関連箇所を事前に読んでおくこと。インターネットなどで知識を仕込むことも大いに奨励す

る。・普段からできるだけ新聞に目を通し、世の中で今起きていることに興味と関心を持ち続けてほし

い。そしてそれが自らの生活（将来も含めて）にどう関わるのかを関連づける癖をつけてほしい。 

・授業では、かみ砕いて時々のトピックスもとりあげ、それが私たちの生活にどう関わってくるのか

を皆で討論しながら理解に結びつけるようにしたい（難解な数式は用いない。） 

オフィス 

アワー 
講義日は原則、終日短大執務室に在席しています。Mail Address： a-m-koike@uedawjc.ac.jp 

 



科目名 福祉とコミュニケーション 担当 市東賢二 

形態 講義 単位数 ２単位 開講時期 １年前期 

必修 （幼）卒業：選択必修  幼免：選択必修  保育士：選択必修 

（総）卒業：選択必修  中免：選択必修  司書：－  司教：選択必修 

授業 

概要 

 この講義では、対人関係(inter-personal relationship)を原理的に捉え、人間が関係的

に生きていることを存在論的に捉えかえす。その上で社会を生きる人間への援助とそこでの

コミュニケーションを学ぶ。 

到達 

目標 

・人間の生きられる関係性を理解し、 

・対人援助やコミュニケーションの意味を理解した上で、 

・人間が社会的に生きることを理解し、そのことに対して自分の意見を述べることができる。 

 回 タイトル 内容 

授
業
計
画 

1 人間へのかかわり 人間関係の意味と人と人のかかわりについて概説する。 

2 人間存在と人間関係 関係的存在としての人間について説明する。 

3 人間関係の発達 人間の生物的側面と関係的側面について説明する。 

4 人間の世界と態度 世界‐内‐存在としての人間の意味を説明する。 

5 
コミュニケーションと人間

関係 
コミュニケーションの意味と人間関係のかかわりを説明する。 

6 
コミュニケーションの技術

と対人的専門性 
対人援助とコミュニケーション技術のかかわりについて説明す

る。 

7 老化とその人間関係的影響 人間の生きる意味と老化について説明する。 

8 障碍とその人間関係的影響 人間の生きる意味と障碍について説明する。 

9 高齢者、障碍者への対応 不自由さとしての老化・障碍の意味を考察する。 

10 さまざまな心理的援助法 不自由さへの対応としてのカウンセリングについて説明する。 

11 社会福祉的援助の実際① ケアワークとケースワークについて説明する。 

12 社会福祉的援助の実際② ソーシャル・ケース・ワークについて説明する。 

13 社会福祉的援助の実際③ グループワークとコミュニティワークについて説明する。 

14 対人援助の倫理 人にかかわることと倫理のかかわりを考察する。 

15 
福祉とコミュニケーション 社会福祉的態度とコミュニケーションの意味について考察す

る。 

評価 

基準 

・人間の生きられる関係性の意味を理解していること。 

・対人援助やコミュニケーションの意味を理解していること。 

・人間が社会的に生きることを理解していること。 

これらに対して自分の意見を述べることができることが「可」の基準である。 

評価 

方法 

授業態度        ％ レポート        ％ 期末試験         ％ 

その他     ％（                                ） 

教科書 必要に応じてプリント等を配布する。 

参考書 
『自由からの逃走』Fromm,E. 日高六郎訳 紀伊國屋書店 1965 

『夜と霧』Frankl,V.E. 池田香代子訳 みすず書房 2002 

履修 

条件 

本講義を受講するにあたって必要となる基礎知識を有すること。 

授業外に

おける 

学習 

事前学習：授業計画で示された事項について、日常的に好奇心をもち、読書（教科書関連箇所含

む）や友人との討議の機会をつくり思考を深めること。 

事後学習：授業で扱われた事項に関する学びと自己の課題を考察すること。 

オフィス 

アワー 

  3 階第 9 研究室 citeaux@uedawjc.ac.jp 

 



科目名 グローバル・コミュニケーション 担当 小池明 

形態 講義 単位数 ２単位 開講時期 ２年前期 

必修 
（幼）卒業：選択必修  幼免：選択必修  保育士：選択必修 

（総）卒業：選択必修  中免：選択必修  司書：－  司教：選択必修 

授業 

概要 

誰とでも、或いはどの様な組織、集団とでも深いコミュニケーションが成立するためには相手方の考え方、行動様式などを知る必要

がある。換言すると自分以外の文化を理解することが大前提と言える。異文化を意識するのは必ずしも国を異にする場合だけでは

ない。自らのごく近い周囲にも異文化問題は存在する。異なる文化間で交流が成り立つためには相互が彼我の違い、同質性など

を理解することが肝要であり、その前提としてまず自らを知ることが大切である。一方、自らを知るためには異文化と対照することも

有益であり、合わせ鏡のように向き合い、対比することで彼我の文化それぞれへの理解も進むであろう。本講では様々な文献や

Topics を取り上げ、クラスでの議論を通して異文化への理解と交流を円滑にする方法を学ぶことを目標とする。 

到達 

目標 

講義で取り上げた国や地域の社会、文化、慣習などを理解し、現在の様々な国際問題の背景などにも理解が及ぶこと、次

いでそのようなアプローチ、手法を通して国際間のコミュニケーションスキルを上達させることをゴールとする。併せて、

日本文化への洞察を深める効果も挙げたい。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 そもそも文化とは？  『異文化コミュニケーション』第１章 

2 Identity とは何か？ 同上 

３
～
６ 

文化の違い、異文化への認識、異文化適応に

就いて考える 
同書 第２章～第４章 

7 世界の価値観を理解する 同書 第５章 

8 非言語コミュニケーションに就いて 同書 第６章 

9 自分なりのコミュニケーションとは？ 同書 第７章 

10 
ナショナリズムとグローバリズム 文献、資料を事前に配布する 

11 

12
～
14 

各自のプレゼンテーションと、それに就いて

の討論 

受講者数にもよるが、各自テーマを選び、５～１０分程度

の発表を行い、クラスにて討論を行う。 

15 まとめ  

評価 

基準 

・自らが依拠する「日本文化」に就いて自らの概念を確立し、それを論理的に他者に解説できるか。 ・他者、いわゆる

「異文化」との違いを把握、そのうえで相互理解と意思疎通を深化させる方策、関係づくりに就いて提案できるか。 ・

自ら異文化交流、意思疎通に関連する事象、題材を選択し論理的な論文にまとめることができるか。 

評価 

方法 

授業態度   ５０  ％ レポート   ５０  ％ その他     ％ 

・講義の開始時に小メモの提出がある。 ・期末試験に代えてレポートを課す。 

・授業での討論、意見発表（小論文の提出を含む）などの参画度５０％、期末に提出するレポート（自らテーマを選択）

５０％とし、総合的に評価する。 

教科書 『多文化共生のための異文化コミュニケーション』原沢伊都夫著（明石書店）その他、適宜資料を配布します。 

参考書 

・『THE MEANING OF INTERNATIONALIZATION 真の国際化とは』（日英対訳）Ｅ・ライシャワー著  

・『日本人とユダヤ人』山本七平著 ・『菊と刀』Ｒ・ベネディクト著 etc 

その他各自で関連文献を探されたい（授業で紹介することを歓迎する） 

履修条件 

・授業では教科書の逐一解説をするのではなく、質問も含めて受講者が積極的に発言し、活発な討論を通して、知識や考

え方を練り上げることを目標とする。従って他者の発言に真摯に耳を傾け、且つ自らも積極的に議論に参加する姿勢が求

められる。 

授業外に

おける 

学習 

・毎回の講義のテーマについて必ず事前に知識を持って臨むこと（必ずしも深い知識は要求しない）。・教科書は必ず関連

箇所を事前に読んで講義に臨まれたい。インターネットの活用も大いに奨励する。・普段からできるだけ新聞に目を通し、

世の中で今起きていることに興味と関心を持ち続けてほしい。そしてそれが自らの生活（将来も含めて）にどう関わるの

かを関連づける癖をつけてほしい。・授業ではかみ砕いて時々のトピックスもとりあげ、それが私たちの生活にどう関わ

ってくるのかを皆で討論しながら理解に結びつけるようにしたい。 

オフィス 

アワー 
講義日は原則、終日短大執務室に在席しています。 Mail Address： a-m-koike@uedawjc.ac.jp 

 



科目名 人間と自然環境 担当 平林公男 

形態 講義 単位数 ２単位 開講時期 １年前期 

必修 (幼)卒業：選択必修  幼免：選択必修  保育士：選択必修 

(総) 卒業：選択必修  中免:選択必修  司書：―  司教：選択必修 

授業 

概要 

どんなに小さな生物にも命があり、生活があり、子孫を残す営みがある。生き物のこと、生き物

と環境のこと、生き物同士のつながりのこと、などを積極的に学び、豊かな人間性をもつ社会人

に成長してほしい。そのために、「気づきの生物学／生態学」を学ぶ。生き物を見る目を養うこ

とを目標とし、生き物同士の関わり、生き物とヒトとの関わりについて、再認識し、理解する。 

到達 

目標 

身近な生物について名前を調べることができ、そのフェノロジー(生物季節：季節的に起こる自

然界の動植物が示す諸現象、および気象との関連)について概要を説明できる。 

 回 タイトル 内容 

授
業
計
画 

1 生物、環境とは何か① 環境とは、環境と生物の相互作用。(教科書 P32) 

2 生物、環境とは何か② 植物と動物の違い ほか。(教科書 P38) 

3 生物の名前の付け方① 生物の分類、種とは何か 名前の付け方 ほか。 

4 生物の名前の付け方② 図鑑の使い方を身につける、図鑑の構成 ほか。 

5 生態的地位、自然選択とは 生き物のニッチ。自然選択と進化 ほか。(教科書 P34、36) 

6 植物の生存戦略と遷移① 植物の生き残るための戦略 ほか。(教科書 P42、44) 

7 植物の生存戦略と遷移② 植生の遷移と環境保全 ほか。(教科書 P46、52、54、58) 

8 植物と光 光を求める、種子と発芽条件 ほか。(教科書 P62、64、66) 

