
2021 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 英語Ⅱ

開講期・単位 1年 後期・選択 2単位・演習

担 当 者
クランキー　ショーン　マイケル、ジョン　カートライト、中津川　雅宣、佐々
木　朋子、壱岐　朱花、富田　敏明、片岡　晃

■講義の目的および概要

英語IIは聞く、話すの2技能の上達を目標としている。話す力は日常生活に関連させ
たものであり、講義や教科書を通して聞く力も伸ばす。またオンラインでフィリピン
人講師と実際に会話の練習をすることで英語でのコミュニケーション能力を高める。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】

話す練習としてペアでロールプレイを行う。教科書をもとに実用的な文法やリスニン
グ力をつける。Zoomを使用し、30分×5回海外のネイティブの先生とオンラインで会
話の練習を行う。

【課題に対するフィードバックの方法】

授業内で行われる学生のペアワークや先生とのロールプレイを通して、教員と見てい
る学生達が良かった点や改善すべき点などについてフィードバックをする。確認テス
ト１，２は授業内で解説をして、結果を発表する。

■授業計画

1. Orientation
2. Topic 1
3. Topic 1 / Zoom
4. Topic 2
5. Topic 2 / Zoom
6. Topic 3
7. Topic 3 / Zoom
8. 復習と学習評価１
9. 復習と学習評価１
10.Topic 4
11.Topic 4 / Zoom
12.Topic 5
13.Topic 5 / Zoom
14. 復習と学習評価２
15. 復習と学習評価２

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】

日常生活や将来の仕事に使えるよう英語の知識と能力を身につけ、テーマに沿ったア
クティビティを通して英語の基礎力を高める。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】

「国際社会の発展に寄与する社会人を育成」するに基づき、基礎となる英語の知識、
技能を身につける。

■成績評価基準と方法

クラスタイムアクティビティ: 20%
宿題: 20%
学習評価１: 30%
学習評価２: 30%

■テキスト・参考文献
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【テキスト】
『Free Talking』
著者 : Adam Gyenes, Matthew Guay, Lauren Eldekvist, Yuki Hasegawa
出版社 : Cengage Learning

【参考文献】

参考文献：Basic English Grammar (4E) Student Book with CDs(2) and Answer
Key(Azar-Hagen Grammar Series)
著者：Azar, Hagen
出版社：Pearson Education

■授業外学習

【具体的な内容】

毎回授業の始めに前回の授業の復習として質問をしますので、復習をして授業を受け
てください。eランニングシステムManaba のリスニングの宿題があります。

【必要な時間】

eランニングシステムManaba のリスニングの宿題も含め、予習、復習を２時間程度行
ってください。

■その他

予習をすることで学習効果が上がりますので、しっかり予習をすることをお勧めしま
す。

2021(令和3)年4月1日
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2021 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 英語Ⅰ

開講期・単位 1年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者
クランキー　ショーン　マイケル、ジョン　カートライト、中津川　雅宣、佐々
木　朋子、壱岐　朱花、富田　敏明、片岡　晃、陳　堯柏

■講義の目的および概要

英語Iは、英語における「聞く」・「話す」の2技能の上達を目標としている。英語で
日常生活に関連した場面で話す力を育成し、講義や教科書を通して聞く力も伸ばすこ
とを目的とする。またオンラインの手法を用いて、外国人教師と実際に英語での会話
を練習することで、英語でのコミュニケーション能力を高める。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】

話す練習として、主としてペアでロールプレイを行う。教科書をもとに実用的な文法
やリスニング力をつける。Zoomを使用し、30分×5回海外のネイティブの先生とオン
ラインで会話の練習を行う。

【課題に対するフィードバックの方法】

授業内で行われる学生のペアワークや先生とのロールプレイを通して、教員と見てい
る学生達が良かった点や改善すべき点などについてフィードバックをする。確認テス
ト１，２は授業内で解説をして、結果を発表する。

■授業計画

1. Orientation, Introduction to Zoom
2. Unit 1
3. Unit 1 / Zoom
4. Unit 2
5. Unit 2 / Zoom
6. Unit 3
7. Unit 3 / Zoom
8. 復習と学習評価１
9. 復習と学習評価１
10 .Unit 4
11. Unit 4 / Zoom
12. Free Topic
13. Free Topic / Zoom
14. 復習と学習評価２
15. 復習と学習評価２

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】

日常生活や将来の仕事に使えるよう英語の知識と能力を身につけ、テーマに沿ったア
クティビティを通して英語の基礎力を高める。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】

「国際社会の発展に寄与する社会人を育成」するに基づき、基礎となる英語の知識、
技能を身につける。

■成績評価基準と方法

クラスタイムアクティビティー: 20%
宿題: 20%
学習評価１: 30%
学習評価２: 30%

■テキスト・参考文献
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【テキスト】

『Free Talking』
著者 : Adam Gyenes, Matthew Guay, Lauren Eldekvist, Yuki Hasegawa
出版社 : Cengage Learning

【参考文献】

参考文献：Basic English Grammar (4E) Student Book with CDs(2) and Answer Key 　　　　　
(Azar-Hagen Grammar Series)
著者：Azar, Hagen
出版社：Pearson Education

■授業外学習

【具体的な内容】

毎回授業の始めに前回の授業の復習として質問をしますので、復習をして授業を受け
てください。学修管理システムmanabaを用いた宿題があります。

【必要な時間】

学修管理システムmanabaを用いた宿題を含め、予習、復習を２時間程度行ってくださ
い。

■その他

予習をすることで学習効果が上がりますので、しっかり予習をすることをお勧めしま
す。

2021(令和3)年4月1日
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2021 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 生涯学習論

開講期・単位 1年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 塚本　智宏

■講義の目的および概要

生涯学習及び社会教育の本質と意義を理解し，生涯学習に関する制度・行政・施策，
家庭教育・学校教育・社会教育等との関連，専門的職員の役割，学習活動への支援等
についての理解に関する基礎的能力を養うことを目的とする。前半では、学校教育や
生涯学習に関する考え方が現れてくる国際的な歴史や背景を学び、後半では、日本の
戦後を中心に形成されてきた生涯学習の考え方や生涯学習社会の構築の必要性につい
て、制度・施策などと関わらせながら考察する。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
毎回、配布資料に基づき講義を行う。
毎回の授業に関し、振り返りの課題(小テスト)を提出することを求める。
授業の前半で中間テスト、最後に後半の授業内容に関するテストを行う。
【課題に対するフィードバックの方法】
課題について、授業内で説明する。

■授業計画

①ガイダンス
②19世紀近代社会の成立と学校教育の成立
③20世期世界の急激な変化と成人教育、生涯教育
④国連・成人教育部門の生涯教育・学習の考え方　20世紀
⑤国連・成人教育部門の生涯教育・学習の考え方　21世紀
⑥情報化社会の進展と各国メディアリテラシー・メディア教育 
⑦SDGsと生涯学習の課題  /　no.1-6 のまとめ　中間試験
⑧戦前の日本の教育から戦後の日本の教育へ
⑨戦後の日本国憲法・教育基本法と学校教育-社会教育
⑩現代日本の生涯学習と社会教育  政策の転換と諸施策
⑪現代日本の生涯学習と社会教育　制度・施策と理念
⑫生涯発達(乳幼児期)と学習の内容・方法
⑬生涯発達(学童期)と学習の内容・方法　
⑭生涯発達(青年期から高齢期)と学習の内容・方法　
⑮生涯学習の実践例紹介とまとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
　生涯学習の理念及び生涯学習社会構築の必要性について理解し、説明できる。
　さらに、生涯学習に関する制度・行政・施策，家庭教育・学校教育・社会教育等と
の関連，専門的職員の役割，学習活動への支援等についての理解できる。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「自立して生きていくための幅広い教養、技能を身に付けている学生に学位を授与す
る」に基づき、変化の激しい社会をよりよく生きるため、生涯を通して学ぶための知
識や技能を身に付ける。

■成績評価基準と方法

授業内での2回の試験　80％
毎回の提出物（振り返りシート）20％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
テキストは使用せず、適宜プリントを配布します。
【参考文献】
鈴木敏正著(増補改訂版)『生涯学習の教育学』
神野善治『ミュージアムと生涯学習』中村・三輪編『生涯学習社会の展開』
香川・鈴木・佐々木編『よくわかる生涯学習』

■授業外学習

【具体的な内容】ネットや新聞等のメディアで、生涯学習に関するニュースや記事を
常にチェックしておいてください。受講後は、講義内容を配布プリント等でふりかえ
り、事後学習が必要です。
【必要な時間】予習・復習の時間はそれぞれ2時間を目安とします。

■その他

2021(令和3)年4月1日

5



2021 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 日本語表現Ⅰ

開講期・単位 1年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者
上野　直幸、大鐘　秀峰、大村　勅夫、宇留野　健太、寺山　千紗都
、藤田　綾、西田　眞里子、金庭　香理、高橋　伸

■講義の目的および概要

 レポートを書くための技法として、レポートにふさわしい表現、引用、読解、を学
ぶ。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
 　少人数編成の授業で講義と演習を行う。レポート作成のための課題に取り組むと
ともに小テストを実施する。

【課題に対するフィードバックの方法】
①小テストや課題などについて、それぞれ次時に解答解説を行う。
②授業内容を振り返るために配布物や課題をファイルにまとめる。

■授業計画

①ガイダンス
②レポートとは:レポートの形式など
③レポートにふさわしい表現Ⅰ:基本的な表現ルール、書き言葉、句読点
④レポートにふさわしい表現Ⅱ:文体など
⑤引用Ⅰ：事実と意見
⑥引用Ⅱ：直接引用・間接引用
⑦引用Ⅲ：参考文献
⑧読解Ⅰ：事実の読み取り
⑨読解Ⅱ：意見と理由の読み取り
⑩演習：引用及び読解
⑪レポートの書き方Ⅰ：説得性とは、接続関係、論理関係、段落の作り方
⑫レポートの書き方Ⅱ：意見と理由、引用、参考文献
⑬レポートの書き方Ⅲ：パラグラフ・ライティング
⑭レポートの書き方Ⅳ：アウトライン（構成）
⑮レポートの書き方Ⅴ：振り返り・レポート提出

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①レポートの形式を理解する。
②レポートにふさわしい表現ができる。
③説得力のあるレポートが書ける。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
大学のﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏﾎﾟﾘｼｰ③「自立して生きていくための生活習慣、社会人基礎力を身に付
けている」および④「自立して生きていくための幅広い教養、技能を身に付けている
」に基づき、「読む」習慣・「書く」習慣の形成を通じて、大学での学習を支える主
体的な表現活動ができることを目指す。

■成績評価基準と方法

小テスト：20％
演習課題：30％
レポート課題：50％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
　近藤裕子他（2019）『失敗から学ぶ大学生のレポート作成法』（ひつじ書房）

【参考文献】
　適宜紹介する。

■授業外学習

【具体的な内容】
・小テストの予習
・提出課題の返却後の振り返り
・テキストの読解　
【必要な時間】
予習・復習の時間は、それぞれ2時間を目安とする。

■その他

2021(令和3)年4月1日
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　なし
2021(令和3)年4月1日
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2021 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 日本語表現Ⅱ

開講期・単位 1年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者
上野　直幸、大鐘　秀峰、大村　勅夫、宇留野　健太、寺山　千紗都
、藤田　綾、西田　眞里子、金庭　香理、高橋　伸

■講義の目的および概要

　「日本語表現Ⅰ」で学んだレポートの技法を発展させ、読解、考察、主張、論理な
どを深めた文章構成を学ぶ。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
　少人数形式を取り、講義と演習を行う。レポート作成のための課題に取り組むとと
もに小テストを実施する。

【課題に対するフィードバックの方法】
　
①　小テストや課題などについて、それぞれ次時に解答解説を行う。　　　　　　　
②　授業内容を振り返るために配布物や課題をファイルにまとめる。

■授業計画

①ガイダンス
②レポートとは何か：表現、形式、種類、引用
③文章構成Ⅰ：読解(1)
④文章構成Ⅱ：読解(2)
⑤文章構成Ⅲ：考察と主張(1)　説得性と根拠
⑥文章構成Ⅳ：考察と主張(2)　接続関係・パラグラフライティング・アウトライン
⑦文章構成Ⅴ：主張のための資料の探し方
⑧演習：読解及び考察と主張
⑨レポート作成Ⅰ：資料の読解
⑩レポート作成Ⅱ：根拠・資料
⑪レポート作成Ⅲ：説得性と論理(1)　問題背景の理解
⑫レポート作成Ⅳ：説得性と論理(2)　引用・パラグラフライティング
⑬レポート作成Ⅴ：説得性と論理(3)　アウトライン・参考文献
⑭演習Ⅰ：考察と主張
⑮演習Ⅱ：説得性と論理

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①　レポート作成にふさわしい語彙力や読解力を土台にして、適切に表現することが　
できる。
②　資料の性質（事実性、意見性）を踏まえて適切に考察と主張ができる。
③　深い思考による主張を含んだ説得力のある文章が書ける。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
　大学のﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏﾎﾟﾘｼｰ③「自立して生きていくための生活習慣、社会人基礎力を身に
付けている」および④「自立して生きていくための幅広い教養、技能を身に付けてい
る」に基づき、「読む」習慣・「書く」習慣の形成を通じて、大学での学習を支える
主体的な表現活動ができることを目指す。

■成績評価基準と方法

・小テスト　　　20％
・演習課題　　　30％
・レポート課題　50％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
　近藤裕子他（2019）『失敗から学ぶ大学生のレポート作成法』 （ ひつじ書房）

【参考文献】
　適宜紹介する。

■授業外学習

2021(令和3)年4月1日
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【具体的な内容】
　・小テストの準備
　・提出課題の返却後の振り返り
　・使用テキストの読解
【必要な時間】
　予習・復習の時間は、それぞれ2時間を目安とする。

■その他

　なし

2021(令和3)年4月1日
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2021 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 中国語Ⅰ

開講期・単位 1年 前後期・選択 2単位・演習

担 当 者 杉江　聡子、李　艶、高　翔

■講義の目的および概要

中国語の基礎を学ぶ科目です。発音の基本要領を習得して、語の使い方・文の構成・
慣用文型などの文法基礎を学習します。
母語とは異なるもう一つの言語の学習を通して、言語運用能力を発達させると共に、
異なる言語や文化に関心をもち、母語や自民族文化に関わる比較や観察を通じて、新
たな世界観を発見しましょう。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
担当教員により異なりますが、対面授業または遠隔授業を行います。
授業では、最初に中国語の特徴である音の高低・上がり下がりを表す「声調」と、読
み仮名にあたる「ピンイン」を学びます。
会話文では中国語を音読し、定型文の言い換え及び学習内容についての質疑応答練習
を行います。
課外では教科書にある「総合練習」を使用して、語句の入れ替え・質問と応答・翻訳
などを練習します。

【課題に対するフィードバックの方法】
担当教員により異なりますが、主に以下の形式で質問に回答します。
・授業の冒頭で前回の復習を踏まえて宿題の解答・解説をします。
・eラーニング課題や授業の中で出された疑問・質問に授業内で回答します。
・eラーニング課題のフィードバックを各自宛に返信します。

■授業計画

１．ガイダンス
　①中国・中国語の概況（音節、声調、母音とは）、簡単な自己紹介（名前、大学、
学年）

２．中国語発音の基本学習
　②音の上がり下がり＝「声調」、音節の母音が一つ＝「単母音」
　③音節の母音が複数＝「複母音」、子音
　④鼻を抜ける母音「鼻母音」、発音の応用・簡単な挨拶

３．基本文法
　⑤⑥第２課：「是（～です）」を使った表現、人称代名詞、副詞「不（ではない）
」「都（みな）」「也（も）」を使った表現の応用
　⑦第２課の練習問題、応用練習
　⑧⑨第３課：形容詞、指示代名詞「あれ、これ」、所在を表す「在」、疑問詞を使
った疑問文
　⑩第３課の練習問題、応用練習
　⑪第２～３課の復習と応用練習
　⑫⑬第４課：希望を伝える「想」「要」、「～するのが好きだ」、年齢、時刻、日
付の表現
　⑭第４課の練習問題、応用練習
　⑮定期試験または授業内最終課題

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
ピンインの読みや発音が正しくできるようになる。
中国語の語句や文を音読できるようになる。
基本単語を100語程度覚え、文の語順など基本文法を身につける。
かんたんな挨拶や自己紹介の表現ができるようになる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
この授業は、ディプロマ・ポリシーの「②理想を求め、明日の地域社会、国際社会へ
貢献する姿勢を身に付けている」及び「④自立して生きていくための幅広い教養、技
能を身に付けている」に関連します。

■成績評価基準と方法

定期試験または最終課題を行います。担当教員により異なりますので、授業中に出さ
れる指示にしたがってください。
・平常点、授業中の応答、eラーニング課題に基づき総合的に判断します。
・授業参加態度、授業中の応答、授業内課題への取り組み（30%）
・eラーニング課題の達成度と成績（30％）
・定期試験または最終課題（40%）

■テキスト・参考文献

2021(令和3)年4月1日
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【テキスト】
『即練！使える中国語』上智大学中国語教材作成チーム（朝日出版社）

【参考文献】
『クラウン中日辞典』(三省堂)『標準中国語辞典』第２版（白帝社）

※その他、授業で紹介する各種オンラインリソースを有効に活用してください。

■授業外学習

【具体的な内容】
・各課の新出単語とテキスト本文について、Web上にある音声を聞き、耳を鳴らして
おきましょう。
・わからない語句の意味を調べてノートにまとめておくこと。
・単元やトピックのまとまりごとに課題提出や確認のeラーニングや小テストを行い
ます。範囲や形式については授業で指示します。予告があったら必ずテスト範囲を復
習しておくこと。
・ピアやグループでの発表を行います。授業で指示があったら、協力して準備を進め
、十分に練習しておくこと。

【必要な時間】
・予習・復習の時間は各1時間を目安とします。

■その他

・新型コロナウイルス感染予防策のため、対面授業と遠隔授業（オンライン講義）を
組み合わせて授業を行います。担当教員により、講義の形態や評価方法などが変わり
ます。詳しくは授業の中で説明します。初回は特に遠隔授業の受講環境（通信や端末
の環境）をチェックするので、必ず出席してください。
・2021年度導入のLMSなども段階的に使用しますが、社会状況に応じて柔軟にさまざ
まなツールを使いこなす意欲を持つこと。

2021(令和3)年4月1日
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2021 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 中国語Ⅱ

開講期・単位 1年 前後期・選択 2単位・演習

担 当 者 杉江　聡子、高　翔

■講義の目的および概要

｢中国語Ⅰ」（テキスト「即練！中国語｣使用）に引き続き、発音を定着させ、基本文
法の学習をすると共に、単語量を増やして少し詳しい表現ができるようになることを
目指します。あいさつや声かけをはじめ日常会話でよく使う表現の学習を通して、社
会・文化的な視点から中国への理解をさらに深めましょう。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
担当教員により異なりますが、対面授業または遠隔授業を行います。
授業では、最初に中国語の特徴である音の高低・上がり下がりを表す「声調」と、読
み仮名にあたる「ピンイン」を学びます。
会話文では中国語を音読し、定型文の言い換え及び学習内容についての質疑応答練習
を行います。
課外では教科書にある「総合練習」を使用して、語句の入れ替え・質問と応答・翻訳
などを練習します。

【課題に対するフィードバックの方法】
担当教員により異なりますが、主に以下の形式で質問に回答します。
・授業の冒頭で前回の復習を踏まえて宿題の解答・解説をします。
・eラーニング課題や授業の中で出された疑問・質問に授業内で回答します。
・eラーニング課題のフィードバックを各自宛に返信します。

■授業計画

1.発音と自己紹介の復習
①簡単な自己紹介を使って、中国語の声調と発音の習得度をチェック
　
2.基本文法と文型
①②第5課　趣味や好き嫌いについての表現、「いつ、どこで～する」・相手と約束
するときの表現、年月日・曜日・時刻の表現
③第5課の応用練習
④⑤第6課　買い物をする、値段を聞く・答える、商品と数量詞の表現、通貨の単位
⑥第6課の応用練習
⑦⑧第7課　「～したことがある」・過去の経験についての言い方、旅行の思い出に
ついて話す、動作の回数と時間の表現、時間の長さの表現
⑨第7課の応用練習
⑩⑪第8課　「～した」・動作の完了や状況の実現の表現、アルバイトについて話す
、「いつからいつまで、どこからどこまで」を聞く・話す、距離の遠さ・近さの表現
⑫第8課の応用練習
⑬⑭第9課　可能・修得「～できる」・現在進行形「今～している」・許可「～して
もいい」の表現、大学祭やクラブ活動について話す
⑮定期試験または最終課題

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
・単語量を400程度まで増やす。単語を新たに覚えて、既習単語と合わせて400語程度
に達することを目指しましょう。
・習った語句や文を正しく発音できるようになる。会話の意味を理解し、基礎的な自
由会話表現ができるようになりましょう。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
この授業は、ディプロマ・ポリシーの「②理想を求め、明日の地域社会、国際社会へ
貢献する姿勢を身に付けている」及び「④自立して生きていくための幅広い教養、技
能を身に付けている」に関連します。

■成績評価基準と方法

定期試験または授業内課題を行います。担当教員により異なりますので、授業中に出
される指示にしたがってください。
・平常点、授業中の応答、eラーニング課題に基づき総合的に判断します。
・授業参加態度、授業中の応答、授業内課題への取り組み（30%）
・eラーニング課題の達成度と成績（30％）
・定期試験または最終課題（40%）

■テキスト・参考文献

2021(令和3)年4月1日
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【テキスト】
『即練！使える中国語』上智大学中国語教材作成チーム（朝日出版社）

【参考文献】
『クラウン中日辞典』(三省堂)『標準中国語辞典』第２版（白帝社）

※その他、授業で紹介する各種オンラインリソースを有効に活用してください。

■授業外学習

【具体的な内容】
・各課の新出単語とテキスト本文について、Web上にある音声を聞き、耳を鳴らして
おきましょう。
・わからない語句の意味を調べてノートにまとめておくこと。
・単元やトピックのまとまりごとに課題提出や確認のeラーニングや小テストを行い
ます。範囲や形式については授業で指示します。予告があったら必ずテスト範囲を復
習しておくこと。
・ピアやグループでの発表を行います。授業で指示があったら、協力して準備を進め
、十分に練習しておくこと。

【必要な時間】
・予習・復習の時間は各1時間を目安とします。

■その他

・この授業は、過去に「中国語Ⅰ」を履修した学生を対象としています。
・中国語技能検定試験としてHSK（漢語水平考試）の１級～３級受験を勧めます。
・新型コロナウイルス感染予防策のため、対面授業と遠隔授業（オンライン講義）を
組み合わせて授業を行います。担当教員により、講義の形態や評価方法などが変わり
ます。詳しくは授業の中で説明します。初回は特に遠隔授業の受講環境（通信や端末
の環境）をチェックするので、必ず出席してください。
・2021年度導入のLMSなども段階的に使用しますが、社会状況に応じて柔軟にさまざ
まなツールを使いこなす意欲を持つこと。

2021(令和3)年4月1日
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2021 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 英語Ⅲ

開講期・単位 1年 前期・選択 2単位・演習

担 当 者 赤坂　安奈

■講義の目的および概要

読む、書く、聞く、話すの4技能を含めた総合的な英語運用能力の向上を目指し，特
に英文読解力の養成と語彙・文法知識の習得に重点を置く。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】

講義では、教材を利用しながら内容を理解するための説明を行った後、学生自身がペ
アワーク、ロールプレイング、ディスカッション等を多く行う。

【課題に対するフィードバックの方法】

授業で課した課題やレポート等について、その都度、評価を学生にフィードバックす
るとともに、模範解答例について、配付資料等により説明する。

■授業計画

①Orientation about this class, Self Introduction
②Funny Story / A duel of wits（知恵くらべ） - Part 1
③Funny Story / A duel of wits -（知恵くらべ）- Part 2
④Funny Story / Why "thumbs up" mean an approval?（親指を上に向けるとなぜ賛成
？）-Part 1
⑤Funny Story / Why "thumbs up" mean an approval?（親指を上に向けるとなぜ賛成
？）-Part 2
⑥Mini-presentation: Project outline and research
⑦Mini-presentation: Idea sharing and writing
⑧Mini-presentation #1 Performance
⑨Funny Story / Why do women live longer than men? （女性は長生きするように出
来ている？）-Part 1
⑩Funny Story / Why do women live longer than men? （女性は長生きするように出
来ている？）-Part 2
⑪Funny Story / Do the phases of the moon really affect our moods?(月には不思
議な力がある？)-Part 1
⑫Funny Story / Do the phases of the moon really affect our moods?(月には不思
議な力がある？)-Part 2
⑬Mini-presentation: Project outline and research
⑭Mini-presentation: Idea sharing and writing
⑮Mini-presentation #1 Performance

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
１．英語で書かれた論説文や物語文などを読み，英文レベルに応じて要旨や細部を理
解できる。
２．コロケーションを含む語彙力を向上させるとともに，文法に関わる理解を深める
。
３．英文読解を基盤とする言語活動を通して，他技能の運用能力も身につける。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
　「グローバルに活躍できる人材を育成する」という方針に基づき、世界の共通言語
としての英語の語彙力やコミュニケーション能力を身に付ける。

■成績評価基準と方法

評価の割合は、課題（20％）、e-learning(20%)、Mini-presentation#1(30%)、
Mini-presentation#2(30%)により総合的に見て評価を行う。なお３分の２以上の欠席
（５回欠席）をした者は単位を認定しない。

■テキスト・参考文献

教科書は使用しないので、その都度講義資料を配布する。
英和辞典（電子辞書も可）を必ず授業に持参すること。英文の内容を理解することが
テーマのひとつとなっている授業のため，授業内の活動でわからない単語があった場
合に自分で調べることが多々ある。なお，携帯電話等についている辞書の使用は認め
ていない。

■授業外学習

2021(令和3)年4月1日
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【具体的な内容】
　英文を読むためには，語彙や文法などについて英和辞典や各種参考書等を使って十
分に調べることが必要である。そのために，３０分以上しっかりと予習と復習をした
上で授業に出席することが望ましい。

■その他

出席は最低条件。なお，出席は毎回確認する。単に出席しているだけでは平常点とは
ならず，授業時における発表や課題の取り組み具合など，真剣に積極的に授業に取り
組む姿勢を評価する。加えて，遅刻，授業中の携帯電話（アプリの辞書含む）の使用
，居眠りは減点対象とする。
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2021 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 英語Ⅳ

開講期・単位 1年 後期・選択 2単位・演習

担 当 者 片岡　晃

■講義の目的および概要

文字によるreception(読む)とproduction(書く)言語活動の習熟を図り、議論、やり取
り、プレゼンテーションなどの課題を通して総合的な英語力向上を図る。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【授業方法】
英文を書く時に知らなければならない基本的なことから、段階を踏んで実習します。
最後には、自分で書いたものを元にしたプレゼンテーションの練習も行います。まと
まった英文を書いたことがない人や人前でプレゼンテーションをしたことがない人で
も、安心して取り組め、英語の力が確実に向上するよう授業を組み立てます。また、
人が書いたものについて質問し議論する課題に取り組むことを通して、的確に読める
よう訓練します。

【フィードバックについて】
授業中の小テストや課題、家庭学習に対する添削・コメントを通して英語力向上のた
めのフィードバックをします。

■授業計画

① Orientation, 英文を書く基本1：パラグラフの構造
② 英文を書く基本2：主題部分
③ 英文を書く基本3：展開部分
④ 英文を書く基本4：結論部分
⑤ 英文を書く実習1
⑥ 英文を書く実習2
⑦ 英文を書く実習3
⑧ 到達度評価1
⑨ 英文を書く実習4
⑩ 英文を書く実習5
⑪ 英文を書く実習6
⑫ プレゼンテーションの基本1：導入
⑬ プレゼンテーションの基本2：本体
⑭ プレゼンテーションの基本3：結論
⑮ 到達度評価2

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
日常生活や将来の仕事に使えるよう英語の知識と能力を身につけ、継続的に読解練習
やテーマに沿ったアクティビティを通して英語の基礎力を高める。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「国際社会の発展に寄与する社会人を育成する」に基づき、そのための基礎となる英
語の知識、技能を身につける。

■成績評価基準と方法

授業参加: 20% 家庭学習: 20%
到達度評価（筆記試験等）1: 30% 到達度評価（筆記試験等）2: 30%

■テキスト・参考文献

【テキスト】
『パターンで学ぶパラグラフ・ライティングとプレゼンテーション入門＜中級＞』
Leonid Yoffe 他著, 南雲堂出版

【参考文献】
特になし。

■授業外学習

【具体的な内容】
基本的にテキストに沿って授業を進めます。授業前に講義内容を送り、授業では演習
・練習を主に行います。復習を十分に行ってください。

【必要な時間】
課題を達成するのに必要な時間は人によって異なりますが、平均すると毎日30分程度
。

2021(令和3)年4月1日
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■その他

特になし。
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2021 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 韓国語Ⅰ

開講期・単位 1年 前後期・選択 2単位・演習

担 当 者 呉　泰均、趙　恵真、都　賢娥

■講義の目的および概要

本講義は韓国語の文字である「ハングル」の仕組みを理解し、基本的な日常会話につ
ながるために行います。なお、韓国語を習いながら、韓国における社会・文化を分か
り、国際社会をより深く理解する姿勢を身につけるのをめざします。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
テキストに従って進めて行きます。新しい文型の説明をした後、練習問題を中心にし
て、理解を深めていきます。

【課題に対するフィードバックの方法】
授業内で解説します。

■授業計画

①韓国、韓国語についての概略
②第1課　単母音・半母音
③第1課　初声(鼻音・流音)・終声(パッチム)①
④第2課　初声(平音)
⑤第2課　二重母音・母音のまとめ
⑥第2課　連音化
⑦第3課　初声(激音)
⑧第3課　初声(濃音)
⑨第3課　終声(パッチム)②
⑩ハングルのまとめ
⑪第4課　助詞「は」
⑫第4課　ムニダ体「です・ですか」
⑬第5課　助詞「が」・へヨ体「です・ですか」
⑭第5課　「ではありません」
⑮まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
韓国語への関心を持ったうえで、簡単な挨拶や自己紹介に応用できます。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「理想を求め、明日の地域社会、国際社会へ寄与する姿勢を身につけている学生に学
位を授与する」に基づき、日韓両国に対する社会的、文化的理解を深めて、世界的な
変化に対応する能力の獲得を通じて国際人として自立できる能力を身につける。

■成績評価基準と方法

期末テスト：50%
小テスト：20%
口頭発表：20%
授業への参加度：10％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
三訂版・韓国語の世界へ(入門編)、李潤玉他、朝日出版社

【参考文献】
なし

■授業外学習

【具体的な内容】
次回の授業範囲について、新しい単語の意味などを予習してください。また、前回の
授業内容を振り返り単語や文型を復習してください。

【必要な時間】
予習・復習の時間はそれぞれ2時間を目安とします。

■その他
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・授業中に、韓国語の発音について随時指名して発言を求めるので、しっかりと予習
・復習した上で授業に参加してください。
・韓国語Ⅱと原則同時に履修することができません。
・留学生は母国語を履修できません。
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2021 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 韓国語Ⅱ

開講期・単位 1年 後期・選択 2単位・演習

担 当 者 趙　恵真

■講義の目的および概要

本講義は、韓国語の基礎文法を利用し、日常会話に応用するために行います。なお、
日本と韓国の言語を関連付けて比較しながら、日韓両言語の理解を深めて、幅広い教
養として身につけるのを目指します。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
テキストに従って進めて行きます。新しい文型の説明をした後、練習問題を中心にし
て、理解を深めていきます。

【課題に対するフィードバックの方法】
メールなどでフィードバックします。

■授業計画

①ハングルの読み書き/自己紹介
②韓国語Ⅰまでの復習
③第6課　漢数詞・「に」「います・いません」
④ヨ体の作り方
⑤過去形の作り方
⑥第7課　「を」「も」
⑦第8課　「で」「に」
⑧第9課　「で」「から～まで」
⑨第9課　固有数詞
⑩第10課　「しに」「から～まで」
⑪第11課　不規則活用
⑫第11課　否定表現
⑬第12課　敬語
⑭第12課　「つもりです」「したいです」
⑮まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
韓国語の基礎文法を理解し、日常会話に応用できます。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「理想を求め、明日の地域社会、国際社会へ寄与する姿勢を身につけている学生に学
位を授与する」に基づき、日韓両国に対する社会的、文化的理解を深めて、世界的な
変化に対応する能力の獲得を通じて国際人として自立できる能力を身につける。

■成績評価基準と方法

期末テスト：50%
小テスト：20%
授業への参加度：10％
口頭発表：20%

■テキスト・参考文献

【テキスト】
三訂版・韓国語の世界へ(入門編)、李潤玉他、朝日出版社

【参考文献】
なし

■授業外学習

【具体的な内容】
次回の授業範囲について、新しい単語の意味などを予習してください。また、前回の
授業内容を振り返り単語や文型を復習してください。

【必要な時間】
予習・復習の時間はそれぞれ2時間を目安とします。

■その他

・授業中に韓国語の発音について随時指名して発言を求めるので、しっかりと予習・
復習した上で授業に参加してください。
・韓国語Ⅰと原則同時に履修することができません。
・韓国語Ⅰを修得したあと履修できます。
・留学生は母国語を履修できません。
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2021 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 学びの技法Ⅰ[現文]

開講期・単位 1年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 中津川　雅宣、横川　大輔

■講義の目的および概要

高校までとは異なる大学の特徴を理解し、将来を見据えながら大学で何かを学ぶため
に必要な技法を身につけることが目的です。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】一部講義の形式を取り入れた演習形式。演習というのは、学生の皆さん
が主体となる授業の形式です。受け身ではいけません。

【課題に対するフィードバックの方法】
・小課題は、次の授業回にコメント付きで返却する
・グループワークは、担当教員が口頭で講評する
・前期の振り返りについては、面談等でフィードバックする

■授業計画

①札幌国際大学で学ぶということ・manabaとresponについて①　
②大学でのノートの取り方①・manabaの使い方（基礎編）
③大学でのノートの取り方②・思考整理の方法1（フリーライティング）・manabaの
使い方（応用編）
④大学でのノートの取り方③・思考整理の方法2（マインドマップ）・レジュメとは
なにか？　manabaの使い方（発展編）
⑤図書館の使い方（図書館ガイダンス）＊
⑥大学でのノートの取り方④・レジュメとはなにか？③・剽窃がいけないこと
⑦大学でのノートの取り方⑤・レジュメとはなにか？④・クリティカルリーディング
⑧「調べて書く」とは？
⑨大学祭をレポートする
⑩グループワークの技法①：アイスブレイキング　協働について
⑪　　　〃　　　　　　②：ブレインストーミング
⑫　　　〃　　　　　　③：意見を集約する
⑬SDGｓとは何か①・フィールドワークとは何か
⑭SDGｓとは何か②・「本を読む」ということ　
⑮ポートフォリオの提出　夏休み中の課題について

＊図書館ガイダンスは、ほかの「学びの技法」のクラス、および演習授業との調整に
より、２・３週ずれる可能性がある

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
・大学に入学したばかりの学生が、現代文化学科における大学教育に適応して学ぶこ
とができる
・大学において学ぶ際に必要なスキルを教授され、自身で活用することができる

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
大学の卒業認定方針「①真理を探究し、自由を愛し、自らを省みる姿勢を身に付けて
いる」、「③自立して生きていくための生活習慣、社会人基礎力を身に付けている」
「⑥大学生活における諸活動を通じて、自主、自律、協同の精神を身に付けている」
に関わって、大学出の学修に適応できるようになることを目指す。

■成績評価基準と方法

・ノート課題……20％
・レジュメ課題……20％
・グループワークの取り組み成果……20％
・ポートフォリオ……20％
・課題提出物……20%

■テキスト・参考文献

【テキスト】基本的には用いない。適宜プリントを配布する。

【参考文献】必要に応じて紹介する

■授業外学習
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【具体的な内容】
授業の展開に応じて、次の授業のための課題や作業が出ます。当然それらをやってな
いと授業についてこれなくなりますから、課題や作業を行わないといけません。事前
学習といいます。

また、次の授業までに前の授業の復習の課題が出されます。事後学習といいます。

【必要な時間】
事前学習に毎週2時間、事後学習に毎週2時間。

■その他
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2021 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 学びの技法Ⅰ[臨床]

開講期・単位 1年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 佐藤　徹男、吉崎　俊一郎、品川　ひろみ、橋本　久美、赤城　由紀

■講義の目的および概要

大学での学びに必要な基本的スキルを身に付け、自身で活用することができることを
目的とする。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
大学の学びに必要な「読む・書く・聴く・話す・調べる・表現する」の基礎を身につ
けるためのトレーニングを行う。各ゼミ担当者に分かれて行う場合と、合同ゼミで行
う場合がある。またグループで課題解決学習に取り組むことを通して仲間との関係を
構築する。 

【課題に対するフィードバックの方法】
各ゼミの担当教員が、ワークシートの返却時に口頭またはワークシートへのコメント
で行う。

■授業計画

①オリエンテーション：大学での学びについて
②各ゼミでの仲間作り活動
③学生生活の目標　小レポート
④学びの計画　-長中期計画と短期の計画-
⑤授業の受け方　ノートの取り方を中心として
⑥レポートに必要な文章の書き方（１）レポートとは何か
⑦レポートに必要な文章の書き方（２）自分の考えをまとめる
⑧レポートの書き方　グループディスカッション
⑨アクティブラーニング　　アクティブラーニングとは何か　
⑩アクティブラーニング　（１）
⑪アクティブラーニング　（２）
⑫アクティブラーニング　（３）
⑬スポーツとコミュニケーション
⑭文献検索の実際　-書評を書くために-
⑮前期のまとめ　授業内レポート

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
スタディスキル（読む・書く・聴く・話す・調べる・表現する）の基礎を身に付ける
。聴き手・読み手のことを配慮した表現方法（レポートおよびプレゼンテーション）
について理解する。 仲間とともにグループワークを通して課題を解決する。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
当該科目は初年次教育科目として必修となっている。新入生は必ず履修すること。

■成績評価基準と方法

毎回の講義でのミニレポート課題および提出物70％
学期末課題の授業内レポート 30％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
全学共通『学びの技法』、『スタディガイド』『キャンパスガイド』

【参考文献】
参考文献は必要に応じて授業で紹介する。

■授業外学習

【具体的な内容】
準備学習の内容については、授業ごとにゼミ担当者から指示する。 　　　　　　　　
グループワークの計画と実施では、授業時間以外の時間を使い計画を立てたり、準備
することがあるので予定しておくように。具体的にはオリエンテーション時に説明す
る。

【必要な時間】
事前・事後学習はそれぞれ2時間程度が適当である。

■その他

授業計画及び成績評価基準は、学生の進度・状況そしてコロナ禍による影響により変
更することがあります。

2021(令和3)年4月1日

23



2021 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 学びの技法Ⅰ[子心]

開講期・単位 1年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 中野　茂、橋場　俊輔、青木　美和子、須藤　宏志

■講義の目的および概要

本演習では、大学で学ぶために必要な基本的技法を身につけることを目的とする。大
学での学びに必要な技法・知識を深めることを目指す。また、この学習を通じて学生
間での交流を図り、本学学生としての帰属意識・仲間意識および今後のキャリア形成
についても考える場とする。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
「読む・話す・調べる・整理する・まとめる」トレーニングを行う。そこから各自の
問題意識をフィールドワークにつなげていく。テキストの課題を行いながら、ライテ
ィングスキルを身に付ける。

【課題に対するフィードバックの方法】
テーマごとに提出される課題を確認し、アドバイザーから個々へのアドバイスを行う
。
この科目の学修を大学での全ての学びに反映させ発展させる。

■授業計画

①オリエンテーション、Zoom、manaba、コクサイのマナーについて
②資料の種類について、メールマナーと資料添付
③図書館ガイダンス
④参考図書の活用
⑤プレゼンテーションについて
⑥新聞に親しむ
⑦ 「問い」を立てる
⑧データベースの活用
⑨新聞記事の紹介
⑩意見文を書く
⑪雑誌に親しむ
⑫ 「おすすめの一冊」の紹介
⑬書評を読む
⑭書評を書く
⑮POPによる「おすすめの一冊」の紹介

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
1. スタディスキル（読む・話す・調べる・まとめる・発信する）基礎を身につける
。
2. 他者に配慮した話し方、書き方、参加の態度などの重要性について認識できる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
子ども心理専攻必修科目であり、学位【教育学】の学修の基礎となる科目である。自
立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力を養うと同時に修得した知識、技
能の活用能力を養う。

■成績評価基準と方法

①毎回の課題提出　70％
②書評　30％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
アカデミック・ライティングの基礎（晃洋書房）

【参考文献】
必要に応じて紹介する

■授業外学習

【具体的な内容】
①配付資料の復習確認 ②課題作成

【必要な時間】
①テキスト・配布資料の復習確認　5時間
②課題作成　30時間
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■その他

ゼミ長・副ゼミ長・学年代表の選出
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2021 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 学びの技法Ⅰ[スポビ]

開講期・単位 1年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 横山　克人、田部井　祐介、赤川　智保

■講義の目的および概要

本講義では、初年次教育の一環として大学生の学びの意味を理解するとともに、大学
で学ぶための技法（レポート・論文の作成他）の基礎力習得と、スポーツの実践、プ
ロスポーツの現状分析をテーマに実施するグループワークを通して非認知能力を高め
、スポーツビジネス学科における専門性に沿ったスキルを身につけることを目的とし
ます。また、zoomやmanaba使用に際して必要になるスキル（メールマナー、データ添
付、印刷、zoom機能　など）を支援します。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
講義形式、あるいは演習形式で授業を行います。グループワークやフィールドワーク
も行い、能動的な学修を目指します。3つのグループや少人数の班に分かれて行う場
合と合同で行う場合があります。本科目のほか、学部学科が指定するフィールドワー
ク等実践的学習の場に参加することがあります。

【課題に対するフィードバックの方法】
毎回、ポートフォリオの振り返りシートを記入し、理解度を確認し助言を行います。

■授業計画

①ガイダンス　（履修指導　札幌国際大学の基礎知識）　
②スポーツ実践
③図書館ガイダンス（図書館の活用法：検索方法と図書の借り方）
④ノートの取り方・レポートの書き方
⑤グループワーク①（企画）
⑥～⑦フィールドワークⅠ（プロスポーツの観戦）
⑧フィールドワークの振り返り・レポート作成（800字程度）
⑨グループワーク②（制作）
⑩グループワーク③（準備）
⑪グループワーク④（実行）
⑫～⑬フィールドワーク（プロスポーツの分析）
⑭フィールドワークの振り返り・レポート作成（800字程度）
⑮学科報告会の聴講

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①大学での学びの目的を理解し、必要な技法を身に付けることができる。
②資料を適切に活用し、文書による報告の手法を正しく習得する。
③スポーツ健康分野の現状を知り，問題点を認識することができる．

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
①自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力
②「スポーツ健康分野に関する基礎的知識と技能の科学的視点からの理解およびそれ
を基にした専門知識、技能の修得」および「スポーツ健康分野の課題分析力の修得」
に繋がるスポーツ健康分野の現状を認識することに関連する

■成績評価基準と方法

①提出物　　　　　　　（40％）
②グループワークの発表（30％）
③レポート　　（30％）

■テキスト・参考文献

【テキスト】
「Study Guide」「Campus Guide」

【参考文献】
必要に応じて資料を配布します。

■授業外学習

2021(令和3)年4月1日
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【具体的な内容】
授業内でPCを使用し、作業を進めることがあるため、基本的なWordやExcelの操作を
できるようにしておいてください。科目に関連する学部学科行事を実施した際は、到
達目標に関するレポートを行う場合があります。

【必要な時間】
予習・復習の時間は2時間を目安とします。

■その他

スポーツ観戦する際、交通費が実費でかかる場合があります。講義内容によって教室
の変更があるので掲示板等で確認をしてください。

2021(令和3)年4月1日
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2021 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 学びの技法Ⅰ[スポ指]

開講期・単位 1年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 安田　純輝、平田　嘉宏、後藤　ゆり、新井　貢、林　満章

■講義の目的および概要

大学で学ぶことの意味を理解するとともに、大学で学ぶための技法を習得する。
また、学ぶためには基本的生活習慣の中に、学習環境を整えることが必要であること
も理解し実践する。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
基本的に合同での講義形式あるいは演習形式で授業を行う。状況によっては、班ごと
の小グループまたは個別にグループワークやデスカッションを取り入れ、そこで話さ
れた内容を発表できるようにする。
本科目のほか、学部学科が指定するフィールドワーク等実践の場に参加することがあ
る。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題については必要に応じて配布し、授業内において解説するとともに、個別面談等
を実施し個々の課題解決も行う

■授業計画

①ガイダンス
②学びの基本（１）個人
③学びの基本（２）集団
④ノートの取り方
④図書館の活用法（１）事前指導
⑤図書館の活用法（２）図書館ガイダンス
⑥読書感想文の作成（１）
⑦読書感想文の作成（２）
⑦レジュメの作成及び発表（１）
⑧レジュメの作成及び発表（２）
⑨レポートの書き方（１）
⑩レポートの書き方（２）
⑪グループディスカッション（１）
⑫グループディスカッション（２）
⑬プレゼンテーション（１）
⑭プレゼンテーション（２）
⑮前期の振り返りと後期への展望（まとめのレポート）

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
大学での学びの目的を理解できる。
口頭発表や文書による報告の手法を習得できる。
基本的生活習慣を確認し、自ら学ぶ姿勢を確立できる。
スポーツ健康分野の現状を知り、問題点を認識することができる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「スポーツ健康分野に関する基礎的知識と技能の科学的視点からの理解およびそれぞ
れを基にした専門知識、技能の修得」および「スポーツ健康分野の課題分析力の修得
」に繋がるスポーツ健康分野の現状を認識することに関連する。

■成績評価基準と方法

①読書感想文（20％）
②レポート（30％）
③ディスカッション（30％）
④プレゼンテーション（20％）

■テキスト・参考文献

【テキスト】
「STUDY GIDE」「CAMPUS GIDE]

【参考文献】
必要に応じて配布する

2021(令和3)年4月1日
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■授業外学習

【具体的な内容】
事前学習として、基本的生活習慣を確認し、規則正しい生活を確立する。
また、教養を身につけるため読書をする習慣を身につける。
事後学習として、授業で身につけた学びの基本を実践する。
科目に関連する学部学科行事を実施した際は、到達目標に関するレポートを行う場合
がある。

【必要な時間】
事前事後学習として、それぞれ２時間を目安とする。

■その他

毎時間、授業の冒頭で活動の報告、予定を発表する時間があるので、積極的に発表す
る
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2021 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 学びの技法Ⅰ[観ビ]

開講期・単位 1年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 横田　久貴、田村　こずえ、藤崎　達也

■講義の目的および概要

大学在学中から卒業後までを見据えて大学での学びの意味を意識しながら、大学で学
ぶための基礎的な技法（論理的思考、文章力、課題発見・解決能力、ICT活用スキル
、メディア・リテラシー等）を習得することを目的とする。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
授業は講義形式および実習の要素を含む演習形式を組み合わせて行う。
配布資料等をファイリングしたり、デジタル資料を保存したりすることで、学習成果
の蓄積としてのポートフォリオを作成する。
【課題に対するフィードバックの方法】
授業内にて解説し、必要に応じて資料を配付する。

■授業計画

①オリエンテーション（大学の学び）
②図書館ガイダンス・履修登録・確認
第1部：インターネットやICTツールを学びに活かす
③Outlook、Office、Zoom
④Office365の基本機能と操作
⑤Office365の便利な使い方（ファイル共有と共同編集）
⑥クラウドを用いた様々な共同作業
第2部：情報収集・調査・記録
⑦調査とは（定量・定性）
⑧情報収集の方法
⑨データ分析の手法
⑩結果と考察、まとめの書き方
第3部：文献調査・成果発表
⑪要約・レジュメとは
⑫レジュメ作成①
⑬レジュメ作成②
⑭レジュメ作成③
⑮全体の振り返りとレジュメ発表
＊教室の割り当て等により変更の可能性がある。
＊図書館ガイダンスは第2回～5回くらいにクラス別で実施予定

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
・大学の学びの基礎であるアカデミックスキルを身につける。
・資料や情報の集め方、情報のまとめ方、レジュメ作成や発表といったICTと学習を
有機的に組み合わせたスキルを向上させる。
・調査、データ収集、分析などの研究の基本的な手法について理解する。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
この授業は、観光学部ディプロマポリシーのうち
①観光学の基礎的知識、技能の修得およびそれを基にした専門知識、技能の修得
③自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力
に該当する。

■成績評価基準と方法

出席と授業への取り組み　40%
課題の提出　20%
レジュメの作成・発表の完成度　40%

■テキスト・参考文献

【テキスト】
「キャンパスガイド」「スタディーガイド」
【参考文献】
必要に応じて、授業内で適宜指示する。

■授業外学習

【具体的な内容】
・必要に応じて課題を提出する。
・授業で課されるレポートや課題はOffice365（Word, PowerPoint等）で作成する。
【必要な時間】
予習・復習の時間はそれぞれ２時間を目安とする。

■その他
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・社会の動向に関心を向けながら、フォーラムや講演会などにも積極的に参加するこ
と。
・フィールドワークに関する費用は一部自己負担とする。
・2021年度導入のLMSなども段階的に使用するが、社会状況に応じて柔軟にさまざま
なツールを使いこなす意欲を持つこと。

2021(令和3)年4月1日
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2021 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 学びの技法Ⅰ[国観]

開講期・単位 1年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 杉江　聡子、齋藤　修

■講義の目的および概要

大学在学中から卒業後までを見据えて大学での学びの意味を意識しながら、大学で学
ぶための基礎的な技法（論理的思考、文章力、課題発見・解決能力、ICT活用スキル
、メディア・リテラシー等）を習得することを目的とする。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
授業は講義形式および実習の要素を含む演習形式を組み合わせて行う。
配布資料等をファイリングしたり、デジタル資料を保存したりすることで、学習成果
の蓄積としてのポートフォリオを作成する。

【課題に対するフィードバックの方法】
授業内にて解説し、必要に応じて資料を配付する。

■授業計画

①オリエンテーション（大学の学び、オンライン出席登録、履修登録・確認等）

第1部：インターネットやICTツールを学びに活かす
②Outlook、manaba、Office、Zoomについて
③Office365とmanabaの基本機能と操作（メールの書き方、送受信、アンケート、課
題の提出等）
④Office365とmanabaの便利な使い方（ファイル共有と共同編集）
⑤クラウドを用いた様々な共同作業（Teams, manabaのプロジェクト機能）
⑥図書館ガイダンス（文献資料の探し方等）

第2部：情報収集・調査・記録
⑦調査とは（定量・定性）
⑧情報収集の方法
⑨データ分析の手法
⑩結果と考察、まとめの書き方

第3部：文献調査・成果発表
⑪要約・レジュメとは
⑫レジュメ作成①
⑬レジュメ作成②
⑭レジュメ作成③
⑮全体の振り返りとレジュメ発表

＊教室の割り当て等により変更の可能性がある。
＊図書館ガイダンスは日程調整により変更の場合がある。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
・大学の学びの基礎であるアカデミックスキルを身につける。
・資料や情報の集め方、情報のまとめ方、レジュメ作成や発表といったICTと学習を
有機的に組み合わせたスキルを向上させる。
・調査、データ収集、分析などの研究の基本的な手法について理解する。
・事実やポイントの要約型の文章をWord文書・A4サイズ・1ページ程度の分量にまと
める（40字×40行＝1600字以内）

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
この授業は、観光学部ディプロマポリシーのうち
①観光学の基礎的知識、技能の修得およびそれを基にした専門知識、技能の修得
③自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力
に該当する。

■成績評価基準と方法

出席と授業への取り組み　40%
課題の提出　20%
レジュメの作成・発表の完成度　40%

■テキスト・参考文献

【テキスト】
「キャンパスガイド」「スタディーガイド」

【参考文献】
必要に応じて、授業内で適宜指示する。
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■授業外学習

【具体的な内容】
・必要に応じて課題を提出する。
・授業で課されるレポートや課題はOffice365（Word, PowerPoint等）で作成する。

【必要な時間】
予習・復習の時間はそれぞれ２時間を目安とする。

■その他

・社会の動向に関心を向けながら、フォーラムや講演会などにも積極的に参加するこ
と。
・フィールドワークに関する費用は一部自己負担とする。
・2021年度導入のLMSなども段階的に使用するが、社会状況に応じて柔軟にさまざま
なツールを使いこなす意欲を持つこと。
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2021 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 学びの技法Ⅰ[観光・留学生]

開講期・単位 1年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 細野　弥恵

■講義の目的および概要

大学在学中から卒業後までを見据えて大学での学びの意味を意識しながら、大学で学
ぶための基礎的な技法（論理的思考、文章力、課題発見・解決能力、ICT活用スキル
、メディア・リテラシー等）を習得することを目的とする。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
授業は講義形式および実習の要素を含む演習形式を組み合わせて行う。
配布資料等をファイリングしたり、デジタル資料を保存したりすることで、学習成果
の蓄積としてのポートフォリオを作成する。

【課題に対するフィードバックの方法】
授業内にて解説し、必要に応じて資料を配付する。

■授業計画

①オリエンテーション（大学の学び、オンライン出席登録、履修登録・確認等）

◆第1部：インターネットやICTツールを学びに活かす
②Outlook、manaba、Office、Zoomについて
③Office365とmanabaの基本機能と操作（メールの書き方、送受信、アンケート、課
題の提出等）
④Office365とmanabaの便利な使い方（ファイル共有と共同編集）
⑤クラウドを用いた様々な共同作業（Teams, manabaのプロジェクト機能）
⑥図書館ガイダンス（文献資料の探し方等）

◆第2部：情報収集・調査・記録
⑦調査とは
⑧情報収集の方法
⑨データ分析の手法
⑩結果と考察、まとめの書き方

◆第3部：文献調査・成果発表
⑪要約・レジュメとは
⑫レジュメ作成①
⑬レジュメ作成②
⑭レジュメ作成③
⑮全体の振り返りとレジュメ発表

＊教室の割り当て等により内容変更の場合がある。
＊図書館ガイダンスは日程調整により変更の場合がある。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
・大学の学びの基礎であるアカデミックスキルを身につける。
・資料や情報の集め方、情報のまとめ方、レジュメ作成や発表といったICTと学習を
有機的に組み合わせたスキルを向上させる。
・調査、データ収集、分析などの研究の基本的な手法について理解する。
・事実やポイントの要約型の文章をWord文書・A4サイズ・1ページ程度の分量にまと
める（40字×40行＝1600字以内）

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
この授業は、観光学部ディプロマポリシーのうち
①観光学の基礎的知識、技能の修得およびそれを基にした専門知識、技能の修得
③自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力
に該当する。

■成績評価基準と方法

出席と授業への取り組み　40%
課題の提出　20%
レジュメの作成・発表の完成度　40%

■テキスト・参考文献

【テキスト】
「キャンパスガイド」「スタディーガイド」

【参考文献】
必要に応じて、授業内で適宜指示する。
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■授業外学習

【具体的な内容】
・必要に応じて課題を提出する。
・授業で課されるレポートや課題はOffice365（Word, PowerPoint等）で作成する。

【必要な時間】
予習・復習の時間はそれぞれ２時間を目安とする。

■その他

・社会の動向に関心を向けながら、フォーラムや講演会などにも積極的に参加するこ
と。
・フィールドワークに関する費用は一部自己負担とする。
・2021年度導入のLMSなども段階的に使用するが、社会状況に応じて柔軟にさまざま
なツールを使いこなす意欲を持つこと。
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2021 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 学びの技法Ⅰ[観光・秋入学]

開講期・単位 1年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 杉江　聡子、細野　弥恵

■講義の目的および概要

大学在学中から卒業後までを見据えて大学での学びの意味を意識しながら、大学で学
ぶための基礎的な技法（論理的思考、文章力、課題発見・解決能力、ICT活用スキル
、メディア・リテラシー等）を習得することを目的とする。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
授業は講義形式および実習の要素を含む演習形式を組み合わせて行う。
配布資料等をファイリングしたり、デジタル資料を保存したりすることで、学習成果
の蓄積としてのポートフォリオを作成する。

【課題に対するフィードバックの方法】
授業内にて解説し、必要に応じて資料を配付する。

■授業計画

①オリエンテーション（大学の学び、オンライン出席登録、履修登録・確認等）

◆第1部：インターネットやICTツールを学びに活かす
②Outlook、manaba、Office、Zoomについて、Office365とmanabaの基本操作（（メー
ルの書き方、送受信、アンケート、課題の提出）
③Office365とmanabaの便利な使い方、クラウドを用いた様々な共同作業（ファイル
共有、共同編集、Teams）
④図書館ガイダンス（文献資料の探し方、電子書籍の利用登録）

◆第2部：情報収集・調査・記録
⑤調査とは
⑥情報収集の方法
⑦データ分析の手法
⑧結果と考察、まとめの書き方

◆第3部：Wordの使い方、レジュメ作成、成果発表
⑨Wordの使い方
⑩出典と引用のルール
⑪要約してみよう
⑫レジュメの形式と箇条書き
⑬レジュメ発表について
⑭レジュメ発表の準備
⑮レジュメ発表と全体の振り返り

＊教室の割り当て等により内容変更の場合がある。
＊図書館ガイダンスは日程調整により変更の場合がある。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
・大学の学びの基礎であるアカデミックスキルを身につける。
・資料や情報の集め方、情報のまとめ方、レジュメ作成や発表といったICTと学習を
有機的に組み合わせたスキルを向上させる。
・調査、データ収集、分析などの研究の基本的な手法について理解する。
・事実やポイントの要約型の文章をWord文書・A4サイズ・1ページ程度の分量にまと
める（40字×40行＝1600字以内）

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
この授業は、観光学部ディプロマポリシーのうち
①観光学の基礎的知識、技能の修得およびそれを基にした専門知識、技能の修得
③自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力
に該当する。

■成績評価基準と方法

出席と授業への取り組み　40%
課題の提出　20%
レジュメの作成・発表の完成度　40%

■テキスト・参考文献

【テキスト】
「キャンパスガイド」「スタディーガイド」

【参考文献】
必要に応じて、授業内で適宜指示する。
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■授業外学習

【具体的な内容】
・必要に応じて課題を提出する。
・授業で課されるレポートや課題はOffice365（Word, PowerPoint等）で作成する。

【必要な時間】
予習・復習の時間はそれぞれ２時間を目安とする。

■その他

・社会の動向に関心を向けながら、フォーラムや講演会などにも積極的に参加するこ
と。

・2021年度導入のLMSなども段階的に使用するが、社会状況に応じて柔軟にさまざま
なツールを使いこなす意欲を持つこと。
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2021 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 学びの技法Ⅱ[現文]

開講期・単位 1年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 中津川　雅宣、横川　大輔

■講義の目的および概要

本学での第１セメスター（学期）を終えて高校までとの違いを実感したうえで、前期
の「学びの技法I」で修得したスキルを振り返り、更に情報発信を行っていくための
スキルに磨きをかけていくことを目的とします。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
一部講義の形式を取り入れた演習形式。演習というのは、教員ではなく学生の皆さん
が主体となる授業の形式です。受け身ではいけません。

【課題に対するフィードバックの方法】
・小課題は、次の授業回にコメント付きで返却する
・グループワークは、担当教員が口頭で講評する
・学年の振り返りについては、面談等でフィードバックする

■授業計画

①春学期の振り返りと将来に向けての今後の学びについて
②BookReportの課題提出　グループワーク（GW)に向けて
③GW「SDGｓとこれからの自分」キックオフ！・BookReportの添削返却と書き直し①
④GW（１）ブレストでアイデア出し！・BookReportの添削返却と書き直し②
⑤GW（２）意見集約と方向性の確認・BookReportの添削返却と書き直し③　　　
⑥GW（３）フィールドワーク事前調査　　　　
⑦GW（４）JICAフィールドワーク
⑧GW（５）　　　　〃
⑨GW（６）フィールドワークのまとめ
⑩GW（７）調査
⑪GW（８）調査のまとめ
⑫プレゼンテーションするとは
⑬グループワーク「SDGｓとこれからの自分」（９）発表
⑭発表の講評をうけてグループワークの振り返り
⑮一年間を振り返る（ポートフォリオ提出）

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
・大学に入学したばかりの学生が、現代文化学科における大学教育に適応して学ぶこ
とができる
・大学において学ぶ際に必要なスキルを教授され、自身で活用することができる

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
大学の卒業認定方針「①真理を探究し、自由を愛し、自らを省みる姿勢を身に付けて
いる」、「③自立して生きていくための生活習慣、社会人基礎力を身に付けている」
「⑥大学生活における諸活動を通じて、自主、自律、協同の精神を身に付けている」
に関わって、大学出の学修に適応できるようになることを目指す。

■成績評価基準と方法

BookReport（書評）・・・20％
グループワークの毎回の報告書・・・・・・20％
グループワークのフィールドワーク・・・10％
グループワークのフィールドワークの発表とレポート・・・30％
ポートフォリオ・・・20％

■テキスト・参考文献

【テキスト】基本的には用いない。適宜プリントを配布する。

【参考文献】その他については、必要に応じて紹介する

■授業外学習

【具体的な内容】
春学期とは異なり、自分の関心に合わせて調査する比率が増えます。当然授業内で完
結しませんから、授業以外の時間も使って、調査したり、まとめたり、発表準備する
必要があります。そうしないと、授業中に教員からのコメントを効果的にもらうこと
ができません。

【必要な時間】
事前と事後と判然とわけられず、授業外学習という形で約4時間ほどかかる
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■その他
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2021 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 学びの技法Ⅱ[臨床]

開講期・単位 1年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 佐藤　徹男、吉崎　俊一郎、品川　ひろみ、橋本　久美、赤城　由紀

■講義の目的および概要

大学での学びに必要な基本的スキルを身に付けることを目的とします。
学びの技法Ⅰで学んだ技法を応用し、技法の定着と、より高度な技法の獲得をめざし
ます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
学びの技法Ⅰで学んだ「読む・書く・聴く・話す・調べる・表現する」等の基礎的な
学びのスキルを応用した課題に取り組む。具体的には、①「書評」の作成　②文学を
もとにした心理学視点でのレポート作成　③各自が設定したテーマを基にレジュメを
作成し、パワーポイントを用いてのプレゼンテーションを行う。

【課題に対するフィードバックの方法】
各ゼミの担当教員が、ワークシートの返却時に口頭またはワークシートへのコメント
で行う。

■授業計画

①オリエンテーション　秋学期の学習計画の作成
②「学び」の表現：書評の書き方
③「学び」の表現：書評作成
④「学び」の表現：書評添削と修正　
⑤コミュニケーションスキルを学ぶ（グループワーク）
⑥PPTプレゼンテーション（１）解説
⑦PPTプレゼンテーション（２）準備
⑧PPTプレゼンテーション（３）作成
⑨PPTプレゼンテーション（４）添削と修正
⑩PPTプレゼンテーション（５）まとめと最終確認
⑪プレゼンテーションゼミ内発表会Ⅰ
⑫プレゼンテーションゼミ内発表会Ⅱ
⑬プレゼンテーションゼミ内発表会Ⅲ
⑭合同ゼミ成果発表会
⑮まとめ反省会など

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
スタディスキル（読む・書く・聴く・話す・調べる・表現する）の基礎を身に付ける
。聴き手・読み手のことを配慮した表現方法（レポートおよびプレゼンテーション）
について理解する。 

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
当該科目は初年次教育科目として必修となっている。新入生は必ず履修すること。

■成績評価基準と方法

書評課題：30％　　
プレゼンテーション課題・発表・評価シート：30％
毎回の講義でのアセスメントシート：20％　
最終レポート：20％ 　
これらすべてが提出されていること。

■テキスト・参考文献

【テキスト】
全学共通『学びの技法』、『スタディガイド』、『キャンパスガイド』

【参考文献】
参考文献は必要に応じて授業で紹介する。

■授業外学習

【具体的な内容】
授業で提示した課題は必ず提出すること。また、書評やパワーポイントの作成では、
資料や文献を収集し授業に臨むこと。

【必要な時間】
事前事後学習時間の目安は、2時間程度を目安とする。

■その他

授業計画及び成績評価基準は、学生の進度・状況そしてコロナ禍による影響により変
更することがあります。
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2021 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 学びの技法Ⅱ[子心]

開講期・単位 1年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 中野　茂、橋場　俊輔、青木　美和子、須藤　宏志

■講義の目的および概要

本演習では、大学で学ぶために必要な基本的技法を身につけることを目的とする。学
びの技法Ⅰで学んだ技法を活用しながら、大学での学びに必要な技法・知識を深める
ことを目指す。また、この学習を通じて学生間での交流を図り、本学学生としての帰
属意識・仲間意識および今後のキャリア形成についても考える場とする。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
学びの技法Ⅰで学んだ「読む・話す・調べる・整理する・まとめる」をベースに、レ
ポートを書く際に必要な作法を学び、実際にレポートを作成する。

【課題に対するフィードバックの方法】
テーマ毎に提出する課題やレポート等を評価しフィードバックする。
この科目の学修を大学での全ての学びに反映させ発展させる。

■授業計画

①オリエンテーション、レポートを書く目的と効果
②レポートの特徴
③レポートを書く(1)
④レポートをチェックし合う―ピア・レスポンス―
⑤レポートを書く(2)
⑥資料を読む必要性
⑦資料を読む力(読解力)を養う(1)
⑧資料を読む力(読解力)を養う(2)
⑨資料をまとめる力(要約力)を養う
⑩ 資料からテーマに関する情報を得る
⑪問いを立て主張を決める
⑫アウトラインを決め根拠をそろえる
⑬資料の引用
⑭レポートを書いて推敲する
⑮清書し提出

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
スタディスキル（読む・話す・調べる・まとめる・発信する）の基礎を身につける。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
子ども心理専攻必修科目であり、学位【教育学】の学修の基礎となる科目である。自
立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力を養うと同時に修得した知識、技
能の活用能力を養う。

■成績評価基準と方法

①毎回の課題提出　60％
②レポート（800字程度）　40％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
アカデミック・ライティングの基礎（晃洋書房）

【参考文献】
必要に応じて紹介する

■授業外学習

【具体的な内容】
①テキストや配付資料の復習確認
②レポート作成

【必要な時間】
①テキストや配付資料の復習確認 15時間
②レポート作成 15時間

■その他
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2021 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 学びの技法Ⅱ[スポビ]

開講期・単位 1年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 横山　克人、田部井　祐介、赤川　智保

■講義の目的および概要

大学で学ぶことの意味を理解するとともに、大学で学ぶための技法を習得することを
目的とし「学びの技法Ⅰ」で学んだ技法を活用しながらさらに向上させ、スポーツビ
ジネス学科の専門性のスキルアップを目指します。また、zoomやmanaba使用に際して
必要になるスキル（メールマナー、データ添付、印刷、zoom機能　など）を支援しま
す。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
講義形式、あるいは演習形式で授業を行います。グループワークやフィールドワーク
も行い、能動的な学修を目指します。3つのグループや少人数の班に分かれて行う場
合と合同で行う場合があります。また、本科目のほか、学部学科が指定するフィール
ドワーク等実践的学習の場に参加することがあります。

【課題に対するフィードバックの方法】
毎回、ポートフォリオの振り返りシートを記入、理解度を確認し助言を行います。

■授業計画

①ガイダンス　（履修指導）
②論文の要約　
③学科プロジェクトⅠ（企画）
④学科プロジェクトⅡ（実行）
⑤外部講師の講話
⑥フィールドワークⅠボランティア
⑦フィールドワークⅡボランティア
⑧～⑨フィールドワーク（プロスポーツの観戦と分析）
⑩プレゼンテーションⅠ（企画）
⑪プレゼンテーションⅡ（制作）
⑫プレゼンテーションⅢ（合同発表）
⑬プレゼンテーションⅣ（合同発表）
⑭まとめのレポート（800字程度）
⑮学科合同集会

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①資料や調査内容を文書による報告の手法で正しくまとめることができるようになる
②視覚的資料（パワーポイント）を用いたプレゼンテーション技能を習得すること
③スポーツ健康分野の現状を知り、問題点を認識することができる

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
①習得した知識、技能の活用能力
②自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力
③「スポーツ健康分野に関する基礎的知識と技能の科学的視点からの理解およびそれ
を基にした専門知識、技能の修得」および「スポーツ健康分野の課題分析力の修得」
に繋がるスポーツ健康分野の現状を認識することに関連する

■成績評価基準と方法

①提出物　　　　　　　　（40％）
②プレゼンテーション発表（30％）
④まとめのレポート　　　（30％）

■テキスト・参考文献

【テキスト】
「Study Guide」「Campus Guide」

【参考文献】
必要に応じて資料を配布します。

■授業外学習

【具体的な内容】
パワーポイントを用いたプレゼンテーション発表を行うため、基本的な操作をできる
ようにしておいてください。科目に関連する学部学科行事を実施した際は、到達目標
に関するレポートを行う場合があります。

【必要な時間】
予習・復習の時間は2時間を目安とします。
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■その他

フィールドワークの際に交通費が実費でかかる場合があります。 講義内容によって
教室の変更があるので掲示板等で確認をしてください。
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2021 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 学びの技法Ⅱ[スポ指]

開講期・単位 1年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 安田　純輝、平田　嘉宏、後藤　ゆり、新井　貢、林　満章

■講義の目的および概要

大学での学びに必要な基本的スキル(読む、書く、調べる、表現する)を身に付けるこ
とを目的とする。学びの技法Ⅰでの学習を発展させ、より高度な技法の獲得をめざす
。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
班ごとのグループワークを主体とする。毎時間テーマを決めディスカッションを行い
、その内容を全体に輪番制で全員発表する。
本科目のほか、学部学科が指定するフィールドワーク等実践的学習の場に参加するこ
とがある。

【課題に対するフィードバックの方法】
必要に応じて課題を配布し、授業内で解説する。また、個別面談を実施し個々の課題
にも対応する。

■授業計画

①学習計画の検討（秋学期の目標設定）
②学習の基本的スキルの再確認
③グループディスカッションと発表１
④グループディスカッションと発表２
⑤グループディスカッションと発表３
⑥個人プレゼンテーション１
⑦個人プレゼンテーション２
⑧個人プレゼンテーション３
⑨個人プレゼンテーション４
⑩グループワーク１（テーマの設定）
⑪グループワーク２（調査）
⑫グループワーク３（まとめ）
⑬グループワーク４（発表準備、パワーポイント作成）
⑭グループワーク５（グループ発表）
⑮１年間の振り返りと次年度に向けて （まとめのレポート）

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
大学での学びを理解する。
グループワークで建設的な話し合いができ、その内容を的確に伝える発表ができる。
スポーツ健康分野の現状を知り、問題点を認識することができる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「スポーツ健康分野に関する基礎的知識と技能の科学的視点からの理解およびそれぞ
れを基にした専門知識、技能の修得」および「スポーツ健康分野の課題分析力の修得
」に繋がるスポーツ健康分野の現状を認識することに関連する。

■成績評価基準と方法

①　課題レポート　（20%）
②　ディスカッション・活動状況　　　（30%）
③　個人プレゼンテーション　（20%）
④　グループワーク（30％）

■テキスト・参考文献

【テキスト】
「STUDY GIDE」「CAMPUS GIDE」

【参考文献】
必要に応じて配布する。

■授業外学習
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【具体的な内容】
事前学習として、春学期に身につけた大学での学びを再確認し、基本的生活における
基礎基本を実践する。
事後学習として、授業で身につけたコミュニケーション能力を発揮し、積極的に他の
人と関わり教養を高める。
科目に関連する学部学科行事を実施した際は、到達目標に関するレポートを行う場合
がある。

【必要な時間】
事前事後学習として、それぞれ２時間を目安とする。

■その他

授業の最初に、活動の報告、予定を発表する時間を設けるので、積極的に発表する。
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2021 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 学びの技法Ⅱ[観ビ]

開講期・単位 1年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 横田　久貴、田村　こずえ、藤崎　達也

■講義の目的および概要

春学期の「学びの技法Ⅰ」で習得した学びの基礎的スキルを踏まえ、本科目では「発
信する力」を中心に養成していく。また、学びの技法Ⅰを終えた段階で、改めて本学
の特徴を確認し、各自が明確な学習目標の設定やキャリアパスの設計ができるように
なることを目指す。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
授業は講義形式および実習の要素を含む演習形式を組み合わせて行う。
配布資料等をファイリングしたり、デジタル資料を保存したりすることで、学習成果
の蓄積としてのポートフォリオを作成する。

【課題に対するフィードバックの方法】
授業内にて解説し、必要に応じて資料を配付する。

■授業計画

①オリエンテーション
②SDGs（2030年の社会と自分を考える）
③観光産業の概略
④社会問題と観光
⑤社会問題と観光と私
⑥フィールドワークとの関連付け
⑦プレゼンテーションとは
⑧プレゼンテーションの準備（1）
⑨プレゼンテーションの準備（2）
⑩プレゼンテーションの準備（3）
⑪PowerPoint作成（1）
⑫PowerPoint作成（2）
⑬PowerPoint作成（3）
⑭クラス内発表
⑮全体発表

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
・レジュメ、口頭発表、パワーポイントなど異なるプレゼンテーション技能を習得す
る。
・課題について適切な情報収集や調査活動ができるようになる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
この授業は、観光学部ディプロマポリシーのうち
①観光学の基礎的知識、技能の修得およびそれを基にした専門知識、技能の修得
③自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力
に該当

■成績評価基準と方法

出席と授業への取り組み　40%
課題の提出　20%
プレゼンテーションの作成・発表の完成度　40%

■テキスト・参考文献

【テキスト】
「キャンパスガイド」「スタディーガイド」

【参考文献】
必要に応じて、授業内で適宜指示する。

■授業外学習

【具体的な内容】
・必要に応じて課題を提出する。
・授業で課されるレポートや課題はOffice365（Word, PowerPoint等）で作成する。
【必要な時間】
予習・復習の時間はそれぞれ２時間を目安とする。
【必要な時間】

■その他

2021(令和3)年4月1日
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・社会の動向に関心を向けながら、フォーラムや講演会などにも積極的に参加するこ
と。
・2021年度導入のLMSなども段階的に使用するが、社会状況に応じて柔軟にさまざま
な
ツールを使いこなす意欲を持つこと。

2021(令和3)年4月1日
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2021 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 学びの技法Ⅱ[国観]

開講期・単位 1年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 杉江　聡子、齋藤　修

■講義の目的および概要

春学期の「学びの技法Ⅰ」で習得した学びの基礎的スキルを踏まえ、本科目では「発
信する力」を中心に養成していく。また、学びの技法Ⅰを終えた段階で、改めて本学
の特徴を確認し、各自が明確な学習目標の設定やキャリアパスの設計ができるように
なることを目指す。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
授業は講義形式および実習の要素を含む演習形式を組み合わせて行う。
配布資料等をファイリングしたり、デジタル資料を保存したりすることで、学習成果
の蓄積としてのポートフォリオを作成する。

【課題に対するフィードバックの方法】
授業内にて解説し、必要に応じて資料を配付する。

■授業計画

①オリエンテーション（Office365にサインイン、Outlook、Word、PowerPointを開く
、秋学期の抱負Word文書作成、manabaから提出）
②SDGs事前学習
③外部招聘講師によるSDGsをテーマとしたオンラインレクチャー
④SDGs事後学習（SDGsのバックキャスト、課題解決策の実現と行動のプロセスを整理
しテーマ化する）
⑤実務家教員による講義とディスカッション「国際化する観光産業で求められる人材
とは」
⑥「10年後の自分をイメージしよう」（アジェンダの作成、観光産業に対する個人の
貢献と責任）
⑦観光と社会問題の光と影
⑧観光学と調査手法
⑨プレゼン準備１（プレゼンテーションとは、PoiwerPointを用いたスライド作成の
基本操作、昨年度の先輩の作品を参考にリテラシーチェック）
⑩プレゼン準備２
⑪プレゼン準備３
⑫プレゼン準備４
⑬プレゼン準備５
⑭クラス内発表、全体発表者の選抜
⑮全体で合同発表、講評会

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
・レジュメ、口頭発表、パワーポイントなど異なるプレゼンテーション技能を習得す
る。（めやす：15分の口頭発表、文字・写真・図表・メディアコンテンツを組み合わ
せた20ページ程度のPowerPointスライド）
・SDGsの17目標、観光産業、自分自身を関連付け、テーマや課題を設定できる。
・課題について適切な情報収集や調査活動ができるようになる。
・人前で自分の意見を主張し、スライドを用いて口頭発表できるようになる
・他者の意見を傾聴し、良い点・改善点などの批判的視点も受け入れ、改善を図り、
課題を共有する態度を養う。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
この授業は、観光学部ディプロマポリシーのうち
①観光学の基礎的知識、技能の修得およびそれを基にした専門知識、技能の修得
③自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力
に該当する。

■成績評価基準と方法

授業への取り組み　40%
課題の提出　20%
プレゼンテーションの作成・発表の完成度　40%

■テキスト・参考文献
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【テキスト】
「キャンパスガイド」「スタディーガイド」

【参考文献】
必要に応じて、授業内で適宜指示する。

■授業外学習

【具体的な内容】
・必要に応じて課題を提出する。
・授業で課されるレポートや課題はOffice365（Word, PowerPoint等）で作成する。

【必要な時間】
予習・復習の時間はそれぞれ２時間を目安とする。

■その他

・社会の動向に関心を向けながら、フォーラムや講演会などにも積極的に参加するこ
と。
・2021年度導入のLMSなども段階的に使用するが、社会状況に応じて柔軟にさまざま
なツールを使いこなす意欲を持つこと。
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49



2021 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 学びの技法Ⅱ[観光・留学生]

開講期・単位 1年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 細野　弥恵

■講義の目的および概要

春学期の「学びの技法Ⅰ」で習得した学びの基礎的スキルを踏まえ、本科目では「発
信する力」を中心に養成していく。また、「学びの技法Ⅰ」を終えた段階で、改めて
本学の特徴を確認し、各自が明確な学習目標の設定やキャリアパスの設計ができるよ
うになることを目指す。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
授業は講義形式および実習の要素を含む演習形式を組み合わせて行う。
配布資料等をファイリングしたり、デジタル資料を保存したりすることで、学習成果
の蓄積としてのポートフォリオを作成する。

【課題に対するフィードバックの方法】
授業内にて解説し、必要に応じて資料を配付する。

■授業計画

①オリエンテーション（Office365にサインイン、Outlook、Word、PowerPointを開く
、秋学期の抱負をWordに作成しmanabaで提出する）
②SDGs準備学習
③外部招聘講師によるSDGsをテーマとしたオンラインレクチャー
④SDGs事後学習（SDGsのバックキャスト、課題解決策の実現と行動のプロセスを整理
しテーマ化する）
⑤実務家教員による講義とディスカッション「国際化する観光産業で求められる人材
とは」
⑥「10年後の自分をイメージしよう」（アジェンダの作成、観光産業に対する個人の
貢献と責任）
⑦観光と社会問題の光と影
⑧観光学と調査方法
⑨プレゼン準備１（プレゼンテーションとは、PoiwerPointを用いたスライド作成の
基本操作、昨年度の先輩の作品を参考にリテラシーチェック）
⑩プレゼン準備２
⑪プレゼン準備３
⑫プレゼン準備４
⑬プレゼン準備５
⑭クラス内発表、全体発表者の選抜
⑮全体で合同発表会、講評会

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
・レジュメ、口頭発表、パワーポイントなど異なるプレゼンテーション技能を習得す
る。（めやす：15分の口頭発表、文字・写真・図表・メディアコンテンツを組み合わ
せた20ページ程度のPowerPointスライド）
・SDGsの17の目標、観光産業、自分自身を関連付け、テーマや課題を設定できる。
・課題について適切な情報収集や調査活動ができるようになる。
・人前で自分の意見を主張し、スライドを用いて口頭発表できるようになる
・他者の意見を傾聴し、良い点・改善点などの批判的視点も受け入れ、改善を図り、
課題を共有する態度を養う。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
この授業は、観光学部ディプロマポリシーのうち
①観光学の基礎的知識、技能の修得およびそれを基にした専門知識、技能の修得
③自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力
に該当する。

■成績評価基準と方法

出席と授業への取り組み　40%
課題の提出　20%
プレゼンテーションの作成・発表の完成度　40%

■テキスト・参考文献

【テキスト】
「キャンパスガイド」「スタディーガイド」

【参考文献】
必要に応じて、授業内で適宜指示する。
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■授業外学習

【具体的な内容】
・必要に応じて課題を提出する。
・授業で課されるレポートや課題はOffice365（Word, PowerPoint等）で作成する。

【必要な時間】
予習・復習の時間はそれぞれ２時間を目安とする。

■その他

その他
・社会の動向に関心を向けること。
・2021年度導入のLMSなども段階的に使用するが、社会状況に応じて柔軟にさまざま
なツールを使いこなす意欲を持つこと。
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2021 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 日本文化演習（華道）[春学期]

開講期・単位 1年 前期・選択 2単位・演習

担 当 者 桂　葉子

■講義の目的および概要

先人たちは花を生けることを通して自らの人生を模索しました。
華道は長い歴史に培われた日本独自の美意識から生まれた『花の芸術』です。
本講座では<和の心>をキーワードにして、華道の基礎理論と基礎技法の習得をめざし
ます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
華道概論の講義と講師のデモンストレーションから始めます。その後、華道実習(講
義・作品制作・手直し・作品録完成)を繰り返すことで理解を深めてゆきます。また
、小テストやレポートで習熟度のチェックをします。

【課題に対するフィードバックの方法】
学生は作品録を完成することで、自己作品の分析と評価を行います。
講師は個別の手直しを行い、最後に総評と質疑応答をします。
小テストやレポートについては授業内で模範解答例を具体的に説明し、総評をします
。

■授業計画

①ガイダンス　講師によるデモンストレーション
②講義　華道概論-華道の歴史と様式　自由花の構成
③実習準備　道具の使い方　割り稽古
④実習(1)なびく花
⑤実習(2)横の花
⑥実習(3)面の花
⑦作品鑑賞とレポート(小テスト)
⑧実習(4)テクニック・テーピング
⑨講義　生花と書院造り
⑩実習(5)構成要素と立体構成その1
⑪実習(6)構成要素と立体構成その2
⑫デザインプラン・プレゼンテーション(小テスト)
⑬実習(7)自由制作
⑭実習(8)自由制作
⑮全体のまとめと振り返り　レポート

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
華道の基礎理論と基礎技法を理解する。
美の設定を明確にした自由花を作ることができる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
本講座は自立して生きてゆくための教養の1つであり、華道を通じて真理を探究し自
由を愛し自らを省みる姿勢を身に付けます。
また、日本文化の理解は国際人として活躍する際に役立つ重要な要素の1つです。

■成績評価基準と方法

華道実習及び作品録の提出　　　　　　40％
小テスト(作品鑑賞・デザインプラン)　20％
全体のまとめ(レポート)　　　　　　　40％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
『はじめるいけばな　学校華道』　監修:池坊専永　　発行所:日本華道社

【参考文献】

■授業外学習
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【具体的な内容】
初心者を対象とした授業ではありますが、テキストを使用して予習の上で授業に出席
してください。また、授業後はテキストで確認しながら各自ノートをまとめて理解を
深めてください。

【必要な時間】
予習・復習はそれぞれ2時間程度を目安とします。
身近な植物の“自然な姿”を観察するように心がけてください。

■その他

教材費7,810円(花材代1回770円×9回=6,930円　花合羽880円)が必要です。
履修定員は20名とします。なお、履修希望者が定員を超過した場合は抽選で履修者を
確定します。
道具(刃物・剣山・花器等)を使用するので、教室内では注意深く落ち着いて行動して
ください。
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2021 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 日本文化演習（華道）[秋学期]

開講期・単位 1年 後期・選択 2単位・演習

担 当 者 桂　葉子

■講義の目的および概要

先人たちは花を生けることを通して自らの人生を模索しました。
華道は長い歴史に培われた日本独自の美意識から生まれた『花の芸術』です。
本講座では、<和の心>をキーワードにして、華道の基礎理論と基礎技法の習得をめざ
します。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
華道概論の講義と講師のデモンストレーションからはじめます。その後、華道実習(
講義・作品制作・手直し・作品録作成)を繰り返すことで理解を深めてゆきます。ま
た、小テストやレポートで習熟度のチェックを行います。

【課題に対するフィードバックの方法】
学生は作品録を完成することで、自己作品の分析と評価を行います。
講師は個別の手直しを行い、最後に総評と質疑応答をします。
小テストやレポートについては、授業内で模範解答例を具体的に解説し、総評をしま
す。

■授業計画

①ガイダンス　講師によるデモンストレーション
②講義　華道概論-華道の歴史と様式　自由花の構成
③実習準備　道具の使い方　割り稽古
④実習(1)なびく花
⑤実習(2)横の花
⑥実習(3)面の花
⑦作品鑑賞とレポート(小テスト)
⑧実習(4)テクニック-テーピング
⑨講義　生花と書院造り
⑩実習(5)構成要素と立体構成
⑪デザインプラン・プレゼンテーション(小テスト)
⑫実習(6)行事の花・クリスマス
⑬実習(7)行事の花・お正月と縁起物
⑭実習(8)初生け・自由制作
⑮全体のまとめと振り返り　レポート

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
華道の基礎理論と基礎技法を理解する。
美の設定を明確にした自由花を作ることができる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
本講座は自立して生きていくための教養の一つであり、華道を通じて真理を探究し、
自由を愛し自らを省みる姿勢を身に付けます。
また、日本文化の理解は国際人として活躍する際に役立つ重要な要素の1つです。

■成績評価基準と方法

華道実習および作品録の提出　　　　　40％
小テスト(作品鑑賞・デザインプラン)　20％
全体のまとめ(レポート)　　　　　　　40％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
『はじめるいけばな　学校華道』　監修:池坊専永　　発行所:日本華道社

【参考文献】

■授業外学習
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【具体的な内容】
初心者を対象とした授業ではありますが、テキストを使用して予習の上で授業に出席
してください。また、授業後はテキストで確認しながら各自ノートをまとめて理解を
深めてください。

【必要な時間】
予習・復習はそれぞれ2時間程度を目安とします。
身近な植物の“自然な姿”を観察するように心がけてください。

■その他

教材費7,810円(花材代1回770円×9回=6,930円　花合羽880円)が必要です。
履修定員は20名とします。なお、履修希望者が定員を超過した場合は抽選で履修者を
確定します。
道具(刃物・剣山・花器等)を使用するので、教室内では注意深く落ち着いて行動して
ください。
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2021 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 日本文化演習（書道）

開講期・単位 1年 後期・選択 2単位・演習

担 当 者 山中　草吽

■講義の目的および概要

書道を学ぶことは、東洋における文字文化の歴史性を理解することであり、同時に伝
統に込められた芸術、文化への想いを追体験することである。本講座では時代と共に
進化した文字の変遷史を臨書して体験し、人生における書の創格や創造の精神に触れ
る。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
講座目的に基づき書の技法を会得しながら、書体の変遷を学び伝統文化の本質を身に
つける。

【課題に対するフィードバックの方法】
講義の目的に基づき、課題を通し書道の1基本　2歴史　３書道実技を取得する。

■授業計画

①ガイダンス　資料をもとに書道についてと基本の基本
②楷書　書体の基本　基本的な書体と書風　『九成宮醴泉銘１』
③楷書　書体の基本　基本的な書体と書風　『九成宮醴泉銘２』
④楷書　書体の基本　基本的な書体と書風　『九成宮醴泉銘３』
⑤楷書　書体の基本　基本的な書体と書風　『牛けつ造像記１』　
⑥楷書　書体の基本　基本的な書体と書風　『牛けつ造像記２』
⑦楷書　書体の基本　基本的な書体と書風　『牛けつ造像記３』
⑧行書　書体の基本　基本的な書体と書風　『蘭亭序１』　
⑨行書　書体の基本　基本的な書体と書風　『蘭亭序２』
⑩行書　書体の基本　基本的な書体と書風　『蘭亭序３』
⑪隷書　書体の基本　基本的な書体と書風　『礼器碑１』
⑫隷書　書体の基本　基本的な書体と書風　『礼器碑２』
⑬古文　書体の基本　基本的な書体と書風　『甲骨文１』
⑭古文　書体の基本　基本的な書体と書風　『甲骨文２』
⑮筆記試験・課題臨書・②～⑭までの書体から一文字を選択し臨書

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】

授業計画に基づいた歴史上の書の基本的な書体や書風を身につけながら、学習を通し
て得られる臨書法（臨書力）を培いたい。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】

日本文化である書道歴史や書道実技に関わり、書を通して文字に対する教養や人格形
成の一躍になるよう希望する。

■成績評価基準と方法

毎講義の実技課題の提出（６５％）内訳：基本書体の理解度30%　古典臨書の理解度
20%　書風の理解度15%

筆記試験（35％）方法で評価

■テキスト・参考文献

【テキスト】「書道芸術　漢字編（改訂版）」久米東邨編集者　中教出版株式会社
【参考文献】「大学書道中国篇」「法帖学書学大系研究篇」
　　　　　　「學書筌蹄　比田井天来著」「楷書階梯」

■授業外学習

【具体的な内容】
臨書力を深めるには、授業内容を復習し書体への基本、書風を深めることが重要であ
る。楷・行・隷・篆書にもそれぞれの書風があることをつかみ取ってほしい。実技が
主体ではあるが、実技以外には書の鑑賞、書展に足を運ぶことも書の目をを養うのに
は大切である。

【必要な時間】

■その他
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各人で準備する書道用具（筆・硯　墨液入れ・文鎮・書道用下敷き・布巾タオル）
教材費として700円を徴収（墨液・半紙）
指定教科書を購入　書道芸術　漢字編（改訂版）中教出版株式会社
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2021 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 心理学

開講期・単位 1年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 岡田　美恵子

■講義の目的および概要

心理学の入門の授業です。心理学の各分野の基礎知識を学びながら、心理学的な見方
や考え方を習得することを目指します。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
　パワーポイントを使用しながら授業を展開します。必要に応じて、授業内容に関連
する視聴覚教材を観ます。心理学の考え方を理解するために、簡単な実験や調査を実
施することがあります。

【課題に対するフィードバックの方法】
授業内で返却、解説をおこないます。

■授業計画

　身近な事例等を交えながら、概ね以下の分野に関連する講義を展開する予定です。
進行状況や理解度によって扱う順序を変更したり、数週にわたって同テーマを展開し
たり複合的に扱うことがあります。

1.　 オリエンテーション
2.　 心理学って何だろう
3.　 臨床の心理学
4.　 感覚と知覚　　
5.　 動機付け
6.　 発達　　　　　
7.　 知覚
8. 　認知　　　　
9.　 性格
10.  学習
11.　記憶
12.　対人関係
13.　社会のなかの「こころ」
14.　関係とコミュニケーション 1
15.　関係とコミュニケーション 2

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
1．心理学の全体について基礎知識を獲得する。
2．心理学的研究方法について理解し応用できる。
3．日常生活の中に心理学的視点をもち、社会事象や他者、自分自身について心理学
的探求をし理解を深める。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
心理学の基礎知識を身に着け、社会事象や他者、自分自身について心理学的な理解を
深めることで「卒業認定・学位授与方針」にうたわれた「共感的な感性と知性」を身
に着け、「人間性豊かな保育者を養成」することにつながる。（短期大学部）

■成績評価基準と方法

リモート授業の場合－小テスト（70%）、課題レポート（30%）で評価します。

対面・ハイブリッド授業の場合ー小テスト(60％）、期末定期試験（40%）で評価しま
す。

＊提出物の締切後の提出は減点となります。

■テキスト・参考文献

【テキスト】
毎回プリントを配布します。

【参考文献】
授業中に適宜紹介します。
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■授業外学習

【具体的な内容】
心理学の考え方に親しむために、図書やWebを活用し、興味や関心のあるトピックス
について学習をして下さい。また、授業中に得た知識を定着させるため復習を行って
下さい。

【必要な時間】
予習・復習は1時間程度が目安です。

■その他
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2021 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 心理学

開講期・単位 1年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 岡田　美恵子

■講義の目的および概要

心理学の入門の授業です。心理学の各分野の基礎知識を学びながら、心理学的な見方
や考え方を習得することを目指します。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
　パワーポイントを使用しながら授業を展開します。必要に応じて、授業内容に関連
する視聴覚教材を観ます。心理学の考え方を理解するために、簡単な実験や調査を実
施することがあります。

【課題に対するフィードバックの方法】
授業内で返却、解説をおこないます。

■授業計画

　身近な事例等を交えながら、概ね以下の分野に関連する講義を展開する予定です。
進行状況や理解度によって扱う順序を変更したり、数週にわたって同テーマを展開し
たり複合的に扱うことがあります。

1.　 オリエンテーション
2.　 心理学って何だろう
3.　 臨床の心理学
4.　 感覚と知覚　　
5.　 動機付け
6.　 発達　　　　　
7.　 知覚
8. 　認知　　　　
9.　 性格
10.  学習
11.　記憶
12.　対人関係
13.　社会のなかの「こころ」
14.　関係とコミュニケーション 1
15.　関係とコミュニケーション 2

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
1．心理学の全体について基礎知識を獲得する。
2．心理学的研究方法について理解し応用できる。
3．日常生活の中に心理学的視点をもち、社会事象や他者、自分自身について心理学
的探求をし理解を深める。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
心理学の基礎知識を身に着け、社会事象や他者、自分自身について心理学的な理解を
深めることで「卒業認定・学位授与方針」にうたわれた「共感的な感性と知性」を身
に着け、「人間性豊かな保育者を養成」することにつながる。（短期大学部）

■成績評価基準と方法

リモート授業の場合－小テスト（70%）、課題レポート（30%）で評価します。

対面・ハイブリッド授業の場合ー小テスト(60％）、期末定期試験（40%）で評価しま
す。

＊提出物の締切後の提出は減点となります。

■テキスト・参考文献

【テキスト】
毎回プリントを配布します。

【参考文献】
授業中に適宜紹介します。
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■授業外学習

【具体的な内容】
心理学の考え方に親しむために、図書やWebを活用し、興味や関心のあるトピックス
について学習をして下さい。また、授業中に得た知識を定着させるため復習を行って
下さい。

【必要な時間】
予習・復習は1時間程度が目安です。

■その他
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2021 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 世界史

開講期・単位 1年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 齋藤　修

■講義の目的および概要

　本講義の目的は、冷戦後に頻発する民族・地域・国家間対立などの遠因に、歴史的
、文化的な意味が関連していることを理解してもらうためにある。そのために、比較
文明論的な枠組みとしての「文明」という単位で世界の歴史を説明する方法をとる。
　講義では、現存する「文明」内の過去の出来事だけを取り扱うわけではない。現存
の「文明」の素となった過去の「文明」の主な出来事、性質についても取り上げる。
そして、そのことから、過去の「文明」が現存の「文明」にも影響を与えていること
を認識してもらうつもりである。（現存の「文明」に影響を与えていないものはとり
あげない。）
　高校までに学んできた「国家」という枠組みに基づく世界史、そのことによってな
された欧米中心の世界史とは異なる内容を取りあげる予定である。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
　写真、その他資料を用いるが、基本的には内容説明を中心とした講義形式である。
復習とイメージ作りのため、映像を用いることもある。
　毎時の課題レポートを実施するが、時間の関係で宿題となることも多い。評価に大
きく影響するため、欠席すると回答に窮することにもなるので注意すること。

【課題に対するフィードバックの方法】
　課題レポートについては、次時の講義で毎時解説し、フィードバックする。

■授業計画

①ガイダンス、
　文明の誕生前夜、都市革命による古代文明誕生１（メソポタミア文明）
②都市革命による古代文明誕生２（エジプト文明、クレタ文明）
③都市革命による古代文明誕生３（インダス文明、古典中国文明）
④古代の諸文明から生まれた地中海での文明１（シリア・ヘブライ文明）
⑤古代の諸文明から生まれた地中海での文明２（古代ギリシア・ローマ文明）
⑥現存する主要文明１（西欧文明）
⑦現存する主要文明２（東方正教会文明）
⑧現存する主要文明３（イスラーム文明）
⑨現存する主要文明４（インド文明）
⑩現存する主要文明５（中国文明、日本文明）
⑪西欧文明の拡大と他の主要文明との関係１
⑫西欧文明の拡大と他の主要文明との関係２
⑬西欧文明と他の主要文明との衝突１
⑭西欧文明と他の主要文明との衝突２
⑮文明間の衝突とフォルトライン

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①国際理解をする上で異なる文化の存在する「文明」という枠組みを理解できる。
②欧米中心の世界意識とは異なる多元性の存在を理解できる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
　本学で身に付ける内容として「国際社会へ寄与する姿勢」「幅広い教養」というも
のがある。そのため、国際社会をよりわかりやすく理解する方法として、今まで学ん
だことのない新たな視点による歴史像を紹介する。これは、これから「グローバルに
活躍できる人材」となる者にとって、必要な教養となるためである。

■成績評価基準と方法

①　毎時の課題レポート　50％
②　定期テスト　　　　　50％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
・毎時のレジュメ、必要に応じた史料、課題レポート　を配布
【参考文献】
・『歴史の研究』トインビー　社会思想社
・『文明の衝突』ハンチントン　集英社
・『文明の衝突と21世紀の日本』ハンチントン、鈴木主税訳　集英社新書
・高校時代の世界史の教科書

■授業外学習
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【具体的な内容】
　予習として、高校時代の世界史の教科書をもう一度読んでくる。
　復習として、各文明のおおよその地理的位置と各時代での主要な出来事を高校時代
の世界史の教科書や資料集で確認しておくこと。
　毎時の課題レポートは、宿題になるケースが多々ある。
【必要な時間】
　宿題も含めて数時間になることもある。

■その他

　地球規模で歴史を捉えることになるので、近代になって、細かな部分が薄くなるが
、別の角度からの歴史であるとしてとらえてもらいたい。
　情報量が多いので、配布されたレジュメだけでは十分なスペースがないかもしれな
い。定期試験にむけて、ノートを作成し、それを持参した方が良い。
　欠席して映像を見ることができなければ、課題レポート点に影響するので注意する
こと。なお、欠席時の資料等は、後日研究室まで受け取りに来た方が無難である。
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2021 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 英語基礎

開講期・単位 1年 前期・選択 2単位・演習

担 当 者 中津川　雅宣

■講義の目的および概要

このクラスでは、e-Learningとインターネット上のコンテンツを利用して、文法、語
彙、リーディング、リスニングのスキルを磨くことを目的としている。オンライン上
にある50のレッスンを通し、英語力向上を目指す。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
オンライン上の英語教材は、初回のテストにより、自分の実力に合わせてレッスンが
設定される。効率的に授業内でレッスンを終わらせ、さらに2回のTOEIC模擬試験を通
し、TOEICの点数向上を目指す。

【課題に対するフィードバックの方法】
毎回の授業の進度について、e-Learningの成果を踏まえてフィードバックする。

■授業計画

① プレースメントテスト
② Lesson 1-4
③ Lesson 5-8
④ Lesson 9-14
⑤ Lesson 15-18
⑥ Lesson 19-22
⑦ Lesson 23-26
⑧ TOEIC模擬試験　1
⑨ Lesson 27-30
⑩ Lesson 31-34
⑪ Lesson 35-38
⑫ Lesson 39-42
⑬ Lesson 43-46
⑭ Lesson 47-50
⑮TOEIC模擬試験　2

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
TOEICの問題に慣れ、高得点のスコアを取得することを目標とする。
概ね、大学卒業時の全国平均である520点の取得を目指し、努力すること。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「国際社会の発展に寄与する社会人を育成」するに基づき、基礎となる英語の知識、
技能を身につける。

■成績評価基準と方法

成績評価は以下の通りである。
1. 毎週の課題の提出
2. 2回の模擬テストの成績

課題が4回以上遅れた者は、不可とする。

■テキスト・参考文献

【テキスト】
Really English Practical English 7 Adaptive Focus 50 Lessons
Really English Tracker for the TOEIC L&R

■授業外学習

【具体的な内容】
毎週、与えられたレッスンを終了し、レッスンテストに合格すること。授業内で終わ
らない場合には、各自でパソコンからログインをし、終了すること。

【必要な時間】
概ね、1時間以上の復習が必要となる。

■その他

プレイスメントテストで点数の低かった者、さらに英語力を伸ばしたい学生の履修を
推奨する。
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2021 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 数学基礎

開講期・単位 1年 前後期・選択 2単位・演習

担 当 者 平田　嘉宏、成田　雅昭

■講義の目的および概要

数学的な見方や考え方は、あらゆる分野を学ぶ上での基礎基本として重要である。こ
れまで学んできた算数・数学を概観し、大学における学修・研究等に必要な数学の基
礎学力を身に付ける。数学を学ぶことにより、数学の楽しさや有用性を味わい、物事
に対して論理的に取り組む思考力・判断力・活用力を身に付ける。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
数学の基礎力を身に付けるため、基本的な説明や練習を重視する。数学の楽しさや有
用性につながるレポートを課すとともに、論理的な考えを引き出すよう様々な課題に
取り組む。
本講義は、高等学校、指導主事（数学）、本学において数学教育の実務経験をもつ、
数学教育を専門とする教員が担当する。
【課題に対するフィードバックの方法】
課題について評価し、その概要について学生に示すとともに、数学に関する興味関心
を深めるよう努める

■授業計画

①オリエンテーション、数の概念、自然数、整数、有理数、無理数
②数の計算、実数、複素数、集合、論理
③文字式の計算（式の展開、因数分解）
④方程式
⑤不等式
⑥関数の考え方、１次関数、２次関数
⑦指数関数・対数関数・三角比
⑧数列、ベクトル
⑨行列
⑩逆行列、行列を用いた1次方程式の解法
⑪微分
⑫積分
⑬確率・統計
⑭統計学の基礎・検定・推計
⑮コンピュータ・AI・ビッグデータと数学、まとめ、期末テスト

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
１．数学の基礎基本を身に付ける
２．数学の楽しさ・有用性を通して数学を身近に感じることができる
３．数学の各分野の基本的な概念を身に付ける
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「自立して生きていくため生活習慣、社会人基礎力、幅広い教養、技能を身に付けて
いる学生に学位を授与する」に基づき、数学の基礎力を身に付ける。

■成績評価基準と方法

１．アクティビティ・振り返りシート（Formsによる）：３０％
２．レポート（１回）：３０％
３．期末テスト：４０％
ただし、遠隔授業等で期末テストが実施できない場合は、レポートに切り替えること
がある。

■テキスト・参考文献

【テキスト】
なし。適宜、必要なプリントを配布する。
【参考文献】
「ビジュアル数学全史」　クリフォード・ビックオーバー著　岩波書店

■授業外学習

【具体的な内容】
予習は、前時に指示された内容について、下調べをする。
復習は、使用したプリントを整理し、内容を理解するまで確認する。
【必要な時間】
１回の授業について、予習２時間、復習２時間を必要とする。

■その他

数学を楽しむ気持ちを大切に、学修や課題に取り組むこと。
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2021 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 日本語Ⅰ

開講期・単位 1年 前後期・選択 2単位・演習

担 当 者
傳法　智恵美、宇留野　健太、李　艶、清水　孝俊、細野　弥恵、金
庭　香理

■講義の目的および概要

この科目は、日本語非母語話者のための日本語科目である。授業では、各レベルに応
じて「聞く・話す・読む・書く」の4技能を総合的に学習する。この日本語科目を通
して大学での学習に必要な日本語力（アカデミックジャパニーズ）の向上を目指す。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
授業では、個人やペア、グループなどさまざまな形で活動を行う。語彙や文法に関す
る知識、学習内容の理解については、小テストやレポート、試験などで確認する。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題の結果については授業内で説明するとともに、必要に応じて全体または個別に補
助資料を配布する。

■授業計画

以下の通りに実施していくが、進度・学生のレベルにより変更することもある。
各レベルごとの学習内容の詳細は別途配布する。

①ガイダンス
②各レベルに即した学習内容（文法・文型、語彙、音声その他）
③各レベルに即した学習内容（文法・文型、語彙、音声その他）
④各レベルに即した学習内容（文法・文型、語彙、音声その他）
⑤各レベルに即した学習内容（文法・文型、語彙、音声その他）
⑥各レベルに即した学習内容（文法・文型、語彙、音声その他）
⑦各レベルに即した学習内容（文法・文型、語彙、音声その他）
⑧学習内容に関する中間的確認テスト
⑨各レベルに即した学習内容（文法・文型、語彙、音声その他）
⑩各レベルに即した学習内容（文法・文型、語彙、音声その他）
⑪各レベルに即した学習内容（文法・文型、語彙、音声その他）
⑫各レベルに即した学習内容（文法・文型、語彙、音声その他）
⑬各レベルに即した学習内容（文法・文型、語彙、音声その他）
⑭各レベルに即した学習内容（文法・文型、語彙、音声その他）
⑮まとめ（期末／復習テスト）

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
・それぞれのレベルに応じた「聞く・話す・読む・書く」の4技能を向上させる。
・状況に応じた適切な日本語を考え、使えるようになる。
・大学での学習で使う日本語(アカデミックジャパニーズ)について理解する。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「自立して生きていくための幅広い教養・技能を身に付けている」に基づき、大学で
の専門科目に必要な日本語力、日本社会で活用する日本語力を身につける。

■成績評価基準と方法

・毎時の課題に対する取り組み　　　20％
・授業中の積極的な回答または発表　20％
・毎時の学習内容に関する小テスト　20％
・まとめの課題／復習テスト　　　　40％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
・クラスレベル毎に授業時に指示する。
・副教材・資料などは必要に応じて指示する。

【参考文献】
・必要に応じて紹介する。

■授業外学習

2021(令和3)年4月1日

66



【具体的な内容】
・学習した内容の復習やまとめを行うこと。
・小テストや課題の準備をすること。
・次回に学習する課の予習を行うこと。

【必要な時間】
予習・復習の時間はそれぞれ２時間を目安とする。

■その他

・日本語能力のプレイスメントテストの結果等によって、日本語クラスを決定する。
・この授業は、毎回の授業内容の積み重ねが重要である。やむを得ず遅刻・欠席する
場合は必ず連絡し、担当教員の指示を受けること。
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2021 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 日本語Ⅱ

開講期・単位 1年 前後期・選択 2単位・演習

担 当 者
傳法　智恵美、宇留野　健太、李　艶、清水　孝俊、細野　弥恵、金
庭　香理

■講義の目的および概要

この科目は、日本語非母語話者のための日本語科目である。授業では、各レベルに応
じて「聞く・話す・読む・書く」の4技能を総合的に学習する。この日本語科目を通
して大学での学習に必要な日本語力（アカデミックジャパニーズ）の向上を目指す。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
授業では、個人やペア、グループなどさまざまな形で活動を行う。語彙や文法に関す
る知識、学習内容の理解については、小テストやレポート、試験などで確認する。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題の結果については授業内で説明するとともに、必要に応じて全体または個別に補
助資料を配布する。

■授業計画

以下の通りに実施していくが、進度・学生のレベルにより変更することもある。
各レベルごとの学習内容の詳細は別途配布する。

①ガイダンス
②各レベルに即した学習内容（文法・文型、語彙、音声その他）
③各レベルに即した学習内容（文法・文型、語彙、音声その他）
④各レベルに即した学習内容（文法・文型、語彙、音声その他）
⑤各レベルに即した学習内容（文法・文型、語彙、音声その他）
⑥各レベルに即した学習内容（文法・文型、語彙、音声その他）
⑦各レベルに即した学習内容（文法・文型、語彙、音声その他）
⑧学習内容に関する中間的確認テスト
⑨各レベルに即した学習内容（文法・文型、語彙、音声その他）
⑩各レベルに即した学習内容（文法・文型、語彙、音声その他）
⑪各レベルに即した学習内容（文法・文型、語彙、音声その他）
⑫各レベルに即した学習内容（文法・文型、語彙、音声その他）
⑬各レベルに即した学習内容（文法・文型、語彙、音声その他）
⑭各レベルに即した学習内容（文法・文型、語彙、音声その他）
⑮まとめ（期末／復習テスト）

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
・それぞれのレベルに応じた「聞く・話す・読む・書く」の4技能を向上させる。
・状況に応じた適切な日本語を考え、使えるようになる。
・大学での学習で使う日本語(アカデミックジャパニーズ)について理解する。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「自立して生きていくための幅広い教養・技能を身に付けている」に基づき、大学で
の専門科目に必要な日本語力、日本社会で活用する日本語力を身につける。

■成績評価基準と方法

・毎時の課題に対する取り組み　　　20％
・授業中の積極的な回答または発表　20％
・毎時の学習内容に関する小テスト　20％
・まとめの課題／復習テスト　　　　40％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
・クラスレベル毎に授業時に指示する。
・副教材・資料などは必要に応じて指示する。

【参考文献】
・必要に応じて紹介する。

■授業外学習
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【具体的な内容】
・学習した内容の復習やまとめを行うこと。
・小テストや課題の準備をすること。
・次回に学習する課の予習を行うこと。

【必要な時間】
予習・復習の時間はそれぞれ２時間を目安とする。

■その他

・日本語能力のプレイスメントテストの結果等によって、日本語クラスを決定する。
・この授業は、毎回の授業内容の積み重ねが重要である。やむを得ず遅刻・欠席する
場合は必ず連絡し、担当教員の指示を受けること。
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2021 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 日本語Ⅲ

開講期・単位 1年 前後期・選択 2単位・演習

担 当 者
傳法　智恵美、宇留野　健太、李　艶、清水　孝俊、細野　弥恵、金
庭　香理

■講義の目的および概要

この科目は、日本語非母語話者のための日本語科目である。授業では、各レベルに応
じて「聞く・話す・読む・書く」の4技能を総合的に学習する。この日本語科目を通
して大学での学習に必要な日本語力（アカデミックジャパニーズ）の向上を目指す。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
授業では、個人やペア、グループなどさまざまな形で活動を行う。語彙や文法に関す
る知識、学習内容の理解については、小テストやレポート、試験などで確認する。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題の結果については授業内で説明するとともに、必要に応じて全体または個別に補
助資料を配布する。

■授業計画

以下の通りに実施していくが、進度・学生のレベルにより変更することもある。
各レベルごとの学習内容の詳細は別途配布する。

①ガイダンス
②各レベルに即した学習内容（文法・文型、語彙、音声その他）
③各レベルに即した学習内容（文法・文型、語彙、音声その他）
④各レベルに即した学習内容（文法・文型、語彙、音声その他）
⑤各レベルに即した学習内容（文法・文型、語彙、音声その他）
⑥各レベルに即した学習内容（文法・文型、語彙、音声その他）
⑦各レベルに即した学習内容（文法・文型、語彙、音声その他）
⑧学習内容に関する中間的確認テスト
⑨各レベルに即した学習内容（文法・文型、語彙、音声その他）
⑩各レベルに即した学習内容（文法・文型、語彙、音声その他）
⑪各レベルに即した学習内容（文法・文型、語彙、音声その他）
⑫各レベルに即した学習内容（文法・文型、語彙、音声その他）
⑬各レベルに即した学習内容（文法・文型、語彙、音声その他）
⑭各レベルに即した学習内容（文法・文型、語彙、音声その他）
⑮まとめ（期末／復習テスト）

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
・それぞれのレベルに応じた「聞く・話す・読む・書く」の4技能を向上させる。
・状況に応じた適切な日本語を考え、使えるようになる。
・大学での学習で使う日本語(アカデミックジャパニーズ)について理解する。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「自立して生きていくための幅広い教養・技能を身に付けている」に基づき、大学で
の専門科目に必要な日本語力、日本社会で活用する日本語力を身につける。

■成績評価基準と方法

・毎時の課題に対する取り組み　　　20％
・授業中の積極的な回答または発表　20％
・毎時の学習内容に関する小テスト　20％
・まとめの課題／復習テスト　　　　40％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
・クラスレベル毎に授業時に指示する。
・副教材・資料などは必要に応じて指示する。

【参考文献】
・必要に応じて紹介する。

■授業外学習
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【具体的な内容】
・学習した内容の復習やまとめを行うこと。
・小テストや課題の準備をすること。
・次回に学習する課の予習を行うこと。

【必要な時間】
予習・復習の時間はそれぞれ２時間を目安とする。

■その他

・日本語能力のプレイスメントテストの結果等によって、日本語クラスを決定する。
・この授業は、毎回の授業内容の積み重ねが重要である。やむを得ず遅刻・欠席する
場合は必ず連絡し、担当教員の指示を受けること。
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2021 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 日本語Ⅳ

開講期・単位 1年 前後期・選択 2単位・演習

担 当 者
傳法　智恵美、宇留野　健太、李　艶、清水　孝俊、細野　弥恵、金
庭　香理

■講義の目的および概要

この科目は、日本語非母語話者のための日本語科目である。授業では、各レベルに応
じて「聞く・話す・読む・書く」の4技能を総合的に学習する。この日本語科目を通
して大学での学習に必要な日本語力（アカデミックジャパニーズ）の向上を目指す。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
授業では、個人やペア、グループなどさまざまな形で活動を行う。語彙や文法に関す
る知識、学習内容の理解については、小テストやレポート、試験などで確認する。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題の結果については授業内で説明するとともに、必要に応じて全体または個別に補
助資料を配布する。

■授業計画

以下の通りに実施していくが、進度・学生のレベルにより変更することもある。
各レベルごとの学習内容の詳細は別途配布する。

①ガイダンス
②各レベルに即した学習内容（文法・文型、語彙、音声その他）
③各レベルに即した学習内容（文法・文型、語彙、音声その他）
④各レベルに即した学習内容（文法・文型、語彙、音声その他）
⑤各レベルに即した学習内容（文法・文型、語彙、音声その他）
⑥各レベルに即した学習内容（文法・文型、語彙、音声その他）
⑦各レベルに即した学習内容（文法・文型、語彙、音声その他）
⑧学習内容に関する中間的確認テスト
⑨各レベルに即した学習内容（文法・文型、語彙、音声その他）
⑩各レベルに即した学習内容（文法・文型、語彙、音声その他）
⑪各レベルに即した学習内容（文法・文型、語彙、音声その他）
⑫各レベルに即した学習内容（文法・文型、語彙、音声その他）
⑬各レベルに即した学習内容（文法・文型、語彙、音声その他）
⑭各レベルに即した学習内容（文法・文型、語彙、音声その他）
⑮まとめ（期末／復習テスト）

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
・それぞれのレベルに応じた「聞く・話す・読む・書く」の4技能を向上させる。
・状況に応じた適切な日本語を考え、使えるようになる。
・大学での学習で使う日本語(アカデミックジャパニーズ)について理解する。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「自立して生きていくための幅広い教養・技能を身に付けている」に基づき、大学で
の専門科目に必要な日本語力、日本社会で活用する日本語力を身につける。

■成績評価基準と方法

・毎時の課題に対する取り組み　　　20％
・授業中の積極的な回答または発表　20％
・毎時の学習内容に関する小テスト　20％
・まとめの課題／復習テスト　　　　40％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
・クラスレベル毎に授業時に指示する。
・副教材・資料などは必要に応じて指示する。

【参考文献】
・必要に応じて紹介する。

■授業外学習
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【具体的な内容】
・学習した内容の復習やまとめを行うこと。
・小テストや課題の準備をすること。
・次回に学習する課の予習を行うこと。

【必要な時間】
予習・復習の時間はそれぞれ２時間を目安とする。

■その他

・日本語能力のプレイスメントテストの結果等によって、日本語クラスを決定する。
・この授業は、毎回の授業内容の積み重ねが重要である。やむを得ず遅刻・欠席する
場合は必ず連絡し、担当教員の指示を受けること。
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2021 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 日本語Ⅴ

開講期・単位 1年 前後期・選択 2単位・演習

担 当 者
傳法　智恵美、宇留野　健太、李　艶、清水　孝俊、細野　弥恵、金
庭　香理

■講義の目的および概要

この科目は、日本語非母語話者のための日本語科目である。授業では、各レベルに応
じて「聞く・話す・読む・書く」の4技能を総合的に学習する。この日本語科目を通
して大学での学習に必要な日本語力（アカデミックジャパニーズ）の向上を目指す。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
授業では、個人やペア、グループなどさまざまな形で活動を行う。語彙や文法に関す
る知識、学習内容の理解については、小テストやレポート、試験などで確認する。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題の結果については授業内で説明するとともに、必要に応じて全体または個別に補
助資料を配布する。

■授業計画

以下の通りに実施していくが、進度・学生のレベルにより変更することもある。
各レベルごとの学習内容の詳細は別途配布する。

①ガイダンス
②各レベルに即した学習内容（文法・文型、語彙、音声その他）
③各レベルに即した学習内容（文法・文型、語彙、音声その他）
④各レベルに即した学習内容（文法・文型、語彙、音声その他）
⑤各レベルに即した学習内容（文法・文型、語彙、音声その他）
⑥各レベルに即した学習内容（文法・文型、語彙、音声その他）
⑦各レベルに即した学習内容（文法・文型、語彙、音声その他）
⑧学習内容に関する中間的確認テスト
⑨各レベルに即した学習内容（文法・文型、語彙、音声その他）
⑩各レベルに即した学習内容（文法・文型、語彙、音声その他）
⑪各レベルに即した学習内容（文法・文型、語彙、音声その他）
⑫各レベルに即した学習内容（文法・文型、語彙、音声その他）
⑬各レベルに即した学習内容（文法・文型、語彙、音声その他）
⑭各レベルに即した学習内容（文法・文型、語彙、音声その他）
⑮まとめ（期末／復習テスト）

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
・それぞれのレベルに応じた「聞く・話す・読む・書く」の4技能を向上させる。
・状況に応じた適切な日本語を考え、使えるようになる。
・大学での学習で使う日本語(アカデミックジャパニーズ)について理解する。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「自立して生きていくための幅広い教養・技能を身に付けている」に基づき、大学で
の専門科目に必要な日本語力、日本社会で活用する日本語力を身につける。

■成績評価基準と方法

・毎時の課題に対する取り組み　　　20％
・授業中の積極的な回答または発表　20％
・毎時の学習内容に関する小テスト　20％
・まとめの課題／復習テスト　　　　40％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
・クラスレベル毎に授業時に指示する。
・副教材・資料などは必要に応じて指示する。

【参考文献】
・必要に応じて紹介する。

■授業外学習
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【具体的な内容】
・学習した内容の復習やまとめを行うこと。
・小テストや課題の準備をすること。
・次回に学習する課の予習を行うこと。

【必要な時間】
予習・復習の時間はそれぞれ２時間を目安とする。

■その他

・日本語能力のプレイスメントテストの結果等によって、日本語クラスを決定する。
・この授業は、毎回の授業内容の積み重ねが重要である。やむを得ず遅刻・欠席する
場合は必ず連絡し、担当教員の指示を受けること。
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2021 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 日本語Ⅵ

開講期・単位 1年 前後期・選択 2単位・演習

担 当 者
傳法　智恵美、宇留野　健太、李　艶、清水　孝俊、細野　弥恵、金
庭　香理

■講義の目的および概要

この科目は、日本語非母語話者のための日本語科目である。授業では、各レベルに応
じて「聞く・話す・読む・書く」の4技能を総合的に学習する。この日本語科目を通
して大学での学習に必要な日本語力（アカデミックジャパニーズ）の向上を目指す。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
授業では、個人やペア、グループなどさまざまな形で活動を行う。語彙や文法に関す
る知識、学習内容の理解については、小テストやレポート、試験などで確認する。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題の結果については授業内で説明するとともに、必要に応じて全体または個別に補
助資料を配布する。

■授業計画

以下の通りに実施していくが、進度・学生のレベルにより変更することもある。
各レベルごとの学習内容の詳細は別途配布する。

①ガイダンス
②各レベルに即した学習内容（文法・文型、語彙、音声その他）
③各レベルに即した学習内容（文法・文型、語彙、音声その他）
④各レベルに即した学習内容（文法・文型、語彙、音声その他）
⑤各レベルに即した学習内容（文法・文型、語彙、音声その他）
⑥各レベルに即した学習内容（文法・文型、語彙、音声その他）
⑦各レベルに即した学習内容（文法・文型、語彙、音声その他）
⑧学習内容に関する中間的確認テスト
⑨各レベルに即した学習内容（文法・文型、語彙、音声その他）
⑩各レベルに即した学習内容（文法・文型、語彙、音声その他）
⑪各レベルに即した学習内容（文法・文型、語彙、音声その他）
⑫各レベルに即した学習内容（文法・文型、語彙、音声その他）
⑬各レベルに即した学習内容（文法・文型、語彙、音声その他）
⑭各レベルに即した学習内容（文法・文型、語彙、音声その他）
⑮まとめ（期末／復習テスト）

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
・それぞれのレベルに応じた「聞く・話す・読む・書く」の4技能を向上させる。
・状況に応じた適切な日本語を考え、使えるようになる。
・大学での学習で使う日本語(アカデミックジャパニーズ)について理解する。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「自立して生きていくための幅広い教養・技能を身に付けている」に基づき、大学で
の専門科目に必要な日本語力、日本社会で活用する日本語力を身につける。

■成績評価基準と方法

・毎時の課題に対する取り組み　　　20％
・授業中の積極的な回答または発表　20％
・毎時の学習内容に関する小テスト　20％
・まとめの課題／復習テスト　　　　40％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
・クラスレベル毎に授業時に指示する。
・副教材・資料などは必要に応じて指示する。

【参考文献】
・必要に応じて紹介する。

■授業外学習
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【具体的な内容】
・学習した内容の復習やまとめを行うこと。
・小テストや課題の準備をすること。
・次回に学習する課の予習を行うこと。

【必要な時間】
予習・復習の時間はそれぞれ２時間を目安とする。

■その他

・日本語能力のプレイスメントテストの結果等によって、日本語クラスを決定する。
・この授業は、毎回の授業内容の積み重ねが重要である。やむを得ず遅刻・欠席する
場合は必ず連絡し、担当教員の指示を受けること。
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2021 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 思考と表現

開講期・単位 1年 後期・選択 2単位・演習

担 当 者 横川　大輔

■講義の目的および概要

現代社会が抱える様々な問題のなかから、学生自身の問題関心に従ってテーマを決め
、調査探究します。そこから、自分がその問題にどのようにかかわっていくのか考え
、他者にそれを伝えて共に歩むためにはどのようなことが必要か理解することを目指
します。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
演習形式の授業。演習というのは、参加する学生の皆さんが主体となり、進めていく
授業の形式で、受け身ではいけません。教員はサポートするだけです。

【課題に対するフィードバックの方法】
・小課題に対するフィードバックは、提出した翌週の授業でコメント付きで返却
・中間発表二回に対するフィードバックは、質疑応答という形で行う
・最終課題に対するフィードバックは、採点後希望者にレポート返却で行う

■授業計画

①オリエンテーション
②講義「完ぺきではない社会、でもその中で生きる」
③テーマを決定する
④図書館の活用方法（レファレンス）
⑤講義「調査研究をもとに意見を書くこと」
⑥講義「なぜ剽窃がいけないのか」
⑦中間発表（１）取り上げた本の内容をまとめる：相互評価
⑧中間発表時の質問や意見を組み入れて修正する
⑨講義「まとめる」ということ　それに伴うワーク１
⑩「まとめる」ワーク２
⑪講義「自分の意見を持つ」　それに伴うワーク１
⑫「意見を持つ」ワーク２・発表そしてレポートを書くための構成１
⑬　発表そしてレポートを書くための構成２
⑭中間発表会２　調査研究をもとに自分の意見を発表する：相互評価
⑮振り返りとまとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
・現代社会が抱える諸問題のうち、自らの関心に従って定めたテーマを的確な文献や
実地調査などを通じて深めることができる
・調査をして深めた問題に対し、みずからの態度決定をすることができる。
・それをともに歩むために他者と共有できる表現を行う

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
大学の卒業認定方針「②理想を求め、明日の地域社会、国際社会へ寄与する姿勢を身
に付けている」に関わり、差別や偏見と自らがどう向き合い、どうかかわっていくの
か、他者に説明することを求めます。

■成績評価基準と方法

・中間発表……50％（25％+25％）
・最終レポート……30％
・課題提出物……20％

■テキスト・参考文献

【テキスト】統一的なものは用いない

【参考文献】北村英哉・唐沢穣『偏見や差別はなぜ起こる』（ちとせプレス、2018）
　その他個別テーマについては、適宜紹介する

■授業外学習

【具体的な内容】
授業と授業の間に、自分の問題関心に従って調査研究を進める必要があります。例え
ば文献を読んだり、実地調査に出向いたりすることです。
また、調査のまとめに向けた課題や発表の準備も授業時間外の作業が大半を占めるこ
とになります。

【必要な時間】
これらの授業時間外の作業が一週間に4時間を下回ることは考えられない。
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■その他

＊第二回までにレポートの提出を求めます。レポートの提出がない場合、受講を認め
ません。
＊最終レポートは4000字以上ないと認めません。

現代社会はさまざまな社会問題を（いまだに）抱えています。どうしてすぐに解決し
ないのでしょうか。そういう問題関心を持っている方にぜひ参加してほしい授業です
。
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2021 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 国語基礎

開講期・単位 1年 前後期・選択 2単位・演習

担 当 者 大鐘　秀峰、横川　大輔、藤田　綾、高橋　伸

■講義の目的および概要

大学で学ぶ際に身に付けておくべき、読解力や表現力などの日本語運用能力を獲得す
ることを目指す。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
少人数形式を取り、講義と演習を行う。配付物や課題をファイルにまとめ、学びを振
り返るために活用する。
【課題に対するフィードバックの方法】
①　授業期間内に提出された課題に対しては、原則として翌週までに教員のコメント
付きで返却する。
②　最終課題に対するフィードバックは、希望者に対し行う。提出課題については、
添削をして返却する。

■授業計画

①オリエンテーション　授業の意義、シラバスの理解
②表現(1)　身近なことを紹介する文章を書く　　　　　　　　　　課題１提出
③文章のルール(1)　文体、用語、句読点、書き言葉など
④文章のルール(2)　パラグラフ、上位語下位語、ねじれ文、接続詞など
⑤読解(1)　事実文の構成を理解し、要旨を捉える
⑥読解(2)　事実文の構成を捉え要約する
⑦読解(3)　意見文を読み要約する。根拠を挙げ賛成・反対を表明する　課題２提出
⑧表現(2)　体験を基に報告型の文章を書く
⑨表現(3)　事実を比較する文章を書く
⑩表現(4)　資料を引用して書く
⑪表現(5)　事実に対する意見を書く　　　　　　　　　　　　　　　　課題３提出
⑫演習　資料を基に意見を書く(1)　資料の読解、検討
⑬演習　資料を基に意見を書く(2)　意見と構成を練る
⑭演習　資料を基に意見を書く(3)　意見文の記述　
⑮演習　資料を基に意見を書く(4)　課題完成　振り返り　　　　　最終課題の提出

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①文章のルールを理解し、読解や表現に役立てることができる。
②資料の性質（事実性、意見性）を踏まえて適切に引用ができる。
③説得力のある文章を書くことができる。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
大学のﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏﾎﾟﾘｼｰ③「自立して生きていくための生活習慣、社会人基礎力を身に付
けている」および④「自立して生きていくための幅広い教養、技能を身に付けている
」に基づき、大学での学修を支える読解力や表現力を高めることを目指す。

■成績評価基準と方法

単位認定教科とする。
認定：課題として取り組んだレポートと振り返りを全て提出している。
不可：提出していないレポートがある。

■テキスト・参考文献

【テキスト】
特定のテキストを用いず、適宜プリントを配付する。
【参考文献】
適宜紹介する。

■授業外学習

【具体的な内容】
・読解力の課題に取り組む。
・表現力の課題に取り組む。
・資料の収集や分析をする。
【必要な時間】
予習・復習の時間は、それぞれ２時間を目安とする。

■その他

レポートの書き方を学ぶことによって、レポートの質を高めていきましょう。
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2021 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 現代メディア論

開講期・単位 1年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 綱島　洋一

■講義の目的および概要

　新型コロナウイルスの世界的流行でさまざまな情報が駆け巡る。本当の情報か、あ
るいは誤りか・・・。新聞、雑誌、テレビ、そしてSNS。多様化するメディアが取り
上げるニュース、話題を的確に読み解き、使いこなす力を磨くのが授業の目的です。
「自立して行動できる姿勢、課題を発見して解決する能力」はどの専門分野でも問わ
れる大切な力。各学部とも卒業認定・学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー)に掲げ
ています。
　授業は、朝日新聞記者として35年間、事件、行政、経済、観光、文化とさまざまな
分野の取材経験を持つジャーナリストが担当します。その経験と視点を前面にメディ
アが日々、取り上げるニュース、話題を通して激しく変化する国際社会を生き抜く基
礎体力をつけましょう。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
 メディアが取り上げるその日の旬のニュース、話題が毎回の教材です。講義スタイ
ルは取りません。主役は受講生一人ひとりです。受講生が教材をもとに自ら考え、討
議(ディスカッション)、発表(プレゼンテーション)を通して理解を深めます。その結
果を各自がレポートにまとめます。
 これをもとに、朝日新聞記者として培ったジャーナリストとしての実務経験のある
教員がメディアが取り上げるニュース、話題の読み解き方、視点などを解説します。
なお、レポートは毎回の授業でテーマを示し、翌週の授業で提出していただきます。
【課題に対するフィードバックの方法】
受講生が授業で発表した内容については、その場で担当教員がコメントします。
レポートについては、授業で担当教員がコメントするほか、必要に応じて個別の受講
生に対面か、メールなどでコメントします。

■授業計画

①授業の進め方、成績評価方法についての説明
　　～受講生自らのメディア利用を分析してみよう
②東日本大震災から10年
　　～インターネット、SNSが使えなくなった「あの時」を検証する
③コロナ禍でメディア事情がどう変化したかを検証しよう
④既存のメディアとSNSが取り上げるニュース、話題は同じか否かを調べよう
⑤ニュース、話題がメディアごとにどう取り上げられているかを自ら比較しよう
⑥ニュース、話題を自ら比較した結果を掘り下げ、分析しよう
⑦フィルター・バブル現象とは何か。自らバブルに陥っていないかを問う
⑧フェイク・ニュースが世界を駆け巡る。騙されていないかを問う
⑨フェイク・ニュースに騙されない方法とはどんなかを考える
⑩ファクトチェックとは何?みんなで試してみよう
⑪ファクトチェックの結果から何が読み取れるかを考える
⑫政府の発表ならば信じてよいのか。具体的な事例で検証する
⑬戦時下の報道とプロパガンダについて検証、実情を考える
⑭メディアへの規制の現状を調べ、そのあり方を考えよう
⑮まとめ～メディアを読み解くために何が必要かを考えよう

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
多様化するメディアが取り上げるニュース、話題を的確に読み解く思考、判断力が身
に着く。授業での討論、発表を通して他者との意思疎通力が磨かれる。①さまざまな
文献、資料を「読むことができる」②相手の話を「聞くことができる」③自分の考え
を的確に「話すことができる」～この三つの力は社会で活躍するための必要条件。卒
業後をにらんだ人材育成につながります。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
すべての学部がデュプロマポリシーとして掲げる「自立して行動できる姿勢、課題を
発見して解決する能力」を身に着け、価値観が多様化する国際社会を主体的に生き抜
く力を養う。

■成績評価基準と方法

①授業でのディスカッション、プレゼンテーション　　25％
②授業でのレポート　　25％
③学期末のレポート　　50％
試験は行わないが、レポートは毎回の授業で提出を求める。学期末のレポートは成績
評価に占める割合を50％とするため、未提出の場合は単位取得ができません。

■テキスト・参考文献
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【テキスト】
なし　資料は授業で配布します
【参考文献】
〇「ファクトチェックとは何か」
　　(岩波ブックレット　立岩陽一郎)
〇「なぜネット社会ほど権力の暴走を招くのか」
　　(徳間書店　ジュリア・カジュ＝パリ政治学院准教授)
〇「本当のことを伝えない日本の新聞」
　　(双葉新書　マーティン・ファクラー＝元NYタイムズ東京支局長)
〇「朝日新聞の危機と調査報道」
　　(同時代社　谷久光＝元朝日新聞企画報道室長)

■授業外学習

【具体的な内容】
事前学習～新聞、雑誌、テレビ、SNSが日々取り上げるニュース、話題を積極的に読
み、受講生みずからがどう考えるかをまとめておく。新聞各紙は大学図書館で閲覧で
きる。積極的に活用するよう心掛ける。
事後学習～その日の授業内容の振り返り。授業で提出を求められたレポートの作成。
【必要な時間】
事前学習は、計2時間。日々のニュースを読み解き、真偽を検証する。事後学習は2時
間以上かけて必要な調べ学習に取り組み、課題内容を精査しレポートを仕上げ、提出
する。

■その他
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2021 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 スポーツⅠ

開講期・単位 1年 前期・選択 2単位・演習

担 当 者
佐藤　文亮、安田　純輝、横山　克人、粟野　祐弥、金　誠、長屋　純
市

■講義の目的および概要

　本講義では、スポーツ（球技）を通じて、身体を動かす楽しさを学び、生涯にわた
って取り組めるための基礎知識と技能を身につけることを目的とします。また、それ
ぞれの球技種目が持つ競技特性や現状を理解し、スポーツを通じたコミュニケーショ
ンスキルの獲得を目指します。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
　基本的には、実践形式で行います。スポーツⅠは、多様なスポーツ種目を経験する
中で、スポーツの様々な親しみ方を知るといった『基本型』として捉えていきます。
ゴール型球技やネット型球技といった異なる種目を展開し、それぞれのスポーツが持
つ競技特性や基礎技能を幅広く学ぶことを目指します。スポーツを通じて健康づくり
を行うための知識や種目の実践に必要な基礎技能を体験的に学習します。

【課題に対するフィードバックの方法】
　課題については、毎授業の冒頭で説明し、実戦形式の中で解説をします。授業終了
前には、質疑応答の時間を設け、課題の解釈を深めます。

■授業計画

①授業ガイダンス（グループ編成）
②ゴール型球技を主としたスポーツⅠ
③ゴール型球技を主としたスポーツⅡ
④ゴール型球技を主としたスポーツⅢ
⑤ゴール型球技を主としたスポーツⅣ
⑥ゴール型球技を主としたスポーツⅤ
⑦ゴール型球技を主としたスポーツⅥ
⑧ゴール型球技を主としたスポーツⅦ（まとめ）
⑨ネット型球技を主としたスポーツⅠ
⑩ネット型球技を主としたスポーツⅡ
⑪ネット型球技を主としたスポーツⅢ
⑫ネット型球技を主としたスポーツⅣ
⑬ネット型球技を主としたスポーツⅤ
⑭ネット型球技を主としたスポーツⅥ
⑮ネット型球技を主としたスポーツⅦ（まとめ）

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
　ゴール型球技やネット型球技など、動きの異なるスポーツを体験的に学び、スポー
ツを通して身体を動かす楽しさについて理解できる。また、多様なスポーツを行うこ
とで、健康を阻害する要因が改善されることについて説明できる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
　「自立して生きていくための生活習慣を身につける」「大学生活における諸活動を
通じて、協同の精神を身につける」に基づき、生活の質（QOL）を向上させるための
方法を理解し、スポーツを通じて自立、協同できる能力を身に付ける。

■成績評価基準と方法

スポーツ（実施種目）の理解度と取り組み（マナー）　60%
種目に特化した基礎的な技能の到達度　　　　　　　　20%
課題レポート　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20%

■テキスト・参考文献

【テキスト】
　適宜プリントを配布します。

【参考文献】
　「観るまえに読む大修館スポーツルール2020」大修館書店編集部　大修館書店

■授業外学習

【具体的な内容】
　日頃から体を動かすことを心がけ、生活の質（QOL）を高めるために、本講義以外
でもスポーツを行う時間を確保して下さい。また、傷害予防のために、講義の前後に
はストレッチを行うことを心がけて下さい。
　なお、本講義で取り扱うスポーツについて、ニュース、新聞等で情報を入手するよ
う心がけて下さい。

【必要な時間】
　より良い生活習慣を確立するために、1日40分（6日で4時間）を目安とします。
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■その他

　スポーツをすることに適した格好を準備して下さい。詳細については、初回の授業
にて説明いたします。また、初回の授業では、授業の説明に加え、2回目の以降のク
ラス分けを行いますので、必ず初回の授業に出席して下さい。種目および担当教員に
より、履修人数に制限を設けます。
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2021 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 スポーツⅡ

開講期・単位 1年 後期・選択 2単位・演習

担 当 者
佐藤　文亮、安田　純輝、横山　克人、田部井　祐介、粟野　祐弥、
金　誠、長屋　純市、（未定）

■講義の目的および概要

　本講義では、スポーツ（球技）を通じて、身体を動かす楽しさを学び、生涯にわた
って活用できる知識と技能を身につけることを目的とします。また、それぞれの球技
種目が持つ競技特性や競技規則を理解し、スポーツを通じたコミュニケーションスキ
ルの獲得を目指します。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
　基本的には、実践形式で行います。スポーツⅡでは、1つのスポーツを通じて、種
目特性やルールについて深く学び、スポーツの楽しみ方を知るといった『追求型』と
して捉えていきます。本講義では、種目特性や歴史的背景およびルールを学び、実践
を通じて基礎技能の獲得を目指します。また、ゲームの中でルールの理解を深め、獲
得した技能の発揮を促す体験的な学習を行い、生涯を通じて活用できる知識と技能を
身に付けることを目指します。

【課題に対するフィードバックの方法】
　課題については、毎授業の冒頭で説明し、実戦形式の中で解説をします。授業終了
前には、質疑応答の時間を設け、課題の解釈を深めます。

■授業計画

①ガイダンス（種目説明とグループ編成）
②種目特性と歴史的背景
③基礎的な技能の獲得
④基礎的な技能の応用
⑤基礎的な技能の発展
⑥発展的な技能の獲得
⑦発展的な技能の応用Ⅰ
⑧発展的な技能の応用Ⅱ
⑨ゲーム（基本的なルール解説）
⑩ゲーム（技能面の課題提示Ⅰ）
⑪ゲーム（段階的なルール導入）
⑫ゲーム（技能面の課題提示Ⅱ）
⑬ゲーム（正式ルールと技能発揮）
⑭実技テストとゲーム
⑮筆記テストとゲーム

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
　種目に必要な基礎技能の獲得と種目特性やルールについて深く学ぶことで、スポー
ツの本質的な楽しさについて理解できる。また、ゲームを通じた実践的且つ、体験的
な学びから、生涯にわたって活用できる知識と技能を身に付けることができる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
　「自立して生きていくための幅広い教養、専門知識、技能を身に付ける」に基づき
、スポーツの本質的な楽しさを理解し、生涯にわたって活用できる知識と技能を身に
付ける。

■成績評価基準と方法

スポーツ（実施種目）の理解度と取り組み（マナー）　40%
種目に特化した基礎的な技能の到達度　　　　　　　　20%
種目に特化したルールの理解度　　　　　　　　　　　20%
課題レポート　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20%

■テキスト・参考文献

【テキスト】
　適宜プリントを配布します。

【参考文献】
　「観るまえに読む大修館スポーツルール2020」大修館書店編集部　大修館書店

■授業外学習
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【具体的な内容】
　本講義で取り扱うスポーツについて、ニュース、新聞、インターネット等で国内外
の動向や試合映像などの情報を入手するよう心がけ、そのスポーツに関する知識を深
めて下さい。また、本講義以外でもスポーツを行う時間を確保し、傷害予防のために
、日頃から体を動かすこと、講義の前後にはストレッチを行うことを心がけて下さい
。

【必要な時間】
　継続的な学習活動を心がけ、1日40分（6日で4時間）を目安とします。

■その他

　スポーツをすることに適した格好を準備して下さい。詳細については、初回の授業
にて説明いたします。また、初回の授業では、授業の説明に加え、2回目の以降のク
ラス分けを行いますので、必ず初回の授業に出席して下さい。種目および担当教員に
より、履修人数に制限を設けます。
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2021 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 冬季アクティビティ

開講期・単位 1年 後期・選択 2単位・演習

担 当 者 林　二士、横山　克人、藤崎　達也

■講義の目的および概要

　北海道の冬は雪と共存しなければならない環境である。そのため、雪と共に生活す
る術を身に付けることや雪と関わり社会に貢献する力を付けることは重要な課題であ
る。
　本講義では、雪と共存する地域社会における現状や課題、今後の可能性について学
び、北海道で育ち、働き、生き抜くための術を体験的に学習することを目的とする。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
　本講義は、集中講義として開講します。基本的には、雪と共存する地域社会や施設
にて実習形式で行います。なお、事前学習は講義形式で行い、事後学習ではレポート
を作成します。
　実習形式では、共通アクティビティと個人アクティビティを行います。
　共通アクティビティでは、少人数グループでグループワークを行います。
　個人アクティビティでは、「雪」×「○○○」について個人のテーマを設定し、現
状や課題、今後の可能性を調査しまとめます。
　
【課題に対するフィードバックの方法】
　課題については、授業内で解説し、フィードバックに関しては、レポート課題を課
します。

■授業計画

①ガイダンス（目的、概要、日程の説明と参加希望調査）
②事前学習（個人アクティビティのテーマ設定）
③事前学習（個人アクティビティの調査）
④事前学習（個人アクティビティについてのプレゼン）
⑤共通アクティビティⅠ
⑥共通アクティビティⅡ
⑦共通アクティビティⅢ
⑧個人アクティビティⅠ
⑨個人アクティビティⅡ
⑩個人アクティビティⅢ
⑪個人アクティビティⅣ
⑫個人アクティビティⅤ
⑬個人アクティビティⅥ
⑭事後学習（活動の振り返り）
⑮事後学習（レポート作成）

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
　雪と共存する地域社会における現状や課題、今後の可能性についての実態を把握し
、説明できるようになる。また、共通・個人アクティビティを通じて、雪との共存環
境や雪の活用方法を体験し、北海道の冬季期間における生活術を身に付ける。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
　「自立して生きていくための生活週間、専門知識、技能を身に付ける」に基づき、
北海道の冬季期間における特徴的な雪との共存と活用方法を理解し、生活術を身に付
ける。

■成績評価基準と方法

共通アクティビティ（40％）
個人アクティビティ（40%）
レポート（20%）

■テキスト・参考文献

【テキスト】
　適宜プリントを配布します。

【参考文献】
　適宜プリントを配布します。

■授業外学習
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【具体的な内容】
　事前学習では、個人アクティビティのテーマに関するニュース、新聞、インターネ
ット情報等をチェックし、情報収集と現状把握に努めて下さい。また、個人アクティ
ビティの実施内容を検討し、現地での調査内容や実施目的を明確にしてプレゼン資料
をまとめて下さい。
　事後学習として、実習内容や１日の活動の振返りをまとめて下さい。
 
【必要な時間】
　事前事後の学習時間は、それぞれ2時間を目安とします。

■その他

　本講義は、2018年度以降の入学生のみ受講可能である。受講については、原則、ガ
イダンスに出席した者のみ認めます。なお、ガイダンス実施日は秋学期に掲示します
。
　本講義では、自己負担金（宿泊費・個人アクティビティ代・昼食代など）が発生し
ます。宿泊費については、事前に徴収を行います。なお、受講放棄や当日の欠席につ
いては、キャンセル料が発生する場合があります。その場合は、自己責任となる場合
があるため、予めご理解ください。
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2021 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 情報機器操作

開講期・単位 1年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者
佐々木　清美、小柳　万貴子、工藤　敦、常見　裕子、平田　嘉宏、
曽我　聡起、森　夏節

■講義の目的および概要

大学生活、社会生活で役立てるための情報機器操作を習得します。パソコンの代表的
アプリケーションソフト群の使い方を学習し、パソコン及び情報機器の利用における
便利ツールを活用できる知識と技術を演習を通じて身につけます。また、情報社会で
必要とされるセキュリティ確保や情報モラルについての知識も深めます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
テキストでの解説、教員の補足説明を参考に【実技演習形式】で授業を進めます。各
テーマに沿いファイル作成作業を実施し、その作業を通して蓄積した操作方法の知識
や関連知識、及び情報モラル等の知識を確認するテストは単元毎にパソコンを利用し
て実施します。

【課題に対するフィードバックの方法】
演習で作成した課題ファイルの作成方法を授業内で教員が説明することでフィードバ
ックを行います。

■授業計画

授業は次の順で進めます。
①科目ガイダインス、本学情報環境理解と設定
②コンピュータの基本操作、環境設定及び
　スマホ、タブレットの使用方法（続き）
③ファイル操作、タイピング練習
④文章作成：レポート作成１
⑤文章作成：レポート作成２
⑥文章作成：レポート作成３、チラシ作成１
⑦文章作成：チラシ作成２,ＥＸＣＥＬ：表作成１
⑧ＥＸＣＥＬ：表作成２、グラフ作成１
⑨ＥＸＣＥＬ：グラフ作成２
⑩プレゼンテーション：スライド作成１
⑪プレゼンテーション：スライド作成２
⑫セキュリティ
⑬情報モラル【問題点と著作権など】
⑭情報モラル【個人情報など】
⑮まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
大学生活及び卒業後の社会人生活で利用できるレベル以上のパソコン操作技能を獲得
し、代表的なアプリケーションソフト群の利用方法から情報モラルまで、情報社会で
必要な基本的技能と知識を身につけることを目標とします。パソコン以外の情報機器
（スマホ、タブレット）を使う際の注意点も身に付けます。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
必須科目である。
「自立して生きていくための幅広い教養・技能」「自立して生きていくための専門知
識・技能」を身に付けることに基づく。

■成績評価基準と方法

単元毎にパソコンを利用したテストを合計４回実施します。
成績は、４回のテスト結果を６０％とし、授業参加度及び提出課題の評価を残りの４
０％として評価します。

■テキスト・参考文献

【テキスト】
イチからしっかり学ぶ！
　『Office基礎と情報モラル』　
　　　　　　　　noa出版編集、　ワークアカデミー発行

【参考文献】各アプリケーションソフトの市販解説本

■授業外学習

2021(令和3)年4月1日

89



【具体的な内容】
テキストを使って自発的に予習復習をしてください。タイピング練習、単元毎の確認
テスト・終了テストは、インターネット接続環境があればいつでもどこからでも利用
可能になっています。授業時間外にしっかりと取り組んでください
【必要な時間】
予習、復習は各２時間

■その他

テキストを購入し、２回目の授業から忘れずに持参してください。テキストにタイピ
ングやテスト受験用のユーザー名とパスワード（1年間有効）が付いています。テキ
ストを購入しないとそれらを利用できないので単位を取得できません。

2021(令和3)年4月1日

90



2021 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 文書作成

開講期・単位 1年 後期・選択 2単位・演習

担 当 者
佐々木　清美、小柳　万貴子、常見　裕子、平田　嘉宏、曽我　聡起
、森　夏節、田邊　龍彦

■講義の目的および概要

パソコンの代表的なアプリケーションソフトである文章作成ソフトの利用方法を学習
します。また、文章作成と発表に関する知識と技術を演習を通じて身につけます。1
年生前期に開講された情報機器の操作の文章作成についても再確認し、表計算の利用
、グラフの挿入などで文章作成の高度化を図ります。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
テキストの解説、教員の補足説明を参考に【実技演習形式】で授業を進めます。各種
ファイル作成作業を実施し、その作業を通して蓄積した操作方法の知識や関連知識を
確認するテストを単元毎にパソコンを利用して実施します。

【課題に対するフィードバックの方法】
　課題ファイルの作成方法を教員が授業内で行いフィードバックします。

■授業計画

授業は次の順で進めます。
①科目ガイダンス、授業用各種環境確認
②Wordの起動、タイピング、文字変換、文字入力
③文章作成と書式指定 （確認テスト１）
④社外文章の作成
⑤文章表現の整理　　　（確認テスト２）
⑥表の作成と文章への挿入
⑦種々の表の編集　　　（確認テスト３）
⑧さまざまな文章の作成１　さまざまな文章の利用方法
⑨さまざまな文章の作成２　長文作成ー１
⑩さまざまな文章の作成２　長文作成ー２
⑪さまざまな文章の作成２　長文作成ー３　（確認テスト４）
⑫グラフィックの挿入　ワードアート、図形挿入
⑬グラフィックの挿入　さまざまな図形の挿入
⑭グラフィックの挿入　グラフの挿入　　　（確認テスト５）
⑮まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
一定レベル以上のパソコン操作技能を獲得し、代表的なアプリケーションソフト群、
特にWordの利用方法についての応用力を養い、情報社会で必要な基本的技能と知識を
身につけることです。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
本講義で習得する知識により、基礎演習、応用演習、及びゼミで記述するレポート、
論文が執筆可能となります。

■成績評価基準と方法

単元毎にパソコンを利用したテストを合計４回実施します。
成績は、５回のテスト結果を５０％とし、提出指定された作成ファイル内容やタイピ
ング及び授業参加度などを残りの５０％として評価します。

■テキスト・参考文献

【テキスト】
繰り返して慣れる！
　　『完全マスター　Word2016』
　　　noa出版編集、　ワークアカデミー発行
【参考文献】
　使用アプリケーションソフトの市販解説本

■授業外学習

【具体的な内容】
テキストを使って自発的に予習復習をしてください。単元毎の確認テストは、インタ
ーネット接続環境があればいつでもどこからでも利用可能になっています。授業時間
外にしっかりと取り組んでください。
【必要な時間】
事前：１時間、事後：2時間

■その他
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1年生春学期開講の「情報機器の操作」科目の文章作成が参考になります。本科目の
学習と同時に復習することでより有効に授業を利用してください。テキストにテスト
受験用のユーザー名とパスワード（1年間有効）が付いています。その有効期間内で
なければパソコン利用テストを受験できません。期限切れの場合は、利用権を取得し
てください。
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2021 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 表計算基礎

開講期・単位 1年 後期・選択 2単位・演習

担 当 者
佐々木　清美、工藤　敦、常見　裕子、曽我　聡起、森　夏節、田邊　
龍彦

■講義の目的および概要

パソコンの代表的なアプリケーションソフトである表計算ソフトの利用方法を中心に
学習し、データ活用方法の知識と技術の習得を目指します。本講義により得られる知
識は大学及び卒業後の社会人としての生活でも利用できる水準を目指します

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】

テキストの内容を教員が説明し学習を進めます。IT業界の経験もある教員による補足
説明を参考に【実技演習形式】で授業を進めます。課題ファイル作成作業を実施し、
その作業を通して習得した処理方法の知識や関連知識を確認しながら学習を進めます
。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題ファイルの作成を行います。パソコンを利用して実施する単元毎のテストの実施
で知識のフィードバックを行います。

■授業計画

授業は、以下に示す順序で実施します。
①科目ガイダンス、授業用各種環境確認
②Excelの使用方法
③Excelで表作成　　　　　
④Excel上での計算の学習　　　　　　　　
⑤Excelにおける書式の学習　　　　　　　 （確認テスト１）　　　　
⑥グラフ作成－１
⑦グラフ作成ー２
⑧複合グラフの学習　　　　　　　　　　　（確認テスト２）
⑨データ分析（データ活用方法について）
⑩データ分析（シート・ブックの活用方法）
⑪データ分析（テキストファイルからのデータの利用）　　
⑫データ分析（ピボットテーブルの学習）　（確認テスト３）
⑬まとめ（目的に応じた関数の利用）
⑬まとめ（さまざまな機能）　　　　　　　（確認テスト４）
⑮授業全体のまとめ　　　　　　　　　　　（まとめのテスト）

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
一定レベル以上のパソコン操作技能を獲得し、代表的なアプリケーションソフト群、
特に表計算ソフトの利用方法についての応用力を養い、情報社会で必要な基本的技能
と知識を身につけることです。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
本講義で得た知識は、他科目に於いてデータを活用する場合に役立ちます。

■成績評価基準と方法

単元毎にパソコンを利用したテストを合計４回実施します。
成績は、５回のテスト結果を５０％とし、提出指定された作成ファイル内容や授業参
加度などを残りの５０％として評価します。

■テキスト・参考文献

【テキスト】
　『繰り返して慣れる!完全マスター Excel2016』
　　株式会社　ワークアカデミー
　　Ness付き
【参考文献】

■授業外学習

【具体的な内容】
テキストとリファレンス動画を使って自発的に予習復習をしてください。単元毎の確
認テストは、インターネット接続環境があればいつでもどこからでも利用可能になっ
ています。授業時間外にしっかりと取り組んでください。

【必要な時間】
事前：1時間、事後：２時間

■その他
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1年生春学期開講の「情報機器の操作」科目の表計算が参考になります。本科目の学
習と同時に復習することでより有効に授業を利用してください。テキストにテスト受
験用のユーザー名とパスワード（1年間有効）が付いています。その有効期間内でな
ければパソコン利用テストを受験できません。
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2021 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 キャリア形成論Ⅰ[スビ]

開講期・単位 1年 前期・必修 2単位・講義

担 当 者 原　一将

■講義の目的および概要

スポーツビジネス学科に特化した講義です。働くことの意義を考え、世の中の産業、
職業、労働について幅広く理解し、自分の人生目標を掲げ、学生生活の学修プランや
キャリアプランを設定できるようにします。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
基本的には講義を中心に進めていきますが、一年次から社会人基礎力を身につけるた
め、講義のほか、小レポートの作成やグループワークなども行います。また、授業冒
頭でコミュニケーションゲームと新聞の解説、基礎学力を補うためのテストも行いま
す。一般企業（人材系）で15年、起業（人材系）で17年の実務経験のある教員が、実
社会と乖離（かいり）のないリアルな授業を展開します。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題については授業内で解説するとともに、フィードバックについても授業内で直接
行います。

■授業計画

概ね以下のテーマを扱います。

※予告なく内容が変わる場合もあります。

①オリエンテーション（講義内容、進行、評価などの説明）　
②企業における新人世代の経験の変化とスポーツビジネス学科
の社会的評価
③大学生として守るべきコンプライアンスとマナー
④キャリア理論（キャリアアンカーとVUCA時代）
⑤学生生活とキャリア（時間とお金・浪費と投資）
⑥仕事の本質解剖（多面的に見た仕事）
⑦「働く」を考える（仕事に就くカタチと給与の仕組み）
⑧大企業と中小企業とブラック企業
⑨業界と企業と仕事-Ⅰ（日本の産業全般、公務員という世界）
⑩業界と企業と仕事-Ⅱ（金融、流通）
⑪業界と企業と仕事-Ⅲ（マスコミ、スポーツ）
⑫職業と人生-Ⅰ（社会人）※ディスカッション
⑬職業と人生-Ⅰ（卒業生）※ディスカッション
⑭学生時代の過ごし方（在学生）
⑮授業内試験

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
幅広い「職業理解」と「個人の職業価値（キャリアアンカー）」を身につけ、「学生
生活キャリアプランの設計」を計画することができるようにします。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「自立して生きていくための生活習慣、社会人基礎力を身につけている学生に学位を
授与する」に基づき、日々変化する社会において、いかなる環境にも対応できる能力
を獲得し、社会人として自立できる能力を身につけます。

■成績評価基準と方法

①授業内試験（50％）②毎回の課題（50％）を総合的に評価します。
②は自己分析や授業の振り返りです。聴くことがインプットなら、書くことはアウト
プットです。アウトプットは吸収力を高めます。

■テキスト・参考文献

【テキスト】【参考文献】
基礎学力を補うためのテキストを使用します。それ以外は、毎回、講義用資料を配布
します。その他新聞のコピーや時事資料、著名人の資料なども数多く配布します。

■授業外学習

日頃からインターネットや新聞、テレビのニュース番組などで時事問題に触れ、世の
中の出来事に関心を抱いてください。大学は自ら学ぶところです。わからないことが
あれば放置せず、まずは「自分で調べる」習慣をつけてください。予習・復習の時間
はそれぞれ2時間を目安とします。

■その他
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授業中の私語や携帯は禁止です。違反者は退場させます。遅刻者も入室できません。
「人の話を聴く態度（傾聴）＝マナー」「時間を守ること」もキャリア形成における
大事な構成要素です。
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2021 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 キャリア形成論Ⅰ[ス指]

開講期・単位 1年 前期・必修 2単位・講義

担 当 者 樋原　智恵

■講義の目的および概要

世の中の産業、職業、労働について幅広く理解し、働くことの意義を考えます。さら
に自分の人生目標を掲げ、学生生活の学修プランやキャリアプランを設定できること
を目的とします。また自己理解を深め、多くの人・コトに興味と関心を持ち、社会人
としてのマナーある行動を身につけることを目指します。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
基本は講義形式ですが、必要に応じてディスカッション、グループワーク、プレゼン
テーションを取り入れます。
この講義は、民間企業・大学において採用・カウンセリング業務の実務経験のある教
員が、実社会と乖離（かいり）のない授業を展開します。
【課題に対するフィードバックの方法】
課題については、授業内またはメールでフィードバックを行います。適宜、質問を授
業内で情報共有します。

■授業計画

※状況により、内容が変わることがあります。

①オリエンテーション（講義内容、評価についての説明）
②大学生としてのマナー
③学生生活とキャリア（時間とお金、学生生活の満足度とキャリア意識）
④社会人基礎力とは
⑤自己理解ワーク①（過去を振り返り、現在・未来を考える）
⑥自己理解ワーク②（固定概念にとらわれない）
⑦自己理解ワーク③（チームにおける自分の役割）
⑧自己理解ワーク④（前向きな思考力）
⑨インターンシップ・就職活動の現状を知る
⑩「はたらく」を考えるⅠ（様々な雇用形態）
⑪「はたらく」を考えるⅡ（企業規模の違い、民間企業と公務員の違い）
⑫「はたらく」を考えるⅢ（企業経営とは）
⑬職業観①（自分のキャリア・アンカーは何か）
⑭職業観②（生きていくために必要なお金と稼ぐこと）
⑮まとめ（学生生活とキャリアプラン），最終レポート

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①働くことの意義を考え、世の中の産業、職業、労働について幅広く理解している。
②自分の人生目標を掲げ、学生生活の学修プランやキャリアプランを設定できる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「自立して生きていくための生活習慣、社会人基礎力を身に付けている学生に学位を
授与する」に基づき、自身の目指す将来のために必要なマナーとスキルを身に付ける
。

■成績評価基準と方法

毎回の小レポート（60％）
プレゼンテーション（10％）
最終レポート（30％）

■テキスト・参考文献

【テキスト】使用しません。適宜、講義用資料を配布します。
【参考文献】適宜、紹介します。

■授業外学習

【具体的な内容】
日頃から新聞およびテレビ・インターネットのニュースなどで時事問題に触れ、世の
中の出来事に関心を抱いてください。
【必要な時間】
予習・復習の時間はそれぞれ1時間を目安とします。

■その他

座席は指定する場合があります。
授業中の私語は禁止。
指示があるとき以外のパソコン・スマートフォンの使用も禁止。
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2021 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 キャリア形成論Ⅰ[臨床]

開講期・単位 1年 前期・必修 2単位・講義

担 当 者 樋原　智恵

■講義の目的および概要

世の中の産業、職業、労働について幅広く理解し、働くことの意義を考えます。さら
に自分の人生目標を掲げ、学生生活の学修プランやキャリアプランを設定できること
を目的とします。また自己理解を深め、多くの人・コトに興味と関心を持ち、社会人
としてのマナーある行動を身につけることを目指します。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
基本は講義形式ですが、必要に応じてディスカッション、グループワーク、プレゼン
テーションを取り入れます。
この講義は、民間企業・大学において採用・カウンセリング業務の実務経験のある教
員が、実社会と乖離（かいり）のない授業を展開します。
【課題に対するフィードバックの方法】
課題については、授業内またはメールでフィードバックを行います。適宜、質問を授
業内で情報共有します。

■授業計画

※状況により、内容が変わることがあります。

①オリエンテーション（講義内容、評価についての説明）
②大学生としてのマナー
③学生生活とキャリア（時間とお金、学生生活の満足度とキャリア意識）
④社会人基礎力とは
⑤自己理解ワーク①（過去を振り返り、現在・未来を考える）
⑥自己理解ワーク②（固定概念にとらわれない）
⑦自己理解ワーク③（チームにおける自分の役割）
⑧自己理解ワーク④（前向きな思考力）
⑨インターンシップ・就職活動の現状を知る
⑩「はたらく」を考えるⅠ（様々な雇用形態）
⑪「はたらく」を考えるⅡ（企業規模の違い、民間企業と公務員の違い）
⑫「はたらく」を考えるⅢ（企業経営とは）
⑬職業観①（自分のキャリア・アンカーは何か）
⑭職業観②（生きていくために必要なお金と稼ぐこと）
⑮まとめ（学生生活とキャリアプラン），最終レポート

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

到達目標】
①働くことの意義を考え、世の中の産業、職業、労働について幅広く理解している。
②自分の人生目標を掲げ、学生生活の学修プランやキャリアプランを設定できる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「自立して生きていくための生活習慣、社会人基礎力を身に付けている学生に学位を
授与する」に基づき、自身の目指す将来のために必要なマナーとスキルを身に付ける
。

■成績評価基準と方法

毎回の小レポート（60％）
プレゼンテーション（10％）
最終レポート（30％）

■テキスト・参考文献

【テキスト】使用しません。適宜、講義用資料を配布します。
【参考文献】適宜、紹介します。

■授業外学習

【具体的な内容】
日頃から新聞およびテレビ・インターネットのニュースなどで時事問題に触れ、世の
中の出来事に関心を抱いてください。
【必要な時間】
予習・復習の時間はそれぞれ1時間を目安とします。

■その他

座席は指定する場合があります。
授業中の私語は禁止。
指示があるとき以外のパソコン・スマートフォンの使用も禁止。

2021(令和3)年4月1日

98



2021 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 キャリア形成論Ⅰ[現文]

開講期・単位 1年 前期・必修 2単位・講義

担 当 者 椿　明美

■講義の目的および概要

現代の産業、職業、労働について幅広く理解し、なぜ働くのか、キャリアとは何か、
自分の人生目標、学生生活の学修プランを設定するため知識を深め、視野を広げて行
きます。我が国の人口減少、高齢社会の現状から将来皆さんが生きる社会を想像し、
そのような中で働く意味を問い、社会の一員としての役割、ライフロールを考えます
。さらに地域の産業や企業について情報を得て、仕事や働くことへの理解を深めて行
きます。個人の職業価値(キャリアアンカー)を確認すること、必要なスキルやワーキ
ングロールモデルを見つけ自身の職業価値を考え、学生生活キャリアプランの設計を
します。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
講義、ディスカッション、フィールドワーク、プレゼンテーション、聴き取り
この講義は、実務経験のある教員が担当し、必要な情報を適宜入れます

【課題に対するフィードバックの方法】
評価基準となる課題については、manabaを利用しその評価を個別に示します。
また、全体に関わる学生からの質問については、授業の始めに全体へ向けて、また適
宜答えます。

■授業計画

①キャリアを学ぶ・「自立」に向けて
②大学生としてのコンプライアンスとマナー
③自立して生きるための時間とお金
④将来の日本、世界を見てみよう
⑤先輩の経験から学ぶ
⑥成長する学生生活の送り方（1）
⑦成長する学生生活の送り方（2）
⑧「はたらく」とは何か
⑨「キャリア」とは何か
⑩ライフロール（役割）とは何か
⑪ニュースから学ぶ
⑫働く人インタビュー（1）：準備
⑬働く人インタビュー（2）：発表
⑭働く人インタビュー（3）：まとめ
⑮レポート、まとめ、振り返り

※働くための意識醸成とコミュニケーション能力育成のため、聴き取りトレーニング
を行います。
※授業の進行は変更になることがあります。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①働く意味を理解できる。
②社会での役割を理解できる。
③職業価値（キャリアアンカー）を理解できる。
④学生生活プランを立てることができる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
・学位授与方針「学生が、自立して生きていくための社会習慣、社会人基礎力、職業
観、技能を身に付ける」と関連します。

■成績評価基準と方法

毎回の課題シート・・・　30％
講演の感想、ディスカッション・・・10％
インタビュー調査報告書、発表等・・・　10％
小テスト・・・20％
レポート課題、振り返り・・・　30％

■テキスト・参考文献

【テキスト】　　
資料を配布します。
【参考文献】
荒井明著、玄田有史監修「キャリア基礎講座テキスト」日経BP社
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■授業外学習

【具体的な内容】
・確認小テストや課題がありますので、指示にしたがって予習をしてください。
・毎回のワークシート等の提出物で指摘されたところは訂正をして再提出します。

【必要な時間】
1週間で事前2時間、事後2時間の学習が求められます。

■その他

・キャリアを考えるときには、まず社会の動きを知ることが必要です。毎日、新聞、
ニュースを確認してください。
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2021 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 キャリア形成論Ⅰ[観光]

開講期・単位 1年 前期・必修 2単位・講義

担 当 者 樋原　智恵

■講義の目的および概要

世の中の産業、職業、労働について幅広く理解し、働くことの意義を考えます。さら
に自分の人生目標を掲げ、学生生活の学修プランやキャリアプランを設定できること
を目的とします。また自己理解を深め、多くの人・コトに興味と関心を持ち、社会人
としてのマナーある行動を身につけることを目指します。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
基本は講義形式ですが、必要に応じてディスカッション、グループワーク、プレゼン
テーションを取り入れます。
この講義は、民間企業・大学において採用・カウンセリング業務の実務経験のある教
員が、実社会と乖離（かいり）のない授業を展開します。
【課題に対するフィードバックの方法】
課題については、授業内またはメールでフィードバックを行います。適宜、質問を授
業内で情報共有します。

■授業計画

※状況により、内容が変わることがあります。

①オリエンテーション（講義内容、評価についての説明）
②大学生としてのマナー
③学生生活とキャリア（時間とお金、学生生活の満足度とキャリア意識）
④社会人基礎力とは
⑤自己理解ワーク①（過去を振り返り、現在・未来を考える）
⑥自己理解ワーク②（固定概念にとらわれない）
⑦自己理解ワーク③（チームにおける自分の役割）
⑧自己理解ワーク④（前向きな思考力）
⑨インターンシップ・就職活動の現状を知る
⑩「はたらく」を考えるⅠ（様々な雇用形態）
⑪「はたらく」を考えるⅡ（企業規模の違い、民間企業と公務員の違い）
⑫「はたらく」を考えるⅢ（企業経営とは）
⑬職業観①（自分のキャリア・アンカーは何か）
⑭職業観②（生きていくために必要なお金と稼ぐこと）
⑮まとめ（学生生活とキャリアプラン），最終レポート

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①働くことの意義を考え、世の中の産業、職業、労働について幅広く理解している。
②自分の人生目標を掲げ、学生生活の学修プランやキャリアプランを設定できる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「自立して生きていくための生活習慣、社会人基礎力を身に付けている学生に学位を
授与する」に基づき、自身の目指す将来のために必要なマナーとスキルを身に付ける
。

■成績評価基準と方法

毎回の小レポート（60％）
プレゼンテーション（10％）
最終レポート（30％）

■テキスト・参考文献

【テキスト】使用しません。適宜、講義用資料を配布します。
【参考文献】適宜、紹介します。

■授業外学習

【具体的な内容】
日頃から新聞およびテレビ・インターネットのニュースなどで時事問題に触れ、世の
中の出来事に関心を抱いてください。
【必要な時間】
予習・復習の時間はそれぞれ1時間を目安とします。

■その他

座席は指定する場合があります。
授業中の私語は禁止。
指示があるとき以外のパソコン・スマートフォンの使用も禁止。
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2021 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 キャリア形成論Ⅰ[子心]

開講期・単位 1年 前期・必修 2単位・講義

担 当 者 樋原　智恵

■講義の目的および概要

世の中の産業、職業、労働について幅広く理解し、働くことの意義を考えます。さら
に自分の人生目標を掲げ、学生生活の学修プランやキャリアプランを設定できること
を目的とします。また自己理解を深め、多くの人・コトに興味と関心を持ち、社会人
としてのマナーある行動を身につけることを目指します。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
基本は講義形式ですが、必要に応じてディスカッション、グループワーク、プレゼン
テーションを取り入れます。
この講義は、民間企業・大学において採用・カウンセリング業務の実務経験のある教
員が、実社会と乖離（かいり）のない授業を展開します。
【課題に対するフィードバックの方法】
課題については、授業内またはメールでフィードバックを行います。適宜、質問を授
業内で情報共有します。

■授業計画

※状況により、内容が変わることがあります。

①オリエンテーション（講義内容、評価についての説明）
②大学生としてのマナー
③学生生活とキャリア（時間とお金、学生生活の満足度とキャリア意識）
④社会人基礎力とは
⑤自己理解ワーク①（過去を振り返り、現在・未来を考える）
⑥自己理解ワーク②（固定概念にとらわれない）
⑦自己理解ワーク③（チームにおける自分の役割）
⑧自己理解ワーク④（前向きな思考力）
⑨インターンシップ・就職活動の現状を知る
⑩「はたらく」を考えるⅠ（様々な雇用形態）
⑪「はたらく」を考えるⅡ（企業規模の違い、民間企業と公務員の違い）
⑫「はたらく」を考えるⅢ（企業経営とは）
⑬職業観①（自分のキャリア・アンカーは何か）
⑭職業観②（生きていくために必要なお金と稼ぐこと）
⑮まとめ（学生生活とキャリアプラン），最終レポート

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①働くことの意義を考え、世の中の産業、職業、労働について幅広く理解している。
②自分の人生目標を掲げ、学生生活の学修プランやキャリアプランを設定できる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「自立して生きていくための生活習慣、社会人基礎力を身に付けている学生に学位を
授与する」に基づき、自身の目指す将来のために必要なマナーとスキルを身に付ける
。

■成績評価基準と方法

毎回の小レポート（60％）
プレゼンテーション（10％）
最終レポート（30％）

■テキスト・参考文献

【テキスト】使用しません。適宜、講義用資料を配布します。
【参考文献】適宜、紹介します。

■授業外学習

【具体的な内容】
日頃から新聞およびテレビ・インターネットのニュースなどで時事問題に触れ、世の
中の出来事に関心を抱いてください。
【必要な時間】
予習・復習の時間はそれぞれ1時間を目安とします。

■その他

座席は指定する場合があります。
授業中の私語は禁止。
指示があるとき以外のパソコン・スマートフォンの使用も禁止。

2021(令和3)年4月1日

102



2021 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 キャリア形成論Ⅱ[スビ]

開講期・単位 1年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 原　一将

■講義の目的および概要

スポーツビジネス学科に特化した講義です。キャリア形成論-Ⅰを概論とするならば
、キャリア形成論-Ⅱはその発展形と捉えることができます。様々な働き方や社会人
基礎力を理解したうえで、世の中に存在する業界や業種、仕事についての知識を増や
し、主体的に自己の進路選択ができるよう、目的意識を持ち、学業や学生生活に取り
組める姿勢を養います。また、社会（学外授業）へ出る楽しさ、多くの人と関わる必
要性を理解し、そのために必要なスキルも身につけます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
基本的には講義を中心に進めていきますが、一年次から社会人基礎力を身につけるた
め、講義のほか、小レポートの作成や個人ワーク、グループワークなども行います。
また、授業冒頭でコミュニケーションゲームと新聞の解説、基礎学力を補うためのテ
ストも行います。一般企業（人材系）で15年、起業（人材系）で17年の実務経験のあ
る教員が、実社会と乖離（かいり）のないリアルな授業を展開します。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題については授業内で解説するとともに、フィードバックについても授業内で直接
行います。

■授業計画

概ね以下のテーマを扱います。

※予告なく内容が変わる場合もあります。

①オリエンテーション（講義内容、進行、評価などの説明）　
②ビジネスコミュニケーションとソーシャルスキル
③７つの職業人能力
④若者の早期離職について考える
⑤業界・企業・職種別スキル-Ⅰ（ファン不要の時代）
⑥業界・企業・職種別スキル-Ⅱ（教えるより学ぶ時代）
⑦社会人のタイムスケジュールとライフハック
⑧ビジネス文書、企画・提案書の作成方法
⑨グループワーク-Ⅰ（企画立案）
⑩グループワーク-Ⅱ（提案書作成）
⑪グループワーク-Ⅲ（発表）
⑫インターンシップとは？～インターンシップ体験者による講話
⑬職業と人生-Ⅰ（社会人）※ディスカッション
⑭職業と人生-Ⅱ（卒業生）※ディスカッション
⑮授業内試験

2022年卒向け学内業界研究セミナーへの参加を必須とします（社会情勢の変化により
変更する場合もあります）。

⑩～⑭では「根拠」「仮説」「検証」を重視した授業展開をしますので、今から職業
人としての能力を醸成します。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
「外へ出ることの楽しさと行動力」について前向きに考えることができ、「産業別必
要スキル」を具体的に理解することができ、「実践的スキル」を実務として身につけ
ることができます。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「自立して生きていくための生活習慣、社会人基礎力を身につけている学生に学位を
授与する」に基づき、日々変化する社会において、いかなる環境にも対応できる能力
を獲得し、社会人として自立できる能力を身につけます。

■成績評価基準と方法

①授業内課題（50％）②授業内試験（50％）を総合的に評価します。

②は自己分析や授業の振り返りです。聴くことがインプットなら、書くことはアウト
プットです。アウトプットは吸収力を高めます。

■テキスト・参考文献
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【テキスト】【参考文献】
基礎学力を補うためのテキストを使用します。それ以外は、毎回、講義用資料を配布
します。その他新聞のコピーや時事資料、著名人の資料なども数多く配布します。

■授業外学習

日頃からインターネットや新聞、テレビのニュース番組などで時事問題に触れ、世の
中の出来事に関心を抱いてください。大学は自ら学ぶところです。わからないことが
あれば放置せず、まずは「自分で調べる」習慣をつけてください。予習・復習の時間
はそれぞれ2時間を目安とします。

■その他

授業中の私語や携帯は禁止です。違反者は退場させます。正当な理由なき遅刻者は入
室できません。「人の話を聴く態度（傾聴）＝マナー」「時間を守ること」もキャリ
ア形成における大事な構成要素です。
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2021 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 キャリア形成論Ⅱ[ス指]

開講期・単位 1年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 樋原　智恵

■講義の目的および概要

主体的に自己の進路を選択できるよう、目的意識を持ち学業や学生生活に取り組む姿
勢を養うことを目的とします。また社会へ出る楽しさ、様々な人と関わる必要性を理
解し、そのために必要なスキルを身につけていきます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
基本は講義形式ですが、必要に応じてディスカッション、グループワーク、プレゼン
テーションを取り入れます。
この講義は、民間企業・大学において採用・カウンセリング業務の実務経験のある教
員が、実社会と乖離（かいり）のない授業を展開します。
【課題に対するフィードバックの方法】
課題については、授業内またはメールでフィードバックを行います。適宜、質問を授
業内で情報共有します。

■授業計画

※状況により、内容が変わることがあります。

①オリエンテーション（講義内容、評価についての説明）
②ソーシャルスキルを理解する
③働く意味を考える
④業界・企業・職種別のスキル
⑤自己分析と他己分析
⑥知らないと損をする労働基準法
⑦グループワークⅠ（コンセンサス）
⑧グループワークⅡ（情報収集）
⑨グループワークⅢ（課題解決力）
⑩企業研究の仕方
⑪社会人へのインタビューⅠ
⑫社会人へのインタビューⅡ
⑬社会人へのインタビューⅢ
⑭数字で見る労働環境と就職活動
⑮まとめ（ふりかえり、これからの行動計画）
☆社会人へのインタビューでは社会人ゲストを招きます。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①目的意識を持ち学業や学生生活に前向きに取り組んでいる。
②社会へ出る楽しさと、社会で求められる姿勢やスキルを理解している。
③様々な人と関わることの必要性を理解している。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「自立して生きていくための生活習慣、社会人基礎力を身に付けている学生に学位を
授与する」に基づき、自身の目指す将来のために必要なマナーとスキルを身に付ける
。

■成績評価基準と方法

発表・ディスカッション（10％）
毎回の小レポート（60％）
最終レポート（30％）

■テキスト・参考文献

【テキスト】使用しません。適宜、講義用資料を配布します。
【参考文献】適宜、紹介します。

■授業外学習

【具体的な内容】
日頃から新聞およびテレビ・インターネットのニュースなどで時事問題に触れ、世の
中の出来事に関心を抱いてください。
【必要な時間】
予習・復習の時間はそれぞれ1時間を目安とします。

■その他
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座席は指定する場合があります。
授業中の私語は禁止。指示があるとき以外のパソコン・スマートフォンの使用も禁止
。
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2021 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 キャリア形成論Ⅱ[臨床]

開講期・単位 1年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 樋原　智恵

■講義の目的および概要

主体的に自己の進路を選択できるよう、目的意識を持ち学業や学生生活に取り組む姿
勢を養うことを目的とします。また社会へ出る楽しさ、様々な人と関わる必要性を理
解し、そのために必要なスキルを身につけていきます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
基本は講義形式ですが、必要に応じてディスカッション、グループワーク、プレゼン
テーションを取り入れます。
この講義は、民間企業・大学において採用・カウンセリング業務の実務経験のある教
員が、実社会と乖離（かいり）のない授業を展開します。
【課題に対するフィードバックの方法】
課題については、授業内またはメールでフィードバックを行います。適宜、質問を授
業内で情報共有します。

■授業計画

※状況により、内容が変わることがあります。

①オリエンテーション（講義内容、評価についての説明）
②ソーシャルスキルを理解する
③働く意味を考える
④業界・企業・職種別のスキル
⑤自己分析と他己分析
⑥知らないと損をする労働基準法
⑦グループワークⅠ（コンセンサス）
⑧グループワークⅡ（情報収集）
⑨グループワークⅢ（課題解決力）
⑩企業研究の仕方
⑪社会人へのインタビューⅠ
⑫社会人へのインタビューⅡ
⑬社会人へのインタビューⅢ
⑭数字で見る労働環境と就職活動
⑮まとめ（ふりかえり、これからの行動計画）
☆社会人へのインタビューでは社会人ゲストを招きます。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①目的意識を持ち学業や学生生活に前向きに取り組んでいる。
②社会へ出る楽しさと、社会で求められる姿勢やスキルを理解している。
③様々な人と関わることの必要性を理解している。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「自立して生きていくための生活習慣、社会人基礎力を身に付けている学生に学位を
授与する」に基づき、自身の目指す将来のために必要なマナーとスキルを身に付ける
。

■成績評価基準と方法

毎回の小レポート（60％）
プレゼンテーション（10％）
最終レポート（30％）

■テキスト・参考文献

【テキスト】使用しません。適宜、講義用資料を配布します。
【参考文献】適宜、紹介します。

■授業外学習

【具体的な内容】
日頃から新聞およびテレビ・インターネットのニュースなどで時事問題に触れ、世の
中の出来事に関心を抱いてください。
【必要な時間】
予習・復習の時間はそれぞれ1時間を目安とします。

■その他

座席は指定する場合があります。
授業中の私語は禁止。
指示があるとき以外のパソコン・スマートフォンの使用も禁止。
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2021 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 キャリア形成論Ⅱ[現文]

開講期・単位 1年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 椿　明美

■講義の目的および概要

社会にはどのような産業、企業があるのか、また産業別、職種別にはどのような能力
が求められるのかをについて調べていきます。さらに、企業理解を深めるため業界比
較研究をグループワークで行います。会社ではどのような業務を行っているのか、ど
のような理念で会社運営をしているのか、企業について理解を深めて行きます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
講義、ディスカッション、フィールドワーク、インタビュー、プレゼンテーション
この講義は、大学事務及び秘書の実務経験のある教員が自らのキャリアパスをもとに
、必要な情報を適宜入れます。

【課題に対するフィードバックの方法】
評価基準となる課題については、その評価を個別に示します。
毎回、授業シートに質問、感想を記入し、学生からの質問については、授業の始めに
全体へ向けて答えます。

■授業計画

①ガイダンス・産業社会とは　
②「社会が求めていること」を考える
③会社とは：大企業と中小企業
④業界知識（日本の産業・業界地図）
⑤卒業生講演
⑥企業・職種比較研究（１）調査・資料作成
⑦企業・職種比較研究（２）発表・質疑応答
⑧グループワークのしかた（役割分担・目標・コンセンサス）
⑨企業インタビュー（１）企画会議（事前調査）
⑩企業インタビュー（２）企画会議（企画書作成）
⑪企業インタビュー（３）インタビュー実施
⑫企業インタビュー（４）内容の報告資料作成、発表
⑬業界講演
⑭企業説明会
⑮レポート、振り返り、まとめ

※１ニュースを取り上げます。
※２社会常識問題を解きます。
※３授業内容は状況により変更することがあります。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①産業や企業、職業、職種について理解できる。
②産業界が求めている人材や能力を把握し、能力育成プランを立てることができる。
③インタビューの結果を分かりやすくまとめ、発表することができる。
④ニュースから社会の動きを捉え、自分の意見を持つことができる。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
学位授与方針「学生が、自立して生きていくための社会習慣、社会人基礎力、職業観
、技能を身に付ける」と関連します。

■成績評価基準と方法

提出課題（ポートフォリオ、課題シート、確認テスト、ニュース等）・・・　50％
インタビュー課題（企画、実施、報告等）・・・20％
レポート・振り返り・・・　30％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
2021年度版ニュース検定公式テキスト＆問題集「時事力」基礎編（3・4級対応）

【参考文献】
・「会社四季報」業界地図2020年版　東洋経済新報社　
・「就職四季報総合版」2020年版　東洋経済新報社

■授業外学習
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【具体的な内容】
・企業研究やインタビューは、より深いものにするため、事前に調べること、発表の
前に準備をしておくことが求められます。

【必要な時間】
事前・事後学修の時間はそれぞれ2時間を目安とします。

■その他

・グループで取り組みますのでメンバーとしての役割を押さえ貢献してください。
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2021 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 キャリア形成論Ⅱ[観光]

開講期・単位 1年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 樋原　智恵

■講義の目的および概要

主体的に自己の進路を選択できるよう、目的意識を持ち学業や学生生活に取り組む姿
勢を養うことを目的とします。また社会へ出る楽しさ、様々な人と関わる必要性を理
解し、そのために必要なスキルを身につけていきます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
基本は講義形式ですが、必要に応じてディスカッション、グループワーク、プレゼン
テーションを取り入れます。
この講義は、民間企業・大学において採用・カウンセリング業務の実務経験のある教
員が、実社会と乖離（かいり）のない授業を展開します。
【課題に対するフィードバックの方法】
課題については、授業内またはメールでフィードバックを行います。適宜、質問を授
業内で情報共有します。

■授業計画

※状況により、内容が変わることがあります。

①オリエンテーション（講義内容、評価についての説明）
②ソーシャルスキルを理解する
③働く意味を考える
④業界・企業・職種別のスキル
⑤自己分析と他己分析
⑥知らないと損をする労働基準法
⑦グループワークⅠ（コンセンサス）
⑧グループワークⅡ（情報収集）
⑨グループワークⅢ（課題解決力）
⑩企業研究の仕方
⑪社会人へのインタビューⅠ
⑫社会人へのインタビューⅡ
⑬社会人へのインタビューⅢ
⑭数字で見る労働環境と就職活動
⑮まとめ（ふりかえり、これからの行動計画）
☆社会人へのインタビューでは社会人ゲストを招きます。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①目的意識を持ち学業や学生生活に前向きに取り組んでいる。
②社会へ出る楽しさと、社会で求められる姿勢やスキルを理解している。
③様々な人と関わることの必要性を理解している。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「自立して生きていくための生活習慣、社会人基礎力を身に付けている学生に学位を
授与する」に基づき、自身の目指す将来のために必要なマナーとスキルを身に付ける
。

■成績評価基準と方法

毎回の小レポート（60％）
プレゼンテーション（10％）
最終レポート（30％）

■テキスト・参考文献

【テキスト】使用しません。適宜、講義用資料を配布します。
【参考文献】適宜、紹介します。

■授業外学習

【具体的な内容】
日頃から新聞およびテレビ・インターネットのニュースなどで時事問題に触れ、世の
中の出来事に関心を抱いてください。
【必要な時間】
予習・復習の時間はそれぞれ1時間を目安とします。

■その他

座席は指定する場合があります。授業中の私語は禁止。指示があるとき以外のパソコ
ン・スマートフォンの使用も禁止。
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2021 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 キャリア形成論Ⅱ[子心]

開講期・単位 1年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 樋原　智恵

■講義の目的および概要

主体的に自己の進路を選択できるよう、目的意識を持ち学業や学生生活に取り組む姿
勢を養うことを目的とします。また社会へ出る楽しさ、様々な人と関わる必要性を理
解し、そのために必要なスキルを身につけていきます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
基本は講義形式ですが、必要に応じてディスカッション、グループワーク、プレゼン
テーションを取り入れます。
この講義は、民間企業・大学において採用・カウンセリング業務の実務経験のある教
員が、実社会と乖離（かいり）のない授業を展開します。
【課題に対するフィードバックの方法】
課題については、授業内またはメールでフィードバックを行います。適宜、質問を授
業内で情報共有します。

■授業計画

※状況により、内容が変わることがあります。

①オリエンテーション（講義内容、評価についての説明）
②ソーシャルスキルを理解する
③働く意味を考える
④業界・企業・職種別のスキル
⑤自己分析と他己分析
⑥知らないと損をする労働基準法
⑦グループワークⅠ（コンセンサス）
⑧グループワークⅡ（情報収集）
⑨グループワークⅢ（課題解決力）
⑩企業研究の仕方
⑪社会人へのインタビューⅠ
⑫社会人へのインタビューⅡ
⑬社会人へのインタビューⅢ
⑭数字で見る労働環境と就職活動
⑮まとめ（ふりかえり、これからの行動計画）
☆社会人へのインタビューでは社会人ゲストを招きます。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①目的意識を持ち学業や学生生活に前向きに取り組んでいる。
②社会へ出る楽しさと、社会で求められる姿勢やスキルを理解している。
③様々な人と関わることの必要性を理解している。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「自立して生きていくための生活習慣、社会人基礎力を身に付けている学生に学位を
授与する」に基づき、自身の目指す将来のために必要なマナーとスキルを身に付ける
。

■成績評価基準と方法

毎回の小レポート（60％）
プレゼンテーション（10％）
最終レポート（30％）

■テキスト・参考文献

【テキスト】使用しません。適宜、講義用資料を配布します。
【参考文献】適宜、紹介します。

■授業外学習

【具体的な内容】
日頃から新聞およびテレビ・インターネットのニュースなどで時事問題に触れ、世の
中の出来事に関心を抱いてください。
【必要な時間】
予習・復習の時間はそれぞれ1時間を目安とします。

■その他

座席は指定する場合があります。
授業中の私語は禁止。
指示があるとき以外のパソコン・スマートフォンの使用も禁止。
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2021 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 海外体験B

開講期・単位 1年 後期・選択 2単位・演習

担 当 者 成田　雅昭

■講義の目的および概要

海外研修旅行の企画・実施を通して、自らの視野を広げ、国際的な視点から、海外旅
行における必要な知識・技能を身に付ける。研修訪問先として、近年、著しく発展す
る東南アジア諸国の中でＡＳＥＡＮ諸国の中心的存在であるマレーシアとする。研修
先の事前調査及び研修旅行の企画・準備・実施・事後の発表を行う。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
１．訪日外国人観光客（インバウンド）や日本からの海外旅行についての説明
２．海外研修旅行に必要な準備についての説明、調査、発表
３．マレーシア研修旅行の実施
４．研修旅行のまとめ・発表
本講義は、マレーシアのマラヤ大学教員の経験のある教員が研修企画の指導・助言を
行う。
【課題に対するフィードバックの方法】
事前研修の中で、グループワークやプレゼンテーションを通して資料の分析や概要を
まとめて発表する力の向上を図る。その都度、発表の質が高まるよう指導する。

■授業計画

①オリエンテーション
②訪日外国人旅行（インバウンド）と日本からの海外旅行
③東アジア・東南アジア・ＡＳＥＡＮについて
④マレーシア・シンガポールの歴史・文化について
⑤海外旅行の交通手段・宿泊・携帯電話・医療・危機管理について
⑥海外旅行における観光英語・自己紹介について
⑦マレーシア研修旅行の計画作成・研修テーマの設定
⑧マレーシア研修旅行の事前研修・研修テーマの確認・マレーシア語の基礎
⑨マレーシア研修旅行の実施（クアラルンプール）
⑩マレーシア研修旅行の実施（学生間交流）
⑪マレーシア研修旅行の実施（マラッカ等）
⑫マレーシア研修の事後のまとめ（１）…データの整理
⑬マレーシア研修の事後のまとめ（２）…テーマに対応した分析
⑭マレーシア研修の事後のまとめ（３）…研修の反省
⑮マレーシア研修の成果発表

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
海外研修旅行について、企画・実施・研修成果発表する基本的な知識・能力を身に付
ける。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「理想を求め、明日の地域社会、国際社会へ寄与する姿勢を身に付けている学生に学
位を授与する」に基づき、海外研修を通して国際的に活動することの大切さについて
学修する。

■成績評価基準と方法

１．事前準備の取組・レポートの提出：４０％
２．研修旅行の実施：４０％
３．研修成果の報告・発表：２０％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
なし。その都度、必要な資料を配付する。
【参考文献】
図解「ASEANを読み解く」　みずほ総合研究所　著　　東洋経済新報社
「東南アジアの経済発展と世界金融危機」　橋本雄一　著　　古今書院

■授業外学習

【具体的な内容】
指示したことがらについて、事前学習として情報収集、発表準備等を行うとともに、
事後学習では学んだことがらに関する確認や不十分な取組について補充学習する。
【必要な時間】
１回の授業について、予習２時間、復習２時間を必要とする。

■その他

自己紹介や札幌・北海道・日本について英語で説明できるように取り組む必要がある
。
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2021 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 海外体験B

開講期・単位 1年 後期・選択 2単位・演習

担 当 者 趙　恵真

■講義の目的および概要

この授業は世界に目を向ける国際的な人材の養成を目的としています。世界に飛び出
して新たな発見をすると同時に、現在生活している北海道や日本という地域が世界の
中でどのように位置づけられているのかを客観的に見る視点を培います。
実際に海外を訪れ、人との交流や自身の見聞を通じて国際感覚を養っていきます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
日本と韓国について持っている知識やイメージを整理します。そうした認識がどこか
ら来ているのかを調べ、その先で自身に何ができるのかを演習形式で考えていきます
。
演習方式で行いますので、各プレゼンに対する学生の活発な議論を行うとともに、皆
の意見の中から新たな気づきを見つけていきます。

【課題に対するフィードバックの方法】
授業内のコメント

■授業計画

①オリエンテーション
②課題の設定１
③課題の設定２
④各人またはグループについてのディスカッション１
⑤各人またはグループについてのディスカッション２
⑥合同授業
⑦海外旅行保険等の旅行準備
⑧出発前の最終確認

＜研修＞9月上旬から中旬まで、韓国語を中心とした研修を現地にて行います。

⑨研修内容の整理１
⑩研修内容の整理２
⑪報告会の実施

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
国際感覚を養い、国際人としての自覚を持つ。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「理想を求め、明日の地域社会、国際社会へ寄与する姿勢を身につけている学生に学
位を授与する」に基づき、日韓両国に対する社会的、文化的理解を深めて、世界的な
変化に対応する能力の獲得を通じて国際人として目立できる能力を身につける。

■成績評価基準と方法

中間発表：30%
現地での発表：30％
報告会：40％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
参考文献などは、授業で適宜指示します。

【参考文献】
参考文献などは、授業で適宜指示します。

■授業外学習

【具体的な内容】
テーマについては大学図書館や学外の外国に関するインフォメーションセンターなど
の情報源を大いに利用し調査を進め、パワーポイントにまとめてください。授業では
発表とディスカッションが中心になります。授業以外の時間を使って、準備と修正を
繰り返していきます。

【必要な時間】
予習・復習の時間はそれぞれ2時間を目安とします。

■その他

4月のオリエンテーション、留学説明会、国際交流センター掲示で詳しい日程の案内
をします。特に交流センターの掲示には注意してください。
参加費用などについてはオリエンテーションで説明します。
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2020 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 ビジネス実務演習

開講期・単位 2年 前期・選択 2単位・演習

担 当 者 椿　明美

■講義の目的および概要

ビジネスの場で求められるビジネス基礎能力、働くうえでの仕事の基本を、組織行動
の視点から考え演習をとおして身に付けて行きます。組織の中で働く際、人と人との
コミュニケーションが最も難しいと言われていますので、ビジネス敬語、二者間、三
者間でのコミュニケーション等を、頭で考えるだけではなく、身体を使いながら実践
を通して自分の力として行きます。仕事を楽しみながらできる人になることを目指し
ます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
講義と演習形式で授業を進めます。実際に業務を体験することで、ビジネススキルを
しっかり身につけて行きます。ロールプレイング、ペアワーク、グループワークを取
り入れます。
この講義は、実務経験のある教員が自らのキャリアパスをもとに、必要な情報を適宜
入れます。

【課題に対するフィードバックの方法】
評価基準となる課題については、その評価を個別に示します。
学生からの質問については、授業の始めあるいはその都度、全体へ向けて答えます。

■授業計画

①ガイダンス、仕事の基本とビジネスマナー（仕事の守破離）
②コミュニケーションケーススタディ
③コミュニケーションの基本（１）：ビジネスの場での言葉遣い
④コミュニケーションの基本（２）：指示の受け方と報連相
⑤コミュニケーションの基本（３）：訪問のマナー
⑥コミュニケーションの基本（４）：電話をかける・受ける・取り次ぐ
⑦コミュニケーションの基本（５）：電話ケーススタディ
⑧コミュニケーションの基本（６）：電話応対フィールドワーク
⑨コミュニケーションの基本（７）：コミュニケーション応用演習
⑩ビジネス文書（１）：ビジネスメール
⑪ビジネス文書（２）：計画立案とスケジュール表の作り方
⑫ビジネス文書（３）：旅行計画・スケジューリング
⑬会議の運営（１）：会議参加の仕方、セッティング準備と社内への案内メール
⑭会議の運営（２）：会議実践 ・議事録作成
⑮まとめレポート・振り返り

※クラス人数により変更になることがあります。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①対人業務の状況に応じた話し方、言葉遣いができる。
②ビジネスメール文が書ける。
③スケジューリングができる。
④会議に臨む基本を踏まえ実践できる。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
学位授与方針の「学生が、自立して生きていくための社会習慣、社会人基礎力、職業
観、技能を身に付ける」と関連しています。

■成績評価基準と方法

課題提出物（授業確認課題、演習シート）・・・20％
発表・実技・・・10％
毎回の確認テスト・・・40％
授業内レポート・振り返り・・・30％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
毎回、資料を配布します。

【参考文献】
・「職場が生きる、人が育つ「経験学習」入門」松本睦著、ダイヤモンド社
・「組織行動」鈴木竜太・服部泰宏著、有斐閣ストゥディア

■授業外学習
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【具体的な内容】
次回の授業範囲について、専門用語の意味などを予習ノートにまとめてください。ま
た、毎回の授業の最後に、授業内容の復習問題を出題します。授業をしっかり聞いて
ください。

【必要な時間】
・事前・事後学修の時間はそれぞれ2時間を目安とします。

■その他

・ビジネス現場で求められる仕事力は、まずは基本をしっかり学び、それを応用して
独自の形を作っていくことで向上します。授業で取り組んだことを日常生活で積極的
に使うことを心がけてください。授業内容は仕事力につながることが多いですので積
極的に学びましょう。
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2020 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 ビジネス実務総論[大学]

開講期・単位 2年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 和田　佳子

■講義の目的および概要

ビジネスを働く人の視点から捉え、経済や社会構造の変化の中で、ビジネス実務がど
のように行われているのかを概観します。同時に、働く人に求められる能力とこれか
らの働き方について考察することを目的とします。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
原則的に講義形式の授業になりますが、出来る限り、ディスカッションやワーク等を
取り入れ、能動的な学修になることを目指します。

【課題に対するフィードバックの方法】

毎回何らかのシート提出を求めます。次週の授業内で解説、フィードバックを行うと
ともに、質問を受ける時間を設けます。

■授業計画

①ビジネス実務とは：授業の位置づけと到達目標、評価の視点
②“ビジネス”の定義
③「組織」はなぜ必要？
④私たちはどんな時代を生きているのか
⑤働き方の多様化（１）
⑥働き方の多様化（２）
⑦職場の人間関係はなぜ難しいのか
⑧コロナ時代のビジネスマナーとビジネス常識
⑨働くために必要な自分の軸
⑩ビジネス実務と法律
⑪ビジネス実務と“お金”決算書を読む力（１）
⑫ビジネス実務と“お金”決算書を読む力（２）
⑬ビジネス実務に必要な論理的思考の技術
⑭振り返りとまとめ
⑮最終課題（定期試験）

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
社会の出来事に関心を持ち、組織の仕組みや働き方について理解できる。また、働く
人に求められる能力について理解するとともに、実践に向けた心構えができる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「自立して生きていくための生活習慣、社会人基礎力を身につけている学生に学位を
授与する」に基づき、社会におけるビジネス実務を取り巻く環境の変化に対応する能
力の獲得を通じて社会人として自立できる能力を身につける。

■成績評価基準と方法

定期試験60％、課題20％、毎回の提出物20％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
資料を配布します

【参考文献】

■授業外学習

【具体的な内容】
必要に応じて、事前課題を出します。指示に従ってください。

【必要な時間】

■その他
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2020 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 英語Ⅱ[未修得]

開講期・単位 2年 後期・選択 2単位・演習

担 当 者 陳　堯柏

■講義の目的および概要

英語IIは聞く、話すの2技能の上達を目標としている。話す力は日常生活に関連させ
たものであり、講義や教科書を通して聞く力も伸ばす。またオンラインでZoomという
ソフトを使い、外国人の先生と実際に会話の練習をすることで英語でのコミュニケー
ション能力を高める。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】

話す練習としてペアでロールプレイを行う。教科書をもとに実用的な文法やリスニン
グ力をつける。Zoomを使用し、30分×5回海外のネイティブの先生とオンラインで会
話の練習を行う。

【課題に対するフィードバックの方法】

授業内で行われる学生のペアワークや先生とのロールプレイを通して、教員と見てい
る学生達が良かった点や改善すべき点などについてフィードバックをする。確認テス
ト１，２は授業内で解説をして、結果を発表する。

■授業計画

1. Orientation
2. Topic 1
3. Topic 1 / Zoom
4. Topic 2
5. Topic 2 / Zoom
6. Topic 3
7. Topic 3 / Zoom
8. 復習と学習評価 1
9. 復習と学習評価 1
10.Topic 4
11.Topic 4 / Zoom
12.Topic 5
13.Topic 5 / Zoom
14. 復習と学習評価 2
15. 復習と学習評価 2

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】

日常生活や将来の仕事に使えるよう英語の知識と能力を身につけ、テーマに沿ったア
クティビティを通して英語の基礎力を高める。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】

「国際社会の発展に寄与する社会人を育成」するに基づき、基礎となる英語の知識、
技能を身につける。

■成績評価基準と方法

クラスタイムアクティビティ: 20%
宿題: 20%
学習評価 1: 30%
学習評価 2: 30%

■テキスト・参考文献
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【テキスト】

『Free Talking』
著者 : Adam Gyenes, Matthew Guay, Lauren Eldekvist, Yuki Hasegawa
出版社 : Cengage Learning

【参考文献】

参考文献：Basic English Grammar (4E) Student Book with CDs(2) and Answer
Key(Azar-Hagen Grammar Series)
著者：Azar, Hagen
出版社：Pearson Education

■授業外学習

【具体的な内容】

毎回授業の始めに前回の授業の復習として質問をしますので、復習をして授業を受け
てください。eランニングシステムManabaのリスニングの宿題があります。

【必要な時間】

eランニングシステムManabaのリスニングの宿題も含め、予習、復習を２時間程度行
ってください。

■その他

予習をすることで学習効果が上がりますので、しっかり予習をすることをお勧めしま
す
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2020 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 英語Ⅰ[未取得]

開講期・単位 2年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 片岡　晃

■講義の目的および概要

英語Iの目標は、音声によるreception(聞く)とproduction(話す)の２つの言語活動に
習熟することである。日常生活に関連したtopicについて話すことなどにより、話す
言語活動の習熟を図る。英語で行われる講義を理解することや、教科書音声の聞き取
りにより、聞く言語活動の習熟を図る。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
話す言語活動に習熟するため、発音練習と聞き取り練習を行うとともに、基本的な英
語を理解するために必要な語彙習得を行う。

【課題に対するフィードバックの方法】
授業中課題や家庭学習課題に対して適宜指導助言を行うとともに、点数化して授業・
学習に対する意欲喚起を図る。

■授業計画

1 Orientation
2 Topic 1-1
3 Topic 1-2
4 Topic 2-1
5 Topic 2-2
6 Topic 3-1
7 Topic 3-2
8 中間テスト
9 Topic 4-1
10 Topic 4-2
11 Topic 5-1
12 Topic 5-2
13 Topic 6-1
14 Topic 6-2
15 期末テスト

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
日常生活や将来の仕事に使えるよう英語の知識と能力を身につけ、テーマに沿ったア
クティビティを通して英語の基礎力を高める。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「国際社会の発展に寄与する社会人を育成」するに基づき、基礎となる英語の知識、
技能を身につける。

■成績評価基準と方法

授業活動：30％ 家庭学習：30%
中間テスト：20% 期末テスト：20%

■テキスト・参考文献

【テキスト】（2020年度１年次英語Ⅰ及び英語Ⅱで使用したもの）
『Free Talking』
著者 : Adam Gyenes, Matthew Guay, Lauren Eldekvist, Yuki Hasegawa
出版社 : Cengage Learning

■授業外学習

【具体的な内容】
英語Ⅰは演習科目なので、授業中課題と家庭学習課題によるパフォーマンスを重視し
ます。授業前に送られる説明をよく理解して授業に臨み、授業中課題と家庭学習課題
を確実に提出することが大切です。

【必要な時間】
課題を達成するのに必要な時間は人によって異なりますが、平均すると1日30分程度
は必要でしょう。

■その他
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学習に意欲を持ち続けること、そのために工夫し努力することも能力の要素の1つで
す。適切な学習習慣は適切な生活習慣からも生まれます。欠席すると授業について行
くのが難しくなります。欠席しないよう頑張ってください。
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2020 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 国際事情

開講期・単位 2年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 呉　泰均

■講義の目的および概要

私たちが今生きているこの世界では、グローバル化により人種や国境を超えてさまざ
まな問題が新たに生じています。グローバル化に向き合うためには、世界を理解する
必要があります。この授業では、人文・社会科学を学ぶ基盤となる知見と見識を確立
するため、世界事情の知見を出発点に、さまざまな境界領域的テーマを学び、視野を
広げ、国際的感覚を涵養するとともに、複眼的な問題を分析できるようになることを
目指します。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
基本的に講義中心の「座学」ですが、必要に応じて「グループディスカッション」を
行うこともあります。

【課題に対するフィードバックの方法】
毎回授業の冒頭に課題の解説・フィードバックを行うとともに、前回の授業内容及び
課題に関する質問・意見などを受け付けます。

■授業計画

① 授業の概要説明（ガイダンス）
② 日本とアジア諸国
③ 日本と欧米諸国
④ 朝鮮半島事情
⑤ 世界の教育事情
⑥ 世界の食文化事情
⑦ 世界のポップカルチャー
⑧ 中間課題と議論
⑨ 世界の言語
⑩ 世界の言語政策1（グローバリゼーション時代の日本語）
⑪ 世界の言語政策2（世界の危機言語）
⑫ 異文化コミュニケーション
⑬ 世界の諸問題1
⑭ 世界の諸問題2
⑮ 全体のまとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
「世界」を中軸に据えて、言語と哲学・歴史・宗教・芸術・文化・経済・社会学・人
類学・コミュニケーション論など，様々な関連分野を視野に入れて，人文・社会科学
における「国際事情」に関わる現象や問題を取り上げながら，国際的感覚を身につけ
ていきます。さまざまなテーマでの考察を通して，世界事情を理解するとともに，境
界領域から人文・社会科学全体についての認識を深めていきます。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】

■成績評価基準と方法

成績評価は，主として「中間課題（30％）＋学期末課題（40%）」によりますが，平
常点（20%）も加えて総合的に評価します。

■テキスト・参考文献

【テキスト】
特定の教科書は用いません。毎回ハンドアウトを配布します。

【参考文献】
必要に応じて，授業の中で紹介します。

■授業外学習

【具体的な内容】
予習については，必要に応じて，指定されたテーマについて調べること，指定された
関連文献を読むこと，配布する資料を読むこと，指定された問題を考えること，など
を事前に指示します。復習については，毎回授業中に説明する用語の意味などを理解
しておくことが重要です。なお，授業用ノートを用意し，各回で学んだことをまとめ
るようにしてください。

【必要な時間】
前回の授業内容の復習は「60分」、次回の授業内容の予習は「60分」を要します。

■その他
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授業中の私語など，他人に迷惑となる行為はお控えください。
毎回配布するハンドアウトを必ずご持参ください。
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2020 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 日本語表現Ⅰ[再履修]

開講期・単位 2年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 吉井　守和、高橋　伸

■講義の目的および概要

 レポートを書くための技法として、レポートにふさわしい表現、引用、読解、を学
ぶ。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
 　少人数編成の授業で講義と演習を行う。レポート作成のための課題に取り組むと
ともに小テストを実施する。

【課題に対するフィードバックの方法】
①小テストや課題などについて、それぞれ次時に解答解説を行う。
②授業内容を振り返るために配布物や課題をファイルにまとめる。

■授業計画

①ガイダンス
②レポートとは:レポートの形式など
③レポートにふさわしい表現Ⅰ:基本的な表現ルール、書き言葉、句読点
④レポートにふさわしい表現Ⅱ:文体など
⑤引用Ⅰ：事実と意見
⑥引用Ⅱ：直接引用・間接引用
⑦引用Ⅲ：参考文献
⑧読解Ⅰ：事実の読み取り
⑨読解Ⅱ：意見と理由の読み取り
⑩演習：引用及び読解
⑪レポートの書き方Ⅰ：説得性とは、接続関係、論理関係、段落の作り方
⑫レポートの書き方Ⅱ：意見と理由、引用、参考文献
⑬レポートの書き方Ⅲ：パラグラフ・ライティング
⑭レポートの書き方Ⅳ：アウトライン（構成）
⑮レポートの書き方Ⅴ：振り返り・レポート提出

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①レポートの形式を理解する。
②レポートにふさわしい表現ができる。
③説得力のあるレポートが書ける。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
大学のﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏﾎﾟﾘｼｰ③「自立して生きていくための生活習慣、社会人基礎力を身に付
けている」および④「自立して生きていくための幅広い教養、技能を身に付けている
」に基づき、「読む」習慣・「書く」習慣の形成を通じて、大学での学習を支える主
体的な表現活動ができることを目指す。

■成績評価基準と方法

小テスト：20％
演習課題：30％
レポート課題：50％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
　近藤裕子他（2019）『失敗から学ぶ大学生のレポート作成法』（ひつじ書房）

【参考文献】
　適宜紹介する。

■授業外学習

【具体的な内容】
・小テストの予習
・提出課題の返却後の振り返り
・テキストの読解　
【必要な時間】
予習・復習の時間は、それぞれ2時間を目安とする。

■その他

　なし
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2020 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 日本語表現Ⅱ[再履修]

開講期・単位 2年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 吉井　守和、高橋　伸

■講義の目的および概要

　「日本語表現Ⅰ」で学んだレポートの技法を発展させ、読解、考察、主張、論理な
どを深めた文章構成を学ぶ。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
　少人数形式を取り、講義と演習を行う。レポート作成のための課題に取り組むとと
もに小テストを実施する。

【課題に対するフィードバックの方法】
　
①　小テストや課題などについて、それぞれ次時に解答解説を行う。　　　　　　　
②　授業内容を振り返るために配布物や課題をファイルにまとめる。

■授業計画

①ガイダンス
②レポートとは何か：表現、形式、種類、引用
③文章構成Ⅰ：読解(1)
④文章構成Ⅱ：読解(2)
⑤文章構成Ⅲ：考察と主張(1)　説得性と根拠
⑥文章構成Ⅳ：考察と主張(2)　接続関係・パラグラフライティング・アウトライン
⑦文章構成Ⅴ：主張のための資料の探し方
⑧演習：読解及び考察と主張
⑨レポート作成Ⅰ：資料の読解
⑩レポート作成Ⅱ：根拠・資料
⑪レポート作成Ⅲ：説得性と論理(1)　問題背景の理解
⑫レポート作成Ⅳ：説得性と論理(2)　引用・パラグラフライティング
⑬レポート作成Ⅴ：説得性と論理(3)　アウトライン・参考文献
⑭演習Ⅰ：考察と主張
⑮演習Ⅱ：説得性と論理

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①　レポート作成にふさわしい語彙力や読解力を土台にして、適切に表現することが　
できる。
②　資料の性質（事実性、意見性）を踏まえて適切に考察と主張ができる。
③　深い思考による主張を含んだ説得力のある文章が書ける。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
　大学のﾃﾞｨﾌﾟﾛﾏﾎﾟﾘｼｰ③「自立して生きていくための生活習慣、社会人基礎力を身に
付けている」および④「自立して生きていくための幅広い教養、技能を身に付けてい
る」に基づき、「読む」習慣・「書く」習慣の形成を通じて、大学での学習を支える
主体的な表現活動ができることを目指す。

■成績評価基準と方法

・小テスト　　　20％
・演習課題　　　30％
・レポート課題　50％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
　近藤裕子他（2019）『失敗から学ぶ大学生のレポート作成法』 （ ひつじ書房）

【参考文献】
　適宜紹介する。

■授業外学習

【具体的な内容】
　・小テストの準備
　・提出課題の返却後の振り返り
　・使用テキストの読解
【必要な時間】
　予習・復習の時間は、それぞれ2時間を目安とする。
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■その他

　なし
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2020 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 日本語表現Ⅲ

開講期・単位 2年 前期・選択 2単位・演習

担 当 者 大村　勅夫

■講義の目的および概要

本講義は、１年次に「日本語表現Ⅰ・Ⅱ」によって行った表現方法・表現技術を発展
させて、特に論理的・学術的な文章を作成するにあたって必要な思考方法や文章の構
成方法を実践的に学び、自分の考えをどのように表現すれば説得力のあるものになる
かを学ぶものである。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
演習形式で実施する。
毎時、論理的な文章を作成するための課題を提示する。それらについて、個人および
協同での検討を行い、ひとつひとつクリアを図る。
なお、事前の予習が大きなウェイトを占めることになる。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題については毎時出していくが、それについての検討や講評を次時に行いながら進
めていく。

■授業計画

①　ガイダンス

②～③　「先行研究」「先行論文」とは

④～⑥　テーマを設定して、「先行研究」等を要約する

⑦～⑧　主張や仮説の決定と、目次の仮設定

⑨～⑪　調査と考察
　
⑫～⑭　論文の作成

⑮　まとめと振り返り

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
論理的かつ批判的な思考スキルを習得し、文章表現への応用ができること。他者の考
えを理解し、自分の文章表現に生かすことができること。他者の文章について検討し
、それをよりよくするための自らの考えを提示することができること。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
大学のディプロマポリシー④「自立して生きていくための幅広い教養、技能を身に付
けている」および人文学部のディプロマポリシー③「自立して行動できる姿勢、課題
を発見し解決する能力」に基づき、今後必要とされる思考スキルと文章表現スキルの
向上を図る。

■成績評価基準と方法

提出課題に対する評価：50％

まとめ課題（論文作成）：50％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
テキストは使用しない。授業時にプリントおよび資料を配付する。

【参考文献】
参考文献は必要に応じて紹介する。

■授業外学習

【具体的な内容】
この授業では、各表現課題は事前に授業外で行ってくることが原則となる。
授業では、その準備してきた作品をもとに行われる。

【必要な時間】
事前準備に要する時間は、おおよそ3時間から5時間程度である。

■その他
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日本語表現Ⅰ・Ⅱの発展的科目なので、日本語表現Ⅰ・Ⅱの両方の科目の単位を修得
していない学生は履修できない。どちらか一方でも単位未修得の場合は、次年度に履
修すること。
同じく、日本語表現Ⅰ・Ⅱの発展的科目であるので、双方を優れた成績をとっている
ことを推奨する。
なお、授業内で頻繁に他者との意見交換が行われる。協調的な学習に対する心構えが
必要となるので、その旨考えて履修を決めること。
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2020 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 日本国憲法[大学]

開講期・単位 2年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 坂井　千之

■講義の目的および概要

この講義では、1人の社会人として、また教職を志す者として必要な、日本国憲法の
基礎知識と人権感覚を身に付けるため、憲法の基本的な考え方を学びます。　憲法は
誰のためにあるのか、憲法の基本原理とは何か、具体的な憲法問題、人権問題に対し
て、憲法はどのように機能するのかについて解説します。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
　配布したレジュメにそって具体的な憲法問題を取り上げながら、日本国憲法の仕組
みと機能について、講義形式、質疑応答形式で展開します。

【課題に対するフィードバックの方法】
　宿題レポートについては返却しませんが、提出締切後、講義内で解説講評します。
　定期試験については、単位確認日以降、希望する学生には、採点結果を開示説明し
ます。

■授業計画

①はじめに　憲法とは
②日本国憲法の歴史と基本原理
③国民主権　(1)国民主権とは
④国民主権　(2)選挙制度と1票の価値
⑤地方自治
⑥平和主義
⑦基本的人権の原理、人権の観念、人権の享有主体
⑧基本的人権の限界　公共の福祉
⑨包括的人権と法の下の平等
⑩精神的自由　(1）思想・良心の自由、信教の自由
⑪精神的自由　(2) 表現の自由の意味と内容
⑫精神的自由　(3) 表現の自由の限界　
⑬経済的自由
⑭身体の自由
⑮社会権

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
　社会人として、また教職を志す者として必要な、日本国憲法の基礎知識と人権感覚
を身につけることを目標とします。基本的な憲法問題、人権問題に対して、憲法はど
のように機能するのか、法的根拠を示して他人に説明できることを目指します。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
　この講義では、自由、自立、自省の精神を持った社会人として生きていくために必
要な、法的なものの見方・考え方を身に付けることを目的としています。

■成績評価基準と方法

　講義内容の理解を問う宿題レポートで30％。日本国憲法の基礎知識と人権感覚を問
う定期試験で70％の評価をします。定期試験は、架空の事例の基礎的な憲法問題で、
憲法がどのように機能するのか、法的根拠を示した説明を求める記述式の試験を行い
ます。

■テキスト・参考文献
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【テキスト】
　『目で見る憲法　第5版』初宿正典ほか　有斐閣
【参考文献】
　『憲法　第6版』芦部信喜　岩波書店
　『憲法への招待　新版』渋谷秀樹　岩波新書
　『いちばんやさしい憲法入門　第6版』初宿正典ほか　有斐閣

【参考文献】

■授業外学習

【具体的な内容】
　事前学習としてテキストの次回該当部分を読み、読めない漢字、意味の解らない言
葉は、事前に辞書で調べておくこと(約1時間）。
　事後学習は、単位取得には絶対に必要です(約2時間)。レジュメにそって、口頭で
説明したこと、板書したことを含めて講義内容を再現してみること。解らなかったこ
と、不確かなことは、テキスト、参考文献にあたって調べるか、次回の講義時に質問
して確認すること。

■その他

この科目は、1人の「国民」としても役に立つ内容を含んでいます。しかし、この科
目の単位を取得するためには、ただ授業に出席するだけでは不十分です。講義をよく
聴き、必要なことはメモし、講義内容を十分理解しなければ、単位の取得は困難です
。 憲法を理解するためには、今、世の中で起きている憲法問題に関心をもつことが
大事です。そのため新聞に目を通す習慣を身に付けてください。
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2020 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 日本国憲法[大学]

開講期・単位 2年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 及川　華恵

■講義の目的および概要

　「憲法」と聞くと「かたい」「難しい」というイメージが強いかもしれません。
　実は、社会生活の色々な場面で、憲法の権利や考え方が関わっています。
　この講義では、憲法をめぐる様々な問題を取り上げながら、ものごとを原点から考
えること、何のための憲法か、について、学修していきます。
　憲法に対する「かたい」イメージを少しでも変えてもらえたらと思っています。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】　
　基本的に、レジュメを配布して、具体的な憲法問題を取り上げながら、憲法の権利
、憲法の考え方について、講義形式で行います。
　講義のなかで、振り返りシートを記入し、講義内容について振り返ります。
　必要に応じて、質疑応答形式を取り入れていきます。

【課題に対するフィードバックの方法】　
　課題は、講義のなかで解説します。

■授業計画

①ガイダンス～憲法とは
②憲法の誕生と基本原理
③国民主権～国民主権とは
④国民主権～三権分立
⑤平和主義
⑥基本的人権～権利の主体
⑦基本的人権～生命・自由・幸福追求権
⑧基本的人権～法の下の平等
⑨基本的人権～精神的自由（思想良心の自由、信教の自由）
⑩基本的人権～精神的自由（表現の自由）
⑪基本的人権～経済的自由
⑫基本的人権～人身の自由
⑬基本的人権～社会権
⑭憲法の改正
⑮全体のまとめと振り返り

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】　
　憲法に対する「かたい」イメージを少しでもなくし、社会生活の様々な場面で憲法
の考え方が関わっていることを理解することを目標とします。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
　自由、自立、自省の精神をもつ社会人として生きていくために必要な柔軟な思考力
を身につけることを目的としています。

■成績評価基準と方法

振り返りシート　２０％
課題（レポート）２０％
定期試験　　　　６０％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
　『目で見る憲法　第５版』　初宿正典ほか　有斐閣
　『あたらしい憲法のはなし』　童話屋

【参考文献】
　『１８歳からはじめる憲法　第２版』　水島朝穂　法律文化社
　『いちばんやさしい憲法入門　第６版』　初宿正典ほか　有斐閣アルマ

■授業外学習

【具体的な内容】
　予習は、テキストの次回該当部分を読んで、読めない漢字や分からない言葉を調べ
ておいてください。
　復習は、レジュメにそって説明したこと等を含めて講義の内容を振り返り、大事な
ポイントをまとめてください。

【必要な時間】
　予習と復習の時間はそれぞれ２時間を目安とします。
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■その他
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2020 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 北海道の自然

開講期・単位 2年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 荒井　三津子

■講義の目的および概要

北海道の雄大な自然を求めて国内外から大勢の観光客が訪れる。特異な歴史と豊かな
食文化も大きな魅力となり、北海道の自然は重要な観光資源になっている。本科目で
は北海道の地質環境や気候、生態系と農業、水産業、酪農、食文化などを学び、観光
資源としての北海道の自然について理解を深める。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
毎回資料を配布し講義形式で行う。内容によってはパワーポイント等を利用して視覚
的な理解と考察を深める。テーマに添った課題の提出と講義中に小レポートを書くこ
とで能動的な学修をめざす。

【課題に対するフィードバックの方法】
北海道の魅力を探ることを目的としているため、頻繁に小レポートを提出してもらう
が、そのつど授業内で各自の疑問点や提案をとりあげて解説し、問題意識を共有でき
るようにする。

■授業計画

①ガイダンス　ー北海道についてどれだけ知っている？ー
②北海道の地形の成り立ち ーマンモスはいたのかー
③北海道の気候と自然現象　ー雪の結晶はなぜできるのかー
④北海道の自然と農業の歴史　ーおいしい米と野菜をもとめてー
⑤北海道の牧畜と酪農史　ー肉と乳製品から見る未来ー
⑥北海道の海と水産業　ー漁業の未来と課題ー
⑦昆布学入門　ー美味しさはどこから生まれるのかー
⑧サケ学入門　ーサケの仲間と生態系ー
⑨クマ学入門　ークマから学ぶ自然と文化ー
⑩北海道の樹木　ー森の魅力ー
⑪北海道のいきものたち　ー気候と地形と美しいいきものたちー
⑫自然環境と郷土料理　ーべこもちを知っていますかー
⑬北海道の自然と生活文化　ー寒冷地の衣食住ー
⑭北海道の魅力　ー自然・味・人・まつりー
⑮総まとめ・観光資源としての北海道　ー人はなぜそこに行くのかー

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
観光ビジネスだけでなく、教育や営業等の実務においても必要な北海道に関する幅広
い知識を身につけることができる。理系文系を超えた学祭的な考え方と興味の持ち方
を習得できる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「自立して生きて行くための幅広い教養、技能を身につけている」および「理想を求
め、明日の地域社会、国際社会へ寄与する姿勢を身につけている」学生に学位を授与
する方針に基づき、それにふさわしい社会人として十分な能力を身につける。

■成績評価基準と方法

定期試験：50％
課題：25％
小レポート：25％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
適宜プリントを配布する。

【参考文献】
「サケ学入門ー自然史・水産・文化ー」阿部ほか著　北海道大学出版会
「ヒグマ学入門ー自然史・文化・現代社会ー」天野ほか著　北海道大学出版会
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■授業外学習

【具体的な内容】【必要な時間】
毎回の授業の冒頭に、前回の講義内容に関する質問を行うので、必ず前回使用したプ
リントや講義中にとったノートの重要事項を復習しておくこと。授業の後も、資料や
ノートの復習を怠らず、予習復習を２時間行うことを目安とする。

また、北海道に関するあらゆるニュース等に関心を持ち、得た情報を講義中に発表で
きるよう積極的に学習すること。

■その他

配布した資料は必ず毎回持参し、ノートも用意すること。課題やレポートの発表、お
よび意見を求められた時は積極的に発言しすることを希望する。
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2020 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 中国語Ⅱ

開講期・単位 2年 前後期・選択 2単位・演習

担 当 者 高　翔

■講義の目的および概要

｢中国語Ⅰ」（テキスト「即練！中国語｣使用）に引き続き、発音を定着させ、基本文
法の学習をすると共に、単語量を増やして少し詳しい表現ができるようになることを
目指します。あいさつや声かけをはじめ日常会話でよく使う表現の学習を通して、社
会・文化的な視点から中国への理解をさらに深めましょう。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
担当教員により異なりますが、対面授業または遠隔授業を行います。
授業では、最初に中国語の特徴である音の高低・上がり下がりを表す「声調」と、読
み仮名にあたる「ピンイン」を学びます。
会話文では中国語を音読し、定型文の言い換え及び学習内容についての質疑応答練習
を行います。
課外では教科書にある「総合練習」を使用して、語句の入れ替え・質問と応答・翻訳
などを練習します。

【課題に対するフィードバックの方法】
担当教員により異なりますが、主に以下の形式で質問に回答します。
・授業の冒頭で前回の復習を踏まえて宿題の解答・解説をします。
・eラーニング課題や授業の中で出された疑問・質問に授業内で回答します。
・eラーニング課題のフィードバックを各自宛に返信します。

■授業計画

1.発音と自己紹介の復習
①簡単な自己紹介を使って、中国語の声調と発音の習得度をチェック
　
2.基本文法と文型
①②第5課　趣味や好き嫌いについての表現、「いつ、どこで～する」・相手と約束
するときの表現、年月日・曜日・時刻の表現
③第5課の応用練習
④⑤第6課　買い物をする、値段を聞く・答える、商品と数量詞の表現、通貨の単位
⑥第6課の応用練習
⑦⑧第7課　「～したことがある」・過去の経験についての言い方、旅行の思い出に
ついて話す、動作の回数と時間の表現、時間の長さの表現
⑨第7課の応用練習
⑩⑪第8課　「～した」・動作の完了や状況の実現の表現、アルバイトについて話す
、「いつからいつまで、どこからどこまで」を聞く・話す、距離の遠さ・近さの表現
⑫第8課の応用練習
⑬⑭第9課　可能・修得「～できる」・現在進行形「今～している」・許可「～して
もいい」の表現、大学祭やクラブ活動について話す
⑮定期試験または最終課題

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
・単語量を400程度まで増やす。単語を新たに覚えて、既習単語と合わせて400語程度
に達することを目指しましょう。
・習った語句や文を正しく発音できるようになる。会話の意味を理解し、基礎的な自
由会話表現ができるようになりましょう。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
この授業は、ディプロマ・ポリシーの「②理想を求め、明日の地域社会、国際社会へ
貢献する姿勢を身に付けている」及び「④自立して生きていくための幅広い教養、技
能を身に付けている」に関連します。

■成績評価基準と方法

定期試験または授業内課題を行います。担当教員により異なりますので、授業中に出
される指示にしたがってください。
・平常点、授業中の応答、eラーニング課題に基づき総合的に判断します。
・授業参加態度、授業中の応答、授業内課題への取り組み（30%）
・eラーニング課題の達成度と成績（30％）
・定期試験または最終課題（40%）

■テキスト・参考文献
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【テキスト】
『即練！使える中国語』上智大学中国語教材作成チーム（朝日出版社）

【参考文献】
『クラウン中日辞典』(三省堂)『標準中国語辞典』第２版（白帝社）

※その他、授業で紹介する各種オンラインリソースを有効に活用してください。

■授業外学習

【具体的な内容】
・各課の新出単語とテキスト本文について、Web上にある音声を聞き、耳を鳴らして
おきましょう。
・わからない語句の意味を調べてノートにまとめておくこと。
・単元やトピックのまとまりごとに課題提出や確認のeラーニングや小テストを行い
ます。範囲や形式については授業で指示します。予告があったら必ずテスト範囲を復
習しておくこと。
・ピアやグループでの発表を行います。授業で指示があったら、協力して準備を進め
、十分に練習しておくこと。

【必要な時間】
・予習・復習の時間は各1時間を目安とします。

■その他

・この授業は、過去に「中国語Ⅰ」を履修した学生を対象としています。
・中国語技能検定試験としてHSK（漢語水平考試）の１級～３級受験を勧めます。
・新型コロナウイルス感染予防策のため、対面授業と遠隔授業（オンライン講義）を
組み合わせて授業を行います。担当教員により、講義の形態や評価方法などが変わり
ます。詳しくは授業の中で説明します。初回は特に遠隔授業の受講環境（通信や端末
の環境）をチェックするので、必ず出席してください。
・2021年度導入のLMSなども段階的に使用しますが、社会状況に応じて柔軟にさまざ
まなツールを使いこなす意欲を持つこと。
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2020 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 キャリアデザインⅠ[スビ]

開講期・単位 2年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 原　一将

■講義の目的および概要

スポーツビジネス学科に特化した講義です。今後の自分の人生がどうあるべきかを考
えるのに必要な基礎知識として、社会や企業の仕組み、仕事内容等について体系的に
学んでいきます。就労の基本的な枠組み、関連する法律や制度等についての知識を習
得したうえで、就労環境、個人と私生活の調和、トラブルなどについての就業生活変
化適応力（キャリアアダプタビリティ）を身につけ、しなやかに生きる能力を養いま
す。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
基本的にキャリアデザインⅠは講義が中心となりますが、授業冒頭でコミュニケーシ
ョンゲームと新聞の解説を行います。また、適宜ディスカッションを盛り込み実践的
に学べるよう進めていきます。一般企業（人材系）で15年、起業（人材系）で17年の
実務経験のある教員が、実社会と乖離（かいり）のないリアルな授業を展開します。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題については授業内で解説するとともに、フィードバックについても授業内で直接
行います。

■授業計画

概ね以下のテーマを扱います。

※予告なく内容が変わる場合もあります。

①オリエンテーション（講義内容、進行、評価などの説明）
②V字回復した企業・団体の要因（自身の人生と照らし合わせて考えよう）
③アスリートのキャリア遍歴-Ⅰ
④アスリートのキャリア遍歴-Ⅱ
⑤就労における法律や制度（ディスカッション～発表）
⑥就労におけるトラブル実例（ディスカッション～発表）
⑦企業の求める人材像（社会から必要とされる人とは？）
⑧ワークライフバランス（仕事と余暇の関係性）
⑨組織におけるマネージメントとリーダーシップ
⑩成長する行動特性と思考特性
⑪職業選択の要因（どのような観点で「職」を選べばいいのか？）
⑫企業で働くこと-Ⅰ（定義～ステークホルダー～所有～コーポレートガバナンス～
　理念～文化）
⑬企業で働くこと-Ⅱ（エンプロイアビリティ～「個」と「プロジェクト」の時代）
⑭人生について考える（幸せと成功、成功と失敗）
⑮授業内試験

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
「基礎的な就労関連知識の習得」ができ、「職業生活変化適応力」は備わり、「1年
次に作成したキャリアプランを振り返る」ことで、現状の把握と将来目標の再認識が
できるようになります。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「自立して生きていくための生活習慣、社会人基礎力を身につけている学生に学位を
授与する」に基づき、日々変化する社会において、いかなる環境にも対応できる能力
を獲得し、社会人として自立できる能力を身につけます。

■成績評価基準と方法

①授業内課題（50％）②授業内試験（50％）を総合的に評価します。
②は自己分析や授業の振り返りです。聴くことがインプットなら、書くことはアウト
プットです。アウトプットは吸収力を高めます。

■テキスト・参考文献

【テキスト】【参考文献】
テキストは使用しません。毎回、講義用資料を配布します。その他新聞のコピーや時
事資料、著名人の資料なども数多く配布します。

■授業外学習
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日頃からインターネットや新聞、テレビのニュース番組で時事問題に触れていると授
業内容が大変わかりやすくなります。大学は自ら学ぶところです。わからないことは
放置せず、まずは「自分で調べる」習慣をつけてください。予習・復習の時間はそれ
ぞれ2時間を目安とします。

■その他

授業中の私語や携帯は禁止です。違反者は退場させます。遅刻者も入室できません。
「人の話を聴く態度（傾聴）＝マナー」（時間を守ること）」もキャリア形成におけ
る大事な構成要素です。
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2020 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 キャリアデザインⅠ[ス指]

開講期・単位 2年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 樋原　智恵

■講義の目的および概要

変化の激しい時代を生きるために、職業生活変化適応力を身につけ、強くしなやかに
生きる思考力を育成します。社会では様々な問題に向き合うことになり、広い視野と
情報を持って対応する力が必要になります。この授業では、広く社会に目を向け、様
々な就労環境の中で仕事と生活の調和を保ち柔軟に働くためのスキルを養います。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
基本は講義形式ですが、必要に応じてディスカッション、グループワーク、プレゼン
テーションを取り入れます。
この講義は、民間企業において採用業務の実務経験と、企業・大学等でキャリアカウ
ンセラーとしての経験・知識をふまえ、実務経験のある教員が実社会と乖離（かいり
）のないリアルな授業を展開します。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題については、授業内またはメールでフィードバックを行います。適宜、質問を授
業内で情報共有します。

■授業計画

※状況により、内容が変わることがあります。

①オリエンテーション（講義内容、評価についての説明）
②キャリア・アンカー（1年次のキャリア形成論の振り返りを含め）
③労働環境と就労理解１：労働市場・労働環境
④労働環境と就労理解２：就職活動の現状とインターンシップ
⑤社会人基礎力を身につけるⅠ（ポジティブシンキング）
⑥社会人基礎力を身につけるⅡ（論理的文章力）
⑦社会人基礎力を身につけるⅢ（コンセンサス）
⑧プロジェクトスキルⅠ（課題発見）
⑨プロジェクトスキルⅡ（情報収集と資料作成）
⑩プロジェクトスキルⅢ（プレゼンテーション）
⑪労働環境と就労理解３：自分に合った職業選択
⑫労働環境と就労理解４：企業・職種を知る
⑬労働環境と就労理解５：企業経営を知る
⑭働く上での自分軸を考える
⑮まとめ（キャリアデザインを具体化するためのこれからの活動について）
　最終レポート

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①急速に変化する労働環境に関心を持ち、職業生活変化適応力(キャリアアダプタビ
リティ)を身につけている。
②広い視野で物事を捉えることができる。
③チームでの役割を理解し、柔軟に対応できる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「自立して生きていくための生活習慣、社会人基礎力を身に付けている学生に学位を
授与する」に基づき、自身の目指す将来のために必要なマナーとスキルを身に付ける
。

■成績評価基準と方法

毎回の小レポート（60％）
ディスカッション・プレゼンテーション（10％）
最終レポート（30％）

■テキスト・参考文献

【テキスト】使用しません。適宜、講義用資料を配布する。
【参考文献】必要に応じて紹介する。

■授業外学習

【具体的な内容】
日頃から新聞およびテレビ・インターネットのニュースなどで時事問題に触れ、世の
中の出来事に関心を抱いてください。

【必要な時間】
予習・復習の時間はそれぞれ1時間を目安とします。
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■その他

座席は指定します。授業中の私語は禁止。指示があるとき以外のパソコン・スマート
フォンの使用も禁止。
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2020 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 キャリアデザインⅠ[臨床]

開講期・単位 2年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 舛井　雄一

■講義の目的および概要

働くことについてのシステムやルールなどを学びながら働き方について考えていきま
す。さらに自分の描くキャリアを実現するための大学における成長についても考えて
いきます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
この講義は、講義、ディスカッション、グループワーク、プレゼンテーションのスタ
イルで実施します。
なお、この講義は民間企業で経営企画の実務経験のある教員が、みずからのキャリア
パスをもとに必要な情報を適宜入れます。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題については授業内で解説するとともに、フィードバックについても授業内に直接
行います。

■授業計画

概ね以下のテーマを取り扱います
①ガイダンス　　　　　　講義の内容、進行、評価の説明など
②社会や労働の仕組みⅠ　働くことにまつわる現状をデータで把握する
③社会や労働の仕組みⅡ　日本型雇用の成り立ちとこれから
④社会や労働の仕組みⅢ　雇用スタイルの変化とその対応
⑤社会や労働の仕組みⅣ　職種を知る
⑥社会や労働の仕組みⅤ　業界を知る
⑦社会や労働の仕組みⅥ　企業を知る
⑧キャリアの可能性Ⅰ　　キャリアの多様性
⑨キャリアの可能性Ⅱ　　どのような大学生が将来活躍しているのか
⑩キャリアの可能性Ⅲ　　前向きなアクションで幸運をつかめる学生へ
⑪キャリアの可能性Ⅳ　　経験から学ぶ
⑫グループワークⅠ　　　課題発見
⑬グループワークⅡ　　　資料作成
⑭グループワークⅢ　　　プレゼンテーション
⑮まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①就労や労働環境について理解し、組織の中で働くことができる
②労働環境の変化に関心をもち、積極的に対応することができる

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「修得した知識、技能の活用能力」、「自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決
する能力」を育成することと関連します。

■成績評価基準と方法

・毎回の小レポート・リアクションペーパー等…50%
・業界/企業研究のプレゼンテーション…10%
・時事問題に関する小テスト…10%
・レポート…30%

■テキスト・参考文献

【テキスト】使用しません。必要な資料は講義内に配布します。

【参考文献】講義内で必要に応じて提示します

■授業外学習
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【具体的な内容】
・より深く知識を得るため、社会で起こっていること、ニュースについて毎日触れて
ください。特に新聞をチェックするようにしてください。随時、時事に関わる小テス
トを実施します。
・毎回、振り返りの小レポート/リアクションペーパーが課されます。

【必要な時間】
新聞のチェックや授業の振り返り、調査報告の作成等のために授業前後で各1時間程
度を想定しています。

■その他

キャリアをつくっていくためには自ら考え、行動する主体性が求められます。積極的
な受講態度を期待します。
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2020 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 キャリアデザインⅠ[現文]

開講期・単位 2年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 舛井　雄一

■講義の目的および概要

働くことについてのシステムやルールなどを学びながら働き方について考えていきま
す。さらに自分の描くキャリアを実現するための大学における成長についても考えて
いきます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】

この講義は、講義、ディスカッション、グループワーク、プレゼンテーションのスタ
イルで実施します。
なお、この講義は民間企業で経営企画の実務経験のある教員が、みずからのキャリア
パスをもとに必要な情報を適宜入れます。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題については授業内で解説するとともに、フィードバックについても授業内に直接
行います。

■授業計画

概ね以下のテーマを取り扱います
①ガイダンス　　　　　　講義の内容、進行、評価の説明など
②社会や労働の仕組みⅠ　働くことにまつわる現状をデータで把握する
③社会や労働の仕組みⅡ　日本型雇用の成り立ちとこれから
④社会や労働の仕組みⅢ　雇用スタイルの変化とその対応
⑤社会や労働の仕組みⅣ　職種を知る
⑥社会や労働の仕組みⅤ　業界を知る
⑦社会や労働の仕組みⅥ　企業を知る
⑧キャリアの可能性Ⅰ　　キャリアの多様性
⑨キャリアの可能性Ⅱ　　どのような大学生が将来活躍しているのか
⑩キャリアの可能性Ⅲ　　前向きなアクションで幸運をつかめる学生へ
⑪キャリアの可能性Ⅳ　　経験から学ぶ
⑫グループワークⅠ　　　課題発見
⑬グループワークⅡ　　　資料作成
⑭グループワークⅢ　　　プレゼンテーション
⑮まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①就労や労働環境について理解し、組織の中で働くことができる
②労働環境の変化に関心をもち、積極的に対応することができる

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「修得した知識、技能の活用能力」、「自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決
する能力」を育成することと関連します。

■成績評価基準と方法

・毎回の小レポート・リアクションペーパー等…50%
・業界/企業研究のプレゼンテーション…10%
・時事問題に関する小テスト…10%
・レポート…30%

■テキスト・参考文献

【テキスト】使用しません。必要な資料は講義内に配布します。

【参考文献】講義内で必要に応じて提示します

■授業外学習

【具体的な内容】
・より深く知識を得るため、社会で起こっていること、ニュースについて毎日触れて
ください。特に新聞をチェックするようにしてください。随時、時事に関わる小テス
トを実施します。
・毎回、振り返りの小レポート/リアクションペーパーが課されます。

【必要な時間】
新聞のチェックや授業の振り返り、調査報告の作成等のために授業前後で各1時間程
度を想定しています。

■その他
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キャリアをつくっていくためには自ら考え、行動する主体性が求められます。積極的
な受講態度を期待します。
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2020 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 キャリアデザインⅠ[観光]

開講期・単位 2年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 千葉　里美

■講義の目的および概要

本科目は、日本航空北海道地区の協力のもと、観光業界で「働く」を広く深く概観し
、観光業界で働くことを体系的に理解することを目的とする。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
講義および、ディスカッション、ディベート、グループワーク、発表
この講義は、民間企業において総務・研究員の実務経験のある教員が、実社会と乖離
（かいり）のないリアルな授業を展開します。

【課題に対するフィードバックの方法】
評価基準となる課題については、その評価を個別に示します。
毎回、授業シートに質問、感想を記入し、学生からの質問については、授業の始めに
全体へ向けて答えます。

■授業計画

※進捗状況で異なりますが、おおむね以下の内容で進める予定です。
※また授業冒頭10分程度、ビジネス社会で必要な数的汎用能力にチャレンジしてもら
います。

①ガイダンス
②外部環境と個人のキャリアデザイン
③企業研究・業界研究1-見方、調べ方、個人ワーク
④企業組織論1-企業組織図、組織内3次元モデル
⑤企業研究・業界研究2-JALグループのお仕事色々【JAL参加】
⑥企業組織論2-若手職員(1-3年目)の仕事内容と仕事への葛藤など【JAL参加】
⑦企業組織論3-キャリア発展の初期段階と発展課題、ライフキャリアレインボー
⑧企業組織論4-外国人と働く
⑨企業組織論5-ライフステージごとのライフワークバランス【JAL参加】
⑩企業組織論6-外国人と働くことの面白さと難しさ【JAL参加】
⑪中間まとめ
⑫グループワーク1-あなたが描くキャリアアンカー
⑬グループワーク2-人生100年時代の生き抜き方
⑭授業内最終レポート
⑮レポートフィードバック

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
・企業経営について理解できる。
・職場のルールを把握し組織で働くことが理解できる。
・今後の自己の目標を見つけ計画、実行することができる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
学位授与方針「言語、コミュニケーション領域における基礎的技能の修得」、「修得
した知識、技能の活用能力」、「自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能
力」を育成することに関連します。

■成績評価基準と方法

提出物(課題含む)80％
レポート20％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
『なぜ僕らは働くのか』

【参考文献】
『日本の給料&職業図鑑』給料BANK(2017)
『キャリアデザイン講座』中央経済社(2019)

■授業外学習

・社会で起こっていることを学ぶために、ニュースに毎日触れてください。事前課題
や調査報告をしますので、事前・事後学修の時間はそれぞれ２時間程度を目安として
います。
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■その他

・自ら調べて比較をして社会を知るという学びが、自分を創る機会となりますので積
極的に取り組んでください。
・座席は指定します。授業中の私語は禁止。指示があるとき以外のパソコンやスマー
トフォンの利用は禁止します。
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2020 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 キャリアデザインⅠ[子心]

開講期・単位 2年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 舛井　雄一

■講義の目的および概要

働くことについてのシステムやルールなどを学びながら働き方について考えていきま
す。さらに自分の描くキャリアを実現するための大学における成長についても考えて
いきます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
この講義は、講義、ディスカッション、グループワーク、プレゼンテーションのスタ
イルで実施します。
なお、この講義は民間企業で経営企画の実務経験のある教員が、みずからのキャリア
パスをもとに必要な情報を適宜入れます。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題については授業内で解説するとともに、フィードバックについても授業内に直接
行います。

■授業計画

概ね以下のテーマを取り扱います
①ガイダンス　　　　　　講義の内容、進行、評価の説明など
②社会や労働の仕組みⅠ　働くことにまつわる現状をデータで把握する
③社会や労働の仕組みⅡ　日本型雇用の成り立ちとこれから
④社会や労働の仕組みⅢ　雇用スタイルの変化とその対応
⑤社会や労働の仕組みⅣ　職種を知る
⑥社会や労働の仕組みⅤ　業界を知る
⑦社会や労働の仕組みⅥ　企業を知る
⑧キャリアの可能性Ⅰ　　キャリアの多様性
⑨キャリアの可能性Ⅱ　　どのような大学生が将来活躍しているのか
⑩キャリアの可能性Ⅲ　　前向きなアクションで幸運をつかめる学生へ
⑪キャリアの可能性Ⅳ　　経験から学ぶ
⑫グループワークⅠ　　　課題発見
⑬グループワークⅡ　　　資料作成
⑭グループワークⅢ　　　プレゼンテーション
⑮まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①就労や労働環境について理解し、組織の中で働くことができる
②労働環境の変化に関心をもち、積極的に対応することができる

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「修得した知識、技能の活用能力」、「自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決
する能力」を育成することと関連します。

■成績評価基準と方法

・毎回の小レポート・リアクションペーパー等…50%
・業界/企業研究のプレゼンテーション…10%
・時事問題に関する小テスト…10%
・レポート…30%

■テキスト・参考文献

【テキスト】使用しません。必要な資料は講義内に配布します。

【参考文献】講義内で必要に応じて提示します

■授業外学習

【具体的な内容】
・より深く知識を得るため、社会で起こっていること、ニュースについて毎日触れて
ください。特に新聞をチェックするようにしてください。随時、時事に関わる小テス
トを実施します。
・毎回、振り返りの小レポート/リアクションペーパーが課されます。

【必要な時間】
新聞のチェックや授業の振り返り、調査報告の作成等のために授業前後で各1時間程
度を想定しています。
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■その他

キャリアをつくっていくためには自ら考え、行動する主体性が求められます。積極的
な受講態度を期待します。
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2020 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 キャリアデザインⅡ[スビ]

開講期・単位 2年 後期・選択 2単位・演習

担 当 者 原　一将

■講義の目的および概要

スポーツビジネス学科に特化した講義です。キャリアデザインを描いてもらいながら
、実際にそれを実現するための能力を養います。キャリアデザインⅠが最低限の知識
を吸収するための入門編とするならば、キャリアデザインⅡはそれを実現するための
応用編（実践演習編）と捉えることができます。 就労知識に関する世代別理解によ
るキャリアデザインⅠの発展と進路選択に向けた具体性が持てるようになります。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
キャリアデザインⅡは単なる受け身の授業ではありません。学習効果を最大限に高め
るため、ほとんどの回でグループワークやディスカッションを行います。特に後半の
授業では、企業経営者や人事担当者、卒業生とのディスカッションを予定しています
ので、皆さんの発信力も問われます。一般企業（人材系）で15年、起業（人材系）で
17年の実務経験のある教員が、実社会と乖離（かいり）のないリアルな授業を展開し
ます。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題については授業内で解説するとともに、フィードバックについても授業内で直接
行います。

■授業計画

概ね以下のテーマを扱います。

※予告なく内容が変わる場合もあります。

①オリエンテーション（講義内容、進行、評価などの説明）
②「働く」を考える-Ⅰ（日本における働き方～事例紹介①）
③「働く」を考える-Ⅱ（日本における働き方～事例研究②）
④「働く」を考える-Ⅲ（世界各国の働き方～事例紹介）
⑤「働く」を考える-Ⅳ（「働く」とはどういうことか～自身の職業観再確認）
⑥ユーモア学（ビジネスとユーモアの関係）
⑦グループワーク-Ⅰ（傾聴とコンセンサス）
⑧グループワーク-Ⅱ（協調性と課題発見）
⑨職業と人生-Ⅰ（社会人）※ディスカッション
⑩職業と人生-Ⅱ（卒業生）※ディスカッション
⑪今、世の中で起こっていることを考える（ディベート）
⑫個人ワーク-Ⅰ（進路探索）
⑬個人ワーク-Ⅱ（中間報告）
⑭個人ワーク-Ⅲ（発表）
⑮授業内試験

2022年卒向け学内業界研究セミナーへの参加を必須とします（社会情勢の変化により
変更する場合もあります）。

⑦～⑭では「根拠」「仮説」「検証」を重視した授業展開をしますので、今から職業
人としての能力を醸成します。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
社会で求められている能力を理解してもらいます。何故そのような能力がもとめられ
るのかを理解し、その能力を身につけるために自ら考え行動できるようになってもら
います。また、ゲストスピーカーとのディスカッションを通し、社会人と話す「対話
力」も身につきます。 

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「自立して生きていくための生活習慣、社会人基礎力を身につけている学生に学位を
授与する」に基づき、日々変化する社会において、いかなる環境にも対応できる能力
を獲得し、社会人として自立できる能力を身につけます。

■成績評価基準と方法

①授業内試験（50％）②授業内課題（50％）を総合的に評価します。

②は自己分析や授業の振り返りです。聴くことがインプットなら、書くことはアウト
プットです。アウトプットは吸収力を高めます。
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■テキスト・参考文献

【テキスト】【参考文献】
基礎学力を補うためのテキストを使用します。それ以外は、毎回、講義用資料を配布
します。その他新聞のコピーや時事資料、著名人の資料なども数多く配布します。

■授業外学習

日頃からインターネットや新聞、テレビのニュース番組で時事問題に触れていると授
業内容が大変わかりやすくなります。大学は自ら学ぶところです。わからないことは
放置せず、まずは「自分で調べる」習慣をつけてください。予習・復習の時間はそれ
ぞれ2時間を目安とします。

■その他

授業中の私語や携帯は禁止です。違反者は退場させます。正当な理由なき遅刻者は入
室できません。「人の話を聴く態度（傾聴）＝マナー」（時間を守ること）」もキャ
リア形成における大事な構成要素です。
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2020 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 キャリアデザインⅡ[ス指]

開講期・単位 2年 後期・選択 2単位・演習

担 当 者 樋原　智恵

■講義の目的および概要

自分自身のキャリアデザインを前向きに描き、そのために必要とされる能力を考え、
養うことが目的です。実践的なグループワークから、集団の中での自分の役割を考え
るとともに、社会で求められる思考能力と対人能力の向上を目指します。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
アクティブラーニングが中心となり、ディスカッション、グループワーク、プレゼン
テーションを取り入れます。
この講義は、民間企業において採用業務の実務経験と、企業・大学等でキャリアカウ
ンセラーとしての経験・知識をふまえ、実務経験のある教員が実社会と乖離（かいり
）のないリアルな授業を展開します。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題については、授業内またはメールでフィードバックを行います。適宜、質問を授
業内で情報共有します。

■授業計画

※状況により、内容が変わることがあります。

①オリエンテーション（講義内容、評価についての説明）
②キャリア・デザインについて
③数字で見る就職活動の現状
④課題解決スキルⅠ（クリティカルシンキング）
⑤課題解決スキルⅡ（クリエイティブシンキング）
⑥課題解決スキルⅢ（ロジカルシンキング）
⑦自己理解ワークⅠ（価値観チェック）
⑧自己理解ワークⅡ（エニアグラム）
⑨自己理解ワークⅢ（他己分析）
⑩社会人との有意義な対話にむけて（企業研究シート作成）
⑪職業と人生①
⑫職業と人生②
⑬職業と人生③
⑭職業と人生④
⑮まとめ（これからの行動計画）、最終レポート

☆職業と人生では社会人ゲストを招きます。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①組織活動で求められるスキル、「チームで課題解決」ができる。
②長期的視野を持ち、ライフステージごとのキャリアデザインを描くことができる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「自立して生きていくための生活習慣、社会人基礎力を身に付けている学生に学位を
授与する」に基づき、自身の目指す将来のために必要なマナーとスキルを身につける
。

■成績評価基準と方法

発表・ディスカッション（10％）
毎回の小レポート（60％）
最終レポート（30％）

■テキスト・参考文献

【テキスト】使用しません。適宜、講義用資料を配布する。
【参考文献】必要に応じて紹介する。

■授業外学習

【具体的な内容】
日頃から新聞およびテレビ・インターネットのニュースなどで時事問題に触れ、世の
中の出来事に関心を抱いてください。

【必要な時間】
予習・復習の時間はそれぞれ1時間を目安とします。
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■その他

座席は指定する場合がある。授業中の私語は禁止。指示があるとき以外のパソコン・
スマートフォンの使用も禁止。
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2020 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 キャリアデザインⅡ[臨床]

開講期・単位 2年 後期・選択 2単位・演習

担 当 者 舛井　雄一

■講義の目的および概要

変化の激しい労働環境の変化に対応するためのスキルや態度を主にグループで身につ
けていきます。特に大学生活という日常のなかで何かに挑戦することで成長を実感し
、環境変化の激しい社会に出ていくための準備をします。また、実践的なグループワ
ークを行うことで、集団の中で発揮することができる自分の特性を理解します。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
キャリアデザインⅡでは、主にグループワークを行います。また後半では個人ワーク
や社会人をゲストとして招く講義もあります。
なお、この講義は民間企業で経営企画の実務経験のある教員が、みずからのキャリア
パスをもとに必要な情報を適宜入れます。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題については授業内で解説するとともに、フィードバックについても授業内に直接
行います。

■授業計画

①ガイダンス　　　講義の進行、評価等について、AL、PBLについての解説
②経験学習理論　　
③スタディ・スキルⅠ　チームビルディング
④スタディ・スキルⅡ　課題解決の流れ（前編）
⑤スタディ・スキルⅢ　課題解決の流れ（中編）
⑥スタディ・スキルⅣ　課題解決の流れ（後編）
⑦スタディ・スキルⅤ　効果的なプレゼンテーション
⑧グループワークⅠ　　課題発見
⑨グループワークⅡ　　資料作成
⑩グループワークⅢ　　プレゼンテーション
⑪大学での取組みの中間発表　挑戦の課程
⑫職業と人生　
⑬自己分析①　　　　　ここまでの大学生活の棚卸
⑭自己分析②　　　　　職業選択の方法
⑮まとめ

※職業と人生では社会人講師をゲストとして招く予定です。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
・大学生活での自分の成長に気づき、前向きな姿勢をつくることができる
・グループで課題に向き合い、解決することができる
・自らの特性を理解し、職業選択に結び付けることができる

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
この講義の内容は、「修得した知識、技能の活用能力」、「自立して行動できる姿勢
、課題を発見し解決する能力」と関連します。

■成績評価基準と方法

・毎回の小レポート/リアクションペーパー…50%
・（グループワークの際の）ピア評価…10%
・レポート…40%

■テキスト・参考文献

【テキスト】使用しません。必要な資料は講義内に配布します。

【参考文献】必要に応じて紹介します。

■授業外学習

【具体的な内容】
毎回、小レポートやリアクションペーパーが課されます。また、プレゼンテーション
などの準備や調査等が発生します。

【必要な時間】予習や復習にそれぞれ1時間程度を想定しています。
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■その他

この講義ではグループワークを主なスタイルとして実施しますが、グループワークは
皆さんの取組方によって教育効果が大きく変わっていきます。自分の課された役割は
しっかりとこなすことはもちろん、皆さんが楽しく前向きに取り組めば高い教育効果
が期待できます。一緒に前向きに取り組みましょう。
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2020 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 キャリアデザインⅡ[現文]

開講期・単位 2年 後期・選択 2単位・演習

担 当 者 舛井　雄一

■講義の目的および概要

変化の激しい労働環境の変化に対応するためのスキルや態度を主にグループで身につ
けていきます。特に大学生活という日常のなかで何かに挑戦することで成長を実感し
、環境変化の激しい社会に出ていくための準備をします。また、実践的なグループワ
ークを行うことで、集団の中で発揮することができる自分の特性を理解します。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
キャリアデザインⅡでは、主にグループワークを行います。また後半では個人ワーク
や社会人をゲストとして招く講義もあります。
なお、この講義は民間企業で経営企画の実務経験のある教員が、みずからのキャリア
パスをもとに必要な情報を適宜入れます。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題については授業内で解説するとともに、フィードバックについても授業内に直接
行います。

■授業計画

①ガイダンス　　　講義の進行、評価等について、AL、PBLについての解説
②経験学習理論　　
③スタディ・スキルⅠ　チームビルディング
④スタディ・スキルⅡ　課題解決の流れ（前編）
⑤スタディ・スキルⅢ　課題解決の流れ（中編）
⑥スタディ・スキルⅣ　課題解決の流れ（後編）
⑦スタディ・スキルⅤ　効果的なプレゼンテーション
⑧グループワークⅠ　　課題発見
⑨グループワークⅡ　　資料作成
⑩グループワークⅢ　　プレゼンテーション
⑪大学での取組みの中間発表　挑戦の課程
⑫職業と人生　
⑬自己分析①　　　　　ここまでの大学生活の棚卸
⑭自己分析②　　　　　職業選択の方法
⑮まとめ

※職業と人生では社会人講師をゲストとして招く予定です。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
・大学生活での自分の成長に気づき、前向きな姿勢をつくることができる
・グループで課題に向き合い、解決することができる
・自らの特性を理解し、職業選択に結び付けることができる

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
この講義の内容は、「修得した知識、技能の活用能力」、「自立して行動できる姿勢
、課題を発見し解決する能力」と関連します。

■成績評価基準と方法

・毎回の小レポート/リアクションペーパー…50%
・（グループワークの際の）ピア評価…10%
・レポート…40%

■テキスト・参考文献

【テキスト】使用しません。必要な資料は講義内に配布します。

【参考文献】必要に応じて紹介します。

■授業外学習

【具体的な内容】
毎回、小レポートやリアクションペーパーが課されます。また、プレゼンテーション
などの準備や調査等が発生します。

【必要な時間】予習や復習にそれぞれ1時間程度を想定しています。

■その他
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この講義ではグループワークを主なスタイルとして実施しますが、グループワークは
皆さんの取組方によって教育効果が大きく変わっていきます。自分の課された役割は
しっかりとこなすことはもちろん、皆さんが楽しく前向きに取り組めば高い教育効果
が期待できます。一緒に前向きに取り組みましょう。
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2020 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 キャリアデザインⅡ[観光]

開講期・単位 2年 後期・選択 2単位・演習

担 当 者 千葉　里美

■講義の目的および概要

変化の激しい時代を生きるために、職業生活変化適応力を身につけ、ニューノーマル
時代に強くしなやかに生きる思考力を育成します。社会では様々な問題に向き合うこ
とになり、広い視野や情報を持って対応する必要が出てきます。この授業では、広く
社会に目を向け、様々な就労環境の中で仕事と生活の調和を保ち柔軟に働くための思
考力を養います。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
講義方法は、基本対面授業とmanabaを使用し、進めます。
学びは、教員が行う講義のほかに、みなさんの身近にいる方へ社会に関する質問を投
げかけ他者の考えを理解したり、自らの考えと比較するなどし、どんな現象も自分ご
とと化し、深く多角的に物事を考える力を身につけることを大事にします。
また、常に論理的思考を意識してもらいます。
この講義は、民間企業において総務・研究員の実務経験のある教員が、実社会と乖離
（かいり）のないリアルな授業を展開します。
【課題に対するフィードバックの方法】
課題は、manaba内で共有し、フィードバックについてもmanaba内で実施する。
課題に対する学生からの質問については、manaba上で受付確認し、受講者全体で共有
し、遠隔授業であっても平等性を担保します。

■授業計画

※文系学生の多くは社会に出てから数的汎用性能力を必要ないと判断します。しかし
ながら、入社3年未満の大卒学生に調査すると、社会に出てから重要視する能力とし
て、「数的信用性能力」が高く上がってきています。
そこで毎時間、授業冒頭のZOOMでの質問が終わった後10分程度、ビジネス社会で必要
な数的汎用性能力問題にチャレンジしてもらい、これまでの数学が社会でどう利用し
ていくのか知ってもらいます。

①ガイダンス(シラバス説明、遠隔授業での授業の進め方、ルール)
②新時代に関して
③新時代に使いこなすべきツール
④重要な5つのキャリア原則1-マインドセット、エクスペリエンス
⑤　　　　〃　　　　　　2-リーダーシップ、データ、スキル
⑥新時代に必要な8つのスキル1-セルフマネジメント、経験から学ぶ力
⑦　　　　〃　　　　　　　2-問を立てる力、ロジカルシンキング
⑧　　　　〃　　　　　　　3-クリエイティブシンキング、異文化理解力
⑨　　　　〃　　　　　　　4-自らを発信する力、やり抜く力
⑩新時代に即した新しいキャリアデザイン
⑪新時代に即した自己分析
⑫新時代に即した企業研究(団体含む)
⑬新時代に即したインターンシップの実態と対策
⑭新時代に即した面接対策
⑮授業内レポート

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
・ニューノーマル時代に進む自分を逃げずに捉える。
・職業生活変化適応力の重要性を理解し向上させる意識を持てる。
・チームにより、課題を解決することができる。
・チームでの自分の役割を理解し、その任務を果たすことができる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
学位授与方針の「言語、コミュニケーション領域における基礎的技能の修得」、「修
得した知識、技能の活用能力」、「自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する
能力」の育成と関連する。

■成績評価基準と方法

①提出物等・・・80％
②レポート・・・20％

■テキスト・参考文献

2021(令和3)年4月1日

156



【テキスト】
なし

【参考文献】
『新しいキャリアデザイン』見館好隆他、九州大学出版会
『キャリアデザインブック』(社会理解編)寿山泰二、金子書房

■授業外学習

・毎回、前回授業内容の復習、確認をします。提出物で指摘されたところの訂正をし
ます。
・チームでテーマを決め、必要な情報を集めて次週の授業に臨むため、事前学修が必
要です。事前学修は授業初回に配布する授業計画に記載されています。
・次週の課題が出ますので、必ず取り組んでくることが求められます。事前・事後学
修の時間はそれぞれ2時間を目安とします。

■その他
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2020 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 キャリアデザインⅡ[子心]

開講期・単位 2年 後期・選択 2単位・演習

担 当 者 舛井　雄一

■講義の目的および概要

変化の激しい労働環境の変化に対応するためのスキルや態度を主にグループで身につ
けていきます。特に大学生活という日常のなかで何かに挑戦することで成長を実感し
、環境変化の激しい社会に出ていくための準備をします。また、実践的なグループワ
ークを行うことで、集団の中で発揮することができる自分の特性を理解します。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
キャリアデザインⅡでは、主にグループワークを行います。また後半では個人ワーク
や社会人をゲストとして招く講義もあります。
なお、この講義は民間企業で経営企画の実務経験のある教員が、みずからのキャリア
パスをもとに必要な情報を適宜入れます。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題については授業内で解説するとともに、フィードバックについても授業内に直接
行います。

■授業計画

①ガイダンス　　　講義の進行、評価等について、AL、PBLについての解説
②経験学習理論　　
③スタディ・スキルⅠ　チームビルディング
④スタディ・スキルⅡ　課題解決の流れ（前編）
⑤スタディ・スキルⅢ　課題解決の流れ（中編）
⑥スタディ・スキルⅣ　課題解決の流れ（後編）
⑦スタディ・スキルⅤ　効果的なプレゼンテーション
⑧グループワークⅠ　　課題発見
⑨グループワークⅡ　　資料作成
⑩グループワークⅢ　　プレゼンテーション
⑪大学での取組みの中間発表　挑戦の課程
⑫職業と人生　
⑬自己分析①　　　　　ここまでの大学生活の棚卸
⑭自己分析②　　　　　職業選択の方法
⑮まとめ

※職業と人生では社会人講師をゲストとして招く予定です。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
・大学生活での自分の成長に気づき、前向きな姿勢をつくることができる
・グループで課題に向き合い、解決することができる
・自らの特性を理解し、職業選択に結び付けることができる

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
この講義の内容は、「修得した知識、技能の活用能力」、「自立して行動できる姿勢
、課題を発見し解決する能力」と関連します。

■成績評価基準と方法

・毎回の小レポート/リアクションペーパー…50%
・（グループワークの際の）ピア評価…10%
・レポート…40%

■テキスト・参考文献

【テキスト】使用しません。必要な資料は講義内に配布します。

【参考文献】必要に応じて紹介します。

■授業外学習

【具体的な内容】
毎回、小レポートやリアクションペーパーが課されます。また、プレゼンテーション
などの準備や調査等が発生します。

【必要な時間】予習や復習にそれぞれ1時間程度を想定しています。

■その他

2021(令和3)年4月1日

158



この講義ではグループワークを主なスタイルとして実施しますが、グループワークは
皆さんの取組方によって教育効果が大きく変わっていきます。自分の課された役割は
しっかりとこなすことはもちろん、皆さんが楽しく前向きに取り組めば高い教育効果
が期待できます。一緒に前向きに取り組みましょう。
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2020 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 韓国語Ⅱ

開講期・単位 2年 前期・選択 2単位・演習

担 当 者 趙　恵真

■講義の目的および概要

本講義は、韓国語の基礎文法を利用し、日常会話に応用するために行います。なお、
日本と韓国の言語を関連付けて比較しながら、日韓両言語の理解を深めて、幅広い教
養として身につけるのを目指します。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
テキストに従って進めて行きます。新しい文型の説明をした後、練習問題を中心にし
て、理解を深めていきます。

【課題に対するフィードバックの方法】
メールなどでフィードバックします。

■授業計画

①ハングルの読み書き/自己紹介
②韓国語Ⅰまでの復習
③第6課　漢数詞・「に」「います・いません」
④ヨ体の作り方
⑤過去形の作り方
⑥第7課　「を」「も」
⑦第8課　「で」「に」
⑧第9課　「で」「から～まで」
⑨第9課　固有数詞
⑩第10課　「しに」「から～まで」
⑪第11課　不規則活用
⑫第11課　否定表現
⑬第12課　敬語
⑭第12課　「つもりです」「したいです」
⑮まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
韓国語の基礎文法を理解し、日常会話に応用できます。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「理想を求め、明日の地域社会、国際社会へ寄与する姿勢を身につけている学生に学
位を授与する」に基づき、日韓両国に対する社会的、文化的理解を深めて、世界的な
変化に対応する能力の獲得を通じて国際人として自立できる能力を身につける。

■成績評価基準と方法

期末テスト：50%
小テスト：20%
授業への参加度：10％
口頭発表：20%

■テキスト・参考文献

【テキスト】
三訂版・韓国語の世界へ(入門編)、李潤玉他、朝日出版社

【参考文献】
なし

■授業外学習

【具体的な内容】
次回の授業範囲について、新しい単語の意味などを予習してください。また、前回の
授業内容を振り返り単語や文型を復習してください。

【必要な時間】
予習・復習の時間はそれぞれ2時間を目安とします。

■その他

・授業中に韓国語の発音について随時指名して発言を求めるので、しっかりと予習・
復習した上で授業に参加してください。
・韓国語Ⅰと原則同時に履修することができません。
・韓国語Ⅰを修得したあと履修できます。
・留学生は母国語を履修できません。
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2020 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 中国語Ⅲ

開講期・単位 2年 前後期・選択 2単位・演習

担 当 者 高　翔

■講義の目的および概要

コロナの収束に伴い、これから中国人観光客の増加になる予想、中国語を話せる人材
が求められている現状を踏まえ、実用的な中国語会話の習得を目指す。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】

観光の場面ごとに単語やフレーズを紹介し、会話練習やロールプレイ等を通して実際
に使えるよう練習を重ねる。日常会話も修得する。

【課題に対するフィードバックの方法】

■授業計画

(1)到達目標説明。発音復習。第一課（名前を言う）
(2)第二課（家族について）
(3)第三課（趣味など）
(4)第四課（一日の生活）
(5)小テスト１
(6)第五課（一週間の生活）
(7)第六課（天気の話）
(8)第七課（道順）
(9)小テスト２
(10)第八課（色のある世界）
(11)第九課（位置）
(12)第十課（旅）
(13)第十一課（理想の暮らし）
(14)復習、まとめ
(15)総合テスト

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】

それぞれの場面で使う表現を学習し、実際に会話の中で使えるようになる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】

■成績評価基準と方法

小テスト２回（40点）
総合テスト（60点）

■テキスト・参考文献

適宜な教材：話してみたい中国語スピーキング倶楽部（朝日出版社）。
参考文献：中日辞書

■授業外学習

【具体的な内容】

『即練・使える中国語』を復習しながら、授業を進める

【必要な時間】

■その他

中国語検定試験HSKの受験を勧めます。
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2020 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 日本文化演習（茶道）

開講期・単位 2年 前後期・選択 2単位・演習

担 当 者 吉井　守和

■講義の目的および概要

茶道とは何だろうか。点前とは何だろうか。最低限の道具を使って、略盆の点前を習
いながら、点前の意味、茶道の意味を学んでいきます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
点前に関しては、実習です。基本動作を繰り返して、身に着けます。
講義部分では常識としてほしい内容を学びます。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題は振り返りながら進みます。それぞれが独立しているわけではなく、関連してい
るということを意識して下さい。

■授業計画

以下は基本的な進行です。状況によって多少変化していきます。授業の中で変わる部
分は説明していきますので、授業を休まないようにしてください。

①オリエンテーション/道具の説明/座すということ
②道具の引き渡し（菓子）
③茶を点じてみる/基本の手順
④茶巾の畳方と扱い/袱紗の扱い
⑤茶筅の扱い
⑥通しで点前をする
⑦通しで点前をする
⑧実技試験
⑨実技試験
⑩煎茶
⑪茶道の歴史（10）
⑫茶事（茶会）と懐石料理（10）
⑬茶道具について（10）
⑭菓子について（10）
⑮まとめ（茶から何を楽しむか/何を学ぶか）

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
茶道とは何かということについてある程度の説明ができるようになること。
抹茶を点てる、煎茶を入れるようになること。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
茶を通じて、日本文化を理解します。自文化に対する理解は異文化に対す理解の基礎
となります。

■成績評価基準と方法

以下のような内容を基本的に考えていますが、進度や状況によって変わります。
＜実技＞茶巾の扱い（10）、袱紗の扱い（10）、点前（20）、客の作法（10）、
　　　　煎茶（10）
＜講義＞茶道の歴史（10）、懐石料理（10）、茶道具（10）、菓子（10）

■テキスト・参考文献

【テキスト】
配布物

【参考文献】
茶道、懐石料理、禅、焼き物など多くの関連分野があります。

■授業外学習

【具体的な内容】
型を正確に覚えるためには繰り返しが必要です。
また、先入観が非常に多い内容です。自分の目でしっかりと見て、判断することが重
要です。
【必要な時間】
授業と同じぐらいの時間を基本的な振り返りの時間と考えてください。

■その他
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茶道には様々な側面があります。茶を楽しむ。道具を楽しむ。精神修養。礼儀作法。
どれもが茶道の側面です。
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2020 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 哲学[大学]

開講期・単位 2年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 石飛　貞典

■講義の目的および概要

哲学というと現実とかけ離れた、実用性に欠ける学問、というイメージがあるのでは
ないでしょうか。たしかにそういう側面もありますが、哲学的な思考には、実は実生
活に役立つものがたくさんあります。物事の真の姿を探究する態度、物事を多角的に
眺める複眼的思考、正しい思考の筋道や議論の仕方など、哲学の方法を具体例を通じ
て学ぶことで、幅広い教養はもちろん、自立して行動できる姿勢や、課題を発見しそ
れを解決する能力を身につけていただくことをめざします。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
基本的に講義形式で行いますが、各回のテーマに沿った具体例について、ディスカッ
ションも取り入れて、内容理解を深めていきます。また、事前に課題を示し、それに
事前学習として取り組んで頂くことで、講義の内容により深く興味を持って頂けるよ
うにします。

【課題に対するフィードバックの方法】
提出された課題は翌週、総括して紹介し、解説します。希望者には個別のコメントも
行います。

■授業計画

①ガイダンスとイントロダクション（哲学とは）
②哲学的態度（１）常識を疑ってみる
③哲学的態度（２）対話によって吟味する
④まとめと第1回小テスト
⑤「確かなこと」は本当に確かか（存在の検討）
⑥「百聞は一見にしかず」は正しいか（知識の検討）
⑦「論理的」とはどんなことか（論理の検討）
⑧まとめと第2回小テスト
⑨人間とは？（１）人間は理性的動物か
⑩人間とは？（２）感情を抑えるのが大人の態度か
⑪人間とは？（３）欲望は人生を狂わせる？
⑫まとめと第3回小テスト
⑬どう生きる（１）義務論と帰結主義
⑭どう生きる（２）「正義」は正しいか？
⑮授業の総括（あらためて、哲学とは）

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①哲学的思考の特色を理解し、基本的な哲学用語についての知識を身に付ける。
②自分の頭で考え、自分の意見を理路整然と展開できる力を身に付ける。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
常識にとらわれない「柔軟な思考力」を身に付け、ディスカッションや課題提出を通
じて「自由、自立、自制の精神による人間形成」の実現をめざします。

■成績評価基準と方法

定期試験：70%
授業期間内に実施する小テスト（3回）：30%

■テキスト・参考文献

【テキスト】
毎回プリントを配布します。

【参考文献】
必要に応じて、授業の中で紹介します。

■授業外学習

【具体的な内容】
毎回、次週の講義内容に関わる課題を出しますので、次回までにしっかり考えておく
こと。それを前提として、ディスカッションなどを行います。講義を受けた後は、事
前に考えていたことが適切であったかどうか、もう一度、深く考えておくこと。
【必要な時間】
予習、復習とも2時間を目安とします。
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■その他
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2020 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 哲学[大学]

開講期・単位 2年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 石飛　貞典

■講義の目的および概要

哲学というと現実とかけ離れた、実用性に欠ける学問、というイメージがあるのでは
ないでしょうか。たしかにそういう側面もありますが、哲学的な思考には、実は実生
活に役立つものがたくさんあります。物事の真の姿を探究する態度、物事を多角的に
眺める複眼的思考、正しい思考の筋道や議論の仕方など、哲学の方法を具体例を通じ
て学ぶことで、幅広い教養はもちろん、自立して行動できる姿勢や、課題を発見しそ
れを解決する能力を身につけていただくことをめざします。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
基本的に講義形式で行いますが、各回のテーマに沿った具体例について、ディスカッ
ションも取り入れて、内容理解を深めていきます。また、事前に課題を示し、それに
事前学習として取り組んで頂くことで、講義の内容により深く興味を持って頂けるよ
うにします。

【課題に対するフィードバックの方法】
提出された課題は翌週、総括して紹介し、解説します。希望者には個別のコメントも
行います。

■授業計画

①ガイダンスとイントロダクション（哲学とは）
②哲学的態度（１）常識を疑ってみる
③哲学的態度（２）対話によって吟味する
④まとめと第1回小テスト
⑤「確かなこと」は本当に確かか（存在の検討）
⑥「百聞は一見にしかず」は正しいか（知識の検討）
⑦「論理的」とはどんなことか（論理の検討）
⑧まとめと第2回小テスト
⑨人間とは？（１）人間は理性的動物か
⑩人間とは？（２）感情を抑えるのが大人の態度か
⑪人間とは？（３）欲望は人生を狂わせる？
⑫まとめと第3回小テスト
⑬どう生きる（１）義務論と帰結主義
⑭どう生きる（２）「正義」は正しいか？
⑮授業の総括（あらためて、哲学とは）

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①哲学的思考の特色を理解し、基本的な哲学用語についての知識を身に付ける。
②自分の頭で考え、自分の意見を理路整然と展開できる力を身に付ける。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
常識にとらわれない「柔軟な思考力」を身に付け、ディスカッションや課題提出を通
じて「自由、自立、自制の精神による人間形成」の実現をめざします。

■成績評価基準と方法

定期試験：70%
授業期間内に実施する小テスト（3回）：30%

■テキスト・参考文献

【テキスト】
毎回プリントを配布します。

【参考文献】
必要に応じて、授業の中で紹介します。

■授業外学習

【具体的な内容】
毎回、次週の講義内容に関わる課題を出しますので、次回までにしっかり考えておく
こと。それを前提として、ディスカッションなどを行います。講義を受けた後は、事
前に考えていたことが適切であったかどうか、もう一度、深く考えておくこと。
【必要な時間】
予習、復習とも2時間を目安とします。
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■その他
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2020 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 経済学

開講期・単位 2年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 佐々木　清美

■講義の目的および概要

日本を含む世界でおきている経済現象や経済問題は、私たちの日常生活に大なり小な
り影響を及ぼしています。生産者や企業だけでなく、消費者や労働者となり得る私た
ちの身の回りにも経済問題は存在します。さらに経済の問題は、政治、社会、環境、
国際情勢などの諸問題と深く関係しています。本講義では、こうした様々な問題を考
え、読み解く力を養うために、経済学の理論的基礎を学びます。そして実際に起きて
いる経済現象や経済問題への応用力を身につけることを目指します。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
スライドと板書を中心に講義を進めていきます。適宜、配布資料やパワーポイント、
DVDなどの視聴覚教材を使用します。
【課題に対するフィードバックの方法】
必要に応じて授業内容に関する質疑等も授業内やメール等で受け付け、個別に回答し
ます。

■授業計画

①講義概要、経済学とは
１．ミクロ経済学の基礎
　②需要と供給
　③消費者行動の理論
　④企業行動の理論
　⑤市場の価格調整メカニズムと資源配分
　⑥独占・寡占と競争の理論
　⑦市場の失敗と外部性
２．マクロ経済学の基礎
　⑧不確実性と不完全情報
　⑨GDPと物価
　⑩貨幣と金利
　⑪財政政策と金融政策
　⑫インフレ・デフレと失業
　⑬経済成長と経済発展
　⑭国際貿易と為替レート
３．まとめ
　⑮総括、期末試験

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
経済学の基礎理論を理解し、正確に説明することができる。
経済学で学んだ知識と見解を基に、実社会での日本経済や世界経済が抱える諸問題に
ついて考え、自分の意見を述べることができる。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「自立して生きていくための生活習慣、社会人基礎力を身に付けている学生に学位を
授与する」に基づき、社会におけるビジネス実務を取り巻く環境等の変化に対応する
能力の獲得を通じて社会人として自立できる能力を身に付ける。

■成績評価基準と方法

小テスト　70％
期末テスト　30％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
特にありませんが、授業で適宜資料を配布します。

参考文献
・伊藤元重『入門経済学（第4版）』日本評論社，2015年
・N・グレゴリー・マンキュー『マンキュー入門経済学（第3版）』東洋経済新報社，
2019年
・ジョセフ・E・スティグリッツ『スティグリッツ マクロ経済学（第4版）』『ステ
ィグリッツ ミクロ経済学（第4版）』東洋経済新報社，2014年
池上彰『池上彰のやさしい経済学』1,2　2012年
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■授業外学習

【具体的な内容】
授業内容に関連する経済ニュースや社会・政治・国際情勢などのニュースを毎日チェ
ックすること。予習・復習課題を出すことが授業参加度評価につながります。

■その他

授業終了後に行う小テストで毎回の理解度を把握します。期末試験は授業内容の中か
ら出題するので、毎回集中して授業に取り組む姿勢が必要です。
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2020 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 日本史

開講期・単位 2年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 篠崎　敦史

■講義の目的および概要

・〝なぜ日本史を学ぶのか？〟、〝現在の我々に日本の歴史はいかなる意味を持つの
か？〟。本講義はこの問いをテーマに、日本の歴史について学んでいく。

・本講義の目的は、邪馬台国の時代から幕末(3～19世紀前半)までの基本的な流れ(時
期区分)を理解し、現代の自分の周囲のモノ、文化の持つ意味を考えることにある。

・特に、「日本国内」における動向に焦点をあてる。「日本史概論」との違いはこの
点である。これを通じて、日本列島内で過去に起きた事柄の意味について学び、考え
ていく姿勢を身に付けることを目的とする。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
・講義形式。

【ＩＣＴ機器】･･･プロジェクターを使用し、画像、映像を使用。zoomなど(遠隔の場
合)

【実務経験】･･･中学校の「社会」、高等学校の「日本史」、「世界史」での授業経
験を一部使用。

【課題に対するフィードバックの方法】
・学生の課題、感想ペーパーなどに必要に応じ、コメントをつけて返却。

■授業計画

1 .ガイダンス
2 .3世紀　邪馬台国と〝日本〟のかたち―〝日本〟はどのように認識されてきたのか
?
3 .5～6世紀　古墳時代とヤマト王権―前方後円墳にいかなる意味があるのか?
4 .6～7世紀　東アジア国際情勢の中の仏教伝来―仏教と倭国国内の状況
5 .8世紀　奈良時代と草壁皇統―正倉院の意味
6 .8～9世紀　平安京遷都と桓武天皇―〝軍事と造作〟から生まれた〝京都〟
7 .9～11世紀　平安貴族と年中行事―年中行事と太上天皇
8 .11～12世紀　院政の成立と中世への道―〝中世〟とはなにか?
9 .12世紀　平氏政権と鎌倉幕府の成立―なぜ鎌倉幕府成立年が複数あるのか?
10.13～14世紀　鎌倉幕府の滅亡と室町幕府の成立―分裂する王権
11.15世紀　応仁の乱と日本の〝伝統文化〟―金閣寺から銀閣寺へ
12.16世紀　織田信長から豊臣秀吉へ―〝中世〟の終わりとはなにか?
13.16世紀～18世紀　江戸幕府と〝天下太平〟―生類憐みの令の意味
14.18世紀～19世紀　江戸幕府と江戸っ子―江戸っ子とはなにか?
15.まとめ―〝正しい歴史〟の危険性

※一部タイトルは状況に応じ、変更する場合がある。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
・高校日本史程度の知識は確実に身につけ、大学生にふさわしい専門的な知識にも触
れ、それを現在の課題として問題意識を持ち、主体的に考えることが出来るようにな
る。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
・大学全体の「理想を求め、明日の地域社会、国際社会へ寄与する姿勢」などを前提
に、国際的な視野、他者、外国への知識と共感意識を身につける。

■成績評価基準と方法

・各授業中に実施する課題･･･50%
・定期試験or学生が授業外で実施するレポートなどの課題･･･50%

■テキスト・参考文献

【テキスト】
・なし。講義中にレジュメを配布。

【参考文献】
『大学の日本史1～4』(2016年、山川出版社)
『少年少女　マンガ　日本の歴史1～21、ほか』(1998年、小学館)
石母田正『日本の古代国家』(2017年、岩波書店)
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■授業外学習

【具体的な内容】
・配布したプリント及び授業中に提示した課題については、各自、事前事後に図書館
などを使用して期日までにまとめておくこと。

【必要な時間】
・2～4時間程度。履修者は授業時間外に図書館、文献を読む時間を考慮した授業時間
登録をすること。

■その他

・私語、ほかの受講者に迷惑がかかる行為、いわゆるコピペや剽窃、そのほか不正行
為や授業担当者が必要と判断したことについては厳正に対処する。 

・感染症の状況などに応じた授業形態の変化に応じて、シラバスの内容を変更する場
合がある。ただし、到達目標などは変更しない。
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2020 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 日本事情Ⅰ

開講期・単位 2年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 喜多　義憲

■講義の目的および概要

海外からの留学生が「日本で学ぶ」、「日本を学ぶ」上でまず知っておかなければな
らない「等身大の日本」をさまざまな角度から掘り下げることが目的である。日本は
地理的にはユーラシア大陸東方の「島国」であるが、政治、経済、文化的にはグロー
バルネットワークと深く連動していることを常に念頭に入れて学ぶこととする。併せ
て、日本語による論文作成に欠かすことのできない文章表現を修得、リポート課題を
通じて実践的に指導する。なお秋学期の日本事情Ⅱと合わせ重要30テーマを厳選して
いる。通年受講を推奨するが、片方の学期だけでも必ず、次へのステップへの足掛か
りとなると信じる。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
講師がパワーポイント文書で作成するNavigating Note（略称ＮＮ)を毎講のおおむね
7日前にZOOM（チャンネル）にアップロードする。これをもとに講義する。必要に応
じ動画も上映し、学生によるグループ討議（アクティブラーニング）も行う。

【課題に対するフィードバックの方法】
毎講、終了前に当該講義に関するコメント記述を受講生に求める（OfficeのFORMSを
利用）。受講生の全コメントに講師のリスポンスを付記し、数日中に「チャンネル」
にアップロードする。

■授業計画

① ガイダンス 
② 日本で学ぶということ（アクティブラーニング＝グループ討議＝「ユーはなにを学
びに北海道へ？」）
③ 日本の「withコロナ」と「postコロナ」 
④ 日本の国境問題
⑤ 日本でのメディアリテラシー　情報の大海を生き抜くツール
⑥ 日本の憲法問題
⑦ 情報公開と公文書の役割
⑧ 深刻化する少子高齢化と人口減少
⑨ グローバル化と子供貧困化
⑩ 日本の選挙制度
⑪ 日本の税制度
⑫ 地震列島ニッポン　3.11から10年
⑬ 脱原発か原発依存か
⑭ 日本の観光産業
⑮「国宝」が語る日本

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
１．日本および世界でいま何が起きているかについて的確に情報収集できる。
２．メディアが反復継続的に報道する主要な時事問題に対する理解が一定の水準に達
している。
３．日本のみならずアジア、世界と深く連関しているビッグイシューについて理解す
るための基礎的な知識、言語能力を習得している。
４．北海道を取り巻く政治、経済、社会的諸問題だけでなく、自己の活動する地域、
地方の懸案解決に関心が深い。
５．定期的にリポートを作成することで、論理的な思考に基づいた簡潔な日本語文章
表現が可能となる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】当講座は多岐にわたる学際的内容であり、バ
ランスの取れた教養人の養成を目指す。これは本学のディプロマ・ポリシー6つの項
目、とりわけ「理想を求め、明日の地域社会、国際社会へ寄与する姿勢を身につけて
いる」に沿うものである。

■成績評価基準と方法

定期試験は行わない。第5講と10講終了時の2回、リポート（小論文）の提出を求め採
点する。第13講時に授業理解度確認テストをする。以上の(1)授業内試験3項目をもっ
て80%、また授業中の発表内容、各回コメント内容などを加味した(2)平常点をもって
20%。(1)と(2)を加算し総合評価する。

■テキスト・参考文献
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【テキスト】講師作成のＮＮと適宜提示する資料

【参考文献】
特に事前に指定しない。授業の都度、関連する書籍、文献を推奨する。

■授業外学習

【具体的な内容】ＮＮの当該講座分を熟読し、難解な専門用語などを辞典・事典で調
べておく。

【必要な時間】
予習復習各60分程度をルーティンワーク（習慣）にする。

■その他

講師は30年以上の新聞記者経験を持つ。日本と世界についての探求の入り口は「新聞
」にあり、そこから書籍、文献に分け入ってさらに深い見識に至ると信じている。受
講に当たっては母国のメディアに接することに加え、日常から日本の新聞を読む習慣
をつけることが望ましい。シラバス「日本事情Ⅱ」の授業計画も読んでおくこと。
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2020 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 日本事情Ⅱ

開講期・単位 2年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 喜多　義憲

■講義の目的および概要

海外からの留学生が「日本で学ぶ」、「日本を学ぶ」上でまず知っておかなければな
らない「等身大の日本」をさまざまな角度から掘り下げることが目的である。日本は
地理的にはユーラシア大陸東方の「島国」であるが、政治、経済、文化的にはグロー
バルネットワークと深く連動していることを常に念頭に入れて学ぶこととする。併せ
て、日本語による論文作成に欠かすことのできない文章表現を修得を、リポート課題
を通じて実践的に指導する。なお春期の日本事情Ⅰと合わせて必須30講を厳選してお
り、通年受講を推奨する。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】講師がパワーポイント文書で作成するNavigating Note（略称ＮＮ)を毎
講のおおむね7日前にZOOM（チャンネル）にアップロードする。これをもとに講義す
る。必要に応じ動画も上映し、学生によるグループ討議（アクティブラーニング）も
行う。

【課題に対するフィードバックの方法】
毎講、終了前に当該講義に関するコメント記述を受講生に求める（OfficeのFORMSを
利用）。受講生の全コメントに講師のリスポンスを付記し、数日中に「チャンネル」
にアップロードする。

■授業計画

?ガイダンス
?日本人はどこから来たか
③ 「海のノマド」アイヌと北海道の古代史
④ テロとの戦いと「難民」問題
?外国人労働者と移民問題
⑤日米関係
⑥ 日中関係のきのう今日あす（アクティブラーニング＝グループ討議）
⑦日韓関係のきのう今日あす
⑧ヘイトスピーチ問題の本質
⑨ 日本人にとって「沖縄」とはなにか？
⑩ 固有種の宝庫日本と生物多様性
⑪ 地球温暖化と大災害時代
⑫ 北海道に見る日本の公共交通問題
⑬ 街のユニバーサルデザイン
⑭ 結婚すると姓が変わる日本―選択制夫婦別姓問題
⑮ AI（人工知能）時代

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】１．日本および世界でいま何が起きているかについて的確に情報収集で
きる。
２．メディアが反復継続的に報道する主要な時事問題に対する理解が一定の水準に達
している。
３．日本のみならずアジア、世界と深く連関しているビッグイシューについて理解す
るための基礎的な知識、言語能力を習得している。
４．北海道を取り巻く政治、経済、社会的諸問題だけでなく、自己の活動する地域、
地方の懸案解決に関心が深い。
５．定期的にリポートを作成することで、論理的な思考に基づいた簡潔な日本語文章
表現が可能となる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】当講座は多岐にわたる学際的内容であり、バ
ランスの取れた教養人の養成を目指す。これは本学のディプロマ・ポリシー6つの項
目、とりわけ「理想を求め、明日の地域社会、国際社会へ寄与する姿勢を身につけて
いる」に沿うものである。

■成績評価基準と方法

期試験は行わない。第5講と10講終了時の2回、リポート（小論文）の提出を求め採点
する。第13講時に授業理解度確認テストをする。以上の(1)授業内試験3項目をもって
80%、また授業中の発表内容、各回コメント内容などを加味した(2)平常点をもって
20%。(1)と(2)を加算し総合評価する。

■テキスト・参考文献
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【テキスト】講師作成のＮＮと適宜提示する資料

【参考文献】
特に事前に指定しない。授業の都度、関連する書籍、文献を推奨する。

■授業外学習

【具体的な内容】ＮＮの当該講座分を熟読し、難解な専門用語などを辞典・事典で調
べておく。

【必要な時間】
予習復習各60分程度をルーティンワーク（習慣）にしてほしい。

■その他

講師は30年以上の新聞記者経験を持つ。日本と世界についての探求の入り口は「新聞
」にあり、そこから書籍、文献に分け入ってさらに深い見識に至ると信じている。受
講に当たっては母国のメディアに接することに加え、日常から日本の新聞を読む習慣
をつけることが望ましい。シラバス「日本事情」Ⅰの授業計画も事前に読んでおくこ
と。
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2020 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 身近な数学

開講期・単位 2年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 成田　雅昭

■講義の目的および概要

数学はあらゆる分野において基礎基本であり、日常生活の中でも欠かすことのできな
いものである。一方、科学技術の発展とともに数学が高度化・専門化して一般の人々
に分かりずらい状況にある。数学のよさや楽しさ、有用性を実感するため、テーマを
絞って数学のおもしろさに触れることにより、数学をより身近なものとなるよう取り
組む。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
基本的に１回の授業で１テーマとし、そのテーマに関することがらをまとめながら、
数学のよさや美しさ、有用性などを実感するよう、身近な数学を体験する。
本講義は、高等学校、指導主事（数学）、マラヤ大学（マレーシア）、本学において
数学教育の実務経験をもち、数学教育を専門とする教員が担当する。
【課題に対するフィードバックの方法】
課題については、評価してフィードバックし、その概要を学生に伝えるとともに、数
学への興味関心が引き出されるよう取り組む。

■授業計画

①オリエンテーション・数と計算・暦
②２進法の仕組み
③幾何学の不思議
④優勝チームの決め方
⑤数学パズル・数独
⑥数学者という人々
⑦無限とパラドックス
⑧芸術と数学
⑨正多面体をつくる・暗号
⑩身近な曲線と関数
⑪バーコード
⑫ハノイの塔
⑬日本人と数学
⑭統計学はどのように使われるか
⑮コンピュータと数学

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
身近な事象の中に数学的な見方・考え方が潜んでいることに興味関心をもち、数学の
有用性を理解する。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「自立して生きていくための生活習慣、社会人基礎力、幅広い教養、技能を身に付け
ている学生に学位を授与する」に基づき、あらゆる分野において数学が身近で重要な
役割を果たしていることに気付き、数学への興味関心を深めることを目指す。

■成績評価基準と方法

１．授業への取組・アクティビティ・振り返りシート（Formsによる）：４０％
２．課題（２回）：６０％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
なし。必要に応じて、適宜、プリントを配布する。
【参考文献】
毎回のテーマごとに提示する。

■授業外学習

【具体的な内容】
予習については、次回のテーマについて、基礎的な必要知識の主な内容を示す。
復習については、使用したプリントについての理解をより確かなものとするよう、取
り組む。
【必要な時間】
１回の授業について、予習１時間、復習３時間を必要とする。

■その他
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課題について、しっかり取り組むとともに、毎回の授業のプリントを整理し、復習を
すること。レポート課題（２回）は確実に提出すること。
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2020 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 健康づくりⅠ

開講期・単位 2年 前期・選択 2単位・演習

担 当 者 粟野　祐弥、赤川　智保

■講義の目的および概要

本演習では、個々人が健康的な身体づくりに関連する課題を設定し、それを達成する
ためのプログラムを作成し、実行する。また、設定した課題に取り組む過程で、より
効果的かつ効率的に実施するための知識や情報収集の仕方についても学修する。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
設定した目標達成に向けた実技(運動・トレーニング)を中心に行う。本演習は運動実
践やトレーニング指導に関する実務経験のある教員がトレーニングの専門的知識のほ
か、コーチング方法を踏まえながら「健康づくり」の基礎理論と実践方法および評価
についての知識を身につけることができる演習を実施する。必要に応じて、目標課題
の達成に関する学修、情報収集も行う。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題に対する口頭および文章によるフィードバックを授業内で適宜行う。

■授業計画

①ガイダンス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
②体力テスト1(事前評価)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
③健康づくりに関する基礎理論1(運動)　　　　　　　　　　　　　　　　　　
④健康づくりに関する基礎理論2(栄養)　　　　　　　　　　　　　　　　　　
⑤健康づくりに関する基礎理論3(睡眠)　　　　　　　　　　　　　　　　　　
⑥健康づくりに関する実践1(目標設定)　　　　　　　　　　　　　　　　　　
⑦健康づくりに関する実践2(目標修正)　　　　　　　　　　　　　　　　　　
⑧健康づくりに関する実践3(振り返り)　　　　　　　　　　　　　　　　　　
⑨中間評価および後半に向けた個人目標の再設定(測定、評価)　　　　　　　　　
⑩健康づくりに関する実践4(追加関連情報の収集)　　　　　　　　　　　　
⑪健康づくりに関する実践5(進捗の評価)　　　　　　　　　　　　　　　　
⑫健康づくりに関する実践6(設定課題の評価)　　　　　　　　　　　　　　　　
⑬健康づくりに関する実践7(最終評価の準備と手順の確認)　　　　　　　　
⑭体力テスト2(事後評価)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
⑮まとめレポートの作成

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①健康づくり(運動・トレーニング)に関して適切な課題設定およびメニュー作成がで
きるようになる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
②設定した個人課題の解決に向けて計画的に取り組み評価することができる。　　
③課題解決に向けて実践のみならず関連する知識を身につける。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「①各専門領域において高度な専門知識、研究能力、技能」、「②各専門領域におい
て高度専門職業人としての実践能力」、「③真理を探究し、自らを省みる姿勢」を身
につける。また、「自立していくための生活習慣、社会人基礎力を身に付けている」
に基づき、規則正しい生活習慣、および自立心等を獲得する。

■成績評価基準と方法

課題提出と取り組み状況(50%)　　　　　　　　　　　　　　　
実技テスト(体力テスト)(20%)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
最終レポート(30%)

■テキスト・参考文献

【テキスト】
特になし。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【参考文献・資料】
授業内適宜配布する。

■授業外学習
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【具体的な内容】
事前および事後学習として、「専門領域において高度な専門知識」に関する情報収集
を推奨する。毎回の授業内で課題解決に関する情報収集に関する課題を課す。

【必要な時間】
上記をふまえ、事前および事後学習はそれぞれ2時間を目安とする。

■その他

運動のできる服装(着替えも含めて)、シューズを持参してください。実技の際、装飾
品等は必ず外してください。
使用施設の関係で40名の履修制限とします。選抜方法は、ガイダンスにて説明します
。
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2020 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 健康づくりⅡ

開講期・単位 2年 後期・選択 2単位・演習

担 当 者 粟野　祐弥、赤川　智保

■講義の目的および概要

本演習では、健康づくりⅠの学習をふまえて、個々が健康的な身体づくりに関連する
、新たな、あるいは継続的な課題を設定し、それを達成するためのプログラムをより
詳細に作成し、実行する。また、設定した課題に取り組む過程で、より効果的かつ効
率的に実施するための方法や、評価、目標設定の適切さなどについてもより深く考察
する。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
設定した目標達成に向けた実技(運動・トレーニング)を中心に、健康づくりⅠの内容
をふまえ、より発展的に行う。本演習は運動実践やトレーニング指導に関する実務経
験のある教員がトレーニングの専門的知識のほか、コーチング方法を踏まえながら「
健康づくり」の基礎理論と実践方法および評価についての知識を身につけることがで
きる演習を実施する。必要に応じて、目標課題の達成に関するディスカッションなど
の能動的学修を目指す。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題に対する口頭および文章によるフィードバックを授業内で適宜行う。

■授業計画

①ガイダンス　　　　　　　　　　　　
②体力テスト1(事前評価)　
③健康づくりに関する応用理論1(運動)　　　　　　　　　　　　　　　　　
④健康づくりに関する応用理論2(栄養)　　　　　　　　　　　　　　　　　
⑤健康づくりに関する応用理論3(睡眠)　　　　　
⑥個人課題の解決に向けた計画の作成　　　　　
⑦個人課題の解決に向けた計画の実行　　　　
⑧個人課題の解決に向けた計画の自己評価　
⑨中間評価および後半に向けた個人計画の再設定(測定、評価)　
⑩個人課題の解決に向けた修正案の見直し　　　
⑪個人課題の解決に向けた修正案の実行
⑫個人課題の解決に向けた修正案の自己評価
⑬個人課題の解決に向けた修正案の振り返り(最終評価の準備と手順の確認)　
⑭体力テスト2(事後評価)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
⑮まとめレポートの作成

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①健康づくり(運動・トレーニング)に関して適切な課題設定およびメニュー作成がで
きるようになる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
②設定した個人課題の解決に向けて計画的に取り組み評価することができる。　　　　　　　
③課題解決に向けて実践のみならず関連する知識を身につける。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「①各専門領域において高度な専門知識、研究能力、技能」、「②各専門領域におい
て高度専門職業人としての実践能力」「③真理を探究し、自らを省みる姿勢」を身に
つける。また、「自立していくための生活習慣、社会人基礎力を身に付けている」に
基づき、規則正しい生活習慣、および自立心等を獲得する。

■成績評価基準と方法

課題提出と取り組み状況(50%)　　　　　　　　　　　　　　　
実技テスト(体力テスト)(20%)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
最終レポート(30%)

■テキスト・参考文献

【テキスト】
特になし。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【参考文献・資料】
授業内適宜配布する。

■授業外学習
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【具体的な内容】
事前および事後学習として、「①各専門領域において高度な専門知識」に関する情報
収集を推奨する。毎回の授業内で課題解決のための情報収集に関する課題を課す。

【必要な時間】
上記をふまえ、事前および事後学習はそれぞれ2時間を目安とする。

■その他

運動のできる服装(着替えも含めて)、シューズを持参してください。実技の際、装飾
品等は必ず外してください。使用施設の関係で40名の履修制限とします。選抜方法は
、ガイダンスにて説明します。
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2020 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 英会話実践

開講期・単位 2年 前期・選択 2単位・演習

担 当 者 陳　堯柏

■講義の目的および概要

This class will be held entirely in English. It will focus on expanding upon 
the student's conversation abilities by giving them opportunities to use 
English in natural, daily situations. This course will also take place partly 
off-campus to allow students to communicate in uncontrolled environments.

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】

This course will be student-centered and teamwork-based. Following initial 
lectures from their instructors, students will discuss and prepare for the 
field work by making a questionnaire of their own. Along the process of 
preparation, students will get to acquire new vocabulary and practice their 
English skills.

【課題に対するフィードバックの方法】

Prior to the field work, instructors will give feedback on questionnaires 
produced by students. After completing their survey, students will show the 
survey result by doing a presentation. Instructors will give further feedback 
on the result.

■授業計画

① Orientation
② Lecture on issues.
③ How to make a survey - introduction and analysis.
④ Writing surveys and field work preparation
⑤ Writing surveys and field work preparation
⑥ Writing surveys and field work preparation
⑦ Field work day 1
⑧ Analyzing and transcribing data from surveys
⑨ Field work day 2
⑩ Analyzing and transcribing data from surveys
⑪ Group Discussion
⑫ Preparation for final presentations
⑬ Preparation for final presentations
⑭ Final presentations
⑮ Final presentations

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】

By the end of this course, students will be able to design a questionnaire 
and conduct the survey, both in English. In addition, they are expected to 
perform their class discussions and do a presentation using English.

【卒業認定・学位授与の方針との関連】

Based on the policy of “Fostering competent professionals to provide 
contributions to the development of the international community,” this 
course will assist students acquire necessary English skills for their future 
tasks.

■成績評価基準と方法

Questionnaire : 20%
Survey Activity: 30%
Presentation : 30 %
Participation in class discussions : 20%

■テキスト・参考文献
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【テキスト】

There is no textbook required for this course. Necessary printouts will be 
distributed to students.

【参考文献】

■授業外学習

【具体的な内容】

Stay on track with all assigned reading and homework allocated by the 
instructor. Students are expected to participate actively in group work 
activities.

【必要な時間】

Each pre-reading assignment will take 1-2 hours.

■その他

Parts of this course will take place off campus and costs will be borne by 
the students. Students are responsible for their own transportation to and 
from the venues.
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科 目 名 情報機器操作

開講期・単位 2年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 田邊　龍彦

■講義の目的および概要

大学生活、社会生活で役立てるための情報機器操作を習得します。パソコンの代表的
アプリケーションソフト群の使い方を学習し、パソコン及び情報機器の利用における
便利ツールを活用できる知識と技術を演習を通じて身につけます。また、情報社会で
必要とされるセキュリティ確保や情報モラルについての知識も深めます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
テキストでの解説、教員の補足説明を参考に【実技演習形式】で授業を進めます。各
テーマに沿いファイル作成作業を実施し、その作業を通して蓄積した操作方法の知識
や関連知識、及び情報モラル等の知識を確認するテストは単元毎にパソコンを利用し
て実施します。

【課題に対するフィードバックの方法】
演習で作成した課題ファイルの作成方法を授業内で教員が説明することでフィードバ
ックを行います。

■授業計画

授業は次の順で進めます。
①科目ガイダインス、本学情報環境理解と設定
②コンピュータの基本操作、環境設定及び
　スマホ、タブレットの使用方法（続き）
③ファイル操作、タイピング練習
④文章作成：レポート作成１
⑤文章作成：レポート作成２
⑥文章作成：レポート作成３、チラシ作成１
⑦文章作成：チラシ作成２,ＥＸＣＥＬ：表作成１
⑧ＥＸＣＥＬ：表作成２、グラフ作成１
⑨ＥＸＣＥＬ：グラフ作成２
⑩プレゼンテーション：スライド作成１
⑪プレゼンテーション：スライド作成２
⑫セキュリティ
⑬情報モラル【問題点と著作権など】
⑭情報モラル【個人情報など】
⑮まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
大学生活及び卒業後の社会人生活で利用できるレベル以上のパソコン操作技能を獲得
し、代表的なアプリケーションソフト群の利用方法から情報モラルまで、情報社会で
必要な基本的技能と知識を身につけることを目標とします。パソコン以外の情報機器
（スマホ、タブレット）を使う際の注意点も身に付けます。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
必須科目である。
「自立して生きていくための幅広い教養・技能」「自立して生きていくための専門知
識・技能」を身に付けることに基づく。

■成績評価基準と方法

単元毎にパソコンを利用したテストを合計４回実施します。
成績は、４回のテスト結果を６０％とし、授業参加度及び提出課題の評価を残りの４
０％として評価します。

■テキスト・参考文献

【テキスト】
イチからしっかり学ぶ！
　『Office基礎と情報モラル』　
　　　　　　　　noa出版編集、　ワークアカデミー発行

【参考文献】各アプリケーションソフトの市販解説本

■授業外学習
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【具体的な内容】
テキストを使って自発的に予習復習をしてください。タイピング練習、単元毎の確認
テスト・終了テストは、インターネット接続環境があればいつでもどこからでも利用
可能になっています。授業時間外にしっかりと取り組んでください
【必要な時間】
予習、復習は各２時間

■その他

テキストを購入し、２回目の授業から忘れずに持参してください。テキストにタイピ
ングやテスト受験用のユーザー名とパスワード（1年間有効）が付いています。テキ
ストを購入しないとそれらを利用できないので単位を取得できません。
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2020 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 表計算応用

開講期・単位 2年 前期・選択 2単位・演習

担 当 者 工藤　敦、田邊　龍彦

■講義の目的および概要

表計算の応用として、統計処理を表計算ソフトを使用した処理方法を学習します。
表計算ソフトを利用して大学の講義及び卒業後の社会人生活で有用な統計処理の方法
を習得することを目標とします。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
指定テキストの内容を教員が説明します。テキスト中の教材データを使用して、統計
処理を表計算ソフトで実際に処理しながら説明します。学生は用意された練習問題を
解くことで【実技演習形式】で実践して習得を目指します。

【課題に対するフィードバックの方法】
学生に授業内で提示した教材はその授業時間内に教員が解答することでフィードバッ
クとします。

■授業計画

授業は、以下に示す順序で実施します。
①科目ガイダンス、授業に関する説明
②表計算ソフトの操作に関しての復習
③収集したデータの扱い方とEXCELの復習　 １回目　
④　　同上　　　　　　　　　　　　　　　２回目
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１回目テスト）
⑤調査対象の評価の掘り下げ【平均値、中央値など】　　
⑥　同上　　【分散、標準偏差】　　　（２回目テスト）
⑦売上に関する特定【相関係数、順位相関など】
⑧　同上【回帰分析、重回帰分析など】（３回目テスト）
⑨競合対象との差、ばらつきによる特定　　【平均値の差の検定】
⑩　同上　【分散の差の検定】　　　　（４回目テスト）
⑪属性による違い　　【各種検定】
⑫同上　　【回帰分析、重回帰の検定】（５回目テスト）
⑬属性による行動の差　　【一元配置分析】
⑭同上　　【二元配置分析】　　　　　（６回目テスト）
⑮授業のまとめ　　　　　　　　　　　（まとめのテスト）

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
　表計算ソフトを使用して一般的な統計処理が可能となることを到達目標とする。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
　ゼミ、テーマ研究における研究を実施する際の調査、収集データの解析に統計処理
を使用する等が可能となる。

■成績評価基準と方法

①単元毎のパソコンを利用したテスト６回と課題６件を提出とします。
②課題、まとめでレポートを提出します。
①が６０%、出席点と②が４０％の配点で評価とします。

■テキスト・参考文献

【テキスト】できる　やさしく学ぶ
　　　　　　EXCEL統計入門
　　　　　　出版社：インプレス

【参考文献】
　　　　　　市販のEXCELまたは統計の本

■授業外学習

【具体的な内容】
学習した回の講義でテキスト中の練習問題を提示します。これを次回までに復習を授
業外で兼ねて解答を行います。授業内で次回の授業テーマを教員が言い、その教員が
次回確認します。
【必要な時間】
事前、事後：各２時間
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■その他

２回目の授業からはテキストを持参して下さい。
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2020 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 プログラミング

開講期・単位 2年 後期・選択 2単位・演習

担 当 者 工藤　敦、田邊　龍彦、西　大輔

■講義の目的および概要

プログラミング・スキルを学習することで論理的思考の習得に努めます。また、現代
情報化社会においてプログラミングを身に付けることは、学生生活と将来の社会生活
において有益です。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
テキストを用いて教員が説明します。教員がテキスト中のプログラミングでテキスト
を使い作成します。学生はテキストとインターネットを通じた画面を見ながら【実技
演習形式】でプログラミングして論理的思考を習得します。

【課題に対するフィードバックの方法】
前週の内容及び課題については授業内でフィードバックします。

■授業計画

授業は、以下に示す順序で実施します。
1.科目ガイダンス、授業用各種環境確忍
2.Scratchの説明、授業の進め方
3.Scratchの基礎　シンプルなゲームを作りながら進む
4.プログラムの流れ　プログラムの流れをつか5.言語　Hour of Code Chapter4
5.変数と配列の使い方　ゲームなどで変数と配列の使い方を学ぶ　１回目実習試験
6.構造化プログラミング　分岐条件
7.構造化プログラミング　分岐条件、繰り返し
8.関数の使い方　関数について
9.関数の使い方　引き通あり関数への発展　　　　　　　　　　２回目実習試験
10.アルゴリズム　　授業
11.アルゴリズム　並び替え１
12.アルゴリズム　並び替え２　　　　　　　　　　　　　　　３回目実習試験
13.Scratchを使いこなす　　落ち者げーす
14.Scratch　　　　シューティングゲーム　　　　　　　　　 ４回目実習試験
15.まとめ 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ５回目授業内試験

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
1.プログラミングを通じて論理的な思考方法を習得します。
2．授業で学習するテキストのプログラム言語によるプログラミング

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
選択科目です。
学生生活、社会人生活における論理的なものごとの考え方を訓練します。

■成績評価基準と方法

授業で学習するプログラミング言語scratchでプログラムを作成しその動きとプログ
ラムの記述評価が５０％
授業への出席率と課題ファイルの提出が５０％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
Scratchで学ぶ プログラミングとアルゴリズムの基本 改訂第2版 

【参考文献】

■授業外学習

【具体的な内容】
テキストを使い自発的に予習復習をしてください。インターネット接続環境があれば
いつでもどこからでも利用可能になっています。授業時間外にしっかりと取り組んで
ください。

【必要な時間】
事前：２時間、事後：１時間
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■その他

テキストを購入し、２回目の授業から忘れずに持参して下さい。
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科 目 名 インターンシップ事前指導

開講期・単位 2年 前後期・選択 1単位・講義

担 当 者
佐々木　清美、千葉　里美、椿　明美、濱田　剛一、田村　こずえ、竹
島　鉄也

■講義の目的および概要

インターンシップ研修の事前指導をする科目です。インターンシップ企業研究をとお
して、研修でどのようなことを学んでこようとしているのかを押さえます。また、研
修に必要な最小限の職場でのマナーを身につけます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
オムニバスでの講義、グループワーク、ディスカッション等を入れて授業を展開しま
す。

【課題に対するフィードバックの方法】
提出書類はコメントを付して返却します。

■授業計画

授業は概ね以下のとおり進めます。

①　ガイダンス：インターンシップの流れ、スケジュール
②　希望派遣先・業界についての研究
③　派遣先選考、書類作成（事前企業訪問、担当者との打合わせなど）
【講義】
．インターンシップに行く意味・心構え
．インターンシップの体験から何を学ぶか
．インターンシップで意識が変わる
．コンプライアンスと社会人基礎力
．職場のルールとマナー
．日誌の書き方と研修後のお礼状
【個別指導】
個別指導

（注意事項）
〇インターンシップ研修参加予定学生は必ず受講してください。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
・インターンシップから何を学ぶかを把握できる。
・インターンシップのための最低限の職場のルールとマナーを理解できる。
・インターンシップに行く準備を完了する。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
学位授与方針「自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力を身につける」
に関連する。

■成績評価基準と方法

エントリーシートから誓約書に至る６枚の書類・・・60％
集中講義のテキストワーク・・・30％
個別指導・・・10％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
大学から配布される「テキスト」、「研修日誌」を利用します。

【参考文献】
キャリア、ビジネス系科目のテキストなどが参考になります。

■授業外学習

【具体的な内容】
・実際に企業で働くための基本能力などを、授業の事前、事後に積極的に情報を取り
入れ行動に移す努力をしてください。

【必要な時間】
特に、授業の復習を1・2時間程度行うよう努力してください。
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■その他

・インターンシップ研修に参加希望の学生は必ず履修してください。
・ビジネス実務総論、ビジネス実務演習の授業内容も参考にしてください。
・一部、短大との合同授業となります。
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科 目 名 インターンシップA

開講期・単位 2年 前後期・選択 2単位・実習

担 当 者
佐々木　清美、千葉　里美、椿　明美、濱田　剛一、田村　こずえ、竹
島　鉄也

■講義の目的および概要

●職業体験型インターンシップ
現在大学で用意しているインターンシップ先や経済同友会紹介先、北海道商工会議所
・札幌商工会議所等からの紹介先を中心に参加するインターンシップです。
社会で活躍できる人材となるための準備として、実際の職業の現場を知ることは重要
です。また現場では普段の学習とは異なる知識・スキルが求められることがほとんど
です。単なる「お仕事体験、見学」ではなく、卒業後に続く就業人生において必要な
ことを見つけ、自分を高め、自らのキャリアを形成する一助として参加してください
。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
「派遣」「事後研修」に分けられます。特に学内で行う授業では、映像を活用しなが
ら、ワークシートへの記入とディスカッションを中心に、社会で必要となる知識・能
力について考察していきます。

【課題に対するフィードバックの方法】
ワークシートや日誌にコメントを入れて返却します。

■授業計画

【企業・団体派遣】　
①～⑬インターンシップ研修

【事後研修】
⑭ 事後個別指導（お礼状、報告書作成）
⑮ 総合報告会（ディスカッション・インターンシップで得たものを考える・まとめ
）

（注意事項）
○派遣期間は原則２週間ですが、受入先により異なる場合があります。
○事後研修は次期インターンシップ授業の初回日に行います。
〇履修登録は大学が一括でしますので、個人ではしないでください。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
① 派遣を通じて、社会人として必要な責任感やビジネスマナー、社会人基礎力とは
何かを理解し、向上させることができる。
② 実際の就業の現場を知り、就業の意味・目的を考察できる。
③ 自身に足りない力や強みを自覚し、各自のキャリアパスをより明確にできる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
学位授与方針「自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力を身につける」
に関連する。

■成績評価基準と方法

報告会の参加、企業からの研修参加証明書を総合的に評価し認定します。
研修継続に不都合が生じた場合や、

■テキスト・参考文献

【テキスト】
大学から配布される「テキスト」、「研修日誌」を利用します。

【参考文献】
キャリア、ビジネス系科目のテキストなども参考になります。

■授業外学習
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ビジネス実務総論、ビジネス実務演習、キャリア形成論Ⅰ・Ⅱ、キャリアデザインⅠ
・Ⅱなどで扱う内容で、インターンシップ授業、研修で役立つ知識スキルが多くあり
ます。各授業を常に復習し、実地で運用できるようにしておきましょう。
また、日常で、社会人としての基本的マナーを身につける努力をしてください。授業
のみならず、派遣前にも予習復習をしておきましょう。多くの書籍が市販されていま
す。日常生活での先生方とのやり取りも、練習の機会です。

【必要な時間】
予習・復習の時間はそれぞれ２時間を目安とします。

■その他

全体・担当者別など研修形態や授業日程は変わりますので、掲示などに注意してくだ
さい。交通費・食事等の支給は原則ありません（自己負担となります）。
参加しようと考えている学生はインターンシップ事前指導を受講してください。
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科 目 名 インターンシップB

開講期・単位 2年 前後期・選択 2単位・実習

担 当 者
佐々木　清美、千葉　里美、椿　明美、濱田　剛一、田村　こずえ、竹
島　鉄也

■講義の目的および概要

●課題解決型インターンシップに参加する科目です。
派遣先により異なりますが、一般的に企業から課題が示され、それについてグループ
で企画し提案する形式のインターンシップです。自分の意見を持つこと、チームとし
て力を発揮し貢献することで、社会で活躍できる人材となるための準備として大変有
効です。卒業後に続く職業人生において必要なことを見つけ、自分を高め、自らのキ
ャリアを形成する一助として参加してください。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

講義方法】
大きく「派遣」「事後研修」の2つに分けられます。学内で行う授業では、テキスト
をもとにワークシートへの記入やディスカッションを行います。

【課題に対するフィードバックの方法】
ワークシートや日誌にコメントを入れて返却します。

■授業計画

【企業・団体派遣】
①～⑬ インターンシップ研修

【事後研修】
⑭事後個別指導（お礼状、報告書作成）
⑮総合報告会（ディスカッション・インターンシップで得たものを考える・まとめ）

（注意事項）
○派遣期間は原則２週間ですが、受入先により異なる場合があります。
○事後研修は次期インターンシップ授業の初回日に行います。
〇履修登録は大学が一括でしますので、個人ではしないでください。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
① 派遣を通じて、社会人として必要な責任感やビジネスマナー、社会人基礎力とは
何かを理解し、向上させることができる。
② 実際の就業の現場を知り、就業の意味・目的を考察できる。
③ 自身に足りない力や強みを自覚し、各自のキャリアパスをより明確にできる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
学位授与方針「自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力を身につける」
に関連する。

■成績評価基準と方法

報告会の参加、企業からの研修参加証明書を総合的に評価し認定します。
研修継続に不都合が生じた場合や、本人の都合による途中離脱は「不可」となること
があります。

■テキスト・参考文献

【テキスト】
大学から配布される「テキスト」、「研修日誌」を利用します。

【参考文献】
キャリア、ビジネス系科目のテキストなども参考になります。

■授業外学習

ビジネス実務総論、ビジネス実務演習、キャリア形成論Ⅰ・Ⅱ、キャリアデザインⅠ
・Ⅱなどで扱う内容で、インターンシップ授業、研修で役立つ知識スキルが多くあり
ます。各授業を常に復習し、実地で運用できるようにしておきましょう。
また、日常で、社会人としての基本的マナーを身につける努力をしてください。授業
のみならず、派遣前にも予習復習をしておきましょう。多くの書籍が市販されていま
す。日常生活での先生方とのやり取りも、練習の機会です。

【必要な時間】
予習・復習の時間はそれぞれ２時間を目安とします。
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■その他

全体・担当者別など授業形態や授業日程は変わりますので、掲示などに注意してくだ
さい。交通費・食事等の支給は原則ありません（自己負担となります）。
参加しようと考えている学生はインターンシップ事前指導を受講してください。
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2020 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 インターンシップC

開講期・単位 2年 前後期・選択 2単位・実習

担 当 者
佐々木　清美、千葉　里美、椿　明美、濱田　剛一、田村　こずえ、竹
島　鉄也

■講義の目的および概要

●自己応募型（就職サイト等からのエントリー）、自己開拓応募型（自分で行きたい
会社を開拓）のインターンシップ科目です。就職サイト等から自分で応募し参加可能
となる場合や、行きたいと思う会社に自ら連絡をして受入れの承諾が得られた場合に
成立するインターンシップです。学生からの申し出があった後、大学担当者が先方と
研修の手続きをします。自分からの行動により始まるインターンシップですので、行
動力、実行力が見につきます。卒業後に続く職業人生において必要なことを見つけ、
自分を高め、自らのキャリアを形成する一助として参加してください。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
「派遣」「事後研修」の2つに分けられます。学内で行う授業では、テキストをもと
にワークシートへの記入やディスカッションを行います。

【課題に対するフィードバックの方法】
ワークシートや日誌にコメントを入れて返却します。

■授業計画

【企業・団体派遣】
①～⑬ インターンシップ研修

【事後研修】
⑭ 事後個別指導（お礼状、報告書作成）
⑮ 総合報告会（ディスカッション・インターンシップで得たものを考える・まとめ
）

（注意事項）
○派遣期間は原則２週間ですが、受入先により異なる場合があります。
○事後研修は次期インターンシップ授業の初回日に行います。
〇履修登録は大学が一括でしますので、個人ではしないでください。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①社会人として必要な責任感やビジネスマナー、社会人基礎力とは何かを理解し、向
上させることができる。
② 実際の就業の現場を知り、就業の意味・目的を考察できる。
③ 自身に足りない力や強みを自覚し、各自のキャリアパスをより明確にできる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力を身につける。

■成績評価基準と方法

報告会の参加、企業からの研修参加証明書を総合的に評価し認定します。
研修継続に不都合が生じた場合や、本人の都合による途中離脱は「不可」となること
があります。

■テキスト・参考文献

【テキスト】
大学から配布される「テキスト」、「研修日誌」を利用します。

【参考文献】
キャリア、ビジネス系科目のテキストなどが参考になります。

■授業外学習
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ビジネス実務総論、ビジネス実務演習、キャリア形成論Ⅰ・Ⅱ、キャリアデザインⅠ
・Ⅱなどで扱う内容で、インターンシップ授業、研修で役立つ知識スキルが多くあり
ます。各授業を常に復習し、実地で運用できるようにしておきましょう。
また、日常で、社会人としての基本的マナーを身につける努力をしてください。授業
のみならず、派遣前にも予習復習をしておきましょう。多くの書籍が市販されていま
す。日常生活での先生方とのやり取りも、練習の機会です。
【必要な時間】
予習・復習の時間はそれぞれ２時間を目安とします。

■その他

全体・担当者別など授業形態や授業日程は変わりますので、掲示などに注意してくだ
さい。交通費・食事等の支給は原則ありません（自己負担となります）。
参加しようと考えている学生はインターンシップ事前指導を受講してください。
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2020 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 インターンシップD

開講期・単位 2年 前後期・選択 4単位・実習

担 当 者
佐々木　清美、千葉　里美、椿　明美、濱田　剛一、田村　こずえ、竹
島　鉄也

■講義の目的および概要

長期派遣型のインターンシップ科目です。
原則、1か月以上、実働20日以上の長期間で派遣するもので、インターンシップA～C
の長期版、地域連携プロジェクト（1年タイプ）、海外インターンシップなどがこれ
に入ります。長期間体験のため企業や仕事をより深く知るものとなり、職業選択に有
効となります。有償となる場合もあります。卒業後に続く就業人生において必要なこ
とを見つけ、自分を高め、自らのキャリアを形成する一助として参加してください。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
「派遣」「事後研修」の２つに分けられます。学内で行う授業では、テキストをもと
にワークシートへの記入やディスカッションを行います。

【課題に対するフィードバックの方法】
ワークシートや日誌にコメントを入れて返却します。

■授業計画

【企業・団体派遣】
①～⑬インターンシップ研修

【事後研修】
⑭　事後個別指導（お礼状、報告書作成）
⑮　総合報告会（ディスカッション・インターンシップで得たものを考える・まとめ
）

（注意事項）
〇派遣期間は原則４週間ですが、受け入れ先により異なる場合があります。
○事後研修は次期インターンシップ授業の初回日に行います。
〇履修登録は大学が一括でしますので、個人ではしないでください。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
① 社会人として必要な責任感やビジネスマナー、社会人基礎力とは何かを理解し、
向上させることができる。
② 実際の就業の現場を知り、就業の意味・目的を考察できる。
③ 自身に足りない力や強みを自覚し、各自のキャリアパスをより明確にできる。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
学位授与方針「自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力を身につける」
に関連する。

■成績評価基準と方法

報告会の参加、企業からの研修参加証明書を総合的に評価し認定します。
研修継続に不都合が生じた場合や、本人の都合による途中離脱は「不可」となること
があります。

■テキスト・参考文献

【テキスト】
大学から配布される「テキスト」、「研修日誌」を利用します。

【参考文献】
キャリア、ビジネス系科目のテキストなどが参考になります。

■授業外学習
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ビジネス実務総論、ビジネス実務演習、キャリア形成論Ⅰ・Ⅱ、キャリアデザインⅠ
・Ⅱなどで扱う内容で、インターンシップ授業、研修で役立つ知識スキルが多くあり
ます。各授業を常に復習し、実地で運用できるようにしておきましょう。
また、日常で、社会人としての基本的マナーを身につける努力をしてください。授業
のみならず、派遣前にも予習復習をしておきましょう。多くの書籍が市販されていま
す。日常生活での先生方とのやり取りも練習の機会です。

【必要な時間】
予習・復習の時間はそれぞれ２時間を目安とします。

■その他

全体・担当者別など授業形態や授業日程は変わりますので、掲示などに注意してくだ
さい。交通費・食事等の支給は原則ありません（自己負担となります）。
参加しようと考えている学生はインターンシップ事前指導を受講してください。
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2020 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 歴史文化探究

開講期・単位 2年 前期・選択 2単位・演習

担 当 者 篠崎　敦史

■講義の目的および概要

・「歴史文化」を手かがりにして、「しっかりとした理解力と表現力を備え、建設的
に対話や議論をし、課題を明確にし、周りの人とともに創意工夫をして総合的な課題
解決ができる」ことを目指し、主体的に調査、研究発表をする授業である。

・本講義は我々の周囲の身近なものをテーマに、学生が主体的に調査、研究すること
を目指すものである。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】―ディスカッション、アクティブラーニング、グループワーク、フィー
ルドワーク(実施可能な場合)
・学生主体の調査、研究発表。

【課題に対するフィードバックの方法】
・講義中に担当者より口頭ないし文書で伝達する。

■授業計画

1.ガイダンス
2.自由発表
3.文献調査と発表1―工具書を使う
4.文献調査と発表2―工具書を使う　実践
5.文献調査と発表3―文字を調べる
6.文献調査と発表4―文字を調べる　実践
7.文献調査と発表5―参考文献の調査法
8.文献調査と発表6―参考文献の調査法　実践
9.研究発表1―これまで学んだ技法を活用してみる
10.研究発表2―これまで学んだ技法を活用してみる　実践
11.研究発表3―2度目の研究発表とは
12.研究発表4―2度目の研究発表とは　実践
13.研究発表5―調査をまとめる
14.研究発表6―調査をまとめる　実践
15.まとめ

※授業内容については、履修者の状況に応じて内容を変更、増減する場合がある。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
・主体的に調査、研究、発表が出来るようになる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
①大学全体の「理想を求め、明日の地域社会、国際社会へ寄与する姿勢」などを前提
に、国際的な視野、他者、外国への知識と共感意識を身につける」
②現代文化学科の「言語、コミュニケーション領域における基礎的技能の習得」、「
国際社会に関する教養の習得」、「自立して行動出来る姿勢、課題を発見し解決する
能

■成績評価基準と方法

・授業中･･･調査、発表(50%)
・授業外･･･感想、講義者から指示された課題、まとめレポートなど(50%)

■テキスト・参考文献

【テキスト】
・なし。講義中に指示する。

【参考文献】
・なし。講義中に指示する。

■授業外学習
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【具体的な内容】
・調査、発表準備は基本的に授業時間外に実施しておくこと。

・正規の授業時間とは別に、フィールドワークを実施する場合がある。それに必要な
時間の確保、調整を履修前に念頭に置いておくこと。

【必要な時間】
・2～4時間程度。課題やフィールドワーク調査に必要な調査、図書館使用や文献読書
、報告レポートなどの作成時間を考慮した上で履修すること。

■その他

・私語、ほかの受講者に迷惑がかかる行為、いわゆるコピペや剽窃、自分で実施をし
ていないもの、そのほか不正行為や授業担当者が必要と判断したことについては厳正
に対処する。
 
・履修者の数が多すぎる場合は、相談の上、人数制限をする場合がある。これは授業
の性質及び、質維持の観点からである。

・フィールドワークの費用は履修者の負担となる場合がある。ただし、履修者の負担
を配慮する。

・フィールドワークの実施については、感染症の状況に応じて考慮する。実施しない
場合もあるので、その点を理解した上で履修しておくこと。

・感染症の状況などに応じた授業形態の変化に応じて、シラバスの内容を変更する場
合がある。ただし、到達目標などは変更しない。
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2020 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 国際観光探究

開講期・単位 2年 前期・選択 2単位・演習

担 当 者 佐々木　清美、田村　こずえ、藤崎　達也

■講義の目的および概要

「学習者自らが課題を抽出し、その課題解決に向けたチームプロジェクトを実行し、
何らかの結論まで導き、それを公表する」ことをねらいとした演習である。チームで
積極的にプロジェクトに取り組むことで課題解決能力を身につける。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
少人数のチームを結成し、グループワーク等を通じて、具体的な課題解決のためのプ
ロジェクトに取り組む。

【課題に対するフィードバックの方法】
教室内での文献調査だけではなく、実地演習（聞き取り調査、課題解決のための実践
等）も行うアクティブラーニングとする。

■授業計画

①オリエンテーション（「プロジェクト演習」とは）
②チームの課題の抽出に向けたグループワーク（企画会議）
③チームの課題の抽出に向けたグループワーク（企画会議）
④チームの課題の抽出に向けたグループワーク（企画会議）
⑤チーム課題の発表（課題解決事案の企画・計画について）
⑥チーム課題の解決に向けた実行Ⅰ（調査会議）
⑦チーム課題の解決に向けた実行Ⅱ（調査会議）
⑧チーム課題の解決に向けた実行Ⅱ（調査会議）
⑨チーム課題の解決に向けた実行Ⅲ（実地見学等）
⑩チーム課題の解決に向けた実行Ⅳ（実地見学等）
⑪チーム課題の解決に向けた実行Ⅴ（実地見学等）
⑫チーム課題の解決に向けた実行Ⅵ（実行）
⑬チーム課題の解決に向けた実行Ⅶ（実行）
⑭最終報告会(学内向け）
⑮まとめ・反省会

なお、上に示した計画はあくまでも基本計画であり、各チームで取り組むテーマ、進
捗状況等により変更はありえる。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
・チームの課題を自らのものとして捉え、主体的に考え、行動できるようになる。
・チーム内での課題解決プロセスを通じて、適切にコミュニケーションできるように
なる。
・課題解決に必要な学習を自ら行うことができるようになる
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
・修得した知識、技能の活用能力
・自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力

■成績評価基準と方法

毎回の提出物60％
報告会での貢献度20%
最終レポート20%

■テキスト・参考文献

【テキスト】

【参考文献】
必要に応じて配布する

■授業外学習

本演習は、週に1回（90分）の議論のみでは到底なし得ない実行型演習である。所定
の時間以外に、チームごとに熟議する時間を積極的に設けることが求められる。その
ためにも、主体的に励むことが強く求められる。

【必要な時間】
予習・復習の時間はそれぞれ２時間を目安とします。

■その他
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2020 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 スポーツ探究

開講期・単位 2年 前期・選択 2単位・演習

担 当 者 粟野　祐弥

■講義の目的および概要

本演習では、与えられたテーマに関して個人の課題を設定し、その解決に向けた学修
を行う。個人課題の取り組みに関してプレゼンテーションを行う。また、課題解決に
向けた取り組みの中で、必要に応じてフィールドワークを行う。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
「スポーツ」という大枠をテーマに、各個人がこれに関するテーマ(課題)を設定する
。情報収集や文献学習を通してテーマに関する課題を解決するためのプロジェクトに
取り組む。課題の特殊性により、実地演習(聞き取り調査、課題解決のための実践等)
も行う場合がある。本演習は、学術的な領域における研究に従事する教員が自己の専
門的学問領域における経験や知識をふまえ、効果的な課題解決方法へのアドバイスを
しながら学習をサポートする形式で実施する。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題に対する口頭および文章によるフィードバックを授業内で適宜行う。

■授業計画

①ガイダンス(「スポーツ探求」とは)　　　　　　　　　　　　　　　　　　
②個人課題設定と情報収集(課題に関する興味関心)　　　　　　　　　　　　　　
③個人課題設定と情報収集(調査課題の絞り込み)　　　　　　　　　　　　　　　
④課題解決に向けた実行(調査1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
⑤課題解決に向けた実行(調査2）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
⑥課題解決に向けた実行(実地調査等1)　　　　　　　　　　　　　　　　
⑦課題解決に向けた実行(実地調査等2)　　　　　　　　　　　　　　　　　　
⑧中間報告会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
⑨課題解決に向けた実行および課題設定の見直し　　　　　　　　　　　　　　
⑩課題解決に向けた実行(課題の見直しおよび修正1)　　　　　　　　　　　　
⑪課題解決に向けた実行(課題の見直しおよび修正2)　　　　　　　　　　　　　
⑫課題解決に向けた実行(追加実地調査1)　　　　　　　　　　　　　　　
⑬課題解決に向けた実行(追加実地調査2)　　　　　　　　　　　　　　　　　
⑭最終報告会の練習および準備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
⑮最終報告会

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①自らの課題を明確にし、解決に向けて主体的に考え、取り組むことができるように
なる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
②上記学習にて修得した知識を整理し、他人にわかりやすくプレゼンできる力を身に
つける。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
③文献検索方法や、関連資料の入手方法など基本的な学習ソースのアクセス方法を身
につける。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「①各専門領域において高度な専門知識、研究能力、技能」、「②各専門領域におい
て高度専門職業人としての実践能力」「③真理を探究し、自らを省みる姿勢」を身に
つける。

■成績評価基準と方法

プレゼンテーション(40%)　　　　　　　　　　　　　　　　　　
課題提出状況および提出物(40%)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
最終レポート(20%)

■テキスト・参考文献

【テキスト】
特になし。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【参考文献・資料】
授業内適宜配布する。

■授業外学習
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【具体的な内容】
事前事後学習として、「各専門領域において高度な専門知識」に関する情報収集を推
奨する。毎回の授業内で課題解決のための情報収集に関する課題を課す。

【必要な時間】
上記をふまえ、事前および事後学習はそれぞれ2時間を目安とする。

■その他

授業展開の関係で50名の履修制限とします。選抜方法は、ガイダンスにて説明します
。
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2020 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 海外体験C

開講期・単位 2年 後期・選択 2単位・演習

担 当 者 片岡　晃

■講義の目的および概要

　本講義の目的は、ダイバーシティーを尊重し異文化を積極的に理解しようとするリ
テラシーを身につけ、多文化共生社会を構築する素地を作ることである。異文化に実
際に触れる体験をするために、海外を訪問し課題に基づくフィールドワークを行い、
調査の成果を発表することにより、学びを共有化し深化を図る。
　海外渡航が可能であれば、海外を概ね１週間程度訪問する。実際の訪問前後に事前
学習を行う。1週間程度の訪問中、各自の課題に基づいてインタビューや資料収集を
行い、成果をスライドや動画を用いたプレゼンテーションで報告する。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
　訪問する国の歴史的・文化的な基本的事項を講義を通して学んだ後、各自で探求課
題を設定する。方法としては、クラスメイトとの対話やインターネットでの検索、訪
問国に詳しい人へのインタビューなど考えられる。似通った課題によるグループ内で
の課題の発表・感想等の分析を通して、探求課題の精緻化を図る。
　現地調査後の調査報告は単独で行う。

【課題に対するフィードバックの方法】
　課題に対するフィードバックは、授業中やメールなどにより行う。

■授業計画

①ガイダンス
②訪問国の事前リサーチ
③個別訪問地の事前リサーチ(1)
④個別訪問地の事前リサーチ(2)
⑤現地課題等の検討およびグループワーク中間発表準備
⑥グループワーク中間発表準備
⑦現地課題等の設定および出国準備等海外渡航の説明
⑧現地調査1
⑨現地調査2
⑩現地調査3
⑪現地調査4
⑫現地調査5
⑬現地調査6
⑭現地調査報告準備
⑮現地調査報告

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
　自ら設定した課題に基づいて異文化を理解する体験をし、独りで熟考するとともに
級友との対話を通して異文化理解を深め、適切に発表することができること。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
　実践的・体験的な学びを重視し、能動的・自主的な学修の充実を図り、国際社会の
発展に寄与する社会人を育成すること。

■成績評価基準と方法

事前学習と事後学習30%
現地調査の積極性および報告70%

■テキスト・参考文献

【テキスト】必要に応じてプリントを配布する。
【参考文献】必要に応じて指示する。

■授業外学習

受講生は渡航前の事前学習により、現地の情報を可能な限り入手すること。また、語
学力の向上にも努め、現地での活動に備えること。

【必要な時間】
予習・復習の時間はそれぞれ２時間を目安とします。

■その他
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　海外研修についてのオリエンテーションを実施するので、受講を検討している学生
は必ず参加のこと。

　なお、予定国・時期は変更の場合もあるので、オリエンテーションでの説明や大学
からの告知注意すること。また、諸般の事情により海外渡航ができない場合はそれに
代わる方法を検討する。
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2019 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 日本文化論

開講期・単位 3年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 篠崎　敦史

■講義の目的および概要

・「日本文化」とは何か？そしてそれを現在の我々が学ぶ意味はどこにあるのか？
本講義はこのような問いをテーマとして、日本文化と呼ばれるものについて学んでい
くことを目的としている。

・本講義で重視するのは、国際的視点である。日本の文化の大部分は、中国や朝鮮、
ヨーロッパの強い影響を受けたものである。本授業では、このような世界史的観点か
ら日本の文化を位置付け、双方向的視野や、国際交流の重要性について学ぶ。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
・講義形式。

【ＩＣＴ機器】･･･プロジェクターを使用し、画像、映像を使用。zoomなど(遠隔の場
合)

【実務経験】･･･中学校の「社会」、高等学校の「日本史」、「世界史」での授業経
験を一部使用。

【課題に対するフィードバックの方法】
・学生の課題、感想ペーパーなどに必要に応じ、コメントをつけて返却。

■授業計画

1.ガイダンス―〝日本文化〟は〝日本独自の文化〟なのか?
2.文化を学ぶ姿勢―歴史の中の〝女性〟
3.文化を学ぶ姿勢―歴史の中の〝姿(化粧)〟
4.文化を学ぶ姿勢―歴史の中の〝食事〟
5.天平文化と現代文化　その1―東大寺のお水取り
6.天平文化と現代文化　その2ー東大寺のお水取り
7.鎌倉文化と現代文化　その1―禅宗と日本文化
8.鎌倉文化と現代文化　その2―一遍上人絵伝と絵巻物の歴史
9.室町時代・戦国時代の文化と現代文化―水墨画と対外貿易
10.寛永期の文化と現代文化―二条城と狩野派
11.江戸時代の文化と日本文化　〝鎖国〟下の日本文化　その1―〝鎖国〟とは何か?
12.江戸時代の文化と日本文化　〝鎖国〟下の日本文化　その2―浮世絵と有田焼
13.江戸時代の文化と日本文化　〝鎖国〟下の日本文化　その3―黄檗宗
14.江戸時代の文化と日本文化　〝鎖国〟下の日本文化　その4―円山応挙と伊藤若冲
15.現代と日本文化―〝日本文化〟とはなにか?

