
科目名 基礎ゼミナールⅠ 担当 
大橋敦夫・長田真紀・斎藤直人・ 

中西満義・増田榮美・山本一生 

形態 演習 単位数 １単位 開講時期 １年前期 

必修 卒業：必修  中免：－  司書：－  司教：－ 

授業 

概要 

ゼミナールでの活動を通して、総合文化学科で学ぶことの意義について考え、短期大学生と

しての「学びの力」を身につける。 

到達 

目標 

①総合文化学科での学びにおいて、自分なりの学習姿勢を確立している。 

②短期大学生にふさわしい基礎的学力を習得している。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 授業ガイダンス 基礎ゼミナールの概要、到達目標、評価など 

2 「学び」の方法を探索する① 「総合文化学科で学びたいこと」について考える 

3 「学び」の方法を探索する② コミュニケーションのあり方について考える 

4 「学び」の方法を探索する③ 短期大学で学ぶことの意義について考える 

5 「学び」の方法を探索する④ 「教養とは何か」について考える 

6 「考え方」の方法を探索する① 附属図書館を探索し、資料の活用法について学ぶ 

7 「考え方」の方法を探索する② インターネットやデータベースの活用法を模索する 

8 「考え方」の方法を探索する③ クリティカル・シンキング（批判的思考）の方法 

9 「考え方」の方法を探索する④ クリティカル・シンキング（批判的思考）の方法 

10 「伝え方」の実践を学ぶ① グループワークによるテーマ研究（資料の作成） 

11 「伝え方」の実践を学ぶ② グループワークによるテーマ研究（資料の作成） 

12 「伝え方」の実践を学ぶ③ グループワークによるテーマ研究（資料の作成） 

13 「伝え方」の実践を学ぶ④ グループワークによるテーマ研究（研究発表） 

14 「伝え方」の実践を学ぶ⑤ グループワークによるテーマ研究（研究発表） 

15 テーマ研究の評価 研究の振り返りと自己分析 

評価 

基準 

①総合文化学科での学びにおいて、自分なりの学習姿勢を確立していること。 

②短期大学生にふさわしい基礎的学力を習得していること。 

上記について、授業態度・課題・テーマ研究・小テスト・レポート等の内容により評価する。 

評価 

方法 

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

その他    ４０  ％ 

（授業時に実施する小テスト・テーマ研究および授業時に指示する課題の内容を評価） 

教科書 

ゼミナール担当教員の指示する書籍・資料等。 

参考書 

ゼミナール担当教員が個別に指示する。 

履修条件 
ゼミナールの運営に、主体的に関わっていこうとする姿勢を持っていること。 

準備学習 
小テスト・課題・発表等の準備は、授業時間外に進めること。 

オフィス

アワー 

それぞれの教員に確認のこと。 

 



科目名 基礎ゼミナールⅡ 担当 
大橋敦夫・長田真紀・斎藤直人・ 

中西満義・増田榮美・山本一生 

形態 演習 単位数 １単位 開講時期 １年後期 

必修 卒業：必修  中免：－  司書：－  司教：－ 

授業 

概要 

前期開講の「基礎ゼミナールⅠ」の内容を踏まえ、ゼミナール担当教員が指示したテーマに

ついて、調査・考察・発表を行う。その過程をとおして、研究に対する基本姿勢とクリティ

カル・シンキング（批判的思考法）の方法を習得し、2年次の卒業研究につなげていく。 

到達 

目標 

①テーマの意図を理解した上で研究活動に取り組み、適切に発表を行うことができる力を習

得している。②クリティカル・シンキングの前提となる感性や観察力、評価力、考え抜く力

などを身につけている。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 授業ガイダンス 基礎ゼミナールの概要、到達目標、評価など 

2 文献を批判的に読む① 指示された文献を味読する 

3 文献を批判的に読む② 指示された文献を味読し、批評する 

4 文献を批判的に読む③ 文献そのものを研究対象とし、内容を検証する 

5 調査・考察の方法① 指示されたテーマについて、種々の調査方法を知る 

6 調査・考察の方法② 図書館や情報処理演習室を活用し、基礎調査を行う 

7 調査・考察の方法③ 調査結果をもとに考察を進め、自分なりの結論を得る 

8 発表資料のまとめ方 発表資料の作成手順、書式等について理解する 

9 発表資料の作成 図書館や情報処理演習室を活用し、資料を作成する 

10 プレゼンテーション① 研究成果を受講者の前で発表する 

11 プレゼンテーション② 同上 

12 プレゼンテーション③ 同上 

13 プレゼンテーション④ 同上 

14 プレゼンテーション⑤ 同上 

15 プレゼンテーションの評価 プレゼンテーションの振り返りと自己分析 

評価 

基準 

①テーマの意図を理解した上で研究活動に取り組み、適切に発表を行える力を習得している

こと。②クリティカル・シンキングの前提となる感性や観察力、評価力、考え抜く力などを

身につけていること。上記について、授業態度・課題・小テスト・プレゼンテーション等の

内容により評価する。 

評価 

方法 

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

その他    ４０  ％（授業時に実施する小テスト・プレゼンテーションおよび授業時

に指示する課題の内容を評価） 

教科書 
ゼミナール担当教員の指示する書籍・資料等。 

参考書 
ゼミナール担当教員が個別に指示する。 

履修条件 

・原則として「基礎ゼミナールⅠ」を修得していること。 

・ゼミナールの運営に、主体的に関わっていこうとする姿勢を持っていること。 

準備学習 
・小テスト・課題・発表等の準備は、授業時間外に進めること。 

オフィス

アワー 

それぞれの教員に確認のこと。 

 



科目名 卒業研究ゼミナールⅠ 担当 
大橋敦夫・長田真紀・斎藤直人・ 

中西満義・増田榮美・山本一生 

形態 演習 単位数 １単位 開講時期 ２年前期 

必修 卒業：必修  中免：－  司書：－  司教：－ 

授業 

概要 

１年後期開講の「基礎ゼミナールⅡ」の内容を踏まえ、日本語・日本文学・創作表現・歴史

文化・音楽文化・観光文化・ブライダル・情報などの分野について、個人あるいはグループ

形式で研究を行う。その過程をとおして、研究の手法、研究に対する姿勢などを身につける。 

到達 

目標 

①研究テーマを明確に定め、意欲的に調査、考察もしくは創作活動を進めることができる。 

②中間発表では、現在の進捗状況と今後の展望を具体的に報告できる。 

 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 ガイダンス 卒業研究ゼミナールの概要、到達目標、評価など 

2 研究テーマの設定① 調査カードの内容確認と担当教員による助言 

3 研究テーマの設定② 過去の卒業研究を読む 

4 研究の心構え 著作権への配慮、研究を進める上でのモラル 

5 研究方法の理解① 文献・資料の収集と整理 

6 研究方法の理解② アンケート・聞き取りの方法 

7 研究方法の理解③ 創作活動を進める上での留意点 

8 研究の内容・構成① 論文の構成、章立ての方法 

9 研究の内容・構成② 創作物の形態と内容、構成 

10 中間発表① 受講生による中間発表と担当教員による助言 

11 中間発表② 同上 

12 中間発表③ 同上 

13 中間発表④ 同上 

14 中間発表の評価 発表の振り返りと自己分析 

15 今後の研究活動についての確認 夏季休暇中における研究スケジュールの確認 

評価 

基準 

①研究テーマを明確に定め、意欲的に調査、考察もしくは創作活動を進めていること（授業

態度により評価）。 

②中間発表・レポートでは、現在の進捗状況と今後の展望を具体的に報告していること（中

間発表・課題・レポートの内容により評価）。 

評価 

方法 

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

その他    ４０  ％（授業時に実施する中間発表および授業時に指示する課題の内容

を評価） 

教科書 
・『平成 29年度 卒業研究集』 

・ゼミナール担当教員の指示する書籍・資料等 

参考書 
ゼミナール担当教員が個別に指示する。 

履修条件 
・原則として「基礎ゼミナール」Ⅰ・Ⅱを修得していること。 

・ゼミナールの運営に、主体的に関わっていこうとする姿勢を持っていること。 

準備学習 
・卒業研究・中間発表・課題等の準備は、授業時間外に進めること。 

オフィス

アワー 

それぞれの教員に確認のこと。 

 



科目名 卒業研究ゼミナールⅡ 担当 
大橋敦夫・長田真紀・斎藤直人・ 

中西満義・増田榮美・山本一生 

形態 演習 単位数 １単位 開講時期 ２年後期 

必修 卒業：必修  中免：－  司書：－  司教：－ 

授業 

概要 

2 年次前期開講の「卒業研究ゼミナールⅠ」に引き続き、設定したテーマをめぐって調査、

考察、制作活動を行う。12月中旬までに卒業研究を完成させ、ゼミナール担当教員による確

認を経た上で、学生支援課に提出する。その過程をとおして、自分の思考を適切な形で文章・

作品にまとめ上げる能力を身につける。 

到達 

目標 

①スケジュール管理を適切に行い、計画的に研究を進めることができる。 

②卒業研究の内容が、一定以上の水準に達している（詳細は後期オリエンテーション時に説

明）。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 進捗状況の確認 夏季休暇中の進捗状況について確認 

2 研究指導① 進捗状況についての確認と個別指導 

3 研究指導② 同上 

4 研究指導③ 同上 

5 研究指導④ 同上 

6 研究指導⑤ 同上 

7 研究指導⑥ 同上 

8 研究指導⑦ 同上 

9 研究指導⑧、提出要領の確認 同上、テーマに応じて提出要領を確認 

10 研究指導⑨、最終発表① 受講生による最終発表と個別指導 

11 研究指導⑩、最終発表② 受講生による最終発表と個別指導 

12 研究指導⑪、最終発表③ 受講生による最終発表と個別指導 

13 研究指導⑫、提出前の最終確認 担当教員による最終確認と助言 

14 卒業研究の評価 担当教員からの総評、卒業研究の振り返りと自己分析 

15 研究活動のまとめ 研究修了レポートの作成 

評価 

基準 

①スケジュール管理を適切に行い、計画的に研究を進めていること（授業態度により評価）。 

②卒業研究の内容が、一定以上の水準に達している（卒業研究の内容により評価）。 

評価 

方法 

授業態度   ２０  ％ レポート   ６０  ％ 

（卒業研究） 

期末試験       ％ 

その他    ２０  ％（授業時に行う最終発表、授業時に指示する課題の内容を評価） 

教科書 
・『平成 29年度 卒業研究集』 

・ゼミナール担当教員の指示する書籍・資料等 

参考書 
ゼミナール担当教員が個別に指示する。 

履修条件 
・原則として「卒業研究ゼミナールⅠ」を修得していること。 

・質の高い卒業研究を制作しようとする意欲を持っていること。 

準備学習 
・卒業研究・課題・発表等の準備は、授業時間外に進めること。 

オフィス

アワー 

それぞれの教員に確認のこと。 

 



科目名 日本語学入門 担当 大橋敦夫 

形態 講義 単位数 ２単位 開講時期 １年前期 

必修 卒業：選択  中免：必修  司書：－  司教：必修 

授業 

概要 

 日本語の体系的な把握をめざし、さまざまな観点から客観的に観察研究する態度を身につ

ける。 

到達 

目標 

 日常での言語生活において、その用例の特性を明快に把握できるようになる。 

 具体的には、新聞・雑誌やテレビニュース等から用例を採集し、その特性について論ずる

ことができる。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 イントロダクション 講義の進め方・日本語学の諸分野 

2 言語の特質 言語一般のもつ特質と機能 

3 音声・音韻① 発声・発音のしくみ 

4 音声・音韻② アクセント・イントネーション・プロミネンス 

5 文字・表記① 漢字の伝来 

6 文字・表記② ひらがな・カタカナ・ローマ字・補助符号 

7 語彙① 和語・漢語・外来語 

8 語彙② 語構成 

9 文法① キーワードの整理 

10 文法② 文法研究の歴史 

11 文章・文体① ジャンルの違い 

12 文章・文体② 文章発達史 

13 方言① 方言の区画 

14 方言② 長野県方言の特徴 

15 まとめ 日本語史概観 

評価 

基準 

・日本語を客観的に観察する態度が身についたか否か。 

・キーとなる学術用語を理解しているか。 

評価 

方法 

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

その他        ％ 

教科書 

『国語要説 五訂版』和田利政・金田 弘／大日本図書 

参考書 

随時指示する。 

 

履修条件 

・高校までに使用した『国語便覧』の言語事項の知識を有すること。 

 

準備学習 

・教科書の索引を利用して、毎回の授業でふれるキーワードをきちんと理解しておきましょ

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 日本語の研究 担当 大橋敦夫 

形態 講義 単位数 ２単位 開講時期 １年後期 

必修 卒業：選択  中免：必修  司書：－  司教：必修 

授業 

概要 

 漢字に関する諸問題について講義する。あわせて、現代日本語の表記上の問題についても

考究する。 

到達 

目標 

 現代日本語表記の目安｛「改定常用漢字表」と「現代仮名遣い」｝と、公文書の書式｛Ａ４

ヨコ書き・漢字仮名交じり｝について理解する。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 イントロダクション 講義の進め方 

2 漢字の発明と発展 「漢字の伝来」が語っていること 

3 「改定常用漢字表」について 漢字制限の歴史 

4 漢字の音訓 漢字の読みの難しさ 

5 部首・画数・筆順 漢和辞典の歴史 

6 漢字教育について 効果的な漢字学習法 

7 送り仮名のつけ方 仮名遣いの歴史 

8 ひらがな 仮名の発達 

9 カタカナ 文字の使い分け 

10 ローマ字 表記方式（ヘボン・日本・訓令）の違い 

11 符号 効果的な使い方 

12 文章の書き表し方 タテ書き・ヨコ書き 

13 現代日本語表記の問題点① 「教室の日本語」と「日常生活の日本語」とのズレ 

14 現代日本語表記の問題点② 国語国字問題の視点から 

15 まとめ これからの日本語表記 

評価 

基準 

社会生活に必要な日本語表記の常識が身についたか否か。 

評価 

方法 

授業態度   ２５  ％ レポート   ２５  ％ 期末試験   ５０  ％ 

その他        ％ 

教科書 

前期「日本語学入門」で使用したものを再使用する。 

参考書 

『新しい国語表記ハンドブック（第７版）』三省堂 

『ことばと漢字』土屋 道雄／日栄社 

履修条件 
教育漢字（1006字）が身についていること。 

 

準備学習 漢字練習問題・ワークの予習、未修得漢字の復習を毎回、確実に行ないましょう。 

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 日本語学演習Ⅰ 担当 大橋敦夫 

形態 演習 単位数 １単位 開講時期 ２年前期 

必修 卒業：選択  中免：必修  司書：－  司教：必修 

授業 

概要 

 近代日本語の諸問題について、各自の研究テーマと関連させながら考察をすすめる。 

到達 

目標 

 自ら問題設定し、調査・研究するノウハウを身につけ、発表することができる。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 イントロダクション 演習の進め方 

2 近代日本語の諸問題 近代日本語史概観 

3 レポートの書き方 問題設定の仕方 

4 先行研究の調査 国語年鑑等の使い方・国立国語研究所ＨＰ・サイニィ 

5 テーマを探す① テキストの輪読（例）方言区画 

6 テーマを探す②        （例）敬語 

7 テーマを探す③        （例）位相語～若者ことば～ 

8 中間発表① 発表とディスカッション 

9 中間発表② （承前） 

10 テーマを深める① テキストの輪読（関連部分） 

11 テーマを深める② （承前） 

12 テーマを深める③ （承前） 

13 発表① 発表とディスカッション 

14 発表② （承前） 

15 まとめ 今後の展開にむけて 

評価 

基準 

日本語研究の基本的方法が身についたか否か。 

評価 

方法 

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

その他        ％ 

教科書 

『ケーススタディ 日本語の歴史』おうふう 

参考書 

随時指示する。 

 

履修条件 

日本語学の諸分野および日本語史の概要を理解していること。 

 

準備学習 
自ら用例を採集し、自分なりの分析（・コメント）をなして、演習に臨みましょう。 

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 日本語学演習Ⅱ 担当 大橋敦夫 

形態 演習 単位数 １単位 開講時期 ２年後期 

必修 卒業：選択  中免：必修  司書：－  司教：必修 

授業 

概要 

 近代日本語の諸問題に関する各自の研究テーマを掘り下げて考察を進める。 

到達 

目標 

 自ら問題設定するテーマにオリジナリティがあり、それをきちんと研究発表できる。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 イントロダクション 演習の進め方 

2 日本語史概観 日本語史からテーマを探る 

3 各自の問題意識 口頭発表 

4 テーマを探る① テキストの輪読（例）アクセント史 

5 テーマを探る②        （例）50音図 

6 テーマを探る③        （例）副詞の呼応 

7 中間発表① 発表とディスカッション 

8 中間発表② （承前） 

9 テーマを深める① テキストの関連部分 

10 テーマを深める② （承前） 

11 テーマを深める③ （承前） 

12 日本語史の諸問題 分野別の考察 

13 発表① 発表とディスカッション 

14 発表② （承前） 

15 まとめ これからの日本語 

評価 

基準 

各自の問題が深く追求できたか否か。 

評価 

方法 

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

その他        ％ 

教科書 

『ケーススタディ 日本語の歴史』おうふう（前期「日本語学演習Ⅰ」と同一） 

参考書 

随時指示する。 

 

履修条件 

日常の言語事象から問題設定できる観察眼を有すること。 

準備学習 

共に学ぶ受講者の発表にも、自分なりのコメントができるよう、テーマにふさわしい用例・ 

疑問を探して演習に臨みましょう。 

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 日本語教育 担当 大橋敦夫 

形態 講義 単位数 ２単位 開講時期 １年後期 

必修 卒業：選択  中免：必修  司書：－  司教：必修 

授業 

概要 

 異文化理解をベースに、日本語教育の現状についての理解を深める。 

到達 

目標 

・現代社会における日本語教育を取り巻く状況について理解する。 

・国語科教育との共通点・相違点を説明できる。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 イントロダクション 講義の進め方 

2 異文化理解の方法 異文化理解・多文化理解／共生 

3 外国の教育事情① 中国・韓国 

4 外国の教育事情② スリランカ・タイ 

5 外国の教育事情③ インドネシア・フィリピン 

6 外国の教育事情④ マレーシア・ベトナム 

7 外国の教育事情⑤ オーストラリア 

8 学習者の位相① 中国帰国者 

9 学習者の位相② 「外国人花嫁」 

10 学習者の位相③ ボランティア日本語教室 

11 学習者の位相④ エスニック・メディア 

12 日本語教育の現状① 国内事情 

13 日本語教育の現状② 国外事情 

14 日本語教育史 長野県の事例を軸に 

15 まとめ 日本語教育と国語教育の連携 

評価 

基準 

・異文化理解の素養がついたか否か。 

・日本語教育の諸分野を理解しているか。 

評価 

方法 

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

その他        ％ 

教科書 
『ベーシック 日本語教育』佐々木泰子編／ひつじ書房 

参考書 
『ケーススタディ 日本語教育』岡崎敏雄／おうふう 

 

履修条件 

異文化理解・国際交流活動に関心を有すること。 

準備学習 

新聞の教育欄・海外事情欄に、毎週、目を通しましょう。 

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 日本語教育演習Ⅰ 担当 大橋敦夫 

形態 演習 単位数 １単位 開講時期 ２年前期 

必修 卒業：選択  中免：必修  司書：－  司教：必修 

授業 

概要 

 日本語教授法について学ぶ。日本語を母語としない学習者に対して日本語を教えるには、

国語教育とは異なる知識・方法が必要となる。できるだけ実践的に学んでいきたい。 

到達 

目標 

学習者の状況に応じてシラバスが書ける。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 イントロダクション 演習の進め方 

2 日本語教授法の実際 ゼロ・スタートの学習者への対処 

3 外国人特別研究生に聞く① 中国での日本語教育の現状 

4 外国人特別研究生に聞く② 日本語学習の工夫 

5 外国語教授法史 主な教授法とその歴史 

6 日本語教授法① ＣＬ・ＣＣＬ 

7 日本語教授法② サイレントウェイ・ＴＰＲ 

8 日本語教授法③ サジェストぺディア・ナチュラルアプローチ 

9 シラバス 主なシラバス 

10 テキスト分析 日本語教科書の構造 

11 モデル・レッスン① 教え方の研究・教授項目の選定 

12 モデル・レッスン② シラバスの違いによる教案の書き方 

13 モデル・レッスン③ 教授とフィードバック 

14 日本語教授法⑤ 教科書「を・で」教える 

15 まとめ 日本語教育と日本語教授法 

評価 

基準 

・日本語教授法の全体像を理解したか否か。 

・ターゲットに合わせたシラバスが書けるか。 

評価 

方法 

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

その他        ％ 

教科書 

１年次「日本語教育」で使用したものを継続使用する。 

参考書 

『ケーススタディ 日本語教育』岡崎敏雄／おうふう 

 

履修条件 
自らの外国語学習体験を思い起こしながら、授業の組み立てに思いを致していること。 

 

準備学習 
・新聞の地域欄に目を通し、地元の日本語教育状況を把握しておきましょう。 

・外国人特別研究生とも積極的に日本語でディスカッションしよう。 

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 日本語教育演習Ⅱ 担当 大橋敦夫 

形態 演習 単位数 １単位 開講時期 ２年後期 

必修 卒業：選択  中免：必修  司書：－  司教：必修 

授業 

概要 

 日本事情を中心に学び、日本語教育についての学びのまとめをはかる。 

到達 

目標 

 日本事情について明快に説明できる。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 イントロダクション 演習の進め方 

2 日本事情とは 日本事情の授業例の紹介 

3 学習者の疑問 実例の検討 

4 疑問に答える 回答方法の検討 

5 疑問のテキスト化 わかりやすい説明文の研究 

6 テーマを探る① テーマの選定 

7 テーマを探る② （承前） 

8 中間発表① 発表とディスカッション 

9 中間発表② （承前） 

10 テーマを深める① 関連部分の事例研究 

11 テーマを深める② （承前） 

12 発表 発表とディスカッション 

13 日本語教育の諸問題① 日本語ボランティア 

14 日本語教育の諸問題② 国語教育との連携 

15 まとめ 日本語教育のこれから 

評価 

基準 

・日本事情の概要を理解したか否か。 

・テーマについての明快な説明ができるか。 

評価 

方法 

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

その他        ％ 

教科書 

１年次「日本語教育」で使用したものを継続使用する。 

参考書 

『日本タテヨコ』学習研究社 

『日本』学生社 

履修条件 
日本文化について自らの視点で述べられること。 

準備学習 

・日本文化、日本社会等について、日本語学習者の感じる疑問は、どんなものが多いか、調

べておきましょう。 

・新聞等で、外国人の見る日本像について、まとめておきましょう。 

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 言語表現技術 担当 大橋敦夫 

形態 講義 単位数 ２単位 開講時期 １年後期 

必修 卒業：選択  中免：－  司書：－  司教：－ 

授業 

概要 

 ４つの言語技能（読む・書く・聞く・話す）をバランスよく伸ばし、各人の言語表現技術

の向上をめざす。 

到達 

目標 

 社会人デビューに備えた言語技能の習得。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 イントロダクション 授業の進め方 

2 読む技術① 要約 

3 読む技術② 文章の構造図解 

4 読む技術③ ジャンルの違い 

5 書く技術① 様式にあわせる 

6 書く技術② 事実と意見の区別 

7 書く技術③ わかりやすい説明 

8 聞く技術① 日本語の音 

9 聞く技術② ラジオ 

10 聞く技術③ 講演 

11 話す技術① 話題の選び方 

12 話す技術② 滑舌・朗読 

13 話す技術③ スピーチ 

14 明快な表現とは 実例の検討 

15 まとめ 各自の課題の整理 

評価 

基準 

受講生自身が課題とする言語表現技術の向上がみられたか否か。 

評価 

方法 

授業態度   ２５  ％ レポート   ２５  ％ 期末試験   ５０  ％ 

その他        ％ 

教科書 

使用せず（プリント配布） 

参考書 

随時指示する。 

 

履修条件 

・向上させたい自身の言語表現技術を把握していること。 

・目標実現に向けて努力する意志を有していること。 

準備学習 
・自分自身で向上させたい技術を明確にし、それに向けての毎週ごとの努力を求めます。 

・日頃の言語生活を見直す習慣を持つように努めましょう。 

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 日本文学入門 担当 中西満義 

形態 講義 単位数 ２単位 開講時期 １年前期 

必修 卒業：選択  中免：必修  司書：－  司教：必修 

授業 

概要 

多くの人々に愛され、親しまれ続けてきた古典『百人一首』を取り上げ、入集歌の解釈と鑑

賞を行います。各時間、設定したテーマに沿って関係する和歌を紹介していきます。和歌が

詠まれた状況や表現方法などを理解することによって、和歌文学の魅力に迫ります。 

到達 

目標 

・古文をじゅうぶんに読みこなすことができる。 

・文字表現から情報を正確に理解することができる。 

・文字表現をとおして豊かな想像力を育むことができる。 

・文学テキストを超えた『百人一首』の文化史的な拡がりを理解することができる。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1  文学史の中の『百人一首』 和歌史上の『百人一首』 

2  『百人一首』の文化史 複合文化としての『百人一首』 

3  『百人一首』の成立 作品の成立、和歌文学について 

4  藤原定家の足跡 藤原定家の文化史的位置の考察 

5  万葉時代の名歌 巻頭二首をはじめとする万葉歌の鑑賞 

6  六歌仙の歌人たち 六歌仙の歌人の意義、および和歌の鑑賞 

7  和歌指導者の名歌 理論と編集と実作と 

8  女流の名歌・Ⅰ 道綱母の和歌の鑑賞 

9  女流の名歌・Ⅱ 紫女と清女 

10  親子歌人の名歌 親子ペアの和歌、鑑賞 

11  僧侶の恋歌 西行和歌を中心とした恋歌の鑑賞 

12  和泉式部について 恋歌の絶唱、式部歌 

13  式子内親王について 歌題「忍恋」、皇室の歌人 

14  藤原定家の一首 定家の和歌鑑賞 

15  定家と後鳥羽院 巻軸二首の意義 

評価 

基準 

・古文をじゅうぶんに読みこなすことができたか。 

・文字表現から情報を正確に理解することができたか。 

・文字表現をとおして豊かな想像力を育むことができたか。 

・文学テキストを超えた『百人一首』の文化史的な拡がりを理解することができたか。 

評価 

方法 

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

その他    １０  ％ 課題の内容 

教科書 

『原色 小倉百人一首』 鈴木日出男 文英堂 

参考書 
随時、紹介します。 

履修条件 
古典文学に関心を有していること。 

日本文化に関心を有していること。 

準備学習 
事前にテキスト（該当箇所）を読んでおくこと。 

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 古典文学を読む 担当 中西満義 

形態 講義 単位数 ２単位 開講時期 １年後期 

必修 卒業：選択  中免：必修  司書：－  司教：必修 

授業 

概要 

鎌倉時代前期に成立したと考えられる説話集『宇治拾遺物語』を講読していきます。笑いあ

り、涙ありの短編説話を味読することによって、人間という存在の力強さ、そして、その魅

力を感得することにつとめていきます。古来、多くの人々に愛読されてきた古典文学作品か

ら、さまざまな「ヒント」を受け取ることができれば良いと思います。 

到達 

目標 

・古文をじゅうぶんに読みこなすことができる。 

・文字表現から情報を正確に理解することができる。 

・文字表現をとおして豊かな想像力を育むことができる。 

・説話文学の楽しさ、奥深さを理解することができる。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 文学史の中の説話文学 文学のジャンルと時代区分。 

2 説話の時代 「編纂」という作業の持つ意味。 

3 『宇治拾遺物語』とは？ 中世文学史の中の説話文学。 

4 「鬼に瘤を取られた話」 第三話、講読。 

5 「稚児」の話 第一三話等、講読。 

6 「鼻の長い僧の話」 第二五話、講読。古典の翻案。 

7 「袴垂が保昌に会った話」 第二八話、講読。 

8 京洛の寺社にかかわる話 第八八話、一三一話等、講読。 

9 「夢」にかかわる話 第一一二話、一六五話等、講読。 

10 「樵（きこり）」の話 第一四七話、講読。 

11 「亀」にかかわる話 第一六四話、講読。 

12 「御堂関白の白い犬」 第一八四話、講読。 

13 「極楽往生」の話 第一九四話、講読。 

14 「出家、遁世、往生」の話 説話と仏教思想。 

15 巻頭話と巻軸話 主題と構成。 

評価 

基準 

・古文をじゅうぶんに読みこなすことができたか。 

・文字表現から情報を正確に理解することができたか。 

・文字表現をとおして豊かな想像力を育むことができたか。 

・説話文学の魅力を感得することができたか。 

評価 

方法 

授業態度   ３０  ％ レポート ５０     ％ 期末試験   ０  ％ 

その他  ２０  ％ 

教科書 
『宇治拾遺物語』伊東玉美 編（角川ソフィア文庫、ビギナーズ・クラシックス） 

参考書 

附属図書館の閲覧しやすい箇所に配架してもらいます。 

開講時に指示します。 

履修条件 
教古典文学に関心を有していること。 

日本文化に関心を有していること。 

準備学習 
事前にテキスト（該当箇所）を読んでおくこと。 

関心を抱いた事柄について、多角的に調べること。 

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 近代文学を読む 担当 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：選択  中免：必修  司書：－  司教：必修 

授業 

概要 

夏目漱石の『夢十夜』を精読し、作品世界の特質とその文学史的意義を明らかにする。漱石

の他作品との影響関係、時代や社会背景、関係作家等についても考察していく。 

到達 

目標 

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 漱石文学を学ぶことの意義 『夢十夜』を講読することの意義についての説明 

2 夏目漱石とその時代① 漱石以前の日本文学の状況についての解説 

3 夏目漱石とその時代② 漱石および同時代作家の活動と時代・社会の解説 

4 『夢十夜』第一夜 第一夜の作品世界についての解説 

5 『夢十夜』第二夜 第二夜の作品世界についての解説 

6 『夢十夜』第三夜 第三夜の作品世界についての解説 

7 『夢十夜』第四夜 第四夜の作品世界についての解説 

8 『夢十夜』第五夜 第五夜の作品世界についての解説 

9 『夢十夜』第六夜 第六夜の作品世界についての解説 

10 『夢十夜』第七夜 第七夜の作品世界についての解説 

11 『夢十夜』第八夜 第八夜の作品世界についての解説 

12 『夢十夜』第九夜 第九夜の作品世界についての解説 

13 『夢十夜』第十夜 第十夜の作品世界についての解説 

14 漱石文学における『夢十夜』 漱石文学における『夢十夜』の位置付けについての解説 

15 現代文学への影響 現代文学にいたる漱石文学の影響について解説 

評価 

基準 

日本文学史上の漱石文学の存在意義について理解し、『夢十夜』をはじめ文学作品を読解・

鑑賞する力を養っ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   ８０  ％ 期末試験       ％ 

その他        ％  

教科書 

『夢十夜』 夏目漱石／岩波文庫 

参考書 

『近代文学Ⅰ』 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、少なくとも、漱石の『坊っちゃん』

と『こころ』は、必ず事前に読んでから履修すること。 

準備学習 

授業時に提示する資料・文献を事前に必ず読み、理解しておくとともに、不明な点を明らか

にした上で、授業に臨むこと。 

 

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 日本文学の研究 担当 中西満義 

形態 講義 単位数 ２単位 開講時期 ２年後期 

必修 卒業：選択  中免：必修  司書：－  司教：必修 

授業 

概要 

平安時代初期の物語文学として著名な『伊勢物語』を取り上げ、講読していきます。『伊勢

物語』の作品世界を理解するとともに、そこから人間関係の機微を汲み取ることを目標とし

ます。 

到達 

目標 

・古文をじゅうぶんに読みこなすことができる。 

・文字表現から情報を正確に理解することができる。 

・文字表現をとおして豊かな想像力を育むことができる。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1  講義ガイダンス 「モノ語り」について 

2  平安初期物語文学の位相 平安前期物語文学についての解説 

3 「歌物語」について 「歌物語」と「作り物語」 

4 『伊勢物語』の主題と構成 「みやび」の解説、作品の構成 

5 『伊勢物語』講読・初冠 第一段の講読 

6 『伊勢物語』講読・高子との恋 「芥川」ほかの講読 

7 『伊勢物語』講読・東下りⅠ 和歌の修辞について 

8 『伊勢物語』講読・東下りⅡ 東国の歌枕 

9 『伊勢物語』講読・幼友達の恋 「筒井筒」の講読 

10 『伊勢物語』講読・「色好みなる女」 恋愛の諸相 

11 『伊勢物語』講読・「狩の使い」 伊勢斎宮との恋 

12 『伊勢物語』講読・「水無瀬の花」 ディレッタントな宴 

13 『伊勢物語』講読・「深草の鶉」  歌枕「深草」の伝統 

14 『伊勢物語』講読・終焉 「つひにゆく」歌の鑑賞 

15 『伊勢物語』の後代への影響 和歌文学、絵画・工芸など 

評価 

基準 

・古文をじゅうぶんに読みこなすことができたか。 

・文字表現から情報を正確に理解することができたか。 

・文字表現をとおして豊かな想像力を育むことができたか。 

 

評価 

方法 

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

その他    ２０  ％ 時間中の課題 

教科書 

『新版 伊勢物語』 石田穣二／書店・角川ソフィア文庫 

参考書 
随時、紹介します。 

 

履修条件 
古典文学に関心を有していること。 

恋愛を中心に、人間関係の機微を優れた筆致で描いた作品をともに味わっていきましょう。 

準備学習 
事前にテキスト（該当箇所）を読んでおくこと。 

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 日本文学演習Ⅰ 担当 中西満義 

形態 演習 単位数 １単位 開講時期 ２年前期 

必修 卒業：選択  中免：必修  司書：－  司教：必修 

授業 

概要 

日本古典文学の中でも、著名な作品として読み継がれてきた鴨長明の『方丈記』を受講者と

ともに読み進めていきます。随筆文学として親しまれてきた本作品前半の「世の不思議」は、

未曾有の災害の描写と長明のコメントからなっていますが、そこから、現代を豊かに生きる

ためのヒントを得ることができればと考えている。 

到達 

目標 

・古文をじゅうぶんに読みこなすことができる。 

・文字表現から情報を正確に理解することができる。 

・発表資料作成の準備や発表の姿勢を身に付けることができる。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 授業ガイダンス シラバス、発表方法等の説明 