9 動物と温度 動物の温度適応 ほか。(教科書 P68) 

10 動物と植物の共生① 共生関係が豊かにした生態系 ほか。(教科書 P70、76、74) 

11 動物と植物の共生② 種子を運ぶアリ ほか。(教科書 P78、80、86)  

12 微生物と動植物 植物と微生物の共生、動物と微生物の共生。(教科書 P72、88、90) 

13 生態系をつなぐ生物 トンボ、ウナギ、マガンを例に。(教科書 P94、96、98) 

14 人間と自然環境① 生態系とヒト。カエルの受難。(教科書 P118、120、122、126、128) 

15 人間と自然環境② 外来生物、生態系サービス。(教科書 P136、138、140、142、144) 

評価 

基準 

・生き物の名前を調べることができるか（図鑑の構成が理解できているか）。 

・季節的に起こる自然界の動植物が示す諸現象、および気象との関連について、代表的な事例を

挙げて説明できるか。 

・身近な生き物の生活の仕方や生き物が自分を守るための仕組みなどについて、事例を挙げて説 

明できるか。 

評価 

方法 

授業態度   10    ％ レポート   10    ％ 期末試験  70      ％ 

その他    10    ％（ノート：自主学習の状況） 

教科書 『新版 絵でわかる生態系の仕組み』鷲谷いづみ著／講談社 

参考書 
『生物と環境―ヒトと自然を考えるために』新井編著／学術図書出版社 

『応用生物学入門』平林・白井編／オーム社 

履修 

条件 

生き物に興味がある人。自然環境に興味や関心のある人。自分で図鑑を使って生き物の名前を調

べたいと思っている人。 

授業外に

おける 

学習 

シラバスにしたがって、講義の前には教科書の該当部分に目を通し、わからないことを整理して

おくこと。また、講義終了後に、わからなかったことが解決できているかを確認すること。 

オフィス 

アワー 

講義開始前、講義終了後に適宜受け付ける。毎週水曜日 12:30-12:50 に講師控え室においても受

け付ける。メール（kimio@shinshu-u.ac.jp）においても随時、受け付ける。 

 

mailto:kimio@shinshu-u.ac.jp


科目名 生命の科学 担当 中垣雅雄 

形態 講義 単位数 ２単位 開講時期 ２年前期 

必修 
（幼）卒業：選択必修  幼免：選択必修 保育士：選択必修   

（総）卒業：選択必修  中免：選択必修  司書：－  司教：選択必修 

授業 

概要 

21世紀は、バイオの時代。新聞やテレビのニュースで、人間の成長、健康、病気から地球の

生態系に至る生命科学的な話題が毎日のように報じられる。これらの話題を正しく理解する

には、生命科学に関する科学リテラシーの向上が必要。この科学リテラシーの向上が、本授

業の目標である。 

到達 

目標 

保育・教育者として、一般社会人として理解しておくべき生命観を身につける。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 ガイダンスと導入 「生命の科学」とは何かについて概説する。 

2 遺伝とは？ 遺伝という現象について説明する。 

3 遺伝の法則 遺伝の法則を説明する。 

4 遺伝と遺伝子 遺伝と遺伝子の関係を説明する。 

5 遺伝病とは？ 遺伝病の種類と特徴を解説する。 

6 
双子と遺伝 遺伝現象を明らかにする上で行われた双子研究に

ついて紹介する。 

7 遺伝と性決定 性決定のしくみを説明する。 

8 血液型とは？ 血液型の生命科学について説明する。 

9 血液型の不思議 興味ある血液型の話題を紹介する。 

10 
血液型と性格 世間で話題になる血液型と性格の関係の真偽につ

いて説明する。 

11 血液型と輸血 輸血の際に必要な血液型の知識を説明する。 

12 
DNA･遺伝子･染色体・ゲノムのしくみ DNA･遺伝子･染色体･ゲノムについて分かりやすく

解説する。 

13 ゲノムの周辺･ゲノムのビジネス ゲノムビジネスなどの話題を紹介する。 

14 バイオ技術とは？ バイオ技術の最前線について説明する。 

15 バイオ技術の恩恵と問題点 バイオ技術の恩恵と問題点について考える。 

評価 

基準 

期末試験では、｢授業目標｣で設定した目標への到達度を計る問題を出題し、その到達度を評

価する。 

評価 

方法 

授業態度   ２０  ％ レポート       ％ 期末試験   ８０  ％ 

その他        ％ 

教科書 
特に使用しない。 

参考書 
必要に応じて指示する。 

履修条件 
本講義を受講するにあたって必要となる基礎知識を有すること。 

授業外に

おける 

学習 

授業時に提示する課題をその都度きちんと理解し、わからない個所は調べておくこと。 

オフィス 

アワー 

学生支援課を通して確認のこと。 

 



科目名 こころの科学 担当 上原貴夫 

形態 講義 単位数 ２単位 開講時期 １年後期 

必修 （幼）卒業：選択必修 幼免：選択必修 保育士：選択必修 

（総）卒業：選択必修 中免：選択必修 司書：－ 司教：選択必修 

授業 

概要 

｢こころ｣が持つさまざまな役割と共に、適応やストレスなどの過程におけるこころのメカニズム

について学ぶ。 

災害時など、非日常におけるこころなどについて学んでいく。 

また、長寿化・高齢化する社会における課題として、人間の一生涯におけるこころの変容につい

て加齢（エイジング）の観点から学んでいく。 

到達 

目標 

こころのメカニズムについて理解すると共に、ストレスやパニックなどに対処できるための知識

を身につける。職場での適応など今日的な課題に対する知識を深める。 

 回 タイトル 内容 

授
業
計
画 

1 こころとは何か 「こころ」の不思議について、探る。 

2 こころの誕生 心はどこから生まれるか。心の発生を霊長類などとの比較で説明。 

3 こころと感情 人間らしい感情の発生とこころについて学ぶ。 

4 こころと体 こころと身体が持つ相互的な影響について学ぶ。 

5 こころが分かる こころの理解について、そのメカニズムを知る。 

6 自分のこころ、相手の心 互いにわかり合う｢こころ｣について 

7 
こころと仕事 仕事へのモチベーションと「こころ」や、仕事とストレスなど、

仕事との関わりにあらわれるこころの変容について理解する。 

8 適応とこころ① 友達関係における適応とこころについて学ぶ。 

9 適応とこころ② 職場における適応とこころの変化および対処について学ぶ。 

10 危機とこころ① 災害やパニックと「こころ」について理解する。 

11 危機とこころ② 阪神淡路大震災、東日本大震災など事例を通して学ぶ。 

12 
自分を守る 命の大切さとこころが持つ「自分を守る」メカニズムについて学

ぶ。 

13 互いを守る 人が持つ愛他的行動など「互いを守る」メカニズムについて学ぶ。 

14 人の生き方と人のこころ① 人の生涯の進行、加齢、老齢化などと｢こころ｣について理解する。 

15 人の生き方と人のこころ② 人間の一生涯において「こころ｣が果たす役割について理解する。 

評価 

基準 

みずから考え、卑見・発表など含めみずから表現できることを基準とします。積極的に授業に臨

んで下さい。 

評価 

方法 

授業態度     20  ％ レポート    10   ％ 期末試験  60      ％ 

その他  10  ％（ 意見・発表など。                       ） 

教科書 
『心理学』村山貞雄・三浦武編 学術図書出版 

参考書 

資料なども含め、随時紹介していく。 

履修 

条件 

授業において積極的に意見や考えを発表するこころ構えを持って下さい。 

また、ボランティアやインターシップなどの場面も含め、積極的に社会に関わる気持ちを持って

授業に望んで下さい。 

授業外に

おける 

学習 

日常生活において関心を持った出来事についてみずから調べ学習をして下さい。 

オフィス 

アワー 

掲示板において、掲示で示していく。 

 



科目名 くらしの科学 担当 中垣雅雄 

形態 講義 単位数 ２単位 開講時期 ２年前期 

必修 
（幼）卒業：選択必修  幼免：選択必修  保育士：選択必修 

（総）卒業：選択必修 中免：選択必修 司書：－  司教：選択必修 

授業 

概要 

家事を楽にするマメ知識、食べもの、文房具、家電など身の回りのふしぎなど、知って得す

る暮らしのネタを紹介しつつ、炊事・掃除・洗濯といった日々の暮らしに役立つ科学を学ぶ。

あたりまえを疑うことから、科学との付き合いは始まる。問題を解決するのに必要な科学と

は何かを学ぶ。 

到達 

目標 

くらしの中の現象を科学的に説明できる。 

聡明な保育者・社会人として、問題解決や社会対応に必要となる科学的判断能力を身につける。 

 回 タイトル 内容 

授
業
計
画 

1 くらしの科学とは？ 授業のイントロダクション 

2 食生活 食物成分と栄養バランス、調理加工、食生活の安全性 

3 衣生活 被服の機能、被服の原材料および品質表示 

4 住生活 住まいの文化、生活の変容と新しい住文化 

5 消費生活 食品、衣料品、化粧品、家庭用品の消費問題 

6 食の科学 1 科学的に正しい調理のコツ 

7 食の科学 2 塩・砂糖の科学、ふくらむ・かたまる・とろみ・ねばねばの科学 

8 食の科学 3 ご飯・小麦粉・野菜・たまごの科学 

9 食の科学 4 おばあちゃんの知恵、食品保存の科学 

10 衣の科学 繊維の種類と取扱、洗濯・シミぬきの知恵 

11 くらしの中の科学 1 科学的に正しい家事をこなすコツ、キッチンを使いこなすコツ 

12 くらしの中の科学 2 科学的に正しい住まいの掃除と手入れのコツ 

13 くらしの中の科学 3 家電（冷蔵庫・電子レンジ・IH調理器など）のしくみ 

14 胎児と育児の科学 つわり、母乳、スキンシップ、刺激と脳の発達、男女差、学習 

15 化粧と美肌の科学 化粧品の今昔、紫外線対策、肌トラブルのしくみ 

評価 

基準 

期末試験で、「到達目標」で設定した目標への到達度を測る問題を出題し、その到達度を評

価する。 

評価 

方法 

授業態度   ２０   ％ レポート        ％ 期末試験    ８０   ％ 

その他         ％ 

教科書 
使用しない。 

参考書 
講義の中で、必要に応じて紹介する。 

履修条件 
本講義を受講するにあたって必要となる基礎知識を有すること。 

授業外に

おける 

学習 

授業時に提示する課題をその都度きちんと理解し、わからない箇所は調べておくこと。 

オフィス 

アワー 

学生支援課を通して確認のこと。 

 