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
・高校日本史程度の知識は確実に身につけ、大学生にふさわしい専門的な知識にも触
れ、それを現在の課題として問題意識を持ち、主体的に考えることが出来るようにな
る。
・日本文化が外部との交流の中で成立し、現在に至っているという国際的視野を持つ
。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
・大学全体の「理想を求め、明日の地域社会、国際社会へ寄与する姿勢」などを前提
に、国際的な視野、他者、外国への知識と共感意識を身につける。
・現代文化学科の「文化領域における基礎的知識の修得」、「国際社会に関する教養
の修得」。

■成績評価基準と方法

・各授業中に実施する課題･･･50%
・定期試験or学生が授業外で実施するレポートなどの課題･･･50%

■テキスト・参考文献

【テキスト】
・なし。講義中に指示する。

【参考文献】
・橋本雄『中華幻想』(2011年、勉誠出版社)。
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■授業外学習

【具体的な内容】
・配布したプリント及び授業中に提示した課題については、各自、事前事後に図書館
などを使用して期日までにまとめておくこと。

【必要な時間】
・2～4時間程度。履修者は授業時間外に図書館、文献を読む時間を考慮した授業時間
登録をすること。

■その他

・私語、ほかの受講者に迷惑がかかる行為、いわゆるコピペや剽窃、そのほか不正行
為や授業担当者が必要と判断したことについては厳正に対処する。 

・感染症の状況などに応じた授業形態の変化に応じて、シラバスの内容を変更する場
合がある。ただし、到達目標などは変更しない。
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2019 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 芸術論

開講期・単位 3年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 藤垣　エミリア

■講義の目的および概要

本講義では、アートを通して教養を養うことを目指す。西洋ビジュアルアートの歴史
と発展を背景に、紀元前5世紀のギリシャアートから17世紀のネーデルランド地方の
バロックアートの代表的なアーティストと作品を紹介する。人間は、なぜ「美の世界
」にあこがれているか、芸術はどんな役割を持っているか、アーティストがどんなこ
とを求めて作品作成に向かっているかという問題を解きながらアートに対する理解を
深める。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】

①　教員はパワーポイントを中心とした講義をする
②　学生が毎回の授業に関してコメントを書き、評価する
③　宿題・課題の場合は、自ら調べる・プリントを読んでサマリーを書く

【課題に対するフィードバックの方法】
授業中に学生が書いたコメントを教員がチェックし、学生に戻す。
担当教員は実務体験として企業のデザイナーとしての経験があり(記事の模様、パッ
ケージデザイン）、現在画家として活躍中のため、これらの経験も授業でフィードバ
ックする。

■授業計画

①  オリエンテーションⅠ・ハイパーリアリズムと写実的アプローチについて
②　オリエンテーションⅡ・評価システム・FileSIUを使って授業のパワーポイント
を使って復習する方法の説明
③　古代ギリシャ、西洋芸術・民衆や美のコンセプト・オリンピックの始まり
④　古代ギリシャから西洋建築の基本となったパルテノン神殿
⑤　古代ギリシャ、パルテノン神殿の中、アテナ・パルテノス増
⑥　古代ローマの建築的な発見や「美」と「実」の融合
⑦　中世・Karolingian ルネサンスとその背景、ヨーロッパの国々づくり　　　　　
⑧　中世・ロマネスク、修道院の文化・　手書きの本
⑨　中世・ゴシック、　大聖堂の文化・騎士道
⑩　ルネサンスの線遠近の発展　(学生と一緒に描く）　
⑪　レオナルド・ダ・ビンチの芸術発展に対してのインパクト
⑫　レオナルドダヴィンチの傑作：「最後の晩餐」と「モナリサ」
⑬　ミケランジェロの彫刻に対するアプローチ
⑭　バロック、ネーデルランド地方の絵画・生物画　　　　　　
⑮　期末テストフィードバック

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】

芸術に関心をもって、教養知識を取得。歴史的な背景を学びながら建築、絵画、彫刻
の分野での偉大な作品に触れる。学習者として観察力や分析ができるスキルを養う。
基盤となっているパースペクティブルールを学ぶ。アートを通して西洋思想の理解が
深まる。 

【卒業認定・学位授与の方針との関連】専門知識の取得と同時にアートに対する興味
や理解を深めることを到達目標とする。

■成績評価基準と方法

授業の15回目後、筆記試験がある(期末試験)。
毎回のコメント　30％
期末テストフィードバック　　　　　59％
宿題　　　　　 11％
課題/発言　　　オプションポイント(一項の課題当たり4点、2回発言は1点）

■テキスト・参考文献
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【テキスト】
テキストありませんが参考文献を紹介する。毎回の授業でプリントを配布する。すべ
ての講義のパワーポイントはFileSIUなどに入れて、pdfファイルを見ることができる
。復習をするとき、または欠席した場合は、講義のパワーポイントを各自で見て・読
むようにする。

【参考文献】授業中紹介します。テーマに関係している本学の図書館にある書物。

■授業外学習

【具体的な内容】
授業中は学生の発言が評価される。授業内容に関する発言が求められるので、学生が
オプションポイントを稼ぐことができる。また授業で紹介されるアーティスト、背景
にあった歴史的な出来事について自ら調べることをお勧めする。課題は主に復習とし
て出される。新たな知識が多くなるので配布資料をベースに復習を行う。 

【必要な時間】予習・復習の時間はそれぞれ2時間を目安とする。

■その他

授業のテーマに関連する書物を読み、テレビの教育番組を参考し、美術館やギャラリ
で多くの作品に触れることをお勧めする。
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2019 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 芸術論[英語による授業]

開講期・単位 3年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 藤垣　エミリア

■講義の目的および概要

The aim of this course [芸術論(英語による授業)],is to introduce you to the 
history and development of western visual art ranging from Greek art (500 BC) 
to Baroque in the Netherlands (1600 AD̃), and at the same time to give you an 
opportunity to enhance your English skills. Students, who want to advance in 
English and learn about art are welcome to this course. The contents are the 
same as in the 芸術論, but the lectures are given in English.

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】

1.Instructor: Lecture style, PowerPoint presentations
2.Students: Take notes, write Comments Cards, take active participation 
during the lecture by asking and answering questions
3.Assignments: researching subjects related to lectures and writing short 
essays

【課題に対するフィードバックの方法】
The instructor will evaluate and comment on your notes you are going to write 
on the Comment Cards.

■授業計画

① Orientation: a demo lecture on Hyperrealism and realistic approach in 
visual arts, and how to write Comment Cards 
② Guidance on Final Exam, Evaluation, and a second lecture on Hyperrealism 
③ Greek art of the Golden Age (5th cent.BC), its impact on Western art,
the cultural and political heritage / Olympic Games 
④ Greek art of the Golden Age (5th cent.BC),western concept of Absolute 
Beauty and Proportions in art / Parthenon outside - metopes and mythology 
⑤ Greek art of the Golden Age (5th cent.BC),western concept of Absolute 
Beauty and Proportions in art / Parthenon inside- statue of Atena and Elgin 
marbles 
⑥ Art of the Roman Empire. Concepts of Beauty and Utility in architecture 
⑦ Middle Ages. The Carolingian Renaissance and rise of kingdoms
⑧ Romanesque architecture, manuscripts and monastery culture
⑨ Gothic architecture, cathedrals and chivalry 
⑩ Linear perspective development in Renaissance Italy
⑪ Leonardo da Vinci and his impact in the field of art and science 
⑫ Leonardo da Vinciand his masterpieces："The last super" and "Mona Lisa"
⑬ Michelangelo di Buonarotti and his approach to sculpture and painting
⑭ Baroque and Still life in the Netherlands
⑮ Course review ・期末テストフィードバック

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
You will learn how to look at visual art, increase your knowledge, and 
appreciate reproductions of significant works of art.Our Goals are to:
1.study range of art and architectural works within historical and cultural 
contexts.
2.become familiar with several significant works of art
3.learn fundamentals of perspective drawing 

【卒業認定・学位授与の方針との関連】The aim is to develop skills in visual 
observation and analysis, and get a general understanding of the concepts of 
western philosophy through the experience with western visual art

■成績評価基準と方法
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Assessment: Final Test Feedback 59%
Comment Cards 30%
Participation Report 11%
There are optional points to earn during the lecture for active students.

■テキスト・参考文献

【テキスト】
There is no textbook, but the text and/or references will be provided by the 
instructor in form of handouts. The PowerPoint presentations of each lecture 
will be available for reviewing in the FileSIU under the title” 2019 Art 
Theory Files”. 

【参考文献】
History & Art books/ the list of references will be available from the first 
lecture

■授業外学習

【具体的な内容】
The following is suggested: Reading appropriate books on art, watching 
educational programs and reviewing notes taken during lectures. Students not 
familiar with the subject should review notes on daily basis.

【必要な時間】About 2 hours of reviewing the subject(before and after the 
lecture) is strongly advised.

■その他

Bringing an English-Japanese dictionary to classroom (optional)
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2019 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 文学

開講期・単位 3年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 武井　昭也

■講義の目的および概要

文学は、失われてしまった至福の一体感、到達感を我々に与えてくれる祝祭的異次元
空間の一つである。文学作品を読む醍醐味は非日常的体験の享受にあるという考えを
根底に据え、神話からＳＦまで、国や時代、ジャンルにこだわらずいろいろな作品を
扱い、原型←→類型←→個別作品と、融通無碍に話題にしたい。人は様々に自己を表
現する。あるいはそのように表現されたものを通して自己以外の存在を知ろうとする
。自己と他者、自己と世界の繋がりが様々に表現されて人間世界は成り立っているが
、文学は言語を通して自己を表現する、あるいは世界を映す卓越した表現形式である
。映像とともに人間と文学の関わり、文学の魅力を考える。歴史軸と地理軸をベース
に人間の営みを俯瞰し、現代社会に通じる営みから幸福や平和、家族愛、悲嘆、憎し
み、祈りなど文学諸相から伝わる思いを共有する。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
指定の作品を事前に読んで臨むことを想定し解説する。また、関連する映像により視
点を変え、視野の広がりを期待する。出席者からの質問、意見を尊重し、正解のない
人生について様々に考える時間としたい。

【課題に対するフィードバックの方法】
毎回の感想用紙を紹介し補足する。また、質問や要望を反映して意見交換する内容を
各自が咀嚼して最終提出課題に反映させ整理する。

■授業計画

①オリエンテーション　文学とは
②夢見る力・神話の時代・口承文学「オイディプス王」を読む　
③初恋のせつなさ「鮨」人生のはかなさ「老妓抄」
④セックスと切腹の童話「憂国」
⑤不条理の悲しみ「ごんぎつね」純愛「クロコダイルとイルカ」
⑥作者が偉く見える小説の作法「小僧の神様」
⑦自由に読むには修行がいる「瓶詰地獄」
⑧語り手は葛藤する「葉桜と魔笛」
⑨時代背景を知るとおいしさ二倍「文字禍」
⑩テクノロジーと文学・人とモノ「華氏451」
⑪文学研究は自由だから不安
⑫作品は読まれなくても名作になる「風立ちぬ」
⑬文学史をどのように考えるか
⑭政治と文学ー物語と歴史のはざま・ナショナリズムというフィクション
村上龍「希望の国のエクソダス」「半島を出でよ」
⑮まとめ・授業内試験（テーマに基づく自由記述）

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
テクストを数作品消化し、文学史の教養を身につけ、それを現代のコンテクストに置
き換え再利用できるような応用的知性の獲得を目指す。また現在の状況に至った歴史
的因果を理解すれば、政治や社会情勢を読み解くリテラシーが上がる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
札幌国際大学Diploma・Policyにある以下の方針と関連する科目、展開内容である。
①真理を探究し、自由を愛し、自らを省みる姿勢を身に付けている。
②理想を求め、明日の地域社会、国際社会へ寄与する姿勢を身に付けている。
④自立して生きていくための幅広い教養、技能を身に付けている。

■成績評価基準と方法

毎回の感想　40%
授業内試験　30%
最終レポート30%

■テキスト・参考文献
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【テキスト】
なし。資料配付。

【参考文献】
その都度紹介します。

■授業外学習

【具体的な内容】
予告した本を読んで授業に臨めば、３倍楽しめる。また質問を用意してくると、実質
個別指導を得られる。

【必要な時間】
30時間

■その他
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2019 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 経営論

開講期・単位 3年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 芝野　隆

■講義の目的および概要

・「企業を経営するために必要なこと？」などについて基礎的な事項を理解する。
・有為な人材として社会で活躍するために必要な知識・スキル・技術を学ぶ。
・授業におけるグループワークでコミュニケーション力や主体性を開発する。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
・パワーポイントを使うことで要点を理解する講義方法を展開する。
・個人ワーク、グループディスカッションにより結論を出し発表を行う。
・グループワークで自己理解を深め、社会で活躍するための力に気づく。
・授業後の受講レポートで知識・スキル・技術を気づきとして定着させる。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題については、授業内で解説する。

■授業計画

①ガイダンス（講義内容、授業進行・方法、成績評価などの説明）
②企業や経営を考え、基礎的な企業の種類・違いなどを学ぶ
③経営に必要な資源を知り、求められる「ヒト＝人（材）」を理解する
④社会や経営に求められる人材としての「基礎的な力」を知る
⑤経営や仕事に必要となる資源としての「モノ＝物」を考える
⑥実際の企業の事例から経営戦略における「モノ＝物」を考える
⑦経営や仕事で求められる「カネ＝金」の重要性を理解する
⑧更に近年の企業経営に必要とされる、その他の資源を考える
⑨経営資源の「ジカン＝時間」で問われる優先順位などを考える
⑩生産性について考え、グループワークでPDCAを実践してみる
⑪企業経営で重視される「ジョウホウ＝情報」と収集の仕方を学ぶ
⑫事例から収集した情報をどうように分析するのかを実践してみる
⑬事例から重要な要素の「ギジュツ＝技術（知的資産）」を整理する
⑭筆記試験および解説
⑮授業全体の振り返り・まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
・企業経営とは？を考え、必要な基礎的な知識を修得する。それらを社会で活用する
ために必要な基本的な力を磨く。
・個人ワークで自分の考えをまとめ、グループでのディスカッションやワークで整理
し、クラス共有として発表できる主体性やコミュニケーション力をつける。
・授業での事例研究を通して情報を収集・分析し、結論を導き出すために必要な論理
的な思考を身につける。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「自立して生きていくための生活習慣、社会人基礎力を身に付けている学生に学位を
授与する」に基づき、社会における企業経営とは何かを考え、必要な基礎的な知識を
修得する。

■成績評価基準と方法

・授業についての受講レポート（14回）を各授業で作成。提出回数と内容（学びと気
づき）を評価する（140ポイント）。
・加点ポイントとして授業や発表での主体的な参加姿勢を評価する
（20ポイント）。
・14回目の授業で筆記試験を行う（40ポイント）。
・合計200ポイントを満点として総合評価を行なう。

■テキスト・参考文献

【テキスト】
・特になし

【参考文献】
・特になし

■授業外学習
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【具体的な内容】
・企業や経営に関わるニュースに関心を持ち、人材・設備・働き方・ブランド・技術
などの情報に注意を払う。

【必要な時間】
予習・復習の時間はそれぞれ２時間を目安としする。

■その他
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2019 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 データと社会

開講期・単位 3年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 田邊　龍彦

■講義の目的および概要

個々のデータ内容ばかりではなく、異なる内容や形式のデータに共通する性質の理解
及び取り扱うために社会科学でも使用する統計学を学び、情報の見える化を可能とす
る。大学の専門科目におけるデータの取り扱いに利用することで学習効果を向上させ
る。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
教師がテキストを用いて【講義形式】で説明する。セキュリティー関連はパワーポイ
ントを使用して説明する。学生は授業の復習で課題ファイルを提出する。授業内試験
で成績の評価の情報を教師は得る。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題ファイルと授業内試験の回答を授業で提示してフィードバックとする。

■授業計画

①ガイダンス：科目ガイダンス、データと社会の概要
②統計について：社会における統計についての説明
③統計処理の考え方：統計処理の目的の明確化について学ぶ
④統計処理の考え方：必要なデータを収集することについて学ぶ
⑤総計処理の考え方：データの分析と考察とまとめ方について学ぶ
⑥活用事例１：活用事例から、平均値、中央値、散布図について学習する
⑦活用事例２：活用事例から正規分布、標準偏差、仮説検定について学習する
⑧活用事例３：相関係数、分散分布について学習する
⑨統計処理の整理１：データの要約とばらつき、格差について
⑩統計処理の整理２：確率と一部による全体の推測について
⑪統計処理の実例１：公的統計を使い都市計画を行う
⑫統計処理の実例２：作物統計から農業の現状の把握
⑬情報化社会と情報倫理
⑭ネットワークにおける脅威とセキュリティー
⑮まとめ：授業のまとめを行い、感想をレポートとして提出する。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
社会に存在するデータから得られる情報やその価値について学ぶ。情報化社会におい
て様々なデジタル化で得られたデータが存在する。本授業ではIoTやビッグデータな
どのデータに関する重要キーワードを学ぶ。同時にセンサ、人の行動や公的機関から
の公開情報などから得られるデータが何処で、どのように利用されるかを学ぶ。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
選択科目である。
社会へ出てデータを使うための統計などの知識を習得する。

■成績評価基準と方法

①授業内で授業内容確認テストを１０回目までに３回行います。
②授業参加度に加え、２件の課題を解き提出します。
③まとめでレポートを提出します。
①５０%、②と出席点が３０%、③が２０％の配点で評価とします。

■テキスト・参考文献

【テキスト】
活用事例でわかる　統計リテラシー
　　　　Noa出版

【参考文献】

■授業外学習

【具体的な内容】
教科書を事前に学習して統計等の処理方法を確認する。事後には授業で行った
統計処理と用いてみる。

【必要な時間】
事前：１時間、事後：２時間

2021(令和3)年4月1日

217



■その他

第２回目からは教科書を持参して下さい。
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2019 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 北海道経済と産業

開講期・単位 3年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 綱島　洋一

■講義の目的および概要

 　新型コロナウイルスの大流行で世界経済は激変しました。北海道経済も同じです
。雇用情勢が悪化、北海道経済をリードする主力産業にも変化が読み取れます。授業
では、日本や世界経済の動向をにらみながら北海道経済の現状と将来を読み解きます
。
「経済」と聞くと、「なんだか難しそう」と感じますか。本当はそうではありません
。学生の皆さんは日々、アルバイト先で懸命に働き、手にした賃金でコンビニで買い
物をしたり、飲食店で食事をします。コンビニや飲食店は皆さんが支払った代金で店
を切り盛りし、従業員に賃金を支払います。これが「経済」の基本です。経済とは人
々の生きざま、営みなのです。
　北海道の経済の具体像に迫り、一緒に課題を読み解きましょう。皆さんが就職しよ
うとする企業の現状と将来についても考えます。
　授業を担当するのは、朝日新聞の経済担当記者として北海道の経済界、企業を取材
してきたジャーナリストです。経済界、企業の奥深く取材した成果を題材に経済学理
論にこだわらない授業を目指します。ディプロマ・ポリシーに掲げられる「自立して
行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力」を養うことを目標とします。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
　経済は「生き物」です。時々刻々と変化しています。新たな動きを追いながら北海
道経済の実像に迫ります。
　講義スタイルは取りません。主役は受講生一人ひとりです。受講生が教材をもとに
自ら考え、発表(プレゼンテーション)と討議(ディスカッション)を繰り返し理解を深
めます。その結果を各自がレポートにまとめます。
　これをもとに、朝日新聞記者として培ったジャーナリストとしての実務経験のある
教員が読み解き方、視点などを解説します。授業内外で対話を心がけます。感染拡大
状況をにらみながら、可能なら学外でのフィールドワークにも取り組みます。
レポートは毎回の授業でテーマを示し、翌週の授業で提出していただきます。

【課題に対するフィードバックの方法】
　受講生が授業で発表した内容については、その場で担当教員がコメントします。
レポートについては、授業で担当教員がコメントするほか、必要に応じて個別の受講
生に対面、メールなどでコメントします。

■授業計画

①授業のガイダンス～(1)取り組むテーマ、成績評価方法の説明。
                    (2)受講生が持つ北海道経済のイメージについて話し合う
②北海道の主力産業は何かを探る～(1)GDPでどこまで把握できるかを知る
③北海道の主力産業は何かを探る～(2)雇用者数、正規か非正規雇用かで把握する
④北海道の主力産業は何かを探る～(3)企業の売り上げ、利益で把握する
⑤北海道の主力産業は何かを探る～(4)民間企業より「官依存経済」が示す実情とは 
⑥北海道の主力産業は何かを探る～(5)コロナ禍が投げかけた新たな指標はあるか
⑦北海道の産業、その魅力と苦悩とは～(1)モノづくりが苦手?製造業が育たない悩み
⑧北海道の産業、その魅力と苦悩とは～(2)広い土地と安心安全な作物づくり。北海
道農業は貿易自由化で世界と戦えるか
⑨北海道の産業、その魅力と苦悩とは～(3)命運を握るのは外国?米国産のエサで新鮮
な道産牛乳といえるか
⑩北海道の産業、その魅力と苦悩とは～(4)北海道観光を支えるのは農業と大自然か
⑪北海道の産業、その魅力と苦悩とは～(5)大手銀行、全国初の破綻は北海道。おカ
ネの流れの今は?
⑫北海道の産業、その魅力と苦悩とは～(6)津軽海峡を渡る道内企業が相次ぐ背景と
は
⑬フィールドワーク　～授業で学んだ内容を現場で検証する
⑭フィールドワーク　　　　　　　　　同
⑮まとめ～北海道経済、産業は将来、どうあるべきかを考える

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連
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【到達目標】
北海道経済と産業の現状と課題を的確に読み解く思考、判断力が身に着く。授業での
討論、発表を通して他者との意思疎通力が磨かれる。①さまざまな文献、資料を「読
むことができる」②相手の話を「聞くことができる」③自分の考えを的確に「話すこ
とができる」～この三つの力は就職活動や卒業後に社会で活躍するための必要条件。
卒業後をにらんだ人材育成につながります。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
すべての学部がデュプロマポリシーとして掲げる「自立して行動できる姿勢、課題を
発見して解決する能力」を身に着け、価値観が多様化する国際社会を主体的に生き抜
く力を養う。

■成績評価基準と方法

①授業でのディスカッション、プレゼンテーション　　25％
②授業でのレポート　　25％
③学期末のレポート　　50％
試験は行わないが、レポートは毎回の授業で提出を求める。学期末のレポートは成績
評価に占める割合を50％とするため、未提出の場合は単位取得ができません。

■テキスト・参考文献

【テキスト】
教科書の指定はありません。必要な資料は授業で配布します。

【参考文献】
〇「日本の百年企業」
　(朝日新聞経済部　朝日新聞出版)
〇「ある金融マンの回顧～拓銀破たんと営業譲渡」
　(高向巌　北海道新聞社)
〇「白い恋人　奇跡の復活物語」
　(石水創　宝島社)

■授業外学習

【具体的な内容】
事前学習～北海道経済をはじめ世界の経済動向についてメディアが日々取り上げるニ
ュース、話題を積極的に読み、受講生みずからがどう考えるかをまとめておく。デー
タベース、新聞各紙は大学図書館で閲覧できる。積極的に活用するよう心掛ける。
事後学習～その日の授業内容の振り返り。授業で提出を求められたレポートの作成。
【必要な時間】
事前学習は、計2時間以上。経済ニュースを読み、その背景を考えましょう。事後学
習は2時間以上かけて必要な調べ学習に取り組み、課題内容を精査しレポートを仕上
げます。

■その他
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2019 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 現代の医療

開講期・単位 3年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 林　美枝子

■講義の目的および概要

　現代の医療に関する概要を把握し、その歴史や制度、政策的な展開を知る。次に、
日本の医療制度の特徴について学び、医療と介護の一括法までの流れを理解する。あ
わせて介護保険の制度についても学習する。
　また、超高齢社会が抱える課題の中から、特に終末期の医療と、その受け皿として
の地域包括ケアシステムについて理解を深め、さらには地域完結型社会の背景である
死生観や病い観を医療人類学の視点から学習する。
　最後に現代の社会が直面している医療課題を認知する。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】主に講義形式とするが、毎回出欠シートに感想や質問の記入を求める。
また演習として死生観を養成する北海道デス・カフェを実施する。

【課題に対するフィードバックの方法】演習の結果は、各自Formsで報告書を提出す
る。授業内容は毎回Formsで授業後に各自確認に取り組むが、質問等が記入されてい
る場合は、次の授業時間にその対応を行う。

■授業計画

①ガイダンス　授業のルールの説明と評価の方法について
　医療・介護人類学とは何か　教科書の利用法について
②医療の歴史(医師・看護師などの医療関係者の養成について)、北海道医療史・疾病
史　　
③健康とは何か
④日本の医療制度と特徴と課題
⑤『病院の世紀』の成立とその崩壊、生物医学の相対化の流れについて　
⑥死生観を学ぶ1　死とは何か
⑦死生観を学ぶ2　死の受容について　
⑧グループワーク　北海道デス・カフェの開催、最後にこだわりたいことは何か
⑨病院完結型社会から地域完結型社会へ　介護の世紀が始まる
⑩治療と癒しについて
⑪医療人類学から学ぶ社会と医療1　社会・文化的な介入
⑫医療人類学から学ぶ社会と医療2　Diseaseではなく、Illness
⑬スピリチュアル・ペインへの対応　補完・代替的医療
⑭現代社会が抱える医療的課題1　コロナ禍から見える化したもの
⑮現代社会が抱える医療的課題2　新たな医療システムの試み　まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】単に日本の医療制度を理解するのではなく、より広い視野で医療を理解
することを目指すとともに、今日本社会が抱えている社会的課題を、医療システムと
の関係で考察する力を身に着ける。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】共通科目であるため「自立して生きていくた
めの幅広い教養、技能を身に着ける」ことを目指す。

■成績評価基準と方法

出欠シートへの毎回の感想や質問の記入内容への評価　15%
グループワーク後のレポート　15%　定期試験　70%

■テキスト・参考文献

【テキスト】林美枝子『介護人類学事始め　生老病死をめぐる考現学』明石書店　

【参考文献】その都度紹介します

■授業外学習

【具体的な内容】事前に、それぞれの授業に関連するテキストの節やページを示すの
で、必ず一読すること。事後学習はFormsに解答、送信すること。配布した資料を復
習すること。
【必要な時間】予習・復習はそれぞれ1時間程度。日常的に社会で起きている医療・
介護・福祉関係のニュースを常に留意するようにすること。

■その他

毎回の授業内容が異なるため、系統だった学習はあまりできない。是非授業内容から
、自らの興味をかきたてられる課題や疑問を見出してほしい。そこから新たな自学自
習のスタートを切るといった取り組みや授業態度を期待する。
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2019 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 数学とIT

開講期・単位 3年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 田邊　龍彦

■講義の目的および概要

現在及び将来における情報通信（ICT）社会におけるITと通信を理解するために必要
な数学を学習する。今後のデータサイエンス及びAIに着目した授業内容である。 こ
れにより、学生生活及び卒業後の社会人生活においてICTを有効に活用できる基礎知
識を修得するための授業である。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
教師が現在のICT社会におけるITを理解するために必要な数学を順に【講義形式】で
説明する。履修生は四則演算、微積分、統計学と順次理論を学習し、応用問題で確認
しながら習得する。最後に将来のAIに関する概要を学ぶ。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題を授業内で解答することでフィードバックする。

■授業計画

①ガイダンス：科目ガイダンス、数学と情報の関係に関する説明
②集合：集合と線形代数の概念を学習する。
③線形代数１：線形代数の演算を学習する。
④線形代数２：線形代数の演算を学習する。
⑤微積分１：機械学習に必要な微分について学習する。
⑥微積分２：機械学習に必要な微分の演算について学習する。
⑦微積分３：機械学習に必要な積分について学習する。
⑧数値計算１：数値計算の基本を学習する。
⑨数値計算２：数値最適化を学習する。
⑩統計：一般的な統計（平均、標準偏差、分散など）を学習する。
⑪統計：回帰分析について学習する。
⑫機械学習＆AI：各種の回帰の理論の学習
⑬機械学習＆AI：分類の理論の学習
⑭AI：：AIの応用分野（回帰と分類）の学習　
⑮まとめ：授業のまとめを行い、感想をレポートとして提出する。

⑧から⑪まではプログラミング言語Pythonを使用して説明する。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
機械学習、AIに必要なIT分野の数学を目指す。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
選択科目である。
社会人生活で役立つITについての理解を深める。

■成績評価基準と方法

①授業内で授業内容確認テストを１４回目までに４回行います。
②毎回レポート（２回目から１４回目まで授業内容）を提出します。
③まとめのレポートを１５回目に作成して提出します。

①が５０%、②の課題提出と出席点が４０%、③が１０％の配点で合計し評価とします
。

■テキスト・参考文献

【テキスト】
　機械学習のエッセンス
　　出版社：ＳＢ　Ｃｒｅａｔｉｖｅ
【参考文献】
　機械学習、人工知能関係の雑誌、専門書

■授業外学習

【具体的な内容】
事前はテキストを予習し関連した事柄を参考書やネット等で調べる。
事後は授業内容をテキストで確認して課題を解答する。

【必要な時間】
事前、事後：共に１時間程度

■その他
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２回目の授業以降は教科書を持参して下さい。
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2019 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 データ活用

開講期・単位 3年 前期・選択 2単位・演習

担 当 者 田邊　龍彦、西　大輔

■講義の目的および概要

統計や分析に加え、社会で実際に成果を出すために必要なこと、関係者が理解、納得
して行動に反映させるための結論に結び付けるためのデータの活用を学習する。統計
や分析で終わらず、その結果を利用することに重点をおいて学習する。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
指定テキストの内容を教員が説明します。教材データを用いてデータの活用方法を【
実技演習方式】で学習します。授業内試験を行うことで復習を行います。次週のため
の練習問題を解答することで復習して統計処理とデータ活用方法を習得します。

【課題に対するフィードバックの方法】
学生に授業内で提示した教材はその授業時間内に教員が解答することでフィードバッ
クとします。

■授業計画

①ガイダンス：科目ガイダンス、なぜデータ活用に関して学習するか説明
②データ活用に関するリテラシーの学習
③解くべき問題が明確でない場合の解き方を学習する
④解くべき問題と使うデータが一致していない場合の解き方を学習する
⑤事実や実績、結果の確認をする
⑥結果を比較して判断する
⑦真の原因を発見する
⑧ストーリー（論理）を組み立てる
⑨統計―１　平均とグラフ　
⑩統計―２　相関とグラフ　
⑪統計―３　標準偏差、分散　
⑫統計―４　クロス集計（ピボットテーブル）
⑬機械学習とAI　機械学習から流行のニューラルネット、DeepLearning
⑭AIの応用　画像認識、音声認識、自然言語処理、異常検知
⑮まとめ：授業のまとめを行い、感想をレポートとして提出する。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
社会人となった場合のデータ活用術を習得する。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
選択科目である。
「自立して生きていくための生活習慣、社会人基礎力」「自立して生きていくための
専門知識・技能」を身に付けることに基づく。

■成績評価基準と方法

①授業内で授業内容確認テストを４回行います。
②課題、まとめでレポートを提出します。
①が６０%、出席点と②が４０％の配点で評価とします。

■テキスト・参考文献

【テキスト】
教科書：武器としてのデータ活用術
　　　　株式会社翔泳社

【参考文献】

■授業外学習
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【具体的な内容】
問題を解くための正しいデータの取り扱い方法を学習する。次に問題解決に必要な考
え方を身に付ける。この学習過程で統計、グラフなどの情報処理の基礎知識を復習す
る。

【必要な時間】
事前、事後：各２時間

■その他

２回目授業からはテキストを持参して下さい。
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2019 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 キャリア研究Ⅰ[現文・子心]

開講期・単位 3年 後期・必修 1単位・演習

担 当 者 椿　明美

■講義の目的および概要

1年次、2年次で開講したキャリア系科目の総まとめの科目であるとともに、実践キャ
リア実務士資格取得を目的とした実践型の授業です。3年次で考えられる自身の進路
（仕事）について、様々な角度から研究し、取り巻く環境の変化や、求められる能力
などについて主体的に学んでいきます。また、就職ガイダンスをキャリアガイダンス
と位置付けていますので、就職ガイダンスへの参加は必須です。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
座学、ディスカッション、個人ワークを取り入れます。

【課題に対するフィードバックの方法】 
課題はmanabaを利用し授業後に返却します。
全体に関係する内容は、授業の開始時に伝えます。

■授業計画

①ガイダンス～キャリア研究Ⅰ・Ⅱおよび実践キャリア実務士について～
②個人ワークⅠ（業界・企業・団体・仕事の探し方）
③個人ワークⅡ（業界・企業・団体・仕事の探し方と自己分析）
④個人ワークⅢ（Ⅰ・Ⅱのまとめ、セルフプロモーション）
⑤学科発表
⑥全体発表
⑦卒業生による講話
⑧授業内レポート

※状況に応じ内容が変わる場合もあります。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①取り巻く環境の変化や、求められる能力について、自分の言葉で説明できる。
②自己理解を深め、言語化ができる。
③業界・企業・仕事理解を深めるための企業研究をして資料作成発表ができる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
学位授与方針「学生が、自立して生きていくための社会習慣、社会人基礎力、職業観
、技能を身に付ける」と関連します。

■成績評価基準と方法

個人ワーク　20％
授業内課題　50％（提出課題、小テスト、リアクションペーパーなど）
授業内レポート・試験　30％
※この授業では就職ガイダンスをキャリアガイダンスとして、授業外学修も加点にな
ります。就職ガイダンスへの参加は必須です。

■テキスト・参考文献

【テキスト】
配布物を「manaba」にて配布します。

【参考文献】
「職業社会学」尾高邦雄選集第一巻、尾高邦雄著、夢窓庵
「なぜ僕らは働くのか」池上彰、学研プラス

■授業外学習

【具体的な内容】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
自身が目指している業界や企業、団体が明確であれば、授業外学修として積極的に足
を運んでください。インターンシップも同様です。また、業界や企業、団体を調べて
発表する課題が出ます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
【必要な時間】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
事前事後2時間程度の学修を必要とします。

■その他

講義ではなく研究ですので、受け身の姿勢ではなく、自分で積極的に研究することが
求められます。毎回の授業内課題は明確に点数化されます。
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2019 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 キャリア研究Ⅰ[臨床]

開講期・単位 3年 後期・必修 1単位・演習

担 当 者 椿　明美

■講義の目的および概要

1年次、2年次で開講したキャリア系科目の総まとめの科目であるとともに、実践キャ
リア実務士資格取得を目的とした実践型の授業です。3年次で考えられる自身の進路
（仕事）について、様々な角度から研究し、取り巻く環境の変化や、求められる能力
などについて主体的に学んでいきます。また、就職ガイダンスをキャリアガイダンス
と位置付けていますので、就職ガイダンスへの参加は必須です。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
座学、ディスカッション、個人ワークを取り入れます。

【課題に対するフィードバックの方法】 
課題はmanabaを利用し授業後に返却します。
全体に関係する内容は、授業の開始時に伝えます。

■授業計画

①ガイダンス～キャリア研究Ⅰ・Ⅱおよび実践キャリア実務士について～
②個人ワークⅠ（業界・企業・団体・仕事の探し方）
③個人ワークⅡ（業界・企業・団体・仕事の探し方と自己分析）
④個人ワークⅢ（Ⅰ・Ⅱのまとめ、セルフプロモーション）
⑤学科発表
⑥全体発表
⑦卒業生による講話
⑧授業内レポート

※状況に応じ内容が変わる場合もあります。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①取り巻く環境の変化や、求められる能力について、自分の言葉で説明できる。
②自己理解を深め、言語化ができる。
③業界・企業・仕事理解を深めるための企業研究をして資料作成発表ができる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
学位授与方針「学生が、自立して生きていくための社会習慣、社会人基礎力、職業観
、技能を身に付ける」と関連します。

■成績評価基準と方法

個人ワーク　20％
授業内課題　50％（提出課題、小テスト、リアクションペーパーなど）
授業内レポート・試験　30％
※この授業では就職ガイダンスをキャリアガイダンスとして、授業外学修も加点にな
ります。就職ガイダンスへの参加は必須です。

■テキスト・参考文献

【テキスト】
配布物を「manaba」にて配布します。

【参考文献】
「職業社会学」尾高邦雄選集第一巻、尾高邦雄著、夢窓庵
「なぜ僕らは働くのか」池上彰、学研プラス

■授業外学習

【具体的な内容】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
自身が目指している業界や企業、団体が明確であれば、授業外学修として積極的に足
を運んでください。インターンシップも同様です。また、業界や企業、団体を調べて
発表する課題が出ます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
【必要な時間】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
事前事後2時間程度の学修を必要とします。

■その他
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講義ではなく研究ですので、受け身の姿勢ではなく、自分で積極的に研究することが
求められます。毎回の授業内課題は明確に点数化されます。
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2019 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 キャリア研究Ⅰ[観光]

開講期・単位 3年 後期・必修 1単位・演習

担 当 者 藤崎　達也

■講義の目的および概要

1年次、2年次で開講したキャリア系科目の総まとめである。3年次で考えられる自身
の進路（仕事）について、さまざまな角度から研究し、取り巻く環境の変化や、求め
られる能力などについて主体的に学んでいく。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
働くことに関して多面的に捉えられるようにするため、グループワークを中心とした
アクティブラーニングとし、ふりかえりを通して将来の職業観を身につけていく。

【課題に対するフィードバックの方法】
教室内での文献調査だけではなく、聞き取り調査やケーススタディなども行い、具体
的な就職活動に向けて自身を理解する内省的なプログラムとする。

■授業計画

1.ガイダンス～キャリア研究Ⅰ・Ⅱおよび実践キャリア実務士について～
2.個人ワークⅠ（業界・企業・団体・仕事の探し方）
3.個人ワークⅡ（業界・企業・団体・仕事の探し方と自己分析）
4.個人ワークⅢ（Ⅰ・Ⅱのまとめ、セルフプロモーション）
5.学科発表
6.全体発表
7.卒業生による講話
8.授業内レポート・試験

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
取り巻く環境の変化や、求められる能力などについて、自分の言葉で説明できる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
・修得した知識、技能の活用能力
・自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力

■成績評価基準と方法

個人ワーク50％
授業内課題20％（リアクションペーパーなど）
授業内レポート・試験30％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
適宜指示する

【参考文献】
適宜指示する

■授業外学習

【具体的な内容】
※就職ガイダンス、授業外学修も加点になりますが、この授業では就職ガイダンスを
キャリアガイダンス
と位置付けていますので、就職ガイダンスへの参加を評価に加味します。

【必要な時間】
概ね2時間とする

■その他

1年次、2年次に開講したキャリア系科目とは全く異なります。講義ではなく研究なの
で、受け身の姿勢では単位取得が難しい授業です。毎回の授業内課題もこれまで以上
に内容が問われます。
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2019 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 キャリア研究Ⅰ[スビ]

開講期・単位 3年 後期・必修 1単位・演習

担 当 者 原　一将

■講義の目的および概要

1年次、2年次で開講したキャリア系科目の総まとめであるとともに、実践キャリア実
務士資格取得を目的とした実践型の授業です。3年次で考えられる自身の進路（仕事
）について、様々な角度から研究し、取り巻く環境の変化や、求められる能力などに
ついても主体的に学んでいきます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
座学、ディスカッション、個人ワークを取り入れ、主体性の醸成を目的とした学修で
す。また、就職ガイダンスをキャリアガイダンスと位置付けていますので、就職ガイ
ダンスへの参加は必須です。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
【課題に対するフィードバックの方法】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
課題は授業後に返却をします。

■授業計画

概ね以下のテーマを扱います。

※予告なく内容が変わる場合もあります。

1.ガイダンス～キャリア研究Ⅰ・Ⅱおよび実践キャリア実務士について～
2.個人ワークⅠ（業界・企業・団体・仕事の探し方）
3.個人ワークⅡ（業界・企業・団体・仕事の探し方と自己分析）
4.個人ワークⅣ（Ⅰ・Ⅱのまとめ、セルフプロモーション）
5.学科発表
6.全体発表
7.卒業生による講話
8.授業内レポート

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
取り巻く環境の変化や、求められる能力などについて、座学、ディスカッション、個
人ワーク、発表、課題提出、授業内レポートを通じ、自分の言葉で説明できるレベル
にまでなることを到達目標とします。さらに社会に出てから必要とされるセルフプロ
モーションの力も培われます。　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【
卒業認定・学位授与の方針との関連】
学位授与方針「自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力」育成と関連し
ます。

■成績評価基準と方法

毎回の提出物40％
個人ワーク成果物30％
授業内レポート30％
※就職ガイダンス、授業外学修も加点になりますが、この授業では就職ガイダンスを
キャリアガイダンスと位置付けていますので、就職ガイダンスへの参加は必須です。

■テキスト・参考文献

【テキスト】
適宜プリントを配布します。
〔参考文献〕
『ビジネス実務総論 付加価値創造のための基礎実務論 改訂版』全国大学実務教育協
会編 紀伊国屋書店
『ビジネス実務総論　改訂版』森脇道子編著　実教出版

■授業外学習

【具体的な内容】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
自身が目指している業界や企業、団体が明確であれば、授業外学修として積極的に足
を運んでください。インターンシップも同様です。また、業界や企業、団体を調べて
発表する課題が出ます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【
必要な時間】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事
前事後2時間程度の学修を必要とします。

■その他
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1年次、2年次に開講したキャリア系科目とは全く異なります。講義ではなく研究なの
で、受け身の姿勢では単位取得が難しい授業です。毎回の授業内課題もこれまで以上
に内容が問われます。
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2019 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 キャリア研究Ⅰ[ス指]

開講期・単位 3年 後期・必修 1単位・演習

担 当 者 原　一将

■講義の目的および概要

1年次、2年次で開講したキャリア系科目の総まとめであるとともに、実践キャリア実
務士資格取得を目的とした実践型の授業です。3年次で考えられる自身の進路（仕事
）について、様々な角度から研究し、取り巻く環境の変化や、求められる能力などに
ついても主体的に学んでいきます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
座学、ディスカッション、個人ワークを取り入れ、主体性の醸成を目的とした学修で
す。また、就職ガイダンスをキャリアガイダンスと位置付けていますので、就職ガイ
ダンスへの参加は必須です。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
【課題に対するフィードバックの方法】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
課題は授業後に返却をします。

■授業計画

概ね以下のテーマを扱います。

※予告なく内容が変わる場合もあります。

1.ガイダンス～キャリア研究Ⅰ・Ⅱについて～
2.業界地図研究（業界・企業・団体・仕事の探し方）
3.グループワークⅠ
4.グループワークⅡ
5.グループワークⅢ
6.発表
7.卒業生による講話
8.授業内試験

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
取り巻く環境の変化や、求められる能力などについて、座学、ディスカッション、個
人ワーク、発表、課題提出、授業内レポートを通じ、自分の言葉で説明できるレベル
にまでなることを到達目標とします。さらに社会に出てから必要とされるセルフプロ
モーションの力も培われます。　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【
卒業認定・学位授与の方針との関連】
学位授与方針「自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力」育成と関連し
ます。

■成績評価基準と方法

毎回の提出物40％
個人ワーク成果物30％
授業内レポート30％
※就職ガイダンス、授業外学修も加点になりますが、この授業では就職ガイダンスを
キャリアガイダンスと位置付けていますので、就職ガイダンスへの参加は必須です。

■テキスト・参考文献

【テキスト】
適宜プリントを配布します。
〔参考文献〕
『ビジネス実務総論 付加価値創造のための基礎実務論 改訂版』全国大学実務教育協
会編 紀伊国屋書店
『ビジネス実務総論　改訂版』森脇道子編著　実教出版

■授業外学習

【具体的な内容】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
自身が目指している業界や企業、団体が明確であれば、授業外学修として積極的に足
を運んでください。インターンシップも同様です。また、業界や企業、団体を調べて
発表する課題が出ます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【
必要な時間】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事
前事後2時間程度の学修を必要とします。

■その他
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1年次、2年次に開講したキャリア系科目とは全く異なります。講義ではなく研究なの
で、受け身の姿勢では単位取得が難しい授業です。毎回の授業内課題もこれまで以上
に内容が問われます。
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2019 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 キャリア研究Ⅱ[現文・子心]

開講期・単位 3年 後期・必修 1単位・演習

担 当 者 椿　明美

■講義の目的および概要

1年次、2年次で開講したキャリア系科目の総まとめであるとともに、キャリアの第一
歩をどのように準備すべきかを考え、実践していく授業です。キャリア研究Ⅰで学ん
だことをキャリア研究Ⅱではアウトプットしていきます。実践キャリア実務士のまと
めの科目であるため自己評価も行います。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
実社会で必要とされる対話力や文書作成能力などを実際の就職活動に落とし込み、グ
ループワークや個人ワークを織り交ぜながら展開していきます。具体的にはグループ
ワークで面接官を体験してもらいます。また、就職ガイダンスをキャリアガイダンス
と位置付けていますので、就職ガイダンスへの参加は必須です。
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
【課題に対するフィードバックの方法】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
課題は授業後にmanabaにて返却をします。

■授業計画

①ガイダンス　～就職に関するコミュニケーション～　個人ワークⅠ（ビジネス文書
作成①履歴書）
②個人ワークⅡ（ビジネス文書作成②ES、自己紹介書）
③グループワークⅠ（グループディスカッション）
④グループワークⅡ（集団面接）
⑤グループワークⅢ（個人面接）
⑥学内業界研究セミナー
⑦まとめ、ルーブリック

実際の面接官を招聘し全体を監修してもらいます。
学内業界研究セミナーへの参加は必須です。

※状況により内容が変わる場合もあります。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①ビジネス文書（履歴書、自己紹介書等）を自分の言葉で言語化できる。
②文書化したものを口頭で表現できる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
学位授与方針「学生が、自立して生きていくための社会習慣、社会人基礎力、職業観
、技能を身に付ける」「社会で求められる日本語能力を身に付けている」と関連しま
す。

■成績評価基準と方法

授業内課題　50％
学内業界研究セミナーへの参加　50％
就職ガイダンス、授業外学修も加点になりますが、この授業では就職ガイダンスをキ
ャリアガイダンスと位置付けていますので、就職ガイダンスへの参加は必須です。

■テキスト・参考文献

【テキスト】
manabaにて資料を配布します。

【参考文献】
『ビジネス実務総論 付加価値創造のための基礎実務論 改訂版』全国大学実務教育協
会編 紀伊国屋書店
『ビジネス実務総論　改訂版』森脇道子編著　実教出版

■授業外学習
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【具体的な内容】
自身が目指している業界や企業、団体が明確であれば、授業外学修として積極的に足
を運んでください。インターンシップも同様です。また、業界や企業、団体を調べて
発表する課題が出ます。
【必要な時間】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
事前事後2時間程度の学修を必要とします。

■その他

1年次、2年次に開講したキャリア系科目とは全く異なります。講義ではなく研究です
ので、受け身の姿勢では単位取得が難しい授業です。毎回の授業内課題もこれまで以
上に内容が問われます。
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2019 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 キャリア研究Ⅱ[臨床]

開講期・単位 3年 後期・必修 1単位・演習

担 当 者 椿　明美

■講義の目的および概要

1年次、2年次で開講したキャリア系科目の総まとめであるとともに、キャリアの第一
歩をどのように準備すべきかを考え、実践していく授業です。キャリア研究Ⅰで学ん
だことをキャリア研究Ⅱではアウトプットしていきます。実践キャリア実務士のまと
めの科目であるためルーブリックによる自己評価も行います。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
実社会で必要とされる対話力や文書作成能力などを実際の就職活動に落とし込み、グ
ループワークや個人ワークを織り交ぜながら展開していきます。具体的にはグループ
ワークで面接官を体験してもらいます。また、就職ガイダンスをキャリアガイダンス
と位置付けていますので、就職ガイダンスへの参加は必須です。
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
【課題に対するフィードバックの方法】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
課題は授業後にmanabaにて返却をします。

■授業計画

①ガイダンス　～就職に関するコミュニケーション～　個人ワークⅠ（ビジネス文書
作成①履歴書）
②個人ワークⅡ（ビジネス文書作成②ES、自己紹介書）
③グループワークⅠ（グループディスカッション）
④グループワークⅡ（集団面接）
⑤グループワークⅢ（個人面接）
⑥学内業界研究セミナー
⑦まとめ、ルーブリック

実際の面接官を招聘し全体を監修してもらいます。
学内業界研究セミナーへの参加は必須です。

※状況により内容が変わる場合もあります。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①ビジネス文書（履歴書、自己紹介書等）を自分の言葉で言語化できる。
②文書化したものを口頭で表現できる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
学位授与方針「学生が、自立して生きていくための社会習慣、社会人基礎力、職業観
、技能を身に付ける」「社会で求められる日本語能力を身に付けている」と関連しま
す。

■成績評価基準と方法

授業内課題　50％
学内業界研究セミナーへの参加　50％
就職ガイダンス、授業外学修も加点になりますが、この授業では就職ガイダンスをキ
ャリアガイダンスと位置付けていますので、就職ガイダンスへの参加は必須です。

■テキスト・参考文献

【テキスト】
manabaにて資料を配布します。

【参考文献】
『ビジネス実務総論 付加価値創造のための基礎実務論 改訂版』全国大学実務教育協
会編 紀伊国屋書店
『ビジネス実務総論　改訂版』森脇道子編著　実教出版

■授業外学習
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【具体的な内容】
自身が目指している業界や企業、団体が明確であれば、授業外学修として積極的に足
を運んでください。インターンシップも同様です。また、業界や企業、団体を調べて
発表する課題が出ます。
【必要な時間】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
事前事後2時間程度の学修を必要とします。

■その他

1年次、2年次に開講したキャリア系科目とは全く異なります。講義ではなく研究です
ので、受け身の姿勢では単位取得が難しい授業です。毎回の授業内課題もこれまで以
上に内容が問われます。
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2019 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 キャリア研究Ⅱ[観光]

開講期・単位 3年 後期・必修 1単位・演習

担 当 者 藤崎　達也

■講義の目的および概要

キャリア系科目の総まとめであるとともに、キャリアの第一歩をどのように準備して
おくべきかを考える時間を取る。実践キャリア実務士資格取得のまとめの科目である
ため、自己評価を行う。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
少人数のチームを結成し、グループワーク等を通じて、具体的な課題解決のためのプ
ロジェクトに取り組む。

【課題に対するフィードバックの方法】
教室内での文献調査だけではなく、実地演習（聞き取り調査、課題解決のための実践
等）も行うアクティブラーニングとする。

■授業計画

1.ガイダンス
　～就職に関するコミュニケーションについて～
2.個人ワークⅠ（ビジネス文書作成①履歴書）
3.個人ワークⅡ（ビジネス文書作成②ES、自己紹介書）
4.グループワークⅠ（グループディスカッション）
5.グループワークⅡ（集団面接）
6.グループワークⅢ（個人面接）
7.学内業界研究セミナー

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①取り巻く環境の変化や、自分の考えを説明できる。
②求められるコミュニケーション能力について理解し実行できる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
・修得した知識、技能の活用能力
・自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力

■成績評価基準と方法

授業内課題50％
学内業界研究セミナーへの参加50％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
適宜指示する

【参考文献】
適宜指示する

■授業外学習

【具体的な内容】
※就職ガイダンス、授業外学修も加点になりますが、この授業では就職ガイダンスを
キャリアガイダンスと位置付けていますので、就職ガイダンスへの参加を評価に加味
します。

【必要な時間】
概ね2時間とする

■その他

1年次、2年次に開講したキャリア系科目とは全く異なります。講義ではなく研究なの
で、受け身の姿勢では単位取得が難しい授業です。毎回の授業内課題もこれまで以上
に内容が問われます。
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2019 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 キャリア研究Ⅱ[スビ]

開講期・単位 3年 後期・必修 1単位・演習

担 当 者 原　一将

■講義の目的および概要

1年次、2年次で開講したキャリア系科目の総まとめであるとともに、キャリアの第一
歩をどのように準備すべきかを考え、実践していく授業です。キャリア研究Ⅰで学ん
だことをキャリア研究Ⅱではアウトプットしていきます。実践キャリア実務士のまと
めの科目であるため自己評価も行います。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
実社会で必要とされる対話力や文書作成能力などを実際の就職活動に落とし込み、グ
ループワークや個人ワークを織り交ぜながら展開していきます。具体的にはグループ
ワークで面接官を体験してもらいます。また、就職ガイダンスをキャリアガイダンス
と位置付けていますので、就職ガイダンスへの参加は必須です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
【課題に対するフィードバックの方法】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
課題は授業後に返却をします。

■授業計画

概ね以下のテーマを扱います。

※予告なく内容が変わる場合もあります。

1.ガイダンス
　～就職に関するコミュニケーションについて～
2.個人ワークⅠ（ビジネス文書作成①履歴書）
3.個人ワークⅡ（ビジネス文書作成②ES、自己紹介書）
4.グループワークⅠ（グループディスカッション）
5.グループワークⅡ（集団面接）
6.グループワークⅢ（個人面接）
7.学内業界研究セミナー

4～6は実際に面接官を招聘し全体を監修してもらいます。

学内業界研究セミナーへの参加は必須です。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
取り巻く環境の変化や、求められる能力などについて、座学、ディスカッション、個
人ワーク、グループワーク、発表、課題提出、授業内レポートを通じ、自分の言葉で
説明できるレベルにまでなることを到達目標とします。さらに社会に出てから必要と
されるセルフプロモーションの力も培われます。　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【
卒業認定・学位授与の方針との関連】
学位授与方針「自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力」育成と関連し
ます。

■成績評価基準と方法

毎回の提出物40％
個人ワーク成果物30％
レポート課題30％（学内業界研究セミナー報告書作成）

※就職ガイダンス、授業外学修も加点になりますが、この授業では就職ガイダンスを
キャリアガイダンスと位置付けていますので、就職ガイダンスへの参加は必須です。

■テキスト・参考文献

【テキスト】
適宜プリントを配布します。
〔参考文献〕
『ビジネス実務総論 付加価値創造のための基礎実務論 改訂版』全国大学実務教育協
会編 紀伊国屋書店
『ビジネス実務総論　改訂版』森脇道子編著　実教出版

■授業外学習
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【具体的な内容】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
自身が目指している業界や企業、団体が明確であれば、授業外学修として積極的に足
を運んでください。インターンシップも同様です。また、業界や企業、団体を調べて
発表する課題が出ます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【
必要な時間】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事
前事後2時間程度の学修を必要とします。

■その他

1年次、2年次に開講したキャリア系科目とは全く異なります。講義ではなく研究なの
で、受け身の姿勢では単位取得が難しい授業です。毎回の授業内課題もこれまで以上
に内容が問われます。
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2019 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 キャリア研究Ⅱ[ス指]

開講期・単位 3年 後期・必修 1単位・演習

担 当 者 原　一将

■講義の目的および概要

1年次、2年次で開講したキャリア系科目の総まとめであるとともに、キャリアの第一
歩をどのように準備すべきかを考え、実践していく授業です。キャリア研究Ⅰで学ん
だことをキャリア研究Ⅱではアウトプットしていきます。実践キャリア実務士のまと
めの科目であるため自己評価も行います。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
実社会で必要とされる対話力や文書作成能力などを実際の就職活動に落とし込み、グ
ループワークや個人ワークを織り交ぜながら展開していきます。具体的にはグループ
ワークで面接官を体験してもらいます。また、就職ガイダンスをキャリアガイダンス
と位置付けていますので、就職ガイダンスへの参加は必須です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
【課題に対するフィードバックの方法】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
課題は授業後に返却をします。

■授業計画

概ね以下のテーマを扱います。

※予告なく内容が変わる場合もあります。

1.ガイダンス
　～就職に関するコミュニケーションについて～
2.個人ワークⅠ（ビジネス文書作成①履歴書）
3.個人ワークⅡ（ビジネス文書作成②ES、自己紹介書）
4.グループワークⅠ（グループディスカッション）
5.グループワークⅡ（集団面接）
6.グループワークⅢ（個人面接）
7.学内業界研究セミナー

4～6は実際に面接官を招聘し全体を監修してもらいます。

学内業界研究セミナーへの参加は必須です。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
取り巻く環境の変化や、求められる能力などについて、座学、ディスカッション、個
人ワーク、グループワーク、発表、課題提出、授業内レポートを通じ、自分の言葉で
説明できるレベルにまでなることを到達目標とします。さらに社会に出てから必要と
されるセルフプロモーションの力も培われます。　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【
卒業認定・学位授与の方針との関連】
学位授与方針「自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力」育成と関連し
ます。

■成績評価基準と方法

毎回の提出物40％
個人ワーク成果物30％
レポート課題30％（学内業界研究セミナー報告書作成）

※就職ガイダンス、授業外学修も加点になりますが、この授業では就職ガイダンスを
キャリアガイダンスと位置付けていますので、就職ガイダンスへの参加は必須です。

■テキスト・参考文献

【テキスト】
適宜プリントを配布します。
〔参考文献〕
『ビジネス実務総論 付加価値創造のための基礎実務論 改訂版』全国大学実務教育協
会編 紀伊国屋書店
『ビジネス実務総論　改訂版』森脇道子編著　実教出版

■授業外学習
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【具体的な内容】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
自身が目指している業界や企業、団体が明確であれば、授業外学修として積極的に足
を運んでください。インターンシップも同様です。また、業界や企業、団体を調べて
発表する課題が出ます。　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【
必要な時間】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事
前事後2時間程度の学修を必要とします。

■その他

1年次、2年次に開講したキャリア系科目とは全く異なります。講義ではなく研究なの
で、受け身の姿勢では単位取得が難しい授業です。毎回の授業内課題もこれまで以上
に内容が問われます。
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2019 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 協同実践

開講期・単位 3年 前期・選択 2単位・演習

担 当 者 平塚　彰

■講義の目的および概要

地元の協力先機関（企業や官公庁等）と協働して地域の活性化に取り組み、プロジェ
クトの実践を通じて地域の課題を理解し、大学で学んだことと地域の課題を具体的に
結びつけることを目的とします。またチームでフィールドワークを行い、具体的な解
決策を実践することで、予め用意されていない地域の課題の答えを導き出す実践的応
用力の育成を目的とします。何をするか（テーマ）は、皆さんと相談して決めますが
、SNS、YouTubeを活用した地域情報発信、テレビ、ラジオによる地域イメージの向上
、地元の地産地消の推進、地元の魅力再発見、新たな健康飲料のニーズ発掘、スポー
ツを通じた世代間交流の推進などが、テーマのイメージです。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
学外に繰り出して活動する授業、アクティブラーニングの手法を用いて行います。ま
ず、フィールドワークについての基礎的知識と方法を理解します。グループ単位で地
域の特徴を捉え、地域の活性化について考えます。各グループは地域の民間企業、官
公庁、個人の方々と協働して地域活性化・地域課題解決を目的としたそれぞれのテー
マや課題に基づくプロジェクトを進めていきます。自ら主体的に動いてフィールドワ
ークやグループワークを行い、答えを導き出します。各グループのテーマは皆さんの
主体性を重視し、グループごとに相談の上決定します。
この演習は、金融機関、地元テレビ局、大手携帯電話会社にて実務経験のある教員が
、それぞれの業界で得た知識やネットワークを活かして、協力先機関との協同の機会
を創出し、プロジェクトの伴走者となって進めていきます。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題については演習内で解説し、manabaを活用して資料等を配布していきます。

■授業計画

①ガイダンス
授業計画の説明、自己紹介、皆さんの興味の方向性、関心のある対象、協力先機関の
候補、現場調査（フィールドワーク）のポイント、また過去の事例を紹介しながら協
同実践の方法を学びます。　
②現場調査（フィールドワーク）の方法
現場調査（フィールドワーク）の流れ、現場（フィールド）の選び方、マナー・倫理
・安全、現場（フィールド）に入る際の注意点、自己紹介文など現場（フィールド）
に入るまでの流れを理解します。
③現場調査（フィールドワーク）の方法
地元、清田区の歴史と文化を資料をもとに学び（DVD）、対象先の情報収集を行いな
がら、現場調査（フィールドワーク）の計画の立て方を学びます。
④現場調査（フィールドワーク）計画表の発表をチームごとに行います。
⑤現場調査（フィールドワーク）計画表の発表をチームごとに行います。
⑥現場調査（フィールドワーク）に有用なマーケティングミックス（４Ｐ）などの考
え方を学びます。
⑦マーケティングミックス（４Ｐ）の考え方を皆さんが良く知っている企業などに当
てはめ、実践してみます。
⑧マーケティングミックス（４Ｐ）の考え方を皆さんが良く知っている企業などに当
てはめ、実践してみます。
⑨現場調査（フィールドワーク）に有用なＳＷＯＴ分析などの手法を学びます。
⑩ＳＷＯＴ分析を清田区に当てはめ、この手法の修得度を上げるとともに、実際に現
場調査（フィールドワーク）を行う際の事前学修を行います。
⑪現場調査（フィールドワーク）チームの活動はmanabaを用いてレポート提出。
⑫現場調査（フィールドワーク）チームの活動はmanabaを用いてレポート提出。
⑬現場調査（フィールドワーク）チームの活動はmanabaを用いてレポート提出。
⑭各グループの最終報告準備。PPT（動画）等を用いてプレゼンテーションの準備を
おこないます。
⑮最終発表報告会（教員、受講生からの質疑応答）

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連
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【到達目標】
地域の課題、及び地域活性化プロジェクトの個別課題が理解できる。
地域の協力先機関と協働して解決のための具体的実践ができる。
チームのメンバーとコミュニケーションを図り、チームの成果向上に貢献できる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「自立して生きていくための生活習慣、社会人基礎力を身につけている学生に学位を
授与する」に基づき、大学での学びと実社会における課題を、フィールドワークによ
り結びつけることで、環境変化等に対応できる実践的応用力を修得し、「自立する力
」を身につけます。

■成績評価基準と方法

プロジェクト評価（各チームの評価）と個人評価を合計して最終評価とします。
プロジェクト評価（７０％）
活動成果の内容が十分な水準に達している場合を基準とし、以下のポイントの評価を
加点、減点する。
中間発表、及び最終発表の成果物
最終成果レポート（各チーム）
協力先機関（民間企業、官公庁）による評価
活動期間におけるプロジェクト管理、チームマネジメント
その他評価すべき特徴的な要素
個人評価（３０％）
プロジェクトへの寄与度を多面的に評価する。メンバーとしての役割を適切に果たし
たと判断される場合を基準として、以下のポイント、及びチーム内におけるメンバー
相互評価を参考に加点、減点する。
プロジェクトへの参加状況
全体演習、成果発表等への参加状況
最終成果レポート（個人）
チームメンバーによる相互評価
その他評価すべき特徴的な要素

■テキスト・参考文献

【テキスト】
参加するプログラムごとに個別に指示します。
講義や演習における連絡やレポートの提出、及びフィールドワークにおける指導につ
いては学修管理システム（manaba)用います。

【参考文献】
参加するプログラム（プロジェクト）ごとに個別に指示します。

■授業外学習

【具体的な内容】
事前学修
プロジェクトの実施前に背景知識や概要について調べて頂きます。
全体演習の際に、フィールドワークの方法やプロジェクト管理、プレゼンテーション
の技法など予備知識を修得します。
事後学修
中間発表、最終発表後に、チーム面談、及び個人面談を実施し、プロジェックとの振
り返り、メンバーによる相互評価、学修成果や到達目標の確認をします。
【必要な時間】
事前事後学修はそれぞれ１～２時間程度を目安としています。

■その他

出来る限り皆さんの活動を把握するため、都度manabaを活用しながら、振り返りの機
会を設定し、簡単な自己評価をして頂きます。
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2018 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 環境問題

開講期・単位 4年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 菅井　貴子

■講義の目的および概要

環境問題は科学、政治、経済、社会、産業など様々な分野に関わる非常に複雑な問題
です。ただ、本質はとてもシンプルかもしれません。
本講義は、北海道の気候変化や異常気象を通して、人と地球システムの関わりや温暖
化の基本的な仕組み、大気汚染・河川汚染・森林破壊・ゴミ問題・自然エネルギーな
どを学びながらディスカッションやプレゼンテーションを行うことで、環境意識を高
め、持続可能な社会形成に向けて言葉で議論ができるようになることを目的とします
。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
教科書や配布するプリントを中心に講義形式のほか、演習形式やグループディスカッ
ション、プレゼンテーションなども取り入れて実施します。

【課題に対するフィードバックの方法】
授業内で解説するとともに、参考資料等を適宜提示、配布します。

■授業計画

授業はおおむね以下の通りに実施します。

①オリエンテーション　授業の概要説明
②地球の自然環境の基礎知識
③地球温暖化と温室効果ガス
④北海道の気候多様性
⑤気候変動
⑥生物多様性と農業・漁業
⑦異常気象と自然災害
⑧IPCC 第五次評価報告書と世界の環境政策
⑨オゾン層・酸性雨・大気汚染・森林破壊の現状
⑩ゴミ問題・産業廃棄物と放射能
⑪自然エネルギーと環境基本計画
⑫ SDGs 循環型社会
⑬CSR・環境マネジメント　企業と個人の取り組み
⑭グループディスカッション・プレゼンテーション
⑮振り返りとまとめ　確認テスト

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
環境へのアカデミックスキルを身につけ、環境意識の向上と問題の現状や課題につい
て理解を深める。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
すべての学部がデュプロマポリシーとして掲げる「自立して行動できる姿勢、課題を
発見して解決する能力」を身に着け、環境に配慮した行動が必須の社会を生き抜く力
を養う。

■成績評価基準と方法

①授業での課題 ・プレゼンテーション　　45％
②授業でのレポート　　25％
③確認テスト・レポート　30％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
適宜、資料を提示、配布します。

【参考文献】
東京商工会議所　環境社会検定試験　持続可能な社会をわたしたちの手で　eco検定
技術評論社　地球環境がわかる　改定新版

■授業外学習
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【具体的な内容】
新聞、雑誌、テレビ、SNSが日々取り上げる環境ニュース、話題を積極的に読み、み
ずからがどう考えるかをまとめておいてください。なお、新聞各紙は大学図書館で閲
覧できますので、積極的に活用の心掛けを習慣づけましょう。
（予習）前講義で課題を与えますので、調べておいてください
（復習）講義内容をしっかりと整理し、自らの意見なども次の講義で述べられるよう
に
考えをまとめておいてください。
【必要な時間】
それぞれ１時間ぐらいかかります。

■その他
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2018 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 北海道史

開講期・単位 4年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 小内　透

■講義の目的および概要

北海道の歴史を理解するため、旧石器時代・縄文時代・続縄文時代・擦文時代・アイ
ヌ文化時代・近代・現代にわたって通史を明らかにします。そのうち、近代および現
代を中心的にとりあげて授業を行います。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

パワーポイントのスライドを使用して講義をします。毎回、授業の感想・意見・質問
などをリアクションペーパーに記入してもらうことを課題とします。感想・意見およ
び質問と回答は次回の授業内でフィードバックします。

■授業計画

１.旧石器時代から擦文時代まで
２.中世アイヌ文化時代
３.近世アイヌ文化時代
４.近代（１）――北海道開拓とアイヌ政策
５.近代（２）――北海道開拓と入植者の増加（棄民政策・囚人労働）
６.近代（３）――北海道開拓と入植者の苦悩
７.近代（４）――炭鉱の開発と隆盛
８.近代（５）――15年戦争と北海道
９.現代（１）――緊急開拓の実態
10.現代（２）――占領下の北海道（農地改革、闇市）
12.現代（３）――冷害による農業の苦悩
13.現代（４）――高度成長とエネルギー政策の転換
14.現代（５）――観光産業への傾斜
15.現代（６）――札幌一極集中と過疎地の苦悩

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
北海道の現状や課題が生みだされた歴史的背景を把握するために、北海道の歴史、と
くに近代および現代について深く理解できるようになることを目標とします。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「自立して生きていくための幅広い教養、技能を身に付けている学生に学位を授与す
る」に基づき、北海道の現状や課題が生み出された歴史的な変化と現状及び課題を把
握し、北海道の現状や課題を打開するうえで必要となる幅広い教養・知識と能力を身
に付けてもらいます。

■成績評価基準と方法

最終の試験と各授業時間ごとの課題により評価する。評価の配分は、最終試験８割、
各授業時間の課題２割とします。なお、最終試験は出席回数が３分の２以上を受験資
格とします。

■テキスト・参考文献

【テキスト】
教科書は使いません。毎回、講義のレジュメを配布します。

【参考文献】
授業の中で適宜、紹介します。

■授業外学習

授業時の最後に次週の学習について予告するので、配布資料の該当箇所の予習を行う
とともに、授業内容で理解しきれなかったことや興味をもったことについて、配布資
料、参考文献等をもとに復習したり、発展的な学習をしたりしてください。予習・復
習の時間はそれぞれ２時間を目安とします。

■その他
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2018 年度生 全学共通教育科目

科 目 名 地域研究

開講期・単位 4年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 小内　透

■講義の目的および概要

地域社会の今日的意味を理解するため、わが国の地域社会変動の諸相を明らかにし、
現段階における地域社会の特質について検討します。なお、戦前戦後を通じた地域社
会と教育との関わりの変化についても把握できるように授業を行います。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

パワーポイントのスライドを使用して講義をします。毎回、授業の感想・意見・質問
などをリアクションペーパーに記入してもらうことを課題とします。感想・意見およ
び質問と回答は次回の授業内でフィードバックします。

■授業計画

１.地域社会の今日的意味―地域社会の定義と都市・農村
２.戦前日本の地域社会（１）―農村社会の特質
３.戦前日本の地域社会（２）―農村社会と都市社会
４.戦前日本の地域社会（３）―地域社会と教育・学校の関連
５.戦後日本の地域政策の展開（１）―戦後農政の展開
６.戦後日本の地域政策の展開（２）―戦後農政と地域開発政策
７.戦後日本の地域政策の展開（３）―戦後の地域開発政策の展開
８.戦後日本の地域社会変動（１）―人口と地域社会の変化
９.戦後日本の地域社会変動（２）―地域社会変動の捉え方と地域社会類型
10.戦後日本の地域社会変動（３）―地域社会類型の変動
11.戦後日本の地域社会変動（４）―過疎地と大都市における地域課題
12.教育の地域性と地域の教育性（１）―戦後の「地域と教育」の捉え方
13.教育の地域性と地域の教育性（２）―「地域と教育」の変化
14.教育の地域性と地域の教育性（３）―現段階の地域における多様な教育課題
15.地域社会の再構築をめざして

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
戦前日本の地域社会、戦後日本の地域政策や地域社会の変化、地域と教育の関連など
について理解ができることを目標とします。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「自立して生きていくための幅広い教養、技能を身に付けている学生に学位を授与す
る」に基づき、地域社会の歴史的な変化と現状及び課題を把握し、地域社会を活性化
するために必要となる幅広い教養・知識と能力を身に付けてもらいます。

■成績評価基準と方法

最終の試験と各授業時間ごとの課題により評価する。評価の配分は、最終試験８割、
各授業時間の課題２割とします。なお、最終試験は出席回数が３分の２以上を受験資
格とします。

■テキスト・参考文献

【テキスト】
教科書は使いません。毎回、講義のレジュメを配布します。

【参考文献】
授業の中で適宜、紹介します。

■授業外学習

授業時の最後に次週の学習について予告するので、配布資料の該当箇所の予習を行う
とともに、授業内容で理解しきれなかったことや興味をもったことについて、配布資
料、参考文献等をもとに復習したり、発展的な学習をしたりしてください。また、日
常から新聞を読み、ニュースの報道、解説に関心を持つようにしてください。予習・
復習の時間はそれぞれ２時間を目安とします。

■その他
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2021 年度生 現代文化学科

科 目 名 ConversationⅠ

開講期・単位 1年 前期・選択 2単位・演習

担 当 者 藤垣　エミリア

■講義の目的および概要

本講義では英会話スキルの向上を目指します。日常的なシチュエーションを通して生
きた英語に触れるチャンスと同時に英語での自己表現力の向上を目的とした演習です
。中級レベルです。学科教育目標でもある、自分の意見をきちんと伝える能力を養う
ことやコミュニケーションスキルに欠かせない積極的な姿勢を身につけることを目的
とします。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】

グループワーク形式で行います。様々な会話のパターンを紹介し、練習します。
スピーキング中心に行う授業ですが、リスニングアクティビティーも毎回あります。

担当者の英語と日本語の通訳経験を活かして授業を行います。

【課題に対するフィードバックの方法】テキストで紹介される表現や文法的なストラ
クチャーをより深く理解・身に着けるため、課題を与えます。チェックした後学生に
戻します。

■授業計画

①Orientation: textbook, class, procedure, evaluation 
② Unit 1 Guess where I’m from
③ Unit 2 Comfy seats
④ Unit 3 A trip to the art gallery
⑤ Unit 4 My quirky family 
⑥ Review / conversation script explanation
⑦ Midterm test/フィードバック
⑧ Unit 5 Scaredy cat
⑨ Unit 6 The commute
⑩ Unit 7 A close shave
⑪ Unit 8 Excuses, excuses
⑫ Review / conversation script writing
⑬ Conversation script writing
⑭ Conversation /Show time! (speaking test)
⑮ Final Test (writing test) /Show time!期末テストフィードバック

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】基本的な英会話を身につけ、様々な場面に対応できるようにする。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
学生は自ら日常的な英会話レベルで物事を説明し、相手が話すことを理解した上で会
話をし、行動することができる。国際社会の一人として自立した姿を目指す。

■成績評価基準と方法

期末テストフィードバック＆中間テストフィードバック59%, スピーキング・ライテ
ィングアクティビティー 30%, 参加報告11％

■テキスト・参考文献
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【テキスト】Impact Conversation 1, by Sullivan, K. & Beuckens, T. , 出版社：
Pearson Longman

【参考文献】
Essential Grammar in Use (A self-study reference and practice book for 
elementary students of English、with answers), by Raymond Murphy,出版社： 
Cambridge University Press

■授業外学習

【具体的な内容】
週一回の授業に対して毎回繰り返し復習を行うことが不可欠です。言語学習にrepeat 
and repeat・繰り返し練習する大切さに気付いて、自らたくさん復習すること。英会
話を楽しみながら新しい表現を身に着けて、実践的に取り組むこと。テキストの英語
はpre-intermediate レベルですが、会話にすぐ使える表現を紹介しているので、英
会話に役立つ表現を覚えていきましょう。 

【必要な時間】
予習・復習の時間はそれぞれ2時間を目安とします。

■その他

欠席や授業に遅れないように気をつけてください。
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2021 年度生 現代文化学科

科 目 名 ConversationⅡ

開講期・単位 1年 後期・選択 2単位・演習

担 当 者 藤垣　エミリア

■講義の目的および概要

本講義は日常的なシチュエーションを通して英会話スキルの向上を目指します。生き
た英語に触れるチャンスと同時に英語での自己表現力の向上を目的とした演習です。
中級レベルです。学科教育目標でもある、自分の意見をきちんと伝える能力を養うこ
とやコミュニケーションスキルに欠かせない積極的な姿勢を身につけることを目的と
します。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】グループワーク形式で行います。様々な会話のパターンを紹介し、練習
します。スピーキング中心に行う授業ですが、リスニングアクティビティーも毎回あ
ります。 

担当者の英語と日本語の通訳経験を活かして授業を行います。

【課題に対するフィードバックの方法】テキストで紹介される表現や文法的なストラ
クチャーをより深く理解・身に着けるため、課題を与えます。チェックした後学生に
戻します。

■授業計画

① Orientation: textbook, class, procedure, evaluation / Summer vacation 
theme
② Unit 9 Moving on
③ Unit 10 Shop till you drop
④ Unit 4 Home sweet home
⑤ Unit 12 The life of the party
⑥ Review / Conversation script explanation
⑦ Midterm test・フィードバック
⑧ Unit 13 Aussies are so cool!
⑨ Unit 14 World’s worst cook
⑩ Unit 15 Lucky dog
⑪ Unit 16 I want to be a superhero
⑫ Review/ conversation script writing
⑬ Conversation script writing
⑭ Conversation /Show time!
⑮ Final Test(writing)/Show time!期末テストフィードバック

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】基本的な英会話を身につけ、様々な場面に対応できるようにする。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】

学生は日常的な英会話レベルで物事を説明し、相手が話すことを理解した上で会話を
し、行動することができる。国際社会の一人として自立した姿を目指す。

■成績評価基準と方法

テスト中・期末フィードバック59%, 　スピーキング/ライティングアクティビティー 
30%,　　　 課題報告11％

■テキスト・参考文献

【テキスト】Impact Conversation 1, by Sullivan, K. & Beuckens, T. , 出版社：
Pearson Longman 

【参考文献】Essential Grammar in Use (A self-study reference and practice 
book for elementary students of English、with answers), by Raymond Murphy,出
版社： Cambridge University Press

2021(令和3)年4月1日

251



■授業外学習

【具体的な内容】予習復習を必ず行うこと。時間数の目安は90分の授業に対して自習
が必要とされていますので、週一回の授業に対して毎回繰り返し復習をすること。積
極的、意欲的であること。英会話を楽しみながら新しい表現を身に着けて、実践的に
取り組むこと。テキストの英語はpre-intermediate レベルですが、会話にすぐ使え
る表現を紹介しています。 

【必要な時間】
予習・復習の時間はそれぞれ2時間を目安とします。特に復習をたくさんすることが
言語の学習者にとって不可欠です。

■その他

欠席や授業に遅れないように気をつけてください。
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2021 年度生 現代文化学科

科 目 名 英語フィールドワーク

開講期・単位 1年 後期・選択 2単位・演習

担 当 者 中津川　雅宣

■講義の目的および概要

3週間の海外研修プログラム。英語集中レッスンとホームスティ体験を通して異文化
に触れ、国際社会で必要なコミュニケーション能力を身につける。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

講義方法】

１）8回の事前学習　２）3週間の海外研修　３）事後学習：研修報告書の作成と発表

【課題に対するフィードバックの方法】

学生と講師がそれぞれのロールプレイについてフィードバックを行う。

■授業計画

① Orientation
② Overseas university registration forms
③ Thinking about daily situations during homestay
④ Confirming information at home and school
⑤ Dealing with stress and problems
⑥ Useful expressions to start and finish conversations
⑦ Going around town, hospital visits, and emergencies
⑧ Essay brainstorming and outlining
⑨ Submit first draft of essay
⑩ Final review and submission

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】

国際的な視野を深め、異文化交流に必要な態度を育てる。英語コミュニケーション能
力を伸長する。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】

「国際社会の発展に寄与する社会人を育成する」に基づき、そのための基礎となる英
語の知識、技能を身につける。

■成績評価基準と方法

事前学習20％、20％レポート提出、海外研修（修了証書の提出）60％

■テキスト・参考文献

【テキスト】: 特になし

【参考文献】: 特になし

■授業外学習

【事前学修】
旅行中や留学中に必要な英会話の練習を機会をとらえて練習することが望ましい。

【事後学修】
留学先では、学んだことをメモにとり、事後報告・事後発表の素材を集めること。

■その他

事前学習は、ビザ、パスポート、ホームステイなど重要な指示があるので欠席しない
ことに留意すること。

なお、コロナウィルス感染拡大の影響で中止になることもありうる。
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2021 年度生 現代文化学科

科 目 名 現代文化論

開講期・単位 1年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 坂梨　夏代、大村　勅夫、小内　透、横川　大輔、藤垣　エミリア

■講義の目的および概要

本講義は、「文化を学ぶ」ということはどういうことかを、現代文化学科一年生が理
解するために行われる入門的な授業である。文化や社会現象は、自然現象とは異なり
、人間により生み出されているある種主観的なものであるが、このような文化や社会
現象を理解することとはどういうことか、諸分野のレクチャーと実践を通じて学生が
感覚をつかむことを主眼とする。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
授業は、教員が各テーマについてレクチャーする講義部分とそれをもとに受講生が実
践してみる演習部分が組み合わされて、行われる。文化を扱う諸学問は多岐にわたる
ため、複数の教員で担当するオムニバスの形式になる。

【課題に対するフィードバックの方法】
授業内課題は、その授業の中であるいは次の授業までに、教員から口頭であるいは添
削等を通じてフィードバックされる。

■授業計画

①オリエンテーション　人文学について
②「文化」とはなにか。自然科学との違い
③「文化」を学ぶというのは、その意味付けを文脈において考えること＝「読む」

「文化」の読み方のレッスン（各回2～3回）
④・⑤大学生となった自分を「読む」（小内）
⑥・⑦言葉から現実を「読む」（横川）
⑧・⑨モノを「読む」（坂梨）
⑩～⑫芸術を「読む」（藤垣）
⑬・⑭物語を「読む」（大村）

⑮まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
・「文化を学ぶ」とはどういうことかを理解できる
・自らの関心のある領域はどこか、ほかの分野とどう違うかを漠然とでもつかむこと
ができる
・理解したことを文章によって表現できる

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
①「文化領域における基礎的知識の修得」

■成績評価基準と方法

総論部分（①～③）での授業内課題10％、

各論部分（④～⑭）で担当教員ごとに15％ずつ（5人×15％で総計75パーセント）

本授業のまとめ課題で15％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
テキストは用いず、適宜プリントなどが配布される

【参考文献】
全体を通して、
・安酸敏眞『人文学概論』知泉書院、2014年
・金子晴勇『人文学の学び方』知泉書院、2020年
を上げておくが、それぞれの教員からそれぞれの分野の参考文献が示されることにな
る。

■授業外学習
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【具体的な内容】
総論部分では、事後課題としてその回の授業内容をまとめ、次の授業内容に向けた課
題が出される。

各論部分では、それぞれ事前課題と事後課題が出される。

【必要な時間】予習・復習の時間はそれぞれ2時間を目安とする。

■その他
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2021 年度生 現代文化学科

科 目 名 先史文化論

開講期・単位 1年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 坂梨　夏代

■講義の目的および概要

我々の祖先である人々はどのような暮らしをしてきたのだろうか。
本講義は長い人類の歴史の中で文字がない時代―先史時代について知ることで、人類
が歩んできた歴史について学習することを目的とした授業である

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
基本的に講義形式でおこなう。適宜ビデオ映像や実際の資料などの視覚的な具体的例
を見ながら講義を行う。

【課題に対するフィードバックの方法】
授業前に前回の復習のための確認ミニテストを行う。
確認ミニテストを用いながら、授業の前半で前回の振り返りをおこなう。

■授業計画

①オリエンテーション、先史時代とはなにか
②考古学とはどんな学問か
③進化論と考古学
④人類が使った道具について(石器と石ころはどう違うのか）
⑤考古学における年代測定とは①放射性炭素年代測定法
⑥考古学における年代測定法とは②その他の測定法
⑦人類の誕生（サルとヒトの違いとは何か）①生物学的視点
⑧人類の誕生（サルとヒトの違いとは何か）②言語とコミュニケーション
⑨人類の誕生（サルとヒトの違いとは何か）③道具
⑩我々の祖先はどこからきたのか(人類の拡散の問題）①猿人
⑪我々の祖先はどこからきたのか(人類の拡散の問題）②原人
⑫我々の祖先はどこからきたのか(人類の拡散の問題）③現生人類
⑬どんな生活だったのか（住まい、環境など）①道具
⑭どんな生活だったのか（住まい、環境など）②環境適応
⑮まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
考古学の枠組みについて理解し、人類がどのように進化し、社会を形成してきたかを
説明することができる

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
文化領域における基礎的知識の修得およびそれを基にした専門知識、技能の修得

■成績評価基準と方法

確認ミニテスト20％
レポート20％
定期試験60％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
特になし
授業中に適宜プリントを配布する

【参考文献】
三井誠『人類進化の700万年』2005　講談社現代新書

■授業外学習
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【具体的な内容】
考古学、人類進化についての本を読むこと。
博物館見学も積極的に行うこと。
授業で前回の授業の確認ミニテストを行うので、ノートを整理し予習復習をしておく
こと

【必要な時間】
予習復習を含めて2時間程度とする。

■その他

考古学や人類の歴史に興味ある人が受講するが望ましい。
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2021 年度生 現代文化学科

科 目 名 比較文化論

開講期・単位 1年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 水野　浩二

■講義の目的および概要

欧米人から見た日本、日本人から見た欧米、そして近代ヨーロッパの民衆史、といっ
た三つの観点から文化の比較を試みます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
毎回、授業の冒頭で、前回の授業内容を確認するための小テストを実施します。次に
、その日の授業内容の概要を説明し、内容に関連した課題（小論文）に答えてもらい
ます。さらには課題をめぐってディスカッションをおこないます。最後に、次週の授
業内容に触れます。
【課題に対するフィードバックの方法】
小テスト、小論文を採点・集計し、学期の途中で、合計点が著しく低い者に対しては
、別途課題を与えます。

■授業計画

Ⅰ―欧米人から見た日本
①文化の反対は非文化か？（ヨハネ・ベル）
②かたちとスタイル（ヨハネ・ベル）
③日本人のおじぎ（ロラン・バルト）
④日本文化は特殊か？（モーリス・パンゲ）
⑤越境とはなにか？（リービ・英雄）
Ⅱ―日本人から見た欧米
⑥フランス物語（永井荷風）
⑦風土（和辻哲郎）
⑧日本人と甘え（土居健郎）
⑨フランス人とエスプリ（河盛好蔵）
⑩アメリカ感情旅行（安岡章太郎）
⑪フランスで考えた日本（森有正）
Ⅲ―ヨーロッパの民衆史
⑫16世紀のイタリアと教会
⑬18世紀のイギリスと資本主義
⑭19世紀末のフランスとドレフュス事件
⑮まとめ、期末試験

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
比較文化論の基本用語が理解でき、それを現代日本の生活と比較し、自分の言葉で語
れるようになる。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「文化の領域における基礎的知識の修得」を通して、グローバル化した世界で活躍で
きることを目指す。

■成績評価基準と方法

期末試験（60％）＋小テスト（20％）＋課題（20％）

■テキスト・参考文献

【テキスト】
毎回プリントを配付します。
【参考文献】
ヨハネ・ベル『ベル神父　街を行く』中公新書。ロラン・バルト『記号の国』みすず
書房。モーリス・パンゲ『自死の日本史』筑摩書房。

■授業外学習

【具体的な内容】
毎回の小テストのための準備（復習）をしっかりおこない、さらには、授業の最後で
翌週のテーマに触れるので、予習もしっかりおこなってきてください。
【必要な時間】
復習と予習を合わせて4時間。

■その他

毎回、現代ヨーロッパ人の社会生活に関するクイズを出します。現代ヨーロッパにも
親しんでください。
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2021 年度生 現代文化学科

科 目 名 社会学概論

開講期・単位 1年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 小内　透

■講義の目的および概要

本講義では人間の社会と生活のあり方の基本を社会学の主要な領域に即して明らかに
します。その際、「社会の基礎」である家族、地域社会、教育、「社会の構造」を形
づくる階級・階層、ジェンダー、エスニシティ、「社会の変動」をもたらす高齢化、
情報化、国際化についてとりあげます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

パワーポイントのスライドを使用して講義をします。毎回、授業の感想・意見・質問
などをリアクションペーパーに記入してもらうことを課題とします。感想・意見およ
び質問と回答は次回の授業内でフィードバックします。

■授業計画

Ⅰ　社会の基礎
１．家族の社会的機能（１）―家族の歴史
２．家族の社会的機能（２）―家族の現状と課題
３．地域社会の社会的意義（１）―地域社会の原型
４．地域社会の社会的意義（２）―地域社会の変貌と現状
５．社会における教育の役割（１）―教育の歴史
６．社会における教育の役割（２）―教育の再編と到達点
Ⅱ　社会の構造
７．階級・階層の形成と展開（１）―階級・階層の形成
８．階級・階層の形成と展開（２）―階級・階層的不平等の再生産
９．ジェンダーとセクシャリティ（１）―ジェンダー・セクシャリティの歴史
10．ジェンダーとセクシャリティ（２）―ジェンダー・セクシャリティと不平等
11．エスニシティと人種・民族（１）―人種・民族の歴史とエスニシティ
12．エスニシティと人種・民族（２）―エスニシティのポリティクス
Ⅲ　社会の変動
13．超高齢化社会の課題
14．情報化社会の光と影
15．グローバリゼーション（国際化）の未来

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
家族、地域社会や教育は人々の生活とどのように関係するか、階級、ジェンダー、エ
スニシティは社会をどのように構造化するのか、また近年の高齢化、情報化、国際化
は社会にどのような影響をもたらすのかなどについて理解ができることを目標としま
す。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力を身に付けた学生に学位を授
与する」に基づき、社会の現状と課題を把握し社会生活を営むうえで必要となる幅広
い知識や多様な視点を身に付けてもらいます。

■成績評価基準と方法

最終の試験と各授業時間ごとの課題により評価する。評価の配分は、最終試験８割、
各授業時間の課題２割とします。なお、最終試験は出席回数が３分の２以上を受験資
格とします。

■テキスト・参考文献

【テキスト】
教科書は使いません。毎回、講義のレジュメを配布します。

【参考文献】
授業の中で適宜、紹介します。

■授業外学習

授業時の最後に次週の学習について予告するので、配布資料の該当箇所の予習を行う
とともに、授業内容で理解しきれなかったことや興味をもったことについて、配布資
料、参考文献等をもとに復習したり、発展的な学習をしたりしてください。また、日
常から新聞を読み、ニュースの報道、解説に関心を持つようにしてください。予習・
復習の時間はそれぞれ２時間を目安とします。

■その他
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2021 年度生 現代文化学科

科 目 名 現代思想

開講期・単位 1年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 水野　浩二

■講義の目的および概要

現代社会を倫理思想史の立場から「正義」と「平等」という切り口で考察します。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
毎回、授業の冒頭で、前回の授業内容を確認するための小テストを実施します。次に
、その日の授業内の概要を説明し、内容に関連した課題（小論文）に答えてもらい、
さらには課題をめぐってディスカッションをおこないます。最後に、次週の授業内容
に触れます。
【課題に対するフィードバックの方法】
小テスト、小論文を採点・集計し、学期の途中で、合計点が著しく低い者に対しては
、別途課題を与えます。

■授業計画

①現代とはどんな時代ですか？
②金儲けをすることは悪いことですか？
③結果と過程のどちらが大事ですか？
④自分だけ儲ければよいのでしょうか？
⑤多数決は平等でしょうか？
⑥環境保護とは何をすることでしょうか？
⑦現代のわれわれには未来の人に対する責任はあるでしょうか？
⑧嘘をつくことは悪いことでしょうか？
⑨エゴイズムに基づく行為は反道徳的でしょうか？
⑩他人に迷惑をかけなければ何をしてもよいのでしょうか？
⑪平等と効率のどちらを選びますか？
⑫正義とは何か？
⑬ロールズ『正義論』を読む
⑭ピケティ『21世紀の資本』を読む
⑮まとめ、期末試験

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
現代思想の基本用語が理解でき、それを現実生活に応用して自分の言葉で説明できる
こと。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「文化領域における基礎知識の修得」を通して、グローバル化した世界で活躍できる
ことを目指す。

■成績評価基準と方法

期末試験（60％）＋小テスト（20％）＋課題（20％）

■テキスト・参考文献

【テキスト】
毎回プリントを配付する。
【参考文献】
梅津光弘『ビジネス倫理学』丸善株式会社。加藤尚武『現代倫理学入門』講談社学術
文庫。J.ロールス『正義論』紀伊國屋書店。

■授業外学習

【具体的な内容】
毎回の小テストのための準備（復習）をしっかりおこない、さらには、授業の最後で
翌週のテーマにも触れるので、予習をしっかりしてきてください。
【必要な時間】
復習と予習を合わせて4時間。

■その他

ディカッションでは、随時指名することがあります。
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2021 年度生 現代文化学科

科 目 名 文化財の保護と活用

開講期・単位 1年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 笹島　香織

■講義の目的および概要

　本講義の目的は、人間活動の成果としてできる文化財の基本的な理解と、文化財を
将来どのように守り伝え、どのように活用することができるのかを考えていくことで
す。
　文化財の種類と特徴をとらえながら、主に北海道内に所在するさまざまな文化財を
概観します。そして、「文化財とは何か」また「どのように保護・活用されているの
か」を知り、北海道の文化の特色や文化財を取りまく仕組み、文化財が担う社会的な
役割について考えます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
　基本的に講義形式で実施し、配布する資料を用いてパワーポイントで話を進めます
が、必要に応じて簡単なラベルワークをするなど、能動的で参加型の学習も行います
。
　また、フィールドワークとしての文化財見学がありますが、COVID-19感染リスクを
避けるため、個人的・自主的に実施してもらいます。

【課題に対するフィードバックの方法】
　小テストや文化財見学のレポートについては、その解説を授業の中で行います。

■授業計画

①ガイダンス／文化財って何？
②有形文化財１（建造物）
③有形文化財２（美術工芸品など）
④無形文化財
⑤民俗文化財
⑥記念物①（史跡・名勝）
⑦記念物②（天然記念物）
⑧文化的景観
⑨伝統的建造物群保存地区
⑩文化財の保存技術、埋蔵文化財
⑪文化財からみた北海道の文化史（縄文・アイヌ・開拓）
⑫世界遺産、無形文化遺産、世界の記憶
⑬文化財保護活動・文化財を生かしたまちづくり
⑭わたしたちは何を遺し、未来に伝えるのか？
⑮文化財防火デー、期末試験

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
　地域の歴史の中で形作られ継承されてきた、さまざまな文化財の種類や基本概念が
説明できること。さらに、どのように保存され活用されているのか、文化財が果たす
社会的な役割について考えられること。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
　学科専門科目の「文化領域における基礎的知識」と、これを基とした「専門知識、
技能の修得」に関連しており、文化財を通して地域への理解を深めるとともに、文化
的リテラシーを高め、社会で活躍できる人材を育成する。

■成績評価基準と方法

期末試験（授業期間内）および中間に行う2回の小テストの合計：70％
文化財見学：10％
レポート提出：10％
課題提出：10％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
　適宜、プリント資料を配布します。

【参考文献】
　講義の中で、お知らせします。

■授業外学習
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【具体的な内容】
　北海道教育委員会HPのhttp://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/l04m02.htmや、北
海道文化財保護協会HPのhttp://hokkaido-bunkazai.jp/を閲覧しておくと理解しやす
い。また、事前には、次回の授業テーマについて、どのようなものかを自分で予め調
べておき、授業終了後は、配布したプリントを見直し、改めて関連事項を調べ直した
り、ノートにまとめるとよい。そして、普段よりニュース・新聞などから文化財の情
報を入手し、常に関心を持つよう心掛けてほしい。
【必要な時間】
　予習・復習時間は、それぞれ2時間を目安とする。また、休日等を利用して個人で
文化財を見学する時間をとってほしい。

■その他

　本来、フィールドワークとして現地集合の文化財見学があるが、COVID-19感染リス
クを避けるため、指定期間内に、個人で自主的に実施し、レポートを提出してもらう
ことになる。
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2021 年度生 現代文化学科

科 目 名 現代民俗学

開講期・単位 1年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 高泉　拓

■講義の目的および概要

民俗学とは何かを学び、昔から現代に至る日本の生活文化を理解する。これがこの講
義の目的です。民俗学の基礎的な知識や考え方を踏まえつつ、特に宗教的、呪術的な
事例を中心に紹介していきます。
民俗とは人々によって創られ、伝承されてきた言葉、もの、技術などの総体を指しま
す。民俗学は、過去を学ぶことはもちろん、現代の生活文化の理解にも繋がります。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
パワーポイントを用いた講義形式で行います。各回授業内容を振り返る簡単なクイズ
を行います。また、身近な例から自分なりに考える機会を設けるなど主体的な学習を
目指します。
本講義は国内外で現地調査の経験を有する教員が、人間社会についての幅広い知見を
活かし、民俗学の観点から日本の生活文化を理解できる講義を実施します。
【課題に対するフィードバックの方法】
課題については、授業内で解説します。他必要な資料は、Zoomを通じて配付予定です
。

■授業計画

基本的には以下の通り行います。進捗状況等により修正することもあります。
①ガイダンス
②民俗学とは
③身体装飾と身体加工
④仕事と労働
⑤住まい
⑥農村と都市
⑦カミ
⑧祖先崇拝
⑨儀礼
⑩祭
⑪呪術
⑫魔除け
⑬妖怪
⑭災害と俗信、妖怪
⑮まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
1.　民俗学の基礎的な知識や考え方を説明できる
2.　過去から現代に至る日本の生活文化を理解できる
3.　身近にある事象から課題を発見し解決する能力を身に着ける
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「自立して生きていくための幅広い教養、技能を身に付けている」に基づき、民俗学
を通じ生活文化を理解する能力、身近にある事象から課題を発見し解決する能力を身
に着ける。

■成績評価基準と方法

平常点（クイズ、レスポンスシート）で50％、期末評価で50％です。これらの合計で
評価します。期末評価はレポートです。

■テキスト・参考文献

【テキスト】
パワーポイントとほぼ同じ内容のレジュメを配布します。
【参考文献】
市川秀之ほか編著　2015『初めて学ぶ民俗学』ミネルヴァ書房。

■授業外学習

【具体的な内容】
配布資料は要点をまとめたものですので、詳しい点はノートか配布資料にメモをとっ
てください。授業内に振り返りのクイズ、具体例から自分なりに考える機会を設けて
います。
授業内で扱った文献ついては、授業ごとにお伝えします。
【必要な時間】
予習・復習の時間はそれぞれ２時間を目安とします。
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■その他

せっかく大学で学ぶ機会を得ているのですから、それにふさわしい態度で授業に応じ
てください。
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2021 年度生 現代文化学科

科 目 名 マンガ学

開講期・単位 1年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 かじ　さやか

■講義の目的および概要

皆さんが生まれた時から当たり前の様にそこにある漫画。日本で独自の発達を遂げた
「マンガ」について現役の漫画家が「マンガを通じて日本人のモノのとらえ方」を掴
める様、講義を行ないます。
具体的には、マンガ独特の表現の解説を中心に、現代のマンガを取り巻く状況、マン
ガ発達の歴史、他のメディア（アニメーション、映画、フィギュア・プラモデルなど
）との相互作用、海外での日本のマンガの評価の検証など行ないます。学生との対話
を軸に図版を多用した講義と実習を行う予定です。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
基本的に講義形式で行います。
毎回課題を出しますので講義時間内に提出してもらいます。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題については次回の講義内で解説します。

■授業計画

①ガイダンス
②日本人とマンガ-1「マンガとは何か」
③憧れの巨大ロボット今昔
④日本人の怪獣観?西洋との比較
⑤マンガを創るということ-1（発想から制作まで）
⑥マンガを創るということ-2（リアリティとは何か）
⑦手塚治虫とブラックジャック
⑧あずまきよひこと士郎正宗
⑨萌えとは何だったのか
⑩表現を規制するということ
⑪気に入らない表現をやめさせたい自警団たち
⑫著作権とは何か
⑬日本文化のロボット観?西洋との比較
⑭マンガというビジネスの仕組み
⑮日本人とマンガ-2

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
（1）現代のマンガは日本人の伝統的なモノの見方、捉え方によって形作られている
事を理解する
（2）マンガは社会的に多様な影響を与えている事を理解する
（3）マンガ文化を産み出した日本の文化の特徴を掴む

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「真理を探究し、自由を愛し、自らを省みる姿勢を身につけている学生に学位を授与
する」に基づき、マンガという文化の片鱗からであっても自らの文化の特性を探究す
ることができ、そこから自身を省みる姿勢を身につけることができる。

■成績評価基準と方法

講義毎に課題を出します。
1̃14回の課題の合計90%
15回授業期間内試験10%

■テキスト・参考文献

【テキスト】
毎回プリントを配布します。

【参考文献】
講義内で適宜紹介します。

■授業外学習
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【具体的な内容】
事前学習については毎回、次回の講義の予習プリントを配布します。?そこに予習課
題を載せます。
事後学習については毎回配布する講義概要をもとに振り返って下さい。
質問は講義の前後かメールアドレスmangagakukaji@gmail.comへ
【必要な時間】
事前、事後ともに30分程度。

■その他
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2021 年度生 現代文化学科

科 目 名 人文学概論

開講期・単位 1年 前期・必修 2単位・講義

担 当 者 塚本　智宏、小内　透、水野　浩二

■講義の目的および概要

人文学の学問的構成および人文学部の学修内容を平易に解説します。また、哲学、教
育学、社会学を専門とする3名の教員が、それぞれの立場から、人文学とは何か、学
問とは何かを語り、さらには人文学部では何が学べるか、どのように学んだらよいの
かを教授します。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
3名の教員が5回ずつ担当します。講義＋ディスカッションによりおこないます。
【課題に対するフィードバックの方法】
3名の教員がそれぞれ毎回レポートを課し、翌週解説します。

■授業計画

Ⅰ―ヨーロッパ16～17世紀の人文学（水野）
①人文学と人文学部
②ルネサンスと人文学
③モンテーニュと近代人の孤独
④ラ・ロシュフーコーと自己愛
⑤パスカルと自己
Ⅱ―学歴社会の構造（小内）
⑥学歴社会とは何か
⑦学歴社会の実像
⑧学歴形成における属性の制約
⑨学歴格差の要因をめぐる議論
⑩学歴社会の克服の道
Ⅲ―19～20世紀転換期のJ.コルチャックの人権思想（塚本）
⑪思想をつくる　子ども＝すでに人間という思想の形成
⑫思想を鍛える　子どもの権利・人権思想としての成熟最後の行進
⑬思想を生む時代　世紀転換と子どもの権利諸思想
⑭思想と実践　孤児院と?最後の行進?を通じての思想の実践
⑮思想とその影響　子どもの権利条約・最後の行進権利条例・まちづくり・スポーツ
...

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
人文学および人文学部の歴史と概要を知る。学ぶこと（学問すること）の楽しさを知
る。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「人文学の基礎的知識、技能の修得およびそれを基にした専門知識、技能の修得」に
基づき、社会人基礎力を身に付ける。

■成績評価基準と方法

期末試験（60％）＋小テスト（20％）＋課題（20％）

■テキスト・参考文献

【テキスト】
毎回プリントを配付する。

【参考文献】
アントワーヌ・コンパニョン『寝るまえの5分のモンテーニュ』白水社、2014年。『
コルチャックと「子どもの権利」の源流』子どもの未来社、2019年。

■授業外学習

【具体的な内容】
小テストのための準備（復習）をしっかりおこなってきてください。さらには授業の
最後で翌週のテーマに触れますので、予習もしっかりおこなってきてください。
【必要な時間】
復習と予習を合わせて4時間。

■その他

授業の最後におこなうディスカッションでは、随時指名することがあります。
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2021 年度生 現代文化学科

科 目 名 政治学概論

開講期・単位 1年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 横川　大輔

■講義の目的および概要

現代の政治を考える場合に必要な基本的概念について、とくに日本国をケースとして
取り上げ、解説していきます。ただし、用語や概念を暗記することが目的ではありま
せん。それを使って、現代の政治的事象について自分で考え、それを自分の言葉で表
現できるようになることが目標です。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
演習ではないが、反転授業形式で行われる。事前準備としてノートづくりが課され、
授業時間は主にディスカッションを行う。授業終了時にクエスチョンペーパーを記入
する。

【課題に対するフィードバックの方法】
・事前課題とクエスチョンペーパーについては、原則として提出した翌週に教員のコ
メント付きで返却する
・定期試験の答案については、希望者にフィードバックする

■授業計画

①オリエンテーション・大学で学ぶということと政治「学」
②政治を行うということ
③権力：ルールを守らせるということ
④国家権力：近代国家の特質
⑤デモクラシーは重要なのか
⑥議会制民主主義と主権者
⑦政党の役割
⑧イデオロギー 　　
⑨多数決と選挙
⑩決まったことは絶対か・・・立憲主義
⑪国家権力が暴走しないために・・・権力分立（１）
　　（さまざまな水平的権力分立／三権分立）
⑫国家権力が暴走しないために・・・権力分立（２）
　　（さまざまな垂直的権力分立／地方自治）
⑬日本の国家制度　天皇・内閣と国会・裁判所
⑭国際社会（１）　近代国家からなるアナーキーな世界
⑮国際社会（２）　さまざまな国際機構と平和

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
・現代の政治を考える場合に必要な基本的概念について理解し、自らの言葉で表現で
きる
・民主主義や国民主権の意義について理解し、自分の言葉で表現できる
・近代国家の特質を日本国を例にとりながら理解し、それを自分の言葉で表現できる
・近代国家からなる国際社会の特質を理解し、それを自分の言葉で表現できる

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
①文化領域における基礎的知識の修得として、政治学についての基礎的な概念を理解
する

■成績評価基準と方法

毎回出す事前課題としてノート課題：28%（2点×14回）
毎回授業後に出すクエスチョンペーパー：28%（2点×14回）
定期試験：44％

■テキスト・参考文献

【テキスト】テキストは用いない。毎時、受講生は字是課題としてのノートを作成し
、持ってくる。
授業時に必要に応じてプリントを配布する。

【参考文献】
全体に関わる参考文献として、
・田村哲樹ほか『政治学』勁草書房、2020年
・宇野重規『民主主義とは何か』講談社、2020年
・宇野重規『民主主義を信じる』青土社、2021年
・田中拓道『リベラルとは何か』中央公論新社、2020年
・山本圭『現代民主主義』2021年
・前田健太郎『女性のいない民主主義』2019年

■授業外学習
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【具体的な内容】
・次の授業で扱う内容について、講義担当者のブログにスライドアップロードされる
ので、ノートに写し取ってくること
・授業で扱った内容をまとめる課題が毎時出るので、整理し、文章で説明すること
・定期試験は、授業内容をまとめる論述問題であるので、テーマに即し、内容をまと
めなおす必要がある。

【必要な時間】
平均すると、予習課題に毎回2時間程度。復習課題は、毎回2時間程度。

■その他

世のなかについて知りたいと思う気持ちがあることが重要です。
手もとに高校時代の政治・経済の教科書・資料集などがあれば、見直しておいてくだ
さい。
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2021 年度生 現代文化学科

科 目 名 世界史概論

開講期・単位 1年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 横川　大輔

■講義の目的および概要

グローバリゼーションが進むといわれる21世紀にあって、過激派によるテロの頻発は
「文明の衝突」の証拠ともいわれています。この授業では、なぜ、一見すると相反す
る両現象が同時に生じるのかという問題を考えるために歴史的に俯瞰します。それは
、古代以来の諸文明が存在していることと、西欧近代が生み出した諸価値の普遍化の
プロセスが進行していること、この二つの意味を考えることを意味するでしょう。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
演習ではないが、反転授業形式で行われる。事前準備としてノートづくりが課され、
授業時間は主にディスカッションを行う。授業終了時にクエスチョンペーパーを記入
する。

【課題に対するフィードバックの方法】
・事前課題とクエスチョンペーパーについては、原則として提出した翌週に教員のコ
メント付きで返却する
・定期試験の答案については、希望者にフィードバックする

■授業計画

①オリエンテーション、「地域世界」の誕生
古代：
②各「地域世界」の基本形について
中世：
③地中海世界の再編
④イスラーム世界の登場
⑤中華世界の再編
近世：
⑥近世の始まり
⑦大航海時代
⑧宗派化の時代
⑨近世アジアの大帝国
⑩平和なき近世ヨーロッパ・大西洋三角貿易
近代：
⑪産業革命
⑫環大西洋革命
⑬一八四八年の革命
⑭近代の波及
現代：
⑮現代

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
・各文明の通時的な特徴について理解し、それを自分の言葉で表現できる
・世界史的な時代ごとの共通性について理解し、それを自分の言葉で表現できる
・グローバル化のプロセスを理解し、自分の言葉で表現できる
・西洋発の近代化がいかに進展したかを理解し、自分の言葉で表現できる

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
①文化領域における基礎的知識の修得として、世界史の全般的な知識を獲得する。

■成績評価基準と方法

毎回出す事前課題としてノート課題：28%（2点×14回）
毎回授業後に出すクエスチョンペーパー：28%（2点×14回）
定期試験：44％

■テキスト・参考文献

【テキスト】テキストは用いない。毎時、受講生は事前課題としてのノートを作成し
、持ってくる。
授業時に必要に応じてプリントを配布する。

【参考文献】
全体に関わる参考文献として、大部ではあるが、
木村靖二、岸本美緒、小松久男（監修）『歴史の転換期シリーズ　1～11巻』（山川
出版社、2018年～）を挙げておく。なお、5巻、11巻は2021年3月時点で未刊行。

■授業外学習
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【具体的な内容】
・次の授業で扱う内容について、講義担当者のブログにスライドアップロードされる
ので、ノートに写し取ってくること
・授業で扱った内容をまとめる課題が毎時出るので、整理し、文章で説明すること
・定期試験は、授業内容をまとめる論述問題であるので、テーマに即し、内容をまと
めなおす必要がある。

【必要な時間】
平均すると、予習課題に毎回2時間程度。復習課題は、毎回2時間程度。

■その他

これからの社会を生き抜くには、毎日、政治のニュースを見ることが重要です。でき
れば、新聞を購読し、毎日見るようにしてください。「視野」が格段に広がります。
そして、この授業でその歴史的背景を考えて見てください。世界で起こっているさま
ざまなことがらは、そのほとんどが歴史抜きには表面的な理解しかできません。
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2021 年度生 現代文化学科

科 目 名 近現代日本史

開講期・単位 1年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 篠崎　敦史

■講義の目的および概要

・本講義は、幕末から昭和の終わり(19世紀後半～20世紀後半)までの日本の歴史をて
がかりに、それが「現代」の我々にどのような意味をもった出来事なのか、国際的視
野から考えることを目的とする。

・特に本講義で強調したいのは、〝外からの視点〟である。明治維新などを日本国内
だけの出来事ととらえず、これらを諸外国はどのようにとらえ、また、日本の行動が
世界にどのような影響を与えたのかという、双方向的な視野から近現代の日本史を学
んでいく。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
・基本的に、講義形式で行う。
・適宜、課題や記述による課題を授業中に実施する。

【ＩＣＴ機器】･･･プロジェクターを介した画像、映像などを使用。
【実務経験】･･･中学校の「社会」、高等学校の「日本史」、「世界史」での授業経
験を一部使用。

【課題に対するフィードバックの方法】
・可能なものについては、講義者による統計、コメントをつけて返却する。

■授業計画

1 .ガイダンス―日本の近現代史を学ぶ意味―
2 .ペリー来航とその歴史的意義―なぜペリー来航から日本の近現代がはじまるのか
？―
3 .明治維新―明治維新の何がすごいのか？―
4 .西南戦争と〝ラストサムライ〟―西南戦争の何がすごいのか？ー
5 .日清戦争―日清戦争の歴史的意義―
6 .日露戦争―日露戦争の歴史的意義―
7 .大正と昭和　その1―日本人のライフスタイルと〝伝統〟の誕生―
8 .大正と昭和　その1―日本人のライフスタイルと〝伝統〟の誕生―
9 .昭和という時代　その1―恐慌とテロ―
10 .昭和という時代　その2―戦争の時代―
11.アジア・太平洋戦争と日本―なぜ戦争の名称が異なるのか―
12.昭和という時代　その3―高度経済成長と日本人のライフスタイル―
13.昭和という時代　その4―東京オリンピックと大阪万国博覧会―
14.昭和という時代　その5―ベトナム戦争と日本―
15.昭和の終わりと平成―「現代」とはなにか？

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
・高校日本史における近現代日本史知識を確実に身につけ、学問的な知見や研究史に
ついても触れ、それを手がかりに自ら現代の社会に対する問題意識を持ち、考えるこ
とが出来るようになる。
・国際社会と近現代日本が密接に関係し、互いに影響を与えていたという、双方向的
視野の大切さを学ぶ。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
①大学全体の「理想を求め、明日の地域社会、国際社会へ寄与する姿勢」などを前提
に、国際的な視野、他者、外国への知識と共感意識を身につける」
②現代文化学科の「言語、コミュニケーション領域における基礎的技能の習得」、「
国際社会に関する教養の習得」

■成績評価基準と方法

・各授業中に実施する課題･･･50%
・定期試験or授業外で履修者がまとめてくるレポートなどの課題･･･50%

■テキスト・参考文献

 【テキスト】
・使用しない。授業中にプリントを適宜配布。

【参考文献】
・授業中に適宜、明記する。

■授業外学習
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【具体的な内容】
・配布したプリントをまとめること、それに関連した課題を課す。事前、事後学習に
関わる講義中に指示した課題については、指定された期日までに仕上げること。

【必要な時間】
・4時間程度。授業外で実施することを示した課題については、履修者が責任をもっ
て授業外で実施しておくこと。また、課題に関して図書館使用や文献を読む時間を考
慮した時間割編成をしておくこと。

■その他

・私語やほかの受講者に迷惑がかかる行為、いわゆるコピペや剽窃、そのほか不正行
為や授業担当者が必要と判断したことについては、厳正に対処する。 

・感染症の状況による授業形態の変化に応じて、授業内容をシラバスから変更する場
合がある。その場合も到達目標は変らない。
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2021 年度生 現代文化学科

科 目 名 哲学概論

開講期・単位 1年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 水野　浩二

■講義の目的および概要

哲学の基本問題を通覧します。個々の哲学者にこだわることなく、問題自体を掘り下
げて考察します。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
毎回、授業の冒頭で、前回の授業内容を確認するための小テストを実施します。次に
、その日の授業内の概要を説明し、内容に関連した課題（小論文）に答えてもらい、
さらには課題をめぐってディスカッションをおこないます。最後に、次週の授業内容
に触れます。
【課題に対するフィードバックの方法】
小テスト、小論文を採点・集計し、学期の途中で、合計点が著しく低い者に対しては
、別途課題を与えます。

■授業計画

①哲学の樹のたとえ
②家を建てるためには何が必要か（形相と質料）
③物はどのようにして変化するか（潜勢態と顕勢態）
④何かを知るとはどういうことか
⑤客観的に妥当するような認識（知識）とは何か
⑥心と身体とはどのように関わっているか（心身問題）
⑦われわれはどこまで自由か（自由論）
⑧真理とは何か（真理論）
⑨論理とは何か（論理学入門）
⑩意識の私秘性と言語の公共性
⑪主体性とは何か
⑫懐疑論
⑬知覚と想像
⑭イメージの哲学とプラトン主義批判
⑮まとめ、期末試験

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
哲学の基本用語が理解でき、それを現実生活に応用して自分の言葉で説明できる。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「人文学の基礎知識、技能の修得およびそれを基にした専門知識、技能の修得」に基
づき、社会人基礎力を身に付ける。

■成績評価基準と方法

期末試験（60％）＋小テスト（20％）＋課題（20％）

■テキスト・参考文献

【テキスト】
毎回プリントを配付します。
【参考文献】
山本信『哲学の基礎』北樹出版。J=P.サルトル（水野浩二他訳）『主体性とは何か？
』白水社。F.ダゴニェ（水野浩二訳）『イメージの哲学』法政大学出版局。J=P.サル
トル（水野浩二他訳）『イマジネール』講談社学術文庫。

■授業外学習

【具体的な内容】
毎回の小テストのために準備（復習）をしっかりおこない、さらには、授業の最後で
翌週のテーマに触れますので、しっかり予習してきてください。
【必要な時間】
復習と予習を合わせて4時間。

■その他

ディスカッションでは、随時指名することがあります。
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2021 年度生 現代文化学科

科 目 名 日本語のしくみ

開講期・単位 1年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 西田　眞里子

■講義の目的および概要

本科目は、日本語という言語の体系（しくみ）について学ぶ科目である。音声、語彙
、文法、表現等々のさまざまな観点から日本語の特徴や基本的構造を理解し、日本語
学の基礎知識を身につけ、（これまで日本語母語話者として無意識に使用してきた）
日本語について客観的に捉え直して考えることができるようになることを目的とする
。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
基本的には講義形式の授業であるが、講義内容によって課題を与え、分析および考察
・検討もさせる。必要に応じてペアワークやグループワークなども取り入れながら随
時指名して受講生に発言を求めるため、一方向のみの講義形式ではなく、双方向的な
授業形態をとる。また、知識の整理と確認のために数回の小テストを行う。教員の実
践的な経験および知識を活かし、日本語学の基礎が理解できるように講義を実施して
いく。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題については、受講者に分析、考察、検討させた後、資料を配付するなどして解答
・解説を行う。

■授業計画

おおむね、以下の通りに実施していくが、進度により前後する場合もある。

①受講ガイダンス（授業内容や評価方法等々について説明）
②日本語の音声-1
③日本語の音声-2
④日本語の語彙-1
⑤日本語の語彙-2
⑥日本語の文法-1
⑦日本語の文法-2
⑧日本語の文法-3
⑨日本語の文法-4
⑩日本語の表現-1
⑪日本語の表現-2
⑫日本語の変化と多様性
⑬総まとめ
⑭最終課題または授業内期末試験
⑮最終課題または授業内期末試験に関するフィードバック

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
日本語を言語のひとつとして改めて捉え直すことによって、その体系（しくみ）を理
解するとともに日本語学の基礎知識を身につけること。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「文化領域における基礎的知識や、言語・コミュニケーション領域における基礎的技
能や、国際社会に関する教養を修得した者に学位を授与する」に基づき、本講義によ
って得た知識や技能を活用することにより、日本語ということばについて客観的に考
えることができる能力を持った人材を育成する。

■成績評価基準と方法

①授業中の発言・発表　20％
②小テストおよび課題提出　30％
③最終課題または授業時の期末試験　50％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
必要な資料を講義時に配付する。

【参考文献】
適宜紹介する。

■授業外学習
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【具体的な内容】
「日本語学」の基礎に関する専門用語や知識の習得が必要となる。課題が与えられた
場合には、その課題について分析・考察・検討をしてくる必要がある。また、知識の
整理と確認のため、数回の小テストを行うので、必ず授業内容の復習をしておくこと
が必要となる。

【必要な時間】
予習・復習の時間はそれぞれ2時間を目安とする。

■その他

本科目の他に開講される「日本語学および日本語教育関連の科目」等も合わせて受講
することが望ましい。
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2021 年度生 現代文化学科

科 目 名 メディア・リテラシー論

開講期・単位 1年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 綱島　洋一

■講義の目的および概要

　メディア・リテラシーとは何でしょうか。メディアとは情報伝達の手段。リテラシ
ーとは能力、知識といった意味。「メディアを上手に使いこなす能力」を磨くのがこ
の授業です。
　では、どうすればメディア・リテラシーを磨けるか。「こうすれば」というのは簡
単ではありません。新聞、テレビ、雑誌に加え、Twitter、Facebook、YouTubeと新し
いメディアが次々と登場。どれが正しい情報かを見極めることが難しい時代です。
　世界は、グローバル化が進み、価値観は多様化。視点が異なれば、見える世界はま
ったく違います。春学期開講の「現代メディア論」を一歩進めてメディアが発信する
情報を的確に読み解き、使いこなす力を一緒に磨きましょう。「自立して行動できる
姿勢、課題を発見して解決する能力」はどの専門分野でも問われる大切な力です。
　授業は、朝日新聞記者として35年間、事件、行政、経済、観光、文化とさまざまな
分野の取材経験を持つジャーナリストが担当。その経験と視点を前面にメディア情報
を読み解き、激しく変化する国際社会を生き抜く体力をパワーアップしましょう。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
　世界を駆け巡る日々の情報が教材です。講義スタイルは取りません。主役は受講生
一人ひとりです。受講生が教材をもとに自ら考え、討議(ディスカッション)、発表(
プレゼンテーション)で理解を深めます。その結果を各自がレポートにまとめます。
　これをもとに、朝日新聞記者として培ったジャーナリストとしての実務経験のある
教員が情報の読み解き方、視点などを解説します。担当教員の立ち位置は、ニュース
、情報を発信するメディア側。受講生にはメディアと向き合う主体的な姿勢を育むよ
う授業内外で対話を心がけます。新型コロナウイルスの感染拡大が落ち着けば、情報
の真偽を確かめるフィールドワークも行います。
　レポートは毎回の授業でテーマを示し、翌週の授業で提出していただきます。
【課題に対するフィードバックの方法】
　受講生が授業で発表した内容については、その場で担当教員がコメントします。レ
ポートについては、授業で担当教員がコメントするほか、必要に応じて対面かメール
などで個別の受講生にコメントします。

■授業計画

①授業の進め方、成績評価方法についての説明
　　　　～メディアの「分断」を感じるかについて考える
②メディアは「分断」しているか～(1)米国の大統領選挙を検証する
③メディアは「分断」しているか～(2)背景にあるのは社会の分断か
④メディアは「分断」しているか～(3)「ポスト真実の時代」は何を問いかけるか
⑤メディアは「分断」しているか～(4)日本の現状を検証、米国と比較する
⑥メディアは「分断」しているか～(5)国際社会の対立との関係を読み解く
⑦ヘイトスピーチとデジタルメディア～(1)ヘイトスピーチとは何かを知る
⑧ヘイトスピーチとデジタルメディア～(2)ヘイトスピーチの起源と背景を知る
⑨ヘイトスピーチとデジタルメディア～(3)インターネットの発達とSNSの関わりとは
⑩ヘイトスピーチとデジタルメディア～(4)フィールドワーク　授業での学びを検証　
⑪ヘイトスピーチとデジタルメディア～(5)フィールドワーク　授業での学びを検証　
⑫メディア・リテラシーに必要な要素を考える～(1)これまでの学びから何を得たか
⑬メディア・リテラシーに必要な要素を考える～(2)どうやって真偽を見極めるか
⑭メディア・リテラシーに必要な要素を考える～(3)メディアの信頼性と客観性
⑮メディア・リテラシーに必要な要素を考える～(4)まとめ・学期末の講評

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
　多様化するメディアが取り上げる最新のニュース、話題を的確に読み解く思考、判
断力が身に着く。授業での討論、発表を通して他者との意思疎通力が磨かれる。①さ
まざまな文献、資料を「読むことができる」②相手の話を「聞くことができる」③自
分の考えを的確に「話すことができる」～この三つの力は就職活動や卒業後に社会で
活躍するための必要条件。卒業後をにらんだ人材育成につながります。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
　すべての学部がデュプロマポリシーとして掲げる「自立して行動できる姿勢、課題
を発見して解決する能力」を身に着け、価値観が多様化する国際社会を主体的に生き
抜く力を養う。
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■成績評価基準と方法

①授業でのディスカッション、プレゼンテーション　　25％
②授業でのレポート　　25％
③学期末のレポート　　50％
試験は行わないが、レポートは毎回の授業で提出を求める。学期末のレポートは成績
評価に占める割合を50％とするため、未提出の場合は単位取得ができません。

■テキスト・参考文献

【テキスト】
なし　資料は授業で配布します
【参考文献】
〇「現代アメリカ政治とメディア」
　　(東洋経済新報社　前嶋和弘他)
〇「ネットと愛国」
　　(講談社＋α文庫　安田浩一)
〇「ヘイトスピーチとは何か」
　　(岩波新書　師岡康子)
〇「なぜネット社会ほど権力の暴走を招くのか」
　　(徳間書店　ジュリア・カジュ＝パリ政治学院准教授)
〇「本当のことを伝えない日本の新聞」
　　(双葉新書　マーティン・ファクラー＝元NYタイムズ東京支局長)
〇「朝日新聞の危機と調査報道」
　　(同時代社　谷久光＝元朝日新聞企画報道室長)

■授業外学習

【具体的な内容】
事前学習～新聞、雑誌、テレビ、SNSが日々取り上げるニュース、話題を積極的に読
み、受講生みずからがどう考えるかをまとめておく。新聞各紙は大学図書館で閲覧で
きる。積極的に活用するよう心掛ける。
事後学習～その日の授業内容の振り返り。授業で提出を求められたレポートの作成。
【必要な時間】
事前学習は、計2時間。日々のニュースを読み、その真偽、背景を考える。事後学習
は2時間以上かけて必要な調べ学習に取り組み、課題内容を精査しレポートを仕上げ
、提出する。

■その他
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2021 年度生 現代文化学科

科 目 名 TOEIC入門

開講期・単位 1年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 竹内　康二

■講義の目的および概要

TOEIC を初めて受験するときに必要な英語能力と技術について、基本的な学習を行う
科目です。特に、この科目では、TOEIC Listening & Reading の対策に焦点を当て、
日常の様々な場面で使用する英語の表現について、聞き、読む能力を養い、問題の形
式に習熟することを目指します。また、話したり書いたりする活動も行い、総合的な
英語能力の伸長を図ります。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
リーディング問題では、語彙習得法やコロケーションの理論を背景として、まず問題
へのストラテジーを確認しながら問題演習を行います。学習者はそれを土台として、
ノート作成など問題を整理して学習することが大切です。また、リスニング問題では
ディスコースの流れを把握して会話文や説明文の焦点を見極める練習をします。

【課題に対するフィードバックの方法】
前回の授業で学んだ単語や表現については、授業開始時の振り返り演習で確認してい
きます。また、授業後には授業中に学んだ学習事項について確認テストを行います。

■授業計画

①Orientation. Unit 1, Daily Life. Nouns and Pronouns.
②Unit 2, Health. Verbs, Adjectives, and Adverbs.
③Unit 3, Education. Tense 1.
④Unit 4, Travel. Tense 2.
⑤Unit 5, Transportation. Prepositions.
⑥Unit 6, Shopping. Conjunctions.
⑦Unit 7, Restaurant. To-Infinitives 1.
⑧Mid-Term Exam. Review.
⑨Unit 8, Entertainment. To-Infinitives 2.
⑩Unit 9, Trouble. Gerunds.
⑪Unit 10, Office 1. Participles.
⑫Unit 11, Office 2. Subjunctives.
⑬Unit 12, News. Relative Pronouns.
⑭Unit 13, Ads. Relative Adverbs.
⑮Final Exam. Review.

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
　TOEIC Listening & Reading試験において350～400点を取得するのに十分な、
　総合的な英語コミュニケーション能力と問題解決のためのスキルを身に付ける。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「コミュニケーション能力を高め、グローバルに活躍できる人材を育成する」とい
　う学科の学位授与方針に基づき、豊かなコミュニケーション能力を養成する。

■成績評価基準と方法

Final Exam: 50%, Mid-Term Exam:30%, Short Tests/class attitude: 20%

■テキスト・参考文献

【テキスト】
Maiko Tsuchiya 他著.　Green Light For The TOEIC Test. Cengage Learning.

【参考文献】
公式TOEIC listening&Reading トレーニングReading編.　一般財団法人国際ビジネス
コミュニケーション協会　等.

■授業外学習

【具体的な内容】
毎回の授業の最初に、前回の授業で学んだ単語や表現の確認をする問題演習を行い
ます。また、授業で学んだ、単語・表現・文法事項について、毎授業後に確認テスト
を行います。授業で学んだことは必ずノートにまとめておきましょう。また、次に
学ぶ表現や文法事項はポイントをメモしておいて、授業に臨みましょう。

【必要な時間】
予習・復習の時間はそれぞれ2時間を目安とします。

2021(令和3)年4月1日

279



■その他

また、実際にTOEICをいつ受験するか、目標とするスコアはいくつかなど、自分に
合ったTOEIC受験スケジュールを作成しましょう。
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2020 年度生 現代文化学科

科 目 名 考古学

開講期・単位 2年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 矢吹　俊男

■講義の目的および概要

歴史を知ることの意味（過去を知り、現在を認識し、未来に生かす）を、考古学とい
う学問を通して学びます。
歴史には、個人の歴史、家族の歴史、集団の歴史、民族の歴史、さらに日本の歴史、
世界の歴史等々、さまざまなものがあります。
人類の誕生から現在まで一貫して辿ることができる考古資料を読み解き、学びながら
、さまざまな歴史を知るうえでの手掛かりとなる知識を深めます。
考古学を学び、北海道内外の数多くの遺跡の発掘調査に従事し、長年に及ぶ文化財行
政の分野での文化財の保護、開発調整、発掘調査などの職務に従事していた教員によ
る専門性を活かした講義を通して考古学という学問の多様性を理解します。
また、考古学と関連する自然科学や特定分野の考古学も含め、考古学の時代区分、過
去の人が活動した場としての遺跡、生活の痕跡としての遺構、生活の道具として作ら
れ残された遺物などを通し各時期にわたる生活や環境などを学ぶことによって、歴史
を学ぶことの重要性についての理解を深めます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
授業は、毎回教員が作成した資料を配布し、講義形式で行います。また、スライドや
パワーポイントなどを用いてより具体的な資料を提供します。
考古資料の実物を用意して、見て、触れて、感じて学ぶことを行います。
大学博物館の展示並びに収蔵資料を活用します。
実物資料、考古資料の写真などを通して、主体的に学びながら、他者に伝えるための
方策を考察するための授業を行います。

【課題に対するフィードバックの方法】
２回目の講義から、授業の３分の１の時間をもって前講義の内容の振り返りと要点の
チェックを行い、学びの習熟度を図ります。
「考古学は過去に行った教育を復元する学問」ということへの理解を深めるため複数
回、ワークシートによる記述を求めます。
理解度チェックのための中間テストを行います。
考古学は難しい学問、といわれますが、本授業の学びを基に、考古学は誰もが取り組
むことができ、興味と関心が溢れる学問であることをアピールするための提案を求め
ます。

■授業計画

①講義の目的、内容、授業計画についてのガイダンス
　　考古学は何をする学問か、日本の考古学の歴史、考古学に関する諸分野を解説
②考古学の基礎知識「遺跡とは？遺構とは？遺物とは？」
③発掘とは何か
④考古資料の性格と性質…考古資料は何を物語るのか
⑤人類の誕生からホモ・サピエンスへその１
⑥人類の誕生からホモ・サピエンスへその２
⑦日本列島の考古学１－旧石器時代その１（概要）
⑧日本列島の考古学２－旧石器時代その２（研究の諸課題）
⑨日本列島の考古学３－縄文時代その１（概要）
⑩日本列島の考古学４－縄文時代その２（生活と環境）
⑪日本列島の考古学５－弥生時代
⑫日本列島の考古学６－古墳時代（前方後円墳の時代）
⑬防災考古学（遺跡から過去の災害を知る）
⑭考古学と現代
⑮人類の歩み＝進歩とは何か

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
考古学という学問を通じ、さまざまな観点から歴史を多角的に見る力、考える力、さ
らには「生きる力」を養うことができます。
歴史とは何か、なぜ歴史を学ぶのか、ということを考古学という学問を通して理解し
、「なぜ？」という考えを常に持ち、学びのなかからいろいろなことに気づき、今後
の学びと生き方に役立ててほしい。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
文化領域における基礎的知識の習得

■成績評価基準と方法
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15回の講義内容に関する期末レポート６０％、提出物（講義中のレポート）２０％、
中間テスト２０％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
毎回教員が作成した資料を配布します。

【参考文献】
必要に応じて参考文献を示します。

■授業外学習

【具体的な内容】
前回の講義の内容を次回の講義の中で質問をしますので必ず復習し出席してください
。学び、振り返り、気づきを基本とします。そのうえで講義中間に考古学という学問
に対する認識の変化、学びから気づいたことなどをまとめていただきます。
本講義とあわせて秋学期「北海道の考古学と文化遺産」を受講するのが望ましい。
講義を通して得た新たな知見で各地に所在する遺跡公園、史跡、博物館などを見学し
、考古学の理解を深め、遺跡の在り方を考えるようにしてください。
受講にあたって、出身地や居住地近くの博物館や郷土資料館の考古展示や史跡などを
積極的に訪れてください。

【必要な時間】
前回講義までの振り返りに２時間、次回の講義内容に関する事前学習に２時間は必要
です。
振り返り（復習）として、講義中に示したチェックポイントや重要事項について各自
の考えをまとめるのが望ましい復習のあり方ですので実践してください。次回の講義
に対する事前学習については、質問事項や意見などを整理し講義の中で教員との意見
交流などの主体的な学びにつながります。

■その他

講義中に随意、日本における考古学の時代区分、遺構、遺物などについての個々人の
考えを求めます。
講義全般を通しての内容は、それぞれが関連し、考古学という学問を知るうえでのキ
ーワードが隠されているので、講義ごとの学びを積み重ねるような授業展開をします
。
講義中、随時チェックシート、小レポートの提出を求めます。
講義中間で、考古学の基礎知識ないし学びの理解度を把握するために中間テストを実
施します。
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2020 年度生 現代文化学科

科 目 名 自然地理学

開講期・単位 2年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 横田　久貴

■講義の目的および概要

地理学のうち、山や川などの自然に関する地理的なものの見方や考え方の基礎的な概
念について学びます。
特に北海道の自然地理（山、海、川など）や地形を通じて地理的なものの見方、考え
方を養います。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
本講義は、北海道の自然を山・川などの自然事象の地理的解明・考察を中心に、順を
追って解説してゆきます。北海道の多様な自然地理をつうじた学びを中心にしていま
す。

【課題に対するフィードバックの方法】
学習ファイルに従い、毎回の講義の際に「予習・振り返り」について具体的に指示し
ていますので、その内容に従い着実な知識理解を図ります。授業の都度確認し、フィ
ードバックをします。なお、この学習ファイルは講義終了時に全15回分を提出し、評
価の一部とします。

■授業計画

■自然地理学基礎編■
1　ガイダンス、講義の内容と課題について　
2　大陸移動説と内的営力
3　山ができる、陸ができる
4　侵食されてできる地形
5　大気の大循環（地球の大気の動き）　
6　海洋の大循環
7　中間テスト

■北海道の自然地理学編■
8　北海道の概要　
9　北海道の成り立ち（内的営力）
10　北海道の成り立ち（外的営力）
11　北海道の気候と自然
12　北海道の湿原
13　北海道の自然公園
14　アイヌ語地名と自然地理
15　定期テストとその解説

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】…到達目標と評価規準
１(知識・理解)北海道の自然地理（山・海・川など）や地形に関する基本的な知識を
修得できたか。
２(判断・技能)北海道の自然地理を通じて地理的なものの見方・考え方を身につける
ことができたか。
３(意欲・態度)興味関心をもち、自らが設定した到達目標に対する到達度を検証でき
たか

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
自立して生きていくための幅広い教養、技能を身につけている。
また、教職課程（社会科）関係科目であることを念頭に講義を行う。

■成績評価基準と方法

１　事後学習課題（授業後の課題レポート）　2回相当　20%
２　事前・事後学習課題（学習プロファイル）　13回相当　30%
３　定期試験　　2回（100点）　50%

■テキスト・参考文献

【テキスト】
授業内で適宜指示します。

【参考文献】
授業内で適宜指示します。

■授業外学習

2021(令和3)年4月1日

283



【具体的な内容】
事前・事後学習課題（学習プロファイル）に記載されている事項について講義の前後
に必ず予習・復習に取り組み、学びを確実なものにしてください。

【必要な時間】
学習プロファイルへの取組を基本に　毎回の予習２時間、復習２時間程度が必須です
。

■その他

フィールド・ワークなどは特に予定していません。
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2020 年度生 現代文化学科

科 目 名 人文地理学

開講期・単位 2年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 齋藤　修

■講義の目的および概要

　本講義の目的は、「空間」、「場所」、「環境」という視点で、地球上で行われる
人間活動を紹介するものである。そして、そこで表面化している問題点の解決策を、
各人の経験や知識で考えてもらう。
　本講義では、前半で「地理学」に関する定義や概念を紹介し、人文地理学の各学問
分野の研究実例を紹介しながら人文地理学とは何かを理解してもらう。後半では、人
間活動を民族・文化という切り口で分け、世界の多様さを理解してもらう。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
　さまざまな地図、画像、統計資料などを用いた講義形式となる。それぞれのテーマ
に応じて、各自が地図読解や資料解析などによって、毎時課題レポートを提出し、問
題点を解決する。
　また、それぞれの空間を知識として意識してもらうために、課題レポートの中に主
題図作成を多用する。 実際に統計資料などを用いて地図を作成し、浮き彫りになる
問題点を考察することもある。
【課題に対するフィードバックの方法】
課題レポートについては、次時の講義で毎時解説し、フィードバックする。

■授業計画

①ガイダンス
②地理学という学問の歴史と理論
③社会地理学、経済地理学
④文化地理学、政治地理学
⑤交通地理学、農業地理学、工業地理学
⑥都市地理学１（都市地理学とは・都市空間・都市システム）
⑦都市地理学２（世界都市）
⑧観光地理学（観光地理学とツーリズム・観光空間）
⑨歴史地理学
⑩民族・文化の地理１（宗教）
⑪民族・文化の地理２（言語）
⑫民族・文化の地理３（衣食住）
⑬民族・文化の地理４（民族移動）
⑭グローバル化世界
⑮まとめ・確認テスト

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①グローバルな視点で現在抱える諸問題の解決策を思考できる。
②学んだ知識をむすびつけ、説明できる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
　本講義によって、「他者の歴史・文化・宗教・習慣」を地理的な空間をベースに理
解し、現代文化学科が求める「グローバルに活躍できる人材」となるための思考能力
を育成されることを理想としている。そして、それは、学科が求める「国際社会に寄
与する姿勢」となって表れるものと考える。講義を通じて、グルーバルな意味での「
課題を発見し、解決する能力」が身に付くことを大きな目標としている。

■成績評価基準と方法

①　毎時の課題レポート　50％
②　確認テスト　50％　（レジュメ、課題レポートの持ち込み可）

■テキスト・参考文献

【テキスト】
・毎時のレジュメ、課題レポート　配布
・『データブック　オブ・ザ・ワールド2021年版　世界各国要覧と最新統計』二宮書
店編集部
【参考文献】
・竹中克行『人文地理学への招待』ミネルヴァ書房
・水野一晴『人間の営みがわかる地理学入門』ペレ出版 
・中学校や高校で使用した地図帳

■授業外学習

2021(令和3)年4月1日

285



【具体的な内容】
予習として、前時の授業内容の意味を確認し、本時に行われる課題レポートに活かし
てください。
　日頃から地図帳をみて、世界の諸地域、諸国家の位置を確認しておいてください。
【必要な時間】
毎時のレポート等に数時間は必要となる。

■その他

　授業時に発言を求めるので、積極的に参加してください。
　中学や高校時代に使用した地図帳があれば便利なので授業時に持参してください。
　テキストについては、10回目から必ず使用するので忘れないようにしてください。 
なお、前年度「地誌概論」を履修し、前年度版のテキストを有する場合は、それを代
用してもよい。
　欠席時の資料等は、後日研究室まで受け取りにくること。
　授業時に説明する地理的な概念を理解していないと課題レポートを解けないことも
あるので注意すること。
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2020 年度生 現代文化学科

科 目 名 博物館概論

開講期・単位 2年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 矢吹　俊男

■講義の目的および概要

博物館概論は、「博物館とは何か」を科学的に追及する学問である博物館学の原理を
追い求めるものです。原理の追求とは、博物館の基礎的な知識を学ぶことから始めま
す。
この博物館の意基礎的な学びとは、具体的には博物館の歴史、定義、役割についての
学習を指します。
本講義では、地域と博物館についての理解を深めながら、地域の課題に対応する博物
館のあり方について、国内ならびに北海道内の事例をもとに博物館の知識を深めるこ
とを目的とします。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
毎回、担当教員が作成した資料を利用した講義形式で行います。
美術館、博物館の館長・学芸員として、さらには北海道博物館協会の理事、学芸職員
部会の会長などを歴任した実務経験のある教員が我が国における博物館の現状と課題
、地域の課題と博物館、観光と博物館、まちづくりと博物館、社会福祉と博物館、博
物館が果たす地域に果たす役割などについて、具体的な事例を示しながら、これから
の博物館のあり方について講義します。
学びの習熟度を確かめながら、博物館の役割、地域の課題対応などについて意見を求
め、主体的な学びにつながるような講義を行います。

【課題に対するフィードバックの方法】
２回目の講義以降、授業はじめの３分の１の時間は前回の講義の振り返りを行い、前
回講義の要点をチェックし、学びの習熟度を図ります。さらに、重点事項については
質問を行い、さらに理解を深めます。
３講義に１回（計５回ほど）チェックシートによる講義の振り返りを行います。
講義の中間に学びの理解をチェックするため、中間テストを実施します。

■授業計画

①博物館概論の目的、内容、講義の計画についてのガイダンス。
博物館とは何か、博物館の定義、博物館が存在する意義について４つの要素である、　
モノ（資料）、ヒト（学芸員・管理者・利用者）、バ（施設並びに施設を超えた空間
＝地域）、そしてコト（情報など）から概説します。
②博物館の歴史、日本の博物館、北海道の博物館、博物館関連法
③博物館の種類とその活動
④日本の博物館の現状
⑤博物館の仕事、組織と職員
⑥博物館の利用者
⑦博物館の専門家＝学芸員とは
⑧地域の中の博物館＝人文系博物館と自然史系博物館
⑨学芸員の仕事１　モノの集め方、分け方、保管方法
⑩学芸員の仕事２　調査と研究
⑪地域の中の博物館
⑫地域の課題と博物館のあり方、他分野との連携
⑬博物館が地域に果たす役割
⑭観光資源としての博物館
⑮未来の博物館の姿

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①博物館に関する基礎的知識（歴史、定義、役割）を身に付ける
②学芸員として地域とどのようなかかわりを持つのか、理解を深める
③博物館が地域・学校協働の中核施設であることを理解する
④博物館が地域活性化、まちづくりに果たす役割を理解する

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
文化的領域における基礎的知識の習得
学芸員資格取得のための基礎的知識の習得

■成績評価基準と方法

講義全般に関する期末レポート６０％、提出物（講義期間中のレポート）２０％、中
間テスト２０％
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■テキスト・参考文献

【テキスト】
全講義とも教員が作成した資料と関連するリーフレットなどを配布します。

【参考文献】
必要に応じて参考文献を示します。

■授業外学習

【具体的な内容】
受講にあたって、居住地並びに出身地、または札幌近郊の博物館（郷土資料館、美術
館、科学館、動物園、水族館など）の情報を収集してほしい。さらに、講義を通じて
気づいた新たな視点で、再度博物館などの施設を見学し、博物館のあり方を考えてい
ただきたい。
前回の講義の内容を次回の講義で質問しますので必ず復習してから出席してください
。学び、振り返り、気づきを基本とします。そのうえで講義中に博物館に対する認識
（印象）の変化などをまとめていただきます。

【必要な時間】
前回までの振り返りに２時間、次回の講義に関する事前学習に２時間は必要です。
振り返りとして講義中に示したチェックポイントについて各自の考えを記述するのが
望ましい復習のあり方ですので実践してください。次回講義に対する事前学習につい
ては、質問事項や意見などを整理する方法もあります。

■その他

講義中に随時、地域の課題、博物館のイメージなどについて意見を求めます。
講義１から講義１５までの内容は、それぞれが関連し合いますので１回ごとの学びを
積み重ねるような授業を展開します。
講義中随時、チェックシート、小レポートの提出を求めます。
講義中間で博物館の基礎知識、学びの理解度を把握するため中間テストを実施します
。
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2020 年度生 現代文化学科

科 目 名 博物館資料論

開講期・単位 2年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 工藤　義衛

■講義の目的および概要

博物館の活動は、博物館資料、博物館組織、博物館利用者がいてはじめて成り立ちま
す。この授業では、博物館資料としてどのようなモノがあり、どのような考え方のも
とで、どのように集められ整理・保存されて研究や事業に活用されるか、資料から得
られた情報の発信等について講義します。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
パワーポイントを使用して教室内で講義します。また、積極的な質疑、意見交換の時
間も設ける予定です。

【課題に対するフィードバックの方法】
質疑意見交換の時間を通して、授業の振り返りを行う

■授業計画

博物館の資料にはどのようなモノがあり、どのように分類され、どのように保存され
情報を発信していくかについて、下記の順に講義を進めます。

①博物館資料とは－その１（モノ・資料）
②博物館資料とは－その２（博物館法）
③博物館資料の分類－一次資料と二次資料（一時製作・標本・二次製作）① 
④博物館資料の分類－一次資料と二次資料（一時製作・標本・二次製作）②
⑤目的別資料、（展示・研究・保存・教育）
⑥博物館資料の収集と整理、（収集方法・整理方法）①
⑦博物館資料の収集と整理、（収集方法・整理方法）②
⑧中間考査、
⑨博物館における調査・研究、（学術・保存・還元）①
⑩博物館における調査・研究、（学術・保存・還元）② 
⑪博物館資料の保存と修復、（物理的・化学的・生物的・災害）
⑫博物館資料の保存と修復、（物理的・化学的・生物的・災害）
⑬博物館資料の展示、（展示場所・展示内容・展示の原理）
⑭博物館資料の情報化、（情報提供・デジタル化・ネットワーク）
⑮博物館資料の未来、（公共財・文化資源・知の収蔵庫）

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
博物館で資料を収集・整理する際の基本的な考え方、収集される資料の種類、分類、
その保存や利用にあたってどのような取組がなされているかを把握してもらうことを
目標とします。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
文化領域における基礎的知識の修得およびこれを基にした専門知識、技能の修得

■成績評価基準と方法

提出物２０点 小レポート２０点 

定期試験（レポート）６０点 

単位の認定には授業回数の2/3の出席が必要です。

■テキスト・参考文献

【テキスト】
なし

【参考文献】
『博物館資料論』石森秀三編、放送大学教育振興会、新版・博物館学講座 第５巻『
博物館資料論』加藤有次ほか編、雄山閣などがあります。 
適宜プリントを配布します

■授業外学習

【具体的な内容】
前の週に学んだことが次の授業につながっていきますので、ノートをまとめるなど予
習・復習をして下さい。 

【必要な時間】
予習・復習の時間はそれぞれ2時間を目安とします。
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■その他

①博物館法を読んでおくこと。
②博物館概論の単位を取得済みであること。(
履修中を含む）
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2020 年度生 現代文化学科

科 目 名 文化人類学

開講期・単位 2年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 小坂　みゆき

■講義の目的および概要

文化人類学を学ぶための材料は私たちの日々の生活の中にあります。
本講義では、まず文化人類学の基礎知識と理論の解説を行います。そのうえで生業、
食、衣服、世界観、宗教、人生儀礼などいくつかのトピックについて事例をたどりな
がら紹介し、世界中の人間がもつ多様な価値観や行動に注目するとともに、文化の多
様性と、文化の変化の主体はその文化の担い手であり、私たちも同じであることを理
解してもらいます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】

基本的には講義形式ですが、理解度の確認のため出席者への質問を織り交ぜて進めま
す。講義ではスライドや映像を使用して視覚的な面からも理解できるようにします。
講義前半は小テストに向けての講義の振り返りを行います。講義後半は講義について
のまとめの小レポートで講義の振り返りを行います。

【課題に対するフィードバックの方法】

振り返りについては講義内で解説します。

■授業計画

①ガイダンス：導入―文化とは？
②2つの文化概念
③文化人類学の歴史
④文化人類学の理論
　　文化進化論・文化相対主義・機能主義・構造主義
⑤文化はなぜ変わるのか？
⑥文化人類学とフィールドワーク―人類学の調査研究方法
⑦前半のまとめ・小テスト
⑧生業と暮らし
⑨食の文化人類学―なぜ食べるのか
⑩衣服の文化人類学―なぜ着るのか
⑪宗教と世界観　
⑫人生儀礼・通過儀礼
⑬医療と文化―生と死の多様性
⑭日本で暮らす外国人
⑮まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】

文化人類学の基礎知識、理論を習得する。
具体的なトピックと事例をみることで、文化の多様性を実感してもらい、文化人類学
的な視点、アプローチの仕方を理解してもらう
文化は常に変化していること、変化の態様はその文化の担い手の意識、行動によるこ
とを理解し、自分たちも、自分の社会がもつ文化の担い手であり、変化の主体である
ことを認識してもらう。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】

「自立して生きていくための生活習慣、社会人基礎力を身に付けている学生に学位を
授与する」に基づき、社会に出てからの問題に対して自主的に問題解決意識を持ち、
考察できる。さまざまな文化や文化の担い手の視点に立ち、事物を理解できる。異文
化理解の必要な場において人々の立場になり、地域貢献のヒントを考案できる。

■成績評価基準と方法

小テスト、期末試験、コメント用紙、授業態度などから総合的に評価する。
小テスト、期末試験はノート持ち込み不可。
小テスト２０％、期末試験７０％、コメントシート１０％

■テキスト・参考文献
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【テキスト】

テキストは特になし、必要に応じてプリントを配布します

【参考文献】

参考文献：「よくわかる文化人類学」ミネルヴァ書房　2006年

■授業外学習

【具体的な内容】

事前：授業で扱うテーマについて資料を授業前に熟読する。
事後：授業の内容を振り返りノートを整理する。

【必要な時間】

事前：1時間　　事後：1時間

■その他

日常行われていることについて、なぜ？どうして？と疑問を持つことが文化人類学の
スタートです。
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2020 年度生 現代文化学科

科 目 名 法学概論

開講期・単位 2年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 坂井　千之

■講義の目的および概要

　この講義では、1人の社会人として、また教職を志す者として必要な、法学および
法についての基礎的知識を身につけることを目標に、現代社会で生起するさまざまな
問題を「法」の視点で見るための基礎理論を提供します。法の仕組み、法に対する根
本の考え方、法の解釈方法など法学入門的な知識を学ぶとともに、社会と法との関係
を通して、どのような法が存在し、それがどのように機能しているのか、なぜそうな
るのかについて概説します。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
　配布したレジュメにそって、具体的な事例を取り上げながら、法がどのように機能
しているのかについて、講義形式および質疑応答形式で展開します。

【課題に対するフィードバックの方法】
　宿題レポートについては返却しませんが、提出締切後、講義内で解説講評します。
　最終試験については、単位確認日以降、希望する学生には採点結果を開示説明しま
す

■授業計画

①ガイダンス　法とは何か
②犯罪と法
③裁判と法
④財産と法　(1)財産法
⑤財産と法　(2)契約
⑥財産と法　(3)不法行為
⑦家族と法　(1)夫婦
⑧家族と法　(2)親子
⑨家族と法　(3)相続
⑩企業と法
⑪労働と法
⑫国際社会と法
⑬法の目的
⑭法の解釈と適用
⑮最終試験

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
　基礎的な法律知識の修得と、現代社会においてどのような基本的な法が存在し、そ
れがどのように機能しているのか、なぜそうなるのか、法的根拠を示して他人に説明
できる力を身につけることが目標です。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
この講義では、自由、自立、自省の精神を持った社会人として生きて行くために必要
な、法的なものの見方・考え方を身につけると同時に、国際的な視点からも自国の法
文化を考えることのできる人間になることを目的としています。

■成績評価基準と方法

　講義内容の理解度を問う宿題レポートで30％。法および法学の基礎知識の理解と、
法的な視点でものを見ることができるかを問う最終試験で70％の評価をします。最終
試験では、架空の事例問題で、どのような法が存在し、それがどのように機能するの
か、法的根拠を示した説明を求める記述式の試験を行います。

■テキスト・参考文献
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【テキスト】
　『法の世界　第8版』池田真朗ほか　有斐閣
【法令集】　　
　『ポケット六法　令和3年版』佐伯仁志ほか　有斐閣　
【参考文献】
　『法學』山田晟　東大出版会

■授業外学習

【具体的な内容】
　事前学習として、テキストの次回該当部分をあらかじめ目を通しておくこと。(約1
時間)。
　事後学習は、単位取得には絶対に必要です。(約2時間)　配布したレジュメにそっ
て、口頭で説明したこと、板書したことを含めて講義内容を再現してみること。解ら
なかったこと、不確かなことは、法令集、参考文献などにあたって確認するか、次回
の講義時に質問するなどして穴を埋めておくことが必要です。

■その他

　この科目は将来役に立つ内容を含んでいます。しかし、この科目の単位を取得する
ためには、ただ授業に出席するだけでは不十分です。講義をよく聴き、必要なことは
メモし、講義内容を十分理解しなけれぱ、単位の取得は困難です。　また法学を理解
するためには、今、社会で起きている法律問題に関心をもつことが大事です。そのた
め新聞に目を通す習慣を身につけてください。
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2020 年度生 現代文化学科

科 目 名 TOEICⅠ

開講期・単位 2年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 富田　敏明

■講義の目的および概要

本講義では、リスニング、リーディング、文法、語彙を総合的に学習することにより
、TOEIC Testのスコアの向上を目指す。また、単なるスコアの向上だけではなく、英
語の学習習慣を確立して、自律的な英語学習者を育成することをねらいとする。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
TOEICの７パート（①リスニング＝写真描写問題、応答問題、会話問題、説明文②リ
ーディング＝短文穴埋め、長文穴埋め、読解問題）の出題形式に対応した問題演習を
行う。リーディング、リーディングどちらの活動も、ペアワーク等による会話、ディ
クテーション、シャドーイングなど能動的な活動を取り入れる中で、総合的な英語力
の向上を目指す。
【課題に対するフィードバックの方法】
課題については確認テスト等の実施により、毎回確認するとともに、授業内でポイン
トとなる事項の解説を行う。

■授業計画

①オリエンテーション、英語の学習法について
②Unit1(Travel)  Vocabulary(1～50)    
③Unit1(Travel)  Vocabulary(51～100)
④Unit2(Dining Out) Vocabulary(101～150)
⑤Unit2(Dining Out) Vocabulary(1～150)
⑥Unit3(Media)  Vocabulary(151～200)
⑦Unit3(Media)  Vocabulary(201～250)
⑧The midterm exam（重要事項確認）
⑨Unit4(Entertainment)  Vocabulary(251～300)
⑩Unit4(Entertainment)  Vocabulary(151～300)
⑪Unit5(Purchasing)   Vocabulary(301～350)
⑫Unit5(Purchasing)   Vocabulary(351～400)
⑬Unit6(Clients)    Vocabulary(401～450)
⑭Unit6(Clients)    Vocabulary301(～450)
⑮The final exam（重要事項確認）
  *Vocabukaryの数字は使用する語彙用テキストに対応する。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
TOEICスコア４００点～５００点に相当する英語力を身に付ける。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「グローバルに活躍できる人材を育成する」という方針に基づき、世界の共通言語
(Lingua franca)としての英語のコミュニケーション能力を身に付ける。

■成績評価基準と方法

・定期試験　　　　　　　　　　　　　　　　　　４０％
・語彙テスト　　　　　　　　　　　　　　　　　４０％
・課題、授業中の言語活動（ペアワーク等）　　　２０％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
・SCORE BOOSTER FOR THE TOEIC L&R TEST PRE-INTERMEDIATE (KINSEIDO)
・TOEIC L&R TEST　出る単特急　金のフレーズ（朝日新聞出版）　　
【参考文献】
自学用サイト
・Breaking News English 
・News On Japan

■授業外学習
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【具体的な内容】
事前　①語彙テスト範囲の学習
事後　②テキストの聞き取り問題のリスニング及びシャドーイング
　　　③上記自学サイトを活用したリーディング＆リーディング
【必要な時間】
　　　①３０分　　②５０分　　③４０分

■その他

・TOEICについては、この科目のあとTOEICⅡ→ TOEICⅢ→ TOEICⅣへと発展的に学習
します。実際のTOEIC受験を自分の学習計画に組み入れて、自分の英語力を定点観測
するとともに、常に明確な目標を持って学習を継続してください。
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2020 年度生 現代文化学科

科 目 名 TOEICⅡ

開講期・単位 2年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 富田　敏明

■講義の目的および概要

本講義では、「TOEICⅠ」での学習内容を踏まえて、リスニング、リーディング、文
法、語彙を総合的に学習することにより、TOEIC Testのスコアの向上を目指す。また
、単なるテストのスコアの向上だけではなく、英語学習への動機付けを高め、自律的
な英語学習者を育成することをねらいとする。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
TOEICの７パートの出題形式に対応した問題演習を行う。特に、リスニングの写真描
写問題及び応答問題については、「TOEICⅠ」での学習を受けて正答率を高レベルに
保つ力を付けることを目指す。リスニング、リーディングどちらの活動も、ペアワー
ク等による会話、ディクテーション、シャドーイングなど能動的な滑動を取り入れる
中で、総合的な英語力の向上を目指す。
【課題に対するフィードバックの方法】
課題については確認テスト等の実施により、毎回確認するとともに、授業内において
ポイントとなる事項の解説を行う。

■授業計画

①オリエンテーション、TOEIC Part1,2のリスニング練習
②Unit7(Recruiting)   Vocabulary(401～450)
③Unit7(Recruiting)   Vocabulary(451～500)
④Unit8(Personnel)    Vocabulary(501～550)
⑤Unit8(Personnel)    Vocabulary(401～550)
⑥Unit9(Advertising)  Vocabulary(551～600)
⑦Unit9(Advertising)  Vocabulary(601～650)
⑧The midterm exam（重要事項確認）   
⑨Unit10(Meetings)    Vocabulary(651～700)
⑩Unit10(Meetings)    Vocabulary(551～700)
⑪Unit11(Finance)     Vocabulary(701～750)
⑫Unit11(Finance)     Vocabulary(751～800)
⑬Unit12(Offices)     Vocabulary(801～850)
⑭Unit12(Offices)     Vocabulary(701～850)
⑮The final exam（重要事項確認）
　＊Vocabularyの数字は使用する語彙用テキストに対応する。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
TOEICスコア５００点を常時クリアできる英語力を身に付ける。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「グローバルに活躍できる人材を育成する」という方針に基づき、世界の共通言語
(Lingua franca)としての英語のコミュニケーション能力を身に付ける。

■成績評価基準と方法

・定期試験　　　　　　　　　　　　　　　　　４０％
・語彙テスト　　　　　　　　　　　　　　　　４０％　　
・課題、授業中の言語活動（ペアワーク等）　　２０％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
・SCORE BOOSTER FOR THE TOEIC L&R TEST PRE-INTERMEDIATE(KINSEIDO)
・TOEIC L&R TEST　出る単特急　金のフレーズ（朝日新聞出版）
【参考文献】
自学用サイト
・Breaking News English 
・NEWS On Japan

■授業外学習
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【具体的な内容】
事前　①語彙テスト範囲の学習
事後　②テキストの聞き取り問題のリスニング及びシャドーイング
　　　③上記サイトを活用したリスニング＆リーディング
【必要な時間】
　　　①３０分　②５０分　③４０分

■その他

・TOEICについては、この科目のあとTOEICⅢ→TOEICⅣへと発展的に学習します。実
際のTOEIC受験を自分の学習計画に組み入れて、自分の英語力を定点観測するととも
に、常に明確な目標を持って学習を継続してください。
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2020 年度生 現代文化学科

科 目 名 基礎演習Ⅰ[現文]

開講期・単位 2年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 横川　大輔、篠崎　敦史

■講義の目的および概要

1年次の演習科目「学びの技法I/II」を踏まえ、3・4年次のゼミ選択に向け、基礎力
をつける学科コア科目。実践的・体験的な学びや能動的・自主的な学修形態を通じて
、現代文化への問題意識を高め、考察力/発信力を身につけることを目的とする。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
グループワークを主体として、共同で作り上げることを経験する演習型授業。授業外
学習の時間を十分にとって授業に臨むことが必要。

【課題に対するフィードバックの方法】
①授業内提出物には、良く授業までにLMSなどを通じてフィードバックする
②グループワークの成果発表は、多くの人に見てもらい、その感想などをフィードバ
ックする

■授業計画

①オリエンテーション、ManabaとRespon①
②コグニティブ・トレーニング①　ManabaとRespon②
③コグニティブ・トレーニング②　ManabaとRespon③　参考文献に出会うために　
④図書館ガイダンス
⑤SDGsグループワーク１
⑥SDGsグループワーク２
⑦SDGsグループワーク３
⑧SDGsグループワーク４
⑨SDGsグループワーク５
⑩SDGsグループワーク６
⑪SDGsグループワーク７
⑫SDGsグループワーク８　成果を発表する（学校祭）
⑬振り返り
⑭これまでのまとめ
⑮フィードバックと夏休みの課題について

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
・自らの現代の文化・社会に対する問題意識を明確化し、それを自らのことばで表現
できる
・自らの問題意識に基づく調査報告を繰り返すことにより、考察する力、発信する力
を向上させ、言葉・図像・グラフ・表などを通じ適切に表現できる

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
文化領域における基礎的知識の修得
②言語、コミュニケーション領域における基礎的技能の修得
⑤修得した知識、技能の活用能力
⑥自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力

■成績評価基準と方法

・グループワークの成果発表・・・50％
・グループワークの振り返り・・・20％
・授業内提出物・・・・・・・・・30％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
テキストは使用しない

【参考文献】
参考文献は適宜紹介する

■授業外学習

【具体的な内容】
受講者は週平均4時間以上、自らのグループワークのテーマに即し、文章読解、デー
タ取得、発表準備等に費やさねばならない。

【必要な時間】
事前事後というよりは授業外学習として、週に4時間以上。
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■その他
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2020 年度生 現代文化学科

科 目 名 基礎演習Ⅱ[現文]

開講期・単位 2年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 横川　大輔、篠崎　敦史

■講義の目的および概要

1年次の演習科目「学びの技法I/II」を踏まえ、3・4年次のゼミ選択に向け、基礎力
をつける学科コア科目。実践的・体験的な学びや能動的・自主的な学修形態を通じて
、現代文化への問題意識を高め、考察力/発信力を身につけることを目的とする。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
前半は夏休みの課題を踏まえ、書評を完成させる。後半は個人の調査研究を行い、成
果発表をする演習型授業。授業外学習の時間を十分にとって授業に臨むことが必要。

【課題に対するフィードバックの方法】
①受講者は、授業内に行われるジグソー法などの能動的学修の手法を通じ、授業時間
外学習の成果に対するフィードバックを得る。
②受講者は、教員より発表した成果に対し、アドバイスをもらい、次の作業に活かす
。

■授業計画

①夏休みまでの振り返りと秋学期の学修について
②夏休み課題のフィードバック　グループディスカッション
③より良い書評とは？
④個人テーマ学修１　関心を考える
⑤個人テーマ学修２　関心を磨く　参考文献のピックアップ
⑥個人テーマ学修３　テーマの発表とフィードバック
⑦個人テーマ学修４　テーマと仮説
⑧個人テーマ学修５　仮説を検証する
⑨個人テーマ学修６　成果をまとめるということ
⑩個人テーマ学修７　成果発表会に向けて１
⑪個人テーマ学修８　成果発表会に向けて２　
⑫個人テーマ学修９　成果発表会に向けて３　
⑬個人テーマ学修10　成果発表とクイズ
⑭解説動画を視聴　振り返り
⑮フィードバックとまとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
・自らの現代の文化・社会に対する問題意識を明確化し、それを自らのことばで表現
できる
・自らの問題意識に基づく調査報告を繰り返すことにより、考察する力、発信する力
を向上させ、言葉・図像・グラフ・表などを通じ適切に表現できる

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
文化領域における基礎的知識の修得
②言語、コミュニケーション領域における基礎的技能の修得
⑤修得した知識、技能の活用能力
⑥自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力

■成績評価基準と方法

書評・・・・・・・・・２０％
発表×２・・・・・・・２０％
解説動画・・・・・・・２０％
授業内課題・・・・・・４０％

■テキスト・参考文献

【テキスト】テキストは使用しない

【参考文献】参考文献は適宜紹介する

■授業外学習

【具体的な内容】
自主的な調査発表が主体となるため、受講者は週平均4時間以上、自らの問題関心に
即し、文章読解、データ取得、発表準備等に費やさねばならない。

【必要な時間】
事前事後というよりは授業外学習として、週に4時間以上。

■その他
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2020 年度生 現代文化学科

科 目 名 博物館マネジメント演習

開講期・単位 2年 前期・選択 2単位・演習

担 当 者 坂梨　夏代

■講義の目的および概要

本講義は、博物館を実際に見学することで博物館の展示方法、解説方法などを学び、
異なる博物館を比較しながら見学を行うことで、これからの博物館の在り方について
考える授業である。
授業では様々な媒体を利用して博物館の情報を集め、分析し、フィールドワーク地の
選定を行う。そしてそのルートを決め、交通機関、ホテルなどの予約などを学生自ら
が企画する。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
学内で通常の時間割での授業を６～７回程度行なった後、主に道内の博物館見学研修
に行く。※1泊2日ないし2泊3日。
研修旅行のルート策定、企画計画、実施を学生が行なう。

【課題に対するフィードバックの方法】
グループで行われた話し合いを毎回全員で振り返り、次回までに行うことを確認する
調べたものを発表するに対して、全員でディスカッションを行う
フィールドワーク終了後は振り返り(反省会）を行う

■授業計画

・学内授業（フィールドワークの準備）
見学博物館の選定、研修旅行ルート・旅程の決定、旅館・バス会社・見学博物館との
交渉、見学する博物館の情報収集、研修用ハンドブックの制作
・博物館フィールドワーク
1～２泊で道内博物館の見学を行なう。費用は一部自己負担となる。博物館では、学
芸員の解説を聞き、展示や館内諸施設の見学をする。
（例.函館・松前・上ノ国・江差地域,網走・旭川、十勝地域、青森、仙台で博物館見
学研修を実施した）
①ガイダンス
②見学博物館の選定
③研修ルート、旅程の選定・決定
④博物館の情報収集・ハンドブックの作成
⑤ボランティア、展示解説の申し込み
⑥ハンドブック完成
⑦～⑭研修の実施　
⑮反省・報告

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
履修者自らが見学する博物館を選定し、旅行日程を組み、博物館を比較調査できるレ
ベルになることを目標とする。またフィールドワークを実施できる自発的な態度、企
画・調査・実行力を身につける。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
文化領域における基礎的知識の修得
自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力

■成績評価基準と方法

調べもの、発表（40%)
レジュメ作成　（30％）
成果報告（30％）

■テキスト・参考文献

【テキスト】
特になし。適宜配布する。

【参考文献】
『挑戦する博物館 今、博物館がオモシロイ??』2018　小川義和他編　ジダイ社

■授業外学習
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【具体的な内容】
できるだけ多くの博物館をみておくことが望ましい
授業外でもグループワークや博物館に関する調査をおこなうこと。

【必要な時間】
毎回ではないが、与えられた課題解決のため、グループワークに１，２時間程度、個
々人で博物館の調査（調べもの）が１，２時間程度必要となる。

■その他

※この研修は貸切バスなどで1泊２日～２泊３日の旅行となる。参加費1～２万円を徴
収する。
※通常6月上旬の(金）土、日で実施する。
※コロナの状況により授業内容等の変更等あり。
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2020 年度生 現代文化学科

科 目 名 北海道の考古学と文化遺産

開講期・単位 2年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 矢吹　俊男

■講義の目的および概要

遺跡は過去からの伝達であり、先人たちのあゆみを正確に伝える貴重な文化遺産です
。その遺跡が失われてしまったら、過去の出来事、先人たちのあゆみを伝える手掛か
りとなるものを集めることができなくなります。具体性を持った歴史の証拠が消滅す
る事態になったら、歴史を正確に伝えることができなくなるばかりでなく、ゆがんだ
歴史観を伝えることになる可能性があります。ですから、遺跡は残さなければなりま
せん。このことを本講義の中で共に考え、理解を深めます。
考古学を学び、北海道内外の数多くの遺跡の発掘調査に従事し、長年に及ぶ文化財行
政の中で文化財保護と開発との調整分野などの職務に従事していた教員による講義を
通して北海道の文化遺産について具体的な事例を紹介しながら理解を深めます。
現在、世界遺産登録を目指している「北海道・北東北の縄文遺跡群」をはじめ、北海
道という大きな地域で、独特な文化を構成しながら連綿と続いてきたその人びとの歴
史をたどり、そこから見えてくる人びとの生活の中の知恵と工夫を理解し、私たちが
実際生きている現代の生活文化と比較し、次の時代につないでゆくことは何かを考え
るきっかけづくりをします。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
基本的に講義は、毎回教員が作成した資料並びにリーフレットなどを配布し講義形式
で行います。さらに、北海道各地の遺跡を含めた文化遺産などについてスライド、パ
ワーポイントなどの視聴覚資料を用います。
観光資源としての文化遺産についての理解を深め、その発信方法を考えます。

【課題に対するフィードバックの方法】
２回目の講義以降、授業の初めに前回の振り返りを行い、前回講義の学びの要点を取
りまとめるとともに重点項目について質疑応答を行います。質疑、意見交流を通し主
体的な学びへの導きを行います。

■授業計画

①本講義の目的、内容、講義計画についてのガイダンス。
なぜ、遺跡は残さなければならないのか、歴史を学ぶことの大切さについての認識す
る
②北海道の考古学の時代区分　北と南の文化のクロスロード北海道
③考古学と火山　地球の履歴、大地の成り立ち、火山が作る景観と環境
④旧石器時代の北海道１
⑤旧石器時代の北海道２　モノの移動と人の移動
⑥縄文時代の北海道１　環境と生活
⑦縄文時代の北海道２　食生活を中心として
⑧縄文時代の北海道３　見せる墓・見える墓
⑨原始美術の世界　縄文時代・続縄文時代
⑩擦文時代、オホーツク文化、アイヌ期それぞれの様相
⑪北海道の物産と交易（大陸、東北との交流）
⑫北海道の鉱物資源（砂金採掘）
⑬観光資源としての文化遺産１　各地の文化遺産を調べる
⑭観光資源としての文化遺産２　各地の文化遺産を発信する方策
⑮遺跡と現代社会

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
北海道・北東北縄文遺跡群の世界遺産登録にむけてのさまざまな取り組みはもとより
、北海道各地での文化遺産保全の取り組みを通して、なぜ文化遺産を保存するのか、
文化遺産は人びとの生活、文化どのような価値を有するのか、未来のまちづくり、地
域創造にとって有効な資源となりうるのかを研究し、考察するための資質向上を目指
します。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
文化領域における基礎的知識の習得
過去から現代、原始・古代・中世、近世、そして現代へ至る比較文化論の基礎的な知
識の習得
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■成績評価基準と方法

１５回の講義の中からテーマを設定し期末レポートとします評価数値は６０％、提出
物（講義中のチェックポイントに対する小レポートなど）２０％、北海道の考古学の
基礎的な学びの理解度を把握するための中間テスト２０％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
毎回、教員が作成した資料を配布します。

【参考文献】
必要に応じて参考文献を示します。

■授業外学習

【具体的な内容】
北海道各地に残されている遺跡、歴史的建造物、産業遺産、ジオパークなどをできる
だけ見学するのが望ましい。また、それらのことを調べておいてほしい。
出身地の歴史、習俗、文化、遺跡などを調べておくように。
講義を通して、興味・関心のある分野や項目をセレクトし、各自情報を収集し、北海
道にとってなぜ文化遺産保護し、保存するのかを論じ、その保護・保存の方策につい
てまとめとるための準備をしてください。

【必要な時間】
予習・復習にはそれぞれ２時間ほどの時間をかけてほしい。前の講義で気づいたこと
、疑問に思ったこと、さらに調べるための方法などを整理しておくことにより講義の
理解度向上につながります。事前学習として、疑問点、意見、独自の発想などを自由
に記載しておくことにより講義中に教員、ほかの学生との意見交流につながり、主体
的な学びにつながることが期待されるためぜひ実践していただきたいし、そのことを
導くための講義内容にしたいと考えています。

■その他

講義中に北海道の考古学の時代区分と日本列島の考古学の時代区分の違いについて、
なぜその違いが生じたのか、受講者それぞれの考えを求めます。
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2020 年度生 現代文化学科

科 目 名 博物館資料保存論

開講期・単位 2年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 志賀　健司

■講義の目的および概要

博物館は、実物資料を取り扱う現場です。机上の理論だけではなく、“実物”に対す
る物理・化学的な視点や、経験が極めて重要になります。講義では、担当者の博物館
学芸員としての実務経験に基づき、多数の実例を紹介し、可能な限り実物資料・標本
も使用します。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
教室内で、スライド（パワーポイント）、配布資料を用いて講義します。回によって
は、実物資料・標本等を用いた解説等も行ないます。
毎回の最後には、講義内容に関する簡易なレポートを作成・提出していただきます。
【課題に対するフィードバックの方法】
次の回に、前回レポートに対する解説や補足、質問への回答をします。

■授業計画

①ガイダンス／博物館資料の意義と保存の重要性
②博物館資料の種類
③博物館資料と自然科学１
④博物館資料と自然科学２
⑤採集物が標本になるまで１
⑥採集物が標本になるまで２
⑦資料の保存と環境１：温度
⑧資料の保存と環境２：湿度・空気
⑨資料の保存と環境３：光
⑩資料の保存と環境４：生物
⑪資料の保存と環境５：災害 
⑫博物館の収蔵庫 
⑬資料の研究と破壊 
⑭資料の展示と劣化 
⑮まとめ／博物館資料を未来に残すために

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
・博物館における資料・標本の保存の原則を理解する。
・博物館資料に限らず、モノを取り扱う際に必要な、物理・化学的視点を身に付ける
。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
文化領域における基礎的知識の修得およびそれらを基にした専門知識、技能の修得

■成績評価基準と方法

定期試験：55％
毎回の簡易レポート：45％
単位の認定には、授業実施回数の３分の２以上の出席が必要です。

■テキスト・参考文献

【テキスト】
必要に応じて、プリント等を配布します。
【参考文献】
特になし。

■授業外学習

【具体的な内容】
・毎回授業で講義内容に関する簡易なレポートを作成してもらいますので、日頃から
予習・復習を心がけてください。
・資料保存という視点を持ち、近隣の複数の博物館等を見学してください。
【必要な時間】
１回の講義につき、予習・復習の時間はそれぞれ２時間を目安とします。

■その他

「博物館概論」および「博物館資料論」を履修していることが必要です。もしくは関
連した図書等で十分に自主学習をしていること。
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2020 年度生 現代文化学科

科 目 名 経済学概論

開講期・単位 2年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 金盛　直茂

■講義の目的および概要

　経済学は初めての方が多いと思います。経済学は、今を生きるために必要な道具で
す。決して学者や官僚の方々だけが知っていれば良いものではありません。この企業
に入社すべきなのか？この人と結婚すべきなのか？いま、家は建てるべきなのか？人
生の重大な選択の際、経済学はあなたに示唆を与えてくれます。
　本授業で経済学を学ぶことによって、現実の様々な問題（身近な日常的な問題から
世界の問題まで）を、経済学的思考で、考えることができるようになるでしょう。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
最初の1/3は、経済の仕組みについて授業を行い、経済学の基礎を身につけます。真
ん中の1/3は、経済学の知識をもとに、日本の財政、労働、社会保障、金融について
みていきましょう。最後の1/3は、グローバル経済について考えます。教科書は特に
利用しません。プリント資料を配布します。毎回、授業の中で問題演習を行います。
また、授業の最後に、小テストを行い、授業時間以外では、課題を提示するのでそれ
を行ってください。

【課題に対するフィードバックの方法】
小テスト・課題については、次回の授業中に解説を行う。

■授業計画

１． ガイダンス：経済学とはどのような学問かを理解する。 
２． 経済学の考え方① トレードオフと機会費用
３.　経済学の考え方② 経済循環図
４． 経済学の考え方③ 需要と供給から市場を理解
５.  経済学の考え方④ 需要と供給を使って、様々な市場に応用
６.  経済学の考え方⑤ 市場の失敗と政府の役割を理解する。 
７.  日本経済の仕組み① ＧＤＰ
８.  日本経済の仕組み② 日本の財政・金融政策
９.  日本経済の仕組み③ 労働力減少と社会保障
10.  日本経済の仕組み④ 公的年金制度・医療保険制度
11.  日本経済の仕組み⑤ 生活保護制度
12.　世界経済の仕組み①　グローバル化の功罪
13． 世界経済の仕組み②　国際金融
14． 世界経済の仕組み③　TPP,FTA
15．　まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
本授業の目標は、次の３つです。１つは、経済学（主に、ミクロ経済学とマクロ経済
学）の基礎を学び、ニュースや新聞の記事を経済的視点で考えることができることで
す。2つ目は、日本のさまざまな制度や、その問題点を経済学の視点で考えることが
できるようになることです。３つ目は、国際経済学の基本を学び、世界経済の仕組み
を理解することです

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
本授業で、職業及び社会生活に必要な経済学の基礎を身につける。また、地域社会や
国際社会へ寄与するための経済学の知識・考え方を習得する。

■成績評価基準と方法

小テスト40％、定期試験６０％で評価する。

■テキスト・参考文献

[テキスト]
教科書は特に指定しません。プリントを配布します。

[参考書］
①　『マンキュー入門経済学　第3版』マンキュー 東洋経済新報社
②　『１からの経済学』　中谷 武, 中村 保　碩学舎

■授業外学習
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【具体的な内容】

毎回課題を提示しますので、それについて考えてください。また、授業内容の発表の
機会を設けます。

【必要な時間】
予習：参考書を読む（90分）
復習：小テスト・課題の復習（90分）

■その他

高校で学んだ政治経済の知識はなくても構いません。しかし、経済学を学びたいとい
う強い意欲は、必ず持って授業を受けてください。よって、当たり前ですが、授業中
の私語は厳禁です
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2020 年度生 現代文化学科

科 目 名 メディア文化論

開講期・単位 2年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 喜多　義憲

■講義の目的および概要

講座にサブタイトルをつけるなら「時代の証言者―映画とテレビの近現代史」となる
。情報メディアのうち、一般大衆の精神文化に今もっとも大きな影響を与えているの
は「映像メディア」だ。現在の映像メディアの主役は映画とテレビであり、さらにデ
ジタル技術の高度化が加速する中で、若者世代ではビデオ・オン・デマンド (Video 
On Demand)が強勢となっている。この授業では、個別作品の部分的鑑賞を交え、映像
メディアと「時代」との関係性を多角的に解き明かしていくこととする。加えて論文
作成に書かすことのできない文章表現を修得を、リポート課題を通じて実践的に指導
する。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】◎対面授業とするが、状況に応じてリモートまたはHYBRID授業とする。
◎Navigating　Note（略称N.N）を画面共有しながら講義を進める。
◎講義内容に関連する実作映像（劇映画、ドキュメンタリーフィルム、テレビドラマ
）の映像ソフト（DVDなど）を部分上映する
◎単方向的授業にならないよう受講生から積極的な意見、質問を求めるし、講師から
も適宜質問する。
【課題に対するフィードバックの方法】
受講生は毎講終了前に授業に対するコメントや質問をOFFICE　FORMSに入力する。講
師は次回講義までに助言を加えたコメント集をZOOMのチャンネルにアップロードする
。

■授業計画

①ガイダンス　　
②時代の空気と共振した「鬼滅の刃」のメガヒットと「ANIME」の歴史
③アクティブラーニング「映画を観る場所」映画館派と独り鑑賞派
④映画の歴史Ⅰ ハリウッドとアメリカ映画
⑤映画の歴史Ⅱ　ヨーロッパの映画　
⑥映画の歴史Ⅲ　日本の活弁（活動弁士）文化　
⑦映画は時代の証言者Ⅰ　北海道近代史　　　参考映像「大地の侍」
⑧映画は時代の証言者Ⅱ　北海道現代史　　　参考映像「幸福の黄色いハンカチ」
⑨映画は時代の証言者Ⅲ　ヨーロッパ現代史　参考映像「カティンの森」
10映画祭の果たす役割　　　参考映像「パラサイト」
⑪映像アーカイブスの役割
⑫日中映画交流史　　　　　　　　　　　　　参考映像「あの子を探して」
⑬日韓交流史　　　　　　　　　　　
⑭映画とテレビドラマ　　　　　　　　　　　参考映像「ヒッチコック劇場」　　　　　　　　　　　　　　　
⑮テレビドラマの珠玉「幻の町」をめぐって　参考映像「幻の町」

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】①現代史における大衆文化発展の中心的役割を担った映像メディアであ
る映画、テレビの歴史と実相を体系的に理解する②映画、テレビが折々の時代の本質
、大衆の生き方をどう表現し証言しているかを理解する③グローバルな視点からアジ
アの映像文化伝播のダイナミズム（躍動）を理解する
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
本学の学位授与方針と卒業認定の要件を詳述した学生像6項目のうち、とりわけ「真
理を求め、あすの地域社会、国際社会への寄与する姿勢を身につけた学生」に着目。
その自己実現を論理的にサポートする講義。そのためにはまず「時代の証言」をコン
テンツとする映像文化を広く深く謙虚に学ぶことを推奨する。

■成績評価基準と方法

定期試験は行わない。第5講と10講終了時の2回、リポート（小論文）の提出を求め採
点する。第13講時に授業理解度確認テストをする。リポート2回と授業内試験の3項目
の相加平均をもって80%。これに授業中の積極性、発表内容、各回コメント内容など
を加味した「平生点」をもって20%。両者を加算して100％とし総合評価する。

■テキスト・参考文献

【テキスト】
教科書は使用しない。15講の講義内容を解説するNavigating Noteを、講師が事前に
作成し、受講生対し、各講分を授業の1週間前に開示する。
【参考文献】
参考文献は①田畑暁生著「映像と社会」（北樹出版）②水野博介著「ポスト・モダン
のメディア論」（学文社）③「北の映像ミュージアム」推進協議会編「北海道　シネ
マの風景」（北海道新聞社）＝絶版④加藤幹夫著「映画館と観客の文化史」（中公新
書）

■授業外学習
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【具体的な内容】
【事前】ＮＮの当該講座分を熟読し、難解な専門用語などを辞典・事典で調べておく
。
【事後】講義中はメモを取りながら、NNの最重要部分を蛍光ペンなどで強調しておい
たものを反芻、メモを補強したノートを残す。
【必要な時間】
予習復習に各2時間程度掛けることをルーティンワーク化（習慣づけ）したい。

■その他
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2020 年度生 現代文化学科

科 目 名 アジアの歴史

開講期・単位 2年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 川口　琢司

■講義の目的および概要

毎回、一つの「時代」をとりあげ、「ヨコ」からみた世界史を解説します。まず、そ
の「時代」のユーラシア大陸と周辺海域のおおまかな歴史的特徴をつかまえます。続
いて、アジアで興亡した主な国家をとりあげ、それらの関係性に注目します。また、
民族の移動、文化の伝播、特定の人間集団の動向にも注意を向けます。こうして、ア
ジア史の大きな流れをつかむことがねらいです。なお、映像資料を用いた講義も予定
しています。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
配布資料を使いながら、講義形式で進めていきます。また、映像資料を用いた講義を
予定しており、映像に対する感想をまとめた小レポートを提出してもらいます。

【課題に対するフィードバックの方法】
小レポートについては、採点後、講義内で総評をおこないます。

■授業計画

①ガイダンス：シラバスの確認と序論
②前４世紀～前１世紀：東西文化の融合　
③１世紀～４世紀：東西交流の活発化
④４世紀～６世紀：第一次民族大移動　
⑤６世紀～８世紀(1)：イスラームの成立と拡大
⑥６世紀～８世紀(2)：東アジア文化圏の形成
⑦９世紀～12世紀(1)：第二次民族大移動（東アジア）
⑧９世紀～12世紀(2)：第二次民族大移動（中央アジア・南アジア・西アジア）
⑨13世紀～14世紀：モンゴルによる世界の一体化
⑩14世紀～15世紀：ペストの大流行
⑪15世紀～16世紀：大航海時代
⑫16世紀～17世紀：ヨーロッパ勢力のアジア進出
⑬17世紀～18世紀：ロシアと清の台頭
⑭18世紀～19世紀：イギリスの覇権とロシアの南下
⑮19世紀～20世紀：帝国主義と民族運動

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
１．基礎的な知識を習得しながら、アジア史の大きな流れをつかみ、個々の時代状況
を的確に説明できる。
２．各時代における諸地域間の交流やヨーロッパとの接触を学ぶことで、それらが各
文化圏におよぼした影響について説明できる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「人間の理解をテーマに真理を探究する心と感性を養い、人文学の基礎的知識を習得
するだけでなく知識の活用能力を持った自立して行動できる人材を育成すること」に
もとづき、ユーラシア規模の歴史の理解を通じて国際的な視野をもった社会人として
必要な知識・能力を身につける。

■成績評価基準と方法

到達目標１、２を測定するための定期試験：50％
授業への参加状況（授業への質問や感想、意見など）：20％
小レポート：30％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
とくに使用せず、資料を配布します。

【参考文献】
講義中に適宜紹介しますが、全体を通して参考になるものを挙げておきます。
・木村靖二他編『詳説世界史研究』（山川出版社、2017年）
・「世界の歴史」編集委員会編『もういちど読む世界史』（山川出版社、2019年）

■授業外学習
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【具体的な内容】
高校世界史レベルの知識を必要とするので、事前に、授業計画に示したテーマについ
て高校世界史教科書やネット等で調べておくこと。事後には、自筆ノートや配布資料
を読み直し、講義中に指摘したポイントを復習しておくこと。

【必要な時間】
予習・復習の時間はそれぞれ２時間を目安とします。

■その他

こちらから問題を提起することもあるので、積極的に対話に参加することを期待しま
す。
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2020 年度生 現代文化学科

科 目 名 欧米の歴史

開講期・単位 2年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 横川　大輔

■講義の目的および概要

近代以降われわれを規定しつづける「科学」がいかにして成立したのか、という問題
を取り上げる。世界は何によっていつ所づけられているかという疑問は人類に普遍的
だが、現代に生きる我々が普遍的と考える科学は、西ヨーロッパを舞台に19世紀に成
立した特殊な見方である。なぜそれは西ヨーロッパで成立したか、その過程をヨーロ
ッパの特殊性を見ながら、考察する。
講義方法/課題に対するフィードバックの方法

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【【講義方法】
演習ではないが、反転授業形式で行われる。事前準備としてノートづくりが課され、
授業時間は主にディスカッションを行う。授業終了時にクエスチョンペーパーを記入
する。

【課題に対するフィードバックの方法】
・事前課題とクエスチョンペーパーについては、原則として提出した翌週に教員のコ
メント付きで返却する
・定期試験の答案については、希望者にフィードバックする

■授業計画

①オリエンテーション　古典古代とは何か。
②古代ギリシア①　「科学」のプロトタイプ
③古代ギリシア②　アリストテレス・二つの知
④古代ローマとキリスト教の誕生
⑤中世西ヨーロッパ世界の誕生
⑥東地中海世界からの衝撃
⑦ゴシック文化
⑧古典古代の呪縛
⑨「未知」の発見
⑩絶え間ない争い
⑪それは天文学から
⑫「新しさ」の重視
⑬「理性の時代」
⑭「科学」の時代
⑮「複雑」な時代　まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
・科学の成立にいたるまでのヨーロッパの知の営みの歴史を理解し、自分の言葉で表
現することができる
・われわれとは根本的に異なる社会においても、「合理的」なものの　見方が成立す
ることを理解し、自分の言葉で表現することができる
・われわれの社会の「合理性」とは何かを考え、自分の言葉で表現することができる

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
①文化領域における基礎的知識の修得としての「科学の歴史」を扱い、②上記①を基
にした専門知識の修得としての「科学とは何か」という問いと向き合い、③修得した
知識、技能の活用能力として自らのことばで、説得力ある答えを提示する

■成績評価基準と方法

毎回出す事前課題としてノート課題：28%（2点×14回）
毎回授業後に出すクエスチョンペーパー：28%（2点×14回）
定期試験：44％

■テキスト・参考文献

【テキスト】テキストは用いない。毎時、受講生は事前課題としてのノートを作成し
、持ってくる。
授業時に必要に応じてプリントを配布する。

【参考文献】
全体に関わる参考文献として、
・伊藤邦武他編著『世界哲学史　全8巻』ちくま新書（筑摩書房、2020年～）

■授業外学習
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【具体的な内容】
・次の授業で扱う内容について、講義担当者のブログにスライドアップロードされる
ので、ノートに写し取ってくること
・授業で扱った内容をまとめる課題が毎時出るので、整理し、文章で説明すること
・定期試験は、授業内容をまとめる論述問題であるので、テーマに即し、内容をまと
めなおす必要がある。

【必要な時間】
平均すると、予習課題に毎回2時間程度。復習課題は、毎回2時間程度。

■その他

今の「科学」について、新聞やニュースを見て、考えること。

世界史について知識があればよいですが、前提とはしません。そのため、事前課題で
出てきた知らない言葉については、図書館などで調べてください。
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2020 年度生 現代文化学科

科 目 名 日本史概論

開講期・単位 2年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 篠崎　敦史

■講義の目的および概要

・本講義の目的は、近現代以前(3世紀から19世紀)の日本の歴史について、〝国際関
係〟をテーマに学んでいくことにある。

・日本の歴史にとって、外部との国際的な交流が決定的に重要であったことを学ぶ。

・特に、現在の我々が〝日本〟とイメージする事柄のほとんどは、中国や朝鮮、ヨー
ロッパなど、外部の影響を受けて形成された点を重視する。現在の〝日本〟と外部と
の交流がいかなるものであったのか、それが持つ意味について留意し、複眼的視野か
ら歴史を考える重要性を理解することに重点を置く。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
・講義形式。

【ＩＣＴ機器】･･･プロジェクターを使用し、画像、映像を使用。zoomなど(遠隔の場
合)

【実務経験】･･･中学校の「社会」、高等学校の「日本史」、「世界史」での授業経
験を一部使用。

【課題に対するフィードバックの方法】
・学生の課題、感想ペーパーなどに必要に応じ、コメントをつけて返却。

■授業計画

1.ガイダンス―〝日本史〟の範囲―
2.飛鳥時代―仏教伝来の意味―
3.奈良時代　その1―なぜ東大寺の大仏が造立されたのか？―
4.奈良時代　その2―ソグド人がつなぐ世界―
5.平安時代　その1―国風文化とは何か？―
6.平安時代　その2―日本の〝伝統文化〟の中の〝中国〟―
7.鎌倉時代　その1―〝武士〟とは何か？―
8.鎌倉時代　その2―世界史の中の蒙古襲来―
9.南北朝時代～室町時代～戦国時代　その1―明朝の成立と勘合貿易―
10.南北朝時代～室町時代～戦国時代　その2―琉球王国の盛衰―
11.南北朝時代～室町時代～戦国時代　その3―石見銀山と倭寇―
12.戦国時代―豊臣秀吉の朝鮮侵略―
13.江戸時代　その1―〝鎖国〟とは何か―
14.江戸時代　その2―朝鮮通信使―
15.〝日本〟とは何か

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
・高校日本史程度の知識は確実に身につけ、大学生にふさわしい専門的な知識にも触
れ、それを現在の課題として問題意識を持ち、主体的に考えることが出来るようにな
る。
・日本の歴史、文化形成の中で外部との交流が決定的に重要であったことを学ぶ。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
・大学全体の「理想を求め、明日の地域社会、国際社会へ寄与する姿勢」などを前提
に、国際的な視野、他者、外国への知識と共感意識を身につける。
・現代文化学科の「文化領域における基礎的知識の修得」、「国際社会に関する教養
の修得」。

■成績評価基準と方法

・各授業中に実施する課題･･･50%
・定期試験or学生が授業外で実施するレポートなどの課題･･･50%

■テキスト・参考文献
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【テキスト】
・なし。講義中、プリントを適宜配布。

【参考文献】
山内晋次『日宋貿易と「硫黄の道」』(2009年、山川出版社)。
榎本渉『僧侶と海商たちの東シナ海』(2020年、講談社)。
田中健夫『倭寇』(2011年、講談社)。
橋本雄『さかのぼり日本史　外交篇7室町』(2015年、ＮＨＫ出版)。
石母田正『日本の古代国家』(2017年、岩波書店)。

■授業外学習

【具体的な内容】
・配布したプリント及び授業中に提示した課題については、各自、事前事後に図書館
などを使用して期日までにまとめておくこと。

【必要な時間】
・2～4時間程度。履修者は授業時間外に図書館、文献を読む時間を考慮した授業時間
登録をすること。

■その他

・私語、ほかの受講者に迷惑がかかる行為、いわゆるコピペや剽窃、そのほか不正行
為や授業担当者が必要と判断したことについては厳正に対処する。 

・感染症の状況などに応じた授業形態の変化に応じて、シラバスの内容を変更する場
合がある。ただし、到達目標などは変更しない。
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2020 年度生 現代文化学科

科 目 名 現代文化フィールドワーク演習

開講期・単位 2年 前期・選択 2単位・演習

担 当 者 篠崎　敦史

■講義の目的および概要

【2021年度は、学生の健康、感染症予防の観点から一部のフィールドワークを縮小な
いし変更する場合がある】

・本講義は、フィールドワークの技法修得と、それを通じて現代文化、日本、北海道
地域について考えてみることを目的としている。

・北海道は豊かな歴史、文化、博物館などの宝庫である。本講義はフィールドに出て
、これらの豊かな事象を研究活動に活用する手法を学ぶ。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】―アクティブラーニング、フィールドワーク、ディスカッション、グル
ープワーク
・講義、文献輪読、フィールドワーク

【ＩＣＴ機器】
・プロジェクター、画像・映像史料、ｚｏｏｍなど(遠隔授業の場合)

【課題に対するフィードバックの方法】
・口頭によるコメントや課題にコメントをつける形などで行う。

■授業計画

1 .ガイダンス
2 .とりあえずフィールドに出てみる　その1ー準備編
3 .とりあえずフィールドに出てみる　その2―実践編
4 .とりあえずフィールドに出てみる　その3―調査後編
5 .フィールドワークの技法と練習　その1―調査技法の種類
6 .フィールドワークの技法と練習　その2―調査技法を使ってみる1　
7 .フィールドワークの技法と練習　その3―調査技法を使ってみる2　
8 .フィールドワークの技法と練習　その4―調査技法を使ってみる3　
9 .フィールドワークの技法と練習　その5―調査技法を使ってみる4
10.フィールドワークの実践　その1―テーマ設定
11.フィールドワークの実践　その2―準備・調査
12.フィールドワークの実践　その3―実践　1
13.フィールドワークの実践　その4―実践　2
14.フィールドワークの実践　その5―まとめてみる
15.まとめ

※フィールドワークなどは調査先の状況などで適宜順番を入れ替える可能性あり。 
※授業内容についても、履修者がフィールドワークに行ける日、感染症の状況に応じ
て、変更する場合がある。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
・フィールドワークの基本手順を身につける。
・プレゼンテーションを通じ、他人に情報を正確に伝えるための調査・表現方法を身
につける。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
①大学全体の「理想を求め、明日の地域社会、国際社会へ寄与する姿勢」などを前提
に、国際的な視野、他者、外国への知識と共感意識を身につける」
②現代文化学科の「言語、コミュニケーション領域における基礎的技能の習得」、「
国際社会に関する教養の習得」、「自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する
能力」

■成績評価基準と方法

・授業中の活動･･･30%
・フィールドワーク及び関連作業･･･40%
・授業外でのまとめなど･･･30%

■テキスト・参考文献
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【テキスト】
・なし。講義中に指示する。

【参考文献】
・『県史１　北海道の歴史」(2000年、山川出版社)。
・『北海道の歴史散歩』(2006年、山川出版社)
・『さっぽろ文庫82　北の生活具』(1997年、札幌市)。

■授業外学習

【具体的な内容】
・プレゼンテーションのスライド作成、参考文献の調査などは、基本的に授業外で行
うこと。これにかかわる授業外の時間が必要なことを、履修前に考えておくこと。

・フィールドワーク活動時間を事前事後学習にあてる場合がある。

【必要な時間】
・2～4時間程度。

■その他

・フィールドワークをともなう授業である。授業時間、曜日以外でフィールドワーク
を実践する場合がある(土日含む)。その点をふまえた上で履修すること。学生の興味
関心、状況(時間、金銭的負担など)は個別に配慮する。ただし、授業の趣旨から大き
くはずれる配慮はしない(例、特に理由もないが、フィールドワークは実施したくな
い、など)

・フィールドワークは、
①関西(大阪・京都・奈良・兵庫県など)、②札幌近郊、③その他、
を想定している。ただし、学生の経済的負担の軽重及び、調査・関心・問題意識など
をふまえ、柔軟に対応する。

・一部フィールドワーク費用は負担してもらう場合がある。ただし、教育効果と学生
の負担が最も軽い形を選択する(参考、2017年度、関西は約5万円)。

・原則として、15回全ての授業に出ることを前提とする。欠席をする場合は授業担当
者に相談にくること。

・履修希望人数があまりに多い場合は、一定の制限を設ける場合がある。これは授業
の質の維持、及びフィールドワークの特性の観点からである。

・授業の特性上、現代文化学科の学生を想定している。他学科、またかつて本授業を
履修した者が再び履修を望む場合は、授業担当者に相談に来ること。ただし、基本的
に現代文化学科及び、初履修者を優先する。

・フィールドワークの日時･･･学生の都合・授業・就職活動などを考慮し、最も良い
日程で決定する。ただし、一部の曜日の授業はフィールドワークで欠席になる可能性
があるので、そうなっても問題がないように、きちんと授業に出ておくこと。

・感染症の流行状況や授業形態が遠隔中心になった場合などは、フィールドワークを
実施せず、文献調査などを中心に展開する場合がある。
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2020 年度生 現代文化学科

科 目 名 TOEIC集中講座

開講期・単位 2年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 富田　敏明

■講義の目的および概要

本講義では、TOEICを受験するときに必要な英語能力と技術について、短期集中型の
学習を行う。学習レベルは「TOEICⅠ」に準ずる。この科目ではTOEIC Listening & 
Readingの対策に焦点をあて、オフィスや日常生活でのいろいろな場面で使用する英
語の表現について、聞き、読む能力を養い、問題の形式に習熟することを目指す。ま
た、話したり書いたりする活動も行い、総合的な英語力の向上を図る。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
ペアワークやグループワークも取り入れ、４技能を活用して言語活動を行う能動的な
授業スタイルである。TOEICのPart1～7の形式に対応する問題演習を行い、リスニン
グ、リーディングの具体的なスキルを身に付ける。また、音読、シャドーイング、会
話など積極的に英語を活用する中で、TOEICスコアのアップを目指す。
【課題に対するフィードバックの方法】
授業で学んだ語彙や表現については、小テストや振り返り演習で確認する。特に、前
回で学んだ表現を使って、自己表現をする活動を取り入れる。

■授業計画

①Unit1(Shopping)～Unit3(Transportation)　Vocabulary Test(Unit1～3)　　
②Unit1(Shopping)～Unit3(Transportation)
③Unit1(Shopping)～Unit3(Transportation)
④Unit1(Shopping)～Unit3(Transportation)
⑤Unit4(Jobs)～Unit6(Communication)       Vocabulary Test(Unit4～6)
⑥Unit4(Jobs)～Unit6(Communication)
⑦Unit4(Jobs)～Unit6(Communication)
⑧Unit4(Jobs)～Unit6(Communication)
⑨Unit7(Fun)～Unit9(Meeting)              Vocabulary Test(Unit7～9)
⑩Unit7(Fun)～Unit9(Meeting)
⑪Unit7(Fun)～Unit9(Meeting)
⑫Unit7(Fun)～Unit9(Meeting)
⑬Unit10(Travel)～Unit12(Business)        Vocabulary Test(Unit10～12)
⑭Unit10(Travel)～Unit12(Business)
⑮Review Test　重要事項確認

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
TOEICスコア４５０点～５００点に相当する英語力を身に付ける。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「グローバルに活躍できる人材を育成する」という方針に基づき、世界の共通言語
(Lingua franca)としての英語のコミュニケーション能力を身に付ける。

■成績評価基準と方法

・Review Test　　　　　　　　　　　　　　　　４０％
・Vocabulary Test　　　　　　　　　　　　　　４０％
・課題、授業中の言語活動（ペアワーク等）　　 ２０％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
・FIRST TIME TRAINER FOR THE TOEIC TEST(Cengage)
【参考文献】
自学用サイト
・Breaking News English (CEFRに基づき０～６のレベル別）

■授業外学習

【具体的な内容】
・事前　　①前回学習した語彙・表現の復習
・事後　　②テキストの聞き取り問題のリスニング及びシャドーイング
　　　　　③上記自学用サイトを活用したリスニング＆リーディング
【必要な時間】
　　　　　①３０分　②５０分　③４０分
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■その他

講座修了後はe-learningによりリスニング練習を徹底してください。特に、授業で扱
ったリスニング問題のスクリプトを完全にシャドーイングできるようになるまで練習
してください。必ずリスニング能力の向上につながります。
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2020 年度生 現代文化学科

科 目 名 実用英語Ⅰ(外国の文化と歴史)

開講期・単位 2年 後期・選択 2単位・演習

担 当 者 藤垣　エミリア

■講義の目的および概要

本講義は外国生まれの様々な表現や習慣を紹介しながら文化的で歴史的なルーツに関
して知識や理解を深めることを目的とします。外来語・和製英語として日本語の中で
存在する言葉の意味は、本来の姿、意味、使い方などと異なることが少なくありませ
ん。この授業では他の文化からモディフィケーションされて、現在は日本でなじみの
ある英単語、コンセプト、名前のルーツについて学び、文化の奥深さに気づき、新し
い知識を得ます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】

①講義はパワーポイントとレクチャースタイル
②学生のコメントシートの作成
③学生によるペアー、グループや個人発表・ワークショップ

【課題に対するフィードバックの方法】学生のコメントシートを毎回チェックし、評
価してから学生に戻します。

■授業計画

①オリエンテーション・授業の進め方と評価
②文化、社会、歴史と考えるパターン
③ヨーロッパ生まれの民衆主義と古代オリンピックス（古代と現在）
④レーディーファーストなぜ生まれたか(中世と現在）
⑤バージンロードを歩くのは誰か（中世と現在）
⑥言葉と歴史的な出来事・カレンダー・年明けはなぜ真冬の一月になったか(古代）
⑦コミュニケーションを取るとは何か・「学生によるワークショップ」
⑧コミュニケーションを取るとは何か・「学生によるワークショップ」
⑨English loanwords in Japanese 「学生によるワークショップ」 
⑩ことわざの中で賢明さが眠っているか「English proverbs]
⑪社会の動きを表す新しい表現「学生によるワークショップ」
⑫言葉を大事にする理由「学生によるワークショップ」
⑬サンタさんはフィンランド人か(古代、中世、現在）
⑭復習
⑮期末テストフィードバック

注意：以降の順番に変更が可能です。学生によるワークショップは対面授業で可能で
すが、遠隔の場合はワークショップではなく、パワーポイントのプレゼンテーション
に変わります。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
様々なステレオタイプを確認し、言語と文化の強い結びつきに気づき、言葉に含まれ
ている意味や由来に対して興味を持ち、人間のコミュニケーション手段として言語の
重要性に気づくこと。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】自立した人間として、教養を持ち言葉を大事
にすること。

■成績評価基準と方法

期末テストフィードバック・レポート55％　学生発表35％　参加報告10％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
なし、教員が資料を配布する

【参考文献】
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■授業外学習

【具体的な内容】
予習として、それぞれのトピックについて調べること。
授業中学んだことに関して疑問に思ったことを必ず自分なりに調べ、授業の中でクラ
ス全体に報告し、意見・感想を求めること。授業中紹介された語彙の復習を行う。

【必要な時間】予習・復習の時間はそれぞれ2時間を目安とします。

■その他

授業中アクティブ参加が望まれる。
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2020 年度生 現代文化学科

科 目 名 外国語としての日本語

開講期・単位 2年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 二村　年哉

■講義の目的および概要

英語など外国語学習の際に文法を学習したように、非母語話者にとってその言語を学
習する際には一般的に、文法などの枠組みを必要とする。しかし日本語母語話者にと
っては、日本語を自然習得してきたために、文法規則を考えながら日本語を使ってい
るわけではない。そのため、日本語母語話者であるからこそ、日本語の文法体系がよ
く理解できていない。この講義の目的は、日本語を国語としてではなく、「非日本語
母語話者・外国人日本語学習者」の立場に立ち、「日本語を外国語として」外から見
る視点を持つことによって、日本人が母語として無意識に使用している日本語の仕組
み（文法体系）や特徴を、改めてとらえ直すことである。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
まず、授業の前半は各項目ごとの講義を中心に行い、テキストを使って確認していく
。後半は講義内容と関連する課題に沿ってテキストの分析および考察・検討をする。
必要に応じてペアワークやグループワークなども取り入れながら随時指名して受講生
に発言を求めるため、一方向のみの講義形式ではなく、双方向的な授業形態をとる。
また、知識の整理と確認のため、前回の授業に関する小テストを授業開始時に行う。
【課題に対するフィードバックの方法】
本講義は、教員の実践的な経験・知識を取り入れつつ、受講者に日本語の基礎的な仕
組みが理解できるように講義を実施する。課題については、授業前または授業内で、
分析・考察・検討を加えた後、資料を配付するなどして解説を行う。

■授業計画

おおむね、以下の通りに実施していくが、進度により前後する場合もある。
①オリエンテーション　―「外国語としての日本語」とは
②国語教育と日本語教育
③日本語教育と異文化間コミュニケーション、語用論
④日本語教育の歴史と指導法
⑤外国語としての視点から見る日本語の特徴-1（音声・音韻・文字・表記）
⑥外国語としての視点から見る日本語の特徴-2（語彙・文法）
⑦日本語文法の各品詞の特徴と「品詞分け」
⑧「動詞のグループ分け」および指導法と教材研究の重要性
⑨「助詞」のはたらきと「日本語初級教科書」での助詞の扱い
⑩「日本語初級教科書」に見られる文型と教え方-1
⑪「日本語初級教科書」に見られる文型と教え方-2
⑫「日本語初級教科書」に見られる文型と教え方-3
⑬「日本語初級教科書」に見られる文型と教え方-4
⑭「日本語初級教科書」に見られる文型と教え方-5
⑮教案作成と教材・教具、教室活動

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①外国人日本語学習者の視点から日本語を改めてとらえ直すことによって、日本語母
語話者である日本人が、これまで無意識に使っていた日本語の仕組みを理解すること
ができる。
②初級レベルの外国人日本語学習者はどのようにして日本語を学んでいくのか、基礎
的知識とその方法について知ることができる。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「文化領域における基礎的知識や、言語・コミュニケーション領域における基礎的技
能や、国際社会に関する教養を修得した者に学位を授与する」に基づき、本講義によ
って得た知識や技能を活用することで、主体的にグローバルな分野で活躍できる人材
を育成する。

■成績評価基準と方法

①課題への取り組みと発表および小テスト　40％
②定期試験　60％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
『みんなの日本語 初級Ⅰ　第2版 本冊』 スリーエーネットワーク　（必ず購入する
こと。）また、プリントを適宜配布する。
【参考文献】
授業内で紹介する。

■授業外学習
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【具体的な内容】
授業内で紹介する「日本語教育文法」等に関する専門用語や知識の習得が必要となる
。次回の授業に関する課題を与えるため、授業前に予習をし、その課題について調査
・分析・考察・検討をしてくる必要がある。また、知識の整理と確認のため授業の冒
頭に小テストを行うので、必ず授業後に前回の授業内容の復習をしておくことが必要
となる。
【必要な時間】
予習・復習それぞれ2時間を目安とする。

■その他

①日本語学や日本語教育に関連するその他の科目と合わせて受講することが望ましい
。
②教科書の購入を忘れないこと。
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2020 年度生 現代文化学科

科 目 名 日本語研究Ⅰ(音声)

開講期・単位 2年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 二村　年哉

■講義の目的および概要

日本語を外国語としての日本語としてとらえ、日本語の音声を中心に、それに関連す
る文字・表記の知識、および外国語の音声との違いについて講義します。本講義の目
的の一つは、日本人にとってあたりまえの音声および、音声と文字・表記との関係が
、実はどのようなものであるのかを実例をふまえて考察し、客観的に理解することで
す。もう一つは、非日本語母語話者にとって、日本語の音声習得上問題となる点を考
え、日本語の音声指導に必要な知識を身につけていくことです。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
講義形式で行いますが、毎回受講者に発言を求めていきます。また、実際に発音練習
をしながら音声のしくみを体感していきますので、授業中は積極的に声を出して練習
に参加しなければなりません。講義内で随時、他言語母語話者の日本語発話上の問題
点と指導法についても扱います。
【課題に対するフィードバックの方法】
毎回の小テスト実施後、必要に応じて確認・解説します。

■授業計画

各項目内で、他言語母語話者の日本語発話上の問題点と指導法について随時紹介する
。
①日本語の文字・表記のしくみと音声
②日本語の文字・表記における問題
③国際音声字母(IPA)と音声器官、有声音と無声音
④母音I(第１次基本母音)
⑤母音II(日本語の母音、第２次基本母音)
⑥母音III(その他の母音、母音の無声化）
⑦子音I(子音の分類と調音点・調音法１)
⑧子音II(子音の分類と調音点・調音法２)
⑨子音III(子音の分類と調音点・調音法３)
⑩子音IV(子音のまとめ、子音の二次的調音１)
⑪子音V(子音の二次的調音２)、音素と異音、日本語の音韻体系
⑫他言語との比較と音声上の問題点、音節とモーラ（拍）
⑬日本語のアクセントI(アクセントのルールと名詞のアクセント、複合語のアクセン
ト)
⑭日本語のアクセントII(動詞のアクセント等)、日本語のイントネーションI
⑮日本語のイントネーションII、プロミネンス

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
1．日本語表記のしくみが理解できる。
2．身近にある音声を客観的に分析することができる。
3．日本語の効果的な音声指導法を考える力を身に付けることができる。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「自立して生きていくための専門知識、技能を身に付けている学生に学位を授与する
」に基づき、日本語と他言語の類似点・相違点を認識して日本語を国際社会に関する
教養という位置づけでとらえ、修得した知識・技能を日本語指導や他言語習得で活用
する能力、さらには自立して課題を発見し解決する能力を身に付ける。

■成績評価基準と方法

毎回の授業期間内試験（小テスト）および期末レポートの成績により評価します。
毎回の授業期間内試験（小テスト）：30％
期末レポート：70％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
特定のテキストは使用しません。適宜プリントを配布します。
【参考文献】
『日本語の発音教室』 窪薗晴夫監修 くろしお出版
『基礎から学ぶ　音声学講義』加藤重広他著 研究社
『日本語の文字・表記入門　解説と演習』高木裕子著 バベルプレス
その他の参考文献については授業内で紹介します。

■授業外学習
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【具体的な内容】
授業でやった内容をしっかり復習するように心がけてください。前回の授業内容につ
いて、毎回、授業開始時に小テストで出題・確認します。また、音声について、週１
回の授業の中だけでなく、日常生活の中で見聞きする身近な音声をとらえられるよう
に、普段から常に感度のよいアンテナを張ってちょっとした音声を気にかけるように
し、講義で学んだことをもとに分析・考察するよう、心がけてください。そのために
も、母音と子音の発音については特に、ＩＰＡの音声データを参考にしながら理論と
音を結びつけられるようになるまで、徹底的な復習を求めます。アクセント・イント
ネーションについては、事前配布のプリントをもとに自分自身の発音と比較しつつ、
しっかり予習をしてから授業に臨んでください。
【必要な時間】
予習・復習合わせて4時間を目安とします。

■その他

日本語教育に関心のある者および日本語の正しい発音知識を習得したい留学生はもち
ろんのこと、所属の学科・コースに関わらず、日本語や異文化理解に興味・関心があ
る学生の積極的履修を歓迎します。
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2020 年度生 現代文化学科

科 目 名 日本語研究Ⅱ(語彙と文法)

開講期・単位 2年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 二村　年哉

■講義の目的および概要

この講義では、日本語の語彙と文法の二つのトピックから、ことばの表す「意味」に
ついて考えます。
語彙に関するトピックでは、語の構成に関する知識の理解を踏まえて、個々の単語自
体の「意味」と文脈によって表される「意味」を考えます。また文法に関するトピッ
クでは、１年次に扱った知識をもとに、文の形式によってどのような「意味」を表す
かについて考えます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
原則として講義形式で授業を行い、部分的にタスク演習を取り入れます。
授業内容に関する理解確認のため、次の内容の理解確認テストを実施します。
①語彙に関する基礎知識
②語の意味に関する基礎知識
③文の意味に関する課題
【課題に対するフィードバックの方法】
タスクや小テストについては授業時に解答・解説を行います。

■授業計画

この科目の授業内容は、概ね以下の通り、2/3は「語彙的話題」、1/3は「構文的観点
」から授業内容を設定します。
①＊受講ガイダンス（講義計画・具体的評価方法・諸注意）
②語種に関する基礎知識
③語構成に関する基礎知識
　＊＊基礎知識に関する理解確認テスト①と解説
④語の成り立ちと意味（複合語）
⑤語の成り立ちと意味（派生語）
⑥語の類義的意味と用法
⑦語の対義的意味と用法
⑧語の認知的な捉え方(比喩とその意味)
⑨「語彙的話題」のまとめ
　＊＊語彙的話題に関するまとめの理解確認テスト②と解説
⑩日本語における文の作られ方(構文)の考え方
⑪アスペクト（aspect）の表現と意味
⑫ヴォイス（voice/態）の表現と意味
⑬やりもらいの表現と意味
⑭「構文的話題」のまとめ
　＊＊「文法的話題に関するまとめの理解確認テスト③ と解説
⑮応用的レポート作成

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
日本語を母語として捉えるだけでなく、外国語として（あるいは客観的に）考える視
点から、語彙的、文法的なレベルで、日本語が表す「意味」を捉えなおし、自らの言
語表現に活かすことができるようになることが目標です。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
学科ディプロマポリシーの③「専門知識の、技能の修得」に基づき、日本語学の専門
的内容に関する知識を習得し、日本語学的課題を自ら解決できる考え方を習得します
。

■成績評価基準と方法

授業最終時に講義内容に準拠した課題レポートの作成を行い、３回の理解確認テスト
およびタスクに対する取り組みと併せて評価します。
課題レポート60%、小テスト各10%（30%）、タスクの取り組み10%によって評価します
。
なお、評価規準に関する詳細はガイダンス時に説明します。

■テキスト・参考文献

【テキスト】
使用しません。

【参考文献】
適宜紹介します。

■授業外学習
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【具体的な内容】
専門的な内容を扱うため、日本語の語彙と文法に関する極めて基本的な事項について
は、必ず予習が必要です。また、毎時の課題と理解確認テストに向けた復習も必要で
す。

【必要な時間】
予習・復習併せて２時間から３時間を要します。

■その他
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2020 年度生 現代文化学科

科 目 名 多言語文化フィールドワーク演習

開講期・単位 2年 前期・選択 2単位・演習

担 当 者 宇留野　健太

■講義の目的および概要

グローバル化が進んでいる日本では現在、外国人労働者・外国人留学生の数が増加し
ている。多言語化していく日本の社会における共通言語としての日本語をどのように
捉えるのかについて、フィールドワークを通して考える。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
講義およびフィールドワークを取り入れた演習方式

【課題に対するフィードバックの方法】
課題については授業時に説明し、必要に応じて補助資料を配布する。

■授業計画

①ガイダンス
②日本における少子化とグローバル化
③多言語社会としての日本
④「やさしい日本語」とは①
⑤「やさしい日本語」とは②
⑥「やさしい日本語」を読む
⑦「やさしい日本語」について考える
⑧フィールドワーク　やさしくない日本語を探す①
⑨フィールドワーク　やさしくない日本語を探す②
⑩フィールドワーク　やさしくない日本語を探す③
⑪ワーク　やさしくない日本語を「やさしい日本語」に直す①
⑫ワーク　やさしくない日本語を「やさしい日本語」に直す②
⑬ワーク　やさしくない日本語を「やさしい日本語」に直す③
⑭プレゼンテーション発表
⑮まとめと振り返り

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
・「やさしい日本語」とは何かを知り、現在の日本における「やさしい日本語」の重
要性について考えることができる。
・多言語社会におけることばとコミュニケーション方法について考えることができる
。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「言語、コミュニケーション領域における基礎的技能の修得」「修得した知識、技能
の活用能力」「自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力」に基づき、多
言語社会における日本および日本語について知り、グローバル社会で活躍できる能力
を身に付ける。

■成績評価基準と方法

・「やさしい日本語」理解のためのワーク：20％
・フィールドワークの準備・参加度：20％
・プレゼンテーション発表：30％
・まとめのレポート：30％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
テキストは用いない。

【参考文献】
・庵功雄（2016）『やさしい日本語－多文化共生社会へ』岩波書店
・他の参考文献については、授業時に適宜紹介する。

■授業外学習
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【具体的な内容】
講義部分の「やさしい日本語」を理解するために、予習・復習を行うことが求められ
る。

【必要な時間】
予習・復習の時間は、それぞれ2時間を目安とする。

■その他

札幌市内のフィールドワークを予定しています。交通費（1,000円程度）がかかりま
す。
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2020 年度生 現代文化学科

科 目 名 学科フィールドワークⅠ

開講期・単位 2年 前期・選択 2単位・演習

担 当 者 中津川　雅宣

■講義の目的および概要

他国の文化・歴史・言語などを多角的な視点から、実地経験に基づき学ぶために、実
際に現地に赴き研修を行う。本学科が目標とする多言語・多文化が織りなす歴史と文
化、そしてグローバリゼーションの今に理解ある人材を育成するため、陸続きの国境
をパスポートなしに超えることができるがしかし言語・文化が変わる様子を体験する
ことが必要と判断し、ドイツ～オランダ～ベルギー～フランスを7泊8日で周遊する。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

講義方法】
事前学習６時間＋実地研修７泊８日＋事後学習３時間で行うフィールドワーク演習。
事前学習＋課題により、実地研修で注目するポイントを明確化し、実地研修で事前に
学修したことを五感で体感する。それを事後学習でまとめ、発表する。

【課題に対するフィードバックの方法】
事前学習の課題に対しては、担当教員が授業内で講評する
事後学習の発表に対しては、参加者からの質疑応答が相当する

■授業計画

①～⑥・・・事前学習　ドイツ、オランダ、ベルギー、フランスといった各国の事情
　　　　　　　　　　　観点の明確化（その国を代表する博物館、美術館、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　あるいは教会の展示内容に着目するなど）
　　　　　　　　　　　　　＊参加者のグループワーク形式で行う

⑦～⑫・・・実地研修　フランクフルト～ケルン・アーヘン～アムステルダム
　　　　　　　　　　　～ブリュッセル～パリ

⑬～⑮・・・事後学習　研修の振り返り・まとめ・成果発表

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
・多言語・多文化が織りなす歴史と文化を五感で理解し、自分の言葉で表現できる
・グローバリゼーションと国家の関係を陸続きの国境を超えることで理解し、それを
自分の言葉で表現できる

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
③文化領域および言語・コミュニケーション領域における基礎的知識を基にした専門
知識、技能の修得
④国際社会に関する教養の修得
⑥自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力

■成績評価基準と方法

事前研修時の課題・・・20％
事後研修での振り返り課題・・・20％
まとめと成果発表・・・30％
最終レポート・・・・・30％

■テキスト・参考文献

【テキスト】テキストは指定しない

【参考文献】適宜紹介する

■授業外学習
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【具体的な内容】
・事前学習においては、行く先の国々について基礎的なことを調べ、さらに研修場所
の情報を得、まとめておくこと。
・研修時には毎日日誌をまとめること
・事後学習では振り返り課題を事前にやっておくこと、さらに最終レポートにまとめ
る

【必要な時間】
事前事後というよりは授業外学習と言った方がよいと思われるが、集中講義であると
はいえ、週一回授業に換算すれば、４時間を下回る事前事後学習では済まされないと
思われる。

■その他

ヨーロッパ実地研修にあたっては、交通費・宿泊費などで2020年1月調べで25万円ほ
どの費用が掛かる（食費・研修先の入場料・自身の小遣いなどは別途）

なお、コロナウィルス感染拡大の影響で中止になることもありうる。
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2020 年度生 現代文化学科

科 目 名 学科フィールドワークⅡ

開講期・単位 2年 後期・選択 2単位・演習

担 当 者 富田　敏明

■講義の目的および概要

この演習は、海外の国において多言語、多人種、多宗教など、異文化探求をテーマと
するフィールドワークを行うことを通して、グローバル社会に生きるための思考力、
情報収集・活用能力及び英語のコミュニケーション能力を養うことを目指す。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
８回の事前研修、６日間のシンガポール研修、２回の事後学習による。グループワー
クを中心とし、海外でのフィールドワークに向けた課題発見、情報収集、現地の関係
機関との連絡など、他者と協働して課題解決に取り組む能動的な学修を目指す。
【課題に対するフィードバックの方法】
課題については、その都度、授業でのディスカッション、教師からのアドバイスなど
により、理解を深める。

■授業計画

①オリエンテーション
②シンガポールの歴史・文化の研究１
③シンガポールの歴史・文化の研究２
④フィールドワークのテーマ設定
⑤フィールドワークの計画作成１
⑥フィールドワークの計画作成２
⑦Survival English１
⑧Survival English２、フィールドワーク留意事項の確認
⑨シンガポール研修（１月）
⑩事後学習、報告書の作成
⑪プレゼンテーション

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
異文化を積極的に受け入れ、関わろうとする姿勢、特に多様性への寛容を実体験を通
して身に付ける。また、世界の共通言語としての英語の活用を通して、基本的な会話
能力を身に付ける。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「他者の歴史・文化・宗教・習慣に対する理解を深める」という方針に基づき、都市
国家シンガポールの多様性を理解する。

■成績評価基準と方法

・事前学習のレポート　　　　　　　　　　　　　３０％
・研修中の課題　　　　　　　　　　　　　　　　３０％
・事後報告のプレゼンテーション及びレポート　　４０％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
・「物語　シンガポールの歴史」（岩崎育夫、中公新書）
【参考文献】
・「シンガポールの基礎知識」（田村慶子、　めこん）
・「シンガポールを知るための６５章」（田村慶子、　明石書店）

■授業外学習

【具体的な内容】
・事前　①参考文献の購読によるテーマ学習
・事後　②フィールドワークのための資料収集（書籍・インターネット）　　　　
　　　　③YouTubeを活用しての「Singlish」のリスニング
【必要な時間】
　　　　①５０分　　②５０分　　③２０分

■その他

・事前に大学が行うオリエンテーションには必ず出席すること。
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2020 年度生 現代文化学科

科 目 名 日本史演習

開講期・単位 2年 後期・選択 2単位・演習

担 当 者 篠崎　敦史

■講義の目的および概要

・本講義は、「文献」と「史料」を用いて、学生が主体的に調査、研究をする授業で
ある。

・日本史の研究手法について学び、授業を受けた後、学生が生涯にわたって自ら調査
、研究できる手法、知識、姿勢を身に付けることを目指す。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】―ディスカッション、アクティブラーニング
・講義者が配布した史料、テーマについて、学生が調査、まとめることを主体とする
。

【課題に対するフィードバックの方法】
・講義中に講義者から口頭ないし文書で実施する。

■授業計画

1.ガイダンス―文献史学とは何か―
2.自由に発表　―各自の興味があるテーマ
3.文献史学の調査法1―文献と史料―
4.文献史学の調査法2―文献と史料　応用編―
5.文献史学の調査法3―語釈―
6.文献史学の調査法4―語釈　応用編―
7.文献史学の調査法5―テーマ発表―
8.文献史学の調査法6―テーマ発表応用編―
9.文献を使用した発表1―研究テーマ設定―
10.文献を使用した発表2―発表を聞くこと―
11.文献を使用した発表3―発表を聞くこと　応用編―
12.文献を使用した発表4―改善点をみつける―
13.文献を使用した発表5―改善点をみつける　応用編―
14.文献を使用した発表6―調査をまとめる―
15.まとめ

※履修者の状況に応じて、内容を変更、実施回数を増減する場合がある。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
・文献史学の手法を身につける。
・過去が現在に影響を与えているという他者への共感と想像力を養う。
・自分の興味、関心を他者に正確に伝える力と、自分の関心を社会の発展など、大き
な問題関心へつなげる意識に触れる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
①大学全体の「理想を求め、明日の地域社会、国際社会へ寄与する姿勢」などを前提
に、国際的な視野、他者、外国への知識と共感意識を身につける」
②現代文化学科の「言語、コミュニケーション領域における基礎的技能の習得」、「
国際社会に関する教養の習得」、「自立して行動出来る姿勢、課題を発見し解決する
能力」。

■成績評価基準と方法

・課題発表(授業中)･･･50%
・発表の感想、まとめレポートなど(授業外)･･･50%

■テキスト・参考文献

【テキスト】
・なし。講義中に指示する。

【参考文献】
浜田久美子『日本史を学ぶための図書館活用術』(2020年、吉川弘文館)

■授業外学習
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【具体的な内容】
・基本的に授業外で各自、発表をまとめてくることを前提としている。これにかかる
時間が授業以外で必要な点、考慮して履修すること。

【必要な時間】
・2～4時間程度。課題作成に必要な図書館の使用、文献の読書時間、課題作成時間な
どを考慮した時間割編成をしておくこと。

■その他

・私語やほかの受講者に迷惑がかかる行為については、厳正に対処する。

・特にネットからのコピペや改変、自分で実施していないもの、文献史学の趣旨から
逸脱するもの、そのほか、授業担当者が不適切と判断したことなどは、原則として、
成績に含めない。厳正に対処する。 

・履修者の数が多すぎる場合は、相談の上、人数制限をする場合がある。これは授業
の性質及び、質維持の観点からである。

・感染症の状況などに応じた授業形態の変化に応じて、シラバスの内容を変更する場
合がある。ただし、到達目標などは変更しない。
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2020 年度生 現代文化学科

科 目 名 歴史地理学

開講期・単位 2年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 齋藤　修

■講義の目的および概要

　本講義の目的は、地理学の中でも異質な「時間」と「空間」を同時に視野にした学
問に触れることにある。
　歴史という「時間」の中で起こった事実を地理学の「空間」でとらえるという研究
方法に触れることで、歴史学との違いに気づいてもらうことである。それは、学問の
多様性を認識してもらうことにもつながると考えている。
　講義の3回目までは歴史地理学の定義、概念等の説明をするが、その後の中心は、
具体的な様々な研究内容を簡単に紹介するだけである。取り上げる「空間」は、日本
国内だけではなく、国外の「空間」を研究した事例を紹介することもある。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
　基本的には資料とパワーポイントを利用した講義形式で実施する。各回において、
テーマごとに課題レポートを行い、提出する。
　課題レポートの中には課題解決型の内容も含んでいる。そして、最後の授業では、
簡単な歴史地理学としての実践も行う。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題レポートについては、次時の講義で毎時解説し、フィードバックする。

■授業計画

①ガイダンス・歴史地理学とはなにか。
②歴史地理学の基礎概念
③歴史地理学の本質理論と論理構造
④先史の歴史地理（先史地理学と長江文明の事例）
⑤古代の歴史地理１（条里制の復原事例）
⑥古代の歴史地理２（港湾の復原事例）
⑦中世・近世の歴史地理１（主な研究対象と城郭）
⑧中世・近世の歴史地理２（中世城郭の復原事例）
⑨近代の歴史地理１（必要な基本フレーム）
⑩近代の歴史地理２（交通と都市に関する復原事例）
⑪近代の歴史地理３（国外都市の復原事例）
⑫北海道の歴史地理１（北海道史と蝦夷地陣屋の復原事例）
⑬北海道の歴史地理２（北海道開拓地の復原事例）
⑭北海道の歴史地理３（北海道の港湾の復原事例）
⑮北海道の歴史地理４（札幌の復原事例）・簡単な実践

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①　歴史地理学と歴史学の違いを理解できる。
② 「時の断面」を意識した歴史地図を作成し、現代における問題点を推論できる。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
　本講義によって、本学が求める「幅広い教養」を身に付けた人材を育成することを
ねらいとしている。それは、「他者の歴史・文化・宗教・習慣」を地理的な空間をベ
ースに理解することによってなされると考えているからである。
　講義の内容は、学部が求める「人文学としての基礎的知識、技能」そのものである
。

■成績評価基準と方法

①　毎時の課題レポート　　　　25%
②　簡単な実践（プリント提出）25%
③  定期テスト　　　　　　　　50%

■テキスト・参考文献

【テキスト】
　毎時のレジュメ、課題レポート　配布

【参考文献】
　菊地利夫『歴史地理学方法論』大明堂

■授業外学習
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【具体的な内容】
　予習としては、前時の授業内容での意味あいを確認すること。本時の授業を聴く上
での参考になる。毎時の課題レポートにも反映される。
　定期考査の関係もあるので、内容理解を中心にした復習が必要。 
【必要な時間】
　復習等と課題レポートのため数時間

■その他

・授業時に発言を求めるので、積極的に参加してください。
・中学や高校時代に使用した地図帳があれば便利なので授業時に持参してください。
・暗記よりも内容を理解することを中心に授業を受けてください。
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2020 年度生 現代文化学科

科 目 名 文化資源学

開講期・単位 2年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 越田　賢一郎

■講義の目的および概要

「文化資源」とは何でしょうか？人類は自然環境の中で、環境に様々な働きかけをし
ながら生活してきました。その結果生み出されてきたのが文化であり、長い歴史を経
て、現在を築き上げてきた基盤となります。現在、私たちが生活している場に残され
たものの中から、文化財として保存されるものがある一方、知らずに失われていくも
のがあります。そこに目を向けて、私たちの未来の生活の中に生かそうと考える時、
私たちの身の回りのものは「文化資産」となり、それが生かされていくときに文化遺
産となっていきます。今私たちが目を向けていかなければいけないものは何かを考え
ます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】講義形式と現場フィールドワークを併用していく。
その結果を発表し、討論形式でのまとめを行う。

【課題に対するフィードバックの方法】
講義で学んだことを実際に現場に出て、自らの感覚でとらえ、それを持ち帰って討議
をする。さらにその活用計画を考え、出来る範囲で実行していく。それを討議の中で
評価しあう。

■授業計画

①ガイダンス
②文化資源とは？
③市民遺産から世界遺産まで
④身の回りの文化資源を探そう（1）
⑤身の回りの文化資源を探そう（2）北海道遺産
⑥文化財保護法を読んでみよう（1）様々な文化財と日本遺産
⑦文化財保護法を読んでみよう（2）新しい文化財の創出
⑧文化財保護法を読んでみよう（3）文化財の活用
⑨縄文遺跡群の世界遺産登録（1）歴史的価値
⑩縄文遺跡群の世界遺産登録（2）地域と世界遺産
⑪縄文遺跡群の世界遺産登録（3）地域の活動と町おこし
⑫私の身近な文化資源（発表）（1）
⑬私の身近な文化資源（発表）（2）
⑭私の身近な文化資源（発表）（3）
⑮まとめ（討論）

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
まず、人類の文化とは何かを理解することを第1とする。
文化資源の意味を理解し、身の回りの文化資源を探してみる。第2にそれを生かすに
はどのような方法があるのか、観光と町おこしの視点で考えることを目標とする。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
大学と地域との関係を考える分野の一つとして、卒業後に地域活動に従事するための
基礎知識として位置付けたい。また、「北海道・北東北の縄文遺跡群」の世界遺産登
録への運動を理解し、活動を担ってほしい。
＊学芸員資格を目指す学生は、是非履修してもらいたい。

■成績評価基準と方法

発表（50％）
討論内容（20％）
アンケート（15％）
受講態度（15％）

■テキスト・参考文献

【テキスト】
毎回プリントを配布する。また、見学地点のパンフレット、ホームページからの情報
などを利用する。

【参考文献】田中輝美2017『関係人口をつくる』木楽舎

■授業外学習
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【具体的な内容】身の回りの文化財をあらかじめ見て回ること。またそれに関する情
報を集めておくこと。さらに、ほかの地域の文化資源と比較するために、別の地域を
歩くことも必要。

【必要な時間】
地域活動のコアとなるのが、博物館である場合が多い。休日等を利用しての博物館見
学などが必要となる。

■その他
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2020 年度生 現代文化学科

科 目 名 歴史文化フィールドワーク演習

開講期・単位 2年 後期・選択 2単位・演習

担 当 者 篠崎　敦史

■講義の目的および概要

【2021年度は、学生の健康、感染症予防の観点から一部のフィールドワークを縮小な
いし変更する場合がある】

・本講義は、フィールドワークの技法修得と、特に歴史学の文脈におけるフィールド
ワークの研究手法について修得することを目的としている。

・本講義では特に、日本に残る遺跡、遺物、文献、博物館、神社など、歴史的なもの
の調査を通じて、これらを研究対象として扱う技法について学ぶ。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】―アクティブラーニング、フィールドワーク、ディスカッション、グル
ープワーク
・講義、文献輪読、フィールドワーク

【ＩＣＴ機器】
・プロジェクター、画像・映像史料、ｚｏｏｍなど(遠隔授業の場合)

【課題に対するフィードバックの方法】
・口頭によるコメントや課題にコメントをつける形などで行う。

■授業計画

1 .ガイダンス
2 .歴史学のフィールドワークとはなにか　その1―事前準備編
3 .歴史学のフィールドワークとはなにか　その2―実施編
4 .歴史学のフィールドワークとはなにか　その3―実施後編
5 .歴史学とフィールドワーク　その1―歴史学の調査法　
6 .歴史学とフィールドワーク　その2―歴史学の調査法　実践
7 .歴史学とフィールドワーク　その3―歴史学の調査法　応用
8 .歴史学とフィールドワーク　その4―歴史学の調査法　応用実践
9 .フィールドワークと研究　その1―フィールドを研究対象とすること
10.フィールドワークと研究　その2―フィールドを研究対象とすること　実践
11.フィールドワークと研究　その3―フィールドワークの成果の整理
12.フィールドワークと研究　その4―フィールドワークの成果の整理　実践
13.フィールドワークと研究　その5―フィールドワーク後の追加調査
14.フィールドワークと研究　その6―フィールドワーク後の追加調査　実践
15.まとめ

※フィールドワークなどは、感染症、学生及び調査先の状況などで適宜順番を入れ替
える可能性あり。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
・歴史学のフィールドワークの手法を身につける。
・プレゼンテーションを通じ、他人に情報を正確に伝えるための調査・表現方法を身
につける。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
①大学全体の「理想を求め、明日の地域社会、国際社会へ寄与する姿勢」などを前提
に、国際的な視野、他者、外国への知識と共感意識を身につける」
②現代文化学科の「言語、コミュニケーション領域における基礎的技能の習得」、「
国際社会に関する教養の習得」、「自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する
能力」

■成績評価基準と方法

・授業中の活動･･･30%
・フィールドワーク及び関連作業･･･40%
・授業外でのまとめなど･･･30%

■テキスト・参考文献
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【テキスト】
・なし。講義中に指示する。

【参考文献】
・なし。講義中に指示する。

■授業外学習

【具体的な内容】
・プレゼンテーションのスライド作成、参考文献の調査などは、基本的に授業外で行
うこと。これにかかわる授業外の時間が必要なことを、履修前に考えておくこと。

・フィールドワーク活動時間を事前事後学習にあてる場合がある。

【必要な時間】
・2～4時間程度。

■その他

・フィールドワークをともなう授業である。そのため、授業時間、曜日以外でフィー
ルドワークを実施する場合がある(土日含む)。その点をふまえた上で履修すること。
学生の興味関心、状況(時間、金銭的負担など)は個別に配慮する。ただし、授業の趣
旨から大きくはずれる配慮はしない(例、特に理由もないが、フィールドワークは実
施したくない、など。ただし、事情がある場合は考慮する)

・フィールドワークは、
①関西(大阪・京都・奈良・兵庫県など)、②札幌近郊、③その他、
を想定している。ただし、学生の経済的負担の軽重及び、調査・関心・問題意識など
をふまえ、柔軟に対応する。

・一部フィールドワーク費用は負担してもらう場合がある。ただし、教育効果と学生
の負担が最も軽い形を選択する(参考、2017年度、関西は約5万円)。

・原則として、15回全ての授業に出ることを前提とする。欠席をする場合は授業担当
者に相談にくること。

・履修希望人数があまりに多い場合は、一定の制限を設ける場合がある。これは授業
の質の維持、及びフィールドワークの特性の観点からである。

・授業の特性上、現代文化学科の学生を想定している。他学科、またかつて本授業を
履修した者が再び履修を望む場合は、授業担当者に相談に来ること。ただし、基本的
に現代文化学科及び、初履修者を優先する。

・フィールドワークの日時･･･学生の都合・授業・就職活動などを考慮し、最も良い
日程で決定する。ただし、一部の曜日の授業はフィールドワークで欠席になる可能性
があるので、そうなっても問題がないように、きちんと授業に出ておくこと。

・感染症の流行状況や授業形態が遠隔中心になった場合などは、フィールドワークを
実施せず、文献調査などを中心に展開する場合がある。
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2019 年度生 現代文化学科

科 目 名 考古学実習

開講期・単位 3年 前期・選択 2単位・実習

担 当 者 坂梨　夏代、越田　賢一郎

■講義の目的および概要

歴史を理解する学問領域の１つである考古学の基本は、発掘調査によって掘り出した
遺構や遺物について研究することにある。本講義では、その基礎的操作としての遺跡
の発掘について、目的、方法をどのように決めるのか、また、見つかった遺構や出土
遺物をどのように取り扱うのかについて学び、その技術や知識をもって、実際の発掘
調査に向けての準備と、発掘実習を行う。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
考古学・博物館実習室、構内において講義および機器操作の実習を行なうほか、8月
～9月の夏季休業中に倶知安町で発掘実習を行う予定である。履修者はこの調査に数
日間参加しなければならない。

【課題に対するフィードバックの方法】
発掘調査の意義について、認識度を確認するアンケートを実施する。
機器操作を全員が理解するまで何度もフィードバックをおこなう
実習で学んだ技術・知識を使い、夏季休業中に発掘調査を行う

■授業計画

学内実習：
①ガイダンス
②発掘調査の意義
③発掘調査から報告書まで　
④General Survey(分布調査）　大学周辺の遺跡と地形
⑤発掘調査でみつかるもの　遺物　
⑥発掘調査でみつかるもの　遺構
⑦発掘現場での所記録
⑧測量実習1　レベル1
⑨測量実習2　レベル2
⑩測量実習3　断面図1
⑪測量実習4　断面図2
⑫測量実習5　平板1
⑬測量実習6　平板2
⑭発掘調査準備
⑮調査までのまとめ
学外実習：
フィールドワークとして、倶知安町の遺跡を発掘調査する（予定）。遺跡の調査方法
について理解し、調査手法を修得するための実習となる。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
考古学のフィールドワークで必要な発掘調査に関連する最低限度の機器に関する知識
、記録ができる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
文化領域における基礎的知識の修得およびそれを基にした専門知識、技能の修得
考古調査士資格の必修科目

■成績評価基準と方法

機器操作の習熟度（30％）
発掘調査の意義の理解（40 ％）
確認アンケート（15％）
講義への参加態度（15％）

■テキスト・参考文献

【テキスト】
特になし。授業中にプリントを配付する。

【参考文献】
文化庁文化財部記念物課『発掘調査の手引き』2010

■授業外学習
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【具体的な内容】発掘調査の意義について、遺跡の調査についての文献を読み、認識
を深めること。また、授業外でも機器操作の練習をおこない、習熟に努めること
発掘調査の準備等、授業時間外の活動にも積極的に参加すること

【必要な時間】授業外でも機器操作の練習をおこない、機器操作の習得に努めること
発掘調査の準備等、授業時間外の活動にも積極的に参加すること

■その他

考古学、先史文化論などを履修しておくこと。
秋学期に考古学資料演習（室内作業）を必ず履修すること。
・実習費5000円を徴収する。
・発掘調査の宿泊費用（２～３万円程度）が必要となる。
※コロナの状況により実習内容等の変更がある。都度担当教員から連絡があるので指
示に従うこと。
※２級考古調査士必修科目
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2019 年度生 現代文化学科

科 目 名 国際関係論

開講期・単位 3年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 坂口　可奈

■講義の目的および概要

現代の国際社会は、国家のみならず非国家アクターが複雑に絡み合いながら形成され
ている。どのような個人でも国際社会の動きと無縁ではいられない。このような時代
において、国際関係に関する知識は我々にとって必須ともいえる。そこで、本講義は
事例を通して国際関係論の基礎を学んでいく。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

<講義方法>
基本的には教員による講義形式で進めていくが、受講生諸君によるグループワーク＆
プレゼンテーションも求める。

<フィードバック>
課題については次週授業の冒頭に解説とコメントを口頭で伝える

■授業計画

1週目：ガイダンス（国際関係論とは何か）
2週目：現在の国際社会
3週目：国際関係論の諸理論
4周目：米中対立
5周目：移民について
6週目：難民について
7週目：紛争と内戦Ⅰ（介入について）
8週目：紛争と内戦Ⅱ（「保護する責任」）
9週目：紛争と内戦Ⅲ（冷戦後の内戦）
10週目： テロリズム
11週目： IT技術の発展と国際関係
12週目：環境と国際社会
13週目： 世界を動かす「運動」
14週目： 時事問題から世界を見る
15週目：まとめと振り返り

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

<到達目標>
・より広い視野と知識のもとで国際社会を分析することができるようになること
・研究成果を他人にわかりやすく伝えられるようになること

＜卒業認定・学位授与の方針との関連＞
人文学部ディプロマポリシーのうち、
① 人文学の基礎的知識、技能の修得およびそれを基にした専門知識、技能の修得
に該当する

現代文化学科ディプロマポリシーのうち、
①文化領域における基礎的知識の修得
④国際社会に関する教養の修得
に該当する。

■成績評価基準と方法

毎週のミニ課題30％
プレゼンテーション20％
定期試験またはレポート50％

■テキスト・参考文献

＜テキスト＞
特に指定しない。レジュメを配布する

＜参考書＞
授業内で適宜紹介する

■授業外学習

事前事後学習
事前学習：授業中に指示した課題に取り組むこと
事後学習：授業内容をノートにまとめること
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■その他
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2019 年度生 現代文化学科

科 目 名 消費社会論

開講期・単位 3年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 赤城　由紀

■講義の目的および概要

　私たちは今まさに消費社会の中に生きています。消費社会の変遷と消費者の意識の
変化を学ぶとともに、グローバル社会の中で現代の消費社会が抱える課題について自
分の消費行動と関連付けて考え、生活の中に活かす力を身につけることを目的としま
す。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
　消費生活アドバイザー（内閣総理大臣及び経済産業大臣認定）資格を有する教員が
担当します。てパワーポイントにより講義資料を提示します。環境が整えば視聴覚教
材も用います。毎回ミニレポートの提出を求めます。受講人数が少ない場合は、発表
と意見交換の場を持ちたいと思います。

【課題に対するフィードバックの方法】
　提出されたレポート内容については、次回以降の講義の中で他の学生にも紹介し、
必要に応じて意見交換の話題としたり、参加者全員が閲覧出来るようにしたいと思い
ます。

■授業計画

　消費社会の変遷を理解し、消費社会の諸問題や消費者の意識の変化について、概ね
以下の内容について講義を展開する予定です。学生の感想や質問を大切にしたいと思
っています。学生からの質問や理解度によって内容を変更することがあります。
①消費社会とは何か
②消費社会の形成
③消費社会の変遷
④資本主義と消費社会
⑤消費社会における広告・プロモーション
⑥消費の記号論　
⑦消費社会の人間と文化　
⑧消費と浪費
⑨消費社会の諸問題
⑩消費社会の諸問題
⑪消費社会の諸問題
⑫消費社会の諸問題
⑬消費社会の諸問題
⑭レポート作成
⑮まとめ　受講者ディスカッション

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
　消費社会がどのように形成され、どのような状況にあるのかを説明でき、自らの消
費に対する姿勢や価値観について模索し、自分の考えを述べることが出来るようにな
ることを目標とします。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「自立して生きていくための生活習慣、社会人基礎力を身につけている学生に学位を
付与する」に基づき、社会情勢に関心を持ち、グローバルな感覚を有した消費行動を
身につけます。

■成績評価基準と方法

授業時作成の提出課題５０％　
最終レポート・発表　５０％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
　使用しません。

【参考文献】
『消費社会論』間々田孝夫著　有斐閣コンパクト
『消費社会の神話と構造』ジャン ボードリヤール　紀伊國屋書店
『第四の消費　つながりを生み出す社会へ』三浦展著　朝日新書　
『暇と退屈の倫理学』國分功一郎著　太田出版
その他、講義内で紹介します。
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■授業外学習

【具体的な内容】
　授業内で指示します。事前学習を必要とする場合があります。
日頃から、新聞などで、社会動向や消費者問題に関心を持つように心がけてください
。

【必要な時間】
　事前事後学習時間の目安は、事前（テキスト予習）・事後（課題作成）ともにそれ
ぞれ2時間程度を目安とします。

■その他
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2019 年度生 現代文化学科

科 目 名 生活文化論

開講期・単位 3年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 中島　宏一

■講義の目的および概要

厳寒の北海道。暖かい部屋でビールを飲む、アイスクリームを食べる、Ｔシャツで過
ごす。結婚式披露宴の参加は会費制、運動会は地域の一大イベント、大晦日に豪華な
料理を食べる、お赤飯の豆は甘納豆…。私たち北海道民の風習と衣食住の習慣、すな
わち「北海道の生活文化」はどのように形づくられてきたのか。現代の暮らしぶりか
ら平成、昭和、大正、明治時代へとさかのぼり、その原点と形成過程をたどり、未来
の北海道の生活文化を学生と共に展望します。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
基本は講義方式で進めます。その過程で、学生の意見や考えなどの発言を受けながら
、質疑応答、対話、議論を組み入れ、コミュニケーションを重視した講義を目指しま
す。また、近郊施設を見学し、その成果をレポートする学外学習（授業外学習）を３
回ほど設ける予定です。この学外学習に係る交通費、施設入場料などが発生した場合
は、その都度学生個々の負担になることをご了承ください。

【課題に対するフィードバックの方法】
常に前回、前々回の講義内容を復習し、その成果を積み上げていく形で15回の学習を
完成させます。

■授業計画

初回ご最終講義を除き、毎回テーマを決め、学生が予習しやすい環境づくりに努めま
す。

①授業計画と内容説明（ガイダンス）、成績評価の基準説明、課題（学外）学習レポ
　ート作成・発表などを協働して行うためのグループづくり、学生と講師の自己紹介
　など。
②「住」環境の変遷‐1
　－暖かい部屋に至る過程…ストーブ、薪、炭鉱。
③「住」環境の変遷‐2
　－北海道型住宅の完成…間取りが変わる！
④「住」環境の変遷‐3（授業外学習）
　－北海道の「住」環境が本州以南と異なる点を探し出し、レポートせよ。
⑤「食」の変遷‐1（授業外学習）
　－北海道の「食」が本州以南と異なる点を探し出し、レポートせよ。
⑥「食」の変遷‐2
　－本州以南から持ち込まれた料理。例えば「お雑煮」の具材、味付けの出身県別の
　特徴。
⑦「食」の変遷‐3
　－北海道で生まれた独自の食文化。魚介類、肉類、野菜類を使った料理。
⑧北海道の生活文化の形づくられ方
　－明治期以降の開発政策と本州以南からやってきた移住者たちの母県文化の流入。
⑨野外博物館北海道開拓の村に見る欧米文化＝博物館の利用
　－同館で北海道近代化を推進した欧米文化を探り、現代の北海道の生活文化の形成
　過程を探る。
⑩「生活習慣」（暮らしぶり）の変遷‐1（授業外学習）
　－北海道の生活習慣が本州以南と異なる点を探し出し、レポートせよ。
⑪「生活習慣」（暮らしぶり）の変遷‐2
　－生活習慣、通過儀礼、年中行事などの姿を確認し、その由縁を学ぶ。
⑫「食」の変遷‐1
　－北海道米の品種改良と日本酒、ワインなど北海道の産物を原料にした嗜好品の開
　発。
⑬「食」の変遷‐2
　－スイーツ王国北海道と呼ばれるようになったのはなぜ？
⑭これからの北海道を考える
　－農業、工業、商業、観光…今ある北海道の資源を再発見する！
⑮「現在」の北海道の生活文化をとりまとめ、今後の人口減少と高齢社会、生活スタ
　　イルの変化、観光人口の増加、地域環境の変化などを踏まえ、「未来」の北海道
　　の生活文化を考える。
■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
北海道独自の生活文化の形成過程を学び、これからの北海道における暮らし、日本に
おける生活文化を展望し、今を生きる私たちに託された使命を認識する。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
本学科での卒業認定のための単位取得のうち、北海道、ひいては日本の生活文化を理
解するうえでの専門科目のひとつです。

■成績評価基準と方法
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出席と授業を受ける態度（姿勢）で40％、授業外学習やレポート発表状況で20％、最
終講義の課題発表で40％の配分と考えてください。レポート発表と最終講義ぼ課題発
表はグループによる共同作業ですので、チームワークやコミュニケーション能力が問
われます。

■テキスト・参考文献

【テキスト】
必要と思われるものをその都度、プリントにして配布します。

【参考文献】
「さっぽろ文庫シリーズ」札幌市教育委員会編
「エゾ開拓生活誌」小山内忠司著
「聞き書　北海道の食事」日本の食生活全集①「日本の食生活全集　北海道」編集委
員会など。

■授業外学習

【具体的な内容】
学生をグループ分けしてグループごとに授業外学習や最終講義で課題発表を予定して
いること、各回の授業テーマに関わる学生個々の考えや学習してきたことを皆で共有
し、また、それを議論のテーマにすることもあるので、授業の事前事後の予習復習す
ることは必要です。

【必要な時間】
学生相互で休憩時間などを利用して、事前事後の予習復習に励んでください。学生個
々では日常生活に支障がない程度で、予習復習に努めてください。

■その他

本授業を進めていくうえで、その情報源として利用価値が高い地域博物館の活動につ
いても理解を深めます。
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2019 年度生 現代文化学科

科 目 名 北方民族論

開講期・単位 3年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 坂梨　夏代

■講義の目的および概要

本講義は、特にシベリア、サハリン、北海道などの北方地域に住む民族に焦点を当て
、こうした地域に住むいわゆる北方民族が厳しい環境をどう生きてきたのかを知り、
彼らの持つ独自の文化を理解し、現代に生きる民族の問題を考えるための授業である
。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
基本的に講義形式で授業をおこない、ビデオや写真などの視覚教材も使って視覚的理
解を促す。

【課題に対するフィードバックの方法】
授業の最初に前回の授業内容の確認ミニテストを行い、このミニテストを用いて授業
の前半部分で毎回授業内容の振り返りを行う。

■授業計画

①ガイダンス
②北方民族とは何か
③北方民族の分布
④北方民族と自然環境
⑤北方民族の形成について
⑥北方民族について（1）東シベリア
⑦北方民族について（2）極東・沿海州
⑧北方民族について（3）サハリン
⑨北方民族と言語　消えゆく少数言語
⑩北方民族と儀礼(1)動物儀礼について
⑪北方民族と儀礼(2)クマ送りについて
⑫現代に生きる北方民族（1）イヌイット
⑬現代に生きる北方民族（2）戦争と北方民族
⑭自然との共生　日本列島の狩猟民族　マタギ
⑮記録を作る　松浦武四郎と北方民族

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
北方民族とは何かを知り、その現状を多角的に理解することができる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
文化領域における基礎的知識の修得
国際社会に関する教養の修得

■成績評価基準と方法

授業ミニテスト20％
授業レポート20％
定期試験（レポート）60％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
テキストは使用しない。適宜資料を配布する

【参考文献】
『環北太平洋の環境と文化』2006　北海道立北方民族博物館編

その他授業内で適宜指示する

■授業外学習
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【具体的な内容】
授業で授業内容などの確認ミニテストとおこなうので、ノートを整理し予習復習をし
ておくこと

【必要な時間】
予習復習を含めて２時間程度とする。

■その他

文化人類学、考古学などの授業を受講していた(あるいは履修中）ほうが望ましいが
、北方世界、そこに生きる民族がもつ言語や文化に興味がある学生を希望する
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2019 年度生 現代文化学科

科 目 名 応用演習Ⅰ[現文][秋入学生]

開講期・単位 3年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 高橋　伸

■講義の目的および概要

　本講義は、履修者がそれぞれ興味関心のあることについて調べ、言葉や物事に対す
る理解を深めると共に、それぞれの課題に沿って調査研究し、理解を深めることを目
指します。 授業の前半では、収集した資料の読解方法も習得します。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
　演習形式で授業を行います。授業は常に、ディスカッションやグループワークを行
いながら進めます。
　前半の授業は、まず、収集した文章を全体で読解します。そのために予習を行い、
自らの考えを発表できるように準備しておきます。演習では、事前に考えてきたこと
を全体に説明し、他者の質問や意見、助言などを受けた上で、自分の考えを再検討し
て、理解を深めます。
　後半の授業は、それぞれ課題意識に基づき、調査研究し、レポートにまとめます。

【課題に対するフィードバックの方法】
・演習の中の質疑応答でコメントします。
・レポートに対しては、コメントをつけてフィードバックします。

■授業計画

　演習は、以下のように行いますが、状況に応じて計画の変更もあり得ます。
①　ガイダンス　
②　受講者の関心に基づいてテーマを決め資料を収集する。　
③　文献の収集、読解１
④　文献の収集、読解２
⑤　文献の収集、読解３
⑥  文献の収集、読解４
⑦  文献の収集、読解５
⑧  中間のまとめ
⑨  文献の読解と調査研究１ 
⑩  文献の読解と調査研究２  
⑪  文献の読解と調査研究３ 
⑫  文献の読解と調査研究４  
⑬  発表準備   
⑭  成果発表１ 
⑮  成果発表２

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
・言葉に関するを読み、内容を理解することができる。
・理解した内容を他者にわかりやすく自分の言葉で伝えることができる。
・言葉について調べ、言葉の役割や言葉と人の関わりについて文章で表現することが
できる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
　現代文化学科のディプロマポリシー②言語、コミュニケーション領域における基礎
的技能の修得、⑤「修得した知識、技能の活用能力」および⑥「自立して行動できる
姿勢、課題を発見し解決する能力」に基づき、主体的・対話的な学びの力を高める。

■成績評価基準と方法

・授業の成果をまとめたポートフォリオ（予習復習の内容を含む）   40％
・発表                                                         20％
・レポート（2000字程度）    　　　　　　　　　　　　　　　　　 40％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
適宜配付します。

【参考文献】
適宜、紹介します。

■授業外学習
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【具体的な内容】
・事前学習として、資料について、自分なりの解釈をしておくこと。
・事後学習として、授業での学びをまとめて記述すること。　
【必要な時間】
予習・復習の時間はそれぞれ２時間以上を目安とします。

■その他

自分の考えが正しく伝えられるように、言葉の力を磨きましょう。
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2019 年度生 現代文化学科

科 目 名 応用演習Ⅰ[現文]

開講期・単位 3年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 篠崎　敦史

■講義の目的および概要

・本ゼミの概要･･･①学生主体の研究、研究発表＋②講義者から指示されたテーマの
調査

・「日本語で考えるものごとは、全て『日本史』の対象である」。本ゼミはこれをキ
ーワードにして、学生各自が自分の興味、関心に沿った研究活動を行うことを中心と
している

・本ゼミでは歴史に関する事柄の研究を中心に、次年度(4年生)での卒業論文ないし
、卒業時の成果物としてふさわしいものの作成の準備を行うことを目的とする

・研究対象分野･･･文献(文字史料)を使用する歴史学分野(考古学を除く)

・研究を通じ、過去が現在の私たちに与えた影響や、その現在的意味を考察する
・ゼミでの議論を通じ、他者に自分の考えを正確に伝える能力及び、他者の意見を聞
き、物事を多角的に考えることの重要性を養う

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】―課題解決型、ディスカッション、ディベート、プレゼンテーション、
アクティブラーニング、フィールドワーク(必要な場合)

・ゼミ生による研究報告・討論中心
・史料、参考文献など、文献史学の手順を必ずふまえた報告を行う

【ICT機器】
・PC、プロジェクター、映像資料、zoomなど(必要な場合)

【課題に対するフィードバックの方法】
・講義中に口頭ないし文書でのコメントをつけ、行う。

■授業計画

1.ガイダンス―ゼミ概要と前期のテーマ：「調査方法」を身に付ける
2.自由発表―「自由」な研究発表
3.基礎調査1―ノート・情報整理と辞書・事典(辞典)
4.基礎研究2―辞書・辞典発表
5.基礎研究3―新書・入門書の探し方
6.基礎研究4―新書・入門書発表
7.基礎研究5―通史と索引、参考文献の使い方
8.基礎研究6―通史・索引・参考文献の発表
9.基礎研究7―参考文献調査
10.基礎研究8―参考文献調査発表
11.研究活動1―これまでの調査をふまえて
12.研究活動2―これまでの調査をふまえて　発表
13.研究活動3―これまでの調査をふまえて　改善
14.まとめ発表予行演習
15.まとめ発表

※3～10の辞書を使う調査などは、履修者の修得状況に応じて、授業回数を増減する
場合がある

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連
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【到達目標】
・自らテーマを設定し、主体的に調査、研究する手法と姿勢を身につける
・論理的思考と表現力を身につける
・先行研究整理や史料批判を通じ、文献史学の学問手法を学ぶ
・議論を通じ、多角的視野と他者の意見を尊重する重要性を学ぶ
・歴史学の調査を通じて、それが現代の日本・世界にどのような意味があるかを考え
、異文化・過去・他者との交流の重要性に触れる

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
①大学全体の「理想を求め、明日の地域社会、国際社会へ寄与する姿勢」などを前提
に、国際的な視野、他者、外国への知識と共感意識を身につける」
②現代文化学科の「言語、コミュニケーション領域における基礎的技能の習得」、「
国際社会に関する教養の習得」、「自立して行動出来る姿勢、課題を発見し解決する
能力」。

■成績評価基準と方法

・授業中･･･レジュメ、発表、発表の文章化したもの、質疑など･･･60%
・授業外･･･まとめレポート、まとめ発表など･･･40%

■テキスト・参考文献

【テキスト】
・なし。講義中、指示する。

【参考文献】
・なし。講義中、指示する。

■授業外学習

【具体的な内容】―発表準備、文献調査、論文執筆など(各回、4時間程度)
・基本的に授業外での事前調査を中心とし、授業内はその成果報告を行うこととする
・事後学習は、ゼミ中に指摘された問題、新たな史料、文献調査などを各自で行うこ
ととする
・各自の研究テーマに合わせ、フィールドワーク・学外の史料調査を行う場合あ

【必要な時間】
・授業外で、毎回4時間程度。

■その他

・コピペなどの不正行為については、厳正に対処する。 

・学生が主体的に文献(文字資料)から研究を行うゼミである。文献を使用しないテー
マや、他者(教員)が設定したテーマを行うゼミではないことに注意してから履修する
こと。

・履修者の数が多すぎる場合は、相談の上、人数制限をする場合がある。これは授業
の性質及び、質維持の観点からである。

・研究が上手くいかない、発表が難しい時などは、必ず授業前に教員に相談をするこ
と。

・感染症の状況によっては授業内容を遠隔授業に適したものにシラバスから変更する
場合がある。到達目標は変らない。

・フィールドワークなどを実施する際の費用は、履修者の負担となる。ただし、フィ
ールドワークの実施の有無は、履修者の自発的な意思と無理のない範囲による。
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2019 年度生 現代文化学科

科 目 名 応用演習Ⅰ[現文]

開講期・単位 3年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 高橋　伸

■講義の目的および概要

　本講義は、「言葉を調べる」ことをテーマとして、言葉の仕組みや働きに対する理
解を深めると共に、それぞれの課題に沿って、言葉について調査研究し、理解を深め
ることを目指します。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
　演習形式で授業を行います。
　授業の前半は、まず、事前に提示された文章を解釈し、自らの考えを発表できるよ
うに準備しておきます。演習では、事前に考えてきたことを全体に説明し、他者の質
問や意見、助言などを受けた上で、自分の考えを再検討して、理解を深めます。授業
時に提示された課題について、グループディスカッションなどを通してさまざまな観
点から検討し、グループとしての意見をまとめ上げることで、協調的思考力を身につ
けます。
　授業の後半は、言葉に関して、それぞれ課題を立て調査し、レポートにまとめます
。

【課題に対するフィードバックの方法】
・演習の中の質疑応答でコメントします。
・レポートに対しては、コメントをつけてフィードバックします。

■授業計画

演習は、以下のように行いますが、状況に応じて計画の変更もあり得ます。
①　ガイダンス　
②　資料の読解　言葉の役割を考える１
③　資料の読解　言葉の役割を考える２
④　資料の読解　言葉の役割を考える３
⑤　資料の読解　言葉の役割を考える４
⑥  資料の読解　言葉の役割を考える５
⑦  資料の読解　言葉の役割を考える６
⑧  中間のまとめ
⑨  受講者の関心に基づいてテーマを決め資料を収集する。
⑩  文献の読解と調査研究１   
⑪  文献の読解と調査研究２
⑫  文献の読解と調査研究３  
⑬  文献の読解と調査研究４  
⑭  成果発表１ 
⑮  成果発表２

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
・言葉に関するを読み、内容を理解することができる。
・理解した内容を他者にわかりやすく自分の言葉で伝えることができる。
・言葉について調べ、言葉の役割や言葉と人の関わりについて文章で表現することが
できる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
　現代文化学科のディプロマポリシー②言語、コミュニケーション領域における基礎
的技能の修得、⑤「修得した知識、技能の活用能力」および⑥「自立して行動できる
姿勢、課題を発見し解決する能力」に基づき、主体的・対話的な学びの力を高める。

■成績評価基準と方法

・授業の成果をまとめたポートフォリオ（予習復習の内容を含む）   40％
・発表                                          　　　         20％
・レポート（2000字程度）                             　　      40％

■テキスト・参考文献
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【テキスト】
適宜配付します。

【参考文献】
適宜、紹介します。

■授業外学習

【具体的な内容】
・事前学習として、資料について、自分なりの解釈をしておくこと。
・事後学習として、授業での学びをまとめて記述すること。　
【必要な時間】
予習・復習の時間はそれぞれ２時間以上を目安とします。

■その他

言葉の力や役割について考えましょう。
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2019 年度生 現代文化学科

科 目 名 応用演習Ⅰ[現文]

開講期・単位 3年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 坂梨　夏代、越田　賢一郎

■講義の目的および概要

本演習は、考古学、先史学、博物館学、文化資源学、文化人類学の領域、北海道、ロ
シア極東を中心とした先史文化、また地域の歴史的文化資源の活用をテーマとする。
資料調査、フィールドワーク等を通じて、学生が主体的に学ぶ力を身につけることを
目的とした授業である。
また4年のテーマ研究Ⅰ・Ⅱに続く基礎的な資料調査、分析、論文作成の方法などを
学ぶ。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
基本的に演習方式であるため、テーマごとに調査、発表をおこなってもらう。
また地域資源の活用を演習全体のテーマとして、フィールドワークなどの活動を実施
する予定である。

【課題に対するフィードバックの方法】
調査に関するシートやレジュメ確認、発表、フィールドワークにおけるディスカッシ
ョン、報告などでフィードバックをおこなう

■授業計画

①オリエンテーション
②文化資源の活用とは
③地域と文化資源について
④論文講読とレジュメ発表
⑤論文講読とレジュメ発表
⑥論文講読とレジュメ発表
⑦論文講読とレジュメ発表
⑧フィールドワーク準備・計画
⑨フィールドワーク準備・調査
⑩フィールドワーク準備・発表
⑪フィールドワーク
⑫フィールドワーク事後報告
⑬報告準備
⑭報告事前練習
⑮成果報告

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
論文、調査（調べもの）、フィールドワーク等を通じて、地域資源の活用について自
分なりの考えを持ち、主体的な活動ができる

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
文化領域における基礎的知識の修得およびそれを基にした専門知識、技能の修得
修得した知識、技能の活用能力
自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力

■成績評価基準と方法

調べもの20％
発表20％
レジュメ20％、
成果報告40％で評価する。

■テキスト・参考文献

【テキスト】
特になし。適宜指示・配布する。

【参考文献】

『季刊まちづくり』八甫谷 邦明編　学芸社　など

■授業外学習
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【具体的な内容】
授業外においても、図書館、博物館等を訪ね、資料収集、準備等を重ねること

【必要な時間】
各自必要な調べものに（予習復習）２時間程度を必要とする。

■その他

フィールドワークに別途費用が掛かる場合がある（授業内で説明）。
授業外でも積極的に活動をすること。
※コロナの状況によりフィールドラーク等授業内容の変更あり。担当教員の指示に従
うこと。
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2019 年度生 現代文化学科

科 目 名 応用演習Ⅰ[現文]

開講期・単位 3年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 小内　透

■講義の目的および概要

本演習では社会的不平等の構造や背景について理解を深めることを目的に、「社会的
不平等と教育」に関わるテーマで、選定された文献に基づきながら履修者による資料
の解読や議論を行います。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

「社会的不平等と教育」に関わる文献を選定し、それをもとに議論を行う。毎回、レ
ポーターとサポーターを決め、レポーターは文献の要約と論点の提示、サポーターは
追加の資料提供と司会を行ってもらい、議論の活性化を図るようにします。履修者に
は各自レポーターとサポーターをそれぞれ１回以上、担当してもらいます。

■授業計画

１　演習の進め方と文献の選定（１）
２　演習の進め方と文献の選定（２）
３　文献の読解と議論（１）
４　文献の読解と議論（２）
５　文献の読解と議論（３）
６　文献の読解と議論（４）
７　文献の読解と議論（５）
８　文献の読解と議論（６）
９　文献の読解と議論（７）
10　文献の読解と議論（８）
11　文献の読解と議論（９）
12　文献の読解と議論（１０）
13　文献の読解と議論（１１）
14　文献の読解と議論（１２）
15　まとめと振り返り

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
社会的不平等の現状や課題と教育との関わりについて理解ができ、自らの意見をもて
るようになることを目標とします。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力を身に付けた学生に学位を授
与する」に基づき、現代社会における社会的不平等の現状や課題を解決するうえで必
要となる幅広い知識や多様な視点を身に付けてもらいます。

■成績評価基準と方法

レポーターやサポーターを担当した際の達成度と毎回の授業における議論への参加の
度合いによって評価する。評価の配分は、レポーターとしての達成度４割、サポータ
ーとしての達成度４割、各授業における議論の参加の度合い２割とします。

■テキスト・参考文献

【テキスト】
１回目と２回目の授業で決めます。

【参考文献】
授業の中で適宜、紹介します。

■授業外学習

授業時の最後に次週の学習について予告するので、文献の該当箇所の予習を行うとと
もに、授業内容で理解しきれなかったことや興味をもったことについて、配布された
資料、参考文献等をもとに復習したり、発展的な学習をしたりしてください。また、
日常から新聞を読み、ニュースの報道、解説に関心を持つようにしてください。予習
・復習の時間はそれぞれ２時間を目安とします。

■その他
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2019 年度生 現代文化学科

科 目 名 応用演習Ⅰ[現文]

開講期・単位 3年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 中津川　雅宣

■講義の目的および概要

①社会言語学の基礎を学ぶとともに、言語が実社会でいかに使用されているかを分析
することを目的とする。
②データの収集、共有、そして発信手法を学ぶ。
③英語によるディスカッションやライティングを通じ、英語の実践的運用能力を高め
る。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
基本的に講義形式ディスカッション、プレゼンテーションなど、主体的な学びが求め
られます。フィードワークを通して、北海道における文化・社会と英語について学ん
でいきます。

【課題に対するフィードバックの方法】
授業の中での発表は口頭にて、適宜フィードバックを行なう。レポートについては添
削やコメントをつける。

■授業計画

①　オリエンテーション
②　社会言語学とは
③　言語の変異
④　バイリンガリズム、マルチリンガリズム
⑤　リンガフランカ、ピジン、クレオール
⑥　調査方法1
⑦　フィールドワーク1
⑧　ジェンダーと言語
⑨　調査法２
⑩　フィールドワーク２
⑪　飲食業界と英語の問題点
⑫　ファイナルプロジェクト
⑬　ファイナルプロジェクト
⑭　プレゼンテーション
⑮　まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
学術的な英語を読め・まとめることができるようになる。
北海道における文化・社会とそれを取り巻く英語の問題について包括的に学ぶ。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「理想を求め、明日の地域社会、国際社会へ寄与する姿勢を身に付けている学生に学
位を授与する」に基づき、北海道というフィールドで地域社会におけるさまざまなこ
とを批判的に物事を捉える力をつける。

■成績評価基準と方法

・ゼミ発表の参加度・積極性　　　　　　　　　　30%
・宿題　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30％
・ファイナルプロジェクト　　　　　　　　　　　30％
・フィールドワークでのリフレクション　　　　　10％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
必要に応じて、ハンドアウトを適宜配布予定

【参考文献】
特になし

■授業外学習
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【具体的な内容】
現地フィールドワークについては、土日祝日に実施することもある。

【必要な時間】
予習・復習でおおよそ2時間程度必要とする。

■その他

英語の教材を多く扱うため、英語が得意、頑張りたい学生の履修を推奨する。

フィールドワークは、実際に街に出て、観光地などで語学がどう使われているかを確
かめ学ぶことを目的としている（主に札幌市内を想定、交通費は各自負担）

プロジェクトでは、企業と協力して社会の問題について解決するような取り組みを行
う。
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2019 年度生 現代文化学科

科 目 名 応用演習Ⅰ[現文]

開講期・単位 3年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 横川　大輔

■講義の目的および概要

「我々はどのような時代・文化の中で生きているのか」を考えるために、「科学と宗
教」というテーマを掲げる。我々は「科学」に依拠した世界観をもち、生活をしてい
るが、この世界には「疑似科学」あるいは「宗教」に依拠し、ある意味科学を拒否し
て生きている人々もいる。科学とは何か、なぜ科学を我々は全人類に普遍的なものと
考えているのだろうか。本授業はこうした問題に、複数の文献の購読を通じて考える
。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
文献購読を主体とした演習授業。全員がテキストを予習し、内容要約を作成する。当
日は、各人が理解したところを報告しつつ、互いに議論し、それをメモする。後日、
それを整理し、読書ノートとして完成させる。

【課題に対するフィードバックの方法】
・作成してきた内容要約に対しては、当日の質疑応答でコメントし、フィードバック
する。
・後日作成した読書ノートに対しては、次回までに添削指導を行う。
・最終課題のレポートに対しては、応用演習IIの冒頭でコメントをつけてフィードバ
ックする

■授業計画

①ガイダンス
　
②～⑦科学哲学などに関する文献講読
　　　＊途中一回図書館で文献探索ガイダンス

⑧中間のまとめ
　
⑨～⑭科学と宗教の違いに関する文献購読

⑮春学期のまとめと今後の予定について

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
・一定水準以上の学術的文献を精読し、内容を理解することができる
・理解した内容を他者にわかりやすく自分のことばで伝えることができる
・「科学とは何か」という問題に、自分なりの回答をすることができる

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
①文化領域における基礎的知識および③それを基にした専門知識、技能の修得として
、科学とは何かについて議論の蓄積を踏まえることができる
④修得した知識、技能の活用能力として、レポートにまとめることができる

■成績評価基準と方法

・予習としての内容要約づくり・・・・・・28％
・復習としての読書ノートづくり・・・・・28％
・最終課題のレポート（2000字程度）・・・44％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
講読テキストは、受講者との議論で決定する。

【参考文献】
以下の文献を、テキスト候補として参考文献に挙げておく
・中屋敷均『科学と非科学』講談社、2019年
・八木沢敬『はじめての科学哲学』岩波書店、2019年
・八木沢敬『はじめての言語哲学』岩波書店、2019年
・八木誠一『宗教とは何か 現代思想から宗教へ』法蔵館、2020年

＊この分野における先進的な文献は英語で書かれていることが多いので、場合によっ
ては英語文献の購読があることに留意すること

■授業外学習
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【具体的な内容】
・事前学習として、全員がテキストを予習し、内容要約を作成する。
・事後学習として、授業での議論を整理し、読書ノートとして完成させる。

【必要な時間】
・事前学習・・・新書程度の30ページ分とはいえ、テキストの精読とその内容を言語
的に表現するには2時間あっても足りないだろう。
・事後学習・・・当日の議論を整理し、それを踏まえてテキストを読み直し内容を理
解したうえでまとめるには、2時間あっても足りないだろう。

■その他

我々の生きる社会の特徴を考えましょう。
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2019 年度生 現代文化学科

科 目 名 応用演習Ⅰ[現文][秋入学生]

開講期・単位 3年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 大村　勅夫

■講義の目的および概要

本講義は、文学研究の論考を作成することを目的とする。扱う作品等に関しては、中
島敦「山月記」を予定する。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
文献の購読と批評を、教師と学生が議論しながら進めていくことを基調とする。また
、学生は基本的にレジュメを作成してくることとなる。

【課題に対するフィードバックの方法】
常に、該当作品・レジュメについての議論であり、往還である。

■授業計画

①ガイダンス

②文学研究の視座の確認

③～⑭中島敦「山月記」について、レジュメ作成とディスカッション

⑮応用演習Ⅰのまとめと応用演習Ⅱへの展望

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
文学研究の基礎を押さえること。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「文化領域における基礎的知識の修得を基にした専門知識、技能の修得」に基づき、
文学研究の基本的姿勢を身に付けることで、諸文化への視座を獲得する。

■成績評価基準と方法

毎回の授業におけるレジュメの評価：80％
まとめ課題：20％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
中島敦「山月記」および「山月記」研究論文

【参考文献】
学生と検討の上で決定する。

■授業外学習

【具体的な内容】
毎時のレジュメ作成が必要となる。同時に、そのための予読が当然、必要となる。

【必要な時間】
特に、事前学習として、数時間が必要になる。

■その他
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2019 年度生 現代文化学科

科 目 名 応用演習Ⅰ[現文]

開講期・単位 3年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 椿　明美

■講義の目的および概要

テーマ「働き方と人生を考える」
コロナにより私達の働き方は一変しました。これまでは朝早く満員の地下鉄に乗って
オフィスに行き、会社のメンバーと対面で働いていましたが、多くの人がリモート、
テレワークなどと在宅で働くことになりました。なかなか在宅ワークやペーパーレス
が進まない日本でしたが、仕事は「リモートで働ける」、紙無しでも仕事は進められ
ると分かった今、これからの働き方は多様な価値観に基づいて選択されることになる
と予測できます。
このような中、仕事は楽しく取り組みたい、仕事への向き合い方は人生を楽しくする
という視点から、このゼミでは近未来の働き方を考察します。
誰もが充実した人生を歩みたいと考えています。その解を探索することを目的として
授業を進めます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
講義、ディスカッション、フィールドワーク、プレゼンテーション
この講義は、実務経験のある教員が担当し、必要な情報を適宜入れます。

【課題に対するフィードバックの方法】
評価基準となる課題については、manabaを利用し、その評価を個別に示します。
また、全体に関わる学生からの質問については、授業の始めに全体へ向けて適宜答え
ます。

■授業計画

①ガイダンス
②経験学習と働き方の関係（1）
③経験学習と働き方の関係（2）
④働き方研究（1）クールジャパンと仕事への向き合い方
⑤働き方研究（2）クールジャパンと仕事への向き合い方①グループワーク
⑥働き方研究（3）クールジャパンと仕事への向き合い方②ディスカッション
⑦働き方研究（4）クールジャパンと仕事への向き合い方③発表
⑧働き方研究（5）クールジャパンと仕事への向き合い方④まとめ
⑨職場研究（1）職場事例研究①
⑩職場研究（2）職場事例研究②
⑪職場研究（3）フィールドワーク①
⑫職場研究（4）フィールドワーク②
⑬職場研究（5）フィールドワーク結果発表
⑭働き方と人生を考えるディスカッション
⑮まとめ、振り返り、レポート

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①経験から学ぶという意味が理解できる。
②仕事への向き合い方が優れたものを生み出すことを理解できる。
③自身の仕事観を持つことができる。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
・学科学位授与方針「自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力」と関連
します。

■成績評価基準と方法

毎回の課題シート・・・30％
フィールドワークの提出シート・・・30％
発表・・・10％
レポート課題、振り返り・・・30％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
・適宜資料を配布します。

【参考文献】
・松本睦「職場が生きる人が育つ『経験学習』入門」

■授業外学習
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【具体的な内容】
・グループワークやディスカッションのための下調べをします。
・調べたことは文字、写真等で残すため、グループで作成します。
【必要な時間】
・事前事後、それぞれ2時間程度を予定しています。

■その他

職場見学やインタビューを行い見聞を広げます。与えられたテーマではなく、学生自
身が興味のあるテーマで取り組みます。学外に出る前にしっかり準備をして、机上で
は得られない貴重な体験をします。

2021(令和3)年4月1日

368



2019 年度生 現代文化学科

科 目 名 応用演習Ⅰ[現文]

開講期・単位 3年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 大村　勅夫

■講義の目的および概要

本講義は、文学研究の論考を作成することを目的とする。扱う作品等に関しては、中
島敦「山月記」を予定する。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
文献の購読と批評を、教師と学生が議論しながら進めていくことを基調とする。また
、学生は基本的にレジュメを作成してくることとなる。

【課題に対するフィードバックの方法】
常に、該当作品・レジュメについての議論であり、往還である。

■授業計画

①ガイダンス

②文学研究の視座の確認

③～⑭中島敦「山月記」について、レジュメ作成とディスカッション

⑮応用演習Ⅰのまとめと応用演習Ⅱへの展望

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
文学研究の基礎を押さえること。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「文化領域における基礎的知識の修得を基にした専門知識、技能の修得」に基づき、
文学研究の基本的姿勢を身に付けることで、諸文化への視座を獲得する。

■成績評価基準と方法

毎回の授業におけるレジュメの評価：80％
まとめ課題：20％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
中島敦「山月記」および「山月記」研究論文

【参考文献】
学生と検討の上で決定する。

■授業外学習

【具体的な内容】
毎時のレジュメ作成が必要となる。同時に、そのための予読が当然、必要となる。

【必要な時間】
特に、事前学習として、数時間が必要になる。

■その他
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2019 年度生 現代文化学科

科 目 名 応用演習Ⅱ[現文]

開講期・単位 3年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 篠崎　敦史

■講義の目的および概要

・本ゼミの概要･･･①学生主体の研究、研究発表＋②講義者から指示されたテーマの
調査

・「日本語で考えるものごとは、全て『日本史』の対象である」。本ゼミはこれをキ
ーワードにして、学生各自が自分の興味、関心に沿った研究活動を行うことを中心と
している
・本ゼミでは歴史に関する事柄の研究を中心に、前期の活動を前提にして、次年度(4
年生)での卒業論文ないし、卒業時の成果物としてふさわしいものの作成の準備を行
うことを目的とする
・研究対象分野･･･文献(文字史料)を使用する歴史学分野(考古学を除く)
・研究を通じ、過去が現在の私たちに与えた影響や、その現在的意味を考察する
・ゼミでの議論を通じ、他者に自分の考えを正確に伝える能力及び、他者の意見を聞
き、物事を多角的に考えることの重要性を養う

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】―課題解決型、ディスカッション、ディベート、プレゼンテーション、
アクティブラーニング、フィールドワーク(必要な場合)

・ゼミ生による研究報告・討論中心
・史料、参考文献など、文献史学の手順を必ずふまえた報告を行う

【ICT機器】
・PC、プロジェクター、zoomなど(遠隔の場合)

【課題に対するフィードバックの方法】
・講義中に口頭ないし文書でのコメントをつけ、行う。

■授業計画

1.ガイダンス―後期のテーマ：「論文を書く」
2.自由発表
3.研究と論文化1―主観と客観　意見と事実
4.研究と論文化2―主観と客観　意見と事実　実践
5.研究と論文化3―意見:知りたいことの整理
6.研究と論文化4―意見：知りたいことの整理　実践
7.研究と論文化5―事実；調べたことの整理
8.研究と論文化6―事実：調べたことの整理　実践
9.研究活動1―これまでの活動をふまえて
10.研究活動2―口頭発表と文章化
11.研究活動3―口頭発表と文章化　実践
12.研究活動4―口頭発表と文章化　改善
13.研究活動5―口頭発表と文章化　まとめ
14.まとめ予行演習
15.まとめ発表

※各回のテーマについては、履修者の状況に応じて、事前に発表する。
※3～8については履修者の状況、研究調査の進捗状況に応じて内容を増減する場合が
ある。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連
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【到達目標】
・自らテーマを設定し、主体的に調査、研究する手法と姿勢を身につける
・論理的思考と表現力を身につける
・先行研究整理や史料批判を通じ、文献史学の学問手法を学ぶ
・議論を通じ、多角的視野と他者の意見を尊重する重要性を学ぶ
・歴史学の調査を通じて、それが現代の日本・世界にどのような意味があるかを考え
、異文化・過去・他者との交流の重要性に触れる

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
①大学全体の「理想を求め、明日の地域社会、国際社会へ寄与する姿勢」などを前提
に、国際的な視野、他者、外国への知識と共感意識を身につける」
②現代文化学科の「言語、コミュニケーション領域における基礎的技能の習得」、「
国際社会に関する教養の習得」、「自立して行動出来る姿勢、課題を発見し解決する
能力」。

■成績評価基準と方法

・授業中･･･レジュメ、発表、発表の文章化したもの、質疑など･･･60%
・授業外･･･まとめレポート、まとめ発表など･･･40%

■テキスト・参考文献

【テキスト】
・なし。講義中、指示する。

【参考文献】
・木下是雄『理科系の作文技術』(中央公論社、1981年)

■授業外学習

【具体的な内容】―発表準備、文献調査、論文執筆など(各回、4時間程度)
・基本的に授業外での事前調査を中心とし、授業内はその成果報告を行うこととする
・事後学習は、ゼミ中に指摘された問題、新たな史料、文献調査などを各自で行うこ
ととする
・各自の研究テーマに合わせ、フィールドワーク・学外の史料調査を行う場合あ

【必要な時間】
・授業外で、毎回4時間程度。

■その他

・コピペなどの不正行為については、厳正に対処する。
 
・学生が主体的に文献(文字資料)から研究を行うゼミである。文献を使用しないテー
マや、他者(教員)が設定したテーマを行うゼミではないことに注意してから履修する
こと。

・履修者の数が多すぎる場合は、相談の上、人数制限をする場合がある。これは授業
の性質及び、質維持の観点からである。

・研究が上手くいかない、発表が難しい時などは、必ず授業前に教員に相談をするこ
と。

・感染症の状況によっては授業内容をシラバスから変更する場合がある。ただし、到
達目標は変らない。

・フィールドワークなどを実施する際の費用は、履修者の負担となる。ただし、フィ
ールドワークの実施の有無は、履修者の自発的な意思と無理のない範囲による。
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2019 年度生 現代文化学科

科 目 名 応用演習Ⅱ[現文]

開講期・単位 3年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 椿　明美

■講義の目的および概要

テーマ「働き方と人生を考える」
コロナにより私達の働き方は一変しました。これまでは朝早く満員の地下鉄に乗って
オフィスに行き、会社のメンバーと対面で働いていましたが、多くの人がリモート、
テレワークなどと在宅で働くことになりました。なかなか在宅ワークやペーパーレス
が進まない日本でしたが、仕事は「リモートで働ける」、紙無しでも仕事は進められ
ると分かった今、これからの働き方は多様な価値観に基づいて選択されることになる
と予測できます。
このような中、仕事は楽しく取り組みたい、仕事への向き合い方は人生を楽しくする
という視点から、このゼミでは近未来の働き方を考察します。
誰もが充実した人生を歩みたいと考えています。その解を探索することを目的として
授業を進めます。
この授業では、春学期からの継続で、近未来の働き方を考える冊子を作成します。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
講義、ディスカッション、フィールドワーク、プレゼンテーション
この講義は、実務経験のある教員が担当し、必要な情報を適宜入れます。

【課題に対するフィードバックの方法】
評価基準となる課題については、manabaを利用し、その評価を個別に示します。
また、全体に関わる学生からの質問については、授業の始めに全体へ向けて適宜答え
ます。

■授業計画

①ガイダンス、テーマ検討
②企画会議（1）
③企画会議（2）
④企画書作成（3）
⑤フィールドワーク（1）
⑥フィールドワーク（2）
⑦フィールドワーク（3）
⑧フィールドワーク中間報告（発表）
⑨企画点検
⑩編集会議（1）
⑪編集会議（2）
⑫成果物第1版
⑬成果物完成
⑭ピア評価
⑮まとめ、振り返り

※テーマ、内容は学生で決めますので、予定が変更になることがあります。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【【到達目標】
①グループワークにおいて協力することができる。
②成果物を作成するにあたり、優れたものを生み出す努力ができる。
③自身の仕事観を持つことができる。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
・学科学位授与方針「自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力」と関連
します。

■成績評価基準と方法

毎回の課題シート・・・30％
成果物・・・30％
発表・・・10％
レポート課題、振り返り・・・30％

■テキスト・参考文献
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【テキスト】
・適宜授業で配布します。

【参考文献】
・授業で提示します。

■授業外学習

【具体的な内容】
・グループワークやディスカッションのための下調べをします。
・冊子作成のため、グループで編集作業をします。
【必要な時間】
・事前事後、それぞれ2時間程度を予定しています。

■その他

企画・フィールドワーク、編集作業、成果物という流れで進みますが、他にはない成
果物をみんなで作るという充実感ある内容にしたいと思います。これには、協力態勢
と一つのことをやり遂げる継続した努力が必要です。このような経験が自分を成長さ
せるということを踏まえて取り組みましょう。
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2019 年度生 現代文化学科

科 目 名 応用演習Ⅱ[現文]

開講期・単位 3年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 坂梨　夏代、越田　賢一郎

■講義の目的および概要

本演習は、考古学、先史学、博物館学、文化資源学、文化人類学の領域、北海道、ロ
シア極東を中心とした先史文化、また地域の歴史的文化資源の活用をテーマとする。
資料調査、フィールドワーク等を通じて、学生が主体的に学ぶ力を身につけることを
目的とした授業である。
また4年のテーマ研究Ⅰ・Ⅱに続く基礎的な資料調査、分析、論文作成の方法などを
学ぶ。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
基本的に演習方式であるため、テーマごとに調査、発表をおこなってもらう。
また地域資源の活用を演習全体のテーマとして、フィールドワークなどの活動を実施
する予定である。

【課題に対するフィードバックの方法】
調査に関するシートやレジュメ確認、発表、フィールドワークにおけるディスカッシ
ョン、報告などでフィードバックをおこなう

■授業計画

①オリエンテーション
②文化資源の活用とは
③地域と文化資源について
④論文講読とレジュメ発表
⑤論文講読とレジュメ発表
⑥論文講読とレジュメ発表
⑦論文講読とレジュメ発表
⑧フィールドワーク準備・計画
⑨フィールドワーク準備・調査
⑩フィールドワーク準備・発表
⑪フィールドワーク
⑫フィールドワーク事後報告
⑬報告準備
⑭報告事前練習
⑮成果報告

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
論文、調査（調べもの）、フィールドワーク等を通じて、地域資源の活用について自
分なりの考えを持ち、主体的な活動ができる

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
文化領域における基礎的知識の修得およびそれを基にした専門知識、技能の修得
修得した知識、技能の活用能力
自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力

■成績評価基準と方法

グループにおける活動40％
発表10％
レジュメ10％、
成果報告40％で評価する。

■テキスト・参考文献

【テキスト】
特になし。適宜指示・配布する。

【参考文献】

『季刊まちづくり』八甫谷 邦明編　学芸社　など

■授業外学習
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事前事後学習
【具体的な内容】
授業外においても、図書館、博物館等を訪ね、資料収集、準備等を重ねること

【必要な時間】
各自必要な調べものに（予習復習）２時間程度を必要とする。

■その他

フィールドワークに別途費用が掛かる場合がある（授業内で説明）。
授業外でも積極的に活動をすること。
※コロナの状況によりフィールドワーク等の授業内容に変更あり。担当教員の指示に
従うこと。
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2019 年度生 現代文化学科

科 目 名 応用演習Ⅱ[現文]

開講期・単位 3年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 小内　透

■講義の目的および概要

本演習では社会的不平等の構造や背景について理解を深めることを目的に、「社会的
不平等と教育」に関わるテーマで、選定された文献に基づきながら履修者による資料
の解読や議論を行います。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

「社会的不平等と教育」に関わる文献を選定し、それをもとに議論を行う。毎回、レ
ポーターとサポーターを決め、レポーターは文献の要約と論点の提示、サポーターは
追加の資料提供と司会を行ってもらい、議論の活性化を図るようにします。履修者に
は各自レポーターとサポーターをそれぞれ１回以上、担当してもらいます。

■授業計画

１　演習の進め方と文献の選定（１）
２　演習の進め方と文献の選定（２）
３　文献の読解と議論（１）
４　文献の読解と議論（２）
５　文献の読解と議論（３）
６　文献の読解と議論（４）
７　文献の読解と議論（５）
８　文献の読解と議論（６）
９　文献の読解と議論（７）
10　文献の読解と議論（８）
11　文献の読解と議論（９）
12　文献の読解と議論（１０）
13　文献の読解と議論（１１）
14　文献の読解と議論（１２）
15　まとめと振り返り

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
社会的不平等の現状や課題と教育との関わりについて理解ができ、自らの意見をもて
るようになることを目標とします。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力を身に付けた学生に学位を授
与する」に基づき、現代社会における社会的不平等の現状や課題を解決するうえで必
要となる幅広い知識や多様な視点を身に付けてもらいます。

■成績評価基準と方法

レポーターやサポーターを担当した際の達成度と毎回の授業における議論への参加の
度合いによって評価する。評価の配分は、レポーターとしての達成度４割、サポータ
ーとしての達成度４割、各授業における議論の参加の度合い２割とします。

■テキスト・参考文献

【テキスト】
１回目と２回目の授業で決めます。

【参考文献】
授業の中で適宜、紹介します。

■授業外学習

授業時の最後に次週の学習について予告するので、文献の該当箇所の予習を行うとと
もに、授業内容で理解しきれなかったことや興味をもったことについて、配布された
資料、参考文献等をもとに復習したり、発展的な学習をしたりしてください。また、
日常から新聞を読み、ニュースの報道、解説に関心を持つようにしてください。予習
・復習の時間はそれぞれ２時間を目安とします。

■その他
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2019 年度生 現代文化学科

科 目 名 応用演習Ⅱ[現文]

開講期・単位 3年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 中津川　雅宣

■講義の目的および概要

本講義では、映画を通して、社会を包括的に学ことを目的とする。英語で書かれた教
科書を精読し、英語力を伸ばすとともに、異文化コミュニケーションについて理解を
深める。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
講義は、大きく分けて二つある。
①英語の講読とその分野についてのプレゼンテーション
②その分野に対するディスカッションとその実地調査

【課題に対するフィードバックの方法】
授業の中での発表は口頭にて、適宜フィードバックを行なう。レポートについては添
削やコメントをつける。

■授業計画

Week 1: Introduction
Week 2: LGBT
Week 3: Gender and Racial Segregation
Week 4: Slavery Systems
Week 5: Immigrants
Week 6: Foreign Language
Week 7: Fieldwork in the Embassy of the U.S.A
Week 8: Cross-Cultural Communication
Week 9: Physical Disability
Week 10: Diseases; PTSD
Week 11: Refugees
Week 12: The Holocaust/History
Week 13: Fieldwork
Week 14: Final Project
Week 15: Final Project

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①英語の講読を通し、自分の意見を英語で議論・レポートを書けることができる。
②多文化社会を理解し、その問題について自ら考え、アウトプットできる力を身につ
ける。
③授業で取り上げた多文化について日本のケースについて考え、発表できる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「理想を求め、明日の地域社会、国際社会へ寄与する姿勢を身に付けている学生に学
位を授与する」に基づき、社会の現象について批判的に物事を捉える力をつける。

■成績評価基準と方法

・ゼミ発表の参加度・積極性　　　　　　　　 　30%
・宿題　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20％
・ファイナルプロジェクト　　　　　　　　　　 30％
・調査　　　　 　20％

■テキスト・参考文献

必要に応じて、ハンドアウトを適宜配布予定

■授業外学習

現地フィールドワークについては、土日祝日に実施することもある。
予習・復習でおおよそ2時間程度必要とする。

■その他

フィールドワークやボランティア活動にかかる交通費は原則自費だが、一部補助の場
合もある。
英語の教材を多く扱うため、英語が得意、頑張りたい学生の履修を推奨する。
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2019 年度生 現代文化学科

科 目 名 応用演習Ⅱ[現文]

開講期・単位 3年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 横川　大輔

■講義の目的および概要

「我々はどのような時代・文化の中で生きているのか」を考えるために、「科学と宗
教」というテーマを掲げる。我々は「科学」に依拠した世界観をもち、生活をしてい
るが、この世界には「疑似科学」あるいは「宗教」に依拠し、ある意味科学を拒否し
て生きている人々もいる。科学とは何か、なぜ科学を我々は全人類に普遍的なものと
考えているのだろうか。本授業はこうした問題に、複数の文献の購読を通じて考える
。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【【講義方法】
前半は、春学期同様の文献購読を主体とした演習授業。
後半から各人の関心に即した研究発表授業。

【課題に対するフィードバックの方法】
・作成してきた内容要約に対しては、当日の質疑応答でコメントし、フィードバック
する。
・後日作成した読書ノートに対しては、次回までに添削指導を行う。
・中間課題・最終課題のレポートに対しては、適宜コメントをつけてフィードバック
する

■授業計画

①ガイダンスと春学期のフィードバック
　
②～⑦オカルト、超科学と正統科学についての文献購読

⑧中間のまとめ
　
⑨～⑭受講者各人の関心に即した調査研究発表

⑮成果発表会

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
・一定水準以上の学術的文献を精読し、内容を理解することができる
・理解した内容を他者にわかりやすく自分のことばで伝えることができる
・自身の関心に即し、調査探究し、その成果を他者に伝えることができる

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
③専門知識、技能の修得をもとに、④修得した知識、技能の活用能力としてレポート
作成、および⑤自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力として、自主的
な調査・探求を行い、発表する

■成績評価基準と方法

・内容要約づくり・・・・・・10％
・読書ノートづくり・・・・・10％
・中間課題としてのレポート（学内評論コンクール）・・・30％
・自身の関心に即した調査研究発表・・・20％
・最終成果発表（発表会＋レポート4000字程度）・・・30％

■テキスト・参考文献

【テキスト】・【参考文献】受講者との議論で文献を決定するが、以下の文献を候補
に挙げておく
・左巻健男『学校に入り込むニセ科学』平凡社、2019年
・高橋昌一郎『反オカルト論』光文社、2016年
・馬場隆弘『椿井文書　日本最大級の偽文書』光文社、2020年
・笹原和俊『フェイクニュースを科学する』化学同人、2018年

＊この分野における先進的な文献は英語で書かれていることが多いので、場合によっ
ては英語文献の購読があることに留意すること

■授業外学習
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【【具体的な内容】
・事前学習として、全員がテキストを予習し、内容要約を作成する。
・事後学習として、授業での議論を整理し、読書ノートとして完成させる。

後半は、空き時間のほとんどを、文献の調査や読解、必要な史資料の探索と読解、整
理に費やすことになる。平均しても、週に180分を下回ることはありえないだろう。

【必要な時間】
・事前学習・・・新書程度の30ページ分とはいえ、テキストの精読とその内容を言語
的に表現するには2時間あっても足りないだろう。
・事後学習・・・当日の議論を整理し、それを踏まえてテキストを読み直し内容を理
解したうえでまとめるには、2時間あっても足りないだろう。

■その他

一つの情報源だけで判断してはいけません。複数の情報源にあたりつつ「自分でわか
る」こと、そしてそれを「他人に伝える」こと、この二つを大事にしましょう。
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2019 年度生 現代文化学科

科 目 名 応用演習Ⅱ[現文]

開講期・単位 3年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 高橋　伸

■講義の目的および概要

　本講義は、「言葉を調べる」ことをテーマとして、言葉の仕組みや働きに対する理
解を深めると共に、それぞれの課題に沿って、言葉について調査研究し、理解を深め
ることを目指します。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
　演習形式で授業を行います。
　授業の前半は、まず、事前に提示された文章を解釈し、自らの考えを発表できるよ
うに準備しておきます。演習では、事前に考えてきたことを全体に説明し、他者の質
問や意見、助言などを受けた上で、自分の考えを再検討して、理解を深めます。授業
時に提示された課題について、グループディスカッションなどを通してさまざまな観
点から検討し、グループとしての意見をまとめ上げることで、協調的思考力を身につ
けます。
　授業の後半は、言葉に関してそれぞれ課題を立て調査し、レポートにまとめます。

【課題に対するフィードバックの方法】
・演習の中の質疑応答でコメントします。
・レポートに対しては、コメントをつけてフィードバックします。

■授業計画

　演習は、以下のように行いますが、状況に応じて計画の変更もあり得ます。
①　ガイダンス　春学期のフィードバック
②　資料の読解　言葉の役割を考える１
③　資料の読解　言葉の役割を考える２
④　資料の読解　言葉の役割を考える３
⑤　資料の読解　言葉の役割を考える４
⑥  資料の読解　言葉の役割を考える５
⑦  資料の読解　言葉の役割を考える６
⑧  中間のまとめ
⑨  受講者の関心に基づいてテーマを決め資料を収集する。
⑩  文献の読解と調査研究１   
⑪  文献の読解と調査研究２
⑫  文献の読解と調査研究３  
⑬  文献の読解と調査研究４  
⑭  成果発表１ 
⑮  成果発表２

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
・言葉に関するを読み、内容を理解することができる。
・理解した内容を他者にわかりやすく自分の言葉で伝えることができる。
・言葉について調べ、言葉の役割や言葉と人の関わりについて文章で表現することが
できる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
　現代文化学科のディプロマポリシー②言語、コミュニケーション領域における基礎
的技能の修得、⑤「修得した知識、技能の活用能力」および⑥「自立して行動できる
姿勢、課題を発見し解決する能力」に基づき、主体的・対話的な学びの力を高める。

■成績評価基準と方法

・授業の成果をまとめたポートフォリオ（予習復習の内容を含む）   40％
・発表                                                  　　　 20％
・レポート（４000字程度）                          　　         40％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
適宜配付します。

【参考文献】
適宜、紹介します。

■授業外学習
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【具体的な内容】
・事前学習として、資料について、自分なりの解釈をしておくこと。
・事後学習として、授業での学びをまとめて記述すること。　
【必要な時間】
予習・復習の時間はそれぞれ２時間以上を目安とします。

■その他

言葉の力や役割について考えましょう。
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2019 年度生 現代文化学科

科 目 名 応用演習Ⅱ[現文]

開講期・単位 3年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 大村　勅夫

■講義の目的および概要

本講義は、応用演習Ⅰに引き続き、文学研究の論考を作成することを目的とする。た
だし、扱う作品等に関しては、学生と検討して決定することとする。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
文献の購読と批評を、教師と学生が議論しながら進めていくことを基調とする。また
、学生は基本的にレジュメを作成してくることとなる。

【課題に対するフィードバックの方法】
常に、該当作品・レジュメについての議論であり、往還である。

■授業計画

①ガイダンス

②応用演習Ⅰからの学びの確認

③～⑭作品の研究

⑮応用演習Ⅱのまとめと次年度への展望

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
文学研究の基礎を押さえること。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「文化領域における基礎的知識の修得を基にした専門知識、技能の修得」に基づき、
文学研究の基本的姿勢を身に付けることで、諸文化への視座を獲得する。

■成績評価基準と方法

毎回の授業におけるレジュメの評価：80％
まとめ課題：20％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
学生と検討の上で決定する。

【参考文献】
学生と検討の上で決定する。

■授業外学習

【具体的な内容】
毎時のレジュメ作成が必要となる。同時に、そのための予読が当然、必要となる。

【必要な時間】
特に、事前学習として、数時間が必要になる。

■その他

2021(令和3)年4月1日

382



2019 年度生 現代文化学科

科 目 名 考古学資料演習

開講期・単位 3年 後期・選択 2単位・演習

担 当 者 坂梨　夏代、越田　賢一郎

■講義の目的および概要

本講義は春学期考古学実習の続編にあたる。発掘調査後の室内作業について、発掘し
て得た考古資料をどのように整理して学術資料とするのか、その手順、方法について
理解することを目的としている。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
考古学・博物館実習室で実習形式で行う。実物資料を取り扱うので、破損、紛失に注
意を払うこと。

【課題に対するフィードバックの方法】
毎回実施する資料の扱い方などが課題にあたる。作業を何度も繰りかえす＝フィード
バックすることで資料の扱い方の習熟度をアップさせる。

■授業計画

考古学での室内作業全般について学ぶ。以下の内容について資料整理の作業をし、資
料整理の意義について体得する。デジタル実測、デジタルアーカイブへの基礎的な取
り組みも行う。

①考古学における資料整理の意義
②資料整理作業の流れ
③遺物の水洗
④遺物の注記
⑤遺物台帳の作成
⑥遺物の計測
⑦遺物の接合作業
⑧遺物観察法
⑨遺物の実測1
⑩遺物の実測2
⑪遺物の実測3
⑫拓本作業
⑬報告書編集
⑭報告書の見方
⑮まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
考古学の室内整理作業について理解し、資料の扱い方などについて基礎的な作業が出
来る

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
文化領域における基礎的知識の修得およびそれを基にした専門知識、技能の修得

■成績評価基準と方法

レポート30%　　実習で実測した遺物について調べ、それをレポートにまとめること
。
作業手順の理解40％
実測成果品30％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
特になし
適宜資料を配布する

【参考文献】
文化庁文化財部記念物課『発掘調査の手引き』2010

■授業外学習
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【具体的な内容】
授業外において、考古学関係の図書を読み、実測を行っている資料についての知識を
獲得し、それをレポートとしてまとめること。また、資料観察や実測方法の練習を行
うこと。

【必要な時間】
個々で必要な時間は異なるが、資料観察が適切にでき、実測で示せるようになるまで
とする。

■その他

考古学実習を履修していることが望ましい。
※履修していない場合は、考古学資料について興味をもち、考古学に関連する授業を
履修していること。

水洗などの作業もあるので、汚れてもいい服装で出席すること
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2019 年度生 現代文化学科

科 目 名 和の精神史

開講期・単位 3年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 （未定）

■講義の目的および概要

　日本の歴史をふりかえれば、〈和〉と対になるものは、長らく〈漢〉とされてきた
。〈和〉を知るには、〈漢〉についても知らなければならない。また、前近代の日本
では仏教が広く信仰されていたため、本朝（日本）・震旦[ｼﾝﾀﾝ]（中国）・天竺（ｲﾝ
ﾄﾞ）という仏教的な三国世界観が常識的であった。この天竺に仮託される価値観を、
しばしば前近代の日本では、〈梵〉と表現する。〈和漢〉の関係をさまざまな事象か
らさぐり、〈梵〉がどのような意味をもったのか見据えることで、「和の精神史」に
迫ってゆきたい。なお、おもに扱う時代および内容は、講師の専門とする中世日本史
分野が中心となる。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
　基本的に、教科書（拙著『中華幻想』【Ｃ】、および村井康彦『武家文化と同朋衆
』【Ｍ】）に沿って簡単な講義（レクチュア）を行なう。その合間合間にディスカッ
ションをはさんでいく。人数が少なければ、フリーセッションのような時間を多く取
りたい。
　また、国立博物館研究員の実務経験を活かして、さまざまな文化財や芸能などをと
りあげる。具体的には、画像資料や動画類を活用する予定である。
　各授業の最後にミニッツペーパー（リアクションを記したメイル等）あるいは授業
内課題を提出してもらう。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題提示時に、併せて指示します。おおむね、レポート等提出物に対する講評（コメ
ント）の送付となる予定です。

■授業計画

①〈和〉の定義をめぐって――トンカツやアンパンは和食か洋食か（配布資料）
②水墨画の〈和漢〉を考える――雪舟の禅画は中華風か和風か（配布資料）
③「冊封体制」論・「東アジア世界」論を考え直す（配付資料、【Ｃ】Ⅰ章前半）
④足利義満の「日本国王」冊封の実像（【Ｃ】Ⅰ章前半）
⑤北山殿義満の唐物数寄（【Ｍ】第Ⅰ部）
⑥〈漢〉になろうとした将軍、足利義持（【Ｃ】Ⅰ章後半）
⑦渡唐天神説話はなぜ生まれ、流行したのか（【Ｃ】Ⅱ章）
⑧日本にはじめてやってきた象（配布資料）
⑨〈皇帝の絵画〉――将軍義教が天皇に見せた絵画の意味とは何か（【Ｃ】Ⅲ章）
⑩東山殿義政の文化生活と同朋衆（【Ｍ】第Ⅰ部）
⑪座敷飾りの世界（【Ｍ】第Ⅱ部）
⑫永楽銭の史実と伝説（【Ｃ】Ⅵ章）
⑬狂言「唐相撲」に見る〈漢〉への対抗心（【Ｃ】跋文）
⑭能・狂言と日本近代史（【Ｍ】第Ⅰ部）
⑮「和漢の境をまぎらかす」再考（配布資料）

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
　〈和〉という概念は簡単に民族主義と結びつき、しばしば自文化中心主義を誘発し
てしまう。だが、絶対不変で確固たる〈和〉など存在しないし、しかし、それにも拘
らず〈漢〉を変形させてしまう〈和〉の価値観があったことも事実である。
　受講生の皆さんには、周囲にマウントをとりたがる〈和〉の志向性をしっかり認知
し、それに振り回されないだけの開かれた世界像を築いてほしいと思う。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
　本学科での卒業認定のための単位取得のうち、日本の文化と歴史に対する認識を深
めてゆくための専門科目のひとつ。

■成績評価基準と方法

平常点（ミニッツペーパー・授業内課題等）　40％
授業外課題　20％
最終レポート　40％

■テキスト・参考文献
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【テキスト】
・橋本　雄（拙著）『中華幻想――唐物と外交の室町時代史』（勉誠出版、2011年）
・村井康彦『武家文化と同朋衆――生活文化論』（ちくま学芸文庫、2020年）

【参考文献】
・米谷匡史『アジア／日本』（岩波書店、2006年）
・塩出浩之『岡倉天心と大川周明』（日本史リブレット、山川出版社、2011年）
・島尾　新『「和漢のさかいをまぎらかす」』（淡交新書、2913年）
・河添房江『唐物の文化史』（岩波新書、2014年）

■授業外学習

【具体的な内容】
・一度、高校の日本史教科書でよいので、日本の文化史や対外関係史の部分のみ選ん
で通読してみてください。
・配布資料の事前学習（要点をまとめるなど）。
・事後には授業外課題（レポート等）をこなしてください。

【必要な時間】
・事前事後とも、最低60分ほどはかかると思います。また、逆にいえばそれだけじっ
くりかけて向き合って下さい。

■その他

　人文学部現代文化学科設定の選択専門科目ですが、他学科、学部からも受講可能で
す。３・４年次の設定科目ですが、それ以外の学年からの受講も歓迎します。
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2019 年度生 現代文化学科

科 目 名 博物館経営論

開講期・単位 3年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 坂梨　夏代

■講義の目的および概要

博物館の今日的課題、使命、社会的役割について考察し、なぜ博物館に経営が必要で
あるのかを理解する。博物館の管理・運営に関わる経営基礎および経営手法、利用者
とのかかわり、地域社会との連携、博物館ネットワークについて取り上げ、博物館の
将来像について考える

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
博物館経営に関わる基礎知識について、板書・パワーポイント・ビデオ等の映像を活
用して講義する。講義内容をもとに、学生による意見交換や発表をおこなう時間を確
保する。また、実際の博物館見学を行い経営の在り方について学ぶ。

【課題に対するフィードバックの方法】
授業開始時に確認ミニテストを実施する。
また博物館見学をするにあたって事前事後学習を実施することで、見学博物館におい
て自己課題を抽出させ、それに基づいて見学し、事後レポートとして提出する。

■授業計画

①オリエンテーション：本授業のねらい・概要
②博物館の今日的課題
③ミュージアムマネジメント
④博物館の行財政制度・財務
⑤博物館の施設・設備
⑥博物館の組織と職員
⑦博物館の使命・計画・評価
⑧博物館の行動規範
⑨博物館の危機管理
⑩博物館の広報・マーケティング
⑪博物館の市民参画・地域社会と博物館
⑫博物館ネットワーク・博物館と他機関との連携
⑬⑭⑮　市内博物館見学

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
博物館の形態面と活動面における適切な管理・運営について理解する。博物館経営（
ミュージアムマネジメント）に関する知識と方法を習得し、学芸員としての基礎的能
力を身につけることを目標とする。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
文化領域における基礎的知識の修得およびそれらを基にした専門知識、技能の修得

■成績評価基準と方法

①提出物　20％
②小レポート 20％
③定期試験レポート 60％
により評価する。

■テキスト・参考文献

【テキスト】
なし
適宜プリントを配布する。

【参考文献】
授業内で適宜指示する。

■授業外学習
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【具体的な内容】
毎回の授業内容をきちんと整理し、まとめておくこと。
多くの博物館を見学すること

【必要な時間】
予習復習を含めて２時間程度とする。

■その他

博物館学芸員資格に関する科目を受講していることが望ましい

博物館学芸員資格必修科目
※講義期間内に、博物館施設を見学する機会を設け、講義と振り替える（札幌市内・
近郊、現地集合・現地解散）。詳しくはオリエンテーションのときに説明する。
※コロナの状況んにより授業内容に変更あり。
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2019 年度生 現代文化学科

科 目 名 博物館展示論

開講期・単位 3年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 坂梨　夏代

■講義の目的および概要

本講義では、展示の歴史、展示メディア、展示による教育活動、展示の諸形態等に関
する理論及び方法に関する知識･技術を習得し、博物館の展示機能に関する基礎的能
力を養うことを目的とする。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

講義方法】
基本的に講義形式である。博物館展示の意義を歴史的観点から整理し、コミュニケー
ションの媒体として、展示が持つ様々なメッセージをどのように展示をしてきたかを
明らかにし、、また実際の展示の諸形態を、展示解説や展示制作等の実例やグループ
活動をおこないながら実践的に展開する。

【課題に対するフィードバックの方法】
展示作業などのグループ活動において、グループ同士の評価を実施する(他評価）

■授業計画

①博物館とは（博物館法、博物館の役割の再確認）
②展示とは（展示とは何か、展示の歴史）
③展示の持つメッセージ（展示の政治性と社会性）
④展示の諸形態
⑤展示の製作（企画～施行まで）
⑥展示の管理（関係者との協力）
⑦展示の評価
⑧展示のデザイン　　　　　　　
⑨展示のストーリーライン
⑩展示計画と展示方法
⑪展示の解説活動とは
⑫解説文･解説パネルについて
⑬解説の方法
⑭その他の展示解説方法
⑮まとめ（これからの展示とは）

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
博物館における展示の基礎知識と応用力を身につけることができる

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
文化領域における基礎的知識の修得およびそれらを基にした専門知識、技能の修得

■成績評価基準と方法

提出物４０％

定期試験レポート６０％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
特になし。適宜資料を配布する。

【参考文献】
『博物館展示論』2016　稲村哲也　放送大学教育振興会

■授業外学習

【具体的な内容】
毎回の授業内容をきちんと整理し、まとめておくこと。
多くの博物館を見学すること

【必要な時間】
予習復習を含めて２時間程度を必要とする。

■その他
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博物館見学を積極的に行い、展示方法について学ぶことが望ましい。
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2019 年度生 現代文化学科

科 目 名 博物館教育論

開講期・単位 3年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 矢吹　俊男

■講義の目的および概要

教育は総合的で、多面的な思考を身につけさせることを目的としています。教育とは
、過去からの伝達であり、継承です。端的に言って、過去から現在を通じて未来への
伝承です。博物館は、過去に起きたことを実物に基づいて再現し、現在との比較によ
って、未来はどうあるべきかを考えるきかっけづくりの場です。そのために、博物館
教育は、博物館の主要な活動といえます。その意味で、博物館教育については、いつ
も集う活気を保ち、館内を学ぶ楽しさで満たすような目標を高く掲げ、長期的な視野
に立っての戦略を立てることが必要となります。このことを踏まえながら、博物館に
おける教育機能に関する基礎的知識を養うことを目的として、以下の４点について学
修します。
学校教育と博物館教育のあり方を理解し地域学校協働の必要性を学びます。
博物館における教育活動の基盤となる理論を学びます。
博物館教育の実践に対する知識と方法を習得します。
博物館における教育活動に関する基礎知識を身につけます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
はじめに教育基本法（抄）、学校教育法、社会教育法、博物館法など博物館が存在す
る裏付けとなる法律、規則等を学び、それらに規定された博物館の教育活動について
理解を深めます。
学芸員として長年にわたる実務経験を有する教員による博物館教育の実際について、
その現状と課題、学校教育との関係、地域との関係、そして博物館の将来のあるべき
姿などについて具体例を示しながら講義を進めます。

【課題に対するフィードバックの方法】
学びを生かして、博物館教育の主体となる展示、出前授業など、特に学校教育に生か
す博物館学習計画を作成します。
学びを通して、２０２０年度から施行の学習指導要領を基に、小中学校の授業「総合
的な学習の時間」に活かす博物館学習計画を作成します。

■授業計画

①博物館の教育とは
　博物館教育論で学ぶ内容、講義計画などのガイダンス
　博物館の教育について
②学校教育と博物館１　学校と博物館との協働
③学校教育と博物館２　博学（学校と博物館）連携・協働の事例
④地域の教育力を育てる博物館
⑤博物館を通した地域教育のススメ
⑥各地の博物館教育活動事例から博物館の教育を考える１
⑦各地の博物館教育活動事例から博物館の教育を考える２
⑧博物館資料の貸し出し、出前授業、移動博物館の基本的な考え方と事例
⑨学習指導要領に対応する博物館
⑩「総合的な学習の時間」における博物館教育１　地域の課題に対応する博物館
⑪「総合的な学習の時間」における博物館教育２　具体的な教育計画を考える
⑫博物館学習計画の立案
⑬博物館学習計画の作成１　テーマ設定
⑭博物館学習計画の作成２　博物館教育の５つポイント
　「見て」「触れて」「感じて」「考えて」「気づく」
⑮博物館教育論のまとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①教育の意義を理解する
②博物館における教育の特性を把握する
③博物館で実際に行われている教育活動を知る
④自分たちで博物館教育活動（出前授業、博物館教室、貸出資料、博物館講座等々）
の企画をすることによって、博物館における教育活動の重要性を理解する。
⑤地域教育に果たす博物館の役割を考える

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
文化的領域における基礎的知識の習得
学芸員資格取得のための博物館教育に関する基礎的知識の習得並びに企画力の育成
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■成績評価基準と方法

学校と博物館との連携・協働による学習計画をテーマとした期末レポート６０％、提
出物：講義中に課題を設定し、それに対する記述を求めます（これは講義を受けての
理解度と発想の独自性を把握するためです）２０％、学習の理解度を把握するために
講義中間で中間テスト実施します２０％。

■テキスト・参考文献

【テキスト】
毎回、教員が作成した資料を配布します。

【参考文献】
必要に応じて講義中に示します。

■授業外学習

【具体的な内容】
受講に当って博物館（郷土資料館、郷土館、科学館、文学館、美術館など・園（植物
園、動物園、水族館など）等を訪れ施設の情報を収集して、実際の博物館における教
育活動＝展示の在り方を確認しておいてほしい。
復習なしには次の講義内容を理解できませんので、必ず復習をしてから出席してくだ
さい。
講義を受け疑問に思ったこと、意見などを事前に整理し次の講義に生かし教員、受講
者同士の意見交流のきっかけとなることが望ましい。積極的な意見交流は主体的な学
びにつながります。

【必要な時間】
振り返り、気づき、推察などの復習、講義受講後の疑問点や要点、さらには意見など
を整理し次の講義に備える事前学習それぞれ４時間ほどを費やすことが望ましい。事
後学習、事前学習をすることによって講義の内容の理解が深まり、次の展開がスムー
ズに運ぶことができます。

■その他

小レポート、学校教育にいかす学習計画（企画書）の作成を経て、そのまとめとして
の期末レポート作成につなげますので、提出物についての未提出は認めません。
記述することはとても大切なことです。考えたこと、疑問に思ったこと、気づいたこ
とを文章にすることに結び付けるような講義を考えています。
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2019 年度生 現代文化学科

科 目 名 宗教学

開講期・単位 3年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 鈴木　廣隆

■講義の目的および概要

宗教は常に人間と共にあり人間を幸せに導こうとする。しかしその宗教が原因で起き
る争いも絶えない。それはなぜか。この講義では仏教の伝播に着目し、人々は宗教を
受け入れることでどう変わるのか、また宗教は人々によってどう変容するのかを解明
しながら、現代を生きる我々人間と宗教の関係について考察する。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
仏教がアジアの人々にどう受け入れられ、どのように変容したのかを文献資料、考古
学的研究にもとづいて考察する。資料プリント、ビデオ、スライドなどを使いつつ、
寺院住職としての実務経験に基づいて宗教現象を解説し、学生が気づいていない人間
の宗教性を掘り起こし、小レポート・アンケートなどで問題を共有しながら講義を進
める。

【課題に対するフィードバックの方法】
講義中に小レポート・アンケートを提出させて、それにコメントする形で質疑応答の
場を設ける。

■授業計画

① 仏教の源流：古代インドの宗教世界　―大いなる異文化―
② ブッダの生涯（１）：若き日　―誕生の地ルンビニ―
③ ブッダの生涯（２）：出家　―なぜ家や家族を捨てたか―
④ ブッダの生涯（３）：苦行　―なぜ苦行したのか―
⑤ ブッダの生涯（４）：ブッダとなる　―「悟り」とは―
⑥ 仏教の始まり：ブッダの教え　―原始仏教経典に触れる―
⑦ 仏教の展開：ブッダ亡き後の弟子たち　―悟りを求めて―
⑧ 仏教の大衆化：大乗仏教の成立　―救済を求めて―
⑨ 大乗仏教（１）：ブッダと菩薩　―新たな信仰対象―
⑩ 大乗仏教（２）：ガンダーラ　―仏教飛翔の地―
⑪ 大乗仏教（３）：空と浄土　―大乗仏教の思想―
⑫ 仏教の伝播（１）：インドから中国へ　―訳経僧の活躍―
⑬ 仏教の伝播（２）：ネパール仏教　―異教との共存―
⑭ 仏教の伝播（３）：日本の仏教　―ありのまま―
⑮ 比較宗教の試み：「宗教なんかこわくない」

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
自分にとって宗教とは何なのかを考えることによって、自分自身の宗教性を発見し、
アジア的精神風土の中でとらえ直し、自分と世界との関わりをしっかりと自覚できる
ようになること。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
日本人は無宗教であるとか、宗教とは絶対的な存在に対する信仰（依存）であるとい
う見解を批判的に考察することで、自立して考え行動し、課題に取り組む能力を養成
する。

■成績評価基準と方法

講義中に提出する小レポートが５回以上。全講義終了後には最終レポートを提出して
もらう。評価の配分は最終レポートが６割、小レポート提出を含めた受講態度が４割
である。

■テキスト・参考文献

【テキスト】
テキストは使用せず、その都度プリントを配付する。
【参考文献】
前田專学『ブッダを語る』（ＮＨＫ出版）、藤田宏達『ジャータカ全集Ⅰ』（春秋社
）、立川武蔵『日本仏教の思想』（講談社現代新書）、橋本治『宗教なんか怖くない
』（ちくま文庫）、森岡正博『宗教なき時代を生きるために』（法蔵館）など

■授業外学習

【具体的な内容】
ブッダの伝記を事前に調べておくことが望ましい。参考文献の『ブッダを語る』以外
にも、映画『リトルブッダ』（ＤＶＤ）、手塚治虫『ブッダ』などは親しみやすい。
また、講義全体のまとめには橋本治『宗教なんかこわくない』（ちくま文庫）、森岡
正博『宗教なき時代を生きるために』（法蔵館）が役に立つ。仏教用語については中
村元『広説仏教語大辞典』（東京書籍）にあたるとよい。
【必要な時間】
30分から1時間程度。
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■その他

提出されたレポートは原則として返却しない。また講義中に実施する小レポートなど
が提出されない場合は受講したとは認めないので注意すること。
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2019 年度生 現代文化学科

科 目 名 日本文学

開講期・単位 3年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 大村　勅夫

■講義の目的および概要

本講義では、文学の中でも日本文学の諸作品についての詳解初歩ができるようになる
ことを目指すものである。特に、様々な方法によってどのようにどんなことが表現さ
れているのか、どんな文化が表されているのかなどを考察・検討・議論する講義であ
る。本講義で扱う作品の多くは、小中高教科書等に掲載されたものを中心とし、それ
らを再読し、読み深めていくことを行う。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
基本として、ディスカッション・グループワーク等を用いながら、作品について教師
と学生の対話や学生相互の検討を行う。また、実習的要素も活用しながら進めていく
予定である。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題については、毎時出していくが、それについての検討や講評を次時に行いながら
進めていく。

■授業計画

①ガイダンス（文学作品を読むために）
②芥川を再読する（１）
③芥川を再読する（２）
④芥川を再読する（３）
⑤漱石を再読する（１）
⑥漱石を再読する（２）
⑦漱石を再読する（３）
⑧太宰を再読する
⑨絵本を再読する
⑩古典を再読する（１）
⑪古典を再読する（２）
⑫古典を再読する（３）
⑬韻文を再読する（１）
⑭韻文を再読する（２）
⑮まとめと振り返り

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
文学作品の詳細な読みを通して、そこに表された文化的要素を読みとらえる初級的姿
勢を手に入れる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「文化領域における基礎的知識を基にした専門知識、技能の修得」に基づき、文化等
に対する理解を深めることで、グローバルに活躍できる能力を身に付ける。

■成績評価基準と方法

毎回の提出物：80％
まとめレポート：20％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
適宜プリントを配布する。

【参考文献】
小中高時に使用していた国語教科書等

■授業外学習

【具体的な内容】
該当回に扱う作品を前時に示すので、それを精読してくることを事前学習として求め
る。また、その際に、作品の特徴等について気づいたことを必ず記載してくる。事後
学習として、再読を求める。
【必要な時間】
それぞれ最低でも120分はかかる内容である。

■その他
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2019 年度生 現代文化学科

科 目 名 社会思想史

開講期・単位 3年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 水野　浩二

■講義の目的および概要

社会思想史の観点から西洋思想を通覧します。個人と社会という対立軸で展開されま
す。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
毎回、授業の冒頭で、前回の授業内容を確認するための小テストを実施します。次に
、その日の授業内の概要を説明し、内容に関連した課題（小論文）に答えてもらい、
さらには課題をめぐってディスカッションをおこないます。最後に、次週の授業内容
に触れます。
【課題に対するフィードバックの方法】
小テスト、小論文を採点・集計し、学期の途中で、合計点が著しく低い者に対しては
、別途課題を与えます。

■授業計画

①社会思想史と「学際」
②労働（M.ウェーバー）
③自然（F.ベイコン）
④「自然に帰れ」（J=J.ルソー）
⑤野蛮（Th.アドルノ）
⑥国家（Th.ホッブズ）
⑦歴史（K.マルクス）
⑧寛容（ヴォルテール）
⑨ユートピア（Th.モア）
⑩人格（I.カント）
⑪実存（S.キルケゴール）
⑫集団（J=P.サルトル）
⑬大衆（オルテガ）
⑭私と他者（E.レヴィナス）
⑮まとめ、期末試験

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
思想家の基本的な考え方を理解し、それを現実生活に応用して自分の言葉で説明でき
る。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「文化領域における基礎知識の修得」を通して、グローバル化した世界で活躍できる
ことを目指す。

■成績評価基準と方法

期末試験（60％）＋小テスト（20％）＋課題（20％）

■テキスト・参考文献

【テキスト】
毎回プリントを配付する。
【参考文献】
城塚登著編『社会思想史の展開』北樹出版。M.アンリ（水野浩二訳）『マルクス』法
政大学出版局。水野浩二『倫理と歴史』月曜社。

■授業外学習

【具体的な内容】
毎回の小テストのための準備（復習）をしっかりおこない、さらには、授業の最後で
翌週のテーマに触れるので、予習もしっかりおこなってきてください。
【必要な時間】
復習と予習を合わせて4時間。

■その他

ディスカッションでは、随時指名することもあります。
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2019 年度生 現代文化学科

科 目 名 TOEICⅢ

開講期・単位 3年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 富田　敏明

■講義の目的および概要

本講義はTOEICⅡ履修者又は英語中級者を対象に、リスニング＆リーディング、文法
、語彙を総合的に学習することにより、TOEIC Testのスコアの向上を目指す。また、
テキスト以外の英語情報（英語ニュース、英語記事等）を主体的に学習する姿勢を身
に付けることをねらいとする。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
TOEICの中級テキストを活用し、TOEICの７パートの出題形式に対応した問題演習を行
う。リスニング、リーディングどちらの滑動も、ペアワーク等による会話、ディクテ
ーション、シャドーイングなど能動的な滑動を取り入れる中で、総合的な英語力の向
上を目指す。リスニング、リーディングどちらの領域においてもスラッシュ・リーデ
ィング等の手法を用いて速読及び直解の力を養う。
【課題に対するフィードバックの方法】
課題については確認テスト等の実施により、毎回確認するとともに、授業内において
ポイントとなる事項の解説を行う。

■授業計画

①オリエンテーション
②Unit1(Food & Restaurant)　Vocabulary(401～450)       
③Unit1(Food & Restaurant)  Vocabulary(451～500) 
④Unit2(Entertainment)    Vocabulary(501～550)
⑤Unit2(Entertainment)    Vocabulary(401～550)
⑥Unit3(Travel)           Vocabulary(551～600)
⑦Unit3(Travel)           Vocabulary(601～650)
⑧The midterm exam（重要事項の確認）
⑨Unit4(Sports & Health)  Vocabulary(651～700)
⑩Unit4(Sports & Health)  Vocabulary(551～700)
⑪Unit5(Purchasing)       Vocabulary(701～750)
⑫Unit5(Purchasing)       Vocabulary(751～800)
⑬Unit6(Housing & Accommodation)  Vocabulary(801～850)
⑭Unit6(Housing & Accommodation)  Vocabulary(701～850)
⑮The final exam（重要事項の確認）
  ＊Vocabularyの数字は、使用する語彙用テキストに対応する。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
TOEICスコア５００点～６００点に相当する英語力を身に付ける。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「グローバルに活躍できる人材を育成する」という方針に基づき、世界の共通言語
(Lingua franca)としての英語のコミュニケーション能力を身に付ける。

■成績評価基準と方法

・定期試験　　　　　　　　　　　　　　　　　４０％
・語彙テスト　　　　　　　　　　　　　　　　４０％　
・課題、授業中の言語活動（ペアワーク等）　　２０％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
・FAST PASS FOR THE TOEIC L&R TEST (Cengage)
・TOEIC L&R TEST　出る単特急　金のフレーズ（朝日新聞出版）
【参考文献】
自学用サイト
・ABC News Shower, CNN student news
・Japan Today

■授業外学習
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【具体的な内容】
事前　　①語彙テスト範囲の学習
事後　　②テキストの聞き取り問題のリスニング及びシャドーイング
　　　　③上記自学用サイトを活用したリスニング＆リーディング
【必要な時間】
　　　　①３０分　②５０分　③４０分

■その他

英語のインプットを増やすことは、４技能の向上につながります。本学図書館の「
Extensive Reading」の英書がお薦めです。
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2019 年度生 現代文化学科

科 目 名 TOEICⅣ

開講期・単位 3年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 富田　敏明

■講義の目的および概要

本講義は「TOEICⅢ」での学習内容を踏まえて、英語の４技能をバランスよく学習す
ることにより、TOEIC Testのスコアの向上を目指す。また、卒業後に備え、テキスト
以外の英語情報（英語放送ニュース、英語記事）を主体的に学習する姿勢を身に付け
ることをねらいとする。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
TOEICの中級テキストを活用し、TOEICの７パートの出題形式に対応した問題演習を継
続する。特にリスニング分野においては、Part3,4のまとまった英文を聞き取る力を
身に付けるとともに、リーディングにおいて速読力を高めることを常に意識して学習
を行う。ペアワーク等による会話、音読、シャドーイングなど能動的な活動を取り入
れる中で、総合的な英語力の向上を目指す。
【課題に対するフィードバックの方法】
課題については確認テスト等の実施により、毎回確認するとともに、授業内において
ポイントとなる事項の解説を行う。

■授業計画

①Orientation
②Unit7(Office Work1)   Vocabulary(1～100)
③Unit7(Office Work1)   Vocabulary(101～200)
④Unit8(Office Work2)   Vocabulary(201～300)
⑤Unit8(Office Work2)   Vocabulary(301～400)
⑥Unit9(Employment)     Vocabulary(401～500)
⑦Unit9(Employment)     Vocabulary(501～600)
⑧The midterm exam（重要事項の確認）
⑨Unit10(Lectures & Presentations)    Vocabulary(601～700)
⑩Unit10(Lectures & Presentations)    Vocabulary(701～800)
⑪Unit11(Business Affairs1)   Vocabulary(801～900)    
⑫Unit11(Business Affairs1)   Vocabulary(901～1000)
⑬Unit12(Business Affairs2)   Vocabulary(1～500)
⑭Unit12(Business Affairs2)   Vocabulary(501～1000)
⑮The final exam（重要事項の確認）
　＊Vocabularyの数字は使用する語彙用テキストに対応する。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
TOEIC Score６００点を常時クリアできる英語力を身に付ける。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「グローバルに活躍できる人材を育成する」という方針に基づき、世界の共通言語
(Lingua franca)としての英語のコミュニケーション能力を身に付ける。

■成績評価基準と方法

・定期試験　　　　　　　　　　　　　　　　　４０％
・語彙テスト　　　　　　　　　　　　　　　　４０％
・課題、授業中の言語活動（ペアワーク等）　　２０％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
・FAST PASS FOR THE TOEIC L&R TEST(Cengage)
・TOEIC L&R TEST　出る単特急　金のフレーズ（朝日新聞出版）
【参考文献】
自学用サイト
・ABC News Shower, CNN student news
・Japan Today

■授業外学習
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【具体的な内容】　
・事前　　①語彙テストの範囲の学習
・事後　　②テキストの聞き取り問題のリスニング及びシャドーイング
　　　　　③上記自学用サイトを活用したリスニング＆リーディング
【必要な時間】
　　　　　①３０分　②５０分　③４０分

■その他

「Extensive Reading」については「１００万語」が目標です。こちらは勉強という
より「楽しむ」ことがキーワード。多読とTOOEICシコアの相関関係を実証するケース
が多く報告されています。
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2019 年度生 現代文化学科

科 目 名 リーディングⅠ

開講期・単位 3年 前期・選択 2単位・演習

担 当 者 藤垣　エミリア

■講義の目的および概要

読書は学習への王道」のみならず、読む、話す、聞く、書くスキルの向上への道です
。英語で自分に合ったレベルの書物を読み、読書の楽しさを発見できる授業です。主
にモチベーションアップと読むスキルの改善を目指しています。よりよい理解と読む
スピードを養い、英語学力テストや英会話などに欠かせない授業です。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】

①　個人とグループの作業。テキストのショートストーリーを読み、理解を確認する
アクティビティー
②　毎回教室で20分のSSRタイム（Sustained Silent Reading）・課題は易しい本
Graded Readers使用（多読）
③　読むスピードと理解度を図るアクティビティー

【課題に対するフィードバックの方法】読むスピードや理解度を数字で表し、データ
を学生一人一人に紹介する。Graded Readersに関するコメントをチェックし学生にフ
ィードバックする。

■授業計画

①　オリエンテーション・多読メソードの紹介・読むスピードのアセスメント
　　＆Activity in the library (AL)
②　The Ice Hotel 語彙やイディオムの説明・リーディング・理解図るクイズ
③　Food Firsts 〃　 / AL　　　　　　　　　　　　〃
④　Hurricane Who? 〃　/ Al　　　　　　　　　　　　〃 
⑤　How did These Get in Those? / AL
⑥　Vocabulary Check・Mid-term Test (Quiz)
⑦　A Bug’s Sleep
⑧  Tiger’s Tale
⑨　Not the Normal News
⑩　The Wright Way to Fly
⑪　Don’t Trust Mel
⑫　Bugs for Sale
⑬　Vocabulary Check・(Quiz)
⑭　復習　・リーディングスピードチェック
⑮　期末テストフィードバック

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
自分に合った英語の書物を読むとき日本語に翻訳しないで内容を理解する。
長文をパーツに分けることなくメインアイディアをつかむことができる。
読むスピードを増やす。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】英語日常会話に不可欠である「通訳・翻訳な
し」の表現取得。

■成績評価基準と方法

期末と中間テストフィードバック 55% Graded Readers 35% 参加報告10%

■テキスト・参考文献

【テキスト】Reading Challenge Second Edition, Casey Malarcher & Michael 
Pederson　ISBN 978-1-59966-529-0

【参考文献】Graded Readers Series from various publishers
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■授業外学習

【具体的な内容】予習復習を必ず行うこと。英語の学習者にとって教室外のリーディ
ングが不可欠です。
読む習慣をつけるために毎日シンプルなストーリーを読みましょう。

【必要な時間】予習・復習の時間はそれぞれ2時間を目安とします。

■その他

Graded Readers に含まれるCDを使ってリスニングを行いましょう。
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2019 年度生 現代文化学科

科 目 名 リーディングⅡ

開講期・単位 3年 後期・選択 2単位・演習

担 当 者 藤垣　エミリア

■講義の目的および概要

「読書は学習への王道」のみならず、読む、話す、聞く、書くスキルの向上への道で
す。
英語で自分に合ったレベルの書物を読み、読書の楽しさを発見できる授業です。主に
モチベーションアップと読むスキルの改善を目指しています。よりよい理解と読むス
ピードを養い、英語学力テストや英会話などに欠かせない授業です。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】

①　個人とグループの作業。テキストのショートストーリーを読み、理解を確認する
アクティビティー
②　毎回教室で20分のSSRタイム（Sustained Silent Reading）・課題は易しい本
Graded Readers使用（多読）
③　読むスピードと理解度を図るアクティビティー

【課題に対するフィードバックの方法】
読むスピードや理解度を数字で表し、データを学生一人一人に紹介する。Graded 
Readersに関するコメントをチェックし学生にフィードバックする。

■授業計画

①　オリエンテーション・多読メソードの紹介・読むスピードのアセスメント
②　Mona Who? 語彙やイディオムの説明・リーディング・理解図るクイーズ/ AL
③　Burrowed Words 〃　　　　　　　　　　　　〃 /AL 'Activity in the Library
④　Growing Deserts 〃　　　　　　　　　　　 〃 /AL
⑤　The Importance of Water                      /AL
⑥　Vocabulary Check・Mid-term Test (Quiz)       
⑦  Animal Forecasts                             /AL
⑧  A Fantastic Mind                             /AL
⑨　Seeing Red                                   /AL
⑩　Worth Collecting                             /AL
⑪　Can’t Beat Them? Join Them                  /AL
⑫　Rich Dogs                                    /AL
⑬　Vocabulary Check (Quiz)                      /AL
⑭　リーディングスピードのチェック
⑮　期末テストフィードバック

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
自分に合った英語の書物を読むとき日本語に翻訳しないで内容を理解する。
長文をパーツに分けることなくメインアイディアをつかむことができる。
読むスピードを増やす。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
英語日常会話に不可欠である「通訳・翻訳なし」の表現取得。

■成績評価基準と方法

期末と中間テストフィードバック55% Graded Readers 35% 参加報告10%

■テキスト・参考文献
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【テキスト】
Reading Challenge Second Edition, Casey Malarcher & Michael Pederson　ISBN 
978-1-59966-529-0

【参考文献】
Graded Readers Series from various publishers

■授業外学習

【具体的な内容】
授業外学習：予習復習を必ず行うこと。英語の学習者にとって教室外のリーディング
が不可欠です。
読む習慣をつけるために毎日シンプルなストーリーを読みましょう。

【必要な時間】
予習・復習の時間はそれぞれ2時間を目安とします。

■その他

Graded Readers に含まれるCDを使ってリスニングを行いましょう。
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2019 年度生 現代文化学科

科 目 名 実用英語Ⅱ(国際教養)

開講期・単位 3年 前期・選択 2単位・演習

担 当 者 竹内　康二

■講義の目的および概要

基礎的な英語運用力を土台に、実践的に英語を活用して国際的な視野を身に付ける科
目である。現在の世界が直面している様々な問題のうち、私たちが無視することがで
きない話題について、英語を媒介として正しい情報を入手する。さらに、対立する意
見を比較して本質的な問題がどこにあるかを探る。英語を通して、聞き、読み、話し
、書く活動を総合して行いながら、世界の中における個人としての責任を考えていく
。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
YOU TUBEなどの視聴も取り入れて問題の核心を捉え、問題点をまとめたり、対立する
議論を比較する。英語で理解し英語で意見を述べる活動を主体とする。授業の最後に
は、英語におけるPresentation の技術を学びながら、自分の意見をまとめて表現す
る。

【課題に対するフィードバックの方法】
授業で学んだことに関連して、次回の授業への簡単な課題が出される。また、授業開
始時には前回の授業で書かれた意見についてコメントしたり、振り返り演習を行う。

■授業計画

①Orientation: Procedure, Class activities, & Evaluation
Introduction: What is “climate change”?
②Greta’s speech(1) : What does her speech mean? <Watching the speech>
(a) Real situation of the environment
(b) World’s responsibility and Contribution of the youth
Textbook: Climate Change <World Hot Spots Map>
③Greta’s speech (2): Greta as a new environment activist <Reading the 　　
　transcript>
Textbook: Climate Change <Case Study One [Costa Rica] 1>
(a) Conflict between Greta and major politicians in the world
④Greta’s speech (3): President Trump vs. Greta
Textbook: Climate Change <Case Study One [Costa Rica] 2>
⑤Jane Fonda’s speech (1) (You Tube) : Fire Drill Movement
Supporters for Greta: How/When/What?
Textbook: Climate Change <Case Study Two [Australia] 1>
⑥Jane Fonda’s speech (2) (You Tube) : Fire Drill Movement <You Tube>
Textbook: Climate Change <Case Study Two [Australia] 2>
⑦Conclusion for Environmental Activists
Greta/Jane Fonda
Textbook: Climate Change <Case Study Two [Australia] 2>
⑧Textbook: Climate Change <Case Study Three [Antarctica] 1>
Preparation for Presentation: Basics of Presentation 1
⑨Textbook: Climate Change <Case Study Two [Australia] 2>
Preparation for Presentation: Basics of Presentation 2
⑩Preparation for Presentation
Choice of Hot Spots for Climate Changes <Textbook P.8-9>
Research for each climate change
⑪Preparation for Presentation
Making Power Point slides 1
⑫Preparation for Presentation
Making Power Point slides 2
⑬Preparation for Presentation
Writing the English Script 1
⑭Preparation for Presentation
Writing the English Script 2
⑮ Presentation / Conclusion

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
国際的な視野を身に付け、平易な英語を用いて自分の意見をまとめて発表できる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「コミュニケーション能力を高め、グローバルに活躍できる人材を育成する」とい
う学科の学位授与方針に基づき、国際的な視野を持ち豊かなコミュニケーション能力
を持った人材を育成する。
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■成績評価基準と方法

発表70％（発表30％、English Script　20％、PowerPoint　20％）、課題・レポート
30％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
National Geographic Global Issues, "Climate Change". Andrew J.Milson. Cengage 
Learning.
【参考文献】
その他のClimate ChangeにかかわるTED TALKS

■授業外学習

【具体的な内容】毎回の授業の内容に関連して簡単な課題を出すので、次回の授業ま
でに準備をする必要がある。また、授業の最後に内容をまとめ自分の意見を簡潔な英
語で表現する。さらに、発表に備えて、毎回の授業の内容のポイントをノートにまと
めておく必要がある。
【必要な時間】
事前・事後の学習時間はそれぞれ2時間を目安とする。

■その他

授業中は、パワーポイントの資料に沿って英語でまとめて考えていく。積極的に自分
の
意見を英語で表現しようという態度が望まれる。
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2019 年度生 現代文化学科

科 目 名 実用英語Ⅲ(国際協力)

開講期・単位 3年 後期・選択 2単位・演習

担 当 者 竹内　康二

■講義の目的および概要

実用英語Ⅱと連動して、英語を用いて国際的な問題について理解を深め、対立する意
見を比較し、自分の意見を簡潔な英語を用いて表現することを目的とする科目である
。
本授業では「移民」について焦点を当て、自ら好むと好まないとにかかわらず、国境
を越えて生活しなければならない数百・数千万という人たちがいる世界的な状況につ
いて理解するとともに、ミャンマーのロヒンギャ難民の問題など、アジアにおける日
本の役割や日本人としての責任などについて、国際協力の観点から考える。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
TED TALKSやBBC のビデオ視聴や教科書を用いて、プリントに従って問題点をまとめ
、その後、一人ひとりが研究テーマを決めて調査し、PowerPointを作成しながら最後
に
発表する。ビデオ視聴や教科書について、演習形式で理解を深め、賛成・反対のそれ
ぞれの立場について、英語でまとめる。英語で聞き、読み、話し、書く、すべての活
動を行う。

【課題に対するフィードバックの方法】
授業で学んだことに関連して、次回の授業までの簡単な課題が出されます。また、授
業の開始時にはその課題についてコメントしたり、前回の授業内容について意見を交
わしたりする振り返り演習を行う。

■授業計画

①Orientation / Introducing the issue "Why do people migrate?" (YOU TUBE)
②Europe's Refugee Crisis (TED Talks) Centers of Migration P.8-9
③New York, A Gateway City P.11-12 U.S. President's policy toward immigration
④New York P.14-15 Conclusion
⑤London "White British" Minority (YOU TUBE) P.17
⑥London P.18-20
⑦Luma Mufleh "Don't be sorry for refugees." (TED TALKS)
⑧Tracking Migration Through DNA P.23-24
⑨Myanmar Rohingya Issue (BBC) / David Miliband, "The refugee crisis is a
test of our character." (TED TALKS)
⑩Myanmar Rohingya Issue / Aung San Suu Kyi's defense
⑪Preparation for Presentation:Choosing the topic / Power Point(1)
⑫Preparation for Presentation:Power Point(2)
⑬Preparation for Presentation:English Script(1)
⑭Preparation for Presentation:English Script(2)
⑮Presentation

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
国際的な問題にかかわって、客観的な視点を涵養するとともに、国と国や人と人の相
互協力についての在り方を考え、英語で理解し発表する。平易な英語を理解し、平易
な英語を用いてコミュニケーションをしたり、発表をすることができる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「コミュニケーション能力を高め、グローバルに活躍できる人材を育成する」という
学科の学位授与方針に基づき、国際的な視野を持ち豊かなコミュニケーション能力を
持った人材を育成する。

■成績評価基準と方法

発表70％（発表30％、English Script20％、Power Point20％）、課題・レポート30％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
National Geographic Global Issues, "Migration". Andrew J. Wilson.
Cengage Learning.