2 鴨長明・略年譜 歌人としての長明 

3 鴨長明の文学 『発心集』の紹介 

4 『方丈記』について 『方丈記』の特質、全体の構成 

5 『方丈記』講読・序章 「ゆく川の流れ」、模範発表 

6 『方丈記』講読 「世の不思議」安元の大火 

7 『方丈記』講読 「世の不思議」治承の辻風 

8 『方丈記』講読 「世の不思議」福原遷都 

9 『方丈記』講読 「世の不思議」養和の飢饉 

10 『方丈記』講読 「世の不思議」元暦の大地震 

11 『方丈記』講読 「世の中のありにくさ」 

12 『方丈記』講読 日野山の「方丈の庵」 

13 『方丈記』講読 「閑居の気味」の前半 

14 『方丈記』講読 「閑居の気味」の後半 

15 『方丈記』講読 結語の解釈 

評価 

基準 

・古文をじゅうぶんに読みこなすことができたか。 

・文字表現から情報を正確に理解することができたか。 

・発表のための準備ができたか、発表の姿勢を身に付けることができたか。 

評価 

方法 

授業態度   ３０  ％ レポート   ５０  ％ 期末試験       ％ 

その他    ２０  ％ 授業中の課題の内容 

教科書 

『カラー版 方丈記・伊勢記』（浅見和彦／おうふう） 

参考書 

適宜、紹介します。 

履修条件 

古典文学に関心を有していること。 

『方丈記』は四〇〇字詰め原稿用紙にして２０枚をわずかに越える小品ですが、鴨長明の思

想が凝縮されています。 

準備学習 
事前にテキスト（該当箇所）を読んでおくこと。 

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 日本文学演習Ⅱ 担当 中西満義 

形態 演習 単位数 １単位 開講時期 ２年後期 

必修 卒業：選択  中免：必修  司書：－  司教：必修 

授業 

概要 

紀行文学の古典として著名な 『おくのほそ道』を取り上げ、受講者各人の調査内容の発表

により章段を読みすすめてゆくことをとおして、その意義と魅力とを感得します。 

到達 

目標 

・古文をじゅうぶんに読みこなすことができる。 

・文字表現から情報を正確に理解することができる。 

・発表資料作成の準備や発表の姿勢を身に付けることができる。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 講義ガイダンス シラバス、進行方法等の説明 

2 紀行文学の系譜 旅の文学、概説 

3 俳諧文学について 芭蕉時代の俳諧について 

4 松尾芭蕉の旅と文学 芭蕉の俳諧紀行文、その意義 

5 『ほそ道』講読・序章、旅立ち 冒頭の読み・暗唱、質疑応答 

6 『ほそ道』講読・日光 当該箇所の発表、質疑応答 

7 『ほそ道』講読・那須野、黒羽ほか 当該箇所の発表、質疑応答 

8 『ほそ道』講読・遊行柳、白川の関 当該箇所の発表、質疑応答 

9 『ほそ道』講読・須賀川～武隈の松 当該箇所の発表、質疑応答 

10 『ほそ道』講読・宮城野、壺の碑 当該箇所の発表、質疑応答 

11 『ほそ道』講読・末の松山、松島 当該箇所の発表、質疑応答 

12 『ほそ道』講読・瑞巌寺、石の巻 当該箇所の発表、質疑応答 

13 『ほそ道』講読・平泉 当該箇所の発表、質疑応答 

14 『ほそ道』講読・象潟 当該箇所の発表、質疑応答 

15 『ほそ道』講読・～大垣（まとめ） 当該箇所の発表、質疑応答 

評価 

基準 

・古文をじゅうぶんに読みこなすことができたか。 

・文字表現から情報を正確に理解することができたか。 

・資料作成等の準備を行えたか､発表の態度は適切であったか、また、他学生の発表にたい

して聴講態度は適切であったか。 

評価 

方法 

授業態度   ３０  ％ レポート   ５０  ％ 期末試験       ％ 

その他    ２０  ％ 授業中の課題 

教科書 

『新訂 おくのほそ道』 頴原退蔵・尾形仂／角川書店･角川ソフィア文庫 

参考書 
随時、紹介します。 

 

履修条件 
古典文学に関心を有しているか。 

旅行にたいして興味を抱いているか。 

準備学習 
事前にテキスト（該当箇所）を読んでおくこと。 

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 小説の世界 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  中免：－  司書：－  司教：－ 

授業 

概要 

森 鷗外のいくつかの作品を精読し、作品世界の特質とその文学史的意義を明らかにする。

鷗外の他作品との影響関係、時代や社会背景、関係作家等についても考察していく。 

到達 

目標 

文学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 鷗外文学を学ぶことの意義 森 鷗外の作品を講読することの意義についての説明 

2 森 鷗外とその時代① 鷗外以前の日本文学の状況についての解説 

3 森 鷗外とその時代② 鷗外および同時代作家の活動と時代・社会の解説 

4 『木精』 『木精』の作品世界についての解説（一） 

5 『木精』 『木精』の作品世界についての解説（二） 

6 『木精』 『木精』の作品世界についての解説（三） 

7 『山椒大夫』 『山椒大夫』の作品世界についての解説（一） 

8 『山椒大夫』 『山椒大夫』の作品世界についての解説（二） 

9 『山椒大夫』 『山椒大夫』の作品世界についての解説（三） 

10 『山椒大夫』 『山椒大夫』の作品世界についての解説（四） 

11 『最後の一句』 『最後の一句』の作品世界についての解説（一） 

12 『最後の一句』 『最後の一句』の作品世界についての解説（二） 

13 『最後の一句』 『最後の一句』の作品世界についての解説（三） 

14 同時代文学への影響 同時代文学への鷗外文学の影響についての解説 

15 現代文学への影響 現代文学にいたる鷗外文学の影響について解説 

評価 

基準 

日本文学史上の鷗外文学の存在意義について理解し、鷗外の作品・をはじめ文学作品を読

解・鑑賞する力を養っ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   ８０  ％ 期末試験       ％ 

その他        ％  

教科書 

『山椒大夫・高瀬舟』 森 鷗外／岩波文庫 

参考書 

『近代文学Ⅰ』 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、少なくとも、鷗外の『高瀬舟』と

『舞姫』は、必ず事前に読んでから履修すること。 

準備学習 

授業時に提示する資料・文献を事前に必ず読み、理解しておくとともに、不明な点を明らか

にした上で、授業に臨むこと。 

 

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 児童文学の世界 担当 加々井美恵子 

形態 講義 単位数 ２単位 開講時期 １年前期 

必修 卒業：選択  中免：－  司書：－  司教：－ 

授業 

概要 

児童文学史の流れに沿って、国内外の優れた作品を読むことにより、子どもの本質に触れ、児

童文学への理解を深める。 

到達 

目標 

・ 児童文学史を辿ることによって、子ども観の変遷と児童文学が果たした役割に気づく。 

・ 人間の本質にある子ども心に共感する豊かな感性を培う。 

・ 作品を読み、内容を理解し自分なりの考えをまとめ、表現することができる。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 
児童文学とは～児童文学の扉をノックする 児童文学とは何か、その定義や大人の文学との

違いを考える 

2 
国内外の児童文学の前史 童話の発端を昔話より学ぶ 

イソップ童話、日本の昔話 

3 
外国の児童文学（17世紀～18世紀） 子どもを意識した最初の児童文学といえるペ

ロー童話について学ぶ 

4   〃（近代児童文学の成立期 19世紀）① グリム兄弟の活躍とその童話について 

5   〃（近代童話への貢献）     ②            アンデルセンの作品とその生涯について 

6 
〃 （近代的ファンタジーの起点） ③          ルイス・キャロルと「不思議の国のアリス」に

ついて 

7 〃 （古典的小説の出現）     ④     「ハイジ」「若草物語」「フランダースの犬」 

8 日本の近代児童文学の誕生   ① お伽噺の流れと「赤い鳥」について学ぶ 

9 〃           ② 宮沢賢治の童話、作品とその生涯について 

10 現代児童文学の成立 （国内外）① 日本の第二次大戦直後の児童文学について 

11             ② 小宮山量平氏の仕事について、児童詩、他 

12 
ファンタジーの多様化     ① イギリス児童文学におけるタイムファンタジ

ーについて 「トムは真夜中の庭で」 

13 
〃             ② ハイファンタジーについて、上橋菜穂子の作品

「精霊の守り人」シリーズ他 

14 
児童小説の深化 エーリヒ・ケストナーやリンド・グレーンの作

品にみる子ども観について考える 

15 
現代の児童文学とまとめ 現代の児童文学における諸問題について考え

る「クローディアの秘密」「西の魔女が死んだ」 

評価 

基準 

児童文学作品への理解についてのレポートを作成してもらい、児童観、児童文学観がどれだけ

形成されたかという観点で見る。 

評価 

方法 

授業態度   ２０  ％ レポート   ５０  ％ 期末試験     ％ 

その他    ３０  ％（授業内で指示する課題の内容を評価） 

教科書 ありません  （毎回資料プリントがでます） 

参考書 特にありません 

履修条件 

特にありませんが、児童文学に興味があること。（絵本、ヤングアダルト文学を含む） 

準備学習 
たくさんの童話を読みますので、それについてのレポートを作成し提出してください。 

オフィスア

ワー 

講義終了後の時間、講師室 及び e-mail にて 

 



科目名 中国文学の世界 担当 宮田暉朗 

形態 講義 単位数 ２単位 開講時期 ２年後期 

必修 卒業：選択  中免：必修  司書：－  司教：必修 

授業 

概要 

漢字の成り立ちと音訓の存在、漢語の文法や語法などに触れてから中国古典の中で詩を教材

にして、その意味や主題をまとめた後に朗読をしながら文学を楽しむ。さらに、発展して故

事成語と論語を取り上げて鑑賞する。 

到達 

目標 

・中国古典の詩を解釈し、主題感動を朗読で表現できる。 

・中国語の読みと日本語の読みを聞き分け、そのイメージを基に自分の言葉で鑑賞文を書く

ことができる。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 
中国古典文学概観 文字は天と人をつなぐ神聖なモノであることを説明す

る。非文字期から人類は歌で文化を作ったことの説明 

2 詩経の内容 最古の詩編で儒教の経典を素読する。 

3 
文選 南北朝時代の詩文集である文選の春秋戦国時代から梁ま

での作品にある「うた」を紹介し素読する。 

4 
阮籍「詠懐詩」 三国時代の魏の人である阮籍の人となりを知り、詩を読

み鑑賞する。 

5 陶淵明 「帰園田居・飲酒」等の解釈と鑑賞、朗読を楽しむ。 

6 唐詩の世界 王昌齢 「芙蓉楼送辛漸」など代表的な詩の解釈と鑑賞をする。 

7 同    王維 「鹿柴」などの詩のイメージをもとに４行詩を創作する。 

8  同    李白 「早発白帝城・送友人」解釈と鑑賞。朗読を楽しむ。 

9  同    杜甫 「春日憶李白」等の解釈と鑑賞文創作と朗読 

10  同    柳宗元 「江雪」などの解釈と鑑賞をする。 

11  同    白楽天 「八月十五夜・長恨歌・香炉峰～」解釈と鑑賞をする。 

12  同    杜牧 「江南春・清明」の中国語で読み、鑑賞文を書く。 

13 故事成語 鼓腹撃壌・守株などの故事成語を白文で読む。 

14 杜子春 芥川龍之介の同名小説との比較を楽しむ。 

15 論語 孔子・朱子・孟子・老子の素読をする。 

評価 

基準 

・唐詩の分析・解釈・鑑賞によって生まれた感動を口頭発表や文書表現ができたか。 

・理解内容と感動を朗読表現に生かすことができたか。 

評価 

方法 

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

その他    ２０  ％ 授業に読む教材の意味の理解・朗読・鑑賞文の内容を評価 

 

教科書 
使用しない 

参考書 
唐詩・故事成語などの資料 

履修条件 

中国古典詩が我が国の思想や文学に与えた影響の大を実感すること。主題感動を高める表現

方法の妙を味わい、筆者の情念なり怜悧的意図から滲む感動を追体験する中で我が国に及ぼ

した影響の理由をつかむ。教職履修生は教える立場で読むことができ、暗唱すること。 

準備学習 自分の好きな中国古典詩５０編を選ぶ。 

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 小説を書く 担当 中西満義 

形態 演習 単位数 １単位 開講時期 ２年前期 

必修 卒業：選択  中免：－  司書：－  司教：－ 

授業 

概要 

小説の作法についての解説に基づいた課題に取り組みつつ、創作に備えます。短編小説の創

作は容易いことではありませんが、理解した事柄を参考にしてチャレンジしていきます。 

到達 

目標 

・小説の書き方を理解し、創作の準備ができる。 

・適切な文章表現ができる。 

・短編小説を書き上げることができる。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 講義ガイダンス 授業の進め方、目標の確認 

2 小説創作の基本（主題の設定） 主題設定の方法 

3 小説創作の基本（あらすじの構成） プロットのまとめ方 

4 小説創作の基本（素材の選択） モチーフの選択、活かし方 

5 小説創作の基本（登場人物の造型） 人物の設定と表現 

6 実作の準備・Ⅰ（主題の決定） テーマ、サブテーマの決定 

7 実作の準備・Ⅱ（あらすじの決定） プロットの構築 

8 実作の準備・Ⅲ（素材の選択） モチーフの配置 

9 実作の準備・Ⅳ（登場人物） 人物の造型 

10 さまざまな描写（風景描写）  心象風景を軸に 

11 さまざまな描写（人物描写・Ⅰ） 外見の描写 

12 さまざまな描写（人物描写・Ⅱ） 心理の描写 

13 会話文の活用  効果的な表現を模索する 

14 書き出し（冒頭）の文章 書き出しの文章、始点の据え方 

15 締めの文章 エンディング、終点の据え方 

評価 

基準 

・小説を味わって読むことができる。 

・小説創作に必要な諸要素を理解している。 

評価 

方法 

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

その他    ３０  ％ 授業中の課題 

教科書 

特に使用しません。 

資料を、随時、配布します。 

参考書 

適宜、紹介します。 

履修条件 
小説創作にチャレンジすることをとおして、表現する楽しさを味わいましょう。 

準備学習 
空き時間を活用して創作ノートの完成を心掛けること。 

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 児童文学を書く 担当 加々井美恵子 

形態 演習 単位数 １単位 開講時期 １年後期 

必修 卒業：選択  中免：－  司書：－  司教：－ 

授業 

概要 

人間そのものである子どもの姿を理解し、創作の基本を学びながら自らの感性を鍛え、子ど

もたちの共感を得られるような作品作りを目指していきます。 

到達 

目標 

・ 自分がイメージしたことを他者に伝わる表現で文章化できる。 

・ 一つのテーマでお話が書けるようになる。 

・ 創作することを通して豊かな人間性について考えることができるようになる。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 なぜ児童文学を書くのか 児童観について考察し、大人の文学との違いを考える 

2 子ども時代の思い出の文章化 自分だけが知っていることを短い文章でまとめる 

3 書き方の基本を知る 発想から完成までをひとつの作品を通して学ぶ 

4 幼年童話とテーマ 子どもの日常にある童話的テーマと子ども心を探る 

5 昔話に学ぶお話づくり テーマと構成について学ぶ 

6 短い童話を作成 原稿用紙 1～2枚、作成後添削を受ける 

7 作品の合評 お互いの作品を批評し、学び合う 

8 童話におけるリアリズムについて 作品を鑑賞してリアリティのある表現について学ぶ 

9 ファンタジーについて  ファンタジーの特徴とその魅力について知る 

10 ファンタジー作品を作る 短いファンタジー作品を書き、添削を受ける 

11 描写について考える 文体、会話における生きた言葉、作者の視点を学ぶ 

12 児童文学（童話）の作成 書こうとする作品のモチーフ、テーマ、構成を考える 

13    〃 原稿用紙 6枚～15枚目安、パソコンで入力 

14 創作集作成準備 自作品を修正していく（添削を受ける） 

15 まとめ 創作集を完成させ、童話を書く意味を再考する 

評価 

基準 

授業内での合評や添削を経た自作品（児童小説、童話）を完成させ、創作集に掲載すること 

評価 

方法 

授業態度   ４０   ％ レポート   ６０  ％ 期末試験       ％ 

その他        ％ 

教科書 
特にありません（資料プリントが出ます） 

参考書 

特にありません 

履修条件 
特にありませんが、子どもの感性に立ち返ることの楽しさと、空想することの楽しさを味わ

いながら、それを文章化するスキルを学びます。 

準備学習 
授業内で小作品を創作しますが、長編作品を希望して書く場合は創作集に向けて各自、事前

に準備をしておく必要もあります。 

オフィス

アワー 
講義終了後の時間  講師室、及び e-mail にて 

 



科目名 朗読の世界 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 卒業：選択  中免：－  司書：－  司教：－ 

授業 

概要 

音声言語の豊かな表現のひとつとして、朗読が存在する。この授業では、人間が持つ語る力

について考察するとともに、朗読の基礎や方法を学んだ上で、実際にさまざまな作品の朗読

をしながら、豊かな言語感覚と朗読の能力を身につけていく。 

到達 

目標 

言語感覚を磨きながら、朗読の前提となる作品内容の深い理解や鑑賞の力を養い、実際にさ

まざまな作品を朗読することで、豊かな表現能力を養うことを目標とする。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 受講にあたってのガイダンス 受講にあたっての注意、評価方法などについての説明 

2 音声言語とは何か 言語表現のなかの音声言語についての解説 

3 語る力の育み 人間が持つ語る力と、それをどう育むかについての解説 

4 豊かな言語感覚とその表現 言葉が持つ感覚の豊かさと表現についての解説 

5 発音・発声① 発音・発声の基礎についての解説 

6 発音・発声② 発音・発声の訓練 

7 作品の熟読と理解 朗読の前提にある作品理解の深さについての解説 

8 朗読① 昔話の朗読 

9 朗読② 童話の朗読 

10 朗読③ 詩・エッセイの朗読 

11 朗読④ 方言の力が生きる朗読 

12 自作の創作 作品の創作（詩もしくは短いエッセイ） 

13 朗読⑤ 自らの創作作品の朗読 

14 文化と伝統 音声言語文化の継承と創造についての解説 

15 朗読の魅力 豊かで魅力的な朗読についての解説 

評価 

基準 

朗読の面白さや豊かさを十分理解し、朗読作品を深く読解・鑑賞する力を養うとともに、実

際に朗読する表現能力を身につけることができ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   ４０％ 期末試験       ％ 

その他（課題や朗読の発表）４０％  

教科書 

プリント使用。 

参考書 

随時指示する。 

履修条件 

朗読全般に対する深い関心を持ち、自らが表現者であり、創造する立場でもあることを意識

した上で履修すること。 

準備学習 

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、不明な点を明らか

にした上で、授業に臨むこと。また、各自の朗読の発表に際しては、十分な練習をして臨む

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 演劇の世界 担当 佐藤厚 

形態 講義 単位数 ２単位 開講時期 １年後期 

必修 卒業：選択  中免：－  司書：－  司教：－ 

授業 

概要 

「演劇の世界」は広く深く、そのジャンルは多岐にわたる。演劇の実践と理論を通じて現代

パフォーミングアーツの全体像を理解し、演劇の基礎的教養を身につける。演劇のベースに

なっているものは、実は日常的なことが多いことに気づき、演劇のエクササイズ、各種戯曲、

民話・童話の脚本にふれ、演劇の奥深さを学ぶ。 

到達 

目標 

劇的表現する楽しさや難しさを経験しながら、想像(創造)力や自己表現力を習得する。基本

的な演劇理論を理解し、時代や文化、ジャンルを異にする多様な演劇作品の比較分析ができ

るようになる。台本読解や DVD鑑賞とその分析を行い、観る・読む・聞く力を習得し実作品

の分析に応用できるようになる。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 イントロダクション 授業の進め方。シアターゲームでコミュニケートする。 

2 表現を楽しむとは？ 演ずるとは？日常にある表現の意識化 

3 演劇のベースの理解 即興表現―コミュニケーションスタディ 

4 感性への気づき 五感を研ぎ澄まし、日常の表現を意識化する。 

5 感覚を使った表現 感じ得た事柄を言葉で感情表現してみる。 

6 身体とドラマ 身体のリズムで感じたことを用いてドラマ性を学ぶ。 

7 声・身体・表情 基本的な発声や滑舌法を学ぶ。 

8 感情表現とは？ 自然発生的な感情表現と意識的な感情表現。 

9 感情表現の伝達 相手に伝える、まわりが理解できる表情と間。 

10 自己表現の可能性 
柔軟性を持った自己表現力とは何かをグループで互い

に理解し合う。 

11 脚本を読む 脚本の内容を状況や感情表現を大切に読みこむ。 

12 脚本の理解と分析 登場人物を自分ならどう表現するかを模索する。 

13 演劇表現への挑戦 演劇作品のシーン展開をグループごとに楽しむ。 

14 演劇の実践 グループで工夫しながらシーンを作る。 

15 まとめ 
グループごとの表現を観賞し合い、自分や周りの人た

ちの表現を分析し合う。 

評価 

基準 

演劇表現のエクササイズや実践を通じて自己表現力を開拓し、まわりとの関係を深め、協調

性を持って表現活動したか。 

評価 

方法 

授業態度     60％ レポート      40％ 期末試験       ％ 

その他       ％ 

教科書 
随時資料を配布する。 

参考書 「メソード演技」 エドワード・D・イースティ著 米村あきら訳 劇書房 

履修条件 

授業では体を動かすことが多いので、動きやすい服装や靴で参加すること。 

演劇の楽しさと芸術的な奥深さに触れ、日常的な活動にも応用できる豊かな感性と自己表現

力を身につけるべく、授業へは積極的参加の姿勢で臨むこと。 

準備学習 演劇に関わる情報を調べ、授業毎の課題（台本など）をよく読んでおくこと。 

オフィス

アワー 
掲示板等で確認すること。 

 



科目名 スピーチ・コミュニケーション 担当 佐藤厚 

形態 演習 単位数 １単位 開講時期 ２年前期 

必修 卒業：選択  中免：－  司書：－  司教：－ 

授業 

概要 

現代社会における様々事項に対し論理的に思考し、相手に理解しやすく伝えることができる

ようになり、人前で落ち着いて自己表現できる能力の開発を目ざすとともに、コミュニケー

ション能力を身に付けることを目的とした演習授業である。 

到達 

目標 

自らの意見を述べ、他者との見解の相違や類似点を探り、スピーチ演習を通じてプレゼンテ

ーション能力を磨く。物事を多面的にとらえ、論理的な思考と分析力、対話の構成力を身に

着け、周囲に対して説得力のあるスピーチができるようにする。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 ガイダンス 授業の進め方の説明。 

2 スピーチとは 喋る、話す、語る、の違いについて実践してみる。 

3 論理的思考と分析 順序立てて相手に伝える大切さに気づく。 

4 事象分析 新聞やニュース、事件などの論理的な文章の検証。 

5 話す力 何をどう伝えるか。簡潔に論理的に、分かりやすく話す。 

6 説得力 相手の心に伝わる言葉、音声、表情を探り実践する。 

7 専門家の話し方 アナウンサーことば、声優の表現を分析する。 

8 話し手と聞き手 話す側の心得と聞く側のマナーについて探求する。 

9 スピーチへの挑戦 ユニークな自己紹介。 

10 自由なスピーチ トピックステーマを決めて自身の考えを自由に話す。 

11 スピーチの実践 自身のスピーチを客観的に分析し修正する。 

12 スピーチの分析 
他者のスピーチに対する意見・質問を考え、自身のスピ

ーチに活かす。 

13 論理的スピーチ 
各自テーマを持ち寄り、論理的な思考でスピーチ内容を

考案する。 

14 スピーチ・コミュニケーション 
与えられた課題について、制限時間を決めスピーチし、

その後参加者で討議する。 

15 まとめ 
授業を通じて自身の思考や分析力、伝達力の変化、論評

についてまとめる。 

評価 

基準 

・物事に対し興味関心を示し、理論的思考を深め、スピーチできているか。 

・質問に対し真摯に受け答えができているか。 

評価 

方法 

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

その他  スピーチ表現力 40％ 

教科書 随時資料を配布する。新聞や情報記事。 

参考書  

履修条件 

「よく話し、よく聴く」をテーマに物事に対する見方、考え方、人に話す伝え方を柔軟にす

ること。自己洞察を深め、自分らしく自信を持って人前で話すことができるよう、前向きに

取り組むこと。 

準備学習 
日常のネットや新聞、テレビ等の情報が触れる中、自身の考えを明確にする習慣をつけるこ

と。 

オフィス

アワー 
掲示板等で確認すること。 

 



科目名 パフォーマンス論 担当 佐藤厚 

形態 講義 単位数 ２単位 開講時期 １年後期 

必修 卒業：選択  中免：－  司書：－  司教：－ 

授業 

概要 

様々なパフォーマンスが展開されている現代。日常生活にあるパフォーマンスの理解、国内

外の演劇、音楽、祭の映像等を鑑賞分析し、日常生活とパフォーマンスの関係性、現実世界

の演劇性等の表現方法を探求する。 

到達 

目標 

日常生活における文化的・社会的実践としてのパフォーマンスの可能性を理解する。パフォ

ーマンスの種類や手法について探求し、劇的表現手段を用いて魅力ある自己表現力を修得す

る。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 ガイダンス 授業方針の説明。 

2 パフォーマンスの概要 人は何故パフォーマンスするのか。 

3 伝えるパフォーマンス 説得力のある伝達方法を探る。 

4 コミュニケーションワーク 自己表現と他者理解⇒相互理解の修得。 

5 パフォーマンスの場面 日常生活、社会生活の中のパフォーマンス。 

6 文化的なパフォーマンス 舞台・映画・ドラマにおけるパフォーマンス。 

7 シチュエーション表現 デフォルメ化したパフォーマンス効果。 

8 表現する喜びと楽しさ 物、動き、言葉を演劇的手法を用いて表現する。 

9 主体性のある自己表現 真似ることから学んでいることに気づく。 

10 自己表現からパフォーマンスへ 真似からオリジナリティの創造へ。 

11 シチュエーションドラマへの展開 日常にある場面をピックアップして創作表現する。 

12 パフォーマンスの意識化 効果的なパフォーマンスの場面展開を楽しむ。 

13 パフォーマンスの実践① 様々な状況下で言葉を用いたパフォーマンス。 

14 パフォーマンスの実践② テーマを用いた非言語のパフォーマンス。 

15 まとめ パフォーマンスの理論と実践からその本質を探る。 

評価 

基準 

日常生活や文化的、社会的パフォーマンスの理解。他者の理論や実践を尊重し、自発的、主

体性のある自己表現力を修得しようとしているか。 

評価 

方法 

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

その他        ％  

教科書 適宜資料を配布する。 

参考書 適宜資料を配布する。 

履修条件 
授業では身体を動かすこともあるので動きやすい服装で参加すること。 

お互いの自己表現を共有・尊重し合い授業に臨むこと。 

準備学習 日常生活の身の回りにあるパフォーマンス情報の収集に心がけること。 

オフィス

アワー 
掲示板等で確認すること。 

 



科目名 コミック文化論 担当 坂口竜太郎 

形態 講義 単位数 ２単位 開講時期 １年後期 

必修 卒業：選択  中免：－  司書：－  司教：－ 

授業 

概要 

アニメーション作品にとどまらず、様々な娯楽メディアの『原作』として 

扱われるようになった漫画。日本の文化として今なお多様化していくその魅力と可能性を、

原点からの歩みと共に考えていきます。 

到達 

目標 

単なる漫画の「読み手」から一歩踏み出して、 

「作り手」としての視点と、「伝える力」を養うことを目標とします。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 カリカチュア(戯画)の世界 漫画における記号的表現について考える。 

2 ４コマ漫画の歴史 ４コマ漫画の歴史に見る世の中の流れ。 

3 
ストーリー漫画の確立 手塚治虫作品を中心に、ストーリー漫画の成り立ちを考察

する。 

4 ＳＦ漫画の世界 価値観の転倒、アイデア発想のヒントを探る。 

5 笑いとナンセンス ギャグ漫画を描くことの意味を考える。 

6 劇画とリアリティ 漫画におけるリアリティを考える。 

7 
漫画家たちの時代① 映画「トキワ荘の青春」から考える、昭和の漫画家たちの

暮らしと心。 

8 漫画家たちの時代②        〃 

9 いのちを吹き込む 「キャラクター」の魅力について考える。 

10 海のむこうの漫画文化 アメコミやバンドデシネから、文化の違いを考える。 

11 
オリジナル漫画の企画 テーマに基づき、オリジナル漫画を企画する。 

(キャラクター、プロット作成) 

12 原作としての漫画① 映像作品と原作漫画の比較、検討 

13 原作としての漫画②        〃 

14 企画発表 オリジナル企画の発表、考察。 

15 伝える力 日常における漫画の働きについて考える。 

評価 

基準 

過去の作品の背景や作者の意図を理解した上で、 

そこから更に独自の視点や柔軟な着想を得ることができ、 

それらをきちんと「伝える」ことができているかを、理解度の基準とします。 

評価 

方法 

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

その他    ４０  ％ (授業内の課題内容で評価) 

教科書 手塚治虫『マンガの描き方 似顔絵から長編まで』/ 光文社 

参考書 特にありません 

履修条件 

講義の中で、漫画的発想を養うための実践的な課題を出していきます。 

最終的にキャラクターも含めたストーリー漫画の企画、発表をしてもらうので、 

人前で自分の作品を発表できることが条件となります。(絵の得手不得手は問いません) 

準備学習 
様々なジャンルの漫画作品を読んでください。 

オフィス

アワー 

学生支援課を通して対応致します。 

 



科目名 アニメーションの世界 担当 山岸裕昌 

形態 講義 単位数 ２単位 開講時期 １年前期 

必修 卒業：選択  中免：－  司書：－  司教：－ 

授業 

概要 

物語を伝える手段としてアニメーションは認められた。よって、アニメーションの魅力を測
るには「物語」の理解が不可欠。物語を理解する為に、その構造のみならず、その要素“自
分”“人間”“社会”への理解を深め、アニメーションの更なる魅力を学ぶ。 

到達 

目標 

今の自分では気づけない面白さに、隣の人は気づいていたりする。それまでの自分とは違う
視点を沢山持つことで、自分の観方を少しでも客観視し、それまで以上の感想・解答を引き
出せるようになる。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 
A． 物語の構成概略 
B． 物語の必須事項：障害物 

A． 物語≠ストーリー。では何が必要か。 
B． 障害物の内、心理的障害物を考える。 

2 
A． 非現実的映像演出の効用 
B． 心理的障害物①a 

A． 現実的、非現実的の演出の差を決めるものは何か。 
B． なぜ人と比べて、その優劣で心が動くのか。 

3 
A． 物語の中での作家性 
B． 心理的障害物①b 

A． 作家性とは物語に反映されたどの部分か。 
B． 優越感と劣等感は鏡合わせの存在か。 

4 
A． 企画上のテーマ・目的・効果 
B． 心理的障害物①c② 

A． 集団で作り上げる為に確認すべきこと。 
B． 劣等感の認識をいつ持つのか。攻撃心とは。 

5 
A．作風①画面上の演出様式 
B．心理的障害物①d 

A．絵の良し悪しと写実的か、は別モノである。 
B．優劣で心が動くと、どう思考を限定するか。 

6 
A． 物語と社会 
B． 心理的障害物③a 

A． 物語の社会への影響と、社会の縮図としての物語。 
B． 人を動かすものの増減は、思考をどう限定するか。 

7 
A． 作風②画風が決める演出様式 
B． 心理的障害物③b 

A． 虚構の現実を描く為の非現実的画風の効果。 
B． 最善を求めさせないものは何なのか。 

8 
A． 作風③舞台の特異性 
B． 心理的障害物③c 

A． 虚構の現実を描く為の２Dアニメーション的動き。 
B． 人にとって、“何かを失うということ”とは。 

9 
A． アニメーションとマンガ 
B． 心理的障害物がない① 

A． マンガ原作であってもキャラ設定・コンテは異なる。 
B． 心理的障害物が無いと、何が違うのか。 

10 
A． 作風④実写映画的演出 
B． 心理的障害物がない② 

A． アニメ－ションでの実写的演出の成功例。 
B． 生き方を変えるのは、変えさせられることか。 

11 
A． 物語上の心理的障害① 
B． 排他的心理とその転換 

A． 物語上ではどのように描かれるか。（児童期） 
B． その成り立ちとそれを無意味にするものは何か。 

12 
A． 物語上の心理的障害② 
B． 障害物が無い以上の心理 

A． 物語上ではどのように描かれるか。（少年期） 
B． 最善を求める心理は攻撃心に勝てるか。 

13 
A． 物語と時代性 
B． イノベーションの心理 

A． アニメーションの文化的地位と時代性。 
B． 新しいことを生む為に必要なものは何か。 

14 
A． 社会性と感動 
B． 解答には意味が無い 

A． 達成感ではない人間だけの心の動きによる感動。 
B． 価値観とは価値体系。その危うさを問う。 

15 
A． 選択と感動 
B． 前へ進ませるもの 

A． 登場人物と共に選択を迫られる観客と心の動き。 
B． 人の中での停滞が生む危機と原因。 

評価 

基準 

講義の中に評価ポイントを多数盛り込みます。これを使っていかに精一杯考えられるか、こ
れを授業の理解度と考えます。 

評価 

方法 

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

その他    ３０  ％（課題 簡単な絵コンテの作成を課題として出します。） 

教科書 『映像の原則』富野由悠季著／キネマ旬報社 

参考書 必要に応じて指示します。 

履修条件 本講義を履修するにあたって、必要となる基礎知識を有すること。 

準備学習 
授業内で投げ掛けられた設問について、次回の授業まで考え続けること。 
教科書を出来るだけ読み進める。 

オフィス

アワー 
木曜５限 講師室 

 