科目名 情報の科学 担当 久保田賢二 

形態 講義 単位数 ２単位 開講時期 ２年後期 

必修 
（幼）卒業：選択必修  幼免：選択必修  保育士：選択必修 

（総）卒業：選択必修  中免：選択必修  司書：－  司教：選択必修 

授業 

概要 

情報化社会といわれる現今、日常生活の中でコンピュータやネットワークが果たす役割はま

すます大きくなっている。本授業では、ワープロソフトや表計算ソフトなどの操作方法を学

ぶのではなく、カードを使ったり、体を動かしたり、みんなと話し合いをしたりなど自分の

体験を通じてコンピュータや通信の仕組みや原理を理解する。 

到達 

目標 

自分で考えて答えを見つける主体的な学びにより、コンピュータと通信の本質的な仕組みや

その中にある原理を理解することを目標とする。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 授業ガイダンス・数値の表現 授業の概要、2進数で数値を表す 

2 文字の表現 ２進数で文字を表す原理 

3 画像の表現 ２進数で画像を表す原理 

4 テキスト圧縮 テキストを圧縮する原理 

5 宝島 有限状態オートマトン 

6 カード交換の手品 誤り検出と訂正の原理 

7 戦艦ゲーム 探索アルゴリズムについて 

8 ハノイの塔 再帰呼び出し 

9 みかんゲーム ルーティングとデッドロック 

10 整列アルゴリズム 整列アルゴリズムについて 

11 20 の扉 情報理論 

12 暗号 1 共通鍵暗号方式 

13 暗号 2 公開鍵暗号方式 

14 出発進行 プログラミングとは 

15 まとめ 復習とまとめ 

評価 

基準 

① コンピュータの仕組みや原理を習得していること。 

② 授業内容の要約・感想等を毎回「リアクション・ペーパー」に記入し、提出しているこ

と。 

評価 

方法 

授業態度   １０  ％ レポート     ％ 期末試験   ７０   ％ 

その他    ２０  ％（ 小テスト・課題等 ） 

教科書 
使用しない 

参考書 

「コンピュータを使わない情報教育 アンプラグドコンピュータサイエンス」 

Tim Bell,Ian H.Witten and Mike Fellows 著  兼宗 進 監訳  イーテキスト研究所 

Web サイト「コンピュータサイエンスアンプラグド」（http://csunplugged.jp/）を参照して

ください。 

履修条件 

情報処理や通信の現状に関心を持っていること。 

（実技科目ではありませんので、パソコンが苦手な人でも履修には全く問題ありません。関

心のある人は積極的に履修してください。） 

授業外に 

おける 

学習 

毎回の予・復習をきちんと行なうこと。 

 

オフィス

アワー 

学生支援課を通して確認のこと。 

 

 

http://csunplugged.jp/


科目名 英語 I 担当 中澤 士郎 

形態 演習 単位数 １単位 開講時期 （総）１年前期 

必修 （総）卒業：選択必修  中免：－  司書：－  司教：－ 

授業 

概要 

 英文の音読を通して、英語の基本的な構造を理解するとともに、単語の発音、語い、文法、

会話表現、基本的読解などの演習を行う。 

Reading, Writing, Listening, Speaking の 4技能をバランスよく習熟することにより、英

語表現の基礎を身に付けることを目標とする。 

到達 

目標 

・Reading, Writing, Listening, Speaking の 4 技能をバランスよく習熟すること 

・単語の発音の基本的ルールを理解すること 

・英文の音読による基本的な英語表現の習熟を目指す。 

・英語に親しみ日常的な会話表現やリスニングの基礎を身に付ける。 

 回 タイトル 内容 

授
業
計
画 

1 
Introduction  

Unit 1 

演習計画と講座の進め方、および評価について 

Welcome to Vancouver (be 動詞) 

2 Unit 2 Ryo Loves San Francisco (一般動詞現在形) 

3 Unit 3 A British City in Canada (代名詞) 

4 Unit 4 L. A. Style (進行形) 

5 Unit 5 The Canadian Rockies (時と場所を表す前置詞) 

6 Unit 6 The Grand Canyon (可算名詞・不可算名詞) 

7 Unit 7 T. O. --- Toronto, Ontario (一般動詞過去形) 

8 Unit 8 Big Texas (疑問詞) 

9 Unit 9 Ottawa --- The Capital (接続詞)  

10 Unit 10 Funky New Orleans (動名詞・不定詞) 

11 Unit 11 Charming Quebec City (未来形) 

12 Unit 12 Florida Sunshine (現在完了形) 

13 Unit 13 A Taste of P.E.I. (比較級・最上級) 

14 Unit 14 N.Y.C. --- The Big Apple (助動詞) 

15 Unit 15 Niagara Falls (受動態) 

評価 

基準 

・語句の意味を理解した Phrase reading ができているか。 

・基本的な英文の構造を理解した上で英語の４技能(R,W,L,S)の習熟に努力したか。 

・異文化や言語表現の多様性に対する興味関心を持てたか。 

評価 

方法 

授業態度    10  ％ 確認テスト  10 ％ 期末試験  70  ％ 

その他   10 ％（グループワーク、ペアワークへの参加意欲、学びあいへの取り組み） 

教科書 『English Missions! Starter』（KINSEIDO）（1,800円＋税） 

参考書 英和辞典または電子辞書、（必要に応じて参考資料配布） 

履修 

条件 

言語文化に対する興味関心があること。予習・復習によって演習の理解を深めること。 

英文、単語の音読は必ず行いたい。 

授業外に 

おける   

学習 
CD,ダウンロード音源等により学習予定範囲の音読を可能な限りして参加してほしい。 

オフィス 

アワー 
授業前後に教室または講師室にて。または、学生支援課に連絡をしてください。 

 



科目名 英語Ⅱ 担当 中澤 士郎 

形態 演習 単位数 １単位 開講時期 （総）１年後期 

必修 （総）卒業：選択必修  中免：－  司書：－  司教：－ 

授業 

概要 

 英文の音読を重視する。複数の音読活動をとおして、英語の基本的な構造を理解するとともに、

単語の発音、語句や文章構造を意識しながら演習を進める。演習をとおして相手に伝わる英語の

読み方の習熟に努める。 

音読から発展して、Retelling 活動へつなげることによって、発信型の英語表現の基礎を身に

付けることを目標とする。 

到達 

目標 

・単語の発音、さらに英語らしい音の連結や意味の固まりごとの語句の音読に習熟すること。 

・文中の語句の句切れを理解しながらイントネーションや息継ぎを意識した Phrase reading に

慣れながら音読に習熟すること。 

・英語に親しむとともに日本語の文構造との違いを意識しながら英語表現の基礎を習得する。 

 回 タイトル 内容 

授
業
計
画 

1 
Introduction 

Unit 1 

演習計画と講座の進め方、および評価について 

There Is More Than One Way to Be a Leader 

2 Unit 2 A cool Response to Food Waste 

3 Unit 3 Haiku --- Having Fun with Words and Ideas 

4 Unit 4 Could Your Face Cost You Your Privacy? 

5 Unit 5 Russia’s City of the East 

6 Unit 6 The Healing Power of Music 

7 Unit 7 Looking at Life through the Eyes of a Cat 

8 Unit 8 Designing Solutions to Everyday Problems 

9 Unit 9 Currying Favor in Britain and Japan 

10 Unit 10 Interacting with Others in a Globalized World 

11 Unit 11 The Tragedy of Rana Plaza 

12 Unit 12 The Age of Innocence 

13 Unit 13 Kiribati: A Paradise on Earth---But for How Much Longer? 

14 Unit 14 Two Great Painters… and a Stormy Friendship 

15 Unit 15 What’s in a Name? 

評価 

基準 

・多彩な音読活動に参加できたか。 

・語句の意味を理解した Phrase reading ができているか。 

・表情豊かな英語らしい音読をとおして Retelling（再話）活動に繋げることができたか。 

・異文化や言語表現の多様性に対する興味関心があるか。 

評価 

方法 

授業態度    10  ％ 確認テ

ス ト  

20 ％ 

期末試験 70  ％ 

その他    ％（            ） 

教科書 Pleasure in Reading Aloud and Retelling (KINSEIDO) 

参考書 英和辞典、電子辞書、必要に応じて参考資料を配布 

履修 

条件 

・予習では演習予定の範囲を可能な限り音読しておくこと。 

・電子辞書等を有効に使い、英和、和英、あるいは他の言語との比較対象に努めること。 

・音読活動や対話活動におけるペアワークに積極的に参加すること。 

授業外に   

おける      

学習 

CD、ダウンロード音源等を使い、学習予定範囲の音読を可能な限りして参加してほしい。 

オフィス 

アワー 
授業前後に教室または講師室にて。または、学生支援課に連絡をしてください。 

 



科目名 英会話Ⅰ 担当 ミルズ エドワード 

形態 演習 単位数 １単位 開講時期 （幼）１年前期（総）２年前期 

必修 
（幼）卒業：選択必修  幼免：選択必修  保育士：選択必修 

（総）卒業：選択必修  中免：選択必修  司書：－  司教：選択必修 

授業 

概要 

この講義のねらいは、学生達が、英語を学ぶことは恐れることではなく、楽しいということ

を体験してもらうことにあります。 

到達 

目標 

英会話の基本が理解でき聴くこと・話すこと・読むこと・書くことができるようになる。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 
Family（家族） This class will discuss family relationships, such as who is your mother's brother. Students will 

then discuss their family with the class, as well as with friends. 

2 
Food（食事） This class will discuss food from around the world, and what it means in English. After the 

discussion, students will create a menu for a fictitious restaurant. 

3 
Time（時間） Students will discuss various aspects of their lives which relate to time, such as how old they 

are, how long it takes to get to school, and how many hours they study every day. This will be 

followed by a question and answer segment with the class and friends. 