【参考文献】
その他の　MigrationにかかわるTED TALKS
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■授業外学習

【具体的な内容】
毎回の授業の内容に関連して簡単な課題を出すので、期日までに提出すること。また
、
授業の最初に前回の学習事項と課題について演習を行う。自分の意見を簡潔な英語で
表現する能力を養う活動を重視する。最後のPresentationに備えて、毎時間の授業内
容のポイントをノートにまとめておく必要がある。

【必要な時間】
事前・事後学習時間はそれぞれ2時間を目安とする。

■その他

授業中は、PowerPointの資料に従って英語でまとめ考えていきます。簡単な英語を使
って、自分の意見を表現しようとする積極的な態度が望まれます。
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2019 年度生 現代文化学科

科 目 名 認知言語学

開講期・単位 3年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 宇留野　健太

■講義の目的および概要

「言語学」とは、ことばに関する様々な問題について色々な方法を用いて分析する学
問であり、「認知」とは、人間が見たり感じたり考えたりする頭の働きのことをいう
。認知言語学では、人間の持つ「認知能力」という側面からことばについて考える。
人間がことばを使うことと認知能力は深く結びついており、この二つがどのように結
びついているのか、人間の認知能力がことばによってどのように表現されるのかにつ
いて考えることが、この授業の目的および目標である。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
基本的に講義形式で行う。必要に応じてグループワーク、ディスカッション等の演習
形式も取り入れる。適宜、課題、小テストを取り入れる。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題、小テストについては、次回の授業内で解説し、必要に応じて資料を配布する。

■授業計画

講義内容については、変更する場合がある。

①ガイダンス
②「認知能力」「認知意味論」とは
③プロトタイプとカテゴリー（1）
④プロトタイプとカテゴリー（2）
⑤比喩表現　メタファー（隠喩）
⑥比喩表現　メトニミー（換喩）
⑦比喩表現　シネクドキー（提喩）
⑧多義語・類義語（1）
⑨多義語・類義語（2）
⑩知識構造　フレーム
⑪知識構造　スクリプト
⑫知識構造　スキーマ
⑬情態副詞　オノマトペ（擬声語・擬態語）
⑭認知言語学的側面から見た日本語
⑮まとめと振り返り

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
ことばと認知能力との関係性を理解し、認知言語学的側面から見たことばとは、どの
ようなものなのかについて考えることができる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
現代文化学科ディプロマポリシー③「専門知識、技能の修得」⑤「修得した知識、技
能の活用能力」に基づき、認知言語学に関する知識を身に付け、認知言語学に関する
問題について考える能力を養う。

■成績評価基準と方法

課題：20％
授業内小テスト：30％
期末レポート：50％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
テキストは使用しない。

【参考文献】
授業内で適宜紹介する。

■授業外学習
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【具体的な内容】
課題は、認知言語学に関する知識が問われる他に、問題に対する自分の考え・意見を
示すことが重要となるので、事前事後学習は必ず必要である。

【必要な時間】
予習・復習の時間は、それぞれ2時間を目安とする。

■その他

授業中の積極的な参加を重視する。
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2019 年度生 現代文化学科

科 目 名 多文化交流Ⅰ

開講期・単位 3年 前期・選択 2単位・演習

担 当 者 小内　透

■講義の目的および概要

本演習では多文化共生の理念や現状について理解を深めることを目的に、現代におけ
る多文化共生に関わるテーマで、選定された文献に基づきながら履修者による資料の
解読や議論を行います。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

「現代における多文化共生」に関わる文献を選定し、それをもとに議論を行う。毎回
、レポーターとサポーターを決め、レポーターは文献の要約と論点の提示、サポータ
ーは追加の資料提供と司会を行ってもらい、議論の活性化を図るようにします。履修
者には各自レポーターとサポーターをそれぞれ１回以上、担当してもらいます。

■授業計画

１　演習の進め方と文献の選定（１）
２　演習の進め方と文献の選定（２）
３　文献の読解と議論（１）
４　文献の読解と議論（２）
５　文献の読解と議論（３）
６　文献の読解と議論（４）
７　文献の読解と議論（５）
８　文献の読解と議論（６）
９　文献の読解と議論（７）
10　文献の読解と議論（８）
11　文献の読解と議論（９）
12　文献の読解と議論（１０）
13　文献の読解と議論（１１）
14　文献の読解と議論（１２）
15　まとめと振り返り

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
多文化共生の現状や課題について理解ができ、自らの意見をもてるようになることを
目標とします。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力を身に付けた学生に学位を授
与する」に基づき、現代における多文化共生の現状や課題を解決するうえで必要とな
る幅広い知識や多様な視点を身に付けてもらいます。

■成績評価基準と方法

レポーターやサポーターを担当した際の達成度と毎回の授業における議論への参加の
度合いによって評価する。評価の配分は、レポーターとしての達成度４割、サポータ
ーとしての達成度４割、各授業における議論の参加の度合い２割とします。

■テキスト・参考文献

【テキスト】
１回目と２回目の授業で決めます。

【参考文献】
授業の中で適宜、紹介します。

■授業外学習

授業時の最後に次週の学習について予告するので、文献の該当箇所の予習を行うとと
もに、授業内容で理解しきれなかったことや興味をもったことについて、配布された
資料、参考文献等をもとに復習したり、発展的な学習をしたりしてください。また、
日常から新聞を読み、ニュースの報道、解説に関心を持つようにしてください。予習
・復習の時間はそれぞれ２時間を目安とします。

■その他
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2019 年度生 現代文化学科

科 目 名 多文化交流Ⅱ

開講期・単位 3年 後期・選択 2単位・演習

担 当 者 小内　透

■講義の目的および概要

本演習では多文化共生の理念や現状について理解を深めることを目的に、現代におけ
る多文化共生に関わるテーマで、選定された文献に基づきながら履修者による資料の
解読や議論を行います。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

「現代における多文化共生」に関わる文献を選定し、それをもとに議論を行う。毎回
、レポーターとサポーターを決め、レポーターは文献の要約と論点の提示、サポータ
ーは追加の資料提供と司会を行ってもらい、議論の活性化を図るようにします。履修
者には各自レポーターとサポーターをそれぞれ１回以上、担当してもらいます。

■授業計画

１　演習の進め方と文献の選定（１）
２　演習の進め方と文献の選定（２）
３　文献の読解と議論（１）
４　文献の読解と議論（２）
５　文献の読解と議論（３）
６　文献の読解と議論（４）
７　文献の読解と議論（５）
８　文献の読解と議論（６）
９　文献の読解と議論（７）
10　文献の読解と議論（８）
11　文献の読解と議論（９）
12　文献の読解と議論（１０）
13　文献の読解と議論（１１）
14　文献の読解と議論（１２）
15　まとめと振り返り

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
多文化共生の現状や課題について理解ができ、自らの意見をもてるようになることを
目標とします。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力を身に付けた学生に学位を授
与する」に基づき、現代における多文化共生の現状や課題を解決するうえで必要とな
る幅広い知識や多様な視点を身に付けてもらいます。

■成績評価基準と方法

レポーターやサポーターを担当した際の達成度と毎回の授業における議論への参加の
度合いによって評価する。評価の配分は、レポーターとしての達成度４割、サポータ
ーとしての達成度４割、各授業における議論の参加の度合い２割とします。

■テキスト・参考文献

【テキスト】
１回目と２回目の授業で決めます。

【参考文献】
授業の中で適宜、紹介します。

■授業外学習

授業時の最後に次週の学習について予告するので、文献の該当箇所の予習を行うとと
もに、授業内容で理解しきれなかったことや興味をもったことについて、配布された
資料、参考文献等をもとに復習したり、発展的な学習をしたりしてください。また、
日常から新聞を読み、ニュースの報道、解説に関心を持つようにしてください。予習
・復習の時間はそれぞれ２時間を目安とします。

■その他
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2019 年度生 現代文化学科

科 目 名 文化情報アーカイブ論

開講期・単位 3年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 水崎　禎

■講義の目的および概要

アーカイブという言葉が多くの場面で用いられるようになっております。この授業で
はアーカイブとは何かということを理解したうえで、文化に関するアーカイブの在り
方を学修していきます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
講義形式での授業が基本ですが、授業で学んだ知識を定着させ応用する能力を助長す
るため、授業の多くの場面で各自の意見を求めます。学期の終盤にはディスカッショ
ンを取り入れます。尚、COVID-19への対応として、ディスカッション等は他の形式へ
変更する可能性もあります。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題については、授業内で解説します。

■授業計画

①ガイダンス：授業の目的および概要
②アーカイブの定義
③アーカイブの歴史 ―― アーカイブの起源
④アーカイブの歴史 ―― 中世以降のアーカイブの在り方
⑤アーカイブの原則
⑥アーカイブの形成
⑦アーカイブの保存
⑧文化とは
⑨無形文化財の資料
⑩歴史学、考古学とのかかわり
⑪教育への活用
⑫アーカイブ形成についての意見交換
⑬アーカイブ関連トピック
⑭今後のアーカイブに求められるもの
⑮試験と総括

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
アーカイブとは何かということを理解したうえで、文化という領域に於いてのアーカ
イブの在り方を指摘し、説明できる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「理想を求め、明日の地域社会、国際社会へ寄与する姿勢を身に付けている学生に学
位を授与する」に基づき、修得した知識、技術の活用能力を身に付ける。

■成績評価基準と方法

試験：85%
毎回の設問シート（15％）

※受講態度に著しい問題があった場合は、成績を不合格とする可能性もあります。

■テキスト・参考文献

【テキスト】
適宣印刷物を配布いたします。

【参考文献】
参考文献等に関しては、必要に応じて授業でその都度紹介します。

■授業外学習
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【具体的な内容】
各回の授業内容が以降の授業にかかわってきます。よって、授業で学んだことはしっ
かりと復習し、他の回の授業でも応用して反映できるよう心がけて下さい。疑問点が
ある場合は授業で講師に確認して下さい。
予習としては、シラバスに示された次回の講義タイトルに関連した出来事を意識し、
自分なりの考えをもって、次回の授業に臨んで下さい。
復習は、授業で学んだことや自身でメモしたことを忘れる前に、今後へ活かせるよう
にまとめる等して下さい。
日頃から、アーカイブや文化に関するニュースがないか、授業で学んだ事柄と関連す
る出来事がないかを意識し、自分なりの思考を巡らせて下さい。

【必要な時間】
予習・復習の時間はそれぞれ2時間を目安とします。

■その他

授業では、適宜学生を指名して意見や考えを答えてもらいます。

秋学期開講の『デジタル・アーカイブス論』と関連した科目です。
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2019 年度生 現代文化学科

科 目 名 デジタル・アーカイブス論

開講期・単位 3年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 水崎　禎

■講義の目的および概要

記録媒体のアナログからデジタルへの変換が急加速している現代社会に於いて、アー
カイブに於いてもデジタル化に伴い多くの対応が求められております。この授業では
これまでの（アナログ）アーカイブに対して、デジタル・アーカイブとは何かという
ことを理解したうえで、デジタル・アーカイブを取り巻く状況と活用を学修していき
ます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
講義形式での授業が基本ですが、授業で学んだ知識を定着させ応用する能力を助長す
るため、授業の多くの場面で各自の意見を求めます。学期の終盤にはディスカッショ
ンを取り入れます。尚、COVID-19への対応として、ディスカッション等は他の形式へ
変更する可能性もあります。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題については、授業内で解説します。

■授業計画

①ガイダンス：授業の目的および概要、アーカイブの定義の確認
②デジタル・アーカイブとは
③デジタル・アーカイブの評価
④デジタル・アーカイブの対象
⑤資料の収集とデジタル化
⑥関連する法
⑦デジタル・アーカイブの欠点と利点
⑧デジタル・アーカイブの活用事例：資料の画像提供、資料の再現
⑨デジタル・アーカイブの活用事例：体験学習
⑩デジタル・アーカイブの活用についての意見交換
⑪デジタル・アーカイブによる伝達の効果
⑫デジタル・アーカイブを取り入れたストーリーの構成
⑬ストーリー構成でのデジタル・アーカイブについての意見交換
⑭デジタル・アーカイブの課題、目指すこと
⑮試験と総括

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
デジタル・アーカイブとは何かということを理解したうえで、デジタル・アーカイブ
の在り方を指摘し、活用方法を説明できる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「理想を求め、明日の地域社会、国際社会へ寄与する姿勢を身に付けている学生に学
位を授与する」に基づき、修得した知識、技術の活用能力を身に付ける。

■成績評価基準と方法

試験：65%
課題：20%
毎回の設問シート（15％）

※受講態度に著しい問題があった場合は、成績を不合格とする可能性もあります。
※提出課題の遅延は減点の対象となります。

■テキスト・参考文献

【テキスト】
適宜印刷物を配布します。

【参考文献】
参考文献等に関しては、必要に応じて授業でその都度紹介します。

■授業外学習
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【具体的な内容】
各回の授業内容が以降の授業にかかわってきます。よって、授業で学んだことはしっ
かりと復習し、他の回の授業でも応用して反映できるよう心がけて下さい。疑問点が
ある場合は授業で講師に確認して下さい。
予習としては、シラバスに示された次回の講義タイトルに関連した出来事を意識し、
自分なりの考えをもって、次回の授業に臨んで下さい。
復習は、授業で学んだことや自身でメモしたことを忘れる前に、今後へ活かせるよう
にまとめる等して下さい。
日頃から、デジタル・アーカイブに関するニュースがないか、授業で学んだ事柄と関
連する出来事がないかを意識し、自分なりの思考を巡らせて下さい。

【必要な時間】
予習・復習の時間はそれぞれ2時間を目安とします。

■その他

授業では、適宜学生を指名して意見や考えを答えてもらいます。

春学期開講の『文化情報アーカイブ論』と関連した科目です。
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2019 年度生 現代文化学科

科 目 名 博物館情報・メディア論

開講期・単位 3年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 水崎　禎

■講義の目的および概要

現代社会においては様々なメディアの形態が存在します。そして、それらは日々進化
し、変化しています。情報はこれらメディアによって伝達、およびアクセスされます
。博物館でも、その活動においてどのようなメディアをどのように利用するのかを考
えなければなりません。また、情報の種類とその扱い、および管理についての理解も
重要です。博物館情報・メディア論の目的は、博物館活動において必要な情報につい
て理解し、情報化社会においての博物館のあり方を学修することです。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
講義形式での授業が基本ですが、授業で学んだ知識を発展させるため、学期の中盤か
ら終盤にかけてグループ・ワークやディスカッションを取り入れます。また、学期の
終盤には講義で学んだ事項を体感して理解を深めるアクティビティを行います。尚、
COVID-19への対応として、グループワーク等は他の形式へ変更する可能性もあります
。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題については、授業内で解説します。

■授業計画

①ガイダンス：授業の目的および概要、博物館の定義の確認
②「博物館情報・メディア論」について
③情報の種類について
④メディアについて
⑤ドキュメンテーション / データベース
⑥博物館情報と博物館の役割
⑦展示と情報メディア
⑧ホームページ
⑨ミュージアム・アイデンティティ：博物館のミッションとシンボルマーク
⑩情報の保護と権利：知的財産権、著作権
⑪情報の保護と権利：肖像権、個人情報
⑫博物館情報に関する事例
⑬情報伝達の体感
⑭「博物館と情報」についての課題とまとめ
⑮試験と総括

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
博物館における情報の保存・管理、および活用とメディアとの関連、これらについて
の課題等を理解し、説明できる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「文化領域における基礎知識の修得を基にした能力を身につけた学生に学位を授与す
る」に基づき、学芸員に求められる専門的知識を身につける。

■成績評価基準と方法

試験：75%
課題：10%
毎回の設問シート（15％）

※受講態度に著しい問題があった場合は、成績を不合格とする可能性もあります。
※提出課題の遅延は減点の対象となります。

■テキスト・参考文献

【テキスト】
適宜印刷物を配布します。

【参考文献】
参考文献等に関しては、必要に応じて授業でその都度紹介します。

■授業外学習
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【具体的な内容】
各回の授業内容が以降の授業にかかわってきます。また、この科目は他の学芸員課程
の科目と関連しております。よって、授業で学んだことはしっかりと復習し、他の回
の授業、および他の学芸員課程の科目でも応用して反映できるよう心がけて下さい。
疑問点がある場合は授業で講師に確認して下さい。
予習としては、シラバスに示された次回の講義タイトルに関連した出来事を意識し、
自分なりの考えをもって、次回の授業に臨んで下さい。
復習は、授業で学んだことや自身でメモしたことを忘れる前に、今後へ活かせるよう
にまとめる等して下さい。
日頃から、博物館における情報に関するニュースがないか、授業で学んだ事柄と関連
する出来事がないかを意識し、自分なりの思考を巡らせて下さい。
【必要な時間】
予習・復習の時間はそれぞれ2時間を目安とします。

■その他

学芸員資格取得の必修科目です。

授業では、適宜学生を指名して意見や考えを答えてもらいます。
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2018 年度生 現代文化学科

科 目 名 卒業研究[現文]

開講期・単位 4年 通年・選択 4単位・演習

担 当 者 坂梨　夏代、大村　勅夫、横川　大輔、篠崎　敦史、越田　賢一郎

■講義の目的および概要

大学で四年間学修した成果として相応しい質・量の卒業研究を行い、卒業論文などの
成果物にまとめることを目的とする通年授業

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
課題の提出とそれをもとにした質疑応答を行う演習形式。受講学生と指導教員との個
別指導が中心となる。

【課題に対するフィードバックの方法】
受講学生は、研究計画書、その都度の進捗状況報告、原稿などの課題を提出するが、
これらの課題に対して教員はその都度フィードバックをする。受講学生は、教員から
のフィードバックを踏まえて、次回までに課題を提出する。

■授業計画

春学期は研究計画の作成と先行研究のレビューを指導する
また仮説を検証するための調査計画の立て方、調査法を教授したうえで、夏休みに実
際の調査を実施する
１～５　研究計画の指導
６～10　研究の背景としての先行研究、そのレビュー
11～15　調査法やアンケート法の指導

秋学期は調査資料のデータ分析の仕方を指導する。定性的な分析も定量的な分析もど
ちらでも対応は可能。
16～20　研究データの分析と整理、論文のコンテンツ作り
21～25　論文の作成指導
26～29　論文の作成指導と発表の準備

30　卒業論文発表会

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
・一定以上の水準かつ分量を伴った一年程度のプロジェクトを遂行し、その成果をま
とめ、他者に提示することができる。
・自らの関心を具体的な課題のかたちに磨き上げ、自分の言葉で説明することができ
る。
・その課題に対し仮説・検証を行い、他者に説得力ある形で自らの考えを説明するこ
とができる。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
⑥自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力

■成績評価基準と方法

卒業研究としての成果物（卒業論文など）……100％

＊成績評価にあたっては、授業担当教員が主査、それ以外の関連する学術領域を専門
とする教員が副査となり、合議の上で決定する

■テキスト・参考文献

【テキスト】　統一的なテキストは用いない

【参考文献】　受講学生の個別テーマに関しては、必要に応じて紹介する。

巷に溢れる「論文の書き方」についての文献は読んでおいて損はないだろうが、参考
以上にはならない。

■授業外学習

具体的な内容】　授業時間は、その都度提出された課題に対するフィードバックとし
ての質疑応答が中心となるので、作業時間の圧倒的大部分は授業外となる。

自発的・自律的に学修に取り組まねば、長期にわたっておこなわれる一定以上の質と
量を伴った学修成果を出せないことは言うまでもないだろう。

【必要な時間】
上述のことから、史資料の探索、その読解と分析、成果を一定水準の文章にまとめる
作業は、週に4時間を下回りえない。

■その他
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札幌国際大学人文学部現代文化学科で学んだ四年間の集大成となる作品を仕上げる授
業です。意義ある四年間になるよう、積極的に取り組んでください。教員にできるこ
とは、それを応援することだけです。
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2018 年度生 現代文化学科

科 目 名 博物館実習

開講期・単位 4年 通年・選択 3単位・実習

担 当 者 坂梨　夏代、越田　賢一郎

■講義の目的および概要

本講義は学芸員資格取得のための実習である。
学内博物館、学外博物館での実習を行い、学芸員として必要な技術、知識の修得を目
指す。博物館での実務を想定した作業実習となる。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
通常の時間割での実習授業。
授業空き時間を使っての学内博物館の運営、管理業務にあたる。
大学祭などで、展示企画、展示解説、体験学習などを実施する。
グループワーク、ディスカッションなど学生が主体的に取り組む授業である。

【課題に対するフィードバックの方法】
通常開館時の博物館運営に関する報告を授業等で全員で確認する。
企画などでおこなうディスカッションやグループワークの報告などを毎時間行う。
博物館実習(公欠・1週間）における業務報告、全体反省会などを実施する。

■授業計画

春学期
①ガイダンス
②博物館解説について
③清麗祭に向けての活動①担当決め
④清麗祭に向けての活動②企画
⑤清麗祭に向けての活動③準備
⑥清麗祭に向けての活動④準備
⑦清麗祭に向けての活動⑤準備
⑧清麗祭に向けての活動⑥準備
⑨清麗祭実施
⑩清麗祭実施
⑪清麗祭の反省会
⑫館園実習準備①実習手順
⑬館園実習準備②展示解説企画
⑭館園実習準備③展示解説実施
⑮春学期総括
※通常授業とは別に博物館当番実習をおこなう（日程等は調整）

秋学期
①収蔵資料の取り扱い概論
②軸物の取り扱い（１）
③軸物の取り扱い（２）
④巻物の取り扱い（１）
⑤巻物の取り扱い（２）
⑥企画展示立案（１）
⑦企画展示立案（２）
⑧解説アプリ企画（１）
⑨解説アプリ企画（２）
⑩解説アプリ企画（３）
⑪解説アプリ企画（４）
⑫解説アプリ企画（５）
⑬解説アプリ企画（６）
⑭解説アプリ企画（７）
⑮反省・まとめ

※秋学期は大学博物館実習を実施する
博物館当番および実習は鍵の管理、開閉館業務、温湿度管理、来館者への展示解説、
日誌記入を行なう。

学外博物館実習　：希望者には学外の博物館での実習を斡旋する（道立近代美術館、
三岸好太郎美術館、開拓の村など）

清麗祭実習　　　：６月の大学祭では博物館の展示企画、広報、案内、展示解説業務
、体験学習指導などを担当する。

企画展示実習：大学内ミニギャラリーでの企画展を企画・広報・展示を行う。

卒業制作：博物館展示の改良、ジオラマ作成など

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
博物館の展示や諸活動について理解し、評価できるようになること。また大学博物館
での展示解説では来館者に応じた解説が出来るレベルを目標とする。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
文化領域における基礎的知識の修得およびそれを基にした専門知識、技能の修得
修得した知識、技能の活用能力
自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力

■成績評価基準と方法
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大学博物館実習業務（40％）
大学祭業務（20％）
グループ活動（20％）
博物館見学レポート2回（20％）

■テキスト・参考文献

【テキスト】
特になし。適宜プリントを配布する。

【参考文献】
『博物館実習マニュアル』 2002　全国大学博物館学講座協議会西日本部会編

■授業外学習

【具体的な内容】
各自博物館等を見学し、館園見学レポート提出のこと。

【必要な時間】
ここで必要とする時間は異なるが、１館あたり１時間から２時間程度を想定する。
また年間５館以上は見学することが望ましい。

■その他

・博物館学芸員資格の必修科目を取得済みもしくは取得中の学生しか原則履修を認め
ない。
・コロナの状況によって授業内容の変更あり。担当教員の指示に従うこと。
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2018 年度生 現代文化学科

科 目 名 テーマ研究Ⅰ[現文][秋入学生]

開講期・単位 4年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 大村　勅夫

■講義の目的および概要

本講義は、文学研究の論考を作成することを目的とする。ただし、扱う作品等に関し
ては、学生と検討して決定することとする。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
文献の購読と批評を、教師と学生が議論しながら進めていくことを基調とする。また
、学生は基本的にレジュメを作成してくることとなる。

【課題に対するフィードバックの方法】
常に、該当作品・レジュメについての議論であり、往還である。

■授業計画

①ガイダンス

②文学研究の視座の確認

③～⑭作品の研究

⑮テーマ研究Ⅰのまとめとテーマ研究Ⅱへの展望

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
文学研究の基本を押さえること。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「文化領域における基礎的知識の修得を基にした専門知識、技能の修得」に基づき、
文学研究の基本的姿勢を身に付けることで、諸文化への視座を獲得する。

■成績評価基準と方法

毎回の授業におけるレジュメの評価：80％
まとめ課題：20％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
学生と検討の上で決定する。

【参考文献】
学生と検討の上で決定する。

■授業外学習

【具体的な内容】
毎時のレジュメ作成が必要となる。同時に、そのための予読が当然、必要となる。

【必要な時間】
特に、事前学習として、数時間が必要になる。

■その他
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2018 年度生 現代文化学科

科 目 名 テーマ研究Ⅰ[現文]

開講期・単位 4年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 坂梨　夏代、越田　賢一郎

■講義の目的および概要

本授業は研究レポートを作成するための論文作成指導を目的としている。考古学、先
史学、民族学、文化人類学、博物館学領域での論文指導および研究指導を行なう。
自分でテーマを設定して資料を収集し、情報整理を行い、論文執筆の準備を行う。
また地域文化資源の活用をテーマにフィールドワークも実施する

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
①各自のテーマに沿って、課題を与え、その課題について発表し、全員で討議する形
で授業を行なう。 レジュメ、パワーポイントなどを使った発表等。
②フィールドワークの実施

【課題に対するフィードバックの方法】
レジュメ、レポート等に対して担当者が内容・文章等を指導する
フィールドワークの成果を発表し、活動内容、成果、発表等に対して振り返り授業を
行う

■授業計画

①ガイダンス
②論文について
③研究テーマの設定法と調査方法
④資料調査法（文献調査、実物資料調査、写真調査など）
⑤文献の読み方とまとめ方
⑥執筆の要領、引用、要約の仕方
⑦レジュメ発表（１）
⑧レジュメ発表（２）
⑨フィールドワーク準備
⑩フィールドワーク実施
⑪フィールドワーク報告
⑫グラフ、表、図版作成について
⑬レジュメ発表（１）
⑭レジュメ発表（２）
⑮中間報告

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
文献収集、資料整理を通じて、研究論文またはレポートの基本的な執筆方法を理解し
、論文執筆ができるようになる
フィールドワークを通じて、地域資源の活用について自分なりの考えを持ち、活動が
できる

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
文化領域における基礎的知識の修得およびそれを基にした専門知識、技能の修得
修得した知識、技能の活用能力
自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力

■成績評価基準と方法

発表30％
レジュメ30％、
中間報告40％で評価する。

■テキスト・参考文献

【テキスト】
特になし。適宜配布する。

【参考文献】
『季刊まちづくり』八甫谷 邦明編　学芸社　など

■授業外学習

授業外においても、図書館、博物館等を訪ね、資料収集、準備等を重ねること
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■その他

フィールドワークは一部自己負担がある（最大10000円程度）
※コロナの状況により授業内容等に変更あり。
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2018 年度生 現代文化学科

科 目 名 テーマ研究Ⅰ[現文]

開講期・単位 4年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 篠崎　敦史

■講義の目的および概要

・「日本語で考えるものごとは、全て『日本史』の対象である」。本ゼミはこれをキ
ーワードにして、学生各自が自分の興味、関心に沿った研究活動を行うことを中心と
している。

・目的・概要･･･各自が「知りたい」「勉強したい」と自発的に設定した研究テーマ
について、学生主体で調査、文献調査などを行い、それが歴史的にどのような意味を
持つのかを考えるゼミである。

・4年次前期・後期を通しての目標･･･卒業論文、卒業研究など、何らかの形での研究
成果物を作成、完成させる

・歴史学・文献史学に関する卒業論文作成を目指し、各自の研究テーマに関する調査
・議論をゼミ内で行う。

・3年次のゼミ活動、研究活動を前提にして、4年次の卒業論文ないしそれに相当する
成果物作成を行う。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】―課題解決型、ディスカッション、ディベート、プレゼンテーション、
アクティブラーニング、フィールドワーク(必要な場合)

・ゼミ生による研究報告・討論中心
・史料、参考文献など、文献史学の手順を必ずふまえた報告を行う

【ICT機器】
・PC、プロジェクター、映像資料、zoomなど(遠隔の場合)

【課題に対するフィードバックの方法】
・講義中に口頭ないし文書でのコメントをつけ、行う。
・卒業論文、卒業研究などに相当するものについては、添削を行う。

■授業計画

1.ガイダンス―卒業論文、卒業研究作成に向けて
2 .卒業論文・研究の作成に向けて　1―工具書・参考文献
3 .卒業論文・研究の作成に向けて　2
4 .卒業論文・研究の作成に向けて　3　
5 .卒業論文・研究の作成に向けて　4
6 .卒業論文・研究の作成に向けて　5
7 .卒業論文・研究の作成に向けて　6
8. 研究報告1―これまでの調査法をふまえて
9. 研究報告2
10.研究報告3
11.研究報告4
12.研究報告5―改善点をみつける
13.研究報告6
14.まとめ発表予行演習
15.まとめ発表 

※授業内容については、履修者の状況に応じて、増減する場合がある。また、各回の
サブテーマは状況に応じて、事前に発表する。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連
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【到達目標】
・自らテーマを設定し、主体的に調査、研究する手法と姿勢を身につける
・論理的思考と表現力を身につける
・先行研究整理や史料批判を通じ、文献史学の学問手法を学ぶ
・議論を通じ、多角的視野と他者の意見を尊重する重要性を学ぶ
・歴史学の調査を通じて、それが現代の日本・世界にどのような意味があるかを考え
、異文化・過去・他者との交流の重要性に触れる

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
①大学全体の「理想を求め、明日の地域社会、国際社会へ寄与する姿勢」などを前提
に、国際的な視野、他者、外国への知識と共感意識を身につける」
②現代文化学科の「言語、コミュニケーション領域における基礎的技能の習得」、「
国際社会に関する教養の習得」、「自立して行動出来る姿勢、課題を発見し解決する
能力」。

■成績評価基準と方法

・授業中･･･レジュメ、発表、発表の文章化したもの、質疑など･･･60%
・授業外･･･まとめレポート、まとめ発表など。卒業論文執筆予定者は、予備論文･･･
40%

■テキスト・参考文献

【テキスト】
・なし。講義中、指示する。

【参考文献】
・なし。講義中、指示する。

■授業外学習

【具体的な内容】―発表準備、文献調査、論文執筆など(各回、4時間程度)
・基本的に授業外での事前調査を中心とし、授業内はその成果報告を行うこととする
・事後学習は、ゼミ中に指摘された問題、新たな史料、文献調査などを各自で行うこ
ととする
・各自の研究テーマに合わせ、フィールドワーク・学外の史料調査を行う場合あり

【必要な時間】
・4時間程度。文献の調査、それを読むことなどに必要な時間は各自、確保した上で
履修すること。

■その他

・卒業論文執筆予定者は、別途、「卒業研究」を履修すること。履修上の扱いなどに
ついては、教員の助言をふまえること。

・コピペなどの不正行為については、厳正に対処する。 

・学生が主体的に文献(文字資料)から研究を行うゼミである。文献を使用しないテー
マや、他者(教員)が設定したテーマを行うゼミではないことに注意してから履修する
こと。

・研究が上手くいかない、発表が難しい時などは、必ず授業前に教員に相談をするこ
と。

・感染症の状況に応じて、授業内容をシラバスから変更する場合がある。その場合も
到達目標は変らない。

・フィールドワークを実施する場合は、費用は履修者の負担となる。
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2018 年度生 現代文化学科

科 目 名 テーマ研究Ⅰ[現文]

開講期・単位 4年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 横川　大輔

■講義の目的および概要

「我々はどのような時代・文化の中で生きているのか」を考えるために、「科学」や
「宗教」をキーワードに、各受講者がそれぞれのテーマをもって調査研究を行う授業
。教員はそれをもとに論文指導をする。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】

演習授業。各受講者がテーマに沿って授業外学習で調査研究をしてそれをまとめ、授
業内で発表する。それに基づき、教員を含めた全員で質疑応答を行う。発表者は、そ
の結果を踏まえ、さらなる調査研究へと向かう。

【課題に対するフィードバックの方法】
・輪番で行う調査研究成果の発表は、授業内の質疑応答のかたちでフィードバックす
る。
・最終成果物（「中間発表としてのゼミ論I」）は、秋学期開始時にコメント付きで
フィードバックする
授業計画

■授業計画

①ガイダンス　研究テーマ決め
②文献の調査の結果発表と議論
③～⑭輪番で調査研究結果の報告と質疑応答
⑮春学期のまとめと夏休みの課題

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
・自分の問題関心に即しつつ、適切な問いを設定することができる
・その問いに答えるために、適切な調査研究ができる
・その結果を明瞭で論理的な文章で表現できる

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
③専門知識、技能の修得し、④修得した知識、技能の活用能力としてゼミでの探求活
動を行い、⑤自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力としてゼミ論Iに
まとめる

■成績評価基準と方法

・調査研究発表……50％
・期末レポート（ゼミ論I)……（50％）

■テキスト・参考文献

【テキスト】統一的なテキストは用いない

【参考文献】受講者全員に当てはまる参考文献はない。

■授業外学習

【具体的な内容】・【必要な時間】
空き時間のほとんどを、文献の調査や読解、必要な史資料の探索と読解、整理に費や
すことになる。平均しても、週に180分を下回ることはありえないだろう。

■その他
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2018 年度生 現代文化学科

科 目 名 テーマ研究Ⅰ[現文]

開講期・単位 4年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 大村　勅夫

■講義の目的および概要

本講義は、文学研究の論考を作成することを目的とする。ただし、扱う作品等に関し
ては、学生と検討して決定することとする。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
文献の購読と批評を、教師と学生が議論しながら進めていくことを基調とする。また
、学生は基本的にレジュメを作成してくることとなる。

【課題に対するフィードバックの方法】
常に、該当作品・レジュメについての議論であり、往還である。

■授業計画

①ガイダンス

②文学研究の視座の確認

③～⑭作品の研究

⑮テーマ研究Ⅰのまとめとテーマ研究Ⅱへの展望

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
文学研究の基本を押さえること。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「文化領域における基礎的知識の修得を基にした専門知識、技能の修得」に基づき、
文学研究の基本的姿勢を身に付けることで、諸文化への視座を獲得する。

■成績評価基準と方法

毎回の授業におけるレジュメの評価：80％
まとめ課題：20％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
学生と検討の上で決定する。

【参考文献】
学生と検討の上で決定する。

■授業外学習

【具体的な内容】
毎時のレジュメ作成が必要となる。同時に、そのための予読が当然、必要となる。

【必要な時間】
特に、事前学習として、数時間が必要になる。

■その他
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2018 年度生 現代文化学科

科 目 名 テーマ研究Ⅱ[現文]

開講期・単位 4年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 坂梨　夏代、越田　賢一郎

■講義の目的および概要

本授業は研究レポートを作成するための論文作成指導を目的としている。考古学、先
史学、民族学、文化人類学、博物館学領域での論文指導および研究指導を行なう。
自分でテーマを設定して資料を収集し、情報整理を行い、論文執筆の準備を行う。
また地域文化資源の活用をテーマにフィールドワークも実施する。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
①各自のテーマに沿って、課題を与え、その課題について発表し、全員で討議する形
で授業を行なう。 レジュメ、パワーポイントなどを使った発表等。
②フィールドワークにおいて地域資源を利用した展示の実施を行う(今金町）

【課題に対するフィードバックの方法】
レジュメ、レポート等に対して担当者が内容・文章等を指導する
フィールドワークの成果を発表し、活動内容、成果、発表等に対して振り返り授業を
行う

■授業計画

①ガイダンス
②進捗状況の確認（１）
③進捗状況の確認（２）
④論文の書き方の再確認（文献の読み方とまとめ方、執筆の要領、引用、要約の仕方
、グラフ、表、図版作成についてなど）
⑤レジュメ発表（１）
⑥レジュメ発表（２）
⑦レジュメ発表（３）
⑧レジュメ発表（４）
⑨フィールドワーク準備
⑩フィールドワーク実施
⑪フィールドワーク報告
⑫レジュメ発表（５）
⑬レジュメ発表（６）
⑭レジュメ発表（７）
⑮最終報告

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
文献収集、資料整理を通じて、研究論文またはレポートの基本的な執筆方法を理解し
、論文執筆ができるようになる
フィールドワークを通じて、地域資源の活用について自分なりの考えを持ち、活動が
できる

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
文化領域における基礎的知識の修得およびそれを基にした専門知識、技能の修得
修得した知識、技能の活用能力
自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力

■成績評価基準と方法

発表30％
レジュメ30％、
中間報告40％で評価する。

■テキスト・参考文献

【テキスト】
特になし。適宜配布する。

【参考文献】
『季刊まちづくり』八甫谷 邦明編　学芸社　など

■授業外学習

授業外においても、図書館、博物館等を訪ね、資料収集、準備等を重ねること

■その他
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フィールドワークは一部自己負担がある（最大10000円程度）
※コロナの状況により授業内容の変更があり。
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2018 年度生 現代文化学科

科 目 名 テーマ研究Ⅱ[現文]

開講期・単位 4年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 篠崎　敦史

■講義の目的および概要

・「日本語で考えるものごとは、全て『日本史』の対象である」。本ゼミはこれをキ
ーワードにして、学生各自が自分の興味、関心に沿った研究活動を行うことを中心と
している。

・目的・概要･･･各自が「知りたい」「勉強したい」と自発的に設定した研究テーマ
について、学生主体で調査、文献調査などを行い、それが歴史的にどのような意味を
持つのかを考えるゼミである。

・4年次後期を通しての目標･･･卒業論文、卒業研究など、何らかの形での研究成果物
を作成、完成させる

・歴史学・文献史学に関する卒業論文作成を目指し、各自の研究テーマに関する調査
・議論をゼミ内で行う。

・3年次のゼミ活動、研究活動を前提にして、4年次の卒業論文ないしそれに相当する
成果物作成を行う。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】―課題解決型、ディスカッション、ディベート、プレゼンテーション、
アクティブラーニング、フィールドワーク(必要な場合)

・ゼミ生による研究報告・討論中心
・史料、参考文献など、文献史学の手順を必ずふまえた報告を行う

【ICT機器】
・PC、プロジェクター、映像資料、zoomなど(遠隔の場合)

【課題に対するフィードバックの方法】
・講義中に口頭ないし文書でのコメントをつけ、行う。
・卒業論文、卒業研究などに相当するものについては、添削を行う。

■授業計画

1 .ガイダンス―研究の進捗状況と卒論作成状況
2 .研究報告1―これまでの状況整理
3 .研究報告2―中心命題の設定
4 .研究報告3―章、節＝小命題の設定
5 .研究報告4―文章化に向けて
6 .研究報告5―文章化に向けて　基本
7 .研究報告6―文書化に向けて　応用
8 .研究報告7―文章化に向けて　実践
9 .研究報告8―文章化に向けて　改善
10.研究報告9―文章化に向けて　再改善
11.研究報告10―卒業論文・卒業研究の提出に向けて
12.研究報告11―卒業論文・卒業研究の提出に向けて　実践
13.研究報告12―卒業論文・卒業研究の提出に向けて　改善
14.まとめ発表予行演習
15.まとめ発表―全体報告― 

※授業内容ついては、履修者の状況、研究の進捗状況に応じて、増減する場合がある
。

※上記授業外で、卒業論文、研究の「口頭試問」を行う場合がある。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連
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【到達目標】
・自らテーマを設定し、主体的に調査、研究する手法と姿勢を身につける
・論理的思考と表現力を身につける
・先行研究整理や史料批判を通じ、文献史学の学問手法を学ぶ
・議論を通じ、多角的視野と他者の意見を尊重する重要性を学ぶ
・歴史学の調査を通じて、それが現代の日本・世界にどのような意味があるかを考え
、異文化・過去・他者との交流の重要性に触れる

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
①大学全体の「理想を求め、明日の地域社会、国際社会へ寄与する姿勢」などを前提
に、国際的な視野、他者、外国への知識と共感意識を身につける」
②現代文化学科の「言語、コミュニケーション領域における基礎的技能の習得」、「
国際社会に関する教養の習得」、「自立して行動出来る姿勢、課題を発見し解決する
能力」。

■成績評価基準と方法

・授業中･･･レジュメ、発表、発表の文章化したもの、質疑など･･･60%
・授業外･･･まとめレポート、まとめ発表など。卒業論文執筆予定者は、予備論文。
授業外での口頭試問(実施の場合)･･･40%

■テキスト・参考文献

【テキスト】
・なし。講義中、指示する。

【参考文献】
・木下是雄『理科系の作文技術』(中央公論社、1981年)

■授業外学習

【具体的な内容】―発表準備、文献調査、論文執筆など(各回、4時間程度)
・基本的に授業外での事前調査を中心とし、授業内はその成果報告を行うこととする
・事後学習は、ゼミ中に指摘された問題、新たな史料、文献調査などを各自で行うこ
ととする
・各自の研究テーマに合わせ、フィールドワーク・学外の史料調査を行う場合あり

・上記以外に、卒業論文などの提出後、「口頭試問」を行う場合がある。

■その他

・卒業論文執筆予定者は、別途、「卒業研究」を履修すること。また、履修上の扱い
などについては、教員の助言をふまえること。

・コピペなどの不正行為については、厳正に対処する。 

・学生が主体的に文献(文字資料)から研究を行うゼミである。文献を使用しないテー
マや、他者(教員)が設定したテーマを行うゼミではないことに注意してから履修する
こと。

・研究が上手くいかない、発表が難しい時などは、必ず授業前に教員に相談をするこ
と。

・感染症の状況によっては、シラバスから変更する場合がある。その場合も到達目標
は変らない。

・フィールドワークを実施する場合は費用は履修者の負担となる。
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2018 年度生 現代文化学科

科 目 名 テーマ研究Ⅱ[現文]

開講期・単位 4年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 横川　大輔

■講義の目的および概要

「我々はどのような時代・文化の中で生きているのか」を考えるために、「科学」・
「宗教」をキーワードに、各受講者がそれぞれのテーマをもって調査研究を行う授業
。教員はそれをもとに論文指導をする。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
演習授業。各受講者がテーマに沿って授業外学習で調査研究をしてそれをまとめ、授
業内で発表する。それに基づき、教員を含めた全員で質疑応答を行う。発表者は、そ
の結果を踏まえ、さらなる調査研究へと向かい、最終的に「ゼミ論II」と呼ばれる一
定以上の論理的著作物にまとめる。

【課題に対するフィードバックの方法】
・輪番で行う調査研究成果の発表は、授業内の質疑応答のかたちでフィードバックす
る。
・最終成果物（「ゼミ論II」）に向けて成果発表会で報告するが、出席教員・学生か
ら質疑応答がある。
・それをもとにゼミ論IIを完成させるが、そのフィードバックは必要に応じておこな
う。

■授業計画

①ガイダンスと秋学期の予定
②～③輪番で研究調査の報告と質疑応答
④・⑤「論文」の形式について
⑥～⑭「論文」を書く作業
輪番制で、草稿を事前に提出し、ピア・リーディング／ピア・ティーチングを行い、
相互に批評する
⑮成果発表会

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

到達目標】
・自分の問題関心に即しつつ、適切な問いを設定することができる
・その問いに答えるために、適切な調査研究ができる
・その結果を明瞭で論理的な文章で表現できる

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
①文化領域における基礎的知識、③①を基にした専門知識、技能の修得したうえで、
④修得した知識、技能の活用能力および⑤自立して行動できる姿勢、課題を発見し解
決する能力として、成果発表会で発表する

■成績評価基準と方法

・授業内発表……50％
・授業内提出課題……20％
・成果発表会での発表……30％

■テキスト・参考文献

【テキスト】統一的なテキストは用いない

【参考文献】受講者全員に当てはまる参考文献はない。

■授業外学習

【具体的な内容】・【必要な時間】
空き時間のほとんどを、文献の調査や読解、必要な史資料の探索と読解、整理に費や
すことになる。平均しても、週に180分を下回ることはありえないだろう。

■その他

テーマ研究IIでは、「自分でわかった」ことをいかに誤解なく「他人に伝える」こと
ができるかが問われます。
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2018 年度生 現代文化学科

科 目 名 テーマ研究Ⅱ[現文]

開講期・単位 4年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 大村　勅夫

■講義の目的および概要

本講義は、テーマ研究Ⅰに引き続き、文学研究の論考を作成することを目的とする。
ただし、扱う作品等に関しては、学生と検討して決定することとする。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
文献の購読と批評を、教師と学生が議論しながら進めていくことを基調とする。また
、学生は基本的にレジュメを作成してくることとなる。

【課題に対するフィードバックの方法】
常に、該当作品・レジュメについての議論であり、往還である。

■授業計画

①ガイダンス

②テーマ研究Ⅰからの学びの確認

③～⑭作品の研究

⑮テーマ研究Ⅱのまとめと卒業後への展望

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
文学研究の基本を押さえること。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「文化領域における基礎的知識の修得を基にした専門知識、技能の修得」に基づき、
文学研究の基本的姿勢を身に付けることで、諸文化への視座を獲得する。

■成績評価基準と方法

毎回の授業におけるレジュメの評価：80％
まとめ課題：20％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
学生と検討の上で決定する。

【参考文献】
学生と検討の上で決定する。

■授業外学習

【具体的な内容】
毎時のレジュメ作成が必要となる。同時に、そのための予読が当然、必要となる。

【必要な時間】
特に、事前学習として、数時間が必要になる。

■その他
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2018 年度生 現代文化学科

科 目 名 生命と倫理

開講期・単位 4年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 水野　浩二

■講義の目的および概要

生命科学は近年目覚ましい発展を遂げています。その一方で、急速な発展に伴う弊害
も出てきています。問題の解決を専門家だけに任せるわけにはいきません。多くの人
が関心を持ち、ともに考えていかなければなりません。なぜなら、生命科学の問題は
、最終的には社会的・倫理的な問題だからです。そうした問題について考えるために
は基礎知識が必要です。本講義では主として医療にかかわる問題を取り上げ、一緒に
考察してみましょう。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
毎回、授業の冒頭で、前回の授業内容を確認するための小テストを実施します。次に
、その日の授業内容の概要を説明し、内容に関連した課題（小論文）に答えてもらい
、さらには課題をめぐってディスカッションをおこないます。最後に、次週の授業内
容に触れます。
【課題に対するフィードバックの方法】
小テスト、小論文を採点・集計し、学期の途中で、合計点数が著しく低い者に対して
は、別途課題を与えます。

■授業計画

①生命倫理（学）とは何か？
②「ヒポクラテスの誓い」と医療倫理
③心臓移植の歴史
④脳死と臓器移植
⑤脳死再定義
⑥インフォームド・コンセント
⑦パターナリズム
⑧尊厳死
⑨安楽死
⑩QOLとSOL
⑪ターミナルケアとキューブラー・ロス
⑫フランスおよびベルギーの生命倫理
⑬死刑制度
⑭脳倫理
⑮まとめ、期末試験

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
生命倫理の基本用語を理解し、現実生活において応用することができるようになる。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「自立して生きていくための幅広い教養、技能を身に付ける」といった方針に基づき
、社会人基礎力を身に付ける。

■成績評価基準と方法

期末試験（60％）＋小テスト（20％）＋課題（20％）

■テキスト・参考文献

【テキスト】
毎回プリントを配付します。
【参考文献】
『文系のための生命倫理』羊土社。『生命倫理Q＆A』太陽出版。水野浩二『倫理と歴
史』月曜社。M.ガザニガ『脳のなかの倫理』紀伊國屋書店。

■授業外学習

【具体的な内容】
小テストのための準備（復習）をしっかりおこなってきてください。さらには、授業
の最後で翌週のテーマに触れますので、予習もしっかりおこなってきてください。
【必要な時間】
復習と予習を合わせて4時間。

■その他

ディスカッションでは、随時指名することがあります。
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2021 年度生 心理学科

科 目 名 ガーデニング演習

開講期・単位 1年 前期・選択 2単位・演習

担 当 者 吉崎　俊一郎

■講義の目的および概要

個別（または班別）に花壇を与え、デザインから設計(基礎）、定植、管理までの花
壇づくりを体験させる。　
ガーデン設計・デザインに関する基本的知識・技術を深める。　
各種のコンテナガーデンの実際を学び、応用的知識・技術を修得させる。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
花壇設計・施工管理等、講義及び庭園での実習を中心に授業を展開する。

【課題に対するフィードバックの方法】
実習後に毎回実習記録の提出を求めます。

■授業計画

おおむね、以下の内容で授業を展開する。　　　

1、オリエンテーション、生活と園芸の関わり　
2、ガーデニングのプロジェクト計画　
3、プロジェクト実施(育苗）　
4、花壇準備①（植庭づくり・花壇設計）　
5、苗のポット移植・花壇準備②　
6、コンテナガーデニング（寄せ植え）の実際　
7、ハンギングバスケットの実際　
8、花壇植え付け（定植①）　
9、花壇植え付け（定植②）
10、定植後の花壇管理①、繁殖の実際①　
11、定植後の花壇管理②、繁殖の実際②、ハーブの定植
12、マリーゴールド・パンジーの播種・間引き・ポット鉢上げ・
　　育苗管理　
13、プロジェクト成果のまとめ①
14、プロジェクト成果のまとめ②、繁殖の実際③　
15、プロジェクトの反省・評価

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
ガーデン設計の基礎・デザイン、ガーデン管理等に関する基礎的・応用的知識と技術
を修得する。　

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
臨床心理学領域における基礎的知識、技能の修得およびそれを基にした専門知識、技
能の修得や人文学領域に関する教養の修得。
自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力。

■成績評価基準と方法

実習記録(20％）、課題レポート(30％）、振り返りシート(20％）、
ガーデンデザイン設計(30％）による総合評価。

■テキスト・参考文献

【テキスト】
実習課題に沿って、都度関連資料を配布する。　

【参考文献】
図解 ガーデニング コツのコツ―プロが教える園芸秘伝・小学館、ガーデンニング基
本大百科・集英社

■授業外学習

【具体的な内容】
授業で学んだことを中心に配布されたプリントを活用する

【必要な時間】
予習・復習にそれぞれ２時間時間をかけてください。

■その他

実習費として500円徴収いたします。
植物や自然に触れながら楽しく学んでいきましょう！
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2021 年度生 心理学科

科 目 名 教育原理[子心]

開講期・単位 1年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 平野　良明

■講義の目的および概要

教育の基本的概念は何か、また、教育の理念にはどのようなものがあり、教育の歴 
史や思想において、それらがどのように現れてきたかについて学び、これまでの幼児
教育も含めた教育 及び学校の営みがどのように捉えられ、変遷してきたのかを理解
する

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】

テキストや配布資料に基づき講義すると共に、本時のテーマを各自ないしグループワ
ークで理解を深める。

【課題に対するフィードバックの方法】

リアクションシートや口頭発表して共通理解も図る。

■授業計画

①教育原理オリエンテーション「私の育ちを振り返る」保育園・幼稚園・小中高等学
校、家庭、地域社会、国」…そして今から私は
②教育とは何か　その理解のために歴史上代表的な3つの思想を解説する。　その（
１）プラトンと手細工モデルの教育
③その（２）　ルソーと農耕モデルの教育
④その（３）　コメニウスと生産モデルの教育
⑤プラトン、アリストテレスとリュケイオン。アリストテレスの「情動の教育」とIQ
教育、EQ教育
②～⑤の中で以下の解説も行う
ルソーの「エミール」からフレーベル、モンテッソーリ、倉橋惣三
近代教育の父であるコメニウスと現代　日本の学制から今日までの教育制度
ボルノウの教育学。授業者が大切にしている「気分の本質」と教育経営
ランゲフェルドの子ども理解。授業者が大切にしている「子どもの人間学」と乳幼児
期からの子ども理解。
⑥生涯学習の中での幼児教育―1
⑦生涯教育の中での幼児教育―2
⑧幼稚園・認定こども園・保育所、制度上の違い
⑨幼稚園・認定こども園・保育所と質の高い幼児教育
⑩教育課程と幼稚園教育要領等―1
⑪教育課程と幼児教育の3つの柱、育てたい10の姿
⑫子どもにとって遊びの意義
⑬現代の教育病理　豊かな育ちを阻むもの
⑭現代の教育病理　克服のために（発表会）
⑮まとめにかえて
幼児期からの理想の教育のために。授業者が付属幼稚園長時の教育課程作成時に根拠
とした思想家について。（ルソー・デューイ・ブルーナ）

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
教育の基本概念、歴史、思想の基礎を理解すると共に、近代から現代の社会の変容の
中で、幼児教育・保育の基本を理解する。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
教職に就くために、必須の要件であると共に、社会人として保育者として活躍するた
めに習熟する必要がある。また、思想家の学びを通して社会人としての教養を育む。

■成績評価基準と方法

リアクションペーパー（20％）、小テスト1回（20％）
発表（10％）定期試験（50％）

■テキスト・参考文献

【テキスト】
「幼児教育の原理」（改訂版）「幼稚園教育要領解説」

【参考文献】
　適宜紹介する。新聞記事等は印刷し配布する。

■授業外学習

2021(令和3)年4月1日

438



【具体的な内容】
事前（前の時間）に指定したテキストや参考資料を熟読し、ノートに要点を書き出す
。
・授業後は講義ノートとテキスト、参考資料等を自分が重要だと考える個所にマーキ
ングしながら読み返し、理解を深める。
【必要な時間】

■その他

対面での授業を前提としているが、コロナ発生状況によっては遠隔にて行う。その際
は評価基準のリアクションペーパーの割合が（20％から30％）変更になり、発表（10
％）の評価を無くすることもある。
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2021 年度生 心理学科

科 目 名 児童文化

開講期・単位 1年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 藤田　春義

■講義の目的および概要

認定こども園教育・保育要領に示されている児童文化に関わる内容、特に絵本、わら
べ唄、紙芝居について、乳幼児期に必要な理由と実践のための方法、絵本の読み方、
わらべ唄のやり方、紙芝居の演じ方を具体的に示し、グループに分かれて実践をし、
実習で子どもたちに伝えて一緒に楽しむことが出来るようになる。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
絵本、わらべ唄、紙芝居について講義形式で意味を伝え、その後実践のためにグルー
プワークをします。同じメンバーで繰り返し、読み合うこと、わらべ唄を1対1で取り
組む事、紙芝居を演じることで、意味をより深く知ってもらいます。
講義の中で絵本、わらべ唄、紙芝居についてそれぞれについて1回ずつレポートによ
る試験をします。

【課題に対するフィードバックの方法】
絵本、わらべ唄、紙芝居の保育現場の実践の様子を動画で示して内容の理解を助けま
す。理解の程度を毎回レポートを提出してもらい確認します。また、レポートの中で
受けた質問に講義で答えながら進めます。

■授業計画

①初めて出会った絵本について話そう。乳幼児期に出会って欲しい文化的な活動につ
いて紹介する。
②心を通わせる0歳児クラスの絵本活動
③0歳児クラスの絵本リスト作り　グループワーク
④1，2歳児クラスの子ども達が楽しむ絵本活動
⑤1，2歳児クラスの絵本リスト作り　グループワーク
⑥想像する楽しさを味わう幼児の絵本活動
⑦幼児のものがたり絵本リスト作り
⑧幼児の科学絵本のリスト作り　絵本活動についての理解を確認するレポート作成
⑨乳児のわらべ唄の基本を学ぶ
⑩乳児のわらべ唄の実践　グループワーク
⑪幼児のわらべ唄の基本を学ぶ
⑫幼児のわらべ唄の実践　わらべ唄についての理解を確認するレポート作成
⑬紙芝居の歴史と演じ方の基本
⑭乳児の紙芝居のリスト作り　グループワーク
⑮幼児の紙芝居のリスト作り　紙芝居についての理解を確認するレポート作成

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
実習で子どもたちと絵本を楽しむ。わらべ唄を伝える。紙芝居を演じる。実践するこ
とにより子どもの文化をさらに深く知り、子ども達のために学んだことを役立てる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
児童文化を学ぶことにより、子どもや子どもの周辺にいる人々との繋がりを深め、自
立して生きていくための幅広い教養、技能を身に付ける。

■成績評価基準と方法

毎回のレポート４０％
3回の理解の確認レポート４０％
グループワークでの実践２０％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
適時、資料の配布をします。読むべき絵本のリスト作りを講義の中でします。

【参考文献】
『保育と絵本』瀧薫著　エイデル研究所　『わらべ唄で子育て入門編』『わらべ唄で
子育て応用編』阿部ヤエ著　福音館書店　『紙芝居百科』紙芝居文化の会　童心社

■授業外学習
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【具体的な内容】
予習として、幼いころに読んでもらった絵本に再び出会うこと。自分の家にあるもの
、無ければ図書館で探すこと。
復習として、講義で紹介した絵本を図書館で読む事。家族や友だと絵本の話をしたり
絵本を楽しんだり、わらべ唄を一緒にすること。
授業外の学習で実施したことをレポートで報告して下さい。レポート評価に加えます
。

【必要な時間】
幼い頃の絵本や遊びの経験を家族や、友人と話す時間を講義のある日に10分程度持っ
てください。

■その他
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2021 年度生 心理学科

科 目 名 心理学概論

開講期・単位 1年 前期・必修 2単位・講義

担 当 者 岡田　顕宏

■講義の目的および概要

心理学の基礎的な知識を身につけるための基礎科目です。心理学とはどのような学問
であるのか、心理学の歴史や方法論から、心理学の諸分野（感覚・知覚、記憶、学習
、発達、感情、人格、対人関係、心理的障害）について概説を行います。心理学に関
する基本的な知識を身につけることが、この講義の目的になります。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
基本的に教科書に沿って講義を展開しています。教科書に書かれている内容を通して
、心理学の基本的な考え方や知識を身につけてもらいます。必要に応じて、デモンス
トレーション的な実験や実習などを実施します。事前準備（宿題）と確認のための小
テストが行われます。事前準備と復習が必要です。

【課題に対するフィードバックの方法】
毎回の宿題と10回程度実施される小テストは、採点の上返却します。

■授業計画

概ね以下の内容で授業を実施する予定です。

①導入
　(1)講義の受け方、予習・復習の仕方についての説明
　(2)心理学とは何か
②心理学の歴史
③知覚(1)
④知覚(2)
⑤知覚(3)
⑥行動の生物的基礎
⑦学習(1)
⑧学習(2)
⑨学習(3)
⑩動機づけ
⑪欲求不満・ストレス・情動
⑫記憶と忘却
⑬パーソナリティ
⑭臨床心理学の基礎
⑮期末試験と解説

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
「心理学の成り立ち」や「人の心の基本的な仕組み及び働き」など、今後、心理学を
勉強していく上で必要となる基本的な知識を身につけること、そして、心理学的なも
のの考え方や方法論を理解することを目標とします。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
この科目は、「心理学領域における基礎的知識の習得」の基礎となるものです。

■成績評価基準と方法

毎回の宿題の得点（26%）、章毎の小テストの得点（24%）、毎回の提出物（5%）およ
び期末試験の得点（45%）で評価します。

■テキスト・参考文献

【テキスト】
「心理学の基礎四訂版」培風館

【参考文献】
授業中に指示します。

■授業外学習

【具体的な内容】
毎回の授業に先だって、教科書の該当する箇所を読んでおくことが「必要」です。予
習と復習に相当する宿題の作業を欠かさずに行い、毎回遅れずに提出することや、小
テストの前に該当箇所を復習しておくことが、単位をとるために必要になります。

【必要な時間】
4時間
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■その他

 本科目は、公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令
で定められています。公認心理師試験を受験するためには、大学においてこの科目を
修得しておく必要があります。
認定心理士（日本心理学会認定心理士認定委員会）取得に必要です。
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2021 年度生 心理学科

科 目 名 生活と園芸

開講期・単位 1年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 吉崎　俊一郎

■講義の目的および概要

我々の生活に欠かす事のできない植物。なかでも、園芸作物は生活に潤いと安らぎを
もたらせてくれる。園芸の基本的知識や、園芸作物の栽培・管理・繁殖法の基礎を学
び、健康で心豊かな生活空間を創造することを目指す。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
講義資料を配布し、15回にわたり講義を中心に展開するが屋外活動実習も数回実施予
定。本講義は、園芸療法の資格を有し多種多様な経験豊富な教員がその経験や知識を
基礎のなるテキストに組み込み行う。

【課題に対するフィードバックの方法】
実習後に実習記録ノートの提出を求めます。
また、園芸の専門用語を学ぶためのテキストを配布してその修得具体をはかる。

■授業計画

おおむね、以下の内容で授業を展開する。　

1、オリエンテーション
2、果樹　
3、土再生
4、秋おこし　
5、しいたけ
6、食と生活
7、園芸植物の分類
8、草花の栽培
9、園芸の機能と役割
10、花卉園芸（1年草・2年草・宿根草）
11、花卉園芸（球根・観葉植物）
12、花卉園芸（多肉植物・ラン類）
13、病害虫と自然農薬
14、作物の分類
15、期末試験・試験解説

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
園芸作物の改良と発展により我々の生活が潤い、豊かである事を理解する。また、生
活と園芸の関連性に触れ改めて園芸活動（行為）の恩恵を考える事ができるようにな
る。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
臨床心理学領域における基礎的知識、技能の修得およびそれを基にした専門知識、技
能の修得や人文学領域に関する教養の修得

■成績評価基準と方法

定期試験（50％）、確認テスト・作業記録(20％）、振り返りシート（30％）の総合
評価。

■テキスト・参考文献

【テキスト】
都度、関係資料を配布する。

【参考文献】
特になし

■授業外学習

【具体的な内容】
身近にある植物がどのように生活と関連しているのかを常に意識しながら生活するこ
と。

【必要な時間】
授業で学んだことを中心に配布されたプリントを活用して予習・復習にそれぞれ２時
間時間をかけてください。

■その他
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2021 年度生 心理学科

科 目 名 臨床心理学概論

開講期・単位 1年 後期・必修 2単位・講義

担 当 者 岡田　美恵子

■講義の目的および概要

 臨床心理学の誕生とこれまでの歩みについての考察を深め、主要理論と基礎的な専
門用語の習得を目的とします。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
 パワーポイントを主に使用します。講義内容によっては心理検査等を実施すること
があります。テキストを参照することが多いので指定テキストは必携してください。

【課題に対するフィードバックの方法】
 授業内で返却、解説をおこないます。

■授業計画

① 臨床心理学とは（講義のガイダンス）
② 臨床心理学の誕生とこれまでのあゆみ（起源と展開）
③ 理論的背景（問題行動とは。理論モデルについて）
④ 臨床査定について（心理検査・心理面接についての概要）
⑤ 査定面接のしかた
⑥ 行動観察法の方法
⑦ 心理検査（知的機能の査定）
⑧ 心理検査（人格と行動の査定）
⑨ 心理療法とは（心理療法についての概要）
⑩ 精神分析について
⑪ 行動療法について
⑫ 来談者中心療法について
⑬ プレイセラピーについて
⑭ アートセラピーについて
⑮ 試験

＊内容によっては順番が前後することがあります。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
臨床心理学の成り立ちと代表的な理論について理解を深め、知識を獲得すること。
臨床心理学的な視点での人間洞察を深めること。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
特になし

■成績評価基準と方法

リモートの場合－小テスト（70%）、課題レポートの提出（30%）で評価します。

対面・ハイブリッドの場合－小テスト（60%）、期末定期試験（40%）で評価します。
（期末定期試験を行う場合は15回目の講義内に実施します。 ）

＊提出物の締切後の提出は減点となります。

■テキスト・参考文献

【テキスト】
テキスト：臨床心理学概論　田中富士夫著　北樹出版

【参考文献】
授業中適宜に紹介します。

■授業外学習

【具体的な内容】
 テキストに一通り目を通しておいてください。そして、興味のある箇所や疑問点を
チェックしてください。　予習復習はおよそ1時間程度が目安です。
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■その他

 本科目は、公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令
で定められています。
 公認心理師試験を受験するためには、大学においてこの科目を修得しておく必要が
あります。

2021(令和3)年4月1日

446



2021 年度生 心理学科

科 目 名 グループワーク[1年]

開講期・単位 1年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 品川　ひろみ、赤城　由紀

■講義の目的および概要

　グループワークは、参加することによって参加メンバーが相互に影響を受け、個人
が変化すると言われています。この講義では、グループワークを通して、自分自身の
言葉で自分の思いを表現し、他者に伝えるスキルを学びます。その際には、他者の多
様な意見を受容しながら、どのようにすれば課題解決が出来るか、グループ内におけ
る自分の役割を意識して臨みます。個人での課題解決とは異なる難しさ、喜びなども
感じ取って欲しいと思います。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
　住民とのワークショップや企業のグループワークのファシリテーター経験を持つ教
員が担当し、講義＋演習形式で行います。受講者には適宜資料を配布します。

【課題に対するフィードバックの方法】
　提出を求めるワークシートには、教員のコメントを入れて返却します。

■授業計画

授業計画
　概ね以下のテーマに沿ったグループワークを体験しながら展開します。グループワ
ークの課題内容は状況や進捗状況に応じて変更が生じる可能性があります。
　① オリエンテーション　グループワークとは何か
　② アイスブレーキングとは何か
　③ 自分と向き合うワーク
　④ 他者を理解するワーク
　⑤ 共感を高めるワーク
　⑥ 一方向・双方向のコミュニケーション体験ワーク
　⑦ 肯定的な訊き方を学ぶワーク
　⑧ ホスピタリティ・マインドを育むワーク（トラストウォーク）
　⑨ 自分の伝えたいことを上手に伝えるワーク
　⑩ 合意形成の大切さに気付くワーク
　⑪ リーダーシップを理解するワーク
　⑫ チーム力を高めるワーク
　⑬ 心の声を聴くワーク①
　⑭ 心の声を聴くワーク②
　⑮ まとめ（レポート作成）

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
自分の意見や思いを言葉で表現し、他者の意見や思いも尊重しながら、課題を解決し
ていく力を身につけます。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「自立して行動できる姿勢、課題を発見し、解決する能力を身につけた学生を卒業認
定する」に基づき、グループの一員として積極的に意見を述べ、自ら課題解決に向け
て行動する能力を身につけます。

■成績評価基準と方法

以下の2点で評価します。
授業中に作成するフィードバックレポート：50%
最終課題：50％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
特に使用しません。

【参考文献】
特にありません。

■授業外学習
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【事前事後学習】
・議論を進めるための情報収集など必要に応じて授業時に連絡します。
・事後学習として、グループワークの記録を取り、自分自身や自身の対人関係上の傾
向などの理解を深めてください。
【必要な時間】
事前学習、事後学習それぞれおよそ2時間を目安とします。

■その他

臨床心理専攻学生の必修科目です。
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2021 年度生 心理学科

科 目 名 社会学概論

開講期・単位 1年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 小内　透

■講義の目的および概要

本講義では人間の社会と生活のあり方の基本を社会学の主要な領域に即して明らかに
します。その際、「社会の基礎」である家族、地域社会、教育、「社会の構造」を形
づくる階級・階層、ジェンダー、エスニシティ、「社会の変動」をもたらす高齢化、
情報化、国際化についてとりあげます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

パワーポイントのスライドを使用して講義をします。毎回、授業の感想・意見・質問
などをリアクションペーパーに記入してもらうことを課題とします。感想・意見およ
び質問と回答は次回の授業内でフィードバックします。

■授業計画

Ⅰ　社会の基礎
１．家族の社会的機能（１）―家族の歴史
２．家族の社会的機能（２）―家族の現状と課題
３．地域社会の社会的意義（１）―地域社会の原型
４．地域社会の社会的意義（２）―地域社会の変貌と現状
５．社会における教育の役割（１）―教育の歴史
６．社会における教育の役割（２）―教育の再編と到達点
Ⅱ　社会の構造
７．階級・階層の形成と展開（１）―階級・階層の形成
８．階級・階層の形成と展開（２）―階級・階層的不平等の再生産
９．ジェンダーとセクシャリティ（１）―ジェンダー・セクシャリティの歴史
10．ジェンダーとセクシャリティ（２）―ジェンダー・セクシャリティと不平等
11．エスニシティと人種・民族（１）―人種・民族の歴史とエスニシティ
12．エスニシティと人種・民族（２）―エスニシティのポリティクス
Ⅲ　社会の変動
13．超高齢化社会の課題
14．情報化社会の光と影
15．グローバリゼーション（国際化）の未来

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
家族、地域社会や教育は人々の生活とどのように関係するか、階級、ジェンダー、エ
スニシティは社会をどのように構造化するのか、また近年の高齢化、情報化、国際化
は社会にどのような影響をもたらすのかなどについて理解ができることを目標としま
す。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力を身に付けた学生に学位を授
与する」に基づき、社会の現状と課題を把握し社会生活を営むうえで必要となる幅広
い知識や多様な視点を身に付けてもらいます。

■成績評価基準と方法

最終の試験と各授業時間ごとの課題により評価する。評価の配分は、最終試験８割、
各授業時間の課題２割とします。なお、最終試験は出席回数が３分の２以上を受験資
格とします。

■テキスト・参考文献

【テキスト】
教科書は使いません。毎回、講義のレジュメを配布します。

【参考文献】
授業の中で適宜、紹介します。

■授業外学習

授業時の最後に次週の学習について予告するので、配布資料の該当箇所の予習を行う
とともに、授業内容で理解しきれなかったことや興味をもったことについて、配布資
料、参考文献等をもとに復習したり、発展的な学習をしたりしてください。また、日
常から新聞を読み、ニュースの報道、解説に関心を持つようにしてください。予習・
復習の時間はそれぞれ２時間を目安とします。

■その他
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2021 年度生 心理学科

科 目 名 社会福祉論[臨床]

開講期・単位 1年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 青木　美和子

■講義の目的および概要

少子高齢化、国際化、高度情報化の急速な進展、そして、コロナウイルス感染症の流
行などが生活に様々な影響を与えています。誰もが安心して暮らせるようになるため
、社会福祉の充実が望まれています。この授業では、現代社会の姿に目を向けながら
、社会における社会福祉の意義とそのあり方を学びます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】

講義形式で行うことを基本としますが、必要に応じてグループディスカッションやビ
デオ資料視聴を行います。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題については、授業内で解説します。

■授業計画

①オリエンテーション
②社会福祉とは何か
③社会福祉の歴史①
④社会福祉の歴史②
⑤社会福祉の法と行財政
⑥ソーシャルワークの理解①
⑦ソーシャルワークの理解②
⑧最低生活保障と生活保護制度①
⑨最低生活保障と生活保護制度②
⑩児童家庭福祉と次世代育成の展開
⑪障害者の自立と福祉①
⑫障害者の自立と福祉②
⑬高齢者の生活と福祉
⑭地域福祉の展開
⑮テストとテスト解説・まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】

社会福祉の歴史や諸制度と仕組み、社会福祉の現状と課題、その他基本的な事項につ
いての理解ができる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
教養教育によって培われる豊かな人間性、医療、福祉、保育などの現場で専門的な対
人援助が行える基礎力を有する人材の育成する。

■成績評価基準と方法

テスト　40％　課題提出　40％
授業のコメントシートの提出　20％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
「新・社会福祉とは何か 第３版」大久保秀子著・中央法規

【参考文献】

■授業外学習
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【具体的な内容】
章ごとに課題を出題します。次回の授業範囲について、テキストを専門用語など予習
ノートにまとめてください。また、日ごろからニュース、新聞などで、最近の社会福
祉の動きや情報を入手してください。

【必要な時間】
事前、事後学習にはそれぞれ2時間必要となります。

■その他
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2021 年度生 心理学科

科 目 名 社会福祉論[子心]

開講期・単位 1年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 青木　美和子

■講義の目的および概要

この授業では、現代社会における社会福祉の意義と歴史的変遷及び社会福祉における
子ども家庭支援の視点を理解すること、また、福祉の制度、相談援助などの社会福祉
の基本を学ぶことを目的とする。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
講義形式で行うことを基本としますが、必要に応じてグループディスカッションやグ
ループ発表、ビデオ資料視聴を行ないます。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題については、授業内で解説します。 グループ発表に対しては、その都度、コメ
ントします。

■授業計画

①オリエンテーション
②社会福祉の理念と概念　
③社会福祉の会福祉の歴史的変遷①
④社会福祉の会福祉の歴史的変遷②
⑤社会福祉の制度と法体系と行財政
⑥社会福祉施設と福祉専門職
⑦社会福祉における相談援助①
⑧社会福祉における相談援助②
⑨社会福祉における利用者と保護に関わるしくみ
⑩子ども家庭福祉と支援
⑪少子高齢化社会における社会福祉
⑫共生社会の実現と障害者福祉
⑬最低生活保障と生活保護制度
⑭地域福祉の展開とこれからの福祉・利用者の保護に関わるしくみ
⑮テストとテスト解説・まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
社会福祉の歴史や諸制度と仕組み、社会福祉の動向と課題について理解できる。社会
福祉における相談援助について理解できる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
（心理学科ディプロマ・ポリシー）教養教育によって培われる豊かな人間性、医療、
福祉、保育などの現場で専門的な対人援助が行える基礎力を有する人材の育成。

■成績評価基準と方法

テスト　40％　課題提出　40％
授業のコメントシートの提出　20％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
「新・社会福祉とは何か 第３版」大久保秀子著・中央法規

【参考文献】

■授業外学習

【具体的な内容】
章ごとに予習課題を出題します。テキストを用いて課題を解いてください、事後学習
は、テキスト等を用いて専門用語などをまとめてください。また、日ごろからニュー
ス、新聞などで、最近の社会福祉の動きや情報を入手してください。

【必要な時間】
事前、事後学習にはそれぞれ2時間必要となります。

■その他
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2021 年度生 心理学科

科 目 名 心理学実験Ⅰ(基礎)

開講期・単位 1年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 岡田　顕宏、赤城　由紀、髙橋　文代

■講義の目的および概要

　心理学研究における古典的な実験の追試等を実施し、データの収集・集計・分析、
考察を行ってレポートを作成する。それらの作業を通して、心理学実験研究の基本概
念・方法、統計処理の基礎を学ぶとともに、実際の実験実施に伴う注意点等について
理解を深め、簡単な実験の計画立案ができるようになることを目的としている。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
　実験の実施、データの集計・分析、結果のまとめと考察、レポートの提出という実
習を中心に展開する。適宜、心理学実験の基本概念・方法論に関する講義を行う。

【課題に対するフィードバックの方法】
　レポート課題は、改善ポイントをコメントした上で返却する。十分な理解が得られ
ていないレポートについては、再提出を求める。

■授業計画

　概ね以下の内容で授業を展開するが、実験の順序や内容に変更が生じる場合がある
。15回目に筆記試験を行う予定であるが、理解度が不十分な場合や不測の事態が発生
した場合には、途中で講義・解説・レポート再作成時間等を増やし、定期試験中に筆
記試験を行う。

①心理学実験の基礎　　心理学における実験の意義・役割
②実験１「錯視」　実験の説明と実験実施
③実験１「錯視」　実験の解説とレポートの作成
④実験２「ストループ効果」　実験の説明と実験実施
⑥実験２「ストループ効果」　実験の実施とレポート作成
⑦実験３「視覚・運動学習の効果とその転移」　実験の説明と実験実施
⑧実験３「視覚・運動学習の効果とその転移」　実験の解説とレポート作成
⑨中間まとめ　実験の要点と心理用語・統計の確認整理
⑩実験４「記憶」実験の説明と実験実施
⑪実験４「記憶」実験の解説とレポートの作成
⑫実験５「色彩と認知」実験の説明と実験実施
⑬実験５「色彩と認知」実験の解説とレポートの作成
⑭まとめ　レポートの書き方、実験用語等に関する基礎的知識の確認
⑮筆記試験及び解説

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
1. 実験の意義を理解し、実験用語及びレポートの書式に馴れること
2. 実験の手続きを正しく理解し、適切に追試できるようになること
3. 簡単な統計を処理できるようになること

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
　「心理学領域における基礎的知識、技能の修得およびそれをもとにした専門知識、
技能を修得下学生に卒業を認定する」に基づき、心理学実験の技能を修得する。

■成績評価基準と方法

【成績評価基準と方法】
　予定している５つの実験のレポート提出を単位認定の基本条件とする。成績評価の
ウェイトは、課題レポート５０％、期末筆記試験５０％とする。

■テキスト・参考文献

【テキスト】
　テキストは使用しない。必要に応じてプリントを配布する。

【参考文献】
　講義時に紹介する。

■授業外学習
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【必要な時間】
　実験の事前学習として、授業で配布されたインストラクションペーパーや解説資料
などを見直して、実験用語や実験の要点を理解しておくと、より実験が理解しやすく
なる。概ね２時間程度。
　実験レポートは基本的には授業内で作成するが、完成しなかった場合は、次週まで
の課題になることがある。それに要する時間は個人によって異なるが、概ね２時間程
度である。

■その他

　本科目は認定心理士（日本心理学会認定心理士認定委員会）取得に必要な科目であ
る。また、本科目は、公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生
労働省令で定められており、公認心理師試験を受験するためには、大学においてこの
科目を修得しておく必要がある。

2021(令和3)年4月1日

454



2021 年度生 心理学科

科 目 名 教職入門

開講期・単位 1年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 塚本　智宏

■講義の目的および概要

（到達目標）
　現代社会における教職（保育職）の重要性の高まりを背景に、教職（保育職）の意
義、教職（保育職）の役割、資質能力及び職務内容等について理解し、教職（保育職
）への意欲を高め、さらに適性を判断し、進路選択に資する教職（保育職）の在り方
を理解する。授業は前半において幼児教育以後の学校での教職が抱える問題を展望し
ながら、後半で幼児教育の段階においてぜひ考えておかなければならないことについ
て考察する。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
配布資料に基づき講義を行うことを基本とする。毎回の振り返りのための小テスト(
課題と感想)を実施する。
また、テキストは授業全体に関わる内容で講義として並行して各自熟読し、課題に沿
ってレポートを作成し、授業後半において発表・討論の形式で意見交換を行うものと
する。
【課題に対するフィードバックの方法】
課題については、授業内で解説する。

■授業計画

① ガイダンス　問題提起 現代の教職が抱える問題　学知的早期教育 
② 現代の教職が抱える問題②　いじめの背景と構造
③ 現代の教職が抱える問題③　非行と子どもたちの受容
④ 現代の教職が抱える問題④　子育てと不登校　
⑤ 現代の教職が抱える問題⑤　発達支援の必要な子ども
⑥ 現代の憲法・法律と教職  教育の目的と教職の任務
⑦ 教職をめぐる法規定　　教員の服務・義務　教員の権利と身分保障
⑧ 現代教職の多面的機能とチームとしての学校
⑨ 子ども＝人間の思想と子どもの権利条約 
⑩ 子ども＝人間の誕生と母子関係　赤ちゃんの人格　DVD
⑪ 発達の主体と乳幼児の人間性開花・多面的な成長保障　『要領』
⑫ 教職の専門性　子どもから学び成長する教師
⑬ 乳幼児期の子どもの権利保障の土台と方法　
⑭ 教職への道：自分なりの目指す教師（保育者）像について意見交換
⑮ 授業のまとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①教職（保育職）の意義。我が国における今日の学校教育及び教職（保育職）の社会
的意義や倫理を理解する。
②教職（保育職）の役割や動向を踏まえ、今日の教職（保育職）制度的な位置付けと
共に求められる役割及び資質能力を理解する。
③教職（保育職）の専門性に基づいた職務内容の全体像及び教育公務員に課せられる
服務上及び身分上の義務を理解する。
④教職（保育職）における職員間の協働と、キャリアステージを通した専門職的成長
の重要性を理解する。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
教職に就くために、必須の要件であると共に、社会人として保育者として活躍するた
めに習熟する必要がある。

■成績評価基準と方法

①毎回の授業後の小テスト：30％、
②中間レポート20％、③最終試験50％
①～③を土台に、総合的に評価する。

■テキスト・参考文献

【テキスト】
塚本智宏 子どもにではなく子どもとコルチャック先生の子育て・教育メッセージ
かりん舎 1000円　
【参考文献】
文部科学省「幼稚園教育要領」、佐久間亜紀他『現代の教師論』、生田久美子他編『
子ども人間学という思想と実践』

■授業外学習
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【具体的な内容】
配布資料の予習・復習を行うこと。テキストの熟読・利用の仕方については、授業で
説明する。
【必要な時間】
各回事前・事後の予習・復習に2時間を要する

■その他
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2021 年度生 心理学科

科 目 名 子どもの図画工作(基礎)

開講期・単位 1年 後期・選択 1単位・演習

担 当 者 阿部　宏行

■講義の目的および概要

本講義は保育者にとって必要な造形表現の基礎的技能や知識を学びながら、課題制作
の実践を通して「かいて遊ぶ」「つくって遊ぶ」という楽しさを感じ表現力を広げる
ものである。また、子どもの造形における発達を知り、子どもの造形表現に必要な支
援を学ぶ。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
講義においては、用具や材料の基本を理解する。指導に必要な造形表現に関する基本
的な知識を理解する。資料・参考作品を掲載した課題説明を基に説明を行い、各自が
制作・鑑賞する。また制作した作品と資料を綴じたファイルを作成することで実践を
記録する。
【課題に対するフィードバックの方法】
提示された課題内容について学生が自己のイメージを基にアイデアを考え、提出期限
、配布資料を基に制作計画を立て制作する。授業の終わりに今日の制作について振り
返り、配布されたプリントに授業での取り組み状況、目標、質問などについて記入し
、提出する。

■授業計画

①オリエンテーション・講義：表現と発達
②講義：用具の基本、演習：イメージあそび（パペットづくり）
③講義：材料の基本、演習：コロコロアート
④講義：描画材の理解、演習：ローラーあそび
⑤講義：発達と指導（子ども理解と指導のあり方）
⑥講義：幼児の表現、演習：クレヨンを使って（クレヨンとなかよし）
⑦講義：小学校教育との連携（行為あそび）,演習：ならべてつないで
⑧講義：用具の基本（簡単な刃物類）、演習：飾りをつくろう
⑨講義：幼児教育の基本（領域と育ってほしい10の姿）
⑩講義：共に学ぶ意味、演習：新聞紙であそぼう
⑪講義：イメージの広がり、演習：ビニルの服
⑫講義：材料の基本（接着）、作品交流
⑬講義：豊かな感性を育む（幼稚園教育要領）
⑭講義：創造性を育む（心象表現・適応表現）、演習：動くおもちゃ（動くよ動くよ
）
⑮ふり返り、評価（小論文テスト）

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
・基本的な画材の特性と基礎的な技法を習得し子どもの造形の発達を考える中で、課
題を制作し実践的な作品制作へと広げる。
・発想や構想を基に制作することで表現することを楽しみ、個人制作や集団制作を通
して制作の進め方を学ぶ。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
・造形に関する基礎的な知識や技術を習得し子どもの造形の発達について知ることで
、子どもの発達段階にあった保育ができる知識と技術を身に付ける。
・道具、画材の特性や適切な使用方法を知り、子どもの発達にあった使用方法を考え
ることで、子どもの安全を守るための適切な配慮ができる保育者の視点を身に付ける
。
・学生相互による作品交流を通し手順の説明や指導など、保育者としての態度や姿勢
について考える。

■成績評価基準と方法

・完成作品の提出、内容、作品数、期限など条件の達成度：70％
・出席、授業プリント、ふり返り（小論文）の提出：30％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
授業時に資料を配布、または参考作品を提示する。

【参考文献】
「育みのABC」「造形のABC」（日本文教出版）、学びのABC（私家版）ー無料配布
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■授業外学習

【具体的な内容】
・制作に必要な材料やモチーフを準備する。
・配布される材料以外のものは各自で用意する。

【必要な時間】

■その他

本授業、その他の演習や実習で使用するための教材を受講年度初めに全員購入する。
造形セット（絵の具、はさみ、カッター、クレヨン、のり、定規、折り紙等：4,000
円）
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2021 年度生 心理学科

科 目 名 保育内容総論[子心]

開講期・単位 1年 前期・選択 1単位・演習

担 当 者 増山　由香里

■講義の目的および概要

子どもの発達に必要な保育のねらい及び内容、計画、実践について、保育所保育指針
の学習から理解を深める。その上で、子どもとはどのような存在であるか、また保育
者は子どもを養育する立場としてどうあるべきかを考察する。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
保育士と幼稚園教諭の実務経験のある教員が、保育所保育指針の内容と実際の子ども
や保育の様子を関連づけながら講義を行う。保育の全体構造と子どもの姿、また保育
者の子どもへの関わりについて、講義をもとにグループワーク等を通して理解を深め
る。また、保育参観や実習の準備として、保育の記録についてワーク形式で学ぶ。

【課題に対するフィードバックの方法】
個別課題については添削し返却する。グループ課題については授業内で解説し、必要
に応じて資料を配布する。

■授業計画

①子どもを取り巻く社会の変化と保育内容の変遷
②保育所保育指針の全体構造ー役割・目標
③保育所保育の基本ー子どもの発達を踏まえた保育
④保育所保育の特徴ー養護及び教育が一体的に展開する保育
⑤子どもの主体性を尊重する保育
⑥環境を通して行う保育ー人的環境と物的環境の重要性
⑦生活や遊びによる総合的な保育
⑧個と集団の発達を踏まえた保育ー乳児保育の内容
⑨個と集団の発達を踏まえた保育ー１歳以上３歳未満児の保育の内容
⑩個と集団の発達を踏まえた保育ー３歳以上児の保育の内容
⑪家庭や地域、小学校の連携の必要性
⑫専門性の向上
⑬保育の多様な展開ー長時間保育、特別な配慮、多文化共生
⑭保育の計画及び評価ー観察と記録の重要性
⑮まとめ、最終課題

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
・保育所保育指針の内容を理解し、保育の全体構造のイメージが持てる。
・保育は養護と教育が一体となって行われることについて、保育所保育指針及び具体
的な実践から理解する。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「幼児教育・保育領域における基礎知識、技能の修得およびそれを基にした専門知識
、技能の修得」を身につけた学生に学位を授与することに基づき、保育の全体構造や
仕組み等についてイメージする力を身に付ける。

■成績評価基準と方法

授業毎のコメントシート（20％）
授業内課題（40％）
最終課題（40％）

■テキスト・参考文献

【テキスト】
保育所保育指針解説（2018）フレーベル館

【参考文献】
幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説（2018）フレーベル館
幼稚園教育要領解説（2018）フレーベル館

■授業外学習

【具体的な内容】
次回の授業範囲を確認し、テキストを熟読しておくこと。その際、専門用語や不明な
単語の意味を調べ、ノートにまとめておくこと。授業後は授業内容の振り返りを行い
、重要事項をノートに整理すること。

【必要な時間】
予習復習の目安の時間は2時間程度です。
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■その他

乳幼児に関わる者としての自覚と保育のおもしろさを感じるために、積極的に授業に
参加することを期待します。
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2021 年度生 心理学科

科 目 名 音楽Ⅰ(歌唱・理論基礎)

開講期・単位 1年 後期・選択 1単位・演習

担 当 者 須藤　宏志

■講義の目的および概要

子どもの歌に多く接し、また保育者として必要とされる基礎的な音楽理論や和声感を
身につけることを目的とします。理論の解説、子どものうたの歌唱、スケール、カデ
ンツ奏などの実技により展開して行きます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
音楽理論は授業３回を一つのサイクルとし、このうち２回を使って解説を行い、３回
目に復習テストを行います。子どもの歌の歌唱は保育施設等で多く使われる挨拶のう
た、日課のうた、季節のうたなどを、時期に合わせて選曲し歌唱します。スケール・
カデンツ奏も理論の復習テストと同じ回にテストを行います。

【課題に対するフィードバックの方法】
挨拶のうたは毎回歌唱します。その際に交代で１人ずつ伴奏を担当するため、課外時
間に各自練習をして下さい。練習の成果や次の課題となる点については、演奏後にフ
ィードバックし、また空き時間等を使って個別アドバイスを行うことが可能です。

■授業計画

①楽譜の基礎／生活の歌／ハ長調のスケール・カデンツ奏
②音符と休符／生活の歌／ハ長調のスケール・カデンツ奏
③理論復習テスト1／スケール・カデンツ実技テスト
④拍子と拍子記号／行事の歌／ハ長調のスケール・カデンツ奏
⑤変化記号、強弱記号／生活の歌／ハ長調のスケール・カデンツ奏
⑥理論復習テスト2／スケール・カデンツ実技テスト
⑦音程１／生活の歌／ト長調のスケール・カデンツ奏
⑧音程２／生活の歌／ト長調のスケール・カデンツ奏
⑨理論復習テスト3／スケール・カデンツ実技テスト
⑩音階１／季節の歌／ヘ長調のスケール・カデンツ奏
⑪音階２／季節の歌／ヘ長調のスケール・カデンツ奏
⑫理論復習テスト4／スケール・カデンツ実技テスト
⑬調号１／季節の歌／ヘ長調のスケール・カデンツ奏
⑭調号２／季節の歌／ヘ長調のスケール・カデンツ奏
⑮理論復習テスト5／スケール・カデンツ実技テスト／まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
１.大譜表、音符や休符の長さ、拍子や変化記号を理解できる
２.実用的な音程を理解できる
３.長音階や短音階を五線に記述できる
４.スケール・カデンツを鍵盤で演奏できる
５.保育現場で使用頻度の高い歌を知り、歌うことができる

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「下記に示す姿勢や能力を身に付けた学生に卒業を認定し、学位規則に従い学士の学
位を授与する。②幼児教育・保育領域における基礎知識、技能の習得およびそれを基
にした専門知識、技能の習得　④習得した知識、技能の活用能力」に基づき、基礎的
な音楽理論の理解し、また子どもの歌や簡単な伴奏法を覚えることによって、音楽の
側面から保育の現場に求められる能力を身に付ける。

■成績評価基準と方法

１.授業内実施の理論復習テスト　80％
２.スケール・カデンツ実技テスト　20％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
プリントを配付
こどものうた200（チャイルド本社）
続こどものうた200（チャイルド本社）

【参考文献】

■授業外学習
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【具体的な内容】
授業外学習 スケール・カデンツ奏はメロディーに伴奏を付けたり、難しい伴奏を簡
略化する場合などに役立ち、また音楽Ⅱ（ピアノ基礎）への導入としても有意義です
。毎日練習し習得することが大切です。
また授業で取り上げる子どものうたを中心に、課外時間等を利用して歌や伴奏の練習
を繰り返し、多くの楽曲を覚えることが重要です。
また理論はプリントを参考に復習しましょう。

【必要な時間】
２時間

■その他
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2021 年度生 心理学科

科 目 名 人文学概論

開講期・単位 1年 前期・必修 2単位・講義

担 当 者 塚本　智宏、小内　透、水野　浩二

■講義の目的および概要

人文学の学問的構成および人文学部の学修内容を平易に解説します。また、哲学、教
育学、社会学を専門とする3名の教員が、それぞれの立場から、人文学とは何か、学
問とは何かを語り、さらには人文学部では何が学べるか、どのように学んだらよいの
かを教授します。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
3名の教員が5回ずつ担当します。講義＋ディスカッションによりおこないます。
【課題に対するフィードバックの方法】
3名の教員がそれぞれ毎回レポートを課し、翌週解説します。

■授業計画

Ⅰ―ヨーロッパ16～17世紀の人文学（水野）
①人文学と人文学部
②ルネサンスと人文学
③モンテーニュと近代人の孤独
④ラ・ロシュフーコーと自己愛
⑤パスカルと自己
Ⅱ―学歴社会の構造（小内）
⑥学歴社会とは何か
⑦学歴社会の実像
⑧学歴形成における属性の制約
⑨学歴格差の要因をめぐる議論
⑩学歴社会の克服の道
Ⅲ―19～20世紀転換期のJ.コルチャックの人権思想（塚本）
⑪思想をつくる　子ども＝すでに人間という思想の形成
⑫思想を鍛える　子どもの権利・人権思想としての成熟最後の行進
⑬思想を生む時代　世紀転換と子どもの権利諸思想
⑭思想と実践　孤児院と?最後の行進?を通じての思想の実践
⑮思想とその影響　子どもの権利条約・最後の行進権利条例・まちづくり・スポーツ
...

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
人文学および人文学部の歴史と概要を知る。学ぶこと（学問すること）の楽しさを知
る。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「人文学の基礎的知識、技能の修得およびそれを基にした専門知識、技能の修得」に
基づき、社会人基礎力を身に付ける。

■成績評価基準と方法

期末試験（60％）＋小テスト（20％）＋課題（20％）

■テキスト・参考文献

【テキスト】
毎回プリントを配付する。

【参考文献】
アントワーヌ・コンパニョン『寝るまえの5分のモンテーニュ』白水社、2014年。『
コルチャックと「子どもの権利」の源流』子どもの未来社、2019年。

■授業外学習

【具体的な内容】
小テストのための準備（復習）をしっかりおこなってきてください。さらには授業の
最後で翌週のテーマに触れますので、予習もしっかりおこなってきてください。
【必要な時間】
復習と予習を合わせて4時間。

■その他

授業の最後におこなうディスカッションでは、随時指名することがあります。
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2021 年度生 心理学科

科 目 名 哲学概論

開講期・単位 1年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 水野　浩二

■講義の目的および概要

哲学の基本問題を通覧します。個々の哲学者にこだわることなく、問題自体を掘り下
げて考察します。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
毎回、授業の冒頭で、前回の授業内容を確認するための小テストを実施します。次に
、その日の授業内の概要を説明し、内容に関連した課題（小論文）に答えてもらい、
さらには課題をめぐってディスカッションをおこないます。最後に、次週の授業内容
に触れます。
【課題に対するフィードバックの方法】
小テスト、小論文を採点・集計し、学期の途中で、合計点が著しく低い者に対しては
、別途課題を与えます。

■授業計画

①哲学の樹のたとえ
②家を建てるためには何が必要か（形相と質料）
③物はどのようにして変化するか（潜勢態と顕勢態）
④何かを知るとはどういうことか
⑤客観的に妥当するような認識（知識）とは何か
⑥心と身体とはどのように関わっているか（心身問題）
⑦われわれはどこまで自由か（自由論）
⑧真理とは何か（真理論）
⑨論理とは何か（論理学入門）
⑩意識の私秘性と言語の公共性
⑪主体性とは何か
⑫懐疑論
⑬知覚と想像
⑭イメージの哲学とプラトン主義批判
⑮まとめ、期末試験

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
哲学の基本用語が理解でき、それを現実生活に応用して自分の言葉で説明できる。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「人文学の基礎知識、技能の修得およびそれを基にした専門知識、技能の修得」に基
づき、社会人基礎力を身に付ける。

■成績評価基準と方法

期末試験（60％）＋小テスト（20％）＋課題（20％）

■テキスト・参考文献

【テキスト】
毎回プリントを配付します。
【参考文献】
山本信『哲学の基礎』北樹出版。J=P.サルトル（水野浩二他訳）『主体性とは何か？
』白水社。F.ダゴニェ（水野浩二訳）『イメージの哲学』法政大学出版局。J=P.サル
トル（水野浩二他訳）『イマジネール』講談社学術文庫。

■授業外学習

【具体的な内容】
毎回の小テストのために準備（復習）をしっかりおこない、さらには、授業の最後で
翌週のテーマに触れますので、しっかり予習してきてください。
【必要な時間】
復習と予習を合わせて4時間。

■その他

ディスカッションでは、随時指名することがあります。
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2021 年度生 心理学科

科 目 名 公認心理師の職責

開講期・単位 1年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 橋本　久美

■講義の目的および概要

本講義では、臨床心理学領域における基礎的知識、技能の修得を目的とする。新しい
心理職の国家資格として誕生した公認心理師であるが、本講義では公認心理師の職種
理解とその社会的責任、職業倫理について学ぶ。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
本講義では，公認心理師・臨床心理士資格を持ち、教育領域におけるスクールカウン
セラーや産業領域でのカウンセリングなど実務経験のある教員が，「公認心理師の職
責」について知識の習得を目的とした講義を行う。知識理解のために板書・パワーポ
イントを用いた講義を行うが、小テストを適宜行い知識の定着を図る。また、後半に
は小グループによるディスカッションを含めた授業進行を図る。

【課題に対するフィードバックの方法】
授業内課題については適宜各自に返却し、各自が学習到達度の確認ができるようにす
る。また、5回目終了後、10回目終了後での課題提出状況を知らせ、内容全体の理解
度をフィードバックする

■授業計画

①公認心理師の役割の理解
②公認心理師の法的義務と倫理
③公認心理師の法的義務と倫理
④心理に関する支援を要する者等の安全の確保
⑤情報の適切な取り扱い
⑥チームや地域で連携して働く
⑦保健医療分野の業務
⑧福祉分野の業務
⑨教育分野の業務
⑩司法分野の業務
⑪産業分野の業務
⑫自己課題発見・解決能力
⑬心理支援に必要な技能
⑭心理支援の専門家として働くために
⑮まとめ　最終テスト

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
公認心理師が広域にまたがる職種での社会的役割の基本的理解がなされ、国民の心の
健康を向上させる仕事の意義やその責任及び職業倫理について自主的に考えることが
できるようになる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「心理学領域における基礎的知識、技能の修得」により、心理職による社会への貢献
の在り方を学ぶとともに、クライエント援助に対する基本姿勢を身に着ける。

■成績評価基準と方法

小レポート　20％　ディスカッションにおける発言・役割貢献度　20％　小テスト及
び最終テスト　60％

■テキスト・参考文献

【テキスト】公認心理師の職責　下山晴彦他　監修編著　ミネルヴァ書房　必ず各自
用意してください

【参考文献】必要に応じて紹介する

■授業外学習

毎回専門用語の意味などを復習プリントにまとめること。2時間以上をかけることが
望ましい。返却された課題プリントは講義終了まで復習のためにとっておくこと。授
業の終了前に次回の予告プリントを配布するので予習を行うこと。予習は2時間以上
をかけることが望ましい。テキストの内容を予め読み込んでおくこと。

■その他

本科目は、公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で
定められています。
公認心理師試験を受験するためには、大学においてこの科目を修得しておく必要があ
ります。
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2021 年度生 心理学科

科 目 名 人体の構造と機能及び疾病

開講期・単位 1年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 安積　順一

■講義の目的および概要

人体構造の基礎を体系的に理解させるために分子レベルから細胞・組織・器官・個体
に至るまでの機能と構造について理解することを目的とする。この授業では、身体運
動に深くかかわる筋骨格系、呼吸循環器系、神経系の構造と機能及び疾病についての
基礎を学修します。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
25年間に亘る解剖の実務経験のある教員が、正常な人体の筋肉・骨格・運動器官・循
環器官・呼吸器官・消化器官などの構造と機能を、スライド、DVD、人体模型などを
使用して講義する。

【課題に対するフィードバックの方法】
フィールドワークとして医学標本館に行って実物の人体標本を見学し、さらに実習と
してヒト染色体の顕微鏡観察を行う事で人体の構造をより深く理解できるようにする
。

■授業計画

① 人体構造学概論
② 細胞の構造と機能
③ 有糸分裂と減数分裂
④ 組織の構造と機能
⑤ 筋肉系の構造と機能及び疾病
⑥ 骨格系の構造と機能及び疾病
⑦ 循環器系の構造と機能及び疾病
⑧ 呼吸器系の構造と機能及び疾病
⑨ 消化器系の構造と機能及び疾病
⑩ 泌尿器系の構造と機能及び疾病
⑪ 生殖器系の構造と機能及び疾病
⑫ 神経系の構造と機能及び疾病
⑬ 医学標本館見学事前指導
⑭ 医学標本館見学および事後指導
⑮ 期末試験および解説

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
① 人体の基礎的な構造について説明できるようになる。
② 人体を構成する各器官系（運動器系、筋肉系、循環器系、呼吸器系、神経系、泌
尿生殖器系）の構造と機能及び疾病について説明できるようになる。
③ 人体を構成する細胞・組織・器官について説明できるようになる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「自立して生きていくための専門知識、技能を身に付ける学生に学位を授与する」に
基づき、臨床心理学分野において人体の構造と機能の基礎知識が必要不可欠である。

■成績評価基準と方法

レポートと期末試験（筆記試験）：70％
毎回の授業内容確認シート提出　：30％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
　からだのしくみ事典　浅野伍朗　成美堂出版

【参考文献】
　講義中に適時紹介する。

■授業外学習

【具体的な内容】
　医学の基礎的知識を必要とするので事前に医学用語等を学習する。
　事後には、人体各臓器の名称と機能について復習する。

【必要な時間】
　2時間
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■その他

本科目は、公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で
定められています。
公認心理師試験を受験するためには、大学においてこの科目を修得しておく必要があ
ります。
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2021 年度生 心理学科

科 目 名 心理学研究法

開講期・単位 1年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 佐藤　徹男

■講義の目的および概要

心理学に用いられる研究方法について理解し、実証的研究について理解する。さらに
、研究レビューのレポートをグループで作成することで、研究法についての理解を深
める。また、心理学的研究、特に臨床心理学的研究を実施するために必要となる研究
倫理に関する理解を獲得する。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
講義を中心に進めるが、グループでのディスカッション等と組み合わせて進めていく
。毎回リフレクションシートの提出も行う。また、講義で学んだ事をもとに、グルー
プに分かれ研究レビューのレポートを提出してもらい、そのレポートについてのプレ
ゼンテーションをパワーポイントを使って発表してもらう。
本講義は様々な心理学の研究に関して実務経験のある教員が、心理学研究の種類、そ
れぞれの手法の基礎と実際を解説し、学生が心理学の学術論文の内容をより理解でき
るように講義を実施する。

【課題に対するフィードバックの方法】
授業の初めに前回のリフレクションシートが採点の上返却され、フィードバックや質
問等に講師が答える。レポート課題は、採点の上返却される。

■授業計画

①オリエンテーション
②心理学研究法
③実験法の基礎
④実験法の実際
⑤質問紙調査法の基礎
⑥質問紙調査法の実際
⑦観察法の基礎
⑧観察法の実際
⑨面接法の基礎
⑩面接法の実際
⑪検査法と実践的研究法
⑫研究倫理とまとめ
⑬テスト
⑭プレゼンテーション、グループでのプレゼンテーションのスライドとレポート提出
⑮プレゼンテーション

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
心理学における実証的研究法（量的研究及び、質的研究）について概説できる。
データを用いた実証的な思考法と研究における倫理を理解する。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
この科目は「心理学領域における基礎的知識、技能の修得」に基づき、心理学研究の
種類、基礎的な知識と技能を身に付け、学術論文を理解できるような力を身に付ける
。

■成績評価基準と方法

毎回のリフレクションシート：40％
グループで作成するレポートとプレゼンテーション：30％
テスト：30％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
特に指定しない。毎回の授業で講義資料を配布。 

【参考文献】
『公認心理師の基礎と実践　第４巻　心理学研究法』村井潤一郎・藤川麗編　遠見書
房

■授業外学習
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【具体的な内容】
授業で学んだ内容を復習し、様々な心理学研究法を理解してもらいます。グループで
作成する研究レビューのレポートでは、学期の初期にグループを形成しレポートを手
分けして作成し、学期末に提出し、それを元にしたグループでのプレゼンテーション
をしてもらいます。このレポートとプレゼンテーション作成は授業外の時間に行って
もらいます。

【必要な時間】
予習復習に要する時間は概ね2時間です。

■その他

※ 本科目は、公認心理師となるために必要な科目として文部科学省・厚生労働省で
定められています。公認心理師試験を受験するためには、大学においてこの科目を修
得しておく必要があります。
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2021 年度生 心理学科

科 目 名 子どもの理解と援助

開講期・単位 1年 後期・選択 1単位・演習

担 当 者 木村　彰子

■講義の目的および概要

本講義は、保育実践の中で、子ども一人一人の心身の発達や学びを理解する意義や、
そのための基本的な考え方、保育者の援助や態度の基本について知ることが目的であ
る。
「保育の心理学」で学んだことをベースに、子どもの実態に応じた理解や具体的な方
法を保育の事例から学ぶ。さらに、保育場面の映像をもとに記録を作成する中で、子
どもを理解するための具体的な方法や援助について体験的に学ぶ。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
授業の最初は講義形式で、幼稚園教諭及び臨床心理士として実務経験のある教員が実
例を提示したり、テキストや動画を使い、子ども理解の視点を伝える。その後、「グ
ループワーク」を行い、各自が感じたこと、考えたことについて交流する。また、子
ども理解の視点を広げるために、保育場面での子どもの姿の静止画や動画を視聴し、
感じたことや考えたことをグループで交流しあう。
【課題に対するフィードバックの方法】
課題返却時の講義の中で解説をする。また、個別に対応が必要な場合は、課題にコメ
ントを記入したり、授業前後で直接対話をして伝える。

■授業計画

①　子どもごころを感じてみよう
②　保育における子どもへのまなざし
③　保育における子ども理解とは
④　子どもを取り巻く環境の理解ー発達と学習の視点から
⑤　子ども理解における発達的視点
⑥　関係論的発達観
⑦　子ども理解における保育者の姿勢とカウンセリングマインド
⑧　実際の姿から何を読み取るのか―ビデオワーク
⑨　それぞれの記録をもちよった意見交流（グループワーク）
⑩　多様な考え方と子どもをみる目の広がり
⑪　保育における観察と記録
⑫　記録に基づく保育カンファレンス
⑬　保育における個と集団の関係への理解と援助
⑭　特別なニーズのある子どもとの出会い
⑮　授業内試験②と解説・子どもを理解するとは

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
・子どもの実態や特性に応じた保育者の援助の基本を理解する。
・子ども一人一人の気持ちに沿った援助の大切さや、他者の視点を交えて子どもを理
解しようとする大切さがわかる。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
人文学部心理学科子ども心理専攻の「幼児教育・保育領域における基礎的知識、技能
の習得」に関わる科目（保育士資格必修）

■成績評価基準と方法

・課題提出と内容　　　　60%
・授業内試験　　　　　　40%

■テキスト・参考文献

【テキスト】
・「新しい保育講座３　子ども理解と援助」高嶋景子・砂上史編著　ミネルヴァ書房
【参考文献】
・保育所保育指針解説　厚生労働省　フレーベル館

■授業外学習

【具体的な内容】事前学修ではテキストの次回使用する箇所を必ず読み、概要を把握
すること。また、事後学修では各回の講義に関する提出課題を課す。

【必要な時間】
本科目は１単位であるため、授業の事前事後学修併せて２時間の学習を行う必要があ
る。
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■その他

課題は期限厳守で必ず提出すること。未提出及び提出遅れは減点対象となる。
やむを得ず欠席した場合にはその回の内容を自ら補うこと。
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2021 年度生 心理学科

科 目 名 子ども心理フィールドワークⅠ

開講期・単位 1年 前期・選択 2単位・演習

担 当 者 中野　茂、愛下　啓恵、橋場　俊輔、須藤　宏志

■講義の目的および概要

保育や療育等の対人援助職就職を目指すための、実践を中心とした科目です。子ども
が利用している施設で、ボランティアや実習を行う際のマナーと心構えを学び、付属
認定こども園における保育参加を通して、子どもと触れあう経験を積んでいきます。
参加後は活動を振り返りながら記録を記入し、本実習を見据え、観察の視点や記述方
法を習得します。
また実習等で使用する名札、パペットの製作も行い、製作スキルも身に付けるととも
に、保育現場での自己紹介を想定し、それらを活用した模擬自己紹介のプレゼンも行
います。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
付属認定こども園では３回の保育参加を行います。また活動後は毎回活動報告書を記
入し提出します。
製作活動では、実習で使用できる名札や、自己紹介等に使用することを想定したパペ
ットを作り、出来上がった作品を使って、実際の自己紹介を想定したプレゼンを行い
ます。
最後には、まとめのレポートを作成します。

【課題に対するフィードバックの方法】
ハンドブックの後半に綴じられている記録用紙を、期日までに提出してください。担
当教員が毎回チェックし、記録、感想、考察の書き方、誤字脱字、記録文としての語
句の用法など、必要に応じてコメントを記入し返却します。

■授業計画

①オリエンテーション
②幼稚園の教育活動について、フィールドワークの心構えとマナー
③観察記録の書き方(1)、製作活動について
④Ａ保育参加(1)、Ｂ製作活動(1)
⑤Ｂ保育参加(1)、Ａ製作活動(1)
⑥観察記録の書き方(2),お礼状の書き方,製作活動(2)
⑦製作活動(3),お礼状個別指導
⑧自己紹介 withパペットについて、製作活動(4)
⑨Ａ保育参加(2)、Ｂ製作活動(5)
⑩Ｂ保育参加(2)、Ａ製作活動(5)
⑪Ａ保育参加(3)、Ｂ製作活動(6)
⑫製作活動 Ａ(6)、Ｂ(7)
⑬Ｂ保育参加(3)、Ａ製作活動(7)
⑭製作活動(8)
⑮自己紹介 withパペット（プレゼンテーション）、まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①子どもとの関わりを通して、様々な支援の在り方を知ることができる。
②観察記録や礼状としての適切な文章を書くことができる。
③保育現場で使用する名札、パペット人形の製作方法を習得できる。
④パペット等のツールを用いて、保育現場等での自己紹介方法を体得できる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「下記に示す姿勢や能力を身に付けた学生に卒業を認定し、学位規則に従い学士の学
位を授与する。②幼児教育・保育領域における基礎知識、技能の習得およびそれを基
にした専門知識、技能の習得　④習得した知識、技能の活用能力」に基づき、子ども
の理解、保育現場の業務の理解を深める。

■成績評価基準と方法

付属認定こども園における活動記録・感想文　50%
お礼状 10%
名札製作　10%
パペット製作　10%
ふり返りレポート　10%
自己紹介プレゼン 10%
毎回最後にコメント提出。未提出の場合１回につき２点減点

■テキスト・参考文献
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【テキスト】
「これだけは知っておきたい　わかる・話せる・使える　保育のマナーと言葉」わか
ば社
『子ども心理フィールドワークHandBook』

【参考文献】
「幼稚園教育要領」「保育所保育指針」「幼保連携型認定こども園 教育保育要領」
「学校教育法」その他必要に応じて紹介します。

■授業外学習

【具体的な内容】
コロナ禍においては、保育や療育施設等でのボランティア活動は制限が大きく、授業
の取り組みとしてボランティアの参加を評価対象とすることはできませんが、保育、
療育施設等からのボランティア参加依頼がある場合には、積極的に参加する姿勢を持
ちましょう。

【必要な時間】
フィールドワークの参加準備、参加記録作成時間は2時間を目安とします。

■その他

学外での活動時は、受け入れ先の指示がない限り必ず指定ジャージやポロシャツを着
用し、頭髪も髪型や色など約束に従いましょう。
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2021 年度生 心理学科

科 目 名 子ども心理フィールドワークⅡ[1年]

開講期・単位 1年 後期・選択 2単位・演習

担 当 者 愛下　啓恵、本間　芳文、橋場　俊輔、青木　美和子

■講義の目的および概要

「子どもフィールドワークⅠ」の学修成果を踏まえて、学外の福祉施設でのボランテ
ィアを通して、支援の必要な人々との関わり、仕事の意義、職業マナー、責任感を養
うとともに、自己の能力、資質、可能性を自覚し、人への思いやりと責任ある行動、
能動的に社会参加する基礎力を磨く。同時に、心理学科の学生として、やりとりの中
で展開される心の働きについて、興味、関心を持てるようにする。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
①講義を通してボランティアの理念を学ぶ。②地域の福祉施設に出向いて実際にボラ
ンティア活動の実習を行う。③体験したボランティアを今後の学習、キャリア、人生
どのように生かすのかグループ討論・発表を通して振り返る。

【課題に対するフィードバックの方法】
グループ討論、中間発表、実習報告会を通じて助言を行う。また、提出されたボラン
ティア日誌に対しても、添削、指導を行う。

■授業計画

①オリエンテーション＆プラインド・ウオーク
②グループワーク「ボランティアとは何か」
③福祉施設の概要と障がいについて
④職業マナーと日誌の書き方
⑤地域ボランティア活動体験①
⑥地域ボランティア活動体験②
⑦地域ボランティア活動体験③
⑧地域ボランティア活動体験④
⑨中間報告とフィードバック
⑩地域ボランティア活動体験⑤
⑪地域ボランティア活動体験⑥
⑫地域ボランティア活動体験⑦
⑬地域ボランティア活動体験⑧
⑭振り返り：コミュニケーションと支援と今後の実習への課題
⑮まとめ：実習報告会とお礼状の添削

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①ボランティア活動の理論と方法、社会生活における意味を理解できる。
②仕事の意義、職業マナー、責任感を自己の能力、資質、可能性を自覚できる。
③支援の必要な人々と関わりを通して、心の働き、人への思いやりと責任ある行動を
自覚できる。
④ 今回の体験を今後の実習に活かそうという展望を持てる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
子ども心理専攻のDP、「幼児教育・保育領域における基礎的知識、技能の習得及びそ
れを基にした専門知識、技能の修得」に基づいている。

■成績評価基準と方法

活動報告書（実習日誌）の記述内容　80％
中間発表・活動報告会での発表　　　20％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
「子ども心理フィールドワーク」Hand　Book

【参考文献】

■授業外学習
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【具体的な内容】
グループワーク、中間発表、実習報告会では事前の発表準備、ボランティア実施期間
中は期日までに必ず日誌を書き上げ、提出することが求められる。

【必要な時間】
発表準備、日誌の作成ともに２時間ずつ必要となる。

■その他
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2021 年度生 心理学科

科 目 名 特別支援教育[子心]

開講期・単位 1年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 本間　芳文

■講義の目的および概要

　我が国では2007年4月1日から、それまでの障がい児教育の理念を広げた特別支援教
育が展開されています。この講義では、障がい児教育の歴史を踏まえた上で、特別支
援教育の理念を知り、特別な教育的ニーズのある幼児児童生徒への求められる指導・
支援の実際を具体的に理解していきます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
　 講義形式で進めますが、毎回ノートに基本事項と振り返りの記入を行っていきま
す。また教材としては、視聴覚教材なども使用し、提示内容を検討、分析し、その成
果を必要に応じてデｨスカッッションを取り入れるなど、能動的な学修を目指します
。　本講義は、小中学校において、特別支援教育（障がい児教育）の実務経験のある
教員が、その経験を生かして、多様な子どもに対しての効果的な教育を展開できる特
別支援教育の理念と方法について具体的に講義します。
【課題に対するフィードバックの方法】
 予習、復習、授業内試験などについては、授業内に解説をし、要点を指摘します。

■授業計画

①授業の進め方と特別支援教育の歴史。
②特別支援教育の理念と制度。
③特別支援教育の教育課程と教育課程編成上の留意事項。
④視覚障害の理解と教育の実際。
⑤聴覚障害の理解と教育の実際。
⑥言語障害の理解と教育の実際。
⑦肢体不自由の理解と授業内試験１．
⑧知的障害の理解と教育の実際。
⑨自閉症・情緒障害の理解と教育。
⑩学習障害の理解と教育の実際。
⑪注意欠陥・多動性障害の実際。
⑫発達障害のある幼児児童生徒の園、学校での理解と指導の実際。
⑬特別支援教育に関わる、教師、保護者、専門機関の連携の基本。
⑭保育士・教員に求められる専門性と授業内試験２．
⑮試験２の解説と、ここまでの授業から効果的な特別支援教育を担うために自分自身
に必要な自己課題について、論拠を示しながら考察する。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①視覚、聴覚障害、言語、肢体不自由、知的障害、発達障害等を含む特別な教育ニー
ズ有する幼児、児童、生徒の障害特性に求められる支援を説明できる。
②特別な教育ニーズを有する子ども達を支援する教育計画や方法を説明できる。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】「自立して生きていくための専門知識、技能
を身に付けている学生に学位を授与する」に基づき、特別な教育ニーズに対応するた
めに必要な知識や支援方法を学ぶことを通じて、自らも自立できる能力を身につける
。

■成績評価基準と方法

①授業内試験１（中間テスト）４０％
②授業内試験２（期末テスト）４０％
③ノート、課題　１０％
④まとめのレポート１０％

■テキスト・参考文献

【テキスト】テキストは使用しない
【参考文献】①特別支援学校学習指導要領、②MINERVAはじめて学ぶ教職18「特別支
援教育～共生社会の実現に向けて～」吉田武男　監修　小林秀之/米田宏樹/安藤隆男　
編著　ミネルヴァ書房（2018)2,200円＋税、③「よくわかる特別支援教育」第２版　
湯浅恭正編　ミネルヴァ書房】

■授業外学習

【具体的な内容】事後学修として、当日の授業内容の復習や、提示されたり,自ら見
つけた 発展課題をノートにまとめてください。また、シラバスに提示されている次
時の内容について、大切だと思われることや関連事項を事前に調べ、ノートに予習と
して、記載しておくこと。
【必要な時間】予習、復習の時間は、それぞれ２時間を目安とします。また、常日頃
から、授業内容に関連したニュースや情報に関心をもって下さい。

■その他
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　７回目の中間テスト４０％と14回目の期末テスト４０％の折りには、ノート点検も
します。また、毎回ノート持参と作成を義務づけ、テストの時には家庭学習の内容も
点検するので、それを習慣化してください。
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2021 年度生 心理学科

科 目 名 保育の心理学

開講期・単位 1年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 増山　由香里

■講義の目的および概要

保育実践に関わる発達理論等の心理学的知識を踏まえ、乳幼児の発達を捉える視点に
ついて理解する。保育における子どもの学びや育ちについて心理学的視点から捉え、
保育者や仲間、及び環境との関わりの意義を理解し、子どもの発達に即した援助につ
いて考察する。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
心理学的知識を習得し、保育の中の子どもの発達について理解を深める。その際、保
育士と幼稚園教諭の実務経験のある教員が、具体的な子どもの姿や保育者の関わりの
姿を手がかりとして示し、グループワークやディスカッションを通しながら、発達を
捉え理解することの意義と重要性について考えていく。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題については授業内で解説を行う。質問については全体で共有すべきものは授業内
で解説し、それ以外のものについては個々に対応する。

■授業計画

①子どもの発達を理解することの意義
②発達の理論と子どもを捉える視点
③子どもの発達と環境の重要性
④情動の発達と自我
⑤知覚と認知の発達
⑥ことばの発達と社会性
⑦基本的信頼感の獲得と他者との関わり
⑧身体的機能と運動機能の発達
⑨生活における乳幼児期の学びと発達の関連性
⑩遊びにおける乳幼児期の学びと発達の関連性
⑪乳幼児期の学びを支える保育
⑫保育における子ども理解
⑬0、1、2歳児の保育から捉える子どもの発達
⑭3歳以上児の保育から捉える子どもの発達
⑮まとめー子どもの育ちにとって必要なもの

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
・乳幼児期の発達や学びの過程についての心理学的知識を習得する。
・具体的な保育場面から子どもの発達の姿を捉え、保育者の関わりや援助について考
察することができる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「自立して生きていくための専門知識、技能を身につけている学生に学位を授与する
」ことに基づき、特に「心理学領域における基礎的知識、技能の修得」と「幼児教育
・保育領域における基礎的知識、技能の修得およびそれを基にした専門知識、技能の
修得」を目指し、保育実践の場で子どもの発達を捉える視点を身に付ける。

■成績評価基準と方法

授業毎のコメントシート（20％）　
授業内課題（40％）　
最終課題（40％）

■テキスト・参考文献

【テキスト】
発達と育ちの心理学（2019）佐藤公治編著　萌文書林

【参考文献】
保育所保育指針解説（2018）フレーベル館
認定こども園教育・保育要領解説（2018）フレーベル館
幼稚園教育要領解説（2018）フレーベル館

■授業外学習
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【具体的な内容】
テキストの指定ページを熟読し、専門用語の意味を調べノートにまとめておくこと。
授業の冒頭に復習問題を出題することがあるため、授業後は授業内容をノートにまと
め、重要事項を整理しておくこと。
日頃から子どもの姿に関心を持ち、その言動の意味を考えてみること。

【必要な時間】
予習復習の時間は2時間を目安とする。

■その他

乳幼児に関わる者としての自覚と子どもについて知る楽しさを得るために、積極的に
授業に参加することを期待します。
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2021 年度生 心理学科

科 目 名 保育表現(身体・言葉)

開講期・単位 1年 後期・選択 1単位・演習

担 当 者 村中　幸子

■講義の目的および概要

音楽教育法「ダルクローズ・リトミック」の手法を学び、保育者として子どもの豊か
な表現活動、音楽活動を援助するための知識や技術を習得する。また、子どもの授業
展開に必要な「あそびうた・わらべ歌・童謡」を学習する中で、発声や伴奏法などの
弾き歌いの技術を学ぶほか、絵本の読み聞かせや言葉のリズムを使った音楽遊び、そ
のストーリーを題材として活動を展開するなど、広い視野で素材を集め豊かな表現活
動が実践できる力を身に付ける。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
・「ダルクローズ・リトミック」による多彩な音楽表現活動を専門家である教員から
学ぶことにより、音楽の基礎的な内容を理解し、子どもの指導に必要な技能を身に付
ける。
・絵本の読み聞かせや年齢に応じた言葉遊び、わらべ歌など、現場で必要な様々な表
現方法について学び、指導に生かせるようになる。

【課題に対するフィードバックの方法】
提出された指導案や振り返りシート、各々の発表や実技試験について授業内でコメン
トや講評を行なう。

■授業計画

①身体を使った音楽表現の基礎① 動きの要素
②身体を使った音楽表現の基礎② ニュアンス
③身体を使った音楽表現の基礎③　拍子
④表現のための器楽活用法
⑤表現のためのピアノ技法
⑥子どもの歌：わらべ歌、手遊び①
⑦子どもの歌：わらべ歌、手遊び②
⑧子どもの歌：伴奏法
⑨子どもと絵本：五感のイメージと言葉遊び
⑩子どもと絵本：空想する力
⑪読み聞かせ①
⑫読み聞かせ②
⑬絵本を用いた表現活動：デザイン
⑭指導計画① 模擬授業
⑮指導計画② 模擬授業

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
・「ダルクローズ・リトミック」による多彩な音楽表現活動を体験することにより、
基礎的な内容を理解し、指導に必要な音楽技能を身に付ける。
・基礎的な知識技能を生かし、幼児の表現活動に展開させることができる。
・絵本ついての理解を深め子どもの成長に応じた本の選択と読み聞かせの方法を学ぶ
。
・ストーリーに合う効果音作りや、話をのものを題材として子どもがイメージを膨ら
ませ、動きや声で表現する活動プランを作る。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「下記に示す姿勢や能力を身に付けた学生に卒業を認定し、学位規則に従い学士の学
位を授与する。②幼児教育・保育領域における基礎知識、技能の習得およびそれを基
にした専門知識、技能の習得　④習得した知識、技能の活用能力」に基づき、保育士
、幼稚園教諭として必要な知識と技術を習得する。

■成績評価基準と方法

授業内の発表・提出物…50％、実技試験…30％、レポート…20％、

■テキスト・参考文献

【テキスト】
・「こどものうた 100」「続こどものうた 200」チャイルド本社

【参考文献】
・幼稚園教育要領（平成29年3月）、同解説（新）

■授業外学習

2021(令和3)年4月1日

480



【具体的な内容】
授業外で準備する課題について、その都度指示する。持ち寄った課題をテーマにして
授業を進めるので、必ず期限内に取り組んで用意すること。

【必要な時間】
予習・復習あわせて2時間を目安とする。

■その他

・動きやすい服装（スカート、短パン等やアクセサリー類不可）、足元は裸足または
靴下で行う。
・ノート、筆記用具が必要。
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2021 年度生 心理学科

科 目 名 幼児と環境

開講期・単位 1年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 増山　由香里

■講義の目的および概要

乳幼児を取り巻く環境と乳幼児の発達の関連について理解を深め、幼児が環境に主体
的に関わることの意義を理解する。また、環境により子どもの発達は変化する可能性
があることを意識し、自らも環境の一部であることの自覚を得るとともに、子どもに
とって必要な環境について知識及び技能を身につける。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
具体的な保育実践場面を通して、乳幼児の周囲の環境と子どもの発達について理解を
深める。また子どもにとって必要な環境とは何か考察していく。
本講義は保育士と幼稚園教諭の実務経験のある教員が、実際の環境や子どもの姿を通
して乳幼児にとっての環境の重要性について講義を行う。また必要に応じてグループ
ワークやディスカッションを行い、保育者の視点で環境を考察することを試みる。

【課題に対するフィードバックの方法】
グループ課題については、授業内で解説を行い必要に応じて資料を配布する。個別課
題については個別にコメントをつけ返却をする。

■授業計画

①乳幼児と人的環境である保育者との関わりにおける乳幼児の発達と、物的環境の準
備の重要性について
②環境との相互作用と乳幼児の発達との関連性ー環境における現代的課題
③乳幼児の生活を取り巻く環境と子どもの発達を意識した環境の違い
④領域「環境」の理解と他領域との相互連関的発達
⑤乳幼児の主体的活動を生む室内環境ー乳幼児と物的環境との関わり、および乳幼児
の発達との関連性
⑥乳幼児の主体的活動と認知・思考の発達との関係性
⑦乳幼児と自然環境との関わりー乳幼児の戸外活動とその配慮
⑧幼児の戸外活動及び生物との関わりー思考・情動の発達との関係性
⑨幼児の周辺環境への理解と地域とのつながりの重要性ー領域「環境」との関連
⑩日常生活にある身近な標識や文字ー幼児の興味関心の持ち方（保育活動及び発達の
側面から）
⑪身近な標識や文字ー保育活動に取り入れる意義と学びの連続性
⑫身近な地域環境ー乳幼児の興味関心の持ち方（保育活動及び発達の側面から）
⑬身近な地域環境ー保育活動に取り入れる意義と学びの連続性、および配慮点
⑭乳幼児の発達を意識した保育環境についての考察ー保育実践の観察から
⑮保育環境案の作成と検討

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
・幼児を取り巻く環境について、乳幼児の発達との関連性からその意義を理解する
・幼児の身近な環境との関わりにおける思考・情動の発達について理解する
・幼児の身近な環境との関わりにおける科学的概念、また日常生活にある標識・文字
への興味関心について理解する

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「幼児教育・保育領域における基礎知識、技能の修得およびそれを基にした専門知識
、技能の修得」また「修得した知識、技能の活用能力」を身に付けた学生に学位を授
与することに基づき、乳幼児にとって極めて重要な環境について理解し実践の場で活
用できる知識を身に付ける。

■成績評価基準と方法

授業毎のコメントシート（20％）　
授業内課題（20％）　
定期試験（60％）

■テキスト・参考文献

【テキスト】
環境構成の理論と実践（2014）高山静子

【参考文献】
学びを支える保育環境づくり（2017）高山静子
保育所保育指針解説（2018）
幼稚園教育要領解説（2018）
幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説（2018）
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■授業外学習

【具体的な内容】
テキストの指定ページを熟読し、専門用語の意味を調べノートにまとめる。また授業
後は授業内容をノートにまとめ、重要事項を整理する。
日頃から周囲の環境に関心を持ち、保育の場に活かしたい環境や遊びをノートにまと
めるよう心がける。

【必要な時間】
予習復習の目安の時間は2時間程度です。

■その他

乳幼児に関わる者としての自覚を持ち、授業に参加すること。
自然探索など外部講師によるフィールドワークを予定している。
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2021 年度生 心理学科

科 目 名 幼児と健康

開講期・単位 1年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 蔵満　保幸

■講義の目的および概要

子どもの個性的で活発な主体的活動を通じて、心身の健全な発達を実現するために、
心身の発達の概観、保育者が留意すべきことやその役割について学びます。子どもの
こころや身体の発育や発達、遊び、食、睡眠を中心とした生活習慣について理解を
深めます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
演習形式で実施します。積極的な発言、発表を求め、人前でも自分の意見をしっかり
と述べる態度を養います。小グループでの話し合いと発表、アイスブレーキングや
コミュニケーションゲームなども取り入れていきます。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題については授業内で解説するとともに、授業以外にも指導の時間を設けます。

■授業計画

①ガイダンス、自分の幼児期の振り返り
②幼稚園教育要領、保育所保育指針、認定子ども園教育・保育要領の領域「健康」
のねらいと内容
③健康と体力
④北海道の子どもの体力・運動能力の現状と課題
⑤身体活動（あそび）の必要性
⑥健康、体力、運動能力とあそび
⑦子どもを取り巻く健康や発達の諸問題
⑧子どもの運動あそび
⑨子どもの生活リズム
⑩子どもの食
⑪子どもトピックス（疾病や安全）
⑫子どもトピックス（メディア、ゲーム）
⑬子どもトピックス（睡眠、食）
⑭子どもトピックス（運動、健康）
⑮振り返りと課題

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
幼児の発育発達と健康に影響する諸要因について理解を深める。
幼児の健全な成長と健康の維持増進に関する理解を深め、意識を高くすることが
できる。
保育者として幼児の健やかな発育発達を支えるために、知識を深め、自らも健康を
維持増進する態度を養うことができる。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「幼児教育・保育領域における基礎知識、技能の習得およびそれを基にした
専門知識、技能の習得」に基づき、子どもの、健康諸問題の解決に対応しうる
能力を身につける。

■成績評価基準と方法

・確認試験　　　　　40％
・提出物　　　　　　30％
・まとめのレポート　30％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
使用しない

【参考文献】
幼児期運動指針実践ガイド、日本発育発達学会編、杏林書院
幼稚園教育要領、保育所保育指針、認定子ども園教育・保育要領

■授業外学習

【具体的な内容】
・子どもに関する新聞記事の収集や図書館での文献検索などの課題を課します。
・次回授業までに課題をまとめ提出します。

【必要な時間】
予習、復習の時間は各2時間を目安とする。

■その他
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・授業中、発言を求めるので資料をしっかり読むことが必要です。
2021(令和3)年4月1日

485



2020 年度生 心理学科

科 目 名 教育方法論[子心]

開講期・単位 2年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 氷見　登弓

■講義の目的および概要

幼児教育は幼稚園教育要領、保育所保育指針、幼保連携型認定こども園教育・保育要
領などに基づいて行われます。教育要領にある幼児期にふさわしい生活とはどのよう
なものかを理解し、どの幼児教育施設でも大切にされるべき「主体的な活動としての
遊び」について考え、それを支える教師の役割について学習していきます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
本講義は幼稚園教諭、認定こども園保育教諭、幼児教育支援員として実際に札幌市立
幼稚園で勤務し、現在園長である講師が、現場での映像などを用いて幼児の生活の様
子を紹介し、ディスカッションやグループワークを通して教育要領に示されている「
幼児にとって遊びとは・・・」「遊びを通した総合的な指導とは・・・」「環境によ
る教育とは・・・」などについて考え理解を深めることを目指します。
また、実際に幼稚園の保育環境について実践的な学びをする時間も取ることを予定し
ています。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題については授業内で解説するとともに、課題へのコメントなどを通してわかりや
すくフィードバックします。

■授業計画

講義だけではなくスモールグループでのディスカッションやグループワークによる教
材研究、幼稚園の環境を生かした実技研修などを行いながら講義を進めます。

①ガイダンス　～幼児期の教育について～
②幼児教育の方法について自分自身の経験を振り返る。

③幼児期にふさわしい生活の展開について
④遊びを通しての総合的な指導について

⑤～⑨「夏季集中講義」　実際に1日手稲中央幼稚園に出向いて幼稚園の環境を見た
り　遊びを体験したりしながら「遊び＝学び」について考えます。環境の構成や教材
の選択、活用について実際の幼稚園の環境で学ぶことで具体的なイメージを広げるこ
とができます。

⑩～⑫「夏季集中講義」「主体的・対話的で深い学び」の実現について前日の幼稚園
での演習をもとに考察を深めます。

⑬～⑮「夏季集中講義」幼児理解と評価について
幼児の主体的な活動としての遊びをどのように理解し、評価すると良いのかを記録を
中心に学びます。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
幼児教育実務への関心を持ち、幼稚園教育要領等に示される基本的な考え方や幼児理
解のあり方について理解する。また、現在の幼児教育施設における課題に対し、自分
なりの考えをもつ。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「幼児教育・保育領域における基礎的知識・技能の習得およびそれを基にした専門知
識、技能の修得」している学生に学位を授与する」に基づき、法令に基づいた幼児教
育の適切な理解と実際の幼児教育施設での課題に柔軟に対応できる能力を身に付ける
。

■成績評価基準と方法

レポート５０%
毎回の授業における制作物などの課題提出及び授業の振り返り５０%

■テキスト・参考文献

2021(令和3)年4月1日

486



【テキスト】
パワーポイントなどによるプレゼンテーションやプリントの配布をします。

【参考文献】
幼稚園教育要領解説

■授業外学習

【具体的な内容】
毎回授業に関連した課題を出題するのでそれについて考えをまとめたり幼稚園・保育
園での活動に必要な教材の研究をしたりすること
【必要な時間】
本科目は２単位の授業なので事前、事後合わせて４時間の学修を要する。

■その他

① ②については7月3日（土）１、２時間目　③ ④については7月10日（土）の１、
２時間目
⑤～⑨は札幌市立手稲中央幼稚園において8月10日に1日日程で行う（現地集合、現地
解散）
⑩～⑫は8月11日、⑬～⑮は8月12日の１時間目～３時間目大学での授業とする尚コロ
ナなどの事情で幼稚園での実習ができない場合は10日の１～３時間目と13日１、２時
間目に授業を実施するため13日の午前中は予定を入れずに開けておくこと。
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2020 年度生 心理学科

科 目 名 発達心理学[臨床]

開講期・単位 2年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 中野　茂

■講義の目的および概要

発達心理学は、人生の時間の流れの中で「心」がどのようにして形成され、どのよう
に変化していくかを､生得的能力と環境影響の相互作用として描き出すことを目的と
している。①その生涯発達過程､②そのような定型発達の過程から逸脱する場合の理
解､③その支援に携われることを目標とする｡

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
＊その日のテーマについての講義形式での解説50分
＊テーマに即した質問､小グループでの質疑応答(ピアー相互学習)30分､
＊理解度確認小テスト10分
【課題に対するフィードバックの方法】
　次回に小テストの解答と解説をする

■授業計画

Ⅰ　発達心理学の背景
①心理学とは
②発達の心理学
Ⅱ　発達の諸相
③発達段階と学習理論
④言語発達
⑤認知発達：ピアジェ理論
⑥認知発達：現代理論
⑦親子関係と性格形成：アタッチメント理論
⑧社会・道徳性の発達　中間試験
Ⅲ　青年期の発達
⑨青年期の発達と心理の特徴：
⑩青年期の発達課題：エリクソンの理論
Ⅳ　学校と発達
⑪学習動機
⑫学力と知能
⑬教育評価
Ⅴ　発達のつまずきと支援
⑭学校臨床の理解
⑮発達障害への支援

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
　｢心｣の生涯発達過程について概観できる。②そのような定型発達の過程から逸脱す
る場合について理解出来る。③その支援に携われる｡
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
心理学科のDP「心理学領域における基礎的知識、技能の習得｣にならい、習得した知
識、技能が臨床心理学分野で活用できることを基準とする

■成績評価基準と方法

　毎回の小テストの得点：３×15回＝45％
　中間まとめのテスト　　：25％
　期末テスト　　　　　：30％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
　外山 紀子 ・外山　美樹(著) 　「やさしい発達と学習」（有斐閣アルマ）
【参考文献】
　テキストに含まれないテーマは補足資料を配る。

■授業外学習

【具体的な内容】
毎回､テキスト中の次回の該当箇所を知らせます｡事前に教科書の当該箇所に目を通す
こと。復習は、その日に習った専門用語の理解を確認すること。
【必要な時間】
予習、復習の時間は各２時間を当てること

■その他
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2020 年度生 心理学科

科 目 名 発達心理学[子ども]

開講期・単位 2年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 中野　茂

■講義の目的および概要

心の発達を理解することは保育には欠かせない。この講義では、第一に、何歳頃に何
が出来るようになるのかという定型的な発達過程の理解、第二に、どのようにして子
どもの心は築かれていくのかという発達形成の理解、最後に、保育実践との結びつき
の理解について学ぶ。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
＊その日のテーマについての解説、グループワーク（その日のテーマに関する質問作
り、グループ内での質疑応答、教師と質疑応答、理解確認の小テスト10分

【課題に対するフィードバックの方法】
　小テストの解答を次回の冒頭で解説する

■授業計画

発達の基礎編
①心理学と発達と教育：発達の説明論
②生きる力の発達：胎児・乳児期の発達
③関わる力とコミュニケーションの発達
④言語発達：発語までの過程と言語が生む変化
⑤認知発達１：ピアジェ理論
⑥認知発達２：心の理論とヴィゴツキー
⑦情動（感情）の発達と機能
⑧気質の個人差と親子関係

発達の社会性
⑨親子関係と性格形成：アタッチメント
⑩仲間・きょうだい関係：親との違いは何か
⑪自己概念の発達：自己主張・自己統制の発達
⑫遊びの発達と働き：なぜ遊ぶのか
⑬青年期以降の発達：「おとな」とは
⑭未満児保育での対応
⑮幼児後期の発達と対応

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
　「発達はどのように生み出されるか」を発達理論を援用して説明できること

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
　子ども心理専攻のDP、「心理学領域における基礎的知識、技能の習得」及び、「幼
児教育、保育領域における基礎的知識、技能の習得及びそれを基にした専門的知識、
技能の習得」に沿った授業を行う。

■成績評価基準と方法

　小テストの得点：60％
　期末試験の得点：40％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
　本郷一夫　編著「シードブック発達心理学--保育・教育に活かす子どもの理解」
（建帛社）

【参考文献】
　授業内で必要な文献のコピーを渡す

■授業外学習

【具体的な内容】
毎回､テキスト中の次回の該当箇所を知らせます｡事前に教科書の当該箇所に目を通し
てきて下さい。復習は、その日に習った事項の理解を確認して下さい。

【必要な時間】
予習、復習の時間は各２時間を当てて下さい。

■その他

2021(令和3)年4月1日

489



テキストは「保育の心理学」です。他の科目と混同しないように注意して下さい。
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2020 年度生 心理学科

科 目 名 保育原理[子心]

開講期・単位 2年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 木村　彰子

■講義の目的および概要

本講義では、子ども理解を基本とした保育の本質を、保育理論や歴史等から学ぶ中で
、保育の意義や方法、計画・保育者の役割について理解を深め、保育者としての自己
形成を目指す。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
テキストを使用しながら、保育現場において実務経験のある教員が実践の中で得た事
例を盛り込んだ講義形式で行う。また、映像資料やプリントを使用しながら、グルー
プワークも行う。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題返却時の講義の中で解説をする。また、個別に対応が必要な場合は、課題にコメ
ントを記入したり、授業前後で直接対話をして伝える。

■授業計画

①　子どもがケアする世界をケアする
②　子どもとは
③　子ども観や保育観によって異なる保育者の在りよう
④　子どもの発達を捉えるまなざし
⑤　こども理解から出発する保育
⑥　保育の歴史
⑦　環境を通して行う教育とは　
⑧　環境を通して行う教育の実際
⑨　保育内容・方法の原理
⑩　保育内容・方法の原理の実際
⑪　保育の計画
⑫　保育の計画と評価　
⑬　指導案と記録
⑭　保育記録の意義
⑮　保育記録の実際

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
・子ども理解が保育の基本であることを自分の言葉で説明できる。
・保育の意義や原理を理解し、保育は「環境を通した教育」であることを具体例を使
って説明できる。
・保育記録の意味を理解し、短い保育場面の記録が書けるようになる。
・保育者の専門性が何かを考え、保育における現段階での自己課題を明確にし、それ
に対する今後の取り組みについて具体的に説明することができる。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
人文学部心理学科子ども心理専攻の「幼児教育・保育領域における基礎的知識、技能
の習得」に関わる科目（保育士資格必修）

■成績評価基準と方法

【定期試験実施の場合】
提出課題　50%
定期試験　50%
【遠隔の場合】
提出課題　70％
最終試験かレポート　30％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
「新しい保育講座①　保育原理」　渡邉英則・高嶋景子・大豆生田啓友・三谷大紀　
ミネルヴァ書房
【参考文献】
「保育所保育指針解説」厚生労働省編　フレーベル館、「幼稚園教育要領解説書」文
部科学省編　フレーベル館、「幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説」フレー
ベル館

■授業外学習
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【具体的な内容】
事前学習では、テキストや参考文献・資料の、次回までに読んでくる場所を提示する
ので必ず読み、内容の概要を把握すること。また、事前事後学習としての提出課題を
課すので、期限厳守で必ず提出すること。
【必要な時間】
本授業は２単位であるため、授業の事前事後学修併せて4時間の学修が求められる。

■その他

授業開始時、前回までの内容理解の定着度合いや予習の状況を調べるプリント課題を
課す場合もある。
テキストは毎回必ず持参すること。 参考文献は授業内で、次回の持参の有無につい
て連絡する。 欠席した場合には、必ずその回の内容を各自で補うこと。
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2020 年度生 心理学科

科 目 名 グループワーク[2年]

開講期・単位 2年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 品川　ひろみ、赤城　由紀

■講義の目的および概要

　グループワークは、参加することによって参加メンバーが相互に影響を受け、個人
が変化すると言われています。この講義では、グループワークを通して、自分自身の
言葉で自分の思いを表現し、他者に伝えるスキルを学びます。その際には、他者の多
様な意見を受容しながら、どのようにすれば課題解決が出来るか、グループ内におけ
る自分の役割を意識して臨みます。個人での課題解決とは異なる難しさ、喜びなども
感じ取って欲しいと思います。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】住民とのワークショップや企業のグループワークのファシリテーター経
験を持つ教員が担当し、講義＋演習形式で行います。受講者には適宜インストラクシ
ョンペーパーや資料を配布します。

【課題に対するフィードバックの方法】
　提出を求めるワークシートには、教員のコメントを入れて返却します。

■授業計画

　概ね以下のテーマに沿ったグループワークを体験しながら展開します。グループワ
ークの課題内容は状況や進捗状況に応じて変更が生じる可能性があります。
　① オリエンテーション　グループワークとは何か
　② アイスブレーキングとは何か
　③ 自分と向き合うワーク
　④ 他者を理解するワーク
　⑤ 共感を高めるワーク
　⑥ 一方向・双方向のコミュニケーション体験ワーク
　⑦ 肯定的な訊き方を学ぶワーク
　⑧ ホスピタリティ・マインドをはぐくむワーク（トラストウォーク）
　⑨ 自分の伝えたいことを上手に伝えるワーク
　⑩ 合意形成の大切さに気付くワーク
　⑪ リーダーシップを理解するワーク
　⑫ チーム力を高めるワーク
　⑬ 心の声を聴くワーク①
　⑭ 心の声を聴くワーク②
　⑮ まとめ（レポート作成）

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
自分の意見や思いを言葉で表現し、他者の意見や思いも尊重しながら、課題を解決し
ていく力を身につけます。自他の、言語化できない心の動きにも意識を向け、自己理
解と他者理解を深めます。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「自立して行動できる姿勢、課題を発見し、解決する能力を身につけた学生を卒業認
定する」に基づき、グループの一員として積極的に意見を述べ、自ら課題解決に向け
て行動する能力を身につけます。

■成績評価基準と方法

【成績評価基準と方法】
　以下の2点で評価します。
　授業中に作成するフィードバックレポート：50%
　最終課題：50％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
　使用しません。

【参考文献】
　必要に応じて授業内で紹介します。

■授業外学習
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【具体的な内容】
・議論を進めるための情報収集など必要に応じて授業時に連絡します。
・事後学習として、グループワークの記録を取り、自分自身や自身の対人関係上の傾
向などの理解を深めてください。

【必要な時間】
事前学習、事後学習それぞれおよそ2時間を目安とします。

■その他

臨床心理専攻学生の必修科目です。
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2020 年度生 心理学科

科 目 名 基礎演習Ⅰ[臨床]

開講期・単位 2年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者
佐藤　徹男、吉崎　俊一郎、松浦　秀太、澤田　信也、赤城　由紀、
鈴木　憲治

■講義の目的および概要

　「基礎演習」では、1年次に身につけたスタディスキルを基礎として、臨床心理学
の学びを深め、3年次「応用演習」に繋げることが目的である。春学期の「基礎演習
Ⅰ」では、地域支援活動について学んだ後、「基礎演習」担当教員による臨床心理学
の関連領域に関するレクチャーを受ける。それにより、臨床心理学の対象について理
解することを目指す。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
　演習の形式で行う。必要に応じてグループワークやディスカッションを取り入れる
。能動的な学修を目指している。演習の際は5～6名程度でひとつのグループになり、
担当教員が提示する課題をこなす。資料は適宜配布する。

【課題に対するフィードバックの方法】
　課題については、講義内で解説する。

■授業計画

　概ね以下の予定に沿って講義を展開する。進行状況によって、順序や内容は変更が
生じる可能性がある。

① 個人面談（１）、春学期の目標設定 【個別ゼミ】※
② 個人面談（２）【個別ゼミ】※
③ グループワーク（１）【合同ゼミ】
④ グループワーク（２）【合同ゼミ】
⑤ 地域支援活動（１）【合同ゼミ】
⑥ 地域支援活動（２）【合同ゼミ】
⑦ 地域支援活動（３）【合同ゼミ】
⑧ 地域支援活動（４）【合同ゼミ】
⑨ 地域支援活動（５）【合同ゼミ】
⑩ グループでのまとめ【合同ゼミ】
⑪ 活動の総括【合同ゼミ】
⑫ 臨床心理学の関連領域（１）①【合同ゼミ】
⑬ 臨床心理学の関連領域（１）②【合同ゼミ】
⑭ 臨床心理学の関連領域（２）①【合同ゼミ】
⑮ 臨床心理学の関連領域（２）②【合同ゼミ】

※印がある回は必ず出席すること。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
　臨床心理学を学ぶための前提となるスタディスキルを身につけること、臨床心理学
が対象とする領域を理解すること。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
　「自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力」に基づき、グループ活動
を通して社会人として自立できる能力を身につける。

■成績評価基準と方法

　以下の3点によって評価をする。

　A）学修シートの提出状況　　　　　30%
　B）グループ学習への参加、貢献度　40%
　C) 感想文　　　　　　　　　　　　30%

■テキスト・参考文献

【テキスト】
　講義中に指示する。

【参考文献】
　講義中に指示する。

■授業外学習

【具体的な内容】
　個人やグループでの調べ学習や文献調査を行う必要がある。 

【必要な時間】
　上記の学習を事前事後に各々2時間以上必要となる。
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■その他

　新型コロナウイルス感染症の拡大などにより、対面形式の講義が実施できない場合
、上記の計画などに変更が生じる可能性があります。
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2020 年度生 心理学科

科 目 名 基礎演習Ⅰ[子心]

開講期・単位 2年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 中野　茂、木村　彰子、橋場　俊輔、青木　美和子

■講義の目的および概要

子ども理解と子ども自身や子どもを取り巻く様々な事象について、
更に興味関心を深めること、「あそび」を通して保育実践力を培うことを目的とする
。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
クラス全体での活動、各ゼミごとの活動を通して子どもとのあそびを制作、実践する
。
あそびは各ゼミ毎に立案、遊具（教材）の制作、実践を行う。
グループワークが主体となる。

【課題に対するフィードバックの方法】

課題は授業中、授業時間以外にも指導の時間を設ける。

■授業計画

①オリエンテーション
②2年次の学び、目標設定、面談①
③2年次の学び、目標設定、面談②
④子どもにとって「あそび」とは
⑤自分たちで遊びを楽しもう（計画）
⑥自分たちで遊びを楽しもう（実践）①
⑦自分たちで遊びを楽しもう（実践）②
⑧木工制作・シャボン玉①
⑨木工制作・シャボン玉②
⑩野外遊び体験①
⑪野外遊び体験②
⑫伝統遊び（調査）
⑬伝統遊び（調査結果発表）
⑭伝統遊びの実践
⑮まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
子どもを理解し、幅広い年齢層の子どもたちと上手にあそぶことができる。
子どもが楽しく興味を持ってあそぶことのできるあそびを提供することができる。
仲間と協力して計画を具現化することができる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「幼児教育・保育領域における基礎知識、技能の修得およびそれを基にした専門知識
、技能の修得」に基づき、仲間と協力して子どもと関わり、子どもを理解する能力を
身につける。

■成績評価基準と方法

発表　10％
振り返りシート　60％
最終レポート　30％

■テキスト・参考文献

【テキスト】

【参考文献】
「みんなであそぼう：いっしょにつくろう24のゲーム」（玉川大学出版部）
「みんなであそぼう：650のあそびのヒント集」（福音館）

■授業外学習
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【具体的な内容】

遊具（教材）作りのための資料収集、発案、組み立て、試行、改善と多数の作業工程
を経ての実践となる。

【必要な時間】
完成までにおおむね準備、改善工程と記録等に各2時間程度要する。

■その他
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2020 年度生 心理学科

科 目 名 基礎演習Ⅱ[臨床]

開講期・単位 2年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者
佐藤　徹男、吉崎　俊一郎、松浦　秀太、澤田　信也、赤城　由紀、
鈴木　憲治

■講義の目的および概要

　「基礎演習」では、1年次に身につけたスタディスキルを基礎として、臨床心理学
の学びを深め、3年次「応用演習」に繋げることが目的である。「基礎演習Ⅱ」では
、担当教員より臨床心理学の関連領域に関するレクチャーを受けた後、自分の興味が
あるテーマについてグループ毎に学習を進め、臨床心理学に対する理解を深め、3年
次の「応用演習」におけて自分がどのような研究を行っていくかイメージできるよう
になることを目指す。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
　本演習は演習の形式で行い、必要に応じてグループワークやディスカッションを取
り入れる。能動的な学修を目指している。演習の際は5～6名程度でひとつのグループ
になり、担当教員が提示する課題をこなす。資料は適宜配布する。

【課題に対するフィードバックの方法】
　課題については、講義内で解説する。

■授業計画

　概ね以下の予定に沿って講義を展開する。進行状況によって、順序や内容は変更が
生じる可能性がある。

① 個人面談（１）、春学期の振り返りと秋学期の目標設定 【個別ゼミ】※
② 個人面談（２）【個別ゼミ】※
③ 臨床心理学の関連領域（３）①【合同ゼミ】
④ 臨床心理学の関連領域（３）②【合同ゼミ】
⑤ 臨床心理学の関連領域（４）①【合同ゼミ】
⑥ 臨床心理学の関連領域（４）②【合同ゼミ】
⑦ 臨床心理学の関連領域（５）①【合同ゼミ】
⑧ 臨床心理学の関連領域（５）②【合同ゼミ】
⑨ 臨床心理学の関連領域（６）①【合同ゼミ】
⑩ 臨床心理学の関連領域（６）②【合同ゼミ】
⑪ グループ学習（１）【個別ゼミ】※
⑫ グループ学習（２）【個別ゼミ】※
⑬ グループ学習（３）【個別ゼミ】※
⑭ 発表会（１）【合同ゼミ】※
⑮ 発表会（２）、秋学期のまとめ：秋学期および1年の振り返り【合同ゼミ】※

※印がある回は必ず出席すること。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
　3年次からの臨床心理学研究に必要となる前提知識や技術を身につける。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
　「自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力」に基づき、グループ活動
を通して社会人として自立できる能力を身につける。

■成績評価基準と方法

　以下の4点によって評価をする。

A）学修シートの記載　　　　　20点
B）感想文　　　　　　　　　　30点
C）グループ学習への貢献度　　30点
D）発表への貢献度　　　　　　20点

■テキスト・参考文献

【テキスト】
　講義中に指示する。

【参考文献】
　講義中に指示する。

■授業外学習

【具体的な内容】
　個人やグループでの調べ学習や文献調査を行う必要がある。 

【必要な時間】
　上記の学習を事前事後に各々2時間以上必要となる。
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■その他

　新型コロナウイルス感染症の拡大などにより、対面形式の講義が実施できない場合
、上記の計画などに変更が生じる可能性があります。
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2020 年度生 心理学科

科 目 名 基礎演習Ⅱ[子心]

開講期・単位 2年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 中野　茂、木村　彰子、橋場　俊輔、青木　美和子

■講義の目的および概要

子ども理解と子ども自身や子どもを取り巻く様々な事象について、更に興味関心を
深めること、「子どものあそび」や「絵本の制作」を通して保育実践力を培うことを
目的とする。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
クラス全体での活動、各ゼミごとの活動をとして参加と子どもとのあそびを実践する
。
あそびは各ゼミ毎に立案、遊具（教材）の制作、実践を行う。
グループワークが主体となる。
絵本は個別に制作、発表する。

【課題に対するフィードバックの方法】

課題は授業中、授業時間以外にも指導の時間を設ける。

■授業計画

①オリエンテーション
②春学期の振り返りと秋学期の目標設定、面談①
③春学期の振り返りと秋学期の目標設定、面談②
④レクリエーション①
⑤レクリエーション②
⑥レクリエーション③
⑦レクリエーション④
⑧絵本の制作①
⑨絵本の制作②
⑩絵本の制作③
⑪絵本の制作④
⑫絵本の発表
⑬冬遊びの計画
⑭冬遊びの実践
⑮まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
子どもを理解し、幅広い年齢層の子どもたちと上手にあそぶことができる。
子どもが楽しく興味を持ってあそぶことのできるあそびを提供することができる。
仲間と協力して計画を具現化することができる。
子どもの視点、発達に合わせた絵本制作をすることができる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「幼児教育・保育領域における基礎知識、技能の修得およびそれを基にした専門知識
、技能の修得」に基づき、仲間と協力して子どもと関わり、子どもを理解する能力を
身につける。

■成績評価基準と方法

絵本制作と発表　60％
振り返りシート　10％
最終課題　　　　30％

■テキスト・参考文献

【テキスト】

【参考文献】

■授業外学習

【具体的な内容】
遊具（教材）作り・絵本制作のための資料収集、発案、組み立て、試行、改善と多数
の作業工程を経ての実践となる。

【必要な時間】
完成までにおおむね準備、改善工程と記録等に各2時間程度要する。
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■その他
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2020 年度生 心理学科

科 目 名 対人関係論

開講期・単位 2年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 小楠　なつき

■講義の目的および概要

この講義では、対人関係にまつわる様々な現象（自己認知・他者認知・協力・対立・
差別・恋愛・子育てなど…）に関して知り、社会心理学や進化・生態学的な観点によ
る解釈のしかたについて学ぶ。この講義で得た知識・考え方の枠組みを、実際の対人
関係やその他問題解決に生かせるようになることを目的とする。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
プロジェクタとパワーポイントを使用する講義形式です。ノートを取りながら聞いて
ください。講義中、個人ワークやグループワークとして簡単な実験を行ってもらった
り、ディスカッションしてもらうことがあります。

【課題に対するフィードバックの方法】
小テスト・小レポートは丸付けをして次週返却します。小テスト、小レポートについ
ては講義内で解説の時間を設けます。また小レポートの内容によっては、クラス全体
にフィードバックを行います。

■授業計画

概ね以下の通りに行いますが、進行状況やみなさんの興味・関心に合わせて順序が前
後したり、内容が変わったりします。

①ガイダンス～なぜ「こころ」があるか？
②対人関係：他者との関わりはなぜ重要か
③自己認知：わたしはどんな人間か
④他者認知：あの人はどんな人間か
⑤コミュニケーション：どのようにして気持ちを伝えあうか
⑥協力・援助１：どのようにして人を助けるか
⑦協力・援助２：なぜ人を助けるか
⑧攻撃：なぜ対立が起こるか
⑨恋愛１：どのような人を好きになるか
⑩恋愛２：愛とはなにか
⑪子育て：なぜ子育てがヒトにとって重要な問題か
⑫集団１：集団の中での振る舞い
⑬集団２：集団の一員としての振る舞い
⑭対人関係と文化１
⑮対人関係と文化２

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
対人関係にまつわる様々な現象および、社会心理学においてその現象が何と呼ばれて
いるか知る。
日常生活で見られる対人行動・心理に対しての科学的な問のたてかたを学び、様々な
角度から現象を考察することができるようになる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
臨床心理専攻のディプロマ・ポリシーにおける①「心理学領域における基礎的知識、
技能の習得」に基づき、対人関係にまつわる心理学的知識を習得する。また、④「習
得した知識、技能の活用能力」に基づき、学んだ知識を日常生活での現象理解・問題
解決に活かす能力を身につける。

■成績評価基準と方法

期末試験：５０％
講義内課題(小テスト・レポート)：５０％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
なし

【参考文献】
※購入は強制ではありません
「進化と感情から解き明かす 社会心理学」北村英哉、大坪庸介　有斐閣アルマ

■授業外学習
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【具体的な内容】
事前学習は必要ありません。
講義時間内に、前回の講義内容について、復習も兼ねた簡単なレポート課題を行って
もらいます。事後学習として、講義内容について毎回復習し、このレポート課題に備
えてください。
また、日常生活での対人関係の出来事を、講義で得た知識から考察してもらう問題を
期末試験で出します。そのため、日頃からニュースや日常の出来事をよく観察し、講
義内容と関連付ける訓練をするよう心がけてください。

【必要な時間】
1講義につき2時間程度

■その他

この講義は、心理学の事前知識がなくても受けることが可能です。そのため、他学部
、他学科履修も歓迎します。ただし、当講義を卒業単位に含めることができるかどう
かは、各自学生便覧等で確認してください。
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2020 年度生 心理学科

科 目 名 保育内容指導法

開講期・単位 2年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 増山　由香里、木村　彰子

■講義の目的および概要

講義の目的は、子どもの発達の特性や保育の原理に基づいて保育内容をイメージし、
指導計画を立てて実践できるようになることである。さらに、実際の保育に参加し、
それに基づいた保育の記録を書けるようになることである。
指導案の書き方や記録の書き方を知り、付属幼稚園の保育に沿って実際に記録を書く
とともに、グループで計画をたてて模擬保育を実施する。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
講義形式、グループワーク、付属認定こども園での実習体験や模擬保育など、内容に
応じて様々な方法で行う。
また、実際に保育の計画をたて、グループで検討、準備をし、模擬保育を行う。
幼稚園・保育所での実務経験のある教員が、指導案、日誌の書き方等、具体的な内容
について講義をしたり、教材研究、指導計画作成等に於いては適宜指導をする。

【課題に対するフィードバックの方法】
指導案や日誌は、全体、あるいは個別に口頭や記述でフィードバックをする。

■授業計画

①オリエンテーション・実習時のマナーについて・付属認定こども園の個人票作成
②保育の観察のポイントと日誌
③日誌について・付属認定こども園実習の確認
④子ども理解と保育内容の実際１（付属認定こども園にて保育観察実習）
⑤子ども理解と保育内容の実際２（付属認定こども園にて保育観察実習）
⑥指導案について
⑦子どもの発達と保育内容の実際１（付属認定こども園にて保育観察実習）　
⑧子どもの発達と保育内容の実際２（付属認定こども園にて保育観察実習）
⑨実習の振り返りと日誌のチェック
⑩指導案グループ内検討
⑪模擬保育準備１
⑫模擬保育準備２
⑬模擬保育（4年生が子ども役）
⑭5分間の保育の実践発表１
⑮5分間の保育の実践発表２・まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①子どもの姿や発達理解が援助の基礎になることを理解した上で保育内容についての
イメージを膨らませて考え、指導案を書き、短時間の保育を実践できるようになる。
②保育の記録の書き方を理解し概ね書けるようになる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「下記に示す姿勢や能力を身に付けた学生に卒業を認定し、学位規則に従い学士の学
位を授与する。②「幼児教育・保育領域における基礎知識、技能の習得およびそれを
基にした専門知識、技能の習得」　④「習得した知識、技能の活用能力」に基づき、
保育の基礎知識や技能、態度を身に付ける。

■成績評価基準と方法

課題への取り組み　50%、
指導案の内容と5分間の発表 30%
保育記録の内容 20%

■テキスト・参考文献

【テキスト】
保育指導案大百科事典　一藝社

【参考文献】
・「保育所保育指針解説」厚生労働省編　フレーベル館　
・「幼稚園教育要領解説」文部科学省編　フレーベル館
・「幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説」フレーベル館

■授業外学習
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【具体的な内容】
・課題として、指導案作成や保育記録作成、さらに、教材研究や教材作成、準備など
を行うことを課す。
・グループで協力して、模擬保育に向けた準備や実践、後始末を行う。
【必要な時間】
・２単位の授業であるため、授業外に４時間の準備や振り返りを行う必要がある。

■その他

３年次の実習の準備の要素が強い授業のため、すべての提出物の提出と期日厳守、全
回出席が単位認定の前提となる。やむをえず欠席する場合は事前に申し出て補習課題
を自ら求めること。また、髪の色や服装、態度なども含め、実習生としての自覚をも
った取り組みを求める。
１．２グループ合同で実施する場合は１時間目から実施したり、２時間連続で実施し
たりすることもあるため、１・２時間目両方とも空けておくこと。
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2020 年度生 心理学科

科 目 名 心理学実験Ⅱ(応用)

開講期・単位 2年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 岡田　顕宏、長内　清春

■講義の目的および概要

心理学研究の技法を習得するための研究法に関する実習科目です。授業では、心理学
研究における古典的な実験の追試を実施し、データの収集・集計・分析、考察を行っ
てレポートを作成します。それら一連の作業を通して、心理学における実験研究の基
本概念・方法論および実際の作業に伴う問題点等について理解することを目的として
います。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
心理学実験の実施、分析方法・考察方法の解説、実験レポートの作成指導を中心に授
業を展開します。適宜、心理学実験の基本概念・方法論に関する講義を行います。

【課題に対するフィードバックの方法】
実験レポートについては、教員が採点・返却し、再提出が求められます。実験レポー
トとして十分な内容のものが提出されるまで、このサイクルが繰り返され、実験レポ
ートを作成する能力の向上を目指します。

■授業計画

概ね以下の内容で授業を展開する予定です（実験テーマは変更する可能性があります
）。

①授業の概要説明／心理検査の実施
②実験法の解説／心理検査の返却と解説／検査レポート課題
③実験1「言語記憶実験」の実施・解説・課題／レポート返却・講評
④実験1レポートの返却＆講評、再提出の指示
⑤実験2「画像記憶実験」の実施・解説・課題／レポート返却・講評
⑥実験2レポートの返却＆講評、再提出の指示
⑦実験3「表情認知実験」の実施・解説・課題／レポート返却・講評
⑧実験3レポートの返却＆講評、再提出の指示
⑨実験4「精緻化リハーサル」」実施／レポート返却・講評
⑩実験4解説・課題
⑪実験4レポート返却＆講評
⑫実験5「ストループ効果」実施／レポート返却・講評
⑬実験5解説・課題
⑭実験5レポート返却＆講評
⑮まとめ、期末テストの解説

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
(1)心理学実験に関する知識・技術を習得すること
(2)心理学的研究に必要な「統計に関する基礎的な知識」を身につけること
(3)心理学的な仮説を検証するために適切な心理学の「実験の計画立案」ができるよ
うになること
(4)卒業論文作成に必要な実験レポートの書式などを身につけること。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
この科目は「心理学領域における基礎的知識、技能の修得」に関連し、「修得した知
識、技能の活用能力」のための基礎的な能力を育成することを目的としています。

■成績評価基準と方法

5回の実験のレポート（55%）および定期試験（45%）で評価します。5つの実験レポー
トは、全て評価「C」以上である必要があるため、評価が低い場合には再提出が不可
欠になります。

■テキスト・参考文献

【テキスト】
B. フィンドレイ「心理学実験・研究レポート」の書き方 学生のための初歩から卒論
まで」（北大路書房）

【参考文献】
授業中に指示します。

■授業外学習
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【具体的な内容】
授業内では、実験の実施や実験内容の解説、分析方法やレポート作成方法の指示を行
います。実験で取り扱ったテーマに関する文献を集めて、読むことや、データ分析の
作業、レポート作成の作業は、授業時間外に行う必要があります。事前事後学習にお
いてWordとExcelを使用できる環境が必要です。

【必要な時間】
4時間

■その他

心理学概論、心理学実験Ⅰ（基礎）、心理学統計法（心理統計学）を既に修得してい
ることが必要です。
認定心理士を取得する場合「領域ｃ：心理学実験」に該当します。
※ 本科目は、公認心理師となるために必要な科目として文部科学省・厚生労働省で
定められています。公認心理師試験を受験するためには、大学においてこの科目を修
得しておく必要があります。
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2020 年度生 心理学科

科 目 名 乳児保育Ⅰ[子心]

開講期・単位 2年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 藤戸　純子

■講義の目的および概要

０歳から３歳までの子どもの発達と生活の「育ち」を学ぶ。
乳児期の発達の特性に合わせた生活・遊びへの援助について学びを深める。
子どもの育ちを見通した保育計画、子育て支援を考え、子どもの健やかな育ちを支え
る保育活動を学ぶ。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
　テキストに添い、映像（写真、ビデオ）を参考にしながら、乳児期の成長、発達に
　ついて基本的な学びを深める。

【課題に対するフィードバックの方法】
　講義ごとの学びをレポートにまとめる。
　：実際の乳児保育の様子から学んだこと、感じたこと、疑問に思ったことを
　　まとめる。

■授業計画

①はじめに
②乳児保育の目的と役割
③乳児保育の基本
④０・１・２歳児の発達
⑤乳児（０歳児）の保育内容
⑥１歳以上３歳未満児の保育内容
⑦乳児の生活と遊びの基本的事項
⑧乳児の生活の基本
⑨乳児の遊び
⑩乳児保育の環境構成
⑪乳児保育における全体的な計画
⑫乳児保育における子育て支援
⑬乳児保育における連携
⑭一人一人を健やかに育むために
⑮まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
　発達からみた乳児期の特性を学ぶことで乳児保育の基本について考えます。
　乳児保育の学びを通して子どもの成長・発達の豊かさを感じること。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】

■成績評価基準と方法

期末試験６０％　授業内レポート４０％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
　「講義で学ぶ乳児保育」わかば社　小山朝子編著　亀崎美紗子・善本真弓
【参考文献】
　「発達がわかれば子どもが見える」ぎょうせい　乳幼児保育研究所編著
　「乳児保育の実践と子育て支援」ミネルヴァ書房　榊原洋一・今井和子

■授業外学習

【具体的な内容】
　身近にいる乳児、また親子の様子を関心を持って観察する。
　乳児期の子どもにあった絵本を知る。機会をつくり読み聞かせをする。

【必要な時間】

■その他

2021(令和3)年4月1日

509



2020 年度生 心理学科

科 目 名 乳児保育Ⅱ[子心]

開講期・単位 2年 後期・選択 1単位・演習

担 当 者 藤戸　純子

■講義の目的および概要

・３歳未満児の発育・発達の過程や特性を踏まえた援助や関わりの基本的な
　考え方について理解する。
・養護と教育の一体性を踏まえ、3歳未満児子どもの生活や遊びと保育の方法、
　環境について、具体的に理解する。
・乳児保育における配慮の実態について具体的に理解する。
・乳児保育における計画の作成について具体的に理解する。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
　配布資料を基に子どもの育ちと援助の方法を学ぶ。
　子どもの生活や遊びの様子（写真や動画）から、具体的な援助の方法を考える。

【課題に対するフィードバックの方法】
　実際の保育活動から具体的に保育環境や援助方法が理解できるようにする。

■授業計画

①　はじめに　乳児保育の基本
②　乳児期の子どもの発育・発達
③　乳児期の子どもの一日の流れと保育環境
④　子どもの生活や遊びを支える環境の構成
⑤　乳児期の食指の援助を環境
⑥　乳児期の排泄の援助と環境
⑦　乳児期の睡眠・休息の援助と環境
⑧　乳児期の着脱に関する援助と環境
⑨　乳児期の清潔に関する援助と環境
⑩　乳児保育における配慮の実際
⑪　０才児クラスの遊びの援助と環境
⑫　１歳児クラスの遊びの援助と環境
⑬　２歳児クラスの遊びの援助と環境
⑭　乳児保育における計画の実際
⑮　最後に　子どもの姿から学ぶ乳児保育

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
　保育者が子どもの育ちにどのように寄り添うべきか、成長、発達の姿を具立的に理
　解する。
　子ども自身の主体的な育ちを援助するための具体的な保育内容を理解する。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】

■成績評価基準と方法

講義後の課題（６０％）期末課題レポート（４０％）

■テキスト・参考文献

【テキスト】
「演習で学ぶ乳児保育」善本真弓編著小山朝子　亀崎美沙子　わかば社
【参考文献】
「講義で学ぶ乳児保育」小山朝子編著　亀崎美沙子・善本真弓　わかば社
「発達がわかれば子どもがみえる」乳幼児保育研究所編著　株式会社ぎょうせい

■授業外学習

【具体的な内容】
　乳児保育Ⅰから乳児期の子どもの育ちの学びを深めておくこと。
　乳児保育のなかでの子どもの育ちを考える。
　授業後のその回ごとのまとめを各自で行うこと。

【必要な時間】

■その他
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2020 年度生 心理学科

科 目 名 経済学概論

開講期・単位 2年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 金盛　直茂

■講義の目的および概要

　経済学は初めての方が多いと思います。経済学は、今を生きるために必要な道具で
す。決して学者や官僚の方々だけが知っていれば良いものではありません。この企業
に入社すべきなのか？この人と結婚すべきなのか？いま、家は建てるべきなのか？人
生の重大な選択の際、経済学はあなたに示唆を与えてくれます。
　本授業で経済学を学ぶことによって、現実の様々な問題（身近な日常的な問題から
世界の問題まで）を、経済学的思考で、考えることができるようになるでしょう。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
最初の1/3は、経済の仕組みについて授業を行い、経済学の基礎を身につけます。真
ん中の1/3は、経済学の知識をもとに、日本の財政、労働、社会保障、金融について
みていきましょう。最後の1/3は、グローバル経済について考えます。教科書は特に
利用しません。プリント資料を配布します。毎回、授業の中で問題演習を行います。
また、授業の最後に、小テストを行い、授業時間以外では、課題を提示するのでそれ
を行ってください。

【課題に対するフィードバックの方法】
小テスト・課題については、次回の授業中に解説を行う。

■授業計画

１． ガイダンス：経済学とはどのような学問かを理解する。 
２． 経済学の考え方① トレードオフと機会費用
３.　経済学の考え方② 経済循環図
４． 経済学の考え方③ 需要と供給から市場を理解
５.  経済学の考え方④ 需要と供給を使って、様々な市場に応用
６.  経済学の考え方⑤ 市場の失敗と政府の役割を理解する。 
７.  日本経済の仕組み① ＧＤＰ
８.  日本経済の仕組み② 日本の財政・金融政策
９.  日本経済の仕組み③ 労働力減少と社会保障
10.  日本経済の仕組み④ 公的年金制度・医療保険制度
11.  日本経済の仕組み⑤ 生活保護制度
12.　世界経済の仕組み①　グローバル化の功罪
13． 世界経済の仕組み②　国際金融
14． 世界経済の仕組み③　TPP,FTA
15．　まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
本授業の目標は、次の３つです。１つは、経済学（主に、ミクロ経済学とマクロ経済
学）の基礎を学び、ニュースや新聞の記事を経済的視点で考えることができることで
す。2つ目は、日本のさまざまな制度や、その問題点を経済学の視点で考えることが
できるようになることです。３つ目は、国際経済学の基本を学び、世界経済の仕組み
を理解することです

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
本授業で、職業及び社会生活に必要な経済学の基礎を身につける。また、地域社会や
国際社会へ寄与するための経済学の知識・考え方を習得する。

■成績評価基準と方法

小テスト40％、定期試験６０％で評価する。

■テキスト・参考文献

[テキスト]
教科書は特に指定しません。プリントを配布します。

[参考書］
①　『マンキュー入門経済学　第3版』マンキュー 東洋経済新報社
②　『１からの経済学』　中谷 武, 中村 保　碩学舎

■授業外学習
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【具体的な内容】

毎回課題を提示しますので、それについて考えてください。また、授業内容の発表の
機会を設けます。

【必要な時間】
予習：参考書を読む（90分）
復習：小テスト・課題の復習（90分）

■その他

高校で学んだ政治経済の知識はなくても構いません。しかし、経済学を学びたいとい
う強い意欲は、必ず持って授業を受けてください。よって、当たり前ですが、授業中
の私語は厳禁です
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2020 年度生 心理学科

科 目 名 子どもの図画工作(応用)

開講期・単位 2年 後期・選択 1単位・演習

担 当 者 阿部　宏行

■講義の目的および概要

本授業は自分の発想や構想を基に制作に取り組むことで、保育者に求められる表現の
力を養うと同時に、子どもの造形表現への理解を深めるものである。
また保育現場で使用することを想定した課題制作を通し、保育者として必要な作品の
制作並びに活用方法を学ぶ。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
造形表現に関する基本的な知識をもつことと、指導（保育）に必要な基本的な資質能
力を高める。資料・参考作品を提示した課題説明を基に、制作・鑑賞する。
また制作した作品と資料を綴じたファイルを作成することで実践を記録する。
【課題に対するフィードバックの方法】
提示された課題内容について学生が自己のイメージを基にアイデアを考え、提出期限
、配布資料を基に制作計画を立て制作する。授業の終わりに今日の制作について振り
返り、配布されたプリントに授業での取り組み状況、目標、質問などにつて記入し、
提出する。

■授業計画

①オリエンテーション、講義：子どもの成長
②講義：造形の基本（材料・用具）、演習：かいてみよう（小刀・鉛筆）
③講義：造形の基本（接着・接合）、演習：つくってみよう（ピーちゃんハウス）
④講義：あそびと学び（幼児期の遊びのもつ意味）、演習：折り紙ヘリコプター
⑤指導（保育）の基本（指導案の意味）
⑥指導（保育）の基本（教材研究の意味）、試作品づくり
⑦指導（保育）の基本（教師の働きかけ）、提案文づくり
⑧指導案交流（1）
⑨指導案交流（2）
⑩講義：日常執務の基本（1）：保護者との連携、演習：おたよりづくり（便箋）
⑪講義：日常執務の基本（2）：地域との連携、演習：おてがみづくり（絵封筒）
⑫講義：表現に関する執務：環境づくり、演習：壁面構成
⑬講義：保育者としての支援：保護者との共有、演習：連絡ノートなどのイラスト
⑭講義：保育者としてのまなざし、ドキュメンテーション,子どもの評価
⑮ふりかえり：評価（小論文テスト）

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
・表現力と応用力を広げ、子どもの造形表現に必要な知識と技能を学ぶ。
・保育者として子どもが楽しめる作品の活用方法を学ぶ。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
・造形に関する基礎的な知識や技術を習得し子どもの造形表現の発達について知るこ
とで、子どもの発達段階にあった保育ができる知識と技術を身に付ける。
・道具、画材の特性や適切な使用方法を知り、子どもの発達にあった使用方法を考え
ることで、子どもの安全を守るための適切な配慮ができる保育者の視点を身に付ける
。
・保育現場で使用することを想定した課題を制作することで、実習などの活動に積極
的に参加し保育者としての態度・姿勢を学ぶことにつなげていく。

■成績評価基準と方法

・完成作品の提出、内容、作品数、期限など条件の達成度：70％
・授業プリント、制作振り返り及び小論文テストの提出：30％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
授業時に資料を配布、または参考作品を提示する。

【参考文献】
「育みのＡＢＣ」「造形のＡＢＣ」（日本文教出版）、学びのＡＢＣ（私家版）ー無
料配布

■授業外学習
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【具体的な内容】
・制作に必要な資料やモチーフを準備する。
・配布される材料以外のものは各自用意する。

【必要な時間】

■その他

 図画工作（基礎）受講時に購入した教材（造形セット）を使用する。
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2020 年度生 心理学科

科 目 名 運動Ⅰ

開講期・単位 2年 前期・選択 1単位・演習

担 当 者 橋場　俊輔

■講義の目的および概要

生理学、解剖学の知識を理解し、健康の維持・向上にとって適切な運動を実践できる
ようにする。体力低下や運動不足による健康問題について理解をし、有酸素性運動や
筋力アップ、ストレッチなどを学び日常生活場面で応用できるようにする。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】

講義を交えながら実技を行う。場所は体育館、グラウンドなどで行う。
必要に応じて教室での講義も行う。

【課題に対するフィードバックの方法】
授業内で随時、課題等に対してフィードバックを行う。

■授業計画

①授業ガイダンス
②運動の定義
③幼児期と運動
④児童期、青年期と運動
⑤中、高年期と運動
⑥幼児期運動指針について①
⑦幼児期運動指針について②
⑧幼児期運動指針について③
⑨幼児期運動指針について④
⑩運動プログラムの考え方
⑪運動プログラムの計画①
⑫運動プログラムの計画②
⑬運動プログラムの実践①
⑭運動プログラムの実践②
⑮授業のまとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】

 
①健康の維持・増進のための専門的な知識を獲得し、基本的な運動技術を習得する。
②各発達段階に於いての運動方法を理解する。
③習得した知識や技術を幼稚園及び保育園でも応用することが出来る。

■成績評価基準と方法

①授業への理解度、提出物（40％）
②筆記試験（40％）
③課題レポート（20％）

■テキスト・参考文献

【テキスト】
適宜、資料を配付する。

■授業外学習

【具体的な内容】
運動や健康に興味を持ち、維持・向上の実践をする。
積極的に授業に参加できるように、体調管理に留意すること。

■その他
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2020 年度生 心理学科

科 目 名 運動Ⅱ

開講期・単位 2年 後期・選択 1単位・演習

担 当 者 橋場　俊輔

■講義の目的および概要

運動Ⅰの内容を受け、健康の維持・増進に重要な生理学、解剖学、運動力学などの知
識を理解する。取得した知識・技術を日常生活で応用実践できるようにする。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
実技を実施する場所は、体育館、アリーナ及びグラウンドである。
対象者に合わせた健康づくりや運動方法を体験的に学習する。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題に応じ、授業内で適宜行う。

■授業計画

①授業ガイダンス
②ウォーキング応用（ウォークラリー計画）
③ウォーキング応用（ウォークラリー実践）
④ウォーキング応用（ウォークラリー反省・計画修正）
⑤運動プログラムの計画①
⑥運動プログラムの実践準備
⑦運動プログラムの計画②
⑧運動プログラム実践発表①
⑨運動プログラム実践発表②
⑩運動プログラム実践発表③
⑪運動プログラムの反省・修正
⑫運動プログラム実践発表①
⑬運動プログラム実践発表②
⑭運動プログラム実践発表③
⑮授業のまとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】

①様々な運動の方法を体験し、自らの健康維持・向上に役立てることが出来る。
②集団での運動の効果や楽しさを理解し、コミュニケーションや人間性の向上を図る
ことが出来る。
③習得した知識や技術を幼稚園及び保育園でも応用することが出来る。

■成績評価基準と方法

①授業の理解度（40％）
②運動プログラムの作成・実践（40％）
③課題レポート（20％）

■テキスト・参考文献

【テキスト】
適宜、資料を配付する。

■授業外学習

【具体的な内容】
運動や健康に興味を持ち、維持・増進の実践をする。
積極的に授業に参加が出来るように、体調管理に留意し、コミュニケーションを図ろ
うとする意欲が重要となる。

■その他
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2020 年度生 心理学科

科 目 名 音楽Ⅱ(ピアノ基礎)

開講期・単位 2年 前期・選択 1単位・演習

担 当 者 山藤　由利子、新堀　聡子、澤田　昌子、須藤　宏志、高橋　幹子

■講義の目的および概要

主に子どものうたの伴奏を通してピアノの基礎的な技術を体得し、保育者に求められ
る弾き歌いのレパートリーを多く持つことを目的とする。
各学生の技量に合わせマンツーマン形式で行う。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
各学生の技量に合わせてマンツーマン形式で行いますが、初心者の導入時はグループ
で行う場合もあります。
３回設定されている課題曲テストは、割り当てられた時間に受講するグループが集合
して実施しますが、感染症の状況により個別に行う場合もあります（入構禁止期間と
なった場合はZoomやその他のオンライン、或いは動画提出とする可能性もあります）
。
自由曲は担当教員と相談して選曲し、任意の回にテストを受けます。
また前回レッスンからの練習状況について、担当教員にメール等の通信手段を用いて
授業前に報告し、担当教員のチェックを受けます。

【課題に対するフィードバックの方法】
毎回のレッスン後に、次回までの練習目標や課題が伝えられ、主にその目標や課題に
向けて各自練習を行います。1週間の練習の成果や課題を練習報告として、翌授業前
に担当教員に送信して下さい。担当教員は報告の内容と練習の成果を見て、新たな課
題へと進めていきます。

■授業計画

①全体オリエンテーション、個人レッスン（ピアノ技量の確認）
②ピアノ演奏の基本、練習方法、ピアノテキストによる基礎作り
③ピアノテキストによる基礎作り
④ピアノテキストによる基礎作り、弾き歌いの導入
⑤ピアノテキストによる基礎作り、弾き歌いへの取り組み
⑥課題曲１の譜読み、自由曲への取り組み
⑦課題曲１の伴奏、自由曲への取り組み
⑧課題曲１の弾き歌いヘの取り組み、自由曲への取り組み
⑨課題曲１のテスト、課題曲２の譜読み
⑩課題曲２の伴奏、自由曲への取り組み
⑪課題曲２の弾き歌いヘの取り組み、自由曲への取り組み
⑫課題曲２のテスト、弾課題曲３の譜読み
⑬課題曲３の伴奏、自由曲への取り組み
⑭課題曲３の弾き謡歌いへの取り組み自由曲への取り組み
⑮課題曲３のテスト、自由曲ヘの取り組み、まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
１．大譜表の楽譜を読むことができる。
２．ピアノを用い、正しい拍子やリズムで子どものうたの弾き歌いができる。
３．うたの旋律に合ったピアノの伴奏付けができる。
４．課題曲を含め、4曲以上の子どものうた弾き歌いレパートリーを持つことができ
る。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「下記に示す姿勢や能力を身に付けた学生に卒業を認定し、学位規則に従い学士の学
位を授与する。②幼児教育・保育領域における基礎知識、技能の習得およびそれを基
にした専門知識、技能の習得　④習得した知識、技能の活用能力」に基づき、子ども
の歌の弾き歌いを目的としたピアノ技術の訓練を通して、保育現場に求められる音楽
の技能を身に付ける。

■成績評価基準と方法

①子どものうた　弾き歌い課題曲３曲のテスト　60％
②子どものうた　弾き歌い自由曲テスト　25％（担当教員ごとに毎時授業の中で実施
）
③毎回、授業前に提出する練習報告　15％

■テキスト・参考文献
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【テキスト】
こどものうた200（チャイルド本社）
続こどものうた200（チャイルド本社）
ピアノテキスト「ピアノ演奏の基礎づくり」（プリント配付）

【参考文献】

■授業外学習

【具体的な内容】
子どものうたの弾き歌いは、視覚を通して得た楽譜の情報を両手に伝達し、旋律と伴
奏を同時にピアノで演奏し、正しい音程で歌う必要があります。こうした技術の習得
のために、課外時間を有効に使って毎日練習し、力を養っていくことが大切です。

【必要な時間】
2時間を目安に練習しましょう。ただしレッスン直前にまとめて練習するのではなく
、できる限り毎日行うことが上達のポイントです。

■その他
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2020 年度生 心理学科

科 目 名 音楽Ⅱ(ピアノ応用)

開講期・単位 2年 後期・選択 1単位・演習

担 当 者 山藤　由利子、新堀　聡子、澤田　昌子、須藤　宏志、高橋　幹子

■講義の目的および概要

音楽Ⅱ（ピアノ基礎）で培ったピアノ弾き歌いの基礎的技術の上に、保育現場で歌わ
れている挨拶や日課の歌など、子どもの歌のレパートリーを更に増やしていくことを
目的とします。
各学生の技量に合わせてマンツーマン形式で進めていきます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
各学生の技量に合わせてマンツーマン形式で行いますが、４回設定されている課題曲
テストは、割り当てられた時間に受講するグループが集合して実施しますが、感染症
の状況により個別に行う場合もあります（入構禁止期間となった場合はZoomやその他
のオンライン、或いは動画提出とする可能性もあります）。
自由曲は担当教員と相談して選曲し、任意の回にテストを受けます。
また前回レッスンからの練習状況について、担当教員にメール等の通信手段を用いて
授業前に報告し、担当教員のチェックを受けます。

【課題に対するフィードバックの方法】
毎回のレッスン後に、次回までの練習目標や課題が伝えられ、主にその目標や課題に
むけて各自練習を行います。1週間の練習の成果や課題を練習報告書に記入して、翌
レッスン時に担当教員に提示して下さい。担当教員は報告書の内容と練習の成果を見
て、新たな課題へと進めていきます。

■授業計画

①全体オリエンテーション、課題曲１の譜読み
②課題曲１の伴奏、及び自由曲への取り組み
③課題曲１の弾き歌い、及び自由曲への取り組み
④課題曲１の弾き歌いへの取り組み、課題曲２の譜読み
⑤課題曲１のテスト、課題曲２の伴奏
⑥課題曲２の弾き歌い、及び自由曲への取り組み
⑦課題曲２の弾き歌い、及び自由曲への取り組み
⑧課題曲２の弾き歌い、課題曲３の譜読み
⑨課題曲２のテスト、課題曲３の伴奏
⑩課題曲３の弾き歌い、及び自由曲への取り組み
⑪課題曲３の弾き歌いヘの取り組み、課題曲４の譜読み
⑫課題曲３のテスト、課題曲４の伴奏
⑬課題曲４の弾き歌い、及び自由曲への取り組み
⑭課題曲４の弾き歌い、及び自由曲への取り組み
⑮課題曲４のテスト、自由曲ヘの取り組み、まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
1.課題曲を含めて子どものうた６曲以上の弾き歌いレパートリーを持つことができる
。
２基本的な強弱記号や標語を理解し演奏できる。
３曲想、奏法に関する表記を理解し演奏できる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「下記に示す姿勢や能力を身に付けた学生に卒業を認定し、学位規則に従い学士の学
位を授与する。②幼児教育・保育領域における基礎知識、技能の習得およびそれを基
にした専門知識、技能の習得　④習得した知識、技能の活用能力」に基づき、子ども
の歌の弾き歌いを目的としたピアノ技術の訓練を通して、保育現場に求められる音楽
の技能を身に付ける。

■成績評価基準と方法

①子どものうた　弾き歌い課題曲4曲のテスト　60％
②子どものうた　課題曲以外の弾き歌いテスト　25％
③毎回提出する練習報告書　15％

■テキスト・参考文献
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【テキスト】
こどものうた200（チャイルド本社）
続こどものうた200（チャイルド本社）

【参考文献】

■授業外学習

【具体的な内容】
保育を目指す者は、この授業のためだけではなく、学生のうちに子どものうたの弾き
歌いレパートリーを広げることことは決して無駄にはなりません。課外時間を有効に
使って毎日練習を積み重ねていくとが大切です。

【必要な時間】
2時間を目安に練習しましょう。ただしレッスン直前にまとめて練習するのではなく
、できる限り毎日行うことが上達のポイントです。

■その他

キーボードは鍵盤の重さや反応など、ピアノとの差が大きいため、自宅のキーボード
で練習している場合はできる限り本学のピアノ室も利用し、ピアノに慣れることが大
切です。
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2020 年度生 心理学科

科 目 名 障がい児保育Ⅰ

開講期・単位 2年 前期・選択 1単位・演習

担 当 者 美馬　正和

■講義の目的および概要

本講義の目的は、保育所、幼稚園、認定こども園などで保育者が対峙するであろう「
配慮が必要な子ども」をどのように理解し、それを踏まえどのように対応していくの
かを思考するための力を養う事である。
そのためには、以下の５点について取り組む。
１．障がい児保育を支える理念や歴史的変遷について学ぶ。
２．様々な障がいについて理解し、子どもの理解や援助の方法、環境構成等について
学ぶ。
３．障がいのある子どもの保護者への支援や関係機関との連携について理解する。
４．障がいのある子どもの保育にかかわる保健・医療・福祉・教育等の現状と課題に
ついて理解することに取り組む。 
５．障がいのある子どもなど配慮の必要な子どもへの保育における計画の作成や援助
方法について理解する。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
基本的には講義形式で行うが、発達支援センターでの実務経験から得られた事例や保
育所や幼稚園への巡回等で出会ったケースなどを紹介し、実際にどのような対応が考
えられるかについて、ディスカッションも取り入れながら行う。

【課題に対するフィードバックの方法】
フィードバックとして解説を行う。

■授業計画

①「障がい」の概念と障がい児保育の歴史的変遷について
②地域社会への参加・包容及び合理的配慮の理解
③肢体不自由児の理解と援助
④知的障がい児の理解と援助
⑤視覚・聴覚・言語障がい児の理解と援助
⑥発達障がい児の理解と援助
⑦重症心身障がい児、医療的ケア、その他の特別な配慮を必要とする子どもの理解
⑧指導計画及び個別支援計画の作成
⑨発達を促す生活や遊びの環境と子ども同士のかかわり・育ち合い
⑩障がい児保育における子どもの健康と安全
⑪職員間連携・協働
⑫保護者に対する理解及び保護者間の交流や支え合いの意義と支援
⑬地域の専門機関、小学校との連携
⑭福祉・教育における現状と課題
⑮まとめと解説

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①障がいや特別な配慮を必要とする子どもの特徴について説明ができる。
②保育実践において障がいや特別な配慮を必要とする子どもへ配慮ができる。
③障がいや特別な配慮を必要とする子どもを含めた保育実践を計画することができる
。
④障がいや特別な配慮を必要とする子どもへのかかわりについて工夫することができ
る。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】

この科目は、「幼児教育・保育領域における基礎的知識、技能の修得及びそれを基に
した専門知識、技能の修得」、「自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能
力」に関連する。

■成績評価基準と方法

小レポート：40％
学期末レポート：60％

■テキスト・参考文献
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【テキスト】

『新基本保育シリーズ17　障がい児保育』公益財団法人児童育成協会監修　西村重稀
、水田敏郎編集　中央法規

【参考文献】
適宜お伝えします。

■授業外学習

【具体的な内容】

事前学習として、授業に対応しているテキスト該当箇所を熟読し、わからない言葉な
どを調べておく。事後学習として、関連する文献を読み、知識を深める。

【必要な時間】
時間はそれぞれ1時間を目安とする。

■その他

授業中に発表や発言を求めたりします。授業に参加してください。
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2020 年度生 心理学科

科 目 名 障がい児保育Ⅱ

開講期・単位 2年 後期・選択 1単位・演習

担 当 者 愛下　啓恵

■講義の目的および概要

本講義では、特別な支援を必要とする子どもの理解を深め、実践的な支援方法を学ぶ
こと、保護者支援や関係機関の連携についての理解を深めることをめざす。
事例や当事者の語りを通し、保育者として実践に必要な専門知識・支援のあり方を主
体的に考える。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
基本的には、保育・療育現場の実務経験のある教員が、実践内の事例を含めた講義を
中心に、教材、参考資料を用いた学習を行う。また、グループワークは、初回に構成
したグループで終了まで行う。クループワーク内では、討議と発表も行う。

【課題に対するフィードバックの方法】
レポートはコメントと理解の確認、修正をする。小テストは、後日、授業内で解説を
行う

■授業計画

①　オリエンテーション
②　障がいの特性や援助・配慮の方法①（グループディスカッション）
③　障がいの特性や援助・配慮の方法②（グループ発表①）
④　障がいの特性や援助・配慮の方法③（グループ発表②・まとめ）
⑤　発達と障がい（発達のみちすじ・障がいとは）
⑥　支援方法①（心の支援）
⑦　支援方法②（発達論による支援・行動への支援）
⑧　支援方法③（環境調整による支援・周囲の連携による支援）
⑨　保護者支援①（当事者の語り）
⑩　保護者支援②
⑪　保育・療育プログラム
⑫　障がい児保育の変遷
⑬　保育・福祉の場における現状と課題①　
⑭　保育・福祉の場における現状と課題②
⑮　授業のまとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
・多様なニーズを要する子どもたちに対応できる知識や理解が高まり、支援方法や保
育・療育プログラムを考えることができる。
・保護者支援や関係機関との連携に関心を持ち、必要な事柄であることを理解したう
えで、具体的な支援方法や連携の仕方を自身で考え、自分の言葉で説明できる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
子ども心理専攻のDP「幼児教育・保育領域における基礎的知識、技能の修得およびそ
れを基にした専門知識、技能の修得」に基づく。

■成績評価基準と方法

試験50％、レポート20％、小テスト20％、
課題の成果（グループワークなど）10％で評価する。

■テキスト・参考文献

【テキスト】
「障害児保育ワークブック」星山麻木他，萌文書林
【参考文献】
「基本保育シリーズ17　障害児保育」西村重稀・水田敏郎編集，中央法規。
「子どもの発達が気になったら　はじめに読む発達心理・発達相談の本」加藤弘道・
岡田智，ナツメ社。

■授業外学習

【具体的な内容】
・事前学習（予習）は、次回授業範囲のテキスト，参考文献などを熟読すること。事
後学習（復習）は、テキストなどを読み返し、内容を整理して書き留める、課題ワー
クを行うなどして理解を深めること。
・グループ発表の準備は授業外に時間を調整してまとめ、期日までに完成すること。
【必要な時間】
・事前・事後学習はそれぞれ45分を目安とする。

■その他

授業中に指名をして発言を求めることがある。丁寧に考えること、言葉にすることを
意識してください。
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2020 年度生 心理学科

科 目 名 色彩心理学

開講期・単位 2年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 髙橋　文代

■講義の目的および概要

本講義では、色がみえるしくみを生理的、物理的、知覚心理学的な側面から学習しま
す。色の心理的な効果や配色の効果について、理論や演習、実験を交えて実感しなが
ら理解につなげ、実生活におけるカラーマネジメントなど色の運用、活用の手がかり
を与えることを目指します。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
電子プレゼンソフトを用いた講義形式を主とします。これ以外に、指定の配色カード
（199a）などを用いて、実際の配色演習を行い、色の運用と配色の理論を体験しなが
ら身につけます。講義では随時、理論に則した心理学実験や映像提示を行い、感覚的
な理解を促します。課題提出を数回実施します。
【課題に対するフィードバックの方法】
提出課題の返却に際して、全体の傾向と回答例を講義中に提示し、質疑応答を行う他
、課題返却時にコメントにて個別の指導を行う。

■授業計画

①ガイダンスー色彩心理とは何かー
②視覚のしくみー視るとはどういうことかー
③色のはたらきと色が見えるしくみ
④色名と伝統色
⑤色の文化差と嗜好性
⑥色の3属性と表色システム
⑦色の視覚効果1：心理的効果
⑧色の視覚効果2：知覚的効果
⑨前半のおさらいと色の恒常性
⑩配色の効果1：配色の基本
⑪配色の効果2：技法と構成
⑫色彩と生活1：色の応用
⑬色彩と生活2：ファッション、インテリア・エクステリア
⑭色に関する心理学実験
⑮全体の総括と試験

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
色がみえるしくみを生理的、物理的、心理学的な観点から理解し、実生活で目的やイ
メージに応じた効果的な色の運用を考える基礎力を身につけます。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】

■成績評価基準と方法

・試験：70%（15回目に実施）
・提出課題：30%
*試験の受験資格は出席１０回以上（欠席５回まで）の者とする。

■テキスト・参考文献

【テキスト】
『色彩検定公式テキスト文部科学省後援３級編＜2020年改訂版＞』財団法人 色彩検
定協会
＊講義内の演習課題では、『新配色カード199a（日本色研）』を使用します。
【参考文献】
『色彩検定公式テキスト文部科学省後援２級編＜2020年改訂版＞』財団法人 色彩検
定協会
『色の心理学』三星宗雄，マックローリン出版
『ヒルガードの心理学第16版』Susan, N.H.他，金剛出版　など

■授業外学習

【具体的な内容】
事前学習：教科書の該当箇所を読む
事後学習：配布した資料や授業内で行う演習内容を復習する
課題提出：３回程度予定
【必要な時間】
事前：0.5H、事後：1H、提出課題：各1H　（目安）

■その他
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・授業内の演習や実験に積極的に取り組み、疑問点などは教員に積極的に問いかける
など、インタラクティブなコミュニケーションを期待します。
・演習課題には『新配色カード199a（日本色研）』を用いて、切り貼りを行いますの
で、ノリとハサミの準備が必要です。
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2020 年度生 心理学科

科 目 名 認知行動療法

開講期・単位 2年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 橋本　久美

■講義の目的および概要

本講義は臨床心理領域における基礎的知識、技能の習得を目的とする。認知行動療法
(CBT)は、世界中の医療・教育・産業等の幅広い分野において科学的効果のある心理
療法として認められており、グローバルスタンダード（世界標準）・エビデンスベー
スド（科学的根拠に基づく）の治療法であるといえる。この講義では基本的な背景理
論を理解するとともに、実践的応用法を学ぶ。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
本講義では，公認心理師・臨床心理士資格を持ち、教育領域におけるスクールカウン
セラーや産業領域でのカウンセリングなど実務経験のある教員が，「認知行動療法の
基礎と実践」について知識の習得を目的とした講義を行う。プレゼンテーション、
VTRなどの視聴覚教材を活用する。セルフモニタリングや実験などの実験的体験学習
を取り入れる。

【課題に対するフィードバックの方法】
授業内課題については適宜各自に返却し、各自が学習到達度の確認ができるようにす
る。また、5回目終了後、10回目終了後での課題提出状況を知らせ、内容全体の理解
度をフィードバックする。提出した課題プリントにコメントをする。また学習内容の
理解度を各自が把握できるように、適宜小テストを行う。

■授業計画

おおむね、以下の通り実施する予定である。（ただし、挙げてある項目の順番が変更
になることもある）

①行動療法と認知療法における背景理論
②認知行動療法の主な種類（行動へのアプローチ法）
③認知行動療法の主な種類（認知へのアプローチ法）
④機能分析
⑤自分で行う認知行動療法（思考パターンを変える）
⑥自分で行う認知行動療法（行動パターンを変える）　
⑦自分で行う認知行動療法（考え方のクセを修正する）　
⑧疾患別の効果的治療法：気分障害（うつ病）
⑨疾患別の効果的治療法：不安症
⑩疾患別の効果的治療法：強迫症　　
⑪集団認知行動療法
⑫自律訓練法
⑬認知行動療法のケース検討1
⑭認知行動療法のケース検討2
⑮認知行動療法のケース検討3

進行上、内容の順番の変更があり得る

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
認知行動療法の基本的理論を理解し、臨床例への適応とそのメカニズムについて学ぶ
。実践的技法の習得より考え方や生活習慣の改善など日常の生活に生かすヒントを得
ることができる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「臨床心理学領域における基礎的知識、技能の修得およびそれを基にした専門的知識
、技能の修得」により、日常生活での心のセルフケアマネジメント能力を身につける
。

■成績評価基準と方法

授業内試験（筆記試験）60%、レポート課題25%、授業時の小レポート15%として総合
的に評価する。

■テキスト・参考文献

【テキスト】やさしくわかる認知行動療法　福井至・貝谷久宣　監修　ナツメ社

【参考文献】必要に応じて紹介する

■授業外学習
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【具体的な内容】毎回専門用語の意味などを復習プリントにまとめること。認知行動
療法に関する専門用語の意味を確認すること。 返却された課題プリントは講義終了
まで復習のためにとっておくこと。授業の終了前に次回の予告プリントを配布するの
で予習を行うこと。自宅で行う課題を出すことがある。
【必要な時間】事前事後学習にはそれぞれ2時間以上をかけることが望ましい。

■その他

心理実習指導ⅠⅡを受講する予定の学生は、並行して本講義を履修することが望まし
い。
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2020 年度生 心理学科

科 目 名 子ども音楽療育概論[子心]

開講期・単位 2年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 下出　理恵子

■講義の目的および概要

音楽教育、保育、発達臨床、音楽療法などの様々な関連分野から、保育音楽療育の専
門性を、論理的に学習する。また、音楽を構成している要素と療育における音楽活動
の関係を学び、音楽療育における音楽の役割を理解する

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
関連領域の文献や臨床のVTRを使い、必要に応じて演習を交えながら講義を行う。

【課題に対するフィードバックの方法】

■授業計画

①オリエンテーション／保育音楽療育とは
②対象者理解（成人、高齢者）
③対象者理解（乳幼児、児童、～WSの子どもたち～）
④音楽の特性
⑤歌唱(声)活動の目的とデザイン
⑥器楽（即興的な活動）の目的とデザイン
⑦器楽（既成曲を使った活動）の目的とデザイン
⑧動きを伴う活動の目的とデザイン
⑨音楽のコミュニケーション性
⑩音楽活動のサポートとは
⑪アセスメント・プログラム・評価
⑫音楽と人間形成　～音楽心理学に学ぶ～
⑬関連領域に学ぶ対象理解
⑭WSプログラムの意義と目的
⑮まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
・対象理解のための知識を備える。
・保育音楽療育における音・音楽の役割を理解する。
・保育音楽療育の意義と目的を理解する。 

【卒業認定・学位授与の方針との関連】

■成績評価基準と方法

毎回の授業後のコメントシート　30％
小テスト、レポートなど、授業内で提示される課題を総合して７０％で評価する。

■テキスト・参考文献

【テキスト】
適宜資料配布

【参考文献】
障害児の成長と音楽　音楽の友社編　音楽の友社
　　　　　音楽療法の実践　　　加藤美知子　他　　春秋社
　　　　　音楽療法の手引き　　松井　紀和　牧野出版
　　　　　保育における特別支援　竹田　契一他　日本文化科学社

■授業外学習

【具体的な内容】
関係する領域は多岐にわたる。参考文献や講義内で紹介された著書などは必ず読んで
、自ら学び、興味を広げていくことが、大切である。

【必要な時間】
事前・事後６０分以上の予習・復習を要する

■その他
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2020 年度生 心理学科

科 目 名 子ども音楽療育実習[子心]

開講期・単位 2年 後期・選択 1単位・実習

担 当 者 愛下　啓恵、村中　幸子

■講義の目的および概要

・「音楽療育ワークショップ」での実習を通して、音楽活動の多様性を知り、実践力
をつける。
・障害についての理解を深め、音楽療育に関連する他の領域の理論と音楽活動を繋ぎ
、子どもの心身の発達過程と音楽的発達の関係を体験的に理解する。
・特別講座では関連領域を学び、知識と実践力を広げる。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
・事前事後指導は講義形式で行う。
・ワークショップ実習は、実習の記録を使用して指導する。
・特別講座は、テーマや内容に従い講義、または演習形式で行なう。

【課題に対するフィードバックの方法】
・毎回ワークショップ終了後に実習日誌を回収し、コメントによるフィードバックを
行なう。

■授業計画

①事前指導１：実習の心構え、日誌の書き方
②事前指導２：ワークショップの構成とねらい
③事前指導３：ワークショップの構成とねらい
④ワークショップ実習：グループごとのローテーションで観察・参加実習を行う
⑤ワークショップ実習
⑥ワークショップ実習
⑦ワークショップ実習
⑧中間指導
⑨音楽療育ワークショップの意義
⑩ワークショップ実習
⑪ワークショップ実習
⑫ワークショップ実習
⑬ワークショップ実習
⑭特別講座受講
⑮事後指導：まとめと日誌ファイルの提出

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
・よりよい実践のために共同的な働きができる。
・子どもを発達的視点で理解し、子どもの活動をサポートすることができる。
・活動の立案、実践ができる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「下記に示す姿勢や能力を身に付けた学生に卒業を認定し、学位規則に従い学士の学
位を授与する。②幼児教育・保育領域における基礎知識、技能の習得およびそれを基
にした専門知識、技能の習得　④習得した知識、技能の活用能力」に基づき、保育士
、幼稚園教諭とその上に成り立つ「保育音楽療育士」資格取得に必要な知識と技術を
習得する。

■成績評価基準と方法

記録 70％
レポート等の提出　30％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
・ワークショップの活動案
・配布資料

【参考文献】
「ユニバーサルデザインの音楽表現」星山麻木編著・板野和彦著　萌文書林

■授業外学習

【具体的な内容】
自己の課題を持って次回実習へ参加するために、毎回のワークショップ記録を省察し
する。

【必要な時間】
事前事後１時間を目安とする。
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■その他

WS日程は別途配布の時間割で確認すること。日誌の提出により1回の実習が完了する
ものとする。
学外実習に準ずる身だしなみで参加のこと。ヘアカラー、ネイルなどは認めない。
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2020 年度生 心理学科

科 目 名 教育・学校心理学[臨床]

開講期・単位 2年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 本間　芳文

■講義の目的および概要

　通常学級内の、発達障害をはじめ様々な障害等により特別の支援を必要とする幼児
、児童及び生徒が授業に参加している実感・達成感をもちながら学び、生きる力を身
に付けていくことができるよう、幼児、児童及び生徒の学習上又は生活上の困難を理
解し、個別の教育的ニーズに対して、他の教員や関係機関と連携しながら組織的に対
応していくために必要な知識や支援方法を学んでいきます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
　講義形式で進めますが、毎回ノートに基本事項と振り返りの記入を行っていきます
。また教材としては、視聴覚教材なども使用し、提示内容を検討、分析し、その成果
を必要に応じてデｨスカッションを取り入れるなど、能動的な学修を目指します。本
講義は、小中学校において、社会科や特別支援教育（障がい児教育）の実務経験のあ
る教員が、その経験を生かして、多様な子どもに対しての効果的な教育を展開できる
教育・学校心理学の理念と方法について具体的に講義します。
【課題に対するフィードバックの方法】
　予習、復習、授業内試験などについては、授業内に解説をし、要点を指摘します。

■授業計画

①オリエンテーション　授業の進め方と教育・学校心理学の定義と今日的課題提示。
②発達の理論と発達段階及び特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒の理解。
③学習のメカニズムと学力不信の意味を理解する。
④学習意欲を支える要因と特別支援教育制度。
⑤授業づくりの基本とインクルーシブ教育の理解。
⑥通常の学級における特別支援教育。 
⑦教育における情報機器の活用とアクテイブ・ラーニング及び授業内試験１。
⑧特別支援を必要とする幼児、児童、生徒に対する教育課程、個別支援計画の作成。
⑨学習での感覚機能の重要性とその機能が弱い幼児、児童、生徒への指導の配慮。
⑩学習における認知機能の重要性とその機能が弱い幼児、児童、生徒への指導配慮。
⑪学習における記憶機能や思考力の重要性とその機能が弱い幼児、児童及び生徒への
指導の配慮と工夫
⑫家庭との連携の重要性と、家庭に母国語や貧困の問題などの事情を抱えた幼児、児
童及び生徒のニーズに配慮した支援の工夫。
⑬学級風土形成の要因とその実態を踏まえた特別の支援を必要とする幼児、児童及び
生徒への指導のあり方。 
⑭特別支援教育コーディネーターや関係機関、家庭との連携の重要性と授業内試験２ 
⑮特別支援教育を含むこれからの日本の教育課題を根拠を挙げて考えさせる。
　まとめのレポートでは、今後、対人支援や教職に立つ上で自分がさらに取り組まな
ければならいない課題を論理的に考察したレポート作成を課す。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①視覚、聴覚障害、知的障害、発達障害、肢体不自由、病弱等を含む特別な支援を　
必要とする幼児、児童、生徒の障害特性と発達特性を説明できる。
②健常な子どもとともに上記①の子ども達を支援する教育計画や方法を説明できる。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】】「自立して生きていくための専門知識、技
能を身に付けている学生に学位を授与する」に基づき、学習上又は生活上の困難を理
解し、個別の教育的ニーズに対応するために必要な知識や支援方法を学ぶことを通じ
て、自らも自立できる能力を身につける。

■成績評価基準と方法

①授業内試験１（中間テスト）４０％（ノート検査も行う）
②授業内試験２（期末テスト）４０％（ノート検査も行う）
③ノート、課題　１０％
④まとめのレポート１０％

■テキスト・参考文献

【テキスト】テキストは使用しないが、行政関係通知や要領は常用する。
【参考文献】①生徒指導提要（文部科学省）②特別支援教育にかかわる行政指針書等　
③藤沢伸介編「探求！教育心理学の世界」（2017)新曜者　2,300円＋税
　④石隈利紀編「教育・学校心理学」（2019)　遠見書房　2,600円＋税

■授業外学習
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【具体的な内容】事後学習として、当日の授業内容の復習や、提示されたり、自ら見
つけた発展課題をノートにまとめてください。また、シラバスに提示されている次時
の内容について、大切だと思われることや関連事項を事前に調べ、ノートに予習とし
て、記載しておくこと。
【必要な時間】予習、復習の時間は、それぞれ２時間を目安とします。また、常日頃
から、授業内容に関連したニュースや情報に関心をもつこと。

■その他

※ 本科目は、公認心理師となるために必要な科目として文部科学省・厚生労働省で
定められています。公認心理師試験を受験するためには、大学においてこの科目を修
得しておく必要があります。
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2020 年度生 心理学科

科 目 名 教育・学校心理学[子心]

開講期・単位 2年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 本間　芳文

■講義の目的および概要

　幼児に重きを置きつつも、成長後の通常学級内の、発達障害をはじめ様々な障害等
により特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒が授業に参加している実感・達成
感をもちながら学び、生きる力を身に付けていくことができるよう、幼児、児童及び
生徒の学習上又は生活上の困難を理解し、個別の教育的ニーズに対して、他の教員や
関係機関と連携しながら組織的に対応していくために必要な知識や支援方法を学んで
いきます。保育者志望の学生に子どもの成長後の教育見通しをもてるようにします。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
　講義形式で進めますが、毎回ノートに基本事項と振り返りの記入を行っていきます
。また教材としては、視聴覚教材なども使用し、提示内容を検討、分析し、その成果
を必要に応じてデｨスカッションを取り入れるなど、能動的な学修を目指します。本
講義は、小中学校において、社会科や特別支援教育（障がい児教育）の実務経験のあ
る教員が、その経験を生かして、多様な子どもに対しての効果的な教育を展開できる
教育心理学の理念と方法について具体的に講義します。
【課題に対するフィードバックの方法】
　予習、復習、授業内試験などについては、授業内に解説をし、要点を指摘します。

■授業計画

①オリエンテーション　授業の進め方と教育・学校心理学の定義と今日的課題提示。
②発達の理論と発達段階及び特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒の理解。
③学習のメカニズムと学力不信の意味を理解する。
④学習意欲を支える要因と特別支援教育制度。
⑤授業づくりの基本とインクルーシブ教育の理解。
⑥通常の学級における特別支援教育。 
⑦教育における情報機器の活用とアクテイブ・ラーニング及び授業内試験１。
⑧特別支援を必要とする幼児、児童、生徒に対する教育課程、個別支援計画の作成。
⑨学習での感覚機能の重要性とその機能が弱い幼児、児童、生徒への指導の配慮。
⑩学習における認知機能の重要性とその機能が弱い幼児、児童、生徒への指導配慮。
⑪学習における記憶機能や思考力の重要性とその機能が弱い幼児、児童及び生徒への
指導の配慮と工夫
⑫家庭との連携の重要性と、家庭に母国語や貧困の問題などの事情を抱えた幼児、児
童及び生徒のニーズに配慮した支援の工夫。
⑬学級風土形成の要因とその実態を踏まえた特別の支援を必要とする幼児、児童及び
生徒への指導のあり方。 
⑭特別支援教育コーディネーターや関係機関、家庭との連携の重要性と授業内試験２ 
⑮特別支援教育を含むこれからの日本の教育課題を根拠を挙げて考えさせる。
　　まとめのレポートでは、今後、対人支援や教職に立つ上で自分がさらに取り組ま　
なければならいない課題を論理的に考察したレポート作成。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】　
①視覚、聴覚障害、知的障害、発達障害、肢体不自由、病弱等を含む特別な支援を必
要とする幼児、児童、生徒の障害特性と発達特性を説明できる。
②健常な子どもとともに上記①の子ども達を支援する教育計画や方法を説明できる。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】「自立して生きていくための専門知識、技能
を身に付けている学生に学位を授与する」に基づき、学習上又は生活上の困難を理解
し、個別の教育的ニーズに対応するために必要な知識や支援方法を学ぶことを通じて
、自らも自立できる能力を身につける。

■成績評価基準と方法

①授業内試験１（中間テスト）４０％（ノート検査も行う）
②授業内試験２（期末テスト）４０％（ノート検査も行う）
③ノート、課題等　１０％
④まとめのレポート１０％

■テキスト・参考文献
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【テキスト】テキストは使用しない。

【参考文献】①生徒指導提要（文部科学省）、
②特別支援学校学習指導要領（文部科学省）、その他の行政通達等
③藤沢伸介編「探求！教育心理学の世界」（2017)新曜者　2,300円＋税
④石隈利紀編「教育・学校心理学」（2019)　遠見書房　2,600円＋税

■授業外学習

【具体的な内容】事前事後学修として、当日の授業内容の復習や、提示されたり、自
ら見つけた発展課題をノートにまとめてください。
　また、シラバスに提示されている次時の内容について、大切だと思われることや関
連事項を事前に調べ、ノートに予習として、記載しておくこと。
【必要な時間】予習、復習の時間は、それぞれ２時間を目安とします。また、常日頃
から、授業内容に関連したニュースや情報に関心をもって下さい。

■その他

7回目の中間テスト４０％と14回目の期末テスト４０％の折りには、のノート点検も
します。また、毎回ノート持参と作成を義務づけ、家庭学習の成果の確認もするので
、それを習慣化してください。
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2020 年度生 心理学科

科 目 名 学習・言語心理学

開講期・単位 2年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 佐藤　徹男

■講義の目的および概要

学習心理学と言語心理学は心理学の基礎教科です。基礎から応用までできるだけ広い
範囲の理解を目的とします。
また、経験を通して人の行動がどの様に変化するかの過程を説明できる事と、言語の
習得における機序についての概要を説明できる事を目指します。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
講義は、配布資料やビデオにより進めます。毎回の講義中にリフレクションシートを
書いて提出してもらいます。また、グループワークを通してクラスメートと意見を交
換し、自分の考えを内省できるように取り組みます。授業と平行して、学習心理学も
しくは言語心理学に関する文献を読み、まとめと感想を書いたレポートを２つ提出し
てもらいます。 
本講義は臨床現場でクライエントへの心理的介入の実務経験を持つ教員が、学習心理
学と言語心理学の基礎を解説し、それらの臨床現場での応用までを学生が理解できる
ように講義を実施します。

【課題に対するフィードバックの方法】
授業の初めに前回のリフレクションシートが採点の上返却され、フィードバックや質
問等に講師が答える。レポート課題は、採点の上返却される。

■授業計画

概ね以下の通り実施する。
①ガイダンスとレポート課題について説明
②学習心理学の領域
③レスポンデント（古典的）条件づけ
④オペラント（道具的）条件づけ１
⑤オペラント（道具的）条件づけ２
⑥学習意欲
⑦心理臨床と学習心理学　
⑧学習指導と学習心理学、レポートの提出１
⑨言語発達の生物学的基礎
⑩言語の発達と理解
⑪前言語期のコミュニケーション
⑫話し言葉と読み書きの発達
⑬言語発達の支援
⑭まとめ、レポートの提出２
⑮テスト

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
学習・言語に関する基礎理論を理解し、説明できる。
学習・言語に関連する領域の概略を理解し、主要な概念を説明できる。 

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
この科目は「心理学領域における基礎的知識、技能の修得」に基づき、学習心理学と
言語心理学領域の基礎的知識と技能を身に付ける。

■成績評価基準と方法

毎回のリフレクションシート：40%
レポート２つ：30%
テスト：30%
　　以上を総合して評価する。

■テキスト・参考文献

【テキスト】
毎回の授業時に適宜な資料を配布する。

【参考文献】
中条和光（編）（2019）学習心理学　北大路書房
秦野悦子・高橋登（編）（2017）言語発達とその支援　ミネルヴァ書房

■授業外学習
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【具体的な内容】
毎回、授業の冒頭に前回の授業内容の確認をします。必ず前回の授業内容について復
習をしてから授業に参加してください。
レポート課題2つに関しては、授業外で文献を見つけ、その文献のまとめと感想を書
いて提出してもらいます。

【必要な時間】
概ね2時間程度の事前事後学習を行って下さい。

■その他

※ 本科目は、公認心理師となるために必要な科目として文部科学省・厚生労働省で
定められています。公認心理師試験を受験するためには、大学においてこの科目を修
得しておく必要があります。
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2020 年度生 心理学科

科 目 名 心理学統計法

開講期・単位 2年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 岡田　顕宏

■講義の目的および概要

心理学研究の基本的な方法を理解し、心理学研究の技法を習得するための研究法に関
する実習科目です。
(1)心理学の研究に必要な、統計学の基本的知識を身につけること、(2)Excelを使用
したデータの集計と、心理学における基本的な統計分析の技術を身につけることが目
的です。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
ExcelとSPSSを使用して、統計のための基本的な集計から、統計分析までの実習を行
います。また、統計学の知識を獲得するための講義も同時に行います。

【課題に対するフィードバックの方法】
毎回、統計に関する知識とExcel等を用いた統計処理を行う課題が出されます。講義
の冒頭で、前回の課題の解説を行います。

■授業計画

１．データの集計の基礎
　①Excel操作の復習と統計学の基礎
　②尺度と代表値
　③度数分布とヒストグラム
　④分散と標準偏差
　⑤データ集計のまとめ

２．統計分析理論
　⑥共分散と相関係数
　⑦正規分布と標準化
　⑧推測統計の基礎
　⑨Z検定
　⑩統計分析理論のまとめ

３．統計分析手法
　⑪対応のあるｔ検定
　⑫対応のないt検定
　⑬カイ２乗検定
　⑭一要因分散分析と多重比較
　⑮統計分析手法のまとめとテスト

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
「統計に関する基礎的な知識」と技能を身につけ、「心理学で用いられる統計手法」
を理解できるようになることを目標とします。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「心理学領域における基礎的知識、技能の修得」に該当する科目です。

■成績評価基準と方法

毎回の提出課題とレポート（50%）、期末試験（50%）によって評価します。

■テキスト・参考文献

【テキスト】
山内光哉「心理・教育のための統計法〈第３版〉サイエンス社

【参考文献】
講義内で指示します。

■授業外学習

【具体的な内容】
授業の内容を確認し、知識や技能を定着するために、毎回の課題を授業後に遂行し、
遅れずに提出することが必要です。Excelの作業をスムーズにできないと授業につい
ていくことができません。苦手な場合には授業時間外に練習してマスターしておくこ
とが必要です。事前事後学習においてもExcelとWordを使用できる環境が必要です。

【必要な時間】
4時間

■その他
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※今年度は、使用教室等の都合で、履修できる人数に限りがあります。履修人数の上
限（48名）を超えた場合には、抽選が行われます。
※本科目を履修するためには、「心理学概論」と「心理学実験Ⅰ（基礎）」の単位を
既に修得済みであることが必要です。
※本科目は、公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令
で定められています。公認心理師試験を受験するためには、大学においてこの科目を
修得しておく必要があります。
※認定心理士（日本心理学会認定心理士認定委員会）取得に必要です。
※心理学系の大学院への進学を考えている学生、卒業研究を履修する予定の学生は必
ず履修してください。
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2020 年度生 心理学科

科 目 名 障害者・障害児心理学[臨床]

開講期・単位 2年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 佐藤　徹男

■講義の目的および概要

様々な発達段階で生じる身体的、知的及び、精神的な障害の種類と特徴についての理
解を深める。”障がい”という言葉の多様性やそれに関する問題、当事者や家族の障
害に対する思いや感じ方も紹介したい。また医療・教育・福祉分野における課題や支
援のあり方について考えていく。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
講義やビデオ教材、参考資料や事例などを通して学び、グループディスカッションと
組み合わせて進めていく。また毎回リフレクションシートの提出も行う。
様々な臨床現場で障害を持つ方への心理支援を行ってきた実務経験のある教員が、障
害に関する基礎や支援方法を説明し、学生自身が障害に対する思いや考えを内省でき
るよう講義を実施します。

【課題に対するフィードバックの方法】
授業の初めに前回のリフレクションシートが採点の上返却され、フィードバックや質
問等に講師が答える。レポート課題は、採点の上返却される。

■授業計画

①オリエンテーションと障害に関する概要
②障害者心理学の概要
③視覚障害の心理とその支援
④聴覚障害の心理とその支援
⑤音声・言語障害の心理とその支援
⑥知的障害の心理とその支援、レポート提出①
⑦自閉スペクトラム症の心理とその支援
⑧学習障害の心理とその支援
⑨注意欠陥・多動症の心理とその支援
⑩不安障害の心理とその支援
⑪抑うつ障害の心理とその支援
⑫高次脳機能障害の心理とその支援、レポート提出②
⑬ダイバーシティーとLGBTQ+の心理とその支援*
⑭まとめ
⑮テスト

＊LGBTQ+は障害ではありませんが、心理的な悩みを持つことも多いため、この授業で
扱います。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
身体障害、知的障害及び精神障害について概説できる。
障害者・障害児の心理社会的課題及び必要な支援について説明できる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
この科目は「臨床心理学領域における基礎的知識、技能の修得およびそれを基にした
専門知識、技能の修得」に基づき、障害に関する基礎知識や技能と、障害を持つ大人
や児童の心理、そしてその方達への心理的支援の基礎を理解する。

■成績評価基準と方法

毎回のリフレクションシート：40％
障害に関するレポート2つ：30％
テスト：30％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
必要に応じて、プリントを配布する。

【参考文献】
太田信夫（監）柿澤敏文（編）（2017）障害者心理学　北大路書房

■授業外学習
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【具体的な内容】
授業で学んだ内容を復習し、様々な障害や支援の仕方について理解してもらいます。
障害に関するレポートでは、一つ障害を選びその障害に対する社会的な印象や偏見等
を書いてもらった後、その障害の特徴や当事者の思い等をまとめてもらいます。 

【必要な時間】
概ね事前事後学習として2時間を要します。

■その他

※ 本科目は、公認心理師となるために必要な科目として文部科学省・厚生労働省で
定められています。公認心理師試験を受験するためには、大学においてこの科目を修
得しておく必要があります。
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2020 年度生 心理学科

科 目 名 障害者・障害児心理学[子心]

開講期・単位 2年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 青木　美和子

■講義の目的および概要

この授業は、発達段階で生じる障害について知識を深め、援助の方法について学ぶこ
とを目的とします。また、発達障害の当事者、その家族の事例をもとに、障害の特性
やその障害に起因する社会適応上の困難について理解し、心理学的視点から必要とさ
れる支援について考えていきます。さらに、障害という言葉の多様性や包括する問題
を理解できるようにすることを目指します。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
講義形式を基本としますが、必要に応じて、グループディスカッション、発表も取り
入れます。また、視聴覚教材も適宜用いて、議論や理解を深めます。

【課題に対するフィードバックの方法】

グループ発表については、発表後、助言、指導をします。課題については、授業内で
解説していきます。

■授業計画

①オリエンテーション
②障害とは何か　文献を通して
③発達障害について1
④発達障害について2
⑤自立とは何か　グループディスカッション
⑥知的障害　定義・特性
⑦知的障害　発達上の課題
⑧知的障害　アセスメント・支援について
⑨自閉症スペクトラム症　定義・特性1
⑩自閉症スペクトラム症　定義・特性2
⑪自閉症スペクトラム症　発達上の課題
⑫自閉症スペクトラム症　アセスメント・支援について
⑬AD/HDについて
⑭学習障害について
⑮まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①発達障害の定義（概念）を明確にし、それぞれの障害に特有の発達上の課題、社会
生活で生じてくる問題を理解することができる。
②発達障害者・児に対し、心理学的視点から必要とされる支援について考えることが
できる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
学科DP「医療、福祉、保育などの現場で専門的対人援助が行える基礎力を有する人材
の育成を目的とする」に基づく。

■成績評価基準と方法

課題提出70％　振り返りの提出30％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
適宜、プリントを配布します。

【参考文献】

■授業外学習

【具体的な内容】
発達障害を理解するには、人間の知的発達、言語発達、社会性発達、認知発達、上道
の発生と自己の成長などを理解しなければなりません。それぞれ発達心理学のテキス
トを読み、次回の授業に関する箇所をまとめてください。 また、授業後は事例を読
んでいただき、考察レポートの作成、提出も求めます。

【必要な時間】
予習・復習の時間はそれぞれ2時間を目安とします。
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■その他

2021(令和3)年4月1日

542



2020 年度生 心理学科

科 目 名 心理学的支援法

開講期・単位 2年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 髙野　創子

■講義の目的および概要

 本講義は、心理療法をはじめとする心理学的支援法について、その観点と理論、技
術について学ぶことを目的としています。具体的には①カウンセリングの発想・技術
・方法について②各種心理療法の概要について③心の発達などライフサイクルの過程
で起こりうる様々な問題とその支援について、今日的な問題も含めて議論しながら学
びを深めて行きます。臨床心理学にはどのような諸分野があるかを知ること、また心
理療法の各種理論について理解し、理論の裏にある人間理解のあり方について自分な
りに考えることができるようになることを目的とします。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
 基本的には講義形式で行われます。毎回のテーマに沿って、受講生と議論しながら
その内容を深める形で授業を進めます。他者の視点を学ぶために、必要に応じてグル
ープディスカッションやロールプレイを行います。毎回の講義の終了時に講義内で取
り上げたテーマについて自分なりに考えたことを表現する小レポートを提出してもら
います。
　本講義は、心療内科精神科の心理士、またスクールカウンセラーとして実務経験の
ある教員が心理支援の発想と技術、各種心理療法の理論をもとにした人間理解の視点
をクライアントに活かす視点を養う講義を実施します。

【課題に対するフィードバックの方法】
毎回の講義で実施する小レポートで書かれた内容について紙面に掲載し、講義の冒頭
で自分以外の受講生の視点を示すとともに、教員の視点を解説します。

■授業計画

① イントロダクション　　　　　　　心とは何か
② 臨床心理学の基本理論(１)　　　　相談とカウンセリングの違い
③ 臨床心理学の基本理論(２)　　　　カウンセリングの発想
④ 臨床心理学の基本理論(３)　　　　カウンセリングの技術
⑤ 臨床心理学の基本理論(４)　　　　カウンセリングの方法
⑥ ライフサイクルと心理的問題(１)　生涯発達と発達課題
⑦ ライフサイクルと心理的問題(２)　自己の発達について
⑧ 心理療法の理論モデル(１)　　　　精神分析的心理療法
⑨ 心理療法の理論モデル(２)　　　　クライアント中心療法
⑩ 心理療法の理論モデル(３)　　　　認知・行動療法　
⑪ 心理療法の介入技法(１)　　　　　個人・集団へのアプローチ
⑫ 心理療法の介入技法(２)　　　　　コミュニティ支援の歴史
⑬ 心理療法の介入技法(３)　　　　　コミュニティ支援の理論
⑭ 心理療法の介入技法(４)　　　　　スクールカウンセラーの実際
⑮ 全体のまとめと試験

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
 代表的な心理療法の理論や技法について学ぶこと、臨床心理学的な視点を学ぶこと
は大切であるが、それ以上に学ぶ過程で自分なりの考えや意見を持ち、表現できるこ
とを受講生に期待する。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「教養教育によって培われる豊かな人間性を基盤に、心理学の基礎理論と臨床心理学
的援助に関する知識と技能の修得を目指し、下記に示す姿勢や能力を身に付けた学生
に学位を授与する。①心理学領域における基礎的知識、技能の修得②臨床心理学領域
における基礎的知識、技能の修得およびそれを基にした専門知識、技能の修得③人文
学領域に関する教養の修得④修得した知識、技能の活用能力⑤自立して行動できる姿
勢、課題を発見し解決する能力」のうち、本講義は②④⑤に基づく能力を身につけま
す。

■成績評価基準と方法

授業中に課する小レポート・中間筆記テスト(60%)、最終講義での筆記テスト(40％)

■テキスト・参考文献
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【テキスト】
適宜プリントを配布します。

【参考文献】
下山晴彦・編　「よくわかる臨床心理学」　ミネルヴァ書房
その他の参考文献については各回のテーマに沿って分けて、一覧にしたものを初回講
義で配布します。

■授業外学習

【具体的な内容】
 本講義は、継続展開の講義となります。講義で教えた内容を覚えていないと次回の
講義で学ぶことにつなげて理解することができません。そのため、毎回の講義の冒頭
に、前回の講義に関する内容について確認するための復習を行います。前回のプリン
トを元に授業内容を振り返り、ポイントや重要事項を確認して、まとめてください。
また日ごろから新聞やテレビで心に関するニュースに関心を持ち、自分の考えを思い
めぐらせてください。復習を行うことが次回の講義の予習となります。

【必要な時間】
予習と復習は併せて4時間を目安とします。

■その他

＊本科目は、公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令
で定められています。公認心理師試験を受験するためには、大学においてこの科目を
修得しておく必要があります。

・遅刻は認めません。ただし、公共交通機関の遅れなど、やむを得ない事情について
は考慮しますので、証明書などを持参して前の扉から入室してください。
・講義中の携帯電話の使用（メールのやり取りやゲーム）については、発見し次第、
退室してもらいます。
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2020 年度生 心理学科

科 目 名 精神疾患とその治療

開講期・単位 2年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 安岡　譽

■講義の目的および概要

精神医学とは、精神疾患（こころの病）を対象とする医学の一領域である。
本講義の目的は、精神疾患の全容について学び、正しく理解することで、無用の偏見
を持たぬことにある。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
講義形式（オンライン方式等を含む）で行う。

【課題に対するフィードバックの方法】

■授業計画

①序論：精神医学とは何か？
②精神（こころ）の構造、機能、成長と発達
③総論（1）精神の正常と異常
④ 〃 （2）脳の構造と機能
⑤ 〃 （3）精神疾患の原因、症状、経過および診断と治療
⑥各論（1）精神病―統合失調症
⑦ 〃 （2）　〃　―気分（感情）障害
⑧ 〃 （3）精神症性障害、ストレス関連障害、身体表現性障害
⑨ 〃 （4）睡眠・摂食・性関連障害
⑩ 〃 （5）脳の急性障害と慢性障害
⑪ 〃 （6）アルコール・薬物関連障害
⑫ 〃 （7）人格障害（パーソナリティ障害）
⑬関連領域（1）児童・青年期の精神医学
⑭　　〃　（2）精神科医療（チーム医療）
⑮　　〃　（3）社会変動と人のこころ（まとめ）

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
精神疾患への理解を深め、精神の正常性と異常性の相違を学び、偏見なき人間理解を
深め、その結果、適切に臨床的対応ができる知的準備性と人格的準備性とを十分に整
えることにある。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】

■成績評価基準と方法

最終定期試験（50％）、および、1回の課題レポートの提出とその評価（30％）、出
席および受講態度（20％）を統合して評価する。

■テキスト・参考文献

【テキスト】
講義レジメ（15講分、事実上の教科書）を予め配布する。

【参考文献】
適宜、関連資料を配布する。文献紹介も行う。

■授業外学習

【具体的な内容】
講義レジメの予習と復習の義務を課す。レポート作成には多くの文献を引用すること
も義務とし、自主的学習を期待する。

【必要な時間】

■その他

講義を傾聴することで聴く能力の向上に努力されることを期待する。学問とは孤高の
作業であることを心に銘ずることが肝要である。
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2020 年度生 心理学科

科 目 名 司法・犯罪心理学

開講期・単位 2年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 鈴木　憲治

■講義の目的および概要

　本講義では、公認心理師のカリキュラムに則り、司法・犯罪分野における心理的支
援に不可欠な枠組み（法規・制度）を関連他機関多職種に理解可能な説明ができるよ
うになることを目的とします。
　さらに、心理的支援の基礎理論及び各種技法に関する基礎的知識を習得し、公認心
理師試験に必要とされる知識・技法を習得するとともに、公認心理士資格取得後、実
務において研鑽を積む際に必要な基盤を作るために自立して専門知識・技能を身に付
けることが出来るようになることを目的とします。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
　本講義では，司法領域で実務経験のある教員が，人間に対する深い理解，深い人間
理解に根ざした支援を実践できるようにするため以下の方法をとります。
　ア）知識をパワーポイントによる講義形式で提供します。
　イ）両価的なテーマについてのグループディスカッションやレポートを実施して，
知識を確かなものにします
　ウ）実務家をゲストスピーカーとして招き，臨床現場の実際を聴くことで，知識に
偏らない社会で役立つ知見とします
【課題に対するフィードバックの方法】
　毎回講義最後に実施する「理解度確認チェック」の解答を次回授業冒頭に行い，講
義での定着が難しかった点について，教員が補足します。

■授業計画

概ね以下の予定に沿って授業を展開します。

①　司法・犯罪心理学の概要
　　司法・犯罪分野の心理職

《刑事手続き分野》
②　犯罪加害者理解と支援
　　　ＲＮＲ原則とリスクアセスメント
③　犯罪捜査における心理学的知見
　　　プロファイリングとポリグラフ
④　少年法と少年非行
⑤　社会内処遇と施設内処遇‐１
　　　少年鑑別所と少年院
⑥　社会内処遇と施設内処遇‐２
　　　刑務所
⑦　社会内処遇と施設内処遇‐３
　　　保護観察
⑧　障害のある非行少年・犯罪者への対応
⑨　被害者の心理と犯罪被害者支援
⑩　裁判員裁判（ゲストスピーカーの解説）

《民事手続き分野》
⑪　家庭紛争（家事）事件の理解（ゲストスピーカーの解説）
⑫　家庭内暴力の理解
　　　DVと虐待
⑬　親の紛争下における子の意思の把握と考慮

⑭　面接手法
　　　司法面接，動機づけ面接
⑮　まとめ（ふり返りテスト）

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連
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【到達目標】
　本授業では，以下の事項について基礎的理解を得ていることが求められます。
《刑事手続き分野》
　１）少年法等基本法規が理解できる
　２）少年事件の審判手続きが理解できる
　３）少年非行の動向，特質，心理的背景が理解できる
　４）非行臨床で用いられるアプローチが習得できている
　５）司法・犯罪分野における心理社会的支援の課題が理解できる
《民事手続き分野》
　１）家族法等基本法規が理解できている
　２）司法手続きにおける子どもの権利について理解できる
　３）司法手続き下にある子どもの心理的背景が理解できる
　４）司法手続き下にある成人の心理的背景が理解できる
　５）司法手続き下における心理社会的支援の課題が理解できる
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
　「臨床心理学領域における基礎的知識、技能の修得およびそれを基にした専門知識
、技能の修得」を身に付けている学生に学位を授与するＤＰに基づき，司法・犯罪分
野における心理的支援に不可欠な枠組を理解した上で，その基礎理論及び各種技法に
関する基礎的知識を習得します。

■成績評価基準と方法

以下の３点で評価します。
「ふり返りテスト」　　　　　　　　　　：20%
　ゲストスピーカーの授業も含め、全授業範囲から出題します。
「理解度確認チェック」評価　　　　　　：70% 5%×14回
　毎時間講義最後に実施します。
　欠席の場合も，１週間以内の提出で加点します
レポート
　参考文献等レポート　　　　　　　　　：10%

■テキスト・参考文献

【テキスト】
　適宜プリントを配布します。
【参考文献】
　「入門　犯罪心理学」原田隆之　ちくま新書
　「犯罪心理学ビギナーズガイド　世界の捜査，裁判，矯正の現場から」R.ﾌﾞﾙ，C.ｸ
ｯｸ，R.ﾊｯﾁｬｰ，J.ｳｯﾄﾞﾊﾑ，C.ﾋﾞﾙﾋﾞｰ，T.ｸﾞﾗﾝﾄ　仲真紀子監訳　有斐閣
　以上のほかに，「①　司法・犯罪心理学の概要」時に「参考文献等リスト」を配布
します。

■授業外学習

【具体的な内容】
　毎回授業の最後に，「理解度確認チェック」を実施し，次の授業冒頭で解答解説を
行います。「理解度確認チェック」で不明だった点は，授業の復習をする中で必ず確
認し，次回授業の解答解説までに確実な理解を得たうえで参加してください。
　「参考文献等リスト」から，興味関心をもった書籍・映画・ドラマを《刑事手続き
分野》または《民事手続き分野》から1点選び，⑭回講義修了時までに，レポート（
1200字程度，書式は「参考文献等リスト」配布時に提示）として提出していただきま
す。
【必要な時間】
　「理解度確認チェック」の復習は，目安として２時間を要します。
　参考文献等レポートの作成の目安は約４時間です。

　常日ごろからニュース，新聞，インターネットなどで，社会的な事件についての情
報を入手するように心掛けてください。

■その他

　授業でテキストとして配布するレジュメは，公認心理師試験対策の教材として使用
できるものですので，綴るファイルを準備して下さい。
　本科目は、公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令
で定められています。公認心理師試験を受験するためには、大学においてこの科目を
修得しておく必要があります。
　なお，新型コロナウイルスの感染拡大状況によっては，ゲストスピーカーの招聘を
中止し，教員の講義に代えることがあります。
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2020 年度生 心理学科

科 目 名 心理的アセスメントⅠ(質問紙法)

開講期・単位 2年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 澤田　信也

■講義の目的および概要

　心理アセスメントに関わる質問紙法について概要を講義したのち、実際に使用する
心理検査について実習します。検査の内容や基本的な考え方について学び、有効性や
限界をふまえて解釈法を理解することを目指します。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
講義と実習、レポート作成を行います。少人数でのグループワークも取り入れます。
本講義は実際に臨床心理士として実務経験豊富な教員が担当します。

【課題に対するフィードバックの方法】
レポート作成の際には模範となるレポートを示して解説します。

■授業計画

①オリエンテーション
★心理的アセスメントの目的及び倫理
★心理的アセスメントの観点及び展開
②★心理的アセスメントの方法（観察、面接及び心理検査
★適切な記録及び報告
③YG性格検査１　実施と概要
④YG性格検査２　採点と結果
⑤YG性格検査３　解釈とレポート作成
⑥エゴグラムⅡ　実施と概要
⑦エゴグラムⅡ　採点と結果
⑧エゴグラムⅡ　解釈とレポート作成
⑨知能検査１　ビネー式の概要
⑩知能検査２　ビネー式の実施
⑪知能検査３　ビネー式のレポート作成
⑫知能検査４　ウェクスラー式の概要
⑬知能検査５　ウェクスラー式の実施
⑭知能検査６　ウェクスラー式のレポート作成
⑮まとめとレポート作成
★は公認心理師試験対応

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
　心理検査や知能検査の成り立ちを理解し、実施法を習得します。さらにそれを活用
した心理アセスメントと報告実務を経験し実際の心理臨床場面で利用できる水準を目
指します。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
　本学の方針に基づき、臨床心理学領域における基礎知識、技能を習得し、さらに専
門性を高めるための基礎学力を確かなものとします。

■成績評価基準と方法

授業参加（グループ討議、発表）30％
小レポート　　　　　　　　　　30％
まとめのレポート課題　　　　　40％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
随時プリントを配布します。

【参考文献】
必要時に紹介します

■授業外学習

【具体的な内容】
　毎回配布される資料をよく読み、次回の講義の冒頭で行われる振り返りとともに活
用し、理解を深めてください。また次の講義について概要を説明しますので、事前学
習をしてください。
【必要な時間】
事前事後各々2時間程度を見込んでください。
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■その他
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2020 年度生 心理学科

科 目 名 産業・組織心理学

開講期・単位 2年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 渡邊　良平

■講義の目的および概要

この授業では産業・組織心理学をマイクローマクロの観点で学修することにより、社
会生活における様々な課題に対し、個人のキャリア発達的視点と社会的な視点の2つ
の側面から理解できるようになることを目的とします。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
基本的には講義形式で行います。

【課題に対するフィードバックの方法】
「自身のキャリア発達に講義で得られた知見がどのように活かされるか」がレポート
の課題となります。

■授業計画

①概論
②能率心理学
③人事心理学①
④人事心理学②
⑤人事心理学③
⑥人間工学
⑦組織心理学
⑧集団の感情・態度
⑨人間性心理学①
⑩人間性心理学②
⑪動機
⑫キャリア①
⑬キャリア②
⑭キャリア③
⑮管理職の役割

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
自身のキャリアの発達に関心を持ち、キャリアに危機を及ぼす課題を理解し、キャリ
ア発達について個人的視点・社会的視点から説明できる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力」に基づき、社会生活で起こ
る様々な課題の中で、キャリアを発達させながら社会人として自立できる能力を身に
つける。

■成績評価基準と方法

定期試験：55％
小レポート：30％
レポート課題：15％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
適宜プリントを配布します。

【参考文献】
『産業・組織エッセンシャルズ』田中堅一郎編　ナカニシヤ出版

■授業外学習

予習や復習、職業選択やキャリアについての情報収集、自身のキャリア発達について
の整理・考察を実施してください。予習・復習はそれぞれ1時間、キャリアに関する
整理・考察については重点的に実施することとして15時間を目安とします。

■その他

※ 本科目は、公認心理師となるために必要な科目として文部科学省・厚生労働省で
定められています。公認心理師試験を受験するためには、大学においてこの科目を修
得しておく必要があります。
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2020 年度生 心理学科

科 目 名 カウンセリング演習

開講期・単位 2年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 松浦　秀太

■講義の目的および概要

　本講義では心理学的支援法のひとつであるカウンセリングに関する基礎的な理論及
び技法を学ぶことを目的としています。具体的には「傾聴技法」や「ロジャーズの3
条件」などのカウンセリングの基本思想、そしてカウンセリングのベーシックテクニ
ックを学びます。その上でロールプレイを行い、それらの思想や技法の意義を体験的
に理解することを目的としています。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
　本講義では、臨床心理士資格を持ち、児童精神科やスクールカウンセラーとしてカ
ウンセリングの実務経験のある教員が講義を行います。具体的には講義＋演習形式で
展開します。演習ではロールプレイなどの体験学習を元に、基本的なカウンセリング
概念の理解を深めますまた、必要に応じてグループワークやディスカッションなどを
取り入れるなど、能動的な学修を目指します。 

【課題に対するフィードバックの方法】
　課題については、講義内で解説します。

■授業計画

　概ね以下の予定に沿って講義を展開します。進行状況によって、順序や内容は変更
が生じる可能性があります。

　① ガイダンス＋カウンセリングとは何か
　② ロジャーズの理論と実践(1)
　③ ロジャーズの理論と実践(2)
　④ 「グロリアと3人のセラピスト」鑑賞(1)
　⑤ 「グロリアと3人のセラピスト」鑑賞(2)
　⑥ ロジャーズの理論と実践(3)
　⑦ ロジャーズの理論と実践(4)
　⑧ カウンセリングの設定と関係づくり(1)
　⑨ カウンセリングの設定と関係づくり(2)
　⑩ カウンセリングのベーシックテクニック(1)
　⑪ カウンセリングのベーシックテクニック(2)
　⑫ 面接法、観察技法
　⑬ 実技試験(1)
　⑭ 実技試験(2)
　⑮ 実技試験(予備日)＋まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
① カウンセリングの基本的な概念を理解し、技法を体得する。
② 傾聴の重要さを理解する。
③ カウンセリング過程の相互作用過程を体験する。 

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
　「臨床心理学領域における基礎的知識、技能の修得およびそれを基にした専門知識
、技能の修得」に基づき、カウンセリングや臨床心理学的援助に関する知識と技能を
修得します。

■成績評価基準と方法

　以下の4点で評価します。
　A) 課題：20%
　B) レポート（ロールプレイの逐語レポート【予定】）：40%
　C) 実技試験：20%
　D) 定期試験：20%
※A)～D)のカテゴリー全てに点数がついていることが単位取得最低条件とします。

■テキスト・参考文献

【テキスト】
　特に使用しません。

【参考文献】
　坂中正義 (編) (2017). 傾聴の心理学―PCAを学ぶ. 創元社.

■授業外学習
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【具体的な内容】
　事前にカウンセリングに関する書籍を読み、カウンセリングのイメージを膨らませ
ておいてください。また、事後学習として配布されたレジュメを見直し、関連する概
念などを自身で調べ、理解を深めるようにしてください。
　「臨床心理学概論」(1年次秋学期開講科目)や「心理学的支援法」(2年次春学期開
講科目)などの講義を履修し、臨床心理学の概念や心理学的支援法について理解して
いることが望まれます。 

【必要な時間】
　上述のような事前及び事後学習はそれぞれ2時間を目安とします。

■その他

・本科目はカウンセリング実務士取得のための必修科目です（2019年度生～）。 
・コロナウイルス感染症の拡大などにより、対面形式の講義が実施できない場合、上
記の計画などに変更が生じる可能性があります。
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2020 年度生 心理学科

科 目 名 レクリエーション理論(子ども)

開講期・単位 2年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 長江　孝

■講義の目的および概要

様々な課題を抱える現代社会において、レクリエーションの位置づけは個人及び集団
におけるコミュニケーション能力を高めるための手段として、欠かすことの出来ない
ものとなっています。本講義の目的は、レクリエーションの意義、レクリエーション
インストラクターの役割やレクリエーション支援が必要とされる具体的な場面につい
て理解することです。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
講義形式と実技体験が中心になりますが、グループワークやディスカッションの演習
を取り入れ、グループでの発表も行い、能動的な学習を目指します。

本講義は、子どもの自然体験活動等でレクリエーションを実施している実務経験のあ
る教員が、レクリエーションとは何かをレクリエーション支援者の視点から理解でき
る講義を実施します。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題については、授業内で解説します。

■授業計画

①授業ガイダンス
②レクリエーション概論（レクリエーション支援とは）
③楽しさと心の元気づくりの理論Ⅰ（楽しさを通した心の元気づくりと対象者の元気
づくり）
④楽しさと心の元気づくりの理論Ⅱ（心の元気と地域のきずな）
⑤レクリエーション支援の理論Ⅰ（コミュニケーションと信頼関係づくりの理論）
⑥レクリエーション支援の理論Ⅱ（良好な集団づくりの理論）
⑦レクリエーション支援の理論Ⅲ（自主的、主体的に楽しむ力を育む理論）
⑧レクリエーション支援のプログラムⅠ（リスクマネジメントの方法①）
⑨レクリエーション支援のプログラムⅡ（リスクマネジメントの方法②）
⑩プログラムの立案Ⅰ(グループワーク①）
⑪プログラムの立案Ⅱ（グループワーク②）
⑫プログラムの立案Ⅲ（グループワーク③）
⑬プログラムの発表Ⅰ
⑭プログラムの発表Ⅱ
⑮プログラムの発表Ⅲ・まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①レクリエーションの意義やインストラクターとして必要な知識を理解することがで
きる。
②レクリエーションの重要性を理解し、積極的に関わる能力を身につける。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「幼児教育・保育領域における基礎的知識、技能の修得およびそれを基にした専門知
識、技能の修得した学生に学位を授与する」に基づき、コミュニケーション能力の向
上や支援者としての技術の獲得を通して幼児教育・保育領域で幅広く活躍できる能力
を身に付ける。

■成績評価基準と方法

①演習発表　40％
②レクリエーションへの理解度、小テスト 30％
③課題レポート 30％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
『楽しさをとおした心の元気づくり～レクリエーション支援の理論と方法』公益財団
法人　日本レクリエーション協会

基本のアイスブレーキング・ゲームいつでも、どこでも、誰とでも楽しめるオススメ
ゲーム４０選　公益財団法人　日本レクリエーション協会

【参考文献】
『レクリエーション支援の基礎』公益財団法人　日本レクリエーション協会

■授業外学習
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次回の授業範囲について、専門用語の意味などを予習ノートにまとめてください。毎
回の授業で、その日行ったアクティビティの内容と感想について課題を出題しますの
で、レポートにまとめてください。予習・復習の時間は、それぞれ2時間を目安とし
ます。
日常的に笑顔であいさつが出来、誰とでも積極的にコミュニケーションを図ろうとす
る姿勢を心がけ、実践をしてください。

■その他

この科目は、「レクリエーション・インストラクター｣の資格取得をするための必修
科目です。
積極的にコミュニケーションを図るよう心がけてください。
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2020 年度生 心理学科

科 目 名 子どもの健康と安全[子心]

開講期・単位 2年 後期・選択 1単位・演習

担 当 者 高山　望

■講義の目的および概要

本講義の目的は、保育における保健的視点を踏まえた保育環境や援助について理解し
、保育における衛生管理・事故防止及び安全対策・危機管理・災害対策・感染症対策
について具体的な能力を身につけることとする。また、子どもの健康および安全の管
理に関わる組織的取組や保健活動の計画および評価について具体的に学習する。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
1）1回90分　15回の講義　予習あるいは復習を行う
2）適宜視聴覚教材を活用して講義を行う
3）疾病の予防および適切な対応は：問題解決思考を基盤とする
4）プログラム学習の活用：①良い聴き手を育てること、②発表能力がつくことを目
的として活用する。内容は、グループワークで話し合った看護アセスメント内容を全
体で発表し、問答、討議を行う。また、各グループ間の内容を共有することで視点が
広がり、考え方の多様性を学ぶことができる（第12回、第14回）。

【課題に対するフィードバックの方法】
・小テストは毎回、授業の最後の時間に行い、その場で解答する
・課題レポートはA4版1枚　35字×35行、フォント10.5ポイント以上とし、
起承転結の構成で記載すること
・第12回は事前課題を持参しそのレポートを用いてグループワーク行う
第13回授業終了時に、個人レポートとして提出する。レポート課題は、後日コメント
して返却する

■授業計画

第1回　導入　子どもの健康と安全を守るために（第1章）小テスト
第2回　保健的観点をふまえた保育環境および援助（第2章）小テスト
第3回　保育における健康および安全の管理①衛生管理（第3章）小テスト
第4回　保育における健康および安全の管理②事故防止・安全管理（第3章）小テスト
第5回　保育における健康および安全の管理③危機管理・災害対策（第3章）小テスト
第6回　子どもの体調不良に対する適切な対応①体調不良（第4章）小テスト
第7回　子どもの体調不良に対する適切な対応②緊急時の対応（第4章）小テスト　
第8回　子どもの体調不良に対する適切な対応③救命蘇生法（第4章）小テスト
第9回　感染症対策（第5章）小テスト
第10回　障害のある子どもへの対応、医療行為（第6章）小テスト
第11回　健康および安全の管理の実施体制①保健活動の計画及び評価（第7章）小テ
スト
第12回　保健活動の計画および評価 グループワーク
第13回　保健活動の計画および評価　全体発表
第14回　保健だよりの作成　グループワーク
第15回　健康および安全の管理の実施体制②連携・協働（第7章）まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
1)保育における保健的視点を踏まえた保育環境や援助について説明できる
2)保育における衛生管理・事故防止及び安全対策・危機管理・災害対策について具体
的に説明できる
3)子どもの体調不良等の適切な対応について具体的に説明できる
4)保育における感染症対策について、具体的に説明できる
5)保育における保健的対応や基本的考え方を踏まえ、子どもの発達や状態等に即した
適切な対応について、具体的に説明できる
6)子どもの健康および安全の管理に関わる組織的取組や保健活動の計画および評価に
ついて具体的に学習する

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
人文学部心理学科こども心理専攻の「幼児教育・保育領域における基礎的知識、技能
の習得」に関わる科目（保育士資格必修）

■成績評価基準と方法

課題提出１０点×４回＝４０点
定期試験　　　　　　　６０点　合計１００点
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■テキスト・参考文献

【テキスト】
　藤郁夫ほか（2019）：子どもの健康と安全，学建書院.東京.

【参考文献】
　小林美由紀（2018）：子どもの健康と安全演習ノート，診断と治療社.東京.
　高内正子ほか（2020）：保育の場で活きる　子どもの健康と安全，建帛社.東京

■授業外学習

第1回　【課題：「保育士として大切にしたいこと」（2時間）】
　　　 【復習：保育所保育指針「健康および安全」をまとめる（第1章）（2時間）
】
第2回　【予習：集団健診の時期と健診内容をまとめる（第2章）（2時間）】
　　　 【復習：寝る、食べる、排泄の支援内容をまとめる（2時間）】
第3回　【予習：食中毒例（種類や発生時期）を調べてまとめる（第3章）（2時間）
】
　　 　【復習：嘔吐物の処理方法について手順をまとめる（2時間）】
第4回　【予習：小児の事故、年齢別の死亡事故原因をまとめる（第3章）（2時間）
】
　　　 【復習：誤飲、誤嚥、窒息事故の安全対策をまとめる（第3章）（2時間）】
第5回　【予習：災害時を想定して持ち出すものをまとめる（2時間）】
　　　 【課題：例題の絵を見て子どもの事故防止のポイントを考える（2時間）】
第6回　【予習：発熱、咳の症状時の対応をまとめる（第4章）（2時間）】
　　　 【復習：嘔吐、下痢の症状時の対応をまとめる（第4章）（2時間）】
第7回　【予習：アナフィラキシーショックの対応をまとめる（第4章）（2時間）】
　　　 【復習：けいれんや意識消失時の対応をまとめる（第4章）（2時間）】
第8回　【予習：心肺蘇生法の一次救命処置の手順をまとめる（第4章）（2時間）】
　　　 【復習：AEDの装着方法をまとめる（第4章）（2時間）】
第9回　【予習：予防接種の種類と実施時期をまとめる（第5章）（2時間）】
　　　 【復習：感染症の症状と対応をまとめる（第5章）（2時間）】
第10回 【予習：障害者手帳についてまとめる（第6章）（2時間）】
　　　 【課題：「障がいをもつ子どもと保護者へのサポートについて」（2時間）】
第11回 【予習：保健計画の作成の法的根拠、意義をまとめる（第7章）（2時間）】
　　　 【復習：3歳児の身体発育、生理学的機能をまとめる（2時間）】
第12回 【課題：「3歳児における年間の保健計画を作成する」（第7章）（2時間）】
　　　 【復習：保健計画の項目と根拠をそれぞれ記載する（2時間）】
第13回 【予習：保健計画の追加・修正を行う（2時間）】
　　　 【復習：保健計画の評価、分析の視点をまとめる（第7章）（2時間）】
第14回 【予習：記載する健康面、注意点、イラストを調べる（2時間）】
　　　 【復習：保健だよりの追加・修正を行う（2時間）】
第15回 【予習：保育所の職員構成や配置基準をまとめる（第7章）（2時間）】
　　　 【復習：保健所における多職種の専門性や役割をまとめる（2時間）】

■その他
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2020 年度生 心理学科

科 目 名 子どもの保健[子心]

開講期・単位 2年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 高山　望

■講義の目的および概要

本講義の目的は、子どもの心身の健康増進を図る保健活動の意義や子どもの身体的な
発育・発達と保健について理解することである。また、子どもの心身の健康状態とそ
の把握の方法について、子どもの疾病とその予防法および多職種間の連携・協働にも
とでの適切な対応方法について学習する。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
1）1回90分　15回の講義　予習あるいは復習を行う
2）適宜視聴覚教材を活用して講義を行う
3）疾病の予防および適切な対応は：問題解決思考を基盤とする
4）プログラム学習の活用：①良い聴き手を育てること、②発表能力がつくことを目
的として活用する。内容は、グループワークで話し合った看護アセスメント内容を全
体で発表し、問答、討議を行う。また、各グループ間の内容を共有することで視点が
広がり、考え方の多様性を学ぶことができる（第13回、第15回）。

【課題に対するフィードバックの方法】
・小テストは毎回、授業の最後の時間に行い、その場で解答する
・課題レポートはA4版1枚　35字×35行、フォント10.5ポイント以上とし、
起承転結の構成で記載すること
.第13回、第15回は事前課題を持参しそのレポートを用いてグループワーク行う.
授業終了時に、個人レポートとして提出する。レポート課題は、後日コメントして返
却する。

■授業計画

第1回　導入　子どもの心身の健康と保健の意義（第1章）小テスト
第2回　子どもの身体的発育・発達と保健（第2章）小テスト
第3回　子どもの心身の健康状態とその把握（第3章）小テスト
第4回　子どもの疾病の予防および適切な対応①免疫と感染症（第4章）小テスト
第5回　子どもの疾病の予防および適切な対応②アレルギー疾患（第4章）小テスト
第6回　子どもの疾病の予防および適切な対応③口と歯の健康（第4章）小テスト
第7回　子どもの疾病の予防および適切な対応④未熟児（配布資料）、先天性疾患（
第4章）小テスト
第8回　子どもの疾病の予防および適切な対応⑤脳・神経の病気（第4章）小テスト
第9回　子どもの疾病の予防および適切な対応⑥アトピー性皮膚炎（第4章）小テスト
第10回　子どもの疾病の予防および適切な対応⑦生活習慣病（第4章）小テスト
第11回　子どもの疾病の予防および適切な対応⑧事故・けが（配布資料）小テスト
第12回　子どものこころとからだのこと「虐待」（第5章）小テスト
第13回　「虐待」についてのグループワーク、全体発表
第14回　健康診断と多職種との連携・協働（配布資料）小テスト
第15回　「子育て支援」についてのグループワーク、全体発表　まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
1）子どもの心身の健康増進を図る保健活動の意義を説明できる
2）子どもの身体的な発育・発達と保健について説明できる
3）子どもの心身の健康状態とその把握の方法について説明できる
4）子どもの疾病とその予防法および多職種間の連携・協働にもとでの適切な対応方
法について説明できる

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
人文学部心理学科こども心理専攻の「幼児教育・保育領域における基礎的知識、技能
の習得」に関わる科目（保育士資格必修）

■成績評価基準と方法

課題提出1０点×３回＝３０点
定期試験　　　　　　　７０点　合計１００点

■テキスト・参考文献
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【テキスト】
　遠藤郁夫ほか（2019）：子どもの保健，学建書院.東京.

【参考文献】
　小林美由紀（2018）：子どもの保健テキスト，診断と治療社.東京.

■授業外学習

第1回　【課題：「子どもとの関わりの体験と保育に対する考え」（2時間）】
　　　 【復習：現代の子どもの健康に関する現状と課題をまとめる（2時間）】
第2回　【予習：子どもの身体発育と運動機能をまとめる（第2章）（2時間）】
　　　 【復習：子どもの生理機能の発達をまとめる（第2章）（2時間）】
第3回　【予習：子どもの心身発育をまとめる（第3章）（2時間）】
　　　 【復習：子どもの健康状態の把握する方法をまとめる（第3章）（2時間）】
第4回　【予習：免疫のしくみをまとめる（第4章）（2時間）】
　　　 【復習：感染症の経路と感染症の種類をまとめる（第4章）（2時間）】
第5回　【予習：食物アレルギーについてまとめる（第4章）（2時間）】
　　　 【復習：アナフィラキシー反応とその対応をまとめる（2時間）】
第6回　【予習：食べる機能の発達と食形態をまとめる（第4章）（2時間）】
　　　 【復習：虫歯の原因と予防法ついてまとめる（第4章）（2時間）】
第7回　【予習：未熟児の定義と統計的動向をまとめる（配布資料）（2時間）】
　　　 【復習：小児の先天性疾患とその病状をまとめる（第4章）（2時間）】
第8回　【予習：脳炎、熱性けいれん、髄膜炎の病態をまとめる（2時間）】
　　　 【復習：脳に異常がある場合の対応をまとめる（第4章）（2時間）】
第9回　【予習：食物アレルギーについてまとめる（第4章）（2時間）】
　　　 【復習：アレルギー疾患の種類と対応をまとめる（第4章）（2時間）】
第10回 【予習：小児慢性特定疾患ついてまとめる（第4章）（2時間）】
　　　 【復習：支援制度とプレパレーションをまとめる（第4章）（2時間）】
第11回 【予習：おこりやすい事故やけがをまとめる（配布資料）（2時間）】
　　　 【復習：急性疾患における救命対応をまとめる（配布資料）（2時間）】
第12回 【予習：虐待現状と分類についてまとめる（第5章）（2時間）】
　　     【復習：虐待の要因や予防と支援方法をまとめる（第5章）（2時間）】
第13回 【課題：「虐待を受けた子ども、家族に対する支援」（第5章）（2時間）】
　　     【復習：GWや全体会を通して、虐待の予防や支援をまとめる（2時間）】
第14回 【予習：子どもの家族支援制度についてまとめる（配布資料）（2時間）】
　　     【復習：子育て支援の必要性についてまとめる（配布資料）（2時間）】
第15回 【課題：「子育て支援にはどのような支援が必要と考えるか」（2時間）】
　   　 【復習：GWや全体会を通して子育て支援の在り方をまとめる（2時間）】

■その他
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2020 年度生 心理学科

科 目 名 子ども家庭支援の心理学[子心]

開講期・単位 2年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 青木　美和子

■講義の目的および概要

　近年、子ども・子育て家庭を取り巻く環境は大きく変化している。地域社会とのつ
ながりが希薄化するとともに、子育ての悩みを抱える子育て家庭が増加し、この家庭
の不安感や孤立感が高まりは、大きな社会問題ともなっている。
この授業では、心理学をもとに子育て家庭をどのように支援していくのかを学びます
。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】

基本的に講義形式で行います。必要に応じて、演習課題、グループワークなどを取り
入れるなど、能動的な学修を目指します。毎回課題を出しますので、提出してくださ
い。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題については、授業内で解説します。

■授業計画

①オリエンテーション
②生涯発達とは何か
③乳幼児時期から学童前期にかけての発達①
④乳幼児時期から学童前期にかけての発達②
⑤学童期後期から青年期にかけての発達①
⑥学童期後期から青年期にかけての発達②
⑦成人期・老年期における発達
⑧子育てを取り巻く社会的状況
⑨家族・家庭の意義と機能、親子・家族関係の理解
⑩子育ての経験と親としての育ち
⑪多様な家庭形態とその理解
⑫特別な配慮を必要とする家庭
⑬発達支援の必要な子どものいる家庭
⑭子どもの精神保健
⑮まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①生涯発達に関する心理学の基礎的な知識を学び、初期経験の重要性、発達課題など
について理解する。
②家族・家庭の意義や機能を理解するとともに、親子関係や家族関係について発達的
な観点から理解し、子どもとその家庭を包括的に捉えることができる。
③子育て家庭をめぐる現代の社会的状況と課題について理解できる。
④子どもの精神保健とその課題について理解する。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「心理学領域における基礎的知識、技能の習得」という子ども心理専攻のDPに基づく
。

■成績評価基準と方法

毎回の提出物70％
最終課題　　30％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
「子ども家庭支援の心理学」青木紀久代編　みらい

【参考文献】
適宜、授業内で紹介します。

■授業外学習
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【具体的な内容】
授業中に出される課題に取り組み、提出してください。また、次回の授業範囲につい
てテキストを読み、専門用語の意味などを予習ノートにまとめてください。

【必要な時間】
予習・復習の時間はそれぞれ2時間を目安とします。

■その他
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2020 年度生 心理学科

科 目 名 子ども家庭支援論[子心]

開講期・単位 2年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 品川　ひろみ

■講義の目的および概要

この科目では、「子育て支援」の背景や目的を、さまざまな視点から学習し、現代の
子育て環境の実態と問題の視点を明確にします。
また子育て支援の担い手として、保護者の子育て不安、子育て困難の実態を知り、援
助の方法について学びます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
授業は講義形式ですすめますが、内容に応じて各種の統計資料を読んだり、学習した
ことに基づいて文章をまとめたりします。また課題を提示して、グループで調べ議論
し発表することも行います。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題については、次回の授業において全体共有するとともにLMSを通じてコメントし
ます。課題の内容が不足している場合には再提出を求めることもあります。

■授業計画

①子ども家庭支援とは
②子ども家庭支援の意義と必要性
③子ども家庭支援の目的と機能
④子育て支援施策・次世代育成支援施策の推進
⑤保育の専門性を生かした子ども家庭支援とその意義
⑥子どもの育ちの喜びの共有
⑦保護者および地域が有する子育てを自ら実践する力の向上に資する支援と保育士の
態度
⑧子ども家庭支援に必要な理論のまとめ（小テスト）
⑨家庭の状況に応じた支援
⑩地域の資源の活用と自治体・関係機関等との連携・協力
⑪保育所を利用する子どもの家庭への支援
⑫子ども家庭支援の内容と対象
⑬地域の子育て家庭への支援
⑭要保護児童およびその家庭に対する支援
⑮子育て支援に関する課題と展望　（最終試験）

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
家庭支援は子育て支援であることを理解し、支援に必要な心構えや、家庭支援に欠か
すことのできない各種の福祉施策を理解し、
家族に対応するための基本的なスキルを身につけることを目標とします。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
本科目は保育士資格取得の必修科目である。

■成績評価基準と方法

授業内小テスト30％、授業内最終試験　40％
グループワークの活動および発表　30％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
松原康夫・村田典子・南野奈津子編集『子ども家庭支援論』2019,中央法規

【参考文献】
参考文献は必要に応じて周知します。

■授業外学習

【具体的な内容】
学習前にテキストをよく読んでおくこと。単元ごとの課題は授業内で指示する。
授業後は学修した内容をノートなどにまとめ理解の定着をはかること。
【必要な時間】
事前学習として2時間を目安とする。事後学習についてもおよそ2時間程度が適当であ
る。

■その他
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授業内容は学生の進度や状況によって変わることがあります。
新型コロナウイルス感染防止の観点から、遠隔授業に移行することがあります。
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2020 年度生 心理学科

科 目 名 子ども家庭福祉[子心]

開講期・単位 2年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 松井　祐子

■講義の目的および概要

近年の家族形態や社会構造の変化に伴い、子どもを取り巻く環境にも変化が生じてき
ました。そして子どもの育ちを、社会全体で支えていく必要性が認識されるようにな
ってきました。そこで本講義では、子育て支援の最前線で働く保育者にとって必要な
「こどもと家庭福祉」の現状と課題を学び、また実践に必要な基本的知識を修得する
ことを目的とします。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
 テキストとプリント教材を用いて講義形式で行うことを基本としますが、学生に対
しても意見を求めることもあります。また「子どもの貧困」や「こども虐待」などを
テーマにした視聴覚教材等も使用してリアクションペーパーを記入することや、グル
ープワークで学生同士の意見交換を行うことで子ども家庭福祉の現状に関する理解を
深めます。
【課題に対するフィードバックの方法】
本講義は、児童家庭福祉分野のソーシャルワーカーとしての実務経験のある教員が、
子どもや子育て家庭の抱える課題を、社会福祉の視点で理解できる講義を実施します
。
授業内試験やリアクションペーパーに関しては、授業内で解説します。

■授業計画

①オリエンテーション、児童と家庭を取り巻く現状　　
②子どもの権利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
③子ども家庭福祉の歴史　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
④子ども家庭福祉の制度と法体系　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
⑤子ども家庭福祉行財政と実施機関　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
⑥少子化と地域子育て支援、多様な保育ニーズ　　　　　　　
⑦母子保健サービス、子どもの健全育成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
⑧児童虐待とDV　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
⑨社会的養護　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
⑩ひとり親家庭の福祉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
⑪障がいのある子どもの福祉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
⑫情緒障がい・少年非行への対応　
⑬子どもの貧困、外国籍の子どもへの対応
⑭子ども家庭福祉専門職との連携
⑮子ども家庭福祉の動向と展望、まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
子どもの権利、子ども家庭福祉の法制度、実施体制、子ども家庭福祉施策の現状と課
題、児童福祉従事者の職務、関係機関との連携、専門援助技術など子ども家庭福祉全
般に関する知識を修得することを目標とします。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「幼児教育・保育領域における基礎的知識、技能の修得およびそれをもとにした専門
知識、技能の修得」に基づき、子どもや家族の支援者として相応しい能力を身につけ
ることを目指します。

■成績評価基準と方法

定期試験６０％、授業期間内試験３０％、授業後のリアクションペーパー10％を総合
して評価します。
したがって、授業内試験実施日（オリエンテーションにて日程をお知らせします）に
欠席すると、最終評価に大きく影響します。

■テキスト・参考文献

【テキスト】
「シリーズ保育と現代社会・保育と子ども家庭福祉」櫻井　奈津子　編・みらい

【参考文献】
「社会福祉論」「子ども家庭支援論」「社会的養護」のテキスト

■授業外学習
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【具体的な内容】
・日頃から「子ども」に関する報道はチェックしておいてください。
・次回の授業範囲について事前にテキストを熟読し、重要と思われる用語をリストア
ップしてください。また授業終了後に配付したレジメを再読し、教員が解説した重要
事項について復習してください。
【必要な時間】
予習・復習時間はそれぞれ２時間を目安とします。

■その他

・私語やスマートフォン等の使用など、教育者や子ども福祉援助職を志す学生として
ふさわしくない行為が続く場合は退室していただきます。　　　　　　　　
・自分自身が子どもや家族を支援する立場であることを意識して、意欲的に受講して
ください。

2021(令和3)年4月1日

564



2020 年度生 心理学科

科 目 名 子ども心理フィールドワークⅡ[2年]

開講期・単位 2年 前期・選択 2単位・演習

担 当 者 愛下　啓恵、青木　美和子、須藤　宏志

■講義の目的および概要

保育や療育等の対人援助職就職を目指すための、実践を中心とした科目です。子ども
が利用している施設で、ボランティアや実習を行う際のマナーと心構えを学び、付属
認定こども園における保育参加を通して、子どもと触れあう経験を積んでいきます。
参加後は活動を振り返りながら記録を記入し、本実習を見据え、観察の視点や記述方
法を習得します。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
付属認定こども園では３回の保育参加を行います。また活動後は毎回活動報告書を記
入し提出します。
また保育参加の経験を元にお礼状を書き、封筒に必要事項を記入します。
最後には、まとめのレポートを作成します。

【課題に対するフィードバックの方法】
ハンドブックの後半に綴じられている記録用紙を、期日までに提出してください。担
当教員が毎回チェックし、記録、感想、考察の書き方、誤字脱字、記録文としての語
句の用法など、必要に応じてコメントを記入し返却します。

■授業計画

①オリエンテーション
②観察記録の書き方(1)
③付属認定こども園での保育参加(1)
④付属認定こども園での保育参加(1)
⑤観察記録の書き方(2)
⑥記録の個別指導
⑦付属認定こども園での保育参加(2)
⑧付属認定こども園での保育参加(2)
⑨記録の個別指導
⑩記録の個別指導
⑪付属認定こども園での保育参加(3)
⑫付属認定こども園での保育参加(3)
⑬記録の個別指導
⑭記録の個別指導
⑮まとめ・ふり返りの記入

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①子どもとの関わりを通して、様々な支援の在り方を知ることができる。
②観察記録としての適切な文章を書くことができる。
③手紙の書き方のルールに沿ってお礼状や封筒を書くことができる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「下記に示す姿勢や能力を身に付けた学生に卒業を認定し、学位規則に従い学士の学
位を授与する。②幼児教育・保育領域における基礎知識、技能の習得およびそれを基
にした専門知識、技能の習得　④習得した知識、技能の活用能力」に基づき、子ども
の理解、保育現場の業務の理解を深める。

■成績評価基準と方法

付属認定こども園における活動記録　50%
お礼状　15%
参加後のコメント 15%
ふり返りレポート　20%

■テキスト・参考文献

【テキスト】
「これだけは知っておきたい　わかる・話せる・使える　保育のマナーと言葉」わか
ば社
『子ども心理フィールドワークHandBook』

【参考文献】
「幼稚園教育要領」「保育所保育指針」「幼保連携型認定こども園 教育保育要領」
「学校教育法」その他必要に応じて紹介します。
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■授業外学習

【具体的な内容】
コロナ禍においては、保育や療育施設等でのボランティア活動は制限が大きく、授業
の取り組みとしてボランティアの参加を評価対象とすることはできませんが、保育、
療育施設等からのボランティア参加依頼がある場合には、積極的に参加する姿勢を持
ちましょう。

【必要な時間】
保育参加の準備、参加記録作成時間は2時間を目安とします。

■その他

学外での活動時は、受け入れ先の指示がない限り必ず指定ジャージやポロシャツを着
用し、頭髪も髪型や色など約束に従いましょう。
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2020 年度生 心理学科

科 目 名 社会的養護Ⅰ[子心]

開講期・単位 2年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 西村　忍

■講義の目的および概要

社会全体で子どもたちを育むという理念で、児童と家庭の支援策が近年充実されてき
ているが、それにもまして虐待　育児放棄　経済的貧困　保護者の養育能力の欠如等
により社会的養護に頼らざるおえない子ども達がますます増加しているのも事実であ
る。ここでは、社会的養護の意義と意味　その対象　形態　社会的養護の専門性　基
礎的な知識を学習する。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
基本的に座学形式を中心に行うが、定期的に振り返りをし、確認作業をするとともに
社会的養護に関するDVDを視聴したり、児童養護施設の児童指導員の実務経験から事
例を紹介し実践的講義を行う。

【課題に対するフィードバックの方法】

■授業計画

①現代社会における社会的養護の意義と変遷
②子どもの人権擁護と社会的養護
③家庭の機能と社会的養護
④社会的養護の基本原理　養育　日常生活支援
⑤社会的養護の基本原理　保護　自己実現に向けた支援
⑥社会的養護の基本原理　治療的支援
⑦社会的養護の基本原理　生活文化と生活力の習得　自立支援
⑧社会的養護の基本原理　生命倫理観の醸成
⑨社会的養護の制度と法体系
⑩施設養護の対象・形態　乳児院　児童養護施設
⑪施設養護の対象・形態　障害児の入所施設
⑫施設養護の対象・形態　児童自立支援施設　児童心理治療施設
⑬家庭養護の特徴・対象・形態
⑭社会的養護の現状と課題
⑮振り返りまとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
社会的養護の具体的施策とそれを必要としている子どもたち及び子どもたちを取り巻
く環境を学び理解する。そのうえで「社会的養護の意味　意義」について自分なりの
考えを確立する。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】

■成績評価基準と方法

試験　６０％　　課題・レポート　４０％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
「児童の福祉を支える　社会的養護Ⅰ」

　　　吉田　眞理　編著　　　　発行所　萌文書林株式会社
【参考文献】

■授業外学習
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【具体的な内容】
社会的養護（児童虐待　家庭福祉　貧困）に関する話題やニュースについてはまめに
チェックしておくようにして下さい
その他

【必要な時間】

■その他
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2020 年度生 心理学科

科 目 名 幼児と言葉

開講期・単位 2年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 武井　昭也

■講義の目的および概要

領域「言葉」の指導の基盤となる、幼児が豊かな言葉や表現を身に付け、想像する楽
しさを広げるために必要な専門的事項に関する知識を身に付ける。
視聴覚資料を用いながら講義し理解を深める。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
学生分担による発表と補足、学生による作品紹介と補足、映像によるイメージの補足
を繰り返し、領域「言葉」の理解を深め、遊びの環境を確認する。

【課題に対するフィードバックの方法】
担当部分の発表に補足し学生同士の意見交換で理解を深める。また繰り返し発表する
ことで試行錯誤から理解の深化を図る

■授業計画

①科目の目標と展開の概要を説明し、発表分担を決定する。
②言葉と何か、言葉の役割・機能、乳幼児の言葉の特色
③子どもの発達と言葉の発達
④言葉の発達と環境
⑤言葉の問題の理解と園における対応
⑥領域「言葉」ー子どもにとっての言葉
⑦幼稚園教育要領
⑧保育所保育指針、幼保連携型認定子ども園・保育要領
⑨領域「言葉」の具体的な内容
⑩言葉がけを中心とした援助とかかわりー0歳児・1歳児・2歳児
⑪言葉がけと中心とした援助とかかわりー3歳児・4歳児・5歳児
⑫保育者の援助とかかわり・文字への興味の発達
⑬児童文化財を通しての援助とかかわりーお話・絵本
⑭児童文化財を通しての援助とかかわりー紙芝居・パネルシアター・おもちゃ・テレ
ビ
⑮言葉の育ち（言語発達）をとらえる視点

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①人間にとっての言葉の意義や機能を理解する。②言葉に対する感覚を豊かにする実
践について理解する。③乳幼児にとっての児童文化財の意義を理解する。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
幼児教育・保育領域とくに領域「言葉」における基礎的知識、技能の修得と専門知識
、技能の修得を目指す

■成績評価基準と方法

発表　　　　20％
資料作成　　20％
模擬授業　　20％
授業内試験　40％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
岡田明『新訂 子どもと言葉』萌文書林
【参考文献】
「幼稚園教育要領」「保育所保育指針」「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」
ドロシー・バトラー『クシュラの奇跡』のら書店

■授業外学習

【具体的な内容】
各分担を事前に学習し、パワーポイントの作成と発表練習、資料作成
小テストに向けた復習

【必要な時間】
30時間

■その他
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2020 年度生 心理学科

科 目 名 幼児と人間関係

開講期・単位 2年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 増山　由香里

■講義の目的および概要

人は他者やモノとの関わりによって発達していく。この関係論的発達の観点から、乳
幼児期における人との関わりやその重要性について理解を深める。また領域「人間関
係」の理解を深め、幼児が家庭や園での生活における人との関係性の中で学び合うこ
とや育ち合うことを知り、人間関係の基礎を培う乳幼児期の体験の重要性と身近な大
人の援助について考える。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
関係論的発達の観点から乳幼児期における人との関わりと領域「人間関係」について
、保育士と幼稚園教諭の実務経験のある教員が講義形式で授業を行う。幼児が家庭や
園での生活における人との関係性の中で学び合うことや育ち合うことを、保育実践等
の具体的な事例から実感する。

【課題に対するフィードバックの方法】
グループ課題については授業内で解説を行い、他学生からの意見を求める。個別課題
については課題シート等を利用し、個別に返却する。

■授業計画

①他者との関わりが発達に与える影響ー関係論的発達の理解
②人間関係における現代的課題ー家族や仲間など自らの他者との関わりの振り返り
③領域「人間関係」の理解と他領域との相互連関的発達
④乳幼児の他者との関わりの重要性ー保育者の心構えについて
⑤遊びの発達論と乳幼児の人間関係の発達ー関係論的発達の観点から理解する幼児期
の遊びの重要性
⑥遊びにおけるクラスの共感的活動ー人間関係の発達の側面から
⑦遊びにおける幼児同士のいざこざー人間関係の発達の側面から
⑧遊び活動と幼児の人間関係の育ちの関係性ー保育者の見守りや援助の重要性
⑨幼児同士がつながるクラス活動ー対話や協同の重要性
⑩社会生活における望ましい習慣や態度
⑪園内の同僚との人間関係とクラスの幼児同士の仲間関係
⑫保護者との関係作りや保護者同士の関わりの重要性
⑬幼児の周辺地域における他者との関わりやつながりの重要性
⑭協同的活動の展開案の作成ー人間関係の育ちについて
⑮協同的活動の展開案の検討ー幼児の発達の側面から

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
・乳幼児と身近な大人との関わりから生まれる人間関係の基礎について説明できる。
・人間関係の発達過程について理解し、遊び活動を通した他者とのやり取りの重要性
について説明できる。
・この時期に培われる人と関わる力の基礎が、幼児の人生を支える重要な力であるこ
とを理解する。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「幼児教育・保育領域における基礎知識、技能の修得およびそれを基にした専門知識
、技能の修得」、「修得した知識、技能の活用能力」を身につけた学生に学位を授与
することに基づき、子どもの人間関係とその発達における知識を身に付け、それを活
用する力を養うことを目指す。

■成績評価基準と方法

授業毎のコメントシート（20％）　
授業内課題（40％）
最終課題（40％）

■テキスト・参考文献

【テキスト】
社会情動的スキルを育む「保育内容人間関係」（2016）無藤隆、古賀松香　北大路書
房

【参考文献】
保育所保育指針解説（2018）フレーベル館
幼稚園教育要領解説（2018）フレーベル館
幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説（2018）フレーベル館

■授業外学習
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【具体的な内容】
保育所保育指針等の領域「人間関係」について熟読しておくこと。また次回の授業範
囲となる箇所をテキストで確認し、専門用語の意味等についてノートにまとめておく
こと。授業後は内容を振り返り、重要事項について整理しておくこと。
ボランティア等で観察した“保育者と子どものかかわり”、及び“子ども同士のかか
わり”についてまとめておくこと。

【必要な時間】
予習復習の目安は2時間程度とする。

■その他

自分自身が他者にとって影響を与える一人であることを自覚し、講義に臨むこと。
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2020 年度生 心理学科

科 目 名 幼児と表現

開講期・単位 2年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 村中　幸子

■講義の目的および概要

子どもが発する多様な表現の形やそれを促す要因、感性や創造性を豊かにする様々な
表現遊びや環境の構成など、専門事項についての知識・技能・表現力を身に付ける。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
音楽教育法「ダルクローズ・リトミック」を主軸として、身体・造形・音楽など表現
に関する基礎的な知識や技能、子どもの表現の姿や発達について学び、他の4領域と
の関係を持つ授業展開を行う。

【課題に対するフィードバックの方法】
提出された指導案や振り返りシート、発表や試験について授業内でコメントや講評を
行う。

■授業計画

①音楽教育法「ダルクローズ・リトミック」概論（講義）
②音楽表現の基礎①　ビートとテンポ（理論と実践）
③音楽表現の基礎②　ビートと分割、リズム（理論と実践）
④音楽表現の基礎③　拍子（理論と実践）
⑤音楽表現の基礎④　フレーズとニュアンス（理論と実践）
⑥音楽表現の基礎⑤　リズムパターン（理論と実践）
⑦即興演奏①　無調、ペンタトニックスケール
⑧即興演奏②　動きのための即興
⑨こどものうた①　歌唱法と歌を使った遊び
⑩こどものうた②　伴奏法
⑪手作り楽器①　日用品など身近にあるものを使った手作り楽器の創作
⑫手作り楽器②　手作り楽器を使ったグループアンサンブル
⑬ダルクローズ・リトミックの指導法（講義）
⑭リトミックの指導と幼稚園・保育園における音楽表現活動①（模擬授業とディスカ
ッション）
⑮実技試験

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
・「ダルクローズ・リトミック」による多彩な音楽表現活動を体験することにより、
基礎的な内容を理解し、指導に必要な音楽技能を身に付ける。
・子どもの遊びや生活における領域「表現」の位置付けや関連性について説明できる
。
・「みる・聴く・感じる・体験する」ことで様々な表現方法に触れ、イメージを豊か
にし、体験を通して学ぶことにより、指導に必要な技能を身に付ける。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「下記に示す姿勢や能力を身に付けた学生に卒業を認定し、学位規則に従い学士の学
位を授与する。②幼児教育・保育領域における基礎知識、技能の習得およびそれを基
にした専門知識、技能の習得　④習得した知識、技能の活用能力」に基づき、保育士
、幼稚園教諭として必要な知識と技術を習得する。

■成績評価基準と方法

授業内の演習・発表･･･40％、実技試験･･･30％
各回の振り返り･･･30％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
・「こどものうた 100」「続こどものうた 200」チャイルド本社

【参考文献】
・幼稚園教育要領（平成29年3月）、同解説（新）

■授業外学習

【具体的な内容】
授業外で準備する課題について、その都度指示する。持ち寄った課題をテーマにして
授業を進めるので、必ず期限内に取り組んで用意すること。

【必要な時間】
予習・復習は週2時間を目安とする。
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■その他

・動きやすい服装（スカート、短パン等やアクセサリー類不可）、足元は裸足または
靴下履きで行なう。
・ノート、筆記用具が必要。
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2020 年度生 心理学科

科 目 名 心理実習指導Ⅰ

開講期・単位 2年 前期・選択 1単位・演習

担 当 者 佐藤　徹男、橋本　久美

■講義の目的および概要

本講義では、3年時に展開される心理実習の事前学習として位置づけされる。基本的
な実習のマナーや心得を学びつつ、具体的に実習施設での体験をイメージできるよう
、調べ学習、グループワークやディスカッション、各種集団療法の実習を通して、実
習先でのスタッフや対象者との良好な関係づくりについて考え、身に着けることを目
的とする。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】本講義では、講義・集団討議・問題解決などの多様な方法で展開する。
また、毎回修得した内容について、確実に理解を深めるために課題の提出を求める。
【課題に対するフィードバックの方法】
授業内でレポートの返却を行い、教員が履修者全体及び個別に向けてのコメントをす
る。

■授業計画

①オリエンテーション
②外部実習の基本知識
③履歴書・志望動機の書き方、実習先でのマナーについて1
④履歴書・志望動機の書き方、実習先でのマナーについて2
⑤実習先に想定される機関について1（医療・保険領域）
⑥実習先に想定される機関について2（福祉領域）
⑦実習先に想定される機関について3（教育領域）
⑧実習先に想定される機関について4 （産業・労働領域　司法・犯罪領域）
⑨実習先に想定される機関について 授業内発表1
⑩実習先に想定される機関について 授業内発表2
⑪実習日誌の書き方についての学習
⑫ゲストスピーカーによる講話　実習前の準備について
⑬実習体験を想定した実習日誌の展開
⑭ゲストスピーカーによる講話　実習中に発生する出来事への対応について
⑮実習に向けての自己課題シートの作成

毎回授業の初めには、グループでコミュニケーションゲームを行う。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
1. 実習のマナーや心得を習得し、各専門領域領域実習機関について知識を得る。
2．具体的な実習場面をイメージしたグループ学習を通して、実習機関での体験をイ
メージできるようになる。
3．グループワークやディスカッションを通じ、自己理解や他者理解を深め、実習先
のスタッフや対象者と円滑なコミュニケーションとはどのようなものか考えることが
できる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
　「臨床心理学領域における基礎的知識、技能の修得およびそれを基にした専門知識
、技能の修得」というポリシーに関連し、実践現場で実習することを目的として、臨
床実習に関わる様々な知識と技能を修得する。

■成績評価基準と方法

授業での発言や態度（30％）、課題提出（30％）、発表プレゼン（40%）を総合して
成績を評価する。出席を重視する。グループで行う内容が多いので、欠席・遅刻は、
極力避けること。

■テキスト・参考文献

【テキスト】なし　必要に応じてプリント配布

【参考文献】必要に応じて提示する

■授業外学習
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【具体的な内容】
事前学習として、実習についてのキーワードを各自調べておく。書く・話すなどの自
己表現スキル技能を高めるために就職用一般常識問題に取り組むことが望ましい。事
後学習としては毎回の課題を確実に提出すること。
【必要な時間】
事前学習・事後学習とも2時間以上をあてることがのぞましい。

■その他

公認心理師資格取得のためには履修する必要があります。
授業内容により，外部実習をイメージした服装を着用してもらうこともあります。諸
般の事情によっては外部講師が招聘されず，教員による講義となる場合があります。
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2020 年度生 心理学科

科 目 名 心理実習指導Ⅱ

開講期・単位 2年 後期・選択 1単位・演習

担 当 者 佐藤　徹男、橋本　久美

■講義の目的および概要

心理実習指導Ⅰに引き続き、実習施設の持つ役割・機能を理解し、公認心理師として
の職務内容をイメージしながら外部実習に臨むために必要な基礎的な能力を養う。心
理に関する支援を要する者等に関する以下の領域に関する知識及び技能の習得を目的
とする。
1.　対人コミュニケーション　2.　心理面接　3. 地域支援

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
本講義では、集団および個別の形態、演習形式等を交えた、多様な方式で指導を行う
。

【課題に対するフィードバックの方法】
教員は、毎回提出後の課題に対する個別及び全体へのコメントをし、学生はコメント
の内容を自己評価シートに記載し、指摘された点について理解し内容の定着をはかる
。心理実習指導Ⅰの単位取得者のうち、心理実習指導Ⅱを履修できるのは30名までと
する。

■授業計画

①オリエンテーション　公認心理師に求められる職業倫理・法的義務
②集団討議演習1　実習先での自己紹介
③集団討議演習2　テーマ別ディスカッション
④模擬実習1　日常生活場面での対応
⑤模擬実習2　個別面接場面での対応
⑥模擬実習3  インテーク面接での事例検討
⑦模擬実習4　治療モデルについて
⑧公認心理師の職域について　
⑨他職種協働の中で公認心理師に期待されていること　外部講師の講話と討議
⑩集団療法体験1　認知再構成法　ロールプレイを用いた事例検討
⑪集団療法体験2　SST　ロールプレイを用いた実践例
⑫公認心理師の職務の実際について　外部講師の講話と実技指導
⑬集団療法体験3　リラクセーション技法　
⑭子ども向けの心理療法について　非言語的心理療法
⑮まとめ

外部講師の講話は都合により日時が変更になることもある。また、諸般の事情によっ
ては外部講師が招聘されず，教員による講義となる場合がある。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
心理に関する支援を要する者等に関する以下の領域に関する知識及び技能の習得を目
的とする。
1.　対人コミュニケーション　2.　心理面接　3. 地域支援

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
　「臨床心理学領域における基礎的知識、技能の修得およびそれを基にした専門知識
、技能の修得」というポリシーに関連し、実践現場で実習することを目的として、臨
床実習に関わる様々な知識と技能を修得する。

■成績評価基準と方法

授業での発言や態度（30％）、課題提出（50％）、実技における相互評価（20%）を
総合して成績を評価する。出席を重視する。グループで行う内容が多いので、欠席・
遅刻は、極力避けること。

■テキスト・参考文献

【テキスト】なし　必要に応じてプリントを配布する

【参考文献】必要に応じて提示する

■授業外学習

2021(令和3)年4月1日
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【具体的な内容】
事前学習として、実習についてのキーワードを各自調べておく。心理療法や心理アセ
スメントに関する知識をまとめておくとよい。事後学習としては毎回の課題を確実に
提出すること。
【必要な時間】
事前学習・事後学習とも2時間以上をあてることがのぞましい。

■その他

公認心理師資格取得のためには履修する必要があります。心理実習指導Ⅰの単位取得
者のうち、心理実習指導Ⅱを履修できるのは30名までとします。履修希望者がその人
数を超えた場合は心理実習指導Ⅰの成績や志望動機等を考慮して総合的に判断します
。また、春学期に開講される学習・言語心理学を履修済みであること、秋学期に開講
される認知行動療法を並行して履修することが望ましい。

2021(令和3)年4月1日
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2019 年度生 心理学科

科 目 名 保育実習Ⅱ

開講期・単位 3年 後期・選択 2単位・実習

担 当 者
中野　茂、増山　由香里、愛下　啓恵、木村　彰子、本間　芳文、村
中　幸子、橋場　俊輔、武井　昭也、蔵満　保幸、青木　美和子、須
藤　宏志

■講義の目的および概要

「保育実習Ⅰ」を踏まえ、保育所において保育の全体に参加し、保育計画（指導計画
）に基づく設定保育にも取り組むことによって、現場からの助言を受ける。現場から
の助言に基づく実習時の課題をまとめ、以後の学習課題とする。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
保育所において12日間（90時間以上）の実習を行う。

【課題に対するフィードバックの方法】
毎日実習日誌を書き、実習施設の担当職員に提出する。担当職員は実習日誌を読み、
コメント欄にアドバイスや次の課題などを記入し、実習生へ返却する。

■授業計画

①保育施設の役割と機能について理解する
②保育・養護の一日の流れを理解し、参加する
③子どもの観察や関わりを通して乳幼児の発達を理解する
④保育計画、指導計画、援助計画を理解する
⑤生活や遊び、援助などの一部分を担当し、保育技術を習得する
⑥職員間の役割分担とチームワークについて理解する
⑦記録や保護者とのコミュニケーションを通して家庭・地域社会との連携を理解する
⑧子どもの最善の利益を具体化する方法について学ぶ
⑨保育士としての職業倫理を具体的に学ぶ
⑩安全及び疾病予防への配慮について理解する
⑪部分実習・完全実習において、指導案作成、実践、観察、記録、評価に取り組む
⑫実習のまとめ、および反省

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
1.保育所の役割や機能の具体的展開を理解する
2.観察に基づき保育の理解を深める
3.子どもの保育及び保護者・家庭への支援と地域社会等との連携を学ぶ
4.責任実習において、指導計画の作成、実践、観察、記録、評価に取り組む
5.保育士の業務と職業倫理について具体的に理解する
6.実践を振り返り、自己課題を明確化する

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「下記に示す姿勢や能力を身に付けた学生に卒業を認定し、学位規則に従い学士の学
位を授与する。②幼児教育・保育領域における基礎知識、技能の習得およびそれを基
にした専門知識、技能の習得　④習得した知識、技能の活用能力　⑤自立して行動で
きる姿勢、課題を発見し解決する能力」に基づき、保育所での実践を通して子どもや
保護者の理解、保育士としての職務の理解、保育所の役割の理解を深めつつ、日々の
課題に取り組む力を身に付ける。

■成績評価基準と方法

実習園での評価　60％
実習日誌・レポート、事前事後の手続 40％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
実習ガイドブック

【参考文献】
最新保育講座13　保育実習（阿部和子ほか　ミネルヴァ書房）

■授業外学習

2021(令和3)年4月1日
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【具体的な内容】
「保育実習指導Ⅱ」の内容を十分に理解し、実習準備を整えて実習に臨みますが、実
習では日々新たな課題が生じ、その対応を適切に行っていく必要があります。そのた
めには、これまで学んできた保育士資格取得に関わる専門科目の内容を、実習での実
践と関連づけながら学ぶことが大切です。
部分保育や設定保育などを行う場合には、実習時間外に指導案を考え、実習担当職員
に提出し、また教材研究も行う必要があります。また実践後は各自準備から当日まで
を振り返り、実習担当職員に助言をいただきながら、今後の課題を明確化していきま
す。

【必要な時間】
実習科目のため必要な時間は人によって異なります。

■その他

2021(令和3)年4月1日
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2019 年度生 心理学科

科 目 名 保育実習Ⅲ

開講期・単位 3年 後期・選択 2単位・実習

担 当 者
中野　茂、増山　由香里、愛下　啓恵、木村　彰子、本間　芳文、村
中　幸子、橋場　俊輔、武井　昭也、蔵満　保幸、青木　美和子、須
藤　宏志

■講義の目的および概要

「保育実習Ⅰ」を踏まえ、保育所以外の児童福祉施設、その他の社会福祉施設の養護
を実践し、保育士として必要な資質・能力・技術を習得させる。利用者の特性による
指導のあり方について体験を重ねながら現場からの助言を受け、より専門的な学びを
を目的とする。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
児童福祉施設、あるいは社会福祉施設における実習を12日間（90時間以上）行う。

【課題に対するフィードバックの方法】
毎日実習日誌を書き、実習施設の担当職員に提出する。担当職員は実習日誌を読み、
コメント欄にアドバイスや次の課題などを記入し、実習生へ返却する。

■授業計画

①養護全般に参加し、養護技術を習得する。
②利用者の個人差について理解し、対応方法を習得する。特に発達の課題や生活環境
にともなう要求を理解し、その対応について学ぶ。
③援助計画を立案し、実践する。
④利用者の家族とのコミュニケーションの方法を具体的に修得する。
⑤地域社会に対する理解を深め、連携の方法について具体的に学ぶ。
⑥利用者の最善の利益を具体化する方法について学ぶ。
⑦保育士としての倫理を具体的に学ぶ。
⑧児童福祉施設等の保育士に求められる資質・能力・技術に照らして、自己の課題を
明確にする。
⑨職員間の役割分担とチームワークについて理解する。
⑩安全及び疾病予防への配慮について理解する。
⑪部分実習・完全実習において、指導案作成、実践、観察、記録、評価に取り組む。
⑫実習のまとめ、および反省

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
施設において保育者として求められる専門知識の基本を確かめることができる。
保育士の専門性と職業倫理について理解できる。保育実習Ⅰや既習の教科内容やその
関連性を踏まえ、保育実践力を養うことができる。
自己の保育に対する課題や認識を明確化して保育実習の準備を行うことができる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「下記に示す姿勢や能力を身に付けた学生に卒業を認定し、学位規則に従い学士の学
位を授与する。②幼児教育・保育領域における基礎知識、技能の習得およびそれを基
にした専門知識、技能の習得　④習得した知識、技能の活用能力　⑤自立して行動で
きる姿勢、課題を発見し解決する力」に基づき、子どもの理解、保育現場の業務の理
解を深め、さらには自己の課題を明確化し保育実習に向けた準備を行う

■成績評価基準と方法

実習園での評価　60％
実習日誌・レポート、事前事後の手続 40％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
実習ガイドブック

【参考文献】
最新保育講座13　保育実習（阿部和子ほか　ミネルヴァ書房）

■授業外学習

2021(令和3)年4月1日
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【具体的な内容】
「保育実習指導Ⅲ」の内容を十分に理解し、実習準備を整えて実習に臨みますが、実
習では日々新たな課題が生じ、その対応を適切に行っていく必要があります。そのた
めには、これまで学んできた保育士資格取得に関わる専門科目の内容を、実習での実
践と関連づけながら学ぶことが大切です。
部分保育や設定保育などを行う場合には、実習時間外に指導案を考え、実習担当職員
に提出し、また教材研究も行う必要があります。また実践後は各自準備から当日まで
を振り返り、実習担当職員に助言をいただきながら、今後の課題を明確化していきま
す。

【必要な時間】
実習科目のため必要な時間は人によって異なります。

■その他

2021(令和3)年4月1日
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2019 年度生 心理学科

科 目 名 保育内容(環境)[子心]

開講期・単位 3年 後期・選択 1単位・演習

担 当 者 増山　由香里

■講義の目的および概要

幼児と環境で学んだ知識を生かし、より実践的な理解を深めることを目的とする。実
際の保育環境を検討したり、自ら観察した環境とそこで活動する子どもの姿を検討し
たりしながら、子どもの成長発達にとって良質な環境とはどのようなものか具体的に
考えていく。その上で子どもにとって必要な環境を準備できる力をつける。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
知識の確認やまとめは、保育士と幼稚園教諭の実務経験のある教員が講義形式で行う
。環境の検討や環境づくりはグループワークやディスカッションを基本に演習形式で
行う。

【課題に対するフィードバックの方法】
グループ課題は授業内で解説し、他学生からの意見を求める。また必要に応じて、資
料を配布する。

■授業計画

①領域「環境」のねらい及び内容ー幼児の発達の姿から
②適切な保育環境のあり方ー発達過程と乳幼児の環境との関わり
③環境設定の重要性ー環境設定と乳幼児の活動の変化
④乳幼児の主体的活動と教師の環境準備による活動の促進
⑤幼児期と就学以降の学びの連続性についての考察
⑥乳幼児の発達理解と一人一人の個人差に配慮した保育環境の意義と配慮
⑦個の成長と幼児同士の関わりによる集団の育ちを意識した保育活動における環境の
重要性
⑧幼児の発達及び学びを踏まえた物的環境、自然環境、地域環境など教材研究の必要
性、及び情報機器の活用法
⑨０、１歳児の発達を意識した保育環境案の作成と検討
⑩１、２歳児の発達を意識した保育環境案の作成と検討
⑪３、４、５歳児の発達及び小学校以降の学びを意識した保育環境案の作成と検討
⑫３、４、5歳児の発達を意識した異年齢混合活動の保育環境案の作成と検討
⑬幼児の年齢別活動の模擬保育と環境
⑭異年齢混合活動の模擬保育と環境
⑮保育実践の観察と模擬保育の振り返りー自身の課題についての考察

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
子どもの発達は周囲の環境によって変化することを理解し、子どもの発達を捉えなが
ら、各年齢に適切な環境を準備することができる。
身の回りの環境に注目し、保育とのつながりを考えることができる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「幼児教育・保育領域における基礎知識、技能の修得およびそれを基にした専門知識
、技能の修得」、「修得した知識、技能の活用能力」、「自立して行動できる姿勢、
課題を発見し解決する能力」を身につけた学生に学位を授与することに基づき、子ど
もの発達に必要な保育環境の知識を身に付け、それを活用する力を養うこと、さらに
は他者との協同的活動を通した学びを目指す。

■成績評価基準と方法

授業毎コメントシート(20%)
授業内課題(20%)
グループワークの取り組みと報告(20%)
最終課題（40％）

■テキスト・参考文献

【テキスト】
『環境構成の理論と実践』高山静子　エイデル研究所

【参考文献】
『学びを支える保育環境づくり』高山静子　小学館
『保育所保育指針解説』厚生労働省　フレーベル館
『幼稚園教育要領解説』文部科学省　フレーベル館
『幼保連携型認定こども園教育保育・要領』内閣府　フレーベル館
『保育とおもちゃ』瀧薫　エイデル研究所

■授業外学習

2021(令和3)年4月1日
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【具体的な内容】
幼児と環境で学んだことを復習しておくこと。また実習やボランティア等で観察した
保育環境について環境図を作成しまとめておくこと。
自ら作成した環境図と他者のものを参考にしながら、子どもにとって良質な環境とは
何かを授業後に再デザインすること。
子どもが使用する生活道具やおもちゃ等について、知識を広げておく。

【必要な時間】
予習復習の目安の時間は2時間程度

■その他

自然探索など外部講師によりフィールドワークを行う予定がある。

2021(令和3)年4月1日
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2019 年度生 心理学科

科 目 名 保育内容(言葉)[子心]

開講期・単位 3年 前期・選択 1単位・演習

担 当 者 武井　昭也

■講義の目的および概要

「言葉」の領域に関して、乳幼児の言葉の獲得の過程、読み聞かせに関する知識・技
術、自分が把握し理解した事柄や、自分が感じたことをそのまま相手に伝えられる文
章力や語彙力、幼児向け、保護者向け、職場の上司・同僚向けとさまざまな対象に向
けた文章を作成するための文章作成法、語彙力を養うことを目的とする。
【当科目に含む事項：保育内容（言葉）の指導法】

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
「幼児と言葉」で学んだ知識をもとに、応用的な話題に加え個人又はグループでの発
表とディスカッションによりすすめる。
【当科目に含む事項:保育内容（言葉）の指導法

【課題に対するフィードバックの方法】
個人・グループによる発表・プレゼンテーションとディスカッション

■授業計画

①絵本読み聞かせ準備
②絵本の読み聞かせ実践（グループ発表）
③絵本の読み聞かせ実践（グループ発表）
④絵本の読み聞かせ実践（代表）
⑤ことばの環境と文化財・小テスト
⑥絵本・児童文学・小テスト
⑦絵本の読み聞かせ実践（グループ発表）
⑧絵本の読み聞かせ実践（グループ発表）
⑨絵本の読み聞かせ実践（代表）
⑩読み聞かせの効果と実際・小テスト
⑪紙芝居の特性と実際・小テスト
⑫言語の生理学的基礎・音声音韻・小テスト
⑬障がいと言語獲得
⑭日誌記載・実習記録記載の実践
⑮乳幼児の言語獲得再考（全体のまとめ）

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①言葉の重要性をふまえて、その指導と援助について具体的に方法を考えることがで
きること。
②読み聞かせできる絵本を増やすこと。
③日誌や実習記録記載のポイントを理解し、実習に向け準備を進めること
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
幼児教育・保育領域の基礎的知識、技能および専門知識、技能の修得

■成績評価基準と方法

発表　　　　　　　　　　　　　20％
小テスト　　　　　　　　　　　20％
手遊び・童謡・読み聞かせ　　　60％(20・20・20)

■テキスト・参考文献

【テキスト】
なし。プリント配布

【参考文献】
その都度、授業で紹介する

■授業外学習

①「日本語表現Ⅰ・Ⅱ」学習内容を確認すること。
②手遊び、絵本の読み聞かせ、紙芝居披露の練習を繰り返すこと

■その他
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2019 年度生 心理学科

科 目 名 保育内容(人間関係)[子心]

開講期・単位 3年 前期・必修 1単位・演習

担 当 者 増山　由香里

■講義の目的および概要

子どもは日々多様な人間関係を経験している。それらの経験が子どもの育ちにどのよ
うな影響を与えるのか事例等で検討し、人との関わりの意義について再認識する。そ
の際、保育者は何をどのように援助しているのかにも注目し、子どもを観る視点や援
助の方法について学ぶ。
また、他者とつながる活動の案を作成し、自らも協働的に他者と取り組む体験を行う
。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
知識の確認やまとめは、保育士と幼稚園教諭の実務経験のある教員が講義形式で行う
。これまでの子どもとのかかわりの検討や活動案の作成から発表まで、グループワー
クやディスカッションを取り入れ検討を行う。

【課題に対するフィードバックの方法】
グループ課題については授業内で解説し、他学生の意見を求める。個別課題について
はコメントを記載し返却する。

■授業計画

①領域「人間関係」のねらい及び内容について
②乳幼児の活動の姿と人間関係の発達の過程ー適切な保育実践
③教師の見守りや援助の重要性
④乳幼児の活動の姿と学びの関連性ー乳幼児期に身につけるべき内容と指導上の留意
点
⑤幼児期と就学以降の学びの連続性
⑥乳幼児の発達理解と一人一人の個人差に配慮した保育活動の意義
⑦幼児同士の関わりを意識した保育活動の重要性とその構想
⑧乳幼児の発達及び学びを踏まえた教材研究の必要性、及び情報機器の活用
⑨０、１歳児の発達を意識した指導案の作成
⑩２、３歳児の発達を意識した指導案の作成
⑪３、５歳児の発達及び小学校以降の学びを意識した指導案の作成
⑫３、４、５歳児の発達を意識した異年齢混合活動の指導案の作成
⑬３歳児、４歳児の模擬保育と振り返り（教材研究・情報機器の活用・教師の援助な
ど）
⑭５歳児、異年齢混合活動の模擬保育と振り返り（教材研究・情報機器の活用・教師
の援助など）
⑮保育実践の観察と模擬保育の振り返りー自身の課題についての考察

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
他者との多様な関わりの重要性とその実践を知り、実習等に生かす。
人間関係の育ちを意識し、活動や援助について考え、実践することができる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「幼児教育・保育領域における基礎知識、技能の修得およびそれを基にした専門知識
、技能の修得」、「修得した知識、技能の活用能力」、「自立して行動できる姿勢、
課題を発見し解決する能力」を身につけた学生に学位を授与することに基づき、子ど
もの人間関係とその発達における知識を身に付け、グループ活動を通して協同や連携
からの学びを目指す。

■成績評価基準と方法

授業毎のコメントシート(20%)
授業内課題(10%)
グループワークの取り組み、発表(20%)
最終課題(50%)

■テキスト・参考文献

【テキスト】
『社会情動的スキルを育む「保育内容 人間関係」』無藤隆 古賀松香　北大路書房

【参考文献】
『保育所保育指針解説』厚生労働省　フレーベル館
『幼稚園教育要領解説』文部科学省　フレーベル館
『幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説』内閣府　フレーベル館
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■授業外学習

【具体的な内容】
幼児と人間関係で学んだことを復習しておくこと。また実習及びボランティアで観察
した“保育者と子どものかかわり”、及び“子ども同士のかかわり”、“実習生と子
どものかかわり”の事例について詳しく記録しておくこと。授業内で検討した事例に
ついて、授業後自ら振り返り、検討内容を整理すること。

【必要な時間】
予習復習の目安は2時間程度

■その他

グループワークの時間が多いため、主体的・協同的に参加することを期待します。
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2019 年度生 心理学科

科 目 名 応用演習Ⅰ[臨床]

開講期・単位 3年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 岡田　顕宏

■講義の目的および概要

社会における心理学の活用方法について理解を深めるための研究実践に関する科目で
す。心理学研究の方法論を身につけるための基礎として、心理学の研究論文の講読を
行います。論文を読むことを通して、論理構造、実証的な方法論、調査・実験計画、
分析方法等について理解することを目的とします。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
各自が、実証的な心理学の研究論文を読んで発表を行い、論文の中で採用されている
研究手法や結果の解釈などについてゼミ形式で議論し、心理学研究の方法や論文につ
いての理解を深めます。

【課題に対するフィードバックの方法】
授業の発表のなかで課題などに関するフィードバックを行います。

■授業計画

１．オリエンテーション
　　①全体でのオリエンテーション

２．文献講読A
　　心理学研究についての理解および書式のトレーニング
　　②文献講読Ⅰ　　③文献講読Ⅱ　　④文献講読Ⅲ
　　⑤文献講読Ⅳ　　⑥文献講読Ⅴ　　⑦文献講読Ⅵ

３．テーマ選択A　　　⑧各自の研究テーマの発表

４．文献講読B
　　各自のテーマに関連した文献の講読・発表
　　⑨文献講読Ⅶ　　⑩文献講読Ⅷ　　⑪文献講読Ⅸ
　　⑫文献講読Ⅹ　　⑬文献講読XI

５．テーマ選択B　　　⑭各自の研究計画の発表

６．まとめ　　　⑮春学期の報告会

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
各自が、研究のためのテーマ設定、具体的な目的の設定、目的と合致した研究方法の
組み立てを行い、具体的で実現可能な研究計画を作りあげることを目標とします。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
学位授与方針の中でも特に、①心理学領域における基礎的知識、技能の修得、③人文
学領域に関する教養の修得、④修得した知識、技能の活用能力、⑤自立して行動でき
る姿勢、課題を発見し解決する能力、に関連します。

■成績評価基準と方法

毎回レジュメの事前提出が必要です。
ゼミ内での発言・毎回の提出物（30%）、発表（40%）、レポート（30%）
毎回の発表およびレポート（宿題）で成績を評価します。発表できなかった場合には
評価に影響しますので注意してください。

■テキスト・参考文献

【テキスト】
テキストの指定はありません。

【参考文献】
心理学実験・研究レポートの書き方（フィンドレイ著 北大路書房）
研究論文で学ぶ臨床心理学（串崎・中田 編　ナカニシヤ出版）
対人社会心理学重要研究集１～７（誠信書房）

■授業外学習

【具体的な内容】
毎回のレジュメの作成や発表の準備、自分の研究に関わる作業は授業時間外に行うこ
とになります。

【必要な時間】
4時間
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■その他

この半期を通して、自分の研究計画書を具体的に作成することになるため、自分の興
味に関係のある先行研究を中心に講読を進め、先行研究の知見を得るだけでなく、実
験・調査手法や研究パラダイムについて理解することが必要です。
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2019 年度生 心理学科

科 目 名 応用演習Ⅰ[臨床]

開講期・単位 3年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 鈴木　憲治

■講義の目的および概要

　本演習では，司法領域（家庭裁判所，少年鑑別所，少年院，少年刑務所，保護観察
所，更生保護施設，警察の少年サポートセンター等）と司法領域に密接に関わる福祉
領域（児童相談所，児童自立支援施設，児童養護施設等）における，「対人援助の枠
組み」及び基本的な「対人援助の技術」を学びます。
　応用演習Ⅰのテーマは「子どもと法律」です。
　近年，子どもを取り巻く様々な社会問題が生じています。その中には、法律が深く
かかわる問題も少なくはありません。この演習では、子どもと法律に関する問題の中
から「少年非行」「面会交流」「児童虐待」を選び、家庭裁判所調査官等ゲストスピ
ーカーから実務経験を踏まえながら解説していただき，その内容について，ゼミ生全
員で議論を深めていきます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
　本演習では，司法領域で実務経験のある教員が，「子どもと法律　総論」で知識の
習得を目的とした講義を行います。
　３つの小テーマごとに、ゲストスピーカーによる実務に関する解説を聴きます。解
説聴取後、解説を聴いて考えたことを小レポートとしてまとめてもらいます。
　前回の時間でまとめてもらった小レポートをもとに、グループに分かれて，実務上
の問題状況の理解を踏まえて，どのようにすればその問題が解決できるかをグループ
・ディスカッションします。
　前回のディスカッションの内容などを踏まえてグループごとに報告の準備をしても
らいます。
　グループ・ディスカッションでまとめられた意見を，グループごとに報告してもら
います。
【課題に対するフィードバックの方法】
　それぞれのグループの意見をもとに，全体で質疑応答・意見交換を行い，教員が解
説・コメントを加えます。

■授業計画

概ね以下の予定に沿って演習を展開します。
① オリエンテーション
② 子どもと法律　総論
③ (1)別居親との交流（ゲストスピーカーの解説）
④ グループ・ディスカッション(1)
⑤ 発表準備(1)
⑥ プレゼンテーション(1)
⑦ (2) 矯正教育（ゲストスピーカーの解説）
⑧ グループ・ディスカッション(2)
⑨ 発表準備(2)
⑩ プレゼンテーション(2)
⑪ (3)不適切な養育下の子どもの保護（ゲストスピーカーの解説）
⑫ グループ・ディスカッション(3)
⑬ 発表準備(3)
⑭ プレゼンテーション(3)
⑮ まとめ（ふり返り）

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
・子どもを取り巻く３つのテーマに関する問題状況を、ゲストスピーカーの解説を聴
いて理解することができる。
・問題状況の理解を踏まえて、どのようにすればその問題が解決できるかを考えるこ
とができる。
・グループ・ディスカッションやプレゼンテーションを通じて，自分の考えたことを
分かりやすく他者に伝えることができるようになる。また他人の意見を聞いてその主
張内容を理解した上で、建設的な質問・意見を伝えることができる。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力」を身に付けている学生に学
位を授与するＤＰに基づき，実際に司法の現場で生じている課題を解決するために，
メディアからの受け売りではない，「修得した知識、技能の活用能力」によって，自
らの頭で考えた意見を表現し，自立できる能力を身に付ける。

■成績評価基準と方法
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以下の４点で評価します。
　A) ゲストスピーカーの解説についての小レポート：30%　10%×3回（個人評価）
　B) プレゼンテーションの質　　　　　　　　　　：30%　10%×3回（グループ評価
）
　C) ゲストスピーカーへの質問内容，グループ・ディスカッションへの参加意欲，
発表準備への貢献度　　　　　　　　　　　　　：30%　10%×3回（個人評価）
　D) ⑮ まとめ終了後2週間以内に提出する振返りレポート：10%

■テキスト・参考文献

【テキスト】
　適宜プリントを配布します。
【参考文献】
「① オリエンテーション」時に参考文献の一覧を配布します。

■授業外学習

【具体的な内容】
（事前）
・テーマによっては、ゲストスピーカーの解説前に，関連法規に事前に目を通してき
てもらうことがあります。
・最近の話題を取り上げることができるよう，子どもをめぐる法律問題の新聞記事や
テレビのニュースには目を通すようにしてください。
・グループ・ディスカッションの結果をグループで集約，発表準備のための文献検索
，プレゼンテーション用スライド作成をして下さい。
（事後）
・「① オリエンテーション」時に参考文献の一覧を配布しますので、興味を持った
分野に関しては積極的に読んでください。
　家庭裁判所，児童相談所，少年鑑別所等の関係機関見学の実施を予定しています。
【必要な時間】
　事前事後の学習は，各概ね２時間が目安になります。
　関係機関見学は各６時間が目安です。詳細は，受講者と相談の上決定します。

■その他

・授業のコンセプトとしては，実務家の講義の中から今ある問題をゼミ生全員で抽出
し，その問題に関してそれぞれの考え方を持ち寄って，様々な観点から考えて“より
よい司法（ジャスティス＝正義）を考えていこう“というものです。正解があるわけ
ではないので，どんな意見を言っても恥ずかしくありません。
・基本的に予備知識は不要ですが，この演習を通じて興味が湧けば，更にその分野の
新聞記事を調べたり，本を読んだりして理解を深めてください。
　関係機関見学時の現地までの交通費は各人の負担となります。
　なお，新型コロナウイルス感染拡大の影響等により，関係機関の見学やゲストスピ
ーカーの招聘に変更・中止となる場合があります。
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2019 年度生 心理学科

科 目 名 応用演習Ⅰ[臨床]

開講期・単位 3年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 髙野　創子

■講義の目的および概要

応用演習Ⅰ・Ⅱを通して、本ゼミでは積極的に話し合いや共同作業にかかわること、
時と場に応じて、挨拶や服装、言葉遣いを意識して行動することを大きな目標として
いる。これを達成するために、下記の①理論と②実践、③ポスター発表における到達
目標を設定する。
春学期は①②に取り組むが、②の実践においては、新型コロナウイルスの感染状況を
鑑みて実施することとする。

①精神分析の基本的概念について理論的に学ぶことを通して、臨床現場のみならず、
日常での対人関係において人間理解の手がかりとして活用することができるようにな
る。
②臨床心理学における地域支援について体験的に学び、様々な支援のあり方を説明す
ることができる。またディスカッションを通して他者の視点を学び、自身の視点を練
り直すことが出来る。
③ポスター作成において、1年間のゼミでの学びや実践についてまとめ、自分のアイ
ディアを活かすことができる。共同作業において、自分のテーマの接点・相違点など
を持ちながら加わり、適宜疑問点や感じたことを表現することができる。発表におい
ては、「お礼」などの挨拶はもちろんのこと、相手の視点にたって誠実に応答するこ
とができる。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
①臨床心理学の文献を用いて、その理論や治療プロセスを理解する上での基本的な概
念を学ぶ。それぞれの講義のテーマに沿って講師が解説を行った後、課題を提示し、
受講者全員でディスカッションを行ない、理解を深める。
②支援施設概要について調査し、グループディスカッションを通じて支援者の視点を
深めた上で、実際に支援施設の運営を支援する。これらの体験を踏まえ、援助者とし
て支援施設の利用者に対するボランティア活動に参加し、対人援助の関わりについて
学ぶ。

　本講義は、心療内科精神科の心理士、またスクールカウンセラー、ボランティア活
動などの地域支援の経験のある教員が心理支援の発想と技術をクライアントに活かす
視点と対人コミュニケーション能力を養う演習を実施します。

【課題に対するフィードバックの方法】
毎回の課題、グループワークでまとめた内容を紙面にて提出したものについて、講義
内で内容の確認と添削指導を行う。

■授業計画

概ね以下の演習を展開するが、見学または実践受入施設の状況によっては下段の取り
組みに予定が変更となる場合がある。

①　3年生合同オリエンテーション（ゼミ決め）
②　イントロダクション
③　青年期のつまずき①
④　青年期のつまずき②
⑤　大人になること①
⑥　大人になること②
⑦　こころとからだ①
⑧　こころとからだ②
⑨　人とのつながり①
⑩　人とのつながり②
⑪　大人と子ども
⑫　地域支援とは
⑬　地域支援の注意点
⑭　余市教育福祉村での子どもに関わるボランティア支援
⑮　振り返り

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連
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【到達目標】
　積極的に話し合いや共同作業にかかわること、時と場に応じて、挨拶や服装、言葉
遣いを意識して行動することを大きな目標とする。これを達成するために、下記の①
理論と②実践、③における到達目標を設定している。応用演習Ⅰでは①②を、Ⅱでは
①②③を具体的な到達目標とする。

① 精神分析の基本的概念について理論的に学ぶことを通して、臨床現場のみならず
、日常での対人関係において人間理解の手がかりとして活用することができるように
なる。
②臨床心理学における地域支援について体験的に学び、様々な支援のあり方を説明す
ることができる。またディスカッションを通して他者の視点を学び、自身の視点を練
り直すことが出来る。
③ポスター作成において、1年間のゼミでの学びや実践についてまとめ、自分のアイ
ディアを活かすことができる。共同作業において、自分のテーマの接点・相違点など
を持ちながら加わり、適宜疑問点や感じたことを表現することができる。発表におい
ては、「お礼」などの挨拶はもちろんのこと、相手の視点にたって誠実に応答するこ
とができる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
　教養教育によって培われる豊かな人間性を基盤に、心理学の基礎理論と臨床心理学
的援助に関する知識と技能の修得を目指し、下記に示す姿勢や能力を身に付けた学生
に学位を授与する。①心理学領域における基礎的知識、技能の修得②臨床心理学領域
における基礎的知識、技能の修得およびそれを基にした専門知識、技能の修得③人文
学領域に関する教養の修得④修得した知識、技能の活用能力⑤自立して行動できる姿
勢、課題を発見し解決する能力」のうち、本講義は①②③④⑤に基づく能力を身につ
ける。

■成績評価基準と方法

①毎回の課題提出75％
②定期末の報告書提出25％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
必要に応じて指示する

【参考文献】
「大人になることのむずかしさ」河合隼雄　岩波書店

■授業外学習

【具体的な内容】
　日ごろから、ニュースや新聞などで心や福祉に関する情報を入手するよう心掛ける
こと。テーマに関する議論で自分の意見が言えるように、テキストや配布された資料
以外の文献も自主的に調べて学修をつむこと。

【必要な時間】
　本演習は、講義時間外にも課題の実施などが必要となる。これらを予習・復習の時
間の活動内容とし、併せて4時間を目安とする。

■その他

・欠席による就学の遅れは、毎回のグループワークのディスカッションに支障をきた
す。そのため毎回出席すること。
学外での活動は内容によって宿泊を伴うこともある。その際の交通費、宿泊費、食費
は自己負担となる。
・施設支援、子ども支援活動は、週末の土日に開催されるため、各自日程の調整が必
要となる。
・欠席による就学の遅れは、毎回のグループワークのディスカッションに支障をきた
す。そのため毎回出席すること。
・特に学外での活動において、メールや電話での連絡応答が必要になる。日ごろから
、メールを確認し、返信を忘れずにすること。
・自分が健康でないと支援を求める人に応えることはできない。施設見学、支援活動
当日に向けて日ごろから自身の体調をよく管理すること。
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2019 年度生 心理学科

科 目 名 応用演習Ⅰ[臨床]

開講期・単位 3年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 橋本　久美

■講義の目的および概要

臨床心理学領域における基礎的知識、技能の活用能力を高めることが本講義の目的で
ある。各自の研究テーマの探索のために問題意識を明確にする。研究領域としては、
身体と心,また脳と心の関連についてである。具体的には、適応やゲーム依存など思
春期における生活習慣を中心とした問題提起、ストレスとメンタルヘルスの関連、音
響や色彩による心理的効果、認知行動療法等の領域での学習を行う。また、臨床心理
の実践を学ぶために施設訪問も行う。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
本講義では，公認心理師・臨床心理士資格を持ち、教育領域におけるスクールカウン
セラーや産業領域でのカウンセリングなど実務経験のある教員が，「依存の心理研究
」について知識の習得を目的とした演習を行う。レポート、論文を探し、読解、研究
への応用を学ぶ。データ集積、統計分析、データ解釈を行うことにより、具体的な研
究手法を学ぶ。施設訪問では学んだことのまとめを行い、中間発表としてポスターに
まとめる。フィールドワークを行い、臨床心理学の実践的学びとすることで、知識と
実践の両面からのバランスの良い学習とする。

【課題に対するフィードバックの方法】
先行研究のまとめに関して、グループディスカッションを行い、その記録をまとめた
ものにコメントをする。施設訪問では事前学習したうえで見学に臨み、事後学習を行
う。

■授業計画

おおむね以下のように進行する。訪問先の施設の都合によって、見学日が決まってく
るため前後の学習内容の入れ替えもありうる。

①　関心のあるテーマについて考える。
②　文献検索オリエンテーション
③　選んだ論文についての概要をまとめる。
④　③で選んだ論文概要についての発表
⑤　グループ分けと個別研究の仮決定
⑥　施設訪問事前学習
⑦　施設訪問
⑧　施設訪問事後学習
⑨　ポスター作製1
⑩　ポスター作製2
⑪　研究の文献調査（図書館）
⑫　文献内容をまとめる
⑬　文献レポートづくり
⑭　ゼミ内発表
⑮　振り返り、まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
関心のあるテーマについて適切な研究法を選択し、研究計画を立てられるようになる
。心理学研究の基本的知識を身につける。施設での見学を通じて心理学実践について
の見識を深める。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「修得した知識、技能の活用能力」を高めるために、文献調査から発表までを個別に
進める。

■成績評価基準と方法

①質疑応答に対するチェック　30% ②グループ発表内容の評価　40%　③最終レポー
ト　30%

■テキスト・参考文献

【テキスト】個人の研究内容に応じて指示する

【参考文献】実証研究の手引き　調査と実験の進め方・まとめ方　古谷野亘他　著　
ワールドプランニング

■授業外学習
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【具体的な内容】心理学研究法として心理統計や研究デザインについて自主的に学習
するのが望ましい。
【必要な時間】個別学習で予習として2時間以上をかけるのが望ましい。研究によっ
ては各種器材を使用することがあるので、十分にこれらの機材に慣れてほしい。また
、復習として授業中のディスカッションで得たアイディアや知識を広げるための文献
理解に2時間以上かけることが望ましい。

■その他

ゼミナール合同で脳波測定実験を行うことがある。
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2019 年度生 心理学科

科 目 名 応用演習Ⅰ[子心]

開講期・単位 3年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 須藤　宏志

■講義の目的および概要

唱歌や童謡などの子どもの歌は、季節や気候、自然や風景、動植物、行事、生活習慣
、子どもの心情などを歌っています。これは幼稚園教育要領や保育所保育指針、幼保
連携型認定こども園教育・保育要領に示された五領域の複数領域に直接的、或いは間
接的に関連しています。この演習では既存の子どもの歌を幅広く研究し、新たな歌の
創作を行う応用演習Ⅱへの準備を行います。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
季節や気候、自然や風景、動植物など、テーマごとに、既存のこどもの歌を分類し、
教員から主な楽曲の紹介をしますが、ゼミ生も自ら楽曲の楽譜や音源等の情報を収集
し、歌詞や音楽の特徴などについて研究を進めて行きます。

【課題に対するフィードバックの方法】
楽曲の研究方法や、楽譜等の検索方法について適宜アドバイスを行っていきます。

■授業計画

①オリエンテーション、個別面談
②唱歌、童謡、子どもの歌の歴史
③テーマから見る「子どもの歌」の分類
④季節「春」の歌(1)
⑤季節「春」の歌(2)
⑥季節「夏」の歌(1)
⑦季節「夏」の歌(2)
⑧季節「秋」の歌(1)
⑨季節「秋」の歌(2)
⑩季節「冬」の歌
⑪行事の歌
⑫動物の歌
⑬植物の歌
⑭その他の歌
⑮まとめ、レポート提出

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
１．子どもの歌を作曲年代やテーマなどから分類できる。
２．多くの子どもの歌に触れ、親しむことができる。
３．著名な作詞家・作曲家についての情報を得る事ができる。
４．学生各自の育ちの中で馴染みのなかった楽曲を発見できる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「下記に示す姿勢や能力を身に付けた学生に卒業を認定し、学位規則に従い学士の学
位を授与する。②幼児教育・保育領域における基礎知識、技能の習得およびそれを基
にした専門知識、技能の習得　④習得した知識、技能の活用能力」に基づき、多くの
子どもの歌に触れ、テーマ毎の分類などを通して、音楽の側面から保育の現場に求め
られる能力を身に付ける。

■成績評価基準と方法

１．楽曲の分類表作成30％
２．馴染みのなかった曲の掘り起こし30％
３．「私の選んだ楽曲紹介」40％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
必要に応じて紹介する。

【参考文献】
研究室等所蔵の楽譜など

■授業外学習

【具体的な内容】
学生が育ちの中で歌い馴染んできた子どもの歌は、膨大な楽曲のごく一部に過ぎませ
ん。そのような歌を自ら発掘するため、楽譜を検索したり動画を検索するなどの作業
が事前事後の課外時間に求められます。

【必要な時間】
4時間
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■その他

2021(令和3)年4月1日

596



2019 年度生 心理学科

科 目 名 応用演習Ⅰ[子心]

開講期・単位 3年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 青木　美和子

■講義の目的および概要

本講義の目的は、来年度作成する「テーマ研究」（レポート作成）に向けて、先行研
究の文献検討、調査方法、レポート作成の基礎力を養うことである。
学生それぞれが関心のある分野（発達、保育、障害、児童福祉、貧困、高齢者、社会
学、ほか）について文献収集を行い、文献購読、レジメ作成、発表などを行う。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
文献検索、文献の読み方、レジメ作成の方法について学ぶ。後半は、各自関心のある
文献に対してレジメを作成し、発表し、討議を行う。

【課題に対するフィードバックの方法】

発表内容、作成したレジメに対して、助言、指導する。

■授業計画

①オリエンテーション
②関心領域についての意見交換
③文献検索の方法
④文献のまとめ方
⑤レジメ作成について
⑥レジメ発表・討議①
⑦レジメ発表・討議②
⑧レジメ発表・討議③
⑨レジメ発表・討議④
⑩研究構想①
⑪研究構想②
⑫研究計画の作成①
⑬研究計画の作成②
⑭研究計画書の発表
⑮全体のふりかえり

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
雑誌論文などの検索をすることができる。
雑誌論文などの文献を講読することができる。
論文のレジメの作成、発表をすることができる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
子ども心理専攻のDP「心理学領域における基礎的知識、技能の修得」に基づく。

■成績評価基準と方法

レジメ作成発表　50％
研究計画書の作成　50％

■テキスト・参考文献

【テキスト】

【参考文献】

適宜、紹介する。

■授業外学習

【具体的な内容】
①自分の関心がある分野の雑誌論文を検索して講読し、レジメを作成してもらいます
。
②研究計画の作成をします。

【必要な時間】
事前、事後学習にはそれぞれ2時間必要となります。

■その他
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2019 年度生 心理学科

科 目 名 応用演習Ⅰ[子心]

開講期・単位 3年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 増山　由香里

■講義の目的および概要

“子ども”や“かかわり”、“つながり”をテーマに文献を読み進めながら、様々な
場で様々な人とかかわる活動を計画し実践していく。その際、相手の心の動きのみな
らず、自分の心の動きにも敏感になり、対話や触れ合い、かかわりやつながりがもた
らす影響について考察する。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
文献購読を行い発表、ディスカッションを行う。フィールドワークを行い、記録と考
察を積み重ねる。

【課題に対するフィードバックの方法】
個人記録は添削を行い、個々に返却する。必要に応じて修正し再提出を行う。

■授業計画

①オリエンテーションー各自の関心テーマについて語り合う
②文献購読・発表①
③文献購読・発表②
④フィールドワーク①
⑤フィールドワークの報告、討議
⑥文献購読・発表③
⑦文献購読・発表④
⑧フィールドワーク②
⑨フィールドワークの報告、討議
⑩文献購読・発表⑤
⑪文献購読・発表⑥
⑫フィールドワーク③
⑬フィールドワークの報告、討議
⑭フィールドワーク④
⑮全体の振り返りと今後のテーマの検討

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
相手の心の動きに気づき、寄り添った関わりをしようとする。
本や玩具、言葉や行動など、関わりの間にある見えるモノだけでなく見えないモノに
も意識を寄せ、その影響力を感じる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「心理学領域における基礎的知識、技能の習得」、「幼児教育・保育領域における基
礎知識、技能の修得およびそれを基にした専門知識、技能の修得」、「人文学領域に
関する教養の修得」「修得した知識、技能の活用能力」、「自立して行動できる姿勢
、課題を発見し解決する能力」を身につけた学生に学位を授与することに基づき、す
べての授業での学びを子どもやその周辺の人々との関わりの中で活かすことができる
よう、実践を通した学びを目指す。

■成績評価基準と方法

文献発表・意見交換（40％）
フィールドワークの報告資料（20%）
課題（40％）課題内容は授業内で伝える。

■テキスト・参考文献

【テキスト】
学生との話し合いにより決定する

【参考文献】
『はじまりは愛着から』佐々木正美　福音館書店
『発達がわかれば子どもが見える』乳幼児保育研究会　ぎょうせい
『読む力は生きる力』脇明子　岩波書店
『絵本はともだち』中村柾子　福音館書店

■授業外学習

2021(令和3)年4月1日

599



【具体的な内容】
学外で人と関わることがあるため、挨拶や礼儀などマナーを身にけておくこと。
事前に文献を読み、発表担当者への質問や意見等を準備する。文献内の専門用語等わ
からない単語は意味を調べノートにまとめる。
フィールドワークの記録を丁寧に行う。提出後返却された記録を読み返し、必要に応
じて修正し再提出を行う。

【必要な時間】
授業時間外に4時間程度の振り返りや準備が必要。

■その他

主張することと人の話を聞くことの両方を意識して臨むこと。
保育所・幼稚園・こども園でのフィールドワークを実施する予定がある。
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2019 年度生 心理学科

科 目 名 応用演習Ⅰ[子心]

開講期・単位 3年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 村中　幸子

■講義の目的および概要

オペラやバレエ、ミュージカルなど、音楽と他の表現方法が組み合わさった芸術は多
い。本講義では1年次、2年次に表現系の授業で学んだ内容を発展させて作品を作るた
めの予備練習を行う。制作過程において様々な手法や可能性を学び、グループワーク
を行うことで能動的な学修を目指す。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
物語の選定、演奏パートの分担などを話し合いながら決める。個人または全体での練
習など、必要に応じて形を変えて活動する。

【課題に対するフィードバックの方法】
ゼミ生同士のディスカッションやゼミ担当教員からのアドバイスを行う。

■授業計画

①オリエンテーション：取り組みの具体的な説明
②作品鑑賞とディスカッション①
③作品鑑賞とディスカッション②
④作品鑑賞とディスカッション③
⑤物語と楽曲の選定①
⑥物語と楽曲の選定②
⑦内容のデザイン
⑧内容のデザイン
⑨担当パートの練習①
⑩担当パートの練習②
⑪担当パートの練習③
⑫全体練習と修正③
⑬全体練習と修正④
⑭VTR撮影
⑮作品鑑賞とまとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
・音楽の様々な要素を理解し、物語の場面に相応しい音を選択できる。
・物語に合った朗読表現、楽曲に合った演奏表現ができるようになる。
・グループの中で創作に必要な意見交換ができ、協力して作業ができる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「下記に示す姿勢や能力を身に付けた学生に卒業を認定し、学位規則に従い学士の学
位を授与する。②幼児教育・保育領域における基礎知識、技能の習得およびそれを基
にした専門知識、技能の習得　④習得した知識、技能の活用能力」に基づき、保育士
、幼稚園教諭を目指す者に必要な表現力や技能、協調性や積極性を持ちながら日々の
課題に取り組む力を身に付ける。

■成績評価基準と方法

計画と実践　50%
ディスカッションでの発言20%
活動内容レポート30％

■テキスト・参考文献

【参考文献】
全音楽譜出版社「ピアノ絵本館」「優しいピアノの絵本」シリーズ、他

■授業外学習

【具体的な内容】
時間内に円滑に共同作業が進められるよう、与えられたパートについては個々に練習
を行う。

【必要な時間】
事前事後学修併せて4時間の学修を行う必要がある。
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■その他
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2019 年度生 心理学科

科 目 名 応用演習Ⅰ[子心]

開講期・単位 3年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 橋場　俊輔

■講義の目的および概要

 運動をすることで身体や脳の健康が保たれるという事は200万年前の祖先から我々が
受け継いだ遺伝子に組み込まれています。しかしながら全国の小学生の怪我の発生率
は1970年の2.5％から現在は6.0％近くまで増加している。本講義では、運動を絡めた
遊びを通して、現代の子供たちの健康問題を様々な角度から探究し、解決策を探りま
す。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
現代の子供達の健康問題を探究し、個人にて研究発表を行います。
いまある環境を再考し子どもたちの運動を楽しく行うためのプログラムを考えます。
「自然の環境を活かした遊び」の現代にマッチした行い方を考えるためにフィールド
ワーク等も実施します。

【課題に対するフィードバックの方法】
個々それぞれの課題に対して授業中に解説します。
また、授業以外にも指導の時間を設けます。

■授業計画

①ガイダンス
②授業計画と課題設定について
③現代の子どもの健康という側面から見た運動能力の把握
④現代の子どもの健康という側面から見た運動能力の把握Ⅱ
⑤家庭のおける食生活・睡眠の現状
⑥子ども達を取り巻く「遊び」に関しての実地調査
⑦子ども達を取り巻く「遊び」に関しての実地調査Ⅱ
⑧個人課題探求テーマ検討
⑨資料収集
⑩資料分析・意見交換・課題発見
⑪発表資料作成
⑫個人探究課題発表
⑬個人探究課題発表Ⅱ
⑭発表の振り返り
⑮まとめ・応用演習Ⅱに向けて

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
子どもの健康問題を探究し、現代にあった課題解決方法を見つけることが出来る。
研究資料を収集、分析し発表資料を作成することが出来る。
自らが習得した知識を実行する行動力を発揮することができる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「習得した知識・技能の活用能力」に基づき習得した知識を活かした行動力を発揮す
る。

■成績評価基準と方法

・演習での発言・提出物　40％
・個人発表　　　　　　　40％
・まとめのレポート　　　20％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
適宜、配布致します。

【参考文献】
文部科学省　幼児期運動指針
新聞記事　等

■授業外学習
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【具体的な内容】
自らの課題や授業中指示した課題等の資料を収集し、まとめていただきます。
授業中に自分の意見を述べることが出来るように常日頃から子どもの運動問題、健康
問題に関心を持って下さい。

【必要な時間】
予習・復習の時間は各２時間を要します。

■その他

様々な意見や考えを吸収し自分の考えに取り入れることが出来るようして下さい。
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2019 年度生 心理学科

科 目 名 応用演習Ⅰ[子心]

開講期・単位 3年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 木村　彰子

■講義の目的および概要

　子どもの時代は大人になる準備期間ではなく、子ども時代にしかできない経験をし
ながら生きることがとても大切である。「子ども時代を子どもとして生きる」とはど
のようなことか、そのために保育では何ができるのだろうか。
　本ゼミでは、「子どもの世界」をテーマとし、海外の先進的な保育も参考にしなが
ら、文献研究、「遊び」の直接体験、保育現場での子どもとの出会いを通して、規定
の枠にとらわれない、子ども主体の保育とはどのようなものか、「保育の本質」を考
える基礎を培うことを目的とする。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
・子どもの遊び・子どもの世界に身を置き体験する。
・体験のまとめをもとにディスカッションし深める。
・文献を使用した学びも行う。

【課題に対するフィードバックの方法】
体験の振り返りで出された感想や課題を元にしたディスカッションでは、保育者であ
った教員も一員という立場でも関わり、必要に応じて意見を述べたり適宜アドバイス
をしたりする。

■授業計画

①　オリエンテーション、個別面談　
②　自分の子ども時代について語り合い
③　現在の子どもの実態や課題について語り合い
④　レッジョ・エミリア（イタリア）による「子どもの世界」を知る
⑤　テファリキ（ニュージーランド）による「子どもの世界」を知る
⑥　保育の場への参加と観察①（遊び体験）
⑦　保育の場への参加と観察②（遊び体験）
⑧　観察の振り返りと「子どもの世界」についてのディスカッション
⑨　研究とは何か・研究の方法とは
⑩　保育の場への参加と観察③（遊び体験）
⑪　保育の場への参加と観察④（遊び体験）
⑫　観察の振り返りと「子どもの世界」についてのディスカッション
⑬　「子どもの世界」で関心をもったことについてのディスカッション
⑭　関心をもった先行研究を持ちより検討
⑮　応用演習Ⅱに向けた取り組みの確認

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①　「子どもの世界」に関心を持ち、子ども時代に大切なことが何かを考えることが
できるようになる。
②　保育現場での「子どもの世界」に触れ、体験をまとめることができるようになる
。
③　各自がまとめた記述をもとに、他者とコミュニケーションをとることができるよ
うになる。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「幼児教育・保育領域における基礎知識、技能の習得およびそれを基にした専門
知識、技能の習得」に基づき、「子どもの世界」や「子ども」の面白さに気付き、コ
ミュニケーションをはかる。

■成績評価基準と方法

遊び体験及び保育体験後のまとめ　40%
先行研究の要約　　10%
ディスカッション参加の発言　20%
各回のコメントシート　30%

■テキスト・参考文献

【参考文献】
・子どもたちの100の言葉.　レッジョ・チルドレン（著）, ワタリウム美術館 (編集
), 田辺 敬子・木下 龍太郎・辻 昌宏 (翻訳). (2012). 日東書院本社
・学びの物語の保育実践．大宮勇雄．(2010).ひとなる書房
・その他適宜紹介する

■授業外学習
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【具体的な内容】
・体験後、感想や学びを「子どもの世界」の視点でまとめ、次回ゼミ内で提示できる
資料を作成する。

【必要な時間】
・本科目は２単位であるため、授業の事前事後学修併せて4時間の学修を行う必要が
ある。

■その他

・保育のフィールドに行く場合は、現地集合、現地解散もあり得る。
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2019 年度生 心理学科

科 目 名 応用演習Ⅰ[臨床]

開講期・単位 3年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 品川　ひろみ

■講義の目的および概要

この科目では、グループで共通のテーマを決め、そのテーマに沿って、調査・研究を
行う。論文執筆の基本的なプロセスを経験することで、調べる・思考する・文章化す
る・他者と協働するなど、社会人として必要な教養や臨床心理学援助に必要なスキル
を獲得することを目的とする。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】

講義はゼミナールごとの少人数で行う。調べる、まとめる、発表する、議論する、な
どを行うほか、フィールドワークも行う。

【課題に対するフィードバックの方法】
毎回の授業において課題を設定しそれに取組み小レポートを提出する。提出されたレ
ポート等についてはコメントを返却する。

■授業計画

①オリエンテーション　テーマの設定について（合同授業）
②テーマの決定　各自の目標および計画の策定
③研究計画の発表と議論
④研究のすすめかた
⑤資料・文献収集
⑥資料・文献収集における発表と議論
⑦補足資料の収集と報告準備
⑧中間報告　
⑨テーマ別ディスカッション①
⑩テーマ別ディスカッション②
⑪テーマ別ディスカッション③
⑫ディスカッションのまとめ
⑬報告準備
⑭報告会
⑮春学期授業のまとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
社会の事象に関心をもち、それについて他者と協働して課題を解決することができる
。グループにおいてそれぞれの役割を責任をもって果たすことができる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
学科のディプロマポリシーのなかでも、人文学領域に関する教養の修得、修得した知
識・技能の活用能力⑤自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力にあたる
。

■成績評価基準と方法

毎回の課題レポート50％

中間報告・最終報告50％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
テキストは指定しない

【参考文献】
参考文献は必要に応じて提示する

■授業外学習

【具体的な内容】
授業の前にはテーマに沿った資料収集や、参考文献のまとめをしておくこと。　　　　　
授業後には議論を踏まえてその回の授業のまとめを行うこと。

【必要な時間】
事前・事後それぞれ2時間程度とする。

■その他

⑧中間報告と、⑭報告会、⑮春学期授業のまとめは必須要件とする。
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2019 年度生 心理学科

科 目 名 応用演習Ⅰ[臨床]

開講期・単位 3年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 松浦　秀太

■講義の目的および概要

　本年度の「応用演習［松浦］」は「精神分析的セラピーを考える」というテーマで
行います。
　精神分析は19世紀末にウィーンの神経内科医であったジークムント・フロイトが発
見した臨床実践です。現在は退潮傾向にあると言われていますが、臨床現場で精神分
析的実践をしている人たちは少なからず存在します。本演習では精神分析そのもの（
カウチや自由連想を用いた週４回以上の実践）ではなく、日本の臨床現場で行われて
いる精神分析的セラピー（対面、週１回の実践）について取り扱います。春学期は基
本的な精神分析的セラピーの設定について取り上げ、その独自性と特殊性について理
解することを目的としています。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
　本演習は、臨床心理士資格を有する教員が「精神分析的セラピーとは何か」をテー
マに展開します。まず、担当教員が精神分析的セラピーに関する概論的なレクチャー
を行い、レクチャーに対するディスカッションを受講者全員で行います。グループワ
ークやロールプレイを行うこともあります。演習終了後、受講者はリアクションペー
パーを記入し、自分の体験を振り返ります。体験と内省による学習が基本となります
。

【課題に対するフィードバックの方法】
　上述のように各回、ディスカッションやグループワークを行います。そこで出され
た意見について担当教員も適宜コメントを述べます。つまり、ディスカッションを通
して、フィードバックが与えられることになります。また、各回、リアクションペー
パーに自身の意見や考えを記入してください。次の回に担当教員がそれにコメントす
ることがあります。

■授業計画

　概ね以下の予定に沿って講義を展開します。進行状況やディスカッションの流れ、
理解度によって、順序や内容は変更が生じる可能性があります。また、新型コロナウ
イルスの感染状況次第では、計画を大幅に変更する可能性があります。その際は学生
の皆さんに計画を再提示します。

① オリエンテーション（春学期）、ゼミ役割やルールの確認
② レクチャー＆ディスカッション（１）「概論：精神分析から支持的セラピーまで
」
③ レクチャー＆ディスカッション（２）「場を設ける」
④ グループワーク（１）「設定」…場所、距離、角度
⑤ レクチャー＆ディスカッション（３）「構造化」
⑥ グループワーク（２）「設定」…時間
⑦ グループワーク（３）「設定」…カウチ
⑧ レクチャー＆ディスカッション（４）「分析状況」
⑨ レクチャー＆ディスカッション（５）「無意識の探求と支持的要素」
⑩ レクチャー＆ディスカッション（６）「セラピーを始める」
⑪ ロールプレイ（１）
⑫ ロールプレイ（２）
⑬ グループディスカッション
⑭ 体験発表会
⑮ 春学期のまとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
　精神分析的セラピーについて考えられるようになること、設定の特殊性を理解する
ことを目指します。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
　「臨床心理学領域における基本的知識、技能の修得およびそれを基にした専門知識
、技能の修得」というポリシーに基づき、精神分析に関する臨床心理領域の知識や能
力を身につける。

■成績評価基準と方法

　以下の3点で評価します。

　A) ディスカッション＆ロールプレイ：30%
　B) リアクションペーパー：30%
　C) 期末レポート：40%

■テキスト・参考文献
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【テキスト】
・吾妻 壮 (2018). 精神分析的アプローチの理解と実践－アセスメントから介入の技
術まで. 岩崎学術出版社.

