


カリキュラムマップについて

　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。

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。
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530 スピーチⅠ 講 2 選必A 1 1 ○ ○ ○

531 スピーチⅡ 講 2 1 1 ● ○ ○
534 時事問題・ディスカッションⅠ 講 2 選必A 1 1 ○ ● ○ ○
535 時事問題・ディスカッションⅡ 講 2 選必A 1 1 ● ● ○ ○
638 映画で学ぶ英語Ⅰ 講 2 選必A 1 1 ○ ○ ○
639 映画で学ぶ英語Ⅱ 講 2 1 1 ● ○ ○
642 ディベートⅠ 講 2 選必A 1 1 ○ ○
742 ディベートⅡ 講 2 選必A 1 1 ○ ● ○
842 ディベートⅢ 講 2 1 1 ○ ● ○ ●
744 異文化理解論Ⅰ 講 2 選必A 1 1 ○ ○ ●
745 異文化理解論Ⅱ 講 2 1 1 ○ ○ ● ○

550 国内観光業務取扱論Ⅰ 講 2 選必A 1 1 ●
551 国内観光業務取扱論Ⅱ 講 2 選必A 1 1 ●
650 国内観光業務取扱論Ⅲ 講 2 1 1 ○
554 経営学概論 講 2 選必A 1 1 ○
682 経営戦略論 講 2 1 1 ○
786 経営財務論 講 2 1 1 ○
558 ホスピタリティ論 講 2 選必A 1 1 ○ ●
560 観光概論 講 2 選必A 1 1 ○
664 ビジネス作法 講 2 1 1 ○ ○
662 観光・ビジネス特別講義Ⅰ 講 2 1 1 ○ ○
663 観光・ビジネス特別講義Ⅱ 講 2 1 1 ○ ○ ○
762 観光・ビジネス特別講義Ⅲ 講 2 1 1 ○ ○ ○
763 観光・ビジネス特別講義Ⅳ 講 2 1 1 ○ ○ ○
862 観光・ビジネス特別講義Ⅴ 講 2 1 1 ○ ○ ○
863 観光・ビジネス特別講義Ⅵ 講 2 1 1 ○ ○ ○
666 観光ビジネス実務総論 講 2 選必A 1 1 ○ ○ ○
668 ホテルビジネス実務Ⅰ(宿泊） 講 2 1 1 ○ ○ ○ ○
669 ホテルビジネス実務Ⅱ(料飲） 講 2 1 1 ○ ○ ○ ○

672
航空ビジネス実務Ⅰ
(キャビンアテンダント）

講 2 1 1 ○ ○ ○

673
航空ビジネス実務Ⅱ
(グランドホステス）

講 2 1 1 ○ ○ ○

676 マーケティング論 講 2 1 1 ○
678 北海道観光政策論 講 2 選必A 1 1 ○
680 国際観光業務取扱論Ⅰ 講 2 1 1 ○
780 国際観光業務取扱論Ⅱ 講 2 1 ○ ○
788 観光ケーススタディ 講 2 1 1 〇 ● ○ ○
790 経営ケーススタディ 講 2 1 1 ○ ○
500 世界遺産Ⅰ 講 2 必 1 1 ● ○ ○ ○
501 世界遺産Ⅱ 講 2 1 1 ○ ○ ○ ○
504 北海道の観光Ⅰ 講 2 必 1 1 ● ○ ●
505 北海道の観光Ⅱ 講 2 1 1 ○ ○ ○
608 地域研究Ⅰ 講 2 選必B 1 1 1 1 ○ ○ ○ ○ ○
609 地域研究Ⅱ 講 2 選必B 1 1 1 1 ○ ○ ○ ○ ○
708 地域研究Ⅲ 講 2 選必B 1 1 1 1 ○ ○ ○ ○ ○
709 地域研究Ⅳ 講 2 選必B 1 1 1 1 ○ ○ ○ ○ ○
612 国際関係論Ⅰ 講 2 1 1 ○ ○ ○ ○ ●
613 国際関係論Ⅱ 講 2 1 1 ○ ○
712 国際関係論Ⅲ 講 2 1 1 ○ ○
713 国際関係論 Ⅳ 講 2 1 1 ○ ○
812 国際関係論Ⅴ 講 2 1 1 ○ ○
813 国際関係論Ⅵ 講 2 1 1 ○ ○
618 英語学概論 講 2 1 1 ○ ○
616 地域観光論Ⅰ 講 2 1 1 ○ ○ ○
617 地域観光論Ⅱ 講 2 1 1 ○ ○ ○
720 国際観光論Ⅰ 講 2 1 1 ○ ○ ○ ●
721 国際観光論Ⅱ 講 2 1 1 ○ ○ ○ ○
824 ツーリズム論Ⅰ 講 2 1 1 ○ ○
825 ツーリズム論Ⅱ 講 2 1 1 ○ ○
826 温泉文化論 講 2 1 1 ○ ○
200 英語文学Ⅰ 講 2 必 1 1 ● 〇 ○
201 英語文学Ⅱ 講 2 必 1 1 ● ○ ○
300 英語多読Ⅰ 講 2 1 1 ○ ○ ○ ○
301 英語多読 Ⅱ 講 2 1 1 ○ ○ ○ ○
204 スピーキングⅠ 講 2 必 1 1 ● ○ ● ○
205 スピーキングⅡ 講 2 必 1 1 ● ○ ● ○
304 スピーキングⅢ 講 2 必 1 1 ● ○ ● ○
404 スピーキングⅣ 講 2 1 1 ○ ○ ○ ○
208 アカデミックライティング入門Ⅰ 講 2 必 1 1 ● ○ ○ 〇
209 アカデミックライティング入門Ⅱ 講 2 必 1 1 ● ○ ● 〇
308 アカデミックライティングⅠ 講 2 必 1 1 ● ○ ● 〇
309 アカデミックライティングⅡ 講 2 必 1 1 ● ○ ○ 〇
418 ビジネスイングリッシュ 講 2 1 1 ○ ○ ○ ●
212 総合英語Ⅰ 演 2 選必A 1 1 ○ ●
312 総合英語Ⅱ 演 2 1 1 1 1 ○
412 総合英語Ⅲ 演 2 1 1 1 1 ○
214 観光英語Ⅰ 演 2 選必A 1 1 ○ ○ ○ ○
314 観光英語Ⅱ 演 2 1 1 1 1 ○ ○ ○ ●
414 観光英語Ⅲ 演 2 1 1 1 1 ○
216 実践英語Ⅰ 演 2 必 1 1 ● ○ ● ○ ○
316 実践英語Ⅱ 演 2 1 1 1 1 ○ ○ 〇 ● ○
416 実践英語Ⅲ 演 2 1 1 1 1 ○

260 日本語の文章表現 講 2 1 1 ● ●

262 日本語の表記と語彙 演 1 1 1 〇 ●

264 日本語表現技法Ⅰ 演 1 1 1 ○ ● 〇

265 日本語表現技法Ⅱ 演 1 1 1 ○ ● 〇

268 日本の文学作品を読む 講 2 1 1 〇 ● ●

270 現代日本の諸相 講 2 1 1 ● ● ● ○

272 日本語ライティング法 演 1 1 1 ● ●

274 日本語学 講 2 1 1 ○ ●

360 日本語コミュニケーション技法 講 2 1 1 ○ ● 〇

362 古典日本語文法 講 2 1 1 〇 ○

364 日本文学史 講 2 1 1 〇
460 日本語実践運用法Ⅰ 講 2 1 1 ○ ● 〇 ○
461 日本語実践運用法Ⅱ 講 2 1 1 ○ ● ● 〇 ○
464 漢文講読 講 2 1 1 〇 〇 ○
466 現代日本語文法 講 2 1 1 ○ ○
468 現代日本語論 講 2 1 1 ○ ○
470 書道・書道史Ⅰ 講 2 1 1 ○ 〇
471 書道・書道史Ⅱ 講 2 1 1 〇
104 基礎ゼミⅠ 講 2 必 1 1
105 基礎ゼミⅡ 講 2 必 1 1
108 プレゼンテーション概論 講 2 必 1 1
100 総合教養講座 講 2 必 1 1
158 情報処理 講 2 必 1 1
156 統計の基礎 講 2 1 1

教養社会系 120 日本国憲法 講 2 1 1
196 生涯スポーツⅠ 演 1 1 1
197 生涯スポーツⅡ 演 1 1 1
178 中国語Ⅰ 講 2 1 1
179 中国語Ⅱ 講 2 1 1
180 中国語Ⅲ 講 2 1 1
181 中国語Ⅳ 講 2 1 1
182 中国語Ⅴ 講 2 1 1
183 中国語Ⅵ 講 2 1 1
184 中国語Ⅶ 講 2 1 1
185 中国語Ⅷ 講 2 1 1
132 キャリア入門 講 1 必 1 1
135 キャリア形成 講 1 1 1
136 キャリアプランニングⅠ 講 1 1 1
137 キャリアプランニングⅡ 講 2 1 1
138 キャリアプランニングⅢ 講 2 1 1
142 ファイナンシャルプランニング 講 2 1 1
144 インターンシップ 講 2 1 1
146 公務員講座Ⅰ 講 2 1 1
147 公務員講座Ⅱ 講 2 1 1

教養理工系

教養スポーツ系

教養語学系

キャリア教育

英語の「読む・聴く・書
く・話す」能力をトレー

ニングする
語学重点

日本語を学ぶ、教養を
身につける等

日本語

社会人として自己形成
するのに必要な基盤を

学ぶ？

教養総合

実践的な英語力と批判的
思考力を養成する

英米語

観光や経営、マーケ
ティングなどを国際的

な見地から学ぶ
観光ビジネス

地域や世界の社会・文
化、観光を英語で学ぶ
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科目名 科目担当代表教員 ページ数

統計の基礎（国際/健康/看護） 武田　裕康 ・・・・・・・・ 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

キャリアプランニングⅡ 岡本　佐智子 ・・・・・・・・ 9

キャリアプランニングⅢ 岡本　佐智子 ・・・・・・・・ 11

ファイナンシャルプランニング 小山田　健 ・・・・・・・・ 13

インターンシップ（国際言語学科） 小山田　健 ・・・・・・・・ 15

公務員講座I 高橋　保夫 ・・・・・・・・ 17

公務員講座II 高橋　保夫 ・・・・・・・・ 19

English Literature Ⅰ/英語文学Ⅰ 及川　陽子 ・・・・・・・・ 21

English Literature Ⅱ/英語文学Ⅱ 及川　陽子 ・・・・・・・・ 23

English Reading/英語多読Ⅰ 高橋　保夫 ・・・・・・・・ 25

Networking Communication/スピーキングⅡ Tomasine Joseph Samuel ・・・・・・・・ 27

English for Study abroad/スピーキングⅢ Walzem Allen George ・・・・・・・・ 29

スピーキングⅣ Todd Robert Enslen ・・・・・・・・ 31

Academic English Writing Ⅰ/ｱｶﾃﾞﾐｯｸﾗｲﾃｨﾝｸﾞⅠ 沢谷　佑輔 ・・・・・・・・ 33

Academic English Writing Ⅱ/ｱｶﾃﾞﾐｯｸﾗｲﾃｨﾝｸﾞⅡ Tomasine Joseph Samuel ・・・・・・・・ 35

ビジネス・イングリッシュ Deepak　K　Samida ・・・・・・・・ 38

Basic Oral Communication/スピーチⅠ[E2-2] Walzem Allen George ・・・・・・・・ 40

異文化接触論/時事問題・ディスカッションⅠ Richardson Peter ・・・・・・・・ 42

World Englishes/映画で学ぶ英語Ⅰ 沢谷　佑輔 ・・・・・・・・ 44

ディベートII Walzem Allen George ・・・・・・・・ 46

ディベートⅢ Richardson Peter ・・・・・・・・ 48

異文化理解論/異文化理解論Ⅰ 渡部　淳 ・・・・・・・・ 50

異文化理解論Ⅱ Richardson Peter ・・・・・・・・ 52

世界と北海道/北海道の観光Ⅰ 小山田　健 ・・・・・・・・ 54

東南アジア地域論/地域研究Ⅰ Richardson Peter ・・・・・・・・ 56

北米地域論/地域研究Ⅱ Walzem Allen George ・・・・・・・・ 58

東アジア地域論/地域研究Ⅲ 魯　諍 ・・・・・・・・ 60

ヨーロッパ地域論/地域研究Ⅳ 渡部　淳 ・・・・・・・・ 62

国際関係論/国際関係論Ⅰ 渡部　淳 ・・・・・・・・ 65

開発援助論/国際関係論Ⅱ 吉田　勉幸 ・・・・・・・・ 68

国際関係論Ⅲ 渡部　淳 ・・・・・・・・ 70

国際関係論Ⅳ 宮本　融 ・・・・・・・・ 72

地球環境論/国際関係論Ⅴ 宮本　融 ・・・・・・・・ 74

国際関係論Ⅵ 渡部　淳 ・・・・・・・・ 76

Introduction to English Linguistics/英語学概論 高橋　保夫 ・・・・・・・・ 79



科目名 科目担当代表教員 ページ数

国際観光論Ⅰ Todd Robert Enslen ・・・・・・・・ 81

国際観光論Ⅱ Todd Robert Enslen ・・・・・・・・ 84

日本語の表記と語彙 小西　正人 ・・・・・・・・ 87

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 ・・・・・・・・ 89

日本語表現技法Ⅱ（文章表現）/日本語表現技法Ⅱ 矢部　玲子 ・・・・・・・・ 91

日本語学 小西　正人 ・・・・・・・・ 93

日本語コミュニケーション技法 小西　正人 ・・・・・・・・ 96

日本語実践運用法Ⅰ 小西　正人 ・・・・・・・・ 98

日本語実践運用法Ⅱ 小西　正人 ・・・・・・・・ 100

漢文講読 細田　季男 ・・・・・・・・ 102

現代日本語文法 小西　正人 ・・・・・・・・ 104

現代日本語論 岡本　佐智子 ・・・・・・・・ 106

書道・書道史I 青木　英昭 ・・・・・・・・ 108

書道・書道史II 青木　英昭 ・・・・・・・・ 111

経営財務論 芝　香 ・・・・・・・・ 114

観光ケーススタディ 野間　晃 ・・・・・・・・ 116

経営ケーススタディ 宮本　融 ・・・・・・・・ 118

道徳教育の理論と方法 加藤　一郎 ・・・・・・・・ 120

特別活動・総合的な学習の時間の指導法 常田　拓孝 ・・・・・・・・ 123

教育相談の基礎と方法 常田　拓孝 ・・・・・・・・ 126

教育実習指導 常田　拓孝 ・・・・・・・・ 128

中学校教育実習 常田　拓孝 ・・・・・・・・ 130

高等学校教育実習 常田　拓孝 ・・・・・・・・ 132

教職実践演習 常田　拓孝 ・・・・・・・・ 134

英語科教育法III 沢谷　佑輔 ・・・・・・・・ 136

英語科教育法IV 沢谷　佑輔 ・・・・・・・・ 138

国語科教育法III 矢部　玲子 ・・・・・・・・ 140

国語科教育法IV 矢部　玲子 ・・・・・・・・ 142



北海道文教大学　2022年度　国際言語学科　シラバス 2022/04/01

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。

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。

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)

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)
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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)

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)

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

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。
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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。

到達目標

１、日本国憲法を最高法規とする我が国の法体系について説明できる。
２、様々な基本的人権について概要を述べることができる。
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、論じることができる。

授業の方法

パワーポイント及び配布印刷物を活用しながら講義形式で進める。
各講義中に毎回コメントシート（授業についての振り返り、思ったこと、疑問等を記述したもの）を提出する。
確認テストを時間内に行う（全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。

ＩＣＴ活用 Google フォームのテスト作成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 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

民主主義（国民主義）と基本的人権の相関関係を明確にするとともに、なぜ「憲法」が国家の最高法規とされるかを理解することを目指
す。次いで、日常生活の場面で生じる様々な紛争解決する手段としての裁判の意義、システムを学び、同時に法解釈の手法を考察する。以
上の基本的な知識を修得した上で、日本国憲法の精神と構造を（明治憲法との比較を含め）大枠で理解するよう努める。

1

【ガイダンス・子どもの人権】
担当教員の自己紹介、授業の概要、予習と復習の方法、成績評価
についての説明を行う。
校則を題材にして「子どもの人権」について解説する。

授業前に教科書を購入し、「Theme
１　ブラック校則──子どもの人
権」を読んでおく（90分）。

講義内容について復習し、コメント
シートで記入した内容について改め
て考える（90分）。

2

【外国人の権利】
法律上「国民」とは誰を指すのかを知り、「外国人」との権利の
違いについて学ぶ。

「Theme２　欲しいのはまず選挙権
──外国人の権利」を読んでおく
（90分）。

講義内容について復習し、コメント
シートで記入した内容について改め
て考える（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

フィードバックとして理解度確認テストを実施後、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)

5

【法の下の平等】
以前の民法や刑法の条文を題材に、「法の下の平等」について学
ぶ。

「Theme５　再婚は100日後──法の
下の平等（1）」「Theme６　むかし
親殺しありき──法の下の平等
（2）」を読んでおく（90分）。

講義内容について復習し、コメント
シートで記入した内容について改め
て考える（90分）。

6

【信教の自由】
「信教の自由」を保障している条文の構造を理解し、保障の限界
について判例を基に学ぶ。

「Theme７　法廷の宗教戦争──信
教の自由」を読んでおく（90分）。

講義内容について復習し、コメント
シートで記入した内容について改め
て考える（90分）。

3

【プライバシー権】
プライバシーとはどういうものとして、法律上どのように保護さ
れているかを学ぶ。

「Theme３　わたしの秘密──プラ
イバシー権」を読んでおく（90
分）。

講義内容について復習し、コメント
シートで記入した内容について改め
て考える（90分）。

4

【自己決定権】
自己決定権は憲法によってどのように保障されているのかを学
ぶ。

「Theme４　何の自己決定か？──
自己決定権」を読んでおく（90
分）。

講義内容について復習し、コメント
シートで記入した内容について改め
て考える（90分）。

9

【生存権】
憲法25条が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」とはどの
ような生活を指すのかについて考える。

「Theme11　クーラーのない生活─
─生存権」を読んでおく（90分）。

講義内容について復習し、コメント
シートで記入した内容について改め
て考える（90分）。

10

【教育権】
学校で子どもたちに教えられる教育の内容を決定できるのは誰で
あるかについて、判例を基に学ぶ。

「Theme12　教科書はつらいよ──
教育権」を読んでおく（90分）。

講義内容について復習し、コメント
シートで記入した内容について改め
て考える（90分）。

7

【表現の自由】
「表現の自由」が日本国憲法の保障する人権の中でもとりわけ重
要度の高いものといわれる理由を考察し、どのような表現の自由
であっても保障されるのかということについて考える。

「Theme８　ポルノの権利──表現
の自由（1）」「Theme９　人殺し教
えます──表現の自由（2）」を読
んでおく（90分）。

講義内容について復習し、コメント
シートで記入した内容について改め
て考える（90分）。

8

【営業の自由】
営業の自由はどのように保障されているかを学び、どのような場
合に制限されるかについて考える。

「Theme10　銭湯の楽しみ──営業
の自由」を読んでおく（90分）。

講義内容について復習し、コメント
シートで記入した内容について改め
て考える（90分）。
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13

【内閣】
内閣総理大臣はどのようにして選ばれるのかについて学ぶ。

「Theme18　首相の選び方──内
閣」を読んでおく（90分）。

講義内容について復習し、コメント
シートで記入した内容について改め
て考える（90分）。

14

【裁判所】
裁判に関する諸権利について学び、裁判員裁判について考える。

「Theme19　裁判はだれのために─
─裁判所」を読んでおく（90分）。

講義内容について復習し、コメント
シートで記入した内容について改め
て考える（90分）。

11

【死刑制度】
死刑制度の是非について憲法の視点から考える。

「Theme13　罪と罰のはて──死刑
制度」を読んでおく（90分）。

講義内容について復習し、コメント
シートで記入した内容について改め
て考える（90分）。

12

【国会】
日本国憲法が採用する「二院制」について学び、「国会」の役割
について考える。

「Theme16　両院は車の両輪──国
会（1）」「Theme17　民の声vox
Dei？──国会（2）」を読んでおく
（90分）。

講義内容について復習し、コメント
シートで記入した内容について改め
て考える（90分）。

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 授業内で実施する確認テスト、授業への参加態度、授業中で提出するコメントシート（全15回）により評
価する。

15

【まとめ】
社会の様々な場面における権利について総合的に学ぶ。

これまでの講義内容を復習し、憲法
と社会の関係について考えておく
（90分）。

憲法と社会の関係について、今後も
考えていく（90分）。

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

特になし。

備考欄

その他 0 なし。

教科書 初宿正典、高橋正俊、米沢広一、棟居快行『いちばんやさしい憲法入門〔第６版〕』（2020年、有斐閣）

参考文献 講義中に適宜紹介する。
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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

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。

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)

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）

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）

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）
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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）

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

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
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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

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。

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)

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）

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）

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）

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）
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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

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
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10644001 キャリアプランニングⅡ 1137 2 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

この講義では、キャリアプランニングの方法論を学んだ上で、自身の希望する職業について調べ、職業と家庭生活や社会生活のバランスを
図りながら、生涯を通して自己実現と多様な人々との共生をどのようにしていくのかについての人生設計・プランニングを行うことを目的
とする。

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。

後期

教員氏名 岡本　佐智子

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。私たちが社会生活や職業生活をしていく上では、生涯を通した「キャリア形成」や「キャリア発達」が重要とな
る。本講義は、で、私が提案した役割実践法とこれに基づく問題解決、課題達成を図る様々な実践事例を学び(知識・技能)、自身のキャリ
ア形成を設計し就業に向けての方策を主体的にプランニングし(関心・意欲・態度)、その基盤となる家庭生活や社会生活といった人生設計
を意識化する。

授業の概要

この講義では、キャリアプランニングⅠで提案した問題解決法としての役割実践法やこの論から捉えた様々な問題解決・課題達成事例を参
考にして、自身のキャリア形成の設計を行う。まず、私からプランニングの方法論を紹介し、事例紹介を行う。その上で、各自が希望する
職業調べを行い、その職業に就くための計画を作成する。さらにその職業生活での収入を想定し、家庭生活や社会生活を含めた人生設計・
プランニングをする。加えて、退職後の生活についてもプランニングを行う。

1

１　オリエンテーション
・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。キャリアプランニングとは何か、各自の
将来像を描いてみる。。

自身の希望する職業、家庭生活や社
会生活について、構想をまとめてお
く ((90分)。
*プライバシーへの配慮

教員のキャリアプランニングについ
て感想や意見等を、受講記録カード
にまとめる　(90分)。

2

２　キャリアプランニングの紹介
・学生各自が自身のキャリアプランニングを紹介する。
(人数によりグループ討議を行い、代表がとりまとめて討議内容
を発表する)
・討議を通して気付いたこと学んだことを発表する。

自身の現段階でのキャリアプランニ
ングについてまとめる (90分)。

キャリアプランニングの討議を通し
て、気付いたこと学んだことをもと
にプランを修正する(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。キャリア教育に関しては、上記、免許更新講習で「キャリア教育の方法」を長年担当している。秋田県教育委員会ではキャリア教育の
委員会座長を務めた。

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)

5

５．キャリアプランニングの実践2　
・就きたい職業と関連した職業調べ(第２候補以下)
(第１志望に就けるとは限らないため、関連したり類似したりす
る職業も調べる)

就きたい職業と関連した職業につい
て調べ、順位付けをし、その理由を
まとめる(90分)。

職業調べで調べたことをまとめる
(90分)。

6

６．キャリアプランニングの実践３
・当該職業と収入調べ
・マネープランニング(職業、家族構成、余暇や社会生活を踏ま
える)

就きたい職業の平均賃金について調
べる(90分)。

収入調べで分かったことをまとめる
(90分)。

3

３．キャリアプランニングの方法
・キャリアプランニングの必要性と意義
・人生設計
・キャリアプランニングシートの活用

キャリアプランニングの必要性と意
義について考えまとめる　(90分)。

自キャリアプランニングの必要性と
意義について理解したことをまとめ
る (90分)。

4

４．キャリアプランニングの実践1
・就きたい職業調べ(第1候補)
(当該職業の社会的意義、自身の適性、当該職業と自己実現、そ
の職等に就くために必要な資格や準備)

自身の就きたい職業についていくつ
か候補を挙げ、その理由をまとめる
(90分)。

職業調べで調べたことをまとめる
(90分)。
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9

９．キャリアプランニングシートの作成３
８に引き続き作成する。

９での活動計画を立てる(90分)。 ９の進行状況のまとめ(90分)。

10

10．プランニングシートに基づく発表第１回
・各自作成したプランニングシート・スライドに基づき発表す
る。
(受講人数が多い場合には、グループでの発表を行った上で、代
表者が全体会での発表を行う) 

プランニングシートとスライドを完
成させる(90分)。

第１回の発表に対する感想や気づ
き、学びをまとめる(90分)。

7

７．キャリアプランニングシートの作成１
・就業のためのキャリアプランニングシートの作成
・人生設計(プランニング)シートの作成 
＊発表を前提としてパワーポイント等のスライド作成

キャリアプランニングシートの原案
を作成する(90分)。

やり甲斐や生き甲斐を考えた人生設
計について考えをまとめる(90分)。

8

８．キャリアプランニングシートの作成２
・７での進行状況の報告
７に引き続き作成する。

７での進行状況のまとめと次時での
活動計画を立てる(90分)。

８の進行状況のまとめ(90分)。

13

13．キャリアプランや人生設計の変更
・計画通りに進まなかった場合のプランの再構築
・人生設計再構築の事例紹介

第３回発表を踏まえた改善点を考
え、修正する(90分)。

人生設計再構築の事例紹介について
感想や意見をまとめる(90分)。

14

14．SDG’sや働き方改革とキャリアプランニング
・SDG’sや働き方改革等の最新動向の紹介
・今日的な動向を捉えて、就業や家庭生活、社会生活をどのよう
にすることが良いのか。

SDG’sや働き方改革について調べ、
要点をまとめる(90分)。

SDG’sや働き方改革を踏まえた自身
のキャリアプランニングについて書
く(90分)。

11

11．プランニングシートに基づく発表第２回
・第１回発表について感想等を発表する。
・各自作成したプランニングシート・スライドに基づき発表す
る。

第１回発表を踏まえた改善点を考
え、修正する(90分)。

第２回の発表に対する感想や気づ
き、学びをまとめる(90分)。

12

12．プランニングシートに基づく発表第３回
 ・各自作成したプランニングシート・スライドに基づき発表す
る。

第２回発表を踏まえた改善点を考
え、修正する(90分)。

第３回の発表に対する感想や気づ
き、学びをまとめる(90分)。

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 授業での発表50%、グループワーク等の授業参加度20%、レポート30％。

15

15．講義のまとめ
・私の大学生活におけるキャリア形成(グループ討議)
・グループ代表者によるグループ討議の紹介と質疑応答。
・講義のまとめとレポート課題についての説明。

講義で学んだことを踏まえて、自身
のこれからの社会生活・職業生活に
向けたキャリア形成について書く
(90分)。

 レポート課題についての自身の構
想を練る(90分)。

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

各回の小レポートは必ず次回授業前に提出すること。
本講義科目に関しては、他にキャリアデザインⅠとⅢがある。選択科目ではあるが、可能な限りキャリアプランニングⅠを受講した上で、
本科目を受講することが望ましい。Ⅱから受講をする学生には、レポート提出を求める。

備考欄

その他 0

教科書 プリントを配布する。

参考文献 必要に応じ授業の中で紹介する。

- 10 -



北海道文教大学　2022年度　国際言語学科　シラバス 2022/04/01

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

11086001 キャリアプランニングⅢ 1138 2 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

就職活動に必要な基本的な知識や実践を身につけることができるようにする。自分の進路についての考え方や、採用する企業の視点につ
いて理解し、就職活動において必須となる基礎的なルール、企業情報の検索や活用、エントリーシートや履歴書の書き方、面接の傾向とそ
の対策など就職活動に直結する具体的かつ実践的な能力とは何かを理解し、自身はもとより、他の受講者と共有できるようになる。

授業の方法

配布プリントのほか、パワーポイント、視聴覚教材を利用した講義形式で授業をすすめる。
フィードバックとして理解度を確認するための質問と解説を適宜実施する。

ＩＣＴ活用 自己PR動画作成方法など、就活のオンライン面接対策を行う。

後期

教員氏名 岡本　佐智子

授業の位置づけ

就職活動を間近に控えた学生を対象とし、「キャリアプランニングⅠ•Ⅱ」に続く科目である。特に観光・ビジネス産業を目指す学生は、
グローバルに展開する当該産業を理解し、実戦に応用可能なビジネスマナーを身につける(知識・技能)。このほかの産業分野を目指す学生
も、企業情報を収集分析し、適切な判断を主体的に下していく(思考・判断・表現)企業分析の手法を学ぶ。

授業の概要

この授業はリクルート活動を間近に控えた者を対象とする就職活動準備講座である。職業を通じて社会に貢献し、生計を立てていけるよ
う、これからの１年間は最大限の準備をすることが求められる。その就職活動の手順やルールについて学びながら、豊かに自己を表現で
きることを目指す。

1

＜オリエンテーション＞ 講座の内容説明、「就職活動テキス
ト」の活用の仕方　成績評価の仕方 この科目は、単なる知識を
得ることがねらいでない。学んだものを、就職活動の実際の場で
生かしていく実践的な力を身に付けるようそれぞれの活動場面を
想定して、意欲的に授業に臨む。

今年度の就活状況について新聞や就
活サイトを確認しておくこと　(90
分)

授業で学習した内容をレポートにま
とめておくこと　(90分)

2

＜キックオフ講座＞ 就職活動の流れと動機づけ 就職活動は、場
当たり的な活動から成果を挙げることは、出来ない。就職活動全
体の流れを理解し、計画的な活動が大切である。今後の 大学生
活の中で自己の就職活動を計画的に位置づけ、内定獲得に向けて
の前向きな取り組みについて学ぶ。

前回授業で学習したことをまとめて
おくこと(90分)

授業で学習した内容を新聞記事から
探してレポートにまとめておくこと
(90分)

実務経験のある
教員の教育内容

就職支援教育の専門家をゲスト講師に迎える。

課題に対する
フィードバック

の方法

各課題は添削やコメントをして、次回の授業時に返却する。

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)

5

＜筆記試験対策講座（１）＞　各種適性検査・ＳＰＩ試験への対
応への仕方 パーソナリテｲが客観的に判断出来ることから適性検
査を多くの企業が実施している。またＳＰＩ試験によって言語や
非言語に関わる問題 を通して、すばやい思考力や判断力、作業
を正確に処理する能力が判断出来る。

前回授業で学習したことをまとめて
おくこと　(90分)

授業で学習した内容を新聞記事から
探してレポートにまとめておくこと
(90分)

6

＜筆記試験対策講座（２）＞ 一般常識試験対策（模擬試験の実
施） 企業で活躍する為には、企業が求める人材や業種・職種の
専門性に加えて、一般常識が求められる。その問題傾向や学習の
ポイントにつ いて学ぶ。

前回授業で学習したことをまとめて
おくこと　(90分)

授業で学習した内容を新聞記事から
探してレポートにまとめておくこと
(90分)

3

＜業界・職種研究＞ 業種・職種の理解と自己の求める職業の選
択 誰もが自分に適した職業に就きたいとの願いを持っている。
その為には、広く業界や職種について理解することが大切であ
る。そして自 分の適性や特定の職業への興味・関心に合わせ
て、業種や職種を選択する力を身に付ける。

前回授業で学習したことをまとめて
おくこと　(90分)

授業で学習した内容を新聞記事から
探してレポートにまとめておくこと
(90分)

4

＜企業が求める人材＞ 実社会と企業から見た期待する人材 社会
が急激に変化してきている今日、企業の求める人材も変わってき
ている。企業の求める即戦力とは何か、現在の自己の能力を理解
し、企画力・実践力・自己表現力など伸ばす努力を続けていくこ
との大切さを意識していく.。

前回授業で学習したことをまとめて
おくこと　(90分)

授業で学習した内容を新聞記事から
探してレポートにまとめておくこと
(90分)

7

＜マナー・話し方講座＞ 社会人として、そして職業に携わる者
として、適切なマナーや話し方を身に付けることは、将来に繋が
り、自分を支える財産になる。本 時の授業で、その基本を身に
付け、就職活動や実社会で生きる資質を培っていく。

前回授業で学習したことをまとめて
おくこと　(90分)

授業で学習した内容を新聞記事から
探してレポートにまとめておくこと
(90分)
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9

＜Web情報サイトの活用法＞ Webでの企業情報収集・エントリー
の仕方 特定の企業のホームページから企業理念や求める人材像
を読み取ることによって、Ｗｅｂによる企業情報収集の仕方を学
ぶ。また多くの 企業で実施しているWebのエントリーの仕方を理
解する。

前回授業で学習したことをまとめて
おくこと　(90分)

授業で学習した内容を新聞記事から
探してレポートにまとめておくこと
(90分)

10

＜エントリーシートの書き方＞ 紙上の面接といわれるエント
リーシートのポイント エントリーシートは、自分を知ってもら
う第１歩である。それだけに最初にしっかり自分を伝えるものを
つくることが、その後の就職活 動に繋がる。「より的確に自分
自身を伝える力」の為の学習である。

前回授業で学習したことをまとめて
おくこと　(90分)

授業で学習した内容を新聞記事から
探してレポートにまとめておくこと
(90分)