科目名 イラストレーション制作 担当 小西あゆみ 

形態 演習 単位数 １単位 開講時期 ２年後期 

必修 卒業：選択  中免：－  司書：－  司教：－ 

授業 

概要 

様々な分野で使われているイラストレーションは目的を持って制作されるものが大多数で

す。「好きだから」「なんとなく」で描くのではなく、どのような作品を描けば目的を達成で

きるか、そのためにはどういった表現や技術が必要かを考えて描くことができる表現者を目

指します。 

到達 

目標 

・見る側の存在を意識した、より目的が伝わりやすい作品づくり 

・自分に不足している技術の理解と練習・克服による描画力の向上 

上記を理解・実践した上で、作家自身の創作意欲も満たせる挿絵イラスト２点以上を作成す

る。（表紙１点、本文１点以上） 

 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、画材の相性や道具の使い方の説明 

2 テーマとターゲット 主題となる作品と読者層を設定して作品の方向性を決める 

3 キャラクターデザイン① 主要登場人物のデザイン（容姿、衣装等） 

4 キャラクターデザイン② ①の内容を踏まえて脇役や重要な小物・背景の設定を行う 

5 イラストラフ制作① 主題からイラスト化する場面を設定、ラフスケッチ作成 

6 イラストラフ制作② 構図等の観点からラフをチェック、必要に応じて加筆修正 

7 イラスト下絵制作① ラフスケッチを完成イラストに仕上げるための下絵制作 

8 
イラスト下絵制作② デッサン・パース等の観点から下絵をチェック、必要に応じて

加筆修正 

9 カラーイラスト制作① 彩色後の仕上がりをイメージしての線画クリンナップ 

10 カラーイラスト制作② 全体の配色設定を行い、彩色にとりかかる 

11 カラーイラスト制作③ 人物等メイン部分の彩色 

12 カラーイラスト制作④ 小物・背景等メイン部分以外の彩色 

13 カラーイラスト制作⑤ 配色等の観点からイラストをチェック、必要に応じて加筆修正 

14 カラーイラスト制作⑥ 全体のバランスを見ての仕上げ工程、イラスト完成 

15 
ポートフォリオ作成 イラストと題材にした作品の紹介・制作上のねらいなどをまと

めてファイリングし、ポートフォリオとして提出 

評価 

基準 

・作品の完成度の高さ 

・設定した読者層と作風のマッチング 

・制作に対する意欲、姿勢 

評価 

方法 

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

その他    ６０  ％（ 完成作品 ） 

教科書 

工程ごとに資料プリントを配布します。 

作画用のクロッキー帳（Ａ４サイズ以上）と筆記用具は各自準備の上毎回持参してください。 

それ以外の画材は指定しませんので各自使いたいものを準備してください。 

CGは制作環境を自分で用意できれば可とします（学校側では準備しません）。 

参考書 
既存の童話や小説を元に挿絵を作成しますので、元になる作品を設定したら書籍や刷り出し

を毎回持参してください。 

履修条件 
イラスト制作に対する興味や意欲があり、自身の作品を人に見せて上達するということを理

解、実践できること。絵柄や作風は限定せずに本人の目指す方向性を尊重します。 

準備学習 
講義内容と実際の作業に大きなラグが発生しないよう、遅れは各自で取り戻してください。 

オフィス 

アワー 

Email：info@koyori.mimoza.jp 

基本的には上記メールアドレスにて対応、希望者がいれば LINE での対応も検討します。 

 

mailto:info@koyori.mimoza.jp


科目名 書の世界 担当 中村好男 

形態 講義 単位数 ２単位 開講時期 １年前期 

必修 卒業：選択  中免：必修  司書：－  司教：必修 

授業 

概要 

・書写・書道教育の目的と意義を学び、その歴史的な背景を理解しながら文字を正しく整え

て書くことができるように、そして学んだことにより生徒に指導できるようにする。                    

・書のもつ伝統と文化についての理解を深め、生涯にわたり書を愛好する心情を育てるとと

もに、感性を高め、豊かな表現と鑑賞の能力を伸ばすことによって、書の文化を継承し創造

する意欲を高めることができるようにする。 

到達 

目標 

・書写・書道の教育史を概観できるようにする。                            

・学習指導要領に準拠する書写・書道教育の理論的学習を通して、その意義を理解し表現と

鑑賞の基礎となる能力態度を高めていくようにし、知識及び技能を指導できるようになる。   

・主体的な書の学習を通して、文化的意義を理解し伝統と文化を尊重する態度や書の文化を

創造する能力を高める。   

 回 タイトル 内容 

授
業
計
画 

1 オリエンテーション 授業の概要、到達目標、評価基準、評価方法などの概説をする。 

2 書写教育の歴史と内容 手習い時代、書き方時代、習字時代の書写・書道教育の歴史と内容を学ぶ。 

3 小学校学習指導要領    小学校学習指導要領国語科書写教育について、（硬筆・毛筆の指導）学ぶ。 

4 中学校学習指導要領 中学校学習指導要領国語科書写教育について、（硬筆・毛筆の指導）学ぶ。 

5 中学書写 一年 楷書の筆使いを確かめよう。              （半紙）     

6 中学書写 二年 仮名の筆使いを確かめよう。              （半紙） 

7 中学書写 三年 行書の特徴を知り、点画の方向や形が変化するときの筆使いを知る。 （半紙） 

8 シラバスと指導案 中学校学習指導要領国語科書写指導案の作成をする。 

9 模擬授業 Ⅰ 各自が作成した指導案をもとに授業を展開する。 

10 模擬授業 Ⅱ 各自が作成した指導案をもとに授業を展開する。 

11 中国の書 Ⅰ 書の歴史を学び、代表的な楷書の古典を臨書する。    （半切） 

12 中国の書 Ⅱ 書の歴史を学び、代表的な行書の古典を臨書する。    （半切） 

13 日本の書 Ⅰ 奈良・平安の書を学び、代表的な古典を臨書する。    （半紙） 

14 日本の書 Ⅱ 鎌倉以降の書を学び、代表的な古典を臨書する。     （半紙） 

15 書の鑑賞  書の作品の鑑賞をする。（長野県内の近代書道家について） 

評価 

基準 

・書写教育の歴史と内容について理解し説明できるか。                             

・中学校国語科書写教育の学習指導要領が理解でき基本の文字が書けるか。           

・楷・行・仮名について正しく理解し説明できるか。                     

・指導案が作成でき模擬授業ができるか。          

評価 

方法 

授業態度   ３０  ％ レポート（作品評価）３０％  期末試験   ３０  ％ 

その他    １０  ％（ ワークシートの記載により確認されていく内容を評価） 

・授業態度（関心・意欲・態度） 

・レポート（作品評価……提出状況 技能・表現  知識・理解等） 

教科書 
・『新編 新しい書写 一・二・三年』 2東書 書写 731     ・『書 Ⅰ』 38光村 書Ⅰ308               

・『明解 書写教育 増補新訂版』   萱原書房        

参考書 ・必要に応じてプリントを配布します。 

履修条件 

・日本の文化や伝統を尊重し豊かな情操を養うことができるように学ぶ。               

・毎時間ワークシートに記載することにより、自身が変化していく姿を教師と確認してほしい。            

・用具を大切に扱い自らが進んで学ぶことが肝要である。 

準備学習 

・参考資料を授業中に配布するので、積極的な参加と継続的に学ぶ習慣を身に着ける。                                          

・小・中学校の指導要領、シラバスの授業などのときは、『書写教育』に目を通し予習をしておく。    

・楷書・行書・仮名の授業のときは、『中学書写一・二・三年』、『書Ⅰ』に目を通し予習をしておく。               

オフィス

アワー 

・学生支援課を通して対応する。 

 



科目名 書の基本 担当 中村好男 

形態 演習 単位数 １単位 開講時期 １年後期 

必修 卒業：選択  中免：必修  司書：－  司教：必修 

授業 

概要 

・硬筆学習では、毛筆での学びを意識してそれを生かしながら整斉な文字が書けるようにする。 

・楷書・行書・仮名の学習では、文字の形や構造、書体の特色や違いに留意して筆法を正しく理

解し基礎的な技術の習得を図ることによって日常生活でも文字を大切にする気持ちを養う。                                                           

・中国や日本の書の古典を学ぶことを通して文字や作品への興味関心を高め目的や必要に応じた

表現力を高め、毛筆で作品を制作できるようにする。 

到達 

目標 

・正しい字形の文字を形よく表現するための基本となる用筆法に習熟し、硬筆毛筆の関連を

生かして文字や作品が書けるようになる。そこに立脚して古典を臨書する態度と技術を習

得する。              

・書の古典学習（鑑賞学習も含む）を通して、豊かな情操を養い日本文化を深く味わう。  

・古典鑑賞と臨書を作品制作に生かす。 

 回 タイトル 内容 

授
業
計
画 

1 オリエンテーション 授業の概要、到達目標、評価基準、評価方法などの概説をする。 

2 硬筆による楷書学習     楷書を正しく書く。（鉛筆・ボールペン・マーカー等） 

3 硬筆による行書学習 行書を筆脈を生かして書く。（鉛筆・ボールペン・マーカー等） 

4 硬筆による仮名学習        仮名の字形を確かめて書く。（鉛筆・ボールペン・マーカー等） 

5 
硬筆による漢字と仮名学習 漢字と仮名のバランスを考えて書く。（鉛筆・ボールペン・マーカー

等） 

6 楷書の基本 Ⅰ 九成宮體泉銘（鑑賞も含む）の臨書をする。      （半切） 

7 楷書の基本 Ⅱ 九成宮體泉銘（鑑賞も含む）の臨書をする。      （半切） 

8 楷書の基本 Ⅲ 九成宮體泉銘（鑑賞も含む）の臨書をする。      （半切） 

9 楷書の基本 Ⅳ 孔子廟堂碑（鑑賞も含む）の臨書をする。       （半切） 

10 楷書の基本 Ⅴ 孔子廟堂碑（鑑賞も含む）の臨書をする。       （半切） 

11 楷書の基本 Ⅵ 孔子廟堂碑（鑑賞も含む）の臨書をする。       （半切） 

12 行書の基本 Ⅰ 蘭亭序（鑑賞も含む）の臨書をする。         （半切） 

13 行書の基本 Ⅱ 蘭亭序（鑑賞も含む）の臨書をする。         （半切） 

14 仮名の基本 Ⅰ 高野切第三種（鑑賞も含む）の臨書をする。      （半紙） 

15 仮名の基本 Ⅱ 関戸本古今和歌集（鑑賞も含む）の臨書をする。    （半紙） 

評価 

基準 

・硬筆（用具・用材・漢字・仮名）の基礎が理解できたか書かれた文字でみる。                  

・古典（楷・行・仮名等）の臨書学習を鑑賞と特色の面から把握し表現できたか。             

・書の表現と鑑賞の学習を通して、個性的・創造的な表現の能力を高められたか。  

評価 

方法 

授業態度   ３０  ％ レポート（作品評価）６０％ 期末試験       ％ 

その他    １０  ％（ ワークシートの記載により確認されていく内容を評価 ）        

・授業態度（関心・意欲・態度 ）            

・レポート(作品評価……提出状況 技能・表現  知識・理解等)          

教科書 
・『書Ⅰ』  38光村 書Ⅰ308    

 書の世界を受講された方は、購入しないようにする。 

参考書 ・必要に応じてプリントを配布します。 

履修条件 

・日本の文化や伝統を尊重し豊かな情操を養うことができるように学ぶ。 

・毎時間ワークシートに記載することにより、自身が変化していく姿を教師と確認して欲しい。                                      

・用具を大切に扱い自らが進んで学ぶことが肝要である。  

準備学習 

・参考資料を授業中に配布するので、積極的な参加と継続的に学ぶ習慣を身に着ける。 

（予習・復習をする）                                          

・『書 Ⅰ』に目を通しておく。 

・日常生活で様々な文字について関心を持つこと。 
オフィス

アワー 
・学生支援課を通して対応する。 

 



科目名 書の研究 担当 中村好男 

形態 演習 単位数 １単位 開講時期 ２年前期 

必修 卒業：選択  中免：必修  司書：－  司教：必修 

授業 

概要 

・書の伝統文化を尊重し、主体的創造的に生活に即した「実用の書」を学習に取り組む。 

・「小楷と拡大」の臨書学習を通して感性を磨き、主体的な学びを引き出し、創造的な表現と鑑賞の能力を

高めるとともに、書の文化の発展と創造に寄与する態度を育てる。 

・「応用の書」の表現と鑑賞の学習を通して個性的創造的な表現能力を高める。 

到達 

目標 

・生活の中において文字の果たす役割について理解を深め、伝統文化を尊重し、創造的な表現と鑑賞能力を

高める。 

・漢字の書・仮名の書・漢字仮名交じりの書の表現と鑑賞の学習を通して個性的創造的な表現能力を高める。 

・篆刻学習では、篆書の字形を理解し、方寸の世界を表現する。 

 回 タイトル 内容 

授
業
計
画 

1 オリエンテーション 授業概要、到達目標、評価基準、評価方法などの概説をする。 

2 実用の書 Ⅰ 硬筆による楷書で、基礎基本を学ぶ。（板書等も含む） 

3 実用の書 Ⅱ 硬筆による行書で、基礎基本を学ぶ。 

4 実用の書 Ⅲ 履歴書・手紙など生活の中での書を学ぶ。 

5 小楷の臨書 Ⅰ 楽毅論（王羲之）を小楷で臨書する。       （半紙） 

6 小楷の臨書 Ⅱ 雁塔聖教序を小楷で臨書をする。         （半紙） 

7 楷書の基本  楽毅論（光明皇后）を拡大で臨書する。      （半紙） 

8 
楷書による応用の書 １ 各自、表現様式に応じた書体・書風による表現効果をする。 （半

切） 

9 
楷書による応用の書 Ⅱ 各自、表現様式に応じた書体・書風による表現効果をする。 （半

切） 

10 
行書による応用の書 Ⅰ 各自、表現様式に応じた書体・書風による表現効果をする。 （半

切） 

11 
行書による応用の書 Ⅱ 各自、表現様式に応じた書体・書風による表現効果をする。 （半

切） 

12 
漢字仮名交じりの書 各自、表現様式に応じた書体・書風による表現効果をする。 （半

切） 

13 篆書の基礎 篆書の基礎を学ぶ。篆書で自分の名前を書く。   （半紙） 

14 篆刻 Ⅰ 印材に名前を書きそれを刻す。 

15 篆刻 Ⅱ 姓名印を完成させ、今迄の作品に押印する。 

評価 

基準 

・硬筆の基礎基本が理解でき、表現ができたか。 

・毛筆による小楷（細字）の臨書学習では、鑑賞と特徴の把握ができたか。 

・楷・行・漢字仮名交じりの応用の書は、主体的、創造的に学習に取り組めたか。 

・篆刻学習では、必要な技術を習得し個性的に表現することができたか。 

評価 

方法 

授業態度 ３０  ％ レポート（作品評価） ６０ ％ 期末試験       ％ 

その他  １０  ％（ ワークシートの記載により確認されていく内容を評価 ） 

・授業態度（関心・意欲・態度） 

・レポート（作品評価……提出状況 技能・表現 知識・理解等） 

教科書 
・『 書 Ⅰ 』    38光村 書Ⅰ308 

・『 書 Ⅱ 』    38光村 書Ⅱ308 

参考書 ・必要に応じてプリントを配布します。 

履修条件 

・日本の文化や伝統を尊重し豊かな情操を養うことができるように学ぶ。 

・毎時間ワークシートに各自記載することにより、自身が変化していく姿を教師と確認しながら

授業を進める。                                      

・用具を大切に扱い自らが進んで学ぶことが肝要である。                  

準備学習 

・参考資料を授業中に配布するので、積極的な参加と継続的に学ぶ習慣を身につける。     

・『書Ⅰ』・『書Ⅱ』に目を通しておく。                        

オフィス

アワー 

・学生支援課を通して対応する。 

 



科目名 文化学への招待 担当 阿部勇 

形態 講義 単位数 ２単位 開講時期 １年前期 

必修 卒業：選択  中免：－  司書：－  司教：－ 

授業 

概要 

日本は、さまざまな民族から影響を受けつつ独自の文化を形成してきた。現在は、多くの国の人々

に影響を与えている。外来文化を受容しつつ日本の風土の中で育ってきた文化について学ぶこと

を通して、未来へ向けての日本文化について考える。 

到達 

目標 

・地域にある文化財や社会事象に関心を持ちながら日本文化史を学ぶ。 

・日本文化の特質を古代から現代までの歴史学ぶことを通して学ぶ。 

・日本の文化を世界に向けて発信するという意欲を持つ。 

 

 回 タイトル 内容 

授
業
計
画 

1 日本文化の源流 縄文の文化からシルクロード伝来の文化へ〔祢津油田遺跡から〕 

2 シルクロード伝来の文化 正倉院、法隆寺、唐招提寺と東西文化の交流〔青木村大法寺から〕 

3 古代国家の形成 日本神話の成立と古墳の文化〔塩田新町王子塚古墳から〕 

4 奈良平安の仏教文化 仏教の受容から東大寺の建立へ〔上田の信濃国分寺から〕 

5 貴族の文化と武士の文化 藤原から平氏、源氏の世の中へ〔丸子御嶽堂の木曽義仲居館から〕 

6 現代に続く古代中世の信仰 自然の崇拝と鎌倉仏教〔生島足島神社と別所安楽寺から〕 

7 鎌倉幕府と室町幕府 信州の鎌倉塩田と室町時代の鎌倉街道〔塩出の前山寺から〕 

8 戦国期と江戸の安定社会 上田藩は真田氏から仙石氏、松平氏へ〔上田城から〕 

9 江戸の庶民文化 明るい元禄文化から洒落た化政文化へ〔小県上田の俳諧から〕 

10 横浜開港と西洋文化の受容 上田から横浜へ生糸、横浜からは文化〔上田のキリスト教会から〕 

11 日本の近代国家と戦争 戊辰戦争からアジア太平洋戦争まで〔日清戦争に参戦した上田人〕 

12 明治の文化 西洋文明の流入と地域の文化〔上田の音楽教育から〕 

13 大正の文化 大正デモクラシーを支えた上田の蚕糸業〔山本鼎の農民美術から〕 

14 昭和の文化 戦前・戦中・戦後の暮らしと文化〔丸子国民学校の児童作文から〕 

15 平成の文化 世界へ発信、日本のアニメ文化や食文化〔私が発したい日本文化〕 

評価 

基準 

・身近にある文化財や社会事象から日本の文化や社会に気づけたか。 

・古代から現代までの社会や日本文化の特質を理解できたか。 

・日本の文化を他に発信しようとする態度が身についたか。 

評価 

方法 

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

その他     ％（                                ） 

教科書 

随時資料を配布する。 

参考書 

必要に応じて紹介する。 

履修 

条件 

日本の歴史についての基礎知識を有すること。 

準備 

学習 

・身の回りにある遺跡、史跡、写真、雑誌、文書、音楽、古老の話などに関心を持ちメモする。 

・配布した資料を読み深め、次回に備える。 

・友人と日本の文化について語り合う。 

オフィス 

アワー 

学生支援課へ申し出る。 

 



科目名 日本文化演習 担当 阿部勇 

形態 演習 単位数 １単位 開講時期 ２年前期 

必修 卒業：選択  中免：－  司書：－  司教：－ 

授業 

概要 

蚕糸業で栄えた上田は「蚕都上田」と呼ばれ、全国にその名を知られている。上田の蚕糸業の全

盛期は幕末維新期から昭和前期までであるが、現在も蚕都上田からその文化を発信している。 

本演習では、どのような経過を経て上田が蚕都と呼ばれるようになったのか、全盛期の蚕都上田

の文化はどうであったのか、未来に向けて蚕都上田の文化をどのように発信していったらよいか

を関係資料を読み合わせながら考える。 

到達 

目標 

・「蚕都上田」の文化や経済を史資料から体感する。 

・「蚕都上田」の文化や経済について理解する。 

・「蚕都上田」の特質を他に発信する意欲を持つ。 

 回 タイトル 内容 

授
業
計
画 

1 絵図の上で蚕都上田を歩く 江戸期から昭和期までに描かれた絵図を解読し、蚕都上田を知る 

2 挿絵から上田の商家を探る 江戸期の上田『商人鑑』挿絵と文字を読み町の文化経済に触れる 

3 浮世絵から読み解く養蚕糸 養蚕・製糸関係の浮世絵から幕末維新期の技術と文化を理解する 

4 江戸期の養蚕書を読み解く 上田発刊の『蚕かひの学』を読み解き、養蚕文化の一端に触れる 

5 生糸貿易と蚕都上田の誕生 横浜開港後、上田生糸が輸出される過程を藩の史料から読み解く 

6 上田生糸商人の日記を読む 原町商人の日記を読み「日本初の輸出生糸は上田から」を知る 

7 飯沼生糸商人の手紙を読む 横浜商人から丸子飯沼商人への書簡から生糸輸出の実態を知る 

8 生糸会社の写真を読み解く 丸子の製糸組合「依田社」の写真から製糸場の実態を読み解く 

9 小県蚕業学校の写真を読む 蚕業学校と生徒の実習風景写真から蚕糸業とは何かを理解する 

10 上田蚕糸専門学校生の生活 戦争から逃れることができない生徒の生活を手紙などで知る 

11 大正デモクラシーと蚕種家 蚕種家が支えた小県上田の大正デモクラシーの視点で史料を読む 

12 山本鼎の美術品から考える 蚕種家の支援で芸術活動ができた鼎と農民の関係を作品から探る 

13 人々が発信した地域紹介紙 地域の文化を発信している人々が作成した資料を読み合う 

14 蚕都上田案内の紙面を作成 演習資料や自己資料をもとに蚕都上田「案内紙」を編集作成する 

15 蚕都上田「案内紙」発表会 各自が名付けた「案内紙」をもとに「蚕都上田」を発信し合う 

評価 

基準 

・その時代に作成された具体的な史資料から蚕都上田を体感できたか。 

・上田地域の文化や経済について史資料を通して理解できたか。 

・地域の良さを人々に発信しようとする意欲を持てたか。 

評価 

方法 

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

その他     ％（                                ） 

教科書 

随時史資料を配布する。 

参考書 

必要に応じて紹介する。 

履修 

条件 

日本近代史についての基礎知識。 

準備 

学習 

・古い写真や雑誌、新聞などを意識して見る。収集しておくこともよい。 

・各地域で発行されている、その土地の案内や紹介のパンフレットに意識して目を通す。 

・古老が体験した昔の話に耳を傾け、可能であったらメモもしておく。 

オフィス 

アワー 

学生支援課へ申し出る 

 



科目名 日本文化の研究 担当 阿部勇 

形態 講義 単位数 ２単位 開講時期 １年後期 

必修 卒業：選択  中免：－  司書：－  司教：－ 

授業 

概要 

外来文化を取り入れながら独自の文化を築いてきた日本は、明治維新期からの社会の近代化とと

もにさらに多様な文化を形成しつつある。本講座では、近代化する日本社会のなかで、文化はど

のように変わってきたのか、江戸中期から昭和中期までを対象として学ぶ。 

到達 

目標 

・近代日本の文化や社会について、地域の史資料を通して学ぶ。 

・地域の文化や社会の特質について話し合うなかで、理解を深める。 

・互いに学び合うという姿勢を持ちながら、日本文化を研究する。 

 回 タイトル 内容 

授
業
計
画 

1 城下町の発展と上田の文化 松平氏治下の江戸中期上田藩 

2 日本の城郭と城下町 全国各地の中心都市である場合が多い城下町の歴史と文化 

3 交通の発達と上田城下町 江戸と上田の町をつなぐ『諸国道中商人鑑』に見る文化 

4 上田藩の人物とその文化 上田松平氏家臣団の中から生まれた美術家、俳人、歴史家、学者 

5 ペリー来航と幕末の動乱 黒船来航が明治維新の始まり、ととらえ幕末の政治と文化を探る 

6 幕末の信州と上田の文化 佐久間象山、赤松小三郎が政治・軍事・文化に果たした役割 

7 信州の『夜明け前』と藤村 信州の山村で明治維新の動乱期を生きた人の葛藤と藤村のその後 

8 明治維新期の信州と上田 上田騒動、松代騒動、中野騒動に加わった人々とその記録 

9 富国強兵と文明開化 富国強兵政策下の農民と文明開化の風潮を盛り上げた諸活動 

10 長野県の誕生と上田 伊那県の誕生から長野県の誕生までとその後の分県移庁問題 

11 蚕糸業と上田の大正期文化 養蚕・蚕種に携わった人々が中心となって築いた小県上田の文化 

12 民衆勢力の台頭と大衆文化 大正から昭和初期の文化は教育とジャーナリズムの普及が支える 

13 蚕糸業の衰退と昭和の生活 蚕糸業が衰退した原因と、苦しくなった人々の生活と文化を探る 

14 昭和の学校教育と戦争 戦時中の生活を、子どもたちの作文を通してとらえ直す 

15 戦後の生活と文化の興隆 新生日本を目指す青年たちの主張を、村の新聞から探る 

評価 

基準 

・日本文化を、地域の近代史と関連付けて理解できたか。 

・地域の文化と向かい合い、自分の考えを持てたか。 

・日本文化を学ぶなかで、学び合う姿勢が育ったか。 

評価 

方法 

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

その他     ％（                                ） 

教科書 

随時資料を配布する 

参考書 

必要に応じて紹介する。 

履修 

条件 

前期講義内容の理解 

準備 

学習 

江戸後期、明治期、大正期、昭和期の文化に関心を持ち続けるために、文化や歴史に関する新聞

記事に目を通す。 

オフィス 

アワー 

学生支援課へ申し出る。 

 



科目名 アジア文化の研究 担当 山本一生 

形態 講義 単位数 ２単位 開講時期 2年前期 

必修 卒業：選択  中免：－  司書：－  司教：－ 

授業 

概要 

本講義では、アジア文化の多様性についてグローバル概念を用いて説明しつつ、中国・韓国・

台湾といった国・地域を中心にその現状について、文献だけでなく映像や写真など視覚教材

を用いて説明する。 

到達 

目標 

・現代アジアの現状を理解し、説明できる。 

・アジア・日本関係の歴史的背景を理解し、日本との比較をした上で説明できる。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 オリエンテーション 「グローバル」概念を知る。 

2 
アジア諸国の対日感情の歴史 20 世紀から現代に至るまでの対日感情の変遷を知

る。 

3 
日本とアジア諸国の関係史（1） 19 世紀末から第一次大戦までの日本によるアジア支

配と、留学を中心とした文化交流の歴史を知る。 

4 
日本とアジア諸国の関係史（2） 第一次大戦から第二次大戦までの日本によるアジア

植民地支配と文化交流を知る。 

5 
日本とアジア諸国の関係史（3） 第二次大戦から現代までのアジア諸国の独立と日本

との文化交流を知る。 

6 中国の生活文化と日本（1） 日本で定着している中国の食生活を探る。 

7 中国の生活文化と日本（2） 中国で定着している日本の食生活を探る。 

8 中国の生活文化と日本（3） ファッションの交流を知る。 

9 韓国の生活文化と日本（1） 日本で定着している韓国の食生活を探る。 

10 韓国の生活文化と日本（2） 韓国で定着している日本の食生活を探る。 

11 韓国の生活文化と日本（3） ファッションの交流を知る。 

12 日本発のポップカルチャー（1） 日本式マンガの東アジアへの広がりと現地化を知る。 

13 日本発のポップカルチャー（2） アニメの東アジアへの広がりと現地化を知る。 

14 日本発のポップカルチャー（3） 音楽の東アジアへの広がりと現地化を知る。 

15 まとめ アジアとグローバル状況についてまとめる 

評価 

基準 

・現代アジアの現状を理解し、説明できるか。 

・アジア・日本関係の歴史的背景を理解し、日本との比較をした上で説明できるか。 

評価 

方法 

授業態度     20 ％ レポート    80  ％ 期末試験  0  ％ 

その他        ％ 

教科書 
 

参考書 適宜指示する 

履修条件 
高等学校までの基礎学力を身に付けていること。 

意欲的に授業に臨むこと。 

準備学習 
各授業で指示された文献を精読する。 

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 観光と地域文化 担当 中西満義 

形態 講義 単位数 ２単位 開講時期 １年前期 

必修 卒業：選択  中免：－  司書：－  司教：－ 

授業 

概要 

 観光立県を目指す長野県に居住するわれわれにとって、「観光とは？」という問いを改め

て考えてみることは意義深いことです。本講義では、産業という視点をも導入しつつ、多角

的に地域社会における「観光」を捉えていきます。 

到達 

目標 

・「観光」というキーワードをめぐって、その多様性を認識することができるか。 

・地域の文化や歴史を理解することができるか。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 授業ガイダンス シラバスの説明 

2 観光とは 「観光学」はおもしろい 

3 観光の効果 人間、企業、地域にもたらすさまざまな効果 

4 観光にかかわる言葉 主要な言葉の解説 

5 観光の仕組み 観光を構成する要素 

6 観光資源と対象 さまざまなモノ、コト 

7 観光産業の構成と特徴 21世紀の主要産業としての観光 

8 さまざまな観光ビジネス① 旅行業 

9 さまざまな観光ビジネス② 宿泊業 

10 さまざまな観光ビジネス③  交通運輸業 

11 さまざまな観光ビジネス④ テーマパーク、レジャー施設など 

12 観光と情報 情報ツールの進展 

13 観光行政、地域政策の中の観光 地域における観光行政の重要性 

14 観光のマーケティング 観光商品の開発 

15 これからの観光 多様化するニーズ 

評価 

基準 

・「観光」というキーワードをめぐって、その多様性を認識することができたか。 

・地域の文化や歴史を理解することができたか。 

評価 

方法 

授業態度   ３０  ％ レポート   ５０  ％ 期末試験       ％ 

その他    ２０  ％ （ 授業中の課題 ） 

教科書 

『観光学基礎』（株ＪＴＢ総合研究所） 

参考書 

随時、紹介します。必要に応じてプリントも配布します。 

履修条件 

観光、および観光学に関心を有していること。 

地域文化に関心を有していること。 

観光（ホスピタリティ）産業へのインターンシップを希望している。 

準備学習 
事前にテキスト（該当箇所）を読んでおくこと。 

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 信州総合学 担当 中西満義 

形態 講義 単位数 ２単位 開講時期 ２年前期 

必修 卒業：選択  中免：－  司書：－  司教：－ 

授業 

概要 

 「地域総合科学科」としての総合文化学科に学ぶ上で、地域のことを理解することは大切

です。本講義では、長野県・上田市の「いま」に対する理解を深めることに努めます。あわ

せて、郷土や地域のことを客観的に見つめる目も養います。 

到達 

目標 

・自分が暮らす土地について知識と理解を深めることができるか。 

・自分が生活する土地に対して愛着を持つことができるか。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 授業ガイダンス シラバスの説明、レポートの説明 

2 「信州検定」にチャレンジ 各種、地域検定の紹介 

3 県歌「信濃の国」 長野県の地理・地形 

4 長野県の行政区画（市町村） 地域区分とそれぞれの特性 

5 長野県の産業  人口、労働、産業 

6 長野県の食文化 さまざまな粉文化、地域の食材 

7 長野県民の県民性 自然環境と風土 

8 長野県の交通網 「道」の変遷 

9 長野県の観光文化 善光寺と諏訪大社 

10 長野県の観光文化  リゾート開発とエコツーリズム 

11 上田市の観光文化 温泉と城 

12 上田市の現状と課題 観光と公共交通 

13 上田市の将来 東信地域の特性の活用 

14 長野県の将来 新シティの創出 

15 まとめ 伝統と創造 

評価 

基準 

 長野全体の事柄、そして、自分の居住する地域の事柄に対する理解が得られているか、を

判定する。 

評価 

方法 

授業態度   ３０  ％ レポート   ５０  ％ 期末試験       ％ 

その他    ２０  ％（ 授業中の課題 ） 

教科書 

『信州学テキスト－『日本の屋根』の風土と文化』 市川健夫、第一法規出版 

参考書 
『信州学大全』 市川健夫、信濃毎日新聞社 

 

履修条件 

自分が暮らす地域に関心を有していること。 

地域の文化や歴史について関心を有していること。 

 

準備学習 

事前にテキスト（該当箇所）を読んでおくこと。 

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 食文化研究 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 卒業：選択  中免：－  司書：－  司教：－ 

授業 

概要 

食文化とは何か、その意義について理解し、日本のみならず世界の食文化を学ぶ。 

また、人間の生活や社会にとって重要な「食」に関心を持ち、食べることでの健康な体づく

りや「食育」についても学ぶ。 

到達 

目標 

食文化は人間の生活文化や気候風土と密接に関わり育まれてきたということを理解する。 

日本に古くから受け継がれている行事食や郷土食について、伝承していくことができるよう

知識を深める。 

食育や食品の栄養素を学び、「食」の重要性を理解する。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 授業ガイダンス 授業の進め方、評価方法、 

2 
食文化とは 食文化とは何か、「食」と生活文化、気候風土の関わりを理

解する 

3 信州の食文化 独特な気候風土に育まれてきた信州の食文化を学ぶ 

4 
日本各地の郷土料理（東西の違

い） 

日本各地に古くから伝わる伝統的な郷土食や行事食を学ぶ 

5 
日本料理の文化史 いわゆる「和食」が育まれてきた歴史的背景や生活文化を

学ぶ 

6 会席料理と茶懐石料理 現在の和食フルコースの体系や作法について学ぶ 

7 フランス料理の文化史 世界の食通をうならせるフランス料理の歴史について学ぶ 

8 日本におけるフランス料理 日本におけるフランス料理の歴史を学ぶ 

9 
日本の婚礼料理 日本における婚礼料理で饗される和食、洋食のフルコース

を写真などで可視化して学ぶ 

10 
洋食のテーブルマナー フランス料理フルコースのテーブルマナーを中心に、婚礼

で招かれた時の作法を学ぶ 

11 アジアの食文化 アジアの中で中国と韓国の食文化を学ぶ 

12 世界の食文化 フレンチ以外の世界的に名高い食文化について取り上げる 

13 食育とは何か 食育とは何か、その重要性を学ぶ 

14 
食育 食育を通して、人間にとって必要な栄養素を学び、食べ物

を選ぶ力を身に付ける 

15 無形文化遺産「和食」 日本の伝統的な食文化「和食」について理解を深める 

評価 

基準 

食文化の意義を理解し、さまざまな食文化に対する知識が深まったかどうか。 

食育の重要性を認識できているかどうか。 

評価 

方法 

授業態度   15  ％ レポート       ％ 期末試験   70  ％ 

その他    15  ％（ 授業内で指示する課題の内容の評価 ） 

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 

履修条件 

「食」について考えることにより、食生活がより豊かなものになればよいと考えていますの

で、地域の食文化や行事食などに興味を持つよう心がけてください。 

授業は、教科書の代わりに板書（パワーポイント）を中心に進めますので、ノートにまとめ

ることが非常に大切です。 

準備学習 ノートを整理し、次回の授業の準備をすること。授業中に指示した課題をノートにまとめる。 

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 生活文化体験 担当 中西満義 

形態 講義 単位数 ２単位 開講時期 １年後期 

必修 卒業：選択  中免：－  司書：－  司教：－ 

授業 

概要 

現代社会の中でますます重要性が増している「もてなしの心」。相手を敬い、相手の立場に

なって振舞うことは、さまざまな場面で必要となってきます。日々の生活に潤いを与えてき

たさりげない工夫や心遣いを、観光業に焦点を絞って、知識と実践の両面にわたる修得を目

指していきます。 

美の演出という観点から、特別講師による華道の実践も計画しています。 

到達 

目標 

・日本文化に定着してきた「もてなしの心」を知識として理解することができる。 

・そのことを実践において発揮することができる。 

・自身の生活の中で、知識や実践を応用する姿勢を示すことができる。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1  「もてなしの心」とは？ 授業概要、到達目標の説明、運営方法の説明 

2  もてなしとホスピタリティ 日本文化と西洋文化 

3  観光業の位置 接遇を主とする業種の理解 

4  宿泊施設の種類 多様化、二極分化の傾向 

5  もてなしの心 心構えの重要性 

6  立ち居振る舞い 美しいしぐさとは？ 

7  言葉遣い 美しい言葉遣い 

8  実践Ⅰ・生け花（予定） 「おもてなし」の実現、華道の体験 

9  宿泊施設の職種 フロント、客室、等の役割の理解 

10 フロント業務 フロント業務の内容 

11 客室業務 客室業務の内容 

12 食事の提供 実際と注意点 

13 日本食の基本、作法 日本食の伝統 

14 さまざまな「和食」 日本食の特質 

15  まとめ・評価 「和敬清寂」の精神 

評価 

基準 

・日本文化に定着してきた「もてなしの心」を知識として理解し、説明できるか。 

・そのことを実践の演習において発揮することができるか。 

・学生生活の中で、知識や実践で得たものを応用する姿勢を示すことができるか。 

評価 

方法 

授業態度   ３０  ％ レポート   ５０  ％ 期末試験       ％ 

その他    ２０  ％（授業内の課題、演習の内容を評価）  

教科書 
『日本の宿 おもてなし検定』 ㈱ＪＴＢ総合研究所 

参考書 
随時、紹介。 

履修条件 
観光業や接遇サービスに関心を有していること。 

華道体験の花材費として、千円程度が必要。 

準備学習 
事前にテキスト（該当箇所）を読んでおくこと。 

学習内容を日常生活の中で試みること。 

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 スポーツレクリエーション 担当 吉川美佐子 

形態 実技 単位数 １単位 開講時期 ２年後期 

必修 卒業：選択  中免：－  司書：－  司教：－ 

授業 

概要 

スポーツ活動を通して心身共に健康である事の重要性、社会性、余暇活動の充実を目標にで

きる事を習得する。 

到達 

目標 

スポーツを楽しむ事による達成感、健康感、人との関わりを理解する。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 ガイダンス 授業内容と体慣らし 

