


カリキュラムマップについて

カリキュラム全体の構成を把握するうえでの参考にしてください。

　本学では，講義科目を順序立てて履修するためにカリキュラムマップを
作成しています。
　次のページにカリキュラムマップを掲載しました。
　カリキュラムマップによって以下のことがわかります。

１．同じテーマの科目が年次進行にしたがって同じ行に表示されています。

２．それぞれの科目が何を学ぶための科目なのかが示されています。

３．それぞれの科目が、どの学位授与方針（ディプロマ―ポリシー）を
　　達成するための科目なのかが示されています。

４．専門科目や専門基礎科目と関連のある教養科目も示されています。
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951 卒業研究プロジェクトI 2 1 1 ● 〇 ● ● ●
952 卒業研究プロジェクトⅡ 2 1 1 ● 〇 ● ● ●
900 短期語学研修 2 1 1 ● 〇 〇 ● 〇
911 語学研修Ⅰ 2 〇 〇 〇 〇 〇
912 語学研修Ⅱ 2 〇 〇 〇 〇 〇
913 語学研修Ⅲ 2 〇 〇 〇 〇 〇
914 語学研修Ⅳ 2 〇 〇 〇 〇 〇
200 ことばと心理(外国語学習法入門) 2 1 1 〇 〇
211 English Ⅰ (Speaking & Listening) 1 1 1 〇 〇 〇
212 English Ⅱ　(Reading & Writing) 1 1 1 〇 〇 〇
214 English for Study abroad 2 1 1 ● ● 〇
231 中国語入門Ⅰ 1 1 1 〇 〇
232 中国語入門Ⅱ 1 1 1 〇 〇
233 中国語入門Ⅲ 1 1 1 〇 〇
241 総合中国語Ⅰ 2 1 1 〇 〇
242 総合中国語Ⅱ 2 1 1 〇 〇
243 総合中国語Ⅲ 2 1 1 〇 〇
244 総合中国語Ⅳ 2 1 1 〇 〇
245 中国語コミュニケーション 2 1 1 〇 〇
247 中国語リスニング 2 1 1 〇 〇
251 日本語Ⅰ 1 1 1 〇 〇 〇
252 日本語Ⅱ 1 1 1 〇 〇 〇
253 日本語Ⅲ 1 1 1 〇 〇 〇
255 アカデミックジャパニーズⅠ 1 1 1 〇 〇 〇
256 アカデミックジャパニーズⅡ 1 1 1 〇 〇 〇
257 アカデミックジャパニーズⅢ 1 1 1 〇 〇 〇
271 朝鮮語Ⅰ 2 1 1 〇 〇 〇
272 朝鮮語Ⅱ 2 1 1 〇 〇 〇
281 フランス語Ⅰ 2 1 1 〇 〇 〇
282 フランス語Ⅱ 2 1 1 〇 〇 〇
291 ロシア語Ⅰ 2 1 1 〇 〇 〇
292 ロシア語Ⅱ 2 1 1 〇 〇 〇

301 日本語表現技法Ⅰ（プレゼンテーション） 2 1 1 〇 ● 〇

302 日本語表現技法Ⅱ（文章表現） 2 1 1 ● 〇 〇

304 日本語コミュニケーション技法 2 1 1 〇 〇 〇

306 日本語ビジネスライティング 2 1 1 〇 〇 〇 〇

320 世界の言語と日本語 2 1 1 〇 ● 〇 〇 〇

322 日本語の表記と語彙 2 1 1 ● 〇 〇

326 日本語と日本文化 2 1 1 〇 〇 〇 〇
324 日本語学　 2 1 1 〇 〇 〇 〇
328 現代日本語論 2 1 1 〇 ○ 〇 〇
351 日本語教育法Ⅰ 2 1 1 〇 〇 〇
352 日本語教育法Ⅱ 2 1 1 〇 〇 〇
360 日本語教育演習 1 1 1 〇 〇 〇
132 キャリア入門 2 1 1 〇
402 キャリアデザイン 2 1 1 〇 〇
160 ＩＣＴリテラシー 2 1 1 ● 〇 〇
420 インターンシップ 2 1 1 〇 〇
436 ファイナンシャルプランニング 2 1 1 〇 〇
432 経営マネジメント 2 1 1 〇 〇 〇
434 マーケティング論 2 1 1 〇 〇 〇
441 公務員講座Ⅰ 1 1 〇 〇
442 公務員講座Ⅱ 2 1 1 〇 〇
500 世界と北海道 2 1 1 〇 ● 〇 〇
520 アウトドア・ツーリズム研修 2 1 1 〇 〇 〇 〇
510 ニセコ国際研修 2 1 1 〇 〇 ● 〇
530 北海道の食文化 2 1 1 〇 〇 〇 〇
540 北海道の社会と文化（多文化共生） 2 1 1 〇 〇 〇 〇
550 地域連携プロジェクト 2 1 1 〇 ● 〇 〇
601 Academic English Writing　Ⅰ 2 1 1 〇 〇 〇 〇 〇
606 Integrated Academic English Ⅰ 2 1 1 〇 〇 〇 〇 〇
602 Academic English Writing　Ⅱ 2 1 1 ● 〇 〇 〇 ●
607 Integrated Academic English Ⅱ 2 1 1 ● 〇 ● 〇 ●
604 Academic English Reading 2 1 1 〇 ● 〇 〇 〇
700 国際教養入門 2 1 1 ● 〇 〇 〇
710 国際関係論 2 1 1 ● 〇 ● 〇
714 国際機構と国際法 2 1 1 〇 ● 〇 〇
716 国際関係研究 2 1 1 〇 ○ ● 〇
720 経済と社会 2 1 1 ● 〇 〇 〇
726 開発援助論 2 1 1 〇 ● 〇 〇
722 国際経済学 2 1 1 〇 ● 〇 〇
724 国際社会学 2 1 1 〇 〇 ● 〇
728 国際貿易投資論 2 1 1 〇 〇 〇 ●
740 日本政治経済論 2 1 1 〇 ● 〇 〇
742 比較政治学 2 1 1 ● 〇 〇 〇
744 国際政治経済学 2 1 1 〇 ● 〇 〇
750 地方自治論 2 1 1 〇 〇 〇 ●
752 メディア社会論 2 1 1 〇 〇 〇 ●
760 世界の感染症 1 1 1 〇 〇 〇 〇
762 国際社会と医療 1 1 1 ● 〇 〇 〇
770 地球環境論 2 1 1 〇 ● ● 〇
800 国際地域文化論 2 1 1 ● 〇 〇 〇
810 北米地域論 2 1 1 ● 〇 〇 〇
822 アメリカ研究 2 1 1 〇 〇 〇 〇
816 アフリカ地域論 2 1 1 ● 〇 〇 〇
812 東アジア地域論 2 1 1 ● 〇 〇 ●
814 東南アジア地域論 2 1 1 ● 〇 〇 ●
820 中国研究 2 1 1 〇 〇 〇 ●
818 ヨーロッパ地域論 2 1 1 ● 〇 〇 〇
826 EU研究 2 1 1 〇 〇 〇 〇
824 イギリス研究 2 1 1 〇 〇 〇 〇

教養総合 100 総合教養講座 2 1 1 〇 〇
158 情報処理 2 1 1 ● 〇
156 統計の基礎 2 1 1 〇 〇

教養社会系 120 日本国憲法 2 1 1 〇 〇 〇
196 生涯スポーツⅠ 1 1 1 〇
197 生涯スポーツⅡ 1 1 1 〇

ディプロマポリシーとの関連

国際教養学科
カリキュラムマップ

(2021年度以降入学生)
分野 授業科目の名称
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英語の基礎と中国語を学習する

教養としてその他の外国語を学習
する（学部共通）

共通外
国語

日本語の特徴を知り、日本語を用
いるスキルを磨く（学部共通）

実用日
本語

社会人として就業する力を身につ
ける（学部共通）

社会人
基礎力

北海道に根差した活動の実践力を
身につける（学部共通）

北海道
スタ

ディーズ

学術的な調査を英語で発信する力
を身につける

国際教
養英語

世界の政治経済、社会を分析する
力を身につける

国際政
治経済

日本と関わりの深い地域、国を理
解する

国際地
域研究

基礎的な教養を身につける
教養理工系

教養スポー
ツ系



科目名 科目担当代表教員 ページ数

総合教養講座 白戸　力弥 ・・・・・・・・ 1

日本国憲法 池田　杏奈 ・・・・・・・・ 3

生涯スポーツI（国際/作業） 平岡　英樹 ・・・・・・・・ 5

生涯スポーツII（国教/理学1組/看護） 平岡　英樹 ・・・・・・・・ 7

情報処理（国際） 松岡　審爾 ・・・・・・・・ 9

統計の基礎（国際/健康/看護） 武田　裕康 ・・・・・・・・ 12

English Ⅰ(Speaking & Listening) Todd Robert Enslen ・・・・・・・・ 14

English Ⅱ(Reading & Writing) Walzem Allen George ・・・・・・・・ 16

ことばと心理(外国語学習法入門) 沢谷　佑輔 ・・・・・・・・ 18

English for Study abroad/スピーキングⅢ Walzem Allen George ・・・・・・・・ 20

中国語入門Ⅰ 蘇　氷 ・・・・・・・・ 22

中国語入門Ⅱ 蘇　氷 ・・・・・・・・ 24

中国語入門Ⅲ 蘇　氷 ・・・・・・・・ 26

日本語Ⅰ 未定 ・・・・・・・・ 28

日本語Ⅱ 未定 ・・・・・・・・ 30

日本語Ⅲ 未定 ・・・・・・・・ 32

アカデミックジャパニーズⅠ 未定 ・・・・・・・・ 34

アカデミックジャパニーズⅡ 未定 ・・・・・・・・ 36

アカデミックジャパニーズⅢ 未定 ・・・・・・・・ 38

総合中国語Ⅰ 蘇　氷 ・・・・・・・・ 40

総合中国語Ⅱ 蘇　氷 ・・・・・・・・ 42

中国語コミュニケーション 蘇　氷 ・・・・・・・・ 44

中国語リスニング 蘇　氷 ・・・・・・・・ 46

世界と北海道/北海道の観光Ⅰ 小山田　健 ・・・・・・・・ 48

ニセコ国際研修 小山田　健 ・・・・・・・・ 50

アウトドア・ツーリズム研修 小山田　健 ・・・・・・・・ 53

北海道の食文化 渡部　俊弘 ・・・・・・・・ 55

北海道の社会と文化（多文化共生） 小山田　健 ・・・・・・・・ 57

Academic English Writing Ⅰ/ｱｶﾃﾞﾐｯｸﾗｲﾃｨﾝｸﾞⅠ 沢谷　佑輔 ・・・・・・・・ 59

Academic English Writing Ⅱ/ｱｶﾃﾞﾐｯｸﾗｲﾃｨﾝｸﾞⅡ Tomasine Joseph Samuel ・・・・・・・・ 61

Academic English Reading Tomasine Joseph Samuel ・・・・・・・・ 64

国際関係論/国際関係論Ⅰ 渡部　淳 ・・・・・・・・ 66

経済と社会 未定 ・・・・・・・・ 69

国際教養入門 渡部　淳 ・・・・・・・・ 71

日本政治経済論 宮本　融 ・・・・・・・・ 73

世界の感染症 木村　浩一 ・・・・・・・・ 75

国際社会と医療 田邉　芳惠 ・・・・・・・・ 77

開発援助論/国際関係論Ⅱ 吉田　勉幸 ・・・・・・・・ 79



科目名 科目担当代表教員 ページ数

国際経済学 宮本　融 ・・・・・・・・ 81

比較政治学 宮本　融 ・・・・・・・・ 83

国際社会学 未定 ・・・・・・・・ 85

地球環境論/国際関係論Ⅴ 宮本　融 ・・・・・・・・ 88

国際地域文化論 渡部　淳 ・・・・・・・・ 90

東アジア地域論/地域研究Ⅲ 魯　諍 ・・・・・・・・ 93

東南アジア地域論/地域研究Ⅰ Richardson Peter ・・・・・・・・ 95

アフリカ地域論 吉田　勉幸 ・・・・・・・・ 97

ヨーロッパ地域論/地域研究Ⅳ 渡部　淳 ・・・・・・・・ 99

北米地域論/地域研究Ⅱ Walzem Allen George ・・・・・・・・ 102

キャリア入門 小山田　健 ・・・・・・・・ 104

ICTリテラシー 松岡　審爾 ・・・・・・・・ 106

インターンシップ（国際学部） 小山田　健 ・・・・・・・・ 109

日本語表現技法Ⅰ(ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ)/日本語表現技法Ⅰ 矢部　玲子 ・・・・・・・・ 111

世界の言語と日本語 小西　正人 ・・・・・・・・ 113

日本語表現技法Ⅱ（文章表現）/日本語表現技法Ⅱ 矢部　玲子 ・・・・・・・・ 115

日本語の表記と語彙 小西　正人 ・・・・・・・・ 117

日本語コミュニケーション技法 小西　正人 ・・・・・・・・ 119

日本語学 小西　正人 ・・・・・・・・ 121

日本語と日本文化 岡本　佐智子 ・・・・・・・・ 124

短期語学研修 渡部　淳 ・・・・・・・・ 126



北海道文教大学　2022年度　国際教養学科　シラバス 2022/04/01

7

グローバル化に対応した食知識（小塚）
グローバル化が進んでいる現代において、外国の食文化や知識を
得ることは、どの職業においても円滑なコミュニケーションをと
るための一助となる。

宗教によって禁忌とされている食べ
物（あるいは食べることが許されて
いる食べ物）について調べておく。
（90分）

食事に対する宗教上の戒律の理由に
ついてまとめる。（90分）

5

遠隔授業の受講方法について（白戸）
本学で遠隔授業のツールとして使用しているGoogle Classroomの
使用方法について学び、遠隔授業を受講できるようになる。

本学から付与されるGoogleアカント
でログインする（90分）

各科目のClassroomに参加する。
（90分）

6

授業に役立つ図書館の利用法（白戸）
本学図書館の概要と利用方法について説明する。
レポート作成や発表資料作成で必要になる資料について、蔵書検
索機（OPAC）を含めた探し方の方法を習得する。
（図書館）

学生便覧の「図書館」の部分を読ん
でおく。（90分）

実際に図書館を訪れ、蔵書検索で興
味のある本を探してみる。また、イ
ンターネット経由で蔵書を検索して
みる。（90分）

3

授業を受講するには①（白戸）
履修方法・登録方法について、具体的に説明する。（教務課）

学生便覧の「履修ガイド」を読んで
おく。（90分）

各自、たユニバーサルパスポートを
使用して履修科目を登録する。（90
分）

4

授業を受講するには②（白戸）
履修要件、進級基準や卒業要件について説明する。（教務課）

学生便覧の「履修ガイド」を読んで
おく。（90分）

各自、たユニバーサルパスポートを
使用して履修科目を登録する。（90
分）

1

北海道文教大学建学の理念（渡部学長）
鶴岡夫妻が遺した灯火
学訓「清く 正しく 雄々しく進め」に込められた、真理を探求す
る明晰な頭脳、誠実な精神、チャレンジ精神を目指す理念を共有
する。

本学の創設者である鶴岡夫妻につい
て調べておく。（90分）

各自の目指す職業で鶴岡夫妻の理念
を実現する方法についてまとめる。
（90分）

2

この時代、君はどう生きるか（渡部学長）
これからの社会、不確実な時代を自分らしく生きるための、本質
的な物の見方、捉え方を学ぶ。

これまで読んだ本の中から、自分の
生き方に影響を与えたと思える本を
もう一度読んでおく。（90分）

これからの自分の進路を見据えなが
ら、事前学習で読んだ本を精読す
る。（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

ゲスト講師として、恵庭市職員による恵庭市の紹介、警察官とIT企業の職員によるインターネット上の脅威と防御方法、陸上自衛隊 北海
道補給処長の講義を予定している。

課題に対する
フィードバック

の方法

グーグルフォームを用いた確認テストを行い、フィードバックを行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

・本学の建学の理念、宗教と食事制限、SDGｓの取り組みの重要性を理解できること。
・4年間を通して、しっかりとした履修計画を立てられること。
・大学生活を快適に送るために必要な規則を理解し、それに沿った行動を取れること。
・Google Classroomの利用ができること。
・図書館を利用し、学習に必要な図書を借りることができること。
・充実した大学生活を送るため、勉学、課外活動を含めた効率の良い１日の行動計画を立案・実行出来ること。
・大学を盛り上げるための具体的な提案が出来ること。

授業の方法

また、学内Wi-Fiを用いたICTを用いた授業を行う。また、えこりん村での日帰り研修を行う。

ＩＣＴ活用 図書館の利用方法など、一部の回で、提示したURLにアクセスし、操作を行ってもらう予定である。

前期

教員氏名 白戸　力弥、松岡　審爾、大森　圭、小塚　美由記、渡部　俊弘

授業の位置づけ

初年次教育の主要科目として、大学での学習から生活、さらに課外活動や大学祭、建学の理念など広範な分野を理解を深める。本科目の履
修により、今後4年間の大学生活がより有意義なものになるよう、新入生を導く道標を示す授業である。作業療法学科ではディプロマポリ
シーの「作業療法学考究し、発展させるために必要な基本的知識を身につけている」と関連がある科目である。

授業の概要

本学の建学の理念を説明し、これからの社会、不確実な時代を自分らしく生きるための視点を学ぶ。また、大学生活で守らなければならな
い基本的な規則、SNS利用の注意点、科目の履修方法と4年間の履修計画、さらに実習など特定科目の履修要件、進級基準や卒業要件につい
て説明する。さらに、図書館での図書検索方法と利用方法、インターネット上の危険について説明する。加えて、学生生活を充実させるた
めの一助として、課外活動や大学祭の紹介、勉学との両立方法などについて先輩の実践している方法についても紹介する。
最後に、恵庭市の歴史、また国際社会理解の視点から食事と宗教、えこりん村での日帰り研修を通してSDGｓの重要性について学ぶ。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

104580AA 総合教養講座 1100 2 1
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履修条件・留意
事項等

ゲスト講師等の都合により、授業計画の順序通りの内容とならないため、決定次第、別紙で連絡する。
合理的な理由による欠席は点数を考慮するので欠席届を出すこと。13~15回の授業は、えこりん村での日帰り研修を行う。日程は別途、連
絡する。

備考欄

その他 0 なし。

教科書 なし。

参考文献 なし

定期試験 0 定期試験は行わない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 確認テスト、および授業参加の積極性から総合的に判断する。

15

えこりん村SDGs研修③（白戸）
（1）肉生産、（2）米生産、（3）資材、（4）再生可能エネル
ギーのテーマを通して、持続可能なエコロジーの取り組みを学
ぶ。

SDGsの17の目標、およびえこりんむ
ら村の取り組みをインターネット等
で調べておく。（90分）

共有した他のグループの情報をもと
に、研修の復習をおこなう。年間パ
スポートにより、再度えこりん村を
訪れる。（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

えこりん村SDGs研修①（白戸）
（1）肉生産、（2）米生産、（3）資材、（4）再生可能エネル
ギーのテーマを通して、持続可能なエコロジーの取り組みを学
ぶ。

SDGsの17の目標、およびえこりんむ
ら村の取り組みをインターネット等
で調べておく。（90分）

共有した他のグループの情報をもと
に、研修の復習をおこなう。年間パ
スポートにより、再度えこりん村を
訪れる。（90分）

14

えこりん村SDGs研修②（白戸）
（1）肉生産、（2）米生産、（3）資材、（4）再生可能エネル
ギーのテーマを通して、持続可能なエコロジーの取り組みを学
ぶ。

SDGsの17の目標、およびえこりんむ
ら村の取り組みをインターネット等
で調べておく。（90分）

共有した他のグループの情報をもと
に、研修の復習をおこなう。年間パ
スポートにより、再度えこりん村を
訪れる。（90分）

11

SNSの利用上の注意について（白戸）
大学生活におけるSNSの利用上の注意点について理解を深める。

現在までのSNSのトラブルで社会的
問題となった内容を調べる。（90
分）

大学生活で節度のあるSNSの利用法
について復習する。（90分）

12

恵庭市の歴史と特徴（白戸）
恵庭市役所からゲスト講師を招き、これからの4年間のほとんど
の時間を過ごす恵庭市について理解を深め、地域社会との連携を
深める。
（恵庭市）　

恵庭市のホームページなどから、恵
庭市の概要について調べておく。
（90分）

各自の目指す職業で、恵庭市の未来
に貢献する施策を考える。（90分）

9

学友会・課外活動団体紹介（大森）
中央執行委員会の役割と位置付けについて知り、学生としての自
覚を持ち、自ら積極的に大学生活をより有意義にするため、各自
が出来ることを考える一助とする。（学友会）　
各団体の活動内容と団体所属学生の大学生活を紹介し、勉学と課
外活動の両立を図るための具体的な方法を把握する。

学生便覧で、学友会に関する項目に
目を通しておく。また、大学ホーム
ページなどで、本学所属の課外活動
団体について調べておく。（90分）

自らの大学生活を有意義なものにす
るための目標と計画を立てる。ま
た、勉学時間、課外活動、アルバイ
トなど各自の1日の行動を見直し、
有意義な時間を過ごせるよう計画を
立てる。（90分）

10

大学祭実行委員会紹介（大森）
大学祭実行委員会の役割と位置付けと、大学祭の歴史について紹
介する。

各大学の大学祭内容について分かる
範囲で調べておく。（90分）

本学の大学祭内容について復習す
る。（90分）

8

サイバーセキュリティについて（松岡）
スマートフォンやパソコン等が普及し誰でも気軽にインターネッ
トを利用できるようになっている一方で、インターネットにまつ
わるトラブルが増加している。本学では全館Wi-Fiが利用できる
ためインターネットを安全に使用するためには、より注意が必要
である。そこで、無線LANにおいてどのような脅威がありどのよ
うに対処すればよいのか、また、無線LANを利用するにあたって
の注意事項をゲスト講師を招いて学ぶ。
（NTT東日本、北海道警察サイバーセキュリティ対策本部）

インターネット使用にあたってどの
ような脅威があるかを調べておく。
（90分）

セキュリティ対策や身につけるべき
情報モラルを復習しておく。（90
分）　　　
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11

【参政権】
日本国憲法第15条・79条・95条・96条に関する問題を扱う。

教科書の事前に指定する箇所を読ん
でくること。（90分）

講義内容を復習し、コメントペー
パーの題材について考えること。
（90分）

12

【社会権（生存権）】
日本国憲法第25～28条に関する問題を扱う。

教科書の事前に指定する箇所を読ん
でくること。（90分）

講義内容を復習し、コメントペー
パーの題材について考えること。
（90分）

9

【職業選択の自由】
日本国憲法第22条に関する問題を扱う。

教科書の事前に指定する箇所を読ん
でくること。（90分）

講義内容を復習し、コメントペー
パーの題材について考えること。
（90分）

10

【人身の自由】
日本国憲法第18条・33～39条に関する問題を扱う。

教科書の事前に指定する箇所を読ん
でくること。（90分）

講義内容を復習し、コメントペー
パーの題材について考えること。
（90分）

7

【表現の自由②・学問の自由】
日本国憲法第21条2項・23条に関する問題を扱う。

教科書の事前に指定する箇所を読ん
でくること。（90分）

講義内容を復習し、コメントペー
パーの題材について考えること。
（90分）

8

【復習テスト①】
これまでの講義内容を振り返り、復習テストを行う。

これまでの講義内容を復習し、復習
テストの準備をすること。（90分）

講義内容を復習し、コメントペー
パーの題材について考えること。
（90分）

5

【信教の自由】
日本国憲法第20条に関する問題を扱う。

教科書の事前に指定する箇所を読ん
でくること。（90分）

講義内容を復習し、コメントペー
パーの題材について考えること。
（90分）

6

【表現の自由①】
日本国憲法第21条1項に関する問題を扱う。

教科書の事前に指定する箇所を読ん
でくること。（90分）

講義内容を復習し、コメントペー
パーの題材について考えること。
（90分）

3

【法の下の平等】
日本国憲法第14条に関する問題を扱う。

教科書の事前に指定する箇所を読ん
でくること。（90分）

講義内容を復習し、コメントペー
パーの題材について考えること。
（90分）

4

【思想・良心の自由】
日本国憲法第19条に関する問題を扱う。

教科書の事前に指定する箇所を読ん
でくること。（90分）

講義内容を復習し、コメントペー
パーの題材について考えること。
（90分）

1

【ガイダンス・法学入門】
担当教員の自己紹介、授業の概要・成績評価・予習と復習の方法
についての説明を行う。本講義を理解する上で必要となる法学の
基本的な考え方や日本国憲法の概要について解説する。

自分の知っている法律を挙げられる
ようにしておくこと。また、中高の
公民の授業で扱った憲法の内容につ
いて復習すること。（90分）

講義内容を復習し、コメントペー
パーの題材について考えること。
（90分）

2

【幸福追求権】
日本国憲法第13条に関する問題を扱う。

教科書の事前に指定する箇所を読ん
でくること。（90分）

講義内容を復習し、コメントペー
パーの題材について考えること。
（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし。

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして、確認テストの解答の解説を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

１、日本国憲法やその周辺の法律の制定趣旨や内容、実際社会における役割について理解できるようになる。（講義及びその予習と復習に
より達成される）
２、公務員試験等の過去問が解けるようになる。（確認テスト・復習テストの実施とその復習により達成される）
３、法というルールを介して、社会人としての関係形成、問題解決の方法、変化する社会への対応など、我が国において生きていく上で生
じ得る問題について自ら考え、それを表現できるようになる。（授業毎のコメントペーパーの準備・記述により達成される）

授業の方法

板書及び適宜配布する印刷物を用いた講義形式で行う。
講義中に毎回確認テストを行い、教員に提出する（15回）。提出方法については、Googleフォームを併用できるようにする予定である。
フィードバックとして、確認テストの解答の解説を行う。
また、講義中に毎回コメントペーパーを記述する。そのために、日頃から新聞・ニュース等で問題となっている法律問題等へ関心を抱いて
おく必要がある。
授業中に成績評価のための復習テストを行う（2回）。

ＩＣＴ活用 なし。

後期

教員氏名 池田　杏奈

授業の位置づけ

人間社会のルールの1つである日本国憲法を学ぶことにより、幅広く教養を身につける科目である。

授業の概要

日本国憲法のうち、主に基本的人権に関する部分やその周辺にある法律の内容を概説しながら、実際の裁判例や社会的な法律問題を取り上
げることによって、社会における法の在り方を理解してもらう。その上で、法という社会のルールの1つを介して、社会人として行う様々
な関係形成について自ら考え、その考えを他者に表現する方法を学ぶ。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

102090AA 日本国憲法 1120 2 カリキュラムにより
異なります。
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履修条件・留意
事項等

特になし。

備考欄

その他

30 各講義毎に提出するコメントペーパー（全15回）の記述内容及び講義への参加態度を加味する。

教科書 未定

参考文献 講義中に適宜紹介する。

定期試験 0 定期試験は行わない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

70 講義中に実施する復習テストの点数により評価する（2回実施するうち、得点率の高い方を考慮に入れ
る）。

15

【現代社会と人権②】
社会の様々な場面における自己決定権について総合的に学ぶ。

事前に配布する資料を読んでくるこ
と。（180分）

法と社会の関係について、今後も考
えていくこと。

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

【復習テスト②】
全講義内容を振り返り、復習テストを行う。

これまでの講義内容を復習し、復習
テストの準備をすること。（90分）

講義内容を復習し、コメントペー
パーの題材について考えること。
（90分）

14

【現代社会と人権①】
死刑制度について学ぶ。

事前に配布する資料を読んでくるこ
と。（90分）

講義内容を復習し、コメントペー
パーの題材について考えること。
（90分）
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13

アウトドアスポーツ⑶　　ソフトボールーゲームを行う。
　テニスーゲームを行う。

技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめてお
く。（25分）

11

アウトドアスポーツ⑴　　ソフトボールー基本練習（キャッチ・
スロー・バッティング）を行う。
　テニスー基本練習（フォアハンド・バックハンド）を行う。

屋外スポーツの重要性・注意事項を
考える。（20分）

学習・実施した内容を今後どのよう
に生かすか考える。（25分）

12

アウトドアスポーツ⑵　　ソフトボールーゲーム（キャッチ・ス
ロー・バッティング技術を活用）を行う。
　テニスーラリー（フォアハンド・バックハンド技術を活用）を
行う。

技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめてお
く。（25分）

9

バスケットボール⑵　　ゲーム（技術の活用）ーパス・シュート
をゲームの中で活用する。

技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめてお
く。（25分）

10

バスケットボール⑶　　ゲーム（技術の応用）ー個人・２人・３
人のプレーがゲームで活用する。

技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめてお
く。（25分）

7

バレーボール⑹　　ゲーム（チームプレー）ー６人のプレーを応
用したチームプレー（攻撃・守備）でゲームを行う

技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめてお
く。（25分）

8

バスケットボール⑴　基礎・応用練習ーパス・シュート練習、２
人・３人のプレーの練習を行う。

簡単なルールを調べる。（20分） 基礎技術・ルールを確認する。（25
分）

5

バレーボール⑷　　ゲーム（チームプレー）ー２人・３人のプ
レーを応用したチームプレー（攻撃・守備）でゲームを行う

技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめてお
く。（25分）

6

バレーボール⑸　　ゲーム（チームプレー）ー６人のプレーを応
用したチームプレー（攻撃・守備）でゲームを行う

技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめてお
く。（25分）

3

バレーボール⑵
ソフトバレーボールを活用ー練習した技術をゲームの中で活用す
る

戦術・コンビネーションプレーを考
える。（20分）

実施の内容と感想を書きとめてお
く。（25分）

4

バレーボール⑶
ソフトバレーボールを活用ーチームとしてプレーする

戦術・コンビネーションプレーを考
える。（20分）

実施の内容と感想を書きとめてお
く。（25分）

1

授業内容についてのガイダンス　　授業内容の説明、受講上の注
意事項、評価等についての解説する。

シラバスで授業の内容を確認する。
（20分）

受講に関しての注意事項等を確認す
る。（25分）

2

バレーボール⑴
ソフトバレーボールを導入として、基礎的なパス練習・アタック
練習を行う。

ソフトバレーボールとはどのような
競技なのかを調べておく。（20分）

基礎技術・ルールを確認する。（25
分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとしては、ゲームによる個人技術の確認と評価

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

①スポーツ・運動することの楽しさや重要性を理解することができるようになる。
②ルールやマナーを理解し、ゲームを通して仲間を尊重するこころを育てることができるようになる。
③日常生活において健康への意識を高め、体力の維持・増進を目指せるようになる。
④生涯を通じて積極的に且つ楽しく、スポーツや運動に親しむ意識を持ち、それを習慣化できるようになる。

授業の方法

チーム（グループ）分けをし、ゲームを中心として進める。
ゲーム内容や勝敗をもとに、技術の習得やチームワーク等を確認する。

ＩＣＴ活用 なし

前期

教員氏名 平岡　英樹

授業の位置づけ

様々なスポーツについての理解と実践方法を学ぶための科目である。

授業の概要

体育としてのスポーツ、楽しみ実践するスポーツ、レクリエーションとスポーツ、競技としてのスポーツ等々について概念を明確にする。
また、健康的で楽しい生活を送るためのスポーツ活動の意義を理解し、具体的な実技を通して、個々の身体的･精神的な健康レベルを向上
させながら、生涯学習とは何か、生涯学習に果たすスポーツの役割について考察し、生涯にわたってスポーツを継続していくための基礎知
識を習得する。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

103480AA 生涯スポーツI（国際/作業） 1196 1 1
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北海道文教大学　2022年度　国際教養学科　シラバス 2022/04/01

履修条件・留意
事項等

ジャージ等の運動・スポーツに適した服装・スポーツシューズ（屋内用・屋外用）を着用して受講すること
屋外で行う場合は屋外用のスポーツシューズを着用して受講すること
天候その他状況により種目が変更となる場合がある

備考欄

その他 0 なし

教科書 なし

参考文献 特になし、必要に応じて資料を配付

定期試験 0 実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 平常点80％（準備・片付け・受講態度など）、レポート等課題提出による評価20％

15

バスケットボール⑸　ゲーム（チームプレー）ー個人・２人・３
人・４人・５人のプレーを応用したチームプレー（攻撃・守備）
でゲームを行う

技術・戦術の確認。（20分） 15回の授業を通し、生涯スポーツの
意義や重要性についての考えをまと
める（25分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

14

バスケットボール⑷　ゲーム（チームプレー）ー個人・２人・３
人・４人・５人のプレーを応用したチームプレー（攻撃・守備）
でゲームを行う

技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめてお
く。（25分）
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北海道文教大学　2022年度　国際教養学科　シラバス 2022/04/01

15

ニュースポーツ⑹　　応用技術を活用しゲームを行う 技術・戦術の確認。（20分） 15回の授業を通し、生涯スポーツの
意義や重要性についての考え、今後
どのように生涯スポーツと関わって
いくかをまとめる（25分）

13

ニュースポーツ⑷　　基礎・応用技術を活用しゲームを行う 技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめる。
（25分）

14

ニュースポーツ⑸　　応用技術を活用しゲームを行う 技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめる。
（25分）

11

ニュースポーツ⑵　　基礎技術・コンピプレーを活用しゲームを
行う

技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめる。
（25分）

12

ニュースポーツ⑶　　基礎・応用技術を活用しゲームを行う 技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめる。
（25分）

9

卓球⑷　　ゲーム（技術の応用・コンビネーションプレー）ーシ
ングルス・ダブルスによるゲームを行う。

技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめる。
（25分）

10

ニュースポーツ⑴　　基礎技術を活用しゲームを行う ニュースポーツにはどのような競技
があるかかを調べる。（20分）

基本技術・ルールの確認。（25分）

7

卓球⑵　　ゲーム（技術の活用）ーサーブ・様々なストローク・
ショットの活用する。

技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめる。
（25分）

8

卓球⑶　　ゲーム（技術の応用・コンビネーションプレー）ーシ
ングルス・ダブルスによるゲームを行う。

技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめる。
（25分）

5

バドミントン⑷　　ゲーム（技術の応用・コンビネーションプ
レー）ーシングルス・ダブルスによるゲームを行う。

技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめる。
（25分）

6

卓球⑴　　基礎・応用練習ーサーブ・様々なストローク・ショッ
トの練習を行う。

簡単なルールを調べる。（20分） 基本技術・ルールの確認。（25分）

3

バドミントン⑵　　ゲーム（技術の活用）ーサーブ・様々なスト
ローク・ショットの活用する。

技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめる。
（25分）

4

バドミントン⑶　　ゲーム（技術の応用・コンビネーションプ
レー）ーシングルス・ダブルスによるゲームを行う。

技術・戦術の確認。（20分） 実施の内容と感想を書きとめる。　
（25分）

1

授業内容についてのガイダンス　　授業内容の説明、受講上の注
意事項、評価等について解説する。

シラバスで授業内容を確認する。
（20分）

受講にあたっての注意事項等を確認
する。（25分）

2

バドミントン⑴　　基礎・応用練習ーサーブ・様々なストロー
ク・ショットの練習を行う。

簡単なルールを調べる。（20分） 基本技術・ルールの確認。（25分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとしては、ゲームによる個人技術の確認と評価

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

①スポーツ・運動することの楽しさや重要性を理解することができるようになる。
②ルールやマナーを理解し、ゲームを通して仲間を尊重するこころを育てることができるようになる。
③日常生活において健康への意識を高め、体力の維持・増進を目指せるようになる。
④生涯を通じて積極的に且つ楽しく、スポーツや運動に親しむ意識を持ち、それを習慣化できるようになる。

授業の方法

チーム（グループ）分けをし、ゲームを中心として進める。
ゲーム内容や勝敗をもとに、技術の習得やチームワーク等を確認する。

ＩＣＴ活用 なし

後期

教員氏名 平岡　英樹、未定

授業の位置づけ

様々なスポーツについての理解と実践方法を学ぶための科目である。

授業の概要

参加者のレベルに応じて展開するスポーツ及び軽スポーツの方法論について、個々の学生がすでに修得しているスポーツの技術・技能レベ
ルを基礎として、設備・用具等を含め、実践を通して考察する。とりわけ、北海道の自然環境を活かしたスポーツ活動を実際に行いなが
ら、生活の中に運動に親しむ活動時間を定着させ、生涯にわたって、仲間とともにスポーツを継続できる知識と実践法を学ぶ。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

103490AA 生涯スポーツII（国教/理学1組/看護） 1197 1 1
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履修条件・留意
事項等

ジャージ等の運動・スポーツに適した服装・スポーツシューズ（屋内用）を着用して受講すること
状況により種目が変更となる場合がある

備考欄

その他 0 なし

教科書 なし

参考文献 特になし、必要に応じて資料を配付

定期試験 0 実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 平常点80％（準備・片付け・受講態度など）、レポート等課題提出による評価20％

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容
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3

【情報のアウトプット・レポート等作成技術】≪Word≫チラシ作
成を例として表を整える方法、ワードアート、画像、図形の挿
入、ページ罫線の作成法を習得する（§2-STEP2のLesson1）。
【セキュリティと情報モラル】コンピュータウィルス感染予防の
心構えとスパイウェアについての知識を得る（§5-STEP1の
Lesson1,2）。

教科書1のp70～p80とp253～p258を
読み、p255練習25,p258練習26を
行っておく。(90分)

p80練習7を行う。NESSの§2Word-
STEP2-確認テスト1～3、§5セキュ
リティ-STEP1-確認テスト1～4の問
題を解く。(90分)

4

【情報のアウトプット・レポート等作成技術】≪Word≫レポート
作成に必要なページ設定、表紙の作成法、ぺージ番号、Excelグ
ラフ、図表番号、脚注の挿入について習得する（§2-STEP2の
Lesson2）【セキュリティと情報モラル】不正アクセスを防ぐ技
術を習得する。（§5-STEP1のLesson3）。

教科書1のp81～p93上半分とp259～
p262を読んでおく。p98練習8の各問
が教科書のどこに対応するかを調べ
ておく。(90分)

NESSの§2Word-STEP2-確認テスト4
～6,§5セキュリティ-STEP1-確認テ
スト5～7の問題を解く。p98練習8の
可能な部分を行う。(90分)

1

【情報の探索】情報収集・Web検索・インターネット情報の検証
の方法を修得する。
【情報のアウトプット・レポート等作成技術】≪Word≫Wordの起
動、画面構成を概観し、文書の新規作成や保存方法を習得する
（§2-STEP1の Lesson1）。文字の変換や記号、特殊文字、読み
が不明の漢字の入力方法を再確認する（§2-STEP1のLesson2）

シラバスを読み、教科書1のp30～
p35とp42-p47 p49-p50, p53-p58(授
業では行わない)、教科書2の「情報
検索」p2～p4, p9, p13～p15を読ん
でおく。(90分)

p51練習５を行う。タッチタイピン
グの練習を行う。(90分)

2

教科書が提供するWebサイト(NESS)への登録を行う。【情報のア
ウトプット・レポート等作成技術】≪Word≫チラシ作成を例とし
て文字書式の設定方法、インデント、タブ設定、均等割り付け、
表を作成し文字を入力するまでを習得する（§2-STEP2の
Lesson1）。
【セキュリティと情報モラル】コンピュータウィルス感染予防技
術についての知識を得る（§5-STEP1のLesson1）。

教科書1のp60～p69とp250～p252を
読んでおく。p80練習7の各問が教科
書のどこに対応するかを調べてお
く。(90分)

NESSの§2Word-STEP2-確認テスト1
～3,§5セキュリティ-STEP1ｰ確認テ
スト1～3の問題を解く。p80練習7の
可能な部分を行う。(90分)

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

eラーニングシステムにより確認テストの結果がすぐに表示されフィードバックされる。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

１．課題解決のために必要な情報を探索できる。
２．表計算ソフトExcelを用いた基本的な計算やグラフ作成を行い、それらを読み取ることによって情報の分析評価・整理ができる。
３．ワープロソフトWordを用いて表、図なども挿入されたドキュメント作成を行なう情報のアウトプットができる。
４、プレゼンテーションソフトPowerPointを用いて、広く情報を伝えるためのプレゼンテーションを作成できる。
５．コンピュータ等のセキュリティおよび情報モラルを念頭において情報を運用することができる。

授業の方法

Wordを用いたレポート等作成、Powerpointを用いたプレゼンテーション技法、Excelを用いた分析については各人がパソコンを操作して習
得する。情報の探索、データの分析法、セキュリティと情報モラルに関する内容はパワーポイントを用いて講義形式で行う。これらの
Officeソフトによる操作やセキュリティと情報モラルに関する内容の理解については初回と試験時を除いて教科書会社が提供するeラーニ
ングシステムにより各自が主体的に確認テスト問題を行う。

ＩＣＴ活用

教科書に付属してアカウントを得られるe-ラーニングシステムを用いて練習問題を提供し、授業時間外における自主学習を促す。

前期

教員氏名 松岡　審爾

授業の位置づけ

初年次教育の一環として、大学の学修や社会で必要なスキルである情報リテラシーを修得する科目である。

授業の概要

この授業は、コンピュータを用いて文書作成、表計算、プレゼンテーションを行うために必要な基本操作を学ぶ。また、コンピュータのセ
キュリティ対策方法、情報モラルにもとづくインターネットの利用について習得する。コンピュータを使うためのスキルを身につけるだけ
でなく、コンピュータに関する諸問題についても学ぶ。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

106850AI 情報処理（国際） 1158 2 カリキュラムにより
異なります。
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13

【情報のアウトプット・プレゼンテーション技法】≪PowerPoint
≫、図解を用いた説明に適したSmartArtの作成法、画像の挿入、
Excelの表やグラフを挿入し編集する方法を習得する。図形の作
成方法を習得する。（§4-STEP2のLesson1）。スライドショーに
おける画面切り替え効果、文字に対するアニメーション効果の設
定を習得する。（§4-STEP2のLesson2）§5 セキュリティと情報
モラルSection5の試験(STEP1,STEP2合同20問）を行います。

NESSの§5情報モラル-STEP2-確認テ
スト1～7の問題を解く。教科書1の
p207～p225を読んでおく。(90分)

p220練習22を行う。NESSの§
4Powerpoint-STEP2-確認テスト1～5
の問題を解く。(90分)

14

【情報のアウトプット・プレゼンテーション技法】≪PowerPoint
≫SmartArtと図形に対するアニメーション効果の設定を習得す
る。スライドショーの実行操作を習得する（§4-STEP2の
Lesson2）。発表の準備に関する機能として、ノートの入力、ス
ライド印刷、リハーサル機能の操作方法を習得する（§4-STEP3
のLesson1）。

教科書1のp226～p242を読んでお
く。(90分)

p234練習23を行う。NESSの§
4Powerpoint-STEP2-確認テスト4～5
の問題を解く。(90分)

11

【情報の分析評価】Excelのデータベース機能を理解する。【セ
キュリティと情報モラル】暗号化、インターネット利用のマナー
について学修する（§5-STEP2のLesson4）。§3 Excel-
Section3(STEP2,STEP3合同20問)の試験を行います。

NESSの§3-STEP2,STEP3確認テスト
を解く。教科書2の「数値分析Ⅱ」
「データベース」Step2 p48～p61を
読んでおく。教科書1のp279下半分
～p282を読んでおく。(90分)

p282練習30を行う。§5情報モラル-
STEP2-確認テスト5～6の問題を解
く。(90分)

12

【情報のアウトプット・プレゼンテーション技法】≪PowerPoint
≫プレゼンテーションの基本とPowerPointの画面構成（§4-
STEP1）、スライドの作成、コピーや移動方法を習得する（§4-
STEP2のLesson1）。スライドの編集方法、ワードアートの作成法
を習得する。【セキュリティと情報モラル】ネットコミュニケー
ションについて学修する（§5-STEP2のLesson5）。

教科書1のp178,p181,p186～p206と
p283～p287を読んでおく。自身が使
用しているネットコミュニケーショ
ンツールの特徴を調べておく。(90
分)

NESSの§4Powerpoint-STEP2-確認テ
スト1～3,§5情報モラル-STEP2-確
認テスト7の問題を解く。(90分)

9

【情報の分析評価】≪Excel≫分析における各種の「比較」に適
するグラフの選択方法を理解し、グラフの要素、縦棒グラフと円
グラフの作成法を習得する（§3-STEP3のLesson1）。【セキュリ
ティと情報モラル】個人情報の保護について学修する（§5-
STEP2のLesson3,4）。

教科書1のp153～p169上半分とp274
～p275,教科書2の「数値分析Ⅰ」
Step1(3)分析のp22を読んでおく。
(90分)

NESSの§3Excel-STEP3-確認テスト
2,§5情報モラル-STEP2-確認テスト
4～6の問題を解く。(90分)

10

【情報の分析評価】≪Excel≫レーダーチャートの作成、グラフ
の編集。複合グラフの作成、グラフの印刷方法を習得する（§3-
STEP3のLesson1,2）。Excelの機能を総合的に利用してデータを
分析する方法を理解する。【セキュリティと情報モラル】ネット
の危険性、ネチケットについて学修する電子メール利用のマナー
について学修する（§5-STEP2のLesson4）。

教科書1のp169下半分～p176とp276
～p279上半分を読んでおく。教科書
2の「数値分析Ⅱ」Step1 p36～p43
を読んでおく。(90分)

p173練習20を行う。NESSの§
3Excel-STEP3-確認テスト1と3,§5
情報モラル-STEP2-確認テスト5～6
の問題を解く。(90分)

7

【情報の分析評価】≪Excel≫印刷手法（改ページプレビュー、
基本的な印刷)を習得する（§3-STEP2のLesson2）。数式の入力
方法・コピー、合計の計算、相対参照と絶対参照の使い分けを習
得する。（§3-STEP2のLesson3）。【セキュリティと情報モラ
ル】著作権・知的財産権とはなにかについて知る（§5-STEP2の
Lesson1,2）。§2Word-Section2の試験(20問)を行います。

教科書1のp127～p141上半分とp268
～p270を読んでおく。p131練習11を
行っておく。(90分)

p137練習12を行う。NESSの§
3Excel-STEP2-確認テスト4～7,§5
情報モラル-STEP2-確認テスト1～3
の問題を解く。(90分)

8

【情報の分析評価】≪Excel≫統計関数、数学／三角関数、条件
に応じて処理を変えるIF関数,ネストを習得する（§3-STEP2の
Lesson3）。数値分析に必要な関数の探し方を修得する。【セ
キュリティと情報モラル】著作権に違反しないための注意点につ
いて学修する（§5-STEP2のLesson2）。

教科書1のp141下半分～p152とp271
～p273を読んでおく。教科書2の
「数値分析Ⅰ」Step2の(3)-2 p28～
p29を読んでおく(90分)。

p152練習16を行う。NESSの§
3Excel-STEP2-確認テスト5～7,§5
情報モラル-STEP2-確認テスト2～3
の問題を解く。(90分)

5

【情報のアウトプット・レポート等作成技術】≪Word≫レポート
作成に必要な見出し作成、文章校正機能について習得する（§2-
STEP2のLesson2）。
【情報の分析評価】≪Excel≫数値分析の概略を理解しExcelの
ファイル操作（§3-STEP1のLesson1）,データ入力および効率的
な数値入力（オートフィル）を習得する（§3-STEP2の
Lesson1）。【セキュリティと情報モラル】cookie, パスワード
の管理を習得する（§5-STEP1のLesson3）。

教科書1のp93下半分～p110とp263～
p264,教科書2の「数値分析Ⅰ」
Step1の(1)分析のポイントp18を読
んでおく。(90分)

p98練習8を行う。NESSの§2Word-
STEP2-確認テスト4～6,§3Excel-
STEP2-同1～3,§5セキュ-STEP1-同5
～7の問題を解く。(90分)

6

【情報の分析評価】数値分析に必要な数値データについて理解す
る。≪Excel≫データの表示設定（文字・表示形式・罫線の設
定、行の高さ・列幅の変更）（§3-STEP2のLesson1）を習得す
る。印刷手法（印刷イメージの確認、印刷タイトル)を習得する
（§3-STEP2のLesson2）。【セキュリティと情報モラル】ソー
シャルエンジニアリングとフィッシング詐欺の知識を得る（§5-
STEP1のLesson3）。

教科書1のp111～p126とp265～p267,
教科書2の「数値分析Ⅰ」Step1の
(2)数値データp19-p21を読んでお
く。(90分)

p122練習9を行う。NESSの§3Excel-
STEP2-確認テスト1～3,§5セキュ-
STEP1ｰ確認テスト5～7の問題を解
く。(90分)
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履修条件・留意
事項等

教科書は必ず北海道文教大学のキャンパスショップで購入してください（キャンパスショップのネット販売もしくは学内の売場）。これ以
外の方法で購入(ネット通販など)したり、未購入の場合は試験を受験できないため単位は取得できません。また、ＤＨは実施しません。

備考欄

その他 0 なし

教科書

1.イチからしっかり学ぶ！Office基礎と情報モラルOffice2016対応／ﾉｱ出版
2.「情報の探索・分析 」(情報活用力 抜粋版)／ﾉｱ出版

参考文献 なし

定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 授業内で実施する試験と各回の学習状況により評価する。

15

【情報のアウトプット・プレゼンテーション技法】≪PowerPoint
≫発表時の服装、態度、話し方について学ぶ（§4-STEP3の
Lesson2）。
§4 PowerPiont-STEP2の試験（10問）を行います。

NESSの§4Powerpoint-STEP2-確認テ
スト1～5の問題を解く。教科書1の
p243～p248を読んでおく。(90分)

これまでの操作を復習し教科書1の
p181～p185を読んでおく。(90分)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容
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5

【推測統計③】統計的検定の基本的手順を習得し、検定における
「帰無仮説」「危険率」「棄却」等の考え方を理解する。あわせ
て、片側検定、両側検定の使い分けや判定の誤り（第1種の過
誤、第２種の過誤）を学ぶ。

教科書１のp138〜p154を読んでおく
こと。(90分)

配布プリントを復習し宿題プリント
を行うこと。(90分)

6

【実践編①】関連２群の差の検定法として「対応あるｔ検定」
「ウィルコクソン符号付順位和検定」を学ぶ。これは同じ個体内
での変化など、関連のある２つの量に差があるかどうかを判定で
きる。２つの検定のうちどれを用いるかは正規性の有無で判断す
るので、正規性の検定も習得する。

教科書２のp48〜p51、p101〜p110を
読んでおくこと。(90分)

配布プリントを復習し宿題プリント
を行うこと。(90分)

3

【推測統計①】統計的調査を母集団全体に行うことは実用的では
ないので、標本を抽出して母集団の性質を推測する。まず母集団
が正規分布することを仮定して標本から母数を推定する考え方を
学んだのち、正規母集団の分散が既知のときに母平均を区間推定
する方法を学ぶ。

教科書１のp84〜p89、p96-p98、
p100〜p102、p106〜p109、p112〜
p117を読んでおくこと。(90分)

配布プリントを復習し宿題プリント
を行うこと。(90分)

4

【推測統計②】正規分布する母集団から標本抽出し、母分散を区
間推定する方法を学ぶ。また、正規分布するが分散が未知の母集
団、さらには分布も分散も未知の母集団から標本抽出し、母平均
を区間推定する方法を学ぶ。これらの理解に必要な自由度、中心
極限定理、ｔ分布、カイ二乗分布を学ぶ。

教科書１のp94、p133〜136、p71〜
p73、p96〜p98、p118〜p128、p68〜
p70を読んでおくこと。(90分)

配布プリントを復習し宿題プリント
を行うこと。(90分)

1

【記述統計①】データの整理と視覚化をおこなうための度数分布
表とヒストグラム、また、データを代表する値である平均値と中
央値、最頻値について高校までに学習した内容を確認する。ま
た、統計処理の対象となるデータが４つの尺度（比例尺度、間隔
尺度、順序尺度、名義尺度）に分類されることを学ぶ。

教科書１のp14〜p27を読んでおくこ
と。(90分)

配布プリントを復習し宿題プリント
を行うこと。(90分)

2

【記述統計②】データのばらつきを表す指標（散布度）である分
散、標準偏差、四分位偏差について高校までに学習した内容を確
認し、データの代表値と散布度の表し方を学ぶ。また、確率分布
を理解し、二項分布および代表的な分布である正規分布の性質を
理解する。

教科書１のp28〜p31、p42〜p48、
p60〜p67を読んでおくこと。(90分)

配布プリントを復習し宿題プリント
を行うこと。(90分)

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして、理解度確認テスト・宿題を実施後、解答の解説を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

１．データをもとにして統計的な記述を行いその特徴を見出すことができる。
２．統計的推定の考え方を説明することができる。
３．統計的検定の考え方を説明することができる。
４．各種検定法の特性を理解し、データに適した方法を選択できる。
５．統計検定を正しく行い、適切な検定結果から正しい結論を導くことができる。

授業の方法

パワーポイントと配布印刷物を用いて講義形式ですすめる。
理解度確認テストを実施するとともに、宿題を課す（全１５回）。第６回以降の後半は問題解決を通じて能動的に学ぶアクティブ・ラーニ
ング型となる。
フィードバックとして理解度確認テスト・宿題を実施後、解答の解説を行う。

ＩＣＴ活用 Moodleの小テスト機能を用いて練習問題を提供し自主学習を促す。

後期

教員氏名 武田　裕康

授業の位置づけ

社会で必要となるスキルのひとつである、データ解析を中心とした科学的分析力を修得する科目である。
「統計と社会調査法」（健康、理学、作業）、「医療統計学」（理学）、「理学療法研究Ⅰ、Ⅱ」（理学）の基礎となる。

授業の概要

主としてネイマン-ピアソン理論に基づき、個々の数量的現象の変動や差異と有意性、および集団の特性と変化の推移を理解する手段とし
て統計学の基本的な知識を身につける。さらに統計手法を利用して様々な自然現象や社会現象を把握する際の留意点を十分に理解したうえ
で、代表値の求め方や分散の取り扱い、相関関係の検討法、各種検定法の特性などを学び、コンピュータを利用して統計処理するための基
本理論を学ぶ。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

105600AA 統計の基礎（国際/健康/看護） 1156 2 カリキュラムにより
異なります。
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履修条件・留意
事項等

特になし

備考欄

その他 50 各回ごとの宿題の提出（１５回）

教科書

１．統計解析がわかる／涌井良幸，涌井貞美／技術評論社
２．4steps エクセル統計(第4版)／柳井久江／オーエムエス出版

参考文献 なし。

定期試験 0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

50 各講義中に提出する理解度確認テストの提出（１５回）

15

【実践編⑩】実践編の総まとめとして、調査したいデータに対し
てどの検定を選択したらよいかを習得する。
【番外編】統計的検定の問題点について考察する。効果の大きさ
をあらわす統計的指標である効果量について簡単に紹介する。

教科書２でこれまで行った検定法を
復習しておくこと。(90分)

配布プリントを復習し宿題プリント
を行うこと。(90分)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

【実践編⑧】「２×２分割表」について学ぶ。これは２つの名義
尺度の変数があり、各変数が２つの値しかとらないとき、変数間
の関連の有無を調べる検定法である。ここでは、「カイ２乗独立
性の検定」、「フィッシャーの直接確率計算法」、「マクニマー
法」について学ぶ。

教科書２のp239〜p253を読んでおく
こと。(90分)

配布プリントを復習し宿題プリント
を行うこと。(90分)

14

【実践編⑨】「ｍ×ｎ分割表」について学ぶ。これは２つの名義
尺度か順序尺度の変数があり、少なくとも１つの変数が３つ以上
の値をとるとき、変数間の関連の有無を調べる検定法である。こ
こでは「カイ２乗独立性の検定」等について学ぶ。

教科書２のp259〜p276を読んでおく
こと。(90分)

配布プリントを復習し宿題プリント
を行うこと。(90分)

11

【実践編⑥】２要因の組合せに対してデータが複数存在する場合
に用いる「繰り返しのある二元配置分散分析」について学ぶ。ま
たここで得られる２要因の絡みあいの指標＝「交互作用」の解釈
も学ぶ。さらに、「重複測定二元配置分散分析」についても紹介
する。

教科書１のp218〜p226 教科書２の
p149〜p163を読んでおくこと。(90
分)

配布プリントを復習し宿題プリント
を行うこと。(90分)

12

【実践編⑦】２つの変量の間に相関関係があるかどうかを調べる
「ピアソンの相関係数の検定」「スピアマンの順位相関係数検
定」を学び、ここで得られる相関係数の意味を学ぶ。また、回帰
分析のうち単回帰分析について学ぶ。

教科書１のp34〜p40、p172〜p184 
教科書２のp197〜p218を読んでおく
こと。(90分)

配布プリントを復習し宿題プリント
を行うこと。(90分)

9

【実践編④】関連ある多群の差を検定する「重複（または反復）
測定一元配置分散分析」を紹介する。また、２要因を同時に分析
する「二元配置分散分析」を学ぶ。ここでは２要因の組合せに対
してデータが１つの場合に用いる「繰り返しのない二元配置分散
分析」「フリードマン検定」を学ぶ。

教科書１のp207〜p213 教科書２の
p125〜p130、p139〜p148を読んでお
くこと。(90分)

配布プリントを復習し宿題プリント
を行うこと。(90分)

10

【実践編⑤】分散分析では多群のどこかに差があるかを検定する
が、どの群とどの群に差があるかはわからない。これを明らかに
する検定が多重比較である。ここではその概念を学び様々な多重
比較法を紹介する。

教科書２のp165〜p195が範囲だが、
このうちp165、p168〜p172を読んで
おくこと。(90分)

配布プリントを復習し宿題プリント
を行うこと。(90分)

7

【実践編②】独立２群の差の検定法として「スチューデントのｔ
検定」「ウェルチのｔ検定」「マン・ホイットニー検定」を学
ぶ。これらの検定のうちどれを用いるかは正規性の検定、等分散
性の検定により判断する。なお、等分散性の検定に必要なＦ分布
についても紹介する。

教科書１のp74〜p76、p167〜p170 
教科書２のp81〜99を読んでおくこ
と。(90分)

配布プリントを復習し宿題プリント
を行うこと。(90分)

8

【実践編③】独立な多群（３群以上）の差を検定する方法として
「一元配置分散分析」を分散分析の原理の基本とともに学ぶ。ま
た、正規性や多群の等分散性がないときに用いる「クラスカル・
ワーリス検定」、多群の等分散性の検定である「バートレット検
定」を学ぶ。

教科書１のp192〜p206 教科書２の
p111〜p124 を読んでおくこと。(90
分)

配布プリントを復習し宿題プリント
を行うこと。(90分)
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9

Unit 6, What do you like to do?                        
Lesson 1,  Talk about music

Read Unit 6,  Lesson 1,   
Prepare to talk about music
(90 minutes)

Review “Vocabulary” and 
"Conversation." (90 minutes)

7

Unit 4, Where are you now?
 Lesson 2, Make plans with someone 

Read Unit 4, and prepare to make 
plans with someone. Go over the 
vocabulary.
(90 minutes)

Review “Vocabulary” and 
"Conversation." (90 minutes)

8

Unit 5, Do I need an umbrella?                       
Ask about prices             
Talk about weather

Read Unit 5, Prepare to ask 
about prices and talk about 
weather
(90 minutes)

Review “Vocabulary” and 
"Conversation." (90 minutes)

5

Unit 3, What a beautiful home!
Lesson 2, Describe your neighborhood

Read Lesson 2 of Unit 3, and 
prepare to describe your 
neighborhood.
(90 minutes)

Review “Vocabulary” and 
"Conversation." (90 minutes)

6

Unit 4 Where are you now? 
Lesson 1,  Ask about an event

Read Unit 4, and prepare to talk 
about an event. Go over the 
vocabulary.
(90 minutes)

Review “Vocabulary” and 
"Conversation." (90 minutes)

3

Unit 2, Who are they?
Talk about friends and family
Talk about where people live and work

Read Unit 2, and prepare to talk 
about friends and family. Go 
over the vocabulary.
(90 minutes)

Review “Vocabulary” and 
"Conversation." (90 minutes)

4

Unit 3, What a beautiful home!
Talk about things in the home

Read Lesson 1 of Unit 3, and 
prepare to describe your home.
(90 minutes)

Review “Vocabulary” and 
"Conversation." (90 minutes)

1

Introduction to the course. Activity to get to know each 
other.