8

＜新聞の活用講座＞ 新聞の読み方と時事問題への関心 時の流れ
や日々の国内外の事象や問題に関心を持ち、広く知ろうとする姿
勢は、社会人として大切なことである。新聞購読のポイントや
識見を広める新聞活用の仕方を学ぶ。

前回授業で学習したことをまとめて
おくこと　(90分)

授業で学習した内容を新聞記事から
探してレポートにまとめておくこと
(90分)

13

＜面接対策（２）＞　　グループ・ディスカッションの内容と対
策 グループ・ディスカッションは、与えられたテーマについ
て、グループで自由に討議し、その話し合いの中から他のメン
バーとの関係、 協調性を把握しながら、集団に於ける発言内容
や自己表現力を判断する。

前回授業で学習したことをまとめて
おくこと　(90分)

授業で学習した内容を新聞記事から
探してレポートにまとめておくこと
(90分)

14

＜就職活動直前講座＞ これまでの講座内容を整理し、まもなく
各都市で開催される合同企業説明会参加のマナー、企業選択の仕
方、企業人事担当者との面談などの ポイントを確認しながら、
進路実現に向けて、積極的に行動することをお互いに決意する。

前回授業で学習したことをまとめて
おくこと　(90分)

授業で学習した内容を新聞記事から
探してレポートにまとめておくこと
(90分)

11

＜履歴書の書き方＞ 自分のパンフレットの書き方（模擬試験の
実施） ①大学生活で得たこと、②私の性格、③自慢出来るこ
と、④志望動機などを大学生活はじめ今迄の自分の集大成とし
て、自分らしく個性 的な履歴書を作成し、その添削を受ける。

前回授業で学習したことをまとめて
おくこと　(90分)

授業で学習した内容を新聞記事から
探してレポートにまとめておくこと
(90分)

12

＜面接対策（１）＞ 自己ＰＲ・志望動機のポイントと話し方 面
接は質問に対する答え方、マナーなど全体的に評価される。その
為に日頃から自分を高める努力と共に面接に向けての心構えや具
体的 な準備が求められる。

前回授業で学習したことをまとめて
おくこと　(90分)

授業で学習した内容を新聞記事から
探してレポートにまとめておくこと
(90分)

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 課題提出50%、授業内のディスカッションや指定課題等の参加度50%。

15

＜全体のまとめ＞ これまでの授業内容を踏まえ、自己分析、エ
ントリーシート、履歴書、会社説明会、合同企業説明会参加、選
考試験などの項目につい て、まとめを行い授業の振り返りを行
う。

前回授業で学習したことをまとめて
おくこと　(90分)

授業で学習した内容を新聞記事から
探してレポートにまとめておくこと
(90分)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

講義は積み上げていく内容のため全授業出席を前提とする。

備考欄

その他 0

教科書 プリントを配布する。

参考文献 適宜、参考文献や検索サイトを紹介する。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10673001 ファイナンシャルプランニング 3436/1142 2 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

１．自分のライフスタイルや価値観、経済環境を確認できる。
２．自分の家族状況、収入と支出の内容、資産、負債、保険などのデータから、現状を分析できるようになる。
３．様々な領域にわたる包括的なアプローチによって、必要なファイナンシャル・プランナーとして最小限必要な知識を学び、少なくても
国家資格（ＦＰ技能士）3級取得へ意識化できる。

授業の方法

配布教材とプリントを配布して講義形式ですすめる。夏季期間における集中講義であるので履修登録の際に注意すること。事前ガイダンス
を実施するので必ず参加すること。
フィードバックとして理解度を確認するための質問と解説を適宜実施する。

ＩＣＴ活用 なし

前期

教員氏名 小山田　健、岡本　佐智子

授業の位置づけ

社会人として必須の金融管理の知識を身に付ける。授業内容は日本ＦＰ協会認定資格の取得を目指した授業となる。主として同資格を取得
したい学生向けの授業であるが、授業内容の性質上、幅広く金融に関する知識を修得したいという学生であれば資格取得を目的としない学
生についても歓迎する。「経営財務分析」の基礎となる。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

本講は金融に関する知識と経済の仕組みを包括的に学ぶことを目的とする講座である。具体的にはファイナンシャル・プランニングの資格
取得を目標とする。個人をとりまく経済・金融環境が急速に変化し、生活者としての個人にも自己責任が求められる場面が増え、「生きる
力」の養成が急務となっている。このような環境の下で、ファイナンシャル・プランニングの資格検定学習を通じて、金融の包括的かつ実
践的な知識を身につけ、今後の人生に資する力を身につけることを目指す。

1

オリエンテーション
授業の進め方、評価方法、指定教科書、勉強方法などを説明し、
FP3級資格に求められる基本知識を概説する。

FP資格の活かし方を考えてレポート
形式でまとめておくこと　（90分）

FP資格取得に向けたスケジュールの
作成　（90分）

2

ライフプラニングと資金計画（１）
ＦＰの倫理、関連法規、ＦＰの考え方・手法について学ぶ。

参考書の該当箇所をノートにまとめ
ておくこと　（90分）

授業で学んだ内容を問題集で確認
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

フィードバックとして理解度を確認するための質問と解説を適宜実施する。

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)

5

リスク管理（２）
損害保険の基礎・商品、第三分野の保険、保険と税金について学
ぶ。　

参考書の該当箇所をノートにまとめ
ておくこと　（90分）

授業で学んだ内容を問題集を通じて
確認しておくこと（90分）

6

金融資産運用（１）
マーケット環境、預貯金・金融類似商品、投資信託、債券投資に
ついて学ぶ。　

参考書の該当箇所をノートにまとめ
ておくこと　（90分）

授業で学んだ内容を問題集を通じて
確認しておくこと　（90分）

3

ライフプラニングと資金計画（２）
社会保険、年金、年金と税金、資金計画、ローンとカードについ
て学ぶ。　

参考書の該当箇所をノートにまとめ
ておくこと　（90分）

授業で学んだ内容を問題集を通じて
確認しておくこと（90分）

4

リスク管理（１）
リスクメネジメント、保険制度全般、生命保険の基礎・商品につ
いて学ぶ。　

参考書の該当箇所をノートにまとめ
ておくこと　（90分）

授業で学んだ内容を問題集を通じて
確認しておくこと　（90分）

7

金融資産運用（２）
株式投資、外貨建商品、金融派生商品、ポートフォリオについて
学ぶ。　

参考書の該当箇所をノートにまとめ
ておくこと　（90分）

授業で学んだ内容を問題集を通じて
確認しておくこと　（90分）

8

金融資産運用（３）
金融商品と税金、セーフティネット、関連法規について学ぶ。　

参考書の該当箇所をノートにまとめ
ておくこと　（90分）

授業で学んだ内容を問題集を通じて
確認しておくこと　（90分）
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9

タックスプランニング（１）
日本の税制、所得税の仕組み、各種所得、損益通算について学
ぶ。　

参考書の該当箇所をノートにまとめ
ておくこと　（90分）

授業で学んだ内容を問題集を通じて
確認しておくこと　（90分）

10

タックスプランニング（２）
所得控除、税額控除、所得税の申告と納付について学ぶ。　

参考書の該当箇所をノートにまとめ
ておくこと　（90分）

授業で学んだ内容を問題集を通じて
確認しておくこと　（90分）

13

相続・事業承継（１）
贈与と法律、贈与と税金について学ぶ。　

参考書の該当箇所をノートにまとめ
ておくこと　（90分）

授業で学んだ内容を問題集を通じて
確認しておくこと　（90分）

14

相続・事業承継（２）
相続と法律、相続と税金、相続財産の評価について学ぶ。　

参考書の該当箇所をノートにまとめ
ておくこと　（90分）

授業で学んだ内容を問題集を通じて
確認しておくこと（90分）

11

不動産（１）
不動産の見方、取引、法令上の規則、取得・保有に伴う税金につ
いて学ぶ。　

参考書の該当箇所をノートにまとめ
ておくこと　（90分）

授業で学んだ内容を問題集を通じて
確認しておくこと（90分）

12

不動産（２）
不動産の譲渡に伴う税金、賃貸と活用、賃貸と税金、有効活用、
証券化について学ぶ。　

参考書の該当箇所をノートにまとめ
ておくこと　（90分）

授業で学んだ内容を問題集を通じて
確認しておくこと（90分）

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 授業参加度（授業内タスクシート作成含む）70％、課題30％。　

％を訂正してください。

15

重要ポイントのまとめ
試験出題頻度の高い項目の再学習を行う。　

参考書の該当箇所をノートにまとめ
ておくこと　（90分）

授業で学んだ内容を問題集を通じて
確認しておくこと（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

全ての回の講義への積極的参加を必須とする。　
集中講義方式で履修するので、開講時期・場所等にについて学科掲示板での告知に注意を払い、初回ガイダンスには必ず出席すること。

備考欄

その他

0 確認テスト

％を訂正してください。

教科書

授業前に最新の『FP攻略本3級』を配布する。

参考文献 FP技能士資格取得に推奨できるテキスト、問題集を適宜紹介する。

- 14 -



北海道文教大学　2022年度　国際言語学科　シラバス 2022/04/01

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10639001 インターンシップ（国際言語学科） 2420/1144 2 カリキュラムにより
異なります。

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 さまざまな会社を実習先とする就業体験に参加する。

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)

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）

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）

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）

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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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）

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

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。

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
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10224001 公務員講座I 3441/1146 2 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

大学卒業レベルの公務員採用試験に合格することができる学力の修得を目標とする。
公務員をいう仕事に対する理解が深まり、公務員を志す理由が明確になり、合格するにはどのような努力が必要なのか明確になる。


授業の方法

配布教材と配布印刷物を用いて講義形式ですすめる。春季期間における集中講義であるので履修登録の際に注意すること。事前ガイダンス
を実施するので必ず参加すること。　

ＩＣＴ活用 なし

後期

教員氏名 高橋　保夫

授業の位置づけ

公務員を目指す学生への対策講座である。集中講義形式であるので、自然・社会・人文科学を広く網羅的に勉強する強い意志を有する学生
の履修を希望する。

授業の概要

本講座は、主に大学卒業レベルの公務員採用試験に合格することを目指した公務員試験対策のための講座である。公務員試験に合格する
ためには、広い一般常識と高度の専門知識が求められ、相当の学習時間が要求される。「合格する」という強い精神力を持ち、すべての
時間に出席する積極的な参加姿勢を持った学生の受講を歓迎する。

1

判断推理（１） 国家公務員Ⅱ種、地方公務員上級、その他の大
学卒業レベルの公務員採用一次試験の「判断推理」分野を対象と
する。

公僕たる公務員を目指すにあたっ
て、その気概と初志を明らかにして
おくこと　(90分)

講義で学習した領域を問題集をつ
かって復習しておくこと(90分)

2

判断推理（２） 国家公務員Ⅱ種、地方公務員上級、その他の大
学卒業レベルの公務員採用一次試験の「判断推理」分野を対象と
する。

講義で学習する領域について予め問
題集を使い、どこが最もわからない
領域かを明らかにしておくこと
(90分)

講義で学習した領域を問題集をつ
かって復習しておくこと(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

フィードバックとして理解度を確認するための質問と解説を適宜実施する。

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)

5

日本史（１） 国家公務員Ⅱ種、地方公務員上級、その他の大学
卒業レベルの公務員採用一次試験の「日本史」分野を対象とす
る。

講義で学習する領域について予め問
題集を使い、どこが最もわからない
領域かを明らかにしておくこと
(90分)

講義で学習した領域を問題集をつ
かって復習しておくこと(90分)

6

日本史（２） 国家公務員Ⅱ種、地方公務員上級、その他の大学
卒業レベルの公務員採用一次試験の「日本史」分野を対象とす
る。

講義で学習する領域について予め問
題集を使い、どこが最もわからない
領域かを明らかにしておくこと
(90分)

講義で学習した領域を問題集をつ
かって復習しておくこと(90分)

3

判断推理（３） 国家公務員Ⅱ種、地方公務員上級、その他の大
学卒業レベルの公務員採用一次試験の「判断推理」分野を対象と
する。

講義で学習する領域について予め問
題集を使い、どこが最もわからない
領域かを明らかにしておくこと
(90分)

講義で学習した領域を問題集をつ
かって復習しておくこと(90分)

4

判断推理（４） 国家公務員Ⅱ種、地方公務員上級、その他の大
学卒業レベルの公務員採用一次試験の「判断推理」分野を対象と
する。

講義で学習する領域について予め問
題集を使い、どこが最もわからない
領域かを明らかにしておくこと
(90分)

講義で学習した領域を問題集をつ
かって復習しておくこと(90分)

9

図形（３） 国家公務員Ⅱ種、地方公務員上級、その他の大学卒
業レベルの公務員採用一次試験の「図形」分野を対象とする。

講義で学習する領域について予め問
題集を使い、どこが最もわからない
領域かを明らかにしておくこと
(90分)

講義で学習した領域を問題集をつ
かって復習しておくこと(90分)

10

図形（４） 国家公務員Ⅱ種、地方公務員上級、その他の大学卒
業レベルの公務員採用一次試験の「図形」分野を対象とする。

講義で学習する領域について予め問
題集を使い、どこが最もわからない
領域かを明らかにしておくこと
(90分)

講義で学習した領域を問題集をつ
かって復習しておくこと(90分)

7

図形（１） 国家公務員Ⅱ種、地方公務員上級、その他の大学卒
業レベルの公務員採用一次試験の「図形」分野を対象とする。

講義で学習する領域について予め問
題集を使い、どこが最もわからない
領域かを明らかにしておくこと
(90分)

講義で学習した領域を問題集をつ
かって復習しておくこと(90分)

8

図形（２） 国家公務員Ⅱ種、地方公務員上級、その他の大学卒
業レベルの公務員採用一次試験の「図形」分野を対象とする。

講義で学習する領域について予め問
題集を使い、どこが最もわからない
領域かを明らかにしておくこと
(90分)

講義で学習した領域を問題集をつ
かって復習しておくこと(90分)

11

世界史（１） 国家公務員Ⅱ種、地方公務員上級、その他の大学
卒業レベルの公務員採用一次試験の「世界史」分野を対象とす
る。

講義で学習する領域について予め問
題集を使い、どこが最もわからない
領域かを明らかにしておくこと
(90分)

講義で学習した領域を問題集をつ
かって復習しておくこと(90分)
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13

数的推理（１） 国家公務員Ⅱ種、地方公務員上級、その他の大
学卒業レベルの公務員採用一次試験の「数的推理」分野を対象と
する。

講義で学習する領域について予め問
題集を使い、どこが最もわからない
領域かを明らかにしておくこと
(90分)

講義で学習した領域を問題集をつ
かって復習しておくこと(90分)

14

数的推理（２） 国家公務員Ⅱ種、地方公務員上級、その他の大
学卒業レベルの公務員採用一次試験の「数的推理」分野を対象と
する。

講義で学習する領域について予め問
題集を使い、どこが最もわからない
領域かを明らかにしておくこと
(90分)

講義で学習した領域を問題集をつ
かって復習しておくこと(90分)

12

世界史（２） 国家公務員Ⅱ種、地方公務員上級、その他の大学
卒業レベルの公務員採用一次試験の「世界史」分野を対象とす
る。

講義で学習する領域について予め問
題集を使い、どこが最もわからない
領域かを明らかにしておくこと
(90分)

講義で学習した領域を問題集をつ
かって復習しておくこと(90分)

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）

60 授業への参加姿勢/意欲を総合的に評価する

15

数的推理（３） 国家公務員Ⅱ種、地方公務員上級、その他の大
学卒業レベルの公務員採用一次試験の「数的推理」分野を対象と
する。

講義で学習する領域について予め問
題集を使い、どこが最もわからない
領域かを明らかにしておくこと
(90分)

講義で学習した領域を問題集をつ
かって復習しておくこと(90分)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

全ての回の講義への積極的参加を必須とする。 集中講義方式で履修するので、開講時期・場所等にについて学科掲示板での告知に注意を
払い、初回ガイダンスには必ず出席すること。

備考欄

その他 40 課題レポート（チャレンジテスト）等

教科書 資格の大原　公務員講座テキストを使用

参考文献 講座中に適宜指示する。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10225001 公務員講座II 3442/1147 2 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

大学卒業レベルの公務員採用試験に合格することができる学力の修得を目標とする。
公務員をいう仕事に対する理解が深まり、公務員を志す理由が明確になり、合格するにはどのような努力が必要なのか明確になる。

授業の方法

配布教材と配布印刷物を用いて講義形式ですすめる。春季期間における集中講義であるので履修登録の際に注意すること。事前ガイダンス
を実施するので必ず参加すること。　

ＩＣＴ活用 なし

後期

教員氏名 高橋　保夫

授業の位置づけ

公務員を目指す学生への対策講座である。集中講義形式であるので、自然・社会・人文科学を広く網羅的に勉強する強い意志を有する学生
の履修を希望する。「公務員受験講座Ⅰ」の履修学生が対象である。

授業の概要

本講座は、主に大学卒業レベルの公務員採用試験に合格することを目指した公務員試験対策のための講座である。公務員試験に合格する
ためには、広い一般常識と高度の専門知識が求められ、相当の学習時間が要求される。「合格する」という強い精神力を持ち、すべての
時間に出席する積極的な参加姿勢を持った学生の受講を歓迎する。

1

地理（１） 国家公務員Ⅱ種、地方公務員上級、その他の大学卒
業レベルの公務員採用一次試験の「地理」分野を対象とする。

公僕たる公務員を目指すにあたっ
て、その気概と初志を明らかにして
おくこと　(90分)

講義で学習した領域を問題集をつ
かって復習しておくこと(90分)

2

地理（２） 国家公務員Ⅱ種、地方公務員上級、その他の大学卒
業レベルの公務員採用一次試験の「地理」分野を対象とする。

講義で学習する領域について予め問
題集を使い、どこが最もわからない
領域かを明らかにしておくこと
(90分)

講義で学習した領域を問題集をつ
かって復習しておくこと(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

フィードバックとして理解度を確認するための質問と解説を適宜実施する。

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)

5

数的推理（３） 国家公務員Ⅱ種、地方公務員上級、その他の大
学卒業レベルの公務員採用一次試験の「数的推理」分野を対象と
する。

講義で学習する領域について予め問
題集を使い、どこが最もわからない
領域かを明らかにしておくこと
(90分)

講義で学習した領域を問題集をつ
かって復習しておくこと(90分)

6

数的推理（４） 国家公務員Ⅱ種、地方公務員上級、その他の大
学卒業レベルの公務員採用一次試験の「数的推理」分野を対象と
する。

講義で学習する領域について予め問
題集を使い、どこが最もわからない
領域かを明らかにしておくこと
(90分)

講義で学習した領域を問題集をつ
かって復習しておくこと(90分)

3

数的推理（１） 国家公務員Ⅱ種、地方公務員上級、その他の大
学卒業レベルの公務員採用一次試験の「数的推理」分野を対象と
する。

講義で学習する領域について予め問
題集を使い、どこが最もわからない
領域かを明らかにしておくこと
(90分)

講義で学習した領域を問題集をつ
かって復習しておくこと(90分)

4

数的推理（２） 国家公務員Ⅱ種、地方公務員上級、その他の大
学卒業レベルの公務員採用一次試験の「数的推理」分野を対象と
する。

講義で学習する領域について予め問
題集を使い、どこが最もわからない
領域かを明らかにしておくこと
(90分)

講義で学習した領域を問題集をつ
かって復習しておくこと(90分)

9

政治経済（３） 国家公務員Ⅱ種、地方公務員上級、その他の大
学卒業レベルの公務員採用一次試験の「政治経済」分野を対象と
する。

講義で学習する領域について予め問
題集を使い、どこが最もわからない
領域かを明らかにしておくこと
(90分)

講義で学習した領域を問題集をつ
かって復習しておくこと(90分)

10

政治経済（４） 国家公務員Ⅱ種、地方公務員上級、その他の大
学卒業レベルの公務員採用一次試験の「政治経済」分野を対象と
する。

講義で学習する領域について予め問
題集を使い、どこが最もわからない
領域かを明らかにしておくこと
(90分)

講義で学習した領域を問題集をつ
かって復習しておくこと(90分)

7

政治経済（１） 国家公務員Ⅱ種、地方公務員上級、その他の大
学卒業レベルの公務員採用一次試験の「政治経済」分野を対象と
する。

講義で学習する領域について予め問
題集を使い、どこが最もわからない
領域かを明らかにしておくこと
(90分)

講義で学習した領域を問題集をつ
かって復習しておくこと(90分)

8

政治経済（２） 国家公務員Ⅱ種、地方公務員上級、その他の大
学卒業レベルの公務員採用一次試験の「政治経済」分野を対象と
する。

講義で学習する領域について予め問
題集を使い、どこが最もわからない
領域かを明らかにしておくこと
(90分)

講義で学習した領域を問題集をつ
かって復習しておくこと(90分)

11

政治経済（５） 国家公務員Ⅱ種、地方公務員上級、その他の大
学卒業レベルの公務員採用一次試験の「政治経済」分野を対象と
する。

講義で学習する領域について予め問
題集を使い、どこが最もわからない
領域かを明らかにしておくこと
(90分)

講義で学習した領域を問題集をつ
かって復習しておくこと(90分)

12

政治経済（６） 国家公務員Ⅱ種、地方公務員上級、その他の大
学卒業レベルの公務員採用一次試験の「政治経済」分野を対象と
する。

講義で学習する領域について予め問
題集を使い、どこが最もわからない
領域かを明らかにしておくこと
(90分)

講義で学習した領域を問題集をつ
かって復習しておくこと(90分)
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13

時事（１） 国家公務員Ⅱ種、地方公務員上級、その他の大学卒
業レベルの公務員採用一次試験の「時事」分野を対象とする。

講義で学習する領域について予め問
題集を使い、どこが最もわからない
領域かを明らかにしておくこと
(90分)

講義で学習した領域を問題集をつ
かって復習しておくこと(90分)

14

時事（２） 国家公務員Ⅱ種、地方公務員上級、その他の大学卒
業レベルの公務員採用一次試験の「時事」分野を対象とする。

講義で学習する領域について予め問
題集を使い、どこが最もわからない
領域かを明らかにしておくこと(90
分)

講義で学習した領域を問題集をつ
かって復習しておくこと(90分)

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）

60 授業への参加姿勢/意欲を総合的に評価する

15

チャレンジテスト いままで受講してきた内容を理解できている
かどうかの確認を公務員模擬試験によって行う。

講義で学習する領域について予め問
題集を使い、どこが最もわからない
領域かを明らかにしておくこと
(90分)

講義で学習した領域を問題集をつ
かって復習しておくこと(90分)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

全ての回の講義への積極的参加を必須とする。 集中講義方式で履修するので、開講時期・場所等にについて学科掲示板での告知に注意を
払い、初回ガイダンスには必ず出席すること。

備考欄

その他 40 課題レポート（チャレンジテスト）等

教科書 資格の大原　公務員講座テキストを使用する。

参考文献 講座中に適宜指示する。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

111910A1 English Literature Ⅰ/英語文学Ⅰ 2616 2 2

到達目標

１）文学作品において使用されている様々な英語表現について知り、使いこなすことができる。
２）文学作品で描かれている、英語が使われている国や地域の文化について主体的に学び、知識として
得ることができる。
3）英語で書かれた代表的な文学について知り、考えを深めることができる。

授業の方法

教科書を中心として作品を読むことはもちろん、文学を理解するための講義を随時取り入れていく。また、グループ学習や小テストもしく
は作品についての感想提出などの主体的方法をとる。

ＩＣＴ活用 なし

前期

教員氏名 及川　陽子

授業の位置づけ

ディプロマ・ポリシーの「英語を実践的に運用できる能力とスキルを身につけている（知識・技能）」とともに、「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）」に特に関係がある科目で
ある。当然その他のポリシーとも連動する。

授業の概要

この授業は、アングロ・サクソン時代からルネッサンス時代、エリザベス朝、ピューリタンの時代、ロマン派、ビクトリア朝から現代まで
の英文学の歴史と植民地時代からロマンティシズム時代、リアリズム時代までの米文学の歴史を駆け足で概観する。ごく少数ではあるが、
実際に代表的な作品に触れることによって（もちろん古い時代のものは現代英語の対訳付き）、学生は努力することによって深く読む力が
付くことを実感し、大きな喜びを得る。同時に文学とは人生についての英知を与えてくれるものであるということを理解する。

1

授業の実施方法に関するオリエンテーション これまで読んできた、あるいは知っ
ている英語で書かれた作品について
訊くので答えられるよう準備してお
くこと。
90分

学んだ知識を整理して今後の学習の
ために定着させておくこと。90分

2

英語文学についての概論（1）
文学に関する用語や分野などについて確認する。

英語文学について知るべきことを確
認し、作品を読む準備をすること。
90分

学んだ知識を整理しておくこと。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

ある作品についての感想などは驚くほど多様なものとなるはずである。したがって、それぞれの学生たちの
意見をできるだけ教室内で共有し、個々の視野を広げていく。

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)

5

マザー・グースの自然
単語や表現を確認し、その歌を聴き、内容について考える。考え
を発表しあい、議論する。「きらきら星」

指定された詩について自分なりの解
釈をしておくこと。文法や語彙の確
認をしておくこと。90分

必ず時間をとって自分でも詩を口に
出して読んでみること。内容を考え
ながら繰り返すことで英語のリズム
が身につくと知ること。90分

6

マザー・グースの男と女（1）
単語や表現を確認し、その歌を聴き、内容について考える。考え
を発表しあい、議論する。「金髪巻き毛のお嬢さん」「いないい
ないばあ」

指定された詩について自分なりの解
釈をしておくこと。文法や語彙の確
認をしておくこと。90分

必ず時間をとって自分でも詩を口に
出して読んでみること。内容を考え
ながら繰り返すことで英語のリズム
が身につくと知ること。90分

3

マザー・グースの動物たち（1）
英文学における代表的な一分野、詩の大本となるマザー・グース
の詩を味わう。具体的には単語や表現を確認し、その歌を聴き、
内容について考える。考えを発表しあい、議論する。「がちょう
おばさん」
「フィドルを弾くねこ」

指定された詩について自分なりの解
釈をしておくこと。文法や語彙の確
認をしておくこと。90分

必ず時間をとって自分でも詩を口に
出して読んでみること。内容を考え
ながら繰り返すことで英語のリズム
が身につくと知ること。90分

4

マザー・グースの動物たち（2）
単語や表現を確認し、その歌を聴き、内容について考える。考え
を発表しあい、議論する。「めえめえ黒い羊」「てんとう虫」

指定された詩について自分なりの解
釈をしておくこと。文法や語彙の確
認をしておくこと。90分

必ず時間をとって自分でも詩を口に
出して読んでみること。内容を考え
ながら繰り返すことで英語のリズム
が身につくと知ること。90分

9

歴史を伝えるマザー・グース（1）
単語や表現を確認し、その歌を聴き、内容について考える。考え
を発表しあい、議論する。「ロンドン橋落ちた」

指定された詩について自分なりの解
釈をしておくこと。文法や語彙の確
認をしておくこと。90分

必ず時間をとって自分でも詩を口に
出して読んでみること。内容を考え
ながら繰り返すことで英語のリズム
が身につくと知ること。90分

10

歴史を伝えるマザー・グース（2）
単語や表現を確認し、その歌を聴き、内容について考える。考え
を発表しあい、議論する。「誰が駒鳥殺したの」

指定された詩について自分なりの解
釈をしておくこと。文法や語彙の確
認をしておくこと。90分

必ず時間をとって自分でも詩を口に
出して読んでみること。内容を考え
ながら繰り返すことで英語のリズム
が身につくと知ること。90分

7

マザー・グースの男と女（2）
単語や表現を確認し、その歌を聴き、内容について考える。考え
を発表しあい、議論する。「ジャックとジル」

指定された詩について自分なりの解
釈をしておくこと。文法や語彙の確
認をしておくこと。90分

必ず時間をとって自分でも詩を口に
出して読んでみること。内容を考え
ながら繰り返すことで英語のリズム
が身につくと知ること。90分

8

マザー・グースの男と女（3）
単語や表現を確認し、その歌を聴き、内容について考える。考え
を発表しあい、議論する。「笛吹きトム」

指定された詩について自分なりの解
釈をしておくこと。文法や語彙の確
認をしておくこと。90分

必ず時間をとって自分でも詩を口に
出して読んでみること。内容を考え
ながら繰り返すことで英語のリズム
が身につくと知ること。90分
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13

遊び歌とナンセンス歌（3）
単語や表現を確認し、その歌を聴き、内容について考える。考え
を発表しあい、議論する。「ジャックのおうち」

指定された詩について自分なりの解
釈をしておくこと。文法や語彙の確
認をしておくこと。90分

必ず時間をとって自分でも詩を口に
出して読んでみること。内容を考え
ながら繰り返すことで英語のリズム
が身につくと知ること。90分

14

遊び歌とナンセンス歌（4）
単語や表現を確認し、その歌を聴き、内容について考える。考え
を発表しあい、議論する。「きりなし歌」

指定された詩について自分なりの解
釈をしておくこと。文法や語彙の確
認をしておくこと。90分

学んだ知識を整理して今後の学習の
ために定着させておくこと。90分

11

遊び歌とナンセンス歌（1）
単語や表現を確認し、その歌を聴き、内容について考える。考え
を発表しあい、議論する。「ハンプティ・ダンプティ」

指定された詩について自分なりの解
釈をしておくこと。文法や語彙の確
認をしておくこと。90分

必ず時間をとって自分でも詩を口に
出して読んでみること。内容を考え
ながら繰り返すことで英語のリズム
が身につくと知ること。90分

12

遊び歌とナンセンス歌（2）
単語や表現を確認し、その歌を聴き、内容について考える。考え
を発表しあい、議論する。「ぺったん、ぺったん」

指定された詩について自分なりの解
釈をしておくこと。文法や語彙の確
認をしておくこと。90分

必ず時間をとって自分でも詩を口に
出して読んでみること。内容を考え
ながら繰り返すことで英語のリズム
が身につくと知ること。90分

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 授業参加度、小テスト、課題や口頭発表　50％。
授業内試験　50％。

15

英語文学についての概論（2）文学史の流れを知る。
授業内試験
学んだ内容について筆記試験を行う。

今までの内容についてしっかりと理
解しておくこと。文法や語彙の確認
をして試験に備えておくこと。90分

復習しておくこと。90分

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

辞書を活用すること。また、積極的に授業に参加すること。

備考欄

その他 0

教科書

The Illustrated World of Mother Goose Poetry, Makiko Miyahara, Hisayo Nakashima, Maki Ito, Naomi Miki and Yumiko Kida, eds.
EIKO-SHA.