【参考文献】
・ジョセフ・サンドラー ら(著) 藤山直樹・北山 修 (監訳). (2008). 患者と分析者
［第2版］－精神分析の基礎知識. 誠信書房.
・妙木 浩之 (2010). 初回面接入門－心理力動フォーミュレーション. 岩崎学術出版
社.
　その他、参考文献は適宜お伝えします。

■授業外学習

【具体的な内容】
　事前学習として演習内で配布するレジュメや指定する文献をよく読んでおいてくだ
さい。事後学習としては、授業時の体験を振り返り、リアクションペーパーにまとめ
てください。次の回で発表してもらいます。自身の考えが他者からどう受け取られた
のか、理解してもらったことや理解してもらえなかったことなどを振り返り、その体
験からどのような情緒が生じるのか、どのような新しい考えが生まれるのかを体験し
てください。

【必要な時間】
　各々2時間以上の学習時間を必要とします。

■その他

上述したように、体験と内省を基本とします。
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2019 年度生 心理学科

科 目 名 応用演習Ⅰ[臨床]

開講期・単位 3年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 佐藤　徹男

■講義の目的および概要

心理職の役割の一つに心理教育があります。本ゼミでは近年注目されているマインド
フルネスを中心に心理教育について学び、ゼミ内で実践していくことを目標とします
。マインドフルネスとは、意図的に今現在に注意を向け、判断を加えずに受容するこ
とです。その方法として、様々なエクササイズや瞑想を使います。
また、心理職の現場では複数のクライエント・利用者さんと話すことや、集団心理療
法では心理職がグループをリードします。そのような機会でグループをリードしてデ
ィスカッションを進める技術はとても重要です。本講義では毎回グループディスカッ
ションをしますが、それに参加するだけでなく、回を指定して学生にディスカッショ
ンをリードしてもらいます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
本講義は医療や教育の現場で様々な心理教育を実施した経験を持つ教員が担当する。
演習の形式で行い、ディスカッションやグループワークも取り入れる。
学生には教員指導のもと実際にマインドフルネスを体験してもらいます。ビデオや音
源を使っての演習も行います。
本講義の初めの方は、教員がディスカッションをリードするが、その後は担当回の学
生にディスカッションをリードしてもらいます。

【課題に対するフィードバックの方法】
講義内で行われたディスカッションや体験等については、口頭でフィードバックを行
う。提出物については講義内で添削指導を行う。

■授業計画

①3年生合同オリエンテーション（ゼミ決め）
②オリエンテーション
③話の聴き方：マイクロカウンセリングの技法と実践①
④話の聴き方：マイクロカウンセリングの技法と実践②
⑤グループディスカッションの方法と実践①
⑥グループディスカッションの方法と実践②
⑦マインドフルネスの基礎①概要
⑧マインドフルネスの基礎②うつ、不幸感、感情的苦痛
⑨マインドフルネスの基礎③すること、あること、そしてマインドフルネス
⑩マインドフルネスの基礎④実践するにあたって
⑪マインドフルネスの実践①自動操縦を超えて
⑫マインドフルネスの実践②別の知る方法
⑬マインドフルネスの実践③現在に戻る
⑭マインドフルネスの実践④嫌悪を認めること
⑮まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
心理職として人と関わるために、話の聴き方やディスカッションへの参加、そしてデ
ィスカッションをリードできるようにゼミ内で経験を積むことを目標とする。また、
心理教育の一つとしてのマインドフルネスの基礎を学び、体験的に経験する。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「臨床心理学領域における基礎的知識、技能の修得およびそれを基にした専門知識、
技能の修得」に基づいて、臨床心理を勉強した者としての人の話を聴く技能、ディス
カッションに参加したりリードする技能、そして心理教育、特にマインドフルネスに
関しての知識と技能を身につける。

■成績評価基準と方法

毎回の課題提出：40％
ディスカッションへの参加とリード：30％
学期末の報告書：30％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
『マインドフルネス認知療法ワークブック』小山秀之・前田泰宏（監修）北大路書房

【参考文献】
必要に応じて配布する。

■授業外学習
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【具体的な内容】
事前に配布された資料やテキストの指定された箇所を読み理解してくること。
ディスカッションを担当する回の前には、あらかじめ準備をしておくこと。
授業の内容を復習し課題に取り組むこと。

【必要な時間】
事前事後学習として概ね2時間程度を必要とする。

■その他

グループディスカッションは本講義の重要な一部であるため、ディスカッションに参
加することが必須となる。また、担当になった回ではディスカッションリーダーとし
てディスカッションを展開してもらう。
「認知行動療法」を履修していることが望ましい。
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2019 年度生 心理学科

科 目 名 応用演習Ⅱ[臨床]

開講期・単位 3年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 岡田　顕宏

■講義の目的および概要

現実社会における心理学の活用方法について理解を深めるための研究実践に関する科
目です。心理学に関連したテーマに沿って、実験・調査などの実証的研究を実施し、
それらの結果の分析、レポート執筆を行うことを通して、心理学研究の方法論につい
て理解することを目的としています。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
各自が、自分自身の興味のあるテーマに関する実証的な心理学の研究論文を読んで発
表を行うとともに、調査の実施を想定して、自分自身の研究計画を立ててポスターの
形にまとめます。

【課題に対するフィードバックの方法】
授業の発表のなかで課題などに関するフィードバックを行います。

■授業計画

各自の研究計画に従って、実験・調査を実施し、データの分析、レポートの執筆、研
究内容の発表を行います。以下のようなスケジュールで展開する予定です。

①研究計画発表
②ゼミ内予備調査Ⅰ
③ゼミ内予備調査Ⅱ
④研究計画の監視絵
⑤実験・調査実施の報告Ⅰ
⑥実験・調査実施の報告Ⅱ
⑦実験・調査実施の報告Ⅲ
⑧実験・調査結果の報告Ⅰ
⑨実験・調査結果の報告Ⅱ
⑩実験・調査結果の報告Ⅲ
⑪レポート執筆指導Ⅰ
⑫レポート執筆指導Ⅱ
⑬ポスター発表準備Ⅰ
⑭ポスター発表準備Ⅱ
⑮ポスター発表練習と秋学期の反省

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
各自の研究計画に従って、実験・調査を実施し、データの分析・レポートの執筆・発
表を行うことを通して、自分自身の研究テーマについて、他者具体的に説明できるよ
うになることが目標になります。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
学位授与方針の中でも特に、①心理学領域における基礎的知識、技能の修得、③人文
学領域に関する教養の修得、④修得した知識、技能の活用能力、⑤自立して行動でき
る姿勢、課題を発見し解決する能力、に関連します。

■成績評価基準と方法

ゼミ内での発言および毎回の提出物（30%）、実験・調査の実施状況（20%）、最終レ
ポート（20%） 、ポスター発表（30%）

■テキスト・参考文献

【テキスト】
テキストの指定はありません。

【参考文献】
心理学実験・研究レポートの書き方（フィンドレイ著 北大路書房）
研究論文で学ぶ臨床心理学（串崎・中田 編　ナカニシヤ出版）
対人社会心理学重要研究集１～７（誠信書房）

■授業外学習
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【具体的な内容】
毎回のレジュメの作成や発表の準備、自分の研究に関わる作業は授業時間外に行うこ
とになります。

【必要な時間】
4時間

■その他

この半期を通して、自分の研究計画書を具体的に作成することになるため、自分の興
味に関係のある先行研究を中心に講読を進め、先行研究の知見を得るだけでなく、実
験・調査手法や研究パラダイムについて理解することが必要です。
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2019 年度生 心理学科

科 目 名 応用演習Ⅱ[臨床]

開講期・単位 3年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 鈴木　憲治

■講義の目的および概要

　本演習では，司法領域（家庭裁判所，少年鑑別所，少年院，少年刑務所，保護観察
所，更生保護施設，警察の少年サポートセンター等）と司法領域に密接に関わる福祉
領域（児童相談所，児童自立支援施設，児童養護施設等）における，「対人援助の枠
組み」及び基本的な「対人援助の技術」を学びます。
　応用演習Ⅱのテーマは「子どもの面接」です。
　子どもから事実を聴きとったり，子どもの気持ちを確かめたり，意欲を失っている
子どもを勇気づけたりすることは，大人に対して同様のことを行うよりも困難を伴う
ことがままあります。司法領域で子どもと接する心理臨床家は，どのようなことに留
意し，どのような手法を用いているのか，司法，児童福祉，矯正等の領域で実務経験
を有するゲストスピーカーによる解説も交えて「対人援助の技術」の基礎を習得しま
す。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
　本演習では，司法領域で実務経験のある教員が，「司法面接」及び「動機づけ面接
」のロールプレイなどの体験学習を通して、対人援助の面接技法の基本を考えながら
の学びを実施します。
　子の意思の把握の現場で活躍する家庭裁判所調査官等，動機づけ面接の現場で活躍
する矯正施設職員等をゲストスピーカーとして招き，それぞれの現場で，どのように
面接技法を応用しているのかを解説を受けます。
【課題に対するフィードバックの方法】
　「面接　実践演習」では，ゼミ生同士がロールプレイで実施した面接をビデオ撮影
し，面接課題のフィードバックを実施します。ゲストスピーカーの解説では，ゲスト
スピーカーへの質疑応答・意見交換を行い，教員が解説・コメントを加えます。

■授業計画

概ね以下の予定に沿って授業を展開します。
　① オリエンテーション
　② 子どもの面接の難しさ
　③ 子どもの面接・子の意思の把握の現場（ゲストスピーカーの解説）
　④ 司法面接とは
　⑤ 司法面接の理論
　⑥ 司法面接　実践演習（１）
　⑦ 司法面接　実践演習（２）
　⑧ 動機づけ面接とは
　⑨ 動機づけ面接の現場（ゲストスピーカーの解説）
　⑩ 動機づけ面接　実践演習（１）PECEを身に付ける
　⑪ 動機づけ面接　実践演習（２）OARS
　⑫ 動機づけ面接　実践演習（３）ﾁｪﾝｼﾞﾄｰｸと維持ﾄｰｸ，維持ﾄｰｸと不協和
　⑬ 「子どもと法律」，「子どもの面接」をまとめる（１）
　⑭ 「子どもと法律」，「子どもの面接」をまとめる（２）
　⑮ まとめ（ふり返り）

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
・子どもの面接が，大人の面接と異なる知識と技術を要することを，ゲストスピーカ
ーの解説を聴いて理解することができる。
・「司法面接」及び「動機づけ面接」のロールプレイによる体験学習を通して，面接
の構造の違いを理解することができる。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「修得した知識、技能の活用能力」を身に付けている学生に学位を授与するＤＰに基
づき，司法領域ではスタンダードとして用いられる『司法面接』及び『動機づけ面接
』の面接技法の基礎を実務の実際を知ることで，「自立して行動できる姿勢、課題を
発見し解決する能力」を発揮して，自ら面接技法の向上を考える工夫を考えられる能
力を身に付ける。

■成績評価基準と方法

以下の3点で評価します。
　A) ゲストスピーカーの解説についての小レポート　　　：20%　10%×2回
　B) ロールプレイによる体験学習への参加意欲　　　　　：50%　10%×5回
　C) ⑮ まとめ終了後2週間以内に提出する振返りレポート：30%

■テキスト・参考文献
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【テキスト】
　適宜プリントを配布します。
【参考文献】
子どもへの司法面接 考え方・進め方とトレーニング/仲真紀子 有斐閣
子どもの面接ガイドブック―虐待を聞く技術/W. ボーグ,R. フラゴー,D.L. アービン
,R. ブロドリック(著)　日本評論社
子どもの面接法―司法手続きにおける子どものケア・ガイド/ ミッシェル アルドリ
ッジ, ジョアン ウッド,Michelle Aldridge (原著),　法と心理学会叢書
動機づけ面接法 基礎・実践編/ウィリアム・Ｒ．ミラ　星和書店
動機づけ面接を身につける 一人でもできるエクササイズ集 / デイビッド・B・ロー
ゼングレン　星和書店
矯正職員のための動機づけ面接　公益財団法人矯正協会

■授業外学習

【具体的な内容】
（事前）
・「面接　実践演習」が始まるまでに，参考文献の中から関心を持てた書籍を1冊読
んでください。
（事後）
・「 面接　実践演習」の各回の後には，自分が出来たこと，出来なかったことを必
ず振り返って，「① オリエンテーション」時に配布する「振り返りシート」にまと
めて下さい。
　家庭裁判所，児童養護施設，少年院等の関係機関見学の実施を予定しています。
【必要な時間】
　参考文献の精査には４～６時間を要しますが，演習での面接技法の向上が格段に違
ってきます。
　「振り返りシート」の作成に要する時間は，各２時間が目安になりますが，文字化
することで，自らの面接の問題点を焦点化することが出来ます。
　関係機関見学は各６時間が目安です。詳細は，受講者と相談の上決定します。

■その他

・授業のコンセプトとしては，自ら体験することと，他人の経験を聴くことを融合さ
せての“実践的な面接を知る”です。
・面接技法の入門編ですので，この演習を通じて面接に興味が湧けば，より深く学ぶ
ための文献やワークショップを紹介しますので主体的な学習を進めてください。
　関係機関見学時の現地までの交通費は各人の負担となります。
　なお，新型コロナウイルスの感染拡大の影響等により，関係機関の見学やゲストス
ピーカーの招聘に変更・中止となる場合があります。
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2019 年度生 心理学科

科 目 名 応用演習Ⅱ[臨床]

開講期・単位 3年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 髙野　創子

■講義の目的および概要

応用演習Ⅰ・Ⅱを通して、本ゼミでは積極的に話し合いや共同作業にかかわること、
時と場に応じて、挨拶や服装、言葉遣いを意識して行動することを大きな目標として
いる。これを達成するために、下記の①理論と②実践、③ポスター発表における到達
目標を設定する。
春学期は①②に取り組むが、②の実践においては、新型コロナウイルスの感染状況を
鑑みて実施することとする。

①精神分析の基本的概念について理論的に学ぶことを通して、臨床現場のみならず、
日常での対人関係において人間理解の手がかりとして活用することができるようにな
る。
②臨床心理学における地域支援について体験的に学び、様々な支援のあり方を説明す
ることができる。またディスカッションを通して他者の視点を学び、自身の視点を練
り直すことが出来る。
③ポスター作成において、1年間のゼミでの学びや実践についてまとめ、自分のアイ
ディアを活かすことができる。共同作業において、自分のテーマの接点・相違点など
を持ちながら加わり、適宜疑問点や感じたことを表現することができる。発表におい
ては、「お礼」などの挨拶はもちろんのこと、相手の視点にたって誠実に応答するこ
とができる。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
①精神分析などの臨床心理学に関するの文献を用いて、その理論や治療プロセスを理
解する上での基本的な概念を学ぶ。文献に沿って担当発表者を決め、担当者は作成し
たレジュメを元に解説を行う。学んだ内容について受講者全員でディスカッションを
行ない、理解を深める。
②支援施設概要について調査し、グループディスカッションを通じて支援者の視点を
深めた上で、実際に支援施設の運営を支援する。これらの体験を踏まえ、援助者とし
て支援施設の利用者に対するボランティア活動に参加し、対人援助の関わりについて
学ぶ。
③ポスター制作の立案、作成に関する講義を行った後、グループに分かれてポスター
を制作発表する。

　本講義は、心療内科精神科の心理士、またスクールカウンセラー、ボランティア活
動などの地域支援の経験のある教員が心理支援の発想と技術をクライアントに活かす
視点と対人コミュニケーション能力を養う演習を実施します。

【課題に対するフィードバックの方法】
　毎回の課題、グループワークでまとめた内容を紙面にて提出したものについて、講
義内で内容の確認と添削指導を行う。ポスター発表においては、来場者にアンケート
を実施し、その結果を受講生にフィードバックする。

■授業計画
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① オリエンテーション
② 地域支援についての概要
③ 施設の概要と支援内容について（１）
④ 施設運営支援（１）余市教育福祉村
⑤ 施設運営支援（２）
⑥ 施設運営支援（３）
⑦ ことばの教室に通う子どもへの支援（１）　余市教育福祉村
⑧ ことばの教室に通う子どもへの支援（２）　
⑨ ことばの教室に通う子どもへの支援（３）　
⑩ ボランティア活動(１)　「あそぶべ」　本学構内
⑪ ボランティア活動(２)　「あそぶべ」
⑫ ボランティア活動(３)　「あそぶべ」
⑬ ポスター制作
⑭ ポスター制作
⑮ ポスター発表練習

＊コロナウイルス感染拡大に伴い、子どもとかかわるボランティアを行うことが難し
い場合は、臨床心理学文献を用い、精神分析の実践的な基礎について学ぶこととする
。差し替える内容は下記の通りである。

① イントロダクション
② 精神力動的心理療法とは
③ 初回面接
④ 治療契約
⑤ 治療同盟
⑥ 転移と逆転移（１）
⑦ 転移と逆転移（２）
⑧ 夢とその扱い
⑨ 抵抗
⑩ ワークスルー（１）
⑪ ワークスルー（２）
⑫ 心理療法の終結
⑬ ポスター制作
⑭ ポスター制作
⑮ ポスター発表練習

＊定期課題として、秋学期補講日に合同ポスター発表会を開催する。詳細は秋学期オ
リエンテーションにて説明する。■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
　本ゼミでは、積極的に話し合いや共同作業にかかわること、時と場に応じて、挨拶
や服装、言葉遣いを意識して行動することを大きな目標としている。これを達成する
ために、応用演習Ⅰでは①理論を、応用演習Ⅱでは②実践、③ポスター発表における
具体的な目標を設定する。
①心理療法の大まかなプロセスについて説明することができるとともに、プロセスで
生じる様々な現象を人間理解の手がかりとして考えることができるようになる。
②臨床心理学における地域支援について体験的に学び、様々な支援のあり方を説明す
ることができる。またディスカッションを通して他者の視点を学び、自身の視点を練
り直すことが出来る。
③ポスター作成において、1年間のゼミでの学びや実践についてまとめ、自分のアイ
ディアを活かすことができる。共同作業において、自分のテーマの接点・相違点など
を持ちながら加わり、適宜疑問点や感じたことを表現することができる。発表におい
ては、「お礼」などの挨拶はもちろんのこと、相手の視点にたって誠実に応答するこ
とができる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
　教養教育によって培われる豊かな人間性を基盤に、心理学の基礎理論と臨床心理学
的援助に関する知識と技能の修得を目指し、下記に示す姿勢や能力を身に付けた学生
に学位を授与する。①心理学領域における基礎的知識、技能の修得②臨床心理学領域
における基礎的知識、技能の修得およびそれを基にした専門知識、技能の修得③人文
学領域に関する教養の修得④修得した知識、技能の活用能力⑤自立して行動できる姿
勢、課題を発見し解決する能力」のうち、本講義は①②③④⑤に基づく能力を身につ
ける。

■成績評価基準と方法

毎回のゼミの課題提出(60%)、中間課題（レジュメ発表）20%、最終課題提出（ポスタ
ー制作・発表）20％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
必要に応じて適宜プリントを配布する。

【参考文献】
①『サイコセラピー練習帳』丸田俊彦著　岩崎学術出版社
②『地域実践心理学―支えあいの臨床心理学へ向けて』(2005)中田 行重 (著)ナカニ
シヤ出版
③「ライブ講義　質的研究とは何か」西條剛央著、新曜社
④「心理学論文の書き方」松井豊著、河出書房新社
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■授業外学習

【具体的な内容】
日ごろから、ニュースや新聞などで心や福祉に関する情報を入手するよう心掛けるこ
と。テーマに関する議論で自分の意見が言えるように、テキストや配布された資料以
外の文献も自主的に調べて学修をつむこと。

【必要な時間】
本演習は、講義時間外にも課題の実施などが必要となる。これらを予習・復習の時間
の活動内容とし、併せて4時間を目安とする。

■その他

・欠席による就学の遅れは、毎回のグループワークのディスカッションに支障をきた
す。そのため毎回出席すること。
学外での活動は内容によって宿泊を伴うこともある。その際の交通費、宿泊費、食費
は自己負担となる。
・施設支援、子ども支援活動は、週末の土日に開催されるため、各自日程の調整が必
要となる。
・欠席による就学の遅れは、毎回のグループワークのディスカッションに支障をきた
す。そのため毎回出席すること。
・特に学外での活動において、メールや電話での連絡応答が必要になる。日ごろから
、メールを確認し、返信を忘れずにすること。
・自分が健康でないと支援を求める人に応えることはできない。施設見学、支援活動
当日に向けて日ごろから自身の体調をよく管理すること。
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2019 年度生 心理学科

科 目 名 応用演習Ⅱ[臨床]

開講期・単位 3年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 橋本　久美

■講義の目的および概要

本講義は臨床心理学領域における習得した知識、技能の活用能力を高めることを目的
とする。応用演習Ⅰで学んだ内容を発展させ、各人のテーマを見つける。先行研究の
まとめ、予備調査を行い、ゼミナール発表の形にまとめる。また、フィールドワーク
として施設での活動に参加する。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
本講義では，公認心理師・臨床心理士資格を持ち、教育領域におけるスクールカウン
セラーや産業領域でのカウンセリングなど実務経験のある教員が，「臨床心理学の基
礎知識」について知識の習得を目的とした演習を行う。それぞれのテーマによる内容
のプレゼンテーション、質疑応答を行い、研究計画を確定させる。予備調査や予備実
験を行い、研究の実現可能性を確認し、討議する。

【課題に対するフィードバックの方法】
研究計画発表内容をまとめたものに対して担当教員がコメントをする。参考となる資
料については紹介をする。

■授業計画

おおむね以下の通り進行する

①　各自の研究テーマをいくつか考える
②　①についての発表、意見交換
③　論文検索法
④　仮テーマによるプレゼンテーション（先行研究まとめを含む）
⑤　仮テーマによるプレゼンテーション（先行研究まとめを含む）
⑥　予備実験　予備調査実施
⑦　予備実験　予備調査の報告
⑧　研究テーマ決定に際しての討論
⑨　フィールドワーク計画づくり
⑩　フィールドワーク
⑪　フィールドワーク振り返り　まとめレポート
⑫　個別研究レジュメ準備
⑬　個別研究レジュメ完成　
⑭　発表会
⑮　まとめ、今後の研究実施について

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
自分なりの研究テーマを絞り込み、先行研究を十分調査した上で、オリジナリティの
ある研究計画をたてる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「修得した知識、技能の活用能力」発展のために、個人での計画立案、発表までを通
して行う。フィールドワークでは分担により、各自の責任を果たし、利用者様にとっ
て良い活動となるように協力をする。

■成績評価基準と方法

①質疑応答に対するチェックシート評価　30%　②　発表でのレジュメ評価　40%　③
学年全体での成果発表の総合評価　30%

■テキスト・参考文献

【テキスト】各人の研究計画に基づき必要に応じて紹介する

【参考文献】数学が苦手な人のための多変量解析ガイド　調査データのまとめかた　
古谷野亘　著　川島書店

■授業外学習

【具体的な内容】論文検索法を身につけ、それを使えるようになること、PCの基本操
作、PP作成、エクセル統計、SPSS統計などに慣れることが必要となる。
【必要な時間】
予習として講義前には2時間程度を充てることが望ましい。使用する機材の扱いには
慣れておくこと。また、講義におけるディスカッションで得た知見を広げるための文
献探索・文献理解を復習として2時間以上を充てることが望ましい。

■その他

ゼミナール合同で脳波実験を行うことがある。
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2019 年度生 心理学科

科 目 名 応用演習Ⅱ[子心]

開講期・単位 3年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 須藤　宏志

■講義の目的および概要

唱歌や童謡などの子どもの歌は、季節や気候、自然や風景、動植物、行事、生活習慣
、子どもの心情などを歌っています。これは幼稚園教育要領や保育所保育指針、幼保
連携型認定こども園教育・保育要領に示された五領域の複数領域に直接的、或いは間
接的に関連しています。この演習では応用演習Ⅰで広げた知識に基づき、新たな子ど
も向けの歌の創作を行っていきます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
応用演習Ⅰで見聞を広げた子どもの歌について、歌詞や音楽的構造などを更に深く研
究し、現代の子どもに受け入れられるような歌の創作を行う。完成した曲は楽譜アプ
リを用いて清書し、DTMを使って音源を作成する。

【課題に対するフィードバックの方法】
作品作りの工程では作曲上のルールなど適宜アドバイスするが、できる限りゼミ生個
々の感性を大切にしたい。楽譜作成、音源作成は専門的なアプリケーションが必要な
ため、研究室の機材を用いる。

■授業計画

①基礎的な作曲技法(1)
②基礎的な作曲技法(2)
③既存の歌の楽曲研究(1)
④既存の歌の楽曲研究(2)
⑤試作曲歌詞の主題検討(1)
⑥試作曲歌詞の主題検討(2)
⑦試作曲作詞(1)
⑧試作曲作詞(2)
⑨試作曲作曲(1)
⑩試作曲作曲(2)
⑪試作曲作曲(3)
⑫楽譜の清書作成
⑬音源作成(1)
⑭音源作成(2)
⑮楽曲発表

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
１．基礎的な作曲技法を理解し作曲できる。
２．歌詞のテーマを選出し、歌詞として適切なリズムの詞を書くことができる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「下記に示す姿勢や能力を身に付けた学生に卒業を認定し、学位規則に従い学士の学
位を授与する。②幼児教育・保育領域における基礎知識、技能の習得およびそれを基
にした専門知識、技能の習得　④習得した知識、技能の活用能力」に基づき、基礎的
な作曲法を理解し、また現代の子どもに受け入れられる歌を創作することによって、
音楽の側面から保育の現場に求められる能力を身に付ける。

■成績評価基準と方法

１.試作曲の作詞40％
２.試作曲の作曲40％
３.楽曲テーマの選出20％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
必要に応じて紹介する。

【参考文献】
研究室所蔵等の楽譜

■授業外学習
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【具体的な内容】
作詞、作曲は、自宅等の静かな落ち着いた環境の中で行う必要があります。また時間
を要する作業でもありますから、事前事後の課外活動が欠かせません。

【必要な時間】
4時間

■その他
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2019 年度生 心理学科

科 目 名 応用演習Ⅱ[子心]

開講期・単位 3年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 青木　美和子

■講義の目的および概要

前半は子ども心理応用演習Ⅰに引き続き、各自興味のある研究分野の文献購読を行い
、レジメ作成するとともに発表する。後半は、次年度のテーマ研究に向けて、研究課
題の設定、先行研究のまとめなどを行い、研究計画を作成することを目的とする。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】

各々関心のある分野の基本的な文献を選び要約し発表する。また、後半は、テーマ研
究の課題設定を行いグループで議論する。

【課題に対するフィードバックの方法】
発表内容、提出されたレジメ、研究構想に対する助言、指導を行う。

■授業計画

①研究テーマの設定①
②研究テーマの設定②
③先行文献要約と発表①
④先行文献要約と発表②
⑤先行文献要約と発表③
⑥先行文献要約と発表④
⑦先行文献要約と発表⑤
⑧先行文献要約と発表⑥
⑨先行文献要約と発表⑦
⑩研究計画の作成①
⑪研究計画の作成②
⑫研究計画の発表とディスカッション①
⑬研究計画の発表とディスカッション②
⑭子ども心理テーマ研究構想発表会①
⑮子ども心理テーマ研究構想発表会②

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
４年「子ども心理テーマ研究」に向けて、研究テーマを設定し、研究計画を作成、発
表ができる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
子ども心理専攻のDP「心理学領域における基礎的知識、技能の修得」に基づいている
。

■成績評価基準と方法

要約発表50％、研究構想作成内容50％で評価する。

■テキスト・参考文献

【テキスト】

【参考文献】
適宜、文献を紹介する。また、各自、自分の研究テーマに応じた資料収集を行なうこ
ととする。

■授業外学習

【具体的な内容】
自分の研究テーマに関係する論文や資料を収集し、読み込み整理することが求められ
る。また、論文のレジメ作成も必要とされる。

【必要な時間】
事前、事後学習にはそれぞれ2時間必要となります。

■その他
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2019 年度生 心理学科

科 目 名 応用演習Ⅱ[子心]

開講期・単位 3年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 増山　由香里

■講義の目的および概要

応用演習Ⅰに引き続き、“子ども”や“関わり”、“つながり”を大きなテーマとし
て活動を進めていく。個々の学生が自らの具体的なテーマを設定し、それについてメ
ンバー間で語り合う。さらにはその具体的なテーマを意識してフィールドに出かけ実
践を行い、4年目のテーマ研究の準備を行う。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
各自の具体的テーマに沿った文献を読み、ディスカッションを行う。フィールドワー
クを行い、実践を通して思考すること、記録し考察することを積み重ねる。

【課題に対するフィードバックの方法】
発表資料の作成、フィールドワークの記録等を添削し、個別に返却する。必要に応じ
て修正し再提出を行う。

■授業計画

①各自の関心テーマについて語り合う
②フィールドワーク①
③先行研究の要約・発表①
④先行研究の要約・発表②
⑤フィールドワーク②
⑥先行研究の要約・発表③
⑦先行研究の要約・発表④
⑧図書館絵本コーナーの展示・装飾
⑨フィールドワーク③
⑩先行研究の要約・発表⑤
⑪先行研究の要約・発表⑥
⑫フィールドワーク④
⑬フィールドワークの振り返り
⑭テーマ研究の検討
⑮テーマ研究の検討ー課題の明確化

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
見る、聞く、感じる、考えることを意識し、自らの言動に生かす。また自分の言動に
ついて、意味付けができる。
“子ども”や“関わり”を観る視点を養い、論理的に考えることができる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「心理学領域における基礎的知識、技能の習得」、「幼児教育・保育領域における基
礎知識、技能の修得およびそれを基にした専門知識、技能の修得」、「人文学領域に
関する教養の修得」「修得した知識、技能の活用能力」、「自立して行動できる姿勢
、課題を発見し解決する能力」を身につけた学生に学位を授与することに基づき、す
べての授業での学びを子どもやその周辺の人々との関わりの中で活かすことができる
よう、実践を通した学びを目指す。

■成績評価基準と方法

発表資料の作成（30％）
意見交換（30％）
フィールドワークの記録、振り返り（40％）

■テキスト・参考文献

【テキスト】
学生との話し合いにより決定する

【参考文献】
適宜紹介する

■授業外学習

【具体的な内容】
各自のテーマに関する文献や先行研究を整理し、発表資料を作成する。授業での質問
や意見を参考に各自の関心テーマについて、再度文献等を調べる。
フィールドワークの記録を丁寧に行う。提出後返却された記録は読み返し、必要に応
じて修正し再提出を行う。

【必要な時間】
授業時間外に4時間程度の振り返りや準備が必要。
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■その他

主体的に、また他者と協力しながら活動をしていくことを期待する。
保育所・幼稚園・こども園でのフィールドワークを実施する予定がある。
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2019 年度生 心理学科

科 目 名 応用演習Ⅱ[子心]

開講期・単位 3年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 村中　幸子

■講義の目的および概要

オペラやバレエ、ミュージカルなど、音楽と他の表現方法が組み合わさった芸術は多
い。本講義では詩や物語を選び、朗読とピアノなどの楽器演奏を用いて上演可能な作
品を作り上げる。制作過程においては様々な手法や可能性を学び、グループワークを
行うことで能動的な学修を目指す。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
物語などの選定、演奏パートの分担などを話し合いながら進める。個人または全体で
の練習など、必要に応じて形を変えて活動する。

【課題に対するフィードバックの方法】
ゼミ生同士のディスカッションや担当教員からのアドバイスを行う。

■授業計画

①オリエンテーション：取り組みについての具体的な説明
②物語と楽曲の選定①
③物語と楽曲の選定②
④物語と楽曲の選定③
⑤内容のデザイン①
⑥内容のデザイン②
⑦担当パートの練習①
⑧担当パートの練習②
⑨担当パートの練習③
⑩全体練習と修正①
⑪全体練習と修正②
⑫全体練習と修正③
⑬全体練習と修正④
⑭VTR撮影
⑮作品鑑賞とまとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
・音楽の様々要素を理解し、場面に相応しい音作りができる。
・朗読表現、演奏表現の質を上げる。
・グループ内で捜索に必要な意見の交換ができ、協力して作業を進めることができる
。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「下記に示す姿勢や能力を身に付けた学生に卒業を認定し、学位規則に従い学士の学
位を授与する。②幼児教育・保育領域における基礎知識、技能の習得およびそれを基
にした専門知識、技能の習得　④習得した知識、技能の活用能力」に基づき、保育士
、幼稚園教諭を目指す者に必要な表現力や技能、協調性や積極性を持ちながら日々の
課題に取り組む力を身に付ける。

■成績評価基準と方法

計画と実践　50％
ディスカッションでの発言　20％
活動内容レポート　30％

■テキスト・参考文献

【参考文献】
全音楽府出版社「ピアノ絵本館」「やさしいピアノの絵本」シリーズ、他

■授業外学習

【具体的な内容】
ディスカッションが円滑に進むよう事前の下調べを行い、与えられたパートについて
は個々に練習を行う。

【必要な時間】
事前事後併せて4時間の学修を行う必要がある。

■その他
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2019 年度生 心理学科

科 目 名 応用演習Ⅱ[子心]

開講期・単位 3年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 橋場　俊輔

■講義の目的および概要

 
 運動をすることで身体や脳の健康が保たれるという事は200万年前の祖先から我々が
受け継いだ遺伝子に組み込まれています。しかしながら全国の小学生の怪我の発生率
は1970年の2.5％から現在は6.0％近くまで増加している。本講義では、運動を絡めた
遊びを通して、現代の子供たちの健康問題を様々な角度から探究し、解決策を探りま
す。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
現代の子供達の健康問題を探究し、グループにて研究発表を行います。
いまある環境を再考し子どもたちの運動を楽しく行うためのプログラムを考えます。
「自然の環境を活かした遊び」の現代にマッチした行い方を考えるためにフィールド
ワークやプレゼンテーション等も実施します。

【課題に対するフィードバックの方法】
グループそれぞれの課題に対して授業中に解説します。
また、授業以外にも指導の時間を設けます。

■授業計画

①ガイダンス
②実習報告、実習から感じたことの共有
③現代の子どもの健康問題の把握し課題を探求する。
④現代の子どもの健康問題の把握し課題を探求する。Ⅱ
⑤現代の子どもの健康問題の把握し課題を探求する。Ⅲ
⑥現代の子どもの健康問題の把握し課題を探求する。Ⅳ
⑦グループ内課題探求Ⅰ(検討した様々な健康問題から課題を設定する。)
⑧グループ内課題探求Ⅱ(資料収集)
⑨グループ内課題探求Ⅲ(資料検討・再収集)
⑩グループ内課題探求Ⅳ(資料分析・再収集)
⑪グループ内課題探求Ⅴ(発表準備)
⑫グループ発表
⑬発表振り返り
⑭グループ内課題再設定
⑮まとめ・通年の振り返り

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
子どもの健康問題を探究し、現代にあった課題解決方法を見つけることが出来る。
研究資料を収集、分析し発表資料を作成することが出来る。
自らが習得した知識をグループ内で発表しまとめることが出来る。
様々な意見を取り入れ調和することが出来る。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「習得した知識・技能の活用能力」に基づき習得した知識を活かした行動力を発揮す
る

■成績評価基準と方法

・演習での発言・提出物　40％
・グループ発表　　　　　40％
・まとめのレポート　　　20％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
適宜、配布致します。

【参考文献】
文部科学省　幼児期運動指針
新聞記事　等

■授業外学習

2021(令和3)年4月1日

626



【具体的な内容】
グループ課題や授業中指示した課題等の資料を収集し、まとめていただきます。
授業中に自分の意見を述べることが出来るように常日頃から子どもの運動問題、健康
問題に関心を持って下さい。

【必要な時間】
予習・復習の時間は各２時間を要します。

■その他

様々な意見や考えを吸収し自分の考えに取り入れることが出来るようして下さい。
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2019 年度生 心理学科

科 目 名 応用演習Ⅱ[子心]

開講期・単位 3年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 木村　彰子

■講義の目的および概要

春学期から引き続き、「子どもの世界」をテーマとし、子ども時代に大切な経験とは
どのような経験なのかを探ることが主な内容となる。また、4年のテーマ研究・卒業
研究に向けて研究の方法を学び、研究計画をたて、各自の研究に関する先行研究を調
べまとめる。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
応用演習Ⅰに続き、「保育実習Ⅰ」や「保育現場体験」を通して、子どもの世界で関
心をもった内容について互いに出し合いディスカッションする。
後半は、テーマ研究に向けた先行研究を調べたり計画を立案したりする。
【課題に対するフィードバックの方法】
ディスカッションで生じた課題については、一参加者としての立場で教員も加わり、
適宜アドバイスもする。また、研究テーマを検討する際に生じる課題については、参
考文献などを紹介し、学生自身が自分でテーマを定めることができるようにする。

■授業計画

①　ガイダンス、個別面談
②　保育実習Ⅰで見た子どもの世界に関する話し合い
③　「子どもの世界」の中で、各自が関心をもったテーマについて伝え合う。
④　保育現場で子どもの世界に参加、観察①
⑤　報告とディスカッション
⑥　保育現場で子どもの世界に参加、観察②
⑦　報告とディスカッション
⑧　研究の方法について①（資料をもとにした学習）
⑨　研究の方法について②（先行研究の調べ方：図書館）
⑩　先行研究要約①
⑪　先行研究要約②
⑫　先行研究要約③
⑬　研究計画作成
⑭　研究計画についての意見交流
⑮　テーマ研究に向けた方向性の確認

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
・子どもの世界に参加、観察を通して、子どもの世界の面白さや奥深さを知る。
・研究の方法を知り、関心をもったテーマを絞りつつ、研究計画をたてる。
・ディスカッションでは自分の意見をまとめ、述べることができるようになる。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「幼児教育・保育領域における基礎知識、技能の習得およびそれを基にした専門
知識、技能の習得」に基づき、「子どもの世界」や「子ども」の育ちについての学び
を深める。

■成績評価基準と方法

体験振り返りシート　　　　20%
先行研究要約と発表　　　　30%
研究計画作成と内容　　　　20%
各回のコメントシート　　　30%

■テキスト・参考文献

【参考文献】
テーマに応じた内容の文献を適宜紹介する。

■授業外学習

【具体的な内容】
・保育現場体験後、振り返りシートに記載する。
・自己の関心に基づいた先行研究を探し要約をまとめる。
・研究計画をたてる。
【必要な時間】
・本授業は２単位であるため、授業の事前事後に4時間以上の学修を行う必要がある
。

■その他

保育現場には、各自で直接出向く場合もある。
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2019 年度生 心理学科

科 目 名 応用演習Ⅱ[臨床]

開講期・単位 3年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 品川　ひろみ

■講義の目的および概要

この科目では、グループで共通のテーマを決め、そのテーマに沿って、調査・研究を
行う。論文執筆の基本的なプロセスを経験することで、調べる・思考する・文章化す
る・他者と協働するなど、社会人として必要な教養や臨床心理学援助に必要なスキル
を獲得することを目的とする。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
講義はグループでの活動を中心とする。グループごとに役割を決め、調べ、まとめ、
議論することで、課題（テーマ）にそった結果を明らかにする。また授業の後半では
本授業のまとめとして、ポスターを作成し発表会を行う。

【課題に対するフィードバックの方法】
毎回記載するワークシートにはコメントを添えて返却する。
共通の課題については、次回の授業冒頭で解説する。

■授業計画

①秋学期の授業計画
②グループ別テーマの整理
③課題の策定
④文献収集と課題の整理
⑤課題に対する議論
⑥フィールドワーク先の事前学習
⑦フィールドワーク①
⑧フィールドワーク②
⑨フィールドワークの報告
⑩論点の整理と議論
⑪テーマに関する議論
⑫ポスター発表準備１
⑬ポスター発表準備２
⑭ポスター発表
⑮授業のまとめとレポート

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
社会の事象に関心をもち、それについて他者と協働して課題を解決することができる
。グループにおいてそれぞれの役割を責任をもって果たすことができる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
学科のディプロマポリシーのなかでも、人文学領域に関する教養の修得、修得した知
識・技能の活用能力⑤自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力にあたる
。

■成績評価基準と方法

毎回のワークシート20％、フィールドワーク報告20％、ポスター発表30％

まとめのレポート30％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
テキストは指定しない

【参考文献】
参考文献は必要に応じて提示する

■授業外学習

【具体的な内容】
授業の前にはテーマに沿った資料収集や、参考文献のまとめをしておくこと。
授業後には議論を踏まえてその回の授業のまとめを行うこと。

【必要な時間】
事前・事後それぞれ2時間程度とする。

■その他

ワークシートの提出、中間報告の参加、ポスター発表の参加、最終回の授業およびま
とめのレポート提出は必須要件とする。
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2019 年度生 心理学科

科 目 名 応用演習Ⅱ[臨床]

開講期・単位 3年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 松浦　秀太

■講義の目的および概要

　春学期に引き続き「精神分析的セラピーを考える」というテーマで「応用演習」を
行います。
　春学期は精神分析的セラピーの設定について学びましたが、秋学期の「応用演習Ⅱ
」では、精神分析的なアセスメントについて学びます。その後、摸擬事例の検討を行
います。これらを通して、精神分析的セラピーについて考えます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
　本演習では、臨床心理士資格を有する教員が「精神分析的セラピーとは何か」をテ
ーマにレクチャーを行い、その上で受講者全員とディスカッションを行うことになり
ます。

【課題に対するフィードバックの方法】
　上述のように、テーマに沿って全員でディスカッションを行います。そこで出され
た意見について担当教員も適宜コメントを述べます。つまり、ディスカッションを通
して、フィードバックが与えられることになります。また、各回、リアクションペー
パーに自身の意見や考えを記入してもらいます。次の回に担当教員がそれにコメント
することがあります。

■授業計画

　概ね以下の予定に沿って講義を展開します。進行状況やディスカッションの流れ、
理解度によって、順序や内容は変更が生じる可能性があります。また、新型コロナウ
イルスの感染状況次第では、計画を大幅に変更する可能性があります。その際は学生
の皆さんに計画を再提示します。

① オリエンテーション（秋学期）、ゼミ役割やルールの確認
② レクチャー＆ディスカッション（１）「精神分析的アセスメント」
③ レクチャー＆ディスカッション（２）「出会いとアセスメント」
④ レクチャー＆ディスカッション（３）「自我心理学の枠組み」
⑤ レクチャー＆ディスカッション（４）「発達歴など」
⑥ ロールプレイ（１）アセスメント
⑦ ロールプレイ（２）アセスメント
⑧ 事例検討（１）
⑨ 事例検討（２）
⑩ 研究テーマの絞り込み、発表準備（１）
⑪ 研究テーマの絞り込み、発表準備（２）
⑫ 研究テーマの絞り込み、発表準備（３）
⑬ 発表会（１）
⑭ 発表会（２）
⑮ まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
　精神分析的セラピーについて考えられるようになること、分析的アセスメントにつ
いて理解できることを目指します。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
　「臨床心理学領域における基本的知識、技能の修得およびそれを基にした専門知識
、技能の修得」というポリシーに基づき、精神分析に関する臨床心理領域の知識や能
力を身につける。

■成績評価基準と方法

　以下の3点で評価します。

　A) ディスカッション＆ロールプレイ：30%
　B) リアクションペーパー：30%
　C) 発表会＆レポート：40%

■テキスト・参考文献
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【テキスト】
・吾妻 壮 (2018). 精神分析的アプローチの理解と実践－アセスメントから介入の技
術まで. 岩崎学術出版社.

【参考文献】
・藤山 直樹・中村 留貴子 (監修) (2014). 事例で学ぶアセスメントとマネジメント
－こころを考える臨床実践. 岩崎学術出版社.
・上野 千鶴子 (2018). 情報生産者になる. 筑摩書房（ちくま新書1352）.
　その他、参考文献は適宜お伝えします。

■授業外学習

【具体的な内容】
　事前学習として演習内で配布するレジュメや指定する文献をよく読んでおいてくだ
さい。事後学習としては、授業時の体験を振り返り、リアクションペーパーにまとめ
てください。次の回で発表してもらいます。自身の考えが他者からどう受け取られた
のか、理解してもらったことや理解してもらえなかったことなどを振り返り、その体
験からどのような情緒が生じるのか、どのような新しい考えが生まれるのかを体験し
てください。

【必要な時間】
　各々2時間以上の学習時間を必要とします。

■その他

「力動的心理学」を同時に受講すると理解が深まると思います。
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2019 年度生 心理学科

科 目 名 応用演習Ⅱ[臨床]

開講期・単位 3年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 佐藤　徹男

■講義の目的および概要

心理職の役割の一つに心理教育があります。本ゼミでは近年注目されているマインド
フルネスを中心に心理教育について学び、ゼミ内で実践していくことを目標とします
。マインドフルネスとは、意図的に今現在に注意を向け、判断を加えずに受容するこ
とです。その方法として、様々なエクササイズや瞑想を使います。
また、心理職の現場では複数のクライエント・利用者さんと話すことや、集団心理療
法では心理職がグループをリードします。そのような機会でグループをリードしてデ
ィスカッションを進める技術はとても重要です。本講義では毎回グループディスカッ
ションをしますが、それに参加するだけでなく、回を指定して学生にディスカッショ
ンをリードしてもらいます。
秋学期は春学期の続きとしてマインドフルネスの実践を行い、その後に発表会に向け
ての準備をします。発表は少人数でのグループ発表とし、質疑応答も行います。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
本講義は医療や教育の現場で様々な心理教育を実施した経験を持つ教員が担当する。
演習の形式で行い、ディスカッションやグループワークも取り入れる。
学生には教員指導のもと実際にマインドフルネスを体験してもらいます。ビデオや音
源を使っての演習も行います。
ディスカッションは教員の指導のもと、担当の学生にディスカッションをリードして
もらいます。

【課題に対するフィードバックの方法】
講義内で行われたディスカッションや体験等については、口頭でフィードバックを行
う。提出物については講義内で添削指導を行う。

■授業計画

①オリエンテーション
②マインドフルネスの実践①あるがままに受け入れること
③マインドフルネスの実践②思考を思考として観る
④マインドフルネスの実践③活動の中の思いやり
⑤マインドフルネスの実践④これからの日々に向けて
⑥マインドフルネスの実践⑤まとめ
⑦発表への準備：文献選び
⑧発表への準備：文献講読と構成
⑨発表への準備：作成
⑩発表への準備：添削指導
⑪発表への準備：添削指導
⑫発表への準備：最終調整
⑬発表会
⑭発表会
⑮まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
心理職として人と関わるために、話の聴き方やディスカッションへの参加、そしてデ
ィスカッションをリードできるようにゼミ内で経験を積むことを目標とする。また、
心理教育の一つとしてのマインドフルネスの基礎を学び、体験的に経験する。グルー
プ形式での発表を通して、心理教育に関する知識を深め協働する力を身に付ける。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「臨床心理学領域における基礎的知識、技能の修得およびそれを基にした専門知識、
技能の修得」に基づいて、臨床心理を勉強した者としての人の話を聴く技能、ディス
カッションに参加したりリードする技能、そして心理教育、特にマインドフルネスに
関しての知識と技能を身につける。

■成績評価基準と方法

毎回の課題提出：40％
ディスカッションへの参加とリード：30％
発表会：30％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
『マインドフルネス認知療法ワークブック』小山秀之・前田泰宏（監修）北大路書房

【参考文献】
必要に応じて配布する。
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■授業外学習

【具体的な内容】
事前に配布された資料やテキストの指定された箇所を読み理解してくること。
ディスカッションを担当する回の前には、あらかじめ準備をしておくこと。
授業の内容を復習し課題に取り組むこと。
発表準備は講義内の時間では足りないため、期限に間に合うように取り組むこと。

【必要な時間】
事前事後学習として概ね2時間程度を必要とする。

■その他

グループディスカッションは本講義の重要な一部であるため、ディスカッションに参
加することが必須となる。また、担当になった回ではディスカッションリーダーとし
てディスカッションを展開してもらう。
「認知行動療法」を履修していることが望ましい。
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2019 年度生 心理学科

科 目 名 教育課程論Ⅰ

開講期・単位 3年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 木村　彰子

■講義の目的および概要

本講義の目的は、幼稚園教育要領・保育所保育指針を基準として編成される「教育課
程」及び「全体的な計画」について、その意義や編成の方法を理解するとともに、各
園の実情に合わせてカリキュラムを編成することの意義を理解することである。また
、「教育課程」及び「全体的な計画」や長期の指導計画をもとにした短期の指導計画
作成を行い、自身が編成主体であることを自覚する。
【当科目に含む事項：教育課程の意義及び編成の方法】

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
テキストの内容に沿ったパワーポイントでポイントになる部分を解説をする。実際の
保育現場や幼児の姿を思い起こしながら検討できるよう、ビデオ映像を使用したり、
幼稚園教諭であった実務経験のある教員が幼児の事例を伝えたりしながらすすめてい
く。グループワークで互いの考えを交流し合うこともある。授業途中や授業後にプリ
ントやforms等で課題に取り組むこともある。

【課題に対するフィードバックの方法】
授業最後の課題については、次の回の最初にフィードバックを行う。

■授業計画

①　幼児教育で重要な非認知能力
②　非認知能力を育むための保育者の役割
③　そもそも指導計画は必要か
④　教育課程・全体的な計画とは
⑤　カリキュラムマネジメント
⑥　短期の指導計画作成の基本の確認
⑦　指導案作成―保育者の援助、配慮について
⑧　教育課程・全体的な計画編成で重要なこと
⑨　子どもの育ちと保育―幼児期の終わりまでに育ってほしい姿1
⑩　子どもの育ちと保育―幼児期の終わりまでに育ってほしい姿2
⑪　子ども主体の保育と指導計画
⑫　指導計画と幼児期にふさわしい生活
⑬　長期の指導計画で活動を限定しない方が良い理由
⑭　教育課程・全体的な計画」編成の実際
⑮　教育課程・全体的な計画」から保育の実際まで

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
・保育における「教育課程」「全体的な計画」の役割や意義を説明することができる
。
・「教育課程」「全体的な計画」編成の基本原理及び教育・保育実践に即した編成の
方法を理解する。
・「幼児期にふさわしい生活」をもとにした「教育課程」はどうあるべきか、説明す
ることができる。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
人文学部心理学科子ども心理専攻の「幼児教育・保育領域における基礎的知識、技能
の習得」に関わる科目（幼稚園免許・保育士資格必修）

■成績評価基準と方法

【定期試験実施の場合】
提出課題　40％
小テスト　10％
定期試験　50％　

【定期試験がなく遠隔授業になった場合】
授業内・授業後の提出課題　70％
最終課題　　30％

■テキスト・参考文献
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【テキスト】
「教育課程・保育の計画と評価　書いて学べる指導計画」岩崎淳子、及川留美、粕谷
亘正　萌文書林
【参考文献】
「幼稚園教育要領解説」文部科学省　フレーベル館
「保育所保育指針解説」厚生労働省　フレーベル館
「幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説」フレーベル館
「保育指導案大百科事典」開仁志　一藝社

■授業外学習

【具体的な内容】
授業内・授業後にはformsで課題を提示する。
授業内で伝えたテキストのページを読み理解しておくこと。

【必要な時間】
本科目は２単位であるため、授業の事前事後学修併せて4時間の学習を行う必要があ
る。

■その他

提出課題については期限厳守を求める。
テキストは必ず毎回持参すること。
参考文献が必要な場合は授業で伝える。

2021(令和3)年4月1日

635



2019 年度生 心理学科

科 目 名 文献講読演習Ⅰ

開講期・単位 3年 前期・選択 2単位・演習

担 当 者 佐藤　徹男

■講義の目的および概要

心理学的知見に関する適切な知識を獲得するためには、最新の論文を含め、英語で書
かれた原典を読解することが不可欠になります。この講義では、英語論文の翻訳作業
を行いながら、心理学の知識、心理学論文における英語表現の理解などを身につける
ことを目的とします。また、英語で書かれた論文を理解するために必要な日本とは異
なる教育や社会の制度、文化について講師が説明します。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
前半は、基本的な英文法の理解、心理学用語（英語）の確認、論文の読み方の指導を
行います。後半では、受講者の興味を基に英語論文を決定し、各自割り当てを決め英
語論文を翻訳してもらいます。授業の最後には各自、自分の割り当てられた箇所のプ
レゼンテーションをし翻訳も提出してもらいます。
米国で心理学の研究や臨床を長年行ってきた講師が、英語の論文のバックグラウンド
も含め解説していきます。

【課題に対するフィードバックの方法】
授業中の英語の翻訳には、随時講師がフィードバックを行います。プレゼンテーショ
ンへも口頭でフィードバックをします。

■授業計画

① オリエンテーション
② 英文法の理解1
③ 英文法の理解2
④ 英文法の理解3
⑤ 英文法の理解4
⑥ 英文法の理解5
⑦ 心理学文献講読1
⑧ 心理学文献講読2
⑨ 心理学文献講読3
⑩ 心理学文献講読4
⑪ 心理学文献講読5
⑫ 心理学文献講読6
⑬ 心理学文献講読7
⑭ テスト
⑮ プレゼンテーションと翻訳の提出

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
心理学領域の英語論文を読めるようになる。
心理学的な概論書を英文で理解できるようになることが目標です。
心理学に関する専門領域の文献を読むことができる。

ただし、元々の個人の英語力は違うため、それぞれの英語力が向上し英文を以前より
読めるようになること、英文を読むということに抵抗を少なくすることも目標とする
。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
この科目は「心理学領域における基礎的知識、技能の修得」と「人文学領域に関する
教養の修得」に基づき、英語で書かれた様々な領域の心理学論文を読める読解力を身
に付けることを目標とします。

■成績評価基準と方法

授業内の取り組み／態度：40%
テスト：30%
プレゼンテーションと翻訳：30%

■テキスト・参考文献

【テキスト】
英文法の理解に関しては、毎回プリントを配布します。

【参考文献】
山崎　有紀子（2017）心理英語　読解＆文法マスター　ナツメ社 
Psychology Today, Sussex Publishers
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■授業外学習

【具体的な内容】
授業で学んだ心理学に関する語彙や文法はしっかり復習してください。授業中に終わ
らなかった翻訳は、宿題とするので次回の授業までに終わらせておくこと。
プレゼンテーションは各自パワーポイントで制作してもらうので、授業外の時間に取
り組むこと。 

【必要な時間】
事前事後学習として2時間を目安とする。

■その他

英語の授業を既に修得し、英語の基本的な文法を身につけていることが必要です。

心理学系の大学院に進学予定の人は、履修する事を勧めます。
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2019 年度生 心理学科

科 目 名 文献講読演習Ⅱ

開講期・単位 3年 後期・選択 2単位・演習

担 当 者 佐藤　徹男

■講義の目的および概要

心理学的知見に関する適切な知識を獲得するためには、最新の論文を含め、英語で書
かれた原典を読解することが不可欠になります。この講義では、英語論文の翻訳作業
を行いながら、心理学の知識、心理学論文における英語表現の理解などを身につける
ことを目的とします。また、英語で書かれた論文を理解するために必要な日本とは異
なる教育や社会の制度、文化について講師が説明します。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
前半は、基本的な英文法の理解、心理学用語（英語）の確認、論文の読み方の指導を
行います。後半では、受講者の興味を基に英語論文を決定し、各自割り当てを決め英
語論文を翻訳してもらいます。授業の最後には各自、自分の割り当てられた箇所のプ
レゼンテーションをし翻訳も提出してもらいます。
米国で心理学の研究や臨床を長年行ってきた講師が、英語の論文のバックグラウンド
も含め解説していきます。

【課題に対するフィードバックの方法】
授業中の英語の翻訳には、随時講師がフィードバックを行います。プレゼンテーショ
ンへも口頭でフィードバックをします。

■授業計画

① オリエンテーション
② 英文法の理解1
③ 英文法の理解2
④ 英文法の理解3
⑤ 英文法の理解4
⑥ 英文法の理解5
⑦ 心理学文献講読1
⑧ 心理学文献講読2
⑨ 心理学文献講読3
⑩ 心理学文献講読4
⑪ 心理学文献講読5
⑫ 心理学文献講読6
⑬ 心理学文献講読7
⑭ テスト
⑮ プレゼンテーション

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
心理学領域の英語論文を読めるようになる。
心理学的な概論書を英文で理解できるようになることが目標です。
心理学に関する専門領域の文献を読むことができる。

ただし、元々の個人の英語力は違うため、それぞれの英語力が向上し英文を以前より
読めるようになること、英文を読むということに抵抗を少なくすることも目標とする
。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
この科目は「心理学領域における基礎的知識、技能の修得」と「人文学領域に関する
教養の修得」に基づき、英語で書かれた様々な領域の心理学論文を読める読解力を身
に付けることを目標とします。

■成績評価基準と方法

授業内の取り組み／態度：40%
テスト：30%
プレゼンテーションと翻訳：30%

■テキスト・参考文献

【テキスト】
英文法の理解に関しては、毎回プリントを配布します。

【参考文献】
山崎　有紀子（2017）心理英語　読解＆文法マスター　ナツメ社
Psychology Today, Sussex Publishers

■授業外学習
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【具体的な内容】
授業で学んだ心理学に関する語彙や文法はしっかり復習してください。授業中に終わ
らなかった翻訳は、宿題とするので次回の授業までに終わらせておくこと。
プレゼンテーションは各自パワーポイントで制作してもらうので、授業外の時間に取
り組むこと。

【必要な時間】
事前事後学習として2時間を目安にして下さい。

■その他

英語の授業を既に修得し、英語の基本的な文法を身につけていることが必要です。文
献講読Ⅰの前に履修してください。

心理学系の大学院に進学予定の人は、履修する事を勧めます。
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2019 年度生 心理学科

科 目 名 子ども理解の理論と方法

開講期・単位 3年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 中野　茂

■講義の目的および概要

幼児理解についての知識を身付け、考え方や基礎的態度を理解すること、及び、幼児
理解の方法を具体的に理解すること。
具体的には、①幼児理解の意義を理解できる　②発達や学びの理論を子どもの姿に応
用できる　観察、記録に基づき、具体的な事例を例示できる　③幼児の活動や躓き、
いざこざを様々な要因を加味して考察できる　④保育者の心情を理解でき、適切に対
応できる力を育むことを目的とする。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
1）講義形式：毎回のテーマについてパワーポイントと配付資料で解説する｡
2）テーマに即した疑問について学生個々の考えをノートにまとめ、壁に展示する。
3）小グループでディスカッションし、学生同士が教え合う(ピアー相互学習)､
4）教師の解説：学生からの質問に答える。
5）理解度確認テスト

【課題に対するフィードバックの方法】
毎回の授業の冒頭で､前回のテーマについて､振り返りを行う｡

■授業計画

第Ⅰ部　子ども理解の理論的視点
①　導入：コアカリキュラムとは：小テスト1
②　子ども理解の成り立ち：物の理解と一つの理解はどう違うか：小テスト2
③　子ども観と保育観：子どもとはどんな存在か
④　関係論と社会構成主義からの子ども理解
⑤　発達観：待つ、創る：小テスト3
⑥　ポジティブな発達観：いざこざの発達と対応
⑦　保育環境の構成：リスクとハザードと発達水準
⑧　遊び：なぜ「遊びを通して」なのか
⑨　遊びに見られる子ども理解：保育形態と遊び　小テスト4
第Ⅱ部　子ども理解の方法
⑩　記録と振り返り：ドキュメンテーションと形成的評価
⑪　発達の個人差：実習で出会った気になる子
⑫　発達水準のアセスメント：発達検査の利用
⑬　共感的な受け止めと発達支援：ロールプレイ
⑭　まとめ：子ども理解と保育の質：小テスト5
⑮　期末課題の解説

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①幼児理解の意義を理解できる
②発達や学びの理論を子どもの姿に応用できる
③観察、記録に基づき、具体的な事例を例示できる　
④幼児の活動や躓きを様々な要因を加味して理解できる
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
子ども心理専攻のDP「心理学領域における基礎的知識、技能の習得」及び「幼児
教育、保育領域における基礎的知識、技能の習得及びそれを基にした専門的知識技
能の習得」に沿った授業を行う。

■成績評価基準と方法

小テスト　5回 50%　
期末小論文　　50%

＊期末小論文課題:『子どもを理解できたと思うとき、理解が困難だと思うとき』～
子ども理解の視点に基づいて､自分の体験を論じる。文字数1千500字

■テキスト・参考文献

【テキスト】
「幼児理解の理論と方法」（神長美津子他：光生館）

【参考文献】
　テキストに記載されていないテーマは、別途資料を配付する
　2年生時の発達心理学のテキスト『保育の心理学』（河合・中野編）を参照する

■授業外学習
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【具体的な内容】
　予習：授業前に当日のテーマが記されたテキストの章を読んでくること
　復習：授業の冒頭で前回の内容について質問をするので答えられるようにすること

【必要な時間】各々2時間

■その他

幼稚園教諭資格の必修科目であることを自覚して、学んだことを翌年の実習に、そし
て将来の仕事に活かす意欲を持って、受講することを期待する。
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2019 年度生 心理学科

科 目 名 保育内容(表現)[子心]

開講期・単位 3年 前期・選択 1単位・演習

担 当 者 村中　幸子

■講義の目的および概要

1年次の「保育表現」2年次の「幼児と表現」で習得した内容を応用し、幼児期に相応
しい音楽表現の指導法を、幼児の発達や生活と関連付けて理論的・実践的に学ぶ。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
・保育の場で実践される歌や楽器演奏などの音楽表現を体験し、幼稚園における音楽
指導の実務経験のある教員から、その構成と指導法について学ぶ。
・絵本の読み聞かせやパネルシアターなど指導現場で必要なツールを用い、音楽以外
の表現方法について学ぶ。

【課題に対するフィードバックの方法】
・振り返りシートに書かれた内容に対する解説、試験後の講評を授業内で行なう。

■授業計画

①5領域の一つである「表現」のねらいと内容及びは領域とのかかわりや、小学校で
学ぶ教科とのつながりについて
②表現指導に必要な音楽技法①
③表現指導に必要な音楽技法②
④音楽を用いた子どもの遊び：歌唱全般
⑤音楽を用いた子どもの遊び：手遊び、わらべ歌
⑥音楽を用いた子どもの遊び：身体表現
⑦楽器の分類と活用法
⑧サウンドスケープ：環境の中の音探しと音作り
⑨音楽つき絵本の読み聞かせ：内容のデザイン
⑩音楽つき絵本の読み聞かせ：練習と発表)
⑪パネルシアター①　
⑫パネルシアター②　
⑬表現遊びの指導案作りと評価の方法
⑭表現遊びの計画と模擬授業①
⑮表現遊びの計画と模擬授業②

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
・年齢に相応しい教材の選択と指導ができる。
・歌やピアノ、視覚教材の製作など、学習者の得意な分野を表現の指導に活かすこと
ができる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「下記に示す姿勢や能力を身に付けた学生に卒業を認定し、学位規則に従い学士の学
位を授与する。②幼児教育・保育領域における基礎知識、技能の習得およびそれを基
にした専門知識、技能の習得　④習得した知識、技能の活用能力」に基づき、保育士
、幼稚園教諭として必要な知識と技術を習得する。

■成績評価基準と方法

発表や制作、提出物 50％
レポート20％
振り返りシート(毎回授業後に提出）30％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
・こどものうた200、続こどものうた200　小林美実 編　チャイルド本社

【参考文献】
・幼稚園教育要領（平成29年3月）、同解説（新）

■授業外学習

【具体的な内容】
授業外で準備する課題について、その都度指示する。持ち寄った課題をテーマにして
授業を進めるので、必ず期限内に取り組んで用意すること。

【必要な時間】
予習・復習は週2時間を目安とする。
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■その他

・動きやすい服装（スカート、短パン等やアクセサリー類不可）、足元は裸足または
靴下で行う。
・ノート、筆記用具が必要。
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2019 年度生 心理学科

科 目 名 子どもの食と栄養(基礎)[子心]

開講期・単位 3年 前期・選択 1単位・演習

担 当 者 加藤　由美子

■講義の目的および概要

乳幼児の健全な心身の発達に適切な栄養は不可欠です。保育における「食べ物の提供
」と「食育」は保育の根源にかかわる重要課題です。本講義では、乳幼児の健康と食
生活の重要性、栄養に関する基礎を学修していきます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
　基本的に講義形式で進めますが、実務経験を活かし乳幼児にかかわる栄養・食生活
の課題について講義し、習得した知識をもとに小レポート、グループワーク、個人発
表等を行い能動的な学修を目指します。
【課題に対するフィードバックの方法】
　小レポートや章のまとめ(課題)によって授業内容の定着を図ります。

■授業計画

①オリエンテーション　講義概要と授業計画
②乳幼児の食生活の現状、グループワーク
③乳幼児の栄養アセスメント、朝食の欠食の問題と対応、小レポート(朝食について)
④偏食の弊害と対応、噛まない子の対応、孤食の弊害、小レポート(偏食・朝食につ
いて)
⑤世界の子どもたちの食生活、課題(第1章まとめ)、実務経験から食教育発表の説明
⑥消化吸収・栄養の基礎知識、食教育発表の準備
⑦食教育発表(食品について)(1人×2分×35人)
⑧たんぱく質・糖質・脂質の代謝と栄養的意義
⑨ビタミン・ミネラルの代謝と栄養的意義、食物繊維・水分
⑩日本人の食事摂取基準、妊婦授乳婦の食事摂取基準、
　課題(食事バランスガイドへの展開)
⑪乳幼児・学童期の食事摂取基準、課題(第2章まとめ)
⑫授乳・離乳支援ガイド、咀嚼・味覚の発達
⑬乳幼児の消化吸収、乳児期の栄養
⑭母乳栄養の利点、人工栄養の留意点
⑮前期の振り返り、課題(第3章 乳児栄養まで)

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
「食育」に焦点をあてて、保育を通して子どもの健康と食育をどのように進めるか、
生活と栄養・食事のありかたを理解することで子どもの食育を実践する基礎知識を身
につける。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「自立して生きていくための専門知識、技能を身に付けている」に基づき、子どもの
食と健康の重要性を認識し、保育士、幼稚園教諭として実践的な能力を身に付ける。

■成績評価基準と方法

定期試験６０％、　課　題２０％、小レポート２０％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
子どもの食と栄養　改訂第２版　編著：児玉浩子（帝京平成大学）㈱中山書店
192頁　写真・図・表：200点　　B5判　並製、定価 2,310 円 (本体2,100 円+税)　
ISBN 978-4-521-74603-6
【参考文献】
高校家庭科教科書等

■授業外学習

【具体的な内容】
食育の必要性に興味をもって出席してほしい。資料は授業の進展に合わせて準備する
が、日頃から子どもの健康に関する情報にアンテナを張り関係文献に関心を向けるこ
と。
【必要な時間】
　授業前後１時間程度

■その他
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2019 年度生 心理学科

科 目 名 子どもの食と栄養(応用)[子心]

開講期・単位 3年 後期・選択 1単位・演習

担 当 者 加藤　由美子

■講義の目的および概要

乳幼児の健全な心身の発達に適切な栄養は不可欠です。
本講義では、乳児から思春期の栄養・食育の重要性を理解し、さらに特別な配慮を要
する子どもの食と栄養等について学修し、実践応用力を身に着けることをめざします
。
また、食育について他者にわかりやすく伝える表現力を身につけ、実社会で活かせる
講義をめざします。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
講義形式を基本としますが、実務経験を活かし食育発表及び地域との連携等を実践的
に学ぶ学修を目指します。
【課題に対するフィードバックの方法】
演習課題の取り組みにより授業内容の定着を図ります。

■授業計画

①乳児・幼児の栄養
②学童・思春期の栄養
③食育基本法(国の施策、食育地方計画、地域連携)
④保育所における食育の推進、家庭との連携、地域連携
　課題:食育計画目標達成に向けて保育士等が出来ること
⑤学校給食の現状、栄養教諭、第4章のまとめ(課題)
⑥児童福祉施設の食の指針
⑦第5章のまとめ(課題)、食育の実践(食育発表)
⑧食育発表①3分×17人
⑨食育発表②3分×18人
⑩感染症と食中毒、食中毒の発生予防
⑪施設内食中毒の予防、第6章まとめ(課題)
⑫特別な配慮を要する子ども、食物アレルギー、貧血、糖尿病
⑬特別な配慮を要する子ども、発熱、体調不良、急性胃腸炎、便秘
⑭特別な配慮を要する子ども、肥満、やせ、障害児への対応(DVD)
⑮障害児への対応(DVD)、第7章のまとめ(課題)

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
 食育の重要性を理解し、国の施策や保育所・幼稚園等における食育を家庭、地域と
の
連携を含め実践できる力を習得する。施設内で安全な食事を提供するための知識及び
疾病を持つ児への対応について習得する。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】 
「自立して生きていくための専門知識、技能を身に付けている」に基づき、子どもの
食と健康の重要性を認識し、保育士、幼稚園教諭として実践的な能力を身に付ける。

■成績評価基準と方法

定期テスト６０％、食育発表２０％、演習課題２０％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
　「子どもの食と栄養」㈱中山書店　※前期テキストを引き続き使用する。

【参考文献】

■授業外学習

【具体的な内容】
　子どもの生活と食事の関係を理解する姿勢、かつ自身の食事のありようの是非を適
切に判断し、日頃から健康と食に関する情報に興味を持つこと。
【必要な時間】
　予習復習の時間は１時間を目安とします。

■その他
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2019 年度生 心理学科

科 目 名 保育実習Ⅰ[子心]

開講期・単位 3年 前期・選択 4単位・実習

担 当 者
中野　茂、増山　由香里、愛下　啓恵、木村　彰子、本間　芳文、村
中　幸子、橋場　俊輔、武井　昭也、蔵満　保幸、青木　美和子、須
藤　宏志

■講義の目的および概要

保育所の園児や施設の利用者と触れ合い、保育者や施設職員の職務の実際を目の当た
りにしながら、その役割や環境構成を理解し、実習保育所・施設の全体像の理解を図
ります。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
保育所12日間（90時間以上）と児童福祉施設、あるいは社会福祉施設における実習12
日間（90時間以上）を行います。
【課題に対するフィードバックの方法】
実習では毎日実習日誌を書き、実習施設の担当職員に提出します。担当職員は実習日
誌を読み、コメント欄にアドバイスや次の課題などを記入し、実習生へ返却します。

■授業計画

①保育施設・実習施設について理解する。
②保育・養護の一日の流れを理解し、参加する。
③子どもの観察や関わりを通して乳幼児の発達を理解する。
④保育計画、指導計画、援助計画を理解する。
⑤生活や遊び、援助などの一部分を担当し、保育技術を習得する。
⑥職員間の役割分担とチームワークについて理解する。
⑦記録や保護者とのコミュニケーションを通して家庭・地域社会を理解する。
⑧子どもの最善の利益を具体化する方法について学ぶ。
⑨保育士としての倫理を具体的に学ぶ。
⑩安全及び疾病予防への配慮について理解する。
⑪～⑫部分実習・完全実習(指導・援助・介助）
⑬完全実習(指導・援助・介助）
⑭実習のまとめ、および反省
⑮課題レポートの提出

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
1.保育所、児童福祉施設等の役割や機能を具体的に理解する。
2.観察や子どもとのかかわりを通して子どもへの理解を深める。
3.既習の教科の内容を踏まえ、子どもの保育及び保護者への支援について総合的に学
ぶ。
4.保育の計画、観察、記録及び自己評価等について具体的に理解する。
5.保育士の業務内容や職業倫理について具体的に学ぶ。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「下記に示す姿勢や能力を身に付けた学生に卒業を認定し、学位規則に従い学士の学
位を授与する。②幼児教育・保育領域における基礎知識、技能の習得およびそれを基
にした専門知識、技能の習得　④習得した知識、技能の活用能力」に基づき、保育所
及び福祉施設での実践を通して子どもや利用者の理解、保育士としての職務の理解、
施設の役割の理解を深める。

■成績評価基準と方法

実習園での評価６０％
実習日誌・レポート、事前事後の手続４０％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
実習ガイドブック

【参考文献】
最新保育講座13　保育実習（阿部和子ほか　ミネルヴァ書房）

■授業外学習

【具体的な内容】
実習生は３年春学期「保育実習指導Ⅰ」の内容を十分に理解し、実習準備を整えて実
習に臨みますが、実習では日々新たな課題が生じ、その対応を適切に行っていく必要
があります。そのためには、これまで学んできた保育士資格取得に関わる専門科目の
内容を、実習での実践と関連づけながら学ぶことが大切です。
また部分保育や設定保育などを行う場合には、実習時間外に指導案を考え、実習担当
職員に提出し、また教材研究も行う必要があります。

【必要な時間】
実習科目のため必要な時間は人によって異なります。
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■その他

資格取得に必要な単位を概ね修得済であり、３年春学期の「保育実習指導Ⅰ」の審査
を通過し、必要な実習準備が整っていることが、保育実習Ⅰを行う条件となる。
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2019 年度生 心理学科

科 目 名 保育実習指導Ⅰ[子心]

開講期・単位 3年 前期・選択 2単位・演習

担 当 者 増山　由香里、愛下　啓恵、村中　幸子、橋場　俊輔

■講義の目的および概要

保育所・各種福祉施設での実習を意義あるものとするために、事前に必須の事項につ
いて学習します。主たる内容は、保育所理解、各種施設理解、実習の目的や意義の理
解、実習の心構え、実習日誌の書き方、先輩からのアドバイス、保育所・施設職員か
らのアドバイス等によって展開していきます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
実習に向けてのガイダンスや保育所・施設職員からのアドバイスなどは講義形式で行
います。また、発達支援についてはワークショップ形式で体験的に学びます。学外実
習や部分実習のための遊びや表現については、グループ演習の形態で指導します。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題については授業内で解説するとともに、必要に応じて教員が赤入れをして返却し
、訂正したものを改めて提出します。
また弾き歌いの実技は審査を行い、審査通過が難しいと見込まれる場合には、個人の
技量に合わせたアドバイスを行います。

■授業計画

2コマ連続で実施
１  実習の目的と意義、心構えについて
２  先輩学生からのアドバイス
３  保育所実習の課題の立て方
４  保育所実習の日誌の書き方
５  施設実習の課題の立て方
６  施設実習の日誌の書き方
７  日誌の振り返り
８  書類の準備・学外実習に向けての諸連絡
９  発達支援ワークショップ①
10 発達支援ワークショップ②
11-16 グループ授業【①学外実習 ②学外実習 ③実習までの流れと手続き】
17 実習記録の振り返り・指導案の作成
18 設定保育の検討・準備
19-24 グループ授業【①学外実習(設定保育の実施) ②遊び ③弾き歌い】
25 設定保育の振り返り
26 実習ファイル等の準備
27 実習に向けて①児童発達支援施設
28 実習に向けて②児童養護施設
29 実習に向けて③保育所
30 まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
実習を円滑に行うための準備を行ったり、実習先の特徴やそれに応じた知識を学び、
学外の実習に対応できるようになる。 また、社会人としてのマナーを身に付け、ふ
さわしい言動を行えるようになる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「下記に示す姿勢や能力を身に付けた学生に卒業を認定し、学位規則に従い学士の学
位を授与する。②幼児教育・保育領域における基礎知識、技能の習得およびそれを基
にした専門知識、技能の習得　④習得した知識、技能の活用能力」に基づき、子ども
の理解、保育現場の業務の理解を深め、保育実習に向けた準備を行う。

■成績評価基準と方法

観察演習の日誌（20%）
提出物　　 　（20%）
実習に向けた準備・審査（40%）
授業への取り組みコメントシート（20%）

■テキスト・参考文献
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【テキスト】
実習ガイドブック
適時プリントを配付します。

【参考文献】
最新保育講座13　保育実習（阿部和子ほか　ミネルヴァ書房）
保育所保育指針解説　厚生労働省編　フレーベル館　
幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説　フレーベル館

■授業外学習

【具体的な内容】
実習に向けた調べ学習や資料収集、教材研究等の準備や、子どもの歌の弾き歌い、シ
アター系の演技の練習を行いましょう。
また実習ガイドブックに目を通し、保育実習の内容を深く理解しておくことが求めら
れます。

【必要な時間】
課外時間等を利用して２時間を目安に自ら行ってください。

■その他

国家資格取得に関わる授業であるため、原則として欠席は認めない。やむを得ない理
由で欠席する場合は、それを補う課題提出や必要に応じた補講を求める。また、欠席
した場合は、その回の内容把握に自ら努めること。
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2019 年度生 心理学科

科 目 名 音楽Ⅰ(歌唱・理論応用)

開講期・単位 3年 前期・選択 1単位・講義

担 当 者 須藤　宏志

■講義の目的および概要

音楽Ⅰ（歌唱・理論基礎）で習得した音楽理論をベースに、保育現場の実践で役立つ
伴奏付けのための知識や技能を養っていきます。また子どもの歌に多く触れ、親しむ
ことを目的とします。
理論の解説、子どもの歌の歌唱、コードネームによる和音演奏などの実技により展開
していきます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
音楽理論は授業３回を一つのサイクルとして、このうち２回を使って講義を行い、３
回目に復習テストを行います。子どもの歌の歌唱は保育施設等で多く使われる挨拶の
うた、日課のうた、季節のうたなどを、時期に合わせて選曲し歌唱します。コードの
実技テストも理論の復習テストと同じ回に行います。

【課題に対するフィードバックの方法】
挨拶のうたは毎回歌唱します。その際に交代で１人ずつ伴奏を担当するため、課外時
間に各自練習をして下さい。練習の成果や次の課題となる点については、演奏後にフ
ィードバックし、また空き時間等を使って個別アドバイスを行うことが可能です。

■授業計画

①和音1：和音の構造、種類、転回形、和音記号／季節の歌
②和音2：三和音、四和音／子どもの歌
③理論復習テスト１／コード実技テスト１
④和音伴奏付け１／季節の歌
⑤音伴奏付け２／子どもの歌
⑥理論復習テスト２／コード実技テスト２
⑦コードネーム（三和音1)／子どもの歌
⑧コードネーム（三和音2)／季節の歌
⑨理論復習テスト３／コード実技テスト３
⑩コードネーム（４和音１）／子どもの歌
⑪コードネーム（４和音２）／子どもの歌
⑫理論復習テスト４／コード実技テスト４
⑬その他のコード記号／コードネームによる伴奏付け1／季節の歌
⑭コードネームによる伴奏付け2／季節の歌
⑮理論復習テスト５／コード実技テスト５

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
１.基礎的な和音の構造と種類を理解できる
２.メロディーへの簡単な伴奏付けができる
３.使用頻度の高いコードネームを理解し演奏できる
４.保育現場で使用頻度の高い歌を知り、歌うことができる

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「下記に示す姿勢や能力を身に付けた学生に卒業を認定し、学位規則に従い学士の学
位を授与する。②幼児教育・保育領域における基礎知識、技能の習得およびそれを基
にした専門知識、技能の習得　④習得した知識、技能の活用能力」に基づき、基礎的
な音楽理論の理解し、また子どもの歌や簡単なコードによる伴奏法を覚えることによ
って、音楽の側面から保育の現場に求められる能力を身に付ける。

■成績評価基準と方法

１.授業内で行う理論復習テスト　80％
２.コードネームによる和音奏の実技　20％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
プリントを配付します。
こどものうた200（チャイルド本社）
続こどものうた200（チャイルド本社）

【参考文献】

■授業外学習
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【具体的な内容】
音楽Ⅰ（歌唱・理論基礎）で習得したカデンツ奏は、コードネームを使用した伴奏付
けの基礎となるため、各自時間外で引き続き練習を続けてください。子どもの歌につ
いては、授業で取り上げる子どもの歌を中心に、課外時間等を利用して歌や伴奏の練
習を繰り返し、多くの楽曲を覚えることが重要です。

【必要な時間】
2時間

■その他
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2019 年度生 心理学科

科 目 名 保育実習指導Ⅱ

開講期・単位 3年 後期・選択 1単位・演習

担 当 者 増山　由香里、愛下　啓恵、村中　幸子

■講義の目的および概要

保育実習の意義と目的を理解し、保育について総合的に学ぶ。
「保育実習Ⅰ」の学びや実習評価などを踏まえ、保育に対する課題や認識を明確にし
て「保育実習Ⅱ」の準備を行う。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
演習、講義とグループワークを組み合わせて行う。必要に応じて各実習巡回担当者と
、重要事項、手続きの方法の確認などを行う。

【課題に対するフィードバックの方法】
各自の振り返りシートをもとに、個別面談を行い課題の明確化を行う。指導案は必要
に応じて添削を行い、より綿密に案を立てられるよう準備を行う。

■授業計画

①オリエンテーション、保育所実習振り返りー各自およびグループワーク（報告書・
シート記入）
②施設実習振り返りー各自およびグループワーク（報告書・シート記入）
③自己課題の明確化
④課題研究ー発達支援ワークショップ
⑤課題研究ー模擬保育の実施と検討①
⑥課題研究ー模擬保育の実施と検討②
⑦実習前の諸注意と最終確認
⑧事後指導（実習の総括と自己評価）

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
保育者として求められる専門知識の基本を確かめることができる。
保育士の専門性と職業倫理について理解できる。
保育実習Ⅰや既習の教科内容やその関連性を踏まえ、保育実践力を養うことができる
。
自己の保育に対する課題や認識を明確化して保育実習の準備を行うことができる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「下記に示す姿勢や能力を身に付けた学生に卒業を認定し、学位規則に従い学士の学
位を授与する。②幼児教育・保育領域における基礎知識、技能の習得およびそれを基
にした専門知識、技能の習得　④習得した知識、技能の活用能力　⑤自立して行動で
きる姿勢、課題を発見し解決する力」に基づき、子どもの理解、保育現場の業務の理
解を深め、さらには自己の課題を明確化し保育実習に向けた準備を行う。

■成績評価基準と方法

保育育習Ⅰの振り返りと自己課題への取り組み（30％）
模擬保育の実施と検討（50％）
実習に向けた準備（20％）

■テキスト・参考文献

【テキスト】
実習ガイドブック

【参考文献】
最新保育講座13 保育実習　阿部和子他　ミネルヴァ書房
保育所保育指針解説　厚生労働省編　フレーベル館　
幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説　フレーベル館

■授業外学習

【具体的な内容】
保育実習Ⅰを振り返り、その成果と今後の課題について自分なりに整理しておきまし
ょう。授業内で作成した自己課題シートをもとに、保育実習Ⅱまで各自必要な準備を
進めましょう。
授業内で使用する模擬保育等の指導案の作成を行うこと、また実践後は内容案の検討
や修正を行い実習までの準備を行いましょう。

【必要な時間】
2時間程度を目安とします。

■その他
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国家資格取得に関わる授業であるため、原則として欠席は認めない。やむを得ない理
由で欠席する場合は、それを補う課題提出や必要に応じた補講を求める。また、欠席
した場合は、その回の内容把握に自ら努めること。

2021(令和3)年4月1日

653



2019 年度生 心理学科

科 目 名 保育実習指導Ⅲ

開講期・単位 3年 後期・選択 1単位・演習

担 当 者 増山　由香里、愛下　啓恵、村中　幸子

■講義の目的および概要

保育実習の意義と目的を理解し、保育について総合的に学ぶ。
「保育実習Ⅰ」の学びや実習評価などを踏まえ、保育に対する課題や認識を明確にし
て「保育実習Ⅲ」の準備を行う。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
演習、講義とグループワークを組み合わせて行う。必要に応じて各実習巡回担当者と
、重要事項、手続きの方法の確認などを行う。

【課題に対するフィードバックの方法】
各自の振り返りシートをもとに、個別面談を行い課題の明確化を行う。指導案は必要
に応じて添削を行い、より綿密に案を立てられるよう準備を行う。

■授業計画

①オリエンテーション、保育所実習振り返りー各自およびグループワーク（報告書・
シート記入）
②施設実習振り返りー各自およびグループワーク（報告書・シート記入）
③自己課題の明確化
④課題研究ー発達支援ワークショップ
⑤課題研究ー模擬保育の実施と検討①
⑥課題研究ー模擬保育の実施と検討②
⑦実習前の諸注意と最終確認
⑧事後指導（実習の総括と自己評価）

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
施設保育士として求められる専門知識の基本を確かめることができる。
保育士の専門性と職業倫理について理解できる。
保育実習Ⅰや既習の教科内容やその関連性を踏まえ、保育実践力を養うことができる
。
自己の保育に対する課題や認識を明確化して保育実習の準備を行うことができる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「下記に示す姿勢や能力を身に付けた学生に卒業を認定し、学位規則に従い学士の学
位を授与する。②幼児教育・保育領域における基礎知識、技能の習得およびそれを基
にした専門知識、技能の習得　④習得した知識、技能の活用能力　⑤自立して行動で
きる姿勢、課題を発見し解決する力」に基づき、子どもの理解、保育現場の業務の理
解を深め、さらには自己の課題を明確化し保育実習に向けた準備を行う。

■成績評価基準と方法

保育育習Ⅰの振り返りと自己課題への取り組み（30％）
模擬保育の実施と検討（50％）
実習に向けた準備（20％）

■テキスト・参考文献

【テキスト】
実習ガイドブック

【参考文献】
最新保育講座13 保育実習　阿部和子他　ミネルヴァ書房

■授業外学習

【具体的な内容】
保育実習Ⅰを振り返り、その成果と今後の課題について自分なりに整理しておきまし
ょう。授業内で作成した自己課題シートをもとに、保育実習Ⅲまで各自必要な準備を
進めましょう。
授業内で使用する模擬保育等の指導案の作成を行うこと、また実践後は内容案の検討
や修正を行い実習までの準備を行いましょう。

【必要な時間】
2時間程度を目安とします。

■その他
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国家資格取得に関わる授業であるため、原則として欠席は認めない。やむを得ない理
由で欠席する場合は、それを補う課題提出や必要に応じた補講を求める。また、欠席
した場合は、その回の内容把握に自ら努めること。
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2019 年度生 心理学科

科 目 名 宗教学

開講期・単位 3年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 鈴木　廣隆

■講義の目的および概要

宗教は常に人間と共にあり人間を幸せに導こうとする。しかしその宗教が原因で起き
る争いも絶えない。それはなぜか。この講義では仏教の伝播に着目し、人々は宗教を
受け入れることでどう変わるのか、また宗教は人々によってどう変容するのかを解明
しながら、現代を生きる我々人間と宗教の関係について考察する。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
仏教がアジアの人々にどう受け入れられ、どのように変容したのかを文献資料、考古
学的研究にもとづいて考察する。資料プリント、ビデオ、スライドなどを使いつつ、
寺院住職としての実務経験に基づいて宗教現象を解説し、学生が気づいていない人間
の宗教性を掘り起こし、小レポート・アンケートなどで問題を共有しながら講義を進
める。

【課題に対するフィードバックの方法】
講義中に小レポート・アンケートを提出させて、それにコメントする形で質疑応答の
場を設ける。

■授業計画

① 仏教の源流：古代インドの宗教世界　―大いなる異文化―
② ブッダの生涯（１）：若き日　―誕生の地ルンビニ―
③ ブッダの生涯（２）：出家　―なぜ家や家族を捨てたか―
④ ブッダの生涯（３）：苦行　―なぜ苦行したのか―
⑤ ブッダの生涯（４）：ブッダとなる　―「悟り」とは―
⑥ 仏教の始まり：ブッダの教え　―原始仏教経典に触れる―
⑦ 仏教の展開：ブッダ亡き後の弟子たち　―悟りを求めて―
⑧ 仏教の大衆化：大乗仏教の成立　―救済を求めて―
⑨ 大乗仏教（１）：ブッダと菩薩　―新たな信仰対象―
⑩ 大乗仏教（２）：ガンダーラ　―仏教飛翔の地―
⑪ 大乗仏教（３）：空と浄土　―大乗仏教の思想―
⑫ 仏教の伝播（１）：インドから中国へ　―訳経僧の活躍―
⑬ 仏教の伝播（２）：ネパール仏教　―異教との共存―
⑭ 仏教の伝播（３）：日本の仏教　―ありのまま―
⑮ 比較宗教の試み：「宗教なんかこわくない」

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
自分にとって宗教とは何なのかを考えることによって、自分自身の宗教性を発見し、
アジア的精神風土の中でとらえ直し、自分と世界との関わりをしっかりと自覚できる
ようになること。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
日本人は無宗教であるとか、宗教とは絶対的な存在に対する信仰（依存）であるとい
う見解を批判的に考察することで、自立して考え行動し、課題に取り組む能力を養成
する。

■成績評価基準と方法

講義中に提出する小レポートが５回以上。全講義終了後には最終レポートを提出して
もらう。評価の配分は最終レポートが６割、小レポート提出を含めた受講態度が４割
である。

■テキスト・参考文献

【テキスト】
テキストは使用せず、その都度プリントを配付する。
【参考文献】
前田專学『ブッダを語る』（ＮＨＫ出版）、藤田宏達『ジャータカ全集Ⅰ』（春秋社
）、立川武蔵『日本仏教の思想』（講談社現代新書）、橋本治『宗教なんか怖くない
』（ちくま文庫）、森岡正博『宗教なき時代を生きるために』（法蔵館）など

■授業外学習

【具体的な内容】
ブッダの伝記を事前に調べておくことが望ましい。参考文献の『ブッダを語る』以外
にも、映画『リトルブッダ』（ＤＶＤ）、手塚治虫『ブッダ』などは親しみやすい。
また、講義全体のまとめには橋本治『宗教なんかこわくない』（ちくま文庫）、森岡
正博『宗教なき時代を生きるために』（法蔵館）が役に立つ。仏教用語については中
村元『広説仏教語大辞典』（東京書籍）にあたるとよい。
【必要な時間】
30分から1時間程度。
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■その他

提出されたレポートは原則として返却しない。また講義中に実施する小レポートなど
が提出されない場合は受講したとは認めないので注意すること。
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2019 年度生 心理学科

科 目 名 感情・人格心理学

開講期・単位 3年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 岡田　顕宏

■講義の目的および概要

心理学に関する知識を身につけるための基礎科目です。この講義では心理学における
２つの異なる分野を扱います。一つは、人間の心の働きのうち、感情の働きに関する
知識を身につけ、感情が行動に及ぼす影響や感情生起に関わる諸要因などについて理
解することを目的としています。もう一つは、人間の心の働きの個人差に関するもの
である。性格やパーソナリティと呼ばれる概念や、その捉え方に関する知識を身につ
けることを目的としています。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
配付資料を中心に、資料映像や小実験を交えながら、教室での講義を中心に展開する
予定です。小テスト・課題がほぼ毎回行われるので、講義時間以外の予習復習が必要
になります。

【課題に対するフィードバックの方法】
授業内で実施する小テストでは、受講者が分からなかった箇所についての説明を授業
内に行います。課題については、採点をした上で返却する予定です。

■授業計画

概ね以下の内容で講義を展開する予定です。

①感情とは何か
②感情生起のメカニズム（古典的理論）
③感情生起のメカニズム（基本的感情理論）
④感情の認知的評価理論
⑤感情の生物学的基礎
⑥感情と行動
⑦感情と認知
⑧感情のまとめと中間テスト
⑨人格の概念
⑩知的機能の個人差
⑪人格の測定
⑫人格の形成と変容
⑬人格の生物学的基礎
⑭人格の障害
⑮人格に関するまとめと期末テスト

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
１．「感情に関する理論及び感情喚起の機序」に関する知識を身につけ、「感情が行
動に及ぼす影響」について心理学的に理解すること。
２．「人格の概念及び形成過程」や「人格の類型、特性等」のパーソナリティに関す
る心理学的な知識を身につけること。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
この科目は「心理学領域における基礎的知識」の修得に該当します。

■成績評価基準と方法

毎回の小テスト（40%）と定期試験（45%）および宿題・レポート（15％）で評価しま
す。

■テキスト・参考文献

【テキスト】
教科書の指定はありません。

【参考文献】
参考文献は講義内で指示します。

■授業外学習
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【具体的な内容】
授業中に指示した宿題・レポートを行うこと、配布した資料を使って復習を行うこと
が必要です。

【必要な時間】
4時間

■その他

本科目は、公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で
定められています。公認心理師試験を受験するためには、大学においてこの科目を修
得しておく必要があります。
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2019 年度生 心理学科

科 目 名 健康・医療心理学

開講期・単位 3年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 山田　威仁

■講義の目的および概要

今日、健康保健・医療分野において心理職に対し、多様なニーズへの対応が求められ
るようになってきている。今後、心理職がより社会に貢献していくためには健康心理
学、医療心理学の基礎知識の獲得が必要である。本授業では健康保健、医療分野にお
いて心理職に求められる役割、技術、知識について学んでいく。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
本講義は、医療機関で臨床心理士、公認心理師としての実務経験を有する教員が担当
する。課題については講義内で解説します。

■授業計画

①ガイダンス、健康・医療心理学とは何か
②心身相関・健康とパーソナリティ
③健康心理学におけるアセスメントと支援
④睡眠障害
⑤心理支援法の実際「抑うつ」への介入
⑥心理支援法の実際「不安／恐怖」への介入
⑦心理支援法の実際「統合失調症の症状」への介入①
⑧心理支援法の実際「統合失調症の症状」への介入②
⑨がん・緩和医療
⑩精神科デイケア
⑪対人援助とコミュニケーション
⑫マインドフルネス
⑬災害時におけるストレスとメンタルヘルス
⑭小試験
⑮レポート課題

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
健康心理学、医療心理学の特徴と実際を理解する。医療機関での心理職の役割を理解
する。ストレスと心身の疾病の関係を理解する。医療機関で心理職が実践する主なア
セスメントの特徴と実際を理解する。難治性疾患、慢性疾患、身体疾患の合併症例に
おける心理職の役割と支援の実際を理解する。災害心理学の意義、災害により引き起
こされる諸問題、災害時に必要な心理に関する支援を理解する。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
将来、臨床で専門的対人援助を行っていくための基礎力の育成のために「心理学領域
における基礎的知識、技能の習得」を目指す。また、現場で求められる臨機応変さに
対応していくため、ディスカッション等を通じて「自立して行動できる姿勢、課題を
発見し解決する能力」の育成を目指す。

■成績評価基準と方法

成績は小試験（30点）+レポート課題（60点）＋受講態度（10点）で総合評価する。
単位の取得には100点満点中60点以上が必要である。

■テキスト・参考文献

【テキスト】
指定しない。毎回、プリントを配付する。

【参考文献】
適宜、お伝えします。

■授業外学習

事前事後に配布されたレジュメ等を読み、予習復習を行ってください。事前事後学習
はそれぞれ2時間行ってください。

■その他
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2019 年度生 心理学科

科 目 名 社会・集団・家族心理学

開講期・単位 3年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 鈴木　憲治

■講義の目的および概要

　本講義では，家族，集団及び社会が個人に及ぼす影響を学びます。また，家族とい
う視点から，対人関係並びに集団における人の意識および行動についての心の過程や
人の態度及び行動について学びます。
　社会の変化とともに，家族の在り方も大きく変化していますが，子どもの権利を中
心に，家庭内で生じる紛争について，家族法や家族社会学，生涯発達心理学などの知
見，紛争の渦中にある当事者の方々への心理的援助法を学びます。
　授業は，家庭裁判所調査官など関連機関の実務家から臨床現場の実際を聴き，家庭
・家族への支援の実情が理解できるよう構成されています。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
　本講義では，司法領域で実務経験のある教員が，人間に対する深い理解，深い人間
理解に根ざした支援を実践できるようにするため以下の方法をとります
　ア）知識をパワーポイントによる講義形式で提供します
　イ）両価的なテーマについてのグループディスカッションやグループワーク等を実
施して，知識を確かなものにします
　ウ）実務家をゲストスピーカーとして招き，臨床現場の実際を聴くことで，知識に
偏らない社会で役立つ知見とします
【課題に対するフィードバックの方法】
　毎回講義最後に実施する「理解度確認チェック」の解答を次回授業冒頭に行い，講
義での定着が難しかった点について，教員が補足します

■授業計画

概ね以下の予定に沿って授業を展開します。
①　社会・集団・家族心理学の概要
②　社会・集団と自分（１）
　　　対人認知，態度と行動，ステレオタイプと偏見
③　社会・集団と自分（２）
　　　対人関係の形成と発展
④　社会・集団の中の自分（１）
　　　向社会的行動と反社会的行動
⑤　社会・集団の中の自分（２）
　　　社会的促進と社会的抑制
⑥　身近な社会集団と自分（１）
　　　社会的相互作用
⑦　身近な社会集団と自分（２）
　　　社会的影響，集団過程
⑧　集団としての家族（１）
　　　家族とは何か？どうとらえるか？
⑨　集団としての家族（２）
　　　家族をどう見立てるか？
⑩　集団としての家族（３）
　　　家族の中のコミュニケーション
⑪　集団としての家族（４）
　　　家族が経験するストレスと援助（ゲストスピーカーを予定）
⑫　集団・家族への支援（１）
　　　家族への臨床的アプローチ
⑬　集団・家族への支援（２）
　　　ソーシャルサポート
⑭　社会・集団・家族の課題
　　　文化と社会心理
⑮　まとめ（ふり返りテスト）

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
　本授業では，以下の事項について基礎的理解を得ていることが求められます。
　１）現代社会における家族の課題が理解できる
　２）家族という集団内における個人の心理的視点について理解できる
　３）家庭・家族への援助の基礎的手法について理解できる
　４）家庭・家族の支援を行う現場の実際が理解できる
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
　「臨床心理学領域における基礎的知識、技能の修得およびそれを基にした専門知識
、技能の修得」を身に付けている学生に学位を授与するＤＰに基づき，家族という視
点を中心にして，対人関係並びに集団における人の意識および行動についての心の過
程や人の態度及び行動についての理解を深め，家庭内で生じている紛争によって，生
き難さを感じている当事者の方々への心理的援助法を習得します
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■成績評価基準と方法

以下の３点で評価します。
ふり返りテスト　　　　　　　　　　　　　　　：20%
「理解度確認チェック」評価　　　　　　　　　：70%　 5%×14回
　毎時間講義最後に実施します。
欠席の場合も，１週間以内の提出で加点します
レポート
　参考文献等レポート　　　　　　　 　　　　 ：10%

■テキスト・参考文献

【テキスト】
　適宜プリントを配布します。
【参考文献】
　「社会・集団・家族心理学」竹村和久　遠見書房
　以上のほかに，「①　社会・集団・家族心理学の概要」時に「参考文献等リスト」
を配布します。

■授業外学習

【具体的な内容】
　毎回授業の最後に，「理解度確認チェック」を実施し，次の授業冒頭で解答解説を
行います。「理解度確認チェック」で不明だった点は，授業の復習をする中で必ず確
認し，次回授業の解答解説までに確実な理解を得たうえで参加してください。
　「参考文献等リスト」から，興味関心をもった書籍・映画・ドラマを選び，⑭回講
義修了時までに，レポート（1200字程度，書式は「参考文献等リスト」配布時に提示
）として提出していただきます。
【必要な時間】
　「理解度確認チェック」の復習は，目安として２時間を要します。
　参考文献等レポートの作成の目安は各２時間です。

　常日ごろからニュース，新聞，インターネットなどで，社会的な事件についての情
報を入手するように心掛けてください。

■その他

　授業でテキストとして配布するレジュメは，公認心理師試験対策の教材として使用
できるものですので，綴るファイルを準備して下さい。
　止むを得ず欠席した授業についても，申し出によりレジュメと「理解度確認チェッ
ク」を配布しますので，モレがないよう綴って，公認心理師試験対策の教材として活
用してください。
　本科目は、公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令
で定められています。公認心理師試験を受験するためには、大学においてこの科目を
修得しておく必要があります。
　なお，新型コロナウイルスの感染拡大状況によっては，ゲストスピーカーの招聘を
中止して，教員の講義に代えることがあります。
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2019 年度生 心理学科

科 目 名 心理調査概論

開講期・単位 3年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 岡田　顕宏

■講義の目的および概要

心理学研究の技法について理解するための実習を交えた講義科目です。主に社会心理
学に関連するトピックについて、量的な調査研究の方法を学習します。特に、質問紙
を用いた調査法に焦点を当て、質問紙尺度の作成、信頼性・妥当性の検討、調査の実
施・分析、解釈といった一連の作業の流れについて解説し、実際の作業を通して、知
識・技術を習得することを目的としています。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
理論・方法に関する講義と、質問紙の実施、分析、解釈などの実践的な実習を行いま
す。データの分析には､ExcelとSPSSを用います。

【課題に対するフィードバックの方法】
授業の冒頭で毎回の課題に対する解説を行います。最終レポートは、心理調査レポー
トとして十分な内容になるまで、採点・返却・再提出のサイクルを繰り返します。

■授業計画

①ガイダンス～社会心理学の研究方法について
②調査・分析に必要な統計の基礎Ⅰ～データ集計
③調査・分析に必要な統計の基礎Ⅰ～データ分析
④質問紙データの分析Ⅰ（データの集約）
⑤質問紙データの分析Ⅱ（信頼性・妥当性について）
⑥質問紙データの分析Ⅲ（再検査信頼性について）
⑦質問紙データの分析のまとめ
⑧質問紙の作成Ⅰ（書式・記載内容・項目を考える）
　作業はグループで行い、作成する質問紙に関する各自のプレゼンテーションを行っ
た上で、ディスカッションを行い、グループで作成する質問紙を決定します。
⑨質問紙の作成Ⅱ（予備調査：質問内容を検討する）
　質問紙の作成にあたっては、質問内容について、ディベートを行い、よりより質問
紙項目の作成を進めます。
⑩質問紙の作成Ⅲ（信頼性を検討する）
　質問紙調査の実施やデータの入力、データの分析に関しては、グループ内で作業を
分担したり、協力しながら進めることになります。
⑪質問紙調査の実施Ⅰ
⑫質問紙調査の実施Ⅱ（集計）
⑬質問紙調査の実施Ⅲ（分析）
⑭質問紙調査のまとめ
⑮レポート講評と模擬試験

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
心理学研究で用いられる質問紙調査に関する知識・技術を習得し、自ら意味のある適
切な調査研究を行うための基本的能力を身に付けることを目標とします。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「心理学領域における基礎的知識、技能の修得」、そして「技能の活用能力」に必要
な実践的な技能の修得に密接に関連した科目です。

■成績評価基準と方法

毎回の課題（25%)、最終レポート（30%）および定期試験（45%） で評価します。

■テキスト・参考文献

【テキスト】
「心理学マニュアル・質問紙法」　鎌原雅彦・宮下一博・大野木裕明・中澤潤（著）　
北大路書房

【参考文献】
授業中に指示します。

■授業外学習

【具体的な内容】
毎回、データの分析やレポートなどの課題が出る。次の授業を実施するために必要な
作業になるため、必ず実施し、授業前に終わらせておく必要がある。
事前事後学習において、WordとExcelを使用できる環境が必要です。

【必要な時間】
4時間

2021(令和3)年4月1日

663



■その他

※「心理学統計法」の単位を修得済みでることが必要です。
※「心理学実験Ⅱ（応用）」と「心理的アセスメントⅠ（質問紙法）」を修得または
履修していることが必要です。
※卒業研究で、調査などの実証研究を行う場合、また、大学院に進学を予定している
者は履修しておいてください。
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2019 年度生 心理学科

科 目 名 福祉心理学

開講期・単位 3年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 渡邊　良平

■講義の目的および概要

障害福祉の領域では心理職の役割が非常に大きい一方で、心理職希望者が障害福祉自
体を知らない現状があります。この授業では、障害福祉の現状について理解すること
で、学生の皆さんが心理職として活躍できるフィールドを広げることを目的として、
福祉についての基礎を学修していきます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
基本的には講義形式で行いますが、現場のイメージを深めるために動画を用いた学習
も行っていきます。
本講義では、福祉領域における就労支援の実務経験のある教員が、福祉サービスの基
礎知識や、福祉領域で生じる問題、必要な支援について、障害者の権利や虐待の問題
について等を、支援者の視点で理解できるよう講義を実施します。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題のフィードバックについては、授業内で説明します。

■授業計画

①概論
②福祉サービスの分類
③障害者福祉（介護給付サービス）
④障害者福祉（訓練等給付サービス）
⑤障害者福祉（地域生活支援事業）　
⑥障害者福祉（相談支援事業）
⑦高齢者福祉（居宅サービス、高齢者住まい法に基づくサービス）
⑧高齢者福祉（施設サービス）
⑩障害者の区分、障害者の生活について
⑪カウンセラーとワーカーの違いや専門性と当事者性など、福祉領域における心理職
の課題
⑫障害者の権利と虐待について（パーソナリティ障害の問題を交えて）
⑬障害者福祉における心理職の働き
⑭高齢者福祉における心理職の役割、心理検査について
⑮筆記試験

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
福祉サービスの分類や役割について学び、相談しに来た方に必要な支援について説明
できるようになること。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
福祉領域における基礎的な知識を自らで学び、地域福祉に寄与するために必要なこと
を主体的に考えられるようになること、及び対人援助を実施する能力を身に付ける。

■成績評価基準と方法

小レポート：各10点ずつ　3回
期末レポート（障害者福祉が抱える問題を一つ取り上げ、その解決法として自分が考
えることを自由に記述してください）：20点
筆記試験：50点

■テキスト・参考文献

【テキスト】
適宜プリントを配布します。

【参考文献】
障害児、障害者心理学特論～福祉分野に関する理論と支援の展開～　放送大学教育振
興会
障害者社会学という視座　新曜社
※購入の必要はありません。

■授業外学習

障害児福祉についての学習は各自で15時間行うこととします。特に障害児支援におけ
る特別支援的なアプローチについては重点的に学習してください。

■その他

※ 本科目は、公認心理師となるために必要な科目として文部科学省・厚生労働省で
定められています。公認心理師試験を受験するためには、大学においてこの科目を修
得しておく必要があります。
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2019 年度生 心理学科

科 目 名 力動的心理学

開講期・単位 3年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 松浦　秀太

■講義の目的および概要

　2年次「心理学的支援法」では多様な心理学的支援法を学びました。本講義「力動
的心理学」では、数ある心理学的支援法のなかから精神分析を学んでいきます。具体
的には、精神分析の創始者であるジークムント・フロイトの人生を概観しながら、彼
が生み出した理論や概念、それらが生まれてきた背景についての理解を深めます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
　本講義は臨床心理士の資格を持った実務経験のある教員が担当します。講義の多く
は講義形式で行います。教科書およびパワーポイント使用します。受講者には適宜資
料を配布します。また、必要に応じてグループワークやディスカッションなどを取り
入れるなど、能動的な学修を目指します。 

【課題に対するフィードバックの方法】
　課題については、講義内で解説します。

■授業計画

　概ね以下の予定に沿って講義を展開します。進行状況によって、順序や内容は変更
が生じる可能性があります。

　① Orientation、心理療法とは何か
　② 精神分析とは何か
　③ 精神分析の場所
　④ 精神分析の経過 (1)
　⑤ 精神分析の経過 (2)
　⑥ 5回目までのまとめ
　⑦ フロイトの人生と仕事 (1) 「精神分析に向かって」
　⑧ フロイトの人生と仕事 (2) 「精神分析の成立」
　⑨ DVD鑑賞(※)
　⑩ フロイトの人生と仕事 (3) 「性愛理論」
　⑪ フロイトの人生と仕事 (4) 「ドラ、技法の発展」
　⑫ フロイトの人生と仕事 (5) 「古典理論の確立」
　⑬ フロイトの人生と仕事 (6) 「後期理論」
　⑭ 事例検討（グループワーク）(※)
　⑮ まとめ

※ 遠隔授業になった場合、(※)の講義は実施が困難であるため、それ以降の講義を
繰り上げて実施します。その場合、「精神分析とは何か」、「精神分析は生き残れる
か」などの関連したテーマで講義を行います。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
① 精神分析の創始者であるジークムント・フロイトの生涯を概観し、精神分析理論
が生まれてきた背景を理解する。
② 精神分析の理論や基本的な概念について理解する。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
　「臨床心理学領域における基礎的知識、技能の修得およびそれを基にした専門知識
、技能の修得」に基づき、臨床心理学の近隣分野である精神分析（および精神分析的
心理療法）について学び、臨床心理学的援助に関する知識と技能を学びます。

■成績評価基準と方法

　以下の3点で評価します。
　A) 課題（4回）：20%
　B) レポート（DVD鑑賞のレポート【予定】）：39%
　　⇒遠隔授業になった場合は別課題となります。
　C) 期末試験：41%
※A)～C)のカテゴリー全てに点数がついていることが単位取得最低条件とします。

■テキスト・参考文献
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【テキスト】
・藤山直樹 (2008). 集中講義・精神分析<上>―精神分析とは何か フロイトの仕事. 
岩崎学術出版社.

【参考文献】
・藤山直樹 (2010). 集中講義・精神分析<下>―フロイト以後. 岩崎学術出版社.
・藤山直樹 編・監訳 (2014). フロイト技法論集. 岩崎学術出版社.
・松木邦裕・藤山直樹 (2015). 精神分析の本質と方法. 創元社.
・山崎孝明 (2021). 精神分析の歩き方. 金剛出版.

■授業外学習

【具体的な内容】
　事前事後に指定されたテキストをよく読み、予習復習を行ってください。また、参
考文献に挙げた書籍など精神分析に関する書籍を読んでおく必要があります。

【必要な時間】
　上述のような事前及び事後学習はそれぞれ2時間を目安とします。

■その他

・資料はmanabaで配布する予定です。講義前までに各自でダウンロード・印刷を済ま
せておいてください。
・課題、レポートについては公欠などの特別な事情がない限り遅刻提出は認めません
。
・新型コロナウイルス感染症の拡大などにより、対面形式の講義が実施できない場合
、授業計画に変更が生じる可能性があります。
・「心理学的支援法」を履修していなくても受講することは可能です。
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2019 年度生 心理学科

科 目 名 精神疾患とその治療

開講期・単位 3年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 安岡　譽

■講義の目的および概要

精神医学とは、精神疾患（こころの病）を対象とする医学の一領域である。
本講義の目的は、精神疾患の全容について学び、正しく理解することで、無用の偏見
を持たぬことにある。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
講義形式（オンライン方式等を含む）で行う。

【課題に対するフィードバックの方法】

■授業計画

①序論：精神医学とは何か？
②精神（こころ）の構造、機能、成長と発達
③総論（1）精神の正常と異常
④ 〃 （2）脳の構造と機能
⑤ 〃 （3）精神疾患の原因、症状、経過および診断と治療
⑥各論（1）精神病―統合失調症
⑦ 〃 （2）　〃　―気分（感情）障害
⑧ 〃 （3）精神症性障害、ストレス関連障害、身体表現性障害
⑨ 〃 （4）睡眠・摂食・性関連障害
⑩ 〃 （5）脳の急性障害と慢性障害
⑪ 〃 （6）アルコール・薬物関連障害
⑫ 〃 （7）人格障害（パーソナリティ障害）
⑬関連領域（1）児童・青年期の精神医学
⑭　　〃　（2）精神科医療（チーム医療）
⑮　　〃　（3）社会変動と人のこころ（まとめ）

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
精神疾患への理解を深め、精神の正常性と異常性の相違を学び、偏見なき人間理解を
深め、その結果、適切に臨床的対応ができる知的準備性と人格的準備性とを十分に整
えることにある。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】

■成績評価基準と方法

最終定期試験（50％）、および、1回の課題レポートの提出とその評価（30％）、出
席および受講態度（20％）を統合して評価する。

■テキスト・参考文献

【テキスト】
講義レジメ（15講分、事実上の教科書）を予め配布する。

【参考文献】
適宜、関連資料を配布する。文献紹介も行う。

■授業外学習

【具体的な内容】
講義レジメの予習と復習の義務を課す。レポート作成には多くの文献を引用すること
も義務とし、自主的学習を期待する。

【必要な時間】

■その他

講義を傾聴することで聴く能力の向上に努力されることを期待する。学問とは孤高の
作業であることを心に銘ずることが肝要である。
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2019 年度生 心理学科

科 目 名 心理的アセスメントⅡ(投映法)

開講期・単位 3年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 澤田　信也

■講義の目的および概要

　心理アセスメントに関する心理検査の中で、投影法と呼ばれるものについて概要を
講義し、実際に取り扱うことで理解を深めます。相談実務の現場でどのようにアプロ
ーチし、アセスメントしながら理解、援助するのか、重要な点について学びます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
　講義と実習、レポート作成を組み合わせて行います。臨床心理士としての実務経験
豊富な教員が指導を担当します。グループワークも取り入れ理解が深まるようにして
いきます

【課題に対するフィードバックの方法】
レポート作成の際には模範となるレポートを提示します。

■授業計画

①投影法の概要
②SCT１
③SCT２
④SCT3
⑤PFスタディー１
⑥PFスタディー２
⑦PFスタディー３
⑧ロールシャッハテスト１
⑨ロールシャッハテスト２
⑩ロールシャッハテスト３
⑪描画法
⑫風景構成法
⑬テストバッテリー
⑭事例検討
⑮まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
　人を理解するために投影法をどう役立てるか、可能性と限界を見極め、積極的に活
用しながら学びを深める基礎的な力をつけることを目標とします

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
　本学の指針に基づき、臨床心理学の基本的な知識を身につけ、それを活用しつつさ
らに学びを深める自立した姿勢を求めます。

■成績評価基準と方法

小課題　　　　　　　30％
小レポート　　　　　30％
まとめのレポート　　40％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
指定はありません。適宜資料を配布します

【参考文献】
指定はありません

■授業外学習

【具体的な内容】
　講義で配布する資料を事後よく読んでください。また次回の講義について予告しま
すので、各自事前学習してください。

【必要な時間】
事前事後共におおむね2時間程度。

■その他
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2019 年度生 心理学科

科 目 名 心理実習Ⅲ(遊戯・芸術療法)

開講期・単位 3年 前期・選択 1単位・実習

担 当 者 佐々木　淑子

■講義の目的および概要

 遊戯療法や芸術療法（表現療法）では、非言語的アプローチをとるため言葉では表
現しずらい心の深層を浮き上がらせることができる。また、創造的行為を通して心の
問題を軽減、解決を図ることが可能である。本授業では、遊戯・芸術療法の理論的背
景と解釈、心理療法への適用について理解することを目的とする

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
 精神科臨床および本大学相談室でプレイセラピー経験を有する教員が、担当する。
遊戯芸術療法の理論や技法を理解するために、講義だけではなく、できるだけ実践に
も取り組む。箱庭や描画等作品を制作し、それらについての解釈法を学ぶ。また、可
能であれば、大学付属の心理相談室プレイルームや大学付属幼稚園への見学、実習を
体験し、遊ぶことが心の効用のつながりを理解する。

【課題に対するフィードバックの方法】
　諸芸術療法の実習時、さらに提出されたレポートおよび作品に対して、授業時にで
きるだけ各受講生にいきわたるように解説し、フィードバックする。

■授業計画

①　オリエンテーション
②　遊戯療法概説および遊びの理論
③　芸術療法についての概説　
④　遊戯・芸術療法実習1～箱庭制作
⑤　遊戯・芸術療法実習2～描画・コラージュ　
⑥　プレイルーム体験
⑦　箱庭療法概説
⑧　箱庭療法解釈
⑨　箱庭療法の臨床的応用＆レポート執筆
⑩　コラージュ療法概説
⑪　絵画療法概説
⑫　風景構成法レポート執筆
⑬　様々な芸術療法1
⑭　様々な芸術療法2および振り返り
⑮　学期末テスト

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
　理論による解釈と体験による実感を統合させることで、遊戯芸術療法の意図を理解
する。つまり、非言語的素材による内面の表現および創造的作業の意味を自分なりに
把握する。他の心理療法との共通点、相違点を理解する。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
　「教養教育による豊かな人間性を培う」および「臨床心理学的援助に関する知識と
技能の習得」を目的として、本科目を学ぶ。本授業を通して、豊かな感性や社会性、
表現力や対人援助術の基本を身につけることができる。

■成績評価基準と方法

　授業中に制作した作品の出来栄えの良し悪しは評価に含まないが、丁寧に取り組む
必要がある。
①　実習参加・作品制作およびレポート：40％
②　学期末試験：60％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
【参考文献】

　授業中に資料を配布する。

■授業外学習
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【具体的な内容】
　のびのびとした自己表現や感受性が、実習時の作品制作には必要となる。そのため
、日ごろから映画や舞台鑑賞・読書等を通して感性を磨き、感じたことを言葉で表現
できるように努めてほしい。また、箱庭制作などの各実践ごとに振り返りとしてミニ
レポートをまとめ提出するので、各実習後速やかにまとめ、提出を怠らないことが大
切である。

【必要な時間】
　事前学習では、上述のように各人が芸術作品に日ごろから触れることで感性を養う
心掛けが大事である。よって、特に何時間と定めるものではない。
　事後学習では、レポートとしてまとめる作業となるために、各ミニレポートをまと
めるために、それぞれ2時間程度は必要となるだろう。

■その他

　対面授業を基本とするが、社会状況等を見ながら、遠隔による授業を行う可能性も
ある。実習は対面によるため、授業の予定を柔軟に調整しながら進めていく。
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2019 年度生 心理学科

科 目 名 心理実習Ⅰ(施設実習)

開講期・単位 3年 前期・選択 2単位・実習

担 当 者 松浦　秀太、髙野　創子

■講義の目的および概要

コロナ禍の状況を鑑みて、学内での実習・演習を行う。具体的な講義の目的及び概要
は以下の通りである。
①精神に関する障がいのある方々を取り巻く社会的状況について、メディアや文献、
学外の実習指導者から臨床現場について学ぶ。
②施設の概要と役割について学ぶ。
③対人援助職（公認心理師や他の専門職を含む）に必要な知識と技能を知る

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
 本講義は医療や教育、福祉などの臨床現場で実務経験のある教員が担当する。主に
、学内の実習指導者と学外の実習指導者によって、学外実習（40時間）に相当する演
習、または学内実習を行う。

＜学内実習指導者　担当内容＞
　①精神障がいに関する基礎知識
　②障がいのある方々を取り巻く社会的状況に関する知識
　③履歴書の書き方やお礼状の書き方など実習の際のルール、
　　マナーを確認するための学習、実技

＜学外実習指導者　担当内容＞
　①施設の紹介と役割について
　②障がいのある方々を取り巻く社会的状況に関する知識
　③対人援助職（公認心理師や他の専門職を含む）に必要な知識と技能について

【課題に対するフィードバックの方法】
課題および実習先からの評価については、講義内でフィードバックを行う。

■授業計画

1～7、14、15を学内実習指導者が担当し、8～13を学外実習担当者が担当する。

１．オリエンテーションと講義計画　履歴書の書き方について
２．実習のマナーとガイドラインについて
３．精神障がいについて-精神障がいの特性と実際
４．精神障がいについて-歴史から学ぶ「障害」の概念と支援について
５．精神障がい者の支援①就労支援に関する法律
６．精神障がい者の支援②就労支援の実際
７．実習生の講話

８．外部実習担当者講義①医療
９．外部実習担当者講義②医療
10．外部実習担当者講義③福祉
11．外部実習担当者講義④福祉
12．外部実習担当者講義⑤福祉
13．外部実習担当者講義⑥司法

14．実習計画書の書き方
15．実習計画書作成・提出

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①精神に関する障がいのある方々を取り巻く社会的状況について、メディアや文献、
学外の実習指導者から臨床現場について学ぶ。
② 施設の役割について学ぶ。
③ 対人援助職（公認心理師や他の専門職を含む）に必要な知識と技能を知る。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「臨床心理学領域における基礎的知識、技能の修得およびそれを基にした専門知識、
技能の修得」というポリシーに基づき、臨床現場で必要な心理学的支援法や関連する
技法を修得する。

■成績評価基準と方法
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以下の3点で評価する

A）学内実習指導者による実習課題20%
B）学外実習指導者による実習課題60%
C）定期課題（実習計画書）20％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
　必要に応じ適宜指示する。

【参考文献】
　必要に応じ適宜指示する。

■授業外学習

【具体的な内容】
これまで学んできた公認心理師取得に関わる専門科目の内容を教科書や配布されたレ
ジュメなどを通して再確認してください。また、実習中は知識と実践とを関連づけな
がら学んでください。

【必要な時間】
事前事後各々2時間以上の学習が必要となります。

■その他

※ 本科目は、公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省
令で定められています。公認心理師試験を受験するためには、大学においてこの科目
を修得しておく必要があります。

【実習時間】　40時間以上
【実習分野】　学外実習（福祉施設、医療機関、司法施設）
【実習種別】　施設見学等
＊コロナ感染拡大の状況によって変更がありうる。

演習・学内実習（予習復習時間も含めて）40時間確保されないと実習として認められ
ないため、欠席、課題の遅延はないようにしてください。
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2019 年度生 心理学科

科 目 名 心理実習Ⅱ(施設実習)

開講期・単位 3年 後期・選択 2単位・実習

担 当 者 松浦　秀太、髙野　創子

■講義の目的および概要

コロナ禍の状況を鑑みて、学内での実習・演習、施設見学を行う。具体的な講義の目
的及び概要は以下の通りである。

心理実習Ⅰでは、精神に関する障がいのある方々を取り巻く社会的状況、施設の概要
や役割について、メディアや文献、学外の実習指導者から臨床現場について学んだ。
心理実習Ⅱにおいては、対人援助職（公認心理師や他の専門職を含む）に必要な知識
と技能を知ることを大きな目的とする。

1.対人援助職（公認心理師や他の専門職を含む）に必要な知識と技能
2.そして心理職の役割を知ること

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
　本講義は医療、教育、福祉に関わる臨床現場で実務経験のある教員が担当する。
　講義は主に学内講義と学内実習（演習）の2つに大別される。内容は以下の通りで
ある。

Ⅰ：実習に関わる事前事後に関わる内容
Ⅱ：学内実習・見学実習
Ⅲ：対人援助職に必要な知識と技能
　　　・心理職における専門性とは何か
　　　・心理専門職に求められる実践の基本姿勢
　　　・面接とアセスメント
　　　　　　　　地域支援における専門性
　　　　　　　　個別心理療法における専門性

【課題に対するフィードバックの方法】
　課題および実習先からの評価については、講義内でフィードバックを行う。

■授業計画

１．イントロダクション　実習に関する必要書類について
２．心理職の専門性：心理療法導入
３．アセスメント面接①インテーク面接とは…初期の聴き方
４．アセスメント面接②インテーク面接とは…何を聞くか
５．アセスメント面接③成育歴・生活史を聴く
６．アセスメント面接④ジェノグラムの書き方とジェノグラム解説
７．アセスメント面接?ジェノグラムの書き方とジェノグラムグループワーク
８．初回面接を学ぶ-家族歴から性格形成などを読み解く
９．初回面接を学ぶ-治療関係構築のための面接-
10. 心理相談研究所の役割についてと見学実習の注意点
11. 心理相談研究所見学実習　テスト評価ポイントの提示
12. インテーク面接実習①ペアワーク
13. インテーク面接実習②臨床事例
14. ロールプレイテスト①　地域支援に関する課題
15. ロールプレイテスト②　個別心理療法における専門性課題

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
① 施設の役割について学ぶ。
② 対人援助職（公認心理師や他の専門職を含む）に必要な知識と技能を知る。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「臨床心理学領域における基礎的知識、技能の修得およびそれを基にした専門知識、
技能の修得」というポリシーに基づき、臨床現場で必要な心理学的支援法や関連する
技法を修得する。

■成績評価基準と方法

2021(令和3)年4月1日

674



以下の3点で評価する。

　A) 課題：30%
　B) 見学実習報告書：30%
　C) ロールプレイテスト：40%

※A)～C)全てに点数がついていることが単位取得最低条件とする。

■テキスト・参考文献

【テキスト】
　必要に応じ適宜指示する。

【参考文献】
　必要に応じ適宜指示する。

■授業外学習

【具体的な内容】
　これまで学んできた公認心理師取得に関わる専門科目の内容を教科書や配布された
レジュメなどを通して再確認してください。また、実習中は知識と実践とを関連づけ
ながら学んでください。

【必要な時間】
事前事後各々2時間以上の学習が必要となります。

■その他

本実習を履修するにあたり、以下の注意事項をよく読み、理解しておくこと。
【注意事項】
＜学内実習、施設実習＞
〇 公欠・病欠以外の欠席は認められない。病欠ややむを得ない理由で欠席もしくは
遅刻しなくてはならない場合、担当教員や施設側指導者に事前に連絡をしなければな
らない（事前連絡が難しい場合は、事後直ちに連絡することが必要となる）。

※ 本科目は、公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省
令で定められています。公認心理師試験を受験するためには、大学においてこの科目
を修得しておく必要があります。

【実習時間】　40時間以上
【実習分野】　学外実習（福祉施設、医療機関、司法施設）
【実習種別】　施設見学等
＊コロナ感染拡大の状況によって変更がありうる。

演習・学内実習（予習復習時間も含めて）40時間確保されないと実習として認められ
ないため、欠席、課題の遅延はないようにしてください。
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2019 年度生 心理学科

科 目 名 関係行政論

開講期・単位 3年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 佐藤　千裕

■講義の目的および概要

　本講義は、公認心理師の仕事の領域である①保健医療、②福祉、③教育、④司法・
犯罪、⑤産業・労働の５つの分野について、心理的支援の対象となる課題や問題、主
要な法規及び制度の概要、関係機関の役割と機能などを概説します。また，そこで心
理職が果たしている役割や職責についても具体的にイメージできるようにします。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
　教員は、公認心理師です。家庭裁判所調査官として長く実務に関わってきた経験を
踏まえて、①保健医療、②福祉、③教育、④司法・犯罪、⑤産業・労働の各分野につ
いて、心理的支援の対象となる課題や問題、行政の基盤となる主要な法規及び制度の
概要、関係機関の役割と機能、心理職に求められる業務の内容などを実務の視点や立
場を踏まえて解説します。授業は、基本的に講義形式で行いますが，必要に応じてデ
ィスカッションを取り入れます。また、事例を紹介するなどして、各分野の実情をよ
りよく理解できるようにしたいと思います。
【課題に対するフィードバックの方法】
　課題については、授業内で解説するとともに、必要に応じて資料を配付します。

■授業計画

① はじめに～臨床心理に関連する５つの分野、行政とは何か
② 保健医療①（一般医療、地域保健）
③ 保健医療②（精神科医療、精神保健）
④ 福祉①（児童の福祉；児童相談所の役割と機能、児童虐待の防止）
⑤ 福祉②（障害者の福祉；身体障害、知的障害、精神障害、発達障害と支援）
⑥ 福祉③（高齢者の福祉；高齢者の介護と福祉、高齢者虐待の防止）
⑦ 教育①（学校教育に関する法律と制度）
⑧ 教育②（不登校、いじめへの支援）
⑨ 教育③（子どもの発達障害と支援、チーム学校、スクールカウンセラー）
⑩ 司法・犯罪①（家庭裁判所の役割と機能、夫婦の別居・離婚と子どもの福祉）
⑪ 司法・犯罪②（少年非行と少年審判）
⑫ 司法・犯罪③（医療観察制度、犯罪被害者への支援）
⑬ 産業・労働①（働く人のメンタルヘルス）
⑭ 産業・労働②（休業者の職場復帰、職場のハラスメント対策、障害者の就労支援
）
⑮ 講義全体のまとめと振り返り

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
　①保健医療、②福祉、③教育、④司法・犯罪、⑤産業・労働の各分野について、心
理的支援の対象となる問題、行政の基盤となる主要な法規及び制度，関係機関の役割
と機能、心理職が果たしている役割や職責について、その概要を説明できる。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「臨床心理学領域における基礎的知識と技能およびそれを基にした専門知識と技能を
修得した学生に学位を授与する」に基づき、公認心理師職の仕事の領域である各分野
の行政の実情と課題に関し、実務の実情に即した専門的な知識を身に付ける。

■成績評価基準と方法

授業期間内の課題レポート又は小テスト　５０％
定期試験５０％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
　教科書は使用しませんが、必要に応じてプリント等を配付します。

【参考文献】
　必要に応じて授業において紹介します。

■授業外学習
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【具体的な内容】
　精神保健、児童虐待、障害者の福祉、不登校やいじめ、夫婦の別居・離婚と子ども
の福祉、少年非行、働く人のメンタルヘルスなどについて、日ごろから関心を持ち、
ニュース・新聞などで情報を得るなどして、授業に備えてください。また、授業後は
、重要事項をノートに整理するなどして復習してください。毎回、授業の冒頭に前回
の授業の重要ポイントについて振り返ります。
【必要な時間】
　予習・復習に合計２時間程度

■その他
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2019 年度生 心理学科

科 目 名 神経・生理心理学

開講期・単位 3年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 橋本　久美

■講義の目的および概要

現代社会において、脳神経の生理学的機序について解明が進んでいる。一方で、臨床
現場での課題解決が求められるが、基礎領域での研究からは、その原因や対策につい
て十分な説明ができていない。本講義では、エビデンスベースドを重んじながらも、
課題解決が望まれる領域にも踏み込み、将来様々な分野での支援者となるであろう学
習者が、必要な基礎知識を習得し、必要な情報の検索方法を身につけることを目的と
する。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
本講義では，公認心理師・臨床心理士資格を持ち、教育領域におけるスクールカウン
セラーや産業領域でのカウンセリングなど実務経験のある教員が，「神経・生理心理
学」について知識の習得を目的とした講義を行う。プレゼンテーション、VTRなど視
聴覚教材を使用する。毎回資料を配布する。一部、実験やアセスメント等の実習も含
む。
【課題に対するフィードバックの方法】
2～3回に一度、知識確認プリントを配布、翌週提出とする。また、実習で得たデータ
をもとに解釈レポートを課す。提出された課題やレポートには評価とコメントを返却
する。

■授業計画

概ね次の内容で展開するが、変更もありうる。テキストにある各章末問題を課題に含
める

①神経・生理心理学の研究法
②神経系のしくみ1
③神経系のしくみ2
④脳の構造1
⑤脳の構造2　小テスト
⑥感覚・知覚・運動系1
⑦感覚・知覚・運動系2 記憶・学習1
⑧記憶・学習1　脳波測定実習1
⑨記憶，学習2　脳波測定実習2
⑩動機づけと生体リズム
⑪情動・ストレス
⑫高次脳機能障害1
⑬高次脳機能障害2
⑭精神疾患と発達系の障害
⑮脳とリハビリテーション

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
神経・生理心理学に関する理論や技法を理解し、臨床現場での問題解決のために必要
な基礎知識と技能を身につける。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「心理学領域における基礎的知識、技能の修得およびそれを基にした専門知識、技能
の修得」に基づき、脳神経系と認知・感情・精神症状での表現型を学び、臨床現場で
の適切な対応力とは何かを考える力をつける。

■成績評価基準と方法

定期試験（筆記試験）60％、授業小レポート10％、実験レポート10％、アセスメント
レポート10％で総合的に評価する。

■テキスト・参考文献

【テキスト】
神経・生理心理学　坂本敏郎他　ナカニシヤ出版

【参考文献】適宜紹介する

■授業外学習

【具体的な内容】毎回専門用語の意味など、テキストで確認すること。返却された課
題プリントは講義終了まで復習のためにとっておくこと。
【必要な時間】予習及び復習は2時間以上をかけることが望ましい。実験レポートや
アセスメントレポートには4時間程度作成にかかる。

■その他
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特に実習回出席は単位取得の際には必須となる。特別の場合を除き、欠席しても補講
は行わない。
本科目は、公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省令で
定められています。
公認心理師試験を受験するためには、大学においてこの科目を修得しておく必要があ
ります。
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2019 年度生 心理学科

科 目 名 集団心理療法

開講期・単位 3年 前期・選択 2単位・演習

担 当 者 山本　創

■講義の目的および概要

本講義では集団力動的な集団精神療法について、その歴史、理論、現場での実践状況
を学ぶ。またシナリオロールプレイやグループワークを通して、集団力動を体験的に
学ぶ。これらを通して集団力動的視点の基礎を獲得する。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
講義を基本としつつ、映像による現場の実状理解、シナリオロールプレイによる知的
・情的な追体験、グループワークによる相互学習などを行う予定。

【課題に対するフィードバックの方法】
講義中の小レポートに対するコメントなどを通して行う。

■授業計画

①イントロダクション　集団力動的視点とは何だろうか?
②集団精神療法の歴史
③グループワーク1
④集団精神療法の理論1
⑤集団精神療法の実践1
⑥グループワーク2
⑦集団精神療法の理論2
⑧集団精神療法の実践2
⑨グループワーク3
⑩集団力動的視点とは何だろうか?2
⑪シナリオロールプレイ　
⑫グループワーク4
⑬集団力動的視点とは何だろうか?3
⑭シナリオロールプレイ2
⑮グループワーク5

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
(1)集団精神療法に関する基本的な知識を獲得する。
(2)体験的な学習を通して自己理解、他者理解を深める。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】

■成績評価基準と方法

授業期間内の小レポートと終了後の総合レポート作成と提出による。

■テキスト・参考文献

【テキスト】
なし
【参考文献】
毎回の講義に関連する参考文献・引用文献については、その都度紹介する。

■授業外学習

【具体的な内容】
特になし

【必要な時間】
特になし

■その他
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2019 年度生 心理学科

科 目 名 子育て支援[子心]

開講期・単位 3年 後期・選択 1単位・演習

担 当 者 木村　彰子

■講義の目的および概要

講義の目的は、保護者が置かれている現状を理解するとともに、保育者の子育て支援
の意味や重要性について理解することである。子どもの最善の利益を保障するための
子育て支援についての理論や方法を理解するとともに、具体的な事例をもとに望まし
い子育て支援のあり方を検討する。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
授業は講義と演習を織り交ぜながら、パワーポイントや配布資料を使用して理論を学
ぶ。幼稚園教諭・臨床心理士として実務経験のある教員が実践の中で出会った具体的
な事例をきっかけとして調べ学習も織り交ぜたり、受講者自身に考えさせたり発表資
料を作らせたりしながら、現在の保護者支援で必要なことが何かについて考える機会
ももつ。

【課題に対するフィードバックの方法】
提出された課題をもとに話し合い、さらに深まりをもって検討できるきっかけづくり
を行う。

■授業計画

①　オリエンテーション、保護者の気持ちの理解
②　保護者が置かれている現状と保護者の心情
③　「相談機関の支援」と「保育現場における子育て支援」の違い
④　子育て相談の技法　
⑤　家庭の育児の状況
⑥　保護者の育児不安
⑦　保護者支援の現状と課題
⑧　虐待と保護者の心情
⑨　虐待と予防　
⑩　子育て支援の本来の目的（子どもの最善の利益のために）
⑪　特別な支援が必要な子どもの保護者の心情
⑫　特別な支援が必要な子どもの保護者の心情の実際　
⑬　子育て支援の実際
⑭　子育て支援のための「保育者自身」の在りよう
⑮　これからの子育て支援に向けた取り組み

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
・子育て支援は子どもの最善の利益に基づいて行うことが基本であることを理解し、
なぜそれが必要なのか説明できる。
・様々な子どもをもつ保護者や、様々なケースの保護者の心情を理解した上での支援
が重要であるということについて、事例を使い説明することができる。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
人文学部心理学科子ども心理専攻の「幼児教育・保育領域における基礎的知識、技能
の習得」に関わる科目（保育士資格必修）

■成績評価基準と方法

提出課題 　　　　　　60%
最終レポート　 　　　40%

■テキスト・参考文献

【テキスト】
　使用せず、必要に応じて資料を提示する。
【参考文献】
「新しい保育講座３　子ども理解と援助」高嶋景子・砂上史編著　ミネルヴァ書房
「保育所保育指針解説書」厚生労働省編　フレーベル館　
「幼稚園教育要領解説書」文部科学省編　フレーベル館
「幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説」フレーベル館

■授業外学習

【具体的な内容】
・毎回の授業の最後に提示した内容について、次回までにまとめ、発表ができる準備
をする。
【必要な時間】
本授業は1単位であるため、予習と復習を併せて2時間の学修が必要となる。
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■その他

課題は期日を厳守すること。欠席した場合には、必ずその回の内容を各自で補うとと
もに、提出課題は早めに提出すること。
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2019 年度生 心理学科

科 目 名 社会的養護Ⅱ[子心]

開講期・単位 3年 前期・選択 1単位・演習

担 当 者 西村　忍

■講義の目的および概要

児童虐待をはじめとして、子どもを取り巻く問題は複雑多様化の様相を呈してきてお
り、社会的養護に求められる役割も大きく、幅広くなってきている。関連する法制度
やその背景を学び、実際に支援した個別事例の検討を通じて、子どもの発達保障や支
援に必要な知識や技術や視点を様々な角度から考え学ぶ。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
授業計画に沿って、資料を中心に講義を進めていく。また、児童養護施設の児童指導
員実務経験からの事例を紹介し実践的な授業を行う。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題に対し支援の視点や支援課題について、良い点、見落としている点を教示し理解
を深めるよう進める。

■授業計画

①ガイダンス　
②社会福祉の歴史的変遷（イギリス　日本の福祉政策）
③児童福祉の歴史的変遷
④社会的養護が必要な子どもの成育環境　
⑤社会的養護の担い手
⑥要保護児童の支援の実際
⑦児童虐待　被虐待児の心理と行動
⑧児童虐待　被虐待児の支援（事例検討）
⑨発達障害児の養護上の課題（発達障害の特性を知る）
⑩発達障害児の養護上の課題（障がい特性に合わせた支援）
⑪支援の実際　ケースワークの展開とケースワーカーに必要な姿勢①
⑫支援の実際　ケースワークの展開とケースワーカーに必要な姿勢②
⑬事例検討①
⑭事例検討②
⑮社会的養護の現状と課題

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】

社会的養護を必要としている子ども達の多くは、自己肯定観が弱かったり、周囲に対
して攻撃的だったりする。講義を通じて、一人ひとりの子どもの尊厳と、子ども達に
共感的に寄り添える姿勢、関わり方を身に着ける。
特に、支援者として、子どもの表出行動にのみ捉われずに、行動の背景にも目を向け
ることの大切さを理解してほしい。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】

■成績評価基準と方法

試験　70％　レポート　30％　レポートは1～2回実施

■テキスト・参考文献

【テキスト】
　各講義ごとに資料を作成して講義を進める。

【参考文献】

　社会的養護Ⅱ　　編著　吉田　眞里　　萌文書林

■授業外学習
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【具体的な内容】
新聞　本などを通して、社会的養護に関する記事やその背景などを把握し自分なりの
問題意識を持つこと。また、日本における社会福祉政策全般の事柄　少子高齢化社会
に関心を持つこと。

【必要な時間】

■その他
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2019 年度生 心理学科

科 目 名 レクリエーション実技(子ども)

開講期・単位 3年 通年・選択 2単位・講義

担 当 者 長江　孝

■講義の目的および概要

様々な課題を抱える現代社会において、レクリエーションの位置づけは個人及び集団
におけるコミュニケーション能力を高めるための手段として、欠かすことの出来ない
ものとなっています。本講義は、レクリエーションを通じて、ホスピタリティやコミ
ュニケーション能力の向上を目指し、目的や対象者にあわせたアクティビティを展開
、指導できるような技能を身につけることが目的です。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
実技体験が主となりますが、単に体験するだけではなく、目的や対象にあわせた活動
や展開方法、さらには小グループでの指導体験も行います。

本講義は、子どもの自然体験活動等でレクリエーションを実施している実務経験のあ
る教員が、レクリエーションとは何かをレクリエーション支援者の視点から理解でき
る講義を実施します。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題については、授業内で解説します。

■授業計画

1．授業ガイダンス　　　　　　　　　
2.レクリエーション活動の習得Ⅰ(ゲーム)　　
3.レクリエーション活動の習得Ⅱ(フィールドワーク①)
4.レクリエーション支援の方法Ⅰ(ホスピタリティ①) 　　　　　
5.レクリエーション支援の方法Ⅱ(ホスピタリティ②)　　　　
6.レクリエーション活動の習得Ⅲ(ニュースポーツ）　
7.レクリエーション支援の習得Ⅳ(様々な活動)
8.レクリエーション支援の方法Ⅲ(アイスブレーキング①）
9.レクリエーション支援の方法Ⅳ（アイスブレーキング②）
10.レクリエーション支援の方法Ⅴ（アイスブレーキング③）
11.レクリエーション支援の方法Ⅵ（ハードルの設定）
12.レクリエーション支援の方法Ⅶ（CSSプロセス）
13. 安全管理の基礎①　リスクマネジメント
14. 安全管理の基礎②　危険予知トレーニング
15. 春学期のまとめ　
16．秋学期ガイダンス・動機づけの支援技術①
17．動機づけの支援技術②　　
18.レクリエーション支援の方法Ⅷ（アレンジの基本と応用）　　
19.レクリエーション活動の習得Ⅴ（歌などを利用した身体活動）　
20.レクリエーション活動の習得Ⅵ（フィールドワーク①）
21.レクリエーション活動の習得Ⅶ（フィールドワーク②）
22.レクリエーション活動の習得Ⅷ（ゲーム）　 　
23.レクリエーション活動の習得Ⅸ(ニュースポーツ）
24.レクリエーション活動の習得Ⅹ(ニュースポーツ）
25.レクリエーション支援の実施Ⅰ（プログラム計画①）
26.レクリエーション支援の実施Ⅱ（プログラム計画②）
27.レクリエーション支援の実施Ⅲ（プログラム計画③）
28.レクリエーション支援の実施Ⅳ（プログラム発表①）
29.レクリエーション支援の実施Ⅴ (プログラム発表②)
30.レクリエーション支援の実施Ⅵ（発表③まとめ）

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①個人及び集団でのコミュニケーション能力を高める
②レクリエーションの重要性を理解し積極的に関わる姿勢を身につける
③目的や対象にあわせたアクティビティを展開、指導できる

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「幼児教育・保育領域における基礎的知識、技能の修得およびそれを基にした専門知
識、技能の修得した学生に学位を授与する」に基づき、コミュニケーション能力の向
上や支援者としての技術の獲得を通して幼児教育・保育領域で幅広く活躍できる能力
を身に付ける。

■成績評価基準と方法
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①演習発表　40％
②レクリエーションへの理解度、小テスト 30％
③課題レポート 30％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
『楽しさをとおした心の元気づくり～レクリエーション支援の理論と方法』公益財団
法人　日本レクリエーション協会

基本のアイスブレーキング・ゲームいつでも、どこでも、誰とでも楽しめるオススメ
ゲーム４０選　公益財団法人　日本レクリエーション協会

【参考文献】
『レクリエーション支援の基礎』公益財団法人　日本レクリエーション協会

■授業外学習

次回の授業範囲について、専門用語の意味などを予習ノートにまとめてください。毎
回の授業で、その日行ったアクティビティの内容と感想について課題を出題しますの
で、レポートにまとめてください。予習・復習の時間は、それぞれ2時間を目安とし
ます。
日常的に笑顔であいさつが出来、誰とでも積極的にコミュニケーションを図ろうとす
る姿勢を心がけ、実践をしてください。

■その他

この科目は、「レクリエーション・インストラクター｣の資格取得をするための必修
科目です。
積極的にコミュニケーションを図るよう心がけてください。
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2018 年度生 心理学科

科 目 名 卒業研究[臨床]

開講期・単位 4年 通年・選択 4単位・演習

担 当 者
品川　ひろみ、岡田　顕宏、松浦　秀太、橋本　久美、鈴木　憲治、髙
野　創子

■講義の目的および概要

履修者が指導教員と相談した上で決定した課題研究に取り組み、指導教員による個別
指導を受け、卒業課題を期日までに完成させる。提出された卒業課題を主査と副査が
審査し、合格することで単位を取得できる。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
テーマ研究Ⅰ・Ⅱの担当者が主査となって研究を指導する。個別指導の時間は主査と
履修者が相談の上、テーマ研究Ⅰ・Ⅱ以外の時間に設定する。原則として春学期15回
・秋学期15回の指導時間を確保する。

【課題に対するフィードバックの方法】
卒業論文を作成するために必要な作業を行い、作業内容等に関する報告に対して、指
導教員から個別指導を通してフィードバックが行われる。

■授業計画

課題形式：論文形式で作成された言語表現物を基本とする。本文20,000字以上を目安
とする。映像表現物などの場合は、その製作意図や製作過程などを記したレポート（
8,000字以上）を添付する。
エントリーから審査までの流れ

１．エントリー（４月中旬）

研究計画書（所定のA4書式1枚に、テーマ、研究のねらい、研究計画、関連分野、参
考資料などを2,000字程度で記入）を教務課へ提出する。

(1) 研究計画等に関する指導（１）
(2) 研究計画等に関する指導（２）
(3) 研究計画等に関する指導（３）

２．第１回経過報告（7月下旬）

編目構成・参考文献一覧を主査へ提出

(4) 調査研究など実施に関する指導（１）
(5) 調査研究など実施に関する指導（２）
(6) 調査研究など実施に関する指導（３）
(7) 調査研究など実施に関する指導（４）
(8) 調査研究など実施に関する指導（５）
(9) 調査研究など実施に関する指導（６）
(10) 調査研究など実施に関する指導（７）
(11) 調査研究など実施に関する指導（８）
(12) 調査研究など実施に関する指導（９）
(13) 調査研究など実施に関する指導（１０）
(14) 経過報告に関する指導（１）
(15) 経過報告に関する指導（２）

３．第２回経過報告（11月下旬）草稿を主査へ提出

(16) 調査研究などの分析に関する指導
(17) 調査研究などの分析に関する指導
(18) 調査研究などの分析に関する指導
(19) 調査研究などの分析に関する指導
(20) 調査研究などの分析に関する指導

４．副査の決定（11月下旬）
(21)論文執筆に関する指導
(22)論文執筆に関する指導
(23)論文執筆に関する指導
(24)論文執筆に関する指導
(25)論文執筆に関する指導
(26)論文執筆に関する指導
(27)論文執筆に関する指導
(28)論文執筆に関する指導

５．卒業課題提出（12月下旬）教務学生課へ提出

６．審査（1月中旬）主査と副査が審査し、成績評価

７．卒業課題の返却・修正（１月中旬）

(29)審査のフィードバックおよび修正に関する指導
(30)審査のフィードバックおよび修正に関する指導

８．製本用原稿提出（2月上旬）

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
テーマ研究Ⅰ・Ⅱの課題とは別に、心理学分野における学術的な論文を作成すること
が到達目標です。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
心理学領域における知識と技術、修得した知識・技術の活用、課題を発見し解決する
能力に関する科目になります。

■成績評価基準と方法

卒業課題の審査結果と研究への取り組みをもとに評価。
卒業課題の条件＝テーマ研究Ⅱの最終課題（論文、レポートなど）とは別のものでな
ければならない。
卒業課題の審査基準＝構想力・論証力・独創性・基礎力

■テキスト・参考文献

2021(令和3)年4月1日

687



【テキスト】
研究内容に応じて個別に指示されます。

【参考文献】
研究内容に応じて個別に指示されます。

■授業外学習

【具体的な内容】
研究作業や執筆作業は、論文指導のための時間以外に各自で行うことになります。

【必要な時間】
事前及び事後学習はそれぞれ2時間を目安とします。

■その他

提出物が期日までに提出されない場合はその時点で失格となります。また、提出物の
内容が不十分な場合は、再提出を求めることがあります。
大学院に進学を考えている場合には、履修することを推奨します。
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2018 年度生 心理学科

科 目 名 卒業研究[子心]

開講期・単位 4年 通年・選択 4単位・演習

担 当 者
増山　由香里、木村　彰子、本間　芳文、武井　昭也、蔵満　保幸、
青木　美和子、須藤　宏志

■講義の目的および概要

履修者が指導教員と相談した上で決定した課題研究に取り組み、指導教員による個別
指導を受け、卒業課題を期日までに完成させる。提出された卒業課題を主査と副査が
審査し、合格することで単位を取得できる。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
テーマ研究Ⅰ・Ⅱの担当者が主査となって研究を指導する。個別指導の時間は主査と
履修者が相談の上、テーマ研究Ⅰ・Ⅱ以外の時間に設定するが、原則として春学期15
回・秋学期15回の指導時間を確保する。 

【課題に対するフィードバックの方法】課題の実施内容の確認は、毎回授業の中で行
う。

■授業計画

●課題形式：論文形式で作成された言語表現物を基本とする。本文20,000字以上を目
安とする。映像表現物などの場合は、その製作意図や製作過程などを記したレポート
（8,000字以上）を添付する。
●春期　エントリーから審査、研究方法の習得までの流れ
①②　エントリー（４月中旬）
研究計画書（所定のA4書式1枚に、テーマ、研究のねらい、研究計画、関連分野、参
考資料などを2,000字程度で記入）を教務課へ提出。その助言を行う。
③④　研究計画に基づき、学生に研究の進め方を指導する。
⑤⑥　第１回経過報告（7月下旬）
⑦⑧　編目構成・参考文献一覧の書き方についても指導し、主査に提出させる。
⑨⑩　研究を推進させ、必要なデータの収集を指導する。
⑪⑫　第２回経過報告
⑬～⑮データの収集を行わせる。
●終期　取得したデータ分析と考察、及び新たな課題を発見し、論文形式にまとめさ
せるまでの指導。
①～③取得したデータを分析する。
④～⑥データ分析の結果を解析する。
⑦～⑨データ解析の結果を論文として文章化する指導を行う。
⑩⑪　下書きさせた文章を検討し、清書に向ける指導を行う。
⑫⑬　テーマ研究草稿を書き上げ、主査へ提出する。その内容について指導を行う。
⑭　卒業課題として、教務学生課へ提出
⑮　主査と副査が審査し、必要な指導を行うと友に、成績の評価を行う。
＊　卒業課題の返却・修正を行い、2月上旬に製本用原稿を提出する。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
テーマ研究Ⅰ・Ⅱの他に、４年間の学習成果を集大成して論文あるいは作品にまとめ
ることができる。 
【卒業認定・学位授与の方針との関連】】
「自立して生きていくための専門知識、技能を身に付けている学生に学位を授与する
」に基づき、学習上又は研究推進上の困難を理解し、個別の教育的研究的ニーズに対
応するために必要な知識や研究方法を学び、自らも自立できる能力を身につける。

■成績評価基準と方法

卒業課題の審査結果と研究への取り組みをもとに評価。
卒業課題の条件＝テーマ研究Ⅱの最終課題（論文、レポートなど）とは別のものでな
ければならない。
卒業課題の審査基準＝構想力・論証力・独創性・基礎力

■テキスト・参考文献

【テキスト】
用意しない。
【参考文献】
研究内容に応じて、個別に指示、指導する。

■授業外学習

【具体的な内容】今までに学習してきた知識・理論・研究の技法を再確認しておくこ
と。個別指導は研究の進捗状況に対応して行われるので、毎回進捗状況を報告できる
よう準備して望むこと。 
【必要な時間】授業時の指導を生かして、主体的な研究を推進し、そのための十分な
時間を確保すること。
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■その他

提出物が期日までに提出されない場合は、その時点で失格となる。また、提出物の内
容が不十分な場合は、再提出を求めることがある。
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2018 年度生 心理学科

科 目 名 幼稚園実習

開講期・単位 4年 前期・選択 4単位・実習

担 当 者
中野　茂、増山　由香里、愛下　啓恵、木村　彰子、本間　芳文、村
中　幸子、橋場　俊輔、武井　昭也、蔵満　保幸、青木　美和子、須
藤　宏志

■講義の目的および概要

幼稚園教諭1種の免許状を取得するための必修科目である。既に学習した講義、演習
等の専門教育科目を総合的に整理し、幼稚園教育現場で園児および教職員等とのかか
わりと実践活動を通して、幼稚園の保育を実践的かつ継続的に体験し、幼稚園教育の
意義や幼稚園教諭の職務内容を知る。
また、幼児一人一人に応じた指導はどうあればよいか、幼児の実態に即した指導計画
の立案や実践はどうあればよいか、実践を通して学ぶ。
さらに幼稚園教諭として必要な資質・能力・技術を修得することを目的とする。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
学外の幼稚園で20日間（4週間）継続した実習を行う。

【課題に対するフィードバックの方法】
毎日実習日誌を書き、幼稚園の実習担当教諭に提出をする。それに対して担当教諭か
ら指導助言のコメントをいただく。
また、指導担当教諭からは日誌へのコメント記載だけではなく直接指導も受ける。
巡回教員からも、必要に応じてアドバイスをする

■授業計画

①　実習の目的・課題を明確にもつ。
【オリエンテーション】
②　実習園の建学の精神や教育課程、指導計画を含めた教育方針などを理解する。
③　実習園の１日の流れや職員構成、学級、幼児数などを理解する。
【実習】　
④　幼稚園教育の実際を体験し、幼稚園教諭と子どもの関わりを観察したり、直接幼
児と関わったりする中で、教諭としての指導力、技能を修得する。
⑤　一人一人の園児についての理解を深め、適切な対応と指導を体験する。
⑥　環境を通した教育であることを体験的に学ぶ。
⑦　実習日誌を記載し反省を活かしながら次の実習に臨む。
⑧　教材研究を行い、幼児の実態や実際の場に応じた援助や環境の構成について学ぶ
。
⑨　指導計画を立案し、部分実習、完全実習を実施し、反省をする。
　　反省を次への課題とし、実践に活かす。
⑩　幼児と関わる以外の幼稚園教諭の仕事も体験する。
⑪　職員間の役割分担とチームワークの必要性について学ぶ。
⑫　実習のまとめや反省をする。
【実習終了】
⑬　心を込めてお礼状を書く。
⑭　実習日誌、課題レポート等を提出する。
⑮　評価を閲覧し、次への課題を見出す。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
・自身の課題を明確にもち、探究心・研究心をもちながら意欲的に課題を追求するこ
とができる。
・幼稚園教諭を目指す学生として、意欲的・継続的に実習をやり遂げる。
・自己の幼児教育に対する課題を明確にもった上で保育実践力を養う。
・幼児の実態を考慮した指導計画立案や教材研究の後に実践し、新たな自己課題を見
出すことができる。
・日々の保育の後の日誌記載や反省では、幼児の姿や保育者の援助、自分と幼児との
関わりなどを通して考察することができる。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「下記に示す姿勢や能力を身に付けた学生に卒業を認定し、学位規則に従い学士の学
位を授与する。②「幼児教育・保育領域における基礎知識、技能の習得およびそれを
基にした専門知識、技能の習得」　④「習得した知識、技能の活用能力」⑤「自立し
て行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力」に基づき、幼稚園での実践を通して
幼児理解を深めるとともに、幼稚園教諭としての役割や在り方について学ぶ。

■成績評価基準と方法

実習園からの評価　　　　　　　　60%
事前、事後の諸手続き・実習日誌・レポート提出　40%

■テキスト・参考文献
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【テキスト・参考文献】
「実習ガイドブック」
「幼稚園教育要領解説」文部科学省編　フレーベル館
「保育指導案大百科事典」　開 仁志　一藝社　
　これまでの資格に必要な科目で使用したテキストやプリントなど

■授業外学習

【具体的な内容】
実習開始前には、実習に必要な知識や技術を習得する。また、事務的な作業も決めら
れた期日内で行う。
幼稚園の実習時間では行うことができなかった日誌記載や指導計画作成、教材準備等
は、実習時間外にも行う。
終了後は各自で実習の振り返りを行い、次の授業につなげる。また、報告や諸提出物
を期日内で行う。

■その他

資格取得に必要な単位を概ね修得済であり、4年春学期の「幼稚園実習指導」の事前
準備が完了していることが、幼稚園実習を行う条件となる。
実習費として25000円徴収する。
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2018 年度生 心理学科

科 目 名 テーマ研究Ⅰ[臨床]

開講期・単位 4年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 鈴木　憲治

■講義の目的および概要

「応用演習Ⅰ・Ⅱ」で習得した知見をもとに，各自の研究テーマを定め，教員から提
示されるテーマに沿った最新情報をもとに，ゼミ生同士でのグループディスカッショ
ンを通じて，より深い理解と展開を志向します。既存の知見だけではなく，オリジナ
リティーのあるテーマ研究論文を目指します。
　研究テーマにそった文献講読，フィールド調査，実験等を行い，進捗状況を随時ゼ
ミ生間で検討し合い，客観的で妥当なテーマ研究論文の作成のための作業を行ってい
きます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
　本科目は，司法福祉領域で実務経験があり，教育領域での実践を行っている教員が
，人間に対する深い理解，深い人間理解に根ざした支援を実践できるようにするため
以下の方法をとります。
ア）司法領域で研究テーマのヒントのなると考えられる講義を行う
イ）両価的なテーマについてのグループディスカッションを実施して，人間が直面す
る心理学的課題を検討することで，
ウ）実務家ゲストスピーカーを招いて臨床現場の実際を聴いたり，臨床の現場を見学
したりすることで，知識に偏らない社会で役立つ知見を身につけます。

【課題に対するフィードバックの方法】
　講義，グループディスカッション，ゲストスピーカーの講義聴取レポート夫々で，
解説を行います。

■授業計画

　各自の研究のヒントとなると考えられる講義を行いながら，自分の研究の見直し（
検討）と卒業論文の作成の準備（研究テーマ発表）を繰り返し行います。

①オリエンテーション
　研究テーマ設定のてびき
②司法領域の紹介（裁判所　刑事領域～少年非行）
③司法領域の検討（被害者と加害者の関係修復）
④研究テーマ発表Ⅰ
⑤司法領域の紹介（裁判所　民事領域～虐待）
⑥司法領域の検討（親子関係の修復に向けた取組）
⑦研究テーマ発表Ⅱ
⑧司法領域の紹介（矯正）
⑨司法領域の検討（贖罪教育と育て直し）
⑩研究テーマ発表Ⅲ
⑪司法領域の紹介（保護）
⑫司法領域の検討（社会貢献活動による自己効用感の醸成）
⑬研究テーマ発表Ⅳ
⑭研究成果の報告
⑮秋季に向けた計画策定

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
　テーマ研究論文作成に必要な準備について，工程表にもとづいて計画的に進められ
ること，成果物としてのテーマ研究論文が，医療，福祉，教育，司法，産業等の現場
で、専門的対人援助が行える基礎力を有する人材であると認められる内容にまで完成
度を高められることが目標となります。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
　ＤＰの「自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力」を第一次的に「修
得した知識、技能の活用能力」を二次的に，研究テーマについて，豊かな人間性を基
盤に、心理学の基礎理論と臨床心理学的援助に関する知識と技能の修得が，日常生活
，実務の実践に活かせることを必要とします。

■成績評価基準と方法

以下の3点で評価します。
③，⑥，⑨，⑪の検討シートの内容　　　：４０％
④，⑦，⑩，⑬の研究テーマ発表の内容　：４０％
⑭での成果物の内容　　　　　　　　　　：２０％
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■テキスト・参考文献

【テキスト】
　適宜プリントを配布します。

【参考文献】
司法・犯罪心理学　岡本吉生編　遠見書房
社会福祉概論　その基礎学習のために　西村昇，日開野博，山下正國＝編著　中央法
規
スクールソーシャルワーカの学校理解　子ども福祉の発展を目指して　鈴木庸裕編著　
ミネルヴァ書房

■授業外学習

【具体的な内容】
家庭裁判所，少年鑑別所，児童相談所，児童自立支援施設等の関係機関見学の実施を
予定しています。
研究テーマ発表の準備は，各４時間が目安です。

【必要な時間】
関係機関見学に必要な時間は各６時間が目安です。詳細は，受講者と相談の上決定し
ます。

■その他

　関係機関見学時の現地までの交通費は各人の負担となります。
　なお，新型コロナウイルス感染拡大の影響等により，関係機関の見学やゲストスピ
ーカーの招聘に変更・中止となる場合があります。
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2018 年度生 心理学科

科 目 名 テーマ研究Ⅰ[臨床]

開講期・単位 4年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 松浦　秀太

■講義の目的および概要

　3年次「応用演習Ⅰ」、「同Ⅱ」での学習成果を発展させ、（臨床）心理学的なテ
ーマでレポートを執筆し、自身の考えをまとめることを目指します。
　まず、各自が興味のある心理学的テーマに沿って文献講読や調査・実験などを行い
ます。その経過や成果を講義内で発表・討議し、（臨床）心理学的なレポートとして
まとめていきます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
　本科目は児童精神科の臨床心理士やスクールカウンセラーとして実務経験のある教
員が担当します。各自が定めた臨床心理学的な研究テーマに沿って文献講読や調査な
どを進めます。その成果を講義内で発表し、ディスカッションを重ね、研究を修正し
ていきます。

【課題に対するフィードバックの方法】
　課題については、講義内で解説します。

■授業計画

　概ね以下の予定に沿って演習を展開します。進行状況によって、順序や内容は変更
が生じる可能性があります。 

　①(4/14) オリエンテーション、個別面談(1)、研究テーマの設定(1)
　②(4/21) 個別面談（２）、研究テーマの設定(2)
　③(4/28) 研究テーマの設定(3)、研究テーマの発表
　④(5/12) 文献調査、レポート執筆(1)
　⑤(5/19) 文献調査、レポート執筆(2)
　⑥(5/26) 文献調査、レポート執筆(3)
　⑦(6/2) 2000字レポート提出、修正作業
　⑧(6/9) 2500字レポート提出、修正作業
　⑨(6/16) 3000字レポート提出、修正作業
　⑩(6/23) 3500字レポート提出、修正作業
　⑪(6/30) 4000字レポート提出、修正作業
　⑫(7/7) 5000字レポート提出、修正作業
　⑬(7/14) 6000字レポート提出、修正作業
　⑭(7/21) 7000字レポート提出、修正作業
　⑮(7/28) 8000字レポート提出、まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
　自分の研究するテーマを定め、主体的に研究に取り組むことを目標とします。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
　「自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力」に基づき、各々が自ら課
題を発見し、社会人として自立できる能力を身につける。

■成績評価基準と方法

　以下の3点で成績を評価します。

　A) 2000字レポート（30%）
　B) 修正されたレポート×7回（30％）
　C) 8000字レポート（40％）

■テキスト・参考文献

【テキスト】
特になし。

【参考文献】
講義時に指示します。

■授業外学習

【具体的な内容】
　事前、事後に自身の研究と関連のある文献をよく読んでください。

【必要な時間】
　各々2時間以上の学習時間を必要とします。
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■その他

・コロナウイルス感染症の拡大などにより、対面形式の講義が実施できない場合、上
記の計画などに変更が生じる可能性があります。
・レポートの締め切りは厳守。締切後に提出されたレポートの評価は0点となります
。
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2018 年度生 心理学科

科 目 名 テーマ研究Ⅰ[臨床]

開講期・単位 4年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 岡田　顕宏

■講義の目的および概要

現実社会における心理学の活用方法について理解を深めるための研究実践に関する科
目です。 テーマ研究論文の作成に必要な文献の講読と、３年次に行った実験・調査
研究の方法の見直しとを行い、実験調査計画を完成させることが目的です。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
各自の研究の進展状況の発表と文献講読発表を中心に演習形式で行います。 単に個
人ごとの指導があるだけではなく、ゼミ内でディスカッションを行い、お互いの研究
に対する理解と取組を深めます。

【課題に対するフィードバックの方法】
授業の発表のなかで課題などに関するフィードバックを行います。

■授業計画

各自の研究に関連した文献（書籍・学術論文）の講読・発表を行いながら、これまで
の自分の研究の見直しとテーマ研究論文の作成の準備を行う。以下のスケジュールで
展開する予定です。

① ３年次研究の発表と問題点の見直し～１
② ３年次研究の発表と問題点の見直し～２
③ 論文講読および研究計画報告（１）
④ 論文講読および研究計画報告（２）
⑤ 論文講読および研究計画報告（３）
⑥ 論文講読および研究計画報告（４）
⑦ テーマ研究の実験調査計画の発表（１）
⑧ テーマ研究の実験調査計画の発表（２）
⑨ テーマ研究の実験調査計画の発表（３）
⑩ 予備調査およびテーマ研究中間報告の準備（１）
⑪ 予備調査およびテーマ研究中間報告の準備（２）
⑫ テーマ研究経過報告（１）
⑬ テーマ研究経過報告（２）
⑭ テーマ研究経過報告（３）
⑮ 春学期研究成果報告および反省会

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
テーマ研究論文作成に必要な準備を完了することが到達目標です。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
学位授与方針の中でも、特に、①心理学領域における基礎的知識、技能の修得、③人
文学領域に関する教養の修得、④修得した知識、技能の活用能力、⑤自立して行動で
きる姿勢、課題を発見し解決する能力に関連します。

■成績評価基準と方法

講読発表した学術論文の数、予備調査にもとづく中間発表の内容で評価します。
ゼミ発表（30%）・中間報告の内容（30%）・レポート（40%）

■テキスト・参考文献

【テキスト】
テキストの指定はありません。

【参考文献】
心理学 実験・研究レポートの書き方 学生のための初歩から卒論まで B.フィンドレ
イ著 北大路書房
その他、個別に指示します。

■授業外学習

【具体的な内容】
レジュメの作成や発表の準備、自分の研究に関わる作業は授業時間外に行うことにな
ります。

【必要な時間】
4時間

■その他
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2018 年度生 心理学科

科 目 名 テーマ研究Ⅰ[臨床]

開講期・単位 4年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 橋本　久美

■講義の目的および概要

この講義では臨床心理学領域における習得した知識、技能の活用能力を高めることを
目的とする。3年次（応用演習ⅠⅡ）でたてた研究計画をもとに、文献をさらに集め
、データ収集・分析を進め、結果をとりまとめる。担当教員の助言を受けながら、研
究を完成させる。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
本講義では，公認心理師・臨床心理士資格を持ち、教育領域におけるスクールカウン
セラーや産業領域でのカウンセリングなど実務経験のある教員が，臨床心理学研究に
ついて知識の習得を目的とした講義を行う。各自の研究についての途中経過報告を中
心とし、具体的な研究の方向性について互いに論議する。また、中間ポスター発表に
向け、データ分析の結果をまとめる。必要に応じて、データ解析法や研究手法につい
て理解するための個別指導を行う。

【課題に対するフィードバックの方法】
進行状況の発表を通じて、アドバイスを行う。

■授業計画

卒業研究に向けて互いに助言や援助を行いながら、ポスターによる中間発表の形にま
とめていく。

①オリエンテーション　春学期スケジュール作り
②研究経過発表とゼミ内ディスカッション
③研究経過発表とゼミ内ディスカッション
④実験計画づくり
⑤予備実験
⑥実験結果の報告とまとめ
⑦研究経過発表とゼミ内ディスカッション　報告書作成
⑧研究経過発表とゼミ内ディスカッション　報告書作成
⑨研究経過発表とゼミ内ディスカッション　報告書作成
⑩研究経過発表とゼミ内ディスカッション　報告書作成
⑪中間ポスター発表準備１
⑫中間ポスター発表準備２
⑬中間ポスター発表準備３
⑭中間発表の振り返り
⑮まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
研究テーマを確定し、研究計画を立て調査研究を自分で進めることができるようにな
る。中間発表としてポスターで研究成果のアピールを行う。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「心理学及び臨床心理学領域における基礎知識、技能」を発揮するために、一つのテ
ーマを希求する。応用的課題であるため個別の方向性を重んじ、新しい成果を求める
ために努力することで、社会人として自立できる能力を身につける。

■成績評価基準と方法

各自の研究計画に沿った進行度チェック結果（30%）、授業での発言及び提出課題（
20%）、中間ポスター発表の完成度の評価（50%）

■テキスト・参考文献

テキストは指定しない。参考文献は授業中に適宜紹介する。

【参考文献】
実証研究の手引き　調査と実験の進め方・まとめ方　古谷野亘他　著　ワールドプラ
ンニング

■授業外学習

【具体的な内容】心理学研究法や心理統計に関する文献を読んでおく。各自の研究に
必要な部分をまとめ、授業で発表できるようにレジュメを作成する。
【必要な時間】調査結果をPCソフトウェアを使った統計分析する実践を復習と考え、
2時間以上を充てることが望ましい。

■その他
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2018 年度生 心理学科

科 目 名 テーマ研究Ⅰ[臨床]

開講期・単位 4年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 髙野　創子

■講義の目的および概要

本演習は、日常生活や臨床場面における臨床心理学の活用として、研究実践を行うこ
とを目的としています。臨床心理学の研究手法を学ぶとともに、先行研究の検索、講
読、まとめの作業を行い、自身の研究テーマ、計画を立案することが到達目標となり
ます。また、これらの作業は、グループディスカッションを通じて行われるため、仲
間と協働できるようになることも目標としています。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
　研究手法について、講師よりレクチャーを行った後、それぞれの興味と関心に沿っ
た先行研究について調べます。その結果をもとに毎回のグループディスカッションを
通して仮説、研究計画を立案します。自身の研究だけではなく、お互いの研究に対し
て理解を深め、研究がより良いものになるようにお互いに積極的な助言を出し合うこ
とを歓迎します。

　本講義は、心療内科精神科の心理士、またスクールカウンセラー、地域支援の経験
のある教員が研究倫理とマナーを身に着け、心理支援の発想を研究に生かす視点を養
う演習を実施します。

【課題に対するフィードバックの方法】
ゼミ発表のなかで課題や進捗状況などに関するフィードバックを行います

■授業計画

① オリエンテーション
② 臨床心理学の研究①
③ 臨床心理学の研究②
④ 先行研究の講読と報告(１）
? 先行研究の講読と報告(２)
⑥ 先行研究の講読と報告(３)
⑦ 先行研究の講読と報告(４)
⑧ 研究計画立案とディスカッション(１)
⑨ 研究計画立案とディスカッション(２)
⑩ 研究計画立案とディスカッション(３)
⑪ 研究計画立案とディスカッション(４)
⑫ テーマ研究の前期発表(１)
⑬ テーマ研究の前期発表(２)
⑭ テーマ研究の前期発表(３)
⑮ 振り返り

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
　臨床心理学の研究手法を学ぶとともに、先行研究の検索、講読、まとめの作業を行
い、自身の研究テーマ、計画を立案することが到達目標となります。また、これらの
作業は、グループディスカッションを通じて行われるため、仲間と協働できるように
なることも目標としています。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
　教養教育によって培われる豊かな人間性を基盤に、心理学の基礎理論と臨床心理学
的援助に関する知識と技能の修得を目指し、下記に示す姿勢や能力を身に付けた学生
に学位を授与する。①心理学領域における基礎的知識、技能の修得②臨床心理学領域
における基礎的知識、技能の修得およびそれを基にした専門知識、技能の修得③人文
学領域に関する教養の修得④修得した知識、技能の活用能力⑤自立して行動できる姿
勢、課題を発見し解決する能力」のうち、本講義は①②④⑤に基づく能力を身につけ
ます。

■成績評価基準と方法

毎回の提出物(75％)、研究計画書の作成と提出(25％)

■テキスト・参考文献
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【テキスト】
また適宜、それぞれのテーマに沿った文献を必要に応じて指示する。

【参考文献】
「質問紙調査の手順」小塩真司ら著、ナカニシヤ出版
「ライブ講義　質的研究とは何か」西條剛央著、新曜社
「心理学論文の書き方」松井豊著、河出書房新社

■授業外学習

【具体的な内容】
本演習は、毎回の講義で進捗状況の報告とグループディスカッションが行われる。そ
のため、講義時間外に文献・論文講読、報告書のまとめが必要となる。

【必要な時間】
これらを予習・復習の時間の活動内容とし、併せて4時間を目安とする。

■その他

授業時間外に、自身で計画的に課題をこなさなければ、研究が進みません。課題への
取り組みについては自己管理に努めてください。
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2018 年度生 心理学科

科 目 名 テーマ研究Ⅰ[臨床]

開講期・単位 4年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 品川　ひろみ

■講義の目的および概要

この科目では、それぞれの関心からテーマを設定し、そのテーマに沿って、課題の設
定を行い、それにそって調査・研究を行う。最終的には、秋学期に提出するテーマ研
究のレポート執筆およびプレゼンテーションにつながる前段階の学びとなる。また授
業では全体討議を通して、議論することや他者の評価を受け自分のレポートをよりよ
いものにする。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
講義はゼミナールごとの少人数で行う。調べる、まとめる、発表する、議論する、な
どを行うほか、フィールドワークも行う。毎回の授業では必ず自分のレポートの進捗
状況を報告する。

【課題に対するフィードバックの方法】
毎回の授業において、それぞれにコメントする。また提出されたレポート等について
もコメントを付記し返却する。

■授業計画

①オリエンテーション　テーマの設定について
②テーマの決定　各自の目標および計画の策定
③研究計画の発表と議論
④研究のすすめかた
⑤資料・文献収集
⑥資料・文献収集における発表と議論
⑦補足資料の収集と報告準備
⑧中間報告　
⑨調査の設営
⑩調査項目の設定
⑪調査項目についての議論
⑫調査（フィールドワーク①）
⑬調査（フィールドワーク②
⑭調査データのまとめ
⑮報告会

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
自らの問題意識を明確にし、それにそって調べ論理的な思考の基づき、レポートを執
筆することができる。執筆したレポートをもとに、プレゼンテーションとして発表す
ることができる。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
学科のディプロマポリシーのなかでも、人文学領域に関する教養の修得、修得した知
識・技能の活用能力⑤自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力にあたる
。

■成績評価基準と方法

毎回の課題レポート50％

中間報告・最終報告50％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
テキストは指定しない

【参考文献】
参考文献は必要に応じて提示する

■授業外学習

【具体的な内容】
授業の前にはテーマに沿った資料収集や、参考文献のまとめをしておくこと。　　　　　
授業後には議論を踏まえてその回の授業のまとめを行うこと。
【必要な時間】
事前・事後それぞれ2時間程度とする。

■その他

⑧中間報告と、⑮報告会は必須要件とする。

2021(令和3)年4月1日

702



2018 年度生 心理学科

科 目 名 テーマ研究Ⅰ[子心]

開講期・単位 4年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 木村　彰子

■講義の目的および概要

各自の問題意識に基づき研究計画を作成し、各々の研究テーマに応じた文献検討やデ
ータ収集をすすめ、中間発表を行えるようになることをめざす。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
基本的に、毎回、各自が準備してきた研究経過報告と先行研究の交流をもとに、ディ
スカッションを行う。討議内容や教員の助言と指導をもとに研究成果をまとめ、中間
報告・中間発表を行う。

【課題に対するフィードバックの方法】
各自の経過報告や先行研究の読み取りに対し、必要に応じて助言する。

■授業計画

①　オリエンテーション・3年時に取り残している課題の整理
②　研究計画作成
③　研究経過と個別相談
④　研究経過報告とディスカッション①
⑤　研究経過報告とディスカッション②
⑥　研究経過報告とディスカッション③
⑦　研究に対する個別指導①
⑧　研究に対する個別指導②
⑨　研究に対する個別指導③
⑩  研究内容再検討
⑪　中間発表準備①
⑫　中間発表準備②
⑬　中間発表準備③
⑭　中間発表・今後に向けてのまとめ①
⑮　中間発表・今後に向けてのまとめ②

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
各自、研究計画を作成し、調査研究をすすめ中間発表を行う。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「幼児教育・保育領域における基礎知識、技能の習得およびそれを基にした専門知識
、技能の習得」「自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力」に基づき、
テーマ研究課題を見出し、その課題に向かって取り組む。

■成績評価基準と方法

研究計画に沿った準備と提出資料内容　50％
報告書内容とディスカッション内容　　20％
中間発表　　　　　　　　　　　　　　30％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
適宜紹介する

【参考文献】
それぞれの研究テーマに必要な文献を適宜紹介する

■授業外学習

【具体的な内容】
アンケート調査やフィールドワークによる調査研究等、各自の研究に沿った取り組み
を意欲的に行うこと。
【必要な時間】
本科目は２単位であるため、授業の事前事後学修併せて最低4時間の学修を行う必要
がある。

■その他
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2018 年度生 心理学科

科 目 名 テーマ研究Ⅰ[子心]

開講期・単位 4年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 青木　美和子

■講義の目的および概要

本講義の目的は、「テーマ研究」（レポート）の研究テーマを設定して、①研究計画
書を作成すること。②各々の研究テーマに関する文献検討うとともに調査・研究をす
すめ、中間発表ができるようにすることである。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】

各自の研究経過報告および文献講読、レジメ作成・報告を行っていきます。教員の助
言と指導をもとにグループ討議を重ねながら研究成果をまとめていきます。

【課題に対するフィードバックの方法】

提出された研究報告に対して、助言と指導をします。

■授業計画

①オリエンテーション
②研究テーマを設定する①
③研究テーマを設定する②
④先行文献の整理①
⑤先行文献の整理②
⑥先行文献の整理③
⑦中間発表レジメ制作①
⑧中間発表レジメ制作②
⑨中間発表
⑩中間発表の振り返りと今後にむけてのまとめ
⑪研究経過発表とディスカッション①
⑫研究経過発表とディスカッション②
⑬研究経過発表とディスカッション③
⑭研究経過発表とディスカッション④
⑮研究経過発表とディスカッション⑤

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】

研究計画書を作成することができる。先行文献を読み、レジメの作成報告ができる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】

心理学における基礎的知識、技能の習得

■成績評価基準と方法

研究計画書の作成（20％）中間発表の内容（30％） レジメの作成（30％）　研究経
過報告（20％）

■テキスト・参考文献

【テキスト】

【参考文献】

各自自分の研究に必要な引用文献、参考文献を収集すること。

■授業外学習

【具体的な内容】
①研究テーマを設定するために、参考となる研究を探し熟読してください。
②研究計画を作成してください。
③先行文献を読み、レジメを作成してください。

【必要な時間】
授業準備、復習の時間はそれぞれ2時間を目安とする。

■その他
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2018 年度生 心理学科

科 目 名 テーマ研究Ⅰ[子心]

開講期・単位 4年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 本間　芳文

■講義の目的および概要

 目的は、「子ども心理テーマ研究」に向き合える基礎事項を踏まえた研究計画の作
成です。
それを通して、子どもに関わる心理学の学びの楽しさを味合うことです。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
  目的を達成するために、研究テーマを設定することと「研究方法」の基礎事項の習
得と個別指導の充実である。
 研究テーマを検討するため参考書も周知する。

【課題に対するフィードバックの方法】
 毎時間の授業時に、前回までのテーマ研究推進事項を確認し、指導する。

■授業計画

 研究の進め方については、次のようにその基本を指導するが、個々の学生には、そ
のテーマに応じた具体的事項を柔軟に個別指導する。
①オリエンテーション
（授業の進め方とテーマ研究推進の方法を理解させる）
②研究の進め方の概説と「量的研究」（記述統計①）を例に方法論を教示する。
③「量的研究」（記述統計②）
④「量的研究」（尺度）
⑤「量的研究」（推測統計の種類）
⑥「量的研究」（χ二乗検定法①）
⑦「量的研究」（χ二乗検定法②）
⑧「量的研究」（検定結果の解釈）
⑨「量的研究」（研究レポートの書き方）
⑩「テーマ研究計画」の作成助言①
⑪「テーマ研究計画」の作成助言②
⑫「テーマ研究計画」交流①
⑬「テーマ研究計画」交流②
⑭「テーマ研究」推進指導
⑮まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
　授業成果を生かしたテーマ研究計画が立案できること。 
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「自立して生きていくための専門知識、技能を身に付けている学生に学位を授与する
」に基づき、テーマ研究推進上の基本と留意事項を理解し、自らも自立できる能力を
身につける。

■成績評価基準と方法

①指示に沿った演習課題提出と発表ができること。（50％）
②学習成果を生かした予備調査を含むテーマ研究計画の立案ができること。（50％）

■テキスト・参考文献

【テキスト】
　テキストは使用しない 
【参考文献】】
①米川和雄・山﨑貞政「SPSS統計解析マニュアル」(2011)北大路書房
②小野昌彦「不登校の本質」(2017)風間書房
③井上雅彦監修、三田地真美他著「応用行動分析入門ハンドブック」（2019)金剛出
版

■授業外学習

【具体的な内容】
　テーマ研究の構想に役立てるための報道への関心や、フィールドワーク課題や施設
見学も予定しており、その課題もテーマ研究計画作成に生かすよう努めること。 
【必要な時間】事前事後指導として毎回個々の研究推進に必要な時間を十分確保し、
授業時間外でテーマ研究論文を完成していくことになる。

■その他

　具体的運用は、ゼミの実態に応じて適切かつ柔軟に行われる。また、授業の発展と
してゼミフィールドワークも検討する。すべて、主体的に参加し、意欲関心を高める
こと。
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2018 年度生 心理学科

科 目 名 テーマ研究Ⅰ[子心]

開講期・単位 4年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 武井　昭也

■講義の目的および概要

各自の研究テーマを焦点化して深め、テーマ研究としてまとめるための作業を深める
。同時にフィールドワークによりさらに視野を広げ、絵本の楽しさを実感することを
目標とする。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
各自の研究経過報告および文献講読、フィールドワークにより進める。グループ討議
とプレゼンテーションを重ねながら研究成果をまとめていく。

【課題に対するフィードバックの方法】
各自の研究テーマについての文献収集と論及の状況を確認し助言する
文献要約発表により論文作成の実際を学ぶポイントを示唆する
のフィールドワークにより視野を広げる

■授業計画

①大学図書館絵本コーナー春の整備と装飾
②文献講読と要約発表①
③海外フィールドワーク計画立案協議
④大学の森散策と絵本の選定意見交換
⑤文献講読と要約発表②
⑥大学図書館絵本コーナー夏の整備と装飾
⑦テーマ研究レポート執筆と経過報告
⑧海外フィールドワーク担当発表
⑨文献講読と要約発表③
⑩文献講読と要約発表④
⑪フィールドワーク剣淵町絵本の館
⑫フィールドワーク新冠町ﾃﾞｨﾏｼｵ太陽美術館
⑬海外フィールドワーク計画協議
⑭研究経過報告と意見交換
⑮テーマ研究経過発表

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
研究テーマを定め研究計画をたて、調査研究を進め中間発表としてまとめることがで
きる
フィールドワークにより各自の視野を広げることができる

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
子ども心理専攻が教養教育によって培われる豊かな人間性を基盤に、幼児教育・保育
領域の専門知識、技能の修得を目的としており、テーマ研究は所期の目的を達成する
ための演習内容を展開する

■成績評価基準と方法

①文献要約　　　　　　　　　　25％
②フィールドワーク成果報告　　25％
③テーマ研究の取り組み　　　　40％
④図書館活動　　　　　　　　　10％

■テキスト・参考文献

【テキスト】【参考文献】
各自研究に必要な文献を収集すること

■授業外学習

①文献要約準備
②発表報告レジュメを作成
③テーマ関連文献の収集と確認、記録を継続
④中央図書館、大学図書館、絵本図書館を活用

■その他
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2018 年度生 心理学科

科 目 名 テーマ研究Ⅰ[子心]

開講期・単位 4年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 増山　由香里

■講義の目的および概要

3年次に引き続き、“子ども”や“関わり”、"つながり”を大きなテーマとしてフィ
ールドワークを進めていく。またこれまでの学びから個々の学生が自らの具体的な研
究テーマを設定し、それについてメンバー間で語り合う。さらにはそのテーマを意識
してフィールドに出かけ調査および研究を行い、テーマ研究の中間発表の準備を行う
。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
各自の準備とともに他者とのディスカッションを通して、テーマ研究の準備を進める
。

【課題に対するフィードバックの方法】
発表報告に対しては他学生や教員から助言を得る。作成資料は添削し、個別に返却す
る。

■授業計画

①研究計画の作成、図書館絵本コーナーの展示・装飾
②フィールドワーク①
③先行研究の要約・発表①
④先行研究の要約・発表②
⑤先行研究の要約・発表③
⑥フィールドワーク②
⑦調査データのまとめと報告①
⑧調査データのまとめと報告②
⑨調査データのまとめと報告③
⑩フィールドワーク③
⑪研究経過報告とディスカッション①
⑫研究経過報告とディスカッション②
⑬研究経過報告とディスカッション③
⑭フィールドワーク④
⑮まとめー振り返りと課題設定

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
研究計画を立て、それをもとに先行研究の整理や調査研究を進める。
資料をまとめ、他者に研究状況を報告する。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「心理学領域における基礎的知識、技能の習得」、「幼児教育・保育領域における基
礎知識、技能の修得およびそれを基にした専門知識、技能の修得」、「人文学領域に
関する教養の修得」「修得した知識、技能の活用能力」、「自立して行動できる姿勢
、課題を発見し解決する能力」を身につけた学生に学位を授与することに基づき、す
べての授業での学びを子どもやその周辺の人々との関わりの中で活かすことができる
よう、実践を通した学びを目指す。

■成績評価基準と方法

研究計画書（30％）
発表、報告資料（30％）
中間発表の内容（40％）

■テキスト・参考文献

【テキスト】
使用する場合は必要に応じて伝える

【参考文献】
各自、必要な文献の収集を行うこと

■授業外学習

【具体的な内容】
発表報告資料を作成し、人数分の印刷を事前に行う。
必要な文献の収集と整理を行う。
各自作成する研究レポートを読み返し、随時修正する。

【必要な時間】
授業時間外に4時間程度の振り返りや準備が必要。

■その他
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2018 年度生 心理学科

科 目 名 テーマ研究Ⅰ[子心]

開講期・単位 4年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 蔵満　保幸

■講義の目的および概要

様々な健康阻害要因に囲まれた現代社会において「子どもが心身ともに元気で健やか
に
育つには」を大きなテーマに、3年次の応用演習を土台にしながら、各自の研究テー
マを
深く掘り下げ、中間発表ができるようにします。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
研究テーマを設定、資料収集、検討、指導、研究発表を重ねますが、子どもと関わる
各種行事にも参加します。自然遊び体験研修の一環として、学内外での合宿を実施
します。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題については、授業内で解説するとともに、授業以外にも指導の時間を設けます。

■授業計画

①ガイダンス、応用演習のⅠ、Ⅱの振り返り
②研究テーマの検討
③春季、夏季にかけての子どもに健康に関わる諸問題
④秋季、冬季にかけての子どもの健康に関わる諸問題
⑤春季の自然観察と自然遊び
⑥研究テーマ、研究方法の発表と意見交換Ⅰ
⑦研究テーマ、研究方法の発表と意見交換Ⅱ
⑧資料収集と個別指導Ⅰ
⑨資料収集と個別指導Ⅱ
⑩資料収集と個別指導Ⅲ
⑪夏季の自然遊び（森を中心として）
⑫夏季の自然遊び（水辺を中心として）
⑬夏季の自然遊び（昆虫を中心として）
⑭中間発表、意見交換Ⅰ
⑮中間発表、意見交換Ⅱ、実習に向けて

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
研究テーマを設定し、研究計画を立案、資料収集、調査などを進め、中間発表として
まとめることができる。
子どもの目線で自然と親しみ、その中で楽しく遊ぶことができる。
自らのヘルスプロモーションを実践することができる。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「幼児教育・保育領域における基礎知識、技能の習得及びそれを基にした専門知識、
技能の習得」基づき、子どもの健康諸問題の解決に対応できる能力を身につける。

■成績評価基準と方法

・授業内での発言や発表　　30％
・中間発表　　　　　　　　30％
・提出物　　　　　　　　　40％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
使用しません
【参考文献】
幼児期運動指針実践ガイド、日本発育発達学会編、杏林書院
新聞記事、保育系専門誌、TV番組の子ども特集など

■授業外学習

【具体的な内容】
・研究資料の収集をする。
・授業での課題をまとめ次回授業時に提出する。
【必要な時間】
予習、復習の時間は各2時間程度を目安とする。

■その他
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2018 年度生 心理学科

科 目 名 テーマ研究Ⅰ[子心]

開講期・単位 4年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 須藤　宏志

■講義の目的および概要

３年次の応用演習Ⅱで準備を行ってきた子ども向けの創作音楽劇を完成させ、大学祭
において子どもの前で上演することを目指します。また上演時に保護者等に対してア
ンケート調査を行い、反省点と改善点についてディスカッションを重ね、演目の完成
度を上げ、子どもに対する表現のスキルを身に付けます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
子どもたちに理解され、親しまれ、子どもたちの共感を得られる音楽劇を上演するた
めに、台本作成、作曲、作詞、大道具、小道具、衣装制作など、分担して作業を進め
ます。
また歌や劇、伴奏の練習を重ね、6月の大学祭において、総合情報館地下シアターで
の上演を行います。
上演の際に来場者へアンケート調査を行い、その回答や自らの反省点や課題を出し合
い、次の上演に向けた改善を行っていきます。
【課題に対するフィードバックの方法】
上演を通して得られた課題について、適宜改善に向けたアドバイスを行います。

■授業計画

①オリエンテーション、上演に向けた準備作業
②上演に向けた準備作業(1)（台本、舞台美術）
③上演に向けた準備作業(2)（台本、舞台美術）
④上演に向けた準備作業(3)（台本、作曲、舞台美術）
⑤上演に向けた準備作業(4)（台本、作曲、舞台美術）
⑥上演に向けた準備作業(5)（作曲、舞台美術、衣装）、台本読み合わせ(1)
⑦上演に向けた準備作業(6)（作曲、舞台美術、衣装）、台本読み合わせ(2)
⑧立ち稽古・歌練習(1)、照明効果の検討
⑨立ち稽古・歌練習(2)、照明のプログラミング
⑩立ち稽古・歌練習(3)、場内アナウンスの収録
⑪大学祭での上演
⑫上演の振り返り、課題・改善点の検討
⑬保育施設での上演を想定した台本、演出の見直し(1)
⑭保育施設での上演を想定した台本、演出の見直し(2)
⑮活動の振り返りとまとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
1.劇を鑑賞する子どもの反応を予測し、効果的な演出や表現ができる。
2.活動の経過やグループワークの自己評価などをまとめて記録することができる。
3.子どもたちの前で上演を重ねることにより、そこから得られる課題や成果を想定し
た研究テーマを設定できる。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
子ども心理専攻の学位授与方針に掲げられた②、④、⑤に基づき、グループワークに
よる音楽劇の制作、上演を通し、保育者を目指す者として求められる表現力、協調性
、積極性を身に付ける。

■成績評価基準と方法

１.毎回提出の自己評価シート20％
２.活動報告レポート内容30％
３.上演までの作業、練習参加状況（時間外活動も含む）30％
４.上演の内容20％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
必要に応じて紹介します。

【参考文献】
ゼミの先輩学生によるテーマ研究報告書

■授業外学習
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【具体的な内容】
音楽劇上演に向けた準備や練習は、授業時間以外の時間も使って準備する必要があり
ます。ゼミ生同士で時間を調整し合い、計画的な授業外活動を行って下さい。

【必要な時間】
課外時間のグループワークや個々の活動、練習時間は、４時間を目安とします。

■その他

子どもたちの前で行う創作音楽劇上演は貴重な体験であり、テーマ研究の重要な材料
となり得るため、各上演ごとに場所、対象者年齢、対象社人数、動画等の上演記録を
残しておくことが重要になります。
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2018 年度生 心理学科

科 目 名 テーマ研究Ⅱ[臨床]

開講期・単位 4年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 鈴木　憲治

■講義の目的および概要

　「応用演習Ⅰ・Ⅱ」で習得した知見をもとに，各自の研究テーマを定め，教員から
提示されるテーマに沿った最新情報をもとに，ゼミ生同士でのグループディスカッシ
ョンを通じて，より深い理解と展開を志向します。既存の知見だけではなく，オリジ
ナリティーのあるテーマ研究論文を目指します。
　研究テーマにそった文献講読，フィールド調査，実験等を行い，進捗状況を随時ゼ
ミ生間で検討し合い，客観的で妥当なテーマ研究論文の作成のための作業を行ってい
きます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
　本科目は，司法福祉領域で実務経験があり，教育領域での実践を行っている教員が
，人間に対する深い理解，深い人間理解に根ざした支援を実践できるようにするため
以下の方法をとります。
ア）福祉，教育の各領域で研究テーマのヒントのなると考えられる講義を行う。
イ）両価的なテーマについてのグループディスカッションを実施して，人間が直面す
る心理学的課題を検討することで，多面的な見方や考え方を身に付けます。
ウ）実務家ゲストスピーカーを招いて臨床現場の実際を聴いたり，臨床の現場を見学
したりすることで，知識に偏らない社会で役立つ知見を身につけます。

【課題に対するフィードバックの方法】
　講義，グループディスカッション，ゲストスピーカーの講義聴取レポート夫々で，
解説を行います。

■授業計画

　各自の研究のヒントとなると考えられる講義を行いながら，自分の研究の見直し（
検討）と卒業論文の作成の準備（研究テーマ発表）を繰り返し行います。

①オリエンテーション
　研究テーマの再確認
②福祉領域の紹介（高齢者福祉）
③福祉領域の検討（認知症の家族を抱えた家庭への支援）
④研究テーマ発表Ⅴ
⑤福祉領域の紹介（障がい者の社会とのかかわり方）
⑥福祉領域の検討（インクルーシブな社会）
⑦研究テーマ発表Ⅵ
⑧教育領域の紹介（生徒指導）
⑨教育領域の検討（対話による問題解決）
⑩研究テーマ発表Ⅶ
⑪テーマ研究発表準備
⑫テーマ研究発表１
⑬テーマ研究発表２
⑭テーマ研究発表３
⑮テーマ研究発表の振り返り

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
　テーマ研究論文作成に必要な準備について，工程表にもとづいて計画的に進められ
ること，成果物としてのテーマ研究論文が，医療，福祉，教育，司法，産業等の現場
で、専門的対人援助が行える基礎力を有する人材であると認められる内容にまで完成
度を高められることが目標となります。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
　ＤＰの「自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力」を第一次的に「修
得した知識、技能の活用能力」を二次的に，研究テーマについて，豊かな人間性を基
盤に、心理学の基礎理論と臨床心理学的援助に関する知識と技能の修得が，日常生活
，実務の実践に活かせることを必要とします。

■成績評価基準と方法

以下の3点で評価します
③，⑥，⑨の検討シートの内容　　　：３０％
④，⑦，⑩の研究テーマ発表の内容　：３０％
⑫，⑬，⑭での成果物の内容　　　　：４０％

■テキスト・参考文献
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【テキスト】
　適宜プリントを配布します。

【参考文献】
司法・犯罪心理学　岡本吉生編　遠見書房
社会福祉概論　その基礎学習のために　西村昇，日開野博，山下正國＝編著　中央法
規
スクールソーシャルワーカの学校理解　子ども福祉の発展を目指して　鈴木庸裕編著　
ミネルヴァ書房

■授業外学習

【具体的な内容】
　研究テーマ発表を各自①～④，⑤～⑦，⑧～⑩の事前事後に準備します。
　障害者施設，高齢者施設，小・中学校のスクールカウンセラー等の関係機関見学の
実施を予定しています。

【必要な時間】
　研究テーマ発表の準備は，各４～８時間が目安です。
　関係機関見学に必要な時間は各６時間が目安です。詳細は，受講者と相談の上決定
します。

■その他

　関係機関見学時の現地までの交通費は各人の負担となります。
　なお，新型コロナウイルスの感染拡大の影響等により，関係機関の見学やゲストス
ピーカーの招聘に変更・中止となる場合があります。
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2018 年度生 心理学科

科 目 名 テーマ研究Ⅱ[臨床]

開講期・単位 4年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 松浦　秀太

■講義の目的および概要

　春学期「テーマ研究Ⅰ」での学習を発展させ、自身の研究テーマを定めます。各自
のテーマに沿って調査・研究を行い、最終レポートを完成させます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
　本科目は児童精神科の臨床心理士やスクールカウンセラーとして実務経験のある教
員が担当します。講義では、各自が定めた臨床心理学的研究テーマに沿って調査を進
めます。調査結果についてはゼミ内でディスカッションを重ね、その成果をレポート
（8000字以上）としてまとめ、更に修正を重ねていきます。

【課題に対するフィードバックの方法】
　課題については、講義内で解説します。

■授業計画

　概ね以下の予定に沿って演習を展開します。進行状況によって、順序や内容は変更
が生じる可能性があります。 

　① 研究テーマ設定
　② テーマ発表(1)
　③ テーマ発表(2)
　④ テーマ発表(3)
　⑤ テーマ発表(4)
　⑥ 討議(1)
　⑦ 討議(2)
　⑧ 討議(3)
　⑨ 修正作業(1)
　⑩ 修正作業(2)
　⑪ 修正作業(3)
　⑫ 修正作業(4)
　⑬ 発表会準備
　⑭ 全体発表会
　⑮ まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
　自分の研究するテーマを定め、主体的に研究に取り組むことを目標とします。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
　「自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力」に基づき、各々が自ら課
題を発見し、社会人として自立できる能力を身につける。

■成績評価基準と方法

　以下の3点で成績を評価します。
　A) 研究テーマについての発表（30%）
　B) 発表会での発表及びレジュメ（20％）
　C) 最終レポート（50%）

■テキスト・参考文献

【テキスト】
特になし。

【参考文献】
講義時に指示します。

■授業外学習

【具体的な内容】
　事前、事後に指定したテキストをよく読んでください。

【必要な時間】
　各々2時間以上の学習を必要とします。

■その他

・コロナウイルス感染症の拡大などにより、対面形式の講義が実施できない場合、上
記の計画などに変更が生じる可能性があります。
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2018 年度生 心理学科

科 目 名 テーマ研究Ⅱ[臨床]

開講期・単位 4年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 岡田　顕宏

■講義の目的および概要

現実社会における心理学の活用方法について理解を深めるための研究実践に関する科
目です。テーマ研究論文の作成のための作業を行います。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
テーマ研究論文の作成作業の経過報告を中心として、データの分析や解釈に関する問
題点の解決等について議論します。

【課題に対するフィードバックの方法】
授業の発表のなかで課題などに関するフィードバックを行います。

■授業計画

各自の研究に関連した文献（書籍・学術論文）の講読・発表を行いながら、これまで
の自分の研究の見直しと卒業論文の作成の準備を行う。以下のスケジュールで展開す
る予定。

　①実験調査の実施と報告１
　②実験調査の実施と報告２
　③実験調査の実施と報告３
　④実験調査の実施と報告４
　⑤実験調査データの分析と結果報告１
　⑥実験調査データの分析と結果報告２
　⑦実験調査データの分析と結果報告３
　⑧テーマ研究レポートの執筆と提出１
　⑨テーマ研究レポートの執筆と提出２
　⑩テーマ研究レポートの執筆と提出３
　⑪テーマ研究レポートの修正指導１
　⑫テーマ研究レポートの修正指導２
　⑬テーマ研究レポートの修正指導３
　⑭テーマ研究発表（準備）等（１）
　⑮テーマ研究発表（準備）等（２）

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
研究論文に相当する研究レポートをの完成させることがこの演習の目標になります。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
学位授与方針の中でも、特に、①心理学領域における基礎的知識、技能の修得、③人
文学領域に関する教養の修得、④修得した知識、技能の活用能力、⑤自立して行動で
きる姿勢、課題を発見し解決する能力に関連します。

■成績評価基準と方法

実験調査の実施と報告（30%）・最終レポート（発表を含む）（70%）

■テキスト・参考文献

【テキスト】
テキストの指定はありません。

【参考文献】
心理学 実験・研究レポートの書き方 学生のための初歩から卒論まで B.フィンドレ
イ著 北大路書房

■授業外学習

 【具体的な内容】
レポートの執筆・作成や発表の準備、自分の研究に関わる作業は授業時間外に行うこ
とになります。
授業時間とは別に研究発表会を実施する場合があります。発表は単位取得に必要です
。

【必要な時間】
4時間

■その他
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2018 年度生 心理学科

科 目 名 テーマ研究Ⅱ[臨床]

開講期・単位 4年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 橋本　久美

■講義の目的および概要

この講義では心理学及び臨床心理学領域における習得した知識、技能の活用能力を高
めることを目的とする。テーマ研究Ⅱでは前期に引き続き、予め決定したテーマでの
研究を深める。最終的に8000字以上の論文の形にまとめ、成果発表をする。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
本講義では，公認心理師・臨床心理士資格を持ち、教育領域におけるスクールカウン
セラーや産業領域でのカウンセリングなど実務経験のある教員が，「心と健康を取り
巻く問題とその解決」について知識の習得を目的とした講義を行う。担当教員の助言
指導のもとに、研究論文を完成させる。 研究法やまとめについてディスカッション
をしながら修正、完成度を高め、各自が8000字以上のレポートにまとめる。

【課題に対するフィードバックの方法】
ディスカッションのレポートに対して、コメントを加える。ディスカッションにおい
てゼミ員の反応も記録して集積しておく。よりよい論文成果が得られるよう、授業外
でも個別に指導を行うことがある。

■授業計画

卒業研究の経過発表に対し、指導教員の助言のもと学生同士の討議及び指導教員によ
る助言をうける。

①春学期のふりかえり　スケジュール作り
②研究経過報告
③研究経過報告
④研究経過報告
⑤研究経過報告
⑥テーマ研究執筆に向けて草稿作り　論議
⑦テーマ研究執筆に向けて草稿作り　論議
⑧テーマ研究執筆に向けて草稿作り　論議
⑨テーマ研究執筆に向けて草稿作り　論議
⑩テーマ研究執筆に向けて草稿作り　論議
⑪研究発表会の準備
⑫研究発表会の準備
⑬テーマ研究発表会およびテーマ研究レポート修正指導
⑭テーマ研究発表会およびテーマ研究レポート修正指導
⑮まとめ　卒業に向けて

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
各自の研究テーマに沿った内容かつ仮説の検証ができる論文をめざす。学生生活集大
成であることから、成果発表会での個別発表も必須とする。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力」を高めるために、自らが決
めたテーマに基づいて論文を完成することは貴重な体験である。主張に対する客観的
な視点を備えた、読み手に納得させる文章を目指す。

■成績評価基準と方法

大学生活の集大成としてのテーマ研究レポート評価（40％）、テーマ研究抄録の評価
（30%）、発表会での質疑応答評価と振り返りシート（30%）

■テキスト・参考文献

【テキスト】
テキストは指定しない。
【参考文献】
参考文献は授業中に適宜紹介する

■授業外学習

【具体的な内容】
文献検索や統計分析については各自で何度も繰り返して習熟しておくことが望ましい
。
【必要な時間】一回当たりの授業に対して2時間以上かけることが望ましい。また、
ディスカッションした内容を記録したものから、参考文献を探して読解に2時間以上
充てることが望ましい。必要に応じて個別指導を行う。

■その他
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2018 年度生 心理学科

科 目 名 テーマ研究Ⅱ[臨床]

開講期・単位 4年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 髙野　創子

■講義の目的および概要

本演習は、日常生活や臨床場面における臨床心理学の活用として、研究実践を行うこ
とを目的としています。テーマ研究Ⅰで立案した研究計画書をもとに研究論文を作成
します。これらの作業は、グループディスカッションを通じて行われるため、仲間と
協働できるようになることも目標としています。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
テーマ研究Ⅰで立案した研究計画書をもとにデータの収集、分析を行います。データ
の分析方法やそこから導き出される結果について、ディスカッションを通じて様々な
視点からの考察を行います。研究結果は論文として整理まとめ、定期末にはPPTを用
いたプレゼンテーションにて成果を発表します。

本講義は、心療内科精神科の心理士、またスクールカウンセラー、地域支援の経験の
ある教員が研究倫理とマナーを身に着け、心理支援の発想を研究に生かす視点を養う
演習を実施します。

【課題に対するフィードバックの方法】
論文課題の作成文章について、講義内での分析、内容確認、添削指導を行ないます。

■授業計画

① オリエンテーション　前期の支援内容について振り返り
② 研究論文の書き方（研究目的・手続き）
③ 研究論文の書き方（結果・考察のまとめ方）
④ データ収集の方法について
? データ収集と整理（１）
⑥ データ収集と整理（２）　
⑦ データの分析（１）
⑧ データの分析（２）
⑨ 結果の整理と考察
⑩ 論文作成（１）
⑪ 論文作成（２）
⑫ 論文作成（３）
⑬ プレゼンテーション発表資料の作成
⑭ フォーラム発表会
⑮ フォーラム発表会

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
研究するにあたって研究倫理を理解し、守ることができること。またデータ分析では
共同作業でテーマを具体化するときに、自分のテーマの接点・相違点などを持ちなが
ら作業に加わり、適宜疑問点や感じたことを表現できること。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
教養教育によって培われる豊かな人間性を基盤に、心理学の基礎理論と臨床心理学的
援助に関する知識と技能の修得を目指し、下記に示す姿勢や能力を身に付けた学生に
学位を授与する。①心理学領域における基礎的知識、技能の修得②臨床心理学領域に
おける基礎的知識、技能の修得およびそれを基にした専門知識、技能の修得③人文学
領域に関する教養の修得④修得した知識、技能の活用能力⑤自立して行動できる姿勢
、課題を発見し解決する能力」のうち、本講義は①②④⑤に基づく能力を身につけま
す。

■成績評価基準と方法

毎回のゼミの課題提出(40％)、フォーラム発表会でのプレゼン・PPT資料の提出(30％
)、最終レポート(30％)

■テキスト・参考文献

【テキスト】
適宜、それぞれのテーマに沿った文献を必要に応じて指示する。

【参考文献】
「質問紙調査の手順」小塩真司ら著、ナカニシヤ出版
「ライブ講義　質的研究とは何か」西條剛央著、新曜社
「心理学論文の書き方」松井豊著、河出書房新社
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■授業外学習

【具体的な内容】
本講義内で指導された論文の書き方をもとに、論文を作成する。次回の演習までに各
自が行うことをはっきりさせ、取り組み、報告書としてまとめておくこと。

【必要な時間】
これらを予習・復習の時間とし、併せて4時間を目安とする。

■その他

研究に関わるデータは各自USBに保存、バックアップをとってなくさないようにする
こと。また、毎回の報告、成果物はfile siuにて提出すること。
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2018 年度生 心理学科

科 目 名 テーマ研究Ⅱ[臨床]

開講期・単位 4年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 品川　ひろみ

■講義の目的および概要

この科目では、それぞれの関心からテーマを設定し、そのテーマに沿って、課題の設
定を行い、それにそって調査・研究を行う。最終的には、秋学期に提出するテーマ研
究のレポート執筆およびプレゼンテーションにつながる前段階の学びとなる。また授
業では全体討議を通して、議論することや他者の評価を受け自分のレポートをよりよ
いものにする。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
講義はゼミナールごとの少人数で行う。調べる、まとめる、発表する、議論する、な
どを行うほか、フィールドワークも行う。毎回の授業では必ず自分のレポートの進捗
状況を報告する。

【課題に対するフィードバックの方法】
毎回の授業において、それぞれにコメントする。また提出されたレポート等について
もコメントを付記し返却する。

■授業計画

①秋学期の授業計画（個別発表）
②課題の提示と文献検索
③文献のまとめ　文献リストの整理
④課題の設定
⑤課題の検討
⑥補足調査１
⑦補足調査２
⑧中間報告
⑨レポート執筆　プロット作成
⑩レポート執筆　章ごとの論点整理
⑪レポート執筆　結論に対する議論
⑫レポート提出
⑬スライド制作
⑭プレゼンテーション準備
⑮報告会

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
自らの問題意識を明確にし、それにそって調べ論理的な思考の基づき、レポートを執
筆することができる。執筆したレポートをもとに、プレゼンテーションとして発表す
ることができる。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
学科のディプロマポリシーのなかでも、人文学領域に関する教養の修得、修得した知
識・技能の活用能力⑤自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力にあたる
。

■成績評価基準と方法

毎回の授業で記入する小レポート　30％
8000字論文　40％
最終のプレゼンテーション　30％

■テキスト・参考文献

【テキスト】

　テキストは使用しない。必要に応じて資料を配布する。
【参考文献】
　参考文献は適宜提示する。

■授業外学習

【具体的な内容】
授業の前にはテーマに沿った資料収集や、参考文献のまとめをしておくこと。　　　　　
授業後には議論を踏まえてその回の授業のまとめを行うこと。
【必要な時間】
事前・事後それぞれ2時間程度とする。

■その他
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2018 年度生 心理学科

科 目 名 テーマ研究Ⅱ[子心]

開講期・単位 4年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 木村　彰子

■講義の目的および概要

テーマ研究Ⅰからの研究計画に基づき、各自のテーマ研究を完成・発表することが目
的である。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
それぞれが準備した研究経過報告や課題をもとにグループディスカッションを行う。
教員の助言と指導をもとに、各回の課題を解決し、研究を進める。

【課題に対するフィードバックの方法】
各自の経過報告や先行研究の読み取りに対し、必要に応じて助言する

■授業計画

①　研究経過報告①
②　研究経過報告②
③　研究経過報告③
④　研究経過報告④
⑤　研究経過報告⑤
⑥　テーマ研究論文執筆の方向性確認
⑦　テーマ研究論文個別相談①
⑧　テーマ研究論文個別相談②
⑨　テーマ研究論文執筆（個別相談）
⑩　テーマ研究論文提出と発表準備
⑪　テーマ研究論文個別指導と修正
⑫　テーマ研究ゼミ内発表・修正①
⑬　テーマ研究ゼミ内発表・修正②
⑭　テーマ研究全体発表会準備
⑮　テーマ研究発表

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
子ども心理テーマ研究論文を完成する。
テーマ研究発表を行う。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「幼児教育・保育領域における基礎知識、技能の習得およびそれを基にした専門知識
、技能の習得」「自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力」に基づき、
テーマ研究課題に向かって最後まで努力し、研究を成し遂げる。

■成績評価基準と方法

テーマ研究論文の内容　60％
テーマ研究発表内容　　20％
各回の報告書　　　　　20％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
なし

【参考文献】
適宜紹介する。

■授業外学習

【具体的な内容】
・10月下旬までに、各自、テーマ研究Ⅰに沿った研究をすすめる。
・11月以降は、論文執筆や発表準備を行い、12月のゼミ内発表に向けて準備する。
・必要に応じて時間外の個別指導を受ける。
【必要な時間】
本科目は２単位であるため、授業の事前事後併せて4時間以上研究に向けた取り組み
を行う必要がある。

■その他

・各自の研究テーマに向けて主体的に取り組むことを求める。
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2018 年度生 心理学科

科 目 名 テーマ研究Ⅱ[子心]

開講期・単位 4年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 青木　美和子

■講義の目的および概要

この授業の目的は、子ども心理テーマ研究Ⅰで取り組んできた各自の研究をより深め
、テーマ研究としてまとめ、レポート作成・発表することができるようにすることで
ある。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
テーマ研究完成に向けて、調査・データ分析を行い、研究経過報告を行う。教員の助
言のもとに、グループ討議を経ながら進め作業を進めてレポートを完成させる。

【課題に対するフィードバックの方法】

経過報告や提出されたレポートに対して、助言、指導を行い返却する。

■授業計画

①研究経過報告①（課題の明確化）
②研究経過報告②
③研究経過報告③
④研究経過報告④
⑤研究経過報告⑤
⑥テーマ研究レポート執筆と経過報告①
⑦テーマ研究レポート執筆と経過報告②
⑧テーマ研究レポート執筆と経過報告③
⑨テーマ研究レポート執筆と経過報告④
⑩テーマ研究レポート執筆と経過報告⑤
⑪テーマ研究レポート完成に向けて①
⑫テーマ研究レポート完成に向けて②
⑬テーマ研究会発表準備①
⑭テーマ研究会発表準備②
⑮テーマ研究発表・まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】

テーマ研究を完成させるとともに、研究発表を行うことができる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】

心理学領域における基礎的知識、技能の習得

■成績評価基準と方法

研究計画に沿った進行（20％）、テーマ研究レポートの内容（50％）、発表会のプレ
ゼンテーションの内容（30％）

■テキスト・参考文献

【テキスト】

【参考文献】

各自、自分の必要な文献を収集すること。

■授業外学習

【具体的な内容】
9月までに先行文献の整理、10月までに調査を終えておくことが求められる。また、
研究経過報告、レポート経過報告の際には、必ず、レジメ、作成途中のレポートを印
刷、持参すること。
【必要な時間】
事前、事後学習にはそれぞれ2時間必要となります。

■その他
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2018 年度生 心理学科

科 目 名 テーマ研究Ⅱ[子心]

開講期・単位 4年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 本間　芳文

■講義の目的および概要

　目的は、「子ども心理テーマ研究」に向き合える研究レポート作成です。それを通
して、子どもに関する心理学の学びの楽しさを一層味合うことです。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
　目的を達成するために、研究テーマを設定することと「研究方法」の基礎事項の習
得と個別指導の充実を図るよう指導する。また、研究テーマを検討するため参考書も
周知する。 

【課題に対するフィードバックの方法】
　その時々の課題については、各授業時間内で必ず把握し、必要な指導を行う。

■授業計画

１.オリエンテーション（授業の進め方、テーマ研究作成方法をさらに教示）
２.研究計画に基づき、「問題」と研究目標の書き方を指導。
３.提出した「問題」と研究目標の交流、助言。
４.「方法」論文の書き方を指導する。実施した調査結果やインタビュー結果を整理
。
５.「方法」また、実施した調査結果やインタビュー結果を整理する指導を行う。
６．必要な分析手法についての個別助言。
７.「結果」の書き方の指導。
８.「結果」結果の報告と交流。
９.「考察」の書き方の指導する。
10.「考察」を提出させ、交流する。
11.「考察」交流結果への助言する。
12.テーマ研究の「論文」を完成させ、提出させる。合わせて、レジュメ、発表の準
備　を指導する。
13.「テーマ研究発表会」に参加する。
14.「テーマ研究発表会」参加の反省を行う。
15.まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
　授業成果を生かしたテーマ研究をまとめ、発表できること。 

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「自立して生きていくための専門知識、技能を身に付けている学生に学位を授与する
」に基づき、学習上又はテーマ研究推進上の基本と留意事項を理解し、個別の教育的
保育的ニーズに対応できる智恵や方法を獲得できる能力を身につけること。

■成績評価基準と方法

①指示に沿った演習課題提出、発表ができること。（50％）
②授業の成果を生かしたテーマ研究を仕上げること。（50％）

■テキスト・参考文献

【テキスト】特に用意しない。
【参考文献】
①米川和雄・山﨑貞政著「SPSS統計解析マニュアル」(2011)北大路書房
②小野昌彦著「不登校の本質」(2017)風間書房
③井上雅彦監修、三田地真美他著「応用行動分析入門ハンドブック」(2019)金剛出版

■授業外学習

【具体的な内容】
　積極的に指導を受けたことを生かして論文制作を行うこと。発展課題として役立つ
フィールドワークも行う。 
【必要な時間】
　個々のテーマに基づいたテーマ研究を推進するのは、授業時間以外にも積極的に推
進することとなる。

■その他

　具体的運用は、ゼミの実態に応じて適切かつ柔軟に行われる。
　合わせて、進路への情報も提示。また発展としてゼミフィールドワークも検討する
ので積極的に参加すること。
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2018 年度生 心理学科

科 目 名 テーマ研究Ⅱ[子心]

開講期・単位 4年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 武井　昭也

■講義の目的および概要

子ども心理テーマ研究Ⅰで取り組んできた各自の研究をより深め、テーマ研究として
まとめる。フィールドワークによりさらに視野を広げ、絵本の楽しさを実感すること
を目標とする。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
フィールドワークと大学図書館絵本コーナー整備を進めながら、各自のテーマ研究完
成にむけて研究経過報告を行う。世界の絵本展示会を運営し、成果をまとめ、発表す
る。

【課題に対するフィードバックの方法】
フィールドワーク担当発表に対するディスカッション
フィールドワーク成果発表についてのディスカッション
テーマ研究成果発表プレゼンテーション

■授業計画

①大学図書館絵本コーナー秋の整備と装飾
②研究経過報告と意見交換
③大学図書館絵本コーナー秋の整備と装飾その２
④大学の森散策と絵本の選定意見交換
⑤フィールドワーク（絵本学会研究大会）
⑥世界の絵本展示会開催準備
⑦テーマ研究レポート執筆と経過報告
⑧世界の絵本展示会運営
⑨世界の絵本展示会運営・解説・プレゼンテーション
⑩世界の絵本展示会運営・まとめ
⑪テーマ研究レポート執筆と経過報告
⑫テーマ研究レポート完成に向けて
⑬フィールドワーク（海外保育事情視察）
⑭テーマ研究発表会準備
⑮テーマ研究発表・まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
子ども心理テーマ研究を完成させるとともに、研究発表を行うことができる。
フィールドワークにより自身の進路を考え視野を広めることができる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
子ども心理専攻は教養教育によって培われる豊かな人間性を基盤に、幼児教育・保育
の知識と技能の修得を目的としており、テーマ研究は所期の目的を達成するための演
習内容を展開する。

■成績評価基準と方法

①フィールドワーク担当発表　　25％
②フィールドワーク成果報告　　25％
③卒業レポートの内容　　　　　40％
④発表会のプレゼンテーション　10％

■テキスト・参考文献

【テキスト】【参考文献】
各自研究に必要な文献を収集すること

■授業外学習

①フィールドワーク担当調査
②発表報告レジュメ作成
③テーマ関連文献の収集と確認、記録を継続
④中央図書館、大学図書館、絵本図書館を活用

■その他

マレーシア（クアラルンプール）またはベトナム（ダナン）保育施設訪問と異文化交
流を予定
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2018 年度生 心理学科

科 目 名 テーマ研究Ⅱ[子心]

開講期・単位 4年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 増山　由香里

■講義の目的および概要

テーマ研究Ⅰの各自の取り組みをより深め、テーマ研究としてまとめ発表する。
引き続きフィールドワークを行い、“子ども”や“関わり”、“つながり”について
各自の思いをまとめる。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
各自の準備とともに他者とのディスカッションを通して、テーマ研究の準備を進め研
究を完成させる。

【課題に対するフィードバックの方法】
発表報告に対しては他学生や教員からの助言を得る。作成資料は添削し、個別に返却
する。

■授業計画

①研究経過報告とディスカッション①
②研究経過報告とディスカッション②
③研究経過報告とディスカッション③
④フィールドワーク①
⑤テーマ研究 個別指導①
⑥フィールドワーク②
⑦テーマ研究 個別指導②
⑧フィールドワーク③
⑨テーマ研究 個別指導③
⑩フィールドワーク④
⑪テーマ研究報告・検討①
⑫テーマ研究報告・検討②
⑬テーマ研究報告・検討③
⑭テーマ研究発表準備
⑮テーマ研究発表

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
研究計画に沿って、先行研究の整理や調査研究を進める。
資料をまとめ、他者に研究状況を報告する。
テーマ研究を完成させ、発表する。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「心理学領域における基礎的知識、技能の習得」、「幼児教育・保育領域における基
礎知識、技能の修得およびそれを基にした専門知識、技能の修得」、「人文学領域に
関する教養の修得」「修得した知識、技能の活用能力」、「自立して行動できる姿勢
、課題を発見し解決する能力」を身につけた学生に学位を授与することに基づき、す
べての授業での学びを子どもやその周辺の人々との関わりの中で活かすことができる
よう、実践を通した学びを目指す。

■成績評価基準と方法

発表、報告資料（20％）
テーマ研究の内容（50％）
テーマ研究発表の準備と内容（30％）

■テキスト・参考文献

【テキスト】
使用する場合は授業内で伝える

【参考文献】
必要な資料を継続して収集すること

■授業外学習

【具体的な内容】
発表報告資料を作成し、人数分の印刷を事前に行う。
必要な文献の収集と整理を怠らない。
各自作成する研究レポートを読み返し、随時修正していく。

【必要な時間】
授業時間外に4時間程度の振り返りや準備が必要。

■その他
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2018 年度生 心理学科

科 目 名 テーマ研究Ⅱ[子心]

開講期・単位 4年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 蔵満　保幸

■講義の目的および概要

各自の研究テーマに基づいて研究を進め、テーマ研究としてまとめます。
その内容をテーマ研究発表会にて、わかりやすい充実したプレゼンテーションを
行うことを目指します。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
テーマ研究完成、発表に向けて、経過報告、意見交換、質疑、検討、個別指導を
重ねていきます。

【課題に対するフィードバックの方法】
授業内で解説する他に、個別に指導の時間を設けます。

■授業計画

①幼稚園実習報告会、実践を通した子ども理解について
②夏季の子どもの健康諸問題の総括
③研究経過報告、意見交換、検討Ⅰ
④研究経過報告、意見交換、検討Ⅱ
⑤秋季の自然遊び
⑥テーマ研究個別指導Ⅰ
⑦テーマ研究個別指導Ⅱ
⑧テーマ研究個別指導Ⅲ
⑨テーマ研究個別指導Ⅳ
⑩研究経過報告、意見交換、検討Ⅲ
⑪ゼミ内テーマ研究発表会Ⅰ
⑫ゼミ内テーマ研究発表会Ⅱ
⑬冬季の自然遊び
⑭テーマ研究発表会に向けて
⑮専攻テーマ研究発表会

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
テーマ研究を完成させることができる。
研究に基づいた資料、PPを作成し、しっかりと発表ができる。
自らのヘルスプロモーションを実践することができる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力」に基づき、自分の考えを
しっかりと伝える能力を身につける。

■成績評価基準と方法

・テーマ研究　　40％
・発表会　　　　40％
・提出物　　　　20％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
使用しません

【参考文献】
幼児期運動指針実践ガイド、日本発育発達学会編、杏林書院
新聞記事、保育系専門誌、TV番組の子ども特集など

■授業外学習

【具体的な内容】
・研究資料の収集や資料作成
・課題を整理し次回授業時に発表する

【必要な時間】
予習、復習の時間は各2時間を目安とする。

■その他

授業中は必ず発言を求めます。
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2018 年度生 心理学科

科 目 名 テーマ研究Ⅱ[認定心理士(心理調査)]

開講期・単位 4年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者
品川　ひろみ、増山　由香里、岡田　顕宏、木村　彰子、本間　芳文、
松浦　秀太、橋本　久美、武井　昭也、蔵満　保幸、鈴木　憲治、青
木　美和子、須藤　宏志、髙野　創子

■講義の目的および概要

本講義では、各自の決定したテーマについて、研究計画の策定・データ収集・分析か
ら結果報告に至るまでの一連の流れを経験することにより、実社会に生かすための心
理学の研究法を身につける。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
各ゼミナールでは、各人の研究について進捗状況の報告を行い、議論を重ね、完成を
目指す。ゼミ担当教員は、必要に応じて研究法に関する知識の教授や問題点の解決に
向けての示唆を行う。

【課題に対するフィードバックの方法】
研究完成に向けて、授業以外にも個別指導の時間を設けます。

■授業計画

心理学の研究方法は、実験・質問紙調査・面接・観察などがあり、分析法も統計分析
や質的分析など様々な手法が存在する。本演習では、各自の研究テーマに沿った研究
法を選択するのが望ましい。
本講義は認定心理士（心理調査）資格カリキュラムに含まれることから、以下の内容
に沿った計画を行う。
　調査・実験・観察・面接・尺度構成・検査などの方法を用いて、自ら計画し、デー
タの採取、処理、解析を行い、報告を行う。最終的に、「問題と目的」「方法」「結
果」「考察と展望」の形式での本論文及び抄録を提出する。

1.研究テーマの策定と研究計画とスケジュール
2.構想発表
3.先行研究レビュー
4.調査の実施と報告①
5.調査の実施と報告②
6.調査の実施と報告③
7.調査の実施と報告④
8.中間報告会
9.データ分析報告①
10.データ分析報告②
11.研究論文草稿執筆　報告①
12.研究論文草稿執筆　報告②
13.研究論文完成　提出
14.論文抄録　提出
15.研究成果報告会

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
1つのオリジナル研究を完成する過程において、心理学の知識と研究実践についての
総合的な力を高める。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力」に基づき、自分の考えをま
とめ、理路整然と伝える能力を身につける。

■成績評価基準と方法

授業内課題の提出物　20%
中間報告会での評価　20%
論文　40%
研究成果報告会での評価　20%

■テキスト・参考文献

【テキスト】
必要に応じて紹介する。

【参考文献】
必要に応じて紹介する。

■授業外学習

2021(令和3)年4月1日

728



・データ分析に使用するソフトウェアや実験機器など使用機材の使い方には慣れてお
くこと。
・新聞記事や心理学系専門誌に、目を通し、切り抜きやコピー等して、研究資料の収
集を図る。
・授業での課題を次回授業時に提出する。
・予習、復習の時間は各2時間程度を目安とする。

■その他

受講の前には、テーマに応じた研究方法（調査・実験・観察・面接・尺度構成・検査
など）に関わる科目を履修済みであることが望ましい。例）心理統計学・社会心理調
査法・心理学実験Ⅰ・Ⅱ・社会観察法・心理アセスメントⅠ・Ⅱなど
個人での研究を原則とするが、2人に限り、「方法」と「結果」は共有することを認
める。その場合は、「タイトル」「問題と目的」と「考察と展望」は個別にまとめる
。

認定心理士（心理調査）の資格取得のためには本科目の修得が必須となる。
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2018 年度生 心理学科

科 目 名 テーマ研究Ⅱ[子心]

開講期・単位 4年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 須藤　宏志

■講義の目的および概要

テーマ研究Ⅰで行った創作音楽劇の上演から得られた課題に取り組み、大道具や照明
などの舞台セットと共に保育・児童施設等に出向いて上演を行うことにより、子ども
に受け入れられる表現の手法を身に付けます。また、こうした上演の経験や、保育者
、保護者へのアンケート調査の結果をもとに、各自の設定したテーマに関わる取り組
みを継続してレポートを完成させ、テーマ研究発表会にて発表を行います。
但し万が一、新型コロナ感染症の状況によって上演が出来ない場合は、上演をビデオ
収録し、動画サイトにて公開します。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
テーマ研究Ⅰで制作、上演した音楽劇を、保育施設で上演するために改良し、実際に
保育施設に出向いて子どもたちの前で上演します。
上演の際に保育者や保護者へアンケート調査を行い、その回答や大学祭上演の結果も
含めて振り返り、活動報告書の形で各々のテーマ研究レポートを完成させていきます
。

【課題に対するフィードバックの方法】
上演を通して得られた課題について、適宜改善に向けたアドバイスを行います。

■授業計画

①オリエンテーション、面談
②音楽劇の改善作業(1)
③音楽劇の改善作業(2)
④音楽劇の練習(1)
⑤音楽劇の練習(2)
⑥音楽劇上演(1)
⑦音楽劇上演(2)
⑧音楽劇上演の振り返り
⑨テーマ研究レポート（上演報告書）の作成(1)
⑩テーマ研究レポート（上演報告書）の作成(2)
⑪テーマ研究レポート（上演報告書）の作成(3)
⑫テーマ研究発表会準備(1)
⑬テーマ研究発表会準備(2)
⑭テーマ研究発表会
⑮まとめ、テーマ研究レポート（上演報告書）の提出

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
創作音楽劇制作・上演の経験から学んだ表現、演出、作曲、歌唱、舞台美術や衣装製
作や、アンケート調査の結果をまとめて考察を加え、上演報告書を完成させることが
できる。
これまでの上演の経験をもとに、発表会で子どもの心を惹き付けられる上演ができる
。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
子ども心理専攻の学位授与方針に掲げられた②、④、⑤に基づき、グループワークに
よる音楽劇の制作、上演を通し、保育者を目指す者として求められる表現力、協調性
、積極性を身に付ける。

■成績評価基準と方法

１.テーマ研究レポート（上演報告書）40％
２.テーマ研究発表内容（最終上演）40％→（感染症の状況により動画の演技・表現
の評価に振り替えの可能性有）
３.音楽劇の学外上演20％→（感染症の状況により動画収録作業に振り替えの可能性
有）

■テキスト・参考文献

【テキスト】
必要に応じて紹介します。
【参考文献】
ゼミの先輩学生によるテーマ研究レポート

■授業外学習
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【具体的な内容】
音楽劇の練習、準備等には授業外での活動が必要となります。また上演先の施設の都
合により、授業時間外で上演を行う可能性があります。
【必要な時間】
４時間を目安とします。

■その他

上演報告書は、同じゼミの後輩が活動の参考として閲覧する事を想定して仕上げます
。従って内容はもちろんですが、レポートとしての様式が守られ、相応しい記述とな
っていることが求められます。9回目以降は、毎回進捗状況を報告して提出し、担当
教員のチェックとアドバイスを受ける、という進め方になります。
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2018 年度生 心理学科

科 目 名 生命と倫理

開講期・単位 4年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 水野　浩二

■講義の目的および概要

生命科学は近年目覚ましい発展を遂げています。その一方で、急速な発展に伴う弊害
も出てきています。問題の解決を専門家だけに任せるわけにはいきません。多くの人
が関心を持ち、ともに考えていかなければなりません。なぜなら、生命科学の問題は
、最終的には社会的・倫理的な問題だからです。そうした問題について考えるために
は基礎知識が必要です。本講義では主として医療にかかわる問題を取り上げ、一緒に
考察してみましょう。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
毎回、授業の冒頭で、前回の授業内容を確認するための小テストを実施します。次に
、その日の授業内容の概要を説明し、内容に関連した課題（小論文）に答えてもらい
、さらには課題をめぐってディスカッションをおこないます。最後に、次週の授業内
容に触れます。
【課題に対するフィードバックの方法】
小テスト、小論文を採点・集計し、学期の途中で、合計点数が著しく低い者に対して
は、別途課題を与えます。

■授業計画

①生命倫理（学）とは何か？
②「ヒポクラテスの誓い」と医療倫理
③心臓移植の歴史
④脳死と臓器移植
⑤脳死再定義
⑥インフォームド・コンセント
⑦パターナリズム
⑧尊厳死
⑨安楽死
⑩QOLとSOL
⑪ターミナルケアとキューブラー・ロス
⑫フランスおよびベルギーの生命倫理
⑬死刑制度
⑭脳倫理
⑮まとめ、期末試験

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
生命倫理の基本用語を理解し、現実生活において応用することができるようになる。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「自立して生きていくための幅広い教養、技能を身に付ける」といった方針に基づき
、社会人基礎力を身に付ける。

■成績評価基準と方法

期末試験（60％）＋小テスト（20％）＋課題（20％）

■テキスト・参考文献

【テキスト】
毎回プリントを配付します。
【参考文献】
『文系のための生命倫理』羊土社。『生命倫理Q＆A』太陽出版。水野浩二『倫理と歴
史』月曜社。M.ガザニガ『脳のなかの倫理』紀伊國屋書店。

■授業外学習

【具体的な内容】
小テストのための準備（復習）をしっかりおこなってきてください。さらには、授業
の最後で翌週のテーマに触れますので、予習もしっかりおこなってきてください。
【必要な時間】
復習と予習を合わせて4時間。

■その他

ディスカッションでは、随時指名することがあります。
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2018 年度生 心理学科

科 目 名 発達心理診断法

開講期・単位 4年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 澤田　信也

■講義の目的および概要

　子どもの発達支援においては詳細なアセスメントが不可欠です。本講義ではまず子
どもの発達とその障害について学び、心理検査や発達検査を取り上げてその基本的な
知識や技術を身につけます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
本講義は児童精神科領域で臨床心理士として豊富な実務経験のある教員が指導します
。パワーポイントを使用した講義が主体ですが、グループワークなどを通じた積極的
な参加を求めます。

【課題に対するフィードバックの方法】
検討や発表について詳細に指導し、実務レベルを体験してもらいます。

■授業計画

①ガイダンス
②子供の発達１
③子供の発達２
④発達の障害
⑤心理・発達検査の概要
⑥遠城寺式乳幼児分析的発達検査法１
⑦遠城寺式乳幼児分析的発達検査法２（グループワーク）
⑧振り返りとまとめ
⑨ビネー式知能検査１
⑩ビネー式知能検査２
⑪WISCⅣ１
⑫WISCⅣ２
⑬実技とグループワーク
⑭事例検討
⑮振り返りとまとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
子どもの領域の発達や検査についての基礎知識を身につけ、検査の実際を体験し学び
を深めることをねらいとします。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
本学の指針に基づき、臨床心理学の基礎知識を身につけ、さらに専門性を高めるため
の自立した修学への姿勢を求めます。

■成績評価基準と方法

実技やグループワークでの検討、報告　　30％
小レポート　　　　　　　　　　　　　　30％
まとめのレポート　　　　　　　　　　　40％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
指定はありません。資料を配布します。

【参考文献】
必要時紹介します。

■授業外学習

【具体的な内容】
配布資料をよく読み、事後学習してください。次回の講義について予告しますので、
各自事前学習してください。

【必要な時間】
事前事後ともにおおむね2時間程度。

■その他
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2018 年度生 心理学科

科 目 名 日本語表現法研究Ⅱ

開講期・単位 4年 前期・選択 1単位・演習

担 当 者 武井　昭也

■講義の目的および概要

本講義では日本語の美しさと語彙の豊かさを確認し、日本文化の伝統的な価値観を理
解すること、また、四領域（聞く・話す・読む・書く）の表現力を高めることを目標
とする。
そのため歴史や社会現象に触れながら関連する小説や随筆、評論文、新聞記事等を解
説する。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
小説や随筆、評論、新聞記事と関連する映像により各回のテーマを解説し、テーマに
沿った意見交換を繰り返して自身の視点や考えを整理する。また、社会で必要とされ
る日本語力と語彙力を養成する。

【課題に対するフィードバックの方法】
発表・提出された各自の意見・感想に補足しコメントする。

■授業計画

①ガイダンス　目標・展開・評価・カリキュラム上の位置確認
②挨拶・返事・言葉遣い/暴走する温暖化
③生活習慣／二十四の瞳
④食生活／二十四の瞳
⑤電話応対・報告書・メール・挨拶文／グリーンリカバリーを目指せ
⑥家族／教科書に載らない日本人の謎－日本語
⑦園や学校生活－人間関係・環境／フリーメーソン
⑧日本の伝統行事／聴覚－母親の声を胎内で聞いている
⑨大和言葉入門／日本文化おもてなし－紙で包む
⑩美しい日本の言葉／ファーウエイ
⑪書き間違えやすい表現／10years after 未来の分岐点
⑫読めないと恥をかく漢字／一人と一匹
⑬敬語の達人になる法則／
⑭会話敬語・心の距離を縮める丁寧語／
⑮まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①社会事象について視野を広げ自身の意見を述べることができること
②社会で必要とされる日本語についてさらに磨きをかけ、正しく美しい日本語を身に
つけること
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
教養教育によって培われる豊かな人間性を基盤に、幼児教育・保育の知識と技能の修
得を目的とする子ども心理専攻の学習において、基礎的知識、技能の修得を基にした
日本語に関する専門知識、技能を修得する科目である。

■成績評価基準と方法

発表　　　　　　　　30％
提出課題　　　　　　30％
授業内小テスト　　　40％

■テキスト・参考文献

資料配付し、参考文献は授業内で紹介する

■授業外学習

【具体的な内容】
前時の解説内容を復習し授業内小テストに備えること

【必要な時間】
30時間

■その他
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2018 年度生 心理学科

科 目 名 幼稚園実習指導[子心]

開講期・単位 4年 前期・選択 1単位・演習

担 当 者 愛下　啓恵、木村　彰子、村中　幸子

■講義の目的および概要

8月からの学外幼稚園実習の事前指導の科目である。幼稚園実習で必要な知識や技能
、実践力における各自の課題を明確にし、幼稚園教諭１種免許を取得するための幼稚
園実習で求められる力をつけることが目的である。
絵本、シアター、ピアノ引き歌い、指導案の準備や日誌の記載、教材研究を行うと共
に、実習生としてのマナーも身に付ける。また、コロナウイルスに対する日常的な留
意点についても身につける。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
・付属認定こども園にて、全体で1回、グループで1回実習を行い、日誌を記載する。
・実習に向けた心構えや確認事項、個人票などの事務手続きは全体で実施する。
・絵本やシアター発表、ピアノの指導、指導案検討、教材研究などを３つのグループ
に分かれて行う。
・学びの成果をもとに、学外実習に向けた準備が整っていることを確認するための事
前確認を2回実施する。
・幼稚園教諭及び音楽指導の実務経験のある教員３名が、それぞれの専門性を生かし
ながら適宜指導にあたる。
【課題に対するフィードバックの方法】
提出したものは、全体、あるいは必要に応じて個別にコメントし、必要があれば修正
を促す。

■授業計画

①　授業ガイダンス・審査について・実習課題検討、コロナウイルス対策について
②　課題に向けた取り組み方法について・日誌の書き方、
③　付属認定こども園実習
④　指導案について、個人票作成
⑤　AB付属認定こども園実習・CD絵本、弾き歌い等・EF指導案、教材研究等
⑥　CD付属認定こども園実習・EF絵本、弾き歌い等・AB指導案、教材研究等
⑦　EF付属認定こども園実習・AB絵本、弾き歌い等・CD指導案、教材研究等
⑧　絵本、弾き歌い等・CD指導案、教材研究等
⑨　マナーについて、絵本、弾き歌い等、指導案、教材研究等　
⑩　絵本、弾き歌い等、指導案、教材研究等　
⑪　絵本、弾き歌い等、指導案、教材研究等　
⑫　絵本、弾き歌い等・CD指導案、教材研究等
⑬　実習巡回について、絵本、弾き歌い等・CD指導案、教材研究等
⑭　準備確認１
⑮　準備確認２、実習に向けた最終確認

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
8月からの幼稚園実習に向けて、幼児理解や保育環境に関する理解、ピアノや読み聞
かせ等の技術・指導案作成・教材研究等について、実習生として期待される水準に到
達し、準備確認を通過する。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「下記に示す姿勢や能力を身に付けた学生に卒業を認定し、学位規則に従い学士の学
位を授与する。②「幼児教育・保育領域における基礎知識、技能の習得およびそれを
基にした専門知識、技能の習得」　④「習得した知識、技能の活用能力」に基づき、
幼稚園１種免許取得のための実習に臨む準備を行う。

■成績評価基準と方法

各提出物に関する内容　10%
指導案をもとにした内容検討と発表　30%
教材研究・制作物・手遊びの取り組みと発表　30%
弾き歌い・絵本等の取り組みと発表　30%

■テキスト・参考文献

【参考文献】
・「保育指導案大百科事典」　開仁志　一藝社
・「幼稚園教育要領解説書」文部科学省編　フレーベル館
・子どもの歌の楽譜（これまで配布されたものなど）
・これまで保育実習や幼稚園免許取得科目で使用したテキストや資料

■授業外学習
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736



【具体的な内容】
・実習に向かうための自己課題に対する取り組みを行う。
・指導案を作成したり教材研究を行ったりする。
・弾き歌いの練習や、絵本・紙芝居の読み聞かせ、手遊び、わらべうた等の練習をす
る。

【必要な時間】
・本授業は２単位で、1回2コマの授業を展開するため、事前事後学修は週２時間を目
安として学修する必要がある。

■その他

・本授業は実習に対する構えの形成も目的とするため、技術的な準備だけではなく、
日常から、大人としての自覚をもった生活を心がけること。また、原則として欠席は
認めない。やむをえない理由で遅刻および欠席する場合は必ず担当者に連絡をし、そ
の回の内容把握に努め、自ら補習課題を求めること。
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2018 年度生 心理学科

科 目 名 メディア教育論

開講期・単位 4年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 村松　良太

■講義の目的および概要

新聞、テレビ、インターネット、SNSなど、国際化した現代の「メディア社会」で主
体的に生きていくためには、メディアと批判的・創造的にかかわっていく力「メディ
ア・リテラシー」が不可欠である。教師・保育者として、教育/保育に関わる情報を
メディアを通じて主体的に読み解く力や、ICTを用いて発信する力を身につけること
、園児や保護者がメディアからの情報に惑わされず、適切に読み解き、行動に移すこ
とができるメディア教育の在り方を学ぶことが目的である。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
講義と演習を組み合わせて行う。また、あらかじめ課題を与えるので、それについて
調べてきた内容を発表（場合によってはプレゼンテーション）したり、ディスカッシ
ョンすることで、更に内容を深化させる。

【課題に対するフィードバックの方法】
予習課題は、毎回の発表やディスカッションの中で相互評価を行う。

■授業計画

①オリエンテーション 科目の目標・展開方法・評価について 
②ICT実践紹介及びディスカッション①
③メディアとは何か、教育メディアとは何か
④インターネットの教育利用（大型提示装置やタブレットパソコンなどの利用）
⑤コンピュータの教育利用（コンピュータと映像投影ができるメディアの利用）
⑥コミュニケーションツールについて（ビジネスチャット、SNSなどの利用）
⑦個人情報の保護（メディアを活用する際の個人情報の保護について）
⑧発信する情報が適切なものであるか？（文字または映像情報が中心のSNSの場合）
⑨発信する情報が適切なものであるか？（ウェブサイトの場合）
⑩ICT活用演習①
⑪ICT活用演習②
⑫中間発表会
⑬ICT実践紹介及びディスカッション②
⑭ICT活用演習③
⑮ICT活用発表会（相互評価・自己評価）・まとめ（メディア教育について）

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
（1）メディアの特性を正しく理解し、自らの目的に適合したメディアや情報を選択
することができる。
（2）教育/保育に関わるメディアから発信される内容を批判的に吟味し、主体的に判
断・選択する力を身につける。
（3）ICTを教育/保育に効果的に活用する力を身につける。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
教育の方法及び技術(情報機器及び教材の活用を含む)に関する教科である。

■成績評価基準と方法

・平常点等(100点)
　平常点等配点内訳：授業内での発表50点（1回10点×5回）、ディスカッション20点
、プレゼンテーション30点

■テキスト・参考文献

【テキスト】
使用しない。随時プリントを配布します。 

【参考文献】
時津　啓　著『参加型メディア教育の理論と実践』明石書店

■授業外学習
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【具体的な内容】
パソコンや各種デバイスの操作に慣れ親しんでください。 （スマホ等を使ってICT業
務方法を確認・実践していただきます。） 

【必要な時間】
ICT活用演習では、授業以外に10時間程度必要と思われます。

【予習課題】一般的に「メディア」とは何か？種類をあげて説明してもらいます。
また、「教育メディア」と限定した場合には、どのようなものがあるのだろうかを
調べてもらいます。
これ以降の【予習課題】は、ここまでの授業の深化により変化するので各授業で示し
ます。

■その他
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2018 年度生 心理学科

科 目 名 保育・教職実践演習（幼稚園）

開講期・単位 4年 後期・選択 2単位・演習

担 当 者 木村　彰子、須藤　宏志

■講義の目的および概要

本講義の目的の1つ目は、これまで身に付けてきた保育者としての資質能力について
自己評価し、自らの課題を捉えることである。また2つ目としては、課題について実
践的に取り組むことを通して、資質能力の向上を図るとともに保育者としての使命と
責任を自覚し、目指す保育者像を明確にすることである。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
　自己課題を明確にし、それを解決できるようなグループ演習を中心に行う。具体的
には、模擬保育の準備をすすめたり実際に行ったりする。また、2年生が行う模擬保
育に参加し、先輩としてアドバイスを行う。さらに、社会的課題についての検討を行
い、全体の場で発表する。実践力向上のために、講義形式での授業も行う。
　幼稚園教諭及び音楽教育の実務経験のある教員が、それぞれの専門性を生かし、適
宜指導にあたる。

【課題に対するフィードバックの方法】
　模擬保育及び社会的課題の発表終了後、学生が相互にディスカッションするととも
に、担当教員からのコメントを通し、次の課題に向かうきっかけづくりを行う。

■授業計画

①　オリエンテーション、教職に向けた心構え
②　幼稚園実習情報交流、自己課題の明確化・取組計画
③　教職に向けた現場からの提言・教職履修カルテへの記載
④　海外の保育からの学び
⑤　実習報告会
⑥　模擬保育に向けた準備1、保育士資格申請について
⑦　模擬保育に向けた準備2、保育士資格申請書提出・幼稚園免許状申請について
⑧　模擬保育1
⑨　模擬保育2　
⑩　模擬保育の評価反省・社会的課題グループ検討
⑪　2年生の模擬保育に参加・評価（コメント）
⑫　社会的課題に向けた取り組み1、幼稚園免許状申請書提出
⑬　社会的課題に向けた取り組み2
⑭　社会的課題発表会1
⑮　社会的課題発表会2、教職に向けた課題への取り組みの自己評価・まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
・保育・教職に向けた自らの課題を明確にもつ。
・グループ全体の動きの中で自己の役割を自覚し、他者と協力しながら責任をもって
課題に取り組むことができる。
・保育に関する様々な知識を得て、視野を広げることができる。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「下記に示す姿勢や能力を身に付けた学生に卒業を認定し、学位規則に従い学士の学
位を授与する。②「幼児教育・保育領域における基礎知識、技能の習得およびそれを
基にした専門知識、技能の習得」　④「習得した知識、技能の活用能力」⑤「自立し
て行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力」に基づき、４年間の保育・教職の学
びの集大成を行う。

■成績評価基準と方法

①　自己課題に向けた取り組み　30%
②　グループでの課題に向けた取り組み　30%
③　提出課題内容　20%
④　コメントシート提出　20%

■テキスト・参考文献

【テキスト】
新たなテキストは使用しない
【参考文献】
「幼稚園教育要領解説」「保育所保育指針解説」
「幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説」
　今までの教職に関わる授業で使用したテキスト
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■授業外学習

【具体的な内容】
・日頃から新聞等により保育・教育に関する様々な社会状況に関心をもつこと。
・「幼稚園教育要領」「保育所保育指針」「幼保連携型認定こども園教育・保育要領
」を読んで理解し保育者として自己形成に努める気持ちで最後の大学生活を過ごすこ
と。
【必要な時間】
・本授業は２単位で、1回2コマの授業を展開するため、事前事後学修として週２時間
を目安として行うことを求める。設定された課題に向けて、授業外の時間も利用しな
がら誠実に協力して取り組むこと。

■その他

やむなく体調不良等で欠席する場合は、補習課題等の指示を自ら申し出て受け、提出
すること。
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2018 年度生 心理学科

科 目 名 社会的養護[子心]

開講期・単位 4年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 西村　忍

■講義の目的および概要

社会全体で子ども達を育むという理念で、児童と家庭の支援策が近年充実されてきて
いるが、それにもまして虐待　育児放棄　経済的貧困　保護者の養育能力の欠如等に
より社会的養護に頼らざるおえない子ども達がますます増加しているのも事実である
。ここでは、社会的養護の意義と意味　その対象　形態　社会的養護の専門性　基礎
的な知識を学習する。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】

基本的にテキストを使用し講義形式を中心に行うが、定期的に振り返りをし確認作業
をするとともに、社会的養護に関するDVDを視聴したり、児童養護施設の児童指導員
の実務経験からの事例を紹介し実践的講義を行う。

【課題に対するフィードバックの方法】

■授業計画

①現代社会における社会的養護の意義と変遷
②子どもの人権擁護と社会的養護
③家庭の機能と社会的養護
④社会的養護の基本原理　養育　日常生活支援
⑤社会的養護の基本原理　保護　自己実現に向けた支援
⑥社会的養護の基本原理　治療的支援
⑦社会的養護の基本原理　生活文化と生活力の習得　自立支援
⑧社会的養護の基本原理　生命倫理観の醸成
⑨社会的養護の制度と法体系
⑩施設養護の対象・形態　乳児院　児童養護施設
⑪施設養護の対象・形態　障害児の入所施設
⑫施設養護の対象・形態　児童自立支援施設　児童心理治療施設
⑬家庭養護の特徴・対象・形態
⑭社会的養護の現状と課題
⑮振り返りまとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】

社会的養護の具体的施策の理解。社会的養護を必要としている子どもたち及び子ども
たちを取り巻く環境を理解する。そのうえで「社会的養護の意味と意義」について自
分なりの考えを確立していく。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】

■成績評価基準と方法

試験　60％　　課題・レポート　40％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
「児童の福祉を支える　社会的養護Ⅰ」

　　　　　　　吉田　眞理　編著　　萌文書林出版

【参考文献】

■授業外学習
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【具体的な内容】
普段から社会的養護に関係した出来事　論説を新聞やテレビのニュース　スマホでチ
ェックするように心がけて下さい

【必要な時間】

■その他
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2018 年度生 心理学科

科 目 名 社会的養護内容[子心]

開講期・単位 4年 前期・選択 1単位・演習

担 当 者 西村　忍

■講義の目的および概要

児童虐待をはじめとして、子どもを取り巻く問題は複雑多様化の様相を呈してきてお
り、社会的養護に求められる役割も大きく、幅広くなってきている。関連する法制度
やその背景を学び、実際に支援した個別事例の検討を通じて、子どもの発達保障や支
援に必要な知識や技術や視点を様々な角度から考え学ぶ。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】

授業計画に沿って、資料を中心に講義を進めていく。また、児童養護施設の児童指導
員実務経験からの事例を紹介し実践的な授業を行う。

【課題に対するフィードバックの方法】

課題に対し支援の視点や支援課題について、良い点、見落としている点を教示し理解
を深めるよう進める。

■授業計画

①ガイダンス　
②社会福祉の歴史的変遷（イギリス　日本の福祉政策）
③児童福祉の歴史的変遷
④社会的養護が必要な子どもの成育環境　
⑤社会的養護の担い手
⑥要保護児童の支援の実際
⑦児童虐待　被虐待児の心理と行動
⑧児童虐待　被虐待児の支援（事例検討）
⑨発達障害児の養護上の課題（発達障害の特性を知る）
⑩発達障害児の養護上の課題（障がい特性に合わせた支援）
⑪支援の実際　ケースワークの展開とケースワーカーに必要な姿勢①
⑫支援の実際　ケースワークの展開とケースワーカーに必要な姿勢②
⑬事例検討①
⑭事例検討②
⑮社会的養護の現状と課題

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
社会的養護を必要としている子ども達の多くは、自己肯定観が弱かったり、周囲に対
して攻撃的だったりする。講義を通じて、一人ひとりの子どもの尊厳と、子ども達に
共感的に寄り添える姿勢、関わり方を身に着ける。
特に、支援者として、子どもの表出行動にのみ捉われずに、行動の背景にも目を向け
ることの大切さを理解してほしい。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】

■成績評価基準と方法

試験　70％　レポート　30％　レポートは1～2回実施

■テキスト・参考文献

【テキスト】
　　
　各講義ごとに資料を作成して講義を進める。

【参考文献】

　社会的養護Ⅱ　　編著　吉田　眞里　　萌文書林

■授業外学習
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【具体的な内容】
新聞　本などを通して、社会的養護に関する記事やその背景などを把握し自分なりの
問題意識を持つこと。また、日本における社会福祉政策全般の事柄　少子高齢化社会
に関心を持つこと。

【必要な時間】

■その他
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2018 年度生 心理学科

科 目 名 保育内容研究（人間関係）Ⅰ

開講期・単位 4年 前期・選択 1単位・演習

担 当 者 増山　由香里

■講義の目的および概要

子どもは日々多様な人間関係を経験している。それらの経験が子どもの育ちにどのよ
うな影響を与えるのか事例等で検討し、人との関わりの意義について再認識する。そ
の際、保育者は何をどのように援助しているのかにも注目し、子どもを観る視点や援
助の方法について学ぶ。
また、他者とつながる活動の案を作成し、自らも協働的に他者と取り組む体験を行う
。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
知識の確認やまとめは、保育士と幼稚園教諭の実務経験のある教員が講義形式で行う
。これまでの子どもとのかかわりの検討や活動案の作成から発表まで、グループワー
クやディスカッションを取り入れ検討を行う。

【課題に対するフィードバックの方法】
グループ課題については授業内で解説し、他学生の意見を求める。個別課題について
はコメントを記載し返却する。

■授業計画

①領域「人間関係」のねらい及び内容について
②乳幼児の活動の姿と人間関係の発達の過程ー適切な保育実践
③教師の見守りや援助の重要性
④乳幼児の活動の姿と学びの関連性ー乳幼児期に身につけるべき内容と指導上の留意
点
⑤幼児期と就学以降の学びの連続性
⑥乳幼児の発達理解と一人一人の個人差に配慮した保育活動の意義
⑦幼児同士の関わりを意識した保育活動の重要性とその構想
⑧乳幼児の発達及び学びを踏まえた教材研究の必要性、及び情報機器の活用
⑨０、１歳児の発達を意識した指導案の作成
⑩２、３歳児の発達を意識した指導案の作成
⑪３、５歳児の発達及び小学校以降の学びを意識した指導案の作成
⑫３、４、５歳児の発達を意識した異年齢混合活動の指導案を作成
⑬３歳児、４歳児の模擬保育と振り返り（教材研究・情報機器の活用・教師の援助な
ど）
⑭５歳児、異年齢混合活動の模擬保育と振り返り（教材研究・情報機器の活用・教師
の援助など）
⑮保育実践の観察と模擬保育の振り返りー自身の課題についての考察

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
他者との多様な関わりの重要性とその実践を知り、実習等に生かす。
人間関係の育ちを意識し、活動や援助について考え、実践することができる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「幼児教育・保育領域における基礎知識、技能の修得およびそれを基にした専門知識
、技能の修得」、「修得した知識、技能の活用能力」、「自立して行動できる姿勢、
課題を発見し解決する能力」を身につけた学生に学位を授与することに基づき、子ど
もの人間関係とその発達における知識を身に付け、グループ活動を通して協同や連携
からの学びを目指す。

■成績評価基準と方法

授業毎のコメントシート(20%)
授業内課題(10%)
グループワークの取り組み、発表(20%)
最終課題(50%)

■テキスト・参考文献

【テキスト】
社会情動的スキルを育む「保育内容 人間関係」』無藤隆 古賀松香　北大路書房

【参考文献】
『保育所保育指針解説』厚生労働省　フレーベル館
『幼稚園教育要領解説』文部科学省　フレーベル館
『幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説』内閣府　フレーベル館

■授業外学習
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【具体的な内容】
実習及びボランティアで観察した“保育者と子どものかかわり”、及び“子ども同士
のかかわり”、“実習生と子どものかかわり”の事例について詳しく記録しておくこ
と。授業内で検討した事例について、授業後自ら振り返り検討内容を整理すること。

【必要な時間】
予習復習の目安は２時間程度

■その他

グループワークの時間が多いため、主体的・協同的に参加することを期待します。
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2018 年度生 心理学科

科 目 名 障がい児教育総論

開講期・単位 4年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 本間　芳文

■講義の目的および概要

　我が国では2007年4月1日から、それまでの障がい児教育の理念を広げた特別支援教
育が展開されています。この講義では、障がい児教育の歴史を踏まえた上で、特別支
援教育の理念を知り、特別な教育的ニーズのある幼児児童生徒への求められる指導・
支援の実際を具体的に理解していきます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
　講義形式で進めますが、毎回ノートに基本事項と振り返りの記入を行っていきます
。また教材としては、視聴覚教材なども使用し、提示内容を検討、分析し、その成果
を必要に応じてデｨスカッッションを取り入れるなど、能動的な学修を目指します。　
本講義は、小中学校において、障がい児教育の実務経験のある教員が、その経験を生
かして、多様な子どもに対しての効果的な教育を展開できる障がい児教育の本質的意
義について方法論を添えて具体的に講義します。
【課題に対するフィードバックの方法】
予習、復習、授業内試験などについては、授業内に解説をし、要点を指摘します。

■授業計画

①授業の進め方と障がい児教育の歴史。
②障がい児教育の従来の理念と制度。
③障がい児教育の従来の教育課程と教育課程編成上の留意事項。
④視覚障害の理解と教育の実際。
⑤聴覚障害の理解と教育の実際。
⑥言語障害の理解と教育の実際。
⑦肢体不自由の理解と授業内試験１．
⑧知的障害の理解と教育の実際。
⑨自閉症・情緒障害の理解と教育。
⑩学習障害の理解と従来の教育の実際。
⑪注意欠陥・多動性障害の従来の教育の実際。
⑫現在発達障害があるといわれる幼児児童生徒に従来から求められる教育。
⑬障がい児教育に関わる、教師、保護者、専門機関の連携の課題と重要性。
⑭保育士・教員に求められる障がいニーズに対応した専門性と授業内試験２．
⑮試験２の解説と、共生時代に求められる障がい感について、論拠を示しながら考察
する。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①視覚、聴覚障害、言語、肢体不自由、知的障害、情緒障がいを含む特別な教育ニー
ズを有する幼児、児童、生徒の障害特性に求められる支援を説明できる。
②特別な教育ニーズを有する子ども達を支援する教育計画や方法を説明できる。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「自立して生きていくための専門知識、技能を身に付けている学生に学位を授与する
」に基づき、特別な教育ニーズに対応するために必要な知識や支援方法を学ぶことを
通じて、自らも自立できる能力を身につける。

■成績評価基準と方法

①授業内試験１（中間テスト）４０％
②授業内試験２（期末テスト）４０％
③ノート検査結果・家庭課題　１０％
④まとめのレポート　　　　　１０％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
　テキストは使用しない。必要な資料を提示する。 

【参考文献】
　「よくわかる特別支援教育」第２版　湯浅恭正編　ミネルヴァ書房 
　特別支援学校学習指導要領

■授業外学習

【具体的な内容】事前事後学修として、当日の授業内容の復習や、提示されたり,自
ら見つけた 発展課題をノートにまとめてください。
　また、シラバスに提示されている次時の内容について、大切だと思われることや関
連事項を事前に調べ、ノートに予習として、記載しておくこと。
【必要な時間】予習、復習の時間は、それぞれ２時間を目安とします。また、常日頃
から、授業内容に関連したニュースや情報に関心をもって下さい。

■その他
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　７回目の中間テスト４０％と14回目の期末テスト４０％の折りには、ノート点検も
します。また、毎回ノート持参と作成を義務づけ、テストの時には家庭学習の成果も
確認するので、それを習慣化して下さい。
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2018 年度生 心理学科

科 目 名 心理演習

開講期・単位 4年 前期・選択 2単位・演習

担 当 者 岡田　顕宏、松浦　秀太

■講義の目的および概要

　本演習では、公認心理師が業務を行っていく上で必要となる基本的な知識や技術の
修得を目的としている。具体的には、小グループでの体験的学習を基本とし、心理的
アセスメントや心理学的支援法、支援計画作成等のロールプレイング、模擬事例の検
討を行う。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
　本科目は医療保健分野や福祉分野、教育分野、私設相談機関などにおいて心理職（
臨床心理士）としての実務経験がある教員2名が担当する。形式は講義と演習形式で
ある。担当教員による概論的レクチャーの後に、小グループでのロールプレイングや
事例検討等を行う。その後、受講者全体でディスカッションを行う。

【課題に対するフィードバックの方法】
　講義内でフィードバックを行う。

■授業計画

　概ね以下のように行う。

① オリエンテーション、公認心理師について
② 心理的アセスメント演習（１）ウェクスラー式知能検査 ① VTR
③ 心理的アセスメント演習（２）ウェクスラー式知能検査 ② VTR
④ 心理的アセスメント演習（３）ウェクスラー式知能検査 ③ グループワーク
⑤ 心理的アセスメント演習（４）ウェクスラー式知能検査 ④ グループワーク
⑥ 心理的アセスメント演習（５）報告書作成
⑦ カウンセリングVTR（１）
⑧ カウンセリングVTR（２）
⑨ 心理面接演習（１）
⑩ 心理面接演習（２）
⑪ クライエント理解とニーズの把握、支援計画作成
⑫ 多職種連携、チームアプローチ、地域連携（１）
⑬ 多職種連携、チームアプローチ、地域連携（２）
⑭ 事例検討
⑮ 総括

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
本演習では以下の（ア）～（エ）の修得を目指す。
(ア) 心理に関する支援を要する者等に関する以下の知識及び技能の修得
（１）コミュニケーション
（２）心理検査
（３）心理面接
（４）地域支援 等
(イ) 心理に関する支援を要する者等の理解とニーズの把握及び支援計画の作成
(ウ) 心理に関する支援を要する者の現実生活を視野に入れたチームアプローチ
(エ) 多職種連携及び地域連携

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
　「臨床心理学領域における基礎的知識、技能の修得およびそれを基にした専門知識
、技能の修得」というポリシーに基づき、臨床現場で必要な心理学的支援法や関連す
る知識・技法を修得する。

■成績評価基準と方法

　以下の3点で評価する。

　A) 演習日誌　　　　：30%
　B) ロールプレイング：30%
　C) 事例検討　　　　：40%

■テキスト・参考文献

【テキスト】
テキストは使用しない。

【参考文献】
森田美弥子・金子一史 (編) (2004). 臨床心理学実践の基礎 その1―基本的施設から
インテーク面接まで. ナカニシヤ出版.
その他、参考となる文献は適宜配布する。
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■授業外学習

【具体的な内容】
　これまで学んできた公認心理師に関わる専門科目の内容を教科書や配布されたレジ
ュメなどを通して再確認しておくこと。また、授業中は知識と実践とを関連づけるこ
とを意識すること。

【必要な時間】
　事前事後各々2時間以上の学習が必要となる。

■その他

※ 本科目は、公認心理師となるために必要な科目として文部科学省令・厚生労働省
令で定められています。公認心理師試験を受験するためには、大学においてこの科目
を修得しておく必要があります。
※ 本科目は受講時までに3年次開講科目「心理実習Ⅰ（施設実習）」と「心理実習Ⅱ
（施設実習）」「集団心理療法」の単位を修得している者のみ受講できる。受講条件
を満たしているかどうかについては、各自で確認しておくこと。なお、本演習の受講
定員は30名である。
※ 課題、レポートについては公欠などの特別な事情がない限り遅刻提出は認めない
。
※ 新型コロナウイルス感染症の拡大などにより、対面形式の講義が実施できない場
合、上記の計画などに変更が生じる可能性がある。
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2021 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 ホスピタリティ論

開講期・単位 1年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 中里　のぞみ

■講義の目的および概要

経済のサービス化が進む現代において顧客満足を高めていくためにはホスピタリティ
は不可欠である。それは、ホスピタリティ産業だけに限らない。あらゆる企業がサー
ビス競争下におかれているため、ホスピタリティやホスピタリティ経営は必要なので
ある。企業存続のための顧客創造と維持のキーワードのひとつがホスピタリティであ
るといえよう。
ホスピタリティへの理解を深め、企業の実践事例などを活用しつつ、具体的かつ総合
的に学び、そのマネジメントについても考察を深める。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
テキストを使用しながらホスピタリティの歴史・ホスピタリティマインドとスキル・
ホスピタリティマネジメントを学んでいく。
航空業界に勤務した実績から、社会人となった時に有益であるような事例を用いて事
例検討する。
ホスピタリティ経営についてグループディスカッションし、プレゼンテーションによ
って共有化を図る。

【課題に対するフィードバックの方法】
グループワーク・ディスカッション・プレゼンテーションについては、随時、授業内
でフィードバック。レポート・テストについては精査後フィードバックする。

■授業計画

①サービスとは何か
②サービスとホスピタリティ
③ホスピタリティと共感的理解
④サービスのマインドとスキル
⑤サービスとコミュニケーション
⑥サービスの品質管理
⑦イレギュラリティ対応
⑧顧客の心理状態に基づいたクレーム対応
⑨顧客満足と社員満足
⑩ロイヤルカスタマー獲得のマインド
⑪ロイヤルカスタマー獲得のスキル
⑫顧客満足につなげる具体的方策
⑬方策の提案
⑭サービスプロフィットチェーン
⑮総括とテスト

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
ホスピタリティの概念とその実践的意味を理解できるようになる。
将来的には組織において顧客満足のマネジメントに活用できるようになる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
日本ならではのおもてなし文化について学び、各自で考察を進化させ、観光ビジネス
並びに観光振興に携わることができるような、実践的ホスピタリティマインドとスキ
ルを習得する。組織に貢献できる自立的かつ自律的な能力を身につける。

■成績評価基準と方法

対面授業の場合はテスト６０％　グループワーク・プレゼンテーション３０％
小レポート１０％
オンライン授業となった場合はテスト５０％　レポート５０％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
「ホスピタリティとホスピタリティマネジメント」
中里のぞみ・紺野猷邦著　株式会社パレード

【参考文献】
授業内で資料配布時に随時説明する
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■授業外学習

【具体的な内容】
授業ではしっかり自分でメモをとり、事後学習として見直しする。
事前学習としてはホスピタリティに関連するニュースなど必要な情報を収集する。
特にグループディスカッションの時は各自責任をもって手分けして情報収集する。

【必要な時間】
事前事後学習には各講義前後に２時間程度を費やすようにする。

■その他

オンライン授業となった場合は特に自律性をもって授業に参加すること。
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2021 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 観光概論

開講期・単位 1年 前期・必修 2単位・講義

担 当 者 古田　和吉、田村　こずえ、藤崎　達也

■講義の目的および概要

本講義は、観光学部で観光学を学ぶためのベースとなる科目で、観光という事象を多
面的・体系的に理解し、基礎知識を得ると同時に今後の観光学習への関心を喚起する
ことを目的としています。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
基本的に講義形式での授業ですが、必要に応じてグループワークやディスカッション
などを取り入れます。
テキストだけでなく、教員からの補足資料、視聴覚教材などを使用し、理解力を高め
ます。
なお、本講義は、元旅行会社で実務経験を有する教員、コンサル業や観光教育をコー
ディネイトしてきた教員の3名の経験を活かし、オムニバス方式での授業を進める。
【課題に対するフィードバックの方法】
確認テストやレポートに対するフィードバックは、授業内で実施する。

■授業計画

①オリエンテーション・「観光」の概念と「観光学」学びの視点とその広がり(テキ
スト第1章)
②観光の世界史・観光の日本史(テキスト第2・3章)
③観光行動を成立させる観光と情報の関係(テキスト第7・12章)
④観光と環境(テキスト第8章)
⑤これまでの授業の振り返り、確認テスト
⑥観光の諸制度、観光の効果と影響(テキスト第4・5章)
⑦観光と地域社会(テキスト第9章)
⑧観光における開発と保護(テキスト第10章)
⑨観光と教育・福祉(テキスト第15章)
⑩これまでの授業の振り返り、確認テスト
⑪観光の現状と役割
⑫コロナ禍の観光産業（ＧＯ　ＴＯトラベル等）
⑬アフターコロナの展望（訪日インバウンド等）
⑭アフターコロナの展望（MICE・カジノ等）
⑮これまでの授業の振り返り、確認テスト

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
・「観光」という事象への多面的広がりと概念について説明ができる。
・身近な観光(社会)とこの科目の学修を結びつけて考えることができる。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
観光学部が定める卒業認定学位授与方針「①観光学の基礎的知識、技能の修得および
それを基にした専門知識、技能の修得」に基づき、観光という現象を観光学として体
系的に捉えることを目指す。

■成績評価基準と方法

3人の担当教員それぞれが実施する確認テストまたはレポートで評価する。
評価の割合は、総括責任教員34点、それ以外の担当教員2名は各33点とする。(34点＋
33点＋33点=100点)

■テキスト・参考文献

【テキスト】
『新現代観光総論』第3版　(2019年)←再履修者は新しいテキストを購入してくださ
い。
テキスト以外に適宜プリントを配布します。

【参考文献】
特に指定なし。新聞等から観光に関する記事を入手し読んでおくこと。

■授業外学習

【具体的な内容】
・事前学習:毎時間、次回の授業範囲を指示します。指示されたテキストを熟読した
り、与えられた調べ物をまとめるなどの予習をしてください。
「専門用語」は、自身でノートに整理するなどしまとめてください。
・事後学習:授業の振り返りポイントや重要事項を整理し、ノートにまとめてくださ
い。
【必要な時間】
予習復習は、それぞれ2時間程度を目安とする。

■その他
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・配布プリントを整理するファイルを用意して、資料を無くさないよう管理してくだ
さい。
・座席は指定します。
・授業中の私語は禁止。
・指示があるとき以外、スマートフォンの使用は禁止。
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2021 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 観光地理

開講期・単位 1年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 齋藤　修

■講義の目的および概要

　本講義は、観光地理学をベースにし、観光地域の形成と現状を紹介するものである
。
　各観光地域を地理学的な「空間」（「地域」）として把握し、観光資源がどのよう
に立地され、形成されているのかを認識し、観光学の基礎的知識とすることを目的と
している。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
　さまざまな地図、画像、統計資料などを用いた講義形式で行う。それぞれのテーマ
に応じて、各自が地図読解や資料解析などによる毎時の課題レポートを提出し、各観
光地域の特徴や問題点の把握、解決法の提案などを行う。
　特に、それぞれの事例紹介から、「立地」という点を意識して、毎時の課題レポー
トに取り組んでもらう。
【課題に対するフィードバックの方法】
　課題レポートについては、次時の講義で毎時解説し、フィードバックする。

■授業計画

①ガイダンス・地理学的視点
②ツーリズムと地理学
③地図読図の方法
④温泉観光地域１（形成・現状・課題）
⑤温泉観光地域２（事例：国内と海外）
⑥自然観光地域１（形成・現状・課題）
⑦自然観光地域２（事例：国内と海外）
⑧農山村観光地域１（形成・現状・課題）
⑨農山村観光地域２（事例：国内と海外）
⑩歴史文化観光地域１（形成・現状・課題）
⑪歴史文化観光地域２（事例：国内と海外）
⑫都市観光地域１（形成・現状・課題）
⑬都市観光地域２（事例：国内と海外）
⑭観光資源と立地
⑮まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①観光地域の「空間」としての現状と課題を総合的にとらえることができる。
②「地域振興」を意識して、現状の課題を解決する方法を自分なりに認識し、表現で
きる。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「観光学の基礎的知識、技能の習得」の１つとして、「観光を通じた地域振興」に向
けた基礎知識・考え方、課題解決の姿勢や能力の基礎を身に付けてもらう。

■成績評価基準と方法

①　毎時の課題レポート　50％
②　定期テスト　　　　　50％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
・毎時のレジュメ、課題レポート　配布

【参考文献】
・山村順次『観光地理学　観光地域の形成と課題』同文館出版
・寺阪昭信『大学テキスト　観光地理学　世界と日本の都市と観光』古今書店

■授業外学習

【具体的な内容】
　予習として、前時の授業内容の意味を確認し、時間内または宿題となる課題レポー
トに活かす。
　日頃から地図帳をみて、世界の諸地域、諸国家の位置を確認しておく。位置確認は
、事後学習として当然行う。
【必要な時間】
　数時間は必要となる。
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■その他

　欠席時の資料等は、後日研究室まで受け取りにくること。定期テストなので必要と
なります。
　地理的な概念をきちんと理解すること。
　中学や高校で利用した地図帳があれば便利なので持参すること。
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2021 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 観光論特別講義

開講期・単位 1年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 吉田　和彦、池ノ上　真一、藤崎　達也

■講義の目的および概要

本講義では、観光を取り巻く多様なテーマを取り上げ、観光産業やその関連産業、さ
らに地域社会との関わりについて、経済・地域振興・文化などの視点から課題を掘り
下げる。担当教員の講義とゲストスピーカーの講話をとおして、観光の視点から地域
の多様な関係者とともに地域課題に取り組む、専門性を持つ観光人材の育成を目的と
する。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
本授業は講義形式で行う。各教員が担当する授業のなかで観光関連分野等で活躍され
ているゲストスピーカーを招聘し、観光関連産業就業者、地域中核人材、あるいは関
連産業の経営層から、実績を踏まえた講話を聴く機会を設ける。なお、授業と講話を
聴いて学生が得た知識をもとに、理解を深め自らの考え方を論理的の表現する能力を
獲得することを目指す。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題についての解説は、授業のなかで行う。

■授業計画

以下の3人の先生方が5回づつ講義を担当するオムニバス方式である。
【①-⑤:池ノ上、⑥-⑩:藤崎、⑪-⑮:吉田)

①観光と地域創生　
②地域の資源をもとにした観光　
③観光資源の創出による地域の振興　
④ゲストスピーカー
⑤地域における観光マネージメント
⑥観光とイノベーション
⑦北海道観光とシェアリングエコノミー
⑧ゲストスピーカー
⑨ゲスト講義の振り返り
⑩北海道観光とイノベーションにおける課題
⑪アドベンチャートラベルとは①
⑫アドベンチャートラベルとは②
⑬ゲストスピーカー
⑭ゲスト講義の振り返り
⑮アドベンチャートラベル今後の展望

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
観光産業とその関連産業についての理解を、個別のテーマをもとに多角的に理解し、
将来、多様な立場の人々とともに、観光の視点を持って産業の振興と地域の活性化に
柔軟に対応できるようになる。
　
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
観光実践・中核人材として必要とされる専門知識を身につける。

■成績評価基準と方法

各担当教員のレポート課題
池ノ上　３４％
藤崎　　３３％
吉田　　３３％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
必要に応じてプリント等を配布する。

【参考文献】

■授業外学習

【具体的な内容】
各回のテーマについて新聞をはじめとする報道に関心を持ち、自ら調べて講義に参加
することを期待する。予習・復習の時間はそれぞれ2時間程度を目安とするが、常に
疑問を持ち探究しようとする学習態度を心がけること。
【必要な時間】
概ね2時間

2021(令和3)年4月1日

758



■その他

観光とその関連産業分野で活躍する多忙なゲストスピーカーを招聘する際には、貴重
な機会であることを意識し、礼儀正しい学習態度で臨むこと。

2021(令和3)年4月1日

759



2021 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 ビジネスコミュニケーション

開講期・単位 1年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 吉田　和彦

■講義の目的および概要

本講義では大学生になり社会との関わり合いが増えます。アルバイト、ボランティア
活動、フィールドワーク、インターンシップ、就職活動等を行うこと、そして大学卒
業後に企業人として勤めるなかで周りから認められ、評価されるために必要な意識、
知識、知恵について学ぶとともに実践できるスキルを習得することを目的とします。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
前半については、社会人としての自覚とは?プロ意識とは?から始まり、組織内でのコ
ミュニケーション、一対一のコミュニケーション、自分の意見を述べること、効果的
なプレゼンテーションについてなどについて講義を通じて説明します。後半ではテキ
ストを使用しつつ、ケーススタディも交えて理論と実践で身に付けてもらいます。
航空会社で空港現業、営業、CS推進室、本社、経営等に携わった社会経験豊富な教員
が周りから認められる人財等について、エピソードを交えながら授業を行います。

【課題に対するフィードバックの方法】
基本は毎回の授業の終わりにFORMSのクイズに対する振り返りを次回授業にて実施し
ます。

■授業計画

① ガイダンス～ビジネスコミュニケーションとは
② 社会人としての自覚とは?
③ プロ意識って?
④ 組織内でのコミュニケーションを考えよう
⑤ 一対一のコミュニケーションを考えよう
⑥ 自分の意見をしっかりと伝えよう
⑦ 効果的なプレゼンテーションをしよう
⑧ ビジネス会話の基本　
⑨　電話、メールの基本を押さえよう
⑩ 仕事の基本「ホウレンソウ」を極めよう
⑪ 社内での話し方「ワザありのひと言でポイントアップ!」
⑫ 社外での話し方「好印象を残すには」
⑬ ピンチの時!とっさのひと言」
⑭ 仕事場以外にもマナーあり
⑮ まとめ/期末試験

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
周りのひとから好印象を持たれ、「一緒に仕事をしたい」と思われるようなコミュニ
ケーション能力を身に付ける。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「自ら考え、自ら行動し、自省する人」として社会のなかで認められる人材としての
コミュニケーション能力を身につけている。

■成績評価基準と方法

①毎回のクイズ　　　　　　65%
②期末試験　　　　　　　　25%
③日常ロールプレイ　　　　10%

■テキスト・参考文献

【テキスト】
話し方・聞き方のビジネスマナー　唐沢　明　(高橋書房)　1,000円(税別)

【参考文献】
・ビジネスコミュニケーションスキルを磨く10のステップ　FOM出版　1,200円
・会社で働く人の常識　　　　　　アラン・ジョンバーグ　ディスカバー出版1,500
円
・敬語レッスン　　　　　　　　　河路勝　　　　　　　　NHK出版 1,200円

■授業外学習
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前半は次回授業の資料をZOOMチャネルに掲載しますので、予習を行ってください。ま
た、ビジネスコミュニケーションは一朝一夕で身に付くものではありませんので、日
頃から好感の持てる挨拶、態度、造作、身だしなみを身に付けて下さい。常に見られ
ているという意識を持つことが大切です。

■その他
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2021 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 添乗演習

開講期・単位 1年 前期・選択 2単位・演習

担 当 者 槇　光義、横田　久貴、藤川　美樹

■講義の目的および概要

旅行業における添乗業務の全般を学び、実際の添乗訓練を通じて添乗実務に関する実
践的な技術・資格を身につける。
なお、この講義は旅程管理者資格の所定研修に準じて行われ、優秀な成績で単位を修
得した者は旅程管理者(ツアーコンダクタ-)に認定される。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
①e-ラーニング(10時間相当)
②講義（3日間）*講義の中で試験を実施
③実車訓練　1日

【課題に対するフィードバックの方法】
e-ラーニング(10時間相当)は、最後まで取り組むと「振り返り」で知識が確認される
。
講義3日間の最後に試験が課される。
実車訓練では、実践的な態度・行動が求められる。

■授業計画

①旅行業法(1)
②旅行業法(2)
③旅行業法(3)
④約款(1)
⑤約款(2)
⑥約款(3)
⑦添乗実務(1)
⑧添乗実務(2)
⑨添乗実務(3)
⑩ケーススタディ(1)
⑪ケーススタディ(2)
⑫ケーススタディ(3)
⑬e-ラーニング
⑭e-ラーニング
⑮終了試験・解説、実車訓練

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
添乗業務の実践的な技術を身につけ、単位修得者（試験修了者）は企画旅行の主任添
乗員になるための旅程管理の資格を取得する。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
観光分野における専門的知識・技能

■成績評価基準と方法

修了試験（2回）　　　　　　 70%
e-ラーニングチェック　　　　20%
講義中における小テスト　　　10%

■テキスト・参考文献

【テキスト】
関連書籍(講義前に配布)
e-ラーニング（各自）　

【参考文献】

■授業外学習

【具体的な内容と必要な時間】
①　e-ラーニング(10時間相当)
②　授業時の事前事後学習　事前10時間相当、事後10時間相当
③　実車訓練　8時間相当

■その他

この講義は、全学部全学科の2年生以上を対象に行うものです。
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2021 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 国内観光資源

開講期・単位 1年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 田中　洋一郎、青木　哲朗

■講義の目的および概要

本講義の目的は、旅行業のみならず旅行関連産業においても重要性が増している「旅
行業務取扱管理者」資格取得を目指し、試験科目である「国内観光資源」の基礎知識
を習得することである。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】旅行業界で旅行業務取扱管理者資格・実務経験のある教員が基本的にパ
ワーポイントを利用した講義をする。また、動画を視聴し、内容を確認する。授業内
課題を授業終了後にその都度提出する。
【課題に対するフィードバックの方法】授業内課題、授業内試験実施後、特に注意が
必要と思われる点について授業内でフィードバックする。

■授業計画

①旅行業務管理者試験の概要と合格の意義　地域別観光資源　北海道(1)
②地域別観光資源　北海道(2)
③地域別観光資源　東北 (1)　
④地域別観光資源　東北 (2)　
⑤地域別観光資源　関東 (1)
⑥地域別観光資源　関東 (2)
⑦授業内試験第1回、地域別観光資源　関東(3) 中部 (1)
⑧地域別観光資源　 中部 (2)
⑨地域別観光資源　関西 (1)
⑩地域別観光資源　関西 (2)
⑪地域別観光資源　関西 (3)
⑫地域別観光資源　中国・四国 (1)
⑬地域別観光資源　中国・四国 (2) 九州・沖縄(1)
⑭授業内試験第2回　地域別観光資源　九州・沖縄 (2)
⑮地域別観光資源　九州・沖縄 (3)

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】「国内旅行業務取扱管理者試験」の合格ライン到達レベルの国内観光資
源の知識を身に付ける。                                                                                                                      
【卒業認定・学位授与の方針との関連】観光学士として必須の観光資源の基本的な知
識を習得し、観光資源を評価する視座を得る。

■成績評価基準と方法

授業内課題（提出物）による評価　２５％
授業内試験による評価　　　　　　２５％
定期試験による評価　　　　　　　５０％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
「国内観光資源」　ＪＴＢ総合研究所

■授業外学習

【具体的な内容】
テキスト、プリントで予習復習を欠かさない。

【必要な時間】
予習・復習の時間は2時間を目安とする。

■その他

国内旅行業務取扱管理者試験の他の試験対応三科目「国内旅行実務」「国内運賃料金
」「旅行業法・約款」も受講のこと。
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2021 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 観光サービス論

開講期・単位 1年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 吉田　和彦、竹島　鉄也、青木　哲朗

■講義の目的および概要

観光に関わる様々な観光サービスについて、全体像を俯瞰し、個々の観光サービス産
業の現状と課題、未来のあるべき姿を思い描くことができるようになることを目標と
する。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】基本的、具体的事例を紹介し、解説する講義形式。併せて授業内課題で
理解を深める。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
【課題に対するフィードバックの方法】授業内課題、授業内試験実施後、特に注意が
必要と思われる点や特徴的な回答について解説し、フィードバックを行う。

■授業計画

以下3人の教員（青木、吉田、竹島）が分担して担当するオムニバススタイルである
。
①ガイダンス　観光を概観する（吉田）
②旅行業と観光(1) (青木）
③旅行業と観光(2) (青木）
④交通機関と観光(1) (吉田）
⑤交通機関と観光(2) (吉田）
⑥交通機関と観光(3) (吉田）
⑦宿泊業と観光(1) (竹島）　
⑧宿泊業と観光(2) (竹島）
⑨宿泊業と観光(3) (竹島）　
⑩インバウンド（訪日外国人旅行）(1)　（青木）
⑪インバウンド（訪日外国人旅行）(2)　（青木）
⑫「着地型観光」と「日本版ＤＭＯ」　 （青木）
⑬観光対象としての観光資源/観光情報とメディア　(竹島）
⑭ニューツーリズム　（吉田）
⑮まとめ　試験　（竹島）

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】様々な観光サービスを理解し、その可能性や課題に対する見識を持つ。                                                       
【卒業認定・学位授与の方針との関連】種々の観光サービスを理解する上で必要な基
本的な知識を習得し、またそれらの観光サービスの課題を認識できるようになる。

■成績評価基準と方法

授業内課題25%、課題レポート25％、授業内試験50％

■テキスト・参考文献

【テキスト】　
適宜プリントを配布します。
【参考文献】
これからの観光を考える　著者／編集： 谷口知司, 福井弘幸　出版社： 晃洋書房

■授業外学習

【具体的な内容】WEBでの情報収集のみならず、観光に関する報道などに関心を持ち
、自発的に各回の学びを深めること。
【必要な時間】予習・復習の時間はそれぞれ２時間を目安とします。

■その他

※（重要）講義の進行順は、クラスにより異なります。（初回の講義で説明）
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2021 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 観光英会話

開講期・単位 1年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 中津川　雅宣、成田　雅昭

■講義の目的および概要

本講義は、インバウンド外国人に対して、様々なシーンで英語による会話力を身につ
けることを目的とする。空港に到着した時から、滞在中の様々な体験を基本表現と会
話練習を通して身につける。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
１．聞き取り、リーディング、観光英語の語彙・表現の確認・修得
２．観光英語によく用いられる表現の練習・習熟
３．訪日外国人への対応、海外での対応の基本の学修
【課題に対するフィードバックの方法】
授業で課した宿題、レポート等について、その都度、評価を学生にフィードバックす
るとともに、模範解答例について、配付資料等により説明する。

■授業計画

① オリエンテーション
② Transportation
③ At a Check-in Counter
④ Facilities and Services
⑤ Giving Directions
⑥ Recommending a Trip
⑦ Dinning in Japan
⑧ Arranging a Tour
⑨ Staying at a Ryokan
⑩ Culture Experience in Japan①
⑪ Culture Experience in Japan②
⑫ Japanese Souvenirs
⑬ Dealing with Health Problems and Emergencies
⑭ Final Project
⑮ Final Project

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
１．観光英語の基礎を身に付ける。
２．観光に関わる場面で英語による適切な基本的対応ができる。
３．観光英語を活用する場面に積極的に参加する姿勢を身に付ける。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「観光学の基礎的知識、技能の修得及びそれを基にした専門知識、技能の修得、活用
能力を身に付けた学生に学位を授与する」に基づき、観光英会話の基礎基本を身に付
ける。

■成績評価基準と方法

1. 授業内でのパフォーマンス・参加度：30％
2. 小テスト：30％
3. 宿題：20％
4. ファイナルプロジェクト: 20%

■テキスト・参考文献

【テキスト】
「HOSPITALITY ON THE SCENE」　金星堂　　著者：上杉恵美　ほか

【参考文献】
必要に応じてプリントを配布する。

■授業外学習

【具体的な内容】
１回の授業に対して、予習２時間、復習２時間を必要とする。

■その他
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2021 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 旅行業法・約款

開講期・単位 1年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 田中　洋一郎、青木　哲朗

■講義の目的および概要

本講義の目的は、旅行業のみならず旅行関連産業においても重要性が増している「旅
行業務取扱管理者」資格取得を目指し、試験科目である「旅行業法」の基礎知識を習
得することである。また、合わせて旅行業法を通じて、旅行業ビジネスの理解を深め
ることを目的とする。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】旅行業界で旅行業務取扱管理者資格・実務経験のある教員によるパワー
ポイントを利用した講義形式。併せて授業内課題で理解を深める。
【課題に対するフィードバックの方法】授業内課題、授業内試験実施後、特に注意が
必要と思われる点について授業内でフィードバックを行う。

■授業計画

①国内旅行業務取扱管理者試験の概要と合格の意義　旅行業法とは　第1章　目的
②第2章　旅行業等　定義 (1)
③第2章　旅行業等　定義 (2)  登録(1)
④第2章　旅行業等　登録(2)
⑤授業内試験　第1回　、第2章　旅行業等　登録(3)
⑥第2章   営業保証金 (1)
⑦第2章   営業保証金 (2)、 旅行業務取扱管理者
⑧第2章   料金の提示、旅行業約款、取引条件の説明・書面の交付
⑨第2章　外務員証、広告・標識、旅程管理 (1)
⑩第2章　旅程管理 (2)、禁止行為
⑪第2章　企画旅行を実施する旅行業者の代理、旅行業者代理業者の旅行業務、事業
の廃止等・業務改善命令・登録の取り消し等
⑫第3章　旅行業協会  (1)
⑬第3章　旅行業協会  (2)
⑭授業内試験　第2回　旅行業協会(3)
⑮小論文、まとめ
注：講義名称は「旅行業法・約款」であるが旅行業約款は別途講義科目「国内旅行実
務」において学習する。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】「国内旅行業務取扱管理者試験」の合格ライン到達レベルの旅行業法の
知識を身に付ける。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
【卒業認定・学位授与の方針との関連】旅行業等を営む者について、取引の公正の維
持、旅行の安全の確保、旅行者の利便の増進を図ることを目的に定められた旅行業法
の基本を理解する。

■成績評価基準と方法

定期試験による評価50%、授業内試験（2回）による評価 25％、小論文による評価 25
％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
「旅行業法及びこれに基づく命令」　　　JTB総合研究所

【参考文献】

■授業外学習

【具体的な内容】
テキスト、プリントで予習復習を欠かさない。

【必要な時間】
予習・復習の時間は2時間を目安とする。

■その他

国内旅行業務取扱管理者試験の他の試験対応三科目「国内旅行実務」「国内運賃料金
」「国内観光資源」も受講のこと。
※「国内運賃料金」「国内観光資源」は秋学期授業。
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2021 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 国内旅行実務

開講期・単位 1年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 菊池　志保、青木　哲朗

■講義の目的および概要

科目名は国内旅行実務となっているが、本講義の目的は、旅行業のみならず旅行関連
産業においても重要性が増している「旅行業務取扱管理者」資格取得を目指し、試験
科目である「旅行業約款、運送・宿泊約款」の基礎知識を習得することである。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
講義形式で「旅行業約款、運送・宿泊約款」の基本を説明し、その都度、練習問題を
解いて理解を深める。

【課題に対するフィードバックの方法】授業内課題、授業内試験後、特に注意が必要
と思われる点について授業内でフィードバックを行う。

■授業計画

①約款とは、標準旅行業約款　募集型企画旅行契約(1)
②標準旅行業約款　募集型企画旅行契約(2)
③標準旅行業約款　募集型企画旅行契約(3)
④標準旅行業約款　募集型企画旅行契約(4)
⑤標準旅行業約款　募集型企画旅行契約(5)
⑥標準旅行業約款　募集型企画旅行契約(6)
⑦授業内試験第1回　標準旅行業約款 特別補償規定(1)
⑧標準旅行業約款 特別補償規定(2)
⑨標準旅行業約款 受注型企画旅行契約(1)
⑩標準旅行業約款 受注型企画旅行契約(2)
⑪手配旅行契約・その他の契約
⑫手配旅行契約・その他の契約
⑬(航空)国内旅客運送約款(1)
⑭授業内試験第2回 、(航空)国内旅客運送約款(2)
⑮(航空)国内旅客運送約款(3)一般貸切旅客自動車運送事業　標準運送約款

注：この講義科目は「国内旅行実務」であるが、講義内容は｢旅行業約款、運送・宿
泊約款｣を学ぶ。定期試験期間に試験を実施する。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
「国内旅行業務取扱管理者試験」の合格ライン到達レベルの標準旅行業約款、その他
約款の知識を身に付ける。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
旅行業法に基づき、旅行会社と旅行者が交わす旅行契約のモデル約款「標準旅行業約
款」の基本を理解することにより、旅行会社の業務のうち、旅行者との契約がどうい
ったものかを理解する。

■成績評価基準と方法

授業内試験による評価　　　　　　　　　25％
小論文による評価　　　　　　　　　　　25％
定期試験による評価　　　　　　　　　　50％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
「旅行業約款、運送・宿泊約款」　　JTB総合研究所

■授業外学習

【具体的な内容】
テキスト、プリントで予習復習を欠かさない。
【必要な時間】
予習・復習の時間は2時間を目安とする。

■その他

国内旅行業務取扱管理者試験の他の試験対応三科目「旅行業法・約款」「国内運賃料
金」「国内観光資源」も受講のこと。
※「国内運賃料金」「国内観光資源」は秋学期開講。
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2021 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 観光実践演習

開講期・単位 1年 後期・選択 4単位・演習

担 当 者 古田　和吉、吉田　和彦、田村　こずえ

■講義の目的および概要

鶴雅グループと本学との共同事業として開講される授業である。
本授業の目的は、実際の観光地で事業を展開している事業所に身を置きながら、観光
に関わる実践的な知識と経験、態度を修得することにある。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
本授業は、実務経験のある教員の指導による一部に講義と実習を織り交ぜた演習形式
で行われる。また実際の観光地にて現場を体感するアクティブラーニングである。