Familiarize yourself with the 
textbook. Read page iv to ix. 
(90 minutes)

Review the Welcome Unit
(90 minutes) 

2

Unit 1, How’s it going?
Introduce yourself and others
Talk about things in an office

Read Unit 1, and prepare to 
introduce yourself. Go over the 
vocabulary.
(90 minutes)

Review “Vocabulary” and 
"Conversation." (90 minutes)

実務経験のある
教員の教育内容

N/A

課題に対する
フィードバック

の方法

Teacher will give feedback by commenting on common errors related to vocabulary, pronunciation, grammar, conversation and 
listening.

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

Through this course, the students will be able to take part in English conversations and discussions with both native and 
non-native speakers of English. Extensive speaking training will enhance speaking, listening and vocabulary. They will gain 
confidence in their speaking ability.

授業の方法

There will be activities in class for students to use vocabulary, expressions, grammar and pronunciation from the lessons. 
It will enhance listening and speaking skills. This will be an active learning class.

ＩＣＴ活用

This course comes with resources on the English Portal and the Practice English App. Students must access both to extend 
their leaning.

前期

教員氏名 Todd Robert Enslen

授業の位置づけ

Speaking and listening are important skills in learning English as a second language.  Students will develop speaking and 
listening ability which will prepare them for courses like Basic Oral Communication, English for Study Abroad and English 
for Tourism Hospitality.

授業の概要

この授業は、日常の基本的な場面における英語での口頭による基礎的なコミュニケーション能力の育成を目的とする。授業では、日常場面
に即したさまざまなトピックのコミュニケーション活動を提供し、教員と学生の間だけではなく学生同士でのインタラクションを通して、
自信をもって英語でのやり取りができるようになることを目標とする。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

11242021 English Ⅰ(Speaking & Listening) 1211 1 1
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履修条件・留意
事項等

This course will be conducted entirely in English.

備考欄

その他 0 None

教科書

StartUp – 1 by Sharon Goldstein, Kimberly Russell, Daria Ruzicka, Jenni Currie Santamaria, and Kathleen Thompson. Pearson

参考文献 None

定期試験 0 None

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 Quizzes, 30%; assignments, 15%; discussion, 15%; tests, 40%

15

Review and wrap-up of the course
Test

Review the "Put it Together" at 
the end of each unit and prepare 
for the test. (90 minutes)

After Class: Students should do 
a self-evaluation of how well 
they have learned the material 
covered in class. (90 minutes)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

Unit 9, Is everything OK?                  
Talk about what you are doing                          
Talk about daily activities

Read Unit 9, Prepare to talk 
about daily activities. (90 
minutes)

Review “Vocabulary” and 
"Conversation." (90 minutes)

14

Unit 10, How was your weekend?
Describe your weekend
Talk about a past vacation

Read Unit 10, Prepare to talk 
about your weekend and past 
vacation. (90 minutes)

Review “Vocabulary” and 
"Conversation." (90 minutes)

11

Unit 7, Are you ready to order?
Talk about food              
 Oder in a restaurant 

Read Unit 7,  Prepare to talk 
about food
(90 minutes)

Review “Vocabulary” and 
"Conversation." (90 minutes)

12

Unit 8, Do you have a reservation?
Talk about future plans
Discuss goals

Read Unit 8, Prepare to answer 
questions about future plans. 
(90 minutes)

Review “Vocabulary” and 
"Conversation." (90 minutes)

10

Unit 6, What do you like to do?
Lesson 2, Talk about free-time activities

Read Unit 6,  Lesson 2,  Prepare 
to talk about free-time 
activities
(90 minutes)

Review “Vocabulary” and 
"Conversation." (90 minutes)
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7

Continue developing the ability to go through the writing 
process of brainstorming, planning, drafting, and revising 
by focusing on a more challenging, technical topic.

Read pages 35 to 40 in the 
textbook and check any words you 
don’t understand.  90分

Review lesson, readings, and 
vocabulary 90分

8

Review of the first half of the course, midterm test, and 
midterm writing assignment.

Prepare by studying the 
vocabulary and writing skills 
from the first half of the 
course. 90分

Reflect on the test and writing 
assignment, try to identify your 
weaknesses and the gaps in your 
knowledge, and work on 
addressing them.

5

Discuss the theme of global literacy and focus on key 
vocabulary related to this theme. Read through and test 
your understanding of the “The World’s Oldest First 
Grader” reading and practice making inferences from the 
content.

Read pages 21 to 27 in the 
textbook and check any words you 
don’t understand.  90分

Review lesson, readings, and 
vocabulary 90分

6

Build vocabulary and practice the reading skill of 
understanding main ideas, and then apply that skill to the 
“Global Education” reading along with the skills of 
understanding the gist and inferring.

Read pages 28 to 34 in the 
textbook and check any words you 
don’t understand.  90分

Review lesson, readings, and 
vocabulary 90分

3

Practice the skimming for gist skill and then complete 
activities to prepare for the “A Day in a Life” reading. 
Begin practicing your writing skills by producing 
sentences using the simple present tense.

Read pages 8 to 15 in the 
textbook and check any words you 
don’t understand. 90分

Review lesson, readings, and 
vocabulary 90分

4

Explore the writing process by thinking about 
brainstorming, planning, drafting, and revising. 
Consolidate these skills with writing tasks linked to 
drafting and revising.

Read pages 15 to 20 in the 
textbook and check any words you 
don’t understand.  90分

Review lesson, readings, and 
vocabulary 90分

1

Explanation of the syllabus and introduction to the 
course.

Read the syllabus and note down 
any questions you want to ask. 
90分

Review the content of the 
syllabus and reflect on the 
themes and goals. 90 分

2

Discuss the themes of population and cell phone usage. 
Focus on the “A Day on Planet Earth” reading and 
completing the writing assignment associated with the 
reading.

Read pages 2 to 7 in the 
textbook and check any words you 
don’t understand. 90分

Review lesson, readings, and 
vocabulary 90分

実務経験のある
教員の教育内容

The teacher has extensive teaching experience and training, including an MA in English Education.

課題に対する
フィードバック

の方法

There will be regular oral feedback during class time. In addition, answers to vocabulary tests will be given after the 
tests have been completed and individual and class feedback will be provided on the midterm writing assignment.

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

The aim of this course is to improve students’ reading comprehension skills in basic English texts and to acquire the 
basics of English writing in an English-only class environment.

授業の方法

Text analysis, vocabulary building, group discussions, sentence writing activities, and peer editing will be the main 
components of this course

ＩＣＴ活用

The class will make use of Google Classroom to provide access to course material. Video content will also be shown to 
students at certain points in the course.

後期

教員氏名 Walzem Allen George

授業の位置づけ

This course further develops reading and writing skills.

授業の概要

この授業は、基礎的な英文テクストにおける読解能力の育成、および英文ライティングの基礎の習得を目的とする。読解においては、さま
ざまジャンルの英文テクストを通して構文把握能力と基本的な読解方略の習得を目指す。そしてライティングにおいては、自身が意図した
意味の文の生成をすること、そして文と文のつながり（結束性）を意識して複数の文をつなげ、まとまり（首尾一貫性）のある文章を作る
ことができ、最終的にパラグラフライティングの基礎を習得することを目標とする。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

11244021 English Ⅱ(Reading & Writing) 1212 1 1
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履修条件・留意
事項等

Please bring textbook, paper, writing utensil, and dictionary to every class.

備考欄



その他 50% Writing assignments

教科書

Pathways 1A, Reading, Writing, and Critical Thinking by Mari Vargo and Laurie Blass. Publisher: National Geographic 
Learning. ISBN-13: 978-1-285-45246-3.

参考文献 大修館書店; 第5 edition, or comparable book

定期試験 0

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

50% Tests 40%
Participation 10%

15

Review of the course, final test, and final writing 
assignment.

Prepare by studying the 
vocabulary and writing skills 
from the first half of the 
course. 90分

Review lesson, readings, and 
vocabulary 90分

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

Study the “Art of Recycling” reading and test your 
understanding with activities related to the skills of 
understanding the gist, scanning for key details, and 
identifying supporting ideas. Practice writing with a 
focus on giving advice and making suggestions.

Read pages 70 to 75 in the 
textbook and check any words you 
don’t understand.  90分

Review lesson, readings, and 
vocabulary 90分

14

Continue the writing practice with a focus on modals like 
should and could and the skill of using details to clarify 
ideas. Go through the “Toaster Project” reading and test 
your understanding by practicing the skill of scanning and 
identifying key details.

Read pages 76 to 80 and pages 84 
to 87 in the textbook and check 
any words you don’t understand. 
 90分

Review lesson, readings, and 
vocabulary 90分

11

Continue to develop key writing skills by focusing on how 
to write factual and speculative statements related to the 
theme of family members. Practice using peer evaluation to 
further revise and edit your work.

Read pages 55 to 60 in the 
textbook and check any words you 
don’t understand.  90分

Review lesson, readings, and 
vocabulary 90分

12

Explore the theme of recycling and making money from stuff 
people throw away. Go through the reading “Garbage 
Island” and try to come up with solutions for some of the 
problems raised in the text. In addition, practice finding 
supporting ideas in the reading.

Read pages 62 to 69 in the 
textbook and check any words you 
don’t understand.  90分

Review lesson, readings, and 
vocabulary 90分

9

Discuss the theme of family history and study the related 
key vocabulary. Go through the “The Story of Us” and 
“From Africa to Astoria” readings and test your 
understanding and of the texts through comprehension and 
critical thinking writing activities.

Read pages 41 to 47 in the 
textbook and check any words you 
don’t understand.  90分

Review lesson, readings, and 
vocabulary 90分

10

Practice looking up difficult words and paying attention 
to context to find the right meaning. Apply this skill to 
the reading “Our Family Journey” and discuss in your 
groups your thoughts about the text.

Read pages 48 to 54 in the 
textbook and check any words you 
don’t understand.  90分

Review lesson, readings, and 
vocabulary 90分
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9

効果的なリーディングの学び方について考える。
・学習者のリーディングのプロセスについて学び、効果的な学習
方法を考える。

教科書の第7章の該当箇所を読み、
事前に内容を把握しておく。(90分)

講義内容の復習を行い、小レポート
課題に取り組む。(90分)

10

効果的なスピーキングの学び方について考える。
・スピーキングがなぜ困難なのか考え、効果的な学習方法につい
て学ぶ。

教科書の第8章の該当箇所を読み、
事前に内容を把握しておく。(90分)

講義内容の復習を行い、小レポート
課題に取り組む。(90分)

7

効果的な文法の学び方について考える。
・なぜ英文法を学ぶ必要があるのか、まだどのように学習すれば
使える英文法を身につけることができるのかを学ぶ。

教科書の第6章を読み、事前に内容
を把握しておく。(90分)

講義内容の復習を行い、小レポート
課題に取り組む。(90分)

8

効果的なリスニングの学び方について考える。
・インプットが頭の中でどのように処理されるか学ぶ。
・リスニングの効果的な学習方法を学ぶ。

教科書の第7章の該当箇所を読み、
事前に内容を把握しておく。(90分)

講義内容の復習を行い、小レポート
課題に取り組む。(90分)

5

英語学習のプリンシプル
・全ての英語（外国語）の学びの基盤となる「6つのプリンシパ
ル（原則）」について学ぶ。

教科書の第4章を読み、事前に内容
を把握しておく。(90分)

講義内容の復習を行い、小レポート
課題に取り組む。(90分)

6

効果的なボキャブラリーの学び方について考える。
・覚えるべき語彙の目安や効果的な語彙の学習方法を学ぶ。

教科書の第5章を読み、事前に内容
を把握しておく。(90分)

講義内容の復習を行い、小レポート
課題に取り組む。(90分)

3

「第二言語」として目指す英語力とは？
・英語が世界の共通語として地位を確立している時代に、どのよ
うに英語に向き合っていけばいいのか考える。

教科書の第2章を読み、事前に内容
を把握しておく。(90分)

講義内容の復習を行い、小レポート
課題に取り組む。(90分)

4

英語を学ぶモチベーションのメカニズム
・英語を学ぶモチベーションはどのように生まれ、どうすれば長
期間に渡って維持できるのか考える。

教科書の第3章を読み、事前に内容
を把握しておく。(90分)

講義内容の復習を行い、小レポート
課題に取り組む。(90分)

1

オリエンテーション
・高校までの英語学習を評価し、改善が必要な点を考える。

シラバスを読み、教科書を準備す
る。(90分)

講義の復習をし、次回の授業の準備
を行う。(90分)

2

「第二言語習得」から英語の学び方を考える。
・世間一般で言われている英語(外国語)学習についての通説につ
いて、「第二言語習得理論」 の観点から正しいか考える。

教科書の第１章を読み、事前に内容
を把握しておく。(90分)

講義内容の復習を行い、小レポート
課題に取り組む。(90分)

実務経験のある
教員の教育内容

特別支援学校及び高等専門学校での勤務経験があり、教育現場における英語指導について幅広い知識を有している。この経験を活かして、
学生たちがこれまで経験した教育現場を考慮した外国語学習方法についての授業を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

適宜、課題の形式に応じたフィードバックを講義やGoogle classroom等を通じて行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

・第二言語習得論の知見をもとに、語彙学習や文法、そしてリスニング、リーディング、ライティングそれぞれの技能の効果的な学習法を
考えることができる。
・講義を通して学習した内容をもとに、大学での外国語学習計画を設定することができる。

授業の方法

基本的には、板書及び、プレゼンテーションソフトや授業支援用のwebアプリ、ハンドアウトを活用して講義形式で進める。今までの英語
学習の方法を振り返り、自分の不十分であった部分を考える。その上で理論に基づいた外国語学習方法を学んでいき、合計12回の授業後の
レポートを通して、理解を深める。そして、最後にまとめとして、4年間の外国語学習計画を立てて、それについてのプレゼンテーション
を行う。

ＩＣＴ活用 WebアプリのPear Deckを用いて意見を出してもらいながら授業を進めていく。

前期

教員氏名 沢谷　佑輔

授業の位置づけ

この講義は、ディプロマポリシーの「グローバル社会の中で、世界の人々と共生・協働することを可能とする国際性や共感力を備えてい
る。（関心・意欲・態度）」、「世界と繋がるために地域社会を理解し、その活性化に向けて発信できる国際感覚を身につけている。（関
心・意欲・態度）」と関連している。また、理論に基づいた外国語学習法を身につけることで、大学での外国語学習計画を設定することを
目的とした科目で、英語の専門科目や中国語科目、その他の外国語科目の基礎となる科目である。

授業の概要

この授業は、外国語学習を本格的に始めるにあたり、認知心理学の視点から、効果的な外国語学習法を第二言語習得論の知見を通して学ぶ
ことを目的とする。学生たちは高校までの英語学習を振り返り、本講義で学んだことを通して、スピーキング、リスニング、リーディン
グ、ライティングそれぞれの技能についてどのように学習に取り組んでいくかを考え、大学での外国語学習の目標を設定することを最終目
標とする。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

11122021 ことばと心理(外国語学習法入門) 1200 2 1
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履修条件・留意
事項等

講義には積極的に参加すること。また、課題の提出期限は厳守すること。

備考欄

その他 0 なし

教科書 新多了著　「英語の学び方」入門　(研究社, 2019)

参考文献 講義内で適宜紹介する。

定期試験 0 実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 授業後の小レポート課題　60% (5%×12)　
プレゼンテーション　40%

15

講義の振り返り
・1週目から14週目の内容を振り返る。

これまでの講義内容を振り返る。
(90分)

講義内容を復習する。(90分)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

スマホアプリやオンライン教材を用いた効果的な外国語学習につ
いて考える。
・外国語学習に用いることができる、スマホアプリやオンライン
教材にはどのようなものがあるが学ぶ。
・アプリやオンライン教材をどのように用いると効果的かを考え
る。

外国語学習に用いることができるス
マホアプリやオンライン教材にはど
のようなものがあるか事前に調べて
おく。(90分)

講義内容の復習を行い、小レポート
課題に取り組む。また、次の授業で
のプレゼンテーションの準備を行
う。(90分)

14

自分の大学での外国語学習計画についてのプレゼンテーションを
行う。
・1週目から13週目までの学習を基に今後の大学で外国語をどの
ように学ぶのかについてのプレゼンテーションを行う。

自分のプレゼンテーションのスライ
ドや発表原稿を準備し、確認を行
う。(90分）

他の学生の発表と自分の計画を照ら
し合わせ、足りない部分をまとめ、
自分の計画の見直しを行う。(90分)

11

効果的なライティングの学び方について考える。
・ライティング力の重要さについて学ぶ。
・効果的なライティングの学習方法について学ぶ。

教科書の第9章の該当箇所を読み、
事前に内容を把握しておく。(90分)

講義内容の復習を行い、小レポート
課題に取り組む。(90分)

12

効果的な海外留学について考える。
・英語（外国語）の4技能の能力が伸び、かつ学習者の満足・充
実度が高くなる留学はどのようなものか学ぶ。

事前にどのような留学形態があるか
調べ、留学をすることでどのような
効果があるかを考えてくる。(90分)

講義内容の復習を行い、小レポート
課題に取り組む。(90分)
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11

Schools and teaching US vs Japanese approaches Students 
will describe differences in various countries' education 
systems

Prep next lesson. Practice 
dialog, answer questions, study 
new vocab 90 min.

Prep next lesson. Practice 
dialog, answer questions, study 
new vocab 90 min.

9

More Help is on the way!  Emergency situations, talking to 
doctors about medical problems.

Prep next lesson. Practice 
dialog, answer questions, study 
new vocab 90 min.

Section Review 3 90min

10

Shopping, Consumer culture  --Students will contrast US 
spending patterns with Japanese norms.

Prep next lesson. Practice 
dialog, answer questions, study 
new vocab 90 min.

Prep next lesson. Practice 
dialog, answer questions, study 
new vocab 90 min.

7

(Vocab Quiz 2) Food Culture  --Learn how to order food, 
learn about American eating habits

Prep next lesson. Practice 
dialog, answer questions, study 
new vocab 90 min.

Prep next lesson. Practice 
dialog, answer questions, study 
new vocab 90 min.

8

“Give yourself some Credit” Learn how to order, use, and 
avoid debt with US credit cards and banking.

Prep next lesson. Practice 
dialog, answer questions, study 
new vocab 90 min.

Prep next lesson. Practice 
dialog, answer questions, study 
new vocab 90 min.

5

Home life—Domesticity --examine differences in typical 
American home life compared to Japan and other countries.

Prep next lesson. Practice 
dialog, answer questions, study 
new vocab 90 min.

Prep next lesson. Practice 
dialog, answer questions, study 
new vocab 90 min.

6

Emergencies “Send Help!”  Students will learn how to 
handle an emergency situation, calling 911, describing 
problem

Prep next lesson. Practice 
dialog, answer questions, study 
new vocab 90 min.

Section Review 2 90min

3

Money and Money Culture  . Students will read about US 
currencies, and practice shopping and questioning skills.

Prep next lesson. Practice 
dialog, answer questions, study 
new vocab 90 min.

Section Review 1 90min

4

(Vocab Quiz 1) Relaxation and Culture Shock --learn how to 
avoid culture shock and loneliness in foreign environment.

Prep next lesson. Practice 
dialog, answer questions, study 
new vocab 90 min.

Prep next lesson. Practice 
dialog, answer questions, study 
new vocab 90 min.

1

Class introduction. Rules. Expecations. Syllabus. Topic 1: 
Here you are!

Prep next lesson. Practice 
dialog, answer questions, study 
new vocab 90 min.

Prep next lesson. Practice 
dialog, answer questions, study 
new vocab 90 min.

2

Getting to know you—meeting people, greetings . Students 
will learn and practice basics for interacting with 
strangers in initial meeting.

Prep next lesson. Practice 
dialog, answer questions, study 
new vocab 90 min.

Prep next lesson. Practice 
dialog, answer questions, study 
new vocab 90 min.

実務経験のある
教員の教育内容

Not Applicable

課題に対する
フィードバック

の方法

Students will receive constant feedback on pronunciation and other oral issues in class activities, as well as written 
feedback on quizzes, tests, and presentations.

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

Students will learn to better understand and express pragmatic daily English, for situations in airports, restaurants, 
banks, hospitals, etc. as well as learning vernacular “common” English used by their foreign peers in more informal social 
settings. 


授業の方法

The basis of the class is lecture, with many examples from movies and TV shows, for both listening practice and better 
cultural understanding. Students will also do pair work to practice dialogs, role-plays, and information exchange 
activities.

ＩＣＴ活用

There will be a lot of multi-media in the class. Students may be able to use their own devices for certain activities, 
depending on the lesson.

後期

教員氏名 Walzem Allen George

授業の位置づけ

This class will utilize student speaking, reading, and listening skills from other classes as a foundation for living and 
communicating in a foreign, English speaking context, with a focus on better understanding (and preparing for) cultural 
differences.


授業の概要

この授業は、語学研修の参加に必要な英語のスキルと同時に空港での手続や現地での生活といったプログラムの参加に必要な関連知識を身
にけることを目的とする。授業では、出発前から帰国までの場面別に遭遇する出来事に関連するトピックでスピーキング、リスニング、
リーディング、ライティングの4技能のうち、複数の技能を統合した言語活動を通して、どの技能もバランスよく習得し、語学研修に必要
な英語能力を身に付けることを目標とする。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

11123021 English for Study abroad/スピーキングⅢ 1214 2 1
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履修条件・留意
事項等

Please come to class on time, with textbook, notebook, and pen. Be ready to start class when the bell rings.

備考欄

その他 20% Presentations

教科書

College the American Way: A Fun ESL Guide to English Language and Campus Life in the U.S. (English the American Way: Fun ESL 
Learning) Paperback – Illustrated, November 15, 2016
by Sheila Mackechnie Murtha (著), Jane Airey O'connor (著)
ISBN-10 : 0738612138
ISBN-13 : 978-0738612133

参考文献 A good dictionary would be very useful.

定期試験 0

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

80% Attendance and Participation 30%

Tests and Quizzes 50%

15

News and media 
 Introduction to understanding US news, with focus on 
social media use

Prep next lesson. Practice 
dialog, answer questions, study 
new vocab Study for FINAL 90 
min.

Course Consolidation

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

(Vocab Quiz 3) Fun activities     Students will learn 
rules of American football, and various outdoor 
activities.

Prep next lesson. Practice 
dialog, answer questions, study 
new vocab 90 min.

Section Review 4 90min

14

“Who are these people?”   Students will learn about 
various culture and ethnic groups in the us.

Prep next lesson. Practice 
dialog, answer questions, study 
new vocab 90 min.

Prep next lesson. Practice 
dialog, answer questions, study 
new vocab 90 min.

12

Health and Safety -- Rules and laws will be explained for 
staying out of trouble and avoiding injury

Prep next lesson. Practice 
dialog, answer questions, study 
new vocab 90 min.

Prep next lesson. Practice 
dialog, answer questions, study 
new vocab 90 min.
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7

判断を表す“是”を使った表現をマスターする。
S＋“是”＋O
S＋“不是”＋O

学習予定の部分（p.24--27）につい
て、予習すること。(９０分)

よく復習し、第２４頁を朗読し、う
まく読めるようになってから、録音
し、次回の授業の前日までに提出す
ること。(９０分)

5

発音のまとめ：発音①から③の復習及び表記方法の確認。
中国語の微妙な発音の相違を耳で聞いて区別できるには、一定の
継続した訓練が必要であるが、まず、ピンイン表記と音の相違を
耳で区別できるように訓練を行う。その後、基本事項に関する小
テストを行う。

p. 13-18及び学習した部分を準備す
ること。(９０分)

18頁をよく読み、理解し、19頁の表
をうめること。挨拶語を読み、16頁
の表を読み、録音し、次回授業前日
までに提出。(９０分)

6

自分の名前や同級生の名前を中国語で表現し、相手の名前を尋ね
る表現をマスターする。
S（人）＋“叫”＋フルネーム
S（人）＋“姓”＋苗字

授業の前に学習予定の部分（p.20--
23）について、予習すること。(９
０分)

よく復習し、第２０頁を朗読し、う
まく読めるようになってから、録音
し、次回の授業の前日までに提出す
ること。　(９０分)

3

発音②　単母音及び複母音を中心にマスターする。
単母音の違いを耳で聞いて区別できるようになり、実際に発音で
きるようになる。
単母音をマスターした後に、２重母音、３重母音の複母音につい
て訓練する。

学習予定の部分（p.8～10）につい
て、予習すること。(９０分)

母音と声調を合わせて、正しく発音
できるようになったら、数字を読
み、録音し、次回の授業の前日まで
に提出すること。(９０分)

4

発音③　子音を中心にマスターする。
子音（声母）の音の違いを耳で聞いて区別できるようになり、実
際に発音できるようになる。また、中国語の有気音と無気音の違
いについては、徹底して発音訓練を行う。

学習予定の部分（p.10～12）につい
て、予習すること。(９０分)

子音と声調を合わせて、正しく発音
できるようになったら、挨拶語を読
み、録音し、次回の授業の前日まで
に提出。(９０分)

1

オリエンテーション、中国語とは？  予習・復習に何をすべき
か、何に力をいれて授業に臨むべきかなどを具体的に指示する。
中国語と日本語の相違点、類似点を中心に中国語がどのような言
語かについて理解を深める。

テキストの「前書き」をよく読み、
理解すること。(４５分)

ガイダンスの内容を復習すること。
(９０分)

2

発音①、四声、声調符号の付け方を中心にマスターする。
中国語の声調とは何かを理解し、声調の違いを耳で区別できるよ
うになる。
声調符号のつけ方の規則について理解し、中国語音節に正しい声
調符号をつけることができるようになる。

学習予定の部分（p.6-8）につい
て、予習すること。(９０分)

学習した内容を復習すること。特に
声調をよく練習すること。(９０分)

実務経験のある
教員の教育内容

特になし

課題に対する
フィードバック

の方法

毎回の授業目標に掲げた内容の達成度に応じて、次回の授業で微調整を行う。提出された音声宿題の完成度・問題点について、学生にアド
バイスする。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

中国語の学習を継続的に進めていくための、基礎的な事項であるピンインの読み方や表記の方法を理解することができるようになる。

授業の方法

読む、聞く、話す、書くの４方面を中心とした総合的な語学能力を育成するために、配布印刷物を用いて、多様な方法を用いて、講義形式
で授業を進める。
フィードバックとして、理解度確認テストを用い、回収後には、解答の解説を行う。

ＩＣＴ活用

講義用テキストの音声データを全てビデオ化し、CL教室にある「教材提示」フォルダーに置き、学生の予習・復習の補助教材として提供す
る。これにより、学生がスマートフォン、タブレットなどの機器を使用し、効果的な予習・復習に取り組むことを可能にする。

前期

教員氏名 蘇　氷

授業の位置づけ

学部共通科目に位置づけられた入門レベルの外国語科目である。後期の「中国語入門Ⅲ」は、この科目の延長である。グローバル社会の中
で、世界の人々と共生・協働することを可能とする国際政治や柔軟で前向きなコミュニケーション能力を備えるための科目である。

授業の概要

この授業は、中国語修得の中で、外国人が最も苦労すると言われる中国語の発音をマスターする（ローマ字を見て発音でき、発音を聞いて
ローマ字に直せるようになる）。これは中国語の基礎をマスターすることに等しい。この授業では、日本人の習慣を考慮した学習法によ
り、効率的に中国語の発音をマスターすることを目指す。また、それと同時に、基本的な語彙や、すぐに役に立つ会話句をも紹介し、中国
語学習に対する興味を養うことも目指す。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

11124021 中国語入門Ⅰ 1231 1 1
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履修条件・留意
事項等

「中国語入門Ⅰ」・「中国語入門Ⅱ」の両方を履修すること。
１回目の授業に必ず出席し、説明を聞いてから、教科書を用意すること。 それまで教科書を購入しないこと。

備考欄

その他 0 無断欠席は必ず減点要素になる。

教科書

「新・表現の達人Ⅰ・基本ブック」、白帝社、蘇氷など著 

参考文献 適宜授業中に指示する。

定期試験 0 定期試験は行わない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 課題の完成度及び授業への参加度、授業態度（４０％）＋小テスト（６０％）

15

小テストの朗読部分。 p. 20-55及び学習した部分を準備す
ること。(６０分)

小テストの内容を確認すること。
(９０分)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

基本的文型を使って、生活習慣に関する表現をマスターする。
（時を示す名詞＋）S＋（時を示す名詞＋）V（＋O)
授業の前に学習予定の部分について、十分に予習すること。授業
の後は、学習した内容をよく復習すること。

学習予定の部分（p.48--51）につい
て、予習すること。　(９０分)

よく復習し、第48頁を朗読し、うま
く読めるようになってから、録音
し、次回の授業の前日までに提出す
ること。(９０分)

14

p. 20-55及び学習した部分を復習し、小テストをする。 p. 20-55及び学習した部分につい
て、予習すること。　(６０分)

よく復習し、第52頁を朗読し、うま
く読めるようになってから、録音
し、次回の授業の前日までに提出す
ること。　(９０分)

11

“有”を用いた文型をマスターする。
S＋“有”＋O
S＋“没有”＋O

学習予定の部分（p.40--43）につい
て、予習すること。　(９０分)

よく復習し、第40頁を朗読し、うま
く読めるようになってから、録音
し、次回の授業前日までに提出する
こと。(９０分)

12

  “在”と“有”を用いた文型の相違を確認し、マスターする。
S＋“在”＋場所
場所＋“有”＋S 

学習予定の部分（p.44--47）につい
て、予習すること。　(９０分)

よく復習し、第44頁を朗読し、うま
く読めるようになってから、録音
し、次回の授業の前日までに提出す
ること。(９０分)

9

動詞を用いた最も基本的な文型をマスターする。
S＋副詞＋V（＋O)

学習予定の部分（p.32--35）につい
て、予習すること。(９０分)

よく復習し、第３２頁を朗読し、う
まく読めるようになってから、録音
し、次回の授業の前日までに提出す
ること。(９０分)

10

名詞を述語とする最も基本的な文型をマスターする。
名詞＋名詞（曜日・時刻・年月・年齢）
名詞＋“不是”＋名詞（曜日・時刻・年月・年齢）

学習予定の部分（p.36--39）につい
て、予習すること。(９０分)

よく復習し、第３６頁を朗読し、う
まく読めるようになってから、録音
し、次回の授業で提出すること。
(９０分)

8

形容詞を用いた最も基本的な文型をマスターする。
S＋形容詞
S＋“不”＋形容詞
授業の前に学習予定の部分について、２時間以上予習すること。
授業の後は、学習した内容を２時間以上復習すること。

学習予定の部分（p.28--31）につい
て、予習すること。(９０分)

よく復習し、第２８頁を朗読し、う
まく読めるようになってから、録音
し、次回の授業の前日までに提出す
ること。(９０分)
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7

判断を表す“是”を使った表現をマスターする。
S＋“是”＋O
S＋“不是”＋O

学習予定の部分（p.24--27）につい
て、予習すること。(９０分)

よく復習し、第２４頁を朗読し、う
まく読めるようになってから、録音
し、次回の授業の前日までに提出す
ること。(９０分)

5

発音のまとめ：発音①から③の復習及び表記方法の確認。
中国語の微妙な発音の相違を耳で聞いて区別できるには、一定の
継続した訓練が必要であるが、まず、ピンイン表記と音の相違を
耳で区別できるように訓練を行う。その後、基本事項に関する小
テストを行う。

p. 13-18及び学習した部分を準備す
ること。(９０分)

18頁をよく読み、理解し、19頁の表
をうめること。挨拶語を読み、16頁
の表を読み、録音し、次回授業前日
までに提出。(９０分)

6

自分の名前や同級生の名前を中国語で表現し、相手の名前を尋ね
る表現をマスターする。
S（人）＋“叫”＋フルネーム
S（人）＋“姓”＋苗字

授業の前に学習予定の部分（p.20--
23）について、予習すること。(９
０分)

よく復習し、第２０頁を朗読し、う
まく読めるようになってから、録音
し、次回の授業の前日までに提出す
ること。　(９０分)

3

発音②　単母音及び複母音を中心にマスターする。
単母音の違いを耳で聞いて区別できるようになり、実際に発音で
きるようになる。
単母音をマスターした後に、２重母音、３重母音の複母音につい
て訓練する。

学習予定の部分（p.8～10）につい
て、予習すること。(９０分)

母音と声調を合わせて、正しく発音
できるようになったら、数字を読
み、録音し、次回の授業の前日まで
に提出すること。(９０分)

4

発音③　子音を中心にマスターする。
子音（声母）の音の違いを耳で聞いて区別できるようになり、実
際に発音できるようになる。また、中国語の有気音と無気音の違
いについては、徹底して発音訓練を行う。

学習予定の部分（p.10～12）につい
て、予習すること。(９０分)

子音と声調を合わせて、正しく発音
できるようになったら、挨拶語を読
み、録音し、次回の授業の前日まで
に提出。(９０分)

1

オリエンテーション、中国語とは？  予習・復習に何をすべき
か、何に力をいれて授業に臨むべきかなどを具体的に指示する。
中国語と日本語の相違点、類似点を中心に中国語がどのような言
語かについて理解を深める。

テキストの「前書き」をよく読み、
理解すること。(４５分)

ガイダンスの内容を復習すること。
(９０分)

2

発音①、四声、声調符号の付け方を中心にマスターする。
中国語の声調とは何かを理解し、声調の違いを耳で区別できるよ
うになる。
声調符号のつけ方の規則について理解し、中国語音節に正しい声
調符号をつけることができるようになる。

学習予定の部分（p.6-8）につい
て、予習すること。(９０分)

学習した内容を復習すること。特に
声調をよく練習すること。(９０分)

実務経験のある
教員の教育内容

特になし

課題に対する
フィードバック

の方法

毎回の授業目標に掲げた内容の達成度に応じて、次回の授業で微調整を行う。提出された音声宿題の完成度・問題点について、学生にアド
バイスする。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

中国語の学習を継続的に進めていくための、基礎的な事項であるピンインの読み方や表記の方法を理解することができるようになる。

授業の方法

読む、聞く、話す、書くの４方面を中心とした総合的な語学能力を育成するために、配布印刷物を用いて、多様な方法を用いて、講義形式
で授業を進める。
フィードバックとして、理解度確認テストを用い、回収後には、解答の解説を行う。

ＩＣＴ活用

講義用テキストの音声データを全てビデオ化し、CL教室にある「教材提示」フォルダーに置き、学生の予習・復習の補助教材として提供す
る。これにより、学生がスマートフォン、タブレットなどの機器を使用し、効果的な予習・復習に取り組むことを可能にする。

前期

教員氏名 蘇　氷

授業の位置づけ

学部共通科目に位置づけられた入門レベルの外国語科目である。「中国語入門Ⅰ」とリンクしている。グローバル社会の中で、世界の人々
と共生・協働することを可能とする国際政治や柔軟で前向きなコミュニケーション能力を備えるための科目である。

授業の概要

本講義は、発音のポイント、入門レベルの文法、基本会話と表現に関する基礎的事項を総合的に学習することによって、入門レベルの中国
語の外観を把握し、特に、文法事項や発音のポイントを把握できるようにする。中国語の発音の学習で重要なことは、発音符号であるピン
インの読み方とその表記の方法を理解することであるため、発音表記であるピンインとその表記の関係を理解することに力をいれ、その関
係を把握できるようにする。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

11125021 中国語入門Ⅱ 1232 1 1
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履修条件・留意
事項等

１回目の授業に必ず出席し、説明を聞くこと。 それまで教科書を購入しないこと。

備考欄

その他 0 無断欠席は必ず減点要素になる。

教科書

「表現の達人Ⅰ・発展ブック」、白帝社、蘇氷など著 

参考文献 適宜授業中に指示する。

定期試験 0 定期試験は行わない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 課題の完成度及び授業への参加度、授業態度（４０％）＋小テスト（６０％）

15

小テストの朗読部分。 p. 20-55及び学習した部分を準備す
ること。(６０分)

小テストの内容を確認すること。
(９０分)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

基本的文型を使って、生活習慣に関する表現をマスターする。
（時を示す名詞＋）S＋（時を示す名詞＋）V（＋O)
授業の前に学習予定の部分について、十分に予習すること。授業
の後は、学習した内容をよく復習すること。

学習予定の部分（p.48--51）につい
て、予習すること。　(９０分)

よく復習し、第48頁を朗読し、うま
く読めるようになってから、録音
し、次回の授業の前日までに提出す
ること。(９０分)

14

p. 20-55及び学習した部分を復習し、小テストをする。 p. 20-55及び学習した部分につい
て、予習すること。　(６０分)

よく復習し、第52頁を朗読し、うま
く読めるようになってから、録音
し、次回の授業の前日までに提出す
ること。　(９０分)

11

“有”を用いた文型をマスターする。
S＋“有”＋O
S＋“没有”＋O

学習予定の部分（p.40--43）につい
て、予習すること。　(９０分)

よく復習し、第40頁を朗読し、うま
く読めるようになってから、録音
し、次回の授業前日までに提出する
こと。(９０分)

12

  “在”と“有”を用いた文型の相違を確認し、マスターする。
S＋“在”＋場所
場所＋“有”＋S 

学習予定の部分（p.44--47）につい
て、予習すること。　(９０分)

よく復習し、第44頁を朗読し、うま
く読めるようになってから、録音
し、次回の授業の前日までに提出す
ること。(９０分)

9

動詞を用いた最も基本的な文型をマスターする。
S＋副詞＋V（＋O)

学習予定の部分（p.32--35）につい
て、予習すること。(９０分)

よく復習し、第３２頁を朗読し、う
まく読めるようになってから、録音
し、次回の授業の前日までに提出す
ること。(９０分)

10

名詞を述語とする最も基本的な文型をマスターする。
名詞＋名詞（曜日・時刻・年月・年齢）
名詞＋“不是”＋名詞（曜日・時刻・年月・年齢）

学習予定の部分（p.36--39）につい
て、予習すること。(９０分)

よく復習し、第３６頁を朗読し、う
まく読めるようになってから、録音
し、次回の授業で提出すること。
(９０分)

8

形容詞を用いた最も基本的な文型をマスターする。
S＋形容詞
S＋“不”＋形容詞
授業の前に学習予定の部分について、２時間以上予習すること。
授業の後は、学習した内容を２時間以上復習すること。

学習予定の部分（p.28--31）につい
て、予習すること。(９０分)

よく復習し、第２８頁を朗読し、う
まく読めるようになってから、録音
し、次回の授業の前日までに提出す
ること。(９０分)
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7

選択の表現をマスターする。
A＋“還是”＋B？
A＋“或者”＋B
授業の前に学習予定の部分について、十分に予習すること。授業
の後は、学習した内容をよく復習すること。

学習予定の部分（p.68--71）につい
て、予習すること。（90分）

よく復習し、本文を朗読し、うまく
読めるようになってから、録音し、
次回の授業で提出すること。（90
分）

5

可能、許可の表現の否定的使い方をマスターする。
S＋（“不”＋）“想”／“打算”など＋V（＋O)
授業の前に学習予定の部分について、十分に予習すること。授業
の後は、学習した内容をよく復習すること。

学習予定の部分（p.60--63）につい
て、予習すること。（90分）

よく復習し、本文を朗読し、うまく
読めるようになってから、録音し、
次回の授業で提出すること。（90
分）

6

願望の表現をマスターする。感覚表現をマスターする。
S＋（“不”＋）“想”／“打算”など＋V（＋O)
S＋（“不”＋）“覚得”＋形容詞
授業の前に学習予定の部分について、十分に予習すること。授業
の後は、学習した内容をよく復習すること。

学習予定の部分（p.64--67）につい
て、予習すること。（90分）

よく復習し、本文を朗読し、うまく
読めるようになってから、録音し、
次回の授業で提出すること。（90
分）

3

行為の完了表現をマスターする。
S＋V＋“了”＋O
S＋“没（有）”＋V＋O
授業の前に学習予定の部分について、十分に予習すること。授業
の後は、学習した内容をよく復習すること。

学習予定の部分（p.52--55）につい
て、予習すること。（90分）

よく復習し、本文を朗読し、うまく
読めるようになってから、録音し、
次回の授業で提出すること。（90
分）

4

可能、許可の表現をマスターする。
S＋“能”／“会”／“可以”＋V（＋O)
授業の前に学習予定の部分について、十分に予習すること。授業
の後は、学習した内容をよく復習すること。

学習予定の部分（p.56--59）につい
て、予習すること。（90分）

よく復習し、本文を朗読し、うまく
読めるようになってから、録音し、
次回の授業で提出すること。（90
分）

1

オリエンテーション、前期の復習。授業の前に学習予定の部分に
ついて、十分に予習すること。授業の後は、学習した内容をよく
復習すること。

前期科目「中国語Ⅰ」の内容を復習
すること。　（90分）

ガイダンスの内容を復習すること。
（90分）

2

基本的文型を使って、生活習慣に関する表現をマスターする。
（時を示す名詞＋）S＋（時を示す名詞＋）V（＋O)
授業の前に学習予定の部分について、十分に予習すること。授業
の後は、学習した内容をよく復習すること。

学習予定の部分（p.48--51）につい
て、予習すること。（90分）

よく復習し、本文を朗読し、うまく
読めるようになってから、録音し、
次回の授業で提出すること。（90
分）

実務経験のある
教員の教育内容

特になし

課題に対する
フィードバック

の方法

毎回の授業目標に掲げた内容の達成度に応じて、次回の授業で微調整を行う。提出された音声宿題の完成度・問題点について、学生にアド
バイスする。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

中国語の学習を継続的に進めていくための、基礎的な事項であるピンインの読み方や表記の方法を理解することができるようになる。

授業の方法

読む、聞く、話す、書くの４方面を中心とした総合的な語学能力を育成するために、配布印刷物を用いて、多様な方法を用いて、講義形式
で授業を進める。
フィードバックとして、理解度確認テストを用い、回収後には、解答の解説を行う。

ＩＣＴ活用

講義用テキストの音声データを全てビデオ化し、CL教室にある「教材提示」フォルダーに置き、学生の予習・復習の補助教材として提供す
る。これにより、学生がスマートフォン、タブレットなどの機器を使用し、効果的な予習・復習に取り組むことを可能にする。

後期

教員氏名 蘇　氷

授業の位置づけ

グローバル社会の中で、世界の人々と共生・協働することを可能とする国際政治や柔軟で前向きなコミュニケーション能力を備えるための
科目である。

授業の概要

この授業は、「中国語入門Ⅰ・Ⅱ」に連動し、引き続き発音の基礎と初歩的文法事項及び表現方法を学び、基礎的な「語法と表現」を使っ
て日常場面でのコミュニケーションができるようにする。同時に発音習得に欠かせない、発音符号とピンインの読み方とその表記、さらに
声調を結びつけ、中国語の発音表記について完全にマスターできるようにする。発音を完全にマスターすることで、中国語の基礎を固め
る。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

11126021 中国語入門Ⅲ 1233 1 1
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履修条件・留意
事項等

出席と宿題を重視します。無断欠席は必ず減点要素になります。

備考欄

その他 0 欠席は必ず減点要素になる。

教科書

「新・表現の達人Ⅰ・基本ブック」、白帝社、蘇氷など著　 

参考文献

参考文献  
 『実用現代漢語語法』、劉月華など著、北京、商務印書館

定期試験 0 定期試験は行わない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 予習、復習、課題の完成度及び授業への参加度、授業態度（５０％）＋小テスト（５０％）

15

まとめ、復習、小テスト
これまで学習した中国語の基本文型を用いて、場面を設定し実際
に会話の訓練をした後、小テスト。

p. 48-91を復習し、十分に準備する
こと。（90分）

テストの内容を確認すること。　
（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

結果補語を用いた、動作の結果表現をマスターする。
S＋V＋形容詞／自動詞＋“了”（＋O)
S＋“没（有）”＋V＋形容詞／自動詞＋“了”（＋O)
授業の前に学習予定の部分について、十分に予習すること。授業
の後は、学習した内容をよく復習すること。

学習予定の部分（p.84--87）につい
て、予習すること。（90分）

よく復習し、本文を朗読し、うまく
読めるようになってから、録音し、
次回の授業で提出すること。（90
分）

14

可能補語を使った可能の表現をマスターする。
S＋動詞＋“得”＋“了”／補語（＋O)
S＋動詞＋“不”＋“了”／補語（＋O)
授業の前に学習予定の部分について、十分に予習すること。授業
の後は、学習した内容をよく復習すること。

学習予定の部分（p.88--91）につい
て、予習すること。（90分）

よく復習し、本文を朗読し、うまく
読めるようになってから、録音し、
次回の授業で提出すること。（90
分）

11

比較の表現をマスターする。
A＋“比”＋B＋形容詞（＋程度）
A＋“和”＋B＋“一様”＋形容詞
授業の前に学習予定の部分について、十分に予習すること。授業
の後は、学習した内容をよく復習すること。

学習予定の部分（p.80--81）につい
て、予習すること。（90分）

よく復習し、本文を朗読し、うまく
読めるようになってから、録音し、
次回の授業で提出すること。（90
分）

12

動作の時間的な量と回数の表現をマスターする。
S＋V＋時間量詞／回数（＋O）
S＋V＋“了”＋時間量詞／回数（＋O）
授業の前に学習予定の部分について、十分に予習すること。授業
の後は、学習した内容をよく復習すること。

学習予定の部分（p.82--83）につい
て、予習すること。（90分）

よく復習し、本文を朗読し、うまく
読めるようになってから、録音し、
次回の授業で提出すること。（90
分）

9

動作の持続と存続の違いを理解し、その表現をマスターする。経
験の表現をマスターする。
S＋V＋“過”（＋O)
S＋V＋“着”（＋O)
S＋“在”＋V（＋O)
授業の前に学習予定の部分について、十分に予習すること。授業
の後は、学習した内容をよく復習すること。

学習予定の部分（p.76--77）につい
て、予習すること。（90分）

よく復習し、本文を朗読し、うまく
読めるようになってから、録音し、
次回の授業で提出すること。（90
分）

10

程度補語を用いて、程度や状態の表現をマスターする。
S＋形容詞＋“得”＋“很”
S＋（V＋）O＋“得”＋程度・状態
授業の前に学習予定の部分について、十分に予習すること。授業
の後は、学習した内容をよく復習すること。

学習予定の部分（p.78--79）につい
て、予習すること。（90分）

よく復習し、本文を朗読し、うまく
読めるようになってから、録音し、
次回の授業で提出すること。（90
分）

8

可能性の表現をマスターする。
“如果”～（“的話”），（“就”）...
～“的話”，（“就”）...
授業の前に学習予定の部分について、十分に予習すること。授業
の後は、学習した内容をよく復習すること。