参考文献 『現代イギリス読本』川成洋・長尾輝彦　編、丸善。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

111920A1 English Literature Ⅱ/英語文学Ⅱ 2617 2 2

到達目標

１）文学作品において使用されている様々な英語表現について知り、使いこなすことができる。
２）文学作品で描かれている、英語が使われている国や地域の文化について主体的に学び、知識として
得ることができる。
３）英語で書かれた代表的な文学について知り、考えを深めることができる。
４）英文学の楽しさを身をもって知ることができる。

授業の方法

教科書を中心として作品を読むことはもちろん、文学を理解するための講義を随時取り入れていく。また、グループ学習や小テストなどの
主体的方法をとる。

ＩＣＴ活用 なし

後期

教員氏名 及川　陽子

授業の位置づけ

ディプロマ・ポリシーの「英語を実践的に運用できる能力とスキルを身につけている（知識・技能）」とともに、「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）」に特に関係がある科目で
ある。当然その他のポリシーとも連動する。

授業の概要

この授業は、英米作家の短編小説を主に取り上げて読む。読むと言っても、学生はただ自己流にたくさん読んで数をこなすということでは
ない。この授業で身に付けなければならないことは、鑑賞のための方法論を得ることである。担当教員は作品を取り上げる際、作者の伝記
的事実の説明をしたり、語句に関する説明をしたり、恣意的な解釈を与えるだけではない。それに加えて、学生は小説の読み方、演劇や詩
という文学の構造についての原則を学んでいくことになる。あわせて文学作品から英語表現や英米の文化についても学んでいく。

1

授業の実施方法に関するオリエンテーション これまで読んできた、あるいは知っ
ている英語で書かれた作品について
訊くので答えられるよう準備してお
くこと。
90分

学んだ知識を整理して今後の学習の
ために定着させておくこと。90分

2

英語文学についての総論（1）
英文学の特徴、その歴史や文化を学ぶ。

英語文学について知るべきことを確
認し、作品を読む準備をすること。
90分

復習すること。疑問点があればまと
めておくこと。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

単純な文法事項から、文化的な相違まで、作品を楽しみながら様々な角度から英語および英文学を学ぶため、わずかな疑問でも話し合い、
あるいは調べていくことで視野を広げる努力をする。疑問点には次回確実に回答する。

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)

5

The Red-Headed League (3) A Job Suddenly Ends
単語や表現を確認し、リスニングをした上で内容をつかむ。小テ
ストをして確認する。

英文をしっかり読み、わからない単
語があったら調べること。文法事項
を確認すること。90分

復習すること。小テストのための準
備学習をすること。90分

6

The Red-Headed League (4) Holmes Gathers Information
単語や表現を確認し、リスニングをした上で内容をつかむ。小テ
ストをして確認する。

英文をしっかり読み、わからない単
語があったら調べること。文法事項
を確認すること。90分

復習すること。小テストのための準
備学習をすること。90分

3

The Red-Headed League (1) An Easy Job
単語や表現を確認し、リスニングをした上で内容をつかむ。小テ
ストをして確認する。

英文をしっかり読み、わからない単
語があったら調べること。文法事項
を確認すること。90分

復習すること。小テストのための準
備学習をすること。90分

4

The Red-Headed League (2) Mr.Wilson Is Put to a Test
単語や表現を確認し、リスニングをした上で内容をつかむ。小テ
ストをして確認する。

英文をしっかり読み、わからない単
語があったら調べること。文法事項
を確認すること。90分

復習すること。小テストのための準
備学習をすること。90分

9

The Adventure of the Copper Beeches (1) A Job with Strange
Requirement
単語や表現を確認し、リスニングをした上で内容をつかむ。小テ
ストをして確認する。

英文をしっかり読み、わからない単
語があったら調べること。文法事項
を確認すること。90分

復習すること。小テストのための準
備学習をすること。90分

10

The Adventure of the Copper Beeches (2) The Work Begins
単語や表現を確認し、リスニングをした上で内容をつかむ。小テ
ストをして確認する。

英文をしっかり読み、わからない単
語があったら調べること。文法事項
を確認すること。90分

復習すること。小テストのための準
備学習をすること。90分

7

The Red-Headed League (5) Setting the Trap
単語や表現を確認し、リスニングをした上で内容をつかむ。小テ
ストをして確認する。

英文をしっかり読み、わからない単
語があったら調べること。文法事項
を確認すること。90分

復習すること。小テストのための準
備学習をすること。90分

8

The Red-Headed League (6) Holmes Explains the Plan 
単語や表現を確認し、リスニングをした上で内容をつかむ。小テ
ストをして確認する。

英文をしっかり読み、わからない単
語があったら調べること。文法事項
を確認すること。90分

復習すること。小テストのための準
備学習をすること。90分
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13

The Adventure of the Copper Beeches (5) Mr. Holmes Has an
Idea
単語や表現を確認し、リスニングをした上で内容をつかむ。小テ
ストをして確認する。

英文をしっかり読み、わからない単
語があったら調べること。文法事項
を確認すること。90分

復習すること。小テストのための準
備学習をすること。90分

14

The Adventure of the Copper Beeches (6) Mr. Rucastle's
Terrible Fate
単語や表現を確認し、リスニングをした上で内容をつかむ。小テ
ストをして確認する。

英文をしっかり読み、わからない単
語があったら調べること。文法事項
を確認すること。90分

復習することjの次回の授業内試験
のための準備学習をすること。90分

11

The Adventure of the Copper Beeches (3) A Strange Observer
単語や表現を確認し、リスニングをした上で内容をつかむ。小テ
ストをして確認する。

英文をしっかり読み、わからない単
語があったら調べること。文法事項
を確認すること。90分

復習すること。小テストのための準
備学習をすること。90分

12

The Adventure of the Copper Beeches (4) Miss Hunter Looks
Around
単語や表現を確認し、リスニングをした上で内容をつかむ。小テ
ストをして確認する。

英文をしっかり読み、わからない単
語があったら調べること。文法事項
を確認すること。90分

復習すること。小テストのための準
備学習をすること。90分

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 授業参加度、小テスト、課題や口頭発表　50％。
授業内試験　50％。

15

英語文学についての総論（２）
英米文学の特徴、文化と思想について学ぶ。

授業内試験
学んだ内容について筆記試験を行う。

ここまで読んできた作品について文
法事項をしっかり確認しておくこ
と。授業内試験の準備をすること。
90分

全体の復習をすること。90分

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

辞書を準備し、毎回しっかりと予習・復習をすること。

備考欄

その他 0

教科書 Mystery Tour with Sherlock Holmes by Atsuko Uemura and Miwako Yamashina, Cengage Learnng.

参考文献 『現代イギリス読本』川成洋・長尾輝彦　編、丸善。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

111870A2 English Reading/英語多読Ⅰ 2608 2 2

到達目標

To be able to read and understand English texts of various genres using their existing knowledge, and to gain information
about events happening around them while expanding their syntactic grasp and vocabulary.

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 高橋　保夫

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、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ための科目で、 「関心・意欲・態度」
と関連する。

授業の概要

The purpose of this course is to improve students' reading comprehension of various genres of English texts related to the
events that occur around us. In addition to developing a high level of syntactic understanding and vocabulary, students will
learn reading strategies that promote comprehension by using their existing knowledge.

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  (90
minutes).

Reflect on the orientation
discussion, review notes, send a
greeting message to the LMS (90
minutes).

2

Lesson 2: Unit 1: PLACES
In this lesson, students will practice skills such as
scanning numbers and using T-charts while reading reports
and online articles.

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)

5

Lesson 5: Unit 3: Internet and Technology
In this lesson, students will practice their skills in
searching for main ideas and making inferences while
reading online articles and essays.

Check the LMS, read Unit 3 and
do the assigned exercises. (90
minutes)

Review Unit 3 and the exercises.
(90 minutes)

6

Lesson 6: Unit 4: Weather and Climate
In this lesson, students will read excerpts from books and
articles to practice their skills in reading for details
and using their knowledge to predict content.

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: Festivals and Celebrations
In this lesson, students will practice previewing and
other skills while reading articles and online posts.

Check the LMS, read Unit 2 and
do the assigned exercises. (90
minutes)

Review Unit 2 and the exercises.
(90 minutes)

4

Lesson 4: Reviewing Units 1 and 2
In this lesson, students will review, expand, and deepen
the learning you did in Units 1-2.

Check the LMS, re-read Units 1-2
and do the assigned exercises.
(90 minutes)

Review Units 1-2, the exercises,
and notes from class
discussions. (90 minutes)

9

Lesson 9: Unit 6: Business
In this lesson, students will read questionnaires and
online art files, derive meaning from context, and
annotate.

Check the LMS, read Unit 6 and
do the assigned exercises. (90
minutes)

Review Unit 6 and the exercises.
(90 minutes)

10

Lesson 10: Reviewing Units 5 and 6
In this lesson, you will review, expand, and deepen the
learning you did in Units 5-6.

Check the LMS, re-read Units 5-6
and do the assigned exercises.
(90 minutes)

Review Units 5-6, the exercises,
and notes from class
discussions. (90 minutes)

7

Lesson 7: Review of Units 3 and 4
In this lesson, you will review, expand and deepen the
learning you did in Units 3-4.

Check the LMS, re-read Units 3-4
and do the assigned exercises.
(90 minutes)

Review Units 3-4, the exercises,
and notes from class
discussions. (90 minutes)

8

Lesson 8: Unit 5: Sports and Competitions
In this lesson, students will practice skills such as
scanning online articles and posts to predict content
while reading.

Check the LMS, read Unit 5 and
do the assigned exercises. (90
minutes)

Review Unit 5 and the exercises.
(90 minutes)
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13

Lesson 13: Reviewing Units 7 and 8
In this lesson, you will review, expand, and deepen the
learning you did 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
discussions. (90 minutes)

14

Lesson 14: Comprehensive Review
In this lesson, you will review, expand and deepen the
learning you have done in lessons 2 through 13, and
prepare for the in-class test.

Check the LMS, re-read Units 1-4
and do the assigned exercises.
(90 minutes)

Review Units 1-4, the exercises,
and notes from class
discussions. (90 minutes)

11

Lesson 11: Unit 7: PEOPLE
In this lesson, students will practice skills such as
using a Venn diagram while reading a blog post.

Check the LMS, read Unit 7 and
do the assigned exercises. (90
minutes)

Review Unit 7 and the exercises.
(90 minutes)

12

Lesson 12: Unit 8: The Universe
In this lesson, students will practice skills such as
identifying the author's purpose while reading an online
article or essay.

Check the LMS, read Unit 8 and
do the assigned exercises. (90
minutes)

Review Unit 8 and the exercises.
(90 minutes)

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 Weekly quizzes: 50%
In-class test: 50%

15

Lesson 15: Review and in-class exam
In this lesson, students will summarize the class and take
an in-class exam.

Check the LMS, re-read Units 5-8
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

履修条件・留意
事項等

Not applicable

備考欄

その他 0 Not applicable

教科書 PRISM READING, Michele Lewis & Richard O'Neil, CAMBRIDGE

参考文献 Will be handed out in class
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

111840A1 Networking Communication/スピーキングⅡ 1604 2 1

到達目標

In addition to reading, speaking, and listening skills, students will be able to use English as a lingua franca and take
into account the culture of others when communicating.

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

この科目はディプロマポリシーの「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」、「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ている。（思考・判断・表現）」、「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。（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。また他の英語系のコミュニケーション科目と関連する。

授業の概要

This class is designed to develop the English language and communication skills necessary to build relationships with people
from various countries in a globalized world. The class will focus especially on reading, speaking, and listening, but the
goal is not only to learn how to use the language in various situations, but also to be able to think about how to act based
on an understanding of the culture of an English-speaking country.

1

ORIENTATION
In this lesson, we will discuss the class procedures,
assignments and assessments.

Register for the LMS; read the
syllabus, peruse the textbook,
generate questions (90 minutes).

Reflect on the orientation
discussion, review notes, send a
greeting message to the LMS (90
minutes).

2

Unit 1: What made you who you are?
In this lesson, we will learn how to make connections with
a person you have just met.

Check the LMS, read Unit 1 and
do the 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 to the exercises, commenting on students' performance, and grading
assignments, as applicable.

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)

5

Unit 4: When do you ask for advice?
In this lesson, we will learn about how to give advice to
others who need help, and receive advice from others when
in need.

Check the LMS, read Unit 4 and
do the exercises. (90 minutes)

Review Unit 4 and the exercises.
(90 minutes)

6

Unit 5: Are you easy to live with?
In this lesson, we will learn how to discuss
daily/weekly/months schedules, routines and habits around
which our lives revolve.

Check the LMS, read Unit 5 and
do the exercises. (90 minutes)

Review Unit 5 and the exercises.
(90 minutes)

3

Unit 2: What is good about you?
In this lesson, we will learn how to present yourself
positively in the company of those from other cultures.

Check the LMS, read Unit 2 and
do the exercises. (90 minutes)

Review Unit 2 and the exercises.
(90 minutes)

4

Unit 3: Can you tell me about music?
In this lesson, we will learn about how to start and
sustain discussions about your and others' tastes in music

Check the LMS, read Unit 3 and
do the exercises. (90 minutes)

Review Unit 3 and the exercises.
(90 minutes)

9

Unit 9: Can you guess?
In this lesson, we will learn about how to make as well as
respond to observations and assessments in appropriate
ways

Check the LMS, read Unit 9 and
do the exercises. (90 minutes)

Review Unit 9 and the exercises.
(90 minutes)

10

Unit 11: How do you describe events?
In this lesson, we will learn about how to provide
descriptions of past events so that others can understand.

Check the LMS, read Unit 11 and
do the exercises. (90 minutes)

Review Unit 11 and the
exercises. (90 minutes)

7

Unit 7: How do you feel about compliments?
In this lesson, we will learn about how to give
compliments to others and how to receive complements from
others.

Check the LMS, read Unit 7 and
do the exercises. (90 minutes)

Review Unit 7 and the exercises.
(90 minutes)

8

Unit 8: Do you like me?
In this lesson, we will learn about how to draw clear
boundaries and send clear signals between ourselves and
others.

Check the LMS, read Unit 8 and
do the exercises. (90 minutes)

Review Unit 8 and the exercises.
(90 minutes)
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13

Unit 14: What are you taking about?
In this lesson, we will learn about how to reflect on
problematic interaction in order to improve our
conversational skills.

Check the LMS, read Unit 14 and
do the exercises. (90 minutes)

Review Unit 14 and the
exercises. (90 minutes)

14

Unit 15: Can you tell me a story?
In this lesson, we will learn about how to engage others
in storytelling, as well as how to participate in
another's telling of a story.

Check the LMS, read Unit 15 and
do the exercises. (90 minutes)

Review Unit 15 and the
exercises. (90 minutes)

11

Unit 12: What are you into?
In this lesson, we will learn about how to discuss our
hobbies with others and appropriately show interest in
theirs.

Check the LMS, read Unit 12 and
do the exercises. (90 minutes)

Review Unit 12 and the
exercises. (90 minutes)

12

Unit 13: How do you help a friend?
In this lesson, we will learn about how to identify, seek
information about and suggest solutions to others'
problems.

Check the LMS, read Unit 13 and
do the exercises. (90 minutes)

Review Unit 13 and the
exercises. (90 minutes)

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 Weekly quizzes: 50%
In-class test: 50%

15

Review and In-class Test
During this lesson, we will review the learning in this
class and take the in-class test.

Check the LMS, review Units 1-15
(90 minutes)

Reflect on one's learning and
performance in the class (90
minutes)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

Not applicable

備考欄

その他 0 Not applicable

教科書 Finding Connections, Todd Rucynski, Kinseido

参考文献 Will be handed out in class.
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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

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。

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)

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.

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.

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.
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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.

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

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.
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10988001 スピーキングⅣ 2404 2 3

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 (1) listening skill, (2) speaking skill, and (3)
vocabulary and expressions. They will gain confidence in making presentations and in their speaking abilities in general.  

授業の方法

We will be using a text based on TED Talks, through which students will be exposed to new ideas and ways of making
presentations. We will study 7 of the 8 units in the book, spending 2 weeks on each unit. The first week will will study the
TED Talk and work on exercises in the book; the second week we will have freer discussion on the content and each student
will give a presentation roughly based on the content of the TED talk. All audio and video available online:
https://eltngl.com/sites/21st-century-communication/student/book-2/

ＩＣＴ活用


We will use Google Classroom and Google Meet for online classes, or if we have in-person classes, for assignments and/or
consultations.

後期

教員氏名 Todd Robert Enslen

授業の位置づけ

Speaking is an important skill in learning English as a second language. Students will further develop speaking ability and
gain more confidence to communicate in English in this class. This course utilizes the knowledge and skills learned in
Speaking I, II, and III, and should help prepare students for using spoken English in a job setting. 英語を実践的に運用でき
る知識とスキル、実践に応用可能な知識および英語の技能を身につけ、4技能の運用能力を高め、実践の場で活用するとともに、日常生活
で適切な道徳観、倫理観を持ち、主体的に行動することを目的とする科目である。

授業の概要

This course will give students plenty of opportunities to speak with native speakers of English as well as speakers of
English as a second language. Students will be required to practice speaking in English not only in class, but also outside
of classes.

1

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

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

Listen to audio and watch video
of Unit 1, begin working on
exercises.
(90 minutes)

2

Unit 1, Secret Wishes (Sociology) -- text and online
exercises.

Attempt audio, video and written
exercises of Unit 1 before
class. (90 min.)

Review Unit 1 exercises; prepare
discussion questions and
presentation bases on Unit 1.
(90 minutes)

実務経験のある
教員の教育内容



I received a B.A. and an M.A. in English literature from the University of Florida. As a graduate student with a Ford
Fellowship, I taught one section of freshman English to UF students. My first teaching jobs were at a prison in Florida.
After moving to Japan, I have taught a variety of English classes at Hokusei University for 9 years, Otaru Women's Junior
College for 14 years, and since 1999, have been teaching a variety of English literature and communication classes at HBU,
in addition to English tourism classes.　

課題に対する
フィードバック

の方法

Feedback will be given each class, especially in regard 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)

5

Discussion and presentation based on Unit 2　 Review discussion questions and
presentation based on Unit 2.
(90 minutes)

Listen to audio and watch video
of Unit 3, begin working on
exercises.
(90 minutes)

6

 
Unit 3, Unexpected Discoveries (Technology) -- text and
online exercises.

Attempt audio, video and written
exercises of Unit 3 before
class. (90 min.)

Review Unit 3 exercises; prepare
discussion questions and
presentation bases on Unit 3.
(90 minutes)

3

Discussion and presentation based on Unit 1 Review discussion questions and
presentation based on Unit 1.
(90 minutes)

Listen to audio and watch video
of Unit 2, begin working on
exercises.
(90 minutes)

4

Unit 2, Changing Climate, Changing Minds
(Environmentalism) -- text and online exercises.

Attempt audio, video and written
exercises of Unit 2 before
class. (90 min.)

Review Unit 2 exercises; prepare
discussion questions and
presentation bases on Unit 2.
(90 minutes)
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9

Discussion and presentation based on Unit 4 Review discussion questions and
presentation based on Unit 4.
(90 minutes)

Listen to audio and watch video
of Unit 5, begin working on
exercises.
(90 minutes)

10

Unit 5, Engineered by Nature (Engineering and Robotics) --
text and online exercises.　　

Attempt audio, video and written
exercises of Unit 5 before
class. (90 min.)

Review Unit 5 exercises; prepare
discussion questions and
presentation bases on Unit 5.
(90 minutes)

7

Discussion and presentation based on Unit 3　 Review discussion questions and
presentation based on Unit 3.
(90 minutes)

Listen to audio and watch video
of Unit 4, begin working on
exercises.
(90 minutes)

8

 

Unit 4, The Business of Style (Design and Innovation) --
text and online exercises.

Attempt audio, video and written
exercises of Unit 4 before
class. (90 min.)

Review Unit 4 exercises; prepare
discussion questions and
presentation bases on Unit 4.
(90 minutes)

13

Discussion and presentation based on Unit 6 Review discussion questions and
presentation based on Unit 6.
(90 minutes)

Listen to audio and watch video
of Unit 7, begin working on
exercises.
(90 minutes)

14


Unit 6, Less Is More (Psychology) -- text and online
exercises

Attempt audio, video and written
exercises of Unit 7before class.
(90 min.)

Review Unit 7 exercises; prepare
discussion questions and
presentation bases on Unit 7.
(90 minutes)

11


Discussion and presentation based on Unit 5

Review discussion questions and
presentation based on Unit 5.
(90 minutes)　　　

Listen to audio and watch video
of Unit 6, begin working on
exercises.
(90 minutes)

12

Unit 6, Lending a Hand (Business and Philanthropy) -- text
and online exercises.

Attempt audio, video and written
exercises of Unit 6 before
class. (90 min.)

Review Unit 6 exercises; prepare
discussion questions and
presentation bases on Unit 6.
(90 minutes)

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 7 presentations @ 10% = 70%; preparation of text material and speaking based on preparation =
30%

15

Discussion and presentation based on Unit 7 Review discussion questions and
presentation based on Unit 7.
(90 minutes)

Students should do a self-
evaluation of how well they have
learned to listen to native
English content and make
presentations in English. (90
min.)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

Only English will be used in class.

備考欄

その他 0

教科書 21st Century Communication 2, Jessica Williams. National Geographic Learning -- Cengage Learning.

参考文献 Students should always bring a bilingual dictionary to class.
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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

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。

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)

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）

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)
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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）

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）

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

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。
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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

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.

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)

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)
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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)

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)

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)
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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)

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

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
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10635001 ビジネス・イングリッシュ 2418 2 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

Students will be able to communicate in English with native and non-native speakers of English through this course. Using
English in class will improve fluency and help expand English vocabulary for better communication.

授業の方法

Students will do role-play activities and listening practice in this course. They will also do reading and writing
exercises. Feedback will be given through comments on common errors by the teacher.

ＩＣＴ活用 N/A

後期

教員氏名 Deepak　K　Samida

授業の位置づけ

This world has become an interdependent and closely connected place due to trade and technology. The age of globalization
requires good knowledge of business English for those who do business or work related to business.  In this course students
will develop their English ability to discuss trade and economy.

授業の概要

This course will give students plenty of opportunities to practice conversation related to business. Through this course,
students will develop ability to take part in English conversation and discussion using vocabulary and expressions in
business situations.

1

 Introduction to the course
Unit 1 
Welcome to the Office
In this lesson you will learn to talk about your job and
about yourself.

Familiarize yourself with the
textbook. Read page 3 (90
minutes).

Review Conversation Focus,
Language Focus, and Talk Time.

2

Unit 2 
What Time Do You Close?
In this lesson you will learn to answer telephone at work
and answer customer questions. 

Prepare the assigned parts of
the unit for the next class.

Review Conversation Focus,
Language Focus, and Talk Time.

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, 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)

5

Unit 5 
Shall I Ring That Up for You?
In this lesson you will learn to assist retail customers
and take payments.

Prepare the assigned parts of
the unit for the next class.

Review Conversation Focus,
Language Focus, and Talk Time.

6

Unit 6 
This Way, Please
In this lesson you will learn to direct clients visiting
your office and engage in small talk with customers.

Prepare the assigned parts of
the unit for the next class.

Review Conversation Focus,
Language Focus, and Talk Time.

3

Unit 3 
I’d Like to Change an Order
In this lesson you will learn to make phone calls abroad
and request changes to orders. 

Prepare the assigned parts of
the unit for the next class.

Review Conversation Focus,
Language Focus, and Talk Time.

4

Unit 4 
May I Take a Message?
In this lesson you will learn to take messages, and
summarize and confirm messages.

Prepare the assigned parts of
the unit for the next class.

Review Conversation Focus,
Language Focus, and Talk Time.

7

Unit 7 
I’d Like to Make a Complaint
In this lesson you will learn to understand customer
complaints, and solve customer problems.

Prepare the assigned parts of
the unit for the next class.

Review Conversation Focus,
Language Focus, and Talk Time.
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9

Unit 9 
Welcome to Japan!
In this lesson you will learn to greet a company guest at
the airport and ask if the guest has any immediate needs.

Prepare the assigned parts of
the unit for the next class.

Review Conversation Focus,
Language Focus, and Talk Time.

10

Unit 10
What’s Your Background? 
In this lesson you will learn to talk about your current
job and have a casual talk with a company guest. 

Prepare the assigned parts of
the unit for the next class.

Review Conversation Focus,
Language Focus, and Talk Time.

8

Unit 8 
Could you fill out this form?
In this lesson you will learn to instruct how to complete
forms and explain purchase details.

Prepare the assigned parts of
the unit for the next class.

Review Conversation Focus,
Language Focus, and Talk Time.

13

Unit 13 
Welcome to the Presentation
In this lesson you will learn to present a product or
service and tell a compelling story.

Prepare the assigned parts of
the unit for the next class.

Review Conversation Focus,
Language Focus, and Talk Time.

14

Unit 14 
Would You Use This Product?
In this lesson you will learn to explain your product or
service, and ask people to give you their opinions.

Prepare for the evaluation
activities.

Review Conversation Focus,
Language Focus, and Talk Time.

11

Unit 11 
Here’s Your Schedule
In this lesson you will learn to establish a morning pick-
up and meeting times.

Prepare the assigned parts of
the unit for the next class.

Review Conversation Focus,
Language Focus, and Talk Time.

12

Unit 12 
I’ll See You Tomorrow
In this lesson you will learn to ask if the guest has any
requests, and accept or refuse invitation to dinner.

Prepare the assigned parts of
the unit for the next class.

Review Conversation Focus,
Language Focus, and Talk Time.

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 In-class participation,  20%; Quizzes, 40%; Assignments, 40%

15

Wrap-up of the course

Evaluation activities

Self-evaluation of English
ability (90 minutes).

Self-evaluation of how well you
have learned the material
covered in class.

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

Use English in class. Bring your textbook and dictionary.

備考欄

その他 0

教科書 Business Encounters by Michael P. Critchley. NAN'UN DO

参考文献 Students are encouraged to check read business news on the Internet to expand knowledge.
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

111820A2 Basic Oral Communication/スピーチⅠ[E2-2] 1600 2 1

到達目標

Communicate more accurately in English around a variety of topical issues, using communication strategies to compensate for
deficiencies in language skills when necessary.

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, groupwork 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 Walzem Allen George

授業の位置づけ

この科目はディプロマポリシーの「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」、「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ている。（思考・判断・表現）」、「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。（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。また他の英語系のコミュニケーション科目と関連する。

授業の概要

この授業は、さまざまなトピックの課題を英語のみを用いて、他の学生や教員とのインタラクションを通しながら遂行できるようになるこ
と目標とする。授業では、流暢に、より正確な英語を用いてコミュニケーションを行うスキルを身に付けるだけではなく、言語能力の不足
を補うために用いるコミュニケーションストラテジーに関わる指導も行う。

1

ORIENTATION
In this lesson, we will discuss the class procedures,
assignments and assessments.

Register for the LMS; read the
syllabus, peruse the textbook,
generate questions (90 minutes).

Reflect on the orientation
discussion, review notes, send a
greeting message to the LMS. (90
minutes)

2

Unit 1: Connections
In this lesson, we will talk about the people and things
in your life, introduce yourself in person and through
email, as well as talk about what you have in common.

Check the LMS, read Unit 1 and
do the 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)

5

Unit 4: Good times
In this lesson, we will talk about your plans, learn about
giving and receiving gifts, make and respond to
invitations, write an online event announcement and chose
gifts for your host.

Check the LMS, read Unit 4 and
do the exercises. (90 minutes)

Review Unit 4 and the exercises.
(90 minutes)

6

Unit 5: First and last
In this lesson, we will talk about past events in your
life, ask questions about the past, congratulate and
sympathize with people, write a comment agreeing or
disagreeing with an online post and summarize a story.

Check the LMS, read Unit 5 and
do the exercises. (90 minutes)

Review Unit 5 and the exercises.
(90 minutes)

3

Unit 2: Work and study
In this lesson, we will talk about your daily and weekly
routines, discuss your workspace, write opinions about a
podcast, and practice giving advice about useful apps for
work and study.

Check the LMS, read Unit 2 and
do the exercises. (90 minutes)

Review Unit 2 and the exercises.
(90 minutes)

4

Unit 3: Let's move
In this lesson, we will talk about what you're doing at
the moment, about sports and excercise, learn to ask for
information, write short messages to a company and create
a fitness program.

Check the LMS, read Unit 3 and
do the exercises. (90 minutes)

Review Unit 3 and the exercises.
(90 minutes)

7

Unit 6: Buy now, pay later
In this lesson, we will talk about your plans for a
shopping trip, talk about shopping habits, describe what
you want in a store, write a script for a vlog and present
your idea for a new invention.

Check the LMS, read Unit 6 and
do the exercises. (90 minutes)

Review Unit 6 and the exercises.
(90 minutes)

- 40 -



北海道文教大学　2022年度　国際言語学科　シラバス 2022/04/01

9

Unit 7: Eat, drink, be happy
In this lesson, we will talk about your favorite comfort
food, design a food truck, explain what you want in a
restaurant, write a comment about an online article and
plan a party.

Check the LMS, read Unit 7 and
do the exercises. (90 minutes)

Review Unit 7 and the exercises.
(90 minutes)

10

Unit 8: Trips
In this lesson, we will talk discuss what to do in your
town, talk about a trip you went on, give advice and make
suggestions, write advice on living in another country and
plan a short trip.

Check the LMS, read Unit 8 and
do the exercises. (90 minutes)

Review Unit 8 and the exercises.
(90 minutes)

8

Mid-course Review & Strategy Instruction
During this lesson, we will review our progress so far, as
well as learn about strategies for preventing,
identifying, and repairing communication difficulties.

Check the LMS, review Units 1-6
(90 minutes)

Review Units 1-6, the exercises
and notes from class. (90
minutes)

13

Unit 11: Me, online
In this lesson, we will talk about talk about what you've
done and what you've never done, talk about what you've
done and when, make and respond to requests, write
comments about an infographic and create a video or vlog.

Check the LMS, read Unit 11 and
do the exercises. (90 minutes)

Review Unit 11 and the
exercises. (90 minutes)

14

Unit 12: Outdoors
In this lesson, we will talk about the weather, describe
places, people and things, ask for and give directions,
write simple instructions and create a tourism campaign
for your country.

Check the LMS, read Unit 12 and
do the exercises. (90 minutes) 

Review Unit 12 and the
exercises. (90 minutes)

11

Unit 9: Looking good
In this lesson, we will compare stores and what they sell,
talk about people in photos, ask for and give opinions,
write a paragraph describing a photo as well as create and
present an advertisement.

Check the LMS, read Unit 9 and
do the exercises. (90 minutes)

Review Unit 9 and the exercises.
(90 minutes)

12

Unit 10: Risky business
In this lesson, we will talk about how to avoid danger at
work, make predictions about your future, describe a
medical problem, ask for help, write an email to your
future self and plan a reality TV show.

Check the LMS, read Unit 10 and
do the exercises. (90 minutes)

Review Unit 10 and the
exercises. (90 minutes)

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 Test: 40%

15

Review & In-class Test
During this lesson, we will review the learning in this
class and take the in-class test.

Check the LMS, review Units 1-12
(90 minutes)

Reflect on performance on the
test and learning in the course
(90 minutes)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

Not applicable.

備考欄

その他 0 Not applicable.

教科書 EVOLVE 2, Lindsay Clanfield, Ben Goldstein, Ceri Jones, and Phlip Kerr, Cambridge

参考文献 Will be handed out in class.
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

112190A1 異文化接触論/時事問題・ディスカッションⅠ 1780 2 1

到達目標

The goal of the course is to introduce students to the notion of intercultural contact and to develop their abilities to
understand and appreciate different ways of looking at the world.

授業の方法 Text analysis, lectures, and group discussions 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.

前期

教員氏名 Richardson Peter

授業の位置づけ

During this course, students will gain an advanced proficiency in English with a focus on using it for academic purposes.
They will also acquire an advanced level of practical knowledge pertaining to the natural environment, society, culture, and
history from global and regional perspectives. This will provide them with an international sense of understanding their own
local community, enabling students to play an important role in connecting that community to the wider world.

授業の概要

この授業は、異文化接触とその適応を中心に学んでいく。受講者の興味関心がある国・地域、集団・組織等を想定し、その集団の宗教や信
条、価値観、思考様式、規範などを調べ、そこで自分を失わずに適応していくには、どのような文化受容が求められるかを考えていく。異
文化接触は外国に限らず、入学や転校、就職、結婚など人生の節目ごとに新たな集団文化への適応が求められる。適応には個人差があるも
のの、各人がマインドフルでレリジエントであるための方法を演習を通して学んでいく。

1

Familiarize yourself with the course theme and goals and
orientate yourself through a series of activities to the
cultures of the target countries explored in these
classes.

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

Explore the relationship between language and different
cultures and the challenges this creates for using
dictionaries and trying to guess the meaning of unfamiliar
words and concepts in a foreign language.

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

Model answers to test questions will be given after the tests have been completed and feedback will be provided with a focus
on questions the students found difficult.

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)

5

Investigate the notion of face and the importance of
appearances and how some Western cultures respond to these
elements. Discuss the case of traditional British society
where elements of face appear to coexist in tension with
other ways of managing relationships and presenting
yourself to others.

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

Examine the connections and overlapping relationships
between individualism, collective thinking, and national
identity in different cultures with a particular focus on
the United States, the United Kingdom, Japan, and
Thailand.

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

Examine the notions of culture shock and reverse culture
shock and the situations where these are likely to be
experienced. Read and listen to accounts of culture shock
in a range of different countries. Discuss strategies for
managing and overcoming the negative aspects of these
experiences.

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

Explore different styles and ways of greeting and
communicating through speech, body language, touch, and
positioning. Discuss key differences between Japanese,
Thai, Turkish, and British styles.

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
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9

Think about the difficult relationship between social
harmony and critical thinking and examine different
approaches to conflict and conflict resolution among
different cultures. Discuss some case studies related to
these aspects from various countries.

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

Explore alternative approaches to education and language
learning across different cultures and variations within a
single culture in terms of the goal of studying, the
relationship between education and morality, the role and
status of the teacher, and how we should define a good or
bad student and a good or bad lesson.

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

7

First part of the lesson: Student presentations related to
topics covered so far in the course.　

Explore the importance of equality and hierarchy,
formality and informality in different cultures and social
contexts. Discuss why hierarchy and formality are so
crucial in some cultures, such as Japan, while the
principle of egalitarianism and the appearance of
informality are so important in others, such as the United
Kingdom and the United States.

Study the course content for
week 7 and carefully check any
words you don’t understand. 90
分

Review the lesson content and
vocabulary. 90分

8

Review the first half of the course and complete the
midterm test.

Prepare by studying the
vocabulary and main topics from
the first half of the course. 90
分

Reflect on the test and try to
identify your weaknesses and the
gaps in your knowledge and how
to address them.

13

Student presentations related to topics covered so far in
the course.

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

Student presentations related to topics covered so far in
the course.

Study the course content for
week 14 and carefully check any
words you don’t understand. 90
分

Review the lesson content and
vocabulary. 90分

11

Think about different traditional and progressive cultural
dimensions within society and apply them to varying
attitudes and approaches to work and leisure time. Compare
Japanese attitudes to attitudes in some European
countries.

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

Continue to explore various traditional and progressive
cultural dimensions within society by examining attitudes
towards marriage and family and the cultural shift from
being single to being married and possibly being divorced.
Consider case studies from Japan, Thailand, Turkey, and
the United Kingdom.

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

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 active participation: 20%, midterm test: 40%, final test: 40%

15

Complete presentations and review the content of the
course and reflect on the core concepts related to
intercultural communication that you have explored.