4 
House and Home 

（家と家族） 

There will be a lecture on differences between house and home, coupled with different parts of 

houses in different parts of the world. This will be followed up with a question and answer 

segment with both the class and friends. 

5 
Music（音楽） There will be a discussion of music, followed up with a question and answer session with both 

the class and friends. 

6 
Transportation 

（交通機関） 

There will be a discussion of the various forms of transportation, followed by a question and 

answer segment with both the class and friends. 

7 
Sports 

（スポーツ） 

Students will each provide a different sport for a student-generated list, then a sports related 

quiz based on the sports that the students provided. This will be followed by a question and 

answer segment with both the class and friends. 

8 
Numbers（数） A brief discussion on counting will be given, followed by a question and answer segment with 

both class and friends. 

9 
Best Friends 

（親友） 

A discussion of the teacher's best friends, followed by a question and answer segment with 

both class and friends. 

10 
TV（テレビ） A discussion on the television viewing habits of students, followed by a question and answer 

segment with both class and friends. 

11 
Work（仕事） Students will create a list of various jobs, which will be added to by the teacher, along with a 

short lecture on gender-neutral job titles. This will be followed with a question and answer 

segment. 

12 
Vacation（休暇） There will be a discussion on vacations the teacher has taken, along with tips on how to enjoy 

a safe vacation. This will be followed with a question and answer segment. 

13 
School（学校） Students will be asked questions about both positive and negative aspects of various schools 

they have attended. This will be followed with a question and answer segment between teacher 

and friends.  

14 
Movies（映画） Students will make a list of movies they like, and reasons why they like them. A short 

discussion will follow on the different types of movies such as action, drama, romance, and 

comedy. This will be followed with a question and answer segment. 

15 まとめ Review of previous lessons to prepare for the mid-term examination 

評価 

基準 

「話すこと」を中心に、意欲的に授業に参加していること。 

評価 

方法 

授業態度   ２０  ％ レポート       ％ 期末試験   ８０  ％ 

その他        ％ 

教科書 『TOPICTALK』(FELPress) 

参考書 必要に応じて紹介する。 

履修条件 自分自身の英語力・英会話力を冷静に見つめ、学ぶべき課題を明らかにしていること。 

授業外に

おける 

学習 

間違いを恐れず、英語を単なる退屈な教科というのではなく、コミュニケーションのための

手段として、認識し、毎回、確実に予・復習を進めること。 

オフィス

アワー 
学生支援課を通して確認のこと。 

 



科目名 英会話 I 担当 ディアコネスク ミハエラ 

形態 演習 単位数 1単位 開講時期 （幼）1年前期 （総）2年前期 

必修 （幼）卒業：選択必修  幼免：選択必修  保育士：選択必修 

（総）卒業：選択必修  中免：選択必修  司書：―  司教：選択必修 

授業 

概要 
この講座を楽しながら、英語でのコミュニケーションスキルを高める。 

到達 

目標 
自然な英語で表現ができるようになる 

 回 タイトル 内容 

授
業
計
画 

1 
The Importance of English 

英語の大切さ   

Understanding the benefits of knowing English 

2 
I Love Junk Food 
ジャンクフードが大好きです! 

Eating Habits 

3 
What Is Junk Food? 
ジャンクフードは何ですか。 

Knowledge Helps Us Make the Right Choice 

4 
A New Member 

新しいメンバー 

The Right Person to Join Our Band 

5 
Singer Wanted 

歌手が募集中 

How We Can Find the People We Need 

6 
Help! 

助けて! 

Talking About Surprises 

7 
Elvis and Me 

エルヴィスと私 

Introducing Your Favorite Singer 

8 
Pets 

ペット 

Caring for Pets as a Part-Time Job 

9 
A Girl with a Monkey 
モンキーと一緒散歩する女の

子 

Unusual Pets 

10 

Have You Ever Seen a UFO? 

ユーフォーを見たことがあ

りますか。 

Talking About Strange Experiences  

11 
Were They UFOs? 
あれらはユーフォーですか。 

Considering the Limitations of Our Understanding 

12 
Online Shopping 

オンラインショッピング 

The Impact of Online Shopping 

13 

Let’s Do Online Shopping! 

オンラインショッピングを

やってみよう！ 

Trying Something New Is Fun 

14 
In a Soba Shop 

そば屋さんで 

Restaurants Around the World 

15 
Traditional Customs 

伝統的な習慣 

Can Lucky Charms Really Help Us? 

評価 

基準 
できるだけ英語を使って、積極的に授業に参加する。 

評価 

方法 

授業態度 ８０％    ％ レポート ２０ ％ 期末試験         ％ 

その他     ％（                                ） 

教科書 English  Quest   Kirihara Shoten 

参考書 特になし 

履修 

条件 
英語が得意、好きであること。 

授業外に

おける 

学習 
アプリで演習する。簡単に英語で日記を書いてみること。 

オフィス 

アワー 
火曜 1 限 

 



科目名 英会話Ⅱ 担当 ミルズ エドワード 

形態 演習 単位数 １単位 開講時期 （幼）１年後期（総）２年後期 

必修 
（幼）卒業：選択必修  幼免：選択必修  保育士：選択必修 

（総）卒業：選択必修  中免：選択必修  司書：－  司教：選択必修 

授業 

概要 

この講義のねらいは、学生達が、英語を学ぶことは恐れることではなく、楽しいということ

を体験してもらうことにあります。 

到達 

目標 

英会話の基本が理解でき、より高度に聴くこと・話すこと・読むこと・書くことができるよ

うになる。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 
Money（お金） A short lecture on the various kinds of currency such as fiat and gold currency. This will be 

followed by a question and answer segment, along with student generated questions 

concerning the topic. 

2 
Restaurants 

（レストラン） 

There will be a lecture on restaurants focusing primarily on restaurant etiquette such as how 

to tip. This will be followed by a question and answer segment, along with student generated 

questions concerning the topic. 

3 
Animals（動物） Students will produce a list of animals they know. The teacher will then give a quiz using the 

student-generated list with questions such as "which one of these animals walks on four 

legs, is very large, and has a long nose called a trunk?" 

4 
Shopping（買い物） There will be a short lecture on shopping habits around the world, such as how to make 

deals, get lower prices, and ways in which marketing tactics work. This will be followed with 

a question and answer segment. 

5 
Health and Fitness 

（健康と病気） 

There will be a short discussion on what constitutes healthy and unhealthy lifestyles. This 

will be followed with a question and answer segment. 

6 
Fashion 

（ファッション） 

A discussion on fashion between students and teacher, and different fashions, both 

historical and global. This will be followed with a question and answer segment. 

7 
Travel（旅行） Students will create a list of countries they would like to visit. The teacher will then discuss 

various ways to have a safe time visiting foreign countries, along with various cultural 

differences around the world. This will be followed with a question and answer segment. 

8 
Books, Magazines, 

and Newspapers 

（本、雑誌、新聞） 

There will be a short discussion on various forms of written media, along with the pros and 

cons associated with each. This will be followed with a question and answer segment. 

9 
Sickness（病気） There will be a discussion on how to avoid getting sick, followed with a question and answer 

segment between the teacher and students. 

10 
Holidays（休日） There will be a lecture on different American holidays such as Christmas, Halloween, and 

Thanksgiving. This will be followed with a question and answer segment using both prepared 

questions as well as student generated questions. 

11 
Fears（怖いこと） A class discussion of various fears that we have, followed with a short lecture on some of the 

latin terms for their fears such as claustrophobia, as well as rarer fears such as monophobia 

(the fear of dirt). This will be followed with a question and answer segment. 

12 
Dating（デート） After a brief lecture on dating practices in other parts of the world, there will be a class 

discussion on dating in Japan. This will be followed with a question and answer segment. 

13 
Marriage（結婚） After a lecture on various aspects of marriage, including the teacher's own 20 year marriage 

to a Japanese lady, the students will have a discussion on their expectations and dreams, 

and fears concerning marriage. This will be followed with a question and answer segment. 

14 
まとめ① Review of previous lessons, from previous lessons, coupled with explanations on common 

mistakes and errors committed by Japanese students of English. 

15 まとめ② やさしい英語で自分の考えを語る。 

評価基準 意欲的に授業に参加していること。自分の考えを、わかりやすく語れるか否か。 

評価 

方法 

授業態度   ２０  ％ レポート       ％ 期末試験   ８０  ％ 

その他        ％ 

教科書 『TOPICTALK』(FELPress) 参考書 必要に応じて紹介する。 

履修条件 「英会話Ⅰ」の単位を履修していること。 

授業外に

おける 

学習 

間違いを恐れず、英語を単なる退屈な教科というのではなく、コミュニケーションのための手段

として、認識し、毎回、確実に予復習を進めること。 

オフィス 

アワー 
学生支援課を通して確認のこと。 

 



科目名 英会話Ⅱ 担当 ディアコネスク ミハエラ 

形態 演習 単位数 1単位 開講時期 （幼）1年後期 （総）2年後期 

必修 （幼）卒業：選択必修  幼免：選択必修  保育士：選択必修 

（総）卒業：選択必修  中免：選択必修  司書：－  司教：選択必修 

授業 

概要 

 

この講座を楽しながら、英語でのコミュニケーションスキルを高める。 

到達 

目標 

 

自然な英語で表現ができるようになる 

 回 タイトル 内容 

授
業
計
画 

1 
Fishing Is Exciting 

魚釣りが楽しい! 

Enjoying a New Hobby 

2 
Ken’s Secret 

ケンさんの秘密 

Sharing Personal Information 

3 
Angels in White 

白姿の天使 

Encouraged by Very Kind Medical Staff 

4 

Getting Homesick in Japan 

日本でホームシックになっ

た。 

Challenges While Living Abroad 

5 
Robot 

ロボット 

What kind of Robot Would You Like to Have? 

6 

Robots in our Life 

私たちが使っているロボッ

ト。 

Robots Can Change Our Lifestyle 

7 
Contests 

コンテスト 

Have You Ever Been in a Contest? 