2 
チャレンジ・ザ・ゲーム① 楽しく体を動かす。（キャッチング・ザ・スティッ

ク、バンブーダンス、ロープジャンピング） 

3 
チャレンジ・ザ・ゲーム② 楽しく体を動かす。（ドリブルリレー、ネット・パ

ス・リレー風） 

4 風船バレー① 基本の動き、ルール（２×２、４×４） 

5 風船バレー② ゲーム（審判） 

6 インディアカ① 種目の紹介と基本動作 

7 インディアカ② ゲーム（ルール）（２×２、４×４） 

8 インディアカ③ ゲーム（審判） 

9 フライングディスク 基本動作、種目の紹介 

10 ラケット種目① 卓球、バドミントンの基本動作とルール（Ｓ、Ｗ） 

11 ラケット種目② ゲーム（Ｓ、Ｗ） 

12 ラケット種目③ 卓球、バドミントングループ対抗戦、 

13 バスケット、バレーボール① 基本技術の習得、ルール 

14 バスケット、バレーボール② ルールと審判 

15 バスケット、バレーボール③ ゲーム 

評価 

基準 

スポーツレクリエーションの意義を理解し、自主性、積極性、協調性を判断する。 

評価 

方法 

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

その他    ４０  ％（ 実技 ） 

教科書 
必要に応じて授業内で適宜資料配布 

参考書 
必要に応じて指示 

履修条件 
スポーツを積極的に楽しみ、取り組めるようにしましょう。 

準備学習 
運動をする身体能力と相応しい服装で授業に臨むこと。 

オフィス

アワー 

学生支援課を通した対応。 

 



科目名 茶道（裏千家）Ⅰ 担当 三戸部美恵子 

形態 演習 単位数 １単位 開講時期 １年前期 

必修 卒業：選択  中免：－  司書：－  司教：－ 

授業 

概要 

茶道を通じて日本文化を体験的に学ぶ。おじぎの仕方、ふすまの開け閉め等をはじめ、立ち

居振舞等、日本女性として、知ってほしい礼儀作法又、日常生活に生かす方法等を学ぶ。 

到達 

目標 

お茶での諸道具を覚える。 

点前作法の基礎を覚える。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 茶道に必要な諸道具の説明と、使

用方法。 

これから学ぶ盆略点前を行い、あいさつの仕方、お菓子

の頂き方、お茶の頂き方、割稽古、帛紗の扱い方、捌き

方、棗の清め方、茶巾のたたみ方、茶碗の清め方、茶筅

通しの仕方、床の軸の説明、お花の説明。 

2 

3 

4 

5 

6 

7 ふすまの開け方・閉め方 

お茶室への入り方 

床の拝見の仕方 

盆略点前の準備 

盆略点前 

客と亭主の関係 

蹲踞の使い方、にじり口より茶室への入り方 

盆略点前を各自行い、客へ出す方法、出されたお茶を受

ける方法。 

 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

評価 

基準 

茶道の基礎知識の理解度 

評価 

方法 

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

その他   ３０  ％（ 実技 ） 

教科書 

『学校茶道』裏千家今日庵 

参考書 

必要に応じて指示する。 

履修条件 

日本伝統文化の１つである茶道に興味のある方。 

教材費として（本代、ふくさ、せんす、懐紙等）3,800円、 

お菓子代として 2,500円必要です。 

準備学習 
授業で学んだことを理解しておくこと 

オフィス

アワー 

茶室 火曜日 ５時限 

 



科目名 茶道（裏千家）Ⅱ 担当 三戸部美恵子 

形態 演習 単位数 １単位 開講時期 １年後期 

必修 卒業：選択  中免：－  司書：－  司教：－ 

授業 

概要 

茶道Ⅰ(前期)を受けて、風炉から炉に変り、季節のことを学びながら、おもてなしの心やお

もいやりの心を養う。 

到達 

目標 

しっかり挨拶が出来ること。 

ゆとりを持って心豊かに暮らせること。 

物事が楽しいと思える心を持つこと。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 ９月～１０月 風炉 

客と亭主側に分けて、盆略点前を

一人ずつ行い、お菓子の運び方、

お茶の運び方を学ぶ。お花のこと、

掛物(軸)のこと等を学ぶ。 

グループに分かれて、客の心得、亭主の心得 

水屋での作業を学ぶ 2 

3 

4 

5 １１月より 風炉～炉に変わり 

炉の点前の説明 

濃茶ののみ方を体験する。 

 

１１月炉開きを体験 

おしるこで炉開を行い、お膳の運び方、受け方を 

グループに分けて行う。 

懐石膳のいただき方を学ぶ。 

年間を通してお茶での行事のこと等学ぶ。 

6 

7 

8 

9 

10 

11 炉釜を使っての点前作法を学ぶ。 足の運び方、炉に向かっての座り方、柄杓の扱い等 

12 

13 

14 

15 

評価 

基準 

茶道の基礎知識の理解度 

評価 

方法 

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

その他   ３０  ％（ 実技 ） 

教科書 
『学校茶道』裏千家今日庵 

参考書 
必要に応じて指示する。 

履修条件 

茶道への興味・関心のある方。 

教材費として、茶菓子代 2,500 円必要です。 

準備学習 

前授業の復習をしておく。 

オフィス

アワー 

茶室 火曜日 ５時限 

 



科目名 ブライダル総論 担当 増田榮美 

形態 講義 単位数 ２単位 開講時期 １年前期 

必修 卒業：選択  中免：－  司書：－  司教：－ 

授業 

概要 

結婚式に対するお客様のニーズは多様化しており、オリジナリティを求める傾向が強くなってい

る。そのため、結婚式プロデュースのプロであるブライダルコーディネーターの役割は非常に重

要である。まずはその入門として、結婚とは何か、結婚式とはどのようなものか、ブライダル全

般の基礎を学ぶ。 

到達 

目標 

ブライダルの歴史や現状、今後の課題などを理解するとともに、さまざまな挙式スタイルや、欧

米の結婚式についての知識も習得する。また、ブライダル業務全般の基礎知識を学び、ABC検定

の資格取得の準備をする。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 授業ガイダンス 授業の進め方、ABC検定試験についての説明 

2 

ブライダルコーディネーターとは ブライダルコーディネーターとはどのような職種なの

か、また結婚式とはどのようなものなのか、DVDを鑑

賞し解説する 

3 通過儀礼（冠婚葬祭） 通過儀礼の基礎知識を習得し、冠婚葬祭とは何かを学ぶ 

4 日本におけるブライダル 結婚の定義とは、日本の結婚式の歴史と慣習について 

5 
欧米におけるブライダル 欧米の結婚式の歴史と慣習について、さまざまな宗教に

よる結婚式の違い 

6 現代の結婚式 現代日本における結婚式の変遷 

7 
ブライダル市場の現状 ブライダル業界についての解説、日本におけるブライダ

ルマーケットの規模 

8 
ブライダル市場を取り巻く環境 ブライダル市場に影響を及ぼす社会現象や経済環境に

ついて解説 

9 
ブライダルの関連業種 婚礼会場や婚礼衣装の他、結婚式に必要なアイテムを扱

う業種にはどのようなものがあるのか学ぶ 

10 ブライダルの基礎知識 お見合い、結納、結婚式までのスケジュール 

11 ブライダルの基礎知識（挙式①） 神前挙式 

12 ブライダルの基礎知識（挙式②） キリスト教会式（カトリック、プロテスタント） 

13 ブライダルの基礎知識（挙式③） 人前式、シビルウェディング、仏前式 

14 ブライダルの基礎知識（披露宴） 披露宴の形式、進行について 

15 婚礼の準備から当日までの流れ 基礎知識のまとめとして、準備から当日までの流れを理解する。 

評価 

基準 

様々な国の「結婚」、「結婚式」に関して基本的なことを把握し、その背景にある文化やしき

たりを理解することができたか。結婚式についての基礎知識を習得しているか。 

評価 

方法 

授業態度   25  ％ レポート       ％ 期末試験   50  ％ 

その他    25  ％（ 授業内で指示した課題の評価と提出物の状況、ミニテストの結

果） 

教科書 『アシスタント・ブライダル・コーディネーター』ABC検定テキスト 

参考書 『ブライダル用語辞典』 

履修条件 

ブライダル関連の科目は、職業としてだけでなく、将来、自分の結婚式の時に役立つ学びで

す。また、ホスピタリティ産業に携わるに値するビジネスマナーや倫理観の醸成にもつなが

るため、就職活動にも役立ちます。しっかり復習するよう心がけてください。ABC 検定の

資格取得を目指すため、後期のブライダル産業論、2 年次のブライダル関連科目も合わせて

履修してください。 

準備学習 前授業の復習をしておく。授業中に指示した課題に取り組む。 

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 ブライダル産業論 担当 増田榮美 

形態 講義 単位数 ２単位 開講時期 １年後期 

必修 卒業：選択  中免：－  司書：－  司教：－ 

授業 

概要 

結婚式をビジネスとしているブライダル産業について、どのような業種や職種があるのか学

び、現状や課題を把握して理解を深める。また、結婚式に必要なアイテムの知識を習得し、

ブライダルーディネーターとして必要なスキルを身に付ける。 

到達 

目標 

ブライダルコーディネーター以外にも、さまざまな職種があり、結婚式には大勢のスタッフ

が関わっていることを理解してもらう。ブライダルビジネスのあらゆる分野を学習し、総合

的な知識やスキルを身につけながら、多様化するユーザーに対応できる知識を備える。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 授業ガイダンス 授業の進め方、評価方法の説明 

2 ブライダル産業とは ブライダル産業の現状を把握する 

3 ブライダル業界を知る ブライダル業界を支える関連業種とは 

4 ブライダル業界を取り巻く環境 ブライダル業界の課題と将来性について 

5 
婚礼衣装（和装） 日本の伝統的な民族衣装である着物と和装の婚礼衣装

について（打掛、白無垢、十二単、引き振袖、留袖） 

6 
婚礼衣装（洋装） 世界各国のウェディングドレスの変遷、ドレスの種類

（シルエットライン、スリーブ、色など）について 

7 美容・着付け・ブライダルエステ 花嫁に施すヘアメイクの基本について 

8 
婚礼写真・DVD 集合写真、前撮り写真、ロケーションフォトなど、婚

礼写真や DVDの基礎知識を身に付ける 

9 
会場装花・ブーケ 会場演出に重要な装花について、花嫁の必須アイテム

のひとつであるブーケについて（形や花材など） 

10 
ペーパーアイテム 招待状や席次表、席札などのペーパーアイテムについ

て種類や形式を学ぶ 

11 披露宴の進行 披露宴の進行に欠かせない司会の役割について 

12 
挙式・披露宴の演出 挙式や披露宴で行われている代表的な演出について

DVDや写真で可視化して理解してもらう 

13 
アテンダーの仕事 アテンダー（介添え）の業務や心構えを理解し、花嫁

を美しく演出するにはどうしたらよいか学ぶ 

14 
引き出物 引き出物にはどのようなものがあるか、また、熨斗や

水引など贈り物のマナーやしきたりを習得する 

15 ブライダル産業の職業について ブライダル産業の様々な職業を理解する 

評価 

基準 

ブライダル業界の現状や将来性について把握し、さまざまな業種や職種を理解しているか。

結婚式に必要なアイテムの知識を習得しているか。 

評価 

方法 

授業態度   25  ％ レポート       ％ 期末試験   50  ％ 

その他    25  ％（ 提出物の状況とその内容の評価、プレゼンテーションの内容 ） 

教科書 『アシスタント・ブライダル・コーディネーター』ABC検定テキスト 

参考書 『ブライダル用語辞典』 

履修条件 

前期『ブライダル総論』と合わせて履修してください。また、ABC 検定の資格取得を目指

すため 2年次のブライダル関連科目も引き続き履修してください。ブライダルコーディネー

ター以外の婚礼関係の職種やホテルなどへの就職を希望する方にも役立ちます。 

準備学習 前授業の復習をしておく。授業時間外にプレゼンテーションを行うための準備をすること。 

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 ブライダルコーディネート 担当 増田榮美 

形態 講義 単位数 ２単位 開講時期 ２年前期 

必修 卒業：選択  中免：－  司書：－  司教：－ 

授業 

概要 

1 年次のブライダル関連科目で習得した基礎知識を基に、より専門的で具体的な知識やスキ

ルを身に付けることを目指す。多様化するブライダルニーズを把握し、企画・提案スキルや

具体的なコーディネートを学ぶ。 

到達 

目標 

ブライダルコーディネーターの役割を理解し、結婚式のコーディネートに必要な知識や企

画・提案スキルが習得できていることを目標とする。 

前期終了までに、結婚式の提案ボードが作成できることが求められる。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 授業ガイダンス 授業の進め方、評価方法について 

2 結婚式当日の流れ（1年次復習） 結婚式当日のスケジュールについての復習 

3 ブライダルコーディネート ブライダルにおける「時間」のデザインについて 

4 
ブライダルコーディネート ブライダルにおける「空間」のデザインについて 

（テーブルセッティングとテーブルコーディネート） 

5 婚礼料理① 婚礼料理のうち、会席料理、フレンチについて学ぶ 

6 婚礼料理② 婚礼料理のうち、イタリアン、中国料理について学ぶ 

7 
料飲サービス 料理のサービス手法と、チャイナ類、カトラリー、グ

ラスの扱い方を学ぶ 

8 

コーディネート演習 

（特別講師） 

婚礼会場のバンケットマネージャーを招聘して、実際

にテーブルセッティングを行ってテーブルコーディネ

ートを学び、食器やグラス類などに実際に触れながら

扱い方を把握する 

9 
ブライダル業務（予約、手配） コーディネーターの業務の中からブライダルアイテム

の手配について理解してもらう 

10 
ブライダル業務（広告、企画） コーディネーターの業務の中から、集客に影響する広

告とブライダルフェアなどのイベント企画を学ぶ 

11 ホテルウェディング ホテルにおけるウェディングの特徴について 

12 
専門結婚式場でのウェディング 

邸宅ウェディング 

互助会について理解し専門式場の特徴を把握する 

ゲストハウスウェディングの特徴について 

13 
レストランウェディング、リゾート

ウェディング 

レストランウェディングとリゾートウェディングの特

徴について 

14 海外挙式、ハネムーン 海外挙式の特徴と手配の仕方、ハネムーンについて 

15 結婚式のプランニング 結婚式の提案ボードを作成する 

評価 

基準 

ブライダルコーディネーターの業務に必要な知識やプレゼンテーションスキルを習得して

いるか。実際に結婚式をコーディネートして提案することができるか。 

評価 

方法 

授業態度  25  ％ レポート       ％ 期末試験   25  ％ 

その他   25  ％（ 提出物の状況とその内容の評価、プレゼンテーションの内容 ） 

教科書 『アシスタント・ブライダル・コーディネーター』ABC検定テキスト 

参考書 『ブライダル用語辞典』 

履修条件 
ABC 検定の資格取得を目指すため、後期のブライダルサービス論も引き続き履修してくだ

さい。婚礼の現場で必要なより専門的な知識とスキルを習得しますので実践に役立ちます。 

準備学習 
専門用語の予・復習をきちんと行うこと。授業時間外にプレゼンテーションの準備をするこ

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 ブライダルサービス論 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 卒業：選択  中免：－  司書：－  司教：－ 

授業 

概要 

ブライダル産業に欠かすことのできない「サービス」について学ぶとともに、おもてなしの

心（ホスピタリティ）やクレーム対処法についても習得する。 

さらに、目前に迫る ABC検定試験の対策も行う。 

到達 

目標 

ブライダル産業に携わるにあたり、その業務を遂行するための資質を備え、お客様への対応

の仕方をマスターすることを目標とする。 

最終的には、ブライダル関連科目の集大成として ABC検定試験の合格を目指す。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 授業ガイダンス 授業の進め方、評価方法 

2 
ブライダルコーディネーターの仕

事 

ブライダルコーディネーターの仕事について、これま

での復習をかねて再度確認する 

3 結婚式当日の仕事 結婚式当日のコーディネーターの仕事と役割について 

4 
ブライダルコーディネーターに求

められる資質 

人生で最も重要な通過儀礼のひとつである結婚式を取

り扱うための持つべき資質を学ぶ 

5 
ホスピタリティ・おもてなしの心 ホスピタリティ産業には欠かせないおもてなしの心に

ついて学ぶ 

6 
クレーム対処法 お客様との間にトラブルが起きた時に、クレームにな

らない対処法とクレームになってしまった時の対処法 

7 
ビジネスマナー 敬語の遣い方や受け答え、お辞儀の仕方などの基本的

なビジネスマナーを習得する 

8 
さまざまな結婚式への対応 マタニティウェディングなど、準備期間が短い結婚式

の心得 

9 結婚式に招待された時のマナー 列席者の立場でのマナーを学ぶ 

10 受付やスピーチの依頼を受けたら 受付やスピーチ、司会などを依頼された時の心得を学ぶ 

11 
ブライダル市場 昨今の結婚式の傾向や、アイテムにおける流行などを

トレンド調査を基に分析する 

12 ABC検定試験対策① 教科書を中心にこれまでの復習をする 

13 ABC検定試験対策② 過去問題を中心に解説を加える 

14 ABC検定試験対策③ 模擬試験を行う 

15 ABC検定試験 ABC 検定試験受験 

評価 

基準 

ブライダルコーディネーターの業務に必要なビジネスマナーや資質を備えることができて

いるか。ABC検定に向けて真摯に取り組んでいるか。 

評価 

方法 

授業態度   25  ％ レポート       ％ 期末試験   25  ％ 

その他    50  ％（ 提出物の状況と模擬試験結果 ） 

教科書 『アシスタント・ブライダル・コーディネーター』ABC検定テキスト 

参考書 『ブライダル用語辞典』 

履修条件 

ブライダルについての学びを通して、社会人として必要なマナーやしきたりが習得できるよ

う努めてください。 

2年間のブライダル関連科目の集大成として、ABC検定の受験を条件とします。 

準備学習 
最終的には ABC 検定合格を目標にしています。検定試験対策も行いますから、しっかり予

習・復習をしてください。授業中に実施する模擬試験対策をしっかり行ってください 

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 ウェディング・セレモニーⅠ 担当 増田榮美 

形態 演習 単位数 １単位 開講時期 ２年前期 

必修 卒業：選択  中免：－  司書：－  司教：－ 

授業 

概要 

後期の「ウェディング・セレモニーⅡ」で実施する模擬結婚式のプランニングを行う。前期の科目では企画

の段階でグループワークを行い、それを通して会議の進め方や企画・運営の方法を学び、プレゼンテーショ

ンスキルを身に付ける。プレゼンテーションの内容を外部審査員によって評価し、後期に実施する結婚式の

企画を決定する。 

到達 

目標 

企画の段階でグループワークを行い、それを通して会議の進め方や企画・提案の方法を学び、

プレゼンテーションスキルを身に付けることを目標とする。また、ブライダル科目の集大成

として、結婚式のプランニングができることを最大の目標である。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 授業ガイダンス 授業の進め方についての説明。 

2 模擬結婚式の概要把握 過去の模擬結婚式 DVDを鑑賞してイメージをつかむ。 

3 
結婚式に関する基礎知識の復習 結婚式をプロデュースするにあたり、これまで学んだ

ことを復習する。 

4 
結婚式の演出 昨今の結婚式で実施されている演出について、トレン

ドを学ぶ。 

5 
ウェディングセレモニーの流れ 結婚式の流れを確認し、どのような企画や演出が可能

か考える。 

6 
プレゼンテーションについて 人の心を動かすプレゼンテーションスキルとはどのよ

うなものなのかを学ぶ。 

7 
グループワーク プレゼンテーションを行うためのグループ分けを行

い、リーダーを決定。グループ内の役割分担を行う。 

8 グループワーク（挙式） 挙式スタイルの決定、流れについてまとめる。 

9 グループワーク（挙式） 挙式の演出についてまとめる。 

10 グループワーク（披露宴） 披露宴の流れについてまとめる。 

11 グループワーク（披露宴） 披露宴の演出についてまとめる。 

12 グループワーク（プレゼン準備） プレゼンテーション時の役割を決め、準備をする。 

13 グループワーク（プレゼン準備） プレゼンテーションの練習。 

14 
挙式・披露宴内容についてのプレゼ

ンテーション 

プレゼンテーションによるコンペを行い、挙式・披露

宴内容を決定する 

15 模擬結婚式のシミュレーション 採用された企画案を基に結婚式をイメージする 

評価 

基準 

グループワークに積極的に参加し自分の意見を主張できているか、他者の意見に耳を傾ける

ことができているか、自分の役割に責任を持っているか。ブライダル科目の集大成として、

結婚式の流れが理解できているか。 

評価 

方法 

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

この授業は、各自が責任を持って積極的に参加してもらわなければ成立しません。従って、

授業の参加度や貢献度および役割ごとの専門的なスキルの習熟度により成績を付けます。 

教科書 適宜ハンドアウトを配布 

参考書 必要に応じて指示する 

履修条件 

自分の役割に責任を持ち、積極的に参加、協力する姿勢が求められます。アウトキャンパス

時の諸費用として経費が必要となります（模擬披露宴飲食代、花材費、プチギフト代などで

8000 円前後）。授業の参加態度と出席状況を重視します。後期ウェディング・セレモニーⅡ

と併せて履修をしてください。この科目だけの履修は認められません。 

準備学習 授業時間外の時間を利用して、プレゼンテーションの準備をしっかり行ってください。 

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 ウェディング・セレモニーⅡ 担当 増田榮美 

形態 演習 単位数 １単位 開講時期 ２年後期 

必修 卒業：選択  中免：－  司書：－  司教：－ 

授業 

概要 

前期中に決定した模擬結婚式の企画案を基に準備を行い、婚礼会場にて模擬結婚式を実施す

る。役割毎にグループを作り、必要なアイテムや仕事内容について話し合いながら協力して

準備を進め、婚礼現場の仕事について理解を深める。 

到達 

目標 

ブライダル科目の集大成として、結婚式の流れや結婚式当日のスタッフの動き、仕事内容に

対する理解を深化させることを目標とする。また、十分に話し合い協力しなければ制作でき

ないため、コミュニケーション力が向上することを期待する。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 授業ガイダンス 授業の進め方についての説明 

2 
企画案の見直し 採用された企画案を基に結婚式の流れを確認し、演出

の見直しをする。 

3 
役割分担 準備と当日でどのような役割が必要かを話し合い、全

員で分担し、決定する。 

4 
グループワーク 役割ごとにグループを作り、仕事内容、必要なアイテ

ムについて話し合う。 

5 結婚式の準備 各役割の必要なアイテムを確認し手配する 

6 
結婚式の準備 会場装花や装飾、音響データ、ペーパーアイテム 

等の作成 

7 
結婚式の準備 会場装花や装飾、音響データ、ペーパーアイテム 

等の作成 

8 
タイムスケジュール作成 結婚式当日の会場準備や美容・着付けから後片付けま

での流れをタイムスケジュールにする 

9 
結婚式の司会台本 タイムスケジュールに従い、司会台本を作成し確認す

る。 

10 リハーサル タイムスケジュールに基づき挙式のリハーサルを実施 

11 リハーサル タイムスケジュールに基づき披露宴リハーサルを実施 

12 リハーサル 実際に使用する会場でリハーサルを行う 

13 会場準備 模擬結婚式当日の会場準備 

14 模擬結婚式・挙式 アウトキャンパスにより模擬挙式を実施 

15 模擬結婚式・披露宴 アウトキャンパスにより模擬披露宴を実施 

評価 

基準 

グループワークに積極的に参加し自分の意見を主張できているか、他者の意見に耳を傾ける

ことができているか、自分の役割に責任を持っているか。ブライダル科目の集大成として、

結婚式の流れや結婚式当日のスタッフの動きが理解できているか。 

評価 

方法 

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

この授業は、各自が責任を持って積極的に参加してもらわなければ成立しません。従って、

授業の参加度や貢献度および役割ごとの専門的なスキルの習熟度により成績を付けます。 

教科書 適宜ハンドアウトを配布 

参考書 必要に応じて指示する 

履修条件 

自分の役割に責任を持ち、積極的に参加、協力する姿勢が求められます。欠席はしないよう

にしてください。アウトキャンパス時の諸費用として経費が必要となります（模擬披露宴飲

食代、花材費、プチギフト代などで 8000円前後）。ウェディングセレモニーⅠと併せて履修

してください。 

準備学習 授業時間外にグループワークや準備作業が必要になります。 

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 フラワーデザイン 担当 吉田正昭 

形態 演習 単位数 １単位 開講時期 １年前期 

必修 卒業：選択  中免：－  司書：－  司教：－ 

授業 

概要 

①花に興味を持ち、花の名前や特徴を知り、自分で花を生けられるようになる。 

②花を通して自分のオリジナリティを表現できるようにする。 

到達 

目標 

一通りのデザインを学び、それらについての基礎的知識を身につける。また、それらのデザ

インに適した花の種類を区別することができるようになる。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 フラワーアレンジメントとは フラワーアレンジメントについての基礎的知識 

2 ラウンドアレンジメント製作 ラウンドアレンジメントの製作と説明 

3 花、水揚げ、管理について 花の扱い方についての基礎的知識 

4 母の日に合わせたアレンジメント製作 カーネーションを使ったアレンジメントの製作 

5 
フラワーアレンジメントのテクニック フラワーアレンジメントのテクニック（技術）

の説明 

6 ダイヤモンド型アレンジメント製作 ダイヤモンド型アレンジメントの製作と説明 

7 花束について 花束についての説明 

8 花束製作義 花束の製作 

9 ワイヤリングについて ワイヤリングの用途と説明、練習 

10 コサージュの製作 ワイヤリングを用いたコサージュの製作 

11 
フラワーアレンジメントの形 フラワーアレンジメントの形、各種についての

説明 

12 
トライアンギュラ型アレンジメント製作 トライアンギュラ型のアレンジメントの製作と

説明 

13 基本のフラワーアレンジメントの復習 基本的なアレンジメントの型・応用について 

14 パラレルアレンジの製作 パラレルアレンジの製作と説明 

15 まとめ 前期まとめと小テスト 

評価 

基準 

実技による完成度と、レポートによる実技記録と講義内容の理解度 

評価 

方法 

授業態度   ２０  ％ レポート   ５０  ％ 期末試験       ％ 

その他    ３０  ％（ 授業中の課題 ） 

教科書 
『ひとりでできるフラワーデザイン基礎講座アレンジメント編』神保 豊／誠文堂新光社 

参考書 
必要に応じて指示する。 

履修条件 

花に興味があり、楽しむことができること。また、生き物を扱うという大切さを理解してい

ること。 

教材費 約 10,000円 

準備学習 

毎授業後に、実技の時は、花材・生け方・感想・写真・絵などで内容をまとめて、期末に提

出するレポートに備えること。講義の時は、内容をまとめ、わからないことは調べること。 

オフィス

アワー 

学生支援課を通して。または本店営業中、店内にて。 

 



科目名 コーディネート演習 担当 吉田正昭 

形態 演習 単位数 １単位 開講時期 １年後期 

必修 卒業：選択  中免：－  司書：－  司教：－ 

授業 

概要 

①土地柄を生かし、自然の中における植物の生態を学ぶ。 

②生ける場所や器に合わせ、季節感のあるテーブルーコーディネートを学ぶ。 

到達 

目標 

季節や場面、土地ごとに合わせた花があるということを通じて自然との関わる大切さを知

る。 

花と器のバランス、飾る場所とのバランスなど身につける。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 花選びについて 場面ごとの花選びについての説明 

2 パラレルアレンジ製作(交作法) パラレルの応用作品の製作 

3 フラワーアレンジメントの法則 フラワーアレンジメントの法則についての説明 

4 
パラレルアレンジの製作(平面構

成) 

パラレルの応用作品の製作 

5 フラワーデザインの分類 フラワーデザインの分類についての説明 

6 ラウンドアレンジメント製作 ラウンドアレンジメントに季節感を出して作る練習 

7 校外学習 自然素材を探す リースに適した素材を探し、採取する。 

8 クリスマスリース製作 校外学習で探した素材でリースの製作 

9 
花の分類 生花、ドライフラワー、造花などの違い、用途につい

ての説明 

10 
プリザーブドフラワーを使ったア

レンジメント製作 

プリザーブドフラワーの説明とそれを使ったアレンジ

メントの製作 

11 お正月アレンジメント製作 お正月アレンジメントの製作と説明 

12 季節の分類 季節や地方によって咲く花の違いについての説明 

13 ウェディングブーケについて ウェディングブーケについての説明 

14 ウェディングブーケ製作 ウェディングブーケの製作 

15 まとめ 後期のまとめと小テスト 

評価 

基準 

①実技による完成度 

②レポートによる基本理念とテーマに合わせたコーディネートの理解度と実技記録 

評価 

方法 

授業態度   ２０  ％ レポート   ５０  ％ 期末試験       ％ 

その他    ３０  ％（ 授業中の課題 ） 

教科書 
『ひとりでできるフラワーデザイン基礎講座アレンジメント編』神保 豊 ／誠文堂新光社 

参考書 
必要に応じて指示する。 

履修条件 

生き物を扱うという大切さを理解していること。また、花や自然、生活空間などに興味があ

ること。 

教材費 約 10,000円 

準備学習 
毎授業後に、実技の時は、花材・生け方・感想・写真・絵などで内容をまとめて、期末に提

出するレポートに備えること。講義の時は、内容をまとめ、わからないことは調べること。 

オフィス

アワー 

学生支援課を通して。または本店営業中、店内にて。 

 



科目名 色彩文化論 担当 堀美恵子 

形態 講義 単位数 ２単位 開講時期 １年前期 

必修 卒業：選択  中免：－  司書：－  司教：－ 

授業 

概要 

生活のすべてにわたって、色彩は大切な関わりをもっています。その色彩について基礎的な

理論や体系的な知識を演習しながら身につける。また、西洋と日本での色彩に対しての違い

も知る。 

到達 

目標 

カラーカードを使いながら、テキスト内容の７割を理解する。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 色の正体 色知覚の３要素を理解する。 

2 PCCSによる色の表し方 色の三属性を理解する。 

3 色の表示 表色系の長所・短所を学ぶ。 

4 
配色 カラーカードを使い、各々色の違いを体感し納得するようカラ

ーカードで練習する。 

5 色名とエピソード 日本 慣用色名・和名について説明する。 

6 色名とエピソード 西洋 慣用色名・洋名について説明する 

7 心に及ぼす色彩効果 色彩効果を使って、イメージをカラーカードで表現する。 

8 
色の対比と同化 色と色が接した時、本来の見え方とは違って見える事象の説明

をする。 

9 色彩心理 暖・寒、進出・後退、興奮・沈静など 

10 配色演習 ①色相をもとに 

11 配色演習 ②トーンをもとに 

12 配色演習 ③グラデーション等 

13 配色調和 配色演習を基に身近な商品（ファッション）を分析する。 

14 
混色・演習 ３原色（シアン・マゼンタ・イエロー）を使い色相環上の色を

各々に再現する。 

15 まとめ おおよその色が見分けられるかの確認。 

評価 

基準 

配色について理解できたか。 

西洋と日本での色彩の違いを理解したか。 

評価 

方法 

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

その他    ３０  ％（ 提出物。指示通り作製できているかも採点に影響します。 ） 

教科書 
『色彩検定対策テキスト 3級編』色彩検定協会 

１９９Bカラーカード（税込 2,160円）教材として使用します。 

参考書 
『色彩』日本色研 

履修条件 
本講義を受講するにあたって必要な基礎知識を有すること。 

準備学習 
講義内容をその都度テキストで再確認し、わからない個所は次回授業時に質問する。カラー

カードを使ってのトレーニングは適宜おこなうこと。 

オフィス

アワー 

授業の前後の休み時間。教室。 

 



科目名 色彩コーディネート 担当 堀美恵子 

形態 講義 単位数 ２単位 開講時期 １年後期 

必修 卒業：選択  中免：－  司書：－  司教：－ 

授業 

概要 

色彩文化論で、ひと通りの基本的な理論や知識を身につけた者が、より高度な知識と、色彩

を目的・条件などに応じてつかえるようにする。 

到達 

目標 

前期学んだことも合わせて、色彩作品を３つ各々の感性で作製できる。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 検定対策 ①過去問題 過去問題 

2 〃   ② 〃  〃 

3 〃   ③ 〃  〃 

4 〃   ④テキスト見直し テキスト見直し 

5 〃   ⑤模試 模試 

6 配色調和論 過去の色彩調和論について説明。 

7 流行色 流行色が生まれる、からくりについて説明。 

8 自動配色 配色のテクニックを説明。 

9 自動配色演習 学んだテクニックで変化１、変化２と２パターン作製する。 

10 イメージ作成 W-C,H-S軸でイメージについて説明。 

11 イメージ作成演習 雑誌から作りたいイメージ２つを作製する。 

12 商品色彩計画 商品が出来上がるまでの過程を説明し市場調査もする。 

13 商品色彩計画演習 仮想商品（色彩計画）を作製する。 

14 配色実習       〃 

15 まとめ 生活で色を使いこなせるポイントを説明。 

評価 

基準 

色彩作品の完成度と配色に関する説明の理解度。 

評価 

方法 

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

（色彩検定合格者は１０％加算します。） 

その他    ３０  ％（ 提出物。完成度も採点します。 ） 

教科書 
『色彩検定過去問題集 2017年版』 

参考書 
『配色イメージコレクション』 

履修条件 

前期の授業内容（「色彩文化論」）を、おおむね理解していること。 

準備学習 

過去問題や授業内容をその都度復習する。買い物時など、商品色彩について市場リサーチす

る姿勢をもつ。 

オフィス

アワー 

授業の前後の休み時間。教室。 

 



科目名 心理学入門 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 卒業：選択  中免：－  司書：－  司教：－ 

授業 

概要 

心理学についての基本的な知識を身につけるとともに、流行や社会問題･社会現象など社会

における今日的な問題について心理学を通して考える。職場や商店、家族など社会生活で活

用されている心理学について学んでいく。 

到達 

目標 

心理学を自分自身の生活や進路形成に役立てる力を身につける。 

職場や社会生活で用いられている心理学について理解を深め、その活用力を高める。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 ｢心理学｣とは： ・心理学に関する基本的な知識を学ぶ。 

2 生活と心理学 ・実際に生活で活用されている心理学について知る。 

3 
心理学の理論 ・理論についての学習を通して、心理学的なとらえ方

を身につける。 

4 心理学を体験する 

人間の知覚と心理的作用 

心理検査の実際。 

・心理実験を通して心のメカニズムを体験する。 

・錯視や鏡映描写、共応検査などを実際に体験する。 

・クレペリン検査などのワークショップを通して心理

が人間に及ぼす作用について学ぶ。 

5 

6 

7 社会現象についての心理的な検討 ・社会現象に見る心理学を学ぶ。 

8 化粧と心理学 ・心理学を通して流行やファッションを考える。 

9 職場やビジネスの心理学 ・職場の人間関係など職場における心理について学ぶ。 

10 
コミュニケーションと心理学 ・｢若者と携帯・スマホ｣など現代における社会現象に

ついて学ぶ。 

11 自分自身の心理とつきあう ・｢自分との向き合い方｣について考える。 

12 パーソナリティと心理学 ・パーソナリティを通して人間について理解する。 

13 行動とパーソナリティ ・行動に作用するパーソナリティについて理解する。 

14 
パーソナリティ形成について ・生涯を通したパーソナリティの形成について学び、

自己の生涯形成について考える。 

15 
まとめ ・社会生活と心理学について自分自身の考えをまとめ

る。 

評価 

基準 

人間生活における心理や行動を実際的場面と結びつけて理解できたかを評価の基準とする。 

心理についての基本的な知識とともに、実際の生活で実践できる力を付ける。 

評価 

方法 

授業態度     20 ％ レポート     30  ％ 期末試験   50    ％ 

その他  

授業における質問、意見、発表など授業参加を評価に含める。 

教科書 『基礎心理学Ⅰ 入門心理学』八千代出版 

参考書 

 