学習予定の部分（p.72--75）につい
て、予習すること。（90分）

よく復習し、本文を朗読し、うまく
読めるようになってから、録音し、
次回の授業で提出すること。（90
分）
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13

L5 文型・表現② この課で学んだ文法項目を確認・理
解しておくこと。（30分）

授業内容を復習すること。（30分)

11

L4 書く　座談会の記事 モデル作文を読んでおくこと。（30
分)

授業内容を復習すること。（30分)

12

L5 読み物　和食のすすめ② 新出語彙の確認をしておくこと（30
分)

授業内容を復習すること。（30分)

9

L3 書く　私の好きな町 モデル作文を読んでおくこと。（30
分)

授業内容を復習すること。（30分)

10

L4 読み物　外国での経験② 読み物の熟読・理解をしておくこ
と。（30分）

授業内容を復習すること。（30分)

7

L3 読み物　日本を楽しむ①    小テスト（L1&2) 小テストの準備をしておくこと（60
分)

授業内容を復習すること。（30分)

8

L3 文型・表現　　・「授受表現」 この課で学んだ文法項目を確認・理
解しておくこと。（30分）

授業内容を復習すること。（30分)

5

L2 読み物　メールと手紙① 新出語彙の確認をしておくこと（30
分)

授業内容を復習すること。（30分)

6

L2 文型・表現　・「敬語」 この課で学んだ文法項目を確認・理
解しておくこと。（30分）

授業内容を復習すること。（30分)

3

L1 読み物　日本を代表する有名人① 新出語彙の確認をしておくこと（30
分)

授業内容を復習すること。（30分)

4

L1 文型・表現　・「そうだ」「らしい」「ようだ」 この課で学んだ文法項目を確認・理
解しておくこと。（30分）

授業内容を復習すること。（30分)

1

文法復習①  助詞・動詞の活用と文型 初級文法の基礎知識を確認しておく
こと。(30分)

授業内容を復習すること。（30分)

2

文法復習④ 他動詞・自動詞 前回の復習をしておくこと。(30分) 授業内容を復習すること。（30分)

実務経験のある
教員の教育内容

なし

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして小テストや作文の解説を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

日本での学生生活、および社会生活を送る上で、必要な文法・表現・ストラテジーを学び、４つのスキルを身につけることができる。
１）読解を通して、文型表現を読みのストラテジーを学ぶことができる。
２）読んで学んだことをもとに実際に作文を書くことができる。
３）様々な場面で必要な話し方ができる。
４）日常会話やスピーチを聞いて、質問に答えることができる。

授業の方法

教科書、配布物などを活用しながら、授業を進める。

グループワークやペアワーク活動を取り入れる。

小テストを実施する。

ＩＣＴ活用 課題提出を電子メール、または指定の提出先サイトにワード／スライドで添付送信する。

前期

教員氏名 未定

授業の位置づけ

日本語の「聞く」「話す」「読む」「書く」の運用能力を高める科目である。学術目的の言語使用に主眼をおいた日本語の高度な運用能
力、世界各地域の活性化につなげるための異文化コミュニケーション能力、グローバル社会の中で、世界の人々と共生・協働することを可
能とする国際性や柔軟で前向きなコミュニケーション能力、世界と繋がるために地域社会を理解し、その活性化に向けて発信できる国際感
覚を身につける科目である。前期開講科目「日本語Ⅱ・Ⅲ」および後期開講科目「アカデミックジャパニーズⅠ・Ⅱ・Ⅲ」と関連する。

授業の概要

この授業は､外国人留学生のための科目で、中級レベルの日本語の４技能を総合的に学ぶ。留学生が学生生活および日本での社会生活を送
る上で、日本語で情報が入手でき、対人関係が築けるようにするために、ここでは主に文章表現と口頭表現力を伸ばすためにピアラーニン
グで教室活動していく。まず受講生がこれまでに学習した初中級レベルの文法項目が定着しているか確認・復習の上、中級から上級レベル
への移行を図る。読み漢字1,500字程度､語彙8,000語程度を習得し、相手や場面に合わせた日本語コミュニケーション能力を修得する。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

111270A1 日本語Ⅰ 1251 1 1
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履修条件・留意
事項等

授業の進捗状況によっては一部内容に変更の可能性がある。

備考欄

その他 0 出席率７０％以上を評価対象とする。

教科書

『４技能でひろがる中級日本語カルテットⅠ』The Japan Times     
『４技能でひろがる中級日本語カルテットⅠ　ワークブック』The Japan Times

参考文献 適宜、紹介する。

定期試験 0

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 作文(5％)×６回
小テスト(20%)×３回
小テスト(話す・聞く) （10%）

15

L6 文型・表現①　・「助詞　は・が」 この課で学んだ文法項目を確認・理
解しておくこと。（30分）

授業内容を復習すること。（30分)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

14

L6 読み物　日本社会への声① 新出語彙の確認をしておくこと（30
分)

授業内容を復習すること。（30分)
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13

第6課　読み物　日本社会への声② 読み物の熟読・理解をしておくこ
と。（30分）

授業内容を復習すること。（30分)

14

第6課　文型・表現② この課で学んだ文法項目を確認・理
解しておくこと。（30分）

授業内容を復習すること。（30分)

11

第5課　文型・表現①　
「条件文」

読み物の熟読・理解をしておくこ
と。（30分）

授業内容を復習すること。（30分)

12

第5課　書く　私のおすすめ料理 モデル作文を読んでおくこと。（30
分)

授業内容を復習すること。（30分)

9

第4課　文型・表現　
「受け身形」「使役形」「使役受け身形」

この課で学んだ文法項目を確認・理
解しておくこと。（30分）

授業内容を復習すること。（30分)

10

第5課　読み物　和食のすすめ①
小テスト(第3課&第4課)

小テストの準備をしておくこと（40
分)

授業内容を復習すること。（30分)

7

第3課　読み物　日本を楽しむ② 新出語彙の確認をしておくこと（30
分)

授業内容を復習すること。（30分)

8

第4課　読み物　外国での経験① 新出語彙の確認をしておくこと（30
分)

授業内容を復習すること。（30分)

5

第2課　読み物　メールと手紙② 読み物の熟読・理解をしておくこ
と。（30分）

授業内容を復習すること。（30分)

6

第2課　書く　お礼の手紙 モデル作文を読んでおくこと。（30
分)

授業内容を復習すること。（30分)

3

第1課　読み物　日本を代表する有名人② 読み物の熟読・理解をしておくこ
と。（30分）

授業内容を復習すること。（30分)

4

第1課　書く　　私が尊敬する有名人　
・書き言葉の文体

モデル作文を読んでおくこと。（30
分)

授業内容を復習すること。（30分)

1

文法復習② 助詞・動詞の活用と文型 前回の復習をしておくこと。(30分) 授業内容を復習すること。（30分)

2

文法復習⑤ 可能表現 前回の復習をしておくこと。(30分) 授業内容を復習すること。（30分)

実務経験のある
教員の教育内容

なし

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして小テストや作文の解説を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

日本での学生生活、および社会生活を送る上で、必要な文法・表現・ストラテジーを学び、４つのスキルを身につけることができる。
１）読解を通して、文型表現を読みのストラテジーを学ぶことができる。
２）読んで学んだことをもとに実際に作文を書くことができる。
３）様々な場面で必要な話し方ができる。
４）日常会話やスピーチを聞いて、質問に答えることができる

授業の方法

教科書、配布物などを活用しながら、授業を進める。
グループワークやペアワーク活動を取り入れる。
小テストを実施する。

ＩＣＴ活用 課題提出を電子メール、または指定の提出先サイトにワード／スライドで添付送信する。

前期

教員氏名 未定

授業の位置づけ

日本語の「聞く」「話す」「読む」「書く」の運用能力を高める科目である。学術目的の言語使用に主眼をおいた日本語の高度な運用能
力、世界各地域の活性化につなげるための異文化コミュニケーション能力、グローバル社会の中で、世界の人々と共生・協働することを可
能とする国際性や柔軟で前向きなコミュニケーション能力、世界と繋がるために地域社会を理解し、その活性化に向けて発信できる国際感
覚を身につける科目である。前期開講科目「日本語Ⅰ・Ⅲ」および後期開講科目「アカデミックジャパニーズⅠ・Ⅱ・Ⅲ」と関連する。

授業の概要

この授業は､「日本語Ⅰ」を併せて学び、中級レベルの日本語の４技能を総合的に学ぶ。外国人留学生が学生生活および日本での社会生活
を送る上で、日本語を用いて対人関係が築けるようにするために、ここでは特に口頭表現力を伸ばすことを目的に、会話と聴解練習の教室
活動が中心となる。受講生がこれまでに学習した初中級レベルの文法や語句・語法項目が定着しているか確認・復習しながら、中級レベル
の日本語学習項目の定着をはかる。読み漢字1,500字程度､語彙8,000語程度を習得し、相手や場面に合わせた日本語コミュニケーション能
力を修得する。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

111280A1 日本語Ⅱ 1252 1 1
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履修条件・留意
事項等

授業の進捗状況によっては一部内容に変更の可能性がある。

備考欄

その他 0 出席率７０％以上を評価対象とする。

教科書

『４技能でひろがる中級日本語カルテット１』The Japan Times
 『４技能でひろがる中級日本語カルテット１　ワークブック』The Japan Times

参考文献 適宜、紹介する。

定期試験 0 実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 作文(5%)*6回
小テスト(20%)*3回
小テスト(話す・聞く 10%) *1回

15

第6課　書く　　投書文を書く
小テスト(第5課＆第6課）

小テストの準備をしておくこと。
（60分)

このコースで学んだことを復習して
おくこと。（30分)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容
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13

L6 話す　寮生活でのトラブル モデル会話の確認をしておくこと。
(30分）

授業内容を復習すること。（30分)

14

L6 聞く　中国人留学生から見た日本 聴解ページの問題を確認しておくこ
と。（30分)

授業内容を復習すること。（30分)

11

L5 話す　週末の予定 モデル会話の確認をしておくこと。
(30分）

授業内容を復習すること。（30分)

12

L5 聞く　韓国人留学生から見た日本 聴解ページの問題を確認しておくこ
と。（30分)

授業内容を復習すること。（30分)

9

L4 話す　困った時には モデル会話の確認をしておくこと。
(30分）

授業内容を復習すること。（30分)

10

L4 聞く　ドイツ人留学生から見た日本 聴解ページの問題を確認しておくこ
と。（30分)

授業内容を復習すること。（30分)

7

L3 話す　友人との集まり モデル会話の確認をしておくこと。
(30分）

授業内容を復習すること。（30分)

8

L3 聞く　イタリア人留学生から見た日本 聴解ページの問題を確認しておくこ
と。（30分)

授業内容を復習すること。（30分)

5

L2 話す　先生とのやりとり モデル会話の確認をしておくこと。
(30分）

授業内容を復習すること。（30分)

6

L2 聞く　フランス人留学生から見た日本 聴解ページの問題を確認しておくこ
と。（30分)

授業内容を復習すること。（30分)

3

L1 話す　新しい出会い モデル会話の確認をしておくこと。
(30分）

授業内容を復習すること。（30分)

4

L1 聞く　アメリカ人留学生から見た日本 聴解ページの問題を確認しておくこ
と。（30分)

授業内容を復習すること。（30分)

1

文法復習③ 瞬間動詞・継続動詞 前回の復習をしておくこと。(30分) 授業内容を復習すること。（30分)

2

文法復習⑥ 事実文 前回の復習をしておくこと。(30分) 授業内容を復習すること。（30分)

実務経験のある
教員の教育内容

なし

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして小テストや作文の解説を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

日本での学生生活、および社会生活を送る上で、必要な文法・表現・ストラテジーを学び、４つのスキルを身につけることができる。
１）読解を通して、文型表現を読みのストラテジーを学ぶことができる。
２）読んで学んだことをもとに実際に作文を書くことができる。
３）様々な場面で必要な話し方ができる。
４）日常会話やスピーチを聞いて、質問に答えることができる。

授業の方法

教科書、配布物などを活用しながら、授業を進める。

グループワークやペアワーク活動を取り入れる。

小テストを実施する。

ＩＣＴ活用 課題提出を電子メール、または指定の提出先サイトにワード／スライドで添付送信する。

前期

教員氏名 未定

授業の位置づけ

日本語の「聞く」「話す」「読む」「書く」の運用能力を高める科目である。学術目的の言語使用に主眼をおいた日本語の高度な運用能
力、世界各地域の活性化につなげるための異文化コミュニケーション能力、グローバル社会の中で、世界の人々と共生・協働することを可
能とする国際性や柔軟で前向きなコミュニケーション能力、世界と繋がるために地域社会を理解し、その活性化に向けて発信できる国際感
覚を身につける科目である。前期開講科目「日本語Ⅰ・Ⅱ」および後期開講科目「アカデミックジャパニーズⅠ・Ⅱ・Ⅲ」と関連する。

授業の概要

この授業は､「日本語Ⅰ・Ⅱ」と共に、中級レベルの日本語の４技能を総合的に学ぶ。外国人留学生が学生生活および日本での社会生活を
送る上で、日本語を用いて対人関係が築けるようにするために、ここでは口頭表現力だけでなく文章表現能力を伸ばすことを目的に授業を
進めていく。受講生の初中級レベルの学習項目定着を確認しつつ、中上級レベルの日本語表現文型や語法と多義語や抽象語彙を使って、敬
意表現や公的なメール文が書けるようになり、日本語の多様な表現を理解する。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

111290A1 日本語Ⅲ 1253 1 1

- 32 -



北海道文教大学　2022年度　国際教養学科　シラバス 2022/04/01

履修条件・留意
事項等

授業の進捗状況によっては一部内容に変更の可能性がある。

備考欄

その他 0 出席率７０％以上を評価対象とする。

教科書

『４技能でひろがる中級日本語カルテットⅠ』The Japan Times
『４技能でひろがる中級日本語カルテットⅠ　ワークブック』The Japan Times

参考文献 適宜、紹介する。

定期試験 0 実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 作文(5%)＊６回
小テスト(20%)＊３回
小テスト(話す・聞く) （10%）

15

小テスト（話す・聞く） 小テストの準備をしておくこと。
（60分)

このコースで学んだことを復習して
おくこと。（30分)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容
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11

L11 文型・表現② この課で学んだ文法項目を確認・理
解しておくこと。（30分）

授業内容を復習すること。（30分)

12

L12 読み物　日本社会への声① 新出語彙の確認をしておくこと（30
分)

授業内容を復習すること。（30分)

9

L10 書く　データ分析 モデル作文を読んでおくこと。（30
分)

授業内容を復習すること。（30分)

10

L11 読み物　言葉の裏にあるもの② 新出語彙の確認をしておくこと（30
分)

授業内容を復習すること。（30分)

7

L10 読み物　データから考える社会① 新出語彙の確認をしておくこと（30
分)

授業内容を復習すること。（30分)

8

L10 文型・表現 この課で学んだ文法項目を確認・理
解しておくこと。（30分）

授業内容を復習すること。（30分)

5

L9 読み物　小説・エッセイを通じて感じる愛①    小テスト
（L7/8)

小テストの準備をしておくこと（60
分)

授業内容を復習すること。（30分)

6

L9 文型・表現 この課で学んだ文法項目を確認・理
解しておくこと。（30分）

授業内容を復習すること。（30分)

3

L8 読み物　インタビューに見るプロ意識① 新出語彙の確認をしておくこと（30
分)

授業内容を復習すること。（30分)

4

L8 文型・表現 この課で学んだ文法項目を確認・理
解しておくこと。（30分）

授業内容を復習すること。（30分)

1

L7 読み物　異文化での気づき① 新出語彙の確認をしておくこと（30
分)

授業内容を復習すること。（30分)

2

L7 文型・表現 この課で学んだ文法項目を確認・理
解しておくこと。（30分）

授業内容を復習すること。（30分)

実務経験のある
教員の教育内容

なし

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして小テストやレポートの解説を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

大学で講義を受けるために必要な日本語を身につけることができる。
１）読解を通して、文型表現を読みのストラテジーを学ぶことができる。
２）読んで学んだことをもとに実際にレポートを書くことができる。
３）様々な場面で必要な話し方ができる。
４）講義やスピーチを聞いて、質問に答えることができる。

授業の方法

教科書、配布物などを活用しながら、授業を進める。

グループワークやペアワーク活動を取り入れる。

小テストを実施する。

ＩＣＴ活用 課題提出を電子メール、または指定の提出先サイトにワード／スライドで添付送信する。

後期

教員氏名 未定

授業の位置づけ

日本語の「聞く」「話す」「読む」「書く」の運用能力を高める科目である。学術目的の言語使用に主眼をおいた日本語の高度な運用能
力、世界各地域の活性化につなげるための異文化コミュニケーション能力、グローバル社会の中で、世界の人々と共生・協働することを可
能とする国際性や柔軟で前向きなコミュニケーション能力、世界と繋がるために地域社会を理解し、その活性化に向けて発信できる国際感
覚を身につける科目である。前期開講科目「日本語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」および後期開講科目「アカデミックジャパニーズⅡ・Ⅲ」と関連する。

授業の概要

この授業は、外国人留学生が大学で講義を受けるために必要な日本語を総合的に学ぶ。講義を聴くための技術として、1,000字程度の日本
語文献の精読から始め、比較的長い視聴覚教材でタスクリスニング練習を行い、日本語でレポートが書けるようにするためのアカデミック
ジャパニーズの基礎技能を学ぶ。この授業で、受講者には上級前半レベルの日本語文法を修得し、漢字2,000字と語彙1万語程度が定着する
ことを目指す。また、日本での社会生活を送る上でも、未知の出来事や不明な日本語問題に対して自分で調べたり、日本人に解決方法を相
談したりするなどの情報収集活動ができ、問題解決できる自律した日本語学習スタイルを身に付けてもらうためタスク型教材を用いる。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

111300A1 アカデミックジャパニーズⅠ 1255 1 1
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履修条件・留意
事項等

授業の進捗状況によっては一部内容に変更の可能性がある。

備考欄

その他 0 出席率７０％以上を評価対象とする。

教科書

『４技能でひろがる中級日本語カルテットⅡ』The Japan Times 
『４技能でひろがる中級日本語カルテットⅡ　ワークブック』The Japan Times

参考文献 適宜、紹介する。

定期試験 0

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 レポート(5%)×６回
小テスト(20%)×３回
小テスト(話す・聞く) （10%）
小テスト(話す・聞く) （10%）

15

上級へのチャレンジ⑤ この課で学ぶ文法項目を確認・理解
しておくこと。（30分）

授業内容を復習すること。（30分)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

L12 書く　小論文 モデル作文を読んでおくこと。（30
分)

授業内容を復習すること。（30分)

14

上級へのチャレンジ③            
小テスト（L11・L12)

小テストの準備をしておくこと。
（60分)

授業内容を復習すること。（30分)
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13

第12課　　書く　　小論文 モデル作文を読んでおくこと。（30
分)

授業内容を復習すること。（30分)

14

上級へのチャレンジ④ この課で学ぶ文法項目を確認・理解
しておくこと。（30分）

授業内容を復習すること。（30分)

11

第12課　　読み物　日本社会への声② 読み物の熟読・理解をしておくこ
と。（30分）

授業内容を復習すること。（30分)

12

第12課　　文型・表現① この課で学んだ文法項目を確認・理
解しておくこと。（30分）

授業内容を復習すること。（30分)

9

第11課　　文型・表現① 読み物の熟読・理解をしておくこ
と。（30分）

授業内容を復習すること。（30分)

10

第11課　　書く　　日本語と母語の違い モデル作文を読んでおくこと。（30
分)

授業内容を復習すること。（30分)

7

第10課　　読み物　データから考える社会② 読み物の熟読・理解をしておくこ
と。（30分）

授業内容を復習すること。（30分)

8

第11課　　読み物　言葉の裏にあるもの①                     
   小テスト(第9課＆第10課)

小テストの準備をしておくこと（40
分)

授業内容を復習すること。（30分)

5

第9課　　読み物　小説・エッセイを通じて感じる愛② 新出語彙の確認をしておくこと（30
分)

授業内容を復習すること。（30分)

6

第9課　　書く　小説や映画のレビュー モデル作文を読んでおくこと。（30
分)

授業内容を復習すること。（30分)

3

第8課　　読み物　インタビューに見るプロ意識② 読み物の熟読・理解をしておくこ
と。（30分）

授業内容を復習すること。（30分)

4

第8課　　書く　インタビュー記事 モデル作文を読んでおくこと。（30
分)

授業内容を復習すること。（30分)

1

第7課　　読み物　文化での気づき② 読み物の熟読・理解をしておくこ
と。（30分）

授業内容を復習すること。（30分)

2

第7課　　書く　　経験からの学び モデル作文を読んでおくこと。（30
分)

授業内容を復習すること。（30分)

実務経験のある
教員の教育内容

なし

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして小テストやレポートの解説を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

大学で講義を受けるために必要な日本語を身につけることができる。
１）読解を通して、文型表現を読みのストラテジーを学ぶことができる。
２）読んで学んだことをもとに実際にレポートを書くことができる。
３）様々な場面で必要な話し方ができる。
４）講義やスピーチを聞いて、質問に答えることができる。

授業の方法

教科書、配布物などを活用しながら、授業を進める。
グループワークやペアワーク活動を取り入れる。
小テストを実施する。

ＩＣＴ活用 課題提出を電子メール、または指定の提出先サイトにワード／スライドで添付送信する。

後期

教員氏名 未定

授業の位置づけ

日本語の「聞く」「話す」「読む」「書く」の運用能力を高める科目である。学術目的の言語使用に主眼をおいた日本語の高度な運用能
力、世界各地域の活性化につなげるための異文化コミュニケーション能力、グローバル社会の中で、世界の人々と共生・協働することを可
能とする国際性や柔軟で前向きなコミュニケーション能力、世界と繋がるために地域社会を理解し、その活性化に向けて発信できる国際感
覚を身につける科目である。前期開講科目「日本語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」および後期開講科目「アカデミックジャパニーズⅠ・Ⅲ」と関連する。

授業の概要

この授業は、「アカデミックジャパニーズⅠ」と連動し、外国人留学生が大学で講義を受けるために必要な日本語を総合的に学ぶ。講義を
聴くための技術として、ここでは2,000字程度の日本語文献の読解練習と、比較的長い解説・論説映像の視聴解演習をとおして、日本語で
意見交換やレポートが書けるようにするためのアカデミックジャパニーズの技能を学ぶ。この授業で、受講者には上級前半レベルの日本語
文法を修得し、漢字2,000字と語彙1万語程度が定着することを目指す。また、日本での社会生活を送る上でも、未知の出来事や不明な日本
語問題に対して自分で調べたり、日本人に解決方法を相談したりするなどの情報収集活動ができ、問題解決できる自律した日本語学習スタ
イルを身に付けてもらうためタスク型教材を用いる。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

111310A1 アカデミックジャパニーズⅡ 1256 1 1
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履修条件・留意
事項等

授業の進捗状況によっては一部内容に変更の可能性がある。

備考欄

その他 0 出席率７０％以上を評価対象とする。

教科書

『４技能でひろがる中級日本語カルテット２』The Japan Times 
『４技能でひろがる中級日本語カルテット２　ワークブック』The Japan Times

参考文献 適宜、紹介する。

定期試験 0 実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 レポート(5%)*6回
小テスト(20%)*3回
小テスト(話す・聞く 10%) *1回

15

上級へのチャレンジ⑥ この課で学ぶ文法項目を確認・理解
しておくこと。（30分）

このコースで学んだことを復習して
おくこと。（30分)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容
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13

小テスト（話す・聞く） 小テストの準備をしておくこと。
（60分)

授業内容を復習すること。（30分)

11

L12 話す　人や社会とつながり モデル会話の確認をしておくこと。
(30分）

授業内容を復習すること。（30分)

12

L12 聞く　求められる人材 聴解ページの問題を確認しておくこ
と。（30分)

授業内容を復習すること。（30分)

9

L11 話す　コミュニケーションスタイル モデル会話の確認をしておくこと。
(30分）

授業内容を復習すること。（30分)

10

L11 聞く　若者のコミュニケーション 聴解ページの問題を確認しておくこ
と。（30分)

授業内容を復習すること。（30分)

7

L10 話す　学生生活 モデル会話の確認をしておくこと。
(30分）

授業内容を復習すること。（30分)

8

L10 聞く　格差社会 聴解ページの問題を確認しておくこ
と。（30分)

授業内容を復習すること。（30分)

5

L9 話す　ある日の出来事 モデル会話の確認をしておくこと。
(30分）

授業内容を復習すること。（30分)

6

L9 聞く　ペットに関する社会事情 聴解ページの問題を確認しておくこ
と。（30分)

授業内容を復習すること。（30分)

3

L8 話す　大切なもの モデル会話の確認をしておくこと。
(30分）

授業内容を復習すること。（30分)

4

L8 聞く　温泉事情 聴解ページの問題を確認しておくこ
と。（30分)

授業内容を復習すること。（30分)

1

L7 話す　国際交流 モデル会話の確認をしておくこと。
(30分）

授業内容を復習すること。（30分)

2

L7 聞く　異文化コミュニケーション 聴解ページの問題を確認しておくこ
と。（30分)

授業内容を復習すること。（30分)

実務経験のある
教員の教育内容

なし

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして小テストやレポートの解説を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

大学で講義を受けるために必要な日本語を身につけることができる。
１）読解を通して、文型表現を読みのストラテジーを学ぶことができる。
２）読んで学んだことをもとに実際にレポートを書くことができる。
３）様々な場面で必要な話し方ができる。
４）講義やスピーチを聞いて、質問に答えることができる。

授業の方法

教科書、配布物などを活用しながら、授業を進める。

グループワークやペアワーク活動を取り入れる。

小テストを実施する。

ＩＣＴ活用 課題提出を電子メール、または指定の提出先サイトにワード／スライドで添付送信する。

後期

教員氏名 未定

授業の位置づけ

日本語の「聞く」「話す」「読む」「書く」の運用能力を高める科目である。学術目的の言語使用に主眼をおいた日本語の高度な運用能
力、世界各地域の活性化につなげるための異文化コミュニケーション能力、グローバル社会の中で、世界の人々と共生・協働することを可
能とする国際性や柔軟で前向きなコミュニケーション能力、世界と繋がるために地域社会を理解し、その活性化に向けて発信できる国際感
覚を身につける科目である。前期開講科目「日本語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ」および後期開講科目「アカデミックジャパニーズⅠ・Ⅱ」と関連する。

授業の概要

この授業は、「アカデミックジャパニーズⅠ・Ⅱ」科目に連動し、外国人留学生が大学で講義を受けるために必要な日本語を総合的に学
ぶ。講義を聴くための技術として、ここでは2,000字以上の日本語文献の速読練習を中心に、日本語で建設的な意見やレポートが書けるよ
うにするためのアカデミックジャパニーズの技能を学ぶ。この授業で、受講者には上級前半レベルの日本語文法を修得し、漢字2,000字と
語彙1万語程度が定着・運用できることを目指す。また、日本での社会生活を送る上でも、未知の出来事や不明な日本語問題に対して自分
で調べたり、日本人に解決方法を相談したりするなどの情報収集活動ができ、問題解決できる自律した日本語学習スタイルを身に付けても
らうため、新聞や論説動画などを用いタスク型の演習を行う。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

111320A1 アカデミックジャパニーズⅢ 1257 1 1
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履修条件・留意
事項等

授業の進捗状況によっては一部内容に変更の可能性がある。

備考欄

その他 0 出席率７０％以上を評価対象とする。

教科書

『４技能でひろがる中級日本語カルテットⅡ』The Japan Times
『４技能でひろがる中級日本語カルテットⅡ　ワークブック』The Japan Times

参考文献 適宜、紹介する。

定期試験 0 実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 レポート(5%)＊６回
小テスト(20%)＊３回
小テスト(話す・聞く) （10%）

15

上級へのチャレンジ② この課で学ぶ文法項目を確認・理解
しておくこと。（30分）

授業内容を復習すること。（30分)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

14

上級へのチャレンジ① この課で学ぶ文法項目を確認・理解
しておくこと。（30分）

授業内容を復習すること。（30分)
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7

第8課　趣味に関する雑談
＋α：二重目的語“给”、“送”、“教”、“问”、“告诉”
　　様態補語の練習

学習予定部分（p.98~105）を予習す
ること。「拡張表現」も含めるすべ
ての単語と表現を覚えること。（90
分）

よく復習し、理解度テストを完成す
ること。(90分)

8

第9課　旅行の計画
＋α：前置詞句“给”“跟”
　　進行形「在」「正」「正在」「～呢」
　　「いついつに（時点）は動詞より前に」

学習予定部分（p.106~113）を予習
すること。「拡張表現」も含めるす
べての単語と表現を覚えること。
（90分）

よく復習し、理解度テストを完成す
ること。(90分)

5

まとめ①
第1回～４回までの学習内容を復習し、復習テストを行う。

教科書第1課～6課までの内容と「＋
α」の文法ポイントを復習する（90
分）。

復習テストを確認すること（90分）

6

第7課　道案内
＋α：前置詞句“在”“从”“到”“离”
　　結果補語の練習

学習予定部分（p.90~97）を予習す
ること。「拡張表現」も含めるすべ
ての単語と表現を覚えること。（90
分）

よく復習し、理解度テストを完成す
ること。(90分)

3

第5課　レストラン
＋α：助動詞（願望）

学習予定部分（p.74~81）を予習す
ること。
「拡張表現」も含めるすべての単語
と表現を覚えること。（90分）

よく復習し、理解度テストを完成す
ること。(90分)　　

4

第6課　買い物
＋α：助動詞（可能）
         副詞”再”と”又”

学習予定部分（p.82~89）を予習す
ること。
「拡張表現」も含めるすべての単語
と表現を覚えること。（90分）

よく復習し、理解度テストを完成す
ること。(90分)

1

Ⅰ、ガイダンス
Ⅱ、自己紹介（教科書第1課～第3課）
＋α：動詞を修飾する“地”
　　“的”“地”“得”の練習

これまで勉強した内容の復習（90
分）

①作文（自己紹介）
②作文を朗読する（90分）

2

第4課　お誘い
＋α:存在を示す動詞“有”と所在を表す“在”の区別

学習予定部分（p.66~73）を予習す
ること。
「拡張表現」も含めるすべての単語
と表現を覚えること。（90分）

よく復習し、理解度テストを完成す
ること。(90分)

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

毎回の授業目標に掲げた内容の達成度に応じて、次回の授業で微調整を行う。課題に対し、解説を行い、受講生にアドバイスをする。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

初級レベルの中国語文法と表現を実践の場で活用することができる。
中検４級レベルの文法を使用し、作文することができる。
漢詩（２編程度）を詠むことができる。

授業の方法

読む、聞く、話す、書くの４方面を中心とした総合的な語学能力を育成するために、視聴覚資料を用いて、講義形式で授業を進める。２回
目の授業から毎回単語テストを行います。
1年次後期科目の初級中国語Ⅱと初級中国語Ⅲと同じ教科書を使うが、本文以外に各課の「チャレンジ」と「拡張表現」で提示されている
単語や表現をすべてマスターします。そして、毎回の授業で「＋α」として、中検4級レベルの文法ポイントを学習し、練習します。

ＩＣＴ活用

Google Formのテスト作成機能を用いて練習問題を解かせて、受講生の理解度を確認する。
Google Classroomを用いた双方向授業を取り入れる。

前期

教員氏名 蘇　氷

授業の位置づけ

読む、聞く、話す、書くの４方面を中心とした総合的な語学能力高めるための科目である。世界各地域の活性化につなげるための異文化コ
ミュニケーション能力を身につけるとともに、グローバル社会の中で、世界の人々と共生・協働することを可能とする国際性や柔軟で前向
きなコミュニケーション能力および世界と繋がるために地域社会を理解し、その活性化に向けて発信できる国際感覚を身につける。「総合
中国語Ⅱ」と関連する科目である。

授業の概要

この授業は、１年次に徹底して取り組んだ中国語の発音（ピンイン）をマスターすることを引き続き継続する。これと同時に、中国語の初
級レベルの基本的な語彙や、すぐに役に立つ会話句をも紹介し、中国語学習に対する興味を養うことも目指す。中国語の発音と基本文型を
さらによく理解し、日常生活に必要な単語を応用して、身近な場面、生活に根差した場面で使う表現を習得できるようになる。中国語検定
４級程度の実力を得ることを目指す。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

11133021 総合中国語Ⅰ 2241 2 2
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履修条件・留意
事項等

初級中国語Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ（１年生後期）のいずれの科目を履修したほうがよい。

備考欄

その他 0 無断欠席は必ず減点要素とする。

教科書

『中国語でコミュニケーション』沈国威監修、氷野善寛、小嶋美由紀、海曉芳、紅粉芳惠、阿部慎太郎著　朝日出版社

参考文献 『完全攻略！中検４級５週間の学習プログラム』　奥村佳代子・氷野善寛・馮誼光著　アルク

定期試験 0 定期試験を行わない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 課題の完成度及び授業への参加度、授業態度（40％）＋単語テスト（20％）＋小テスト（40％）

15

小テスト これまで学習した内容を復習するこ
と（120分）

小テストの確認（60分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

第13課　約束する
＋α：因果、仮定、逆接

学習予定部分（p.138~145）を予習
すること。「拡張表現」も含めるす
べての単語と表現を覚えること。
（90分）

よく復習し、理解度テストを完成す
ること。(90分)

14

第14課　掲示板を見る
＋α：動態助詞（アスペクト助詞）“着”“了”“过”
　　　存現文の練習

学習予定部分（p.146~153）を予習
すること。「拡張表現」も含めるす
べての単語と表現を覚えること。
（90分）

よく復習し、理解度テストを完成す
ること。(90分)

11

第11課　トラブル
＋α：動態助詞”了”と目的語
　　比較の表現

学習予定部分（p.122~129）を予習
すること。「拡張表現」も含めるす
べての単語と表現を覚えること。
（90分）

よく復習し、理解度テストを完成す
ること。(90分)

12

第12課　ホテル
＋α：方向補語と可能補語の練習
　　方位詞をマスターする

学習予定部分（p.130～137）を予習
すること。「拡張表現」も含めるす
べての単語と表現を覚えること。
（90分）

よく復習し、理解度テストを完成す
ること。(90分)

9

第10課　病院
＋α：”是～的”構文・近接未来表現「快～了」

学習予定部分（p.114~121）を予習
すること。「拡張表現」も含めるす
べての単語と表現を覚えること。
（90分）

よく復習し、理解度テストを完成す
ること。(90分)

10

まとめ②
第6回～9回までの学習内容を復習し、復習テストを行う。

教科書第7課～10課までの内容と
「＋α」の文法ポイントを復習する
（90分）。

復習テストを確認すること（90分）

- 41 -



北海道文教大学　2022年度　国際教養学科　シラバス 2022/04/01

13

第２３課　見送り
　　　　　中国人のおもてなしについて紹介する

学習予定部分（p.100~103）を予習
すること（90分）

本文を朗読し、次回の授業までに音
声ファイルを提出すること。（90
分）

14

第２４課　縁起を担ぐ
　　　　　「縁起の悪い」とされるもの

学習予定部分（p.104~107）を予習
すること（90分）

本文を朗読し、次回の授業までに音
声ファイルを提出すること。（90
分）

11

第２０課　スイカがショッパイ
　　　　　果物の食べ方の違いについて説明する

学習予定部分（p.88~91）を予習す
ること（90分）

本文を朗読し、次回の授業までに音
声ファイルを提出すること。（90
分）

12

第２１課　白い花
　　　　　中国人の色に対するこだわり

学習予定部分（p.92~95）を予習す
ること（90分）

本文を朗読し、次回の授業までに音
声ファイルを提出すること。（90
分）

9

第１５課　呼び方
　　　　　中国では人に呼び掛ける時に、どのような呼び方をす
るかについて説明する

学習予定部分（p.68~71）を予習す
ること（90分）

本文を朗読し、次回の授業までに音
声ファイルを提出すること。（90
分）

10

第19課　他人行儀
　　　　南北の差異について説明する

学習予定部分（p.84~87）を予習す
ること（90分）

本文を朗読し、次回の授業までに音
声ファイルを提出すること。（90
分）

7

第１２課　プライバシー
　　　　　中国のプライバシー観念について説明する

学習予定部分（p.54~59）を予習す
ること（90分）

本文を朗読し、次回の授業までに音
声ファイルを提出すること。（90
分）

8

第13課　曖昧な日本語
　　　　表現の仕方の違い

学習予定部分（p.60~63）を予習す
ること（90分）

本文を朗読し、次回の授業までに音
声ファイルを提出すること。（90
分）

5

第９課　無洗米
　　　　「闺蜜」とは？
　　　　中国のプレゼント事情

学習予定部分（p.42~45）を予習す
ること（90分）

本文を朗読し、次回の授業までに音
声ファイルを提出すること。（90
分）

6

第１０課　温かいものを食べたい
　　　　　中国人の「冷たいものを避ける習慣」について説明す
る

学習予定部分（p.46~49）を予習す
ること（90分）

本文を朗読し、次回の授業までに音
声ファイルを提出すること。（90
分）

3

第４課　寒くないか
　　　　表現のしたかの違いについて学ぶ

学習予定部分（p.22~25）を予習す
ること（90分）

本文を朗読し、次回の授業までに音
声ファイルを提出すること。（90
分）

4

第６課　お見合いコーナー
　　　　中国の多くの都市の公園にある「お見合いコーナー」の
風景を紹介する

学習予定部分（p.30~33）を予習す
ること（90分）

本文を朗読し、次回の授業までに音
声ファイルを提出すること。（90
分）

1

Ⅰ、ガイダンス
Ⅱ、第１課　朝の公園　
　　公園で運動する習慣について説明する

学習予定部分（p.10~13）を予習す
ること（90分）

本文を朗読し、次回の授業までに音
声ファイルを提出すること。（90
分）

2

第３課　餃子
　　　　中国の餃子と日本の餃子の違いについて紹介する

学習予定部分（p.18~21）を予習す
ること（90分）

本文を朗読し、次回の授業までに音
声ファイルを提出すること。（90
分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

毎回の授業目標に掲げた内容の達成度に応じて、次回の授業で微調整を行う。課題に対し、解説を行い、受講生にアドバイスをする。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標 中国人と日常的な会話をすることができる。

授業の方法

読む、聞く、話す、書くの４方面を中心とした総合的な語学能力を育成するために、視聴覚資料を用いて、講義形式で授業を進める。

ＩＣＴ活用

Google Formのテスト作成機能を用いて練習問題を解かせて、受講生の理解度を確認する。
Google Classroomを用いた双方向授業を取り入れる。

後期

教員氏名 蘇　氷

授業の位置づけ

中国語の総合的な表現能力を高めるための科目である。世界各地域の活性化につなげるための異文化コミュニケーション能力を身につける
とともに、グローバル社会の中で、世界の人々と共生・協働することを可能とする国際性や柔軟で前向きなコミュニケーション能力および
世界と繋がるために地域社会を理解し、その活性化に向けて発信できる国際感覚を身につける。「総合中国語Ⅰ」と関連する科目である。

授業の概要

この授業は、「聞く、話す、読む、書く」の語学に必要な４要素の中で、「聞く、話す」に主眼をおく。１年間の専門教育で身につけた初
級レベルのコミュニケーション能力、「会話と表現」能力の上に、中級レベルにふさわしい、より高度な表現能力を身につけることができ
るようにする。中国語には生活習慣などに起因する、他文化圏の人々には理解しがたい特殊な表現がある。これらの表現は、日本人が苦手
とし、理解しがたいものが多いが、とても大切な表現となる。授業では、これらの理解しがたい中国語の表現についても触れる。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

11134021 総合中国語Ⅱ 2242 2 2
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履修条件・留意
事項等

初級中国語Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ（１年生後期）と総合中国語Ⅰ（２年生前期）のいずれの科目を履修したほうがよい。

備考欄

その他 0 無断欠席は必ず減点要素とする。

教科書 『マンが日中いぶこみ劇場』相原茂、費燕、蘇明編著　富田淳子作画　朝日出版社

参考文献 『実用現代漢語語法』　劉月華など著　北京　商務印書館

定期試験 0 定期試験を行わない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 課題の完成度及び授業への参加度、授業態度（30％）＋ペアワーク（30％）＋小テスト（40％）

15

小テスト これまで学習した内容を復習するこ
と。（90分）

小テストの内容を確認する。（90
分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容
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7

判断を表す“是”を使った表現をマスターする。
S＋“是”＋O
S＋“不是”＋O

学習予定の部分（p.24--27）につい
て、予習すること。(９０分)

よく復習し、第２４頁を朗読し、う
まく読めるようになってから、録音
し、次回の授業の前日までに提出す
ること。(９０分)

5

発音のまとめ：発音①から③の復習及び表記方法の確認。
中国語の微妙な発音の相違を耳で聞いて区別できるには、一定の
継続した訓練が必要であるが、まず、ピンイン表記と音の相違を
耳で区別できるように訓練を行う。その後、基本事項に関する小
テストを行う。

p. 13-18及び学習した部分を準備す
ること。(９０分)

18頁をよく読み、理解し、19頁の表
をうめること。挨拶語を読み、16頁
の表を読み、録音し、次回授業前日
までに提出。(９０分)

6

自分の名前や同級生の名前を中国語で表現し、相手の名前を尋ね
る表現をマスターする。
S（人）＋“叫”＋フルネーム
S（人）＋“姓”＋苗字

授業の前に学習予定の部分（p.20--
23）について、予習すること。(９
０分)

よく復習し、第２０頁を朗読し、う
まく読めるようになってから、録音
し、次回の授業の前日までに提出す
ること。　(９０分)

3

発音②　単母音及び複母音を中心にマスターする。
単母音の違いを耳で聞いて区別できるようになり、実際に発音で
きるようになる。
単母音をマスターした後に、２重母音、３重母音の複母音につい
て訓練する。

学習予定の部分（p.8～10）につい
て、予習すること。(９０分)

母音と声調を合わせて、正しく発音
できるようになったら、数字を読
み、録音し、次回の授業の前日まで
に提出すること。(９０分)

4

発音③　子音を中心にマスターする。
子音（声母）の音の違いを耳で聞いて区別できるようになり、実
際に発音できるようになる。また、中国語の有気音と無気音の違
いについては、徹底して発音訓練を行う。

学習予定の部分（p.10～12）につい
て、予習すること。(９０分)

子音と声調を合わせて、正しく発音
できるようになったら、挨拶語を読
み、録音し、次回の授業の前日まで
に提出。(９０分)

1

オリエンテーション、中国語とは？  予習・復習に何をすべき
か、何に力をいれて授業に臨むべきかなどを具体的に指示する。
中国語と日本語の相違点、類似点を中心に中国語がどのような言
語かについて理解を深める。

テキストの「前書き」をよく読み、
理解すること。(４５分)

ガイダンスの内容を復習すること。
(９０分)

2

発音①、四声、声調符号の付け方を中心にマスターする。
中国語の声調とは何かを理解し、声調の違いを耳で区別できるよ
うになる。
声調符号のつけ方の規則について理解し、中国語音節に正しい声
調符号をつけることができるようになる。

学習予定の部分（p.6-8）につい
て、予習すること。(９０分)

学習した内容を復習すること。特に
声調をよく練習すること。(９０分)

実務経験のある
教員の教育内容

特になし

課題に対する
フィードバック

の方法

毎回の授業目標に掲げた内容の達成度に応じて、次回の授業で微調整を行う。提出された音声宿題の完成度・問題点について、学生にアド
バイスする。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

中国語の学習を継続的に進めていくための、基礎的な事項であるピンインの読み方や表記の方法を理解することができるようになる。

授業の方法

読む、聞く、話す、書くの４方面を中心とした総合的な語学能力を育成するために、配布印刷物を用いて、多様な方法を用いて、講義形式
で授業を進める。
フィードバックとして、理解度確認テストを用い、回収後には、解答の解説を行う。

ＩＣＴ活用

講義用テキストの音声データを全てビデオ化し、CL教室にある「教材提示」フォルダーに置き、学生の予習・復習の補助教材として提供す
る。これにより、学生がスマートフォン、タブレットなどの機器を使用し、効果的な予習・復習に取り組むことを可能にする。

前期

教員氏名 蘇　氷

授業の位置づけ

グローバル社会のなかで、世界の人々と共生・協働することをかのうとする国際性や共感力を備えるための科目である。

授業の概要

この授業は、中国語の日常会話を修得する。中国語の文化・習慣・流行・中国人の考え方などにも触れ、実生活に即した会話の練習を通し
て、自分のかんがえや伝えたいことを話せる能力を身につける。各課のポイントに基づく練習問題をこなすことで、基礎を固め応用力を養
う。総合中国語I、総合中国語IIの授業に続き中国語のレベルアップを図る。また、中国語で発想する感覚を身に付け、より踏み込んだレ
ベルの生活会話の習得を目指す。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

11135021 中国語コミュニケーション 2245 2 2
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履修条件・留意
事項等

１回目の授業に必ず出席し、説明を聞いてから、教科書を用意すること。 それまで教科書を購入しないこと。

備考欄

その他 0 無断欠席は必ず減点要素になる。

教科書

「新・表現の達人Ⅰ・基本ブック」、白帝社、蘇氷など著 

参考文献 適宜授業中に指示する。

定期試験 0 定期試験は行わない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 課題の完成度及び授業への参加度、授業態度（４０％）＋小テスト（６０％）

15

小テストの朗読部分。 p. 20-55及び学習した部分を準備す
ること。(６０分)

小テストの内容を確認すること。
(９０分)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

基本的文型を使って、生活習慣に関する表現をマスターする。
（時を示す名詞＋）S＋（時を示す名詞＋）V（＋O)
授業の前に学習予定の部分について、十分に予習すること。授業
の後は、学習した内容をよく復習すること。

学習予定の部分（p.48--51）につい
て、予習すること。　(９０分)

よく復習し、第48頁を朗読し、うま
く読めるようになってから、録音
し、次回の授業の前日までに提出す
ること。(９０分)

14

p. 20-55及び学習した部分を復習し、小テストをする。 p. 20-55及び学習した部分につい
て、予習すること。　(６０分)

よく復習し、第52頁を朗読し、うま
く読めるようになってから、録音
し、次回の授業の前日までに提出す
ること。　(９０分)

11

“有”を用いた文型をマスターする。
S＋“有”＋O
S＋“没有”＋O

学習予定の部分（p.40--43）につい
て、予習すること。　(９０分)

よく復習し、第40頁を朗読し、うま
く読めるようになってから、録音
し、次回の授業前日までに提出する
こと。(９０分)

12

  “在”と“有”を用いた文型の相違を確認し、マスターする。
S＋“在”＋場所
場所＋“有”＋S 

学習予定の部分（p.44--47）につい
て、予習すること。　(９０分)

よく復習し、第44頁を朗読し、うま
く読めるようになってから、録音
し、次回の授業の前日までに提出す
ること。(９０分)

9

動詞を用いた最も基本的な文型をマスターする。
S＋副詞＋V（＋O)

学習予定の部分（p.32--35）につい
て、予習すること。(９０分)

よく復習し、第３２頁を朗読し、う
まく読めるようになってから、録音
し、次回の授業の前日までに提出す
ること。(９０分)

10

名詞を述語とする最も基本的な文型をマスターする。
名詞＋名詞（曜日・時刻・年月・年齢）
名詞＋“不是”＋名詞（曜日・時刻・年月・年齢）

学習予定の部分（p.36--39）につい
て、予習すること。(９０分)

よく復習し、第３６頁を朗読し、う
まく読めるようになってから、録音
し、次回の授業で提出すること。
(９０分)

8

形容詞を用いた最も基本的な文型をマスターする。
S＋形容詞
S＋“不”＋形容詞
授業の前に学習予定の部分について、２時間以上予習すること。
授業の後は、学習した内容を２時間以上復習すること。

学習予定の部分（p.28--31）につい
て、予習すること。(９０分)

よく復習し、第２８頁を朗読し、う
まく読めるようになってから、録音
し、次回の授業の前日までに提出す
ること。(９０分)
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9

未来の表現。キーワードは“正要”、“將來”など。　授業の前
に学習予定の部分について、２時間以上予習すること。授業の後
は、学習した内容を２時間以上復習すること。

学習予定の部分（第25課）につい
て、予習すること。　（90分）

よく復習し、本文を朗読し、うまく
読めるようになってから、録音し、
次回の授業で提出すること。（90
分）

7

現在進行の表現。キーワードは“正在”、“在”。　授業の前に
学習予定の部分について、予習すること。授業の後は、学習した
内容を復習すること。

学習予定の部分（第23課）につい
て、予習すること。　（90分）

よく復習し、本文を朗読し、うまく
読めるようになってから、録音し、
次回の授業で提出すること。（90
分）

8

過去の表現。　公式１は「Ｓ＋“是”＋過去行為＋“的”」。　
“是”＋過去行為＋“的”　が過去行為を強調。公式２は「Ｓ＋
Ｖ＋Ｏ＋“了”」。授業の前に学習予定の部分について、予習す
ること。授業の後は、学習した内容を復習すること。

学習予定の部分（第24課）につい
て、予習すること。（90分）

よく復習し、本文を朗読し、うまく
読めるようになってから、録音し、
次回の授業で提出すること。（90
分）

5

ドリル１と復習テスト１。　　第１９～２１課の単語や文型や慣
用法などを復習してから復習テストを実施。　授業の前に学習予
定の部分について、予習すること。授業の後は、学習した内容を
復習すること。

第19~21課を復習し、十分に準備す
ること。　（90分）

テストの内容を確認すること。　
（90分）

6

使役形の表現をマスターする。
　“使”“让”“叫”はキーワード。　
授業の前に学習予定の部分について、予習すること。授業の後
は、学習した内容を復習すること。

学習予定の部分（第22課）につい
て、予習すること。（90分）

よく復習し、本文を朗読し、うまく
読めるようになってから、録音し、
次回の授業で提出すること。（90
分）

3

推測と確定の表現をマスターする。
基本文型は公式：　（推測語＋）Ｓ（＋推測語）＋Ｖ＋Ｏ。
推測を表す言葉はその程度よって差がある。
授業の前に学習予定の部分について、予習すること。授業の後
は、学習した内容を復習すること。

学習予定の部分（第20課）につい
て、予習すること。（90分）

よく復習し、本文を朗読し、うまく
読めるようになってから、録音し、
次回の授業で提出すること。（90
分）

4

受け身の文型をマスターする。
キーワードは「被」「叫」。
授業の前に学習予定の部分について、予習すること。授業の後
は、学習した内容を復習すること。

学習予定の部分（第21課）につい
て、予習すること。（90分）

よく復習し、本文を朗読し、うまく
読めるようになってから、録音し、
次回の授業で提出すること。（90
分）

1

ガイダンスと１年次学習したものの復習。授業の前に学習予定の
部分について、予習すること。授業の後は、学習した内容を復習
すること。

１年次「中国語Ⅲ」の内容を復習す
ること。（90分）

ガイダンスの内容を復習すること。
（90分）

2

方向の表現。　基本文型は「Ｓ＋Ｖ＋来／去」。“来”は話し手
と動作の主の距離が縮まる。“去”は話し手と動作の主の距離が
広がる。授業の前に学習予定の部分について、予習すること。授
業の後は、学習した内容を復習すること。

学習予定の部分（第19課）につい
て、予習すること。（90分）

よく復習し、本文を朗読し、うまく
読めるようになってから、録音し、
次回の授業で提出すること。（90
分）

実務経験のある
教員の教育内容

特になし

課題に対する
フィードバック

の方法

毎回の授業目標に掲げた内容の達成度に応じて、次回の授業で微調整を行う。提出された音声宿題の完成度・問題点について、学生にアド
バイスする。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

中級レベルの総合的なコミュニケーション能力をアップすることができるようになる。つまり、読んで理解することができるだけではな
く、同時に中級レベルにふさわしい聴力・かい能力をみにつけるようになる。

授業の方法

 読む、聞く、話す、書くの４方面を中心とした総合的な語学能力を育成するために、配布印刷物を用いて、多様な方法を用いて、講義形
式で授業を進める。

ＩＣＴ活用

講義用テキストの音声データを全てビデオ化し、CL教室にある「教材提示」フォルダーに置き、学生の予習・復習の補助教材として提供す
る。これにより、学生がスマートフォン、タブレットなどの機器を使用し、効果的な予習・復習に取り組むことを可能にする。

後期

教員氏名 蘇　氷

授業の位置づけ

グローバル社会の中で、世界の人々と共生・協働することを可能とする国際性や柔軟で前向きなコミュニケーション能力を備えている。

授業の概要

この授業は、「話す、聴く、書く、読む」に代表される語学力の中で、「聴く」能力に的を絞り講義を進める。中国語を母語とする人々が
話すことばを聞いて分かるようになるためには、色々な人々の語る色々な内容を正しく認識しなければならない。中国語を日本語に直して
聴くのではなく、中国語をそのまま中国語で聴く練習を通して、「聴く」力の向上に努める。学習者は、中国語の思考方式に合わせて中国
語が聴けるようになり、コミュニケーション能力を向上させることができ、スローなスピードで設定された場面において単純な会話を聞き
取れるようになる。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

11136021 中国語リスニング 2247 2 2
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履修条件・留意
事項等

１回目の授業に必ず出席し、説明を聞いてから、教科書を用意すること。 それまで教科書を購入しないこと。

備考欄

その他 0% 出席と宿題を重視します。無断欠席は必ず減点要素になります。

教科書 「表現の達人Ⅱ・基本ブック」、白帝社、蘇氷など著

参考文献 『実用現代漢語語法』、劉月華など著、北京、商務印書館

定期試験 0%

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100  平常点は４０％、授業中行う３回復習テストは６０％。 