【課題に対するフィードバックの方法】
①本学での事前・事後学習
②阿寒湖温泉および近隣地域での「観光人材養成講座」への参加
上記二部構成で行われ、それぞれ鶴雅グループ担当者、教員からフィードバックを行
う。

■授業計画

【事前学習：本学観光学部教員】
・道東の地理と観光地、国立公園と阿寒湖温泉
・鶴雅グループについて
・ビジネスマナー
・宿泊業における衛生管理の現状
・調査研究に向けてのグループワーク

【「観光人材養成講座」：鶴雅グループ役員および特別招へい講師】
・場所：阿寒湖畔および近隣地域
・予定期間：2月中旬～3月上旬
・履修者全員による合宿形式

＊予定されている内容：
①行政的な視点からの北海道の観光の現状と課題
②旅館マネジメント総論とその実践、営業戦略など
③おもてなし論
　（旅館のおもてなし、航空会社の接遇、お客様対応実習）
④近隣観光地の連携の必要性
　（まちづくりと旅館、阿寒の自然、近隣観光実習）
⑤アイヌ文化とその体験
⑥上記の総決算としてのグループワークによる調査研究など

【事後学習：本学観光学部教員】
帰学翌日以降に、これまでの授業を振り返り、成果と反省を全体で報告する「まとめ
」の授業を行う。

＊履修者は原則としてすべての日程に参加できなければならない。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
・観光に関わる実践的な知識と経験、態度を修得する
・グループワークや集団生活などを通じて、他者との協働の必要性を理解し、以後も
積極的に実践する意欲を養う
・自らの言葉でこれらを表現し、他者に伝えることができる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
・観光ビジネス分野の実践的知識、技能の修得
・修得した知識、技能の活用能力
・自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力

■成績評価基準と方法

○本学側：50％
・事前・事後学習における授業内提出物・・・20％
・人材養成講座参加日誌・報告書など・・・・30％
○観光人材養成講座における鶴雅グループ側の評価：50％

■テキスト・参考文献
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【テキスト】
オリジナル教材を配布し用いる 

【参考文献】

■授業外学習

○ビジネスマナーを身につけるための授業を受講しておくことが望ましい。
○これまで学んだ観光についての知識と態度を振り返っておくこと
○選考に向けて、以下のことを調べておくこと
・鶴雅グループについて（歴史・大西社長について・展開している事業の種類と規模
など）
・阿寒湖温泉とその近隣諸地域について（釧路やオホーツク海沿岸の地理と観光地、
など）

■その他

履修条件あり
①本学を代表するという自覚を持ち、その振る舞いが品行方正な者
②二段階の選考（学内と鶴雅グループ役員面接）に合格した者
③４年次のみ：本授業を含まずに卒業要件を満たす見込みである者

○詳細については事前説明会にてアナウンスするので、履修希望者はかならず参加す
ること
○なお、本来は履修者自らが負担すべきである観光人材養成講座への参加諸費用の大
半が、鶴雅グループの寄付により賄われる。
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2021 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 国内旅行運賃・料金

開講期・単位 1年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 菊池　志保、青木　哲朗

■講義の目的および概要

本講義の目的は、旅行業のみならず旅行関連産業においても重要性が増している「旅
行業務取扱管理者」資格取得を目指し、試験科目である「国内旅行運賃・料金」の基
礎知識を習得することである。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】旅行業界でに旅行業務取扱管理者資格・実務経験のある教員によるパワ
ーポイントを利用した講義形式。併せて、毎回、授業内課題を解いて理解を深める。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
【課題に対するフィードバックの方法】授業内課題、授業内試験実施後、特に注意が
必要と思われる点について授業内で、フィードバックする。

■授業計画

①JR運賃 (1)
②JR運賃 (2)
③JR運賃 (3)
④JR運賃 (4)
⑤JR運賃 (5)
⑥授業内試験第1回　JR運賃 (6)
⑦JR料金 (2)
⑧JR料金 (3)
⑨JR料金 (4)
⑩JR料金 (4)
⑪JR料金 (5)
⑫JR変更・取消・払戻
⑬授業内試験第2回　JR団体乗車券・特別企画乗車券
⑭航空運賃・料金 (1)
⑮航空運賃・料金 (2)　まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】「国内旅行業務取扱管理者試験」の合格ライン到達レベルの国内旅行運
賃・料金の知識を身に付ける。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
【卒業認定・学位授与の方針との関連】鉄道、航空、貸切自動車などの様々な業界の
運賃・料金の基本を習得する。

■成績評価基準と方法

期末の定期試験による評価　　　　　　　　  50％
授業内試験(2回)による評価　　　　　 　　　25％
授業内提出物（確認テスト）による評価 　   25％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
「国内運賃・料金」　JTB総合研究所　
※テキストなしでこの講義を受講することはできません。

■授業外学習

【具体的な内容】
テキスト、プリントで予習復習を欠かさない。
【必要な時間】予習・復習の時間は2時間を目安とする。

■その他

テキストなしでこの講義は受講できません。
国内旅行業務取扱管理者試験の他の試験対応三科目「旅行業法・約款」「国内旅行実
務」「国内観光資源」も受講のこと。
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2020 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 観光事業論

開講期・単位 2年 前期・必修 2単位・講義

担 当 者 池ノ上　真一、竹島　鉄也、青木　哲朗

■講義の目的および概要

本講義は、1年次必修科目「観光概論」の知識をもとに、すそ野の広いさまざまな観
光事業がどのような課題に直面し、その後どのような方向に進み、現代の観光全体が
どういった動向にあるのか理解することを目的としている。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】教科書に基づく講義形式。併せて授業内課題で理解を深める。
【課題に対するフィードバックの方法】
授業内課題についての回答例を紹介。教員が解説、フィードバックする。

■授業計画

以下3人の教員が分担して担当するオムニバススタイルである。
【担当】①、⑭、⑮は青木、池ノ上、竹島の3名がそれぞれ担当、②～⑤は青木、⑥
から⑨は竹島、⑩～⑬は池ノ上が担当する。

①観光を学ぶ意味と観光の様々な効果
②観光に関わる言葉、観光のしくみ
③観光資源と観光対象、観光産業の特徴
④様々な観光ビジネス―旅行業　
⑤様々な観光ビジネス―交通運輸業　
⑥様々な観光ビジネス―宿泊産業その1
⑦様々な観光ビジネス―宿泊産業その2　
⑧様々な観光ビジネス―テーマパーク、式場
⑨様々な観光ビジネス―スキー場、観賞施設、土産品業
⑩観光と情報　
⑪観光政策と観光行政　
⑫観光のマーケティング　
⑬旅の歴史とこれからの旅行　
⑭観光と国際経済・社会・文化　インバウンドと異文化理解
⑮試験

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】現代の観光事業が直面する課題と方向性に関する基礎的状況を理解でき
ていること。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】観光学の基礎的知識、技能の修得。

■成績評価基準と方法

授業内課題25%、レポート25％、試験50%

■テキスト・参考文献

【テキスト】観光学基礎／ＪＴＢ総合研究所

■授業外学習

【具体的な内容】
WEBでの情報収集のみならず、観光に関する報道などに関心を持ち、自発的に各回の
学びを深めること。

【必要な時間】予習・復習の時間は２時間を目安とします。

■その他

※（重要）講義の進行順は、クラスにより異なります。（初回の講義で説明）
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2020 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 ホテルビジネス実務

開講期・単位 2年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 竹島　鉄也

■講義の目的および概要

ホテル業界では近年、人材の多職能化が求められています。幅広い知識、接遇技術と
ともにお客様を心からおもてなしをするための人財育成が不可欠です。
本授業では、ホテルビジネスにおける基本的な業務内容を体系的に理解するため、そ
の知識習得に焦点をあてた検定試験（基礎編）の内容を中心に習得します。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
「ホテルビジネス実務検定試験」の出題に沿う形式を中心に、学習を進めます。
①プリントや関連資料の利用による説明、②練習問題、③解説の３段階で講義を実施
します。
　この講義は、ホテル業界で営業や人材教育の実務経験のある教員が担当し、授業で
はホテリエとして求められる姿勢や、実際にあったお客様とのエピソードなどを織り
交ぜながら授業を展開します。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題については授業内で解説を行い、参考資料などを適宜指示・配布します。

■授業計画

授業は、概ね以下のとおり実施します。

①．ガイダンス
②．ホテルの基礎（1）
③．ホテルの基礎（2） 
④．ホテルの基礎（3）
⑤．宿泊部門の基本と実務（1）
⑥．宿泊部門の基本と実務（2）
⑦．セールス部門の基本と実務
⑧．ゲストスピーカー（学生生活の学びを通じたホテリエへの道）
⑨．料飲部門の基本と実務（1）
⑩．料飲部門の基本と実務（2）＋小テスト
⑪．宴会部門の基本と実務
⑫．調理部門の基本と実務
⑬．管理部門の基本と実務
⑭．ゲストスピーカー（ホテル支配人クラスを予定）
⑮．授業内試験とまとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
ホテルビジネスの基礎について体系的な理解を深めるとともに、ホテルビジネス実務
検定ベーシックレベル2級程度の知識を身に付ける。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「観光ビジネス分野の専門知識、技能の習得」に基づき、ホテル業界を取り巻く環境
等の変化に対応する能力の獲得を通じて、将来ホテル業界の人財として活躍するため
の基礎的な能力を身に付ける。

■成績評価基準と方法

① 授業内試験　　　　　50％
② 授業中の小テスト　　30％
③ 授業期間内レポート　20％

■テキスト・参考文献
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【テキスト】
テキスト】適宜、必要資料を提示、配布する。

【参考文献】
・『ホテルビジネス基礎編』
　　財団法人日本ホテル教育センター 価格：5,000円（消費税別）
・『ホテルビジネス基礎編・管理編　練習過去問題集700選』
　　財団法人日本ホテル教育センター 価格：1,000円（消費税別）

■授業外学習

【具体的な内容】
授業前は書籍やインターネットの利用により、関連内容の情報収集を行うこと。
検定試験の受検希望者は、参考文献の購入・購読が望ましい。
授業内で購読に関して別途案内する。

【必要な時間】

■その他

ホテルビジネス実務検定試験の受検は任意です。授業は春学期で終了しますが、検定
は原則的に毎年11月第3木曜日および、3月第1土曜日に実施されています。詳細は別
途案内しますので、学内掲示板で確認してください。
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2020 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 ホテル演習

開講期・単位 2年 前期・選択 2単位・演習

担 当 者 遊佐　順和

■講義の目的および概要

京都にある老舗・外資系のAuthenticなホテル、新業態のホテルなどを演習会場とし
て訪問します。ホテルの施設見学、飲食・宿泊利用などを通じて、ホテルビジネスの
魅力や役割を学び、業界の理解を深めます。事前学習では、ホテル業界や関連産業と
の関わり、地域資源をいかに経営資源としてホテルビジネスに活用しているか等に関
し、参加者同士で協力して学びます。ホテル業を中心に観光業界への就職意識の向上
を図ることを目的としています。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
　演習の進め方は、①演習説明会、②ホテル業及び関連産業に関する事前学習、③京
都市内のホテルなどでの実地研修、④事後学習で構成します。
　②事前学習では、参加者で分担を決め訪問先に関するリサーチ→レジュメ作成→プ
レゼンテーションなどを繰り返し、予備知識をつけるとともに、参加者同士での情報
共有を図ります。③実地研修での滞在中は、施設の利用や内覧をとおしてホテルに対
するニーズやウォンツ、ホスピタリティのあり方なども学びます。お客様を持て成す
産業で求められる気配りや、気働きを様々な業態のホテルの日常を通して、ハードと
ソフトの両側面から体験します。
　この演習は、ホテル業界などで企画、営業、管理部門での実務経験のある教員が担
当し、演習を通して接客業の人との「つながり力」の大切さも解説します。

【課題に対するフィードバックの方法】
　事前研究課題については授業内で解説を行い、実地研修では現場で五感を生かした
体験から学ぶことの大切さを解説します。

■授業計画

ホテル業界の基本的な業務内容を実際に学ぶ科目です。主として、将来ホテルへの就
職を考える学生を対象にするため、「ホテルビジネス実務」を履修していることが望
ましいです。他の業界を希望する学生でも、ホテルに関する理解を深めたいという意
欲的な理由による履修は構いません。
　夏季休暇期間中に、ホテルで2泊3日の演習を予定しており、春学期授業期間中より
準備に取り掛かります。

１．演習説明会
２．ホテル業界の理解・関心に関するディスカッション
３．ホテル業界の理解・関心に関するディスカッション
４．研修1日目の訪問先に関する事前学習（プレゼンテーション）
５．研修2日目の訪問先に関する事前学習（プレゼンテーション）
６．研修3日目の訪問先に関する事前学習（プレゼンテーション）
７．実地研修向けの資料作成
８．実地研修1日目（1）（施設見学、利用者としての接遇体験）
９．実地研修1日目（2）（1日目：学修の振り返り）
10．実地研修2日目（1）（施設見学、利用者としての接遇体験）
11．実地研修2日目（2）（2日目：学修の振り返り）
12．実地研修3日目（1）（施設見学、利用者としての接遇体験）
13．実地研修3日目（2）（3日目：学修の振り返り）
14．事後学習（研修全体の振り返り）
15．研修レポートの提出

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
　①ホテルビジネスへの理解を深める。
　②ホテル業、観光関連業界の理解を深める。
　③ホテル業をはじめ観光業界への就業意識を高める。
　④ホスピタリティマインドを醸成する。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
　「観光ビジネス分野の専門知識、技能の習得」に基づき、ホテル業界を取り巻
　く環境等の変化に対応する能力の獲得を通じて、将来ホテル業界の人財として
　活躍するための基礎的な能力を身に付ける。

■成績評価基準と方法
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ホテルの実地研修参加が必須であり、以下要領で評価します。
①研修前の事前課題 30％
②現地の研修シート 30％
③研修レポート　　 40％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
　必要な資料等を適宜提示・配布します。

■授業外学習

サービス業とはお客様に「心」を直にお届する仕事であり、気配り、目配り及び、気
働きと思い遣りが求められます。本演習参加に備え、ホテルで実践されるサービスや
ホスピタリティに関する書籍等を事前に読み込み、何が大切で、何が求められるかを
心得えた上で、事前研究や実地研修に臨んでください。

■その他

①実地研修費用は、自己負担（概ね 50,000～ 55,000円程度）。
②一部大学からの補助があります。
③詳細スケジュールなどは別途指示しますので、掲示に注意すること。
④履修登録は、科目担当者が一括して行いますので、履修登録はしないこと。
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2020 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 航空ビジネス実務

開講期・単位 2年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 吉田　和彦

■講義の目的および概要

本講義は、将来航空業界で働きたいと考えている皆さんや、観光関連業界を目指す皆
さんで航空との関わりを勉強したい、航空業界をより知りたいと考えておられる皆さ
んを対象として、航空業界をよりよく理解していただくとともに興味を深めてもらい
、自身のキャリア形成に寄する知識を深めることを目的としています。
講義のなかでは、個別業務にかかわる講義に加えて今航空業界に起きている最新の話
題も提供し、何事にも興味や関心をもってもらおうと考えています。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
航空ビジネスの成り立ちを、歴史的・政治的背景と現状を1978年に始まった規制緩和
以降の流れやIT化や技術革新。航空会社の基本的な経営内容。FSC(フルサービスキャ
リア)やLCC等個別企業の環境に応じた戦略の取り方についても学びます。事前配布
(ZOOMにて)の資料やビデオをもとに講義を進めてゆきます。航空会社で運送、営業、
総務人事、経営の実務経験のある教員が色々なエピソードを交えた説明もしてゆきま
す。

【課題に対するフィードバックの方法】
授業の最後にFORMSによる振り返りクイズを実施し、翌週の授業にてフィードバック
します。

■授業計画

① ガイダンス
② 航空の歴史
③ 航空会社のビジネスとは　
④ 航空会社の経営とは(収入と費用)
⑤ 航空会社の経営とは(機材計画とダイヤ策定)
⑥ アライアンス(航空会社間提携)
⑦ 航空運賃と予約販売、GDS
⑧ 差別化戦略としての客室サービス
⑨ 航空貨物と整備
⑩ グランドハンドリング
⑪ 空港旅客ハンドリング
⑫ LCCモデル(1)
⑬ LCCモデル(2)
⑭ 空港の一体運営化(民営化)
⑮ まとめ&期末テスト

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
業界を取り巻く環境を理解するとともに業務への理解を深化させ、今後の自身のキャ
リア形成に向けての参考にすると同時に、就職活動上で求められる社会人基礎力の涵
養、企業研究を自主的に行える。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「観光ビジネス分野の実践的知識、技能の修得」に基づき、広い視野で航空ビジネス
、空港ビジネスが理解できている。

■成績評価基準と方法

①毎回のFORMSクイズ　　　　     60%
②レポート　　　　　　　　　　　20%
③期末テスト　　　　　　　　　　20%

■テキスト・参考文献

【テキスト】
使用しません。次回授業に使用する資料をZOOMにUPします。

【参考文献】
①航空産業入門　　　　　　　　　　　　 ANA総研　　　東洋新聞新報社
②最新航空事業論　　 　　　　　　　　　井上泰日子　 日本評論社
③エアラインオペレーション入門　　　　 ANA総研　 　 ぎょうせい
④エアライン/エアポートビジネス入門　　高橋望/横見宗樹　　律文化社
⑤エアライン・ビジネス入門　　         稲本恵子 　　晃洋書房

■授業外学習
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【具体的な内容】
事前に配布された資料は目を通しておいて下さい。最新の航空関連情報は講義当日に
ZOOMに掲載しますので読んでおいて下さい。また、新聞やNET等で航空の記事が出て
いるようであれば関心を持って読むようにして下さい。

■その他

航空会社のHP等から企業研究を行ってください。また航空・空港関連のニュースは必
ずSNSや新聞から入手してください。各航空会社の採用情報を収集してください。
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2020 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 航空演習

開講期・単位 2年 後期・選択 2単位・演習

担 当 者 吉田　和彦

■講義の目的および概要

本講義は、「航空ビジネス実務」（2年次春学期開講科目）履修者または履修済みの
学生を対象とし、修得した専門知識に加え、実際に現場を視察し、より具体的に学修
することを目的とします。北海道の玄関口である千歳空港での航空会社のハンドリン
グ、民営化された空港運営、また航空会社の基本品質に関わる安全教育センター、機
体工場、ターミナル1,2,3を視察するとともに、航空会社職員とのミーティング等も
実施し、航空ビジネスへの理解の深化を図ります。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
フィールドワークをメインとする集中講義です。
事前研究、事後学習では、グループディスカッション、グループワークを取り入れま
す。航空会社で運送、営業、総務人事、経営に携わった実務経験のある教員が、多く
の事例をケーススタディとして紹介します。

【課題に対するフィードバックの方法】
事前研究の疑問点については授業内で詳しく解説し、有意義な視察となるよう指導し
ます。事後学習での疑問点は、「質問カード」の提出→解答にてフィードバックしま
す。

■授業計画

6月(中旬):募集開始→選考→受講者発表
8月(下旬):オリエンテーション＆事前研究
　　　　　 グループワーク・グループディスカッション
9月(中旬)～3月(上旬)
:【航空演習】千歳・羽田空港視察(2泊3日)

(実施プラン例)
～各企業との調整の都合上、内容は変更の可能性があります～（予めご了承ください
）
　1日目：千歳空港エリア
　　　　　　航空会社ハンドリング
　　　　　　航空会社社員とのミーティング　　　　 　
　　　　　　北海道エアポート㈱説明　　　　　　（東京泊）
　　　　　　　
　2日目：羽田空港エリア
　　　　　　航空安全センター視察とレクチャー
　　　　　　訓練センター(ABB)　視察
　　　　　　機体センター 視察
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(東京泊）
　3日目：羽田空港ビル視察
　　　　　　ターミナル3→貨物ターミナル→ターミナル1→ターミナル2
　　　　　　
事後学習：帰着翌日→レポート提出

※受講条件
①「航空ビジネス実務」履修者、または履修済みの学生限定。
②説明会、事前・事後学習、千歳・首都圏視察のすべてに出席ができる方。
③保安上の観点から履修上限10名まで。(応募多数の場合は選抜)
④研修費用(宿泊・交通費)として各自5万円程度を予定しています。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
航空ビジネス・空港ビジネスについて理解を深め、具体的にイメージができている。
航空ビジネス・空港ビジネスについて、より広い視点で興味を持ち得ている。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「修得した知識、技能の活用能力」に基づき、航空会社(空港)関連施設視察を通じて
航空ビジネスに関して広い視野で、具体的に把握している。

■成績評価基準と方法

事前研究の下調べ、グループティスカッションでの発言　　20%
首都圏視察の際の参加態度と各訪問先での積極的な発言　　30%
事後学習時のグループディスカッションでの発言　　　　　30%
レポート　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20%
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■テキスト・参考文献

【テキスト】
使用しません。適宜参考資料を配布します。

【参考文献】
ANAの本 　(誠文堂新光社)
AIR STAGE（イカロス社）

【参考資料】
訪問各社のホームページ

■授業外学習

航空関連のニュースは、各自毎日必ず確認してください。授業の際にも参考情報を提
供する場合があります。
航空各社の企業研究（企業理念、来年度の募集要項など）をしてください。（30分程
度）
常日頃「安全」を意識して行動するよう、心掛けてください。

■その他

参加費用¥50,000程度必要です。（交通費＆宿泊費）
訪問先での感じの良い挨拶、清潔感のある身嗜みを心掛けてください。
コンプライアンス、集団行動、服務規則の遵守。
許可されていないところでの写真撮影およびSNS等への投稿は禁止します。
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2020 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 添乗演習

開講期・単位 2年 後期・選択 2単位・演習

担 当 者 槇　光義、横田　久貴、藤川　美樹

■講義の目的および概要

旅行業における添乗業務の全般を学び、実際の添乗訓練を通じて添乗実務に関する実
践的な技術・資格を身につける。
なお、この講義は旅程管理者資格の所定研修に準じて行われ、優秀な成績で単位を修
得した者は旅程管理者(ツアーコンダクタ-)に認定される。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
①e-ラーニング(10時間相当)
②講義（3日間）*講義の中で試験を実施
③実車訓練　1日

【課題に対するフィードバックの方法】
e-ラーニング(10時間相当)は、最後まで取り組むと「振り返り」で知識が確認される
。
講義3日間の最後に試験が課される。
実車訓練では、実践的な態度・行動が求められる。

■授業計画

①旅行業法(1)
②旅行業法(2)
③旅行業法(3)
④約款(1)
⑤約款(2)
⑥約款(3)
⑦添乗実務(1)
⑧添乗実務(2)
⑨添乗実務(3)
⑩ケーススタディ(1)
⑪ケーススタディ(2)
⑫ケーススタディ(3)
⑬e-ラーニング
⑭e-ラーニング
⑮終了試験・解説、実車訓練

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
添乗業務の実践的な技術を身につけ、単位修得者（試験修了者）は企画旅行の主任添
乗員になるための旅程管理の資格を取得する。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
観光分野における専門的知識・技能

■成績評価基準と方法

修了試験（2回）　　　　　　 70%
e-ラーニングチェック　　　　20%
講義中における小テスト　　　10%

■テキスト・参考文献

【テキスト】
関連書籍(講義前に配布)
e-ラーニング（各自）　

【参考文献】

■授業外学習

【具体的な内容と必要な時間】
①　e-ラーニング(10時間相当)
②　授業時の事前事後学習　事前10時間相当、事後10時間相当
③　実車訓練　8時間相当

■その他

（この講義は、観光学部春学期入学1年生を対象に行うものです。これ以外の学生は
添乗演習[2年]を履修してください。）
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2020 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 旅行ビジネス実務

開講期・単位 2年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 青木　哲朗

■講義の目的および概要

　観光の重要性が強く認識されている中で、観光サービス業の中での旅行業について
、具体的に、その変遷や商品、経営、社会的役割・存在意義、などを検証していくこ
とにより、旅行業を理解し、その課題や将来性を正確に認識できるようにする。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】旅行業界でに旅行業務取扱管理者資格・実務経験のある教員による講義
形式の授業。具体的事例を紹介し、併せて授業内課題で理解を深める。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
【課題に対するフィードバックの方法】課題、授業内試験について、特徴的な回答例
をもとに授業内でフィードバックする。

■授業計画

①ガイダンス　旅行業の歴史
②旅行商品と旅行会社　日本政府の観光政策の変遷
③旅行業法と旅行業
④旅行業の仕組みと現状
⑤国内旅行（１）
⑥国内旅行（２）
⑦海外旅行（１）
⑧海外旅行（２）
⑨法人旅行（１）
⑩法人旅行（２）
⑪インバウンド観光
⑫パートナー産業（交通機関、ホテル、その他）　（１）
⑬パートナー産業（交通機関、ホテル、その他）　（２）
⑭旅行業の新しいビジネスモデル
⑮まとめ　試験

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】旅行業界を理解し、その可能性や課題に対する見識を持つ。旅行業界を
目指す場合の自己研鑽の視点をしっかりしたものにする。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
【卒業認定・学位授与の方針との関連】旅行ビジネスを理解する上の基本的な知識を
その背景も含め習得する。

■成績評価基準と方法

定期試験50％、課題レポート25％、授業内課題25%

■テキスト・参考文献

【テキスト】
・新版『旅行業概論――旅行業のゆくえ』　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
編著：森下　晶美　同友館

■授業外学習

【具体的な内容】
・必要に応じてプリント配布
・テキスト・配布プリントにて予習・復習を行うこと。
・旅行会社店舗訪問、パンフレット収集、OTAサイト比較などを日常的に行うこと。
【必要な時間】
・予習・復習の時間は2時間を目安とする。

■その他
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2020 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 観光調査法入門

開講期・単位 2年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 佐々木　清美

■講義の目的および概要

「観光調査」は観光に関する様々なデータを収集・分析し、観光ビジネスや観光まち
づくりを進めていくための第一歩です。本講では、観光関連データの収集方法や分析
方法の基礎について学びます。ゼミ等のフィールドワークを進めていく上で、最小限
のスキルを身につけることができます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
基本的に講義形式とします。講義修了後に数回課題を課し、授業内で提出します。本
講義は中国の調査会社において調査業務の実務経験のある教員が、具体的な調査例を
踏まえた実践的な授業を展開します。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題については提出後教員によるコメントをつけて返却するほか、授業内で解説を行
います。必要に応じて授業内容に関する質疑等も授業内やメール等で受け付け、個別
に回答します。

■授業計画

①ガイダンス／観光調査の目的と概要
②計画づくりのために必要な調査案
【観光調査の対象・目的による区分】
③観光資源調査
④観光需要調査
⑤観光市場構造分析
⑥観光受入条件調査
⑦観光利用調査
⑧前半のまとめ（確認テスト）
【観光調査の方法による区分】
⑨文献・資料調査
⑩フィールドワーク調査
⑪アンケート調査①／計画
⑫アンケート調査②／集計と解析１
⑬アンケート調査③／集計と解析２
⑭アンケート調査④・報告と活用
⑮後半のまとめ（確認テスト）

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
観光調査の基本となる市場調査法について理解したうえで、観光事業の他様々な業種
でも活用できるような基本的な調査能力および調査分析の基本となるアンケート集計
・分析能力を習得し、実際に活用することができることを目標とします。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「自立して行動できる姿勢、課題を発見して解決する能力を有する学生に学位を授与
する」に基づき、地域社会や観光産業の現状を分析し、観光振興のための課題を抽出
・解決できるような能力を身につけます。

■成績評価基準と方法

授業中の小テスト　70％
授業中の課題　30％

■テキスト・参考文献

【テキスト】

特にありませんが、必要に応じてプリント等の配布や参考文献等を提示します。
【参考文献】
特になし

■授業外学習
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【具体的な内容】
国や都道府県が発表する様ざまな観光調査に目を通し、観光対象・観光調査手法がど
のようなものであるかについて関心を持つようにしてください。また授業の復習や次
回授業の予習を欠かさないでください。

【必要な時間】

■その他

以下を習得しておいてください。
①学内コンピュータ、Microsoft Officeへのログイン
②大学メール（@ss.siu.ac.p）の利用
③Chromeブラウザの基本的な使用
④Microsoft word、Excelの使用（四則計算、関数）

毎回授業後に実施する小テストで理解度を把握します。
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2020 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 海外旅行実務

開講期・単位 2年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 青木　哲朗

■講義の目的および概要

本演習の目的は、旅行業のみならず旅行関連産業においても重要性が増している「総
合旅行業務取扱管理者」資格取得を目指し、試験科目である「海外旅行実務」の基礎
知識を習得することである。観光資源については最も出題比率の高いヨーロッパを重
点的に取り上げる。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】旅行業界で旅行業務取扱管理者資格・実務経験のある教員によるパワー
ポイントを利用した講義形式。併せて授業内課題を解いて理解を深める。　　　　　　　　　　　        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
【フィードバックの方法】授業内課題、授業内試験を採点後、特に注意が必要と思わ
れる点について授業内でフィードバックする。

■授業計画

①総合旅行業務取扱管理者試験の概要と合格の意義
時刻表読み取り・時差・所要時間・最低乗り継ぎ時間(1)
②時刻表読み取り・時差・所要時間・最低乗り継ぎ時間(2)
③時刻表読み取り・時差・所要時間・最低乗り継ぎ時間(3)
④OAG、航空会社・都市・空港コード（1）
⑤OAG、航空会社・都市・空港コード（2）
⑥ホテル・クルーズ・鉄道・海外旅行保険
⑦授業内試験第1回 　海外観光資源（ヨーロッパ）
⑧海外観光資源（ヨーロッパ）
⑨海外観光資源（ヨーロッパ）
⑩海外観光資源（ヨーロッパ）
⑪海外観光資源（ヨーロッパ）
⑫海外観光資源（ヨーロッパ・中近東）
⑬海外観光資源（ハワイ）
⑭海外観光資源（北米）
⑮授業内試験第2回　まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】「総合旅行業務取扱管理者試験」の合格ライン到達レベルの海外旅行実
務の知識を身に付ける。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
【卒業認定・学位授与の方針との関連】旅行会社のビジネスの基本の一つである、海
外旅行実務の基礎を習得する。

■成績評価基準と方法

授業内試験評価　６０％
授業内課題（提出物）による評価　２０％
レポートによる評価　２０％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
「海外旅行実務　出入国法令と実務　旅行実務」「海外観光資源」　　JTB総合研究
所
※必要に応じてプリント配布。

■授業外学習

【具体的な内容】
テキスト、プリントで予習復習を欠かさない。
【必要な時間】
予習・復習の時間は2時間を目安とする。

■その他
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総合旅行業務取扱管理者試験範囲は広範囲に及ぶため、具体的に講義で取り上げるの
は「時差、OAGなど海外旅行実務」「海外観光資源」とする。他の試験科目｢出入国法
令｣「国際航空運賃・料金」「旅行業英語」は対策講座（授業外）にて実施する。国
家試験合格を目指す場合は他の受験科目も合わせて学習すること。
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2020 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 世界遺産

開講期・単位 2年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 古田　和吉、藤崎　達也、齋藤　修

■講義の目的および概要

ユネスコ世界遺産条約により、かけがえのない、保護すべき遺産として登録された「
世界遺産」について、その意義や保護の仕組みを理解し、個別の事例についてエリア
別に系統立って学んでいきます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
各教員が各回のテーマに沿って開設する講義形式。配布する資料やＤVＤなどの教材
を活用し、世界遺産に関して歴史的意義や重要性、保全と活用、後世に何をどう継承
していくのか、多面的な視点で理解を深めていきます。

【課題に対するフィードバックの方法】
本講義は、旅行会社の元役員や、シンクタンクで旅行・観光関連の調査研究実績のあ
る教員が、その旅行観光関連実務の実績や経験を活かし、オムニバス方式で授業を実
施します。各講義の課題に関しては、授業内で解説講義等するとともに関連資料等を
配布します。

■授業計画

①ガイダンス
②世界遺産とは
③世界遺産と観光
④世界遺産エリアの保護・保全と登録プロセス
⑤北海道内の世界遺産（知床）ケーススタディ +小テスト実施
⑥日本の世界遺産（その１）
⑦日本の世界遺産（その２）
⑧日本の世界遺産（その３）
⑨日本の世界遺産（その４）
⑩日本の世界遺産（その５）+小テスト実施
⑪海外の世界遺産（その１）
⑫海外の世界遺産（その２）
⑬海外の世界遺産（その３）
⑭海外の世界遺産（その４）
⑮海外の世界遺産（その５）+小テスト実施

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
世界遺産に関する分類、意義、保護の仕組み、遺産の状況や課題、今後のあり方
（保全と活用）について理解するとともに、世界遺産や関連する仕組みについて知見
や問題意識を高め、学生自らが主体として学びを深めていく力をつけることを目標と
する。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
観光に関する専門的知識・実践的な知識を有し、観光を通じた地域振興と国内・国際
観光の分野で活躍できる人材の育成のために、観光の基礎・専門知識として世界遺産
について知識を習得し、深めることに重点をおく。

■成績評価基準と方法

各教員のテストまたはレポート33点（総括責任者34点）×３（人）

■テキスト・参考文献

【テキスト】
特に指定しない。
【参考文献】
多くの世界遺産に関する書籍や資料、ＤＶＤ等がある。それらを読むとともに、新聞
記事やネット等から最新の情報に接すること。

■授業外学習

【具体的な内容】
授業中以外でも授業の前や授業後に「世界遺産」に関する情報や知識、新聞記事につ
いて、メモに記録する。必ず、前回の授業内容を整理しポイントや重要事項を復習ノ
ートに記載しておくこと。予習復習の時間は各２時間を目安とします。
加えて、常日頃からＴＶニュースや番組、ネットなどで最新の世界遺産の動向や情報
について、入手するように心がけてください。
【必要な時間】
概ね2時間

■その他

進行その他詳細は、各担当教員の判断により実情に即して対応する。
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2020 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 観光ビジネスマナー

開講期・単位 2年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 吉田　和彦

■講義の目的および概要

本講義ではサービス接遇検定2級の資格取得を目指すとともに、観光業界で必要とさ
れる社会人基礎力をベースにしたコミュニケーション能力向上と実対応について学び
ます。就職活動を行うにあたって、そして観光業界人として勤めるなかで、周りから
評価され、認められ、貴方のファンを一人でも多く作るために必要な意識、知識、知
恵について学ぶとともに実践できることを目的とします。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
前半については、6月5日(土)に予定されているサービス接遇検定2級の資格取得に向
けての学習となります。後半は、社会人としての自覚とは?プロ意識とは?から始まり
、来客対応とクレーム対応など観光に携わる者にとってのビジネスマナーの基本につ
いて学びます。
航空会社で、空港現業、予約センター、営業、CS推進室など顧客対応の最前線から、
本社、役員と経験豊富で実務経験のある教員が、エピソードも交えて講義します。

【課題に対するフィードバックの方法】
毎回のなかでFORMSによるクイズを実施して、次回授業にて振り返り含めてのフィー
ドバックを行います。またサービス接遇検定模試として中間試験⑧にて実施します。

■授業計画

① ガイダンス～　　（サービス接遇検定と，社会人に求められるビジネスマナー）
② 検定試験対策講座（サービススタッフの資質）
③ 検定試験対策講座（専門知識）
④ 検定試験対策講座（一般知識）
⑤ 検定試験対策講座（対人技能）
⑥ 検定試験対策講座（実務技能）
⑦ 敬語、言葉づかい
⑧ 中間試験(サービス接遇検定模擬試験)　
⑨ 社会人としての自覚とは?
⑩ プロ意識について考える
⑪ ビジネスマナーを身に付ける
⑫ 電話、メールのマナーとコツを身に付けよう
⑬ 社外の人と接する時のマナーとコツを身に付けよう
⑭ 研修では教えてくれない「会社で働く人の常識」
⑮ まとめと期末試験

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
周りの人から好印象を持たれ「一緒に仕事をしたい!」「○○さんのファンになりま
した」「ありがとう、楽しかった」と言ってもらえるような観光に携わる者に必要な
コミュニケーション能力とスキルを身に付けている。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「自ら考え、自ら行動し、自省する人」として社会のなかで認められる人材としての
コミュニケーション能力やスキルを身に付けている。

■成績評価基準と方法

①TEAMSによるクイズ　　　　　　　60%
②中間試験              　　　　 15%
③期末試験             　　　　  15%
④サービス接遇検定受験&資格取得　10%

■テキスト・参考文献

【テキスト】
サービス接遇検定公式テキスト２級　実務技能検定協会(早稲田教育出版)　¥1,300

【参考文献】
サービス接遇検定実問題集1-2級　実務技能検定協会(早稲田教育出版)
うっかり使うと笑われる恥ずかしい敬語　大谷清文　　株式会社ダイヤプレス
ビジネスマナーの基本講座　　　　　　　ANAラーニング　　　誠美堂出版
21世紀型デキる男のビジネスマナー　　　ANAラーニング　　　小学館

■授業外学習
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授業、課題ともに復習をし、間違えたところは必ず再確認をしてください。
授業で使用した教材、過去問題についてはZOOMに掲載しますので、復習や検定準備に
活用して下さい。 
接遇マナーや態度は一朝一夕では身に付きません。日頃より、感じの良い挨拶、丁寧
な言葉遣い、清潔感のある身だしなみ、好感の持てる所作を心掛けてください。(常
に注目されていることを意識しましょう)

■その他

サービス接遇検定は本校にて6月5日(土)に実施予定です。受験には事前の申し込みと
検定料:3,900円が必要です。(募集案内については学内ポータルサイトにてお知らせ
します)
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2020 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 観光産業と起業

開講期・単位 2年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 柳森　利宣

■講義の目的および概要

本講義は、観光産業の実情を理解し、とくに地域ビジネスに関する起業について理解
することを目的とする。コロナ禍後の観光産業の変化や、グローバル化やITの普及に
より、地域と世界の距離が最接近していたが、従来の観光産業のあり方が急激に変化
するとともに、新たなビジネスチャンスが生まれようとしている。
そこで本講義では、具体的な地域ビジネス起業を想定し、①ビジネスとは何か、②企
業体とは何か、③地域課題を活かすビジネスといった3段階をとおした学修を行う

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】

基本的には、担当教員が設定する課題に対し、グループワーク等のアクティブラーニ
ングをとおし、講義の目的に沿った知識の獲得、技能の修得を目指す。

【課題に対するフィードバックの方法】
授業中に適宜設ける発表、エスキス（企画デザインの検討）、最終発表会をとおし、
教員や受講学生間で共創的に行う。

■授業計画

①オリエンテーション
②観光ビジネスホテル業界の現状
③地域における観光の役割
④多様なビジネスモデル
⑤民間と公共
⑥パートナーシップ、協働
⑦地域のための資源活用
⑧ストーリー化
⑨マーケティング
⑩事業計画書の作成1
⑪事業計画書の作成2
⑫仮想ホテル運営会社設立1
⑬仮想ホテル運営会社設立2
⑭プレゼンテーション1
⑮プレゼンテーション2

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】

観光産業の現状とビジネスのあり方を理解し、起業を前提とした観光産業の未来を描
くことができる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
学修した知識、技能の活用能力
自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力

■成績評価基準と方法

授業内におけるディスカッションと発表　30％
最終発表の成果物（企画書・事業計画書）40％
授業への積極的な姿勢　30％

■テキスト・参考文献
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【テキスト】
必要な資料を適宜配布する。

【参考文献】

■授業外学習

【具体的な内容】
観光企業に関連する報道等に常に注意を向けておく。また、課題に沿ったグループワ
ーク等に関して必要な事柄について、適宜調査や振り返りを行うこと。

【必要な時間】
受講生の能力や進捗状況、設定テーマに沿って、指導教員とも相談しながら適宜設定
する。

■その他
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2020 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 観光統計

開講期・単位 2年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 佐々木　清美

■講義の目的および概要

観光政策立案や観光マーケティングの基礎となる国内外の観光統計の概要について学
習します。統計データを的確に活用できるよう、実際にある観光統計を利用し課題を
通して習得することを目的とします。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
最近では統計データの大半がインターネット上で公開されています。そのため各自が
主体的に観光統計データにアクセスし、活用できるように授業を展開します。
授業では前半部分に数学的な「統計学」の基礎的内容が入ります。講義のほか統計デ
ータをEXCELで作成・処理する実践的な作業も含みます。
本講義は中国の調査会社において実務経験のある教員が、具体的な調査例を踏まえた
実践的な授業を展開します。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題については提出後教員によるコメントをつけて返却するほか、授業内で解説を行
います。必要に応じて授業内容に関する質疑等も授業内やメール等で受け付け、個別
に回答します。

■授業計画

①授業ガイダンス：この講義で学ぶ内容
②観光統計を学ぶための基礎：「統計」のいろは①データの基礎
③観光統計を学ぶための基礎：「統計」のいろは②データのばらつき
④観光統計を学ぶための基礎：「統計」のいろは③相関関係
⑤観光統計を学ぶための基礎：「統計」のいろは④統計を扱うための練習
⑥観光統計の種類と情報源
⑦国土交通省観光庁の統計とその概要
⑧国際観光統計と日本の位置づけ
⑨国内観光統計と北海道の位置づけ
⑩北海道の観光統計
⑪RESAS（地域経済分析システム）の使い方①
⑫RESASの使い方②
⑬RESASを使った観光の現状と課題の分析①
⑭RESASを使った観光の現状と課題の分析②
⑮まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
「統計」は集められた数字をまとめて、あなたの考えや視点を他の人に分かりやすく
説明するためのツールです。まずは統計に対する理解を進め、次いで種々の観光統計
を的確に活用できるための技術の習得をめざします。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「修得した知識、技能の活用能力を習得した学生に学位を授与する」に基づき、統計
データ分析能力の獲得を通して、観光を通じた地域振興と国内・国際観光の分野で活
躍できる能力を身につけます。

■成績評価基準と方法

小テスト・課題　　70％
レポート　30％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
特にありませんが、必要に応じてプリントの配布、参考文献の提示を行います。

【参考文献】
国土交通省『観光白書』、北海道経済部観光局『北海道観光の現況』（いずれもウェ
ブサイトからダウンロード可）

■授業外学習
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【【具体的な内容】
国連世界観光機関、観光庁、北海道経済部観光局などの観光関連ウェブサイトを読み
、どのような観光統計があるのか把握しておくこと。
【必要な時間】
２時間／各項目予習・復習

■その他

以下を習得しておいてください。
①学内コンピュータ、Microsoft Officeへのログイン
②大学メール（@ss.siu.ac.p）の利用
③Chromeブラウザの基本的な使用
④Microsoft Excelの使用（四則計算、関数）
統計データをEXCELで作成・処理する実践的な作業も含みますので、「表計算基礎」
にてEXCELの基礎を理解したうえで受講することが望ましいです。
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2020 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 旅行演習

開講期・単位 2年 後期・選択 2単位・演習

担 当 者 藤崎　達也

■講義の目的および概要

旅行業の仕入・商品造成の実態について学ぶ。旅行会社での重要な業務の1つである
企画旅行商品について、旅行会社から直接講義を受け企画商品を考察した上で、旅行
会社とお客様の両視点に立った冬の道内研修旅行を体験する。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
旅行会社担当者との検討を行うアクティブラーニングと、実際に現地を体験するフィ
ールドワークを行う。

【課題に対するフィードバックの方法】
春休み（2月を予定）の実地研修に向け11月頃内容発表。事前学習を行う。

■授業計画

①講義内容の説明会
②研修旅行内容発表
③研修旅行参加希望調査
④～⑤企画旅行商品研究
⑥～⑦研修旅行内容の事前学習
⑧～⑨旅行会社社員とのディスカッション
⑩～⑭研修旅行実施
⑮レポート作成

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
旅行業の基幹業務である旅行商品企画の仕入・造成業務の基礎概略が習得できる。さ
らに将来の旅行産業への就職を具体的にイメージできるようにする。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
観光ビジネス分野の専門知識、技能の修得
観光ビジネス分野の実践的知識、技能の修得
修得した知識、技能の活用能力
自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力

■成績評価基準と方法

事前課題レポート　　　　　　　　　　　　　３０％
研修中の積極性（自己評価チェックリスト）　２０％
研修後のレポート　　　　　　　　　　　　　５０％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
なし

【参考文献】
旅行会社パンフレット、着地アクティビティ資料、その他

■授業外学習

【具体的な内容】
北海道内の観光資源の基礎知識、旅館施設などを整理しておくこと。特に冬の北海道
観光に関心を持ち、自分自身が旅行会社や観光施設の社員だったらどういう企画提案
をするか、という問題意識を持って参加すること。
【必要な時間】
概ね2時間

■その他

観光を学ぶ学生として、最新のトレンドをつかむこと。一般的な旅行と「次に来る」
コンテンツを日頃からウォッチして臨むこと。
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2020 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 2年演習(基礎)

開講期・単位 2年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 藤崎　達也

■講義の目的および概要

経営者・実務経験者としての指導を基本として、観光ガイド事業の立ち上げに際して
のケーススタディを丁寧に追い、観光地における新規事業スタートに際しての諸課題
について理解し、解決に向けての問題意識をディスカッションやフィールドワークな
どのアクティブラーニングを通して培う。観光地の主な立地である地方における課題
解決は簡単ではないが、①事業化②地域における人材育成・成長③行政等が担うべき
環境整備を通して④SDGs（持続的な開発）の基本的な観点を身につけることを目的と
する。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
本講義は地方における観光開発と地域における問題や課題解決を、適宜資料などを読
み進みながら理解する。

【課題に対するフィードバックの方法】
問題解決へのアプローチは講師のものだけではない。多様な課題解決に向けた可能性
をディスカッションを通して見出す。

■授業計画

①イントロダクション
②地域の魅力を伝える―ガイドという仕事
③組織づくり
④マーケティングの基本―企画・商品化（Product）
⑤マーケティングの基本―価格（Price）
⑥マーケティングの基本―広報・宣伝（Promotion）
⑦マーケティングの基本―流通経路（Place）
⑧ガイドの育成
⑨リスクマネジメント
⑩まちめぐりガイドなどへの応用
⑪観光地におけるガイドプログラム発展のための環境整備
⑫グループ討議
⑬北海道におけるガイドサービス
⑭グループ討議
⑮ふりかえり

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
着地型観光やエコツーリズムなど、これからの観光産業において重要なガイドビジネ
スの創業・経営を学ぶことを通して、地域のおかれている観光産業における諸課題へ
のソリューションを導き出す力を養い発揮できるようになること。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
観光ビジネス分野のうちとりわけガイド事業や観光コンテンツ開発の専門知識、技能
の修得、実践的知識、技能の修得を目指す。

■成績評価基準と方法

講義ごとの確認シート30%
課題40％
試験30％

■テキスト・参考文献

【テキスト】

【参考文献】
必要に応じて資料を配布する

■授業外学習

毎回、担当を決めて予習（調べ、レジュメ作成）し、発表し、議論の取りまとめを行
います。上級学年になる前に大学生らしい学び方を身につけるよう努力すること。

■その他
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2020 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 2年演習(基礎)

開講期・単位 2年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 有澤　恒夫

■講義の目的および概要

観光業は、人的資本（人材）の質が決定的に重要な産業です。将来、観光ビジネス（
企業、NPO、公的機関等）で活躍する人材は、優れたマネジメントのあり方を学び、
組織とそこで働く人々が成果をあげるために、何を考え行動しなければならないかを
理解しておく必要があります。春学期のテーマは、「ドラッカーに学ぶ生きたマネジ
メント」です。秋学期は、「組織、リーダーシップ」がテーマです。春学期は、マネ
ジメントを身近にわかり易く学ぶために、「もし高校野球の女子マネージャーがドラ
ッカーの『マネジメント』を読んだら」（岩崎夏海著）をテキストに使います。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
テキストを読み進めながら、ストーリーの進行ごとに登場するマネジメントに関する
重要テーマを取りあげて、その意味と目的について学びます。受講者自身の過去の経
験をもとにした対話やディスカッションも重視し、活用できる生きた知識としてマネ
ジメントを理解します。
担当教員は、企業で人事管理とマネジメントを長く経験した実務家教員です。

【課題に対するフィードバックの方法】
一人ひとりにシャトルカードを配布しますので、毎回考えたことや質問を自由に記述
してください。担当教員がそれに対するコメントを記入し、次の授業で受講者に返し
ます。

■授業計画

①オリエンテーション
②マネジメントとは
③顧客は誰か
④マーケティング
⑤専門家
⑥強みを生かす
⑦仕事の生産性
⑧目標による管理
⑨イノベーション
⑩トップ・マネジメント
⑪リーダーシップ
⑫人事システム
⑬経営戦略／経営管理
⑭真摯さ／社会貢献
⑮仕事の哲学

注：授業計画は変更することがあります。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
1.優れたマネジメント（経営）は仕事の生産性を高め、組織とそこで働く人々に成果
をもたらすということが理解できる。
2.組織とそこで働く人々が成果を上げるためには、具体的に何を考え行動しなければ
ならないかを理解できる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「観光ビジネス分野の実践的知識、技能の修得した学生に学位を授与する」に基づき
、観光ビジネスを担う人材に必要なマネジメント能力を涵養する。

■成績評価基準と方法

発言・ディスカッション等授業への参画（６０％）、レポート（４０％）

■テキスト・参考文献

【テキスト】
「もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら」岩
崎夏海著。ダイヤモンド社

【参考文献】
「マネジメント【エッセンシャル版】」P.Fドラッカー著　ダイヤモンド社

■授業外学習
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【具体的な内容】
事前配布資料とレジュメ、参考図書による学習

【必要な時間】
予習と復習各２時間程度

■その他
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2020 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 2年演習(基礎)

開講期・単位 2年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 田村　こずえ

■講義の目的および概要

本演習では、「住んでよし訪れてよし」の地域の創造を目指し、ユニバーサルな対応
や実践的な学び等を通して、地域社会の歴史や文化、現状から地域の課題を理解する
ことの基礎を学修していきます。また、各自が問題意識を持ちながら、グループワー
クやディスカッション、プレゼンテーションを行い、共に学ぶ姿勢や主体的に取り組
む姿勢を身に付けます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
新聞やインターネットなどを活用し、観光に関する最近の動向も勘案しながら、地域
社会の現状などから地域生活や課題を理解するようなアクティブラーニングとします
。また、グループワークや学生との討論を重視して講義を進めていきます。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題に対して、講義の中でフィードバックします。

■授業計画

①ガイダンス
②観光と社会の基礎：観光の動向（1）
③観光と社会の基礎：観光の動向（2）
④観光と社会の事例（1）
⑤観光と社会の事例（2）
⑥観光と福祉の基礎：ユニバーサル対応（1）
⑦観光と福祉の基礎：ユニバーサル対応（2）
⑧観光と福祉の事例（1）
⑨観光と福祉の事例（2）
⑩地域社会の基礎：持続可能な観光（1）
⑪地域社会の基礎：持続可能な観光（2）
⑩地域社会の事例（1）
⑫地域社会の事例（2）
⑬地域社会の見方（1）
⑭地域社会の見方（2）
⑮まとめ　総括

※以上の構成で進める予定ですが、受講生の人数や社会情勢等の諸事情により変更に
なる場合があります。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
地域社会の現状から課題を発見する基礎的な能力を修得します。
地域社会に関して関心を持ち、フィールドワーク等を通じて主体的に取り組む姿勢や
地域社会へ寄与する姿勢を身に付けます。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力」に基づき、共に学ぶ姿勢や
自主的に取り組む姿勢の基礎を身に付けます。

■成績評価基準と方法

課題レポート：50%　　
ディスカッション・発表：30%　　
最終課題：20%

■テキスト・参考文献

【テキスト】
適宜資料を配布します
必要に応じてテキストや文献を紹介します

【参考文献】
必要に応じて参考文献を紹介します

■授業外学習
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【具体的な内容】
・地域社会に関心を持ち、常日頃からニュース・新聞・文献・雑誌等から講義内容に
関連する情報を収集するように心掛けてください。
・地域の事前・事後調査や配布した資料を読み、講義の内容の理解に務める。
・演習の課題や発表資料作成及び準備等を行う。

【必要な時間】
毎回講義に出席した上で、講義内容に基づいて、事前学修と事後学修を行うことが必
要となります。

■その他

フィールドワークや実習等の費用は、基本的に自己負担ですが、一部助成があります
。
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2020 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 2年演習(基礎)

開講期・単位 2年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 青木　哲朗

■講義の目的および概要

　本演習の目的は、旅行業のみならず旅行関連産業においても重要性が増している「
国内旅行業務取扱管理者」資格取得を目指し、試験科目の観光資源、旅行業法、旅行
業約款を学ぶ。また、併せて観光地理検定も受験し、観光地理知識のレベルアップを
目指す。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
事前課題予習済みを前提とし、授業内で回答・解説する。
【課題に対するフィードバックの方法】
授業内課題、授業内試験実施後、特に注意が必要と思われる点についてフィードバッ
クを行う。

■授業計画

国内旅行業務取扱管理者試験を受験する学生は国内観光資源、総合旅行業務取扱管理
者を目指す学生は、海外観光資源を中心に学習する。
①オリエンテーション
②国内観光資源　沖縄、海外旅行地理検定問題(4級問題)
③国内観光資源　九州（１）、海外旅行地理検定問題(4級問題)
④国内観光資源　九州（２）、海外旅行地理検定問題(4級問題)
⑤国内観光資源　中四国（１）、海外旅行地理検定問題(3級問題)
⑥国内観光資源　中四国（２）、海外旅行地理検定問題(3級問題)
⑦国内旅行地理検定(4級問題)、海外旅行地理検定問題(3級問題)
⑧国内旅行地理検定(4級問題)、海外旅行地理検定問題(3級問題)
⑨旅行地理検定受検（国内、海外）
⑩取扱管理者試験対策　過去問題 (1)　旅行業約款
⑪取扱管理者試験対策　過去問題 (2)　旅行業約款
⑫取扱管理者試験対策　過去問題 (3)　旅行業約款
⑬取扱管理者試験対策　過去問題 (4)　旅行業約款
⑭授業内試験　旅行業約款
⑮道内観光資源　道央日帰りバス旅研修(7/18実施予定）

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
国内旅行業務取扱管理者、国内旅行地理検定(初級以上)を受験し合格可能なレベルの
知識を習得する。　　　

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
旅行業の基本的な知識を習得する。

■成績評価基準と方法

地理検定初級（または中級）50%、世界遺産ビデオ視聴レポート25%、授業内試験25%

■テキスト・参考文献

【テキスト】旅行業実務シリーズ　「国内観光資源」「旅行業法およびこれに基づく
命令」「旅行業約款　運送・宿泊約款」「国内　運賃・料金」、総合旅行業務取扱管
理者受験の者は、「海外観光資源」「出入国法令と実務　旅行実務」「国際航空運賃
・旅行英語」
※2020年のテキストで可。

■授業外学習

【具体的な内容】問題の予習・復習を欠かさない。WEBでの情報収集のみならず、旅
行会社のパンフレット、旅番組を意識的に視聴する等、日頃から観光資源の知識向上
に努めること。

【必要な時間】
予習・復習の時間は2時間を目安とする。

■その他
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地理検定受験料初級2,800円(中級は3,200円）、日帰りバス旅参加料10,000円、旅行
業務取扱管理者試験受験料（自己負担3,000円）が必要です。（いずれも概算額、値
上がりする場合があります）
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2020 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 2年演習(基礎)

開講期・単位 2年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 杉江　聡子

■講義の目的および概要

話し合いやディスカッションのプロセスや要点をまとめ、ことばとイラスト等を用い
て人に伝えるための手法を学びます。意味を理解・解釈し、概念を再構築して表現す
るプロセスを意識しながら、グラフィックレコーディングの基本を学びましょう。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
文献を読みながら内容を要約して発表します。
また、文献の内容に沿ってグラフィックレコーディングの実技を行います。
学んだスキルを活用し、観光をテーマとしたセミナーやスピーチの動画を分析し、概
念を可視化します。
グループでの活動もありますので、学生の主体的かつ協調的な学びが求められます。

【課題に対するフィードバックの方法】
授業で出した課題については、次回以降の授業でコメント・解説します。

■授業計画

①ガイダンス（自己紹介、文献紹介、研究関心の共有、イラスト表現の基礎）
②グラフィックレコーディングとは
③短い文章のグラフィック描画（1）5W1H
④～⑤短い文章のグラフィック描画（2）行動、表情、ことば
⑥～⑦ある程度まとまった話のグラフィック描画（1）構成、部分、タイトル、トピ
ックセット
⑧～⑩ある程度まとまった話のグラフィック描画（2）ストーリーライン、スピーチ
のグラフィック化
⑪～⑬観光をテーマとするセミナーやスピーチ動画を用いたグラフィックレコーディ
ング実践
⑭グラフィックレコーダーをゲストとするレクチャーとワークショップ
⑮最終課題

＊学期の前半、中盤、最終回にゲストレクチャーを予定しています（時期は調整中）
。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
・レクチャーやディスカッションのプロセスや要点をグラフィックレコーディングで
きるようになる。
・国際化が進む北海道観光の課題を発見し、要点を整理して、ことばとグラフィック
を用いて人に伝えられるようになる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
この授業は、観光学部ディプロマポリシーのうち
①観光学の基礎的知識、技能の修得およびそれを基にした専門知識、技能の修得
②観光学の知識、技能の活用能力
に該当します。

■成績評価基準と方法

出席と授業への取り組み、発表内容と完成度、質疑応答やディスカッションへの参加
状況等に基づき総合的に評価します。
・出席と授業への取り組み（20％）
・発表内容や作品の完成度（50％）
・主体的・協調的なグループ活動や準備（30％）

■テキスト・参考文献

【テキスト】
「Graphic Recorder 議論を可視化するグラフィックレコーディングの教科書」（清
水 淳子著, 2017, ビー・エヌ・エヌ新社）

【参考文献】

■授業外学習

【具体的な内容】
授業の中で課題を提示する場合があります。次の授業までに完成させてくること。

【必要な時間】
発表やプレゼンテーションの準備がある場合、発表資料をまとめるのに数時間から数
日程度必要です。
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■その他

・2021年度導入のLMSなども段階的に使用しますが、社会状況に応じて柔軟にさまざ
まなツールを使いこなす意欲を持つこと。
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2020 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 2年演習(基礎)

開講期・単位 2年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 綱島　洋一

■講義の目的および概要

　「コロナ禍で揺らぐ観光の明日を考える」をテーマに学位授与方針が掲げる「課題
を発見して解決する能力」を養います。
　新型ウイルスの感染拡大は、旅を楽しもうとする人々の思いに「待った」をかけま
した。同時に、世界中の経済活動を停滞させ、ビジット・ジャパン・キャンペーン」
によるインバウンド市場に期待した日本の経済成長戦略の先行きも決して明るい、と
はいえなくなりました。それゆえ、観光業はいま、「ビジネスモデル（稼ぐ力）」を
改めて検証、磨き上げる必要があるのです。
　経済が「生き物」とされるように、観光も時々刻々と変化し、たくましさを増す生
き物なのです。この演習では、世界経済の動きを追いながら新たな時代を生き抜く観
光のあり方に迫ります。
　キーワードは「未来型観光人材」。宿泊、運輸業といった従来の枠組みを超えた担
い手の育成を念頭に担当教員と学生が新たな方向性を模索します。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】　
　主役は受講生一人ひとりです。担当教員が提示したコロナ禍による観光をめぐる変
化について受講生が自ら考え、調べ、討議(ディスカッション)し発表(プレゼンテー
ション)します。この繰り返しで理解を深め、各自がレポートにまとめます。
　これをもとに、朝日新聞記者として観光業界や海外の観光事情を取材してきたジャ
ーナリストとしての実務経験のある教員が独自の読み解き方、視点などをもとに解説
します。授業内外で対話を心がけます。感染拡大状況をにらみながら、可能なら学外
でのフィールドワークにも取り組みます。観光業界をリードする最前線の担い手を講
師に招き、学びを深めます。
【課題に対するフィードバックの方法】
　受講生が授業で発表した内容については、その場で担当教員がコメントします。
レポートについては、授業で担当教員がコメントするほか、必要に応じて個別の受講
生に対面、メールなどでコメントします。

■授業計画

　春学期の演習(基礎)では、主にコロナ禍で起きた観光をめぐる変化に着目。その課
題を読み解きます。秋学期の演習(応用)は、変化と課題をどう克服するかに着目。新
たな観光の世界を担う「未来型観光人材」のあり様について考えを深めます。

具体的な授業計画は以下のような内容を予定。
①演習の進め方について意見交換～コロナ禍で起きた変化、課題を考え始める
②コロナ禍で起きた変化を把握する～(1)消えた訪日客・ニセコリゾートの現在地
③コロナ禍で起きた変化を把握する～(2)消えた訪日客・中国依存の集客は・・・
④コロナ禍で起きた変化を把握する～(3)消えた訪日客・オーバーツーリズムが解消
⑤コロナ禍で起きた変化を把握する～(4)北海道でしか買えなかった観光土産は今
⑥コロナ禍で起きた変化を把握する～(5)国境を越えた電子商取引に活路はあるか
⑦コロナ禍で起きた変化を把握する～(6)雇用の変化を観光関連業界を例に検証
⑧コロナ禍で起きた変化を把握する～(7)ワーケーションにシフトする観光事情は
⑨コロナ禍で起きた変化を把握する～(8)政府の観光政策は功を奏したかを検証する
⑩コロナ禍で起きた変化を把握する～(9)地方自治体の観光政策はどう変化したか
⑪観光最前線に見る～フィールドワーク(ニセコリゾート・外部講師)
⑫観光最前線に見る～フィールドワーク(ニセコリゾート)
⑬観光最前線に見る～フィールドワーク(中国からのインバウンド事情・外部講師)
⑭観光最前線に見る～フィールドワーク(中国からのインバウンド事情)
⑮まとめ～変化と課題を整理、分析する

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
北海道内をはじめとする世界の観光をめぐる現状と課題を的確に読み解く思考、判断
力が身に着く。授業での討論、発表を通して他者との意思疎通力が磨かれる。①さま
ざまな文献、資料を「読むことができる」②相手の話を「聞くことができる」③自分
の考えを的確に「話すことができる」～この三つの力は就職活動や卒業後に社会で活
躍するための必要条件。卒業後をにらんだ人材育成につながります。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
すべての学部がデュプロマポリシーとして掲げる「自立して行動できる姿勢、課題を
発見して解決する能力」を身に着け、価値観が多様化する国際社会を主体的に生き抜
く力を養う。

■成績評価基準と方法
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①授業でのディスカッション、プレゼンテーション　　25％
②授業でのレポート　　25％
③学期末のレポート　　50％
学期末のレポートは学びの集大成とするため評価割合を高く設定しています。

■テキスト・参考文献

【テキスト】
教科書の指定はありません。必要な資料は授業で配布します。

【参考文献】
◎新・観光立国論　デービット・アトキンソン　東洋経済新報社
◎ポスト・オーバーツーリズム　阿部大輔編　学芸出版社

■授業外学習

【具体的な内容】
事前学習～観光分野だけでなく、世界の経済動向についてのニュース、話題を積極的
に読み、受講生みずからがどう考えるかをまとめておく。データベース、新聞各紙は
大学図書館で閲覧できる。積極的に活用するよう心掛ける。
事後学習～その日の授業内容の振り返り。授業で提出を求められたレポートの作成。
【必要な時間】
事前学習は、計2時間以上。ニュース、文献を読み、その背景を考えましょう。事後
学習は2時間以上かけて必要な調べ学習に取り組み、課題内容を精査しレポートを仕
上げます。

■その他
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2020 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 2年演習(基礎)

開講期・単位 2年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 陳　堯柏

■講義の目的および概要

観光情報の収集や発信方法を学び、英語で紹介できる能力を身につける。授業内のグ
ループディスカッションやアクティブラーニングを通じ、英語の実践的運用能力を高
める。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】

ディスカッションやプレゼンテーションを中心に授業を進め、学生の主体的な学びが
求められます。北海道内の観光地へのフィールドワークがあります。

【課題に対するフィードバックの方法】

講義内で課題に対するフィードバックを行います。パンフレット等の課題もコメント
をして返却します。

■授業計画

①オリエンテーション
②ディスカッション: 北海道の観光地で使われている英語の現状と課題について
③英語観光マップ作成について
④フィールドワーク１
⑤フィールドワーク１
⑥プレゼンテーション１
⑦英語メニュー作成について
⑧フィールドワーク２
⑨フィールドワーク２
⑩プレゼンテーション２
⑪英語パンフレット作成について
⑫フィールドワーク３
⑬フィールドワーク３
⑭プレゼンテーション３
⑮成果発表とまとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】

学生一人一人が観光客の立場に立ち、北海道の観光地で使われている英語の現状を把
握し、問題点を改善することができるようになる。また、パンフレットやメニューの
作成を通して、実践的な観光英語を身に着ける。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】

③国際観光分野の実践的知識、技能の修得
④修得した知識、技能の活用能力
⑤自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力

■成績評価基準と方法

英語観光マップ ２０％
英語メニュー ２０％
英語パンフレット ２０％
プレゼンテーション 1.2.3 (３０％)
学習レポート　１０％

■テキスト・参考文献

【テキスト】

必要に応じ、授業内でプリント適宜配布予定

【参考文献】
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■授業外学習

【具体的な内容】

毎回の授業に対してはインターネット等を使用して、北海道の観光地の情報を収集し
、課題の準備も含め２時間程度行ってください。その他グループディスカッションと
ファイナルプレゼンテーションは基本的に英語で行います。

【必要な時間】

２時間程度

■その他
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2020 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 2年演習(基礎)

開講期・単位 2年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 趙　恵真

■講義の目的および概要

北海道を訪れる韓国人観光客に対して北海道の観光をネット上に発信する能力を身に
つけます。
韓国人観光客の行動に適切に対応するため、韓国文化について習い、多角度に考える
力を養います。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
主にプレゼンテーションを行います。

【課題に対するフィードバックの方法】
演習内でのフィードバックとネット上でコメントします。

■授業計画

①オリエンテーション
②地元を紹介する①
③地元を紹介する②
④ミニプレゼン：私の推薦する○○
⑤韓国文化の理解①
⑥韓国文化の理解②
⑦韓国文化の理解③
⑧ミニプレゼン：韓国文化について
⑨韓国の観光について考える①
⑩韓国の観光について考える②
⑪韓国の観光について考える③
⑫ミニプレゼン
⑬北海道を韓国語で発信する①
⑭北海道を韓国語で発信する②
⑮まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
北海道に訪問する韓国人観光客が求める内容を理解し、観光客に説明することができ
るようになる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「国際社会へ寄与する姿勢を身につけている学生」と「観光学の技能の活用能力及び
自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力を持っている学生」に学位を授
与するに基づき、世界的な変化に対応する能力の獲得を通じて国際人として自立でき
る能力を身につける。

■成績評価基準と方法

参加度（発表・資料調査など）30%
ミニプレゼン30%
報告書40%

■テキスト・参考文献

【テキスト】
適宜資料を配布します。

【参考文献】
特になし

■授業外学習

【具体的な内容】
本演習は、課題を踏まえて行われる形式になるため、確実に期日を守って課題を提出
してください。

【必要な時間】
予習・復習の時間はそれぞれ2時間を目安とします。

■その他

・本演習で必要な韓国語レベルは、韓国語Ⅰを履修したレベルに合います。
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2020 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 2年演習(基礎)

開講期・単位 2年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 千葉　里美

■講義の目的および概要

本演習では、「with/afterコロナの航空サービス」をテーマとし、本学連携先である
日本航空(JAL)との共同研究を予定している。
特に、若者需要喚起を目的に、航空利用を誘発する取り込み、道内観光地誘致へ向け
た提案など、色々な視点からの航空サービス理解を深めると同時に、課題発見や解決
力を身につけることを目指します。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
授業では、文献調査や輪読、資料収集、フィールドワークなどから知識を深め、レジ
ュメ作成や口頭発表を通じて発信力を高める。

【課題に対するフィードバックの方法】
学習内容の進度を確認しながら、資料の配布、解説を行う。

■授業計画

①ガイダンス
②基礎知識1-事業展開
③基礎知識2-会社・組織
④基礎知識3-運行機材
⑤基礎知識4-国際線サービス
⑥基礎知識5-国内線サービス
⑦基礎知識5-基本サービス
⑧基礎知識6-スタッフ
⑨基礎知識から見える航空サービスの現状・課題
⑩先行研究調査1
⑪先行研究調査2
⑫先行研究調査3
⑬航空利用誘発サービス・情報
⑭道内観光地誘致に向けた取り組み
⑮フィールドワーク準備

※フィールドワーク先等の決定は、常にゼミ内で共有し確定する。
　なお、最低1回は、ゼミ全員で実施するフィールドワークに参加すること。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①航空サービスの基礎知識を身につける。
②航空サービスの課題を発見できるようにする。
③航空サービスに関する資料やデータを理解できるようにする。
④論理的思考のもと、課題解決へむけた主体的な学修姿勢を身につける。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
ゼミを通して以下の能力向上に努める。
①修得した知識、技能の活用能力
②自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力
③専門性の修得

■成績評価基準と方法

レジュメや資料の作成と発表　40%
毎回の取り組みや課題の提出　40%
研究計画書  20%

■テキスト・参考文献

【テキスト】
『ANAとJALこんな違いがあったのか』(2019)、秋本俊二、KAWADE夢文庫

【参考文献】
「ていくおふ」ANA総研
『孤立する都市、つながる街』(2020)、保井美樹、日本経済出版社

■授業外学習
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【具体的な内容】
「航空サービス」「消費者行動」をキーワードに、日頃からニュースや新聞、インタ
ーネットで情報収集するよう心がける。最近の社会動向と航空サービスを常に結びつ
け、航空サービスを自分ごと化として捉え、つねに説明できるよう準備する。
ゼミで使用した資料はファイリングするなどしてまとめ、毎回の内容についても各自
ポイント等整理すること。 また、研究を進めるにあたり、Word、Excel、Powerpoint
を使います。操作ができるように準備しておいてください。

【必要な時間】
予襲復習に2時間。

■その他

 調査やフィールドワークにかかる際の交通費は自費です。
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2020 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 2年演習(基礎)

開講期・単位 2年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 池見　真由

■講義の目的および概要

本演習では、国際平和と国際協力という視点から観光を捉え、国境を越えた相互理解
と異文化交流について学習します。世界の貧困問題や環境問題、地域開発や持続的発
展といった様々な課題に真摯に向き合いながら、これらの課題に観光分野はどうある
べきか、どのように貢献できるのかについて考察していきます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
文献資料の熟読、授業レポートの作成、ディスカッション、グループワーク、プレゼ
ンテーション、フィールドワークの実施に、学生主体で取り組みます。

【課題に対するフィードバックの方法】
毎回提出してもらう授業レポートを添削し、返却します。また授業内で受講生全員に
も内容を共有し、ディスカッションをした上で、コメントと解説を行います。

■授業計画

①オリエンテーション
②観光と国際平和
③観光と国際協力
④世界の観光地と観光客
⑤国際相互理解と異文化交流
⑥観光と環境問題
⑦観光と貧困問題
⑧国際観光と地域開発
⑨フィールドワーク
⑩第1回グループワーク：テーマ設定、研究計画
⑪第2回グループワーク：情報収集、文献資料調査
⑫第3回グループワーク：発表準備
⑬第1回プレゼンテーション
⑭第2回プレゼンテーション
⑮第3回プレゼンテーション、総括

※以上の内容で進める予定ですが、受講生の数や授業の進行具合によって適宜変更す
ることがあります。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
・国際相互理解と異文化交流に関する基礎的な知識を習得し、様々な国際問題に対す
る観光との関連性について理解することができる。
・国際平和・国際協力という観点と感覚を養い、観光分野にどう活かせるかについて
自身の考えをまとめ、発表することができる。
・グループワークに積極的に取り組み、共同作業する能力やコミュニケーション能力
を身に付ける。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「国際観光分野の専門的・実践的な知識及び技能を修得した学生に学位を授与する」
方針に基づき、観光分野に必要な国際理解や異文化交流に対する適応能力を養成する
。

■成績評価基準と方法

授業レポート：40%
発表資料・プレゼンテーション：40%
フィールドワーク：20%

■テキスト・参考文献

【テキスト】
授業中に適宜文献資料を配布します。

【参考文献】
バウンド (功能聡子・佐藤寛監修)『60分でわかるSDGs超入門』技術評論社，2019年
．
Martha Honey (高梨洋一郎・真板昭夫監修)『エコツーリズムと持続可能な開発』く
んぷる，2016年．
山下晋司編『観光学キーワード』有斐閣，2011年．

■授業外学習
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【具体的な内容】
予習としては、文献資料の熟読、発表資料の作成、プレゼンテーションの準備に、授
業時間外の多くの時間を費やすことになります。復習としては、授業時間外も集まっ
てグループワークを行い、学習内容の振り返り・まとめの作業に取り組みます。

【必要な時間】
事前・事後学習ともに２時間を目安とします。

■その他

フィールドワークにかかる費用は原則自己負担ですが、一部補助があります。
本演習では、国際理解と異文化交流に強い関心をもって実践すること。世界の諸問題
は決して他人事ではなく、日本または自分自身と無関係ではないという考え方・基本
姿勢が必要です。個人の知識や技術の向上だけでなく、集団（＝ゼミ）の一員として
互いに学び合い・協力し合うチームワークの構築も目指します。
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2020 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 2年演習(基礎)

開講期・単位 2年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 池ノ上　真一

■講義の目的および概要

観光地域づくりのイロハを学ぶ
　観光地域づくりを知るためには、地域でどのようなことが起きているか、どんな人
がプレイヤーとして活動しているかを知ることが第一歩である。そのために、地域で
実際に活動することをとおし、必要な知識、考え方、あるいはコミュニケーション力
、企画力、遂行力、多様性理解といった力を形成することを目的とする。
具体的には、観光と地域・人のあり方を大きく変える要素として注目されるYouTube
等のインターネットの活用、あるいは、北海道ならではの「食」等のテーマに焦点を
当てたプロジェクトの企画・遂行・振り返り・改善をとおし、能動的な学修の機会と
する。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
基本的には、ゼミナール形式でPBL型（プロジェクト型・課題解決型の学び）で実施
する。必要に応じて、PBLに関する技法（フィールドワーク、地域活動、グループワ
ーク、レジュメ作成等）に関するレクチャーを行う。

【課題に対するフィードバックの方法】
授業の中で適宜フィードバックを行なう。最終的には、しかるべき発表の機会を設け
、担当教員のみならず、地域からのアドバイス等ももらう。

■授業計画

①ガイダンス
②PBLテーマの検討1
③グループワーク
④フィールドワーク1
⑤フィールドワーク2
⑥フィールドワーク3
⑦中間発表、グループ討議
⑧PBLテーマの検討2
⑨グループワーク
⑩フィールドワーク1
⑪フィールドワーク2
⑫フィールドワーク3
⑬最終発表準備1
⑭最終発表準備2
⑮最終発表

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
観光地域づくりに必要な基礎知識や技法を身に付ける。また、実際の観光地域づくり
の現場に入ることにより、実践的な知識や求められる能力を理解する。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
観光を活用した地域づくりに資する専門的、実践的な知識の修得により、観光分野や
地域政策分野で活躍する人材を育成する方針に基づき、観光マネジメントの基礎知識
を身につける。

■成績評価基準と方法

ゼミにおけるレジュメや発表　30%、
フィールドワークと発表の参加度・積極性　30%
中間・最終発表　40%

■テキスト・参考文献

【テキスト】
必要に応じてプリントを配布する。

【参考文献】
必要に応じて適宜指示する。

■授業外学習

【具体的な内容】
PBLに関連するキーワードについて、統計データや関連文献等を中心に収集し、整理
すること。

【必要な時間】
必要に応じて適宜時間を確保すること。
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■その他

フィールドワークは、地域の現場で起こっている事象を自らの目で確かめ学ぶことを
目的としている（主に札幌市内を想定しているが、テーマによってはゼミ合宿（函館
かニセコ）等の遠征もあり。交通費は基本的には各自負担）。
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2020 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 2年演習(基礎)[秋学期]

開講期・単位 2年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 古田　和吉

■講義の目的および概要

秋学期から編入学する学生を対象にした演習です。
北海道の観光施設および観光関連施設の歴史と現状を学び、将来展望を考えます。
そして、今後の北海道観光の継続的な発展に向けた課題・問題点を抽出・研究し、
解決策をまとめ、提案することを目的とします。
観光関連産業に就職志望の学生には、進路選択に有効な演習を目指します。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
旅行会社で長く実務経験を積んだ教員が、北海道内の観光産業の実状について分かり
易く解説します。
同時に、実務経験を通して培った観光業界とのネットワークを活用し、北海道内の代
表的な観光施設を訪れるフィールドワークも取り入れます。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題については、授業内で解説します。

■授業計画

①ガイダンス（演習の概要と目的の解説）
②北海道観光の基礎知識（交通機関・航空・ＪＲ・バス等）
③北海道観光の基礎知識（国立公園・有名温泉地等）
④北海道観光の基礎知識（札幌近郊観光施設等）
⑤日本の観光産業の現状と展望（1）新型コロナウイルスの影響
⑥日本の観光産業の現状と展望（2）東京オリンピック・パラリンピック
⑦北海道の観光産業の現状と展望　インバウンド＋中間試験
⑧北海道の観光関連施設分析（1）宿泊業界
⑨北海道の観光関連施設分析（2）貸切バス・レンタカー・ロープウエイ等
⑩北海道の観光関連施設分析（3）ゴルフ場・スキー場等
⑪フィールドワーク準備　事前調査等
⑫フィールドワークの実施（宿泊施設）
⑬フィールドワークの成果発表　課題解決にむけての提案
⑭総括・期末レポート作成
⑮３年生ゼミ発表会

※授業の順番や内容を変更する場合があります。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
北海道の観光産業の現状を理解し、課題を抽出して、今後の解決策をまとめ、提案す
ることが出来る。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】

観光学の基礎的知識を習得し、課題を発見し解決する能力を身につける。

■成績評価基準と方法

授業・発表の参加度・積極性　40％
中間試験　　　　　　　　　　30％
期末レポート　　　　　　　　30％

■テキスト・参考文献
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【テキスト】
適宜資料を配布します。
【参考文献】
必要に応じて指示します。

■授業外学習

【具体的な内容】
観光に関する情報、ニュースに常に関心を持ち、観光庁・各自治体・各観光施設など
のホームページにもアクセスし、実際に起きている事象を認知し、問題意識を持ち授
業に臨むこと。

■その他

北海道内の観光施設を対象に、フィールドワークを行います。
交通費、食事代等の費用が一人2.000円程度必要になります。
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2020 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 2年演習(応用)

開講期・単位 2年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 藤崎　達也

■講義の目的および概要

経営者・実務経験者としての指導を基本として、観光ガイド事業の立ち上げに際して
のケーススタディを丁寧に追い、観光地における新規事業スタートに際しての諸課題
について理解し、解決に向けての問題意識をディスカッションやフィールドワークな
どのアクティブラーニングを通して培う。観光地の主な立地である地方における課題
解決は簡単ではないが、①事業化②地域における人材育成・成長③行政等が担うべき
環境整備を通して④SDGs（持続的な開発）の基本的な観点を身につけることを目的と
する。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
本講義は地方における観光開発と地域における問題や課題解決を、適宜資料などを読
み進みながら理解する。

【課題に対するフィードバックの方法】
問題解決へのアプローチは講師のものだけではない。多様な課題解決に向けた可能性
をディスカッションを通して見出す。

■授業計画

①イントロダクション
②ガイド事業者研究（１）
③ガイド事業者研究（２）
④ガイド事業者研究（３）
⑤ガイド事業者研究（４）
⑥ガイド事業のフィールドにおける行政課題研究（１）
⑦ガイド事業のフィールドにおける行政課題研究（２）
⑧ガイド事業のフィールドにおける行政課題研究（３）
⑨ガイド事業のフィールドにおける行政課題研究（４）
⑩フィールドワーク振り返り中間発表
⑪ゼミ発表資料作成（１）
⑫ゼミ発表資料作成（２）
⑬ゼミ発表資料作成（３）
⑭ゼミ発表
⑮ゼミ報告会

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
着地型観光やエコツーリズムなど、これからの観光産業において重要なガイドビジネ
スの創業・経営を学ぶことを通して、地域のおかれている観光産業における諸課題へ
のソリューションを導き出す力を養い発揮できるようになること。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
観光ビジネス分野のうちとりわけガイド事業や観光コンテンツ開発の専門知識、技能
の修得、実践的知識、技能の修得を目指す。

■成績評価基準と方法

講義ごとの確認シート30%
課題40％
試験30％

■テキスト・参考文献

【テキスト】

【参考文献】
必要に応じて配布する

■授業外学習

毎回、担当を決めて予習（調べ、レジュメ作成）し、発表し、議論の取りまとめを行
います。上級学年になる前に大学生らしい学び方を身につけるよう努力すること。

■その他

北海道内観光地におけるフィールドワークを行う（休み期間中を予定）。宿泊・保険
等で3万円程度を徴収します。
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2020 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 2年演習(応用)

開講期・単位 2年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 有澤　恒夫

■講義の目的および概要

観光業は、人的資本（人材）の質が決定的に重要な産業です。将来、観光ビジネス（
企業、NPO、公的機関等）で活躍する人材は、優れたマネジメントのあり方を学び、
組織とそこで働く人々が成果をあげるために、何を考え行動しなければならないかを
理解しておく必要があります。秋学期は、「組織とリーダーシップ」がテーマです。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
優れた組織とリーダーシップのあり方を講義、ディスカッション、事例研究等の方法
で学んでもらいます。理論だけでなく、実在する組織を取り上げて実践面からテーマ
を考察します。受講者は、学んだことをベースに自分の関心のある企業やリーダーに
ついて事例研究・発表を行います。
担当教員は、企業で人事マネジメントを長く経験した実務家教員です。

【課題に対するフィードバックの方法】
シャトルカードを配布しますので、毎回考えたことや質問を自由に記述してください
。担当教員がそれに対するコメントを記入し、次の授業で受講者に返します。

■授業計画

①オリエンテーション
②組織とは
③人と組織の機能
④社会が変わる、組織も変わる
⑤新しい組織
⑥非営利組織
⑦最強の組織
⑧事例研究1
⑨事例研究2
⑩リーダーシップとマネジメント
⑪リーダーとマネージャー
⑫変化の時代のリーダーシップ
⑬全員リーダーシップの組織
⑭研究発表1
⑮研究発表2

注：講義計画は変更することがあります。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
1.優れた組織はどうやって創られるのか、存続させるには何が必要なのかを理解でき
る。
2.優れたリーダーシップを発揮するには、どのような考え方や経験が求められるのか
を理解できる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「観光ビジネス分野の実践的知識、技能の修得した学生に学位を授与する」に基づき
、観光ビジネスを担う人材に必要なマネジメント能力とリーダーシップを涵養する。

■成績評価基準と方法

発言・ディスカッション等授業への参画（３０％）、研究発表（３０％）レポート（
４０％）

■テキスト・参考文献

【テキスト】
資料を配布します。

【参考文献】
授業で紹介します。

■授業外学習

【具体的な内容】
事前配布資料とレジュメ、参考図書による学習

【必要な時間】
予習、復習各２時間程度
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■その他
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2020 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 2年演習(応用)

開講期・単位 2年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 田村　こずえ

■講義の目的および概要

本演習では、「住んでよし訪れてよし」の地域の創造を目指し、ユニバーサルな対応
や実践的な学び等を通して、地域社会の現状から地域の課題を理解することの基礎を
学修していきます。また、各自が問題意識を持ちながら、グループワークやディスカ
ッション、プレゼンテーションを行い、共に学ぶ姿勢や主体的に取り組む姿勢を身に
付けます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
文献調査だけではなく、フィールドワークや実習等を行い地域の現状を把握して、地
域の課題を理解するようなアクティブラーニングとする。また、グループワークや学
生との討論を重視して講義を進めていきます。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題に対して、講義の中でフィードバックします。

■授業計画

①ガイダンス
②観光と地域の基礎（1）：学ぶ姿勢
③観光と地域の基礎（2）：観光とは
④観光と地域の基礎（3）：地域とは
⑤観光と地域の基礎（4）：地域づくり
⑥フィ―ルドワークにおける地域課題調査（1）
⑦フィ―ルドワークにおける地域課題調査（2）
⑧フィ―ルドワークにおける地域課題調査（3）
⑨フィ―ルドワークにおける地域課題調査（4）
⑩フィ―ルドワークの振り返りと報告
⑪演習発表の資料作成（1）
⑫演習発表の資料作成（2）
⑬演習発表の資料作成（3）
⑭演習発表
⑮演習報告会

※以上の構成で進める予定ですが、受講生の人数やフィールドワーク等の諸事情によ
り変更になる場合があります。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
地域社会の歴史や文化、現状から課題を発見する基礎的な能力を修得します。
地域社会に関して関心を持ち、フィールドワーク等を通じて主体的に取り組む姿勢や
地域社会へ寄与する姿勢を身に付けます。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力」に基づき、共に学ぶ姿勢や
自主的に取り組む姿勢の基礎を身に付けます。

■成績評価基準と方法

・課題レポート：40%　　
・ディスカッション・発表：30%　　
・最終課題：30%

■テキスト・参考文献

【テキスト】
適宜資料を配布します
必要に応じてテキストや文献を紹介します

【参考文献】
必要に応じて参考文献を紹介します

■授業外学習
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【具体的な内容】
・地域社会に関心を持ち、常日頃からニュース・新聞・文献・雑誌等から講義内容に
関連する情報を収集するように心掛けてください。
・地域の事前・事後調査や配布した資料を読み、講義の内容の理解に務める。
・演習の課題や発表資料作成及び準備等を行う。

【必要な時間】
毎回講義に出席した上で、講義内容に基づいて、事前学修と事後学修を行うことが必
要となります。

■その他

フィールドワークや実習等の費用は、基本的に自己負担ですが、一部助成があります
。
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2020 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 2年演習(応用)

開講期・単位 2年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 青木　哲朗

■講義の目的および概要

　本演習の目的は、海外旅行パッケージツアーの仕組みを学んだ後、ハワイとヨーロ
ッパのパッケージツアー日程の作成を通じて、旅行業界の仕事、海外観光資源、現地
事情の理解を深めることを目的とし、併せて「総合旅行業務取扱管理者」の試験科目
、「海外観光資源」の試験対策とする。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
旅行業界でに実務経験・旅行業務取扱管理者資格のある教員による講義、と個別指導
、グループディスカッションなどを通じて、最終的にハワイ6日間、ヨーロッパ21日
間の学生旅行の日程表を完成させる。

【課題に対するフィードバックの方法】
授業内でその都度フィードバック。

■授業計画

①旅行会社のビジネス展開、海外旅行マーケット・商品の変化、ハワイ情報
②オリオリハワイを利用してハワイの過ごし方を考えてみる(1) 日程案作成
③オリオリハワイを利用してハワイの過ごし方を考えてみる(2) 発表用パワポ作成
④グループ発表　オリオリを利用したハワイの過ごし方提案
⑤旅行会社のパンフレットからスペインについて学ぶ
⑥旅行会社のパンフレットからイタリアについて学ぶ
⑦旅行会社のパンフレットからフランス・ドイツについて学ぶ
⑧旅行会社のパンフレットからイギリス・ベネルクス3国について学ぶ
⑨旅行会社のパンフレットからスイス・北欧について学ぶ
⑩個人発表　私の好きなヨーロッパの国
⑪グループ研究　ヨーロッパ21日間の旅行日程を作成してみる（日程・パンフ作成）
⑫グループ研究　ヨーロッパ21日間の旅行日程を作成してみる（日程・パンフ作成）
⑬グループ研究　ヨーロッパ21日間の旅行日程を作成してみる（日程・パンフ作成）
⑭グループ発表　ヨーロッパ21日間の旅行日程
⑮まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】海外旅行パッケージツアーとはどういうものか具体的に理解できている
。ハワイとヨーロッパのディスティネーションの基本的な知識が身についている。ま
たそれを組み込んだ旅行日程を具体的に提案できる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
【卒業認定・学位授与の方針との関連】旅行業の基本的な知識を習得する。

■成績評価基準と方法

個人発表（30%)、グループ研究　ハワイの過ごし方・ヨーロッパ21日間発表（70%)

■テキスト・参考文献

【参考文献】
旅行会社のハワイ、ヨーロッパパンフレット

■授業外学習

【具体的な内容】
講義内容の予習・復習を欠かさない。WEBでの情報収集のみならず、旅行代理店を訪
ねてみる、パンフレット集めて熟読する、旅番組を意識的に視聴する等、研究発表た
めの知識向上に努めること。
【必要な時間】
予習・復習の時間はそれぞれ２時間を目安とします。

■その他
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2020 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 2年演習(応用)

開講期・単位 2年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 杉江　聡子

■講義の目的および概要

国際化が進む北海道において、地域づくりや観光産業における異文化理解と多言語対
応能力がますます重要になってきます。
この授業では、北海道の地域の魅力を発見し、フィールドワークを通じて地域の魅力
を取材した上で、動画を制作します。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
観光をテーマとするマルチメディアコンテンツ制作に関する理論の学習と実技を行い
ます。
また、地域の魅力を探索するための現地撮影やフィールドワークを行います。
グループでの活動もありますので、学生の主体的かつ協調的な学びが求められます。

【課題に対するフィードバックの方法】
授業で出した課題については、次回以降の授業でコメント・解説します。

■授業計画

①ガイダンス（自己紹介、研究関心の共有、コンピュータリテラシーの確認等）
②作成する観光映像テーマの検討
③映像制作の基本と動画編集アプリの使い方
④企画（1）脚本の草案とストーリーボードの作成
⑤企画（2）ショットリストの作成、機材準備、撮影許可申請
⑥制作（1）撮影地の選定、調査事項の確認
⑦制作（2）現地調査
⑧制作（3）撮影
⑨制作（4）撮影（予備日）
⑩編集（1）脚本の修正
⑪編集（2）映像の編集
⑫編集（3）字幕、BMG、ナレーション、音調整
⑬映像制作実務家によるレクチャーとワークショップ（作品講評と改善のための個別
指導）
⑭編集・仕上げ（映像・字幕・音声の最終チェック）
⑮作品発表・鑑賞、ルーブリックを用いた相互評価

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
・動画制作のための企画、撮影、編集のプロセスを理解し、実技スキルを身に付ける
。
・言語とメディアを活用して、自分の主張やコンセプトを人に伝わるよう表現できる
。
・現地調査に基づき地域の魅力を発見し、課題やアピールポイントをまとめることが
できる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
この授業は、観光学部ディプロマポリシーのうち
①観光学の基礎的知識、技能の修得およびそれを基にした専門知識、技能の修得
②観光学の知識、技能の活用能力
③自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力
に該当します。

■成績評価基準と方法

出席と授業への取り組み、発表内容と完成度、質疑応答やディスカッションへの参加
状況等に基づき総合的に評価します。
・出席と授業への取り組み（20％）
・発表内容や作品の完成度（50％）
・主体的・協調的なグループ活動や準備（30％）

■テキスト・参考文献

【テキスト】【参考文献】
インターネット上で公開されている各種のオンラインリソースを活用します。必要に
応じて自治体パンフレットや副教材プリント等の資料を配布します。

■授業外学習
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【具体的な内容】
作品制作の過程で様々な課外の準備が必要になります。グループメンバーと協力しな
がら分担し、期日までに完成させてくること。

【必要な時間】
必要なデータ収集やコンテンツ制作の作業に慣れないうちは、作業に時間がかかるこ
とが予想されます。数時間から数日程度必要です。

■その他

・2021年度導入のLMSなども段階的に使用しますが、社会状況に応じて柔軟にさまざ
まなツールを使いこなす意欲を持つこと。
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2020 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 2年演習(応用)

開講期・単位 2年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 綱島　洋一

■講義の目的および概要

「コロナ禍で揺らぐ観光の明日を考える」をテーマに学位授与方針が掲げる「課題を
発見して解決する能力」を養う演習の応用編。宿泊、運輸業といった従来の枠組みを
超えた「未来型観光人材」の育成をキーワードに観光業の「ビジネスモデル（稼ぐ力
）」を改めて検証、磨き上げる取り組みを目指す。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
　新たな時代の観光のあり方を探る主役は受講生一人ひとりです。秋学期の演習では
、担当教員だけでなく、受講する学生が問題提起をし進める。自ら考え、調べ、討議
(ディスカッション)し発表(プレゼンテーション)する方式は春学期の演習と同じ。理
解をより深め、各自がレポートにまとめます。
　これをもとに、朝日新聞記者として観光業界や海外の観光事情を取材してきたジャ
ーナリストとしての実務経験のある教員が独自の読み解き方、視点などをもとに解説
します。授業内外で対話を心がけます。感染拡大状況をにらみながら、可能なら学外
でのフィールドワークにも取り組みます。
【課題に対するフィードバックの方法】
　受講生が授業で発表した内容については、その場で担当教員がコメントします。
レポートについては、授業で担当教員がコメントするほか、必要に応じて個別の受講
生に対面、メールなどでコメントします。

■授業計画

　秋学期の演習(応用)は、コロナ禍で起きた観光をめぐる変化と課題を読み解いた春
学期の学びをさらに深めて「変化と課題をどう克服するか」に着目。新たな観光の世
界を担う「未来型観光人材」のあり様について考えを深めます。

具体的な授業計画は以下のような内容を予定。
①演習の進め方について話し合う～未来型観光人材について概要説明
②新たな時代の観光に必要な取り組みを整理する
③課題克服の処方箋づくり～(1)事例研究　北海道内編
④課題克服の処方箋づくり～(2)事例研究　道外編
⑤課題克服の処方箋づくり～(3)事例研究　海外編
⑥課題克服の処方箋づくり～(4)事例研究　DMOがキーマン役か
⑦課題克服の処方箋づくり～(5)事例研究　政府・自治体はどう動くか
⑧未来型観光人材のイメージを作成した処方箋をもとにまとめる
⑨未来型観光人材としてのイメージを実現するために必要な取り組みを検討する
⑩フィールドワーク～未来型観光人材のイメージを現場で検証する・その1
⑪フィールドワーク～未来型観光人材のイメージを現場で検証する・その2
⑫フィールドワーク～未来型観光人材のイメージを現場で検証する・その3
⑬フィールドワーク～未来型観光人材のイメージを現場で検証する・その4
⑭フィールドワーク～未来型観光人材のイメージを現場で検証する・その5
⑮まとめ　未来型観光人材のあり様と新たな観光について
※未来型観光人材のイメージを現場で検証は、対象分野と地域などを各回ごとに変え
て実現可能性、実現への課題を検証しつつ進める

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
北海道内をはじめとする世界の観光をめぐる現状と課題を的確に読み解く思考、判断
力が身に着く。授業での討論、発表を通して他者との意思疎通力が磨かれる。①さま
ざまな文献、資料を「読むことができる」②相手の話を「聞くことができる」③自分
の考えを的確に「話すことができる」～この三つの力は就職活動や卒業後に社会で活
躍するための必要条件。卒業後をにらんだ人材育成につながります。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
すべての学部がデュプロマポリシーとして掲げる「自立して行動できる姿勢、課題を
発見して解決する能力」を身に着け、価値観が多様化する国際社会を主体的に生き抜
く力を養う。

■成績評価基準と方法

①授業でのディスカッション、プレゼンテーション　　25％
②授業でのレポート　　25％
③学期末のレポート　　50％
学期末のレポートは学びの集大成とするため評価割合を高く設定しています。

■テキスト・参考文献
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【テキスト】
教科書の指定はありません。必要な資料は授業で配布します。
【参考文献】
◎インバウンド再生～コロナ後への観光政策をイタリアと京都から考える
　　　宗田好史　学芸出版社
◎新・観光立国論　デービット・アトキンソン　東洋経済新報社
◎ポスト・オーバーツーリズム　阿部大輔編　学芸出版社

■授業外学習

【具体的な内容】
事前学習～観光分野だけでなく、世界の経済動向についてのニュース、話題を積極的
に読み、受講生みずからがどう考えるかをまとめておく。データベース、新聞各紙は
大学図書館で閲覧できる。積極的に活用するよう心掛ける。
事後学習～その日の授業内容の振り返り。授業で提出を求められたレポートの作成。
【必要な時間】
事前学習は、計2時間以上。ニュース、文献を読み、その背景を考えましょう。事後
学習は2時間以上かけて必要な調べ学習に取り組み、課題内容を精査しレポートを仕
上げます。

■その他
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2020 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 2年演習(応用)

開講期・単位 2年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 陳　堯柏

■講義の目的および概要

SNSを中心とした観光情報の収集や発信方法を学び、英語で紹介できる能力を身につ
ける。授業内のグループディスカッションやアクティブラーニングを通じ、英語の実
践的運用能力を高める。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】

ディスカッションやプレゼンテーションを中心に授業を進め、学生の主体的な学びが
求められます。反転学習を通して学生自身が協力して取り組む、課題解決型学習とな
ります。北海道内の観光地の情報発信調査とフィールドワークがあります。

【課題に対するフィードバックの方法】

講義内で課題に対するフィードバックを行います。レポート課題とSNS発信記事につ
いてもコメントをして返却します。

■授業計画

①オリエンテーション
②北海道の観光地とSNSの活用について
③フィールドワーク１
④フィールドワーク１
⑤プレゼンテーション１／課題１　Instagramの観光情報発信（英語）
⑥フィールドワーク２
⑦フィールドワーク２
⑧プレゼンテーション２／課題２　Facebookの観光情報発信（英語）
⑨フィールドワーク３
⑩フィールドワーク３
⑪プレゼンテーション３／課題３　Twitterの観光情報発信（英語）
⑫フィールドワーク４
⑬フィールドワーク４
⑭プレゼンテーション４／課題４　YouTubeの動画制作（英語）
⑮まとめと学習発表会

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】

①北海道の観光についてインバウンド観光客が求める情報内容を理解し、わかりやす
い英語で発信できる力を身に着ける。
②北海道の観光に関わるディスカッションやプレゼンテーション及びライティングを
英語で行うことを通じ、実践的な英語コミュニケーション能力を身に着ける。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】

③国際観光分野の実践的知識、技能の修得
④修得した知識、技能の活用能力
⑤自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力

■成績評価基準と方法

課題１２０％
課題２２０％
課題３２０％
課題４２０％
プレゼンテーション１．２．３．４　（２０％）

■テキスト・参考文献

【テキスト】

必要に応じ、授業内でプリント適宜配布予定

【参考文献】
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■授業外学習

【具体的な内容】

毎回の授業に対してはインターネット等を使用して、北海道の観光地の情報を収集し
、課題の準備も含め２時間程度行ってください。その他グループディスカッションと
ファイナルプレゼンテーションは基本的に英語で行います。

【必要な時間】

2時間

■その他
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2020 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 2年演習(応用)

開講期・単位 2年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 趙　恵真

■講義の目的および概要

日本を訪れる韓国人観光客に対して「韓国語」で日本の魅力を発信する能力を身につ
けます。
韓国人観光客の行動に適切に対応するため、韓国文化について習い、多角度に考える
力を養います。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
主にクラスでプレゼンテーションを行います。必要に応じて野外調査する場合もあり
ます。

【課題に対するフィードバックの方法】
講義内でのフィードバックとネット上でコメントします。

■授業計画

①オリエンテーション
②北海道を紹介する①
③北海道を紹介する②
④北海道を紹介する③
⑤ミニプレゼン：私の推薦する○○
⑥韓国文化の理解①
⑦韓国文化の理解②
⑧韓国文化の理解③
⑨韓国文化の理解④
⑩ミニプレゼン：韓国文化について
⑪日本を韓国語で発信する①
⑫日本を韓国語で発信する②
⑬日本を韓国語で発信する③
⑭日本を韓国語で発信する④
⑮まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
日本に訪問する韓国人観光客が求める内容を理解し、「韓国語」で説明することがで
きる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「国際社会へ寄与する姿勢を身につけている学生」と「観光学の技能の活用能力及び
自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力を持っている学生」に学位を授
与するに基づき、世界的な変化に対応する能力の獲得を通じて国際人として自立でき
る能力を身につける。

■成績評価基準と方法

参加度（発表・資料調査など）30%
ミニプレゼン30%
報告書40%

■テキスト・参考文献

【テキスト】
適宜資料を配布します。

【参考文献】
特になし

■授業外学習

【具体的な内容】
本演習は、課題を踏まえて行われる形式になるため、確実に期日を守って課題を提出
してください。

【必要な時間】
予習・復習の時間はそれぞれ2時間を目安とします。

■その他

・本演習で必要な韓国語レベルは、韓国語Ⅰを履修したレベルに合います。
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2020 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 2年演習(応用)

開講期・単位 2年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 千葉　里美

■講義の目的および概要

本演習では、「with/afterコロナの航空サービス」をテーマとし、本学連携先である
日本航空(JAL)との共同研究を予定している。
特に、若者需要喚起を目的に、航空利用を誘発する取り込み、道内観光地誘致へ向け
た提案など、色々な視点からの航空サービス理解を深めると同時に、課題発見や解決
力を身につけることを目指します。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
テキストや資料の輪読とレジュメを毎時間の義務とし、授業の中でディスカッション
を取り入れた振り返りを行います。また内容によってはグループワークを時折入れる
などし、能動的学修を目指します。

【課題に対するフィードバックの方法】
学習内容の進度を確定しながら、資料の配布、解説を行う。

■授業計画

①ガイダンス
②フィールドワーク1
③フィールドワーク2
④調査整理・課題整理1
⑤調査整理・課題整理2
⑥中間報告・ディスカッション1
⑦中間報告・ディスカッション2
⑧追加調査1
⑨追加調査2
⑩グループワーク1
⑪グループワーク2
⑫グループワーク3
⑬グループワーク4
⑭ゼミ内での最終報告(企業参加有り)
⑮学年報告会

※⑭以外にもJAL参画予定あり

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①航空サービスの基礎知識を踏まえた上で、その知識の応用を身につける
②航空サービスの課題を発見できるようにする
③航空サービスに関する資料やデータを理解できるようにする
④論理的思考のもと、課題解決へ向けた主体的な学修姿勢を身につける

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
ゼミを通して以下の能力向上に努める。
①修得した知識、技能の活用能力
②自立して行動できる姿勢、技能の活用能力
③専門性の修得

■成績評価基準と方法

毎回の取り組みや課題の提出　50%
研究成果　50%

■テキスト・参考文献

【テキスト】
前期と同様

【参考文献】
前期と同様

■授業外学習
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【具体的な内容】
「航空サービス」「消費者行動」をキーワードに、日頃からニュースや新聞、インタ
ーネットで情報収集するよう心がける。最近の社会動向と航空サービスを常に結びつ
け、航空サービスを自分ごと化として捉え、常に説明できるように準備する。

【必要な時間】
予習復習で2時間。

■その他

調査やフィールドワークにかかる際の交通費は自費です。
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2020 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 2年演習(応用)

開講期・単位 2年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 池見　真由

■講義の目的および概要

世界各地で起こっている環境破壊や経済格差、地方衰退、政治的紛争などの諸問題に
対して観光が果たす役割を、ケーススタディ（事例研究）を通じて考察していきます
。「観光と国際協力」をテーマに、世界各国の様々な事例から学び、知見を深め、国
際的かつ多角的な視野を養います。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
授業の前半は、ケーススタディの講義内容に関する授業レポートを作成し、受講生全
員でディスカッションを行います。授業の後半はフィールドワークとグループワーク
に取り組み、プレゼンテーションを実施します。

【課題に対するフィードバックの方法】
各受講生が毎回提出する授業レポートを添削し、返却します。また授業内で受講生全
員にも内容を共有し、ディスカッションをした上で、コメントと解説を行います。

■授業計画

①オリエンテーション
②ケーススタディ(1)：アフリカ
③ケーススタディ(2)：アジア
④ケーススタディ(3)：ヨーロッパ
⑤ケーススタディ(4)：北米
⑥ケーススタディ(5)：中南米
⑦ケーススタディ(6)：日本
⑧フィールドワーク：学外訪問調査
⑨グループワーク：個別研究発表 (1)
⑩グループワーク：個別研究発表 (2)
⑪グループワーク：個別研究発表 (3)
⑫グループワーク：個別研究発表 (4)
⑬グループワーク：個別研究発表 (5)
⑭最終成果報告準備
⑮最終成果報告会

※以上の内容で進める予定ですが、受講生の数や授業の進行具合によって適宜変更す
ることがあります。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
・世界の「観光と国際協力」に関する様々な事例についての知識を習得し、その内容
をまとめ、自身の意見も含めて口頭や文章で分かり易く説明することができる。
・共同作業する能力やコミュニケーション能力を身につけ、グループワークに積極的
に取り組むことができる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「国際観光分野の専門的・実践的な知識及び技能を修得した学生に学位を授与する」
方針に基づき、観光分野に必要な国際理解や異文化交流に対する適応能力を養成する
。

■成績評価基準と方法

授業レポートの内容：30%
グループワーク・フィールドワークの貢献度：30%
プレゼンテーション（個別研究発表、最終成果報告）の内容：40%

■テキスト・参考文献

【テキスト】
テキストは特に指定しません。適宜資料を配布します。

【参考文献】
授業中に指示します。

■授業外学習
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【具体的な内容】
事前学習としては、資料の熟読、情報の収集・整理、発表資料の作成、プレゼンテー
ションの準備が必要です。グループワークは授業時間外にも取り組むことがあります
。
事後学習としては、講義内容に関連するニュースや記事、映画、ドキュメンタリー番
組などを意識的に見るようにしましょう。

【必要な時間】
事前・事後学習ともに２時間を目安とします。

■その他

フィールドワークにかかる費用は原則自己負担ですが、一部補助があります。
本演習では、国際問題や国際協力に関心をもって、自分に何が出来るかを考えながら
取り組む姿勢が求められます。
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2020 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 2年演習(応用)

開講期・単位 2年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 池ノ上　真一

■講義の目的および概要

観光地域づくりのイロハを学ぶ
　観光地域づくりを知るためには、地域でどのようなことが起きているか、どんな人
がプレイヤーとして活動しているかを知ることが第一歩である。そのために、地域で
実際に活動することをとおし、必要な知識、考え方、あるいはコミュニケーション力
、企画力、遂行力、多様性理解といった力を形成することを目的とする。
具体的には、観光と地域・人のあり方を大きく変える要素として注目されるYouTube
等のインターネットの活用、あるいは、北海道ならではの「食」等のテーマに焦点を
当てたプロジェクトの企画・遂行・振り返り・改善をとおし、能動的な学修の機会と
する。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
基本的には、ゼミナール形式でPBL型（プロジェクト型・課題解決型の学び）で実施
する。必要に応じて、PBLに関する技法（フィールドワーク、地域活動、グループワ
ーク、レジュメ作成等）に関するレクチャーを行う。

【課題に対するフィードバックの方法】
授業の中で適宜フィードバックを行なう。最終的には、しかるべき発表の機会を設け
、担当教員のみならず、地域からのアドバイス等ももらう。

■授業計画

①ガイダンス
②PBLテーマの検討1
③グループワーク
④フィールドワーク1
⑤フィールドワーク2
⑥フィールドワーク3
⑦中間発表、グループ討議
⑧PBLテーマの検討2
⑨グループワーク
⑩フィールドワーク1
⑪フィールドワーク2
⑫フィールドワーク3
⑬最終発表準備1
⑭最終発表準備2
⑮最終発表

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
観光地域づくりに必要な基礎知識や技法を身に付ける。また、実際の観光地域づくり
の現場に入ることにより、実践的な知識や求められる能力を理解する。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
観光を活用した地域づくりに資する専門的、実践的な知識の修得により、観光分野や
地域政策分野で活躍する人材を育成する方針に基づき、観光マネジメントの基礎知識
を身につける。

■成績評価基準と方法

ゼミにおけるレジュメや発表　30%、
フィールドワークと発表の参加度・積極性　30%
中間・最終発表　40%

■テキスト・参考文献

【テキスト】
必要に応じてプリントを配布する。

【参考文献】
必要に応じて適宜指示する。

■授業外学習

【具体的な内容】
PBLに関連するキーワードについて、統計データや関連文献等を中心に収集し、整理
すること。

【必要な時間】
必要に応じて適宜時間を確保すること。
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■その他

フィールドワークは、地域の現場で起こっている事象を自らの目で確かめ学ぶことを
目的としている（主に札幌市内を想定しているが、テーマによってはゼミ合宿等の遠
征もあり。交通費は基本的には各自負担）。
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2020 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 観光ビジネス論

開講期・単位 2年 後期・必修 2単位・講義

担 当 者 池ノ上　真一

■講義の目的および概要

日本では、これまでに旅行業、宿泊業、運輸業が観光産業の中核を担ってきた。しか
し、とくに1990年後半以降において、インターネット革命などの影響によって観光の
あり方そのものが変化する中で、観光関連産業の裾野が広がっている。農林水産業系
やものづくり系や各種のサービス業、さらにNPOやNGOなどと関わりつつ、観光関連産
業は重要な地域産業として発展しつつある。この授業では、これまでに観光とビジネ
スがどのように繋がり、今後はどのように展開していくのかについて展望することを
目指す。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
　観光ビジネスやその新たな展開に関する基本的な知識や考え方についての理解を促
すよう、視覚資料を用いながら講義を行う。また、自ら学ぶ姿勢を引き出すため、グ
ループワークやmanabaを活用して授業を進める。

【課題に対するフィードバックの方法】
　課題については、manabaを活用し、次の授業で解説することで理解を確かなものと
する。

■授業計画

この授業は下記の計画にしたがって進められる。
●第1回　導入：授業の計画、進め方、評価方法などを説明
●第2回　観光ビジネスの概要（1）国内外の歴史的経緯
●第3回　観光ビジネスの概要（2）観光の市場
●第4回　観光ビジネスの概要（3）観光の資源
●第5回　観光ビジネスの概要（4）観光の商品1：商品化
●第6回　観光ビジネスの概要（5）観光の商品2：流通・季節波動
●第7回　観光ビジネスの概要（6）観光の戦略1：マーケティング
●第8回　観光ビジネスの概要（7）観光の戦略2：地域戦略
●第9回　観光ビジネスの実践（1）取り組み事例の紹介1
●第10回　観光ビジネスの実践（2）取り組み事例の紹介2
●第11回　観光ビジネスの実践（3）取り組み事例の紹介3
●第12回　観光ビジネスの実践（4）取り組み事例の紹介4
●第13回　観光ビジネスの実践（5）取り組み事例の紹介5
●第14回　観光ビジネスの実践（6）取り組み事例の紹介6
●第15回　観光ビジネスの実践（7）取り組み事例の紹介7：総括

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
この授業を受講した学生は以下の項目を身につけることを到達目標とする。
1． 観光ビジネスに関する多様な考え方や手法、アプローチを理解できる。
2． 観光ビジネスが成立した背景や経緯を理解し、説明できる。
3． 観光ビジネスの現状を知り、課題を明確にできる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】

■成績評価基準と方法

1. レポート課題（30％）： 
前半部の観光ビジネスの概要に関して、各授業で設定する課題に取り組み、最後に提
出すること。
2．プレゼンテーション課題（30％）：
後半部の観光ビジネスの実践に関して、「わたしの観光ビジネスと課題」について設
定された条件を満たしてプレゼンテーションをすること。
3．授業への参加度 40% 
　授業内での質問やコメント、あるいは各自が授業ごとにmanabaをとおして提出する
“授業参加コメント”等をもとに参加度を評価する。

■テキスト・参考文献

【テキスト】
・特に指定しないが、必要な資料を配布する。

【参考文献】
・臼井冬彦，（株）富士通総研『「観光」を切り口にしたまちおこし　地域ビジネス
の進め方』日刊建設工業新聞社，2013年

■授業外学習
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観光ビジネスの動きに関連する報道等をとおして、興味を持った事象について、背景
にある社会情勢等との関連を調べ予習・復習するなど、積極的な学習態度を期待する
。予習・復習に時間は、それぞれ2時間を目安とする。

■その他
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2020 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 観光ICT

開講期・単位 2年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 五十嵐　誠

■講義の目的および概要

最新のICT技術の概要、活用事例と併せて、Society5.0、SDGs等の中長期的な社会背
景とICTとの関連性を学び、柔軟な発想で観光産業分野における最新のICT技術を利活
用したビジネスプランを企画することで、観光産業分野の発展に向けた関心を喚起さ
せることを目的とする。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
最新のICT技術、中長期的な社会背景について、大手通信企業、ITベンチャー上場企
業役員としての実務経験ある教員の実体験を交えた講義を行う。また、能動的な学習
のため、アンケート、ディスカッションを活用して講義を進める。講義後は、毎回振
り返りシートを記入し、講義内容の振り返りを行う。
13回目、14回目の講義にて、一番興味を持ったICT技術を利活用したビジネスプラン
の発表を行う。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題については、授業内で解説するとともに、必要があれば、追って資料を配布する
。

■授業計画

①講義ガイダンス・オリエンテーション
②最新のICT技術動向、中長期的な社会背景（Society5.0、SDGs等）
③最新のICT技術（IoT等）
④最新のICT技術（5G等）
⑤最新のICT技術（プラットフォーム、クラウドアプリケーション等）
⑥最新のICT技術（MaaS、CaaS、自動運転等）
⑦最新のICT技術（AI等）
⑧最新のICT技術（AR、VR、SR等）
⑨最新のICT技術（スマートシティ等）
⑩観光情報の利活用事例の紹介（1）
⑪観光情報の利活用事例の紹介（2）
⑫観光情報の利活用事例の紹介（3）
⑬観光情報の利活用事例の紹介（4）
⑭観光情報の利活用事例の紹介（5）
⑬ビジネスプランの発表(1)
⑭ビジネスプランの発表(2)
⑮振り返り

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
中長期的な社会背景、最新のICT技術の概要を理解し、柔軟な発想で観光産業分野に
おけるビジネスプランを策定するスキルを身につける。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「修得した知識、技能の活用能力を身につけている学生に学位を授与する」に基づき
、修得したICTに関する知識、技能の活用能力を身につける。

■成績評価基準と方法

・講義内におけるディスカッションと発表：30％
・講義内ごとの確認シート：30％
・ビジネスプランの発表：40％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
適宜必要な資料を配布する。　

【参考文献】
論文等必要な文献は、その都度適宜提示する。

■授業外学習

2021(令和3)年4月1日

837



【具体的な内容】
ICTに関連する報道等に常に注意を向け、観光産業と結びつけて考える習慣をつける
。
【必要な時間】
予習・復習の時間はそれぞれ2時間を目安とする。

■その他

受講生のニーズを踏まえて　内容を変更することがある。
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2020 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 観光マ－ケティング

開講期・単位 2年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 藤崎　達也

■講義の目的および概要

企業活動の中枢を担うマーケティングについて学ぶ。一般企業にとどまらず、昨今は
自治体経営や社会的な課題を解決する小さなコミュニティビジネスにおいてもマーケ
ティング的な思考が重要となっている。特に昨今取りざたされるDMOを通して観光地
経営を研究する際にマーケティングは必須の知識である。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
本講義では学問としてのマーケティングの基本を抑えながら、経営者・実務経験のあ
る教員の実体験を交えマーケティングの基本を習得する。

【課題に対するフィードバックの方法】
特に社会的企業・起業のケーススタディを元に、社会的な課題解決に向けマーケティ
ングを活用する可能性を探る。

■授業計画

①イントロダクション マーケティングの概略
②ビジネスにおける戦略的な思考
③ビジネスプランとマーケティングプラン
④マーケティングの４P
⑤商品 ４つのPのひとつ「商品」について学ぶ
⑥流通 ４つのPのひとつ「流通」について学ぶ
⑦広告・広報 ４つのPのひとつ「広告・広報」について学ぶ
⑧価格 ４つのPのひとつ「価格」について学ぶ
⑨商品ライフスタイル
⑩セグメンテーション
⑪マーケティング活動の実際
⑫マーケティングプランの作成（１）
⑬マーケティングプランの作成（２）
⑭マーケティングプランの発表
⑮ふりかえり

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
マーケティング研究は大企業を対象としたものが多いが、中小零細企業が中心の観光
地においてマーケティング的手法を活かしていくにはどうすれば良いかを理解する。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
観光学の基礎的知識、技能の修得
観光ビジネス分野の専門知識、技能の修得

■成績評価基準と方法

講義ごとの確認シート30%
課題40％
定期試験30％

■テキスト・参考文献

【テキスト】

【参考文献】
必要に応じて資料を配布

■授業外学習

【具体的な内容】
日頃から世の中のマーケティングに関心を持つこと。

【必要な時間】

■その他
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2020 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 地理学

開講期・単位 2年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 横田　久貴

■講義の目的および概要

本講義は、現代世界の地理的な諸課題を地域性や歴史的背景，日常生活との関連を踏
まえて考察し，現代世界の地理的認識を養うとともに，地理的技能及び地理的な見方
や考え方をを培い，国際社会に主体的に生きる自覚と資質を養うことを目的とします
。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
基本的に講義形式で行うが、「主体的で対話的な深い学び」が行われるよう教育方法
を工夫して実践する。

【課題に対するフィードバックの方法】
学習ファイルを配布し、授業前の予習、ふりかえりを毎回行う。
また、この学習ファイルにしたがい自ら学修の評価（自己評価）を行う。

■授業計画

①世界の地形（営力、大地形，小地形，その他の地形の分布や成因）
②世界の気候（気候要素、気候因子、気候区と人間生活への影響）
③世界の農林水産業（農業分布と自然環境、グローバル化）
④世界のエネルギー（石油、天然ガス、石炭などの資源利用と分布）
⑤資源・エネルギー問題（エネルギー生産や消費の課題）
＜中間テスト＞
⑥世界の工業（工業の発達や立地）
⑦世界の工業地域（工業の現状と課題）
⑧世界を結ぶ交通・通信（世界を結ぶ交通・通信の発達による一体化と地域差）
⑨世界の人口（世界人口の分布の特色、人口構成）
⑩村落と都市（村落・都市の立地、発達・ 機能）
⑪都市・居住問題（都市・居住問題の要因と発生のしくみ）
＜中間テスト＞
⑫世界の諸地域　東アジア（中国、朝鮮半島）
⑬世界の諸地域　東南アジア、南アジア
⑭世界の諸地域　ヨーロッパ
⑮世界磨諸地域　アメリカ
＜期末テスト＞

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
１．現代世界の地理的認識を深める
２．系統地理的、地誌的な探求の方法を学ぶ学習を通して、地理的な見方や考え方、
地理的技能を身につける
３．１･２の学習の成果に立って、現代世界の諸課題について主体的に考え、行動す
る自覚と態度を養う

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
観光に関する基礎的知識・技能の修得と主体的で対話的な深い学びの獲得

■成績評価基準と方法

学習ファイル、manabaふりかえり　…　30%(毎回の予習、ふりかえりを含む)
定期試験　3回　…　60%
レポート（地図の作図・描画）　…　10%

■テキスト・参考文献

【テキスト】
図説地理資料　世界の諸地域NOW（帝国書院） ：978-4-8071-6371-7

【参考文献】

■授業外学習

【具体的な内容】
事前学習　テキストの巻末課題を提出します。
事後学習　manabaにて小テスト、ふりかえりを実施します。

【必要な時間】
テキスト巻末にある課題（15回目に提出）…30時間
各回の授業の予習　1時間、復習及び試験対策　2時間　＝各回ごとに必要
manabaふりかえり　1時間　＝各回ごとに必要
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■その他
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2020 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 観光情報

開講期・単位 2年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 五十嵐　誠

■講義の目的および概要

今後の観光産業発展に向けては情報の利活用は不可欠である。最新のICT技術を用い
た情報の取得方法、観光産業分野における情報の利活用方法、実際の事例を学ぶこと
で、観光産業分野の発展に向けた関心を喚起させることを目的とする。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
最新のICT技術を用いた情報の取得方法、観光産業分野における情報の利活用方法に
ついて、大手通信企業、ITベンチャー上場企業役員としての実務経験ある教員の実体
験を交えた講義を行う。また、能動的な学習に向けて、アンケート、ディスカッショ
ンを活用した講義とする。講義後は、毎回振り返りシートを記入し、講義内容の振り
返りを行う。最終講義後に、最も興味を持った分野における最終レポートを提出する
。

【課題に対するフィードバックの方法】
全体に関係することは授業冒頭にて、個人に対するものは課題については、授業内で
解説するとともに、必要があれば、追って資料を配布する。

■授業計画

①講義ガイダンス・オリエンテーション
②情報学基礎（インターネット、クラウドサービス、ビックデータ、情報セキュリテ
ィ等）
③情報化時代の観光行動
④xR技術（AR、VR、SR）が観光にもたらすインパクト
⑤デジタルアーカイブと観光
⑥観光情報とデザイン
⑦ユーザー参加による情報構築と価値共創
⑧観光情報パーソナライゼーション
⑨観光情報が拓く観光サービスのデザイン
⑩観光地イメージとサービス・マーケティング
⑪観光情報システムが目指す未来
⑫観光情報の利活用事例の紹介（1）
⑬観光情報の利活用事例の紹介（2）
⑭観光情報の利活用事例の紹介（3）
⑮振り返り

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
観光情報の概要、必要とされる時代背景、利活用事例を理解し、観光産業の様々な分
野において、観光情報を活用する観点を身につける。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「修得した知識、技能の活用能力を身につけている学生に学位を授与する」に基づき
、修得したICTに関する知識、技能の活用能力を身につける。

■成績評価基準と方法

・講義内におけるディスカッションと発表：20％
・講義内ごとの確認シート：30％
・最終レポート：50％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
適宜必要な資料を配布する。　
【参考文献】
論文等必要な文献は、その都度適宜提示する。

■授業外学習

【具体的な内容】
常に、自分を含めた周囲の観光行動について分析し、観光情報として取り扱う習慣を
つける。
【必要な時間】
予習・復習の時間はそれぞれ2時間を目安とする。

■その他

受講生のニーズを踏まえて　内容を変更することがある。
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2020 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 添乗員実務論

開講期・単位 2年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 古田　和吉

■講義の目的および概要

添乗業務は旅行の総仕上げであり、その成否によっては、旅行商品、旅行会社の評価
までも決定づける、極めて重要な業務と言えます。
添乗業務の基本を教室で学び、教室の外で実務演習を体験することにより、添乗実務
はもちろん、ホスピタリテイ、コーディネート力、危機管理力等の、他の分野でも活
用できる能力を身に着けることを目的とします。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
旅行会社で長く実務経験のある教員が、テキストに沿って、自己の実体験等を交えな
がら、解説し進める講義形式の授業です。
ケーススタデイを中心に、「グループワーク」も、適宜とり入れます。
経験豊富な現役添乗員が、ゲストスピーカーとして特別講義をする予定です。
添乗業務の実体験を目的に、フィールドワーク（添乗実務旅行）を実施します。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題は、授業内で解説、説明します。

■授業計画

①ガイダンス（講義内容・目的の解説）
②ツアーコンダクターとは（お客様の期待・役割・立場）
③ツアーコンダクターとは（必要な能力・基本的な業務の流れ）
④ツアーコンダクターの実務（国内添乗の基礎知識・宿泊・鉄道・航空）
⑤ツアーコンダクターの実務（国内添乗の基礎知識・貸切バス・観光・食事）
⑥ツアーコンダクターの実務（日帰りバスツアー）＋小テスト①
⑦ツアーコンダクターの実務（宿泊を伴うツアーの基礎知識）①
⑧ツアーコンダクターの実務（宿泊を伴うツアーの基礎知識）②
⑨ゲストスピーカー特別講義（現役添乗員）
⑩事故とトラブルへの対応＋小テスト②
⑪ケーススタデイ（こんな時どうする？グループワーク）
⑫添乗実務旅行準備①
⑬添乗実務旅行準備②
⑭添乗実務旅行成果発表・成果レポート
⑮全体のまとめ

※授業計画の順番・内容を変更する場合があります。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
募集型企画旅行（いわゆるパック旅行）の主任添乗員資格を得ることが可能なレベル
の「添乗業務全般の知識」を理解し、習得できること。
　
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「観光ビジネスについての専門的、実践的な知識を習得し、観光ビジネス分野で活躍
できる人材になる」こと。

■成績評価基準と方法

成績評価基準と方法
講義内小テスト　　　　　　　　　　　40％
添乗実務旅行成果　　　　　　　　　　40％
添乗実務旅行レポート　　　　　　　　20％

■テキスト・参考文献

テキスト・参考文献
【テキスト】
「ツアーコンダクター入門」　JTB総合研究所　　2.310円

■授業外学習
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【具体的な内容】
復習と次回の授業範囲について、専門用語の意味等を予習すること。
日頃から、ＴＶニュース、インターネット、新聞等で、観光業界の動きに関心を持ち
、最新情報を入手して授業に臨むこと。

■その他

１２月または1月に、土曜・日曜（冬休み期間中なら平日）を使い、１泊２日の
北海道内の添乗実務旅行を実施しますので、20.000円前後の費用が必要になります。
（不参加の場合は、単位認定は出来ません）
教科書購入は必須とします。授業は、座席を指定して行います。

2021(令和3)年4月1日

844



2019 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 観光英語

開講期・単位 3年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 陳　堯柏

■講義の目的および概要

近年海外へ旅行する人もインバウンドの観光客も増加しており、観光英語に精通する
人材が求められている現状を踏まえ、観光英語の習得を目指す。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】

観光の場面ごとに単語やフレーズを紹介し、会話練習やロールプレイ等を通して実際
に使えるよう練習を重ねる。

【課題に対するフィードバックの方法】

授業内で学生がロールプレイを発表し、教員と見ている学生達が良かった点や改善す
べき点などについてフィードバックをする。また定期的に小テストも行い、学習効果
を確認します。

■授業計画

① Orientation 
② Unit 1?Travel
③ Unit 2?Jobs & People
④ Unit 3?Getting on the Plane
⑤ Unit 4?At the Immigration and Customs
⑥ Unit 1 - 4 Review and Evaluation 1
⑦ Unit 5?At the Airport
⑧ Unit 6?Hotel (Accommodations)
⑨ Unit 7?Restaurant
⑩ Unit 8?Sightseeing
⑪ Unit 5 - 8 Review and Evaluation 2
⑫ Unit 9?Shopping
⑬ Unit 10?Transportation
⑭ Unit 11?Problems and Complaints
⑮ Unit 9 - 11 Review and Evaluation 3

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】

それぞれの場面で使う観光英語を学習し、実際に旅行中や仕事で使えるようになる。
また観光英語検定試験3級合格を目指す。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】

「国際社会の発展に寄与する社会人を育成」するに基づき、基礎となる英語の知識、
技能を身につける。

■成績評価基準と方法

Evaluation 1（20％）
Evaluation 2（20％）
Evaluation 3（20％）
Homework Assignment （40％）

■テキスト・参考文献
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【テキスト】

English for Tourism (Basic) ベーシック観光英語
観光英検センター編

【参考文献】

外国人から日本についてよく聞かれる質問２００
森田正康／カン・アンドリュー・ハシモト

■授業外学習

【具体的な内容】

授業で使用する教材の予習・復習をしてください。

【必要な時間】

リスニングやリーディングの宿題も含め、復習を２時間程度行ってください。

■その他

観光英語検定試験3級の受験を勧めます。
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2019 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 ホテル商品企画

開講期・単位 3年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 竹島　鉄也

■講義の目的および概要

ホテルに関する基本的知識を学び、北海道の宿泊産業のうち、特にホテルの現状を正
しく理解する。
そして、実際に売れているホテルの人気商品を調査研究分析し、更に売れる商品の企
画立案できることを目指す。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
ホテル業界で長く実務経験のある教員が、ホテル業界全体や、北海道の宿泊産業の現
状を解説しながら、テキストに沿って、ホテルの基本的知識を講義する。
札幌市内の実際に販売されているホテル商品を研究教材として取り上げ、グループワ
ークを取り入れ、調査分析する。
経験豊富な現役ホテル責任者・総支配人等をゲストスピーカーとして招き、ホテルの
現状と宿泊業界の将来展望を直接聴く機会を設定する。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題は、授業内で解説、説明します。

■授業計画

①ガイダンス（講義目的・内容も解説）
②ホテルのＡＢＣ
③ホテルの現状と経営特性
④ホテルの実務に必要な基礎知識①
⑤ホテルの実務に必要な基礎知識②＋小テスト①
⑥ホテル宿泊部門①
⑦ホテル宿泊部門②
⑧ホテル料飲部門・調理部門①
⑨ホテル料飲部門・調理部門②＋小テスト②
⑩ゲストスピーカー（ホテル総支配人予定）特別講義
⑪札幌市内のホテル商品の調査研究（グループワーク）
⑫札幌市内ホテルフィールドワーク＋商品企画責任者による特別講義
⑬新商品立案書作成（グループワーク）
⑭立案内容発表①
⑮立案内容発表②＋まとめ
※授業の順番や内容を、変更する場合があります。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
1.ホテルに関する基本的知識とホテル業界の現状を正しく理解できる。
2.売れる可能性の高いホテル商品のアイデア、企画ができる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「観光ビジネスについての専門的、実践的な知識を習得し、観光ビジネス分野で活躍
できる人材になる」ことを目指す。

■成績評価基準と方法

定期試験による評価　　　　　　　　　　（50％）
受講態度（グループワーク等での発表）　（25％）
ホテルに関する基礎知識の小テスト　　　（25％）

■テキスト・参考文献

【テキスト】
ホテル概論（ＪＴＢ総合研究所）　2.510円

【参考文献】

■授業外学習
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【具体的な内容】
次回の授業範囲について、教科書で予習すること。前回の授業の復習も必須です。
日頃から、ホテル等の宿泊施設に関心を持ち、人気商品に関する情報入手を心掛ける
こと。札幌市内ホテルに、直接出掛け「人気商品」を実際に見てくること。

【必要な時間】

■その他

ホテル業界はじめ、宿泊産業に関心が高く、就職希望の学生をお待ちしています。教
科書購入は必須とします。授業は、座席を指定して行います。
フィールドワーク費用（交通費、ホテル食事代）として2,000円～3.000円前後必要で
す。
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2019 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 キャビンアテンダント実務

開講期・単位 3年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 中里　のぞみ

■講義の目的および概要

キャビンアテンダントの実務について学び、実際のサービスフローとエアラインにお
けるホスピタリティについて学んでいく。
本講義はエアラインにおけるホスピタリティのマインドとスキルを学び、それらを基
盤として、どのような業種に就いたとしても顧客満足につなげられるように学びを深
化させる。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
資料、パワーポイント、ＤＶＤを活用した講義はもとより、グループワークやディス
カッション、プレゼンテーションも実施する。
航空業界に勤務した実績から具体的な事例を用いて理解を深めていく。
航空会社が所有するようなモックアップ体験は授業内ではできない分、事例検討など
で考察を深める。

【課題に対するフィードバックの方法】
グループワーク・ディスカッション・プレゼンテーションについては、随時、授業内
でフィードバック。レポート・テストについては精査後フィードバックする。

■授業計画

①キャビンアテンダント実務を学ぶにあたって
②航空業界の現状とエアラインサービスの時代的変化
③ＣＡ実務の流れ（ＤＶＤ参考）
④プリフライトチェックから始まる機内サービスのフロー
⑤機内における顧客満足
⑥サービス比較のグループワーク
⑦エアライン業界におけるＣＳ向上のグループディスカッション
⑧プレゼンテーション
⑨保安要員としての役割
⑩お客様とのコミュニケーション(異文化コミュニケーションも含む）
⑪イレギュラー対応
⑫クレーム対応
⑬事例検討
⑭ＬＣとＬＣＣのサービス
⑮総括・テスト

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
キャビンアテンダントの実務について学び、コミュニケーション能力を高め、エアラ
インに求められるホスピタリティマインドとスキルを体現できるようになる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
キャビンアテンダントのホスピタリティを学ぶことで、観光ビジネスや観光振興、ま
た広くはホスピタリティ産業において、その知識とスキルを活用できるようになる。

■成績評価基準と方法

テスト50%・レポート20％・ディスカッション・プレゼンテーション30％
オンライン授業となった場合はディスカッションでなく個人ワークになる可能性もあ
ります。

■テキスト・参考文献

【テキスト】
使用しない。適宜資料を配付します。

【参考文献】
「ホスピタリティとホスピタリティマネジメント」
中里のぞみ・紺野猷邦　株式会社パレード
「グランドスタッフ入門」　野田勝昭　イカロス出版　※廃版となっているので授業
内で説明します。

■授業外学習
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【具体的な内容】
事前学習として日頃から航空業界、広くは観光業界のタイムリーなニュースは敏感に
キャッチしておくこと。
事後学習としては、授業で配布したレジュメは見返すようにする。

【必要な時間】
事前・事後学習には各講義前後に２時間程度を費やすようにする。

■その他

レポートなどの課題はは全て提出することが前提です。
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2019 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 3年演習(基礎)

開講期・単位 3年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 杉江　聡子

■講義の目的および概要

観光学や地域づくりに関する研究では、フィールドワークやインタビュー調査がよく
使われます。これらの調査手法は、質的研究に位置付けられます。
この授業では、文献を読みながら、質的研究の基礎について学習します。問いの立て
方、研究デザイン、フィールドワークや調査のやり方、収集するデータ、分析の手法
などについて理解し、質的研究の基本を身につけましょう。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
質的研究に関する文献を読み、その内容を要約して順に発表します。その上で、発表
内容に基づくディスカッションを行います。
実際に簡単な調査（参与観察やインタビュー等）を行い、データを収集し、分析方法
を検討します。
グループでの活動もありますので、学生の主体的かつ協調的な学びが求められます。

【課題に対するフィードバックの方法】
授業で出した課題については、次回以降の授業でコメント・解説します。

■授業計画

①ガイダンス（自己紹介、研究関心の共有、文献紹介など）
②質的研究とは（基本概念、方法と方法論）
③質的研究とは（記録とコード化、主観と客観）
④質的研究とは（評価基準、母集団とサンプル、再現性）
⑤リサーチ・クエスチョンの設定
⑥研究デザインの設計
⑦～⑨データ採取とワーク
⑩～⑫データ分析とワーク
⑬理論化とモデル化、質的研究の結果の表象
⑭質的研究の研究倫理、⑭質的研究に関するその他の問題と課題
⑮最終課題

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
・質的研究の理論や手法について理解する。
・文献を読み、要点をまとめ、わかりやすい表現で人に伝えることができる。
・人の発表を聞き、批判的思考に基づき質問や議論をすることができる。
・授業で学んだ理論やスキルを自分の研究関心と結び付け、研究をデザインすること
ができる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
この授業は、観光学部ディプロマポリシーのうち
①観光学の基礎的知識、技能の修得およびそれを基にした専門知識、技能の修得
②観光学の知識、技能の活用能力
に該当します。

■成績評価基準と方法

出席と授業への取り組み、発表内容と完成度、質疑応答やディスカッションへの参加
状況等に基づき総合的に評価します。
・出席と授業への取り組み（20％）
・発表内容と完成度（50％）
・質疑応答やディスカッションへの参加状況（30％）

■テキスト・参考文献

【テキスト】
『質的研究の考え方―研究方法論からSCATによる分析まで―』（大谷尚著, 2019, 名
古屋大学出版会）

【参考文献】
授業の中で指示します。必要に応じてプリント等の資料を配布します。

■授業外学習

【具体的な内容】
授業では主に発表とディスカッションを行います。文献を読み、疑問点をまとめる等
、事前の準備を十分に行ってください。

【必要な時間】
文献を読む時間を確保してください。発表準備がある場合、発表資料をまとめるのに
数時間から数日程度必要です。
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■その他

・2021年度導入のLMSなども段階的に使用しますが、社会状況に応じて柔軟にさまざ
まなツールを使いこなす意欲を持つこと。
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2019 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 3年演習(基礎)

開講期・単位 3年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 田村　こずえ

■講義の目的および概要

本演習では、「住んでよし訪れてよし」の地域の創造を目指し、ユニバーサルな対応
や実践的な学び等を通して、地域社会の歴史や文化、現状から課題発見をして、解決
ヘのアプローチ方法に関しての基礎を学修していきます。また、各自が問題意識を持
ちながら、グループワークやディスカッション、プレゼンテーションを行い、協働し
ながら主体的に取り組む姿勢を身に付けます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
文献調査だけではなく、フィールドワークや実習等を行い地域の現状を把握して、地
域の課題を理解するようなアクティブラーニングとする。また、グループワークや学
生との討論を重視して講義を進めていきます。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題に対して、講義の中でフィードバックします。

■授業計画

①ガイダンス
②観光と社会：観光の動向（1）
③観光と社会：観光の動向（2）
④観光と社会の事例（1）
⑤観光と社会の事例（2）
⑥観光と福祉：ユニバーサル対応（1）
⑦観光と福祉：ユニバーサル対応（2）
⑧観光と福祉の事例（1）
⑨観光と福祉の事例（2）
⑩地域社会：持続可能な観光（1）
⑪地域社会：持続可能な観光（2）
⑩地域社会の事例（1）
⑫地域社会の事例（2）
⑬地域社会の見方（1）
⑭地域社会の見方（2）
⑮まとめ　総括

※以上の構成で進める予定ですが、受講生の人数やフィールドワーク等の諸事情によ
り変更になる場合があります。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
地域社会の歴史や文化、現状から課題を発見する基礎的な能力を修得します。
地域社会に関して関心を持ち、フィールドワーク等を通じて主体的に取り組む姿勢や
地域社会へ寄与する姿勢を身に付けます。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力」に基づき、共に学ぶ姿勢や
自主的に取り組む姿勢の基礎を身に付けます。

■成績評価基準と方法

課題レポート：40%　　
ディスカッション・発表：30%　　
最終課題：30%

■テキスト・参考文献

【テキスト】
適宜資料を配布します
必要に応じてテキストや文献を紹介します

【参考文献】
必要に応じて参考文献を紹介します
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■授業外学習

【具体的な内容】
・地域社会に関心を持ち、常日頃からニュース・新聞・文献・雑誌等から講義内容に
関連する情報を収集するように心掛けてください。
・地域の事前・事後調査や配布した資料を読み、講義の内容の理解に務める。
・演習の課題や発表資料作成及び準備等を行う。

【必要な時間】
毎回講義に出席した上で、講義内容に基づいて、事前学修と事後学修を行うことが必
要となります。

■その他

・救命救急に関する受講を予定しています。
・フィールドワークや実習等の費用は、基本的に自己負担ですが、一部助成がありま
す。
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2019 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 3年演習(基礎)

開講期・単位 3年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 千葉　里美

■講義の目的および概要

本演習では、「航空業界におけるパンデミックと国際移動」をテーマに、with/after
コロナの海外航空サービスについて、連携先である日本航空(JAL)との共同研究を予
定しています。
特に新千歳空港発着の海外路線の中でも、日本人の憧れであるディスティネーション
Hawaiiを取り上げたい。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
授業では、文献調査や輪読、資料収集、フィールドワークなどから知識を深め、レジ
ュメ作成や口頭発表を通じて発信力を高める。

【課題に対するフィードバックの方法】
学習内容の進度を確認しながら、資料の配布、解説を行う。

■授業計画

①ガイダンス
②基礎知識1-事業展開
③基礎知識2-会社・組織
④基礎知識3-運行機材
⑤基礎知識4-国際線サービス
⑥基礎知識5-国内線サービス
⑦基礎知識6-スタッフ
⑧北海道とハワイの関係、路線維持の背景と現状
⑨JALとHawaiianAirlineヒアリング調査1
⑩　　　　　〃　　　　　　　　　　　2
⑪先行研究1-パンデミック後の「旅行」価値観
⑫先行研究2-ANA総研、関連論文
⑬先行研究3-ハワイ路線に関する論文
⑭研究計画1
⑮研究計画2

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①航空サービスの基礎を踏まえた応用知識を身につける
②航空路線と観光地との関係性を認識し課題意識を身につける
③テーマに関する資料やデータを収集し、理解できるようにする
④論理的思考のもと、課題解決へ向けた主体的な学修姿勢を身につける

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
ゼミを通して以下の能力向上に努める
①修得した知識・技能を活用する能力
②自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力
③専門性の修得

■成績評価基準と方法

レジュメや資料の作成と発表　40%
毎回の取り組みや課題の提出　40%
研究計画書  20%

■テキスト・参考文献

【テキスト】
『ANAとJALこんな違いがあったのか』(2019)、秋本俊二、KAWADE夢文庫
『コロナで都市は変わるか　欧米からの報告』(2021)、矢作弘他、学芸出版社

【参考文献】
『孤立する都市、つながる街』(2020)、保井美樹、日本経済出版社

■授業外学習
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【具体的な内容】
「航空サービス」「ポストコロナ」「移動」「価値観」「海外」をキーワードに、日
頃からニュースや新聞、インターネットで情報収集するよう心がける。最近の社会動
向と航空サービスを常に結びつけ、航空サービスを自分ごと化として捉え、常に説明
できるように準備する。
ゼミで使用した資料はファイリングするなどしてまとめ、毎回の内容についても各自
ポイント等整理すること。また研究を進めるにあたり、Word、Excel、Powerpointを
使用します。操作ができるように準備しておいてください。

【必要な時間】
予習復習に2時間。

■その他

調査やフィールドワークにかかる際の交通費は自費です。
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2019 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 3年演習(基礎)

開講期・単位 3年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 古田　和吉

■講義の目的および概要

北海道の観光施設および観光関連施設の歴史と現状を学び、将来展望を考えます。
そして、今後の北海道観光の継続的な発展に向けた課題・問題点を抽出・研究し、
解決策をまとめ、提案することを目的とします。
観光関連産業に就職志望の学生には、進路選択に有効な演習を目指します。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
旅行会社で長く実務経験を積んだ教員が、観光産業の実状について分かり易く解説し
ます。社会人として知っておくべき実践的な「知識」や「心構え」も教えます。
同時に、実務経験を通して培った観光業界とのネットワークを活用し、北海道内の代
表的な観光施設を訪れるフィールドワークを積極的に取り入れます。

【課題に対するフィードバックの方法】

課題については、授業内で解説します。

■授業計画

①ガイダンス（演習の概要と目的の解説）
②日本の観光産業の現状と展望（1）新型コロナウイルスの影響
③日本の観光産業の現状と展望（2）東京オリンピック・パラリンピック
④北海道の観光産業の現状と展望（1）インバウンド
⑤北海道の観光産業の現状と展望（2）量から質への転換
⑥北海道の観光関連施設事例分析（1）宿泊業界の実状と今後
⑦北海道の観光関連施設事例分析（2）貸切バス・レンタカー・ロープウエイ等
⑧北海道の観光関連施設事例分析（3）入場施設・レストラン・土産品店・道の駅等
⑨北海道の観光関連施設事例分析（4）ゴルフ場・スキー場等
⑩中間試験・グループワークの課題提示
⑪フィールドワーク準備　訪問先の事前調査等
⑫フィールドワークの実施（宿泊施設）
⑬フィールドワークの成果発表　課題解決にむけての提案①
⑭フィールドワークの成果発表　課題解決にむけての提案②
⑮総括・期末レポート作成

※授業の順番や内容を変更する場合があります。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
北海道の観光産業の現状を理解し、課題を抽出して、今後の解決策をまとめ、提案す
ることが出来る。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】

観光学の基礎的知識を習得し、課題を発見し解決する能力を身につける。

■成績評価基準と方法

授業・発表の参加度・積極性　40％
中間試験　　　　　　　　　　30％
期末レポート　　　　　　　　30％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
「新人ＧＯ！ＧＯ！ナビ」ＪＴＢ総合研究所　１．４７０円
　※新社会人になる前に必読の１冊

【参考文献】
必要に応じて指示します。

■授業外学習
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【具体的な内容】
観光に関する情報、ニュースに常に関心を持ち、観光庁・各自治体・各観光施設など
のホームページにもアクセスし、実際に起きている事象を認知し、問題意識を持ち授
業に臨むこと。毎回の講義で、観光に関する時事問題について小テストを行います

■その他

北海道内の観光施設を対象に、フィールドワークを行います。
交通費、食事代等の費用が一人2.000円程度必要になります。
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2019 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 3年演習(基礎)

開講期・単位 3年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 横田　久貴

■講義の目的および概要

演習テーマ　観光教育を通じて「学ぶ人の立場に立ち、主体的、対話的な学びを提供
できる人材の育成」を目指します。

目的1　十勝地方の魅力を理解し、とかち文化検定試験の作成を通じて商工会議所が
実施する検定試験ビジネスを学びます。質の高い検定問題への考察、試験問題の作成
、試験自体の実施を体験します。
目的2　観光教育を行っている高校生に対して、大学生が「観光出前授業」を実践し
ます。将来、観光教育の現場に立ちたい人向け。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
「学ぶ」という行為を、「教える側」に立って実践できるようになります。
①学んで楽しい、質の高い検定試験とは何かについて考え、実践します。
②高校で教壇に立ち、高校生に出前授業を行います。
どちらも、「遊び感覚ではありません」。本気で向かう必要があります。

【課題に対するフィードバックの方法】
①検定試験は　一般の受験者が存在する本物です。②出前授業は本当の高校生の前で
行う授業です。これができるようになるまで訓練します。

■授業計画

前期は主に、検定試験の作成と、観光教育の準備です。
①講義ガイダンス、履修登録、講義の目的など
①検定試験について概要把握1 　　　　　　　　　　<課題>試験問題の練習
②検定試験について概要把握2 　　　　　　　　　　<課題>試験問題の練習
③質の高い検定問題作成について（項目反応理論）　<課題>SPI試験の練習　　
④項目反応理論　　　　　　　　　　　　　　　　　<課題>SPI試験の練習
⑤検定試験の作成要領　　　　　　　　　　　　　　<課題>検定作問
⑥検定試験の点検・発表　　　　　　　　　　　　　<課題>相互点検、訂正
⑦検定試験の最終校正・提出
⑧検定試験の受注に関する交流会（帯広商工会議所）

⑨観光教育とは
⑩授業づくり　テーマ・内容の選定
⑪授業づくり　主体的で対話的な学びの実践について
⑫授業づくり　学習指導案の作成
⑬模擬授業と反省会1
⑭模擬授業と反省会2
⑮模擬授業と反省会3

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①とかち文化検定を通じた十勝の知識・理解を修得し、十勝を理解し、魅力ある地域
となるよう応援できる人となる。
②観光教育の授業づくりをつうじて、主体的で対話的な観光教育の実践が構想できる
ようになる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
観光に関する専門的知識

■成績評価基準と方法

とかち文化検定を通じた十勝の知識・理解　20％
とかち文化検定の試験問題作成、運営　30％
観光教育の授業づくり（チーム学校）　20%
模擬授業と反省　30%

■テキスト・参考文献

【テキスト】
とかち文化検定　公式テキスト

【参考文献】
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■授業外学習

【具体的な内容と必要な時間】
①検定試験作成・実施に向け必要な知識の習得…かなりの時間を要する　10時間以上
②指導案を作成し、模擬授業が実践できるようになる　10時間以上

■その他

このゼミは帯広商工会議所との連携事業、ニセコ高校、斜里高校、岩内高校との連携
で行われます。
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2019 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 3年演習(基礎)

開講期・単位 3年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 竹島　鉄也

■講義の目的および概要

ホテル業界の中の、ブライダルマーケットの研究およびブライダルの基礎的な知識と
して、挙式・披露宴・衣裳・慣習・マナーなどについて幅広く学習します。ウェディ
ング・プランナーやホテリエに興味のある学生には基礎学習になります。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
ウェディング・プランナーやホテリエとして実務経験豊富な教員が、ブライダルにつ
いてパソコン・プロジェクタを用い判りやすい講義形式で進めます。実際の結婚式や
披露宴のＶＴＲを見て学ぶことが出来ます。
毎回テーマを与え、ディスカッションを行い能動的な授業を目指します。
また、フィールドワークにより、ホテルのチャペルや披露宴会場を視察し、学習の理
解度を深めます。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題については、授業内で実例を豊富にあげ、判り易く解説します。

■授業計画

①ガイダンス
②ブライダルマーケット
③ブライダルの基礎知識（１）挙式
④ブライダルの基礎知識（２）結納
⑤ブライダルの基礎知識（３）熨斗、水引、六輝
⑥ブライダルの基礎知識（４）会費制と招待制
⑦ブライダルの基礎知識（５）料理　　小テスト
⑧ブライダルの基礎知識（６）衣裳
⑨ブライダルの基礎知識（７）披露宴
⑩ブライダルの基礎知識（８）約款
⑪ブライダルの基礎知識（９）ゲストとしての心構えとマナー
⑫フィールドワーク　札幌市内ホテル視察
⑬フィールドワーク　札幌市内ホテル視察
⑭ホテル視察レポートの作成
⑮授業内試験　春学期まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
ブライダルに関する基礎知識の習得。結婚する側あるいはゲストとして参列する場合
のしきたりやマナーの習得。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「自立して生きていくための生活習慣、社会人基礎力を身につけている学生に学位を
授与する。」に基づき、結婚式と云う華やか且つ厳粛な場で、社会人として正しい知
識やマナーを身につける。

■成績評価基準と方法

小テスト1回30％、授業内試験50％、レポート20％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
教科書は用いず、配布するプリントを用います。

【参考文献】

■授業外学習

【具体的な内容】
ＳＮＳやニュースなどでブライダルの話題に興味・関心を持つ。

【必要な時間】

■その他

交通費、ホテルでの昼食代として合計4,000円～5,000円程度の費用が掛かります。
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2019 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 3年演習(基礎)

開講期・単位 3年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 綱島　洋一

■講義の目的および概要

　「コロナ禍で揺らぐ観光の明日を考える」をテーマに学位授与方針が掲げる「課題
を発見して解決する能力」を養います。
　新型ウイルスの感染拡大は、旅を楽しもうとする人々の思いに「待った」をかけま
した。同時に、世界中の経済活動を停滞させ、「ビジット・ジャパン・キャンペーン
」によるインバウンド市場に期待した日本の経済成長戦略の先行きは決して明るいと
は言えなくなりました。それゆえ、観光業はいま「ビジネスモデル（稼ぐ力）」を改
めて検証、磨き上げる必要があるのです。
　経済が「生き物」とされるように、観光も時々刻々と変化し、たくましさを増す生
き物なのです。この演習では、世界経済の動きを追いながら新たな時代を生き抜く観
光のあり方に迫ります。
　キーワードは「未来型観光人材」。宿泊、運輸業といった従来の枠組みを超えた担
い手の育成を念頭に担当教員と学生が新たな方向性を模索します。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】　
　主役は受講生一人ひとりです。担当教員が提示したコロナ禍による観光をめぐる変
化について受講生が自ら考え、調べ、討議(ディスカッション)し発表(プレゼンテー
ション)します。この繰り返しで理解を深め、各自がレポートにまとめます。
　これをもとに、朝日新聞記者として観光業界や海外の観光事情を取材してきたジャ
ーナリストとしての実務経験のある教員が独自の読み解き方、視点などをもとに解説
します。授業内外で対話を心がけます。感染拡大状況をにらみながら、可能なら学外
でのフィールドワークにも取り組みます。観光業界をリードする最前線の担い手を講
師に招き、学びを深めます。
【課題に対するフィードバックの方法】
　受講生が授業で発表した内容については、その場で担当教員がコメントします。
レポートについては、授業で担当教員がコメントするほか、必要に応じて個別の受講
生に対面、メールなどでコメントします。

■授業計画

　春学期の演習(基礎)では、主にコロナ禍で起きた観光をめぐる変化に着目。その課
題を読み解きます。秋学期の演習(応用)は、変化と課題をどう克服するかに着目。新
たな観光の世界を担う「未来型観光人材」のあり様について考えを深めます。

具体的な授業計画は以下のような内容を予定。
①演習の進め方について意見交換～コロナ禍で起きた変化、課題を考え始める
②コロナ禍で起きた変化を把握する～(1)消えた訪日客・ニセコリゾートの現在地
③コロナ禍で起きた変化を把握する～(2)消えた訪日客・中国依存の集客は・・・
④コロナ禍で起きた変化を把握する～(3)消えた訪日客・オーバーツーリズムが解消
⑤コロナ禍で起きた変化を把握する～(4)北海道でしか買えなかった観光土産は今
⑥コロナ禍で起きた変化を把握する～(5)国境を越えた電子商取引に活路はあるか
⑦コロナ禍で起きた変化を把握する～(6)雇用の変化を観光関連業界を例に検証
⑧コロナ禍で起きた変化を把握する～(7)ワーケーションにシフトする観光事情は
⑨コロナ禍で起きた変化を把握する～(8)政府の観光政策は功を奏したかを検証
⑩コロナ禍で起きた変化を把握する～(9)地方自治体の観光政策はどう変化したか
⑪観光最前線に見る～フィールドワーク(ニセコリゾート・外部講師)
⑫観光最前線に見る～フィールドワーク(ニセコリゾート)
⑬観光最前線に見る～フィールドワーク(中国からのインバウンド事情・外部講師)
⑭観光最前線に見る～フィールドワーク(中国からのインバウンド事情)
⑮まとめ～変化と課題を整理、分析する

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
北海道内をはじめとする世界の観光をめぐる現状と課題を的確に読み解く思考、判断
力が身に着く。授業での討論、発表を通して他者との意思疎通力が磨かれる。①さま
ざまな文献、資料を「読むことができる」②相手の話を「聞くことができる」③自分
の考えを的確に「話すことができる」～この三つの力は就職活動や卒業後に社会で活
躍するための必要条件。卒業後をにらんだ人材育成につながります。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
すべての学部がデュプロマポリシーとして掲げる「自立して行動できる姿勢、課題を
発見して解決する能力」を身に着け、価値観が多様化する国際社会を主体的に生き抜
く力を養う。

■成績評価基準と方法
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①授業でのディスカッション、プレゼンテーション　　25％
②授業でのレポート　　25％
③学期末のレポート　　50％
学期末のレポートは学びの集大成とするため評価割合を高く設定しています。

■テキスト・参考文献

【テキスト】
教科書の指定はありません。必要な資料は授業で配布します。

【参考文献】
◎新・観光立国論　デービット・アトキンソン　東洋経済新報社
◎ポスト・オーバーツーリズム　阿部大輔編　学芸出版社

■授業外学習

【具体的な内容】
事前学習～観光分野だけでなく、世界の経済動向についてのニュース、話題を積極的
に読み、受講生みずからがどう考えるかをまとめておく。データベース、新聞各紙は
大学図書館で閲覧できる。積極的に活用するよう心掛ける。
事後学習～その日の授業内容の振り返り。授業で提出を求められたレポートの作成。
【必要な時間】
事前学習は、計2時間以上。ニュース、文献を読み、その背景を考えましょう。事後
学習は2時間以上かけて必要な調べ学習に取り組み、課題内容を精査しレポートを仕
上げます。

■その他

2021(令和3)年4月1日

863



2019 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 3年演習(基礎)

開講期・単位 3年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 吉田　和彦

■講義の目的および概要

本演習テーマは、「航空ビジネス・空港ビジネス・観光ビジネス」とします。航空機
製造メーカーや航空会社では今後の航空需要緩やかに成長し続けると予想しています
。一方では航空需要と航空会社の経営には常にリスクと共存しているといっても過言
ではありません。2020年に中国で発生した新型コロナ感染症は経済、観光、人の移動
に大きな制約を与えることとなり、世界の多くの航空会社がFSC、LCCに限らず大打撃
を受けました。それらのリスクに対応して航空会社が社会の一員であり続け、なくて
はならない存在として成長してゆく上では何が必要であるのかを学んでいただきます
。また、昨今話題となっている地方創生と空港政策、航空会社戦略との関係を明らか
にしてゆきます。本演習では、航空・空港・観光ビジネスへの就職を目指す学生が専
門知識と将来配属される多様な部署で創造性を備えたサービスや課題解決提案をアウ
トプットできる人財になることを目的に、春学期では2年次「航空ビジネス実務」を
基礎としたさらなる専門知識の修得を目指します。また秋学期の演習では、北海道に
おける航空・空港・物流・観光ビジネスが抱える課題について企業視察より主観的に
現実を捉え、業界としての人間力UPに向けたグループワークによる学習を行います。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
パワーポイントや航空関連ニュース、DVDを使い、授業の中でグループワーク、ゲス
トスピーカーの講話を織り交ぜるなどして、能動的学修を目指します。
航空会社で空港現業、営業、企画、CS推進室、経営職を経験豊富な教員がエピソード
を交えて講義を行います。

【課題に対するフィードバックの方法】
授業内でTEAMSを使ったクイズを実施し、次回授業で振り返りを行います。またグル
ープワーク、ゲストスピーカー講話では各自報告書の作成提出を求め、フィードバッ
クを行います。

■授業計画

①ガイダンス
②保護育成政策からオープンスカイ政策への変化
③航空会社経営へのインパクトについて
④SFC【フルサービスキャリア】戦略(1)
⑤SFC【フルサービスキャリア】戦略(2)
⑥LCC【ローコストキャリア】戦略(1)
⑦LCC【ローコストキャリア】戦略(2)
⑧SDGsと航空会社
⑨空港一体化運営
⑩業界研究(1)
⑪業界研究(2)
⑫ディスカッション 
⑬卒業生講話
⑭発表会
⑮まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
航空会社として今後対応してゆくべきことを知識として習得するとともに、コミュニ
ケーションを通じて、社会人基礎力の必要性について理解を深められている。
就職後をイメージし、配属部署での創造性を備えたサービスや課題解決提案をアウト
プットすることができる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
観光ビジネス学科の「観光ビジネス分野の専門知識・技能の修得」「観光ビジネス分
野の実践的知識・技能の習得」「習得した知識、技能の活用能力」「自立して行動で
きる姿勢、課題を発見し解決する能力」に基づく。
国際観光学科の「国際観光分野の専門知識、技能の修得」「国際観光分野の実践的知
識、技能の修得」「修得した知識、技能の活用能力」「自立して行動できる姿勢、課
題を発見し解決する能力」に基づく。

■成績評価基準と方法

①毎回のクイズ　　　　　　50%
②業界研究レポート　　　　30%
③卒業生講話レポート　　　20%
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■テキスト・参考文献

【テキスト】
TEAMSを活用した資料配布を行います。

【参考文献】
『新しい空港経営の可能性』、野村宗訓、関西学院大学出版会
『日本の空はこう変わる』、杉浦一機、交通新聞社新書
『航空グローバル化と航空ビジネス』、野村宗訓、同文館出版
ANA季刊誌「ていくおふ」

■授業外学習

資料やレジュメに基づき、専門用語等の意味をまとめたノートを作成してください。
業界研究では各自が講義に基づき、また独自の調査を踏まえてレポート作成技術を含
めて学習してもらいます。

■その他

後期では新千歳空港、市内関係機関への視察とヒアリングを日帰りで3回程度考えて
います。交通費は各自の負担となります。
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2019 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 3年演習(基礎)

開講期・単位 3年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 齋藤　修

■講義の目的および概要

 本講義では、「演習」いわゆる「ゼミ」として、観光施設などの立地地図製作とそ
こからの観光空間分析を地理学的に行う。
　４年生で行う卒業論文制作に必要な基本を習得することが目的である。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
　道央圏を調査対象とし、日帰りでのフィールドワークを中心とした授業が行われる
。街中を地図片手に歩くことを春学期は２度実施する予定である。
　それに必要な講義が前後に行われる。調査後の分析活動も学生が中心に実施する。
　時間があればGIS操作も行う。

【課題に対するフィードバックの方法】
　地図製作作業の中でその課題を少しづつ見つけ出す。完成に近づけていく中で調査
した観光地の地理的特徴と問題点を知り、それを各地の観光状況に重ね合わせて考え
て、議論に活かす。

■授業計画

①ガイダンス
②フィールドワークにむけて
③フィールドワーク準備
④フィールドワーク１
⑤フィールドワーク２
⑥フィールドワーク３
⑦地図製作
⑧データ分析１
⑨データ分析２
⑩フィールドワークにむけて
⑪フィールドワーク１
⑫フィールドワーク２
⑬フィールドワーク３
⑭地図製作
⑮データ分析

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①精密な現地調査ができる。　　　　　　　
②協力して現地調査ができる。　　　　　　　
③協力して地図製作することができる。　　　
④地図やデータを分析することができる。　　
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
　本学部が求める「観光を通じた地域振興」分野で活躍できる人材を育成する上で、
実際の観光地を分析することが重要と考える。そのために必要な基礎的な技能、見方
が養成されることを求めた。

■成績評価基準と方法

①現地調査（フィールドワーク）の精度　　　20％
②現地調査（フィールドワーク）の協働状況　20％
③地図製作状況　　　　　　　　　　　　　　30％
④データ分析・発表討論の状況　            30％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
特になし。必要な資料を配布予定。

【参考文献】
特になし

■授業外学習

【具体的な内容】
　事後として、現地調査後のデータ整理、レジュメ発表のためのまとめる活動が必要
となる。
【必要な時間】
　分析作業・整理の時間に数時間は必要となる。

■その他
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　フィールドワークは２時間以上歩くことがあるため、自信がない場合は、履修に不
向きである。
　できれば4年生でのゼミまで継続履修することを求める。観光地理学の卒業論文を
書く意欲を持っている者が履修すること。

2021(令和3)年4月1日

867



2019 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 3年演習(基礎)

開講期・単位 3年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 金庭　香理

■講義の目的および概要

「食」は、その国及び地域の文化や歴史を知るきっかや交流機会を提供するものであ
る。本講義では、観光を取り巻く諸問題を「食」という概念を使って読み解いていく
。（食文化、美食、農業、景観、消費、多文化、多言語、多様性、やさしい日本語な
ど）
この授業を通して、多角的な視点から食について考え、課題発見力や解決力を身につ
ける。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
  基本的にはゼミナール形式で実施する。（課題発見及び解決型の学び）
発表や討論を繰り返し行い、自らの研究テーマの課題を見つけることで学びを深めて
いく。必要に応じ、フィールドワークや調査を行う。

【課題に対するフィードバックの方法】
  授業の中で適宜、資料配布やフィードバックを行う。

■授業計画

①ガイダンス
②「食」の持つ魅力
③食（１）　世界・日本・地域
④食（２）　農業・エシカル
⑤食（３）　多文化共生
⑥課題発見
⑦グループワーク（１）
⑧グループワーク（２）
⑨中間まとめ
⑩課題検討
⑪事例研究又はフィールドワーク
⑫グループワーク（３）
⑬グループワーク（４）
⑭最終発表
⑮最終まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
　観光における「食」が果たす役割について理解するとともに、世界や地域が抱える
諸問題について主体的に考え、自身の考えを発表する力を身につける。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
　「観光学の基礎的知識、技能の習得」及び「国際観光分野の実践的知識、技能の習
得」に基づき、さまざまな角度から観光を考え、主体的に行動する姿勢を身につける
。

■成績評価基準と方法

・毎時のレポートや発表　　　30％　
・グループワークへの参加　　30％
・中間・最終発表　　　　　　40％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
 適宜資料を配布する。

【参考文献】
 必要に応じて、指示する。

■授業外学習

【具体的な内容】
・自ら設定した課題について、関連文献の収集、熟読、要点整理をすること。
・グループワークなど授業内で終了しなかった部分について、協働で完成させること
。
・日頃から、自らが関心のあるテーマについて、情報収集をすること。
【必要な時間】
・必要に応じて適宜時間を確保すること。
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■その他

・他者と積極的に交流し、他者理解やコミュニケーション力を高めること。
・調査やフィールドワークにかかる交通費・昼食代は基本的には各自負担となる。
・状況に応じ、授業計画の内容等を変更する場合があるが、その際は授業内で通知す
る。
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2019 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 3年演習(基礎)

開講期・単位 3年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 有澤　恒夫

■講義の目的および概要

私たちは変化の激しい時代を生きています。コロナ禍は変化のスピードを否応なく加
速しています。学生の皆さんが職業や働くことを考えるにあたり、変化はもはや前提
条件です。変化の時代をバイタリティを持って生きるには、二つのことが大切です。
それは、「変化に対するマインドセット」と「強みを築く」です。春学期（基礎）は
、働くことをめぐって連続する変化の現実を理解し、変化の方向について洞察を持つ
ことを目標にします。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
働くことに関して起こっている変化をできるだけ現実面から捉えます。次に統計デー
タや法律面から過去から現在までの変化の経緯を理解し、今後の変化の方向について
考えます。資料をその都度配布しますので事前に読んでおいてください。講義内容に
ついての質問や意見を歓迎します。
担当教員は、企業で人事労務管理を担当した実務家教員です。

【課題に対するフィードバックの方法】
一人ひとりにシャトルカードを配布しますので、毎回考えたことや質問を自由に記述
してください。担当教員がそれに対するコメントを記入し、次の授業で受講者に返し
ます。

■授業計画

①オリエンテーション
②雇用労働市場1
③雇用労働市場2
④労働と生産生1
⑤労働と生産生2
⑥ブラック企業と労働
⑦労働と法律
⑧人事システム1
⑨人事システム2
⑩賃金システム1
⑪賃金システム2
⑫労働と格差1
⑬労働と格差2
⑭企業と営利組織1
⑮企業と営利組織2

注：授業計画は変更することがあります。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
1.社会にはどんな職業や働き方があり、それらがどのように変化しているのかを理解
する。
2.働くことの変化に対する準備とマインドセット（心構え）ができる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「観光ビジネス分野の実践的知識、技能の修得した学生に学位を授与する」に基づき
、変化する観光ビジネスを担う人材に必要な実践的知識とマインドセットを身につけ
る。

■成績評価基準と方法

毎回授業後に課すシャトルカードコメント（５０％）、発言・質問等授業への参画（
２０％）、定期試験（３０％）

■テキスト・参考文献

【テキスト】
資料を都度配布します。

【参考文献】
授業で参考図書を紹介します。

■授業外学習
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【具体的な内容】
事前配布資料とレジュメ、参考図書による学習

【必要な時間】
予習、復習各２時間程度

■その他
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2019 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 3年演習(基礎)[秋学期]

開講期・単位 3年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 古田　和吉

■講義の目的および概要

秋学期から編入学する学生を対象にした演習です。
北海道の観光施設および観光関連施設の歴史と現状を学び、将来展望を考えます。
そして、今後の北海道観光の継続的な発展に向けた課題・問題点を抽出・研究し、
解決策をまとめ、提案することを目的とします。
観光関連産業に就職志望の学生には、進路選択に有効な演習を目指します。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
旅行会社で長く実務経験を積んだ教員が、北海道内の観光産業の実状について分かり
易く解説します。
同時に、実務経験を通して培った観光業界とのネットワークを活用し、北海道内の代
表的な観光施設を訪れるフィールドワークも取り入れます。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題については、授業内で解説します。

■授業計画

①ガイダンス（演習の概要と目的の解説）
②北海道観光の基礎知識（交通機関・航空・ＪＲ・バス等）
③北海道観光の基礎知識（国立公園・有名温泉地等）
④北海道観光の基礎知識（札幌近郊観光施設等）
⑤日本の観光産業の現状と展望（1）新型コロナウイルスの影響
⑥日本の観光産業の現状と展望（2）東京オリンピック・パラリンピック
⑦北海道の観光産業の現状と展望　インバウンド＋中間試験
⑧北海道の観光関連施設分析（1）宿泊業界
⑨北海道の観光関連施設分析（2）貸切バス・レンタカー・ロープウエイ等
⑩北海道の観光関連施設分析（3）ゴルフ場・スキー場等
⑪フィールドワーク準備　事前調査等
⑫フィールドワークの実施（宿泊施設）
⑬フィールドワークの成果発表　課題解決にむけての提案
⑭総括・期末レポート作成
⑮３年生ゼミ発表会

※授業の順番や内容を変更する場合があります。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
北海道の観光産業の現状を理解し、課題を抽出して、今後の解決策をまとめ、提案す
ることが出来る。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】

観光学の基礎的知識を習得し、課題を発見し解決する能力を身につける。

■成績評価基準と方法

発表の参加度・積極性　　　40％
中間試験　　　　　　　　　30％
期末レポート　　　　　　　30％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
適宜資料を配布します。
【参考文献】
必要に応じて指示します。

■授業外学習

【具体的な内容】
観光に関する情報、ニュースに常に関心を持ち、観光庁・各自治体・各観光施設など
のホームページにもアクセスし、実際に起きている事象を認知し、問題意識を持ち授
業に臨むこと。
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■その他

北海道内の観光施設を対象に、フィールドワークを行います。
交通費、食事代等の費用が一人2.000円程度必要になります。
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2019 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 3年演習(応用)

開講期・単位 3年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 杉江　聡子

■講義の目的および概要

春学期に引き続き、文献を読みながら、質的研究の理論や調査手法をより詳しく学び
ます。
その上で、学んだ知識やスキルを活用して、質的な研究の問いを設定し、フィールド
ワークやインタビュー調査を扱う研究デザインを設計します。それに基づき、簡単な
フィールドワークやインタビュー調査を含む研究を実践し、課題を考察できるように
なることを目指します。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
質的研究に関する文献を読み、その内容を要約して順に発表します。その上で、発表
内容に基づくディスカッションを行います。
質的研究のデザインを設計し、調査（参与観察やインタビュー等）を行い、データを
収集し、分析して、考察と結論をまとめます。
グループワークによる活動もありますので、学生の主体的かつ協調的な学びが求めら
れます。

【課題に対するフィードバックの方法】
授業で出した課題については、次回以降の授業でコメント・解説します。

■授業計画

①ガイダンス（自己紹介、研究関心の共有、春学期の振り返り等）
②SCATとは何か
③SCATによる分析（分析プロセスの理解）
④SCATによる分析（分析の手順①）
⑤SCATによる分析（分析の手順②）
⑥SCATによる分析（分析の手順③）
⑦SCATでの分析のコツ
⑧SCATに関するその他の注意点
⑨質的研究を計画する
⑩データ収集（1）
⑪データ収集（2）
⑫データ分析（1）
⑬データ分析（2）
⑭結果のまとめと考察
⑮研究発表

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
・質的研究の理論や手法について理解する。
・文献を読み、要点をまとめ、わかりやすい表現で人に伝えることができる。
・人の発表を聞き、批判的思考に基づき質問や議論をすることができる。
・授業で学んだ理論やスキルを自分の研究関心と結び付け、研究をデザインすること
ができる。
・質的研究のデザインに基づき、適切な手法を用いてデータの収集と分析を行うこと
ができる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
この授業は、観光学部ディプロマポリシーのうち
②観光学の知識、技能の活用能力
③自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力
に該当します。

■成績評価基準と方法

出席と授業への取り組み、発表内容と完成度、質疑応答やディスカッションへの参加
状況等に基づき総合的に評価します。
・出席と授業への取り組み（20％）
・発表内容と完成度（50％）
・質疑応答やディスカッションへの参加状況（30％）

■テキスト・参考文献

【テキスト】
『質的研究の考え方―研究方法論からSCATによる分析まで―』（名古屋大学出版会, 
2019）
※春学期の2年演習(基礎)と同じテキストを続けて読みます。

【参考文献】
授業の中で指示します。必要に応じてプリント等の資料を配布します。
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■授業外学習

【具体的な内容】
授業では主に発表とディスカッションを行います。文献を読み、疑問点をまとめる等
、事前の準備を十分に行ってください。

【必要な時間】
文献を読む時間を確保してください。発表準備がある場合、発表資料をまとめるのに
数時間から数日程度必要です。

■その他

・2021年度導入のLMSなども段階的に使用しますが、社会状況に応じて柔軟にさまざ
まなツールを使いこなす意欲を持つこと。
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2019 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 3年演習(応用)

開講期・単位 3年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 田村　こずえ

■講義の目的および概要

本演習では、「住んでよし訪れてよし」の地域の創造を目指し、ユニバーサルな対応
や実践的な学び等を通して、地域社会の歴史や文化、現状から課題発見をして、解決
ヘのアプローチ方法に関しての基礎を学修していきます。また、各自が問題意識を持
ちながら、グループワークやディスカッション、プレゼンテーションを行い、協働し
ながら主体的に取り組む姿勢を身に付けます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
文献調査だけではなく、フィールドワークや実習等を行い地域の現状を把握して、地
域の課題を理解するようなアクティブラーニングとする。また、グループワークや学
生との討論を重視して講義を進めていきます。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題に対して、講義の中でフィードバックします。

■授業計画

①ガイダンス
②観光と地域の応用（1）：学ぶ姿勢
③観光と地域の応用（2）：観光とは
④観光と地域の応用（3）：地域とは
⑤観光と地域の応用（4）：地域づくりとは
⑥フィ―ルドワークにおける地域課題調査（1）
⑦フィ―ルドワークにおける地域課題調査（2）
⑧フィ―ルドワークにおける地域課題調査（3）
⑨フィ―ルドワークにおける地域課題調査（4）
⑩フィ―ルドワークの振り返りと報告
⑪演習発表の資料作成（1）
⑫演習発表の資料作成（2）
⑬演習発表の資料作成（3）
⑭演習発表
⑮演習報告会

※以上の構成で進める予定ですが、受講生の人数やフィールドワーク等の諸事情によ
り変更になる場合があります。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
地域社会の歴史や文化、現状から課題を発見する基礎的な能力を修得します。
地域社会に関して関心を持ち、フィールドワーク等を通じて主体的に取り組む姿勢や
地域社会へ寄与する姿勢を身に付けます。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力」に基づき、共に学ぶ姿勢や
自主的に取り組む姿勢の基礎を身に付けます。

■成績評価基準と方法

・課題レポート：40%　　
・ディスカッション・発表：30%　　
・最終課題：30%

■テキスト・参考文献

【テキスト】
適宜資料を配布します
必要に応じてテキストや文献を紹介します

【参考文献】
必要に応じて参考文献を紹介します

■授業外学習
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【具体的な内容】
・地域社会に関心を持ち、常日頃からニュース・新聞・文献・雑誌等から講義内容に
関連する情報を収集するように心掛けてください。
・地域の事前・事後調査や配布した資料を読み、講義の内容の理解に務める。
・演習の課題や発表資料作成及び準備等を行う。

【必要な時間】
毎回講義に出席した上で、講義内容に基づいて、事前学修と事後学修を行うことが必
要となります。

■その他

フィールドワークや実習等の費用は、基本的に自己負担ですが、一部助成があります
。
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2019 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 3年演習(応用)

開講期・単位 3年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 千葉　里美

■講義の目的および概要

本演習は、「航空業界におけるパンデミックと国際移動」をテーマに、with/afterコ
ロナの海外航空サービスについて、本学連携先である日本航空(JAL)との共同研究を
予定しています。
特に新千歳空港発着の海外路線の中でも、日本人の憧れでもあるディスティネーショ
ンHawaiiを取り上げたい。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
前期の基礎調査を基に、興味関心ごとが近い学生で少人数グループに分かれ、諸課題
に向けた研究を本格的に進めるため、文献調査、レジュメの作成・発表、ディスカッ
ションを行います。

【課題に対するフィードバックの方法】
こまめなグループ発表をし、他グループからの評価を入れながら研究を深めると同時
に、JALグループ関係者にも発表時同席していただき、社会から見た意見をいただく
など実践的なフィードバックの体制も

■授業計画

①ガイダンス
②afterコロナの都市の「かたち」
③コロナ禍とテレワーキングの普及・拡大
④15分コミュニティ論
⑤ポストコロナの観光の「かたち」
⑥レジリエントな都市の「かたち」
⑦調査1-フィールドワーク
⑧調査2-フィールドワーク
⑨調査3-フィールドワーク
⑩調査4-分析
⑪調査5-分析
⑫中間発表
⑬追加調査1
⑭追加調査2
⑮最終報告会

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①航空サービスの基礎を踏まえた応用知識を身につける
②航空路線と観光地の関係性を認識し課題意識を身につける
③テーマに関するデータを収集し、理解できるようにする
④論理的思考のもと、課題解決へ向けた主体的な学修姿勢を身につける

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
ゼミを通して以下の能力向上に努める。
①修得した知識・技能を活用する能力
②自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力
③専門性の修得

■成績評価基準と方法

レジュメや資料の作成と発表　30%
毎回の取り組みや課題の提出　30%
研究成果　40%

■テキスト・参考文献

【テキスト】
前期と同様

【参考文献】
前期と同様

■授業外学習

2021(令和3)年4月1日

878



【具体的な内容】
「航空サービス」「ポストコロナ」「移動」「価値観」「海外」をキーワードに、日
頃からニュースや新聞、インターネットで情報収集するよう心がける。最近の社会動
向と航空サービスを常に結びつけ、航空サービスを自分ごと化として捉え、常に説明
できるように準備する。
ゼミで使用した資料はファイリングするなどしてまとめ、毎回の内容についても各自
ポイント等を整理すること。また研究を進めるにあたり、Word、Excel、Powerpoint
を使用します。操作ができるように準備はておいてください。

【必要な時間】
予襲復讐に2時間。

■その他

調査やフィールドワークにかかる際の交通費は自費です。
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2019 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 3年演習(応用)

開講期・単位 3年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 古田　和吉

■講義の目的および概要

北海道の観光施設および観光関連施設の歴史と現状を学び、将来展望を考えます。
そして、今後の北海道観光の継続的な発展に向けた課題・問題点を抽出・研究し、
解決策をまとめ、提案することを目的とします。
観光関連産業に就職志望の学生には、進路選択に有効な演習を目指します。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
旅行会社で長く実務経験を積んだ教員が、観光産業の実状について分かり易く解説し
ます。社会人として知っておくべき実践的な「知識」や「心構え」も教えます。
同時に、実務経験を通して培った観光業界とのネットワークを活用し、北海道内の代
表的な観光施設を訪れるフィールドワークを積極的に取り入れます。

【課題に対するフィードバックの方法】

課題については、授業内で解説します。

■授業計画

①ガイダンス（演習の概要と目的の解説）
②グループワークの課題提示
③フィールドワーク準備　訪問先の事前調査等①
④フィールドワーク準備　訪問先の事前調査等②
⑤フィールドワークの実施①（運輸施設）
⑥フィールドワークの成果発表　課題解決にむけての提案①
⑦フィールドワークの実施②（スポーツ施設）
⑧フィールドワークの成果発表　課題解決にむけての提案②
⑨フィールドワークの実施③（入場施設）
⑩フィールドワークの成果発表　課題解決にむけての提案③
⑪フィールドワークの成果発表　課題解決にむけての提案④
⑫フィールドワークの成果発表　課題解決にむけての提案⑤
⑬フィールドワークの成果発表　課題解決にむけての提案⑥
⑭総括・期末レポート作成
⑮３年生ゼミ全体発表会

※授業の順番や内容を変更する場合があります。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
北海道の観光産業の現状を理解し、課題を抽出して、今後の解決策をまとめ、提案す
ることが出来る。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】

観光学の基礎的知識を習得し、課題を発見し解決する能力を身につける。

■成績評価基準と方法

授業・発表の参加度・積極性　　　50％
期末レポート　　　　　　　　　　50％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
「新人ＧＯ！ＧＯ！ナビ」ＪＴＢ総合研究所　１．４７０円
　※新社会人になる前に必読の１冊

【参考文献】
必要に応じて指示します。
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■授業外学習

【具体的な内容】
観光に関する情報、ニュースに常に関心を持ち、観光庁・各自治体・各観光施設など
のホームページにもアクセスし、実際に起きている事象を認知し、問題意識を持ち授
業に臨むこと。毎回の講義で、観光に関する時事問題について小テストを行います

■その他

北海道内の観光施設を対象に、フィールドワークを積極的に行います。
土日での実施もありますので、アルバイト等の日程調整が必要になります。
交通費、食事代等の費用が一人6.000円程度必要になります。
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2019 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 3年演習(応用)

開講期・単位 3年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 横田　久貴

■講義の目的および概要

演習テーマ　観光教育を通じて「学ぶ人の立場に立ち、主体的、対話的な学びを提供
できる人材の育成」を目指します。

目的1　十勝地方の魅力を理解し、とかち文化検定試験の作成を通じて商工会議所が
実施する検定試験ビジネスを学びます。質の高い検定問題への考察、試験問題の作成
、試験自体の実施を体験します。
目的2　観光教育を行っている高校生に対して、大学生が「観光出前授業」を実践し
ます。将来、観光教育の現場に立ちたい人向け。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
「学ぶ」という行為を、「教える側」に立って実践できる。ようになります。
①学んで楽しい、質の高い検定試験とは何かについて考え、実践します。
②高校で教壇に立ち、高校生に出前授業を行います。
どちらも、「遊び感覚ではありません」本気で向かう必要があります。

【課題に対するフィードバックの方法】
①検定試験は　一般の受験者が存在する本物です。②出前授業は本当の高校生の前で
行う授業です。これができるようになるまで訓練します。

■授業計画

後期は主に、検定試験の実施と、観光教育の実践です。

講義ガイダンス、履修登録、講義の目的など
①観光教育の授業準備1
②観光教育の授業準備2
③A 高校への観光教育　実践　　
④A 高校への観光教育　ふりかえり
⑤B 高校への観光教育　実践
⑥B 高校への観光教育　ふりかえり
⑦C 高校への観光教育　実践
⑧C 高校への観光教育　ふりかえり

⑨とかち文化検定　試験会場の運営（試験実施時期未定）
⑩帯広商工会議所との連携　とかちフィールドワーク1
⑪帯広商工会議所との連携　とかちフィールドワーク2
⑫帯広商工会議所との連携　とかちフィールドワーク3
⑬年間活動のふりかえり
⑭ゼミ最終発表会準備
⑮ゼミ活動発表

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①とかち文化検定を通じた十勝の知識・理解を修得し、十勝を理解し、魅力ある地域
となるよう応援できる人となる。
②授業実践をつうじて、主体的で対話的な観光教育が実践できるようになる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
観光に関する専門的知識・技能

■成績評価基準と方法

とかち文化検定を通じた十勝の知識・理解　20％
帯広商工会議所との連携　30％
観光教育の授業づくり　20%
授業実践と反省　30%

■テキスト・参考文献

【テキスト】
とかち文化検定　公式テキスト

【参考文献】
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■授業外学習

【具体的な内容と必要な時間】
①検定試験作成・実施に向け必要な知識の習得…かなりの時間を要する　10時間以上
②指導案を作成し、模擬授業が実践できるようになる　10時間以上

■その他

このゼミは帯広商工会議所との連携事業、ニセコ高校、斜里高校、岩内高校との連携
で行われます。
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2019 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 3年演習(応用)

開講期・単位 3年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 竹島　鉄也

■講義の目的および概要

ブライダルビジネスを体系的に理解するため、先ず実際のブライダル商品について学
習します。その後、グループ毎に自由なテーマを掲げバーチャルで１件の披露宴をプ
ランニングします。出来上がったプランをグループ毎にプレゼンテーションを行いま
す。また、ブライダルが行われているホテルについて、ホテル内でのブライダルの役
割や宿泊部門、レストラン部門等との関連性についてフィールドワークを行い学習し
ます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
前半はウェディング・プランナーやホテリエとして実務経験豊富な教員が、ブライダ
ル商品についてパソコン・プロジェクタを用い判りやすい講義形式で進めます。
その後、グループワークにより披露宴のプランニングを行って頂きます。会場コーデ
ィネート、衣裳、ウェディングケーキ、ペーパーアイテム、使用するＢＧＭ等をまと
め、各グループ毎にプレゼンテーションを行って頂きます。
また、ホテルでのフィールドワークにより、学習の理解度を深めます。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題については、授業内で実例を豊富にあげ、判り易く解説します。

■授業計画

①ガイダンス
②ブライダル商品（１）実例
③ブライダル商品（２）ブレイクダウン
④ブライダルプロデュースの基礎知識（１）披露宴の意義とプログラム
⑤ブライダルプロデュースの基礎知識（２）披露宴ＶＴＲ
⑥ブライダルプロデュースの基礎知識（３）コーディネートと演出　小テスト
⑦グループ毎にプランニング（１）
⑧グループ毎にプランニング（２）
⑨グループ毎にプランニング（３）
⑩グループ毎にプレゼンテーション
⑪ホテルにおけるブライダルの役割と、宿泊部門、レストラン部門等との関連性
⑫フィールドワーク　札幌市内ホテル視察
⑬フィールドワーク　札幌市内ホテル視察
⑭ホテル視察レポートの作成
⑮秋学期まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
メンバー全員が課題を理解し、積極的にディスカッションと連携をしていく中で、１
件の披露宴を創りあげることにより、ブライダルビジネスを理解。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「自立して生きていくための幅広い教養、技能を身につけている学生に学位を授与す
る。」に基づき、披露宴をプロデュースするなかで、ブライダルの常識と併せ、コー
ディネート力、社会人として正しい知識やマナーを身につける。

■成績評価基準と方法

小テスト1回30％、ホテル視察レポート20％、レポート50％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
教科書は用いず、配布するプリントを用います。

【参考文献】

■授業外学習

【具体的な内容】
ＳＮＳやニュースなどでブライダルの話題に興味・関心を持つ。

【必要な時間】
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■その他

交通費、ホテルでの昼食代として合計4,000円～5,000円程度の費用が掛かります。
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2019 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 3年演習(応用)

開講期・単位 3年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 綱島　洋一

■講義の目的および概要

「コロナ禍で揺らぐ観光の明日を考える」をテーマに学位授与方針が掲げる「課題を
発見して解決する能力」を養う演習の応用編。宿泊、運輸業といった従来の枠組みを
超えた「未来型観光人材」の育成をキーワードに観光業の「ビジネスモデル（稼ぐ力
）」を改めて検証、磨き上げる取り組みを目指す。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
　新たな時代の観光のあり方を探る主役は受講生一人ひとりです。秋学期の演習では
、担当教員だけでなく、受講する学生が問題提起をし進める。自ら考え、調べ、討議
(ディスカッション)し発表(プレゼンテーション)する方式は春学期の演習と同じ。理
解をより深め、各自がレポートにまとめます。
　これをもとに、朝日新聞記者として観光業界や海外の観光事情を取材してきたジャ
ーナリストとしての実務経験のある教員が独自の読み解き方、視点などをもとに解説
します。授業内外で対話を心がけます。感染拡大状況をにらみながら、可能なら学外
でのフィールドワークにも取り組みます。
【課題に対するフィードバックの方法】
　受講生が授業で発表した内容については、その場で担当教員がコメントします。
レポートについては、授業で担当教員がコメントするほか、必要に応じて個別の受講
生に対面、メールなどでコメントします。

■授業計画

　秋学期の演習(応用)は、コロナ禍で起きた観光をめぐる変化と課題を読み解いた春
学期の学びをさらに深めて「変化と課題をどう克服するか」に着目。新たな観光の世
界を担う「未来型観光人材」のあり様について考えを深めます。

具体的な授業計画は以下のような内容を予定。
①演習の進め方について話し合う～未来型観光人材について概要説明
②新たな時代の観光に必要な取り組みを整理する
③課題克服の処方箋づくり～(1)事例研究　北海道内編
④課題克服の処方箋づくり～(2)事例研究　道外編
⑤課題克服の処方箋づくり～(3)事例研究　海外編
⑥課題克服の処方箋づくり～(4)事例研究　DMOがキーマン役か
⑦課題克服の処方箋づくり～(5)事例研究　政府・自治体はどう動くか
⑧未来型観光人材のイメージを作成した処方箋をもとにまとめる
⑨未来型観光人材としてのイメージを実現するために必要な取り組みを検討する
⑩フィールドワーク～未来型観光人材のイメージを現場で検証する・その1
⑪フィールドワーク～未来型観光人材のイメージを現場で検証する・その2
⑫フィールドワーク～未来型観光人材のイメージを現場で検証する・その3
⑬フィールドワーク～未来型観光人材のイメージを現場で検証する・その4
⑭フィールドワーク～未来型観光人材のイメージを現場で検証する・その5
⑮まとめ　未来型観光人材のあり様と新たな観光について
※未来型観光人材のイメージを現場で検証は、対象分野と地域などを各回ごとに変え
て実現可能性、実現への課題を検証しつつ進める

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
北海道内をはじめとする世界の観光をめぐる現状と課題を的確に読み解く思考、判断
力が身に着く。授業での討論、発表を通して他者との意思疎通力が磨かれる。①さま
ざまな文献、資料を「読むことができる」②相手の話を「聞くことができる」③自分
の考えを的確に「話すことができる」～この三つの力は就職活動や卒業後に社会で活
躍するための必要条件。卒業後をにらんだ人材育成につながります。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
すべての学部がデュプロマポリシーとして掲げる「自立して行動できる姿勢、課題を
発見して解決する能力」を身に着け、価値観が多様化する国際社会を主体的に生き抜
く力を養う。

■成績評価基準と方法

①授業でのディスカッション、プレゼンテーション　　25％
②授業でのレポート　　25％
③学期末のレポート　　50％
学期末のレポートは学びの集大成とするため評価割合を高く設定しています。

■テキスト・参考文献
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【テキスト】
教科書の指定はありません。必要な資料は授業で配布します。
【参考文献】
◎インバウンド再生～コロナ後への観光政策をイタリアと京都から考える
　　　宗田好史　学芸出版社
◎新・観光立国論　デービット・アトキンソン　東洋経済新報社
◎ポスト・オーバーツーリズム　阿部大輔編　学芸出版社

■授業外学習

【具体的な内容】
事前学習～観光分野だけでなく、世界の経済動向についてのニュース、話題を積極的
に読み、受講生みずからがどう考えるかをまとめておく。データベース、新聞各紙は
大学図書館で閲覧できる。積極的に活用するよう心掛ける。
事後学習～その日の授業内容の振り返り。授業で提出を求められたレポートの作成。
【必要な時間】
事前学習は、計2時間以上。ニュース、文献を読み、その背景を考えましょう。事後
学習は2時間以上かけて必要な調べ学習に取り組み、課題内容を精査しレポートを仕
上げます。

■その他
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2019 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 3年演習(応用)

開講期・単位 3年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 吉田　和彦

■講義の目的および概要

コロナ禍により航空業界は未曽有な危機に直面しているといえます。需要回復に数年
かかるともいわれています。一方ではWITHコロナのなかで、生き残りをかけた強靭な
体質への転換、市場ニーズに合わせた新しい飛行機による旅の提案、他社との差別化
などのFSCやLCCの生き残り戦略、地方創生を担う空港の一体運営化(民営化)の流れな
ど環境の変化により新しい局面を迎えつつあります。春学期で学んだ航空関係知識を
ベースに関係者のヒアリングなどのフィールドワークを通じて、航空業界や地域の将
来あるべき姿に向けた考察を考えていただきたいと思います。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
前半については、現状、将来における業界の抱える課題を洗い出すことを目的に、各
界関係者のヒアリングや独自学習をベースに課題の掘り下げと共有化を図ります。後
半はそれらを基本として将来構想を纏めるためのグループワークを実施します。最終
的な提言をご協力いただいた関係先にプレゼンテーションを実施します。航空会社で
現業から企画部門、役員を経験した教員が指導してふきます。

教員は適宜ファシリテーターとして、あるいはコーディネーターとして参画して指導
します。基本は学生による運営として、企業におけるプロジェクト活動を模して取り
組んでいただきます。当然企業訪問については社会人か基礎力を発揮してもらう機会
として、必要に応じてフィードバックを行います。【課題に対するフィードバックの
方法】

■授業計画

①ガイダンス
②課題の推定と共有化
③効果的なプレゼンテーションとは
④ロジカルシンキングとは
⑤ラテラルシンキングとは
⑥フィールドワーク調査研究の進め方
⑦グループワーク(テーマの選定)
⑧グループワーク(現状分析)
⑨グルーブワーク(分析と課題解決アプローチ)
⑩グループワーク(仮説の検証)
⑪グループワーク(現地調査の中味確認)
⑫フィールドワーク
⑬グループワーク(フィールドワーク取り纏め)
⑭グループワーク(プレゼン資料検討) 
⑮成果発表会

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
航空・空港・旅行ビジネスへの専門知識の深化を図りつつ、チーム活動を通じて、課
題解決能力、チームワークプレイ、リーダーシップ、プロジェクト運営スキルを磨き
ます。就職後をイメージして、配属部署での創造性を備えたサービスや課題解決提案
をアウトプットすることができる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「自ら考え、自らの行動し、自省する人」として業界のなかで認められる観光人材と
してのコミュニケーション能力やスキルを身につけている。

■成績評価基準と方法

①講義でのFORMSクイズ　　　　　30%
②グループワークアウトプット　 40%(10%×4)
③フィールドワークでの活動　　 15%
④プレゼン資料作成参画　　　　 15%

■テキスト・参考文献
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【テキスト】
資料については、TEAMSにて配布します。

【参考文献】
必要に応じ配布します。

■授業外学習

事後学習:各自ノートを作成してください。ヒアリングの内容や気が付いたことはメ
モをして、当日のまとめを作成して、グループワークに活用できるようにして下さい
。また、個人の意見もまとめるようにして下さい。

■その他

グループワーク、フィールドワークで2～3回の外出が派生する可能性があります。そ
の際の交通費は個人負担となります。
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2019 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 3年演習(応用)

開講期・単位 3年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 齋藤　修

■講義の目的および概要

  本講義では、「演習」いわゆる「ゼミ」として、観光施設などの立地地図製作とそ
こからの観光空間分析を地理学的に行う。
　そして、そこから４年生で行う卒業論文にむけた内容を決定し、各自でそれにむけ
た活動を行う。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
　道央圏を調査対象とし、日帰りでのフィールドワークを中心とした授業が行われる
。街中を地図片手に歩くことを春学期に続いて、２度実施する予定である。
　それに必要な講義が前後に行われる。調査後の分析活動も学生が中心に実施する。
　後半には、各自で卒業論文に向けた概要レジュメを作成し、研究計画書を作成する
。そして、それを発表用の資料に仕上げるようにする。
【課題に対するフィードバックの方法】
　地図製作作業の中でその課題を少しづつ見つけ出す。完成に近づけていく中で調査
した観光地の地理的特徴と問題点を知り、それを各地の観光状況に重ね合わせて考え
て、議論に活かす。 
　自らの研究テーマの作成と概要レジュメに関して、適宜指導を受ける。

■授業計画

①ガイダンス
②フィールドワーク準備
③フィールドワーク１
④フィールドワーク２
⑤地図製作
⑥データ分析
⑦フィールドワーク準備
⑧フィールドワーク１
⑨フィールドワーク２
⑩地図製作
⑪データ分析
⑫卒業論文にむけた概要発表１
⑬卒業論文にむけた概要発表２
⑭成果発表にむけたまとめ
⑮成果発表会

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①精密な現地調査ができる。　　　　　　　
②協力して現地調査ができる。　　　　　　　
③協力して地図製作することができる。　　　
④地図やデータを分析することができる。　
⑤卒業研究に対する明確な計画を建てることができる。　
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
　本学部が求める「観光を通じた地域振興」分野で活躍できる人材を育成する上で、
実際の観光地を分析することが重要と考える。その技能を活かし、自らがテーマを決
め、研究の端緒に立つことを求めた。

■成績評価基準と方法

①現地調査（フィールドワーク）の精度　　　20％
②現地調査（フィールドワーク）の協働状況　20％
③地図製作状況　　　　　　　　　　　　　　10％　
④データ分析状況　　　　　　　　          10％
⑤卒業研究計画・レジュメ発表・全体発表　  40％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
特になし。必要な資料を配布予定。

【参考文献】
特になし

■授業外学習
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【具体的な内容】
　事後として、現地調査後のデータ整理、レジュメ発表のためのまとめる活動が必要
となる。卒業研究計画の作成、それにむけたレジュメ制作・発表などが必要となる。
【必要な時間】
　分析作業・整理の時間、卒業論文にむけたレジュメ制作、発表用の資料制作などに
は数時間は必要となる。

■その他

　フィールドワークは２時間以上歩くことがあるため、自信がない場合は、履修に不
向きである。
　できれば４年生でのゼミまで継続履修し、観光地理学の卒業論文を書くことが前提
となる。
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2019 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 3年演習(応用)

開講期・単位 3年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 金庭　香理

■講義の目的および概要

　本演習は「食と観光」をテーマとする。春学期の演習（基礎）で得た知識をもとに
、より実践的な課題解決法を検討する。そのために必要なデータ分析の仕方、戦略の
立て方など、仕事にも使える実践的なスキルの取得を目指す。また、自らの成果を分
かりやすく発表することを目的とする。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
　基本的にはゼミナール形式で実施する。（課題発見及び解決型の学び）
　必要に応じ、データ分析などに関するレクチャーを行う。自らテーマ設定し、情報
収集、企画、調査（フィールドワーク）、整理、発表まで一連の作業を遂行する。

【課題に対するフィードバックの方法】
　授業の中で適宜、資料配布やフィードバックを行う。

■授業計画

①ガイダンス
②テーマの検討（１）
③グループワーク
④グループワーク
⑤フィールドワーク（１）又は事例紹介
⑥フィールドワーク（２）又は事例紹介
⑦中間報告
⑧テーマの検討（２）
⑨グループワーク（３）
⑩グループワーク（４）
⑪フィールドワーク（３）
⑫グループワーク
⑬グループワーク
⑭最終成果報告会準備
⑮最終成果報告会

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
　観光における「食」が果たす役割について理解するとともに、世界や地域が抱える
諸問題について主体的に考え、それを分かりやすく発信する力を身につける。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
　「観光学の基礎的知識、技能の習得」及び「国際観光分野の実践的知識、技能の習
得」に基づき、さまざまな角度から観光を考え、主体的に行動する姿勢を身につけ
る。

■成績評価基準と方法

・毎時のレポートや発表　　　30％　
・グループワークへの参加　　30％
・中間・最終発表　　　　　　40％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
　適宜資料を配布する。

【参考文献】
　必要に応じて、指示する。

■授業外学習

【具体的な内容】
・自主的に関連文献の収集、熟読、要点整理をすること。
・成果物は期限までに提出すること。

【必要な時間】
・必要に応じて適宜時間を確保すること。
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■その他

・学内外における活動に積極的に取り組むこと。
・調査やフィールドワークにかかる交通費・昼食代は基本的には各自負担となる。
・状況に応じ、授業計画の内容等を変更する場合があるが、その際は授業内で通知す
る。
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2019 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 3年演習(応用)

開講期・単位 3年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 有澤　恒夫

■講義の目的および概要

私たちは変化の激しい時代を生きています。コロナ禍は変化のスピードを否応なく加
速しています。学生の皆さんが職業や働くことを考えるにあたり、変化はもはや前提
条件です。変化の時代をバイタリティを持って生きるには、二つのことが大切です。
それは、「変化に対するマインドセット」と「強みを築く」です。秋学期（応用）は
、皆誰でも持っている才能を自覚し、才能を育み「強みとして築く」ための考え方、
行動のあり方を学びます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
担当教員は、企業で人材開発・教育を担当してきた実務家教員です。
この演習では、自分の才能を自覚し強みとして築くための方法を理解するために次の
通り進めます。
1.一人ひとりが自分の「才能」を明らかにすることから始める。簡単なワークを体験
しながら自己認識を深める。
2.それを踏まえて、「目的の力」が私たちにどんなことをもたらしてくれるのかを、
実在人物の事例（DVD等の視覚教材視聴）をとおして学ぶ。
3.学んだことを実践する第一歩としてまとめ・発表する。

【課題に対するフィードバックの方法】
オフィスアワーや授業後の対話、メールによるフィードバック

■授業計画

1.オリエンテーション
2.才能と強み
3.才能の理解と発見①
4.才能の理解と発見②
5.才能の理解と発見③
6.発表①
7.発表②
8.目的の力①
9.目的の力②
10.目的の力③
11.発表③
12.発表④
13.価値観と環境
14.ビジョン
15.キャリアバイタリティ　　

注：授業計画は変更することがあります。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
１.自分の才能を確認し、強みとして築くための考え方、行動の仕方を理解する。
２.変化の時代をバイタリティを持って、自分らしく生きていくための準備ができる
。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「観光ビジネス分野の実践的知識、技能の修得した学生に学位を授与する」に基づき
、観光ビジネスを担う人材として欠かせないヒューマン・スキルを涵養する。

■成績評価基準と方法

発言・ディスカッション等授業への参画（５０％）、発表の評価（２０％）、定期試
験の評価（３０％）。

■テキスト・参考文献

【テキスト】
「さあ、才能に目覚めよう」トム・ラス著　日本経済新聞社

【参考文献】
授業で紹介します。

■授業外学習
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【具体的な内容】
事前配布資料とレジュメ、参考図書による学習

【必要な時間】
予習・復習の時間はそれぞ2時間程度

■その他
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2019 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 グランドスタッフ実務

開講期・単位 3年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 吉田　和彦

■講義の目的および概要

本講義は、航空会社における空港の接客フロントであるグランドスタッフ業務につい
て、カテゴリー別に学びを深めていきます。グランドスタッフに求められる定時運航
への取り組みや、お客様の安全と快適性の追求を通しての仕事の醍醐味や自己の実現
、さらにチームワークの重要性などを理解し、グランドスタッフとして求められるス
キル全般を学ぶとともに、社会人基礎力の向上を目指します。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
DVDやパワーポイントを使用し、航空会社職員として知っておくべき知識とグランド
スタッフの業務の面白みや難しさ、そしてやりがいについて学習します。
社会人として、航空会社職員として、そしてグランドスタッフとして求められる資質
についても理解し、日々のなかで自分を磨いてもらうよう、航空会社で空港現業、営
業、本社部門、役員を経験した教員がエピソードも紹介しつ授業を行います。

【課題に対するフィードバックの方法】
授業の最後にFORMSによるクイズを実施し、翌週振り返りを含めてフィードバックし
ます。

■授業計画

① ガイダンス～
② 航空会社の仕事
③ 航空機の基礎知識
④ 言葉遣い（敬語・クッションワード）、制服着用スタンダードについて
⑤ 2レターコード&3レターコード
⑥ 専門用語解説
⑦ 予約と発券　
⑧ カウンター業務
⑨ ゲート並びに到着業務
⑩ プライオリティゲスト対応
⑪ 空港・新千歳空港
⑫ 整備と貨物
⑬ グランドハンドリング
⑭ ゲストスピーカー講話
⑮ まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
グランドスタッフの業務内容について理解し、業務に必要な知識もさることながら、
マインド、スキルが修得できている。また時間管理の意識を持ち、プロの責任感につ
いて理解がされている。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「観光ビジネス分野の実践的知識、技能の修得」に基づき、グランドスタッフ業務の
基礎知識、およびコミュニケーション力、協調性、時間管理能力を身に付けている。

■成績評価基準と方法

①毎回のFORMSクイズ　　　　　　　60%
②ゲストスピーカー・レポート　　 20%
③期末テスト　　　　　　　　　　 20%

■テキスト・参考文献

【テキスト】
使用しません。次回授業用参考資料をZOOMにて配布します。

【参考文献】
①航空産業入門　　　　　　　　　　　　 ANA総研　　　東洋新聞新報社
②最新航空事業論　　 井上泰日子　 日本評論社
③エアラインオペレーション入門　 ANA総研　 　ぎょうせい
④エアライン/エアポートビジネス入門　　高橋望/横見宗樹　　律文化社
⑤エアライン・ビジネス入門　　 稲本恵子 　　晃洋書房

■授業外学習

毎回、資料をもとに授業の予習復習をしてください(毎回30分程度)。
国内主要都市空港の3レターコード、国内各航空会社の2レターコードは全て覚えてく
ださい。
TOEIC 500点以上を目指し、各自英語の学習に取り組んでください。
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■その他

航空会社のHP等から企業研究を行ってください。また航空・空港関連のニュースは必
ずSNSや新聞から入手してください。授業のなかでも教員から航空関係の情報提供が
ありますが、皆さんも各航空会社の採用情報を積極的に収集してください。
観光ビジネスマナー、ビジネスコミュニケーションも含めて航空会社スタッフとして
お客様に喜んでいただけるスキル習得を目指しましょう。
就職試験に臨む際は、「髪・靴・爪の先と後ろ姿」のチェックをしてください。
原則的に観光ビジネス学科の学生限定とさせていただきます。（応相談）
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2019 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 観光企業研究

開講期・単位 3年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 竹島　鉄也

■講義の目的および概要

観光産業はＩＴ化、グローバル化、ライフスタイルの変化により「ゆとり」、「快適
」などを求める顧客の増加が顕著です。一方で各企業側もこの変化に対応すべく、大
きな変革を求められており、収益確保のため企業の体質改善等も行われています。
本講義では上述の動向を意識しつつ、先ず、企業経営について概要を理解し、その後
グループワークにより企業分析および個別観光企業の現状と今後の動向について研究
します。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
はじめは講義形式をとりますが、その後はグループワークにより企業分析のポイント
を抽出します。次に、個別観光企業を各業種別に選択し研究します。学生相互のコミ
ュニケーションを図り、積極的に授業に参加できるように進めます。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題は授業内で解説、説明します。学生および教員間の意見交換を活発に行い、主体
的な学びができるような環境づくりに心がけます。

■授業計画

①ガイダンス
②企業経営とマネジメント
③企業経営とマーケティング戦略

　（以下全て、グループワーク）
④企業分析のポイント抽出（1）
⑤企業分析のポイント抽出（2）
⑥観光産業とは
⑦宿泊産業（1）
⑧宿泊産業（2）
⑨旅行産業（1）
⑩旅行産業（2）
⑪交通・運輸産業（1）
⑫交通・運輸産業（2）
⑬観光関連産業（1）
⑭観光関連産業（2）
⑮まとめ（レポート提出）

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
観光企業の経営理論を大まかに理解し、グループワークを通した議論等により観光企
業の将来性を研究する手法を習得します。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「自立して生きていくための、専門知識、技能を身につけている学生に学位を授与す
る。」に基づき、個別の企業の成長性等を分析・研究する。

■成績評価基準と方法

レポート50％、受講態度（グループワークでの発表）50％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
特にありません。必要に応じてプリントを配布します。

【参考文献】
観光産業論（林清編著、原書房）

■授業外学習

【具体的な内容】
グループワークのテーマに関する準備学習を行い、積極的な参加に努めること。

【必要な時間】
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■その他
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2019 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 職業倫理

開講期・単位 3年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 古田　和吉

■講義の目的および概要

この講義では、働くことに関する倫理＝モラル・道徳・法律・制度等についての知識
の習得を目的とします。
働く環境が変化するなかで、自分の将来を考え、進路選択にも役立てることを目指し
ます。
実社会に進み「知らなければ不利になる常識」を教えます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
民間企業で長く実務経験のある教員が、テキストに沿って自己の実体験を交えながら
、解説し進める講義形式の授業です。授業計画に示す各回のテーマについて、身近な
実例等を取り上げ、「グループワーク」も行い、実社会で役立つ対応力を身に着けま
す。

【課題に対するフィードバックの方法】

課題については、授業内で解説します

■授業計画

①ガイダンス（講義内容・目的の解説）
②働く時のマナーの基礎知識（訪問・商談・意思表示・挨拶）
③働く時のマナーの基礎知識（電話・情報伝達・人間関係）
④働く時のルールの基礎知識（会議・文書・研修・事務機器）
⑤働く時のルールの基礎知識（税金・社会保険・年金・就業規則）
⑥働く時のルールの基礎知識（退職と転職）※ここまでの振り返りと小テスト①
⑦働く時の法律の基礎知識（法定労働時間・変形労働時間制度）
⑧働く時の法律の基礎知識（残業・休日出勤・割増賃金）
⑨働く時の法律の基礎知識（労働契約・就業規則・業務命令）
⑩働く時の法律の基礎知識（労働協約）
⑪働く人を守る法律と制度（労働三法）※ここまでの振り返りと小テスト②
⑫働く人を守る法律と制度（賃金制度）
⑬遭遇しやすいトラブルに備える（内定取消・ブラック企業）
⑭遭遇しやすいトラブルに備える（セクハラ・パワハラ・内部告発）
⑮全体のまとめ

※授業計画の順番・内容を変更する場合があります。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
・企業団体等で働くための基本的知識や倫理を正しく理解できる。
・働く環境の変化や社会の動きを理解し対応することができる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
社会人として働くことの意味や責任を正しく理解し、自立して行動し成長できる能力
を身につける。

■成績評価基準と方法

・定期試験：　　　　50％
・講義内小テスト：　30%
・発表態度・積極性：20%

■テキスト・参考文献

【テキスト】
・『働くときのＡＢＣ』発行所：公益社団法人全国労働基準関係団体連合会
１．６００円

【参考文献】
・ハートフル・ビジネスマナー　　ＪＴＢ総合研究所　　２．３００円

■授業外学習
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【具体的な内容】
働くことに関する社会の変化や動きに関心を持ち、新聞やＴＶ等の報道にも常に注意
を払うこと。
講義の中では、記事やニュースの内容を取り上げ、背景を考えます。
【必要な時間】
予習、復習の時間は、それぞれ２時間を目安とします。

■その他

教科書購入は必須とします。授業は、座席を指定して行います。
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2019 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 観光と心のケア

開講期・単位 3年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 中里　のぞみ

■講義の目的および概要

ストレスの多い社会において、近年、メンタルヘルスケアは重要視されている。
また、旅と心の健康の維持・向上との関連性やその可能性も注目されている。
メンタルヘルスケアのひとつとしての観光のあり方について学ぶ。
本講義では、自身のコミュニケーションパターンに気づき、他者との関係性構築に役
立て、社会で生きていくための各自の心の免疫性を高め、エンプロイアビリティを身
につけることを目的とする。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
パワーポイント・資料などを用いて、メンタルヘルスと観光との関連性を学ぶ。
知識を学ぶだけでなく、心理ワークなどを体験して理解を深める。
テーマによるグループディスカッション・プレゼンテーションにより、学んだことを
活用できるように共有化を図る。
航空業界での実務経験と産業カウンセラーとしての現場経験から、観光と心のケアに
ついて、事例検討をし、ワークシートを用いて自己理解を深め、他者との関わり・コ
ミュニケーションについて心理学的に学び、さらに旅の効用とメンタルヘルスケアに
ついて理解を深める。

【課題に対するフィードバックの方法】
グループワーク・ディスカッション・プレゼンテーションについては、随時、授業内
でフィードバック。レポート・テストについては精査後にフィードバックする。

■授業計画

①観光と心のケアの関係性
②旅が心に与える効果
③現代人の抱えるストレスとメンタルヘルスケア
④観光行動の概念
⑤旅行者の心理
⑥心のケア①～癒やしを求める現代人～
⑦心のケア②～コミュニケーション～
⑧心のケア③～自己理解～
⑨メンタルヘルスツーリズム
⑩心のケアにつながる旅行
⑪ツアーの提案
⑫ツアーの効果
⑬ツアー企画のフィードバック
⑭心の免疫力を高める
⑮総括とテスト

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
ストレスフルな社会を生き抜くための、自立的かつ自律的な姿勢を修得する。
組織における様々な人との人間関係の基盤であるコミュニケーション能力を高める。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
観光振興に関わる際に有益な知識と、現代人に求められるメンタルヘルスケアについ
て学び、将来に役立てることができるようになる。

■成績評価基準と方法

テスト50%　
観光と心のケアのツアー提案作成とパワーポイント提出50％
対面授業の場合はグループディスカッションを通してツアー提案作成。
オンライン授業の場合は個人ワークとなる可能性もあります。

■テキスト・参考文献

【テキスト】
使用しない。適宜資料を配付する。

【参考文献】
「観光の社会心理学」前田勇・佐々木土師二監修　北大路書房
「観光とサービスの心理学」　前田勇　学分社
「人間尊重の心理学」カール・ロジャーズ　創元社
「ワークショップ心理学」藤本忠明・栗田喜勝・瀬島美保子・橋本尚子・東正訓
　　　　　　　　　　　　ナカニシヤ出版

■授業外学習
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【具体的な内容】
各自で授業内ではメモを取り、授業後には見直しをすること。
事前学習としては、授業に関連する情報などを収集しておくこと。

【必要な時間】
事前・事後学習には各講義前後に２時間程度を費やすようにすること。

■その他

観光に関する基礎知識があることは前提とします。
オンライン授業では自律的に授業に参加し、提出物は期限厳守とします。
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2019 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 北海道観光

開講期・単位 3年 前期・必修 2単位・講義

担 当 者 河本　光弘

■講義の目的および概要

道内の主要観光地の概略を学び知識を得ることによって、今後の北海道観光の展開に
ついて考える基礎的な素地を養う。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
基本的にはテキストをもとにした講義形式で展開し、特徴的な項目を幾つか取り上げ
てグルーブワークによるディスカッション等を取り入れ、能動的な学修を目指す。
本講義は、調査研究機関で観光ビジネスに関する企業支援や調査等を行っていた実務
経験のある教員が、地域資源の現況把握や価値創造に向けた手法や知識を生かして、
地域づくりの基盤となる観光対象とは何かについて、地域計画論的な視点から考察す
る講義を展開する。

【課題に対するフィードバックの方法】
毎講義で、学生の興味関心に沿って講義内容の振り返りや質疑応答を行う。

■授業計画

①ガイダンス（北海道観光の全体概況と課題・可能性の概説）
②北海道と北海道観光の現況
［北海道の観光地］
③道央圏（石狩・後志）
④道央圏（空知・西胆振）
⑤道央圏（東胆振・日高）
⑥道北圏（上川）
⑦道北圏（留萌・宗谷）、道南圏
⑧中間とりまとめ
⑨オホーツク圏
⑩根釧圏
⑪十勝圏
⑫北海道の歴史
⑬北海道の祭り・イベント、北海道の自然
⑭北海道の交通
⑮まとめ…北海道観光の新たな展開

上記について、遠隔授業の場合、適宜、計画変更を加える予定であり、変更は前週に
説明する。なお、第３回目までの授業は、遠隔で授業を行う予定（入国できていない
留学生も多いため）。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
北海道の代表的な観光地の現況を理解し、自身で説明できるようになる。
今後の北海道観光の展開方向について考えるための視点が身についている。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「観光学の基礎的知識、技能の習得」に基づき、観光振興の立案・実施に対応できる
能力を身につける。

■成績評価基準と方法

期末テストまたはレポート(中間テストを含む）　９0％
授業内での小テスト、授業参加等　10％
評価については、遠隔授業を考慮し上記を基本とするが、実態を鑑み変更を加える場
合もある。

■テキスト・参考文献

【参考資料】
「北海道観光ハンドブック」2,300円
【その他】
講義中に随時指示する。

■授業外学習
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【具体的な内容】
次回の講義範囲について、テキストを読んで予習ノートにまとめておく（事前授業）
。
できるだけ北海道の各観光地に興味を持ち、足を運び、問題意識を持って事後学習ノ
ートにまとめておくこと（事後授業）。
【必要な時間】
各事前・事後の学習時間は、各２時間をそれぞれ想定する。

■その他

詳細は、ガイダンス等で説明する。
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2019 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 観光政策行政

開講期・単位 3年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 田村　こずえ

■講義の目的および概要

本講義では、日本の観光振興に向け、どのような観点から政策を展開しているのか、
関係者の連携のあり方や国や自治体の観光政策の動向などを理解した上で、観光に関
する政策の基礎的な知識を学修していきます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
基本的には講義形式で行いますが、国や自治体の観光政策の資料を用いて、実践的な
講義を行います。
新聞やインターネットなどを活用し、観光に関する最近の動向も勘案しながら、学生
との討論を重視して講義を進めていきます。講義の中で、グループワークや観光政策
を実践しているゲストスピーカーの招聘も予定しています。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題に対して、講義の中でフィードバックします。

■授業計画

①ガイダンス　
②日本の経済社会の変遷
③国際観光の動向
④観光政策と観光行政
⑤国の観光政策の基礎（1）：目的・意義
⑥国の観光政策の基礎（2）：施策
⑦国の観光政策の事例（1）
⑧国の観光政策の事例（2）
⑨地域の観光政策の基礎：自治体・観光関連
⑩地域の観光政策の事例（1）
⑪地域の観光政策の事例（2）
⑫地域の観光計画の見方（1）：テーマ設定
⑬地域の観光計画の見方（2）：リサーチ・ディスカッション
⑭地域の観光計画の見方（3）：資料作成・発表
⑮まとめ　総括

※以上の内容にて進める予定ですが、受講生の人数や進捗状況などにより適宜変更に
なる場合があります。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
国や自治体の観光政策の動向などを理解した上で、観光に関する政策の基礎的な知識
を、自分の言葉で説明することができる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「観光学の基礎的知識、技能の修得」に基づき、観光の政策に関して考える視点を身
に付ける。

■成績評価基準と方法

・課題レポート：50%　　
・ディスカッション・発表：20%　　
・最終課題：30%

■テキスト・参考文献

【テキスト】
必要に応じて資料を配布します

【参考文献】
必要に応じて参考文献を紹介します

■授業外学習
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【具体的な内容】
・常日頃から国や自治体の観光の資料をはじめ、ニュース・新聞・文献・雑誌等から
講義内容に関連する情報を収集するように心掛けてください。
・講義ではしっかり傾聴してメモをとり、事後学習として講義の内容の理解に努める
。
・講義の課題や発表資料の作成及び準備等を行う。

【必要な時間】
毎回講義に出席した上で、講義内容に基づいて、事前学修と事後学修を行うことが必
要となります。

■その他
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2019 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 観光と歴史文化

開講期・単位 3年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 齋藤　修

■講義の目的および概要

  本講義の目的は、各地域における観光資源とされている歴史的遺産の代表例を紹介
するものである。
　そして、代表的な観光資源が、主にどのような時代に関連しているのかを理解した
上で、それぞれの地域における観光上の特色を理解してもらう。また、そのような観
光資源が地理的空間内にどのように位置づけられているのか、空間事例から観光空間
としての立地の特徴や観光施設の立地の工夫状況などを考察してもらうこととしてい
る。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
　写真、地図などを用いた講義形式となる。それぞれの地域・空間における歴史文化
に関する観光資源を地図上で示しながら実施する。
　なお、ほぼ毎時課題レポートを実施する。

【課題に対するフィードバックの方法】
　現状の特徴、課題の認識等に関しては、課題レポートによって行う。解答・解説に
関しては、提出後の翌時に講義内で解説し、フィードバックする。

■授業計画

①ガイダンス、ツーリズムと歴史文化
②西ヨーロッパの概略
③イギリスの歴史文化と観光
④フランスの歴史文化と観光
⑤イタリアの歴史文化と観光
⑥東ヨーロッパの概略
⑦ロシアの歴史文化と観光
⑧ギリシアの歴史文化と観光
⑨イスラーム圏（北アフリカ、西アジア）の概略
⑩エジプトの歴史文化と観光
⑪トルコの歴史文化と観光）
⑫南北アメリカの概略
⑬合衆国の歴史文化と観光
⑭オセアニアの概略
⑮オーストラリアの歴史文化と観光、まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①歴史文化に関する観光資源が各地域にとって重要な位置を占めていることを理解で
きる。
②歴史文化に関する観光資源、観光施設が観光空間においてどのような位置に立地さ
れているのかを事例から判断できる。
③歴史文化に関する観光資源が地域空間における過去の時間軸上のどのような位置に
多く存在しているのかを理解することで、観光空間における特色を理解することがで
きる。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
　本学部が求める「観光を通じた地域振興と国内・国際観光の分野で活躍できる人材
の育成」のため、必要な「観光学の基礎的知識」として、各地での歴史文化がどのよ
うに観光資源と結びつけられ、観光空間を作るにあたって、どのような現状であるの
かを知る必要がある。

■成績評価基準と方法

①毎時の課題レポート　　　　50%
②最終レポート　　　　　　　50%

■テキスト・参考文献

【テキスト】
・毎時のレジュメ、課題レポート配布
【参考文献】
・JTB総合研究所『旅行業務シリーズ7海外旅行実務 海外観光資源2020』
・JTB総合研究所『海外旅行地理プラクティカル』
・勝岡只『海外観光資源ハンドブック』中央書院

■授業外学習
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【具体的な内容】
・大まかな世界地図、該当する地域の地図を事前に頭に入れて参加すること。
・課題レポート返却後は、アドバイスに従いもう一度考察してみること。
【必要な時間】
・課題レポート返却作成で２時間、返却後で２時間程度。

■その他

・世界地図が頭に入っていない場合は、地図帳を持ってくることを勧める。 
・東アジア、東南アジア、南アジアに関しては、アジア観光論など他の講義でも実施
しているので本講義では扱わない。
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2019 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 上級観光英語

開講期・単位 3年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 陳　堯柏

■講義の目的および概要

近年海外へ旅行する人もインバウンドの観光客も増加しており、観光英語に精通する
人材が求められている現状を踏まえ、より詳細に説明や対応ができるよう、やや難易
度の高い観光英語の習得を目指す。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】

観光の場面ごとに単語やフレーズを紹介し、リーディング等を通して実際に使えるよ
う練習を重ねる。

【課題に対するフィードバックの方法】

授業内で学生が様々な文章を読解し、教員と見ている学生達が良かった点や改善すべ
き点などについてフィードバックをする。また定期的に小テストも行い、学習効果を
確認します。

■授業計画

① Orientation / Unit 1 Travel Information
② Unit 2 At the Airport
③ Unit 3 Hotel
④ Unit 1-3 Review / Evaluation 1
⑤ Unit 4 Dining
⑥ Unit 5 Asking and Giving Directions
⑦ Unit 6 Buses and Trains
⑧ Unit 4-6 Review / Evaluation 2
⑨ Unit 8 Sightseeing (1)
⑩ Unit 9 Sightseeing (2)
⑪ Unit 10 Problems and Complaints
⑫ Unit 8-10 Review / Evaluation 3
⑬ Unit 11 Tour Conductor Duties
⑭ Unit 12 Sightseeing in Japan
⑮ Unit 11-12 Review / Evaluation 4

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】

それぞれの場面で使う観光英語を学習し、実際に旅行中や仕事で使えるようになる。
また観光英語検定試験２級合格を目指す。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】

「国際社会の発展に寄与する社会人を育成」するに基づき、英語の知識、技能を身に
つける。

■成績評価基準と方法

Evaluation 1（15％）
Evaluation 2（15％）
Evaluation 3（15％）
Evaluation 4（15％）
Homework Assignment（40％）

■テキスト・参考文献
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【テキスト】

English for Tourism (Intermediate)
ステップアップ観光英語
観光英検センター編

【参考文献】

英語で紹介する日本 Experience Japan
松本美江

■授業外学習

【具体的な内容】

授業で使用する教材の予習・復習をしてください。

【必要な時間】

リスニングやリーディングの宿題も含め、復習を２時間程度行ってください。

■その他

観光英語検定試験２級の受験を勧めます。
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2019 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 温泉学概論

開講期・単位 3年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 河本　光弘

■講義の目的および概要

日本人は世界でもまれな温泉好きと称されますが、温泉が日本人の文化形成に多大な
影響を与えてきたことはあまり認識されていません。そこで温泉やその文化を、温泉
と生活の関わり合い、あるいは温泉地の発展史等のなかで考えます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
テキストやプリント、ビデオ、発表等で授業を進めます。また、テーマが「温泉」で
あるため、実際に近隣温泉入浴やその体験から得た体験談等の活発な意見交換を求め
ながら、「なぜ、日本人は温泉が好きなのか？」を学生自ら考えるよう授業を展開し
ていきます.
本講義は、調査研究機関で観光に関する企業支援や調査等を行っていた実務経験のあ
る教員が担当し、観光の実務経験を活かし授業を展開する。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題については、授業内で解説し修正点や修正方法等を提示し、次回授業や学内共有
フォルダーを通じフィールドバックしていきます。

■授業計画

以下の予定内容で授業を行う。
なお、各種状況を判断しzoom等での授業の場合もある。その場合、事前に指示をする
。
①ガイダンス
②湯につかる文化と効能
③温泉の歴史
④温泉療法とヘルスツーリズム
⑤身近な温泉から考える温泉文化（道東）
⑥身近な温泉から考える温泉文化（道北）
⑦身近な温泉から考える温泉文化（道南）
⑧身近な温泉から考える温泉文化（道央１）
⑨身近な温泉から考える温泉文化（道央２）
⑩道外と海外の温泉（東北）
⑫道外と海外の温泉（関東・甲信越）
⑬道外と海外の温泉（中部・近畿・中国）
⑭道外と海外の温泉（九州・四国）
⑮道外と海外の温泉（海外）、まとめ（期末テスト）

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
「なぜ、日本人はかくも温泉好きなのか」を、日本の文化と健康維持等の幅広い視点
で考えながら理解すること。また、海外等の人々に日本の温泉のすばらしさをその持
つ文化や効能を含めて紹介できるようにする。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「自立して生きていくための専門知識、教養、技能を身につけている」学生に授与す
る、に基づき社会で求められ、ビジネス実務でも活用可能な知識。能力の獲得を通じ
社会人として自立できる能力を身につける。

■成績評価基準と方法

成績の評価方法は「期末テストまたはレポート」で45％、
「授業中のプレゼンテーション」で45％
「授業中の参加参加・授業討議等」で10％
で評価する。

■テキスト・参考文献

【テキスト】
特になし。
【参考文献】
参考資料：松田忠徳著『松田教授の温泉道』（中西出版）および適時プリント類を配
付する。

■授業外学習
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【具体的な内容】
普段から、温泉、入浴、テレビの温泉番組を見て学習すること（事前学習）。
学習した温泉地に行き、温泉に入浴し、温泉文化をより深く実体験し、報告書を作成
すること。またネット等で具体的情報を収集しておくこと（事後学習）。
【必要な時間】
予習・復習には、各回換算し各２時間を目安とする。

■その他

①受講は観光学部生とする。
②その他、初回の授業で概要を説明する。
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2019 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 観光とスポーツ

開講期・単位 3年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 大迫　理沙

■講義の目的および概要

観光とスポーツは密接な関係にあり「スポーツツーリズム」という言葉も広く知られ
ているが、その歴史は日本ではまだ浅く、誘客のツールとしてのみ論じられることも
多い。本講義では「観光とスポーツ」の歴史、成り立ち、概念の整理などを出発点と
し、スポーツの要素を観光の観点から捉えることの、本質的な意義を学ぶ。また、「
観光とスポーツ」の、時代に伴う変化、地域における影響、世界との比較、北海道に
おける実践、多種多様な「観光とスポーツ」の現場の知識、事例分析など、さまざま
な角度から「観光とスポーツ」を捉え、広い視野で学び、理解を深めることを目的と
している。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
本講義は集中講義方式で実施する。海外からのスキー客を中心としたビジネスの現場
にいる担当教員が、具体事例も含めて講義を行う。一部授業については、受講生によ
るグループワークやアクティブラーニングの要素も取り入れながら実施する。また、
講義後のミニレポートを提出することで理解度をはかる。

【課題に対するフィードバックの方法】
ミニレポート、口頭発表時など、授業を通じて適宜フィードバックを行う。

■授業計画

①オリエンテーション
②「観光とスポーツ」の基礎
③「観光とスポーツ」の歴史とその背景
④「観光とスポーツ」の重要性
⑤「スポーツツーリズム」について
⑥観光の多様化 - 「観光とスポーツ」の視点から（ライフスタイルの変化を背景に
）
⑦「観光とスポーツ」の視点からみたインバウンドとアウトバウンド
⑧「観光とスポーツ」の視点から見たSDGs
⑨世界における「観光とスポーツ」
⑩北海道における「観光とスポーツ」
⑪「観光とスポーツ」の事例（１）ースポーツイベント
⑫「観光とスポーツ」の事例（２）ー日本各地での取り組み
⑬「観光とスポーツ」の事例（３）ーニセコ
⑭まとめ
⑮授業内試験

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
・スポーツの要素を観光の視点で考察し、その重要性を理解する。
・広い視野でさまざまな角度から「観光とスポーツ」を捉え、考察する。
・「観光とスポーツ」の現場についての知識を得る。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
観光学の基礎的知識, 国際観光分野の専門知識, 実践的知識, 幅広い教養, 課題を発
見し解決する能力,

■成績評価基準と方法

〇授業内の態度・積極性　40％
〇課題レポート　30％
〇口頭発表　30％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
必要に応じて配布
【参考文献】
寒川恒夫『教養としてのスポーツ人類学』大修館書店, 2004年
山田拓『外国人が熱狂するクールな田舎の作り方』新潮社, 2018年

■授業外学習
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【具体的な内容】
講義の前までに、自分なりに観光とスポーツの接点を考え整理しておくこと。「観光
とスポーツ」の観点から関心のあるテーマを選び、情報収集を行い、整理、考察をし
ておくこと（情報の整理、現状の把握、課題の発見と解決など）。
【必要な時間】
１０時間程度

■その他

フィールドワークを行う場合があり、その際の交通費は自己負担。
授業中に指名し発言を求めることがありますので、自分の考えを整理し、論理的に発
言するよう心がけて下さい。
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2019 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 リゾート概論

開講期・単位 3年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 池ノ上　真一、田村　こずえ

■講義の目的および概要

観光の魅力の一つがリゾートである。世界各国にはリゾートと呼ばれる施設、地域が
点在しており、地域や企業の特色を活用した事業が展開されている。本講義では2名
の教員により、特徴のあるリゾートの事例を中心に学習し、観光とリゾートについて
理解を深める。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
リゾートを理解するため、事例を活用した講義を行なう。また、教員の有するリゾー
トに関する実践的な知見も活用し、事例を分析する。
授業では、アクティブラーニングを取り入れ、受講生による発表、レジュメの作成、
グループワーク等も適宜行なう。なお、学習効果向上の観点からフィールドワークも
実施する場合がある。

【課題に対するフィードバックの方法】
授業を通じて適宜フィードバックを行なう。

■授業計画

①オリエンテーション
②リゾートの基礎知識1（主に夏季または通年リゾート）
③リゾートの基礎知識2（主に夏季または通年リゾート）
④リゾートの事例分析1（主に夏季または通年リゾート）
⑤リゾートの事例分析2（主に夏季または通年リゾート）
⑥リゾートの基礎知識1（主に冬季または通年リゾート）
⑦リゾートの基礎知識2（主に冬季または通年リゾート）
⑧リゾートの事例分析1（主に冬季または通年リゾート）
⑨リゾートの事例分析2（主に冬季または通年リゾート）
⑩国内のリゾート1（テーマパーク他）
⑪国内のリゾート2（テーマパーク他）
⑫国内のリゾート3（テーマパーク他）
⑬グループワーク（リゾートの事例調査報告）
⑭グループワーク（リゾートの事例調査報告）
⑮グループワークの発表

＊状況に応じて、リゾートの現場でのフィールドワークを実施する。その場合は、授
業計画について、適宜変更することとなる。
＊ゲスト講師を招聘し、事例紹介を予定している。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
観光とリゾートの基礎知識を習得し、観光ビジネスや地域社会におけるリゾートの影
響や課題を理解する。また、グループワークを通じて課題解決能力や分析能力を身に
つける。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
観光に関する専門的知識・実践的な知識を有する人材育成の方針に基づき、リゾート
の基礎知識を身に付ける。

■成績評価基準と方法

授業の参加度・積極性　30%
グループワーク　40%
課題提出　30％

■テキスト・参考文献

【テキスト】必要に応じて資料を配布する。

【参考文献】必要に応じて指示する。

■授業外学習

日頃から観光現場を意識し、観光客の目線でどのようなリゾートがあるのか関心を持
つこと。また、自ら機会を見つけリゾート地への訪問も推奨する。

■その他
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状況に応じて、リゾートの現場でのフィールドワークを実施する。その場合は、授業
計画について、適宜変更することとなる（交通費等は各自が実費負担）。
また、フィールドワークは土日等の可能性もあり、各自柔軟にスケジュールを調整の
こと。
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2019 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 観光ガイド

開講期・単位 3年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 藤崎　達也

■講義の目的および概要

観光地域において観光資源を見つけ出し、その魅力を引き出し、分かりやすく解説す
る活動が盛んとなっている。特に自然資源においてはインタープリテーションと呼ば
れ、ガイド技術は世界的にも日々発展している。それらを概観すると同時に、ガイド
事業を創業し経営してきた実務家教員が事業化のノウハウを教授し、将来観光関係の
様々な活動に活かすことを目的とする。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
様々な観光産業の成り立ちを理解している前提で、さらに観光ガイド事業を地域等に
定着させるにはどうすれば良いのかを探究し、実際に観光イベントなどにおいてツア
ーを実施する。小グループで数回を担当し、改善点などをフィードバックしながら
PDCAサイクルを回し観光ガイド事業運営を体験する。

【課題に対するフィードバックの方法】
小グループによるワークショップにて観光資源の発掘から活用、そして管理に至るま
でのプランニングを行う。実際に客を案内するツアーを行いアンケートなどを通して
、新たな課題等を抽出・解決の検討を進める。

■授業計画

①イントロダクション
②観光とガイド事業
③観光まちづくりとガイド事業
④観光資源の保護保全とガイド事業
⑤観光ガイドプログラムの開発（１）資源の掘り起こし
⑥観光ガイドプログラムの開発（２）ストーリー・シナリオの作成
⑦観光ガイドプログラムの開発（３）実装に向けての準備
⑧観光ガイドプログラムの提供実習（１）ガイドツアーの実施
⑨観光ガイドプログラムの提供実習（２）ガイドツアーの実施
⑩観光ガイドプログラムの点検・効果の測定（１）アンケートの回収・集計・分析
⑪観光ガイドプログラムの点検・効果の測定（２）アンケートの回収・集計・分析
⑫プログラムの記録・継続に向けての資料作成
⑬観光ガイド事業の経営
⑭観光地における観光ガイド事業のサポート
⑮ふりかえり（テスト・レポート）

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
・地域や施設などの魅力を効果的に来訪者に伝えることができるよう、観光ガイドと
しての基本的なスキルを身につける。
・観光ガイドプログラム導入の際の準備や関係機関との交渉の概要を知る。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
・観光ビジネス分野の専門知識、技能の修得
・観光ビジネス分野の実践的知識、技能の修得
・修得した知識、技能の活用能力

■成績評価基準と方法

課題40%
実習40％
レポート20％

■テキスト・参考文献

【テキスト】

【参考文献】
必要に応じて指定する

■授業外学習

本学のオープンキャンパスの館内紹介ツアーの開発を行い実施をする。5月か7月のオ
ープンキャンパスのいずれかにガイドとして参加すること。なおオンラインツアーと
なる場合も柔軟に対応すること。
講義の時間内だけでは完結しないので、リハーサルやアンケート回収を受けてのプロ
グラム修正などは随時対応すること。

■その他
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意欲のあるものには、札幌市内や十勝、道東におけるガイドプログラム開発実施にも
携わっていただく。その際の旅費等は各自負担とする。
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2019 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 インストラクター実習Ⅰ

開講期・単位 3年 前期・選択 2単位・実習

担 当 者 藤崎　達也

■講義の目的および概要

観光地において必要不可欠なインストラクターとして活躍するための知識と技能を身
につける。特にこの講義ではカヌーやラフティングを始め、海水浴場の安全管理など
水辺での救急救命法を習得し日本ライフセービング協会公認の「Water Safety」の資
格取得を目指す。観光資源維持のために様々な主体が関わり、同時に多くの課題を抱
えていることを実体験を通し学ぶことにより、将来さまざまな形で観光を支える意識
を持つことを目的とする。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
数回の座学とプールや湖、海水浴場でのアクティブラーニングが中心となる。夏休み
中などに実際に業務にも携わる予定。

【課題に対するフィードバックの方法】
実際にインストラクターを目指す講義となるため、さまざまな実習への真摯な取り組
みを求める。

■授業計画

①オリエンテーション　
②③観光地とインストラクター
④海水浴場概要　
⑤プール実習（１）
⑥プール実習（２）
⑦海水浴場の現状と安全管理
⑧ライフセービング座学（１）
⑨ライフセービング座学（２）
⑩BLS（CPR＋AED）（１）
⑪BLS（CPR＋AED）（２）
⑫BLS（CPR＋AED）（３）
⑬ BLS（CPR＋AED）（４）
⑭振り返り発表
⑮テスト

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
日本ライフセービング協会公認のライフセーバーの資格を受けるための「Water 
Safety」の資格取得を目指す。この資格を活用して、アウトドアアクティビティのイ
ンストラクターとなるための基礎的なスキルを身につける。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
・観光ビジネス分野の専門知識、技能の修得
・観光ビジネス分野の実践的知識、技能の修得

■成績評価基準と方法

講義ごとの確認シート30%
実習への取り組み40％
資格の取得30％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
日本ライフセービング協会指定テキスト他

【参考文献】

■授業外学習

プールでの実習を行うため、25m以上泳げる泳力を有していること。不安なものはプ
ール実習までに各自練習をすること。
講義終了時には日本ライフセービング協会公認「Water Safety」と「BLS(CPR＋AED)」
の資格が認定され、さらに上級の「Basic Surf Lifesaver」の資格を受ける権利を得
ることができる。

■その他

テキスト代、受講料、その他として概ね15,000円程度を申し受けます。
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2019 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 インストラクター実習Ⅱ

開講期・単位 3年 後期・選択 2単位・実習

担 当 者 藤崎　達也

■講義の目的および概要

インストラクターⅠを受講することを条件とする。Ⅰで学んだことを現場でさらに実
践的に学ぶことを目的とする。さらに、Ⅰで日本ライフセービング協会公認「Water 
Safety」と「BLS(CPR＋AED)」の資格が認定されることから、さらに上級の「Basic 
Surf Lifesaver」の資格取得を目指すことができるため、希望者には指導を行う。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
数回の座学とプールや湖、海水浴場でのアクティブラーニングが中心となる。夏休み
中に実際に業務にも携わる予定。

【課題に対するフィードバックの方法】
実際にインストラクターを目指す講義となるため、さまざまな実習への真摯な取り組
みを求める。

■授業計画

①オリエンテーション
②海水浴場における実習（１）
③海水浴場における実習（２）
④海水浴場における実習（３）
⑤海水浴場における実習（４）
⑥海水浴場における実習（５）
⑦プール実習
⑧海水浴場における実習（６）
⑨海水浴場における実習（７）
⑩海水浴場における実習（８）
⑪海水浴場における実習（９）
⑫海水浴場における実習（１０）
⑬海水浴場と安全管理の課題
⑭海水浴場と安全管理の課題についての発表
⑮振り返り

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
日本ライフセービング協会公認の「Basic Surf Lifesaver」の資格取得を目指す。こ
の資格を活用して、アウトドアアクティビティのインストラクターとなるための実践
的なスキルを身につける。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
・観光ビジネス分野の専門知識、技能の修得
・観光ビジネス分野の実践的知識、技能の修得

■成績評価基準と方法

講義ごとの確認シート30%
実習への取り組み40％
資格の取得30％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
日本ライフセービング協会指定テキスト他

【参考文献】

■授業外学習

受講の条件
「Basic Surf Lifesaver」の資格を受ける権利を得ることができる。資格取得に向け
ては、泳力　400ｍ→9分以内、50ｍ→40秒以内、潜行20ｍ以上、立ち泳ぎ5分以上を
要するため各自トレーニングをすること。

■その他

テキスト代、受講料、その他として概ね30,000円程度を申し受けます。
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2019 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 オンライントラベル概論

開講期・単位 3年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 藤崎　達也

■講義の目的および概要

旅行業界の変化の中で昨今めざましい発展を遂げるICT技術を使った旅行商品の流通
について概観する。特に「OTA（オンライントラベルエージェント）」と呼ばれる新
しい旅行会社の企業概要、業務の内容等について、既存の窓口型の旅行会社との比較
も交えながら理解する事を目的とする。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
本講義では学問としての観光学の基本を抑えながら、経営者・実務経験のある教員の
実体験を交えオンライントラベルの基本を習得する。

【課題に対するフィードバックの方法】
特にケーススタディを元にした実践的な学びを中心とすることにより、実際に観光の
現場に出る際に役立つものである。

■授業計画

①イントロダクション
②旅行会社の歴史
③ICTの概要と歴史
④ICTがもたらす社会変化(1)
⑤ICTがもたらす社会変化(2)
⑥OTAの概要
⑧店舗型旅行会社によるオンライン販売
⑨オンライン商品の造成(1)
⑩オンライン商品の造成(2)
⑪OTAと観光主要産業（運輸・宿泊）
⑫OTAと観光施設
⑬OTAと地域
⑭ICTが観光業にもたらす可能性
⑮ふりかえり

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
旅行業全体やICTが観光にもたらす効果についての理解と、オンライントラベルエー
ジェントの特徴や社会的影響等について理解し、実際に観光業界で活躍する際に活か
せるようにする事を目標とする。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
観光学の基礎的知識、技能の修得
観光ビジネス分野の専門知識、技能の修得

■成績評価基準と方法

講義ごとの確認シート等30%
課題40％
定期試験30％

■テキスト・参考文献

【テキスト】

【参考文献】
必要に応じて指示する

■授業外学習

【具体的な内容】
自分から興味を持ちOTAなどのサイトで旅行計画を立てるなど積極的な姿勢が求めら
れる

【必要な時間】

■その他
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2019 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 オンライントラベル実習

開講期・単位 3年 後期・選択 2単位・実習

担 当 者 武内　源太

■講義の目的および概要

インターネットの出現によって旅行業界でのビジネスも大きく変わりつつあります。
中でも宿泊予約分野においてはオンライントラベルエージェントの成長は著しいもの
があります。本講義では「楽天トラベル」予約サイトでの”売れる”宿泊プランの構
造を理解し、実際にプランの作成、販売を通してオンライントラベルエージェントの
ビジネススキームを学修していきます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
「楽天トラベル」での実務経験をもとにインターネットビジネスでのテーマごとにタ
スク提示し、それをグループワークやディスカッションによって作成した成果物をプ
レゼンテーションしてもらうといった参加型の講義方法を目指します。

【課題に対するフィードバックの方法】
ダイバシティ的な考え方を醸成するためにも、課題やグループワークの成果物に対し
ては、教員からはもちろんのこと、参加している生徒や本講義に協力連携頂く宿泊施
設運営者など多方面からのフィードバックを目指します。

■授業計画

①イントロダクション　インターネットプラットフォーマーとは？（楽天のケース）
②旅行・宿泊業界について （オンライントラベルエージェントの位置づけ）
③売上の公式　因数分解の考え方
④宿泊予約サイト予約の流れ（楽天トラベルのケース）
⑤マーケティング的に「宿泊プラン」を考える　（誰に？編）
⑥マーケティング的に「宿泊プラン」を考える　（なにを？編）
⑦マーケティング的に「宿泊プラン」を考える　（どう売るか？編）
⑧売れる「宿泊プラン」を作る
⑨「宿泊プラン」内容の改善　販売開始
⑩宿泊予約サイト「施設TOPページ」のポイント
⑪「施設TOPページ」の作成と発表
⑫メールマーケティング
⑬「口コミ」チェックポイント
⑭販売実績をもとにした「宿泊プラン」の改善と向上策
⑮全体まとめと振り返り

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
インターネット宿泊予約サイト分析や宿泊プラン作成作業を通してオンライントラベ
ルエージェントのビジネス構造を説明できる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
観光ビジネス分野の実践的知識、技能の習得
習得した知識、技能の活用能力
自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力

■成績評価基準と方法

講義ごとの確認シート30％
グループワーク20％
定期試験50％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
必要に応じて資料を配布
【参考文献】
トラベルボイス（https://www.travelvoice.jp/)
観光経済新聞（https://www.kankokeizai.com/)

■授業外学習

なるべく多くの旅行商材、販売方法に触れることが講義の理解度を深めるので、講義
外においてもオンライントラベルエージェント（楽天トラベル、じゃらん、一休、ブ
ッキングドットコム、エクスペディア）の予約サイトを使い倒してサイト構造やそれ
ぞれの特徴を自分なりに感じ取って下さい。加えてリアルエージェント（JTB、近畿
日本ツーリスト、日本旅行）の店舗カウンターでパンフレットの旅行商材も集めてイ
ンターネットの旅行商材との違いも見てみて下さい。
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■その他

参加型の授業になるので積極的な発言を期待しています。
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2019 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 インターネット旅行情報

開講期・単位 3年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 菊池　志保

■講義の目的および概要

インターネットを通じて「新鮮で正確な情報」を収集することは旅行業プロにとって
欠かせない技能になっています。本講義では、旅行の企画・手配・案内・斡旋などの
業務に必要な情報をいかに効率的に収集するかについて基礎的ノウハウを身に付けま
す。
旅行会社あるいは観光産業において即戦力となるよう、インターネットについての知
識と情報収集能力を理解した上で、旅行販売業務の基礎を学修していきます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
基本的に講義形式で行いますが、復習の小テストにより講義内容の振り返りを行って
いきます。また、必要に応じてインターネットで情報検索しながら活用のコツを覚え
、旅行会社の業務を想定したロールプレイング販売実演を取り入れるなど、能動的な
学修を目指します。
遠隔授業への移行に伴い、ロールプレイング販売実演に替えて、想定される旅行形態
・目的ごとの対応と有効な検索技術のノウハウを、問題形式で蓄積することを目指し
ます。
本講義は、旅行会社において①旅行商品の仕入れ・商品企画②旅行商品の販売③団体
旅行の受注、添乗業務などの実務経験がある講師が、その知識を活かして観光業に携
わる者の視点から情報を活用できる講義を実施します。

■授業計画

①ガイダンス～
　旅行ビジネス支援ツールとしてのインターネットとは？
　旅行会社の役割とは？
②インターネットは情報の宝庫　情報の種類（1）WWW
　海外旅行カウンター販売の概要
③インターネットは情報の宝庫　情報の種類（2）電子メール
　海外旅行販売に必要な知識～消費者契約法　個人情報保護法　海外安全情報
④インターネットは情報の宝庫　情報の種類（3）その他サービス
　海外旅行販売に必要な知識～現地事情、時差　
⑤インターネットにはどんな旅の情報があるか？
　海外旅行の販売商品～関係機関
⑥情報をいかに探すか
　パッケージツアーの販売　個人情報の取り扱い
⑦検索サービスの基礎知識
　FITの販売～航空、ホテル、鉄道
⑧Yahoo!JAPAN　Google　goo 基本
　FITの販売～レンタカー、現地オプショナルツアー、チケット
⑨画像ファイルを探す
　クルーズ、ウェディング（現地挙式）
⑩インターネットの英語と翻訳ツール
　渡航手続・出入国手続
⑪Eメールの基礎
　旅行関連商品～保険、海外Wi-Fiレンタル、宅配便
⑫情報の保存と整理
　FITの販売
⑬インターネット情報をいかに活用するか？インターネット旅行情報士検定試験とは
？
　オンライン予約サービス
⑭試験と解説
⑮全体まとめと振り返り

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
旅行業への関心を持った上で、観光ビジネス分野で必要なインターネットの基礎的知
識を説明でき、操作検索した情報を業務に活用することができる。インターネット旅
行情報士検定２級（任意・オンライン検定）合格レベル。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「観光ビジネス分野の実践的知識、技能の修得」に基づき、観光業における旅行会社
の業務を知り、インターネット情報を自分なりに活用できる道を探すことを通じて、
社会人として自立できる能力を身に付ける。

■成績評価基準と方法

授業期間内試験50％　小テスト50％

■テキスト・参考文献
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【テキスト】
旅行業プロのためのインターネット活用術　立川充宜執筆　（株）JTB総合研究所発
行

【参考文献】
図解版ホスピタリティの教科書　あさ出版
「さすが！」といわせる大人のマナー講座　日本マナー・プロトコール協会　PHP研
究所
世界基準の「接客サービス」村田志乃著　幻冬舎
スラスラ解る敬語BOOK　美月あきこ監修　成美堂出版

■授業外学習

【具体的な内容】
次回の授業範囲について、専門用語の意味などを予習ノートにまとめてください。授
業内容について、テキストを読み込み、ポイントや重要事項を復習ノートにまとめて
ください。予習・復習の時間はそれぞれ２時間を目安とします。
また常日頃から、ニュース・新聞などで最近の社会情報を知り、旅行番組やガイドブ
ック、インターネットを通じて情報を入手するように心がけてください。興味のある
分野の書籍や写真集、映画や動画を見て豊かな感性を磨いてください。

■その他

授業中は、インターネットを検索しながらの発言や、販売のロールプレイ実演を求め
ます。一般的な応対マナーは、上記文献等を参考に各自学習した上で参加してくださ
い。
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2019 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 観光とMICE

開講期・単位 3年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 古田　和吉

■講義の目的および概要

本講義では、地域に大きな経済効果をもたらす可能性があるMICEの基本を理解するこ
とを目的とします。
MICE先進国の取り組み状況、札幌市におけるMICE推進の現状と課題、さらにはオリン
ピック・パラリンピック等のメガスポーツイベントも題材にMICEの知識習得を目指し
ます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
MICEに関する基本的な知識と現状を学んだ後、MICEの持つ経済効果、地域振興等を中
心に講義を進める。また、実際のMICE関連施設を訪問するフィールドワークも行ない
、MICEの理解を深める。
また、MICE経験の豊富な関係者による特別講演や、実際のMICE参加も予定する。

【課題に対するフィードバックの方法】
授業内で適宜フィードバックする。

■授業計画

①ガイダンス　(講義の進め方、グループワークについて)
②コロナ禍の観光の現状と展望
③アフターコロナの訪日インバウンド
④MICEの基礎知識(1) MICEとは
⑤MICEの基礎知識(2) 日本のMICE戦略
⑥MICE先進国の事例分析
⑦日本各地の事例分析
⑧北海道・札幌市におけるMICEの取り組み
⑨ここまでのまとめ＋中間テスト
⑩フィールドワーク準備　訪問先の事前調査など
⑪フィールドワーク実施　札幌市内の施設、関係者訪問
⑫MICE誘致や運営の実際＋特別講演講義
⑬グループワーク発表(1)
⑭グループワーク発表(2)
⑮まとめ

※授業の順番や内容を変更する場合があります。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
・MICEを体系的に理解し、基本的な知識を習得する。
・MICEを活用した地域振興の視点を身につける。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
MICEを通じた国際観光分野の専門知識、技能、実践的知識を習得する。

■成績評価基準と方法

定期試験　　　　　50％
受講態度・積極性　30％
中間テスト　　　　20％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
必要に応じ、配布する。

【参考文献】
必要に応じ、配布する。

■授業外学習

日頃から新聞、ＴＶニュース、インターネット等で国際会議やスポーツイベント等の
MICEに関心を持ち、情報収集するように心がけること（特に札幌と北海道関連）。
毎回、小テストを実施します。

■その他

フィールドワーク費用（交通費・食事代）として、3.000円程度が必要になります。
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2019 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 ホテル経営概論

開講期・単位 3年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 山田　芳之

■講義の目的および概要

本講義ではサービス産業の基幹産業である宿泊産業について、新規開発・開業が続く
ホテル業界の動向、ホテル産業の歴史変遷、ホテルの組織や業務の特徴、経営形態、
関連法令、観光とホテルの関係性、コロナ危機の中での経営管理など体系的に学習し
将来ホテルマネジメントに必要とされる知識の習得を目的とする。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
基本講義形式で実施、毎講義冒頭に前回の重要ポイント振り返りを行なう。
レポート課題（２回）、プレゼンテーションと討議（１回）を行う。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題、不明点など自身の経験も踏まえ授業内で解説とともに、追って資料配布や参考
著書、最新業界ニュースのクリッピング情報などを適宣知らせる。

■授業計画

①　ホテル経営概論ガイダンス　～ 講義日別内容説明 ～
②　宿泊産業　　　～ ホテルとは ～
③　観光とホテル　～ 観光立国とホテル産業 ～　
④　宿泊産業の歴史変遷　～ 欧米と日本 ～
⑤　ホテルの各種分類
⑥　ホテル経営形態
⑦　ホテルの収益構造

＊　第１回レポート課題

⑧　ホテル情報システムとネットワーク
⑨　組織論Ⅰ　～ ホテルの組織構造 ～
⑩　組織論Ⅱ　～ 部門別組織と役割 -1 ～
⑪　組織論Ⅲ　～ 部門別組織と役割 -2 ～
⑫　組織論Ⅳ　～ 部門別組織と役割 -3 ～
⑬　組織論Ⅴ　～ 部門別組織と役割 -4 ～

＊　第２回レポート課題

⑭　ホテル産業におけるキャリア形成

＊　第３回プレゼン作成

⑮　プレゼン発表 & ディスカッション
　　まとめ ： ホテル経営概論 全体の振り返り

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
ホテル産業を体系的に理解し経営に対する専門知識を習得する。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「観光学の基礎的知識、技能の修得、観光ビジネス分野の専門知識、技能の修得」の
ポリシーに基づきホテルビジネスのマネジメント知識、技能を習得する。

■成績評価基準と方法

評価対象レポート課題 ２回 ： ６０％（30%×２回) 
評価対象プレゼンテーション＋ディスカッション ： ４０％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
講義は原則パワポテキストの投影にて実施、終了後に講義テキストＰＤＦを適宣メー
ル配布する

【参考文献】
「宿泊産業論」徳江順一郎著書 創成社
「ホテル経営概論」徳江順一郎著書　同文館出版
「ホテルビジネス・ブック第２版」仲谷秀一 他２名著書 中央経済社

■授業外学習
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【具体的な内容】
ホテル施設研究において主体的に行動、立地・ホテルの特色、サービスの違いを興味
を持って考察することを習慣つける。

【必要な時間】
予習復習の時間は各２時間程度を目安とし、毎授業の冒頭に前回授業重要点の振り返
りを行う。

■その他

宿泊産業ホテル業界を目指す学生は、先ずは社会人の基本である「マナー」「エチケ
ット」 ＝ 　礼儀・作法を３年生のうちに身に付ける必要があります、自主的に学習
して早期に身に付けることを望みます。
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2019 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 ホテル開発概論

開講期・単位 3年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 山田　芳之

■講義の目的および概要

【本講義の目的と概要】

観光立国を目指す日本では世界遺産登録や東京オリンピック、大阪万博の国家的イベ
ントの計画推進によりインバウンドの増加が背景となりホテル建設市場が活発化、年
々施設数が増加傾向となるなか、ホテル事業開発の発意・建設計画から開業までの開
発プロセスを体系的に学び開発全体の知識習得することを目的とする

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
・基本講義形式、事例を交えホテル開発概論を講義する。毎講義冒頭に前回の
　重要ポイント振り返りを行う。
・基礎テスト（１回）・レポート課題（１回）、を行う。
・開業前ホテルの視察が許されれば、希望者（自由参加）を募り施設研究を行う。

【講義内容のフィードバックの方法】
・講義テキストＰＤＦをmanabaコンテンツに事前公開をする。
・秋学期中間と後半に基礎テストとレポート課題を行い成績評価を実施する。

■授業計画

①　ホテル開発概論ガイダンス　　～ 講義日別内容説明 
②　ホテル開発の歴史的経緯　　　～ ホテル事業モデルの変遷 
③　ホテルビジネスの仕組み　　　～ 参入動機の分類・ホテル投資の視点 
④　ホテル開発の必須用語　　　　～ 経営・運営・企画・設計 
⑤　ホテル経営分析指標　　　　　～ 財務諸表と経営指標 
⑥　前半振り返りと専門用語解説　～ 基礎テスト対策 

⑦　第１回 評価対象基礎テスト（授業内テスト）  

⑧　ホテル開発のプロセス　（Ⅰ）～ ホテル開発のスケジュール化 
⑨　ホテル開発のプロセス　（Ⅱ）～ 事業化検討・運営者の選定 
⑩　ホテル開発のプロセス　（Ⅲ）～ 設計・デザイン１
⑪　ホテル開発のプロセス　（Ⅳ）～ 設計・デザイン２ 
⑫　ホテル開発のプロセス　（Ⅴ）～ 施工・開業準備・開業

⑬　第２回 評価対象課題レポート　

⑭　優秀者レポートの紹介と解説
⑮　まとめ　：　ホテル開発概論全体の振り返り

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
ホテル開発概論を広く理解し開発プロセスの専門知識を習得する。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「観光ビジネス分野の実践的知識、技能の習得した学生に学位を授与する」に基づき
  ホテル開発に関する知識・技能を習得する。

■成績評価基準と方法

・第１回課題　授業内基礎テスト　：配分５０％（５０点）×１回
・第２回課題　課題レポート提出　：配分５０％（５０点）×１回

　総合点（１００点満点）により単位認定評価を行う

■テキスト・参考文献

【テキスト】
・講義は基本パワポテキストの投影にて進め、講義テキストＰＤＦを事前公開

【参考文献】
・適宣参考著書の紹介

■授業外学習
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【具体的な内容】
・各自の行動においてホテルに対する考察と興味を持つことを習慣づける。

【必要な時間】
・予習.復習はそれぞれ２時間を目安とし毎授業の冒頭に前回授業の振り返りを行う

■その他

ホテル・リゾートなどコロナ禍後を見据え新規開発が進む宿泊産業の将来を知り
ホテル業界で活躍する人材になってくれることを願っています。
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2019 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 旅館経営概論

開講期・単位 3年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 山田　芳之

■講義の目的および概要

本講義では、日本の伝統的な宿泊施設である「日本旅館」についての歴史変遷、現状
、関連法規、旅館とホテルの違い、温泉地旅館と地域の連携など体系的に学習し旅館
経営に関する知識やコロナ禍における経営危機管理知識の習得を目的とする。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
基本講義形式で実施、毎講義時冒頭に前回の重要ポイント振り返りを行う。
また、２回の課題レポート提出と、プレゼンテーション及び感想討議を行う。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題については、授業内で解説するとともに、必要があれば追って資料を配布する。

■授業計画

①　旅館経営概論ガイダンス　　　　～ 講義別内容説明 ～
②　日本旅館の変遷　　　　　　　　～ 時代考察 ～ 
③　宿泊産業における「日本旅館」　～ 定義・分類・特徴 ～
④　旅館とホテルの違い　　　　　　～ デザイン・機能・サービス様式の違い ～
⑤　旅館経営の現状と課題　　　　　～ 旅館のビジネスモデル ～
⑥　旅館の将来　　　　　　　　　　～ 旅館事業の再構築 ～

＊　第１回レポート課題

⑦　日本の「おもてなし」文化　　　～ 有形サービスと無形サービス ～
⑧　伝統旅館と新興旅館　　　　　　～ 経営の仕組み ～
⑨　宿泊施設の多様化 -民泊編 -　　～ 特別講話 ～　　　　
⑩　旅館業の経営アプローチ　　　　～ 事業環境の変化 ～
⑪　旅館の競争力構築　　　　　　　～ Case study ～

＊　第二回レポート課題

⑫　宿泊施設の社会的使命　　　　　～ 社会的責任 ～
⑬　宿泊業に求められるＣＳＲ　　　～ Case study ～
⑭　新しく求められるＣＳＲ活動　　～ 課題プレゼンの準備・作成 ～ 
⑮　プレゼン発表
　　まとめ　：　旅館経営概論 全体の振り返り

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
旅館とホテルの相違を理解し、宿泊産業及び旅館経営に関する専門知識を習得する。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「観光ビジネス分野の実践的知識、技能を習得した学生に学位を授与する」に基づき
、旅館経営に関する広い知識、技能を習得する。

■成績評価基準と方法

評価対象レポート課題 ２回 ： ６０％（３０%×２回）　
評価対象プレゼンテーション： ４０％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
毎講義は原則パワポテキストの投影にて実施、終了後にテキストＰＤＦを適宣メール
配布する。

【参考文献】
「札幌ホテル旅館組合１２０年のあゆみ」　札幌旅館組合
「おもてなし経営学 旅館経営への総合的アプローチ」創成社

■授業外学習
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【具体的な内容】
各自の観光旅行、見学行動において旅館とホテルの違いを考察する習慣をつける。

【必要な時間】
予習・復習の時間はそれぞれ２時間を目安とし、毎授業の冒頭に前回授業のポイント
振り返りを行う。

■その他

宿泊産業界を目指す学生は、先ずは社会人の基本である「マナー」「エチケット」 
＝ 　礼儀・作法を３年生のうちに身に付ける必要があります、自主的に学習して早
期に身に付けることを望みます。
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2019 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 旅館経営開発

開講期・単位 3年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 山田　芳之

■講義の目的および概要

本講義では、観光立国を目指す日本において日本の宿泊産業のなかで、旅館業の衰退
、経営の変化、地元観光地との関わり、コロナ禍における経営危機管理を学び、旅館
事業再生の視点から旅館経営開発の知識習得することを目的とする。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
・パワポテキストによる講義形式、毎講義冒頭に前回のポイントを振り返る。
・日本旅館の事業再生についてマクロ側面から講義を進め、時代とともに変化する
　経営について講義を行う。
・リアルな経営環境を知るため小規模旅館女将の特別講話を行う。

【講義・課題に対するフィードバックの方法】
・毎講義テキストＰＤＦをmanabaコンテンツに事前公開する。
・秋学期 中間と後半にレポート課題と特別講話を行い成績評価を実施する。

■授業計画

①　旅館経営開発ガイダンス　　 ～ 講義日別内容説明 
②　旅館事業環境の変化　　　　 ～ マクロ側面からの考察 
③　旅館経営の現状と問題点 　  ～ 外部要因と内部要因 
④　マーケティングの重要性Ⅰ　 ～ 旅館のマーケティング 
⑤　マーケティングの重要性Ⅱ　 ～ Ｗｅｂマーケティング 
⑥　旅館事業の再構築　　　　　 ～ 業務プロセスの改革と財務の再構築
⑦　旅館ビジネスの未来予測　　 ～ マーケット環境 

⑧　第１回 課題レポートの作成（成績評価対象）

⑨　旅館経営者の役割　　　　　 ～ ビジネスの安定と基礎づくり 
⑩　旅館女将の役割　　　　　　 ～ 顧客の開拓とビジネスの拡大 
⑪　女将が伝えるサービス経営　 ～ Case study
⑫　家族で営む小規模旅館　　　 ～ 旅館女将の特別講話

⑬　第２回 特別講話レポートの作成（成績評価対象）

⑭　特別講話レポートの発表と感想討議
⑮　まとめ ： 旅館経営開発 全体の振り返り

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
旅館の経営と事業再生に対し広く理解を深め、時代に即した専門知識を習得する。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
・観光ビジネス分野の実践的知識、技能の習得した学生に学位を授与するに基づき
　旅館経営開発に関する知識・技能を習得する。

■成績評価基準と方法

・第１回課題　 課題レポートの提出　　　：配分５０％（５０点）×１回
・第２回課題　 特別講話レポートの提出　：配分５０％（５０点）×１回　　

　総合点（１００点満点）により単位認定評価を行う

■テキスト・参考文献

【テキスト】
・講義は基本パワポテキストの投影にて進め講義テキストＰＤＦを事前公開する。

【参考文献】
・適宣参考著書の紹介をする。

■授業外学習

【具体的な内容】
・自主的な視察行動において日本旅館の特色、観光地と旅館の関係性など考察。

【必要な時間】
・予習.復習の時間はそれぞれ１～２時間を目安。
・毎授業の冒頭に前回授業の要点振り返りを行う。
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■その他

2021(令和3)年4月1日

935



2018 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 卒業研究[観光]

開講期・単位 4年 通年・選択 4単位・演習

担 当 者
古田　和吉、吉田　和彦、杉江　聡子、横田　久貴、池見　真由、池ノ
上　真一、竹島　鉄也、藤崎　達也、陳　堯柏

■講義の目的および概要

大学４年間の学びの集大成として３年次までの研究課題を再確認し、演習担当教員の
指導の下で適切な方法に基づいて研究・調査を実践する。そして最終的に論文として
まとめ、完成させることを目的とする。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
担当指導教員のゼミナール方式である。研究方法の基礎を学ぶとともに、受講生各自
の選択したテーマについて論文作成作業の経過報告を中心に討議し、個別指導を行う
。

【課題に対するフィードバックの方法】
受講生が取り組む課題（研究計画書、調査資料、研究進捗報告、論文草稿）に対し、
教員はその都度コメントや添削を行うことでフィードバックを行う。

■授業計画

■春学期
①ガイダンス、春学期研究計画
②論文作成の基本的作法について(1)
③論文作成の基本的作法について(2)
④研究テーマの検討(1)
⑤研究テーマの検討(2)
⑥問題の所在・研究目的の文章化(1)
⑦問題の所在・研究目的の文章化(2)
⑧先行研究・情報収集(1)
⑨先行研究・情報収集(2)
⑩先行研究・情報収集(3)
⑪先行研究・情報収集(4)
⑫研究方法の検討(1)
⑬研究方法の検討(2)
⑭調査(1)
⑮調査(2)
■秋学期
①ガイダンス、秋学期研究計画
②論文アウトラインの検討(1)
③論文アウトラインの検討(2)
④論文執筆作業(1)
⑤論文執筆作業(2)
⑥論文執筆作業(3)
⑦論文執筆作業(4)
⑧論文執筆作業(5)
⑨論文執筆作業(6)
⑩論文執筆作業(7)
⑪論文執筆作業(8)
⑫論文執筆作業(9)
⑬論文執筆作業(10) 仮提出
⑭仮提出論文の修正
⑮論文の完成・最終提出

※以上の授業計画は大まかな流れで、実際の進め方は各指導教員の方針に従って受講
してください。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
春学期：論文の基本的作成方法を理解し、適切な研究方法に則った研究・調査を行う
ことができる。
秋学期：研究内容をまとめ、文章で論述する能力を身に付け、成果物としての論文を
完成することができる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「自立して行動できる姿勢と課題を発見し解決する能力を身に付けた学生に卒業を認
定し、学士の学位を授与する」本学のポリシーに基づき、卒業論文を作成する能力を
養成する。

■成績評価基準と方法

課題内容：40%
卒業論文：60%
※論文の完成および期限までの提出が、単位認定の必要最低条件となります。
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■テキスト・参考文献

【テキスト】
各指導教員より指示します。

【参考文献】
白井利明・高橋一郎『よくわかる卒論の書き方』ミネルヴァ書房, 2013年。

■授業外学習

【具体的な内容】
卒業研究は、授業時間外による研究・調査が極めて重要となるため、多くの時間を割
いて論文作成に努めること。

【必要な時間】
授業前後それぞれ10時間を目安とします。

■その他
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2018 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 4年演習(基礎)

開講期・単位 4年 前期・選択 2単位・演習

担 当 者 陳　堯柏

■講義の目的および概要

CLIL（内容言語統合型学習）で基礎的なホスピタリティと観光知識を英語で学習する
。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】

英語の文章などを通して基礎的な観光知識を学びます。また日本や北海道観光に関す
る現状と課題も英語でグループディスカッションをし理解を深める。

【課題に対するフィードバックの方法】

講義内で課題に対するフィードバックを行います。プレゼンテーションやレポート等
の課題も英語でコメントをして返却します。

■授業計画

① Orientation
② Introduction to Tourism
③ Introduction to Tourism--Class Report 1
④ Hospitality
⑤ Hospitality--Class Report 2
⑥ World Tourism
⑦ World Tourism--Class Report 3
⑧ Fieldwork 1
⑨ Fieldwork Report 1
⑩ Design a Destination 
⑪ Design a Destination--Class Report 4
⑫ Hospitality Industry
⑬ Hospitality Industry--Class Report 5
⑭ Fieldwork 2
⑮ Fieldwork Report 2

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】

英語で基礎的な観光知識を勉強しながら、英語の読解・作文力を身につけることを目
指す。また、身近な観光に関する課題の解決方法も英語ディスカッションと英語プレ
ゼンテーションを通して、英語聞くと話す力を上げます。 

【卒業認定・学位授与の方針との関連】

ディプロマポリシーのうち特に次の3点に対応する力を身に着けることを目指す。
③国際観光分野の実践的知識、技能の修得
④修得した知識、技能の活用能力
⑤自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力

■成績評価基準と方法

Class Report 1 10%
Class Report 2 10%
Class Report 3 10%
Class Report 4 10%
Class Report 5 10%
Fieldwork Report 1 25%
Fieldwork Report 2 25%

■テキスト・参考文献

【テキスト】

必要に応じ、授業内でプリント適宜配布予定

【参考文献】
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■授業外学習

【具体的な内容】

事前にプリントなどの資料を読み、授業内でディスカッションできるよう準備してく
ださい。また、グループディスカッション結果を報告するレポートを書いてください
。

【必要な時間】

２時間程度の学習時間が必要になります。

■その他

グループディスカッションとプレゼンテーションは基本的に英語で行います。
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2018 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 4年演習(基礎)

開講期・単位 4年 前期・選択 2単位・演習

担 当 者 古田　和吉

■講義の目的および概要

北海道の観光施設および観光関連施設の歴史と現状を学び、将来展望を考えます。
そして、今後の北海道観光の継続的な発展に向けた課題・問題点を抽出・研究し、
解決策をまとめ、提案することを目的とします。
観光関連産業に就職志望の学生には、進路選択に有効な演習を目指します。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
旅行会社で長く実務経験を積んだ教員が、観光産業の実状について分かり易く解説し
ます。社会人として知っておくべき実践的な「知識」や「心構え」も教えます。
同時に、実務経験を通して培った観光業界とのネットワークを活用し、北海道内の代
表的な観光施設を訪れるフィールドワークを積極的に取り入れます。

【課題に対するフィードバックの方法】

課題については、授業内で解説します。

■授業計画

①ガイダンス（演習の概要と目的の解説）
②日本の観光産業の現状と展望（1）新型コロナウイルスの影響
③日本の観光産業の現状と展望（2）東京オリンピック・パラリンピック
④北海道の観光産業の現状と展望（1）インバウンド
⑤北海道の観光産業の現状と展望（2）量から質への転換
⑥北海道の観光関連施設事例分析（1）宿泊業界の実状と今後
⑦北海道の観光関連施設事例分析（2）貸切バス・レンタカー・ロープウエイ等
⑧北海道の観光関連施設事例分析（3）入場施設・レストラン・土産品店・道の駅等
⑨北海道の観光関連施設事例分析（4）ゴルフ場・スキー場等
⑩中間試験・グループワークの課題提示
⑪フィールドワーク準備　訪問先の事前調査等
⑫フィールドワークの実施（宿泊施設）
⑬フィールドワークの成果発表　課題解決にむけての提案①
⑭フィールドワークの成果発表　課題解決にむけての提案②
⑮総括・期末レポート作成

※授業の順番や内容を変更する場合があります。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
北海道の観光産業の現状を理解し、課題を抽出して、今後の解決策をまとめ、提案す
ることが出来る。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】

観光学の基礎的知識を習得し、課題を発見し解決する能力を身につける。

■成績評価基準と方法

授業・発表の参加度・積極性　　　40％
中間試験　　　　　　　　　　　　30％
期末レポート　　　　　　　　　　30％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
「新人ＧＯ！ＧＯ！ナビ」ＪＴＢ総合研究所　１．４７０円
　※新社会人になる前に必読の１冊

【参考文献】
必要に応じて指示します。

■授業外学習
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【具体的な内容】
観光に関する情報、ニュースに常に関心を持ち、観光庁・各自治体・各観光施設など
のホームページにもアクセスし、実際に起きている事象を認知し、問題意識を持ち授
業に臨むこと。毎回の講義で、観光に関する時事問題について小テストを行います

■その他

北海道内の観光施設を対象に、フィールドワークを行います。
交通費、食事代等の費用が一人2.000円程度必要になります。
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2018 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 4年演習(基礎)

開講期・単位 4年 前期・選択 2単位・演習

担 当 者 池ノ上　真一

■講義の目的および概要

観光地域づくりのイロハを学ぶ
　観光地域づくりを知るためには、地域でどのようなことが起きているか、どんな人
がプレイヤーとして活動しているかを知ることが第一歩である。そのために、地域で
実際に活動することをとおし、必要な知識、考え方、あるいはコミュニケーション力
、企画力、遂行力、多様性理解といった力を形成することを目的とする。
具体的には、観光と地域・人のあり方を大きく変える要素として注目されるYouTube
等のインターネットの活用、あるいは、北海道ならではの「食」等のテーマに焦点を
当てたプロジェクトの企画・遂行・振り返り・改善をとおし、能動的な学修の機会と
する。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
基本的には、ゼミナール形式でPBL型（プロジェクト型・課題解決型の学び）で実施
する。必要に応じて、PBLに関する技法（フィールドワーク、地域活動、グループワ
ーク、レジュメ作成等）に関するレクチャーを行う。最終的には、卒業論文の作成を
目指した取り組みとする。

【課題に対するフィードバックの方法】
授業の中で適宜フィードバックを行なう。最終的には、しかるべき発表の機会を設け
、担当教員のみならず、地域からのアドバイス等ももらう。

■授業計画

①ガイダンス
②PBLテーマの検討1
③グループワーク
④フィールドワーク1
⑤フィールドワーク2
⑥フィールドワーク3
⑦中間発表、グループ討議
⑧PBLテーマの検討2
⑨グループワーク
⑩フィールドワーク1
⑪フィールドワーク2
⑫フィールドワーク3
⑬最終発表準備1
⑭最終発表準備2
⑮最終発表

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
観光地域づくりに必要な基礎知識や技法を身に付ける。また、実際の観光地域づくり
の現場に入ることにより、実践的な知識や求められる能力を理解する。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
観光を活用した地域づくりに資する専門的、実践的な知識の修得により、観光分野や
地域政策分野で活躍する人材を育成する方針に基づき、観光マネジメントの基礎知識
を身につける。

■成績評価基準と方法

ゼミにおけるレジュメや発表　30%、
フィールドワークと発表の参加度・積極性　30%
中間・最終発表　40%

■テキスト・参考文献

【テキスト】
必要に応じてプリントを配布する。

【参考文献】
必要に応じて適宜指示する。

■授業外学習

【具体的な内容】
PBLに関連するキーワードについて、統計データや関連文献等を中心に収集し、整理
すること。

【必要な時間】
必要に応じて適宜時間を確保すること。
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■その他

フィールドワークの対象地については、各自で研究テーマにそって設定する。
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2018 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 4年演習(基礎)

開講期・単位 4年 前期・選択 2単位・演習

担 当 者 吉田　和彦

■講義の目的および概要

本演習テーマは、「航空ビジネス・空港ビジネス・観光ビジネス」とします。航空機
製造メーカーや航空会社では今後の航空需要緩やかに成長し続けると予想しています
。一方では航空需要と航空会社の経営には常にリスクと共存しているといっても過言
ではありません。2020年に発生した新型コロナ感染症は経済、観光、人の移動に大き
な制約を与えることとなりました。それらのリスクに対応して航空会社が社会の一員
であり続け、なくてはならない存在として成長してゆく上では何が必要であるのかを
学んでいただきます。本演習では、航空・空港・観光ビジネスへの就職を目指す学生
が専門知識と配属部署で創造性を備えたサービスや課題解決提案をアウトプットでき
る人財になることを目的に、3年生までに修得した知識に基づき、各自が課題を探索
し、解決を図ることを目的とします。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
3年生演習(応用)に実施したゼミ発表会へのアプローチを基本に個人の研究テーマを
設定し、調査研究を行っていただきます。講義では毎回、航空業界、就職活動につい
ての話題提供をしつつ、グループディスカッション、フィールドワークも交えながら
進めます。

■授業計画

①ガイダンス
②テーマの選択
③意外に大切な仮タイトル
④テーマの決定
⑤スケジュールの作成
⑥文献、資料の収集
⑦先行研究を精査、分析する(1)
⑧先行研究を精査、分析する(2)
⑨独自の知見を考える(1) 
⑩独自の知見を考える(2)
⑪論文の骨格を考える
⑫論文の素案を作ってみる
⑬グループディスカッション
⑭グループディスカッション
⑮中間発表

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
自分自身として興味があり、疑問もある。他の人からみても興味がある思われる①テ
ーマを見つける、②スケジュールを組み立てる、③参考文献、資料を集める、④先行
研究を精査、分析する、⑤独自の治験を検討する。等を主体的にすすめることができ
る。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
観光ビジネス学科の「観光ビジネスの専門知識。技能の習得」」「自立して行動でき
る姿勢、課題を発見し解決する能力」が身についている。

■成績評価基準と方法

①研究スケジュール計画策定　　　　　　　30%
②先行研究の精査、分析レポート　　　　　30%
③中間報告　　　　　　　　　　　　　　　30%
④調査準備　　　　　　　　　　　　　　　10%

■テキスト・参考文献

【テキスト】　
レポート・論文作成法　　井下千以子　　慶應義塾大学出版会　1,200円(税別)

【参考文献】
CiNii(国立情報学研究所)HPに会員登録(無料)して参考文献、報告書等の情報把握。
また図書館(札幌国際大学OPAC)からの文献データの収集も参考にして下さい。

■授業外学習

【具体的な内容】
配布する航空関連ニュースを読むとともに、新聞・雑誌等に目を通して、常に興味、
関心を持つようにしてください。
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■その他
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2018 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 4年演習(基礎)

開講期・単位 4年 前期・選択 2単位・演習

担 当 者 横田　久貴

■講義の目的および概要

卒業論文を書く！　就活で聞かれる「卒業論文のテーマを教えてください。」を打破
！
　大学生の集大成ともいえる卒業論文。ゼミではその縮小版である「テーマ研究」と
して10.000字の論文作成に取り組みます。
論文のテーマは各自が自由に設定し、論文作成期限に従って段階的に仕上げてゆきま
す。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
個々人のテーマ研究（卒業論文）に取り組み、その成果を段階的に発表してもらいま
す。

【課題に対するフィードバックの方法】
個人での論文作成・研究活動の成果をグループ（ゼミ）単位で発表し、意見交換のの
ち論文執筆に取り組みます。

■授業計画

①ガイダンス
②テーマ（主題）検討、研究内容検討、調査内容検討
③テーマの発表、調査・研究概要の発表
④テーマ、調査・研究概要の提出　→　提出
⑤先行研究調査
⑥先行研究発表　→　提出
⑦目次作成
⑧目次発表　→　提出
⑨「1　テーマ研究の背景と概要」作成　1200字執筆　→　提出
⑩「2　先行研究の概要」作成　1200字程度　→　提出
⑪「3　調査方法・内容・時期・場所」＝調査計画の立案
⑫「3　調査研究の概要」　→　提出
⑬「4　研究内容（柱１）」作成　1200字執筆　→　提出
⑭春学期　研究のまとめ　ppt作成
⑮春学期　研究の中間発表　→　pptで作成　提出

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①自ら定めたテーマに基づき「テーマ研究（卒業論文）」を完成させる。
②抄録、発表用ｐｐｔを作成し、成果発表を行う。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
観光ビジネスの専門的知識

■成績評価基準と方法

テーマ研究（卒業論文）中間報告…50%
口頭試問・面接…50%

■テキスト・参考文献

【テキスト】
特にありません。各自の論文テーマによる。

【参考文献】
特にありません。各自の論文テーマによる。

■授業外学習

【具体的な内容】
10.000字もの卒業論文は人生でおそらく唯一無二のものです。
それはあなたの生涯の記憶に残る財産となります。いつの時代になっても胸を張って
言えます。「自分は卒論を書いて卒業したと…。」だから、事前事後学習は確かに大
変です。一緒に頑張りましょう。

【必要な時間】

■その他
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大学院（札幌国際大学観光学研究科）に進学希望の学生は、別途「卒業研究」を履修
し、卒業論文を執筆することを推奨します。
優秀な論文を書くことは大学院進学の要件が満たされることと同じだからです。
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2018 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 4年演習(基礎)

開講期・単位 4年 前期・選択 2単位・演習

担 当 者 藤崎　達也

■講義の目的および概要

先進国の中で日本は起業への関心が最も低い国とされている。それは日本におけるさ
まざまな社会問題や障壁と密接に関係している様子を概観する。その上で、国内外で
の起業をケーススタディとして学び、社会人として活躍する際に経営的視点を持った
活動ができる大人となることを目指す。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
観光系ベンチャー事業者のケーススタディを中心に起業の基本を習得する。

【課題に対するフィードバックの方法】
起業や経営的視点を持って社会活動を行う上での、障壁を意識することを目標とする
ため、実際の現場での課題解決型のアクティブラーニングとする。

■授業計画

①イントロダクション
②起業、起業家、アントレプレナーシップとは
③日本の起業家・起業活動の実態
④アメリカの起業家・起業活動の実態
⑤中国の起業家・起業活動の実態
⑥ケーススタディ（１）
⑦ケーススタディ（２）
⑧ケーススタディ（３）
⑨事業計画作成（１）
⑩事業計画作成（２）
⑪事業計画作成（３）
⑫事業計画作成（４）
⑬事業計画発表
⑭グループ討議
⑮ふりかえり

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
北海道の人口減少や財政難、後継者不足などといった社会問題をビジネスで解決して
いく必要を理解し基礎を実践できるようになること。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
社会障壁等に意識的になり、かつ乗り越える意欲と熱意を習得し、「自立して行動で
きる姿勢、課題を発見し解決する能力」を養う。

■成績評価基準と方法

講義ごとの確認シート30%
課題40％
試験30％

■テキスト・参考文献

必要に応じて配布する

■授業外学習

事業化が現実的なものは、外部講師等と連携をして実際に立ち上げて行くことも視野
に入れる。各自のキャリアの一環として真剣に取り組むこと。

■その他

北海道内観光地におけるフィールドワークを行う（休み期間中を予定）。宿泊・保険
等で3万円程度を徴収します。
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2018 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 4年演習(基礎)

開講期・単位 4年 前期・選択 2単位・演習

担 当 者 杉江　聡子

■講義の目的および概要

グローバル化に伴い大学や企業の国際化も進んでいます。多言語を話し、異なる文化
背景を持つ人々と協働する機会は更に増えるでしょう。その中でうまくコミュニケー
ションを取るには何が必要でしょうか。この授業では、観光の場面をフィールドとし
て、多言語コミュニケーションの記録を用いた相互行為分析を行います。データの分
析や考察を通じて、多言語・多文化共生社会について深く考え、国際人材としてのコ
ミュニケーション能力や態度を身に着けましょう。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

現代の国際観光に関する文献を読み、その内容を要約して順に発表します。その上で
、発表内容に基づくディスカッションを行います。これらの学びに基づき、国際観光
と多言語コミュニケーションの場面＝調査・実験の対象を決定します。
多言語コミュニケーションの調査・実験を行い、データを収集し、相互行為を分析し
ます。
グループワークによる活動が中心となりますので、学生の主体的かつ協調的な学びが
求められます。

【課題に対するフィードバックの方法】
授業で出した課題については、次回以降の授業でコメント・解説します。

■授業計画

①ガイダンス（自己紹介、研究関心と異文化体験の共有など）
②ホスピタリティ・マネジメント、ホテル・マネジメント
③マーケティングとマネジメント、起業とマネジメント
④トラベル・ビジネス、交通ビジネス
⑤フード・ビジネス、スポーツ・ビジネス
⑥国際観光（言語・交流文化の視点）、交流文化とエコツーリズム
⑦魅力ある文化施設づくり、国際観光とインタープリテーション（地域住民と観光振
興）
⑧多言語コミュニケーション調査・実験の計画
⑨⑩調査・実験（データ収集）
⑪相互行為分析（1）分析ツールの使い方を学ぶ
⑫⑬相互行為分析（2）分析
⑭分析結果のまとめ
⑮成果発表

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
【到達目標】
・現代の国際観光に関する理論や背景を理解できる。
・現代の国際観光と多文化共生社会にまたがる領域における課題を発見できる。
・観光の場面をフィールドとして、調査を計画し、実施できる（データ収集）。
・分析ソフトウェアを用いて、収集したデータを適切な手法で分析できる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
この授業は、観光学部ディプロマポリシーのうち
②観光学の知識、技能の活用能力
③自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力
に該当します。

■成績評価基準と方法

出席と授業態度、発表内容と完成度、データ収集や分析作業への協調的な取り組み等
に基づき総合的に評価します。
・出席と授業態度（30％）
・発表内容と完成度（30％）
・データ収集や分析作業への協調的な取り組み（40％）

■テキスト・参考文献

【テキスト】
『はじめての国際観光学　新版』（山口一美・椎野信雄著, 2018, 創成社）

【参考文献】
授業の中で指示します。必要に応じてプリント等の資料を配布します。

■授業外学習
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【具体的な内容】
授業では主に言語コミュニケーション実験、データ収集と分析、考察と資料のまとめ
等の作業を行います。

【必要な時間】
分析や発表がある場合、作業や資料のまとめに数時間から数日程度の作業が必要です
。

■その他

・データ分析はPCのソフトウェアを使用します。スマホでは分析作業ができませんの
で、必ずPCを用意してください。自分のPCがない場合は、教務課で貸し出し手続きを
するなど、各自手配してください。

・2021年度導入のLMSなども段階的に使用しますが、社会状況に応じて柔軟にさまざ
まなツールを使いこなす意欲を持つこと。
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2018 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 4年演習(基礎)

開講期・単位 4年 前期・選択 2単位・演習

担 当 者 池見　真由

■講義の目的および概要

北海道や日本、そして世界各国における人びとの暮らしや生活、社会、経済について
、「観光と文化のつながり」という観点から研究することは、多国籍・多文化の国際
観光を学ぶ上で大事なことです。本演習では、こうした観点から国際観光による国境
を越えた相互理解と異文化交流に対する知識を深め、実践的に学ぶことを目的としま
す。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
文献調査、ディスカッション、レポート作成に取り組みます。またグループワークを
通じて、学生自身によるテーマ設定、資料収集、フィールドワーク、調査・分析・整
理、プレゼンテーションという一連の作業に取り組みます。

【課題に対するフィードバックの方法】
受講生に毎回提出してもらう授業レポートを添削し、返却します。また、授業内で受
講生全員にも内容を共有し、ディスカッションした上で、コメントと解説を行います
。

■授業計画

①概要説明、授業計画
②北海道の伝統文化と国際交流
③北海道の観光資源と海外発信
④北海道観光と国際協力
⑤第１回フィールドワーク
⑥海外の文化観光と観光文化
⑦日本の文化観光と観光文化
⑧北海道の文化観光と観光文化
⑨第２回フィールドワーク
⑩グループワーク１：個別テーマ設定、研究計画
⑪グループワーク２：情報収集、文献資料調査
⑫グループワーク３：調査結果の分析・整理
⑬第３回フィールドワーク
⑭グループワーク４：発表準備
⑮プレゼンテーション

※以上の構成で進める予定ですが、受講生の数や授業の進行具合によって適宜変更す
ることがあります。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
・観光と文化のつながりに関するグローバルな知識を習得する。
・観光と人間の生活、社会、経済などとの関係性を理解し、自分の言葉で説明するこ
とができる。
・グループワークやフィールドワークに積極的に取り組み、共同作業する能力やコミ
ュニケーション能力を身に付ける。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「国際観光分野の専門的・実践的な知識及び技能を修得した学生に学位を授与する」
方針に基づき、観光分野に必要な国際理解や異文化交流に対する適応能力を養成する
。

■成績評価基準と方法

授業レポート：30%
プレゼンテーション：30%
グループワーク・フィールドワーク：40%

■テキスト・参考文献

【テキスト】
適宜資料を配布します。

【参考文献】
UNWTO『International Tourism Highlights 2019』UNWTO, 2019年.
山下晋司『観光人類学の挑戦』講談社，2009年．
Edward M. Bruner (安村克己・遠藤英樹他訳)『観光と文化』学文社，2007年．

■授業外学習
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【具体的な内容】
事前学習としては、文献資料の熟読、発表資料の作成、プレゼンテーションの準備作
業が必要になります。事後学習としては、授業時間外に集まってグループワークを行
い、学習内容の振り返り・まとめの作業に取り組みます。さらに授業内容に関連する
ニュースや映画、ドキュメンタリー番組なども意識的に見るようにしましょう。

【必要な時間】
事前・事後学習ともに２時間を目安とします。

■その他

フィールドワークにかかる費用は原則自己負担ですが、一部補助があります。
北海道の観光を通じた国際理解と異文化交流に強い関心をもって実践すること。皆で
協力し合いながら、チームワークを大切に、難しいことも大変な作業も意欲的に取り
組む姿勢で本演習に臨んでください。一緒に楽しく頑張りましょう。
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2018 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 4年演習(基礎)

開講期・単位 4年 前期・選択 2単位・演習

担 当 者 竹島　鉄也

■講義の目的および概要

ホテル業界の中の、ブライダルマーケットの研究およびブライダルの基礎的な知識と
して、挙式・披露宴・衣裳・慣習・マナーなどについて幅広く学習します。ウェディ
ング・プランナーやホテリエに興味のある学生には基礎学習になります。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
ウェディング・プランナーやホテリエとして実務経験豊富な教員が、ブライダルにつ
いてパソコン・プロジェクタを用い判りやすい講義形式で進めます。実際の結婚式や
披露宴のＶＴＲを見て学ぶことが出来ます。
毎回テーマを与え、ディスカッションを行い能動的な授業を目指します。
また、フィールドワークにより、ホテルのチャペルや披露宴会場を視察し、学習の理
解度を深めます。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題については、授業内で実例を豊富にあげ、判り易く解説します。

■授業計画

① ガイダンス
② ブライダルマーケット
③ ブライダルの基礎知識（１）挙式
④ ブライダルの基礎知識（２）結納
⑤ ブライダルの基礎知識（３）熨斗、水引、六輝
⑥ ブライダルの基礎知識（４）会費制と招待制
⑦ ブライダルの基礎知識（５）料理　　小テスト
⑧ ブライダルの基礎知識（６）衣裳
⑨ ブライダルの基礎知識（７）披露宴
⑩ ブライダルの基礎知識（８）約款
⑪ ブライダルの基礎知識（９）ゲストとしての心構えとマナー
⑫ フィールドワーク　札幌市内ホテル視察
⑬ フィールドワーク　札幌市内ホテル視察
⑭ ホテル視察レポートの作成
⑮ 授業内試験　春学期まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
ブライダルに関する基礎知識の習得。結婚する側あるいはゲストとして参列する場合
のしきたりやマナーの習得。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「自立して生きていくための生活習慣、社会人基礎力を身につけている学生に学位を
授与する。」に基づき、結婚式と云う華やか且つ厳粛な場で、社会人として正しい知
識やマナーを身につける。

■成績評価基準と方法

小テスト1回30％、授業内試験50％、レポート20％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
教科書は用いず、配布するプリントを用います。

【参考文献】

■授業外学習

【具体的な内容】
ＳＮＳやニュースなどでブライダルの話題に興味・関心を持つ。

【必要な時間】

■その他

交通費、ホテルでの昼食代として合計4,000円～5,000円程度の費用が掛かります。
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2018 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 4年演習(応用)

開講期・単位 4年 後期・選択 2単位・演習

担 当 者 陳　堯柏

■講義の目的および概要

CLIL（内容言語統合型学習）で基礎的なホスピタリティと観光知識を英語で学習する

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】

英語の文章などを通して基礎的な観光知識を学びます。また日本や北海道観光に関す
る現状と課題も英語でグループディスカッションをし理解を深める。

【課題に対するフィードバックの方法】

講義内で課題に対するフィードバックを行います。プレゼンテーションやレポート等
の課題も英語でコメントをして返却します。

■授業計画

① Orientation
② Tourism in Globalization
③ Tourism in Globalization--Class Report 1
④ Airline Industry
⑤ Airline Industry--Class Report 2
⑥ Tour Guide
⑦ Tour Guide--Class Report 3
⑧ Fieldwork 1
⑨ Fieldwork Report 1
⑩ Travel and Cultures
⑪ Travel and Cultures--Class Report 4
⑫ Ecotourism
⑬ Ecotourism--Class Report 5
⑭ Fieldwork 2
⑮ Fieldwork Report 2

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】

英語で基礎的な観光知識を勉強しながら、英語の読解・作文力を身につけることを目
指す。また、身近な観光に関する課題の解決方法も英語ディスカッションと英語プレ
ゼンテーションを通して、英語聞くと話す力を上げます。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】

ディプロマポリシーのうち特に次の3点に対応する力を身に着けることを目指す。
③国際観光分野の実践的知識、技能の修得
④修得した知識、技能の活用能力
⑤自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力

■成績評価基準と方法

Class Report 1 10%
Class Report 2 10%
Class Report 3 10%
Class Report 4 10%
Class Report 5 10%
Fieldwork Report 1 25%
Fieldwork Report 2 25%

■テキスト・参考文献

【テキスト】

必要に応じ、授業内でプリント適宜配布予定

【参考文献】
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■授業外学習

【具体的な内容】

事前にプリントなどの資料を読み、授業内でディスカッションできるよう準備してく
ださい。また、グループディスカッション結果を報告するレポートを書いてください
。

【必要な時間】

２時間程度の学習時間が必要になります。

■その他

グループディスカッションとプレゼンテーションは基本的に英語で行います。
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2018 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 4年演習(応用)

開講期・単位 4年 後期・選択 2単位・演習

担 当 者 古田　和吉

■講義の目的および概要

北海道の観光施設および観光関連施設の歴史と現状を学び、将来展望を考えます。
そして、今後の北海道観光の継続的な発展に向けた課題・問題点を抽出・研究し、
解決策をまとめ、提案することを目的とします。
観光関連産業に就職志望の学生には、進路選択に有効な演習を目指します。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
旅行会社で長く実務経験を積んだ教員が、観光産業の実状について分かり易く解説し
ます。社会人として知っておくべき実践的な「知識」や「心構え」も教えます。
同時に、実務経験を通して培った観光業界とのネットワークを活用し、北海道内の代
表的な観光施設を訪れるフィールドワークを積極的に取り入れます。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題については、授業内で解説します。

■授業計画

①ガイダンス（演習の概要と目的の解説）
②グループワークの課題提示
③フィールドワーク準備　訪問先の事前調査等①
④フィールドワーク準備　訪問先の事前調査等②
⑤フィールドワークの実施①（運輸施設）
⑥フィールドワークの成果発表　課題解決にむけての提案①
⑦フィールドワークの実施②（スポーツ施設）
⑧フィールドワークの成果発表　課題解決にむけての提案②
⑨フィールドワークの実施③（入場施設）
⑩フィールドワークの成果発表　課題解決にむけての提案③
⑪フィールドワークの成果発表　課題解決にむけての提案④
⑫フィールドワークの成果発表　課題解決にむけての提案⑤
⑬フィールドワークの成果発表　課題解決にむけての提案⑥
⑭総括・期末レポート作成
⑮４年生ゼミ全体発表会

※授業の順番や内容を変更する場合があります。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
北海道の観光産業の現状を理解し、課題を抽出して、今後の解決策をまとめ、提案す
ることが出来る。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】

観光学の基礎的知識を習得し、課題を発見し解決する能力を身につける。

■成績評価基準と方法

授業・発表の参加度・積極性　50％
期末レポート　　　　　　　　50％

■テキスト・参考文献
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【テキスト】
「新人ＧＯ！ＧＯ！ナビ」ＪＴＢ総合研究所　１．４７０円
　※新社会人になる前に必読の１冊

【参考文献】
必要に応じて指示します。

■授業外学習

【具体的な内容】
観光に関する情報、ニュースに常に関心を持ち、観光庁・各自治体・各観光施設など
のホームページにもアクセスし、実際に起きている事象を認知し、問題意識を持ち授
業に臨むこと。毎回の講義で、観光に関する時事問題について小テストを行います

■その他

北海道内の観光施設を対象に、フィールドワークを積極的に行います。
土日での実施もありますので、アルバイト等の日程調整が必要になります。
交通費、食事代等の費用が一人6.000円程度必要になります。
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2018 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 4年演習(応用)

開講期・単位 4年 後期・選択 2単位・演習

担 当 者 池ノ上　真一

■講義の目的および概要

観光地域づくりのイロハを学ぶ
　観光地域づくりを知るためには、地域でどのようなことが起きているか、どんな人
がプレイヤーとして活動しているかを知ることが第一歩である。そのために、地域で
実際に活動することをとおし、必要な知識、考え方、あるいはコミュニケーション力
、企画力、遂行力、多様性理解といった力を形成することを目的とする。
具体的には、観光と地域・人のあり方を大きく変える要素として注目されるYouTube
等のインターネットの活用、あるいは、北海道ならではの「食」等のテーマに焦点を
当てたプロジェクトの企画・遂行・振り返り・改善をとおし、能動的な学修の機会と
する。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
基本的には、ゼミナール形式でPBL型（プロジェクト型・課題解決型の学び）で実施
する。必要に応じて、PBLに関する技法（フィールドワーク、地域活動、グループワ
ーク、レジュメ作成等）に関するレクチャーを行う。最終的には、卒業論文の作成を
目指した取り組みとする。

【課題に対するフィードバックの方法】
授業の中で適宜フィードバックを行なう。最終的には、しかるべき発表の機会を設け
、担当教員のみならず、地域からのアドバイス等ももらう。

■授業計画

①ガイダンス
②PBLテーマの検討1
③グループワーク
④フィールドワーク1
⑤フィールドワーク2
⑥フィールドワーク3
⑦中間発表、グループ討議
⑧PBLテーマの検討2
⑨グループワーク
⑩フィールドワーク1
⑪フィールドワーク2
⑫フィールドワーク3
⑬最終発表準備1
⑭最終発表準備2
⑮最終発表

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
観光地域づくりに必要な基礎知識や技法を身に付ける。また、実際の観光地域づくり
の現場に入ることにより、実践的な知識や求められる能力を理解する。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
観光を活用した地域づくりに資する専門的、実践的な知識の修得により、観光分野や
地域政策分野で活躍する人材を育成する方針に基づき、観光マネジメントの基礎知識
を身につける。

■成績評価基準と方法

ゼミにおけるレジュメや発表　30%、
フィールドワークと発表の参加度・積極性　30%
中間・最終発表　40%

■テキスト・参考文献

【テキスト】
必要に応じてプリントを配布する。

【参考文献】
必要に応じて適宜指示する。

■授業外学習

【具体的な内容】
PBLに関連するキーワードについて、統計データや関連文献等を中心に収集し、整理
すること。

【必要な時間】
必要に応じて適宜時間を確保すること。
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■その他

フィールドワークの対象地については、各自の研究テーマに沿って設定する。
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2018 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 4年演習(応用)

開講期・単位 4年 後期・選択 2単位・演習

担 当 者 吉田　和彦

■講義の目的および概要

本演習テーマは、「航空ビジネス・空港ビジネス・観光ビジネス」とします。航空機
製造メーカーや航空会社では今後の航空需要緩やかに成長し続けると予想しています
。一方では航空需要と航空会社の経営には常にリスクと共存しているといっても過言
ではありません。2020年に発生した新型コロナ感染症は経済、観光、人の移動に大き
な制約を与えることとなりました。それらのリスクに対応して航空会社が社会の一員
であり続け、なくてはならない存在として成長してゆく上では何が必要であるのかを
学んでいただきます。本演習では、航空・空港・観光ビジネスへの就職を目指す学生
が専門知識と配属部署で創造性を備えたサービスや課題解決提案をアウトプットでき
る人財になることを目的に、3年生までに修得した知識に基づき、各自が課題を探索
し、解決を図ることを目的とします。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
4年生演習(基礎)にでの研究テーマについて、個別指導を行いながらもゼミ内での進
捗状況も共有しながら、論文を完成するとともに、発表を行っていただきます。

■授業計画

①ガイダンス
②研究の中間報告会
③個別指導(1)
④個別指導(2)
⑤個別指導(3)
⑥個別指導(4)
⑦個別指導(5)
⑧ゼミ論文の仮提出(1)指導
⑨ゼミ論文の仮提出(2)指導
⑩航空発表準備
⑪ゼミでの個人発表
⑫ゼミでの個人発表
⑬ゼミ論文最終仕上げ
⑭ゼミ論文最終仕上げ
⑮卒業研究発表会

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
自身の研究テーマについて、独自の知見を展開した論文を作成し、発表ができる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
観光ビジネス学科の「観光ビジネスの専門知識。技能の習得」」「自立して行動でき
る姿勢、課題を発見し解決する能力」が身についている。

■成績評価基準と方法

①修正中間発表　　　　　20%
③論文　　　　　　　　　50%
③発表と研究プロセス　　30%

■テキスト・参考文献

【テキスト】
レポート・論文作成法　　井下千以子　　慶應義塾大学出版会　1,200円(税別)

【参考文献】
CiNii(国立情報学研究所)HPに会員登録(無料)して参考文献、報告書等の情報把握。
また図書館(札幌国際大学OPAC)からの文献データの収集も参考にして下さい。

■授業外学習

論文作成のみに傾注することなく、調査の過程で得られる知識に励んでいただく同時
に就職活動の充実にも尽くしていただきたいと考えています。

■その他
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2018 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 4年演習(応用)

開講期・単位 4年 後期・選択 2単位・演習

担 当 者 横田　久貴

■講義の目的および概要

卒業論文を書く！　就活で聞かれる「卒業論文のテーマを教えてください。」を打破
！

　大学生の集大成ともいえる卒業論文。ゼミではその縮小版である「テーマ研究」と
して10.000字の論文作成に取り組みます。
論文のテーマは各自自由ですが、執筆計画に沿って取り組んでいただきます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
各自テーマに沿った取り組みをします。ただし、執筆計画を綿密に立て、春学後期15
回の授業に明確な到達目標をもって取り組みます。

【課題に対するフィードバックの方法】
論文を書くにあたって、授業と宿題の往還による丁寧な指導により、完成へと向かい
ます。

■授業計画

①秋学期に向けて取り組みの再考　＜宿題＞研究課題1の執筆　2400字
②研究課題　柱1の執筆　＜宿題＞添削指導を受け訂正
③研究課題１の完成　＜宿題＞研究課題柱２の執筆
④研究課題柱２の執筆　2400字　　＜宿題＞添削指導
⑤研究課題柱２の完成　　＜宿題＞研究のまとめ執筆　2400字
⑥研究のまとめの執筆　＜宿題＞添削指導
⑦研究のまとめ完成　＜宿題＞奥付・表紙・目次作成
⑧最終章奥付等作成　＜宿題＞抄録
⑨抄録作成
⑩抄録訂正・完成
⑪発表用ＰＰＴ作成
⑫原稿印刷・製本
⑬論文完成（12月末）・提出
⑭発表準備
⑮発表

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①自ら定めたテーマに基づき「テーマ研究（卒業論文）」を完成させる。
②抄録、発表用ｐｐｔを作成し、成果発表を行う。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
観光ビジネスの専門的知識

■成績評価基準と方法

①卒業テーマ研究論文　…　50%
②口頭試問、面接　…　50%

■テキスト・参考文献

【テキスト】
特にありません。各自の論文テーマによる。

【参考文献】
特にありません。各自の論文テーマによる。

■授業外学習

【具体的な内容】
10.000字もの卒業論文は人生でおそらく唯一無二のものです。
それはあなたの生涯の記憶に残る財産となります。いつの時代になっても胸を張って
言えます。「自分は卒論を書いて卒業したと…。」だから、事前事後学習は確かに大
変です。一緒に頑張りましょう。

【必要な時間】

■その他

大学院（札幌国際大学観光学研究科）に進学希望の学生は、別途「卒業研究」を履修
し、卒業論文を執筆することを推奨します。
優秀な論文を書くことは大学院進学の要件が満たされることと同じだからです。
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2018 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 4年演習(応用)

開講期・単位 4年 後期・選択 2単位・演習

担 当 者 藤崎　達也

■講義の目的および概要

先進国の中で日本は起業への関心が最も低い国とされている。それは日本におけるさ
まざまな社会問題や障壁と密接に関係している様子を概観する。その上で、国内外で
の起業をケーススタディとして学び、社会人として活躍する際に経営的視点を持った
活動ができる大人となることを目指す。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
観光系ベンチャー事業者のケーススタディとを中心に起業の基本を習得する。

【課題に対するフィードバックの方法】
起業や経営的視点を持って社会活動を行う上での、障壁を意識することを目標とする
ため、実際の現場での課題解決型・アクティブラーニング授業とする。

■授業計画

①イントロダクション
②グループディスカッション事業計画書ブラッシュアップ１
③グループディスカッション事業計画書ブラッシュアップ２
④グループディスカッション経営計画１
⑤グループディスカッション経営計画２
⑥グループディスカッション財務戦略１
⑦グループディスカッション財務戦略２
⑧就職活動状況確認
⑨事業計画・経営計画・財務戦略の決定
⑩発表用資料作成１
⑪発表用資料作成２
⑫発表用資料作成３
⑬グループディスカッション　個別指導
⑭グループディスカッション　個別指導
⑮ゼミ成果発表会

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
北海道の人口減少や財政難、後継者不足などといった社会問題をビジネスで解決して
いく必要を理解し基礎を実践できるようになること。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
社会障壁等に意識的になり、かつ乗り越える意欲と熱意を習得する。

■成績評価基準と方法

講義ごとの確認シート30%
課題40％
試験30％

■テキスト・参考文献

【テキスト】

【参考文献】

■授業外学習

事業化が現実的なものは、外部講師等と連携をして実際に立ち上げて行くことも視野
に入れる。各自のキャリアの一環として真剣に取り組むこと。

■その他

北海道内観光地におけるフィールドワークを行う（休み期間中を予定）。宿泊・保険
等で3万円程度を徴収します。
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2018 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 4年演習(応用)

開講期・単位 4年 後期・選択 2単位・演習

担 当 者 杉江　聡子

■講義の目的および概要

春学期に引き続き、国際観光の場面における多言語コミュニケーションの記録を用い
た相互行為分析を行います。各自の関心に応じて課題を発見し、調査のフィールドを
設定して、データ収集、分析、考察を行います。多言語・多文化共生社会のコミュニ
ケーションについて深く考え、国際人材としての社会人基礎力やコミュニケーション
態度を身に着けましょう。なお、「卒業研究」を履修する学生は、分析・考察した内
容を論文として執筆することを目指します。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
春学期のデータ分析と成果をふまえて、各自の関心に合わせた課題を設定します。国
際観光と多言語・多文化コミュニケーションにまたがるフィールドを検討し、調査・
実験を行い、データを収集して、相互行為を分析します。分析の結果を考察し、成果
を小論文の形でまとめ、発表します。
グループワークによる活動が中心となりますので、学生の主体的かつ協調的な学びが
求められます。

【課題に対するフィードバックの方法】
授業で出した課題については、次回以降の授業でコメント・解説します。

■授業計画

①春学期の振り返り（発表会の講評・相互評価のフィードバック、研究関心の焦点化
等）
②先行研究の調査
③先行研究のまとめ発表
④⑤調査・実験の計画
⑥⑦⑧調査・実験の実施（データ収集）
⑨⑩⑪相互行為分析
⑫分析結果のまとめ
⑬考察のまとめ
⑭論文の体裁を整える
⑮成果発表

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
・現代の国際観光と多文化共生社会にまたがる領域に自分の関心を位置づけ、課題を
発見できる。
・観光の場面をフィールドとして、調査を計画し、実施できる（データ収集）。
・分析ソフトウェアを用いて、収集したデータを適切な手法で分析できる。
・分析の結果について考察し、論理的にまとめることができる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
この授業は、観光学部ディプロマポリシーのうち
②観光学の知識、技能の活用能力
③自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力
に該当します。

■成績評価基準と方法

出席と授業への取り組み、発表内容と完成度、質疑応答やディスカッションへの参加
状況等に基づき総合的に評価します。
・出席と授業への取り組み（30％）
・研究計画と実施の達成度（40％）
・発表内容と完成度（30％）

■テキスト・参考文献

【テキスト】【参考文献】
授業の中で指示します。必要に応じてプリント等の資料を配布します。

■授業外学習
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【具体的な内容】
授業では主に言語コミュニケーション実験、データ収集と分析、考察と資料のまとめ
等の作業を行います。

【必要な時間】
分析や発表がある場合、作業や資料のまとめに数時間から数日程度の作業が必要です
。

■その他

・データ分析はPCのソフトウェアを使用します。スマホでは分析作業ができませんの
で、必ずPCを用意してください。自分のPCがない場合は、教務課で貸し出し手続きを
するなど、各自手配してください。

・2021年度導入のLMSなども段階的に使用しますが、社会状況に応じて柔軟にさまざ
まなツールを使いこなす意欲を持つこと。
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2018 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 4年演習(応用)

開講期・単位 4年 後期・選択 2単位・演習

担 当 者 池見　真由

■講義の目的および概要

本演習では「観光と文化のつながり」というテーマの応用編として、北海道を舞台に
自然や文化、人々の暮らしや交流に対する観光行動についてさらに知識を深めます。
国際的な観光文化領域の研究を通して、特に北海道の観光資源や魅力を国内・海外に
発信することの可能性を探求し、国際協力やボランティア活動に参加しながら実践す
ることを目的とします。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
文献調査、レポートの作成、ディスカッションを行います。また、グループワークを
通じて、学生自身によるテーマ設定、資料収集、フィールドワーク、調査・分析・整
理、プレゼンテーションという一連の作業に取り組みます。

【課題に対するフィードバックの方法】
受講生から毎回提出してもらう授業レポートを添削し、返却します。また、授業内で
受講生全員にも内容を共有し、ディスカッションをした上で、コメントや解説を行い
ます。

■授業計画

①概要説明、授業計画
②暮らしと交流に対する観光行動
③国際観光の社会的・文化的効果
④自然と文化の保全・共存をめざす観光
⑤第1回フィールドワーク
⑥北海道での異文化交流と国際理解
⑦北海道の文化と観光の持続可能性
⑧第2回フィールドワーク
⑨国際観光と北海道の地域活性化
⑩北海道の国際観光による教育効果
⑪グループワーク1：個別テーマ設定、研究計画
⑫グループワーク2：情報収集、文献資料調査
⑬グループワーク3：調査結果の分析・整理
⑭グループワーク4：最終成果報告準備
⑮最終成果報告会

※以上の内容で進める予定ですが、受講生の数や授業の進行具合によって適宜変更す
ることがあります。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
・北海道から発信する国際観光に必要な多国間の相互理解と異文化交流に関する知識
を習得する。
・「観光と文化のつながり」という観点から、観光を取り巻く人間の行動や生活環境
との関連性について説明することができる。
・グループワークやフィールドワークに主体的に取り組み、リーダーシップと協調性
を備えたコミュニケーション能力を身に付ける。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「国際観光分野の専門的・実践的な知識及び技能を修得した学生に学位を授与する」
方針に基づき、観光分野に必要な国際理解や異文化交流に対する適応能力を養成する
。

■成績評価基準と方法

授業レポート：30%
フィールドワーク：30%
プレゼンテーション・最終成果報告：40%

■テキスト・参考文献

【テキスト】
適宜資料を配布します。

【参考文献】
橋本和也『地域文化観光論：新たな観光学への展望』ナカニシヤ出版，2018年．
機関誌『観光文化』日本交通公社，1976-．

■授業外学習
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【具体的な内容】
事前学習としては、文献資料の熟読、発表資料の作成、プレゼンテーションの準備作
業を行います。事後学習としては、授業内容の振り返り・まとめについてのレポート
作成に取り組みます。さらに演習テーマに関連するボランティア活動にも授業外学習
として参加します。

【必要な時間】
事前・事後学習ともに２時間を目安とします。

■その他

フィールドワークにかかる費用は原則自己負担ですが、一部補助があります。
本演習では、北海道の観光文化を活かした地域活性化と国際協力に関心を持って、自
分に何が出来るかを考えながら取り組む姿勢が求められます。共に頑張りましょう。
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2018 年度生 観光ビジネス学科

科 目 名 4年演習(応用)

開講期・単位 4年 後期・選択 2単位・演習

担 当 者 竹島　鉄也

■講義の目的および概要

ブライダルビジネスを体系的に理解するため、先ず実際のブライダル商品について学
習します。その後、グループ毎に自由なテーマを掲げバーチャルで１件の披露宴をプ
ランニングします。出来上がったプランをグループ毎にプレゼンテーションを行いま
す。また、ブライダルが行われているホテルについて、ホテル内でのブライダルの役
割や宿泊部門、レストラン部門等との関連性についてフィールドワークを行い学習し
ます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
前半はウェディング・プランナーやホテリエとして実務経験豊富な教員が、ブライダ
ル商品についてパソコン・プロジェクタを用い判りやすい講義形式で進めます。
その後、グループワークにより披露宴のプランニングを行って頂きます。会場コーデ
ィネート、衣裳、ウェディングケーキ、ペーパーアイテム、使用するＢＧＭ等をまと
め、各グループ毎にプレゼンテーションを行って頂きます。
また、ホテルでのフィールドワークにより、学習の理解度を深めます。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題については、授業内で実例を豊富にあげ、判り易く解説します。

■授業計画

① ガイダンス
② ブライダル商品（１）実例
③ ブライダル商品（２）ブレイクダウン
④ ブライダルプロデュースの基礎知識（１）披露宴の意義とプログラム
⑤ ブライダルプロデュースの基礎知識（２）披露宴ＶＴＲ
⑥ ブライダルプロデュースの基礎知識（３）コーディネートと演出　小テスト
⑦ グループ毎にプランニング（１）
⑧ グループ毎にプランニング（２）
⑨ グループ毎にプランニング（３）
⑩ グループ毎にプレゼンテーション
⑪ ホテルにおけるブライダルの役割と、宿泊部門、レストラン部門等との関連性
⑫ フィールドワーク　札幌市内ホテル視察
⑬ フィールドワーク　札幌市内ホテル視察
⑭ ホテル視察レポートの作成
⑮ 秋学期まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
メンバー全員が課題を理解し、積極的にディスカッションと連携をしていく中で、１
件の披露宴を創りあげることにより、ブライダルビジネスを理解する。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「自立して生きていくための幅広い教養、技能を身につけている学生に学位を授与す
る。」に基づき、披露宴をプロデュースするなかで、ブライダルの常識と併せ、コー
ディネート力、社会人として正しい知識やマナーを身につける。

■成績評価基準と方法

小テスト1回30％、ホテル視察レポート20％、レポート50％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
教科書は用いず、配布するプリントを用います。

【参考文献】

■授業外学習
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【具体的な内容】
ＳＮＳやニュースなどでブライダルの話題に興味・関心を持つ。

【必要な時間】

■その他

交通費、ホテルでの昼食代として合計4,000円～5,000円程度の費用が掛かります。
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2021 年度生 国際観光学科

科 目 名 ホスピタリティ論

開講期・単位 1年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 中里　のぞみ

■講義の目的および概要

経済のサービス化が進む現代において顧客満足を高めていくためにはホスピタリティ
は不可欠である。それは、ホスピタリティ産業だけに限らない。あらゆる企業がサー
ビス競争下におかれているため、ホスピタリティやホスピタリティ経営は必要なので
ある。企業存続のための顧客創造と維持のキーワードのひとつがホスピタリティであ
るといえよう。
ホスピタリティへの理解を深め、企業の実践事例などを活用しつつ、具体的かつ総合
的に学び、そのマネジメントについても考察を深める。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
テキストを使用しながらホスピタリティの歴史・ホスピタリティマインドとスキル・
ホスピタリティマネジメントを学んでいく。
航空業界に勤務した実績から、社会人となった時に有益であるような事例を用いて事
例検討する。
ホスピタリティ経営についてグループディスカッションし、プレゼンテーションによ
って共有化を図る。

【課題に対するフィードバックの方法】
グループワーク・ディスカッション・プレゼンテーションについては、随時、授業内
でフィードバック。レポート・テストについては精査後フィードバックする。

■授業計画

①サービスとは何か
②サービスとホスピタリティ
③ホスピタリティと共感的理解
④サービスのマインドとスキル
⑤サービスとコミュニケーション
⑥サービスの品質管理
⑦イレギュラリティ対応
⑧顧客の心理状態に基づいたクレーム対応
⑨顧客満足と社員満足
⑩ロイヤルカスタマー獲得のマインド
⑪ロイヤルカスタマー獲得のスキル
⑫顧客満足につなげる具体的方策
⑬方策の提案
⑭サービスプロフィットチェーン
⑮総括とテスト

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
ホスピタリティの概念とその実践的意味を理解できるようになる。
将来的には組織において顧客満足のマネジメントに活用できるようになる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
日本ならではのおもてなし文化について学び、各自で考察を進化させ、観光ビジネス
並びに観光振興に携わることができるような、実践的ホスピタリティマインドとスキ
ルを習得する。組織に貢献できる自立的かつ自律的な能力を身につける。

■成績評価基準と方法

対面授業の場合はテスト６０％　グループワーク・プレゼンテーション３０％
小レポート１０％
オンライン授業となった場合はテスト５０％　レポート５０％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
「ホスピタリティとホスピタリティマネジメント」
中里のぞみ・紺野猷邦著　株式会社パレード

【参考文献】
授業内で資料配布時に随時説明する
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■授業外学習

【具体的な内容】
授業ではしっかり自分でメモをとり、事後学習として見直しする。
事前学習としてはホスピタリティに関連するニュースなど必要な情報を収集する。
特にグループディスカッションの時は各自責任をもって手分けして情報収集する。

【必要な時間】
事前事後学習には各講義前後に２時間程度を費やすようにする。

■その他

オンライン授業となった場合は特に自律性をもって授業に参加すること。
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2021 年度生 国際観光学科

科 目 名 観光概論

開講期・単位 1年 前期・必修 2単位・講義

担 当 者 古田　和吉、田村　こずえ、藤崎　達也

■講義の目的および概要

本講義は、観光学部で観光学を学ぶためのベースとなる科目で、観光という事象を多
面的・体系的に理解し、基礎知識を得ると同時に今後の観光学習への関心を喚起する
ことを目的としています。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
基本的に講義形式での授業ですが、必要に応じてグループワークやディスカッション
などを取り入れます。
テキストだけでなく、教員からの補足資料、視聴覚教材などを使用し、理解力を高め
ます。
なお、本講義は、元旅行会社で実務経験を有する教員、コンサル業や観光教育をコー
ディネイトしてきた教員の3名の経験を活かし、オムニバス方式での授業を進める。
【課題に対するフィードバックの方法】
確認テストやレポートに対するフィードバックは、授業内で実施する。

■授業計画

①オリエンテーション・「観光」の概念と「観光学」学びの視点とその広がり(テキ
スト第1章)
②観光の世界史・観光の日本史(テキスト第2・3章)
③観光行動を成立させる観光と情報の関係(テキスト第7・12章)
④観光と環境(テキスト第8章)
⑤これまでの授業の振り返り、確認テスト
⑥観光の諸制度、観光の効果と影響(テキスト第4・5章)
⑦観光と地域社会(テキスト第9章)
⑧観光における開発と保護(テキスト第10章)
⑨観光と教育・福祉(テキスト第15章)
⑩これまでの授業の振り返り、確認テスト
⑪観光の現状と役割
⑫コロナ禍の観光産業（ＧＯ　ＴＯトラベル等）
⑬アフターコロナの展望（訪日インバウンド等）
⑭アフターコロナの展望（MICE・カジノ等）
⑮これまでの授業の振り返り、確認テスト

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
・「観光」という事象への多面的広がりと概念について説明ができる。
・身近な観光(社会)とこの科目の学修を結びつけて考えることができる。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
観光学部が定める卒業認定学位授与方針「①観光学の基礎的知識、技能の修得および
それを基にした専門知識、技能の修得」に基づき、観光という現象を観光学として体
系的に捉えることを目指す。

■成績評価基準と方法

3人の担当教員それぞれが実施する確認テストまたはレポートで評価する。
評価の割合は、総括責任教員34点、それ以外の担当教員2名は各33点とする。(34点＋
33点＋33点=100点)

■テキスト・参考文献

【テキスト】
『新現代観光総論』第3版　(2019年)←再履修者は新しいテキストを購入してくださ
い。
テキスト以外に適宜プリントを配布します。

【参考文献】
特に指定なし。新聞等から観光に関する記事を入手し読んでおくこと。

■授業外学習

【具体的な内容】
・事前学習:毎時間、次回の授業範囲を指示します。指示されたテキストを熟読した
り、与えられた調べ物をまとめるなどの予習をしてください。
「専門用語」は、自身でノートに整理するなどしまとめてください。
・事後学習:授業の振り返りポイントや重要事項を整理し、ノートにまとめてくださ
い。
【必要な時間】
予習復習は、それぞれ2時間程度を目安とする。

■その他

2021(令和3)年4月1日

971



・配布プリントを整理するファイルを用意して、資料を無くさないよう管理してくだ
さい。
・座席は指定します。
・授業中の私語は禁止。
・指示があるとき以外、スマートフォンの使用は禁止。
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2021 年度生 国際観光学科

科 目 名 観光文化論

開講期・単位 1年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 田村　こずえ

■講義の目的および概要

本講義では、観光文化領域の基本的な枠組みについて理解することを目指します。観
光文化の潮流や地域社会において観光がもたらす文化の創造に関する基礎的な知識を
学修していきます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
基本的には講義形式で行いますが、学生との討論を重視して講義を進めます。また、
必要に応じてグループワークなどのディスカッション等を取り入れることにより、能
動的な学修を目指します。実践的な学びの機会として、地域で実践しているゲストス
ピーカーの招聘も予定しています。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題に対して、講義の中でフィードバックします。

■授業計画

①ガイダンス
②観光文化の概念（1）：「文化」とは何か、観光交流と「文化」
③観光文化の概念（2）： 「観光のまなざし」とは
④観光文化の概念（3）： 「ホスト」と「ゲスト」
⑤観光文化の概念（4）：観光と異文化理解　
⑦観光文化の概念（5）：持続可能な観光開発
⑧観光文化と地域社会（1）：観光と自然と環境
⑨観光文化と地域社会（2）：観光と暮らし
⑪観光文化と地域社会（3）：観光と産業
⑫観光文化と地域社会（4）：観光と教育
⑫観光文化と地域社会の見方（1）：テーマ設定
⑬観光文化と地域社会の見方（2）：リサーチ・ディスカッション
⑭観光文化と地域社会の見方（3）：資料作成、発表
⑮まとめ　総括

※以上の内容にて進める予定ですが、受講生の人数や進捗状況などにより適宜変更に
なる場合があります。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
観光文化の潮流や地域社会における観光に関する基礎的な知識を理解した上で、自分
の言葉で説明することができる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「観光学の基礎的知識、技能の修得」に基づき、地域社会において観光がもたらす文
化の創造などに関して考える視点が身に付いている。

■成績評価基準と方法

課題レポート：50%　　
ディスカッション・発表：20%　　
最終課題：30%

■テキスト・参考文献

【テキスト】
必要に応じてテキストや文献を紹介します

【参考文献】
必要に応じて参考文献を紹介します

■授業外学習
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【具体的な内容】
常日頃からニュース・新聞・文献・雑誌等から講義内容に関連する情報を収集するよ
うに心掛けてください。
講義ではしっかり傾聴してメモをとり、事後学習として講義の内容の理解に努める。
講義の課題や発表資料の作成及び準備等を行う。

【必要な時間】
毎回講義に出席した上で、講義内容に基づいて、事前学修と事後学修を行うことが必
要となります。

■その他
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2021 年度生 国際観光学科

科 目 名 観光論特別講義

開講期・単位 1年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 吉田　和彦、池ノ上　真一、藤崎　達也

■講義の目的および概要

本講義では、観光を取り巻く多様なテーマを取り上げ、観光産業やその関連産業、さ
らに地域社会との関わりについて、経済・地域振興・文化などの視点から課題を掘り
下げる。担当教員の講義とゲストスピーカーの講話をとおして、観光の視点から地域
の多様な関係者とともに地域課題に取り組む、専門性を持つ観光人材の育成を目的と
する。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
本授業は講義形式で行う。各教員が担当する授業のなかで観光関連分野等で活躍され
ているゲストスピーカーを招聘し、観光関連産業就業者、地域中核人材、あるいは関
連産業の経営層から、実績を踏まえた講話を聴く機会を設ける。なお、授業と講話を
聴いて学生が得た知識をもとに、理解を深め自らの考え方を論理的の表現する能力を
獲得することを目指す。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題についての解説は、授業のなかで行う。

■授業計画

以下の3人の先生方が5回づつ講義を担当するオムニバス方式である。
【①-⑤:池ノ上、⑥-⑩:藤崎、⑪-⑮:吉田)

①観光と地域創生　
②地域の資源をもとにした観光　
③観光資源の創出による地域の振興　
④ゲストスピーカー
⑤地域における観光マネージメント
⑥観光とイノベーション
⑦北海道観光とシェアリングエコノミー
⑧ゲストスピーカー
⑨ゲスト講義の振り返り
⑩北海道観光とイノベーションにおける課題
⑪アドベンチャートラベルとは①
⑫アドベンチャートラベルとは②
⑬ゲストスピーカー
⑭ゲスト講義の振り返り
⑮アドベンチャートラベル今後の展望

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
観光産業とその関連産業についての理解を、個別のテーマをもとに多角的に理解し、
将来、多様な立場の人々とともに、観光の視点を持って産業の振興と地域の活性化に
柔軟に対応できるようになる。
　
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
観光実践・中核人材として必要とされる専門知識を身につける。

■成績評価基準と方法

各担当教員のレポート課題
池ノ上　３４％
藤崎　　３３％
吉田　　３３％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
必要に応じてプリント等を配布する。

【参考文献】

■授業外学習

【具体的な内容】
各回のテーマについて新聞をはじめとする報道に関心を持ち、自ら調べて講義に参加
することを期待する。予習・復習の時間はそれぞれ2時間程度を目安とするが、常に
疑問を持ち探究しようとする学習態度を心がけること。
【必要な時間】
概ね2時間
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■その他

観光とその関連産業分野で活躍する多忙なゲストスピーカーを招聘する際には、貴重
な機会であることを意識し、礼儀正しい学習態度で臨むこと。
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2021 年度生 国際観光学科

科 目 名 国内観光資源

開講期・単位 1年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 田中　洋一郎、青木　哲朗

■講義の目的および概要

本講義の目的は、旅行業のみならず旅行関連産業においても重要性が増している「旅
行業務取扱管理者」資格取得を目指し、試験科目である「国内観光資源」の基礎知識
を習得することである。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】旅行業界で旅行業務取扱管理者資格・実務経験のある教員が基本的にパ
ワーポイントを利用した講義をする。また、動画を視聴し、内容を確認する。授業内
課題を授業終了後にその都度提出する。
【課題に対するフィードバックの方法】授業内課題、授業内試験実施後、特に注意が
必要と思われる点について授業内でフィードバックする。

■授業計画

①旅行業務管理者試験の概要と合格の意義　地域別観光資源　北海道(1)
②地域別観光資源　北海道(2)
③地域別観光資源　東北 (1)　
④地域別観光資源　東北 (2)　
⑤地域別観光資源　関東 (1)
⑥地域別観光資源　関東 (2)
⑦授業内試験第1回、地域別観光資源　関東(3) 中部 (1)
⑧地域別観光資源　 中部 (2)
⑨地域別観光資源　関西 (1)
⑩地域別観光資源　関西 (2)
⑪地域別観光資源　関西 (3)
⑫地域別観光資源　中国・四国 (1)
⑬地域別観光資源　中国・四国 (2) 九州・沖縄(1)
⑭授業内試験第2回　地域別観光資源　九州・沖縄 (2)
⑮地域別観光資源　九州・沖縄 (3)

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】「国内旅行業務取扱管理者試験」の合格ライン到達レベルの国内観光資
源の知識を身に付ける。                                                                                                                      
【卒業認定・学位授与の方針との関連】観光学士として必須の観光資源の基本的な知
識を習得し、観光資源を評価する視座を得る。

■成績評価基準と方法

授業内課題（提出物）による評価　２５％
授業内試験による評価　　　　　　２５％
定期試験による評価　　　　　　　５０％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
「国内観光資源」　ＪＴＢ総合研究所

■授業外学習

【具体的な内容】
テキスト、プリントで予習復習を欠かさない。

【必要な時間】
予習・復習の時間は2時間を目安とする。

■その他

国内旅行業務取扱管理者試験の他の試験対応三科目「国内旅行実務」「国内運賃料金
」「旅行業法・約款」も受講のこと。
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2021 年度生 国際観光学科

科 目 名 観光まちづくり論

開講期・単位 1年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 池ノ上　真一

■講義の目的および概要

各地で市民が積極的にまちづくりに関わる動きが起こっている。特に、「観光まちづ
くり」という考え方に沿って、観光を活用して“まちの力”を高め、磨く取り組みが
注目される。また、グローバル化する世界においても、国策や地方創生の方策として
、観光は大変重要視される。他方で、オーバーツーリズムへの対応、異文化や価値観
の衝突、災害や感染症といったリスクへの対応などについて重要課題でもある。
そこで、そもそもまちづくりとはなんであるかについて、その背景とプロセスを具体
的な事例を交えながら考察し、観光活用をする際に注目すべきことを理解することを
目的とする。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
基本的には、講義形式とグルーブワークによるディスカッションの組み合わせによっ
て行い、能動的な学修を目指す。
本講義は、北海道各地での地域計画策定や実際の「観光まちづくり」展開の実務経験
のある教員が、地域資源の現況把握や価値創造に向けた手法や知識を生かして、特徴
的な観光展開の基盤となるまちづくりについて、地域計画論的な視点から理解できる
講義を展開する。