必要に応じて資料を配布する。随時、参考書を紹介する。 

履修条件 

自分自身の心を知ることが大切です。積極的な関心を持って、主体的に参加すること。 

職場や生活において活用されている心理学について関心を深めるとともに、自分自身の生活

において役立てるという目標を持つこと。 

準備学習 授業時において提示した課題について調べておくこと。 

オフィス

アワー 
掲示板に掲示します。 

 



科目名 人間関係の心理学 担当 長櫓涼子 

形態 講義 単位数 ２単位 開講時期 ２年前期 

必修 卒業：選択  中免：－  司書：－  司教：－ 

授業 

概要 

 ピアヘルピングの技法について学びます。「ピア（Peer）」は「仲間」を意味し、ピアヘル

ピングとは、仲間に対しての話し相手になること、そして悩みや問題が解けるように支える

ことであり、まさに仲間に対して「旅の道づれ」になることを意味します。講義では、仲間

と円滑な人間関係を築けるだけのコミュニケーション力を必要とします。 

到達 

目標 

① カウンセリングに関する基礎知識を学び、理解できる。 

② ピアヘルピングのスキルを身につけ、実践できる。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 カウンセリング概論 ・構成的グループエンカウンターについて 

2   〃 ・カウンセリングの定義と略史、種類 

3   〃 ・ピアヘルピングの領域、プロセス、パーソナリティ 

4   〃 ・カウンセリングの動向 

5   〃 ・まとめ（ワーキング） 

6 カウンセリングスキル ・ピアヘルピングの言語的技法（１） 

7   〃  〃          （２） 

8   〃 ・ピアヘルピングの非言語的技法 

9   〃 ・対話上の諸問題への対処法、問題への対処法 

10   〃 ・ピアヘルパーの心構えとスキル上達法 

11   〃 ・まとめ（ワーキング） 

12 

青年期の課題とピアヘルパーの 

留意点 

・ピアヘルパーの活動許容範囲と留意点（倫理） 

 学業領域、進路領域、友人領域 

13   〃   〃  グループ領域、関係修復領域、心理領域 

14   〃 ・まとめ（ワーキング） 

15 まとめ ・授業内容のまとめ 

評価 

基準 

① カウンセリングに関する基礎知識を学び、理解できたか。 

② ピアヘルピングのスキルを身につけ、実践できたか。 

（注）グループ・ワークを課すことから、積極的に授業参加できているかも評価する。 

評価 

方法 

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

その他    ２０  ％（課題） 

教科書 

・『ピアヘルパーハンドブック』日本教育カウンセラー協会 編／図書文化 

・『ピアヘルパーワークブック』日本教育カウンセラー協会 編／図書文化 

参考書 
・必要に応じて授業中に紹介 

履修条件 
・資格取得を目指す学生も履修しているため、授業は意欲を持って参加すること 

・グループ・ワークを実践できる積極性を有すること 

準備学習 
・毎授業の予習・復習をすること 

オフィス

アワー 

・初回授業において説明 

 



科目名 臨床心理学 担当 長櫓涼子 

形態 講義 単位数 ２単位 開講時期 ２年後期 

必修 卒業：選択  中免：－  司書：－  司教：－ 

授業 

概要 

本講義を通して、臨床心理学の基礎を学びます。また、臨床心理学が取り扱う様々な問題

について紹介し、心理アセスメントの手順や方法について学びます。そして、実際の専門職

者がどのように問題に介入しているか、その方法や活動について学びます。 

到達 

目標 

① 臨床心理学の基本的な理論を学び、理解できる。 

② 心理アセスメントの手順や方法を学び、理解できる。 

③ 心の病について学び、予防策や対処法の知識を身に付ける。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 臨床心理学とは何か ・臨床心理学に関する基本的理解 

2   〃    〃 

3 問題を理解する（1） ・アセスメント(1) アセスメントの目的 

4 問題を理解する（2） 〃   （2）アセスメントの種類と方法 

5   〃 〃   （3）アセスメントの全体的な流れ 

6 問題を理解する（3） 

 

〃   （3）様々な心の病気と診断 

 7 

8 

9 

10 

11 問題に介入する（1） ・理論モデル 

12 問題に介入する（2） ・介入技法 

13 問題を予防する（1） ・コミュニティにおける相談援助の活用 

14   〃   〃 

15 まとめ ・授業内容のまとめ 

評価 

基準 

① 臨床心理学の基本的な理論を学び、理解できたか。 

② 心理アセスメントの手順や方法を学び、理解できたか。 

③ 心の病について学び、予防策や対処法の知識が身に付いたか。 

評価 

方法 

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

その他     ２０  ％（課題） 

教科書 
・教材費（心理テスト購入代金として 500円程度） 

・必要に応じてプリント配布 

参考書 

・『ピアヘルパーハンドブック』日本教育カウンセラー協会 編／図書文化 

・『ピアヘルパーワークブック』日本教育カウンセラー協会 編／図書文化 

 

履修条件 

・心理学に関連する基礎知識を有すること 

準備学習 

・毎授業の予習・復習をすること 

オフィス

アワー 

・初回授業において説明 

 



科目名 セラピー入門 担当 藤森聡美 

形態 講義 単位数 2単位 開講時期 1年前期 

必修 卒業：選択  中免：－  司書：－  司教：－ 

授業 

概要 

疲労回復、健康維持・増進、疾病予防などに、各種のセラピーが重要視されるようになってきて

いる。その中のストーリーセラピーをはじめとするアーツセラピーの数々、及び森林セラピーに

ついての理解を深める。 

到達 

目標 

健康への意識を高め、QOL について認識し、心身ともに好調な日々を安定的に過ごせるよ

うになるポイントを把握することを目指す。 

 回 タイトル 内容 

授
業
計
画 

1 現代人の生活習慣 ここ数十年で、座位が顕著に増えている傾向、市街の不夜城化 

2 生活習慣と病 中高年のみならず、若年層にとっても健康を左右する生活習慣 

3 健康の三大要素 栄養 不足しがちな必須栄養と、過剰摂取してしまいがちな食品群 

4 健康の三大要素 運動 ストレッチ、及びウォーキングをはじめとする有酸素運動の特徴 

5 健康の三大要素 睡眠 睡眠の質について、睡眠不足が慢性化して睡眠負債となった場合 

6 セラピーの効果 リフレッシュ効果、意欲を引出す効果、幸福感・達成感について 

7 アーツセラピー（ストーリー） ストーリーセラピーの実際 

8 
アーツセラピー（ミュージッ

ク） 

ミュージックセラピーの実際 

9 アーツセラピー（コラージュ） コラージュセラピーの実際 

10 アーツセラピーの影響 アーツセラピー実施実験の結果から 

11 森林について 森林の特徴、各種植物の成分、各国・各時代の森との関わり 

12 森林セラピー 森林浴から森林セラピーへ 野外活動 

13 森林セラピーの各基地 日本に 60 数箇所存在する森林セラピー基地（ロード）について 

14 森林セラピーの影響 森林セラピー実施実験の結果から 

15 健康な生活習慣の構築 日常に、いかにセラピーを取入れ、習慣化していけるかを考える 

評価 

基準 

積極的にセラピー理解に取組み、自分の習慣に取入れて、より健康な日常をおくることができる

ようになること。 

評価 

方法 

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

その他    ％（                               ） 

教科書 必要に応じ、資料を配付 

参考書 
篠原菊紀・寺沢宏次・柳沢秋孝「体動かせ 人と関われ 頭使え」ほおずき書籍 

森本兼曩・宮崎良文・平野秀樹 編「森林医学」朝倉書店 

履修 

条件 
なし 

準備 

学習 

12 回目に予定している野外活動に適した服装（紫外線遮断や虫よけのために、皮膚が露出しない

ようにする）：帽子、靴、長袖、長ズボン、靴下、綿手袋または軍手、首を覆うバンダナまたは

タオル、所持しているようならルーペや双眼鏡、サングラスも準備しておく。 

オフィス 

アワー 
授業の前後の休み時間に教室において 

 



科目名 ホスピタリティ論 担当 増田榮美 

形態 講義 単位数 ２単位 開講時期 ２年前期 

必修 卒業：選択  中免：－  司書：－  司教：－ 

授業 

概要 

現代社会ではサービス業中心に「ホスピタリティ」の意識が重要視されている。ホスピタリティ産業の

仕組みを理解したうえで、各産業のホスピタリティの実態について学ぶ。演習によってホスピタリティ

が社会生活上不可欠であること、そしてその活用の重要性を知る。 

到達 

目標 

ホスピタリティの本質と実態を分析し、ホスピタリティ産業の今後の方向性について議論することで、

ホスピタリティの基礎を学ぶ。原点である相手のことを大切に考え行動することを理解し、社会人とし

ての生活に役立てることが出来るように、また自身の就職活動などに生かせるようにする。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 ガイダンス 授業の進め方の説明。 

2 ホスピタリティの意味 ホスピタリティとは何か、注目される理由とは何か。 

3 ホスピタリティの基礎 ホスピタリティとサービスの違いについて。 

4 ホスピタリティの重要性 なぜ、ホスピタリティが必要なのかを探る。 

5 
ホスピタリティ・マインドとホス

ピタリティ・アクション 

ホスピタリティ・マインドを養い、相手も自分も大切に

するホスピタリティ・アクションを心がけるには。 

6 
ホスピタリティの実践 相手の立場にたつコツや、ホスピタリティを伝えるため

に必要なスキルを学ぶ。 

7 
ホスピタリティ・マナー① ホスピタリティ・マナーの基本である「挨拶」「笑顔」

「返事」「態度」「身だしなみ」について学ぶ。 

8 
ホスピタリティ・マナー② 公共の場、ビジネスの場でのホスピタリティ・マナーを

学ぶ。 

9 コミュニケーションとホスピタリティ① 積極的な聴き方、効果的な話し方を実践する。 

10 コミュニケーションとホスピタリティ② 適切な言葉遣いとはどのようなものか学ぶ。 

11 ビジネスとホスピタリティ お客様の心理を理解する 

12 サービスマーケティング 顧客満足とは何か。 

13 サービスマーケティング ホスピタリティを生かしたクレーム対応 

14 
夢を与えるホスピタリティ TDL を例にテーマパークのホスピタリティについて研

究する。 

15 まとめ これからのホスピタリティ・ビジネスについて。 

評価 

基準 

ホスピタリティの基本的な知識と理論、演習を通じて実践的な能力を習得できたか。 

評価 

方法 

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

その他        ％ 

教科書 
『レッツ、ホスピタリティ！～心を伝えるコミュニケーション能力の磨き方～』野口幸一・

戸辺美由起 著  経済法令研究所 

参考書 必要に応じてプリントを配布 

履修条件 

「相手のことを大切に考え行動する」を意識して授業に取り組むこと。ホスピタリティを将

来希望する企業への就職活動、その後の社会人としての実生活にも生かせるよう目標を持っ

て臨むこと。 

準備学習 復習として授業時に提示する課題に取り組み、予習として教科書を読んでおくこと。 

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 ボランティア論 担当 香山篤美 

形態 講義 単位数 ２単位 開講時期 1年後期 

必修 卒業：選択  中免：－  司書：－  司教：－ 

授業 

概要 

ボランティア活動は、子育てや高齢者、障害者支援などの福祉や、地域の環境を守る活動、

まちづくり、災害地支援、海外支援など多様な広がりを見せています。今日におけるボラン

ティア活動の社会的意義や役割を毎回ビデオを通して実践事例から学び、課題を発見し解決

していく為の力を養います。発見した課題を解決するためのプログラムづくりをグループワ

ークで行い、自らがボランティア活動へ参加する意欲と力を養います。 

到達 

目標 

・さまざまなボランティア活動が行われている現状を知り、自らがボランティア活動に参加

していくための基礎知識を学び、そのためのスキルを身に付けます。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 ボランティア活動の歴史と意義、役割 ボランティア活動の歩みを概説する。 

2 
地域課題とＮＰＯ・ボランティア活動 地域課題の解決のための地域の人々の活動を映

像で紹介する。 

3 
課題発見ワークショップ（新聞記事等よ

り） 

新聞を読んで地域社会で起きている課題を発見

しグループで模造紙にまとめ発表。 

4 
被災地支援とボランティア活動 震災支援の現状を映像から学び自分には何がで

きるかを考える。 

5 障害者自立支援とボランティア活動 障害者自立支援の活動を映像から学ぶ。 

6 高齢者支援とボランティア活動 高齢者支援の活動を映像から学ぶ。 

7 子育て・子育ち支援とボランティア活動 子供や子育ての支援活動を映像から学ぶ。 

8 若者の自立支援とボランティア活動 若者の自立を支援する活動を映像から学ぶ 

9 心のケアとボランティア活動 精神的な障害を持った人を支援する活動を映像から学ぶ。 

10 
地域支え合いネットワークづくりとボ

ランティア活動 

地域の人々が支えあって生きていくネットワー

クづくりの活動を映像から学ぶ。 

11 環境問題とボランティア活動 環境を護る活動を映像から学ぶ。 

12 
国際支援とボランティア活動 世界の貧困地域の自立を支援する活動を映像か

ら学ぶ。 

13 
地域づくり・まちづくりとボランティア

活動 

受講者自らが住んでいる地域の現状と課題を調

べその課題解決のための活動を考える。 

14 
課題解決に向けてのプログラムづくり 課題解決のためのプログラム作りを小グループ

で行い発表しあう。 

15 
NPO・ボランティア活動の組織づくり 活動の組織作りを事例に学び自ら活動を起こす

力をつける。 

評価 

基準 

地域社会の課題に気づき、自らの課題としてとらえ、課題解決のために自らボランティア活

動に取組もうと意欲を持てるようになったかどうかを評価基準とします。 

評価 

方法 

授業態度   ５０  ％ レポート   ３０  ％ 期末試験   ２０  ％ 

その他        ％ 

教科書 資料配布（毎回テーマに沿った実践事例を資料として配布） 

参考書 必要に応じて授業内にプリントを配布する。 

履修条件 
ボランティア活動に関心があること。 

準備学習 
新聞やテレビ、インターネットなどで、ボランティア活動に関する記事に関心を持つ。 

オフィス

アワー 

授業のある日の講師室での対応。e-mail.  f-kayama@grn.janis.or.jp 

 



科目名 生涯学習論（生涯学習概論） 担当 宮田暉朗 

形態 講義 単位数 ２単位 開講時期 ２年後期 

必修 卒業：選択  中免：－  司書：必修  司教：必修 

授業 

概要 

人が一生涯のあらゆる時期で行う学習活動が生涯学習であり、学校教育・家庭教育・社会教

育もこれに含まれる。この３通りの学びを連関させながら、特に司書の立場から社会教育を

進めるための法律理解や企画運営と援助のあり方を身に付ける。 

 

到達 

目標 

・学校教育法・社会教育法を理解する。（・図書館法・博物館法・公民館法） 

・生涯学習の本質的な学びと援助のありかた、社会教育の目的と意義を理解できる。 

・生涯学習についての内外の歴史的変遷の理解とそこから課題を抽出し自己に生かす。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 生涯学習とは何か 生涯学習はいかなる営為でありなぜ必要か説明する。 

2 生涯学習と学校教育・社会教育 全ての教育は生涯学習の一環で行われることの説明 

3 制度としての生涯学習支援 生涯学習の法の理解・社会教育論・生涯学習論の説明 

4 生涯学習の多様な学習方法 現今の家庭教育・社会教育における多様な学習方法 

5 生涯学習の歴史 江戸時代からの歴史・外国の生涯学習史を説明する。 

6 
生涯学習を援助する諸機関 博物館・公民館・その他の機関における形態と運営、

実施上の課題を説明する。 

7  同（図書館） 図書館の運営と課題を説明する。 

8 生涯各期の学習課題 幼年期・少年期の学習課題の大切さを説明する。 

9  同 青年期・成人期の学習課題を説明する。 

10  同 生きがいに満ちた壮年期・熟年期の生涯学習の説明 

11 現代の各期の課題と解決 少子化・高齢化社会の課題と解決方法を自身が構築 

12 生涯学習計画 生涯学習に関わる人的支援を考える。 

13 社会教育行政における司書の任務 企画と運営の方法を理解し自らが構築する。 

14 理想とする生涯学習 自分のライフプランを設定する。 

15 まとめ・評価 受講者が目標に沿って学習評価をする。 

評価 

基準 

・社会教育のあり方と支援の仕方が明確に理解できたか。 

・司書の立場での援助方法が理解できたか。 

・我が国に生涯学習が定着する迄の歴史と必然性が理解できたか。 

評価 

方法 

授業態度   １０  ％ レポート   ２０  ％ 期末試験   ７０  ％ 

その他        ％  

教科書 
・『生涯学習概論』  樹村房 

参考書 
必要に応じて指示する。 

履修条件 

・生涯の学習によって人は成長していくことの理解 

・自分の生涯設計を立案する。 

・故郷の社会教育施設を訪問し現状と実態を知る。 

準備学習 
自分の出身地の図書館・博物館・公民館を訪問して取材しておきたい。 

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 図書館概論 担当 斎藤直人 

形態 講義 単位数 ２単位 開講時期 １年前期 

必修 卒業：選択  中免：－  司書：必修  司教：必修 

授業 

概要 

図書館の定義や理念，機能，役割，法制度などを総合的に学習する。 

到達 

目標 

図書館の意義や役割を理解したうえで，今日の図書館サービスの課題を説明できること。そ

れに加えて，前者の課題について受講者自身の意見を持てるようになること。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 
ガイダンス 

図書館とは何か１ 

本講義の説明 

図書館職員の資格と養成，図書館の定義，要件 

2 図書館とは何か２ 図書館の略史 

3 図書館の理念 諸理念の概説 

4 図書館関係法と行政 図書館を支える法律と行政の取り組み 

5 生涯学習社会における公共図書館 生涯学習の理念と，それを支える図書館サービス 

6 図書館の組織と経営 図書館の業務及び分担の概説，指定管理者問題 

7 各種図書館１ 国会図書館法の制度と機能 

8 各種図書館２ 専門図書館，大学図書館などの制度と機能 

9 各種図書館３ 学校図書館の制度と機能 

10 学校図書館支援の現状 文部科学省「学校図書館支援センター」構想と実践例 

11 図書館サービスの現状と課題１ 公共図書館サービスの概説 

12 図書館サービスの現状と課題２ 同上 

13 図書館ネットワーク 図書館間の相互支援 

14 外国の図書館 諸外国の公共図書館や学校図書館などを紹介 

15 図書館関係団体 取り組みの概説 

評価 

基準 

図書館の定義や理念など総合的に理解できること。そのうえで今日，課題となっている図書

館サービスについて概説すること。また，それについて受講者自身の意見を述べることがで

きること。 

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 

講義の際に紹介する。レポート作成の際に参考図書の引用が必須条件となる。 

履修条件 
司書養成課程の科目の中で，本講義を最初に受講することが望ましい。 

 

準備学習 
公共図書館を利用して具体的なイメージを持ったうえで受講すること。 

オフィス

アワー 

授業時に紹介する。 

 



科目名 図書館情報技術論 担当 斎藤直人 

形態 講義 単位数 ２単位 開講時期 ２年前期 

必修 卒業：選択  中免：－  司書：必修  司教：必修 

授業 

概要 

図書館を支える情報技術について，ハード面およびソフト面を総合的に学習する。 

また，図書館システムの導入・運用に至るまでの過程を学習する。 

到達 

目標 

コンピュータの基本構成やネットワーク，インターネットの技術などを総合的に理解でき

る。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 
ガイダンス 

コンピュータの基礎① 

授業全体の説明 

ハードウェアの構造 

2 コンピュータの基礎② 周辺機器の概説，バーコードの仕組み 

3 コンピュータの基礎③ 実習 

4 コンピュータの基礎④ メディアの概説 

5 ソフトウェアの基礎 ソフトウェアの構造――ＯＳとアプリケーション―― 

6 ネットワークの仕組み ネットワークとインターネット,ソーシャルメディア 

7 検索エンジンと論理演算① 検索エンジンおよび論理演算の概説 

8 検索エンジンと論理演算② 実習 

9 セキュリティ 個人情報とは 

10 
図書館の蔵書管理システムとデー

タベース 

図書館システムの概要と，導入から運用までの概説 

11 電子図書館 電子図書館を支えるシステムと運用の実際 

12 デジタルアーカイブスの事例① 公共図書館 

13 デジタルアーカイブスの事例② 博物館および関連団体 

14 情報格差 情報格差と情報アクセス 

15 まとめ 復習と要点の整理 

評価 

基準 

情報技術に関する基本的な仕組みや用語が説明できるようになること。 

評価 

方法 

授業態度     １０ ％ レポート     １０ ％ 期末試験    ８０ ％ 

その他         ％ 

教科書 
 

参考書 
各回に提示するので，各自で熟読すること。 

履修条件 
図書館概論を事前に履修していることが望ましい。 

準備学習 
 

オフィス

アワー 

授業時に紹介する。 

 



科目名 図書館制度・経営論 担当 宮下明彦 

形態 講義 単位数 ２単位 開講時期 １年後期 

必修 卒業：選択  中免：－  司書：必修  司教：必修 

授業 

概要 

図書館法及び関係領域の法令、地方自治体と図書館のあり方、図書館の管理運営の基本と各

地の実態、アメリカの図書館制度について、教科書はじめ多くの資料を基に学ぶ。また、学

生の発表、意見交換を重ねながら、基本的理解と実際に即して学ぶことを目標とする。 

到達 

目標 

・図書館法及び関係領域の法令、地方自治体と図書館のあり方について理解する。図書館の

管理運営の基本と各地の実態、アメリカの図書館制度・経営諸問題について理解する。 

・教科書により長野県の先進事例を知り、レポート発表を通して学ぶ。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 図書館制度の概観 図書館制度を概観する。 

2 図書館法の解説 図書館基本法を現場の様子を踏まえて説明する。 

3 
憲法、教育基本法、地方自治法、民

法等の概説 

図書館関係法規等について概説する。 

4 
学校図書館法、子どもの読書活動推

進法、文字活字文化振興法等 

学校図書館法、子どもの読書活動推進法、文字活字文

化振興法等について現場の様子を踏まえて説明する。 

5 
『明日をひらく図書館』（１） 長野県の先駆的な図書館制度・経営の実際について、

多くの事例を基に学ぶ。 

6 『明日をひらく図書館』（２）   〃 

7 『明日をひらく図書館』（３）   〃 

8 
アメリカの図書館制度 （１） 理事会、図書館税、館長制度、専門職制等を日本と対

比して説明する。 

9 アメリカの図書館制度 （２）   〃 

10 『明日をひらく図書館』（４）   〃 

11 『明日をひらく図書館』（５）   〃 

12 『明日をひらく図書館』（６） 長野県の先駆的な学校図書館の実際について学ぶ。 

13 『明日をひらく図書館』（７）   〃 

14 
図書館の職員と組織・財政と経営 職員制度の実際と問題点等、評価の必要性、方法等に

ついて説明する。 

15 図書館の管理形態の多様化 指定管理者・業務委託等の理論と実際 

評価 

基準 

アメリカも含め日本の図書館制度・図書館経営について理解したか。 

関係法規を理解したか。 

長野県の公共図書館を通して図書館制度・経営の実際について理解したか。 

学校図書館の基本・基準等、長野県の学校図書館の実際について理解したか。 

評価 

方法 

授業態度    １０  ％ レポート   ４０  ％ 

（レポート提出・調査発表） 

期末試験   ５０  ％ 

その他        ％  

教科書 『明日をひらく図書館－長野の実践と挑戦』（2,100円）宮下明彦／青弓社／2013年 

参考書 随時資料等を紹介する。 

履修条件 

経営なんてまだ早いなんて思わないでください。学生でＮＰＯを組織し起業して活躍してい

る若者もいます。リーダーシップ能力、マネッジメントスキル、市民協働等はこれからとて

も重要な能力になっていきます。 

準備学習 
地方自治体の図書館問題に関心を持ち、日頃から新聞等で図書館へのアンテナを高くした

い。 

オフィス

アワー 
授業日（水）の午前中。講師室または教室で面会可能。方法は問いません。 

 



科目名 図書館サービス概論 担当 宮下明彦 

形態 講義 単位数 ２単位 開講時期 １年前期 

必修 卒業：選択  中免：－  司書：必修  司教：必修 

授業 

概要 

図書館サービスの意義と全体像、図書館サービスの基本と実際、図書館サービスの諸相を現

場の実態を紹介しながら学ぶ。特に、情報サーボスや現在図書館サービスの大きな潮流であ

る課題解決支援サービスについてウェイトをおいて講義する。 

到達 

目標 

・図書館サービスの全体像を把握し、体系的に理解する。 

・図書館サービスの具体的なサービスの諸相、実情について、実際に則して理解する。 

・図書館サービスの潮流、現代的課題について理解する。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 
オリエンテーション、図書館サービスの全

体構造、意義と理念 

図書館サービスの全体像を示す。 

2 
資料や情報を提供するための準備、公共図

書館サービスの変遷 

資料・情報の選択、分類、蔵書管理等 

3 
図書館サービスの種類と方法、資料提供サ

ービス① 

閲覧、貸出、読書案内等 

4 資料提供サービス②      〃 

5 情報サービス レファレンスサービス、カレントアウアネス等 

6 広報活動とコミュニケーション 方法、種類、接遇等 

7 図書館利用者教育、情報活用能力の育成 意義、種類、方法等 

8 集会文化活動 意義、種類、事例等 

9 利用者対象別の図書館サービス① 児童サービス、ヤングアダルトサービス 

10 利用者対象別の図書館サービス② 高齢者、多文化サービス等 

11 課題解決支援サービス① 医療・法律情報、行政支援サービス等 

12 課題解決支援サービス② 農業・観光・ビジネス支援サービス等 

13 図書館協力－協働と連携 意義、種類等 

14 図書館サービスをめぐる著作権問題 概要、問題事例等 

15 図書館サービスの活性化に向けて 今後の図書館サービス 

評価 

基準 

・図書館サービスの全容と個別サービス内容の理解、特に課題解決支援サービスの理解。 

・専門職として司書の職務内容及び関係法令・制度等について説明できるか。 

・サービス提供の姿勢並びに関係機関・団体との連携についての理解。 

評価 

方法 

授業態度   １０  ％ レポート   ２０  ％ 

（レポート提出・調査発表） 

期末試験   ７０  ％ 

その他        ％ 

教科書 
『図書館サービス概論』（2,000円＋税）宮部頼子編／樹村房 

参考書 随時各種資料を紹介する。 

履修条件 
教科書の予習をすること。 

準備学習 
身近な公共図書館を実際に使ってみて、観察しながら、大学で学んだ視点からそこで展開さ

れているサービスを観察、理解する等、体験を勧める。 

オフィス

アワー 

授業日（水）の午前中。講師室での面会可能。方法は問いません。 

 



科目名 情報サービス論 担当 斎藤直人 

形態 講義 単位数 ２単位 開講時期 １年後期 

必修 卒業：選択  中免：－  司書：必修  司教：必修 

授業 

概要 

公共図書館における情報サービスの理論や方法などを概説する。 

到達 

目標 

レファンスツールの特徴を理解できる。 

また，レファンスサービスの過程を理解して，実践できる。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 情報サービスとは 図書館における情報サービスの意義 

2 
情報サービスの種類 直接・間接サービス 

レファレンスサービス・レフェラルサービスの概説 

3 資料提供 著作権と資料提供 

4 レファレンスコレクション１ レファレンスブック（０～１類）の概説 

5 レファレンスコレクション２ レファレンスブック（２～３類）の概説 

6 レファレンスコレクション３ レファレンスブック（４～６類）の概説 

7 レファレンスコレクション４ レファレンスブック（７～９類）の概説 

8 情報検索サービスの理論と方法 論理演算，トランケーション機能，検索の評価 

9 各種情報源の特質と利用法１ 情報メディア，文献を探し方 

10 各種情報源の特質と利用法２ 論文•記事を探し方 

11 各種情報源の特質と利用法３ 事項，事実の探し方 

12 各種情報源の特質と利用法４ レファレンス事例集，パスファインダー 

13 各種情報源の特質と利用法５ 個人，団体 

14 レファレンスサービスの実際１ レファレンスサービスの過程 

15 レファレンスサービスの実際２ レファレンスサービスの事例と検討 

評価 

基準 

情報サービスの基本と理論を自分の言葉で説明できるようになること。 

また，レファレンスサービスの理論を理解し，プロセスを説明できるようになること。 

評価 

方法 

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

その他      ２０％（初回授業時に説明） 

教科書 
 

参考書 
授業時に提示するので，熟読すること。 

履修条件 
図書館概論，図書館サービス論を履修していることが望ましい。 

準備学習 
公共図書館を利用して，レファレンスサービスを受けること。 

 

オフィス

アワー 

授業時に紹介する。 

 

 



科目名 児童と図書館（児童サービス論） 担当 山浦美幸 

形態 講義 単位数 ２単位 開講時期 ２年前期 

必修 卒業：選択  中免：－  司書：必修  司教：必修 

授業 

概要 

子どもの成長にとって本に親しむことは、その後の人生に良い影響を与えることを踏まえ、

図書館員としての児童サービスの理念から実際までを学ぶ。 

到達 

目標 

児童図書館員の専門性の理解 

児童資料の選択と具体的な提供方法の習得 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 読書の意義 子どもの発達と学習における読書の役割を説明する。 

2 児童サービスの意義 児童サービスの理念と役割を法律を踏まえて説明する。 

3 児童サービスの種類 基本的な児童サービスの種類について説明する 

4 児童サービスの実際１ 読み聞かせの演習 

5          ２ 読み聞かせの演習 

6          ３ 読み聞かせの演習 

7 児童サービスの管理・運営１ 児童サービス職員の専門性と役割について説明する。 

8  児童資料の選択と評価、体系的な年間計画を説明する。 

9 児童資料の種類と特性１          さまざまな児童資料の種類を具体的に説明する。 

10           ２ 児童資料の活用方法について説明する。 

11           ３ ブックトークの演習 

12 乳幼児サービス ブックスタートの目的や実践的内容、資料を説明する。 

13 ヤングアダルトサービス ヤングアダルトの定義、資料の特性について説明する。 

14 学校図書館へのサービス 学習支援としての児童サービスについて説明する。 

15 地域と公共図書館 学校、家庭、地域との連携、協力について説明する。 

評価 

基準 

児童資料の種類と特徴を理解したか 

子どもの発達を踏まえ、子どもと本を結びつける役割が理解できたか 

 

評価 

方法 

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

その他     ７０  ％ （ 課題図書の読書記録 ） 

教科書 
現代図書館情報学シリーズ６『児童サービス論』植松貞夫・鈴木佳苗／編集 樹村房 

参考書 
『絵本の庭へ（児童 図書館基本蔵書目録１）』. 東京子ども図書館／編 

『子どもの図書館』 石井桃子／岩波書店 

履修条件 

積極的に図書館を活用し、児童資料に親しむことが、選書眼の基礎となり、読み聞かせやブ

ックトークなど児童サービスの基本的な技術の習得の基礎になります。読んで確かめる習慣

を持つことが、理解を深めます。 

準備学習 
児童文学、絵本を読書することを日常の習慣として取り入れること。 

オフィス

アワー 

授業終了後申し出てください。時間調整します。 

 



科目名 情報サービス演習 I 担当 斎藤直人 

形態 演習 単位数 １単位 開講時期 ２年前期 

必修 卒業：選択  中免：－  司書：必修  司教：必修 

授業 

概要 

公共図書館利用者が求める情報を迅速かつ的確に提供できるように，情報検索の知識，技術

を学習する。そのうえでレファレンス演習を行う。 

到達 

目標 

基本的な検索技術並びにデータベースの特徴，使用方法を理解し，実践できるようになるこ

と。高度な検索質問に対応できるようになる。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 
ガイダンス 

情報検索の基礎 

本演習の説明 

情報検索プロセスの概説，シソーラスの概念と検索 

2 図書検索１ 本学 OPACの利用方法 

3 図書検索２ NDL-OPACによる図書検索 

4 図書検索３ NDL-OPACによる雑誌検索 

5 図書検索４ NDL-OPACによる雑誌記事検索 

6 図書検索５ 典拠ファイルと件名検索 

7 図書検索６ CiniiBooksの使い方 

8 論文検索１ Ciniiarticlesの使い方 

9 論文検索２ 電子ジャーナル 

10 団体・個人検索 READ，機関リポジトリ 

11 ネットワーク情報資源１ インターネット上のデータベースの紹介・検索 

12 ネットワーク情報資源２ インターネット上のデータベースの紹介・検索 

13 レファレンスサービス演習１ レファレンスインタビューの方法 

14 レファレンスサービス演習２ 学習したデータベースを基にレファレンスを行う 

15 レファレンスサービス演習３ 同上 

評価 

基準 

各種データベースの特徴を理解して，検索テーマに応じて使い分けができるようになるこ

と。 

評価 

方法 

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

その他    ５０  ％（ 授業中の課題 ） 

教科書 
 

参考書 
原田智子『改訂情報サービス演習』（現代図書館情報学シリーズ７）樹村房 

上記以外にも，随時紹介する。 

履修条件 
情報サービス論（１年後期）を履修していることが望ましい。 

準備学習 
情報サービス論で学習した，情報サービスのプロセスを復習しておくこと。 

オフィス

アワー 

授業時に紹介する。 

 



科目名 情報サービス演習Ⅱ 担当 斎藤直人 

形態 演習 単位数 １単位 開講時期 ２年後期 

必修 卒業：選択  中免：－  司書：必修  司教：必修 

授業 

概要 

公共図書館利用者が求める情報を迅速かつ的確に提供できるように，レファレンスコレクシ

ョンの構築と評価について学習する。そのうえで，レファレンスブックスを用いた資料調査

の方法と演習を行う。 

到達 

目標 

レファレンスコレクションの全体像を理解して，それを用いた調査回答ができるようにな

る。また，調査回答票を作成できること。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 
ガイダンス 

レファレンスコレクション 

本講義の説明 

レファレンスコレクションの復習 

2 シソーラスとは何か シソーラスの概念と検索 

3 レファレンスコレクション１ 専門事典，書誌の評価（０～２類） 

4 レファレンスコレクション２ 専門事典，書誌の評価（３～６類） 

5 レファレンスコレクション３ 専門事典，書誌の評価（７～９類） 

6 各テーマの調査 児童書，絵本，小・中学校向け学習資料の調査 

7 各テーマの調査 同上 

8 各テーマの調査 言葉のよみ，語源などの調査 

9 各テーマの調査 歴史，地名，地誌の調査 

10 各テーマの調査 郷土資料を中心とした歴史，地名，地誌の調査 

11 各テーマの調査 法律，特許情報の調査 

12 各テーマの調査 人物，団体情報の調査 

13 レファレンス演習１ 複数テーマにまたがるテーマの調査・参照 

14 レファレンス演習２ 同上 

15 レファレンス演習３ 同上 

評価 

基準 

レファレンスブックスの使い方を理解し，実践できるようになること。 

難度の高いレファレンス質問を調査し，回答できるようになること。 

評価 

方法 

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

その他        ％ 

課題（ レファレンス質問の調査回答 ）９０ ％ 

教科書 
 

参考書 
原田智子「情報サービス演習」（現代図書館情報学シリーズ７）樹村房 

上記以外にも，随時紹介する。 

履修条件 
情報サービス論，情報サービス演習 Iの学習内容を基に総合演習を行うため，事前に履修し

ていること。 

準備学習 
 

オフィス

アワー 

授業時に紹介する。 

 