Prepare by studying the
vocabulary and topics covered
during this course. 90分

Consolidate the course content.
90分

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

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 なし

教科書 none

参考文献 none
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

111850A1 World Englishes/映画で学ぶ英語Ⅰ 2606 2 2

到達目標

・世界の多様なアクセントで話された英語を理解することができるようになることを1番の目的とし、英語の4技能の能力の向上を様々な言
語活動を通して目指す。

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。また、講義内
で行われるさまざまな言語活動を通して、英語の4技能の能力の向上を目指す。各Unit終了後には小テストを行い、学習した語彙や表現の
確認を行う。講義のまとめとして、与えられたテーマに応じた英語のプレゼンテーションを行う。

ＩＣＴ活用 様々なWebアプリ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

ディプロマポリシーの「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。（知識・技能）」、「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ている。（思考・判断・表現）」等に関連する科目である。
この講義は、初年次に学習したBasic oral communication等の科目を礎に、その後に学習する英語科目や国際・異文化コミュニケーション
科目の基礎となる科目である。

授業の概要

この授業は、世界の多様な英語の学習を通して、グローバル化の進む世界の人々とのコミュニケーションをとるために必要な英語能力を見
つめなおすことを1番の目的とする。授業では、それぞれの国で話される多様な英語を用いた学習で、英語の4技能の能力の向上を目指し、
学生同士のディスカッションなどといった能動的な学習を中心とした授業を進める。

1

オリエンテーション
グローバル社会の中で、世界の人々とのコミュニケーションをと
るためにはどのような英語力が求められるか考える。

シラバスと教科書を事前に確認す
る。また、世界の人々とコミュニ
ケーションをとるためにはどのよう
な英語力が必要になるか事前に考え
ておく。(90分)

教科書のUnit 1を参照し、次の授業
への準備を行う。 (90分）

2

Unit 1 College Life　Japan ①
・挨拶やお互いを知るための表現を、リスニング・スピーキング
を通して学ぶ。
・Three circles of English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。
Three circles of Englishについて
自分で調べておく。(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た授業を行う。

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)

5

Unit 2 Mobile Phones　England ②
・携帯電話に関するトピックのリスニング、リーディング、ス
ピーキング活動を行う。
・第4回で学んだ表現などを用いた発展的なスピーキング活動を
行う。

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

Unit 3 Movies　India ①
・招待に関する表現を、リスニング・スピーキングを通して学
ぶ。

小テストの準備をする。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）

3

Unit 1 College Life　Japan ②
・大学生活に関するトピックのリスニング、リーディング、ス
ピーキング活動を行う。

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）

4

Unit 2 Mobile Phones　England ①
・予定を決める際、電話の会話に使う表現を、リスニング・ス
ピーキングを通して学ぶ。
・世界の英語話者の割合について学ぶ。

小テストの準備をする。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

Unit 4 Dating　Mexico ②
・メキシコに関するトピックのリスニング、リーディング活動を
行う。

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

Unit 5 International Food　Korea ①
・リクエスト・レストランで用いる表現を、リスニング・スピー
キングを通して学ぶ。

小テストの準備をする。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）

7

Unit 3 Movies　India ②
・映画に関するトピックのリスニング、リーディング、スピーキ
ング活動を行う。

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）

8

Unit 4 Dating　Mexico ①
・誰かを描写する表現や語彙を、リスニング・スピーキングを通
して学ぶ。

小テストの準備をする。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）
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13

Unit 6 World Englishes　Singapore ②
・シンガポールに関するトピックのリスニング、リーディング、
スピーキング活動を行う。

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)

講義の復習を行い、次の授業でのプ
レゼンテーションの準備を行う。
(90分)

14

Oral Presentation
・1週目から13週目までに学習した内容を基に、与えられたテー
マに応じた英語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準備
し、確認を行う。(90分）

これまでの講義内容を振り返りまと
めの試験の準備をする。(90分)

11

Unit 5 International Food　Korea ②
・海外の料理・レストランに関するトピックのリスニング、リー
ディング、スピーキング活動を行う。

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）

12

Unit 6 World Englishes　Singapore ①
・繰り返しや明確化要求に使う表現を、リスニング・スピーキン
グを通して学ぶ。

小テストの準備をする。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）

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 小テスト・課題:40%、Oral presentation:20%、授業内試験:40%

15

講義のまとめ（授業内試験）
・Unit 1から6までの内容のまとめを行う。

まとめの試験の準備をする。(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

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

塩澤正、Gregory A. King 著　『Global Activator - Your English, My English, World Englishes!： 大学生のためのグローバル時代の
英会話』　金星堂

参考文献 講義中に紹介する。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10275001 ディベートII 3742 2 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

Students will be able to research a topic, discriminate between opinion and fact, write a clear outline, fluently express
their own opinions, and defend these positions against opponents. The culminating activities will be formal, moderated
debates.

授業の方法

Class will mix textbook use with active discussions on various topics in which students have been pre-assigned positions
(pro or con) to facilitate skills in speaking, listening, logical argument, and refutation. These discussions will build to
semi-formal and finally formal debates.

ＩＣＴ活用

Some ICT will be utilized to enable students to do research or watch debates on Youtube or other formats.

前期

教員氏名 Walzem Allen George

授業の位置づけ

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）
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）
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）

授業の概要

Through less formal discussions and formal debates, students will learn to express themselves and support opinions with
facts, as well as politely disagree and logically refute the positions of others.

1

  Introduction, syllabus, class rules and expectations,
“opinion and listening” from text

Consider and prepare next weeks
“discussion” topic     90 min

Look over schedule 90min

2

Opinion survey, asserting an opinion—discussion . Students
will learn first steps in determining consensus and
framing an argument.

Preview next weeks readings,
consider discussion topic 90min

Review Material covered, reflect
on "discussion" point strengths
and weaknesses 90min

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 from the teacher during discussions, as well as more formal written feedback
following both informal and formal debates.

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)

5

Examine case study, learn pros and cons of this approach
(pp40-45)  Discussion 4

Preview next weeks readings,
consider discussion topic 90min

Review Material covered, reflect
on "discussion" point strengths
and weaknesses 90min

6

Students will organize opinions, learn how to present your
"house" (pp47-59) Discussion

Preview next weeks readings,
consider discussion topic 90min

Review Material covered, reflect
on "discussion" point strengths
and weaknesses 90min

3

Students will learn how to explain an opinion, using
rainstorming reasons (text 17-29)—Discussion 2

Preview next weeks readings,
consider discussion topic 90min

Review Material covered, reflect
on "discussion" point strengths
and weaknesses 90min

4

Learn how to judge facts and use them to support an
opinion (text 31-35) Discussion 3

Preview next weeks readings,
consider discussion topic 90min

Review Material covered, reflect
on "discussion" point strengths
and weaknesses 90min

9

Tennis Debate (pp 72-73) Preview next weeks readings,
consider discussion topic 90min

Review Material covered, reflect
on "discussion" point strengths
and weaknesses 90min

10

Challenging Supports/Challenge Supports/Critiquing an
advertisement (pp75-88) Logical fallacies review

Preview next weeks readings,
consider discussion topic 90min

Review Material covered, reflect
on "discussion" point strengths
and weaknesses 90min

7

 Students will learn how to refute opinions, Make
refutations (pp 61-70) Logical fallacies

Preview next weeks readings,
consider discussion topic 90min

Review Material covered, reflect
on "discussion" point strengths
and weaknesses 90min

8

Learn to examine a case, activity to listen and write
(pp71)

Preview next weeks readings,
consider discussion topic 90min

Review Material covered, reflect
on "discussion" point strengths
and weaknesses 90min
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13

Debating an Opinion (pp. 103-105)  Discussion 7 Prepare for debate! 90min+ Review Material covered, reflect
on "discussion" point strengths
and weaknesses 90min

14

In class debate (pp112-113) Preview next weeks readings,
consider discussion topic 90min

Prepare for debate 90min

11

Practice structure for organizing your refutation (pp. 89-
91), discussion 6

Preview next weeks readings,
consider discussion topic 90min

Review Material covered, reflect
on "discussion" point strengths
and weaknesses 90min

12

Mini-debate (pp 100-101)    
   Small spoken debate exercise to learn basic skills.

Preview next weeks readings,
consider discussion topic 90min

Review Material covered, reflect
on "discussion" point strengths
and weaknesses 90min

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% Debate Prep and Performance　50%
Attendance and participation 30%

15

In class debates (pp. 123-124) Prepare for debate 90min Reflect on pros and cons of your
performance. Where could you
improve? Write reflection paper,
as described in class 90min

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等


Students must be prepared for regular classes-- and especially prepared when required to participate in debates!

備考欄



その他 20% Written work

教科書

Discover Debate, authors: Lubetsky, LeBeau, Harrington.  Language Solutions, Inc.
ISBN: 1929274424

参考文献  Reference materials will be used on and off line as part of research and debate prep
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10997001 ディベートⅢ 4842 2 4

到達目標

The aim of this class is to equip students with the skills necessary to express complex ideas while critically evaluating
the ideas of others. Key language and debate structuring skills will be enhanced, in addition to the ability to critically
reflect upon and engage with some important topics related to the modern world.

授業の方法

The class will focus on vocabulary building, group discussion, speech writing, public speaking, and learning how to
effectively listen to and respond to the ideas of others.

ＩＣＴ活用

Students will be expected to use Google Classroom to study lesson content before each class. They will also be expected to
do extensive online research in order to prepare for each debate.

前期

教員氏名 Richardson Peter

授業の位置づけ

Building on all the language and critical thinking skills gained in Debate 2, students will take the next step by engaging
in a series of six debates spread over the whole semester. This class is only for students who have successfully completed
Debate 2. 
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）
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。（思考・判断・表現）

授業の概要

This class will be entirely in English and is only meant for students who already know how to write and deliver opinion
speeches, research complex topics, distinguish between untrustworthy and trustworthy sources, critically assess speeches
given by other students and use data and arguments to counter points presented by other students.

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

The tennis debate framework and the notion of resolutions
are reviewed. Key concepts and vocabulary are then
explained, which are then consolidated through debating
practice topics.

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)

5

The students are split into opposing debate teams to
prepare and take part in the second debate: [2] Donald
Trump was a very effective American President.

Study the course content and
debate topic for week 5 and
carefully check any words you
don’t understand. 90分

Review the lesson content and
vocabulary. 90分

6

The debate structure of signposting, explaining,
connecting, and impacting your point is reviewed. More key
vocabulary is introduced before completing practice
activities.

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 students are split into opposing debate teams to
prepare and take part in the first debate: [1] The way
English is taught in Japan from elementary school to
university needs to be completely changed.

Study the course content and
debate topic for week 3 and
carefully check any words you
don’t understand. 90分

Review the lesson content and
vocabulary. 90分

4

The importance of style and body language is explored
through discussion and practical activities.

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

7

The focus of this lesson is a review of two types of
speeches: the first affirmative constructive and first
negative constructive speeches. The midterm debate topic
will also be introduced: [3] Religion and traditions
influenced by religion should play a crucial part in
modern Japanese society.

Study the course content and
debate topic for week 7 and
carefully check any words you
don’t understand. 90分

Review the lesson content and
vocabulary. 90分

8

Students complete the midterm vocabulary test, and midterm
debate speeches.

Review the content for the first
half of the course and prepare
for the midterm test and debate
speeches. 90分

Reflect on the test and
speeches. Try to identify your
weaknesses and the gaps in your
knowledge and how to address
them. 90分
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9

The students are split into opposing debate teams to
prepare and take part in the fourth debate: [4] The
government needs to radically change its approach to
handling COVID-19.

Study the course content and
debate topic for week 9 and
carefully check any words you
don’t understand. 90分

Review the lesson content and
vocabulary. 90分

10

The focus of this lesson is point-by-point and holistic
reasoning. These aspects are explained and consolidated
through practical activities.

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

13

The students are split into opposing debate teams to
prepare and take part in the sixth debate: [6] Accepting
more refugees and immigrants will create more problems
than it solves in Japanese society.

Study the course content and
debate topic for week 13 and
carefully check any words you
don’t understand. 90分

Review the lesson content and
vocabulary. 90分

14

The notion of rebuttals and judging who has lost a debate
will be explored. The final debate topic will also be
introduced and discussed.

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

11

The students are split into opposing debate teams to
prepare and take part in the fifth debate: [5] Science
will one day be able to explain everything.

Study the course content and
debate topic for week 11 and
carefully check any words you
don’t understand. 90分

Review the lesson content and
vocabulary. 90分

12

The focus of this lesson is a review of two more types of
speeches: second affirmative constructive and second
negative constructive speeches. The notions of refuting
and dropping points will also be explored.

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

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 attendance and regular class debates: 30%, midterm test: 10%, midterm speech: 20%, final test:
10%, final speech: 20%

15

Students complete the final vocabulary test and final
debate speeches. The topic for the debate will be provided
in week 14.

Review the content of the course
and prepare for the final test
and debate speeches. 90分

Consolidate the course content.
90分

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

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
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

112200A1 異文化理解論/異文化理解論Ⅰ 1782 2 1

到達目標 異文化を背景に持つ他者への理解を深め、他者とのコミュニケーション能力を育成する。

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 授業内容に関連するホームページや動画など。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

世界と地域の視点から、自然環境、社会、文化、歴史等についての高度な専門知識を身につけている。（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柔軟で前向きなコミュニケーション能力を備えている。（関心・意欲・態度）

授業の概要

この授業は、世界の言語とその背景にある文化や社会の多様性を学びながら、異文化理解への理解を深める科目である。

1

オリエンテーション 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

世界の言語、宗教などの文化的な広がりを俯瞰する 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)

5

東南アジア地域の文化:日本とのつながりと歴史の多層性と文化
的多様性について
映像資料を用いて、音楽や芸術などの日本との類似点について、
中国も含めた大きな文化交流の視点から考えさせる。

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

南アジア地域の文化:日本とのつながりと多言語主義について 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

交流から生まれる文化:自文化と他文化の関係性から異文化を考
える。
日本の文化が世界とのどのような交流によって生成しているか学
生に考えさせ、史実に沿って学習しながら、日本の文化に内在す
る世界のさまざまな文化や価値観への気づきを促す。

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

東アジア地域の文化:日本の文化と東アジア地域のつながりにつ
いて

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

イギリスの文化:英語発祥の地の歴史と文化について 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

第10回:コモンウェルスの文化:英連邦の文化について 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

西アジア地域の文化:ペルシアとイスラームの思想と文化につい
て
担当教員が実際に中東に行った時の体験談や撮影した写真から、
学生のイメージと実際の現地の実態のギャップを考察させ、世界
の文化の多様性や奥深さへの気づきへと導く。

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）

8

西ヨーロッパ地域の文化:古代ギリシア・ローマとルネサンス以
降の文化について
ルネサンスや宗教改革が、イスラームやモンゴルなどの外部世界
との交流によってもたらされ
ていることを、具体的な史実に沿って学習し、ヨーロッパ文化に
とっての異文化の意味を考察す
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）

11

第11回:アメリカの文化(1)超大国の歴史と文化について 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

第12回:アメリカの文化(2)現代社会の文化と表現について 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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13

グローバル空間での新しい文化の生成:IT時代のコミュニケー
ション文化について

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

これまでの振り返りと、各自の考えをまとめる小論文の作成 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）

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 授業態度と積極性20%　授業課題で提出するレポート50%　小論文30%

15

小論文の講評とグローバル化時代の文化へのアプローチ 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

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 授業中に適宜資料を配布。

- 51 -



北海道文教大学　2022年度　国際言語学科　シラバス 2022/04/01

科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10998001 異文化理解論Ⅱ 3745 2 3

到達目標

The goal of the course is to encourage students to consider the globalization of culture and society through the prism of
comparing how different cultures view and practice key concepts such as identity, values, and communication styles.

授業の方法

Lectures, vocabulary building, discussions, and student presentations will be the main components of this class.

ＩＣＴ活用 The class will make use of Google Classroom to provide access to course material.

後期

教員氏名 Richardson Peter

授業の位置づけ

During this course, students will apply the theory learned in異文化理解論Ⅰto actual cases and deepen their understanding of
issues related to cross-cultural communication in Japan. 
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）
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）

授業の概要

This course aims to foster a positive attitude toward cross-cultural, mutual understanding. We will look at the
psychological and contextual aspects related to intercultural communication and recognize that cross-cultural contact does
not just occur between two countries but also within our society.

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

This lesson will begin by focusing on the students’ sense
of identity and will move on to consider examples of
differences in our identities as a result of visible and
hidden differences between cultures.

Study the course content for
this week’s lesson and check
any words you do not understand.
90分

Review lesson, readings, 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

Answers to the tests will be given after the tests have been completed and feedback will provided on student 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)

5

This class will focus on the relationship between culture
and language and some of the challenges and dangers of
translating from one language to another.

Study the course content for
this week’s lesson and check
any words you do not understand.
90分

Review lesson, readings, and
vocabulary. 90分

6

The focus of this lesson will be the connection between
body language and cultural customs. We will look at
aspects such as hugging and kissing and consider them from
a number of different cultural perspectives.

Study the course content for
this week’s lesson and check
any words you do not understand.
90分

Review lesson, readings, and
vocabulary. 90分

3

The focus on this class will be the values that are
regarded as important in different countries with a
particular focus on Kenya, Thailand, and the UK.

Study the course content for
this week’s lesson and check
any words you do not understand.
90分

Review lesson, readings, and
vocabulary. 90分

4

In this lesson we will explore the notion of culture shock
by focusing on the experience of a Japanese student
staying in America. We also examine strategies for dealing
with culture shock, in addition to cases of reverse
culture shock.

Study the course content for
this week’s lesson and check
any words you do not understand.
90分

Review lesson, readings, and
vocabulary. 90分

7

First part of the class: presentations related to topics
covered in the course.
 
This class will focus on individualist and collectivist
cultures and the effects that individualism and
collectivism have on different countries’ working styles.

Study the course content for
this week’s lesson and check
any words you do not understand.
90分

Review lesson, readings, and
vocabulary. 90分

8

In this lesson, students will complete their look at
individualism and collectivism and then take the midterm
test.

Prepare by studying the
vocabulary and course content
for the first half of the
course. 90分

Reflect on the questions from
the test. Identify your
weaknesses and the gaps in your
knowledge and work on addressing
them. 90分
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9

This class will explore politeness by comparing etiquette
and politeness strategies in countries such as Japan, UK,
America, and Thailand.

Study the course content for
this week’s lesson and check
any words you do not understand.
90分

Review lesson, readings, and
vocabulary. 90分

10

This class will focus on communication styles and how
people from different cultures express themselves. We will
look at examples from European and African cultures and
compare them to the communication style of many Japanese
people.

Study the course content for
this week’s lesson and check
any words you do not understand.
90分

Review lesson, readings, and
vocabulary. 90分

13

Student presentations on comparing an aspect of an
overseas culture with Japanese culture (the topics will be
chosen by the students), part 1

Prepare for your presentation.
90分

Review the content of the
presentations. 90分

14

Student presentations on comparing an aspect of an
overseas culture with Japanese culture (the topics will be
chosen by the students), part 2

Prepare for your presentation.
90分

Review the content of the
presentations. 90分

11

The focus of this lesson will be the topic of gender and
culture. We will look at case studies from Korea, Japan,
and Germany and discuss the similarities and differences.

Study the course content for
this week’s lesson and check
any words you do not understand.
90分

Review lesson, readings, and
vocabulary. 90分

12

In this lesson, students will explore the notion of
diversity. We will first consider some case studies
related to India, Australia, and Korea and then we will
discuss cultural diversity within Japan.

Study the course content for
this week’s lesson and check
any words you do not understand.
90分

Review lesson, readings, and
vocabulary. 90分

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%, first presentation: 15%, week 8 test: 25%, second presentation: 15%, week
15 test: 25%

15

Review the course and complete the final test. Prepare by studying the
vocabulary and course content.
90分

Consolidate the course content.
90分

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

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 Identity. Authors: Shaules, Tsujioka, and Lida. Oxford University Press. ISBN: 978-0-19-438574-9

参考文献 none
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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。

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。

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)

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）

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）
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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）

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）

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

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。
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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

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.

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)

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

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
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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

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

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

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
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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

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。

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)

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!

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!!
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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!!!

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

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

- 59 -



北海道文教大学　2022年度　国際言語学科　シラバス 2022/04/01

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

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。

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)

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）

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）
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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）　　

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）　　

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

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。
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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

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。

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)

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）
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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）

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）

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）

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）
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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

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。
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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

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。

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)

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）
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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）

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）

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）

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
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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%

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。
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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

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。

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)

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）

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）
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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）

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）

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

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。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

11007001 国際関係論Ⅲ 3712 2 3

到達目標

現代日本の地方自治の特質と課題を、現実の制度運用の観点から、歴史的観点から、また国際比較の観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 関連する地方自治体や民間組織のホームページや動画等。

前期

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。
「国際関係論I」「国際関係論II」を発展させ、「国際関係論IV」「国際関係論Ⅴ」「国際関係論Ⅵ」の基礎となる。

授業の概要

地方自治が現代政治や民主主義の中で担っている役割を、中央政府との関係、そして市民との関係を検討することによって学んでいく。本
講義では、現代地方自治の特質と課題を、政治学・経済学・社会学・行政学などの概念を用いながら検討していく。

1

イントロダクション
そもそも地方自治とは何か

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

日本の地方自治制度（１）
幕末から明治維新、二つの大戦への日本史を俯瞰し、日本におけ
る地方自治の歴史的な発展と展開を考察する。日本における中央
と地方の関係性の分析。

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

該当なし

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)

5

世界の地方自治制度（２）
アメリカのタウンの成り立ちについて調べ、アメリカの地方自治
の制度と現状について学ぶ。アメリカの地方自治が抱える問題に
ついて考察する。

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

世界の地方自治制度（３）　
近隣アジア諸国の地方自治について俯瞰し、アジア諸国の地方自
治の制度と現状を学ぶ。アジアの地方自治改革から学べることを
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）

3

日本の地方自治制度（２）　
改正地方自治法を俯瞰する。国家機構、法制度などにおける現在
の日本の地方自治の位置づけについて講義し、日本の地方自治制
度の現状と課題について考察する。

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）

4

世界の地方自治制度（１）　
ヨーロッパの地方自治について俯瞰し、ヨーロッパの地方自治の
制度と現状を学ぶ。

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

地方自治体の運営（１）　
自分が住んでいる、あるいは実家のある自治体の首長と議会を俯
瞰し、首長と議会を制度的な視点から学び、二代表制について考
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

地方自治体の運営（２）
北海道の財政再建団体を財政的な視点から学び、財政再建へむけ
ての具体的提案を考察し議論する。

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

中央政府と地方自治（１）　
北海道やその市町村の財政状況を俯瞰し、日本の３割自治をめ
ぐって日本の地方自治の財政の在り方について考察する。

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）

8

中央政府と地方自治（２）
小泉内閣の市町村改革における、三位一体の改革と平成の市町村
合併について学び、市町村合併の現状と課題について考察する。

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）
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13

地方自治の行政改革
財政赤字、山積する福祉問題、地域に必要な公共政策を維持して
いくための、効率的で包括的な地方自治ガバナンスのあり方を検
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）

14

まとめの小論文テスト。　
これまでの授業内容を理解しているか、それを論理的に展開して
議論ができるのか、自分なりの考え方があるのか、などをみる。

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

地方自治体の運営（３）　
なじみのある自治体の行政機構を俯瞰し、行政機関と組織形態を
組織論的視点から考察し、身近な行政の実態について検討する。

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）

12

地方自治と市民参加　
住民と行政とのかかわりについて、直接民主主義の視点から、身
近な行政体で地方自治体と地域住民の関係を考察する。地方自治
への参加について検討する。

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）

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

小論文の講評と授業のまとめ。　
学生の小論文の議論について触れ評価しながら、２１世紀の日本
の地方自治のこれからを考える。

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

履修条件・留意
事項等

本授業は英語で行われる。

備考欄

その他 0 なし

教科書 なし

参考文献 なし
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

11008001 国際関係論Ⅳ 3713 2 3

到達目標

国際関係理論が構築されてきた背景の歴史を学び、これまで学んだ国際関係論の理論的枠組みを復習するとともに、いくつかの理論につき
原著論文等に接することで理解を深め、国際政治現象を自ら分析し理解することができるようになることを目指す。

授業の方法 PowerPointを用いた講義形式で行う。

ＩＣＴ活用

インターネット上の資料や映像を適宜参照するとともに、Google Classroomを用いた双方向的コミュニケーションを保つ。

後期

教員氏名 宮本　融

授業の位置づけ

国際関係論Ⅳは、近年、国際政治経済論と呼ばれる分野を扱う。国際関係論は、国際政治をシステムとして扱う理論枠組みであるが、その
前提には具体的な国際政治の歴史と現在的展開に関する詳細な知識が必要である。本講義では、そうした基礎知識となる歴史と現状に関し
詳述することで、理論的枠組みの理解を深める。
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。（思考・判断・表現） 英米語コースでは、英語
を実践的に運用できる知識とスキルを身につけている。（知識・技能）

授業の概要

近代国際関係システムの形成史を詳述しながら、国民国家、ナショナリズムといった思想史的テーマの背景を学ぶことからスタートし、国
際関係理論の枠組みを再確認した上で、具体的な国際政治の課題である通商政策、国際金融に加え、経済安全保障についても取り上げる。

1

1.Introduction 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.近代国際システムの形成
（１）国民国家の形成とWestphalia体制の成立
（２）民主主義とナショナリズム

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）

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、国連ベースでの条約交渉、WTOにおける通商交渉、OECDにおける先進国間の政策調整の経験を
踏まえた講義を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

講義期間中に課す小課題への講評及び期末課題への評価と講評を行うとともに、Google Classroomを通じ適宜補充する。

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)

5

3.国際政治理論の３潮流
（１）古典的リアリズム
（２）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）

6

3.国際政治理論の３潮流
（３）リアリズムの逆襲
（４）Post Modern Theories

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.近代国際システムの形成
（３）二つの世界大戦
（４）第三世界の形成と新国際経済秩序

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.近代国際システムの形成
（５）言語とナショナリズム
（６）インターネットと言語帝国主義

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）

9

４.貿易
（５）二度の世界大戦と保護貿易
（６）戦後の自由貿易体制の成立

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.貿易
（７）GATT体制の揺らぎとウルグアイ・ラウンド
（８）WTO
（９）地域経済統合

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

4.貿易
（１）貿易理論の復習
（２）貿易政策

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.貿易
（３）貿易と主権国家
（４）貿易と世界大戦

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.国際金融
（１）中世欧州世界における国際金融と大航海時代
（２）Pax Britanicaと金本位制

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）
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13

5.国際金融
（５）TriffinのTrilemmaとNixon Shock
(6)管理通貨制と政策協調

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.経済安全保障
（１）Globalizationの光と影
（２）安全保障貿易
（３）経済制裁
（４）経済安全保障

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.国際金融
（３）恐慌とPax Americana
（４）Bretton Woods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）

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

7.まとめ 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

履修条件・留意
事項等

特に履修条件とはしていないが、経済学の基礎は講義内容の理解に必要であるので、適宜紹介するものを参照して自ら補ってほしい。

備考欄

その他 0

教科書

野林健・大芝亮・納家政嗣・山田敦・長尾悟　『国際政治経済学・入門』有斐閣アルマ

参考文献

飯田敬輔　『国際政治経済』　東京大学出版会
河野勝・竹中治堅編　『アクセス　国際政治経済論』　日本経済評論社
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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

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。

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)

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）

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）

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）
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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）

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

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
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

11010001 国際関係論Ⅵ 4813 2 4

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.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、適切な判断を主体的に下すことが できる（思考・判断・表現） ための科目である。
「国際関係論I」「国際関係論II」「国際関係論III」「国際関係論IV」「国際関係論V」を発展させる。

授業の概要

The focus of this seminar is English, culture and international relations. It is designed to expose students to various
forms of English artistic expression, grammar, and the field of second language acquisition. 
The course offers students a choice of five focus strands, namely; poetic techniques in English and Japanese poetry, the
cultural aspect of English speaking countries, second language acquisition, generative grammar, and international relations.

In each strand, students will investigate and analyze specific texts in the field of their interest.  (And in some cases in
contrast to and comparison with the techniques used in Japanese texts of the same genre). 
To do so, each student, in consultation with their tutor, will develop a program of study including the choice of
texts/authors and a method of analysis of said texts culminating in written and/or presentation submissions.

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)

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)
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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)

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)

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)

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)
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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 Regular Submissions Written and/or Presentations 30% Final Submission 70%

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

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 None
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

111900A1 Introduction to English Linguistics/英語学概論 2614 2 2

到達目標

・英語学に関する基礎的な知識を得ることができる。
・統語分析から日常のさまざまな現象を科学的に分析できる目を養うことができる。
・英語のみならず、日本語に関しても敏感になることができる。

授業の方法 教科書、板書、配布印刷物を使った講義形式で授業を行う。

ＩＣＴ活用 なし

前期

教員氏名 高橋　保夫

授業の位置づけ

学術目的の言語使用に主眼を置いた科目である。【知識・技能】と関連する。科目の関連性から言えば、この科目は英語という言語はどの
ような言語であるかを学ぶ科目であるので、すべての英語科目に関連しているということができる。

授業の概要

この授業は、英語学概論という科目の守備範囲は驚くほど広いものである。中核的な統語論、意味論、形態論、音韻論、英語史などに加え
て、語用論、文体論、英語の変種、言語習得、言語と社会、コミュニケーションなども含まれるだろう。しかし、時間が限られているの
で、この授業では扱う範囲を、英語の世界に果たす役割と英語の変種、英語史、英語音声学、統語論、意味論に限定する。とくに統語論に
比較的多くの時間があてられ、学生は統語論から英語学の世界へいざなわれる。

1

オリエンテーション
授業内容を説明する。評価方法を説明する。実際に少し進めなが
ら、授業方法を説明する。
第1章 世界の中の英語(1)
世界語としての英語について学ぶ。

英語の地理的分布、使用人口、使用
分野について確認しておく。(90分)

英語の普及要因についてさらに考え
てみる。(90分)

2

英語の歴史(1)
古英語について学ぶ。

古英語の背景について確認してお
く。
(90分)

ごく大雑把でいいので古英語と現代
英語の違いを記憶しておく。(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

授業中に確認テストを行い、その解説を行う。

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)

5

第5章 音韻論
音韻過程について学ぶ。


英語にはどのような母音と子音があ
るのか、確認しておく。(90分)

連結、同化、脱落などの音変化につ
いて整理しておく(90分)

6

第6章 形態論
語の内部構造について学ぶ。

形態素とはどのようなものなのか、
確認しておく。(90分)

語形成の方法について整理してお
く。
(90分)

3

 英語の歴史(2)
中英語、近代英語について学ぶ。

中英語とフランス語の影響について
確認しておく。(90分)

中英語と近代英語の発音の違いの原
因、大母音推移について整理してお
く。(90分）

4

 音声学
発音器官、母音と子音について学ぶ。

英語にはどのような母音と子音があ
るのか、確認しておく。(90分)

調音位置、調音法による音の分類を
整理してく。(90分）

9

第9章 統語論(3)
Xバー理論　句の間の共通性について学ぶ。

句の種類に関係なく、構成が似てい
ることを確認しておく。(90分)

Xバー原型が句の構成に関して明ら
かにしていることを整理しておくこ
と。(90分)

10

第10章 統語論(4)
節の構造　Xバー原型に合わせると、文は助動詞中心に構成さ
れ、従属節は補文標識中心に構成されている
ことを学ぶ。(90分)

参考文献で助動詞と時制要素が二者
択一であることを確認しておく。
(90分)

主要部、補部、付加部、指定部など
をすぐに区別できるようにしてお
く。(90分)

7

第7章 統語論(1)
文の構造　構成素、統語範疇、樹形図などを学ぶ。

各統語範疇の英語名、略記を覚えて
くる。(90分)

樹形図に盛り込まれている情報を理
解しておく。(90分)

8

第8章 統語論(2)
句の構造　句構造規則を学ぶ。

教科書を読んでくる。(90分) いろいろな句を句構造規則で表せる
ようにしておく。(90分)

13

第13章 意味論(2)
意味変化について学ぶ。

意味変化の種類について確認する。
(90分)

意味変化のメカニズムについて考え
てみる。(90分)

11

第11章 統語論(5)
文と文との近縁関係からD構造とS構造を仮定したことを学ぶ。

参考文献でD構造とS構造を結びつけ
る操作を確認しておく。(90分)

移動があった証拠となるものをいく
つか記憶しておく。(90分)

12

第12章 意味論(1)
さまざまな意味関係のうち、多義性と同義性について学ぶ。

多義性の多様性について確認してお
く。(90分)

能動文と受動文の同義性について考
えてみる。(90分)
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14

第14章 意味論(3)
意味役割について学ぶ。

素性で表したほうが、共通性を捉え
ることができることを理解してく
る。(90分)

項と意味役割の受け渡しについて復
習しておく。(90分)

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 授業内試験　60%
課題提出　　20%
小テスト　　20%

15

第15章 まとめ
総まとめをする。

総復習をしてくること。(90分) この授業のポイントを整理しておく
こと。(90分)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

事前事後学習をしっかりすること。

備考欄

その他 0 なし。

教科書 『新　えいご・エイゴ・英語学』稲木昭子　堀田知子　沖田知子著　松柏社

参考文献 授業内で指示する。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

11012001 国際観光論Ⅰ 3720 2 3

到達目標

After completing this course successfully, students will have a basic knowledge required for working in tourism industries
in Japan or overseas when dealing with English speakers. They will also be able to read and write documents that are
specific in tourism industries as well as transmit important information in a required manner.

授業の方法

We will go over the text materials in class, do listening and speaking exercises and go over any vocabulary students are
unsure of.

ＩＣＴ活用

 
We will use Google Classroom and Google Meet for online classes, or if we have in-person classes, we will use Google
Classroom for announcements, possibly assignments, etc.

前期

教員氏名 Todd Robert Enslen

授業の位置づけ

This course provides students with ample opportunities to read materials on international tourism. It is both more practical
than 観光英語II and more challenging than Tourism English I. This course should prepare students for 国際観光論ⅠⅠ and a
profession in tourism using English or Japanese. 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とともに、英語を実践的に運用できる知識とスキル、グローバルに展開する当該業界を理解し、実践に応用可
能な知識および英語の技能など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。

授業の概要

The aim of this course is to train students for a career in the tourism and related industries.  Students will learn the
communication skills required in dealing with tourists and visitors from various linguistic/cultural backgrounds. This
course will be taught in English and Japanese (when necessary).