8 
The Band Contest 

バンドのコンテスト 

The Intercollegiate Band Contest 

9 
Let’s Go to a Museum! 

博物館に行きましょう！ 

Introduce Your Favorite Museum 

10 
My Favorite Pastime 

好きな趣味 

Reasons Behind Your Choices 

11 
I Miss You 

会いたいです! 

People We Miss 

12 
Special Project 

特別なプロジェクト 

Using English in a Practical Activity 

13 
Special Project – Part 2 

特別なプロジェクトー２ 

Team Work to Accomplish the Project 

14 
Varieties of English 

英語の品種 

Basic Information on English Around the World 

15 
Before Saying Goodbye 

最後に 

Sharing Our Feedback on the Course 

評価 

基準 

 

できるだけ英語を使って、積極的に授業に参加する。 

評価 

方法 

授業態度 ８０％    ％ レポート ２０ ％ 期末試験         ％ 

その他     ％（                                ） 

教科書 English  Quest   Kirihara Shoten 

参考書 特になし 

履修 

条件 

 

英語が得意、好きであること。 

授業外に

おける 

学習 

 

アプリで演習する。簡単に英語で日記を書いてみること。 

オフィス 

アワー 

火曜 1 限 

 

 



科目名 中国語Ⅰ 担当 山本一生 

形態 演習 単位数 １単位 開講時期 ２年前期 

必修 （幼）卒業：選択  幼免：－  保育士：－ 

（総）卒業：選択  中免：－  司書：－  司教：－ 

授業 

概要 

中国語の基本、発音からことばの基本的仕組みまで講義する。また、中国語の読み、書き

能力の基本について習う。 

到達 

目標 

・中国語の基本的仕組みを理解し，説明できる。 

・中国語の発音表記と発音基礎を把握する。 

・中国語の読み，書きの基礎を理解し，基礎的中国語を読む・書くことができる。 

 回 タイトル 内容 

授
業
計
画 

1 中国語の概要  中国の地形，歴史の概要，中国語の仕組み 

2 発音の基礎①  母音の発音 

3   〃  ②  子音の発音 

4   〃  ③  発音の四声，規則 

5 基本の品詞①  名詞，代詞，動詞などの使い方 

6   〃  ②  形容詞，状態詞の使い方 

7   〃  ③  数詞，量詞の使い方とその組み合わせ 

8 実用会話  日常会話例を習う 

9 文の基本構造①  文の基本構造の理解 

10 〃  ②  否定文の理解と使用例 

11 〃  ③ 疑問文の理解と使用例 

12 〃  ④ 主語になりうる成分の理解と使用例 

13 単文の応用  単文の応用と変化 

14 挨拶文と自己紹介  挨拶文のまとめと自己紹介 

15 まとめ  全体のまとめと復習 

評価 

基準 

中国語の基礎コミュニケーション能力の把握程度を基準とする。 

評価 

方法 

授業態度   ２０  ％ 授業態度   ２０  ％ 授業態度   ２０  ％ 

その他    ２０  ％（ 演習 ）  

教科書 

尹景春(著),竹島毅(著),竹島金吾(監修)『<最新第 2版>中国語はじめの一歩』白水社 

参考書 

必要に応じて紹介する。 

履修 

条件 

中国語や中国文化について、知ろうとする意欲があること。 

授業外に

おける 

学習 

事前学習：新出単語、本文を 3 回以上朗読する（1 時間） 

事後学習：授業後に録音を活用してリスニングを行う（1 時間） 

オフィス 

アワー 
オフィスアワーの時間は、掲示板に掲示する。 

 



科目名 中国語Ⅱ 担当 山本一生 

形態 演習 単位数 １単位 開講時期 ２年後期 

必修 （幼）卒業：選択  幼免：－  保育士：－ 

（総）卒業：選択  中免：－  司書：－  司教：－ 

授業 

概要 

前期で習った中国語の基本知識を確実に把握し、その上中国語の読み、書き能力の向上を

図る。そのために、少し複雑な文の構成及び文の実際応用について学習する。 

到達 

目標 

・中国語の仕組みをきちんと理解し，説明できる。 

・中国語の構造を把握し，基本的中国語を表現できる。 

・中国語の読み，書きを理解し，一般的中国語を和訳することができる。 

 回 タイトル 内容 

授
業
計
画 

1 中国語の形成、字の簡略化 中国語の形成，簡略化，日本語漢字との関連 

2 文の構造、連体修飾語＋中心語 単文構造，各成分の役割，連体修飾語，中心語の理解 

3 主語＋目的語、主語＋述語① 主語，目的語，述語（動詞）の構成と使い方 

4 〃        ② 主語，目的語，述語（動詞）の構成と使い方 

5 動詞＋目的語、動詞＋補語① 動詞，目的語，補語の構成と使い方 

6 〃        ② 動詞，目的語，補語の構成と使い方 

7 文構造の総合演習 単文構造の総合理解と演習 

8 連動文 連動文の構成と使い方および実例演習 

9 連鎖文 連鎖文の構成と使い方および実例演習 

10 疑問文の作り方① 疑問文の構成と使い方および実例演習 

11 疑問文の作り方② 疑問文の構成と使い方および実例演習 

12 否定文の作り方 否定文の構成と使い方および実例演習 

13 複文の作り方 複文の構成と使い方および実例演習 

14 複雑文の総合演習 疑問文，否定文，複文等の総合演習 

15 まとめ 全体のまとめと復習 

評価 

基準 

中国語の基礎コミュニケーション能力の把握程度を基準とする。 

評価 

方法 

授業態度   ２０  ％ レポート       ％ 期末試験   ６０  ％ 

その他    ２０  ％（ 演習 ） 

教科書 

尹景春(著),竹島毅(著),竹島金吾(監修『中国語さらなる一歩』白水社 

参考書 

必要に応じて紹介する。 

履修 

条件 

「中国語Ⅰ」を履修していることが望ましい。 

授業外に

おける 

学習 

事前学習：新出単語、本文を 3 回以上朗読する（1 時間） 

事後学習：授業後に録音を活用してリスニングを行う（1 時間） 

オフィス 

アワー 
オフィスアワーの時間は、掲示板に掲示する。 

 



科目名 韓国語Ⅰ 担当 裵湖珠 

形態 演習 単位数 １単位 開講時期 ２年前期 

必修 
（幼）卒業：選択  幼免：－  保育士：－ 

（総）卒業：選択  中免：－  司書：－  司教：－ 

授業 

概要 

韓国語の表記体系を成す文字と音韻体系、語構成、文法構造などを概論的に理解する。さら

に韓国語と日本語との比較を通して言語学の基礎知識を身につける。韓国語を理論的に理解

し、言語理論に基づき、韓国語と日本語の体系の共通点や相違点などを比較し勉強する。 

到達 

目標 

1.韓国語の表記体系を成す文字と音韻体系、語構成、文法構造を理解する。 

2.正しい韓国語の発音をする。 

3.韓国語の理論や韓国の文化に関する知識を深める。 

 回 タイトル 内容 

授
業
計
画 

1 オリエンテーション ハングル文字の仕組み・ハングルの由来 

2 韓国語の発音① 基本母音字・基本子音字Ⅰ、原理と練習 

3 韓国語の発音② 複合母音・パッチム 

4 韓国語の発音③ 発音の変化 

5 挨拶・韓国の地図 基本的な挨拶文と韓国の地名を習う。 

6 第 1課・第 2課 「～は、～です、～が、～ですか」練習問題 

7 第 3課 家族の呼び方 

8 第 4課・第 5課 「います・あります」「します・しますか」練習問題 

9 第 6課・第７課 「～です・～ます」練習問題 

10 韓国映画鑑賞① 韓国映画鑑賞による韓国の文化理解  

11 韓国映画鑑賞② 韓国映画鑑賞による韓国の文化理解 

12 韓国文化の体験 韓国伝統遊びを体験 

13 第 8課 「요体/아/어形」」練習問題 

14 아/어形の縮約パターン 아/어形のまとめ 

15 第 9課・第 10課 漢数詞と固有数詞を習う 

評価 

基準 

基本的な韓国語の書き方や読む事が出来るかで評価する。 

評価 

方法 

授業態度   ３０  ％ レポート        ％ 期末試験    ６０  ％ 

その他    １０  ％（ 感想文＆授業の中で小テスト ） 

教科書 
『基礎から学ぶ韓国語講座』初級 改訂版，木内 明著．国書刊行会 

参考書 
『韓日・日韓辞書』 

必要に応じて授業内にプリントを配布する。 

履修条件 

韓国語と韓国の文化に興味を持っていることが望ましい。 

韓国語Ⅱを続いて聴講する学生のみ受講を要。 

授業外に

おける 

学習 

韓国語は日本語と文法が似ているので覚えやすいです。 

教科書に付いている CD を活用して発音を繰返し練習して下さい。 

言葉は繰り返し練習が重要です。必ず復習と予習をしてください。 

オフィス 

アワー 

講師室での対応 

 