【課題に対するフィードバックの方法】
毎時提出を課すミニレポートをもとに、学生の興味関心に沿って講義内容の振り返り
を行う。

■授業計画

前半は「まちづくり」の一般論について学び、後半は特にまちづくりと観光との関係
による「観光まちづくり」について詳細に検討する。
①オリエンテーション
［一般的なまちづくり］
　②まちづくりの意義と目的
　③まちづくりの経緯1?近世以前
　④まちづくりの経緯2?近代
　⑤まちづくりの経緯3?現代
　⑥まちづくりの実践と支える仕組み1
　⑦まちづくりの実践と支える仕組み2
［観光まちづくり］
　⑧観光まちづくりの考え方
　⑨観光まちづくりの実践手法
　⑩事例研究1
　⑪事例研究2
　⑫事例研究3
　⑬事例研究4
　⑭事例研究5
⑮最終発表会・総括

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
まちづくりの意味と実践に関する大きな流れを理解する。また、その背景にある理論
や必要な知識を、現場のまちづくりで援用できるようになる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「国際観光分野の実践的知識、技能の習得」に基づき、国際観光振興にあたって地域
振興面での立案・実施に対応できる能力を身につける。

■成績評価基準と方法

講義中に実施する課題　30％
授業への積極的な参加度　20％
最終発表　50％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
講義内容に合わせてプリントを適宜配布する。

【参考文献】
三村浩史著『地域共生の都市計画　第二版』学芸出版社，2005年

■授業外学習
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【具体的な内容】
次回の講義範囲について、それぞれの課題やグループワークの内容に沿って、文献等
を検索し、各テーマに沿ったポイントを予習ノートにまとめておく。日常的にまちづ
くりに関心を持ち、新聞・テレビなどでまちづくりの具体的な動きをチェックする。

【必要な時間】
各自の進捗状況や能力に沿って、指導教員と相談しながら適宜設定する。

■その他
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2021 年度生 国際観光学科

科 目 名 観光サービス論

開講期・単位 1年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 吉田　和彦、竹島　鉄也、青木　哲朗

■講義の目的および概要

観光に関わる様々な観光サービスについて、全体像を俯瞰し、個々の観光サービス産
業の現状と課題、未来のあるべき姿を思い描くことができるようになることを目標と
する。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】基本的、具体的事例を紹介し、解説する講義形式。併せて授業内課題で
理解を深める。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
【課題に対するフィードバックの方法】授業内課題、授業内試験実施後、特に注意が
必要と思われる点や特徴的な回答について解説し、フィードバックを行う。

■授業計画

以下3人の教員（青木、吉田、竹島）が分担して担当するオムニバススタイルである
。
①ガイダンス　観光を概観する（吉田）
②旅行業と観光(1) (青木）
③旅行業と観光(2) (青木）
④交通機関と観光(1) (吉田）
⑤交通機関と観光(2) (吉田）
⑥交通機関と観光(3) (吉田）
⑦宿泊業と観光(1) (竹島）　
⑧宿泊業と観光(2) (竹島）
⑨宿泊業と観光(3) (竹島）　
⑩インバウンド（訪日外国人旅行）(1)　（青木）
⑪インバウンド（訪日外国人旅行）(2)　（青木）
⑫「着地型観光」と「日本版ＤＭＯ」　 （青木）
⑬観光対象としての観光資源/観光情報とメディア　(竹島）
⑭ニューツーリズム　（吉田）
⑮まとめ　試験　（竹島）

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】様々な観光サービスを理解し、その可能性や課題に対する見識を持つ。                                                       
【卒業認定・学位授与の方針との関連】種々の観光サービスを理解する上で必要な基
本的な知識を習得し、またそれらの観光サービスの課題を認識できるようになる。

■成績評価基準と方法

授業内課題25%、課題レポート25％、授業内試験50％

■テキスト・参考文献

【テキスト】　
適宜プリントを配布します。
【参考文献】
これからの観光を考える　著者／編集： 谷口知司, 福井弘幸　出版社： 晃洋書房

■授業外学習

【具体的な内容】WEBでの情報収集のみならず、観光に関する報道などに関心を持ち
、自発的に各回の学びを深めること。
【必要な時間】予習・復習の時間はそれぞれ２時間を目安とします。

■その他

※（重要）講義の進行順は、クラスにより異なります。（初回の講義で説明）
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2021 年度生 国際観光学科

科 目 名 観光英会話

開講期・単位 1年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 中津川　雅宣、成田　雅昭

■講義の目的および概要

本講義は、インバウンド外国人に対して、様々なシーンで英語による会話力を身につ
けることを目的とする。空港に到着した時から、滞在中の様々な体験を基本表現と会
話練習を通して身につける。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
１．聞き取り、リーディング、観光英語の語彙・表現の確認・修得
２．観光英語によく用いられる表現の練習・習熟
３．訪日外国人への対応、海外での対応の基本の学修
【課題に対するフィードバックの方法】
授業で課した宿題、レポート等について、その都度、評価を学生にフィードバックす
るとともに、模範解答例について、配付資料等により説明する。

■授業計画

① オリエンテーション
② Transportation
③ At a Check-in Counter
④ Facilities and Services
⑤ Giving Directions
⑥ Recommending a Trip
⑦ Dinning in Japan
⑧ Arranging a Tour
⑨ Staying at a Ryokan
⑩ Culture Experience in Japan①
⑪ Culture Experience in Japan②
⑫ Japanese Souvenirs
⑬ Dealing with Health Problems and Emergencies
⑭ Final Project
⑮ Final Project

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
１．観光英語の基礎を身に付ける。
２．観光に関わる場面で英語による適切な基本的対応ができる。
３．観光英語を活用する場面に積極的に参加する姿勢を身に付ける。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「観光学の基礎的知識、技能の修得及びそれを基にした専門知識、技能の修得、活用
能力を身に付けた学生に学位を授与する」に基づき、観光英会話の基礎基本を身に付
ける。

■成績評価基準と方法

1. 授業内でのパフォーマンス・参加度：30％
2. 小テスト：30％
3. 宿題：20％
4. ファイナルプロジェクト: 20%

■テキスト・参考文献

【テキスト】
「HOSPITALITY ON THE SCENE」　金星堂　　著者：上杉恵美　ほか

【参考文献】
必要に応じてプリントを配布する。

■授業外学習

【具体的な内容】
１回の授業に対して、予習２時間、復習２時間を必要とする。

■その他
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2021 年度生 国際観光学科

科 目 名 旅行業法・約款

開講期・単位 1年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 田中　洋一郎、青木　哲朗

■講義の目的および概要

本講義の目的は、旅行業のみならず旅行関連産業においても重要性が増している「旅
行業務取扱管理者」資格取得を目指し、試験科目である「旅行業法」の基礎知識を習
得することである。また、合わせて旅行業法を通じて、旅行業ビジネスの理解を深め
ることを目的とする。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】旅行業界で旅行業務取扱管理者資格・実務経験のある教員によるパワー
ポイントを利用した講義形式。併せて授業内課題で理解を深める。
【課題に対するフィードバックの方法】授業内課題、授業内試験実施後、特に注意が
必要と思われる点について授業内でフィードバックを行う。

■授業計画

①国内旅行業務取扱管理者試験の概要と合格の意義　旅行業法とは　第1章　目的
②第2章　旅行業等　定義 (1)
③第2章　旅行業等　定義 (2)  登録(1)
④第2章　旅行業等　登録(2)
⑤授業内試験　第1回　、第2章　旅行業等　登録(3)
⑥第2章   営業保証金 (1)
⑦第2章   営業保証金 (2)、 旅行業務取扱管理者
⑧第2章   料金の提示、旅行業約款、取引条件の説明・書面の交付
⑨第2章　外務員証、広告・標識、旅程管理 (1)
⑩第2章　旅程管理 (2)、禁止行為
⑪第2章　企画旅行を実施する旅行業者の代理、旅行業者代理業者の旅行業務、事業
の廃止等・業務改善命令・登録の取り消し等
⑫第3章　旅行業協会  (1)
⑬第3章　旅行業協会  (2)
⑭授業内試験　第2回　旅行業協会(3)
⑮小論文、まとめ
注：講義名称は「旅行業法・約款」であるが旅行業約款は別途講義科目「国内旅行実
務」において学習する。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】「国内旅行業務取扱管理者試験」の合格ライン到達レベルの旅行業法の
知識を身に付ける。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
【卒業認定・学位授与の方針との関連】旅行業等を営む者について、取引の公正の維
持、旅行の安全の確保、旅行者の利便の増進を図ることを目的に定められた旅行業法
の基本を理解する。

■成績評価基準と方法

定期試験による評価50%、授業内試験（2回）による評価 25％、小論文による評価 25
％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
「旅行業法及びこれに基づく命令」　　　JTB総合研究所

【参考文献】

■授業外学習

【具体的な内容】
テキスト、プリントで予習復習を欠かさない。

【必要な時間】
予習・復習の時間は2時間を目安とする。

■その他

国内旅行業務取扱管理者試験の他の試験対応三科目「国内旅行実務」「国内運賃料金
」「国内観光資源」も受講のこと。
※「国内運賃料金」「国内観光資源」は秋学期授業。
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2021 年度生 国際観光学科

科 目 名 国内旅行実務

開講期・単位 1年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 菊池　志保、青木　哲朗

■講義の目的および概要

科目名は国内旅行実務となっているが、本講義の目的は、旅行業のみならず旅行関連
産業においても重要性が増している「旅行業務取扱管理者」資格取得を目指し、試験
科目である「旅行業約款、運送・宿泊約款」の基礎知識を習得することである。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
講義形式で「旅行業約款、運送・宿泊約款」の基本を説明し、その都度、練習問題を
解いて理解を深める。

【課題に対するフィードバックの方法】授業内課題、授業内試験後、特に注意が必要
と思われる点について授業内でフィードバックを行う。

■授業計画

①約款とは、標準旅行業約款　募集型企画旅行契約(1)
②標準旅行業約款　募集型企画旅行契約(2)
③標準旅行業約款　募集型企画旅行契約(3)
④標準旅行業約款　募集型企画旅行契約(4)
⑤標準旅行業約款　募集型企画旅行契約(5)
⑥標準旅行業約款　募集型企画旅行契約(6)
⑦授業内試験第1回　標準旅行業約款 特別補償規定(1)
⑧標準旅行業約款 特別補償規定(2)
⑨標準旅行業約款 受注型企画旅行契約(1)
⑩標準旅行業約款 受注型企画旅行契約(2)
⑪手配旅行契約・その他の契約
⑫手配旅行契約・その他の契約
⑬(航空)国内旅客運送約款(1)
⑭授業内試験第2回 、(航空)国内旅客運送約款(2)
⑮(航空)国内旅客運送約款(3)一般貸切旅客自動車運送事業　標準運送約款

注：この講義科目は「国内旅行実務」であるが、講義内容は｢旅行業約款、運送・宿
泊約款｣を学ぶ。定期試験期間に試験を実施する。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
「国内旅行業務取扱管理者試験」の合格ライン到達レベルの標準旅行業約款、その他
約款の知識を身に付ける。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
旅行業法に基づき、旅行会社と旅行者が交わす旅行契約のモデル約款「標準旅行業約
款」の基本を理解することにより、旅行会社の業務のうち、旅行者との契約がどうい
ったものかを理解する。

■成績評価基準と方法

授業内試験による評価　　　　　　　　　25％
小論文による評価　　　　　　　　　　　25％
定期試験による評価　　　　　　　　　　50％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
「旅行業約款、運送・宿泊約款」　　JTB総合研究所

■授業外学習

【具体的な内容】
テキスト、プリントで予習復習を欠かさない。
【必要な時間】
予習・復習の時間は2時間を目安とする。

■その他

国内旅行業務取扱管理者試験の他の試験対応三科目「旅行業法・約款」「国内運賃料
金」「国内観光資源」も受講のこと。
※「国内運賃料金」「国内観光資源」は秋学期開講。
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2021 年度生 国際観光学科

科 目 名 観光ボランティア

開講期・単位 1年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 池見　真由、陳　堯柏

■講義の目的および概要

本講義では、観光がもつ「人と人との交流」という側面に着目し、営利を目的としな
いボランティア活動を通じて、その意義や注意点などを学び、理解することを目的と
します。また学生同士やイベント主催者との共同作業を通して、訪日外国人対応に貢
献し得る国際観光の実践的な技能とコミュニケーション能力を身に付けます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
グループワークを活用した講義形式の授業の他、翻訳作業やフィールドワーク参加な
どの演習・実習形式を積極的に取り入れた授業を展開します。

【課題に対するフィードバックの方法】
授業内で実施するワークシート作成やプレゼンテーションおよびグループディスカッ
ションの中で課題内容をチェックし、適宜コメントしたり解説を行うことでフィード
バックします。

■授業計画

①ガイダンス
②観光ボランティア活動計画、グループ編成
③グループワーク１：観光における人の交流とボランティアの重要性
④グループワーク２：チームビルディング
⑤グループワーク３：観光イベント案内文の翻訳作業
⑥グループワーク４：翻訳内容の入力作業
⑦グループワーク５：SNSを通じたイベント案内の多言語発信
⑧地域イベントとボランティア１：「定山渓雪三舞」特別講義
⑨地域イベントとボランティア２：「すすきのアイスワールド」特別講義
⑩フィールドワーク実施準備
⑪～⑫フィールドワーク１：「定山渓雪三舞」ボランティア参加
⑬全体の振り返りとまとめ、最終レポート課題出題
⑭～⑮フィールドワーク２：「すすきのアイスワールド」ボランティア参加

※以上の内容で行う予定ですが、受講生の数や授業の進行具合、イベント日程によっ
て適宜変更することがあります。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
・観光におけるボランティアの重要性と注意点を理解し、文章や口頭で説明すること
ができる。
・観光ボランティアの活動を通じて、ホスピタリティや異文化交流を実践し、共同作
業する能力とコミュニケーション能力を身に付ける。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「国内・国際観光の分野で活躍できる人材の育成を目的とする」に基づき、観光ボラ
ンティアの学びと経験によって国内・国際観光の現場で活かせる実践力を養成する。

■成績評価基準と方法

・授業での参加貢献度（グループワーク、ディスカッション、発表、質疑応答）：
40%
・フィールドワークでのボランティア活動実践：30%
・授業ワークシート・レポート課題：30%
※全ての課題を提出していること、フィールドワークに１回以上参加することが単位
認定の必要最低条件となります。

■テキスト・参考文献

【テキスト】
特定の教科書は用いません。
必要に応じてプリントを配布します。

【参考文献】
授業中適宜紹介します。

■授業外学習
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【具体的な内容】
事前学習としては、観光イベントに関するSNSを通じた世界への発信、翻訳、計画づ
くりは授業内で完結しないため、次回の講義までに授業時間外で進めておく必要があ
ります。事後学習としては、ボランティアの組織化や企画、グループワーク、実践活
動について振り返り、所定のレポート用紙にまとめる作業があります。

【必要な時間】
以上の授業外学習は、事前・事後を含めて各３時間程度を目安とします。

■その他

フィールドワークは学外民間組織（一般社団法人定山渓観光協会、株式会社ピーアー
ルセンター）のご協力の下で実施するため、ボランティアに対する理解、参加意欲、
学習姿勢、課題提出状況により参加の可否を判断することがあります。
フィールドワーク参加にかかる交通費・宿泊費等は補助がありますが、一部自己負担
が発生します。

2021(令和3)年4月1日

985



2021 年度生 国際観光学科

科 目 名 観光実践演習

開講期・単位 1年 後期・選択 4単位・演習

担 当 者 古田　和吉、吉田　和彦、田村　こずえ

■講義の目的および概要

鶴雅グループと本学との共同事業として開講される授業である。
本授業の目的は、実際の観光地で事業を展開している事業所に身を置きながら、観光
に関わる実践的な知識と経験、態度を修得することにある。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
本授業は、実務経験のある教員の指導による一部に講義と実習を織り交ぜた演習形式
で行われる。また実際の観光地にて現場を体感するアクティブラーニングである。

【課題に対するフィードバックの方法】
①本学での事前・事後学習
②阿寒湖温泉および近隣地域での「観光人材養成講座」への参加
上記二部構成で行われ、それぞれ鶴雅グループ担当者、教員からフィードバックを行
う。

■授業計画

【事前学習：本学観光学部教員】
・道東の地理と観光地、国立公園と阿寒湖温泉
・鶴雅グループについて
・ビジネスマナー
・宿泊業における衛生管理の現状
・調査研究に向けてのグループワーク

【「観光人材養成講座」：鶴雅グループ役員および特別招へい講師】
・場所：阿寒湖畔および近隣地域
・予定期間：2月中旬～3月上旬
・履修者全員による合宿形式

＊予定されている内容：
①行政的な視点からの北海道の観光の現状と課題
②旅館マネジメント総論とその実践、営業戦略など
③おもてなし論
　（旅館のおもてなし、航空会社の接遇、お客様対応実習）
④近隣観光地の連携の必要性
　（まちづくりと旅館、阿寒の自然、近隣観光実習）
⑤アイヌ文化とその体験
⑥上記の総決算としてのグループワークによる調査研究など

【事後学習：本学観光学部教員】
帰学翌日以降に、これまでの授業を振り返り、成果と反省を全体で報告する「まとめ
」の授業を行う。

＊履修者は原則としてすべての日程に参加できなければならない。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
・観光に関わる実践的な知識と経験、態度を修得する
・グループワークや集団生活などを通じて、他者との協働の必要性を理解し、以後も
積極的に実践する意欲を養う
・自らの言葉でこれらを表現し、他者に伝えることができる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
・観光ビジネス分野の実践的知識、技能の修得
・修得した知識、技能の活用能力
・自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力

■成績評価基準と方法

○本学側：50％
・事前・事後学習における授業内提出物・・・20％
・人材養成講座参加日誌・報告書など・・・・30％
○観光人材養成講座における鶴雅グループ側の評価：50％

■テキスト・参考文献
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【テキスト】
オリジナル教材を配布し用いる 

【参考文献】

■授業外学習

○ビジネスマナーを身につけるための授業を受講しておくことが望ましい。
○これまで学んだ観光についての知識と態度を振り返っておくこと
○選考に向けて、以下のことを調べておくこと
・鶴雅グループについて（歴史・大西社長について・展開している事業の種類と規模
など）
・阿寒湖温泉とその近隣諸地域について（釧路やオホーツク海沿岸の地理と観光地、
など）

■その他

履修条件あり
①本学を代表するという自覚を持ち、その振る舞いが品行方正な者
②二段階の選考（学内と鶴雅グループ役員面接）に合格した者
③４年次のみ：本授業を含まずに卒業要件を満たす見込みである者

○詳細については事前説明会にてアナウンスするので、履修希望者はかならず参加す
ること
○なお、本来は履修者自らが負担すべきである観光人材養成講座への参加諸費用の大
半が、鶴雅グループの寄付により賄われる。
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2021 年度生 国際観光学科

科 目 名 国内旅行運賃・料金

開講期・単位 1年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 菊池　志保、青木　哲朗

■講義の目的および概要

本講義の目的は、旅行業のみならず旅行関連産業においても重要性が増している「旅
行業務取扱管理者」資格取得を目指し、試験科目である「国内旅行運賃・料金」の基
礎知識を習得することである。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】旅行業界でに旅行業務取扱管理者資格・実務経験のある教員によるパワ
ーポイントを利用した講義形式。併せて、毎回、授業内課題を解いて理解を深める。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
【課題に対するフィードバックの方法】授業内課題、授業内試験実施後、特に注意が
必要と思われる点について授業内で、フィードバックする。

■授業計画

①JR運賃 (1)
②JR運賃 (2)
③JR運賃 (3)
④JR運賃 (4)
⑤JR運賃 (5)
⑥授業内試験第1回　JR運賃 (6)
⑦JR料金 (2)
⑧JR料金 (3)
⑨JR料金 (4)
⑩JR料金 (4)
⑪JR料金 (5)
⑫JR変更・取消・払戻
⑬授業内試験第2回　JR団体乗車券・特別企画乗車券
⑭航空運賃・料金 (1)
⑮航空運賃・料金 (2)　まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】「国内旅行業務取扱管理者試験」の合格ライン到達レベルの国内旅行運
賃・料金の知識を身に付ける。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
【卒業認定・学位授与の方針との関連】鉄道、航空、貸切自動車などの様々な業界の
運賃・料金の基本を習得する。

■成績評価基準と方法

期末の定期試験による評価　　　　　　　　  50％
授業内試験(2回)による評価　　　　　 　　　25％
授業内提出物（確認テスト）による評価 　   25％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
「国内運賃・料金」　JTB総合研究所　
※テキストなしでこの講義を受講することはできません。

■授業外学習

【具体的な内容】
テキスト、プリントで予習復習を欠かさない。
【必要な時間】予習・復習の時間は2時間を目安とする。

■その他

テキストなしでこの講義は受講できません。
国内旅行業務取扱管理者試験の他の試験対応三科目「旅行業法・約款」「国内旅行実
務」「国内観光資源」も受講のこと。
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2020 年度生 国際観光学科

科 目 名 観光事業論

開講期・単位 2年 前期・必修 2単位・講義

担 当 者 池ノ上　真一、竹島　鉄也、青木　哲朗

■講義の目的および概要

本講義は、1年次必修科目「観光概論」の知識をもとに、すそ野の広いさまざまな観
光事業がどのような課題に直面し、その後どのような方向に進み、現代の観光全体が
どういった動向にあるのか理解することを目的としている。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】教科書に基づく講義形式。併せて授業内課題で理解を深める。
【課題に対するフィードバックの方法】
授業内課題についての回答例を紹介。教員が解説、フィードバックする。

■授業計画

以下3人の教員が分担して担当するオムニバススタイルである。
【担当】①、⑭、⑮は青木、池ノ上、竹島の3名がそれぞれ担当、②～⑤は青木、⑥
から⑨は竹島、⑩～⑬は池ノ上が担当する。

①観光を学ぶ意味と観光の様々な効果
②観光に関わる言葉、観光のしくみ
③観光資源と観光対象、観光産業の特徴
④様々な観光ビジネス―旅行業　
⑤様々な観光ビジネス―交通運輸業　
⑥様々な観光ビジネス―宿泊産業その1
⑦様々な観光ビジネス―宿泊産業その2　
⑧様々な観光ビジネス―テーマパーク、式場
⑨様々な観光ビジネス―スキー場、観賞施設、土産品業
⑩観光と情報　
⑪観光政策と観光行政　
⑫観光のマーケティング　
⑬旅の歴史とこれからの旅行　
⑭観光と国際経済・社会・文化　インバウンドと異文化理解
⑮試験

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】現代の観光事業が直面する課題と方向性に関する基礎的状況を理解でき
ていること。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】観光学の基礎的知識、技能の修得。

■成績評価基準と方法

授業内課題25%、レポート25％、試験50%

■テキスト・参考文献

【テキスト】観光学基礎／ＪＴＢ総合研究所

■授業外学習

【具体的な内容】
WEBでの情報収集のみならず、観光に関する報道などに関心を持ち、自発的に各回の
学びを深めること。

【必要な時間】予習・復習の時間は２時間を目安とします。

■その他

※（重要）講義の進行順は、クラスにより異なります。（初回の講義で説明）
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2020 年度生 国際観光学科

科 目 名 国際観光論

開講期・単位 2年 後期・必修 2単位・講義

担 当 者 河本　光弘

■講義の目的および概要

国際観光による人間の移動が地球規模で始まり、今や観光が世界経済の１つの柱にま
で成長している。
こうした国際観光の動向を踏まえ人々が、どこへ、なぜ、どのように旅行しているか
各国別のデータをベースで明らかにし、その詳細、背景、要因を考察することを目的
とする。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
テキストや最新資料・データを基に授業をすすめる。また、受講者が外国の国々の観
光に興味と知見、親近感を得られるように、受講者の発表等実施する。
本講義は、調査研究機関で観光ビジネスに関する企業支援や調査等を行っていた実務
経験のある教員が担当し、観光ビジネスの実務経験を活かし授業を展開する。

【課題に対するフィードバックの方法】
授業での課題や質問については、適宜、回答または討議し、次回の授業を含め速やか
なフィールドバックに努める。

■授業計画

以下の内容で、概ね展開する。
なお、遠隔授業の場合は、各種状況を考慮し授業のなかで指示をする。
①ガイダンス～国際観光の時代へ
②国際観光をめぐる目的と意義
③国際観光客到着数の規模と特徴（基本）
④　　　　　　〃　　　　　　　（応用）
⑤国際観光市場（アジア州）　　（東アジア１）
⑥　　　　　　〃　　　　　　　（東アジア２）
⑦　　　　　　〃　　　　　　　（東南アジア）
⑧　　　　　　〃　　　　　　　（その他アジア１）
⑨　　　　　　〃　　　　　　　（その他アジア２）
⑩国際観光市場（欧州・米州）　（欧州１）
⑪　　　　　　〃　　　　　　　（欧州２）
⑫　　　　　　〃　　　　　　　（北・中南米州）
⑬国際観光市場（アフリカ・オセアニア州）（アフリカ）　
⑭　　　　　　〃（オーストラリア、ニュージーランド）
⑮まとめ、期末テスト

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
世界や日本の国際観光の現状を理解した上で、北海道の国際観光における課題を考え
られる基礎力を得る。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「観光学の基礎知識、専門知識、技能の習得している学生に学位を授与する」に基づ
き、社会人として観光分野等で活躍できる知識、技能を身につける。

■成績評価基準と方法

期末試験またはレポート90%
（プレゼンテーションを含む）
授業参加・討議等　　　10％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
適時、授業内で紹介する

【参考文献】
適時、授業内で紹介する

■授業外学習
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【具体的な内容】
新聞や関係TV番組を毎日見て観光に関する基礎知識を把握すること（事前学習）。
学習した各国際観光市場に係る資料をより深く調べ、整理すること。また、実際に休
暇時に訪問することが望ましい（事後学習）。
【必要な時間】
概ね、換算で各回２時間を想定する。

■その他

できれば、コロナ収束後の大学休暇期間等に海外へ旅行し、生の現地観光状況を学ぶ
ことや留学生との交流を積極的に図ることが望ましい。
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2020 年度生 国際観光学科

科 目 名 観光調査法入門

開講期・単位 2年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 佐々木　清美

■講義の目的および概要

「観光調査」は観光に関する様々なデータを収集・分析し、観光ビジネスや観光まち
づくりを進めていくための第一歩です。本講では、観光関連データの収集方法や分析
方法の基礎について学びます。ゼミ等のフィールドワークを進めていく上で、最小限
のスキルを身につけることができます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
基本的に講義形式とします。講義修了後に数回課題を課し、授業内で提出します。本
講義は中国の調査会社において調査業務の実務経験のある教員が、具体的な調査例を
踏まえた実践的な授業を展開します。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題については提出後教員によるコメントをつけて返却するほか、授業内で解説を行
います。必要に応じて授業内容に関する質疑等も授業内やメール等で受け付け、個別
に回答します。

■授業計画

①ガイダンス／観光調査の目的と概要
②計画づくりのために必要な調査案
【観光調査の対象・目的による区分】
③観光資源調査
④観光需要調査
⑤観光市場構造分析
⑥観光受入条件調査
⑦観光利用調査
⑧前半のまとめ（確認テスト）
【観光調査の方法による区分】
⑨文献・資料調査
⑩フィールドワーク調査
⑪アンケート調査①／計画
⑫アンケート調査②／集計と解析１
⑬アンケート調査③／集計と解析２
⑭アンケート調査④・報告と活用
⑮後半のまとめ（確認テスト）

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
観光調査の基本となる市場調査法について理解したうえで、観光事業の他様々な業種
でも活用できるような基本的な調査能力および調査分析の基本となるアンケート集計
・分析能力を習得し、実際に活用することができることを目標とします。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「自立して行動できる姿勢、課題を発見して解決する能力を有する学生に学位を授与
する」に基づき、地域社会や観光産業の現状を分析し、観光振興のための課題を抽出
・解決できるような能力を身につけます。

■成績評価基準と方法

授業中の小テスト　70％
授業中の課題　30％

■テキスト・参考文献

【テキスト】

特にありませんが、必要に応じてプリント等の配布や参考文献等を提示します。
【参考文献】
特になし

■授業外学習
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【具体的な内容】
国や都道府県が発表する様ざまな観光調査に目を通し、観光対象・観光調査手法がど
のようなものであるかについて関心を持つようにしてください。また授業の復習や次
回授業の予習を欠かさないでください。

【必要な時間】

■その他

以下を習得しておいてください。
①学内コンピュータ、Microsoft Officeへのログイン
②大学メール（@ss.siu.ac.p）の利用
③Chromeブラウザの基本的な使用
④Microsoft word、Excelの使用（四則計算、関数）

毎回授業後に実施する小テストで理解度を把握します。
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2020 年度生 国際観光学科

科 目 名 観光交通

開講期・単位 2年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 千葉　里美

■講義の目的および概要

観光行動は必ず空間的移動を伴うことから、交通手段の発達と観光の進展は密接かつ
不可欠な関係である。
観光における交通の担う役割・現状・課題は何かについて基礎的な知識を習得するこ
とを目標とする。
本科目は、観光における交通の担う役割、観光に関係する全ての交通業界の理論、実
践、そして現状や課題について修得することを目的とします。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
基本的には講義形式で展開し、特徴的な項目を幾つか取り上げてグルーブワークによ
るディスカッションを取り入れ、能動的な学修を目指す。
本講義は、交通計画に関するコンサルタント会社で実務経験があり、現在、公職にて
交通審議委員を努める教員が展開する。

【課題に対するフィードバックの方法】
授業内で生じる学生個人の課題については、リアクションペーパーにて確認し、翌週
適宜説明をする形でフィードバックする。
授業内確認テストまたは課題については、採点後、解説付きでフィードバックする。

■授業計画

①ガイダンス
②観光の発展と交通機関
③観光交通サービスの特性・役割と観光交通ビジネスの展開
④航空ビジネスと観光
⑤空港ビジネスと観光
⑥鉄道ビジネスと観光
⑦その他の交通ビジネスと観光-貸切バス、タクシー、レンタカー、レンタサイクル
など
⑧中間確認テストまたはレポート
⑨地域の活性化・まちづくりと観光・交通
⑩観光と環境の中の観光交通-エコツーリズム、サステナブルツーリズムの視点から
⑪都市ツーリズムと農村ツーリズムにおける観光交通
⑫コンテンツツーリズム(鉄道資源)としての観光交通
⑬5G時代に向けた交通革命
⑭観光交通としてのMaaS
⑮最終確認テストまたはレポート

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
観光と交通との関連を理解する。
各交通モードについての基礎的知識の修得と特性を理解する。
次世代の交通と観光の可能性について理解する。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「国際観光分野の実践的知識、技能の習得」に基づき、国際観光振興にあたって交通
面での立案・実施に対応できる能力を身につける。

■成績評価基準と方法

授業後に課す授業内ミニレポート　5×10回=50点
授業内中間テストorレポート　25点
授業内最終テストorレポート　25点

■テキスト・参考文献

【テキスト】
適宜プリントや資料を配布。

【参考文献】
『観光交通ビジネス』塩見英治・堀雅通・島川嵩・小島克己編著、成山堂

■授業外学習
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【具体的な内容】
事前: 次週講義に関するキーワードについて調べ、ノートにまとめる。
事後: 講義内容を振り返り、要点や留意点を復習ノートとして自身でまとめる。

【必要な時間】
予習・復習の時間は、各々２時間を目安とする。

■その他
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2020 年度生 国際観光学科

科 目 名 海外旅行実務

開講期・単位 2年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 青木　哲朗

■講義の目的および概要

本演習の目的は、旅行業のみならず旅行関連産業においても重要性が増している「総
合旅行業務取扱管理者」資格取得を目指し、試験科目である「海外旅行実務」の基礎
知識を習得することである。観光資源については最も出題比率の高いヨーロッパを重
点的に取り上げる。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】旅行業界で旅行業務取扱管理者資格・実務経験のある教員によるパワー
ポイントを利用した講義形式。併せて授業内課題を解いて理解を深める。　　　　　　　　　　　        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
【フィードバックの方法】授業内課題、授業内試験を採点後、特に注意が必要と思わ
れる点について授業内でフィードバックする。

■授業計画

①総合旅行業務取扱管理者試験の概要と合格の意義
時刻表読み取り・時差・所要時間・最低乗り継ぎ時間(1)
②時刻表読み取り・時差・所要時間・最低乗り継ぎ時間(2)
③時刻表読み取り・時差・所要時間・最低乗り継ぎ時間(3)
④OAG、航空会社・都市・空港コード（1）
⑤OAG、航空会社・都市・空港コード（2）
⑥ホテル・クルーズ・鉄道・海外旅行保険
⑦授業内試験第1回 　海外観光資源（ヨーロッパ）
⑧海外観光資源（ヨーロッパ）
⑨海外観光資源（ヨーロッパ）
⑩海外観光資源（ヨーロッパ）
⑪海外観光資源（ヨーロッパ）
⑫海外観光資源（ヨーロッパ・中近東）
⑬海外観光資源（ハワイ）
⑭海外観光資源（北米）
⑮授業内試験第2回　まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】「総合旅行業務取扱管理者試験」の合格ライン到達レベルの海外旅行実
務の知識を身に付ける。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
【卒業認定・学位授与の方針との関連】旅行会社のビジネスの基本の一つである、海
外旅行実務の基礎を習得する。

■成績評価基準と方法

授業内試験評価　６０％
授業内課題（提出物）による評価　２０％
レポートによる評価　２０％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
「海外旅行実務　出入国法令と実務　旅行実務」「海外観光資源」　　JTB総合研究
所
※必要に応じてプリント配布。

■授業外学習

【具体的な内容】
テキスト、プリントで予習復習を欠かさない。
【必要な時間】
予習・復習の時間は2時間を目安とする。

■その他
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総合旅行業務取扱管理者試験範囲は広範囲に及ぶため、具体的に講義で取り上げるの
は「時差、OAGなど海外旅行実務」「海外観光資源」とする。他の試験科目｢出入国法
令｣「国際航空運賃・料金」「旅行業英語」は対策講座（授業外）にて実施する。国
家試験合格を目指す場合は他の受験科目も合わせて学習すること。
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2020 年度生 国際観光学科

科 目 名 世界遺産

開講期・単位 2年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 古田　和吉、藤崎　達也、齋藤　修

■講義の目的および概要

ユネスコ世界遺産条約により、かけがえのない、保護すべき遺産として登録された「
世界遺産」について、その意義や保護の仕組みを理解し、個別の事例についてエリア
別に系統立って学んでいきます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
各教員が各回のテーマに沿って開設する講義形式。配布する資料やＤVＤなどの教材
を活用し、世界遺産に関して歴史的意義や重要性、保全と活用、後世に何をどう継承
していくのか、多面的な視点で理解を深めていきます。

【課題に対するフィードバックの方法】
本講義は、旅行会社の元役員や、シンクタンクで旅行・観光関連の調査研究実績のあ
る教員が、その旅行観光関連実務の実績や経験を活かし、オムニバス方式で授業を実
施します。各講義の課題に関しては、授業内で解説講義等するとともに関連資料等を
配布します。

■授業計画

①ガイダンス
②世界遺産とは
③世界遺産と観光
④世界遺産エリアの保護・保全と登録プロセス
⑤北海道内の世界遺産（知床）ケーススタディ +小テスト実施
⑥日本の世界遺産（その１）
⑦日本の世界遺産（その２）
⑧日本の世界遺産（その３）
⑨日本の世界遺産（その４）
⑩日本の世界遺産（その５）+小テスト実施
⑪海外の世界遺産（その１）
⑫海外の世界遺産（その２）
⑬海外の世界遺産（その３）
⑭海外の世界遺産（その４）
⑮海外の世界遺産（その５）+小テスト実施

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
世界遺産に関する分類、意義、保護の仕組み、遺産の状況や課題、今後のあり方
（保全と活用）について理解するとともに、世界遺産や関連する仕組みについて知見
や問題意識を高め、学生自らが主体として学びを深めていく力をつけることを目標と
する。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
観光に関する専門的知識・実践的な知識を有し、観光を通じた地域振興と国内・国際
観光の分野で活躍できる人材の育成のために、観光の基礎・専門知識として世界遺産
について知識を習得し、深めることに重点をおく。

■成績評価基準と方法

各教員のテストまたはレポート33点（総括責任者34点）×３（人）

■テキスト・参考文献

【テキスト】
特に指定しない。
【参考文献】
多くの世界遺産に関する書籍や資料、ＤＶＤ等がある。それらを読むとともに、新聞
記事やネット等から最新の情報に接すること。

■授業外学習

【具体的な内容】
授業中以外でも授業の前や授業後に「世界遺産」に関する情報や知識、新聞記事につ
いて、メモに記録する。必ず、前回の授業内容を整理しポイントや重要事項を復習ノ
ートに記載しておくこと。予習復習の時間は各２時間を目安とします。
加えて、常日頃からＴＶニュースや番組、ネットなどで最新の世界遺産の動向や情報
について、入手するように心がけてください。
【必要な時間】
概ね2時間

■その他

進行その他詳細は、各担当教員の判断により実情に即して対応する。
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2020 年度生 国際観光学科

科 目 名 観光統計

開講期・単位 2年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 佐々木　清美

■講義の目的および概要

観光政策立案や観光マーケティングの基礎となる国内外の観光統計の概要について学
習します。統計データを的確に活用できるよう、実際にある観光統計を利用し課題を
通して習得することを目的とします。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
最近では統計データの大半がインターネット上で公開されています。そのため各自が
主体的に観光統計データにアクセスし、活用できるように授業を展開します。
授業では前半部分に数学的な「統計学」の基礎的内容が入ります。講義のほか統計デ
ータをEXCELで作成・処理する実践的な作業も含みます。
本講義は中国の調査会社において実務経験のある教員が、具体的な調査例を踏まえた
実践的な授業を展開します。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題については提出後教員によるコメントをつけて返却するほか、授業内で解説を行
います。必要に応じて授業内容に関する質疑等も授業内やメール等で受け付け、個別
に回答します。

■授業計画

①授業ガイダンス：この講義で学ぶ内容
②観光統計を学ぶための基礎：「統計」のいろは①データの基礎
③観光統計を学ぶための基礎：「統計」のいろは②データのばらつき
④観光統計を学ぶための基礎：「統計」のいろは③相関関係
⑤観光統計を学ぶための基礎：「統計」のいろは④統計を扱うための練習
⑥観光統計の種類と情報源
⑦国土交通省観光庁の統計とその概要
⑧国際観光統計と日本の位置づけ
⑨国内観光統計と北海道の位置づけ
⑩北海道の観光統計
⑪RESAS（地域経済分析システム）の使い方①
⑫RESASの使い方②
⑬RESASを使った観光の現状と課題の分析①
⑭RESASを使った観光の現状と課題の分析②
⑮まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
「統計」は集められた数字をまとめて、あなたの考えや視点を他の人に分かりやすく
説明するためのツールです。まずは統計に対する理解を進め、次いで種々の観光統計
を的確に活用できるための技術の習得をめざします。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「修得した知識、技能の活用能力を習得した学生に学位を授与する」に基づき、統計
データ分析能力の獲得を通して、観光を通じた地域振興と国内・国際観光の分野で活
躍できる能力を身につけます。

■成績評価基準と方法

小テスト・課題　　70％
レポート　30％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
特にありませんが、必要に応じてプリントの配布、参考文献の提示を行います。

【参考文献】
国土交通省『観光白書』、北海道経済部観光局『北海道観光の現況』（いずれもウェ
ブサイトからダウンロード可）

■授業外学習
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【【具体的な内容】
国連世界観光機関、観光庁、北海道経済部観光局などの観光関連ウェブサイトを読み
、どのような観光統計があるのか把握しておくこと。
【必要な時間】
２時間／各項目予習・復習

■その他

以下を習得しておいてください。
①学内コンピュータ、Microsoft Officeへのログイン
②大学メール（@ss.siu.ac.p）の利用
③Chromeブラウザの基本的な使用
④Microsoft Excelの使用（四則計算、関数）
統計データをEXCELで作成・処理する実践的な作業も含みますので、「表計算基礎」
にてEXCELの基礎を理解したうえで受講することが望ましいです。
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2020 年度生 国際観光学科

科 目 名 2年演習(基礎)

開講期・単位 2年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 藤崎　達也

■講義の目的および概要

経営者・実務経験者としての指導を基本として、観光ガイド事業の立ち上げに際して
のケーススタディを丁寧に追い、観光地における新規事業スタートに際しての諸課題
について理解し、解決に向けての問題意識をディスカッションやフィールドワークな
どのアクティブラーニングを通して培う。観光地の主な立地である地方における課題
解決は簡単ではないが、①事業化②地域における人材育成・成長③行政等が担うべき
環境整備を通して④SDGs（持続的な開発）の基本的な観点を身につけることを目的と
する。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
本講義は地方における観光開発と地域における問題や課題解決を、適宜資料などを読
み進みながら理解する。

【課題に対するフィードバックの方法】
問題解決へのアプローチは講師のものだけではない。多様な課題解決に向けた可能性
をディスカッションを通して見出す。

■授業計画

①イントロダクション
②地域の魅力を伝える―ガイドという仕事
③組織づくり
④マーケティングの基本―企画・商品化（Product）
⑤マーケティングの基本―価格（Price）
⑥マーケティングの基本―広報・宣伝（Promotion）
⑦マーケティングの基本―流通経路（Place）
⑧ガイドの育成
⑨リスクマネジメント
⑩まちめぐりガイドなどへの応用
⑪観光地におけるガイドプログラム発展のための環境整備
⑫グループ討議
⑬北海道におけるガイドサービス
⑭グループ討議
⑮ふりかえり

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
着地型観光やエコツーリズムなど、これからの観光産業において重要なガイドビジネ
スの創業・経営を学ぶことを通して、地域のおかれている観光産業における諸課題へ
のソリューションを導き出す力を養い発揮できるようになること。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
観光ビジネス分野のうちとりわけガイド事業や観光コンテンツ開発の専門知識、技能
の修得、実践的知識、技能の修得を目指す。

■成績評価基準と方法

講義ごとの確認シート30%
課題40％
試験30％

■テキスト・参考文献

【テキスト】

【参考文献】
必要に応じて資料を配布する

■授業外学習

毎回、担当を決めて予習（調べ、レジュメ作成）し、発表し、議論の取りまとめを行
います。上級学年になる前に大学生らしい学び方を身につけるよう努力すること。

■その他
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2020 年度生 国際観光学科

科 目 名 2年演習(基礎)

開講期・単位 2年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 有澤　恒夫

■講義の目的および概要

観光業は、人的資本（人材）の質が決定的に重要な産業です。将来、観光ビジネス（
企業、NPO、公的機関等）で活躍する人材は、優れたマネジメントのあり方を学び、
組織とそこで働く人々が成果をあげるために、何を考え行動しなければならないかを
理解しておく必要があります。春学期のテーマは、「ドラッカーに学ぶ生きたマネジ
メント」です。秋学期は、「組織、リーダーシップ」がテーマです。春学期は、マネ
ジメントを身近にわかり易く学ぶために、「もし高校野球の女子マネージャーがドラ
ッカーの『マネジメント』を読んだら」（岩崎夏海著）をテキストに使います。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
テキストを読み進めながら、ストーリーの進行ごとに登場するマネジメントに関する
重要テーマを取りあげて、その意味と目的について学びます。受講者自身の過去の経
験をもとにした対話やディスカッションも重視し、活用できる生きた知識としてマネ
ジメントを理解します。
担当教員は、企業で人事管理とマネジメントを長く経験した実務家教員です。

【課題に対するフィードバックの方法】
一人ひとりにシャトルカードを配布しますので、毎回考えたことや質問を自由に記述
してください。担当教員がそれに対するコメントを記入し、次の授業で受講者に返し
ます。

■授業計画

①オリエンテーション
②マネジメントとは
③顧客は誰か
④マーケティング
⑤専門家
⑥強みを生かす
⑦仕事の生産性
⑧目標による管理
⑨イノベーション
⑩トップ・マネジメント
⑪リーダーシップ
⑫人事システム
⑬経営戦略／経営管理
⑭真摯さ／社会貢献
⑮仕事の哲学

注：授業計画は変更することがあります。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
1.優れたマネジメント（経営）は仕事の生産性を高め、組織とそこで働く人々に成果
をもたらすということが理解できる。
2.組織とそこで働く人々が成果を上げるためには、具体的に何を考え行動しなければ
ならないかを理解できる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「観光ビジネス分野の実践的知識、技能の修得した学生に学位を授与する」に基づき
、観光ビジネスを担う人材に必要なマネジメント能力を涵養する。

■成績評価基準と方法

発言・ディスカッション等授業への参画（６０％）、レポート（４０％）

■テキスト・参考文献

【テキスト】
「もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら」岩
崎夏海著。ダイヤモンド社

【参考文献】
「マネジメント【エッセンシャル版】」P.Fドラッカー著　ダイヤモンド社

■授業外学習
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【具体的な内容】
事前配布資料とレジュメ、参考図書による学習

【必要な時間】
予習と復習各２時間程度

■その他
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2020 年度生 国際観光学科

科 目 名 2年演習(基礎)

開講期・単位 2年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 田村　こずえ

■講義の目的および概要

本演習では、「住んでよし訪れてよし」の地域の創造を目指し、ユニバーサルな対応
や実践的な学び等を通して、地域社会の歴史や文化、現状から地域の課題を理解する
ことの基礎を学修していきます。また、各自が問題意識を持ちながら、グループワー
クやディスカッション、プレゼンテーションを行い、共に学ぶ姿勢や主体的に取り組
む姿勢を身に付けます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
新聞やインターネットなどを活用し、観光に関する最近の動向も勘案しながら、地域
社会の現状などから地域生活や課題を理解するようなアクティブラーニングとします
。また、グループワークや学生との討論を重視して講義を進めていきます。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題に対して、講義の中でフィードバックします。

■授業計画

①ガイダンス
②観光と社会の基礎：観光の動向（1）
③観光と社会の基礎：観光の動向（2）
④観光と社会の事例（1）
⑤観光と社会の事例（2）
⑥観光と福祉の基礎：ユニバーサル対応（1）
⑦観光と福祉の基礎：ユニバーサル対応（2）
⑧観光と福祉の事例（1）
⑨観光と福祉の事例（2）
⑩地域社会の基礎：持続可能な観光（1）
⑪地域社会の基礎：持続可能な観光（2）
⑩地域社会の事例（1）
⑫地域社会の事例（2）
⑬地域社会の見方（1）
⑭地域社会の見方（2）
⑮まとめ　総括

※以上の構成で進める予定ですが、受講生の人数や社会情勢等の諸事情により変更に
なる場合があります。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
地域社会の現状から課題を発見する基礎的な能力を修得します。
地域社会に関して関心を持ち、フィールドワーク等を通じて主体的に取り組む姿勢や
地域社会へ寄与する姿勢を身に付けます。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力」に基づき、共に学ぶ姿勢や
自主的に取り組む姿勢の基礎を身に付けます。

■成績評価基準と方法

課題レポート：50%　　
ディスカッション・発表：30%　　
最終課題：20%

■テキスト・参考文献

【テキスト】
適宜資料を配布します
必要に応じてテキストや文献を紹介します

【参考文献】
必要に応じて参考文献を紹介します

■授業外学習
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【具体的な内容】
・地域社会に関心を持ち、常日頃からニュース・新聞・文献・雑誌等から講義内容に
関連する情報を収集するように心掛けてください。
・地域の事前・事後調査や配布した資料を読み、講義の内容の理解に務める。
・演習の課題や発表資料作成及び準備等を行う。

【必要な時間】
毎回講義に出席した上で、講義内容に基づいて、事前学修と事後学修を行うことが必
要となります。

■その他

フィールドワークや実習等の費用は、基本的に自己負担ですが、一部助成があります
。
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2020 年度生 国際観光学科

科 目 名 2年演習(基礎)

開講期・単位 2年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 青木　哲朗

■講義の目的および概要

　本演習の目的は、旅行業のみならず旅行関連産業においても重要性が増している「
国内旅行業務取扱管理者」資格取得を目指し、試験科目の観光資源、旅行業法、旅行
業約款を学ぶ。また、併せて観光地理検定も受験し、観光地理知識のレベルアップを
目指す。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
事前課題予習済みを前提とし、授業内で回答・解説する。
【課題に対するフィードバックの方法】
授業内課題、授業内試験実施後、特に注意が必要と思われる点についてフィードバッ
クを行う。

■授業計画

国内旅行業務取扱管理者試験を受験する学生は国内観光資源、総合旅行業務取扱管理
者を目指す学生は、海外観光資源を中心に学習する。
①オリエンテーション
②国内観光資源　沖縄、海外旅行地理検定問題(4級問題)
③国内観光資源　九州（１）、海外旅行地理検定問題(4級問題)
④国内観光資源　九州（２）、海外旅行地理検定問題(4級問題)
⑤国内観光資源　中四国（１）、海外旅行地理検定問題(3級問題)
⑥国内観光資源　中四国（２）、海外旅行地理検定問題(3級問題)
⑦国内旅行地理検定(4級問題)、海外旅行地理検定問題(3級問題)
⑧国内旅行地理検定(4級問題)、海外旅行地理検定問題(3級問題)
⑨旅行地理検定受検（国内、海外）
⑩取扱管理者試験対策　過去問題 (1)　旅行業約款
⑪取扱管理者試験対策　過去問題 (2)　旅行業約款
⑫取扱管理者試験対策　過去問題 (3)　旅行業約款
⑬取扱管理者試験対策　過去問題 (4)　旅行業約款
⑭授業内試験　旅行業約款
⑮道内観光資源　道央日帰りバス旅研修(7/18実施予定）

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
国内旅行業務取扱管理者、国内旅行地理検定(初級以上)を受験し合格可能なレベルの
知識を習得する。　　　

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
旅行業の基本的な知識を習得する。

■成績評価基準と方法

地理検定初級（または中級）50%、世界遺産ビデオ視聴レポート25%、授業内試験25%

■テキスト・参考文献

【テキスト】旅行業実務シリーズ　「国内観光資源」「旅行業法およびこれに基づく
命令」「旅行業約款　運送・宿泊約款」「国内　運賃・料金」、総合旅行業務取扱管
理者受験の者は、「海外観光資源」「出入国法令と実務　旅行実務」「国際航空運賃
・旅行英語」
※2020年のテキストで可。

■授業外学習

【具体的な内容】問題の予習・復習を欠かさない。WEBでの情報収集のみならず、旅
行会社のパンフレット、旅番組を意識的に視聴する等、日頃から観光資源の知識向上
に努めること。

【必要な時間】
予習・復習の時間は2時間を目安とする。

■その他
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地理検定受験料初級2,800円(中級は3,200円）、日帰りバス旅参加料10,000円、旅行
業務取扱管理者試験受験料（自己負担3,000円）が必要です。（いずれも概算額、値
上がりする場合があります）
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2020 年度生 国際観光学科

科 目 名 2年演習(基礎)

開講期・単位 2年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 杉江　聡子

■講義の目的および概要

話し合いやディスカッションのプロセスや要点をまとめ、ことばとイラスト等を用い
て人に伝えるための手法を学びます。意味を理解・解釈し、概念を再構築して表現す
るプロセスを意識しながら、グラフィックレコーディングの基本を学びましょう。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
文献を読みながら内容を要約して発表します。
また、文献の内容に沿ってグラフィックレコーディングの実技を行います。
学んだスキルを活用し、観光をテーマとしたセミナーやスピーチの動画を分析し、概
念を可視化します。
グループでの活動もありますので、学生の主体的かつ協調的な学びが求められます。

【課題に対するフィードバックの方法】
授業で出した課題については、次回以降の授業でコメント・解説します。

■授業計画

①ガイダンス（自己紹介、文献紹介、研究関心の共有、イラスト表現の基礎）
②グラフィックレコーディングとは
③短い文章のグラフィック描画（1）5W1H
④～⑤短い文章のグラフィック描画（2）行動、表情、ことば
⑥～⑦ある程度まとまった話のグラフィック描画（1）構成、部分、タイトル、トピ
ックセット
⑧～⑩ある程度まとまった話のグラフィック描画（2）ストーリーライン、スピーチ
のグラフィック化
⑪～⑬観光をテーマとするセミナーやスピーチ動画を用いたグラフィックレコーディ
ング実践
⑭グラフィックレコーダーをゲストとするレクチャーとワークショップ
⑮最終課題

＊学期の前半、中盤、最終回にゲストレクチャーを予定しています（時期は調整中）
。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
・レクチャーやディスカッションのプロセスや要点をグラフィックレコーディングで
きるようになる。
・国際化が進む北海道観光の課題を発見し、要点を整理して、ことばとグラフィック
を用いて人に伝えられるようになる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
この授業は、観光学部ディプロマポリシーのうち
①観光学の基礎的知識、技能の修得およびそれを基にした専門知識、技能の修得
②観光学の知識、技能の活用能力
に該当します。

■成績評価基準と方法

出席と授業への取り組み、発表内容と完成度、質疑応答やディスカッションへの参加
状況等に基づき総合的に評価します。
・出席と授業への取り組み（20％）
・発表内容や作品の完成度（50％）
・主体的・協調的なグループ活動や準備（30％）

■テキスト・参考文献

【テキスト】
「Graphic Recorder 議論を可視化するグラフィックレコーディングの教科書」（清
水 淳子著, 2017, ビー・エヌ・エヌ新社）

【参考文献】

■授業外学習

【具体的な内容】
授業の中で課題を提示する場合があります。次の授業までに完成させてくること。

【必要な時間】
発表やプレゼンテーションの準備がある場合、発表資料をまとめるのに数時間から数
日程度必要です。
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■その他

・2021年度導入のLMSなども段階的に使用しますが、社会状況に応じて柔軟にさまざ
まなツールを使いこなす意欲を持つこと。
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2020 年度生 国際観光学科

科 目 名 2年演習(基礎)

開講期・単位 2年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 綱島　洋一

■講義の目的および概要

　「コロナ禍で揺らぐ観光の明日を考える」をテーマに学位授与方針が掲げる「課題
を発見して解決する能力」を養います。
　新型ウイルスの感染拡大は、旅を楽しもうとする人々の思いに「待った」をかけま
した。同時に、世界中の経済活動を停滞させ、ビジット・ジャパン・キャンペーン」
によるインバウンド市場に期待した日本の経済成長戦略の先行きも決して明るい、と
はいえなくなりました。それゆえ、観光業はいま、「ビジネスモデル（稼ぐ力）」を
改めて検証、磨き上げる必要があるのです。
　経済が「生き物」とされるように、観光も時々刻々と変化し、たくましさを増す生
き物なのです。この演習では、世界経済の動きを追いながら新たな時代を生き抜く観
光のあり方に迫ります。
　キーワードは「未来型観光人材」。宿泊、運輸業といった従来の枠組みを超えた担
い手の育成を念頭に担当教員と学生が新たな方向性を模索します。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】　
　主役は受講生一人ひとりです。担当教員が提示したコロナ禍による観光をめぐる変
化について受講生が自ら考え、調べ、討議(ディスカッション)し発表(プレゼンテー
ション)します。この繰り返しで理解を深め、各自がレポートにまとめます。
　これをもとに、朝日新聞記者として観光業界や海外の観光事情を取材してきたジャ
ーナリストとしての実務経験のある教員が独自の読み解き方、視点などをもとに解説
します。授業内外で対話を心がけます。感染拡大状況をにらみながら、可能なら学外
でのフィールドワークにも取り組みます。観光業界をリードする最前線の担い手を講
師に招き、学びを深めます。
【課題に対するフィードバックの方法】
　受講生が授業で発表した内容については、その場で担当教員がコメントします。
レポートについては、授業で担当教員がコメントするほか、必要に応じて個別の受講
生に対面、メールなどでコメントします。

■授業計画

　春学期の演習(基礎)では、主にコロナ禍で起きた観光をめぐる変化に着目。その課
題を読み解きます。秋学期の演習(応用)は、変化と課題をどう克服するかに着目。新
たな観光の世界を担う「未来型観光人材」のあり様について考えを深めます。

具体的な授業計画は以下のような内容を予定。
①演習の進め方について意見交換～コロナ禍で起きた変化、課題を考え始める
②コロナ禍で起きた変化を把握する～(1)消えた訪日客・ニセコリゾートの現在地
③コロナ禍で起きた変化を把握する～(2)消えた訪日客・中国依存の集客は・・・
④コロナ禍で起きた変化を把握する～(3)消えた訪日客・オーバーツーリズムが解消
⑤コロナ禍で起きた変化を把握する～(4)北海道でしか買えなかった観光土産は今
⑥コロナ禍で起きた変化を把握する～(5)国境を越えた電子商取引に活路はあるか
⑦コロナ禍で起きた変化を把握する～(6)雇用の変化を観光関連業界を例に検証
⑧コロナ禍で起きた変化を把握する～(7)ワーケーションにシフトする観光事情は
⑨コロナ禍で起きた変化を把握する～(8)政府の観光政策は功を奏したかを検証する
⑩コロナ禍で起きた変化を把握する～(9)地方自治体の観光政策はどう変化したか
⑪観光最前線に見る～フィールドワーク(ニセコリゾート・外部講師)
⑫観光最前線に見る～フィールドワーク(ニセコリゾート)
⑬観光最前線に見る～フィールドワーク(中国からのインバウンド事情・外部講師)
⑭観光最前線に見る～フィールドワーク(中国からのインバウンド事情)
⑮まとめ～変化と課題を整理、分析する

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
北海道内をはじめとする世界の観光をめぐる現状と課題を的確に読み解く思考、判断
力が身に着く。授業での討論、発表を通して他者との意思疎通力が磨かれる。①さま
ざまな文献、資料を「読むことができる」②相手の話を「聞くことができる」③自分
の考えを的確に「話すことができる」～この三つの力は就職活動や卒業後に社会で活
躍するための必要条件。卒業後をにらんだ人材育成につながります。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
すべての学部がデュプロマポリシーとして掲げる「自立して行動できる姿勢、課題を
発見して解決する能力」を身に着け、価値観が多様化する国際社会を主体的に生き抜
く力を養う。

■成績評価基準と方法
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①授業でのディスカッション、プレゼンテーション　　25％
②授業でのレポート　　25％
③学期末のレポート　　50％
学期末のレポートは学びの集大成とするため評価割合を高く設定しています。

■テキスト・参考文献

【テキスト】
教科書の指定はありません。必要な資料は授業で配布します。

【参考文献】
◎新・観光立国論　デービット・アトキンソン　東洋経済新報社
◎ポスト・オーバーツーリズム　阿部大輔編　学芸出版社

■授業外学習

【具体的な内容】
事前学習～観光分野だけでなく、世界の経済動向についてのニュース、話題を積極的
に読み、受講生みずからがどう考えるかをまとめておく。データベース、新聞各紙は
大学図書館で閲覧できる。積極的に活用するよう心掛ける。
事後学習～その日の授業内容の振り返り。授業で提出を求められたレポートの作成。
【必要な時間】
事前学習は、計2時間以上。ニュース、文献を読み、その背景を考えましょう。事後
学習は2時間以上かけて必要な調べ学習に取り組み、課題内容を精査しレポートを仕
上げます。

■その他
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2020 年度生 国際観光学科

科 目 名 2年演習(基礎)

開講期・単位 2年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 陳　堯柏

■講義の目的および概要

観光情報の収集や発信方法を学び、英語で紹介できる能力を身につける。授業内のグ
ループディスカッションやアクティブラーニングを通じ、英語の実践的運用能力を高
める。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】

ディスカッションやプレゼンテーションを中心に授業を進め、学生の主体的な学びが
求められます。北海道内の観光地へのフィールドワークがあります。

【課題に対するフィードバックの方法】

講義内で課題に対するフィードバックを行います。パンフレット等の課題もコメント
をして返却します。

■授業計画

①オリエンテーション
②ディスカッション: 北海道の観光地で使われている英語の現状と課題について
③英語観光マップ作成について
④フィールドワーク１
⑤フィールドワーク１
⑥プレゼンテーション１
⑦英語メニュー作成について
⑧フィールドワーク２
⑨フィールドワーク２
⑩プレゼンテーション２
⑪英語パンフレット作成について
⑫フィールドワーク３
⑬フィールドワーク３
⑭プレゼンテーション３
⑮成果発表とまとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】

学生一人一人が観光客の立場に立ち、北海道の観光地で使われている英語の現状を把
握し、問題点を改善することができるようになる。また、パンフレットやメニューの
作成を通して、実践的な観光英語を身に着ける。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】

③国際観光分野の実践的知識、技能の修得
④修得した知識、技能の活用能力
⑤自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力

■成績評価基準と方法

英語観光マップ ２０％
英語メニュー ２０％
英語パンフレット ２０％
プレゼンテーション 1.2.3 (３０％)
学習レポート　１０％

■テキスト・参考文献

【テキスト】

必要に応じ、授業内でプリント適宜配布予定

【参考文献】
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■授業外学習

【具体的な内容】

毎回の授業に対してはインターネット等を使用して、北海道の観光地の情報を収集し
、課題の準備も含め２時間程度行ってください。その他グループディスカッションと
ファイナルプレゼンテーションは基本的に英語で行います。

【必要な時間】

２時間程度

■その他
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2020 年度生 国際観光学科

科 目 名 2年演習(基礎)

開講期・単位 2年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 趙　恵真

■講義の目的および概要

北海道を訪れる韓国人観光客に対して北海道の観光をネット上に発信する能力を身に
つけます。
韓国人観光客の行動に適切に対応するため、韓国文化について習い、多角度に考える
力を養います。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
主にプレゼンテーションを行います。

【課題に対するフィードバックの方法】
演習内でのフィードバックとネット上でコメントします。

■授業計画

①オリエンテーション
②地元を紹介する①
③地元を紹介する②
④ミニプレゼン：私の推薦する○○
⑤韓国文化の理解①
⑥韓国文化の理解②
⑦韓国文化の理解③
⑧ミニプレゼン：韓国文化について
⑨韓国の観光について考える①
⑩韓国の観光について考える②
⑪韓国の観光について考える③
⑫ミニプレゼン
⑬北海道を韓国語で発信する①
⑭北海道を韓国語で発信する②
⑮まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
北海道に訪問する韓国人観光客が求める内容を理解し、観光客に説明することができ
るようになる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「国際社会へ寄与する姿勢を身につけている学生」と「観光学の技能の活用能力及び
自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力を持っている学生」に学位を授
与するに基づき、世界的な変化に対応する能力の獲得を通じて国際人として自立でき
る能力を身につける。

■成績評価基準と方法

参加度（発表・資料調査など）30%
ミニプレゼン30%
報告書40%

■テキスト・参考文献

【テキスト】
適宜資料を配布します。

【参考文献】
特になし

■授業外学習

【具体的な内容】
本演習は、課題を踏まえて行われる形式になるため、確実に期日を守って課題を提出
してください。

【必要な時間】
予習・復習の時間はそれぞれ2時間を目安とします。

■その他

・本演習で必要な韓国語レベルは、韓国語Ⅰを履修したレベルに合います。

2021(令和3)年4月1日

1014



2020 年度生 国際観光学科

科 目 名 2年演習(基礎)

開講期・単位 2年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 千葉　里美

■講義の目的および概要

本演習では、「with/afterコロナの航空サービス」をテーマとし、本学連携先である
日本航空(JAL)との共同研究を予定している。
特に、若者需要喚起を目的に、航空利用を誘発する取り込み、道内観光地誘致へ向け
た提案など、色々な視点からの航空サービス理解を深めると同時に、課題発見や解決
力を身につけることを目指します。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
授業では、文献調査や輪読、資料収集、フィールドワークなどから知識を深め、レジ
ュメ作成や口頭発表を通じて発信力を高める。

【課題に対するフィードバックの方法】
学習内容の進度を確認しながら、資料の配布、解説を行う。

■授業計画

①ガイダンス
②基礎知識1-事業展開
③基礎知識2-会社・組織
④基礎知識3-運行機材
⑤基礎知識4-国際線サービス
⑥基礎知識5-国内線サービス
⑦基礎知識5-基本サービス
⑧基礎知識6-スタッフ
⑨基礎知識から見える航空サービスの現状・課題
⑩先行研究調査1
⑪先行研究調査2
⑫先行研究調査3
⑬航空利用誘発サービス・情報
⑭道内観光地誘致に向けた取り組み
⑮フィールドワーク準備

※フィールドワーク先等の決定は、常にゼミ内で共有し確定する。
　なお、最低1回は、ゼミ全員で実施するフィールドワークに参加すること。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①航空サービスの基礎知識を身につける。
②航空サービスの課題を発見できるようにする。
③航空サービスに関する資料やデータを理解できるようにする。
④論理的思考のもと、課題解決へむけた主体的な学修姿勢を身につける。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
ゼミを通して以下の能力向上に努める。
①修得した知識、技能の活用能力
②自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力
③専門性の修得

■成績評価基準と方法

レジュメや資料の作成と発表　40%
毎回の取り組みや課題の提出　40%
研究計画書  20%

■テキスト・参考文献

【テキスト】
『ANAとJALこんな違いがあったのか』(2019)、秋本俊二、KAWADE夢文庫

【参考文献】
「ていくおふ」ANA総研
『孤立する都市、つながる街』(2020)、保井美樹、日本経済出版社

■授業外学習
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【具体的な内容】
「航空サービス」「消費者行動」をキーワードに、日頃からニュースや新聞、インタ
ーネットで情報収集するよう心がける。最近の社会動向と航空サービスを常に結びつ
け、航空サービスを自分ごと化として捉え、つねに説明できるよう準備する。
ゼミで使用した資料はファイリングするなどしてまとめ、毎回の内容についても各自
ポイント等整理すること。 また、研究を進めるにあたり、Word、Excel、Powerpoint
を使います。操作ができるように準備しておいてください。

【必要な時間】
予襲復習に2時間。

■その他

 調査やフィールドワークにかかる際の交通費は自費です。
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2020 年度生 国際観光学科

科 目 名 2年演習(基礎)

開講期・単位 2年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 池見　真由

■講義の目的および概要

本演習では、国際平和と国際協力という視点から観光を捉え、国境を越えた相互理解
と異文化交流について学習します。世界の貧困問題や環境問題、地域開発や持続的発
展といった様々な課題に真摯に向き合いながら、これらの課題に観光分野はどうある
べきか、どのように貢献できるのかについて考察していきます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
文献資料の熟読、授業レポートの作成、ディスカッション、グループワーク、プレゼ
ンテーション、フィールドワークの実施に、学生主体で取り組みます。

【課題に対するフィードバックの方法】
毎回提出してもらう授業レポートを添削し、返却します。また授業内で受講生全員に
も内容を共有し、ディスカッションをした上で、コメントと解説を行います。

■授業計画

①オリエンテーション
②観光と国際平和
③観光と国際協力
④世界の観光地と観光客
⑤国際相互理解と異文化交流
⑥観光と環境問題
⑦観光と貧困問題
⑧国際観光と地域開発
⑨フィールドワーク
⑩第1回グループワーク：テーマ設定、研究計画
⑪第2回グループワーク：情報収集、文献資料調査
⑫第3回グループワーク：発表準備
⑬第1回プレゼンテーション
⑭第2回プレゼンテーション
⑮第3回プレゼンテーション、総括

※以上の内容で進める予定ですが、受講生の数や授業の進行具合によって適宜変更す
ることがあります。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
・国際相互理解と異文化交流に関する基礎的な知識を習得し、様々な国際問題に対す
る観光との関連性について理解することができる。
・国際平和・国際協力という観点と感覚を養い、観光分野にどう活かせるかについて
自身の考えをまとめ、発表することができる。
・グループワークに積極的に取り組み、共同作業する能力やコミュニケーション能力
を身に付ける。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「国際観光分野の専門的・実践的な知識及び技能を修得した学生に学位を授与する」
方針に基づき、観光分野に必要な国際理解や異文化交流に対する適応能力を養成する
。

■成績評価基準と方法

授業レポート：40%
発表資料・プレゼンテーション：40%
フィールドワーク：20%

■テキスト・参考文献

【テキスト】
授業中に適宜文献資料を配布します。

【参考文献】
バウンド (功能聡子・佐藤寛監修)『60分でわかるSDGs超入門』技術評論社，2019年
．
Martha Honey (高梨洋一郎・真板昭夫監修)『エコツーリズムと持続可能な開発』く
んぷる，2016年．
山下晋司編『観光学キーワード』有斐閣，2011年．

■授業外学習
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【具体的な内容】
予習としては、文献資料の熟読、発表資料の作成、プレゼンテーションの準備に、授
業時間外の多くの時間を費やすことになります。復習としては、授業時間外も集まっ
てグループワークを行い、学習内容の振り返り・まとめの作業に取り組みます。

【必要な時間】
事前・事後学習ともに２時間を目安とします。

■その他

フィールドワークにかかる費用は原則自己負担ですが、一部補助があります。
本演習では、国際理解と異文化交流に強い関心をもって実践すること。世界の諸問題
は決して他人事ではなく、日本または自分自身と無関係ではないという考え方・基本
姿勢が必要です。個人の知識や技術の向上だけでなく、集団（＝ゼミ）の一員として
互いに学び合い・協力し合うチームワークの構築も目指します。
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2020 年度生 国際観光学科

科 目 名 2年演習(基礎)

開講期・単位 2年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 池ノ上　真一

■講義の目的および概要

観光地域づくりのイロハを学ぶ
　観光地域づくりを知るためには、地域でどのようなことが起きているか、どんな人
がプレイヤーとして活動しているかを知ることが第一歩である。そのために、地域で
実際に活動することをとおし、必要な知識、考え方、あるいはコミュニケーション力
、企画力、遂行力、多様性理解といった力を形成することを目的とする。
具体的には、観光と地域・人のあり方を大きく変える要素として注目されるYouTube
等のインターネットの活用、あるいは、北海道ならではの「食」等のテーマに焦点を
当てたプロジェクトの企画・遂行・振り返り・改善をとおし、能動的な学修の機会と
する。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
基本的には、ゼミナール形式でPBL型（プロジェクト型・課題解決型の学び）で実施
する。必要に応じて、PBLに関する技法（フィールドワーク、地域活動、グループワ
ーク、レジュメ作成等）に関するレクチャーを行う。

【課題に対するフィードバックの方法】
授業の中で適宜フィードバックを行なう。最終的には、しかるべき発表の機会を設け
、担当教員のみならず、地域からのアドバイス等ももらう。

■授業計画

①ガイダンス
②PBLテーマの検討1
③グループワーク
④フィールドワーク1
⑤フィールドワーク2
⑥フィールドワーク3
⑦中間発表、グループ討議
⑧PBLテーマの検討2
⑨グループワーク
⑩フィールドワーク1
⑪フィールドワーク2
⑫フィールドワーク3
⑬最終発表準備1
⑭最終発表準備2
⑮最終発表

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
観光地域づくりに必要な基礎知識や技法を身に付ける。また、実際の観光地域づくり
の現場に入ることにより、実践的な知識や求められる能力を理解する。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
観光を活用した地域づくりに資する専門的、実践的な知識の修得により、観光分野や
地域政策分野で活躍する人材を育成する方針に基づき、観光マネジメントの基礎知識
を身につける。

■成績評価基準と方法

ゼミにおけるレジュメや発表　30%、
フィールドワークと発表の参加度・積極性　30%
中間・最終発表　40%

■テキスト・参考文献

【テキスト】
必要に応じてプリントを配布する。

【参考文献】
必要に応じて適宜指示する。

■授業外学習

【具体的な内容】
PBLに関連するキーワードについて、統計データや関連文献等を中心に収集し、整理
すること。

【必要な時間】
必要に応じて適宜時間を確保すること。
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■その他

フィールドワークは、地域の現場で起こっている事象を自らの目で確かめ学ぶことを
目的としている（主に札幌市内を想定しているが、テーマによってはゼミ合宿（函館
かニセコ）等の遠征もあり。交通費は基本的には各自負担）。
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2020 年度生 国際観光学科

科 目 名 2年演習(基礎)[秋学期]

開講期・単位 2年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 古田　和吉

■講義の目的および概要

秋学期から編入学する学生を対象にした演習です。
北海道の観光施設および観光関連施設の歴史と現状を学び、将来展望を考えます。
そして、今後の北海道観光の継続的な発展に向けた課題・問題点を抽出・研究し、
解決策をまとめ、提案することを目的とします。
観光関連産業に就職志望の学生には、進路選択に有効な演習を目指します。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
旅行会社で長く実務経験を積んだ教員が、北海道内の観光産業の実状について分かり
易く解説します。
同時に、実務経験を通して培った観光業界とのネットワークを活用し、北海道内の代
表的な観光施設を訪れるフィールドワークも取り入れます。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題については、授業内で解説します。

■授業計画

①ガイダンス（演習の概要と目的の解説）
②北海道観光の基礎知識（交通機関・航空・ＪＲ・バス等）
③北海道観光の基礎知識（国立公園・有名温泉地等）
④北海道観光の基礎知識（札幌近郊観光施設等）
⑤日本の観光産業の現状と展望（1）新型コロナウイルスの影響
⑥日本の観光産業の現状と展望（2）東京オリンピック・パラリンピック
⑦北海道の観光産業の現状と展望　インバウンド＋中間試験
⑧北海道の観光関連施設分析（1）宿泊業界
⑨北海道の観光関連施設分析（2）貸切バス・レンタカー・ロープウエイ等
⑩北海道の観光関連施設分析（3）ゴルフ場・スキー場等
⑪フィールドワーク準備　事前調査等
⑫フィールドワークの実施（宿泊施設）
⑬フィールドワークの成果発表　課題解決にむけての提案
⑭総括・期末レポート作成
⑮３年生ゼミ発表会

※授業の順番や内容を変更する場合があります。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
北海道の観光産業の現状を理解し、課題を抽出して、今後の解決策をまとめ、提案す
ることが出来る。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】

観光学の基礎的知識を習得し、課題を発見し解決する能力を身につける。

■成績評価基準と方法

授業・発表の参加度・積極性　40％
中間試験　　　　　　　　　　30％
期末レポート　　　　　　　　30％

■テキスト・参考文献
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【テキスト】
適宜資料を配布します。
【参考文献】
必要に応じて指示します。

■授業外学習

【具体的な内容】
観光に関する情報、ニュースに常に関心を持ち、観光庁・各自治体・各観光施設など
のホームページにもアクセスし、実際に起きている事象を認知し、問題意識を持ち授
業に臨むこと。

■その他

北海道内の観光施設を対象に、フィールドワークを行います。
交通費、食事代等の費用が一人2.000円程度必要になります。
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2020 年度生 国際観光学科

科 目 名 2年演習(応用)

開講期・単位 2年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 藤崎　達也

■講義の目的および概要

経営者・実務経験者としての指導を基本として、観光ガイド事業の立ち上げに際して
のケーススタディを丁寧に追い、観光地における新規事業スタートに際しての諸課題
について理解し、解決に向けての問題意識をディスカッションやフィールドワークな
どのアクティブラーニングを通して培う。観光地の主な立地である地方における課題
解決は簡単ではないが、①事業化②地域における人材育成・成長③行政等が担うべき
環境整備を通して④SDGs（持続的な開発）の基本的な観点を身につけることを目的と
する。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
本講義は地方における観光開発と地域における問題や課題解決を、適宜資料などを読
み進みながら理解する。

【課題に対するフィードバックの方法】
問題解決へのアプローチは講師のものだけではない。多様な課題解決に向けた可能性
をディスカッションを通して見出す。

■授業計画

①イントロダクション
②ガイド事業者研究（１）
③ガイド事業者研究（２）
④ガイド事業者研究（３）
⑤ガイド事業者研究（４）
⑥ガイド事業のフィールドにおける行政課題研究（１）
⑦ガイド事業のフィールドにおける行政課題研究（２）
⑧ガイド事業のフィールドにおける行政課題研究（３）
⑨ガイド事業のフィールドにおける行政課題研究（４）
⑩フィールドワーク振り返り中間発表
⑪ゼミ発表資料作成（１）
⑫ゼミ発表資料作成（２）
⑬ゼミ発表資料作成（３）
⑭ゼミ発表
⑮ゼミ報告会

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
着地型観光やエコツーリズムなど、これからの観光産業において重要なガイドビジネ
スの創業・経営を学ぶことを通して、地域のおかれている観光産業における諸課題へ
のソリューションを導き出す力を養い発揮できるようになること。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
観光ビジネス分野のうちとりわけガイド事業や観光コンテンツ開発の専門知識、技能
の修得、実践的知識、技能の修得を目指す。

■成績評価基準と方法

講義ごとの確認シート30%
課題40％
試験30％

■テキスト・参考文献

【テキスト】

【参考文献】
必要に応じて配布する

■授業外学習

毎回、担当を決めて予習（調べ、レジュメ作成）し、発表し、議論の取りまとめを行
います。上級学年になる前に大学生らしい学び方を身につけるよう努力すること。

■その他

北海道内観光地におけるフィールドワークを行う（休み期間中を予定）。宿泊・保険
等で3万円程度を徴収します。
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2020 年度生 国際観光学科

科 目 名 2年演習(応用)

開講期・単位 2年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 有澤　恒夫

■講義の目的および概要

観光業は、人的資本（人材）の質が決定的に重要な産業です。将来、観光ビジネス（
企業、NPO、公的機関等）で活躍する人材は、優れたマネジメントのあり方を学び、
組織とそこで働く人々が成果をあげるために、何を考え行動しなければならないかを
理解しておく必要があります。秋学期は、「組織とリーダーシップ」がテーマです。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
優れた組織とリーダーシップのあり方を講義、ディスカッション、事例研究等の方法
で学んでもらいます。理論だけでなく、実在する組織を取り上げて実践面からテーマ
を考察します。受講者は、学んだことをベースに自分の関心のある企業やリーダーに
ついて事例研究・発表を行います。
担当教員は、企業で人事マネジメントを長く経験した実務家教員です。

【課題に対するフィードバックの方法】
シャトルカードを配布しますので、毎回考えたことや質問を自由に記述してください
。担当教員がそれに対するコメントを記入し、次の授業で受講者に返します。

■授業計画

①オリエンテーション
②組織とは
③人と組織の機能
④社会が変わる、組織も変わる
⑤新しい組織
⑥非営利組織
⑦最強の組織
⑧事例研究1
⑨事例研究2
⑩リーダーシップとマネジメント
⑪リーダーとマネージャー
⑫変化の時代のリーダーシップ
⑬全員リーダーシップの組織
⑭研究発表1
⑮研究発表2

注：講義計画は変更することがあります。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
1.優れた組織はどうやって創られるのか、存続させるには何が必要なのかを理解でき
る。
2.優れたリーダーシップを発揮するには、どのような考え方や経験が求められるのか
を理解できる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「観光ビジネス分野の実践的知識、技能の修得した学生に学位を授与する」に基づき
、観光ビジネスを担う人材に必要なマネジメント能力とリーダーシップを涵養する。

■成績評価基準と方法

発言・ディスカッション等授業への参画（３０％）、研究発表（３０％）レポート（
４０％）

■テキスト・参考文献

【テキスト】
資料を配布します。

【参考文献】
授業で紹介します。

■授業外学習

【具体的な内容】
事前配布資料とレジュメ、参考図書による学習

【必要な時間】
予習、復習各２時間程度
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■その他
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2020 年度生 国際観光学科

科 目 名 2年演習(応用)

開講期・単位 2年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 田村　こずえ

■講義の目的および概要

本演習では、「住んでよし訪れてよし」の地域の創造を目指し、ユニバーサルな対応
や実践的な学び等を通して、地域社会の現状から地域の課題を理解することの基礎を
学修していきます。また、各自が問題意識を持ちながら、グループワークやディスカ
ッション、プレゼンテーションを行い、共に学ぶ姿勢や主体的に取り組む姿勢を身に
付けます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
文献調査だけではなく、フィールドワークや実習等を行い地域の現状を把握して、地
域の課題を理解するようなアクティブラーニングとする。また、グループワークや学
生との討論を重視して講義を進めていきます。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題に対して、講義の中でフィードバックします。

■授業計画

①ガイダンス
②観光と地域の基礎（1）：学ぶ姿勢
③観光と地域の基礎（2）：観光とは
④観光と地域の基礎（3）：地域とは
⑤観光と地域の基礎（4）：地域づくり
⑥フィ―ルドワークにおける地域課題調査（1）
⑦フィ―ルドワークにおける地域課題調査（2）
⑧フィ―ルドワークにおける地域課題調査（3）
⑨フィ―ルドワークにおける地域課題調査（4）
⑩フィ―ルドワークの振り返りと報告
⑪演習発表の資料作成（1）
⑫演習発表の資料作成（2）
⑬演習発表の資料作成（3）
⑭演習発表
⑮演習報告会

※以上の構成で進める予定ですが、受講生の人数やフィールドワーク等の諸事情によ
り変更になる場合があります。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
地域社会の歴史や文化、現状から課題を発見する基礎的な能力を修得します。
地域社会に関して関心を持ち、フィールドワーク等を通じて主体的に取り組む姿勢や
地域社会へ寄与する姿勢を身に付けます。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力」に基づき、共に学ぶ姿勢や
自主的に取り組む姿勢の基礎を身に付けます。

■成績評価基準と方法

・課題レポート：40%　　
・ディスカッション・発表：30%　　
・最終課題：30%

■テキスト・参考文献

【テキスト】
適宜資料を配布します
必要に応じてテキストや文献を紹介します

【参考文献】
必要に応じて参考文献を紹介します

■授業外学習
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【具体的な内容】
・地域社会に関心を持ち、常日頃からニュース・新聞・文献・雑誌等から講義内容に
関連する情報を収集するように心掛けてください。
・地域の事前・事後調査や配布した資料を読み、講義の内容の理解に務める。
・演習の課題や発表資料作成及び準備等を行う。

【必要な時間】
毎回講義に出席した上で、講義内容に基づいて、事前学修と事後学修を行うことが必
要となります。

■その他

フィールドワークや実習等の費用は、基本的に自己負担ですが、一部助成があります
。
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2020 年度生 国際観光学科

科 目 名 2年演習(応用)

開講期・単位 2年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 青木　哲朗

■講義の目的および概要

　本演習の目的は、海外旅行パッケージツアーの仕組みを学んだ後、ハワイとヨーロ
ッパのパッケージツアー日程の作成を通じて、旅行業界の仕事、海外観光資源、現地
事情の理解を深めることを目的とし、併せて「総合旅行業務取扱管理者」の試験科目
、「海外観光資源」の試験対策とする。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
旅行業界でに実務経験・旅行業務取扱管理者資格のある教員による講義、と個別指導
、グループディスカッションなどを通じて、最終的にハワイ6日間、ヨーロッパ21日
間の学生旅行の日程表を完成させる。

【課題に対するフィードバックの方法】
授業内でその都度フィードバック。

■授業計画

①旅行会社のビジネス展開、海外旅行マーケット・商品の変化、ハワイ情報
②オリオリハワイを利用してハワイの過ごし方を考えてみる(1) 日程案作成
③オリオリハワイを利用してハワイの過ごし方を考えてみる(2) 発表用パワポ作成
④グループ発表　オリオリを利用したハワイの過ごし方提案
⑤旅行会社のパンフレットからスペインについて学ぶ
⑥旅行会社のパンフレットからイタリアについて学ぶ
⑦旅行会社のパンフレットからフランス・ドイツについて学ぶ
⑧旅行会社のパンフレットからイギリス・ベネルクス3国について学ぶ
⑨旅行会社のパンフレットからスイス・北欧について学ぶ
⑩個人発表　私の好きなヨーロッパの国
⑪グループ研究　ヨーロッパ21日間の旅行日程を作成してみる（日程・パンフ作成）
⑫グループ研究　ヨーロッパ21日間の旅行日程を作成してみる（日程・パンフ作成）
⑬グループ研究　ヨーロッパ21日間の旅行日程を作成してみる（日程・パンフ作成）
⑭グループ発表　ヨーロッパ21日間の旅行日程
⑮まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】海外旅行パッケージツアーとはどういうものか具体的に理解できている
。ハワイとヨーロッパのディスティネーションの基本的な知識が身についている。ま
たそれを組み込んだ旅行日程を具体的に提案できる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
【卒業認定・学位授与の方針との関連】旅行業の基本的な知識を習得する。

■成績評価基準と方法

個人発表（30%)、グループ研究　ハワイの過ごし方・ヨーロッパ21日間発表（70%)

■テキスト・参考文献

【参考文献】
旅行会社のハワイ、ヨーロッパパンフレット

■授業外学習

【具体的な内容】
講義内容の予習・復習を欠かさない。WEBでの情報収集のみならず、旅行代理店を訪
ねてみる、パンフレット集めて熟読する、旅番組を意識的に視聴する等、研究発表た
めの知識向上に努めること。
【必要な時間】
予習・復習の時間はそれぞれ２時間を目安とします。

■その他
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2020 年度生 国際観光学科

科 目 名 2年演習(応用)

開講期・単位 2年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 杉江　聡子

■講義の目的および概要

国際化が進む北海道において、地域づくりや観光産業における異文化理解と多言語対
応能力がますます重要になってきます。
この授業では、北海道の地域の魅力を発見し、フィールドワークを通じて地域の魅力
を取材した上で、動画を制作します。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
観光をテーマとするマルチメディアコンテンツ制作に関する理論の学習と実技を行い
ます。
また、地域の魅力を探索するための現地撮影やフィールドワークを行います。
グループでの活動もありますので、学生の主体的かつ協調的な学びが求められます。

【課題に対するフィードバックの方法】
授業で出した課題については、次回以降の授業でコメント・解説します。

■授業計画

①ガイダンス（自己紹介、研究関心の共有、コンピュータリテラシーの確認等）
②作成する観光映像テーマの検討
③映像制作の基本と動画編集アプリの使い方
④企画（1）脚本の草案とストーリーボードの作成
⑤企画（2）ショットリストの作成、機材準備、撮影許可申請
⑥制作（1）撮影地の選定、調査事項の確認
⑦制作（2）現地調査
⑧制作（3）撮影
⑨制作（4）撮影（予備日）
⑩編集（1）脚本の修正
⑪編集（2）映像の編集
⑫編集（3）字幕、BMG、ナレーション、音調整
⑬映像制作実務家によるレクチャーとワークショップ（作品講評と改善のための個別
指導）
⑭編集・仕上げ（映像・字幕・音声の最終チェック）
⑮作品発表・鑑賞、ルーブリックを用いた相互評価

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
・動画制作のための企画、撮影、編集のプロセスを理解し、実技スキルを身に付ける
。
・言語とメディアを活用して、自分の主張やコンセプトを人に伝わるよう表現できる
。
・現地調査に基づき地域の魅力を発見し、課題やアピールポイントをまとめることが
できる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
この授業は、観光学部ディプロマポリシーのうち
①観光学の基礎的知識、技能の修得およびそれを基にした専門知識、技能の修得
②観光学の知識、技能の活用能力
③自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力
に該当します。

■成績評価基準と方法

出席と授業への取り組み、発表内容と完成度、質疑応答やディスカッションへの参加
状況等に基づき総合的に評価します。
・出席と授業への取り組み（20％）
・発表内容や作品の完成度（50％）
・主体的・協調的なグループ活動や準備（30％）

■テキスト・参考文献

【テキスト】【参考文献】
インターネット上で公開されている各種のオンラインリソースを活用します。必要に
応じて自治体パンフレットや副教材プリント等の資料を配布します。

■授業外学習
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【具体的な内容】
作品制作の過程で様々な課外の準備が必要になります。グループメンバーと協力しな
がら分担し、期日までに完成させてくること。

【必要な時間】
必要なデータ収集やコンテンツ制作の作業に慣れないうちは、作業に時間がかかるこ
とが予想されます。数時間から数日程度必要です。

■その他

・2021年度導入のLMSなども段階的に使用しますが、社会状況に応じて柔軟にさまざ
まなツールを使いこなす意欲を持つこと。
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2020 年度生 国際観光学科

科 目 名 2年演習(応用)

開講期・単位 2年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 綱島　洋一

■講義の目的および概要

「コロナ禍で揺らぐ観光の明日を考える」をテーマに学位授与方針が掲げる「課題を
発見して解決する能力」を養う演習の応用編。宿泊、運輸業といった従来の枠組みを
超えた「未来型観光人材」の育成をキーワードに観光業の「ビジネスモデル（稼ぐ力
）」を改めて検証、磨き上げる取り組みを目指す。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
　新たな時代の観光のあり方を探る主役は受講生一人ひとりです。秋学期の演習では
、担当教員だけでなく、受講する学生が問題提起をし進める。自ら考え、調べ、討議
(ディスカッション)し発表(プレゼンテーション)する方式は春学期の演習と同じ。理
解をより深め、各自がレポートにまとめます。
　これをもとに、朝日新聞記者として観光業界や海外の観光事情を取材してきたジャ
ーナリストとしての実務経験のある教員が独自の読み解き方、視点などをもとに解説
します。授業内外で対話を心がけます。感染拡大状況をにらみながら、可能なら学外
でのフィールドワークにも取り組みます。
【課題に対するフィードバックの方法】
　受講生が授業で発表した内容については、その場で担当教員がコメントします。
レポートについては、授業で担当教員がコメントするほか、必要に応じて個別の受講
生に対面、メールなどでコメントします。

■授業計画

　秋学期の演習(応用)は、コロナ禍で起きた観光をめぐる変化と課題を読み解いた春
学期の学びをさらに深めて「変化と課題をどう克服するか」に着目。新たな観光の世
界を担う「未来型観光人材」のあり様について考えを深めます。

具体的な授業計画は以下のような内容を予定。
①演習の進め方について話し合う～未来型観光人材について概要説明
②新たな時代の観光に必要な取り組みを整理する
③課題克服の処方箋づくり～(1)事例研究　北海道内編
④課題克服の処方箋づくり～(2)事例研究　道外編
⑤課題克服の処方箋づくり～(3)事例研究　海外編
⑥課題克服の処方箋づくり～(4)事例研究　DMOがキーマン役か
⑦課題克服の処方箋づくり～(5)事例研究　政府・自治体はどう動くか
⑧未来型観光人材のイメージを作成した処方箋をもとにまとめる
⑨未来型観光人材としてのイメージを実現するために必要な取り組みを検討する
⑩フィールドワーク～未来型観光人材のイメージを現場で検証する・その1
⑪フィールドワーク～未来型観光人材のイメージを現場で検証する・その2
⑫フィールドワーク～未来型観光人材のイメージを現場で検証する・その3
⑬フィールドワーク～未来型観光人材のイメージを現場で検証する・その4
⑭フィールドワーク～未来型観光人材のイメージを現場で検証する・その5
⑮まとめ　未来型観光人材のあり様と新たな観光について
※未来型観光人材のイメージを現場で検証は、対象分野と地域などを各回ごとに変え
て実現可能性、実現への課題を検証しつつ進める

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
北海道内をはじめとする世界の観光をめぐる現状と課題を的確に読み解く思考、判断
力が身に着く。授業での討論、発表を通して他者との意思疎通力が磨かれる。①さま
ざまな文献、資料を「読むことができる」②相手の話を「聞くことができる」③自分
の考えを的確に「話すことができる」～この三つの力は就職活動や卒業後に社会で活
躍するための必要条件。卒業後をにらんだ人材育成につながります。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
すべての学部がデュプロマポリシーとして掲げる「自立して行動できる姿勢、課題を
発見して解決する能力」を身に着け、価値観が多様化する国際社会を主体的に生き抜
く力を養う。

■成績評価基準と方法

①授業でのディスカッション、プレゼンテーション　　25％
②授業でのレポート　　25％
③学期末のレポート　　50％
学期末のレポートは学びの集大成とするため評価割合を高く設定しています。

■テキスト・参考文献
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【テキスト】
教科書の指定はありません。必要な資料は授業で配布します。
【参考文献】
◎インバウンド再生～コロナ後への観光政策をイタリアと京都から考える
　　　宗田好史　学芸出版社
◎新・観光立国論　デービット・アトキンソン　東洋経済新報社
◎ポスト・オーバーツーリズム　阿部大輔編　学芸出版社

■授業外学習

【具体的な内容】
事前学習～観光分野だけでなく、世界の経済動向についてのニュース、話題を積極的
に読み、受講生みずからがどう考えるかをまとめておく。データベース、新聞各紙は
大学図書館で閲覧できる。積極的に活用するよう心掛ける。
事後学習～その日の授業内容の振り返り。授業で提出を求められたレポートの作成。
【必要な時間】
事前学習は、計2時間以上。ニュース、文献を読み、その背景を考えましょう。事後
学習は2時間以上かけて必要な調べ学習に取り組み、課題内容を精査しレポートを仕
上げます。

■その他
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2020 年度生 国際観光学科

科 目 名 2年演習(応用)

開講期・単位 2年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 陳　堯柏

■講義の目的および概要

SNSを中心とした観光情報の収集や発信方法を学び、英語で紹介できる能力を身につ
ける。授業内のグループディスカッションやアクティブラーニングを通じ、英語の実
践的運用能力を高める。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】

ディスカッションやプレゼンテーションを中心に授業を進め、学生の主体的な学びが
求められます。反転学習を通して学生自身が協力して取り組む、課題解決型学習とな
ります。北海道内の観光地の情報発信調査とフィールドワークがあります。

【課題に対するフィードバックの方法】

講義内で課題に対するフィードバックを行います。レポート課題とSNS発信記事につ
いてもコメントをして返却します。

■授業計画

①オリエンテーション
②北海道の観光地とSNSの活用について
③フィールドワーク１
④フィールドワーク１
⑤プレゼンテーション１／課題１　Instagramの観光情報発信（英語）
⑥フィールドワーク２
⑦フィールドワーク２
⑧プレゼンテーション２／課題２　Facebookの観光情報発信（英語）
⑨フィールドワーク３
⑩フィールドワーク３
⑪プレゼンテーション３／課題３　Twitterの観光情報発信（英語）
⑫フィールドワーク４
⑬フィールドワーク４
⑭プレゼンテーション４／課題４　YouTubeの動画制作（英語）
⑮まとめと学習発表会

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】

①北海道の観光についてインバウンド観光客が求める情報内容を理解し、わかりやす
い英語で発信できる力を身に着ける。
②北海道の観光に関わるディスカッションやプレゼンテーション及びライティングを
英語で行うことを通じ、実践的な英語コミュニケーション能力を身に着ける。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】

③国際観光分野の実践的知識、技能の修得
④修得した知識、技能の活用能力
⑤自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力

■成績評価基準と方法

課題１２０％
課題２２０％
課題３２０％
課題４２０％
プレゼンテーション１．２．３．４　（２０％）

■テキスト・参考文献

【テキスト】

必要に応じ、授業内でプリント適宜配布予定

【参考文献】
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■授業外学習

【具体的な内容】

毎回の授業に対してはインターネット等を使用して、北海道の観光地の情報を収集し
、課題の準備も含め２時間程度行ってください。その他グループディスカッションと
ファイナルプレゼンテーションは基本的に英語で行います。

【必要な時間】

2時間

■その他
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2020 年度生 国際観光学科

科 目 名 2年演習(応用)

開講期・単位 2年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 趙　恵真

■講義の目的および概要

日本を訪れる韓国人観光客に対して「韓国語」で日本の魅力を発信する能力を身につ
けます。
韓国人観光客の行動に適切に対応するため、韓国文化について習い、多角度に考える
力を養います。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
主にクラスでプレゼンテーションを行います。必要に応じて野外調査する場合もあり
ます。

【課題に対するフィードバックの方法】
講義内でのフィードバックとネット上でコメントします。

■授業計画

①オリエンテーション
②北海道を紹介する①
③北海道を紹介する②
④北海道を紹介する③
⑤ミニプレゼン：私の推薦する○○
⑥韓国文化の理解①
⑦韓国文化の理解②
⑧韓国文化の理解③
⑨韓国文化の理解④
⑩ミニプレゼン：韓国文化について
⑪日本を韓国語で発信する①
⑫日本を韓国語で発信する②
⑬日本を韓国語で発信する③
⑭日本を韓国語で発信する④
⑮まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
日本に訪問する韓国人観光客が求める内容を理解し、「韓国語」で説明することがで
きる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「国際社会へ寄与する姿勢を身につけている学生」と「観光学の技能の活用能力及び
自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力を持っている学生」に学位を授
与するに基づき、世界的な変化に対応する能力の獲得を通じて国際人として自立でき
る能力を身につける。

■成績評価基準と方法

参加度（発表・資料調査など）30%
ミニプレゼン30%
報告書40%

■テキスト・参考文献

【テキスト】
適宜資料を配布します。

【参考文献】
特になし

■授業外学習

【具体的な内容】
本演習は、課題を踏まえて行われる形式になるため、確実に期日を守って課題を提出
してください。

【必要な時間】
予習・復習の時間はそれぞれ2時間を目安とします。

■その他

・本演習で必要な韓国語レベルは、韓国語Ⅰを履修したレベルに合います。
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2020 年度生 国際観光学科

科 目 名 2年演習(応用)

開講期・単位 2年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 千葉　里美

■講義の目的および概要

本演習では、「with/afterコロナの航空サービス」をテーマとし、本学連携先である
日本航空(JAL)との共同研究を予定している。
特に、若者需要喚起を目的に、航空利用を誘発する取り込み、道内観光地誘致へ向け
た提案など、色々な視点からの航空サービス理解を深めると同時に、課題発見や解決
力を身につけることを目指します。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
テキストや資料の輪読とレジュメを毎時間の義務とし、授業の中でディスカッション
を取り入れた振り返りを行います。また内容によってはグループワークを時折入れる
などし、能動的学修を目指します。

【課題に対するフィードバックの方法】
学習内容の進度を確定しながら、資料の配布、解説を行う。

■授業計画

①ガイダンス
②フィールドワーク1
③フィールドワーク2
④調査整理・課題整理1
⑤調査整理・課題整理2
⑥中間報告・ディスカッション1
⑦中間報告・ディスカッション2
⑧追加調査1
⑨追加調査2
⑩グループワーク1
⑪グループワーク2
⑫グループワーク3
⑬グループワーク4
⑭ゼミ内での最終報告(企業参加有り)
⑮学年報告会

※⑭以外にもJAL参画予定あり

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①航空サービスの基礎知識を踏まえた上で、その知識の応用を身につける
②航空サービスの課題を発見できるようにする
③航空サービスに関する資料やデータを理解できるようにする
④論理的思考のもと、課題解決へ向けた主体的な学修姿勢を身につける

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
ゼミを通して以下の能力向上に努める。
①修得した知識、技能の活用能力
②自立して行動できる姿勢、技能の活用能力
③専門性の修得

■成績評価基準と方法

毎回の取り組みや課題の提出　50%
研究成果　50%

■テキスト・参考文献

【テキスト】
前期と同様

【参考文献】
前期と同様

■授業外学習
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【具体的な内容】
「航空サービス」「消費者行動」をキーワードに、日頃からニュースや新聞、インタ
ーネットで情報収集するよう心がける。最近の社会動向と航空サービスを常に結びつ
け、航空サービスを自分ごと化として捉え、常に説明できるように準備する。

【必要な時間】
予習復習で2時間。

■その他

調査やフィールドワークにかかる際の交通費は自費です。
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2020 年度生 国際観光学科

科 目 名 2年演習(応用)

開講期・単位 2年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 池見　真由

■講義の目的および概要

世界各地で起こっている環境破壊や経済格差、地方衰退、政治的紛争などの諸問題に
対して観光が果たす役割を、ケーススタディ（事例研究）を通じて考察していきます
。「観光と国際協力」をテーマに、世界各国の様々な事例から学び、知見を深め、国
際的かつ多角的な視野を養います。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
授業の前半は、ケーススタディの講義内容に関する授業レポートを作成し、受講生全
員でディスカッションを行います。授業の後半はフィールドワークとグループワーク
に取り組み、プレゼンテーションを実施します。

【課題に対するフィードバックの方法】
各受講生が毎回提出する授業レポートを添削し、返却します。また授業内で受講生全
員にも内容を共有し、ディスカッションをした上で、コメントと解説を行います。

■授業計画

①オリエンテーション
②ケーススタディ(1)：アフリカ
③ケーススタディ(2)：アジア
④ケーススタディ(3)：ヨーロッパ
⑤ケーススタディ(4)：北米
⑥ケーススタディ(5)：中南米
⑦ケーススタディ(6)：日本
⑧フィールドワーク：学外訪問調査
⑨グループワーク：個別研究発表 (1)
⑩グループワーク：個別研究発表 (2)
⑪グループワーク：個別研究発表 (3)
⑫グループワーク：個別研究発表 (4)
⑬グループワーク：個別研究発表 (5)
⑭最終成果報告準備
⑮最終成果報告会

※以上の内容で進める予定ですが、受講生の数や授業の進行具合によって適宜変更す
ることがあります。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
・世界の「観光と国際協力」に関する様々な事例についての知識を習得し、その内容
をまとめ、自身の意見も含めて口頭や文章で分かり易く説明することができる。
・共同作業する能力やコミュニケーション能力を身につけ、グループワークに積極的
に取り組むことができる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「国際観光分野の専門的・実践的な知識及び技能を修得した学生に学位を授与する」
方針に基づき、観光分野に必要な国際理解や異文化交流に対する適応能力を養成する
。

■成績評価基準と方法

授業レポートの内容：30%
グループワーク・フィールドワークの貢献度：30%
プレゼンテーション（個別研究発表、最終成果報告）の内容：40%

■テキスト・参考文献

【テキスト】
テキストは特に指定しません。適宜資料を配布します。

【参考文献】
授業中に指示します。

■授業外学習
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【具体的な内容】
事前学習としては、資料の熟読、情報の収集・整理、発表資料の作成、プレゼンテー
ションの準備が必要です。グループワークは授業時間外にも取り組むことがあります
。
事後学習としては、講義内容に関連するニュースや記事、映画、ドキュメンタリー番
組などを意識的に見るようにしましょう。

【必要な時間】
事前・事後学習ともに２時間を目安とします。

■その他

フィールドワークにかかる費用は原則自己負担ですが、一部補助があります。
本演習では、国際問題や国際協力に関心をもって、自分に何が出来るかを考えながら
取り組む姿勢が求められます。
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2020 年度生 国際観光学科

科 目 名 2年演習(応用)

開講期・単位 2年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 池ノ上　真一

■講義の目的および概要

観光地域づくりのイロハを学ぶ
　観光地域づくりを知るためには、地域でどのようなことが起きているか、どんな人
がプレイヤーとして活動しているかを知ることが第一歩である。そのために、地域で
実際に活動することをとおし、必要な知識、考え方、あるいはコミュニケーション力
、企画力、遂行力、多様性理解といった力を形成することを目的とする。
具体的には、観光と地域・人のあり方を大きく変える要素として注目されるYouTube
等のインターネットの活用、あるいは、北海道ならではの「食」等のテーマに焦点を
当てたプロジェクトの企画・遂行・振り返り・改善をとおし、能動的な学修の機会と
する。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
基本的には、ゼミナール形式でPBL型（プロジェクト型・課題解決型の学び）で実施
する。必要に応じて、PBLに関する技法（フィールドワーク、地域活動、グループワ
ーク、レジュメ作成等）に関するレクチャーを行う。

【課題に対するフィードバックの方法】
授業の中で適宜フィードバックを行なう。最終的には、しかるべき発表の機会を設け
、担当教員のみならず、地域からのアドバイス等ももらう。

■授業計画

①ガイダンス
②PBLテーマの検討1
③グループワーク
④フィールドワーク1
⑤フィールドワーク2
⑥フィールドワーク3
⑦中間発表、グループ討議
⑧PBLテーマの検討2
⑨グループワーク
⑩フィールドワーク1
⑪フィールドワーク2
⑫フィールドワーク3
⑬最終発表準備1
⑭最終発表準備2
⑮最終発表

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
観光地域づくりに必要な基礎知識や技法を身に付ける。また、実際の観光地域づくり
の現場に入ることにより、実践的な知識や求められる能力を理解する。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
観光を活用した地域づくりに資する専門的、実践的な知識の修得により、観光分野や
地域政策分野で活躍する人材を育成する方針に基づき、観光マネジメントの基礎知識
を身につける。

■成績評価基準と方法

ゼミにおけるレジュメや発表　30%、
フィールドワークと発表の参加度・積極性　30%
中間・最終発表　40%

■テキスト・参考文献

【テキスト】
必要に応じてプリントを配布する。

【参考文献】
必要に応じて適宜指示する。

■授業外学習

【具体的な内容】
PBLに関連するキーワードについて、統計データや関連文献等を中心に収集し、整理
すること。

【必要な時間】
必要に応じて適宜時間を確保すること。
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■その他

フィールドワークは、地域の現場で起こっている事象を自らの目で確かめ学ぶことを
目的としている（主に札幌市内を想定しているが、テーマによってはゼミ合宿等の遠
征もあり。交通費は基本的には各自負担）。
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2020 年度生 国際観光学科

科 目 名 観光ICT

開講期・単位 2年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 五十嵐　誠

■講義の目的および概要

最新のICT技術の概要、活用事例と併せて、Society5.0、SDGs等の中長期的な社会背
景とICTとの関連性を学び、柔軟な発想で観光産業分野における最新のICT技術を利活
用したビジネスプランを企画することで、観光産業分野の発展に向けた関心を喚起さ
せることを目的とする。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
最新のICT技術、中長期的な社会背景について、大手通信企業、ITベンチャー上場企
業役員としての実務経験ある教員の実体験を交えた講義を行う。また、能動的な学習
のため、アンケート、ディスカッションを活用して講義を進める。講義後は、毎回振
り返りシートを記入し、講義内容の振り返りを行う。
13回目、14回目の講義にて、一番興味を持ったICT技術を利活用したビジネスプラン
の発表を行う。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題については、授業内で解説するとともに、必要があれば、追って資料を配布する
。

■授業計画

①講義ガイダンス・オリエンテーション
②最新のICT技術動向、中長期的な社会背景（Society5.0、SDGs等）
③最新のICT技術（IoT等）
④最新のICT技術（5G等）
⑤最新のICT技術（プラットフォーム、クラウドアプリケーション等）
⑥最新のICT技術（MaaS、CaaS、自動運転等）
⑦最新のICT技術（AI等）
⑧最新のICT技術（AR、VR、SR等）
⑨最新のICT技術（スマートシティ等）
⑩観光情報の利活用事例の紹介（1）
⑪観光情報の利活用事例の紹介（2）
⑫観光情報の利活用事例の紹介（3）
⑬観光情報の利活用事例の紹介（4）
⑭観光情報の利活用事例の紹介（5）
⑬ビジネスプランの発表(1)
⑭ビジネスプランの発表(2)
⑮振り返り

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
中長期的な社会背景、最新のICT技術の概要を理解し、柔軟な発想で観光産業分野に
おけるビジネスプランを策定するスキルを身につける。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「修得した知識、技能の活用能力を身につけている学生に学位を授与する」に基づき
、修得したICTに関する知識、技能の活用能力を身につける。

■成績評価基準と方法

・講義内におけるディスカッションと発表：30％
・講義内ごとの確認シート：30％
・ビジネスプランの発表：40％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
適宜必要な資料を配布する。　

【参考文献】
論文等必要な文献は、その都度適宜提示する。

■授業外学習

2021(令和3)年4月1日

1042



【具体的な内容】
ICTに関連する報道等に常に注意を向け、観光産業と結びつけて考える習慣をつける
。
【必要な時間】
予習・復習の時間はそれぞれ2時間を目安とする。

■その他

受講生のニーズを踏まえて　内容を変更することがある。
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2020 年度生 国際観光学科

科 目 名 観光マ－ケティング

開講期・単位 2年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 藤崎　達也

■講義の目的および概要

企業活動の中枢を担うマーケティングについて学ぶ。一般企業にとどまらず、昨今は
自治体経営や社会的な課題を解決する小さなコミュニティビジネスにおいてもマーケ
ティング的な思考が重要となっている。特に昨今取りざたされるDMOを通して観光地
経営を研究する際にマーケティングは必須の知識である。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
本講義では学問としてのマーケティングの基本を抑えながら、経営者・実務経験のあ
る教員の実体験を交えマーケティングの基本を習得する。

【課題に対するフィードバックの方法】
特に社会的企業・起業のケーススタディを元に、社会的な課題解決に向けマーケティ
ングを活用する可能性を探る。

■授業計画

①イントロダクション マーケティングの概略
②ビジネスにおける戦略的な思考
③ビジネスプランとマーケティングプラン
④マーケティングの４P
⑤商品 ４つのPのひとつ「商品」について学ぶ
⑥流通 ４つのPのひとつ「流通」について学ぶ
⑦広告・広報 ４つのPのひとつ「広告・広報」について学ぶ
⑧価格 ４つのPのひとつ「価格」について学ぶ
⑨商品ライフスタイル
⑩セグメンテーション
⑪マーケティング活動の実際
⑫マーケティングプランの作成（１）
⑬マーケティングプランの作成（２）
⑭マーケティングプランの発表
⑮ふりかえり

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
マーケティング研究は大企業を対象としたものが多いが、中小零細企業が中心の観光
地においてマーケティング的手法を活かしていくにはどうすれば良いかを理解する。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
観光学の基礎的知識、技能の修得
観光ビジネス分野の専門知識、技能の修得

■成績評価基準と方法

講義ごとの確認シート30%
課題40％
定期試験30％

■テキスト・参考文献

【テキスト】

【参考文献】
必要に応じて資料を配布

■授業外学習

【具体的な内容】
日頃から世の中のマーケティングに関心を持つこと。

【必要な時間】

■その他
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2020 年度生 国際観光学科

科 目 名 地理学

開講期・単位 2年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 横田　久貴

■講義の目的および概要

本講義は、現代世界の地理的な諸課題を地域性や歴史的背景，日常生活との関連を踏
まえて考察し，現代世界の地理的認識を養うとともに，地理的技能及び地理的な見方
や考え方をを培い，国際社会に主体的に生きる自覚と資質を養うことを目的とします
。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
基本的に講義形式で行うが、「主体的で対話的な深い学び」が行われるよう教育方法
を工夫して実践する。

【課題に対するフィードバックの方法】
学習ファイルを配布し、授業前の予習、ふりかえりを毎回行う。
また、この学習ファイルにしたがい自ら学修の評価（自己評価）を行う。

■授業計画

①世界の地形（営力、大地形，小地形，その他の地形の分布や成因）
②世界の気候（気候要素、気候因子、気候区と人間生活への影響）
③世界の農林水産業（農業分布と自然環境、グローバル化）
④世界のエネルギー（石油、天然ガス、石炭などの資源利用と分布）
⑤資源・エネルギー問題（エネルギー生産や消費の課題）
＜中間テスト＞
⑥世界の工業（工業の発達や立地）
⑦世界の工業地域（工業の現状と課題）
⑧世界を結ぶ交通・通信（世界を結ぶ交通・通信の発達による一体化と地域差）
⑨世界の人口（世界人口の分布の特色、人口構成）
⑩村落と都市（村落・都市の立地、発達・ 機能）
⑪都市・居住問題（都市・居住問題の要因と発生のしくみ）
＜中間テスト＞
⑫世界の諸地域　東アジア（中国、朝鮮半島）
⑬世界の諸地域　東南アジア、南アジア
⑭世界の諸地域　ヨーロッパ
⑮世界磨諸地域　アメリカ
＜期末テスト＞

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
１．現代世界の地理的認識を深める
２．系統地理的、地誌的な探求の方法を学ぶ学習を通して、地理的な見方や考え方、
地理的技能を身につける
３．１･２の学習の成果に立って、現代世界の諸課題について主体的に考え、行動す
る自覚と態度を養う

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
観光に関する基礎的知識・技能の修得と主体的で対話的な深い学びの獲得

■成績評価基準と方法

学習ファイル、manabaふりかえり　…　30%(毎回の予習、ふりかえりを含む)
定期試験　3回　…　60%
レポート（地図の作図・描画）　…　10%

■テキスト・参考文献

【テキスト】
図説地理資料　世界の諸地域NOW（帝国書院） ：978-4-8071-6371-7

【参考文献】

■授業外学習

【具体的な内容】
事前学習　テキストの巻末課題を提出します。
事後学習　manabaにて小テスト、ふりかえりを実施します。

【必要な時間】
テキスト巻末にある課題（15回目に提出）…30時間
各回の授業の予習　1時間、復習及び試験対策　2時間　＝各回ごとに必要
manabaふりかえり　1時間　＝各回ごとに必要
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■その他
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2020 年度生 国際観光学科

科 目 名 観光情報

開講期・単位 2年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 五十嵐　誠

■講義の目的および概要

今後の観光産業発展に向けては情報の利活用は不可欠である。最新のICT技術を用い
た情報の取得方法、観光産業分野における情報の利活用方法、実際の事例を学ぶこと
で、観光産業分野の発展に向けた関心を喚起させることを目的とする。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
最新のICT技術を用いた情報の取得方法、観光産業分野における情報の利活用方法に
ついて、大手通信企業、ITベンチャー上場企業役員としての実務経験ある教員の実体
験を交えた講義を行う。また、能動的な学習に向けて、アンケート、ディスカッショ
ンを活用した講義とする。講義後は、毎回振り返りシートを記入し、講義内容の振り
返りを行う。最終講義後に、最も興味を持った分野における最終レポートを提出する
。

【課題に対するフィードバックの方法】
全体に関係することは授業冒頭にて、個人に対するものは課題については、授業内で
解説するとともに、必要があれば、追って資料を配布する。

■授業計画

①講義ガイダンス・オリエンテーション
②情報学基礎（インターネット、クラウドサービス、ビックデータ、情報セキュリテ
ィ等）
③情報化時代の観光行動
④xR技術（AR、VR、SR）が観光にもたらすインパクト
⑤デジタルアーカイブと観光
⑥観光情報とデザイン
⑦ユーザー参加による情報構築と価値共創
⑧観光情報パーソナライゼーション
⑨観光情報が拓く観光サービスのデザイン
⑩観光地イメージとサービス・マーケティング
⑪観光情報システムが目指す未来
⑫観光情報の利活用事例の紹介（1）
⑬観光情報の利活用事例の紹介（2）
⑭観光情報の利活用事例の紹介（3）
⑮振り返り

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
観光情報の概要、必要とされる時代背景、利活用事例を理解し、観光産業の様々な分
野において、観光情報を活用する観点を身につける。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「修得した知識、技能の活用能力を身につけている学生に学位を授与する」に基づき
、修得したICTに関する知識、技能の活用能力を身につける。

■成績評価基準と方法

・講義内におけるディスカッションと発表：20％
・講義内ごとの確認シート：30％
・最終レポート：50％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
適宜必要な資料を配布する。　
【参考文献】
論文等必要な文献は、その都度適宜提示する。

■授業外学習

【具体的な内容】
常に、自分を含めた周囲の観光行動について分析し、観光情報として取り扱う習慣を
つける。
【必要な時間】
予習・復習の時間はそれぞれ2時間を目安とする。

■その他

受講生のニーズを踏まえて　内容を変更することがある。
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2020 年度生 国際観光学科

科 目 名 海外観光研修

開講期・単位 2年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 河本　光弘

■講義の目的および概要

近年、グローバル化が進む世界において、各国で様々な観光関連ビジネスが展開され
ている。そこで、本科目は経済成長著しい東南アジアをフィールドにこうした国際観
光ビジネスについて、現地の自然、風土、文化、ビジネスの現状について視察や現地
で働く方々と交流することを目的としている。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
学内で実施する事前・事後学習、および現地でのフィールドワーク等の全てにおいて
、講義、グループワーク、グループディスカッション等で構成する。 
本講義は、調査研究機関（シンクタンク）で国際観光ビジネスに関する企業支援や調
査等を行っていた実務経験のある教員が担当し、国際観光ビジネスの実務経験を活か
し授業を展開する。
【課題に対するフィードバックの方法】
各講義の課題に関しては、授業内、フィールドワーク先で解説講義するとともに資料
を配布し、適宜それらに対応する。

■授業計画

9?10月:説明会、受講者募集。11月より授業開始。
◆事前授業
①ガイダンス、ASEAN事情
②海外で成功した観光産業の新しいビジネスモデル
③日本の企業のビジネスイノベーション1
④日本の企業のビジネスイノベーション2
⑤北海道観光振興機構や先行研究データよりタイ人の観光行動について読み解く
⑥現地調査前の調査内容の設定・立案
⑦現地調査前の調査内容プレゼン・準備
◆現地実習
⑧-⑫現地実習
◆事後授業
⑬-⑮事後研修（現地調査内容と結果をチームごとにまとめる）
　※（望ましい）参加資格条件
①英語の勉強に対し努力がみられる学生であること
②「観光英会話」履修済み
③「北海道の観光」履修済み
④団体行動ができること
⑤海外渡航において保護者、アドバイザーの許可があること
⑥主体的に行動できること

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
地理的、経済的視点からみたASEANの魅力について、視察先の国の概況について、幅
広い観光ビジネスのあり様について理解し、自らの言葉で表現できる。
また、海外からみた北海道のポテンシャルについて理解し、自らの言葉で表現できる
。グローバル化社会に必要な能力について理解し、自らの言葉で表現できる。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
以下の点の、特に国際観光や国際観光ビジネスについて講義やフィールドワークから
習得させる。
①観光学の基礎的知識、技能の修得およびそれを基にした専門知識、技能の修得
②観光学の知識、技能の活用能力
③自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力

■成績評価基準と方法

事前学習におけるテストまたはレポート課題　　40％
フィールドワーク中のグループワーク　　　　　30％
事後学習におけるレポート、ポスター作成、発表　30％

■テキスト・参考文献
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【テキスト】
特になし
【参考文献】
『観光のビジネスモデル』(2013)石井淳蔵他著
『最新海外市場ビジュアルデータブック』(2015)中島教雄他著
『ASEANを読み解く』(2015)みずほ総合研究所著

■授業外学習

【具体的な内容】
現地での説明等は、ほとんど英語で聞くことが多くなります。日頃より英会話でのコ
ミュニケーションが取れるよう予習・復習すること。事後報告会などでのポスターは
、すべてPCで作成してもらいます。PC操作の予習・復習をしておくこと。
【必要な時間】
目安として最低各２時間とします。常日頃から視察対象国についてニュースや新聞、
雑誌など最新の動向に気を配ってください。

■その他

なお、持病やアレルギー等もっている学生は、事前に隠さず相談してください。
参加学生は全員共通の海外保険等にへ加入することとなります。
毎年、料金は13万円程度でした。(保険代金、パスポート取得料等除く)
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2020 年度生 国際観光学科

科 目 名 通訳案内士Ⅰ

開講期・単位 2年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 成田　雅昭

■講義の目的および概要

訪日外国人観光客が急増し昨年は3000万人を超える中、通訳案内士の需要は増してい
る。一昨年前から無資格でも有償での通訳案内ができるように法改正されたが、実際
には資格がないとガイドとして依頼されないのが実情である。また、会議や商談、イ
ベントなどにおける通訳資格所有者の需要も増えている。通訳案内士の基本を学ぶと
ともに、様々な観光地でガイドする上でできるだけ平易な表現でまとまった説明がで
きる能力を身に付ける。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
１．英語の基礎基本を確かなものとするため、基本文例や観光英語の基本単語・表現
を確認する。
２．札幌や北海道、日本に関することがらを手短に英語で表現し説明する力を身に付
ける。
３．グループワークを通して、英会話や英語によるプレゼンテーションがスムーズに
実施できるよう練習する。
本講義は、通訳案内士として実務経験のある教員が、実践的な通訳ガイドの基礎基本
について講義・演習を実施する。
【課題に対するフィードバックの方法】
課題については、評価してフィードバックすることにより、通訳案内士への興味関心
を高める。

■授業計画

①オリエンテーション
②ガイドとしての基本・英語によるあいさつ・指示・ガイドの実際
③英文の観光パンフレットについて
④日本の観光地案内‥北海道
⑤日本の観光地案内‥東京
⑥日本の観光地案内‥京都
⑦日本の食文化・シャドウイングについて
⑧日本の観光地案内‥九州地方
⑨日本の観光地案内‥東北地方
⑩日本の文化（書道、茶道、華道、歌舞伎、能、狂言など）・ウィスパリングについ
て
⑪日本の観光地案内‥名古屋・紀州
⑫日本の観光地案内‥中部地方・四国地方
⑬日本のスポーツ・アクティヴィティ（武道、野外活動、レクリエーションなど）
⑭観光英語検定・通訳検定等について
⑮まとめ、期末テスト

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
通訳案内士の基礎基本を学び、札幌や北海道、日本の様々なことがらを要領よく平易
な表現でガイドできる力を身に付ける。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「理想を求め、明日の地域社会、国際社会へ寄与する姿勢を身に付けている学生に学
位を授与する」に基づき、通訳案内できる基礎的基本的な姿勢・技術を身に付ける

■成績評価基準と方法

１，アクティビティ・振り返りシート（Formsによる）：３０％
２．宿題・レポート（１回）：３０％
３．期末テスト：４０％
ただし、遠隔授業等で期末テストが実施できない場合は、レポートに切り替えること
がある。

■テキスト・参考文献

【テキスト】
「英語で説明する日本の観光名所１００選」　植田一三編（語研）
【参考文献】
「英語でホッカイドー　PERA PERA トーク500」遠藤昌子（北海道新聞社）
「通訳案内士試験にでる　「日本的事象英文説明３００選」」植山源一郎（ハロー出
版）

■授業外学習
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【具体的な内容】
予習については、教科書の単語・表現を下調べする。
復習については、授業で学んだ表現を確かなものとするため音読に努めるとともに、
観光英語の文章の多読に努める。
【必要な時間】
１回の授業に対して、予習２時間、復習２時間を必要とする。

■その他

観光英語を確実に身に付けるため、観光英語検定３級・２級及び通訳検定試験の資格
取得を目指す。
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2020 年度生 国際観光学科

科 目 名 通訳案内士Ⅱ

開講期・単位 2年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 成田　雅昭

■講義の目的および概要

訪日外国人観光客が急増し2018年～2019年は3000万人を超える中、通訳案内士の需要
は増している。一昨年前から無資格でも有償での通訳案内ができるように法改正され
たが、実際には資格がないとガイドとして依頼されないのが実情である。また、会議
や商談、イベントなどにおける通訳資格所有者の需要も増えている。さらに、語学力
の証明として一般企業からも評価されている。全国通訳案内士試験の筆記試験に対応
するため、reading及びwritingを中心に学ぶ。様々な国・地域からの訪日外国人の文
化を理解するとともに、日本の世界遺産についても英語表現を学ぶ。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
１．英語の文章を読み書きする力の向上を図る。
２．日本の世界遺産について、英語で説明する力を身に付ける。
３．様々な国・地域からの訪日外国人の文化について理解を深める。
４．グループワークを通して、英会話や英語によるプレゼンテーションがスムーズに
実施できるよう練習する。
本講義は、通訳案内士として実務経験のある教員が、実践的な通訳ガイドの基礎基本
について講義・演習を実施する。
【課題に対するフィードバックの方法】
課題については、評価してフィードバックすることにより、通訳案内士への興味関心
を高める。

■授業計画

①オリエンテーション、Unit 1:What is Guiding? 、全国通訳案内士・観光英語検定
・通訳検定について
② Unit 2:Guiding Expressions、通訳案内士試験問題（１）
③nit 3:World Tourism、世界遺産（白神山地）
④Unit 4:Shopping Tourism 、通訳案内士試験問題（２）
⑤Unit 5:Japanese Cuisine、世界遺産（法隆寺地域の仏教建造物）
⑥Unit 6:Japanese Drinks、通訳案内士試験問題（３）
⑦Unit 7:Onsens(Hot springs)、世界遺産（日光の社寺）
⑧Unit 8:Development of Hokkaido、通訳案内士試験問題（４）
⑨Unit 9:Hokkaido Jingu Shirine、世界遺産（石見銀山遺跡とその文化的景観）
⑩Unit 10:Odori Park、通訳案内士試験問題（５）
⑪Unit 11:Irankarapte!、世界遺産（富岡製糸場と絹産業遺産群）
⑫Unit 12:Ainu Survival and Revival、通訳案内士試験問題（６）
⑬Unit 13:Shiretoko、世界遺産（明治日本の産業革命遺産）、
⑭Unit 14:Hokkaido Wildlife、通訳案内士試験問題（７）、期末テスト
⑮外部招聘講師による講話（国際交流・通訳案内士育成）・まとめ
その他、様々な国・地域の文化等について学ぶ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
通訳案内士の基礎基本を学び、様々な国・地域からの訪日外国人の文化を理解すると
ともに、札幌や北海道、日本の様々なことがらについての英文を要領よく読み書きで
きる力を身に付ける。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「理想を求め、明日の地域社会、国際社会へ寄与する姿勢を身に付けている学生に学
位を授与する」に基づき、通訳案内するために必要な英語力を身に付ける。

■成績評価基準と方法

１，アクティビティ・振り返りシート（Formsによる）：３０％
２．宿題・レポート（１回）：３０％
３．外部招聘講師の講話に関連することがらについての考察：１０％
４．期末テスト：３０％
ただし、遠隔授業等で期末テストが実施できない場合は、レポートに切り替える場合
がある。

■テキスト・参考文献

【テキスト】
「なし」
必要に応じて、適宜、プリントを配布する。
【参考文献】
「英語で説明する日本の観光名所１００選」　植田一三編　（語研）
「通訳案内士試験にでる　「日本的事象英文説明３００選」」　植山源一郎著（ハロ
ー出版）
「英語で伝えたい　日本の世界遺産」ジャパンタイムズ編（The Japan Times）
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■授業外学習

【具体的な内容】
予習は、配布したプリントの下調べを入念に行う。
復習は、授業で学習内容を音読し、ノートに書き写すなど、観光英語の必要な表現の
定着を図る。
【必要な時間】
１回の授業に対して、予習２時間、復習２時間を必要とする。

■その他

観光英語検定３級・２級及び全国通訳案内士試験の資格取得を目指す。
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2019 年度生 国際観光学科

科 目 名 観光英語

開講期・単位 3年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 陳　堯柏

■講義の目的および概要

近年海外へ旅行する人もインバウンドの観光客も増加しており、観光英語に精通する
人材が求められている現状を踏まえ、観光英語の習得を目指す。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】

観光の場面ごとに単語やフレーズを紹介し、会話練習やロールプレイ等を通して実際
に使えるよう練習を重ねる。

【課題に対するフィードバックの方法】

授業内で学生がロールプレイを発表し、教員と見ている学生達が良かった点や改善す
べき点などについてフィードバックをする。また定期的に小テストも行い、学習効果
を確認します。

■授業計画

① Orientation 
② Unit 1?Travel
③ Unit 2?Jobs & People
④ Unit 3?Getting on the Plane
⑤ Unit 4?At the Immigration and Customs
⑥ Unit 1 - 4 Review and Evaluation 1
⑦ Unit 5?At the Airport
⑧ Unit 6?Hotel (Accommodations)
⑨ Unit 7?Restaurant
⑩ Unit 8?Sightseeing
⑪ Unit 5 - 8 Review and Evaluation 2
⑫ Unit 9?Shopping
⑬ Unit 10?Transportation
⑭ Unit 11?Problems and Complaints
⑮ Unit 9 - 11 Review and Evaluation 3

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】

それぞれの場面で使う観光英語を学習し、実際に旅行中や仕事で使えるようになる。
また観光英語検定試験3級合格を目指す。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】

「国際社会の発展に寄与する社会人を育成」するに基づき、基礎となる英語の知識、
技能を身につける。

■成績評価基準と方法

Evaluation 1（20％）
Evaluation 2（20％）
Evaluation 3（20％）
Homework Assignment （40％）

■テキスト・参考文献
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【テキスト】

English for Tourism (Basic) ベーシック観光英語
観光英検センター編

【参考文献】

外国人から日本についてよく聞かれる質問２００
森田正康／カン・アンドリュー・ハシモト

■授業外学習

【具体的な内容】

授業で使用する教材の予習・復習をしてください。

【必要な時間】

リスニングやリーディングの宿題も含め、復習を２時間程度行ってください。

■その他

観光英語検定試験3級の受験を勧めます。
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2019 年度生 国際観光学科

科 目 名 世界の観光地

開講期・単位 3年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 齋藤　修

■講義の目的および概要

　本講義の目的は、ヨーロッパの主要観光地を毎時１事例づつ紹介するものである。
そして、それぞれ特有な問題点を探ることを行う。
　事例としては、歴史文化観光地域が多くなるが、それ以外を観光資源としている地
域も取り扱う。　
　将来的に観光従事者となった際に、それぞれの地域における観光資源を知識として
意識した上で、アウトバウンドに活かしてもらうことも想定している。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
　写真、地図、映像、統計資料などを用いた講義形式となる。それぞれの地域におけ
る観光資源を紹介し、その中でも特に代表する観光都市から、観光資源、観光施設の
立地の問題点を見つける作業を行う。
　なお、ほぼ毎時課題レポートを実施する。

【課題に対するフィードバックの方法】
　課題レポートについては、提出後の翌時に講義内で解説し、フィードバックする。

■授業計画

①ガイダンス
②イギリス１（ロンドン）
③イギリス２（湖水地方）
④フランス１（パリ）
⑤フランス２（ニース）
⑥ベネルクス（ブリュージュ）
⑦イタリア１（ローマ）
⑧イタリア２（フィレンツェ）
⑨イタリア３（ヴェネツィア）
⑩ドイツ１（ロマンチック街道）
⑪ドイツ２（カルロヴィヴァリ）
⑫チェコ（プラハ）
⑬スイス（ツェルマット）
⑭ギリシア（アテネ）
⑮まとめと最終レポートについて

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①各国にある観光資源を知り、説明できる。
②各地の観光地に潜む問題点を考察し、地域の特徴と関係させながら説明できる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
　本学科が求める「国際観光分野で活躍する人材の育成」のため、「観光学の基礎知
識」としての地理学的な基礎知識と基礎技能を修得することを目指す。

■成績評価基準と方法

①毎時の課題レポート　　　　50%
②最終レポート　　　　　　　50%

■テキスト・参考文献

【テキスト】毎時のレジュメ、課題レポート　配布

【参考文献】
・JTB総合研究所『旅行業務シリーズ7海外旅行実務 海外観光資源2020』
・JTB総合研究所『海外旅行地理プラクティカル』
・勝岡只『海外観光資源ハンドブック』中央書院

■授業外学習

【具体的な内容】
　前時の授業を確認し、その中から観光資源として開発しきれていない部分、観光地
の問題点等を見つけ出すことを日ごろから考えること。
【必要な時間】
　日常での意識。課題実施・提出、約２時間。

■その他

ヨーロッパの地図が頭に入っていない場合は、地図帳を持ってくることを勧める。
アジア関してはは、アジア観光論を履修することを勧める。

2021(令和3)年4月1日

1056



2019 年度生 国際観光学科

科 目 名 国際観光ビジネス

開講期・単位 3年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 河本　光弘

■講義の目的および概要

近年、グローバル化が進む世界において、各国で様々な観光関連ビジネスが展開され
ている。そこで、本科目は経済成長著しい東南アジアをフィールドにこうした国際観
光ビジネスについて、現地の自然、風土、文化、ビジネスの現状についてフィールド
ワークや現地で働く方々と交流することを目的としている。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
学内で実施する事前・事後学習、および市内等でのフィールドワーク等の全てにおい
て、講義、グループワーク、グループディスカッション等で構成する。 
本講義は、調査研究機関（シンクタンク）で国際観光ビジネスに関する企業支援や調
査等を行っていた実務経験のある教員が担当し、国際観光ビジネスの実務経験を活か
し授業を展開する。
【課題に対するフィードバックの方法】
各講義の課題に関しては、授業内、フィールドワーク先で解説講義するとともに資料
を配布し、適宜それらに対応する。

■授業計画

11月から12月:説明会、受講者募集。12-1月に授業予定（集中講義）。なお、市内等
のフィールドワークを想定するが、各種事情を判断し、時期や内容等を変更すること
がある。コロナの状況により変更の場合あり。
◆事前授業内容
①ガイダンス
②海外で成功した観光産業の新しいビジネスモデル
③日本の企業のビジネスイノベーション1
④日本の企業のビジネスイノベーション2
⑤北海道観光振興機構や先行研究データより外国人の観光行動について読み解く
⑥現地調査前の調査内容の設定・立案
⑦現地調査前の調査内容プレゼン・準備
⑧-⑫現地実習
⑬-⑮事後研修（現地調査内容と結果をチームごとにまとめる）
　※（望ましい）参加資格条件
①語学等外国事情の勉強に対し努力がみられる学生であること
②「観光英会話」等語学履修済みが望ましい
③「北海道の観光」履修済み
④団体行動ができること
⑤主体的に行動できること

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
地理的、経済的視点からみた海外の魅力について、外国の概況について、幅広い観光
ビジネスのあり様について理解し、自らの言葉で表現できる。
また、海外からみた北海道のポテンシャルについて理解し、自らの言葉で表現できる
。グローバル化社会に必要な能力について理解し、自らの言葉で表現できる。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
以下の点の、特に国際観光や国際観光ビジネスについて講義やフィールドワーク等か
ら習得させる。
①観光学の基礎的知識、技能の修得およびそれを基にした専門知識、技能の修得
②観光学の知識、技能の活用能力
③自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力

■成績評価基準と方法

事前学習におけるテストまたはレポート課題　　40％
フィールドワーク中のグループワーク　　　　　20％
事後学習におけるレポート、ポスター作成、発表　40％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
特になし
【参考文献】
『観光のビジネスモデル』(2013)石井淳蔵他著
『最新海外市場ビジュアルデータブック』(2015)中島教雄他著
『ASEANを読み解く』(2015)みずほ総合研究所著

■授業外学習
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【具体的な内容】
フィールドワークでの説明等は、英語で聞くことも多くあります。日頃より英会話で
のコミュニケーションが取れるよう予習・復習すること。事後報告会などでのポスタ
ーは、すべてPCで作成してもらいます。PC操作の予習・復習をしておくこと。
【必要な時間】目安として最低各２時間とします。常日頃から視察対象国についてニ
ュースや新聞、雑誌など最新の動向に気を配ってください。

■その他

フィールドワークにおける学内外でのコミュニケーションや団体行動に難がある学生
は、受講できません。
市内でのフィールドワークに係る交通費は自己負担です。
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2019 年度生 国際観光学科

科 目 名 観光経済論

開講期・単位 3年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 河本　光弘

■講義の目的および概要

本講義では、我が国全体や北海道を含めた地方でもますます重要視されてきている観
光の経済活動について、幅広く合理的かつ体系的に教示する。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【【講義方法】
テキスト等を中心とした授業内容で、カレントなトピックに触れながら講義を進めて
いく。事前の予習が望ましい。 
本講義は、経済主体のシンクタンクで自治体等から委託された観光経済や観光に係る
調査研究の実務経験のある教員がその実績に基づき授業を実施します。
【課題に対するフィードバックの方法】
各講の課題に関しては、授業内で質疑回答し解説講義するとともに資料を配布します
。

■授業計画

概ね、以下の内容で講義を行います。なお、授業の３回目程度までは、入国できてい
ない留学生もおり、遠隔授業を実施する。それ以降は、事前に授業内で説明する。

①観光と経済学
②観光商品
③観光と旅行に対する需要（基本）
④観光と旅行に対する需要（応用）
⑤観光と旅行についてのまとめ
⑥観光の魅力
⑦観光と旅行商品の供給（基本）
⑧観光と旅行商品の供給（応用）
⑨観光地に行く方法
⑩国際観光旅行に対する障壁
⑪観光の受入経済に占める位置
⑫観光受入社会の便益と費用
⑬観光課税
⑭観光と自然環境
⑮観光経済のまとめ＋テスト

遠隔授業の場合、上記を変更する場合もある。その場合には前週等に次週予定内容に
ついて説明する。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
観光経済学の基礎知識を習得し、経済学の基本的な考え方を身につける。 
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
①観光学の基礎的知識、技能の修得およびそれを基にした専門知識、技能の修得
②観光学の知識、技能の活用能力
③自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力
　上記について、観光経済の学問的視点で各知識や能力を習得させる。

■成績評価基準と方法

期末テスト（中間テストを含む）またはレポート　90％
授業での小テスト・授業参加態度等　10％
評価については、遠隔授業を考慮し上記を基本とするが、実態を鑑み変更を加える場
合もある。

■テキスト・参考文献

【テキスト】
特になし。
【参考文献】
観光経済学入門（ジェームズ・マック、日本評論社）
新版：観光経済の原理と応用（河村誠治、九州大学出版会）

■授業外学習

【具体的な内容】
新聞等における観光経済に関連する記事を毎日読むこと（事前学習）。
そして、毎回配付・作成したレジュメについて不明点を自分で図書館やネット等を活
用し調べ理解に努めること（事後学習）。
【必要な時間】事前・事後授業は、各２時間を目安とします。加えて、観光経済に関
して新聞やＴＶ、ネット等を活用し友人や家族等と討議することが望ましい。
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■その他

観光について経済的側面で、日々の観光事象をとらえられるように努力すること。
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2019 年度生 国際観光学科

科 目 名 3年演習(基礎)

開講期・単位 3年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 杉江　聡子

■講義の目的および概要

観光学や地域づくりに関する研究では、フィールドワークやインタビュー調査がよく
使われます。これらの調査手法は、質的研究に位置付けられます。
この授業では、文献を読みながら、質的研究の基礎について学習します。問いの立て
方、研究デザイン、フィールドワークや調査のやり方、収集するデータ、分析の手法
などについて理解し、質的研究の基本を身につけましょう。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
質的研究に関する文献を読み、その内容を要約して順に発表します。その上で、発表
内容に基づくディスカッションを行います。
実際に簡単な調査（参与観察やインタビュー等）を行い、データを収集し、分析方法
を検討します。
グループでの活動もありますので、学生の主体的かつ協調的な学びが求められます。

【課題に対するフィードバックの方法】
授業で出した課題については、次回以降の授業でコメント・解説します。

■授業計画

①ガイダンス（自己紹介、研究関心の共有、文献紹介など）
②質的研究とは（基本概念、方法と方法論）
③質的研究とは（記録とコード化、主観と客観）
④質的研究とは（評価基準、母集団とサンプル、再現性）
⑤リサーチ・クエスチョンの設定
⑥研究デザインの設計
⑦～⑨データ採取とワーク
⑩～⑫データ分析とワーク
⑬理論化とモデル化、質的研究の結果の表象
⑭質的研究の研究倫理、⑭質的研究に関するその他の問題と課題
⑮最終課題

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
・質的研究の理論や手法について理解する。
・文献を読み、要点をまとめ、わかりやすい表現で人に伝えることができる。
・人の発表を聞き、批判的思考に基づき質問や議論をすることができる。
・授業で学んだ理論やスキルを自分の研究関心と結び付け、研究をデザインすること
ができる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
この授業は、観光学部ディプロマポリシーのうち
①観光学の基礎的知識、技能の修得およびそれを基にした専門知識、技能の修得
②観光学の知識、技能の活用能力
に該当します。

■成績評価基準と方法

出席と授業への取り組み、発表内容と完成度、質疑応答やディスカッションへの参加
状況等に基づき総合的に評価します。
・出席と授業への取り組み（20％）
・発表内容と完成度（50％）
・質疑応答やディスカッションへの参加状況（30％）

■テキスト・参考文献

【テキスト】
『質的研究の考え方―研究方法論からSCATによる分析まで―』（大谷尚著, 2019, 名
古屋大学出版会）

【参考文献】
授業の中で指示します。必要に応じてプリント等の資料を配布します。

■授業外学習

【具体的な内容】
授業では主に発表とディスカッションを行います。文献を読み、疑問点をまとめる等
、事前の準備を十分に行ってください。

【必要な時間】
文献を読む時間を確保してください。発表準備がある場合、発表資料をまとめるのに
数時間から数日程度必要です。
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■その他

・2021年度導入のLMSなども段階的に使用しますが、社会状況に応じて柔軟にさまざ
まなツールを使いこなす意欲を持つこと。
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2019 年度生 国際観光学科

科 目 名 3年演習(基礎)

開講期・単位 3年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 田村　こずえ

■講義の目的および概要

本演習では、「住んでよし訪れてよし」の地域の創造を目指し、ユニバーサルな対応
や実践的な学び等を通して、地域社会の歴史や文化、現状から課題発見をして、解決
ヘのアプローチ方法に関しての基礎を学修していきます。また、各自が問題意識を持
ちながら、グループワークやディスカッション、プレゼンテーションを行い、協働し
ながら主体的に取り組む姿勢を身に付けます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
文献調査だけではなく、フィールドワークや実習等を行い地域の現状を把握して、地
域の課題を理解するようなアクティブラーニングとする。また、グループワークや学
生との討論を重視して講義を進めていきます。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題に対して、講義の中でフィードバックします。

■授業計画

①ガイダンス
②観光と社会：観光の動向（1）
③観光と社会：観光の動向（2）
④観光と社会の事例（1）
⑤観光と社会の事例（2）
⑥観光と福祉：ユニバーサル対応（1）
⑦観光と福祉：ユニバーサル対応（2）
⑧観光と福祉の事例（1）
⑨観光と福祉の事例（2）
⑩地域社会：持続可能な観光（1）
⑪地域社会：持続可能な観光（2）
⑩地域社会の事例（1）
⑫地域社会の事例（2）
⑬地域社会の見方（1）
⑭地域社会の見方（2）
⑮まとめ　総括

※以上の構成で進める予定ですが、受講生の人数やフィールドワーク等の諸事情によ
り変更になる場合があります。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
地域社会の歴史や文化、現状から課題を発見する基礎的な能力を修得します。
地域社会に関して関心を持ち、フィールドワーク等を通じて主体的に取り組む姿勢や
地域社会へ寄与する姿勢を身に付けます。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力」に基づき、共に学ぶ姿勢や
自主的に取り組む姿勢の基礎を身に付けます。

■成績評価基準と方法

課題レポート：40%　　
ディスカッション・発表：30%　　
最終課題：30%

■テキスト・参考文献

【テキスト】
適宜資料を配布します
必要に応じてテキストや文献を紹介します

【参考文献】
必要に応じて参考文献を紹介します
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■授業外学習

【具体的な内容】
・地域社会に関心を持ち、常日頃からニュース・新聞・文献・雑誌等から講義内容に
関連する情報を収集するように心掛けてください。
・地域の事前・事後調査や配布した資料を読み、講義の内容の理解に務める。
・演習の課題や発表資料作成及び準備等を行う。

【必要な時間】
毎回講義に出席した上で、講義内容に基づいて、事前学修と事後学修を行うことが必
要となります。

■その他

・救命救急に関する受講を予定しています。
・フィールドワークや実習等の費用は、基本的に自己負担ですが、一部助成がありま
す。
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2019 年度生 国際観光学科

科 目 名 3年演習(基礎)

開講期・単位 3年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 千葉　里美

■講義の目的および概要

本演習では、「航空業界におけるパンデミックと国際移動」をテーマに、with/after
コロナの海外航空サービスについて、連携先である日本航空(JAL)との共同研究を予
定しています。
特に新千歳空港発着の海外路線の中でも、日本人の憧れであるディスティネーション
Hawaiiを取り上げたい。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
授業では、文献調査や輪読、資料収集、フィールドワークなどから知識を深め、レジ
ュメ作成や口頭発表を通じて発信力を高める。

【課題に対するフィードバックの方法】
学習内容の進度を確認しながら、資料の配布、解説を行う。

■授業計画

①ガイダンス
②基礎知識1-事業展開
③基礎知識2-会社・組織
④基礎知識3-運行機材
⑤基礎知識4-国際線サービス
⑥基礎知識5-国内線サービス
⑦基礎知識6-スタッフ
⑧北海道とハワイの関係、路線維持の背景と現状
⑨JALとHawaiianAirlineヒアリング調査1
⑩　　　　　〃　　　　　　　　　　　2
⑪先行研究1-パンデミック後の「旅行」価値観
⑫先行研究2-ANA総研、関連論文
⑬先行研究3-ハワイ路線に関する論文
⑭研究計画1
⑮研究計画2

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①航空サービスの基礎を踏まえた応用知識を身につける
②航空路線と観光地との関係性を認識し課題意識を身につける
③テーマに関する資料やデータを収集し、理解できるようにする
④論理的思考のもと、課題解決へ向けた主体的な学修姿勢を身につける

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
ゼミを通して以下の能力向上に努める
①修得した知識・技能を活用する能力
②自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力
③専門性の修得

■成績評価基準と方法

レジュメや資料の作成と発表　40%
毎回の取り組みや課題の提出　40%
研究計画書  20%

■テキスト・参考文献

【テキスト】
『ANAとJALこんな違いがあったのか』(2019)、秋本俊二、KAWADE夢文庫
『コロナで都市は変わるか　欧米からの報告』(2021)、矢作弘他、学芸出版社

【参考文献】
『孤立する都市、つながる街』(2020)、保井美樹、日本経済出版社

■授業外学習
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【具体的な内容】
「航空サービス」「ポストコロナ」「移動」「価値観」「海外」をキーワードに、日
頃からニュースや新聞、インターネットで情報収集するよう心がける。最近の社会動
向と航空サービスを常に結びつけ、航空サービスを自分ごと化として捉え、常に説明
できるように準備する。
ゼミで使用した資料はファイリングするなどしてまとめ、毎回の内容についても各自
ポイント等整理すること。また研究を進めるにあたり、Word、Excel、Powerpointを
使用します。操作ができるように準備しておいてください。

【必要な時間】
予習復習に2時間。

■その他

調査やフィールドワークにかかる際の交通費は自費です。

2021(令和3)年4月1日

1066



2019 年度生 国際観光学科

科 目 名 3年演習(基礎)

開講期・単位 3年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 古田　和吉

■講義の目的および概要

北海道の観光施設および観光関連施設の歴史と現状を学び、将来展望を考えます。
そして、今後の北海道観光の継続的な発展に向けた課題・問題点を抽出・研究し、
解決策をまとめ、提案することを目的とします。
観光関連産業に就職志望の学生には、進路選択に有効な演習を目指します。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
旅行会社で長く実務経験を積んだ教員が、観光産業の実状について分かり易く解説し
ます。社会人として知っておくべき実践的な「知識」や「心構え」も教えます。
同時に、実務経験を通して培った観光業界とのネットワークを活用し、北海道内の代
表的な観光施設を訪れるフィールドワークを積極的に取り入れます。

【課題に対するフィードバックの方法】

課題については、授業内で解説します。

■授業計画

①ガイダンス（演習の概要と目的の解説）
②日本の観光産業の現状と展望（1）新型コロナウイルスの影響
③日本の観光産業の現状と展望（2）東京オリンピック・パラリンピック
④北海道の観光産業の現状と展望（1）インバウンド
⑤北海道の観光産業の現状と展望（2）量から質への転換
⑥北海道の観光関連施設事例分析（1）宿泊業界の実状と今後
⑦北海道の観光関連施設事例分析（2）貸切バス・レンタカー・ロープウエイ等
⑧北海道の観光関連施設事例分析（3）入場施設・レストラン・土産品店・道の駅等
⑨北海道の観光関連施設事例分析（4）ゴルフ場・スキー場等
⑩中間試験・グループワークの課題提示
⑪フィールドワーク準備　訪問先の事前調査等
⑫フィールドワークの実施（宿泊施設）
⑬フィールドワークの成果発表　課題解決にむけての提案①
⑭フィールドワークの成果発表　課題解決にむけての提案②
⑮総括・期末レポート作成

※授業の順番や内容を変更する場合があります。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
北海道の観光産業の現状を理解し、課題を抽出して、今後の解決策をまとめ、提案す
ることが出来る。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】

観光学の基礎的知識を習得し、課題を発見し解決する能力を身につける。

■成績評価基準と方法

授業・発表の参加度・積極性　40％
中間試験　　　　　　　　　　30％
期末レポート　　　　　　　　30％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
「新人ＧＯ！ＧＯ！ナビ」ＪＴＢ総合研究所　１．４７０円
　※新社会人になる前に必読の１冊

【参考文献】
必要に応じて指示します。

■授業外学習
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【具体的な内容】
観光に関する情報、ニュースに常に関心を持ち、観光庁・各自治体・各観光施設など
のホームページにもアクセスし、実際に起きている事象を認知し、問題意識を持ち授
業に臨むこと。毎回の講義で、観光に関する時事問題について小テストを行います

■その他

北海道内の観光施設を対象に、フィールドワークを行います。
交通費、食事代等の費用が一人2.000円程度必要になります。
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2019 年度生 国際観光学科

科 目 名 3年演習(基礎)

開講期・単位 3年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 横田　久貴

■講義の目的および概要

演習テーマ　観光教育を通じて「学ぶ人の立場に立ち、主体的、対話的な学びを提供
できる人材の育成」を目指します。

目的1　十勝地方の魅力を理解し、とかち文化検定試験の作成を通じて商工会議所が
実施する検定試験ビジネスを学びます。質の高い検定問題への考察、試験問題の作成
、試験自体の実施を体験します。
目的2　観光教育を行っている高校生に対して、大学生が「観光出前授業」を実践し
ます。将来、観光教育の現場に立ちたい人向け。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
「学ぶ」という行為を、「教える側」に立って実践できるようになります。
①学んで楽しい、質の高い検定試験とは何かについて考え、実践します。
②高校で教壇に立ち、高校生に出前授業を行います。
どちらも、「遊び感覚ではありません」。本気で向かう必要があります。

【課題に対するフィードバックの方法】
①検定試験は　一般の受験者が存在する本物です。②出前授業は本当の高校生の前で
行う授業です。これができるようになるまで訓練します。

■授業計画

前期は主に、検定試験の作成と、観光教育の準備です。
①講義ガイダンス、履修登録、講義の目的など
①検定試験について概要把握1 　　　　　　　　　　<課題>試験問題の練習
②検定試験について概要把握2 　　　　　　　　　　<課題>試験問題の練習
③質の高い検定問題作成について（項目反応理論）　<課題>SPI試験の練習　　
④項目反応理論　　　　　　　　　　　　　　　　　<課題>SPI試験の練習
⑤検定試験の作成要領　　　　　　　　　　　　　　<課題>検定作問
⑥検定試験の点検・発表　　　　　　　　　　　　　<課題>相互点検、訂正
⑦検定試験の最終校正・提出
⑧検定試験の受注に関する交流会（帯広商工会議所）

⑨観光教育とは
⑩授業づくり　テーマ・内容の選定
⑪授業づくり　主体的で対話的な学びの実践について
⑫授業づくり　学習指導案の作成
⑬模擬授業と反省会1
⑭模擬授業と反省会2
⑮模擬授業と反省会3

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①とかち文化検定を通じた十勝の知識・理解を修得し、十勝を理解し、魅力ある地域
となるよう応援できる人となる。
②観光教育の授業づくりをつうじて、主体的で対話的な観光教育の実践が構想できる
ようになる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
観光に関する専門的知識

■成績評価基準と方法

とかち文化検定を通じた十勝の知識・理解　20％
とかち文化検定の試験問題作成、運営　30％
観光教育の授業づくり（チーム学校）　20%
模擬授業と反省　30%

■テキスト・参考文献

【テキスト】
とかち文化検定　公式テキスト

【参考文献】
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■授業外学習

【具体的な内容と必要な時間】
①検定試験作成・実施に向け必要な知識の習得…かなりの時間を要する　10時間以上
②指導案を作成し、模擬授業が実践できるようになる　10時間以上

■その他

このゼミは帯広商工会議所との連携事業、ニセコ高校、斜里高校、岩内高校との連携
で行われます。
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2019 年度生 国際観光学科

科 目 名 3年演習(基礎)

開講期・単位 3年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 竹島　鉄也

■講義の目的および概要

ホテル業界の中の、ブライダルマーケットの研究およびブライダルの基礎的な知識と
して、挙式・披露宴・衣裳・慣習・マナーなどについて幅広く学習します。ウェディ
ング・プランナーやホテリエに興味のある学生には基礎学習になります。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
ウェディング・プランナーやホテリエとして実務経験豊富な教員が、ブライダルにつ
いてパソコン・プロジェクタを用い判りやすい講義形式で進めます。実際の結婚式や
披露宴のＶＴＲを見て学ぶことが出来ます。
毎回テーマを与え、ディスカッションを行い能動的な授業を目指します。
また、フィールドワークにより、ホテルのチャペルや披露宴会場を視察し、学習の理
解度を深めます。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題については、授業内で実例を豊富にあげ、判り易く解説します。

■授業計画

①ガイダンス
②ブライダルマーケット
③ブライダルの基礎知識（１）挙式
④ブライダルの基礎知識（２）結納
⑤ブライダルの基礎知識（３）熨斗、水引、六輝
⑥ブライダルの基礎知識（４）会費制と招待制
⑦ブライダルの基礎知識（５）料理　　小テスト
⑧ブライダルの基礎知識（６）衣裳
⑨ブライダルの基礎知識（７）披露宴
⑩ブライダルの基礎知識（８）約款
⑪ブライダルの基礎知識（９）ゲストとしての心構えとマナー
⑫フィールドワーク　札幌市内ホテル視察
⑬フィールドワーク　札幌市内ホテル視察
⑭ホテル視察レポートの作成
⑮授業内試験　春学期まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
ブライダルに関する基礎知識の習得。結婚する側あるいはゲストとして参列する場合
のしきたりやマナーの習得。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「自立して生きていくための生活習慣、社会人基礎力を身につけている学生に学位を
授与する。」に基づき、結婚式と云う華やか且つ厳粛な場で、社会人として正しい知
識やマナーを身につける。

■成績評価基準と方法

小テスト1回30％、授業内試験50％、レポート20％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
教科書は用いず、配布するプリントを用います。

【参考文献】

■授業外学習

【具体的な内容】
ＳＮＳやニュースなどでブライダルの話題に興味・関心を持つ。

【必要な時間】

■その他

交通費、ホテルでの昼食代として合計4,000円～5,000円程度の費用が掛かります。
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2019 年度生 国際観光学科

科 目 名 3年演習(基礎)

開講期・単位 3年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 綱島　洋一

■講義の目的および概要

　「コロナ禍で揺らぐ観光の明日を考える」をテーマに学位授与方針が掲げる「課題
を発見して解決する能力」を養います。
　新型ウイルスの感染拡大は、旅を楽しもうとする人々の思いに「待った」をかけま
した。同時に、世界中の経済活動を停滞させ、「ビジット・ジャパン・キャンペーン
」によるインバウンド市場に期待した日本の経済成長戦略の先行きは決して明るいと
は言えなくなりました。それゆえ、観光業はいま「ビジネスモデル（稼ぐ力）」を改
めて検証、磨き上げる必要があるのです。
　経済が「生き物」とされるように、観光も時々刻々と変化し、たくましさを増す生
き物なのです。この演習では、世界経済の動きを追いながら新たな時代を生き抜く観
光のあり方に迫ります。
　キーワードは「未来型観光人材」。宿泊、運輸業といった従来の枠組みを超えた担
い手の育成を念頭に担当教員と学生が新たな方向性を模索します。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】　
　主役は受講生一人ひとりです。担当教員が提示したコロナ禍による観光をめぐる変
化について受講生が自ら考え、調べ、討議(ディスカッション)し発表(プレゼンテー
ション)します。この繰り返しで理解を深め、各自がレポートにまとめます。
　これをもとに、朝日新聞記者として観光業界や海外の観光事情を取材してきたジャ
ーナリストとしての実務経験のある教員が独自の読み解き方、視点などをもとに解説
します。授業内外で対話を心がけます。感染拡大状況をにらみながら、可能なら学外
でのフィールドワークにも取り組みます。観光業界をリードする最前線の担い手を講
師に招き、学びを深めます。
【課題に対するフィードバックの方法】
　受講生が授業で発表した内容については、その場で担当教員がコメントします。
レポートについては、授業で担当教員がコメントするほか、必要に応じて個別の受講
生に対面、メールなどでコメントします。

■授業計画

　春学期の演習(基礎)では、主にコロナ禍で起きた観光をめぐる変化に着目。その課
題を読み解きます。秋学期の演習(応用)は、変化と課題をどう克服するかに着目。新
たな観光の世界を担う「未来型観光人材」のあり様について考えを深めます。

具体的な授業計画は以下のような内容を予定。
①演習の進め方について意見交換～コロナ禍で起きた変化、課題を考え始める
②コロナ禍で起きた変化を把握する～(1)消えた訪日客・ニセコリゾートの現在地
③コロナ禍で起きた変化を把握する～(2)消えた訪日客・中国依存の集客は・・・
④コロナ禍で起きた変化を把握する～(3)消えた訪日客・オーバーツーリズムが解消
⑤コロナ禍で起きた変化を把握する～(4)北海道でしか買えなかった観光土産は今
⑥コロナ禍で起きた変化を把握する～(5)国境を越えた電子商取引に活路はあるか
⑦コロナ禍で起きた変化を把握する～(6)雇用の変化を観光関連業界を例に検証
⑧コロナ禍で起きた変化を把握する～(7)ワーケーションにシフトする観光事情は
⑨コロナ禍で起きた変化を把握する～(8)政府の観光政策は功を奏したかを検証
⑩コロナ禍で起きた変化を把握する～(9)地方自治体の観光政策はどう変化したか
⑪観光最前線に見る～フィールドワーク(ニセコリゾート・外部講師)
⑫観光最前線に見る～フィールドワーク(ニセコリゾート)
⑬観光最前線に見る～フィールドワーク(中国からのインバウンド事情・外部講師)
⑭観光最前線に見る～フィールドワーク(中国からのインバウンド事情)
⑮まとめ～変化と課題を整理、分析する

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
北海道内をはじめとする世界の観光をめぐる現状と課題を的確に読み解く思考、判断
力が身に着く。授業での討論、発表を通して他者との意思疎通力が磨かれる。①さま
ざまな文献、資料を「読むことができる」②相手の話を「聞くことができる」③自分
の考えを的確に「話すことができる」～この三つの力は就職活動や卒業後に社会で活
躍するための必要条件。卒業後をにらんだ人材育成につながります。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
すべての学部がデュプロマポリシーとして掲げる「自立して行動できる姿勢、課題を
発見して解決する能力」を身に着け、価値観が多様化する国際社会を主体的に生き抜
く力を養う。

■成績評価基準と方法
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①授業でのディスカッション、プレゼンテーション　　25％
②授業でのレポート　　25％
③学期末のレポート　　50％
学期末のレポートは学びの集大成とするため評価割合を高く設定しています。

■テキスト・参考文献

【テキスト】
教科書の指定はありません。必要な資料は授業で配布します。

【参考文献】
◎新・観光立国論　デービット・アトキンソン　東洋経済新報社
◎ポスト・オーバーツーリズム　阿部大輔編　学芸出版社

■授業外学習

【具体的な内容】
事前学習～観光分野だけでなく、世界の経済動向についてのニュース、話題を積極的
に読み、受講生みずからがどう考えるかをまとめておく。データベース、新聞各紙は
大学図書館で閲覧できる。積極的に活用するよう心掛ける。
事後学習～その日の授業内容の振り返り。授業で提出を求められたレポートの作成。
【必要な時間】
事前学習は、計2時間以上。ニュース、文献を読み、その背景を考えましょう。事後
学習は2時間以上かけて必要な調べ学習に取り組み、課題内容を精査しレポートを仕
上げます。

■その他
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2019 年度生 国際観光学科

科 目 名 3年演習(基礎)

開講期・単位 3年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 吉田　和彦

■講義の目的および概要

本演習テーマは、「航空ビジネス・空港ビジネス・観光ビジネス」とします。航空機
製造メーカーや航空会社では今後の航空需要緩やかに成長し続けると予想しています
。一方では航空需要と航空会社の経営には常にリスクと共存しているといっても過言
ではありません。2020年に中国で発生した新型コロナ感染症は経済、観光、人の移動
に大きな制約を与えることとなり、世界の多くの航空会社がFSC、LCCに限らず大打撃
を受けました。それらのリスクに対応して航空会社が社会の一員であり続け、なくて
はならない存在として成長してゆく上では何が必要であるのかを学んでいただきます
。また、昨今話題となっている地方創生と空港政策、航空会社戦略との関係を明らか
にしてゆきます。本演習では、航空・空港・観光ビジネスへの就職を目指す学生が専
門知識と将来配属される多様な部署で創造性を備えたサービスや課題解決提案をアウ
トプットできる人財になることを目的に、春学期では2年次「航空ビジネス実務」を
基礎としたさらなる専門知識の修得を目指します。また秋学期の演習では、北海道に
おける航空・空港・物流・観光ビジネスが抱える課題について企業視察より主観的に
現実を捉え、業界としての人間力UPに向けたグループワークによる学習を行います。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
パワーポイントや航空関連ニュース、DVDを使い、授業の中でグループワーク、ゲス
トスピーカーの講話を織り交ぜるなどして、能動的学修を目指します。
航空会社で空港現業、営業、企画、CS推進室、経営職を経験豊富な教員がエピソード
を交えて講義を行います。

【課題に対するフィードバックの方法】
授業内でTEAMSを使ったクイズを実施し、次回授業で振り返りを行います。またグル
ープワーク、ゲストスピーカー講話では各自報告書の作成提出を求め、フィードバッ
クを行います。

■授業計画

①ガイダンス
②保護育成政策からオープンスカイ政策への変化
③航空会社経営へのインパクトについて
④SFC【フルサービスキャリア】戦略(1)
⑤SFC【フルサービスキャリア】戦略(2)
⑥LCC【ローコストキャリア】戦略(1)
⑦LCC【ローコストキャリア】戦略(2)
⑧SDGsと航空会社
⑨空港一体化運営
⑩業界研究(1)
⑪業界研究(2)
⑫ディスカッション 
⑬卒業生講話
⑭発表会
⑮まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
航空会社として今後対応してゆくべきことを知識として習得するとともに、コミュニ
ケーションを通じて、社会人基礎力の必要性について理解を深められている。
就職後をイメージし、配属部署での創造性を備えたサービスや課題解決提案をアウト
プットすることができる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
観光ビジネス学科の「観光ビジネス分野の専門知識・技能の修得」「観光ビジネス分
野の実践的知識・技能の習得」「習得した知識、技能の活用能力」「自立して行動で
きる姿勢、課題を発見し解決する能力」に基づく。
国際観光学科の「国際観光分野の専門知識、技能の修得」「国際観光分野の実践的知
識、技能の修得」「修得した知識、技能の活用能力」「自立して行動できる姿勢、課
題を発見し解決する能力」に基づく。

■成績評価基準と方法

①毎回のクイズ　　　　　　50%
②業界研究レポート　　　　30%
③卒業生講話レポート　　　20%
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■テキスト・参考文献

【テキスト】
TEAMSを活用した資料配布を行います。

【参考文献】
『新しい空港経営の可能性』、野村宗訓、関西学院大学出版会
『日本の空はこう変わる』、杉浦一機、交通新聞社新書
『航空グローバル化と航空ビジネス』、野村宗訓、同文館出版
ANA季刊誌「ていくおふ」

■授業外学習

資料やレジュメに基づき、専門用語等の意味をまとめたノートを作成してください。
業界研究では各自が講義に基づき、また独自の調査を踏まえてレポート作成技術を含
めて学習してもらいます。

■その他

後期では新千歳空港、市内関係機関への視察とヒアリングを日帰りで3回程度考えて
います。交通費は各自の負担となります。
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2019 年度生 国際観光学科

科 目 名 3年演習(基礎)

開講期・単位 3年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 齋藤　修

■講義の目的および概要

 本講義では、「演習」いわゆる「ゼミ」として、観光施設などの立地地図製作とそ
こからの観光空間分析を地理学的に行う。
　４年生で行う卒業論文制作に必要な基本を習得することが目的である。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
　道央圏を調査対象とし、日帰りでのフィールドワークを中心とした授業が行われる
。街中を地図片手に歩くことを春学期は２度実施する予定である。
　それに必要な講義が前後に行われる。調査後の分析活動も学生が中心に実施する。
　時間があればGIS操作も行う。

【課題に対するフィードバックの方法】
　地図製作作業の中でその課題を少しづつ見つけ出す。完成に近づけていく中で調査
した観光地の地理的特徴と問題点を知り、それを各地の観光状況に重ね合わせて考え
て、議論に活かす。

■授業計画

①ガイダンス
②フィールドワークにむけて
③フィールドワーク準備
④フィールドワーク１
⑤フィールドワーク２
⑥フィールドワーク３
⑦地図製作
⑧データ分析１
⑨データ分析２
⑩フィールドワークにむけて
⑪フィールドワーク１
⑫フィールドワーク２
⑬フィールドワーク３
⑭地図製作
⑮データ分析

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①精密な現地調査ができる。　　　　　　　
②協力して現地調査ができる。　　　　　　　
③協力して地図製作することができる。　　　
④地図やデータを分析することができる。　　
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
　本学部が求める「観光を通じた地域振興」分野で活躍できる人材を育成する上で、
実際の観光地を分析することが重要と考える。そのために必要な基礎的な技能、見方
が養成されることを求めた。

■成績評価基準と方法

①現地調査（フィールドワーク）の精度　　　20％
②現地調査（フィールドワーク）の協働状況　20％
③地図製作状況　　　　　　　　　　　　　　30％
④データ分析・発表討論の状況　            30％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
特になし。必要な資料を配布予定。

【参考文献】
特になし

■授業外学習

【具体的な内容】
　事後として、現地調査後のデータ整理、レジュメ発表のためのまとめる活動が必要
となる。
【必要な時間】
　分析作業・整理の時間に数時間は必要となる。

■その他
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　フィールドワークは２時間以上歩くことがあるため、自信がない場合は、履修に不
向きである。
　できれば4年生でのゼミまで継続履修することを求める。観光地理学の卒業論文を
書く意欲を持っている者が履修すること。

2021(令和3)年4月1日

1077



2019 年度生 国際観光学科

科 目 名 3年演習(基礎)

開講期・単位 3年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 金庭　香理

■講義の目的および概要

「食」は、その国及び地域の文化や歴史を知るきっかや交流機会を提供するものであ
る。本講義では、観光を取り巻く諸問題を「食」という概念を使って読み解いていく
。（食文化、美食、農業、景観、消費、多文化、多言語、多様性、やさしい日本語な
ど）
この授業を通して、多角的な視点から食について考え、課題発見力や解決力を身につ
ける。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
  基本的にはゼミナール形式で実施する。（課題発見及び解決型の学び）
発表や討論を繰り返し行い、自らの研究テーマの課題を見つけることで学びを深めて
いく。必要に応じ、フィールドワークや調査を行う。

【課題に対するフィードバックの方法】
  授業の中で適宜、資料配布やフィードバックを行う。

■授業計画

①ガイダンス
②「食」の持つ魅力
③食（１）　世界・日本・地域
④食（２）　農業・エシカル
⑤食（３）　多文化共生
⑥課題発見
⑦グループワーク（１）
⑧グループワーク（２）
⑨中間まとめ
⑩課題検討
⑪事例研究又はフィールドワーク
⑫グループワーク（３）
⑬グループワーク（４）
⑭最終発表
⑮最終まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
　観光における「食」が果たす役割について理解するとともに、世界や地域が抱える
諸問題について主体的に考え、自身の考えを発表する力を身につける。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
　「観光学の基礎的知識、技能の習得」及び「国際観光分野の実践的知識、技能の習
得」に基づき、さまざまな角度から観光を考え、主体的に行動する姿勢を身につける
。

■成績評価基準と方法

・毎時のレポートや発表　　　30％　
・グループワークへの参加　　30％
・中間・最終発表　　　　　　40％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
 適宜資料を配布する。

【参考文献】
 必要に応じて、指示する。

■授業外学習

【具体的な内容】
・自ら設定した課題について、関連文献の収集、熟読、要点整理をすること。
・グループワークなど授業内で終了しなかった部分について、協働で完成させること
。
・日頃から、自らが関心のあるテーマについて、情報収集をすること。
【必要な時間】
・必要に応じて適宜時間を確保すること。
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■その他

・他者と積極的に交流し、他者理解やコミュニケーション力を高めること。
・調査やフィールドワークにかかる交通費・昼食代は基本的には各自負担となる。
・状況に応じ、授業計画の内容等を変更する場合があるが、その際は授業内で通知す
る。
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2019 年度生 国際観光学科

科 目 名 3年演習(基礎)

開講期・単位 3年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 有澤　恒夫

■講義の目的および概要

私たちは変化の激しい時代を生きています。コロナ禍は変化のスピードを否応なく加
速しています。学生の皆さんが職業や働くことを考えるにあたり、変化はもはや前提
条件です。変化の時代をバイタリティを持って生きるには、二つのことが大切です。
それは、「変化に対するマインドセット」と「強みを築く」です。春学期（基礎）は
、働くことをめぐって連続する変化の現実を理解し、変化の方向について洞察を持つ
ことを目標にします。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
働くことに関して起こっている変化をできるだけ現実面から捉えます。次に統計デー
タや法律面から過去から現在までの変化の経緯を理解し、今後の変化の方向について
考えます。資料をその都度配布しますので事前に読んでおいてください。講義内容に
ついての質問や意見を歓迎します。
担当教員は、企業で人事労務管理を担当した実務家教員です。

【課題に対するフィードバックの方法】
一人ひとりにシャトルカードを配布しますので、毎回考えたことや質問を自由に記述
してください。担当教員がそれに対するコメントを記入し、次の授業で受講者に返し
ます。

■授業計画

①オリエンテーション
②雇用労働市場1
③雇用労働市場2
④労働と生産生1
⑤労働と生産生2
⑥ブラック企業と労働
⑦労働と法律
⑧人事システム1
⑨人事システム2
⑩賃金システム1
⑪賃金システム2
⑫労働と格差1
⑬労働と格差2
⑭企業と営利組織1
⑮企業と営利組織2

注：授業計画は変更することがあります。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
1.社会にはどんな職業や働き方があり、それらがどのように変化しているのかを理解
する。
2.働くことの変化に対する準備とマインドセット（心構え）ができる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「観光ビジネス分野の実践的知識、技能の修得した学生に学位を授与する」に基づき
、変化する観光ビジネスを担う人材に必要な実践的知識とマインドセットを身につけ
る。

■成績評価基準と方法

毎回授業後に課すシャトルカードコメント（５０％）、発言・質問等授業への参画（
２０％）、定期試験（３０％）

■テキスト・参考文献

【テキスト】
資料を都度配布します。

【参考文献】
授業で参考図書を紹介します。

■授業外学習
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【具体的な内容】
事前配布資料とレジュメ、参考図書による学習

【必要な時間】
予習、復習各２時間程度

■その他
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2019 年度生 国際観光学科

科 目 名 3年演習(基礎)[秋学期]

開講期・単位 3年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 古田　和吉

■講義の目的および概要

秋学期から編入学する学生を対象にした演習です。
北海道の観光施設および観光関連施設の歴史と現状を学び、将来展望を考えます。
そして、今後の北海道観光の継続的な発展に向けた課題・問題点を抽出・研究し、
解決策をまとめ、提案することを目的とします。
観光関連産業に就職志望の学生には、進路選択に有効な演習を目指します。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
旅行会社で長く実務経験を積んだ教員が、北海道内の観光産業の実状について分かり
易く解説します。
同時に、実務経験を通して培った観光業界とのネットワークを活用し、北海道内の代
表的な観光施設を訪れるフィールドワークも取り入れます。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題については、授業内で解説します。

■授業計画

①ガイダンス（演習の概要と目的の解説）
②北海道観光の基礎知識（交通機関・航空・ＪＲ・バス等）
③北海道観光の基礎知識（国立公園・有名温泉地等）
④北海道観光の基礎知識（札幌近郊観光施設等）
⑤日本の観光産業の現状と展望（1）新型コロナウイルスの影響
⑥日本の観光産業の現状と展望（2）東京オリンピック・パラリンピック
⑦北海道の観光産業の現状と展望　インバウンド＋中間試験
⑧北海道の観光関連施設分析（1）宿泊業界
⑨北海道の観光関連施設分析（2）貸切バス・レンタカー・ロープウエイ等
⑩北海道の観光関連施設分析（3）ゴルフ場・スキー場等
⑪フィールドワーク準備　事前調査等
⑫フィールドワークの実施（宿泊施設）
⑬フィールドワークの成果発表　課題解決にむけての提案
⑭総括・期末レポート作成
⑮３年生ゼミ発表会

※授業の順番や内容を変更する場合があります。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
北海道の観光産業の現状を理解し、課題を抽出して、今後の解決策をまとめ、提案す
ることが出来る。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】

観光学の基礎的知識を習得し、課題を発見し解決する能力を身につける。

■成績評価基準と方法

発表の参加度・積極性　　　40％
中間試験　　　　　　　　　30％
期末レポート　　　　　　　30％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
適宜資料を配布します。
【参考文献】
必要に応じて指示します。

■授業外学習

【具体的な内容】
観光に関する情報、ニュースに常に関心を持ち、観光庁・各自治体・各観光施設など
のホームページにもアクセスし、実際に起きている事象を認知し、問題意識を持ち授
業に臨むこと。
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■その他

北海道内の観光施設を対象に、フィールドワークを行います。
交通費、食事代等の費用が一人2.000円程度必要になります。
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2019 年度生 国際観光学科

科 目 名 3年演習(応用)

開講期・単位 3年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 杉江　聡子

■講義の目的および概要

春学期に引き続き、文献を読みながら、質的研究の理論や調査手法をより詳しく学び
ます。
その上で、学んだ知識やスキルを活用して、質的な研究の問いを設定し、フィールド
ワークやインタビュー調査を扱う研究デザインを設計します。それに基づき、簡単な
フィールドワークやインタビュー調査を含む研究を実践し、課題を考察できるように
なることを目指します。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
質的研究に関する文献を読み、その内容を要約して順に発表します。その上で、発表
内容に基づくディスカッションを行います。
質的研究のデザインを設計し、調査（参与観察やインタビュー等）を行い、データを
収集し、分析して、考察と結論をまとめます。
グループワークによる活動もありますので、学生の主体的かつ協調的な学びが求めら
れます。

【課題に対するフィードバックの方法】
授業で出した課題については、次回以降の授業でコメント・解説します。

■授業計画

①ガイダンス（自己紹介、研究関心の共有、春学期の振り返り等）
②SCATとは何か
③SCATによる分析（分析プロセスの理解）
④SCATによる分析（分析の手順①）
⑤SCATによる分析（分析の手順②）
⑥SCATによる分析（分析の手順③）
⑦SCATでの分析のコツ
⑧SCATに関するその他の注意点
⑨質的研究を計画する
⑩データ収集（1）
⑪データ収集（2）
⑫データ分析（1）
⑬データ分析（2）
⑭結果のまとめと考察
⑮研究発表

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
・質的研究の理論や手法について理解する。
・文献を読み、要点をまとめ、わかりやすい表現で人に伝えることができる。
・人の発表を聞き、批判的思考に基づき質問や議論をすることができる。
・授業で学んだ理論やスキルを自分の研究関心と結び付け、研究をデザインすること
ができる。
・質的研究のデザインに基づき、適切な手法を用いてデータの収集と分析を行うこと
ができる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
この授業は、観光学部ディプロマポリシーのうち
②観光学の知識、技能の活用能力
③自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力
に該当します。

■成績評価基準と方法

出席と授業への取り組み、発表内容と完成度、質疑応答やディスカッションへの参加
状況等に基づき総合的に評価します。
・出席と授業への取り組み（20％）
・発表内容と完成度（50％）
・質疑応答やディスカッションへの参加状況（30％）

■テキスト・参考文献

【テキスト】
『質的研究の考え方―研究方法論からSCATによる分析まで―』（名古屋大学出版会, 
2019）
※春学期の2年演習(基礎)と同じテキストを続けて読みます。

【参考文献】
授業の中で指示します。必要に応じてプリント等の資料を配布します。
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■授業外学習

【具体的な内容】
授業では主に発表とディスカッションを行います。文献を読み、疑問点をまとめる等
、事前の準備を十分に行ってください。

【必要な時間】
文献を読む時間を確保してください。発表準備がある場合、発表資料をまとめるのに
数時間から数日程度必要です。

■その他

・2021年度導入のLMSなども段階的に使用しますが、社会状況に応じて柔軟にさまざ
まなツールを使いこなす意欲を持つこと。
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2019 年度生 国際観光学科

科 目 名 3年演習(応用)

開講期・単位 3年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 田村　こずえ

■講義の目的および概要

本演習では、「住んでよし訪れてよし」の地域の創造を目指し、ユニバーサルな対応
や実践的な学び等を通して、地域社会の歴史や文化、現状から課題発見をして、解決
ヘのアプローチ方法に関しての基礎を学修していきます。また、各自が問題意識を持
ちながら、グループワークやディスカッション、プレゼンテーションを行い、協働し
ながら主体的に取り組む姿勢を身に付けます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
文献調査だけではなく、フィールドワークや実習等を行い地域の現状を把握して、地
域の課題を理解するようなアクティブラーニングとする。また、グループワークや学
生との討論を重視して講義を進めていきます。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題に対して、講義の中でフィードバックします。

■授業計画

①ガイダンス
②観光と地域の応用（1）：学ぶ姿勢
③観光と地域の応用（2）：観光とは
④観光と地域の応用（3）：地域とは
⑤観光と地域の応用（4）：地域づくりとは
⑥フィ―ルドワークにおける地域課題調査（1）
⑦フィ―ルドワークにおける地域課題調査（2）
⑧フィ―ルドワークにおける地域課題調査（3）
⑨フィ―ルドワークにおける地域課題調査（4）
⑩フィ―ルドワークの振り返りと報告
⑪演習発表の資料作成（1）
⑫演習発表の資料作成（2）
⑬演習発表の資料作成（3）
⑭演習発表
⑮演習報告会

※以上の構成で進める予定ですが、受講生の人数やフィールドワーク等の諸事情によ
り変更になる場合があります。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
地域社会の歴史や文化、現状から課題を発見する基礎的な能力を修得します。
地域社会に関して関心を持ち、フィールドワーク等を通じて主体的に取り組む姿勢や
地域社会へ寄与する姿勢を身に付けます。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力」に基づき、共に学ぶ姿勢や
自主的に取り組む姿勢の基礎を身に付けます。

■成績評価基準と方法

・課題レポート：40%　　
・ディスカッション・発表：30%　　
・最終課題：30%

■テキスト・参考文献

【テキスト】
適宜資料を配布します
必要に応じてテキストや文献を紹介します

【参考文献】
必要に応じて参考文献を紹介します

■授業外学習
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【具体的な内容】
・地域社会に関心を持ち、常日頃からニュース・新聞・文献・雑誌等から講義内容に
関連する情報を収集するように心掛けてください。
・地域の事前・事後調査や配布した資料を読み、講義の内容の理解に務める。
・演習の課題や発表資料作成及び準備等を行う。

【必要な時間】
毎回講義に出席した上で、講義内容に基づいて、事前学修と事後学修を行うことが必
要となります。

■その他

フィールドワークや実習等の費用は、基本的に自己負担ですが、一部助成があります
。
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2019 年度生 国際観光学科

科 目 名 3年演習(応用)

開講期・単位 3年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 千葉　里美

■講義の目的および概要

本演習は、「航空業界におけるパンデミックと国際移動」をテーマに、with/afterコ
ロナの海外航空サービスについて、本学連携先である日本航空(JAL)との共同研究を
予定しています。
特に新千歳空港発着の海外路線の中でも、日本人の憧れでもあるディスティネーショ
ンHawaiiを取り上げたい。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
前期の基礎調査を基に、興味関心ごとが近い学生で少人数グループに分かれ、諸課題
に向けた研究を本格的に進めるため、文献調査、レジュメの作成・発表、ディスカッ
ションを行います。

【課題に対するフィードバックの方法】
こまめなグループ発表をし、他グループからの評価を入れながら研究を深めると同時
に、JALグループ関係者にも発表時同席していただき、社会から見た意見をいただく
など実践的なフィードバックの体制も

■授業計画

①ガイダンス
②afterコロナの都市の「かたち」
③コロナ禍とテレワーキングの普及・拡大
④15分コミュニティ論
⑤ポストコロナの観光の「かたち」
⑥レジリエントな都市の「かたち」
⑦調査1-フィールドワーク
⑧調査2-フィールドワーク
⑨調査3-フィールドワーク
⑩調査4-分析
⑪調査5-分析
⑫中間発表
⑬追加調査1
⑭追加調査2
⑮最終報告会

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①航空サービスの基礎を踏まえた応用知識を身につける
②航空路線と観光地の関係性を認識し課題意識を身につける
③テーマに関するデータを収集し、理解できるようにする
④論理的思考のもと、課題解決へ向けた主体的な学修姿勢を身につける

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
ゼミを通して以下の能力向上に努める。
①修得した知識・技能を活用する能力
②自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力
③専門性の修得

■成績評価基準と方法

レジュメや資料の作成と発表　30%
毎回の取り組みや課題の提出　30%
研究成果　40%

■テキスト・参考文献

【テキスト】
前期と同様

【参考文献】
前期と同様

■授業外学習
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【具体的な内容】
「航空サービス」「ポストコロナ」「移動」「価値観」「海外」をキーワードに、日
頃からニュースや新聞、インターネットで情報収集するよう心がける。最近の社会動
向と航空サービスを常に結びつけ、航空サービスを自分ごと化として捉え、常に説明
できるように準備する。
ゼミで使用した資料はファイリングするなどしてまとめ、毎回の内容についても各自
ポイント等を整理すること。また研究を進めるにあたり、Word、Excel、Powerpoint
を使用します。操作ができるように準備はておいてください。

【必要な時間】
予襲復讐に2時間。

■その他

調査やフィールドワークにかかる際の交通費は自費です。
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2019 年度生 国際観光学科

科 目 名 3年演習(応用)

開講期・単位 3年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 古田　和吉

■講義の目的および概要

北海道の観光施設および観光関連施設の歴史と現状を学び、将来展望を考えます。
そして、今後の北海道観光の継続的な発展に向けた課題・問題点を抽出・研究し、
解決策をまとめ、提案することを目的とします。
観光関連産業に就職志望の学生には、進路選択に有効な演習を目指します。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
旅行会社で長く実務経験を積んだ教員が、観光産業の実状について分かり易く解説し
ます。社会人として知っておくべき実践的な「知識」や「心構え」も教えます。
同時に、実務経験を通して培った観光業界とのネットワークを活用し、北海道内の代
表的な観光施設を訪れるフィールドワークを積極的に取り入れます。

【課題に対するフィードバックの方法】

課題については、授業内で解説します。

■授業計画

①ガイダンス（演習の概要と目的の解説）
②グループワークの課題提示
③フィールドワーク準備　訪問先の事前調査等①
④フィールドワーク準備　訪問先の事前調査等②
⑤フィールドワークの実施①（運輸施設）
⑥フィールドワークの成果発表　課題解決にむけての提案①
⑦フィールドワークの実施②（スポーツ施設）
⑧フィールドワークの成果発表　課題解決にむけての提案②
⑨フィールドワークの実施③（入場施設）
⑩フィールドワークの成果発表　課題解決にむけての提案③
⑪フィールドワークの成果発表　課題解決にむけての提案④
⑫フィールドワークの成果発表　課題解決にむけての提案⑤
⑬フィールドワークの成果発表　課題解決にむけての提案⑥
⑭総括・期末レポート作成
⑮３年生ゼミ全体発表会

※授業の順番や内容を変更する場合があります。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
北海道の観光産業の現状を理解し、課題を抽出して、今後の解決策をまとめ、提案す
ることが出来る。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】

観光学の基礎的知識を習得し、課題を発見し解決する能力を身につける。

■成績評価基準と方法

授業・発表の参加度・積極性　　　50％
期末レポート　　　　　　　　　　50％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
「新人ＧＯ！ＧＯ！ナビ」ＪＴＢ総合研究所　１．４７０円
　※新社会人になる前に必読の１冊

【参考文献】
必要に応じて指示します。
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■授業外学習

【具体的な内容】
観光に関する情報、ニュースに常に関心を持ち、観光庁・各自治体・各観光施設など
のホームページにもアクセスし、実際に起きている事象を認知し、問題意識を持ち授
業に臨むこと。毎回の講義で、観光に関する時事問題について小テストを行います

■その他

北海道内の観光施設を対象に、フィールドワークを積極的に行います。
土日での実施もありますので、アルバイト等の日程調整が必要になります。
交通費、食事代等の費用が一人6.000円程度必要になります。
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2019 年度生 国際観光学科

科 目 名 3年演習(応用)

開講期・単位 3年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 横田　久貴

■講義の目的および概要

演習テーマ　観光教育を通じて「学ぶ人の立場に立ち、主体的、対話的な学びを提供
できる人材の育成」を目指します。

目的1　十勝地方の魅力を理解し、とかち文化検定試験の作成を通じて商工会議所が
実施する検定試験ビジネスを学びます。質の高い検定問題への考察、試験問題の作成
、試験自体の実施を体験します。
目的2　観光教育を行っている高校生に対して、大学生が「観光出前授業」を実践し
ます。将来、観光教育の現場に立ちたい人向け。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
「学ぶ」という行為を、「教える側」に立って実践できる。ようになります。
①学んで楽しい、質の高い検定試験とは何かについて考え、実践します。
②高校で教壇に立ち、高校生に出前授業を行います。
どちらも、「遊び感覚ではありません」本気で向かう必要があります。

【課題に対するフィードバックの方法】
①検定試験は　一般の受験者が存在する本物です。②出前授業は本当の高校生の前で
行う授業です。これができるようになるまで訓練します。

■授業計画

後期は主に、検定試験の実施と、観光教育の実践です。

講義ガイダンス、履修登録、講義の目的など
①観光教育の授業準備1
②観光教育の授業準備2
③A 高校への観光教育　実践　　
④A 高校への観光教育　ふりかえり
⑤B 高校への観光教育　実践
⑥B 高校への観光教育　ふりかえり
⑦C 高校への観光教育　実践
⑧C 高校への観光教育　ふりかえり

⑨とかち文化検定　試験会場の運営（試験実施時期未定）
⑩帯広商工会議所との連携　とかちフィールドワーク1
⑪帯広商工会議所との連携　とかちフィールドワーク2
⑫帯広商工会議所との連携　とかちフィールドワーク3
⑬年間活動のふりかえり
⑭ゼミ最終発表会準備
⑮ゼミ活動発表

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①とかち文化検定を通じた十勝の知識・理解を修得し、十勝を理解し、魅力ある地域
となるよう応援できる人となる。
②授業実践をつうじて、主体的で対話的な観光教育が実践できるようになる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
観光に関する専門的知識・技能

■成績評価基準と方法

とかち文化検定を通じた十勝の知識・理解　20％
帯広商工会議所との連携　30％
観光教育の授業づくり　20%
授業実践と反省　30%

■テキスト・参考文献

【テキスト】
とかち文化検定　公式テキスト

【参考文献】
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■授業外学習

【具体的な内容と必要な時間】
①検定試験作成・実施に向け必要な知識の習得…かなりの時間を要する　10時間以上
②指導案を作成し、模擬授業が実践できるようになる　10時間以上

■その他

このゼミは帯広商工会議所との連携事業、ニセコ高校、斜里高校、岩内高校との連携
で行われます。
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2019 年度生 国際観光学科

科 目 名 3年演習(応用)

開講期・単位 3年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 竹島　鉄也

■講義の目的および概要

ブライダルビジネスを体系的に理解するため、先ず実際のブライダル商品について学
習します。その後、グループ毎に自由なテーマを掲げバーチャルで１件の披露宴をプ
ランニングします。出来上がったプランをグループ毎にプレゼンテーションを行いま
す。また、ブライダルが行われているホテルについて、ホテル内でのブライダルの役
割や宿泊部門、レストラン部門等との関連性についてフィールドワークを行い学習し
ます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
前半はウェディング・プランナーやホテリエとして実務経験豊富な教員が、ブライダ
ル商品についてパソコン・プロジェクタを用い判りやすい講義形式で進めます。
その後、グループワークにより披露宴のプランニングを行って頂きます。会場コーデ
ィネート、衣裳、ウェディングケーキ、ペーパーアイテム、使用するＢＧＭ等をまと
め、各グループ毎にプレゼンテーションを行って頂きます。
また、ホテルでのフィールドワークにより、学習の理解度を深めます。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題については、授業内で実例を豊富にあげ、判り易く解説します。

■授業計画

①ガイダンス
②ブライダル商品（１）実例
③ブライダル商品（２）ブレイクダウン
④ブライダルプロデュースの基礎知識（１）披露宴の意義とプログラム
⑤ブライダルプロデュースの基礎知識（２）披露宴ＶＴＲ
⑥ブライダルプロデュースの基礎知識（３）コーディネートと演出　小テスト
⑦グループ毎にプランニング（１）
⑧グループ毎にプランニング（２）
⑨グループ毎にプランニング（３）
⑩グループ毎にプレゼンテーション
⑪ホテルにおけるブライダルの役割と、宿泊部門、レストラン部門等との関連性
⑫フィールドワーク　札幌市内ホテル視察
⑬フィールドワーク　札幌市内ホテル視察
⑭ホテル視察レポートの作成
⑮秋学期まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
メンバー全員が課題を理解し、積極的にディスカッションと連携をしていく中で、１
件の披露宴を創りあげることにより、ブライダルビジネスを理解。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「自立して生きていくための幅広い教養、技能を身につけている学生に学位を授与す
る。」に基づき、披露宴をプロデュースするなかで、ブライダルの常識と併せ、コー
ディネート力、社会人として正しい知識やマナーを身につける。

■成績評価基準と方法

小テスト1回30％、ホテル視察レポート20％、レポート50％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
教科書は用いず、配布するプリントを用います。

【参考文献】

■授業外学習

【具体的な内容】
ＳＮＳやニュースなどでブライダルの話題に興味・関心を持つ。

【必要な時間】
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■その他

交通費、ホテルでの昼食代として合計4,000円～5,000円程度の費用が掛かります。
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2019 年度生 国際観光学科

科 目 名 3年演習(応用)

開講期・単位 3年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 綱島　洋一

■講義の目的および概要

「コロナ禍で揺らぐ観光の明日を考える」をテーマに学位授与方針が掲げる「課題を
発見して解決する能力」を養う演習の応用編。宿泊、運輸業といった従来の枠組みを
超えた「未来型観光人材」の育成をキーワードに観光業の「ビジネスモデル（稼ぐ力
）」を改めて検証、磨き上げる取り組みを目指す。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
　新たな時代の観光のあり方を探る主役は受講生一人ひとりです。秋学期の演習では
、担当教員だけでなく、受講する学生が問題提起をし進める。自ら考え、調べ、討議
(ディスカッション)し発表(プレゼンテーション)する方式は春学期の演習と同じ。理
解をより深め、各自がレポートにまとめます。
　これをもとに、朝日新聞記者として観光業界や海外の観光事情を取材してきたジャ
ーナリストとしての実務経験のある教員が独自の読み解き方、視点などをもとに解説
します。授業内外で対話を心がけます。感染拡大状況をにらみながら、可能なら学外
でのフィールドワークにも取り組みます。
【課題に対するフィードバックの方法】
　受講生が授業で発表した内容については、その場で担当教員がコメントします。
レポートについては、授業で担当教員がコメントするほか、必要に応じて個別の受講
生に対面、メールなどでコメントします。

■授業計画

　秋学期の演習(応用)は、コロナ禍で起きた観光をめぐる変化と課題を読み解いた春
学期の学びをさらに深めて「変化と課題をどう克服するか」に着目。新たな観光の世
界を担う「未来型観光人材」のあり様について考えを深めます。

具体的な授業計画は以下のような内容を予定。
①演習の進め方について話し合う～未来型観光人材について概要説明
②新たな時代の観光に必要な取り組みを整理する
③課題克服の処方箋づくり～(1)事例研究　北海道内編
④課題克服の処方箋づくり～(2)事例研究　道外編
⑤課題克服の処方箋づくり～(3)事例研究　海外編
⑥課題克服の処方箋づくり～(4)事例研究　DMOがキーマン役か
⑦課題克服の処方箋づくり～(5)事例研究　政府・自治体はどう動くか
⑧未来型観光人材のイメージを作成した処方箋をもとにまとめる
⑨未来型観光人材としてのイメージを実現するために必要な取り組みを検討する
⑩フィールドワーク～未来型観光人材のイメージを現場で検証する・その1
⑪フィールドワーク～未来型観光人材のイメージを現場で検証する・その2
⑫フィールドワーク～未来型観光人材のイメージを現場で検証する・その3
⑬フィールドワーク～未来型観光人材のイメージを現場で検証する・その4
⑭フィールドワーク～未来型観光人材のイメージを現場で検証する・その5
⑮まとめ　未来型観光人材のあり様と新たな観光について
※未来型観光人材のイメージを現場で検証は、対象分野と地域などを各回ごとに変え
て実現可能性、実現への課題を検証しつつ進める

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
北海道内をはじめとする世界の観光をめぐる現状と課題を的確に読み解く思考、判断
力が身に着く。授業での討論、発表を通して他者との意思疎通力が磨かれる。①さま
ざまな文献、資料を「読むことができる」②相手の話を「聞くことができる」③自分
の考えを的確に「話すことができる」～この三つの力は就職活動や卒業後に社会で活
躍するための必要条件。卒業後をにらんだ人材育成につながります。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
すべての学部がデュプロマポリシーとして掲げる「自立して行動できる姿勢、課題を
発見して解決する能力」を身に着け、価値観が多様化する国際社会を主体的に生き抜
く力を養う。

■成績評価基準と方法

①授業でのディスカッション、プレゼンテーション　　25％
②授業でのレポート　　25％
③学期末のレポート　　50％
学期末のレポートは学びの集大成とするため評価割合を高く設定しています。

■テキスト・参考文献

2021(令和3)年4月1日

1096



【テキスト】
教科書の指定はありません。必要な資料は授業で配布します。
【参考文献】
◎インバウンド再生～コロナ後への観光政策をイタリアと京都から考える
　　　宗田好史　学芸出版社
◎新・観光立国論　デービット・アトキンソン　東洋経済新報社
◎ポスト・オーバーツーリズム　阿部大輔編　学芸出版社

■授業外学習

【具体的な内容】
事前学習～観光分野だけでなく、世界の経済動向についてのニュース、話題を積極的
に読み、受講生みずからがどう考えるかをまとめておく。データベース、新聞各紙は
大学図書館で閲覧できる。積極的に活用するよう心掛ける。
事後学習～その日の授業内容の振り返り。授業で提出を求められたレポートの作成。
【必要な時間】
事前学習は、計2時間以上。ニュース、文献を読み、その背景を考えましょう。事後
学習は2時間以上かけて必要な調べ学習に取り組み、課題内容を精査しレポートを仕
上げます。

■その他
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2019 年度生 国際観光学科

科 目 名 3年演習(応用)

開講期・単位 3年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 吉田　和彦

■講義の目的および概要

コロナ禍により航空業界は未曽有な危機に直面しているといえます。需要回復に数年
かかるともいわれています。一方ではWITHコロナのなかで、生き残りをかけた強靭な
体質への転換、市場ニーズに合わせた新しい飛行機による旅の提案、他社との差別化
などのFSCやLCCの生き残り戦略、地方創生を担う空港の一体運営化(民営化)の流れな
ど環境の変化により新しい局面を迎えつつあります。春学期で学んだ航空関係知識を
ベースに関係者のヒアリングなどのフィールドワークを通じて、航空業界や地域の将
来あるべき姿に向けた考察を考えていただきたいと思います。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
前半については、現状、将来における業界の抱える課題を洗い出すことを目的に、各
界関係者のヒアリングや独自学習をベースに課題の掘り下げと共有化を図ります。後
半はそれらを基本として将来構想を纏めるためのグループワークを実施します。最終
的な提言をご協力いただいた関係先にプレゼンテーションを実施します。航空会社で
現業から企画部門、役員を経験した教員が指導してふきます。

教員は適宜ファシリテーターとして、あるいはコーディネーターとして参画して指導
します。基本は学生による運営として、企業におけるプロジェクト活動を模して取り
組んでいただきます。当然企業訪問については社会人か基礎力を発揮してもらう機会
として、必要に応じてフィードバックを行います。【課題に対するフィードバックの
方法】

■授業計画

①ガイダンス
②課題の推定と共有化
③効果的なプレゼンテーションとは
④ロジカルシンキングとは
⑤ラテラルシンキングとは
⑥フィールドワーク調査研究の進め方
⑦グループワーク(テーマの選定)
⑧グループワーク(現状分析)
⑨グルーブワーク(分析と課題解決アプローチ)
⑩グループワーク(仮説の検証)
⑪グループワーク(現地調査の中味確認)
⑫フィールドワーク
⑬グループワーク(フィールドワーク取り纏め)
⑭グループワーク(プレゼン資料検討) 
⑮成果発表会

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
航空・空港・旅行ビジネスへの専門知識の深化を図りつつ、チーム活動を通じて、課
題解決能力、チームワークプレイ、リーダーシップ、プロジェクト運営スキルを磨き
ます。就職後をイメージして、配属部署での創造性を備えたサービスや課題解決提案
をアウトプットすることができる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「自ら考え、自らの行動し、自省する人」として業界のなかで認められる観光人材と
してのコミュニケーション能力やスキルを身につけている。

■成績評価基準と方法

①講義でのFORMSクイズ　　　　　30%
②グループワークアウトプット　 40%(10%×4)
③フィールドワークでの活動　　 15%
④プレゼン資料作成参画　　　　 15%

■テキスト・参考文献
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【テキスト】
資料については、TEAMSにて配布します。

【参考文献】
必要に応じ配布します。

■授業外学習

事後学習:各自ノートを作成してください。ヒアリングの内容や気が付いたことはメ
モをして、当日のまとめを作成して、グループワークに活用できるようにして下さい
。また、個人の意見もまとめるようにして下さい。

■その他

グループワーク、フィールドワークで2～3回の外出が派生する可能性があります。そ
の際の交通費は個人負担となります。
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2019 年度生 国際観光学科

科 目 名 3年演習(応用)

開講期・単位 3年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 齋藤　修

■講義の目的および概要

  本講義では、「演習」いわゆる「ゼミ」として、観光施設などの立地地図製作とそ
こからの観光空間分析を地理学的に行う。
　そして、そこから４年生で行う卒業論文にむけた内容を決定し、各自でそれにむけ
た活動を行う。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
　道央圏を調査対象とし、日帰りでのフィールドワークを中心とした授業が行われる
。街中を地図片手に歩くことを春学期に続いて、２度実施する予定である。
　それに必要な講義が前後に行われる。調査後の分析活動も学生が中心に実施する。
　後半には、各自で卒業論文に向けた概要レジュメを作成し、研究計画書を作成する
。そして、それを発表用の資料に仕上げるようにする。
【課題に対するフィードバックの方法】
　地図製作作業の中でその課題を少しづつ見つけ出す。完成に近づけていく中で調査
した観光地の地理的特徴と問題点を知り、それを各地の観光状況に重ね合わせて考え
て、議論に活かす。 
　自らの研究テーマの作成と概要レジュメに関して、適宜指導を受ける。

■授業計画

①ガイダンス
②フィールドワーク準備
③フィールドワーク１
④フィールドワーク２
⑤地図製作
⑥データ分析
⑦フィールドワーク準備
⑧フィールドワーク１
⑨フィールドワーク２
⑩地図製作
⑪データ分析
⑫卒業論文にむけた概要発表１
⑬卒業論文にむけた概要発表２
⑭成果発表にむけたまとめ
⑮成果発表会

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①精密な現地調査ができる。　　　　　　　
②協力して現地調査ができる。　　　　　　　
③協力して地図製作することができる。　　　
④地図やデータを分析することができる。　
⑤卒業研究に対する明確な計画を建てることができる。　
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
　本学部が求める「観光を通じた地域振興」分野で活躍できる人材を育成する上で、
実際の観光地を分析することが重要と考える。その技能を活かし、自らがテーマを決
め、研究の端緒に立つことを求めた。

■成績評価基準と方法

①現地調査（フィールドワーク）の精度　　　20％
②現地調査（フィールドワーク）の協働状況　20％
③地図製作状況　　　　　　　　　　　　　　10％　
④データ分析状況　　　　　　　　          10％
⑤卒業研究計画・レジュメ発表・全体発表　  40％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
特になし。必要な資料を配布予定。

【参考文献】
特になし

■授業外学習
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【具体的な内容】
　事後として、現地調査後のデータ整理、レジュメ発表のためのまとめる活動が必要
となる。卒業研究計画の作成、それにむけたレジュメ制作・発表などが必要となる。
【必要な時間】
　分析作業・整理の時間、卒業論文にむけたレジュメ制作、発表用の資料制作などに
は数時間は必要となる。

■その他

　フィールドワークは２時間以上歩くことがあるため、自信がない場合は、履修に不
向きである。
　できれば４年生でのゼミまで継続履修し、観光地理学の卒業論文を書くことが前提
となる。
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2019 年度生 国際観光学科

科 目 名 3年演習(応用)

開講期・単位 3年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 金庭　香理

■講義の目的および概要

　本演習は「食と観光」をテーマとする。春学期の演習（基礎）で得た知識をもとに
、より実践的な課題解決法を検討する。そのために必要なデータ分析の仕方、戦略の
立て方など、仕事にも使える実践的なスキルの取得を目指す。また、自らの成果を分
かりやすく発表することを目的とする。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
　基本的にはゼミナール形式で実施する。（課題発見及び解決型の学び）
　必要に応じ、データ分析などに関するレクチャーを行う。自らテーマ設定し、情報
収集、企画、調査（フィールドワーク）、整理、発表まで一連の作業を遂行する。

【課題に対するフィードバックの方法】
　授業の中で適宜、資料配布やフィードバックを行う。

■授業計画

①ガイダンス
②テーマの検討（１）
③グループワーク
④グループワーク
⑤フィールドワーク（１）又は事例紹介
⑥フィールドワーク（２）又は事例紹介
⑦中間報告
⑧テーマの検討（２）
⑨グループワーク（３）
⑩グループワーク（４）
⑪フィールドワーク（３）
⑫グループワーク
⑬グループワーク
⑭最終成果報告会準備
⑮最終成果報告会

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
　観光における「食」が果たす役割について理解するとともに、世界や地域が抱える
諸問題について主体的に考え、それを分かりやすく発信する力を身につける。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
　「観光学の基礎的知識、技能の習得」及び「国際観光分野の実践的知識、技能の習
得」に基づき、さまざまな角度から観光を考え、主体的に行動する姿勢を身につけ
る。

■成績評価基準と方法

・毎時のレポートや発表　　　30％　
・グループワークへの参加　　30％
・中間・最終発表　　　　　　40％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
　適宜資料を配布する。

【参考文献】
　必要に応じて、指示する。

■授業外学習

【具体的な内容】
・自主的に関連文献の収集、熟読、要点整理をすること。
・成果物は期限までに提出すること。

【必要な時間】
・必要に応じて適宜時間を確保すること。
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■その他

・学内外における活動に積極的に取り組むこと。
・調査やフィールドワークにかかる交通費・昼食代は基本的には各自負担となる。
・状況に応じ、授業計画の内容等を変更する場合があるが、その際は授業内で通知す
る。
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2019 年度生 国際観光学科

科 目 名 3年演習(応用)

開講期・単位 3年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 有澤　恒夫

■講義の目的および概要

私たちは変化の激しい時代を生きています。コロナ禍は変化のスピードを否応なく加
速しています。学生の皆さんが職業や働くことを考えるにあたり、変化はもはや前提
条件です。変化の時代をバイタリティを持って生きるには、二つのことが大切です。
それは、「変化に対するマインドセット」と「強みを築く」です。秋学期（応用）は
、皆誰でも持っている才能を自覚し、才能を育み「強みとして築く」ための考え方、
行動のあり方を学びます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
担当教員は、企業で人材開発・教育を担当してきた実務家教員です。
この演習では、自分の才能を自覚し強みとして築くための方法を理解するために次の
通り進めます。
1.一人ひとりが自分の「才能」を明らかにすることから始める。簡単なワークを体験
しながら自己認識を深める。
2.それを踏まえて、「目的の力」が私たちにどんなことをもたらしてくれるのかを、
実在人物の事例（DVD等の視覚教材視聴）をとおして学ぶ。
3.学んだことを実践する第一歩としてまとめ・発表する。

【課題に対するフィードバックの方法】
オフィスアワーや授業後の対話、メールによるフィードバック

■授業計画

1.オリエンテーション
2.才能と強み
3.才能の理解と発見①
4.才能の理解と発見②
5.才能の理解と発見③
6.発表①
7.発表②
8.目的の力①
9.目的の力②
10.目的の力③
11.発表③
12.発表④
13.価値観と環境
14.ビジョン
15.キャリアバイタリティ　　

注：授業計画は変更することがあります。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
１.自分の才能を確認し、強みとして築くための考え方、行動の仕方を理解する。
２.変化の時代をバイタリティを持って、自分らしく生きていくための準備ができる
。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「観光ビジネス分野の実践的知識、技能の修得した学生に学位を授与する」に基づき
、観光ビジネスを担う人材として欠かせないヒューマン・スキルを涵養する。

■成績評価基準と方法

発言・ディスカッション等授業への参画（５０％）、発表の評価（２０％）、定期試
験の評価（３０％）。

■テキスト・参考文献

【テキスト】
「さあ、才能に目覚めよう」トム・ラス著　日本経済新聞社

【参考文献】
授業で紹介します。

■授業外学習
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【具体的な内容】
事前配布資料とレジュメ、参考図書による学習

【必要な時間】
予習・復習の時間はそれぞ2時間程度

■その他
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2019 年度生 国際観光学科

科 目 名 観光地形成

開講期・単位 3年 後期・選択 2単位・演習

担 当 者 河本　光弘

■講義の目的および概要

　魅力ある観光地、持続可能な観光地形成における課題は広範に亘るが、本講では地
域資源およびその活用方策に着目し、タイプ別に事例をまじえ、観光施策、現場にお
けるマネジメントの視点から地域経営（ヒト、モノ、カネ、情報）を主眼に学習する
ことを目的とします。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
国内外事例を対象としたケーススタディを中心とした講義を行います。また主要なテ
ーマについては課題解決型のグループ学習を通して、自ら考える力を醸成していける
ようにします。
本講義はコンサルタント会社において調査業務の実務経験のある教員が、具体的な調
査例を踏まえた実践的な授業を展開します。
【課題に対するフィードバックの方法】
課題については授業内で解説するとともに、プレゼンテーションに対しては講評およ
び教員・学生間での意見交換等を行います。

■授業計画

①ガイダンス～観光地を形成するもの
【観光資源に着目した観光地形成】
②自然資源を活かした観光地形成
③歴史資源を活かした観光地形成
④観光地形成における景観の役割
⑤都市と観光地形成
⑥リゾートとしての観光地形成
⑦農山漁村を活かした観光地形成
⑧ものづくりを活かした観光地形成
⑨リゾートとしての観光地形成
⑩イベント等を活かした観光地形成
【観光基盤・需要に着目した観光地形成】
⑪広域連携による観光地形成
⑫交通と観光地形成
⑬国際化に対応した観光地形成
⑭情報受発信と観光地形成
⑮まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
観光地形成を進めていく上で、施策・制度活用や観光地運営を担っていくための基本
スキルを身につけることができることをめざします。また各講義毎にルブリック（学
習到達度を示す評価基準を観点と尺度からなる表）を学生に提示し、各自が学修達成
度を自己評価できるようにします。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「観光学の基礎的知識、技能の修得ならびに修得した知識、技能の活用能力を習得し
た学生に学位を授与する」に基づき、統計データ分析能力の獲得を通して、観光を通
じた地域振興と国内・国際観光の分野で活躍できる能力を身につけます。

■成績評価基準と方法

課題　　　　　　　　　１５点×４回＝６０点
（期末テストの場合もある）
プレゼンテーション　　２０点×２回＝４０点

■テキスト・参考文献

【テキスト】
特にありませんが、必要に応じてプリントの配布や参考文献を提示します。
【参考文献】
観光白書、北海道観光の現況（いずれもウェブサイトからダウンロード可）

■授業外学習
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【具体的な内容】
観光庁や北海道経済部観光局ホームページを読み、どのような観光統計があるのか把
握しておくこと。また、新聞やTVなどで観光地に関する情報について、調べておくこ
と。
【必要な時間】
２時間／項目ごとの予習・復習

■その他

特になし
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2019 年度生 国際観光学科

科 目 名 観光と心のケア

開講期・単位 3年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 中里　のぞみ

■講義の目的および概要

ストレスの多い社会において、近年、メンタルヘルスケアは重要視されている。
また、旅と心の健康の維持・向上との関連性やその可能性も注目されている。
メンタルヘルスケアのひとつとしての観光のあり方について学ぶ。
本講義では、自身のコミュニケーションパターンに気づき、他者との関係性構築に役
立て、社会で生きていくための各自の心の免疫性を高め、エンプロイアビリティを身
につけることを目的とする。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
パワーポイント・資料などを用いて、メンタルヘルスと観光との関連性を学ぶ。
知識を学ぶだけでなく、心理ワークなどを体験して理解を深める。
テーマによるグループディスカッション・プレゼンテーションにより、学んだことを
活用できるように共有化を図る。
航空業界での実務経験と産業カウンセラーとしての現場経験から、観光と心のケアに
ついて、事例検討をし、ワークシートを用いて自己理解を深め、他者との関わり・コ
ミュニケーションについて心理学的に学び、さらに旅の効用とメンタルヘルスケアに
ついて理解を深める。

【課題に対するフィードバックの方法】
グループワーク・ディスカッション・プレゼンテーションについては、随時、授業内
でフィードバック。レポート・テストについては精査後にフィードバックする。

■授業計画

①観光と心のケアの関係性
②旅が心に与える効果
③現代人の抱えるストレスとメンタルヘルスケア
④観光行動の概念
⑤旅行者の心理
⑥心のケア①～癒やしを求める現代人～
⑦心のケア②～コミュニケーション～
⑧心のケア③～自己理解～
⑨メンタルヘルスツーリズム
⑩心のケアにつながる旅行
⑪ツアーの提案
⑫ツアーの効果
⑬ツアー企画のフィードバック
⑭心の免疫力を高める
⑮総括とテスト

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
ストレスフルな社会を生き抜くための、自立的かつ自律的な姿勢を修得する。
組織における様々な人との人間関係の基盤であるコミュニケーション能力を高める。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
観光振興に関わる際に有益な知識と、現代人に求められるメンタルヘルスケアについ
て学び、将来に役立てることができるようになる。

■成績評価基準と方法

テスト50%　
観光と心のケアのツアー提案作成とパワーポイント提出50％
対面授業の場合はグループディスカッションを通してツアー提案作成。
オンライン授業の場合は個人ワークとなる可能性もあります。

■テキスト・参考文献

【テキスト】
使用しない。適宜資料を配付する。

【参考文献】
「観光の社会心理学」前田勇・佐々木土師二監修　北大路書房
「観光とサービスの心理学」　前田勇　学分社
「人間尊重の心理学」カール・ロジャーズ　創元社
「ワークショップ心理学」藤本忠明・栗田喜勝・瀬島美保子・橋本尚子・東正訓
　　　　　　　　　　　　ナカニシヤ出版

■授業外学習
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【具体的な内容】
各自で授業内ではメモを取り、授業後には見直しをすること。
事前学習としては、授業に関連する情報などを収集しておくこと。

【必要な時間】
事前・事後学習には各講義前後に２時間程度を費やすようにすること。

■その他

観光に関する基礎知識があることは前提とします。
オンライン授業では自律的に授業に参加し、提出物は期限厳守とします。
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2019 年度生 国際観光学科

科 目 名 北海道観光

開講期・単位 3年 前期・必修 2単位・講義

担 当 者 河本　光弘

■講義の目的および概要

道内の主要観光地の概略を学び知識を得ることによって、今後の北海道観光の展開に
ついて考える基礎的な素地を養う。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
基本的にはテキストをもとにした講義形式で展開し、特徴的な項目を幾つか取り上げ
てグルーブワークによるディスカッション等を取り入れ、能動的な学修を目指す。
本講義は、調査研究機関で観光ビジネスに関する企業支援や調査等を行っていた実務
経験のある教員が、地域資源の現況把握や価値創造に向けた手法や知識を生かして、
地域づくりの基盤となる観光対象とは何かについて、地域計画論的な視点から考察す
る講義を展開する。

【課題に対するフィードバックの方法】
毎講義で、学生の興味関心に沿って講義内容の振り返りや質疑応答を行う。

■授業計画

①ガイダンス（北海道観光の全体概況と課題・可能性の概説）
②北海道と北海道観光の現況
［北海道の観光地］
③道央圏（石狩・後志）
④道央圏（空知・西胆振）
⑤道央圏（東胆振・日高）
⑥道北圏（上川）
⑦道北圏（留萌・宗谷）、道南圏
⑧中間とりまとめ
⑨オホーツク圏
⑩根釧圏
⑪十勝圏
⑫北海道の歴史
⑬北海道の祭り・イベント、北海道の自然
⑭北海道の交通
⑮まとめ…北海道観光の新たな展開

上記について、遠隔授業の場合、適宜、計画変更を加える予定であり、変更は前週に
説明する。なお、第３回目までの授業は、遠隔で授業を行う予定（入国できていない
留学生も多いため）。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
北海道の代表的な観光地の現況を理解し、自身で説明できるようになる。
今後の北海道観光の展開方向について考えるための視点が身についている。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「観光学の基礎的知識、技能の習得」に基づき、観光振興の立案・実施に対応できる
能力を身につける。

■成績評価基準と方法

期末テストまたはレポート(中間テストを含む）　９0％
授業内での小テスト、授業参加等　10％
評価については、遠隔授業を考慮し上記を基本とするが、実態を鑑み変更を加える場
合もある。

■テキスト・参考文献

【参考資料】
「北海道観光ハンドブック」2,300円
【その他】
講義中に随時指示する。

■授業外学習
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【具体的な内容】
次回の講義範囲について、テキストを読んで予習ノートにまとめておく（事前授業）
。
できるだけ北海道の各観光地に興味を持ち、足を運び、問題意識を持って事後学習ノ
ートにまとめておくこと（事後授業）。
【必要な時間】
各事前・事後の学習時間は、各２時間をそれぞれ想定する。

■その他

詳細は、ガイダンス等で説明する。
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2019 年度生 国際観光学科

科 目 名 観光政策行政

開講期・単位 3年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 田村　こずえ

■講義の目的および概要

本講義では、日本の観光振興に向け、どのような観点から政策を展開しているのか、
関係者の連携のあり方や国や自治体の観光政策の動向などを理解した上で、観光に関
する政策の基礎的な知識を学修していきます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
基本的には講義形式で行いますが、国や自治体の観光政策の資料を用いて、実践的な
講義を行います。
新聞やインターネットなどを活用し、観光に関する最近の動向も勘案しながら、学生
との討論を重視して講義を進めていきます。講義の中で、グループワークや観光政策
を実践しているゲストスピーカーの招聘も予定しています。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題に対して、講義の中でフィードバックします。

■授業計画

①ガイダンス　
②日本の経済社会の変遷
③国際観光の動向
④観光政策と観光行政
⑤国の観光政策の基礎（1）：目的・意義
⑥国の観光政策の基礎（2）：施策
⑦国の観光政策の事例（1）
⑧国の観光政策の事例（2）
⑨地域の観光政策の基礎：自治体・観光関連
⑩地域の観光政策の事例（1）
⑪地域の観光政策の事例（2）
⑫地域の観光計画の見方（1）：テーマ設定
⑬地域の観光計画の見方（2）：リサーチ・ディスカッション
⑭地域の観光計画の見方（3）：資料作成・発表
⑮まとめ　総括

※以上の内容にて進める予定ですが、受講生の人数や進捗状況などにより適宜変更に
なる場合があります。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
国や自治体の観光政策の動向などを理解した上で、観光に関する政策の基礎的な知識
を、自分の言葉で説明することができる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「観光学の基礎的知識、技能の修得」に基づき、観光の政策に関して考える視点を身
に付ける。

■成績評価基準と方法

・課題レポート：50%　　
・ディスカッション・発表：20%　　
・最終課題：30%

■テキスト・参考文献

【テキスト】
必要に応じて資料を配布します

【参考文献】
必要に応じて参考文献を紹介します

■授業外学習
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【具体的な内容】
・常日頃から国や自治体の観光の資料をはじめ、ニュース・新聞・文献・雑誌等から
講義内容に関連する情報を収集するように心掛けてください。
・講義ではしっかり傾聴してメモをとり、事後学習として講義の内容の理解に努める
。
・講義の課題や発表資料の作成及び準備等を行う。

【必要な時間】
毎回講義に出席した上で、講義内容に基づいて、事前学修と事後学修を行うことが必
要となります。

■その他

2021(令和3)年4月1日

1113



2019 年度生 国際観光学科

科 目 名 観光と歴史文化

開講期・単位 3年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 齋藤　修

■講義の目的および概要

  本講義の目的は、各地域における観光資源とされている歴史的遺産の代表例を紹介
するものである。
　そして、代表的な観光資源が、主にどのような時代に関連しているのかを理解した
上で、それぞれの地域における観光上の特色を理解してもらう。また、そのような観
光資源が地理的空間内にどのように位置づけられているのか、空間事例から観光空間
としての立地の特徴や観光施設の立地の工夫状況などを考察してもらうこととしてい
る。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
　写真、地図などを用いた講義形式となる。それぞれの地域・空間における歴史文化
に関する観光資源を地図上で示しながら実施する。
　なお、ほぼ毎時課題レポートを実施する。

【課題に対するフィードバックの方法】
　現状の特徴、課題の認識等に関しては、課題レポートによって行う。解答・解説に
関しては、提出後の翌時に講義内で解説し、フィードバックする。

■授業計画

①ガイダンス、ツーリズムと歴史文化
②西ヨーロッパの概略
③イギリスの歴史文化と観光
④フランスの歴史文化と観光
⑤イタリアの歴史文化と観光
⑥東ヨーロッパの概略
⑦ロシアの歴史文化と観光
⑧ギリシアの歴史文化と観光
⑨イスラーム圏（北アフリカ、西アジア）の概略
⑩エジプトの歴史文化と観光
⑪トルコの歴史文化と観光）
⑫南北アメリカの概略
⑬合衆国の歴史文化と観光
⑭オセアニアの概略
⑮オーストラリアの歴史文化と観光、まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①歴史文化に関する観光資源が各地域にとって重要な位置を占めていることを理解で
きる。
②歴史文化に関する観光資源、観光施設が観光空間においてどのような位置に立地さ
れているのかを事例から判断できる。
③歴史文化に関する観光資源が地域空間における過去の時間軸上のどのような位置に
多く存在しているのかを理解することで、観光空間における特色を理解することがで
きる。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
　本学部が求める「観光を通じた地域振興と国内・国際観光の分野で活躍できる人材
の育成」のため、必要な「観光学の基礎的知識」として、各地での歴史文化がどのよ
うに観光資源と結びつけられ、観光空間を作るにあたって、どのような現状であるの
かを知る必要がある。

■成績評価基準と方法

①毎時の課題レポート　　　　50%
②最終レポート　　　　　　　50%

■テキスト・参考文献

【テキスト】
・毎時のレジュメ、課題レポート配布
【参考文献】
・JTB総合研究所『旅行業務シリーズ7海外旅行実務 海外観光資源2020』
・JTB総合研究所『海外旅行地理プラクティカル』
・勝岡只『海外観光資源ハンドブック』中央書院

■授業外学習
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【具体的な内容】
・大まかな世界地図、該当する地域の地図を事前に頭に入れて参加すること。
・課題レポート返却後は、アドバイスに従いもう一度考察してみること。
【必要な時間】
・課題レポート返却作成で２時間、返却後で２時間程度。

■その他

・世界地図が頭に入っていない場合は、地図帳を持ってくることを勧める。 
・東アジア、東南アジア、南アジアに関しては、アジア観光論など他の講義でも実施
しているので本講義では扱わない。
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2019 年度生 国際観光学科

科 目 名 上級観光英語

開講期・単位 3年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 陳　堯柏

■講義の目的および概要

近年海外へ旅行する人もインバウンドの観光客も増加しており、観光英語に精通する
人材が求められている現状を踏まえ、より詳細に説明や対応ができるよう、やや難易
度の高い観光英語の習得を目指す。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】

観光の場面ごとに単語やフレーズを紹介し、リーディング等を通して実際に使えるよ
う練習を重ねる。

【課題に対するフィードバックの方法】

授業内で学生が様々な文章を読解し、教員と見ている学生達が良かった点や改善すべ
き点などについてフィードバックをする。また定期的に小テストも行い、学習効果を
確認します。

■授業計画

① Orientation / Unit 1 Travel Information
② Unit 2 At the Airport
③ Unit 3 Hotel
④ Unit 1-3 Review / Evaluation 1
⑤ Unit 4 Dining
⑥ Unit 5 Asking and Giving Directions
⑦ Unit 6 Buses and Trains
⑧ Unit 4-6 Review / Evaluation 2
⑨ Unit 8 Sightseeing (1)
⑩ Unit 9 Sightseeing (2)
⑪ Unit 10 Problems and Complaints
⑫ Unit 8-10 Review / Evaluation 3
⑬ Unit 11 Tour Conductor Duties
⑭ Unit 12 Sightseeing in Japan
⑮ Unit 11-12 Review / Evaluation 4

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】

それぞれの場面で使う観光英語を学習し、実際に旅行中や仕事で使えるようになる。
また観光英語検定試験２級合格を目指す。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】

「国際社会の発展に寄与する社会人を育成」するに基づき、英語の知識、技能を身に
つける。

■成績評価基準と方法

Evaluation 1（15％）
Evaluation 2（15％）
Evaluation 3（15％）
Evaluation 4（15％）
Homework Assignment（40％）

■テキスト・参考文献
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【テキスト】

English for Tourism (Intermediate)
ステップアップ観光英語
観光英検センター編

【参考文献】

英語で紹介する日本 Experience Japan
松本美江

■授業外学習

【具体的な内容】

授業で使用する教材の予習・復習をしてください。

【必要な時間】

リスニングやリーディングの宿題も含め、復習を２時間程度行ってください。

■その他

観光英語検定試験２級の受験を勧めます。
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2019 年度生 国際観光学科

科 目 名 温泉学概論

開講期・単位 3年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 河本　光弘

■講義の目的および概要

日本人は世界でもまれな温泉好きと称されますが、温泉が日本人の文化形成に多大な
影響を与えてきたことはあまり認識されていません。そこで温泉やその文化を、温泉
と生活の関わり合い、あるいは温泉地の発展史等のなかで考えます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
テキストやプリント、ビデオ、発表等で授業を進めます。また、テーマが「温泉」で
あるため、実際に近隣温泉入浴やその体験から得た体験談等の活発な意見交換を求め
ながら、「なぜ、日本人は温泉が好きなのか？」を学生自ら考えるよう授業を展開し
ていきます.
本講義は、調査研究機関で観光に関する企業支援や調査等を行っていた実務経験のあ
る教員が担当し、観光の実務経験を活かし授業を展開する。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題については、授業内で解説し修正点や修正方法等を提示し、次回授業や学内共有
フォルダーを通じフィールドバックしていきます。

■授業計画

以下の予定内容で授業を行う。
なお、各種状況を判断しzoom等での授業の場合もある。その場合、事前に指示をする
。
①ガイダンス
②湯につかる文化と効能
③温泉の歴史
④温泉療法とヘルスツーリズム
⑤身近な温泉から考える温泉文化（道東）
⑥身近な温泉から考える温泉文化（道北）
⑦身近な温泉から考える温泉文化（道南）
⑧身近な温泉から考える温泉文化（道央１）
⑨身近な温泉から考える温泉文化（道央２）
⑩道外と海外の温泉（東北）
⑫道外と海外の温泉（関東・甲信越）
⑬道外と海外の温泉（中部・近畿・中国）
⑭道外と海外の温泉（九州・四国）
⑮道外と海外の温泉（海外）、まとめ（期末テスト）

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
「なぜ、日本人はかくも温泉好きなのか」を、日本の文化と健康維持等の幅広い視点
で考えながら理解すること。また、海外等の人々に日本の温泉のすばらしさをその持
つ文化や効能を含めて紹介できるようにする。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「自立して生きていくための専門知識、教養、技能を身につけている」学生に授与す
る、に基づき社会で求められ、ビジネス実務でも活用可能な知識。能力の獲得を通じ
社会人として自立できる能力を身につける。

■成績評価基準と方法

成績の評価方法は「期末テストまたはレポート」で45％、
「授業中のプレゼンテーション」で45％
「授業中の参加参加・授業討議等」で10％
で評価する。

■テキスト・参考文献

【テキスト】
特になし。
【参考文献】
参考資料：松田忠徳著『松田教授の温泉道』（中西出版）および適時プリント類を配
付する。

■授業外学習
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【具体的な内容】
普段から、温泉、入浴、テレビの温泉番組を見て学習すること（事前学習）。
学習した温泉地に行き、温泉に入浴し、温泉文化をより深く実体験し、報告書を作成
すること。またネット等で具体的情報を収集しておくこと（事後学習）。
【必要な時間】
予習・復習には、各回換算し各２時間を目安とする。

■その他

①受講は観光学部生とする。
②その他、初回の授業で概要を説明する。
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2019 年度生 国際観光学科

科 目 名 観光とスポーツ

開講期・単位 3年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 大迫　理沙

■講義の目的および概要

観光とスポーツは密接な関係にあり「スポーツツーリズム」という言葉も広く知られ
ているが、その歴史は日本ではまだ浅く、誘客のツールとしてのみ論じられることも
多い。本講義では「観光とスポーツ」の歴史、成り立ち、概念の整理などを出発点と
し、スポーツの要素を観光の観点から捉えることの、本質的な意義を学ぶ。また、「
観光とスポーツ」の、時代に伴う変化、地域における影響、世界との比較、北海道に
おける実践、多種多様な「観光とスポーツ」の現場の知識、事例分析など、さまざま
な角度から「観光とスポーツ」を捉え、広い視野で学び、理解を深めることを目的と
している。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
本講義は集中講義方式で実施する。海外からのスキー客を中心としたビジネスの現場
にいる担当教員が、具体事例も含めて講義を行う。一部授業については、受講生によ
るグループワークやアクティブラーニングの要素も取り入れながら実施する。また、
講義後のミニレポートを提出することで理解度をはかる。

【課題に対するフィードバックの方法】
ミニレポート、口頭発表時など、授業を通じて適宜フィードバックを行う。

■授業計画

①オリエンテーション
②「観光とスポーツ」の基礎
③「観光とスポーツ」の歴史とその背景
④「観光とスポーツ」の重要性
⑤「スポーツツーリズム」について
⑥観光の多様化 - 「観光とスポーツ」の視点から（ライフスタイルの変化を背景に
）
⑦「観光とスポーツ」の視点からみたインバウンドとアウトバウンド
⑧「観光とスポーツ」の視点から見たSDGs
⑨世界における「観光とスポーツ」
⑩北海道における「観光とスポーツ」
⑪「観光とスポーツ」の事例（１）ースポーツイベント
⑫「観光とスポーツ」の事例（２）ー日本各地での取り組み
⑬「観光とスポーツ」の事例（３）ーニセコ
⑭まとめ
⑮授業内試験

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
・スポーツの要素を観光の視点で考察し、その重要性を理解する。
・広い視野でさまざまな角度から「観光とスポーツ」を捉え、考察する。
・「観光とスポーツ」の現場についての知識を得る。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
観光学の基礎的知識, 国際観光分野の専門知識, 実践的知識, 幅広い教養, 課題を発
見し解決する能力,

■成績評価基準と方法

〇授業内の態度・積極性　40％
〇課題レポート　30％
〇口頭発表　30％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
必要に応じて配布
【参考文献】
寒川恒夫『教養としてのスポーツ人類学』大修館書店, 2004年
山田拓『外国人が熱狂するクールな田舎の作り方』新潮社, 2018年

■授業外学習
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【具体的な内容】
講義の前までに、自分なりに観光とスポーツの接点を考え整理しておくこと。「観光
とスポーツ」の観点から関心のあるテーマを選び、情報収集を行い、整理、考察をし
ておくこと（情報の整理、現状の把握、課題の発見と解決など）。
【必要な時間】
１０時間程度

■その他

フィールドワークを行う場合があり、その際の交通費は自己負担。
授業中に指名し発言を求めることがありますので、自分の考えを整理し、論理的に発
言するよう心がけて下さい。
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2019 年度生 国際観光学科

科 目 名 リゾート概論

開講期・単位 3年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 池ノ上　真一、田村　こずえ

■講義の目的および概要

観光の魅力の一つがリゾートである。世界各国にはリゾートと呼ばれる施設、地域が
点在しており、地域や企業の特色を活用した事業が展開されている。本講義では2名
の教員により、特徴のあるリゾートの事例を中心に学習し、観光とリゾートについて
理解を深める。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
リゾートを理解するため、事例を活用した講義を行なう。また、教員の有するリゾー
トに関する実践的な知見も活用し、事例を分析する。
授業では、アクティブラーニングを取り入れ、受講生による発表、レジュメの作成、
グループワーク等も適宜行なう。なお、学習効果向上の観点からフィールドワークも
実施する場合がある。

【課題に対するフィードバックの方法】
授業を通じて適宜フィードバックを行なう。

■授業計画

①オリエンテーション
②リゾートの基礎知識1（主に夏季または通年リゾート）
③リゾートの基礎知識2（主に夏季または通年リゾート）
④リゾートの事例分析1（主に夏季または通年リゾート）
⑤リゾートの事例分析2（主に夏季または通年リゾート）
⑥リゾートの基礎知識1（主に冬季または通年リゾート）
⑦リゾートの基礎知識2（主に冬季または通年リゾート）
⑧リゾートの事例分析1（主に冬季または通年リゾート）
⑨リゾートの事例分析2（主に冬季または通年リゾート）
⑩国内のリゾート1（テーマパーク他）
⑪国内のリゾート2（テーマパーク他）
⑫国内のリゾート3（テーマパーク他）
⑬グループワーク（リゾートの事例調査報告）
⑭グループワーク（リゾートの事例調査報告）
⑮グループワークの発表

＊状況に応じて、リゾートの現場でのフィールドワークを実施する。その場合は、授
業計画について、適宜変更することとなる。
＊ゲスト講師を招聘し、事例紹介を予定している。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
観光とリゾートの基礎知識を習得し、観光ビジネスや地域社会におけるリゾートの影
響や課題を理解する。また、グループワークを通じて課題解決能力や分析能力を身に
つける。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
観光に関する専門的知識・実践的な知識を有する人材育成の方針に基づき、リゾート
の基礎知識を身に付ける。

■成績評価基準と方法

授業の参加度・積極性　30%
グループワーク　40%
課題提出　30％

■テキスト・参考文献

【テキスト】必要に応じて資料を配布する。

【参考文献】必要に応じて指示する。

■授業外学習

日頃から観光現場を意識し、観光客の目線でどのようなリゾートがあるのか関心を持
つこと。また、自ら機会を見つけリゾート地への訪問も推奨する。

■その他
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状況に応じて、リゾートの現場でのフィールドワークを実施する。その場合は、授業
計画について、適宜変更することとなる（交通費等は各自が実費負担）。
また、フィールドワークは土日等の可能性もあり、各自柔軟にスケジュールを調整の
こと。
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2019 年度生 国際観光学科

科 目 名 観光ガイド

開講期・単位 3年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 藤崎　達也

■講義の目的および概要

観光地域において観光資源を見つけ出し、その魅力を引き出し、分かりやすく解説す
る活動が盛んとなっている。特に自然資源においてはインタープリテーションと呼ば
れ、ガイド技術は世界的にも日々発展している。それらを概観すると同時に、ガイド
事業を創業し経営してきた実務家教員が事業化のノウハウを教授し、将来観光関係の
様々な活動に活かすことを目的とする。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
様々な観光産業の成り立ちを理解している前提で、さらに観光ガイド事業を地域等に
定着させるにはどうすれば良いのかを探究し、実際に観光イベントなどにおいてツア
ーを実施する。小グループで数回を担当し、改善点などをフィードバックしながら
PDCAサイクルを回し観光ガイド事業運営を体験する。

【課題に対するフィードバックの方法】
小グループによるワークショップにて観光資源の発掘から活用、そして管理に至るま
でのプランニングを行う。実際に客を案内するツアーを行いアンケートなどを通して
、新たな課題等を抽出・解決の検討を進める。

■授業計画

①イントロダクション
②観光とガイド事業
③観光まちづくりとガイド事業
④観光資源の保護保全とガイド事業
⑤観光ガイドプログラムの開発（１）資源の掘り起こし
⑥観光ガイドプログラムの開発（２）ストーリー・シナリオの作成
⑦観光ガイドプログラムの開発（３）実装に向けての準備
⑧観光ガイドプログラムの提供実習（１）ガイドツアーの実施
⑨観光ガイドプログラムの提供実習（２）ガイドツアーの実施
⑩観光ガイドプログラムの点検・効果の測定（１）アンケートの回収・集計・分析
⑪観光ガイドプログラムの点検・効果の測定（２）アンケートの回収・集計・分析
⑫プログラムの記録・継続に向けての資料作成
⑬観光ガイド事業の経営
⑭観光地における観光ガイド事業のサポート
⑮ふりかえり（テスト・レポート）

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
・地域や施設などの魅力を効果的に来訪者に伝えることができるよう、観光ガイドと
しての基本的なスキルを身につける。
・観光ガイドプログラム導入の際の準備や関係機関との交渉の概要を知る。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
・観光ビジネス分野の専門知識、技能の修得
・観光ビジネス分野の実践的知識、技能の修得
・修得した知識、技能の活用能力

■成績評価基準と方法

課題40%
実習40％
レポート20％

■テキスト・参考文献

【テキスト】

【参考文献】
必要に応じて指定する

■授業外学習

本学のオープンキャンパスの館内紹介ツアーの開発を行い実施をする。5月か7月のオ
ープンキャンパスのいずれかにガイドとして参加すること。なおオンラインツアーと
なる場合も柔軟に対応すること。
講義の時間内だけでは完結しないので、リハーサルやアンケート回収を受けてのプロ
グラム修正などは随時対応すること。

■その他
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意欲のあるものには、札幌市内や十勝、道東におけるガイドプログラム開発実施にも
携わっていただく。その際の旅費等は各自負担とする。
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2019 年度生 国際観光学科

科 目 名 インストラクター実習Ⅰ

開講期・単位 3年 前期・選択 2単位・実習

担 当 者 藤崎　達也

■講義の目的および概要

観光地において必要不可欠なインストラクターとして活躍するための知識と技能を身
につける。特にこの講義ではカヌーやラフティングを始め、海水浴場の安全管理など
水辺での救急救命法を習得し日本ライフセービング協会公認の「Water Safety」の資
格取得を目指す。観光資源維持のために様々な主体が関わり、同時に多くの課題を抱
えていることを実体験を通し学ぶことにより、将来さまざまな形で観光を支える意識
を持つことを目的とする。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
数回の座学とプールや湖、海水浴場でのアクティブラーニングが中心となる。夏休み
中などに実際に業務にも携わる予定。

【課題に対するフィードバックの方法】
実際にインストラクターを目指す講義となるため、さまざまな実習への真摯な取り組
みを求める。

■授業計画

①オリエンテーション　
②③観光地とインストラクター
④海水浴場概要　
⑤プール実習（１）
⑥プール実習（２）
⑦海水浴場の現状と安全管理
⑧ライフセービング座学（１）
⑨ライフセービング座学（２）
⑩BLS（CPR＋AED）（１）
⑪BLS（CPR＋AED）（２）
⑫BLS（CPR＋AED）（３）
⑬ BLS（CPR＋AED）（４）
⑭振り返り発表
⑮テスト

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
日本ライフセービング協会公認のライフセーバーの資格を受けるための「Water 
Safety」の資格取得を目指す。この資格を活用して、アウトドアアクティビティのイ
ンストラクターとなるための基礎的なスキルを身につける。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
・観光ビジネス分野の専門知識、技能の修得
・観光ビジネス分野の実践的知識、技能の修得

■成績評価基準と方法

講義ごとの確認シート30%
実習への取り組み40％
資格の取得30％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
日本ライフセービング協会指定テキスト他

【参考文献】

■授業外学習

プールでの実習を行うため、25m以上泳げる泳力を有していること。不安なものはプ
ール実習までに各自練習をすること。
講義終了時には日本ライフセービング協会公認「Water Safety」と「BLS(CPR＋AED)」
の資格が認定され、さらに上級の「Basic Surf Lifesaver」の資格を受ける権利を得
ることができる。

■その他

テキスト代、受講料、その他として概ね15,000円程度を申し受けます。
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2019 年度生 国際観光学科

科 目 名 インストラクター実習Ⅱ

開講期・単位 3年 後期・選択 2単位・実習

担 当 者 藤崎　達也

■講義の目的および概要

インストラクターⅠを受講することを条件とする。Ⅰで学んだことを現場でさらに実
践的に学ぶことを目的とする。さらに、Ⅰで日本ライフセービング協会公認「Water 
Safety」と「BLS(CPR＋AED)」の資格が認定されることから、さらに上級の「Basic 
Surf Lifesaver」の資格取得を目指すことができるため、希望者には指導を行う。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
数回の座学とプールや湖、海水浴場でのアクティブラーニングが中心となる。夏休み
中に実際に業務にも携わる予定。

【課題に対するフィードバックの方法】
実際にインストラクターを目指す講義となるため、さまざまな実習への真摯な取り組
みを求める。

■授業計画

①オリエンテーション
②海水浴場における実習（１）
③海水浴場における実習（２）
④海水浴場における実習（３）
⑤海水浴場における実習（４）
⑥海水浴場における実習（５）
⑦プール実習
⑧海水浴場における実習（６）
⑨海水浴場における実習（７）
⑩海水浴場における実習（８）
⑪海水浴場における実習（９）
⑫海水浴場における実習（１０）
⑬海水浴場と安全管理の課題
⑭海水浴場と安全管理の課題についての発表
⑮振り返り

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
日本ライフセービング協会公認の「Basic Surf Lifesaver」の資格取得を目指す。こ
の資格を活用して、アウトドアアクティビティのインストラクターとなるための実践
的なスキルを身につける。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
・観光ビジネス分野の専門知識、技能の修得
・観光ビジネス分野の実践的知識、技能の修得

■成績評価基準と方法

講義ごとの確認シート30%
実習への取り組み40％
資格の取得30％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
日本ライフセービング協会指定テキスト他

【参考文献】

■授業外学習

受講の条件
「Basic Surf Lifesaver」の資格を受ける権利を得ることができる。資格取得に向け
ては、泳力　400ｍ→9分以内、50ｍ→40秒以内、潜行20ｍ以上、立ち泳ぎ5分以上を
要するため各自トレーニングをすること。

■その他

テキスト代、受講料、その他として概ね30,000円程度を申し受けます。
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2019 年度生 国際観光学科

科 目 名 オンライントラベル概論

開講期・単位 3年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 藤崎　達也

■講義の目的および概要

旅行業界の変化の中で昨今めざましい発展を遂げるICT技術を使った旅行商品の流通
について概観する。特に「OTA（オンライントラベルエージェント）」と呼ばれる新
しい旅行会社の企業概要、業務の内容等について、既存の窓口型の旅行会社との比較
も交えながら理解する事を目的とする。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
本講義では学問としての観光学の基本を抑えながら、経営者・実務経験のある教員の
実体験を交えオンライントラベルの基本を習得する。

【課題に対するフィードバックの方法】
特にケーススタディを元にした実践的な学びを中心とすることにより、実際に観光の
現場に出る際に役立つものである。

■授業計画

①イントロダクション
②旅行会社の歴史
③ICTの概要と歴史
④ICTがもたらす社会変化(1)
⑤ICTがもたらす社会変化(2)
⑥OTAの概要
⑧店舗型旅行会社によるオンライン販売
⑨オンライン商品の造成(1)
⑩オンライン商品の造成(2)
⑪OTAと観光主要産業（運輸・宿泊）
⑫OTAと観光施設
⑬OTAと地域
⑭ICTが観光業にもたらす可能性
⑮ふりかえり

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
旅行業全体やICTが観光にもたらす効果についての理解と、オンライントラベルエー
ジェントの特徴や社会的影響等について理解し、実際に観光業界で活躍する際に活か
せるようにする事を目標とする。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
観光学の基礎的知識、技能の修得
観光ビジネス分野の専門知識、技能の修得

■成績評価基準と方法

講義ごとの確認シート等30%
課題40％
定期試験30％

■テキスト・参考文献

【テキスト】

【参考文献】
必要に応じて指示する

■授業外学習

【具体的な内容】
自分から興味を持ちOTAなどのサイトで旅行計画を立てるなど積極的な姿勢が求めら
れる

【必要な時間】

■その他
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2019 年度生 国際観光学科

科 目 名 オンライントラベル実習

開講期・単位 3年 後期・選択 2単位・実習

担 当 者 武内　源太

■講義の目的および概要

インターネットの出現によって旅行業界でのビジネスも大きく変わりつつあります。
中でも宿泊予約分野においてはオンライントラベルエージェントの成長は著しいもの
があります。本講義では「楽天トラベル」予約サイトでの”売れる”宿泊プランの構
造を理解し、実際にプランの作成、販売を通してオンライントラベルエージェントの
ビジネススキームを学修していきます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
「楽天トラベル」での実務経験をもとにインターネットビジネスでのテーマごとにタ
スク提示し、それをグループワークやディスカッションによって作成した成果物をプ
レゼンテーションしてもらうといった参加型の講義方法を目指します。

【課題に対するフィードバックの方法】
ダイバシティ的な考え方を醸成するためにも、課題やグループワークの成果物に対し
ては、教員からはもちろんのこと、参加している生徒や本講義に協力連携頂く宿泊施
設運営者など多方面からのフィードバックを目指します。

■授業計画

①イントロダクション　インターネットプラットフォーマーとは？（楽天のケース）
②旅行・宿泊業界について （オンライントラベルエージェントの位置づけ）
③売上の公式　因数分解の考え方
④宿泊予約サイト予約の流れ（楽天トラベルのケース）
⑤マーケティング的に「宿泊プラン」を考える　（誰に？編）
⑥マーケティング的に「宿泊プラン」を考える　（なにを？編）
⑦マーケティング的に「宿泊プラン」を考える　（どう売るか？編）
⑧売れる「宿泊プラン」を作る
⑨「宿泊プラン」内容の改善　販売開始
⑩宿泊予約サイト「施設TOPページ」のポイント
⑪「施設TOPページ」の作成と発表
⑫メールマーケティング
⑬「口コミ」チェックポイント
⑭販売実績をもとにした「宿泊プラン」の改善と向上策
⑮全体まとめと振り返り

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
インターネット宿泊予約サイト分析や宿泊プラン作成作業を通してオンライントラベ
ルエージェントのビジネス構造を説明できる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
観光ビジネス分野の実践的知識、技能の習得
習得した知識、技能の活用能力
自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力

■成績評価基準と方法

講義ごとの確認シート30％
グループワーク20％
定期試験50％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
必要に応じて資料を配布
【参考文献】
トラベルボイス（https://www.travelvoice.jp/)
観光経済新聞（https://www.kankokeizai.com/)

■授業外学習

なるべく多くの旅行商材、販売方法に触れることが講義の理解度を深めるので、講義
外においてもオンライントラベルエージェント（楽天トラベル、じゃらん、一休、ブ
ッキングドットコム、エクスペディア）の予約サイトを使い倒してサイト構造やそれ
ぞれの特徴を自分なりに感じ取って下さい。加えてリアルエージェント（JTB、近畿
日本ツーリスト、日本旅行）の店舗カウンターでパンフレットの旅行商材も集めてイ
ンターネットの旅行商材との違いも見てみて下さい。
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■その他

参加型の授業になるので積極的な発言を期待しています。
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2019 年度生 国際観光学科

科 目 名 インターネット旅行情報

開講期・単位 3年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 菊池　志保

■講義の目的および概要

インターネットを通じて「新鮮で正確な情報」を収集することは旅行業プロにとって
欠かせない技能になっています。本講義では、旅行の企画・手配・案内・斡旋などの
業務に必要な情報をいかに効率的に収集するかについて基礎的ノウハウを身に付けま
す。
旅行会社あるいは観光産業において即戦力となるよう、インターネットについての知
識と情報収集能力を理解した上で、旅行販売業務の基礎を学修していきます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
基本的に講義形式で行いますが、復習の小テストにより講義内容の振り返りを行って
いきます。また、必要に応じてインターネットで情報検索しながら活用のコツを覚え
、旅行会社の業務を想定したロールプレイング販売実演を取り入れるなど、能動的な
学修を目指します。
遠隔授業への移行に伴い、ロールプレイング販売実演に替えて、想定される旅行形態
・目的ごとの対応と有効な検索技術のノウハウを、問題形式で蓄積することを目指し
ます。
本講義は、旅行会社において①旅行商品の仕入れ・商品企画②旅行商品の販売③団体
旅行の受注、添乗業務などの実務経験がある講師が、その知識を活かして観光業に携
わる者の視点から情報を活用できる講義を実施します。

■授業計画

①ガイダンス～
　旅行ビジネス支援ツールとしてのインターネットとは？
　旅行会社の役割とは？
②インターネットは情報の宝庫　情報の種類（1）WWW
　海外旅行カウンター販売の概要
③インターネットは情報の宝庫　情報の種類（2）電子メール
　海外旅行販売に必要な知識～消費者契約法　個人情報保護法　海外安全情報
④インターネットは情報の宝庫　情報の種類（3）その他サービス
　海外旅行販売に必要な知識～現地事情、時差　
⑤インターネットにはどんな旅の情報があるか？
　海外旅行の販売商品～関係機関
⑥情報をいかに探すか
　パッケージツアーの販売　個人情報の取り扱い
⑦検索サービスの基礎知識
　FITの販売～航空、ホテル、鉄道
⑧Yahoo!JAPAN　Google　goo 基本
　FITの販売～レンタカー、現地オプショナルツアー、チケット
⑨画像ファイルを探す
　クルーズ、ウェディング（現地挙式）
⑩インターネットの英語と翻訳ツール
　渡航手続・出入国手続
⑪Eメールの基礎
　旅行関連商品～保険、海外Wi-Fiレンタル、宅配便
⑫情報の保存と整理
　FITの販売
⑬インターネット情報をいかに活用するか？インターネット旅行情報士検定試験とは
？
　オンライン予約サービス
⑭試験と解説
⑮全体まとめと振り返り

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
旅行業への関心を持った上で、観光ビジネス分野で必要なインターネットの基礎的知
識を説明でき、操作検索した情報を業務に活用することができる。インターネット旅
行情報士検定２級（任意・オンライン検定）合格レベル。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「観光ビジネス分野の実践的知識、技能の修得」に基づき、観光業における旅行会社
の業務を知り、インターネット情報を自分なりに活用できる道を探すことを通じて、
社会人として自立できる能力を身に付ける。

■成績評価基準と方法

授業期間内試験50％　小テスト50％

■テキスト・参考文献
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【テキスト】
旅行業プロのためのインターネット活用術　立川充宜執筆　（株）JTB総合研究所発
行

【参考文献】
図解版ホスピタリティの教科書　あさ出版
「さすが！」といわせる大人のマナー講座　日本マナー・プロトコール協会　PHP研
究所
世界基準の「接客サービス」村田志乃著　幻冬舎
スラスラ解る敬語BOOK　美月あきこ監修　成美堂出版

■授業外学習

【具体的な内容】
次回の授業範囲について、専門用語の意味などを予習ノートにまとめてください。授
業内容について、テキストを読み込み、ポイントや重要事項を復習ノートにまとめて
ください。予習・復習の時間はそれぞれ２時間を目安とします。
また常日頃から、ニュース・新聞などで最近の社会情報を知り、旅行番組やガイドブ
ック、インターネットを通じて情報を入手するように心がけてください。興味のある
分野の書籍や写真集、映画や動画を見て豊かな感性を磨いてください。

■その他

授業中は、インターネットを検索しながらの発言や、販売のロールプレイ実演を求め
ます。一般的な応対マナーは、上記文献等を参考に各自学習した上で参加してくださ
い。
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2019 年度生 国際観光学科

科 目 名 観光とMICE

開講期・単位 3年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 古田　和吉

■講義の目的および概要

本講義では、地域に大きな経済効果をもたらす可能性があるMICEの基本を理解するこ
とを目的とします。
MICE先進国の取り組み状況、札幌市におけるMICE推進の現状と課題、さらにはオリン
ピック・パラリンピック等のメガスポーツイベントも題材にMICEの知識習得を目指し
ます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
MICEに関する基本的な知識と現状を学んだ後、MICEの持つ経済効果、地域振興等を中
心に講義を進める。また、実際のMICE関連施設を訪問するフィールドワークも行ない
、MICEの理解を深める。
また、MICE経験の豊富な関係者による特別講演や、実際のMICE参加も予定する。

【課題に対するフィードバックの方法】
授業内で適宜フィードバックする。

■授業計画

①ガイダンス　(講義の進め方、グループワークについて)
②コロナ禍の観光の現状と展望
③アフターコロナの訪日インバウンド
④MICEの基礎知識(1) MICEとは
⑤MICEの基礎知識(2) 日本のMICE戦略
⑥MICE先進国の事例分析
⑦日本各地の事例分析
⑧北海道・札幌市におけるMICEの取り組み
⑨ここまでのまとめ＋中間テスト
⑩フィールドワーク準備　訪問先の事前調査など
⑪フィールドワーク実施　札幌市内の施設、関係者訪問
⑫MICE誘致や運営の実際＋特別講演講義
⑬グループワーク発表(1)
⑭グループワーク発表(2)
⑮まとめ

※授業の順番や内容を変更する場合があります。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
・MICEを体系的に理解し、基本的な知識を習得する。
・MICEを活用した地域振興の視点を身につける。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
MICEを通じた国際観光分野の専門知識、技能、実践的知識を習得する。

■成績評価基準と方法

定期試験　　　　　50％
受講態度・積極性　30％
中間テスト　　　　20％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
必要に応じ、配布する。

【参考文献】
必要に応じ、配布する。

■授業外学習

日頃から新聞、ＴＶニュース、インターネット等で国際会議やスポーツイベント等の
MICEに関心を持ち、情報収集するように心がけること（特に札幌と北海道関連）。
毎回、小テストを実施します。

■その他

フィールドワーク費用（交通費・食事代）として、3.000円程度が必要になります。
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2019 年度生 国際観光学科

科 目 名 北海道観光の歴史

開講期・単位 3年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 古田　和吉

■講義の目的および概要

北海道観光の発展の歴史・経緯を学び、今後の北海道観光の展開、将来を予測してみ
ます。
「アジアインバウンド」を中心に好調に推移していた北海道観光が、突然のコロナ禍
で大苦戦する現状を分析し、アフターコロナの北海道観光は、どのように復活するか
？そのためには、何が求められるかを、過去の歴史から学びます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
観光業界で長く実務経験のある教員が、実体験したことも含めて解説しながら講義を
します。
北海道の有名な観光地・温泉地等の、その地域の歴史を知る地元の有識者を、ゲスト
スピーカーとして招き、講演を聴く機会も予定しています。
また、グループワーク・フィールドワークも、適宜行いながら講義を進めます。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題については、授業内で解説、説明します。

■授業計画

①ガイダンス（講義の概要と目的の解説）
②北海道観光の現在①（インバウンドの歴史）
③北海道観光の現在②（ＭＩＣＥ・カジノの将来）
④北海道観光の現在③（新型コロナウイルスの影響）
⑤北海道観光の現在④（新型コロナウイルスの影響）＋小テスト①
⑥北海道観光の変遷①（修学旅行の歴史）
⑦北海道観光の変遷②（職場旅行の歴史）
⑧北海道観光の未来①（アドベンチャーツーリズム）
⑨北海道観光の未来②（北海道新幹線札幌延伸・冬季オリンピック誘致）
⑩北海道観光の未来③（アフターコロナの観光）＋小テスト②
⑪北海道の有名温泉地の歴史に学ぶ（定山渓温泉フィールドワーク）
⑫北海道の有名観光地の歴史に学ぶ（洞爺湖・登別温泉）
⑬北海道の有名観光地の歴史に学ぶ（阿寒湖温泉）
⑭北海道の有名観光地の歴史に学ぶ（スキーリゾート）
⑮まとめ・期末筆記試験

※授業の順番や内容を変更する場合があります。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
北海道観光の歴史と変遷を学び理解し、北海道観光の将来像を説明できること。
今後の北海道観光の成長・発展に必要な課題等を認識できること。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「観光学の基礎的知識、技能の習得」に基づき、観光振興の立案・実施に対応できる
能力を身につける。

■成績評価基準と方法

期末筆記試験　　　40％
講義内小テスト　　30％
受講・発表態度　　30％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
特に指定しません。日々の観光に関する新聞報道、ＴＶニュース、インターネット情
報等を教材にします。
必要に応じてプリントを配布します。

【参考文献】
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■授業外学習

【事前事後学習】

観光に関する、新聞・ニュースの報道等に関心を持ち、新鮮な情報に敏感になること
。
北海道の代表的な観光地を訪れて、問題意識と関心を持ち、良く観察してくること。

■その他

フィールドワーク費用（交通費・食事代）として、3.000円～5.000円程度が必要にな
ります。
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2019 年度生 国際観光学科

科 目 名 北海道観光政策

開講期・単位 3年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 河本　光弘

■講義の目的および概要

観光が地域の雇用を生み出し、国際競争力のある成長産業とする国の政策を鑑み、北
海道における観光政策の位置付け、その現状と課題、観光が地域に及ぼす効果につい
て理解することを目的とする。あわせて、国の観光政策に影響を与える世界観光機関
の観光政策や地域における観光関連分野等を担う人材に必要とされる、企画・立案能
力の習得等を目指す。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
北海道における観光の基本的な政策について、行政機関等が公表している資料をもと
に講義を進める。また、モデル地域についての調査・検討をとおして、観光関連分野
の人材に求められている、企画・立案能力を獲得できるよう工夫する。
本講義は、経済主体のシンクタンクで自治体等から委託された観光経済や観光に係る
調査研究の実務経験のある教員がその実績に基づき授業を実施します。

【課題に対するフィードバックの方法】
各講義で質疑応答で対応し、必要に応じ資料配布を実施する。

■授業計画

①ガイダンス、観光政策における国と地方の関係
②北海道における観光政策の位置付け
③北海道における観光政策の体系
④北海道観光の現状
⑤北海道の観光振興の方向性と施策
⑥北海道における観光資源とその活用
⑦北海道におけるインバウンド加速化の動き
⑧北海道観光の課題
⑨北海道観光の可能性
⑩中間とりまとめまたは中間報告（①～⑨）
⑪特定地域における観光開発の事例（その１）
⑫特定地域における観光開発の事例（その２）
⑬モデル地域についての調査・検討
⑭モデル地域についての調査・検討
⑮調査・検討成果の発表、総括レポート

遠隔授業の場合、授業内容は適宜、変更される場合がある。授業について、第３回目
までは、入国できていない留学生も多く、遠隔授業とする。なお、その後は前週に次
週の予定を説明する。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
・北海道の観光政策を世界や国の政策と関連付けて理解し、北海道観光の現状と課題
を理解し北海道観光の可能性と地域への効果を理解、観光関連分野で必要とされる企
画・立案能力を涵養できる能力や知識の獲得。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
以下の方針に主に関連する。
・観光学の基礎的知識、技能の習得、活用能力

■成績評価基準と方法

期末テスト（中間テストを含む）またはレポート　90％
授業内での小テスト授業参加姿勢等　10％
評価については、遠隔授業も考慮し上記を基本とするが、実態を鑑み変更を加える場
合もある。

■テキスト・参考文献

【テキスト】
　テキストは指定しない。
【参考文献】
国や北海道、関係機関や自治体等のホームページや公表資料の関係部分を、参考文献
として使用する。

■授業外学習
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【具体的な内容】
　北海道観光に関する報道等に関心を持ち、課題や可能性、新たな観光の取り組み等
について調べることをとおして、観光関連分野の人材として求められる基礎力を高め
るよう、自発的な予習・復習を行うこと。
【必要な時間】
各授業につき事前事後各２時間を想定する。

■その他

ガイダンスで詳細は説明する。
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2019 年度生 国際観光学科

科 目 名 北海道観光資源

開講期・単位 3年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 柳森　利宣

■講義の目的および概要

観光客のニーズの多様化により、観光は地域の人々との交流や地域経済にどの様な影
響を与えるか、またその手法はコロナ禍の中変化するのか
また自然の景観・地域の歴史や生活文化・食文化は観光にとって大きな資源である。
本講義では、北海道観光の魅力的な地域の観光資源についての基礎的な知識を学修し
ていきます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
基本的には講義形式で実施するが、学生との討論を重視し講義を進めます。
またグループワークなどのディスカッション等を取り入れ能動的な学修を目指す。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題について講義の中でフィードバックする。

■授業計画

①講義ガイダンス
②北海道の観光
③北海道の観光資源　１　自然
④北海道の観光資源　２　食と生活文化
⑤北海道の観光資源　３　歴史
⑥観光とホスピタリティについて
⑦北海道観光のゲートウエイ
⑧北海道の宝さがし　１
⑨北海道の宝さがし　２
⑩観光資源の活用
⑪北海道観光資源の選定　資料作成
⑫北海道観光資源の選定　資料作成
⑬北海道観光資源の選定　ディスカッション
⑭北海道観光資源の選定　発表会
⑮まとめ　

＊以上にて講義を進めるが、進捗状況やその時々の観光のトッピックスによって
　適宜変更する場合があります。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
北海道の観光資源について基礎的な理解の上　自分で説明発表できる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】

観光学の基本的知識、技能の修得に基づき、北海道観光について考える視点を身に付
ける

■成績評価基準と方法

課題レポート　50％
ディスカッション・発表20％
授業への積極姿勢　30％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
適宜資料を配布する。

【参考文献】

■授業外学習
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【具体的な内容】
北海道観光に係る情報を収集する。

【必要な時間】

■その他
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2019 年度生 国際観光学科

科 目 名 インバウンド概論

開講期・単位 3年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 大迫　理沙、朝倉　俊一

■講義の目的および概要

観光のグローバル化の進展に伴い、地域にとってのインバウンド観光の重要性はこれ
から益々高まっていくことが予想されている。本講義では、地域の観光におけるイン
バウンド観光振興の重要性とその影響、受入れ体制のあり方について整理するととも
に、我が国におけるインバウンド観光の先進地であるニセコエリアの事例研究も交え
ながら基礎知識を得ることを目的とする。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
本講義は集中講義方式で実施する。インバウンド観光の実態や地域にとっての影響に
ついては、実際に地域政策や施設マネジメントの実務を経験している担当教員が具体
的な事例を紹介しながら講義を行う。なお、一部授業については、受講生によるグル
ープワークなどアクティブラーニングの要素も適宜取り入れながら実施する。

【課題に対するフィードバックの方法】
口頭発表時など授業を通じて適宜フィードバックを行う。

■授業計画

①オリエンテーション（インバウンド観光の概要と必要性）
②日本及び北海道におけるインバウンド観光
③対象市場別の特徴とインバウンド観光のマーケティング
④インバウンド観光の経済的効果
⑤インバウンド観光を取り巻く課題と取組
⑥私の身の回りのインバウンド観光（レポートの発表）
⑦インバウンド先進事例ニセコエリアについて（地域の概要）
⑧インバウンド先進事例ニセコエリアについて（地域とインバウンドの関わり）
⑨インバウンド先進事例ニセコの背景にあるグローバル化について
⑩ニセコエリアのインバウンドビジネスのケーススタディ（宿泊業）
⑪ニセコエリアのインバウンドと各産業との関わり
⑫ニセコエリアのインバウンドビジネスについて（季節変動）
⑬ニセコエリアのインバウンドビジネスについて（人材・雇用）
⑭インバウンド先進事例ニセコエリアについてのまとめ
⑮授業内試験

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
・日本及び北海道にとってのインバウンド観光の位置づけと重要性を理解する。
・ケーススタディを通じ、地域にとってのインバウンド観光の実態と課題を理解する
。
・インバウンドビジネスの実態を理解するとともに、将来の姿を理解する。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
・国際観光マーケティングの基礎的知識、技能の習得
・国際的な観光地経営の基礎的知識の習得
・国際的な観光施設の運営に関する基礎的知識の習得

■成績評価基準と方法

〇授業内の態度・積極性　50％
〇課題レポート　30％
〇授業内試験　20％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
必要に応じて授業時に配布

【参考文献】
必要に応じて授業時に配布

■授業外学習

【具体的な内容】
自分の身近な分野での外国人観光客に関するエピソードなどをもとに、インバウンド
観光に関して興味を持ったことを発表してもらいます。

【必要な時間】
10時間程度
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■その他

フィールドワークを行う場合があり、その場合、交通費等は自己負担。
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2019 年度生 国際観光学科

科 目 名 インバウンド政策

開講期・単位 3年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 山脇　亘一、朝倉　俊一

■講義の目的および概要

観光のグローバル化の進展や経済活動に占める観光産業の重要性の拡大に伴い、我が
国にとってインバウンド観光は今後も益々重要になっていくことが予想されている。
本講義では、インバウンド観光振興に向けた政策について具体的な事例を参考にしな
がら理解を深めるとともに、諸外国の事例分析などを通じて今後の政策のあり方につ
いて考えることを目的とする。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
本講義は集中講義方式で実施する。インバウンド政策の事例や海外での政策事例分析
については、地域の観光政策やインバウンド並びにアウトバウンドビジネスの実務を
経験している担当教員が具体的な事例を紹介しながら講義を行う。なお、一部授業に
ついては、受講生によるグループワークなどアクティブラーニングの要素も適宜取り
入れながら実施する。

【課題に対するフィードバックの方法】
レポート発表時など授業を通じて適宜フィードバックを行

■授業計画

①オリエンテーション（インバウンド政策の概要と必要性）
②インバウンド政策の主体と種類
③インバウンド観光政策事例（国のインバウンド政策?ファムツアー?）
④インバウンド観光政策事例（道のインバウンド政策?戦略づくり?）
⑤インバウンド観光政策事例（地域のインバウンド政策?受入れ体制づくり?）
⑥考えてみようインバウンド政策（レポートの発表）
⑦インバウンド政策を取り巻く諸課題
⑧アウトバウンドの歴史から今後のインバウンド政策の方向を考察
⑨海外旅行商品の流通を学ぶ　(旅行会社とランドオペレータの役割)
⑩海外旅行商品の流通を学ぶ　(航空会社の役割)
⑪海外旅行商品の流通を学ぶ　(DMOの役割)
⑫諸外国のインバウンド政策 (オーストラリアと台湾)
⑬インバウンド政策とビジネス（航空ビジネスの現場から・その１）
⑭インバウンド政策とビジネス（航空ビジネスの現場から・その２）
⑮授業内試験

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
・インバウンド観光政策の実施主体とその種類を理解する。
・ケーススタディを通じ、インバウンド観光政策の役割と課題を理解する。
・インバウンド観光政策の現場の実態を理解するとともに、将来のあり方を考える。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
・インバウンド観光政策の基礎的知識の習得
・インバウンド政策に関する世界的な動向に関する基礎的知識の習得
・インバウンド政策とビジネスの結びつきに関する基礎的知識の習得

■成績評価基準と方法

〇授業内の態度・積極性　50％
〇課題レポート　30％
〇授業内試験　20％

■テキスト・参考文献

必要に応じて授業時に配布

■授業外学習

【具体的な内容】
北海道を来訪するインバウンド客の誘客拡大や満足度向上を実現するための方策につ
いて考えたことを発表してもらいます。

【必要な時間】
10時間程度

■その他
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新千歳空港でのフィールドワークを行う場合がある。その場合、交通費等は自己負担
。
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2019 年度生 国際観光学科

科 目 名 アジア観光論

開講期・単位 3年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 齋藤　修

■講義の目的および概要

　本講義の目的は、東アジア、東南アジア、南アジアの観光地の概観である。将来的
に観光従事者となった際に、それぞれの地域における観光資源を知識として意識した
上で、アウトバウンドに活かしてもらうためである。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
　写真、地図、映像、統計資料などを用いた講義形式となる。それぞれの地域におけ
る観光資源を紹介し、その中でも特に代表する観光都市から、観光資源、観光施設の
立地の問題点を見つける作業を行う。
　なお、ほぼ毎時課題レポートを実施する。

【課題に対するフィードバックの方法】
　課題レポートについては、提出後の翌時に講義内で解説し、フィードバックする。

■授業計画

①ガイダンス
②韓国
③中国
④香港、マカオ
⑤台湾
⑥モンゴル
⑦シンガポール、マレーシア
⑧インドネシア
⑨ベトナム、
⑩カンボジア、ラオス
⑪タイ
⑫ミャンマー、フィリピン
⑬インド
⑭ブータン、ネパール
⑮パキスタン

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①各国にある観光資源を知り、説明できる。
②各地の観光地に潜む問題点を考察し、地域の特徴と関係させながら説明できる。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
　本学科が求める「国際観光分野で活躍する人材の育成」のため、「観光学の基礎知
識」としての地理学的な基礎知識と基礎技能を修得することを目指す。

■成績評価基準と方法

①毎時の課題レポート　　　　50%
②定期テスト　　　　　　　　50%

■テキスト・参考文献

【テキスト】
毎時のレジュメ、課題レポート　配布

【参考文献】
・JTB総合研究所『旅行業務シリーズ7海外旅行実務 海外観光資源2020』
・JTB総合研究所『海外旅行地理プラクティカル』
・勝岡只『海外観光資源ハンドブック』中央書院

■授業外学習

【具体的な内容】
 前時の授業を確認し、その中から観光資源として開発しきれていない部分、観光地
の問題点等を日ごろから考えること。
【必要な時間】
　日常での意識。課題実施・提出、約２時間。

■その他

アジアの地図が頭に入っていない場合は、地図帳を持ってくることを勧める。
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2019 年度生 国際観光学科

科 目 名 通訳案内士Ⅲ

開講期・単位 3年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 成田　雅昭

■講義の目的および概要

訪日外国人観光客が急増し昨年は3000万人を超える中、通訳案内士の需要は増してい
る。一昨年前から無資格でも有償での通訳案内ができるように法改正されたが、実際
には資格がないとガイドとして依頼されないのが実情である。また、会議や商談、イ
ベントなどにおける通訳資格所有者の需要も増えている。全国通訳案内士としての知
識・技術の向上を図るとともに、通訳案内士の実務や地理・歴史・一般知識について
、日本語及び英語を用いて学ぶことにより、通訳案内士の実践的な力を身に付ける。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
１．通訳案内士に必要な実務（制度、旅程管理、地理・歴史・一般知識）などの基本
を学ぶ。
２．英語を用いた観光案内を日本各地で行う時に必要で魅力ある観光英語の表現を身
に付ける。
３．グループワークを通して、英会話や英語によるプレゼンテーションがスムーズに
実施できるよう練習する。
本講義は、通訳案内士として実務経験のある教員が、実践的な通訳ガイドの基礎基本
について講義・演習を実施する。
【課題に対するフィードバックの方法】
課題については、評価してフィードバックすることにより、通訳案内士への興味関心
を高める。

■授業計画

①オリエンテーション、Tokyo Station
②Exploring Metropolitan Tokyo、通訳案内士の実務
③Restaurant at Ginza
④Kakunodate: A Town of Samurai nad Cherry Blossoms、日本の地理
⑤Old Private Houses in Takayama
⑥Hatcho Miso in Okazaki、日本の歴史
⑦Toyota Automobile Museum
⑧Cormorant Fishing、日本の一般知識
⑨Uji Byodoin
⑩Kyoto Studio Park、旅程管理の基本
⑪International Phone Calls
⑫Bakery Shops in Kobe、外国人の生活・文化
⑬White Heron Castle
⑭Ritsurin Park
⑮Charms of Miyazaki、まとめ、期末テスト

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
通訳案内士の実務に必要な基礎基本を学び、札幌や北海道、日本の様々なことがらを
要領よく平易な表現でガイドできる力を身に付ける。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「理想を求め、明日の地域社会、国際社会へ寄与する姿勢を身に付けている学生に学
位を授与する」に基づき、通訳案内できる基礎的基本的な姿勢・技術を身に付ける。

■成績評価基準と方法

１，アクティビティ・振り返りシート（Formsによる）：３０％
２．宿題・レポート（１回）：３０％
３．期末テスト：４０％
ただし、遠隔授業等により期末テストが実施できない場合は、レポートに切り替える
ことがある。

■テキスト・参考文献

【テキスト】
「DISCOVERING JAPAN THROUGH TOURISM ENGLISH　観光英語で日本発見！」河原俊昭ほ
か　（英宝社）。
その他、必要に応じてプリントを配布する。
【参考文献】
「全国通訳案内士試験「実務」合格！対策」新日本通訳案内士協会監修（三修社）
観光庁研修テキスト（第１版）国土交通省観光庁観光地域振興部観光資源課
「通訳ガイド用語事典?日本の地理・歴史を理解するために?」岸貴介編著（法学書院
）

■授業外学習
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【具体的な内容】
予習は、教科書の下調べ及び予告したテーマについて調べる。
復習は、音読やノートをまとめるなど、授業で扱った内容の確認・定着を図る。
【必要な時間】
１回の授業に対して、予習２時間、復習２時間を必要とする。

■その他

観光英語検定３級・２級及び全国通訳案内士試験及び全国通訳案内士の資格取得を目
指す。
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2019 年度生 国際観光学科

科 目 名 通訳案内士Ⅳ

開講期・単位 3年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 成田　雅昭

■講義の目的および概要

訪日外国人観光客が急増し昨年は3000万人を超える中、通訳案内士の需要は増してい
る。一昨年前から無資格でも有償での通訳案内ができるように法改正されたが、実際
には資格がないとガイドとして依頼されないのが実情である。また、会議や商談、イ
ベントなどにおける通訳資格所有者の需要も増えている。通訳案内士の応用を学ぶと
ともに、医療英語やイベント、ＭＩＣＥ、商談などの場面で必要な通訳の技術の基本
・応用について学ぶ。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
１．観光英語の知識・技能を確かなもととするため、通訳案内士として必要な英語の
力を磨く。
２．医療やイベント、ＭＩＣＥ、商談、ＤＭＯなど様々な場面で必要とされる通訳と
しての基本を身に付ける。
３．グループワークを通して、英会話や英語によるプレゼンテーションがスムーズに
実施できるよう練習する。
本講義は、通訳案内士として実務経験のある教員が、実践的な通訳ガイドの基礎基本
について講義・演習を実施する。
【課題に対するフィードバックの方法】
課題については、評価してフィードバックすることにより、通訳案内士への興味関心
を高める。

■授業計画

①オリエンテーション
②通訳案内における危機対応・危機管理について
③医療英語の基本的な表現について
④様々な料理・レストランについて
⑤ＭＩＣＥに必要な英語表現について
⑥イベント・学会等における英語表現について
⑦英語通訳とシャドーイング・ウイスパリングについて
⑧ビジネス英語の基本
⑨契約に関する基本的な表現について
⑩eメールの基本・情報通信関係の英語表現について
⑪ホテルに関する英語表現について
⑫ＤＭＯ・町づくりに必要な英語表現について
⑬スポーツ・アウトドアアクティビティに関する英語表現について
⑭ＳＤＧｓ・文化・芸術に関する英語表現について
⑮フィールドワーク（ウポポイ）・発表

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
通訳案内士の基礎基本を学び、札幌や北海道、日本の様々なことがらを要領よく平易
な表現でガイドできる力を身に付ける。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「理想を求め、明日の地域社会、国際社会へ寄与する姿勢を身に付けている学生に学
位を授与する」に基づき、通訳案内できる基礎的基本的な姿勢・技術を身に付ける。

■成績評価基準と方法

１，アクティビティ・振り返りシート（Formsによる）：３０％
２．宿題・レポート：３０％
３．フィールドワーク及び発表：４０％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
なし。適宜、必要な資料・プリントを配布する。
【参考文献】
「的確に伝わる！　ホテルの英会話」ホテルオークラ東京監修
「「国際会議・研究発表・学術イベント」書くための英語表現」石井隆之ほか
「東大病院発　医療スタッフのための英会話」東京大学医学部付属病院
「英文契約書ハンドブック」宮田正樹
「知識と教養の英会話」柴田真一

■授業外学習
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【具体的な内容】
予習については、指示したテーマについて、下調べをする。
復習については、配布した資料・プリントについて理解を深めるため、関連すること
がらについて調べ整理する。
【必要な時間】
１回の授業に対して、予習２時間、復習２時間を必要とする。

■その他

観光英語検定３級・２級及び全国通訳案内士試験、日本医学英語検定試験４級・３級
の資格取得を目指す。なお、フィールドワークについて、博物館・資料館の入場料の
一部として、約1,000円必要です。
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2019 年度生 国際観光学科

科 目 名 観光中国語

開講期・単位 3年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 陳　堯柏

■講義の目的および概要

【講義の目的および概要】

近年インバウンド中華圏観光客の増加に伴い、中国語を話せる人材が求められている
現状を踏まえ、実用的な中国語会話の習得を目指す。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】

観光の場面ごとに単語やフレーズを紹介し、会話練習やロールプレイ等を通して実際
に使えるよう練習を重ねる。

【課題に対するフィードバックの方法】

授業内で学生がロールプレイを発表し、教員と見ている学生達が良かった点や改善す
べき点などについてフィードバックをする

■授業計画

①オリエンテーションと第一課。
②第二課
③小クイズ１。アクティビティ１（ロールプレイ）
④第三課
⑤第四課
⑥小クイズ２。アクティビティ２（ロールプレイ）
⑦第一課～第四課復習と会話の練習
⑧第五課
⑨第六課
⑩小クイズ３。アクティビティ３（ロールプレイ）
⑪第七課
⑫第八課
⑬小クイズ４。アクティビティ４（ロールプレイ）
⑭第五課～第八課復習と会話の練習
⑮まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】

それぞれの場面で使う表現を学習し、実際に会話の中で使えるようになる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】

「国際社会の発展に寄与する社会人を育成」するに基づき、基礎となる中国語の知識
、技能を身につける。

■成績評価基準と方法

小クイズ１－４（４０％）
アクティビティ１－４（４０％）
宿題（２０％）

■テキスト・参考文献
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【テキスト】

先生の自作プリント

【参考文献】

単語でカンタン!旅行中国語会話 改訂版
HSK公認テキスト２級

■授業外学習

【具体的な内容】

授業で使用する教材の予習・復習をしてください。

【必要な時間】

リスニングの宿題とロールプレイの練習も含め、復習を２時間程度行ってください。

■その他

HSK中国語検定試験2級の受験を勧めます。
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2019 年度生 国際観光学科

科 目 名 観光韓国語

開講期・単位 3年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 趙　恵真

■講義の目的および概要

本講義では観光の場面で韓国語の使用ができるようになるために行います。訪日韓国
人観光客に韓国語で対応することや韓国に訪問する際に必要な観光韓国語の基礎を身
につけるのをめざします。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
担当教員が制作した教材に従って観光韓国語によく用いられる表現の練習を続けてい
きます。訪日韓国人観光客への対応する仕方、韓国に訪問する際に守るべきマナーを
学んだ後、日韓両国に対する理解を深めていきます。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題なし

■授業計画

①オリエンテーション
②ヨ体・ムニダ体について/日本の地名のハングル表記、韓国の地名
③飛行機内
④空港
⑤空港からホテルまで移動
⑥ホテルのチェックイン・チェックアウト
⑦電話接客①
⑧飲食店
⑨ショッピングモール
⑩コンサートホール
⑪観光地
⑫温泉
⑬免税店
⑭電話接客②
⑮まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
観光に関わる場面で適切な対応ができます。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「観光学の基礎的知識、国際観光分野の実践的知識の修得、自立して行動できる姿勢
を持つ学生に学位を授与する」に基づき、観光の場面で適切な対応ができる能力を身
につけます。

■成績評価基準と方法

スピーキングテスト20%
課題30%
期末テスト50%

■テキスト・参考文献

【テキスト】
適宜資料を配布します。

【参考文献】
PAPAGO　https://papago.naver.com
グーグル翻訳　https://translate.google.co.jp/?hl=ko

■授業外学習

【具体的な内容】
新しい単語や表現などを予習してください。また、前回の授業内容を振り返り単語や
表現を復習してください。

【必要な時間】
予習・復習の時間はそれぞれ2時間を目安とします。

■その他

授業中、内容について随時指名して正解を求めるので、しっかりと予習と復習した上
で授業に参加してください。
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2018 年度生 国際観光学科

科 目 名 卒業研究[観光]

開講期・単位 4年 通年・選択 4単位・演習

担 当 者
古田　和吉、吉田　和彦、杉江　聡子、横田　久貴、池見　真由、池ノ
上　真一、竹島　鉄也、藤崎　達也、陳　堯柏

■講義の目的および概要

大学４年間の学びの集大成として３年次までの研究課題を再確認し、演習担当教員の
指導の下で適切な方法に基づいて研究・調査を実践する。そして最終的に論文として
まとめ、完成させることを目的とする。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
担当指導教員のゼミナール方式である。研究方法の基礎を学ぶとともに、受講生各自
の選択したテーマについて論文作成作業の経過報告を中心に討議し、個別指導を行う
。

【課題に対するフィードバックの方法】
受講生が取り組む課題（研究計画書、調査資料、研究進捗報告、論文草稿）に対し、
教員はその都度コメントや添削を行うことでフィードバックを行う。

■授業計画

■春学期
①ガイダンス、春学期研究計画
②論文作成の基本的作法について(1)
③論文作成の基本的作法について(2)
④研究テーマの検討(1)
⑤研究テーマの検討(2)
⑥問題の所在・研究目的の文章化(1)
⑦問題の所在・研究目的の文章化(2)
⑧先行研究・情報収集(1)
⑨先行研究・情報収集(2)
⑩先行研究・情報収集(3)
⑪先行研究・情報収集(4)
⑫研究方法の検討(1)
⑬研究方法の検討(2)
⑭調査(1)
⑮調査(2)
■秋学期
①ガイダンス、秋学期研究計画
②論文アウトラインの検討(1)
③論文アウトラインの検討(2)
④論文執筆作業(1)
⑤論文執筆作業(2)
⑥論文執筆作業(3)
⑦論文執筆作業(4)
⑧論文執筆作業(5)
⑨論文執筆作業(6)
⑩論文執筆作業(7)
⑪論文執筆作業(8)
⑫論文執筆作業(9)
⑬論文執筆作業(10) 仮提出
⑭仮提出論文の修正
⑮論文の完成・最終提出

※以上の授業計画は大まかな流れで、実際の進め方は各指導教員の方針に従って受講
してください。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
春学期：論文の基本的作成方法を理解し、適切な研究方法に則った研究・調査を行う
ことができる。
秋学期：研究内容をまとめ、文章で論述する能力を身に付け、成果物としての論文を
完成することができる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「自立して行動できる姿勢と課題を発見し解決する能力を身に付けた学生に卒業を認
定し、学士の学位を授与する」本学のポリシーに基づき、卒業論文を作成する能力を
養成する。

■成績評価基準と方法

課題内容：40%
卒業論文：60%
※論文の完成および期限までの提出が、単位認定の必要最低条件となります。
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■テキスト・参考文献

【テキスト】
各指導教員より指示します。

【参考文献】
白井利明・高橋一郎『よくわかる卒論の書き方』ミネルヴァ書房, 2013年。

■授業外学習

【具体的な内容】
卒業研究は、授業時間外による研究・調査が極めて重要となるため、多くの時間を割
いて論文作成に努めること。

【必要な時間】
授業前後それぞれ10時間を目安とします。

■その他
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2018 年度生 国際観光学科

科 目 名 4年演習(基礎)

開講期・単位 4年 前期・選択 2単位・演習

担 当 者 陳　堯柏

■講義の目的および概要

CLIL（内容言語統合型学習）で基礎的なホスピタリティと観光知識を英語で学習する
。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】

英語の文章などを通して基礎的な観光知識を学びます。また日本や北海道観光に関す
る現状と課題も英語でグループディスカッションをし理解を深める。

【課題に対するフィードバックの方法】

講義内で課題に対するフィードバックを行います。プレゼンテーションやレポート等
の課題も英語でコメントをして返却します。

■授業計画

① Orientation
② Introduction to Tourism
③ Introduction to Tourism--Class Report 1
④ Hospitality
⑤ Hospitality--Class Report 2
⑥ World Tourism
⑦ World Tourism--Class Report 3
⑧ Fieldwork 1
⑨ Fieldwork Report 1
⑩ Design a Destination 
⑪ Design a Destination--Class Report 4
⑫ Hospitality Industry
⑬ Hospitality Industry--Class Report 5
⑭ Fieldwork 2
⑮ Fieldwork Report 2

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】

英語で基礎的な観光知識を勉強しながら、英語の読解・作文力を身につけることを目
指す。また、身近な観光に関する課題の解決方法も英語ディスカッションと英語プレ
ゼンテーションを通して、英語聞くと話す力を上げます。 

【卒業認定・学位授与の方針との関連】

ディプロマポリシーのうち特に次の3点に対応する力を身に着けることを目指す。
③国際観光分野の実践的知識、技能の修得
④修得した知識、技能の活用能力
⑤自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力

■成績評価基準と方法

Class Report 1 10%
Class Report 2 10%
Class Report 3 10%
Class Report 4 10%
Class Report 5 10%
Fieldwork Report 1 25%
Fieldwork Report 2 25%

■テキスト・参考文献

【テキスト】

必要に応じ、授業内でプリント適宜配布予定

【参考文献】
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■授業外学習

【具体的な内容】

事前にプリントなどの資料を読み、授業内でディスカッションできるよう準備してく
ださい。また、グループディスカッション結果を報告するレポートを書いてください
。

【必要な時間】

２時間程度の学習時間が必要になります。

■その他

グループディスカッションとプレゼンテーションは基本的に英語で行います。
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2018 年度生 国際観光学科

科 目 名 4年演習(基礎)

開講期・単位 4年 前期・選択 2単位・演習

担 当 者 古田　和吉

■講義の目的および概要

北海道の観光施設および観光関連施設の歴史と現状を学び、将来展望を考えます。
そして、今後の北海道観光の継続的な発展に向けた課題・問題点を抽出・研究し、
解決策をまとめ、提案することを目的とします。
観光関連産業に就職志望の学生には、進路選択に有効な演習を目指します。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
旅行会社で長く実務経験を積んだ教員が、観光産業の実状について分かり易く解説し
ます。社会人として知っておくべき実践的な「知識」や「心構え」も教えます。
同時に、実務経験を通して培った観光業界とのネットワークを活用し、北海道内の代
表的な観光施設を訪れるフィールドワークを積極的に取り入れます。

【課題に対するフィードバックの方法】

課題については、授業内で解説します。

■授業計画

①ガイダンス（演習の概要と目的の解説）
②日本の観光産業の現状と展望（1）新型コロナウイルスの影響
③日本の観光産業の現状と展望（2）東京オリンピック・パラリンピック
④北海道の観光産業の現状と展望（1）インバウンド
⑤北海道の観光産業の現状と展望（2）量から質への転換
⑥北海道の観光関連施設事例分析（1）宿泊業界の実状と今後
⑦北海道の観光関連施設事例分析（2）貸切バス・レンタカー・ロープウエイ等
⑧北海道の観光関連施設事例分析（3）入場施設・レストラン・土産品店・道の駅等
⑨北海道の観光関連施設事例分析（4）ゴルフ場・スキー場等
⑩中間試験・グループワークの課題提示
⑪フィールドワーク準備　訪問先の事前調査等
⑫フィールドワークの実施（宿泊施設）
⑬フィールドワークの成果発表　課題解決にむけての提案①
⑭フィールドワークの成果発表　課題解決にむけての提案②
⑮総括・期末レポート作成

※授業の順番や内容を変更する場合があります。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
北海道の観光産業の現状を理解し、課題を抽出して、今後の解決策をまとめ、提案す
ることが出来る。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】

観光学の基礎的知識を習得し、課題を発見し解決する能力を身につける。

■成績評価基準と方法

授業・発表の参加度・積極性　　　40％
中間試験　　　　　　　　　　　　30％
期末レポート　　　　　　　　　　30％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
「新人ＧＯ！ＧＯ！ナビ」ＪＴＢ総合研究所　１．４７０円
　※新社会人になる前に必読の１冊

【参考文献】
必要に応じて指示します。

■授業外学習
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【具体的な内容】
観光に関する情報、ニュースに常に関心を持ち、観光庁・各自治体・各観光施設など
のホームページにもアクセスし、実際に起きている事象を認知し、問題意識を持ち授
業に臨むこと。毎回の講義で、観光に関する時事問題について小テストを行います

■その他

北海道内の観光施設を対象に、フィールドワークを行います。
交通費、食事代等の費用が一人2.000円程度必要になります。
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2018 年度生 国際観光学科

科 目 名 4年演習(基礎)

開講期・単位 4年 前期・選択 2単位・演習

担 当 者 池ノ上　真一

■講義の目的および概要

観光地域づくりのイロハを学ぶ
　観光地域づくりを知るためには、地域でどのようなことが起きているか、どんな人
がプレイヤーとして活動しているかを知ることが第一歩である。そのために、地域で
実際に活動することをとおし、必要な知識、考え方、あるいはコミュニケーション力
、企画力、遂行力、多様性理解といった力を形成することを目的とする。
具体的には、観光と地域・人のあり方を大きく変える要素として注目されるYouTube
等のインターネットの活用、あるいは、北海道ならではの「食」等のテーマに焦点を
当てたプロジェクトの企画・遂行・振り返り・改善をとおし、能動的な学修の機会と
する。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
基本的には、ゼミナール形式でPBL型（プロジェクト型・課題解決型の学び）で実施
する。必要に応じて、PBLに関する技法（フィールドワーク、地域活動、グループワ
ーク、レジュメ作成等）に関するレクチャーを行う。最終的には、卒業論文の作成を
目指した取り組みとする。

【課題に対するフィードバックの方法】
授業の中で適宜フィードバックを行なう。最終的には、しかるべき発表の機会を設け
、担当教員のみならず、地域からのアドバイス等ももらう。

■授業計画

①ガイダンス
②PBLテーマの検討1
③グループワーク
④フィールドワーク1
⑤フィールドワーク2
⑥フィールドワーク3
⑦中間発表、グループ討議
⑧PBLテーマの検討2
⑨グループワーク
⑩フィールドワーク1
⑪フィールドワーク2
⑫フィールドワーク3
⑬最終発表準備1
⑭最終発表準備2
⑮最終発表

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
観光地域づくりに必要な基礎知識や技法を身に付ける。また、実際の観光地域づくり
の現場に入ることにより、実践的な知識や求められる能力を理解する。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
観光を活用した地域づくりに資する専門的、実践的な知識の修得により、観光分野や
地域政策分野で活躍する人材を育成する方針に基づき、観光マネジメントの基礎知識
を身につける。

■成績評価基準と方法

ゼミにおけるレジュメや発表　30%、
フィールドワークと発表の参加度・積極性　30%
中間・最終発表　40%

■テキスト・参考文献

【テキスト】
必要に応じてプリントを配布する。

【参考文献】
必要に応じて適宜指示する。

■授業外学習

【具体的な内容】
PBLに関連するキーワードについて、統計データや関連文献等を中心に収集し、整理
すること。

【必要な時間】
必要に応じて適宜時間を確保すること。
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■その他

フィールドワークの対象地については、各自で研究テーマにそって設定する。
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2018 年度生 国際観光学科

科 目 名 4年演習(基礎)

開講期・単位 4年 前期・選択 2単位・演習

担 当 者 吉田　和彦

■講義の目的および概要

本演習テーマは、「航空ビジネス・空港ビジネス・観光ビジネス」とします。航空機
製造メーカーや航空会社では今後の航空需要緩やかに成長し続けると予想しています
。一方では航空需要と航空会社の経営には常にリスクと共存しているといっても過言
ではありません。2020年に発生した新型コロナ感染症は経済、観光、人の移動に大き
な制約を与えることとなりました。それらのリスクに対応して航空会社が社会の一員
であり続け、なくてはならない存在として成長してゆく上では何が必要であるのかを
学んでいただきます。本演習では、航空・空港・観光ビジネスへの就職を目指す学生
が専門知識と配属部署で創造性を備えたサービスや課題解決提案をアウトプットでき
る人財になることを目的に、3年生までに修得した知識に基づき、各自が課題を探索
し、解決を図ることを目的とします。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
3年生演習(応用)に実施したゼミ発表会へのアプローチを基本に個人の研究テーマを
設定し、調査研究を行っていただきます。講義では毎回、航空業界、就職活動につい
ての話題提供をしつつ、グループディスカッション、フィールドワークも交えながら
進めます。

■授業計画

①ガイダンス
②テーマの選択
③意外に大切な仮タイトル
④テーマの決定
⑤スケジュールの作成
⑥文献、資料の収集
⑦先行研究を精査、分析する(1)
⑧先行研究を精査、分析する(2)
⑨独自の知見を考える(1) 
⑩独自の知見を考える(2)
⑪論文の骨格を考える
⑫論文の素案を作ってみる
⑬グループディスカッション
⑭グループディスカッション
⑮中間発表

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
自分自身として興味があり、疑問もある。他の人からみても興味がある思われる①テ
ーマを見つける、②スケジュールを組み立てる、③参考文献、資料を集める、④先行
研究を精査、分析する、⑤独自の治験を検討する。等を主体的にすすめることができ
る。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
観光ビジネス学科の「観光ビジネスの専門知識。技能の習得」」「自立して行動でき
る姿勢、課題を発見し解決する能力」が身についている。

■成績評価基準と方法

①研究スケジュール計画策定　　　　　　　30%
②先行研究の精査、分析レポート　　　　　30%
③中間報告　　　　　　　　　　　　　　　30%
④調査準備　　　　　　　　　　　　　　　10%

■テキスト・参考文献

【テキスト】　
レポート・論文作成法　　井下千以子　　慶應義塾大学出版会　1,200円(税別)

【参考文献】
CiNii(国立情報学研究所)HPに会員登録(無料)して参考文献、報告書等の情報把握。
また図書館(札幌国際大学OPAC)からの文献データの収集も参考にして下さい。

■授業外学習

【具体的な内容】
配布する航空関連ニュースを読むとともに、新聞・雑誌等に目を通して、常に興味、
関心を持つようにしてください。
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■その他
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2018 年度生 国際観光学科

科 目 名 4年演習(基礎)

開講期・単位 4年 前期・選択 2単位・演習

担 当 者 横田　久貴

■講義の目的および概要

卒業論文を書く！　就活で聞かれる「卒業論文のテーマを教えてください。」を打破
！
　大学生の集大成ともいえる卒業論文。ゼミではその縮小版である「テーマ研究」と
して10.000字の論文作成に取り組みます。
論文のテーマは各自が自由に設定し、論文作成期限に従って段階的に仕上げてゆきま
す。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
個々人のテーマ研究（卒業論文）に取り組み、その成果を段階的に発表してもらいま
す。

【課題に対するフィードバックの方法】
個人での論文作成・研究活動の成果をグループ（ゼミ）単位で発表し、意見交換のの
ち論文執筆に取り組みます。

■授業計画

①ガイダンス
②テーマ（主題）検討、研究内容検討、調査内容検討
③テーマの発表、調査・研究概要の発表
④テーマ、調査・研究概要の提出　→　提出
⑤先行研究調査
⑥先行研究発表　→　提出
⑦目次作成
⑧目次発表　→　提出
⑨「1　テーマ研究の背景と概要」作成　1200字執筆　→　提出
⑩「2　先行研究の概要」作成　1200字程度　→　提出
⑪「3　調査方法・内容・時期・場所」＝調査計画の立案
⑫「3　調査研究の概要」　→　提出
⑬「4　研究内容（柱１）」作成　1200字執筆　→　提出
⑭春学期　研究のまとめ　ppt作成
⑮春学期　研究の中間発表　→　pptで作成　提出

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①自ら定めたテーマに基づき「テーマ研究（卒業論文）」を完成させる。
②抄録、発表用ｐｐｔを作成し、成果発表を行う。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
観光ビジネスの専門的知識

■成績評価基準と方法

テーマ研究（卒業論文）中間報告…50%
口頭試問・面接…50%

■テキスト・参考文献

【テキスト】
特にありません。各自の論文テーマによる。

【参考文献】
特にありません。各自の論文テーマによる。

■授業外学習

【具体的な内容】
10.000字もの卒業論文は人生でおそらく唯一無二のものです。
それはあなたの生涯の記憶に残る財産となります。いつの時代になっても胸を張って
言えます。「自分は卒論を書いて卒業したと…。」だから、事前事後学習は確かに大
変です。一緒に頑張りましょう。

【必要な時間】

■その他
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大学院（札幌国際大学観光学研究科）に進学希望の学生は、別途「卒業研究」を履修
し、卒業論文を執筆することを推奨します。
優秀な論文を書くことは大学院進学の要件が満たされることと同じだからです。
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2018 年度生 国際観光学科

科 目 名 4年演習(基礎)

開講期・単位 4年 前期・選択 2単位・演習

担 当 者 藤崎　達也

■講義の目的および概要

先進国の中で日本は起業への関心が最も低い国とされている。それは日本におけるさ
まざまな社会問題や障壁と密接に関係している様子を概観する。その上で、国内外で
の起業をケーススタディとして学び、社会人として活躍する際に経営的視点を持った
活動ができる大人となることを目指す。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
観光系ベンチャー事業者のケーススタディを中心に起業の基本を習得する。

【課題に対するフィードバックの方法】
起業や経営的視点を持って社会活動を行う上での、障壁を意識することを目標とする
ため、実際の現場での課題解決型のアクティブラーニングとする。

■授業計画

①イントロダクション
②起業、起業家、アントレプレナーシップとは
③日本の起業家・起業活動の実態
④アメリカの起業家・起業活動の実態
⑤中国の起業家・起業活動の実態
⑥ケーススタディ（１）
⑦ケーススタディ（２）
⑧ケーススタディ（３）
⑨事業計画作成（１）
⑩事業計画作成（２）
⑪事業計画作成（３）
⑫事業計画作成（４）
⑬事業計画発表
⑭グループ討議
⑮ふりかえり

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
北海道の人口減少や財政難、後継者不足などといった社会問題をビジネスで解決して
いく必要を理解し基礎を実践できるようになること。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
社会障壁等に意識的になり、かつ乗り越える意欲と熱意を習得し、「自立して行動で
きる姿勢、課題を発見し解決する能力」を養う。

■成績評価基準と方法

講義ごとの確認シート30%
課題40％
試験30％

■テキスト・参考文献

必要に応じて配布する

■授業外学習

事業化が現実的なものは、外部講師等と連携をして実際に立ち上げて行くことも視野
に入れる。各自のキャリアの一環として真剣に取り組むこと。

■その他

北海道内観光地におけるフィールドワークを行う（休み期間中を予定）。宿泊・保険
等で3万円程度を徴収します。
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2018 年度生 国際観光学科

科 目 名 4年演習(基礎)

開講期・単位 4年 前期・選択 2単位・演習

担 当 者 杉江　聡子

■講義の目的および概要

グローバル化に伴い大学や企業の国際化も進んでいます。多言語を話し、異なる文化
背景を持つ人々と協働する機会は更に増えるでしょう。その中でうまくコミュニケー
ションを取るには何が必要でしょうか。この授業では、観光の場面をフィールドとし
て、多言語コミュニケーションの記録を用いた相互行為分析を行います。データの分
析や考察を通じて、多言語・多文化共生社会について深く考え、国際人材としてのコ
ミュニケーション能力や態度を身に着けましょう。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

現代の国際観光に関する文献を読み、その内容を要約して順に発表します。その上で
、発表内容に基づくディスカッションを行います。これらの学びに基づき、国際観光
と多言語コミュニケーションの場面＝調査・実験の対象を決定します。
多言語コミュニケーションの調査・実験を行い、データを収集し、相互行為を分析し
ます。
グループワークによる活動が中心となりますので、学生の主体的かつ協調的な学びが
求められます。

【課題に対するフィードバックの方法】
授業で出した課題については、次回以降の授業でコメント・解説します。

■授業計画

①ガイダンス（自己紹介、研究関心と異文化体験の共有など）
②ホスピタリティ・マネジメント、ホテル・マネジメント
③マーケティングとマネジメント、起業とマネジメント
④トラベル・ビジネス、交通ビジネス
⑤フード・ビジネス、スポーツ・ビジネス
⑥国際観光（言語・交流文化の視点）、交流文化とエコツーリズム
⑦魅力ある文化施設づくり、国際観光とインタープリテーション（地域住民と観光振
興）
⑧多言語コミュニケーション調査・実験の計画
⑨⑩調査・実験（データ収集）
⑪相互行為分析（1）分析ツールの使い方を学ぶ
⑫⑬相互行為分析（2）分析
⑭分析結果のまとめ
⑮成果発表

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
【到達目標】
・現代の国際観光に関する理論や背景を理解できる。
・現代の国際観光と多文化共生社会にまたがる領域における課題を発見できる。
・観光の場面をフィールドとして、調査を計画し、実施できる（データ収集）。
・分析ソフトウェアを用いて、収集したデータを適切な手法で分析できる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
この授業は、観光学部ディプロマポリシーのうち
②観光学の知識、技能の活用能力
③自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力
に該当します。

■成績評価基準と方法

出席と授業態度、発表内容と完成度、データ収集や分析作業への協調的な取り組み等
に基づき総合的に評価します。
・出席と授業態度（30％）
・発表内容と完成度（30％）
・データ収集や分析作業への協調的な取り組み（40％）

■テキスト・参考文献

【テキスト】
『はじめての国際観光学　新版』（山口一美・椎野信雄著, 2018, 創成社）

【参考文献】
授業の中で指示します。必要に応じてプリント等の資料を配布します。

■授業外学習
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【具体的な内容】
授業では主に言語コミュニケーション実験、データ収集と分析、考察と資料のまとめ
等の作業を行います。

【必要な時間】
分析や発表がある場合、作業や資料のまとめに数時間から数日程度の作業が必要です
。

■その他

・データ分析はPCのソフトウェアを使用します。スマホでは分析作業ができませんの
で、必ずPCを用意してください。自分のPCがない場合は、教務課で貸し出し手続きを
するなど、各自手配してください。

・2021年度導入のLMSなども段階的に使用しますが、社会状況に応じて柔軟にさまざ
まなツールを使いこなす意欲を持つこと。
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2018 年度生 国際観光学科

科 目 名 4年演習(基礎)

開講期・単位 4年 前期・選択 2単位・演習

担 当 者 池見　真由

■講義の目的および概要

北海道や日本、そして世界各国における人びとの暮らしや生活、社会、経済について
、「観光と文化のつながり」という観点から研究することは、多国籍・多文化の国際
観光を学ぶ上で大事なことです。本演習では、こうした観点から国際観光による国境
を越えた相互理解と異文化交流に対する知識を深め、実践的に学ぶことを目的としま
す。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
文献調査、ディスカッション、レポート作成に取り組みます。またグループワークを
通じて、学生自身によるテーマ設定、資料収集、フィールドワーク、調査・分析・整
理、プレゼンテーションという一連の作業に取り組みます。

【課題に対するフィードバックの方法】
受講生に毎回提出してもらう授業レポートを添削し、返却します。また、授業内で受
講生全員にも内容を共有し、ディスカッションした上で、コメントと解説を行います
。

■授業計画

①概要説明、授業計画
②北海道の伝統文化と国際交流
③北海道の観光資源と海外発信
④北海道観光と国際協力
⑤第１回フィールドワーク
⑥海外の文化観光と観光文化
⑦日本の文化観光と観光文化
⑧北海道の文化観光と観光文化
⑨第２回フィールドワーク
⑩グループワーク１：個別テーマ設定、研究計画
⑪グループワーク２：情報収集、文献資料調査
⑫グループワーク３：調査結果の分析・整理
⑬第３回フィールドワーク
⑭グループワーク４：発表準備
⑮プレゼンテーション

※以上の構成で進める予定ですが、受講生の数や授業の進行具合によって適宜変更す
ることがあります。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
・観光と文化のつながりに関するグローバルな知識を習得する。
・観光と人間の生活、社会、経済などとの関係性を理解し、自分の言葉で説明するこ
とができる。
・グループワークやフィールドワークに積極的に取り組み、共同作業する能力やコミ
ュニケーション能力を身に付ける。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「国際観光分野の専門的・実践的な知識及び技能を修得した学生に学位を授与する」
方針に基づき、観光分野に必要な国際理解や異文化交流に対する適応能力を養成する
。

■成績評価基準と方法

授業レポート：30%
プレゼンテーション：30%
グループワーク・フィールドワーク：40%

■テキスト・参考文献

【テキスト】
適宜資料を配布します。

【参考文献】
UNWTO『International Tourism Highlights 2019』UNWTO, 2019年.
山下晋司『観光人類学の挑戦』講談社，2009年．
Edward M. Bruner (安村克己・遠藤英樹他訳)『観光と文化』学文社，2007年．

■授業外学習
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【具体的な内容】
事前学習としては、文献資料の熟読、発表資料の作成、プレゼンテーションの準備作
業が必要になります。事後学習としては、授業時間外に集まってグループワークを行
い、学習内容の振り返り・まとめの作業に取り組みます。さらに授業内容に関連する
ニュースや映画、ドキュメンタリー番組なども意識的に見るようにしましょう。

【必要な時間】
事前・事後学習ともに２時間を目安とします。

■その他

フィールドワークにかかる費用は原則自己負担ですが、一部補助があります。
北海道の観光を通じた国際理解と異文化交流に強い関心をもって実践すること。皆で
協力し合いながら、チームワークを大切に、難しいことも大変な作業も意欲的に取り
組む姿勢で本演習に臨んでください。一緒に楽しく頑張りましょう。
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2018 年度生 国際観光学科

科 目 名 4年演習(基礎)

開講期・単位 4年 前期・選択 2単位・演習

担 当 者 竹島　鉄也

■講義の目的および概要

ホテル業界の中の、ブライダルマーケットの研究およびブライダルの基礎的な知識と
して、挙式・披露宴・衣裳・慣習・マナーなどについて幅広く学習します。ウェディ
ング・プランナーやホテリエに興味のある学生には基礎学習になります。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
ウェディング・プランナーやホテリエとして実務経験豊富な教員が、ブライダルにつ
いてパソコン・プロジェクタを用い判りやすい講義形式で進めます。実際の結婚式や
披露宴のＶＴＲを見て学ぶことが出来ます。
毎回テーマを与え、ディスカッションを行い能動的な授業を目指します。
また、フィールドワークにより、ホテルのチャペルや披露宴会場を視察し、学習の理
解度を深めます。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題については、授業内で実例を豊富にあげ、判り易く解説します。

■授業計画

① ガイダンス
② ブライダルマーケット
③ ブライダルの基礎知識（１）挙式
④ ブライダルの基礎知識（２）結納
⑤ ブライダルの基礎知識（３）熨斗、水引、六輝
⑥ ブライダルの基礎知識（４）会費制と招待制
⑦ ブライダルの基礎知識（５）料理　　小テスト
⑧ ブライダルの基礎知識（６）衣裳
⑨ ブライダルの基礎知識（７）披露宴
⑩ ブライダルの基礎知識（８）約款
⑪ ブライダルの基礎知識（９）ゲストとしての心構えとマナー
⑫ フィールドワーク　札幌市内ホテル視察
⑬ フィールドワーク　札幌市内ホテル視察
⑭ ホテル視察レポートの作成
⑮ 授業内試験　春学期まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
ブライダルに関する基礎知識の習得。結婚する側あるいはゲストとして参列する場合
のしきたりやマナーの習得。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「自立して生きていくための生活習慣、社会人基礎力を身につけている学生に学位を
授与する。」に基づき、結婚式と云う華やか且つ厳粛な場で、社会人として正しい知
識やマナーを身につける。

■成績評価基準と方法

小テスト1回30％、授業内試験50％、レポート20％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
教科書は用いず、配布するプリントを用います。

【参考文献】

■授業外学習

【具体的な内容】
ＳＮＳやニュースなどでブライダルの話題に興味・関心を持つ。

【必要な時間】

■その他

交通費、ホテルでの昼食代として合計4,000円～5,000円程度の費用が掛かります。
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2018 年度生 国際観光学科

科 目 名 4年演習(応用)

開講期・単位 4年 後期・選択 2単位・演習

担 当 者 陳　堯柏

■講義の目的および概要

CLIL（内容言語統合型学習）で基礎的なホスピタリティと観光知識を英語で学習する

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】

英語の文章などを通して基礎的な観光知識を学びます。また日本や北海道観光に関す
る現状と課題も英語でグループディスカッションをし理解を深める。

【課題に対するフィードバックの方法】

講義内で課題に対するフィードバックを行います。プレゼンテーションやレポート等
の課題も英語でコメントをして返却します。

■授業計画

① Orientation
② Tourism in Globalization
③ Tourism in Globalization--Class Report 1
④ Airline Industry
⑤ Airline Industry--Class Report 2
⑥ Tour Guide
⑦ Tour Guide--Class Report 3
⑧ Fieldwork 1
⑨ Fieldwork Report 1
⑩ Travel and Cultures
⑪ Travel and Cultures--Class Report 4
⑫ Ecotourism
⑬ Ecotourism--Class Report 5
⑭ Fieldwork 2
⑮ Fieldwork Report 2

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】

英語で基礎的な観光知識を勉強しながら、英語の読解・作文力を身につけることを目
指す。また、身近な観光に関する課題の解決方法も英語ディスカッションと英語プレ
ゼンテーションを通して、英語聞くと話す力を上げます。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】

ディプロマポリシーのうち特に次の3点に対応する力を身に着けることを目指す。
③国際観光分野の実践的知識、技能の修得
④修得した知識、技能の活用能力
⑤自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力

■成績評価基準と方法

Class Report 1 10%
Class Report 2 10%
Class Report 3 10%
Class Report 4 10%
Class Report 5 10%
Fieldwork Report 1 25%
Fieldwork Report 2 25%

■テキスト・参考文献

【テキスト】

必要に応じ、授業内でプリント適宜配布予定

【参考文献】
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■授業外学習

【具体的な内容】

事前にプリントなどの資料を読み、授業内でディスカッションできるよう準備してく
ださい。また、グループディスカッション結果を報告するレポートを書いてください
。

【必要な時間】

２時間程度の学習時間が必要になります。

■その他

グループディスカッションとプレゼンテーションは基本的に英語で行います。
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2018 年度生 国際観光学科

科 目 名 4年演習(応用)

開講期・単位 4年 後期・選択 2単位・演習

担 当 者 古田　和吉

■講義の目的および概要

北海道の観光施設および観光関連施設の歴史と現状を学び、将来展望を考えます。
そして、今後の北海道観光の継続的な発展に向けた課題・問題点を抽出・研究し、
解決策をまとめ、提案することを目的とします。
観光関連産業に就職志望の学生には、進路選択に有効な演習を目指します。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
旅行会社で長く実務経験を積んだ教員が、観光産業の実状について分かり易く解説し
ます。社会人として知っておくべき実践的な「知識」や「心構え」も教えます。
同時に、実務経験を通して培った観光業界とのネットワークを活用し、北海道内の代
表的な観光施設を訪れるフィールドワークを積極的に取り入れます。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題については、授業内で解説します。

■授業計画

①ガイダンス（演習の概要と目的の解説）
②グループワークの課題提示
③フィールドワーク準備　訪問先の事前調査等①
④フィールドワーク準備　訪問先の事前調査等②
⑤フィールドワークの実施①（運輸施設）
⑥フィールドワークの成果発表　課題解決にむけての提案①
⑦フィールドワークの実施②（スポーツ施設）
⑧フィールドワークの成果発表　課題解決にむけての提案②
⑨フィールドワークの実施③（入場施設）
⑩フィールドワークの成果発表　課題解決にむけての提案③
⑪フィールドワークの成果発表　課題解決にむけての提案④
⑫フィールドワークの成果発表　課題解決にむけての提案⑤
⑬フィールドワークの成果発表　課題解決にむけての提案⑥
⑭総括・期末レポート作成
⑮４年生ゼミ全体発表会

※授業の順番や内容を変更する場合があります。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
北海道の観光産業の現状を理解し、課題を抽出して、今後の解決策をまとめ、提案す
ることが出来る。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】

観光学の基礎的知識を習得し、課題を発見し解決する能力を身につける。

■成績評価基準と方法

授業・発表の参加度・積極性　50％
期末レポート　　　　　　　　50％

■テキスト・参考文献
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【テキスト】
「新人ＧＯ！ＧＯ！ナビ」ＪＴＢ総合研究所　１．４７０円
　※新社会人になる前に必読の１冊

【参考文献】
必要に応じて指示します。

■授業外学習

【具体的な内容】
観光に関する情報、ニュースに常に関心を持ち、観光庁・各自治体・各観光施設など
のホームページにもアクセスし、実際に起きている事象を認知し、問題意識を持ち授
業に臨むこと。毎回の講義で、観光に関する時事問題について小テストを行います

■その他

北海道内の観光施設を対象に、フィールドワークを積極的に行います。
土日での実施もありますので、アルバイト等の日程調整が必要になります。
交通費、食事代等の費用が一人6.000円程度必要になります。
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2018 年度生 国際観光学科

科 目 名 4年演習(応用)

開講期・単位 4年 後期・選択 2単位・演習

担 当 者 池ノ上　真一

■講義の目的および概要

観光地域づくりのイロハを学ぶ
　観光地域づくりを知るためには、地域でどのようなことが起きているか、どんな人
がプレイヤーとして活動しているかを知ることが第一歩である。そのために、地域で
実際に活動することをとおし、必要な知識、考え方、あるいはコミュニケーション力
、企画力、遂行力、多様性理解といった力を形成することを目的とする。
具体的には、観光と地域・人のあり方を大きく変える要素として注目されるYouTube
等のインターネットの活用、あるいは、北海道ならではの「食」等のテーマに焦点を
当てたプロジェクトの企画・遂行・振り返り・改善をとおし、能動的な学修の機会と
する。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
基本的には、ゼミナール形式でPBL型（プロジェクト型・課題解決型の学び）で実施
する。必要に応じて、PBLに関する技法（フィールドワーク、地域活動、グループワ
ーク、レジュメ作成等）に関するレクチャーを行う。最終的には、卒業論文の作成を
目指した取り組みとする。

【課題に対するフィードバックの方法】
授業の中で適宜フィードバックを行なう。最終的には、しかるべき発表の機会を設け
、担当教員のみならず、地域からのアドバイス等ももらう。

■授業計画

①ガイダンス
②PBLテーマの検討1
③グループワーク
④フィールドワーク1
⑤フィールドワーク2
⑥フィールドワーク3
⑦中間発表、グループ討議
⑧PBLテーマの検討2
⑨グループワーク
⑩フィールドワーク1
⑪フィールドワーク2
⑫フィールドワーク3
⑬最終発表準備1
⑭最終発表準備2
⑮最終発表

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
観光地域づくりに必要な基礎知識や技法を身に付ける。また、実際の観光地域づくり
の現場に入ることにより、実践的な知識や求められる能力を理解する。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
観光を活用した地域づくりに資する専門的、実践的な知識の修得により、観光分野や
地域政策分野で活躍する人材を育成する方針に基づき、観光マネジメントの基礎知識
を身につける。

■成績評価基準と方法

ゼミにおけるレジュメや発表　30%、
フィールドワークと発表の参加度・積極性　30%
中間・最終発表　40%

■テキスト・参考文献

【テキスト】
必要に応じてプリントを配布する。

【参考文献】
必要に応じて適宜指示する。

■授業外学習

【具体的な内容】
PBLに関連するキーワードについて、統計データや関連文献等を中心に収集し、整理
すること。

【必要な時間】
必要に応じて適宜時間を確保すること。
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■その他

フィールドワークの対象地については、各自の研究テーマに沿って設定する。
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2018 年度生 国際観光学科

科 目 名 4年演習(応用)

開講期・単位 4年 後期・選択 2単位・演習

担 当 者 吉田　和彦

■講義の目的および概要

本演習テーマは、「航空ビジネス・空港ビジネス・観光ビジネス」とします。航空機
製造メーカーや航空会社では今後の航空需要緩やかに成長し続けると予想しています
。一方では航空需要と航空会社の経営には常にリスクと共存しているといっても過言
ではありません。2020年に発生した新型コロナ感染症は経済、観光、人の移動に大き
な制約を与えることとなりました。それらのリスクに対応して航空会社が社会の一員
であり続け、なくてはならない存在として成長してゆく上では何が必要であるのかを
学んでいただきます。本演習では、航空・空港・観光ビジネスへの就職を目指す学生
が専門知識と配属部署で創造性を備えたサービスや課題解決提案をアウトプットでき
る人財になることを目的に、3年生までに修得した知識に基づき、各自が課題を探索
し、解決を図ることを目的とします。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
4年生演習(基礎)にでの研究テーマについて、個別指導を行いながらもゼミ内での進
捗状況も共有しながら、論文を完成するとともに、発表を行っていただきます。

■授業計画

①ガイダンス
②研究の中間報告会
③個別指導(1)
④個別指導(2)
⑤個別指導(3)
⑥個別指導(4)
⑦個別指導(5)
⑧ゼミ論文の仮提出(1)指導
⑨ゼミ論文の仮提出(2)指導
⑩航空発表準備
⑪ゼミでの個人発表
⑫ゼミでの個人発表
⑬ゼミ論文最終仕上げ
⑭ゼミ論文最終仕上げ
⑮卒業研究発表会

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
自身の研究テーマについて、独自の知見を展開した論文を作成し、発表ができる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
観光ビジネス学科の「観光ビジネスの専門知識。技能の習得」」「自立して行動でき
る姿勢、課題を発見し解決する能力」が身についている。

■成績評価基準と方法

①修正中間発表　　　　　20%
③論文　　　　　　　　　50%
③発表と研究プロセス　　30%

■テキスト・参考文献

【テキスト】
レポート・論文作成法　　井下千以子　　慶應義塾大学出版会　1,200円(税別)

【参考文献】
CiNii(国立情報学研究所)HPに会員登録(無料)して参考文献、報告書等の情報把握。
また図書館(札幌国際大学OPAC)からの文献データの収集も参考にして下さい。

■授業外学習

論文作成のみに傾注することなく、調査の過程で得られる知識に励んでいただく同時
に就職活動の充実にも尽くしていただきたいと考えています。

■その他
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2018 年度生 国際観光学科

科 目 名 4年演習(応用)

開講期・単位 4年 後期・選択 2単位・演習

担 当 者 横田　久貴

■講義の目的および概要

卒業論文を書く！　就活で聞かれる「卒業論文のテーマを教えてください。」を打破
！

　大学生の集大成ともいえる卒業論文。ゼミではその縮小版である「テーマ研究」と
して10.000字の論文作成に取り組みます。
論文のテーマは各自自由ですが、執筆計画に沿って取り組んでいただきます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
各自テーマに沿った取り組みをします。ただし、執筆計画を綿密に立て、春学後期15
回の授業に明確な到達目標をもって取り組みます。

【課題に対するフィードバックの方法】
論文を書くにあたって、授業と宿題の往還による丁寧な指導により、完成へと向かい
ます。

■授業計画

①秋学期に向けて取り組みの再考　＜宿題＞研究課題1の執筆　2400字
②研究課題　柱1の執筆　＜宿題＞添削指導を受け訂正
③研究課題１の完成　＜宿題＞研究課題柱２の執筆
④研究課題柱２の執筆　2400字　　＜宿題＞添削指導
⑤研究課題柱２の完成　　＜宿題＞研究のまとめ執筆　2400字
⑥研究のまとめの執筆　＜宿題＞添削指導
⑦研究のまとめ完成　＜宿題＞奥付・表紙・目次作成
⑧最終章奥付等作成　＜宿題＞抄録
⑨抄録作成
⑩抄録訂正・完成
⑪発表用ＰＰＴ作成
⑫原稿印刷・製本
⑬論文完成（12月末）・提出
⑭発表準備
⑮発表

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①自ら定めたテーマに基づき「テーマ研究（卒業論文）」を完成させる。
②抄録、発表用ｐｐｔを作成し、成果発表を行う。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
観光ビジネスの専門的知識

■成績評価基準と方法

①卒業テーマ研究論文　…　50%
②口頭試問、面接　…　50%

■テキスト・参考文献

【テキスト】
特にありません。各自の論文テーマによる。

【参考文献】
特にありません。各自の論文テーマによる。

■授業外学習

【具体的な内容】
10.000字もの卒業論文は人生でおそらく唯一無二のものです。
それはあなたの生涯の記憶に残る財産となります。いつの時代になっても胸を張って
言えます。「自分は卒論を書いて卒業したと…。」だから、事前事後学習は確かに大
変です。一緒に頑張りましょう。

【必要な時間】

■その他

大学院（札幌国際大学観光学研究科）に進学希望の学生は、別途「卒業研究」を履修
し、卒業論文を執筆することを推奨します。
優秀な論文を書くことは大学院進学の要件が満たされることと同じだからです。
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2018 年度生 国際観光学科

科 目 名 4年演習(応用)

開講期・単位 4年 後期・選択 2単位・演習

担 当 者 藤崎　達也

■講義の目的および概要

先進国の中で日本は起業への関心が最も低い国とされている。それは日本におけるさ
まざまな社会問題や障壁と密接に関係している様子を概観する。その上で、国内外で
の起業をケーススタディとして学び、社会人として活躍する際に経営的視点を持った
活動ができる大人となることを目指す。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
観光系ベンチャー事業者のケーススタディとを中心に起業の基本を習得する。

【課題に対するフィードバックの方法】
起業や経営的視点を持って社会活動を行う上での、障壁を意識することを目標とする
ため、実際の現場での課題解決型・アクティブラーニング授業とする。

■授業計画

①イントロダクション
②グループディスカッション事業計画書ブラッシュアップ１
③グループディスカッション事業計画書ブラッシュアップ２
④グループディスカッション経営計画１
⑤グループディスカッション経営計画２
⑥グループディスカッション財務戦略１
⑦グループディスカッション財務戦略２
⑧就職活動状況確認
⑨事業計画・経営計画・財務戦略の決定
⑩発表用資料作成１
⑪発表用資料作成２
⑫発表用資料作成３
⑬グループディスカッション　個別指導
⑭グループディスカッション　個別指導
⑮ゼミ成果発表会

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
北海道の人口減少や財政難、後継者不足などといった社会問題をビジネスで解決して
いく必要を理解し基礎を実践できるようになること。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
社会障壁等に意識的になり、かつ乗り越える意欲と熱意を習得する。

■成績評価基準と方法

講義ごとの確認シート30%
課題40％
試験30％

■テキスト・参考文献

【テキスト】

【参考文献】

■授業外学習

事業化が現実的なものは、外部講師等と連携をして実際に立ち上げて行くことも視野
に入れる。各自のキャリアの一環として真剣に取り組むこと。

■その他

北海道内観光地におけるフィールドワークを行う（休み期間中を予定）。宿泊・保険
等で3万円程度を徴収します。
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2018 年度生 国際観光学科

科 目 名 4年演習(応用)

開講期・単位 4年 後期・選択 2単位・演習

担 当 者 杉江　聡子

■講義の目的および概要

春学期に引き続き、国際観光の場面における多言語コミュニケーションの記録を用い
た相互行為分析を行います。各自の関心に応じて課題を発見し、調査のフィールドを
設定して、データ収集、分析、考察を行います。多言語・多文化共生社会のコミュニ
ケーションについて深く考え、国際人材としての社会人基礎力やコミュニケーション
態度を身に着けましょう。なお、「卒業研究」を履修する学生は、分析・考察した内
容を論文として執筆することを目指します。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
春学期のデータ分析と成果をふまえて、各自の関心に合わせた課題を設定します。国
際観光と多言語・多文化コミュニケーションにまたがるフィールドを検討し、調査・
実験を行い、データを収集して、相互行為を分析します。分析の結果を考察し、成果
を小論文の形でまとめ、発表します。
グループワークによる活動が中心となりますので、学生の主体的かつ協調的な学びが
求められます。

【課題に対するフィードバックの方法】
授業で出した課題については、次回以降の授業でコメント・解説します。

■授業計画

①春学期の振り返り（発表会の講評・相互評価のフィードバック、研究関心の焦点化
等）
②先行研究の調査
③先行研究のまとめ発表
④⑤調査・実験の計画
⑥⑦⑧調査・実験の実施（データ収集）
⑨⑩⑪相互行為分析
⑫分析結果のまとめ
⑬考察のまとめ
⑭論文の体裁を整える
⑮成果発表

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
・現代の国際観光と多文化共生社会にまたがる領域に自分の関心を位置づけ、課題を
発見できる。
・観光の場面をフィールドとして、調査を計画し、実施できる（データ収集）。
・分析ソフトウェアを用いて、収集したデータを適切な手法で分析できる。
・分析の結果について考察し、論理的にまとめることができる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
この授業は、観光学部ディプロマポリシーのうち
②観光学の知識、技能の活用能力
③自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力
に該当します。

■成績評価基準と方法

出席と授業への取り組み、発表内容と完成度、質疑応答やディスカッションへの参加
状況等に基づき総合的に評価します。
・出席と授業への取り組み（30％）
・研究計画と実施の達成度（40％）
・発表内容と完成度（30％）

■テキスト・参考文献

【テキスト】【参考文献】
授業の中で指示します。必要に応じてプリント等の資料を配布します。

■授業外学習
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【具体的な内容】
授業では主に言語コミュニケーション実験、データ収集と分析、考察と資料のまとめ
等の作業を行います。

【必要な時間】
分析や発表がある場合、作業や資料のまとめに数時間から数日程度の作業が必要です
。

■その他

・データ分析はPCのソフトウェアを使用します。スマホでは分析作業ができませんの
で、必ずPCを用意してください。自分のPCがない場合は、教務課で貸し出し手続きを
するなど、各自手配してください。

・2021年度導入のLMSなども段階的に使用しますが、社会状況に応じて柔軟にさまざ
まなツールを使いこなす意欲を持つこと。
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2018 年度生 国際観光学科

科 目 名 4年演習(応用)

開講期・単位 4年 後期・選択 2単位・演習

担 当 者 池見　真由

■講義の目的および概要

本演習では「観光と文化のつながり」というテーマの応用編として、北海道を舞台に
自然や文化、人々の暮らしや交流に対する観光行動についてさらに知識を深めます。
国際的な観光文化領域の研究を通して、特に北海道の観光資源や魅力を国内・海外に
発信することの可能性を探求し、国際協力やボランティア活動に参加しながら実践す
ることを目的とします。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
文献調査、レポートの作成、ディスカッションを行います。また、グループワークを
通じて、学生自身によるテーマ設定、資料収集、フィールドワーク、調査・分析・整
理、プレゼンテーションという一連の作業に取り組みます。

【課題に対するフィードバックの方法】
受講生から毎回提出してもらう授業レポートを添削し、返却します。また、授業内で
受講生全員にも内容を共有し、ディスカッションをした上で、コメントや解説を行い
ます。

■授業計画

①概要説明、授業計画
②暮らしと交流に対する観光行動
③国際観光の社会的・文化的効果
④自然と文化の保全・共存をめざす観光
⑤第1回フィールドワーク
⑥北海道での異文化交流と国際理解
⑦北海道の文化と観光の持続可能性
⑧第2回フィールドワーク
⑨国際観光と北海道の地域活性化
⑩北海道の国際観光による教育効果
⑪グループワーク1：個別テーマ設定、研究計画
⑫グループワーク2：情報収集、文献資料調査
⑬グループワーク3：調査結果の分析・整理
⑭グループワーク4：最終成果報告準備
⑮最終成果報告会

※以上の内容で進める予定ですが、受講生の数や授業の進行具合によって適宜変更す
ることがあります。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
・北海道から発信する国際観光に必要な多国間の相互理解と異文化交流に関する知識
を習得する。
・「観光と文化のつながり」という観点から、観光を取り巻く人間の行動や生活環境
との関連性について説明することができる。
・グループワークやフィールドワークに主体的に取り組み、リーダーシップと協調性
を備えたコミュニケーション能力を身に付ける。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「国際観光分野の専門的・実践的な知識及び技能を修得した学生に学位を授与する」
方針に基づき、観光分野に必要な国際理解や異文化交流に対する適応能力を養成する
。

■成績評価基準と方法

授業レポート：30%
フィールドワーク：30%
プレゼンテーション・最終成果報告：40%

■テキスト・参考文献

【テキスト】
適宜資料を配布します。

【参考文献】
橋本和也『地域文化観光論：新たな観光学への展望』ナカニシヤ出版，2018年．
機関誌『観光文化』日本交通公社，1976-．

■授業外学習
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【具体的な内容】
事前学習としては、文献資料の熟読、発表資料の作成、プレゼンテーションの準備作
業を行います。事後学習としては、授業内容の振り返り・まとめについてのレポート
作成に取り組みます。さらに演習テーマに関連するボランティア活動にも授業外学習
として参加します。

【必要な時間】
事前・事後学習ともに２時間を目安とします。

■その他

フィールドワークにかかる費用は原則自己負担ですが、一部補助があります。
本演習では、北海道の観光文化を活かした地域活性化と国際協力に関心を持って、自
分に何が出来るかを考えながら取り組む姿勢が求められます。共に頑張りましょう。

2021(令和3)年4月1日

1182



2018 年度生 国際観光学科

科 目 名 4年演習(応用)

開講期・単位 4年 後期・選択 2単位・演習

担 当 者 竹島　鉄也

■講義の目的および概要

ブライダルビジネスを体系的に理解するため、先ず実際のブライダル商品について学
習します。その後、グループ毎に自由なテーマを掲げバーチャルで１件の披露宴をプ
ランニングします。出来上がったプランをグループ毎にプレゼンテーションを行いま
す。また、ブライダルが行われているホテルについて、ホテル内でのブライダルの役
割や宿泊部門、レストラン部門等との関連性についてフィールドワークを行い学習し
ます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
前半はウェディング・プランナーやホテリエとして実務経験豊富な教員が、ブライダ
ル商品についてパソコン・プロジェクタを用い判りやすい講義形式で進めます。
その後、グループワークにより披露宴のプランニングを行って頂きます。会場コーデ
ィネート、衣裳、ウェディングケーキ、ペーパーアイテム、使用するＢＧＭ等をまと
め、各グループ毎にプレゼンテーションを行って頂きます。
また、ホテルでのフィールドワークにより、学習の理解度を深めます。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題については、授業内で実例を豊富にあげ、判り易く解説します。

■授業計画

① ガイダンス
② ブライダル商品（１）実例
③ ブライダル商品（２）ブレイクダウン
④ ブライダルプロデュースの基礎知識（１）披露宴の意義とプログラム
⑤ ブライダルプロデュースの基礎知識（２）披露宴ＶＴＲ
⑥ ブライダルプロデュースの基礎知識（３）コーディネートと演出　小テスト
⑦ グループ毎にプランニング（１）
⑧ グループ毎にプランニング（２）
⑨ グループ毎にプランニング（３）
⑩ グループ毎にプレゼンテーション
⑪ ホテルにおけるブライダルの役割と、宿泊部門、レストラン部門等との関連性
⑫ フィールドワーク　札幌市内ホテル視察
⑬ フィールドワーク　札幌市内ホテル視察
⑭ ホテル視察レポートの作成
⑮ 秋学期まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
メンバー全員が課題を理解し、積極的にディスカッションと連携をしていく中で、１
件の披露宴を創りあげることにより、ブライダルビジネスを理解する。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「自立して生きていくための幅広い教養、技能を身につけている学生に学位を授与す
る。」に基づき、披露宴をプロデュースするなかで、ブライダルの常識と併せ、コー
ディネート力、社会人として正しい知識やマナーを身につける。

■成績評価基準と方法

小テスト1回30％、ホテル視察レポート20％、レポート50％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
教科書は用いず、配布するプリントを用います。

【参考文献】

■授業外学習
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【具体的な内容】
ＳＮＳやニュースなどでブライダルの話題に興味・関心を持つ。

【必要な時間】

■その他

交通費、ホテルでの昼食代として合計4,000円～5,000円程度の費用が掛かります。
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2021 年度生 スポーツビジネス学科

科 目 名 スポーツ社会学

開講期・単位 1年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 新井　貢

■講義の目的および概要

「生涯スポーツ社会」の実現を目指し、実践するための具体的方策を理解する。
社会における体育・スポーツの意義と現状を把握し、体育・スポーツに関する様々な
問題を社会的に検討し解決する方策を探る。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
対面での講義が主となるが、グループワークやディスカッションなど演習形式の授業
も取り入れる。履修学生が１００名を超える場合はZOOMによる遠隔授業が主となるが
、できる限りブレイクアウトルームを活用したグループワークを取り入れる。
社会教育主事として実務経験のある教員が、スポーツが社会に及ぼす影響を具体的に
解説する。毎時間小レポートの提出を果たす。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題の質問には個々に回答し、次の時間に返却するとともに、前時の振り返りとして
解説する。

■授業計画

①ガイダンス
②社会における体育・スポーツの意義と現状
③スポーツ政策と我が国の現状
④スポーツとヘルスプロモーション
⑤地域社会とスポーツイベント
⑥スポーツボランティア
⑦女性・青少年のスポーツ参加
⑧高齢者・傷がい者のスポーツ参加
⑨スポーツクラブの現状と課題
⑩スポーツと指導者資格
⑪スポーツ施設の現状と課題
⑫スポーツの発展とプロモーション
⑬グループワーク１（今後のスポーツ施策の検討）
⑭グループワーク２（新たなスポーツイベント展開、発表）
⑮まとめ（確認テスト、課題レポート）

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①現代社会における体育・スポーツの現状と課題を理解できる
②スポーツに関する情報に関心を示し、ボランティア等に積極的な参加できる
③実現可能なスポーツ施策（イベント）を提案できる

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「生涯スポーツの育成発展に努めながら、スポーツを通して地域社会に貢献できる教
養豊かなスポーツ指導者を育成する」に基づき、スポーツが社会に及ぼす影響を理解
し、スポーツの指導を通して社会に貢献する資質を身につける

■成績評価基準と方法

①スポーツに関する理解度（提出物、小レポート、確認テスト）　５０％
②グループワークの積極的参加と貢献度　３０％
③イベントへの参加、ボランティア、実践　２０％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
特になし

【参考文献】
必要に応じて資料を配布する

■授業外学習
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【事前事後指導】
事前学習として、日常的にスポーツに関心を持ち、スポーツに関するニュース、新聞
などの話題に関心を示し、その内容を把握しておくこと
事後学習として、積極的にボランティア等に参加し、身につけた知識を現場で発揮で
きるようにすること

【必要な時間】
事前事後学習はそれぞれ２時間を目安とする

■その他

授業中にスポーツに関するニュースや話題などを質問するので、答えることができる
ようにしておく
班ごとのグループディスカッション等の様子を、発表できるようにする
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2021 年度生 スポーツビジネス学科

科 目 名 簿記・会計

開講期・単位 1年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 服部　隆廣

■講義の目的および概要

本講義の目的は、簿記・会計の役割・目的などの基礎的知識を理解し、企業の経営状
況を会計の面から判断できるようになることです。スポーツビジネスの現場で活躍で
きる人材となるために必要な「簿記・会計]の知識・技能を学修していきます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
講義形式で配布プリントにより行いますが、毎回受講シートを記入し、講義内容の振
り返りを行っていきます。また、スポーツ関連企業等の経営や会計、経済に関する問
題を取り上げ、実際の企業の経営状況について会計の視点から理解できる講義を実施
します。また、必要に応じてディスカッションなども取り入れるなど、能動的な学修
を目指します。
【課題に対するフィードバックの方法】
課題については、授業内で解説するとともに、「受講シート」により質問を記入して
もらい次回の授業で説明をします。

■授業計画

授業は、おおむね以下のとおり実施します。
①ガイダンス　簿記の基礎１（貸借対照表の基本）
②簿記の基礎２（損益計算書の基本）
③簿記の基礎３（仕訳）
④簿記の基礎４（転記）
⑤決算の手続き１（試算表）
⑥決算の手続き２（貸借対照表と損益計算書）
⑦諸取引の記帳１（当座預金と小切手）
⑧①～⑦のまとめ　中間試験
⑨諸取引の記帳２（手形）
⑩諸取引の記帳３（商品売買）
⑪財務状況の見方１（貸借対照表　報告式）
⑫財務状況の見方２（貸借対照表　報告式）
⑬利益計算の仕組み１（損益計算書　報告式）
⑭利益計算の仕組み２（損益計算書　報告式）
⑮⑨～⑭のまとめ　定期試験

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
簿記の基本及び財務諸表の基本的な構造を理解した上で、会計の知識を利用して企業
の経営状況を判断し説明できる。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「スポーツビジネス分野の専門知識、技能の修得している学生に学位を授与するとい
う学科の方針」に基づき、会計の知識を獲得してスポービジネスの現場で活躍できる
能力を身に付ける。

■成績評価基準と方法

授業内中間試験：20％
授業内定期試験：60％
受講シート提出・記述内容：20％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
・配布したプリントを用います。
【参考文献】
・指定はしないが簿記や会計学の書籍や問題集を参考にすること。
・新聞などの経済面や企業経営に関する記事を読むこと。

■授業外学習
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【具体的な内容】
常日頃から、スポーツ関連事業体や一般企業の経営に関する情報を積極的に把握して
ください。毎回の授業の冒頭に前回の授業内容を質問しますから、授業で学修した簿
記・会計に関する専門用語の意味や重要事項などは、ノートにまとめてておいてくだ
さい。
【必要な時間】
予習・復習の時間はそれぞれ２時間を目安とします。

■その他

講義中、他の学生の迷惑となる行為（携帯電話の使用、私語など）を禁止します。
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2021 年度生 スポーツビジネス学科

科 目 名 体力トレーニング論

開講期・単位 1年 後期・必修 2単位・講義

担 当 者 阿南　浩司

■講義の目的および概要

本講義では、「①体力およびトレーニングに関する概念的理解、②スポーツ・トレー
ニングにおける体力トレーニングの位置づけ、③体力トレーニングの分類、④トレー
ニング計画立案およびトレーニング手段の考案」について学修し、実践現場でトレー
ニング指導を行う知識の修得を目指す。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
講義を行う。定期的に振り返りシートを課し、講義内容の振り返りを行う。能動的な
学修を目指し、必要に応じて、グループワークを実施する。本講義は、運動生理学お
よびバイオメカニクス的研究を行う実績および競技指導経験を有する教員が、運動生
理学およびバイオメカニクスの学問分野に加え、コーチングおよびトレーニング理論
をふまえながら、「体力トレーニング」の基礎理論について理解できる講義を実施す
る。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題については、授業内で解説する。

■授業計画

①トレーニング概論
②基礎1：青少年期の成長発育とトレーニング
③基礎2：女性の体力・運動能力の特徴とトレーニング
④基礎3：加齢に伴う体力の自然減退とトレーニング
⑤基礎4：障害者の運動能力の特徴とトレーニング
⑥トレーニング分類1：基本的トレーニング手段の分類：一般的運動
⑦トレーニング分類2：試合運動／シーズンの特徴を眺める
⑧授業前半の振り返りレポート
⑨トレーニング分類3：種目別トレーニング手段の分類：専門的運動・試合的運動
⑩トレーニング内容1：全身運動によるエアロビックトレーニング
⑪トレーニング内容2：筋力養成法
（筋力と筋量増強のトレーニング条件とその効果）
⑫トレーニング内容3：「スピード」能力の特質とタイプ／スピードトレーニング
⑬トレーニング内容4：「持久力」の特質とタイプ／筋パワーと持久力トレーニング
の条件とその効果
⑭課題レポートの作成
⑮授業のまとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①スポーツ・トレーニングにおける体力トレーニングの位置づけ②体力トレーニング
の分類について理解を深め、③スポーツ・トレーニングの計画立案およびトレーニン
グ手段の考案を実践する。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「スポーツ健康分野の基礎的知識、技能の修得およびそれを基にした専門知識、技能
の修得」に基づき、体力トレーニングに関する専門知識の修得を通じて、地域や学校
教育に貢献できる指導技法を身につける。

■成績評価基準と方法

①授業内レポート　20％
②最終課題レポート　60％（最終レポート、⑧回目のレポート）
③小テスト 20%

■テキスト・参考文献

【テキスト】
参考資料を適宜配布する。
【参考文献】
藤原勝夫・外山寛：身体活動と体力トレーニング.日本出版サービス
村木征人：スポーツ・トレーニング理論.ブックハウスHD
中村隆一　斎藤宏　長崎宏：基礎運動学.医歯薬出版株式会社

■授業外学習
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事前および事後学習として、①体育・スポーツに関する基礎知識の習得、②「体力」
および「トレーニング」に関する情報収集（メディア・文献等）を推奨する。毎時間
、小レポートを課す。これらをふまえ、事前および事後学習には、それぞれ、120分
程度の時間を要する。

■その他

本科目は下記の免許および資格の対象科目です．
・教員免許（教科に関する科目）
・健康運動指導士
・トレーニング指導者(JATI）
・CSCS（NSCA）
・日本体育協会公認スポーツ指導者資格（スポーツリーダー・ジュニアスポーツ指導
員・アシスタントマネージャー）
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2021 年度生 スポーツビジネス学科

科 目 名 生涯スポーツ論

開講期・単位 1年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 佐久間　章

■講義の目的および概要

本講義は、生涯を通じて、健康の保持・増進やレクリエーションを目的に、だれもが
、いつでも、どこでも気軽に参加できる生涯スポーツについての基本的な理解を図り
、我が国のスポーツに関する現状と課題について学修していきます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
パワーポイントやＶＴＲ等を活用しながら講義形式での授業展開を基本とします。ま
た、必要に応じて資料及びワークシート等を配付し、グループワークやディスカッシ
ョンなどの能動的な学修を行います。
青少年のスポーツ指導に実務経験のある教員が、具体的事例を示しながら講義を実施
します。
本科目のほか，学部学科が指定するフィールドワーク等実践的学習の場に参加するこ
とがあります。
【課題に対するフィードバックの方法】
課題については、授業内で解説するとともに、必要に応じて資料を配布します。
【課題に対するフィードバックの方法】

■授業計画

①ガイダンス
②「スポーツ」とは
③「生涯スポーツ」とは
④スポーツ基本法とスポーツ基本計画
⑤日本の生涯スポーツ振興施策
⑥青少年のスポーツ参加
⑦高齢者のスポーツ参加
⑧障害者のスポーツ参加
⑨女性のスポーツ参加
⑩生涯スポーツとボランティア
⑪生涯スポーツとビジネス
⑫総合型地域スポーツクラブ
⑬スポーツイベント
⑭スポーツ施設とスポーツ指導者
⑮まとめと振り返り

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
生涯スポーツについての基本的な考え方や我が国のスポーツに関する現状と課題につ
いて理解し、説明できる。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「スポーツ健康分野の基礎的知識、技能の習得およびそれを基にした専門知識、技能
を身に付けている学生に学位を授与する」に基づき、地域スポーツの振興と健康づく
りに貢献できる知識や技能を身に付ける。

■成績評価基準と方法

授業内での2回の試験　80％
毎回の提出物（振り返りシート）20％

■テキスト・参考文献

【テキスト】テキストは使用せず、適宜プリントを配布します。
【参考文献】生涯スポーツ実践論、川西正志・野川春夫編著、市村出版

■授業外学習

【具体的な内容】新聞やネット等によってスポーツイベントや行事についてのニュー
ス記事をチェックし、日常的に現状理解に努めてください。また、自らもスポーツや
スポーツボランティア活動に積極的に取り組むことを期待します。本講義では、毎回
次時予告するので、参考図書やインターネット等により調べておくための事前学習が
必要です。受講後は、講義内容を配布プリント等でふりかえり、講義ノートを整理し
ておくための事後学習が必要です。
【必要な時間】予習・復習の時間はそれぞれ2時間を目安とします。

■その他

本科目は、日本スポーツ協会公認スポーツ指導者資格の本学開設科目です。また、授
業中に、随時指名して意見を求めますので、積極的に自分の考えを発言してください
。
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2021 年度生 スポーツビジネス学科

科 目 名 栄養学

開講期・単位 1年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 小松　信隆

■講義の目的および概要

栄養学の基本から、食事からの栄養の摂取方法やタイミングを理解し、スポーツ種目
の特性や選手の特徴に対応した、実践的なスポーツ栄養学を学ぶ。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】

講義、演習およびグループワーク

【課題に対するフィードバックの方法】

講義終了時に提出する小レポートによるフィードバック

■授業計画

①ガイダンス／五大栄養素
②三大栄養素
③三大栄養素の消化・吸収
④炭水化物と食事
⑤脂質と食事
⑥たんぱく質と食事
⑦ビタミンと食事
⑧ミネラルと食事
⑨大栄養素のエネルギー代謝
⑩各栄養素のバランスと食事①
⑪各栄養素のバランスと食事②
⑫食事摂取のタイミング
⑬ホルモンと食事摂取
⑭水分摂取のタイミング
⑮スポーツ栄養学のまとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
スポーツにおける食事の重要性を理解し、スポーツ種目それぞれにおける食事の内容
やタイミングをイメージできるようになる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
基礎知識の習得からスポーツ種目毎への応用、実践を念頭に講義を実施。

■成績評価基準と方法

記述式による試験、定期試験70％および講義毎に提出する小レポート30％により評価

■テキスト・参考文献

【テキスト】
教科書は使用せず

【参考文献】
新版生涯スポーツと運動の科学、侘美 靖・花井篤子編,市村出版

■授業外学習

【具体的な内容】
必ず前回の授業内容を復習してから出席してください。また、常日頃からニュース・
新聞などで、最近の社会や企業の動き・情報を入手するように心がけてください。

【必要な時間】
講義終了後、次の講義までに30分程度 間】

■その他
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2021 年度生 スポーツビジネス学科

科 目 名 発育発達論[スビ]

開講期・単位 1年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 佐藤　文亮

■講義の目的および概要

ヒトは、生物界の種々の生体システムを継承して、直立二足歩行に適した身体を獲得
した。この身体システムは、成人までの発育・発達の過程を通じて形成される。本講
義の目的は、ヒトにいたるまでの進化の変遷について概観するとともに、成人までの
発育・発達の過程について学修することである。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
授業形態は、教室での講義形式とし、パワーポイントやプリントを用いるなどして資
料を視覚的に提示する。定期的に発育・発達に関するディスカッションを行うことを
通じて、能動的学修を目指す。本講義は、運動生理学的視点から、ヒトの発育・発達
の過程について研究を遂行してきた実績のある教員が担当する。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題については、授業内で資料を配布し、適宜解説する。

■授業計画

①ヒトにいたるまでの進化の変遷
②発育、成熟および発達の定義
③形態の発育
④身体機能の発達
⑤運動発達
⑥運動学習
⑦運動スキル1（乳児期ー幼児期）
⑧運動スキル2（少年期）
⑨発育発達期の心理的特徴
⑩発育発達期に多いケガや病気
⑪発育発達期の運動プログラム
⑫遊びの意義
⑬身体機能の発達および運動発達に関する測定法
⑭スポーツの活用
⑮講義のまとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
進化、発育、成熟や発達に関する内容を明確に理解し、ヒトの発育・発達における遊
びやスポーツの意義を深く理解できるようになる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「地域スポーツの振興と個人の健康づくりに貢献できる有為な人材の育成」に基づき
、ヒトの発育・発達に関する基礎的知識を修得し、生涯学習社会への移行とともに高
まっているスポーツや健康に対する社会の要請に応えられる能力を身につける。

■成績評価基準と方法

授業ごとの小テスト（20％）、レポート評価（20％）、定期試験（60％）とする。

■テキスト・参考文献

【テキスト】
適宜プリントを配布する。

【参考文献】
・高石昌弘著:からだの発達.大修館書店,東京.
・高橋たまき著:遊びの発達学.培風館,東京.
・藤原勝夫編著:運動機能解剖学.北國新聞社,石川.