1

Orientation to the class Look over syllabus and read over
Unit 1. Do some of the listening
using the DVD and the Listening
Scripts in the back of the book
to familiarize yourself with the
book layout.（９０分）

Begin working on 1st half of
Unit 1.（９０分）

2

Unit 1, Selling Dreams, first half. Read over first half of Unit I
and do the listening (while
checking the audio scripts and
checking vocabulary) and as much
of the exercises as possible.
（９０分）

Check and consolidate all
exercises done for first half of
Unit 1.（９０分）

実務経験のある
教員の教育内容



I received a B.A. and an M.A. in English literature from the University of Florida. As a graduate student with a Ford
Fellowship, I taught one section of freshman English to UF students. My first teaching jobs were at a prison in Florida.
After moving to Japan, I have taught a variety of English classes at Hokusei University for 9 years, Otaru Women's Junior
College for 14 years, and since 1999, have been teaching a variety of English literature and communication classes at HBU,
in addition to English tourism classes.　
　

課題に対する
フィードバック

の方法

We will go over all relevant exercises in class for confirmation of student understanding. Students will see the results of
their 5 unit quizzes, which should help prepare them for their final paper and listening tests.

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)

3

Unit 1, second half. Read over second half of Unit I
and do the listening (while
checking the audio scripts and
checking vocabulary) and as much
of the exercises as possible.
（９０分）

Check and consolidate all
exercises done for second half
of Unit 1; begin review of Unit
1 for quiz.（９０分）

4

Quiz on Unit 1, followed by Unit 2, Getting There, first
half.

Finish review for quiz on Unit
1; read over first half of Unit
2 and do the listening (while
checking the audio scripts and
checking vocabulary) and as much
of the exercises as possible.
（９０分）

Check and consolidate all
exercises done for first half of
Unit 2.（９０分）
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5

Unit 2, second half. Read over second half of Unit 2
and do the listening (while
checking the audio scripts and
checking vocabulary) and as much
of the exercises as possible.
（９０分）

Check and consolidate all
exercises done for second half
of Unit 2; begin review of Unit
2 for quiz.（９０分）

6

Unit 2 Quiz, followed by Unit 3, Accommodation, first
half.

Finish review for quiz on Unit
2; read over first half of Unit
3 and do the listening (while
checking the audio scripts and
checking vocabulary) and as much
of the exercises as possible.
（９０分）

Check and consolidate all
exercises done for first half of
Unit 3.（９０分）

9

Unit 4, second half. Read over second half of Unit 4
and do the listening (while
checking the audio scripts and
checking vocabulary) and as much
of the exercises as possible.
（９０分）

Check and consolidate all
exercises done for second half
of Unit 4; begin review of Unit
4 for quiz.（９０分）

10

Unit 4 Quiz, followed by Unit 5, Things to Do, first half. Finish review for quiz on Unit
4; read first half of Unit 5 and
do the listening (while checking
the audio scripts and checking
vocabulary) and as much of the
exercises as possible.（９０分）

Check and consolidate all
exercises done for first half of
Unit 5.（９０分）

7

Unit 3, second half. Read over second half of Unit 3
and do the listening (while
checking the audio scripts and
checking vocabulary) and as much
of the exercises as possible.
（９０分）

Check and consolidate all
exercises done for second half
of Unit 3; begin review of Unit
3 for quiz.（９０分）

8

Unit 3 Quiz, followed by Unit 4, Destinations, first half. Finish review for quiz on Unit
3; read first half of Unit 4 and
do the listening (while checking
the audio scripts and checking
vocabulary) and as much of the
exercises as possible.（９０分）

Check and consolidate all
exercises done for first half of
Unit 4.（９０分）

13

Review and Consolidation 1, Units 1-5, second half; plus
DVDs.

Finish second half of Review and
Consolidation 1 and finish
watching final 2 DVDs.（９０分）

Begin personal review of
grammar, vocabulary and usage
for Units 1-5 for paper test.
（９０分）

14

Comprehensive Paper Test, Units 1-5. Finish personal review of
grammar, vocabulary and usage
for Units 1-5 for paper test.
（９０分）

Begin personal listening review
of Units 1-5 for listening test.
（９０分）

11

Unit 5, second half. Read over second half of Unit 5
and do the listening (while
checking the audio scripts and
checking vocabulary) and as much
of the exercises as possible.
（９０分）

Check and consolidate all
exercises done for second half
of Unit 5; begin review of Unit
5 for quiz.（９０分）

12

Quiz Unit 5, Review and Consolidation 1, Units 1-5, first
half; plus DVDs if possible.

Finish review for quiz on Unit
5; do first half of Review and
Consolidation 1; watch first 3
DVDs. （９０分）

Continue work on Review and
Consolidation 1; begin watching
final 2 DVDs.（９０分）

15

Comprehensive Listening Test, Units 1-5 Finish listening review for
listening test on Units 1-5.（９
０分）

Self-evaluation of progress in
this class.（９０分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容
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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 5 unit quizzes @ 12% = 60%; Comprehensive Paper Test @ 20%; Comprehensive Listening Test @ 20%

履修条件・留意
事項等

Students are expected to prepare all readings and exercises required for each class.

備考欄

その他 0 nothing

教科書

English for International Tourism 2, New Edition, Intermediate Students' Book, Peter Strutt. Pearson.

参考文献

Students are encouraged to do Internet research to supplement text materials. A bilingual dictionary is essential at all
times.
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

11013001 国際観光論Ⅱ 3721 2 3

到達目標

After completing this course successfully, students will have a basic knowledge required for working in tourism industries
in Japan or overseas when dealing with English speakers. They will also be able to read and write documents that are
specific in tourism industries as well as transmit important information in a required manner.

授業の方法

We will go over the text materials in class, do listening and speaking exercises and go over any vocabulary students are
unsure of.

ＩＣＴ活用

 
We will use Google Classroom and Google Meet for online classes, or if we have in-person classes, we will use Google
Classroom for announcements, possibly assignments, etc.

後期

教員氏名 Todd Robert Enslen

授業の位置づけ

This course provides students with ample opportunities to read materials on international tourism. It is both more practical
than 観光英語II and more challenging than Tourism English I and  国際観光論Ⅰ. This course should prepare students for a
profession in tourism using English or Japanese.　　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とともに、英語を実践的に運用できる知識とスキル、グローバルに展開する当該業界を理解し、実践に応用
可能な知識および英語の技能など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。

授業の概要

The aim of this course is to train students for a career in the tourism and related industries.  Students will learn the
communication skills required in dealing with tourists and visitors from various linguistic/cultural backgrounds. This
course will be taught in English and Japanese (when necessary).

1

Orientation to the class Look over syllabus and read over
Unit 6. Do some of the listening
using the DVD and the Listening
Scripts in the back of the book
to familiarize yourself with the
book layout.（９０分）

Begin working on 1st half of
Unit 6.（９０分）

2

Unit 6, Niche Tourism, first half. Read over first half of Unit 6
and do the listening (while
checking the audio scripts and
checking vocabulary) and as much
of the exercises as possible.
（９０分）

Check and consolidate all
exercises done for first half of
Unit 6.（９０分）

実務経験のある
教員の教育内容



I received a B.A. and an M.A. in English literature from the University of Florida. As a graduate student with a Ford
Fellowship, I taught one section of freshman English to UF students. My first teaching jobs were at a prison in Florida.
After moving to Japan, I have taught a variety of English classes at Hokusei University for 9 years, Otaru Women's Junior
College for 14 years, and since 1999, have been teaching a variety of English literature and communication classes at HBU,
in addition to English tourism classes.　
　

課題に対する
フィードバック

の方法

We will go over all relevant exercises in class for confirmation of student understanding. Students will see the results of
their 5 unit quizzes, which should help prepare them for their final paper and listening tests.

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)

3

Unit 6, second half. Read over second half of Unit 6
and do the listening (while
checking the audio scripts and
checking vocabulary) and as much
of the exercises as possible.
（９０分）

Check and consolidate all
exercises done for second half
of Unit 6; begin review of Unit
6 for quiz.（９０分）

4

Quiz on Unit 6, followed by Unit 7, Cultural Tourism,
first half.

Finish review for quiz on Unit
6; read over first half of Unit
7 and do the listening (while
checking the audio scripts and
checking vocabulary) and as much
of the exercises as possible.
（９０分）

Check and consolidate all
exercises done for first half of
Unit 7.（９０分）
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5

Unit 7, second half. Read over second half of Unit 7
and do the listening (while
checking the audio scripts and
checking vocabulary) and as much
of the exercises as possible.
（９０分）

Check and consolidate all
exercises done for second half
of Unit 7; begin review of Unit
7 for quiz.（９０分）

6

Unit 7 Quiz, followed by Unit 8, Running a hotel, first
half.

Finish review for quiz on Unit
7; read over first half of Unit
8 and do the listening (while
checking the audio scripts and
checking vocabulary) and as much
of the exercises as possible.
（９０分）

Check and consolidate all
exercises done for first half of
Unit 8.（９０分）

9

Unit 9, second half. Read over second half of Unit 9
and do the listening (while
checking the audio scripts and
checking vocabulary) and as much
of the exercises as possible.
（９０分）

Check and consolidate all
exercises done for second half
of Unit 9; begin review of Unit
9 for quiz.（９０分）

10

Unit 9 Quiz, followed by Unit 10, Business Travel, first
half.

Finish review for quiz on Unit
9; read first half of Unit 10
and do the listening (while
checking the audio scripts and
checking vocabulary) and as much
of the exercises as possible.
（９０分）

Check and consolidate all
exercises done for first half of
Unit 10.（９０分）

7

Unit 8, second half. Read over second half of Unit 8
and do the listening (while
checking the audio scripts and
checking vocabulary) and as much
of the exercises as possible.
（９０分）

Check and consolidate all
exercises done for second half
of Unit 8; begin review of Unit
8 for quiz.（９０分）

8

Unit 8 Quiz, followed by Unit 9, Customer Service, first
half.

Finish review for quiz on Unit
8; read first half of Unit 9 and
do the listening (while checking
the audio scripts and checking
vocabulary) and as much of the
exercises as possible.（９０分）

Check and consolidate all
exercises done for first half of
Unit 9.（９０分）

13

Review and Consolidation 1, Units 1-5, second half; plus
DVDs.

Finish second half of Review and
Consolidation 1 and finish
watching final 2 DVDs.（９０分）

Begin personal review of
grammar, vocabulary and usage
for Units 6-10 for paper test.
（９０分）

14

Comprehensive Paper Test, Units 6-10. Finish personal review of
grammar, vocabulary and usage
for Units 6-10 for paper test.
（９０分）

Begin personal listening review
of Units 6-10 for listening
test.（９０分）

11

Unit 10, second half. Read over second half of Unit 10
and do the listening (while
checking the audio scripts and
checking vocabulary) and as much
of the exercises as possible.
（９０分）

Check and consolidate all
exercises done for second half
of Unit 10; begin review of Unit
10 for quiz.（９０分）

12

Quiz Unit 10, Review and Consolidation 2, Units 6-10,
first half; plus DVDs if possible.

Finish review for quiz on Unit
10; do first half of Review and
Consolidation 2; watch first 3
DVDs. （９０分）

Continue work on Review and
Consolidation 2; begin watching
final 2 DVDs.（９０分）

15

Comprehensive Listening Test, Units 6-10. Finish listening review for
listening test on Units 6-10.
（９０分）

Self-evaluation of progress in
this class.（９０分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容
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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 5 unit quizzes @ 12% = 60%; Comprehensive Paper Test @ 20%; Comprehensive Listening Test @ 20%

履修条件・留意
事項等

Students are expected to prepare all readings and exercises required for each class.

備考欄

その他 0 nothing

教科書

English for International Tourism 2, New Edition, Intermediate Students' Book, Peter Strutt. Pearson.

参考文献

Students are encouraged to do Internet research to supplement text materials. A bilingual dictionary is essential at all
times.
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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。

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。

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)

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）

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）

- 87 -



北海道文教大学　2022年度　国際言語学科　シラバス 2022/04/01

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）

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）

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

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
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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。

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。

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)

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）

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）
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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）

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）

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

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。
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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。

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。

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)

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）

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）
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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）

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）

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

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。
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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。

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。

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)

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）

- 93 -



北海道文教大学　2022年度　国際言語学科　シラバス 2022/04/01

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）

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）

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）

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

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
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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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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

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。

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)

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）
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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）

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）

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）

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

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。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10601001 日本語実践運用法Ⅰ 2460 2 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

1. 敬語を、理論に基づき正しく使用できる。
2. かな遣い・送りがなの基本原則を知り、正しく使用できる。
3. 一般教養としての日本語力を身につけ、大人として正しく振る舞うことができる。
4. 日本語検定の2級認定を受け、有資格者となる。

授業の方法

問題集および配布プリントに基づいて、適宜板書を行いながら、問題演習を中心に授業を行います。
日本語検定の６領域のすべてを４つに分けて取り扱い、各項目の修了ごとに理解度確認テストを行います。
日本語の諺や故事成語について、適宜プレゼンテーション（授業内発表）をしてもらいます。

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・回収したりします。

前期

教員氏名 小西　正人

授業の位置づけ

実践的な日本語力を涵養するため、日本語検定２級合格相当の日本語力を修得する科目である。日本語検定と同じ６領域（敬語・文法・漢
字・表記・語彙・言葉の意味）を学修対象とします。この科目は、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
科目であるとともに、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、日常生活で適切な道徳観、倫理観
を持ち、主体的に行動すること、ができること、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
を達成するための科目であり、「日本語実践運用法Ⅱ」と関連します。

授業の概要

この授業では、正しい日本語の知識を確認するとともに、就職試験の一般常識などで必要となる日本語の実践運用知識を身につけることを
目的とし、日本語検定上級レベルの認定を目指します。

1

イントロダクション
日本語検定についての説明、授業についての説明、評価方法の確
認など。

日本語検定のことについて下調べを
しておく（９０分）

授業時配布プリント（９０分）

2

文法（1）
現代日本語の品詞分類について概講します。
日本語検定重点的文法項目について概講します。
日本語検定4級～3級レベルの実践問題練習、および解説をしま
す。

授業時配布プリントおよび発表準備
（９０分）

学修項目の整理と正答の確認（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小テストはすべて採点後、すぐに返却します。

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)

5

文法テスト：レベルはおよそ日本語検定2級程度です。 テスト準備（９０分） 学修項目の整理と正答（テスト含
む）の確認（９０分）

6

敬語（1）
敬語について概講します。
日本語検定4級～3級レベルの実践問題練習、および解説をしま
す。

授業時配布プリントおよび発表準備
（９０分）

学修項目の整理と正答の確認（９０
分）

3

文法（2）
日本語検定3級～2級レベルの実践問題練習、および解説をしま
す。

授業時配布プリントおよび発表準備
（９０分）

学修項目の整理と正答の確認（９０
分）

4

文法（3）
日本語検定2級の過去問題を含む実践問題練習、および解説をし
ます。

授業時配布プリントおよび発表準備
（９０分）

学修項目の整理と正答の確認、およ
び次回テスト準備（９０分）

9

敬語テスト：レベルはおよそ日本語検定2級程度です。
表記・漢字（1）
日本語検定重点的表記項目（かな遣い・送りがな）について概講
します。
日本語検定4級～3級レベルの実践問題練習、および解説をしま
す。

テスト準備（９０分） 学修項目の整理と正答（テスト含
む）の確認（９０分）

7

敬語（2）
日本語検定3級～2級レベルの実践問題練習、および解説をしま
す。

授業時配布プリントおよび発表準備
（９０分）

学修項目の整理と正答の確認（９０
分）

8

敬語（3）
日本語検定2級の過去問題を含む実践問題練習、および解説をし
ます。

授業時配布プリントおよび発表準備
（９０分）

学修項目の整理と正答の確認、およ
び次回テスト準備（９０分）
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10

表記・漢字（2）
日本語検定3級～2級レベルの実践問題練習、および解説をしま
す。

授業時配布プリントおよび発表準備
（９０分）

学修項目の整理と正答の確認（９０
分）

13

語彙・言葉の意味（2）
日本語検定3級～2級レベルの実践問題練習、および解説をしま
す。

授業時配布プリントおよび発表準備
（９０分）

学修項目の整理と正答の確認（９０
分）

14

語彙・言葉の意味（3）
日本語検定2級の過去問題を含む実践問題練習、および解説をし
ます。

授業時配布プリントおよび発表準備
（９０分）

学修項目の整理と正答の確認、およ
び次回テスト準備（９０分）

11

表記・漢字（3）
日本語検定2級の過去問題を含む実践問題練習、および解説をし
ます。

授業時配布プリントおよび発表準備
（９０分）

学修項目の整理と正答の確認、およ
び次回テスト準備（９０分）

12

表記・漢字テスト：レベルはおよそ日本語検定２級程度です。
語彙・言葉の意味（1）
日本語検定4級～3級レベルの実践問題練習、および解説をしま
す。

テスト準備（９０分） 学修項目の整理と正答（テスト含
む）の確認（９０分）

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 各小テスト（全4回）の総合成績、授業参加度（課題発表等を含む）、課題

15

語彙・言葉の意味テスト：レベルはおよそ日本語検定2級程度で
す。
総合問題テスト：レベルはおよそ日本語検定2級程度です。
まとめ

テスト準備（９０分） 学修項目の整理と正答（テスト含
む）の確認（９０分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

特にありません。

備考欄

その他 0

教科書

日本語検定公式練習問題集 3訂版 2級／東京書籍
日本語検定公式領域別問題集 改訂版 敬語／東京書籍

参考文献

日本語検定 公式テキスト・例題集 「日本語」上級 増補改訂版／須永哲也他／東京書籍
日本語検定公式過去問題集2級：2022年度版／東京書籍
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10212001 日本語実践運用法Ⅱ 2461 2 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

1. 漢検２級程度の漢字と語句を確実に修得し応用できる
2. 書籍を読んでその内容を正しく分析し、他者に伝えることができる
3. 日本語に関連する実践的な知識を得て、実社会において活用できる

授業の方法

毎回の授業について、以下のように行う：
・漢字問題集の確認と解説・関連講義など
・教科書の読解・グループワークなど

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

実践的な日本語力を涵養するため、日本語力を修得する科目である。この科目は、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,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とともに、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、日常生活で適切な道徳観、倫理観を持ち、主体的に行動するこ
と、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を達成するための科目であり、「日本語実践
運用法Ⅰ」と関連する。

授業の概要

教科書を用いて漢字および語句を確実に修得すると同時に、書籍を読んでその内容を正しく分析でき、他者に伝えることができるという技
術を修得します。また日本語に関連する実践的な知識を得て、実社会において活用できる講義・解説を行う。

1

オリエンテーション
本授業の内容、やり方、評価方法、ハンドアウトの作り方などに
ついて。

教科書を準備し、目を通しておく
（90分）

授業内容の整理および復習による定
着（90分）

2

漢検問題集　ステップ１・２
教科書を読み、関連問題を解き、グループ作業を行う。

漢字問題集および教科書の該当部分
を読んでおく（90分）

授業内容の整理および復習による定
着（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

発表に対しては、修正すべき点およびコメントを返す。また問題集については4度の確認テストを行い、すべて返却する。

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)

5

第１回漢字復習テスト （ステップ１〜７）
漢検問題集　ステップ８・９
教科書を読み、関連問題を解き、グループ作業を行う。

漢字復習テストの準備、漢字問題集
および教科書の該当部分を読んでお
く（90分）

授業内容の整理および復習による定
着（90分）

6

漢検問題集　ステップ１０・１１
教科書を読み、関連問題を解き、グループ作業を行う。

漢字問題集および教科書の該当部分
を読んでおく（90分）

授業内容の整理および復習による定
着（90分）

3

漢検問題集　ステップ３・４
教科書を読み、関連問題を解き、グループ作業を行う。

漢字問題集および教科書の該当部分
を読んでおく（90分）

授業内容の整理および復習による定
着（90分）

4

漢検問題集　ステップ５・６・７
教科書を読み、関連問題を解き、グループ作業を行う。

漢字問題集および教科書の該当部分
を読んでおく（90分）

授業内容の整理および復習による定
着（90分）

9

漢検問題集　ステップ１７・１８
教科書を読み、関連問題を解き、グループ作業を行う。

漢字問題集および教科書の該当部分
を読んでおく（90分）

授業内容の整理および復習による定
着（90分）

10

漢検問題集　ステップ１９・２０・２１
教科書を読み、関連問題を解き、グループ作業を行う。

漢字問題集および教科書の該当部分
を読んでおく（90分）

授業内容の整理および復習による定
着（90分）

7

漢検問題集　ステップ１２・１３・１４
教科書を読み、関連問題を解き、グループ作業を行う。

漢字問題集および教科書の該当部分
を読んでおく（90分）

授業内容の整理および復習による定
着（90分）

8

第２回漢字復習テスト（ステップ８〜１４）
漢検問題集　ステップ１５・１６
教科書を読み、関連問題を解き、グループ作業を行う。

漢字復習テストの準備、漢字問題集
および教科書の該当部分を読んでお
く（90分）

授業内容の整理および復習による定
着（90分）
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13

漢検問題集　ステップ２６・２７・２８
教科書を読み、関連問題を解き、グループ作業を行う。

漢字問題集および教科書の該当部分
を読んでおく（90分）

授業内容の整理および復習による定
着（90分）

14

第４回漢字復習テスト（ステップ２２〜２８）
教科書を読み、関連問題を解き、グループ作業を行う。

漢字復習テストの準備、および教科
書の該当部分を読んでおく（90分）

授業内容の整理および復習による定
着（90分）

11

第３回漢字復習テスト（ステップ１５〜２１）
漢検問題集　ステップ２２・２３
教科書を読み、関連問題を解き、グループ作業を行う。

漢字復習テストの準備、漢字問題集
および教科書の該当部分を読んでお
く（90分）

授業内容の整理および復習による定
着（90分）

12

漢検問題集　ステップ２４・２５
教科書を読み、関連問題を解き、グループ作業を行う。

漢字問題集および教科書の該当部分
を読んでおく（90分）

授業内容の整理および復習による定
着（90分）

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 漢字復習テスト（全４回）、教科書読解問題、グループワーク・発表などの総合評価。

15

教科書を読み、関連問題を解き、グループ作業を行う。 教科書の該当部分を読んでおく（90
分）

授業内容の整理および復習による定
着（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

「日本語実践運用法Ⅰ」を受講・履修していなくてもかまいません。

備考欄

その他 0

教科書

はじめての哲学的思考／苫野一徳／ちくまプリマー新書
漢検２級　漢字学習ステップ　改訂四版／日本漢字能力検定協会

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}
その他、授業中に適宜指示する。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10127001 漢文講読 2464 2 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

・訓点のついた漢文を、正確に読み下すことができる。
・さらには白文を読み下し、その際必要な句法等を説明解説できる。
・司馬遷の言う「天」「善」といった概念をよく理解し、その思想を応用することができる。

授業の方法 講義形式にグループワークを加えて行う。

ＩＣＴ活用 資料・課題の提示及び提出はｇｏｏｇｌｅｃｌａｓｓｒｏｏｍを通じて行う。

前期

教員氏名 細田　季男

授業の位置づけ

・ディプロマ・ポリシーの「日常生活で適切な道徳観、倫理観を持ち、主体的に行動する。（関心・意欲・態度）」等と関連する。
・日本文化の基底となった漢文作品を自分の力で訓読・読解できる能力を身につけるための科目である。特に、国語の教員になる場合に
は、教材研究をする上で必要不可欠な能力を養うこととなる。
・東アジアの漢字文化圏において、道徳観・倫理観がどのように形成されてきたかを理解し、グローバルな課題解決に向けた思考力の向上
を図る。

授業の概要

・高等学校の教科書に採録されてきた司馬遷『史記』を教材とする。その名場面を読みながら、訓読の基礎を習得する。
・名場面の紹介を、グループでプレゼンテーションする。
・漢文を理解する上で必要な、中国の思想・文化を概説する。

1

・司馬遷の人物像について概説する。
・「伯夷・叔斉列伝」をもとに、漢文訓読の基礎である返り点、
送り仮名等に関する理解を深める。
・訓読小テスト

事前配布の原文及び訓読の資料に目
を通しておくこと。（90分）

配布資料を音読し、「返り点、送り
仮名」に関して、解説できる程度ま
で理解すること。（90分）

2

・司馬遷の人物像について概説する。
・「斉太公世家・周本紀」をもとに、漢文訓読の基礎である再読
文字に関する理解を深める。
・訓読小テスト

事前配布の原文及び訓読の資料に目
を通しておくこと。（90分）

配布資料を音読し、「再読文字」に
関して、解説できる程度まで理解す
ること。（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

高等学校の国語科教師として長年教鞭を執る。漢文教育に特に造詣が深い。

課題に対する
フィードバック

の方法

・毎回小テストを実施し、終了後に解説を加える。
・プレゼンテーションにはルーブリックを提示し、事後にはそれに基づいた評価・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)

5

・『史記』の構成　「表」について概説する。
・「趙世家」をもとに、「仮定形」に関する理解を深める。
・訓読小テスト

事前配布の原文及び訓読の資料に目
を通しておくこと。（90分）

配布資料を音読し、「仮定形」の用
法に関して、解説できる程度まで理
解すること。（90分）

6

・『史記』の構成　「書」について概説する。
・「趙世家」をもとに、「疑問形・反語形」に関する理解を深め
る。
・訓読小テスト

事前配布の原文及び訓読の資料に目
を通しておくこと。（90分）

配布資料を音読し、「疑問形・反語
形」の用法に関して、解説できる程
度まで理解すること。（90分）

3

・『史記』の構成　「太史公自序」について概説する。
・「殷本紀第三」をもとに、漢文訓読の基礎である「使役形」及
び「為」の用法に関する理解を深める。
・訓読小テスト

事前配布の原文及び訓読の資料に目
を通しておくこと。（90分）

配布資料を音読し、「使役形」及び
「為」の用法に関して、解説できる
程度まで理解すること。（90分）

4

・『史記』の構成　「本紀」について概説する。
・「周本紀」をもとに、繰り返し読む字、「与」の用法に関する
理解を深める。
・訓読小テスト

事前配布の原文及び訓読の資料に目
を通しておくこと。（90分）

配布資料を音読し、繰り返し読む
字、「与」の用法に関して、解説で
きる程度まで理解すること。（90
分）

7

・『史記』の構成　「本紀」について概説する。
・「伍子胥列伝」をもとに、「豈」に関する理解を深める。
・訓読小テスト

事前配布の原文及び訓読の資料に目
を通しておくこと。（90分）　プレ
ゼンテーションに当たっている班の
学生は、その準備をする。

配布資料を音読し、「豈」の用法に
関して、解説できる程度まで理解す
ること。（90分）

8

・担当班によるプレゼンテーション
・『史記』の構成　「世家」について概説する。
・「越世家」をもとに、「抑揚形」に関する理解を深める。
・訓読小テスト

事前配布の原文及び訓読の資料に目
を通しておくこと。（90分）　プレ
ゼンテーションに当たっている班の
学生は、その準備をする。

配布資料を音読し、「抑揚形」の用
法に関して、解説できる程度まで理
解すること。（90分）
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9

・担当班によるプレゼンテーション
・『史記』の構成　「列伝」について概説する。
・「商君列伝第八」をもとに、「比較形」「比況形」に関する理
解を深める。
・訓読小テスト

事前配布の原文及び訓読の資料に目
を通しておくこと。（90分）　プレ
ゼンテーションに当たっている班の
学生は、その準備をする。

配布資料を音読し、「比較形」「比
況形」の用法に関して、解説できる
程度まで理解すること。（90分）

10

・担当班によるプレゼンテーション
・「正史」に関する概説をする。
・「廉頗藺相如列伝」をもとに、「選択形」「願望形」に関する
理解を深める。
・訓読小テスト

事前配布の原文及び訓読の資料に目
を通しておくこと。（90分）　プレ
ゼンテーションに当たっている班の
学生は、その準備をする。

配布資料を音読し、「選択形」「願
望形」の用法に関して、解説できる
程度まで理解すること。（90分）

13

・担当班によるプレゼンテーション
・「項羽本紀」をもとに、「受身形」及び「勝」に関する理解を
深める。
・項羽の人物像に関する概説をする。
・訓読小テスト

事前配布の原文及び訓読の資料に目
を通しておくこと。（90分）　プレ
ゼンテーションに当たっている班の
学生は、その準備をする。

配布資料を音読し、「受身形」の用
法に関して、解説できる程度まで理
解すること。（90分）

14

・『史記』と日本文学に関する概説をする。 事前配布の原文及び訓読の資料に目
を通しておくこと。（90分）

・『史記』と日本文学に関する小レ
ポートを提出する。（90分）

11

・担当班によるプレゼンテーション
・漢武帝の人物像について概説する。
・「廉頗藺相如列伝」をもとに、「全部・部分否定」に関する理
解を深める。
・訓読小テスト

事前配布の原文及び訓読の資料に目
を通しておくこと。（90分）　プレ
ゼンテーションに当たっている班の
学生は、その準備をする。

配布資料を音読し、「全部・部分否
定」の用法に関して、解説できる程
度まで理解すること。（90分）

12

・担当班によるプレゼンテーション
・「報任少卿書」に関する概説をする。
・「廉頗藺相如列伝」をもとに、「限定形」「累加形」に関する
理解を深める。
・訓読小テスト

事前配布の原文及び訓読の資料に目
を通しておくこと。（90分）　プレ
ゼンテーションに当たっている班の
学生は、その準備をする。

配布資料を音読し、「限定形」「累
加形」の用法に関して、解説できる
程度まで理解すること。（90分）

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 ほぼ毎回の小テスト（40％）、プレゼンテーション（20％）、レポート（40％）
出席率2/3以上を評価対象とする。　

15

・「天」思想に関する概説をする。
・これまで読んできた『史記』の内容を振り返り、レポート執筆
のための指導をする。

事前配布の原文及び訓読の資料に目
を通しておくこと。（90分）

レポート執筆（約90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

グループワークや小テスト等を実施する都合上、座席位置は指定とする。
出席率２／３以上の者を評価対象とする。

備考欄

その他 0

教科書 　資料を作成して配布。

参考文献 漢和辞典、注釈書等必要に応じてその都度提示する。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10213001 現代日本語文法 2466 2 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

・現代日本語の文法について適切に理解し、説明できる。
・他の授業で学んだ実践的項目について、理論的に分類し、関連づけることができる。
・日本語（あるいは言語）についての巷間の謬見に惑わされることなく、正しい理解に基づき言語（に関する諸事）を評価し、論じること
ができる。

授業の方法

板書を中心に、配付資料に基づいて講義を行う。期間中に一度の確認テストおよび二度の口頭試験を行い、理解度を確認する。また毎時コ
メントシートを配布し、授業内容についての理解を深めてもらう。

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。

前期

教員氏名 小西　正人

授業の位置づけ

現代日本語文法について、国語学的・言語学的な分析的理解を学修する科目である。
国語教員をめざす学生はもとより、現代日本語・英語など言語にかかわる職種をめざす学生が分析的・反省的に言語の論理を理解し、自ら
の思考の筋道を表現できることになることも併せてめざす科目である。この科目は、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、また日常生活で適切な道徳観、倫理観を持ち、主体的に行動することを達成するための科目である。「日本
語学」の発展科目であり、「古典日本語文法」と補完関連をもつ。

授業の概要

この授業では、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概説する。なぜわざわざ日本語の
文法を学ぶ必要があるのか？ そもそも文法は必要なのか？ これまで文法を習ったけど何の役にも立っていないし、つまらない！ 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概説する。国語科教員・日本語教師・英語科教員をめざす
学生にとってだけでなく、言葉好きの学生にとっても、日英語、さらには他の多くの言語の話を理解し身につけることができる。

1

授業の進め方、評価方法、心がまえなどについて
文法とは誰のためのものなのか。言語における語（形態素）と文
法の関係を、数字を例に概解する。話し言葉の文法であること、
記述的文法であること、語構成から文生成まで関わる文法、構造
をもつことなど。

授業内容が書かれたシラバスをじっ
くり読む（90分）

授業内容の整理、およびそれに基づ
いて授業内で提示された課題に対す
る解答（90分）

2

言語修得について
そもそも言語はどのように修得されるのか。そこで修得される
「文法」や「音」は、具体的にはどのようなものであり、どのよ
うに修得されるのかを通じて、人間にとって「文法」とはどのよ
うなものであるかを本質的に理解し、授業全体の大前提をつく
る。

前回の授業内容の整理および前回授
業内に指示された事前学習課題（90
分）

授業内容の整理、およびそれに基づ
いて授業内で提示された課題に対す
る解答（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

コメントシートに対して、毎時のはじめに回答する。確認テストはすべて返却し、授業時に解説を行う。口頭試験はその場で評価を出し、
よかった点と悪かった点についてその場で指導する。

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)

5

日本語の品詞、主要部、格助詞について
日本語の品詞について、もう少し詳しく。タクソノミー的分類を
紹介し、これには無理があり（文内での機能と語の形式的性質、
あと意味的なものがっちゃに）、グループ分けをしてそれぞれの
特徴をとらえるほうがよいことを説く。　また日本語の格助詞に
ついて、「構文的格助詞」と「意味的格助詞」の違いを中心に、
格助詞の個別用法を考える。また同時に日本語における主語と主
題の違いについて学ぶ。