科目名 韓国語Ⅱ 担当 裵湖珠 

形態 演習 単位数 １単位 開講時期 ２年後期 

必修 
（幼）卒業：選択  幼免：－  保育士：－ 

（総）卒業：選択  中免：－  司書：－  司教：－ 

授業 

概要 

韓国語の表記体系を成す文字と文法などをより深く理解する。 

到達 

目標 

韓国語と日本語の体系の共通点や相違点などを理解し、韓国語で考える力や思考方法を育

み、韓国語でのコミュニケーション力や表現力を高めることを目標とする。 

「大韓民国政府（教育省）認定韓国語能力試験」初級に挑戦することが出来る実力を身につ

けるようにする。 

 回 タイトル 内容 

授
業
計
画 

1 第 11課 敬語の特殊例、韓国語の中の外来語 

2 第 12課 動詞や形容詞の否定文の練習問題 

3 疑問を表す言葉 「何・いつ・どこ・だれ・どうやって・いくつ」練習問題 

4 第 13課 過去形・敬語の過去形 練習問題 

5 過去形のまとめ 「이다.있다.없다.하다」過去形 

6 第 14課 「～しましょう・～しょう」練習問題 

7 第 15課 「している・～してください」練習問題 

8 韓国映画鑑賞① 韓国映画鑑賞による韓国の文化理解 

9 韓国映画鑑賞② 韓国映画鑑賞による韓国の文化理解 

10 第 16課・第 17課 「～できる・～できない」練習問題 

11 身体 韓国語で身体の言葉勉強 

12 第 18課・第 19課 「してもいい /～しないでください」練習問題 

13 韓国料理 韓国料理を作る 

14 第 20課 「と思います /～するつもりです。」練習問題 

15 発表 韓国語での自分紹介プレゼンテーション 

評価 

基準 

基本的な韓国語の書き取りや読む事が可能か、基本的な会話が可能かで評価する。 

最後の授業時に自分紹介プレゼンテーションで評価 

「韓国語能力試験」TOPIKⅠを受け当落可否 

評価 

方法 

授業態度   ３０  ％ レポート       ％ 期末試験    ６０  ％ 

その他    １０  ％( 授業の中で小テスト ） 

教科書 『基礎から学ぶ韓国語講座』初級 改訂版，木内 明著．国書刊行会 

参考書 
『韓日・日韓辞書』 

必要に応じて授業内にプリントを配布する。 

履修条件 
「韓国語Ⅰ」を受講していることが望ましい。 

13回の韓国料理を作る時に、少し材料費の実費が必要。 

授業外に

おける 

学習 

前期と同じに教科書に付いている CD を活用して発音を繰返し練習して下さい。 

韓国語を理論的に分析し、理解するので言語学に興味をもってほしいです。 

言葉は繰り返し練習が重要です。必ず復習と予習をしてください。 

ハングルを理解して韓国に対していろいろ勉強をするようになればもっと面白くて楽しい

勉強になります。 

後期はできる限り韓国語能力試験に挑戦して欲しいので韓国語の単語帳を作って下さい。 

オフィス 

アワー 
講師室での対応 

 



科目名 情報基礎Ⅰ（幼教） 担当 上村仁 

形態 演習 単位数 １単位 開講時期 １年前期 

必修 卒業：選択  幼免：必修  保育士：－   

授業 

概要 

ワープロソフトとして広く用いられている「Microsoft Word」の操作方法を学び、実社会で

も役立つようなスキルを習得する。あわせて、マイクロソフト・オフィス・スペシャリスト

(MOS)Word 2016の合格をも目指す。 

到達 

目標 

Microsoft Word 2016を使用した文書作成が出来るようになる。 

MOS検定試験 Word 2016に合格できる実力を身につける。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 コンピュータの環境設定① パソコン及びメールの設定方法を説明する。 

2    〃       ② 印刷やキーボードの操作方法を説明する。 

３ Wordの基本操作、文字の入力 文字の入力方法の基本を学ぶ。 

４ 文書の作成 一般的な文書を作成する。 

５ 表現力をアップする機能 画像やイラストで表現力をアップする。 

６ 表の作成 表を利用して見やすさをアップする。 

７ 総合問題演習 総合問題により文書作成のまとめを行う。 

８ 模擬問題演習 第 1回模擬試験問題を練習する。 

９ 模擬問題演習 第 2回模擬試験問題を練習する。 

10 模擬問題演習 第 3回模擬試験問題を練習する。 

11 模擬問題演習 第 4回模擬試験問題を練習する。 

12 模擬問題演習 第 5回模擬試験問題を練習する。 

13 MOS検定試験対策 MOS検定試験対策を行う。 

14 MOS検定試験対策 MOS検定試験対策を行う。 

15 MOS検定試験対策 MOS検定試験対策を行う。 

評価 

基準 

Wordの基本操作を習得していること。 

評価 

方法 

授業態度   ４０  ％ レポート       ％ 期末試験   ３０  ％ 

その他    ３０  ％ ( 授業内で提示する課題の内容を評価 )  

教科書 
『よくわかる Word2016&Excel2016』 FOM出版 （後期「情報基礎Ⅱ」でも使用する。） 

『よくわかるマスターMOS Word2016対策テキスト＆問題集』    FOM出版 

参考書 
必要に応じて紹介する。 

履修条件 本講義を受講するにあたって必要となるスキルを習得していること。 

授業外に

おける 

学習 

事前学習：授業計画と比較して自分の進捗状況を判断し、自宅または学校のパソコンを使い

授業時間外に予習復習を行う。 

事後学習：MOS 検定受検など積極的にスキルを磨く。 

オフィス 

アワー 

E-mail で対応 

 



科目名 情報基礎Ⅱ（幼教） 担当 上村仁 

形態 演習 単位数 １単位 開講時期 １年後期 

必修 卒業：選択  幼免：必修  保育士：－   

授業 

概要 

表計算ソフトとして広く用いられている「Microsoft Excel」の操作方法を学び、実社会で

も役立つようなスキルを習得する。あわせて、マイクロソフト・オフィス・スペシャリスト

(MOS)Excel2016の合格をも目指す。 

到達 

目標 

Microsoft Excel 2016を使用した表計算の作成が出来るようになる。 

MOS検定試験 Excel 2016に合格できる実力を身につける。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 Excelの基本操作 エクセルの簡単な表を作る。 

2 データの入力・編集、表の作成 表作成と計算の手順を学ぶ。 

３ グラフの作成 グラフを使って表現力をアップする。 

４ データベース データベースの活用方法を学ぶ。 

５ Wordとの連携 Wordと Excelを連携させ、より便利に使う。 

６ 差し込み印刷 差し込み印刷で名前を自動的に記入する。 

７ 総合問題演習 総合問題により表計算のまとめを行う。 

８ 模擬問題演習 第 1回模擬試験問題を練習する。 

９ 模擬問題演習 第 2回模擬試験問題を練習する。 

10 模擬問題演習 第 3回模擬試験問題を練習する。 

11 模擬問題演習 第 4回模擬試験問題を練習する。 

12 模擬問題演習 第 5回模擬試験問題を練習する。 

13 MOS検定試験対策 MOS検定試験対策を行う。 

14 MOS検定試験対策 MOS検定試験対策を行う。 

15 MOS検定試験対策 MOS検定試験対策を行う。 

評価 

基準 

Excelの基本操作（関数も含む）を習得していること。 

評価 

方法 

授業態度   ４０  ％ レポート       ％ 期末試験   ３０  ％ 

その他    ３０  ％ (授業内で提示する課題の内容を評価)  

教科書 
『よくわかる Word2016&Excel2016』 FOM出版 （前期「情報基礎Ⅰ」でも使用する。） 

『よくわかるマスターMOS Excel2016対策テキスト＆問題集』    FOM出版 

参考書 

必要に応じて紹介する。 

履修条件 「情報基礎Ⅰ」を履修、または修得していること。 

授業外に

おける 

学習 

事前学習：授業計画と比較して自分の進捗状況を判断し、自宅または学校のパソコンを使い

授業時間外に予習復習を行う。 

事後学習：MOS 検定受検など積極的にスキルを磨く。 

オフィス 

アワー 

E-mail で対応 

 



科目名 情報基礎Ⅰ（総文） 担当 山本一生・竹内裕子 

形態 演習 単位数 １単位 開講時期 １年前期 

必修 卒業：選択必修  中免：選択必修  司書：－  司教：選択必修 

授業 

概要 

ワードプロセッサソフトの基本的な操作方法を学ぶことで、レポート・論文・ビジネス文書

等の作成に必要なスキルを習得する。あわせて、マイクロソフト・オフィス・スペシャリス

ト(MOS) Word 2016 Specialistの合格を目指す。 

到達 

目標 

①Word2016の基本的な機能を理解し、MOS Word 2016 Specialistに合格し得る程度のスキ

ルを習得している。②さまざまな文書の形式を理解し、場面に応じた適切な文書を作成でき

るスキルを習得している。③指示された課題を全て提出している。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 
授業ガイダンス コンピュータの環境設定、授業の概要、到達目標、評価、

メールの設定 

2 タイピング練習、Windowsの基礎 タイピングスキルチェック、ファイル・フォルダ管理 

３ Word基礎 文書作成 社外文書の作成 

４ Word基礎 表機能 表を使用した社内文書の作成 

５ Word基礎 グラフィック グラフィックを使用した社外文書の作成 

６ テキストの練習問題を解く① 文書の作成と管理 

７ テキストの練習問題を解く② 文書の書式設定 

８ テキストの練習問題を解く③ 表やリスト作成 

９ テキストの練習問題を解く④ 参考資料 

10 テキストの練習問題を解く⑤ オブジェクトの挿入と書式設定 

11 模擬試験演習① 第 1回模擬試験の実施と評価 

12 模擬試験演習② 第 2回模擬試験の実施と評価 

13 模擬試験演習③ 第 3回模擬試験の実施と評価 

14 模擬試験演習④ 第 4回模擬試験の実施と評価 

15 模擬試験演習⑤・まとめ 第 5回模擬試験の実施と評価、期末試験について 

評価 

基準 

①Word 2016の操作についての理解を深め、MOS Word 2016 Specialist に合格し得る程度のスキ

ルを習得していること。②さまざまな文書の形式を理解し、場面に応じた適切な文書を作成でき

るスキルを習得していること。③指示された課題を全て提出していること。④授業には真摯な態

度で取り組み、適度なペースで課題を進めていること。 

評価 

方法 

授業態度   ２０  ％ レポート       ％ 期末試験   ４０  ％ 

その他    ４０  ％（ 授業時に指示した課題の内容を評価 ） 

※期末試験実施日までに MOS Word 2016 Specialist に合格した者は、MOS 試験の得点を期末試験

の得点として読み替えることが可能。 

教科書 『MOS Microsoft Word 2016 対策テキスト& 問題集（改訂版）』（FOM出版）適宜、プリントを配布する。 

参考書 必要に応じて紹介する。 

履修条件 
・受講人数を適正化するために、事前に履修調査を行います。履修者が 25 名を超えるクラスに

ついては人数調整を実施します。 ・授業時には USBメモリを持参すること。 

授業外に

おける 

学習 

事前学習：学習する操作方法を確認する（1時間） 

事後学習：学習した操作方法をできるようになるまで練習する（1 時間） 

オフィス 

アワー 
曜日・時間帯については、掲示及び各担当教員の web サイトでお知らせします。 

 