15

ドリル３と復習テスト３。第２６～２８課の単語や文型や慣用法
などを復習してから小テストを実施。授業の前に学習予定の部分
について、予習すること。授業の後は、学習した内容を復習する
こと。

第26--29課を復習し、十分に準備す
ること。　（90分）

テストの内容を確認すること。（90
分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

疑問形と否定形のまとめ。
授業の前に学習予定の部分について、予習すること。授業の後
は、学習した内容を復習すること。

学習予定の部分（第28課）につい
て、予習すること。（90分）

よく復習し、本文を朗読し、うまく
読めるようになってから、録音し、
次回の授業で提出すること。（90
分）

14

並列と推進の表現をマスターする。
キーワードは「又～又」「既～也」等。
授業の前に学習予定の部分について、予習すること。授業の後
は、学習した内容を復習すること。

学習予定の部分（第29課）につい
て、予習すること。　（90分）

よく復習し、本文を朗読し、うまく
読めるようになってから、録音し、
次回の授業で提出すること。（90
分）

11

連動文をマスターする。
S＋V１＋V２（＋V３.....）複数の動詞が構成するセンテンス。
授業の前に学習予定の部分について、予習すること。授業の後
は、学習した内容を復習すること。

学習予定の部分（第26課）につい
て、予習すること。　（90分）

よく復習し、本文を朗読し、うまく
読めるようになってから、録音し、
次回の授業で提出すること。（90
分）

12

義務と提案の表現をマスターする。
キーワードは「应该」「得」「必须」等。
授業の前に学習予定の部分について、２時間以上予習すること。
授業の後は、学習した内容を２時間以上復習すること。

学習予定の部分（第27課）につい
て、予習すること。　（90分）

よく復習し、本文を朗読し、うまく
読めるようになってから、録音し、
次回の授業で提出すること。（90
分）

10

ドリル２と復習テスト２。  第２２～２５課の単語や文型や慣用
法などを復習してから復習テストを実施. 授業の前に学習予定の
部分について、予習すること。授業の後は、学習した内容を復習
すること。

第22-25課を復習し、十分に準備す
ること。　（90分）　 

テストの内容を確認すること。　
（90分）
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7

主要施策の「観光」についての分析と把握Ⅲ
→モノ（他）についての考察
＊情報の質と数を高めていく

北海道内のモノ（他）について調べ
ておくこと（90分）＊詳しくは前の
授業内で伝えます

授業内容を復習しまとめておくこと
（90分）

8

主要施策の「観光」についての分析と把握Ⅳ
→コト（イベント）についての考察
＊情報の質と数を高めていく

北海道内のコト（イベント）につい
て調べておくこと（90分）＊詳しく
は前の授業内で伝えます

授業内容を復習しまとめておくこと
（90分）

5

主要施策の「観光」についての分析と把握Ⅰ
→地域資源カードの作成法

「地元学」について調べておくこと
（90分）＊詳しくは前の授業内で伝
えます

授業内容を復習しまとめておくこと
（90分）

6

主要施策の「観光」についての分析と把握Ⅱ
→モノ（自然）についての考察
＊情報の質と数を高めていく

北海道内のモノ（自然）について調
べておくこと（90分）＊詳しくは前
の授業内で伝えます

授業内容を復習しまとめておくこと
（90分）

3

北海道の戦略と取り組みⅡ
→世界水準の価値創造空間を目指す開発計画と、北海道グローバ
ル戦略についての把握（統計やデータの収集）

「北海道グローバル戦略」指定箇所
について調べておくこと（90分）＊
詳しくは前の授業内で伝えます

授業内容を復習しまとめておくこと
（90分）

4

北海道の戦略と取り組みⅢ
→北海道グローバル戦略についての把握（統計やデータの収集）

「北海道グローバル戦略」指定箇所
について調べておくこと（90分）

授業内容を復習しまとめておくこと
（90分）

1

オリエンテーション（授業の進め方）
この講義における授業の進め方・評価の方法・習得できる内容が
理解できるようになる

世界の人口、世界各国の人口、日本
の人口、日本各都道府県の人口、北
海道の人口、北海道各市町村の人口
を調べておくこと（90分）

授業内容を復習しまとめておくこと
（90分）

2

北海道の戦略と取り組みⅠ
→世界水準の価値創造空間を目指す開発計画についての把握（統
計やデータの収集）

「北海道総合開発計画」について調
べておくこと（90分）＊詳しくは前
の授業内で伝えます

授業内容を復習しまとめておくこと
（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

観光や広告業界で約20年間の実務経験があり、ビジネス実務についての幅広い知識を有している。この経験を活かして、学術的な視点だけ
でなく、ビジネスの場における実践的内容の指導も行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

各回に、全体での振り返り、グループでの振り返り、グーグルクラスルームなどでの振り返りなどを行う。　

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

1.北海道と世界のつながりを、観光の視点から述べることができるようになる。
2.前に踏み出す力、考え抜く力、チームで働く力を身につける。
3.PBL学習（Project/Problem Based Learning)について論じることができるようになる。
4.北海道について知るための統計やデータの収集方法を身につける。
5.データの初歩的な分析方法を身につける。
6.北海道全体と地域の問題を述べることができるようになる。
7.地元学を理解し、課題解決の手法を身につける。

授業の方法

パワーポイントと配布資料などを使用し講義を進める。また、授業ごとに編成するチームでのグループワークやプレゼンテーションなども
行っていく。

ＩＣＴ活用

資料提示や情報収集のために、スマートフォンなどを使用する場合がある。本学が推奨するものや、zoomなども取り入れていく。

前期

教員氏名 小山田　健

授業の位置づけ

世界と地域の視点から、自然環境、社会、文化、歴史等についての専門知識を身につける。世界各地域の活性化につながるための異文化コ
ミュニケーション能力を身につける。グローバル社会の中で、世界の人々と共生・協働することを可能とする国際性や柔軟で前向きなコ
ミュニケーション能力を備えていく。世界と繋がるために地域社会を理解し、その活性化に向けて発信できる国際感覚も身につける。北海
道、日本及び世界諸地域の課題に対応できる情報処理や分析の能力、論理的・批判的な思考や判断をする能力を身につける。（思考・判
断・表現）

授業の概要

この授業は、私たちが暮らす北海道と世界がどのようにつながっているのか理解を深め、北海道知識を深めていく科目である。北海道の主
力産業である第一次産業の産品は今や世界の高級ブランドとして消費され、北海道には世界中から観光客や旅行客訪れるようになった。ま
た外国人生活者も増加しており、北海道のグローバル化の現状ついて、学生はさまざまな分野の統計や詳細データを収集し、その資料を多
角的な視点で分析し、データの裏付けから現状と課題を映し出す手法を身に付ける。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

101050A1 世界と北海道/北海道の観光Ⅰ 1500/3504 2 カリキュラムにより
異なります。
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履修条件・留意
事項等

授業は、グループワークを中心に構成しているため、遅刻は原則欠席扱いとする。ただし、本学の規定に沿った理由で遅刻となる場合は、
用紙などを添えて提出すれば出席とする。詳細はオリエンテーション時に報告する。

備考欄

その他

30 最終レポート（これまでの授業の理解度を確認。レポートのテーマについては、最終授業日に伝える）

教科書 教科書はなし。講義資料等については各回で随時配布。

参考文献 授業ごとに紹介していく。

定期試験 0 なし。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

70 準備学習の状況、授業態度、授業意欲、グループディスカッション、各授業内でのレポート、プレゼン
テーション、事後学習の状況

15

これまでの講義の振り返りと最終レポート
→チーム編成をして、これまでの振り返りのためのディスカッ
ションと発表を行う
→最終レポート提出

これまでの授業内容を復習しておく
こと（90分）

授業内容を復習しまとめておくこと
（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

地域資源カードを使った戦略立案Ⅲ
→恵庭市についての考察
＊目的、目標、手段の違いを明確にする
＊情報収集、分析、課題解決などの初歩的なフレームワークを理
解し、実践できるようにする

恵庭市の取り組みについて調べてお
くこと(90分)

授業内容を復習しまとめておくこと
（90分）

14

地域資源カードを使った戦略立案Ⅳ
→恵庭市周辺地域の考察
＊目的、目標、手段の違いを明確にする
＊情報収集、分析、課題解決などの初歩的なフレームワークを理
解し、実践できるようにする

恵庭市周辺の市町村の取り組みにつ
いて調べておくこと（90分)

授業内容を復習しまとめておくこと
（90分）

11

地域資源カードを使った課題解決の検討Ⅰ
→北海道各地域の、強みや弱みを考えていく
＊目的、目標、手段の違いを明確にする
＊情報収集、分析、課題解決などの初歩的なフレームワークを理
解し、実践できるようにする

SWOT分析について調べておくこと
（90分）

授業内容を復習しまとめておくこと
（90分）

12

地域資源カードを使った戦略立案Ⅱ
→情報発信手段について考えていく
＊目的、目標、手段の違いを明確にする
＊情報収集、分析、課題解決などの初歩的なフレームワークを理
解し、実践できるようにする

考えられる情報発信手段について調
べ事前提出すること（90分）

授業内容を復習しまとめておくこと
（90分）

9

主要施策の「観光」についての分析と把握Ⅴ
→コト（他）についての考察
＊情報の質と数を高めていく

北海道内のコト（他）について調べ
ておくこと(90分）＊詳しくは前の
授業内で伝えます

授業内容を復習しまとめておくこと
（90分）

10

主要施策の「観光」についての分析と把握Ⅵ
→ヒトについての考察
＊情報の質と数を高めていく

北海道内のヒトについて調べておく
こと（90分）＊詳しくは前の授業内
で伝えます

授業内容を復習しまとめておくこと
（90分）
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3

[事前研修Ⅰ]
～受入先、受入先エリア、社会人に必要な能力について理解する
①～
・受入先について
・受入先のエリアについて
・社会人に必要な知識について
・その他
→編成したチームメンバーの一人一人に各役割を与え、こちらが
与えるテーマについて調べてもらう。そのテーマを、他のチーム
メンバーにも共有した上でブラッシュアップし、まとめたことを
発表する。

チームで活動にするにあたって、自
分が取るべき行動で重要だと思うこ
とを書き出しておくこと。また、
チームでの活動の意欲を低減させた
り迷惑をかける行為について、考え
られることも、書き出しておくこと
（90分）

これまで取り組んだことを復習しま
とめておくこと（90分）

4

[事前研修Ⅱ]
～受入先、受入先エリア、社会人に必要な能力について理解する
②～
・受入先について
・受入先のエリアについて
・社会人に必要な知識について
・その他
→事前研修Ⅰのブラッシュアップ
→事前研修Ⅱでは、受入先の方に、事前のレクチャーを行ってい
ただく予定。ただし、コロナ禍であるため、日程や順序等が変更
する場合も有り。

学生と社会人の違いについて、考え
られることの全てを書き出しておく
こと（90分）

これまで取り組んだことを復習しま
とめておくこと（90分）

1

[オリエンテーション]
・ニセコ国際研修について
・受入エリアについて
・受入先について

インターンシップとは、何を学ぶた
めに行うのかを各自が考え調べてお
くこと（90分）

研修を希望する受入先を検討し、指
定する期日までに提出すること。提
出の際は、その受入先を、なぜ希望
するのかの理由も書いてもらう。
（90分）

2

[オリエンテーションⅡ]
・受入先について
・今後のチーム編成発表
・チーム面談
→コロナ禍のため、受入先やチーム編成は、決定後も変更になる
場合も有り。また、面談は、複数の日付にわけて行う場合も有
り。

実施研修をとおし、自分が受入先か
ら怒られるかもしれないことや、褒
められるかもしれないことを想像
し、書き出しておくこと（90分）

決定した受入先と、そのエリアにつ
いて調べておくこと（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

観光や広告業界で約20年間の実務経験があり、ビジネス実務についての幅広い知識を有している。この経験を活かして、学術的な視点だけ
でなく、ビジネスの場における実践的内容の指導も行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

各回に、全体での振り返り、グループでの振り返り、グーグルクラスルームなどでの振り返りなどを行う。　

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

・実際の就業の現場を知り、働くとはどういうことなのかが討議できるようになる。
・社会人として必要な責任感やビジネスマナーを実践をとおして身につける。
・これまで習得してきた語学などの様々な知識などを、実践の場で使用できるようになる。
・研修する地域の現状と課題について討議できるようになる。
・研修やグループワークを通じ、多様な価値を受け止め、他者を理解する力を身につける。また、自己に足りない弱みや強みを自覚し、２
年時以降に向けた新たな目標設定が出来るようになる。

授業の方法

「オリエンテーション」「事前研修」「実施研修／インターンシップ（フィールドワークや地域交流なども含む）」「事後研修」の４方式
で行う。

ＩＣＴ活用 Google classroomを活用し、事前事後の報告・連絡や、課題の出題・回収等を行う。

後期

教員氏名

小山田　健、渡部　淳、矢部　玲子、宮本　融、沢谷　佑輔、Richardson Peter、Walzem Allen George、渡部　俊弘、蘇　氷、未定

授業の位置づけ

就業体験をとおして、国際的な感覚や社会人として必要な知識やスキルを身につける。その過程で、自己に足りない弱みや強みを自覚し、
２年時以降に向けた新たな目標設定を行う機会とする。また、これまで各授業で学んだ知識やスキルを、実践の場で活用していく。そのこ
とで、世界と地域の視点から、自然環境、社会、文化、歴史等についての専門知識を身につける。北海道、日本及び世界諸地域の課題に対
応できる情報処理や分析能力、論理的・批判的な思考や判断をする能力を身につける。世界と繋がるために地域社会を理解し、その活性化
に向けて発信できる国際感覚も身につける。　　

授業の概要

この研修は、国際リゾート地として有名なニセコをはじめ、ルスツ、キロロなど、外国人観光客や外国人居住者が多い北海道の国際化推進
地域において、インターンシップと国際交流、そして地域交流などを融合させた、異文化体験や地域社会の多様性の理解を促進するもので
ある。国内での研修ではあるが、研修内容は多言語・多国籍の人々と英語をリンガフランカとして用いることから国際研修と称する。身近
な地域にある北海道と世界のつながりや、北海道の新しい社会的多様性に触れながら、体験型の学びを行うことを目的としている科目であ
る。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

11145021 ニセコ国際研修 1510 2 1
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その他 20 最終レポート（レポートのテーマについては、当日伝える）

定期試験 0 実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

80 実習態度、実習日誌、実習報告書、報告会発表、受入先企業等からの評価などにより総合的に評価する。

15

[事後研修Ⅲ]
～チーム及び個人の発表、最終レポート～
・地域課題の解決法についての発表／チーム
→プレゼンテーションと講評。
・研修の報告とこれまでの振り返り／個人
→一人一人に最終報告をプレゼンテーションいただく。方法につ
いては、事後研修Ⅰの際に伝える。
・最終レポートの作成と提出／個人
→内容については当日伝える。

これまで取り組んできたことを整理
しておくこと（90分）

これまで取り組んだことを復習しま
とめておくこと（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

[事後研修Ⅰ]
～チームでのグループワーク～
・地域課題の解決法についてのグループワーク
→事後研修Ⅲの発表の準備。

これまで取り組んできたことを整理
しておくこと（90分）

これまで取り組んだことを復習しま
とめておくこと（90分）

14

[事後研修Ⅱ]
～チームでのグループワーク～
・地域課題の解決法についてのグループワーク
→事後研修Ⅲの発表の準備。

これまで取り組んできたことを整理
しておくこと（90分）

これまで取り組んだことを復習しま
とめておくこと（90分）

11

[実施研修／インターンシップ]
１１日目／実施研修
１２日目／休（個人ワーク）
＊詳しい内容については、オリエンテーション時に報告する。

これまで取り組んできたことを整理
しておくこと（90分）

これまで取り組んだことを復習しま
とめておくこと（90分）

12

[実施研修／インターンシップ]
１３日目／実施研修
１４日目／実施研修終了、移動
＊詳しい内容については、オリエンテーション時に報告する。

これまで取り組んできたことを整理
しておくこと（90分）

これまで取り組んだことを復習しま
とめておくこと（90分）

9

[実施研修／インターンシップ]
７日目／休
８日目／実施研修
＊詳しい内容については、オリエンテーション時に報告する。

これまで取り組んできたことを整理
しておくこと（90分）

これまで取り組んだことを復習しま
とめておくこと（90分）

10

[実施研修／インターンシップ]
９日目／実施研修
１０日目／実施研修
＊詳しい内容については、オリエンテーション時に報告する。

これまで取り組んできたことを整理
しておくこと（90分）

これまで取り組んだことを復習しま
とめておくこと（90分）

7

[実施研修／インターンシップ]
３日目／実施研修
４日目／実施研修
＊詳しい内容については、オリエンテーション時に報告する。

これまで取り組んできたことを整理
しておくこと（90分）

これまで取り組んだことを復習しま
とめておくこと（90分）

8

[実施研修／インターンシップ]
５日目／実施研修・地域交流
＊地域交流については日程が前後する場合があります
６日目／実施研修・グループワーク
＊詳しい内容については、オリエンテーション時に報告する。

これまで取り組んできたことを整理
しておくこと（90分）

これまで取り組んだことを復習しま
とめておくこと（90分）

5

[事前研修Ⅲ]
～何を学びに行くのかを明確にする～
・実施研修（インターンシップ）に向けた目標の設定
・研修についての最終説明
→「学びたいこと」「身につけたいこと」「伸ばしたい能力」に
ついて目標の設定を行う。

実施研修（インターンシップ）で、
自分が何を学びたいのかを考え抜い
ておくこと（90分）

これまで取り組んだことを復習しま
とめておくこと（90分）

6

[実施研修／インターンシップ]
１日目／移動、実施研修準備
２日目／実施研修
＊詳しい内容については、オリエンテーション時に報告する。

これまで取り組んできたことを整理
しておくこと（90分）

これまで取り組んだことを復習しま
とめておくこと（90分）
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履修条件・留意
事項等

「インターンシップ研修」の際に、受入先などへ迷惑をかける行為を行った場合は、途中であっても帰宅させ、受講の取り消しをする場合
がある。また、「事前研修」「インターンシップ研修（フィールドワークや地域交流など）」「事後発表会」において、チームメンバーへ
迷惑をかける行為を行った場合も同様である。

備考欄

教科書 なし。

参考文献 なし。
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9

[実施研修]
→アウトドア体験３－２／実施と調査
＊詳しい内容については、オリエンテーション時に報告する。

これまで取り組んできたことを整理
しておくこと（90分）

これまで取り組んだことを復習しま
とめておくこと（90分）

7

[実施研修]
→アウトドア体験２－２／実施と調査
＊詳しい内容については、オリエンテーション時に報告する。

これまで取り組んできたことを整理
しておくこと（90分）

これまで取り組んだことを復習しま
とめておくこと（90分）

8

[実施研修]
→アウトドア体験３－１／実施と調査
＊詳しい内容については、オリエンテーション時に報告する。

これまで取り組んできたことを整理
しておくこと（90分）

これまで取り組んだことを復習しま
とめておくこと（90分）

5

[実施研修]
→アウトドア体験１－２／実施と調査
＊詳しい内容については、オリエンテーション時に報告する。

これまで取り組んできたことを整理
しておくこと（90分）

これまで取り組んだことを復習しま
とめておくこと（90分）

6

[実施研修]
→アウトドア体験２－１／実施と調査
＊詳しい内容については、オリエンテーション時に報告する。

これまで取り組んできたことを整理
しておくこと（90分）

これまで取り組んだことを復習しま
とめておくこと（90分）

3

[集中講義・事前研修]
→地域の事前調査と研修内容の準備Ⅱ

これまで取り組んできたことを整理
しておくこと（90分）

これまで取り組んだことを復習しま
とめておくこと（90分）

4

[実施研修]
→アウトドア体験１－１／実施と調査
＊詳しい内容については、オリエンテーション時に報告する。

これまで取り組んできたことを整理
しておくこと（90分）

これまで取り組んだことを復習しま
とめておくこと（90分）

1

オリエンテーション
→授業の進め方など

北海道で行われているアウトドアス
ポーツについて調べておくこと（90
分）

全世界で行われているアウトドアス
ポーツについて調べておくこと（90
分）

2

[集中講義・事前研修]
→地域の事前調査と研修内容の準備Ⅰ

これまで取り組んできたことを整理
しておくこと（90分）

これまで取り組んだことを復習しま
とめておくこと（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

観光や広告業界で約20年間の実務経験があり、ビジネス実務についての幅広い知識を有している。この経験を活かして、学術的な視点だけ
でなく、ビジネスの場における実践的内容の指導も行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

各回に、全体での振り返り、グループでの振り返り、グーグルクラスルームなどでの振り返りなどを行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

・アウトドアスポーツの体験を通し、その魅力を把握する。
・体験したアウトドアスポーツのなりえるターゲットについて考えることができるようになる。
・新しいアウトドア体験プログラムのツアー開発や、そのプロモーションができるようになる。
・チームビルディングを理解し、実践をとおして、チームで働く力を身につける。また、その過程で、自らが主体性を持って前に進める力
や、考え抜く力も身につけていく。
・問いや仮説を立てて現状を分析し、課題解決案を考える力を身につける。
・PBL学習（Project/Problem Based Learning)について理解する。

授業の方法

「事前研修」「実施研修」「事後研修」の３つの方式で行う。

＊「実施研修」や「事後研修」は、PBL（Project/Problem Based Learning)方式で行う。そして、編成するチームでグループワークを重
ね、新しいアウトドアスポーツの開発やプロモーション方法を考え、プレゼンテーションを行う。

ＩＣＴ活用 オリエンテーション時に説明する。

前期

教員氏名 小山田　健

授業の位置づけ

世界と地域の視点から、自然環境、社会、文化、歴史等についての専門知識を身につける。北海道、日本及び世界諸地域の課題に対応でき
る情報処理や分析能力、論理的・批判的な思考や判断をする能力を身につける。世界各地域の活性化につながるための異文化コミュニケー
ション能力を身につける。グローバル社会の中で、世界の人々と共生・協働することを可能とする国際性や柔軟で前向きなコミュニケー
ション能力を備える。世界と繋がるために地域社会を理解し、その活性化に向けて発信できる国際感覚も身につける。

授業の概要

この授業は、集中講義と研修で北海道の観光産業におけるアウトドアスポーツ観光の開発とその観光プロモーションを考えていく。訪日外
国人観光客の旅行目的は多様化しており、体験型テーマ旅行の提供が求められているが、北海道はスキー、スノーボードなど、冬季のス
ポーツを楽しめる場所としては海外でも知名度が高い。近年は、グリーンシーズンのアウトドア・スポーツはニセコ、富良野、キロロなど
でのラフティングやカヌー、ハイキング、登山、ゴルフで外国人観光客誘致が活発化しているが、その英語・中国語のガイドやインストラ
クターが不足している。ここでは、近い将来、アウトドア観光の担い手となる二言語併用人材育成として、ニセコ等でのアウトドア・アク
ティビティのガイド体験を行う。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

111460A1 アウトドア・ツーリズム研修 1520 2 1
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履修条件・留意
事項等

学外での研修や宿泊時に、他者へ迷惑をかける行為などを行った場合には、受講の取り消しとする場合がある。
コロナ禍であるため、授業内容や日程については、間際で変更される場合もある。状況については、入学時のオリエンテーションや、学内
の掲示板等を活用し報告していく。

備考欄

その他

20 最終レポート（これまでの授業の取り組みを確認。レポートの内容については、最終授業に伝える）

教科書 なし。

参考文献 なし。

定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

80 事前研修、実施研修、事後研修[アウトドアスポーツの開発とプロモーション]を総合的に判断して（詳細
はオリエンテーション時に報告する）

15

[集中講義・事後研修]
アウトドアスポーツの開発とプロモーションⅡ
→プレゼンテーションと講評
グループワークで検討した、新しいアウトドア体験プログラムの
ツアー開発とプロモーションについて、プレゼンテーションを行
う。プレゼンテーションにおいては、外部からゲスト（予定）を
お招きし、オンライン又は対面で参加をいただき講評をいただ
く。
→最終レポートの提出

これまで取り組んできたことを整理
しておくこと（90分）

これまで取り組んだことを復習しま
とめておくこと（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

[実施研修]
→地域調査２－２（あるもの探し／編成するチームでの調査）
＊詳しい内容については、オリエンテーション時に報告する。

これまで取り組んできたことを整理
しておくこと（90分）

これまで取り組んだことを復習しま
とめておくこと（90分）

14

[集中講義・事後研修]
アウトドアスポーツの開発とプロモーションⅠ
→グループワーク
編成したチームでグループワークを行い、実施研修の内容をもと
に、新しいアウトドア体験プログラムのツアー開発と、プロモー
ションの方法を考える。

これまで行ってきたことを整理して
おくこと（90分）

これまで取り組んだことを復習しま
とめておくこと（90分）

11

[実施研修]
→地域調査１－２（あるもの探し／受講生全員での調査）
＊詳しい内容については、オリエンテーション時に報告する。

これまで取り組んできたことを整理
しておくこと（90分）

これまで取り組んだことを復習しま
とめておくこと（90分）

12

[実施研修]
→地域調査２－１（あるもの探し／編成するチームでの調査）
＊詳しい内容については、オリエンテーション時に報告する。

これまで取り組んできたことを整理
しておくこと（90分）

これまで取り組んだことを復習しま
とめておくこと（90分）

10

[実施研修]
→地域調査１－１（あるもの探し／受講生全員での調査）
＊詳しい内容については、オリエンテーション時に報告する。

これまで取り組んできたことを整理
しておくこと（90分）

これまで取り組んだことを復習しま
とめておくこと（90分）
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7

〈事例学習〉「北海道の歴史について（仮）（サッポロホール
ディングス株式会社　髙島 英也 顧問）」
実社会の現場で北海道の食産業を支えてきた実務者による実践的
な講義を通して、実社会における食の重要性だけでなく、理論の
みでは成立し得ない現場の風景について考察する。

授業内での指示課題や指定課題を行
うこと。（90分）

配布プリント、講義内容を復習し、
必要に応じて調べること。（90分）

5

〈事例学習〉「北海道の成り立ちと食生活（仮）（恵庭市郷土資
料館　長町 章弘 学芸員）」
北海道及び恵庭市の歴史について展示等を通して学びに繋げる取
組を行っている社会教育施設の現場に従事する実務者による実践
的な講義を通して、北海道の歴史や民族について考察する。

授業内での指示課題や指定課題を行
うこと。（90分）

配布プリント、講義内容を復習し、
必要に応じて調べること。（90分）

6

〈概論〉「北海道の食を支える人と産業」
世界的に日本は食糧自給率が低いことで知られている一方、北海
道のそれが200％を超えている。豊かな自然資源やそれを利活用
している北海道の食産業について広く講述する。

授業内での指示課題や指定課題を行
うこと。（90分）

配布プリント、講義内容を復習し、
必要に応じて調べること。（90分）

3

〈序論〉「その他の学びへと派生する北海道の食文化」
北海道の食文化や、食べることは総合的な学問体系の基礎につな
がると考え、民族や食生活、産業や海外文化等の要素と関連づけ
て講述する。

授業内での指示課題や指定課題を行
うこと。（90分）

配布プリント、講義内容を復習し、
必要に応じて調べること。（90分）

4

　〈概論〉「北海道の食文化の誕生と郷土料理」
北海道の食文化の誕生と郷土料理（ジンギスカン、石狩鍋、鮭の
ちゃんちゃん焼き等）について紹介し、その歴史について講述す
る。

授業内での指示課題や指定課題を行
うこと。（90分）

配布プリント、講義内容を復習し、
必要に応じて調べること。（90分）

1

〈導入〉「北海道の食文化を理解するために」
北海道の食文化や、食べることは総合的な学問体系の基礎につな
がると考える。人々の食生活はその国や地域の歴史や地形、気候
等を基礎として決定づけられており、例えばそこに派生する「農
業」を理解するためには、食文化が総合的な学びであることへの
理解が必須である。その他、民族や食生活、産業や海外文化等の
要素と関連づけて講述する。

シラバスをよく読み、自らの問題意
識を整理すること。また、「北海道
の食文化」の自分なりのイメージを
持っておくこと。（90分）

配布プリント、講義内容を復習し、
必要に応じて調べること。（90分）

2

〈概論〉「北海道の食文化とアイヌ～漫画『ゴールデンカムイ』
から～」
アイヌ民族と食との関係についての理解深化を目指し、アイヌ関
連資料を用いて講述する。

授業内での指示課題や指定課題を行
うこと。（90分）

配布プリント、講義内容を復習し、
必要に応じて調べること。（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

なし

課題に対する
フィードバック

の方法

レポート課題のフィードバックを行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

学園創設の時代背景を踏まえ、いま再び不安定になっている世界情勢に鑑み、食文化（食べること）が各所に与える影響の大きさやその質
については、VUCAの時代を生きる上で理解する必要がある。本授業では「食べること／食文化」を多角的に観察し、国際的かつ歴史的に、
食が文化の創造に不可欠な要素である点や、それらの要素が現代社会の基盤を形成している点について学習する。履修者は絶えず変化を求
められる時代を生きていく中において、社会構造を再考するために必要な素養と基礎知識の獲得を目標とする。

授業の方法

教員作成パワーポイント資料、印刷物・動画資料などを用いて講義形式で展開し、社会の実務者による講義も行う。また、学生間での対話
（ディスカッション）を含むチーム学習も行う予定である。

ＩＣＴ活用 授業内容に関連するホームページや動画を用いる。

前期

教員氏名 渡部　俊弘

授業の位置づけ

ディプロマ・ポリシーにおける「北海道、日本及び世界諸地域の課題とその分析や解決を考えることのできる、世界諸地域の言語、政治、
経済、社会、文化等の国際教養を身につけている。（知識・技能）」ことと特に関係がある科目である。また、「世界と繋がるために地域
社会を理解し、その活性化に向けて発信できる国際感覚を身につけている。（関心・意欲・態度）」こととも関係がある。

授業の概要

この授業は、北海道の先住民であるアイヌ民族の生活からの食文化について、シャケなどを例に挙げ、生活様式と食文化の関連をアイヌ文
化の観点から講述する。一方、明治2年、蝦夷地は北海道に改名され、開拓とともに日本各地から人々が移住してきた。そのような歴史的
背景と地域特性から食生活が多様化し、ジンギスカンや石狩鍋、鮭のちゃんちゃん焼きなどの郷土料理が生まれた。その観点からも北海道
の食文化を講述する。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

111470A1 北海道の食文化 2530 2 2
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履修条件・留意
事項等

本授業は国際教養学科および国際コミュニケーション学科2年次の選択科目であるが履修することが望ましい。
またゲストスピーカー（実務者）の講義内容、講義日程は変更となる場合がある。

備考欄

その他 0

教科書 なし

参考文献

「ゴールデンカムイ」シリーズ／野田サトル／集英社、料理法百たい(1)／鶴岡松峰／文昭堂印刷株式会社、鶴岡トシ物語／佐々木ゆり／
ビジネス社、その他は授業中に適宜提示する。

定期試験 0 定期試験は行わない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 授業参加の積極性40％、中間レポートおよび期末レポート60％

15

〈まとめ〉「食糧難の時代　2050年に備えて」
・人口増大のピークにむかう地球（総人口90億人へ）
・ウクライナ危機と食糧危機
・国際学部生として大切なこと　など

これまでの授業の全体像を見つめ直
し、自分にとって必要な素養や知識
について整理しておくこと。（90
分）

これまでの授業を踏まえ、今後自分
にとって何が重要なポイントか、必
要に応じて文献などを用いて調べる
こと。（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

〈概論〉「北海道の食と日本各地の食文化を比較する（東北・関
西など）」／「食を支える栄養学」
・東北の郷土料理
・関西の郷土料理
・食と、食を支える栄養学の関係　など

授業内での指示課題や指定課題を行
うこと。（90分）

配布プリント、講義内容を復習し、
必要に応じて調べること。（90分）

14

〈まとめ〉「〈食べること〉がなぜ重要なのか？」
・〈食べること〉の必要性～食べないと生きていけない～
・多様性を認める時代の〈食べること〉とは？
・太平洋戦争開戦と鶴岡学園創設　　・貧食から飽食の時代へ　
など

これまでの授業の全体像を見つめ直
し、自分にとって必要な素養や知識
について整理しておくこと。（90
分）

これまでの授業を踏まえ、今後自分
にとって何が重要なポイントか、必
要に応じて文献などを用いて調べる
こと。（90分）

11

〈概論〉「北海道の食と世界の食文化を比較する（ヨーロッパ
編）」
・イタリア：スローフード（Citta Slow）の考え方
・フランス：食の都パリ、国が食を大事にする精神性
・鶴岡新太郎とフランス料理（料理法百たい(1)、料理法百たい
に学ぶ）　など

授業内での指示課題や指定課題を行
うこと。（90分）

配布プリント、講義内容を復習し、
必要に応じて調べること。（90分）

12

〈概論〉「北海道の食と世界の食文化を比較する（アジア編）」
・中国、韓国：日中韓の食事様式について

授業内での指示課題や指定課題を行
うこと。（90分）

配布プリント、講義内容を復習し、
必要に応じて調べること。（90分）

9

〈事例学習〉「サッポロビールについて（仮）（サッポロビール
株式会社　野村 真弘 北海道工場長）」
実社会の現場で北海道の食産業を支えてきた実務者による実践的
な講義を通して、実社会における食の重要性だけでなく、理論の
みでは成立し得ない現場の風景について考察する。

授業内での指示課題や指定課題を行
うこと。（90分）

配布プリント、講義内容を復習し、
必要に応じて調べること。（90分）

10

〈事例学習〉「レモンについて（仮）（ポッカサッポロフード&
ビバレッジ株式会社　征矢 真一 代表取締役社長）」
実社会の現場で北海道の食産業を支えてきた実務者による実践的
な講義を通して、実社会における食の重要性だけでなく、理論の
みでは成立し得ない現場の風景について考察する。

授業内での指示課題や指定課題を行
うこと。（90分）

配布プリント、講義内容を復習し、
必要に応じて調べること。（90分）

8

〈事例学習〉「北海道の歴史について（仮）（サッポロホール
ディングス株式会社　髙島 英也 顧問）」
実社会の現場で北海道の食産業を支えてきた実務者による実践的
な講義を通して、実社会における食の重要性だけでなく、理論の
みでは成立し得ない現場の風景について考察する。

授業内での指示課題や指定課題を行
うこと。（90分）

配布プリント、講義内容を復習し、
必要に応じて調べること。（90分）
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7

北海道歴史博物館（予定）の見学Ⅲ
→11月（予定）／第３ターム　
・地域資源カード作成（メモを取りながら行動する）


博物館ができるまでのの経緯を調べ
まとめておくこと。（90 分）

「地域資源カード」に記入しなけれ
ばならい詳細な事項を調べ書き込む
こと（90分）

5

北海道歴史博物館（予定）の見学Ⅰ
→11月（予定）／第３ターム　
・個人で調べたい情報について考える
・グループで調べたい情報を共有する

博物館の施設内容について調べ、ま
とめておくこと。（90 分）

「地域資源カード」に記入しなけれ
ばならい詳細な事項を調べ書き込む
こと（90分）

6

北海道歴史博物館（予定）の見学Ⅱ
→11月（予定）／第３ターム　
・個人で調べたい情報を探る
・グループで調べたい情報を探る

博物館の体験プログラムやイベント
等jについて調べ、まとめておくこ
と。(90分）

見学後、「グループ」で調べた内容
のメモや資料を、個々人で整理しま
とめておくこと（90分）

3

北海道の歴史Ⅱ
→アイヌ語地名の場所を理解する。
→問いに対しての「個人ワーク」と「グループワーク」を行う。

北海道の各市町村（大学のある恵庭
及び近郊と地元＊北海道の場合）の
地名の由来を調べてまとめておくこ
と（90分）

授業内容を復習しまとめておくこと
（90分）

4

北海道の歴史Ⅲ
→アイヌ文化や歴史の基礎知識を理解する。アイヌ文化を体験
し、生活文化に触れるための関連施設について把握する。
→問いに対しての「個人ワーク」と「グループワーク」を行う。

アイヌの文化と歴史について調べま
とめておくこと（90分）

これまでの講義を振り返り、博物館
見学において、「個人」で調べてお
きたい内容を最低３つ考え、まとめ
ておくこと（90分）

1

オリエンテーション（授業の進め方）
この講義における授業の進め方・評価の方法・習得できる内容が
理解できるようになる。

共生社会とは何かを調べまとめてお
くこと（90分）

北海道と本州の時代区分について調
べ整理しておくこと（90分）

2

北海道の歴史Ⅰ
→北海道の歴史を把握し、他地域との違いや、独自の資源や価値
を理解する。
→問いに対しての「個人ワーク」と「グループワーク」を行って
いただく。

北海道の旧石器時代、縄文時代につ
いて、掘り下げて調べまとめておく
こと（90分）

授業内容を復習しまとめておくこと
（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

観光や広告業界で約20年間の実務経験があり、ビジネス実務についての幅広い知識を有している。この経験を活かして、学術的な視点だけ
でなく、ビジネスの場における実践的内容の指導も行う。　

課題に対する
フィードバック

の方法

各回に、全体での振り返り、グループでの振り返り、グーグルクラスルームなどでの振り返りなどを行う。　

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

1.共生社会とは何かを述べることができるようになる。
2.自らが積極的に学習を進め、北海道のこれまでの歴史が説明できるようになる。
3.前に踏み出す力、考え抜く力、チームで働く力を、これまで以上に向上させる。
4.これからの多文化共生のありかたについて述べることができるようになる。
（２年次の配当科目であるため、各授業ごとに、事前・事後の課題を出します。事前・事後課題の提出が守れない場合は、この授業の到達
目標に達することができないと判断し、成績を評価していきます）

授業の方法

パワーポイントと配布資料などを使用し講義を進める。また、授業ごとに編成するチームでのグループワークやプレゼンテーションなども
行っていく。

ＩＣＴ活用 Google classroomを活用し、事前事後の報告・連絡や、課題の出題・回収等を行う。

後期

教員氏名 小山田　健

授業の位置づけ

世界と地域の視点から、自然環境、社会、文化、歴史等についての専門知識を身につける。北海道、日本及び世界諸地域の課題に対応でき
る情報処理や分析能力、論理的・批判的な思考や判断をする能力を身につける。世界各地域の活性化につながるための異文化コミュニケー
ション能力を身につける。グローバル社会の中で、世界の人々と共生・協働することを可能とする国際性や柔軟で前向きなコミュニケー
ション能力を備える。世界と繋がるために地域社会を理解し、その活性化に向けて発信できる国際感覚も身につける。

授業の概要

この授業は、北海道の歴史を再認識し、アイヌや外国人移住者も含めた多様な人々が安心して暮らせる地域社会の実現には何が必要か、こ
れからの多文化共生社会のありかたを考えていく。ここでいう多文化共生とは、言語や民族、肌の色、背が高いか低いか、左利きか、右利
か、男か女か、障がいの有無、宗教、出身、学歴、収入、家族形態、年齢など、皆異なっていることを優劣の価値観や偏見としてみるので
はなく、個性としてとらえていく。授業では、ウポポイ（民族共生象徴空間）や北海道の歴史博物館の見学も行う。そこから、地域社会が
みなで持続的に共生していくための意識化をはかる。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

111480A1 北海道の社会と文化（多文化共生） 2540 2 2
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履修条件・留意
事項等

北海道博物館（５－７）と、ウポポイ＊民族共生象徴空間(１０－１２）の見学は、各日付（日程・検討中）の１講～５講（１講と５講は
バス移動）まで行う。よって、見学日の授業については、科目担当の教員の同意を得て出席を行うこと。また、その科目を欠席した場合の
代替は、各先生方にレポート等で対応をいただくこと。

備考欄

その他

30 最終レポート（これまでの授業の理解度を確認。レポートのテーマについては、最終授業日に伝える）

教科書 なし。

参考文献 授業ごとに紹介していく。

定期試験 0 なし。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

70 準備学習の状況、授業態度、授業意欲、グループディスカッション、各授業内でのレポート、プレゼン
テーション、事後学習の状況

15

グローバリゼーションと多文化共生
→多文化共生について理解する。
これまでの振り返りと最終レポート
→最終レポート提出（テーマは当日発表）

グローバリゼーションについて、４
００字以内にまとめておくこと（90
分）

授業内容を復習しまとめておくこと
（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

分析と把握Ⅲ／グループミーティング
北海道博物館（予定）について
・地域資源カードの作成
（情報の数と質を高めていく）
・地域資源カードを使った情報の把握
（博物館の見学から、得られた情報についてまとめていく）

博物館の近隣にあるモノを調べまと
めておくこと（90分）

「地域資源カード」に記入しなけれ
ばならい詳細な事項を調べ書き込む
こと（90分）

14

分析と把握Ⅳ／グループ発表及びレポート作成
・得られた情報についての発表
・レポート作成（テーマは当日発表）

プレゼンテーションの資料や発表ま
での準備をしておくこと(90分）

各チームが発表された内容を振り返
りまとめておくこと（90分）

11

ウポポイ（民族共生象徴空間）の見学Ⅱ
→12月（予定）／第４ターム
・個人で調べたい情報を探る
・グループで調べたい情報を探る

ウポポイ（民族共生象徴空間）の体
験プログラムやイベント等jについ
て調べ、まとめておくこと。（90 
分）

見学後、「グループ」で調べた内容
のメモや資料を、個々人で整理しま
とめておくこと（90分）

12

ウポポイ（民族共生象徴空間）の見学Ⅲ
→12月（予定）／第４ターム
・地域資源カード作成（メモを取りながら行動する）

ウポポイ（民族共生象徴空間）がで
きるまでのの経緯を調べまとめてお
くこと。（90 分）

見学後、個人で「地域資源カード」
の作成を行うこと（90分）

9

分析と把握Ⅱ／グループ発表及びレポート作成
・得られた情報についての発表
・レポート作成（テーマは当日発表）

プレゼンテーションの資料や発表ま
での準備をしておくこと(90分）

これまでの講義を振り返り、博物館
見学において、「個人」で調べてお
きたい内容を最低３つ考え、まとめ
ておくこと（90分）

10

ウポポイ（民族共生象徴空間）の見学Ⅰ
→12（予定）／第４ターム
・アイヌ文化を体験し、生活文化に触れる
・個人で調べたい情報について考える
・グループで調べたい情報を共有する

ウポポイ（民族共生象徴空間）の施
設内容について調べ、まとめておく
こと。（90 分）

見学後、「個人」で調べた最低３つ
の内容のメモや資料をまとめておく
こと（90分）

8

分析と把握Ⅰ／グループミーティング
先住民族博物館「ウポポイ」について
・地域資源カードの作成
（情報の数と質を高めていく）
・地域資源カードを使った情報の把握
（博物館の見学から、得られた情報についてまとめていく）

ウポポイ（民族共生象徴空間）の近
隣にあるモノを調べまとめておくこ
と（90分）

見学後、「個人」で調べた最低３つ
の内容のメモや資料をまとめておく
こと（90分）
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7

Chapter 2 Listing-Order Paragraphs ④
・Peer reviewの仕方について学ぶ。
・実際に書いてきたパラグラフのPeer reviewを行う。
・Peer reviewのコメントをもとに最終稿を完成させる。（ライ
ティング課題③-2）

自分の書いたライティング課題を見
直して、印刷をし、Peer reviewの
準備を行う。(90分)

Peer reviewでもらったコメントを
もとに最終稿に取り組む。(90分)

5

Chapter 2 Listing-Order Paragraphs ②
・Supporting sentencesの書き方について学ぶ。
・Listing order transition signalsについて学ぶ。
・ライティングをする上で重要なUnityについて学ぶ。

教科書の該当箇所を読み、知らない
語彙や表現について事前に調べる。
(90分）

講義の内容の復習を行う。(90分）

6

Chapter 2 Listing-Order Paragraphs ③
・Concluding sentenceの書き方について学ぶ。
・Listing-Orderのパラグラフを書く準備をする。（ライティン
グ課題③-1）

教科書の該当箇所を読み、知らない
語彙や表現について事前に調べる。
(90分）

講義内で行った準備をもとに、ライ
ティング課題に取り組む。 (90分)

3

Chapter 1 Describing People ②
・パラグラフのフォーマットについて学ぶ。
・物事を描写するために必要な語彙について学ぶ。
・Andとorを用いたセンテンス・コンバイニングについて学ぶ。
・描写のパラグラフを書く準備を行う。（ライティング課題②）

教科書の該当箇所を読み、知らない
語彙や表現について事前に調べる。
(90分）

講義内で行った準備をもとに、ライ
ティング課題に取り組む。 (90分)

4

Chapter 2 Listing-Order Paragraphs ①
・Pre-writingの手法としてのClusteringの仕方について学ぶ。
・Listing-Order Paragraphの構成方法について学ぶ。
・Topic sentenceの書き方について学ぶ。

教科書の該当箇所を読み、知らない
語彙や表現について事前に調べる。
(90分）

講義の内容の復習を行う。(90分）

1

オリエンテーション
・ライティングにおける目的と読み手意識の重要性について学
ぶ。
・自己紹介のパラグラフを作成する(ライティング課題①)。

シラバスをよく読み、教科書を準備
する。(20分)

教科書のChapter 1を参照し、次の
授業への準備を行う。 (90分）

2

Chapter 1 Describing People ①
・Pre-writingの手法としての質問、ノートテイキングの仕方に
ついて学ぶ。
・パラグラフの構成について学ぶ。

教科書の該当箇所を読み、知らない
語彙や表現について事前に調べる。
(90分）

講義の内容の復習を行う。(90分）

実務経験のある
教員の教育内容

特別支援学校及び高等専門学校での勤務経験があり、教育現場における英語指導について幅広い知識を有している。この経験を活かして、
学生たちがこれまで経験した教育現場を考慮し、指導を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

それぞれのライティング課題において、Google classroomなどを介してフィードバックを行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

・英語パラグラフ・ライティングの構成方法を理解することができる。
・さまざまなジャンルのパラグラフの構成方法について理解し、効果的なパラグラフを書くことができる。
・相手が書いたパラグラフを読んで、改善点を指摘するなど評価することができる。

授業の方法

基本的には、板書及び、プレゼンテーションソフトや授業支援用のwebアプリ、ハンドアウトを活用して講義形式で進める。講義内で課さ
れるライティング課題に取り組みながら、英語のパラグラフの構成方法を身につけるとともに、ある程度まとまった文章を書くために必要
な技法を身につける。また、学生同士の相互評価(Peer review)を通して、読み手意識をもって文章を書けるようにする。

ＩＣＴ活用 WebアプリのPear DeckやKahoot!などを用いた双方向授業を取り入れる。

前期

教員氏名 沢谷　佑輔

授業の位置づけ

この講義は、国際教養学科の全てのディプロマポリシーと関連する科目である。本講義では、パラグラフ・ライティングについての知識を
習得し、さまざまなジャンルのライティングをする基礎力を身につけることを目的とする。Academic English Writing Ⅱの基礎となる講
義である。

授業の概要

この授業は、英語パラグラフ・ライティングの書き方についての知識を習得することを目的とする。授業では、Topic sentence、
Supporting sentences、Concluding sentenceといった基本的なパラグラフの構成方法を学び、さまざまジャンルの効果的なパラグラフが
書けること、そして最終的にはお互いのパラグラフを評価し合う(Peer Review) ことができることを目標とする。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

111500A1 Academic English Writing Ⅰ/ｱｶﾃﾞﾐｯｸﾗｲﾃｨﾝｸﾞⅠ 1601 2 1
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履修条件・留意
事項等

授業には真剣に取り組み、課題の締め切りは厳守すること。

備考欄

その他 0 特になし。

教科書 Ann Hogue  Longman Academic Writing Series 2, Paragraphs, Third Edition,  Pearson

参考文献 講義内で適宜紹介する。

定期試験 0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 ライティング課題 60%
授業内試験 40%

15

Chapter 3とChapter 4のまとめを行う。 Chapter 3とChapter 4の復習を行
う。(90分)

講義全体の振り返りを行う。(90分)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

Chapter 4　Describing with Space Order ②
・具体的な詳細(Specific details)を加えたSupporting 
sentencesの書き方について学ぶ。
・センテンス・コンバイニング(pp.131-132)に取り組む。
・Spacing orderを用いた描写のパラグラフを書く準備を行う。
（ライティング課題⑤-1）

教科書の該当箇所を読み、知らない
語彙や表現について事前に調べる。
(90分）

講義内で行った準備をもとに、ライ
ティング課題に取り組む。 (90分)

14

Chapter 4　Describing with Space Order ③
・実際に書いてきたパラグラフのPeer reviewを行う。
・Peer reviewのコメントをもとに最終稿を完成させる。（ライ
ティング課題⑤-2）

自分の書いたライティング課題を見
直して、印刷をし、Peer reviewの
準備を行う。(90分)

Peer reviewでもらったコメントを
もとに最終稿に取り組む。(90分)

11

Chapter 3 Giving Instructions　③
・実際に書いてきたパラグラフのPeer reviewを行う。
・Peer reviewのコメントをもとに最終稿を完成させる。（ライ
ティング課題④-2）

自分の書いたライティング課題を見
直して、印刷をし、Peer reviewの
準備を行う。(90分)

Peer reviewでもらったコメントを
もとに最終稿に取り組む。(90分)　

12

Chapter 4　Describing with Space Order ①
・Space orderの構成方法について学ぶ。
・Topic sentenceを構成するtopicとcontrolling ideaについて
学び、効果的なTopic sentenceの書き方を学ぶ。

教科書の該当箇所を読み、知らない
語彙や表現について事前に調べる。
(90分）

講義の内容の復習を行う。(90分）

9

Chapter 3 Giving Instructions　①
・Pre-writingの手法としてのListingの仕方について学ぶ。
・”How-To”パラグラフの構成方法について学ぶ。
・Time orderとListing orderのtransition signalsについて学
ぶ。

教科書の該当箇所を読み、知らない
語彙や表現について事前に調べる。
(90分）

講義の内容の復習を行う。(90分）

10

Chapter 3 Giving Instructions　②
・Pre-writingで作成したリストからアウトラインを作成する方
法について学ぶ。
・Capitalization、コンマの使用の注意点について学ぶ。
・”How-To”パラグラフを書く準備を行う。（ライティング課題
④-1）

教科書の該当箇所を読み、知らない
語彙や表現について事前に調べる。
(90分）

講義内で行った準備をもとに、ライ
ティング課題に取り組む。 (90分)

8

Chapter 1とChapter 2のまとめを行う。 Chapter 1とChapter 2の復習を行
う。(90分)

教科書のChapter 3を参照し、次の
授業への準備を行う。 (90分）
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3

Academic Paragraphs 2
(Chapter 1)
+ Analyze page formatting practices 
+ Analyze capitalization practices
- Practice writing process:
  + step 3: write first draft
  + step 4: revise & edit first draft

Check the LMS, read Chapter 1 
and takes notes. (90 minutes)

Post thoughts to the LMS, 
reflect on exercises and 
practice writing fluency. (90 
minutes)

4

Academic Paragraphs 3
(Chapter 1)
- Analyze sentence Structure
  + simple sentences
  + phrases
  + subject-verb agreement
  + fragments
- Analyze vocabulary: 
  + nouns and verbs
- Peer Assessment #1
  + comment on peer's revised draft
- Practice writing process:
  + step 5: write new draft >> Take-home task #1

Check the LMS, read Chapter 1 
and takes notes. (90 minutes)

Post thoughts to the LMS, work 
on Take-home writing, reflect on 
exercises and practice writing 
fluency. (90 minutes)

1

Orientation
- Learn about course:
  + overview
  + goals
- Learn about assessments:
  + peer-assessment tasks #1, #2, #3, #4
  + take-home writing tasks #1, #2
  + in-class writing tasks #1 & #2
  + in-class tests #1, #2
- Learn about fluency writing
- Learn about LMS

Register for the LMS; read the 
syllabus, peruse the textbook, 
generate questions.

Reflect on the orientation 
discussion, review notes, send a 
greeting message to the LMS.

2

Academic Paragraphs 1
(Chapter 1)
- Analyze the model: 
  + academic paragraph
- Analyze vocabulary: 
  + word families
- Practice writing process:
  + step 1: pre-write
  + step 2: organize

Check the LMS, read Chapter 1 
and takes notes. (90 minutes)

Post thoughts to the LMS, 
reflect on exercises and 
practice writing fluency. (90 
minutes)

実務経験のある
教員の教育内容

Not applicable

課題に対する
フィードバック

の方法

The teacher will give feedback by explaining the answers of the exercises, commenting on students' performance, and grading 
assignments.

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

In this class, students will learn how to compose basic essays, including introductory paragraphs, body paragraphs, and 
concluding paragraphs, and will be able to write effective essays in a variety of genres, and finally to evaluate each 
other's paragraphs (Peer Review).

授業の方法

This is a lecture class where students will listen to the teacher's instruction and do exercises from the textbook. Based 
upon the activity, student will engage in pair-work, group work as well as work individually on various tasks.

ＩＣＴ活用 This class utilizes Google Classroom as a Learning Management System (LMS).

後期

教員氏名 Tomasine Joseph Samuel

授業の位置づけ

This course is located within the Department of International Liberal Arts curriculum and satisfies requirements for the 
English for International Studies module.

授業の概要

The purpose of this class is to build on the knowledge of paragraph writing learned in Academic English Writing I and to 
master the basics of essay writing in English.