科目名 図書館情報資源概論 担当 山浦美幸 

形態 講義 単位数 ２単位 開講時期 １年前期 

必修 卒業：選択  中免：－  司書：必修  司教：必修 

授業 

概要 

司書の専門性は情報・資料と利用者を結びつけることにあります。情報資源の特性を理解す

るとともに、出版流通、収集、受入、蔵書管理業務についても学習します。 

到達 

目標 

図書館が扱う情報資源の形態と特徴を理解できるようになる。 

出版流通、蔵書管理業務の内容を理解できるようになる。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 
図書館情報資源の意義 情報資源がどのように役に立っているのかを理解しま

す。 

2 図書 図書の特徴を学習します。 

3 逐次刊行物 逐次刊行物の特徴を学習します。 

4 パンフレット資料 パンフレット資料の特徴を学習します。 

5 地図資料 地図資料の特徴を学習します。 

6 映像資料 映像資料の特徴を学習します。 

7 音声資料 音声資料の特徴を学習します。 

8 電子資料 電子資料の特徴を学習します。 

9 ネットワーク情報資源 ネットワーク情報資源の特徴を学習します。 

10 政府刊行物 政府刊行物の特徴を学習します。 

11 地域資料 地域資料の特徴を学習します。 

12 灰色文献 灰色文献の特徴を学習します。 

13 
出版流通 出版流通の課題と図書館との関わりについて学習しま

す。 

14 蔵書管理（１） 図書館情報資源の選書から受入まで（知識） 

15 蔵書管理（２） 図書館情報資源の選書から受入まで（実践） 

評価 

基準 

情報資源の特徴を理解していること。 

図書館情報資源の意義や役割を理解できていること。 

図書館における蔵書管理業務の意義を理解できていること。 

評価 

方法 

授業態度       ％ レポート   ７０  ％ 期末試験     ％ 

その他    ３０  ％（ 授業中に指示する課題 ） 

教科書 
高山正也『図書館情報資源概論』樹村房 

参考書 
随時紹介します。 

履修条件 
事前に指示する教科書の該当箇所を読み、基礎知識を身につけておくこと。 

図書館を普段から利用し、様々な資料に触れ、見ておくこと。 

準備学習 

１．図書館を利用し、様々な資料に触れること。 

２．授業中に紹介する推薦図書は必ず読むこと。 

３．講義を受講するだけで理解できるような授業はしません。予習と復習を行い、参考図書

を読んで、知識を自分のものとすること。 

オフィス

アワー 

授業終了後申し出てください。時間調整します。 

 



科目名 情報資源組織論 担当 藤森聡美 

形態 講義 単位数 2単位 開講時期 1年後期 

必修 卒業：選択  中免：－  司書：必修  司教：必修 

授業 

概要 

情報資源の組織化の意義を学び、印刷資料、電子資料など多様化する情報資源を組織化する

ための理論と方法を学びます。 

到達 

目標 

情報資源組織の理論を理解し、図書館の現場で行われている業務とサービスに結びつけて 

理解し、説明できるようになる。 

 回 タイトル 内容 

授
業
計
画 

1 情報資源の組織化 図書館業務における組織化の意義や役割 

2 目録法の意義 目録の基本的な役割 

3 目録法の基本 目録を構成する要素並びに構造 

4 目録規則 日本目録規則を中心に適用の方法 

5 目録規則 日本目録規則を中心に適用の方法 

6 主題組織法 主題組織とは何か、その意義 

7 分類法の意義と種類 分類法の概要、世界各国の分類法 

8 主題分析の方法 文献の中心的なテーマを分析する方法 

9 日本十進分類法（１） 日本十進分類法の目的と基本構造 

10 日本十進分類法（２） 細目表の見方 

11 日本十進分類法（３） 補助表（形式区分、地理区分など） 

12 シソーラス 基本的な構造、検索との関係 

13 件名標目表（１） 件名標目表の基本構造 

14 件名標目表（２） 基本件名標目表の特徴と件名付与の方法 

15 
メタデータ インターネット情報資源に対応した新しい目録について（ダブ

リンコアを中心に） 

評価 

基準 

図書館における情報資源組織化業務の意義、目録法、主題組織法の基本知識を理解し、説明

できること 

評価 

方法 

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

その他    ４０  ％（ 授業中に指示する課題 ） 

教科書 

田窪直規編「改訂 情報資源組織論 現代図書館情報学シリーズ９」樹村房 

ISBN 9784883672592 

 

参考書 

日本図書館協会目録委員会編「日本目録規則 1987 年版 改訂 3 版」日本図書館協会 

日本図書館情報学会 用語辞典編集委員会編「図書館情報学用語辞典第 4 版」丸善出版 

履修 

条件 

図書館情報資源概論（1年前期）を履修しておくこと 

準備 

学習 

図書館を積極的に利用し、情報資源の外形的な情報（書誌情報）、主題（テーマ）を把握す

るトレーニングを普段から積むこと。教科書の指定箇所は事前に読んでおくこと。 

オフィス 

アワー 
授業の前後の休み時間に教室において 

 



科目名 情報資源組織演習Ⅰ 担当 藤森聡美 

形態 演習 単位数 １単位 開講時期 ２年前期 

必修 卒業：選択  中免：－  司書：必修  司教：必修 

授業 

概要 

情報資源組織論の学習を基本にして、主題分析、件名標目表による統制語付与、分類記号付

与など実践性を重視した授業を実施する。 

到達 

目標 

多様化する情報資源を組織化するための実践的な知識を身につけることを目的とする。特に

主題分析、件名標目表による統制語付与、ならび分類記号付与作業を通じて、実践的な知識

を身につける。 

 回 タイトル 内容 

授
業
計
画 

1 主題組織法 主題組織法とはなにか、主題分析とその表示 

2 
日本十進分類法(NDC)の概

要① 

NDCの構成 

3 
日本十進分類法(NDC)の概

要② 

補助表の使い方：形式区分、地理区分、海洋区分 

4 
日本十進分類法(NDC)の概

要③ 

補助表の使い方：言語区分、言語共通区分、文学共通区分 

5 分類記号付与の実際① 分類作業 

6 分類記号付与の実際② 分類規定 

7 分類記号付与の実際③ 人文科学 1類、2類 

8 分類記号付与の実際④ 人文科学 7類、8類、9類 

9 分類記号付与の実際⑤ 社会科学 3類 

10 分類記号付与の実際⑥ 自然科学 4類、 技術 5類 

11 分類記号付与の実際⑦ 産業   6類、 総記 0類 

12 分類総まとめ演習① 分類のまとめと分類総合演習 

13 分類総まとめ演習② 分類のまとめと分類総合演習 

14 件名法① 基本件名標目表の概略、語の関係性、細目 

15 件名法② 件名規定と演習 

評価 

基準 

主題組織のプロセスを理解し、実践できるようになること。日本十進分類法は基本的な使い

方を理解し、分類作業ができること。基本件名標目表の構造を理解し、初歩的な件名作業が

できること。 

評価 

方法 

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

その他    ５０％（授業中に指示する課題 ）                               

教科書 

和中幹雄ほか「情報資源組織演習 JLA 図書館情報学テキストシリーズⅢ １０」日本図書

館協会 （現在 2016 年 3 月発刊のものが最新になっているが、今後、次の版が出版される

可能性があるため、2017年 4月時点での最新版を用いる） 

参考書 

日本図書館協会分類委員会「日本十進分類法 新訂１０版」日本図書館協会 

日本図書館協会件名標目委員会編「基本件名標目表 第４版」日本図書館協会 

履修 

条件 

情報資源組織論（１年前期）を履修しておくこと 

準備 

学習 
１年次の「情報資源組織論」を事前に復習し、また、この授業の予習と復習をすること 

オフィス 

アワー 
授業の前後の休み時間に教室において 

 



科目名 情報資源組織演習Ⅱ 担当 藤森聡美 

形態 演習 単位数 １単位 開講時期 2年後期 

必修 卒業：選択  中免：－  司書：必修  司教：必修 

授業 

概要 

情報資源組織概論の学習を基本にして、目録作成、メタデータの作成、コンピュータ目録の

構成と実際を学ぶ。 

到達 

目標 

多様化する情報資源を組織化するための実践的な知識を身につけることを目的とする。特に

目録作成並びにネットワーク情報資源を記述するためのメタデータの記述方法を学び、身に

つける。 

 回 タイトル 内容 

授
業
計
画 

1 情報資源組織演習の概要 演習の方針 

2 記述目録法の総則① 目録法総則 

3 記述目録法の総則② 記述に関する総則 

4 図書の記述① タイトルと責任表示、版、資料の特性、出版・頒布 

5 図書の記述② 形態、シリーズ、注記、標準番号 

6 継続資料の記述 通則、タイトル、出版・頒布、形態、標準記号、所蔵事項 

7 各種資料の記述 地図、録音資料、映像資料、電子資料、その他の資料 

8 標目① 標目総則およびタイトル標目 

9 標目② 典拠、排列 

10 MARKフォーマット MARK、UNIMARK 

11 例題および総合演習問題 例題、総合演習問題 

12 コンピュータ目録① 図書館業務のコンピュータ化と目録、OPAC 

13 コンピュータ目録② コピー目録作業とオリジナル目録作業 

14 メタデータ ネットワーク情報資源の組織化とメタデータ、規則、流通 

15 記述まとめ 記述の総括 

評価 

基準 
目録作成業務の基礎を理解し、実践できること。 

評価 

方法 

授業態度  ３０％ レポート        ％ 期末試験     ７０％ 

その他     ％（                                ） 

教科書 

和中幹雄ほか「情報資源組織演習 JLA 図書館情報学テキストシリーズⅢ １０」日本図書

館協会 （現在 2016 年 3 月発刊のものが最新になっているが、今後、次の版が出版される

可能性があるため、2017年 4月時点での最新版を用いる） 

参考書 
日本図書館協会目録委員会編「日本目録規則 1987 年版 改訂 3 版」日本図書館協会 

日本図書館情報学会 用語辞典編集委員会編「図書館情報学用語辞典第 4 版」丸善出版 

履修 

条件 
情報資源組織論を履修しておくこと 

準備 

学習 

１年次における「情報資源組織論」の内容をもう一度事前に復習しておくこと。 

授業毎の予習と復習は欠かさないようにすること。 

オフィス 

アワー 
授業の前後の休み時間に教室において 

 



科目名 図書・図書館史 担当 宮下明彦 

形態 講義 単位数 １単位 開講時期 １年前期 

必修 卒業：選択  中免：－  司書：選択必修  司教：選択必修 

授業 

概要 

図書館も歴史的な産物であり、現在の図書館を理解し、未来を考えるには図書館の歴史を知

る必要がある。記録メディアの歴史を知り、西洋と日本の図書館の歩み、図書館の原点を学

ぶとともに、これからの図書館の在り方を探ることを目標とする。 

到達 

目標 

・メディアの種類、変遷等についての理解。 

・世界、特にアメリカ、イギリス、フランスや中国等の図書館史について理解する。 

・日本の図書館史、特に江戸時代、明治から戦中、戦後、現代と時代区分の中でどう図書館

が発展してきたか、また今後の方向性を見出す。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 記録メディアの歴史 楔文字，甲亀文字、粘土版、パピルス、パーチメント等 

2 記録メディアの発展 紙、活版印刷から現代のメディアまで 

3 図書館の歴史（外国編） 図書館の起源、古代西洋の図書館 

4 図書館の歴史（外国編） 中世から近世の図書館 

5 外国の図書館史 アメリカの図書館 

6 外国の図書館史 ヨーロッパの図書館・アジアの図書館 

7 日本の図書館史 古代から中世 

8 日本の図書館史 近世 

9 日本の図書館史 近代から戦前まで 

10 日本の図書館史 国立図書館、学校図書館の歴史 

11 日本の図書館史 戦後の図書館改革 中小レポート・市民の図書館 

12 図書館の発展 図書館づくり運動と行政改革 

13 図書館の発展 情報社会の到来と発展 

14 図書館の発展 望ましい基準・これからの図書館像 経営の多様化 

15 まとめ 授業内容のまとめ 

評価 

基準 

・記録メディアの歴史、図書館の西洋・日本の歴史についての知識、現在の図書館及びこれ

からの図書館への理解。 

・司書として基本的知識が習得できたか。 

評価 

方法 

授業態度    １０  ％ レポート   ２０  ％ 

（調査レポート） 

期末試験   ７０  ％ 

その他        ％  

教科書 
『図書・図書館史』小黒浩司編著／日本図書館協会  ￥1,800 

レジュメ、資料  

参考書 
随時紹介する。 

履修条件 
高校の「日本史」、「世界史」の基礎的知識が必要。 

準備学習 

受講にあたって、テキストの事前予習が効果的。参考書として『知恵の樹を育てる－信州上

郷図書館物語－』を勧めます。 

図書館の歴史を知ることにより、時代思想、その地域の伝統、住民の思いを感じる取ること

が大事です。 

オフィス

アワー 
授業日（水）の午前中。講師室での面会可能。方法は問いません。 

 



科目名 図書館サービス特論 担当 山浦美幸 

形態 講義 単位数 1単位 開講時期 ２年前期 

必修 卒業：選択  中免：－  司書：選択必修  司教：選択必修 

授業 

概要 

図書館ボランティアの意義とボランティアの心構えを学びます。 

図書館でボランティア活動をすることで、図書館職員との協働のあり方、利用者の方とのコ

ミュニケーションのとり方、行事の企画、運営の仕方の実際を学びます。    

到達 

目標 

ボランティアとして行事の企画運営が計画的に行える。 

ボランティアと図書館職員の特性を理解する。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 図書館ボランティアとは 図書館ボランティアの活動内容について説明します。 

2 図書館組織の中のボランティア 図書館の職員体制とボランティアについて説明します 

3 図書館ボランティアの役割 ボランティアに期待されていることを説明します。 

4 利用者からみたボランティア 図書館で活動する心構えについて説明します。 

5 図書館ボランティアの意義 図書館ボランティアとして何ができるかを整理します。 

6 行事の企画 企画立案の手順を説明します。 

7 行事の運営 企画の運営に必要な作業を具体的に説明します。 

8 図書館ボランティア実際１ 公共図書館、幼稚園等で実践を行います。 

9            ２  

10            ３  

11            ４  

12            ５  

13            ６  

14            ７  

15 まとめ ボランティアの可能性と問題点について整理します。 

評価 

基準 

ボランティアとして、利用者によりそった対応ができるようになったか 

行事の企画運営が円滑に進むよう創意工夫を重ねたか 

評価 

方法 

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

その他        ％  

（ ボランティアとして行事の企画運営に参加６０％・ボランティア記録の作成４０％ ） 

教科書 
特になし。 

参考書 
随時紹介する。 

履修条件 

ボランティアは、計画的に継続して活動が行えることが重要です。継続することで改善が望

めます。 

ボランティア活動中だけでなく、その前と後の時間を大切に自ら考え工夫する事を目指して

ください。 

準備学習 
図書館ボランティアは基本チームで行います。チーム内の情報共有、活動の客観性を高める

ためにも記録する習慣をつけてください・ 

オフィス

アワー 

授業終了後申し出てください。時間調整します。 

 



科目名 図書館施設論 担当 宮下明彦 

形態 講義 単位数 １単位 開講時期 ２年後期 

必修 卒業：選択  中免：－  司書：選択必修  司教：選択必修 

授業 

概要 

近年長野県下では図書館建設ラッシュが続いているが、図書館活動やサービスが展開される

場としての図書館施設について、日本の代表例や地域計画・基本計画、建築計画等の基本と

実際を学ぶ。また、施設及びシステムの維持管理、更新についても理解する。 

授業はゼミナール形式でも行う。 

到達 

目標 

・全国や県内の建設事例を通して、地域計画・基本計画等の内容、つくり方の理解。 

・計画作りの方法、市民参画の方法を知る。 

・触発する図書館を知り、将来の図書館像を思い描けること。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 図書館建設の設計事例① 府中市立図書館の実例 

2      〃    ② 新潟市立中央図書館の実例 

3      〃    ③      〃 

4 県下の図書館建設の実状 市立小諸図書館等の実例 

5 図書館の建築計画① 全体構成、利用部門の計画 

6    〃    ②  資料保存スペース、業務部門 

7 館内環境の計画① 図書家具・機器 

8    〃   ② 室内要素、サイン計画 

9 維持管理・災害対策① 災害に強い図書館 

10     〃    ② 維持管理 

11 触発する図書館① 空間が創造力を育てる 

12    〃   ② 新しい図書館（1） 

13    〃   ③    〃  （2） 

14    〃   ④ 図書館の空間（1） 

15    〃   ⑤    〃  （2） 

評価 

基準 

図書館建設計画、ゾーン構成、システム設計、施設の維持管理等の基本についての理解と司

書としての関わり方。 

将来のあるべき図書館像を思い描けるか。 

評価 

方法 

授業態度   ２０  ％ 

（授業時の意見発表） 

レポート   ８０  ％ 

（レポート提出・調査発表） 

期末試験       ％ 

その他        ％ 

教科書 

『図書館施設論』植松貞夫／樹村房（2,000円＋税） 

 

参考書 

『触発する図書館』大串夏身他／青弓社（2010 年 2,000 円＋税） 

その他、日本の代表例等の資料を随時紹介する。 

履修条件 
図書館建設、図書館の維持管理等、地域の図書館に敏感になり、関心を持って欲しい。 

また、現状の問題を改革、改善する視点を養いたい。 

準備学習 建築図面を見慣れておくこと。 

オフィス

アワー 

授業日（水）の午前中。講師室での面会可能。方法は問いません。 

 



科目名 図書館実習 担当 斎藤直人 

形態 講義・実習 単位数 １単位 開講時期 ２年通年 

必修 卒業：選択  中免：－  司書：選択必修  司教：選択必修 

授業 

概要 

本講義において，実習に必要不可欠なモラルやマナーの修得と，公共図書館で行われている

業務を体験する。そのうえで図書館実習に臨む。 

実習対象館は，原則公共図書館（国立国会図書館および関西館，国際子ども図書館含む）と

する。学校図書館や大学図書館の実習を希望する場合は相談すること。 

到達 

目標 

講義，演習で得た知識や技術を現場で発揮できるようになる。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 
ガイダンス 

モラルとマナー 

本講義・実習の説明，実習の目的を理解する 

図書館スタッフとしてのモラルとマナー 

2 公立図書館の業務１ 図書整理，図書の装備実習 

3 公立図書館の業務２ アイスブレーキング，読み語り，素語り 

4 公立図書館の業務３ ブックトーク 

5 実習目標の設定 実習を通じて学ぶこと，体験する業務の決定 

6 
実習先の決定 

実習後の準備 

必要に応じて学生自身で実習館へ連絡して内諾を得る 

御礼状の書き方 

7 図書館における実習１ 実習時間は３０〜３５時間 

8 図書館における実習２      〃 

9 図書館における実習３      〃 

10 図書館における実習４      〃 

11 図書館における実習５      〃 

12 図書館における実習６      〃 

13 図書館における実習７      〃 

14 実習の自己評価 報告書の作成と提出 

15 事後指導 実習ノートの提出と実習報告会 

評価 

基準 

実習目標を達成できるように積極的に取り組む姿勢が見られたかどうか。 

 

評価 

方法 

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

その他     ８０ ％（実習ノート） 

教科書 
なし 

参考書 
随時紹介する。 

履修条件 

１ 貴重な実習の機会なので，積極的に履修することが望ましい。 

２ 夏季休暇中の実習では，集中講義や他の実習と重複していないか十分留意すること。 

３ 必要に応じて実習先は自ら開拓すること。 

４ 事前指導の出席。 

５ 実習の実施期間は５月～２月上旬までとする。（申込みは１２月まで） 

準備学習 ２年次の演習科目の授業内容を良く理解し，実践できるようにしておくこと。 

オフィス

アワー 
授業時に紹介する。 

 



科目名 学校経営と学校図書館 担当 斎藤直人 

形態 講義 単位数 ２単位 開講時期 １年前期 

必修 卒業：選択  中免：－  司書：－  司教：必修 

授業 

概要 

学校図書館の理念や制度，機能，ネットワークなどを総合的に学習する。また，今日の学校

図書館における諸問題にも触れて，司書教諭として必要不可欠な知識を涵養する。 

到達 

目標 

学校教育における学校図書館のあるべき姿が理解できる。 

司書教諭と学校司書の役割の違いを理解したうえで，学校図書館教育計画を作成できる。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 学校教育における学校図書館１ 学校図書館の理念と３センター機能の概説 

2 
学校教育における学校図書館２ 学校図書館の現状と課題の概説と，司書教諭と学校司書

に求められること 

3 学校図書館とは何か 学校図書館の歴史と法制度の変遷 

4 学校図書館の経営 学校図書館における教育業務と事務業務の概説 

5 学校図書館教育１ 教育計画と年間計画の役割 

6 学校図書館教育２ 小学校図書館オリエンテーションの実践例および検討 

7 学校図書館教育３ 中学校図書館オリエンテーションの実践例および検討 

8 学校図書館教育４ 読書指導，委員会指導，教員への指導 

9 学校図書館教育支援１ レファレンスサービス，広報活動，館内サイン，別置 

10 学校図書館教育支援２ 教職員支援とネットワークの役割 

11 学校図書館事務１ 選書と受入，組織化，蔵書点検，除籍 

12 学校図書館事務２ 各種蔵書・メディア基準の概説，統計の作成・報告 

13 学校図書館の評価 評価方法の概説 

14 授業検討１ 学校図書館教育に関する模擬授業および検討 

15 授業検討２ 同上 

評価 

基準 

教育課程の展開に寄与する学校図書館の特性が理解できたか。 

司書教諭と学校司書の役割が理解できたか。 

評価 

方法 

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

その他      ５０％（初回授業時に説明）  

教科書 

 

参考書 

渡辺暢惠 『学校図書館入門』 ミネルヴァ書房 

履修条件 

司書教諭課程の科目の中で，本講義を最初に履修することが望ましい。 

準備学習 
 

オフィス

アワー 

授業時に紹介する。 

 



科目名 学習指導と学校図書館 担当 山浦美幸 

形態 講義 単位数 ２単位 開講時期 ２年前期 

必修 卒業：選択  中免：－  司書：－  司教：必修 

授業 

概要 

学校図書館に求められている読書センター、学習・情報センターとしての機能のうち、学習・

情報センターの機能について学ぶ。学校図書館が児童生徒の情報活用能力を育む役割を持つ

ことを踏まえ、情報活用能力の育成について理論、実践について解説する。 

到達 

目標 

情報活用能力の育成の内容と方法を理解する。 

情報教育を担う司書教諭の役割を理解する。 

授
業
計
画 

回 
タイトル  

内容 

1 教育課程と学校図書館 学校図書餡と学習指導の展開の関わりを説明します。 

2 学校図書館メディアの特徴 発達段階を踏まえどの様な特徴があるかを説明します。 

3 学校図書館メディア活用能力育成  １ メディア活用能力の意義と目的について説明します。 

4               ２ 児童生徒のメディア活用能力育成の内容を説明します 

5               ３ メディア活用能力育成の指導方法を説明します。 

6               ４ メディア活用能力育成の計画と作成手順を説明します。 

7               ５ メディア活用能力育成教育の評価と改善を説明します。 

8 学校図書館メディア活用の実際   学習過程と図書館メディアの関わりを説明します。 

9 学習指導における学校図書館の活用 １      教科における学校図書館の活用を説明します。 

10 
              ２ 総合的学習の時間における学校図書館の活用を説明し

ます。 

11 学校図書館における情報サービス １ 情報サービスの意義と情報サービスの実際 

12               ２ 児童生徒に対する情報サービスについて説明します。 

13 
              ３ 教職員に対する情報サービスと教育活動への支援につ

いて説明します。 

14 教師への支援と働きかけ 学校図書館と教職員との関わり方を説明します。 

15 
まとめ いままでの授業を踏まえ、メディア教育を進める上での

司書教諭のあり方を議論します。 

評価 

基準 

情報活用プロセスを理解し、指導できるか 

情報教育の場面での司書教諭の役割の理解できたか 

評価 

方法 

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

 

教科書 
『学習指導と学校図書館』司書教諭テキストリシーズⅡ-3／樹村房 

参考書 
必要に応じて紹介します。 

履修条件 

学校図書館は子どもたちが主体的に学ぶ場として、今まで以上に重要視されてきています。

司書教諭としてメディア教育に携わるためにも自らのメディア活用能力を高めることが重

要です。実際に図書館を利用しながら学んでください。 

準備学習 
図書館で調べることに慣れること 

オフィス

アワー 

授業終了後に申し出てください。時間調整します。 

 



科目名 読書と豊かな人間性 担当 山浦美幸 

形態 講義 単位数 ２単位 開講時期 １年後期 

必修 卒業：選択  中免：－  司書：－  司教：必修 

授業 

概要 

子どもたちがどのように読書する力を修得していくのかを考えながら、選書の重要性を学

び、そのための基本となる本についての知識を養うことを目的とする。 

到達 

目標 

基本図書を読み、児童書に関しての基礎知識を持つ。 

子ども時代の読書が果たす役割と重要性を知り、学校図書館としての関わりを理解する。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 
読書との出会い 読書の成り立ちと特質を踏まえつつ、子どもの読書につい

ての考え方を説明する。 

2 読書の必要性 読書が人間形成に果たす役割について説明する。 

3 
読書への環境整備と読書教育 読書環境としての家庭地域の役割と学校図書館の役割を

整理し、読書教育と読書の習慣形成似ついて説明する。 

4 小学生の読書 小学生の読書の特徴と読書指導について説明する。 

5 中学生の読書 中学生の読書の特徴と読書指導について説明する。 

6 高校生の読書 高校生の読書の特徴と読書指導について説明する。 

7 読書資料の種類と特性①絵本 絵本の特徴と絵本が果たす役割説明する。 

8           ②伝承文学 伝承文学の種類と特徴と昔話の重要性を説明する。 

9 
          ③児童文学 読み手の年齢と内容の２つの観点から児童文学について

説明する。 

10           ④文学・伝記 ヤングアダルトの概念と伝記の特徴を説明する。 

11           ⑤その他 知識の本と参考図書、漫画について説明する。 

12 
読書への手がかり ストーリーテリング、読み聞かせ、ブックトークのやりか

たを説明します。 

13 
学校図書館における読書環境の整備 展示や書架の配置、ブックリスト等の読書環境の整備の仕

方を説明します。 

14 学校図書館と公共図書館 公共図書館との連携について説明します。 

15 
まとめ 読書教育の理念と子どもを取り巻く家庭、地域、学校図書

館の役割を整理します。 

評価 

基準 

課題図書を読了し読書記録が完成したか 

読書の必要性を理解し、学校図書館の役割が理解できたか。 

評価 

方法 

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

その他    ７０  ％（ 課題図書の読書記録・授業中に指示する課題 ） 

教科書 
『読書と豊かな人間性』司書教諭テキストシリーズ 4／樹村房 

参考書 
『自分を育てる読書のために』脇朋子・小幡章子／岩波書店 

『子どもと文学』石井桃子・他／福音館書店 

履修条件 

時代が評価を通したものをいかに読んだことがあるかが児童書の選書眼を育てます。遠回り

のようでも実際読むことが重要です。本授業を通して児童書に親しみ、読書を習慣にしてく

ださい。司書教諭の必修ですが、司書課程を履修している人も、児童サービスの基本となり

ますので、積極的に履修してください。 

準備学習 
絵本、児童文学を読むことを日常に取り入れ習慣にすること 

オフィス

アワー 
授業終了後申し出てください。時間調整します。 

 



科目名 情報メディアの活用 担当 斎藤直人 

形態 講義・実習 単位数 ２単位 開講時期 ２年前期 

必修 卒業：選択  中免：－  司書：－  司教：必修 

授業 

概要 

学校教育におけるメディアの理解，情報活用能力，情報検索，事例研究を中心に行う。 

到達 

目標 

学校図書館および情報メディアを利用した図書館教育の実践知識を身につけることができ

る。前者の知識をもとに授業を構成できる。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 
ガイダンス 

学校図書館の目的 

本講義の説明 

学校図書館の目的と役割の復習。授業の進め方。 

2 
情報・メディアとは何か 学校教育における「情報」および「メディア」とは何

か。手段としての情報メディア。 

3 学校図書館と情報メディア教育 インターネット時代における学校教育のあり方 

4 情報の取り扱い方 著作権（引用・出典含む）および肖像権，情報モラル 

5 情報メディアの活用と選択１ レファレンスブックの活用・評価 

6 情報メディアの活用と選択２ インターネット情報の事例 

7 情報メディアの活用と選択３ 検索の基礎および主要なデータベース 

8 情報メディアの活用と選択４ 学校のネットワークのあり方と運用 

9 学校図書館からの情報発信 パスファインダー，館内資料・掲示物 

10 情報メディアの授業モデル１ 実践授業例の紹介，検討 

11 情報メディアの授業モデル２ 同上 

12 メディアリテラシー 情報の信ぴょう性について 

13 授業検討１ 情報メディアを用いた模擬授業および検討 

14 授業検討２ 同上 

15 授業検討３ 同上 

評価 

基準 

情報メディアを利用した図書館教育を理解したうえで，指導案を作成できること。 

評価 

方法 

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

その他        ％ 

教科書 
 

参考書 
渡辺暢惠 『学校図書館入門』 ミネルヴァ書房 

履修条件 
「学校経営と学校図書館」を履修していることが望ましい。 

準備学習 
 

オフィス

アワー 

授業時に紹介する。 

 



科目名 情報スキルⅠ 担当 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  中免：－  司書：－  司教：－ 

授業 

概要 

Microsoft 「Word」の機能・操作の中でも、難易度の高いものを中心に学習し、アプリケー

ションスキルの向上をはかる。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 Expert の合格を目指す。さらに、企業実務におけるビジネス文書の演習問

題に取り組み、ビジネスの即戦力となる力をつける。 

到達 

目標 

①Word2016 の応用操作についての理解を深め、MOS Word 2016 Expert 試験に合格し得る程

度のアプリケーションスキルを習得している。②ビジネス文書のライティング技術について

も理解を深める。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 

2 社内文書、 社内文書の概要、基本的な社内ビジネス文書作成 

3 社外文書 社外文書の概要、基本的な社外ビジネス文書作成 

4 ビジネス文書ライティング技術 ビジネス文書、メール文書の文章構成、表現 

5 ビジネス図解の基本、文書管理 ビジネス文書の図解を理解し、文書作成 

6 ビジネス文書演習問題 表や図が組み込まれた演習問題 

7 練習問題を解く① 文書とテンプレートの管理、変更履歴、校閲 

8 練習問題を解く② 高度な編集や書式設定、スタイルの作成 

9 練習問題を解く③ 索引、参考資料、フォーム、フィールドの作成 

10 練習問題を解く④ マクロ、スタイルセット、ユーザー補助機能 

11 模擬試験演習① 模擬試験の実施 

12 模擬試験演習② 模擬試験の実施 

13 模擬試験演習③ 模擬試験の実施 

14 模擬試験演習④ 模擬試験の実施 

15 模擬試験演習⑤ 模擬試験の実施 

評価 

基準 

①Word2016 の応用操作について理解を深め、MOS Word 2016 Expert の試験に合格し得る程

度のアプリケーションスキルを習得していること。②指示された課題を全て提出しているこ

と。③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  ％ 

課題提出   ４０  ％（ 授業時に指示した課題の内容を評価 ） 

※授業期間内に、MOS Word 2016 Expertに合格した者は、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 Word 2016 Expert 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 

・原則として、情報基礎Ⅰの単位を修得していること。 

・資格取得を目指して前向きに取り組んでほしい。 

・授業時には USBメモリを持参すること。 

準備学習 課題の進捗状況が遅れている場合は、授業時間外に進めておくこと。 

オフィス

アワー 

Web サイト、メールで対応 

 

 



科目名 情報スキルⅡ 担当 竹内裕子 

形態 演習 単位数 １単位 開講時期 ２年前期 

必修 卒業：選択  中免：－  司書：－  司教：－ 

授業 

概要 

Microsoft 「Excel」の機能・操作の中でも、難易度の高いものを中心に学習し、アプリケ

ーションスキルの向上をはかる。あわせて、マイクロソフト・オフィス・スペシャリスト

(MOS)Excel 2013 Expert PartⅠ・PartⅡの合格を目指す。 

到達 

目標 

①Excel 2013 の応用操作についての理解を深め、MOS Excel 2013 Expert Part1・Part2 の

両試験に合格し得る程度のスキルを習得している。②種々の関数を用いて効率的な処理がで

きるスキルを習得している。③ピボットテーブル・マクロの基本的操作について理解してい

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 

1 授業ガイダンス 授業の概要、到達目標、評価等 

2 Part1 練習問題を解く① 高度な機能を使用した数式の作成 

3 Part1 練習問題を解く② 高度な機能を使用したグラフやピボットテーブルの作成 

4 Part1 練習問題を解く③ ユーザー設定の書式やレイアウトの適用 

5 Part1 練習問題を解く④ ブックの管理と共有 

6 Part1 模擬試験演習① Part1 第 1回模擬試験の実施と評価 

7 Part1 模擬試験演習② Part1 第 2回模擬試験の実施と評価 

8 Part1 模擬試験演習③ Part1 第 3回模擬試験の実施と評価 

9 Part2 練習問題を解く① 高度な機能を使用した数式の作成 

10 Part2 練習問題を解く② 高度な機能を使用したグラフやピボットテーブルの作成 

11 Part2 練習問題を解く③ ユーザー設定の書式やレイアウトの適用 

12 Part2 練習問題を解く④ ブックの管理と共有 

13 Part2 模擬試験演習① Part2 第 1回模擬試験の実施と評価 

14 Part2 模擬試験演習② Part2 第 2回模擬試験の実施と評価 

15 Part2 模擬試験演習③ Part2 第 3回模擬試験の実施と評価 

評価 

基準 

①Excel 2013の応用操作についての理解を深め、MOS Excel 2013 Expert PartⅠ・PartⅡの

両試験に合格し得る程度のスキルを習得していること。②種々の関数を用いて効率的な処理

ができるスキルを習得している。③ピボットテーブル・マクロの基本的操作について理解し

ている。④指示された課題を全て提出していること。⑤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 Excel 2013 Expert Part1 または Part2 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 2013 Expert Part1 対策テキスト＆問題集』（FOM出版） 

『MOS Microsoft Excel 2013 Expert Part2 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 

・原則として、情報基礎Ⅱの単位を修得していること。 

・資格取得を目指して前向きに取り組んでほしい。 

・授業時には USBメモリを持参すること。 

準備学習 課題の進捗状況が遅れている場合は、授業時間外に進めておくこと。 

オフィス

アワー 

Web サイト、メールで対応 

 

 



科目名 情報スキルⅢ 担当 久保田賢二 

形態 演習 単位数 １単位 開講時期 ２年前期 

必修 卒業：選択  中免：－  司書：－  司教：－ 

授業 

概要 

データベースとして広く用いられている Microsoft「Access」の操作方法を学び、データベ

ースの概要と基本的知識を理解することを目標とする。 

到達 

目標 

リレーショナル・データベースの概念を理解すること 

与えられた条件に基づき、データベースを設計できること 

データベース・ソフトの操作方法を習得すること 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 データベースの基礎知識 リレーショナル・データベースとは何か。 