科目名 情報基礎Ⅱ（総文） 担当 山本一生・竹内裕子 

形態 演習 単位数 １単位 開講時期 １年後期 

必修 卒業：選択必修  中免：選択必修  司書：－  司教：選択必修 

授業 

概要 

表計算ソフトの基本的な操作方法を学ぶことで、データの整理・分析に必要な基本的なスキ

ルを習得する。あわせて、マイクロソフト・オフィス・スペシャリスト(MOS) Excel 2016 

Specialistの合格を目指す。 

到達 

目標 

①Excel 2016の基本的な機能を理解し、MOS Excel 2016 Specialistに合格し得る程度のス

キルを習得している。②基本関数を用いた数値情報の集計ができる。③データを表・グラフ

に整理し、分析ができる。④指示された課題・レポートを全て提出している。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

 授業ガイダンス 授業の概要、到達目標、評価、Excelの基本的な機能 

2 Excel基礎 表作成、関数 罫線、表示形式など、表の構成に必要な手法、関数 

３ Excel基礎 グラフ、複数シート 円、棒グラフの作成、複数シート集計 

４ Excel 演習問題① 実務データの作成 

５ Excel 演習問題② 実務データの作成 

６ テキストの練習問題を解く① シートやブックの作成、管理 

７ テキストの練習問題を解く② セルやセル範囲の作成 

８ テキストの練習問題を解く③ テーブルの作成 

９ テキストの練習問題を解く④ 数式や関数の適用 

10 テキストの練習問題を解く⑤ グラフやオブジェクトの作成 

11 模擬試験演習① 第 1回模擬試験の実施と評価 

12 模擬試験演習② 第 2回模擬試験の実施と評価 

13 模擬試験演習③ 第 3回模擬試験の実施と評価 

14 模擬試験演習④ 第 4回模擬試験の実施と評価 

15 模擬試験演習⑤・まとめ 第 5回模擬試験の実施と評価、期末試験について 

評価 

基準 

①Excel 2016の基本的な機能を理解し、MOS Excel 2016 Specialistに合格し得る程度のス

キルを習得していること。②基本関数を用いた数値情報の集計ができること。③データを表・

グラフに整理し、分析ができること。④指示された課題・レポートを全て提出している。 

評価 

方法 

授業態度   ２０  ％ レポート       ％ 期末試験   ４０  ％ 

その他    ４０  ％（ 授業時に指示した課題の内容を評価 ） 

※期末試験実施日までに MOS Excel 2016 Specialistに合格した者は、MOS試験の得点を期

末試験の得点として読み替えることが可能。 

教科書 
『MOS Microsoft Excel 2016 対策テキスト& 問題集（改訂版）』（FOM出版） 

適宜、プリントを配布する。 

参考書 必要に応じて紹介する。 

履修条件 

・受講人数を適正化するために、事前に履修調査を行います。履修者が 25 名を超えるクラ

スについては人数調整を実施します。・「情報基礎Ⅰ」を履修または修得していることが望ま

しい。・授業時には USBメモリを持参すること。 

授業外に

おける 

学習 

事前学習：学習する操作方法を確認する（1時間） 

事後学習：学習した操作方法をできるようになるまで練習する（1 時間） 

オフィス 

アワー 
曜日・時間帯については、掲示及び各担当教員の web サイトでお知らせします。 

 



科目名 プレゼンテーション演習（幼教） 担当 上村仁 

形態 演習 単位数 １単位 開講時期 ２年前期 

必修 卒業：選択  幼免：－  保育士：－   

授業 

概要 

Microsoft「PowerPoint」を用いたマルチメディア・プレゼンテーションの技法を習得する。

あわせて、Microsoft Office Specialist「マイクロソフト オフィス スペシャリスト」

(MOS)PowerPoint 2016の資格取得をも目標とする。 

到達 

目標 

PowerPointを使用したプレゼンテーションが出来るようになる。 

MOS検定試験 PowerPoint 2016に合格できる実力を身につける。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 プレゼンテーションとは。 プレゼンテーションを作成する。 

2 スライドの作成 スライドを作成し書式設定する 

３ ビジュアルコンテンツ ビジュアルコンテンツを操作する。 

４ 共有と配布 プレゼンテーションの共有と配布をする。 

５ 模擬問題演習 第 1回模擬試験問題を練習する。 

６ 模擬問題演習 第 2回模擬試験問題を練習する。 

７ 模擬問題演習 第 3回模擬試験問題を練習する。 

８ 模擬問題演習 第 4回模擬試験問題を練習する。 

９ 模擬問題演習 第 5回模擬試験問題を練習する。 

10 制作と発表 自由テーマでスライドを作成する。 

11 制作と発表 自由テーマでスライドを作成する。 

12 制作と発表 自由テーマでスライドを発表する。 

13 MOS検定試験対策 MOS検定試験対策を行う。 

14 MOS検定試験対策 MOS検定試験対策を行う。 

15 MOS検定試験対策 MOS検定試験対策を行う。 

評価 

基準 

PowerPoint 2016の基本的操作を習得し、プレゼンテーションが出来ること。 

評価 

方法 

授業態度   ２０  ％ レポート       ％ 期末試験   ３０  ％ 

その他    ５０  ％ (模擬問題 ２０％ 制作課題 ３０％ 各内容を評価)  

教科書 
『よくわかるマスターMOS PowerPoint 2016 対策テキスト＆問題集』FOM出版 

参考書 
必要に応じて紹介する。 

履修条件 本講義を受講するにあたって必要となる基本的スキルを習得していること。 

授業外に

おける 

学習 

事前学習：授業計画と比較して自分の進捗状況を判断し、自宅または学校のパソコンを使い

授業時間外に予習復習を行う。 

事後学習：MOS 検定受検など積極的にスキルを磨く。 

オフィス 

アワー 

E-mail で対応 

 



科目名 プレゼンテーション演習（総文） 担当 竹内裕子 

形態 演習 単位数 １単位 開講時期 １年前期 

必修 卒業：選択必修  中免：選択必修  司書：－  司教：選択必修 

授業 

概要 

プレゼンテーションソフトの操作方法を習得するとともに、テーマを決め、テーマにあわせ

たスライドの制作、プレゼンテーションを行い、プレゼンテーションの基本的な技法を習得

する。（2～3 名のグループワーク）あわせて、マイクロソフト・オフィス・スペシャリスト

（MOS）PowerPoint 2016の資格取得を目指す。 

到達 

目標 

① PowerPoint 2016の機能を理解し、MOS試験に合格し得る程度のスキルを習得している。 

②定められた条件の中で、適切なプレゼンテーションを作成し、実施できる。 

③指示された課題・レポートを全て提出している。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 授業ガイダンス 授業の概要、到達目標、評価等、自己紹介スライドの作成 

2 PowerPoint 2016の機能① プレゼンテーションの作成と管理 

３ PowerPoint 2016の機能② 図形やスライドの挿入と書式設定 

４ PowerPoint 2016の機能③ スライドコンテンツの作成 

５ PowerPoint 2016の機能④ 画面切り替えやアニメーションの適用 

６ PowerPoint 2016の機能⑤ 複数のプレゼンテーションの管理 

７ 模擬試験演習① テキストの第 1回模擬試験を実施 

８ 模擬試験演習② テキストの第 2回模擬試験を実施 

９ 模擬試験演習③ テキストの第 3回模擬試験を実施 

10 模擬試験演習④ テキストの第 4回模擬試験を実施 

11 模擬試験演習⑤ テキストの第 5回模擬試験を実施 

12 プレゼンテーション制作① プレゼンテーション作成の概要 

13 プレゼンテーション制作② プレゼンテーション作成、発表準備 

14 制作発表会③ 受講生によるプレゼンテーション、アンケート記入 

15 制作発表会④ 受講生によるプレゼンテーション、発表の総括 

評価 

基準 

①PowerPoint 2016 の操作を理解し、MOS 試験に合格し得る程度のスキルを習得しているこ

と。②定められた条件の中で、適切なプレゼンテーションを実施できること。③指示された

課題、レポートを全て提出していること。④プレゼンでは積極的に発言を行っていること、

⑤授業では適切な進度で課題を進めていること。 

評価 

方法 

授業態度   ２０  ％ レポート   ２０  ％ 

（発表・レポートを含む） 

期末試験   ４０   ％ 

その他    ２０  ％（ 授業時に指示する課題の内容を評価 ） 

※期末試験実施日までに MOS PowerPoint 2016に合格した者は、MOS試験の得点を期末試験

の得点として読み替えることが可能。 

教科書 『MOS Microsoft PowerPoint 2016 対策テキスト& 問題集』（FOM出版） 

参考書 必要に応じて紹介する。 

履修条件 
・MOS PowerPoint の資格取得や PowerPoint を用いたプレゼンテーションに関心を持っ

ていることが望ましい。 ・授業時には USBメモリを持参すること。 

授業外に

おける 

学習 

事前学習：演習用プレゼンテーションに必要な資料集め、スライドの作成、発表練習などの

グループワーク 

事後学習：授業時間に終わらない課題を仕上げること。 

オフィス 

アワー 
web サイトでお知らせします。 https://y-takeuchi.jimdo.com 

 



科目名 体育Ⅰ 担当 佐藤令子 

形態 講義・実技 単位数 １単位 開講時期 １年前期 

必修 
（幼）卒業：選択  幼免：－  保育士：－  

（総）卒業：必修  中免：必修  司書：－  司教：必修 

授業 

概要 

スポーツを媒体とし、多くの人とかかわりを持ち、相手を思いやり助け合ったり安全に注意

しルールを守り楽しくスポーツを行う。 

到達 

目標 

・ 個人スポーツ、グループスポーツを行い、多くの人とコミュニケーションをとることが

できる。 

・ ルール・道具の工夫により、スポーツを、いつでも、どこでも、誰とでも楽しむことが

できる。 

・ 自分の体・心と向き合い、気づく。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 ガイダンス 授業方針、評価について説明 