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

111510A1 Academic English Writing Ⅱ/ｱｶﾃﾞﾐｯｸﾗｲﾃｨﾝｸﾞⅡ 2602 2 2
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11

Logical Division of Ideas 3
(Chapter 4)
- Analyze vocabulary:
  + synonyms and near-synonyms 
- Peer Assessment #3
  + comment on peer's revised draft
- Practice writing process:
  + step 5: write new draft >> Take-home task #2

Check the LMS, read Chapter 4 
and takes notes. (90 minutes)

Post thoughts to the LMS, work 
on Take-home writing, reflect on 
exercises and practice writing 
fluency. (90 minutes)

12

Essay Organization 1
(Chapter 9)
- Analyze model:
  + essay
- Analyze vocabulary:
  + formal and informal words
- Practice writing process:
  + step 1: pre-write
  + step 2: organize

Check the LMS, read Chapter 9 
and takes notes. (90 minutes)

Post thoughts to the LMS, work 
on Take-home writing, reflect on 
exercises and practice writing 
fluency. (90 minutes)

9

 Logical Division of Ideas 1
(Chapter 4)
- Analyze the model:
  + unified, coherent paragraph
- Analyze vocabulary:
  + synonyms
- Practice writing process:
  + step 1: pre-write
  + step 2: organize

Check the LMS, read Chapter 4 
and takes notes. (90 minutes)

Post thoughts to the LMS, 
reflect on exercises and 
practice writing fluency. (90 
minutes

10

Logical Division of Ideas 2
(Chapter 4)
- Analyze organization:
  + logical division of ideas
  + unity in supporting sentences
  + coherence in supporting sentences
- Analyze sentence structure:
  + run-ons and comma splices
  + correcting run-ons and comma splices
  + finding run-ons and comma splices
- Practice writing process:
  + step 3: write first draft
  + step 4: revise & edit first draft

Check the LMS, read Chapter 4 
and takes notes. (90 minutes)

Post thoughts to the LMS, 
reflect on exercises and 
practice writing fluency. (90 
minutes

7

Basic Paragraph Structure 3
(Chapter 3)
- Analyzing vocabulary:
  + adjectives
- Peer Assessment #2
  + comment on peer's revised draft
- Practice writing process:
  + step 5: write a new draft >> In-class task #1

Check the LMS, read Chapter 3 
and takes notes. (90 minutes)

Post thoughts to the LMS, work 
on Take-home writing, reflect on 
exercises and practice writing 
fluency. (90 minutes)

8

Review of Paragraph Organization
(Chapter 1/ Chapter 3)
- Review work from classes 2-7
- Submit Take-home Writing #1
- Take In-class Writing Test #1

Check the LMS, re-read Chapters 
1 & 3, re-read exercises and 
takes notes. (90 minutes)

Post thoughts to the LMS, 
reflect on in-class test and 
practice writing fluency. (90 
minutes)

5

Basic Paragraph Structure 1
(Chapter 3)
- Analyze the model: 
  + basic paragraph
- Analyze vocabulary: 
  + adjectives
- Practice writing process:
  + step 1: pre-write
  + step 2: organize

Check the LMS, read Chapter 3 
and takes notes. (90 minutes)

Post thoughts to the LMS, work 
on Take-home writing, reflect on 
exercises and practice writing 
fluency. (90 minutes)

6

Basic Paragraph Structure 2
(Chapter 3)
- Analyze organization:
  + topic sentence
  + supporting sentences - main points
  + supporting details - examples
  + concluding sentence
- Analyze sentence structure:
  + the model
  + adjectives and adverbs
- Practice writing process:
  + step 3: write first draft
  + step 4: revise & edit first draft

Check the LMS, read Chapter 3 
and takes notes. (90 minutes)

Post thoughts to the LMS, work 
on Take-home writing, reflect on 
exercises and practice writing 
fluency. (90 minutes)
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履修条件・留意
事項等

Not applicable

備考欄

その他 0 Not applicable

教科書 Longman Academic Writing Series 3 (4th Edition), Alice Oshima & Anne Hogue

参考文献 Will be handed out in class

定期試験 0 No such test

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 In-class writing tasks: 20%
Take-home writing tasks: 20%
Peer assessments tasks: 20%
In-class tests 40%

15

Review of Essay Organization
(Chapter 4 / Chapter 9)　
- Review work from classes 9-14
- Submit Take-home Writing #2
- Take In-class Writing Test #2

Check the LMS, re-read Chapters 
4 & 9, re-read exercises and 
takes notes. (90 minutes)

Post thoughts to the LMS, 
reflect on in-class test and 
practice writing fluency. (90 
minutes)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

Essay Organization 2
(Chapter 9)
- Analyze organization:
  + introduction paragraphs
  + body paragraphs
  + concluding paragraphs
  + transitions between paragraphs
  + essay outlining
- Practice writing process:
  + step 3: write first draft
  + step 4: revise & edit first draft

Check the LMS, read Chapter 9 
and takes notes. (90 minutes)

Post thoughts to the LMS, work 
on Take-home writing, reflect on 
exercises and practice writing 
fluency. (90 minutes)

14

Essay Organization 3
(Chapter 9)
- Analyzing vocabulary:
  + formal and informal vocabulary
- Peer assessment #4
  + comment on peer's revised draft
- Practice writing process:
  + step 5: write a new draft >> In-class task #2

Check the LMS, read Chapter 9 
and takes notes. (90 minutes)

Post thoughts to the LMS, work 
on Take-home writing, reflect on 
exercises and practice writing 
fluency. (90 minutes)
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9

Lesson 9: Review of Units 4-6
In this lesson, students will review, expand and deepen 
the learning they have done in Units 4-6.

Check the LMS, re-read Units 4-6 
and do the assigned exercises. 
(90 minutes)

Review Units 4-6, the exercises 
and notes from class. (90 
minutes)

7

Lesson 7: Unit 5: Social Psychology
In this class, students will learn skills and practical 
techniques for reading academic literature in the 
discipline of social psychology.

Check the LMS, read Unit 5 and 
do the assigned exercises. (90 
minutes)

Review Unit 5 and the exercises. 
(90 minutes)

8

Lesson 8: Unit 6: Public Art 
In this class, students will learn the skills and 
practical techniques for reading academic literature in 
the field of art.

Check the LMS, read Unit 6 and 
do the assigned exercises. (90 
minutes)

Review Unit 6 and the exercises. 
(90 minutes)

5

Lesson 5: Review of Units 1 to 3
In this lesson, students will review, expand and deepen 
the learning they have done in Lessons 1-3.

Check the LMS, re-read Units 1-3 
and do the assigned exercises. 
(90 minutes)

Review Units 1-3, the exercises 
and notes from class. (90 
minutes)

6

Lesson 6: Unit 4: Animal Behavior
In this lesson, students will develop skills and practical 
techniques for reading academic literature in the 
discipline of zoology.

Check the LMS, read Unit 4 and 
do the assigned exercises. (90 
minutes)

Review Unit 4 and the exercises. 
(90 minutes)

3

Lesson 3: Unit 2: Psychology
In this class, students will learn skills and practical 
techniques for reading academic literature in the 
discipline of psychology.

Check the LMS, read Unit 2 and 
do the assigned exercises. (90 
minutes)

Review Unit 2 and the exercises. 
(90 minutes)

4

Lesson 4: Unit 3: Linguistics
In this lesson, students will learn skills and practical 
techniques for reading academic literature in the 
discipline of linguistics.

Check the LMS, read Unit 3 and 
do the assigned exercises. (90 
minutes)

Review Unit 3 and the exercises. 
(90 minutes)

1

Lesson 1: Orientation
In this class, students will learn how to proceed with the 
class, assignments, and evaluation.

Register for the LMS; read the 
syllabus, peruse the textbook, 
generate questions.

Reflect on the orientation 
discussion, review notes, send a 
greeting message to the LMS.

2

Lesson 2: Unit 1: Health Science
In this class,  students will learn skills and practical 
techniques for reading academic literature in the 
discipline of health science.

Check the LMS, read Unit 1 and 
do the assigned exercises. (90 
minutes)

Review Unit 1 and the exercises. 
(90 minutes)

実務経験のある
教員の教育内容

Not applicable

課題に対する
フィードバック

の方法

The teacher will give feedback by explaining the answers of the exercises, commenting on students' performance, and grading 
assignments.

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

Read English texts in various fields such as psychology, sociology, political science, etc., using reading comprehension 
strategies to grasp the subject, outline, and details of the subject matter.

授業の方法

This is a lecture class where students will listen to the teacher's instruction and do exercises from the textbook. Based 
upon the activity, student will engage in pair-work, group work as well as work individually on various tasks.

ＩＣＴ活用 This class utilizes Google Classroom as a Learning Management System (LMS).

前期

教員氏名 Tomasine Joseph Samuel

授業の位置づけ

This course is located within the Department of International Liberal Arts curriculum and satisfies requirements for the 
English for International Studies module.

授業の概要

The purpose of the class is to develop reading skills in English texts on various academic topics. Students will learn 
reading strategies for reading academic texts in various fields such as psychology, sociology, and political science. In 
this course, students will learn reading strategies for reading academic texts in various fields such as psychology, 
sociology, and political science. The final goal of the course is for students to acquire reading strategies for reading 
academic texts in various fields such as psychology, sociology, and political science, and to be able to grasp the subject, 
outline, and details of the texts.

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

11152021 Academic English Reading 2604 2 2
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履修条件・留意
事項等

Not applicable

備考欄

その他 0 Not applicable

教科書 READING SKILLS FOR COLLEGE 1, Elizabeth Bottcher, Pearson

参考文献 Will be handed out in class

定期試験 0 No such test

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 Participation 30%
Weekly quizzes: 30% 
In-class exam: 40%

15

Lesson 15: In-class exam
In this class, students will review what they have learned 
in this class and take an in-class exam.

Check the LMS, re-read Units 1-
10 and do the assigned 
exercises. (90 minutes)

Reflect on test performance, and 
notes from class discussions. 
(90 minutes)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

Lesson 13: Unit 9: Economics
In this lesson, students will learn the skills and 
practical techniques for reading academic literature in 
the discipline of economics.

Check the LMS, read Unit 9 and 
do the assigned exercises. (90 
minutes)

Review Unit 9 and the exercises. 
(90 minutes)

14

Lesson 14: Unit 10: Neurology
In this class, students will learn the skills and 
practical techniques for reading academic literature in 
the discipline of neuroscience.

Check the LMS, read Unit 10 and 
do the assigned exercises. (90 
minutes)

Review Unit 10 and the 
exercises. (90 minutes)

11

Lesson 11: Unit 8: Government
In this lesson, students will learn skills and practical 
techniques for reading academic literature in the field of 
political science.

Check the LMS, read Unit 8 and 
do the assigned exercises. (90 
minutes)

Review Unit 8 and the exercises. 
(90 minutes)

12

Lesson 12: Review of Unit 7 and Unit 8
In this lesson, students will review, expand and deepen 
the learning they have done in Lessons 7 and 8.

Check the LMS, re-read Units 7-8 
and do the assigned exercises. 
(90 minutes)

Review Units 7-8, the exercises 
and notes from class. (90 
minutes)

10

Lesson 10: Unit 7: Sociology
In this lesson, students will learn skills and practical 
techniques for reading academic literature in the 
discipline of sociology.

Check the LMS, read Unit 7 and 
do the assigned exercises. (90 
minutes)

Review Unit 7 and the exercises. 
(90 minutes)
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5

・トランスナショナリズム Transnationalism～越境する現代
トランスナショナリズムは、越境する政治・経済・文化・市民・
運動などを見るグローバル化の「見立て」として中心的な認識枠
組みを提供する。現象と理論の両方からグローバル化を考える。

レポート課題など指定された課題を
行うこと。（９０分）

配布プリントと講義の内容をノート
などで復習すること。（９０分）

3

・現実主義 Realism～第２次世界大戦の痛みと記憶
国際関係論の古典的主要理論の１つで、現在も米国など大国の外
交の思考様式に隠然とした影響力を持つ現実主義。Realismの射
程は、主に米国で展開する。パワーの概念という国際関係論に
とって主要な命題の１つをめぐって、モーゲンソーらの論考を中
心に検討する。

レポート課題など指定された課題を
行うこと。（９０分）

配布プリントと講義の内容をノート
などで復習すること。（９０分）

4

・自由主義　Liberalism～多元化・経済化する世界
戦後世界が安定し、国際貿易が増大する中で、多国籍企業や国際
機関などのアクターの台頭と、経済・市場分野の重要性の「政治
化」は、現実主義より経済化した認識を必要とする。相互依存や
トランスナショナリズムなど、自由主義の系譜をコヘインらの認
識から考察する。

レポート課題など指定された課題を
行うこと。（９０分）

配布プリントと講義の内容をノート
などで復習すること。（９０分）

1

・導入～「世界とは何か、世界をどう見るのか？」
国際関係論の学問的使命とは、「世界」とは何か、それをどのよ
うに認識する（べきな）のか、という認識の枠組みを提供するこ
とである。グローバル化のプロセスを、どのように読み解けばい
いのか、国際関係論の「理論」はその手がかりを提供する。各学
生は自分の関心のある分野や問題についてプレゼンする。

シラバスを良く読み自分の問題意識
を整理すること。自分の関心事のプ
レゼンの準備（90分）

配布プリントと講義の内容をノート
などで復習すること。（９０分）

2

＜第１部　理論＞
・理想主義 Idealism～戦間期と国際連盟の挫折
第１次世界大戦の反省から、世界平和は人類の宿願となり、国際
連盟のような制度、規範などが整備されたが、人類は再び戦争へ
と突き進む。E・Ｈ・カーなど戦間期の思想をてがかりに、国際
制度主義や自由主義などに影響した、理想主義の射程と限界を具
体的に考察する。

レポート課題など指定された課題を
行うこと。（９０分）

配布プリントと講義の内容をノート
などで復習すること。（９０分）

実務経験のある
教員の教育内容

なし

課題に対する
フィードバック

の方法

代表的なレポート課題や小論文などを抽出し、それらについてコメント・講評などを行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

国際関係論の世界認識では、アクター（行為主体）間の異なる問題領域での多様な関係性の変化への理解が求められる。この授業では、安
全保障、外交、開発、環境などの具体的な分野における、国家・国際機関・ＮＧＯ・多国籍企業そして先進国市民社会の相互関係、また各
アクターの役割の変化などを学習することで、刻々と変化する国際情勢を自分の力で考える、認識枠組みと分析方法の基礎を獲得できるこ
とを目標とする。

授業の方法

印刷配布物や視聴覚資料を用いて講義形式で進める。
授業で得た知識や自分で調べた情報をもとに、自らの考えをまとめるレポートを書かせる。
授業全体の理解度、応用力、独自の考えが生まれたのかを小論文で確かめ、そのフィードバックを行う。

ＩＣＴ活用 関連する国家や国際機関、NGOなどのホームページ、動画等。動画等の視聴による自主学習支援。

後期

教員氏名 渡部　淳

授業の位置づけ

問題解決のために必要な情報を収集分析し、適切な判断を下せるようにするための科目である。
グローバル社会の中で、世界の人々と共生・協働することを可能とする国際性や共感力を備えている。（関心・意欲・態度） 北海道、日
本及び世界諸地域の課題とその分析や解決を考えることのできる、世界諸地域の言語、政治、経済、社会、文化等の国際教養を身につけて
いる。（知識・技能）

授業の概要

この授業は、世界の理解と分析の基礎となる国際関係の諸理論と問題領域を学びながら、国際関係論の基本的な分析枠組みと言語の習得を
目指し、国際関係分析の理論的枠組みの骨格をつかむことを狙いとしている。まず、国際関係論の主要理論である現実主義・自由主義や、
それらに批判的な見方を紹介し、諸理論の視点から現代世界の諸問題をどのように理解することができるのか、人類が抱える具体的な諸問
題を安全保障、経済、国際協力、資本主義などのテーマで具体的に検討していく。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

111550A1 国際関係論/国際関係論Ⅰ 1710 2 1
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15

・まとめ～「わたしたちの国際関係論と世界」
学生の皆さんから出された、いろいろな形の国際関係論から、私
たちが世界をどう見ているのか、そして世界とのつながりをどの
ように感じているのか、一緒に考え議論しながら授業のまとめを
行う。

自分の小論文をこれまでの授業内容
から自分なりに評価してみること。
（９０分）

フィードバックを参考に自分なりに
この授業で得た知識を考えをまとめ
ておくこと。（９０分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

・文化の力 Power of Cultures　
とかく軍事と経済のいわゆるハードな問題に偏りがちな国際関係
論にあって、文化の問題は比較的新しく魅力的で、同時に悩まし
い領域である。アイデンティティーに深く関わりを持つ、言語、
民族、宗教などのネットワークは、理論が考えるよりも大きな世
界変化の動因となっていることを学ぶ。

レポート課題など指定された課題を
行うこと。（９０分）

配布プリントと講義の内容をノート
などで復習すること。（９０分）

14

＜第３部　あなたの国際関係論＞
・小論文による理解度と応用力の確認　
国際関係論において、どの理論が一番大事であるとか、どの問題
領域が最重要である、ということはありません。何をどう選び、
あるいは組み合わせて、世界のどこに焦点を合わせ、どう考える
かは一人ひとりの自由です。小論文で何を学んだか、考えたのか
書く。

これまでの全ての授業の内容とそれ
に対する考えを自分なりに整理して
おくこと。（９０分）

小論文の内容について振り返り思っ
たように書けたのか検証する。（９
０分）

11

・グローバル市場 Global Market　
情報化によって最も恩恵を受けた領域は経済、特に金融を中心と
したグローバルな市場である。国家や社会は相当程度市場化さ
れ、、グローバル市場を経由して瞬時に連結する。現代のガバナ
ンスのメカニズムにおいて、台頭する経済権力や権威に着目す
る。

レポート課題など指定された課題を
行うこと。（９０分）

配布プリントと講義の内容をノート
などで復習すること。（９０分）

12

・南北格差と開発 Division and Development　
開発援助の分野ほど、多様なアクターが複雑に絡み合う問題領域
もないかもしれない。先進国・途上国・国連・ＮＧＯ・多国籍企
業…異なる利害と立場が交錯する開発の領域を事例に、現代の国
際関係のダイナミズムを検討する。

レポート課題など指定された課題を
行うこと。（９０分）

配布プリントと講義の内容をノート
などで復習すること。（９０分）

9

・環境問題 Environmental Issue　
環境問題や環境汚染には国境がない。二酸化炭素の排出による、
オゾン層の破壊や地球温暖化や北極海の氷の現象は、地球規模の
気象メカニズムを通じて全世界に深刻な打撃を与える。知的共同
体やＮＧＯ・国際機関の役割など環境問題の多面性を考察する。

レポート課題など指定された課題を
行うこと。（９０分）

配布プリントと講義の内容をノート
などで復習すること。（９０分）

10

・IT技術とコミュニケーション革命 IT Revolution of 
Communication　
グローバル化の特徴として情報技術の飛躍的進歩による、世界の
シンクロ化が挙げられる。米国の軍事技術から出発したインター
ネットは、国際ＮＧＯのようにこれまで国境で区切られていた市
民とその運動をつなぎ、同時に、テロリストの広がりも助けてい
ることを学ぶ。

レポート課題など指定された課題を
行うこと。（９０分）

配布プリントと講義の内容をノート
などで復習すること。（９０分）

7

・批判理論とその周辺 Critical Theory　
グローバリズムの系譜による分析が「経済主義」であるのに対し
て、批判理論やポスト構造主義以降の議論、特に社会構成主義や
ネオ・グラムシ国際関係論は、人々が持つ「概念」「常識」など
の力が支配、およびその支配への申し立てに果たす役割を強調す
る。

レポート課題など指定された課題を
行うこと。（９０分）

配布プリントと講義の内容をノート
などで復習すること。（９０分）

8

＜第２部　問題領域～現実の中で理論を考える＞
・安全保障と外交 Security and Diplomacy　
現実主義から見る安全保障は軍事のことであり、自由主義の射程
はそこに経済を加える。いずれも国家の安全保障を重視するのに
対し、批判的な諸理論は個人や「人間の安全保障」を唱える。

レポート課題など指定された課題を
行うこと。（９０分）

配布プリントと講義の内容をノート
などで復習すること。（９０分）

6

・グローバリズム Globalism～「下から見た世界」の構造
現実主義と自由主義の視点が、力を持った「上からの視座」であ
るとすると、マルクス主義国際関係理論は、開発や経済的支配に
ついて「下からの視座」である南北格差の問題意識を強調する。
従属論、帝国主義論などのグローバリズムの理論群を、市場と資
本主義の観点から整理する。

レポート課題など指定された課題を
行うこと。（９０分）

配布プリントと講義の内容をノート
などで復習すること。（９０分）
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履修条件・留意
事項等

本授業は１年次の必修科目である。

備考欄

その他 0 なし

教科書 なし

参考文献 授業中に適宜提示。

定期試験 0 定期試験は行わない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 授業参加の積極性20%　課題提出状況50%　小論文形式のテスト30%
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11

経済を俯瞰的に捉える2
・景気循環(好景気と不景気)について

景気循環について調べ、要点をまと
める(90分)。

景気循環について学んだことをまと
める(90分)。

9

経済に関わる政府4
・貧困と福祉、格差

日本における貧困や格差の現状につ
いて調べて、要点をまとめる(90
分)。

貧困と福祉、格差について学んだこ
とをまとめる(90分)。

10

経済を俯瞰的に捉える1
・国内総生産(GDP)について

国内総生産(GDP)について調べ、要
点をまとめる(90分)。

国内総生産(GDP) について学んだこ
とをまとめる(90分)。

7

経済に関わる政府2
・外部不経済、公共財

外部性について調べ、要点をまとめ
る(90分)。

外部不経済の例を1つ取り上げ、そ
の解決策について書く(90分)。

8

経済に関わる政府3
・情報の非対称性、流動性の罠

情報の非対称性について調べ、要点
をまとめる(90分)。

情報の非対称性の例を1つ取り上
げ、その解決施策について書く(90
分)。

5

市場について３―金融市場―
家計と企業の関係３(貯蓄・投資と利子・配当　)

なぜ預貯金をするのかについてまと
める(90分)。

金融市場について学んだことをまと
める(90分)。

6

経済に関わる政府1
・独占・寡占と独占禁止法

独占と寡占について調べ、要点をま
とめる(90分)。

独占・寡占の問題と独占禁止法の要
点についてまとめる(90分)。

3

市場について１―財市場―
・家計と企業の関係１(商品・サービスと支払)

日頃の主要な買物についてまとめて
おく(90分)。

財市場について学んだことをまとめ
る(90分)

4

市場について２―労働市場―
・家計と企業の関係２(労働力と賃金)

自身の賃金労働経験についてまとめ
る(90分)。

労働市場について学んだことをまと
める(90分)。

1

オリエンテーション
・自己紹介(教員・学生)
・授業の内容と進め方と到達目標、準備・事後学習、課題、成績
評価について説明する。
・高校の授業実践例「一本のバナナから」

高校の公民科で学んだ科目と内容に
ついてまとめる(90分)。

経済と社会生活との関わりについて
まとめる(90分)。

2

経済学はどんな学問か
・経済学の基本概念
・３つの経済主体と市場、政府の役割

自身の経済活動について１つ具体的
事例を書く(90分)。

経済学の基本概念についてまとめる
(90分)。

実務経験のある
教員の教育内容

あり。群馬県公立学校教員(小中学校)、秋田大学教授(教育文化学部)・教員免許状更新講習推進センター長、北海道教育大学教職大学院長
等。社会科教育、公民科教育、地理歴史科教育等、社会系教科教育を大学や大学院で教えてきた。

課題に対する
フィードバック

の方法

学びの協働性を大切にし、授業内での学生同士のフィードバックを重視する。受講記録カードに毎時間の学びや質問等を記入し、授業の
「ふりかえり」を行い教員や学生同士の意見交流を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

社会生活の主要な機能である経済活動を捉えるための経済学の基礎について学び、経済現象と社会の関係や自身の生活について考究するこ
とができる。

授業の方法

アクティブラーニング(AL)のために、発表、討論、ゲーミング、調べ学習、グループ学習等、様々な授業方法を活用する。

ＩＣＴ活用 スマートフォン、パソコンなどのICT機器やインターネットやWebコンテンツなどを活用する。

前期

教員氏名 未定

授業の位置づけ

本授業は、国際教養学科の学生が家庭生活、社会生活や職業生活を送る上で必要となる経済学の基礎を提供するものである。専門性の基盤
となる授業である。
北海道、日本及び世界諸地域の課題とその分析や解決を考えることのできる、世界諸地域の言語、政治、経済社会、文化等の国際教養を身
につけるための科目である。

授業の概要

この授業は、国際教養学科の学生がグローバルな課題や、その課題を分析する社会科学の学習をする上で知っておくべき経済学の基礎知識
をわかりやすく解説する講義科目です。資本主義や市場経済のあり方が社会生活の基盤の１つであることから、経済学や経済の基本的概念
を習得することにより、経済現象と社会の関係性を自ら理解し考えるのに必要な視点を身につけることを目的にします。本講義では、現実
の社会経済の事例や現実についても取り上げます。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

11156021 経済と社会 1722 2 1
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履修条件・留意
事項等

全ての講義への積極的参加が望ましいが、特段の事情がある場合、事前や事後の連絡をしっかり行う。最終レポートを提出するには、最
低、２／３の出席が必要である。

備考欄

本講義科目は、選択科目ではあるが、学生の皆さんが社会生活や職業生活を送る上で基盤となる素養を提供するものである。是非受講して
頂きたい。

その他

60 最終レポート「SDG’sと私の経済活動」(A４版、受講記録カードの巻末に２ページ分<２ページ目の８割以
上記述>)のレポートを提出する。<予定>

教科書 なし。

参考文献 必要に応じ授業の中で紹介する。

定期試験 0 実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

40 受講記録カードへの記入、授業態度と授業への参加（授業での発表や発言、グループワークでの積極性）
を総合的に評価する。

15

講義のまとめ
・社会経済学のまなざし
・レポート課題と評価について

これまでの講義での学びについてま
とめる(90分)。

レポートについての構想を練る(90
分)。

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

経済を俯瞰的に捉える4
・経済成長について

経済成長について調べ、要点をまと
める(90分)。

経済成長について学んだことをまと
める(90分)。

14

国際経済と持続可能な開発目標(SDG’s)
・国際的な経済問題とSDG’sについて

SDG’sについて調べ、要点をまとめ
る(90分)。

SDG’sについて学んだことをまとめ
る(90分)。

12

経済を俯瞰的に捉える3
・財政政策と金融政策について

財政政策と金融政策について調べ、
要点をまとめる(90分)。

財政政策と金融政策について学んだ
ことをまとめる(90分)。
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7

・レジーム論・ガバナンス論概論
グローバルから地域のレベルから、統治の制度と実態を考えるレ
ジームやガバナンスの考え方はますます重要となっている。国際
機関、国際法から地方自治まで、ルールとガバナンスの現状と課
題を学習する。

レポート課題など指定された課題を
行うこと。（９０分）

配布プリントと講義の内容をノート
などで復習すること。（９０分）

5

・開発援助概論
SDGsの視点から、世界の諸問題と解決へのアプローチについて、
具体的な事例を交えながら、その概略について学習する。ハード
からソフトへ。援助から自立へ。開発援助と国際協力の新しい潮
流についても考察する。

レポート課題など指定された課題を
行うこと。（９０分）

配布プリントと講義の内容をノート
などで復習すること。（９０分）

6

・地球環境概論
気候変動が人類の命運を左右するとも言われる時代、環境問題は
安全保障問題であり、これからの社会経済構造を考える基底とも
なる環境問題の現状と課題について、その概略を学習する。

レポート課題など指定された課題を
行うこと。（９０分）

配布プリントと講義の内容をノート
などで復習すること。（９０分）

3

・国際経済学概論
市場化し経済化する世界において、経済を理解する基礎は重要で
ある。古典的な経済思想から、グローバル経済を分析する視点ま
で、経済学の基礎を学ぶ。

レポート課題など指定された課題を
行うこと。（９０分）

配布プリントと講義の内容をノート
などで復習すること。（９０分）

4

・国際社会学概論
トランスナショナル化しボーダーレス化する社会と個人。移動や
ディアスポラが常態化する世界で、社会と人間を理解するとはど
のようなことか。社会学の潮流から、現代社会の諸問題まで、現
代社会学のアプローチの基礎を学ぶ。

レポート課題など指定された課題を
行うこと。（９０分）

配布プリントと講義の内容をノート
などで復習すること。（９０分）

1

・導入～教養とは何か？
グローバル化に伴って、不確実性や不透明性を増し、先の見えな
い世界について、教養を身につけるとはどういうことなのか。現
代世界を理解するのに不可欠な社会科学と世界の地域的多様性を
学ぶことの意義について考察する。

シラバスを良く読み自分の問題意識
を整理すること。自分の関心事のプ
レゼンの準備（90分）

配布プリントと講義の内容をノート
などで復習すること。（９０分）

2

・国際政治学概論
国際政治と国内政治の境目がない時代、「政治」とは何か「政
治」を理解するとはどういうことなのか、伝統的な政治学の思想
から、現代の国際関係論までを俯瞰する。

レポート課題など指定された課題を
行うこと。（９０分）

配布プリントと講義の内容をノート
などで復習すること。（９０分）

実務経験のある
教員の教育内容

なし

課題に対する
フィードバック

の方法

代表的なレポート課題や小論文などを抽出し、それらについてコメント・講評などを行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

「国際教養科目」の政治、経済、社会、地域研究などの基本的な考え方や発想の仕方を理解し、４年間で勉強していく社会科学や地域研究
の基礎的な考え方について理解し、各科目により入りやすい基礎的な知識や教養を身につける。

授業の方法

印刷配布物や視聴覚資料を用いて講義形式で進める。
授業で得た知識や自分で調べた情報をもとに、自らの考えをまとめるレポートを書かせる。
授業全体の理解度、応用力、独自の考えが生まれたのかを小論文で確かめ、そのフィードバックを行う。

ＩＣＴ活用 関連する国家や国際機関、NGOなどのホームページ、動画等。

前期

教員氏名 渡部　淳

授業の位置づけ

この科目は、「国際教養科目」の導入科目として、社会科学や地域研究のアプローチについての概略と基礎的理解を深めるための科目であ
る。北海道、日本及び世界諸地域の課題とその分析や解決を考えることのできる、世界諸地域の言
語、政治、経済、社会、文化等の国際教養を身につけている。（知識・技能）

授業の概要

この授業は、国際教養を学び培っていくにあたり、今後の学びの全体を俯瞰し学習の見取り図を提供する科目である。具体的には、特に国
際教養学科の国際教養科目で扱う社会科学の各分野や各地域論、各国研究の内容を一通り紹介しつつ、それらを学ぶ意義や研究の目的や面
白さなどについて、本格的な社会科学や地域研究が初めての学生に講義するものである。この講義により、学生はこれからの国際教養学科
での学びをイメージしやすくなり、興味・関心の幅が広がることを目的としている。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

11157021 国際教養入門 1700 2 1
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履修条件・留意
事項等

本授業は国際教養学科１年次の必修科目である。

備考欄

その他 0 なし

教科書 なし

参考文献 授業中に適宜提示。

定期試験 0 定期試験は行わない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 授業参加の積極性20%　課題提出状況50%　小論文形式のテスト30%

15

・まとめ～世界を思考する教養
学生の皆さんから出された、いろいろな形の教養のまとめから、
私たちが世界をどう見ているのか、どのように分析していけば良
いのか、一緒に考え議論しながら授業のまとめを行います。

自分の小論文をこれまでの授業内容
から自分なりに評価してみること。
（９０分）

フィードバックを参考に自分なりに
この授業で得た知識を考えをまとめ
ておくこと。（９０分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

・北米地域概論
現代世界において大きな影響を持つアメリカを中心に、北米の社
会文化の形成過程と、政治や経済の構造的な特徴について明らか
にしていく。わかっているつもりで意外としらない北米地域の事
情について学習していく。

レポート課題など指定された課題を
行うこと。（９０分）

配布プリントと講義の内容をノート
などで復習すること。（９０分）

14

・小論文による理解度と応用力の確認　
現代世界を理解する社会科学の視点や、世界の諸地域の多様性を
理解する教養を、自分なりにまとめ、さらにそこから自分なりに
世界をどう見られるようになったのかを確認する。

これまでの全ての授業の内容とそれ
に対する考えを自分なりに整理して
おくこと。（９０分）

小論文の内容について振り返り思っ
たように書けたのか検証する。（９
０分）

11

・アフリカ地域概論
世界経済の最後のフロンティアと言われているアフリカ。一括り
にするにはあまりにも巨大で多様なアフリカ大陸の政治経済や社
会文化について、その概略を学習する。

レポート課題など指定された課題を
行うこと。（９０分）

配布プリントと講義の内容をノート
などで復習すること。（９０分）

12

・ヨーロッパ地域概論
EUの形成など、常に自己革新の歩みを止めないヨーロッパの強さ
とは何か。古代ローマから現代に至るまで、ヨーロッパを貫く伝
統と革新について、さまざまな時代や外部世界との交流から考察
する。

レポート課題など指定された課題を
行うこと。（９０分）

配布プリントと講義の内容をノート
などで復習すること。（９０分）

9

・東アジア地域概論
日本とその周辺地域は、世界経済においてもっともダイナミック
な地域を形成している。東アジアの歴史的交流から、現代の国際
政治の問題まで、私たちの住む地域について概観する。

レポート課題など指定された課題を
行うこと。（９０分）

配布プリントと講義の内容をノート
などで復習すること。（９０分）

10

・東南アジア地域概論
経済的に急成長を遂げ、世界の成長センターの一つである東南ア
ジアは、文化的にも多様で豊かな地域である。日本との関わりも
含めて、東南アジア地域のダイナミックな特徴について学習す
る。

レポート課題など指定された課題を
行うこと。（９０分）

配布プリントと講義の内容をノート
などで復習すること。（９０分）

8

・情報社会概論
情報技術の革新とメディアの発達は、２０世紀に世界のあり方を
大きく変えた。テレビ、新聞、ラジオなどのオールド・メディア
からSNSなどの新しいメディアまで、情報とメディアをめぐる社
会のあり方について学習する。

レポート課題など指定された課題を
行うこと。（９０分）

配布プリントと講義の内容をノート
などで復習すること。（９０分）
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15

民主主義の政治 指定された文献を読んでおくこと
（90分）

講義の内容をﾉｰﾄで復習するととも
に指定された文献の該当箇所と対照
しておくこと

13

議会　２　議院内閣制と大統領制 指定された文献を読んでおくこと
（90分）

講義の内容をﾉｰﾄで復習するととも
に指定された文献の該当箇所と対照
しておくこと

14

議会　選挙と政党 指定された文献を読んでおくこと
（90分）

講義の内容をﾉｰﾄで復習するととも
に指定された文献の該当箇所と対照
しておくこと

11

政府　５　官僚制とその民主的統制 指定された文献を読んでおくこと
（90分）

講義の内容をﾉｰﾄで復習するととも
に指定された文献の該当箇所と対照
しておくこと

12

議会　１　民主主義の制度 指定された文献を読んでおくこと
（90分）

講義の内容をﾉｰﾄで復習するととも
に指定された文献の該当箇所と対照
しておくこと

9

政府　３　天皇制と国家統合 指定された文献を読んでおくこと
（90分）

講義の内容をﾉｰﾄで復習するととも
に指定された文献の該当箇所と対照
しておくこと

10

政府　４　政治変動と革命 指定された文献を読んでおくこと
（90分）

講義の内容をﾉｰﾄで復習するととも
に指定された文献の該当箇所と対照
しておくこと

7

政府　１　立憲主義と権力分立 指定された文献を読んでおくこと
（90分）

講義の内容をﾉｰﾄで復習するととも
に指定された文献の該当箇所と対照
しておくこと

8

政府　２　政府の役割 指定された文献を読んでおくこと
（90分）

講義の内容をﾉｰﾄで復習するととも
に指定された文献の該当箇所と対照
しておくこと

5

「政治とは何か」　４　権力の正体 指定された文献を読んでおくこと
（90分）

講義の内容をﾉｰﾄで復習するととも
に指定された文献の該当箇所と対照
しておくこと

6

「政治とは何か」　５　支配の正統性 指定された文献を読んでおくこと
（90分）

講義の内容をﾉｰﾄで復習するととも
に指定された文献の該当箇所と対照
しておくこと

3

「政治とは何か」２　「政治」の定義 指定された文献を読んでおくこと
（90分）

講義の内容をﾉｰﾄで復習するととも
に指定された文献の該当箇所と対照
しておくこと

4

「政治とは何か」３　国家 指定された文献を読んでおくこと
（90分）

講義の内容をﾉｰﾄで復習するととも
に指定された文献の該当箇所と対照
しておくこと

1

講義のアウトライン
参考文献リストの提示と受講生の関心の提示
日本の大学形成史における政治学の位置づけ

シラバスを読み、自らの関心を明確
にしておくこと（20分）

講義内容をﾉｰﾄ等で復習しておくこ
と（20分）

2

「政治とは何か」１．権力 指定された文献を読んでおくこと
（90分）

講義の内容をﾉｰﾄで復習するととも
に指定された文献の該当箇所と対照
しておくこと

実務経験のある
教員の教育内容

通商産業省（現・経済産業省）職員として、地球環境問題をはじめとする条約交渉やＷＴＯを中心とする通商交渉、エネルギー政策や貿易
保険といった政策分野において、外交交渉、法案作成、国会審議、予算編成の実務を経験しているだけでなく、現実の政治や選挙といった
実戦における経験も踏まえて講義を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

講義の中での積極的なディスカッションを慫慂するほか、講義期間中2度程度の小課題を提出させ、理解度や受講者個人の関心の方向性を
把握しケーススタディの選択の参考にする。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

自ら関心を持つ政治経済分野を特定し、その分析に必要な理論的枠組みはどのようなものかを理解し、必要な情報を収集する能力を養う。
分析するにはどの分野の知識が必要であり、どのような情報をどのような形で収集すべきであり取捨選択すべきか（新聞、テレビ、ネット
等）を判断し、解決策を主体的に提示できることを目指す。

授業の方法

PowerPointを用いた講義形式で行う。受講者の積極的な議論参加を期待している。思いついた疑問をクラス内で共有し、双方向的な講義を
目指す。

ＩＣＴ活用 関連するインターネット上の資料や報道動画等を適宜参照する。

後期

教員氏名 宮本　融

授業の位置づけ

1年生配当科目として、政治学入門として政治学的な考え方を紹介した上で、我が国における政治及び経済の諸課題を考えるために基本的
に必要な教養としての知識の習得方法を学んだうえで、特定の課題を論理的に分析するために必要な理論的枠組みを理解し、グローバルな
社会の中で自分なりの解決策を発信できる国際感覚を身につける科目である。
北海道、日本及び世界諸地域の課題に対応できる情報処理や分析の能力、論理的・批判的な思考や判断をする能力を身につけている。（思
考・判断・表現）

授業の概要

この授業は、世界の変化や現象をどのように分析するのかを学んでいくにあたり、その出発点として、現代の日本の政治と経済についての
基本的な知識を修得するための科目である。具体的には、日本の現代政治および現代経済分析の基礎的な理論、観点を修得し、現代日本政
治と経済の特徴について、1945年の敗戦から現在に至る事実の時系列的変化を正確に踏まえ、理論的、実証的に考察する力を養うことが本
講義の目的である。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

11158021 日本政治経済論 1740 2 1
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履修条件・留意
事項等

大学としての学習の出発点として、政治学・政治過程論の基礎概念の解説を行いながら、受講者の関心を反映することを検討するので、積
極的にクラス参加してほしい。

備考欄

その他 0

教科書 北村俊哉・久米郁男・真渕勝　『はじめて出会う政治学』　有斐閣アルマ

参考文献 久米郁男・川出良枝・古城佳子・田中愛治・真渕勝　『補訂版　政治学』　有斐閣

定期試験 0 定期試験は行わない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 出席と授業参加の積極性30%  小課題提出状況３０％　期末課題４０％


成績評価の方法

区分 割合（％） 内容
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9 なし なし なし

10 なし なし なし

7

麻疹と風疹
・世界の後進国、日本

風疹ウイルスおよび、麻疹ウイルス
についての基本的な知識をWeb等を
利用して学習しておく。
（90分）

日本の定期予防接種の種類と接種時
期について調べる。
（90分）

8

寄生虫
・人を操る寄生虫
・奇跡の薬「イベルメクチン」

寄生虫による感染症についての基本
的な知識をWeb等を利用して学習し
ておく。
（90分）

これまでの取り上げた感染症以外
に、世界で猛威を振るう感染症につ
いて調べる。
（90分）

5

痘瘡
・人類が勝利した唯一の感染症

痘瘡ウイルスについての基本的な知
識をWeb等を利用して学習してお
く。
（90分）

現在、WHOが封じ込めを計画してい
る感染症について調べる。
（90分）

6

性感染症
・コロンブスがもたらした風土病
・がんを引き起こすセックス

梅毒スピロヘータおよび、ヒトパピ
ローマウイルスについての基本的な
知識をWeb等を利用して学習してお
く。
（90分）

一般の人々が性感染症を予防する上
で、有効な方法を考える。
（90分）

3

エボラ出血熱
・最強の感染症

エボラウイルスについての基本的な
知識をWeb等を利用して学習してお
く。
（90分）

エボラ出血熱を始め、新興感染症と
言われる感染症を予防するのに有効
と思われる施策を考える。
（90分）

4

ペスト
・世界史を変えた感染症

ペスト菌についての基本的な知識を
Web等を利用して学習しておく。
（90分）

ペスト菌を運ぶネズミが都会で増加
傾向にあることを踏まえ、その対応
方法を考える。
（90分）

1

オリエンテーション
・出席および課題提出方法の説明
・本講義で取り上げる感染症
・江戸時代の感染症対策

Google Classroomの使い方に習熟し
ておくこと。
（90分）

Web上ので課題提出や出席確認方法
について、確実に理解しておく。講
義で取り上げる感染症について、そ
の概略を調べておく。
（90分）

2

インフルエンザ
・慣れが引き起こした悲劇

インフルエンザウイルスについての
基本的な知識をWeb等を利用して学
習しておく。
（90分）

インフルエンザの流行防止に有効と
思われる、日常の注意点についてま
とめる。
（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

なし。

課題に対する
フィードバック

の方法

授業中の課題への回答後、解説を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

・感染症の脅威による歴史への影響について理解し、説明出来る。
・感染症と戦ってきた人物について、その内容を説明出来る。
・我が国が果たした、感染症との闘いでの貢献を説明出来る。
・耐性菌の問題を正しく理解し、これを説明出来る。

授業の方法

主にパワーポイントを利用した講義形式で実施する。
授業中に課題を出し、評価する。

ＩＣＴ活用 課題への回答をWeb上で実施する回もある。

前期

教員氏名 木村　浩一

授業の位置づけ

国際派日本人として知っておくべき世界の現状を示すテーマとして感染症を取り上げる。

授業の概要

この授業は、世界の感染症に着目し、国際社会の変革や社会的背景を理解する上での知識を習得する科目である。
かつて死因の半分以上を占めていた感染症であるが、人類は医学を急速に発展させて死者数を劇的に減少させ、今や感染症による死亡者の
割合を約3割にまで減らすことに成功した。しかし、低所得国においては、未だ約6割の死因が感染症である。
この授業では、人類の歴史を感染症の視点から見つめ直し、時に国家の存亡や国家制度の変革をもたらしてきた感染症に、いかに我々の祖
先たちが脅かされて来たのか、そして、現在に至るまで世界中で繰り広げられている感染症と人類の戦いについて解説する。また、ほとん
ど知られていないが、この戦いの中で日本人の果たして来た重要な役割について紹介する。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

11159021 世界の感染症 1728 1 1
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履修条件・留意
事項等

授業中の態度が悪い場合は、退室を命じ、その回は欠席扱いとする。

備考欄

その他 0

教科書 なし。

参考文献 なし。

定期試験 0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 授業中の課題への回答を評価する。
授業態度が悪い場合は減点する。

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13 なし なし なし

14 なし なし なし

11 なし なし なし

12 なし なし なし
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定期試験 0 なし

15 なし なし なし

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13 なし なし なし

14 なし なし なし

11 なし なし なし

12 なし なし なし

9 なし なし なし

10 なし なし なし

7

医療保険制度や介護保険制度と密接に関係する福祉制度について
日本と諸外国の現状を理解する。

日本および学生自身が興味を持って
いる国の福祉制度について調べてお
くこと。（90分）

講義内容をまとめておくこと。（90
分）

8

まとめ
日本および諸外国の医療保険制度、介護保険制度、福祉制度が未
来の社会にどの様な影響を与えるのかについて考察する。

本科目の１～７回の講義を総復習し
ておくこと。（90分）

講義内容をまとめておくこと。（90
分）

5

日本における地域リハビリテーションの現状を理解する。 日本の地域リハビリテーションにつ
いて調べておくこと。（90分）

講義内容をまとめておくこと。（90
分）

6

諸外国における地域リハビリテーションについて学習し、日本と
の違いを理解する。

学生自身が興味を持っている国の地
域リハビリテーションについて調べ
ておくこと。（90分）

講義内容をまとめておくこと。（90
分）

3

日本の介護保険制度を理解する。 日本の介護保険制度について調べて
おくこと。（90分）

講義内容をまとめておくこと。（90
分）

4

諸外国の介護保険制度を学習し、日本との違いを理解する。 学生自身が興味を持っている国の介
護保険制度について調べておくこ
と。（90分）

講義内容をまとめておくこと。（90
分）

1

オリエンテーション
日本の医療保険制度を理解する。

日本の医療保険制度について調べて
おくこと。（90分）

講義内容をまとめておくこと。（90
分）

2

諸外国の医療保険制度を学習し、日本との違いを理解する。 学生自身が興味を持っている国の医
療保険制度について調べておくこ
と。（90分）

講義内容をまとめておくこと。（90
分）

実務経験のある
教員の教育内容

担当者は理学療法士としての臨床経験や臨床研究を基に本講義を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

講義毎に提出された課題について、フィードバックを行う。また、随時、質問を受けつける。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

１．現代日本の医療保険制度、介護保険制度、福祉制度の現状を理解し、その諸問題を説明することができる。
２．日本と諸外国の医療保険制度、介護保険制度、福祉制度を比較し、その特徴や違いを説明することができる。

授業の方法

各種メディアを利用した座学・講義である。
講義中に提示する課題を実施し、講義毎に提出させる。

ＩＣＴ活用 必要に応じてGoogle Meetを用いた双方向授業を行う。

後期

教員氏名 田邉　芳惠

授業の位置づけ

ディプロマポリシーの「北海道、日本及び世界諸地域の課題とその分析や解決を考えることのできる、世界諸地域の言語、政治、経済、社
会、文化等の国際教養を身につけている。（知識・技能）」と関連する科目である。日本と諸外国の医療、介護、福祉に焦点をあて様々な
社会的背景から各国の特徴や問題点を理解し、国際社会の未来に向けての理想的な医療、介護、福祉のあるべき姿を考察する。

授業の概要

　本講義では医療に焦点をあて、様々な社会的背景を理解するうえでの知識の一つとする。医療は人間の健康の維持、回復、増進などを目
的とする様々な活動であり、国際社会にとっても共通の認識が必要である。一方で人間が日常生活を営む場所の社会的背景によって医療に
差が生じていることについても理解すべきである。また、日本を含めて世界における現代の医療は、福祉や介護との連続性および地域社会
での包括ケア制度の確立や改善が急務とされている。このため医療および福祉や介護に携わる者は制度論だけではなく、幅広く社会を俯瞰
する知識や倫理観を持ち備えることも必要である。全８回の講義を通して日本と諸外国の医療を考え、医療と密接に関わる福祉や介護につ
いても日本との比較を行うことで、各国の特徴や問題点を理解し、国際社会の未来に向けての理想的な医療のあるべき姿を考察する。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

11160021 国際社会と医療 1730 1 1
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履修条件・留意
事項等

授業には積極的に参加すること

備考欄

その他 20 授業への参加態度や発言の内容を評価する

教科書 特に指定しない

参考文献 特に指定しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

80 授業中の課題
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7

貧困問題と先進国からの技術移転
世界中に存在する経済格差、所得格差について鳥瞰し、先進国と
は何か？開発途上国とは何か？改めて問い直す。
また、幾つかの事例を概説する。

事前にレポート課題があれば作成
し、テーマに沿った内容の資料を自
分なりに探し、整理する。（120
分）

提示資料、配布資料、授業内容を整
理し、自分の意見・考えを書き下す
こと。（６０分）

8

開発途上国の病気と医療事情
医療資源の乏しい開発途上国では、日々多くの人々が病に倒れ
る。
日本では耳慣れない感染症や風土病等、開発途上国における特有
の病気について学ぶ。

事前にレポート課題があれば作成
し、テーマに沿った内容の資料を自
分なりに探し、整理する。（120
分）

提示資料、配布資料、授業内容を整
理し、自分の意見・考えを書き下す
こと。（６０分）

5

NPO／NGOの意義と活動
国際的なNGOや日本国内のNPO／NGO等の活動を取り上げ、幾つか
のNGOの存在と活動について学ぶ。

事前にレポート課題があれば作成
し、テーマに沿った内容の資料を自
分なりに探し、整理する。（120
分）

提示資料、配布資料、授業内容を整
理し、自分の意見・考えを書き下す
こと。（６０分）

6

プライベートセクターにおける社会貢献活動
民間企業等の国際支援について学ぶ。

事前にレポート課題があれば作成
し、テーマに沿った内容の資料を自
分なりに探し、整理する。（120
分）

提示資料、配布資料、授業内容を整
理し、自分の意見・考えを書き下す
こと。（６０分）

3

国際機関・政府の国際支援
世界銀行、国連等の国際機関を取り上げ、そのあり方、取り組み
について理解する。

事前にレポート課題があれば作成
し、テーマに沿った内容の資料を自
分なりに探し、整理する。（120
分）

提示資料、配布資料、授業内容を整
理し、自分の意見・考えを書き下す
こと。（６０分）

4

JICAの概要と取り組み
国際協力機構（JICA）の概要を紹介し、その取り組みについて学
ぶ。
可能であれば、JICAからゲストスピーカーを招待する。

事前にレポート課題があれば作成
し、テーマに沿った内容の資料を自
分なりに探し、整理する。（120
分）

提示資料、配布資料、授業内容を整
理し、自分の意見・考えを書き下す
こと。（６０分）

1

開発援助の魅力
～「行けば分かる。行けば変わる」～
開発援助に関わる人々を概説し、その魅力に迫る。なぜ海外なの
か？なぜ援助なのか？も交えてプレゼンテーションする。
初回では、授業計画を調整するため、出席者の意見、考えを積極
的に求める。

なぜ、この授業に出席するのか？そ
の目的意識を明確するため、事前に
課題・問題を整理すること。
また可能であれば、自分の将来の
キャリア形成におけるこの授業の位
置づけを明確にする（６０分）

提示資料、配布資料、授業内容を整
理し、自分の意見・考えを書き下す
こと。（６０分）

2

開発援助の概要とSDGs
開発援助とは何か？現在の潮流「SDGs」も交えて、援助について
学ぶ。

事前にレポート課題があれば作成
し、テーマに沿った内容の資料を自
分なりに探し、整理する。（120
分）

提示資料、配布資料、授業内容を整
理し、自分の意見・考えを書き下す
こと。（６０分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし。

課題に対する
フィードバック

の方法

授業で説明した直近の内容を確認するために、授業中にミニレポートの作成を求めることがある。
各種レポート課題を評価し、コメントを行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

この授業では、以下に掲げる項目への行動変革を目標とする。
・開発途上国が抱える基本的な課題を理解、分析し、論理的に説明することができる。
・国際社会の一員として、グローバルイシュー（貧困、環境破壊等）の議論に参加できる。
・将来における自身のキャリア形成において、「社会貢献」「国際協力」「開発援助」の要素を高め、何らかの行動ができる。（例　SNS
での支援の呼びかけや、国際ボランティア「JICAボランティア」「青年海外協力隊」を目指す等）

授業の方法

授業で取り上げるテーマについて事前に調べ、予習すること。
授業後、授業の内容を整理し、自分の考えも交えて内容をまとめる。
授業内容を理解できたのか、授業後レポートの作成を求め、評価する。
環境が整えば、JICA北海道（札幌）が実施するプログラムの参加や、その施設利用も検討している。

ＩＣＴ活用 PC、タブレット等を使用し、スライド、動画を多く使用する。

前期

教員氏名 吉田　勉幸

授業の位置づけ

ディプロマ・ポリシー北海道、日本及び世界諸地域の課題に対応できる情報処理や分析の能力、論理的・批判的な思考や判断をする能力を
身につけている。（思考・判断・表現） と特に関連の深い科目である。

授業の概要

世界の所得格差が拡大する中で、ボトム・オブ・ピラミッド（最貧困層）の人々は、どのような暮らしをし、どのような課題を抱えている
のか？貧困、環境破壊、自然災害、紛争、差別、病気など開発途上国の人々が直面する問題を分析し、適切な援助について学ぶ。また、国
際援助組織（国際機関、政府、プライベートセクター、NGO等）は、何を、どのように情報発信しているのか、それらのコミュケーション
戦略についても学ぶ。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

111610A1 開発援助論/国際関係論Ⅱ 2726 2 2
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履修条件・留意
事項等