前回の授業内容の整理および前回授
業内に指示された事前学習課題（90
分）

授業内容の整理、およびそれに基づ
いて授業内で提示された課題に対す
る解答（90分）

3

正しい日本語について
「文法」は「正しい日本語」のために必要、というが、そもそも
「正しい日本語」とは何なのか。現代日本語文法を学ぶ際のもう
ひとつの大前提について、具体的事例および各学生の考察に基づ
き、共通理解をつくる。

前回の授業内容の整理および前回授
業内に指示された事前学習課題（90
分）

授業内容の整理、およびそれに基づ
いて授業内で提示された課題に対す
る解答（90分）

4

現代日本語の階層性について
日本語の特徴である「用言複合体」を精査することにより、日本
語においてみられる階層構造を看取し、それぞれの層においてど
のような意味的なことがなされているかについて順を追って講義
し、講義前提の大枠をつくる。

前回の授業内容の整理および前回授
業内に指示された事前学習課題（90
分）

授業内容の整理、およびそれに基づ
いて授業内で提示された課題に対す
る解答（90分）
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6

現代日本語の述語について、特に自動詞・他動詞について
動詞の区別基準と特徴を学び、個別の動詞がどの類に属している
かということを判別／識別できるようにする。
　1) 自動詞／他動詞
　2) 有対動詞／無対動詞
　3) 状態動詞／動態動詞

前回の授業内容の整理および前回授
業内に指示された事前学習課題（90
分）

授業内容の整理、およびそれに基づ
いて授業内で提示された課題に対す
る解答（90分）

9

日本語の時制について
1) 日本語の時制について、文末での「ル」について。
2) 「とき」節を中心に、絶対時制と相対時制の区別、およびふ
たつの「た」があらわす一般的な意味を見つける。

前回の授業内容の整理および前回授
業内に指示された事前学習課題（90
分）

授業内容の整理、およびそれに基づ
いて授業内で提示された課題に対す
る解答（90分）

10 筆記確認テストおよびまとめ 確認テスト準備（90分以上） 確認テスト復習（90分以上）

7

現代日本語の受動文について
以下の項目について、段階的に理解する。
1) 直接受動文・間接受動文・所有者受動文のそれぞれの特徴
2) 日英語の受動文の差について
3) 他言語における受動文

前回の授業内容の整理および前回授
業内に指示された事前学習課題（90
分）

授業内容の整理、およびそれに基づ
いて授業内で提示された課題に対す
る解答（90分）

8

日本語の相（アスペクト）について
以下のテーマについて理解・学修する。
1) 時制とアスペクトの違い。
2) 日本語の数種類の「ている」について。
3) 「ている」をつけられない動詞について考察。

前回の授業内容の整理および前回授
業内に指示された事前学習課題（90
分）

授業内容の整理、およびそれに基づ
いて授業内で提示された課題に対す
る解答（90分）

13

日本語の方言について（３）
東北地方の「さ」について、小林隆(2006)をもとに、歴史と広が
りについて理解する。

前回の授業内容の整理および前回授
業内に指示された事前学習課題（90
分）

授業内容の整理、およびそれに基づ
いて授業内で提示された課題に対す
る解答（90分）

14

世界の言語について（１）
類型論的視点から世界の言語について学ぶ。この時間はおもに印
欧諸語を中心に、動詞の活用や名詞・形容詞の曲用について学
ぶ。

前回の授業内容の整理および前回授
業内に指示された事前学習課題（90
分）

授業内容の整理、およびそれに基づ
いて授業内で提示された課題に対す
る解答（90分）

11

日本語の方言について（１）
いわゆる「方言」の歴史や「標準語」について、また「方言周圏
論」について概論する。

前回の授業内容の整理および前回授
業内に指示された事前学習課題（90
分）

授業内容の整理、およびそれに基づ
いて授業内で提示された課題に対す
る解答（90分）

12

日本語の方言について（２）
北海道の方言と関西地方の方言について、基本的な項目（語彙、
アクセントなど）について概論する。

前回の授業内容の整理および前回授
業内に指示された事前学習課題（90
分）

授業内容の整理、およびそれに基づ
いて授業内で提示された課題に対す
る解答（90分）

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 確認テスト70%（筆記試験30％、口頭試験（2回）各20%）、授業内の課題20％、授業内での復習的質問に対
する解答10％

15

世界の言語について（２）
この時間は類型論的なテーマに沿って、主要部・語順などの話を
盛り込む。またアルタイ諸語の特徴を整理し、日本語や朝鮮語
（韓国語）と比較する。

前回の授業内容の整理および前回授
業内に指示された事前学習課題（90
分）

授業内容の整理、およびそれに基づ
いて授業内で提示された課題に対す
る解答（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

「日本語学」が既修であることが望ましいが、そうでなくてもかまわない。

備考欄

その他 0

教科書 授業時にハンドアウトを配布する。

参考文献

言語を生みだす本能（上・下）／S・ピンカー／NHKブックス
基礎日本語学／衣畑智秀編／ひつじ書房
ココが面白い！ 日本語学／岡﨑友子他編／ココ出版
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10215001 現代日本語論 2468 2 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

１　敬語も含めて「正しい」日本語運用を意識化できる。
２　現代日本語の変化に敏感に気づく、言語観察力が身につくようになる。
３　若者ことばとフォーマルな表現の使い分けができるようになる。
４　方言を含めた「役割語」が説明できる。
５　目的や場に合わせた適切な表現を選択できる。

授業の方法

各授業の前半はスライドや配布プリントを使って講議を行い、後半はその項目に関連したワークショップと振り返り作業を中心に行う。
受講学生には2回の調査発表（スライド使用のプレゼン）と課題レポートを予定している。

ＩＣＴ活用

本学図書館の文献サイト等のインターネットを用いて方言も含めた現代日本語表現に関する論文等を検索し、ディスカッション素材とす
る。

後期

教員氏名 岡本　佐智子

授業の位置づけ

産業界がもとめるコミュニケーション能力における日本語運用能力を身に付けるための科目である。また国語科教職課程履修者には現代日
本語の変化を説明できるようになるための科目である。
外国語運用の基礎である日本語表現の向上を目指し、目的や場に合わせた適切な日本語運用を身につけていく（知識・技能）。また、日本
語を用いた日常生活で適切な道徳観、倫理観を持ち、主体的に他者との関係構築に行動する(関心・意欲・態度)言語コミュニケーションを
意識化する。
「日本語表現技法Ⅰ・Ⅱ」「日本語コミュニケーション技法」に続く科目で、「キャリアデザイン」関連科目につながる科目である。

授業の概要

現代日本語における語彙をはじめとする語句・語法の正しい使い方を確認し、変化の途上にある日本語運用への観察力とその分析手法を学
び、学習者同士で言語運用の変化を話し合い、適切な日本語表現について自ら探求していく。

1

オリエンテーション
現代の日本語の問題点は何か、自分の日本語運用での問題点はな
にかをグループごとに意見交換していく。

近年の日本語のことば遣いに関する
問題を具体的に３つ以上考えてく
る。(90分）

スマホにおける各自の日本語文の使
用パターンを整理しておく(90分）

2

日本語表現の変化Ⅰ
過去10年間、日本人の日本語使用の変化を概説する。日本人の言
語コミュニケーションにおける単語選択とその意味変化と日本語
音声の変化ルールを演習を通して学ぶ。

正しい日本語とはどのようなこと
か、事例を2つ以上あげ、説明でき
るようにしておく（90分）

ゆれている日本語表現を5つ以上探
して、使用事例を書いておくこと
（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

課題発表等は授業内に学習者同士で評価・意見交換を行い、講師のコメントとともに問題点や良い視点を共有する。提出課題は翌週に返却
し、個別にコメントを記すだけでなく、返却時に全体的な講評を行う。

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)

5

日本語における方言の役割
方言とはどのような役割をになっているのか、東日本大地震時の
避難所コミュニティーや医療用語から概説する。

北海道方言の特徴を具体例を10以上
あげて説明できるように整理してお
くこと（90分）

特定の地域方言についてグループで
その具体的運用例をまとめておくこ
と（90分）

6

方言コミュニケーション
受講生は各自が選択した方言の特徴とその使い方をプレゼンテー
ションし、日本の代表的な方言の使い方を共用する。

指定の各方言の特徴をその具体的使
用例をあげ、プレゼンの準備をして
おく（90分）

方言の格差について、ネットではど
のような地位が与えらているかを調
べておくこと（90分）

3

日本語表現の変化Ⅱ
現代の日本語をめぐる諸問題について概説する。
「気になる言い方」について、自身の言語表現と照らし合わせ、
その運用傾向を振り返る。

「すごっ」「寒っ」といった話し言
葉における形容詞の感情表現の文法
規則を考えておく（90分）

世代差のある日本語語彙使用を5つ
選び、表現特徴を考えておくこと
（90分）

4

役割語と現代の若者ことば
役割語からことばとアイデンティティーについてを講義する。受
講者はグループごとに、近年の若者ことばの特徴とその使い方を
発表し、世代別の言語運用の特徴を確認していく。

現代の若者語はどのようにして作ら
れ、どのような場で用いるのか、自
身の言語使用経験から分析しておく
（90分）

北海道方言を10以上あげ、その使用
場面をまとめておく（90分）

7

ことば遣いの効果的な活用とは
「女ことば」をはじめ日本語の多様な役割語を通して、心理的に
結び付けられたスピーチスタイルとその効果を分析していく。

ある表現が特定の人物像を造るキャ
ラ語を8つ以上取集しておくこと
（90分）

多様な表現を分類し、その分類基準
を説明できるようにしておくこと
（90分）

8

適切な表現とは
ことばによる差別や不適切な表現とは何か。マイクロアグレッ
ションのいろいろを自身の体験と他者の言語感覚についてディス
カッションしていく。

差別語や放送禁止用語を10以上リス
トアップし、なぜそれが該当するの
か、そしてその言い換え表現を２種
類以上、考えておくこと。（90分）

不適切とされる表現について、日本
語と英語辞書の記述を確認しておく
こと（90分）
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9

日本の言語景観Ⅰ
学生が収集した言語景観を発表する。
それらの日本語表現から日本社会の変化や日本語文化を分析して
いく。

各自の言語景観のプレゼン準備（ス
ライド作成含む）をしておく（90
分）

公共施設における掲示文や説明文の
書き換えをしておく（90分）

10

日本の言語景観Ⅱ
学生は商品や商品説明に記された「問題な」日本語文をプレゼン
する。
そこから、日本語のレトリックを分析していく。

各自の言語景観のプレゼン準備をし
ておくこと（90分）

日本語のレトリックを雑誌委等から
5つ収集しておくこと（90分）

13

官公庁の日本語
官公庁で示す日本語パターン、政治家が用いる日本語表現パター
ン、テレビＣＭから、日本語のレトリックを学ぶ。
併せて「やさしい日本語」の基礎知識を身につける。

政治家が使う言語使用パターンは
（「善処する」「反故する」「堅持
する」等）何のために使用するか考
えておく（90分）

「やさしい日本語」の使い方を整理
し、指定の公用文を書き換えておく
こと（90分）

14

確認テスト（復習テスト）を行う
敬意表現も含めた、場に合った適切な現代日本語運用の定着度を
測定する。

正しい日本語と現代日本語の変化を
説明できるようにしておく（120
分）

確認テストの関連事項（談話分析）
における課題レポートを作成してお
くこと（90分）

11

外国語としての日本語
外国語としての視点で日本語を眺め、日本語の比喩表現やレト
リックを確認し、英語比喩と比べてものごとの「見立て」方の違
いと共通点を考える。

外国人が日本語を学ぶうえで難しい
ことはどのような学習項目か具体的
に調べておくこと（90分）

公的機関の情報を「やさしい日本
語」と「平易な日本語」で書き換え
ておくこと（90分）

12

日本語会話の特徴
共和型コミュニケーションと対話型コミュニケーションを比較
し、会話のスタイル分析の演習をする。

察しや場を読むといった高コンテキ
スト文化とはどのような情報共有か
を説明できるようにしておく（90
分）

市役所の広報誌に掲載されている
「お知らせ」を読み、子供や高齢者
が一読で理解できる文に訂正してお
く（90分）

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 課題発表40％、課題提出30％、確認テスト30％

15

まとめ
確認テストの返却と誤用傾向が見られた事項のフィードバックを
行う。

正しい日本語の使い分けと場に合わ
せた語彙選択を復習しておくこと
（120分）

確認テストで間違えた部分を書き直
し、事例を追加して再提出する。
(60分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

新型コロナウイルス感染防止のため遠隔授業になった場合は、発表や演習等の方法を変更することがあるので、予め了承いただきたい。

備考欄

その他 0

教科書 プリントを配布する。

参考文献 沖森卓也・阿久津智ほか『ことばの借用』朝倉書店ほか、授業で適宜紹介する。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10384001 書道・書道史I 2470 2 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

1. いろいろな筆遣いができる。
2. 文字を多面的に捉える事ができる。
3. 古典の臨書の基本について理解できる。
4. 古典の良さを自分の言葉で表現できる。
5 .自信を持って文字を書く事ができる。
6.丁寧に心を込めて書くことができる　

授業の方法

・中国や日本の代表的な古典を題材として鑑賞と表現に取り組む。
・重要な事柄については板書や資料によって説明を加える。
・鉛筆と毛筆によって古典の臨書に取り組み、との筆法や味わいについての理解を深める。
・毎時間提出の作品についてコメントを記述し返却することで各自の課題を意識化させる。
・毎時間の提出物をファイリングして自身の到達度について確認させる。

ＩＣＴ活用 なし

前期

教員氏名 青木　英昭

授業の位置づけ


・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能力を高める科目である。(知識・技能)
・グローバル社会の人々との信頼関係を構築し、異文化に対する正しい理解と協調の精神を持つことに寄与する科目である。(関心・意
欲・態度)

授業の概要

　書は中国で発生し、長い年月の中で様々な書体を生み出した。篆書、隷書、楷書、行書、草書という五体が基本である。それぞれの書体
は時代とともに変容を続けてきた。そして、表現のために多様な書法が確立し現在に至っている。本講義では現代まで、時を超えて生き続
けている中国の古典の臨書を通して、多様な筆法についての理解を深めさせる。そうした文字の変遷について考えるとともに、特に楷書に
ついての理解を深める。半紙の臨書の基本的な章法について学ぶとともに、鑑賞の観点について理解を深める。　

1

オリエンテーション(講義の進め方　用具用材について　評価等)
この講義では中国の書の古典についての理解を深め、硬筆と毛筆
を用いて古典の味わいと多様な筆法について学びその多様な表現
を理解する。

用具の手入れをしっかりしておくと
ともに半紙や墨を補充しておく。
（90分）

授業内容について再確認するととも
に次時の課題について確認する。テ
キストを概観し古典についての理解
を深める。（90分）

2

楷書の基本　姿勢・執筆・用筆・基本の点画・鑑賞のポイント　
基本の点画の筆法について説明しその定着のために毛筆で練習す
る。古典の鑑賞のために鑑賞のポイントについて説明し、様々な
古典の味わいについて理解を深める。

用具の手入れと補充を確実に行う。
次時の課題について観察しその特徴
を捉える。
（90分）

基本の点画について練習し、書写の
技能を向上させる。（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

北海道教育大学において大学院教授として勤務した経験を活かして書道・書道史Ⅰの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

毎回提出の作品の到達度、問題点についてコメントし、そうした問題点について個々の学生がどういう解決を図ったかということを確認す
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)

3

北魏の古典1　賀蘭汗像造記
この古典を鑑賞し、感じられる味わいや筆法の特徴について理解
する。最初に硬筆による臨書を行い、文字の造形の特徴や筆順等
を確認する。その後、毛筆による臨書を行い、多様な筆法の理解
を深めるとともに表現力を高める。また、学習する古典について
作者や内容について理解する。

用具の手入れと補充を確実に行う。
次時の課題について観察しその特徴
を捉える。
（90分）

返却された作品のコメントを参考に
して自分の臨書の問題点を明らかに
し、課題を再度臨書して表現力を高
める。 （90分）

4

北魏の古典2　高貞碑
この古典を鑑賞し、感じられる味わいや筆法の特徴について理解
する。最初に硬筆による臨書を行い、文字の造形の特徴や筆順等
を確認する。その後、毛筆による臨書を行い、多様な筆法の理解
を深めるとともに表現力を高める。また、学習する古典について
作者や内容について理解する。

用具の手入れと補充を確実に行う。
次時の課題について観察しその特徴
を捉える。
（90分）

返却された作品のコメントを参考に
して自分の臨書の問題点を明らかに
し、課題を再度臨書して表現力を高
める。 （90分）
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5

北魏の古典3　司馬柄墓誌銘
この古典を鑑賞し、感じられる味わいや筆法の特徴について理解
する。最初に硬筆による臨書を行い、文字の造形の特徴や筆順等
を確認する。その後、毛筆による臨書を行い、多様な筆法の理解
を深めるとともに表現力を高める。また、学習する古典について
作者や内容について理解する。

用具の手入れと補充を確実に行う。
次時の課題について観察しその特徴
を捉える。
（90分）

返却された作品のコメントを参考に
して自分の臨書の問題点を明らかに
し、課題を再度臨書して表現力を高
める。 （90分）

6

隋の古典1  美人董氏墓誌銘
この古典を鑑賞し、感じられる味わいや筆法の特徴について理解
する。最初に硬筆による臨書を行い、文字の造形の特徴や筆順等
を確認する。その後、毛筆による臨書を行い、多様な筆法の理解
を深めるとともに表現力を高める。また、学習する古典について
作者や内容について理解する。

用具の手入れと補充を確実に行う。
次時の課題について観察しその特徴
を捉える。
（90分）

返却された作品のコメントを参考に
して自分の臨書の問題点を明らかに
し、課題を再度臨書して表現力を高
める。 （90分）

9

唐の古典2   九成宮醴泉銘
この古典を鑑賞し、感じられる味わいや筆法の特徴について理解
する。最初に硬筆による臨書を行い、文字の造形の特徴や筆順等
を確認する。その後、毛筆による臨書を行い、多様な筆法の理解
を深めるとともに表現力を高める。また、学習する古典について
作者や内容について理解する。

用具の手入れと補充を確実に行う。
次時の課題について観察しその特徴
を捉える。
（90分）

返却された作品のコメントを参考に
して自分の臨書の問題点を明らかに
し、課題を再度臨書して表現力を高
める。 （90分）

10

唐の古典3   孔子廟堂碑
この古典を鑑賞し、感じられる味わいや筆法の特徴について理解
する。最初に硬筆による臨書を行い、文字の造形の特徴や筆順等
を確認する。その後、毛筆による臨書を行い、多様な筆法の理解
を深めるとともに表現力を高める。また、学習する古典について
作者や内容について理解する。

用具の手入れと補充を確実に行う。
次時の課題について観察しその特徴
を捉える。
（90分）

返却された作品のコメントを参考に
して自分の臨書の問題点を明らかに
し、課題を再度臨書して表現力を高
める。 （90分）

7

隋の古典2　蘇孝慈墓誌銘
この古典を鑑賞し、感じられる味わいや筆法の特徴について理解
する。最初に硬筆による臨書を行い、文字の造形の特徴や筆順等
を確認する。その後、毛筆による臨書を行い、多様な筆法の理解
を深めるとともに表現力を高める。また、学習する古典について
作者や内容について理解する。

用具の手入れと補充を確実に行う。
次時の課題について観察しその特徴
を捉える。
（90分）

返却された作品のコメントを参考に
して自分の臨書の問題点を明らかに
し、課題を再度臨書して表現力を高
める。 （90分）

8

唐の古典1   九成宮醴泉銘
この古典を鑑賞し、感じられる味わいや筆法の特徴について理解
する。最初に硬筆による臨書を行い、文字の造形の特徴や筆順等
を確認する。その後、毛筆による臨書を行い、多様な筆法の理解
を深めるとともに表現力を高める。また、学習する古典について
作者や内容について理解する。

用具の手入れと補充を確実に行う。
次時の課題について観察しその特徴
を捉える。
（90分）

返却された作品のコメントを参考に
して自分の臨書の問題点を明らかに
し、課題を再度臨書して表現力を高
める。 （90分）

13

唐の古典6   孟法師碑
この古典を鑑賞し、感じられる味わいや筆法の特徴について理解
する。最初に硬筆による臨書を行い、文字の造形の特徴や筆順等
を確認する。その後、毛筆による臨書を行い、多様な筆法の理解
を深めるとともに表現力を高める。また、学習する古典について
作者や内容について理解する。

用具の手入れと補充を確実に行う。
次時の課題について観察しその特徴
を捉える。
（90分）

返却された作品のコメントを参考に
して自分の臨書の問題点を明らかに
し、課題を再度臨書して表現力を高
める。 （90分）

11

唐の古典4   孔子廟堂碑
この古典を鑑賞し、感じられる味わいや筆法の特徴について理解
する。最初に硬筆による臨書を行い、文字の造形の特徴や筆順等
を確認する。その後、毛筆による臨書を行い、多様な筆法の理解
を深めるとともに表現力を高める。また、学習する古典について
作者や内容について理解する。

用具の手入れと補充を確実に行う。
次時の課題について観察しその特徴
を捉える。
（90分）

返却された作品のコメントを参考に
して自分の臨書の問題点を明らかに
し、課題を再度臨書して表現力を高
める。 （90分）

12

唐の古典5   孟法師碑
この古典を鑑賞し、感じられる味わいや筆法の特徴について理解
する。最初に硬筆による臨書を行い、文字の造形の特徴や筆順等
を確認する。その後、毛筆による臨書を行い、多様な筆法の理解
を深めるとともに表現力を高める。また、学習する古典について
作者や内容について理解する。

用具の手入れと補充を確実に行う。
次時の課題について観察しその特徴
を捉える。
（90分）

返却された作品のコメントを参考に
して自分の臨書の問題点を明らかに
し、課題を再度臨書して表現力を高
める。 （90分）
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14

唐の古典7　雁塔聖教序
この古典を鑑賞し、感じられる味わいや筆法の特徴について理解
する。最初に硬筆による臨書を行い、文字の造形の特徴や筆順等
を確認する。その後、毛筆による臨書を行い、多様な筆法の理解
を深めるとともに表現力を高める。また、学習する古典について
作者や内容について理解する。

用具の手入れと補充を確実に行う。
次時の課題について観察しその特徴
を捉える。
（90分）

返却された作品のコメントを参考に
して自分の臨書の問題点を明らかに
し、課題を再度臨書して表現力を高
める。 （90分）

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 毎回提出の硬筆、毛筆による作品について到達目標に照らして評価する。(個人内絶対評価)

15

唐の臨書8　雁塔聖教序
この古典を鑑賞し、感じられる味わいや筆法の特徴について理解
する。最初に硬筆による臨書を行い、文字の造形の特徴や筆順等
を確認する。その後、毛筆による臨書を行い、多様な筆法の理解
を深めるとともに表現力を高める。また、学習する古典について
作者や内容について理解する。

用具の手入れと補充を確実に行う。
次時の課題について観察しその特徴
を捉える。
（90分）

返却された作品のコメントを参考に
して自分の臨書の問題点を明らかに
し、課題を再度臨書して表現力を高
める。 （90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

演習中心の講義なので、各自必ず書道用具一式、新聞紙、ゴミ袋、2Bか3Bの鉛筆、メモ用紙を準備する事。受講者人数上限25名

備考欄

その他 30 積み上げの観点から全出席を求める。意欲を重視する。

教科書 適宜指示

参考文献 適宜指示
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10385001 書道・書道史II 2471 2 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

1. いろいろな筆遣いができる。
2. 文字を多面的に捉える事ができる。
3. 古典の臨書の基本について理解できる。
4. 古典の良さを自分の言葉で表現できる。
5 .自信を持って文字を書く事ができる。
6.丁寧に心を込めて書くことができる　　

授業の方法

・中国や日本の代表的な古典を網羅したテキストを用いて鑑賞と表現に取り組む。
・重要な事柄については板書や資料によって説明を加える。
・鉛筆と毛筆によって古典の臨書に取り組み、との筆法や味わいについての理解を深める。
・毎時間提出の作品についてコメントを記述し返却することで各自の課題を意識化させる。
・毎時間の提出物をファイリングして自身の到達度について確認させる。

ＩＣＴ活用 なし

後期

教員氏名 青木　英昭

授業の位置づけ

・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能力を高める科目である。(知識・技能)
・グローバル社会の人々との信頼関係を構築し、異文化に対する正しい理解と協調の精神を持つことに寄与する科目である。(関心・意
欲・態度)

授業の概要

　書は中国で発生し長い年月の中で様々な書体を生み出した。篆書、隷書、楷書、行書、草書という五体が基本である。それぞれの書体は
時代とともに変容を続けてきた。そして、表現のために多様な書法が確立し現在に至っている。本講義では、古典として現代まで時を超え
て生き続けている楷書以外の中国の古典の臨書を通して、多様な表現についての理解を深める。また、半紙の臨書の基本的な章法について
学ぶとともに鑑賞の観点について理解を深める。

1

オリエンテーション(講義の進め方　用具用材について　評価等)
この講義では中国の書の古典についての理解を深め、硬筆と毛筆
を用いて古典の味わいと多様な筆法について学びその多様な表現
を理解する。

用具の手入れをしっかりしておくと
ともに半紙や墨を補充しておく。
（90分）

授業内容について再確認するととも
にテキストを概観し、古典について
の理解を深める。
（90分）

2

古典と臨書の意義　 用具の効果的な用い方　基本の筆法
基本の点画の筆法について説明しその定着のために毛筆で練習す
る。古典の鑑賞のために鑑賞のポイントについて説明し、様々な
古典の味わいについて理解を深める。

用具の手入れと補充を確実に行う。
次時の課題について観察しその特徴
を捉える。
（90分）

基本の点画について練習し、書写の
技能を向上させる。
（90分）　


実務経験のある
教員の教育内容

北海道教育大学において大学院教授として勤務した経験を活かして書道・書道史Ⅱの授業を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

毎回提出の作品の到達度、問題点についてコメントし、そうした問題点について個々の学生がどう解決を図ったかということを確認する。

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)

5

奈良の古典　光明皇后楽毅論3   
この古典を鑑賞し、感じられる味わいや筆法の特徴について理解
する。最初に硬筆による臨書を行い、文字の造形の特徴や筆順等
を確認する。その後、毛筆による臨書を行い、多様な筆法の理解
を深めるとともに表現力を高める。また、学習する古典について
作者や内容について理解する。

用具の手入れと補充を確実に行う。
次時の課題について観察しその特徴
を捉える。
（90分）

返却された作品のコメントを参考に
して自分の臨書の問題点を明らかに
し、課題を再度臨書して表現力を高
める 。（90分）

3

奈良の古典　光明皇后楽毅論1   
この古典を鑑賞し、感じられる味わいや筆法の特徴について理解
する。最初に硬筆による臨書を行い、文字の造形の特徴や筆順等
を確認する。その後、毛筆による臨書を行い、多様な筆法の理解
を深めるとともに表現力を高める。また、学習する古典について
作者や内容について理解する。

用具の手入れと補充を確実に行う。
次時の課題について観察しその特徴
を捉える。
（90分）

返却された作品のコメントを参考に
して自分の臨書の問題点を明らかに
し、課題を再度臨書して表現力を高
める。（90分）

4

奈良の古典　光明皇后楽毅論2
この古典を鑑賞し、感じられる味わいや筆法の特徴について理解
する。最初に硬筆による臨書を行い、文字の造形の特徴や筆順等
を確認する。その後、毛筆による臨書を行い、多様な筆法の理解
を深めるとともに表現力を高める。また、学習する古典について
作者や内容について理解する。

用具の手入れと補充を確実に行う。
次時の課題について観察しその特徴
を捉える。
（90分）

返却された作品のコメントを参考に
して自分の臨書の問題点を明らかに
し、課題を再度臨書して表現力を高
める 。（90分）
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6

東晋の古典 王羲之楽毅論1
この古典を鑑賞し、感じられる味わいや筆法の特徴について理解
する。最初に硬筆による臨書を行い、文字の造形の特徴や筆順等
を確認する。その後、毛筆による臨書を行い、多様な筆法の理解
を深めるとともに表現力を高める。また、学習する古典について
作者や内容について理解する。

用具の手入れと補充を確実に行う。
次時の課題について観察しその特徴
を捉える。
（90分）

返却された作品のコメントを参考に
して自分の臨書の問題点を明らかに
し、課題を再度臨書して表現力を高
める 。（90分）

9

東晋の古典 蘭亭序2
この古典を鑑賞し、感じられる味わいや筆法の特徴について理解
する。最初に硬筆による臨書を行い、文字の造形の特徴や筆順等
を確認する。その後、毛筆による臨書を行い、多様な筆法の理解
を深めるとともに表現力を高める。また、学習する古典について
作者や内容について理解する。

用具の手入れと補充を確実に行う。
次時の課題について観察しその特徴
を捉える。
（90分）

返却された作品のコメントを参考に
して自分の臨書の問題点を明らかに
し、課題を再度臨書して表現力を高
める 。（90分）

10

東晋の古典 蘭亭序3
この古典を鑑賞し、感じられる味わいや筆法の特徴について理解
する。最初に硬筆による臨書を行い、文字の造形の特徴や筆順等
を確認する。その後、毛筆による臨書を行い、多様な筆法の理解
を深めるとともに表現力を高める。また、学習する古典について
作者や内容について理解する。

用具の手入れと補充を確実に行う。
次時の課題について観察しその特徴
を捉える。
（90分）

返却された作品のコメントを参考に
して自分の臨書の問題点を明らかに
し、課題を再度臨書して表現力を高
める。 （90分）

7

東晋の古典 王羲之楽毅論2
この古典を鑑賞し、感じられる味わいや筆法の特徴について理解
する。最初に硬筆による臨書を行い、文字の造形の特徴や筆順等
を確認する。その後、毛筆による臨書を行い、多様な筆法の理解
を深めるとともに表現力を高める。また、学習する古典について
作者や内容について理解する。

用具の手入れと補充を確実に行う。
次時の課題について観察しその特徴
を捉える。
（90分）

返却された作品のコメントを参考に
して自分の臨書の問題点を明らかに
し、課題を再度臨書して表現力を高
める。 （90分）

8

東晋の古典 蘭亭序1
この古典を鑑賞し、感じられる味わいや筆法の特徴について理解
する。最初に硬筆による臨書を行い、文字の造形の特徴や筆順等
を確認する。その後、毛筆による臨書を行い、多様な筆法の理解
を深めるとともに表現力を高める。また、学習する古典について
作者や内容について理解する。

用具の手入れと補充を確実に行う。
次時の課題について観察しその特徴
を捉える。
（90分）

返却された作品のコメントを参考に
して自分の臨書の問題点を明らかに
し、課題を再度臨書して表現力を高
める 。（90分）

13

唐の古典   哀冊1
この古典を鑑賞し、感じられる味わいや筆法の特徴について理解
する。最初に硬筆による臨書を行い、文字の造形の特徴や筆順等
を確認する。その後、毛筆による臨書を行い、多様な筆法の理解
を深めるとともに表現力を高める。また、学習する古典について
作者や内容について理解する。

用具の手入れと補充を確実に行う。
次時の課題について観察しその特徴
を捉える。
（90分）

返却された作品のコメントを参考に
して自分の臨書の問題点を明らかに
し、課題を再度臨書して表現力を高
める 。（90分）

14

唐の古典   哀冊2
この古典を鑑賞し、感じられる味わいや筆法の特徴について理解
する。最初に硬筆による臨書を行い、文字の造形の特徴や筆順等
を確認する。その後、毛筆による臨書を行い、多様な筆法の理解
を深めるとともに表現力を高める。また、学習する古典について
作者や内容について理解する。

用具の手入れと補充を確実に行う。
次時の課題について観察しその特徴
を捉える。
（90分）

返却された作品のコメントを参考に
して自分の臨書の問題点を明らかに
し、課題を再度臨書して表現力を高
める。 （90分）

11

東晋の古典 蘭亭序4
この古典を鑑賞し、感じられる味わいや筆法の特徴について理解
する。最初に硬筆による臨書を行い、文字の造形の特徴や筆順等
を確認する。その後、毛筆による臨書を行い、多様な筆法の理解
を深めるとともに表現力を高める。また、学習する古典について
作者や内容について理解する。

用具の手入れと補充を確実に行う。
次時の課題について観察しその特徴
を捉える。
（90分）

返却された作品のコメントを参考に
して自分の臨書の問題点を明らかに
し、課題を再度臨書して表現力を高
める。 （90分）

12

東晋の古典 蘭亭序5
この古典を鑑賞し、感じられる味わいや筆法の特徴について理解
する。最初に硬筆による臨書を行い、文字の造形の特徴や筆順等
を確認する。その後、毛筆による臨書を行い、多様な筆法の理解
を深めるとともに表現力を高める。また、学習する古典について
作者や内容について理解する。

用具の手入れと補充を確実に行う。
次時の課題について観察しその特徴
を捉える。
（90分）

返却された作品のコメントを参考に
して自分の臨書の問題点を明らかに
し、課題を再度臨書して表現力を高
める。 （90分）
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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 毎回提出の硬筆、毛筆による作品について到達目標に照らして評価する。(個人内絶対評価)

15

唐の古典　枯樹賦　
この古典を鑑賞し、感じられる味わいや筆法の特徴について理解
する。最初に硬筆による臨書を行い、文字の造形の特徴や筆順等
を確認する。その後、毛筆による臨書を行い、多様な筆法の理解
を深めるとともに表現力を高める。また、学習する古典について
作者や内容について理解する。

用具の手入れと補充を確実に行う。
次時の課題について観察しその特徴
を捉える。
（90分）

返却された作品のコメントを参考に
して自分の臨書の問題点を明らかに
し、課題を再度臨書して表現力を高
める 。（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