■授業外学習

事前および事後学習として、テキストや関連図書等を読んでおくこと。
事前および事後学習の時間は、それぞれ2時間を目安とする。

■その他

本科目は下記の資格の対象科目です。
・日本スポーツ協会公認スポーツ指導者資格（スポーツリーダー・ジュニアスポーツ
指導員・アシスタントマネージャー）
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2021 年度生 スポーツビジネス学科

科 目 名 スポーツビジネス論

開講期・単位 1年 前期・必修 2単位・講義

担 当 者 斗澤　元希

■講義の目的および概要

本講義では、スポーツビジネスの基本を様々な角度から学習し、スポーツビジネス分
野の専門知識、技能習得の基礎的理解を深める事を目的とする。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
本講義は、スポーツビジネスの基本からプロサッカーチームに関わる経営体制や試合
運営など実務経験のある教員が講義します。
スポーツメーカーの経営、スポーツ大会の運営などスポーツビジネスの現場はどの様
に動きどの位のお金が動いているか？
またオリンピックについても考えます、講義はパワーポイント・動画等を使用し講義
します。授業内でレポートなどを実施する場合があります。

【課題に対するフィードバックの方法】
最終授業で全体に対するフィードバックペーパーを配布。

■授業計画

①ガイダンス
②スポーツとは　スポーツビジネスとは　スポーツを知る
③日本のスポーツ　スポーツ庁　JOC　
④北海道のスポーツ　大学スポーツ
⑤プロスポーツの世界　全般
⑥Jリーグクラブの経営（北海道コンサドーレ札幌）
⑦スポーツビジネス産業界①
⑧スポーツビジネス産業界②
⑨スポーツメーカーの経営・運営
⑩スポーツメディア①
⑪スポーツとスポンサー/パートナー
⑫オリンピック①
⑬オリンピック②
⑭フィールドワーク　（札幌ドーム：予定）
⑮振り返り　小テスト

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
スポーツを理解し、その中でのスポーツビジネスがどの様に行われて競技者やそれを
取り巻く人々の活動はどの様に行われているのかを理解し、スポーツビジネスの全体
像を学ぶ。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
スポーツビジネス分野の実践的知識、専門知識、および技能を修得し、自立して行動
できる姿勢、課題を発見し解決する能力を身につける。

■成績評価基準と方法

授業内課題などを総合的に評価　20％
小テスト　30％
レポート　50％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
必要に応じて資料を配布

【参考文献】

■授業外学習

【具体的な内容】
スポーツ/スポーツ産業/地域のスポーツ等の情報を探る。
様々なスポーツを見る機会があると思います、競技を見るときは試合以外の所もよく
見てくださいどの様にして競技会が成り立っているのか等。

【必要な時間】
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■その他

PCを使用する場合がある。
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2021 年度生 スポーツビジネス学科

科 目 名 流通論

開講期・単位 1年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 濱田　剛一

■講義の目的および概要

流通の本質と役割は私たちの身近な生活と経済活動を支える重要な社会基盤であると
言うことを理解し、インターネット社会の進展などの社会環境変化に対する企業など
の適応を学修します。また身近な流通企業の具体的な事例を通して、社会の仕組みと
今日的な課題について理解することを目的とします。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
基本的に授業時間の60％を講義形式で行い、残りを意見発表、ディスカッションやグ
ループワークを行い能動的な学修を目指します。また毎回授業では書き込み資料を配
布し、記入するとともに、講義内容の反復振り返りを行っていきます。

【課題に対するフィードバックの方法】
本講義は銀行において、流通企業との融資取引などにより流通業の経営に関わった実
務経験のある教員がビジネス現場に即した実践的な講義を実施します。
課題等については授業内で解説するとともに、質問などについてはオフィスアワーで
のフォローアップ、メール等でのフィードバックも行います。

■授業計画

①ガイダンス～流通とは何か
②流通のはたらき
③発展する流通
④マーケティングと流通(1)「マーケティングとは」
⑤マーケティングと流通(2)「消費者の変化」
⑥流通業のビジネスモデル(1)「ドミナントモデル」
⑦流通業のビジネスモデル(2)「SPAモデル」
⑧中間テスト～中間振り返り
⑨情報システム化と流通
⑩サプライチェーンマネージメント
⑪卸売業
⑫eリテール
⑬流通業のビジネスモデル
⑭流通業のビジネスモデル
⑮期末テスト～期末振り返り

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
流通の社会的な役割を理解し、流通業界の現状と課題、将来について説明できるよう
になる。併せて流通業界の事例研究などにより社会の変化とビジネス感覚に基づく課
題認識、課題解決力の重要性を学修し、それを応用する力を身に付けることを目標と
します。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「スポーツビジネス分野の専門・実践的知識、技能の習得」がなされ、「自立して行
動できる姿勢、課題を発見し解決する能力」を身に付けた学生に学位を授与すると言
う方針に基づき、あらゆるビジネスの現場で課題を認識し、その解決に向かって挑戦
できる社会人基礎力を身に付ける。

■成績評価基準と方法

授業内提出物・発表　20％
中間テスト　　　　　30％
期末テスト　　　　　50％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
使用しません。資料を適宜配布します。

【参考文献】
「ベーシック流通と商業」原田英生・向山雅夫・渡辺達朗（著）有斐閣アルマ

■授業外学習
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【具体的な内容】
次回の授業内容についてキーワードを提示しますので、意味などを調べると共に意見
をノートしてください。毎回授業の冒頭に前回の授業内容を復習し、問題を提示し指
名により発言を求めます。必ず前回の授業内容を振り返り、重要事項をノートに整理
してください。
また、ニュース・新聞などで最近の社会や企業の動き・情報を入手し、授業の中で質
問及び自分の意見として発表できるように心がけてください。

【必要な時間】
予習復習の時間は、それぞれ2時間を目安とします。

■その他

授業中に課題の内容について随時指名して発言を求めますので、しっかりと予習・復
習したうえで授業に参加してください。
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2021 年度生 スポーツビジネス学科

科 目 名 経営基礎

開講期・単位 1年 前期・必修 2単位・講義

担 当 者 濱田　剛一

■講義の目的および概要

身近な企業の具体的な事例を紹介し経営学の基礎を身に着けることを目的とします。
特に企業とはどのような組織なのか、意思決定はどのようになされるか、市場との対
話はどのように行われるかを具体的な事例から学修します。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
基本的に授業時間の60％を講義形式で行い、残りを意見発表、ディスカッションやグ
ループワークを行い能動的な学修を目指します。また毎回授業では書き込み資料を配
布し、記入するとともに、講義内容の反復振り返りを行っていきます。

【課題に対するフィードバックの方法】
本講義は銀行において、経営の実務経験および大企業・中小企業との融資・証券・保
険・外国為替業務などの実務経験のある教員がビジネス現場に即した実践的な講義を
実施します。
課題等については授業内で解説するとともに、質問などについてはオフィスアワーで
のフォローアップ、メール等でのフィードバックも行います。

■授業計画

①ガイダンス～経営管理（マネージメント）
②経営戦略
③ビジネスモデル
④会社の仕組み～株式会社
⑤「利益」の計算
⑥「調達」と「運用」のバランス
⑦人的資源
⑧中間テスト～中間振り返り
⑨マーケティング(１)～市場との対話
⑩マーケティング(２)～消費者の意思決定
⑪企業の意思決定
⑫ガバナンス
⑬リーダーシップ
⑭コンプライアンス
⑮期末テスト～期末振り返り

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
企業を発展させるために不可欠な経営学（マネージメント）の基礎知識を学修して、
「マネージメントとは何か」を説明できるようになる。また今後のビジネス系の科目
の基礎を築き、併せてマネージメントがビジネスのみならずスポーツ全般にも共通す
る重要テーマであることを学修し、今後の学科専門科目履修の意義を理解し意欲を持
つことを目標とします。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「スポーツビジネス分野の専門・実践的知識、技能の習得」がなされ、「自立して行
動できる姿勢、課題を発見し解決する能力」を身に付けた学生に学位を授与すると言
う方針に基づき、あらゆるビジネスの現場で課題を認識し、その解決に向かって挑戦
できる社会人基礎力を身に付ける。

■成績評価基準と方法

授業内提出物・発表　20％
中間テスト　　　　　30％
期末テスト　　　　　50％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
使用しません。資料を適宜配布します。

【参考文献】
「経営管理」塩次喜代明・高橋伸夫・小林敏男（著）有斐閣アルマ

■授業外学習
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【具体的な内容】
次回の授業内容についてキーワードを提示しますので、意味などを調べると共に意見
をノートしてください。毎回授業の冒頭に前回の授業内容を復習し、問題を提示し指
名により発言を求めます。必ず前回の授業内容を振り返り、重要事項をノートに整理
してください。
また、ニュース・新聞などで最近の社会や企業の動き・情報を入手し、授業の中で質
問及び自分の意見として発表できるように心がけてください。

【必要な時間】
予習復習の時間は、それぞれ2時間を目安とします。

■その他

授業中に課題の内容について随時指名して発言を求めますので、しっかりと予習・復
習したうえで授業に参加してください。
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2021 年度生 スポーツビジネス学科

科 目 名 フィットネス演習

開講期・単位 1年 後期・選択 2単位・演習

担 当 者 横山　克人

■講義の目的および概要

　本講義では、フィットネスクラブ・マネジメント技能検定3級の資格取得を目指し
ます。本講義は、フィットネス市場の基本となる総合業態に関する基礎的な知識の獲
得と実技を通じて健康づくりとトレーニングの実践方法を学修していきます。また、
フィットネスクラブの設備、運営、実務業務、顧客対応など、マネジメントに関する
知識の獲得を目指します。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
　本講義では、講義形式と実技形式で行います。
　講義形式では、フィットネス産業の概要やクラブを運営するための運営業務、フロ
ント実務、顧客対応などの知識の獲得を目指します。講義形式で獲得した知識を基に
、カーディオ機器やトレーニング器具の使い方、運営業務、フロント実務など、実技
形式を通じて実践的な学びを目指します。
　本講義は、フィットネスクラブマネジメント技能士3級の資格を有する教員が、専
門テキストを用いて、基礎知識の獲得を目指した講義を実施します。

【課題に対するフィードバックの方法】
　毎講義のまとめとして、授業内容に沿った過去問を出題し、授業の理解度を図りま
す。また、毎時間、受講カードの裏面に感想や質問を書いてもらいます。質問に関し
ては、翌時間の冒頭に回答します。また、回答と併せて、前回の復習を行います。

■授業計画

①ガイダンス
②フィットネス産業概論
③健康づくり
④カーディオ機器の使い方（実技）
⑤運動、トレーニングの基礎
⑥トレーニング器具の使い方（実技）
⑦フリーウエイト器具の使い方（実技）
⑧運営業務
⑨フロント実務
⑩顧客対応、コミュニケーション
⑪運営業務、フロント実務、顧客対応の実践Ⅰ（実技）
⑫運営業務、フロント実務、顧客対応の実践Ⅱ（実技）
⑬施設・設備の安全確保
⑭安全衛生
⑮まとめ（筆記テスト）

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
　フィットネス産業の概要とクラブの運営に必要な基礎的な知識を身に付ける。また
、実技を通して、カーディオ機器やトレーニング器具の正しい使い方を理解し、説明
できる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
　「スポーツ健康分野の基礎知識と技能の修得」「スポーツビジネス分野の専門的知
識および実践的知識、技能の修得」に基づき、フィットネスクラブおよびマネジメン
トに関する基礎知識を修得し、現場で活用できる技能を身に付ける。

■成績評価基準と方法

筆記テスト（60％）
レポート（40%）

■テキスト・参考文献

【テキスト】
　『フィットネスクラブマネジメント公式テキスト基礎 ベーシック』一般社団法人
日本フィットネス産業協会 定価：3,500円＋税

【参考文献】
　適宜プリントを配布します。

■授業外学習
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【具体的な内容】
　事前学習では、次回の授業範囲について、テキストを一読してきて下さい。授業の
内容がスムーズに理解できます。
　事後学習では、資格試験に向けて、授業内容の復習をして下さい。また、資格試験
前には、過去問を配布します。　
　レポート課題では、授業時間外に実際の店舗の様子やスタッフの対応、設備を体験
してもらいます。

【必要な時間】
　事前学習に1時間、事後学習に3時間を目安とします。

■その他

　本講義は、2017年度以降の入学生のみ受講できます。受講者は、フィットネスクラ
ブ・マネジメント技能検定3級の試験を受験することが必須条件となります。そのた
め、受験料の一部を自己負担することになります。
　また、レポート課題では、各自でフィットネスクラブに行ってもらいます。自己負
担が発生しますので、ご承知おき下さい。
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2021 年度生 スポーツビジネス学科

科 目 名 エアロビクス演習

開講期・単位 1年 後期・選択 2単位・演習

担 当 者 石澤　美樹

■講義の目的および概要

生涯スポーツとしても愛好家の多いエアロビック。
この講義では音楽に合わせて楽しく体を動かし、エアロビックの基礎的知識、技能習
得を目指します。
また日本エアロビック連盟技能検定５級、４級の修得を目的とします。
この検定を開催してる北海道内唯一の大学です。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】

実技

【課題に対するフィードバックの方法】

質疑応答

■授業計画

①ガイダンス
②検定５級　Aブロック
③検定５級　Bブロック
④検定５級　Cブロック
⑤検定５級　Dブロック
⑥５級検定会想定して一連の動作を動く
⑦５級検定会　テスト
⑧５級検定結果　フィードバック
⑨検定４級　Aブロック
⑩検定４級　Bブロック
⑪検定４級　Cブロック
⑫検定４級　Dブロック
⑬４級検定想定して一連の動作を動く
⑭４級検定会　テスト
⑮４級検定結果　フィードバック

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】

エアロビック技能検定4級、5級修得

【卒業認定・学位授与の方針との関連】

DP③に関連

■成績評価基準と方法

各検定評価点(80％)
レポート等提出状況(20％)
授業に取り組む姿勢、道徳的、社会的態度などを併せて評価します

■テキスト・参考文献

【テキスト】

エアロビック技能検定ガイド＆DVD

【参考文献】

■授業外学習

【具体的な内容】

DVDにて各ブロックの予習復習を行うことで、より理解度を深められます

【必要な時間】

15分程度
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■その他

運動に適したウエアやジャージ、シューズを着用すること
運動に適した水分補給
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2021 年度生 スポーツビジネス学科

科 目 名 スポーツマネジメント論

開講期・単位 1年 後期・必修 2単位・講義

担 当 者 斗澤　元希

■講義の目的および概要

スポーツ経営やプロスポーツチーム、イベント運営などのマネジメントの基礎知識を
身につけると共に、スポーツ産業、スポーツ大会、地域スポーツについての理解を深
めてもらう事を目的とする。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
パワーポイントを使用しての講義形式で行い、一部資料配布する。
本講義は、プロサッカーチームにおいて主に広報や営業、運営、経営戦略、スポーツ
用品開発など幅広い実務経験のある教員が、実際の現場で生起する様々なスポーツマ
ネジメントにおける課題等を踏まえた授業を展開する。

【課題に対するフィードバックの方法】
講義途中で必要な資料配布や講義後半にはまとめ資料配布しフィードバックを行う

■授業計画

①ガイダンス　スポーツマネジメントとは
②日本のスポーツ　
③北海道のスポーツ
④プロスポーツクラブのマネジメント①
⑤プロスポーツクラブのマネジメント②
⑥スポーツスクールのマネジメント
⑦スポーツ産業について①
⑧スポーツ産業について②
⑨スポーツ用具、メーカーのマネジメント①
⑩スポーツ用具、メーカーのマネジメント②
⑪地域スポーツについて
⑫スポーツイベントのマネジメント①
⑬スポーツイベントのマネジメント②
⑭スポーツ経営について
⑮振り返り

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
スポーツマネジメントに関する知識を身につける。
スポーツ企業や組織、スポーツ産業、地域スポーツ経営、大会運営のあり方について
理解する。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
スポーツビジネス分野の実践的知識、専門知識、および技能を修得し、自立して行動
できる姿勢、課題を発見し解決する能力を身につける。

■成績評価基準と方法

レポート　40％
授業内小テストか提出物　30％
平常点（受講態度、意欲、出席など）　30％
上記を総合的に評価する。

■テキスト・参考文献

【テキスト】
必要に応じてパワーポイントの資料を配布

【参考文献】

■授業外学習

【具体的な内容】
近なスポーツからプロスポーツ、世界のスポーツまで幅広く興味を持つ事。
世の中にあるスポーツに関わる産業を幅広くみる

【必要な時間】
予習復習時間はそれぞれ2時間を目安にします。

■その他
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2020 年度生 スポーツビジネス学科

科 目 名 マーケティング論

開講期・単位 2年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 濱田　剛一

■講義の目的および概要

本講義では、「マーケット（市場）とのアクセスにより顧客満足を実現するプロセス
」というマーケティングの本質を理解することを目的とします。具体的には、サービ
スも含む製品開発、プロモーション、価格戦略、チャネル開発の考え方を身近な具体
的な事例を通して学修します。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
基本的に授業時間の60％を講義形式で行い、残りを意見発表、ディスカッションやグ
ループワークを行い能動的な学修を目指します。また毎回授業では書き込み資料を配
布し、記入するとともに、講義内容の反復振り返りを行っていきます。

【課題に対するフィードバックの方法】
本講義は銀行において、銀行本体および融資先企業のマーケティングに関わった実務
経験のある教員がビジネス現場に即した実践的な講義を実施します。
課題等については授業内で解説するとともに、質問などについてはオフィスアワーで
のフォローアップ、メール等でのフィードバックも行います。

■授業計画

①イダンス～マーケット・市場とは何か
②マーケティングとは
③差別化
④市場細分化
⑤製品ライフサイクル
⑥消費者行動
⑦新製品開発
⑧中間テスト～中間振り返り
⑨マーケティングミックス
⑩製品ポートフォリオとマーケティング～PPM
⑪市場地位別戦略
⑫スピードとITとマーケティング
⑬経営戦略とマーケティング(1)～リーダーシップ
⑭経営戦略とマーケティング(2)～スタートアップ
⑮期末テスト～期末振り返り

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
顧客満足を実現し、マーケットに支持される企業が発展することを理解し、IT、ビッ
グデータ、AIなどの社会変化が与えるマーケティングへの影響について説明できるよ
うになる。併せて企業のマーケティング事例研究などにより、ビジネス感覚に基づく
課題認識、課題解決力の重要性を学修し、それを応用する力を身に付けることを目標
とします。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「スポーツビジネス分野の専門・実践的知識、技能の習得」がなされ、「自立して行
動できる姿勢、課題を発見し解決する能力」を身に付けた学生に学位を授与すると言
う方針に基づき、あらゆるビジネスの現場で課題を認識し、その解決に向かって挑戦
できる社会人基礎力を身に付ける。

■成績評価基準と方法

授業内提出物・発表　20％
中間テスト　　　　　30％
期末テスト　　　　　50％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
使用しません。資料を適宜配布します。

【参考文献】
「ベーシック流通と商業」原田英生・向山雅夫・渡辺達朗（著）有斐閣アルマ

■授業外学習

2021(令和3)年4月1日

1206



【具体的な内容】
次回の授業内容についてキーワードを提示しますので、意味などを調べると共に意見
をノートしてください。毎回授業の冒頭に前回の授業内容を復習し、問題を提示し指
名により発言を求めます。必ず前回の授業内容を振り返り、重要事項をノートに整理
してください。また、ニュース・新聞などで最近の社会や企業の動き・情報を入手し
、授業の中で質問及び自分の意見として発表できるように心がけてください。

【必要な時間】
習復習の時間は、それぞれ2時間を目安とします。

■その他

授業中に課題の内容について随時指名して発言を求めますので、しっかりと予習・復
習したうえで授業に参加してください。
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2020 年度生 スポーツビジネス学科

科 目 名 レクリエーション実技

開講期・単位 2年 通年・選択 2単位・演習

担 当 者 本多　理紗

■講義の目的および概要

様々な課題を抱える現代社会において、レクリエーションの位置づけは個人及び集団
におけるコミュニケーション能力を高めるための手段として、欠かすことの出来ない
ものとなっています。本講義は、レクリエーションを通じて、ホスピタリティやコミ
ュニケーション能力の向上を目指し、目的や対象者にあわせたレクリエーション活動
を展開、指導/支援できるような技能を身につけることが目的です。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
実技体験が主となりますが、単に体験するだけではなく、目的や対象にあわせた活動
や展開方法、さらには小グループでの指導体験も行います。また、フィールドワーク
として事業に参加することもあります。
本講義は、子どもから高齢者までの運動教室や介護予防等でレクリエーションを実施
している実務経験のある教員が、目的や対象者に合わせたレクリエーション活動を展
開し、アレンジできるようになる講義を実施します。
本科目のほか、学部学科が指定するフィールドワーク等実践的学習の場に参加するこ
とがあります。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題については、授業内で解説します。

■授業計画

1．授業ガイダンス　　　　　　　　　
2.レクリエーション活動の習得Ⅰ(ゲーム)　　
3.レクリエーション活動の習得Ⅱ(フィールドワーク①)
4.レクリエーション支援の方法Ⅰ(ホスピタリティ①) 　　　　　
5.レクリエーション支援の方法Ⅱ(ホスピタリティ②)　　　　
6.レクリエーション活動の習得Ⅲ(ニュースポーツ）　
7.レクリエーション支援の習得Ⅳ(様々な活動)
8.レクリエーション支援の方法Ⅲ(アイスブレーキング①）
9.レクリエーション支援の方法Ⅳ（アイスブレーキング②）
10.レクリエーション支援の方法Ⅴ（アイスブレーキング③）
11.レクリエーション支援の方法Ⅵ（ハードルの設定）
12.レクリエーション支援の方法Ⅶ（CSSプロセス）
13. 安全管理の基礎①　スポーツ行政の仕組みと実際
14. 安全管理の基礎②　スポーツ・レクリエーション継続のための場づくり
15. 春学期のまとめ　
16．秋学期ガイダンス・動機づけの支援技術①
17．動機づけの支援技術②　　
18.レクリエーション支援の方法Ⅷ（アレンジの基本と応用）　　
19.レクリエーション活動の習得Ⅴ（歌などを利用した身体活動）　
20.レクリエーション活動の習得Ⅵ（フィールドワーク①）
21.レクリエーション活動の習得Ⅶ（フィールドワーク②）
22.レクリエーション活動の習得Ⅷ（ゲーム）　 　
23.レクリエーション活動の習得Ⅸ(ニュースポーツ）
24.レクリエーション活動の習得Ⅹ(ニュースポーツ）
25.レクリエーション支援の実施Ⅰ（プログラム計画①）
26.レクリエーション支援の実施Ⅱ（プログラム計画②）
27.レクリエーション支援の実施Ⅲ（プログラム計画③）
28.レクリエーション支援の実施Ⅳ（プログラム発表①）
29.レクリエーション支援の実施Ⅴ (プログラム発表②)
30.レクリエーション支援の実施Ⅵ（発表③まとめ）

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①個人及び集団でのコミュニケーション能力を高める
②レクリエーションの重要性を理解し積極的に関わる姿勢を身につける
③目的や対象にあわせたレクリエーション活動を展開、指導/支援することができる
④スポーツ健康分野の現状を知り、問題点を認識することができる
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「スポーツ健康分野の基礎知識、技能の修得およびそれを基にした専門知識、技能の
修得をした学生に学位を授与する」に基づき、コミュニケーション能力の向上や支援
者としての技術の獲得を通してスポーツ健康分野で幅広く活躍できる能力を身に付け
る。また、「スポーツ健康分野の課題分析力の習得」につながるスポーツ健康分野の
現状を認識することに関連する。
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■成績評価基準と方法

①授業の理解度、小テスト（４０％）
②レクリエーション活動の展開、支援法（４０％）
③課題レポート（２０％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
『楽しさをとおした心の元気づくり～レクリエーション支援の理論と方法』公益財団
法人　日本レクリエーション協会

【参考文献】
『スポレク活動で健康寿命を延伸』公益財団法人　日本レクリエーション協会
『レクリエーション支援の技術』　公益財団法人　日本レクリエーション協会

■授業外学習

【具体的な内容】
次回の授業範囲について、専門用語の意味などを予習ノートにまとめてください。毎
回の授業で、その日行ったレクリエーション活動の内容と感想をノートにまとめてく
ださい。予習・復習の時間は、それぞれ2時間を目安とします。
日常的に笑顔であいさつが出来、誰とでも積極的にコミュニケーションを図ろうとす
る姿勢を心がけ、実践をしてください。
また、科目に関連する学部学科行事を実施した際は、到達目標に関するレポートを行
う場合があります。

■その他

この科目は、「レクリエーション・インストラクター｣「スポーツ・レクリエーショ
ン指導者」[ジュニアスポーツ指導員」の資格取得をするための必修科目です。
積極的にコミュニケーションを図るよう心がけてください。
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2020 年度生 スポーツビジネス学科

科 目 名 レクリエーション理論

開講期・単位 2年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 本多　理紗

■講義の目的および概要

本講義の目的は、レクリエーションの意義、レクリエーションインストラクターの役
割やレクリエーション支援が必要とされる具体的な場面について理解することです。
さらに、楽しさを原動力としたレクリエーション事業についても学習をし、主体的に
計画を立てて積極的に活動できる能力を身につけることを目指します。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
毎回講義形式とグループワークやディスカッションの演習を取り入れ、グループでの
発表も行い、能動的な学習を目指します。
本講義は、子どもから高齢者までの運動教室や介護予防等でレクリエーションを実施
している実務経験のある教員が、レクリエーションとは何かをレクリエーション支援
者の視点から理解できる講義を実施します。
本科目のほか、学部学科が指定するフィールドワーク等実践的学習の場に参加するこ
とがあります。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題については、授業内で解説します。

■授業計画

①授業ガイダンス
②レクリエーション概論（レクリエーション支援や役割）
③スポーツ・レクリエーション概論（スポレクとは）
④楽しさと心の元気づくりの理論①（楽しさを通した心の元気づくりと対象者の元気
づくり）
⑤楽しさと心の元気づくりの理論②（心の元気と地域のきずな）
⑥レクリエーション支援の理論①（コミュニケーションと信頼関係づくりの理論）
⑦レクリエーション支援の理解②（良好な集団づくりの理論）
⑧レクリエーション支援の理解③（自主的、主体的に楽しむ力を育む理論）
⑨スポーツ未実施者参加促進法（スポーツ未実施者の現状など）
⑩スポーツ・レクリエーション生理学（高齢期の身体的特徴と運動効果を上げるポイ
ント等）
⑪スポーツ・レクリエーション心理学(高齢期の心理的特徴とスポレクの心理的効果
等）
⑫レクリエーション支援のプログラム（リスクマネジメントの方法）
⑬プログラムの立案(グループワーク①）
⑭プログラムの立案（グループワーク②）
⑮プログラムの発表・まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①レクリエーションの意義やインストラクターとして必要な知識を理解することがで
きる。
②レクリエーションの重要性を理解し、積極的に関わる能力を身につける。
③スポーツ健康分野の現状を知り、問題点を認識することができる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「スポーツ健康分野の基礎知識、技能の修得およびそれを基にした専門知識、技能の
修得した学生に学位を授与する」に基づき、コミュニケーション能力の向上や支援者
としての技術の獲得を通してスポーツ健康分野で幅広く活躍できる能力を身に付ける
。「スポーツ健康分野の課題分析力の習得」につながるスポーツ健康分野の現状を認
識することに関連する。

■成績評価基準と方法

①提出物、発表　30％
②レクリエーションへの理解度、小テスト 40％
③課題レポート 30％
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■テキスト・参考文献

【テキスト】
『楽しさをとおした心の元気づくり～レクリエーション支援の理論と方法』公益財団
法人　日本レクリエーション協会

【参考文献】
『スポレク活動で健康寿命を延伸』公益財団法人　日本レクリエーション協会
『レクリエーション支援の基礎』公益財団法人　日本レクリエーション協会
『福祉レクリ―ション総論』公益財団法人　日本レクリエーション協会

■授業外学習

【具体的な内容】
次回の授業範囲について、専門用語の意味などを予習ノートにまとめてください。毎
回の授業で、前回の授業内容の復習問題や各都道府県において行われているレクリエ
ーションの事業や気になるイベント等を調べる課題を出題しますので、ノートにまと
めてください。予習・復習の時間は、それぞれ2時間を目安とします。
日常的に笑顔であいさつが出来、誰とでも積極的にコミュニケーションを図ろうとす
る姿勢を心がけ、実践をしてください。
また、科目に関連する学部学科行事を実施した際は、到達目標に関するレポートを行
う場合があります。

■その他

この科目は、「レクリエーション・インストラクター｣「スポーツ・レクリエーショ
ン指導者」資格を取得するための必修科目です。
学科関係なく多くの学生とコミュニケーションをとりますので、積極的に参加するよ
う心がけてください。
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2020 年度生 スポーツビジネス学科

科 目 名 基礎演習Ⅰ[スポビ]

開講期・単位 2年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 原　一将、田部井　祐介、粟野　祐弥

■講義の目的および概要

本演習では、1年次の「学びの技法」で学んだスキルを発展、応用させることを目標
とする。研究に必要な文献資料を探す力、文献資料を批判的に読む力、課題を発見す
る力、レポートを作成する力、人に説明する力を「ディスカッション」、「グループ
ワーク」、「プレゼンテーション」と通して学習する。必要に応じて「フィールドワ
ーク」を実施する。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
合同による演習を行う。グループワークを実施し、スポーツビジネスに関連するテー
マについて調査研究を行い、その結果をレポートにまとめ、プレゼンテーションする
。本講義は、学術的な領域における研究に従事する教員が自己の専門的学問領域にお
ける経験や知識をふまえ、効果的な課題解決方法へのアドバイスをしながら学修をサ
ポートする形式で実施する。本科目のほか、学部学科が指定するフィールドワーク等
実践的学習の場に参加することがある。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題に対する口頭および文章によるフィードバックを授業内で適宜行う。また、プレ
ゼンテーションによる発表に対する質疑応答の場を設け、学生どうしのフィードバッ
クも実施する。

■授業計画

①全体的なガイダンス(オリエンテーション、個人面談)　　　　　　　　　　　
②グループ編成、役割分担　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
③文献検索および関連情報の収集1(文献検索方法の修得)　　　　　　　　　　　
④文献検索および関連情報の収集2(文献の読み方)　　　　　　　　　　　　　　
⑤文献検索および関連情報の収集3(文献を要約し理解する)　　　　　　　　　　
⑥プレゼンテーション資料作成1(発表資料のアウトライン作成)　　　　　　　　
⑦プレゼンテーション資料作成2(発表資料の作成およびプレゼン練習)　　　　　
⑧プレゼンテーション資料作成3(発表資料の修正およびプレゼン練習)　　　　　
⑨グループテーマについての討論会1(発表資料および内容についての討論)　
⑩グループテーマについての討論会2(最終発表に向けた課題の設定)　　　　　　　
⑪グループテーマについての討論会3(最終発表に向けた資料作成)　　　　　
⑫報告会の準備1(発表資料の作成、プレゼン練習)　　　　　　　　　　　　　
⑬報告会の準備2(発表資料の見直し、修正)　　　　　　　　　　　　　　
⑭報告会(成果報告、質疑応答)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
⑮研究成果のレポート作成

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
①学習スキル(調べる、読む、考える、書く、話す)の基礎を身につけ、応用できるよ
うにする。　　　　　　
②人前で自分の意見の根拠を示して述べることができるようになる。　　　　　　

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「①スポーツビジネス分野の基礎的知識、技能の修得」、「②修得した知識、技能の
活用能力」、「③自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力」に基づき、
スポーツビジネスの現場で活躍できる能力を身につける。さらに、「自立して生きて
いくための専門知識、技能を身につけている」に基づき、社会人として必要に足る技
能を獲得する。

■成績評価基準と方法

プレゼンテーション(30%)　　　　　　　　　　　　　　　　　
課題などの提出(40%)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
最終レポート(30%)

■テキスト・参考文献

【テキスト】
特になし。　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
【参考文献・資料】
授業内適宜配布する。

■授業外学習
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【具体的な内容】
事前事後学習として、「スポーツビジネス分野の基礎的知識」に関する情報収集を推
奨する。毎回の授業内で、取り組んだ内容、進捗状況および課題を述べさせ、課題の
解決に向けた今後の展望を考えさせる。科目に関連する学部学科行事を実施した際は
、到達目標に関するレポートを行う場合がある。

【必要な時間】
上記をふまえ、事前および事後学習はそれぞれ2時間を目安とする。

■その他
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2020 年度生 スポーツビジネス学科

科 目 名 基礎演習Ⅱ[スポビ]

開講期・単位 2年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 原　一将、田部井　祐介、粟野　祐弥

■講義の目的および概要

本演習では、基礎演習Ⅰで修得したスキルをさらに深めていく。また、それらを応用
できる能力を身につけていくことを目的とする。「ディスカッション」「プレゼンテ
ーション」形式の演習を通じて、研究や卒業論文の作成や発表に必要とされる「文章
を読む」、「文章を書く」、「学習内容を要約し、整理する」「学習内容を人に伝え
る」といった基礎的な能力のブラッシュアップを図る。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
ゼミナール形式で演習を実施する。文献の調査および要約を行い、学術的な論文や書
籍の内容を理解し、要約できる力を身につける。また、その内容を人にわかりやすく
プレゼンテーションできる能力を身に付けさせることで能動的学修を目指す。学術的
な領域における研究の実績を有する教員が自己の専門的学問領域に加え、その周辺領
域を中心に講義の目的に沿った演習を実施する。本科目のほか、学部学科が指定する
フィールドワーク等実践的学習の場に参加することがある。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題に対する口頭および文章によるフィードバックを授業内で適宜行う。また、プレ
ゼンテーションに対する質疑応答の場を設け、学生どうしによるフィードバックも実
施する。

■授業計画

①全体的なガイダンス(オリエンテーション)　　　
②各自テーマの検討(研究分野についての調査) 
③各自テーマの検討(研究分野の絞り込み)　　　　　　　　　　
④文献調査1(関連文献の検索)
⑤文献調査2(追加文献の検索)　　　　　　
⑥プレゼンテーション資料作成1(発表資料のアウトライン作成)　　　
⑦プレゼンテーション資料作成2(発表資料の作成およびプレゼンテーション練習)
⑧中間報告会(中間報告、質疑応答)　　
⑨個人テーマについての討論会1(発表資料および内容について)
⑩個人テーマについての討論会2(最終発表に向けた課題の設定)　　　
⑪最終報告会の準備1(発表資料の作成、プレゼンテーション練習)　　　　　
⑫最終報告会の準備2(時間配分、伝え方の工夫など)　　
⑬最終報告会1(前半発表者)　　　
⑭最終報告会2(後半発表者)　　　　　　
⑮研究成果のレポート作成

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
①学習スキル(調べる、読む、考える、書く、話す)の基礎を発展させ、それを応用で
きるようにする。　　　　　　　　　　　　
②人前で自分の意見の根拠を示して述べることができるようになる。　　　　　　

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「①スポーツビジネス分野の基礎的知識、技能の修得」、「②修得した知識、技能の
活用能力」、「③自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力」に基づき、
スポーツビジネスの現場で活躍できる能力を身につける。さらに、「自立して生きて
いくための専門知識、技能を身につけている」に基づき、社会人として必要に足る技
能を獲得する。

■成績評価基準と方法

プレゼンテーション(30%)　　　　　　　　　　　　　　　　　
課題などの提出(40%)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
最終レポート(30%)

■テキスト・参考文献

【テキスト】
特になし。　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
【参考文献・資料】
授業内適宜配布する。

■授業外学習
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【具体的な内容】
事前事後学習として、「スポーツビジネス分野の基礎的知識」に関する情報収集を推
奨する。毎回の授業内で、取り組んだ内容、進捗状況および課題を述べさせ、課題の
解決に向けた今後の展望を考えさせる。科目に関連する学部学科行事を実施した際は
、到達目標に関するレポートを行う場合がある。

【必要な時間】
上記をふまえ、事前および事後学習はそれぞれ2時間を目安とする。

■その他
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2020 年度生 スポーツビジネス学科

科 目 名 コーチング論[スビ]

開講期・単位 2年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 横山　克人

■講義の目的および概要

　「競技スポーツ」における指導現場に必要なコーチングおよびトレーニングを題材
にします。競技力向上のための合目的なトレーニング計画を作成し、スポーツ中に見
られる動き・技術・戦術の特徴と指導法の理解を深め、指導対象や習熟段階を想定し
た指導方法を学修していきます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
　基本的には、講義形式で行いますが、一方的な説明ではなく、発言を求めたり、設
問に対して考える時間を設けています。

【課題に対するフィードバックの方法】
　授業の理解度を把握するため授業内課題を配布し、時間内に課題の解説および課題
の回収を行います。また、毎時間の受講カードの裏面には、感想や質問を書いてもら
います。質問に関しては、翌時間の冒頭に回答し、併せて、前回の復習を行います。

■授業計画

①コーチングの成立、発展、展望
②トレーニングの計画1（目標設定・競技特性の把握）
③トレーニングの計画2（期分け・評価・課題設定）
④動きの観察Ⅰ（自己観察・他者観察）
⑤動きの観察Ⅱ（習熟位相）
⑥動きの理解Ⅰ（運動の局面構造・学習転移）
⑦動きの理解Ⅱ（運動リズム・運動伝導・運動流動）
⑧動きの理解Ⅲ（運動の先取り・運動弾性・運動調和・運動正確性）
⑨動きの指導Ⅰ（運動修正・運動の分析と方法）
⑩動きの指導Ⅱ（運動説明・運動表現）
⑪戦術の理解Ⅰ（ルールの変遷と競技の発展）
⑫戦術の理解Ⅱ（ゲーム巧者）
⑬戦術的な指導Ⅰ（情報の活用・伝達方法）
⑭戦術的な指導Ⅱ（戦術指導のポイント）
⑮まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
　トレーニングを行う目的やタイミング、競技特性について理解し、トレーニング計
画を作成できる。 また、対象者の動きの特徴、局面構造を理解し、指導対象および
習熟段階に応じた指導方法を説明できる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
　「スポーツ健康分野の基礎的知識および専門知識の習得」に基づき、スポーツにお
ける動きの習熟過程や指導方法の基本を理解し、スポーツ現場に携わる有為な人材と
して活躍できる能力を身に付ける。

■成績評価基準と方法

授業内課題①（10％）
授業内課題②（10％）
授業内課題③（10％）
授業内課題④（10％）
定期試験（60％）

■テキスト・参考文献

【テキスト】
適宜プリントを配布します。

【参考文献】
「コーチングへの招待」日本コーチング学会 編集　大修館書店
「球技のコーチング学」日本コーチング学会 編集　大修館書店
「運動学講義」金子明友・朝岡正雄 編著　大修館書店
「スポーツの戦術入門」ヤーン・ケルン 著 朝岡正雄・水上一・中川昭 監訳　大修
館書店

■授業外学習
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【具体的な内容】
　本講義では、多種多様なスポーツを事例として取り扱います。そのため、日頃から
新聞、ニュース、インターネット等で様々なスポーツについての情報収集を心がけて
下さい。なお、事例として取り扱ったスポーツに関しては、授業後に経験してみるこ
とが望ましい。

【必要な時間】
事前学習、事後学習の時間は、それぞれ2時間が望ましい。

■その他

　定期試験は、持込不可のため、毎時間のノートテイクが大切になります。なお、授
業中は、講義の内容について随時指名して発言を求めます。積極的に授業に参加して
下さい。
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2020 年度生 スポーツビジネス学科

科 目 名 経営管理論

開講期・単位 2年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 濱田　剛一

■講義の目的および概要

「人が協力して活動する際に、より効果的に目標達成する手法である」と言われる経
営管理（マネージメント）の本質を理解し、経営管理の基本的な考え方を学修するこ
とを目的とします。また身近な企業の具体的な事例を通して、マネージメントの考え
方・手法が企業活動のみではなくスポーツなども含めた社会活動の全てに応用できる
ことを学修します。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
基本的に授業時間の60％を講義形式で行い、残りを意見発表、ディスカッションやグ
ループワークを行い能動的な学修を目指します。また毎回授業では書き込み資料を配
布し、記入するとともに、講義内容の反復振り返りを行っていきます。

【課題に対するフィードバックの方法】
本講義は銀行において、経営の実務経験および大企業・中小企業との融資・証券・保
険・外国為替業務などの実務経験のある教員がビジネス現場に即した実践的な講義を
実施します。
課題等については授業内で解説するとともに、質問などについてはオフィスアワーで
のフォローアップ、メール等でのフィードバックも行います。

■授業計画

①ガイダンス～経営管理（マネージメント）
②経営管理の始まりと発展
③組織のデザイン
④経営戦略(1)「ポジショニング」
⑤経営戦略(2)「ケイパビリティ」
⑥経営資源の管理
⑦リーダーシップ
⑧中間テスト～中間振り返り
⑨企業文化
⑩経営戦略(3)「ポジショニングマとケイパビリティの融合」
⑪ビジネスモデルと経営管理「替え刃モデル」
⑫イノベーションと経営管理「アダプティブ」
⑬人を育てる経営管理
⑭企業の今日的課題と経営管理
⑮期末テスト～期末振り返り

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
経営管理（マネージメント）に関する重要な理論の考え方を理解し、説明できるよう
になる。併せて経営管理（マネージメント）の考え方がビジネスのみならず、広く社
会活動全般に活用できることを学修し、それを応用する力を身に付けることを目標と
します。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「スポーツビジネス分野の専門・実践的知識、技能の習得」がなされ、「自立して行
動できる姿勢、課題を発見し解決する能力」を身に付けた学生に学位を授与すると言
う方針に基づき、あらゆるビジネスの現場で課題を認識し、その解決に向かって挑戦
できる社会人基礎力を身に付ける。

■成績評価基準と方法

授業内提出物・発表　20％
中間テスト　　　　　30％
期末テスト　　　　　50％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
使用しません。資料を適宜配布します。

【参考文献】
「経営管理」塩次喜代明・高橋伸夫・小林敏男（著）有斐閣アルマ

■授業外学習
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【具体的な内容】
次回の授業内容についてキーワードを提示しますので、意味などを調べると共に意見
をノートしてください。毎回授業の冒頭に前回の授業内容を復習し、問題を提示し指
名により発言を求めます。必ず前回の授業内容を振り返り、重要事項をノートに整理
してください。
また、ニュース・新聞などで最近の社会や企業の動き・情報を入手し、授業の中で質
問及び自分の意見として発表できるように心がけてください。

【必要な時間】
予習復習の時間は、それぞれ2時間を目安とします。

■その他

授業中に課題の内容について随時指名して発言を求めますので、しっかりと予習・復
習したうえで授業に参加してください。
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2020 年度生 スポーツビジネス学科

科 目 名 野外活動理論・演習

開講期・単位 2年 後期・選択 2単位・演習

担 当 者 新井　貢、本多　理紗、田部井　祐介

■講義の目的および概要

自然と親しみながら野外で楽しく活動するための知識、技術、態度を身につける。ま
た、子どもたちの「生きる力」を育むために有効とされる、自然体験学習を理解する
とともに、自然に親しみ、大切にする心を養うなど環境教育に対する意識も高める。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
前半の８回は講義と演習を主として学内での通常授業を行い、野外活動の意義や安全
対策など理論を身に付けるとともに、実習に向けての準備を行う。後半７回分は実習
として、青少年教育施設で１泊２日の集中講義とし、小グループで課題を解決するた
めのグループワークやデスカッションを行い、与えられた課題であるイグルーを完成
させる。

【課題に対するフィードバックの方法】
必要に応じて課題を果たし、授業内において解説する。また、授業後にも時間を割い
て個別指導を行う。

■授業計画

①授業ガイダンス
②野外活動の教育的位置づけと現状
③野外活動の事例紹介と事業計画における留意点
④野外活動におけるリスクと安全対策
⑤事業計画Ⅰ（グループワーク）
⑥事業計画Ⅱ（発表）
⑦演習Ⅰ（学内において実施可能なプログラム）
⑧演習Ⅱ（学内において実施可能なプログラム）
⑨～⑮
　青少年教育施設での宿泊研修（１泊２日）
　授業のまとめ及び課題のレポートも含む

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①野外活動における基本的な知識、技能、態度を身につけることができる。
②自然体験活動の重要性を理解するとともに、環境に対する意識も高めることができ
る。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「生涯スポーツの育成発展に努めながら、スポーツを通して地域社会に貢献できる教
養豊かなスポーツ指導者を育成する」に基づき、積極的に野外活動にかかわり指導で
きる能力を身につける。

■成績評価基準と方法

①野外活動に対する理解及び確認テスト（４０％）
②実習での実践（４０％）
③課題レポート（２０％）

■テキスト・参考文献

【テキスト】
特になし

【参考文献】
必要に応じて配布する。

■授業外学習

【具体的な内容】
事前学習として、自然に親しみ野外活動にかかわる事業に参加するなど、積極的に体
験する。
事後学習として、授業で身につけた知識、技術をボランティアとして指導実践する。

【必要な時間】
事前事後学習ともに、それぞれ２時間を目安とする。
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■その他

この科目は、「社会教育主事」の選択科目である。
前半の授業で３分の２以上の出席が満たされない者、及び理論を理解できない者の実
習参加は認めない。
実習費として３，０００円程度の自己負担がある。
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2020 年度生 スポーツビジネス学科

科 目 名 スポーツ傷害と予防

開講期・単位 2年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 後藤　ゆり

■講義の目的および概要

本講義では、スポーツ活動に関連して起こりうる傷害について、その発生要因や症状
、性・年齢・競技種目などによる特徴について理解する。また、スポーツ傷害予防の
観点から、スポーツ指導者として身につけておくべき知識や対応の仕方を習得する。
さらに、対象者に安全な運動プログラムを作成・提供するために必要な知識と理論を
学習する。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
主として教室で講義を展開し、スポーツ傷害について、発生要因や症状、性・年齢・
競技種目による特徴および予防の観点から解説する。また、スポーツ傷害についてよ
り深い理解を得るためにディスカッションやグループワークを行う。さらに、スポー
ツテーピングなどの実習を行い実践的な知識・技術を修得できるような講義を展開す
る。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題やレポートについては、学生の意見を講義の中で紹介し意見交換を行うなどして
学生にフィードバックを行う。

■授業計画

①オリエンテーション（運動器の障害の基本像）
②内科的障害
③検診結果の読み方及び効果判定（1）
④検診結果の読み方及び効果判定（2）
⑤運動のためのメディカルチェックの重要性
⑥心電図の基礎と記録法（安静時心電図の読み方）
⑦運動プログラム作成の理論（1）
⑧運動プログラム作成の理論（2）
⑨服薬者の運動プログラム作成上の注意
⑩頭部・頸部の傷害
⑪肩・肘・手関節の傷害
⑫体幹の傷害
⑬骨盤・股関節・大腿の傷害
⑭膝関節の傷害
⑮足関節・足部の傷害

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
スポーツ傷害について、発生要因や症状、性・年齢・競技種目などによる特徴につい
て説明できる。また、スポーツ傷害の予防について具体例を示しながら論述すること
ができる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「スポーツ健康分野の課題分析力の修得」に基づき、スポーツ傷害の予防という課題
について個人の前提条件・発生要因などについて分析する能力を修得すると共に、課
題解決に向けた実践的な知識と技術を修得する。

■成績評価基準と方法

講義内テスト　　70%
レポート　　　　15%
講義内での課題　15%

■テキスト・参考文献

【参考文献】
・「基礎から学ぶ！スポーツ障害」　鳥居俊　著　ベースボール・マガジン社
・健康運動指導士養成講習会テキスト（下）
・その他適宜資料を配布する。

■授業外学習
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【具体的な内容】
・毎回の講義で扱う範囲に基づき基礎的な人体解剖の知識について予習する。
・毎回の講義内容について各自のスポーツ活動に当てはめて事例を用意し、次回講義　
でのディスカッションやグループワークなどに活用する。　
・各自の興味のあるスポーツでの傷害予防について情報収集を行う。

【必要な時間】
予習・復習の時間はそれぞれ２時間を目安とする。

■その他

本科目は下記の資格の対象科目である。
・トレーニング指導者(JATI）
・健康運動指導士
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2020 年度生 スポーツビジネス学科

科 目 名 テニス[スポビ]

開講期・単位 2年 前期・選択 2単位・演習

担 当 者 佐藤　文亮

■講義の目的および概要

本講義の目的は、生涯・競技スポーツとしてのテニスを実践する上で必要な知識と技
術を、運動生理学、健康科学およびコーチング等の観点から修得する。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
実施場所は、テニスコートと教室である。授業冒頭の10分程度を用いて、テニスを実
施・指導する上で必要な知識や技術についての講義を行い、その後、テニスの実践を
多く行う。個々それぞれに技術指導を行うが、必要に応じてグループワークを実施し
、能動的学修を目指す。本講義は、テニス指導の実績を有する教員が担当する。

【課題に対するフィードバックの方法】
毎回、テニスに関する知識や技術を基にした課題レポートを課す。課題については、
授業内で資料を配布し、適宜解説を行う。

■授業計画

①テニスの基本的ルールと動作について
②ラケットの握り方と、場面に応じた握り方の違い
③フォアハンドストローク
④バックハンドストローク
⑤グランドストローク
⑥ボレー（基本編）
⑦ボレー（実践編）
⑧スマッシュ
⑨サーブ&レシーブ（基本編）
⑩サーブ&レシーブ（実践編）
⑪シングルスゲームのルール
⑫ダブルスゲームのルール
⑬指導計画の立案
⑭指導計画の実践
⑮技能テストとふりかえり

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
テニスの実施・指導を行う上で必要な知識と技術を修得する。さらに、修得した技術
を洗練させ、個々に適した返球技術を身につけることを目標とする。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「スポーツや健康に関する知識を修得し、スポーツビジネスの現場で活躍できる人材
を育成する」に基づき、テニスに関する技術や知識を修得し、スポーツ健康分野で活
躍するための能力を身につける。

■成績評価基準と方法

①授業への参加レポート　40％
②技能の向上　20％
③課題レポート　40％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
適宜資料を配布する。

【参考文献】
・テニス教本:公益社団法人日本プロテニス協会、日本スポーツ企画出版社

■授業外学習

テニスに関する文献研究、および文献購読を事前・事後学習とする。事前・事後学習
は、それぞれ2時間を目安とする。

■その他

授業時は、トレーニングウェアまたはユニフォーム、スポーツシューズを着用するこ
と。テニスラケットやシューズを所有している学生は、持参してもよい。
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2020 年度生 スポーツビジネス学科

科 目 名 野球・ソフトボール

開講期・単位 2年 前期・選択 2単位・演習

担 当 者 阿南　浩司、阿井　英二郎

■講義の目的および概要

本講義の目的は、以下の2点である、①コーチング、運動生理学およびバイオメカニ
クス的観点から野球・ソフトボールの運動技能（投、捕、打）を向上させる。②野球
・ソフトボールにおける技術の上達のコツを探る中で、その指導方法も併せて学習す
る。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
実技、演習および講義を行う。毎回、振り返りシートを記入し、授業内容の振り返り
を行う。必要に応じて、グループワークを実施し、能動的学修を目指す。本講義は、
野球における運動学習法の研究の実績を有する教員、および指導現場での実務経験の
ある教員が、コーチング、運動生理学およびバイオメカニクス的観点から野球・ソフ
トボールの運動技能を向上させる手法について理解できる講義を実施する。実技を実
施する場所は、野球場および第二体育館とする。
【課題に対するフィードバックの方法】
課題については、授業内で解説する。

■授業計画

①導入：（ガイダンスおよび野球・ソフトボールに関する導入講義）
②グループワーク１：（チーム決定）
③グループワーク２：（チーム目標・活動内容・役割分担についてのディスカッショ
ン）
④グループワーク３：（練習内容・ポジションについてのディスカッション）
⑤実技１：ピッチング理論・解説（投球動作の学習）
⑥実技２：チーム練習１（屋外と屋内に分かれた展開）
⑦実技３：バッティング理論・解説（打撃動作の学習）
⑧実技４：チーム練習２（屋外での展開）
⑨グループワーク４：(前半の振り返りと後半のゲームに向けた打ち合わせ)
⑩グループワーク５：(ゲームの展開方法のディスカッション)
⑪ゲーム１：(テーマ：ソフトボール：打つ・投げるの基本技術ができる、チームで
協調したプレーができる)
⑫ゲーム２：(テーマ：野球の入門編：打つ・投げるの基本技術ができる)
⑬ゲーム３：(テーマ：野球の応用編１：状況に応じたプレーができる)
⑭ゲーム４：(テーマ：野球の応用編２：チームで協調したプレーができる)
⑮グループワーク６：（まとめ：授業の振り返り：レポート作成とプレゼンテーショ
ン）

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
コーチング、運動生理学およびバイオメカニクス的観点から野球・ソフトボールの運
動技術（投、捕、打）の理解を深め、実践現場での指導方法を身につける。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「スポーツ健康分野の基礎的知識、技能の修得およびそれを基にした専門知識、技能
の修得」に基づき、野球・ソフトボールの技能および専門知識の修得を通じて、地域
や学校教育に貢献できる指導技法を身につける。

■成績評価基準と方法

授業内活動レポート 30%
チームレポート 　　30%
実技・発表　　　　 40%

■テキスト・参考文献

【テキスト】【参考文献】
適宜プリントを配布する。

■授業外学習
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【具体的な内容】
次回の授業の範囲について、野球・ソフトボールに関する文献および書籍を通じて調
べ学修を行ってください。また、授業後には、学修した内容を復習してください。定
期的に、授業後に小レポートを実施しますので、事前学習および事後学習の内容を記
入して提出してください。

【必要な時間】
事前および事後学習の目安は、それぞれ120分程度となります。

■その他

トレーニングウエアまたはユニフォームを着用すること。グラブを所有している学生
は持参すること。
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2020 年度生 スポーツビジネス学科

科 目 名 卓球

開講期・単位 2年 後期・選択 2単位・演習

担 当 者 国田　賢治

■講義の目的および概要

本講義の目的は、生涯・競技スポーツとしての卓球を実践する上で必要な知識と技術
を生理学、解剖学、力学およびコーチング等の観点をふまえて解説するとともに、実
践を通じて習得することである。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
授業のはじめに、知識と技術を解説し、その後、卓球の実践を多く行う。個々それぞ
れに指導する。習得した技術を用いてゲームを多く体験する。必要に応じて、グルー
プワークを実施し、能動的学習を目指す。本講義は、卓球の競技経験と指導の実績を
有し、運動生理学を研究する教員が担当する。科学的観点から卓球の運動技能を向上
させる手法について理解できる講義を実施する。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題については、授業内で解説する。

■授業計画

①伸張反射、弾性エネルギーとラケット動作
②上肢（上腕・前腕・手）の構造とラケット操作
③ラケット操作法および肩・肘・手首の連関運動の個人差
④個々に適した速いスマッシュ法の習得
⑤シングルスゲームのルール
⑥ダブルスゲームのルール
⑦片足立ちの安定性の左右差とフットワーク
⑧リズム運動の自動化と他動作挿入によるリズムへの干渉
⑨レシーブ時の身構え姿勢と反応動作
⑩認知・判断にもとづくレシーブの遂行とフェイント
⑪回転あるボールの軌跡・はねかえりとレシーブ
⑫ボールの回転を変えるドライブ打法とそれを支える姿勢調節
⑬サービスの種類と球への回転の加え方
⑭リーグ戦・トーナメント戦の運営
⑮技能テストとふりかえり

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
卓球の実施・指導を行うのに必要な知識と技術を習得する。さらに、個々に適した返
球ができること、あるいは返球における洗練した技術を習得することのいずれかを目
標とする。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「スポーツ健康分野の基礎的知識、技能の習得およびそれを基にした専門知識、技能
の習得」に基づき、卓球の技能および専門知識の修得を通じて、地域や学校教育に貢
献できる指導技法を身につける。学位授与方針「スポーツ健康分野に関する基礎的知
識と技能の科学的視点からの理解およびそれを基にした専門知識、技能の修得」およ
び「スポーツ健康分野の課題分析力の修得」に繋がるスポーツ健康分野の現状を認識
する。

■成績評価基準と方法

①振り返りシート　40％
②技能の向上　　　20％
②課題レポート　　40％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
適宜資料を配布する。

■授業外学習
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【具体的な内容】
【毎回、授業の最後10分程度を用いて、卓球を実施・指導する上で必要な知識と技術
についてのレポート課題を述べる。このため、前回および次回の授業の範囲について
、卓球に関する文献および書籍を通じて調べ学習を行うこと。

【必要な時間】
事前および事後学習の目安は、それぞれ2時間とする。

■その他

2021(令和3)年4月1日

1228



2020 年度生 スポーツビジネス学科

科 目 名 プロスポーツ経営論

開講期・単位 2年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 斗澤　元希

■講義の目的および概要

本講義は、プロサッカーチーム「北海道コンサドーレ札幌」の経営とプロスポーツビ
ジネスの理解を深め、実際に試合会場を見てスポーツビジネスの環境等を学ぶことを
目的とする。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
本講義は、プロサッカーチームにおいて主に広報や営業、運営、経営戦略など幅広い
実務経験のある教員が、北海道コンサドーレ札幌・Jリーグの経営や内容をパワーポ
イントを使用して講義で行い、フィールドワークは北海道コンサドーレ札幌の試合会
場で何が行われているのかを実際の目で見る。

【課題に対するフィードバックの方法】
講義途中に必要な資料、また授業後半に全体まとめシートを配布します。

■授業計画

①プロスポーツ経営論について
②スポーツビジネスの世界
③Jリーグとコンサドーレの経営・理念
④スポーツの権利、スポンサーとマーケティング
⑤プロモーションと広報PR
⑥ホームタウン活動と地域貢献
⑦クラブライセンスと試合会場について
⑧運営　競技　セキュリティ　など
⑨札幌ドームの試合会場について①　※厚別競技場になる場合もある。
⑩札幌ドームの試合会場について②
⑪フィールドワーク　札幌ドームor厚別競技場（予定）
⑪選手強化とスカウティング
⑫スクール事業とアカデミー組織
⑬その他スポーツチームの管理・運営・企画。
⑭プロスポーツ経営論を振り返り
⑮振り返り。小テスト
※コンサドーレのスケジュールを見てフィールドワークを行う。
※Jリーグの開催スケジュールによっては内容が変更になる場合があります。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
プロスポーツの内容や試合会場を実際に見て、様々なプロスポーツビジネス活動を理
解する。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
スポーツビジネス分野の実践的知識、専門知識、および技能を修得し、自立して行動
できる姿勢、課題を発見し解決する能力を身につける。

■成績評価基準と方法

講義における態度・意欲・活動　30％
フィールドワーク等の目的理解度 20％
小テスト、課題、レポート　50％
上記を参考にし総合的に評価する。

■テキスト・参考文献

【テキスト】
なし
【参考文献】
Jリーグホームページ参照（http://www.jleague.jp/aboutj/）
コンサドーレホームページ（http://www.consadole-sapporo.jp/）

■授業外学習

【具体的な内容】
講義前後は各公開資料などを見てください。
また。色々な競技大会などを見て、大会運営やチーム活動等を調べる事。
【必要な時間】
予習・復習はそれぞれ2時間を目安としますが、スポーツの情報を自分で習得してく
ださい。

■その他
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2020 年度生 スポーツビジネス学科

科 目 名 健康運動論

開講期・単位 2年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 大塚　吉則

■講義の目的および概要

人の健康は個々人が暮らしている環境から大きな影響を受けている。それは社会環
境、自然環境、職場・学習環境などあらゆる状況が考えられる。本講義では様々な生
活環境において、健康状態を左右する重要な要素である、栄養・運動・休養などにつ
いて、日常生活に即した身近な話題を取り上げ、健康の維持増進に必要な基礎的知識
の習得を目標とする。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
パソコンによるスライドの映写と説明を主とする。
本講義は、内科医として実務経験のある教員が、医療現場での臨床ケースを踏まえた
実践的な授業を展開する。

【課題に対するフィードバックの方法】
授業終了後に毎回、授業内容についてのレポートを課す。

■授業計画

① 自然療法・温泉気候療法について１
② 自然療法・温泉気候療法について２
③ 自然療法・温泉気候療法について３
④ 自然療法・温泉気候療法について４
⑤ アクアパワー（水中運動）の基礎知識
⑥ 食育について
⑦ コーヒーの医学
⑧ 東洋医学的健康観・漢方
⑨ 生体リズムと睡眠・健康１
⑩ 生体リズムと睡眠・健康２
⑪ 生体リズムと睡眠・健康３
⑫ 社会保障制度とCSW
⑬ 活性酸素と運動
⑭ 風邪・インフルエンザ
⑮ 試験

⑨⑩⑪は外部講師による講義　⑫は本学キャンパスソーシャルワーカーによる講義
講師の都合で日程や講義時間帯、講義室が変更になることがある。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
健康の維持・増進のために必要な栄養・運動・保養の重要性について理解できる。日
常生活における病気予防の方策について、特に生活習慣病発生のメカニズム、自然療
法の有効性について理解できる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
スポーツ健康分野の基礎的知識、技能の修得

■成績評価基準と方法

授業参加態度（20%）、毎回授業の最後に授業についてのレポートを課す（30％）。
期
末試験（50%）。

■テキスト・参考文献

【テキスト】
資料を用意する。

【参考文献】
適宜指示する

■授業外学習

【具体的な内容】
温泉療法などの自然療法や生活習慣病などについて、常日頃からニュース・新聞など
で情報を入手し、課題をもって授業に臨むこと。また、授業の冒頭で前回の内容につ
いての質問をすることがあるので復習を欠かさず行うこと。

【必要な時間】2時間

■その他

課題提出期限を守ること。
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2020 年度生 スポーツビジネス学科

科 目 名 ヘルスプロモーション演習

開講期・単位 2年 前期・選択 2単位・演習

担 当 者 赤川　智保

■講義の目的および概要

本講義では、今の時代に沿ったヘルスプロモーションの定義や概念のもと、健康の重
要性について理解を深め、健康増進と向上のため、自己の身体の課題や工夫、コント
ロールする力を育みます。新型コロナウイルスの感染拡大予防のもと、浮彫となった
様々な規制の中でそれらに対応する運動について理論と方法を学修します。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
　運動生理学に基づいたダンスサイドのトレーニングを実践します。
　日頃の日常生活や、専門のスポーツで知らず知らずのうちに偏りや歪んだ身体を自　
　覚し、アライメントの調整を行い身体の可動域を広げます。
　自らの課題へ向け、改善のために多様な動きのバリエーションのトレーニングを体
　験し、グループワークによる発表を行います。本科目のほか，学部学科が指定する
　フィールドワーク等実践的学習の場に参加することがあります。
【課題に対するフィードバックの方法】
　授業内で学習に関する振り返りシートに記入します。口頭による質疑応答でのフィ
　ードバックを行います。

■授業計画

①ガイダンス　ヘルスプロモ―ションについて　
　基本のストレッチ（赤川メソッドと呼吸法）
②ストレッチ・エクササイズⅠ（モダンダンス・ヨガ・ピラティス他）　
③ストレッチ・エクササイズⅡ（歩くからステップへのバリエーション）
④ストレッチ・エクササイズⅢ（日常の動きのバリエーション）
⑤～⑦ストレッチ・ダンステクニック（初級）
⑧ダンスⅠ（課題曲）
⑨ダンスⅡ（課題曲）
⑩グループワーク（企画）
⑪グループワーク（準備）
⑫グループワーク（準備）
⑬グループワーク（発表）
⑭グループワーク（発表）
⑮まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
　①健康であることの重要性を理解し、生活習慣の改善に努める　　　　　
　②運動と健康との関連性を理解し、積極的に身体を動かす習慣を持ち、スポーツ健
　　康分野の現状を知り，問題点を認識することができる

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
　①修得した知識、技能の活用能力に基づき、健康の維持・増進に関する知識を深め
　　る。また、運動、トレーニング知識を活用する能力を身につける。
　②学位授与方針「スポーツ健康分野に関する基礎的知識と技能の科学的視点からの　
　　理解およびそれを基にした専門知識、技能の修得」および「スポーツ健康分野の　
　　課題分析力の修得」に繋がるスポーツ健康分野の現状を認識することに関連しま
　　す。

■成績評価基準と方法

①発表　　　　　　　40％
②提出物　　　　　　30％
③まとめのレポート　30％

■テキスト・参考文献
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【テキスト】
　特にありません。

【参考文献】
　必要に応じて資料を配布します。

■授業外学習

【具体的な内容】
　習得したトレーニング方法を日常生活の中で振り返って実行してください。日々
　の生活の中で新聞やニュースなどで目にした健康づくりの情報の収集を行ってくだ
　さい。科目に関連する学部学科行事を実施した際は，到達目標に関するレポートを
　行う場合があります。

【必要な時間】
　予習・復習の時間は2時間を目安とします

■その他

マスク着用。運動に相応しい服装（ジャージなど）で上履きのシューズ、タオル、筆
記用具を準備し、髪が長い場合は結んでください。裸足で行う場合があるので裸足に
なれる準備をして臨んでください。運動に相応しくない服装の場合は見学になること
があります。
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2020 年度生 スポーツビジネス学科

科 目 名 健康産業論

開講期・単位 2年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 赤川　智保

■講義の目的および概要

　超少子高齢化が進む中で、健康維持・増進には大きな関心が寄せられています。
健康寿命を延伸のため、高齢者を対象とする健康産業の領域は様々な業種へ広がりを
みせています。新型コロナウイルス感染拡大防止で浮き彫りとなった健康産業の変遷
や、今後の課題を踏まえてあらたな産業のあり方を考察してゆきます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
　基本的に講義形式で行います。毎回振り返りシートを記入し、講義内容の振り返り
　を行います。必要に応じてグループワークやフィールドワークを行い、能動的な学
　修を目指します。本科目のほか，学部学科が指定するフィールドワーク等実践的学
　習の場に参加することがあります。

【課題に対するフィードバックの方法】
　課題については授業内で解説するとともに、振り返りシートで理解度を確認し助言
　します。

■授業計画

①ガイダンス　
②健康について（基本的な考え方　健康の概念、年代別や立場による相違）
③行政の取り組み（健康に関するわが国の政策と北海道の現状）
③多様化する健康ビジネス①（フィットネス、カルチャー）
④多様化する健康ビジネス②（サプリメント、健康食品、健康維持商品）
⑤多様化する健康ビジネス③（健康機器、衣料品、コスメ）
⑥フィールドワーク　健康産業に関する施設での調査
⑦健康ビジネスとメディア（消費者の心を動かす表現、宣伝と経済効果）
⑧外部講師による講話
⑨グループワーク①　テーマ設定
⑩グループワーク②　調査・意見交換
⑪グループワーク③　制作
⑫グループワーク④　発表
⑬グループワーク⑤　発表
⑭健康と食品①
⑭健康と食品②
⑮授業のまとめ（課題レポート）

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
　①健康産業の現状と課題を理解する。
　②健康産業に関心を持ち、積極的に関わる姿勢を身につける。
　③今後の健康産業の行方を予想し対応できるようになる。
　　スポーツ健康分野の現状を知り、問題点を認識することができる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
　①スポーツ健康分野の基礎的知識、技能の習得
　②スポーツビジネス分野の専門的知識、技能の習得
　③学位授与方針「スポーツ健康分野に関する基礎的知識と技能の科学的視点からの
　　理解およびそれを基にした専門知識、技能の修得」および「スポーツ健康分野の
　　課題分析力の修得」に繋がるスポーツ健康分野の現状を認識することに関連す　
　　る。

■成績評価基準と方法

　①健康産業の理解度（提出物等）　40％
　②積極的な意見交換　　　　　　　20％
　③まとめレポート　　　　　　　　40％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
　特にありません。

【参考文献】
　必要に応じて配布します。

■授業外学習
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【具体的な内容】
　常日頃からニュースや新聞などで最近の社会や企業の動き、健康・スポーツ産業に
　関する情報に目を向け入手し、科目に関連する学部学科行事を実施した際は、到達
　目標に関するレポートを行う場合があります。
【必要な時間】
　予習・復習の時間はそれぞれ2時間を目安とします

■その他

　授業中に課題の内容について随時指名して発言を求めますので、しっかりと予習復
　習して臨んでください。健康食品の調査やグループワーク時に実費がかかる場合が
あり
　ます。
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2020 年度生 スポーツビジネス学科

科 目 名 スキー

開講期・単位 2年 後期・選択 2単位・演習

担 当 者 斗澤　元希、田部井　祐介

■講義の目的および概要

冬季スポーツの競技特性を理解し、実習にてスキー技術のスキルアップ、安全管理、
基本理論等を習得する。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
集中講義での開催となりますので2泊3日での宿泊実習となります、スキー場にて講義
、実習を行う。
スキーレベルに応じた講習を基本としますが人数により多少変動する事もあります。
各レベルに応じたインストラクターの配置もあります。

【課題に対するフィードバックの方法】
実習中に指導員からアドバイス

■授業計画

①ガイダンス
②理論講習　ウインタースポーツ基礎知識
③実技実習
④実技実習　トレーニング終了後は日々のレポート作成
⑤実技実習
⑥実技実習
⑦実技実習
⑧実技実習
⑨実技実習
⑩実技実習
⑪実技実習
⑫実技実習
⑬実技実習
⑭実技実習　仮検定
⑮実技実習　振り返り（レポート作成）

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
スキー理論を理解し、個々の目標設定を行い、目標到達に向け安全で楽しいスキー技
能と資質を身に付ける。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
スポーツ健康分野の基礎知識、技能の修得およびそれを基にした専門知識、技能の修
得。

■成績評価基準と方法

目標設定と到達、技能の習得と仮検定、集中講義中の取り組み　70％
レポート　30％

■テキスト・参考文献

【テキスト】

【参考文献】
日本スキー教程　公益財団法人全日本スキー連盟 (著)

■授業外学習

【具体的な内容】
実習前後は各自でストレッチ等のケアを行ってください。
冬季間運動不足になりますので、実習前は各自でトレーニングを行なってください。
【必要な時間】
事前事後各2時間

■その他
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＊講習場所、日程に関しては秋学期に発表します。
＊この集中講義は実習費が発生します。（秋学期発表）
＊集中講義（宿泊を伴う）になりますので、履修届と一緒に参加費を徴収します。
＊履修取り消しがあった場合は参加費のキャンセル料が発生する場合があります。
＊スキー技術習得が目的ですので、各自で用具は用意してください。(レンタルあり
）
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2020 年度生 スポーツビジネス学科

科 目 名 スノーボード

開講期・単位 2年 後期・選択 2単位・演習

担 当 者 斗澤　元希、田部井　祐介

■講義の目的および概要

冬季スポーツの競技特性を理解し、実習にてスノーボード技術のスキルアップ、安全
管理、基本理論等を習得する。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
集中講義での開催となりますので2泊3日での宿泊実習となります、札幌近郊のスキー
場にて講義、実習を行う。
スノーボードレベルに応じた講習を基本としますが人数により多少変動する事もあり
ます。
各レベルに応じたインストラクターの配置もあります。
【課題に対するフィードバックの方法】
実習中に指導員からアドバイス

■授業計画

①ガイダンス
②理論講習　ウインタースポーツ基礎知識
③実技実習
④実技実習　トレーニング終了後は日々のレポート作成
⑤実技実習
⑥実技実習
⑦実技実習
⑧実技実習
⑨実技実習
⑩実技実習
⑪実技実習
⑫実技実習
⑬実技実習
⑭実技実習　仮検定
⑮実技実習　振り返り（レポート作成）

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
スノーボード理論を理解し、個々の目標設定を行い、目標到達に向け安全で楽しいス
ノーボード技能と資質を身に付ける。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
スポーツ健康分野の基礎知識、技能の修得およびそれを基にした専門知識、技能の修
得。

■成績評価基準と方法

目標設定と到達、技能の習得と仮検定、集中講義中の取り組み　70％
レポート　30％

■テキスト・参考文献

【テキスト】

【参考文献】

■授業外学習

【具体的な内容】
実習前後は各自でストレッチ等のケアを行ってください。
冬季間運動不足になりますので、実習前は各自でトレーニングを行なってください。
【必要な時間】
事前事後各2時間

■その他
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＊講習場所、日程に関しては秋学期に発表します。
＊この集中講義は参加費が発生します。（秋学期発表）
＊集中講義（宿泊を伴う）になりますので、履修届と一緒に参加費を徴収します。
＊履修取り消しがあった場合は参加費のキャンセル料が発生する場合があります。
＊スノーボード技術習得が目的ですので、各自で用具は用意してください。(レンタ
ルあり）
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2019 年度生 スポーツビジネス学科

科 目 名 応用演習Ⅰ[スポビ]

開講期・単位 3年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 横山　克人

■講義の目的および概要

　本講義では、学びの技法や基礎演習で修得したスキルをさらに深め、応用できる能
力を身に付けることを目的とします。少人数で講義を展開し、「グループワーク」「
ディスカッション」「プレゼンテーション」「フィールドワーク」形式の演習を通じ
て、社会人基礎力として必要とされるコミュニケーションスキルの修得を目指します
。また、テーマ研究や卒業論文の作成に必要とされる「論文読解」や「アンケート調
査」についても学修していきます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
　基本的な講義方法は、少人数の演習形式で行います。本講義では、グループワーク
やディスカッション、プレゼンテーションを積極的に取り入れ、学生の主体的且つ、
能動的な学び（アクティブ・ラーニング）を引き出すような講義を展開します。
　なお、本科目のほか、学部学科が指定するフィールドワーク等実践的学習の場に参
加することがある。

【課題に対するフィードバックの方法】
　課題については、授業内で解説するとともに、必要に応じて資料を配布します。

■授業計画

①学科合同ガイダンス
②ゼミ内ガイダンス
③論文の検索方法と情報収集
④論文読解Ⅰ
⑤論文読解Ⅱ
⑥アンケート調査の目的と内容
⑦アンケート調査の作成
⑧アンケート調査実施
⑨スポーツイベントの計画
⑩スポーツイベントの準備
⑪スポーツイベントの実施
⑫スポーツイベントの振返り
⑬ゼミ内発表会
⑭学科合同発表会
⑮まとめ、後期授業についての課題提示

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
　情報を多角的に収集するとともに、資料から的確に情報を読み取ることが出来るよ
うになる。また、スポーツイベントやアンケート調査については、目的を理解し、実
施過程を把握して、段階的に遂行することができる。
　学修内容に基づき、スポーツ健康分野の現状を知り、問題点を認識することができ
る。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
　「修得した知識、技能の活用能力」「自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決
する能力」に基づき、物事を計画的且つ、段階的に遂行するための論理的な思考力を
身に付ける。

■成績評価基準と方法

グループワーク（35％）
プレゼン発表（50％）
まとめ（15％）

■テキスト・参考文献

【テキスト】
　適宜プリントを配布します。 

【参考文献】
　授業の中で、適時紹介します。

■授業外学習
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【具体的な内容】
　論文読解の資料準備、スポーツイベントの準備、発表会資料の作成については、基
本的に授業時間外の事前学習で行います。授業スケジュールを逆算し、計画的に進め
て下さい。秋学期の応用演習Ⅱに向けて、15回分の授業の復習を夏季休暇期間に行っ
て下さい。
　なお、科目に関連する学部学科行事を実施した際は、到達目標に関するレポートを
行う場合がある。

【必要な時間】
　事前学習、事後学習の時間は、それぞれ2時間を目安とします。

■その他

　スポーツイベントの実施日は、休日になる可能性が高く、スケジュールの調整が必
要になります。また、スポーツイベントに関わる活動に際して、自己負担の費用が発
生する可能性がありますので、ご了承ください。
　夏季休暇期間中には、秋学期授業の課題を提示します。
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2019 年度生 スポーツビジネス学科

科 目 名 応用演習Ⅰ[スポビ]

開講期・単位 3年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 佐久間　章

■講義の目的および概要

本講義の目的は、フィールドワークを通して「調べる」「まとめる」能力を高めるこ
とです。スポーツに関する施策・施設・団体・指導者・企業等をキーワードとして、
主体的にフィールドワークを企画・実施し、調査・研究を進めます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
グループワークやディスカッション形式での能動的な授業展開を基本とします。また
、必要に応じて資料等を配付し、講義を行います。グループ単位で、関係資料を収集
しフィールドワークを企画・実施するとともに、成果をまとめ、発表・意見交換を行
います。スポーツ指導や行政組織において経験のある教員が、具体的事例等を示しな
がら進めます。
本科目のほか，学部学科が指定するフィールドワーク等実践的学習の場に参加するこ
とがあります。
【課題に対するフィードバックの方法】
課題については、授業内で解説するとともに、必要に応じて資料を配布します。

■授業計画

①授業ガイダンス（合同ゼミ、ゼミ単位）
②テーマ設定に関わる資料収集
③テーマの設定
④調査・研究計画の作成
⑤資料の収集・分析
⑥フィールドワークの計画・準備
⑦フィールドワークの実施（1）
⑧フィールドワークの実施（2）
⑨フィールドワークの実施（3）
⑩フィールドワークの実施（4）
⑪フィールドワークの分析・整理・まとめ（1）
⑫フィールドワークの分析・整理・まとめ（2）
⑬レポート・発表資料の作成
⑭学科合同ゼミにおける発表
⑮まとめとふりかえり

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
テーマに関わる資料を多角的に収集するとともに、フィールドワークの実施計画を企
画・立案することができる。さらに、フィールドワークによる調査結果をまとめ、発
表することができる。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「スポーツ健康分野の技能の活用能力や自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決
する能力を身に付けている学生に学位を授与する」に基づき、地域スポーツの振興と
健康づくりに貢献できる知識や技能を身に付ける。

■成績評価基準と方法

毎回の提出物（振り返りシート）（40％）
発表（30％）
レポート（30％）

■テキスト・参考文献

【テキスト】
テキストは使用せず、適宜資料を配布します。
【参考文献】
授業の中で、適時紹介します。

■授業外学習

【具体的な内容】情報の収集および編集に関する基礎的なITスキルを身につけておく
ことが必要です。また、毎回テーマについての協議をするので、事前・事後学習によ
って資料の準備をすると共に、協議内容のふりかえりとノート整理をしてください。
【必要な時間】予習・復習の時間はそれぞれ2時間を目安とします。

■その他
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2019 年度生 スポーツビジネス学科

科 目 名 応用演習Ⅰ[スポビ]

開講期・単位 3年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 原　一将

■講義の目的および概要

「人（ヒューマン）」に焦点を当て、「優秀なアスリートと優秀なビジネスパーソン
に共通する行動特性とキャリアの遍歴」が主たるテーマです。スポーツにおいて、ビ
ジネスにおいて、さらには人生において、最高のパフォーマンスを発揮している人間
の調査・研究を行い、自身の仕事観、人生観の形成を培ってもらいます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
「演習」ですから学外へ出向くことはありますが、基礎的な知識を身につけていなけ
れば、学外へ出ても功を奏しません。そのため応用演習Ⅰの前半は基礎的な知識を身
につける座学、後半は輪読会を行います。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題については授業内で解説するとともに、毎回、レポートを書いてもらい、振り返
りの作業を行います。

■授業計画

①ガイダンス（ゼミの方針説明、役割分担決定）
②「優秀なアスリートと優秀なビジネスパーソン」について
③「成功しているイベント」「売れている商品」「人を楽しませるコンテンツ」につ
いて
④アイデアをビジネスへ発展させる方法について
⑤仲間との協働、リーダーとしての資質について
⑥説得力のあるプレゼンテーションについて
⑦コミュニケーション能力、調査力、発想力、人を楽しませるコンテンツについて
⑧マーケティング能力、広告やプロモーション、流行の仕組み、ビ
　ジネスセンスについて
⑨～⑬輪読会
⑭中間発表会
⑮振り返り 

※中間報告会の準備は随時行っていきます。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
スポーツ業界にとどまらず、どこの業界でも通用する普遍的能力、知識の習得、すな
わち社会人としての基礎的な力を身につけます。特に自ら動く「主体性」と仲間と動
く「協調性」を養い、発揮できるようになります。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
日々変化する時代に対応すべく、自立して生きていくための生活習慣、社会人基礎力
をベースとした環境適応能力を身につけます。

■成績評価基準と方法

毎回のレポート（50％）、中間報告会（50％）です。「演習」ですから、ただ出席し
ていればいいという受け身の姿勢では困ります。「読む」「書く」「聴く」「話す」
は当然ですが常に考える習慣を持ち、自分から発信することが求められます。

■テキスト・参考文献

【テキスト】【参考文献】
ほぼ毎回、オリジナル資料を配布します。時事問題はもちろん、スポーツ～芸能に至
るまでの幅広い資料です。コミュニケーション能力のひとつに雑談力と質問力があり
ます。この力をつけるための知識を増やすのが目的です。資料をもとにしたディスカ
ッションも頻繁に行います。

■授業外学習

人生は日々勉強です。常にアンテナを張り、新聞やニュース、ネットなどの情報は見
逃さず、自分なりの見解を持つことが大事です。大学生として世間に疎くならないよ
う気を付けてください。 また、最低限のパソコンスキルは身につけてください。

■その他
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ゼミの主人公は君たちです。教員ではありません。言われたことだけをする指示待ち
族は求めていませんので、安易な選択は避けてください。また、規律・礼儀・マナー
・身だしなみ・態度・時間厳守・報連相を徹底的に重視しています。また、PDCAの中
でも特に重視しているのはDです。 求めることも多いですが、責任もって君たちを育
てます。
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2019 年度生 スポーツビジネス学科

科 目 名 応用演習Ⅰ[スポビ]

開講期・単位 3年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 赤川　智保

■講義の目的および概要

本講義の目的はゼミナール形式の演習を通じて本格的な次年度の「テーマ研究」へ向
かう課程として２年次で学んだ基礎をもとに、研究に必要となる学習スキルをさらに
発展させて行きます。「スポーツと文化・芸能」の立ち位置から「身体表現」「ダン
スパフォーマンス」・「健康」をキイワードにビジネスへ繋げる調査・研究を中心に
プレゼンテーション能力を高めて行きます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
　グループワークで関係資料を収集し、フィールドワークを企画・実施するととも
　に、成果をまとめ、発表の際の制作指導を行います。本科目のほか，学部学科が指
　定するフィールドワーク等実践的学習の場に参加することがあります。

【課題に対するフィードバックの方法】
　質疑応答を通して理解を深めているか確認し、グループワークでの進行状況に応じ
　て助言を行います。

■授業計画

①ガイダンス（合同）
②スポーツとダンス、ダンスパフォーマンスと芸能（祭り）など様々なダンスシーン
のも
　たらす影響と可能性につて
③テーマ設定について
④グループワーク　テーマ設定についての討議
⑤テーマの設定
⑥活動の方法、計画の作成
⑦関連資料の調査・収集
⑧フィールドワーク　ダンス・パフォーマンスの鑑賞
⑨フィールドワーク　ダンス・パフォーマンスの参加　
⑩フィールドワークの分析・整理・まとめ
⑪フィールドワークの報告
⑫資料作成・発表準備
⑬資料作成・発表準備
⑭学科合同ゼミでの発表
⑮振り返りとまとめ①

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①設定したテーマを掘り下げ、多面的に捉え、理解することができるようになる。
②調査結果をまとめて発表することができるようになる。
③グループワークを通して多様な人間と関わり協調性やコミュニケーション能力を高
　める。
③スポーツ健康分野の現状を知り，問題点を認識することができる

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
　①自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力
　②スポーツビジネス分野の実践的知識、技能の習得
　③学位授与方針「スポーツ健康分野に関する基礎的知識と技能の科学的視点からの　
　　理解、およびそれを基にした専門知識、技能の修得」および「スポーツ健康分野　
　　の課題分析力の修得」に繋がるスポーツ健康分野の現状を認識することに関連す　
　　る

■成績評価基準と方法

①合同ゼミでの発表　　　　　40％
②講義での態度・発言　　　　40％
③まとめのレポート　　　　　20％

■テキスト・参考文献
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【テキスト】
　その都度必要に応じて配布します。

【参考文献】
　講義中に紹介します。

■授業外学習

【具体的な内容】
　合同ゼミでの発表準備などは授業時間外に行う場合があります。
　日々、新聞、ニュース、著書、文献などテーマに沿った関連の情報を意識して収集　
　してください。科目に関連する学部学科行事を実施した際は，到達目標に関するレ
　ポートを行う場合があります。

【必要な時間】
　予習・復習の時間は2時間を目安とします。

■その他

フィールドワークの日程は早めに確認し必ず参加してください。調査や活動に対して
かかる実費は自己負担となる場合があります。提出期日は厳守してください。
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2019 年度生 スポーツビジネス学科

科 目 名 応用演習Ⅰ[スポビ]

開講期・単位 3年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 濱田　剛一

■講義の目的および概要

具体的な事例の調査研究により「戦略的な考え方」と「マネージメント」がビジネス
のみではなくスポーツなど様々な場面で、その適否が成功・失敗の岐路をも分ける極
めて重要な要素であることを学修します。またゼミナール形式の演習を通じて、「調
べる力」「伝える力」を高めることを目指します。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
ゼミナール形式で行ないます。具体的には少人数によるテーマに関するフィールドワ
ークを含めた各種調査を行い、抄読・報告・議論などを通して双方向性の高い研究を
行い、あわせて能動的学修と相互啓発を目指します。
また本科目のほか，学部学科が指定するフィールドワーク等実践的学習の場に参加す
ることがあります。

【課題に対するフィードバックの方法】
本講義は銀行において、経営の実務経験および大企業・中小企業との融資・証券・保
険・外国為替業務などの実務経験のある教員がビジネス現場に即した実践的なゼミナ
ールを主催します。課題・研究結果については授業内での発表・議論・解説を重視し
てフィードバックするとともに、質問などについてはオフィスアワーでのフォローア
ップ、メール等でのフィードバックも行います。

■授業計画

①ガイダンス
②テーマ設定調査
③テーマ設定・研究計画策定
④調査事前準備
⑤調査・発表(1)～フィールドワークなど
⑥調査・発表(2)～フィールドワークなど
⑦抄読準備～文献の検索・調査
⑧文献抄読準備
⑨文献抄読(1)～発表・意見交換
⑩文献抄読(2)～発表・意見交換
⑪文献抄読(3)～発表・意見交換
⑫学科合同ゼミ中間発表準備(1)
⑬学科合同ゼミ中間発表準備(2)
⑭学科合同ゼミ中間発表
⑮まとめと振り返り

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
テーマについての調査・研究・発表を通して、（経営）戦略とマネージメント（経営
管理）の重要性を理解し、説明できるようになる。併せて次年度の「テーマ研究」に
必要となる学習スキルを身に付けることを目標とします。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「スポーツビジネス分野の専門・実践的知識、技能の習得」がなされ、「自立して行
動できる姿勢、課題を発見し解決する能力」を身に付けた学生に学位を授与すると言
う方針に基づき、高いコミュニケーション能力を有し、課題を認識し、その解決に向
かって挑戦できる社会人基礎力を身に付ける。

■成績評価基準と方法

ゼミ内個人発表　　　　　40％
資料作成　　　　　　　　30％
学科合同ゼミ中間発表　　30％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
使用しません。資料を適宜配布します。

【参考文献】
「経営管理」塩次喜代明・高橋伸夫・小林敏男（著）有斐閣アルマ

■授業外学習
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【具体的な内容】
研究計画に従って調査の事前準備、調査事項の整理、発表準備、ゼミ内個人発表資料
作成、学科合同ゼミ中間発表準備などの予習復習を必要とします。次年度の調査研究
の準備・蓄積として、調査研究の詳細を記録した調査ノートを作成してください。
また、ニュース・新聞などで最近の社会や企業の動き・情報を入手し、授業の中で質
問及び自分の意見として発表できるように心がけてください。
また科目に関連する学部学科行事を実施した際は，到達目標に関するレポートを行う
場合があります。

【必要な時間】
予習復習はそれぞれ2時間を目安とします。

■その他

フィールドワークに関する実費は自己負担となる場合があります。
研究計画に基づいて発言・発表を求めますので、しっかりと予習・復習したうえで授
業に参加してください。
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2019 年度生 スポーツビジネス学科

科 目 名 応用演習Ⅰ[スポビ]

開講期・単位 3年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 粟野　祐弥

■講義の目的および概要

本演習では、1・2年次に修得した学習スキルをさらに発展させること、およびそれら
を応用できる能力を身につけていくことを目的とする。「ディスカッション」「グル
ープワーク」「プレゼンテーション」形式の演習を通じて、研究や卒業論文の作成や
発表に必要とされる「文章を読む」、「文章を書く」、「学習内容を要約し、整理す
る」「学習内容を人に伝える」といった基礎的な力を養う。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
ゼミナール形式で演習を実施する。文献の調査および要約を行い学術的な論文や書籍
の内容を理解し、要約できる力を身につける。また、その内容を人にわかりやすくプ
レゼンテーションできる能力を身につける。学術的な領域における研究に従事する教
員が自己の専門的学問領域に加え、その周辺領域を中心に講義の目的に沿った演習を
実施する。本科目のほか、学部学科で指定するフィールドワーク等実践的学習の場に
参加することがある。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題に対する口頭および文章によるフィードバックを授業内で適宜行う。

■授業計画

①ゼミ活動についての全体的なガイダンス　　　　　　　　　　　　　　　　　　
②卒業論文に向けた情報収集1(研究分野について調査) 
③卒業論文に向けた情報収集2(関連分野について調査)　　　　　　　　　　　　
④関連分野に関する文献調査3(文献の検索方法)　　　　　　　　　　　　　　
⑤関連分野に関する文献調査4(文献の構成と読み方)　　　　　　　　　　　　　
⑥関連分野に関する文献調査5(文献の要約と理解)　　　　　　　　　　　　　　
⑦関連分野に関する文献調査6(文献の批判的考察)　　　　　　　　　　　　　　　
⑧中間報告会資料の作成1(中間報告会発表資料のアウトライン作成)　　　　　　
⑨中間報告会資料の作成2(中間報告会発表資料の作成)　　　　　　　　　　　　
⑩中間報告会資料の作成3(追加資料の取集)　　　　　　　　　　　　　　　　　
⑪中間報告会資料の作成4(発表練習)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
⑫中間報告会資料の作成5(発表練習と課題の抽出)　　　　　　　　　　　　　　
⑬中間報告会資料の作成6(資料の見直しと修正)　　　　　　　　　　　　　　
⑭学科合同ゼミ中間報告会(中間報告、質疑応答)　　　　　　　　　　　　　　　
⑮春学期のまとめと振り返り

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①自らの専門分野、あるいは興味・関心のある領域に関する文献や参考資料を読み、
内容を理解し、要約する力を身に受ける。　　　　　　　　　　　
②上記学習にて修得した知識を整理し、他人にプレゼンできる力を身につける。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
③文献検索方法や、関連資料の入手方法など基本的な学習ソースのアクセス方法を身
につける。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
スポーツ健康分野の基礎的知識、自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能
力を身につける。また、修得した知識、技能の活用を可能にする。さらに、「自立し
て生きていくための専門知識、技能を身につけている」に基づき、社会人として必要
に足る技能を獲得する。

■成績評価基準と方法

個人発表(30%)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
課題提出状況(40%)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中間発表報告会(30%)

■テキスト・参考文献
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【テキスト】
特になし。　

【参考文献】
授業内適宜配布する。

■授業外学習

【具体的な内容】
事前事後学習として、「①スポーツ健康分野の基礎的知識の習得」、「②興味関心の
ある分野に関連した専門的知識」に関する情報収集を推奨する。授業ごとに前述に関
連した課題を課す。科目に関連する学部学科行事を実施した際は、到達目標に関する
レポートを行う場合がある。
【必要な時間】
上記をふまえ、事前および事後学習はそれぞれ2時間を目安とする。

■その他
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2019 年度生 スポーツビジネス学科

科 目 名 応用演習Ⅰ[スポビ]

開講期・単位 3年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 斗澤　元希

■講義の目的および概要

身近あるプロスポーツやスポーツビジネスの現場を見て、スポーツビジネスの調査研
究をグループで行いスポーツビジネスの専門知識の実習能力を高める。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
講義、フィールドワーク、グループワークなどで、マーケティングやプランニング資
料を作成し、そのテーマをグループ全体で実践し発表等を行う。
基本的にはグループワーキングが中心となる。

【課題に対するフィードバックの方法】
授業最後に全体に対するフィードバックを行う。

■授業計画

①授業ガイダンス　
②テーマ設定について①
③テーマ設定について②
④テーマに関わる資料収集と準備①
⑤テーマに関わる資料収集と準備②
⑤テーマに関わる資料収集と準備③
⑥フィールドワークの実施①
⑦フィールドワークの実施②
⑧フィールドワークの実施から得た情報分析①
⑨フィールドワークの実施から得た情報分析②
⑩フィールドワークの分析から企画
⑪フィールドワークの分析から企画
⑫プレゼンテーション資料作成
⑬プレゼンテーション資料作成
⑭プレゼンテーション（中間発表）
⑮ふりかえり

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①スポーツビジネスに関わるマーケティング力や企画作成力等を身に着け、現場に即
応できる知識・経験を得る。
②プレゼンティーション能力の基本を習得。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
スポーツビジネス分野の実践的知識、専門知識、および技能を修得し、自立して行動
できる姿勢、課題を発見し解決する能力を身につける。

■成績評価基準と方法

①調査研究、企画力　30％
②プレゼンテーション力　実践力　30％
③グループ・フィールドワークでの活動・レポート評価　40％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
なし

【参考文献】
なし

■授業外学習

【具体的な内容】
テーマにより授業外授業があります。
調査、情報収集で学外に出る事もあります。
【必要な時間】
内容により授業以外でグループワークをする場合あり。

■その他

PC　（エクセル・ワード・パワーポイント）カメラ・ビデオを使用する場合あり。
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2019 年度生 スポーツビジネス学科

科 目 名 応用演習Ⅰ[スポビ]

開講期・単位 3年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 田部井　祐介

■講義の目的および概要

本講義は「コーチング」、「情報戦略」、「スポーツ心理学」領域に焦点をあて、１
・２年次で学んだ基礎を基に研究に必要とされる学習スキルを発展、応用できる能力
を身につけることを目的とする。加えて、次年度に向けて研究テーマを設定しレポー
ト作成とプレゼンテーション能力を身につけることを目的とする。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
本講義は、ゼミナール形式で演習を実施する。能動的な学習を促すためにディスカッ
ションを多用し、グループおよび個人への指導を行う。必要に応じてフィールドワー
クも実施する。また、本科目のほか学部学科が指定するフィールドワーク等実践的学
習の場に参加することがある。
本講義は、コーチング、スポーツにおける情報戦略・心理学に関する研究実績を有し
、競技指導現場での経験がある教員が担当する。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題に関しては授業内で解説する。

■授業計画

①合同ガイダンス
②ゼミ内ガイダンス（研究にとりかかる）
③テーマ設定１（情報収集）
④テーマ設定２（研究目的）
⑤文献調査１（文献の探し方）
⑥文献調査２（文献の読み方）
⑦文献の要約
⑧緒言について
⑨方法について
⑩結果・考察について
⑪発表の準備（パワーポイント）
⑫発表の準備（発表内容の作成）
⑬ゼミ内発表会
⑭学科合同ゼミでの発表
⑮振り返りとまとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①研究に必要となる基礎的な知識を習得し、文献を検索、読む、要約、発表すること
ができる
②研究成果をプレゼンテーションできる能力を身につけられるようになる。
③スポーツ健康分野の現状を知り、問題点を認識することができる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力」に基づき、「コーチング」
、「情報戦略」および「スポーツ心理学」領域から課題を抽出し、自主的に研究に取
り組み、課題解決できる能力を養う。

■成績評価基準と方法

合同ゼミでの発表　　40％
講義での態度・発言　40％
授業内課題　 20％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
【参考文献】

必要に応じてプリントを配布する。

■授業外学習
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【具体的な内容】
事前事後学習として、「コーチング」、「情報戦略」および「スポーツ心理学」領域
の研究分野に関する情報収集を推奨する。また、合同ゼミでの発表準備などは授業時
間外に行う場合がある。科目に関連する学部学科行事を実施した際は、到達目標に関
するレポートを行う場合がある。

【必要な時間】
2時間を目安とする。

■その他
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2019 年度生 スポーツビジネス学科

科 目 名 応用演習Ⅱ[スポビ]

開講期・単位 3年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 横山　克人

■講義の目的および概要

　本講義では、学びの技法や基礎演習で修得したスキルをさらに深め、応用できる能
力を身に付けることを目的とします。少人数で講義を展開し、「グループワーク」「
ディスカッション」「プレゼンテーション」「フィールドワーク」形式の演習を通じ
て、社会人基礎力として必要とされるコミュニケーションスキルの修得を目指します
。また、テーマ研究や卒業論文の作成に必要とされる「情報の要約や抜粋」や「数値
のデータ化」についても学修していきます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
　基本的な講義方法は、少人数の演習形式で行います。本講義では、グループワーク
やディスカッション、フィールドワークを積極的に取り入れ、学生の主体的且つ、能
動的な学び（アクティブ・ラーニング）を引き出すような講義を展開します。
　なお、本科目のほか、学部学科が指定するフィールドワーク等実践的学習の場に参
加することがある。

【課題に対するフィードバックの方法】
　課題については、授業内で解説するとともに、必要に応じて資料を配布します。

■授業計画

①ゼミ内ガイダンス
②抄読会Ⅰ
③抄読会Ⅱ
④抄読会Ⅲ
⑤統計処理の基礎
⑥アンケート結果の分析
⑦アンケート結果のデータ化
⑧アンケート結果の考察
⑨スポーツイベントの計画
⑩スポーツイベントの準備
⑪スポーツイベントの実施
⑫スポーツイベントの振返り
⑬ゼミ内発表会
⑭学科発表会
⑮まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
　テーマに関する資料やデータから的確に情報を読み取り、要点をまとめて文章化す
ることが出来るようになる。また、スポーツイベントついては、目的を理解し、実施
過程を把握して、段階的に遂行することができる。 
　学修内容に基づき、スポーツ健康分野の現状を知り、問題点を認識することができ
る。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
　「修得した知識、技能の活用能力」「自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決
する能力」に基づき、物事を計画的且つ、段階的に遂行するための論理的な思考力を
身に付ける。

■成績評価基準と方法

抄読会資料（25％）
抄読会発表（25％）
プレゼン発表（40%）
まとめ（10％）

■テキスト・参考文献

【テキスト】
　適宜プリントを配布します。

【参考文献】
　授業の中で、適時紹介します。

■授業外学習
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【具体的な内容】
　抄読会資料の準備は夏季休暇期間中の課題とします。また、スポーツイベントの準
備、発表会資料の作成については、基本的に授業時間外の事前学習で行います。授業
スケジュールを逆算し、計画的に進めて下さい。4年生のテーマ研究Ⅰに向けて、15
回分の授業の復習を春季休暇期間に行って下さい。
　なお、科目に関連する学部学科行事を実施した際は、到達目標に関するレポートを
行う場合がある。

【必要な時間】
　事前学習、事後学習の時間は、それぞれ2時間を目安とします。

■その他

　スポーツイベントの実施日は、休日になる可能性が高く、スケジュールの調整が必
要になります。また、スポーツイベントに関わる活動に際して、自己負担の費用が発
生する可能性がありますので、ご了承ください。
　春季休暇期間中には、4年生のテーマ研究Ⅰの課題を提示します。
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2019 年度生 スポーツビジネス学科

科 目 名 応用演習Ⅱ[スポビ]

開講期・単位 3年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 佐久間　章

■講義の目的および概要

この授業では、フィールドワークを通して「調べる」「まとめる」能力を高めること
を目的とします。スポーツに関する施策・施設・団体・指導者・企業等をキーワード
として、主体的にフィールドワークを企画・実施し、調査・研究を進めます。さらに
は、年度末の発表会に向けて資料を作成しプレゼンすることによって、「伝える」能
力も高めます。こうした活動を発展させ、次年度の「テーマ研究」へと繋げます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
グループワークやディスカッション形式の能動的な授業展開を基本とします。また、
必要に応じて資料等を配付し、講義を行います。フィールドワークで収集したデータ
を分析し、発表資料にまとめ、プレゼンテーションを行います。スポーツ指導や行政
組織において経験のある教員が、具体的事例等を示しながら授業を進めます。
本科目のほか，学部学科が指定するフィールドワーク等実践的学習の場に参加するこ
とがあります。
【課題に対するフィードバックの方法】
課題については、授業内で解説するとともに、必要に応じて資料を配布します。

■授業計画

①春学期のふりかえりと秋学期授業ガイダンス
②フィールドワークにかかわる資料の収集
③フィールドワークの計画・準備
④フィールドワークの実施（1）
⑤フィールドワークの実施（2）
⑥フィールドワークの分析・整理・まとめ（1）
⑦フィールドワークにかかわる資料の収集
⑧フィールドワークの計画・準備
⑨フィールドワークの実施（3）
⑩フィールドワークの実施（4）
⑪フィールドワークの分析・整理・まとめ（2）
⑫レポート・発表資料の作成(1)
⑬レポート・発表資料の作成(2)
⑭学科合同ゼミにおける発表
⑮まとめとふりかえり

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
テーマに関わる資料を多角的に収集するとともに、フィールドワークの実施計画を企
画・立案することができる。さらに、フィールドワークによる調査結果をまとめ、発
表することができる。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「スポーツ健康分野の技能の活用能力や自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決
する能力を身に付けている学生に学位を授与する」に基づき、地域スポーツの振興と
健康づくりに貢献できる知識や技能を身に付ける。

■成績評価基準と方法

毎回の提出物（振り返りシート）（40％）
発表（30％）
レポート（30％）

■テキスト・参考文献

【テキスト】
テキストは使用せず、適宜資料を配布します。
【参考文献】
授業の中で、適時紹介します。

■授業外学習

【具体的な内容】パソコンでのレポート作成およびパワーポイントでのプレゼンテー
ションを行うので、パソコンスキルの向上に日ごろから努めてください。また、各自
のテーマについて取り組み状況を、毎回発表し、協議をするので、各回、事前・事後
学習によって準備すると共に、協議内容のふりかえりとノート整理をしてもらいます
。
【必要な時間】予習・復習の時間はそれぞれ2時間を目安とします。
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■その他
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2019 年度生 スポーツビジネス学科

科 目 名 応用演習Ⅱ[スポビ]

開講期・単位 3年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 原　一将

■講義の目的および概要

人（ヒューマン）」に焦点を当て、「優秀なアスリートと優秀なビジネスパーソンに
共通する行動特性とキャリアの遍歴」が主たるテーマです。スポーツにおいて、ビジ
ネスにおいて、さらには人生において、最高のパフォーマンスを発揮している人間の
調査・研究を行い、自身の仕事観、人生観の形成を培ってもらいます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
応用演習Ⅰをブラッシュアップさせ、応用演習Ⅱではほとんどの回でフィールドワー
ク（会社見学会）を行います。夏休みも使い日本全国を横断する予定ですが、行き先
や行程、費用の概算など全て君たちに企画してもらいます（協働）。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題については授業内で解説するとともに、毎回、レポートを書いてもらい、振り返
りの作業を行います。

■授業計画

①ガイダンス（応用演習Ⅰとの違い説明）
②フィールドワーク（会社見学会）
③フィールドワーク（会社見学会）
④フィールドワーク（会社見学会）
⑤フィールドワーク（会社見学会）
⑥フィールドワーク（会社見学会）
⑦フィールドワーク（会社見学会）
⑧フィールドワーク（会社見学会）
⑨フィールドワーク（会社見学会）
⑩フィールドワーク（会社見学会）
⑪フィールドワーク（会社見学会）
⑫フィールドワーク（会社見学会）
⑬フィールドワーク（会社見学会）
⑭最終報告会
⑮振り返り

「全員でひとつのプロジェクトをやり遂げる」ため、授業計画は柔軟に対応していき
ます。また、最終報告会の準備は随時していきます。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
Ⅰの内容にプラスして、関心がある仕事、業界、会社など、「自分の関心」を具体化
し、人生設計、理想の将来像について考えることができるようになる。 

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
日々変化する時代に対応すべく、自立して生きていくための生活習慣、社会人基礎力
をベースとした環境適応能力を身につけます。

■成績評価基準と方法

毎回の課題（50％）、最終報告会（50％）です。「演習」ですから、ただ出席してい
ればいいという受け身の姿勢では困ります。「読む」「書く」「聴く」「話す」は当
然ですが常に考える習慣を持ち、自分から発信することが求められます。

■テキスト・参考文献

【テキスト】【参考文献】
Ⅰの内容にプラスして、進路（就職）に関する資料も配布します。

■授業外学習

人生は日々勉強です。常にアンテナを張り、新聞やニュース、ネットなどの情報は見
逃さず、自分なりの見解を持つことが大事です。大学生として世間に疎くならないよ
う気を付けてください。 また、最低限のパソコンスキルは身につけてください。

■その他
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あらゆる場面で社会人と話す機会が多くなります。しかし、学生は社会人と話すこと
で、己の未熟さを知り、社会への関心が高まるのです。それを考えると、就職するし
ないに関わらず、将来の進路選択がどうであれ、人としての常識を身につけることは
決して人生のマイナスになりません。 そして3年次が終わる頃には劇的な変貌を遂げ
ている君たちがそこにいるはずです。
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2019 年度生 スポーツビジネス学科

科 目 名 応用演習Ⅱ[スポビ]

開講期・単位 3年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 赤川　智保

■講義の目的および概要

本講義では、研究の際に必要となる基本的な学習スキル能力をさらに発展、応用させ
、次年度の「テーマ研究Ⅰ・Ⅱ」へ繋げることを目的とします。
「応用演習Ⅰ」での取り組みを活かし、本講義で設定されたフィールドワークに主体
的に参加して学びを積み上げていきます。事前に調査・研究し、準備を整える大切さ
を身につけ、多様な物の見方や視野を広げる訓練をします。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
　講義・フィールドワーク、グループワーク、発表をゼミナール形式で行います。本
科
　目のほか、学部学科が指定するフィールドワーク等実践的学習の場に参加すること
あり
　ます。

【課題に対するフィードバックの方法】
　課題に沿った理解を深めているか質疑応答を通して確認し、グループワークでの進
行状
　況に応じて助言を行います。

■授業計画

①ガイダンス　
②応用演習Ⅰの振り返り
③各自の興味・関心に基づくテーマの設定について
④グループワーク　テーマ設定についての討議
⑤テーマの設定
⑥活動の方法と方針、活動計画の作成
⑦関連資料の調査・収集
⑧フィールドワークⅠ
⑨フィールドワークⅡ
⑩フィールドワークⅢ
⑪フィールドワークⅣ
⑫フィールドワークⅤ
⑬資料作成・発表準備
⑭発表のリハーサル
⑮学科合同ゼミ発表

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
　①設定したテーマを掘り下げ、多面的に理解し、考察を深め、論理的な思考ができ
　　るようになる。
　②調査結果をまとめて発表することができるようになる。
　③スポーツ健康分野の現状を知り，問題点を認識することができるようになる

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
　①自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力を得る
　②スポーツビジネス分野の実践的知識、技能の習得する
　③学位授与方針「スポーツ健康分野に関する基礎的知識と技能の科学的視点からの
　　理解およびそれを基にした専門知識、技能の修得」および「スポーツ健康分野の　
　　課題分析力の修得」に繋がるスポーツ健康分野の現状を認識することに関連する

■成績評価基準と方法

①発表　　　　　　　　40％
②講義での態度・発言　40％
③まとめのレポート　　20％

■テキスト・参考文献
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【テキスト】
　その都度必要の応じて配布します。

【参考文献】
　講義中に適切な文健、資料を紹介します。

■授業外学習

【具体的な内容】
　合同ゼミでの発表準備などは授業時間外に行う場合があります。
　日々、新聞、ニュース、著書、文献などテーマに沿った関連の情報を意識して収集　
　してください。科目に関連する学部学科行事を実施した際は，到達目標に関するレ　
　ポートを行う場合があります。

【必要な時間】
　予習・復習の時間は2時間を目安とします。

■その他

フィールドワークに関する実費は自己負担となる場合があります。
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2019 年度生 スポーツビジネス学科

科 目 名 応用演習Ⅱ[スポビ]

開講期・単位 3年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 濱田　剛一

■講義の目的および概要

具体的な事例の調査研究により「戦略的な考え方」と「マネージメント」がビジネス
のみではなくスポーツなど様々な場面で、その適否が成功・失敗の岐路をも分ける極
めて重要な要素であることを学修します。またゼミナール形式の演習を通じて、「調
べる力」「伝える力」を高めることを目指します。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
ゼミナール形式で行ないます。具体的には少人数によるテーマに関するフィールドワ
ークを含めた各種調査を行い、発表・抄読・報告・議論などを通して双方向性の高い
研究を行い、あわせて能動的学修と相互啓発を目指します。
また本科目のほか，学部学科が指定するフィールドワーク等実践的学習の場に参加す
ることがあります。

【課題に対するフィードバックの方法】
本講義は銀行において、経営の実務経験および大企業・中小企業との融資・証券・保
険・外国為替業務などの実務経験のある教員がビジネス現場に即した実践的なゼミナ
ールを主催します。課題・研究結果については授業内での発表・議論・解説を重視し
てフィードバックするとともに、質問などについてはオフィスアワーでのフォローア
ップ、メール等でのフィードバックも行います。

■授業計画

①ガイダンス
②応用演習Ⅰの反省とテーマ設定調査
③テーマ設定・研究計画策定
④調査事前準備
⑤調査・発表(1)～フィールドワークなど
⑥調査・発表(2)～フィールドワークなど
⑦抄読準備～文献の検索・調査
⑧文献抄読準備
⑨文献抄読(1)～発表・意見交換
⑩文献抄読(2)～発表・意見交換
⑪文献抄読(3)～発表・意見交換
⑫学科合同ゼミ発表準備(1)
⑬学科合同ゼミ発表準備(2)
⑭学科合同ゼミ発表
⑮まとめと振り返り

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
テーマについての調査・研究・発表を通して、（経営）戦略とマネージメント（経営
管理）の重要性を理解し、説明できるようになる。併せて次年度の「テーマ研究」に
必要となる学習スキルを身に付けることを目標とします。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「スポーツビジネス分野の専門・実践的知識、技能の習得」がなされ、「自立して行
動できる姿勢、課題を発見し解決する能力」を身に付けた学生に学位を授与すると言
う方針に基づき、高いコミュニケーション能力を有し、課題を認識し、その解決に向
かって挑戦できる社会人基礎力を身に付ける。

■成績評価基準と方法

ゼミ内個人発表　　　　　40％
資料作成　　　　　　　　30％
学科合同ゼミ発表　　　　30％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
使用しません。資料を適宜配布します。

【参考文献】
「経営管理」塩次喜代明・高橋伸夫・小林敏男（著）有斐閣アルマ

■授業外学習
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【具体的な内容】
研究計画に従って調査の事前準備、調査事項の整理、発表準備、ゼミ内個人発表資料
作成、学科合同ゼミ発表準備などの予習復習を必要とします。次年度の調査研究の準
備・蓄積として、調査研究の詳細を記録した調査ノートを作成してください。
また、ニュース・新聞などで最近の社会や企業の動き・情報を入手し、授業の中で質
問及び自分の意見として発表できるように心がけてください。
また科目に関連する学部学科行事を実施した際は，到達目標に関するレポートを行う
場合があります。

【必要な時間】
予習復習はそれぞれ2時間を目安とします。

■その他

フィールドワークに関する実費は自己負担となる場合があります。
研究計画に基づいて発言・発表を求めますので、しっかりと予習・復習したうえで授
業に参加してください。
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2019 年度生 スポーツビジネス学科

科 目 名 応用演習Ⅱ[スポビ]

開講期・単位 3年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 粟野　祐弥

■講義の目的および概要

本演習では、応用演習Ⅰで修得したスキルをさらに発展させ、より高度な研究および
プレゼンテーションができるようにすることを目的とする。また、「ディスカッショ
ン」、「グループワーク」「プレゼンテーション」形式の演習を通じて、研究や卒業
論文の作成や発表に必要とされる「文章を読む」、「文章を書く」、「学習内容を要
約し、整理する」、「学習内容を人に伝える」といった基礎的な力のブラッシュアッ
プを図る。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
ゼミナール形式での演習を実施する。応用演習Ⅰで修得した文献の調査および要約す
る力に加え、学術的な論文や書籍の内容に対して批判的思考を持ち、内容について議
論できるようにする。また、それらの内容を人にわかりやすくプレゼンテーションで
きる能力を身につけることで、能動的学修を目指す。学術的な領域の研究における実
績のある教員が自己の専門的学問領域に加え、その周辺領域を中心に講義の目的に沿
った演習を実施する。本科目のほか、学部学科が指定するフィールドワーク等実践的
学習の場に参加することがある。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題に対する口頭および文章によるフィードバックを授業内で適宜行う。

■授業計画

①ゼミ活動についての全体的なガイダンス
②各自テーマの再検討1(今後の展望) 
③各自テーマの再検討2(研究分野の調査)　　　　
④各自テーマの再検討3(関連分野の調査)　　　　
⑤研究分野の情報収集　　　
⑥各自の研究テーマ発表1(プレゼンテーション)　
⑦各自の研究テーマ発表2(ディスカッション)　　
⑧合同ゼミプレゼンテーションに向けた資料作成(1アウトライン作成)　　
⑨合同ゼミプレゼンテーションに向けた資料作成2(追加情報の取得)　
⑩合同ゼミプレゼンテーションに向けた資料作成3(プレゼン内容の確認)　
⑪合同ゼミプレゼンテーションに向けた資料作成4(プレゼン内容の修正)　
⑫合同ゼミプレゼンテーションに向けた資料作成5(プレゼン内容の最終確認)　
⑬ゼミ内でのプレ発表会1(流れの確認)　　
⑭ゼミ内でのプレ発表会2(前回の課題修正)
⑮合同ゼミによるプレゼンテーション

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①自らの専門分野、あるいは興味・関心のある領域に関する文献や参考資料を読み、
内容を理解し、要約する力に加え、さらに深く考えることができるようにする。
②上記学習にて修得した知識を整理し、他人に明確なプレゼンテーションができるよ
うにする。　　
③文献検索方法や、関連資料の入手方法など基本的な学修手段を身に付ける。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「スポーツ健康分野の基礎的知識」、「自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決
する能力」を身に付ける。また、「修得した知識、技能の活用能力」に基づき、スポ
ーツビジネス分野で活躍できる人材を育成する。さらに、「自立して生きていくため
の専門知識、技能を身につけている」に基づき、社会人として必要に足る技能を獲得
する。

■成績評価基準と方法

個人発表(30%)　
課題提出状況(40%)　　　　　　　　　
年度末発表(30%)

■テキスト・参考文献

【テキスト】
特になし。

【参考文献】
授業内適宜配布する。

■授業外学習
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【具体的な内容】
事前事後学習として、「①スポーツ健康分野の基礎的知識の習得」、「②興味関心の
ある分野に関連した専門的知識」に関する情報収集を推奨する。授業ごとに前述に関
連した課題を課す。科目に関連する学部学科行事を実施した際は、到達目標に関する
レポートを行う場合がある。

【必要な時間】
上記をふまえ、事前および事後学習はそれぞれ2時間を目安とする。

■その他
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2019 年度生 スポーツビジネス学科

科 目 名 応用演習Ⅱ[スポビ]

開講期・単位 3年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 斗澤　元希

■講義の目的および概要

身近あるプロスポーツやスポーツビジネスの現場を見て、スポーツビジネスの調査研
究をグループで行いスポーツビジネスの専門知識の実習能力を高める。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
講義、フィールドワーク、グループワークなどでマーケティングやプランニング資料
を作成し企画・運営を実践し検証、一年間の成果をプレゼンテーションする。

【課題に対するフィードバックの方法】
授業最後で全体に対するフィードバックを行う。

■授業計画

①ガイダンス
②実践スケジュール設定
③実践企画①
④実践企画②
⑤実践企画③
⑥実践企画④
⑦イベント運営準備①
⑧イベント運営準備②
⑨イベント運営準備③
⑩イベント運営準備④
⑪フィールドワーク・イベント運営　実施
⑫イベント運営反省会
⑬年間取り組み検証、プレゼン資料作成
⑭年間取り組みプレゼンテーション
⑮ふりかえり

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①スポーツビジネスに関わるマーケティング力や企画作成力等を身に着け、現場に即
応できる知識・経験を得る。
②プレゼンティーション能力の基本を習得。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
スポーツビジネス分野の実践的知識、専門知識、および技能を修得し、自立して行動
できる姿勢、課題を発見し解決する能力を身につける。

■成績評価基準と方法

①調査研究、企画力　30％
②プレゼンテーション力　実践力　30％
③グループ・フィールドワークでの活動、レポート評価　40％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
なし

【参考文献】
なし

■授業外学習

【具体的な内容】
実践企画により学外での準備・調整などがあります、また事前下見なども行う事があ
ります。
学外での情報収集もあり、イベント運営に関しては授業日以外で終日行うこともあり
ます。
【必要な時間】

■その他
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PC/エクセル・ワード・パワーポイントを基本に使用しますが、場合によっては写真
編集・動画編集・イラストレーターなどを使用する事があります。
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2019 年度生 スポーツビジネス学科

科 目 名 応用演習Ⅱ[スポビ]

開講期・単位 3年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 田部井　祐介

■講義の目的および概要

本講義は「コーチング」、「情報戦略」、「スポーツ心理学」領域に焦点をあて、１
・２年次で学んだ基礎を基に研究に必要とされる学習スキルを発展、応用できる能力
を身につけることを目的とする。加えて、次年度に向けて研究テーマを設定しレポー
ト作成とプレゼンテーション能力を身につけることを目的とする。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
本講義は、ゼミナール形式で演習を実施する。能動的な学習を促すためにディスカッ
ションを多用し、グループおよび個人への指導を行う。必要に応じてフィールドワー
クも実施する。また、本科目のほか学部学科が指定するフィールドワーク等実践的学
習の場に参加することがある。
本講義は、コーチング、スポーツにおける情報戦略・心理学に関する研究実績を有し
、競技指導現場での経験がある教員が担当する。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題については、授業内で解説する。

■授業計画

①ガイダンス（今後の展望）
②応用演習Ⅰの振り返り
③テーマの再検討
④研究分野の情報収集１
⑤研究分野の情報収集２
⑥論文の書き方１（書式）
⑦論文の書き方２（図表）
⑧論文の書き方３（論理的な文章）
⑨統計処理
⑩研究テーマ発表
⑪発表の準備１
⑫発表の準備２
⑬ゼミ内発表会
⑭学科合同ゼミでの発表
⑮振り返りとまとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①研究に必要となる基礎的な知識を習得し、文献を検索、読む、要約、発表すること
ができる
②研究成果をプレゼンテーションできる能力を身につけられるようになる。
③スポーツ健康分野の現状を知り、問題点を認識することができる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力」に基づき、「コーチング」
、「情報戦略」および「スポーツ心理学」領域から課題を抽出し、自主的に研究に取
り組み、課題解決できる能力を養う。

■成績評価基準と方法

合同ゼミでの発表　　40％
講義での態度・発言　40％
授業内課題　 20％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
【参考文献】

必要に応じてプリントを配布する。

■授業外学習
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【具体的な内容】
事前事後学習として、「コーチング」、「情報戦略」および「スポーツ心理学」領域
の研究分野に関する情報収集を推奨する。また、合同ゼミでの発表準備などは授業時
間外に行う場合がある。科目に関連する学部学科行事を実施した際は、到達目標に関
するレポートを行う場合がある。

【必要な時間】
2時間を目安とする。

■その他
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2019 年度生 スポーツビジネス学科

科 目 名 レクリエーション実習

開講期・単位 3年 通年・選択 2単位・実習

担 当 者 新井　貢、本多　理紗

■講義の目的および概要

本講義は、レクリエーション理論と実技で身につけた技能を活かすことが出来るよう
体験的に学習し、レクリエーション関係団体等が主催する事業に参加、あるいはスタ
ッフとして協力し、現場で実習することを通して指導者としてふさわしい知識と技能
を身につける。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

講義方法】
受講生自らが企画した事業を実際に展開する。また、レクリエーション関係団体等が
主催する事業に参加した時間を授業に振り替え、終了後の報告レポートを果たし単位
を認定する。
本講義は、スポーツや福祉領域で子どもから高齢者までのレクリエーションを実施し
ている実務経験のある教員が、現場で活かされる支援者としての技術を修得できる授
業を実施する。
本科目ほか、学部学科が指定するフィールドワーク等実践的学習の場に参加すること
がある。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題については、授業内で解説するほか、個別に時間を割いて対応する。

■授業計画

１、授業のガイダンス
２、レクリエーション理論・実技の確認
３、指導演習Ⅰ（個人による指導実習）
４、指導演習Ⅱ（同上）
５、指導演習Ⅲ（同上）
６、指導演習Ⅳ（同上）
７、指導演習Ⅴ
８、指導演習Ⅵ
９、指導演習Ⅶ
10、指導演習Ⅷ
11、指導演習Ⅸ
12、指導演習Ⅹ
13、自主企画事業の立案
14、自主企画事業の決定
15、授業のまとめ（課題レポート）
16、実習に関するガイダンス
17、～29、
　下記の事業から選択し最低３事業以上参加することで授業に振替え
　・　札幌国際大学が主催する事業
　・　レクリエーション課程認定校学生交流会
　・　レクリエーション関係団体が主催する事業
　・　教育関係団体が主催する事業
　・　その他事前に認められた事業
30、実習の確認（まとめのレポート）

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
授業での個別指導を通して身に付けた、レクリエーション・インストラクターとして
の技能や資質を、実際に現場で実習することを通して展開できる。
スポーツ健康分野の現状を知り、問題点を認識することができる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「スポーツ健康分野の基礎知識、技能の修得およびそれを基にした専門知識、技能の
修得をした学生に学位を授与する」に基づき、コミュニケーション能力の向上や支援
者としての技術の獲得を通してスポーツ健康分野で幅広く活躍できる能力を身に付け
る。「スポーツ健康分野の課題分析力の修得」に繋がるスポーツ健康分野の現状を認
識することに関連する。

■成績評価基準と方法

①指導演習の企画、準備、展開（３０％）
②事業への参加状況（４０％）
③報告、課題レポート（３０％）

■テキスト・参考文献
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【テキスト】
『楽しさをとおした心の元気づくり～レクリエーション支援の理論と方法』公益財団
法人　日本レクリエーション協会　（既に2年次購入済み）

【参考文献】
『スポレク活動で健康寿命を延伸』公益財団法人　日本レクリエーション協会
『レクリエーション支援の技術』　公益財団法人　日本レクリエーション協会

■授業外学習

日常的に笑顔で挨拶が出来、誰とでも積極的にコミュニケーションを図ろうとする姿
勢を心がけ実践する。
指導演習に向けて各個人での事業計画等の準備が必要となる。目的にあわせたアクテ
ィビティが展開できるよう、今までに学習してきた理論や実技の技法を再確認してお
く。
科目に関連する学部学科行事を実施した際、到達目標に関するレポートを行う場合う
がある。

■その他

この科目は、「レクリエーション・インストラクター｣「スポーツ・レクリエーショ
ン指導者」「ジュニアスポーツ指導員」の資格取得のための必修科目です。
既に「レクリエーション理論」「レクリエーション実技」の単位を修得していること
が必要です。
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2019 年度生 スポーツビジネス学科

科 目 名 ベンチャービジネス演習

開講期・単位 3年 後期・選択 2単位・演習

担 当 者 濱田　剛一

■講義の目的および概要

自ら独立して起業する場合はもちろんのこと、企業内において新規事業の企画立案を
行う場合にもビジネスプランの策定能力が必要である。本講義では、起業やビジネス
プランの策定に関する基礎知識を理解したうえでビジネスプランの策定演習を行い、
その応用力を身に付けることを目的とします。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
基本的に授業時間の30％を講義形式でケーススタディによる基礎知識を学修します。
70％はテーマごとのビジネスプラン策定のグループワークとプレゼンテーションを行
い、能動的な学修を目指します。また毎回授業では書き込み資料を配布し、記入する
とともに、講義内容の反復振り返りと演習による確認を行っていきます。

【課題に対するフィードバックの方法】
本講義は銀行において、中小企業・大企業の融資業務ならびに起業支援に関わった実
務経験のある教員がビジネス現場に即した実践的な講義・演習を実施します。
ケーススタディ、課題演習等については授業内で解説するとともに、質問などについ
てはオフィスアワーでのフォローアップ、メール等でのフィードバックも行います。

■授業計画

①ガイダンス～ベンチャービジネスとは、
②ビジネスモデルとビジネスプラン
③事業主体と資金計画
④運転資金と設備資金
⑤資金調達
⑥収益計画・人員計画
⑦資金繰り
⑧中間発表～中間振り返り
⑨市場分析
⑩市場競争力
⑪プロモーション
⑫プレゼンテーション作成演習(1)
⑬プレゼンテーション作成演習(2)
⑭プレゼンテーション作成演習(3)
⑮期末発表～期末振り返り

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
事業計画の立案において競争相手を明確にし、そこに対してどのような差別化を図る
か、またバックキャスティング思考によりその実現性を明確に説明できるようになる
。併せて企業の事例研究と演習により、ビジネス感覚に基づく課題認識、課題解決力
とプレゼンテーション力の重要性を学修し、それを応用する力を身に付けることを目
標とします。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「スポーツビジネス分野の専門・実践的知識、技能の習得」がなされ、「自立して行
動できる姿勢、課題を発見し解決する能力」を身に付けた学生に学位を授与すると言
う方針に基づき、あらゆるビジネスの現場で課題を認識し、その解決に向かって挑戦
できる社会人基礎力を身に付ける。

■成績評価基準と方法

授業内提出物　　　　20％
中間発表　　　　　　30％
期末発表　　　　　　50％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
使用しません。資料を適宜配布します。

【参考文献】
「ベンチャー企業」松田修一（著）日本経済新聞出版社
「中小企業・ベンチャー企業論」植田浩史・桑原武志・本田哲夫・義永忠一・関智宏
　　　　　　　　　田中幹大・林幸治（著）有斐閣コンパクト

2021(令和3)年4月1日

1271



■授業外学習

【具体的な内容】
次回の演習内容についてキーワードを提示しますので、意味などを調べると共に演習
の準備をしてください。毎回授業の冒頭に前回の授業内容を復習し、問題を提示し指
名により発言を求めます。必ず前回の授業内容を振り返り、重要事項と演習内容をノ
ートに整理してください。また、ニュース・新聞などで最近の社会や企業の動き・情
報を入手し、授業の中で質問及び自分の意見として発表できるように心がけてくださ
い。

【必要な時間】
予習復習の時間は、それぞれ2時間を目安とします。

■その他

授業中に課題の内容について随時指名して発言を求めますので、しっかりと予習・復
習したうえで授業に参加してください。
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2019 年度生 スポーツビジネス学科

科 目 名 スポーツ心理学[スポビ]

開講期・単位 3年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 田部井　祐介

■講義の目的および概要

本講義は、競技パフォーマンス発揮における心理的影響についての専門的知識および
スポーツ場面への介入となるメンタルトレーニングについて理解し、実践への応用方
法を修得することを目的とする。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
本講義は基本的に講義形式にて行うが、必要に応じてグループワークおよびディスカ
ッションなどを取り入れ、能動的な学修を目指す。
本講義は、スポーツ心理学を専門とし、研究実績を有する教員がスポーツ心理学とは
何かを理論とスポーツ現場の視点から理解できるよう実施する。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題については、講義内で解説する。

■授業計画

①ガイダンス
②スポーツ心理学とは
③運動の学習と指導１（練習方法による違い）
④運動の学習と指導２（フィードバック）
⑤スポーツにおける動機づけ１（動機づけとは）
⑥スポーツにおける動機づけ２（自己効力感）
⑦スポーツの社会心理１（チームビルディング）
⑧スポーツの社会心理２（リーダーシップ）
⑨運動の心理的効果
⑩競技心理１（ピークパフォーマンス）
⑪競技心理２（スランプとあがり）
⑫メンタルトレーニング１
⑬メンタルトレーニング２
⑭スポーツ臨床
⑮まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①スポーツ心理学の基礎的知識を理解することができる。
②スポーツ場面での活用に向けて、メンタルトレーニングの知識を活用することがで
きる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「スポーツ健康分野の基礎的知識、技能の修得」に基づき、スポーツ心理学の専門的
知識を理解し、その知識をスポーツ場面に応用できる能力を身につける。

■成績評価基準と方法

授業内課題　30％
定期試験　　70％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
適宜プリントを配布する。

【参考文献】
「よくわかるスポーツ心理学」,中込四郎・山本裕二・伊藤豊彦　ミネルヴァ書房

■授業外学習

【具体的な内容】
事後学習として配布資料を振り返り、事前学習として授業内で提示される領域につい
て調べておくこと。

【必要な時間】
2時間を目安とする。

■その他
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2019 年度生 スポーツビジネス学科

科 目 名 ハンドボール

開講期・単位 3年 後期・選択 2単位・演習

担 当 者 横山　克人

■講義の目的および概要

　ハンドボールは「走」「投」「跳」を使った全身運動であり、攻防形式で行われる
ゴール型集団競技である。本講義は、ハンドボール競技を専門的に学びます。ハンド
ボール競技の個人技術（パス、キャッチ、シュート、フェイント）、グループ戦術（
数的同数・有利・不利）、チーム戦術（オフェンスシステム、ディフェンスシステム
）を段階的に学び、技術や戦術の修得を目指します。また、単に技術の修得だけでな
く、ハンドボール競技の歴史的背景や競技規則についても理解を深めていきます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
　基本的には、実技形式で行います。場合に応じて、映像やプリントを活用した講義
形式での学習も行います。
　本講義は、日本ハンドボール協会公認資格であるコーチ3の資格を保有する教員が
競技特性、競技規則を解説しながら講義を行います。また、ハンドボール競技の指導
および実務経験があり、段階的な指導を展開します。

【課題に対するフィードバックの方法】
　毎時間、受講カードの裏面に感想や質問を書いてもらいます。質問に関しては、翌
時間の冒頭に回答します。また、回答と併せて、前回の復習を行います。さらに、毎
授業では、技術・戦術の課題を提示し、板書と実技を交えて解説をします。

■授業計画

①ガイダンス（歴史、競技規則の概要）
②個人技術の獲得（パス、キャッチ）
③個人技術の獲得（シュート、フェイント）
④ゲーム（個人技術の発揮）
⑤個人技術の応用（走りながらのパス、キャッチ）
⑥個人技術の応用（多様なシュート、多彩なフェイント）
⑦ゲーム（個人技術の活用）
⑧グループ戦術（数的有利、競技規則の理解）
⑨グループ戦術（数的同数、競技規則の理解）
⑩グループ戦術（数的不利、競技規則の理解）
⑪ゲーム（グループ戦術の活用）
⑫チーム戦術（チームディフェンスについて）
⑬チーム戦術（チームオフェンスについて）
⑭ゲーム（チーム戦術の活用）
⑮実技テスト、筆記テスト

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
　ハンドボール競技における個人技術（パス、キャッチ、シュート）を身に付け、そ
れらの動きのポイントについて説明できる。また、ゲームを通じてハンドボール競技
の戦術を理解し、競技規則について説明できる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「スポーツ健康分野の専門的知識、技能を修得」に基づき、ハンドボール競技に関す
る知識と技能を身に付ける。また、「スポーツマンシップの修得」に基づき、ルール
を遵守し、相手を尊重できる精神を身に付ける。

■成績評価基準と方法

実技テスト（30％）
レポート課題（30％）
筆記テスト（40％）

■テキスト・参考文献

【テキスト】
　適宜プリントを配布します。

【参考文献】
　「ハンドボール指導教本」財団法人日本ハンドボール協会　大修館書店
　「ハンドボールの基本と戦術」酒巻清治　実業之日本社
　「確実に上達するハンドボール」酒巻清治　実業之日本社

■授業外学習
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【具体的な内容】
　事前学習では、インターネット等でハンドボールの試合映像を見て、競技規則の理
解やプレーのイメージ作りをし、ハンドボールに関する知識を深めて下さい。
　なお、本講義では、激しい運動が伴うため、日頃から体を動かす時間を作り、体力
づくりを行うことを意識して下さい。また、傷害予防のために、講義の前後にはスト
レッチを行うことを心がけて下さい。
　
【必要な時間】
　日常的且つ、継続的な学習活動を心がけ、1日40分（6日で4時間）を目安とします
。

■その他

　ハンドボールは非常に危険なスポーツであるため、必ず担当教員の指示に従って下
さい。また、競技特性から安全面を考慮し、装飾品の一切を外して下さい。
　受講希望者が多い場合は、履修制限をかけることがありますので、ご了承ください
。
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2019 年度生 スポーツビジネス学科

科 目 名 サッカー

開講期・単位 3年 前期・選択 2単位・演習

担 当 者 田部井　祐介

■講義の目的および概要

本講義では、サッカーの「止める」、「蹴る」、「運ぶ」といった技術と戦術の基本
を理解し、それらをゲームのどのような場面で使用するのが効果的なのかを学ぶ。ま
た、サッカーの歴史、文化的背景やサッカーの競技特性を理解し、サッカーを理論と
実践で学ぶことを目的をする。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
本講義は、実技と講義形式で行い、実技ではサッカーの基礎的技術、講義では専門的
知識を得ることを目指す。
本講義は、サッカー協会公認の指導者ライセンスを有する教員が競技特性および競技
規則を解説し、段階的な技術・戦術指導を行う。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題については講義内で解説する。

■授業計画

①ガイダンス
②サッカーの歴史・ルールの理解（講義）
③パスをしよう（ボールコントロール）
④パスをしよう（多数ゴールゲーム）
⑤シュートをしよう（ストップボール）
⑥シュートをしよう（シュートゲーム）
⑦サッカーのコーチングⅠ（講義）
⑧ボールを運ぼう（ボールキープ）
⑨ボールを運ぼう（ラインゴールゲーム）
⑩ゲームをしよう・技能テスト
⑪サッカーのコーチングⅡ（講義）
⑫コーチングの実践Ⅰ（パス）
⑬コーチングの実践Ⅱ（シュート）
⑭コーチングの実践Ⅲ（ドリブル）
⑮まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①チームワークを高め、仲間とともに課題や目標に挑戦できる。
②運動習慣を定着させ、スポーツ文化に対する理解を深めることができる。
③サッカーの競技特性を理解し、基礎技術を実践できる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「スポーツ健康分野の知識、技能の活用能力」に基づき、サッカーに関する知識、技
能および指導力を身につける。

■成績評価基準と方法

技能テスト　40％
レポート　30％
授業内課題　30％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
適宜プリントを配布する。

【参考文献】
「理論と実践で学ぶサッカーコーチング」中山雅雄編著　大修館書店

■授業外学習

【具体的な内容】
サッカーについての基礎知識、ルール等を理解しておく。
怪我の予防において、基礎運動を継続しておく。

【必要な時間】
2時間を目安とする。

■その他
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受講希望者が35名を超えた場合、履修制限をかけることがあります。
スポーツに適した服装、屋内シューズ（フットサルシューズが好ましい）と屋外シュ
ーズ（トレーニングシューズ・スパイクが好ましい）を用意すること。
4月中および荒天時には体育館での実施となります。
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2019 年度生 スポーツビジネス学科

科 目 名 バレーボール [スポビ]

開講期・単位 3年 後期・選択 2単位・演習

担 当 者 石川　みゆき

■講義の目的および概要

本講義ではバレーボールの基本技術や戦術、ルールを身につけ、チームで協力しなが
らラリーの続くゲームが楽しめるようになることを目指します。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
ルールや技術ポイント等の説明を交えながら、技術練習や課題解決などチームごとの
活動を主体にバレーボールの実技を行います。

【課題に対するフィードバックの方法】
授業内で課題を共有、意見交換や解説を交えながら解決を図ります。

■授業計画

基本編①ガイダンス、身体慣らしとパスの基本
　　　②バレーボールの来歴と特性、基本的なトレーニングとパス
　　　③パスに関するルールと技術ポイント、ボールをつなぐためのパス練習
　　　④実技テスト１(基本編)、ラリーゲーム
応用編⑤サーブとレセプションに関するルールと技術ポイント
　　　⑥攻撃と守備に関するルールとフォーメーション、スパイク練習
　　　⑦レセプションから攻撃の組み立て練習
　　　⑧スパイクとブロック、ディグから攻撃の組み立て練習
　　　⑨実技テスト２(応用編)、ラリーゲーム
　　　⑩練習ゲーム１…チャンスボールから三段攻撃へ
　　　⑪練習ゲーム２…レセプションから三段攻撃へ
　　　⑫実技テスト３(応用編)
　　　⑬審判法、ゲーム
　　　⑭ゲーム
　　　⑮ゲーム、まとめ、レポート提出

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①バレーボールのルールや技術の基本を身につけ、ゲームの運営ができる。
②戦術を理解し、協力しあって技術の向上を目指すことができる。
③チームプレーに必要な自律した行動やリーダーシップが取れる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「スポーツ振興や健康づくりなどスポーツビジネスの現場で活躍できる人材の育成」
に基づき、習得した知識・技能を生かし社会人として自立できる能力を身につける。

■成績評価基準と方法

①積極性、マナー、提出物　　　４０％
②実技テスト　　　　　　　　　３０％
③レポート　　　　　　　　　　３０％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
必要に応じて資料を配布します。

【参考文献】
コーチング　バレーボール(日本バレーボール協会　大修館書店)

■授業外学習

【具体的な内容】
ルール等の基本的な知識を得ておくと取り組みやすいと思います。

【必要な時間】
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■その他

バレーボール上達のポイントは基本技術の習得です。テストで習熟度を見極めたうえ
で応用編に進みますので、基本編は必ず出席すること。また初回から実技ができるよ
う、ジャージ・シューズを準備して来てください。
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2019 年度生 スポーツビジネス学科

科 目 名 バスケットボール

開講期・単位 3年 後期・選択 2単位・演習

担 当 者 後藤　ゆり、長屋　純市

■講義の目的および概要

バスケットボールの歴史、ルール、競技特性を理解し、個人技術やチーム戦術を身に
つける。また、地域や学校で対象者の特性に応じた指導ができるよう、指導法、指導
計画の立案・実践、審判法について学習する。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
体育館での学習・実技を中心に展開する。本講義は、バスケットボール指導の実務経
験のある教員が担当し、授業の前半で知識と技術を解説し、その後、バスケットボー
ルの諸技術について実践を行う。

【課題に対するフィードバックの方法】
授業内で適宜解説を行う。

■授業計画

①オリエンテーション
②バスケットボールについて（歴史、ルール、特性について）
③シュートとリバウンド技術
④パス技術
⑤ドリブル技術
⑥ディフェンス技術(フットワークとボディコントロール)
⑦個人および集団戦術１（１対１を中心に）
⑧個人および集団戦術２（２対２を中心に）
⑨個人および集団戦術３（３対２を中心に）
⑩リーグ戦を通してのチーム戦術の考案１（トランジションプレー）
⑪リーグ戦を通してのチーム戦術の考案２（スクリーンプレー）
⑫リーグ戦を通してのチーム戦術の考案３（ディレイオフェンス）
⑬リーグ戦を通してのオフィシャルの練習（審判方法含む）
⑭実技テスト、ゲーム（審判方法含む）
⑮指導計画の立案・実践

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①バスケットボールの歴史、ルール、競技特性を説明できる。
②バスケットボールの基本的な技術や戦術を実践できる。
③バスケットボール指導を対象者の特性を考慮して計画し、作成した指導計画書によ
り実践できる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「スポーツ健康分野に関する基礎的知識と技能の科学的視点からの理解およびそれを
基にした専門知識、技能の修得」に基づき、バスケットボールの技能を科学的に理解
し、バスケットボールに関する知識と技能を学修する。

■成績評価基準と方法

①技術練習の進行度、達成度　30％
②実技テスト　　　　　　　　40％
③レポート（指導計画含む）　30％

■テキスト・参考文献

【参考文献】
・保健体育科学習指導要領
・その他適宜資料を配布する

■授業外学習

【具体的な内容】
事前学習：動画や文献などから、バスケットボールの興味のあるプレーや練習方法な
どについて情報を得ておくこと。
事後学習：講義内容についての小レポートや小テストへの準備学習が必要である。

【必要な時間】
事前および事後学習では、２時間程度の時間を要する。

■その他
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実技科目であるので、身体を動かせるように体調管理や服装などの準備をしておくこ
と。なお、教員免許の取得を目指している学生は、保健体育科の学習指導要領を熟読
のこと。
本科目は、保健体育科教員免許（教科に関する科目）の必修科目である。
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2019 年度生 スポーツビジネス学科

科 目 名 生涯スポーツ演習

開講期・単位 3年 通年・選択 2単位・演習

担 当 者 新井　貢、粟野　祐弥

■講義の目的および概要

生涯を通じて、健康の保持・増進やレクリエーションを目的に、だれもが、いつでも
、どこでも気軽に参加できる生涯スポーツについて理解するとともに、学内外で開催
されるスポーツに関わるイベントなどにボランティアスタッフとして参加し体験的に
学ぶ。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
教室での講義、グループワークを踏まえ、実習体験として学内外で開催されるイベン
トに参加する。
本科目のほか、学部学科が指定するフィールドワーク等実践的場に参加することがあ
る。
社会教育主事として生涯スポーツの推進に関わった実績を踏まえ、生涯にわたってス
ポーツに親しむ態度を育成する

【課題に対するフィードバックの方】
必要に応じて課題、質問を果たし、授業内で解説する。また、授業後も時間を割いて
、個別に対応する。

■授業計画

①ガイダンス
②生涯スポーツの位置づけ
③生涯スポーツの現状と課題
④ライフスタイルとスポーツ
⑤グループワークⅠ「スポーツ実施率の向上戦略」
⑥グループワークⅡ「スポーツを通した地域の活性化」
⑦～⑭事業参加
　以下の事業から３つ以上の事業に参加し、報告レポートを提出する。
　・札幌国際大学が企画する事業
　・行政が企画する事業
　・教育関係団体、スポーツ団体が企画する事業
　・その他、事前申告により認められた事業
⑮まとめ、レポート

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①生涯スポーツの重要性を理解し、事業を企画立案することができる。
②自ら身に付けた知識、技能を実践的に展開することができる。
③スポーツ健康分野の現状を知り、問題点を認識することができる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「生涯スポーツの育成発展に努めながら、スポーツを通して地域社会に貢献できる教
養豊かなスポーツ指導者を育成する」に基づき、生涯スポーツの役割を理解し、積極
的に指導に関わる態度を身につける。

■成績評価基準と方法

①グループワークでの発表、提出物　３０％
②実習への参加状況（主催団体からの報告を含む）　４０％
③提出課題、レポート　３０％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
特になし

【参考文献】
必要に応じて配布する

■授業外学習
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【具体的な内容】
事前学習として、スポーツに関わる新聞、ニュース、テレビ報道などを積極的に観て
、幅広い知識と現状を理解する。
事後学習として、授業で身につけた知識、教養を、スポーツに関する事業やイベント
にボランティア参加することで実践する。
科目に関連する学部学科行事を実施した際は、到達目標に関するレポートを行う場合
がある。

【必要な時間】
事前事後学習として、それぞれ２時間を目安とする。

■その他

この科目は「実践キャリア実務士」の選択科目である。
事業参加に伴う交通費等については自己負担を原則とし、主催団体の指示に従うこと
。
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2019 年度生 スポーツビジネス学科

科 目 名 スポーツ・健康ビジネス特講

開講期・単位 3年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 赤川　智保

■講義の目的および概要

本講義ではスポーツビジネス業界の第一線で活躍している方々を講師に迎えて講話を
伺い業界のそれぞれの立場から仕事の内容などの知識を深めます。フィールドワーク
でスポーツ・健康ビジネス業界の企業・施設を訪問して、現場の様子、仕事の内容や
活動状況などを学びます。グループワークではテーマによる立案をし、多様化する健
康・スポーツビジネスの領域や可能性を学修します。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
　前半は講義形式で行いますが、後半は学外へフィールドワークを行います。毎回振　
　り返りシートに記入し、講義内容の振り返りを行います。グループワークやディス
カッ
　ションなどを取り入れ、能動的な学修を目指します。本科目のほか，学部学科が指
定す
　るフィールドワーク等実践的学習の場に参加することがあります。

【課題に対するフィードバックの方法】
　課題については、授業内で解説し理解を深めているか質疑応答を通して助言を行い
ま
　す。

■授業計画

①ガイダンス（資格について）
②多様化するスポーツビジネスⅠ
③多様化するスポーツビジネスⅡ
⑤スポーツスクールコーチの立場から　外部講師による講話
⑥プロスポーツ選手の立場から　　　　外部講師による講話　　　　　　
⑦スポーツトレーナーの視点から　　　外部講師による講話
⑧グループワークⅠ　総合型地域スポーツクラブの運営
⑨グループワークⅡ　調査・討議
⑩グループワークⅢ　準備
⑪～⑫グループワークⅣ・Ⅴ　発表
⑬～⑭フィールドワーク　企業訪問見学
⑮まとめのレポート

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①地域スポーツの振興の意義や課題を理解する力を養う
②スポーツビジネスや健康産業が社会に及ぼす影響や可能性を説明できるようにな
　り、スポーツ健康分野の現状を知り，問題点を認識することができる
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
①スポーツ・健康ビジネス分野の基礎的・専門的・実践的知識、技能を習得する
②学位授与方針「スポーツ健康分野に関する基礎的知識と技能の科学的視点からの理
　解およびそれを基にした専門知識、技能の修得」および「スポーツ健康分野の課題
　分析力の修得」に繋がるスポーツ健康分野の現状を認識することに関連する

■成績評価基準と方法

①提出物（レポート）60％
②振り返りシート　　40％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
　適宜プリントを配布します。

【参考文献】
　その都度適切な文献を紹介します。

■授業外学習
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【具体的な内容】
　常日頃からニュース、新聞などで健康・スポーツビジネスに関する情報に目を向け
　入手するように心がけ、科目に関連する学部学科行事を実施した際は，到達目標に
　関するレポートを行う場合があります。
【必要な時間】
　予習・復習の時間はそれぞれ2時間を目安とします。

■その他

外部講師による講話、フィールドワークは必ず受講して下さい。フィールドワークの
開催時期は変動する場合があり、交通費やそれにかかわる費用は実費です。講師の都
合により計画が前後する場合があります。日本スポーツ公認スポーツ指導者の資格に
関わる科目です。
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2019 年度生 スポーツビジネス学科

科 目 名 スポーツマネジメント演習

開講期・単位 3年 前期・選択 2単位・演習

担 当 者 斗澤　元希

■講義の目的および概要

スポーツマネジメントを考え、グループや個人で企画、調査、運営、管理、などを組
み立てる。

企画書作成からマーケティング、イベント運営案、スタッフ配置や役割についても考
え、グループや個人で企画し運営・検証する。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
グループか個人で、一つのイベント・企画をプロデュースする。
本講義は、プロサッカーチームにおいて主に広報や営業、運営、経営戦略など幅広い
実務経験のある教員が、実際の現場で生起する様々なスポーツマネジメントにおける
課題等を踏まえた実践的指導を行う。

【課題に対するフィードバックの方法】
各グループ毎にフィードバックを行う。

■授業計画

①ガイダンス
②スポーツイベント・企画とは　
③スポーツイベント・企画（全体像）の理解、企画
④イベント企画案作成　スケジューリングなど
⑤イベント企画案作成　スケジューリングなど
⑥イベント企画案作成　スケジューリングなど
⑦企画書作成①
⑧運営検証①
⑨運営検証②
⑩イベント実施に向けての中間報告　各グループ　
⑪意見交換　
⑫イベント検証　最終確認　リハーサル
⑬プレゼンテーション　イベント発表
⑭プレゼンテーション　イベント発表
⑮振り返り

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
スポーツイベント・企画の目的や意義を理解する
イベントのスタッフの役割や責任・安全管理を理解する
イベント内外の人、お金の流れ、コンプライアンスについて理解する
イベント運営のリスクマネジメントについて理解する
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
スポーツビジネス分野の実践的知識、マネジメント能力、技能・企画力の修得

■成績評価基準と方法

グループワークや個人の企画に取り組めているか、実効性のある取組が出来ているか　
50％
オリジナリティがあり実際に出来るイベント・企画をつくりあげたか　20％
レポート　30％

■テキスト・参考文献

【テキスト】

【参考文献】

■授業外学習

【具体的な内容】
様々なスポーツイベント等の情報収集を行う。

【必要な時間】
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■その他

講義だけではなく、イベント・企画実習も行います。
企画書は全てPCで作成します。
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2018 年度生 スポーツビジネス学科

科 目 名 卒業研究[スポビ]

開講期・単位 4年 通年・選択 4単位・演習

担 当 者
佐久間　章、原　一将、斗澤　元希、横山　克人、濱田　剛一、田部
井　祐介、粟野　祐弥、赤川　智保

■講義の目的および概要

4年間の学びの集大成として、3年次までの研究課題を再確認し、それについて適切な
方法にもとづいて調査・研究を実践します。そして、最終的に論文としてまとめ、そ
の成果を発表する等のスキルを身に付けることを目的とします。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
　本講義は、担当指導教員のゼミナール方式です。研究方法の基礎を学ぶとともに、
各自の選択したテーマについての論文作成作業の経過報告を中心にグループ討議、個
別の論文作成指導を行います。

【課題に対するフィードバックの方法】
　毎回の授業では、1週間の進捗状況をチェックし、適宜フィードバックを行います
。

■授業計画

■春学期
①オリエンテーション
②論文作成の基本的作法について（１）
③論文作成の基本的作法について（２）
④研究テーマの検討・決定（１）
⑤研究テーマの検討・決定（２）
⑥研究テーマの検討・決定（３）
⑦「問題の所在」「研究目的」の文章化（１）
⑧「問題の所在」「研究目的」の文章化（２）
⑨研究方法の検討（個人）（１）
⑩研究方法の検討（個人）（２）
⑪研究方法の検討（ゼミ）（１）
⑫研究方法の検討（ゼミ）（２）
⑬調査（１）（※夏季休業期間にも実施する）
⑭調査（２）
⑮調査（３）

■秋学期
①中間報告会
②研究論文のアウトラインの検討（１）
③研究論文のアウトラインの検討（２）
④研究論文のアウトラインの検討（３）
⑤研究論文の作成・充実（１）
⑥研究論文の作成・充実（２）
⑦研究論文の作成・充実（３）
⑧研究論文の作成・充実（４）
⑨研究論文の作成・充実（５）
⑩研究論文の作成・充実（６）
⑪研究論文の作成・充実（７）
⑫研究論文の作成・充実（８）
⑬仮提出された研究論文の修正
⑭最終報告会への準備
⑮最終報告会

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
春学期：論文の基本的作成方法を理解し、適切な研究方法にしたがって研究（調査）
を行えるようになる。
秋学期：研究論文を完成させ、その成果について分かりやすく説明できるようになる
。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力」に基づき、設定したテーマ
について自ら追究し、行動し、解決していくことで社会人として自立できる能力を身
に付ける。

■成績評価基準と方法

最終論文（50%）
最終成果報告（10%）
定期的な提出物（40%）
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■テキスト・参考文献

【テキスト】
適宜プリントを配布します。
【参考文献】
『よくわかる卒論の書き方』白井利明・高橋一郎　ミネルヴァ書房

■授業外学習

【具体的な内容】
　ゼミナール方式で行いますが、重要なことは、指導教員との“協働”です。指導教
員のオフィスワークを積極的に活用しながら、授業時間外による調査・論究がきわめ
て重要となります。多くの時間を割いて論文作成に努めてください。
【必要な時間】予習・復習の時間はそれぞれ2時間を目安とします。

■その他
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2018 年度生 スポーツビジネス学科

科 目 名 テーマ研究Ⅰ[スポビ]

開講期・単位 4年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 横山　克人

■講義の目的および概要

　本講義では、応用演習Ⅰ・Ⅱで修得したスキルをさらに深め、応用できる能力を身
に付けることを目的とします。各自でテーマを設定し、テーマ研究の論文を執筆しま
す。執筆する過程において、論理的思考力と文書作成能力を身に付けることを目指し
ます。また、定期的にゼミ内で、各自の調査・研究内容について報告会を開催し、プ
レゼンテーション能力を磨き、意見交換のなかで批判的思考力を身に付けることを目
指します。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
　基本的には、講義形式とディスカッション形式で行います。本講義では、各自で作
成した年間計画書に基づき、テーマの目的、方法、結果、考察を自ら検討する能動的
な学修を目指します。また、個々の研究に応じて、必要であればフィールドワークを
行い、調査してきた内容や疑問点をディスカッションし、情報共有や意見交換を行い
ます。
　なお、本科目のほか、学部学科が指定するフィールドワーク等実践的学習の場に参
加することがある。

【課題に対するフィードバックの方法】
　毎回の授業では、1週間の進捗状況をチェックし、適宜フィードバックを行います
。

■授業計画

①ガイダンス（年間計画書作成）
②テーマ、目的の設定
③テーマに関する資料収集Ⅰ
④テーマに関する資料収集Ⅱ
⑤研究方法の検討と執筆Ⅰ
⑥研究方法の検討と執筆Ⅱ
⑦研究方法の検討と執筆Ⅲ
⑧結果の検証（数値化とグラフ化）Ⅰ
⑨結果の検証（数値化とグラフ化）Ⅱ
⑩結果の検討（数値化とグラフ化）Ⅲ
⑪結果の検討と執筆Ⅰ
⑫結果の検討と執筆Ⅱ
⑬ゼミ内発表会
⑭学科中間発表会
⑮まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
　年間計画書を作成し、計画的且つ、予測的に行動する能力を身に付ける。また、個
々のテーマに基づき、研究目的と研究方法を明確に説明することができる。
　学修内容に基づき、スポーツ健康分野の現状を知り、問題点を認識することができ
る。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
　「修得した知識、技能の活用能力」「自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決
する能力」に基づき、自らが設定したテーマに対して、計画的且つ、論理的に追究し
、整合性のある文章を執筆できる能力を身に付ける。

■成績評価基準と方法

プレゼン発表（40％）
ゼミ内論文提出（40％）
まとめ（20％）

■テキスト・参考文献

【テキスト】
　適宜プリントを配布します。

【参考文献】
　個々のテーマに関連する分野に応じて、参考文献を紹介します。

■授業外学習

2021(令和3)年4月1日

1290



【具体的な内容】
　論文の執筆と発表資料の作成は、春学期秋学期30回の講義だけでは間に合わないた
め、事前事後の学習および夏季休暇、冬季休暇の時間を活用して下さい。基本的には
、個々が作成した年間計画書に沿って研究を進めて下さい。毎回の授業では、1週間
の進捗状況をチェックします。
　なお、科目に関連する学部学科行事を実施した際は、到達目標に関するレポートを
行う場合がある。

【必要な時間】
　個々の年間計画によりますが、基本的には、1週間で4時間以上の学習時間を目安と
します。

■その他

　個々のテーマや研究方法によっては、アンケートやインタビュー、実地調査がある
ため、それに応じて活動費用や交通費が発生する可能性があります。また、テーマに
関する資料収集では、参考図書を購入してもらう可能性もありますので、予めご了承
ください。
　夏季休暇期間中には、計画書に沿って論文執筆の作業を進めください。

2021(令和3)年4月1日

1291



2018 年度生 スポーツビジネス学科

科 目 名 テーマ研究Ⅰ[スポビ]

開講期・単位 4年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 佐久間　章

■講義の目的および概要

本講義は、文献等の読解力や文章作成能力及びプレゼンテーションの力を身につける
ことを目的とします。 各自で設定したテーマについて、調査・研究をすすめ、レポ
ートを作成します。また、定期的にゼミ全体で、各自の調査・研究についての報告会
を開催し意見交換を行います。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
個々のテーマに則した個別指導を基本とします。また、適時グループワークやディス
カッション形式での能動的な授業も行います。スポーツ指導や行政組織において経験
のある教員が、具体的事例等を示しながら進めます。
本科目のほか，学部学科が指定するフィールドワーク等実践的学習の場に参加するこ
とがあります。
【課題に対するフィードバックの方法】
課題については、授業内で解説するとともに、必要に応じて資料を配布します。

■授業計画

①ガイダンス
②テーマ設定に関わる資料収集（文献）
③テーマ設定に関わる資料収集（インターネット）
④テーマの設定および報告・意見交換
⑤調査研究計画の作成
⑥調査研究計画の報告・意見交換
⑦調査研究計画のリデザイン
⑧テーマ関連資料の収集（文献）
⑨テーマ関連資料の収集（インターネット）
⑩中間報告レポートの作成（アウトラインの構想）
⑪中間報告レポートの作成（アウトラインの作成）
⑫中間報告レポートの作成（アウトラインの検討）
⑬中間報告発表資料の作成
⑭中間報告会と意見交換
⑮春学期のまとめと秋学期のスケジュール確認

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
設定したテーマに基づき、資料の収集を行い、収集資料を多角的に分析し、レポート
を作成し、発表することができる。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「スポーツ健康分野の技能の活用能力や自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決
する能力を身に付けている学生に学位を授与する」に基づき、地域スポーツの振興と
健康づくりに貢献できる知識や技能を身に付ける。

■成績評価基準と方法

毎回の提出物（振り返りシート）（40％）
発表（30％）
レポート（30％）

■テキスト・参考文献

【テキスト】
テキストは使用せず、適宜資料を配布します。
【参考文献】
授業の中で、適時紹介します。

■授業外学習

【具体的な内容】パソコンでのレポート作成およびパワーポイントでのプレゼンテー
ションを行うので、パソコンスキルの向上に日ごろから努めてください。また、各自
のテーマについて取り組み状況を、毎回発表し、協議をするので、各回、事前・事後
学習によって準備すると共に、協議内容のふりかえりとノート整理をしてもらいます
。
【必要な時間】予習・復習の時間はそれぞれ2時間を目安とします。

■その他
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2018 年度生 スポーツビジネス学科

科 目 名 テーマ研究Ⅰ[スポビ]

開講期・単位 4年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 原　一将

■講義の目的および概要

3年次の応用演習Ⅰ、応用演習Ⅱを踏まえ、各自でテーマを設定してもらいます。課
題発見能力、レポート作成能力、プレゼンテーション能力などを伸ばしていきますが
、特に重視しているのはプレゼンテーション能力です。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
ゼミナール形式と個別指導形式の両輪で動きます。ゼミナールでは活発な討議や意見
交換を行います。 

【課題に対するフィードバックの方法】
課題については授業内で解説するとともに、フィードバックについても授業内で行い
ます。

■授業計画

概ね以下のとおりです。

※予告なく内容が変わる場合もあります。

①ガイダンス
②活動方針の検討～決定
③テーマ設定に関わる情報収集（文献、インターネット）
④同上
⑤テーマ設定に基づいた計画書の作成
⑥テーマ設定に基づいた計画書提出・意見交換
⑦～⑩テーマ設定に基づいた研究活動（文献、インターネット、フィールドワークな
ど）
⑪～⑬中間報告レポートの作成
⑭中間報告会
⑮春期振り返り、秋学期スケジュール確認

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
各自でテーマを設定し、テーマ研究を通して、調べる力、まとめる力、発表する力を
身に付ける。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「自立して生きていくための生活習慣、社会人基礎力を身につけている学生に学位を
授与する」に基づき、日々変化する社会において、いかなる環境にも対応できる能力
を獲得し、社会人として自立できる能力を身につけます。

■成績評価基準と方法

「圧倒的な努力」と「圧倒的な結果」は比例します。成績評価は①毎回の課題（50％
）②中間報告会50％です。

■テキスト・参考文献

【テキスト】【参考文献】
必要に応じて資料を配布します。

■授業外学習

日頃からインターネットや新聞、テレビのニュース番組で時事問題に触れていると研
究の視野も広がります。大学は自ら学ぶところです。わからないことは放置せず、ま
ずは「自分で調べる」習慣をつけてください。

■その他

最低限のパソコンスキルは社会に出てからも求められますので、この機会に是非習得
してください。また、テーマ研究は大学生活の集大成です。インスタントに片付ける
ことなく、例えば企業と連携した活動であれば、授業外の時間も積極的に活用してく
ださい。
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2018 年度生 スポーツビジネス学科

科 目 名 テーマ研究Ⅰ[スポビ]

開講期・単位 4年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 赤川　智保

■講義の目的および概要

本講義は卒業ゼミ論文の作成を前提とした演習です。各自で設定したテーマに沿って
具体的な調査・研究を深めて論文にまとめて行く過程で生じる問題について個別に指
導を行い、定期的にゼミ内で各自の調査・研究内容について報告会を開催し、中間発
表へ向けてプレゼンテーション能力を高めます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

講義方法】

基本的に個別指導で行ますが、グループワークによるディスカッション等で能動的に
展開する場合もあります。論文作成では、授業時間以外の個別指導も行い、本科目の
ほか、学部学科が指定するフィールドワーク等実践的学習の場に参加することがあり
ます。

【課題に対するフィードバックの方法】

個別指導やグループワークの際の質疑応答で適確に理解できているか確認し、助言を
行います。

■授業計画

①ガイダンス
②テーマ研究の基本的作法について
③研究テーマの検討
④テーマ設定に関わる資料収集：文献
⑤研究計画書の作成：目的と方法
⑥研究計画書の報告と意見交換
⑦研究計画書の修正
⑧調査活動
⑨調査活動
⑩中間報告のレジュメ作成
⑪中間報告会発表資料の作成
⑫中間報告会発表資料の作成
⑬ゼミ内中間報告会と意見交換
⑭中間報告会と意見交換
⑮振り返りとまとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

到達目標】

①設定したテーマに基づき、基本的作成方法を理解する
②収集した資料を多角的に分析し、資料を作成する
③発表用資料を作成し、人前でわかりやすく発表する
?スポーツ健康分野の現状を知り、問題点を認識することができる

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
①自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力とスポーツビジネス分野の専　
　門知識や技能を習得する。
②学位授与方針「スポーツ健康分野に関する基礎的知識と技能の科学的視点からの理
　解およびそれを基にした専門知識、技能の修得」および「スポーツ健康分野の課題
　分析力の修得」に繋がるスポーツ健康分野の現状を認識することに関連します。

■成績評価基準と方法

①研究計画書　　　　（20％）
②発表資料　　　　　（40％）
③プレゼンテーション（40％）

■テキスト・参考文献
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【テキスト】
特にありません。

【参考文献】
必要に応じて資料等を配布、紹介します。

■授業外学習

【具体的な内容】
　研究計画書、レジュメ、中間報告会資料の作成や発表準備ついては、進捗状況によ
　って授業時間外に行う必要があります。科目に関連する学部学科行事を実施した際
　は、到達目標に関するレポートを行う場合があります。

【必要な時間】予習・復習の時間は2時間を目安とします。

■その他

研究に必要な調査活動に際し、交通費が実費で発生する場合があります。また提出の
期日は厳守してください。
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2018 年度生 スポーツビジネス学科

科 目 名 テーマ研究Ⅰ[スポビ]

開講期・単位 4年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 斗澤　元希

■講義の目的および概要

3年次の応用演習を踏まえ、各自で設定したテーマについて、調査・研究を行い企画
力・プレゼンテーション能力を高める。考える力、物事をコーディネイトしプランニ
ングする力が必要になる現代社会に対応出来る能力を身につける。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
各自の設定した調査・研究が中心となりますがゼミ全体で、進捗状況の発表や意見交
換会なども行います。

【課題に対するフィードバックの方法】
進捗状況レポートへの返答や、授業時間外でも個別指導を行います。

■授業計画

①ガイダンス
②テーマ設定①
③テーマ設定② スケジューリング
④テーマに基づいた計画書の作成①
⑤テーマに基づいた計画書の作成②
⑥テーマに基づいた計画書の作成③
⑦研究活動① 情報収集
⑧研究活動② 情報収集
⑨研究活動③ 情報収集
⑩情報分析①
⑪情報分析②
⑫中間報告レポート作成①
⑬中間報告レポート作成②
⑭中間報告会　意見交換
⑮前期のまとめと振り返り

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
設定したテーマに基づき、マーケティングからプランニングを行いプレゼン力を身に
つける。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「スポーツビジネス分野の実践的知識、専門知識を身に着け、社会人としての基礎能
力を高め、自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する力を身に付ける。

■成績評価基準と方法

計画書作成　30％
情報収集　30％
プレゼン資料作成・発表　40％

■テキスト・参考文献

【テキスト】

【参考文献】

■授業外学習

【具体的な内容】
研究活動、情報収集、など学外での活動も必要になる事があります。
またテーマによっては企業や自治体など外部と連携を行う事もあります。
【必要な時間】

■その他

計画書、調査研究、プレゼン資料作成にはPCが必要となります。
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2018 年度生 スポーツビジネス学科

科 目 名 テーマ研究Ⅰ[スポビ]

開講期・単位 4年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 粟野　祐弥

■講義の目的および概要

テーマ研究では、応用演習で調査した資料を参考に、各自のテーマを設定し、論文を
執筆する。執筆する過程において、より発展的な知識、論理的思考、および文書作成
能力の獲得を目指す。また、進捗報告会を通してプレゼンテーション能力を磨き、意
見交換のなかで自己のテーマについて、より深く考えていく。したがって、本演習で
は、3年次までに修得した基礎的知識や学修スキルをさらに発展させ、応用できる能
力を身につけていくことを目的とする。「ディスカッション」、「グループワーク」
、「プレゼンテーション」等の学修形態を通じて、文章を「読む」、「書く」、「要
約し、整理する」、そして「人に伝える」といった力をさらに伸ばす。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
本講義はゼミナール形式で演習を実施する。文献の調査および要約を行い、学術的な
論文や書籍の内容を理解し、整理できる力を身に付ける。また、その内容を人にわか
りやすくプレゼンテーションできる能力を身に付ける。学術的な領域における研究に
従事する教員が自己の専門的学問領域に加え、その周辺領域を中心に講義の目的に沿
った演習を実施する。本科目のほか、学部学科が指定するフィールドワーク等実践的
学習の場に参加することがある。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題に対する口頭および文章によるフィードバックを授業内で適宜行う。

■授業計画

①ゼミ活動についての全体的なガイダンス　　　　　　　　　　　　　　　　　
②テーマ研究に関連する情報収集1(研究分野について方向性の検討) 
③テーマ研究に関連する情報収集2(研究分野について具体的な計画の検討)　　　　
④テーマ研究に関連する文献調査1(文献の検索)　　　　　　　　　　　　　
⑤テーマ研究に関連する文献調査2(文献の取得)　　　　　　　　　　　　　　
⑥関連分野に関する文献調査1(文献の検索)　　　　　　　　　　　　　　　
⑦関連分野に関する文献調査2(文献の取得)　　　　　　　　　　　　　　　　
⑧中間報告会資料の作成1(中間報告会発表資料のアウトライン作成)　　　　　　
⑨中間報告会資料の作成2(中間報告会発表資料の作成)　　　　　　　　　　
⑩中間報告会資料の作成3(追加資料の取集)　　　　　　　　　　　　　　　
⑪中間報告会資料の作成4(発表練習)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
⑫中間報告会資料の作成5(発表練習と課題の提出)　　　　　　　　　　　
⑬中間報告会資料の作成6(資料の見直しと修正)　　　　　　　　　　　　　　　
⑭学科合同ゼミ中間報告会(中間報告、質疑応答)　　　　　　　　　　　　　　
⑮春学期のまとめと振り返り

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①自らの専門分野、あるいは興味・関心のある領域に関する文献や参考資料を読み、
内容を理解し、要約する力を身に付ける。また、それに対し、自らの考えを述べるこ
とができるようになることを目指す。②これまでに修得した知識を整理し、他人にプ
レゼンテーションできる力を身に付ける。③文献検索方法や、関連資料の入手方法な
ど、基本的な学習方法を身に付け、使いこなせるようにする。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
スポーツ健康分野の基礎的知識、自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能
力を身に付ける。また、修得した知識、技能の活用を可能にする。さらに、「自立し
て生きていくための専門知識、技能を身につけている」に基づき、社会人として必要
に足る技能を獲得する。

■成績評価基準と方法

個人発表(30%)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
課題提出状況(40%)　
中間発表報告会(30%)

■テキスト・参考文献

【テキスト】
特になし。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
【参考文献・資料】
授業内適宜配布する。

■授業外学習
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【具体的な内容】
事前事後学習として、「①スポーツ健康分野の基礎的知識の習得」、「②興味関心の
ある分野に関連した専門的知識」に関する情報収集を推奨する。また、PCや図書館を
使用した情報収集を行うので、それぞれ活用することに慣れておくこと。授業ごとに
前述の内容に関連した課題を課す。科目に関連する学部学科行事を実施した際は、到
達目標に関するレポートを行う場合がある。

【必要な時間】
上記をふまえ、事前および事後学習はそれぞれ2時間を目安とする。

■その他
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2018 年度生 スポーツビジネス学科

科 目 名 テーマ研究Ⅰ[スポビ]

開講期・単位 4年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 濱田　剛一

■講義の目的および概要

応用演習Ⅰ・Ⅱでの調査研究結果を踏まえて、各自でテーマを設定し、研究論文を作
成します。その過程で、基本的な「文書作成力」のほかに「調査研究の手法」、「論
理的な考え方」、「考察力」を学修します。また、個別指導とディスカッションを通
じて、プレゼンテーション能力を磨き、課題発見力と課題解決力を身に付けることを
目指します。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
ゼミナール形式で行ないます。具体的には各自のテーマのゼミ内発表、ディスカッシ
ョンを通して双方向性の高い研究を行い、あわせて能動的学修と相互啓発を目指しま
す。なお研究論文作成に当たっては授業時間以外の個別指導も行います。
また本科目のほか，学部学科が指定するフィールドワーク等実践的学習の場に参加す
ることがあります。

【課題に対するフィードバックの方法】
本講義は銀行において、経営の実務経験および大企業・中小企業との融資・証券・保
険・外国為替業務などの実務経験のある教員がビジネス現場に即した実践的なゼミナ
ールを主催します。研究結果については授業内での発表・議論・解説を重視してフィ
ードバックするとともに、オフィスアワーの他、授業時間外での個別指導、メール等
でのフィードバックも行います。

■授業計画

①ガイダンス
②研究テーマの検討と研究論文の年間計画書作成
③テーマ設定に関わる資料収集（文献・インターネット）
④テーマの設定
⑤年間研究計画書の確定
⑥テーマ研究資料の収集(1)
⑦テーマ研究資料の収集(2)
⑧中間レポートの作成（目的）
⑨中間レポートの作成（方向）
⑩中間レポートの作成（調査）
⑪中間レポートの作成（調査結果）
⑫中間テーマ研究発表会資料の作成
⑬ゼミ内中間発表
⑭中間テーマ研究発表会
⑮夏期休業中の計画書作成

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
設定したテーマについての調査・研究を計画的に実施する行動力を身につけます。ま
たテーマについての資料・調査を多角的に分析し、レポート・発表資料を作成し、調
査方法・結果について説明できるようになることを目標とします。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力」を身に付けた学生に学位を
授与すると言う方針に基づき、高いコミュニケーション能力を有し、課題を認識し、
その解決に向かって挑戦できる社会人基礎力を身に付ける。

■成績評価基準と方法

ゼミ内個人発表　　　　　40％
資料作成　　　　　　　　30％
学科合同ゼミ中間発表　　30％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
使用しません。資料を適宜配布します。

【参考文献】
学生の興味、関心のある分野に応じて、参考文献を紹介します。

■授業外学習
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【具体的な内容】
研究計画書に従って調査の事前準備、調査事項の整理、発表準備、ゼミ内個人発表資
料作成、学科合同ゼミ中間発表準備などの予習復習を必要とします。
また科目に関連する学部学科行事を実施した際は，到達目標に関するレポートを行う
場合があります。

【必要な時間】
予習復習それぞれ2時間を目安とします。また夏季休業中の研究時間の確保が重要で
す。

■その他

各自の研究テーマによってはアンケートやインタビュー、実地調査があるため、それ
に応じて活動費用や交通費が発生し、自己負担となる場合があります。
研究計画書に基づいて発言・発表を求めますので、しっかりと準備をしたうえで授業
に参加してください。
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2018 年度生 スポーツビジネス学科

科 目 名 テーマ研究Ⅰ[スポビ]

開講期・単位 4年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 田部井　祐介

■講義の目的および概要

本講義は、応用演習Ⅰ・Ⅱで修得した知識やスキルを基にテーマを設定し、研究の遂
行と論文執筆を行う。また、研究プロセスをを自主的に学習することで研究の科学的
アプローチを理解し、科学的知識を生産することができる。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
本講義は、ゼミナール形式で演習を実施する。能動的な学習を促すためにディスカッ
ションを多用し、グループおよび個人への指導を行う。必要に応じてフィールドワー
クも実施する。本科目のほか、学部学科が指定するフィールドワーク等実践的学習の
場に参加することがある。
本講義は、コーチング、スポーツにおける情報戦略・心理学に関する研究実績を有し
、競技指導現場での経験がある教員が担当する。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題に関しては授業内で解説する。

■授業計画

①ゼミ活動に関するガイダンス
②年間計画書の作成
③文献収集
④課題設定
⑤課題解決方法の選定
⑥統計処理
⑦引用の仕方
⑧論文執筆について１（諸言）
⑨論文執筆について２（方法）
⑩論文執筆について３（結果）
⑪論文執筆について４（考察）
⑫発表会資料の作成
⑬ゼミ内発表会
⑭学科合同ゼミ中間報告会
⑮前期の振り返りと計画書の推敲

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①研究に必要となる基礎的な知識を習得し、文献を検索、読む、要約、発表すること
ができる
②研究成果をプレゼンテーションできる能力を身につけられるようになる。
③スポーツ健康分野の現状を知り、問題点を認識することができる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力」に基づき、「コーチング」
、「情報戦略」および「スポーツ心理学」領域から課題を抽出し、自主的に研究に取
り組み、課題解決できる能力を養う。

■成績評価基準と方法

合同ゼミでの発表　　40％
講義での態度・発言　40％
授業内課題　 20％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
【参考文献】

必要に応じてプリントを配布する。

■授業外学習
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【具体的な内容】
事前事後学習として、「コーチング」、「情報戦略」および「スポーツ心理学」領域
の研究分野に関する情報収集を推奨する。また、合同ゼミでの発表準備などは授業時
間外に行う場合がある。科目に関連する学部学科行事を実施した際は、到達目標に関
するレポートを行う場合がある。

【必要な時間】
2時間を目安とする。

■その他
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2018 年度生 スポーツビジネス学科

科 目 名 テーマ研究Ⅱ[スポビ]

開講期・単位 4年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 横山　克人

■講義の目的および概要

　本講義では、テーマ研究Ⅰで修得したスキルをさらに深め、応用できる能力を身に
付けることを目的とします。各自のテーマを追究し、テーマ研究の論文執筆と成果発
表を行います。執筆過程において、論理的思考力と文書作成能力を身に付けることを
目指し、成果発表では、視覚的資料の作成能力とプレゼンテーション能力を身に付け
ることを目指します。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
　基本的には、講義形式とディスカッション形式で行います。本講義では、各自で作
成した年間計画書に基づき、テーマの目的、方法、結果、考察を自ら検討する能動的
な学修を目指します。また、個々の研究に応じて、必要であればフィールドワークを
行い、調査してきた内容や疑問点をディスカッションし、情報共有や意見交換を行い
ます。
　なお、本科目のほか、学部学科が指定するフィールドワーク等実践的学習の場に参
加することがある。

【課題に対するフィードバックの方法】
　毎回の授業では、1週間の進捗状況をチェックし、適宜フィードバックを行います
。

■授業計画

①ガイダンス（夏季休暇中の報告）
②考察の検討と執筆Ⅰ
③考察の検討と執筆Ⅱ
④考察の検討と執筆Ⅲ
⑤緒言の執筆Ⅰ
⑥緒言の執筆Ⅱ
⑦結論の執筆Ⅰ
⑧結論の執筆Ⅱ
⑨抄録の作成Ⅰ
⑩抄録の作成Ⅱ
⑪発表資料準備Ⅰ
⑫発表資料準備Ⅱ
⑬ゼミ内発表会
⑭学科発表会
⑮まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
　年間計画と進捗状況を確認し、計画の修正および、予測的に行動する能力を身に付
ける。また、個々のテーマに基づき、研究結果と考察、結論を明確に説明することが
できる。
　学修内容に基づき、スポーツ健康分野の現状を知り、問題点を認識することができ
る。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
　「修得した知識、技能の活用能力」「自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決
する能力」に基づき、自らが設定したテーマに対して、計画的且つ、論理的に追究し
、整合性のある文章の執筆とストーリー性のあるプレゼンテーションができる能力を
身に付ける。

■成績評価基準と方法

プレゼン発表（40％）
テーマ研究論文（60％）

■テキスト・参考文献

【テキスト】
　適宜プリントを配布します。

【参考文献】
　個々のテーマに関連する分野に応じて、参考文献を紹介します。

■授業外学習
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【具体的な内容】
　論文の執筆と発表資料の作成は、春学期秋学期30回の講義だけでは間に合わないた
め、事前事後の学習および夏季休暇、冬季休暇の時間を必ず活用して下さい。基本的
には、個々が作成した年間計画書に沿って研究を進めて下さい。毎回の授業では、1
週間の進捗状況をチェックします。
　なお、科目に関連する学部学科行事を実施した際は、到達目標に関するレポートを
行う場合がある。

【必要な時間】
　個々の年間計画によりますが、基本的には、1週間で4時間以上の学習時間を目安と
します。

■その他

　個々のテーマや研究方法によっては、アンケートやインタビュー、実地調査がある
ため、それに応じて活動費用や交通費が発生する可能性があります。また、テーマに
関する資料収集では、参考図書を購入してもらう可能性もありますので、予めご了承
ください。
　初回の授業では、夏季休暇期間中の成果を報告してもらいます。計画的に論文執筆
と発表資料の作成を進めください。
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2018 年度生 スポーツビジネス学科

科 目 名 テーマ研究Ⅱ[スポビ]

開講期・単位 4年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 佐久間　章

■講義の目的および概要

本講義は、文献等の読解力や文章作成能力及びプレゼンテーションの力を身につける
ことを目的とします。 春学期の「テーマ研究Ⅰ」の調査研究を継続して、各自で設
定したテーマの調査・研究をすすめ、レポートを作成します。また、定期的にゼミ全
体で、各自の調査・研究についての報告会を開催し意見交換を行います。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
個々のテーマに則した個別指導を基本とします。また、適時グループワークやディス
カッション形式での能動的な授業も行います。スポーツ指導や行政組織において経験
のある教員が、具体的事例等を示しながら進めます。
本科目のほか，学部学科が指定するフィールドワーク等実践的学習の場に参加するこ
とがあります。
【課題に対するフィードバックの方法】
課題については、授業内で解説するとともに、必要に応じて資料を配布します。

■授業計画

①ガイダンス
②進捗状況の確認と秋学期の計画
③テーマにかかわる背景の検討
④テーマにかかわる研究目的の検討
⑤発表レポートの作成（目次）
⑥発表レポートの作成（序論）
⑦発表レポートの作成（本論）
⑧発表レポートの作成（考察・まとめ）
⑨発表レポートの作成（図表・参考文献等）
⑩発表レポートの作成（全体の点検）
⑪プレゼン資料の作成
⑫プレ発表会
⑬発表レポート・プレゼン資料の修正
⑭発表会
⑮ふりかえりとまとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
設定したテーマに基づき、資料の収集を行い、収集資料を多角的に分析し、レポート
作成に積極的に取り組むとともに、効果的なプレゼン資料を作成し、わかりやすく発
表することができる。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「スポーツ健康分野の技能の活用能力や自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決
する能力を身に付けている学生に学位を授与する」に基づき、地域スポーツの振興と
健康づくりに貢献できる知識や技能を身に付ける。

■成績評価基準と方法

レポート（10,000字目安）　40％
プレゼンテーション　30％
毎回の提出物（振り返りシート）　30％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
テキストは使用せず、適宜資料を配布します。
【参考文献】
授業の中で、適時紹介します。

■授業外学習

【具体的な内容】パソコンでのレポート作成およびパワーポイントでのプレゼンテー
ションを行うので、パソコンスキルの向上に日ごろから努めてください。また、各自
のテーマについて取り組み状況を、毎回発表し、協議をするので、各回、事前・事後
学習によって準備すると共に、協議内容のふりかえりとノート整理をしてもらいます
。
【必要な時間】予習・復習の時間はそれぞれ2時間を目安とします。
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■その他
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2018 年度生 スポーツビジネス学科

科 目 名 テーマ研究Ⅱ[スポビ]

開講期・単位 4年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 原　一将

■講義の目的および概要

3年次の応用演習Ⅰ、応用演習Ⅱ、春学期のテーマ研究Ⅰを踏まえ、引き続き調査研
究を継続し、レポートを作成します。春学期の反省点を踏まえ、課題発見能力、レポ
ート作成能力、プレゼンテーション能力などをさらに伸ばしていきますが、最終発表
に向け、特に読解力と文章作成能力の向上は重視しています。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
ゼミナール形式と個別指導形式の両輪で動きます。ゼミナールでは活発な討議や意見
交換を行います。 

【課題に対するフィードバックの方法】
課題については授業内で解説するとともに、フィードバックについても授業内で直接
行います。

■授業計画

概ね以下のとおりです。

※予告なく内容が変わる場合もあります。

①ガイダンス
②進捗状況の確認、秋学期活動方針の検討
③秋学期活動方針の決定
④最終レポート作成に向けた計画書作成
⑤最終レポート作成に向けた計画書提出・意見交換
⑥～⑫最終レポート作成（コンテンツ構成、序論、本論、考察、まとめ、図表、参考
文献等）
⑬プレ発表会
⑭最終報告会
⑮秋学期振り返りとまとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
各自でテーマを設定し、テーマ研究を通して、調べる力、まとめる力、発表する力を
身に付ける。特に最終発表では、プレゼンテーション能力が問われるため、発表資料
、内容を万人にわかりやすく伝えることができるようになる。 
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「自立して生きていくための生活習慣、社会人基礎力を身につけている学生に学位を
授与する」に基づき、日々変化する社会において、いかなる環境にも対応できる能力
を獲得し、社会人として自立できる能力を身につけます。

■成績評価基準と方法

「圧倒的な努力」と「圧倒的な結果」は比例します。成績評価は①毎回の課題（50％
）②最終報告会（50％）です。

■テキスト・参考文献

【テキスト】【参考文献】

必要に応じて資料を配布します。

■授業外学習

日頃からインターネットや新聞、テレビのニュース番組で時事問題に触れていると研
究の視野も広がります。大学は自ら学ぶところです。わからないことは放置せず、ま
ずは「自分で調べる」習慣をつけてください。

■その他

最低限のパソコンスキルは社会に出てからも求められますので、この機会に是非習得
してください。また、テーマ研究は大学生活の集大成です。インスタントに片付ける
ことなく、例えば企業と連携した活動であれば、授業外の時間も積極的に活用してく
ださい。
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2018 年度生 スポーツビジネス学科

科 目 名 テーマ研究Ⅱ[スポビ]

開講期・単位 4年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 赤川　智保

■講義の目的および概要

本講義は4年間の学びの集大成として、春学期に設定した研究課題を再確認し、それ
について適切な方法にもとづいて調査・研究を実践し、最終的にテーマ研究論文（
10,000字以上）としてまとめ、その成果を発表する力を養成します。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
　調査・研究の個別指導が中心ですが、グループワークによるディスカッション等も
　行います。レポート作成にあたっては、授業時間以外の個別指導も行います。
　本科目のほか，学部学科が指定するフィールドワーク等実践的学習の場に参加する　
　ことがあります

【課題に対するフィードバックの方法】
　個別指導やグループワークの際の質疑応答で適確に理解できているか確認し助言
　を行います。

■授業計画

①ガイダンス
②進捗状況の確認と秋学期計画表の作成
③調査結果の分析
④テーマ研究論文の構成
⑤テーマ研究論文の作成（序文・図表）
⑥テーマ研究論文の作成（考察・まとめ）
⑦テーマ研究論文の作成（仮提出と添削）
⑧グループワーク　テーマ研究論文の意見交換
⑨テーマ研究論文の修正（まとめ）
⑩テーマ研究論文の修正（参考文献の確認）
⑪テーマ研究論文の完成・提出
⑫グループワーク　ゼミ内発表会と意見交換
⑬発表資料の準備
⑭テーマ研究合同報告会
⑮振り返りとまとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①テーマ研究論文を完成させる
②発表用資料を作成し、人前でわかりやすく発表する
③スポーツ健康分野の現状を知り、問題点を認識することができる

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
①自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力
②スポーツビジネス分野の専門知識、技能の習得
③学位授与方針「スポーツ健康分野に関する基礎的知識と技能の科学的視点からの理
　解およびそれを基にした専門知識、技能の修得」および「スポーツ健康分野の課題
　分析力の修得」に繋がるスポーツ健康分野の現状を認識することに関連する

■成績評価基準と方法

①テーマ研究論文　　　　（40％）
②プレゼンテーション資料（30％）
③テーマ研究発表　　　　（30％）

■テキスト・参考文献

【テキスト】
　特にありません。

【参考文献】
　必要に応じて資料等は配布し、文献の紹介をします。

■授業外学習
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【具体的な内容】
　調査・研究に関する資料作成、レジュメ、発表会の資料作成や発表準備ついては、　
　進捗状況によって授業時間外に行う必要があります。
　科目に関連する学部学科行事を実施した際は、到達目標に関するレポートを行う場　
　合があります。

【必要な時間】予習・復習の時間は2時間を目安とします。

■その他

研究に必要な調査活動に際して、交通費が実費で発生する可能性があります。
提出物の期日は厳守してください。
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2018 年度生 スポーツビジネス学科

科 目 名 テーマ研究Ⅱ[スポビ]

開講期・単位 4年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 斗澤　元希

■講義の目的および概要

前期のテーマ研究を継続、各自で設定したテーマについて、調査・研究を行い企画力
・プレゼンテーション能力を高め論文をまとめる。考える力、物事をコーディネイト
しプランニングする力が必要になる現代社会に対応出来る能力を身につける。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
各自の設定した調査・研究が中心となりますがゼミ全体で、進捗状況の確認や発表・
意見交換会なども行います。

【課題に対するフィードバックの方法】
進捗状況、論文への返答や、授業時間外でも個別指導を行います。

■授業計画

①ガイダンス　スケジュール
②後期研究計画の策定
③分析結果と方向性の確認
④テーマ研究作成①
⑤テーマ研究作成②
⑥テーマ研究作成③
⑦テーマ研究作成④
⑧研究意見交換
⑨論文作成①
⑩論文作成②
⑪論文作成③
⑫報告会資料作成①
⑬報告会資料作成②　最終修正
⑭年間のまとめと振り返り
⑮最終報告会

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
設定したテーマに基づき、マーケティングからプランニングを行いプレゼン力を身に
つけ論文を作成する。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
スポーツビジネス分野の実践的知識、専門知識を身に着け、社会人としての基礎能力
を高め、自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する力を身に付ける。

■成績評価基準と方法

計画書・論文作成　60％
情報収集・整理　　20％
プレゼン資料作成・発表　20％

■テキスト・参考文献

【テキスト】

【参考文献】

■授業外学習

【具体的な内容】
研究活動、情報収集、など学外での活動も必要になる事があります。
またテーマによっては企業や自治体など外部と連携を行う事もあります。

【必要な時間】

■その他

計画書、論文作成、調査研究、プレゼン資料作成にはPCが必要となります。(ワード
・パワーポイント）
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2018 年度生 スポーツビジネス学科

科 目 名 テーマ研究Ⅱ[スポビ]

開講期・単位 4年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 粟野　祐弥

■講義の目的および概要

本講義では、テーマ研究における論文執筆へ向けた集大成として、その準備を中心に
行う。したがって、応用演習、テーマ研究での学修を通して獲得した基礎的なスキル
や、それを応用できる力に基づいて、調査内容の取捨選択、文章の吟味、プレゼンテ
ーションや意見交換をより高いレベルで実施する。これらを通して、高い識字能力の
獲得と、それらを使用して自らの考えを表現できる力の獲得を目指す。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
本講義はゼミナール形式で演習を実施する。テーマ研究Ⅰに継続する形で、文献のよ
り詳細な検討および吟味を行い、学術的な論文や書籍の内容を理解し、整理できる力
を身に付ける。また、その内容を人にわかりやすく説明し、自らの考えを伝えられる
能力を身に付ける。学術的な領域における研究に従事する教員が自己の専門的学問領
域に加え、その周辺領域を中心に講義の目的に沿った演習を実施する。本科目のほか
、学部学科が指定するフィールドワーク等実践的学習の場に参加することがある。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題に対する口頭および文章によるフィードバックを授業内で適宜行う。

■授業計画

①ゼミ活動についての全体的なガイダンス
②各自テーマの再検討1(研究分野の吟味) 
③各自テーマの再検討2(論文執筆へ向けた計画の検討)　　　　
④研究分野の情報収集1(文献の追加検索)　　　
⑤研究分野の情報収集2(文献の追加取得)　　　
⑥各自の研究テーマ発表1(プレゼンテーション)　
⑦各自の研究テーマ発表2(ディスカッション)　　
⑧最終発表会に向けた資料作成(1アウトライン作成)　　
⑨最終発表会に向けた資料作成2(追加情報の取得)　
⑩最終発表会に向けた資料作成3(プレゼン内容の確認)　
⑪最終発表会に向けた資料作成4(プレゼン内容の修正)　
⑫最終発表会に向けた資料作成5(プレゼン内容の最終確認)　
⑬ゼミ内でのプレ発表会1(流れの確認)　　
⑭ゼミ内でのプレ発表会2(前回の課題修正)
⑮まとめ(抄録の作成、資料の準備、整理等)

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①自らの専門分野、あるいは興味・関心のある領域に関する文献や参考資料を読み、
内容を理解し、要約する力を身に付ける。また、自らの研究テーマについての内容を
整理し、プレゼンできるようにする。
②これまでに修得した知識を整理し、系統立てて論文にまとめる。
③ゼミ内でディスカッションを行い、他の学生が書いた文章や、プレゼンテーション
した内容を理解し、アドバイスできる力を身に付ける。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
スポーツ健康分野の基礎的知識、自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能
力を身につける。また、修得した知識、技能の活用を可能にする。さらに、「自立し
て生きていくための専門知識、技能を身につけている」に基づき、社会人として必要
に足る技能を獲得する。

■成績評価基準と方法

個人発表(30%)　　　　　　　　　
課題提出状況(40%)　　　　　　　　　
最終発表(30%)

■テキスト・参考文献

【テキスト】
特になし。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【参考文献・資料】
授業内適宜配布する。

■授業外学習
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【具体的な内容】
事前事後学習として、「①スポーツ健康分野の基礎的知識の習得」、「②興味関心の
ある分野に関連した専門的知識」に関する情報収集を推奨する。授業ごとに前述に関
連した課題を課す。科目に関連する学部学科行事を実施した際は、到達目標に関する
レポートを行う場合がある。

【必要な時間】
上記をふまえ、事前および事後学習はそれぞれ2時間を目安とする。

■その他
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2018 年度生 スポーツビジネス学科

科 目 名 テーマ研究Ⅱ[スポビ]

開講期・単位 4年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 濱田　剛一

■講義の目的および概要

テーマ研究Ⅰに引き続き、各自で設定したテーマに沿って研究論文を作成します。そ
の過程で、基本的な「文書作成力」のほかに「調査研究の手法」、「論理的な考え方
」、「考察力」を学修します。また、個別指導とディスカッションを通じて、プレゼ
ンテーション能力を磨き、課題発見力と課題解決力を身に付けることを目指します。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
ゼミナール形式で行ないます。具体的には各自のテーマのゼミ内発表、ディスカッシ
ョンを通して双方向性の高い研究を行い、あわせて能動的学修と相互啓発を目指しま
す。なお研究論文作成に当たっては授業時間以外の個別指導も行います。
また本科目のほか，学部学科が指定するフィールドワーク等実践的学習の場に参加す
ることがあります。

【課題に対するフィードバックの方法】
本講義は銀行において、経営の実務経験および大企業・中小企業との融資・証券・保
険・外国為替業務などの実務経験のある教員がビジネス現場に即した実践的なゼミナ
ールを主催します。研究結果については授業内での発表・議論・解説を重視してフィ
ードバックするとともに、オフィスアワーの他、授業時間外での個別指導、メール等
でのフィードバックも行います。

■授業計画

①ガイダンス
②夏期休業中の研究調査報告
③研究計画書の再検討
④報告レポートの作成（考察）
⑤報告レポートの作成（考察）
⑥報告レポートの作成（結論）
⑦報告レポートの作成（結論）
⑧研究論文の作成
⑨研究論文の作成
⑩研究論文の作成
⑪研究論文の作成
⑫学科合同テーマ研究発表会資料の作成
⑬ゼミ内発表会
⑭学科合同テーマ研究発表会
⑮振返りとまとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
設定したテーマについての調査・研究を計画的に実施する行動力を身につけます。ま
たテーマについての資料・調査を多角的に分析し、レポート・発表資料を作成し、調
査方法・結果について説明できるようになることを目標とします。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力」を身に付けた学生に学位を
授与すると言う方針に基づき、高いコミュニケーション能力を有し、課題を認識し、
その解決に向かって挑戦できる社会人基礎力を身に付ける。

■成績評価基準と方法

ゼミ内個人発表　　　　　40％
資料作成　　　　　　　　30％
学科合同ゼミ最終発表　　30％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
使用しません。資料を適宜配布します。

【参考文献】
学生の興味、関心のある分野に応じて、参考文献を紹介します。

■授業外学習

2021(令和3)年4月1日

1313



【具体的な内容】
研究計画書に従って調査の事前準備、調査事項の整理、発表準備、ゼミ内個人発表資
料作成、学科合同ゼミ中間発表準備などの予習復習を必要とします。
また科目に関連する学部学科行事を実施した際は，到達目標に関するレポートを行う
場合があります。

【必要な時間】
予習復習はそれぞれ2時間を目安として必要とします。また冬季休業中の研究時間の
確保が重要です。

■その他

各自の研究テーマによってはアンケートやインタビュー、実地調査があるため、それ
に応じて活動費用や交通費が発生し、自己負担となる場合があります。
研究計画書に基づいて発言・発表を求めますので、しっかりと準備をしたうえで授業
に参加してください。
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2018 年度生 スポーツビジネス学科

科 目 名 テーマ研究Ⅱ[スポビ]

開講期・単位 4年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 田部井　祐介

■講義の目的および概要

本講義は、応用演習Ⅰ・Ⅱとテーマ研究Ⅰで修得した知識やスキルを基に研究の遂行
と論文執筆を行う。また、研究プロセスをを自主的に学習することで研究の科学的ア
プローチを理解し、科学的知識を生産することを目的とする。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
本講義は、ゼミナール形式で演習を実施する。能動的な学習を促すためにディスカッ
ションを多用し、グループおよび個人への指導を行う。必要に応じてフィールドワー
クも実施する。また、本科目のほか学部学科が指定するフィールドワーク等実践的学
習の場に参加することがある。
本講義は、コーチング、スポーツにおける情報戦略・心理学に関する研究実績を有し
、競技指導現場での経験がある教員が担当する。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題については、授業内で解説する。

■授業計画

①ガイダンス
②夏季の研究報告と今後の研究計画
③論文執筆指導Ⅰ
④論文執筆指導Ⅱ
⑤論文執筆指導Ⅲ
⑥論文のついての発表とディスカッションⅠ
⑦論文についての発表とディスカッションⅡ
⑧論文についての発表とディスカッションⅢ
⑨論文についての発表とディスカッションⅣ
⑩論文についての発表とディスカッションⅤ
⑪論文についての発表とディスカッションⅥ
⑫発表会資料の作成
⑬ゼミ内最終発表会
⑭学科合同発表会
⑮振り返りとまとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①研究に必要となる基礎的な知識を習得し、文献を検索、読む、要約、発表すること
ができる。
②研究成果をプレゼンテーションできる能力を身につけられるようになる。
③スポーツ健康分野の現状を知り、問題点を認識することができる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力」に基づき、「コーチング」
、「情報戦略」および「スポーツ心理学」領域から課題を抽出し、自主的に研究に取
り組み、課題解決できる能力を養う。

■成績評価基準と方法

最終発表　　30％
講義での態度・発言　40％
論文提出　  30％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
【参考文献】

必要に応じてプリントを配布する。

■授業外学習
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【具体的な内容】
事前事後学習として、「コーチング」、「情報戦略」および「スポーツ心理学」領域
の研究分野に関する情報収集を推奨する。また、合同ゼミでの発表準備などは授業時
間外に行う場合がある。科目に関連する学部学科行事を実施した際は、到達目標に関
するレポートを行う場合がある。

【必要な時間】
2時間を目安とする。

■その他
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2018 年度生 スポーツビジネス学科

科 目 名 スポーツ政策・行政論

開講期・単位 4年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 佐久間　章

■講義の目的および概要

本講義は、スポーツに関する法体系・行政計画及び各種スポーツ政策についての理解
を図るとともに、スポーツ政策・施策・事業等の現状について学修していきます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
講義形式での授業展開を基本としますが、必要に応じて資料及びワークシート等を配
付し、グループワークやディスカッションなどの能動的な学修を行います。また、次
年度のスポーツ庁の予算要求資料を教材として、プレゼンテーションやグループディ
スカッション等により具体的な政策についての意見交換を行います。行政組織での実
務経験のある教員が、具体的事例を示しながら講義を実施します。
本科目のほか，学部学科が指定するフィールドワーク等実践的学習の場に参加するこ
とがあります。
【課題に対するフィードバックの方法】
課題については、授業内で解説するとともに、必要に応じて資料を配布します。

■授業計画

①ガイダンス
②行政とは、国家行政組織と地方行政組織
③スポーツに関する法体系
④スポーツに関する行政計画
⑤スポーツ基本法とスポーツ基本計画
⑥スポーツ庁の組織と役割
⑦青少年のスポーツ政策
⑧高齢者のスポーツ政策
⑨障害者のスポーツ政策
⑩女性のスポーツ政策
⑪プロスポーツ政策
⑫総合型地域スポーツクラブ
⑬スポーツ政策の立案と審議会
⑭日本におけるスポーツ関連予算
⑮まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
スポーツ行政の仕組みや行政組織について理解し、スポーツ政策・施策・事業等の現
状等について説明できる。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「スポーツ健康分野の基礎的知識、技能の習得およびそれを基にした専門知識、技能
を身に付けている学生に学位を授与する」に基づき、地域スポーツの振興と健康づく
りに貢献できる知識や技能を身に付ける。

■成績評価基準と方法

レポート　50％
課題　30％
毎回の提出物（振り返りシート）20％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
テキストは使用せず、適宜プリントを配布します。
【参考文献】
「スポーツ政策の現代的課題」諏訪伸夫、井上洋一、齋藤健司、出雲輝彦 編、日本
評論社

■授業外学習

【具体的な内容】授業外学習として新聞やネット等によってスポーツイベントや行事
についてのニュース記事をチェックし、日常的に現状理解に努めてください。また、
自らもスポーツやスポーツボランティア活動に積極的に取り組むことを期待します。
本講義では、毎回次時予告するので、参考図書やインターネット等により調べておく
ための事前学習が必要です。受講後は、講義内容を配布プリント等でふりかえり、講
義ノートを整理しておくための事後学習が必要です。
【必要な時間】予習・復習の時間はそれぞれ2時間を目安とします。

■その他
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本科目は、日本スポーツ協会公認スポーツ指導者資格の本学開設科目です。また、授
業中に、随時指名して意見を求めますので、積極的に自分の考えを発言してください
。
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2018 年度生 スポーツビジネス学科

科 目 名 スポーツビジネスフィールドワーク

開講期・単位 4年 前期・選択 2単位・演習

担 当 者 斗澤　元希

■講義の目的および概要

スポーツビジネスの実践力を身につける、企画、調査、運営、管理、などについて実
際にスポーツの現場に出向き行う。
海外のチーム運営や大会運営などを想定しています。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
海外のチーム運営や大会運営などに出向き、スポーツビジネスの現場を実践していき
ます。

【課題に対するフィードバックの方法】

■授業計画

①ガイダンス
②フィールドワーク設定①
③フィールドワーク設定②
④フィールドワーク準備
⑤フィールドワーク
⑥フィールドワーク
⑦フィールドワーク
⑧フィールドワーク
⑨フィールドワーク
⑩フィールドワーク
⑪フィールドワーク
⑫フィールドワーク
⑬フィールドワーク
⑭フィールドワーク
⑮フィールドワーク　振り返り

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
スポーツチーム大会運営などの目的や意義を理解し実践する
スポーツの現場力を身につける
スポーツマネジメントを理解し実践する。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】

■成績評価基準と方法

フィールドワークの目的を理解し企画参入が出来たか　20％
スポーツイベントの現場を理解し取り組めたか　50％
レポート　30％

■テキスト・参考文献

【テキスト】

【参考文献】

■授業外学習

【具体的な内容】
様々なスポーツやイベント等の情報収集を行い実戦する準備。

【必要な時間】

■その他

海外でのフィールドワークを考えてますので実習費が15万円?25万円必要となります
。
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2021 年度生 スポーツ指導学科

科 目 名 スポーツ社会学

開講期・単位 1年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 新井　貢

■講義の目的および概要

「生涯スポーツ社会」の実現を目指し、実践するための具体的方策を理解する。
社会における体育・スポーツの意義と現状を把握し、体育・スポーツに関する様々な
問題を社会的に検討し解決する方策を探る。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
対面での講義が主となるが、グループワークやディスカッションなど演習形式の授業
も取り入れる。履修学生が１００名を超える場合はZOOMによる遠隔授業が主となるが
、できる限りブレイクアウトルームを活用したグループワークを取り入れる。
社会教育主事として実務経験のある教員が、スポーツが社会に及ぼす影響を具体的に
解説する。毎時間小レポートの提出を果たす。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題の質問には個々に回答し、次の時間に返却するとともに、前時の振り返りとして
解説する。

■授業計画

①ガイダンス
②社会における体育・スポーツの意義と現状
③スポーツ政策と我が国の現状
④スポーツとヘルスプロモーション
⑤地域社会とスポーツイベント
⑥スポーツボランティア
⑦女性・青少年のスポーツ参加
⑧高齢者・傷がい者のスポーツ参加
⑨スポーツクラブの現状と課題
⑩スポーツと指導者資格
⑪スポーツ施設の現状と課題
⑫スポーツの発展とプロモーション
⑬グループワーク１（今後のスポーツ施策の検討）
⑭グループワーク２（新たなスポーツイベント展開、発表）
⑮まとめ（確認テスト、課題レポート）

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①現代社会における体育・スポーツの現状と課題を理解できる
②スポーツに関する情報に関心を示し、ボランティア等に積極的な参加できる
③実現可能なスポーツ施策（イベント）を提案できる

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「生涯スポーツの育成発展に努めながら、スポーツを通して地域社会に貢献できる教
養豊かなスポーツ指導者を育成する」に基づき、スポーツが社会に及ぼす影響を理解
し、スポーツの指導を通して社会に貢献する資質を身につける

■成績評価基準と方法

①スポーツに関する理解度（提出物、小レポート、確認テスト）　５０％
②グループワークの積極的参加と貢献度　３０％
③イベントへの参加、ボランティア、実践　２０％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
特になし

【参考文献】
必要に応じて資料を配布する

■授業外学習
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【事前事後指導】
事前学習として、日常的にスポーツに関心を持ち、スポーツに関するニュース、新聞
などの話題に関心を示し、その内容を把握しておくこと
事後学習として、積極的にボランティア等に参加し、身につけた知識を現場で発揮で
きるようにすること

【必要な時間】
事前事後学習はそれぞれ２時間を目安とする

■その他

授業中にスポーツに関するニュースや話題などを質問するので、答えることができる
ようにしておく
班ごとのグループディスカッション等の様子を、発表できるようにする
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2021 年度生 スポーツ指導学科

科 目 名 体力トレーニング論

開講期・単位 1年 後期・必修 2単位・講義

担 当 者 阿南　浩司

■講義の目的および概要

本講義では、「①体力およびトレーニングに関する概念的理解、②スポーツ・トレー
ニングにおける体力トレーニングの位置づけ、③体力トレーニングの分類、④トレー
ニング計画立案およびトレーニング手段の考案」について学修し、実践現場でトレー
ニング指導を行う知識の修得を目指す。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
講義を行う。定期的に振り返りシートを課し、講義内容の振り返りを行う。能動的な
学修を目指し、必要に応じて、グループワークを実施する。本講義は、運動生理学お
よびバイオメカニクス的研究を行う実績および競技指導経験を有する教員が、運動生
理学およびバイオメカニクスの学問分野に加え、コーチングおよびトレーニング理論
をふまえながら、「体力トレーニング」の基礎理論について理解できる講義を実施す
る。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題については、授業内で解説する。

■授業計画

①トレーニング概論
②基礎1：青少年期の成長発育とトレーニング
③基礎2：女性の体力・運動能力の特徴とトレーニング
④基礎3：加齢に伴う体力の自然減退とトレーニング
⑤基礎4：障害者の運動能力の特徴とトレーニング
⑥トレーニング分類1：基本的トレーニング手段の分類：一般的運動
⑦トレーニング分類2：試合運動／シーズンの特徴を眺める
⑧授業前半の振り返りレポート
⑨トレーニング分類3：種目別トレーニング手段の分類：専門的運動・試合的運動
⑩トレーニング内容1：全身運動によるエアロビックトレーニング
⑪トレーニング内容2：筋力養成法
（筋力と筋量増強のトレーニング条件とその効果）
⑫トレーニング内容3：「スピード」能力の特質とタイプ／スピードトレーニング
⑬トレーニング内容4：「持久力」の特質とタイプ／筋パワーと持久力トレーニング
の条件とその効果
⑭課題レポートの作成
⑮授業のまとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①スポーツ・トレーニングにおける体力トレーニングの位置づけ②体力トレーニング
の分類について理解を深め、③スポーツ・トレーニングの計画立案およびトレーニン
グ手段の考案を実践する。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「スポーツ健康分野の基礎的知識、技能の修得およびそれを基にした専門知識、技能
の修得」に基づき、体力トレーニングに関する専門知識の修得を通じて、地域や学校
教育に貢献できる指導技法を身につける。

■成績評価基準と方法

①授業内レポート　20％
②最終課題レポート　60％（最終レポート、⑧回目のレポート）
③小テスト 20%

■テキスト・参考文献

【テキスト】
参考資料を適宜配布する。
【参考文献】
藤原勝夫・外山寛：身体活動と体力トレーニング.日本出版サービス
村木征人：スポーツ・トレーニング理論.ブックハウスHD
中村隆一　斎藤宏　長崎宏：基礎運動学.医歯薬出版株式会社

■授業外学習
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事前および事後学習として、①体育・スポーツに関する基礎知識の習得、②「体力」
および「トレーニング」に関する情報収集（メディア・文献等）を推奨する。毎時間
、小レポートを課す。これらをふまえ、事前および事後学習には、それぞれ、120分
程度の時間を要する。

■その他

本科目は下記の免許および資格の対象科目です．
・教員免許（教科に関する科目）
・健康運動指導士
・トレーニング指導者(JATI）
・CSCS（NSCA）
・日本体育協会公認スポーツ指導者資格（スポーツリーダー・ジュニアスポーツ指導
員・アシスタントマネージャー）
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2021 年度生 スポーツ指導学科

科 目 名 人体構造基礎

開講期・単位 1年 前期・必修 2単位・講義

担 当 者 安積　順一

■講義の目的および概要

人体構造の基礎を体系的に理解させるために分子レベルから細胞・組織・器官・個体
に至るまでの機能と構造について理解することを目的とする。この授業では、身体運
動に深くかかわる筋骨格系、呼吸循環器系、神経系の解剖学構造および生理学的機能
についての基礎を学修していきます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
25年間に亘る解剖の実務経験のある教員が、正常な人体の筋肉・骨格・運動器官・循
環器官・呼吸器官・消化器官などの構造と機能を、スライド、DVD、人体模型などを
使用して講義する。

【課題に対するフィードバックの方法】
フィールドワークとして医学標本館に行って実物の人体標本を見学し、さらに実習と
してヒト染色体の顕微鏡観察を行う事で人体の構造をより深く理解できるようにする
。

■授業計画

① 人体構造学概論
② 細胞の構造と機能
③ 有糸分裂と減数分裂
④ 組織の構造と機能
⑤ 筋肉系の構造と機能
⑥ 骨格系の構造と機能
⑦ 循環器系の構造と機能
⑧ 呼吸器系の構造と機能
⑨ 消化器系の構造と機能
⑩ 泌尿器系の構造と機能
⑪ 生殖器系の構造と機能
⑫ 神経系の構造と機能
⑬ 医学標本館見学事前指導
⑭ 医学標本館見学および事後指導
⑮ 期末試験および解説

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
① 人体の基礎的な構造について説明できるようになる。
② 人体を構成する各器官系（運動器系、筋肉系、循環器系、呼吸器系、神経系、泌
尿生殖器系）の構造と機能について説明できるようになる。
③ 人体を構成する細胞・組織・器官について説明できるようになる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「自立してスポーツ健康分野の専門知識、技能を身に付けている学生には学位を授与
する」に基づき、人体の構造と機能の基本的知識が必要不可欠である。

■成績評価基準と方法

レポートと期末試験（筆記試験）：70％
毎回の授業内容確認シート提出　：30％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
　からだのしくみ事典　浅野伍朗　成美堂出版

【参考文献】
　講義中に適時紹介する。

■授業外学習

【具体的な内容】
　医学の基礎的知識を必要とするので事前に医学用語等を学習する。
　事後には、人体各器官の名称と機能について復習する。

【必要な時間】
　2時間
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■その他

本科目は下記の免許および資格の対象科目です。
　教員免許（教科に関する科目）
　トレーニング指導者（ＪＡＴＩ）
　ＣＳＣＳ（ＮＡＣＡ）
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2021 年度生 スポーツ指導学科

科 目 名 運動機能と救急処置

開講期・単位 1年 後期・必修 2単位・講義

担 当 者 安積　順一

■講義の目的および概要

スポーツ活動中の怪我や病気をいかにして防ぐかということは大変重要であり、その
ためには、まず身体機能や怪我の仕組みを理解することが重要である。幼児から高齢
者まで、どの様な兆候や状態にある時に、どんな救急処置を行うべきかの知識や処置
について学修していきます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
スポーツ指導者に必要な医学的知識をビデオ、パワーポイントなどを利用した講義形
式です。

【課題に対するフィードバックの方法】
普通救命講習会を行い、心肺蘇生法、AED使用法などの一次救命処置（BLS）の実習を
行います。

■授業計画

① 身体活動と健康
② スポーツ指導者に必要な医学的知識（1）スポーツと健康
③ スポーツ指導者に必要な医学的知識（2）内科
④ スポーツ指導者に必要な医学的知識（3）外科
⑤ 運動機能と解剖（1）筋肉
⑥ 運動機能と解剖（2）骨格
⑦ 健康・スポーツと安全
⑧ 生活習慣病と運動
⑨ 救急処置（1）ＲＩＣＥについて
⑩ 救急処置（2）外科的異常
⑪ 救急処置（3）部位別異常
⑫ 救急処置（4）内科的異常
⑬ 普通応急手当講習（1）
⑭ 普通応急手当講習（2）
⑮ 期末試験および解説

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
① 一次救命処置における心肺蘇生法およびAED使用法の手順を理解して、実践できる
ようになる。
② 応急処置の基本となる「RICE」と傷の手当の方法を理解し、実践できるようにな
る。
③ スポーツ中の怪我と予防について説明できるようになる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「自立してスポーツ健康分野の専門知識、技能を身に付けた学生に学位を授与する」
に基づき、救命処置の知識は不可欠である。

■成績評価基準と方法

レポートと期末試験による評価　：70％
毎回の授業内容確認シートの提出：30％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
　「公認スポーツ指導者養成テキスト」　日本スポーツ協会

【参考文献】
　講義中に適宜紹介する。

■授業外学習

【具体的な内容】
　事前に人体の構造と機能についての学習する。事後には、人のからだのしくみとケ
ガの予防について学習する。

【必要な時間】
　2時間

■その他
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①履修希望者は必ず春学期開講の「人体構造基礎」を受講すること（必須）。
②普通応急手当講習は、2コマ(3時間）で、定員は84名です。希望者多数の場合は、
必修科目履修者を優先とし、選択科目での履修者は、出席状況、授業態度等により受
講者を決定する。
②本科目は下記の免許および資格の対象科目です。
　　教員免許（教科に関する科目）
　　スポーツ指導者（日本体育協会）
　　トレーニング指導者（ＪＡＴＩ）
　　ＣＳＣＳ（ＮＳＣＡ）
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2021 年度生 スポーツ指導学科

科 目 名 生涯スポーツ論

開講期・単位 1年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 佐久間　章

■講義の目的および概要

本講義は、生涯を通じて、健康の保持・増進やレクリエーションを目的に、だれもが
、いつでも、どこでも気軽に参加できる生涯スポーツについての基本的な理解を図り
、我が国のスポーツに関する現状と課題について学修していきます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
パワーポイントやＶＴＲ等を活用しながら講義形式での授業展開を基本とします。ま
た、必要に応じて資料及びワークシート等を配付し、グループワークやディスカッシ
ョンなどの能動的な学修を行います。
青少年のスポーツ指導に実務経験のある教員が、具体的事例を示しながら講義を実施
します。
本科目のほか，学部学科が指定するフィールドワーク等実践的学習の場に参加するこ
とがあります。
【課題に対するフィードバックの方法】
課題については、授業内で解説するとともに、必要に応じて資料を配布します。
【課題に対するフィードバックの方法】

■授業計画

①ガイダンス
②「スポーツ」とは
③「生涯スポーツ」とは
④スポーツ基本法とスポーツ基本計画
⑤日本の生涯スポーツ振興施策
⑥青少年のスポーツ参加
⑦高齢者のスポーツ参加
⑧障害者のスポーツ参加
⑨女性のスポーツ参加
⑩生涯スポーツとボランティア
⑪生涯スポーツとビジネス
⑫総合型地域スポーツクラブ
⑬スポーツイベント
⑭スポーツ施設とスポーツ指導者
⑮まとめと振り返り

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
生涯スポーツについての基本的な考え方や我が国のスポーツに関する現状と課題につ
いて理解し、説明できる。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「スポーツ健康分野の基礎的知識、技能の習得およびそれを基にした専門知識、技能
を身に付けている学生に学位を授与する」に基づき、地域スポーツの振興と健康づく
りに貢献できる知識や技能を身に付ける。

■成績評価基準と方法

授業内での2回の試験　80％
毎回の提出物（振り返りシート）20％

■テキスト・参考文献

【テキスト】テキストは使用せず、適宜プリントを配布します。
【参考文献】生涯スポーツ実践論、川西正志・野川春夫編著、市村出版

■授業外学習

【具体的な内容】新聞やネット等によってスポーツイベントや行事についてのニュー
ス記事をチェックし、日常的に現状理解に努めてください。また、自らもスポーツや
スポーツボランティア活動に積極的に取り組むことを期待します。本講義では、毎回
次時予告するので、参考図書やインターネット等により調べておくための事前学習が
必要です。受講後は、講義内容を配布プリント等でふりかえり、講義ノートを整理し
ておくための事後学習が必要です。
【必要な時間】予習・復習の時間はそれぞれ2時間を目安とします。

■その他

本科目は、日本スポーツ協会公認スポーツ指導者資格の本学開設科目です。また、授
業中に、随時指名して意見を求めますので、積極的に自分の考えを発言してください
。
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2021 年度生 スポーツ指導学科

科 目 名 スポーツ理論

開講期・単位 1年 前期・必修 2単位・講義

担 当 者 小林　秀紹

■講義の目的および概要

スポーツに関する基本的な考え方や基礎知識を理解し，指導者に必要な資質を身につ
けるとともに，目的に応じた適切な運動プログラムを作成し，効果的な指導を実践す
るための技術や能力を身につける．また，運動技能や体力を合理的に向上させるため
の科学的知識や方法を学習する．

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】

講義形式で行う．

【課題に対するフィードバックの方法】

Eラーニングで提示する．

■授業計画

保健体育教員，日本体育協会：スポーツ指導者，NSCA：パーソナルトレーナー・スト
レングスコーチ，トレーニング指導者協会：トレーニング指導者等に必要な内容の基
礎を講義する．
毎時間課題を提出する（止むを得ず欠席した場合（公欠を含む）でも自ら課題の内容
を確認し提出すること）．
①スポーツ理論の概要・健康とスポーツ
②スポーツの概念・スポーツ史
③スポーツ指導者・関連資格
④体力の構造
⑤運動の仕組み
⑥トレーニング理論
⑦トレーニングプログラム
⑧競技スポーツのトレーニング
⑨発育発達期のトレーニング
⑩体力テストの実際
⑪パフォーマンスの測定評価
⑫パーソナルトレーニング・チームトレーニング
⑬栄養とスポーツ
⑭コンディショニング
⑮まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①スポーツに関する基本的な考え方や基礎知識を有する．
②体力・運動能力の構成要素を示すことができる．
③運動技能や体力を合理的に向上させるための科学的知識やトレーニング方法を提示
できる．

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
学位授与方針における
「スポーツ健康分野に関する基礎的知識と技能の科学的視点からの理解およびそれを
基にした専門知識、技能の修得」は主に到達目標の①，②
「スポーツ健康分野の課題分析力の修得」は主に到達目標の③
「自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力」は主に到達目標の③
にそれぞれ関連する。

■成績評価基準と方法

①課題・レポート（40%)
②試験（60%)

■テキスト・参考文献

【テキスト】
基礎から学ぶスポーツリテラシー（大修館書店）

【参考文献】
NSCAパーソナルトレーナーのための基礎知識（ブックハウスHD)，ストレングストレ
ーニング＆コンディショニング（ブックハウスHD)
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■授業外学習

【具体的な内容】

高校時に使用した保健体育の教科書を準備し，内容を確認する

【必要な時間】

■その他

保健体育教員免許のほか，NSCA認定パーソナルトレーナー，CSCS（NSCA)，トレーニ
ング指導者（日本トレーニング指導者協会），健康運動指導士の基礎科目である．
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2021 年度生 スポーツ指導学科

科 目 名 栄養学

開講期・単位 1年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 小松　信隆

■講義の目的および概要

栄養学の基本から、食事からの栄養の摂取方法やタイミングを理解し、スポーツ種目
の特性や選手の特徴に対応した、実践的なスポーツ栄養学を学ぶ。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】

講義、演習およびグループワーク

【課題に対するフィードバックの方法】

講義終了時に提出する小レポートによるフィードバック

■授業計画

①ガイダンス／五大栄養素
②三大栄養素
③三大栄養素の消化・吸収
④炭水化物と食事
⑤脂質と食事
⑥たんぱく質と食事
⑦ビタミンと食事
⑧ミネラルと食事
⑨大栄養素のエネルギー代謝
⑩各栄養素のバランスと食事①
⑪各栄養素のバランスと食事②
⑫食事摂取のタイミング
⑬ホルモンと食事摂取
⑭水分摂取のタイミング
⑮スポーツ栄養学のまとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
スポーツにおける食事の重要性を理解し、スポーツ種目それぞれにおける食事の内容
やタイミングをイメージできるようになる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
基礎知識の習得からスポーツ種目毎への応用、実践を念頭に講義を実施。

■成績評価基準と方法

記述式による試験、定期試験70％および講義毎に提出する小レポート30％により評価

■テキスト・参考文献

【テキスト】
教科書は使用せず

【参考文献】
新版生涯スポーツと運動の科学、侘美 靖・花井篤子編,市村出版

■授業外学習

【具体的な内容】
必ず前回の授業内容を復習してから出席してください。また、常日頃からニュース・
新聞などで、最近の社会や企業の動き・情報を入手するように心がけてください。

【必要な時間】
講義終了後、次の講義までに30分程度 間】

■その他
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2021 年度生 スポーツ指導学科

科 目 名 発育発達論[ス指]

開講期・単位 1年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 佐藤　文亮

■講義の目的および概要

ヒトは、生物界の種々の生体システムを継承して、直立二足歩行に適した身体を獲得
した。この身体システムは、成人までの発育・発達の過程を通じて形成される。本講
義の目的は、ヒトにいたるまでの進化の変遷について概観するとともに、成人までの
発育・発達の過程について学修することである。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
授業形態は、教室での講義形式とし、パワーポイントやプリントを用いるなどして資
料を視覚的に提示する。定期的に発育・発達に関するディスカッションを行うことを
通じて、能動的学修を目指す。本講義は、運動生理学的視点から、ヒトの発育・発達
の過程について研究を遂行してきた実績のある教員が担当する。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題については、授業内で資料を配布し、適宜解説する。

■授業計画

①ヒトにいたるまでの進化の変遷
②発育、成熟および発達の定義
③形態の発育
④身体機能の発達
⑤運動発達
⑥運動学習
⑦運動スキル1（乳児期ー幼児期）
⑧運動スキル2（少年期）
⑨発育発達期の心理的特徴
⑩発育発達期に多いケガや病気
⑪発育発達期の運動プログラム
⑫遊びの意義
⑬身体機能の発達および運動発達に関する測定法
⑭スポーツの活用
⑮講義のまとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
進化、発育、成熟や発達に関する内容を明確に理解し、ヒトの発育・発達における遊
びやスポーツの意義を深く理解できるようになる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「地域スポーツの振興と個人の健康づくりに貢献できる有為な人材の育成」に基づき
、ヒトの発育・発達に関する基礎的知識を修得し、生涯学習社会への移行とともに高
まっているスポーツや健康に対する社会の要請に応えられる能力を身につける。

■成績評価基準と方法

授業ごとの小テスト（20％）、レポート評価（20％）、定期試験（60％）とする。

■テキスト・参考文献

【テキスト】
適宜プリントを配布する。

【参考文献】
・高石昌弘著:からだの発達.大修館書店,東京.
・高橋たまき著:遊びの発達学.培風館,東京.
・藤原勝夫編著:運動機能解剖学.北國新聞社,石川.

■授業外学習

事前および事後学習として、テキストや関連図書等を読んでおくこと。
事前および事後学習の時間は、それぞれ2時間を目安とする。

■その他

本科目は下記の資格の対象科目です。
・日本スポーツ協会公認スポーツ指導者資格（スポーツリーダー・ジュニアスポーツ
指導員・アシスタントマネージャー）
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2021 年度生 スポーツ指導学科

科 目 名 人のからだと健康

開講期・単位 1年 前期・必修 2単位・講義

担 当 者 大塚　吉則

■講義の目的および概要

本講義では、健康の概念、生活習慣病などついて理解する。また、生活習慣病や介護
予防について、身体活動が人のからだにどのような変化をおよぼすのかを学習し、そ
の変化と人の健康との関連について理解する。また、ライフステージごとの運動やス
ポーツへの関わりを考え、その効果に関する理解を深める。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【【講義方法】

パソコンによるスライドの映写と説明を主とする。
本講義は、内科医として実務経験のある教員が、医療現場での臨床ケースを踏まえた
実践的な授業を展開する。
本科目のほか，学部学科が指定するフィールドワーク等実践的学習の場に参加するこ
とがある．

【課題に対するフィードバックの方法】
課題については、授業内で解説するとともに内容について発言を求める。

■授業計画

①健康の概念と制度
②介護予防概論
③生活習慣病（NCD）概論と特定健診・保健指導
④肥満・肥満症・メタボ
⑤高血圧
⑥脂質異常症
⑦糖尿病
⑧サルコペニア　フレイル　ロコモティブシンドローム
⑨生体リズムと睡眠・健康１
⑩生体リズムと睡眠・健康２
⑪生体リズムと睡眠・健康３
⑫社会保障制度とSCW
⑬運動に関連した内科的疾患　急性
⑭運動に関連した内科的疾患　慢性
⑮まとめと試験

⑨⑩⑪は外部講師による講義　⑫は本学キャンパスソーシャルワーカーによる講義を
予定
講師の都合で日程、講義時間帯、教室が変更になることがある。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

到達目標】
スポーツ健康分野の現状を知り，問題点を認識することができる．
健康作りに対する運動の位置づけと理解することができる。
現代に多い疾病と傷害を理解し公的機関による政策や内容を知っている。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
スポーツ健康分野に関する基礎知識と技能の科学的視点からの理解およびそれを基に
した専門知識、技能の修得

■成績評価基準と方法

定期テスト（70%）、振り返りシート等による授業参加度（30%）で評価する。

■テキスト・参考文献

【テキスト】
資料を用意する。

【参考文献】
健康運動指導士養成講習会テキスト上下（健康・体力づくり事業財団）

■授業外学習
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【具体的な内容】
科目に関連する学部学科行事を実施した際は，到達目標に関するレポートを行う場合
がある．
健康の概念、介護予防の重要性、生活習慣病などについて、常日頃からニュース・新
聞などで情報を入手し、課題をもって授業に臨むこと。また、授業の冒頭で前回の内
容についての質問をすることがあるので復習を欠かさず行うこと

【必要な時間】前後１時間ずつ

■その他

課題提出期限を厳守すること
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2021 年度生 スポーツ指導学科

科 目 名 バイオメカニクス

開講期・単位 1年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 阿南　浩司

■講義の目的および概要

バイオメカニクスは、身体構造や力学などの知見をもとに、生理学などの関連知見も
ふまえて身体運動の仕組みを解明することを目指す学問である。本講義では、身体構
造、運動力学および身体動作について理解することを目的とする。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
授業形態は、主として教室での講義形式とする。パワーポイントやプリントを用いる
などして資料を視覚的に呈示する。講義は、運動生理学およびバイオメカニクス的研
究の実績を有する教員が実施する。関連する学問領域の先行研究および最新知見をふ
まえた内容を提示し、学生が、①身体構造および運動力学、②さらにその知識にもと
づく身体動作について、理解できる講義を実施する。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題については、授業内で解説する。

■授業計画

①ヒトにいたるまでの進化の変遷
②身体構造と運動の力学的要因
③姿勢保持と日常生活動作
④姿勢および動作に関わる身体各部位の筋と骨格筋の収縮特性
⑤頭頚部の運動
⑥上肢の運動
⑦体幹、骨盤と下肢の運動
⑧前半の振り返りレポート
⑨歩行と走行
⑩跳動作
⑪投動作
⑫打動作
⑬蹴動作
⑭授業内試験
⑮まとめ　振り返りレポート

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
身体構造および運動力学を理解し、さらにその知識にもとづく身体動作を理解する。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「スポーツ健康分野に関する基礎的知識と技能の科学的視点からの理解およびそれを
基にした専門知識、技能の修得」に基づき、身体構造および運動力学を理解し、さら
にその知識にもとづく身体動作に関する専門知識の修得をする。その学びを通じて、
地域や学校教育に貢献できる指導技法を身につける。

■成績評価基準と方法

授業内小テスト・レポート（20％）
レポート課題 (20％）
授業内試験 （60％）

■テキスト・参考文献

【テキスト】
藤原勝夫　編著：運動機能解剖学. 北國新聞社
その他、適宜資料を配布する。

【参考文献】
中村隆一、齊藤　宏、長崎　浩：基礎運動学．医歯薬出版, 東京.
監訳代表　嘉数侑昇、横井浩史：バイオメカニクス　生体力学の原理と応用.NTS
ギャレット/カーケンダル：スポーツ運動科学―バイオメカニクスと生理学―.西村書
店（総監訳　宮永豊）

■授業外学習
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【事前学習】授業までに、該当する参考書内ページを熟読しておくこと。

【事後学習】授業後に、配布資料を読み返し、必要に応じて調べ学習を行うこと。ま
た、関連する資格のテキストについて、該当する分野のページを学習すること。上記
をふまえ、事前および事後学修には、それぞれ120分程度を要する。

■その他

本科目は下記の免許および資格の対象科目です．
・健康運動指導士
・トレーニング指導者(JATI）
・CSCS（NSCA）
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2021 年度生 スポーツ指導学科

科 目 名 水泳

開講期・単位 1年 後期・選択 2単位・演習

担 当 者 安田　純輝、小林　秀紹

■講義の目的および概要

　水泳は，クロール，平泳ぎ，背泳ぎ，バタフライなどから構成される．具体的には
，浮く，呼吸をする，進むなどのそれぞれの技能の組み合わせによって成立している
運動で，それぞれの泳法を身に付け，続けて長く泳いだり，速く泳いだり，競い合っ
たりする楽しさや喜びを味わうことのできる運動である（文部科学省，2018，2019）
．
　本講義は，中学校ならびに高等学校の保健体育科の領域として位置づけられる水泳
の学習を通して，平衡性や巧緻性，全身持久力をはじめとする基礎的な運動能力なら
びに指導技能を養成していくことを目的とする．同時に，水泳を通した心身の調和的
な発達を図り，生涯にわたるスポーツ習慣の形成や定着を志向した視点に立ちながら
，課題達成・克服型スポーツに関する楽しさや喜びについて体感していく．

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
本講義は，学内にプールならびに水泳場の施設が整備されていないため，公的施設を
使用した集中講義形式での展開とする．また，本講義は，公的施設を使用した演習形
式とするが，事前事後指導については講義形式による展開とする．

【課題に対するフィードバックの方法】
　必要に応じて課題を設け，授業内で解説を行う．

■授業計画

①事前指導：水泳の概要（オリエンテーション）
②事前指導：水泳指導における安全管理と注意事項
③事前指導：体育科・保健体育科における水泳領域の位置づけ
④実技指導１：呼吸の調整を伴ったもぐる運動の実践ならびに指導法
⑤実技指導１：呼吸の調整を伴った浮く運動の実践ならびに指導法
⑥実技指導１：け伸びの実践ならびに指導法
⑦実技指導２：初歩的な泳ぎの実践ならびに指導法
⑧実技指導２：クロールの実践ならびに指導法
⑨実技指導２：背泳ぎの実践ならびに指導法
⑩実技指導３：平泳ぎの実践ならびに指導法
⑪実技指導３：バタフライの実践ならびに指導法
⑫実技指導３：スタート及びターンの実践ならびに指導法
⑬事後指導：実技指導の振り返り
⑭事後指導：アクアティックスポーツの概要
⑮事後指導：水泳の学習指導案の作成ならびに発表

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
　本講義では，以下の3点についての達成と指導技能の養成を到達目標として位置づ
ける．
①記録の向上や競争及び自己や仲間の課題を解決するなどの多様な楽しさや喜びを味
わい，技術の名称や行い方，体力の高め方，課題解決の方法，競技会の仕方などを理
解するとともに，自己に適した泳法の効率を高めて泳ぐことができる．
②生涯にわたって運動を豊かに継続するための自己や仲間の課題を発見し，合理的，
計画的な解決に向けて取り組み方を工夫するとともに，自己や仲間の考えたことを他
者に伝えることができる．
③水泳に主体的に取り組むとともに，勝敗などを冷静に受け止め，ルールやマナーを
大切にしようとすること，役割を積極的に引き受け自己の責任を果たそうとすること
，一人一人の違いに応じた課題や挑戦を大切にしようとすることなどや，水泳の事故
防止に関する心得を遵守するなど健康・安全を確保しようとすることができる．

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
　本講義は，学位授与方針「生涯スポーツの育成発展に努めながら，スポーツを通し
て地域社会に貢献できる教養豊かなスポーツ指導者を養成すること」について以下の
3点が関連する．
①スポーツ健康分野に関する基礎的知識と技能の科学的視点からの理解およびそれを
基にした専門知識、技能の修得
②スポーツマンシップおよびリーダーシップの修得
③スポーツマンシップおよびリーダーシップに基づく指導力の修得

■成績評価基準と方法
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①平常点評価：50%
　発問に対する応答やディスカッションならびに実習への参加状況など，授業への取
り組みに対する積極性を評価する．
②リフレクションシート：30%
　毎時間リフレクションシートの記入を実施する．実際に展開された内容と関連付け
ながら深く考察がなされているかを評価する．
③学習指導案の作成・発表：20%
　本講義のまとめとして，水泳の学習指導案を作成し，その内容について発表する．
学習指導案に示された対象・目的・方法（教材）に一貫性が伴っているかを評価する
．

■テキスト・参考文献

【テキスト】
　資料は，必要に応じて適宜配布する．

【参考文献】
　文部科学省（2014）学校体育実技指導資料 第4集 水泳指導の手引（三訂版）．ア
イフェス：東京．
　文部科学省（2018）中学校学習指導要領（平成29年告示）解説：保健体育編．東山
書房：京都．
　文部科学省（2019）高等学校学習指導要領（平成30年告示）解説：保健体育編 体
育編．東山書房：京都．

■授業外学習

【具体的な内容】
　事前学習では，次回の授業内容に関する専門用語やその意味についてまとめておく
こと．事後学習では，必要に応じて振り返りができるようにするために授業内容を要
約すること．

【必要な時間】
　各回の予習・復習には，およそ90～120分程度を要することが想定される．

■その他

　本講義は，中学校・高等学校教員免許状（保健体育）の取得に関する必修科目のた
め，履修希望が40名を超える場合には，教職課程を履修している学生を優先的に登録
する．
　実習に際して，水着（競泳用もしくはフィットネス用）・スイミングキャップ・ゴ
ーグルは，各自で用意すること．
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2020 年度生 スポーツ指導学科

科 目 名 レクリエーション実技

開講期・単位 2年 通年・選択 2単位・演習

担 当 者 本多　理紗

■講義の目的および概要

様々な課題を抱える現代社会において、レクリエーションの位置づけは個人及び集団
におけるコミュニケーション能力を高めるための手段として、欠かすことの出来ない
ものとなっています。本講義は、レクリエーションを通じて、ホスピタリティやコミ
ュニケーション能力の向上を目指し、目的や対象者にあわせたレクリエーション活動
を展開、指導/支援できるような技能を身につけることが目的です。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
実技体験が主となりますが、単に体験するだけではなく、目的や対象にあわせた活動
や展開方法、さらには小グループでの指導体験も行います。また、フィールドワーク
として事業に参加することもあります。
本講義は、子どもから高齢者までの運動教室や介護予防等でレクリエーションを実施
している実務経験のある教員が、目的や対象者に合わせたレクリエーション活動を展
開し、アレンジできるようになる講義を実施します。
本科目のほか、学部学科が指定するフィールドワーク等実践的学習の場に参加するこ
とがあります。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題については、授業内で解説します。

■授業計画

1．授業ガイダンス　　　　　　　　　
2.レクリエーション活動の習得Ⅰ(ゲーム)　　
3.レクリエーション活動の習得Ⅱ(フィールドワーク①)
4.レクリエーション支援の方法Ⅰ(ホスピタリティ①) 　　　　　
5.レクリエーション支援の方法Ⅱ(ホスピタリティ②)　　　　
6.レクリエーション活動の習得Ⅲ(ニュースポーツ）　
7.レクリエーション支援の習得Ⅳ(様々な活動)
8.レクリエーション支援の方法Ⅲ(アイスブレーキング①）
9.レクリエーション支援の方法Ⅳ（アイスブレーキング②）
10.レクリエーション支援の方法Ⅴ（アイスブレーキング③）
11.レクリエーション支援の方法Ⅵ（ハードルの設定）
12.レクリエーション支援の方法Ⅶ（CSSプロセス）
13. 安全管理の基礎①　スポーツ行政の仕組みと実際
14. 安全管理の基礎②　スポーツ・レクリエーション継続のための場づくり
15. 春学期のまとめ　
16．秋学期ガイダンス・動機づけの支援技術①
17．動機づけの支援技術②　　
18.レクリエーション支援の方法Ⅷ（アレンジの基本と応用）　　
19.レクリエーション活動の習得Ⅴ（歌などを利用した身体活動）　
20.レクリエーション活動の習得Ⅵ（フィールドワーク①）
21.レクリエーション活動の習得Ⅶ（フィールドワーク②）
22.レクリエーション活動の習得Ⅷ（ゲーム）　 　
23.レクリエーション活動の習得Ⅸ(ニュースポーツ）
24.レクリエーション活動の習得Ⅹ(ニュースポーツ）
25.レクリエーション支援の実施Ⅰ（プログラム計画①）
26.レクリエーション支援の実施Ⅱ（プログラム計画②）
27.レクリエーション支援の実施Ⅲ（プログラム計画③）
28.レクリエーション支援の実施Ⅳ（プログラム発表①）
29.レクリエーション支援の実施Ⅴ (プログラム発表②)
30.レクリエーション支援の実施Ⅵ（発表③まとめ）

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①個人及び集団でのコミュニケーション能力を高める
②レクリエーションの重要性を理解し積極的に関わる姿勢を身につける
③目的や対象にあわせたレクリエーション活動を展開、指導/支援することができる
④スポーツ健康分野の現状を知り、問題点を認識することができる
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「スポーツ健康分野の基礎知識、技能の修得およびそれを基にした専門知識、技能の
修得をした学生に学位を授与する」に基づき、コミュニケーション能力の向上や支援
者としての技術の獲得を通してスポーツ健康分野で幅広く活躍できる能力を身に付け
る。また、「スポーツ健康分野の課題分析力の習得」につながるスポーツ健康分野の
現状を認識することに関連する。
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■成績評価基準と方法

①授業の理解度、小テスト（４０％）
②レクリエーション活動の展開、支援法（４０％）
③課題レポート（２０％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
『楽しさをとおした心の元気づくり～レクリエーション支援の理論と方法』公益財団
法人　日本レクリエーション協会

【参考文献】
『スポレク活動で健康寿命を延伸』公益財団法人　日本レクリエーション協会
『レクリエーション支援の技術』　公益財団法人　日本レクリエーション協会

■授業外学習

【具体的な内容】
次回の授業範囲について、専門用語の意味などを予習ノートにまとめてください。毎
回の授業で、その日行ったレクリエーション活動の内容と感想をノートにまとめてく
ださい。予習・復習の時間は、それぞれ2時間を目安とします。
日常的に笑顔であいさつが出来、誰とでも積極的にコミュニケーションを図ろうとす
る姿勢を心がけ、実践をしてください。
また、科目に関連する学部学科行事を実施した際は、到達目標に関するレポートを行
う場合があります。

■その他

この科目は、「レクリエーション・インストラクター｣「スポーツ・レクリエーショ
ン指導者」[ジュニアスポーツ指導員」の資格取得をするための必修科目です。
積極的にコミュニケーションを図るよう心がけてください。
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2020 年度生 スポーツ指導学科

科 目 名 レクリエーション理論

開講期・単位 2年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 本多　理紗

■講義の目的および概要

本講義の目的は、レクリエーションの意義、レクリエーションインストラクターの役
割やレクリエーション支援が必要とされる具体的な場面について理解することです。
さらに、楽しさを原動力としたレクリエーション事業についても学習をし、主体的に
計画を立てて積極的に活動できる能力を身につけることを目指します。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
毎回講義形式とグループワークやディスカッションの演習を取り入れ、グループでの
発表も行い、能動的な学習を目指します。
本講義は、子どもから高齢者までの運動教室や介護予防等でレクリエーションを実施
している実務経験のある教員が、レクリエーションとは何かをレクリエーション支援
者の視点から理解できる講義を実施します。
本科目のほか、学部学科が指定するフィールドワーク等実践的学習の場に参加するこ
とがあります。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題については、授業内で解説します。

■授業計画

①授業ガイダンス
②レクリエーション概論（レクリエーション支援や役割）
③スポーツ・レクリエーション概論（スポレクとは）
④楽しさと心の元気づくりの理論①（楽しさを通した心の元気づくりと対象者の元気
づくり）
⑤楽しさと心の元気づくりの理論②（心の元気と地域のきずな）
⑥レクリエーション支援の理論①（コミュニケーションと信頼関係づくりの理論）
⑦レクリエーション支援の理解②（良好な集団づくりの理論）
⑧レクリエーション支援の理解③（自主的、主体的に楽しむ力を育む理論）
⑨スポーツ未実施者参加促進法（スポーツ未実施者の現状など）
⑩スポーツ・レクリエーション生理学（高齢期の身体的特徴と運動効果を上げるポイ
ント等）
⑪スポーツ・レクリエーション心理学(高齢期の心理的特徴とスポレクの心理的効果
等）
⑫レクリエーション支援のプログラム（リスクマネジメントの方法）
⑬プログラムの立案(グループワーク①）
⑭プログラムの立案（グループワーク②）
⑮プログラムの発表・まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①レクリエーションの意義やインストラクターとして必要な知識を理解することがで
きる。
②レクリエーションの重要性を理解し、積極的に関わる能力を身につける。
③スポーツ健康分野の現状を知り、問題点を認識することができる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「スポーツ健康分野の基礎知識、技能の修得およびそれを基にした専門知識、技能の
修得した学生に学位を授与する」に基づき、コミュニケーション能力の向上や支援者
としての技術の獲得を通してスポーツ健康分野で幅広く活躍できる能力を身に付ける
。「スポーツ健康分野の課題分析力の習得」につながるスポーツ健康分野の現状を認
識することに関連する。

■成績評価基準と方法

①提出物、発表　30％
②レクリエーションへの理解度、小テスト 40％
③課題レポート 30％
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■テキスト・参考文献

【テキスト】
『楽しさをとおした心の元気づくり～レクリエーション支援の理論と方法』公益財団
法人　日本レクリエーション協会

【参考文献】
『スポレク活動で健康寿命を延伸』公益財団法人　日本レクリエーション協会
『レクリエーション支援の基礎』公益財団法人　日本レクリエーション協会
『福祉レクリ―ション総論』公益財団法人　日本レクリエーション協会

■授業外学習

【具体的な内容】
次回の授業範囲について、専門用語の意味などを予習ノートにまとめてください。毎
回の授業で、前回の授業内容の復習問題や各都道府県において行われているレクリエ
ーションの事業や気になるイベント等を調べる課題を出題しますので、ノートにまと
めてください。予習・復習の時間は、それぞれ2時間を目安とします。
日常的に笑顔であいさつが出来、誰とでも積極的にコミュニケーションを図ろうとす
る姿勢を心がけ、実践をしてください。
また、科目に関連する学部学科行事を実施した際は、到達目標に関するレポートを行
う場合があります。

■その他

この科目は、「レクリエーション・インストラクター｣「スポーツ・レクリエーショ
ン指導者」資格を取得するための必修科目です。
学科関係なく多くの学生とコミュニケーションをとりますので、積極的に参加するよ
う心がけてください。
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2020 年度生 スポーツ指導学科

科 目 名 基礎演習Ⅰ[スポ指]

開講期・単位 2年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 佐藤　文亮、安田　純輝、林　満章、阿井　英二郎

■講義の目的および概要

本授業の目的は、北海道にあるプロスポーツを、フィルドワークを通して、スポーツ
の果たす役割とその影響について調査、研究するために行う。
春学期2回プロスポーツを見学する。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
教室での講義のほか、小グループで研究テーマや調査項目等を設定し、フィールドワ
ークを実施する。その後、グループごとにディスカッションを通し、成果をまとめ、
パワーポイントを使用しグループ全員でプレゼンテーションを行う。

【課題に対するフィードバックの方法】
毎時間ごとに各グループから課題等の発表を行い、次週に向けての取り組み内容を確
認する。

■授業計画

①授業ガイダンス
②スポーツの位置づけ（「スポーツ基本法」等）
③日常生活とスポーツの関係
④グループ研究の進め方（調査グループ分け）
⑤調査項目の設定Ⅰ（調査内容の検討）
⑥調査項目の設定Ⅱ（調査計画の設定）
⑦調査Ⅰ（スポーツ観戦を含む）
⑧調査結果の分析・考察Ⅰ
⑨調査項目の再確認、設定（グループワーク）
⑩調査Ⅱ（必要によりスポーツ観戦を含む）
⑪調査結果の分析・考察Ⅱ
⑫調査結果のまとめ、発表準備Ⅰ
⑬調査結果のまとめ、発表準備Ⅱ
⑭グループ研究発表
⑮授業のまとめ（課題レポート）

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
スポーツの理解を深め、フィールドワークを通して、グループごとで課題を発見し、
調査、分析、まとめ、発表することができる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力」に基づき、フィルドワーク
を通して、グループごとで課題を解決する能力を身につける。

■成績評価基準と方法

①毎回の振り返りシート　　　　　　　　（40％）
②スポーツ観戦を通した調査、分析、発表（40％）
③課題レポート　　　　　　　　　　　　（20％）

■テキスト・参考文献

【テキスト】
特になし

【参考文献】
必要に応じて資料配布

■授業外学習

グループごとの予習、復習として、「スポーツ健康分野の基礎的知識」に関する情報
収集・ニュースや新聞などを用いた最近の社会情勢の把握を推奨する。これらをふま
え、事前学習、事後学習は、それぞれ120分程度の時間を目安とする。

■その他

スポーツ指導学科以外の学生の受講は認めない。
スポーツ観戦については入場料の一部個人負担がある。
（１回 1,000円程度）
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2020 年度生 スポーツ指導学科

科 目 名 基礎演習Ⅱ[スポ指]

開講期・単位 2年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 佐藤　文亮、安田　純輝、林　満章、阿井　英二郎

■講義の目的および概要

本授業の目的は、北海道にあるプロスポーツを、フィルドワークを通して、スポーツ
の果たす役割とその影響について調査、研究するために行う。
秋学期2回プロスポーツを見学する。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
教室での講義のほか、小グループで研究テーマや調査項目等を設定し、フィールドワ
ークを実施する。その後、グループごとにディスカッションを通し、成果をまとめ、
パワーポイントを使用しグループ全員でプレゼンテーションを行う。

【課題に対するフィードバックの方法】
毎時間ごとに各グループから課題等の発表を行い、次週に向けての取り組み内容を確
認する。

■授業計画

①授業ガイダンス（春学期の反省と秋学期の確認）
②北海道のスポーツ
③冬季スポーツの位置づけと現状
④グループ研究の進め方（グループの再編成）
⑤調査項目の設定Ⅰ（調査内容の検討）
⑥調査項目の設定Ⅱ（調査計画の立案）
⑦調査Ⅰ（スポーツ観戦を含む）
⑧調査結果の分析・考察Ⅰ
⑨調査項目の再確認、設定（グループワーク）
⑩調査Ⅱ（必要によりスポーツ観戦を含む）
⑪調査結果の分析・考察Ⅱ
⑫調査結果のまとめ、発表準備Ⅰ
⑬調査結果のまとめ、発表準備Ⅱ
⑭グループ研究発表
⑮授業のまとめ（課題レポート）

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
スポーツの理解を深め、フィールドワークを通して課題を発見し解決能力や調査、分
析、まとめ、発表することができる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力」に基づき、フィルドワーク
を通して、グループごとで課題を解決する能力を身につける。

■成績評価基準と方法

①毎回の振り返りシート　　　　　　　　（40％）
②スポーツ観戦を通した調査、分析、発表（40％）
③課題レポート　　　　　　　　　　　　（20％）

■テキスト・参考文献

【テキスト】
特になし

【参考文献】
必要に応じて資料を配布する

■授業外学習

グループごとの予習、復習として、「スポーツ健康分野の基礎的知識」に関する情報
収集・ニュースや新聞などを用いた最近の社会情勢の把握を推奨する。これらをふま
え、事前学習、事後学習は、それぞれ120分程度の時間を目安とする。

■その他

スポーツ指導学科以外の学生の受講は認めない。
スポーツ観戦については入場料の一部個人負担がある。
（１回 1,000円程度）
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2020 年度生 スポーツ指導学科

科 目 名 コーチング論[ス指]

開講期・単位 2年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 阿井　英二郎

■講義の目的および概要

本講義の目的は、スポーツコーチングの基本理念について、以下の6つを学修し、ス
ポーツ指導現場のみならず日常生活にも活かすことができる応用力を修得することを
目指す。それらは、①優れたコーチ・指導者になるために必要とされる諸要因、②選
手を強力に導くリーダーシップと適切な人間関係を結ぶ能力、③スポーツ現場におい
て発生する諸問題を合理的に解決するための問題解決方略のスキル、④勝利へ導くマ
インドセット、⑤チームや組織をまとめるチーム・組織力、⑥選手を取り巻く様々な
内的および外的な環境要因をマネジメントする能力である。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
基本的には講義形式で行う。テーマごとにレポートを課し、講義内容の振り返りを行
い、能動的な学習を目指し、必要に応じてグループワークを実施する。本講義は、ス
ポーツコーチング現場での競技指導および実務経験のある教員が、スポーツ心理学の
学問分野をふまえながら、コーチングの基礎理論について理解できる講義を実施する
。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題については、授業内で解説する。

■授業計画

①ガイダンス(本講義の内容を概説と授業の進め方)、コーチング論の意義
②ガイダンス(本講義の内容を概説と授業の進め方)、コーチング論の領域
③コーチの行動・言動の領域
④コーチングとティーチングの違い
⑤目的・目標設定の意義(1):目的の意義
⑥目的・目標設定の意義(2):目標設定の方法
⑦目的・目標設定の意義(3):目標設定実践
⑧コミュニケーションスキル(1)：基礎
⑨コミュニケーションスキル(2)：問題解決
⑩コミュニケーションスキル(3)：まとめ
⑪コーチングにおける感情のコントロール
⑫コーチング論のまとめ
⑬マインドフルネス(1)：理論
⑭マインドフルネス(2)：技法
⑮授業内筆記試験

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
スポーツコーチングの本質を理解し、トップアスリートから初心者まで様々な競技者
の意欲や自主的な活動を促すことができる指導力を修得することを目指す。また、指
導者が与える心理面、言葉の効果と影響を十分に理解することをふまえ、現場におけ
る指導者として問題解決能力と指導法を身につけることを目指す。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「スポーツマンシップおよびリーダーシップの修得」および「スポーツマンシップお
よびリーダーシップに基づく指導力の修得」に基づき、「競技スポーツ」におけるコ
ーチングおよびトレーニングの専門知識を理解し、その知識の学びを通じて、地域や
学校教育に貢献できる指導技法を身につける。

■成績評価基準と方法

授業参加レポート・提出物：40%
筆記試験：60%

■テキスト・参考文献

【テキスト】【参考文献】

適宜プリントを配布する

■授業外学習

2021(令和3)年4月1日

1345



事前及び事後学習は、授業内容に関する文献及び書籍を通じて調べ学習を行うこと。
事前および事後学習には、それぞれ120分程度を要する。

■その他
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2020 年度生 スポーツ指導学科

科 目 名 運動生理学

開講期・単位 2年 前期・必修 2単位・講義

担 当 者 国田　賢治

■講義の目的および概要

運動生理学は、生体またはその一部である器官・細胞などにおける、身体運動と関連
する機能を対象とした学問である。本授業では、運動生理学の知識を身につけさせる
とともに、その知識にもとづいた身体機能の測定法・分析法を習得させることを目的
とする。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
授業形態は、主として教室での講義形式とする。パワーポイントやプリントを用いる
などして資料を視覚的に呈示する。定期的に振り返りシートを課し、学生自ら講義内
容の振り返りやディスカッションを行うことを通じて、能動的学習を目指す。本講義
は、運動生理学的研究の実績を有する教員が、運動生理学の知識を身につけさせると
ともに、その知識にもとづいた身体機能の測定法・分析法を理解できる講義を実施す
る。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題については、授業内で解説する。

■授業計画

①オリエンテーション
②運動と神経機能　I　反射運動
③運動と神経機能　II　随意運動
④運動と筋
⑤運動とエネルギー代謝
⑥運動と呼吸機能
⑦運動と循環機能
⑧運動と体温調節
⑨運動発達と運動学習理論
⑩身体機能の老化と運動実践
⑪神経機能測定法・分析法 I　先行研究の紹介
⑫神経機能測定法・分析法 II　最新知見の紹介
⑬呼吸機能測定法・分析法
⑭循環機能測定法・分析法
⑮ふりかえり

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
運動生理学の知識および、その知識にもとづいた身体機能の測定法・分析法を習得す
る。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「スポーツ健康分野に関する基礎的知識と技能の科学的視点からの理解およびそれを
基にした専門知識、技能の修得」に基づき、生体またはその一部である器官・細胞な
どにおける、身体運動と関連する機能を理解し、さらにその知識にもとづく身体機能
の測定および分析法を修得する。その学びを通じて、地域や学校教育に貢献できる指
導技法を身につける。学位授与方針「スポーツ健康分野に関する基礎的知識と技能の
科学的視点からの理解およびそれを基にした専門知識、技能の修得」および「スポー
ツ健康分野の課題分析力の修得」に繋がるスポーツ健康分野の現状を認識する。

■成績評価基準と方法

振り返りシート（20％）、レポート課題（20％）、定期試験（60％）

■テキスト・参考文献

【テキスト】
藤原勝夫編著：運動機能解剖学．北国新聞社.

■授業外学習
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【具体的な内容】
運動生理学の知識および、その知識にもとづいた身体機能の測定法・分析法をメイン
テーマとして授業を実施する。関係する資料検索・収拾を行い、学習の準備をするこ
と。毎時間ごとに、自身の作成したノートを振り返り、調べ学習を行うこと。

【必要な時間】
事前および事後学習は、それぞれ2時間を目安とする。

■その他
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2020 年度生 スポーツ指導学科

科 目 名 スポーツ統計学

開講期・単位 2年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 小林　秀紹

■講義の目的および概要

スポーツ科学研究やトレーニングの現場で必要となる統計処理の基礎知識およびデー
タの集計や統計解析技術の基礎を身につけることを目的とする．

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
　統計についての講義およびMicrosoft　Excelを用いた演習を実施します．主に情報
センターでコンピューターを利用し，e-ラーニングシステムを使用して授業を行いま
す．

【課題に対するフィードバックの方法】
　eラーニングシステムでフィードバックします．

■授業計画

①統計の基本的考え方
②尺度について
③評価方法
④割合・比率
⑤代表値
⑥散布度
⑦表計算
⑧関数
⑨標準得点
⑩グラフ表現
⑪相対評価
⑫記述統計
⑬相関
⑭予測
⑮統計解析法まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①測定内容および目的に応じたデータの処理ができるようになる．記述統計の各統計
量を計算できる．
１．尺度の水準を理解できる．
２．代表値（平均，中央値，最頻値）および分散（平均偏差，標準偏差）を計算でき
る．
３．条件をソートし，グループごとの集計をし，頻度，分割表を作成できる．
②統計の基本的な概念を理解し、記述統計および推測統計の関係を理解する．
１．偏差値を算出し，その意味を理解できる．
２．散布図の作成，相関係数の算出，回帰分析を行うことができる．

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
学位授与方針における
「スポーツ健康分野に関する基礎的知識と技能の科学的視点からの理解およびそれを
基にした専門知識、技能の修得」は主に到達目標の①，②
「スポーツ健康分野の課題分析力の修得」は主に到達目標の①，②
「自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力」は主に到達目標の②
にそれぞれ関連する。

■成績評価基準と方法

授業時実技テスト（100％）によって評価する

■テキスト・参考文献

【テキスト】
なし

【参考文献】
なし

■授業外学習
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【具体的な内容】
　授業外学習 e-ラーニングで学習してください．Microsoft Excelを使用します．

【必要な時間】

■その他
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2020 年度生 スポーツ指導学科

科 目 名 野外活動理論・演習

開講期・単位 2年 後期・選択 2単位・演習

担 当 者 新井　貢、本多　理紗、田部井　祐介

■講義の目的および概要

自然と親しみながら野外で楽しく活動するための知識、技術、態度を身につける。ま
た、子どもたちの「生きる力」を育むために有効とされる、自然体験学習を理解する
とともに、自然に親しみ、大切にする心を養うなど環境教育に対する意識も高める。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
前半の８回は講義と演習を主として学内での通常授業を行い、野外活動の意義や安全
対策など理論を身に付けるとともに、実習に向けての準備を行う。後半７回分は実習
として、青少年教育施設で１泊２日の集中講義とし、小グループで課題を解決するた
めのグループワークやデスカッションを行い、与えられた課題であるイグルーを完成
させる。

【課題に対するフィードバックの方法】
必要に応じて課題を果たし、授業内において解説する。また、授業後にも時間を割い
て個別指導を行う。

■授業計画

①授業ガイダンス
②野外活動の教育的位置づけと現状
③野外活動の事例紹介と事業計画における留意点
④野外活動におけるリスクと安全対策
⑤事業計画Ⅰ（グループワーク）
⑥事業計画Ⅱ（発表）
⑦演習Ⅰ（学内において実施可能なプログラム）
⑧演習Ⅱ（学内において実施可能なプログラム）
⑨～⑮
　青少年教育施設での宿泊研修（１泊２日）
　授業のまとめ及び課題のレポートも含む

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①野外活動における基本的な知識、技能、態度を身につけることができる。
②自然体験活動の重要性を理解するとともに、環境に対する意識も高めることができ
る。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「生涯スポーツの育成発展に努めながら、スポーツを通して地域社会に貢献できる教
養豊かなスポーツ指導者を育成する」に基づき、積極的に野外活動にかかわり指導で
きる能力を身につける。

■成績評価基準と方法

①野外活動に対する理解及び確認テスト（４０％）
②実習での実践（４０％）
③課題レポート（２０％）

■テキスト・参考文献

【テキスト】
特になし

【参考文献】
必要に応じて配布する。

■授業外学習

【具体的な内容】
事前学習として、自然に親しみ野外活動にかかわる事業に参加するなど、積極的に体
験する。
事後学習として、授業で身につけた知識、技術をボランティアとして指導実践する。

【必要な時間】
事前事後学習ともに、それぞれ２時間を目安とする。

2021(令和3)年4月1日

1351



■その他

この科目は、「社会教育主事」の選択科目である。
前半の授業で３分の２以上の出席が満たされない者、及び理論を理解できない者の実
習参加は認めない。
実習費として３，０００円程度の自己負担がある。
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2020 年度生 スポーツ指導学科

科 目 名 スポーツ傷害と予防

開講期・単位 2年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 後藤　ゆり

■講義の目的および概要

本講義では、スポーツ活動に関連して起こりうる傷害について、その発生要因や症状
、性・年齢・競技種目などによる特徴について理解する。また、スポーツ傷害予防の
観点から、スポーツ指導者として身につけておくべき知識や対応の仕方を習得する。
さらに、対象者に安全な運動プログラムを作成・提供するために必要な知識と理論を
学習する。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
主として教室で講義を展開し、スポーツ傷害について、発生要因や症状、性・年齢・
競技種目による特徴および予防の観点から解説する。また、スポーツ傷害についてよ
り深い理解を得るためにディスカッションやグループワークを行う。さらに、スポー
ツテーピングなどの実習を行い実践的な知識・技術を修得できるような講義を展開す
る。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題やレポートについては、学生の意見を講義の中で紹介し意見交換を行うなどして
学生にフィードバックを行う。

■授業計画

①オリエンテーション（運動器の障害の基本像）
②内科的障害
③検診結果の読み方及び効果判定（1）
④検診結果の読み方及び効果判定（2）
⑤運動のためのメディカルチェックの重要性
⑥心電図の基礎と記録法（安静時心電図の読み方）
⑦運動プログラム作成の理論（1）
⑧運動プログラム作成の理論（2）
⑨服薬者の運動プログラム作成上の注意
⑩頭部・頸部の傷害
⑪肩・肘・手関節の傷害
⑫体幹の傷害
⑬骨盤・股関節・大腿の傷害
⑭膝関節の傷害
⑮足関節・足部の傷害

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
スポーツ傷害について、発生要因や症状、性・年齢・競技種目などによる特徴につい
て説明できる。また、スポーツ傷害の予防について具体例を示しながら論述すること
ができる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「スポーツ健康分野の課題分析力の修得」に基づき、スポーツ傷害の予防という課題
について個人の前提条件・発生要因などについて分析する能力を修得すると共に、課
題解決に向けた実践的な知識と技術を修得する。

■成績評価基準と方法

講義内テスト　　70%
レポート　　　　15%
講義内での課題　15%

■テキスト・参考文献

【参考文献】
・「基礎から学ぶ！スポーツ障害」　鳥居俊　著　ベースボール・マガジン社
・健康運動指導士養成講習会テキスト（下）
・その他適宜資料を配布する。

■授業外学習
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【具体的な内容】
・毎回の講義で扱う範囲に基づき基礎的な人体解剖の知識について予習する。
・毎回の講義内容について各自のスポーツ活動に当てはめて事例を用意し、次回講義　
でのディスカッションやグループワークなどに活用する。　
・各自の興味のあるスポーツでの傷害予防について情報収集を行う。

【必要な時間】
予習・復習の時間はそれぞれ２時間を目安とする。

■その他

本科目は下記の資格の対象科目である。
・トレーニング指導者(JATI）
・健康運動指導士
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2020 年度生 スポーツ指導学科

科 目 名 衛生学及び公衆衛生学

開講期・単位 2年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 後藤　ゆり

■講義の目的および概要

本講義では、病気の予防、健康の保持・増進のため、環境と生体の反応について、科
学的根拠の解説や事例検討などをとおして理解を深める。また、地域集団の健康に関
わる課題が、経済・政治・文化・社会などと密接に関わっていることを確認する。疾
病予防と身体活動・運動の関連についても学習する。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
主として教室で講義を展開する。パワーポイントによるプレゼンテーション、ビデオ
なども活用する。また、公衆衛生分野の課題に対してグループワークやディスカッシ
ョン、実習を行いより深い理解を得る。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題やレポートについては、学生の意見を講義の中で紹介したり、グループワークの
テーマとしたりして、学生にフィードバックを行う。

■授業計画

①オリエンテーション
②衛生学・公衆衛生学とは
③健康づくり施策
④運動基準・運動指針
⑤疫学Ⅰ（疫学の歴史と手法）
⑥生活習慣病と運動疫学
⑦疫学Ⅱ（事例検討）
⑧感染症Ⅰ（感染症とは）
⑨感染症Ⅱ（事例検討）
⑩食品衛生
⑪環境保健
⑫産業保健
⑬高齢者保健・障害者保健
⑭国際保健・母子保健
⑮まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
衛生学・公衆衛生学の成り立ちや役割を説明できる。また、地域集団の健康課題につ
いて、関連要因を具体的に示しながら論述することができる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「スポーツ健康分野の課題分析力の修得」に基づき、病気の予防、健康の保持・増進
という課題について、疾病の発生要因などについて分析する能力を修得すると共に、
課題解決に向けた実践的な知識と技術を修得する。

■成績評価基準と方法

講義内テスト 70%
レポート 　15%
講義での課題　15%

■テキスト・参考文献

【参考文献】
・健康運動指導士養成講習会テキスト（上）
・その他適宜資料を配布する。

■授業外学習

【具体的な内容】
・毎回の講義で扱う範囲に基づき事例などについて予習する。
・毎回の講義内容について関連する課題を用意し、次回講義でのディスカッションや　
グループワークに活用する。
・健康や疾病予防に関する身近な出来事に興味関心を持ち、関連する情報を収集し　　
理解すること。

【必要な時間】
予習・復習の時間はそれぞれ２時間を目安とする。

■その他
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本科目は下記の免許および資格の対象科目である。
・保健体育科教員免許（教科に関する科目）
・健康運動指導士
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2020 年度生 スポーツ指導学科

科 目 名 測定と評価

開講期・単位 2年 前期・選択 2単位・演習

担 当 者 小林　秀紹

■講義の目的および概要

体格，体力および運動能力について適切な測定と評価ができるようになる． 体力・
運動能力の構成要素について理解し，それぞれの適切な測定法と評価法を習得する．
新体力テストの適切な測定方法を理解し，評価の仕方を学ぶ．対象特性に応じた適切
な測定項目を選択，評価し，効果的なフィードバックの仕方を理解する．

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】

講義と演習形式および現場での実習（小学校や外部スポーツ団体）を行います．

【課題に対するフィードバックの方法】

Eラーニングで行います．

■授業計画

①体力と運動能力（構成要素）・体力構成要素の測定法
②新体力テストの測定法
③フィールドテスト（屋外）の実習
④フィールドテスト（屋内）の実習
⑤フィールドテスト（評価）の実習
⑥データの処理法，フィードバックの仕方
⑦筋力，筋パワー等の測定法 （1）
⑧筋力，筋パワー等の測定法 （2）
⑨全身持久力，筋持久力の測定法（運動負荷試験） （1
⑩全身持久力，筋持久力の測定法（運動負荷試験） （2）
⑪幼児およびジュニアの体力測定法
⑫高齢者の体力測定法
⑬介護予防に関する体力測定法とその評価
⑭柔軟性の測定，身体組成の測定
⑮まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①新体力テストを適切に測定および評価することができる．
②年齢段階に応じた注意点を理解する．
③競技スポーツにおける特異性を考慮したパフォーマンスの測定評価が適切に実施で
きる．

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
学位授与方針における
「スポーツ健康分野に関する基礎的知識と技能の科学的視点からの理解およびそれを
基にした専門知識、技能の修得」は主に到達目標の①
「スポーツ健康分野の課題分析力の修得」は主に到達目標の②
「自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力」は主に到達目標の③
にそれぞれ関連する。

■成績評価基準と方法

新体力テストを適切に測定および評価することができる．年齢段階に応じた注意点を
理解する．競技スポーツにおける特異性を考慮したパフォーマンスの測定評価が適切
に実施できる．

■テキスト・参考文献

【テキスト】
適宜提示します。

【参考文献】
健康運動指導士養成講習会テキスト ，NSCAストレングス＆コンディショニング，
JATIテキスト

■授業外学習
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【具体的な内容】

本科目の内容についてスポーツ統計学で関連学修を行います．

【必要な時間】

■その他

NSCAのCSCSおよびJATIのトレーニング指導者，健康運動指導士各資格の対象科目です
．
外部実習があるので科目の時間割前後に移動の時間を要します．
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2020 年度生 スポーツ指導学科

科 目 名 ダンス

開講期・単位 2年 後期・選択 2単位・演習

担 当 者 赤川　智保

■講義の目的および概要

当該教科は学習指導要領（中学校・高等学校の保健体育）に基づいた学校教育におけ
るダンス授業の指導法に焦点を当て、「創作ダンス」「フォークダンス」「現代的な
リズムのダンス」と示されている多様なダンスを踊る楽しさを体験すると共に技能を
高め、学習指導理論を踏まえて具体的な授業場面を想定した授業計画を行う方法を身
につけます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
　毎回、入念なストレッチを行ってから実技を行います。また、映像でダンス作品を
　鑑賞しレポートを提出します。グループでの創作ダンスの実践を行った後、選出さ
　れたグループによる模擬授業を行います。本科目のほか，学部学科が指定するフィ
　ールドワーク等実践的学習の場に参加することがあるります。

【課題に対するフィードバックの方法】
　毎回、振り返りシートに記入し、理解度を確認して助言します。

■授業計画

①　ガイダンス　（ストレッチと呼吸法について）
②　ダンス基礎Ⅰ（様々なステップのバリエーション）
③　ダンス基礎Ⅱ（様々なジャンプ、ターンのバリエーション）
④　カウントの取り方　フォークダンス（課題曲）
⑤　現代的なリズムのダンスⅠ
⑥　現代的なリズムのダンスⅡ（課題曲）
⑦　日常の動きを使って　（小道具を使って）
⑧　ダンス関連の作品映像の鑑賞　レポート提出
⑨　ダンスの指導法（空間形成・フォーメーション）
⑩　ダンスの指導法（構成・演出・選曲・指導上の留意点）
⑪　創作ダンス（グループワーク）
⑫　創作ダンス（グループワーク）
⑬　ダンス作品発表　実技試験・衣裳着用
⑭　指導案による模擬授業Ⅰ　
⑮　指導案による模擬授業Ⅱ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
　①ダンスの基本となる体作りとテクニックを身につける。
　②多様な表現方法を通して課題に応じた動きを工夫し、小作品を構成して踊ること
　　ができるようになる。
　③他者と関わることでコミュニケーション能力を高め互いに協力し健康や安全を保
　　持することができるようになる。
　?スポーツ健康分野の現状を知り、問題点を認識することができる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
　①スポーツマンシップおよびリーダーシップとそれに基づく指導力を習得する
　②自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力を養う
　③学位授与方針「スポーツ健康分野に関する基礎的知識と技能の科学的視点からの
　　理解およびそれを基にした専門知識、技能の修得」および「スポーツ健康分野の
　　課題分析力の修得」に繋がるスポーツ健康分野の現状を認識することに関連しま
　　す。

■成績評価基準と方法

①実技発表　　　　　　　　　35％
②技術習得の進行度・達成度　25％　　
③レポート　　　　　　　　　40％

■テキスト・参考文献
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【テキスト】
その都度、必要に応じてプリントを配布します。

【参考文献】
　小学校指導要領、中学校指導要領体育編（平成29年６
　月文部科学省）、高等学校指導要領体育編（平成29年３月）同解
　説（平成29年6月文部科学省）

■授業外学習

【具体的な内容】　
　授業で習得したストレッチやステップなどのエクササイズ、カウントの取り方など
　は、各自で必ず復習してから臨んでください。科目に関連する学部学科行事を実施
　した際は，到達目標に関するレポートを行う場合があります。

【必要な時間】
　予習・復習の時間は2時間を目安とします。

■その他

指導者になる心構えをもって受講して下さい。
筆記用具を用意し運動に相応しいジャージなどを着用し、裸足で行います。
髪の毛が長い場合は結び、運動にふさわしくない服装での受講できない場合がありま
す。
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2020 年度生 スポーツ指導学科

科 目 名 テニス[スポ指]

開講期・単位 2年 前期・選択 2単位・演習

担 当 者 橋場　俊輔

■講義の目的および概要

学習指導要領に基づき、自分の能力に応じた課題の解決を目指し、計画的に授業を進
めていく。また、技能の段階に応じて、戦術を考えたゲームを展開する。また道具を
使うスポーツなので、事故防止に関する心得を守り、健康、安全に留意して練習やゲ
ームを行う。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】

実技・講義・グループワークによる授業作り。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題は適宜、授業内で返却しフィードバックを行う。

■授業計画

①ガイダンス　テニスの特性について
②ラケット操作の仕方・グリップの握り方
③ストロークショット
④ボレー　スマッシュ
⑤サーブ　（レポート課題提示）
⑥ストローク　ボレー　サーブの復習
⑦各ショットのラリー
⑧ラリーを通してゲームを楽しむ
⑨ゲームを理解する
⑩戦術を立てたゲーム(ダブルス)
⑪戦術を立てたゲーム（シングルス）
⑫審判の仕方（レポート課題提示）
⑬授業内大会の企画
⑭試合① 実技テスト①
　自分たちで企画した試合を自分たちの運営で行う。（審判・試合・記録）
⑮試合② 実技テスト②
前回の試合の反省を踏まえ、より良い試合及び運営を行う。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
テニスの特性を理解し、基本動作、対人技能を学ぶ。また、テニス指導法の理論と実
習を行い、互いに協力しながら練習・試合をできるようになる。マナーを大切にした
テニスを学び、指導者としての資質を高める。

■成績評価基準と方法

実技テスト50％
レポート課題50％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
必要に応じて適宜配布する。

【参考文献】
授業中に関係資料（技術的なポイントを知識として理解出来るプリント）を配付する
。適宜、参考文献を紹介する。

■授業外学習

【具体的な内容】
毎回の授業の始めに前回の復習を行います。近年はテニス人気により、テニスに関す
るニュースや話題も増えてきています。日頃からニュースや新聞などを観て、情報を
入手するように心がけてください。

2021(令和3)年4月1日

1361



■その他

欠席や遅刻はしないようにしてください。
授業には、必ず、一般的に運動の出来る服装で来ること。(ジーンズなどは不可）
授業では指名をして発言も求めます。授業外でもしっかりとテニスに関して学習して
おいてください。
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2020 年度生 スポーツ指導学科

科 目 名 冬季スポーツ

開講期・単位 2年 後期・選択 2単位・演習

担 当 者 新井　貢

■講義の目的および概要

北海道における冬季スポーツの位置づけ及び競技特性を理解し、基本的な技能を習得
するとともに、指導者としての資質、能力を高める。また、安全に楽しく親しめるよ
うな指導法を身につける。この授業ではスケートを中心に展開し、スノーボードの体
験も行う。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
課題に対するフィードバックの方法 集中講義として公共のスケートリンクへ移動し
ての授業展開となる。スケートの基本技能を習得するとともに、指導法についても理
解する。また、スキー場でのスノーボード体験学習も行う。
スケートを専門とする担当教員が、競技の特性および専門的知識を含め、質の高い授
業を展開する。

【課題に対するフィードバックの方法】
必要に応じて課題を果たし、授業内で解説する。

■授業計画

①授業ガイダンス（ポータルにて日程を確認すること）
②講義Ⅰ（スケートの現状と課題）
③講義Ⅱ（スケートの指導法と評価基準）
④スケートの基本技能Ⅰ（安全な滑り方）
⑤スケートの基本技能Ⅱ（ストレート滑走）
⑥スケートの基本技能Ⅲ（コナーワーク）
⑦スケートの応用技能Ⅰ（総合滑走）
⑧スケートの応用滑走Ⅱ（実技テスト）
⑨スケートの応用滑走Ⅲ（アイスホッケー体験）
⑩講義Ⅲ（スノーボード体験のガイダンス）
⑪スノーボードの基本Ⅰ（安全な滑り方）
⑫スノーボードの基本Ⅱ（基本ターン）
⑬スノーボードの応用Ⅰ（連続ターン）
⑭スノーボードの応用Ⅱ（総合滑走）
⑮授業のまとめ（課題レポート）

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①北海道における冬季スポーツの位置づけと現状を理解できる
②スケートに親しむ態度、技術、指導法を身につけることができる
③スノーボードの特性、安全に楽しむ態度を身につけることができる

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「生涯スポーツの育成発展に努めながら、スポーツを通して地域社会に貢献する教養
豊かなスポーツ指導者を育成する」に基づき、北海道における冬季スポーツにおける
現状を理解するとともに、積極的に親しむ態度と指導法を身につける。

■成績評価基準と方法

①　技能の習得と実技テスト（５０％）
②　競技特性、指導法の理解（３０％）
③　課題レポート　　　　　（２０％）

■テキスト・参考文献

【テキスト】
特になし

【参考文献】
必要に応じて配布する

■授業外学習
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【具体的な内容】
事前学習として、冬季スポーツに関する新聞、ニュース等をチェックし、現状を把握
する。
事後指導として、授業で身に付けた知識、技術をさらに深めるため、実際に施設を利
用し実践する。

【必要な時間】
事前事後学習として、それぞれ授業時間以上の時間を確保する

■その他

受講学生が多い場合は、教職履修学生を優先する。
スケート、スノーボードの用具を借りる場合は実費負担となる。
スケート500円×２回、スノーボード2100円（昨年度実績）
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2020 年度生 スポーツ指導学科

科 目 名 野球・ソフトボール

開講期・単位 2年 前期・選択 2単位・演習

担 当 者 阿南　浩司、阿井　英二郎

■講義の目的および概要

本講義の目的は、以下の2点である、①コーチング、運動生理学およびバイオメカニ
クス的観点から野球・ソフトボールの運動技能（投、捕、打）を向上させる。②野球
・ソフトボールにおける技術の上達のコツを探る中で、その指導方法も併せて学習す
る。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
実技、演習および講義を行う。毎回、振り返りシートを記入し、授業内容の振り返り
を行う。必要に応じて、グループワークを実施し、能動的学修を目指す。本講義は、
野球における運動学習法の研究の実績を有する教員、および指導現場での実務経験の
ある教員が、コーチング、運動生理学およびバイオメカニクス的観点から野球・ソフ
トボールの運動技能を向上させる手法について理解できる講義を実施する。実技を実
施する場所は、野球場および第二体育館とする。
【課題に対するフィードバックの方法】
課題については、授業内で解説する。

■授業計画

①導入：（ガイダンスおよび野球・ソフトボールに関する導入講義）
②グループワーク１：（チーム決定）
③グループワーク２：（チーム目標・活動内容・役割分担についてのディスカッショ
ン）
④グループワーク３：（練習内容・ポジションについてのディスカッション）
⑤実技１：ピッチング理論・解説（投球動作の学習）
⑥実技２：チーム練習１（屋外と屋内に分かれた展開）
⑦実技３：バッティング理論・解説（打撃動作の学習）
⑧実技４：チーム練習２（屋外での展開）
⑨グループワーク４：(前半の振り返りと後半のゲームに向けた打ち合わせ)
⑩グループワーク５：(ゲームの展開方法のディスカッション)
⑪ゲーム１：(テーマ：ソフトボール：打つ・投げるの基本技術ができる、チームで
協調したプレーができる)
⑫ゲーム２：(テーマ：野球の入門編：打つ・投げるの基本技術ができる)
⑬ゲーム３：(テーマ：野球の応用編１：状況に応じたプレーができる)
⑭ゲーム４：(テーマ：野球の応用編２：チームで協調したプレーができる)
⑮グループワーク６：（まとめ：授業の振り返り：レポート作成とプレゼンテーショ
ン）

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
コーチング、運動生理学およびバイオメカニクス的観点から野球・ソフトボールの運
動技術（投、捕、打）の理解を深め、実践現場での指導方法を身につける。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「スポーツ健康分野の基礎的知識、技能の修得およびそれを基にした専門知識、技能
の修得」に基づき、野球・ソフトボールの技能および専門知識の修得を通じて、地域
や学校教育に貢献できる指導技法を身につける。

■成績評価基準と方法

授業内活動レポート 30%
チームレポート 　　30%
実技・発表　　　　 40%

■テキスト・参考文献

【テキスト】【参考文献】
適宜プリントを配布する。

■授業外学習
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【具体的な内容】
次回の授業の範囲について、野球・ソフトボールに関する文献および書籍を通じて調
べ学修を行ってください。また、授業後には、学修した内容を復習してください。定
期的に、授業後に小レポートを実施しますので、事前学習および事後学習の内容を記
入して提出してください。

【必要な時間】
事前および事後学習の目安は、それぞれ120分程度となります。

■その他

トレーニングウエアまたはユニフォームを着用すること。グラブを所有している学生
は持参すること。
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2020 年度生 スポーツ指導学科

科 目 名 卓球

開講期・単位 2年 後期・選択 2単位・演習

担 当 者 国田　賢治

■講義の目的および概要

本講義の目的は、生涯・競技スポーツとしての卓球を実践する上で必要な知識と技術
を生理学、解剖学、力学およびコーチング等の観点をふまえて解説するとともに、実
践を通じて習得することである。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
授業のはじめに、知識と技術を解説し、その後、卓球の実践を多く行う。個々それぞ
れに指導する。習得した技術を用いてゲームを多く体験する。必要に応じて、グルー
プワークを実施し、能動的学習を目指す。本講義は、卓球の競技経験と指導の実績を
有し、運動生理学を研究する教員が担当する。科学的観点から卓球の運動技能を向上
させる手法について理解できる講義を実施する。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題については、授業内で解説する。

■授業計画

①伸張反射、弾性エネルギーとラケット動作
②上肢（上腕・前腕・手）の構造とラケット操作
③ラケット操作法および肩・肘・手首の連関運動の個人差
④個々に適した速いスマッシュ法の習得
⑤シングルスゲームのルール
⑥ダブルスゲームのルール
⑦片足立ちの安定性の左右差とフットワーク
⑧リズム運動の自動化と他動作挿入によるリズムへの干渉
⑨レシーブ時の身構え姿勢と反応動作
⑩認知・判断にもとづくレシーブの遂行とフェイント
⑪回転あるボールの軌跡・はねかえりとレシーブ
⑫ボールの回転を変えるドライブ打法とそれを支える姿勢調節
⑬サービスの種類と球への回転の加え方
⑭リーグ戦・トーナメント戦の運営
⑮技能テストとふりかえり

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
卓球の実施・指導を行うのに必要な知識と技術を習得する。さらに、個々に適した返
球ができること、あるいは返球における洗練した技術を習得することのいずれかを目
標とする。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「スポーツ健康分野の基礎的知識、技能の習得およびそれを基にした専門知識、技能
の習得」に基づき、卓球の技能および専門知識の修得を通じて、地域や学校教育に貢
献できる指導技法を身につける。学位授与方針「スポーツ健康分野に関する基礎的知
識と技能の科学的視点からの理解およびそれを基にした専門知識、技能の修得」およ
び「スポーツ健康分野の課題分析力の修得」に繋がるスポーツ健康分野の現状を認識
する。

■成績評価基準と方法

①振り返りシート　40％
②技能の向上　　　20％
②課題レポート　　40％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
適宜資料を配布する。

■授業外学習
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【具体的な内容】
【毎回、授業の最後10分程度を用いて、卓球を実施・指導する上で必要な知識と技術
についてのレポート課題を述べる。このため、前回および次回の授業の範囲について
、卓球に関する文献および書籍を通じて調べ学習を行うこと。

【必要な時間】
事前および事後学習の目安は、それぞれ2時間とする。

■その他
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2020 年度生 スポーツ指導学科

科 目 名 ストレングス・コンディショニング

開講期・単位 2年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 鈴木　真代

■講義の目的および概要

一般の方からアスリートまでウエイトトレーニングが浸透しています。本講では安全
で効果的な方法の理論から指導実践まで学修します。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
講義と実技を交えて展開します。
グループワークも取り入れます。

【課題に対するフィードバックの方法】
本講義は、健康運動指導士・NSCA(CSCS,CPT)・JATI-ATIの資格対象科目です。毎回提
示するレポートを期日までに提出することが求められます。課題は、授業内に解説の
時間を設けます。

■授業計画

①ガイダンス?ストレングス＆コンディショニングとは？?
②ウエイトトレーニングの基本事項
③下肢エクササイズの理論と実践Ⅰ
④下肢エクササイズの理論と実践Ⅱ
⑤下肢エクササイズの理論と実践Ⅲ
⑥上肢エクササイズの理論と実践Ⅰ
⑦上肢エクササイズの理論と実践Ⅱ
⑧上肢エクササイズの理論と実践Ⅲ
⑨下肢/上肢エクササイズのまとめ
⑩パワーエクササイズの理論と実践Ⅰ
⑪パワーエクササイズの理論と実践Ⅱ
⑫パワーエクササイズの理論と実践Ⅲ
⑬パワーエクササイズのまとめ
⑭筆記/実技テスト
⑮筆記/実技テスト

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
スポーツ指導、その中でも本講では特に、トレーニング指導における基本の原理原則
を学び、指導現場につなげることを目標とします。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
学位授与の方針の「自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力」に基づ 
き、トレーニング指導論を学ぶ過程で、"気づき"を大切にし取り組んでいきます。

■成績評価基準と方法

①振り返りレポート 45%
②実技テスト 30%
③筆記テスト 25%

■テキスト・参考文献

【テキスト】
 適宜配布いたします。

【参考文献】
『ストレングストレーニング＆コンディショニング』Book House HD 2018
『健康運動指導士養成講習会テキスト上・下』公益財団法人 健康・体力づくり事業
財団

■授業外学習

【具体的な内容】
課題レポートの作成
週２回程度のトレーニングの復習

【必要な時間】
1時間程度

■その他
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ウエイトトレーニングルームで行います。
体育館シューズ（トレーニング用）および運動できる服装で参加してください。
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2020 年度生 スポーツ指導学科

科 目 名 体力トレーニング演習

開講期・単位 2年 前期・選択 2単位・演習

担 当 者 阿南　浩司

■講義の目的および概要

本講義では、体力トレーニング理論を中心に学び、修得した技法を実践現場で活用で
きるようにすることを目的とする。授業の２／３を演習形式とし、トレーニングに関
連した基礎知識、トレーニング現場での最新のトピックスを紹介し、学生間で討議す
る。代表的なトレーニング法を演習形式で学修しながら、最終的には自分自身でトレ
ーニング・プログラムを作成できるようにする。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
演習および講義形式で行う。毎回、振り返りシートを記入し、講義内容の振り返りを
行う。必要に応じて、グループワークやプレゼンテーションを実施し、能動的学修を
目指す。本講義は、運動生理学およびバイオメカニクスを専門とする研究の実績を有
する教員が実施する。競技経験および運動学習法の研究をふまえ、アスリートのパフ
ォーマンスを向上させるトレーニング方法について理解できる演習および講義を実施
する。実技を実施する場所は、教室、トレーニングルームおよび体育館とする。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題については、授業内で解説する。

■授業計画

１：体力トレーニング概論
２：ストレッチングと柔軟体操の実際
３：ウォーミングアップとクーリングダウン
４：ウォーキングとジョギング(1) 歩行と走行の違い
５：ウォーキングとジョギング(2) トレーニング
６：フリーウェイトトレーニング(1) 最大反復法
７：フリーウェイトトレーニング(2) 最大筋力養成法
８：マシントレーニング
９：スピード・トレーニング
10：持久的トレーニング
11：種目別トレーニングの実践例 (1)個人種目・記録競技
12：種目別トレーニングの実践例 (2)球技
13：トレーニングプログラム(1)　計画の作成
14：トレーニングプログラム(2)　計画の発表
15：まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
体力トレーニングの位置づけ・分類についての理解を深め、実践でのトレーニング方
法について学修する。また、トレーニング計画の立案能力を身につける。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「スポーツ健康分野に関する基礎的知識と技能の科学的観点からの理解およびそれを
基にした専門知識、技能の修得」に基づき、体力トレーニングに関する専門知識およ
び実践法の修得を通じて、地域や学校教育に貢献できる指導技法を身につける。

■成績評価基準と方法

①授業内レポート　20％
②演習課題　20％
③トレーニング計画表レポート　60％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
特になし
【参考文献】
藤原勝夫・外山寛：身体活動と体力トレーニング.日本出版サービス
藤原勝夫：運動機能解剖学. 北國新聞社
村木征人：スポーツ・トレーニング理論.ブックハウスHD
中村隆一　斎藤宏　長崎宏：基礎運動学.医歯薬出版株式会社
健康運動指導士養成講習会テキスト（健康・体力づくり事業財団）、その他随時資料
を配布する。

■授業外学習
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【事前学習】体力トレーニング論で学修した内容を復習する。

【事後学習】
健康運動指導士、トレーニング指導者(JATI）、CSCS（NSCA）の資格関連テキストを
熟読する。上記の内容をふまえ、事前および事後学習に要する時間は、それぞれ120
分程度とする。

■その他

演習時において、運動着、運動靴を準備すること。また、毎回、筆記用具を持参する
こと。雨天時に備えた準備を行うこと。
本科目は下記の免許および資格の対象科目です。
・健康運動指導士
・トレーニング指導者(JATI）
・CSCS（NSCA）
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2020 年度生 スポーツ指導学科

科 目 名 運動生理学演習

開講期・単位 2年 後期・選択 2単位・演習

担 当 者 佐藤　文亮、国田　賢治

■講義の目的および概要

本講義の目的は、身体機能の神経ー筋系および呼吸循環系の測定法と分析法を演習形
式で理解させることである。学部学科が指定するフィールドワーク等実践的学習の場
に参加することがある。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
演習形式で授業を行う。毎回、振り返りシートを記入し、講義内容の振り返りを行う
。必要に応じて、グループワークを実施し、能動的学習を目指す。本演習は、運動生
理学関連の研究を遂行してきた実績を有する教員が、身体機能の神経－筋系および呼
吸循環系の測定法と分析法について理解できる講義を実施する。実習を行う場所は、
教室および測定室とする。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題については、授業内で資料を配布し、適宜解説する。

■授業計画

身体機能の測定法と分析法を概説する。その後、小グループに分かれて測定・分析を
行う。
①オリエンテーション
②筋電図の測定
③筋電図の分析
④眼球運動反応時間の測定・分析
⑤脳波（感覚誘発電位と事象関連電位）の測定・分析
⑥運動機能に影響を与える形態の計測
⑦脊髄反射（H波）の測定・分析
⑧磁気刺激時の運動誘発電位の測定・分析
⑨安静立位姿勢保持機能の測定・分析
⑩随意運動時の予測的姿勢調節の測定
⑪随意運動時の予測的姿勢調節の評価
⑫運動時の心拍数の測定・分析
⑬運動時の酸素摂取量の測定・分析
⑭運動時の心拍出量の測定・分析
⑮ふりかえり

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
身体機能の神経ー筋系および呼吸循環系の測定法と分析法を習得する。これをふまえ
、スポーツ健康分野の現状を知り、問題点を認識することができる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「スポーツ健康分野に関する基礎的知識と技能の科学的観点からの理解およびそれを
基にした専門知識、技能の修得」に基づき、身体機能の神経－筋系および呼吸循環系
の測定法と分析法の修得を通じて、地域や学校教育に貢献できる指導技法を身につけ
る。学位授与方針「スポーツ健康分野に関する基礎的知識と技能の科学的視点からの
理解およびそれを基にした専門知識、技能の修得」および「スポーツ健康分野の課題
分析力の修得」に繋がるスポーツ健康分野の現状を認識する。

■成績評価基準と方法

授業レポート（40％）と最終レポート課題（60％）

■テキスト・参考文献

【テキスト】
適宜資料を配布する。

【参考文献】
・藤原勝夫・外山寛著：身体活動と体力トレーニング.日本出版サービス
・宮下充正・石井喜八編著：新訂　運動生理学概論.大修館書店

■授業外学習
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【具体的な内容】
毎時間の授業前までには少なくとも、該当する身体機能の測定法ならびに分析法につ
いて、関連図書などを読んで事前学習しておくこと。また、授業後には、自身の作成
したノートおよび配布資料の振り返りを行うこと。

【必要な時間】
事前および事後学習の時間は、それぞれ2時間を目安とする。科目に関連する学部学
科行事を実施した際は、到達目標に関するレポートを実施する場合がある。

■その他

授業で行った内容について、毎回レポートを課す。
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2020 年度生 スポーツ指導学科

科 目 名 スキー

開講期・単位 2年 後期・選択 2単位・演習

担 当 者 斗澤　元希、田部井　祐介

■講義の目的および概要

冬季スポーツの競技特性を理解し、実習にてスキー技術のスキルアップ、安全管理、
基本理論等を習得する。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
集中講義での開催となりますので2泊3日での宿泊実習となります、スキー場にて講義
、実習を行う。
スキーレベルに応じた講習を基本としますが人数により多少変動する事もあります。
各レベルに応じたインストラクターの配置もあります。

【課題に対するフィードバックの方法】
実習中に指導員からアドバイス

■授業計画

①ガイダンス
②理論講習　ウインタースポーツ基礎知識
③実技実習
④実技実習　トレーニング終了後は日々のレポート作成
⑤実技実習
⑥実技実習
⑦実技実習
⑧実技実習
⑨実技実習
⑩実技実習
⑪実技実習
⑫実技実習
⑬実技実習
⑭実技実習　仮検定
⑮実技実習　振り返り（レポート作成）

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
スキー理論を理解し、個々の目標設定を行い、目標到達に向け安全で楽しいスキー技
能と資質を身に付ける。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
スポーツ健康分野の基礎知識、技能の修得およびそれを基にした専門知識、技能の修
得。

■成績評価基準と方法

目標設定と到達、技能の習得と仮検定、集中講義中の取り組み　70％
レポート　30％

■テキスト・参考文献

【テキスト】

【参考文献】
日本スキー教程　公益財団法人全日本スキー連盟 (著)

■授業外学習

【具体的な内容】
実習前後は各自でストレッチ等のケアを行ってください。
冬季間運動不足になりますので、実習前は各自でトレーニングを行なってください。
【必要な時間】
事前事後各2時間

■その他
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＊講習場所、日程に関しては秋学期に発表します。
＊この集中講義は実習費が発生します。（秋学期発表）
＊集中講義（宿泊を伴う）になりますので、履修届と一緒に参加費を徴収します。
＊履修取り消しがあった場合は参加費のキャンセル料が発生する場合があります。
＊スキー技術習得が目的ですので、各自で用具は用意してください。(レンタルあり
）
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2020 年度生 スポーツ指導学科

科 目 名 スノーボード

開講期・単位 2年 後期・選択 2単位・演習

担 当 者 斗澤　元希、田部井　祐介

■講義の目的および概要

冬季スポーツの競技特性を理解し、実習にてスノーボード技術のスキルアップ、安全
管理、基本理論等を習得する。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
集中講義での開催となりますので2泊3日での宿泊実習となります、札幌近郊のスキー
場にて講義、実習を行う。
スノーボードレベルに応じた講習を基本としますが人数により多少変動する事もあり
ます。
各レベルに応じたインストラクターの配置もあります。
【課題に対するフィードバックの方法】
実習中に指導員からアドバイス

■授業計画

①ガイダンス
②理論講習　ウインタースポーツ基礎知識
③実技実習
④実技実習　トレーニング終了後は日々のレポート作成
⑤実技実習
⑥実技実習
⑦実技実習
⑧実技実習
⑨実技実習
⑩実技実習
⑪実技実習
⑫実技実習
⑬実技実習
⑭実技実習　仮検定
⑮実技実習　振り返り（レポート作成）

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
スノーボード理論を理解し、個々の目標設定を行い、目標到達に向け安全で楽しいス
ノーボード技能と資質を身に付ける。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
スポーツ健康分野の基礎知識、技能の修得およびそれを基にした専門知識、技能の修
得。

■成績評価基準と方法

目標設定と到達、技能の習得と仮検定、集中講義中の取り組み　70％
レポート　30％

■テキスト・参考文献

【テキスト】

【参考文献】

■授業外学習

【具体的な内容】
実習前後は各自でストレッチ等のケアを行ってください。
冬季間運動不足になりますので、実習前は各自でトレーニングを行なってください。
【必要な時間】
事前事後各2時間

■その他
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＊講習場所、日程に関しては秋学期に発表します。
＊この集中講義は参加費が発生します。（秋学期発表）
＊集中講義（宿泊を伴う）になりますので、履修届と一緒に参加費を徴収します。
＊履修取り消しがあった場合は参加費のキャンセル料が発生する場合があります。
＊スノーボード技術習得が目的ですので、各自で用具は用意してください。(レンタ
ルあり）
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2019 年度生 スポーツ指導学科

科 目 名 応用演習Ⅰ[スポ指]

開講期・単位 3年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 阿南　浩司

■講義の目的および概要

本講義では、身体活動およびスポーツ関連の諸領域の中でも、野球における技術およ
び動作について理解するとともに、次年度に向けて応用できるような知識を身につけ
、報告、発表することをめざす。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
実施場所は、教室、研究室、グランド、および測定室である。能動的な学修を図るた
めに状況に応じて、ディスカッションおよびプレゼンテーション手法を採用し、グル
ープまたは個人ごとに指導を行う。講義の場所と時間については、指導教員と履修者
が相談の上、決定する。本講義は、運動生理学およびバイオメカニクス的視点から、
野球における運動学習法の研究の実績を有する教員が担当する。
【課題に対するフィードバックの方法】
課題については、授業内で解説する。

■授業計画

①ガイダンス・・・ゼミの進め方・運営方針の説明
②身体活動の基礎的知識・・・情報収集と文献検索
③動作の仕組みと制御・・・文献講読とディスカッション　（投球および捕球）
④動作の仕組みと制御・・・文献講読とディスカッション　（走行および打撃）
⑤実践現場での活動の振り返り・・・パフォーマンス課題の抽出（守備）
⑥実践現場での活動の振り返り・・・パフォーマンス課題の抽出（攻撃）
⑦野球の動作の動画の記録・・・動画記録の方法
⑧野球の動作の動画の記録・・・動画記録とディスカッション
⑨野球の動作の動画の分析・・・動画の分析方法
⑩野球の動作の動画の分析・・・動画の分析とディスカッション
⑪文献講読・・・運動生理学およびバイオメカニクスの観点で学習　（投球動作）
⑫文献講読・・・運動生理学およびバイオメカニクスの観点で学習　（打撃動作）
⑬文献講読・・・運動生理学およびバイオメカニクスの観点で学習　（総合）
⑭テーマの抽出・・ディスカッションと報告書の作成
⑮春学期の振り返りと夏休みの課題・・・春学期を振り返り秋学期の目標を設定する

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①次年度の卒業研究あるいはテーマ研究を作成するために必要な知識とスキルを獲得
する。
②野球の動作や技術に関する研究方法やデータの分析方法などの理解を深める。
③グループでの活動によって共に議論をし、相互に知識を深めて課題解決・自己表現
の力量を高めていく。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「スポーツ健康分野の課題分析力の修得」に基づき、運動生理学およびバイオメカニ
クス的視点から課題を発見し、解決できる能力を養う。

■成績評価基準と方法

①授業への取り組み、課題提出状況　40%
②報告に向けての準備、内容　40%
③報告、発表状況　20％

■テキスト・参考文献

【テキスト】【参考文献】
テキスト・参考文献は適宜紹介する。

■授業外学習

【具体的な内容】
身体活動およびスポーツ関連の諸領域の中でも、野球における技術および動作をメイ
ンテーマとして授業を実施する。野球に関係する資料検索・収拾を行い、学修の準備
をすること。毎時間、小レポート課題を課す。
【必要な時間】
上記をふまえ、事前および事後学習には、それぞれ、120分程度の時間を要する。

■その他

野球の実践現場やトレーニング実習へフィールドワークに行く場合がある。
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2019 年度生 スポーツ指導学科

科 目 名 応用演習Ⅰ[スポ指]

開講期・単位 3年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 新井　貢

■講義の目的および概要

本講義では、スポーツ指導者としての資質向上とコミュニケーション能力を高める方
法を理解するとともに、次年度に向けて、研究テーマの設定、調査、分析、まとめ、
発表の応用ができるような知識を身につける。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

講義方法】
毎回グループワークのテーマを設定し、そのことについて自分の考え、意見を発表し
、その後ディスカッションを行う。また、次年度のテーマ研究を見据え、小グループ
でテーマを設定し、調査、分析を行い、中間発表ができるよう取り組む。
本科目のほか、学部学科が指定するフィールドワーク等実践的場に参加することがあ
る。
高校教員、社会教育主事としての経験を基に、実例を交えた具体的な事例を解説する
。

【課題に対するフィードバックの方法】
必要に応じて課題を与え、授業内で解説する。また、個人面談を実施し、個別の課題
にも対応する。

■授業計画

①ガイダンス
②指導者としての基本的姿勢
③指導者としての資質１（人の話を聴く）
④指導者としての資質２（自分の考えを伝える）
⑤指導者としての資質３（質問力を鍛える）
⑥指導者としての資質４（現状の課題と対策）
⑦過去の論文検索１
⑧過去の論文検索２
⑨グループワーク１（テーマの設定）
⑩グループワーク２（調査１）
⑪グループワーク３（調査２）
⑫グループワーク４（分析１）
⑬グループワーク５（発表準備）
⑭中間発表
⑮春学期のまとめ（レポート）

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①指導者としての相応しい知識、技術、態度を身につけ活用できる。
②テーマを設定し調査、分析結果を発表することができる。
③スポーツ健康分野の現状を知り、問題点を認識することができる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「スポーツ健康分野に関する基礎的知識と技能の科学的視点からの理解およびそれを
基にした専門知識、技能の修得」および「スポーツ健康分野の課題分析力の修得」に
繋がるスポーツ健康分野の現状を認識することに関連する

■成績評価基準と方法

①　授業への取り組み、課題提出状況　４０％
②　報告会に向けての準備、内容　　　４０％
③　報告、発表状況　　　　　　　　　２０％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
特になし

【参考文献】
必要に応じて配布する

■授業外学習
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【具体的な内容】
事前学習として、指導者の資質を身につけるため、関係する書籍や過去の論文を読み
、理想的な指導者像をイメージする。
事後学習として、授業を通して身に付けた指導力を実際に活用できるよう、教育分野
の事業にボランティアとして積極的に参加する。
科目に関連する学部学科行事を実施した際は、到達目標に関するレポートを行う場合
がある。

【必要な時間】
事前事後学習としてそれぞれ２時間を目安とする。

■その他

夏季休業中に、宿泊を伴うフィールドワークを予定している。
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2019 年度生 スポーツ指導学科

科 目 名 応用演習Ⅰ[スポ指]

開講期・単位 3年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 国田　賢治

■講義の目的および概要

本講義では、運動生理学的、バイオメカニクス的手法による運動制御機構の検討を行
い、身体運動のからくりを理解するとともに、次年度に向けて応用できるような知識
を身につけ、報告・発表することを目指す。学部学科が指定するフィールドワーク等
実践的学習の場に参加することがある。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
少人数での演習形式で授業を行う。実施場所は、教室、研究室、および測定室である
。能動的な学習を図るためにグループワーク、状況に応じて個人ごとの指導を行う。
本演習は、運動生理学を専門とする研究者が、運動生理学的、バイオメカニクス的手
法による運動制御機構の検討を行なってきた実績をもとに、身体運動のからくりを理
解できる講義を実施する。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題については、授業内で解説する。

■授業計画

①ガイダンス
②身体運動の運動生理学的検討についての説明（１）身体運動の生理学に関する基礎
知識
③身体運動の運動生理学的検討についての説明（２）身体運動の生理学に関する最新
知見
④身体運動のバイオメカニクス的検討についての説明（１）身体運動のバイオメカニ
クスに関する基礎知識
⑤身体運動のバイオメカニクス的検討についての説明（２）身体運動のバイオメカニ
クスに関する最新知見
⑤演習テーマに関する討論（１）各自のテーマの検討
⑥演習テーマに関する討論（２）各自のテーマ候補の発表
⑦演習テーマに関する文献収集（１）文献収集方法の説明
⑧演習テーマに関する文献収集（２）文献収集の実践
⑨演習テーマに関する文献抄読会や予備実験（１）　姿勢制御関連の予備実験
⑩演習テーマに関する文献抄読会や予備実験（２）　姿勢制御関連の分析
⑪演習テーマに関する文献抄読会や予備実験（３）　眼球運動関連の予備実験
⑫演習テーマに関する文献抄読会や予備実験（４）　眼球運動関連の分析
⑬演習テーマに関する中間報告会の準備（１）プレゼンテーションの方法
⑭演習テーマに関する中間報告会の準備（２） 発表の予行練習
⑮演習テーマに関する中間報告会

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
運動生理学的、バイオメカニクス的手法による運動制御機構の検討法を理解できる。
これをふまえ、スポーツ健康分野の現状を知り、問題点を認識することができる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「スポーツ健康分野の課題分析力の修得」に基づき、運動生理学およびバイオメカニ
クス的視点から課題を発見し、解決できる能力を養う。学位授与方針「スポーツ健康
分野に関する基礎的知識と技能の科学的視点からの理解およびそれを基にした専門知
識、技能の修得」および「スポーツ健康分野の課題分析力の修得」に繋がるスポーツ
健康分野の現状を認識する。

■成績評価基準と方法

①授業への取り組み、課題提出状況；40 %
②報告会に向けての準備、内容；40 %
③報告、発表状況；20 %

■テキスト・参考文献

【テキスト】
適宜資料を配布する。

■授業外学習
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【具体的な内容】
身体活動およびスポーツ関連の諸領域の中でも、運動生理学的、バイオメカニクス的
手法による運動制御機構の検討法をメインテーマとして授業を実施する。関係する資
料検索・収集を行い、学習の準備をすること。

【必要な時間】
事前および事後学習は、それぞれ2時間を目安とする。科目に関連する学部学科行事
を実施した際は、到達目標に関するレポートを実施する場合がある。

■その他

実践してきたスポーツ種目に関わらず、身体運動のからくりに興味ある者
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2019 年度生 スポーツ指導学科

科 目 名 応用演習Ⅰ[スポ指]

開講期・単位 3年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 大塚　吉則

■講義の目的および概要

人の健康は周りの環境、生活習慣などに大きな影響を受けている。本演習では日常生
活における健康に関する諸課題を取り上げ、特に森林・温泉などの自然環境を活用し
た自然療法の観点から、それらの課題の解決策を論じていけるようにする。
　そのために必要な文献検索能力・論文読解力・レポート作成・プレゼンテーション
能力などを培っていく。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】【課題に対するフィードバックの方法】

自然療法・健康に関連する文献読み、およびスライドを使用しての講義。
論文を精読し、その内容の発表を行ってもらう。

自律神経機能、唾液を使ったストレス度の測定など、生理機能検査を実際に行う。　

少人数での演習形式で授業を行う。
本科目のほか，学部学科が指定するフィールドワーク等実践的学習の場に参加するこ
とがある．

■授業計画

①ゼミのガイダンス
②生理機能検査１
③生理機能検査２
④生理機能検査３
⑤自然療法についての講義１
⑥自然療法についての講義２
⑦邦文論文を読む
⑧邦文論文を読む
⑨英文論文を読む
⑩英文論文を読む
⑪各自の演習テーマに関する討論１
⑫各自の演習テーマに関する討論２
⑬各自の演習テーマに関する文献収集・発表１
⑭各自の演習テーマに関する文献収集・発表２
⑮各自の演習テーマに関するレポート提出

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
スポーツ健康分野の現状を知り，問題点を認識することができる．
健康の維持増進に関わる自然療法の役割、意義について説明できる

自身で研究テーマを設定し、過去の研究を分析し、新たな知見を得ることができるよ
うになり、それを発表することができる

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
学位授与方針「スポーツ健康分野に関する基礎的知識と技能の科学的視点からの理解
およびそれを基にした専門知識、技能の修得」および「スポーツ健康分野の課題分析
力の修得」に繋がるスポーツ健康分野の現状を認識することに関連する．

■成績評価基準と方法

①　授業への取り組み、課題提出状況　４０％
②　報告会に向けての準備、内容　　　４０％
③　報告、発表状況　　　　　　　　　２０％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
【参考文献】

適宜配布または指示する

■授業外学習

【具体的な内容】【必要な時間】
自身の課題に関する文献収集など1－2時間

科目に関連する学部学科行事を実施した際は，到達目標に関するレポートを行う場合
がある．
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■その他

D①、④、⑤
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2019 年度生 スポーツ指導学科

科 目 名 応用演習Ⅰ[スポ指]

開講期・単位 3年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 小林　秀紹

■講義の目的および概要

これまで学んだことを踏まえ，科学的知見を導出する手続きに則り，実際の測定，実
験・調査を行い，得られたデータを適切な数値解析プログラミングを施し，結果をま
とめ，研究報告を行う．
これによって，健康スポーツのみならず，様々な問題に対する解決能力を養う

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
演習形式で論文抄読，テーマ発表，実験等を行う

【課題に対するフィードバックの方法】
提出されたレポートに対して口頭および文章で行う

■授業計画

①中間発表の確認
②研究テーマの計画に関するディスカッション
③測定実習
④プログラミング
⑤研究テーマの発表，論文抄読１
⑥測定結果の発表１
⑦研究テーマの発表，論文抄読２
⑧測定結果の発表２
⑨研究テーマの発表，論文抄読３
⑩測定結果の発表３
⑪研究テーマの発表，論文抄読４
⑫測定結果の発表４
⑬研究テーマの発表，論文抄読５
⑭研究テーマの中間発表（３年時最終発表）
⑮4年生研究発表の準備とまとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①健康・スポーツに関する事象を数値化することができる．
②得られたデータを適切に分析することができる．
③分析結果を文章としてまとめ，口頭で適切に発表することができる．

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
学位授与方針における
「スポーツ健康分野に関する基礎的知識と技能の科学的視点からの理解およびそれを
基にした専門知識、技能の修得」は主に到達目標の①
「スポーツ健康分野の課題分析力の修得」は主に到達目標の①，②
「自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力」は主に到達目標の③
にそれぞれ関連する。

■成績評価基準と方法

取り組み（40％），中間報告の準備（40％），発表内容（20％）

■テキスト・参考文献

【テキスト】
適宜提示。

【参考文献】
出村慎一「健康・スポーツ科学のための研究方法－研究計画の立て方とデータ処理方
法－」（杏林書院）
小林秀紹他「Excelによる健康・スポーツ科学のためのデータ解析入門」（大修館書
店）

■授業外学習
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講義の目的および概要
これまで学んだことを踏まえ，科学的知見を導出する手続きに則り，実際の測定，実
験・調査を行い，得られたデータを適切な数値解析プログラミングを施し，結果をま
とめ，研究報告を行う．
これによって，健康スポーツのみならず，様々な問題に対する解決能力を養う
講義方法/課題に対するフィードバックの方法
【講義方法】
演習形式で論文抄読，テーマ発表，実験等を行う

【課題に対するフィードバックの方法】
提出されたレポートに対して口頭および文章で行う

授業計画
①中間発表の確認
②研究テーマの計画に関するディスカッション
③測定実習
④プログラミング
⑤研究テーマの発表，論文抄読１
⑥測定結果の発表１
⑦研究テーマの発表，論文抄読２
⑧測定結果の発表２
⑨研究テーマの発表，論文抄読３
⑩測定結果の発表３
⑪研究テーマの発表，論文抄読４
⑫測定結果の発表４
⑬研究テーマの発表，論文抄読５
⑭研究テーマの中間発表（３年時最終発表）
⑮4年生研究発表の準備とまとめ
到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連
【到達目標】
①健康・スポーツに関する事象を数値化することができる．
②得られたデータを適切に分析することができる．
③分析結果を文章としてまとめ，口頭で適切に発表することができる．

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
学位授与方針における
「スポーツ健康分野に関する基礎的知識と技能の科学的視点からの理解およびそれを
基にした専門知識、技能の修得」は主に到達目標の①
「スポーツ健康分野の課題分析力の修得」は主に到達目標の①，②
「自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力」は主に到達目標の③
にそれぞれ関連する。

成績評価基準と方法
取り組み（40％），中間報告の準備（40％），発表内容（20％）
テキスト・参考文献
【テキスト】
適宜提示。

【参考文献】
出村慎一「健康・スポーツ科学のための研究方法－研究計画の立て方とデータ処理方
法－」（杏林書院）
小林秀紹他「Excelによる健康・スポーツ科学のためのデータ解析入門」（大修館書
店）

事前事後学習
【具体的な内容】
自身の研究テーマに関する文献収集，測定，実験，調査，学会参加あるいは発表，
FORTRAN，R, Python等のプログラミング

【必要な時間】

■その他
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2019 年度生 スポーツ指導学科

科 目 名 応用演習Ⅰ[スポ指]

開講期・単位 3年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 後藤　ゆり

■講義の目的および概要

研究を行う際に必要な基本的な方法（文献を検索する、文献を読む、内容をまとめる
、まとめた内容を発表する）を、文献購読を行うことにより身につける。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
健康やスポーツに関連する文献について、検索・購読・内容の要約・発表を演習形式
で行う。

【課題に対するフィードバックの方法】
各自の課題をテーマにディスカッション・事例検討などを行う。

■授業計画

①オリエンテーション
②文献検索の方法について
③文献検索の実際（本学図書館）
④各自の興味・関心に基づく文献検索
⑤文献の読み方について
⑥題名について
⑦研究目的について
⑧研究方法について
⑨研究結果について
⑩考察について
⑪文献の要約について
⑫発表の準備（各自の発表内容の作成）
⑬発表の準備（各自のパワーポイントの作成）
⑭発表
⑮まとめのレポート提出

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
文献を検索する、文献を読む、内容をまとめる、まとめた内容を発表するという、研
究を行う際に必要な基本的な作業ができるようになる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「スポーツ健康分野の課題分析力の修得」に基づき、各自が興味を持つスポーツ・健
康分野のテーマについてデータに基づき分析する能力を修得する。

■成績評価基準と方法

講義内の提出物・議論への参加　40％
発表　　　　　　　　　　　　　30％
レポート　　　　　　　　　　　30％

■テキスト・参考文献

【参考文献】
適宜資料を配布する。

■授業外学習

【具体的な内容】
事前学習：各自の興味・関心に基づき、著書・文献などを講読し発表の準備をする。
事後学習：毎回のテーマに関して小レポートを作成する。また、各自の発表内容・授
業内容の振り返りを併せて行うこと。

【必要な時間】
事前および事後学習には２時間程度の時間を要する。

■その他
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2019 年度生 スポーツ指導学科

科 目 名 応用演習Ⅰ[スポ指]

開講期・単位 3年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 本多　理紗

■講義の目的および概要

本講義では、市町村で行われている体力測定や健康教室等のフィールドワークを通し
て、幅広い年齢層の方々の健康づくりや介護予防、レクリエーション活動について理
解をし、運動指導者としてのコミュニケーション能力や実践力を身に付けることが目
的です。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
健康やスポーツに関連することについて、グループワークやディスカッション、主に
フィールドワークを行います。
フィールドワークの事前準備では、1・2年次に修得した知識を活用し、応用できるよ
う健康運動指導士としての実務経験を基に具体的な事例等を示しながら進めます。
本科目のほか、学部学科が指定するフィ－ルドワーク等実践的学習の場に参加するこ
とがあります。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題については授業内で解説します。 また、必要に応じて授業以外にも時間を設け
ます。

■授業計画

①オリエンテーション　授業計画と課題設定について
②健康づくりに関して（1）（レクリエーションの実際)
③健康づくりに関して（2）（生活習慣病・高齢化について）
④健康づくりに関して（3）（介護予防・体力測定にていて）
⑤フィールドワークの準備（1）
⑥フィールドワークの準備（2）
⑦フィールドワークの実施
⑧フィールドワークのまとめ
⑨資料の収集・分析
⑩フィールドワークの企画・準備（1）
⑪フィールドワークの企画・準備（2）
⑫フィールドワークの準備
⑬フィールドワークの実施
⑭フィールドワークのまとめ
⑮まとめと振り返り

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①健康諸問題について関心を持ち、幅広い知識を習得し、自分の意見や考えを話すこ
とができる。
②スポーツ健康分野の現状を知り、問題点を認識することができる。
③テーマに関わる文献等を読解し、適切な情報を収集するとともにフィールドワーク
の実施計画や立案をし、実践することで運動指導者としての必要な能力を身に付ける
ことができる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】

「スポーツ健康分野の基礎知識、技能の修得およびそれを基にした専門知識、技能の
修得した学生に学位を授与する」に基づき、スポーツ健康分野で幅広く活躍できる能
力や社会人として自立できる能力を身に付ける。「スポーツ健康分野の課題分析力の
修得」に繋がるスポーツ健康分野の現状を認識することに関連する。

■成績評価基準と方法

①授業への取り組み、課題提出状況　40％
②報告会へ向けての準備、内容　40％
③報告、発表状況　20％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
適宜プリントを配布します。

【参考文献】
適宜指示をします
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■授業外学習

文献や論文を読み、文章を読む習慣を心がけてください。
予習・復習の時間は各2時間程度を目安とします。
また、身に付けた指導力を活用・応用できるよう幅広い分野でのボランティアに積極
的に参加してください。
科目に関連する学部学科行事を実施した場合は、到達目標に関するレポートを行う場
合があります。

■その他

フィールドワークは主に恵庭市や月形町を中心に行います。
場合によっては、この他に北海道内の市町村でのフィールドワークを行うことがあり
ます。また、フィールドワークの開催日が休日の場合は、スケジュールを調整してく
ださい。
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2019 年度生 スポーツ指導学科

科 目 名 応用演習Ⅰ[スポ指]

開講期・単位 3年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 佐藤　文亮

■講義の目的および概要

本講義では、運動生理学やバイオメカニクスなどの知見を基礎として、発育・発達に
おける遊びやスポーツの意義・指導法などについて理解するとともに、次年度に向け
て応用できるような知識を身につけ、報告、発表することを目指す。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
実施場所は、教室、研究室、測定室、および体育館である。少人数での演習形式で授
業を行い、必要に応じてグループワークやディスカッションなど、能動的な学修を目
指す。本講義は、運動生理学および発育発達学的視点から、遊びやスポーツの意義に
ついて研究を行ってきた実績を有する教員が担当する。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題については、授業内で配布し、適宜解説する。

■授業計画

授業計画
①ガイダンス
②身体運動調節の運動生理学的検討についての説明（１）；運動調節に関する基礎知
識の修得
③身体運動調節の運動生理学的検討についての説明（２） ；運動調節に関する先行
研究の紹介
④身体運動調節の発育・発達学的検討についての説明（１）；ヒトの発育・発達に関
する基礎知識の修得
⑤身体運動調節の発育・発達学的検討についての説明（２）；ヒトの発育・発達に関
する先行研究の紹介
⑤演習テーマに関する討論（１）；各自のテーマの検討
⑥演習テーマに関する討論（２）；各自のテーマ候補の発表
⑦演習テーマに関する文献収集（１）；文献収集方法の説明
⑧演習テーマに関する文献収集（２）；文献収集の実践
⑨演習テーマに関する文献抄読会や予備実験（１）；姿勢制御関連の予備実験
⑩演習テーマに関する文献抄読会や予備実験（２）；姿勢制御関連の分析
⑪演習テーマに関する文献抄読会や予備実験（３）；発育発達学関連の予備実験
⑫演習テーマに関する文献抄読会や予備実験（４）；発育発達学関連の分析
⑬演習テーマに関する中間報告会の準備（１）；プレゼンテーションの方法
⑭演習テーマに関する中間報告会の準備（２）；発表の予行練習
⑮演習テーマに関する中間報告会

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
ヒトの発育・発達における遊びやスポーツの意義について理解できる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「スポーツ健康分野に関する基礎的知識と技能の科学的視点からの理解およびそれを
基にした専門知識、技能の修得」に基づき、発育・発達における遊びやスポーツの意
義・指導法などについて理解し、スポーツ健康分野で活躍するための能力を身につけ
る。

■成績評価基準と方法

①　授業への取り組み、課題提出状況；４０％
②　報告会に向けての準備、内容；４０％
③　報告、発表状況；２０％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
適宜資料を配布する。

【参考文献】
・藤原 勝夫編著:姿勢制御の神経生理機構.杏林書院.
・高石昌弘著:からだの発達. 大修館書店, 東京.