日々、新聞を読むことが望ましい。

備考欄

その他

0 海外でボランティア経験がある場合、授業中にその活動報告を行うと、最大30％加点される可能がある。

教科書 新聞等

参考文献

大学生のためのレポート・論文術／小笠原 喜康／ 講談社
その他、授業中に適宜提示する。

定期試験 0 行わない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 授業参加の積極性（質問・発言等）20％、課題提出状況50％、レポートテスト30％

15

開発援助と未来
これまで学んできた内容をまとめ、自分なりの「開発援助の未
来」について、学生達が自由に意見を述べる授業とする。
また、今後のキャリアプランについて意見交換する。

最終レポートの作成（60分ン） 最終レポートの内容を見直し、最終
レポートを完成させる。（120分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

IT技術の躍進
デジタル端末の急速な進化と、SNSの拡大によって、開発途上国
の社会と、それを支える援助は、大きく変化している。
この授業では、幾つか事例を挙げ概説し、IT技術との関係を学
ぶ。

事前にレポート課題があれば作成
し、テーマに沿った内容の資料を自
分なりに探し、整理する。（120
分）

提示資料、配布資料、授業内容を整
理し、自分の意見・考えを書き下す
こと。（６０分）

14

身近な開発援助
～「あなたに出来ることは、必ずある」～
これまで学んできた内容をまとめ、自分なりの「身近な開発援
助」について、学生達が自由に意見を述べる授業とする。

これまでの授業内容をまとめ、最終
レポートに備える。（120分）

まとめた内容を吟味し、再考する。
（60分）

11

ボランタリズム
ボランティア体験から得られるベネフィットとは何か？
各種ボランティア活動を「仕事」と対比した上で理解する。

これまで、ボランティア活動をした
事があれば、それについてまとめ
る。（60分）

提示資料、配布資料、授業内容を整
理し、自分の意見・考えを書き下す
こと。（６０分）

12

あなたが、開発途上国に行くとしたら？　
～資料収集と安全管理～
アフリカ諸国を始めとする開発途上国は、住み慣れた先進国と環
境が大きく異なる。
この授業は、事前の情報収集と渡航準備について学ぶ。


事前にレポート課題があれば作成
し、テーマに沿った内容の資料を自
分なりに探し、整理する。（120
分）

提示資料、配布資料、授業内容を整
理し、自分の意見・考えを書き下す
こと。（６０分）

9

環境問題
人口増加と自然環境の保全とは両立できるのであろうか？
自然環境の破壊及び自然災害に苦しむ人々について理解する。

事前にレポート課題があれば作成
し、テーマに沿った内容の資料を自
分なりに探し、整理する。（120
分）

提示資料、配布資料、授業内容を整
理し、自分の意見・考えを書き下す
こと。（６０分）

10

途上国支援におけるマーケテンング戦略とフェアトレード
支援を行う組織では、活動の維持と充実を図るための様々なファ
ウンドレイジングが欠かせない。
幾つかの組織におけるマーケティング戦略・コミュニケーション
戦略と、「フェアトレード」について学ぶ。

事前にレポート課題があれば作成
し、テーマに沿った内容の資料を自
分なりに探し、整理する。（120
分）

提示資料、配布資料、授業内容を整
理し、自分の意見・考えを書き下す
こと。（６０分）
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13

５．貿易政策
（５）戦略的通商政策と貿易摩擦

指定された文献を読んでくこと（９
０分）

配布プリントと講義の内容をノート
等で復習すること（9０分）

14

６．技術移転と国際貿易 指定された文献を読んでくこと（９
０分）

配布プリントと講義の内容をノート
等で復習すること（9０分）

11

5．貿易政策
（１）輸入制限と補助金
（２）輸出税と保税地域

指定された文献を読んでくこと（９
０分）

配布プリントと講義の内容をノート
等で復習すること（9０分）

12

5．貿易政策
（３）不完全競争
（４）規模の経済性と産業内貿易

指定された文献を読んでくこと（９
０分）

配布プリントと講義の内容をノート
等で復習すること（9０分）

9

４．国際貿易
（２）比較優位と国際貿易

指定された文献を読んでくこと（９
０分）

配布プリントと講義の内容をノート
等で復習すること（9０分）

10

４．国際貿易
（３）生産要素の変化と国際貿易

指定された文献を読んでくこと（９
０分）

配布プリントと講義の内容をノート
等で復習すること（9０分）

7

３．マクロ経済学の基本モデル
（６）安定化政策

指定された文献を読んでくこと（９
０分）

配布プリントと講義の内容をノート
等で復習すること（9０分）

8

４．国際貿易
（１）国際貿易の基礎

指定された文献を読んでくこと（９
０分）

配布プリントと講義の内容をノート
等で復習すること（9０分）

5

３．マクロ経済学の基本モデル
（４）開放経済モデル

指定された文献を読んでくこと（９
０分）

配布プリントと講義の内容をノート
等で復習すること（9０分）

6

３．マクロ経済学の基本モデル
（５）経済成長

指定された文献を読んでくこと（９
０分）

配布プリントと講義の内容をノート
等で復習すること（9０分）

3

3.マクロ経済学の基本モデル
（１）Supply SideとDemand Side
（２）閉鎖経済の短期モデル

指定された文献を読んでくこと（９
０分）

配布プリントと講義の内容をノート
等で復習すること（9０分）

4

３．マクロ経済学の基本モデル
（３）閉鎖経済の中期モデル

指定された文献を読んでくこと（９
０分）

配布プリントと講義の内容をノート
等で復習すること（9０分）

1

1.Introduction：経済学の中における国際経済学


シラバスを読み、自らの関心を明確
にしておくこと（20分）

配布プリントと講義の内容をノート
等で復習すること（2０分）

2

２．国際経済と統計
（１）抽象と具体
（２）ミクロとマクロ
（３）国民経済計算
（４）国際経済と統計データ

指定された文献を読んでくこと（９
０分）

配布プリントと講義の内容をノート
等で復習すること（9０分）

実務経験のある
教員の教育内容

通商産業省（現・経済産業省）職員として、国際経済及び国内における産業政策の形成過程と国際的な政策調整に関わった実務経験を踏ま
えた教育を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

講義期間中に２回程度の小課題を課し、提出物につき講評するとともに期末課題への評価とフィードバックを行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

自ら関心を持った課題につき、統計資料等を用い問題の構造を分析し、的確な政策的処方箋をまとめ、国際的共通言語である国際経済学の
枠組みにもとづいて発信できる能力を養う。

授業の方法 PowerPointを用いた講義形式で行う。適宜Google Classroomで補充する。

ＩＣＴ活用 インターネット上の資料を適宜参照する他、Google Classroomを通じた双方向コミュニケーションで補充する。

後期

教員氏名 宮本　融

授業の位置づけ

国際経済の諸課題について、教養としての経済学的基礎知識を身につけた上で、新たに起こる課題がどのような構造で立ち上がってくるの
かを分析し、その対応策を国際的共通言語である国際経済学の枠組みを通じて、政策提言できる発信力を科目である。
北海道、日本及び世界諸地域の課題に対応できる情報処理や分析の能力、論理的・批判的な思考や判断をする能力を身につけている。（思
考・判断・表現）

授業の概要

この授業は、国と国との経済関係によって生じる問題について考察する学問である。この授業では、グローバル化が進む現代の経済情勢を
理解するために必要な国際経済学の知識を身につけることを目標とする。具体的には、マクロ経済学の基礎を学習した後に、戦後の自由貿
易、自由経済のいわゆるブレトンウッズ体制における経済の変遷と経済統合EC及びEU、FTA（自由貿易協定）、TPP（環太平洋連携協定）等
の協定の意義について考察する。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

11162021 国際経済学 2722 2 2
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履修条件・留意
事項等

履修条件とはしないが、ミクロ経済学で扱う価格理論等は経済政策の議論の基礎であるために理解しておくことが必要であるため、「経済
と社会」を履修しておくことを強く勧める。

備考欄

その他 0

教科書 現時点では特に指定しない

参考文献

若杉隆平『現代経済学入門　国際経済学』岩波書店
斎藤誠・岩本康志・太田聰一・柴田章久『Liberal Arts Selection マクロ経済学』有斐閣

定期試験 0 定期試験は行なわない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 出席と講義参加の積極性３０％、小課題提出状況３０％、期末課題４０％

15

７．国際貿易ルール 指定された文献を読んでくこと（９
０分）

期末課題を作成すること（９０分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容
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13

８.デモクラシー
（１）ナショナリズムとアイデンディディー
（２）女性のいない民主主義

指定された文献を読んでくこと（９
０分）

配布プリントと講義の内容をノート
等で復習すること（9０分）

11

6.代議制 指定された文献を読んでくこと（９
０分）

配布プリントと講義の内容をノート
等で復習すること（9０分）

12

7.権威主義と独裁 指定された文献を読んでくこと（９
０分）

配布プリントと講義の内容をノート
等で復習すること（9０分）

9

4.リベラリズム 指定された文献を読んでくこと（９
０分）

配布プリントと講義の内容をノート
等で復習すること（9０分）

10

5.日本における政権交代と政界再編 指定された文献を読んでくこと（９
０分）

配布プリントと講義の内容をノート
等で復習すること（9０分）

7

3.Case Study ① 議院内閣制と大統領制 指定された文献を読んでくこと（９
０分）

配布プリントと講義の内容をノート
等で復習すること（9０分）

8

3.Case Study ② 選挙制度と政党 指定された文献を読んでくこと（９
０分）

配布プリントと講義の内容をノート
等で復習すること（9０分）

5

2.比較政治学の系譜
（４）政治発展

指定された文献を読んでくこと（９
０分）

配布プリントと講義の内容をノート
等で復習すること（9０分）

6

2.比較政治学の系譜
（５）政治変動

指定された文献を読んでくこと（９
０分）

配布プリントと講義の内容をノート
等で復習すること（9０分）

3

2.比較政治学の系譜
（２）政治文化

指定された文献を読んでくこと（９
０分）

配布プリントと講義の内容をノート
等で復習すること（9０分）

4

2.比較政治学の系譜
（３）政治社会

指定された文献を読んでくこと（９
０分）

配布プリントと講義の内容をノート
等で復習すること（9０分）

1

1. Introduction：何を比較するのか？ シラバスを読み、自らの関心を明確
にしておくこと（２０分）

配布プリントと講義の内容をノート
等で復習すること（２０分）

2

2.比較政治学の系譜
（１）政治体制

指定された文献を読んでくこと（９
０分）

配布プリントと講義の内容をノート
等で復習すること（9０分）

実務経験のある
教員の教育内容

通商産業省（現・経済産業省）職員として、日本の政策形成過程に参加した経験と国際機関での他国との外交交渉実務を踏まえたケースを
紹介する。

課題に対する
フィードバック

の方法

講義期間中小課題を課し提出物に対する講評を行うととともに、Google Classroomを利用した情報提供とフィードバックを適宜行う他、期
末課題の提出を求め評価とフィードバックを行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

現代における政治問題の構造を、歴史軸と地域軸というタテヨコに幅広く眺めることを通じ、総合的、客観的、論理的に理解することを目
指す。

授業の方法

PowerPointを用いた講義形式で行うほか、受講生の関心によってはStudy Groupによる自主的な取り組みを歓迎する。

ＩＣＴ活用 必要に応じインターネット上の資料を紹介するとともに、Google Classroomを用いた双方向対話を行う。

前期

教員氏名 宮本　融

授業の位置づけ

比較政治学の基本的考え方を紹介した上で、「比較政治」という講座の学問史を紹介する。政治の諸課題を考え、政策的処方箋を検討する
ために主として米国で発達した経緯を踏まえ、特定の課題を論理的に分析するために必要な理論的枠組みを理解し、グローバルな社会の中
で自分なりの解決策を発信できる国際感覚を身につける科目である。
北海道、日本及び世界諸地域の課題とその分析や解決を考えることのできる、世界諸地域の言語、政治、経済、社会、文化等の国際教養を
身につけている。（知識・技能）

授業の概要

この授業は、各国の政治の多様性を理解するために、比較政治学の諸理論を活用して、具体的な欧米諸国の政治制度を理解し、説明できる
ようになることを到達目標とする。比較政治学は、政治的な現象や制度を比較することを通じて、政治の実態についての理解を深めること
を目指す学問分野である。本講義では、まず、外国の政治について、、その国の政治システム全体を捉えて、他の国と比較する方法を学
ぶ。次に関心のある領域に限定して複数の国を比較する方法を学ぶ。講義では、まず、それぞれの国の政治の特徴を、その国の独自性に注
目しながら取り上げる。その上で、様々な制度の連関性を意識して、そうした特徴を形成する要素を分析し、その際には比較政治学の諸理
論も活用して、政治過程のメカニズムも検討する。



科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

11163021 比較政治学 2742 2 2
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履修条件・留意
事項等

本講座の対象は「比較」の方法論であるので、履修条件とはしないが、「比較」の対象となる政治現象についてはある程度知識が必要であ
ることを覚悟し、それらの補完に努めてほしい。

備考欄

その他 0

教科書 特に定めない。

参考文献

河野勝・岩崎正洋編『アクセス　比較政治学』　日本経済評論社

定期試験

0 定期試験は行なわない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 講義参加への積極性３０％、小課題の提出状況３０％、期末課題４０％

15

9.まとめー多様性と比較 指定された文献を読んでくこと（９
０分）

期末課題を作成すること（９０分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

14

８.デモクラシー
（３）Illiberal Democracy
（４）デモクラシーの死と終焉

指定された文献を読んでくこと（９
０分）

配布プリントと講義の内容をノート
等で復習すること（9０分）
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5

I. Cognition and Language Acquisition. (Part 1)
Discussion on Syntax as a Cognitive science and Parts of 
Speech. 
Includes family language policies on children's bilingual 
acquisition.
II. Final Submission analysis and consultation. 
Review the class activity. Prepare according to the 
instruction for the next class.

Review the major points 
discussed in class. (90 minutes)

Do the required preparation for 
the next class. (90 minutes)

3

I. Chosen Texts in regional or global context (Part 1)
Including an analysis of the social and political factors 
pertaining to each region. 
II. Defining analysis methods to be used in Final 
Submission. 
Review the class activity. Prepare according to the 
instruction for the next class.

Read the handouts of Chosen 
Text. (90 minutes)

Do the required preparation for 
the next class. (90 minutes)

4

I. Chosen Texts in regional or global context (Part 2). 
Including an analysis of comparative culture and 
international relation.
II. Final Submission progress report. 
Review the class activity. Prepare according to the 
instruction for the next class.

Review the major points 
discussed in class. (90 minutes)

Do the required preparation for 
the next class. (90 minutes)

1

I. Introduction to the course including outlines of the 
five academic strands from which students may choose to 
focus. Each strand will include: the assessment procedure, 
the weekly schedule, the key elements to be studied, the 
academic context, and the learning objectives. Review the 
class activity.
II. Evaluation of Summer research and Final Submission 
progress report.

Think about the topic of 
research and the points you want 
to study in depth. (90 minutes)

Prepare a written submission of 
topic and main points of 
research. (90 minutes)

2

I. Student`s written submission of their strand choice and 
learning objectives will be analyzed and they will make a 
program of study.
II. Defining Final Submission key elements of research. 
Prepare according to the instruction for the next class.

Make a program of study for the 
research topic. (90 minutes)

Make needed changes based on 
teachers comments. (90 minutes)

実務経験のある
教員の教育内容

None

課題に対する
フィードバック

の方法

Teacher will give feedback by commenting on common errors related to vocabulary, writing exercises, grammar and 
pronunciation.

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

Upon completion of the course, students will be able to demonstrate a tangible understanding of the poetic devices used in 
the texts, issues related to teaching the English language, syntax as a science, and cultural and global affairs. Moreover 
they will be expected to show an appreciation of the methodology required to analyze such texts and will do so through the 
submission of written or presentation based assessment items.

授業の方法

This is a seminar class where students will watch DVD and read articles from handouts. Students will actively discuss and 
make presentations when asked.  Teacher will give feedback through explanation and comments where necessary.

ＩＣＴ活用 Relating websites and movie resources on the web.

後期

教員氏名 未定

授業の位置づけ

This class enables students to co-exist and co-work with people of the world in the globalising socierty.

授業の概要

This class studies how sociology can understand various issues taking place where various social groups and organisations 
transform which indivualizes the risk due tothe globalising contemporary society.  This lecture approaches the major 
characterrictics of increasing local, national and global interdependence through learning perspectives and methodologies 
for understanding the various aspects of international society.  This aims to ellaborate social imagination which is 
required to live in the age of globalisation.

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

11164021 国際社会学 2724 2 2
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定期試験 0 None

15

I. Final Submission summer research plan and objectives 
due.
II. Submission of Final Written paper and one to one 
analysis of the submission within the context of both the 
theory and the original agreed learning objectives. 

Review the major points 
discussed in class. (90 minutes)

Review all the topics discussed 
in class. (90 minutes)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

I.Rhetorical Devices and Poetics (Part 3)
Allegory, irony and subtext.
II. II.Final Submission proofreading, editing, and/or 
performance critique 2. 
Review the class activity. Prepare according to the 
instruction for the next class.

Review the major points 
discussed in class. (90 minutes)

Do the required preparation for 
the next class. (90 minutes)

14

I. Final Submission summer research plan evaluation.
II. Final Submission proofreading and editing.
Prepare according to the instruction for the next class.

Review the major points 
discussed in class. (90 minutes)

Do the required preparation for 
the next class. (90 minutes)

11

I. Rhetorical Devices and Poetics. (Part 1)
Includes an analysis of the various rhetorical devices 
used in the chosen texts and will act as introduction to 
culturally specific factors in each text such as comedy, 
satire, metaphor, allegory, irony and subtext
II. Final Submission progress report. 
Review the class activity. Prepare according to the 
instruction for the next class.

Review the major points 
discussed in class. (90 minutes)

Do the required preparation for 
the next class. (90 minutes)

12

I. Rhetorical Devices and Poetics (Part2)
Comedy, satire, metaphor.
II.Final Submission proofreading, editing, and/or 
performance critique 1. 
Review the class activity. Prepare according to the 
instruction for the next class.

Review the major points 
discussed in class. (90 minutes)

Do the required preparation for 
the next class. (90 minutes)

9

I. Generative Grammar (Part 1)
Includes introduction and discussion of the Binding theory 
and the X-bar theory
II.Final Submission analysis and consultation. 
Review the class activity. Prepare according to the 
instruction for the next class.

Review the major points 
discussed in class. (90 minutes)

Do the required preparation for 
the next class. (90 minutes)

10

I.Generative Grammar (Part 2)
Introduction of verb movement, passives, and movement in 
wh-questions
II. Final Submission analysis and consultation. 
Review the class activity. Prepare according to the 
instruction for the next class.

Review the major points 
discussed in class. (90 minutes)

Do the required preparation for 
the next class. (90 minutes)

7

I. History and Culture of English Speaking Countries (Part 
1).
Discussion on the history of the United States from the 
Pre-Columbian era
II. Final Submission analysis and consultation. 
Review the class activity. Prepare according to the 
instruction for the next class.

Review the major points 
discussed in class. (90 minutes)

Do the required preparation for 
the next class. (90 minutes)

8

I. History and Culture of English Speaking Countries (Part 
2) 
Discussion on national park management.
II. Final Submission Progress Report. 
Review the class activity. Prepare according to the 
instruction for the next class.

Review the major points 
discussed in class. (90 minutes)

Do the required preparation for 
the next class. (90 minutes)

6

I. Cognition and Language Acquisition (part 2)
Discussion on English education in Japan and abroad, and 
importance of teaching prosody in English education in 
Japan.
II. Final Submission analysis and consultation. 
Review the class activity. Prepare according to the 
instruction for the next class.

Review the major points 
discussed in class. (90 minutes)

Do the required preparation for 
the next class. (90 minutes)
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履修条件・留意
事項等

None

備考欄

その他 0 None

教科書 None

参考文献 To be noticed.

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 Regular Submissions Written and/or Presentations 30% Final Submission 70%
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13

８．国際組織とNGO 指定された参考文献を読んでおくこ
と（９０分）

配布プリントや参考文献を読了し講
義の内容をノート等で復習すること
（９０分）

11

６．その他の地球環境問題
（５）長期残留性有機化学物質の規制とEU

指定された参考文献を読んでおくこ
と（９０分）

配布プリントや参考文献を読了し講
義の内容をノート等で復習すること
（９０分）

12

７．技術と政治 指定された参考文献を読んでおくこ
と（９０分）

配布プリントや参考文献を読了し講
義の内容をノート等で復習すること
（９０分）

9

６．その他の地球環境問題
（１）漁業資源の保護と捕鯨
（２）生態系の破壊と種の保存

指定された参考文献を読んでおくこ
と（９０分）

配布プリントや参考文献を読了し講
義の内容をノート等で復習すること
（９０分）

10

６．その他の地球環境問題
（３）森林破壊と地域政治
（４）海洋汚染と汚染物質の貿易規制

指定された参考文献を読んでおくこ
と（９０分）

配布プリントや参考文献を読了し講
義の内容をノート等で復習すること
（９０分）

7

４．地球環境問題を発見するアメリカの政治過程 指定された参考文献を読んでおくこ
と（９０分）

配布プリントや参考文献を読了し講
義の内容をノート等で復習すること
（９０分）

8

５．国際政治における認識論と社会構築主義
（１）非国家アクター
（２）国際政治理論の現代的展開

指定された参考文献を読んでおくこ
と（９０分）

配布プリント、参考文献、ノート等
を踏まえて中間課題を作成すること
（９０分）

5

３．「前史」としてのオゾン層保護問題
（１）科学と政治

指定された参考文献を読んでおくこ
と（９０分）

配布プリントや参考文献を読了し講
義の内容をノート等で復習すること
（９０分）

6

３．「前史」としてのオゾン層保護問題
（２）市民と政治

指定された参考文献を読んでおくこ
と（９０分）

配布プリントや参考文献を読了し講
義の内容をノート等で復習すること
（９０分）

3

２．気候変動問題
（２）エネルギー

指定された参考文献を読んでおくこ
と（９０分）

配布プリントや参考文献を読了し講
義の内容をノート等で復習すること
（９０分）

4

２．気候変動問題
（３）政治過程

指定された参考文献を読んでおくこ
と（９０分）

配布プリントや参考文献を読了し講
義の内容をノート等で復習すること
（９０分）

1

１. Introduction
講義のアウトライン


シラバスを読み、自らの関心を明確
にしておくこと（２０分）

配布プリントと講義の内容をノート
等で復習すること（２０分）

2

２．気候変動問題
（１）科学

指定された参考文献を読んでおくこ
と（９０分）

配布プリントや参考文献を読了し講
義の内容をノート等で復習すること
（９０分）

実務経験のある
教員の教育内容

通商産業省（現・経済産業省）職員として、条約交渉等の外交交渉の現場や国内における法令の作成や国会審議、あるいは政府部内におけ
る政策形成過程を踏まえた実践的事例を盛り込む。

課題に対する
フィードバック

の方法

講義期間中に小課題を課し、それに対する講評を行うとともに、適宜Google Classroomを用いた情報提供とフィードバックを行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

自ら設定した制作分野において、必要な理論的枠組みを取り出して、問題の構造を分析し、現状変更の政策提言をまとめられる能力を身に
つけることを目標とする。

授業の方法

PowerPointを用いた講義形式形式で行うが、必要に応じGoogle Classroomを用いて情報のコミュニケーションを行う。

ＩＣＴ活用

条約事務局のサイトなどインターネット上の資料を適宜参照するとともに、Google Classroomによる補完的情報提供を行う。

前期

教員氏名 宮本　融

授業の位置づけ

地球環境問題という今世紀最大の問題群を題材に、北海道、日本及び世界諸地域の分析や解決を考える基礎知識を身につけ、
分析に使われる国際政治学の基礎枠組みを用いて分析し、論理的・批判的に考察する能力を養い、さらに問題解決のためnの処方箋を対外
的に発信する能力を身につける。
北海道、日本及び世界諸地域の課題とその分析や解決を考えることのできる、世界諸地域の言語、政治、経済、社会、文化等の国際教養を
身につけている。（知識・技能） グローバル社会の中で、世界の人々と共生・協働することを可能とする国際性や共感力を備えている。
（関心・意欲・態度） "

授業の概要

この授業では、深刻化する全世界共通の問題である、気候変動による温暖化、海面上昇、砂漠化などの地球環境の諸問題についてその概略
を理解することを目的とする科目である。地球環境問題では、世界共通のものと、各国、各地域で深刻度が異なる多様な問題が存在してお
り、それらが私たちの日常生活とどのように結びつき、どのような影響を及ぼしているかを理解することを目指す。また、環境問題の解決
や改善にどのような取り組みがんされ、人々が参画しているのかについても学ぶ。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

111650A1 地球環境論/国際関係論Ⅴ 2770 2 2

- 88 -



北海道文教大学　2022年度　国際教養学科　シラバス 2022/04/01

履修条件・留意
事項等

本講座では、地球環境問題を取り上げるが、科学的側面についての理解は前提であり、国際政治過程について扱う。

備考欄

その他 0

教科書 特に指定しない。

参考文献

講義に際し適宜指定する。
地球環境問題に貢献するために大学生としてできることをまとめた参考書を事前に紹介しておく。
Ann Rappaport & Sarah Hammond Creighton, Degrees That Matter, Climate Change and the University, MIT Press

定期試験 0 定期試験は行わない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 講義への参加の積極性４０％、小課題２０％、期末課題４０％

15

１０．まとめ 指定された参考文献を読んでおくこ
と（９０分）

期末課題を作成すること（９０分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

14

９．地球環境問題における国内政治 指定された参考文献を読んでおくこ
と（９０分）

配布プリントや参考文献を読了し講
義の内容をノート等で復習すること
（９０分）
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5

・イスラームの社会文化（２）～近現代とイスラーム
文化・社会・法・宗教・経済など全てを包括する、巨大システム
としてのイスラームならではの近代化への適応の問題など、政
治・経済・文化が分かち難いイスラームを考察する。

レポート課題など指定された課題を
行うこと。（９０分）

配布プリントと講義の内容をノート
などで復習すること。（９０分）

6

・アフリカの社会文化～人類発祥の地にして「未知」の大陸
言語・文化・芸術の宝庫にして豊かな歴史を持つアフリカの魅力
を、ヨーロッパやイスラームとの国際交流の視点も取り入れて、
その奥深さを感じつつ学習する。

レポート課題など指定された課題を
行うこと。（９０分）

配布プリントと講義の内容をノート
などで復習すること。（９０分）

3

・欧米の社会文化（２）～アメリカの光と影
自由と民主主義の「聖地」にして、ポップカルチャーの中心地で
あり、巨大な移民国家。外から見るアメリカと、内から見える深
さ・複雑さを学ぶ。

レポート課題など指定された課題を
行うこと。（９０分）

配布プリントと講義の内容をノート
などで復習すること。（９０分）

4

・イスラームの社会文化（１）～世界文明としてのイスラーム
ヨーロッパの次にイスラムを学ぶことには大きな意義がある。キ
リスト教とイスラム教という、世界史では対立の図式で語られる
二つの文化圏の交流の歴史の大きさを学ぶ。

レポート課題など指定された課題を
行うこと。（９０分）

配布プリントと講義の内容をノート
などで復習すること。（９０分）

1

・イントロダクション～「地域の特徴って何だろう？自分探しの
旅にでかけよう」
何気なく使っている「地域」や「異文化」という言葉。ある胃地
域の「文化的特徴とは何か？」という問いに、絶対の答えはない
が、文化とは個人や集団の「らしさ」＝identityを形成したり規
定する諸々の総体として学ぶ。

シラバスを良く読み自分の問題意識
を整理すること。自分の関心事のプ
レゼンの準備（90分）

配布プリントと講義の内容をノート
などで復習すること。（９０分）

2

・欧米の社会文化（１）～ヨーロッパとは何か？
広域地域統合の試みであるＥＵが注目を集めるヨーロッパ。　国
家、市民、民主主義など近代や現代の「標準」を生み出したヨー
ロッパの特性は、「雑種性」hybridityからなる自己革新の力の
伝統であることを学ぶ。

レポート課題など指定された課題を
行うこと。（９０分）

配布プリントと講義の内容をノート
などで復習すること。（９０分）

実務経験のある
教員の教育内容

なし

課題に対する
フィードバック

の方法

代表的なレポート課題や小論文などを抽出し、それらについてコメント・講評などを行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

この授業では、古代から現代にいたる文化、社会や政治経済のグローバル化を、比較文化や国際交流の視点から考察する。まず、欧米やア
ジア、イスラーム、アフリカなど世界のいくつかの地域を、言語・思想・社会・芸術などの様式の違いや共通点に着目し俯瞰することで、
文化を比較するカテゴリーを習得する。次に、世界の文化や地域を見る中で養った「眼」で、日本列島の歴史的・現代的な社会と文化を、
客観的に考察し、グローバル化時代の日本のあり方を、世界的な視点から理解できるようになる。

授業の方法

印刷配布物や視聴覚資料を用いて講義形式で進める。
授業で得た知識や自分で調べた情報をもとに、自らの考えをまとめるレポートを書かせる。
授業全体の理解度、応用力、独自の考えが生まれたのかを小論文で確かめ、そのフィードバックを行う。

ＩＣＴ活用 授業内容に関連するホームページや動画など。

前期

教員氏名 渡部　淳

授業の位置づけ

「国際地域研究」の入門科目として、世界各地域の社会文化、政治経済の特徴と概略を学び、基礎的な理解を深める。北海道、日本及び世
界諸地域の課題に対応できる情報処理や分析の能力、論理的・批判的な思考や判断をする能力を身につけている。（思考・判断・表現）

授業の概要

この授業は、これから世界の各地域の社会や文化、政治経済について勉強していく国際教養学科の１年生のために開講される科目である。
国際教養学科では、日本と密接な関係にある世界の各地域や国々の文化について、その地域の出身であったり、その地域に詳しい教員に
よって２年次以降学習していくが、この授業では、世界の各地域の文化や社会などについて世界を俯瞰する講義を行い、学生がさまざまな
地域の社会や文化について大きな見取り図の中から基礎的な知識を修得し２年次以降の学習に発展する前段階を準備することを目的とす
る。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

11172021 国際地域文化論 1800 2 1
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定期試験 0 定期試験は行わない。

15

・まとめ～異文化間コミュニケーション論再考
異文化間コミュニケーション論の流れの一つとして、アメリカ流
の自分の文化の基準性を疑わずに、世界各地の文化を「地域文
化」に分割して、「異文化」として矮小化して理解する方法があ
る。政治や経済ではなく文化へ着目することで、国家・民族・国
民などの「境界」を「越境」する人間の国際交流を学ぶ。

自分の小論文をこれまでの授業内容
から自分なりに評価してみること。
（９０分）

フィードバックを参考に自分なりに
この授業で得た知識を考えをまとめ
ておくこと。（９０分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

・グローバル化の中の日本文化（２）～日本の中の世界
一昔前まで国会では「単一民族」発言という「失言」が問題と
なった。日本列島の歴史は一度として単一の言語、単一の文化の
みで構成されたことがない。古くは、アイヌと琉球の先住民の文
化と権利の問題があり、現代においてはほぼ世界中全ての文化と
言語が日本において確認できる。多言語・多文化社会としての日
本を考える。

レポート課題など指定された課題を
行うこと。（９０分）

配布プリントと講義の内容をノート
などで復習すること。（９０分）

14

・小論文による理解度と応用力の確認　
異文化理解において、どの視点が一番大事であるとか、どの地域
が最重要である、ということはありません。何をどう選び、ある
いは組み合わせて、世界のどこに焦点を合わせ、どう考えるかは
一人ひとりの自由です。小論文で何を学んだかをまとめる。

これまでの全ての授業の内容とそれ
に対する考えを自分なりに整理して
おくこと。（９０分）

小論文の内容について振り返り思っ
たように書けたのか検証する。（９
０分）

11

・日本の異文化交流史～朝鮮半島・中国大陸から欧米まで
日本列島は「世界の文化の博物館」と呼ばれることがある。世界
のたくさんの文化や習慣や技術が日本の中に息づいているからで
ある。日本は閉鎖的な島国ではなく、島国がいかに独自の開放性
とそこからくる多様性や豊かさを持っているのか、今一度、国際
交流史の視点から「日本らしさ」を検証する。

レポート課題など指定された課題を
行うこと。（９０分）

配布プリントと講義の内容をノート
などで復習すること。（９０分）

12

・グローバル化の中の日本文化（１）～世界の中の日本
日本にありがちな自国文化や歴史の謙虚で消極的な評価は、主に
欧米のフィルターを通して見る世界観に原因がある。欧米以外の
世界の大半で、日本は引き続き魅力的な目標であり、外交から文
化にいたるまで独自の貢献と成果をあげていることを学ぶ。

レポート課題など指定された課題を
行うこと。（９０分）

配布プリントと講義の内容をノート
などで復習すること。（９０分）

9

・東南アジアの社会文化～インドシナの豊穣
現在私たちが東南アジアと呼ぶ地域は、かつて「インドシナ」と
呼ばれた。文字通り「インド」と「中国」の両方の文化の影響を
受けた地域ということである。また、インドネシアに見られるよ
うにイスラムの影響も大きい。文化の交差路である東南アジアの
文化を歴史的に俯瞰しつつ、現代の当該地域の文化のダイナミズ
ムも考察する。

レポート課題など指定された課題を
行うこと。（９０分）

配布プリントと講義の内容をノート
などで復習すること。（９０分）

10

・東アジアの社会文化～日本との交流を中心に
近代以前の東アジア地域の社会と文化は、どこまでが中華で、ど
こからが朝鮮か日本かわからないぐらい、連綿とした文化圏で
あった。近世まで日本を大きく形作った「高文化」としての大陸
と日本列島の関係を言語と文化から検討する。

レポート課題など指定された課題を
行うこと。（９０分）

配布プリントと講義の内容をノート
などで復習すること。（９０分）

7

・中南米の社会文化～古代文明からクレオールまで
中南米の古代文明は、極めて高度な都市と文化を築きながら、忽
然と姿を消した。文明の隆盛と衰退の外部環境との関係は、中南
米のみならず他の全ての文化・文明にもあてはまる。同時に、現
代の中南米から着と外来の文化・習慣・言語などの多様で豊か
な、クレオール的魅力と社会文的融合の可能性についても学ぶ。

レポート課題など指定された課題を
行うこと。（９０分）

配布プリントと講義の内容をノート
などで復習すること。（９０分）

8

・インド周辺の社会文化～「文明の母」と世界
古代日本にとって西の端であるインドの文化は、東アジアのみな
らず、東南アジアや古代ペルシアにとっても重要な文化の発信地
であった。サンスクリット語は東へ仏教として流れ、また同時に
西方の言語の語源でもある。多言語・多文化社会としての現代イ
ンドも深い豊かさを持ち、一言語一国民の均質な近代国家とは異
質のモデルを学ぶ。

レポート課題など指定された課題を
行うこと。（９０分）

配布プリントと講義の内容をノート
などで復習すること。（９０分）
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履修条件・留意
事項等

異なる複数の文化の相違点に関心を持つ学生の参加を歓迎する。

備考欄

その他 0 なし

教科書 なし

参考文献 授業中に適宜提示する。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 授業参加の積極性20%　課題提出状況50%　小論文形式のテスト30%
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7

第７回：台湾問題、香港問題
台湾問題と香港問題の本質は何であるかについて考える。

指示する文献（プリント）を熟読
し、授業までにレジュメ（プリント
の内容のまとめと自分自身の考えな
ど）を提出すること。（90分）

配布プリントと講義の内容をノート
などで復習し、関心を持つテーマに
ついてのプレゼンと議論の準備をす
ること。（90分）

8

第８回：プレゼンテーションⅠ
関心を持つテーマについて、グループワークで口頭発表を行う。

問題意識を整理し、プレゼンテー
ションの準備をすること。（90分）

配布プリントと講義の内容を復習す
ること。（90分）

5

第５回：歴史認識問題
慰安婦問題や南京事件に対する日中韓の認識の違いを知り、未来
志向の国際関係の構築において、歴史認識の重要性について考え
る。

指示する文献（プリント）を熟読
し、授業までにレジュメ（プリント
の内容のまとめと自分自身の考えな
ど）を提出すること。（90分）

配布プリントと講義の内容をノート
などで復習し、関心を持つテーマに
ついてのプレゼンと議論の準備をす
ること。（90分）

6

第６回：朝鮮半島問題
朝鮮戦争の歴史から、南北関係や拉致問題、核問題まで、朝鮮半
島の分断が東アジアに与える影響について考える。

指示する文献（プリント）を熟読
し、授業までにレジュメ（プリント
の内容のまとめと自分自身の考えな
ど）を提出すること。（90分）

配布プリントと講義の内容をノート
などで復習し、関心を持つテーマに
ついてのプレゼンと議論の準備をす
ること。（90分）

3

第3回：現在の東アジア
経済関係の緊密化、盛んだ文化交流、残された課題も多い。

指示する文献（プリント）を熟読
し、授業までにレジュメ（プリント
の内容のまとめと自分自身の考えな
ど）を提出すること。（90分）

配布プリントと講義の内容をノート
などで復習し、関心を持つテーマに
ついてのプレゼンと議論の準備をす
ること。（90分）

4

第2セクション（第４～７回）　東アジア地域の課題
第２セクションでは、東アジア地域の諸課題について議論し、多
様な視点でとらえる。
第４回：領土問題（尖閣諸島、竹島、南シナ海、っ北方領土）
各国の歴史教科書から領土問題に関する立場を知る

指示する文献（プリント）を熟読
し、授業までにレジュメ（プリント
の内容のまとめと自分自身の考えな
ど）を提出すること。（90分）

配布プリントと講義の内容をノート
などで復習し、関心を持つテーマに
ついてのプレゼンと議論の準備をす
ること。（90分）

1

①授業の概要説明
②第1セクション　東アジアを知る（第１～３回）
第1セクションでは、東アジアの概念と歴史について学ぶ。
第1回：「狭義の東アジア」と「広義の東アジア」

シラバスを良く読み、自分の問題意
識を整理すること。（60分）

配布プリントと講義の内容を復習す
ること。（90分）

2

第2回：東アジアの近現代史
19世紀半ばから、長く続いた中国を中心とする伝統的な「東アジ
ア国際秩序」が、欧米中心の国際社会の中に組み入れられた。東
アジア諸国は各自に近代国家へ進むとともに、主権国家関係が形
成しつつある。この過程で、日本がまず成功したが、アジア共栄
の考えによって、アジア地域を戦争の泥沼に陥った。戦争は終
わっても、課題が残された。

指示する文献（プリント）を熟読
し、授業までにレジュメ（プリント
の内容のまとめと自分自身の考えな
ど）を提出すること。（90分）

配布プリントと講義の内容をノート
などで復習し、関心を持つテーマに
ついてのプレゼンと議論の準備をす
ること。（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

授業全体の理解度、独自の考えが生まれたのかをリアクションペーパーで確かめ、そのフィードバックも行う。プレゼンテーションについ
ては事前に個別指導を行い、講義で適宜コメントする。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標 東アジア地域の多様性を理解し、地域が抱える課題を複眼的に考察することができる。

授業の方法

主として配布プリントや視聴覚資料を用いて講義形式で進める。そして、履修者たちは関心を持つテーマについて、グループワークでプレ
ゼンテーションを行う。

ＩＣＴ活用 教員自らの取材資料、SNS上の動画等。

前期

教員氏名 魯　諍

授業の位置づけ

日本と関わりの深い東アジア諸国の近現代史を踏まえながら、現在東アジア地域が抱える諸問題についての理解を深めるための科目であ
る。世界と繋がるために地域社会を理解し、その活性化に向けて発信できる国際感覚を身につけることと、北海道、日本及び世界諸地域の
課題とその分析や解決を考えることのできる、世界諸地域の言語、政治、経済、社会、文化等の国際教養を身につけることと関連の深い科
目である。

授業の概要

この授業は、日本と歴史的にかかわりが深い、中国大陸や朝鮮半島を含む東アジア地域。この授業では、現在の日本の社会や文化を理解す
るうえでも必要不可欠な東アジア地域の社会や文化、あるいは政治経済について、地域全体の特徴から各国の文化的背景などについて、歴
史と地理的広がりの二つの軸から立体的に理解することを目指す。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

111730A1 東アジア地域論/地域研究Ⅲ 2812 2 2
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履修条件・留意
事項等

１回目の授業に必ず出席すること（やむを得ず出席できない場合、事前に教員に連絡すること）。指定する文献には、参加者全員が、前
もって必ず目を通しておくこと。

備考欄

その他 0 無断欠席は必ず減点要素とする。

教科書 プリントを配布または配信する。

参考文献 参考文献は、講義開始時や、各回の授業で紹介する。

定期試験 0 定期試験は行わない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 授業への参加態度（30％）、文献の報告及び口頭発表（30％）、期末レポート（40％）

15

講義のまとめ：講義全体を振り返り、期末レポートの課題を提示
する。

これまでの全ての授業の内容とそれ
に対する考えを自分なりに整理して
おくこと。（90分）

フィードバックを参考に自分なりに
この授業で得た知識を考えをまとめ
ておくこと。（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

第１３回　生活文化
　食文化や祝祭日など伝統的なテーマから、モバイル決済、デリ
バリー、お化粧など現代若者に親しみやすいテーマを扱う。

指示する文献（プリント）を熟読
し、授業までにレジュメ（プリント
の内容のまとめと自分自身の考えな
ど）を提出すること。（90分）

配布プリントと講義の内容をノート
などで復習し、関心を持つテーマに
ついてのプレゼンと議論の準備をす
ること。（90分）　　

14

第１４回　プレゼンテーションⅡ
関心を持つテーマについて、グループワークで口頭発表を行う。

問題意識を整理し、プレゼンテー
ションの準備をすること。（90分）

配布プリントと講義の内容を復習す
ること。（90分）

11

第１１回：「文化窃盗」をめぐる中韓のトラブル「江陵端午
祭」、韓服と漢服、食文化などの例を挙げて、トラブルの原因を
説明する。

指示する文献（プリント）を熟読
し、授業までにレジュメ（プリント
の内容のまとめと自分自身の考えな
ど）を提出すること。（90分）

配布プリントと講義の内容をノート
などで復習し、関心を持つテーマに
ついてのプレゼンと議論の準備をす
ること。（90分）　　

12

第１２回　仏教と儒教
　　　　　仏教の伝播と受容について学び、儒教への影響につい
て考察する。

指示する文献（プリント）を熟読
し、授業までにレジュメ（プリント
の内容のまとめと自分自身の考えな
ど）を提出すること。（90分）

配布プリントと講義の内容をノート
などで復習し、関心を持つテーマに
ついてのプレゼンと議論の準備をす
ること。（90分）　　

9

第３セクション：（第９～１３回）東アジア地域の文化
第３セクションでは、東アジア地域の文化交流について議論し、
ネット時代における若者文化にも注目する。
第９回：漢字



指示する文献（プリント）を熟読
し、授業までにレジュメ（プリント
の内容のまとめと自分自身の考えな
ど）を提出すること。（90分）

配布プリントと講義の内容をノート
などで復習し、関心を持つテーマに
ついてのプレゼンと議論の準備をす
ること。（90分）　　

10

第１０回：韓流ドラマやK-POPなど、Z世代で人気を集めている流
行文化について学ぶ。

指示する文献（プリント）を熟読
し、授業までにレジュメ（プリント
の内容のまとめと自分自身の考えな
ど）を提出すること。（90分）

配布プリントと講義の内容をノート
などで復習し、関心を持つテーマに
ついてのプレゼンと議論の準備をす
ること。（90分）　　
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7

Students deliver their midterm presentations on a topic 
that relates to an issue covered in previous lessons.

Review the content for the first 
half of the course and prepare 
for the midterm test and 
presentation. 90分

Reflect on your presentation. 
Try to identify your weaknesses 
and the gaps in your knowledge 
and how to address them. 90分

5

In this lesson we will look at the political situation in 
Myanmar and the rise and fall of one of Southeast Asia’s 
most iconic leaders, Aung San Suu Kyi.

Study the course content for 
week 5 and carefully check any 
words you don’t understand. 90
分

Review the lesson content and 
vocabulary. 90分

6

This lesson focuses on the meaning of religious blasphemy 
in the context of Islam and Indonesia. We also discuss 
whether we should have laws against disrespecting 
religious beliefs and whether these kinds of laws are good 
or bad for society.

Study the course content for 
week 6 and carefully check any 
words you don’t understand. 90
分

Review the lesson content and 
vocabulary. 90分

3

The lesson examines a very important and influential time 
in Southeast Asian history revolving around Angkor Wat, 
the temple complex in Cambodia.

Study the course content for 
week 3 and carefully check any 
words you don’t understand. 90
分

Review the lesson content and 
vocabulary. 90分

4

This lesson examines the Vietnam War and its global 
significance and the lessons that can be learned from it. 
In addition, we will discuss the similarities and 
differences between the Vietnam War and the conflicts in 
Afghanistan and Ukraine.

Study the course content for 
week 4 and carefully check any 
words you don’t understand. 90
分

Review the lesson content and 
vocabulary. 90分

1

This lesson introduces the course and the syllabus. 
Students will be told how the course will be graded, the 
rules for the course, and the types of topics that will be 
covered.

Read the syllabus and note down 
any questions you want to ask. 
90分

Review the content of the 
syllabus and reflect on the 
themes and goals. 90 分

2

This lesson focuses on a general overview of Southeast 
Asian countries and looks at some of the key current 
events.

Study the course content for 
week 2 and carefully check any 
words you don’t understand. 90
分

Review the lesson content and 
vocabulary. 90分

実務経験のある
教員の教育内容

none

課題に対する
フィードバック

の方法

All speeches and debates will be checked and feedback will be provided on how to improve.

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

The aim of this class is to familiarize students with some of the most important issues in Southeast Asia while also 
providing an overview of some of the crucial points in Southeast Asian history.

授業の方法

The class will focus on building the necessary vocabulary for discussing Southeast Asia in English while encouraging 
students to grapple with some of the key topics related to countries such as Thailand, Myanmar, Indonesia, and Vietnam.

ＩＣＴ活用

Students will be expected to use Google Classroom to study the key vocabulary and topic before each class. They will also be 
expected to do extensive online research in order to prepare for each lesson and consolidate their knowledge of the previous 
lesson.　

後期

教員氏名 Richardson Peter

授業の位置づけ

This course develops the language ability of students to the point where they will be able to understand, discuss, and 
reflect on some of the key topics and issues in Southeast Asian studies. 
学術目的の言語使用に主眼をおいた英語の高度な運用能力（技能・表現力）を身につけている。（知識・技能）グローバル社会の中で、世
界の人々と共生・協働することを可能とする国際性や共感力を備えている。（関心・意欲・態度）世界と繋がるために地域社会を理解し、
その活性化に向けて発信できる国際感覚を身につけている。（関心・意欲・態度）

授業の概要

This course will begin with a focus on historical events in Southeast Asian history before moving on to an overview of 
various cultural, social, and political issues related to Vietnam, Myanmar, and Indonesia. The focus will then shift to a 
more detailed look at key aspects of Thailand and Thai culture.

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

111740A1 東南アジア地域論/地域研究Ⅰ 2814 2 2
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履修条件・留意
事項等

Always bring a bilingual dictionary to the class. This class will be conducted in English only, so prepare to push yourself 
to do your best to understand and respond to the teacher.

備考欄

その他 0

教科書 none

参考文献 none

定期試験 0 定期試験　実施しない

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 Participation: 20%, midterm test: 25%, midterm presentation: 15%, final test: 25%, final 
presentation: 15%

15

 Students complete the final test aimed at assessing how 
much students have understood and thought about the topics 
covered in previous lessons.

Review the content for the 
second half of the course and 
prepare for the final test. 90分

Reflect on the content of the 
final test. Try to identify your 
weaknesses and the gaps in your 
knowledge and how to address 
them. 90分

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

In this lesson we discuss the many supernatural beliefs 
that can be found in Thailand with special focus on the 
northeastern region.

Study the course content for 
week 13 and carefully check any 
words you don’t understand. 90
分

Review the lesson content and 
vocabulary. 90分

14

Students deliver their final presentations on a topic that 
relates to an issue covered in previous lessons.

Review the content for the first 
half of the course and prepare 
for the final test and 
presentation. 90分

Reflect on your presentation. 
Try to identify your weaknesses 
and the gaps in your knowledge 
and how to address them. 90分

11

This lesson focuses on popular tourist locations and 
briefly discusses the dark side of Thai tourism while also 
asking whether it is good for a country to have large 
areas that are designed primarily for overseas visitors.

Study the course content for 
week 11 and carefully check any 
words you don’t understand. 90
分

Review the lesson content and 
vocabulary. 90分

12

The lesson introduces well-known dishes and popular drinks 
in Thailand.

Study the course content for 
week 12 and carefully check any 
words you don’t understand. 90
分

Review the lesson content and 
vocabulary. 90分

9

The lesson examines a very important and influential time 
in Southeast Asian history revolving around Ayutthya, the 
former capital of Thailand.

Study the course content for 
week 9 and carefully check any 
words you don’t understand. 90
分

Review the lesson content and 
vocabulary. 90分

10

In this lesson we look at the political situation in 
Thailand and the impact of military coups and the power of 
the monarchy.

Study the course content for 
week 10 and carefully check any 
words you don’t understand. 90
分

Review the lesson content and 
vocabulary. 90分

8

Students complete the midterm test aimed at assessing how 
much students have understood and thought about the topics 
covered in previous lessons.