2 データベースの作成と使用 データベースの設計とファイルの新規作成 

3 テーブルの作成と変更 テーブルの概要とテーブルの作成 

4 リレーションシップの定義 リレーションシップの作成 

5 クエリの作成と変更 クエリの概要とクエリの作成 

6 フォームの作成と変更 フォームの概要とフォームの作成 

7 データの表示と編集 条件に合致するデータの抽出 

8 レポートの作成 レポートの概要とレポートの作成 

9 
ピボットテーブルとピボットグラ

フの作成 

ピボットテーブル・グラフの概要と作成 

10 問題演習 データベース構築に関する問題 

11 問題演習 データベースの要素の作成と書式設定 

12 問題演習 データの入力と編集 

13 問題演習 クエリの作成と編集 

14 問題演習 データの並べ替えとフィルタの適用 

15 まとめ・評価 試験（実際にデータベースを作成する）と評価 

評価 

基準 

定められた条件でデータベースを作成し、そのデータを活用できること。 

評価 

方法 

授業態度   ２０  ％ レポート       ％  期末試験   ５０  ％ 

その他    ３０  ％（ 実習課題作成 ） 

教科書 

『よくわかる Microsoft Access2013 基礎』ＦＯＭ出版 

『MOS Microsoft Access2013 対策＆問題集＜改訂版＞』ＦＯＭ出版 

参考書 

『よくわかる Microsoft Access2013 応用』ＦＯＭ出版 

履修条件 

Access は、Word や Excel などと違い、コンピュータシステム開発者向けのデータベースソ

フトウェアです。最初はその操作に戸惑うかもしれません、しかし、Access を使いこなせる

ようになると、顧客管理、商品管理にコンピュータの利用範囲が広がります。使いこなしへ

の意欲があることが条件です。 

準備学習 

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。 

 



科目名 コンピュータ・グラフィックス 担当 久保田賢二 

形態 演習 単位数 １単位 開講時期 １年後期 

必修 卒業：選択  中免：－  司書：－  司教：－ 

授業 

概要 

コンピュータ・グラフィックスのもとになるデジタル画像の編集を通じて、画像処理の基本

を学ぶ。現在最もよく使われている画像編集用ソフトの Photoshopを使い、作品を制作する

ことで画像処理の基本を習得することを目標とする。 

到達 

目標 

Photoshopのツールを使って、与えられた素材を加工し、CDジャケットのような作品を作れ

ること。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 フォトショップの基礎 フォトショップの概要 

2 文字ツールを使って CDジャケットの制作 文字のみの曲目レーベルを作る 

3 ペイントツールを使って CDジャケットの制作 イラストに色を塗り、CDジャケットを作る 

4 画像の色調補正 写真の色調補正・カンバスサイズ変更 

5 選択ツールを使って CDジャケットを製作１ 画素の合成、クイック選択ツール 

6 選択ツールを使って CDジャケットを製作２ ブラシツール、画像解像度の変更 

7 画像のレタッチ 画像の修正 

8 調整レイヤーで色調補正 調整レイヤーで色調補正し画像を合成する 

9 写真効果 明るさとコントラストの調整、写真効果 

10 シェイプ シェイプ機能を利用して背景を作る 

11 フライヤーの制作 チラシの下地作り、マジック抽出 

12 Webページの素材制作１ クリッピングマスクで画像をなじませる 

13 Webページの素材制作２ ヘッダー画像、角丸枠、小見出しを作る 

14 スライドショーの作成 写真を集めて、スライドショーを作成する 

15 まとめ 試験（実際に CDジャケットを作成する） 

評価 

基準 

フォトショップを使って定められた条件で CDジャケットを作成し、画像編集ができること。 

評価 

方法 

授業態度   ２０  ％ レポート       ％ 期末試験   ５０  ％ 

その他    ３０  ％（ 課題 ） 

教科書 
『３０時間でマスター Photoshop Elements 5.0/6.0/7.0』実教出版 

参考書 
『Photoshop & Illustrator』実教出版 

履修条件 

この授業では、イラストに色を塗ったり、写真の色調補正をしたり、写真の一部を切り取っ

て他の写真と合成したり、自分の創造性を活かした作品を作ることができます。また、フォ

トショップはプロのグラフィックデザイナーには必須のツールとして定着しています。初心

者であっても、写真の加工や、イラストやホームページの素材を制作するときなどに便利な

ツールです。そうした使いこなしへの意欲が条件です。 

準備学習 
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。 

 



科目名 映像文化論 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 卒業：選択  中免：－  司書：－  司教：－ 

授業 

概要 

映像作品には、各々の国の文化・風土・国民性等が如実に反映される。この授業では、中国、

カナダ、ロシア、スペイン、イラン等の芸術性の高い映画を鑑賞し、それらの作品世界の特

質と文化的背景等を把握し理解を深める。多文化の共存・共生についても考察していく。 

到達 

目標 

いくつかの国の映像作品を丁寧に鑑賞することで、映像作品を読み解き、鑑賞する力を養う。

また、各国の文化を考察していきながら、多様性や普遍性を把握し、多文化の共存・共生に

ついて理解を深め、自らの今日的な問題として映像作品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 受講にあたってのガイダンス 受講にあたっての注意、評価方法などについての説明 

2 中国映画と文化 中国映画の特色についての解説 

3 「初恋のきた道」 「初恋のきた道」の鑑賞と解説 

4 「山の郵便配達」 「山の郵便配達」の鑑賞と解説 

5 カナダ映画と文化 カナダのアニメーション映画の特色についての解説 

6 「木を植えた男」 「木を植えた男」の鑑賞と解説 

7 ロシア映画と文化 ロシアのアニメーション映画の特色についての解説 

8 「霧につつまれたハリネズミ」 「霧につつまれたハリネズミ」の鑑賞と解説 

9 「話の話」 「話の話」の鑑賞と解説 

10 スペイン映画と文化 スペイン映画の特色についての解説 

11 「ミツバチのささやき」 「ミツバチのささやき」の鑑賞と解説 

12 イラン映画と文化 イラン映画の特色についての解説 

13 「運動靴と赤い金魚」 「運動靴と赤い金魚」の鑑賞と解説 

14 多文化の共存・共生 多様な文化の共存・共生についての解説 

15 映像文化の魅力 豊かで魅力的な映像文化についての解説 

評価 

基準 

映像文化の面白さや豊かさを十分理解し、各国の文化や風土の多様性と普遍性を把握・理解

できたか、また、映像作品を読解・鑑賞する力を養っ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   ８０  ％ 期末試験       ％ 

その他        ％  

教科書 

プリント使用。 

参考書 

随時指示する。 

履修条件 

映像文化全般に対する深い関心を持ち、自らが映像文化を継承し、創造する立場にもなり得

ることを意識した上で履修すること。 

準備学習 

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、不明な点を明らか

にした上で、授業に臨むこと。 

 

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 編集と出版 担当 増田正昭 

形態 講義 単位数 ２単位 開講時期 ２年前期 

必修 卒業：選択  中免：―  司書：―  司教：― 

授業 

概要 

「編集」というと専門的な仕事に思われがちですが、そんなことはありません。編集とは、さま

ざまな情報を読み解き、分かりやすく伝える技術のことです。社会人として誰にでも求められる

力です。授業では、ニュースや話題、歴史や文化を題材に、それが何を意味するのか、暮らしに

どんな影響があるのか、みなさんと一緒に読み解いていきます。文章にまとめ、人前で話すこと

を取り入れた授業にします。 

到達 

目標 

① ニュースが生活に欠かせない情報であることを理解する。 

② 情報を読み解く力を身に付ける。 

③ 自分の意見を持ち、表現する力を身に付ける。 

④ 時事問題を通して、社会人として必要な一般常識を養う。 

 回 タイトル 内容 

授
業
計
画 

1 会って、聞いて、表現して 自己紹介を兼ねたインタビューのワークショップ。 

2 会って、聞いて、表現して インタビューをして、表現するワークショップの続き。 

3 情報って何だろう？ あふれる情報に囲まれた暮らしを見つめる 

4 手紙とライン、どっち？ ネット社会について考える 

5 嘘？ ほんと？ 情報の真偽を見極めるには―。 

6 取材の現場から 取材体験をもとに、ニュースとは何かを考える 

7 事例検討① 受講生に「気になるニュース」を選んでもらい、一緒に読み解く。 

8 事例検討② 例えば、年金や医療、天皇の退位、北朝鮮の核問題など。 

9 事例検討③ 同上 

10 事例検討④ 同上 

11 事例検討⑤ 同上 

12 歴史を読み解く 維新１５０年を例に、歴史を読み解く意味を考える。 

13 民話を読み解く 信濃の民話などを題材に、伝承（情報）の意義を探る。 

14 異文化を読み解く 自分とは異なる集団や社会を読み解く意義を考える。 

15 あなたが「編集者」に！ 情報に振り回されないで、使いこなす「主人公」になるために。 

評価 

基準 

・ニュースが生活に不可欠なものであることを理解できたか。 

・ニュースの意味を理解し、自らの視点を持てたか。 

・情報を読み解く技術の大切さを理解できたか。 

・自分の考えを文章にしたり、人前で話したりする力がついたか。 

評価 

方法 

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

その他   ３０％（授業内で指示する課題）                    ） 

教科書 使用しない。毎回レジュメ・資料・新聞などを用意､配布。 

参考書 講義の中で必要なものは列挙。重要なところは、こちらでコピーして資料として配布。 

履修 

条件 

・ニュースに関心を持つ姿勢。 

・疑問でも意見でもいいが、自分の思いを表明する姿勢。 

準備 

学習 
・こちらで出す課題について、一定程度の準備を。 

オフィス 

アワー 
学生支援課を通して確認のこと。 

 



科目名 マーケティングビジネス論 担当 花岡勉 

形態 講義 単位数 ２単位 開講時期 ２年前期 

必修 卒業：選択  中免：－  司書：－  司教：－ 

授業 

概要 

マーケティングの基本を習得することは企業だけでなく、行政や学校、病院等どのような

職業に就いても必要です。本講義では、身近な商品や実例を紹介しながら、基本的なマー

ケティング理論について学びます。 

到達 

目標 

マーケティングの基本用語や理論を習得するだけでなく、実際に新商品の開発を行うこと

によって市場分析、企画立案、広告、流通などビジネスにおける実践的なマーケティング

活動を理解します。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 授業ガイダンス 授業の進め方、評価方法 

2 マーケティングの概念・骨子 身近な商品を参考にマーケティングを理解する 

3 マーケティング・リサーチ 市場細分化、ＳＴＰとＳＷＯＴ・ＴＯＷＳ分析 

4 消費者行動分析 購買意思決定プロセス、新商品の普及過程 

5 製品戦略① ポッキー・カップヌードル等の事例に学ぶ 

6 製品戦略② ブランドと商標・ネーミング・価格戦略 

7 マーケティング・ミックス① 戦略的な価格設定・価格政策 

8 マーケティング・ミックス② 流通チャネル戦略、プロモーション戦略 

9 カラーマーケティング 色別の心理的効果について 

10 プロモーション戦略 広告の機能・プロモーションミックス  

11 製品計画① 製品開発の 5原則、ＰＬ法と３Ｒ政策 

12 製品計画② 製品ミックスと製品政策 

13 新商品の開発① テーマ別に製品の企画立案を考える 

14 新商品の開発② 商品企画書の作成 

15 まとめ 新商品のプレゼンを行う 

評価 

基準 

マーケティング的な発想や志向が習得できたか。また、その手法が理解できたか。 

実践的なマーケティング活動を理解して意欲的に取り組むことができたか。 

評価 

方法 

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

その他        ％ 

教科書 マーケティングの基礎  実教出版 

参考書 マーケティングビジネス実務検定   税務経理協会 

履修条件 

新聞、雑誌、ネット等の経済関係のニュースから講義内容に関連する情報を積極的に収集

するとともに、身の回りの商品や広告に関心を寄せることによって、先見性や創造性が発

揮できるよう心がける。 

特に小売業・流通業へ就職を希望する者は、日商販売士検定(５科目)の１科目です。資格取

得にも意欲的であること。 

準備学習 予習は特に必要ないが、レジュメにて復習を行なうこと。 

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 ファッション文化論 担当 裵湖珠 

形態 講義 単位数 ２単位 開講時期 ２年前期 

必修 卒業：選択  中免：－  司書：－  司教：－ 

授業 

概要 

服という小さな窓を通して、広い視野を持ちながら、世界の文化に触れる。 

ファッションは、西洋の服飾文化の表象です。過去の歴史を正しい認識することが現状把握

に繋がり、それが未来への創造と展望を可能にします。 

基層的な理論のファッションビジネスを学び現実のファッションビジネスの世界を少しで

も味わってほしい。 

到達 

目標 

ファッションと産業ビジネス史は美術史とは切ることができない関係を持っている。  

ファッションビジスと服飾の歴史を勉強して、現存在しているブランドの歴史や傾向を把握

理解する。 

 回 タイトル 内容 

授
業
計
画 

1 オリエンテーション ファッションとは 

2 
ファッションビジネスと服飾

文化のために 

日本の伝統の再発見 

3 時代をひらくデザイナー ブランド・ビジネスのパイオニア 

4 ジェンダ－のゆくえ 服装における性差 

5 ファッション雑誌 日本の女性誌 

6 
ファッション産業の歴史と 

グローバル化 

生地と衣服の製造・流通システム 

7 
ファッション産業の歴史と 

グローバル化 

多極化とグローバル化 

8 共に生きていくファッション① ブランドの文化貢献 

9 共に生きていくファッション② DVD感想  

10 色彩と文化 四季の自然を表す色 

11 日本の色の歴史 推古天皇から江戸時代まで 

12 色と生活 衣・食・住 

13 見学 事前の調査 正確なブランド理解と把握  

14 見学 軽井沢プリンスショッピングプラザ見学 

15 まとめ 授業の進み状況により少し異なる場合もある。 

評価 

基準 

１、 ファッションとそれを取り巻く文化の歴史を明らかにすること。 

２、 自分が選択したブランドを調べ理解すること。 

評価 

方法 

授業態度   ３０  ％ レポート  １０％ 期末試験  ６０ ％ 

その他     ％（                                ） 

教科書 
『ファッションビジネスの文化論』 内村 理奈 

参考書 『ファッションから名画を読む』深井 晃子 

履修 

条件 

見学は 14回目の授業がある週の土曜日に行く予定です。 

当日は各々現地集合にすること 

後期『ファッションデザイン』を受講することが望ましい。 

ファッションの歴史と文化に興味を持っていることが望ましい。 

準備 

学習 
毎週、教科書をあらかじめ読んで予習をして下さい。 

オフィス 

アワー 

講師室で対応 

 



科目名 ファッションデザイン 担当 裵湖珠 

形態 講義 単位数 ２単位 開講時期 ２年後期 

必修 卒業：選択  中免：－  司書：－  司教：－ 

授業 

概要 

色彩マーケティングの基礎概論を学び商品の製作過程を理解後、自分が企画したプレゼンテ

ーションまでする能力を高まる事を目的にする。 

付加価値をつけるためにオリジナリティのあるデザインの発想と表現力を養うためインタ

ーネット、美術館・博物館鑑賞、ファッションリサーチ等により情報やデザインソースを収

集する。 

到達 

目標 

オリジナリティのあるデザインの発想と表現力を養う。 

作品制作を実践し、プレゼンテーション能力を養う。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 
オリエンテーション 

第１章 色彩と文化① 

 

日本の色の歴史 

2 第１章 色彩と文化② 色と生活・色の種類 

3 第２章 色彩理論① 色のしくみ 

4 第２章 色彩理論② ＣＵＳ表色系・ＣＵＳ配色効果 

5 第３章 色彩とファッション① ファッション概論 

6 第３章 色彩とファッション② ブライダルと色彩 

7 第４章 パーソナルカラー① パーソナルカラーとは 

8 第４章 パーソナルカラー② パーソナルカラーの特徴 

9 
パーソナルカラー 

ＣＵＳ表色系  

ＣＵＳ表色系の練習 

10 作品のテーマやコンセプトの設定 ファッションデザインの発想と展開 

11 
イメージトン構築・感性技法配色 植物や動物などの生物の色やかたち、美術や建築からの

発想・イメージからの発想 

12 作品製作① ファッションデザインの実物制作① 

13 作品製作② ファッションデザインの実物制作② 

14 作品製作③ ファッションデザインの実物制作③ 

15 まとめ・評価 プレゼンテーション 

評価 

基準 

自分らしいデザインを企画しプレゼンテーションの能力 

評価 

方法 

授業態度    ２０  ％ レポート       ％ 期末試験   ５０  ％ 

その他     ３０  ％（ プレゼンテーション １０％・作品製作 ２０％ ） 

教科書 パーソナルカラリスト検定 3級公式テキスト ＪＡＰＣＡセンター 

参考書 『カマーケティング』 下川美智瑠／日本能率協会マネジメントセンター 

履修条件 
パーソナルカラリスト検定 3級公式テキストを基に勉強し資格を取ることが望ましい。 

理論を理解し実質的に社会で活用できるプレゼンテーション能力を高めましょう。 

準備学習 
常にファッションに関する資料、素材収集、リサーチなど情報を取り入れる努力をして授業

に取組む努力をすること。 

オフィス 

アワー 
講師室で対応。 

 



科目名 コスメティックの世界 担当 山本ゆう子 

形態 講義 単位数 ２単位 開講時期 ２年後期・集中 

必修 卒業：選択  中免：－  司書：－  司教：－ 

授業 

概要 

肌の基礎知識、トラブルの対処法、メイクの目的などをふまえたうえで、スキンケア～メイ

ク、ネイルケアなどを学習。TPO に合わせた様々な場面に応じた好感度の持てる自分に合っ

たメイクアップの習得を目指す。 

到達 

目標 

自分の肌の状態を理解し、正しい基礎知識を身につける。 

自分の顔を知ることで、効果的なメイクの仕方を身につける。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 肌の基礎知識 皮膚について 

2 肌の基礎知識 皮膚について 

3 肌の基礎知識 肌のトラブルと対処法 

4 肌の基礎知識 肌のトラブルと対処法 

5 スキンケアの基本 スキンケア・ホームエステ 

6 スキンケアの基本 スキンケア・ホームエステ 

7 メイクの基本 化粧品の選び方、ベースメイク等 

8 メイクの基本 ・眉の書き方等 

9 メイクの基本 ・目元のメイクアップ等 

10 メイクの基本 ・ほほ紅、口紅の描き方等 

11 メイクの応用 ・ＴＰＯに合わせたメイクアップ 

12 メイクの応用 ・悩み別メイクアップ 

13 メイクの応用 ・自分に合ったメイクアップ 

14 ネイルケア ・爪の知識、お手入れ等 

15 ネイルケア ・マニキュアの塗り方 

評価 

基準 

自分にあった好感度のもてるメイクアップ習得を目指し、努力する。 

評価 

方法 

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

その他        ％ 

教科書 

特になし。 

参考書 

必要に応じて紹介する。 

履修条件 

女性の身だしなみともいえるスキンケアとメイク。基礎知識を習得したうえで、自分を一番

美しく引き出す方法をみつけだして下さい。 

準備学習 

現在使用の化粧品、鏡等持参をお願いします。次の授業で使用のものはその都度お知らせし

ます。 

オフィス

アワー 

学生支援課で対応。 

 



科目名 インターンシップ 担当 花岡勉 

形態 講義・実習 単位数 １単位 開講時期 １年後期 

必修 卒業：選択  中免：－  司書：－  司教：－ 

授業 

概要 

自分で開拓したインターンシップへ主体的に参加することによって、単に業務を体験する

だけでなく、将来のキャリア形成に役立てるために企業研究や企業先においてはビジネスマ

ナーを実践する。 

到達 

目標 

就職活動に先立ってインターンシップを経験することによって、就業意識を養い実社会の

理解や勤労意欲を高める。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 授業ガイダンス インターンシップの概要と目的の確認 

2 事前指導①  

・通常の授業形態と異なるので履修方法や成績評価につ

いて説明する。 

・受入先期間の見つけ方、電話のかけ方、訪問マナー、

指示や命令の受け方。 

・原則として、実習時間が 35時間以上であること。 

・当該年度内に実施されるインターンシップであるこ

と。 

3 事前指導② 

4 インターンシップ① 

5 インターンシップ② 

6 インターンシップ③ 

7 インターンシップ④ 

8 インターンシップ⑤ 

9 インターンシップ⑥ 

10 インターンシップ⑦ 

11 インターンシップ⑧ 

12 インターンシップ⑨ 

13 インターンシップ⑩ 

14 事後指導① 礼状の書き方、就業体験日誌の確認 

インターンシップ報告会を行い、就職活動への意識を高

める。 
15 

事後指導② 

評価 

基準 

・意欲的にインターンシップを行っているか。 

・事後においても意欲的に就職活動へ取り組もうとしているか。 

評価 

方法 

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

その他  授業とインターンシップ先の評価を合わせて評価する。 

教科書 
特になし。 

参考書 

必要に応じて紹介する。 

履修条件 

・実社会の企業や団体で就業体験を通じて、就職活動への意欲向上につなげること。 

・社会を見る目を養うとともに職業意識の形成をはかり、職業選択能力をはじめとする 

キャリア形成能力を身につける努力をすること。 

・インターンシップ先への交通費・昼食代等は、実費自己負担となる。 

準備学習 
インターンシップ先の業種・職種研究を行うこと。 

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 簿記Ⅰ 担当 花岡勉 

形態 講義 単位数 ２単位 開講時期 １年前期 

必修 卒業：選択  中免：－  司書：－  司教：－ 

授業 

概要 

複式簿記の原理と個人および企業活動で日常的に発生する商取引を正確、明瞭に記録、計算、

整理して決算書類の作成を学習します。また、資格取得科目として、日商簿記検定初級、３

級の取得を前提とした授業内容です。 

到達 

目標 

商取引を記録・計算・整理する仕組みを学ぶことによって、基本的な会計処理手順の流れ 

を理解する。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 
授業ガイダンス 

簿記の基礎・仕訳の基本 
複式簿記の意味・目的について。 

２ 商品売買 三分法・掛取引・クレジット売買・仕入諸掛り 

３ 現金・預金 小切手・当座預金・その他の預金 

４ 手形・電子記録債権（債務） 手形の振り出し（受け取り）・電子記録債権 

５ その他の取引① 貸付金・借入金・前払金・前受金 

６ その他の取引② 仮払金・仮受金・立替金・預り金 

７ その他の取引③ 商品以外の売買・給料・消耗品 

８ 固定資産 備品・建物・車両運搬具・原価償却の計算方法 

９ 税の処理・資本金 租税公課・消費税・固定資産税 

10 各種帳簿 仕訳帳・総勘定元帳 

12 試算表 月次合計残高試算表の作成 

13 三伝票制 入出金伝票・振替伝票の起票 

14 仕訳日計表 総勘定元帳・転記の仕方 

15 まとめ 日商簿記初級の模擬演習 

評価 

基準 

・日常業務として、各商取引を理解し、仕訳と転記をすることができる。 

・各補助簿に記帳することができ、補助簿の意味を理解できる。 

評価 

方法 

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

その他    ５０  ％（ 毎時の小テスト ） 

教科書 『日商簿記 初級』 ＴＡＣ出版 

参考書 合格テキスト 日商簿記３級 商業簿記 ＴＡＣ出版 

履修条件 

・「簿記Ⅱ」を継続履修すること。 

・毎回の授業ごとしっかり復習ができること。 

・１０ケタ以上表示の電卓を用意すること。 

準備学習 
・毎時、小テストを行ないます。指示した箇所は、必ず復習をして下さい。 

・簿記は、予習より復習が大切です。繰り返し同じ箇所を学習して下さい。 

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 簿記Ⅱ 担当 花岡勉 

形態 講義 単位数 ２単位 開講時期 １年後期 

必修 卒業：選択  中免：－  司書：－  司教：－ 

授業 

概要 

「簿記Ⅰ」の履修の続きの授業内容と総合的な演習内容に繰り返し取組み、日商簿記検定３

級を取得するための実力を身に付けます。また、随時、過去問を授業の中で取り扱い実践力

を養います。 

到達 

目標 

・企業活動の成果として利害関係者へ報告するために作成する財務諸表を理解する。 

・基礎的な「会計言語力」をしっかり身に付け、企業活動を会計面から理解する。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 手形① 
約束手形の仕訳・手形記入帳への記帳。 

2 手形② 

3 貸倒引当金 貸倒引当金（差額補充法）の設定   

4 固定資産と減価償却 減価償却の意味と計算方法 

5 費用・収益の繰延べ 期間損益計算における費用・収益の繰延べ 

6 費用・収益の見越し 期間損益計算における費用・収益の見越し 

7 資本金・引出金・税金 個人企業における資本金・税金の記帳 

8 試算表 合計・残高試算表の作成 

9 精算表① 残高試算表・決算整理事項から精算表の作成 

10 精算表②        〃 

11 元帳の締切り 総勘定元帳の締切り 

12 損益計算書 損益計算書の作成 

13 貸借対照表      貸借対照表の作成 

14 伝票 ３伝票・５伝票制の起票 

15 まとめ 検定模擬問題の演習 

評価 

基準 

・日常業務として、各商取引を理解し、仕訳と転記をすることができる。 

・決算業務として、試算表・精算表・元帳の締切り・財務諸表の作成ができる。 

 期末試験       ％ 

評価 

方法 

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

その他     ５０ ％（ 毎時の小テスト ） 

教科書 『日商簿記 ３級』 ＴＡＣ出版 

参考書 合格テキスト 日商簿記３級 商業簿記 ＴＡＣ出版 

履修条件 

・検定試験を受験するためには、毎回の授業ごとしっかり復習ができること。 

・１０ケタ以上表示の電卓を用意すること。 

準備学習 
・毎時、小テストを行ないます。指示した箇所は、必ず復習をして下さい。 

・簿記は、予習より復習が大切です。繰り返し同じ箇所を３回学習して下さい。 

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 秘書概論 担当 青木孝子 

形態 講義 単位数 ２単位 開講時期 1年前期 

必修 卒業：選択  中免：－  司書：－  司教：－ 

授業 

概要 

秘書としての知識や技術はもちろんのこと、それを通し社会人としての資質や人間性の向上

の大切さを学びます。 

秘書としての基本的な知識や技術を習得し、秘書実務の授業においての実践力に繋げます。 

到達 

目標 

秘書としてまたビジネス社会において通用する知識や技術を身につけます。 

最終的には秘書実務の授業での実践において学びを自分のものにし、秘書検定取得を目標に

します。 

 回 タイトル 内容 

授
業
計
画 

1 オリエンテーション 学習の目的・目標の確認・授業の進め方の説明 

2 職業人として必要な資質 秘書の心構え・必要な条件・求められる能力とは 

3 職務知識 秘書の機能・仕事の進め方 

4 一般知識 社会の常識・経営知識 

5 マナー・接遇 挨拶の大切さ 

6 マナー・接遇 敬語・話し方・聴き方 

7 マナー・接遇 電話応対 

8 マナー・接遇 接遇・来客応対 

9 マナー・接遇 慶事・弔事 

10 マナー・接遇 贈答 

11 技能 会議と秘書の業務 

12 技能 ビジネス文書の作成 

13 技能 ビジネス文書の取り扱い 

14 技能 資料管理・日程管理・オフィス管理 

15 まとめ 「秘書実務」に向けて 

評価 

基準 

社会人として特に秘書としてのビジネスに必要とされる知識や技術を身につけることがで

きたか。 

社会人としての人間力やコミュニケーション能力を身につけることができたか。 

評価 

方法 

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

その他    ３０  ％（ 授業内での小テスト ） 

 

教科書 
『新秘書特講』 

参考書 
必要に応じてプリントを配布する。 

履修条件 
自分磨きと秘書検定合格をめざし、前向きに取り組んでください。 

気持ちを引き締めるためにもスーツ着用で受講してください。 

準備学習 
毎回の予・復習をきちんとすること。 

オフィス 

アワー 

学生支援課を通して確認のこと。 

 



科目名 秘書実務 担当 花岡勉 

形態 演習 単位数 １単位 開講時期 1年後期 

必修 卒業：選択  中免：－  司書：－  司教：－ 

授業 

概要 

秘書として備えるべき資質や実務能力は、現代のビジネス社会においてあらゆる職業、全て

の働く人たちが身に付けておくべき素養として求められています。 

秘書実務の学びを通して、社会人基礎力やヒューマンスキル(対人関係能力)を高めます。 

到達 

目標 

秘書業務だけでなく、職業人、社会人として備えるべき教養とコミュニケーション能力を身

に付けることによって、対人業務に必要な能力を養う。 

最終的には文部科学省後援秘書検定２級に合格することを目標とする。 

 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、評価方法の説明 

2 必要とされる資質① 秘書的業務について学ぶ 

3 必要とされる資質② 仕事上の判断力、記憶力、表現力、行動力とは 

4 必要とされる資質③ 身だしなみ心得、求められる人柄（明朗、誠実、素直） 

5 職務知識 必要とされる職務知識について理解する 

6 一般知識① 社会常識や時事問題について 

7 一般知識② 経営管理に関する基本的な知識について 

8 マナー・接遇 人間関係における一般的な知識について 

9 マナー・接遇 ビジネスマナー、一般的なマナーの心得 

10 マナー・接遇 接遇用語、報告、説明、説得の仕方 

11 技能 文書・グラフの作成方法、文書の取り扱い 

12 技能 慶弔におけるしきたりやマナーについて 

13 技能 ファイリング、資料の管理 

14 秘書検定試験対策 解答のポイントと留意点 

15 まとめ 秘書業務の実務を通してビジネスマナー全般の理解を深める 

評価 

基準 

秘書、ビジネス実務全般の学びを通して、ビジネス活動に必要とされる知識・技能を身に付

けることができたか。 

職業人、社会人として備えるべき教養とコミュニケーション能力、対人業務に必要な対人関

係能力を養うことができたか。 

評価 

方法 

授業態度   ５０ ％ レポート       ％ 期末試験   ５０ ％ 

その他       ％（  ） 

教科書 
秘書検定２級集中講義  公益財団法人 実務技能検定協会編 

参考書 
必要に応じて指示する。 

履修条件 
到達目標にあるように、秘書実務検定取得を目指して意欲的に取り組むこと。 

 

準備学習 
毎回の復習をきちんと行なうこと。 

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 医学概論 担当 平林公男 

形態 講義 単位数 ２単位 開講時期 ２年前期 

必修 卒業：選択  中免：－  司書：－  司教：－ 

授業 

概要 

ケアクラーク受験のための「医学一般」として、必要な医学的知識を幅広く全般的に身につ

ける。 

到達 

目標 

人の体の仕組みとその働きについて概要を説明できる。代表的な疾病（生活習慣病・メタボ

リック症候群、悪性腫瘍、感染症、など）について概要が説明できる。老人と身体的変化に

ついて説明できる。医事法制について概要が説明できる。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 
一般臨床医学の概要 テキストの使用法、現代医学までの流れ、健康の概念、医療の現状、

医の倫理ほか（主な教科書の範囲 P1-18） 

2 人体の構造と機能① 人体各部の名称・ホメオスタシス、神経系ほか（主な教科書の範囲 P31-36） 

3 人体の構造と機能② 循環器系、呼吸器系（主な教科書の範囲 P31-36） 

4 人体の構造と機能③ 消化器系、泌尿器系、成長と老化（主な教科書の範囲 P36-54） 

5 現代社会と疾病① 先天性疾患、生活習慣病とは、虚血性心疾患（主な教科書の範囲 P58-64） 

6 現代社会と疾病② 高血圧、脳血管障害（主な教科書の範囲 P65-71） 

7 現代社会と疾病③ 糖尿病、高脂血症 ほか（主な教科書の範囲 P72-75） 

8 現代社会と疾病④ 悪性腫瘍：発生のメカニズムほか（主な教科書の範囲 P76-78） 

9 現代社会と疾病⑤ 悪性腫瘍：疫学・予防ほか（主な教科書の範囲 P76-78） 

10 現代社会と疾病⑥ 感染症とその予防（主な教科書の範囲 P78-89） 

11 
現代社会と疾病⑦ 神経疾患・精神疾患、現在トピックとなっている疾患（主な教科書の

範囲 P90-115） 

12 
老人と深底的変化 加齢に伴う身体的変化、高齢者に多く見られる疾患（主な教科書の範

囲 P120-133） 

13 精神保健学 精神障害とは、ライフステージにおける精神保健（主な教科書の範囲 P170-181） 

14 
医事法制と保健・医

療機関および専門職 

医事法制の概要、専門職の業務（主な教科書の範囲 P192-199） 

15 
公衆衛生精度の概要

と養護のまとめ 

（主な教科書の範囲 P204-223） 

評価 

基準 

・ 人の体の仕組みとその働きについて概要が説明できるか。 

・ 代表的な疾病（生活習慣病・メタボリック症候群、悪性腫瘍、感染症、など）について

概要が説明できるか。 

・ 老人と身体的変化について説明できるか。 

・ 医事法制いついて概要が説明できるか。 

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 社会福祉士シリーズ医学知識 1『人体の構造と機能及び疾病』福祉臨床シリーズ編集委員会編／弘文堂（2,500円） 

参考書 必要に応じて紹介する。 

履修条件 
高校で生物またはその関連科目を履修していること。ケアクラークなどの医療系の資格取得

を目指している者。 

準備学習 
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。 

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

 



科目名 医療事務Ⅰ 担当 大橋敦夫・ニチイ学館 

形態 講義 単位数 ２単位 開講時期 １年後期 

必修 卒業：選択  中免：－  司書：－  司教：－ 

授業 

概要 

医療保険制度を理解し、窓口業務、点数算定、診療報酬明細書作成など基礎知識を学びます。 

 

到達 

目標 

医療事務を総合的に理解し「受付事務」「保健請求業務」の就業が可能になる。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 オリエンテーション／保険制度 保険制度① 

2 保険制度 保険制度② 

3 投薬 投薬① 

4 投薬 ／ 注射 投薬② ／ 注射① 

5 注射 注射② 

6 注射 ／ 画像診断 注射③ 

7 画像診断 事例研究 

8 
初・再診 

初・再診① 

9 初・再診② 

10 接遇マナー 接遇マナー① 

11 医学管理 医学管理① 

12 医学管理・在宅 ／ 接遇マナー 医学管理② ／ 接遇マナー② 

13 
処置 

処置① 

14 処置② 

15 手術 事例研究 

評価 

基準 

実務に必要な基礎知識６０％以上で単位認定とする。 

評価 

方法 

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

その他        ％ 

教科書 

・テキスト１（医療保険制度等）2,700円  ・テキスト２（患者接遇マナー）2,160円 

・テキスト３（診療報酬点数算定）3,240円 

・テキスト４（診療報酬明細書（医事システム・明細書作成・点検・カルテ症例））2,700円 

・スタディブック１（慣用点数早見表、保険薬早見表）1,296円   

・スタディブック 2（慣用点数早見表（全文） 関連告知等）2,160円 

・ハンドブック（身体の構造や専門用語、よく使われる外国語などを掲載）1,852円  

（全て税込） 小計 16,108円   ※点数改定により、金額等変更になる場合もあります。          

参考書 

・基礎問題集（「医療保険制度」と「点数算定」についての問題集。復習時に利用）2,880円 

・技能審査問題集（「技能審査試験」受験対策の問題集。ポイント解説付）3,909円 

（全て税込） 

履修条件 

医療に関心を持ち、自分なりに情報を得る姿勢があること。 

準備学習 

毎回の授業内容を確実に復習し、予習にも十分時間をかけること。 

オフィス 

アワー 

授業の前後（講師室にて対応）もしくは学生支援課窓口へ 

 



科目名 医療事務Ⅱ 担当 大橋敦夫・ニチイ学館 

形態 講義 単位数 ２単位 開講時期 １年後期 

必修 卒業：選択  中免：－  司書：－  司教：－ 

授業 

概要 

点数算定、診療報酬明細書記載、点検方法を学びます。 

 

到達 

目標 

医療事務Ⅰ・Ⅱを通し、技能審査試験受験、資格取得を目指す。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 麻酔 事例研究 