■授業外学習

ヒトの発育・発達およびスポーツ技能に関する知見について、文献研究をすることを
事前・事後学習とする。事前・事後学習の時間は、それぞれ2時間を目安とする。

■その他

実践してきたスポーツ種目に関わらず、身体運動のからくりに興味ある者
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2019 年度生 スポーツ指導学科

科 目 名 応用演習Ⅰ[スポ指]

開講期・単位 3年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 平田　嘉宏

■講義の目的および概要

今日の学校教育に関する文献や資料、又は、教育に関係があり自分が興味・関心のあ
る分野に関する文献や資料を調べ、テーマを設定し、レポートにまとめてその内容が
聞き手に伝わるよう発表することで、これまで大学で修得してきたスキルを一層高め
、４年次のテーマ研究につながる基礎的な力を身に付ける。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
一人一人が学校教育に関する文献や資料、又は、教育に関係があり自分が興味・関心
のある分野（例えばスポーツ、リーダーシップ、教えるということ、ＩＣＴの教育へ
の活用）に関する文献や資料を調べ、テーマを設定し、考察等を経てレポートにまと
め、発表やプレゼンテーションを行う。
必要に応じてグループ・ディスカッション、グループ・ワークなどのアクティブ・ラ
ーニングの方法を取り入れて行う。
場合によっては簡便な無料の統計ソフトウェアを用いて分析する。
高等学校や教育研究所における調査研究などの実務経験を有する教員が担当する。

【課題に対するフィードバックの方法】
必要に応じて課題を設け、講義の中で解説する。

■授業計画

①　ガイダンス
②　文献検索の実習（図書館）
③　文献や資料の検索・収集
④　文献や資料の内容理解及びテーマの検討
⑤　テーマの設定と考察・調査などすべき事柄の検討、設定テーマの発表と修正
⑥　考察・調査などすべき事柄の明確化
⑦　レポートの構成の検討と作成
⑧　レポートの作成
⑨　レポートの作成
⑩　レポートの完成と発表の準備
⑪　レポートによる発表、グループ・ディスカッション、今後の修正点の確認　
⑫　プレゼンテーションの準備　
⑬　プレゼンテーションの準備　
⑭　プレゼンテーション、修正点の確認
⑮　発表資料の提出

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①　４年次のテーマ研究につながる基礎的な力を身に付けられる。
②　テーマを設定し、考察し、まとめて形にすることができるようになる。
③　自分の主張が伝わるように人前で発表することができるようになる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力」に基づき、自ら行動し課題
解決を図ることのできる能力を身に付ける。

■成績評価基準と方法

毎回の授業内容確認シート提出　　　　　３０％
テーマ、レポート、プレゼンの発表状況　４０％
レポート、プレゼン等の成果物　　　　　３０％

■テキスト・参考文献

【テキスト】

【参考文献】
必要に応じて配付する。

■授業外学習

【具体的な内容】
事前学習：授業計画を確認し、現時点で可能な範囲まで作業を進めておく。
事後学習：授業計画を確認し、現時点で可能なところまで検討・作成・準備を進めて
おく。

【必要な時間】
事前事後学習にはそれぞれ２時間を要する。
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■その他

簡便な無料の統計ソフトウェアとは、College Analysisのことである。
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2019 年度生 スポーツ指導学科

科 目 名 応用演習Ⅰ[スポ指]

開講期・単位 3年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 大鐘　秀峰

■講義の目的および概要

　今日の学校をめぐる教育問題について、さまざまな実際の事例を調べ、その実態を
知るとともに、問題点を発見し、その解決策を検討し、レポートにまとめるという研
究態度と研究方法を修得する。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
①　新聞切り抜きにより、今日の学校教育をめぐる事例を学び、そこから問題点を発　
見していく。そのため講義とグループディスカッションを重ねていきながら、自分　
の研究テーマを見いだしていく。
②　自分の研究テーマに関する資料を集めて、適切な引用をしながら、考察を加え　
　て、問題点の解決策を根拠とともに考えていく。

【課題に対するフィードバックの方法】
　課題については、個別に授業の中で解説するとともに、必要に応じて報告書にまと
める過程や中間発表などをとおしてフィードバックする。

■授業計画

①ガイダンス…シラバスの説明・授業の方法・評価基準等
②レポートとは何か
③教育問題とは何か
④資料・論文の読解①
⑤資料・論文の読解②
⑥研究方法・「引用」について
⑦学校教育問題事例研究①
⑧学校教育問題事例研究②
⑨学校教育問題事例研究③
⑩レポートテーマ探求
⑪レポート作成①
⑫レポート作成②
⑬レポート作成③
⑭中間発表
⑮まとめのレポート提出

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①教育問題への視点を身に付けることができる。
②課題を発見し、それについて資料を探索することができる。
③教育問題に対して、考察を加えて自分の主張ができる。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
　「自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力の育成」に基づき、学部・
学科の理念、教育目標に沿った授業を履修して、専門知識や技能などを身に付ける。

■成績評価基準と方法

①授業への取り組み・課題提出　　　40％
②中間発表に向けての準備、内容等　30％
③報告、発表状況　　　　　　　　　30％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
　適宜新聞切り抜きを配付する。配布プリントはファイルに保存すること。

【参考文献】
　　適宜指示・紹介する。

■授業外学習

【具体的な内容】
　予習としては、事前に配付された資料について読解した上で、内容を把握し、論点
を整理してくる。復習としては、授業内容を踏まえて、既習事項を整理する。

【必要な時間】
　予習、復習の時間としては、それぞれ2時間を目安とする。
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■その他

　なし
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2019 年度生 スポーツ指導学科

科 目 名 応用演習Ⅰ[スポ指]

開講期・単位 3年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 阿井　英二郎

■講義の目的および概要

本講義では、「スポーツコーチング、スポーツ心理学の意義、基本的理念」について
理解するとともに、スポーツでよく使われる「心・技・体」という言葉の「心」の重
要性と「技」「体」の繋がりを理解し、心身の発達と自身のスポーツ活動およびスポ
ーツ指導のあり方を学び、実技演習するともに次年度に向けて応用できるような知識
を身につけ、報告、発表するなど能動的な学修を目指す。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
少人数での演習形式で授業を行う。実施場所は、教室および研究室である。能動的な
学習を図るために状況に応じて、ディスカッションおよびプレゼンテーション手法を
採用し、グループまたは個人ごとに指導を行う。テーマに応じて、フィールドワーク
も実施する。講義の場所と時間については、指導教員と履修者が相談の上、決定する
。本講義は、コーチングやスポーツ心理学的研究、および競技指導現場での経験のあ
る教員が担当する。スポーツ心理学の学問分野をふまえながら、「コーチング」の理
論について理解できる講義を実施する。

【課題に対するフィードバックの方法】
演習の中で課題に対するフィードバックを逐次行う。

■授業計画

①ガイダンス・・・本演習の進め方の説明
②スポーツコーチングの意義についての説明
③スポーツ心理学の意義についての説明
④スポーツコーチングの基本理念についての説明
⑤スポーツ心理学の基本理念についての説明
⑥セルフリーダーシップ論(1)：自己認識力
⑦セルフリーダーシップ論(2)：意志決定力
⑧セルフリーダーシップ論(3)：コミュニケーション力
⑨コーチングに必要なスキル(1)：コーチの役割・コーチに求められる資質能力
⑩コーチングに必要なスキル(2)：チームマネジメント
⑪メンタル・コンディショニング(1)：二次元気分尺度とは
⑫メンタル・コンディショニング(2)：二次元気分尺度/実技演習
⑬メンタル・コンディショニング(3)：マインドフルネスとは
⑭メンタル・コンディショニング(4)：マインドフルネス/実技演習
⑮メンタル・コンディショニング(5)：まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
スポーツコーチングとスポーツ心理学の意義と基本的理念を理解させ、さらにコーチ
の役割および使命と、コーチに求められる資質能力を理解させる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「スポーツ健康分野の基礎的知識、技能の習得およびそれを基にした専門知識、技能
の習得」にもとづき、スポーツ指導現場における問題解決能力と実践法を身につける
。

■成績評価基準と方法

授業への取り組み、課題提出状況：40％
報告会に向けての準備、内容：40％
報告、発表状況：20％

■テキスト・参考文献

【テキスト】【参考文献】
適宜プリントを配布する。

■授業外学習

スポーツコーチングおよびスポーツ心理学をメインテーマとして授業を実施する。関
係する資料検索・収拾を行い、学習の準備をすること。毎時間、小レポート課題を課
す。これらをふまえ、事前および事後学習には、それぞれ、120分程度の時間を要す
る。

■その他
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2019 年度生 スポーツ指導学科

科 目 名 応用演習Ⅰ[スポ指]

開講期・単位 3年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 安田　純輝

■講義の目的および概要

　本講義では，体育科教育に関連する研究を進めていく上で必要な文献検索やデータ
の収集・分析方法，考察の行い方に関する基礎的知識を身に付ける．主に，体育科・
保健体育科の目標やカリキュラム，学習内容，教材・教具づくり，学習指導，評価な
どについて，体育・スポーツに関連する文献を購読し，ディスカッションを重ねてい
く．また，学校教育ならびに学校体育における諸課題についても焦点を当て，その解
決の方向性について検討していく．

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
　本講義は，演習形式によって展開する．体育科教育における内容や方法に関連する
文献や資料を活用し，グループワークやディスカッションを随時取り入れながらその
理解を深めていく．
　本講義のほか，学部学科が指定するフィールドワーク等実践的学習の場に参加する
ことがある．

【課題に対するフィードバックの方法】
　必要に応じて課題を設け、授業内で解説する．

■授業計画

①オリエンテーション：演習の概要と進め方
②研究テーマの設定
③文献検索の方法1：書籍がもつ性質の差（雑誌、専門書、学術誌の違い）
④文献検索の方法2：本学図書館の活用
⑤文献検索の方法3：文献検索サイトの活用
⑥リサーチ・クエスチョン（RQ）の立て方
⑦先行研究の検討と参考文献の引用方法
⑧研究の進め方1：目的の設定
⑨研究の進め方2：方法の検討（データの収集ならびに分析方法）
⑩研究の進め方3：結果の整理（データの示し方、図表の作成）
⑪研究の進め方4：考察の方法（エビデンスベースの解釈）
⑫中間発表の準備1：発表内容の整理
⑬中間発表の準備2：発表スライドの作成（パワーポイントの活用）
⑭中間発表
⑮まとめ：評価と振り返り

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
　体育科教育に関する基礎的知識を学習指導要領や関連資料の購読を通して身に付け
るとともに，その基本的性格や目標・内容について説明をすることができる．
　研究を行う際に必要な基礎的知識を身に付け，各自が興味のある研究テーマを設定
し，関連する文献の検索・購読・要約ならびに発表をすることができる．

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
　本講義は，学位授与方針「生涯スポーツの育成発展に努めながら，スポーツを通し
て地域社会に貢献できる教養豊かなスポーツ指導者を養成すること」について以下の
3点が関連する．
①スポーツ健康分野に関する基礎的知識と技能の科学的視点からの理解およびそれを
基にした専門知識、技能の修得
④スポーツ健康分野の課題分析力の修得
⑤自立して行動できる姿勢，課題を発見し解決する能力

■成績評価基準と方法

①平常点評価：40%
　発問に対する応答やディスカッションへの参加状況など授業の取り組みに対する積
極性を評価する．
②レポート：40%
　進捗状況に応じて適宜課題を提示する．課題については，演習での討議内容と関連
付けながら深く考察しているかを評価する．
③発表内容：20%
　研究テーマのオリジナリティや目的・方法・結果・考察に一貫性が伴っているかを
評価する．

■テキスト・参考文献
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【テキスト】
　資料は，必要に応じて適宜配布する．

【参考文献】
　文部科学省（2018）中学校学習指導要領（平成29年告示）解説：保健体育編．東山
書房：京都．
　文部科学省（2019）高等学校学習指導要領（平成30年告示）解説：保健体育編 体
育編．東山書房：京都．
　髙橋健夫・岡出義則・友添秀則・岩田靖編著（2010）新版体育科教育学入門．大修
館書店：東京．

■授業外学習

【具体的な内容】
　事前学習では，事前に示されたテーマについて教科書・文献・資料等を熟読し，そ
の内容や専門用語について予め調査しておくこと．また，事後学習では，各自の興味
・関心に基づいて関連する文献や資料を参照し，その内容や自身の考えを整理して，
次回以降の学習へ活かせるようにすること．
　科目に関連する学部学科行事を実施した際は，到達目標に関するレポートを行う場
合がある．

【必要な時間】
　各回の予習・復習には，およそ90～120分程度を要することが想定される．

■その他
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2019 年度生 スポーツ指導学科

科 目 名 応用演習Ⅰ[スポ指]

開講期・単位 3年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 林　満章

■講義の目的および概要

この演習では、大学１・２年次で修得した学習スキルをさらに発展、応用させる。
ゼミ活動を通じて、研究・調査に必要な知識を得て課題設定やまとめ、発表する能力
を身につける。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法・課題に対するフィードバックの方法】　
　課題解決に向けグループワークやディスカッションを行い、その結果をレポートに
まとめプレゼンテーションを実施する。本科目のほか、学部学科が指定するフィール
ドワーク等実践的学習の場に参加することがある。

■授業計画

①ガイダンス
②調べ学習１（文献検索等）
③調べ学習２（テーマ研究・未来の自分）
④調べ学習３（魅力ある大学・スポーツ関連）
⑤調べ学習４（武道の魅力）
⑥各自の研究テーマにおける目的の検討
⑦各自の研究テーマにおける方法の検討
⑧各自の研究テーマにおける考察の検討
⑨研究テーマにおける方法、考察１
⑩研究テーマにおける方法、考察２
⑪発表レポートの作成
⑫プレゼンテーションの作成
⑬プレゼンテーションの作成
⑭プレゼンテーションの実施
⑮プレゼンテーションの実施とレポートの提出

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】　　
　１　課題探求能力、問題解決能力を身につける。
　２　研究テーマの設定・考察・まとめ・発表する能力を身に付ける。
　３　プレゼンテーションできる力を身につける。
　４　スポーツ健康分野の現状を知り、問題点を認識することができる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
　学位授与方針「スポーツ健康分野に関する基礎的知識と技能の科学的視点からの理
解およびそれを基にした専門知識、技能の修得」および「スポーツ健康分野の課題分
析力の修得」に繋がるスポーツ健康分野の現状を認識することに関連する。

■成績評価基準と方法

成績評価基準と方法
　１　授業への参加意欲・態度　　　　　　２０％
　２　プレぜーテーションの作成・発表　　５０％
　３　レポート等の提出　　　　　　　　　３０％

■テキスト・参考文献

テキスト・参考文献
　適宣指示する

■授業外学習

具体的な内容
今までの学習の成果や知識、経験など研究における技法を再確認しておく。
常に進捗状況を報告できるよう準備しておく。
科目に関連する学部学科行事を実施した際は、到達目標に関するレポートを行う　　　　　　　　　　　
場合がある．

■その他

　
　提出物の期限厳守（期限を守れなければ不認定とする）
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2019 年度生 スポーツ指導学科

科 目 名 応用演習Ⅱ[スポ指]

開講期・単位 3年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 阿南　浩司

■講義の目的および概要

本講義では、身体活動およびスポーツ関連の諸領域の中でも、野球における技術およ
び動作について理解するとともに、次年度に向けて応用できるような知識を身につけ
、報告、発表することをめざす。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
実施場所は、教室、研究室、グランド、および測定室である。能動的な学修を目指す
ために状況に応じて、ディスカッションおよびプレゼンテーション手法を採用し、グ
ループまたは個人ごとに指導を行う。講義の場所と時間については、指導教員と履修
者が相談の上、決定する。本講義は、運動生理学およびバイオメカニクス的視点から
、野球における運動学習法の研究の実績を有する教員が担当する。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題については、授業内で解説する。

■授業計画

①ガイダンス・・・ゼミの進め方・運営方針の説明
②春学期の振り返り・・・学習内容のディスカッション
③実践現場での活動の振り返り・・・パフォーマンス課題の整理
④文献講読・・・運動生理学およびバイオメカニクスの観点で学習（投球動作）
⑤文献講読・・・運動生理学およびバイオメカニクスの観点で学習（打撃動作）
⑥野球の動作の動画および筋電図の記録・・・記録法の学習（打撃動作）
⑦野球の動作の動画および筋電図の記録・・・記録法の学習（投球動作）
⑧野球の動作の動画および筋電図の分析・・・分析方法の学習（投球動作）
⑨野球の動作の動画および筋電図の分析・・・分析方法の学習（打撃動作）
⑩野球の動作の動画および筋電図の分析・・・分析方法の学習（まとめ）
⑪研究計画・テーマ選択・・・報告書の作成とディスカッション（アウトライン）
⑫研究計画・テーマ選択・・・報告書の作成とディスカッション（構成・詳細）
⑬研究計画・テーマ選択・・・報告書の作成とディスカッション（発表練習）
⑭テーマの発表・・・発表とディスカッション
⑮秋学期の振り返りと春休みの課題・・・秋学期を振り返り次年度の目標を設定する

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①次年度の卒業研究あるいはテーマ研究を作成するために必要な知識とスキルを獲得
する。
②野球の動作や技術に関する研究方法やデータの分析方法などの理解を深める。
③グループでの活動によって共に議論をし、相互に知識を深めて課題解決・自己表現
の力量を高めていく。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「スポーツ健康分野の課題分析力の修得」に基づき、到達目標を達成する過程を通じ
て、運動生理学およびバイオメカニクス的視点から課題を発見し、解決できる能力を
養う。

■成績評価基準と方法

①授業への取り組み、課題提出状況　40%
②報告に向けての準備、内容　40%
③報告、発表状況　20％

■テキスト・参考文献

【テキスト】【参考文献】
テキスト・参考文献は適宜紹介する。

■授業外学習

【具体的な内容】
身体活動およびスポーツ関連の諸領域の中でも、野球における技術および動作をメイ
ンテーマとして授業を実施する。野球に関係する資料検索・収拾を行い、学修の準備
をすること。毎時間、小レポートを課す。
【必要な時間】
上記をふまえ、事前および事後学習には、それぞれ、120分程度の時間を要する。

■その他
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野球の実践現場やトレーニング実習へフィールドワークに行く場合がある。
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2019 年度生 スポーツ指導学科

科 目 名 応用演習Ⅱ[スポ指]

開講期・単位 3年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 新井　貢

■講義の目的および概要

本講義では、スポーツ指導者としての資質向上とコミュニケーション能力を高める方
法を理解するとともに、次年度に向けて、研究テーマの設定、調査、分析、まとめ、
発表の応用ができるような知識を身につける。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

講義方法】
毎回グループワークのテーマを設定し、そのことについて自分の考え、意見を発表し
、その後ディスカッションを行う。また、次年度のテーマ研究を見据え、春学期で行
った調査、分析をさらに深め、結果をまとめるとともに発表ができるよう取り組む。
本科目のほか、学部学科が指定するフィールドワーク等実践的場に参加することがあ
る。
高校教員、社会教育主事としての経験を基に、実例を交えた具体的な事例を解説する
。

【課題に対するフィードバックの方法】
必要に応じて課題を与え、授業内で解説する。また、個人面談を実施し、個別の課題
にも対応する。

■授業計画

①春学期振り返りと秋学期ガイダンス
②グループワーク１（再調査１）
③グループワーク２（再調査２）
④グループワーク３（分析１）
⑤グループワーク４（分析２）
⑥４年生の中間発表見学
⑦グループワーク５（結果、まとめ１）
⑧グループワーク６（結果、まとめ２）
⑨グループワーク７（発表準備１）
⑩グループワーク８（発表準備２）
⑪プレ発表
⑫グループワーク９（修正１）
⑬発表
⑭４年生の発表見学
⑮1年間のまとめ（レポート）

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①指導者としての相応しい知識、技術、態度を身につけ活用できる。
②テーマを設定し調査、分析結果を発表することができる。
③スポーツ健康分野の現状を知り、問題点を認識することができる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「生涯スポーツの育成発展に努めながら、スポーツを通して地域社会に貢献できる教
養豊かなスポーツ指導者を育成する」に基づき、指導者としての資質向上とコミュニ
ケーション能力を身につける。

■成績評価基準と方法

①　授業への取り組み、課題提出状況　４０％
②　報告会に向けての準備、内容　　　４０％
③　報告、発表状況　　　　　　　　　２０％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
特になし

【参考文献】
必要に応じて配布する

■授業外学習
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【具体的な内容】
事前学習として、指導者の資質を身につけるため、関係する書籍や過去の論文を読み
、理想的な指導者像をイメージする。
事後学習として、授業を通して身に付けた指導力を実際に活用できるよう、教育分野
の事業にボランティアとして積極的に参加する。
科目に関連する学部学科行事を実施した際は、到達目標に関するレポートを行う場合
がある。

【必要な時間】
事前学習、事後学習ともに２時間を目安とする。

■その他
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2019 年度生 スポーツ指導学科

科 目 名 応用演習Ⅱ[スポ指]

開講期・単位 3年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 国田　賢治

■講義の目的および概要

本講義では、運動生理学的、バイオメカニクス的手法による運動制御機構について理
解するとともに、次年度に向けて応用できるような知識を身につけ、報告・発表する
ことを目指す。学部学科が指定するフィールドワーク等実践的学習の場に参加するこ
とがある。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
少人数での演習形式で授業を行う。実施場所は、教室、研究室、および測定室である
。能動的な学習を図るためにグループワーク、状況に応じて個人ごとの指導を行う。
本演習は、運動生理学を専門とする研究者が、運動生理学的、バイオメカニクス的手
法による運動制御機構の検討を行なってきた実績をもとに、身体運動のからくりを理
解できる講義を実施する。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題については、授業内で解説する。

■授業計画

①応用演習Ⅰの中間報告会のふりかえりと演習テーマの計画
②演習テーマに関する討論（１）各自のテーマの検討
③演習テーマに関する討論（２）各自のテーマ候補の発表
④演習テーマに関する文献抄読会や実験（１）姿勢制御関連の予備実験
⑤演習テーマに関する文献抄読会や実験（２）眼球運動関連の予備実験
⑤演習テーマに関する文献抄読会や実験（３）姿勢制御と眼球運動関連の本実験
⑥演習テーマに関する文献抄読会や実験（４）運動技能関連の予備実験
⑦演習テーマに関する文献抄読会や実験（５）運動技能関連の本実験
⑧演習テーマに関する文献抄読会やデータ解析（１）姿勢制御関連のデータ解析
⑨演習テーマに関する文献抄読会やデータ解析（２）眼球運動関連のデータ解析
⑩演習テーマに関する文献抄読会やデータ解析（３）運動技能関連のデータ解析
⑪演習テーマに関する文献抄読会やデータ解析（４）結果のとりまとめ
⑫演習テーマに関する報告会の準備（１）発表スライド作成
⑬演習テーマに関する報告会の準備（２）発表の予行練習
⑭演習テーマに関する報告会
⑮ふりかえり

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
抄読会、実験およびデータ解析、発表を通じて、運動生理学的、バイオメカニクス的
手法による運動制御機構の検討法を理解できる。さらに、この過程を通じて、過去を
知ること、問題や仮説の設定および、課題遂行や検証の重要性が理解できる。これを
ふまえ、スポーツ健康分野の現状を知り、問題点を認識することができる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「スポーツ健康分野の課題分析力の修得」に基づき、運動生理学およびバイオメカニ
クス的視点から、過去を知ること、問題や仮説の設定および、課題遂行や検証の重要
性が理解できる能力を養う。学位授与方針「スポーツ健康分野に関する基礎的知識と
技能の科学的視点からの理解およびそれを基にした専門知識、技能の修得」および「
スポーツ健康分野の課題分析力の修得」に繋がるスポーツ健康分野の現状を認識する
。

■成績評価基準と方法

①授業への取り組み、課題提出状況；40 %
②報告会に向けての準備、内容；40 %
③報告、発表状況；20 %

■テキスト・参考文献

【テキスト】
適宜資料を配布する。

■授業外学習

【具体的な内容】
身体活動およびスポーツ関連の諸領域の中でも、運動生理学的、バイオメカニクス的
手法による運動制御機構の検討法をメインテーマとして授業を実施する。関係する資
料検索・収集を行い、学習の準備をすること。

【必要な時間】
事前および事後学習には、それぞれ2時間を目安とする。科目に関連する学部学科行
事を実施した際は、到達目標に関するレポートを実施する場合がある。
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■その他

応用演習Iを受講した者

2021(令和3)年4月1日
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2019 年度生 スポーツ指導学科

科 目 名 応用演習Ⅱ[スポ指]

開講期・単位 3年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 大塚　吉則

■講義の目的および概要

人の健康は周りの環境、生活習慣などに大きな影響を受けている。本演習では日常生
活における健康に関する諸課題を取り上げ、特に森林・温泉などの自然環境を活用し
た自然療法の観点から、それらの課題の解決策を論じていけるようにする。さらに、
次年度に向けて応用できるような知識を身につけ、報告、発表することをめざす。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】【課題に対するフィードバックの方法】

自然療法・健康に関連する文献読み、およびスライドを使用しての講義。
論文を精読し、その内容の発表を行ってもらう。

今回は時間栄養学の本を読み進める。

少人数での演習形式で授業を行う。
本科目のほか，学部学科が指定するフィールドワーク等実践的学習の場に参加するこ
とがある．

■授業計画

①ゼミのガイダンス
②応用演習Ⅰでの問題点等の確認
③時間栄養学１
③時間栄養学２
④時間栄養学３
⑤時間栄養学４
⑥時間栄養学５
⑦各自の演習テーマに関する討論１
⑧各自の演習テーマに関する討論２
⑨邦文論文を読む
⑩英文論文を読む
⑪各自の演習テーマに関する文献収集・発表
⑫各自の演習テーマに関する文献収集・発表
⑬各自の演習テーマに関する文献収集・発表
⑭各自の演習テーマに関する文献収集・発表
⑮各自の演習テーマに関するレポート提出

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

到達目標】
スポーツ健康分野の現状を知り，問題点を認識することができる．
健康の維持増進に関わる自然療法の役割、意義について説明できる。
時間栄養学の理論を理解でき、日常生活の中で実践できる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
自身で研究テーマを設定し、過去の研究を分析し、新たな知見を得ることができるよ
うになり、それを発表することができる。

学位授与方針「スポーツ健康分野に関する基礎的知識と技能の科学的視点からの理解
およびそれを基にした専門知識、技能の修得」および「スポーツ健康分野の課題分析
力の修得」に繋がるスポーツ健康分野の現状を認識することに関連する．

■成績評価基準と方法

①　授業への取り組み、課題提出状況　４０％
②　報告会に向けての準備、内容　　　４０％
③　報告、発表状況　　　　　　　　　２０％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
【参考文献】

適宜配布または指示する

■授業外学習

【具体的な内容】
自身の課題に関する文献収集など
科目に関連する学部学科行事を実施した際は，到達目標に関するレポートを行う場合
がある．
【必要な時間】 2-3時間
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■その他

応用演習Iを受講した者
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2019 年度生 スポーツ指導学科

科 目 名 応用演習Ⅱ[スポ指]

開講期・単位 3年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 小林　秀紹

■講義の目的および概要

応用演習Ⅰで学んだことを踏まえ，科学的知見を導出する手続きに則り，実際の測定
，実験・調査を行い，得られたデータを適切な数値解析プログラミングを施し，結果
をまとめ，研究報告を行う．
これによって，健康スポーツのみならず，様々な問題に対する解決能力を養う．

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
演習形式で論文抄読，テーマ発表，実験等を行う

【課題に対するフィードバックの方法】
提出されたレポートに対して口頭および文章で行う

■授業計画

①中間発表の確認
②研究テーマの計画に関するディスカッション
③測定実習
④プログラミング
⑤研究テーマの発表，論文抄読１
⑥測定結果の発表１
⑦研究テーマの発表，論文抄読２
⑧測定結果の発表２
⑨研究テーマの発表，論文抄読３
⑩測定結果の発表３
⑪研究テーマの発表，論文抄読４
⑫測定結果の発表４
⑬研究テーマの発表，論文抄読５
⑭研究テーマの中間発表（３年時最終発表）
⑮4年生研究発表の準備とまとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
健康・スポーツに関する事象を数値化することができる．
得られたデータを適切に分析することができる．
分析結果を文章としてまとめ，口頭で適切に発表することができる．

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
学位授与方針における
「スポーツ健康分野に関する基礎的知識と技能の科学的視点からの理解およびそれを
基にした専門知識、技能の修得」は主に到達目標の①
「スポーツ健康分野の課題分析力の修得」は主に到達目標の①，②
「自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力」は主に到達目標の③
にそれぞれ関連する。

■成績評価基準と方法

取り組み（40％），中間報告の準備（40％），発表内容（20％）

■テキスト・参考文献

【テキスト】
適宜提示。

【参考文献】
出村慎一「健康・スポーツ科学のための研究方法－研究計画の立て方とデータ処理方
法－」（杏林書院）
小林秀紹他「Excelによる健康・スポーツ科学のためのデータ解析入門」（大修館書
店）

■授業外学習
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【具体的な内容】

自身の研究テーマに関する文献収集，測定，実験，調査，学会参加あるいは発表，
FORTRAN，R, Python等のプログラミング

【必要な時間】

■その他
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2019 年度生 スポーツ指導学科

科 目 名 応用演習Ⅱ[スポ指]

開講期・単位 3年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 後藤　ゆり

■講義の目的および概要

応用演習Ⅰで学習した内容を深め、研究を行う際に必要な基本的能力（課題の設定、
データの収集方法、データの分析方法、考察の方法）を、文献購読を行うことにより
身につける。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
健康やスポーツに関連する文献について、検索・購読・内容の要約・発表を演習形式
で行う。

【課題に対するフィードバックの方法】
各自の課題をテーマにディスカッション・事例検討などを行う。

■授業計画

①オリエンテーション
②応用演習Ⅰの内容についての検討
③課題の設定について
④各自の興味・関心に基づく文献検索
⑤テーマについての検討
⑥研究目的について
⑦研究方法について
⑧データの収集方法について
⑨データの分析方法について
⑩考察について
⑪文献の要約について
⑫発表の準備（各自の発表内容の作成）
⑬発表の準備（各自のパワーポイントの作成）
⑭発表
⑮まとめのレポート提出

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
研究論文を購読し、課題の設定、データの収集方法、データの分析方法、考察という
、研究を行う際に必要な基本的な考え方ができるようになる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「スポーツ健康分野の課題分析力の修得」に基づき、各自が興味を持つスポーツ・健
康分野のテーマについて研究を行う際に必要な基本的能力を修得する。

■成績評価基準と方法

講義内での提出物・議論への参加　40％
発表　　　　　　　　　　　　　　30％
レポート　　　　　　　　　　　　30％

■テキスト・参考文献

【参考文献】
各学生の興味・関心に基づき、資料・文献などを適宜配布する。

■授業外学習

【具体的な内容】
事前学習：各自の興味・関心に基づき、著書・文献などを講読し発表の準備をする。
事後学習：毎回のテーマに関して小レポートを作成する。また、各自の発表内容・授
業内容の振り返りを併せて行うこと。

【必要な時間】
事前および事後学習には２時間程度の時間を要する。

■その他
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2019 年度生 スポーツ指導学科

科 目 名 応用演習Ⅱ[スポ指]

開講期・単位 3年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 本多　理紗

■講義の目的および概要

本講義では、市町村で行われている健康教室等のフィールドワークを通して、子ども
から高齢者等の幅広い年齢層の方々の健康づくりやレクリエーション活動について理
解をし、運動指導者としてのコミュニケーション能力や実践力を身に付けることが目
的です。
また、次年度に向けて応用できるような知識を身につけ、報告、発表することができ
ることを目指します。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
健康やスポーツに関連するグループワークやディスカッション、プレゼンテーション
やフィールドワークを行います。
フィールドワークでは、応用演習Ⅰで学んだことを活用できるよう健康運動指導士と
しての実務経験を基に具体的な事例等を示しながら進めます。
本科目のほか、学部学科が指定するフィールドワーク等の実践的学習の場に参加する
ことがあります。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題については授業内で解説します。 また、必要に応じて授業以外にも時間を設け
ます。

■授業計画

①オリエンテーション
②フィールドワークに関わる資料の収集
③フィールドワークの企画（1）
④フィールドワークの企画（2）
⑤フィールドワークの準備（1）
⑥フィールドワークの準備（2）
⑦フィールドワークの実施
⑧フィールドワークの振り返り
⑨各自の興味・関心に基づく文献検索
⑩資料収集、検討
⑪発表の準備（各自の発表内容の作成）
⑫発表の準備（各自のパワーポイントの作成）
⑬発表（1）
⑭発表（2）
⑮まとめのレポート提出

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】

①運動指導者としての相応な知識や技術を身に付け、活用できる。
②スポーツ健康分野の現状を知り、問題点を認識することができる。
③研究論文を購読し、課題の設定、分析・考察等の研究を行う際に必要な基本的な考
え方ができる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「スポーツ健康分野の基礎知識、技能の修得およびそれを基にした専門知識、技能の
修得した学生に学位を授与する」に基づき、スポーツ健康分野で幅広く活躍できる能
力や社会人として自立できる能力を身に付ける。「スポーツ健康分野の課題分析力の
修得」に繋がる健康分野の現状を認識することに関連する。

■成績評価基準と方法

①授業への取り組み、課題提出状況　40％
②報告会に向けての準備、内容　40％
③報告、発表状況　20％

■テキスト・参考文献
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【テキスト】
適宜プリントを配布します。

【参考文献】
適宜指示します。

■授業外学習

【具体的な内容】
各自の興味・関心に基づき、著書・文献などを随時購読をし、ノート等にまとめてく
ださい。予習・復習の時間はそれぞれ2時間を目安とします。
また、身に付けた指導力を活用・応用できるよう幅広い分野でのボランティアに積極
的に参加してください。
科目に関する学部学科行事を実施した際は、到達目標に関するレポートを行う場合が
あります。

■その他

フィールドワークは主に恵庭市や月形町を中心に行います。
場合によっては、この他に北海道内の市町村でのフィールドワークを行うことがあり
ます。また、フィールドワークの開催日が休日の場合は、スケジュールを調整してく
ださい。
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2019 年度生 スポーツ指導学科

科 目 名 応用演習Ⅱ[スポ指]

開講期・単位 3年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 佐藤　文亮

■講義の目的および概要

本講義では、発育・発達における遊びやスポーツの意義ついて理解するとともに、次
年度に向けて応用できるような知識を身につけ、報告、発表することを目指す。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
実施場所は、教室、研究室、測定室、および体育館である。少人数での演習形式で授
業を行い、必要に応じてグループワークやディスカッションなど、能動的な学修を目
指す。本講義は、運動生理学および発育発達学的視点から、遊びやスポーツの意義に
ついて研究を行ってきた実績を有する教員が担当する。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題については、授業内で配布し、適宜解説する。

■授業計画

①応用演習Ⅰの中間報告会のふりかえりと演習テーマの計画
②演習テーマに関する討論(1)；各自のテーマの検討
③演習テーマに関する討論(2)；各自のテーマ候補の発表
④演習テーマに関する文献抄読会や実験(1)；姿勢制御関連の文献抄読会
⑤演習テーマに関する文献抄読会や実験(2)；発育発達学関連の文献抄読会
⑥演習テーマに関する文献抄読会や実験(3)；姿勢制御関連の本実験
⑦演習テーマに関する文献抄読会や実験(4)；発育発達学関連の本実験
⑧演習テーマに関する文献抄読会やデータ解析(1)；姿勢制御関連のデータ分析
⑨演習テーマに関する文献抄読会やデータ解析(2)；発育発達学関連のデータ分析
⑩演習テーマに関する文献抄読会やデータ解析(3)；実験結果のとりまとめ
⑪演習テーマに関する文献抄読会やデータ解析(4)；実験結果の解釈
⑫演習テーマに関する報告会の準備(1)；発表スライド作成
⑬演習テーマに関する報告会の準備(2)；発表の予行練習
⑭演習テーマに関する報告会
⑮ふりかえり

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
抄読会、実験およびデータ解析、発表を通じて、ヒトの発育・発達における遊びやス
ポーツの意義について理解できる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「スポーツ健康分野に関する基礎的知識と技能の科学的視点からの理解およびそれを
基にした専門知識、技能の修得」に基づき、発育・発達における遊びやスポーツの意
義・指導法などについて理解し、スポーツ健康分野で活躍するための能力を身につけ
る。

■成績評価基準と方法

①　授業への取り組み、課題提出状況；４０％
②　報告会に向けての準備、内容；４０％
③　報告、発表状況；２０％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
適宜資料を配布する。

【参考文献】
・藤原 勝夫編著:姿勢制御の神経生理機構.杏林書院.
・高石昌弘著:からだの発達. 大修館書店, 東京.

■授業外学習

ヒトの発育・発達およびスポーツ技能に関する知見について、文献研究をすることを
事前・事後学習とする。事前・事後学習の時間は、それぞれ2時間を目安とする。

■その他

実践してきたスポーツ種目に関わらず、身体運動のからくりに興味ある者
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2019 年度生 スポーツ指導学科

科 目 名 応用演習Ⅱ[スポ指]

開講期・単位 3年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 平田　嘉宏

■講義の目的および概要

今日の学校教育に関する文献や資料、又は、教育に関係があり自分が興味・関心のあ
る分野に関する文献や資料を調べ、テーマを設定し、レポートにまとめてその内容が
聞き手に伝わるよう発表することで、これまで大学で修得してきたスキルを一層高め
、４年次のテーマ研究につながる基礎的な力を身に付ける。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
一人一人が学校教育に関する文献や資料、又は、教育に関係があり自分が興味・関心
のある分野（例えばスポーツ、リーダーシップ、教えるということ、ＩＣＴの教育へ
の活用）に関する文献や資料を調べ、テーマを設定し、考察等を経てレポートにまと
め、発表やプレゼンテーションを行う。
必要に応じてグループ・ディスカッション、グループ・ワークなどのアクティブ・ラ
ーニングの方法を取り入れて行う。
場合によっては簡便な無料の統計ソフトウェアを用いて分析する。
高等学校や教育研究所における調査研究などの実務経験を有する教員が担当する。

【課題に対するフィードバックの方法】
必要に応じて課題を設け、講義の中で解説する。

■授業計画

①　ガイダンス
②　春学期の応用演習Ⅰの振り返りと応用演習Ⅱにおいて改善すべき点の明確化
③　文献や資料の検索・収集
④　文献や資料の内容理解及びテーマの検討
⑤　テーマの設定と考察・調査などすべき事柄の検討、設定テーマの発表と修正
⑥　考察・調査などすべき事柄の明確化
⑦　レポートの構成の検討と作成
⑧　レポートの作成
⑨　レポートの作成
⑩　レポートの完成と発表の準備
⑪　レポートによる発表、グループ・ディスカッション、今後の修正点の確認　
⑫　プレゼンテーションの準備　
⑬　プレゼンテーションの準備　
⑭　プレゼンテーション、修正点の確認
⑮　発表資料の提出

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①　４年次のテーマ研究につながる基礎的な力を身に付けられる。
②　テーマを設定し、考察し、まとめて形にすることができるようになる。
③　自分の主張が伝わるように人前で発表することができるようになる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力」に基づき、自ら行動し課題
解決を図ることのできる能力を身に付ける。

■成績評価基準と方法

毎回の授業内容確認シート提出　　　　　３０％
テーマ、レポート、プレゼンの発表状況　４０％
レポート、プレゼン等の成果物　　　　　３０％

■テキスト・参考文献

【テキスト】

【参考文献】
必要に応じて配付する。

■授業外学習

【具体的な内容】
事前学習：授業計画を確認し、現時点で可能な範囲まで作業を進めておく。
事後学習：授業計画を確認し、現時点で可能なところまで検討・作成・準備を進めて
おく。

【必要な時間】
事前事後学習にはそれぞれ２時間を要する。
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■その他

簡便な無料の統計ソフトウェアとは、College Analysisのことである。
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2019 年度生 スポーツ指導学科

科 目 名 応用演習Ⅱ[スポ指]

開講期・単位 3年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 大鐘　秀峰

■講義の目的および概要

　今日の学校をめぐる教育問題について、さまざまな実際の事例を自ら調べ、その実
態を知るとともに、問題点を発見し、その解決策を検討し、レポートにまとめるとい
う研究態度と研究方法を修得する。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
①　さまざまな媒体から今日の学校教育をめぐる事例を調べ、そこから問題点を発　　
見していく。そのため講義とグループディスカッションを重ねていきながら、自分　
の研究テーマを見いだしていく。
②　自分の研究テーマに関する資料を集めて、適切な引用をしながら、考察を加え　　
て、問題点の解決策を根拠とともに述べ、レポートにまとめていく。

【課題に対するフィードバックの方法】
　課題については、個別に授業の中で解説するとともに、必要に応じて報告書にまと
める過程や中間発表などをとおしてフィードバックする。

■授業計画

①ガイダンス…シラバスの説明・授業の方法・評価基準等
②レポートとは何か
③教育問題とは何か
④資料・論文の読解①
⑤資料・論文の読解②
⑥学校教育問題事例研究①
⑦学校教育問題事例研究②
⑧研究テーマ探究①
⑨研究テーマ探究②
⑩中間発表
⑪レポート作成①
⑫レポート作成②
⑬レポート作成③
⑭レポート作成④
⑮まとめのレポート提出

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①教育問題への視点を身に付けることができる。
②課題を発見し、それについて資料を探索することができる。
③教育問題に対して、自分の考えを説得力を持って主張することができる。　

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力の育成」に基づき、学部・学
科の理念、教育目標に沿った授業を履修して、専門知識や技能などを身に付ける。

■成績評価基準と方法

①授業への取り組み・課題提出　　　40％
②中間発表に向けての準備、内容等　30％
③報告、発表状況　　　　　　　　　30％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
　適宜新聞切り抜きを配付する。配付されたプリントはファイルに保存すること。

【参考文献】
　適宜指示・紹介する。

■授業外学習

【具体的な内容】
　予習としては、事前に配付された資料について読解した上で、内容を把握し、論点
を整理してくる。復習としては、授業内容を踏まえて、既習事項を整理する。

【必要な時間】
　　予習、復習の時間としては、それぞれ2時間を目安とする。
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■その他

　なし
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2019 年度生 スポーツ指導学科

科 目 名 応用演習Ⅱ[スポ指]

開講期・単位 3年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 阿井　英二郎

■講義の目的および概要

本講義では、「スポーツコーチング、スポーツ心理学の意義、基本的理念」について
理解するとともに、スポーツでよく使われる「心・技・体」という言葉の「心」の重
要性と「技」「体」の繋がりを理解し、心身の発達と自身のスポーツ活動およびスポ
ーツ指導のあり方を学び、実技演習するともに次年度に向けて応用できるような知識
を身につけ、報告、発表するなど能動的な学修を目指す。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
少人数での演習形式で授業を行う。実施場所は、教室および研究室である。能動的な
学習を図るために状況に応じて、ディスカッションおよびプレゼンテーション手法を
採用し、グループまたは個人ごとに指導を行う。テーマに応じて、フィールドワーク
も実施する。講義の場所と時間については、指導教員と履修者が相談の上、決定する
。本講義は、コーチングやスポーツ心理学的研究、および競技指導現場での経験のあ
る教員が担当する。スポーツ心理学の学問分野をふまえながら、「コーチング」の理
論について理解できる講義を実施する。

【課題に対するフィードバックの方法】
演習の中で課題に対するフィードバックを逐次行う。

■授業計画

①ガイダンス・・・本演習の進め方の説明
②スポーツコーチング・心理学におけるコミュニケーションの重要性と能力の向上の
説明
③演習テーマに関する討論：コミュニケーションの重要性と能力の向上
④ミーテイング法と実施の留意点についての説明
⑤演習テーマに関する討論：ミーテイング法と実施の留意点
⑥リーダーシップについての説明
⑦演習テーマに関する討論：リーダーシップ
⑧アンガーマネジメントについての説明
⑨演習テーマに関する討論：アンガーマネジメント
⑩演習テーマに関する文献収集：コミュニケーション・ミーテイング
⑪演習テーマに関する文献抄読会１：コミュニケーション
⑫演習テーマに関する文献抄読会２：ミーテイング
⑬演習テーマに関する文献収集：リーダーシップ・アンガーマネジメント
⑭演習テーマに関する文献抄読会１：リーダーシップ
⑮演習テーマに関する文献抄読会２：アンガーマネジメント

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
スポーツコーチング、スポーツ心理学におけるコミュニケーション能力の向上やリー
ダーシップ発揮などの実践方法について理解させる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「スポーツ健康分野の基礎的知識、技能の習得およびそれを基にした専門知識、技能
の習得」にもとづき、スポーツ指導現場における問題解決能力と実践法を身につける
。

■成績評価基準と方法

授業への取り組み、課題提出状況：40％
報告会に向けての準備、内容：40％
報告、発表状況：20％

■テキスト・参考文献

【テキスト】【参考文献】
適宜プリントを配布する。

■授業外学習

スポーツコーチングおよびスポーツ心理学をメインテーマとして授業を実施する。関
係する資料検索・収拾を行い、学習の準備をすること。毎時間、小レポート課題を課
す。これらをふまえ、事前および事後学習には、それぞれ、120分程度の時間を要す
る。
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■その他
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2019 年度生 スポーツ指導学科

科 目 名 応用演習Ⅱ[スポ指]

開講期・単位 3年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 安田　純輝

■講義の目的および概要

　本講義では，応用演習Ⅰで習得した体育科教育学に関連する基礎的知識を踏まえ，
研究を進めていく上で必要な文献検索やデータの収集・分析方法，考察の行い方に関
する基本的能力を身に付ける．主に，体育科の目標やカリキュラム，学習内容，教材
・教具づくり，学習指導，評価などについて，体育・スポーツに関連する文献を購読
し，ディスカッションを重ねていく．また，学校教育ならびに学校体育における諸課
題についても焦点を当て，その解決の方向性について検討していく．

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
　本講義は，演習形式によって展開する．体育科教育における内容や方法に関連する
文献や資料を活用し，グループワークやディスカッションを随時取り入れながらその
理解を深めていく．
　本講義のほか，学部学科が指定するフィールドワーク等実践的学習の場に参加する
ことがある．

【課題に対するフィードバックの方法】
　必要に応じて課題を設け，授業内で解説する．

■授業計画

①オリエンテーション：演習の概要と進め方
②応用演習Ⅰの内容ならびに中間発表の確認
③参考文献の要約ならびに研究テーマの再設定
④研究テーマに関するディスカッション1：問題の所在
⑤研究テーマに関するディスカッション2：先行研究の検討
⑥研究テーマに関するディスカッション3：先行研究の批判的検討
⑦研究テーマに関するディスカッション4：研究の目的
⑧研究テーマに関するディスカッション5：研究の方法
⑨研究テーマに関するディスカッション6：データの収集ならびに分析方法
⑩研究テーマに関するディスカッション7：結果の整理
⑪研究テーマに関するディスカッション8：考察
⑫中間発表の準備1：発表内容の整理
⑬中間発表の準備2：発表スライドの作成（パワーポイントの活用）
⑭中間発表
⑮まとめ：評価と振り返り

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
　体育科教育に関する基本的能力を学習指導要領や関連資料の購読を通して身につけ
るとともに，その問題の所在や課題点について指摘をすることができる．
　各自，研究テーマを設定し，体育科教育に関する基本的能力を活用しながら，各自
の研究テーマに関連する文献の検索・購読・要約ならびに発表をすることができる．

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
　本講義は，学位授与方針「生涯スポーツの育成発展に努めながら，スポーツを通し
て地域社会に貢献できる教養豊かなスポーツ指導者を養成すること」について以下の
3点が関連する．
①スポーツ健康分野に関する基礎的知識と技能の科学的視点からの理解およびそれを
基にした専門知識、技能の修得
④スポーツ健康分野の課題分析力の修得
⑤自立して行動できる姿勢，課題を発見し解決する能力

■成績評価基準と方法

①平常点評価：40%
　発問に対する応答やディスカッションへの参加状況など授業の取り組みに対する積
極性を評価する．
②レポート：40%
　進捗状況に応じて適宜課題を提示する．課題については，演習での討議内容と関連
付けながら深く考察しているかを評価する．
③発表内容：20%
　研究テーマのオリジナリティや目的・方法・結果・考察に一貫性が伴っているかを
評価する．

■テキスト・参考文献
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【テキスト】
　資料は，必要に応じて適宜配布する．

【参考文献】
　文部科学省（2018）中学校学習指導要領（平成29年告示）解説：保健体育編．東山
書房：京都．
　文部科学省（2019）高等学校学習指導要領（平成30年告示）解説：保健体育編 体
育編．東山書房：京都．
　高橋健夫編（2003）体育授業を観察評価する．明和出版：東京．
　髙橋健夫・岡出義則・友添秀則・岩田靖編著（2010）新版体育科教育学入門．大修
館書店：東京．

■授業外学習

【具体的な内容】
　事前学習では，事前に示されたテーマについて教科書・文献・資料等を熟読し，そ
の内容や専門用語について予め調査しておくこと．また，事後学習では，各自の興味
・関心に基づいて関連する文献や資料を参照し，その内容や自身の考えを整理して，
次回以降の学習へ活かせるようにすること．
　科目に関連する学部学科行事を実施した際は，到達目標に関するレポートを行う場
合がある．

【必要な時間】
　各回の予習・復習には，およそ90～120分程度を要することが想定される．

■その他
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2019 年度生 スポーツ指導学科

科 目 名 応用演習Ⅱ[スポ指]

開講期・単位 3年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 林　満章

■講義の目的および概要

応用演習Ⅰで習得したスキルをさらに発展、応用させる。
ゼミ活動を通じて研究・調査に必要な知識を得て課題設定やまとめ、結果をレポート
にまとめプレゼンテーションを実施する。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法・課題に対するフィードバックの方法】
　１　グループワークの実施。
　２　レポートにまとめプレゼンテーションを実施する。
　３　学部学科が指定するフィールドワーク等実践的学習の場に参加することが
　　　ある．

■授業計画

①ガイダンス
②春学期プレゼンテーションの問題点の検討
③職業研究１
④職業研究２
⑤自己分析
⑥テーマ研究１
⑦テーマ研究２
⑧各自の研究テーマ・設定について
⑨各自の研究テーマ・設定・方法・考察について
⑩プレゼン骨子についての準備
⑪プレゼンテーションの作成１
⑫プレゼンテーションの作成２
⑬プレゼンテーションの作成３
⑭プレゼンテーションの実施
⑮研究成果の提出

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
　１　課題探求能力、問題解決能力を身につける。
　２　研究テーマの設定・考察・まとめ・発表する能力を身につける。
　３　プレゼンテーションできる力を身につける。
　４　スポーツ健康分野の現状を知り、問題点を認識することができる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
学位授与方針「スポーツ健康分野に関する基礎的知識と技能の科学的視点からの理解
およびそれを基にした専門知識、技能の修得」および「スポーツ健康分野の課題分析
力の修得」に繋がるスポーツ健康分野の現状を認識することに関連する。

■成績評価基準と方法

　１　授業への参加意欲・態度　　　　　　２０％
　２　プレゼンテーションの作成・発表　　５０％
　３　レポート等の提出　　　　　　　　　３０％

■テキスト・参考文献

【テキスト】【参考文献】

　適宜指示する

■授業外学習

　常に進捗状況を報告できるよう準備しておく。
　研究・考察に必要な文献等を準備すること。
　関連する学部学科行事を実施した際は、到達目標に関するレポートを行う場合があ
る。

■その他

　提出物の期限厳守（期限を守れなければ不認定とする）
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2019 年度生 スポーツ指導学科

科 目 名 レクリエーション実習

開講期・単位 3年 通年・選択 2単位・実習

担 当 者 新井　貢、本多　理紗

■講義の目的および概要

本講義は、レクリエーション理論と実技で身につけた技能を活かすことが出来るよう
体験的に学習し、レクリエーション関係団体等が主催する事業に参加、あるいはスタ
ッフとして協力し、現場で実習することを通して指導者としてふさわしい知識と技能
を身につける。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

講義方法】
受講生自らが企画した事業を実際に展開する。また、レクリエーション関係団体等が
主催する事業に参加した時間を授業に振り替え、終了後の報告レポートを果たし単位
を認定する。
本講義は、スポーツや福祉領域で子どもから高齢者までのレクリエーションを実施し
ている実務経験のある教員が、現場で活かされる支援者としての技術を修得できる授
業を実施する。
本科目ほか、学部学科が指定するフィールドワーク等実践的学習の場に参加すること
がある。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題については、授業内で解説するほか、個別に時間を割いて対応する。

■授業計画

１、授業のガイダンス
２、レクリエーション理論・実技の確認
３、指導演習Ⅰ（個人による指導実習）
４、指導演習Ⅱ（同上）
５、指導演習Ⅲ（同上）
６、指導演習Ⅳ（同上）
７、指導演習Ⅴ
８、指導演習Ⅵ
９、指導演習Ⅶ
10、指導演習Ⅷ
11、指導演習Ⅸ
12、指導演習Ⅹ
13、自主企画事業の立案
14、自主企画事業の決定
15、授業のまとめ（課題レポート）
16、実習に関するガイダンス
17、～29、
　下記の事業から選択し最低３事業以上参加することで授業に振替え
　・　札幌国際大学が主催する事業
　・　レクリエーション課程認定校学生交流会
　・　レクリエーション関係団体が主催する事業
　・　教育関係団体が主催する事業
　・　その他事前に認められた事業
30、実習の確認（まとめのレポート）

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
授業での個別指導を通して身に付けた、レクリエーション・インストラクターとして
の技能や資質を、実際に現場で実習することを通して展開できる。
スポーツ健康分野の現状を知り、問題点を認識することができる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「スポーツ健康分野の基礎知識、技能の修得およびそれを基にした専門知識、技能の
修得をした学生に学位を授与する」に基づき、コミュニケーション能力の向上や支援
者としての技術の獲得を通してスポーツ健康分野で幅広く活躍できる能力を身に付け
る。「スポーツ健康分野の課題分析力の修得」に繋がるスポーツ健康分野の現状を認
識することに関連する。

■成績評価基準と方法

①指導演習の企画、準備、展開（３０％）
②事業への参加状況（４０％）
③報告、課題レポート（３０％）

■テキスト・参考文献
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【テキスト】
『楽しさをとおした心の元気づくり～レクリエーション支援の理論と方法』公益財団
法人　日本レクリエーション協会　（既に2年次購入済み）

【参考文献】
『スポレク活動で健康寿命を延伸』公益財団法人　日本レクリエーション協会
『レクリエーション支援の技術』　公益財団法人　日本レクリエーション協会

■授業外学習

日常的に笑顔で挨拶が出来、誰とでも積極的にコミュニケーションを図ろうとする姿
勢を心がけ実践する。
指導演習に向けて各個人での事業計画等の準備が必要となる。目的にあわせたアクテ
ィビティが展開できるよう、今までに学習してきた理論や実技の技法を再確認してお
く。
科目に関連する学部学科行事を実施した際、到達目標に関するレポートを行う場合う
がある。

■その他

この科目は、「レクリエーション・インストラクター｣「スポーツ・レクリエーショ
ン指導者」「ジュニアスポーツ指導員」の資格取得のための必修科目です。
既に「レクリエーション理論」「レクリエーション実技」の単位を修得していること
が必要です。
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2019 年度生 スポーツ指導学科

科 目 名 スポーツ心理学[スポ指]

開講期・単位 3年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 阿井　英二郎

■講義の目的および概要

本講義の目的は、スポーツでよく使われる「心・技・体」という言葉について、「心
」の重要性と「技」「体」の繋がりを理解し、心身の発達と自身のスポーツ活動およ
びスポーツ指導のあり方を学ぶことである。さらに、以下の2点について具体的に修
得することを目指す。①メンタルトレーニングやコーチング等の専門知識を学び、競
技力向上や日常生活、今後の人生に役立つパフォーマンス（学業や仕事等）の向上な
ど、実際に活かすことのできる心理学や行動変容に関わる方法を修得すること。②ス
ポーツと個人要因・環境要因、スポーツへの動機づけやコーチングの評価、メンタル
トレーニング、チームマネジメントなどについて理解し、スポーツ場面での実践に活
かせるようになること。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
スポーツ心理学の実践的なテーマについて、能動的学修を目指し、講義形式に加えて
、心理検査・実技などの体験学習をグループワーク形式で実施する。さらに、レポー
トを課し、講義内容の振り返りを行う。本講義は、スポーツ心理学を専門とし、かつ
スポーツコーチング現場での競技指導および実務経験のある教員が、スポーツの実践
現場の事例を紹介することを通じて、「スポーツ心理学」の基礎理論について理解で
きる講義を実施する。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題については、授業内で解説する。

■授業計画

①ガイダンス(本講義の内容を概説と授業の進め方)、スポーツ心理学の領域・歴史
(1)
②ガイダンス(本講義の内容を概説と授業の進め方)、スポーツ心理学の領域・歴史
(2)
③スポーツとパーソナリティ/心(マインド)・技術(スキル)・身体(フィットネス)
④スポーツと集団
⑤メンタル・コンディショニング
⑥自律訓練法(1)：理論
⑦自律訓練法(2)：技法
⑧マインドフルネス(1)：理論
⑨マインドフルネス(2)：技法
⑩マインドフルネス(3)：実践
⑪スポーツとコミュニケーション(1)：プロセス
⑫スポーツとコミュニケーション(2)：応用
⑬スポーツにおける目的の意義・目標設定の方法
⑭スポーツとアンガーマネジメント
⑮授業内筆記試験

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
スポーツにおける心理学的な影響について知識を深め、基礎的な理論と実践・応用の
仕方を理解し、自分自身の日常生活で応用できることを目指す。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「スポーツ健康分野の基礎的知識、技能の修得およびそれを基にした専門知識、技能
の修得」に基づき、「スポーツ心理学」における専門知識を理解し、その知識の学び
を通じて、地域や学校教育に貢献できる指導技法を身につける。

■成績評価基準と方法

授業参加レポート・提出物：40%
試験：60%

■テキスト・参考文献

【テキスト】【参考文献】

適宜プリントを配布する。
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■授業外学習

事前及び事後学習は、授業内容に関する文献及び書籍を通じて調べ学習を行うこと。
事前および事後学習には、それぞれ120分程度を要する。

■その他
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2019 年度生 スポーツ指導学科

科 目 名 学校保健

開講期・単位 3年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 林　満章

■講義の目的および概要

学校での保健指導、保健教育、保健管理、安全管理などについての知識を身につける
とともに、教員として携わる学校保健活動などについて学ぶことを目的とする。また
、現在の学校保健に関わる事例についても解説する。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法・課題に対するフィードバックの方法】
　教室での講義形式を主とする。
　より深い理解を得るためにグループワークを実施することもある。
　本科目のほか、学部学科が指定するフィールドワーク等実践的学習の場に参加す　　　　　
ることがある．

■授業計画

①オリエンテーション・学校保健の目的
②歴史・行政と制度
③組織活動と職員の実際
④保健計画・安全計画・保健学習について
⑤保健指導について　　　　　　　　　　小テスト１
⑥学校における性教育
⑦喫煙・飲酒・薬物乱用防止教育
⑧児童生徒の健康把握と評価
⑨児童生徒の発育発達・健康障害とその指導
⑩精神の健康　　　　　　　　　　　　　小テスト２
⑪障がいのある児童生徒とその指導
⑫学校環境衛生
⑬学校安全
⑭危機管理と緊急時対応　　　　　　　　小テスト３
⑮学校保健のまとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
　１　学校保健活動・学校安全などについて知識を身につける。
　２　教員として保健・安全活動を実践できる力を身につける。
　３　スポーツ健康分野の現状を知り，問題点を認識することができる．
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
　学位授与方針「スポーツ健康分野に関する基礎的知識と技能の科学的視点からの理
解およびそれを基にした専門知識、技能の修得」および「スポーツ健康分野の課題分
析力の修得」に繋がるスポーツ健康分野の現状を認識することに関連する．

■成績評価基準と方法

　１　授業への参加意欲・態度　　　　２０％
　２　定期試験（含授業内小テスト）　５０％
　３　提出物　　　　　　　　　　　　３０％

■テキスト・参考文献

【テキスト】【参考文献】
　適宜指示する

■授業外学習

【具体的な内容】【必要な時間】
　事前配付資料を読み授業に臨むこと。小テスト対策（事後学習）
　科目に関連する学部学科行事を実施した際は、到達目標に関するレポートを行う　　　　
場合がある。

■その他

　提出物の期限厳守
　（期限を守れなければ未提出扱いとし、不認定となることもある）
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2019 年度生 スポーツ指導学科

科 目 名 ハンドボール

開講期・単位 3年 後期・選択 2単位・演習

担 当 者 横山　克人

■講義の目的および概要

　ハンドボールは「走」「投」「跳」を使った全身運動であり、攻防形式で行われる
ゴール型集団競技である。本講義は、ハンドボール競技を専門的に学びます。ハンド
ボール競技の個人技術（パス、キャッチ、シュート、フェイント）、グループ戦術（
数的同数・有利・不利）、チーム戦術（オフェンスシステム、ディフェンスシステム
）を段階的に学び、技術や戦術の修得を目指します。また、単に技術の修得だけでな
く、ハンドボール競技の歴史的背景や競技規則についても理解を深めていきます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
　基本的には、実技形式で行います。場合に応じて、映像やプリントを活用した講義
形式での学習も行います。
　本講義は、日本ハンドボール協会公認資格であるコーチ3の資格を保有する教員が
競技特性、競技規則を解説しながら講義を行います。また、ハンドボール競技の指導
および実務経験があり、段階的な指導を展開します。

【課題に対するフィードバックの方法】
　毎時間、受講カードの裏面に感想や質問を書いてもらいます。質問に関しては、翌
時間の冒頭に回答します。また、回答と併せて、前回の復習を行います。さらに、毎
授業では、技術・戦術の課題を提示し、板書と実技を交えて解説をします。

■授業計画

①ガイダンス（歴史、競技規則の概要）
②個人技術の獲得（パス、キャッチ）
③個人技術の獲得（シュート、フェイント）
④ゲーム（個人技術の発揮）
⑤個人技術の応用（走りながらのパス、キャッチ）
⑥個人技術の応用（多様なシュート、多彩なフェイント）
⑦ゲーム（個人技術の活用）
⑧グループ戦術（数的有利、競技規則の理解）
⑨グループ戦術（数的同数、競技規則の理解）
⑩グループ戦術（数的不利、競技規則の理解）
⑪ゲーム（グループ戦術の活用）
⑫チーム戦術（チームディフェンスについて）
⑬チーム戦術（チームオフェンスについて）
⑭ゲーム（チーム戦術の活用）
⑮実技テスト、筆記テスト

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
　ハンドボール競技における個人技術（パス、キャッチ、シュート）を身に付け、そ
れらの動きのポイントについて説明できる。また、ゲームを通じてハンドボール競技
の戦術を理解し、競技規則について説明できる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「スポーツ健康分野の専門的知識、技能を修得」に基づき、ハンドボール競技に関す
る知識と技能を身に付ける。また、「スポーツマンシップの修得」に基づき、ルール
を遵守し、相手を尊重できる精神を身に付ける。

■成績評価基準と方法

実技テスト（30％）
レポート課題（30％）
筆記テスト（40％）

■テキスト・参考文献

【テキスト】
　適宜プリントを配布します。

【参考文献】
　「ハンドボール指導教本」財団法人日本ハンドボール協会　大修館書店
　「ハンドボールの基本と戦術」酒巻清治　実業之日本社
　「確実に上達するハンドボール」酒巻清治　実業之日本社

■授業外学習
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【具体的な内容】
　事前学習では、インターネット等でハンドボールの試合映像を見て、競技規則の理
解やプレーのイメージ作りをし、ハンドボールに関する知識を深めて下さい。
　なお、本講義では、激しい運動が伴うため、日頃から体を動かす時間を作り、体力
づくりを行うことを意識して下さい。また、傷害予防のために、講義の前後にはスト
レッチを行うことを心がけて下さい。
　
【必要な時間】
　日常的且つ、継続的な学習活動を心がけ、1日40分（6日で4時間）を目安とします
。

■その他

　ハンドボールは非常に危険なスポーツであるため、必ず担当教員の指示に従って下
さい。また、競技特性から安全面を考慮し、装飾品の一切を外して下さい。
　受講希望者が多い場合は、履修制限をかけることがありますので、ご了承ください
。
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2019 年度生 スポーツ指導学科

科 目 名 サッカー

開講期・単位 3年 前期・選択 2単位・演習

担 当 者 田部井　祐介

■講義の目的および概要

本講義では、サッカーの「止める」、「蹴る」、「運ぶ」といった技術と戦術の基本
を理解し、それらをゲームのどのような場面で使用するのが効果的なのかを学ぶ。ま
た、サッカーの歴史、文化的背景やサッカーの競技特性を理解し、サッカーを理論と
実践で学ぶことを目的をする。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
本講義は、実技と講義形式で行い、実技ではサッカーの基礎的技術、講義では専門的
知識を得ることを目指す。
本講義は、サッカー協会公認の指導者ライセンスを有する教員が競技特性および競技
規則を解説し、段階的な技術・戦術指導を行う。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題については講義内で解説する。

■授業計画

①ガイダンス
②サッカーの歴史・ルールの理解（講義）
③パスをしよう（ボールコントロール）
④パスをしよう（多数ゴールゲーム）
⑤シュートをしよう（ストップボール）
⑥シュートをしよう（シュートゲーム）
⑦サッカーのコーチングⅠ（講義）
⑧ボールを運ぼう（ボールキープ）
⑨ボールを運ぼう（ラインゴールゲーム）
⑩ゲームをしよう・技能テスト
⑪サッカーのコーチングⅡ（講義）
⑫コーチングの実践Ⅰ（パス）
⑬コーチングの実践Ⅱ（シュート）
⑭コーチングの実践Ⅲ（ドリブル）
⑮まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①チームワークを高め、仲間とともに課題や目標に挑戦できる。
②運動習慣を定着させ、スポーツ文化に対する理解を深めることができる。
③サッカーの競技特性を理解し、基礎技術を実践できる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「スポーツ健康分野の知識、技能の活用能力」に基づき、サッカーに関する知識、技
能および指導力を身につける。

■成績評価基準と方法

技能テスト　40％
レポート　30％
授業内課題　30％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
適宜プリントを配布する。

【参考文献】
「理論と実践で学ぶサッカーコーチング」中山雅雄編著　大修館書店

■授業外学習

【具体的な内容】
サッカーについての基礎知識、ルール等を理解しておく。
怪我の予防において、基礎運動を継続しておく。

【必要な時間】
2時間を目安とする。

■その他
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受講希望者が35名を超えた場合、履修制限をかけることがあります。
スポーツに適した服装、屋内シューズ（フットサルシューズが好ましい）と屋外シュ
ーズ（トレーニングシューズ・スパイクが好ましい）を用意すること。
4月中および荒天時には体育館での実施となります。

2021(令和3)年4月1日

1431



2019 年度生 スポーツ指導学科

科 目 名 バレーボール [スポ指]

開講期・単位 3年 前期・選択 2単位・演習

担 当 者 石川　みゆき

■講義の目的および概要

本講義では基本技術習得のほか、ルールや戦術、技術練習のポイント等を理解し指導
に活かせるようになること、またバレーボールを通じて自主性、協調性など指導者と
しても必要となる資質の向上を目指します。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
ルールや技術のポイント、指導方法等の解説を交えながら、技術練習や課題解決など
チームごとの活動を主体にバレーボールの実技を行います。
模擬授業に関しては、グループで指導案の作成から授業準備、実際の授業までを担当
し、終了後には参加者の意見や感想も参考にできるよう振り返りの時間を設けます。

【課題に対するフィードバックの方法】
受講者が将来、指導する立場になることを想定し、授業内で課題を共有、意見交換や
解説を交えながら解決を図ります。

■授業計画

基本編①ガイダンス、身体慣らしとパス練習
　　　②バレーボールの来歴と特性、基本的なトレーニングとパス
　　　③パスに関するルールと技術ポイント、ボールをつなぐためのパス練習
　　　④実技テスト１(基本編)、ラリーゲーム
応用編⑤サーブとレセプションに関するルールと技術ポイント
　　　⑥攻撃と守備に関するルールとフォーメーション、スパイクとブロック
　　　⑦レセプションとディグから攻撃の組み立て練習
　　　?実技テスト２(応用編)、ラリーゲーム
　　　⑨模擬授業１…導入の工夫と体づくりのトレーニング
　　　⑩模擬授業２…オーバーハンドパス習得のための工夫と練習方法
　　　⑪模擬授業３…アンダーハンドパス習得のための工夫と練習方法
　　　⑫模擬授業４…ボールをつなぐ楽しさを感じさせる練習方法
　　　⑬模擬授業５…ラリーにつながる簡易ゲームの工夫
　　　⑭実技テスト３(応用編)、ゲーム
　　　⑮ゲーム、まとめ、レポート回収

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①バレーボールの基本的な技術を身につける。
②ルールや戦術、技術のポイントを理解し、指導に活かせるようになる。
③チームプレーに必要な自律した行動やリーダーシップが取れる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「スポーツを通して地域社会に貢献できる教養豊かなスポーツ指導者の育成」に基づ
き、
習得した知識、技能を生かし社会人として自立できる能力を身につける。

■成績評価基準と方法

①積極性、マナー、提出物　　　　　４０％
②模擬授業、実技テスト　　　　　　３０％
③レポート(指導案作成を含む)　　　３０％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
必要に応じて資料を配布します。

【参考文献】
コーチング　バレーボール(日本バレーボール協会　　大修館書店)

■授業外学習
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【具体的な内容】
ルール等の基本的な知識を得ておくと取り組みやすいと思います。

【必要な時間】

■その他

基本技術と指導方法を身につけるための授業です。実技テストで習熟度を見極めたう
えで応用編に進みますので、基本編は必ず出席すること。また模擬授業を５回行いま
す。積極的に授業を担当する心構えで来てください。初回から実技をします。保健体
育科教員免許(教科に関する科目)の必修科目です。
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2019 年度生 スポーツ指導学科

科 目 名 バスケットボール

開講期・単位 3年 後期・選択 2単位・演習

担 当 者 後藤　ゆり、長屋　純市

■講義の目的および概要

バスケットボールの歴史、ルール、競技特性を理解し、個人技術やチーム戦術を身に
つける。また、地域や学校で対象者の特性に応じた指導ができるよう、指導法、指導
計画の立案・実践、審判法について学習する。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
体育館での学習・実技を中心に展開する。本講義は、バスケットボール指導の実務経
験のある教員が担当し、授業の前半で知識と技術を解説し、その後、バスケットボー
ルの諸技術について実践を行う。

【課題に対するフィードバックの方法】
授業内で適宜解説を行う。

■授業計画

①オリエンテーション
②バスケットボールについて（歴史、ルール、特性について）
③シュートとリバウンド技術
④パス技術
⑤ドリブル技術
⑥ディフェンス技術(フットワークとボディコントロール)
⑦個人および集団戦術１（１対１を中心に）
⑧個人および集団戦術２（２対２を中心に）
⑨個人および集団戦術３（３対２を中心に）
⑩リーグ戦を通してのチーム戦術の考案１（トランジションプレー）
⑪リーグ戦を通してのチーム戦術の考案２（スクリーンプレー）
⑫リーグ戦を通してのチーム戦術の考案３（ディレイオフェンス）
⑬リーグ戦を通してのオフィシャルの練習（審判方法含む）
⑭実技テスト、ゲーム（審判方法含む）
⑮指導計画の立案・実践

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①バスケットボールの歴史、ルール、競技特性を説明できる。
②バスケットボールの基本的な技術や戦術を実践できる。
③バスケットボール指導を対象者の特性を考慮して計画し、作成した指導計画書によ
り実践できる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「スポーツ健康分野に関する基礎的知識と技能の科学的視点からの理解およびそれを
基にした専門知識、技能の修得」に基づき、バスケットボールの技能を科学的に理解
し、バスケットボールに関する知識と技能を学修する。

■成績評価基準と方法

①技術練習の進行度、達成度　30％
②実技テスト　　　　　　　　40％
③レポート（指導計画含む）　30％

■テキスト・参考文献

【参考文献】
・保健体育科学習指導要領
・その他適宜資料を配布する

■授業外学習

【具体的な内容】
事前学習：動画や文献などから、バスケットボールの興味のあるプレーや練習方法な
どについて情報を得ておくこと。
事後学習：講義内容についての小レポートや小テストへの準備学習が必要である。

【必要な時間】
事前および事後学習では、２時間程度の時間を要する。

■その他
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実技科目であるので、身体を動かせるように体調管理や服装などの準備をしておくこ
と。なお、教員免許の取得を目指している学生は、保健体育科の学習指導要領を熟読
のこと。
本科目は、保健体育科教員免許（教科に関する科目）の必修科目である。
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2019 年度生 スポーツ指導学科

科 目 名 生涯スポーツ演習

開講期・単位 3年 通年・選択 2単位・演習

担 当 者 新井　貢、粟野　祐弥

■講義の目的および概要

生涯を通じて、健康の保持・増進やレクリエーションを目的に、だれもが、いつでも
、どこでも気軽に参加できる生涯スポーツについて理解するとともに、学内外で開催
されるスポーツに関わるイベントなどにボランティアスタッフとして参加し体験的に
学ぶ。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
教室での講義、グループワークを踏まえ、実習体験として学内外で開催されるイベン
トに参加する。
本科目のほか、学部学科が指定するフィールドワーク等実践的場に参加することがあ
る。
社会教育主事として生涯スポーツの推進に関わった実績を踏まえ、生涯にわたってス
ポーツに親しむ態度を育成する

【課題に対するフィードバックの方】
必要に応じて課題、質問を果たし、授業内で解説する。また、授業後も時間を割いて
、個別に対応する。

■授業計画

①ガイダンス
②生涯スポーツの位置づけ
③生涯スポーツの現状と課題
④ライフスタイルとスポーツ
⑤グループワークⅠ「スポーツ実施率の向上戦略」
⑥グループワークⅡ「スポーツを通した地域の活性化」
⑦～⑭事業参加
　以下の事業から３つ以上の事業に参加し、報告レポートを提出する。
　・札幌国際大学が企画する事業
　・行政が企画する事業
　・教育関係団体、スポーツ団体が企画する事業
　・その他、事前申告により認められた事業
⑮まとめ、レポート

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①生涯スポーツの重要性を理解し、事業を企画立案することができる。
②自ら身に付けた知識、技能を実践的に展開することができる。
③スポーツ健康分野の現状を知り、問題点を認識することができる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「生涯スポーツの育成発展に努めながら、スポーツを通して地域社会に貢献できる教
養豊かなスポーツ指導者を育成する」に基づき、生涯スポーツの役割を理解し、積極
的に指導に関わる態度を身につける。

■成績評価基準と方法

①グループワークでの発表、提出物　３０％
②実習への参加状況（主催団体からの報告を含む）　４０％
③提出課題、レポート　３０％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
特になし

【参考文献】
必要に応じて配布する

■授業外学習
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【具体的な内容】
事前学習として、スポーツに関わる新聞、ニュース、テレビ報道などを積極的に観て
、幅広い知識と現状を理解する。
事後学習として、授業で身につけた知識、教養を、スポーツに関する事業やイベント
にボランティア参加することで実践する。
科目に関連する学部学科行事を実施した際は、到達目標に関するレポートを行う場合
がある。

【必要な時間】
事前事後学習として、それぞれ２時間を目安とする。

■その他

この科目は「実践キャリア実務士」の選択科目である。
事業参加に伴う交通費等については自己負担を原則とし、主催団体の指示に従うこと
。
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2019 年度生 スポーツ指導学科

科 目 名 地域社会と健康

開講期・単位 3年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 林　美枝子

■講義の目的および概要

医療人類学や社会医学の分野から健康の新たな定義を学習する。国連、あるいは日本
の健康政策についての取り組みやその変遷についてを理解する。その後、日本におけ
る健康政策の具体的項目について学び、現在日本の健康阻害要因は何なのかを焦点を
絞って考察する。最後に、地域包括ケアシステムの構築に向けた、地域の医療と介護
の一括的な制度変更を学習し、健康をめぐる地域創生の現状を把握する。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】基本は講義形式であるが、認知症サポーター養成講座を前半で1回実施
し、オレンジリングを取得する。グループワークは、授業を通しての課題について実
施し、グループワークの報告書で個別の参加度を確認する。報告書や授業内容の確認
はOffice365のFormsでの送信やメール添付で提出する。また出欠・自学自習シートに
取り組みも同様の方法で提出する。
【課題に対するフィードバックの方法】資料は毎週学生にPDF版で送信をし、質問等
はメールでの個別対応とする。

■授業計画

①授業の流れと課題、評価について　健康に関する考察1
②WHOの健康観、文化相対的視点からの健康に関する考察2
③SDGsとは何か　そのゴールから地域社会と健康を探る
④認知症サポーター養成講座(実施回が変更される場合あり)　　
⑤健康阻害要因の考察1　貧困と格差社会について
⑥健康阻害要因の考察2　DV、性暴力被害の現状と取り組み
⑦健康阻害要因の考察3　社会的医原病の現在　
⑧共生社会創りの推進、介護予防のための新総合事業とは
⑨多死社会の到来に備えて1　病院完結型社会から地域完結型社会へ
⑩多死社会の到来に備えて2　地域包括ケアシステムを理解する
⑪多死社会の到来に備えて3　地域での共助が始まっている　
⑫医療と介護の一括化と地域包括ケアシステム　　　
⑬地域社会と健康　アクティブ・ラーニング　グループワーク1　
⑭地域社会と健康　アクティブ・ラーニング　グループワーク2　
⑮まとめ(地域社会と健康について)

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①国際的な新たな健康の定義や取り組みを理解する
②日本が推進する共生社会について認知する
③健康への自助力の向上に関して、現状を学習する
④身近な地域社会の健康、福祉資源を学習する
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「スポーツ健康分野の課題分析力の修得」と「自立して行動できる姿勢、課題を発見
し解決する能力」

■成績評価基準と方法

出欠・自学自習シートへの書き込み　20%
グループワークの報告書　20%
定期試験　60%

■テキスト・参考文献

【テキスト】
なし。資料を前日までに毎回メールで送信する。それらを当日までに事前学習する。
【参考文献】林美枝子『介護人類学事始め　生老病死をめぐる考現学』明石書店
後期の「現代の医療」における教科書。

■授業外学習

【具体的な内容】15回の授業が終了するまでの期間で、新聞や雑誌から介護予防、地
域創造、共生社会をキイワードに、関連する時事問題の情報を常に確認すること。15
回の遠隔授業が終了した時点で、出欠・自学自習シートを提出する。
【必要な時間】1時間程度

■その他

毎年実施している近隣の福祉施設の見学を、昨年度はコロナ禍の中で中止したが、今
年度も中止予定とする。
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2019 年度生 スポーツ指導学科

科 目 名 スポーツ医学と運動処方

開講期・単位 3年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 髙田　晃

■講義の目的および概要

運動やスポーツを行う際に起こりうるケガや障害について発生要因・発生のメカニズ
ム・予防方法について解説する。また、救急処置に関する知識と技術を習得し、運動
時の事故に対応できるように学習する。健康運動指導士に必要な知識を習得する。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
パソコンによるスライドの映写と説明を主とする。

【課題に対するフィードバックの方法】

■授業計画

①メタボリックシンドローム
②ロコモティブシンドローム（1）
③ロコモティブシンドローム（2）
④内科的傷害と予防（1）　
⑤内科的傷害と予防（2）
⑥外科的傷害　上肢
⑦外科的傷害　下肢（膝を含む）
⑧救急蘇生法（1）
⑨救急蘇生法（2）
⑩外科的処置（1）
⑪外科的処置（2）
⑫新体力テスト（1）
⑬新体力テスト（2）
⑭栄養摂取と運動（1）
⑮栄養摂取と運動（2）

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
運動障害とその予防、救急処置対する知識を身につけ、間違った対策をしないように
できる。また、体力テストの理論をとおして運動強度の測定ができる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】

■成績評価基準と方法

授業内小テスト（30%）、出席・課題等による授業参加度（70%）で評価する。

■テキスト・参考文献

【テキスト】
資料を用意する。
【参考文献】
健康運動指導士養成講習会テキスト上下（健康・体力づくり事業財団 ）

■授業外学習

【具体的な内容】
スポーツ医学の理解と具体的応用について、常日頃からニュース・新聞などで情報を
入手し、課題をもって授業に臨むこと。また、授業の冒頭で前回の内容についての質
問をすることがあるので復習を欠かさず行うこと。

【必要な時間】

■その他
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2019 年度生 スポーツ指導学科

科 目 名 健康運動指導演習

開講期・単位 3年 後期・選択 2単位・演習

担 当 者 後藤　ゆり、本多　理紗、阿南　浩司

■講義の目的および概要

本講義は、健康運動指導士の資格取得を目的とする演習および実習型講義である。具
体的には、生活習慣病（心臓病、脳卒中、糖尿病等）の予防を目的に、生活習慣病の
ハイリスク者等に対し、安全で効果的な運動指導を円滑に実践できるための基礎理論
と実践能力を修得することを目的とした演習および実習である。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
本講義は、実技実習および現場実習形式を採用する。資格に関連する講義に加えて、
能動的に学修を行う「水泳実習」および「健康産業施設等現場実習」を通じて、健康
運動指導士の資格取得に必要な知識および実践力の獲得を目指す。本講義は、運動生
理学を専門とする教員、健康教育を専門とする教員、および健康運動を専門とし、健
康運動指導士としての実務経験のある教員が担当する。担当者それぞれの専門に関す
る基礎理論の教示および、実習先の健康運動指導士による指導を通じて、健康運動指
導士としての必要な資質を養う。

【課題に対するフィードバックの方法】
授業内で適宜解説を行う。

■授業計画

１：オリエンテーション
２：水泳・水中運動（1）[ 9-5 ]　水中運動の基本と基本泳法
３：水泳・水中運動（2）[ 9-5 ]　中高年者や有疾患者など個々人に合わせた指導法
４：介護予防と運動（1）[ 9-8 ]　わが国の高齢化の実態と疾患状況について
５：介護予防と運動（2）[ 9-8 ]　介護予防と運動の役割について
６：健康産業施設等現場実習（1）[ 9-9 ]　対象者への接し方とコミュニケーション
７：健康産業施設等現場実習（2）[ 9-9 ]　施設管理業務の実践と安全管理
８：健康産業施設等現場実習（3）[ 9-9 ]　個人情報管理と守秘義務について
９：健康産業施設等現場実習（4）[ 9-9 ]　運動施設の機器の特徴について理解する
10：健康産業施設等現場実習（5）[ 9-9 ]　介護予防運動指導の実践について理解す
る
11：健康産業施設等現場実習（6）[ 9-9 ]　運動実施前の健康チェック
12：健康産業施設等現場実習（7）[ 9-9 ]　個人の特性に対応した体力測定
13：健康産業施設等現場実習（8）[ 9-9 ]　個別ケースに対応した運動プログラムの
作成
14：健康産業施設等現場実習（9）[ 9-9 ]　個別ケースに対応した運動プログラムの
提供
15：健康産業施設等現場実習（10）[ 9-9 ]　運動の記録と運動継続効果の把握

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
健康運動士の資格取得に向け、健康産業施設の現場従事者から実践理論を学び、健康
づくりに必要な運動プログラムの企画・計画、指導、評価の一連のマネジメントが出
来るようになる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「スポーツ健康分野の課題分析力の修得」に基づき、到達目標を達成する過程を通じ
て、健康運動指導士の資格取得に必要な知識および実践力の獲得を目指す。

■成績評価基準と方法

指導実技（45%）、レポート課題（45%）、実習日誌（10%）

■テキスト・参考文献

【テキスト】：健康運動指導士養成講習会テキスト（著者：健康・体力づくり事業財
団 出版社：株式会社社会保険研究所）

【参考文献】：特になし】

■授業外学習

事前学習：健康運動指導士養成講習会テキストを講読し、実習先での活動に備えるこ
と。
事後学習：実習後の振り返り記録シートに記入し、実習先での活動をまとめ、次回の
実習に備えること。また、水泳実習、介護予防と運動についての活動および授業内容
の振り返りを併せて行うこと。これらをふまえ、事前および事後学習では、それぞれ
、120分程度の時間を要する。
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■その他

健康運動指導士の資格取得希望者のみ受講可能とする。
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2019 年度生 スポーツ指導学科

科 目 名 体つくり・器械運動

開講期・単位 3年 前期・選択 2単位・演習

担 当 者 安田　純輝

■講義の目的および概要

　体つくり運動は，体ほぐしの運動と体力を高める運動（実生活に生かす運動の計画
）で構成され，自他の心と体に向き合って，体を動かす楽しさや心地よさを味わい，
心と体をほぐしたり，体の動きを高める方法を学んだりすることができる領域である
．また，器械運動は，マット運動，鉄棒運動，平均台運動及び跳び箱運動で構成され
，器械の特性に応じて多くの「技」がある．器械運動は，これらの技に挑戦し，その
技ができる楽しさや喜びを味わうことのできる運動である（文部科学省，2018，2019
）．
　本講義は，中学校ならびに高等学校の保健体育科の領域として位置づけられる体つ
くり運動ならびに器械運動の学習を通して，平衡性や巧緻性をはじめとする基礎的な
運動能力ならびに指導技能を養成していくことを目的とする．同時に，体つくり運動
ならびに器械運動を通した心身の調和的な発達を図り，生涯にわたるスポーツ習慣の
形成や定着を志向した視点に立ちながら，これら領域の楽しさや喜びについて体感し
ていく．

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
　本講義は，基本的に演習形式による展開とする．但し，運動の特性や各領域の概要
などの解説にあたっては講義形式による展開とする．

【課題に対するフィードバックの方法】
　必要に応じて課題を設け，授業内で解説を行う．

■授業計画

①オリエンテーション，体つくり運動の概要（講義）
②体ほぐしの運動の実践ならびに指導法
③体力を高める運動と実生活に活かす運動の計画の実践ならびに指導法
④器械運動の概要（講義）
⑤マット運動：回転系（接転）の実践ならびに指導法
⑥マット運動：回転系（ほん転）の実践ならびに指導法
⑦マット運動：巧技系の実践ならびに指導法
⑧マット運動：演技の実践ならびに指導法
⑨跳び箱運動：回転系の実践ならびに指導法
⑩跳び箱運動：切り返し系の実践ならびに指導法
⑪平均台運動の実践ならびに指導法
⑫マイクロティーチング１
⑬マイクロティーチング２
⑭マイクロティーチング３
⑮まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
　本講義では，以下の3点についての達成と指導技能の養成を到達目標として位置づ
ける．
①体つくり運動では，体を動かす楽しさや心地よさを味わい，体つくり運動の行い方
，体力の構成要素，実生活への取り入れ方などを理解するとともに，自己の体力や生
活に応じた継続的な運動の計画を立て，実生活に役立てることができる．器械運動で
は，技がよりよくできたり自己や仲間の課題を解決したりするなどの多様な楽しさや
喜びを味わい，技の名称や行い方，体力の高め方，課題解決の方法，発表の仕方など
を理解するとともに，自己に適した技で演技することができる．
②生涯にわたって運動を豊かに継続するための自己や仲間の課題を発見し，合理的，
計画的な解決に向けて取り組み方を工夫するとともに，自己や仲間の考えたことを他
者に伝えることができる．
③体つくり運動に主体的に取り組むとともに，互いに助け合い高め合おうとすること
，一人一人の違いに応じた動きなどを大切にしようとすること，合意形成に貢献しよ
うとすることなどや，健康・安全を確保することができる．器械運動に主体的に取り
組むとともに，よい演技を讃えようとすること，互いに助け合い高め合おうとするこ
と，一人一人の違いに応じた課題や挑戦を大切にしようとすることなどや，健康・安
全を確保することができる．

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
　本講義は，学位授与方針「生涯スポーツの育成発展に努めながら，スポーツを通し
て地域社会に貢献できる教養豊かなスポーツ指導者を養成すること」について以下の
3点が関連する．
①スポーツ健康分野に関する基礎的知識と技能の科学的視点からの理解およびそれを
基にした専門知識、技能の修得
②スポーツマンシップおよびリーダーシップの修得
③スポーツマンシップおよびリーダーシップに基づく指導力の修得
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■成績評価基準と方法

①平常点評価：50%
　発問に対する応答やディスカッションならびに実習への参加状況など，授業への取
り組みに対する積極性を評価する．
②リフレクションシート：30%
　毎時間リフレクションシートの記入を実施する．実際に展開された内容と関連付け
ながら深く考察がなされているかを評価する．
③マイクロティーチング：10%
　体つくり運動ならびに器械運動に関するマイクロティーチングを実践する．実践し
た内容について，目的・方法（教材）に一貫性が伴っているかを評価する．
④レポート：10%
　本講義のまとめとしてレポート課題を提示する．提示された課題に対して深く考察
がなされているかを評価する．

■テキスト・参考文献

【テキスト】
　資料は，必要に応じて適宜配布する．

【参考文献】
　文部科学省（2012）学校体育実技指導資料 第7集 体つくり運動：授業の考え方と
進め方（改訂版）．東洋館出版社：東京．
　文部科学省（2015）学校体育実技指導資料 第10集 器械運動指導の手引．東洋館出
版社：東京．
　文部科学省（2018）中学校学習指導要領（平成29年告示）解説：保健体育編．東山
書房：京都．
　文部科学省（2019）高等学校学習指導要領（平成30年告示）解説：保健体育編 体
育編．東山書房：京都．

■授業外学習

【具体的な内容】
　事前学習では，次回の授業内容に関する専門用語やその意味についてまとめておく
こと．事後学習では，必要に応じて振り返りができるようにするために授業内容を要
約すること．

【必要な時間】
　各回の予習・復習には，およそ90～120分程度を要することが想定される．

■その他

　本講義は，中学校・高等学校教員免許状（保健体育）の取得に関する必修科目のた
め，履修希望が40名を超える場合には，教職課程を履修している学生を優先的に登録
する．
　各自，運動に適した服装で授業に参加すること．
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2019 年度生 スポーツ指導学科

科 目 名 陸上競技

開講期・単位 3年 前期・選択 2単位・演習

担 当 者 粟野　祐弥

■講義の目的および概要

本講義は、陸上競技を実践する上で必要な知識と技術を、運動生理学、バイオメカニ
クスおよびコーチングの観点から修得する。また、ヒトの運動の基本であり、あらゆ
るスポーツに共通した走・跳・投の力を伸ばす上で、合理的な身体の動かし方を学修
する。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
実施場所は、陸上競技場、グラウンド、教室とする。必要に応じて、授業冒頭に陸上
競技の基本動作である走・跳・投、それぞれに対して、指導する上で必要な知識や、
重要な観点を説明する。その後、それぞれの種目について実践を通した体験学習も行
う。基本的には、個々人に対する技術指導とするが、必要に応じてグループワークも
行うことで能動的学習の機会を促す。本科目のほか、学部学科が指定するフィールド
ワーク等実践的学習の場に参加することがある。本演習は、陸上競技を専門とし、指
導に関する実務経験を有する教員が担当する。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題に対する口頭および文章によるフィードバックを適宜行う。

■授業計画

①ガイダンス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
②陸上競技の種目やルールについて　　 ③陸上競技(走・跳・投)に関する理論　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
④短距離走1(短距離走の基本的技術)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
⑤短距離走2(短距離走の専門的技術)　　　　　　　　　　　　　　　　　　
⑥障害物走1(障害物走の基本的技術)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
⑦障害物走2(障害物走の専門的技術)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
⑧障害物走3(障害物走実技試験)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
⑨投擲1(投擲の基本的技術)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
⑩投擲2(投擲の専門的技術)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
⑪投擲3(投擲実技試験)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
⑫跳躍1(跳躍の専門的技術技術)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
⑬跳躍2(跳躍実技試験)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
⑭リレー競技1(バトンパス)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
⑮リレー競技2(チーム対抗リレー)

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①陸上競技について専門的な知識や、競技のルールについての理解をする。
②走・跳・投それぞれに対して、合理的な身体の使い方を理解し、それを実技により
体現できる力を身に付ける。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
①スポーツ健康分野に関する基礎的知識と技能の科学的視点からの理解およびそれを
基にした専門知識、技能の修得に基づき、単に、走る、跳ぶ、投げるといった身体の
様々な動きを体験するだけでなく、理論的な観点から記録や技術の向上を考察できる
能力を身に付ける。

■成績評価基準と方法

実技試験(40%)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
課題提出状況および提出物(40%)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
最終レポート(20%)

■テキスト・参考文献

【テキスト】
特になし。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

【参考文献・資料】
授業内適宜配布する。

■授業外学習
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【具体的な内容】
事前事後学習として、「①スポーツ健康分野の基礎的知識の習得」、「②陸上競技の
ルール・種目等に関連した知識」に関する情報収集を推奨する。
科目に関する学部学科行事を実施した際には、到達目標に関するレポートを行う場合
がある。

【必要な時間】
上記をふまえ、事前および事後学習はそれぞれ2時間を目安とする。

■その他

動きやすい服装(着替えも含む)を準備してください。必ず、運動靴に履き替え実技を
行ってください。怪我を誘発する可能性のある装飾品等は全て外して受講してくださ
い。
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2019 年度生 スポーツ指導学科

科 目 名 武道

開講期・単位 3年 後期・選択 2単位・演習

担 当 者 林　満章

■講義の目的および概要

・武道Ⅰの領域である「剣道」を学び、授業を行うための知識・技能の習得と実践的
な指導力を培う。
・剣道の特性の理解。公正・相手を尊重する態度・健康安全に留意する態度を養う。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法・課題に対するフィードバックの方法】
　実技中心に行う。基本技能段階では教員が主導、発展段階ではグループワークとし
、学生が主体的に取り組む授業展開とする。まとめの段階で振り返りシートを作成す
る。本科目のほか、。部学科が指定するフィールドワーク等実践的学習の場に参加す
ることがある。

■授業計画

①オリエンテーション・剣道の特性、歴史の理解
②基本技能①（着装・礼法・姿勢・目付・足裁き・蹲踞・構え）
③基本技能①の継続と②（素振り・かけ声・空間打突）
④基本技能①②の継続と③（防具の付け方）
⑤基本技能①②③の継続と④（防具を着けての基本技能　面・小手・胴）
⑥基本技能①②③④の継続と⑤（対人技能二段三段の技、応じ技・すりあげ技）
⑦基本技能①②③④⑤の継続と⑥対人技能　抜き技・かかり稽古）
⑧基本技能①②③④⑤⑥の継続と⑦（ごかく稽古）
⑨基本技能①②③④⑤⑥⑦の継続と⑧（試合稽古）
⑩基本技能①②③④⑤⑥⑦⑧の継続
⑪試合稽古と審判法１
⑫試合稽古と審判法２
⑬実技試験項目の稽古
⑭基本技能試験①
⑮基本技能試験②　振り返り

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
１　礼法と技能の習得
２　剣道の授業を行うための知識・技能の習得と実践的な指導力を身につける
３　剣道理念の学び
４　スポーツ健康分野の現状を知り，問題点を認識することができる。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
学位授与方針「スポーツ健康分野に関する基礎的知識と技能の科学的視点からの理解
およびそれを基にした専門知識、技能の修得」および「スポーツ健康分野の課題分析
力の修得」に繋がるスポーツ健康分野の現状を認識することに関連する。

■成績評価基準と方法

１　授業への参加・意欲・態度　　　３０％
２　振り返りシートの提出　　　　　２０％
３　実技試験　　　　　　　　　　　５０％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
　なし

【参考文献】
　適宜資料を配付

■授業外学習

【具体的な内容】
科目に関連する学部学科行事を実施した際は，到達目標に関するレポートを行う場合
がある。

■その他

１　本科目は教員免許（教科に関する科目）の対象科目である。
２　５，０００円の受講料がかかります。
　　（剣道着・袴の洗濯代、剣道用面づきん、手袋、竹刀等修繕費）
　　剣道授業に必要な防具等全て持っている学生は受講料はかかりません。
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2018 年度生 スポーツ指導学科

科 目 名 卒業研究[スポ指]

開講期・単位 4年 通年・選択 4単位・演習

担 当 者
佐藤　文亮、国田　賢治、大鐘　秀峰、大塚　吉則、安田　純輝、安
積　順一、小林　秀紹、後藤　ゆり、新井　貢、本多　理紗、林　満章
、阿南　浩司、阿井　英二郎

■講義の目的および概要

健康科学・栄養学・自然療法等の領域をテーマとして調査・研究を行い、論文を作成
する。大学院での研究の基礎となる。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】

　教室での講義やフィールドでの調査などから成果をまとめる。

【課題に対するフィードバックの方法】
　
　学内外で成果を発表する機会を与える。

■授業計画

①研究に関わる文献・資料に関して討論し、研究の方向性をつける。
②研究に関わる文献・資料収集と分析・討論
③第1回経過報告
　　題目構成や参考文献などを記述して指導教員へ提出
④研究に関わる文献・資料収集と分析・討論
⑤研究に関わる文献・資料収集と分析・討論
⑥研究に関わる文献・資料収集と分析・討論
⑦研究に関わる文献・資料収集と分析・討論
⑧研究に関わる文献・資料収集と分析・討論
⑨第2回経過報告
　　草稿を指導教員へ提出
⑩草稿に関する指導
⑪研究に関わる分析・課題作成
⑫卒業課題について討論
　　卒業課題を教務課へ提出
⑬研究に関わる分析・資料作成
⑭卒業課題の返却・修正（1月中旬）
　　必要に応じて卒業課題の修正、論文最終版の作成。
⑮製本用原稿提出（2月上旬）
　　審査（2月中旬）　
　　主査が審査し、成績評価

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】

適切な調査・研究を行うことができる。
論文の構成を理解し、本文20,000字程度の論文を作成できる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】

研究成果発表会で発表し、卒業研究を論文化する。

■成績評価基準と方法

研究調査・論文作成への取り組み（60％）と卒業課題の審査結果（40％）をもとに評
価する。卒業課題の審査基準は、構想力、論証力、表現力、独創性および基礎力の修
得度合とする。

■テキスト・参考文献

【テキスト】
【参考文献】

　適宜提示する。

■授業外学習
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【具体的な内容】
学部講義、３年時のゼミなどで培った知識・理論・研究方法などを再確認しておく。
研究の進捗状況応じて指導を行うので、いつでも進捗状況を報告できるようにしてお
くこと。
【必要な時間】

■その他

提出物が期日までに提出されない場合は、その時点で失格となる。また、提出物の内
容が不十分な場合は、再提出を求めることがある。
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2018 年度生 スポーツ指導学科

科 目 名 テーマ研究Ⅰ[スポ指]

開講期・単位 4年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者
佐藤　文亮、国田　賢治、大塚　吉則、安田　純輝、安積　順一、小
林　秀紹、後藤　ゆり、新井　貢、本多　理紗、阿南　浩司、阿井　英
二郎

■講義の目的および概要

健康・栄養・生活習慣・身体活動・スポーツ関連の諸領域をテーマとして、調査・研
究を継続して行い、論文作成を行う。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
実施場所は、教室、研究室であり、適宜活用する。状況によって、グループまたは個
人ごとに研究活動を行う。ディスカッションやプレゼンテーションを行い、課題の探
究や研究結果の提示を行う。また、テーマ研究活動の一環として、学外フィールドワ
ーク、学内学外研究発表を行うことがある。本科目のほか，学部学科が指定するフィ
ールドワーク等実践的学習の場に参加することがある．

【課題に対するフィードバックの方法】
研究活動によって作成されたレポート課題等に対するコメントや添削によってフィー
ドバックを行う。

■授業計画

①研究に関わる文献・資料収集と分析・討論
②研究に関わる文献・資料収集と分析・討論
③研究に関わる文献・資料収集と分析・討論
④研究に関わる文献・資料収集と分析・討論
⑤研究に関わる文献・資料収集と分析・討論
⑥研究に関わる文献・資料収集と分析・討論
⑦研究に関わる文献・資料収集と分析・討論
⑧研究に関わる文献・資料収集と分析・討論
⑨研究に関わる文献・資料収集と分析・討論
⑩研究に関わる文献・資料収集と分析・討論
⑪研究に関わる文献・資料収集と分析・討論
⑫研究に関わる文献・資料収集と分析・討論
⑬研究に関わる文献・資料収集と分析・討論
⑭研究に関わる文献・資料収集と分析・討論
⑮研究に関わる文献・資料収集と分析・討論

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
スポーツ健康分野の現状を知り，問題点を認識することができる．
①過去を知る能力（適切に先行研究を収集することができる）、②問題を見つける能
力（先行研究を踏まえ問題点を論理的に導くことができる）、③解決方法を導く能力
（種々の研究方法論を理解し，適切な課題解決法を選択できる）、④解決実行能力お
よび⑤これら一連をストーリー化する能力（論文作成に関する方法論を理解し、仮説
設定、分析方法、テクニカルライティング等を踏まえ、論文を作成できる）、⑥得ら
れた知見に基づき適切な説明や判断する力が身につく。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「スポーツ健康分野に関する基礎的知識と技能の科学的視点からの理解およびそれを
基にした専門知識、技能の修得」は主に到達目標の①、②、③
「スポーツマンシップおよびリーダーシップの修得」は主に到達目標の②、③
「スポーツマンシップおよびリーダーシップに基づく指導力の修得」は主に到達目標
の④、⑤、⑥
「スポーツ健康分野の課題分析力の修得」は主に到達目標の③、⑤、⑥
「自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力」は主に到達目標の②、④、
⑥にそれぞれ関連する。

■成績評価基準と方法

研究への取り組み（60％）と課題の審査結果（40％）をもとに評価する。テーマ研究
の審査基準は、構想力、論証力、表現力、独創性および基礎力の修得度合とする。

■テキスト・参考文献

【テキスト】
配布する

【参考文献】
適宜指示する

■授業外学習
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【具体的な内容】
今までに学習してきた知識・理論・研究の技法を再確認しておく。個別指導は研究の
進捗状況に対応して行われるので、毎回進捗状況を報告できるように準備しておく。

【必要な時間】

■その他

提出物が期日までに提出されない場合は、その時点で失格となる。また、提出物の内
容が不十分な場合は、再提出を求めることがある。
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2018 年度生 スポーツ指導学科

科 目 名 テーマ研究Ⅰ[スポ指]

開講期・単位 4年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 林　満章

■講義の目的および概要

身体活動・スポーツ関連の諸領域をテーマとして、調査・研究を継続して行い、論文
作成を行う。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
　実施場所は、教室、研究室であり、適宜活用する。状況によって、グループまたは
個人ごとに研究活動を行う。ディスカッションやプレゼンテーションを行い、課題の
探究や研究結果の提示を行う。また、テーマ研究活動の一環として、学外フィールド
ワーク、学内学外研究発表を行うことがある。

【課題に対するフィードバックの方法】
　研究活動によって作成されたレポート課題等に対するコメントや添削によってフィ
ードバックを行う。

■授業計画

①研究に関わる文献・資料収集と分析・討論
②研究に関わる文献・資料収集と分析・討論
③研究に関わる文献・資料収集と分析・討論
④研究に関わる文献・資料収集と分析・討論
⑤研究に関わる文献・資料収集と分析・討論
⑥研究に関わる文献・資料収集と分析・討論
⑦研究に関わる文献・資料収集と分析・討論
⑧研究に関わる文献・資料収集と分析・討論
⑨研究に関わる文献・資料収集と分析・討論
⑩研究に関わる文献・資料収集と分析・討論
⑪研究に関わる文献・資料収集と分析・討論
⑫研究に関わる文献・資料収集と分析・討論
⑬研究に関わる文献・資料収集と分析・討論
⑭研究に関わる文献・資料収集と分析・討論
⑮研究に関わる文献・資料収集と分析・討論

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
　身体活動・スポーツ場面のさまざまな事柄について、①過去を知る能力（適切に先
行研究を収集することができる）、②問題を見つける能力（先行研究を踏まえ問題点
を論理的に導くことができる）、③解決方法を導く能力（種々の研究方法論を理解し
，適切な課題解決法を選択できる）、④解決実行能力および⑤これら一連をストーリ
ー化する能力（論文作成に関する方法論を理解し、仮説設定、分析方法、テクニカル
ライティング等を踏まえ、論文を作成できる）、⑥得られた知見に基づき適切な説明
や判断する力が身につく。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「スポーツ健康分野に関する基礎的知識と技能の科学的視点からの理解およびそれを
基にした専門知識、技能の修得」は主に到達目標の①、②、③。「スポーツマンシッ
プおよびリーダーシップの修得」は主に到達目標の②、③。「スポーツマンシップお
よびリーダーシップに基づく指導力の修得」は主に到達目標の④、⑤、⑥。「スポー
ツ健康分野の課題分析力の修得」は主に到達目標の③、⑤、⑥
「自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力」は主に到達目標の②、④、
⑥にそれぞれ関連する。

■成績評価基準と方法

　研究への取り組み（60％）と課題の審査結果（40％）をもとに評価する。テーマ研
究の審査基準は、構想力、論証力、表現力、独創性および基礎力の修得度合とする。

■テキスト・参考文献

【テキスト】
　配布する

【参考文献】
　適宜指示する
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■授業外学習

【具体的な内容】【必要な時間】
　今までに学習してきた知識・理論・研究の技法を再確認しておく。個別指導は研究
の進捗状況に対応して行われるので、毎回進捗状況を報告できるように準備しておく
。科目に関連する学部学科行事を実施した際は、到達目標に関するレポートを行う場
合がある。

■その他

　提出物が期日までに提出されない場合は、その時点で失格となる。また、提出物の
内容が不十分な場合は、再提出を求めることがある。
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2018 年度生 スポーツ指導学科

科 目 名 テーマ研究Ⅰ[スポ指]

開講期・単位 4年 前期・必修 2単位・演習

担 当 者 大鐘　秀峰

■講義の目的および概要

 今日の学校をめぐる教育問題について、さまざまな実際の事例を主体的に調べ、そ
の実態を知るとともに問題点を発見し、その解決策を検討し、レポートにまとめ、発
表するという研究態度と研究方法を修得する。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
①　新聞切り抜きにより、自ら今日の学校教育をめぐる事例を学び、そこから問題点　
を発見し、その背景と改善策について考察を加えて発表する。
②　自分の研究テーマに関する資料を集めて、適切な引用をしながら、考察を加え　　
て、問題点の解決策を根拠とともに考えていく。
③　配付された教育論文について、批判的な考察を加えて研究の在り方を修得すると　
ともに、論文の書き方を修得する。

【課題に対するフィードバックの方法】
 課題については、個別に授業の中で解説するとともに、必要に応じて報告書にまと
める過程や中間発表などをとおしてフィードバックする。

■授業計画

①ガイダンス…シラバスの説明・授業の方法・評価基準等
②資料・論文の読解と発表①
③資料・論文の読解と発表②
④資料・論文の読解と発表③
⑤資料・論文の読解と発表④
⑥資料・論文の読解と発表⑤
⑦学校教育問題事例研究①
⑧学校教育問題事例研究②
⑨学校教育問題事例研究③
⑩レポートテーマ探求
⑪レポート作成①
⑫レポート作成②
⑬レポート作成③
⑭中間発表
⑮まとめのレポート提出

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①教育問題への視点を身に付けることができる。
②課題を発見し、それについて資料を探索することができる。
③教育問題に対して、考察を加えて自分の主張ができる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力の育成」に基づき、学部・学
科の理念、教育目標に沿った授業を履修して、専門知識や技能などを身に付ける。

■成績評価基準と方法

①授業への取り組み・課題提出　　　40％
②中間発表に向けての準備、内容等　30％
③報告、発表状況　　　　　　　　　30％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
 教育論文とともに、適宜新聞切り抜きを配付する。配布プリントはファイルに保存
すること。

【参考文献】
 適宜指示・紹介する。

■授業外学習
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【具体的な内容】
 予習としては、事前に配付された資料について読解した上で、内容を把握し、論点
を整理してくる。復習としては、授業内容を踏まえて、既習事項を整理する。

【必要な時間】
 予習、復習の時間としては、それぞれ2時間を目安とする。

■その他

 なし
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2018 年度生 スポーツ指導学科

科 目 名 テーマ研究Ⅱ[スポ指]

開講期・単位 4年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者
佐藤　文亮、国田　賢治、大塚　吉則、安田　純輝、安積　順一、小
林　秀紹、後藤　ゆり、新井　貢、本多　理紗、阿南　浩司、阿井　英
二郎

■講義の目的および概要

健康・栄養・生活習慣・身体活動・スポーツ関連の諸領域をテーマとして、調査・研
究を継続して行い、論文作成を行う。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
実施場所は、教室、研究室であり、適宜活用する。状況によって、グループまたは個
人ごとに研究活動を行う。ディスカッションやプレゼンテーションを行い、課題の探
究や研究結果の提示を行う。また、テーマ研究活動の一環として、学外フィールドワ
ーク、学内学外研究発表を行うことがある。本科目のほか，学部学科が指定するフィ
ールドワーク等実践的学習の場に参加することがある．
【課題に対するフィードバックの方法】
研究活動によって作成されたレポート課題等に対するコメントや添削によってフィー
ドバックを行う。

■授業計画

課題形式：論文形式で作成された言語表現物を基本とする。本文20,000字程度を目安
とする。
①研究に関わる文献・資料収集と分析・討論
②研究に関わる文献・資料収集と分析・討論
１．第1回経過報告
　　編目構成や参考文献などを記述した文書を指導教員へ提出
③研究に関わる文献・資料収集と分析・討論
④研究に関わる文献・資料収集と分析・討論
⑤研究に関わる文献・資料収集と分析・討論
⑥研究に関わる文献・資料収集と分析・討論
⑦研究に関わる文献・資料収集と分析・討論
⑧研究に関わる文献・資料収集と分析・討論
⑨研究に関わる文献・資料収集と分析・討論
２．第2回経過報告
　　草稿を指導教員へ提出
⑩研究に関わる分析・課題作成
⑪研究に関わる分析・課題作成
⑫研究に関わる分析・課題作成
３．課題提出
　　課題を教務学生課へ提出
⑬研究に関わる分析・資料作成
⑭研究に関わる分析・資料作成
４．課題の返却・修正（1月中旬）
　　必要に応じて卒業課題の修正
⑮研究に関わる分析・資料作成
５．製本用原稿提出（2月上旬）
６．審査（2月中旬）　
　　主査が審査し、成績評価

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】スポーツ健康分野の現状を知り，問題点を認識することができる
①過去を知る能力（適切に先行研究を収集することができる）、②問題を見つける能
力（先行研究を踏まえ問題点を論理的に導くことができる）、③解決方法を導く能力
（種々の研究方法論を理解し，適切な課題解決法を選択できる）、④解決実行能力お
よび⑤これら一連をストーリー化する能力（論文作成に関する方法論を理解し、仮説
設定、分析方法、テクニカルライティング等を踏まえ、論文を作成できる）、⑥得ら
れた知見に基づき適切な説明や判断する力が身につく。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】

「スポーツ健康分野に関する基礎的知識と技能の科学的視点からの理解およびそれを
基にした専門知識、技能の修得」は主に到達目標の①、②、③
「スポーツマンシップおよびリーダーシップの修得」は主に到達目標の②、③
「スポーツマンシップおよびリーダーシップに基づく指導力の修得」は主に到達目標
の④、⑤、⑥
「スポーツ健康分野の課題分析力の修得」は主に到達目標の③、⑤、⑥
「自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力」は主に到達目標の②、④、
⑥にそれぞれ関連する。

■成績評価基準と方法
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研究検索・作成への取り組み・レポート提出（60％）と課題の審査結果（40％）をも
とに評価する。テーマ研究の審査基準は、構想力、論証力、表現力、独創性および基
礎力の修得度合とする。

■テキスト・参考文献

【テキスト】
適宜配布する

【参考文献】
適宜提示する

■授業外学習

【具体的な内容】
今までに学習してきた知識・理論・研究の技法を再確認しておく。個別指導は研究の
進捗状況に対応して行われるので、毎回進捗状況を報告できるように準備しておく。
【必要な時間】
個々の課題や作業、学外フィールドワーク、測定、調査、実験等多岐に渡る学習活動
があり、授業時間（週2時間）に対して2倍以上（週4時間以上）の学習時間を必要と
する。

■その他

提出物が期日までに提出されない場合は、その時点で失格となる。また、提出物の内
容が不十分な場合は、再提出を求めることがある。
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2018 年度生 スポーツ指導学科

科 目 名 テーマ研究Ⅱ[スポ指]

開講期・単位 4年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 林　満章

■講義の目的および概要

　身体活動・スポーツ関連の諸領域をテーマとして、調査・研究を継続して行い、論
文作成を行う。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
　実施場所は、教室、研究室であり、適宜活用する。状況によって、グループまたは
個人ごとに研究活動を行う。ディスカッションやプレゼンテーションを行い、課題の
探究や研究結果の提示を行う。また、テーマ研究活動の一環として、学外フィールド
ワーク、学内学外研究発表を行うことがある。

【課題に対するフィードバックの方法】
　研究活動によって作成されたレポート課題等に対するコメントや添削によってフィ
ードバックを行う。

■授業計画

　課題形式：論文形式で作成された言語表現物を基本とする。本文20,000字程度を目
安とする。
①研究に関わる文献・資料収集と分析・討論
②研究に関わる文献・資料収集と分析・討論
１．第1回経過報告
　　編目構成や参考文献などを記述した文書を指導教員へ提出
③研究に関わる文献・資料収集と分析・討論
④研究に関わる文献・資料収集と分析・討論
⑤研究に関わる文献・資料収集と分析・討論
⑥研究に関わる文献・資料収集と分析・討論
⑦研究に関わる文献・資料収集と分析・討論
⑧研究に関わる文献・資料収集と分析・討論
⑨研究に関わる文献・資料収集と分析・討論
２．第2回経過報告
　　草稿を指導教員へ提出
⑩研究に関わる分析・課題作成
⑪研究に関わる分析・課題作成
⑫研究に関わる分析・課題作成
３．課題提出
　　課題を教務学生課へ提出
⑬研究に関わる分析・資料作成
⑭研究に関わる分析・資料作成
４．課題の返却・修正（1月中旬）
　　必要に応じて卒業課題の修正
⑮研究に関わる分析・資料作成
５．製本用原稿提出（2月上旬）
６．審査（2月中旬）　
　　主査が審査し、成績評価

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
　身体活動・スポーツ場面のさまざまな事柄について、①過去を知る能力（適切に先
行研究を収集することができる）、②問題を見つける能力（先行研究を踏まえ問題点
を論理的に導くことができる）、③解決方法を導く能力（種々の研究方法論を理解し
，適切な課題解決法を選択できる）、④解決実行能力および⑤これら一連をストーリ
ー化する能力（論文作成に関する方法論を理解し、仮説設定、分析方法、テクニカル
ライティング等を踏まえ、論文を作成できる）、⑥得られた知見に基づき適切な説明
や判断する力が身につく。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
　「スポーツ健康分野に関する基礎的知識と技能の科学的視点からの理解およびそれ
を基にした専門知識、技能の修得」は主に到達目標の①、②、③。「スポーツマンシ
ップおよびリーダーシップの修得」は主に到達目標の②、③。「スポーツマンシップ
およびリーダーシップに基づく指導力の修得」は主に到達目標の④、⑤、⑥。「スポ
ーツ健康分野の課題分析力の修得」は主に到達目標の③、⑤、⑥。「自立して行動で
きる姿勢、課題を発見し解決する能力」は主に到達目標の②、④、⑥にそれぞれ関連
する。
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■成績評価基準と方法

　研究検索・作成への取り組み・レポート提出（60％）と課題の審査結果（40％）を
もとに評価する。テーマ研究の審査基準は、構想力、論証力、表現力、独創性および
基礎力の修得度合とする。

■テキスト・参考文献

【テキスト】
　適宜配布する

【参考文献】
　適宜提示する

■授業外学習

【具体的な内容】
　今までに学習してきた知識・理論・研究の技法を再確認しておく。個別指導は研究
の進捗状況に対応して行われるので、毎回進捗状況を報告できるように準備しておく
。科目に関連する学部学科行事を実施した際は、到達目標に関するレポートを行う場
合がある。

【必要な時間】
　個々の課題や作業、学外フィールドワーク、測定、調査、実験等多岐に渡る学習活
動があり、授業時間（週2時間）に対して2倍以上（週4時間以上）の学習時間を必要
とする。

■その他

　提出物が期日までに提出されない場合は、その時点で失格となる。また、提出物の
内容が不十分な場合は、再提出を求めることがある。
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2018 年度生 スポーツ指導学科

科 目 名 テーマ研究Ⅱ[スポ指]

開講期・単位 4年 後期・必修 2単位・演習

担 当 者 大鐘　秀峰

■講義の目的および概要

　今日の学校をめぐる教育問題について、さまざまな実際の事例を主体的に調べ、そ
の実態を知るとともに問題点を発見し、その解決策を検討し、レポートにまとめ、発
表するという研究態度と研究方法を修得する。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
①　新聞切り抜きにより自ら今日の学校教育をめぐる事例を学び、そこから問題点を　
発見し、その背景と改善策について考察を加えて発表する。　
②　自分の研究テーマに関する資料を集めて、適切な引用をしながら考察を加えて問　
題点を解決策を根拠とともに考えていく。
③　配付された教育論文について、批判的な考察を加えて研究の在り方を修得すると　
ともに論文の書き方を修得する。

【課題に対するフィードバックの方法】
　課題については、個別に授業の中で解説するとともに必要に応じて報告書にまとめ
る過程や中間発表などをとおしてフィードバックする。

■授業計画

①ガイダンス
②卒業研究方法研究①
③卒業研究方法研究②
④卒業研究方法研究③
⑤卒業研究方法研究④
⑥卒業研究テーマ探求①
⑦卒業研究テーマ探求②
⑧卒業研究テーマ探求③
⑨卒業研究テーマ探求④
⑩中間発表
⑪卒業論文作成①
⑫卒業論文作成②
⑬卒業論文作成③
⑭卒業論文作成④
⑮最終発表

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①教育問題への視点を身に付けることができる。
②課題を発見し、それについて資料を探索することができる。
③教育問題に対して、考察を加えて自分の主張ができる。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
　「自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力の育成」に基づき、学部・
学科の理念、教育目標に沿った授業を履修して、専門知識や技能などを身に付ける。

■成績評価基準と方法

①授業への取り莖・課題提出　　　　40％
②中間発表に向けての準備、内容等　30％
③報告、発表状況　　　　　　　　　30％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
　教育論文とともに、適宜新聞切り抜きを配付する。配布プリントはファイルに保存
する。

【参考文献】
　適宜指示・紹介する・

■授業外学習
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【具体的な内容】
　予習としては、事前に配付された資料について読解した上で内容を把握し、論点を
整理してくる。復習としては、授業内容を踏まえて既習事項を整理する。

【必要な時間】
　予習、復習の時間としては、それぞれ2時間を目安とする。

■その他

　なし
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2018 年度生 スポーツ指導学科

科 目 名 スポーツ政策・行政論

開講期・単位 4年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 佐久間　章

■講義の目的および概要

本講義は、スポーツに関する法体系・行政計画及び各種スポーツ政策についての理解
を図るとともに、スポーツ政策・施策・事業等の現状について学修していきます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
講義形式での授業展開を基本としますが、必要に応じて資料及びワークシート等を配
付し、グループワークやディスカッションなどの能動的な学修を行います。また、次
年度のスポーツ庁の予算要求資料を教材として、プレゼンテーションやグループディ
スカッション等により具体的な政策についての意見交換を行います。行政組織での実
務経験のある教員が、具体的事例を示しながら講義を実施します。
本科目のほか，学部学科が指定するフィールドワーク等実践的学習の場に参加するこ
とがあります。
【課題に対するフィードバックの方法】
課題については、授業内で解説するとともに、必要に応じて資料を配布します。

■授業計画

①ガイダンス
②行政とは、国家行政組織と地方行政組織
③スポーツに関する法体系
④スポーツに関する行政計画
⑤スポーツ基本法とスポーツ基本計画
⑥スポーツ庁の組織と役割
⑦青少年のスポーツ政策
⑧高齢者のスポーツ政策
⑨障害者のスポーツ政策
⑩女性のスポーツ政策
⑪プロスポーツ政策
⑫総合型地域スポーツクラブ
⑬スポーツ政策の立案と審議会
⑭日本におけるスポーツ関連予算
⑮まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
スポーツ行政の仕組みや行政組織について理解し、スポーツ政策・施策・事業等の現
状等について説明できる。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「スポーツ健康分野の基礎的知識、技能の習得およびそれを基にした専門知識、技能
を身に付けている学生に学位を授与する」に基づき、地域スポーツの振興と健康づく
りに貢献できる知識や技能を身に付ける。

■成績評価基準と方法

レポート　50％
課題　30％
毎回の提出物（振り返りシート）20％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
テキストは使用せず、適宜プリントを配布します。
【参考文献】
「スポーツ政策の現代的課題」諏訪伸夫、井上洋一、齋藤健司、出雲輝彦 編、日本
評論社

■授業外学習

【具体的な内容】授業外学習として新聞やネット等によってスポーツイベントや行事
についてのニュース記事をチェックし、日常的に現状理解に努めてください。また、
自らもスポーツやスポーツボランティア活動に積極的に取り組むことを期待します。
本講義では、毎回次時予告するので、参考図書やインターネット等により調べておく
ための事前学習が必要です。受講後は、講義内容を配布プリント等でふりかえり、講
義ノートを整理しておくための事後学習が必要です。
【必要な時間】予習・復習の時間はそれぞれ2時間を目安とします。

■その他
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本科目は、日本スポーツ協会公認スポーツ指導者資格の本学開設科目です。また、授
業中に、随時指名して意見を求めますので、積極的に自分の考えを発言してください
。
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2021 年度生 教職課程に関する科目

科 目 名 教育原理[教職]

開講期・単位 1年 後期・自由 2単位・講義

担 当 者 塚本　智宏

■講義の目的および概要

教育という営みについて、私たちが直面している子どもの発達課題や教育問題などを
例に、現代の教育学はそれらにどのように対処しようとしているのかを概観したうえ
で、現代に至るまでの西洋並びに日本の教育の歴史と思想・理念を振り返り、それら
がどのように推移・蓄積されて今日に至っているのかを考察し、最終的には、現代的
な教育の営みに対する歴史的・思想的アプローチの意義を確認することとする。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
基本的に講義方式で行う。毎回振り返りシートを記入し、講義内容の振り返りを行っ
ていく。原則として毎回小テストを課す。後半の授業で、必要に応じてグループワー
クやディスカッションなどを取り入れるなど、能動的な学修を目指す。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題については、授業内で解説する。

■授業計画

①前近代の社会と養育・教育の考え方と在り方
②近代社会への転換と近代教育の思想
③近代公教育制度成立とその歴史的背景
④近代学校教育の理念と教育・教授の思想
⑤近代社会の成立・発展と新教育の思想と実践
⑥戦前の日本の教育制度の歴史
⑦戦前日本の国家的教育理念と政策
⑧戦前の新教育運動と教育思想・実践
⑨戦後の教育改革と新しい教育の理念
⑩戦後の教育思想と教育実践
⑪現代教育が抱える問題と歴史・思想からのアプローチ
⑫教育という営みの特徴と必要性
⑬教育と人間形成
⑭教育と社会
⑮教育と人権

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
本授業では、教育の基本的な考え方とは、また、教育の理念とはいかなるものか、そ
れらは教育の歴史や思想においてどのように現れてきたのかについて学ぶとともに、
これまでの教育及び学校の営みがどのように捉えられ、変遷してきたのか、これらを
理解することが全体目標である。具体的には、以下の事項の理解を学習の到達目標と
する。１）教育学の諸概念並びに教育の本質及び目標、２）子ども・教員・家庭・学
校など教育を成り立たせる要素とそれらの相互関係、３）家族と社会による教育の歴
史、４）近代教育制度の成立と展開、５）現代社会における教育課題への歴史的な視
点、６）家庭や子どもに関わる教育の思想、７）学校や学習に関わる教育の思想、８
）代表的な教育家の思想。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
教職課程の課程認定に関する一般目標、到達目標に準ずる。

■成績評価基準と方法

毎回の授業後の①振り返りシート・小試験：30％、
③中間レポート25％、④最終試験45％
①～④を土台に、総合的に評価する。

■テキスト・参考文献

【テキスト】
塚本智宏 子どもにではなく子どもと　コルチャック先生の子育て・教育メッセージ 
かりん舎 1000円　テキスト利用の方法については授業内で指示する
【参考文献】
田嶋一・中野新之祐・福田須美子・狩野浩二『やさしい教育原理』有斐閣
文部科学省『中学校学習指導要領』・『高等学校学習指導要領』

■授業外学習
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【具体的な内容】
常日頃から文献・ニュース・新聞などで、最近の教育関係を中心とした社会の動向・
情報を入手するよう心がけること。
【必要な時間】
配布される資料プリントの予習・復習の時間はそれぞれ2時間をめやすとする

■その他
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2021 年度生 教職課程に関する科目

科 目 名 教師論[教職]

開講期・単位 1年 後期・自由 2単位・講義

担 当 者 武井　昭也

■講義の目的および概要

本講義では「教師とは何か、教職とは何か」について主体的に考え、知識を深め、進
路意識を高めることを目的とする。
【当科目に含む事項：○教職の意義及び教員の役割○教員の職務内容（研修、服務及
び身分保障等を含む。）○進路選択に資する各種の機会の提供等

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
テキストを分担し全員が分担部分のレジュメを提出、代表者の発表後、意見交換と補
足しながら進める。必要に応じてVTRその他の視覚資料を用いる。

【課題に対するフィードバックの方法】
発表に対する意見交換・補足

■授業計画

①講義の概要把握・課題提出・分担決定
②今日の学校教育の現状と課題・課題文紹介
③教師の日常・関連法規
④教師の日常世界へ
⑤授業をつくる
⑥授業から学ぶ
⑦カリキュラムをデザインする
⑧子どもを育む
⑨生涯を教師として生きる
⑩同僚とともに学校を創る
⑪教職の専門性
⑫時代の中の教師
⑬教師の仕事とジェンダー
⑭教育改革と教師の未来
⑮理想の教師を目指して＜発表会＞

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
自らが受けてきた教育を下敷きに、教職に就く事へのモチベーションを高める知識を
得ること、教職の意義や教員の役割、職務内容を知り、教職への意識を高めることが
できることを目標とする

【卒業認定・学位授与の方針との関連】札幌国際大学が柔軟な思考力と実践力を貴ぶ
学風の下、深く専門の学芸を教授研究し、職業および社会生活に必要な教育を施し、
自由、自立、自省の精神による人間形成を重んじていることが教職課程の学修と人間
形成に合致する教育職員免許取得のための科目である

■成績評価基準と方法

課題・小テスト　  20％
レジュメ・発表  40％
定期試験 　40％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
『改訂版新しい時代の教職入門』有斐閣アルマ・『青い鳥』重松清（新潮文庫）
【参考文献】
大村はま『教えるということ』共文社・池田修『教師になるということ』ひまわり社
・林竹二『問い続けて』径書房

■授業外学習

【具体的な内容】
①教師の使命と今後学ぶべき課題について800字以上（A4版縦書き原稿用紙手書き左
上綴じ）を1回目授業に持参、提出
②分担部分のレジュメを提出し、発表に備えること
③重松清『青い鳥』（新潮文庫）を授業15回終了までに読み終えること
【必要な時間】
30時間
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■その他

教職に就くことを前提とした科目であり自意識の低い学生は排除する。
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2021 年度生 教職課程に関する科目

科 目 名 特別活動

開講期・単位 1年 後期・自由 2単位・講義

担 当 者 村田　政孝

■講義の目的および概要

特別活動は、学校におけるさまざまな構成の集団での活動を通して、課題の発見や
解決を行い、より良い集団や学校生活を目指して行われる活動の総体です。
　本講義は、学校教育全体における特別活動の意義を理解するとともに、実施上の課
題について考察することなどを通して、生徒の望ましい集団生活や体験活動による豊
かな人間関係形成能力、社会参画への意欲、自己実現に向けての行動力を身に付けさ
せるための指導力を養成することを目的としています。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
　授業は、グループワークやプレゼンテーションなどによる研究協議や演習を主体に
進行し、いわゆるアクティブラーニング型の授業展開で実施します。
　また、コミュニケーション能力やプレゼンテーション能力などの実践力を身に付け
るために、3分間スピーチを行います。

【課題に対するフィードバックの方法】
　課題については、授業内での解説やグループワーク後のまとめなどの時間に適宜行
います。

■授業計画

①ガイダンス、特別活動における学びの経験
②特別活動の教育課程上の位置付け
③特別活動の各教科・科目、生徒指導等との関連
④ホームルーム活動(学級活動)の指導法
⑤生徒会活動の指導法
⑥学校行事の指導法
⑦特別活動の指導計画の作成
⑧特別活動における評価の在り方
⑨特別活動を担当する教師の在り方
⑩人間関係形成への指導の在り方
⑪自己実現と社会参加への意欲の醸成
⑫ホームルーム活動(学級活動)の実際
⑬生徒会活動の実際
⑭学校行事の実際
⑮地域との連携の在り方、全体のまとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①特別活動の意義、目標及び内容を理解する。
②特別活動の指導の在り方を理解する。
③グループワークなどを通して、実践力を身に付ける。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「自立して生きていくための生活習慣や社会人基礎力、更には、専門的知識や技能を
身に付ける」に基づき、教員としての資質・能力を身に付ける。

■成績評価基準と方法

①授業毎の「振り返りシート」への取組 　30%
②グループワークや3分間スピーチなどへの参加意欲　30%
③レポート・課題などの提出物への取組 　40%

■テキスト・参考文献

【テキスト】
高等学校学習指導要領解説(特別活動編)

【参考文献】
中学校学習指導要領解説(特別活動編)

■授業外学習

【具体的な内容】
①事前学習: テキストを熟読するとともに、関心を持った教育関連の報道にかかる意
見をまとめ、授業での発表に備えること。(60分程度)
②事後学習: 講義で学んだ専門用語を振り返り、テキストを再読するなどして十分に
理解するとともに、報道に係る他者の意見を振り返り知見を深める。(60分程度)

■その他
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2020 年度生 教職課程に関する科目

科 目 名 教育課程論

開講期・単位 2年 前期・自由 2単位・講義

担 当 者 平田　嘉宏

■講義の目的および概要

本講義の目的は、各学校が編成する教育課程を、その意義や編成の方法などとあわせ
て理解するとともに、各学校の実情に沿って実施・評価・改善するカリキュラム・マ
ネジメントの意義を理解することである。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
講義形式に加え、必要に応じて調査学習、グループ・ディスカッション、グループ・
ワークなどのアクティブ・ラーニングの方法を取り入れて行う。
高等学校で管理職や実務担当者として教育課程を編成・実施し、教育行政機関で教育
課程編成・実施のための手引を作成した教員が、その実務経験を活かして、教育課程
や関連する学校教育に関する事柄について、様々な視点から理解を深める講義を実施
する。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題（試験やレポート等）の実施・提出後、次の回の授業でそれらについて解説する
。

■授業計画

① ガイダンス
② 学習指導要領の位置付けと教育課程
③ 学習指導要領の変遷
④ 育成すべき資質・能力、社会に開かれた教育課程
⑤ 学習指導要領の趣旨・内容１（総則等）
⑥ 学習指導要領の趣旨・内容２（各教科・科目等）
⑦ 教育課程の編成
⑧ カリキュラム・マネジメントと教育課程の実施・評価・改善のサイクル
⑨ 中学校における教育課程の編成の実際
⑩ 高等学校における教育課程の編成の実際
⑪ 教科書の選定・採択
⑫ 年間指導計画やシラバスの作成と授業評価
⑬ 諸外国の学校制度と教育課程
⑭ 学校運営と教育課程
⑮ 全体のまとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
① 学校教育において教育課程が有する役割や機能、並びに意義を理解し、説明でき
るようになる。
② 教育課程編成の基本原理並びに学校の教育実践に即した教育課程編成の方法を理
解し、説明できるようになる。
③ 教科・領域・学年横断するカリキュラムを把握し、学校教育課程全体をマネジメ
ントすることの意義を理解し、説明できるようになる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「自立して生きていくための幅広い教養、技能を身に付けている」に基づき、教員と
しての資質能力を身に付ける。

■成績評価基準と方法

① 定期試験 　５０％
② 振返りシート・小テスト　３０％
③ 課題等の提出物 　２０％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
① 中学校学習指導要領（平成２９年告示）解説【総則編】　平成２９年７月　文部
科学省
② 高等学校学習指導要領解説【総則編】　平成３０年７月　文部科学省

【参考文献】
『教育課程・教育評価』　原清治ほか　ミネルヴァ書房　(2018)

■授業外学習
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【具体的な内容】
事前学習：講義に必要な資料等がある場合は事前に配付する。テキストの関係部分と
併せて事前に読んで授業に参加すること。常日頃からニュースや新聞などで、教育に
関する情報を意識して把握すること。
事後学習：講義の内容を振り返るだけでなく、１回目から前回までの講義と今回の講
義の内容がどのように関連しあっているかを確認すること。

【必要な時間】
事前事後学習にはそれぞれ２時間を要する。

■その他
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2020 年度生 教職課程に関する科目

科 目 名 教育行財政[教職]

開講期・単位 2年 後期・自由 2単位・講義

担 当 者 大鐘　秀峰

■講義の目的および概要

現代の公教育制度について管理・運営・改革する教育行政作用を学ぶとともに、そ
の実践主体としての学校について組織と経営の観点から学ぶことをとおして、教育行
政的視点を修得する。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】

　講義形式を中心とするが、ワークシートに取り組みながら内容に応じて応答型授業
を展開する。また、確認テストによって既習事項を定着させるとともに、復習レポー
ト（3回）を課し、教育行政的視点の運用方法を学ぶ。

【課題に対するフィードバックの方法】
　配付資料をファイルさせ、学修事項を適宜確認して、既習事項の定着を図る。

■授業計画

①ガイダンス―教育行政とは何か―…教育の目的と教育行財政制度
(1)現代の公教育制度
②現代教育の諸問題と教育行政…いじめ、不登校、学級崩壊
③現代の公教育制度…公教育の概念・構成原理・中央と地方
④教育法規…日本国憲法・教育基本法・学校教育法
⑤演習Ⅰ：レポート作成（②～④の復習）
(2)学校経営上の諸問題
⑥地方教育行政制度の仕組みと作用…教育委員会の実態
⑦教員の養成と採用…教育職員の免許状・試験・選考
⑧学校の管理と運営…教育課程経営・教科書・学校評価
⑨教職員の服務と職務及び研修…教職員の懲戒と分限
⑩演習Ⅱ：レポート作成（⑥～⑨の復習）・確認テスト①
(3)今日の教育改革
⑪教育財政…教育費の配分・義務教育費・教員給与
⑫学校安全と危機管理…さまざまな危機・マニュアルの整備
⑬コミュニティー・スクール…学校運営協議会の運営
⑭教員の働き方改革…勤務時間の意識化・部活動の在り方
⑮演習Ⅲ：レポート作成（⑪～⑭の復習）・確認テスト②

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①教育の営みについて、教育行政的視点が持てること。
②教育行政と学校との関係を理解し、論点を見いだすことができること。
③学校の今日的課題を理解し、論点を見いだし、改善策を提案できること。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
　「自立して生きていくための生活習慣や社会人基礎力、更には専門的知識や技能を
身に付ける」に基づき、教員としての資質能力を身に付ける。

■成績評価基準と方法

　確認テスト（2回）10点×2＝20点　 レポート課題（3回）　20点・20点・40点

■テキスト・参考文献

【テキスト】
　適宜プリント（ワークシート）を配付するので、ファイルを準備してください。
【参考文献】
　河野和清『現代教育の制度と行政〔改訂版〕』福村出版、2017年、
 勝野正章・藤本典裕編『教育行政学〔改訂新版〕』学文社、2015年

■授業外学習

【具体的な内容】
　予習として事前に配付されたプリントを読解、課題に取り組んでくること。復習と
して、自分の感想や意見、問題点等をまとめること。
【必要な時間】
　予習、復習の時間として、それぞれ2時間を目安とする。

■その他
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　なし
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2020 年度生 教職課程に関する科目

科 目 名 教育相談(カウンセリングを含む)[教職]

開講期・単位 2年 前期・自由 1単位・講義

担 当 者 本間　芳文

■講義の目的および概要

　教育相談は、幼児児童生徒が自己理解を深めたり好ましい人間関係を築いたりしな
がら、集団の中で適応的に生活する力を育み、個性の伸長や人格の成長を支援する教
育活動です。幼児児童生徒の発達の状況に即しつつ、個々の心理的特質や教育的課題
を適切に捉え、支援するために必要な基礎的知識（カウンセリングの意義、理論や技
法に関する基礎的知識を含む）を身に付けていきます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
　講義形式で進めますが、毎回ノートに基本事項と振り返りの記入を行っていきます
。また教材としては、視聴覚教材なども使用し、提示内容を検討、分析し、その成果
を必要に応じてデｨスカッッションを取り入れるなど、能動的な学修を目指します。　　
本講義は、小中学校や公立教育相談室等において、教育相談や特別支援教育（障がい
児教育）に関する教育相談の実務経験のある教員が、その経験を生かして、多様な子
どもに対しての効果的な教育相談の進め方を心理学の理念と方法を取り入れ、具体的
に講義します。
【課題に対するフィードバックの方法】
　予習、復習、授業内試験などについては、授業内に解説をし、要点を指摘します。

■授業計画

①授業の進め方と、園、学校における教育相談の意味と意義及び課題について
②教育相談に生かせる心理学の基礎理論と概念の理解
③幼児児童生徒及び生徒の不適応や問題行動の意味とその徴候を捉える視点
④受容、傾聴、共感的理解等のカウンセリング基礎の理解
⑤公務分掌等に配慮した教育相談の計画作成と状況に応じた目標設定と相談の進め方
⑥地域の医療・福祉・心理等の専門機関との連携の意義や必要性を理解する。
⑦学校教育におけるカウンセリングマインドの必要性の理解と授業内試験１
⑧試験１の解説と、「いじめ」の理解と発達段階に応じた実際の相談の進め方
⑨「不登校」の理解と発達段階に応じた実際の相談の進め方
⑩「非行」や「学級崩壊」の理解と発達段階に応じた実際の相談の進め方
⑪「虐待」に関する理解と家庭状況に応じた実際の相談の進め方
⑫「学級の雰囲気の把握」と、その状況に応じた教育相談の効果的な活用
⑬「発達障害」のある子どもの状況に応じた実際の相談の進め方
⑭教育相談における組織的取り組みの必要性と授業内試験２
⑮試験２の解説と、効果的な教育相談を進めるために、自分自身に求められる自己課　
題について、根拠を示しながら考察する。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】～幼児児童生徒の発達の状況に即しつつ、個々の心理的特質や教育的課　
題を適切に捉え、支援するために必要な基礎的知識（カウンセリングの意義、理論　
や技法に関する基礎的知識を含む）を説明できる。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】～「自立して生きていくための専門知識、技　
能を身に付けている学生に学位を授与する」に基づき、園学校での生活上の様々な　
困難とその支援方法を理解し、個別の教育相談ニーズに対応するために必要な知識　
や支援方法を学ぶことを通じて、自らも自立できる能力を身につける。

■成績評価基準と方法

①授業内試験１（中間テスト）４０％（ノート検査含む）第7回目授業で実施 
②授業内試験２（期末テスト）４０％（ノート検査含む）第14回目授業で実施
③ノート検査、家庭課題等１０％
④まとめのレポート１０％（第15回目授業で実施）

■テキスト・参考文献

【テキスト】テキストは使用しないが、下記の参考文献①は常用する。
【参考文献】
　①生徒指導提要（文部科学省）　
　②津川律子等編　Next教科書シリーズ「教育相談」（2015)　弘文堂　2,20円＋税 
　③河村茂雄編著「教育相談の理論と実際」　図書文化　2,200円＋税

■授業外学習

【具体的な内容】事後学修として、当日の授業内容の復習や、提示されたり,自ら見
つけた 発展課題をノートにまとめてください。また、シラバスに提示されている次
時の内容について、大切だと思われることや関連事項を事前に調べ、ノートに予習と
して記載しておくこと。
【必要な時間】予習、復習の時間は、それぞれ２時間を目安とします。また、常日頃
から、授業内容に関連したニュースや情報に関心をもって下さい。

■その他
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　７回目の中間テスト４０％と14回目の期末テスト４０％の折りには、ノート点検も
します。また、毎回ノート持参と作成を奨励し、テストの時には家庭学習の成果も含
めて確認するので、それを習慣化して下さい。
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2020 年度生 教職課程に関する科目

科 目 名 教育方法論[教職]

開講期・単位 2年 後期・自由 2単位・講義

担 当 者 塚本　智宏

■講義の目的および概要

これからの社会を担う子どもたちに求められる資質・能力を育成するために必要な、
教育の方法、教育の技術、情報機器及び教材の活用に関する基礎的な知識・技能を身
に付ける。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】

基本的に講義方式で行うが、受講生は「模擬授業」の実施を必須とする。原則として
毎回小テストを課す。必要に応じてグループワークやディスカッションなど演習を取
り入れ、能動的な学修を目指す。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題については、授業内で解説する

■授業計画

①教育方法の歴史1.  教授法
②教育方法の歴史2.　生徒-子どもの発見　
③教育方法の歴史3.  近代学校・一斉教授と新教育運動
④戦後日本の教育課程と教育方法の変遷
⑤授業の役割と授業づくり例1　A教科の教育
⑥授業の役割と授業づくり例2　B教科の教育
⑦授業づくり　学習目標と学習の評価
⑧学習指導案とは何か　指導案の構成と意味
⑨学習指導案をつくる　教科書のある単元を利用して　演習1
⑩授業を実践する　　　教師の立ち振る舞い　　　　　演習2
⑪授業を実践する　　　学習意欲と動機付け          演習3
⑫授業研究と授業評価　授業者の模擬授業　　　　　　演習4
⑬模擬授業の実践・発表　                          演習5
⑭ICT（情報通信技術）の仕組みと使用
⑮情報活用能力を育てる

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
　(1)　教育方法の基礎的な理論と実践とを理解している
　(2)　「主体的・対話的で深い学び」をどのように実現するのかを理解している
　(3)　授業を構成する基礎的な要件を理解している
　(4)　学習評価の基礎的な考えを理解している
　(5)　発問、板書等の基礎的な指導技術を身につけている
　(6)　学習目標、内容、教材、教具、授業展開、学習形態、評価規準などの視点を
含　めた学習指導案を作成することができる
　(7)　授業を効果的に展開するために情報機器を活用して教材を作成、提示するこ
　　とができる
　(8)　生徒の情報活用能力（情報モラルを含む）を育成するための指導法を理解し
　　ている
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
教職課程の課程認定に関する一般目標、到達目標に準ずる。

■成績評価基準と方法

成績評価基準と方法　
試験：50％、学習指導案の提出：20％　模擬授業：25％、口頭発表：5％、

■テキスト・参考文献

【テキスト】なし
【参考文献】
稲垣忠編著『教育の方法と技術 主体的・対話的で深い学びをつくるインストラクシ
ョナルデザイン』北大路書房、2019年　文部科学省『中学校学習指導要領』東山書房
（平成29年告示）  文部科学省『高等学校学習指導要領』東山書房（平成30年告示

■授業外学習
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【具体的な内容】
　　常日頃から文献・ニュース・新聞などで、最近の教育（授業・教材・生徒指導関
係など）を中心とした情報を入手するよう心がけること。

【必要な時間】
　　予習・復習の時間はそれぞれ２時間を目安とする。

■その他
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2020 年度生 教職課程に関する科目

科 目 名 道徳教育の理論と指導

開講期・単位 2年 後期・自由 2単位・講義

担 当 者 加藤　一郎

■講義の目的および概要

道徳教育と「特別の教科　道徳」についての基礎基本を身につけ、その重要性につい
て認識を深める。道徳科の学習指導案作成と模擬授業の実践や主体的で協動的な学習
を通して、教員として必要な道徳教育の資質と具体的なスキルを身に付ける。道徳教
育と道徳科の授業についての学びをもとに、小学校からの９年間のつながりを意識し
た道徳の授業ができ、道徳教育を推進していける力を修得する。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
道徳教育と道徳科の授業の基礎基本の理解や総括的な学びの統合や深化については、
教科書と資料を活用しながら講義形式ですすめ、随時主体的な学習とグループワーク
をも取り入れる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
指導案作成と模擬授業は、個人活動とグループワークを活用し実践的に取り組ませな
がら、授業理論と方法について体験的に実践に活用できる学びを深めていく。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
予習してきた内容をもとに講義を受け、課題や授業後のレポート等で復習と理解の定
着を図る。　　　
【課題に対するフィードバックの方法】
全体にフィードバックすべきものは、随時授業での振り返り解説と補足、指導を行う
。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
個人へフィードバックすべきものは、課題やレポートへのコメントや個別指導で行う
。

■授業計画

①文部科学省「中学校学習指導要領解説　特別の教科道徳編」（以下必携）をもとに
道徳教育の意義を考える（ガイダンスでスケジュールや到達目標を確認）
②歴史的な部分も押さえながら道徳教育・道徳科の目標及び道徳性について学ぶ
③道徳教育の全体計画と教育活動全体を通じた道徳教育、要としての道徳科と家庭や
地域社会との連携について学ぶ
④道徳科の年間計画と中学校の道徳の授業における指導法の工夫や評価について学ぶ
⑤学習指導案の内容と作成手順、指導方法の創意工夫と模擬授業について学ぶ
⑥教材分析と授業構想、指導案作成Ⅰ（一部グループワーク）、道徳科の学習のねら
いを学ぶ
⑦模擬授業実践と振り返り、評価①（一部グループワーク）、道徳科の学習活動を学
ぶ
⑧模擬授業実践と振り返り、評価②（一部グループワーク）、道徳性を育む中心発問
と問い返しを学ぶ
⑨模擬授業と振り返り、評価③（一部グループワーク）、終末と評価を学ぶ
⑩教材分析と授業構想、指導案作成Ⅱ、道徳教育と道徳科についての学びの再確認を
する
⑪中心発問部分を核にした模擬授業と評価、改善点の交流①　（中心発問部分を核に
した短時間の模擬授業と全員で評価し合う、教師による授業内容、方法、考え方の補
足指導をしていく）
⑫中心発問部分を核にした模擬授業と評価、改善点の交流②　（同）
⑬中心発問部分を核にした模擬授業と評価、改善点の交流③　（同）
⑭中心発問部分を核にした模擬授業と評価、改善点の交流④　（同）
⑮道徳教育と道徳科についての総括　（授業のまとめと論述文章の記述）

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
教職や指導者を目指す人材として自己の道徳性を高める生き方ができる資質を育み、
指導する生徒（受講生）への道徳教育と道徳の授業ができ、道徳性を育む教育ができ
る力を養う。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
ディプロマ・ポリシーには道徳教育と道徳科で学ぶの要素が多く入っており、学位を
授与される学生として自己の生き方を考え、主体的な判断の下に行動し、自立した一
人の人間として他者と共によりよく生きる基盤となる道徳性を高めていける力、それ
を教育できる力を身に付ける。

■成績評価基準と方法

授業中に実施するレポート・課題・論述文章60％
道徳科学習指導案と模擬授業40％

■テキスト・参考文献
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【テキスト】
中学校学習指導要領解説特別の教科道徳編
授業毎に必要資料や道徳科最新の資料を配布
【参考文献】
中学校学習指導要領解説総則編 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
「学校新学習指導要領の展開特別の教科道徳編」柴原弘志編著　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
「こだわりの道徳授業レシピ」浅見哲也（東洋館出版社）　他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
道徳科最新の資料

■授業外学習

【具体的な内容】
【事前】
出された課題やレポート等から前時の学びを定着させ、授業でやる部分について中学
校学習指導要領解説特別の教科道徳編を読んで予習してくる。
【事後】
出された課題やレポートで授業の復習と定着、学びの統合を図る。　
【必要な時間】
各90分

■その他

体育の教育者やスポーツの指導者を目指す人として、授業や模擬授業の準備と実践、
課題やレポートの提出物を大切にして学んでください。道徳教育と道徳科の授業につ
いて学びながら、自他がよりよく生きるための基盤となる道徳性を養う自己の生き方
も考えください。
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2020 年度生 教職課程に関する科目

科 目 名 総合的な学習の時間

開講期・単位 2年 後期・自由 2単位・講義

担 当 者 横田　久貴

■講義の目的および概要

総合的な学習の時間は、探究的な見方・考え方を働かせ、横断的・総合的な学習を行
うことを通して、よりよく課題を解決し、自己の生き方を考えていくための資質・能
力の育成を目指す。各教科等で育まれる見方・考え方を総合的に活用して、広範な事
象を多様な角度から俯瞰して捉え、実社会・実生活の課題を探究する学びを実現する
ために、指導計画の作成および具体的な指導の仕方、並びに学習活動の評価に関する
知識・技能を身に付ける。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
チーム学校のもと、グループ討議（担任業務の共通理解）を中心に行います。

【課題に対するフィードバックの方法】
年間計画、指導案を作成し、授業を実践することができる資質を身につけるため、単
に授業ができるだけでなく、チーム学校としての学年団としての組織力・協調性が求
められます。

■授業計画

①科目の趣旨と履修ガイダンス（学校視察の説明）
　意義と原理…創設の経緯と要点（学習指導要領解説第1章）

■中学校■
②意義と原理（学習指導要領解説第2.3章）…目標の構成・趣旨、各学校おいて定め
る目標・内容
③指導計画の作成（学習指導要領解説第4章）…指導計画作成、内容の取扱い及び配
慮事項
④指導計画、内容設定と課題・運用（学習指導要領解説第5章）
⑤年間指導計画及び単元指導の作成と基本的な考え方（学習指導要領解説第6章）
⑥評価、学習指導の考え方（学習指導要領解説第6章）
⑦体制［校内組織、授業の確保、外部との連携］　（学習指導要領解説第6～9章）
＊中学校　総合的な学習の時間に関する中間考査

■高等学校■
⑧意義と原理（学習指導要領解説第2.3章）…目標の構成・趣旨、各学校おいて定め
る目標・内容
⑨指導計画の作成（学習指導要領解説第4章）…指導計画作成、内容の取扱い及び配
慮事項
⑩意義、特色ある学校づくり（学習指導要領解説第5章）
⑪指導計画及び単元指導の作成と基本的な考え方（学習指導要領解説第6.7章）
⑫時間の評価、学習指導の考え方（学習指導要領解説第8章）
⑬体制［校内組織、授業の確保、外部との連携］　（学習指導要領解説第9.10章）
＊高等学校　総合的な探求の時間に関する中間考査

⑭総合的な学習・探求の時間　実践校視察（生徒の実践発表）
⑮履修総括（学習内容に関する総括と口頭試問）

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連
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【一般目標】（１）総合的な学習の時間の意義と原理
総合的な学習の時間の意義や、各学校において目標及び内容を定める際の考え方を理
解する。
【到達目標】
１）総合的な学習の時間の意義と教育課程において果たす役割について、教科を越え
て必要となる資質・能力の育成の視点から理解している。
２）学習指導要領における総合的な学習の時間の目標並びに各学校において目標及び
内容を定める際の考え方や留意点を理解している。

【一般目標】（2）総合的な学習の時間の指導計画の作成
総合的な学習の時間の指導計画作成の考え方を理解し、その実現のために必要な基礎
的な能力を身に付ける。
【到達目標】
１）各教科等との関連性を図りながら総合的な学習の時間の年間指導計画を作成する
ことの重要性と、その具体的な事例を理解している。
２）主体的・対話的で深い学びを実現するような、総合的な学習の時間の単元計画を
作成することの重要性とその具体的な事例を理解している。
【一般目標】(３）総合的な学習の時間の指導と評価
総合的な学習の時間の指導と評価の考え方および実践上の留意点を理解する。
【到達目標】
１）探究的な学習の過程及びそれを実現するための具体的な手立てを理解している。
２）総合的な学習の時間における児童及び生徒の学習状況に関する評価の方法及びそ
の留意点を理解している。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
教職課程のため、スチューデントハンドブックや教職履修カルテを参照すること

■成績評価基準と方法

①中間試験、および口頭試問…30％
②年間計画提出、口頭試問…30％
③単元指導案提出、口頭試問…30％
④総括　学習ファイル提出…10％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
学習指導要領解説「中学校　総合的な学習の時間」　
学習指導要領解説「高等学校　総合的な探求の時間の時間」　

【参考文献】

■授業外学習

【具体的な内容】
教職課程の授業を理解するにふさわしい事前課題・事後課題を提示します。

【必要な時間】
事前学習（教材研究）　３－４時間
事後学習（授業の振り返りと次時への展開）　２時間程度

■その他

コロナ禍の中、実践校視察は代替案を提示する可能性あり。
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2020 年度生 教職課程に関する科目

科 目 名 生徒指導・進路指導

開講期・単位 2年 後期・自由 3単位・講義

担 当 者 武井　昭也

■講義の目的および概要

生徒指導は、一人一人の児童及び生徒の人格を尊重し、個性の伸長を図りながら、社
会的資質や行動力を高めることを目指して教育活動全体を通じ行われる、学習指導と
並ぶ重要な教育活動である。他の教職員や関係機関と連携しながら組織的に生徒指導
を進めていくために必要な知識・技術や素養を身に付ける。
進路指導は、児童生徒が自ら、将来の進路を選択・計画し、その後の生活によりよく
適応し、能力を伸長するように、教員が組織的・継続的に指導・援助する過程であり
、長期的展望に立った人間形成を目指す教育活動である。
それを包含するキャリア教育は、学校で学ぶことと社会との接続を意識し、一人一人
の社会的・職業的自立に向けて必要な基盤となる資質・能力を育むことを目的として
いる。進路指導・キャリア教育の視点に立った授業改善や体験活動、評価改善の推進
やガイダンスとカウンセリングの充実、それに向けた学校内外の組織的体制に必要な
知識や素養を身に付ける。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
各自の分担による資料作成と発表、意見交換、課題等の発表を繰り返し、理解を深め
る展開を繰り返す。
映像資料や図書館文献・資料・インターネットからの情報を加味する。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題提出・発表内容を確認し補足する。全員で学修内容を「生徒指導・進路指導実践
資料」冊子にまとめ内容を確認する。

■授業計画

①授業展開の確認・発表分担・いじめや不登校、体罰などの話題提示・教育課程上の
位置づけ
②事例発表と対応についての意見交換
③各教科・道徳教育・総合的な学習の時間・特別活動における生徒指導の意義
④集団指導・個別指導の方法
⑤生徒指導体制と教育指導体制の基礎的な考え方
⑥学級担任の役割、教科担任と校務分掌上の担当役割、組織的な取り組み
⑦基礎的な生活習慣の確立、規範意識の醸成
⑧児童生徒の自己理解と共感性を育むこと
⑨生徒指導に関する法令理解（校則・懲戒・体罰・停学・退学など）
⑩生徒指導上の課題（暴力行為・いじめ・不登校など）とその現状・対応
⑪生徒指導上の課題（インターネット・ＳＮＳなど）とその現状・対応
⑫生徒指導上の課題（児童虐待・貧困など）とその現状・対応
⑬生徒指導の基本視座、子ども理解と生徒指導
⑭いじめとは何か－歴史と現状
⑮いじめとは何か－対応・関係機関との連携
⑯キャリア教育など話題提示・教育課程上の進路指導・キャリア教育の位置づけ
⑰キャリア教育の歴史と基礎理論－パーソンズ・ホランド・マズロー・スーパー、日
本の推移
⑱進路指導・キャリア教育の諸活動－生徒理解と自己理解、体験活動、進路相談
⑲進路指導・キャリア教育の組織運営－校内体制の確立、進路指導部、担任、各教科
担当、関係機関との連携、家庭との連携
⑳進路指導・キャリア教育の計画実践－小学校・中学校・高等学校・インターンシッ
プ
21.キャリア・カウンセリングの理論・技法とその活用－目的・特徴・留意点
22.キャリア形成と自己評価・ポートフォーリオの活用
23.教育の職業的意義

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連
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【到達目標】
教育課程における生徒指導・キャリア教育の位置づけを理解する。
生徒指導・キャリア教育・進路指導の基礎的な考え方を理解する。
生徒指導上の課題について定義と課題、対応についての理解を深める。
進路指導・キャリア教育の視点に立った授業改善や体験活動、評価改善の推進やガイ
ダンスとカウンセリングの充実、それに向けた学校内外の組織的体制に必要な知識や
素養を身に付ける。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
教育職員免許取得のための科目である。札幌国際大学が柔軟な思考力と実践力を貴ぶ
学風の下、深く専門の学芸を教授研究し、職業および社会生活に必要な教育を施し、
自由、自立、自省の精神による人間形成を重んじていることが教職課程の学修と人間
形成に合致する。

■成績評価基準と方法

レジュメ作成①②③　　　  30%
発表と意見交換　　　      20%
授業内容まとめレポート④　30%
まとめ冊子つくり　　　　　20%

■テキスト・参考文献

【テキスト】
道幸哲也ほか『18歳からのワークルール』第2版（法律文化社）
高等学校学習指導要領、同解説・中学校学習指導要領、同解説　
【参考文献】
『青い鳥』重松清（新潮文庫）『いじめとは何か』森田洋司（中公新書）『問い続け
て』林竹二（径書房）『思春期のこころ』清水将之（NHKブックス）

■授業外学習

【具体的な内容】
図書館文献・資料・インターネットを活用しての課題整理とレジュメ作成・発表準備
生徒指導とキャリア教育に関する新聞記事チェック・収集
レポート作成
【必要な時間】
40時間

■その他

文部科学省HPから「生徒指導提要」「キャリア教育の推進に関する総合的調査協力者
会議報告書」確認し活用すること
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2019 年度生 教職課程に関する科目

科 目 名 介護等体験

開講期・単位 3年 前期・自由 2単位・実習

担 当 者 平田　嘉宏、池森　康裕

■講義の目的および概要

　本講義の目的は、介護等体験への必要な考え方や知識を身に付け、高齢者や障がい
者福祉施設及び、特別支援学校での介護や介助、交流などの体験実習を通して、個人
の尊厳及び社会連帯の理念に関する認識を深め、人の痛みのわかる教員の育成に資す
ることである。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
 DVD等の映像教材から、福祉施設での生活を理解するとともに、生活支援技術演習を
通して、高齢者や障がいのある人との関わりを理解する。更に体験学習等で学んだこ
とについて「グループワーク」「プレゼンテーション」等を通して理解を深めるなど
演習中心の授業を行う。
【課題に対するフィードバックの方法】
　課題については授業内で解説するとともに、レポート返却時にコメントを付けて行
う。

■授業計画

①ガイダンス・体験先希望調査
②介護体験の意義（映像）を理解する
③デイサービスの理解（映像）とレクリエーションの意義と方法
④高齢者の心身機能の特徴（高齢者疑似体験）を理解する
⑤安全な車いすの操作方法を理解し実施できる
⑥視覚障がい者のガイドヘルプを理解し実施できる
⑦身体障がい者の衣服の着脱介護を理解し実施できる
⑧体験実習のための事前指導
⑨高齢者・障がい者福祉施設での体験実習（５日間）
⑩特別支援学校の概要を理解する
⑪特別支援学校での体験実習（２日間）
⑫体験実習日誌の作成、礼状の作成
⑬体験実習の学びを報告し課題を共有できる（体験報告会１）
⑭体験実習の学びを報告し課題を共有できる（体験報告会2）
⑮全体のまとめ、体験実習レポートの提出

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
　教師を目指すものとして、高齢者や障がいのある人々への理解を深め、差別や偏見
のない社会づくりに貢献することができる。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
　「地域社会、国際社会に寄与する姿勢を身に付ける」に基づき、教員としての専門
知識や技能を身に付ける。

■成績評価基準と方法

①　実習体験レポート等：　　４０％
②　実習日誌：　　　　　　　３０％
③　報告会の振り返りシート：３０％　　　以上を総合して評価する。

■テキスト・参考文献

【テキスト】
適宜プリントを配布する。

【参考文献】
『介護等体験マニュアルノート―社会福祉施設』（東京都社会福祉協議会：改訂版）

■授業外学習

【具体的な内容】
　事前学習:事前に配布した資料を読んで参加すること。毎回の授業の冒頭で前時の
振り返りを行うので、重要事項等を調べておくこと。
　事後学習:報告書や体験日誌のまとめ、礼状の作成などを通して、実習を振り返る
とともに、常日頃から、自分たちが暮らす地域には、どのような福祉施設等があるの
か調べておくよう心掛けること。
【必要な時間】
　事前学習の時間は、2時間を目安とします。事後の学習時間は2時間を目安とします
。

■その他
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受講者は教職課程を履修している学生に限る。
中学校の免許状を取得する場合は必修である。
体験実習時期により、講義内容の入れ替えがある。
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2019 年度生 教職課程に関する科目

科 目 名 社会科･公民科指導法Ⅰ

開講期・単位 3年 前期・自由 2単位・講義

担 当 者 横田　久貴

■講義の目的および概要

この授業は「教職課程　中学社会、高等学校公民」を履修する学生のためのものです
。
担当教員は、現場での実務経験を踏まえた、実践的な学びを展開します。
特に、当該教科における教育目標、育成を目指す資質・能力を理解し、学習指導要領
に示された当該教科の学習内容について背景となる学問領域と関連させて理解を深め
、様々な学習指導理論を踏まえて具体的な授業場面を想定した授業設計と授業実践を
身に付けます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
前半は、学習指導要領に沿って社会科・公民科の基本的な考え方などの一斉・講義式
の学習形態が多いですが、後半は、学習指導案の作成、生徒が主体的に活動する学習
、教室での模擬授業など実践的な授業展開となります。
特に、教師として教壇に立ち、生徒の模範となるような姿勢（教材研究）が求められ
ます。

【課題に対するフィードバックの方法】
特に、模擬授業では授業前の指導案の添削や授業後の合評会など、授業前後の取り組
みが重要であり、現職教員と同じようにPDCAに基づく授業づくりが行えるよう指導し
ます。

■授業計画

①学校教育全体における社会科授業との役割（教育計画と年間指導計画）　1-(1) 授
業内試験
②社会科・公民科の目標及び内容、教科の目標、学習指導要領の全体構造　1-(1)
③中学校　公民的分野(1) 私たちと現代社会　目標、内容、内容の取扱い、指導上の
留意点 1-(5)
④中学校　公民的分野(2) 私たちと経済　目標、内容、内容の取扱い、指導上の留意
点 1-(5)
⑤高等学校　現代社会・倫理　目標、内容、内容の取扱い、指導上の留意点 1-(5)
⑥高等学校　経済　目標、内容、内容の取扱い、指導上の留意点 1-(5)
⑦＊授業内試験＊　学習指導案の構造理解と指導計画の作成　2-(3)
⑧評価の観点と評価規準・基準の設計　1-(2)
⑨情報機器及び教材の効果的な活用② 2-(2)　
⑩模擬授業①　経済　２-(1)、2-(4)
⑪模擬授業②　現代社会・倫理　２-(1)、2-(4)
⑫模擬授業③　アクティブラーニング　学力の実態に応じた授業設計　２-(1)、
2-(4)
⑬模擬授業④　発展的な学習に関する授業　1-(4)、2-(4)　　授業内試験
⑭カリキュラムマネジメントにもとづくＰＤＣＡの理解と授業評価
⑮試験問題の作成と考察…評価の観点と評価規準・基準の設計　1-(2)　＊授業内試
験＊
＊定期試験　レポート及び個別面接による口頭試問による試験

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連
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【一般目標】
学習指導要領に示された当該教科の目標及び内容を理解する。
【到達目標】
1)学習指導要領に示された当該教科の目標及び主な内容並びに全体構造を理解してい
る。
2)当該教科の学習評価の考え方を理解している。
3)当該教科と背景となる学問領域との関係を理解し、教材研究に活用することができ
る。
4)発展的な学習内容について探究し、学習指導に位置付ける方法を理解している。
5)個別の学習内容について指導上の留意点を理解している。
【一般目標】
基礎的な学習指導理論を理解し、具体的な授業場面を想定した授業設計を行う方法を
身に付ける。
【到達目標】
1)子供の認識、思考及び学力等の実態を視野に入れた授業設計の重要性を理解してい
る。
2)当該教科の特性に応じた情報機器及び教材の効果的な活用法を理解し、授業設計に
活用することができる。
3)学習指導案の構造を理解し、具体的な授業を想定した授業設計を行い、学習指導案
を作成することができる。
4)模擬授業の実当該教科における実践研究の動向を知り、授業設計の向上に取り組む
ことができる。施とその振り返りを通して、授業改善の視点を身に付けている。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
教職課程科目のため、スタディガイドなどで学位授与方針との相関関係を熟読するこ
と

■成績評価基準と方法

試験（紙による）…30%、口頭試問（合評会）…20%、模擬授業…30%、成果物(評価観
点を含めた試験問題の作成)…20%

■テキスト・参考文献

【テキスト】
中学校学習指導要領　社会（平成29年3月　文部科学省）、同解説（平成29年6月　文
部科学省）
高等学校学習指導要領　地歴公民（平成29年3月　文部科学省）、同解説（平成29年6
月　文部科学省）
教科書1　高等学校・公民「現代社会」（東京書籍　現社313）
教科書2　高等学校・公民「倫理」（東京書籍　倫理311）
教科書3　中学校・公民的分野「中学社会　公民　ともに生きる」（教育出版　公民
902）

【参考文献】
適宜指示します。

■授業外学習

【具体的な内容】
各回のテーマにもとづき、指導案を提出し、この指導案に基づき模擬授業を実践、ふ
りかえりを行う。
【必要な時間】
事前学習　指導案作成など教材研究　３時間以上
事後学習　模擬授業などのふりかえり　２時間

■その他
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2019 年度生 教職課程に関する科目

科 目 名 社会科･公民科指導法Ⅱ

開講期・単位 3年 前期・自由 2単位・講義

担 当 者 横田　久貴

■講義の目的および概要

この授業は「教職課程　中学社会、高等学校公民」を履修する学生のためのものです
。
担当教員は、現場での実務経験を踏まえた、実践的な学びを展開します。
特に、当該教科における教育目標、育成を目指す資質・能力を理解し、学習指導要領
に示された当該教科の学習内容について背景となる学問領域と関連させて理解を深め
、様々な学習指導理論を踏まえて具体的な授業場面を想定した授業設計と授業実践を
身に付けます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
前半は、学習指導要領に沿って社会科・公民科の基本的な考え方などの一斉・講義式
の学習形態が多いですが、後半は、学習指導案の作成、生徒が主体的に活動する学習
、教室での模擬授業など実践的な授業展開となります。
特に、教師として教壇に立ち、生徒の模範となるような姿勢（教材研究）が求められ
ます。

【課題に対するフィードバックの方法】
特に、模擬授業では授業前の指導案の添削や授業後の合評会など、授業前後の取り組
みが重要であり、現職教員と同じようにPDCAに基づく授業づくりが行えるよう指導し
ます。

■授業計画

①学校教育全体における社会科授業との役割（教育計画と年間指導計画）　1-(1) 授
業内試験
②社会科・公民科の目標及び内容、教科の目標、学習指導要領の全体構造　1-(1)
③中学校　公民的分野(3) 私たちと政治　目標、内容、内容の取扱い、指導上の留意
点 1-(5)
④中学校　公民的分野(2) 私たちと国際社会の諸課題　目標、内容、内容の取扱い、
指導上の留意点 1-(5)
⑤高等学校　日本国憲法　目標、内容、内容の取扱い、指導上の留意点 1-(5)
⑥高等学校　政治、国際政治　目標、内容、内容の取扱い、指導上の留意点 1-(5)
⑦＊授業内試験＊　学習指導案の構造理解と指導計画の作成　2-(3)
⑧評価の観点と評価規準・基準の設計　1-(2)
⑨情報機器及び教材の効果的な活用② 2-(2)　
⑩模擬授業①　憲法　２-(1)、2-(4)
⑪模擬授業②　政治　２-(1)、2-(4)
⑫模擬授業③　アクティブラーニング　学力の実態に応じた授業設計　２-(1)、
2-(4)
⑬模擬授業④　発展的な学習に関する授業　1-(4)、2-(4)　　授業内試験
⑭カリキュラムマネジメントにもとづくＰＤＣＡの理解と授業評価
⑮試験問題の作成と考察…評価の観点と評価規準・基準の設計　1-(2)　＊授業内試
験＊
＊定期試験　レポート及び個別面接による口頭試問による試験

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【一般目標】
基礎的な学習指導理論を理解し、具体的な授業場面を想定した授業設計を行う方法を
身に付ける。
【到達目標】
1)子供の認識、思考及び学力等の実態を視野に入れた授業設計の重要性を理解してい
る。
2)当該教科の特性に応じた情報機器及び教材の効果的な活用法を理解し、授業設計に
活用することができる。
3)学習指導案の構造を理解し、具体的な授業を想定した授業設計を行い、学習指導案
を作成することができる。
4)模擬授業の実当該教科における実践研究の動向を知り、授業設計の向上に取り組む
ことができる。施とその振り返りを通して、授業改善の視点を身に付けている。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
教職課程科目のため、スタディガイドなどで学位授与方針との相関関係を熟読するこ
と

■成績評価基準と方法

試験（紙による）…30%、口頭試問（合評会）…20%、模擬授業…30%、成果物(評価観
点を含めた試験問題の作成)…20%
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■テキスト・参考文献

【テキスト】
中学校学習指導要領　社会（平成29年3月　文部科学省）、同解説（平成29年6月　文
部科学省）
高等学校学習指導要領　地歴公民（平成29年3月　文部科学省）、同解説（平成29年6
月　文部科学省）
教科書1　高等学校・公民「現代社会」（東京書籍　現社313）
教科書2　高等学校・公民「倫理」（東京書籍　倫理311）
教科書3　中学校・公民的分野「中学社会　公民　ともに生きる」（教育出版　公民
902）

【参考文献】
適宜指示します。

■授業外学習

【具体的な内容】
各回のテーマにもとづき、指導案を提出し、この指導案に基づき模擬授業を実践、ふ
りかえりを行う。
【必要な時間】
事前学習　指導案作成など教材研究　３時間以上
事後学習　模擬授業などのふりかえり　２時間

■その他
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2019 年度生 教職課程に関する科目

科 目 名 社会科･地理歴史科指導法Ⅰ

開講期・単位 3年 後期・自由 2単位・講義

担 当 者 齋藤　修

■講義の目的および概要

　本講義の目的は、中学校社会科、高等学校地理歴史科の歴史的な変遷を理解し、社
会科、地理歴史科の目的を理解するとともに、より実践的な授業ができるようになる
こととしている。
　そのため、本講義では、社会科系科目の基本的な知識を理解し、授業展開に必要な
技能を習得するため、理想的で実践的な学習指導案を作成してもらう。その中で教員
としての教科実践力を高めてもらう。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
　前半は、一斉・講義式の学習形態中心に展開する。
　後半は、「発表学習（模擬授業）」「ディスカッション」などを取り入れた授業展
開となる。
　本講義では、特に後半において、より実践的な内容を執り行うため、中学・高等学
校での実務経験を活かした指導を行う。
【課題に対するフィードバックの方法】
　毎時の課題については、次時に講義内で解説する。
　後半に行う学習指導案作成については、「発表学習」としての模擬授業、そして、
その後の「ディスカッション」としての模擬授業解説を繰り返し行い、最終的な学習
指導案作成に向け、より良いものに改善し、提出してもらう。

■授業計画

①ガイダンス、社会科・地理歴史・公民科の教科構造
②社会科系科目の歴史と使命
③中学校社会科の学習内容（新教育課程）
④高等学校地理歴史科のこれからの学習内容
⑤小学校・中学校・高等学校の接続
⑥学習指導と学習評価
⑦学習指導と学習評価の一体化とシラバス・年間指導計画
⑧教育実習先を意識した年間指導計画作成（作業学習） 
⑨基本的な知識の定着と学習指導案１の作成にむけて（解説）
⑩学習指導案１に基づく模擬授業（発表学習A）と模擬授業検討会（合評会）
⑪学習指導案１に基づく模擬授業（発表学習B）と模擬授業検討会（合評会）、教材
の効果的活用について（解説）
⑫アクティブラーニングについて
⑬学習指導案２に基づく模擬授業（発表学習A）と模擬授業検討会（合評会）
⑭学習指導案２に基づく模擬授業（発表学習B）と模擬授業検討会（合評会）
⑮最終提出物について

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①社会科及び地理歴史科教育の目的を理解できる。
②社会科系科目の基本的な知識の意味を理解できる。
③主体的で実践的な授業を組み立てることができる。 
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
　学部学科科目で修得した「自立して生きていくための専門知識、技能」「知識、技
能の活用能力」を社会科教員として上手に活かし、人文学を意識した学習指導案が作
成され、模擬授業として行われることを目標としている。

■成績評価基準と方法

①学習指導案１，２の作成　　　　　　　　　　　　　20％
②最終提出物（学習指導案）　　　　　　　　　　　　20％
③学習指導案に基づく模擬授業（授業技術）の実施　　20％
④教師としての発言・態度・意欲（立ち振る舞いなど）20％ 
⑤講義時の（学習指導案以外の）提出物　　　　　　　20％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
『中学校学習指導要領解説　社会編』文部科学省
『社会科中学生の地理　世界の姿と日本の国土』帝国出版
『社会科中学生の歴史　日本の歩みと世界の動き』帝国書院

■授業外学習
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【具体的な内容】
・社会に目を向け、模擬授業にむけたヒントを日頃から考えること。 
・学習指導案作成後は、各自で空き教室を利用し、板書等の練習などをすること。
【必要な時間】
・後半：模擬授業前には３～４時間程度
・板書等の練習は1時間程度

■その他

・社会科・地理歴史科指導法Ⅱも同時に履修することを推奨する。
・テキストについては、社会科・公民科指導法で購入している場合は、代用してもよ
い。次年度の教育実習先の校種が高校の場合は、高校用の教科書も持参すること。
・ＰＣを持参することも推奨する。
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2019 年度生 教職課程に関する科目

科 目 名 社会科･地理歴史科指導法Ⅱ

開講期・単位 3年 後期・自由 2単位・講義

担 当 者 齋藤　修

■講義の目的および概要

　本講義の目的は、特に高等学校の地理歴史科における各科目の目標を理解すること
と、より実践的な授業を構築することである。
　そのため、本講義では、地理、歴史系科目の学習指導案作成を中心に行い、それに
基づいた授業を実際に行うものとする。その中で教員としての実践力を養うことを目
指す。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
　前半は、検定教科書を意識した学習指導案作成とそれに対する模擬授業を、ストッ
プモーション方式で行う。それを数回繰り返すことで、より良い完成した学習指導案
の作成を目指す。
　後半は、新しい必修科目「地理総合」と「歴史総合」の授業を１時間ずつ授業案を
作成し、それに関する模擬授業を多数行う。ディスカッションを通じて、改善を繰り
返し、ここから学習者として求められる力を自ら気づき、修得する。
【課題に対するフィードバックの方法】
「学習指導案作成⇒模擬授業⇒ディスカッション」のサイクルの中で、実務経験に基
づく解説を受けながら、よりよい学習指導案作成を目指す。

■授業計画

①ガイダンス
②教科書に基づいた板書計画の作成
③板書計画に基づいた模擬授業１（ストップモーション方式）と模擬授業検討会（合
評会）
④板書計画に基づいた模擬授業２（ストップモーション方式）と模擬授業検討会（合
評会）
⑤板書計画に基づいた模擬授業３（ストップモーション方式）と模擬授業検討会（合
評会）
⑥板書計画に基づいた模擬授業４（ストップモーション方式）と模擬授業検討会（合
評会）
⑦資料や地図に基づいた模擬授業１と模擬授業検討会（合評会）
　＊「地理総合」「歴史総合」を意識した授業案（本時案）の提出
⑧資料や地図に基づいた模擬授業２と模擬授業検討会（合評会）
　＊「地理総合」「歴史総合」を意識した授業案（本時案）の提出
⑨学習指導要領から導いた模擬授業の作成にむけて
　＊単元観・単元構成（計画）・単元目標、授業案、板書・発問計画の作成
⑩学習指導要領から導いた模擬授業１と模擬授業検討会（合評会）
⑪学習指導要領から導いた模擬授業２と模擬授業検討会（合評会）
⑫学習指導要領から導いた模擬授業３と模擬授業検討会（合評会）
⑬学習指導要領から導いた模擬授業４と模擬授業検討会（合評会）
⑭学習指導要領から導いた模擬授業５と模擬授業検討会（合評会）
⑮社会科、地理歴史科教員の魅力と苦悩と学習指導案の提出

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①わかりやすい授業を展開できる。
②高等学校地理歴史科の各科目目標に沿った授業を組み立てることができる。
③学習指導要領に沿った授業を計画し、組み立てることができる。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「修得した知識、技能の活用能力」を高めるための実践重視の講義となっている。学
部学科科目で修得した人文学の知識、技能を上手に模擬授業で活かすことが目標であ
る。

■成績評価基準と方法

①３種類の模擬授業（ミニ模擬授業含む：授業技術）　　40%
②学習指導案（授業の組み立て、計画）　　　　　　　  30%
③「地理総合」「歴史総合」の授業案（本時案）        20%
④教師としての発言・態度・意欲（立ち振る舞いなど）  10%

■テキスト・参考文献

【テキスト】
『高等学校学習指導要領解説　地理歴史編』文部科学省
『新詳　地理B』帝国書院
『詳説　世界史B 改訂版』山川出版
『詳説　日本史B 改訂版』山川出版 
【参考文献】
『すぐ実践できる! アクティブ・ラーニング 高校地歴公民』西川純編集 学陽書房
『新しい世界史教育』鳥越泰彦 飯田共同印刷
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■授業外学習

【具体的な内容】
・社会に目を向け、模擬授業にむけたヒントを日頃から考えること。 
・学習指導案作成後は、各自で空き教室を利用し、板書等の練習などをすること。
・教材開発のため、学内のGISを利用してもよい。
【必要な時間】
・模擬授業作成前には宿題としての指導案作成、板書等の練習で３～4時間以上はか
かるものと推測する。

■その他

・社会科・地理歴史科指導法Ⅰを履修している者は、Ⅱも履修することが望ましい。
・テキストについては、３つのうち１つで良い。高等学校時代の教科書があれば代用
してもよい。
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2019 年度生 教職課程に関する科目

科 目 名 発達心理学[教職]

開講期・単位 3年 前期・自由 2単位・講義

担 当 者 中野　茂

■講義の目的および概要

教職科目の中で、「発達と学習」は、「幼児、児童、生徒の心身の発達及び学習過程
を学ぶ科目と規定されている。したがって、この授業では、「自生的な発達的変化の
過程とそれを生み出す教育働きかけの可能性に焦点化して、対象理解を深めていく。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
＊その日のテーマについての講義形式での解説50分、テーマに即した質問､小グルー
プでの質疑応答、30分､理解度確認小テスト10分
【課題に対するフィードバックの方法】
　次回に小テストの解答と解説をする

■授業計画

Ⅰ　発達心理学の背景
①心理学とは
②発達の心理学
Ⅱ　発達の諸相
③発達段階と学習理論
④言語発達
⑤認知発達：ピアジェ理論
⑥認知発達：現代理論
⑦親子関係と性格形成：アタッチメント理論
⑧社会・道徳性の発達　中間テスト
Ⅲ　青年期の発達
⑨青年期の発達と心理の特徴：
⑩青年期の発達課題：エリクソンの理論
Ⅳ　学校と発達
⑪学習動機
⑫学力と知能
⑬教育評価
Ⅴ　発達のつまずきと支援
⑭学校臨床の理解
⑮発達障害への支援

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
教員を目指す大学生にとっては、「発達」と「学習」に関する知識と理解は必須であ
るが、それ以上に内容を十分に理解して、教育者として将来的に応用できることが求
められる。教育に関わる問題意識を持てることが、到達目標とする。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
本学のDP「真理を探究し、自由を愛し、自らを省みる姿勢」に基づき「習得した知識
、技能の活用」ができる力を身につけられることを基準とする

■成績評価基準と方法

　毎回の小テストの得点：３×15回＝45％
　中間テスト　　：25％
　期末テスト　　　　　：30％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
　外山 紀子 ・外山　美樹(著) 　「やさしい発達と学習」（有斐閣アルマ）
【参考文献】
　テキストに含まれないテーマは補足資料を配る。

■授業外学習
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【具体的な内容】
毎回､テキスト中の次回の該当箇所を知らせます｡事前に教科書の当該箇所に目を通す
こと。復習は、その日に習った専門用語の理解を確認すること。
【必要な時間】
予習、復習の時間は各２時間を当てること

■その他
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2019 年度生 教職課程に関する科目

科 目 名 保健体育科指導法Ⅰ

開講期・単位 3年 前期・自由 2単位・講義

担 当 者 安田　純輝、新井　貢

■講義の目的および概要

　保健体育科における教育目標，育成を目指す資質・能力を理解し，学習指導要領に
示された当該教科の学習内容について背景となる学問領域と関連させて理解を深める
とともに，さまざまな学習指導理論を踏まえて具体的な授業場面を想定した授業設計
を行う方法を身に付ける．

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
　教室での講義が中心となるが，テーマに基づくグループワークや指導法を身につけ
るため実技を交えた演習形式による授業も想定している．
　高校教員を経験した実績に基づいた具体的な指導場面を想定し，指導者として相応
しい資質を体験的に身につけるとともに，評価方法についても学習する．

【課題に対するフィードバックの方法】
　課題については，必要に応じてプリント，質問等で確認し，全体に説明をする．ま
た，授業後にも個別の質問に対して時間を割いて対応する．

■授業計画

①ガイダンス，学校教育活動全体における保健体育科の位置づけ
②保健体育科の目標及び内容
③保健体育科の指導計画と評価
④「体つくり運動」における指導計画，実践，評価
⑤「器械運動」における指導計画，実践，評価
⑥「陸上競技」における指導計画，実践，評価
⑦「水泳」における指導計画，実践，評価
⑧「球技」における指導計画，実践，評価
⑨「武道」における指導計画，実践，評価
⑩「ダンス」における指導計画，実践，評価
⑪「体育理論」における指導計画，実践，評価
⑫「健康な生活と疾病の予防」における指導計画，実践，評価
⑬「心身の機能の発達と心の健康」における指導計画，実践，評価
⑭「傷害の防止」「健康と環境」における指導計画，実践，評価
⑮まとめ，授業研究に取り組む姿勢の確立（確認テスト）

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①学習指導要領に示された保健体育科の目標及び内容を理解できる．
②保健体育科における基礎的な学習指導理論を理解し，具体的な授業場面を想定した
授業設計を行うことができる．

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
　本講義は，学位授与方針「生涯スポーツの育成発展に努めながら，スポーツを通し
て地域社会に貢献できる教養豊かなスポーツ指導者を養成すること」に基づき，教育
者として相応しい教養を身につける．

■成績評価基準と方法

①リフレクションシート：20%
　毎時間リフレクションシートの記入を実施する．実際に展開された内容と関連付け
ながら深く考察がなされているかを評価する．
②マイクロティーチング：20%
　各領域に関するマイクロティーチングを実践する．実践した領域の内容について，
目的・方法（教材）に一貫性が伴っているかを評価する．
③学習指導計画：30%
　本講義の最終課題として，年間指導計画・単元計画・学習指導案（時間計画）を作
成し，それぞれの完成度を評価する．
④教場試験：30%
　15回目において教場試験を実施する．

■テキスト・参考文献
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【テキスト】
　文部科学省（2018）中学校学習指導要領（平成29年告示）解説：保健体育編．東山
書房：京都．
　文部科学省（2019）高等学校学習指導要領（平成30年告示）解説：保健体育編 体
育編．東山書房：京都．
　杉山重利ほか編（2009）教師を目指す学生必携：保健体育科教育法．大修館書店：
東京．
　杉山重利ほか編（2015）新・めざそう！保健体育教師．朝日出版社：東京．

　その他，必要に応じて資料を適宜配布する．

■授業外学習

【具体的な内容】
　事前学習では，学習指導要領を熟読し内容を理解するとともに，学習指導計画を作
成できるようにしておくこと．
　事後学習では，教育実習に向け実際に授業ができるよう準備を進めること．
　また，教職特別ゼミ等に積極的に参加し，教員採用試験に向けて資質を高めること
．

【必要な時間】
　各回の予習・復習には，およそ90～120分程度を要することが想定される．

■その他

　本講義は，中学校ならびに高等学校教員免許状（保健体育）の取得に関する必修科
目であるため，教職課程履修の学生以外の受講を認めない．
　また，本講義する受講する学生は，「保健体育科指導法Ⅲ」を同時に受講すること
．
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2019 年度生 教職課程に関する科目

科 目 名 保健体育科指導法Ⅱ

開講期・単位 3年 後期・自由 2単位・講義

担 当 者 安田　純輝、小林　秀紹

■講義の目的および概要

　学習指導要領に示されている体育の目標に示されていることの意味や考え方を理解
することは，新しい体育の方向を明らかにするうえで重要である．本講義では，保健
体育科指導法Ⅰで身につけた基本的な考え方や指導方法を展開できるよう，各種目に
おける特性や発達段階における指導方法，教材や資料の使い方などを理解するととも
に，実際に学校現場で活躍できるよう演習や実習を通して，個々の能力に応じた指導
法や具体的な授業の展開方法を身につける．
【当科目に含む事項：保健体育科の指導法】

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
　講義形式と演習形式による展開とする．

【課題に対するフィードバックの方法】
　Eラーニングシステムを用いて提示する．

■授業計画

　保健体育科指導法Ⅰ・Ⅲの履修内容を踏まえ，保健体育科指導法Ⅱとの連携を考慮
しながら実施する．

①ガイダンス
②保健体育科の概念
③保健体育科の目標
④体育科教育の領域と教育課程
⑤学習資料
⑥教材・教具
⑦学習指導と形態
⑧学習過程の設定と指導案
⑨教材研究と授業研究
⑩体育科の授業①
⑪体育科の授業②
⑫体育科の授業③
⑬学習評価，体育における教育評価
⑭試験と解説
⑮まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①保健体育科教育の基本的な知識を理解することができる．
②適切な授業計画を立案し，目標に則った指導案を作成することができる．
③効果的な授業を展開することができる．
④授業の結果を適切に評価することができる．

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
　学位授与方針における
「スポーツ健康分野に関する基礎的知識と技能の科学的視点からの理解およびそれを
基にした専門知識、技能の修得」は主に到達目標の①，②
「スポーツ健康分野の課題分析力の修得」は主に到達目標の③
「自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力」は主に到達目標の④
にそれぞれ関連する．

■成績評価基準と方法

授業への取り組み：30%
レポート：30%
試験：40%

■テキスト・参考文献
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【テキスト】
　文部科学省（2018）中学校学習指導要領（平成29年告示）解説：保健体育編．東山
書房：京都．
　文部科学省（2019）高等学校学習指導要領（平成30年告示）解説：保健体育編 体
育
編．東山書房：京都．
　杉山重利ほか編（2009）教師を目指す学生必携：保健体育科教育法．大修館書店：
東京．
　杉山重利ほか編（2015）新・めざそう！保健体育教師．朝日出版社：東京．
　和唐正勝ほか編（2016）現代高等保健体育 改訂版.大修館書店：東京．

　その他，必要に応じて資料を適宜配布する．

■授業外学習

【具体的な内容】
　事前学習では，学習指導要領を熟読し内容を理解するとともに，学習指導計画を作
成できるようにしておくこと．
　事後学習では，教育実習に向け実際に授業ができるよう準備を進めること．

【必要な時間】
　各回の予習・復習には，およそ90～120分程度を要することが想定される．

■その他

　本講義は，中学校ならびに高等学校教員免許状（保健体育）の取得に関する必修科
目であるため，教職課程履修の学生以外の受講を認めない．
　本講義を受講する学生は，「保健体育科指導法Ⅰ」ならびに「保健体育科指導法Ⅲ
」の授業を履修済みであること．
　また，本講義する受講する学生は，「保健体育科指導法Ⅳ」を同時に受講すること
．
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2019 年度生 教職課程に関する科目

科 目 名 保健体育科指導法Ⅲ

開講期・単位 3年 前期・自由 2単位・講義

担 当 者 安田　純輝、新井　貢

■講義の目的および概要

　保健体育科における教育目標，育成を目指す資質・能力を理解し，学習指導要領に
示された当該教科の学習内容について背景となる学問領域と関連させて理解を深める
とともに，さまざまな学習指導理論を踏まえて具体的な授業場面を想定した授業設計
を行う方法を身に付ける．

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
　教室での講義が中心となるが，テーマに基づくグループワークや指導法を身につけ
るため実技を交えた演習形式による授業も想定している．
　高校教員を経験した実績に基づいた具体的な指導場面を想定し，指導者としてふさ
わしい資質を体験的に身につけるとともに，評価方法についても学習する．

【課題に対するフィードバックの方法】
　課題については，必要に応じてプリント，質問等で確認し，全体に説明をする．ま
た，授業後にも個別の質問に対して時間を割いて対応する．

■授業計画

①ガイダンス，学校教育活動全体における保健体育科の位置づけ
②保健体育科の目標及び内容
③保健体育科の指導計画と評価
④「体つくり運動」における指導計画，実践，評価
⑤「器械運動」における指導計画，実践，評価
⑥「陸上競技」における指導計画，実践，評価
⑦「水泳」における指導計画，実践，評価
⑧「球技」における指導計画，実践，評価
⑨「武道」における指導計画，実践，評価
⑩「ダンス」における指導計画，実践，評価
⑪「体育理論」における指導計画，実践，評価
⑫「健康な生活と疾病の予防」における指導計画，実践，評価
⑬「心身の機能の発達と心の健康」における指導計画，実践，評価
⑭「傷害の防止」「健康と環境」における指導計画，実践，評価
⑮まとめ，授業研究に取り組む姿勢の確立（確認テスト）

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①学習指導要領に示された保健体育科の目標及び内容を理解できる．
②保健体育科における基礎的な学習指導理論を理解し，具体的な授業場面を想定した
授業設計を行うことができる．

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
　本講義は，学位授与方針「生涯スポーツの育成発展に努めながら，スポーツを通し
て地域社会に貢献できる教養豊かなスポーツ指導者を養成すること」に基づき，教育
者として相応しい教養を身につける．

■成績評価基準と方法

①リフレクションシート：20%
　毎時間リフレクションシートの記入を実施する．実際に展開された内容と関連付け
ながら深く考察がなされているかを評価する．
②マイクロティーチング：20%
　各領域に関するマイクロティーチングを実践する．実践した領域の内容について，
目的・方法（教材）に一貫性が伴っているかを評価する．
③学習指導計画：30%
　本講義の最終課題として，年間指導計画・単元計画・学習指導案（時間計画）を作
成し，それぞれの完成度を評価する．
④教場試験：30%
　15回目において教場試験を実施する．

■テキスト・参考文献
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【テキスト】
　文部科学省（2018）中学校学習指導要領（平成29年告示）解説：保健体育編．東山
書房：京都．
　文部科学省（2019）高等学校学習指導要領（平成30年告示）解説：保健体育編 体
育
編．東山書房：京都．
　杉山重利ほか編（2009）教師を目指す学生必携：保健体育科教育法．大修館書店：
東京．
　杉山重利ほか編（2015）新・めざそう！保健体育教師．朝日出版社：東京．

　その他，必要に応じて資料を適宜配布する．

■授業外学習

【具体的な内容】
　事前学習では，学習指導要領を熟読し内容を理解するとともに，学習指導計画を
作成できるようにしておくこと．
　事後学習では，教育実習に向け実際に授業ができるよう準備を進めること．
　また，教職特別ゼミ等に積極的に参加し，教員採用試験に向けて資質を高めること
．

【必要な時間】
　各回の予習・復習には，およそ90～120分程度を要することが想定される．

■その他

　本講義は，中学校ならびに高等学校教員免許状（保健体育）の取得に関する必修科
目であるため，教職課程履修の学生以外の受講を認めない．
　また，本講義する受講する学生は，「保健体育科指導法Ⅰ」を同時に受講すること
．
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2019 年度生 教職課程に関する科目

科 目 名 保健体育科指導法Ⅳ

開講期・単位 3年 後期・自由 2単位・講義

担 当 者 安田　純輝、新井　貢

■講義の目的および概要

　保健体育科における教育目標，育成を目指す資質・能力を理解し，学習指導要領に
示された当該教科の学習内容について背景となる学問領域と関連させて理解を深める
とともに，様々な学習指導理論を踏まえて具体的な授業場面を想定した授業設計を行
う方法を身に付ける．

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
　保健体育科の目標及び内容を理解したうえで，指導計画に従った模擬授業を実践し
，評価を含めた振り返りを行う．また，指導者としてふさわしい資質を体験的に身に
つけるとともに，グループワークを通して授業設計も検討する．
　高校教員を経験した実績に基づいた具体的な指導場面を想定し，指導者として相応
しい資質を体験的に身につけるとともに，評価の方法についても学習する．

【課題に対するフィードバックの方法】
　課題については，必要に応じてプリント，質問等で確認し，全体に説明をする．ま
た，授業後にも個別の質問に対して時間を割いて対応する．

■授業計画

①ガイダンス，学校教育活動全体における保健体育科の位置づけ
②保健体育科の目標及び内容
③保健体育科の指導計画と評価
④「体つくり運動」における指導計画，模擬授業，評価
⑤「器械運動」における指導計画，模擬授業，評価
⑥「陸上競技」における指導計画，模擬授業，評価
⑦「水泳」における指導計画，模擬授業，評価
⑧「球技」における指導計画，模擬授業，評価
⑨「武道」における指導計画，模擬授業，評価
⑩「ダンス」における指導計画，模擬授業，評価
⑪「体育理論」における指導計画，模擬授業，評価
⑫「現代社会と健康」における指導計画，模擬授業，評価
⑬「安全な社会生活」「生涯を通じる健康」における指導計画，模擬授業，評価
⑭「健康を支える環境づくり」における指導計画，模擬授業，評価
⑮まとめ，授業研究に取り組む姿勢の確立（確認テスト）

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①学習指導要領に示された保健体育科の目標及び内容を理解できる．
②基礎的な学習指導理論を理解し，具体的な授業場面を想定した授業設計を行う方法
を身に付けることができる．

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
　本講義は，学位授与方針「生涯スポーツの育成発展に努めながら，スポーツを通し
て地域社会に貢献できる教養豊かなスポーツ指導者を養成すること」に基づき，教育
者として相応しい教養を身につける．

■成績評価基準と方法

①リフレクションシート：30%
毎時間リフレクションシートの記入を実施する．実際に展開された内容と関連付けな
がら深く考察がなされているかを評価する．
②学習指導計画：30%
模擬授業担当領域における学習指導案（時間計画）の完成度を評価する．
③模擬授業：30%
模擬授業の達成度について，目標・内容・評価の一貫性や教材研究の観点から総合的
に評価する．
④レポート：10%
本講義のまとめとしてレポート課題を提示する．提示された課題に対して深く考察が
なされているかを評価する．

■テキスト・参考文献
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【テキスト】
　文部科学省（2018）中学校学習指導要領（平成29年告示）解説：保健体育編．東山
書房：京都．
　文部科学省（2019）高等学校学習指導要領（平成30年告示）解説：保健体育編 体
育編．東山書房：京都．
　杉山重利ほか編（2009）教師を目指す学生必携：保健体育科教育法．大修館書店：
東京．
　杉山重利ほか編（2015）新・めざそう！保健体育教師．朝日出版社：東京．

　その他，必要に応じて適宜資料を配布する．

■授業外学習

【具体的な内容】
　事前学習では，学習指導要領を熟読し内容を理解するとともに，学習指導計画を作
成できるようにしておくこと．
　事後学習では，教育実習に向け実際に授業ができるよう準備を進めること．
　また，教職特別ゼミ等に積極的に参加し，教員採用試験に向けて資質を高めること
．

【必要な時間】
　各回の予習・復習には，およそ90～120分程度を要することが想定される．

■その他

　本講義は，中学校ならびに高等学校教員免許状（保健体育）の取得に関する必修科
目であるため，教職課程履修の学生以外の受講を認めない．
　本講義を受講する学生は，「保健体育科指導法Ⅰ」ならびに「保健体育科指導法Ⅲ
」の授業を履修済みであること．
　また，本講義する受講する学生は，「保健体育科指導法Ⅱ」を同時に受講すること
．
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2019 年度生 教職課程に関する科目

科 目 名 特別支援教育[教職]

開講期・単位 3年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 本間　芳文

■講義の目的および概要

我が国では2007年4月1日から、それまでの障がい児教育の理念を広げた特別支援教育
が展開されています。この講義では、障がい児教育の歴史を踏まえた上で、特別支援
教育の理念を知り、特別な教育的ニーズのある幼児児童生徒への求められる指導・支
援の実際を具体的に理解していきます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】講義形式で進めますが、毎回ノートに基本事項と振り返りの記入を行っ
ていきます。また教材としては、視聴覚教材なども使用し、提示内容を検討、分析し
、その成果を必要に応じてデｨスカッッションを取り入れるなど、能動的な学修を目
指します。　　本講義は、小中学校において、特別支援教育（障がい児教育）の実務
経験のある教員が、その経験を生かして、多様な子どもに対しての効果的な教育を展
開できる特別支援教育の理念と方法について具体的に講義します。
【課題に対するフィードバックの方法】
 予習、復習、授業内試験などについては、授業内に解説をし、要点を指摘する。

■授業計画

①授業の進め方と特別支援教育の歴史。
②特別支援教育の理念と制度。
③特別支援教育の教育課程と教育課程編成上の留意事項。
④視覚障害の理解と教育の実際。
⑤聴覚障害の理解と教育の実際。
⑥言語障害の理解と教育の実際。
⑦肢体不自由の理解と授業内試験１．
⑧知的障害の理解と教育の実際。
⑨自閉症・情緒障害の理解と教育。
⑩学習障害の理解と教育の実際。
⑪注意欠陥・多動性障害の実際。
⑫発達障害のある幼児児童生徒の園、学校での理解と指導の実際。
⑬特別支援教育に関わる、教師、保護者、専門機関の連携の基本。
⑭保育士・教員に求められる専門性と授業内試験２．
⑮試験２の解説と、ここまでの授業から効果的な特別支援教育を担うために自分自身
に必要な自己課題について、論拠を示しながら考察する。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①視覚、聴覚障害、言語、肢体不自由、知的障害、発達障害等を含む特別な教育ニー
ズ有する幼児、児童、生徒の障害特性に求められる支援を説明できる。
②特別な教育ニーズを有する子ども達を支援する教育計画や方法を説明できる。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】「自立して生きていくための専門知識、技能
を身に付けている学生に学位を授与する」に基づき、特別な教育ニーズに対応するた
めに必要な知識や支援方法を学ぶことを通じて、自らも自立できる能力を身につける
。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】

【卒業認定・学位授与の方針との関連】

■成績評価基準と方法

①授業内試験１（中間テスト）４０％（ノート検査含む）
②授業内試験２（期末テスト）４０％（ノート検査含む）
③ノート、課題　１０％
④レポート課題、発表１０％

■テキスト・参考文献

2021(令和3)年4月1日

1503



【テキスト】テキストは使用しない
【参考文献】①特別支援学校学習指導要領、②MINERVAはじめて学ぶ教職18「特別支
援教育～共生社会の実現に向けて～」吉田武男　監修　小林秀之/米田宏樹/安藤隆男　
編著　ミネルヴァ書房（2018)2,200円＋税、③「よくわかる特別支援教育」第２版　
湯浅恭正編　ミネルヴァ書房】

■授業外学習

【具体的な内容】事後学修として、当日の授業内容の復習や、提示されたり,自ら見
つけた 発展課題をノートにまとめてください。また、シラバスに提示されている次
時の内容について、大切だと思われることや関連事項を事前に調べ、ノートに予習と
して、記載しておくこと。
【必要な時間】予習、復習の時間は、それぞれ２時間を目安とします。また、常日頃
から、授業内容に関連したニュースや情報に関心をもって下さい。

■その他

７回目の中間テスト４０％と14回目の期末テスト４０％の折りには、ノート点検もし
ます。また、毎回ノート持参と作成を義務づけ、テストの時には家庭学習の内容も点
検するので、それを習慣化してください。
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2018 年度生 教職課程に関する科目

科 目 名 教育実習Ⅰ

開講期・単位 4年 通年・自由 2単位・実習

担 当 者 大鐘　秀峰、平田　嘉宏、横田　久貴

■講義の目的および概要

　教育実習は、高い専門性と責任感を要請されている教員になるための最も重要な教
育実践であり、実習生が大学で学んだ知識や理論、技術を実践の場で具体的に展開さ
せる、非常に大切な場である。
　実際の授業や生徒指導の中に理論や知識を結びつけて生き生きとした教育を展開で
きる力を養うとともに、教師としての適格性や人間性について洞察を深める。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
　
　実習校での実習です。

【課題に対するフィードバックの方法】

　実習校の指導に従うこと。

■授業計画

　具体的な展開については、各実習校の実施計画に従って取り組むことになります。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
　①児童・生徒との関わりを通して、その実態や課題を把握することができる。
　②実習校の経営方針や特色ある活動を実施するための組織体制について理解する。
　③学習指導要領及び児童生徒の実態等を踏まえた適切な学習指導案を作成し、授業　　
を実践することができる。
　④学級担任の役割と職務内容を実地に即して理解する。 
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
　教職課程科目のため、スタディガイドで学科の学位授与方針と教職課程科目との関
係性について熟読すること。

■成績評価基準と方法

　①実習校の評価：　　　　４０％
　②実習報告書・実習日誌：３０％
　③実習報告会等の成果：　３０％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
　①　教育実習日誌、学術図書出版
　②　教育実習の手引き、学術図書出版
【参考文献】
　各実習校における教科書、地図帳、資料集、統計書などについては、事前に実習校
と連絡を取り、教育実習開始前までに用意をしておくこと。

■授業外学習

【具体的な内容】
　教育実習日誌や教育実習の手引き、その他配布資料を事前にしっかりと読んでおく
こと。
　事前事後学習としては、教師を目指す学生として、教育にかかわる新聞報道やニュ
ースなどに注視し、深く考える姿勢を身に付けること。
　【必要な時間】
　与えられた業務（校務分掌、担任業務、授業計画・実践）が完遂するに必要な時間

■その他

　中学校教諭一種免許状の「保健体育」「社会」の取得希望者は、必ず履修すること
。
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2018 年度生 教職課程に関する科目

科 目 名 教育実習Ⅱ

開講期・単位 4年 通年・自由 2単位・実習

担 当 者 大鐘　秀峰、平田　嘉宏、横田　久貴

■講義の目的および概要

　教育実習は、高い専門性と責任感を要請されている教員になるための最も重要な教
育実践であり、実習生が大学で学んだ知識や理論、技術を実践の場で具体的に展開さ
せる、非常に大切な場である。
　実際の授業や生徒指導の中に理論や知識を結びつけて生き生きとした教育を展開で
きる力を養うとともに、教師としての適格性や人間性について洞察を深める。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
　
　実習校での実習です。 

【課題に対するフィードバックの方法】

　実習校の指示に従うこと。

■授業計画

　具体的な展開については、各実習校の実施計画に従って取り組むことになります。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
　①　児童・生徒との関わりを通して、その実態や課題を把握することができる。
　②　実習校の経営方針や特色ある活動や実施するための組織体制について理解す　　　
る。
　③　学習指導要領及び児童生徒の実態等を踏まえた適切な学習指導案を作成し、授　　
業を実践することができる。
　④　学級担任の役割と職務内容を実地に即して理解する。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
　教職課程科目のため、スタディガイドで学科の学位授与方針と教職課程科目との関
係性について熟読すること。

■成績評価基準と方法

　①　実習校の評価：　　　　４０％
　②　実習報告書・実習日誌：３０％
　③　実習報告会等の成果：　３０％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
　①　教育実習日誌、学術図書出版
　②　教育実習の手引き、学術図書出版
【参考文献】
　各実習校における教科書、地図帳、資料集、統計書などについては、事前に実習校
と連絡を取り、教育実習開始前までに用意をしておくこと。

■授業外学習

【具体的な内容】
　　教育実習日誌や教育実習の手引き、その他配布資料をしっかりと読んでおくこ
　と。
　　事前事後学習としては、教師を目指す学生として、教育にかかわる新聞報道や
　ニュースなどに注視し、深く考える姿勢を身に付けること。 
【必要な時間】
　　与えられた業務（校務分掌、担任業務、授業計画・実践）が完遂するに必要な時　
間

■その他

　教職課程履修者全員が履修すること。
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2018 年度生 教職課程に関する科目

科 目 名 教育実習(事前事後指導)

開講期・単位 4年 通年・自由 1単位・実習

担 当 者 大鐘　秀峰、平田　嘉宏、横田　久貴

■講義の目的および概要

　教育実習は、観察、参加、実習という方法で教育実践にかかわることを通して、教
育者としての愛情と使命感を深め、将来教員になる上での能力や適性を考えるととも
に、課題を自覚する機会である。
　本講義の目的は、実践的指導力を有する指導教員のもとで、体験を積み、学校教育
の実際を体験的、総合的に理解し、教育実践のための基礎的基本的な能力と態度を身
に付けることである。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
　講義はグループワークやプレゼンテーション、ディベートなど能動的な学習活動を
取り入れた授業を展開する。
　教育実習の事前準備として、社会人としての基礎力や学習指導案の作成など基本的
な事項等について理解する。
　教育実習後は　実習報告書をまとめ発表し合い、教師という職業について、お互い
に理解を深めつつ、教員としての適性等について理解する。
【課題に対するフィードバックの方法】
　課題については授業内で解説するとともに、報告会では学生の相互評価を基に話し
合うことを通してフィードバックする。

■授業計画

①教育実習の意義及び内容
②教育実習の準備と心得
③教育実習日誌の書き方、学習指導案の作成
④教育実習における研究授業（教科指導の技術と方法）
⑤教育実習報告会１
⑥教育実習報告会２
⑦教育実習報告会３
⑧教育実習のまとめ、教職カルテの作成

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
　①　教育実習生として遵守する義務等について理解する。
　②　責任を自覚したうえで意欲的に教育実習に参加する。
　③　教育実習を通して得られた知識と経験を振り返り、教員免許取得までに更に習　　
得することが必要な知識や技能等を理解する
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
　「地域社会に寄与する姿勢を身に付ける」に基づき、教員としての専門知識や技　
能を身に付ける。
　なお、教職課程科目のため、スタディガイドで学科の学位授与方針と教職課程科目
との関係性について熟読すること。

■成績評価基準と方法

①　実習校の評価：　　　　３０％
②　実習報告書・実習日誌：３０％
③　実習報告会の成果：　　４０％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
　①　北海道私立大学・短期大学教職課程研究連絡協議会編「教育実習の手引」
　②　「教育実習日誌」（学術図書出版）
【参考文献】
　学習指導要領、生徒指導提要など（文部科学省）

■授業外学習

【具体的な内容】
　事前学習として、関係教科の「学習指導要領」はもちろん、「教育実習の手引」を
通読しておくこと。教育実習校について十分に調べるとともに、事前打ち合わせを行
うこと。
　事後学習として、報告書の作成を通して、生徒指導や教育相談等、部活動指導の在
り方等についても理解を深めること。終了後は、礼状を書き郵送すること。
【必要な時間】
　与えられた業務（校務分掌、担任業務、授業計画・実践）が完遂するに必要な時間
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■その他

　教職課程履修者全員が履修すること。
　教育実習校との事前事後の連携をしっかりと取ること。
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2018 年度生 教職課程に関する科目

科 目 名 生徒指導論(進路指導を含む)

開講期・単位 4年 後期・自由 2単位・講義

担 当 者 武井　昭也

■講義の目的および概要

生徒指導は、一人一人の児童及び生徒の人格を尊重し、個性の伸長を図りながら、社
会的資質や行動力を高めることを目指して教育活動全体を通じ行われる、学習指導と
並ぶ重要な教育活動である。他の教職員や関係機関と連携しながら組織的に生徒指導
を進めていくために必要な知識・技術や素養を身に付ける。
進路指導は、児童生徒が自ら、将来の進路を選択・計画し、その後の生活によりよく
適応し、能力を伸長するように、教員が組織的・継続的に指導・援助する過程であり
、長期的展望に立った人間形成を目指す教育活動である。
それを包含するキャリア教育は、学校で学ぶことと社会との接続を意識し、一人一人
の社会的・職業的自立に向けて必要な基盤となる資質・能力を育むことを目的として
いる。進路指導・キャリア教育の視点に立った授業改善や体験活動、評価改善の推進
やガイダンスとカウンセリングの充実、それに向けた学校内外の組織的体制に必要な
知識や素養を身に付ける。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
各自の分担による資料作成と発表、意見交換、課題等の発表を繰り返し、理解を深め
る展開を繰り返す。
映像資料や図書館文献・資料・インターネットからの情報を加味する。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題提出・発表内容を確認し補足する。また、「生徒指導・進路指導実践集」冊子つ
くりにより内容を確認する。

■授業計画

①授業展開の確認・発表分担・いじめや不登校、体罰などの話題提示・教育課程上の
位置づけ
②事例発表と対応についての意見交換
③各教科・道徳教育・総合的な学習の時間・特別活動における生徒指導の意義
④集団指導・個別指導の方法
⑤生徒指導体制と教育指導体制の基礎的な考え方
⑥学級担任の役割、教科担任と校務分掌上の担当役割、組織的な取り組み
⑦基礎的な生活習慣の確立、規範意識の醸成
⑧児童生徒の自己理解と共感性を育むこと
⑨生徒指導に関する法令理解（校則・懲戒・体罰・停学・退学など）
⑩生徒指導上の課題（暴力行為・いじめ・不登校など）とその現状・対応
⑪生徒指導上の課題（インターネット・ＳＮＳなど）とその現状・対応
⑫生徒指導上の課題（児童虐待・貧困など）とその現状・対応
⑬生徒指導の基本視座、子ども理解と生徒指導
⑭いじめとは何か－歴史と現状
⑮いじめとは何か－対応・関係機関との連携
⑯キャリア教育など話題提示・教育課程上の進路指導・キャリア教育の位置づけ
⑰キャリア教育の歴史と基礎理論－パーソンズ・ホランド・マズロー・スーパー、日
本の推移
⑱進路指導・キャリア教育の諸活動－生徒理解と自己理解、体験活動、進路相談
⑲進路指導・キャリア教育の組織運営－校内体制の確立、進路指導部、担任、各教科
担当、関係機関との連携、家庭との連携
⑳進路指導・キャリア教育の計画実践－小学校・中学校・高等学校・インターンシッ
プ
21.キャリア・カウンセリングの理論・技法とその活用－目的・特徴・留意点
22.キャリア形成と自己評価・ポートフォーリオの活用
23.教育の職業的意義

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連
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【到達目標】
教育課程における生徒指導・キャリア教育の位置づけを理解する。
生徒指導・キャリア教育・進路指導の基礎的な考え方を理解する。
生徒指導上の課題について定義と課題、対応についての理解を深める。
進路指導・キャリア教育の視点に立った授業改善や体験活動、評価改善の推進やガイ
ダンスとカウンセリングの充実、それに向けた学校内外の組織的体制に必要な知識や
素養を身に付ける。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
教育職員免許取得のための科目である。札幌国際大学が柔軟な思考力と実践力を貴ぶ
学風の下、深く専門の学芸を教授研究し、職業および社会生活に必要な教育を施し、
自由、自立、自省の精神による人間形成を重んじていることが教職課程の学修と人間
形成に合致する。

■成績評価基準と方法

レジュメ作成①②③　      30%
発表・意見交換            20%
授業内容まとめレポート④　30%
冊子つくり                20%

■テキスト・参考文献

【テキスト】
道幸哲也ほか『18歳からのワークルール』第2版（法律文化社）
高等学校学習指導要領、同解説・中学校学習指導要領、同解説　
【参考文献】
『青い鳥』重松清（新潮文庫）『いじめとは何か』森田洋司（中公新書）『問い続け
て』林竹二（径書房）『思春期のこころ』清水将之（NHKブックス）

■授業外学習

【具体的な内容】
図書館文献・資料・インターネットを活用しての課題整理とレジュメ作成・発表準備
生徒指導とキャリア教育に関する新聞記事チェック・収集
レポート作成
【必要な時間】
40時間

■その他

文部科学省HP「生徒指導提要」「キャリア教育の推進に関する総合的調査協力者会議
報告書」を活用すること
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2018 年度生 教職課程に関する科目

科 目 名 道徳教育の研究

開講期・単位 4年 後期・自由 2単位・講義

担 当 者 加藤　一郎

■講義の目的および概要

道徳教育と「特別の教科　道徳」についての基礎基本を身につけ、その重要性につい
て認識を深める。道徳科の学習指導案作成と模擬授業の実践や主体的で協動的な学習
を通して、教員として必要な道徳教育の資質と具体的なスキルを身に付ける。道徳教
育と道徳科の授業についての学びをもとに、小学校からの９年間のつながりを意識し
た道徳の授業ができ、道徳教育を推進していける力を修得する。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
育と道徳科の授業の基礎基本の理解や総括的な学びの統合や深化については、教科書
と資料を活用しながら講義形式ですすめ、随時主体的な学習とグループワークをも取
り入れる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
指導案作成と模擬授業は、個人活動とグループワークを活用し実践的に取り組ませな
がら、授業理論と方法について体験的に実践に活用できる学びを深めていく。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
予習してきた内容をもとに講義を受け、課題や授業後のレポート等で復習と理解の定
着を図る。
【課題に対するフィードバックの方法】
全体にフィードバックすべきものは、随時授業での振り返り解説と補足、指導を行う
。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
個人へフィードバックすべきものは、課題やレポートへのコメントや個別指導で行う
。

■授業計画

①文部科学省「中学校学習指導要領解説　特別の教科道徳編」（以下必携）をもとに
道徳教育の意義を考える（ガイダンスでスケジュールや到達目標を確認）
②歴史的な部分も押さえながら道徳教育・道徳科の目標及び道徳性について学ぶ
③道徳教育の全体計画と教育活動全体を通じた道徳教育、要としての道徳科と家庭や
地域社会との連携について学ぶ
④道徳科の年間計画と中学校の道徳の授業における指導法の工夫や評価について学ぶ
⑤学習指導案の内容と作成手順、指導方法の創意工夫と模擬授業について学ぶ
⑥教材分析と授業構想、指導案作成Ⅰ（一部グループワーク）、道徳科の学習のねら
いを学ぶ
⑦模擬授業実践と振り返り、評価①（一部グループワーク）、道徳科の学習活動を学
ぶ
⑧模擬授業実践と振り返り、評価②（一部グループワーク）、道徳性を育む中心発問
と問い返しを学ぶ
⑨模擬授業と振り返り、評価③（一部グループワーク）、終末と評価を学ぶ
⑩教材分析と授業構想、指導案作成Ⅱ、道徳教育と道徳科についての学びの再確認を
する
⑪中心発問部分を核にした模擬授業と評価、改善点の交流①　（中心発問部分を核に
した短時間の模擬授業と全員で評価し合う、教師による授業内容、方法、考え方の補
足指導をしていく）
⑫中心発問部分を核にした模擬授業と評価、改善点の交流②　（同）
⑬中心発問部分を核にした模擬授業と評価、改善点の交流③　（同）
⑭中心発問部分を核にした模擬授業と評価、改善点の交流④　（同）
⑮道徳教育と道徳科についての総括　（授業のまとめと論述文章の記述）

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
教職や指導者を目指す人材として自己の道徳性を高める生き方ができる資質を育み、
指導する生徒（受講生）への道徳教育と道徳の授業ができ、道徳性を育む教育ができ
る力を養う。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
ディプロマ・ポリシーには道徳教育と道徳科で学ぶの要素が多く入っており、学位を
授与される学生として自己の生き方を考え、主体的な判断の下に行動し、自立した一
人の人間として他者と共によりよく生きる基盤となる道徳性を高めていける力、それ
を教育できる力を身に付ける。

■成績評価基準と方法

授業中に実施するレポート・課題・論述文章60％
道徳科学習指導案と模擬授業40％

■テキスト・参考文献
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【テキスト】
中学校学習指導要領解説特別の教科道徳編
授業毎に必要資料や道徳科最新の資料を配布
【参考文献】
中学校学習指導要領解説総則編
「学校新学習指導要領の展開特別の教科道徳編」柴原弘志編著
「こだわりの道徳授業レシピ」浅見哲也（東洋館出版社） 他
道徳科最新の資料

■授業外学習

【具体的な内容】
【事前】
出された課題やレポート等から前時の学びを定着させ、授業でやる部分について中学
校学習指導要領解説特別の教科道徳編を読んで予習してくる。
【事後】
出された課題やレポートで授業の復習と定着、学びの統合を図る。
【必要な時間】
各90分

■その他

体育の教育者やスポーツの指導者を目指す人として、授業や模擬授業の準備と実践、
課題やレポートの提出物を大切にして学んでください。道徳教育と道徳科の授業につ
いて学びながら、自他がよりよく生きるための基盤となる道徳性を養う自己の生き方
も考えてください。
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2018 年度生 教職課程に関する科目

科 目 名 教職実践演習（中・高）

開講期・単位 4年 後期・自由 2単位・演習

担 当 者 大鐘　秀峰、安田　純輝、小林　秀紹、平田　嘉宏、新井　貢

■講義の目的および概要

　本講義の目的は、「教職課程科目やそれ以外の科目など様々な活動を通して、学生
が身に付けた資質能力が、教員として最小限必要な資質能力として有機的に統合され
、形成されたかについて、大学が自らの養成する教員像や到達目標等に照らして最終
的に確認するものであり、いわば全学年を通じた「学びの軌跡の集大成」として位置
づけられる教職実践演習の意義」を理解し、将来、教員になる上で、自己にとって何
が課題であるのかを自覚し、必要に応じて、不足している知識や技能等を補い、その
定着を図ることである。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
　授業は、ロールプレーイングや事例研究、グループワーク、学校体験活動等を通し
て、教科に関する科目及び教職に関する科目で学んだ知見を総合的に結集するととも
に、学校現場の視点（現職教員の招聘）を取り入れながら展開します。 
【課題に対するフィードバックの方法】
　課題については、授業内での解説やグループワークなどの時間に適宜行う。

■授業計画

①ガイダンス、教職実践演習の意義
②使命感や責任感、教育的愛情等に関する事項（グループ討議）
③社会性や対人関係能力に関する事項（役割演技、グループ討議）
④生徒理解や学級経営等に関する事項（外部講師による講義・演習、校務分掌）
⑤教科内容等の指導力に関する事項（模擬授業・グループ討議）
⑥生徒指導について（外部講師による講義・演習、課外活動指導）
⑦学校体験活動１（社会人としての基本）
⑧学校体験活動２（児童・生徒指導の実際）
⑨学校体験活動３（児童・生徒指導の実際）
⑩学校体験活動４（教科指導に関する実践）
⑪学校体験活動５（教科指導に関する実践）
⑫学校体験活動６（現職教員との意見交換等）
⑬学校体験活動報告会１（発表、グループ討議）
⑭学校体験活動報告会２（発表、グループ討議）
⑮「教職履修カルテ」に基づく学習履歴の確認

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①　教育に対する使命感や情熱を持ち、子どもたちから学び、共に成長しようとす　　
る姿勢をもって指導に当たることができる。
②　挨拶や服装、言葉遣い、他の教職員への対応、保護者に対する接し方など、社　　
会人としての基本を身に付けることができる。
③　気軽に子どもたちと顔を合わせたり、相談に乗ったりするなど、親しみを持った　
態度で接することができる。
④　自ら主体的に教材研究を行うとともに、それを生かした学習指導案を作成するこ　
とができる。 
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
　「自立して生きていくための生活習慣、社会人基礎力さらに専門的知識、技能を身
に付ける」に基づき、教員としての資質能力を身に付ける。

■成績評価基準と方法

①　振返シート・レポート課題　　　　　：２０％、
②　学校体験活動報告会（発表＋原稿）　：３０％
③　学校体験活動日誌・提出物（礼状等）：３０％
④　教職履修カルテ・アンケート評価　　：２０％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
　適宜プリントを配布します。
【参考文献】
　中学校及び高等学校学習指導要領解説（保健体育編）

■授業外学習
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【具体的な内容】
　学校体験活動は、本学近隣の小学校または高等学校定時制課程で実施する。
　事前学習は、学校体験活動実施校の概要や特色ある教育活動等について調べておく
こと。事前に配布されたプリントについて調べて授業に参加すること。予習時間２時
間。
　事後学習は、学校体験活動の報告書の作成を通して振り返りをしっかりと行うこと
。
　また、各自、礼状やアンケート等の提出物を忘れず出すこと。振返時間は２時間。

■その他

　「保健体育科教員免許」取得希望の学生は必修科目である。
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2018 年度生 教職課程に関する科目

科 目 名 教職実践演習（中・高）

開講期・単位 4年 後期・自由 2単位・演習

担 当 者 塚本　智宏、横田　久貴

■講義の目的および概要

この授業は、教職課程・地歴公民科を学ぶ学生を対象にしています。

教員としての基礎的な資質能力の最終的な形成と振り返りと検証を行い、知識と実践
の統合を図るとともに、本学の教員養成の理念である、地域活動への参加など地域実
践教育を重視し、教師として必要な社会性、対人関係能力、及び使命感・責任感を養
う。

授業担当は①～⑦までは塚本先生、⑧～⑮および学外研修は横田先生が担当します。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
講義・演習とともに教育実習の振り返り討論、模擬授業の実践や、特色ある学校づく
りを行う教育機関への訪問を行う。

【課題に対するフィードバックの方法】
ディスカッション、アクティブラーニングなどの実習及び評価をはじめとして、授業
で行うものについては必ず評価の在り方を含めPDCAサイクルを意識して行う。

■授業計画

(1)使命感や責任感、教育的愛情等に関する事項
①グループディスカッション(1)教師としての資質・能力
誠実、公平かつ責任感を持って子どもに接し、子どもから学び、共に成長しようとす
る意識を持って、指導に当たることができるか。
②グループディスカッション(2) 教師の使命感・職責
教員の使命や職務についての基本的な理解に基づき、自発的・積極的に自己の職責を
果たそうとする姿勢を持っているか。
③グループディスカッション(3)　学校安全・生徒の健康管理
子どもの成長や安全、健康管理に常に配慮して、具体的な教育活動を組み立てること
ができているか。

(2)社会性や対人関係能力に関する事項
④アクティブ・ラーニング(1)　生涯学び続ける力
挨拶や服装、言葉遣いなど社会人としての基本が身についており、他の教職員の意見
やアドバイスに耳を傾け、理解や協力を得ながら、自らの職務を遂行できるか。
⑤アクティブ・ラーニング(2)　チーム学校
組織の一員として、独善的にならず、協調性や柔軟性を持って、校務の運営にあたる
ことができるか。
⑥グループディスカッション(3)　保護者・地域との連携
保護者や地域の関係者の意見・要望に耳を傾けるとともに、連携・協力しながら、課
題に対処することができるか。

(3)幼児児童生徒理解や学級経営等に関する事項
⑦アクティブ・ラーニング(4)　生徒理解
子どもの声を真摯に受け止め、子どもの健康状態や性格、生育歴等を理解し、公平か
つ受容的な態度で接することができるか。
⑧場面指導（1）生徒指導
社会の状況や時代の変化に伴い生じる新たな課題や子どもの変化を、進んでとらえよ
うとする姿勢を持っているか。
⑨場面指導（2）　学級経営
子どもの特性や心身の状況を把握した上で学級経営案を作成し、それに基づく学級づ
くりをしようとする姿勢を持っているか。

(4)教科・保育内容等の指導力に関する事項
⑩模擬授業（1）　教材研究と学習指導案
自ら主体的に教材研究を行うとともにそれを生かした学習指導案を作成することがで
きるか。
⑪模擬授業（2）　興味関心を引き付ける授業とは
板書や発問、的確な話し方など基本的な授業技術を身に付けるとともに、子どもの反
応を生かしながら、集中力を保った授業を行うことができるか。
⑫模擬授業(3) 基礎的・発展的授業
基礎的な知識や技能について反復して教えたり、板書や資料の提示を分かりやすくす
るなど、基礎学力の定着を図る指導法を工夫することができるか。
⑬現職教員との交流…北海道立教育研究所にて現職教員との研修講座受講
⑭教育の最新事例研究…北海道立教育研究所にて文部省調査官などの現職教員向け研
修講座を受講
⑮大学での学びの総括
教職課程で学んだことの総括及び教職履修カルテに基づく学習履歴の確認　= 口頭試
問による確認

定期試験　定期試験は実施しないが、教職履修カルテの巻末にある「教職課程での学
びの総括」に関するレポートの提出・評価をもってこれに替える。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連
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【到達目標】
①誠実、公平かつ責任感を持って子どもに接し、子どもから学び、共に成長しようと
する意識を持って、指導に当たることができるか。
②教員の使命や職務についての基本的な理解に基づき、自発的・積極的に自己の職責
を果たそうとする姿勢を持っているか。
③子どもの成長や安全、健康管理に常に配慮して、具体的な教育活動を組み立てるこ
とができる。
④挨拶や服装、言葉遣いなど社会人としての基本が身についており、他の教職員の意
見やアドバイスに耳を傾け、理解や協力を得ながら、自らの職務を遂行できる。
⑤組織の一員として、独善的にならず、協調性や柔軟性を持って、校務の運営にあた
ることができる。
⑥保護者や地域の関係者の意見・要望に耳を傾けるとともに、連携・協力しながら、
課題に対処することができるか。
⑦子どもの声を真摯に受け止め、子どもの健康状態や性格、生育歴等を理解し、公平
かつ受容的な態度で接することができる。
⑧社会の状況や時代の変化に伴い生じる新たな課題や子どもの変化を、進んでとらえ
ようとする姿勢を持っているか。
⑨子どもの特性や心身の状況を把握した上で学級経営案を作成し、それに基づく学級
づくりをしようとする姿勢を持っているか。
⑩自ら主体的に教材研究を行うとともにそれを生かした学習指導案を作成することが
できるか。
⑪板書や発問、的確な話し方など基本的な授業技術を身に付けるとともに、子どもの
反応を生かしながら、集中力を保った授業を行うことができるか。
⑫基礎的な知識や技能について反復して教えたり、板書や資料の提示を分かりやすく
するなど、基礎学力の定着を図る指導法を工夫することができる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
教職課程のため、スチューデントハンドブック、教職履修カルテを参照すること

■成績評価基準と方法

①グループディスカッションでの参加姿勢・態度、事後報告レポート
②アクティブラーニングでの参加姿勢・態度、事後報告レポート
③場面指導での参加姿勢・態度、事後報告レポート
④現職教員との交流場面での参加姿勢・態度、事後報告レポート
⑤総括　口頭試問
各20％　計100％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
学習指導要領解説＜中学社会・高等学校地歴科、公民科＞　

【参考文献】

■授業外学習

【具体的な内容】
各回の内容に沿ってレポートなどを提出

【必要な時間】
事前準備　３時間程度　　事後報告書　２時間程度

■その他

大学4年間の教職課程の集大成であるため、最後に「教職履修カルテ」をもとに口頭
試問を行い、カルテは提出していただきます。
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2021 年度生 図書館司書課程に関する科目

科 目 名 図書館概論

開講期・単位 1年 前期・自由 2単位・講義

担 当 者 武井　昭也

■講義の目的および概要

本講義では、図書館についての基礎的な内容を取り上げ、他の図書館司書科目の内容
への橋渡しと方向づけを示すことを目的とする。図書館が社会にどのような意味を持
ち、どのような役割を果たし、どのような機能を持ち、かつ歴史に果たした役割を理
解して、現状と課題および展望を示す。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
テキスト分担発表－映像資料での確認－ワークシートでの整理という展開で理解を深
める。

【課題に対するフィードバックの方法】
発表への補足と意見交換、ワークシート補足

■授業計画

①図書館とは何か
②現代社会と図書館
③グローバル化、情報化と図書館
④書物と図書館、読書と図書館
⑤図書館の理念
⑥図書館法規
⑦図書館図書館と行政、施策
⑧国立国会図書館と図書館ネットワーク
⑨地域社会と図書館
⑩公共図書館の精度と機能
⑪学校図書館の精度と機能
⑫大学図書館と学術ネットワーク
⑬図書館の歴史的展開
⑭図書館関係団体
⑮まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①図書館の定義が説明できる
②図書館の意義と役割について正確な知識を持つ
③様々な図書館の機能について、その類似点と相違点を説明できる
④図書館関係の法的関係について知識を持つ
⑤図書館とネットワークについて説明できる
⑥図書館職員の役割と資格について説明できる
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
図書館司書資格のための必修科目である。札幌国際大学が柔軟な思考力と実践力を貴
ぶ学風の下、深く専門の学芸を教授研究し、職業および社会生活に必要な教育を施し
、自由、自立、自省の精神による人間形成を重んじていることが教職課程の学修と人
間形成に合致する。

■成績評価基準と方法

①担当レジュメ　　　　　40％
②発表　　　　　　　　　30％
③定期試験　　　　　　　30％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
JAL図書館情報学テキストシリーズⅢ-１塩見昇監修「図書館概論」　
日本図書館協会
【参考文献】
授業でその都度紹介する

■授業外学習

【具体的な内容】
①分担レジュメ作成と発表準備
②近隣にある公共図書館及び大学図書館を見学すること
②札幌国際大学OPACを活用すること
【必要な時間】
30時間

■その他

図書館関係の情報を新聞・雑誌・インターネット・大学図書館第２閲覧室の図書館関
係雑誌から収集すること
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2021 年度生 図書館司書課程に関する科目

科 目 名 図書館制度・経営論

開講期・単位 1年 前期・自由 2単位・講義

担 当 者 河村　芳行

■講義の目的および概要

図書館に関する法律、図書館経営の考え方、職員や施設等の経営資源、サービス計画
、各種調査と評価、管理形態等について解説する。特に、住民の図書館利用行動分析
をもとに、図書館のサービス計画や図書館施設の設置・配置計画のあり方などについ
て扱う。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
講義用テキストを配布します。テキストは、キーワード部分が空欄になっていますの
で、講義を聞き、書き込みをしてテキストを完成させてください。従って、講義に参
加することが大前提となります。
【課題に対するフィードバックの方法】
試験の結果については、講評という形で学内共有フォルダを通じて資料配布します。

■授業計画

①図書館経営の視点：図書館経営の考え方について
②図書館を取り巻く状況：利用者の変化と質への対応について
③図書館と地方自治体：地方自治体の中での図書館の位置づけについて
④図書館に関する法令：図書館法と図書館サービス関連法規について
⑤図書館サービスの評価と計画（1）：プランニング・プロセスについて
⑥図書館サービスの評価と計画（2）：図書館経営・サービスの現状分析
⑦公共図書館の地域計画（1）：設置計画に関する理論（卵型モデル）
⑧公共図書館の地域計画（2）：設置計画に関する理論（広域型モデル）
⑨公共図書館の地域計画（3）：図書館利用者・非利用者の行動分析
⑩公共図書館の地域計画（4）：距離と規模による類型別利用行動分析
⑪公共図書館の地域計画（5）：世帯レベルの利用行動分析
⑫公共図書館の地域計画（6）：大規模館選択要因分析
⑬公共図書館の地域計画（7）：複数館のネットワークによる充足性、平等性、効率
性について
⑭公共図書館の地域計画（8）：行政サービス施設としての図書館設置のあり方につ
いて
⑮まとめと到達度チェック

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
図書館経営にかかわる組織、管理・運営、各種計画についての理解を深め、図書館間
のネットワーク構築やサービス計画などといった図書館経営・運営のための施策を自
らが考えることができるようになる。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「自立して生きていくための専門知識、技能を身に付けている学生に学位を授与する
」に基づき、社会における図書館を取り巻く環境の変化に対応し得る図書館経営の知
識の獲得を通じて、図書館司書あるいは図書館利用者として自立できる能力を身に付
ける。

■成績評価基準と方法

学期末試験として論述試験を行い、授業参加（小テスト）と学期末試験により評価を
行います。試験は2問中1問は論述問題を出題し、出題意図に正確に答えているか、問
題についての基本的知識を習得しているか、記述が説得的かつ論理的に展開されてい
るかを基準に評価します。
授業参加（小テスト）：20％、学期末試験：80%

■テキスト・参考文献

【テキスト】
講義用テキストを配布します。
【参考文献】
薬袋秀樹・糸賀雅児編『図書館制度・経営論（現代図書館情報学シリーズ第2巻）』
（樹村房）

■授業外学習
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【具体的な内容】
初回に講義用テキストを事前配布するので目を通して予習してくる、また講義中に解
説された内容を踏まえて、再度テキストを読み返し復習するようにしてください。配
布テキストを基に最低でも60分程度の予習復習を行うことが望ましいです。
【必要な時間】
60分程度

■その他

講義中に指名して発言を求めることがありますので予習した上で講義に参加してくだ
さい。
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2021 年度生 図書館司書課程に関する科目

科 目 名 図書館情報技術論

開講期・単位 1年 前期・自由 2単位・講義

担 当 者 河村　芳行

■講義の目的および概要

情報機器の発展はめざましい。特にコンピュータはマルチ機能の強化により受動的環
境から能動的・個性的・創造的な環境を展開する可能性をもたらしたと言える。現代
社会においては情報の生産・処理・流通・利用が密接に結びついており、そこで生活
する人間は情報を収集し、分析し、それを効果的に活用する能力が要求されている。
情報技術の発達が社会の発展と変化に対してどのような影響を与えているかについて
取り扱うと共に、今後の社会生活に必要な基礎的な情報技術を解説する。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
講義用テキストを配布します。テキストは、キーワード部分が空欄になっていますの
で、講義を聞き、書き込みをしてテキストを完成させてください。従って、講義に参
加することが大前提となります。
【課題に対するフィードバックの方法】
試験の結果については、講評という形で学内共有フォルダを通じて資料配布します。

■授業計画

①情報技術と社会（1）：情報の概念と情報メディアの歴史
②情報技術と社会（2）：情報メディアの技術史
③新しい情報技術と情報流通（1）：コンピュータのしくみ
④新しい情報技術と情報流通（2）：インターネットのしくみ
⑤新しい情報技術と情報流通（3）：小テスト及び解説、OSの進歩とサポート問題
⑥情報検索に関する基礎知識（1）：一次情報と二次情報
⑦情報検索に関する基礎知識（2）：検索式の作成と論理演算
⑧情報管理システムのしくみ（1）：データベースについて
⑨情報管理システムのしくみ（2）：検索エンジンについて
⑩図書館における情報技術活用の現状（1）：分類目録システムのしくみからWebOPAC
、CiNiiまで
⑪図書館における情報技術活用の現状（2）：図書館業務システムと館内ネットワー
ク
⑫電子資料の管理技術（1）：書物の解体と電子図書館
⑬電子資料の管理技術（2）：デジタル情報社会に潜むデータ保存の危機について
⑭電子資料の管理技術（3）：デジタルアーカイブ
⑮まとめと到達度チェック

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
コンピュータ、インターネット、データベース、検索エンジン、電子資料、コンピュ
ータシステム等の基礎を理解し、情報探索およびマルチメディアの活用・応用能力を
身につける。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「自立して生きていくための専門知識、技能を身に付けている学生に学位を授与する
」に基づき、情報社会において急速に進歩し続ける情報通信技術や情報機器について
の基礎知識の獲得を通じて、そこで生活する人間として情報を収集し、分析し、それ
を効果的に活用し、社会人として自立できる能力を身に付ける。

■成績評価基準と方法

学期末試験として論述試験を行い、授業参加（小テスト）と学期末試験により評価を
行います。
授業参加（小テスト）：20％、学期末試験：80%

■テキスト・参考文献

【テキスト】
講義用テキストを配布します。
【参考文献】
必要に応じて講義中に随時紹介します。

■授業外学習
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【具体的な内容】
高度情報化社会における情報機器は日々急速な進歩を遂げているので、新聞・雑誌・
パンフレット・広告・インターネット等で最新の情報を収集し、スクラップしておく
と良いと思います。なお、初回に講義用テキストを事前配布しますので、配布テキス
トを基に最低でも60分程度の予習復習を行うことが望ましいです。
【必要な時間】
60分程度

■その他

講義中に指名して発言を求めることがありますので予習した上で講義に参加してくだ
さい。
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2021 年度生 図書館司書課程に関する科目

科 目 名 図書館サービス概論

開講期・単位 1年 前期・自由 2単位・講義

担 当 者 新谷　良文

■講義の目的および概要

図書館は、ただ本を並べて貸すだけのための施設ではありません。本講義は、人間や
社会にとっての図書館サービスの意義を探り、それを担う図書館員の使命や実務を理
解することを目的とします。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
原則、講義形式で行いますが、講義終了前に講義内容を踏まえた小テストを数回行い
ます。15回目は講義全体のまとめを行います。
本講義は、公共図書館において長く実務経験を有する現職の図書館長が教員です。現
代の図書館現場が行うサービスの全体像を把握できるよう講義を進めます。

【課題に対するフィードバックの方法】
小テストについては、次回の講義で解説を行います。

■授業計画

①オリエンテーション
②図書館の基本理念　　　民主主義社会を支える図書館（買う・借りる）
③　　　　〃　　　　　　民主主義社会を支える図書館（無料）
④　　　　〃　　　　　　民主主義社会を支える図書館（12か条）
⑤　　　　〃　　　　　　民主主義社会を支える図書館（Lプラン21）
⑥地域社会と図書館　　　図書館は地域の情報拠点（図書館の種類・資料の種類）
⑦　　　　〃　　　　　　生涯学習施設としての図書館
⑧　　　　〃　　　　　　地域に根ざす（市民参加・ボランティア）
⑨　　　　〃　　　　　　地域に根ざす（滞在型・危機管理）
⑩図書館のはたらき　　　学校連携
⑪　　　　〃　　　　　　学校連携・国際化
⑫　　　　〃　　　　　　豊かな老後・障害者サービス
⑬　　　　〃　　　　　　地域の百科事典・タイムカプセル
⑭　　　　〃　　　　　　地域のサロン・アドバイザー
⑮まとめと振り返り

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
一般的な図書館理解から抜け出し、実務者の視点から図書館を見ることができるよう
になること。
図書館の存在理念に基づき、実際に行われている多様なサービスの意義を理解できる
ようになること。

■成績評価基準と方法

小テスト：30％
レポート：70％

■テキスト・参考文献

テキスト】
適宜配布するプリント

【参考文献】
『図書館による町村ルネサンス・Lプラン21 : 21世紀の町村図書館振興をめざす政策
提言』日本図書館協会町村図書館活動推進委員会著 日本図書館協会 2001年　価格
1200円＋税
『これからの図書館像-地域を支える情報拠点をめざして-(報告)』
http://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/286184/www.mext.go.jp/b_menu/houdou/1
8/04/06032701.htm

■授業外学習

【具体的な内容】
プリントは事前配布します。一読し、わからない言葉や図書館用語などを調べてから
出席してください。（2時間）
復習は、講義中に例示した事例について自らで閲覧・調査し、検証してください。（
2時間）

■その他
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2021 年度生 図書館司書課程に関する科目

科 目 名 情報サービス演習Ⅰ

開講期・単位 1年 後期・自由 1単位・演習

担 当 者 新谷　良文

■講義の目的および概要

情報サービスの担い手は、「調べ上手」であることと併せて「知らせ上手」である必
要があります。現代における情報サービスの高度化は、情報を有効に活用できるよう
にするための利用者支援にも高い技術を要求しています。本講義では、デジタル情報
を活用した情報サービスについて理解を深め、必要な技能の習得をめざします。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
第１回目から第６回目までは、レファレンスの心得等の基礎的な手法を学習します。
第７回目から第11回目までは、主題別に各種オープンデータベースを活用した演習課
題に取り組み、12回目以降は、スマホ版の図書館パスファインダーの作成に取り組ん
でもらいます。定期試験は行わず、ICTを活用した演習の成果物で評価を行います。
本講義は、公共図書館において現職の図書館長として実務経験のある教員が、現代の
図書館現場で行なわれている情報サービスについて実践的な指導を行います。

【課題に対するフィードバックの方法】
演習課題については、すべて画面を使用して実演し、解説を行います。パスファイン
ダー作成については、適宜個別指導を行うほか、最終講義にまとめを行います。

■授業計画

①ガイダンス・「言葉」を調べる
②情報サービスの心得(1)　　 レファレンス事例から学ぶ
③　　　　〃　　　　(2)　　　　　　　　〃
④ファイル提出演習　　　　　パワーポイント演習
⑤ＰＯＰ演習　　　　　　　　ＰＯＰ作成
⑥「画像」を調べる　　　　　画像・医療情報など
⑦　　　　〃　　　　　　　　記号・古典籍
⑧「数字」を調べる　　　　　統計情報・経済情報など
⑨「本」を調べる 　　　　 　出版流通図書・ストック本
⑩「人物・生活」を調べる　　人物・リコール情報など
⑪　　　　〃　　　　　　　　知的財産権など
⑫パスファインダー作成演習　ガイダンス／作成
⑬　　　　〃　　　　　　　　作成
⑭　　　　〃　　　　　　　　作成
⑮　　　　〃　　　　　　　　提出／まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
★調べ上手になる
[主題や媒体に合わせたデジタル情報やデジタルコンテンツを活用できる]
★報せ上手になる
[情報サービスにおける情報提供の決まりや技術を体得できる]

■成績評価基準と方法

演習提出物：50％
自作パスファインダー：50％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
適宜配布するプリント

【参考文献】
『学校図書館で役立つレファレンス・テクニック : 調べる面白さ・楽しさを伝える
ために』齊藤誠一著 少年写真新聞社 2018.7 価格1600円
『パスファインダーを作ろう-情報を探す道しるべ-(学校図書館入門シリーズ12)』石
狩管内高等学校図書館司書業務担当者研究会 全国学校図書館協議会 価格800円＋税

■授業外学習

【具体的な内容】
演習は、各種データベースや開放端末などでの情報探索行動が自力で可能なことを前
提としています。事前に検索練習を行った上で講義に臨んでください。（2時間）
講義中に演習する活用事例は、各データベースが持つ機能の全部ではありません。各
データベースの多様な機能を試してみるなどして、サーチャーの技術を進化させてく
ださい。（2時間）

■その他

課題の配布や演習成果物の提出は、すべてメール添付とします。office365のoutlook
、onedriveをすぐに使えるよう準備をしておいてください。
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2021 年度生 図書館司書課程に関する科目

科 目 名 図書館情報資源概論

開講期・単位 1年 後期・自由 2単位・講義

担 当 者 笹山　愉香

■講義の目的および概要

日々変化する現代において、図書館の使命でもある利用者がもっている「知る権利」
を図書館情報資源を使ってサービスできるようにしていきます。
図書館情報資源の特製を理解し、使い方や利用の仕方を理解して的確に使い、司書と
してのスキルを上げていけることを目的とします。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
基本的にはプリントやＰＣを使った講義形式で行います。ただ講義の内容によって、
図書館での見学、図書館の資料を使った演習やグループワークと取り入れて、能動的
な学修をめざします。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題については授業内で十分解説するとともに、学内共有ファルダを通じて資料を配
布します。

■授業計画

①図書館情報資源と司書
②記録情報メディアの発展史
③印刷資料の類型と特製
④非印刷資料の類型と特製
⑤電子資料、ネットワーク情報資源
⑥出版流通システム
⑦図書館の「知的自由」
⑧蔵書論
⑨収集と選択
⑩蔵書管理
⑪受入
⑫書庫管理
⑬専門資料や灰色文献
⑭図書館情報資源と図書館サービス
⑮まとめ、今後の課題

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
図書館情報資源とは何か、自分の言葉で説明することができ、なおかつその特製を生
かした選択ができること。また司書としての仕事を理解し、その知識で行動や選択が
できるようになること。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】

■成績評価基準と方法

レポート：５０％
課題：２０％
出席を含め、授業への積極的な参加態度：３０％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
適宜プリントを配布

【参考文献】
「さっぽろの図書館」
「図書館情報資源概論　現代図書館情報学シリーズ８」岸田　和明/編著
「図書館の基礎と展望８　図書館情報資概論」二村　健/シリーズ監修
「図書館情報資源概論　ＪＬＡ図書館情学テキストシリーズ８」馬場　俊明/編著

■授業外学習
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【具体的な内容】
できたら近くの図書館への見学
毎回授業の冒頭に前回の復習をします。毎回メモをとり復習をするようにしてくださ
い。また、インターネットを使える環境なら、多くの図書館・図書施設のｈｐを閲覧
しておいてください。

【必要な時間】
適時時間をあてます。

■その他

授業に対する参加意欲、積極的な態度、発言も司書に必要なことだと認識しています
。
それを理解したうえで授業に参加してください。

2021(令和3)年4月1日

1525



2021 年度生 図書館司書課程に関する科目

科 目 名 情報資源組織論

開講期・単位 1年 後期・自由 2単位・講義

担 当 者 新谷　良文

■講義の目的および概要

情報資源組織が持つミッションは、下記の２つ。
　①タイムカプセルとしての図書館機能を維持する「保管」へのミッション
　②利用者支援をより有効にするなどの「活用」へのミッション
分類や目録を学ぶだけでは、図書館において実際の資料組織はできません。本講義は
、公共図書館において長く実務経験を有し、数館の新図書館開設にも携わった現職の
図書館長が、実務的な情報資源組織の理論や手法を指導します。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
第１回目から第５回目までは、情報資源組織の「質」について、第６回目から第11回
目は「量」に関する講義を進め、数回の小テストを行います。第12回目以降は、講義
を踏まえた上で、図書館の平面図作成や資料収集計画の作成などの演習に取り組んで
もらいます。

【課題に対するフィードバックの方法】
小テストについては、次回の講義で解説を行います。平面レイアウト作成の課題につ
いては、作成中に適宜指導を行うほか、講義最終日のまとめの中で解説を行います。

■授業計画

①オリエンテーション
②日本十進分類法の概要理解
③日本目録規則の概要理解
④目録作成演習
⑤ＭＡＲＣ（機械可読目録）の理解
⑥情報資源組織の「質」と「量」の関係
⑦図書館という空間の把握
⑧空間把握演習
⑨資源組織に必要な「物」の理解
⑩配架・冊数積算演習
⑪資料収集計画作成演習
⑫図書館をイチから作る(1)コンセプト・規模等の検討
⑬　　　　〃　　　　　(2)収書・配架検討、コレクション企画検討
⑭　　　　〃　　　　　(3)ゾーニングの検討、レイアウト作成
⑮　　　　〃　　　　　(4)レイアウト作成・提出・まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
図書館は、様々な媒体の情報資源を組織化し、提供する機関であり、それらの情報資
源は、時間的・空間的要因を考慮しつつ、保存と活用を表裏一体のものとして組織化
されるものであることが理解できるようになること。

■成績評価基準と方法

小テスト　　30%
演習成果物　70％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
適宜配布するプリント

【参考文献】
『図書館の設置及び運営上の望ましい基準』
https://www.mext.go.jp/a_menu/01_l/08052911/1282451.htm

■授業外学習

【具体的な内容】
プリントは事前配布します。一読し、わからない言葉や図書館用語などを調べてから
出席してください。（2時間）
復習は、講義中に例示した事例について自らで閲覧・調査し、検証してください。（
2時間）

■その他

第６回目から定規と鉛筆を持参してください。
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2020 年度生 図書館司書課程に関する科目

科 目 名 児童サービス論

開講期・単位 2年 後期・自由 2単位・講義

担 当 者 小丹枝　江里子

■講義の目的および概要

本講義では児童サービスの意義を理解し、子どもの発達段階にそった資料の選定、子
どもと本を結びつける具体的な方法と技術を身に着けることを目的とします。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】

講義形式で行います。学校図書館司書としての実務経験を生かし、絵本の読みきかせ
、ブックトークなど実務を重視した講義をします。

【課題に対するフィードバックの方法】
授業内で解説します。

■授業計画

①ガイダンス
②児童サービスの意義・歴史・現状
③子どもの生活と読書
④子どもと本をつなぐ方法・技術
⑤児童サービスの諸活動
⑥児童資料の種類と特色①
⑦児童資料の種類と特色②
⑧児童コレクションの形成と管理　
⑨児童サービスの運営
⑩乳幼児サービス
⑪YAサービス
⑫特別支援サービス
⑬学校との連携
⑭読書活動推進と公共図書館・キャリアアップ
⑮まとめ・試験

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
児童図書館員の専門性を説明できる
子どもの発達に合わせた資料の種類と特性を説明できる
子どもと本を結びつける技術と方法を理解する

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「自立して生きていくための専門知識、技能を身に付けている学生に学位を授与する
」に基づき、子どもの置かれている社会的状況を踏まえ、専門職である司書の知識、
技術を持って子どもと本を結びつける能力を身に付ける。

■成績評価基準と方法

レポート30％、課題３0％、試験40％で評価します。

■テキスト・参考文献

【テキスト】
児童サービス論　JLA図書館情報学テキストシリーズⅢ ６　新訂版　堀川昭代　編著　
【参考文献】
『児童図書館サービス論』赤星隆子・荒井督子　編著　思想社　
『児童文学論』リリアン・H．スミス　岩波書店
『えほんのせかいこどのせかい』松岡享子　著　日本エディタースクール出版部
『よみきかせわくわくハンドブック』代田知子　著　一声社
『よみきかせのきほん』東京子ども図書館
『ブックトークのきほん』　東京子ども図書館

■授業外学習

【具体的な内容】
授業で紹介する本をできるだけ読むようにしてください。

【必要な時間】
予習復習の時間はそれぞれ２時間を目安とします。

■その他
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2020 年度生 図書館司書課程に関する科目

科 目 名 情報サービス論

開講期・単位 2年 前期・自由 2単位・講義

担 当 者 新田　裕子

■講義の目的および概要

高度情報化社会における図書館情報サービスの在り方という視点から今日の図書館を
考える。利用者の情報要求は多様化し、図書館の情報サービスの役割は深化している
。このような状況のなかで適切なタイムリーな情報サービスが図書館員に求められて
いる。情報サービスとレファレンスサービスの関係など情報サービスの概念と原理に
ついて学ぶ

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
講義を中心に授業を行うが、実際に札幌国際大学図書館蔵書検索、国立国会図書館
NDLーONLINEなどを体験する。

【課題に対するフィードバックの方法】

毎回に課題提出で確認し、授業内で説明する。

■授業計画

①ガイダンス（授業のねらい，学習目標，各回の授業内容，予習・復習について，評
価などの説明）、図書館の情報サービスとは
②図書館における情報サービス①　レファレンスサービスとレフェラルサービス
③図書館における情報サービス②　カレントアウェアネスサービス他
④図書館における情報サービス③利用案内、読書相談、その他
⑤レファレンスサービスの理論と実際①　レファレンスプロセス
⑥レファレンスサービスの理論と実際②　レファレンスサービスの評価
⑦レファレンスサービスの理論と実際③　レファレンスサービスの体制づくり
⑧情報源の種類
⑨各種情報源の特質と利用法①　印刷資料ー事実調査資料
⑩各種情報源の特質と利用法②　印刷資料ー文献調査資料
⑪各種情報源の特質と利用法③　インターネット情報源
⑫各種情報源の組織化
⑬発信型情報サービスと図書館利用教育
⑭情報サービスにかかわる知的財産権の基礎知識
⑮情報サービスの現状と遠望、まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
図書館における「情報サービス」とは何かについて、わかりやすく具体的（情報源で
あるレファレンスブックやデータベースなど）に説明することができるようにする。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
　図書館司書として「自立して生きていくための専門知識、技能を身に付ける」ため
の学修

■成績評価基準と方法

毎回の提出物（振り返りシート）20％、課題提出20％、期末試験60％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
　適宜プリントを配布する。

【参考文献】
　『
『情報サービス論』（JLA図書館情報学テキストシリーズ3-5）　小田光宏編著　日本
図書館協会　その他、必要に応じて授業内で紹介する。

■授業外学習

【具体的な内容】
授業で取り上げるさまざまな情報サービスに関連するキーワードについて、関連資料
による調査等を通して理解を補うようにする

【必要な時間】
予習・復習の時間はそれぞれ１時間を目安とします。

■その他
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2020 年度生 図書館司書課程に関する科目

科 目 名 情報サービス演習Ⅱ

開講期・単位 2年 後期・自由 1単位・演習

担 当 者 今　尚之

■講義の目的および概要

　図書館における「情報サービス」の中でも各種の「データベース」を活用した情報
検索とその関連領域に関する基礎的な理論（知識）と技術を学習します。情報検索を
局所的に捉えるのではなく，知識社会における調査，研究活動を支える理論と技能と
して学びます。
　そのため，PCを使用した演習を通じて，データベースの理論と検索に必要な技能を
修得し，図書館利用者の情報要求，知識社会の構築に応えるために必要な情報検索の
基礎的な力量を獲得します。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
　講義と演習を行います。講義ではデータベースや情報検索の理論をお話しします。
学習した理論を毎回の演習と総合演習問題で確認し，深めます。

【課題に対するフィードバックの方法】
　大学が提供する学習支援システムから，演習課題の解答例を説明します。事後学習
として自己採点を行い，ふりかえりをしてください。
　そのほか，問い合わせ，質問などの回答では，必要なものについてシステムを使っ
て共有します。

■授業計画

①授業のあらまし，図書館サービスと情報検索
　受講の注意事項説明と確認，図書館サービスと情報検索，データ・情報・知識
②データベース（１）情報検索
　情報検索の定義，データベースの要件／演習問題
③データベース（２）規則性
　ファイル，可変長形式，デリミタ・タグ・インデックス／演習問題
④データベース（３）格納場所
　記憶装置，編成方法，アクセス方法，データ＝モデル／演習問題
⑤コンピュータ目録（１）レコード構成
　レコード構成，読み方，分かち書き，転置ファイル／演習問題
⑥コンピュータ目録（２）検索戦略
　マッチング，例外規定，トランケーション，論理演算／演習問題
⑦コンピュータ目録（３）主題検索
　件名標目票，適合率と再現率，主な検索サイト／演習問題
⑧総合演習問題（図書と雑誌本体の検索）
⑨学術論文（１）前付・本文
　表題，抄録，序論・本論・結論「逆三角形型」／演習問題
⑩学術論文（２）後付
　引用・参照・参考，文献リスト（書式・対応方式）／演習問題
⑪学術論文（３）論文検索
　雑誌記事索引，引用文献索引，インパクト＝ファクター／演習問題
⑫学術論文（４）全文検索
　単語インデックス方式，文字インデックス方式，索引技法／演習問題
⑬学術論文（５）電子ジャーナル
　シリアルズ＝クライシス，オープンアクセス運動／演習問題
⑭総合演習問題（雑誌論文と文献の検索）
⑮リレーショナル＝データベース
　数学における「関係」正規化，演算操作，SQL／演習問題

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
・情報検索の仕組みとデータベースの基本的な原理を説明できるようになります。
知識社会における調査，研究活動を支える情報検索の役割や理論，基本を説明できる
ようになります。
・具体的にデータベースを選択し，情報（文献）を検索することができるようになり
ます。
・情報（文献）を必要とする利用者の要求に応えることができる基礎的な検索ができ
るようになります。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
・図書館司書任用資格に必要な科目です。専門職である図書館司書としての力量と自
覚を持って活躍できるようになってください。

■成績評価基準と方法
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・演習を含む授業です。全てに出席をしてください。諸事情で欠席する時には連絡を
して，自習課題に取り組んでください。欠席時の自習課題の提出がない場合には，成
績評価の対象になりません。
・演習問題とそのふりかえり（40%），総合演習問題（２回出題（30%+30%=60%））に
よる総合評価（合計100％）です。

■テキスト・参考文献

【テキスト（必ず購入して持参してください】
○　宮沢厚雄著：「検索法キーノート」，樹村房，2018年

【参考文献】
○　一般社団法人 情報科学技術協会　監修，原田智子編著：「プロの検索テクニッ
ク
検索技術者検定２級 公式推奨参考書」，一般社団法人 情報科学技術協会，2018年
○　伊藤民雄著：「インターネットで文献探索　2019年版（JLA図書館実践シリーズ7
）」，日本図書館協会，2019年
○　石井保廣著：「情報検索と情報発信の実際 : フリーサイトでスキルアップ」，
佐伯印刷，2018
○　 一般社団法人 情報科学技術協会発行：「情報の科学と技術」各号（
https://www.jstage.jst.go.jp/browse/jkg/-char/ja/）
○　大橋崇行著：「ライブラリーぶっくす　司書のお仕事　お探しの本は何ですか？
」，勉誠出版，2018
○　日本図書館協会：「図書館雑誌」各号
○　図書館問題研究会：「みんなの図書館」各号

■授業外学習

【事前学習】
テキスト「検索法キーノート」の該当部分を読み，授業で詳しく聞きたいと思ったと
ころなどのメモノートを作成します。（90分程度）

【事後学習】
演習問題を自己採点し，曖昧なところやわからないところを補います。システムにア
クセスをしてふりかえり（感想や質問など）を投稿します。（90分程度）

■その他

・課題提出や諸連絡は，大学の学習支援システムを使用します。
・「図書館情報技術論」「図書館情報資源概論」「情報資源組織論」を先に履修して
おくと理解しやすいでしょう。
・情報科学技術協会「検索技術者検定」を受験できる基礎的な学習にもなります。「
検索技術者検定」にもチャレンジしてください。
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2020 年度生 図書館司書課程に関する科目

科 目 名 情報資源組織演習Ⅰ

開講期・単位 2年 前期・自由 1単位・演習

担 当 者 新田　裕子

■講義の目的および概要

当科目は利用者が図書館の情報資源に確実にアクセスできるような資料組織化の理論
と技術を学び、日本十進分類法（ＮＤＣ）を用いた主題分析と分類作業の演習を行う
。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】

配布資料による説明と日本十進分類法（ＮＤＣ）を用いて分類演習を行い、資料組織
化の実際を理解できるように進める。

【課題に対するフィードバックの方法】
毎回の課題提出物で確認し、次回の授業時に解説する。必要に応じて、適宜、個別に
対応しる。

■授業計画

①授業のガイダンス、分類の必要性
②資料の主題決定
③ＮＤＣの概要の説明、分類表の構成、細目表の見かた
④分類規定の適用
⑤分類作業の実際①　形式区分
⑥分類作業の実際②　地理区分、海洋区分
⑦分類作業の実際③　言語区分、言語共通区分
⑧分類作業の実際④　文学共通区分、地域的論述の細区分ほか
⑨各類別の分類記号付与①ー0類（総記）、1類（哲学）、2類（歴史）
⑩各類別の分類記号付与②ー3類（社会科学）、4類（自然科学）
⑫各類別の分類記号付与③ー5類（技術・工学）、6類（産業）、7類（芸術）
⑬各類別の分類記号付与④ー8類（語学）、9類（文学）
⑭分類記号付与ー図書記号・別置記号
⑮まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】

利用者が図書館で情報・資源に確実にアクセスできるような資料の組織的技術を学び
、実践的な能力を身につける。
図書の主題を把握し、日本十進分類法（ＮＤＣ）により分類記号を付与することがで
きる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
図書館司書としての「専門知識・技能を身につける」ための学修

■成績評価基準と方法

授業への取組・提出物30％、試験70％により総合的に評価する。

■テキスト・参考文献

【テキスト】

　適宜、プリントを配布する。

【参考文献】
『情報資源組織演習 新訂版』(JLA図書館情報学シリーズ3-10）和中幹雄著
日本図書館協会　
『分類法キーノート』第3版補訂　宮沢厚雄　樹村房

■授業外学習
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【具体的な内容】

一年目科目のうち「情報資源組織論」を履修していることが望ましい。

【必要な時間】

予習・復習の時間はそれぞれ１時間を目安とします。

■その他
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2020 年度生 図書館司書課程に関する科目

科 目 名 情報資源組織演習Ⅱ

開講期・単位 2年 後期・自由 1単位・演習

担 当 者 武井　昭也

■講義の目的および概要

「情報資源組織演習Ⅰ」に続く科目である。『基本件名標目表(BSH)』『日本目録規
則(NCR)』を活用する能力とさまざまな目録情報や書誌情報に関しての理解を深める
ことを目的とする。
演習課題に取り組み発表・提出を繰り返す。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
情報資源の目録を作成する。説明－作業－課題提出・発表したものを解説・補足する
。
『基本件名標目表(BSH)』『日本目録規則(NCR)』、WebOPACの情報、インターネット
情報を参考にして演習を進める。

【課題に対するフィードバックの方法】
提出課題の発表と補足、プレゼンテーションとディスカッションを繰り返す。

■授業計画

①演習教材と目録法総則
②単行資料の記述－タイトル・責任表示・版・形態・注記・標準番号など
③各種資料の記述－録音資料・映像資料・地図資料・マイクロ資料・電子資料など
④継続資料の記述－各書誌的事項
⑤標目および配列
⑥例題と総合演習
⑦主題分析
⑧基本件名標目表による件名作業
⑨日本十進分類法による分類作業
⑩分類記号付与の実際－分類規定
⑪インターネットで使える目録情報源とMARC
⑫いろんな書誌情報源と目録作成
⑬コピーカタロギングって何だろう
⑭書誌コントロールと書誌ユーティリティ
⑮コンピュータ目録演習関連リソース

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①『基本件名標目表(BSH)』『日本目録規則(NCR)』、WebOPACの情報、インターネッ
ト情報の概要を理解し、使えるようになること
②目録作業についての基本的技術を習得すること

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
大学の学位授与方針は、柔軟な思考力と実践力を貴び、職業および社会生活に必要な
教育により地域社会の創造と国際社会の発展に寄与する社会人育成を目的としている
。また、短期大学部では実際的な専門教育と職業教育を施すとともに、教養に関する
広い知識を授け、人格を磨き生活および社会に貢献して文化の向上に寄与する良き社
会人の育成を目的としている。図書館司書課程はこの大学・短期大学部の学位授与方
針に合致する科目群である。

■成績評価基準と方法

毎回の提出物　70％
最終課題　　　30％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
なし。プリント配布

【参考文献】
その都度紹介する

■授業外学習
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【具体的な内容】
関連する文献や各図書館のWebOPACを使い、予習すること。また復習しさらに調べて
確認すること。課題をこなすこと。

【必要な時間】
30時間

■その他
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2020 年度生 図書館司書課程に関する科目

科 目 名 図書館基礎特論

開講期・単位 2年 前期・自由 1単位・講義

担 当 者 小丹枝　江里子

■講義の目的および概要

児童サービスにおいて子どもの本を知ることは大切なことのひとつです。比べ読みを
することで資料の評価、選定の技術の修得をめざします。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
主に講義形式で行いますが、グループディスカッションで比較検討し発表するなど能
動的な学習を目指します。

【課題に対するフィードバックの方法】
本講義は学校司書の実務経験のある教員が選書の知識を活かして、資料の評価・選定
方法の講義を実施します。課題・試験レポートについては授業内で解説します。

■授業計画

①ガイダンス
②絵本の構造
③昔話の構造
④詩・わらべうた
⑤幼年文学　①
⑥ノンフイクション
⑦幼年文学　②
⑧まとめ　期末試験レポート提出

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
子どもの本を知る
資料の評価の方法を知り、自ら判断できる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
自立して生きていくための専門知識、技能を身に付けている学生に学位を授与する」
に基づき、児童サービスの重要な資料を知る、資料を評価する能力を身に付ける。

■成績評価基準と方法

期末試験レポート（60％）
課題レポート①（20％）
課題レポート②（20％）

■テキスト・参考文献

【テキスト】
『幼い子の文学』瀬田貞二著　中公新書　1980年

【参考文献】

■授業外学習

【具体的な内容】
ロングセラーといわれる本をできるだけ読むこと。
また講義で紹介した本をできるだけ読むこと。

【必要な時間】
予習復習の時間はそれぞれ２時間を目安とします。

■その他
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2020 年度生 図書館司書課程に関する科目

科 目 名 図書館情報資源特論

開講期・単位 2年 後期・自由 1単位・講義

担 当 者 武井　昭也

■講義の目的および概要

情報資源とりわけ書籍の生産から書籍が図書館に届くまでを学ぶなかで、①書籍の生
産にかかわる知識や技術を習得し、②書籍流通の実態について理解する科目である。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
資料と映像により講義し、ワークシートによる確認を繰り返す。

【課題に対するフィードバックの方法】
ワークシートの補足返却
図書館課題の支援
企画書についてのディスカッションと補足

■授業計画

①ガイダンス、本の書き手と題材
②書籍の構造、書籍が図書館に届くまで、委託販売、再販制
③印刷と製本、出版事情
④日本の出版社、JANコード
⑤取次、図書館流通センター
⑥書店の事情
⑦「ふきのとう文庫」見学
⑧まとめ、子ども向けの地域資料企画案作成

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①書籍の生産と流通について理解する
②子ども向けの地域資料に関しての理解を深める

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
大学の学位授与方針は、柔軟な思考力と実践力を貴び、職業および社会生活に必要な
教育により地域社会の創造と国際社会の発展に寄与する社会人の育成を目的としてい
る。また、短期大学部では実際的な専門教育と職業教育を施すとともに、教養に関す
る広い知識を授け、人格を磨き生活および社会に貢献して文化の向上に寄与する良き
社会人の育成を目的としている。図書館司書課程はこの大学・短期大学部の学位授与
方針に合致する科目群である。

■成績評価基準と方法

授業内容のまとめレポート　　50％
図書館課題についての企画書　50％

■テキスト・参考文献

【テキスト】資料配布

【参考文献】随時紹介する

■授業外学習

【具体的な内容】
①公立図書館を見学しておくこと
②授業内容を復習すること
③図書館の課題・出版流通・ふきのとう文庫について情報を入手すること

【必要な時間】
15時間

■その他
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2020 年度生 図書館司書課程に関する科目

科 目 名 図書・図書館史

開講期・単位 2年 後期・自由 1単位・講義

担 当 者 武井　昭也

■講義の目的および概要

文字，情報，紙，本と読書，図書館とアーカイヴの東西の歴史など，情報と人との関
わり，情報の形態と機能，図書館やアーカイヴについて文明史的な観点から概観する
。
　また，情報通信技術が著しく発展した現在社会と今後の情報社会における「情報」
と「図書館」及び「司書」の役割，機能等について考える。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
講義形式の授業を主に、プリントを使い、実物投影機やDVD映像を通して説明を加え
ます。また対話を通した深い学びのため、課題を設定しグループワークを行います。
毎回、ミニレポートを書いてもらいます。

【課題に対するフィードバックの方法】
ミニレポートには質問欄を設け、次期講義において回答します。

■授業計画

【第１回】イントロダクション（何を学ぶのか、授業の進め方、成績評価方法など）
、記憶から記録へ
【第２回】文字・情報媒体の歴史と図書館の始まり
【第３回】図書館の社会的役割と本の存在（グループディスカッション）
【第４回】古代
（1）古代エジプト、ギリシャ、ローマ
（2）アレクサンドリア図書館
（3）中国　四書五経の世界
【第５回】中世
（1）キリスト教とイスラム世界、図書の形成と大学の発生
（2）紙の時代の出現
（3）日本　紙の伝来と図書の普及から寺院・朝廷・武家文化の時代へ
【第６回】近世
（1）ルネッサンス、印刷術の発明から大衆読書の時代
（2）日本　江戸時代　出版文化の繚乱
【第７回】近代思想と公共図書館　現代
（1）国際図書館協力の時代
（2）技術革新と図書館　
現代から未来へ　情報デジタル化時代の図書館
最終試験　試験問題の解説とまとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
①図書と図書館の発展史を辿ることで，現代社会における情報と人との関わりを認識
する視座を確立する。
②情報のデジタル化を背景として検討されている，MLA（博物館，図書館，文書館）
連携に向けた世界と日本の動きを理解する。

■成績評価基準と方法

ショートコメント　　（20％）
小レポートまたは課題（30％）
最終試験　　　　　　（50％）

■テキスト・参考文献

【テキスト】
使用せず、プリントを配付します。
【参考文献】
樺山紘一著『図説本の歴史』河出書房新社，2011（ふくろうの本）
寺田光孝編『図書及び図書館史』樹村房，2010（新・図書館学シリーズ12）
ジャン・ジョルジュ著『文字の歴史』創元社，1990（知の再発見双書 01）
ブルノ・ブラセル著『本の歴史』創元社，1998（知の再発見双書 80）
港千尋著『書物の変－グーテンベルグの時代』せりか書房，2010
スチュアート・A・P・マレー著『図説図書館の歴史』原書房，2011

■授業外学習
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①指定する文献やウェブサイトは授業前に必ず読むこと。
②インターネットの活用ができること、WORD・EXCELで文書等の作成ができること。
③適宜グループディスカッションを行うので積極的に参加すること。
④授業に関する連絡手段としてteamsを作成する。招待連絡に速やかに対応すること
。

■その他
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2021 年度生 社会教育主事に関する科目

科 目 名 社会教育論

開講期・単位 1年 前期・自由 2単位・講義

担 当 者 佐久間　章

■講義の目的および概要

本講義は、生涯学習社会構築において中心的役割を果たす社会教育主事に求められる
基本的事項について学修します。特に、これまでの学歴（学校歴）の重視よりも、学
習歴が適切に評価される生涯学習社会について、基本的な理解を図るとともに、生涯
学習社会構築の必要性と行政の役割について、具体的な事例を踏まえ、学修していき
ます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
講義形式での授業展開を基本としますが、必要に応じて資料及びワークシート等を配
付し、グループワークやディスカッションなどの能動的な学修を行います。
生涯学習・社会教育行政での経験のある教員が、具体的事例を示しながら講義を実施
します。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題については、授業内で解説するとともに、必要に応じて資料を配布します。

■授業計画

①ガイダンス
②学習と教育、学習活動と偶発的学習
③生涯学習の理念と生涯学習社会
④「生涯学習」と「社会教育」
⑤日本の生涯学習の特徴、生涯学習振興の３つのモデル
⑥生涯学習社会の構築①（学歴社会の弊害の是正）
⑦生涯学習社会の構築②（社会の成熟化に伴う学習需要の増大）
⑧生涯学習社会の構築③（社会・経済の変化に対応するための学習の必要）
⑨生涯学習の構築と行政の役割①（普及啓発・学習活動の振興）
⑩生涯学習の構築と行政の役割②（学習成果評価システムの開発・普及）
⑪情報と生涯学習
⑫生涯学習と学習情報提供
⑬生涯学習と学習相談
⑭今後の生涯学習の基本的方向
⑮生涯学習関連施策の動向・まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
生涯学習の理念や生涯学習社会構築の必要性、および行政の役割について理解し、説
明できる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「自立して生きていくための幅広い教養、技能を身に付けている学生に学位を授与す
る」に基づき、変化の激しい社会をよりよく生きるため、生涯を通して学ぶための知
識や技能を身に付ける。

■成績評価基準と方法

レポート　50％
課題　30％
提出物　20％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
テキストは使用せず、適宜プリントを配布します。
【参考文献】
「生涯学習概論」山本恒夫・浅井経子・渋谷英章編、文憲堂
「入門・生涯学習政策」岡本薫著、（財）全日本社会教育連合会

■授業外学習

【具体的な内容】毎回次時予告するので、参考図書やインターネット等により調べて
おくため、事前学習が必要です。受講後は、講義内容を配布プリント等でふりかえり
、講義ノートを整理しておくため、事後学習が必要です。インターネットや新聞等の
メディアで、社会教育事業等のニュースや記事をチェックしてください。
【必要な時間】予習・復習の時間はそれぞれ2時間を目安とします。

■その他
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本科目を受講できるのは、社会教育士の資格取得を希望する学生だけです。
授業中に、随時指名して意見を求めますので、積極的に自分の考えを発言してくださ
い。 また、市内の社会教育施設へのＦＷを実施しますので、交通費の自己負担があ
ります。
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2020 年度生 社会教育主事に関する科目

科 目 名 社会教育演習Ⅰ[2年]

開講期・単位 2年 通年・自由 1単位・演習

担 当 者 佐久間　章

■講義の目的および概要

社会教育主事の職務を遂行するために必要な資質及び能力の総合的かつ実践的な定着
を図るために、社会教育施設の職員の実務を体験し、施設経営の現状を学ぶと共に、
施設職員として求められる基礎的な知識・技術について獲得することを目標とします
。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
社会教育施設の管理・運営及び受入事業・主催事業の企画・実施に求められる基本的
な知識・技術について、施設における実務体験等を通して実践的に学修します。生涯
学習・社会教育行政での経験のある教員が、具体的事例を示しながら講義を実施しま
す。

【課題に対するフィードバックの方法】
必要に応じて資料及びワークシート等を配付し、グループワークやディスカッション
などの能動的な学修を行います。なお、課題については、授業内で解説するとともに
、必要に応じて資料を配布します。

■授業計画

①オリエンテーション
②社会教育における施設について
③社会教育施設の種類と変遷
④公民館における事業
⑤図書館における事業
⑥博物館における事業
⑦青少年教育施設における事業
⑧社会教育施設におけるボランティアの養成
⑨社会教育施設の経営
⑩社会教育施設の利用相談とプログラム
⑪社会教育施設の事業の企画・運営
⑫社会教育施設の主催事業の実際
⑬社会教育施設の指導者
⑭社会教育施設の課題
⑮まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
社会教育施設の職員の実務を理解するとともに、施設職員として求められる基礎的な
知識・技術を身につける。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「自立して生きていくための専門的知識、技能を身に付けている学生に学位を授与す
る」に基づき、生涯学習・社会教育の指導者に求められる専門的な知識や技能を身に
付ける。

■成績評価基準と方法

レポート　50％
課題　30％
提出物　20％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
テキストは使用せず、適宜プリントを配布します。
【参考文献】
「社会教育計画」山本恒夫・蛭田道春・浅井経子・山本和人編、文憲堂

■授業外学習
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【具体的な内容】
社会教育施設の概要について、インターネット等を活用し概観しておくことが望まし
い。 また、毎回次時予告するので、参考図書やインターネット等により調べておく
ため、事前学習が必要です。受講後は、講義内容を配布プリント等でふりかえり、講
義ノートを整理しておくため、事後学習が必要です。
【必要な時間】
予習・復習の時間はそれぞれ2時間を目安とします。

■その他

本科目を受講できるのは、社会教育士の資格取得を希望する学生だけです。
4月に、資格取得希望者を対象にした説明会を開催するので、必ず出席してください
。なお、この授業では、社会教育施設でのＦＷを実施するので交通費・食費等の費用
負担があります。
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2020 年度生 社会教育主事に関する科目

科 目 名 生涯学習支援論Ⅰ

開講期・単位 2年 前期・自由 2単位・講義

担 当 者 佐久間　章

■講義の目的および概要

この授業では、効果的な学習支援を進めるために、学習プログラムの編成視点、学習
者の特性や集団形成のプロセス及び広報・広聴、学習情報提供・学習相談等について
、具体的な事例を示しながら解説する。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
講義形式での授業展開を基本としますが、必要に応じて資料及びワークシート等を配
付し、グループワークやディスカッションなどの能動的な学修を行います。
生涯学習・社会教育行政の実務経験のある教員が、社会教育における学習支援につい
て理解できるように具体的事例を示しながら講義を実施します。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題については、授業内で解説するとともに、必要に応じて資料を配布します。

■授業計画

①ガイダンス
②地域総合計画と生涯学習推進計画、社会教育計画
③事業計画の意義と内容
④学習プログラム編成の視点と手順
⑤学習者の特性（ペタゴジーとアンドラゴジー）
⑥集団と学習（集合学習と個人学習）
⑦学習集団形成のプロセスと支援
⑧社会教育の内容・方法・形態
⑨社会教育の広報・広聴
⑩社会教育調査とデータの活用
⑪社会教育行政における広報戦略
⑫学習情報提供の意義と実際
⑬学習相談の意義と実際
⑭社会教育行政と地域づくり
⑮まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
学習者の多様な特性に応じた学習支援に関する知識及び技能の習得を図ることを目的
とする。特に、効果的に社会教育事業を展開していくために、必要となる学習プログ
ラム編成や広報・広聴等の基礎的知識を身に付けることを到達目標とする。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「自立して生きていくための専門的知識、技能を身に付けている学生に学位を授与す
る」に基づき、生涯学習・社会教育の指導者に求められる専門的な知識や技能を身に
付ける。

■成績評価基準と方法

レポート　50％
課題　30％
提出物　20％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
テキストは使用せず、適宜プリントを配布します。
【参考文献】
「社会教育計画」山本恒夫・蛭田道春・浅井経子・山本和人編、文憲堂
「社会教育計画策定ハンドブック」国立教育政策研究所社会教育実践研究センター（
https://www.nier.go.jp/jissen/chosa/h23_handbook_all.pdf）

■授業外学習

【具体的な内容】毎回次時予告するので、参考図書やインターネット等により調べて
おくため、事前学習が必要です。受講後は、講義内容を配布プリント等でふりかえり
、講義ノートを整理しておくため、事後学習が必要です。
【必要な時間】予習・復習の時間はそれぞれ2時間を目安とします。
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■その他

本科目を受講できるのは、社会教育士の資格取得を希望する学生だけです。
4月に、資格取得希望者を対象にした説明会を開催するので、必ず出席してください
。この授業では、随時指名して意見を求めますので、積極的に自分の考えを発言して
ください。
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2020 年度生 社会教育主事に関する科目

科 目 名 生涯学習支援論Ⅱ

開講期・単位 2年 後期・自由 2単位・講義

担 当 者 佐久間　章

■講義の目的および概要

学習者の多様な特性に応じた学習支援に関する知識及び技能の習得を図ることを目的
とする。特に、学習プログラムを実際に立案する際の留意点を理解し、さらに指導者
として求められるファシリテーションの知識と技術を身に付けることを到達目標とす
る。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
この授業では、効果的な学習支援を進めるために、学習プログラムを実際に立案する
際の留意点や多様な参加型学習の方法やファシリテーション技法、および社会教育の
評価について学修します。
生涯学習・社会教育行政での経験のある教員が、具体的事例を示しながら講義を実施
します。

【課題に対するフィードバックの方法】
講義形式での授業時には、必要に応じて資料及びワークシート等を配付し、グループ
ワークやディスカッションなどの能動的な学修を行います。なお、課題については、
授業内で解説するとともに、必要に応じて資料を配布します。

■授業計画

①ガイダンス
②社会教育事業と学習プログラム
③学習プログラムの編成
④地域課題の抽出と事業化（現代的課題への対応）
⑤学習プログラムの立案①（目的・対象・目標の設定）
⑥学習プログラムの立案②（スコープとシーケンス）
⑦学習プログラムの立案③（学習方法・学習場所・学習支援者の設定）
⑧学習プログラムの立案④（実施期日・学習時間・定員の設定）
⑨学習プログラムの立案⑤（事業名・評価方法の設定）
⑩参加型学習の意義と実際
⑪ファシリテーション技法
⑫社会教育における評価の意義
⑬社会教育における評価の内容と方法
⑭行政評価・事業評価の実際
⑮まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
社会教育計画における対象・領域について理解し、対象・領域別に個別事業計画（学
習プログラム）を作成することができるようになることを到達目標とします。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「自立して生きていくための専門的知識、技能を身に付けている学生に学位を授与す
る」に基づき、生涯学習・社会教育の指導者に求められる専門的な知識や技能を身に
付ける。

■成績評価基準と方法

レポート　50％
課題　30％
提出物　20％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
テキストは使用せず、適宜プリントを配布します。
【参考文献】
「社会教育計画」山本恒夫・蛭田道春・浅井経子・山本和人編、文憲堂
「社会教育計画策定ハンドブック」国立教育政策研究所社会教育実践研究センター（
https://www.nier.go.jp/jissen/chosa/h23_handbook_all.pdf）

■授業外学習
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【具体的な内容】
毎回次時予告するので、参考図書やインターネット等により調べておくため、事前学
習が必要です。受講後は、講義内容を配布プリント等でふりかえり、講義ノートを整
理しておくため、事後学習が必要です。
【必要な時間】
予習・復習の時間はそれぞれ2時間を目安とします。

■その他

本科目を受講できるのは、社会教育士の資格取得を希望する学生だけです。
4月に、資格取得希望者を対象にした説明会を開催するので、必ず出席してください
。なお、この講義を十分に理解するためには、生涯学習支援論Ⅰを履修していること
が望ましい。グループでの意見交換・協議を重ね学習プログラムを作成するので、話
し合いに積極的に参加することが必要です。
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2020 年度生 社会教育主事に関する科目

科 目 名 社会教育実習

開講期・単位 2年 通年・自由 1単位・実習

担 当 者 佐久間　章

■講義の目的および概要

社会教育主事の職務を遂行するために必要な資質及び能力の総合的かつ実践的な定着
を図るために、青少年教育施設の職員の実務を体験し、施設経営の現状を学ぶと共に
、施設職員として求められる基礎的な知識・技術について獲得することを目標としま
す。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
青少年教育施設の管理・運営及び受入事業・主催事業の企画・実施に求められる基本
的な知識・技術について実習を通して、実践的に学修します。
青少年教育施設での経験のある教員が、具体的事例を示しながら講義を実施します。

【課題に対するフィードバックの方法】
必要に応じて資料及びワークシート等を配付し、グループワークやディスカッション
などの能動的な学修を行います。なお、課題については、授業内で解説するとともに
、必要に応じて資料を配布します。

■授業計画

①オリエンテーション
　　青少年教育施設について
　　実習にあたっての留意点

②～⑭青少年教育施設実習
　　青少年教育施設の現状
　　青少年教育施設の経営（管理・運営）
　　青少年教育施設におけるボランティアの養成
　　青少年教育施設の事業運営（受入事業）
　　青少年教育施設の事業運営（主催事業の企画・運営）

⑮実習報告会・まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
青少年教育施設の職員の実務を理解するとともに、施設職員として求められる基礎的
な知識・技術を身につける。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「自立して生きていくための専門的知識、技能を身に付けている学生に学位を授与す
る」に基づき、生涯学習・社会教育の指導者に求められる専門的な知識や技能を身に
付ける。

■成績評価基準と方法

レポート　50％
実習報告会プレゼンテーション　30％
提出物（実習日誌）20％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
テキストは使用せず、適宜プリントを配布します。
【参考文献】
「社会教育計画」山本恒夫・蛭田道春・浅井経子・山本和人編、文憲堂

■授業外学習

【具体的な内容】
青少年教育施設の概要について、インターネット等を活用し概観しておくことが望ま
しい。 また、参考図書やインターネット等を活用して事前学習が必要です。実習内
容をふりかえり、実習日誌等を整理しておくため、事後学習が必要です。
【必要な時間】
予習・復習の時間はそれぞれ2時間を目安とします。
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■その他

本科目を受講できるのは、社会教育士の資格取得を希望する学生だけです。
4月に、資格取得希望者を対象にした説明会を開催するので、必ず出席してください
。なお、実習にあたっての交通費・食費等は実費負担となります。
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2019 年度生 社会教育主事に関する科目

科 目 名 社会教育計画Ⅰ

開講期・単位 3年 前期・選択 2単位・講義

担 当 者 佐久間　章

■講義の目的および概要

市町村のまちづくり総合計画と社会教育計画の関連性を理解するとともに、生涯学習
・社会教育の専門的指導者として、社会教育施設をはじめとする社会教育計画の策定
に不可欠な基本的内容や社会教育計画策定の意義を学修していきます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
講義形式での授業展開を基本としますが、必要に応じて資料及びワークシート等を配
付し、グループワークやディスカッションなどの能動的な学修を行います。
生涯学習・社会教育行政の実務経験のある教員が、社会教育の基礎を理解できるよう
に具体的事例を示しながら講義を実施します。

【課題に対するフィードバックの方法】
課題については、授業内で解説するとともに、必要に応じて資料を配布します。

■授業計画

①ガイダンス
②地域総合計画と生涯学習推進計画、社会教育計画
③学習プログラム編成の視点
④学習者の特性
⑤学習集団形成のプロセス
⑥社会教育の内容・方法・形態
⑦社会教育の施設（公民館）
⑧社会教育の施設（図書館）
⑨社会教育の施設（博物館）
⑩社会教育の施設（青少年教育施設）
⑪社会教育施設フィールドワーク
⑫社会教育の指導者
⑬連携・ネットワークの推進
⑭社会教育行政の現状と課題
⑮まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
社会教育の基本的内容を理解し、社会教育計画の意義について説明できる。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「自立して生きていくための専門的知識、技能を身に付けている学生に学位を授与す
る」に基づき、生涯学習・社会教育の指導者に求められる社会教育計画策定に必要と
なる専門的な知識や技能を身に付ける。

■成績評価基準と方法

レポート　50％
課題　30％
毎回の提出物（振り返りシート）20％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
テキストは使用せず、適宜プリントを配布します。
【参考文献】
「社会教育計画」山本恒夫・蛭田道春・浅井経子・山本和人編、文憲堂
「社会教育計画策定ハンドブック」国立教育政策研究所社会教育実践研究センター（
https://www.nier.go.jp/jissen/chosa/h23_handbook_all.pdf）

■授業外学習

【具体的な内容】自分の住む地域の公民館、図書館、博物館等の社会教育施設を事前
に見学あるいは体験利用しておくことが望ましい。また、毎回次時予告するので、参
考図書やインターネット等により調べておくため、事前学習が必要です。受講後は、
講義内容を配布プリント等でふりかえり、講義ノートを整理しておくため、事後学習
が必要です。
【必要な時間】予習・復習の時間はそれぞれ2時間を目安とします。

■その他

本科目は、社会教育主事の必修科目であり、受講できるのは資格取得希望者とします
。また、授業中に、随時指名して意見を求めますので、積極的に自分の考えを発言し
てください。
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2019 年度生 社会教育主事に関する科目

科 目 名 社会教育計画Ⅱ

開講期・単位 3年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 佐久間　章

■講義の目的および概要

市町村の社会教育計画の事例を参考に、対象や領域及び計画策定の具体的方法につい
て理解するとともに、社会教育主事に求められる実践的な技術を高めるために、領域
別の個別事業計画（学習プログラム）の作成手順と視点について学修します。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
個別事業計画（学習プログラム）の作成および評価の方法について、講義形式で行い
ます。また、グループワークによって実際に個別事業計画の作成を行ない、プレゼン
テーションにより評価を行います。こうした一連の授業により、社会教育主事に求め
られる実践的な技術の習得を目指します。 また、生涯学習・社会教育行政の実務経
験のある教員が、社会教育計画の立案のポイントを具体的事例を示しながら講義を実
施します。
【課題に対するフィードバックの方法】
講義形式での授業時には、必要に応じて資料及びワークシート等を配付し、グループ
ワークやディスカッションなどの能動的な学修を行います。なお、課題については、
授業内で解説するとともに、必要に応じて資料を配布します。

■授業計画

領域別及び対象別の事業計画について学び、グループで学習プログラムを作成する。
おおむね以下のとおり実施します。
①ガイダンス
②社会教育事業計画の意義と必要性
③社会教育事業計画の種類と内容
④事業計画立案の手順と視点
⑤青少年教育事業計画の立案（対象・ねらいの設定）
⑥青少年教育事業計画の立案（プログラムの計画）
⑦家庭教育事業計画の立案（対象・ねらいの設定）
⑧家庭教育事業計画の立案（プログラムの計画）
⑨高齢者教育事業計画の立案（対象・ねらいの設定）
⑪高齢者教育事業計画の立案（プログラムの計画）
⑫プログラムの相互チェック
⑬プログラムのリデザイン
⑭グループ発表と意見交換
⑮まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
社会教育計画における対象・領域について理解し、対象・領域別に個別事業計画（学
習プログラム）を作成することができる。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「自立して生きていくための専門的知識、技能を身に付けている学生に学位を授与す
る」に基づき、生涯学習・社会教育の指導者に求められる社会教育計画策定に必要と
なる専門的な知識や技能を身に付ける。

■成績評価基準と方法

レポート　50％
課題　30％
毎回の提出物（振り返りシート）20％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
テキストは使用せず、適宜プリントを配布します。
【参考文献】
「社会教育計画」山本恒夫・蛭田道春・浅井経子・山本和人編、文憲堂
「社会教育計画策定ハンドブック」国立教育政策研究所社会教育実践研究センター（
https://www.nier.go.jp/jissen/chosa/h23_handbook_all.pdf）

■授業外学習
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【具体的な内容】
公民館、図書館、博物館等の社会教育施設の概要について、インターネット等を活用
し概観しておくことが望ましい。 また、毎回次時予告するので、参考図書やインタ
ーネット等により調べておくため、事前学習が必要です。受講後は、講義内容を配布
プリント等でふりかえり、講義ノートを整理しておくため、事後学習が必要です。

【必要な時間】予習・復習の時間はそれぞれ2時間を目安とします。

■その他

本科目は、社会教育主事の必修科目であり、受講できるのは資格取得希望者とします
。なお、この講義を十分に理解するためには、社会教育計画Ⅰを履修していることが
望ましい。グループでの意見交換・協議を重ね学習プログラムを作成するので、話し
合いに積極的に参加することが必要です。
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2018 年度生 社会教育主事に関する科目

科 目 名 社会教育演習Ⅰ[4年]

開講期・単位 4年 通年・自由 2単位・演習

担 当 者 佐久間　章

■講義の目的および概要

社会教育主事の職務を遂行するために必要な資質及び能力の総合的かつ実践的な定着
を図るために、青少年教育施設の職員の実務を体験し、施設経営の現状を学ぶと共に
、施設職員として求められる基礎的な知識・技術について獲得することを目標としま
す。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
青少年教育施設の管理・運営及び受入事業・主催事業の企画・実施に求められる基本
的な知識・技術について、施設における実務体験等を通して実践的に学修します。青
少年教育施設での経験のある教員が、具体的事例を示しながら講義を実施します。

【課題に対するフィードバックの方法】
必要に応じて資料及びワークシート等を配付し、グループワークやディスカッション
などの能動的な学修を行います。なお、課題については、授業内で解説するとともに
、必要に応じて資料を配布します。

■授業計画

①オリエンテーション
②社会教育施設について
③青少年教育施設の誕生
④青年の家と少年自然の家
⑤青少年の体験活動
⑥青少年教育施設の現状
⑦青少年教育施設の経営（管理・運営）
⑧青少年教育施設におけるボランティアの養成
⑨青少年教育施設の事業運営（受入事業）
⑩青少年教育施設の利用相談とプログラム
⑪青少年教育施設の事業運営（主催事業の企画・運営）
⑫青少年教育施設の主催事業の実際
⑬青少年教育施設の指導者
⑭青少年教育の課題
⑮まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
青少年教育施設の職員の実務を理解するとともに、施設職員として求められる基礎的
な知識・技術を身につける。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「自立して生きていくための専門的知識、技能を身に付けている学生に学位を授与す
る」に基づき、生涯学習・社会教育の指導者に求められる専門的な知識や技能を身に
付ける。

■成績評価基準と方法

レポート　50％
課題　30％
提出物　20％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
テキストは使用せず、適宜プリントを配布します。
【参考文献】
「社会教育計画」山本恒夫・蛭田道春・浅井経子・山本和人編、文憲堂

■授業外学習
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【具体的な内容】
青少年教育施設の概要について、インターネット等を活用し概観しておくことが望ま
しい。 また、毎回次時予告するので、参考図書やインターネット等により調べてお
くため、事前学習が必要です。受講後は、講義内容を配布プリント等でふりかえり、
講義ノートを整理しておくため、事後学習が必要です。
【必要な時間】
予習・復習の時間はそれぞれ2時間を目安とします。

■その他

本科目を受講できるのは、社会教育主事の資格取得を希望する学生だけです。
4月に、資格取得希望者を対象にした説明会を開催するので、必ず出席してください
。なお、青少年教育施設でのＦＷを実施するので交通費・食費等の費用負担がありま
す。
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2018 年度生 社会教育主事に関する科目

科 目 名 社会教育演習Ⅱ

開講期・単位 4年 通年・自由 2単位・演習

担 当 者 佐久間　章

■講義の目的および概要

高齢者を対象とした社会教育事業の企画・実施を通して、社会教育主事に求められる
基礎的な知識・技術について実践的に獲得することを目標とする。
札幌国際大学社会人教養楽部の受講者を対象に、社会教育事業の企画・運営・評価の
一連の業務を体験する。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
個別事業計画（学習プログラム）の作成および評価の方法について、講義形式で行い
ます。また、グループワークによって実際に個別事業計画の作成を行ない、プレゼン
テーションにより評価を行います。こうした一連の授業により、社会教育主事に求め
られる実践的な技術の習得を目指します。 また、生涯学習・社会教育行政の実務経
験のある教員が、社会教育事業のポイントを具体的事例を示しながら講義を実施しま
す。
【課題に対するフィードバックの方法】
講義形式での授業時には、必要に応じて資料及びワークシート等を配付し、グループ
ワークやディスカッションなどの能動的な学修を行います。なお、課題については、
授業内で解説するとともに、必要に応じて資料を配布します。

■授業計画

①ガイダンス
②社会教育事業の企画
③プログラムの立案①（目的・対象・目標の設定）
④プログラムの立案②（スコープとシーケンス）
⑤プログラムの立案③（学習方法・学習場所・学習支援者の設定）
⑥プログラムの立案④（実施期日・学習時間・定員の設定）
⑦プログラムの立案⑤（事業名・評価方法の設定）
⑧募集要項・チラシ（ポスター）の作成
⑨広報の計画作成と実施
⑩社会教育事業の準備①
⑪社会教育事業の準備②
⑫社会教育事業の実施①
⑬社会教育事業の実施②
⑭事業の評価とふりかえり
⑮成果報告会とまとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
社会教育事業の企画・運営・評価の一連の業務について理解し、社会教育事業計画（
学習プログラム）を作成することができる。
【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「自立して生きていくための専門的知識、技能を身に付けている学生に学位を授与す
る」に基づき、生涯学習・社会教育の指導者に求められる専門的な知識や技能を身に
付ける。

■成績評価基準と方法

レポート　50％
課題　30％
提出物　20％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
テキストは使用せず、適宜プリントを配布します。
【参考文献】
「社会教育計画」山本恒夫・蛭田道春・浅井経子・山本和人編、文憲堂
「社会教育計画策定ハンドブック」国立教育政策研究所社会教育実践研究センター（
https://www.nier.go.jp/jissen/chosa/h23_handbook_all.pdf）

■授業外学習
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【具体的な内容】
社会教育事業等の概要について、インターネット等を活用し概観しておくことが望ま
しい。 また、毎回次時予告するので、参考図書やインターネット等により調べてお
くため、事前学習が必要です。受講後は、講義内容を配布プリント等でふりかえり、
講義ノートを整理しておくため、事後学習が必要です。
【必要な時間】予習・復習の時間はそれぞれ2時間を目安とします。

■その他

本科目は、社会教育主事の必修科目であるため、資格取得を希望する者とします。4
月に、資格取得希望者を対象にした説明会を開催するので、必ず出席してください。
授業では、グループでの意見交換・協議を重ねプログラムを作成するので、話し合い
に積極的に参加することが必要です。また、社会教育施設でのＦＷも実施するので、
交通費等の費用が必要となります。
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2021 年度生 園芸療法士に関する科目

科 目 名 フラワーアレンジメント

開講期・単位 1年 後期・選択 2単位・演習

担 当 者 佐藤　義光

■講義の目的および概要

フラワーアレンジメントの基本的なことからクリスマス、お正月などにもお花を上手
に飾るアイディア、技術、知識を学びます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
毎回生花・ドライフラワー・プリザーブドフラワーなど使い技術講習を行います。
２週間で１つの作品を作るなどして大きなものの制作も時間をかけて行います。

【課題に対するフィードバックの方法】
授業内で解説します。

■授業計画

①ガイダンスおよびアンケート
②丸いアレンジその１
③ガーデンスタイルその１
④丸いアレンジその２
⑤ガーデンスタイルその２
⑥グルーピングスタイル
⑦ラウンドブーケ
⑧ウエディング　コサージュ
⑨クリスマスリース（前半）
⑩クリスマスリース（後半）
⑪クリスマスツリーアレンジ
⑫クリスマスアレンジ
⑬お正月用しめ飾り
⑭フリースタイル（今までの習ったことを元に自由に作ります）
⑮フリースタイル（今までの習ったことを元に自由に作ります）
授業内容に多少の変更がある場合がございます。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
15回の授業を通してアレンジのテクニックを学び自宅でも簡単なアレンジを楽しめる
ようにし又花の知識を身につける。就活などで趣味特技の欄に「フラワーアレンジメ
ント」と書けるようになる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】

「幅広い教養、技能」による柔軟な思考力を身につける。

■成績評価基準と方法

出席率を70％の評価とし重視します。毎回の制作したフラワーアレンジメントの評価
を20％、授業への取り組みを10％の対象とします。完成作品の提出、作品内容、作品
数、期限など条件の達成度70％、振り返りシート（小レポート）提出30％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
無し

【参考文献】
無し

■授業外学習
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【具体的な内容】
予習：次回の授業について確認
復習：使用した花材で再度制作し、資料を見直す

【必要な時間】
予習復習は４時間を目安とします。

■その他

授業の履修には21,000円税別（1,500円税別×14回）の実習費が必要です。
授業には花バサミが必要ですので各自用意してください。
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2021 年度生 園芸療法士に関する科目

科 目 名 園芸療法論

開講期・単位 1年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 吉崎　俊一郎

■講義の目的および概要

植物及び園芸活動を媒体に療法として行うために必要な基礎的・基本的な知識を学ぶ
。
園芸療法実践実習（イネーブルガーデン実習）に向けての基礎的な知識を学ぶ。植物
を媒体とした活動の多様性を知り、学生の個々の学びとどのように関連しているかを
考える。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
15回にわたり講義を中心に展開するが、園芸療法の実習を体験する
グループワークを取り入れる。
本講義は、園芸療法の資格を有し多種多様な経験豊富な教員が
その経験や知識を基礎になるテキストに組み込み行う。

【課題に対するフィードバックの方法】
進行具合を把握するために小テストを数回予定しています。

■授業計画

おおむね、以下の通り実践する。

1、オリエンテーション、園芸療法とは
2、園芸療法の歴史
3，4、人と植物の関わり
5、6、療法としての構造と要素
7，8，9、療法においての園芸の効用と役割
10、11、園芸療法の適応と対象
12、13、園芸療法の評価とプログラム
14、園芸療法の実践及び配慮事項
15、期末試験・試験解説

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
園芸療法の基礎的･基本的な知識を習得し、園芸療法士として必要な能力と態度を学
びそれを説明できる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
臨床心理学領域における基礎的知識、技能の修得およびそれを基にした専門知識、技
能の修得や人文学領域に関する教養の修得

■成績評価基準と方法

定期試験（50％）、確認テスト(20％）、振り返りシート（15％）、
課題（15％）による総合評価

■テキスト・参考文献

【テキスト】
都度配布いたします。

【参考文献】
ひとと植物・環境、山根寛、澤田みどり、青海社

■授業外学習

【具体的な内容】
授業中のみならず日ごろから園芸・医療・福祉・教育・心理等に関心をよせることが
園芸療法を理解するための近道になります。

【必要な時間】
授業で学んだことを中心に配布されたプリントを活用して
予習・復習にそれぞれ２時間時間をかけてください。

■その他
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2021 年度生 園芸療法士に関する科目

科 目 名 アロマセラピー

開講期・単位 1年 後期・選択 2単位・演習

担 当 者 瀬川　桂子

■講義の目的および概要

植物療法の一つであるアロマテラピーを、自身や身近な人の健康に役立てられるよう
、基礎知識の習得を目指します。植物の香りが、人の精神、心理、頭脳、身体へ及ぼ
す作用やメカニズム、植物の香りを用いる倫理、芳香成分である精油の特性や抽出法
、精油の利用に伴う解剖生理と安全な利用法を理解したうえで、感染症の拡大等の社
会的課題への対策、また急速に進む少子高齢化において生活習慣病の予防と健康寿命
を支える手立てとして、新たな時代の健康観を立脚し、実習では実際に感覚を得なが
ら理解を深め、企業や医療・福祉・教育・災害等、様々な場面での活用についても考
察していきます。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
植物の芳香成分を人の健康の為に利用するアロマテラピーとはどのようなものか、貴
重な精油に含まれる成分やその効用等の理解を深める。実習では、実際に香りを感じ
ての心理・頭脳への作用及び身体への安全性を観る実験を行い、その結果を共有する
ことで主観的・客観的観点から理解する。また安全で効果的な活用方法を理解し、自
分なりに得た感覚を表現しながら、講師・他の学生とのグループワークにおいてディ
スカッションし、様々な分野での活用について考えを共有し深め合い、プレゼンテー
ションします。

【課題に対するフィードバックの方法】
毎回授業終了前に質問等を受ける時間を設けます。
授業・実習のレポートを課題とし、メール等を通じて随時質問を受付け、提出の内容
に応じてフィードバックいたします。

■授業計画

①健康に関する現状とこれから/ホリスティックな生活習慣と健康観の立脚　
②アロマテラピー概論　定義と歴史(実習1：ハンガリーウォーター作成)
③植物の芳香成分である精油についてとその抽出方法(実習2：ラベンダーの蒸留と芳
香蒸留水のボトリング)
④精油の安全な用い方と禁忌について(実習3：パッチテスト試験)
⑤香りの脳への伝達と作用(実習4：香りを用いたイメージワーク)
⑥芳香成分の吸収と代謝経路(実習5：アロマバスソルト作成、蒸気吸入・手浴・足浴
浴体験)
⑦香りの自律神経系・内分泌系・免疫系への作用(実習6：アロマトリートメントオイ
ル作成)
⑧香りを公衆衛生に役立てる・呼吸器の解剖生理(実習7：感染予防アロマスプレー作
成)
⑨香りの精神・心理への作用(実習8：香の違いによるストレス値の測定)
⑩精油のフィジカルへの作用
⑪精油の皮膚への吸収と作用・皮膚の解剖生理(実習9：アロマ万能軟膏作成)
⑫芳香性有機化学成分の分類と特徴
⑬アロマテラピーを用いたケーススタディー
⑭アロマテラピーの様々な分野での有効活用を考える
⑮精油各論(実習10：調香体験・アロマパフューム製作)

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
なぜという疑問や関心を持ち、自らや周りの人のこころや身体の健康を支える手立て
について知識と有効性への理解を深めることから、その必要性とともに選択・活用を
思考し判断できるようになる。アロマテラピーの基礎理論、安全に利用する方法を説
明でき、実習によって安全な使用方法の技能を身に着け、自身や身近な人の心身のケ
アに役立てられるようになる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「自立して生きていくための生活習慣、社会人基礎力を身に着けている学生に学位を
授与する」に基づき、社会における健康を取り巻く状況変化に対応できるための知識
と技術を持ち、心身の健康の基礎を整え社会人として自立できる能力を身に着ける。

■成績評価基準と方法

①毎回の授業で得た気づき、感想・実習におけるレポート(40％)
②授業態度・積極性・理解度・発表内容(20％)
③最終レポート「これからの健康観とアロマテラピーについて」(40％)
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■テキスト・参考文献

【テキスト】
・各回ごとに資料を配布します。

【参考文献】
『アロマコーディネーターレッスンテキスト』日本アロマコーディネーター協会
目で見るからだのメカニズム第2版　医学書院

■授業外学習

【具体的な内容】
毎回の授業の内容のポイントや気づき、感想、実習記録を、授業の最初に配布するノ
ートにまとめてください。
常日頃から、ニュース・新聞等で健康に関する現状や、個々の生活から様々な分野に
おけるQOLの向上について、関心を持つようにしてください。
【必要な時間】
授業前後1時間から2時間程度

■その他

・授業中に実習を行うため、安全に実施できるよう慎重に参加してください。
・実習でバスタオルを使用します。事前に連絡しますので忘れずに持参下さい。
・実験の記録についてや、個人またはグループディスカッションにおける発表を　　　
授業中に適宜求めます。
・実習材料費として1000円程度必要になります。
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2020 年度生 園芸療法士に関する科目

科 目 名 イネーブルガーデン実習

開講期・単位 2年 通年・選択 2単位・実習

担 当 者 吉崎　俊一郎、津田　智恵子

■講義の目的および概要

園芸療法の実践に必要な知識・技術を身につける事が目的である。
様々な園芸療法プログラムの実践や園芸療法における対象者との接し方などを学ぶ。
自ら立案したプログラムを実践できるようになる。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
実習･演習形式で行う。　実習において作業を機械的にこなすのではなく、意識しな
がら取り組む必要がある。また、実習・演習中にいつでもメモが取れる準備をしてお
くように。フィールドワークを通年とおして行う。
本講義は、園芸療法の資格を有し多種多様な経験豊富な教員がその経験や知識を基礎
のなるテキストに組み込み行う。

【課題に対するフィードバックの方法】
学内での実習後の実習記録。
フィールドワークの記録またフィールドワーク先での動画撮影を元に
学生の動きを把握し学びに繋げる

■授業計画

1.　ガイダンス(実習内容と進め方）、グループ編成　
2-4.　園芸療法実践基礎とその演習①-③
5.　集団園芸療法におけるプレゼンテーション
6.　施設実習①
7.　実習①フィードバック・まとめ
8.　園芸療法プログラム①、②とその演習
9.　園芸療法プログラム③とその演習　
10.　施設実習②
11.　実習②フィードバック・まとめ
12.　園芸療法プログラム④、⑤とその演習
13.　施設実習③
14.　実習③フィードバック・まとめ
15.　園芸療法プログラム⑥とその演習
16.　ガイダンス(実習内容と進め方）、グループ編成　
17-18.　施設実習④、フィードバック・まとめ
19-20.　施設実習⑤、フィードバック・まとめ
21.　園芸療法プログラム⑦、⑧とその演習
22-23.　施設実習⑥、フィードバック・まとめ
24-25.　施設実習中間報告会　①-②
26.　園芸療法プログラム⑨-⑩とその演習
28.　施設実習⑦、フィードバック・まとめ
29.　施設実習⑧、フィードバック・まとめ
30.　施設実習⑨、フィードバック・まとめ　
※施設実習6回を予定しております。

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
基本的園芸療法プログラムを学び、それを施設実習で実践できるようになる。
実習先で緊張せずに一連の流れを平常心でできるようになる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
臨床心理学領域における基礎的知識、技能の修得およびそれを基にした専門知識、技
能の修得や人文学領域に関する教養の修得
自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力。

■成績評価基準と方法

プレゼンテーション(15％）、 中間報告(15％）、施設実習の成果(30％)、提出物（
実習記録、課題レポート)(20％)、振り返りシート(20％)による総合評価

■テキスト・参考文献

【テキスト】
都度配布する。

【参考文献】
園芸リハビリテーション　山根　寛著　菅　由美子企画　医歯薬出版株式会社、園芸
療法実践入門－心へのアプローチ　ミッチェル・ヒューソン著、エンパワメント研究
所　ほか２冊

■授業外学習
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【具体的な内容】
普段から園芸・福祉・医療・心理学等の情報を収集すること。
施設実習へ参加する前には、グループ毎に準備にじっくり時間をかけ、必ず活動のシ
ミュレーションをしてから望むようにしてください。

【必要な時間】
授業で学んだことを中心に配布されたプリントを活用して
予習・復習にそれぞれ２時間時間をかけてください。

■その他

実習費として春学期500円・秋学期500円徴収いたします。
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2019 年度生 園芸療法士に関する科目

科 目 名 ガーデニング演習

開講期・単位 3年 前期・選択 2単位・演習

担 当 者 吉崎　俊一郎

■講義の目的および概要

個別（または班別）に花壇を与え、デザインから設計(基礎）、定植、管理までの花
壇づくりを体験させる。　
ガーデン設計・デザインに関する基本的知識・技術を深める。　
各種のコンテナガーデンの実際を学び、応用的知識・技術を修得させる。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
花壇設計・施工管理等、講義及び庭園での実習を中心に授業を展開する。

【課題に対するフィードバックの方法】
実習後に毎回実習記録の提出を求めます。

■授業計画

おおむね、以下の内容で授業を展開する。　　　

1、オリエンテーション、生活と園芸の関わり　
2、ガーデニングのプロジェクト計画　
3、プロジェクト実施(育苗）　
4、花壇準備①（植庭づくり・花壇設計）　
5、苗のポット移植・花壇準備②　
6、コンテナガーデニング（寄せ植え）の実際　
7、ハンギングバスケットの実際　
8、花壇植え付け（定植①）　
9、花壇植え付け（定植②）
10、定植後の花壇管理①、繁殖の実際①　
11、定植後の花壇管理②、繁殖の実際②、ハーブの定植
12、マリーゴールド・パンジーの播種・間引き・ポット鉢上げ・
　　育苗管理　
13、プロジェクト成果のまとめ①
14、プロジェクト成果のまとめ②、繁殖の実際③　
15、プロジェクトの反省・評価

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
ガーデン設計の基礎・デザイン、ガーデン管理等に関する基礎的・応用的知識と技術
を修得する。　

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
臨床心理学領域における基礎的知識、技能の修得およびそれを基にした専門知識、技
能の修得や人文学領域に関する教養の修得。
自立して行動できる姿勢、課題を発見し解決する能力。

■成績評価基準と方法

実習記録(20％）、課題レポート(30％）、振り返りシート(20％）、
ガーデンデザイン設計(30％）による総合評価。

■テキスト・参考文献

【テキスト】
実習課題に沿って、都度関連資料を配布する。　

【参考文献】
図解 ガーデニング コツのコツ―プロが教える園芸秘伝・小学館、ガーデンニング基
本大百科・集英社

■授業外学習

【具体的な内容】
授業で学んだことを中心に配布されたプリントを活用する

【必要な時間】
予習・復習にそれぞれ２時間時間をかけてください。

■その他

実習費として500円徴収いたします。
植物や自然に触れながら楽しく学んでいきましょう！
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2019 年度生 園芸療法士に関する科目

科 目 名 生活と園芸

開講期・単位 3年 後期・選択 2単位・講義

担 当 者 吉崎　俊一郎

■講義の目的および概要

我々の生活に欠かす事のできない植物。なかでも、園芸作物は生活に潤いと安らぎを
もたらせてくれる。園芸の基本的知識や、園芸作物の栽培・管理・繁殖法の基礎を学
び、健康で心豊かな生活空間を創造することを目指す。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
講義資料を配布し、15回にわたり講義を中心に展開するが屋外活動実習も数回実施予
定。本講義は、園芸療法の資格を有し多種多様な経験豊富な教員がその経験や知識を
基礎のなるテキストに組み込み行う。

【課題に対するフィードバックの方法】
実習後に実習記録ノートの提出を求めます。
また、園芸の専門用語を学ぶためのテキストを配布してその修得具体をはかる。

■授業計画

おおむね、以下の内容で授業を展開する。　

1、オリエンテーション
2、果樹　
3、土再生
4、秋おこし　
5、しいたけ
6、食と生活
7、園芸植物の分類
8、草花の栽培
9、園芸の機能と役割
10、花卉園芸（1年草・2年草・宿根草）
11、花卉園芸（球根・観葉植物）
12、花卉園芸（多肉植物・ラン類）
13、病害虫と自然農薬
14、作物の分類
15、期末試験・試験解説

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
園芸作物の改良と発展により我々の生活が潤い、豊かである事を理解する。また、生
活と園芸の関連性に触れ改めて園芸活動（行為）の恩恵を考える事ができるようにな
る。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
臨床心理学領域における基礎的知識、技能の修得およびそれを基にした専門知識、技
能の修得や人文学領域に関する教養の修得

■成績評価基準と方法

定期試験（50％）、確認テスト・作業記録(20％）、振り返りシート（30％）の総合
評価。

■テキスト・参考文献

【テキスト】
都度、関係資料を配布する。

【参考文献】
特になし

■授業外学習

【具体的な内容】
身近にある植物がどのように生活と関連しているのかを常に意識しながら生活するこ
と。

【必要な時間】
授業で学んだことを中心に配布されたプリントを活用して予習・復習にそれぞれ２時
間時間をかけてください。

■その他
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2019 年度生 保育音楽療育士に関する科目

科 目 名 器楽活用法

開講期・単位 3年 後期・自由 2単位・演習

担 当 者 笠井　尚貴

■講義の目的および概要

幼児にとって音楽は不可欠で、その楽しさを伝える手段として種々の楽器を利用する
機会が多くあります。本講義では主に身近な打楽器を中心にその特徴や奏法を学び幼
児教育の現場で活用できることを目的とします。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
各回多種類の楽器に触れる実習形式。グループに分かれてアンサンブル実習も行いま
す。
それぞれの音から音楽以外（効果音、ヒーリング等）の可能性も探ります。

【課題に対するフィードバックの方法】
子どもとのコミュニケーション手段のひとつとして習得した技術を生かし、子どもを
対象としたコンサートや子どもと共演できるコンサート、効果的な音空間づくりなど
を企画します。
実務経験のある教員から器楽演奏の応用や曲の選定、演出方法などの講義を実施しま
す。

■授業計画

①ガイダンス　音、音楽、楽器のおはなし　音楽嫌いの子どもにしないために
②こんなこともできる　トライアングル・タンバリン・カスタネットetc.
③小太鼓の仕組みと奏法
④木琴・鉄琴　音色と奏法　バチとの相性
⑤オーケストラ曲で使われる打楽器
⑥ラテンパーカッションのあれこれ　
⑦ラテンリズムのあれこれ　サンバで合奏
⑧ドラムセットの仕組みと演奏
⑨童謡・歌唱での打楽器活用（1）
⑩童謡・歌唱での打楽器活用（2）
⑪和太鼓と即興演奏
⑫特殊楽器　オルゴール・手回しオルガン　楽器の組み合わせ効果
⑬アンサンブルの仕組み　マリンバ・トーンチャイム等
⑭アンサンブルの実習
⑮研究発表会

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
子どもに触れさせる前にまず大人が楽しむことにより、楽器を活用し音楽をことばと
し朗らかな表情で子どもに接することができます。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
それぞれ違った環境に置かれている子どもたちに既製のマニュアルだけを頼りに対処
することなく自分独自のマニュアルを得て現場で対応できる能力を身につけます。

■成績評価基準と方法

実習　70％
課題　30％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
適宜プリントを配布します。

【参考文献】

■授業外学習

【具体的な内容】
事前事後の学習について　技術習得には復習が欠かせません。毎回の学習が基礎にな
り積み重ねられます。授業冒頭で前回の内容の理解度、上達度をチェックします。
普段よりアナログ音に耳を傾けスピーカーではない”モノ”から出る心地よい音に関
心を持ってください。

【必要な時間】
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■その他

動きやすい服装、靴で。
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2019 年度生 保育音楽療育士に関する科目

科 目 名 保育音楽療育実習

開講期・単位 3年 通年・自由 3単位・実習

担 当 者 愛下　啓恵、村中　幸子

■講義の目的および概要

音楽教室や児童デイサービスにおける実務経験豊富な複数人のファシリテーターによ
る「音楽療育ワークショップ」での実習を通して、保育音楽療育の理論と実践を繋ぐ
。
また、特別講座で関連領域を学び、知識と実践力を広げる。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
事前事後指導は講義形式で行う。
ワークショップ実習は、実習の記録を使用して指導する。
特別講座は、テーマや内容に従い講義、または演習形式で行なう。

【課題に対するフィードバックの方法】
毎回ワークショップ終了後に実習日誌を回収し、コメントによるフィードバックを行
なう。

■授業計画

①事前指導：実習の心構え、日誌の書き方
②ワークショップ実習：グループごとのローテーションで、観察実習・参加実習・部
分実習を行う
③ワークショップ実習
④ワークショップ実習
⑤ワークショップ実習
⑥ワークショップ実習
⑦中間指導：ここまでに実施されたワークショップを振り返り、後半実習に向けて改
善点を話し合う
⑧ワークショップ実習
⑨ワークショップ実習
⑩ワークショップ実習
⑪ワークショップ実習
⑫ワークショップ実習
⑬特別講座受講①
⑭特別講座受講②
⑮事後指導：まとめと日誌ファイルの提出

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
・よりよい実践のために、協同的な働きができる。
・子どもを発達的視点で理解し、子どもの活動をサポートすることが出来る。
・活動の立案、実践ができる。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「下記に示す姿勢や能力を身に付けた学生に卒業を認定し、学位規則に従い学士の学
位を授与する。②幼児教育・保育領域における基礎知識、技能の習得およびそれを基
にした専門知識、技能の習得　④習得した知識、技能の活用能力」に基づき、保育士
、幼稚園教諭とその上に成り立つ「保育音楽療育士」資格取得に必要な知識と技術を
習得する。

■成績評価基準と方法

記録 70％
レポート等の提出　30％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
・ワークショップの活動案
・配布資料

【参考文献】
「ユニバーサルデザインの音楽表現」星山麻木編著・板野和彦著　萌文書林

■授業外学習
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【具体的な内容】
自己の課題を持って次回実習へ参加するために、毎回のワークショップ記録を省察し
する。

【必要な時間】
事前事後2時間を目安とする。

■その他

2年通年の科目である。年間のWS日程は別途配布の時間割で確認すること。日誌の提
出により1回の実習が完了するものとする。
学外実習に準ずる身だしなみで参加のこと。ヘアカラー、ネイルなどは認めない。
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2018 年度生 保育音楽療育士に関する科目

科 目 名 保育音楽特別研究

開講期・単位 4年 後期・自由 2単位・演習

担 当 者 土屋　益子

■講義の目的および概要

音楽療育の実践において「声」を用いた活動は重要である。発声法やソルフェージュ
などの声楽の基本を学び、障がい特性に合わせたワークショップのプランニングと、
実践・サポートについて検討する。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
少人数のグループで模擬授業を行なう。保育・療育集団に対する実践力を備えるため
、理論と実践を往復する講義を交えた演習を行なう。

【課題に対するフィードバックの方法】
活動を細かく省察して指導する。

■授業計画

①講義の目的・内容についての説明/音楽療育における歌唱活動
②うたあそび、ことばあそび
③楽器を使う活動
④歌唱活動の理論と実践：乳幼児対象
⑤ロールプレイ：乳幼児対象
⑥歌唱活動の理論と実践：児童対象
⑦ロールプレイ：児童対象
⑧歌唱活動の理論と実践：成人対象
⑨ロールプレイ：成人対象
⑩歌唱活動の理論と実践：高齢者対象
⑪ロールプレイ：高齢者対象
⑫ワークショップのデザインと実践(1)
⑬ワークショップのデザインと実践(2)
⑭ワークショップのデザインと実践(3)
⑮まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
音楽療育の目的を理解し、音楽活動を立案し実践することができる。
基本的な発声法や演奏技術を身に付け、保育・療育集団に対する実践力を備える。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「豊かな人間性を基盤に心理学の基礎理論と臨床心理学的援助および幼児教育保育の
知識と技能の習得」に基づき、専門的対人援助が行える「保育音楽療育士」資格取得
に必要な知識と技術を培う。

■成績評価基準と方法

授業内で実施するグループ活動や発表・提出物 40％
実技試験（授業内で実施）30％
レポート 20％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
日本のこどもの歌　全国大学音楽教育学会 編著　音楽之友社

【参考文献】
ユニバーサルデザインの音楽表現　星山麻木 編著　萌文書林

■授業外学習

【具体的な内容】
音楽系の授業において学んだ内容や技術を、実践で使えるように十分練習しておくこ
と。授業計画にしたがって講義内容をノートにまとめてください。

【必要な時間】
２時間/週

■その他

筆記用具、ノート。演習に相応しい服装（スカート、短パン等やアクセサリー不可）
、上履き（スニーカーなど）で受講する。
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2018 年度生 保育音楽療育士に関する科目

科 目 名 保育音楽療育演習

開講期・単位 4年 前期・自由 2単位・演習

担 当 者 下出　理恵子

■講義の目的および概要

対象児、者を理解し、その対象と目的に相応しい音楽活動を立案し、指導する力を養
う

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
演習

【課題に対するフィードバックの方法】
学習者が自身の音楽技術やアイディアを活かし、音楽療育活動を立案して模擬セッシ
ョンを行う。セッションを振り返りながら、対象者理解を深め、音楽療育の意義と役
割を問う。

■授業計画

①オリエンテーション/ミニシアター計画
②ミニシアター練習
③ミニシアター発表
④てあそび・からだあそび　１（微細運動―幼児）
⑤てあそび・からだあそび　２（微細運動―高齢者）
⑥からだあそび・表現　１（粗大運動―幼児）
⑦からだあそび／表現　２（粗大運動―高齢者）
⑧歌と表現　１
⑨歌と表現　２
⑩楽器を使う活動　１（幼児）
⑪楽器を使う活動　２（障がい別・形態別）
⑫身近なものを使って　１
⑬身近なものを使って　２
⑭ペットマラカスを使って
⑮まとめ

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
対象や目的に応じた音楽療育活動を立案し、実践することが出来る。また、対象児、
者の姿を発達的に理解することが出来る。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「豊かな人間性を基盤に、心理学の基礎理論と臨床心理学的援助および幼児教育保育
の知識と技能の習得」に基づき、専門的対人援助が行える「保育音楽療育士」資格取
得に必要な知識と技術を培う。

■成績評価基準と方法

授業態度・意欲　５０％、発表、提出物（事前指導案、事後レポート）など　５０％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
適宜資料配布

【参考文献】

■授業外学習

【具体的な内容】
音楽の基礎的な理論や「身体表現及び即興演奏」「器楽活用法」「保育音楽療育概論
」を復習しておくこと。

【必要な時間】
４時間は要する。

■その他

動きやすい服装と靴（実習に準ずる）
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2018 年度生 保育音楽療育士に関する科目

科 目 名 音楽療育研究論文

開講期・単位 4年 後期・自由 2単位・演習

担 当 者 村中　幸子

■講義の目的および概要

保育音楽療育に関する科目の受講や実習の経験をもとに、各々が定めたテーマに沿っ
て音楽療育に関する論文をまとめる。

■講義方法/課題に対するフィードバックの方法

【講義方法】
各々が準備した課題を基に研究経過報告を行なう。教員の助言のもとに研究を進める
。

【課題に対するフィードバックの方法】
授業内または必要に応じて個別に解説、指導、講評を行なう。

■授業計画

①研究課題報告①
②研究課題報告②
③研究課題報告③
④研究課題報告④
⑤保育音楽療育研究論文執筆と経過報告①
⑥保育音楽療育研究論文執筆と経過報告②
⑦保育音楽療育研究論文執筆と経過報告③
⑧保育音楽療育研究論文執筆と経過報告④
⑨保育音楽療育研究論文執筆と経過報告⑤
⑩保育音楽療育研究論文執筆と修正①
⑪保育音楽療育研究論文執筆と修正②
⑫保育音楽療育研究論文執筆と修正③
⑬保育音楽療育研究論文執筆と修正④
⑭授業内発表①
⑮授業内発表②

■到達目標/卒業認定・学位授与の方針との関連

【到達目標】
・自分の興味あるテーマに沿った適切な文献を検索できる。
・自分の意見をまとめ、議論することができる。
・理解した内容をわかりやすく他の受講生に伝える（発表できる）。

【卒業認定・学位授与の方針との関連】
「下記に示す姿勢や能力を身に付けた学生に卒業を認定し、学位規則に従い学士の学
位を授与する。②幼児教育・保育領域における基礎知識、技能の習得およびそれを基
にした専門知識、技能の習得　④習得した知識、技能の活用能力」に基づき、保育士
、幼稚園教諭とその上に成り立つ「保育音楽療育士」資格取得に必要な知識と技術を
習得する。

■成績評価基準と方法

保育音楽研究論文の内容　70％
各回の報告書　30％

■テキスト・参考文献

【テキスト】
適宜プリントを配布する。

【参考文献】
適宜紹介する。

■授業外学習

【具体的な内容】
音楽療法、療育分野の文献や先行文献を読み、自分の論文に関する内容をまとめてお
くこと。ディスカッションやフィードバックにより得た事柄を整理して論文を書くこ
と。

【必要な時間】
予習・復習の時間はそれぞれ2時間を目安とする。

■その他
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