Review the content for the first 
half of the course and prepare 
for the midterm test. 90分

Reflect on your performance in 
the test. Try to identify your 
weaknesses and the gaps in your 
knowledge and how to address 
them. 90分
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7

ハイパーインフレーションの現実
通貨の信頼が崩れると、ハンパーインフレーションが発生する。
ジンバブエを一例に、ハイパーインフレーションが直撃した社会
について学ぶ。

事前にレポート課題があれば作成
し、テーマに沿った内容の資料を自
分なりに探し、整理する。（120
分）

提示資料、配布資料、授業内容を整
理し、自分の意見・考えを書き下す
こと。（６０分）

5

サブサハラアフリカの政治と宗教
植民地支配が終わり、独自に政治体制を築いていった国々は、独
立後順風満帆ではない。歪な国境線に区切られた政治体制に注目
する。
また、植民地支配で持ち込まれたキリスト教と、東アフリカに多
いイスラム文化について学ぶ。

事前にレポート課題があれば作成
し、テーマに沿った内容の資料を自
分なりに探し、整理する。（120
分）

提示資料、配布資料、授業内容を整
理し、自分の意見・考えを書き下す
こと。（６０分）

6

南部アフリカの言語と音楽
アフリカには無数の言語が存在するが、その中で「ショナ語」と
「ンデベレ語」に注目し、そのユニークな発音を概説する。
また、南部アフリカで有名な音楽を聞き、それらの文化を理解す
る。

事前にレポート課題があれば作成
し、テーマに沿った内容の資料を自
分なりに探し、整理する。（120
分）

提示資料、配布資料、授業内容を整
理し、自分の意見・考えを書き下す
こと。（６０分）

3

アフリカの農業と食品
アフリカ北部と東部、南部の食文化を概説する。
アフリカの農作物やユニークな食べ物について学ぶ。

事前にレポート課題があれば作成
し、テーマに沿った内容の資料を自
分なりに探し、整理する。（120
分）

提示資料、配布資料、授業内容を整
理し、自分の意見・考えを書き下す
こと。（６０分）

4

アフリカの病気と治安
感染症「COVID-19」のパンデミック以前から、感染症で亡くなる
人が多いアフリカ。アフリカで多く見られる病気について概説す
る。
また、「アフリカは危険」は本当なのか？アフリカの治安の実情
と対策を概説する。
アフリカの医療事情と、治安について学ぶ。

事前にレポート課題があれば作成
し、テーマに沿った内容の資料を自
分なりに探し、整理する。（120
分）

提示資料、配布資料、授業内容を整
理し、自分の意見・考えを書き下す
こと。（６０分）

1

アフリカの魅力
～人類発祥の地～
アフリカはかつて「暗黒大陸」と呼ばれていた。しかし、現在は
世界中から注目が集まっている。アフリカとは何か？アフリカと
アフリカに関わる国家及び人々を概説する。
初回では、授業計画を調整するため、出席者の意見、考えを積極
的に求める。

アフリカの基本的な地理について、
復習しておくこと。（90分）

提示資料、配布資料、授業内容を整
理し、自分の意見・考えを書き下す
こと。（６０分）

2

サブサハラアフリカの歴史とアパルトヘイト
特に南部アフリカの歴史について概説する。
奴隷貿易や人種差別、紛争等のアフリカの悲しい歴史を理解す
る。

アフリカの基本的な地理を確認する
ため、ミニテストを行います。
主要な国に関する地理について、復
習しておくこと。（90分）

提示資料、配布資料、授業内容を整
理し、自分の意見・考えを書き下す
こと。（６０分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし。

課題に対する
フィードバック

の方法

授業で説明した直近の内容を確認するために、授業中にミニレポートの作成を求めることがある。
各種レポート課題を評価し、コメントを行う。
また、アフリカの基本的な知識（地理等）を確認するため、ミニテストを実施する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

この授業では、以下に掲げる項目を目標とする。
・アフリカの言語、政治、経済、社会、文化等の教養を身につけ、論理的に説明できる。
・アフリカ諸国が抱える様々な基本的な課題を分析することができる。
・アフリカにおける基本的な課題の議論に参加できる。

授業の方法

授業で取り上げるテーマについて事前に調べ、予習すること。
授業後、授業の内容を整理し、自分の考えも交えて内容をまとめる。
授業内容を理解できたのか、授業後レポートの作成を求め、評価する。

ＩＣＴ活用 PC、タブレット等を使用し、スライド、動画を多く使用する。

後期

教員氏名 吉田　勉幸

授業の位置づけ

ディプロマ・ポリシー北海道、日本及び世界諸地域の課題とその分析や解決を考えることのできる、世界諸地域の言語、政治、経済、社
会、文化等の国際教養を身につけている。（知識・技能） と関連の深い科目である。

授業の概要

この授業では、単にアフリカの文化や経済等を学ぶだけではなく、アフリカ社会（貧困層）と日本社会（先進国社会）とを対比させる事
で、人間本来の幸せ・豊かさとは何か？まで掘り下げて考える事を特徴としている。
アフリカ諸国が抱える様々な問題を取り上げ、分析や解決方法を学ぶ事を始め、言語文化やサブカルチャー、自然環境、食料事情、観光産
業についても学ぶ。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

11175021 アフリカ地域論 2816 2 2
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履修条件・留意
事項等


日々、新聞を読むことが望ましい。

備考欄

その他

0 アフリカでボランティア経験がある場合、授業中にその活動報告を行うと、最大30％加点される可能があ
る。

教科書 新聞等

参考文献

大学生のためのレポート・論文術／小笠原 喜康／ 講談社
その他、授業中に適宜提示する。

定期試験 0 行わない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 授業参加の積極性20％、課題提出状況40％、レポートテスト20％、ミニテスト20％

15

「アフリカと日本」の未来
今後のアフリカの経済発展は、どこまで拡大するのか？アフリカ
の未来について展望し、学生達の将来との関わりについて考え
る。
学生達が自由に意見を述べ、議論をする。

これまでの授業内容をまとめ、最終
レポートに備える。（60分）

最終レポートの内容を見直し、最終
レポートを完成させる。（120分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

アフリカ諸国と中国
アフリカで存在感を強めている中国と、アフリカ諸国との関係つ
いて概説する。
アフリカにおける「一帯一路」構想や中国からの援助について学
ぶ。

事前にレポート課題があれば作成
し、テーマに沿った内容の資料を自
分なりに探し、整理する。（120
分）

提示資料、配布資料、授業内容を整
理し、自分の意見・考えを書き下す
こと。（６０分）

14

北海道で見るアフリカ・日本人から見るアフリカ
北海道とアフリカの関係と、日本とアフリカ諸国との関係につい
て再度整理し、アフリカ諸国の重要性について、再度学ぶ。
これまで学んできた内容をまとめ、アフリカについて学生達が自
由に意見を述べる授業とする。

これまでの授業内容をまとめ、最終
レポートに備える。（120分）

まとめた内容を吟味し、再考する。
（60分）

11

ジンバブエの飢餓〜国連から食料援助を受けていたジンバブエ人
は本当に飢えていたのか？〜
ジンバブエにおける国連からの食料援助の実態と栄養不足の真実
について学ぶ。

事前にレポート課題があれば作成
し、テーマに沿った内容の資料を自
分なりに探し、整理する。（120
分）

提示資料、配布資料、授業内容を整
理し、自分の意見・考えを書き下す
こと。（６０分）

12

アフリカの環境問題
アフリカにおける、自然環境の変化（干ばつの増加やキリマン
ジャロの氷河が減る等）から、自然破壊や環境汚染（ゴミ問題や
土壌汚染など）を学び、様々な要因について理解する。

事前にレポート課題があれば作成
し、テーマに沿った内容の資料を自
分なりに探し、整理する。（120
分）

提示資料、配布資料、授業内容を整
理し、自分の意見・考えを書き下す
こと。（６０分）

9

アフリカにある日本社会
実はアフリカには数多くの日系企業が進出している。アフリカで
働く日本人とアフリカの日系企業、その日本人社会について学
ぶ。

事前にレポート課題があれば作成
し、テーマに沿った内容の資料を自
分なりに探し、整理する。（120
分）

提示資料、配布資料、授業内容を整
理し、自分の意見・考えを書き下す
こと。（６０分）

10

アフリカン・タイムとアフリカの経済発展
アフリカ人は時間にルーズと言われる。その原因を分析し、日本
人の仕事観と比較して、アフリカの経済発展について考える。ま
た、アフリカ人に多い仕事観について学ぶ。

事前にレポート課題があれば作成
し、テーマに沿った内容の資料を自
分なりに探し、整理する。（120
分）

提示資料、配布資料、授業内容を整
理し、自分の意見・考えを書き下す
こと。（６０分）

8

アフリカの観光産業
アフリカの観光は、動物や自然を見るだけではない。日本ではあ
まり知られていないアフリカの観光（体験型や学習型等）につい
て学ぶ。

事前にレポート課題があれば作成
し、テーマに沿った内容の資料を自
分なりに探し、整理する。（120
分）

提示資料、配布資料、授業内容を整
理し、自分の意見・考えを書き下す
こと。（６０分）
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5

・ルネサンス〜イスラムとの交流と再発見のプロセス
ヨーロッパ文化の一つの特徴として、外部世界の文化の接触や影
響を精力的に飲み込み、自分の文化に取り入れて活力とする雑種
性が挙げられる。ルネサンスは、十字軍などのイスラムとの交流
の中から、異文化の中に自文化の起源を発見する過程として、そ
の後のヨーロッパ文化を花開かせる大きな起点となる。そのダイ
ナミズムを追う。

レポート課題など指定された課題を
行うこと。（９０分）

配布プリントと講義の内容をノート
などで復習すること。（９０分）

3

・古代ローマ～「ヨーロッパ」の範囲の原型としての
イギリス産業革命までその文明の水準にヨーロッパが及ぶことが
なかった古代ローマは、のちのEUにまでつながる広域ヨーロッパ
の一つの原型である。その古代ローマの技術、社会、文化、宗教
の変遷などから、今日に至るその版図に共通する文化を「古代
ローマの跡地としてのヨーロッパ」をキーワードに解説する。

レポート課題など指定された課題を
行うこと。（９０分）

配布プリントと講義の内容をノート
などで復習すること。（９０分）

4

＜第２部　中世ヨーロッパ・ルネッサンス＞
・中世ヨーロッパ〜帝国が滅びた後に残る文化圏域としての
西ローマ帝国が滅亡した後も、ローマ帝国の国教であったキリス
ト教はこの地域の文化と社会の支柱として、ヨーロッパを覆うも
のとして残っていく。暗黒時代ともいわれる中世ヨーロッパの世
界観について、各分野の特徴から迫っていく。

レポート課題など指定された課題を
行うこと。（９０分）

配布プリントと講義の内容をノート
などで復習すること。（９０分）

1

・導入～「ヨーロッパとは何か？」
ヨーロッパという概念の強力さと曖昧さに私たちはあまり真正面
から向き合ったことがない。明らかに近代世界の意味の中心の一
つであるヨーロッパとは通史的にどのような存在であったのか。
また経済的に縮小する現在のヨーロッパが文化や国際社会で果た
している役割について外観する。

シラバスを良く読み自分の問題意識
を整理すること。自分の関心事のプ
レゼンの準備（90分）

配布プリントと講義の内容をノート
などで復習すること。（９０分）

2

＜第１部　古代ギリシア・ローマ＞
・古代ギリシア～ヨーロッパ思想の起源
古代ローマや中世イスラーム世界にも大きな影響を与えた古代ギ
リシア世界の思想・哲学は、今日の世界においても知の大きな一
角を占めるものである。ソクラテス、プラトン、アリストテレス
を始めとした現代の学問にもつながる、古代ギリシア世界の思想
と科学の系譜を俯瞰する。

レポート課題など指定された課題を
行うこと。（９０分）

配布プリントと講義の内容をノート
などで復習すること。（９０分）

実務経験のある
教員の教育内容

なし

課題に対する
フィードバック

の方法

代表的なレポート課題や小論文などを抽出し、それらについてコメント・講評などを行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

ヨーロッパの地域文化の特徴について具体的事例を挙げて説明することができる。ヨーロッパの文化の全体的共通性と各国や各地域の違い
について、具体的かつ抽象的に論じることができるようになる。

授業の方法

印刷配布物や視聴覚資料を用いて講義形式で進める。
授業で得た知識や自分で調べた情報をもとに、自らの考えをまとめるレポートを書かせる。
授業全体の理解度、応用力、独自の考えが生まれたのかを小論文で確かめ、そのフィードバックを行う。

ＩＣＴ活用

ヨーロッパ地域文化に関連する国家や機関、NGOなどのホームページ、動画等。動画等の視聴による自主学習支援。

後期

教員氏名 渡部　淳

授業の位置づけ

北海道、日本及び世界諸地域の課題とその分析や解決を考えることのできる、世界諸地域の言語、政治、経済、社会、文化等の国際教養を
身につけるための科目である。グローバル社会の中で、世界の人々と共生・協働することを可能とする国際性や共感性を備えるための科目
である。

授業の概要

この授業は、近代世界において重要な役割を果たしたヨーロッパ地域の社会と文化の特色について学習する。近代の思想や制度の重要な柱
であるヨーロッパの社会と文化について学ぶことは、現代の私たちが寄って立つ国家や社会の考え方が、どのような背景から生まれてきた
のかをりかいすることでもある。北海道とも経済的な結びつきを強めているヨーロッパ地域の特徴について、ヨーロッパ全体と各国につい
て具体的に学ぶ。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

111760A1 ヨーロッパ地域論/地域研究Ⅳ 2818 2 2
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15

・まとめ～「ヨーロッパと世界」
学生の皆さんから出された、いろいろな形のヨーロッパ文化論か
ら、私たちがヨーロッパをどう見ているのか、そして世界とのつ
ながりをどのように感じているのか、一緒に考え議論しながら授
業のまとめを行う。

自分の小論文をこれまでの授業内容
から自分なりに評価してみること。
（９０分）

フィードバックを参考に自分なりに
この授業で得た知識を考えをまとめ
ておくこと。（９０分）

13

・北欧の文化
教育、福祉など豊かな生活が注目される北欧。その背景にある激
しい歴史と厳しい自然環境は、意外と知られることがない。税金
が重く、国民が幸せなこの地域に共通する社会哲学や文化とは何
か。人間がより人間らしく、人間が幸せになるためのヒントを北
欧の人々の思想と実践を学ぶ。

レポート課題など指定された課題を
行うこと。（９０分）

配布プリントと講義の内容をノート
などで復習すること。（９０分）

14

＜第３部　あなたのヨーロッパ地域文化論＞
・小論文による理解度と応用力の確認　
ヨーロッパ地域文化の特定の時代や場所が他より重要ということ
はありません。ヨーロッパのどこに焦点を合わせ、どう考えるか
は一人ひとりの自由です。小論文でヨーロッパ地域文化から何を
学んだか、考えたのか書く。

これまでの全ての授業の内容とそれ
に対する考えを自分なりに整理して
おくこと。（９０分）

小論文の内容について振り返り思っ
たように書けたのか検証する。（９
０分）

11

・ドイツ
法律や医学の分野で日本も大きな影響を受けたドイツ。プロイセ
ン、ワイマール、ナチスそして現代ドイツと目まぐるしく変遷す
る近代以降のドイツ社会の特徴は何か。また、ドイツ的なるもの
を定義するものとは何か。私たちとも、そして英語とも関係が深
いドイツ文化について、各分野の事例を引きながら考察する。

レポート課題など指定された課題を
行うこと。（９０分）

配布プリントと講義の内容をノート
などで復習すること。（９０分）

12

・イギリス
産業革命が始まった地として、日本の近代化に大きな影響を与え
たイギリス。連合王国として様々な言葉や文化を融合させながら
７つの海を支配した大英帝国を築き上げた、小さな島の文化的な
多様性とは何か。世界最古の議会制民主主義の国の知っているよ
うで知らない奥深さを、その伝統と革新から考察する。

レポート課題など指定された課題を
行うこと。（９０分）

配布プリントと講義の内容をノート
などで復習すること。（９０分）

9

・スペイン・ポルトガル
かつて世界を二分した海洋大国のポルトガルとスペイン。戦国時
代から江戸時代にかけては、この両国の言葉が世界共通語の役割
を果たすほどであった。海に囲まれた二つの国と日本との繋がり
は多く、食文化や音楽など幅広い分野において共通点も多い。イ
ベリア半島の文化と社会を考察する。

レポート課題など指定された課題を
行うこと。（９０分）

配布プリントと講義の内容をノート
などで復習すること。（９０分）

10

・フランス〜近代化の共通語
近代国家として、官僚制や常備軍などを整え、近代以降のドイツ
語や英語などに様々な語を提供したフランス語。最先端のファン
ションや食が彩るパリから、美しい田舎の数々まで、フランス的
なるものとは何か、その魅力と特徴について学ぶ。

レポート課題など指定された課題を
行うこと。（９０分）

配布プリントと講義の内容をノート
などで復習すること。（９０分）

7

・ヨーロッパ芸術に見る南から北への流れ
古代から中世、そしてルネサンスまで長い間アルプス山脈はヨー
ロッパの文化と文明を分ける大きな地理的境界線であった。ヨー
ロッパの芸術が、北から南への憧れで生成してきた側面、また南
が芸術の発展について大きな原動力になってきた様子を具体的な
事例を挙げながら解説する。

レポート課題など指定された課題を
行うこと。（９０分）

配布プリントと講義の内容をノート
などで復習すること。（９０分）

8

＜第3部　現代ヨーロッパの各国文化＞
・イタリア
かつてローマ帝国の中心だったイタリア。その帝国時代から続く
人々や文化の交差点としての役割は、古くてそして新しいイタリ
アの魅力として、今日も変わることなく息づいている。難民や移
民にも比較的寛容と言われるイタリア人気質の根本に各分野の事
例から迫る。

レポート課題など指定された課題を
行うこと。（９０分）

配布プリントと講義の内容をノート
などで復習すること。（９０分）

6

・プロテスタンティズムと資本主義の発生
イスラムとの交流とならんで、ヨーロッパにインパクトを与えた
ものとしてモンゴルの侵攻が挙げられる。ペストの拡大や、神や
教会、身分制の失墜は大きな社会変化としての宗教改革を巻き起
こす。そして、プロテスタンティズムは今日の資本主義につなが
る思想と行動を内包していることに、ウェーバーを手がかりに接
近する。

レポート課題など指定された課題を
行うこと。（９０分）

配布プリントと講義の内容をノート
などで復習すること。（９０分）
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履修条件・留意
事項等

ヨーロッパ地域の社会や文化にさまざまな形で興味関心を持つ学生を歓迎します。

備考欄

その他 0 なし

教科書 なし

参考文献 授業中に適宜提示。

定期試験 0 定期試験は行わない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 授業参加の積極性20%　課題提出状況50%　小論文形式のテスト30%

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容
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9

After taking quiz with vocabulary and writing (Quiz 2) 
students will look into Summer Heat  , and the cultural 
Rural vs. Urban divide, and its political implications in 
America

Prep next lesson. Practice 
dialog, answer questions, study 
new vocab 90 min.

 Review dialogs, grammar and 
vocab 90min

10

Watch a video, practice the dialog, and look at Memorial 
Day's historical applications

Prep next lesson. Practice 
dialog, answer questions, study 
new vocab 90 min.

 Review dialogs, grammar and 
vocab 90min

7

Students will practice a dialog about activities in the 
Spring, as well as looking at some trends in make up, 
beauty, fashion

Prep next lesson. Practice 
dialog, answer questions, study 
new vocab 90 min.

 Review dialogs, grammar and 
vocab 90min

8

Students will look at the origin and practices of April 
Fool’s day, as well as America's legal gambling, and 
learn how to play one or two games

Prep next lesson. Practice 
dialog, answer questions, study 
new vocab 90 min.

Prepare for quiz!!

5

(quiz 1)  Will cover vocabulary and themes (to be written 
about in an essay) . And then we will look at American 
Spring and Spring Holidays

Prep next lesson. Practice 
dialog, answer questions, study 
new vocab 90 min.

b. Review dialogs, grammar and 
vocab 90min

6

students will learn about American Drinking and drug 
culture, St. Patrick’s day , and various laws that could 
affect them while abroad.

Prep next lesson. Practice 
dialog, answer questions, study 
new vocab 90 min.

 Review dialogs, grammar and 
vocab 90min

3

Students will see how various culture groups within the US 
approach the intercultural Holidays of the New Year

Prep next lesson. Practice 
dialog, answer questions, study 
new vocab 90 min.

b. Review dialogs, grammar and 
vocab 90min

4

Students will look at  Dating Culture and typical Couples 
activities and practices in US, with focus on Valentine’s 
Day

Prep next lesson. Practice 
dialog, answer questions, study 
new vocab 90 min.

quiz review!

1

Class introduction. Rules. Expecations. Syllabus. Topic 1: 
Snow activities Learn about traditional winter cultural 
events and activities. Compare with Japan.

Prep next lesson. Practice 
dialog, answer questions, study 
new vocab 90 min.

b. Review dialogs, grammar and 
vocab 90min

2

History and culture of Christmas . Students will look at 
Christmas cultural trends and family value issues.

Prep next lesson. Practice 
dialog, answer questions, study 
new vocab 90 min.

b. Review dialogs, grammar and 
vocab 90min

実務経験のある
教員の教育内容

Not part of teacher training curriculum. However, this class will improve knowledge of American culture, English language, 
and colloquial usage, so useful for teachers in training.

課題に対する
フィードバック

の方法

Students will receive daily oral feedback during class time, plus graded quizzes and tests, and written responses to 
presentations.

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

Students will improve vocabulary, pronunciation, and fluency while learning to communicate in a more natural, conversational 
way about North American holidays, seasonal activities, food, and general culture.

授業の方法

We will use a textbook with short readings and numerous dialogs. Students will practice dialogs in pairs, with a focus on 
natural rhythms and intonation. Students will be expected to speak out and give opinions, do pair-work and group activities, 
as well as sharing their own “favorite” aspects (media, music, etc) of N. American culture

ＩＣＴ活用

   There will be regular media examples (TV, movie clips, Youtube, etc). Students can interact digitally while working on 
projects.

後期

教員氏名 Walzem Allen George

授業の位置づけ

Any listening, reading, or speaking skills learned in other courses will be useful for this course. Similarly, taking this 
course will strengthen all of your English skills for other language courses.


授業の概要

この授業は、日本と結びつきの強いアメリカ合衆国、北海道と気候風土が似ているカナダのある、北米地域の社会や文化について基礎的な
理解を得ることを目標とする。全世界に影響を当たるポップカルチャーなどの震源地である北米は、理解しているようで意外と知らないこ
とが多い地域でもある。知っているようで知らない北米地域の特徴について、具体的事例を取り上げながら学ぶ。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

111770A1 北米地域論/地域研究Ⅱ 1810 2 1

- 102 -



北海道文教大学　2022年度　国際教養学科　シラバス 2022/04/01

履修条件・留意
事項等

Please be ready, with your textbook, notebook, and pen at the beginning of each class!

備考欄

その他 20% Presentations

教科書

Celebrate the American Way: A Fun ESL Guide to English Language & Culture in the U.S. (Book + Audio) (English as a Second 
Language Series) Paperback – September 18, 2015
by Sheila MacKechnie Murtha M.A. (Author), Jane Airey O'Connor
ISBN-10 : 0738611948
ISBN-13 : 978-0738611945

参考文献 A good bilingual dictionary is recommended

定期試験 0

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

80% attendance and participation 30%

tests and quizzes 50%

15 Thanks Giving and Final Exam Course Consolidation Reflect.

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

(Quiz 3)--vocab and short essay.  Back to School- Us 
Education system.     Video. A reading for pronunciation 
practice.

Prep next lesson. Practice 
dialog, answer questions, study 
new vocab 90 min.

 Review dialogs, grammar and 
vocab 90min

14

Columbus Day and Halloween   , Indigenous peoples, the 
huge impact of Latin-American Culture

Prep next lesson. Practice 
dialog, answer questions, study 
new vocab 90 min.

Prepare for final!!!!

11

Politics. Students will read from recent news articles, 
talk in groups about Independence Day, Government, US vs 
Japanese views

Prep next lesson. Practice 
dialog, answer questions, study 
new vocab 90 min.

 Review dialogs, grammar and 
vocab 90min

12

Students will present about differences in Weddings, and 
family interactions in US and Japan

Prep next lesson. Practice 
dialog, answer questions, study 
new vocab 90 min.

Prepare for quiz!!!
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5

[未定・小山田]
〇自分について考える
・将来の理想の自分について考える
⇒なんのために働くのかを整理し、将来の自分について、なりた
い自分について、具体的に言葉にして考えていく

自分が行いたい仕事、行いたくない
仕事、どちらでもない仕事について
徹底的に考えまとめていくこと。ま
た、その仕事が行いたい、行いたく
ない、どちらでもない理由も書き出
しておくこと(90分)

授業内容を復習しまとめておくこと
（90分）

6

[未定・小山田]
〇自分について考える
・自己PRについて考える
⇒自分の魅力を印象的に表現し、自分を売り込むための効果的な
方法を考えていく

前回の授業で伝えた事前課題に取り
組むこと(90分)

授業内容を復習しまとめておくこと
（90分）

3

[未定・小山田]
〇自分について知る
・これまでの人生を振り返る
＊ワークシートを使って
⇒過去に自分が行ってきたことを理解する

両親や祖父母から、これまでの人生
について聞き、整理してまとめてみ
ること(90分)

授業内容を復習しまとめておくこと
（90分）

4

[未定・小山田]
〇自分について知る
・自分の強みや弱み、自分の機会や脅威は
⇒フレームワークを使った自己分析で、自己を把握する

「SWOT分析」について調べまとめて
おくこと　(90分)

授業内容を復習しまとめておくこと
（90分）

1

[未定・小山田]
〇オリエンテーション（授業の進め方）
この講義における授業の進め方・評価の方法・習得できる内容が
理解できるようになる

これまでの人生について振り返り、
行ってきたことをまとめておくこと
〈90分)


授業内容を復習しまとめておくこと
（90分）

2

[未定・小山田]
〇他者について知る
・クラスの仲間について
→アイスブレイク
→グループワーク
＊グループ内での自己紹介（事前課題を使って）
⇒他者を知り、多様な価値を受け止める）
〇コミュニケーションについて考える
→コミュニケーションとは？
⇒相手の立場になって物事を考えられるようになる

配布の資料を読んでおくこと(90分) 授業内容を復習しまとめておくこと
（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

観光や広告業界で約20年間の実務経験があり、ビジネス実務についての幅広い知識を有している。この経験を活かして、学術的な視点だけ
でなく、ビジネスの場における実践的内容の指導も行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

各回に、全体での振り返り、グループでの振り返り、グーグルクラスルームなどでの振り返りなどを行う。　

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

１．他者について、表面的なことだけでなく内面的なことも理解し、配慮や協調を持って接することができるようになる。、
２．自分についての強みや弱みを把握し、説明ができるようになる。
３．置かれている状況の機会や脅威を予測し、仮説を立てて行動ができるようになる。
４．自分の社会人・職業人としての具体的な方向性をイメージし、それに向けた目標を立てて行動をすることができるようになる。

授業の方法

パワーポイントと配布資料などを使用し講義を進める。また、授業ごとに編成するチームでのグループワークやプレゼンテーションなども
行っていく。

ＩＣＴ活用 Google classroomを活用し、事前事後の報告・連絡や、課題の出題・回収等を行う。

前期

教員氏名 小山田　健、未定

授業の位置づけ

「キャリア」とは、「人が、生涯の中で様々な役割を果たす過程で、自らの役割の価値や自分と役割との関係を見いだしていく連なりや積
み重ね」と定義される。この授業では私たちが社会生活をしていく上で、生涯を通した「キャリア形成」や「キャリア発達」が重要になる
ことに鑑み、入門のキャリア教育を行う。そのことで、グローバル社会の中で、世界の人々と共生・協働することを可能とする国際性や柔
軟で前向きなコミュニケーション能力を備える。

授業の概要

この授業は、自己のキャリアを考察するにあたり、スタート地点となるべき授業である。世の中にどのような仕事があり、先人がどのよう
にして道を切り開いてきたのかを考える。自分のやりたいこと、目指したい目標を見つけるきっかけになることを目指した授業である。
キャリアプランを考える際に重要な２つの視点は、自分を知ることと、相手（仕事や会社）を知ることである。自分がどのような仕事を 
したいと望むのか、そして、その仕事を遂行するための資質とは何かを探ることで自分を知ることができる。また、そのような仕事が実際 
に存在するのか、そしてどのようにしたら、その仕事に就けるのかを考えることが、相手を知ることである。ここでは、この２ 点を理解
するための授業を展開する。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

112250A1 キャリア入門 1132 2 1
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履修条件・留意
事項等

授業は、グループワークを中心に構成しているため、遅刻は原則欠席扱いとする。ただし、本学の規定に沿った理由で遅刻となる場合は、
用紙などを添えて提出すれば出席とする。詳細はオリエンテーション時に報告する。

備考欄

その他

60 最終レポート（これまでの授業の理解度を確認。レポートのテーマについては、最終授業日に伝える）

教科書 なし。

参考文献 授業ごとに紹介していく。

定期試験 0 実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

40 準備学習の状況、授業態度、授業意欲、グループディスカッション、各授業内でのレポート、プレゼン
テーション、事後学習の状況

15

[未定・小山田]
これまでの講義の振り返りと最終レポート
→チーム編成をして、これまでの振り返りのためのディスカッ
ションと発表を行う
→最終レポート提出

前回の授業で伝えた事前課題に取り
組むこと(90分)

授業内容を復習しまとめておくこと
（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

[未定・小山田]
〇社会で必要な能力を知る
・個人面接を体験する
⇒面接のために必要な準備を把握する

前回の授業で伝えた事前課題に取り
組むこと(90分)

授業内容を復習しまとめておくこと
（90分）

14

[未定・小山田]
〇仕事や会社を知る
・各種業界について
・企業組織の基本図
・企業分析ノート作成事例について

前回の授業で伝えた事前課題に取り
組むこと(90分)

授業内容を復習しまとめておくこと
（90分）

11

[未定・小山田]
〇社会で必要な能力を知る
・履歴書の正しい書き方について
⇒履歴書を作成し、これからの学外授業（インターンシップやニ
セコ国際研修）に備える能力を養う

前回の授業で伝えた事前課題に取り
組むこと(90分)

授業内容を復習しまとめておくこと
（90分）

12

[未定・小山田]
〇社会で必要な能力を知る
・集団面接を体験する
⇒面接のために必要な準備を把握する

前回の授業で伝えた事前課題に取り
組むこと(90分)

授業内容を復習しまとめておくこと
（90分）

9

[未定・小山田]
〇社会で必要な能力を知る
⇒人生１００年時代において、必要な能力を知る

〇他者について知る
⇒自分が尊敬する、または気になる人の人生について調べてみる

前回の授業で伝えた事前課題に取り
組むこと(90分)

授業内容を復習しまとめておくこと
（90分）

10

[未定・小山田]
〇社会で必要な能力を知る
⇒基礎的なマナーやルールについて理解する。
・身だしなみ、服装、敬語、メールの出し方など

〇他者について知る
⇒社会で必要なマナーやルールについてグループで考え他者の考
えを知る

前回の授業で伝えた事前課題に取り
組むこと(90分)

授業内容を復習しまとめておくこと
（90分）

7

[未定・小山田]
〇社会で必要な能力を知る
⇒社会人基礎力について把握する
⇒自分にそなわっている社会人基礎力を分析する
→チームで働く力を身につける
（グループで考えていく）

前回の授業で伝えた事前課題に取り
組むこと(90分)

授業内容を復習しまとめておくこと
（90分）

8

[未定・小山田]
〇社会で必要な能力を知る
⇒グループワークをとおし、考え抜く力、前に進む力を身につけ
ていく

前回の授業で伝えた事前課題に取り
組むこと(90分)

授業内容を復習しまとめておくこと
（90分）
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5

【データサイエンスの手法と応用事例１】　データサイエンスで
用いられるいくつかの手法（回帰、決定木分析）とそれらのマー
ケティングへの応用事例を学ぶ。表計算ソフトを用いて実際に回
帰分析を行う。

教科書の第3章3.2.1、3.2.2、
3.6.1、第5章5.1.1、5.1.3を読んで
おく(90分)。

授業に関連する教科書の範囲と提示
資料を復習し宿題を行う。(90分)

6

【データサイエンスの手法と応用事例２】　データサイエンスで
用いられるいくつかの手法（クロス集計、クラスタリング、アソ
シエーション分析）とそれらのマーケティングへの応用事例を学
ぶ。

教科書の第3章3.1、3.4、3.5、第5
章5.1.2、5.1.4、5.1.7を読んでお
く(90分)。

授業に関連する教科書の範囲と提示
資料を復習し宿題を行う。(90分)

3

【データリテラシー・実データの特徴を調べる】　データ分析全
体の流れを理解したのち、RESAS, e-Stat等を利用してインター
ネットからデータを取得する方法を習得する。さらに表計算ソフ
トを用いてデータの可視化や基本統計量を確認しデータの特徴を
調べる方法を修得する。

教科書の第1章1.3.5、第2章2.1、第
４章4.1.1～4.1.3を読んでおく(90
分)。

授業に関連する教科書の範囲と提示
資料を復習し宿題を行う。(90分)

4

【データリテラシー・２変数の間の関係を調べる】　２変数の
データの間の関係を調べる方法を学ぶ。そのために、表計算ソフ
トを用いた散布図の作成方法を修得し、散布図からわかること、
相関と因果関係について学ぶ。

教科書の第2章2.2.1～2.2.3、
2.4.1、第４章4.1.4を読んでおく
(90分)。

授業に関連する教科書の範囲と提示
資料を復習し宿題を行う。(90分)

1

【データサイエンスの概要】　ICT(情報通信技術)の進歩にとも
なうサイバー空間の創出、ビッグデータの特性（３つのV）、IoT
について理解する。また、サイバー空間の発展およびＡＩ (人工
知能)の発達によってもたらされる未来社会のコンセプトである
Society 5.0をイメージできるようにする。また、Society 5.0を
築くために必要なデータサイエンスの概略を理解する。

教科書の第1章1.1, 1.3.1～1.3.3を
読んでおく。また、「Society 
5.0」について調べておく(90分)。

授業に関連する教科書の範囲と提示
資料を復習し宿題を行う。(90分)

2

【ＡＩとは、社会におけるＡＩの利活用】　ＡＩ（Artificial 
Intelligence：人口知能）とはなにかを理解する。また、ＡＩテ
キストマイニング、ＡＩ翻訳などを使用することによりＡＩ技術
の有用性やその限界を体験する。さらにAIの利活用の事例を調べ
社会におけるAIの有用性を理解する。

教科書の第1章1.1.3、第3章3.8.5を
読んでおく(90分)。

授業に関連する教科書の範囲と提示
資料を復習し宿題を行う。(90分)

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

フィードバックとして宿題の正解を表示するとともに、宿題と同時に提出された質問事項に答える。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

数理・データサイエンス・ＡＩが、現在進行中の社会変化に深く寄与し、生活に影響を与えていることを説明できる。
数理・データサイエンス・ＡＩが日常生活や社会の課題を解決するうえで有用であると同時に限界もあることについて説明できる。
数理・データサイエンス・ＡＩが適用されることにより様々な領域であらたな価値がうみだされている実例をあげることができる。
数理・データサイエンス・ＡＩを活用するあたって留意すべき事（ELSI、個人情報保護、データを扱う上での倫理）について説明できる。
実際のデータが与えられたとき、そのデータの全体像をよみとり、その特徴を可視化して説明することができる。

授業の方法

パワーポイント等を用いて講義形式ですすめる。一部のテーマについてはディスカッションを取り入れて学習を行う（第１４回、第１５
回）。
データ処理においてはパソコンを用いた演習を行う（第３回～第５回、第１０回～第１３回）。

ＩＣＴ活用

Google Formのテスト作成機能を用いて、宿題を出題する（全１５回）。パソコンを用いた演習を行う（第３回～第５回、第１０回～第１
３回）。Google Formのアンケート作成機能を用いて、提出されたＡＩの企画を共有する（第９回）。掲示板アプリを用いて意見を出し合
う（第１４回、第１５回）。

後期

教員氏名 松岡　審爾

授業の位置づけ

社会人基礎力として数理・データサイエンス・ＡＩを理解する力を養うための科目である。また、国際教養学科と国際コミュニケーション
学科のディプロマ・ポリシー「北海道、日本及び世界諸地域の課題に対応できる情報処理や分析の能力、論理的・批判的な思考や判断をす
る能力を身につけている。（思考・判断・表現）」と特に関係がある科目である。

授業の概要

この授業は、現代の現代社会の情報化およびグローバル化によるICTの役割や影響を理解し、かつ、それらを活用しながら、主体的に対応
できる能力と態度を育てることを目標とする。授業では、ICTがもたらした世界への影響と、情報化世界への適切な対応に必要な技術、倫
理についての必要な知識の修得を目標とする。さらに発展したパソコンの能力及び情報活用能力を身に付けることを最終目標とする。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

112260A1 ICTリテラシー 1160 2 1
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その他 0 なし

教科書 データサイエンス入門 第２版／竹村彰通他／学術図書出版社

定期試験 0 なし

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 宿題の提出と授業内における提出ファイルにより評価する。

15

【データ・ＡＩ利活用における留意事項２】　ＡＩに関する様々
な社会的課題（ＡＩにより人間が支配される可能性、人間の仕事
の激減、ＡＩによるトラブルと責任の所在(悪用・誤用、安全
性)、ＡＩの創作物に対する著作権）について学ぶ。

教科書の第1章1.2.6を読んでおくと
ともに、ＡＩが普及することによっ
てどのような負の側面があるかを調
べておく(90分)。

授業で行った全範囲について復習し
ておく。(90分)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

【ニューラルネットワークを体験する】　A Neural Network 
Playgroundを用いてニューラルネットワークにおける隠れ層の意
味、活性化関数、過学習と正則化、ハイパーパラメータについて
学習する。また、ニューラルネットワークをPythonで実装しデー
タの分類を体験する。さらに、ディープラーニングを用いた画像
認識の概略について理解する。

教科書の第3章3.7.1を読んでおく
(90分)。

授業に関連する教科書の範囲と提示
資料を復習し宿題を行う。(90分)

14

【データ・ＡＩ利活用における留意事項１】　すべての科学・技
術に関する普遍的考え方であるELSI（Ethical：倫理的、Legal：
法的、Social Issues：社会的課題）について学ぶ。ＡＩ技術に
おけるELSIのもととして考えるべきＡＩ倫理のうち、プライバ
シーと個人情報、公平性・平等性とデータバイアス、透明性・説
明可能性について学習する。

教科書の第1章1.2.1、1.2.2、1.2.5
を読んでおく(90分)。

授業に関連する教科書の範囲と提示
資料を復習し宿題を行う。(90分)

11

【Pythonを用いたデータの処理】　Python言語を用いて、プログ
ラミングの基本のうち反復処理を体験する。また、Python言語に
おけるライブラリーの特徴を学ぶ。さらにGoogle Colaboratory
上のPythonを用いてExcel形式等のデータファイルの読み込み、
データの基本統計量の計算、Python用のMatplotlibというライブ
ラリーを用いたグラフの作成を体験する。

教科書の第2章2.4.4、第４章4.3.3
～4.3.5を読んでおく(90分)。

授業に関連する教科書の範囲と提示
資料を復習し宿題を行う。(90分)

12

【データの分類を行う機械学習の様々な手法】　プログラミング
言語であるPython用のscikit-learnというライブラリーを用いて
機械学習の様々な手法（データの分類を行うロジスティック回帰
分析、決定木分析、ランダムフォレストなどおよびデータのクラ
スタリングを行うk-means法）の特徴を理解し、それらの実装を
体験する。さらに機械学習で問題となる過学習について理解す
る。

教科書の第４章3.2.6と4.3.4を読ん
でおく(90分)。

授業に関連する教科書の範囲と提示
資料を復習し宿題を行う。(90分)

9

【会話系、実行系ＡＩの作り方、ＡＩの企画作成方法】　会話系
ＡＩ、実行系ＡＩの作り方の流れを概観する。ＡＩを活用した企
画の作成方法を理解し、ＡＩ活用事例をもとにした企画の作成を
行う。

ＡＩを利用すると改善がみこまれる
ことはなにかを考えておく（90
分）。

提示資料を復習し宿題を行う。(90
分)

10

【ＡＩ開発を行う道具・Python入門】Google Colaboratoryを用
いてプログラム言語であるPythonを実行する方法を習得する。ま
た、Python言語を用いて、プログラミングの基本のうち順次処
理、条件分岐を体験する。さらにＡＩの開発の道具がプログラミ
ングであることを理解する。

教科書の第４章4.3.2を読んでおく
(90分)。

授業に関連する教科書の範囲と提示
資料を復習し宿題を行う。(90分)

7

【ＡＩの構成要素、ＡＩの学習方式】　ＡＩに含まれる分析技術
である機械学習の学習方式の違い（教師あり、教師なし、強化学
習）を理解し、それらの代表的な手法を概観する。また、機械学
習の中で最近発展を遂げたニューラルネットワーク、ディープ
ラーニングの概略を学ぶ。さらに機械学習における結果の検証方
法を習得する。

教科書の第3章3.8.1～3.8.4を読ん
でおく(90分)。

授業に関連する教科書の範囲と提示
資料を復習し宿題を行う。(90分)

8

【ＡＩの活用タイプと識別系、予測系ＡＩの作り方】　ＡＩの活
用タイプの違い（識別系、予測系、会話系、実行系）を学ぶ。こ
れらのうち予測系ＡＩの作り方の流れを概観し、この流れの中で
重要なＡＩモデルの精度検証方法を習得する。また、識別系ＡＩ
の作り方の流れを概観しアノテーションについて理解する。

ＡＩがどのような分野で活用されて
いるかを調べておく(90分)。

提示資料を復習し宿題を行う。(90
分)
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履修条件・留意
事項等

CL教室にてGoogleアカウントでログインができるようにID、パスワードがわかるようにしておいて下さい。

備考欄

参考文献

AIリテラシーの教科書／浅岡伴夫他／東京電機大学出版局
文系AI人材になる／野口竜司／東洋経済新報社
本橋洋介「人口知能システムのプロジェクトがわかる本／本橋洋介／翔泳社
Python３年生機械学習のしくみ／森巧尚／翔泳社
Q&A ＡＩの法務と倫理／古川直裕他／中央経済社
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11

＜インターンシップ／小山田・未定＞
企業、NPO等での就業体験実習

これまで取り組んできたことを整理
しておくこと（90分）

これまで取り組んだことを復習しま
とめておくこと（90分）

9

＜インターンシップ／小山田・未定＞
企業、NPO等での就業体験実習

これまで取り組んできたことを整理
しておくこと（90分）

これまで取り組んだことを復習しま
とめておくこと（90分）

10

＜インターンシップ／小山田・未定＞
企業、NPO等での就業体験実習

これまで取り組んできたことを整理
しておくこと（90分）

これまで取り組んだことを復習しま
とめておくこと（90分）

7

＜インターンシップ／小山田・未定＞
企業、NPO等での就業体験実習

これまで取り組んできたことを整理
しておくこと（90分）

これまで取り組んだことを復習しま
とめておくこと（90分）

8

＜インターンシップ／小山田・未定＞
企業、NPO等での就業体験実習

これまで取り組んできたことを整理
しておくこと（90分）

これまで取り組んだことを復習しま
とめておくこと（90分）

5

＜インターンシップ／小山田・未定＞
企業、ＮＰＯ等での修業体験実習

これまで取り組んできたことを整理
しておくこと（90分）

これまで取り組んだことを復習しま
とめておくこと（90分）

6

＜インターンシップ／小山田・未定＞
企業、NPO等での就業体験実習

これまで取り組んできたことを整理
しておくこと（90分）

これまで取り組んだことを復習しま
とめておくこと（90分）

3

＜企業研究／小山田・未定＞
インターンシップ先企業等の企業研究 
事前に希望先の受入先の内容を確認しておく事。

これまで取り組んできたことを整理
しておくこと（90分）

これまで取り組んだことを復習しま
とめておくこと（90分）

4

＜企業研究／小山田・未定＞
インターンシップ先企業等の企業研究 
事前に受入先の内容を確認しておく事。

これまで取り組んできたことを整理
しておくこと（90分）

これまで取り組んだことを復習しま
とめておくこと（90分）

1

＜ガイダンス／小山田・未定＞
これから学ぶこと、到達目標、講義方法、評価方法等について概
説する。　
※夏季休暇等を利用して集中的に実施する実習が主になることか
ら、ガイダンス等で配布する資料や掲示等に注意を払うこと。
なお、コロナ禍であるため、各内容については、間際で変更され
る場合もある。

インターンシップとは、何を学ぶた
めに行うのかを各自が考え調べてお
くこと（90分）

これまで取り組んだことを復習しま
とめておくこと（90分）

2

＜事前指導／小山田・未定＞
１．インターンシップ参加手続き、ビジネスマナー等について
２．インターンシップ先企業等の企業研究について

これまで取り組んできたことを整理
しておくこと（90分）

これまで取り組んだことを復習しま
とめておくこと（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

観光や広告業界で約20年間の実務経験があり、ビジネス実務についての幅広い知識を有している。この経験を活かして、学術的な視点だけ
でなく、ビジネスの場における実践的内容の指導も行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

受入先からの評価票を本人宛に配布するので今後のキャリア養成の参考とする事。必要に応じ個別に担当教員から別途の指導を行う事もあ
る。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

・就業の現場を知り、働くとはどういうことなのかが討議できるようになる。
・社会人として必要な責任感やビジネスマナーを実践をとおして身につける。
・自身に足りない力や強みを自覚し、今後の大学生活で身につける力や伸ばすべき力を把握し、目標を明確化する。
・プレゼンテーション能力を身につける。

授業の方法

「事前指導」「企業研究」「インターンシップ」「報告会」の４つの方式で行う。
「報告会」では、行ってきたことのプレゼンテーションと、複数のチームに分かれて、得てきた学びやスキルを共有するためのグループ
ディスカッションを行う。

ＩＣＴ活用 Google classroomを活用し、事前事後の報告・連絡や、課題の出題・回収等を行う。

後期

教員氏名 小山田　健、未定

授業の位置づけ

卒業後に殆どの皆さんが身を置くことになる企業・各種団体で実際の業務を研修し、企業・団体組織の仕組や規律、社会人としての心構え
を学ぶ為の授業である。また、学生同士の同質組織と様々な背景を持つ人々による異質組織がどのように運営され機能しているかをこの研
修で学び、来るべき職業人としての生活に飛び込む為の準備の授業でもある。そのことで、グローバル社会の中で、世界の人々と共生・協
働することを可能とする国際性や柔軟で前向きなコミュニケーション能力、世界と繋がるために地域社会を理解し、その活性化に向けて発
信できる国際感覚も身につけていく。

授業の概要

この授業は、卒業後に殆どの皆さんが身を置くことになる企業・各種団体で実際の業務を研修し、企業・団体組織の仕組や規律、社会人と
しての心構えを学ぶ為の授業である。
学生同士の同質組織と様々な背景を持つ人々による異質組織がどのように運営され機能しているかをこの研修で学び、来るべき職業人とし
ての生活に飛び込む為の準備の授業でもある。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

106390A1 インターンシップ（国際学部） 2420/1144 2 カリキュラムにより
異なります。
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履修条件・留意
事項等

〈履修条件〉各科目の単位が修得できている学生、インターンシップ参加企業の希望条件にあう学生など。〈留意事項等〉履修登録者へ、
インターンシップ参加企業の希望を伺う。その後、面談を行った後、インターンシップ先企業と協議して派遣する学生を決定する。＊詳細
は、後期オリエンテーションでお伝えする。 

備考欄

その他 20 各種届出書類の提出期限厳守も評価の対象とする。

教科書 なし

参考文献 なし

定期試験 0 実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

80 実習態度、実習日誌、実習報告書、報告会発表、受入先企業等からの評価などにより総合的に評価する。

15

＜報告会／小山田・未定＞
・インターンシップ報告会を実施
→各自、プレゼンテーション能力の向上に努めること
＊報告会については、学内に掲示板等で告知し、興味関心のある
学生に参加してもらう

・知識とスキルの共有
→複数のチームをつくり、グループワークを行う。プレゼンテー
ションでは聞け出せなかった細かな情報も共有し、各自の知識と
スキルを向上させること

これまで取り組んできたことを整理
しておくこと（90分）

これまで取り組んだことを復習しま
とめておくこと（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

＜インターンシップ／小山田・未定＞
企業、NPO等での就業体験実習

これまで取り組んできたことを整理
しておくこと（90分）

これまで取り組んだことを復習しま
とめておくこと（90分）

14

＜インターンシップ／小山田・未定＞
企業、NPO等での就業体験実習

これまで取り組んできたことを整理
しておくこと（90分）

これまで取り組んだことを復習しま
とめておくこと（90分）

12

＜インターンシップ／小山田・未定＞
企業、NPO等での就業体験実習

これまで取り組んできたことを整理
しておくこと（90分）

これまで取り組んだことを復習しま
とめておくこと（90分）
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7

PPTを用いた発表３（私のオススメ）
　前回の準備に基づいて履修者の1/3について行う。
1人5分以内。発表後、相互評価と自己評価を行う。

　発表者は発表準備をして臨む。観
察者は適切な相互評価が行えるよ
う、評価方法を理解して臨む。（90
分）

　次回発表者は発表準備を完了させ
る。発表終了者は相互評価を熟読し
自らの課題を明確化する。（90分）

8

PPTを用いた発表4（私のオススメ）
　前回の準備に基づいて履修者の残り半数について行う。1人5分
以内。発表後、相互評価と自己評価を行う。

　発表者は発表準備をして臨む。観
察者は適切な相互評価が行えるよ
う、評価方法を理解して臨む。（90
分）

　発表終了者は相互評価を熟読し自
らの課題を明確化する。（90分）

5

PPTを用いた発表１（私のオススメ）
　上記について説明する。説明の後、各自発表項目決定、スライ
ド作成や発表の準備を行う。（1人5分以内）発表後、相互評価と
自己評価を行う。

　PPTの操作方法を確認しておく。
他人にその素晴らしさを一番知って
ほしい物（事・場所・人）について
考えておく。（90分）

　PPTを用いた発表の準備を進め
る。（90分）　

6

PPTを用いた発表２（私のオススメ）
　前回の準備に基づいて履修者の1/3について行う。1人5分以
内。発表後、相互評価と自己評価を行う。

　自身の「お勧め」を明確化してお
く。（90分）

　スライド作成などの準備を進め
る。次回発表者は準備を完了させ
る。（90分）

3

スピーチ（自己紹介）実演１
前回の準備に基づいて履修者の半数について行う。1人3分以内。
発表後、相互評価と自己評価を行う。

　発表者は発表準備をして臨む。観
察者は適切な相互評価が行えるよ
う、評価方法を理解して臨む。（90
分）

　次回発表者は原稿作成や発表準備
をしておく。発表終了者は相互評価
を熟読し自らの課題を明確化する。
（90分）

4

スピーチ（自己紹介）実演２
　前回の準備に基づいて履修者の残り半数について行う。1人3分
以内。発表後、相互評価と自己評価を行う。

　発表者は発表準備をして臨む。観
察者は適切な相互評価が行えるよ
う、評価方法を理解して臨む。（90
分）

発表終了者は相互評価を熟読し自ら
の課題を明確化する。（90分）

1

オリエンテーション
　コミュニケーション能力の大切さを認識する。
教材提示（配信）、授業の進め方を説明する。
社会で高評価を得ているプレゼンテーションや日本の伝統話芸を
鑑賞して自身の今後に資する。

上記の学修内容を確認しておく。
（90分）

配信教材を印刷し一読する。（90
分）　

2

スピーチ（自己紹介）
　配信教材等に基いて説明する。説明の後、各自原稿作成や口頭
発表の準備を行う。

上記の学修内容を確認しておく。
（90分）

配信教材等を参考にして原稿作成や
服装・姿勢・声量・声調等発表準備
をしておくこと。（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

　公立中学校・高等学校の国語科教師としての勤務経験が約10年あり、国語科教育の「話す・聞く」指導に幅広い知識と経験を有する。左
記を活かして指導を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

　プレゼンテーション・ディベートに対する相互評価・自己評価のシェアリングによって履修の成果と課題・解決方法を可視化する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

・聴衆を前に自分の主張を何も見ずに伝えることが出来る。
・正しい服装・態度，豊かな声量・表情で聴衆に訴えることが出来る。
・グループワーク（ディベート・グループプレゼンテーション）に積極的に取り組み，協働・協調的行動を
　取ることが出来る。
・パワーポイントを駆使して聴衆に自分の主張を訴え、共感を引き出すことが出来る。

授業の方法

・板書、視聴覚メディア、ICT、印刷物を使用して講義形式で説明を行う。
・説明に基づき、個人で発表（スピーチ・パワーポイント）の準備を行い、発表する。
・説明に基づき、グループで討論（ディベート）の準備を行い、討論・審判を行う。
・発表・討論の相互評価と自己評価を行う。評価結果は個人・グループにフィードバックする。

ＩＣＴ活用

・Web上でのアプリケーション（アンケートフォームを用いたプレゼンテーション相互評価の入力・送信・
　閲覧によるフィードバックに基づく自己評価入力・送信）を用いた双方向授業を取り入れる。　
・プレゼンテーションのスライド作成や発表によるPCやプロジェクターの操作を用いた双方向授業を取り入
　れ、ICT技術の修得を促す。

前期

教員氏名 矢部　玲子

授業の位置づけ

　「話すことによって伝える」コミュニケーション能力を学修するための科目である。
　ディプロマ・ポリシーの「目指す産業界が求める技能に習熟し、実践の場で活用することができる（知識・技能）」ことと特に関係があ
る科目である。また「4技能（聴く、話す、読む、書く）の運用能力を高め、実践の場で活用することができる（知識・技能）」や、「グ
ローバル社会の人々との信頼関係を構築し、異文化社会に対する正しい理解と協調の精神を持つことができる（関心・意欲・態度）」こと
とも関係する。

授業の概要

この授業は、効果的なプレゼンテーションの方法を演習を中心に学ぶ。「話したいこと」だけを話す自分勝手で伝わらないプレゼンテー
ションを排し、聞く人が聞いてよかった・楽しかったと思えるような（そしてそれゆえにしっかりと内容が伝わるような）win-winのプレ
ゼンテーションの考え方の基礎を完全に固め、実践的運用が可能となるレベルを到達目標とする。そのため授業は「構想・計画→入念な準
備→実演→自己反省・相互批評」のループを通じて着実に技術を修得することのできるよう展開される。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

105850A1 日本語表現技法Ⅰ(ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ)/日本語表現技法Ⅰ 1301/2264 2 カリキュラムにより
異なります。
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履修条件・留意
事項等

実際に授業に参加して発表した内容を評価する．　
状況に応じて授業計画を調整する場合がある。
必要に応じて教材配信システムを使用する。
発表日に欠席すると単位取得放棄とみなすことがある。
実際に授業に参加して発表した内容を評価する。
メールが届いたか、返信は必要か、等を常にチェックするように。

備考欄

その他 0 なし

教科書 使用しない。

参考文献 授業内で適宜指示する。

定期試験 0 実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 スピーチ(20)PPTを用いた発表(50)ディベート（30）合計100点
出席率66％以上を評価対象とする。

15

PPTを用いた発表9（観光プラン提案・恵庭発着道内日帰り）
　全グループ発表済みの場合はプレゼンテーションのWeb上配信
方法技術等講義する。

　発表者は発表準備をして臨む。観
察者は適切な相互評価が行えるよ
う、評価方法を理解して臨む。（90
分）

　発表終了者は相互評価を熟読し自
らの課題を明確化する。（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

PPTを用いた発表7（観光プラン提案・恵庭発着道内日帰り）
　グループで協力して発表する。
（1グループ5分以内。発表後、相互評価と自己評価を行う。）

　発表者は発表準備をして臨む。観
察者は適切な相互評価が行えるよ
う、評価方法を理解して臨む。（90
分）

　次回発表者は発表準備を完了させ
る。発表終了者は相互評価を熟読し
自らの課題を明確化する。（90分）

14

PPTを用いた発表8（観光プラン提案・恵庭発着道内日帰り）
　グループで協力して発表する。（1グループ5分以内。発表後、
相互評価と自己評価を行う。）

　発表者は発表準備をして臨む。観
察者は適切な相互評価が行えるよ
う、評価方法を理解して臨む。（90
分）

　発表終了者は相互評価を熟読し自
らの課題を明確化する。（90分）

11

PPTを用いた発表５（観光プラン提案・恵庭発着道内日帰り）
　上記の内容でグループプレゼンテーションを準備する。具体的
には履修者間でグループを組み、各自担当とテーマを決定し、発
表準備に取り組む。

　教材の該当記述を確認する等し
て，各自の役割を十分に果たせるよ
う準備の上授業に臨む。（90分）

　グループで決定した内容と役割が
順調に実施できるよう準備する。
（90分）

12

PPTを用いた発表６（観光プラン提案・恵庭発着道内日帰り）
　グループで協力して発表する。（1グループ5分以内。発表後、
相互評価と自己評価を行う。）

　教材の該当記述を確認する等し
て，各自の役割を十分に果たせるよ
う準備の上授業に臨む。（90分）

　自己評価・相互評価を通して、今
回自分の果たした役割を総括する。
（90分）

9

「ミニ・ディベートの実践」（１）
　「ディベートの方法」に関する発表を振り返り、履修者全員で
ディベートに取り組む。
・論題を決定する。
・肯定側・否定側・審判・聴衆に分かれる。
・各役割の確認を行う。
・論題に基づき，立論・反駁を計画立案する。