2 

検査 

検査① 

3 検査② 

4 検査③ 

5 病理診断 ／ リハ ／ 入院 事例研究 

6 
点数算定・明細書記載のまとめ 

まとめ① 

7 まとめ② 

8 医事シス ／ 作成 医事システムによる業務の流れ 

9 

レセプト点検 

レセプト点検① 

10 レセプト点検② 

11 レセプト点検③ 

12 レセプト点検④ 

13 レセプト点検⑤ 

14 レセプト点検⑥ 

15 レセプト点検⑦ 

評価 

基準 

実務に必要な基礎知識６０％以上で単位認定とする。 

評価 

方法 

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

その他        ％ 

教科書 

・テキスト１（医療保険制度等）2,700円  ・テキスト２（患者接遇マナー）2,160円 

・テキスト３（診療報酬点数算定）3,240円 

・テキスト４（診療報酬明細書（医事システム・明細書作成・点検・カルテ症例））2,700円 

・スタディブック１（慣用点数早見表、保険薬早見表）1,296円   

・スタディブック 2（慣用点数早見表（全文） 関連告知等）2,160円 

・ハンドブック（身体の構造や専門用語、よく使われる外国語などを掲載）1,852円  

（全て税込） 小計 16,108円   ※点数改定により、金額等変更になる場合もあります。          

参考書 

・基礎問題集（「医療保険制度」と「点数算定」についての問題集。復習時に利用）2,880円 

・技能審査問題集（「技能審査試験」受験対策の問題集。ポイント解説付）3,909円 

（全て税込） 

履修条件 
医療事務Ⅰの内容を理解していること。 

準備学習 
予復習を確実に行って、毎回の授業に臨むこと。 

オフィス 

アワー 

授業の前後（講師室にて対応）もしくは学生支援課窓口へ 

 



科目名 教師論 担当 宮田暉朗 

形態 講義 単位数 ２単位 開講時期 １年後期 

必修 卒業：－  中免：必修  司書：－  司教：必修 

授業 

概要 

即戦力となるための専門性を認識し、教師の役割や職務を理解し、願う教師像をイメージア

ップしていき、人として、教師としてふさわしい人間性を育くみながら時代に即した慈愛と

責任感に満ちたパワフルな教師像を具体化しそのための資質能力と技術を高める学びにす

る。 

到達 

目標 

・専門職としての教師の意義と役割の理解ができる。 

・教師の仕事の理解を明確にして、教育原理や実践演習につなげて考えることができる。 

・新時代に求められる教師像をイメージしながら自らの課題を設定して、その解決の方法を

立案できることを通して教師は生徒と感動を共有できる職業であることの認識ができる。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 教師とは何か ・人類の教師の四聖人の人間力・指導力を講義する。 

2 専門職の教師としての職務（１） ・学習指導ができることの大切さの理解 

3 専門職の教師としての職務（２）  ・生徒指導・教育相談・進路指導の意義と理念の理解 

4 専門職の教師としての職務（３） ・領域の学習目的とその内容を説明する。 

5 
教師・保育者のあり方・資質能力 ・望ましい資質・基準や法律などから考える理想的な指

導者の有り方 

6 教師・保育者の義務と適格性 ・権利や義務を見据えた適格性を深化させる方法 

7 教員養成のしくみと教育法規（１） ・教員養成の機関と採用の方法を説明する。 

8 教員養成のしくみと教育法規（２） ・学校教育法（教職員・職員・学校教育目標・免許法） 

9 教員養成のしくみと教育法規（３ ・教員養成の歴史を自らが調査し発表する。 

10 教員の地位と身分 ・基本法・学校教育法・施行規則で調べて考察する。 

11 現場の教師の意気ごみ ・外部講師による講話（教育の楽しみ・生徒の実態） 

12 
生涯学習の中核となる教師の力量 

と人間関係の構築 

・一貫する家庭教育・学校教育・社会教育の学習活動の

中心は教師にあることを説明する。 

13 生徒理解と学校管理 ・いじめ・体罰・不登校への対応の仕方を構築する。 

14 新時代に求められる教育の本質 ・今までの学習を整理し、自己課題を設定する。 

15 総合学習 ・なりたい教師像の討論会を通して、新課題をつかむ。 

評価 

基準 

・教師の任務と資質を理解して自らの姿勢が明確にすわったか。 

・教育法規に記載される教師の身分と義務に関わる内容が理解できたか。 

・目指す教師像が明確に文章化できたか。 

評価 

方法 

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

その他        ％ 

教科書 
・一ツ橋書店『実問教育法規・絶対問われる指導力・教職教養試験』２年間教職の授業では

必ず持参すること。 

参考書 
教職課程（協同出版）か教員養成セミナー（共同通信社）を研究することを勧める。 

履修条件 

専門職としての教師のあり方や身分と義務、外部講師の講話などによって仕事の崇高さを思

い普段の生活を大切にすること。自分の担任だった先生を訪ねてほしい。暗記事項が多いの

で復習が要る。 

準備学習 
採用試験対応の問題を多く解いていくことを習慣にしたい。 

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 教育原理 担当 山本一生 

形態 講義 単位数 ２単位 開講時期 １年前期 

必修 卒業：－  中免：必修  司書：－  司教：必修 

授業 

概要 

教育及び学習とは何か、教育者の役割と学習者の心構え、教育の目標である人格の完成をめ

ざすために編成される教育課程全般についての原理原則や教育制度、教育理念・教育思想の

理解を通して適格性を磨き、教職への動機づけを行う。 

到達 

目標 

・学校と教育課程全般の運営に必要な原理原則と指導原理とその方法が理解できる。 

・各種法律と教育制度と教育行政の関連を内外の学校教育の歴史を通して理解できる。 

・先人と現在の教育理念や教育思想の享受を通した学習内容と教授法が理解できる。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 
ガイダンス：教育の目的、必要性、

教育思想と理念 

学校教育の理念と必要性、教育思想、教育観とそれを推

進する教師の教授法について説明する。 

2 教育課程の編成 教育課程の類型と編成、授業のあり方を理解する。 

3 西洋の教育思想 西洋の教育思想についての基本的知識を得る。 

4 日本の教育思想 日本の教育思想についての基本的知識を得る。 

5 西洋教育史 西洋の教育史について基本的知識を得る。 

6 日本教育史 日本の教育史について基本的知識を得る。 

7 教育法規 教育にかかわる法について理解する。 

8 
教育行政と学校教育の制度 教育行政に影響を与える教育政策、教育行政によって運

営される学校制度、さらに教育委員会を理解する。 

9 
家庭教育と保育 家庭教育の役割について学び、学校教育との関わりに関

する理解を深める。 

10 
生涯学習と教育 生涯学習体系と教育・保育の位置付けについて理解す

る。 

11 
地域社会と教育 地域社会との関わりにおける教育について理解を深め

る。 

12 
教育の現代的課題 学校運営を中心に、教育をめぐる現代的課題について具

体例をもとに理解を深める。 

13 
教育者・保育者の役割 教育を実践する者が現代社会において置かれている立

場について考察する。 

14 
学校の運営 学校を運営するとはいかなることか、法的な部分と現場

の中学校の実際の様子から理解を深める。 

15 
現代社会における教育の意義 現代社会において教育が持っている重要性について理

解を深め、自分自身の教育観を省察する。 

評価 

基準 

・教育学上の語彙を身に付け、教育に関わる事象を説明できるか。 

・教育史および教育に関する法制度についての基本的知識を身に付け、説明ができるか。 

評価 

方法 

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

その他        ％ 

教科書 井藤元編『ワークで学ぶ教育学』（ナカニシヤ出版） 

参考書 「中学校学習指導要領」 

履修条件 
高等学校までの基礎学力を身に付けていること。 

意欲的に授業に臨むこと。 

準備学習 「中学校学習指導要領」を熟読しておくこと。 

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 教育心理学 担当 上原貴夫 

形態 講義 単位数 ２単位 開講時期 １年前期 

必修 卒業：－ 中免：必修 司書：－  司教：必修 

授業 

概要 

教育における心理学的基礎について理解し、授業や生徒指導など実際の教育場面で活用できる理

論、知識、技術について学び、身につけていく。 

授業は実際の教育・学習場面に即した事例を活用しながら進めていく。 

到達 

目標 

実際に授業や生徒指導を実践できるための理論、知識、技術を身につける。 

そのために、発言や発表など積極的に授業に参加できる態度を身につける。 

実際に授業に活用できる｢授業力｣を身につけることを目標とします。 

 

 回 タイトル 内容 

授
業
計
画 

1 教育心理学の成り立ち 教育における心理学的基礎について理解する。 

2 
発達の理論 発達に関わる経験説、環境説、遺伝説など理論の観点から発達を

理解する。 

3 発達の原理 具体的な成長発達の過程について理解する。 

4 
学習の成立 動機づけの観点から学習の成立について理解する。主体的学習に

ついて理解する。 

5 
学習の理論 試行錯誤や洞察、条件付けなど学習に関わる理論の観点から学習

の成立について理解する。 

6 授業の心理 授業と動機づけなど実際の心理面から授業について理解する。 

7 授業の実際① 実際の授業場面を対象として指導案の作成法を身につける。 

8 授業の実際② 生徒のレディネスに合った授業のための手法を身につける。 

9 学級経営 学級経営のための、学級集団の理解とその指導法を理解する。 

10 教育評価① 評価方法について理解し、その原理を理解する。 

11 教育評価② 評価の技術として、知能検査などの技術を身につける 

12 
教育支援とその方法① 障がい教育、インクルーシブ教育について理解する。 

（特別支援教育①） 

13 
教育支援とその方法② 発達障がいなど具体的な課題とその指導について理解する。 

（特別支援教育②） 

14 教育を取巻く今日的課題① 中１ギャップ､不登校など、現代の教育課題について理解する。 

15 
教育を取巻く今日的課題② 教育では｢日々新た｣が大事です。そのため、｢教育の現代化｣につ

いて理解する。 

評価 

基準 

全体的な評価の観点は、実際に授業に活用できる｢授業力｣および生徒と向き合う際の｢指導力｣の

涵養・育成にあります。この基礎として、具体的に生徒理解ができること、および授業実践力が

評価の基準となります。 

評価 

方法 

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

その他 1％（ 意見や発表など。                           ） 

教科書 
『発達と教育の心理学』浅田隆夫ほか 学術図書出版 

参考書 
随時紹介していくので、しっかりと活用すること。 

履修 

条件 

積極的に参加する意欲を持つこと。日ごろから教育に関連したニュースなどにも関心を持つこ

と。また、教育やその実践について課題意識を持って下さい。 

準備 

学習 

教育について関心を持った事柄について､みずから調べ学習をして下さい。課題意識を持って授

業に臨んで下さい。 

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 国語科教育法 担当 大橋敦夫 

形態 講義 単位数 ２単位 開講時期 １年前期 

必修 卒業：－  中免：必修  司書：－  司教：必修 

授業 

概要 

 教育課程の理解をベースに、中学校における国語指導力を身につける。 

到達 

目標 

・現場での国語指導力の習得。 

・分野それぞれの指導ポイントを理解し、教材研究ができる。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 イントロダクション 授業の進め方 

2 国語教育の歴史① 江戸期の教育～寺子屋・藩校・私塾～ 

3 国語教育の歴史② 「学制」発布～「学校」誕生～ 

4 国語教育の歴史③ 教育県「長野」の歴史 

5 教育課程の理解 教育課程の意義及び編成の方法 

6 教え方の研究① 小説・随筆 

7 教え方の研究② 評論・詩歌 

8 教え方の研究③ 古典 

9 教え方の研究④ 文法・作文 

10 教え方の研究⑤ 読書・文学史 

11 国語科教育目標 小中連携・中高連絡 

12 教材化と指導案の作成 教科書「を・で」教える 

13 指導技術① 板書・プリント 

14 指導技術② ノートのとり方 

15 まとめ 教育実習にむけて 

評価 

基準 

教材の指導ポイントをふまえ、授業を行う基礎的能力が身についたか否か。 

評価 

方法 

授業態度   ２５  ％ レポート   ２５  ％ 期末試験   ５０  ％  

その他        ％ 

教科書 

『実践へのヒント 国語科授業用語の手引き［第 2版］』中原国明・大熊 徹編／教育出版 

参考書 

随時指示する。 

 

履修条件 

これまでの学校生活をふり返り、理想の国語教師像について明確にしていること。 

準備学習 

教科書の配列（目次）に関係なく、毎回の授業で扱う部分・関連の部分を読み込んで、授業

に臨みましょう。 

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 道徳教育の研究 担当 宮田暉朗 

形態 講義 単位数 １単位 開講時期 １年前期 

必修 卒業：－  中免：必修  司書：－  司教：必修 

授業 

概要 

道徳性を培うあり方を徳について学び、道徳的心情、判断力、実践意欲と態度育成などの原

理が理解で深める。教育課程における位置づけを理解し、教科「道徳教育」の在り方を歴史

や現実の出来事を踏まえて考える。自己を見つめ共生しあう指導案を作成し模擬授業を行

う。 

到達 

目標 

・道徳教育の必然性と教育課程全般の位置づけが分かり、目的・原理・指導内容にかなう人

間の生き方としての道徳教育のあり方を理解する。 

・教育実習で実際授業ができるような指導案の構築と模擬授業ができる。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 人と徳性の関連性 人にはなぜ徳性が必要か、道徳教育の意義の講義 

2 道徳教育の本質 具体的な人間の行為から道徳性とは何かを説明する。 

3 道徳教育の目標と内容 目標と内容の説明を、指導要領と指導事例で確認する。 

4 指導要領理解・教育アーカイブ 指導内容と指導計画作成上の取扱いを説明する。 

5 
幼稚園・義務教育・高等学校の指

導内容と進路指導 

幼稚園の道徳性の芽生えからの一貫性を講義する。生徒

指導提要を読む。 

6 儒教道徳のねらい 江戸の儒教道徳の講義 

7 戦前の修身科と戦後の道徳教育 戦前と戦後の道徳教育の歴史と今後の課題を説明する 

8 各国の道徳教育 キリスト教的世界観と儒教的な道徳教育の本質の講義 

9 
道徳教育の全体構造と指導計画・

教科と領域との関連 

指導要領に基づく全体計画の立て方の講義・道徳の時間

の年間指導計画の実際の研究を資料に討議しあう。 

10 考え議論する道徳教育の指導法 指導例を資料にして議論する指導法を討議で検証する。 

11 感動を覚える教材の開発と指導案 教育機器を使う指導法を講義 

12 模擬授業（１） 特質を生かし指導原理に即した指導案の作成をする。 

13 模擬授業（２） 模擬授業をする。 

14 模擬授業（３） 同上 

15 まとめ 道徳教育の目的・歴史、指導案についてまとめる。 

評価 

基準 

・指導要領に基づいた指導案を構築して模擬授業ができるか。 

・道徳教育の歴史を通して望ましい考えを持ち、授業実践に生かすことができるか。 

・今日ほど人の徳性の涵養が必要な時代はないと認識して日常で自己の徳性を深化する。 

評価 

方法 

授業態度       ％ レポート       ％ 期末試験     ％ 

・指導要領と徳についての理解 ５０％ 

・指導案と模擬授業 ５０％ 

教科書 ・中学校学習指導要領（文部科学省編） 

参考書 必要に応じて紹介する。 

履修条件 人が尊厳をもって生きるために、砂に水がしみこむような情感豊かで知的な道徳教育がで

きるような指導力を楽しく学んで身に付けられるようにします。新聞やメディアや人付き合

いの中で、美しい行為等を発見しメモをして考えられるようにしながら日常生活で徳性の向

上を心がけた生活をしましょう。 
準備学習 

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 特別活動の研究 担当 宮田暉朗 

形態 講義 単位数 １単位 開講時期 １年前期 

必修 卒業：－  中免：必修  司書：－  司教：必修 

授業 

概要 

教育課程における特別活動の目的と位置づけを学習指導要領に示す目標と意義、指導内容とその

実施計画面から理解する。また、特別活動の指導の歴史を知り、現場の実際の計画を検証しなが

ら「短学活と進路指導」について指導案を作成して模擬授業をする。 

到達 

目標 

・個を生かし、他と関わって育ちゆく人間としての生き方の自覚を深める原則が理解できて、 

学級活動・生徒会・学校行事・進路指導、領域総合的学習の指導ができるようにする。 

・特別活動・進路指導の歴史等を理解して、人格形成に資する特別活動の今日的意義を把握し指

導できる様になるために実践的な指導計画案作成し、その一部の模擬授業ができる。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 特別活動はどのような領域活動か 人間の生き方と集団生活と自己の在り方を講義する。 

2 特別活動の指導の目的と意義（１） 目標と指導内容を説明する。 

3 
特別活動の指導（２） 指導計画の内容・方法評価を学校現場指導の実際と先輩の

教育実習の記録を通して説明する。 

4 

総合的学習の意義と目的 生きる力をつける実践活動としての原理を説明する。クラ

スは勿論、縦の人間関係の作り方や地域社会で生きる目

的・原則と指導手法を講義する。 

5 
学級活動・ホームルームの目的と指

導内容 

クラスづくりと自己実現、個と集団の望ましい在り方を重

視していじめ・不登校・人権問題を説明する。 

6 
学校行事の目的と指導援助内容 行事の事前事後指導から個人課題の導きだし方。総合的学

習を始動する視点で「行事」の指導計画を探る。 

7 生徒会活動の援助の指導内容研究 生徒会活動の在り方と指導法を討議する。 

8 特別活動の歴史と課題 ガイダンスから発展した歴史と幼小中高の一貫教育 

9 進路指導と生涯プラン ライフプラン重視の進路指導の在り方を検証する。 

10 

キャリア形成・進路指導に資する諸

施設利用と体験学習 

自己の生き方を考える「総合的学習」の視点で自然体験や

図書館利用、公共施設利用して問題解決に臨む資質能力を

育てる進路指導の在り方を講義する。 

11 進路指導とキャリア形成 職業選択と生涯のキャリア形成の目的と指導法の説明 

12 
指導案作成 Ａ中学校の全体計画を参考に、短学活、進路指導の指導案

作成と合同模擬授業をして内容を具体化する。 

13 模擬授業（１） グループで模擬授業をする。 

14 模擬授業（２） グループで模擬授業をする。 

15 まとめ 特活指導援助の自己課題を抽出して文章化する。 

評価 

基準 

・特別活動全般の目標・意義と指導内容や指導例の理解を基に作成した指導案を用いて、指定し

た題材を集団で練り上げて実践的な模擬授業ができたか 

・教科や領域との関連指導事項と内容が理解できたか 

評価 

方法 

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

その他    ２０  ％（ 集団的模擬授業の能力 ） 

教科書 学習指導要領 

参考書 必要に応じて紹介します。 

履修条件 

個と集団の望ましいあり方を伸ばすには何より自己を生かす生活をしてほしい。自身のキャリア

形成の具体的方法を十分に練ることが前提となります。 

準備学習 指導要領の完全理解 

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 教育方法・技術論 担当 宮田暉朗・山本一生・大橋敦夫 

形態 講義 単位数 ２単位 開講時期 ２年後期 

必修 卒業：－  中免：必修  司書：－  司教：必修 

授業 

概要 

名教育者がなしえた授業実践の手法を知り学習指導原理を理解し指導技術を発展、深化させ

る。特にメディアを駆使して情報や資料を揃えて教材化し、効率的で感性に訴えて感動を伴

う授業ができるようになるための論の構築と授業力を身に付ける。 

到達 

目標 

・内外の歴史を通した教育のあり方と教育技術の発達論を理解して授業に生かす。 

・授業の方法論・さまざま形態論の理解内容を自分の教育技術に生かす。 

・さまざまな機器の利用論とパワーポイントを駆使した授業構築ができる。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 
教育の目標と授業理論 教育の目標と先人の授業論といった教育方法の基礎的

理論と実践の説明をする。 

2 
教育のあり方と教育方法・技術の

歴史的変遷 

１９世紀頃からの機器仕様の情況と授業・保育を構成す

る基礎的な要件を説明する。 

3 
学習指導法の基本原則と類型 人格形成に資する授業の原則と指導の類型の説明の後、

望ましい授業の手法と技術論を討論しあう。 

4 
授業の目標と授業過程・学習指導

案 

主体的・対話的で深い学びを実現するための目標設定と

指導案の作成を検討する。 

5 授業の方法と形態（1） 特に機器を使用する授業の方法論と形態論を説明する。 

6 授業の方法と形態（2） 機器利用の具体的使用例を演習的に行う。 

7 
学習プログラムと教材開発論 直線型プログラムなどの学習プログラムの設定と教材

開発の方法の説明をする。 

8 

授業の最適化 プログラム学習論とティーティングマシーン、ＣＡＩ、

シート学習、アナライザーを含めて、最も効果的な授業

構築の手法を説明する。 

9 メディアの歴史とその教育方法論 教育工学と教育のシステム化と情報教育の歴史の説明 

10 ICTを駆使しての教材化 コンピュータ・電子黒板の利用論の講義をする。 

11 国語教育の技術改善 国語教育の関連サイトのプラウズと体験 

12 ICTを使った教材作成（1） 国語指導の教材作成演習をする。 

13 ICTを使った教材作成（2） パワーポイント使用の演習をする。 

14 授業演習と評価と課題 グループによる模擬的な授業演習と評価をしあう。 

15 授業研究と評価 最適化を生かす授業のあり方をまとめて記述する。 

評価 

基準 

・授業のあり方を教育の方法・技術の向上面からとらえ直し自己の実践に生かす方策が具体

的に考えられたか。 

・教育機器を使った授業の最適化を仕組んで模擬的授業ができたか。 

評価 

方法 

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

その他    ７０  ％（ 指導案と模擬授業の完成度 ） 

 

教科書 『メディアリテラシー』（リベルタ出版）など 

参考書 『コンピュータと教育』（学文社）など 

履修条件 

分かり楽しい授業ができることは教師必須の能力であるので、まずは自分が楽しく学ぶこと

が前提。チョーク一本で、短冊を貼るだけの授業を否定するためにも教育機器そのものと使

われ方の進歩は日をおって急なので日常生活で資料の収集と体験が要る。 

準備学習 教育機器の扱い方に慣れる。 

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 生徒指導論 担当 宮田暉朗 

形態 講義 単位数 ２単位 開講時期 ２年前期 

必修 卒業：－  中免：必修  司書：－  司教：必修 

授業 

概要 

生徒指導を「集団生活と個性伸長・規範意識・自己実現と夢のある進路」の３視点を重視して講義する。集

団と個が作用しあって成長するあり方や不幸な環境で苦しむ生徒の実例を大事に考えつつ、勤労観や職業観

を見据えたキャリア教育が生活に生きて働く中で人間形成に資するようになるための企画立案とその推進

方法を身に付ける。 

到達 

目標 

・個性伸長や社会的資質と行動力の発揮に資する生徒指導の教義・意義とその機能を果たす教育相談や進路

指導が全ての教育活動を通じてなされる意味とその手法の理解 

・パーソナリティー形成を重視した生徒の自己実現の在り方と援助方法の理解 

・慈愛に満ちた生徒理解のあり方を中心にして、校則･懲戒、体罰などの法的理解と心身の不適応生や課題

を持つ児童生徒に共感的対応力を身に付ける 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 生徒指導の本質・意義と目的 学習指導要領で説明する。法的部分の説明をする。 

2 生徒指導と進路指導の指導内容 教科・道徳・各領域と生徒指導の関連指導 

3 
人格形成と発達課題の面からの生徒

指導 

人格形成と発達課題に即した生徒指導のあり方の説明 

ライフコースと不適応・パーソナリティの形成 

4 生徒指導の原理と方法（１） 発達理論と人格理論を講義する。 

5 
生徒指導の原理と方法（２） 学校現場の生徒指導の仕組み、連携する校務分掌と教育相談の方法

の演習 

6 生徒指導の留意点 生徒指導を受ける生徒の心理状況を説明し討議する。 

7 生徒理解の基礎理論 個を大切にする原理性、児童生徒の出すサインの見極め 

8 問題行動と援助（１） 問題行動の種類と内容と関する法律 ・具体的例 

9 問題行動と援助方法（２） ネット問題、反社会的非行・非社会的非行と法律と体罰 

10 
不適応の対応と予防と「教育相談」 いじめ・不登校・体罰の具体的な例から指導法を探り、教育相談の

意義と様々な仕方の理解 

11 
進路指導の目的 インターンシップのまとめ。進路指導とキャリア教育の意義と原理

理解 

12 進路・キャリア教育の指導原理 生涯の生き方としてのキャリア教育論と指導原理の理解 

13 
進路指導・キャリア教育の計画と推進

方法 

一生涯を通したキャリア教育と進路指導の援助方法キャリアカウ

ンセリングの基礎的理解と評価の仕方 

14 
家庭と地域社会と学校が連携する生

徒指導 

学校が主体的になり、不適応予防を主として事後指導等の連携につ

いて論としてまとめて発表しあう。 

15 
学校教育全教育課程における生徒指

導論 

全教育活動を通した生徒指導のあり方のモデル構築をする。 

評価 

基準 

・専門職の立場で生徒理解の意義と方法を理解し、生徒指導の本質を教育課程全般で人格形成をしていくと

いう立場で援助する知識技術方法を理解しているか。 

・問題行動等を収集し、課題を探り解決していく援助方法を自分なりにまとめられる。 

評価 

方法 

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

その他        ％ 

教科書 吉田辰夫編 最新『生徒指導・進路指導論』図書文化 

参考書 必要に応じて紹介する。 

履修条件 
自分が今迄に受けた生徒指導の内容を分析することから始まる。人格形成の理論、自己指導力を磨き生涯の

プランを制作し、修正することが指導法につながります。 

準備学習 各種のカウンセリングの方法 ・生徒理解の方法 

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 教育相談 担当 金髙茂昭 

形態 講義 単位数 ２単位 開講時期 ２年後期 

必修 卒業：－  中免：必修  司書：－  司教：必修 

授業 

概要 

生徒を知り保護者を知り・支援するための基礎知識を習得することを目標とする。学校では様々

な個性を持った生徒が学び、その保護者もまた実に多様な個性を持っている。生徒は何を思い・

保護者は何を望んでいるのか、教育相談とは何か・何のために必要なのか・どんな内容の相談が

あるのか・どのように展開するのか等々、生徒・保護者・教職員の関係性を考えながら、教育相

談についての理解を深めていく。 

到達 

目標 

１．人の発達段階の中での生徒（中学生の時期等）の発達段階と発達課題について述べることが

できる。 

２．生徒の精神・心理的不調について述べることができる。 

３．生徒や保護者の主に精神・心理的不調からの回復と成長への支援の心得を述べることができ

る。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 

人を理解するとは（人をみると

は） 

外界からの刺激の本質と脳の情報処理、及び、人のどのよう

な側面をみるとその人の理解につながるかということについ

て理解する。 

2 
生活環境と今日的課題 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ社会、少子高齢社会の中での生徒の生活環境に

ついて理解する。 

3 
発達段階と発達課題（１） 生徒を発達心理学的に理解する。発達段階と発達課題の

幾つかの説を理解する。 

4 
発達段階と発達課題（２） 生徒を発達心理学的に理解する。発達段階と発達課題の

幾つかの説を理解する。 

5 臨床心理学的理解（1） 健康とは何か。生徒の精神的不調について理解する。 

6 臨床心理学的理解（２） 生徒の様々な重い精神的不調について理解する。 

7 
機能する家族・機能し難い家族 

ストレスについて 

うまく機能する家族の親子関係、家族員関係について理解

を深める。ストレス状態とストレス体制について理解する。 

8 
家族の臨床心理学的問題 いわゆる DV・児童虐待・高齢者虐待・生徒の家庭内暴力に

ついて考える。 

9 いじめ・非行問題、生徒指導 触法・違法行為、対応方法等について学ぶ。 

10 不登校の問題 様々な要因の結果としての不登校 について考える。 

11 
保護者・教職員・生徒の思い、

特別支援教育   

保護者の思い、教職員の思い、本人自身の思い、葛藤等に

ついて学ぶ。 

12 相談業務の心得（１） 心理学的支援の心得について理解する。 

13 相談業務の心得（2） 社会福祉相談援助的支援の心得について理解する。 

14 教育・福祉・心理相談の実際 施設や学校での教育・福祉・心理相談の現実・実際を学ぶ。 

15 
まとめ・これからの課題 当科目の総括と、今後の課題・近未来展望について考え

る。 

評価 

基準 

専門職としての専門性が培われたかどうかで評価する。（専門的知識や概念・考え方を習得

し、述べることができるかをみる。 

評価 

方法 

授業態度   １０  ％ レポート        ％ 期末試験   ５０  ％ 

その他    ４０  ％（ 小レポート ２０％・小テスト ２０％ ） 

教科書 特に指定せず。必要に応じて資料等を配布する。 

参考書 
図書館等にある心理学・教育学・社会学・脳科学関係図書・文献 

「学校教育法」、「教育基本法」、「いじめ防止対策推進法」、「ＤＳＭ－５」 

履修条件 
教育学・心理学・社会学・福祉学に関心をもつ学生、教育者を志す学生、広く相談業務に関

心のある学生の受講を求めます。 

準備学習 毎回の予・復習を行なうことが望ましい。 

オフィス 

アワー 

原則として講師室で対応します。 

ご希望される学生さんには e-mailアドレスをお知らせします。 

 



科目名 教職実践演習（中） 担当 宮田暉朗・山本一生・花岡勉 

形態 演習 単位数 ２単位 開講時期 ２年後期 

必修 卒業：－  中免：必修  司書：－  司教：必修 

授業 

概要 

生徒が個性を保ち主体的に学習して調和のとれた人間として生きる力を発揮しながら人格

の完成に向かうことを可能にするために、受講者が自らのありようを問い人間的にも成長し

たい学びである。教育愛と使命感に満ちた教科指導力や生徒指導力等を問い直し、新たな課

題に挑戦していく過程で専門職としての資質・能力を研ぎ実践的な指導力を身に付けるよう

にする。 

到達 

目標 

・今迄の学習を整理統合して指導に要する自己課題を新たに抽出して、努力しながら教育愛

に満ちた実践的な教育指導技術を身に付ける。 

・理論と実習体験が乖離しない新たな課題の設定とその実践について明確に説明できる。 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 課題文作成と発表 今迄の教職課程の学修から学んだことを整理する。 

2 教育愛と倫理観に満ちた教師群像 １９世紀～現在までの教師群像を復習的に講義する。 

3 現場経験者（指導主事）講話 指導主事から、即戦力として必要な資質能力を聞く。 

4 感動を共有する授業の指導力 生徒が喜ぶ授業の構成について演習する。 

5 弱者を援助しながらの指導力 クラスの信頼関係を高める事例の研究をする。 

6 現場の教師による講話 現場参観と教師の生の声をくみ取りまとめる。 

7 第６回の講話のまとめ 実践的対応として自分の課題は何かを明確にまとめる。 

8 中学校の教育課程と特色ある試み 学習指導・学級経営などの事例の研究と討議を行う。 

9 学級経営案の作成 学級経営の目的・実態・自分の願いから案を作成する。 

10 活動が楽しい国語教育の演習 授業の最適化を核に指導案を立案する。 

11 模擬授業と研究会（1） 模擬授業 

12 模擬授業と研究会（2）  同 

13 模擬授業と研究会（3）  同 

14 今後の課題 実践演習を通して学んだことの整理と発表をする。 

15 
ポートフォリオの完成 口頭試問を含み、教育実習の成果・全履修内容などを評

価して記入し２年間のまとめをつける。 

評価 

基準 

・実習と大学の学びがマッチされた指導力を向上させるために自己課題を決め出して努力を

傾注しているか。 

・まとめとしてふさわしい模擬授業ができる。 

評価 

方法 

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

その他    ８０  ％ （ ・ポートフォリオの活用と課題の記入内容・発表力１０％ 

・模擬授業。卒業模擬授業としての完成度７０％ ） 

教科書 
一年次に使用したもの。『教育原理』・『教育法規』・『教育原理』(一ツ橋書店) 

光村中学校教科用図書 

参考書 
『教職課程』(協同出版) 

履修条件 

二年間の学びの総括をベースに据えて願う教師像を明確にしていってほしい。即戦力となる

ための条件整備のためにも日々の生活で教育問題に対して意見を持ってほしいこと。 

準備学習 教育問題に対しての日々の関心を維持すること。 

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 教育実習 担当 宮田暉朗・山本一生 

形態 講義・実習 単位数 ５単位 開講時期 １年後期～２年後期 

必修 卒業：－  中免：必修  司書：－  司教：必修 

授業 

概要 

教育実習事前・事後の内容は、教育実習・課外の模擬授業・中学校での実習・介護等体験を含めた学習活

動と体験である。ここでは、１年後期の科目としての「教育実習」について記す。教育実習が満足できて自

己向上の場となるように、意欲を高め、技術を磨き、具体の方法がすわり、準備が万全に整えられるように

する。 

到達 

目標 

・教育実習が自己成長の場となるために必要な心構えを知り、かつ、実践的な指導力を高める模擬授業を体

験して専門職としてのわきまえを知り、互いに授業を見合う技術と態度を育成する。 

・２年次生は中学校での実習体験を、大学の学びに生かすこと。 

・２年次生は教育実習直前に公開模擬授業ができること。１年次生は後期で教育実習１５時限を履修して不

安なく実習できるようになること。下記授業計画は１年次生用 

授
業
計
画 

回 タイトル 内容 

1 本意義を始めるにあたって 
納得できる教育実習ができるための心構え・内容など全てを学ぶ

ことを説明し現場の実際の内容を講義する。 

2 様々な手続き 
実習に当たっての当該実習校や介護等の機関との連絡の仕方を

演習し、実際に連絡をとる。 

3 教職志望と教育実習の意義 意義と果たすべき役割、学んでくるべき内容の理解 

4 事前指導（1） 教育実習を前にして心構えとそのための手法の説明 

5 事前指導（2） 教育実習・介護体験に求められる指導技術を説明する。 

6 実習中の指導内容と指導方法 教科指導・生徒指導・学級の運営を中心に説明する。 

7 先輩の実習活動から学ぶ（1） 
実際の内容と毎日の反省記録、指導の先生の講評を入念に分析し

て、自分の願いを完成する。 

8 先輩の実習活動から学ぶ（2）  同 

9 国語科と短学活の指導法（1） 指導案の作成をする。 

10 国語科と短学活の指導法（2）  同 

11 模擬授業 （1） 模擬授業と研究会をする。 

12 模擬授業 （2）  同 

13 模擬授業 （3）  同 

14 模擬授業 （4）  同 

15 まとめ 教育実習に当たっての全般のまとめをする。 

評価 

基準 

・実習の心構え、態度、指導技術等事前準備の中身が整い文章にまとめられたか。 

・模擬授業の練度・中学校の実地教育実習の評価 

評価 

方法 

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

その他    ５０  ％ 

・１，２年次の模擬授業の指導案の練度と意欲、実際の授業 

・１年次の「教育実習」・介護等体験 

・中学校での教育実習の評価（５０％） 以上で 5 単位を授与する。 

教科書 『教育実習の常識』 蒼岡書林 

参考書 『教育原理』・『教育法規』・『教育史』(いずれも一ツ橋書店) 

履修条件 

 

模擬授業をどうするか技術を磨くこと。直前模擬授業は課外で行うが全員参加が条件。教職履修を楽しく履

修するために自分を励ましてほしい。例年、教育実習を楽しみ飛躍的に進化する機会になっているので先人

の学びを参考にすること。 

準備学習 法規の学習・原理の学習をこまめにしていくこと。 

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。 

 