2 
自分の体を知る ストレッチ・筋トレ・コミュニケーションゲームなどで体と心をほ

ぐす 

3 バドミントン 基本動作の習得とルールの説明をする 

4 バドミントンⅡ ネットを張り各班でゲームをし勝者を決定する 

5 
バドミントンⅢ ３ポイントゲームでより多くの人とゲームする事でコミュニケーシ

ョンを計る。 

6 ゴルフ ダーツ 基本動作の習得とボールを打ってみる 

7 ゴルフ ダーツⅡ アイアンとドライバーで打ってみる  ルールの説明 

8 グランドゴルフ 目標に向って打つことで、方向、強さの調節、マナーを知る 

9 バレーボール 基本動作の習得とチームの練習 

10 バレーボールⅡ 基本動作の習得と試合をすることで協調性を養う 

11 バレーボールⅢ 道具（ボール・ネット）を変え、ルールも変える 

12 ヨガ 呼吸法について説明、体験する 

13 ヨガⅡ ポーズについて説明、体験する 

14 ヨガⅢ ポーズと呼吸の融合、体の変化について感じる 

15 
まとめ ルール、道具を変える事でいつでも、どこでも、誰とでも運動、ス

ポーツができる事をまとめる 

評価 

基準 

・積極的にスポーツにとりくんでいるか。 

・目的に向かって協力し合っているか。 

評価 

方法 

授業態度   ４０  ％ 

(服装・積極性) 

レポート   ２０  ％ 期末試験   ４０  ％ 

その他        ％ 

教科書 
必要に応じて資料を配布 

参考書 
特になし。 

履修条件 
運動に相応しい身支度で授業に臨むこと。 

学校指定ジャージ上下（10,800円） 学校指定Ｔシャツ（2,000円） 

授業外に

おける 

学習 

事前学習：授業計画で示されたスポーツのルールについて調べる。 

事後学習：日常生活にとり入れたり、スポーツを楽しむ。 

オフィス

アワー 

水曜３限 

 



科目名 体育Ⅱ 担当 佐藤令子 

形態 講義・実技 単位数 １単位 開講時期 １年後期 

必修 
（幼）卒業：選択  幼免：－  保育士：－  

（総）卒業：必修  中免：必修  司書：－  司教：必修 

授業 

概要 

各種スポーツを通し、思考・判断・表現力が育成され運動課題の解決にむけ、チームで教え

合い技能を向上させ、協調性を養う。 

到達 

目標 

・ 自分の体力を知り、向上心を持つ 

・ 生涯心身ともに健康で過ごすために、運動・スポーツを日常生活の中に取り入れようと

する意欲が高まる。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 ガイダンス 授業の方針・評価について説明 

2 自分の体力を知る 体力測定 

3 テニス 基本動作の練習で技術を習得する 

4 テニスⅡ ルールと技術習得 

5 テニスⅢ 試合形式で、ルールとマナーを習得する 

6 準備体操とスポーツ 準備体操の必要性を知る。 

7 準備体操を作ろう グループで体操を考える 

8 準備体操を作ろうⅡ 対象者、場所により変化させる必要性を知る 

9 卓球 基本動作の習得とルールを知る 

10 卓球Ⅱ 試合形式で多くの人と対戦する 

11 エアロビ 音楽に合わせ、タイミング良く動く 

12 エアロビⅡ 動きの変化に順応させていく楽しさを知る 

13 バスケットボール 基本動作の習得とルール説明 

14 バスケットボールⅡ 基本動作から試合をすることで協調性を養う 

15 まとめ 運動・スポーツの役割について知る 

評価 

基準 

・積極的にスポーツを楽しもうといているか。 

・課題に向かい協力し合っているか。 

評価 

方法 

授業態度   ４０  ％ 

（服装・積極性） 

レポート   ２０  ％ 期末試験   ４０  ％ 

その他        ％ 

教科書 

必要に応じて資料を配布 

参考書 

特になし。 

履修条件 

運動に相応しい身支度で授業に臨むこと。 

学校指定ジャージ上下（10,800円） 学校指定Ｔシャツ（2,000円） 

授業外に

おける 

学習 

事前学習：授業計画で示されたスポーツについて調べる。 

事後学習：体力測定の結果を振り返り、体力維持の為に何をするべきか考え、日常生活に運

動を取り入れる。 

オフィス

アワー 

水曜３限 

 



科目名 体育理論 担当 堤裕美 

形態 講義 単位数 １単位 開講時期 ２年後期 

必修 （幼）卒業：必修  幼免：必修  保育士：必修  

（総）卒業：選択  中免：－  司書：－  司教：－ 

授業 

概要 

子どもの身体活動の機会が不足している今日の社会において、幼稚園や保育園での過ごし方や、

子どもと関わる大人の体力は子どもの心身の育ちに影響する。本講義では、自身の身体に対する

関心を高め、主体的に健康な身体づくりを実践していくための方法を学習するとともに、子ども

の体力・運動能力の現状について知り、子どもたちが健全に発育発達していくための大人の関わ

りや環境づくりの在り方を学ぶ。 

到達 

目標 

・基本的な身体の構造や身体と運動の関係を理解することにより、自らの身体を生涯にわたって

健康的に維持するための実践力を身につける。 

・子どもの心身の健全な成長のために必要な大人の関わりや環境について自身の考えを述べるこ

とができる。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 健康なライフスタイルとは 身体活動の意義を理解する。 

2 体の機能と体力測定 体力の定義と構造を知る。 

3   〃  ①骨格系・筋肉系 骨格と筋の特徴について理解する。 

4 〃  ①骨格系・筋肉系 骨格と筋に関わる体力測定と運動処方を行う。 

5   〃  ②呼吸系・循環系 呼吸循環系の特徴について理解する。 

6   〃  ②呼吸系・循環系 呼吸循環系に関わる体力測定と運動処方を行う。 

7   〃  ③筋・神経系 神経系による運動の調節について理解する。 

8   〃  ③筋・神経系 筋神経系に関わる体力測定と運動処方を行う。 

9   〃  ③柔軟性（ストレッチング） ストレッチングの効果について理解する。 

10   〃  ③柔軟性（ストレッチング） 柔軟性の体力測定と運動処方を行う。 

11 体力測定結果の集計 自己の体力測定結果の総合評価を行う。 

12 子どもの体力・運動能力 子どもの体力・運動能力の現状を理解する。 

13 子どもの生活習慣と健康 子どもの生活習慣の現代的課題を理解する。 

14 こころの健康と運動の関係 運動実施によるストレス解消のメカニズムを知る。 

15 まとめ 授業の総括と様々な世代にとっての健康観を考察する。 

評価 

基準 

・基本的な身体の構造や身体と運動の関係について理解できているか。 

・自身の身体について関心を持ち、日常生活での健康的な身体づくりの実践方法を身につけてい

るか。 

評価 

方法 

授業態度   ３０  ％ レポート       ％ 期末試験   ７０  ％ 

その他        ％  

教科書 必要に応じて、プリントを配布します。 

参考書 
必要に応じて紹介する。 

 

履修 

条件 

自分の身体は自分が一番理解できると同時に、責任をもって自身の健康を管理しなければな

りません。自分の身体と対話できる知識を身につけましょう。 

授業外に

おける 

学習 

事前学習：自身の心身の健康状態やライフスタイルについて、客観的に捉えておくこと。 

事後学習：授業で紹介・実践した運動処方を継続的に実施することで身体に起こる変化を自

覚する。 

オフィス

アワー 
オフィスアワーの時間は、掲示板に掲示します  

 



科目名 生涯スポーツ実技 担当 吉川美佐子・堤裕美 

形態 実技 単位数 １単位 開講時期 ２年後期 

必修 
（幼）卒業：必修  幼免：必修  保育士：必修  

（総）卒業：選択  中免：－  司書：－  司教：－ 

授業 

概要 

スポーツを通して身体・精神・社会参加への知識を習得。生涯にわたり楽しくスポーツと関

わる事の重要性と健康への意識を高める。 

到達 

目標 

生涯を通してスポーツする目的意識をもち（心身共に健康維持・向上、コミ二ケーションの

場）必要性を理解し知識を習得する。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 ガイダンス 生涯スポーツの意義を理解したうえで体慣らしを行う。 

2 スポーツと安全 種目、年令によるケガと事故の対処・処置について理解する。 

3 
年齢・障害に関わらず出来るスポ

ーツ 

誰もが参加し楽しめるスポーツ（目的、状況に応じたス

ポーツ）について知る。 

4 
チャレンジ・ザ・ゲーム ジャンケンゲーム、キャッチ・ザ・スティック、 

ロープジャンピングを行う。 

5 フライングディスク アキュラシー、ディスタンスの 2種目を体験する。 

6 風船バレー① 基本動作とルールを理解する。 

7   〃  ② ゲーム及び審判を実施する。 

8 インディアカ① 基本動作とルールを理解する。 

9   〃   ② ゲーム及び審判を実施する。 

10 卓球、バドミントン① 卓球、バドミントンの基本動作とルールを理解する。 

11 卓球、バドミントン② ゲーム、審判（グループ対抗戦）を実施する。 

12 
バスケット競技、バレーボール① 基本動作(ドリブル、パス、レシーブ、サーブ)とルール

を理解する。 

13 
バスケット競技、バレーボール② 2 種目グループ毎にローテーションしゲームと審判を

体験する。 

14 バスケット競技、バレーボール③ グループ対抗戦を実施する。 

15 
ゲーム大会（数種目） グループ対抗戦でのゲーム大会の実施と生涯スポーツ

についての考察（レポート）を行う。 

評価 

基準 

・生涯スポーツについて積極的に理解し、他者との協調性を図ることができるかで判断。 

・スポーツ大会の企画ができる（レポート） 

評価 

方法 

授業態度   ３０  ％ 

（服装・積極性） 

レポート   ３０  ％ 期末試験      ％ 

その他   ４０  ％(授業内での実技実践能力)  

教科書 必要に応じて資料を授業内で適宜配布します。 

参考書 特になし。 

履修 

条件 

スポーツを通して人との関わり、目的、意義を考える。 

授業外に

おける 

学習 

事前学習：日頃から活動的な生活を心がけ、生活リズムを整えることで、授業に積極的に参

加できる準備をしましょう。 

事後学習：授業後の身体に起こる変化に対し敏感になり、自身の身体のコンディショニング

を心がけましょう。 

オフィス

アワー 

吉川：学生支援課を通して対応します（授業前後の対応可能）。 

堤：掲示板に掲示します。 

 