演習中心の講義なので、各自必ず書道用具一式、新聞紙、ゴミ袋、2Bか3Bの鉛筆、メモ帳を準備する事。受講者人数上限25名

備考欄

その他 30 積み上げの観点から全出席を求める。意欲を重視する。

教科書 適宜指示

参考文献 適宜指示
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10975001 経営財務論 3786 2 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

本授業の到達目標は、以下の３点である。
１）授業やテキストで取り上げたレベルの財務分析指標の意味を説明できる。
２）会計学や簿記学習者を前提としないなかでも財務3表の役割を説明することができる。
３）公開された会社の決算資料を通じて、一企業の財務状況を分析し多面的な評価をすることができる。

授業の方法

授業開始前までに授業に関連したテーマに沿った事前課題に取り組み、GoogleClassRoomに提出を行う。授業の当日は、パワーポイントと
配布印刷物（ハンドアウト）を用いて、企業の創業から成長までの企業活動のさまざまな行動のなかにおける会計の役割について財務課題
とともに説明し理解を深める。授業の内容についての振り返りや疑問点については事後課題とともにGoogleClassRoomを使用して実施す
る。

ＩＣＴ活用

本授業では、近年において急速に技術が発展し普及が進むSaaSなどのクラウドサービスを中心としたICTツールを積極的に活用した授業を
実施する。具体的には、Google Class　Roomを用いて事前課題、事後課題を提出するなどの学習管理を実施し、授業の進行においては講師
自身が作成したGoogle Drive（Spread Sheet)で作成した電子会計帳簿を用いたアクティブラーニング型授業を実施する。


後期

教員氏名 芝　香

授業の位置づけ

企業や組織が継続的に活動を行っていくためには、人、物、金（カネ）、情報といった経営資源が必要となる。このうち、金（カネ）にま
つわるさまざまな経営的な意思決定やその意思決定に必要な日常の業務全般が財務であり、これら多岐にわたる財務的な課題を研究対象と
しているのが経営財務論である。経営財務論は将来、企業等組織におけるリーダーやマネージャーとなるうえで必須となる財務分析を用い
た課題発見能力を獲得することができる科目であり、ディプロマ・ポリシー「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）」と関連の深い科目である。

授業の概要

経営財務論では、財務会計論や税務会計論、管理会計論、ファイナンス理論など様々な会計関係科目と関連しているが、この授業では特に
企業の経営活動を定量的に把握するための財務3表の役割と財務分析手法、さらに、企業活動のさまざまな行動のなかにおける会計の役割
など就職活動や社会人基礎力に必要な会計知識について学ぶ。

1

イントロダクション、会計とは何か。創業と資金調達、会計が果
たすべき役割について学ぶ。

該当回のテーマに関連した課題に取
り組む。(90分)

授業で学んだ専門タームをまとめ
て、定義を理解、暗記しておくこ
と。(90分)

2

財務諸表とは
財務諸表とは何か、財務3表の構造と意味について理解する。

該当回のテーマに関連した課題に取
り組む。(90分)

授業で学んだ専門タームをまとめ
て、定義を理解、暗記しておくこ
と。　(90分)

実務経験のある
教員の教育内容

ICT経営コンサルタント業を自らが起業し、恵庭市での起業塾講師を行うなど十数年にわたりサービス産業を中心とした創業支援を行って
きた。また長らく大手旅行代理店の業務効率化支援を実務として支援した経験や観光庁の支援のもとで行った「産学連携による観光産業の
中核人材育成・強化に関する業務」などでの観光産業ビジネス事業者を対象としたビジネスゲームやケーススタディによるセミナー運営、
さらに参加した観光事業経営者とディスカッションした経験を踏まえた知識を活かし、理論的な学びをベースとしながらも就職活動などで
役立つ実践的な授業を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

事前・事後課題へのフィードバックとして、授業にて課題の解説を行う反転授業型のアクティブラーニングスタイルにて授業を実施する。
また、授業への要望や疑問点、質問やメッセージには、Google ClassRoomのコメント機能や理解度確認テストを用いて、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)

5

キャッシュフロー計算書
キャッシュフローの必要性を理解し、その表示区分を学ぶ。

該当回のテーマに関連した課題に取
り組む。(90分)

授業で学んだ専門タームをまとめ
て、定義を理解、暗記しておくこ
と。　(90分)

6

財務分析の目的と分類
財務諸表分析とも呼ばれる経営分析として、 財務諸表の定量的
なデータを用いて会社の財務状況を分析し、客観的に経営状況を
把握することについて学ぶ。

該当回のテーマに関連した課題に取
り組む。(90分)

授業で学んだ専門タームをまとめ
て、定義を理解、暗記しておくこ
と。　(90分)

3

貸借対照表
貸借対照表とは何か。その分類基準と表示方法について学ぶ。

該当回のテーマに関連した課題に取
り組む。(90分)

授業で学んだ専門タームをまとめ
て、定義を理解、暗記しておくこ
と。　(90分)

4

損益計算書
損益計算書とは何かについて理解し、その構造と利益の段階的表
示について学ぶ。

該当回のテーマに関連した課題に取
り組む。(90分)

授業で学んだ専門タームをまとめ
て、定義を理解、暗記しておくこ
と。　(90分)

7

収益性分析
企業がどれほどの利益を獲得しているかの収益性分析を学ぶ

該当回のテーマに関連した課題に取
り組む。(90分)

授業で学んだ専門タームをまとめ
て、定義を理解、暗記しておくこ
と。　(90分)

8

安全性分析
安全性分析とは何かを理解し、その必要性と問題点を学ぶ。

該当回のテーマに関連した課題に取
り組む。(90分)

授業で学んだ専門タームをまとめ
て、定義を理解、暗記しておくこ
と。　(90分)
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9

活動性分析
企業が活発に活動をしているのかそうではないのかの活動性分析
を学ぶ。

該当回のテーマに関連した課題に取
り組む。(90分)

授業で学んだ専門タームをまとめ
て、定義を理解、暗記しておくこ
と。　(90分)

10

利益計画とCVP分析（損益分岐点分析）
短期利益計画において必要となる、損益分岐点の関係を明確に把
握すること、また、その分析を踏まえてどのようにマネジメント
することが必要かについて学ぶ。

該当回のテーマに関連した課題に取
り組む。(90分)

授業で学んだ専門タームをまとめ
て、定義を理解、暗記しておくこ
と。　(90分)

13

損益計算書と戦略パースペクティブ
損益計算書をさまざまな視点で分析し戦略に活かすための方法に
ついて学ぶ。

該当回のテーマに関連した課題に取
り組む。(90分)

授業で学んだ専門タームをまとめ
て、定義を理解、暗記しておくこ
と。　(90分)

14

貸借対照表と戦略パースペクティブ
貸借対照表をさまざまな視点で分析し戦略に活かすための方法に
ついて学ぶ。

該当回のテーマに関連した課題に取
り組む。(90分)

授業で学んだ専門タームをまとめ
て、定義を理解、暗記しておくこ
と。　(90分)

11

設備投資とキャッシュフロー予測①
設備投資の意思決定におけるキャッシュフローの重要性を理解す
ることや投資に見合った収益かどうかを判断する方法を2回に渡
り学ぶ1回目。

該当回のテーマに関連した課題に取
り組む。(90分)

授業で学んだ専門タームをまとめ
て、定義を理解、暗記しておくこ
と。　(90分)

12

設備投資とキャッシュフロー予測②
設備投資の意思決定におけるキャッシュフローの重要性を理解す
ることや投資に見合った収益かどうかを判断する方法を2回に渡
り学ぶ２回目。

該当回のテーマに関連した課題に取
り組む。(90分)

授業で学んだ専門タームをまとめ
て、定義を理解、暗記しておくこ
と。　(90分)

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）

60 授業態度と授業への参加の積極性を総合的に評価

15

資金調達における戦略パースペクティブ
戦略を実現するために必要な資金調達手法について学ぶ。

該当回のテーマに関連した課題に取
り組む。(90分)

授業で学んだ専門タームをまとめ
て、定義を理解、暗記しておくこ
と。　(90分)

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

本科目は社会人となるうえで必要な行動やスキルを学ぶ科目である。したがって、授業では事前課題をテーマにしたPCを用いた実習やビジ
ネスシミュレーションを行う予定もあり、授業開始前までに理解を深めるために事前課題を忘れずに取り組むこと、欠席する場合は連絡を
必ず行うことを履修条件とする。

備考欄

その他 40 課題レポート等

教科書

特に指定しない。授業に必要な資料は、パワーポイントによる配布印刷物（ハンドアウト）を提供する。　

参考文献

「人事屋が書いた経理の本」/協和発酵工業（株） / ソーテック社
「決算書分析」/桑原知之/ネットスクール出版
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

11037001 観光ケーススタディ 3788 2 3

到達目標

After completing this course successfully, students will have a basic knowledge required for working in tourism industries
in English. They will also be able to read documents that are specific in tourism industries.

授業の方法 This course will be offered by English materials and by Japanese explanations.

ＩＣＴ活用 Internet homepages are introduced in every lessons.

後期

教員氏名 野間　晃

授業の位置づけ

ディプロマ・ポリシー「グローバルに展開する当該業界を理解し、実践に応用可能な知識および英語の技能を身につけている。（知識・技
能）」ことを目指す科目である。

This course provides students with ample opportunities to read and write in English, thus serves as an good introduction to
the classes that they will experience in throughout their degree programme.

授業の概要

The aim of this course is to train students for a career in the tourism and related industries.  Students will learn the
communication skills required in dealing with tourists and visitors from various linguistic/cultural backgrounds.

1

Introduction to the course

Vocaburaly, Reading, Translation, Pronuctiation
Grammar reference, Glossary

Read the syllabus carefully (90
mins. )

Start planning for the
presentation. (90 mins. )

2

What is Tourism?

WTO~Three key criteria to determine if a trip is
tourism:Displacement, purpose, and duration.

Read the assigned part of the
textbook and prepare for the
quiz.(90 mins.).

Write an essay based on the
learnings from the presentation
(90 mins.).

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

Students will do presentations and teacher will give feedback by commenting on them.

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)

5

Tourist Motivations

Classification or tourist from arrival statistics
Reason for travelling
Motivations of travelling
Tourst behavior

Read the assigned part of the
textbook and prepare for the
quiz.(90 mins.).

Write an essay based on the
learnings from the presentation
(90 mins.).

6

Travel Agencies

Kinds of travel agencies
Products or trabel agencies
Sales procedure of travel agencies

Read the assigned part of the
textbook and prepare for the
quiz.(90 mins.).

Write an essay based on the
learnings from the presentation
(90 mins.).

3

World Destinations

Classification of tourism
Movemen of people to and from torist destinations

Read the assigned part of the
textbook and prepare for the
quiz.(90 mins.).

Write an essay based on the
learnings from the presentation
(90 mins.).

4

Tour Operators

What is Tour Operator?
Four types of tour operation

Read the assigned part of the
textbook and prepare for the
quiz.(90 mins.).

Write an essay based on the
learnings from the presentation
(90 mins.).

7

Transport in Tourism

History of transports
Kind of transportation～land, sea, air

Read the assigned part of the
textbook and prepare for the
quiz.(90 mins.).

Write an essay based on the
learnings from the presentation
(90 mins.).

8

Accommodation

What is the meaning of accomodation?
Kind or accomodation
Reservation of accomodation

Read the assigned part of the
textbook and prepare for the
quiz.(90 mins.).

Write an essay based on the
learnings from the presentation
(90 mins.).
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9

The Airline Industry

History of airline industry
Kind of airlines
Kind of flights
Codes used in airline industry

Read the assigned part of the
textbook and prepare for the
quiz.(90 mins.).

Write an essay based on the
learnings from the presentation
(90 mins.).

10

Marketing and promotion:A brochure to promote a hotel of
choice

Final presentation procedure will be announced
SWOT analysis of marketing and promotion

Read the assigned part of the
textbook and prepare for the
quiz.(90 mins.).

Write an essay based on the
learnings from the presentation
(90 mins.).

13

Airport depatrures
Final procedurre of tourism
Legislation on passengers

Read the assigned part of the
textbook and prepare for the
quiz.(90 mins.).

Write an essay based on the
learnings from the presentation
(90 mins.).

14

Attract international tourist to Hokkaido

Natural resources
Cultural resources

Read the assigned part of the
textbook and prepare for the
quiz.(90 mins.).

Write an essay based on the
learnings from the presentation
(90 mins.).

11

Holidays with a Difference

New types of tuorism:Adventure and Action, Esape and
Enlightment, Cultural and heritage

Read the assigned part of the
textbook and prepare for the
quiz.(90 mins.).

Write an essay based on the
learnings from the presentation
(90 mins.).

12

Reservations and Sales

Proccedure of reservation
Systems of reservation newly introduced

Read the assigned part of the
textbook and prepare for the
quiz.(90 mins.).

Write an essay based on the
learnings from the presentation
(90 mins.).

定期試験 0 N/A

定期試験以外（授業内の課題･参
加度・出席態度等）

90 Papers submitted after lessons.

15

Wrap up of the course and making the portfolio

Make itineraries in Hokkaido for foreign tourists

Review the course (90 mins.). Review the course (90 mins.).

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

This course will be conducted entirely in English materials with Japanese translations.

備考欄

その他 10 For good attitudes in lessons.

教科書 N/A

参考文献

Oxford English for careers
Tourism①
By Rabin Walker and Leith Hardings
Oxford
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10247001 経営ケーススタディ 3790 2 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

自らの就職希望の産業について分析し、特定企業の戦略の強み・弱みを議論することができるようになることを目標とする。

授業の方法

講義形式が基本となるが、期末課題として受講者個々に特定業界の特定企業に対する経営アドバイスを提言することを求めることになるた
め、中間課題として自らの問題意識を授業中にプレゼンし、他の受講者とのディスカッションを通じて深めることを重視する予定。

ＩＣＴ活用

適宜、関連するインターネット上の資料や映像資料を用いるほか、各受講生にもPCを用いたプレゼンを行ってもらう。

後期

教員氏名 宮本　融

授業の位置づけ

国際教養について学んできた様々な知識を総合して、企業はどのような戦略を立て栄枯盛衰が繰り返されているかを考える。経営理論を概
観した上で、いくつかの産業分野を取り上げ、その中の企業の展開を分析する。

授業の概要

前半で経済学、経営学の基礎を概観する。特に近代経営学を確立したPeter Druckerが米国ビジネスの何を理論化しようとしたのかという
思想史的背景を踏まえ、経営学全体のイメージをつかんだうえで、彼が分析して経営学が発展した分析対象であった米国自動車産業の展開
を取り上げる。その上で、そうした分析手法を用いて、受講生は自ら選択した産業における特定企業の戦略アドバイスを考えるという演習
を行う。
ケーススタディとして、自動車や家電といった経営学で頻繁に取り上げられる産業以外でも、ホテル、電力、食品（ワイン製造業等）、教
育産業といった産業分野も取り上げることが可能である。受講生の関心を尊重する。

1

Introduction　本講義のアウトライン シラバスを読み、あらかじめ各自の
関心を明確にしておくこと

ノートを復習し、自己紹介と関心内
容を漠然と出良いのでメールで提出
すること（60分）

2

2.マネジメント
（１）企業活動の内容
（２）Strategic Positioning
（３）Organizational Capacity

あらかじめ指定する参考文献を読ん
でおくこと（90分）

講義内容をﾉｰﾄ等
復習しておくこと（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、産業政策の立案・実行に従事。具体的には、繊維、日用品、貿易保険、エネルギー、環境、化
学の業界を担当した経験がある。大学研究者としては技術政策学（産業政策としての技術政策）を担当したことがある。

課題に対する
フィードバック

の方法

講義中のディスカッションと小課題への講評等

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)

5

5.Case Study 1 自動車産業
（１）アメリカの世界制覇
（２）日本の自動車産業ー官民協調経済だったのか？
（３）欧州の自動車産業ー混合経済体制の光と影
（４）南米の自動車産業ーClientilism


あらかじめ指定する参考文献を読ん
でおくこと（90分）

講義内容をﾉｰﾄ等
復習しておくこと（90分）

6

6.Case Study 2 家電産業
（１）日米逆転
（２）世界に冠たる日の丸家電産業
（３）半導体摩擦
（４）コモディティ化と総合家電の終焉
（５）家電産業の教訓

あらかじめ指定する参考文献を読ん
でおくこと（90分）

講義内容をﾉｰﾄ等
復習しておくこと（90分）

3

3.政府と政策
（１）古典的自由市場
（２）グローバル化と国家の相対化
（３）産業競争力と産業政策
（４）国家の競争力と企業の創造的破壊

あらかじめ指定する参考文献を読ん
でおくこと（90分）

講義内容をﾉｰﾄ等
復習しておくこと（90分）

4

4.経営学の出発点
（１）Peter Druckerの思想的背景
（２）American  Business
(3)FordとGM

あらかじめ指定する参考文献を読ん
でおくこと（90分）

講義内容をﾉｰﾄ等
復習しておくこと（90分）

7

7. Case Study 3
(1)Strategic Positioningと業界分析
（２）受講生プレゼン


あらかじめ指定する参考文献を読
み、個別のプレゼンの準備をしてお
くこと（90分）

講義内容をﾉｰﾄ等
復習しておくこと（90分）
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9

8. Case Study 4 電力産業
（３）水力と火力
（４）原子力産業
（５）自然エネルギー


あらかじめ指定する参考文献を読ん
でおくこと（90分）

講義内容をﾉｰﾄ等
復習しておくこと（90分）

10

9.Case Study 5 食品生産
（１）日本の農業
（２）ワイン製造業

自ら選択した業界の現状分析を簡潔
にプレゼンスする準備をしておくこ
と（90分）

講義内容をﾉｰﾄ等
復習しておくこと（90分）

8

8.Case Study 4 電力産業
（１）産業史
（２）構造分析

あらかじめ指定する参考文献を読ん
でおくこと（90分）

講義内容をﾉｰﾄ等
復習しておくこと（90分）

13

12. Case Study 8 ITとe-commerce あらかじめ指定する参考文献を読ん
でおくこと（90分）

講義内容をﾉｰﾄ等
復習しておくこと（90分）

14

13. Case Study 9 Fast Fashion あらかじめ指定する参考文献を読ん
でおくこと（90分）

講義内容をﾉｰﾄ等
復習しておくこと（90分）

11

10. Case Study 6 ホテル あらかじめ指定する参考文献を読ん
でおくこと（90分）

講義内容をﾉｰﾄ等
復習しておくこと（90分）

12

11. Case Study 7 教育産業（英語） あらかじめ指定する参考文献を読ん
でおくこと（90分）

講義内容をﾉｰﾄ等
復習しておくこと（90分）

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30％、課題提出状況20％、期末レポート50％

15

14.受講生期末プレゼンとまとめ 各自の分析を踏まえたビジネス戦略
提言をプレゼンする準備をしておく
こと

プレゼン内容を文書にして提出する
こと（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

課題は受講者自身で業界を選択して分析を進めるので、積極的な授業参加を期待する。自らベンチャー起業を立ち上げるつもりの積極性を
歓迎する。

備考欄

その他 0

教科書 ピーター・ドラッカー　『マネジメント』　ダイヤモンド社

参考文献

岩崎夏海『もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの『マネジメント』を読んだら』新潮文庫
桑島浩彰・川端由美『日本車は生き残れるか』講談社現代新書
佐藤文昭『日本の電機産業　失敗の教訓』朝日出版　等
各業界ごと、受講者の関心に沿って紹介する
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

110400A1 道徳教育の理論と方法 3042 2 3

到達目標

１．中学校の道徳へつながっている、幼稚園・保育園の道徳性の芽生えから小学校の道徳教育の目標・内容及び具体的な取組や学習指導法
の基本的な活用を理解し説明できる。　２．中学生の心に届き、心に響く授業構想と授業ができるよう、道徳性の育成に資する道徳学習指
導案を作成でき、授業ができる。　３．自己の道徳性を見つめること（メタ認知）ができるとともに、他者と協力的・論理的思考により、
自らの道徳性育成への意欲を高めていけるようになることを身に付け、それを中学校高等学校の教育実践に生かすことができる。

授業の方法

基礎知識の理解については資料と板書を活用しながら講義形式ですすめ、随時発問を入れながら主体的に考え合うようにさせる。後半は教
材を活用しながら実践的な場面を想定して学習をする。（６回）。　授業計画と指導案作成実習、模擬授業はグループワーク、個人での授
業構想と模擬授業の取り組みに取り組ませ、実践力を育成する。　予習してきた内容をもとに授業を行い、相互評価や毎授業後のレポート
等で復習と理解の定着を図る。（９回）。

ＩＣＴ活用

原則として教科書を使用した日常の道徳科の授業ができるようになる力をつける。授業実践場面で映像教材や画像、ICTを活用した授業に
ついて指導する。模擬授業中に学生が必要部分でICTを活用していける力をつける。

後期

教員氏名 加藤　一郎

授業の位置づけ

道徳教育を学びながら人間としてよりよい生き方を追求し、学校の教育活動全体で行われる道徳教育とその要として行われる「特別の教科
道徳」の授業について学ぶ。教職課程を学ぶ学生にとって全ての学習に関連した学びとなり、教育者としての資質づくりにつながる科目で
ある。

授業の概要

道徳教育と道徳科の授業についての学びをもとに幼保・小・中のつながりを意識した道徳の授業ができ、道徳教育を推進していける力を修
得する。道徳性の芽生えと道徳教育についての基礎知識を身につけ、その重要性について認識を深める。要となる道徳科の学習指導案作成
と模擬授業や主体的で協動的な学習を通して、教員として必要な道徳教育の資質と具体的なスキルを身につける。

1

【道徳教育の意義（ガイダンスを含む）】　授業スケジュールと
授業での到達目標を確認。道徳教育の意義について文部科学省
「中学校学習指導要領解説　特別の教科道徳編」（以下必携）を
もとに道徳教育と道徳科の授業の具体的なイメージを持ちつつ、
実践体験を通し学習する。〔レポート１，２〕

・「中学校学習指導要領解説　特別
の教科道徳編」（以下教科書）　Ｐ
1～１８を読んでおくこと（90分）

・授業を復習し、レポートの作成
（90分）

2

【道徳教育・道徳科の目標及び道徳性】　歴史的な部分も押さえ
ながら、「中学校学習指導要領解説　特別の教科道徳編」をもと
に、日本国憲法等に基づく道徳教育・道徳科の目標及び目的、道
徳性について、具体的なイメージをもてるよう学習し、学びをま
とめる。〔レポート３〕

・配布された資料、教科書Ｐ８～６
９を読んでおくこと（90分）

・授業を復習し、レポートの作成
（90分）

実務経験のある
教員の教育内容

中学校教員として道徳教育と中学校・小学校の道徳の時間、道徳科の授業指導経験を積み重ねてきた。全国小学校道徳教育研究会、全日本
中学校道徳教育研究会、北海道道徳教育研究会、札幌市道徳教育研究会の会長・副会長として小学校、中学校の道徳教育と道徳科の授業研
究をしてきた。全国の研究大会、日本道徳教育学会での研究等々の最新の学び活かして、授業の実践的な活動を取り入れ、教師としての資
質を持ち道徳教育と道徳科の授業ができる学生を育成する。

課題に対する
フィードバック

の方法

・レポートや提出物にコメントを返す。
・授業の中で解説と補足、指導を随時おこなう。

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)

5

【学習指導案の内容と作成手順、指導方法の創意工夫と模擬授
業】　道徳の学習指導案に盛り込むべき内容と作成手順、生徒の
心に届き、響くことに留意しつつ、生徒の発達段階や個に応じた
道徳性の育成に資する指導方法について、具体的な取組み事例を
もとに学習する。〔レポート６〕

・配布された資料、教科書を読みな
おしておくこと（90分）

・授業を復習し、レポートの作成
（90分）
・共通教材集を読む

6

【教材分析と授業構想、指導案作成Ⅰ（一部グループワーク）】
何点かの共通教材より選択したものを活用した授業を各自構想
し、同じ教材を選択したグループで模擬授業を構想しながら指導
案を作成する演習を行う。教師は各グループの支援を行いながら
内容を高めていく。〔演習シート７，８，９〕

・配布された教材を読んで選択し、
吟味しながら授業構想をたてておく
こと（90分）

・共通教材の分析と指導案作成、模
擬授業構想決定し、指導案の完成と
模擬授業準備（90分）
教科書教材から自主選択教材を探す
演習シートの作成

3

【道徳教育の全体計画と教育活動全体を通じた道徳教育、要とし
ての道徳科と家庭や地域社会との連携】　道徳教育の全体計画の
必要性と道徳科以外の教科等における道徳教育とはどういうもの
なのか、家庭や地域社会との連携の必要性について具体的な計画
例や事例をもとに学習する。〔レポート４〕

・配布された資料、教科書Ｐ７０～
１０８を読んでおくこと（90分）

・授業を復習し、レポートの作成
（90分）

4

【道徳科の年間計画と中学校の道徳の授業における指導法の工夫
や評価】　道徳科の年間計画の必要性と道徳科における指導法と
評価について、具体的な計画例や事例をもとにした学習した後、
簡単な実践演習を行う。〔演習シート５〕

・配布された資料、教科書Ｐ７０～
１１８を読んでおくこと（90分）

・授業を復習し、演習シートの作成
（90分）
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9

【模擬授業実践と振り返り、評価③（一部グループワーク）】
グループ毎に模擬授業を行う。模擬授業終了後に、授業者と生
徒・教師間の立場で相互評価を行い交流。その後改善点を補充指
導し、道徳科の学習のねらいについて講義。学習のまとめをレ
ポートする。〔演習シート１４、模擬授業課題レポート１５〕

・指導案に基づいた模擬授業の準備
（90分）

・実践後の指導案修正、レポート作
成（90分）
教科書教材から自主選択教材を決定

10

【教材分析と授業構想、指導案作成Ⅱ】　提示された教材から選
択した教材分析と授業構想もとに各自指導案を作成。個別面談、
学生による説明と教師による支援と指導。指導案を完成させる。
選択した教材ごとにグループに分ける。〔演習シート１６，１
７，１８〕

・模擬授業準備
・模擬授業の振り返りと演習シート
完成（90分）

・実践後の指導案修正、レポート作
成、擬授業の振り返りと演習シート
完成（90分）
教科書教材から自主選択教材を吟味

7

【模擬授業実践と振り返り、評価①（一部グループワーク）】
グループ毎に模擬授業を行う。模擬授業終了後に、授業者と生
徒・教師間の立場で相互評価を行い交流。その後改善点を補充指
導し、道徳科の学習のねらいについて講義。学習のまとめをレ
ポートする。〔演習シート１０、模擬授業課題レポート１１〕

・指導案に基づいた模擬授業の準備
（90分）

・指導案の完成と模擬授業準備
・実践後の指導案修正、演習シート
とレポート作成（90分）
教科書教材から自主選択教材を探す

8

【模擬授業実践と振り返り、評価②（一部グループワーク）】
グループ毎に模擬授業を行う。模擬授業終了後に、授業者と生
徒・教師間の立場で相互評価を行い交流。その後改善点を補充指
導し、道徳科の学習のねらいについて講義。学習のまとめをレ
ポートする。〔演習シート１２、模擬授業課題レポート１３〕

・指導案に基づいた模擬授業の準備
（90分）

・指導案の完成と模擬授業準備
・実践後の指導案修正、演習シート
とレポート作成（90分）
教科書教材から自主選択教材を探す

13

【授業のねらいに深く関わる中心的な発問部分を核にした模擬授
業と評価、改善点の交流②】　中心発問部分を核にした短時間の
模擬授業をおこない。それを全員で評価し、改善点を指摘し合い
ながら交流する。その後授業内容、方法、考え方の補足指導。次
回のよりよい授業を目指し赤で修正した指導案を提出。〔演習
シート２２、模擬授業課題レポート２３〕

・中心発問を核にした模擬授業の準
備（90分）

・実践後の指導案修正、レポート作
成、模擬授業の振り返りと演習シー
ト完成（90分）
中心発問を核にした模擬授業の準備

14

【授業のねらいに深く関わる中心的な発問部分を核にした模擬授
業と評価、改善点の交流③】　中心発問部分を核にした短時間の
模擬授業をおこない。それを全員で評価し、改善点を指摘し合い
ながら交流する。その後授業内容、方法、考え方の補足指導。次
回のよりよい授業を目指し赤で修正した指導案を提出。〔演習
シート２４、模擬授業課題レポート２５〕

・中心発問を核にした模擬授業の準
備（90分）

・実践後の指導案修正、レポート作
成、模擬授業の振り返りと演習シー
ト完成（90分）

11

【道徳教育と道徳科についての学びの再確認】　これまでの演習
や学びを振り返り、学んだことを再確認しながら、グループで中
心発問部分を核にした短時間の模擬授業の準備しながら、新たな
疑問や深めたい道徳性の学びについて共有し、具体的な事例をも
とに学習し、指導案を修正する。〔レポート１９〕

・模擬授業の振り返りと演習シート
完成（90分）

・授業を復習し、レポートの作成
（90分）
・教科書教材から自主選択教材を吟
味しながら授業構想と指導案作成

12

【授業のねらいに深く関わる中心的な発問部分を核にした模擬授
業と評価、改善点の交流①】　中心発問部分を核にした短時間の
模擬授業をおこない。それを全員で評価し、改善点を指摘し合い
ながら交流する。その後補足指導。次回のよりよい授業を目指し
赤で修正した指導案を提出。〔演習シート２０、擬授業課題レ
ポート２１〕

・中心発問を核にした模擬授業の準
備（90分）

・実践後の指導案修正、レポート作
成、模擬授業の振り返りと演習シー
ト完成（90分）
中心発問を核にした模擬授業の準備

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 授業中に実施するレポート,演習シート,論述文章,発表等60％、道徳科学習指導案と模擬授業40％

15

【道徳教育と道徳科についての総括】　これまでの学習と実践を
振り返りまとめの講義。道徳教育と道徳科に関する考えを記述し
発表し、検討をする。学びのまとめを記述して提出。〔まとめ論
文２６〕

・教科書を復習しながら学んだこと
をまとめておく（90分）

・まとめ論文の完成（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

その他 0 なし
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履修条件・留意
事項等

・教職の免許状取得のための必修科目

備考欄

教科書

・中学校学習指導要領解説特別の教科道徳編　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・授業毎
に必要資料や道徳科最新の資料を配布する

参考文献

・中学校学習指導要領解説総則編、学校新学習指導要領の展開特別の教科道徳編」（柴原弘志編著明治図書）　「こだわりの道徳授業レシ
ピ」（東洋館出版社）「道徳科授業構想グランドデザイン」（明治図書）浅見哲也、学会・研究大会等での道徳科最新の資料
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

111060A1 特別活動・総合的な学習の時間の指導法 2040 2 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

１　特別活動及び総合的な学習の時間の歴史的変遷，学校での具体的な実践例からそのあ　りかたを学び，その意義　を述べることができ
る。
２　個と集団の関わりの視点から，学校での望ましい集団づくりについての配慮，方法に　ついて挙げることができる。
３　教員同士が協働の姿勢で児童生徒の集団を運営する方策を学び，実際に活動計画を立　案することができる。

授業の方法

　教科書及び配布物を用いて，講義形式及びグループワークでの学修を進める。ミニレポートを時間内に行う（１０回）。
　実際に特別活動，総合的な活動の時間の指導計画案，実施案を作成し，意見交流を行う。

ＩＣＴ活用 なし

後期

教員氏名 常田　拓孝

授業の位置づけ

　教職に関する科目のうち，特別活動に関する科目である。望ましい集団活動を通して，心身の調和のとれた発達と個性の伸長を図り，集
団の一員としてよりよい生活や人間関係を築こうとする自主的，実践的な態度を育てるとともに，自己の生き方についての考えを深め，自
己を生かす能力を養うことをめざす特別活動に関する科目である。また，よりよく課題を解決し，自己の生き方を考えていくための資質・
能力の育成をめざす総合的な学習の時間の指導について学ぶ科目である。

授業の概要

　学校のおける特別活動の基本的な知識や方法を身につける。望ましい集団づくり，集団活動のねらい，具体的な方法について学ぶ科目で
ある。具体的な活動プランや指導計画の立案体験をとおして，特別活動の実践的な技能や方法について学ぶ。総合的な学習の時間について
もその学習活動の意義，指導計画，指導の実際について学ぶ。

1

　【オリエンテーション　】授業の進め方について理解する。特
別活動の意義や目的を説明でき，その展開について述べることが
できる。

これまでの生徒指導に関する学修内
容を振り返っておくこ
と。（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

2

　【特別活動の目標】望ましい集団活動をとおして，心身の調和
のとれた発達と個性の伸長を図るなど，「特別活動」の目標や内
容について説明できる。

学習指導要領解説特別活動編第２章
第１節の内容を読み込んでおくこ
と。（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

実務経験のある
教員の教育内容

　中学校教員を務め，学校運営，学校経営の経験が長く，特別活動に関して幅広い知識を有している。特別活動及び総合的な学習の時間の
展開，指導計画，具体的な指導にについて指導を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

　リアクションペーパー，レポートを読み，コメントを記すことによって学修へのフィードバックとする。

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)

5

　【生徒会活動のあり方】生徒会活動の充実や向上を図る活動を
行う生徒会活動について理解し，その自主的，実践的な態度を育
てる方法について理解する。
　【学校行事のあり方】学校や学年を単位として体験的に行われ
る学校行事について，その内容や目標について説明できる。望ま
しい人間関係の形成や集団への所属感や連帯感等を育てる方法に
ついて述べることができる。

学習指導要領解説特別活動編第３章
第２節，第３節の内容を読み込んで
おくこと。（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