　配信教材等を熟読し、ディベート
について理解しておく。（90分）

　自身が分担した役割が果たせるよ
う準備しておく。（90分）

10

「ミニ・ディベートの実践」（２）
　前回分担した役割に沿って実際にディベートを行い、審判す
る。聴衆役は、肯定側・否定側・審判のうち、どの役割が一番優
れているか審判する。

　授業で示したテーマについて意見
文を作成（90分）

　次週の課題発表の準備（90分）
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7

ドイツ語（2）：人称と動詞変化について学修する。
韓国語：ハングル発音テストプリントの説明、解説。

ハングルの復習（30分） ドイツ語の人称変化に関する課題、
およびハングル発音テストプリント
の復習（１50分）

5

フランス語筆記テスト
韓国語：合成母音字を学修する。引き続き韓国語会話に挑戦。

フランス語筆記テストの準備（120
分）

フランス語のテスト問題を解く
（150分）

6

ドイツ語（1）：発音と名詞について学修する。
韓国語：パッチムを学修する。
アイヌ語：会話に挑戦！（その２）

韓国語会話練習（３0分） ドイツ語会話を覚える。これまで学
んだハングルを確実に覚える（１50
分）

3

フランス語（3）：所有形容詞、指示詞について学修する。
韓国語：その他の基本子音字を学修する。

韓国語の子音字（平音）を復習して
おく（30分）

フランス語の所有形容詞および指示
詞に関する問題、韓国語の基本子音
字に関する課題（150分）

4

フランス語（4）：人称代名詞（対格・与格）、形容詞について
学修する。
韓国語：激音、濃音を学修する。そろそろ韓国語会話にも挑戦す
る。
アイヌ語：会話に挑戦！（その１）

韓国語の基本子音字について復習
（30分）

フランス語の試験準備、および韓国
語の会話暗誦（180分）

1

オリエンテーション・イントロダクション
　授業の進め方、評価方法、心がまえなどについて説明。
世界の言語：世界の言語はどのようにして分かれたのか、どれが
兄弟・親子関係にあるのかについて。
フランス語（1）：アルファベットと発音、名詞と冠詞について
学修する。
韓国語：ハングルの形成法、基本母音字を学修する。

世界の言語に興味をもち、いろいろ
調べてみておいてください（30分）

フランス語の名詞と冠詞について、
およびハングルの基本母音字につい
て復習（180分）

2

※以下、各言語について会話文を覚えるほど発音練習してもらい
ます。
フランス語（2）：人称と動詞変化（活用）について学修する。
韓国語：母音字の復習、子音字（가・나・다・라・마・바・사）
を学修する。
アイヌ語：あいさつ言葉など

フランス語の人称変化に関する資料
を配布あるいは周知するので読んで
おく（60分）

フランス語の人称変化に関する練習
問題、および韓国語の子音字の練習
問題（120分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

課題は基本的にはコピーを提出してもらい、授業内で問題点を共有しつつ自己チェックで各自の問題点を自発的に見つけてもらう。小テス
トは可能な限り翌週に返却し、課題提出と併せて詳細な解説を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

この授業では、できるだけ多くの世界の言語にふれることにより、
　1) 英語だけが「外国語」でないことを知ることができる。
　2) 日本語を外国語として見ることができるようになり、日本語を本当に知ることができる。
　3) 英語が苦手でも他の言語で自信を取り戻せる。
また授業では会話練習を徹底的に重ねることにより、
　1) 英語以外の外国語での挨拶ができるようになる。
　2）街で外国人に会ってもどきどきせずに挨拶できるようになる。
　3) 世界中を旅するコスモポリタンな気分になれる。
　※ 以下のシラバスで「学修する」と書かれている場合は、すべて「学び修する」の意である。

授業の方法

板書・配布資料・視聴覚メディアを活用しながら、講義形式で進める。ただし毎回の課題および発音、会話の各受講者の理解度を毎時間確
認し、徹底的に身につけてもらう。

ＩＣＴ活用

Google Workspaceに付属している機能（Google Formなど）によって練習問題等を提供し、課題および自主学習を促す。またGoogle 
Classroomにて参考資料や参考HPを紹介したり、補足資料などを随時提供する。

前期

教員氏名 小西　正人

授業の位置づけ

この科目は、学術目的の言語使用に主眼をおいた英語及び日本語の高度な運用能力、北海道、日本及び世界諸地域の課題に対応できる情報
処理や分析の能力、論理的・批判的な思考や判断をする能力、世界各地域の活性化につなげるための異文化コミュニケーション能力、グ
ローバル社会の中で、世界の人々と共生・協働することを可能とする国際性や柔軟で前向きなコミュニケーション能力、および世界と繋が
るために地域社会を理解し、その活性化に向けて発信できる国際感覚を身に付けることを達成する科目であり、他の言語系科目と関連す
る。

授業の概要

この授業は、できるだけ多くの世界の言語に触れることにより、英語などの大言語だけが「外国語」でないことを知ること、そして 日本
語を外国語として見ることができるようになることにより、世界の言語の中における日本語を発見していく。受講生は、これまでどんな言
語を学んだことがあるか、どんな言語に興味があるか調査し、世界の言語、言語学の歴史（世界の言語はどのようにして分かれたのか、ど
れが兄弟・親子関係にあるのか）について学んでいく。授業では 簡単な諸外国語の会話練習を通して、外国語学習の壁を取りはらい、世
界の言語社会への視座を広げていく。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

112280A1 世界の言語と日本語 1320 2 1
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履修条件・留意
事項等

くれぐれも横着しないようにしてください。

備考欄

その他 0

教科書 適宜、講義プリントを配布します。

参考文献

ビジュアル版世界言語百科／ピーター・K・オースティン編／柊風社
事典 世界のことば141／梶茂樹他編／大修館書店
The Languages of the World／Kenneth Katzner／Routledge
ニューエクスプレスプラス　アイヌ語／中川裕／白水社

定期試験 0

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 授業内の小テスト（筆記および会話暗誦）、授業内の課題（ハングルテスト含む）、授業参加度による総
合評価を行う。

15 ラテン語・スワヒリ語テスト、および解説等 テスト準備（１80分） テスト問題解答（60分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

スワヒリ語（1）：発音、時制、アスペクトについて学修する。
韓国語：数字、およびさまざまな助詞を学修する。

スワヒリ語について事前学習（30
分）

スワヒリ語および韓国語練習問題
（150分）

14

スワヒリ語（2）：名詞クラスについて学修する。
韓国語：総復習
アイヌ語：会話に挑戦！（その６）

韓国語の数字を暗誦（30分） 次回テスト（ラテン語・スワヒリ
語）の準備（180分）

11

ラテン語について簡単に紹介（２）：名詞の第二変化および形容
詞の変化を学ぶ。
韓国語：練習問題をやりながら総合復習。

韓国語の復習（30分） ラテン語練習問題（150分）

12

アラビア語について簡単に紹介。
韓国語：합니다体、関連助詞を学修する。
アイヌ語：会話に挑戦！（その５）

アラビア語について事前調査（30
分）

アラビア文字練習・アラビア語会話
練習、および韓国語練習問題（150
分）

9

ドイツ語筆記テスト
印欧語について（文字・分布・特徴など）学修する。
韓国語：아니다、助詞가/이を学修する。

ドイツ語筆記テストの準備（150
分）

ドイツ語のテスト問題、および韓国
語指定詞の練習問題（120分）

10

ラテン語について簡単に紹介（１）：動詞の人称変化および名詞
の第一変化を学ぶ。
韓国語：存在詞있다、助詞에を学修する。
アイヌ語：会話に挑戦！（その４）

ハングルおよび韓国語の文法につい
て復習（30分）

ラテン語練習問題（150分）

8

ドイツ語（3）：冠詞と格と人称代名詞について学修する。
韓国語：指定詞이다、助詞는/은を学修する。
アイヌ語：会話に挑戦！（その３）

ハングル発音テストの準備（60分） ドイツ語の冠詞・格・人称代名詞に
関する練習問題（１50分）
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7

見ることと書くことの関係（２）観察文
　身近な対象に関する観察メモをもとに、観察文を書くことを通
して、主観を交えずに客観的な視点で文章を書くことに習熟する
ことを学ぶ。

PP.28-29の熟読・理解・課題作成。
（90分）

　講義の要点・課題の整理・本時の
課題文の完成と提出。（90分）

8

インタビュー書き起こし文の型
　履修者同士のインタビューと紹介文の作成を通して、聞き書き
の手法による文章作成を学ぶ。

PP.30-33の熟読・理解・課題作成。
（90分）

　講義の要点・課題の整理・本時の
課題文の完成と提出。（90分）

5

新聞読者投稿欄の文章の型
　新聞投書欄の文章作成を通して、客観的な視点で事実を書くこ
とを学ぶ。

PP.24-25の熟読・理解・課題作成。
（90分）

　講義の要点・課題の整理・本時の
課題文の完成と提出。（90分）

6

見ることと書くことの関係（１）報道文
　身近な事件に関するメモをもとに、報道文を書くことを通し
て、主観を交えずに客観的な視点で文章を書くことを学ぶ。

PP.26-27の熟読・理解・課題作成。
（90分）

　講義の要点・課題の整理・本時の
課題文の完成と提出。（90分）

3

三段構成の型
　「三段構成で書く」、「常体文で書く」、「一文を40字以内で
書く」ことを理解し、これらの書式による文章作成を学ぶ。

PP.16-19の熟読・理解・課題作成。
（90分）

　講義の要点・課題の整理・本時の
課題文の完成と提出。（90分）

4

原稿用紙を用いた文章作成の型
　意見文視写を通して、原稿用紙を用いた日本語表記法に沿った
文章作成を学ぶ。

PP.20-23の熟読・理解・課題作成。
（90分）

　講義の要点・課題の整理・本時の
課題文の完成と提出。（90分）

1

手紙文の型
　手紙文の形式を理解し、心情を伝える書式による文章作成を学
ぶ。

　PP.6-11の熟読・理解・課題作
成。（90分）

　講義の要点・課題の整理・本時の
課題文の完成と提出。（90分）

2

ビジネス文書の型
　ビジネス文書の形式を理解し、用件を伝える書式による文章作
成を学ぶ。

PP.12-15の熟読・理解・課題作成。
（90分）

　講義の要点・課題の整理・本時の
課題文の完成と提出。（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

　公立中学校・高等学校の国語科教師としての勤務経験が約10年あり、学校教育、中でも国語科教育に幅広い知識と経験を有する。左記を
活かして指導を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

　作成した課題は原則マンツーマンのセッションを経て添削し受理する。作成した課題の相互評価・自己評価結果のシェアリングによっ
て、成果と課題を可視化する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

・社会に存在する様々な文章の「型」について分類することができるようになる。
・各講義の目標とする文章表現技術を習得し、実際的な文章作成ができるようになる。
・文の正誤・適否が区別できるようになる。

授業の方法

1.講義形式で、作成する文章の形式を中心に説明を行う。
2.説明に基づいて実際に各自文章作成・添削・相互評価を，毎時間行う。
3.インタビュー・ドキュメンテーション・投稿・観察等を実際に行い、その結果を文章作成に反映させる。
4.全授業で数回文章作成能力到達度チェックを行う。
5.完成させた文章は毎時間提出して担当教員の添削を受け、指定されたものをすべて提出する。

ＩＣＴ活用 必要に応じて遠隔授業システム等を用いた授業を実施し、ICT技術の修得を促す。

後期

教員氏名 矢部　玲子

授業の位置づけ

　初年次教育の一環として、幅広い教養を身につけるために、社会で必要となるスキルの一つである文章作成能力を習得する科目である。
ディプロマ・ポリシーの「目指す産業界が求める技能に習熟し、実践の場で活用することができる（知識・技能）」ことと特に関係がある
科目である。また「4技能（聴く、話す、読む、書く）の運用能力を高め、実践の場で活用することができる（知識・技能）」や、「グ
ローバル社会の人々との信頼関係を構築し、異文化社会に対する正しい理解と協調の精神を持つことができる（関心・意欲・態度）」こと
とも関係する。

授業の概要

　この授業は、大学生活の基本となる日本語の文章表現能力を養成する。日本語そのものの基本を押さえた上で、思考法を鍛え、レポー
ト・論文の作成力を修得し、日本語の基礎的な法則を確実に定着させながら、日本語の文章表現の能力を高める。大学生のラーニング・ス
キルとしての基本になる文章表現能力の学修は、このあとに続く全ての科目の基礎能力となる。また、社会で必要となるスキルのひとつで
もある文章作成能力は、外国語学習の基礎力であり、様々な文章の「型」を文章作成と添削および相互批評を組み合わせた実作学習によっ
て習得する。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

105860A1 日本語表現技法Ⅱ（文章表現）/日本語表現技法Ⅱ 1302/2265 2 カリキュラムにより
異なります。
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履修条件・留意
事項等

状況に応じて講義内容や順番等が変更される場合がある。

備考欄

その他 0 出席率66％以上を評価対象とする。

教科書

「型」で身につける文章作成技術／矢部玲子／大学図書出版

参考文献

必要に応じて提示する。
必要に応じて教材配信システムを活用する。

定期試験 0 行わない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 作成した文章のうち指定されたものを提出する。
指示された課題をすべて提出した場合、評価の対象とする。

15

添削と推敲ーまとめー
　これまで学んだ文章表現にかかわる知見に基づき、習得した文
章表現能力について、添削と推敲を通して自己評価することを学
ぶ。

PP.50-51の熟読・理解・課題作成．
指定された提出課題の完成。（90
分）

　指定された提出課題の完成・提
出。

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

論文に挑戦！（２）
　前回までの学習を生かし、形式に沿って論文作成に取り組む。

PP.46-47の熟読・理解・課題作成。
（90分）

　講義の要点・課題の整理・本時の
課題文の完成と提出。（90分）

14

論文に挑戦！（３）
　前回までの学習を生かし、論文形式の文章を作成し、完成させ
る。

PP.48-49の熟読・理解・課題作成。
（90分）

　講義の要点・課題の整理・本時の
課題文の完成と提出。（90分）

11

論説文の型
　論説文の型に沿って文章を作成することを通して、事実と意見
を適切に書き分ける方法を学ぶ。

PP.38-41の熟読・理解・課題作成。
（90分）

　講義の要点・課題の整理・本時の
課題文の完成と提出。（90分）

12

論文に挑戦！（１）
　「はじめに」、「各章」、「考察」、「おわりに」等論文の形
式や、書くための資料を入手する（ドキュメンテーション）の手
法について学ぶ。

PP.42-45の熟読・理解・課題作成。
（90分）

　講義の要点・課題の整理・本時の
課題文の完成と提出。（90分）

9

聞き書きの型（１）
　前回の「インタビュー」を発展させ、「経験の伝承と継承」を
テーマに，特定の人物を対象に、その人物が経験した貴重な内容
を聞き書きし、記録する方法を学ぶ。

PP.34-35の熟読・理解・課題作成。
（90分）

　講義の要点・課題の整理・本時の
課題文の完成と提出。（90分）

10

聞き書きの型（２）
　「経験の伝承と継承」をテーマに、特定の人物を対象に、その
人物が経験した貴重な内容を本人に代わって記録させてもらい、
聞き書きとして完成させることを学ぶ。

PP.36-37の熟読・理解・課題作成。
（90分）

　講義の要点・課題の整理・本時の
課題文の完成と提出。（90分）
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7

漢検教科書　ステップ17～20
現代文単語（教科書）
ことわざ・慣用句・四字熟語・故事成語（配布プリント）
グループ発表

確認テストの準備、および教科書該
当部分の問題を解く（90分）

講義内容・配布プリント復習、およ
び確認テスト・教科書該当部分の問
題を解く（90分）

8

漢検教科書　ステップ21～24
現代文単語（教科書）
ことわざ・慣用句・四字熟語・故事成語（配布プリント）
グループ発表

教科書該当部分の問題を解く、担当
者は発表の準備（90分）

講義内容・配布プリント復習、およ
び教科書該当部分の問題を解き、復
習確認テストの準備（90分）

5

第１回漢字復習確認テスト（ステップ１～12）
漢字熟語について（講義）
ことわざ・慣用句・四字熟語・故事成語（配布プリント）
グループ発表

教科書該当部分の問題を解き、復習
確認テストの準備、担当者は発表の
準備（90分）

講義内容・配布プリント復習、およ
び教科書該当部分の問題を解く（90
分）

6

漢検教科書　ステップ13～16
現代文単語（教科書）
ことわざ・慣用句・四字熟語・故事成語（配布プリント）
グループ発表

教科書該当部分の問題を解く、担当
者は発表の準備（90分）

講義内容・配布プリント復習、およ
び教科書該当部分の問題を解く（90
分）

3

表記・送りがなについて（講義）
漢検教科書　ステップ５～８
ことわざ・慣用句・四字熟語・故事成語（配布プリント）

教科書該当部分の問題を解く（90
分）

講義内容・配布プリント復習、およ
び教科書該当部分の問題を解く（90
分）

4

常用漢字について（講義）
漢検教科書　ステップ９～12
ことわざ・慣用句・四字熟語・故事成語（配布プリント）
グループ発表

教科書該当部分の問題を解く、担当
者は発表の準備（90分）

講義内容・配布プリント復習、およ
び教科書該当部分の問題を解き、復
習確認テストの準備（90分）

1

オリエンテーション シラバスを読んでおく（30分） 配布プリントを読み課題に取り組
む、発表グループを決める（150
分）

2

漢字のしくみ、音訓概講（講義）
漢検教科　ステップ１～４
ことわざ・慣用句・四字熟語・故事成語（配布プリント）

教科書該当部分の問題を解く（90
分）

講義内容・配布プリント復習、およ
び教科書該当部分の問題を解く（90
分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

小テスト等の提出物は全て採点して返却する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

１．社会人基礎力となる一般常識とされる常用漢字が定着し、一般的な四字熟語が運用できるようになる。
２．漢字のしくみを理解し、未知の漢字でも読み方を推測できるようになる。
３．日本語の語彙を増やし、いろいろな表現で自己や出来事を知的に描写できるようになること。

授業の方法 板書を通じた講義、グループワーク、プレゼンテーションを通じて１５回の授業を行う。

ＩＣＴ活用

Google classroomを活用し、授業補完情報（インターネットサイトなど）を報告したり、課題を出題・回収したりする。

後期

教員氏名 小西　正人

授業の位置づけ

この授業では、学術目的および社会生活の言語使用に主眼をおいた日本語の高度な運用能力を中心に、世界各地域の活性化につなげるため
の異文化コミュニケーション能力、グローバル社会の中で、世界の人々と共生・協働することを可能とする国際性や柔軟で前向きなコミュ
ニケーション能力、世界と繋がるために地域社会を理解し、その活性化に向けて発信できる国際感覚を身につけることを目的とする科目で
あり、他の日本語系の科目と関連する。

授業の概要

この授業は、社会人基礎力に欠かせない正しい日本語表記を身に付け、場面や目的に合わせた語彙を増やしていく。講義と演習を組み合わ
せ、漢字検定あるいは日本語検定2級程度の漢字・表記・語彙・言葉の意味および公務員試験等で一般常識とされる日本語運用に関する漢
字語彙の定着度を測る。本授業の漢字リテラシー基準には、常用漢字、人名・地名漢字、時事用語などの現代日本語漢字の正しい読み方
と、四字熟語および諺・故事成語などの意味理解も含め、公的な場面で使える語彙を増やしことばの使い分けを身に付けていく。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

106030A1 日本語の表記と語彙 1322/2262 2 カリキュラムにより
異なります。
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履修条件・留意
事項等

とにかくいろいろ手を動かす作業をしてもらおうと思っています。

備考欄

その他 0

教科書

漢検準２級　漢字学習ステップ　改訂三版
イラストとネットワーキングで覚える現代文単語／伊原勇一他／いいずな書店

参考文献

{常用漢字表（文化庁）,https://www.bunka.go.jp/kokugo_nihongo/sisaku/joho/joho/kijun/naikaku/pdf/joyokanjihyo_20101130.pdf}
全訳　漢辞海 第四版／戸川芳郎監修、佐藤進・濱口富士雄編／三省堂

定期試験 0

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 漢字復習確認テスト（４回）、毎回の小テスト、グループ発表（２回）、授業参加度の総合評価

15

第４回漢字復習確認テスト（ステップ37～41） 教科書該当部分の問題を解き、復習
確認テストの準備（90分）

漢検教科書の総復習（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

第３回漢字復習確認テスト（ステップ25～36）
カタカナ語（講義）
現代文単語（教科書）
ことわざ・慣用句・四字熟語・故事成語（配布プリント）
グループ発表

教科書該当部分の問題を解き、復習
確認テストの準備、担当者は発表の
準備（90分）

講義内容・配布プリント復習、およ
び教科書該当部分の問題を解く（90
分）

14

人名・地名漢字（講義）
漢検教科書　ステップ37～41
現代文単語（教科書）
ことわざ・慣用句・四字熟語・故事成語（配布プリント）
グループ発表

人名・地名漢字について事前調査、
教科書該当部分の問題を解く、担当
者は発表の準備（90分）

講義内容・配布プリント復習、およ
び教科書該当部分の問題を解き、復
習確認テストの準備（90分）

11

漢検教科書　ステップ29～32
現代文単語（教科書）
ことわざ・慣用句・四字熟語・故事成語（配布プリント）
グループ発表

教科書該当部分の問題を解く、担当
者は発表の準備（90分）

講義内容・配布プリント復習、およ
び教科書該当部分の問題を解く（90
分）

12

漢検教科書　ステップ33～36
現代文単語（教科書）
ことわざ・慣用句・四字熟語・故事成語（配布プリント）
グループ発表

教科書該当部分の問題を解く、担当
者は発表の準備（90分）

講義内容・配布プリント復習、およ
び教科書該当部分の問題を解き、復
習確認テストの準備（90分）

9

第２回漢字復習確認テスト（ステップ13～24）
現代文単語（教科書）
ことわざ・慣用句・四字熟語・故事成語（配布プリント）
グループ発表

教科書該当部分の問題を解き、復習
確認テストの準備、担当者は発表の
準備（90分）

講義内容・配布プリント復習、およ
び教科書該当部分の問題を解く（90
分）

10

漢検教科書　ステップ25～28
現代文単語（教科書）
ことわざ・慣用句・四字熟語・故事成語（配布プリント）
グループ発表

教科書該当部分の問題を解く、担当
者は発表の準備（90分）

講義内容・配布プリント復習、およ
び教科書該当部分の問題を解く（90
分）
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5

敬語の使い方 
手鏡を持参し、3つのスマイルの習慣化を目指す。
ことばの「わきまえ」ルールを確認し、正しい敬語の使い方をグ
ループで話し合いながらタスクシートを完成させる。主に、電話
依頼、謝罪、問い合わせの場面シラバス中心に練習していく。

特別敬語、謙譲語、美化語の種類を
ネットや書籍で調べておくこと（90
分）

敬語タスクシートを完成し、敬意表
現を復習しておくこと（90分）

3

自己紹介の方法
これまでの自己紹介は、本当に自分を伝えようとするスピーチ内
容であったか、わかりやすい話し方だったのかを発表形式でモニ
ターしていく。
また、スマイルについてのウォーミングアップを行う。オンライ
ン授業の場合は自己モニター報告となる。

わかりやすい話し方５Ｗ２Ｈをネッ
トで調べておく（90分）

スマイルの3種の練習をしておくこ
と（90分）

4

「挨拶」エクササイズ   
自分も相手も気持ちの良い挨拶とはどのような声や態度か、表
情、姿勢、音声など、エックマンの表出ルール理論をもとに、自
分なりの挨拶パフォーマンスを考え、受講者同士で相互評価して
いく。併せてスマイルの自己評価も行う。

ネットや雑誌に掲載されている人物
の映像・写真から３種のスマイルを
情報分析しておくこと（90分）

表出ルールを確認し、自己の表出傾
向をモニターしておくこと（90分）

1

「出会い」のコミュニケーション
初対面の人とはどのようなコミュニケーション行動があるか、こ
れまでの対人接触経験を振り返り、コミュニケーション論の概説
を学ぶ。

自分の話し方スタイルを振り返って
おく（90分）

パーソナルブランディングは何かを
記しておく（90分）

2

自己アピールとは
1分間の自己アピールのプレゼンテーションを行う。
発表後の振り返りとして、録画映像を見ながら、聞き手に具体的
な映像が浮かんでいるかという視点で、相互評価をしていく。
オンライン授業の場合はプレゼン用原稿を提出すること。

1分間の自己アピールプレゼンテー
ションを用意しておくこと（90分）

自己評価シートに改善方法を記して
おくこと（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

自己評価や振り返りを含めた各課題はコメントを記して個別返却し、優秀な課題には、その学ぶべきところを全体の講評で紹介し共有して
いく。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

１．４つの「きく」姿勢を意識して、相手の話の意図を探ることができる。
２．話の内容を簡潔にわかりやすく伝える手法を使おうと努力する姿勢が身につく。
３．対人コミュニケーションにおける第一印象や態度として、スマイルが意識的に表出できる。
４．目的や相手、場に合わせた話し方ができる。
５．自己のコミュニケーション行動の問題点をモニターできる。

授業の方法

授業の始めに、スライドを使ってコミュニケーションの基本的要素について講議する。講議後は、その理論を応用した擬似的体験学習
（ワークショップやシュミレーションドリル等）と、３回のプレゼンテーションを行い、ルーブリック評価とともに、各自の振返りをポー
トフォリオに記して発表内容の改善を考えていく。
オンライン授業の場合は、プレゼンテーションの代わりにその原稿提出を評価対象とする。受講者の情報通信容量に問題がなければ、自己
のプレゼン録画を送信してもらう。

ＩＣＴ活用 自己ＰＲ、モノアピール等の録画を評価や振り返りに活用する。

前期

教員氏名 小西　正人

授業の位置づけ

この科目は世界各地域の活性化につなげるための異文化コミュニケーション能力を身につけるとともに、学術目的の言語使用に主眼をおい
た英語及び日本語の高度な運用能力、グローバル社会の中で、世界の人々と共生・協働することを可能とする国際性や柔軟で前向きなコ
ミュニケーション能力、世界と繋がるために地域社会を理解し、その活性化に向けて発信できる国際感覚を身につける科目である。「日本
語表現技法Ⅰ・Ⅱ」の発展科目である。

授業の概要

この授業は、情報端末を介した交流が日常的になった現代、さまざまなコミュニケーションのチャンネルが広がっているが、人と対面して
「話す」ことがコミュニケーションの基本であることの重要性が再確認されている。この授業では、信頼関係を築くための非言語メッセー
ジはもとより、良質の「スピーチ」を客観的に観察することなどを通じ、「きく」ための技術やアサーティブなコミュニケーション技術を
身に付けていく。授業では、目的に合わせて自分をどうアピールしていくのか、自己ＰＲ動画や就活面接用ウェブ動画の制作と振り返り
で、目的に合ったパフォーマンスができるようになることを目指す。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

105970A1 日本語コミュニケーション技法 2304/2360 2 2
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履修条件・留意
事項等

オンライン授業となった場合は、授業の進捗状況に合わせて一部対面演習内容が変更される可能性があることを予め了承いただきたい。ま
た、課題提出では、著作権を守り、社会理念・プライバシーに十分配慮した動画を送信すること。

備考欄

その他 0

教科書 講師作成のプリントまたはスライドを配布する。

参考文献 佐藤愛子『自分をどう表現するか　パフォーマンス学入門』講談社現代新書ほか、授業で適宜紹介する。

定期試験 0

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 各回の課題発表50％、課題提出50%

15

自己ＰＲ動画の振返りと自己評価
録画映像を見ながら、自己評価・他者評価を詳細にポジティブ描
写する。「わたし」表現の癖やパターンをモニターし、求められ
る人物像とアピール方法を振り返る。

分かりやすい話の再構成を書き上げ
ておくこと（90分）

「みんなの評価」結果詳細は一覧に
して学部掲示板に貼るので自己評価
と客観的に比較しておくこと（90
分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

自己ＰＲ動画の作成Ⅰ
受講者が将来望む業種向けに自己ＰＲ動画をつくっていくため
の、企業が求める人材像と、自己ＰＲのあり方をディスカッショ
ンし、１分間の自己ＰＲ動画を録画する。

各自の目的に合った自己ＰＲの発表
準備をしておくこと（90分）

振返りシートに記入し、より効果的
なＰＲ内容を再考しておくこと（90
分）

14

自己ＰＲ動画の作成Ⅱ
引き続き受講者の希望する職種・企業向けの自己ＰＲ動画を録画
し、アピールすべき内容が適切か、効果的か、印象に残るか等を
検討してしていく。

各自の目的に合った自己ＰＲの発表
準備をしておくこと（90分）

振り返りシートに具体的な改善案を
記しておくこと（90分）

11

聴くという行為    
聞く＋聴く＋訊く＝効くを目指して、話を聴くにはどのような態
度の工夫が要るか、姿勢や位置、視線、あいづち、うなずき、聞
き返しをどう使えば効果的か、ワークショップを行い、全員で振
り返る。

聞き上手な人とは、どのようなコ
ミュニケーションをとっているかを
過去の経験から振り返っておく（90
分）

振り返りの詳細をまとめておくこと
（90分）

12

自己ＰＲの構成
自分をどうのようにアピールしていけば、相手に好印象を残せる
のか、１分間の自己呈示を考えていく。

自身の相づちやうなずきがどのぐら
いの頻度かをモニターしておく（90
分）

将来、自分の就きたい職種／業種を
決め、その代表的な企業について
ネットで調べておく。（90分）

9

話のリズム  
プロミネンス、イントネーション、ポーズ等にハイライトを置
き、音声描写のいろいろを演習する。
詩や物語を朗読し、聞き手を大きく3つに想定し、それがどのよ
うな伝え方をすればよいか学習者同士で話し合いながら工夫す
る。

指定の作品を一つ選んでおくこと。
日本語のリズムの基本についてネッ
ト等で調べておくこと（90分）

演習以外の異なったジャンルの作品
でパフォーマンスし、モニターして
おく（90分）

10

非言語コミュニケーション
身振り・手振り等を入れて表現することがどのような効果やミス
コミュニケーションを生むかを指定の課題でプレゼンする。プレ
ゼン後はグループで話し合いながら日本的な基準を考えていく。

非言語メッセージにはどのような種
類や機能があるかかを調べておくこ
と（90分）

タスクシートを完成させて
おく（90分）

7

プロモーションとは何か
特定のモノ・コトについての商品セールス発表とフィードバック
を行う。
そして、自分をセールスプロモーションするためにはどのような
構成が効果的かを考えていく。

ＡＩＤＯＭＡの法則に基づく指定商
品セールスの準備をしておくこと
(90分）

自己プロモーションというイメージ
印象作りの原稿を作成しておくこと
（90分）

8

効果的な話の構成    
出来事を話しことばで伝えるには、書きことばの5W1Hでは伝わら
ない。聞き手を意識した話の始まりと終わり方、そして「耳で聞
く文」とはどのような表現方法かを学ぶ。

指定の出来事を語る原稿を作成して
おくこと（90分）

出来事発表の振り返りをポートフォ
リオに記しておくこと（90分）

6

１．敬語の復習（確認）テスト
敬語の確認テスト（20分）を行う。テスト後は相互評価する。
２．ＡＩＤＭＡの法則
特定商品のセールスプレゼンテーションを行う。ことばで説明し
て説得するためには、どのような話の構成、語彙が適格か、どの
ような話し方や態度が効果的かを考える。

敬語の使い方の基本を正確に理解し
ておくこと（90分）

ＡＩＤＯＭＡの法則はどのように応
用されているか、企業広告例を3つ
以上集めておくこと(90分）

- 120 -



北海道文教大学　2022年度　国際教養学科　シラバス 2022/04/01

5

「動詞は動作を表す語？」〜 日本語の品詞について
そもそも名詞や動詞という分け方は誰のためのものか、という視
点を徹底することによって、　自分が母語話者として使っている
無意識の「品詞分類」を実感することができる。第1回の授業を
さらに進めた内容。

品詞はあったほうがいいかないほう
がいいか、主張およびその理由を考
えてくる（90分）

品詞分類におさまりきらない語をみ
つける（90分）

3

「トマトの反対はトマト？」〜 日本語のアクセント
2音節語を中心に、日本語のアクセントの概要について自覚的に
なることができる。データとして2音節語のリストを用い、学生
自らの内省をもとに分類を行ってもらう。おまけとして方言およ
び歴史的なアクセントについての話を行う。

「〜ちゃん」のアクセントについて
考えてくる（90分）

「○○県」と「○○」のアクセント
についてまとめる（90分）

4

「塗り薬、粉薬、咳止め薬、便鼻薬」〜 日本語の形態論
　無意識に用いている「語より小さい単位」が組み合わさること
により、生産的にいろいろなことを表すことができるようになる
ことを実感／確認できる。また世界の言語について「長い語」の
紹介を行う。

長い語を見つけてくる（90分） 日本語における蔓苔桃形態素を自力
でみつける（90分）

1

「タブラ・ラサからはじめよう！」〜 日本語学とは
「主語」や「名詞」などといわれる文法は誰のためのものなの
か？ということについて、それぞれ考えてもらう。データとして
「文の中で出てくる他の語とのつながり」を示してグループ分け
を行う。また「頭が赤い魚を食べたネコ」という句をもとに構文
論についてもふれる。

日本語について考えてくる（90分） 授業ノートに「そのあと考えたこ
と」を書き込む練習（90分）

2

「ぜーいん、起立！」〜 日本語の「音」を探してみよう
自分の口はどんな音を出しているのか、発音しながら確認する。
補足資料としてIPAのチャートを用いる。これにより日本語（あ
るいは言語）の音声についての基礎感覚を身につけることができ
る。

日本語のサ行とハ行について考えて
くる（90分）

課題として与えられたIPAを発音で
きるようにしてくる（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

毎回提出してもらうノートおよび授業に対するコメントを授業内でとりあげ、それぞれについて解答および示唆を行う。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

1. 日本語について正しい視点をもち、応用することができる。
2. 日本語について正しいデータ収集を行うことができる。
3. ことばに対して正しい分析を行うことができる。
4. 日本語（あるいはことば）に対する謬見を排除できる。

授業の方法

板書と視聴覚メディアを活用しながら、講義形式ですすめる。また毎回ノート（課題および「さらに考えたこと」を含む）およびコメント
シートを提出してもらい、理解度を確認する。

ＩＣＴ活用

Google workspaceを活用する（Google Formでの設問・コメント収集、Google classroomを通じた情報提供など）

後期

教員氏名 小西　正人

授業の位置づけ

日本語について、ことばの専門家として必要不可欠な知識を修得し、正しい考え方を導く科目である。この科目は、学術目的の言語使用に
主眼をおいた英語及び日本語の高度な運用能力、北海道、日本及び世界諸地域の課題に対応できる情報処理や分析の能力、論理的・批判的
な思考や判断をする能力、世界各地域の活性化につなげるための異文化コミュニケーション能力、グローバル社会の中で、世界の人々と共
生・協働することを可能とする国際性や柔軟で前向きなコミュニケーション能力、世界と繋がるために地域社会を理解し、その活性化に向
けて発信できる国際感覚を身につける科目であり、他の言語・語学系科目と関連する。

授業の概要

この授業は、言語学的な考え方を基本として、現代日本語の文法に関するさまざまなトピックについて講義する。日本語についての知識を
深め、英語（および言語）について実践に応用可能な知識及び技能を身につけること、および問題解決のために必要な情報を収集分析し、
適切な判断を主体的に下すことができること、および学びの成果を社会人生活の中で活かすことを達成する科目である。なぜわざわざ日本
語の文法構造を学ぶ必要があるのか、そもそも文法は必要なのかなどの疑問や批判に答え、日本語をはじめとする言語の精妙さを、現代日
本語を通じて講義する。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

105880A1 日本語学 2324/2274 2 カリキュラムにより
異なります。
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その他 0

教科書 授業中にハンドアウトを配布する。

参考文献

よくわかる言語学／窪薗晴夫[編著]／ミネルヴァ書房
基礎日本語学／衣畑智秀編／ひつじ書房
はじめて学ぶ言語学／大津由紀雄編著／ミネルヴァ書房

定期試験 0 定期試験は実施しない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 課題（レポート、小課題）およびノート、授業参加度などの総合評価とする。

15

「コロンってしたらコロコロしたからバーって行ってギュッてし
たの」〜 オノマトペの世界
日本語のオノマトペ（の構造・体系）を中心に、いろいろなオノ
マトペについて考える。

印象的なオノマトペを調べてくる
（90分）

他言語のオノマトペについて調べて
みる（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

「全然ＯＫって全然ＯＫですか？」〜 正しい日本語論
巷間でよく話題にされる「ら抜き言葉」や「全然＋肯定」表現を
取り上げ、正しい日本語について一定の妥当な意見をもつことが
できるようになる。

「正しい日本語」があるかどうか、
理由つきで考えてくる（90分）

微妙な日本語・楽しい日本語を見つ
けてくる（90分）

14

「イヌイットの人は雪が見えないって本当ですか」〜 いわゆる
俗説の検討
ほかに「が」と「は」は主語である、「ありがとう」と声をかけ
ると桃が腐らない、などのトンデモ言説を取り上げ、言語リテラ
シー能力をつける。

事前配布プリントの項目について調
査してくる（90分）

しっかりと言語リテラシー能力がつ
いたか、チェックする（90分）

11

「日本語はウラル・アルタイ言語です･･･か？」〜 日本語のなか
ま
印欧語における系統樹の考えを基本に説きながら、日本語の系統
について、中国語や韓国語との対比を考えながら、一定の結論を
出す。

日本語のなかまにはどんな言語があ
るか、理由つきで考えてくる（90
分）

中国語や韓国語との対比を考え、一
定の結論を出す（90分）

12

「日本語ってひとつじゃないんですか？」〜 日本語の方言
方言周圏論などの理論および標準語の歴史を紹介しながら、北海
道の方言、および関西の方言、さらには琉球諸語について考え
る。また方言について、その「役割」について各自が自分のこと
として考える。

日本になぜ方言があるのか、考えて
くる（90分）

配布課題プリントに基づいて、方言
について考えてくる（90分）

9

「赤ちゃんはどうやって話せるようになるの？」〜 言語修得に
ついて
我々は全くの白紙状態から言語を修得していくのでなく、ほとん
ど完成した状態で生まれてくるという論を紹介し、議論する。ま
たいわゆる臨界期についても考え直す。

赤ちゃんがことば（特に文法）を修
得するときどのように修得するか、
一生懸命考えてみる(90分)

「そのあと考えたこと」をがんばっ
て書く(90分)

10

「ええっ、あれで『そば』って読むの！？」〜 日本語の表記
ひらがなとカタカナの歴史を講じるとともに、数種の文字を使い
分ける表記体系をもつ日本語について改めて考え、漢字の音訓や
万葉仮名、キラキラネームのしくみについての見方を変える。ま
た日本語史についても簡単に論じる。

ひらがなとカタカナの歴史について
調べる(90分)

万葉仮名と変体仮名について説明で
きるようにする(90分)

7

「食べさせられはじめていたらしいわよね」〜 述語の階層
長い用言複合体述語を生産することのできる日本語の特徴をみる
とともに、言語がどのような階層をもっており、それに基づいて
設計されているかを繙く。

用言の前と後ろにつくことができる
ものをできるだけ多く見つけてくる
（90分）

用言に後接する要素がそれぞれどの
階層までを許容するか、丁寧に調べ
てくる（90分）

8

「舞台→で→激しく→踊る→人を→見る」vs. "to see ← a 
person ← dancing ← hard ← on ← the stage"　〜 主要部と
それ以外
言語能力の秘密のひとつである「主要部」について、類型論的な
偏りを紹介しながら、言語の深奥にふれる。日英語にとどまら
ず、韓国語・中国語・フランス語まで紹介する予定。

日本語と英語はどこが違うか、具体
的に数項目を挙げる（90分）

主要部とそれ以外の順序が例外的で
ある場合を日本語・英語・その他の
言語において挙げる（90分）

6

「壊したんじゃない、壊れたんだよ！」〜 日本語の自他対応動
詞
日本語にみられる自他対応動詞について、その認知的意味、およ
び外国語との関係をみることにより、言葉の認知的基盤を確認す
る。

日本語以外の自他対応について考え
たり調べたりしてくる（90分）

授業の内容を整理して完全に理解す
る（90分）
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履修条件・留意
事項等

教室の中だけでなく、ふだんからいろいろと言葉に興味をもつようにしてください。

備考欄
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11

メタファーのいろいろⅣ
外国語と日本語の諺はどこが、どう違うのかをプレゼンテーショ
ンする。

プレゼンテーションの準備をしてお
く。（120分）

プレゼンテーションの修正をしてお
く。（60分）

9

メタファーのいろいろⅡ
大小・高低のメタファーを考える。

英語における大小を表わす語句や慣
用表現を調べておく。（90分）

日本語のメタファーにおける高低・
大小と英語の共通点をまとめてお
く。（90分）

10

メタファーのいろいろⅢ
英語の動物メタファーについてプレゼンテーションする。

プレゼンテーション準備をしてお
く。（120分）

外国語と動物のメタファーの共通点
と相違をまとめておく。（90分）

7

ことばと文化を分析する視点：レトリック
日本語文化を比喩表現から分析してみよう。

日本語の諺で、いかにも日本的だと
思われる諺を10以上リストしてお
く。（90分）

日本語の諺と同様の意味の英語の諺
をまとめておく（90分）

8

メタファーのいろいろⅠ
上下のメタファーを考えてみよう。

メタファーとは何か、定義とその具
体例を調べておく。（90分）

日英対照メタファーで「上下」に関
する語句や慣用表現をまとめてお
く。（90分）

5

日本語からみた日本語の発想Ⅰ
日本文化のウチとソトを確認し、自己の視点中心の日本語と自己
を対象化する英語を比べて見よう。

ウチとソトの切り換え基準を確認し
ておく。（90分）

ウチ、ソト、ヨソの構造をまとめて
おく。（90分）

6

日本語からみた日本人の発想Ⅱ
能動態と受動態：日本語の受身表現の視点を考える。

日本語表現で受身形を用いる場面や
状況などを確認しておく。（90分）

日本語の受身表現と能動表現の用い
方をまとめておく。（90）

3

日本語のコミュニケーション
話し相手をどう呼ぶか、謝罪や判断留保など日本語コミュニケー
ションのマジックワードを考える。

日本語における呼称（英語のyouに
対応する）表現のいろいろを10以上
考えておく。（90分）

日本語における書きことばと話しこ
とばの呼称を、コンテキスト別にま
とめておく。（90分）

4

日本語のレトリック
空間のことばの文化視点を発見する。

日本語学習者にとって難しいとされ
る文法とはなにかを調べておく。
（90分）

日本語の受身表現の視点をまとめて
おく。（90分）

1

オリエンテーション
ことばと文化の関係につ日本語文化について考えてみよう。

日本語表現で「ヘンだ」と思ってい
る語や慣用句を考えておく（90分）

日本語表現の「不思議」をまとめて
おく（90分）

2

ソトから眺める日本語
日本語学習者にとって、日本語の難しさとは何かを理解する。

外国人が日本語を学ぶ際、どんなこ
とが難しいかを調べておく（90分）

日本語学習者にとって日本語の音声
の難しさをまとめておく（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

該当なし

課題に対する
フィードバック

の方法

提出された各課題は、次回の授業時に講評し、個別にコメントと評価を添えて返却する。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

1．ことばと文化をメタファーから分析する手法で仮説を立てることができる。
2．日本語と英語における基本的メタファーを比較できる。
3．日本語と英語・中国語などの外国語の諺や慣用句表現を説明できる。

授業の方法

各授業の前半は、板書とパワーポイントと配布印刷物で講義形式で進めるが、後半はグループまたはペアワークで各課題の調査・発表し、
ディスカッションしていく。
プレゼンテーション3回と、専門用語の意味・用法の確認（小テスト）を行う。

ＩＣＴ活用

課題提出はGoogle Classroomで受け付け、コメントを添えて返却する。
遠隔授業時にはGoogle Classroomにて授業資料および講師作成動画を配信する。

前期

教員氏名 岡本　佐智子

授業の位置づけ

この授業は日本語の高度な運用能力を身につける（知識・技能）ための、発展科目となる。
世界の日本語話者とつながるために日本語文化を理解し、その日本語文化を発信できる国際感覚を身につける（関心・意欲・態度）ことを
目指している。
英語や中国語などの外国語コミュニケーション能力養成には、母語である日本語の視点から、異言語・異文化の表現の共通点と差異を学
び、言語と文化を分析する視点を養う。
実用日本語科目群のひとつであり、言語プロフェッショナル科目、異文化コミュニケーション科目につながる。

授業の概要

この授業は、ことばと文化を分析する方法のひとつとしてメタファーやレトリック、外国語に対訳しづらい日本的な表現に焦点を当て、日
本語の背景にある日本文化を探求する。受け身表現と「ある」「なる」、「どうも」「よろしく」「まぁ、ちょっと」等々、日本語ならで
はの表現だけでなく、出来事や物事をメタファーで見ていくと、日本語母語話者はどのように物事を見立てているのか、日本人の思考方法
や価値観、世界観等が見えてくる。外国人が日本語を学ぶ視点、つまり「ソト」から日本語を眺めてみることで、外国語としての日本語に
はどのような言語文化があるのかが見えてくる。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

112290A1 日本語と日本文化 2326 2 2
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履修条件・留意
事項等

この授業は日本語教員養成課程の必修科目のひとつである。

備考欄

その他 0%

教科書 プリントを配布する。

参考文献 日本語文法の発想／森田良行／ひつじ書房、認識のレトリック／瀬戸賢／一海鳴社、ほか適宜紹介する。

定期試験 0% 定期試験は行わない。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 課題・プレゼンテーション50％、授業参加度（ディスカッションや教室作業等）30％、確認小テスト
20％。

15

まとめ
レトリックに関する専門用語の小テストを行う。
日本語母語話者が、外国語を使用するとき、どのような表現が誤
解されたり理解されづらいかを確認する。

メタファー、メトニミー、シネクド
キ等の専門用語と用例を確認してお
く。（120分）

確認テストの間違いを訂正してお
く。（60分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

13

日本語のメトニミー
空間的隣接と時間的隣接から誇張法を分析する。

商品や北海道の観光案内など、その
キャッチフレーズから誇張と思われ
る表現を調べておく。（90分）

メトニミーについてまとめておく。
（90分）

14

日本語の擬人法
物語や昔話からの擬人法についてプレゼンテーションする。

プレゼンテーションの準備をしてお
く。（120分）

プレゼンテーションで用いた資料や
スライドを修正しておく。（60分）

12

日本語のユーフェミズム
ことばの代替と実体の変化の関係を眺める。

婉曲語法にはどのような表現がある
かを調べておく。（90分）

日本語における外国語使用や外来語
のユーフェミズムをまとめておく。
（90分）
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13

プレゼンテーションI。
個人またはグループで与えられたテーマについて、英語や中国語
などの外国語で的確に表現し相手に伝えることを学ぶ。

事前に指示された課題等をこなして
授業に備える（９０分）。

授業中に指示された課題などをこな
して次の授業に備える（９０分）。

11

ライティング（文章表現）II。
自分の考えを文章で表現する力をさらにのばす。

事前に指示された課題等をこなして
授業に備える（９０分）。

授業中に指示された課題などをこな
して次の授業に備える（９０分）。

12

グループ・ディスカッション。
多様な人々と意見を出し合い、対話や議論の中から新しい発見を
することを英語や中国語で挑戦する。

事前に指示された課題等をこなして
授業に備える（９０分）。

授業中に指示された課題などをこな
して次の授業に備える（９０分）。

9

リーディング（読解）II。
一定量の文章を的確に理解する能力をのばす。

事前に指示された課題等をこなして
授業に備える（９０分）。

授業中に指示された課題などをこな
して次の授業に備える（９０分）。

10

リーディング（読解）II。
一定量の文章を的確に理解する能力をさらにのばす。

事前に指示された課題等をこなして
授業に備える（９０分）。

授業中に指示された課題などをこな
して次の授業に備える（９０分）。

7

リスニング（聴解）II。
英語や中国語などのリスニング能力をさらにのばす。

事前に指示された課題等をこなして
授業に備える（９０分）。

授業中に指示された課題などをこな
して次の授業に備える（９０分）。

8

スピーキング（会話）II。
自分の考えを表現する力をさらにのばす。

事前に指示された課題等をこなして
授業に備える（９０分）。

授業中に指示された課題などをこな
して次の授業に備える（９０分）。

5

リーディング（読解）I。
一定量の文章を的確に理解する能力をのばす。

事前に指示された課題等をこなして
授業に備える（９０分）。

授業中に指示された課題などをこな
して次の授業に備える（９０分）。

6

ライティング（文章表現）I。
自分の考えを文章で表現する力をのばす。

事前に指示された課題等をこなして
授業に備える（９０分）。

授業中に指示された課題などをこな
して次の授業に備える（９０分）。

3

【海外提携校の提供するプログラム】
リスニング（聴解）I。
英語や中国語などのリスニング能力をのばす。

事前に指示された課題等をこなして
授業に備える（９０分）。

授業中に指示された課題などをこな
して次の授業に備える（９０分）。

4

スピーキング（会話）I。
自分の考えを表現する力をのばす。

事前に指示された課題等をこなして
授業に備える（９０分）。

授業中に指示された課題などをこな
して次の授業に備える（９０分）。

1

【オリエンテーション】
短期語学研修の概要や、今後の事前・事後に必要な心構えや基本
的な知識などについて、講義する。

事前に指示された課題等をこなして
授業に備える（９０分）。

授業中に指示された課題などをこな
して次の授業に備える（９０分）。

2

【事前研修】
海外提携校での研修に備えて、英語圏や中国語圏の生活習慣・危
機管理や街の様子などを学び理解する。現地で役立つ言葉や交流
に不可欠な自己紹介などを練習する。

事前に指示された課題等をこなして
授業に備える（９０分）。

授業中に指示された課題などをこな
して次の授業に備える（９０分）。

実務経験のある
教員の教育内容

海外の大学に留学・勤務した経験のある日本人教員。英語圏や中国語圏などで教育・研究を経験したことがある外国人教員。

課題に対する
フィードバック

の方法

事前研修や研修の報告、語学研修、事後の課題等に対して担当教員よりコメントをコメントや評価をフィードバックする。

授業計画 学習内容 準備学習および必要時間(分) 事後学習および必要時間(分)

到達目標

異文化や外国語を母語とする多様な人々と臆することなくコミュニケーションができるようになり、自分の考え方や文化を相対化して考え
る姿勢を身につけられるようになる。

授業の方法

研修前のオリエンテーションや事前研修、海外の大学での講義・ワークショップ・インターン等、あるいは海外の大学が提供するオンライ
ンプログラム、研修後の報告プレゼンテーションや課題などを通して、語学力やコミュニケーション能力、積極性を身につけさせる。

ＩＣＴ活用 オンラインを活用した講義。zoomなどオンラインを活用したコミュニケーション活動。

前期

教員氏名 渡部　淳、矢部　玲子、沢谷　佑輔、Richardson Peter、Walzem Allen George、蘇　氷

授業の位置づけ

グローバル社会の中で、世界の人々と共生・協働することを可能とする国際性や共感力、柔軟で前向きなコミュニケーション能力を備える
ための科目である。学術目的の言語使用に主眼をおいた英語及び日本語の高度な運用能力を身につけている。

授業の概要

この研修は、本学の英語圏および中国語圏の提携校において語学学習と異文化体験を行う。語学力だけでなく、コミュニケーション能力や
チャレンジ精神、積極性、行動力を身につけること、大学の授業で身につけた専門性を基に、それまでの学習成果を確認し、課題を見つけ
ることを目標とする。現地研修をより充実させ、目標を達成するために、出発前には学内で実施する研修に参加し、異文化適応力や危機管
理について学ぶ。

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

11234021 短期語学研修 2900 2 2
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履修条件・留意
事項等

新しいことや知らないことに積極的に挑戦し、異なる考え方や生活習慣に柔軟に考えて対応できるしなやかな感性を持って研修に臨むこ
と。

備考欄

その他 0 特になし。

教科書 研修先で指定された場合には、それにしたがいます。

参考文献 適宜指示します。

定期試験 0 定期試験は行いません。

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

100 オリエンテーションへの参加態度(10%)、事前研修・課題(10%)、海外提携校で成績や評価(60%)、研修後プ
レゼンテーション・課題(20%)。

15

【研修報告のプレゼンテーションと課題】
研修成果とふりかえり、自分自身の変化や成長をうながすため
に、研修についての報告プレゼンテーションを行い、研修全体を
振り返った課題を提出する。自分自身の学びについて客観的に捉
え、他者と共有することを学ぶ。

事前に指示された課題等をこなして
授業に備える（９０分）。

授業中に指示された課題などをこな
して、授業のふりかえりと復習を行
う（９０分）。

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

14

プレゼンテーションII。
与えられたテーマや課題について個人またはグループで考えた内
容を、視覚資料などを用いながら効果的に発表する方法を学ぶ。

事前に指示された課題等をこなして
授業に備える（９０分）。

授業中に指示された課題などをこな
して次の授業に備える（９０分）。
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