3

　【特別活動の教育活動全体の意義】特別活動の全体像を捉え，
その基本的性格を述べることができる。

学習指導要領解説特別活動編第２章
第２節の内容を読み込んでおくこ
と。（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

4

　【学校における集団づくりの基礎】学校教育において，児童生
徒の望ましい集団活動を促す集団づくりについて，その内容や手
法，指導計画などの基礎について述べることができる。
　【学級活動のあり方】学級活動の目標，内容を理解し，望まし
い人間関係の形成，学級や学校でのよりよい生活づくりに努める
態度の形成の手法や方法について説明できる。

学習指導要領解説特別活動編第３章
第１節の内容を読み込んでおくこ
と。（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）
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6

　【学級活動指導計画の立案　その１】学級活動事例を参考にし
て，学級活動指導計画を立案し，グループ内で発表し合い，相互
評価を行う。グループとしての学級活動計画案を立案する。

学習指導要領解説特別活動編第４章
第１節の内容を読み込んでおくこ
と。（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

9

　【学級経営の実際】現職の中学校の先生をゲストティーチャー
として迎え，学級経営，学級づくりの実際について学び，学級経
営の具体的なあり方について説明できる。

学習指導要領解説特別活動編第２
章，第３章第１節学級活動の内容を
読み込んでおくこと。（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

10

　【総合的な学習の時間の指導計画の立案】総合的な学習の時間
の指導計画の立案し，グループ内で実際の指導計画案を交流し，
作成することができる。

学習指導要領解説総合的な学習の時
間編第４章の内容を読み込んでおく
こと。（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

7

　【学校行事指導計画案の立案　その１】学校行事の事例を参考
にして，学校行事指導計画案を立案し，グループ内で発表し合
い，相互評価する。グループとしての学校行事指導計画案を立案
する。

これまでの学修内容を整理し，指導
計画の立案について準備しておくこ
と。
（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

8

　【総合的な学習の時間の目標】自ら課題を見つけ，自ら学び，
自ら考え，主体的に反案するなど，「総合的な学習の時間」の目
標や内容について説明できる。

学習指導要領解説総合的な学習の時
間編第２章，第３章の内容を読み込
んでおくこと。（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

13

　【総合的な学習の時間と各教科等との関連】総合的な学習の時
間と各教科等の関連について説明でき，総合的な学習の時間での
学習活動において各教科等での学習成果を活用する方法について
挙げることができる。

学習指導要領解説総合的な学習の時
間編第９章の内容を読み込んでおく
こと。（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

14

　【特別活動，総合的な学習の時間の意義】学校教育における特
別活動，総合的な学習の時間相互の関連，さらにそれぞれと教科
指導，道徳教育の関係を説明でき，それらが有機的に換券して，
学校教育に掲げられている目標の達成に寄与することを説明でき
る。

教科書を通読し，学修をまとめてお
くこと。（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

11

　【学校行事の実際】現職の中学校の先生をゲストティーチャー
として迎え，学校行事の実施計画の立案，実際の生徒への指導，
具体的展開，評価等について学び，学校行事の具体的なあり方に
ついて説明できる。

学習指導要領解説特別活動編第２
章，第３章第３節の内容を読み込ん
でおくこと。（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

12

　【総合的な学習の時間の評価】総合的な学習の時間における評
価観点，評価規準について説明でき，授業における評価内容や方
法について説明できる。

学習指導要領解説総合的な学習の時
間編第８章の内容を読み込んでおく
こと。（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）　

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）

60 講義で提出するミニレポートの提出（14回）

15

　【まとめ】学校教育における望まし人間関係，よりよい集団づ
くり，主体的，創造的協同的な態度の育成など，本授業の学修に
ついてまとめることできる。評価テスト

これまでの配付資料を読み込んでお
くこと。（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

なし

その他 40 評価テスト

教科書

１　中学校学習指導要領（平成２９年告示）解説　特別活動／文部科学省
２　中学校学習指導要領（平成２９年告示）解説　総合的な学習の時間／文部科学省

参考文献

１　高等学校学習指導要領　特別活動，総合的な学習の時間／文部科学省
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備考欄
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

104300A1 教育相談の基礎と方法 3046 2 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

１　教育相談について，その組織的な体制や進め方等の基礎的な知識を説明できる。
２　児童生徒や保護者等への教育相談の具体的な進め方を述べることができる。
３　いじめ，不登校，特別な支援を要する児童生徒に関する教育相談の基礎的な知識を説　明できる。
４　事例演習を通して，基本的な教育相談ができる。
５　教育相談に関する事例についてその解決法を説明でき，グループワークでの討議に参　加できる｡

授業の方法

　教科書及び配布物を用いて，グループワークでの学修を進める。
　教育相談事例演習を行い，相互評価を行う。ミニレポートを時間内に行う（１０回）。
　理解度を確認するためのレポートを３回行う。

ＩＣＴ活用 なし

後期

教員氏名 常田　拓孝

授業の位置づけ

　学校現場における生徒指導に関する基礎的な科目である｡児童生徒理解に努めることが積極的な生徒指導の根幹となることを明らかに
し，その具体的な視点としての教育相談の理論と具体的な相談方法について修得する科目である。

授業の概要

　教育相談とは，生徒指導の重要な領域であることを理解し，教育活動のあらゆる場面のあらゆる機会を通して行われていることについて
理解を深める。児童生徒一人一人に焦点を当てた，好ましい人間関係，生活適応，自己理解等，教育相談を行う上での基礎的な知識及び具
体的な進め方を身につける。特に，教育の今日的課題である，いじめ，不登校，特別な支援を要する児童生徒に関する教育相談における基
礎的な知識を身につける。さらに事例演習を通して，教育相談スキルを身につける。

1

　【オリエンテーション　教育相談とは】生徒指導を充実するた
めの教育相談のあり方や方法の概要を説明できる。

講義「生徒指導の理論と方法」の学
修成果を振り返っておくこと。（90
分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

2

　【学校教育相談の基礎知識】学校教育相談の基礎的知識を理解
し，学校教育での児童生徒理解にあたっての重要な手法であるこ
とを説明できる。

教科書のp.8～p.24を読み込んでお
くこと。（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

実務経験のある
教員の教育内容

　中学校教員を務め，学校運営，学校経営の経験が長く，教育全般について幅広い知識を有している。教育相談についても経験が豊富であ
り，生徒指導との関連，教育相談に実際について指導を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

リアクションペーパー，レポートを読み，コメントを記すことによって学修へのフィードバックとする。

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)

5

　【学校教育相談の組織的展開】学校教育相談は生徒指導の充実
を図る上で重要であり，学校全体が組織的に運用，展開されるこ
とが児童生徒の望ましい発達や成長につながることを説明でき
る。レポート課題＃１

教科書p.64～p.93を読み込んでおく
こと。（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

6

　【教育相談をやってみよう　その１】これまでの講義で学んだ
教育相談の手法や方法に基づいてペアとなり，先生役児童生徒役
で実際に教育相談を行う。さらに，相互評価を実施する。

これまでの講義での学修について振
り返っておくこと。
（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）　

3

　【教育相談の基本姿勢　その１】学校教育相談におけるカウン
セリングマインドについて理解し，教育相談でについての考え方
や姿勢を説明できる。

教科書p.25～p.41を読み込んでおく
こと。（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

4

　【教育相談の基本姿勢　その２】児童生徒理解における一般的
理解について，心理学的視点からの分類，医学的視点からの分類
に基づいて述べることができる。

教科書p.42～p.63を読み込んでおく
こと。（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

7

　【様々な技法を活かす開発的教育相談　その１】学校教育の場
で効果的に活用できる相談の理論や技法について理解し，児童生
徒の自己実現を図る生徒指導のあり方について説明できる。

教科書p.94～p.110を読み込んでお
くこと。（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）
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9

　【問題解決的教育相談の実際　その１】発達障害のある児童生
徒，非行問題を抱える児童生徒，いじめ問題，不登校児童生徒へ
の対応，相談，支援のあり方について説明できる。

教科書p.136～p.153を読み込んでお
くこと。（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

10

  【問題解決的教育相談の実際　その２】児童生徒の様々な問題
行動について，その対応や教育相談をとおしてのケアのあり方，
周囲の児童生徒への配慮や学校全体としての対応のあり方につい
て挙げることができる。レポート課題＃２

教科書p.153～p.165を読み込んでお
くこと。（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

8

　【様々な技法を活かす開発的教育相談　その２】児童生徒の学
校における人間関係力をはぐくむための共感能力，表現力を高め
る基本的な理論や方法について説明できる。

教科書p.111～p.136を読み込んでお
くこと。（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

13

　【教育相談をやってみよう　その３】これまでの学修成果をふ
まえて，テーマを決めて実際に教育相談を行う。前回と異なるペ
アで実践する。実施後に相互評価を行う。レポート課題＃３

教育相談の実際についてあらためて
学修しておくこと。
（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

14

　【教育相談をやってみよう　その４】これまでの学修成果をふ
まえて，テーマを決めて実際に教育相談を行う。新たペアで実践
する。実施後に相互評価を行う。

教育相談の実際についてあらためて
学修しておくこと。
（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

11

　【これからの学校教育相談】開発的・包括的支援体制を構築
し，学校教育相談のさらなる充実のための方法について理解し，
児童生徒への支援を意識した教育相談の「心」と「技」のバラン
スが重要であることを説明できる。

教科書p.166～p.172を読み込んでお
くこと。（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

12

　【教育相談をやってみよう　その２】これまでの学修成果をふ
まえて，テーマを決めて実際に教育相談を行う。ペアとなり，先
生役と児童生徒や役で実践する。実施後に相互評価を行う。

教育相談の実際についてあらためて
学修しておくこと。
（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

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）

60 教育相談練習の相互評価結果
３回のレポートの評価

15

　【学修のまとめ】学校教育における生徒指導の充実には，適切
な児童生徒理解に基づく配慮や教育活動の展開が必要であり，教
育相談は欠くことができないことを説明できる。さらに，学修全
体をとおして，日々「心」を磨く教師をめざすことの重要性を理
解する。評価テスト

教科書及びこれまでの配付資料を読
み込んでおくこと。
（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

なし

備考欄

その他 40 評価テスト

教科書

１　新改訂　教育相談　基礎の基礎／島崎政男／学事出版株式会社

参考文献 １　生徒指導提要／文部科学省／教育図書
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

11044001 教育実習指導 3060 1 3

到達目標

１　教育実習の意義、目的を挙げることができる。
２　各種講義で学んだ知識をどのように教育実習に活かすかを述べることができる。
３　教育現場における必要な生徒指導の方法を再確認し，述べることができる。
４　教育公務員としての身分や義務，責任等について再確認し，述べることができる。

授業の方法

　配布物を用いて学修を進める。
　学習指導案の作成し，模擬授業を行い，相互評価を行う。

ＩＣＴ活用 なし

後期

教員氏名 常田　拓孝

授業の位置づけ

　教育実習を履修するにあたり，これまでに学んだ「教職に関する科目」，「教科に関する科目」など教育実習生として求められる基本的
な知識や技術を実際の教育現場において使うことができるように再確認する科目である。また，実習生に求められる姿勢や具体的な実習日
誌，諸帳簿の書き方，及び教育実習中の心得等について理解，準備，修得する科目である。

授業の概要

　教職課程における教育実習は，実際の教育活動に参加することによって，教員になるうえでの心構え，及び教育活動に必要な教育知識と
技術を身につけることである。教育実習を控えて，それらの目的を達成するために必要な知識や姿勢を身につける。

1

　【オリエンテーション　教育実習とは】教育実習についての目
的，意義について理解し，教育実習を控えての準備，心構え等を
理解する。

これまでの教職に関する講義の学修
内容を振り返っておくこと。
（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

2

　【学習指導案と教科指導　その１】学校教育での学習指導案の
作成意義，ねらい等について理解し，教科指導の基本的な構成，
留意点等を理解する。

教科教育法で学修した内容を振り
返っておくこと（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

実務経験のある
教員の教育内容

　中学校教員を務め，学校運営，学校経営の経験が長く，教員養成に関して幅広い知識を有している。教育実習の実際についても経験が豊
富であり，教科指導，学級経営等の実際について指導を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

模擬授業指導案，実際の模擬授業から教育実習に向けてのアドバイスをすることによって学修へのフィードバックとする。

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)

5

　【学習指導案と教科指導　その４】作成した学習指導案をもと
に，模擬授業を行い，相互評価ののち，改善策を検討する。（グ
ループ１）

前時で作成した学習指導案をもとに
授業を行う準備をすること。
（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

6

　【学習指導案と教科指導　その５】作成した学習指導案をもと
に，模擬授業を行い，相
互評価ののち，改善策を検討する。（グループ２）

作成した学習指導案をもとに授業を
行う準備をすること。
（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

3

　【学習指導案と教科指導　その２】学生自身が教育実習で担当
する教科の学習指導の作成にあたっての基本的な内容，指導過程
等について述べることができる。

当該する教科の学習指導案，教科書
を読み込んでおくこと。
（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

4

　【学習指導案と教科指導　その３】学生自身が教育実習で担当
する教科の学習指導案を作成し，その内容について交流し，検討
する。

前時の資料等を読み込んでおくこ
と。（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

9

　【学習指導案と教科指導　その８】作成した学習指導案をもと
に，模擬授業を行い，相互評価ののち，改善策を検討する。（グ
ループ５）

作成した学習指導案をもとに授業を
行う準備をすること。
（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）　

7

　【学習指導案と教科指導　その６】作成した学習指導案をもと
に，模擬授業を行い，相
互評価ののち，改善策を検討する。（グループ３）

作成した学習指導案をもとに授業を
行う準備をすること。
（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

8

　【学習指導案と教科指導　その７】作成した学習指導案をもと
に，模擬授業を行い，相互評価ののち，改善策を検討する。（グ
ループ４）

作成した学習指導案をもとに授業を
行う準備をすること。
（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）
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10

  【生徒への話し方　その１】生徒と教師の信頼関係の確立のた
め，さらに生徒が人間としての生き方について考えを深められる
よう，生徒とともに，考え，悩み，感動を共有していく姿勢のあ
り方について，生徒への話し方の視点から理解する。（グループ
１）

生徒への話しの内容を準備しておく
こと。（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

13

　【教育実習の課題　その１】これまでの学修成果をふまえて，
教育実習を行うにあたってのそれぞれの課題を明確にし，交流を
行う。交流後に相互評価を行う。（グループ１）

これまでの学修についてあらためて
復習しておくこと。
（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

14

　【教育実習の課題　その２】これまでの学修成果をふまえて，
教育実習を行うにあたってのそれぞれの課題を明確にし，交流を
行う。交流後に相互評価を行う。（グループ２）

これまでの学修についてあらためて
復習しておくこと。
（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

11

  【生徒への話し方　その２】生徒と教師の信頼関係の確立のた
め，さらに生徒が人間としての生き方について考えを深められる
よう，生徒とともに，考え，悩み，感動を共有していく姿勢のあ
り方について，生徒への話し方の視点から理解する。（グループ
２）

生徒への話しの内容を準備しておく
こと。（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

12

  【生徒への話し方　その３】生徒と教師の信頼関係の確立のた
め，さらに生徒が人間としての生き方について考えを深められる
よう，生徒とともに，考え，悩み，感動を共有していく姿勢のあ
り方について，生徒への話し方の視点から理解する。（グループ
３）

生徒への話しの内容を準備しておく
こと。（90分）　

配付資料の復習をすること。（90
分）

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 各講義で提出するラーニング・マップの提出（15回）

15

　【学修のまとめ】教育実習の目的の一つである教職課程等にお
いて学んだ教科等や教職に関する専門的な知識・理解した内容を
生かし，指導すべき内容を直接，生徒に指導することを通し，指
導するための基礎・基本を実践的に学ぶことの重要性を述べるこ
とができる。

これまでの配付資料を読み込んでお
くこと。（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

国際言語学科教育実習履修要件を満たしていること

備考欄

その他 0

教科書

１　講義用資料を配付する。

参考文献

１　中学校，高等学校学習指導要領／文部科学省
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10504001 中学校教育実習 4064 4 4

到達目標

１　各種講義で学んだ知識を教育実習に活かすことができる。
２　教師の業務，責任，使命等について教育現場から述べることができる。
３　残された大学での学修課題を明確に説明することができる。

授業の方法

　配布物を用いて学修を進める。
　学習指導案の作成し，模擬授業を行い，相互評価を行う。

ＩＣＴ活用 なし

前期

教員氏名 常田　拓孝

授業の位置づけ

　　教育実習を控え，これまでに学んだ「教職に関する科目」，「教科に関する科目」など教育実習生として求められる基本的な知識や技
術を実際の教育現場において使うことができるように再確認する科目である。さらに，教育実習を実り多いものとするための最終準備，実
施後の評価を行う科目である。

授業の概要

　教育実習での必要な必要な知識や姿勢を再確認し，さらに教育実習で学んだ成果，課題等を明らかにする。

1

　【オリエンテーション　教育実習の準備】教育実習に備えて準
備すること，心構え等について理解する。

これまでの教職に関する講義の学修
内容を振り返っておくこと。（90
分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

2

　【指導過程１】学習指導案の作成の仕方，生徒の学びに沿った
指導過程等について説明できる。

学習指導要領の内容を振り返ってお
くこと（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

実務経験のある
教員の教育内容

　中学校教員を務め，学校運営，学校経営の経験が長く，教員養成に関して幅広い知識を有している。教育実習の実際についても経験が豊
富であり，教科指導，学級経営等の実際について指導を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

　教育実習期間中に実習の実際を捉え，成果及び改善点をアドバイスすることにより，教育実習の充実へのフィードバックとする。

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)

5

　【学習指導案と模擬授業　その３】学生自身が教育実習で担当
する教科の学習指導案を作成し，模擬授業を行う。その内容につ
いて交流し，検討する。

前時で作成した学習指導案をもとに
授業を行う準備をすること。（90
分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

6

【教育実習】 教材研究，実習校の概要についての
確認を行う。（90分）

実習日誌の確認，教材研究などを行
う。（90分）

3

　【学習指導案と模擬授業　その１】教育実習で担当する教科の
学習指導案を作成し，模擬授業を行い，相互評価し，改善策を検
討する。

当該する教科の学習指導案，教科書
を読み込んでおくこと。
（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

4

　【学習指導案と模擬授業　その２】学生自身が教育実習で担当
する教科の学習指導案を作成し，模擬授業を行う。その内容につ
いて交流し，検討する。

前時の資料等を読み込んでおくこ
と。（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

9

【教育実習】 教材研究，実習校の概要についての
確認を行う。（90分）

実習日誌の確認，教材研究などを行
う。（90分）　

10

【教育実習】 教材研究，実習校の概要についての
確認を行う。（90分）

実習日誌の確認，教材研究などを行
う。（90分）

7

【教育実習】 教材研究，実習校の概要についての
確認を行う。（90分）

実習日誌の確認，教材研究などを行
う。（90分）

8

【教育実習】 教材研究，実習校の概要についての
確認を行う。（90分）

実習日誌の確認，教材研究などを行
う。（90分）

13

【教育実習】 教材研究，実習校の概要についての
確認を行う。（90分）

実習日誌の確認，教材研究などを行
う。（90分）

14

【教育実習】 教材研究，実習校の概要についての
確認を行う。（90分）

実習日誌の確認，教材研究などを行
う。（90分）

11

【教育実習】 教材研究，実習校の概要についての
確認を行う。（90分）

実習日誌の確認，教材研究などを行
う。（90分）

12

【教育実習】 教材研究，実習校の概要についての
確認を行う。（90分）

実習日誌の確認，教材研究などを行
う。（90分）
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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）

0 実施しない。

15

　【教育実習のまとめ】教育実習を終えての成果，課題を明確に
し，学校教育現場の理解を深め，今後の大学での学修計画に資す
ることをあらためて確認する。

これまでの配付資料を読み込んでお
くこと。（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

国際言語学科教育実習履修条件を満たしていること

備考欄

その他 100 教育実習校による「教育実習評価」を参考とする。

教科書 １　講義用資料を配付する。

参考文献

１　中学校，高等学校学習指導要領／文部科学省
２　教育実習担当教科の教科用図書（教科書）
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10223001 高等学校教育実習 4068 2 4

到達目標

１　各種講義で学んだ知識を教育実習に活かすことができる。
２　教師の業務，責任，使命等について教育現場から述べることができる。
３　残された大学での学修課題を明確に説明することができる。

授業の方法

　配布物を用いて学修を進める。
　学習指導案の作成し，模擬授業を行い，相互評価を行う。

ＩＣＴ活用 なし

前期

教員氏名 常田　拓孝

授業の位置づけ

　　教育実習を控え，これまでに学んだ「教職に関する科目」，「教科に関する科目」など教育実習生として求められる基本的な知識や技
術を実際の教育現場において使うことができるように再確認する科目である。さらに，教育実習を実り多いものとするための最終準備，実
施後の評価を行う科目である。

授業の概要

　教育実習での必要な必要な知識や姿勢を再確認し，さらに教育実習で学んだ成果，課題等を明らかにする。

1

　【オリエンテーション　教育実習の準備】教育実習に備えて準
備すること，心構え等について理解する。

これまでの教職に関する講義の学修
内容を振り返っておくこと。（90
分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

2

　【指導過程１】学習指導案の作成の仕方，生徒の学びに沿った
指導過程等について説明できる。

学習指導要領の内容を振り返ってお
くこと（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）


実務経験のある
教員の教育内容

　中学校教員を務め，学校運営，学校経営の経験が長く，教員養成に関して幅広い知識を有している。教育実習の実際についても経験が豊
富であり，教科指導，学級経営等の実際について指導を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

　教育実習期間中に実習の実際を捉え，成果及び改善点をアドバイスすることにより，教育実習の充実へのフィードバックとする。

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)

5

　【学習指導案と模擬授業　その３】学生自身が教育実習で担当
する教科の学習指導案を作成し，模擬授業を行う。その内容につ
いて交流し，検討する。

前時で作成した学習指導案をもとに
授業を行う準備をすること。（90
分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

6

【教育実習】 教材研究，実習校の概要についての
確認を行う。（90分）

実習日誌の確認，教材研究などを行
う。（90分

3

　【学習指導案と模擬授業　その１】教育実習で担当する教科の
学習指導案を作成し，模擬授業を行い，相互評価し，改善策を検
討する。

当該する教科の学習指導案，教科書
を読み込んでおくこと。
（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

4

　【学習指導案と模擬授業　その２】学生自身が教育実習で担当
する教科の学習指導案を作成し，模擬授業を行う。その内容につ
いて交流し，検討する。

前時の資料等を読み込んでおくこ
と。（90分

配付資料の復習をすること。（90
分）

9

【教育実習】 教材研究，実習校の概要についての
確認を行う。（90分）

実習日誌の確認，教材研究などを行
う。（90分

10

【教育実習】 教材研究，実習校の概要についての
確認を行う。（90分）

実習日誌の確認，教材研究などを行
う。（90分

7

【教育実習】 教材研究，実習校の概要についての
確認を行う。（90分）

実習日誌の確認，教材研究などを行
う。（90分

8

【教育実習】 教材研究，実習校の概要についての
確認を行う。（90分）

実習日誌の確認，教材研究などを行
う。（90分

13

【教育実習】 教材研究，実習校の概要についての
確認を行う。（90分）

実習日誌の確認，教材研究などを行
う。（90分

14

【教育実習】 教材研究，実習校の概要についての
確認を行う。（90分）

実習日誌の確認，教材研究などを行
う。（90分

11

【教育実習】 教材研究，実習校の概要についての
確認を行う。（90分）

実習日誌の確認，教材研究などを行
う。（90分

12

【教育実習】 教材研究，実習校の概要についての
確認を行う。（90分）

実習日誌の確認，教材研究などを行
う。（90分
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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）

0 実施しない。

15

　【教育実習のまとめ】教育実習を終えての成果，課題を明確に
し，学校教育現場の理解を深め，今後の大学での学修計画に資す
ることをあらためて確認する。

これまでの配付資料を読み込んでお
くこと。（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

国際言語学科教育実習履修条件を満たしていること

備考欄

その他 100 教育実習校による「教育実習評価」を参考とする。

教科書 １　講義用資料を配付する。

参考文献

１　中学校，高等学校学習指導要領／文部科学省
２　教育実習担当教科の教科用図書（教科書）
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10181001 教職実践演習 3604 2 4

到達目標

１　授業を進める上での実践的スキルを獲得することができる。
２　学級・学校の実際について理解し，実践力や指導力量の向上策を挙げることができる。３　積極的なコミュニケーションとプレゼン
テーションの技能を獲得できる。

授業の方法 配布物を用いて，講義形式及びグループワークでの学修を進める。

ＩＣＴ活用 なし

後期

教員氏名 常田　拓孝

授業の位置づけ

教職にふさわしい知識と技能，教職をめざす姿勢の獲得について，４年間の単位取得状況や関連科目の成績等の到達点を踏まえ，教員免許
取得に求められる大学教育としての到達目標を達成することを目標と科目である。

授業の概要

教職課程科目としての様々な科目や教職に関わる活動を通じて学生が身につけた資質能力について整理，統合し，教師としての目標を定
め，その実現に向けて学ぶ科目である。教育実習で明らかになった課題に基づき，インターンシップを取り入れ，実践的な技能や方法につ
いて学ぶ。

1

【オリエンテーション　】教育実習を振り返り，教育課題につい
て交流し，教師の求められる資質，能力について再確認する。

教育実習の内容を振り返っておくこ
と。（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

2

【総合的な学習の時間　その１】「総合的な学習の時間」の目標
や内容について学習指導要領より改めて確認する。各自が学習計
画を立案する。

学習指導要領の内容を振り返ってお
くこと（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

実務経験のある
教員の教育内容

中学校教員を務め，学校運営，学校経営の経験が長く，教員養成に関して幅広い知識を有している。学校教育全体のあり方，期待される教
員等について，実際教員となって必要な知識，態度等について指導を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

学生自らが描く教師のあり方をふまえ，教員生活の充実を図るようアドバイスする。

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)

5

インターンシップに備えて】インターンシップの目標，内容を理
解し，教職課程の集大成としての参加の仕方，学修方法について
理解する。

「インターンシップの実施」につい
てを読み込んでおくこと。
（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

6

【インターンシップ　その１】３日間，教育実習の経験，これま
での教職課程等の学修をふまえ，地域の中学校でのインターン
シップに参加する。授業等の補助，教材づくり，学級活動への参
加をとおしての生徒理解，教員の学校実務，業務の補助をとおし
ての理解などについて学ぶ。

「インターンシップの実施」につい
てを読み込んでおくこと。
（90分）

これまでの学修資料の復習，中学校
での一日を振り返ること。（90分）

3

【総合的な学習の時間　その２】各自が立案した学習計画をグ
ループごとに提案し合い，グループでの学習指導計画を立案す
る。

各自が立案した指導計画を読み込ん
でおくこと。（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

4

【総合的な学習の時間　その３】グループごと立案した学習指導
計画を発表し，意見交換を行い，交流し，相互評価を行う。

グループで立案した学習指導計画を
読み込んでおくこと。
（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

9

【インターンシップ　その４】３日間，教育実習の経験，これま
での教職課程等の学修をふまえ，地域の中学校でのインターン
シップに参加する。授業等の補助，教材づくり，学級活動への参
加をとおしての生徒理解，教員の学校実務，業務の補助をとおし
ての理解などについて学ぶ。

「インターンシップの実施」につい
てを読み込んでおくこと。（90分）

これまでの学修資料の復習，中学校
での一日を振り返ること。（90分）

7

【インターンシップ　その２】３日間，教育実習の経験，これま
での教職課程等の学修をふまえ，地域の中学校でのインターン
シップに参加する。授業等の補助，教材づくり，学級活動への参
加をとおしての生徒理解，教員の学校実務，業務の補助をとおし
ての理解などについて学ぶ。

「インターンシップの実施」につい
てを読み込んでおくこと。（90分）

これまでの学修資料の復習，中学校
での一日を振り返ること。（90分）

8

【インターンシップ　その３】３日間，教育実習の経験，これま
での教職課程等の学修をふまえ，地域の中学校でのインターン
シップに参加する。授業等の補助，教材づくり，学級活動への参
加をとおしての生徒理解，教員の学校実務，業務の補助をとおし
ての理解などについて学ぶ。

「インターンシップの実施」につい
てを読み込んでおくこと。（90分）

これまでの学修資料の復習，中学校
での一日を振り返ること。（90分）
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10

【インターンシップ　その５】３日間，教育実習の経験，これま
での教職課程等の学修をふまえ，地域の中学校でのインターン
シップに参加する。授業等の補助，教材づくり，学級活動への参
加をとおしての生徒理解，教員の学校実務，業務の補助をとおし
ての理解などについて学ぶ。

「インターンシップの実施」につい
てを読み込んでおくこと。（90分）

これまでの学修資料の復習，中学校
での一日を振り返ること。（90分）

13

【インターンシップ報告会　その２】経験したインターンシップ
で学んだこと，明らかになった教育課題について交流し，相互評
価する。　

「インターンシップの報告」を読み
込んでおくこと。（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

14

教職課程を学んで　その１】４年間の教職課程の学修を終えて，
自らが学んだこと，社会人生活に活かしたいことなどを発表しあ
い，教職課程の学修についてまとめる。

「教職課程を学んで」を用意してお
くこと。（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

11

【インターンシップ　その６】３日間，教育実習の経験，これま
での教職課程等の学修をふまえ，地域の中学校でのインターン
シップに参加する。授業等の補助，教材づくり，学級活動への参
加をとおしての生徒理解，教員の学校実務，業務の補助をとおし
ての理解などについて学ぶ。

「インターンシップの実施」につい
てを読み込んでおくこと。（90分）

これまでの学修資料の復習，中学校
での一日を振り返ること。（90分）

12

【インターンシップ報告会　その１】経験したインターンシップ
で学んだこと，明らかになった教育課題について交流し，相互評
価する。

「インターンシップの報告」を読み
込んでおくこと。（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

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 交流資料，発表資料等の成果によって行う。

15

【教職課程を学んで　その２　　教職課程のまとめ】４年間の教
職課程の学修を終えて，，自らが学んだこと，社会人生活に活か
したいことなどを発表し合い，教職課程の学修についてまとめ
る。また，教職課程の学修全体の成果等を確認する。

これまでの配付資料を読み込んでお
くこと。（90分）

配付資料の復習をすること。（90
分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

国際言語学科が定める教職課程に係る単位，必要条件をすべて満たしていること。

備考欄

その他 20 インターンシップ履修校の先生方からの履修状況の聞き取り内容を参考とする。

教科書

１　講義用資料を配付する。

参考文献 １　中学校，高等学校学習指導要領／文部科学省
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10035001 英語科教育法III 3082 2 3

到達目標

・小学校・中学校及び高等学校において英語を学習する意義について深く考察する。
・中学校及び高等学校の英語教育の基軸となる学習指導要領及び教科用図書 (教科書) について理解する。
・学習到達目標及び年間指導計画、単元計画、各時間の指導計画について理解する。
・小学校の外国語活動・外国語科の学習指導要領並びに教材、教科書について知る。
・小・中・高等学校の連携の在り方について理解する。
・中学校及び高等学校の学習到達目標に基づく各学年や科目（高等学校）の年間指導計画・単元計画・各時間の指導計画及び授業の組み立
て方について理解する。

授業の方法

パワーポイントと配布印刷物を用いて授業を進める。学習指導要領およびその解説について、具体的な指導法とともに概説し、それを踏ま
えて模擬授業の指導案を作成する。模擬授業の振り返りを行ってそのディスカッションによりさらに指導法についての理解を深める。

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

教育職員免許状（中学校、高等学校・英語）を取得するための科目である。施行規則に定める科目区分等で「各教科の指導法（情報機器及
び教材の活用を含む。）」に位置づく科目である。また、２年次の英語科教育法Ⅰ、Ⅱで学習したことを発展させ、英語科教育法Ⅳそし
て、教育実習につなげる学習を行う科目である。

授業の概要

この講義ではカリキュラムの構築に必要な観点について理解を深め、学習到達目標に照らした年間指導計画の作成の方法、その計画に依拠
した単元計画と指導案の関連について学ぶ。また、小・中・高にわたる英語教育の全体像を俯瞰し、異文化理解の視点を含めた英語教育の
意義についての理解を深める。

1

・講義内容及び課題について理解する。
・学習指導要領の「知識及び技能」、「思考力、判断力、表現力
等」、「学びに向かう力、人間性等」の３つの資質・能力につい
て理解する。
・領域別の学習到達目標の設定、年間指導計画、単元計画、各授
業時間の指導計画について理解する。

英語科教育法１、２で学んだことの
振り返り〔90分〕

講義内容の復習をし要点をまとめ
る。（90分）

2

・小学校における外国語活動と外国語科の学習の意義について理
解する。
・小学校の外国語活動及び外国語科に対する効果的な学習支援を
考察する。

講義内容について事前に下調べを行
う。（90分）

講義内容の復習をし要点をまとめ
る。（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教
育現場に即した英語の教育法について授業を行う。

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)

5

・中学校段階及び高等学校における年間指導計画に基づいた単元
計画の作成について理解し、教科書の活用について考察する。

講義内容について事前に下調べを行
う。（90分）

講義内容の復習をし要点をまとめ
る。（90分）

6

・CEFRについて理解し、日本におけるその教育的意義について理
解する。
・それぞれのコンテクストにふさわしいCan-do statementの作成
について理解する。

講義内容について事前に下調べを行
う。（90分）

講義内容の復習をし要点をまとめ
る。（90分）

3

・中学校の学習指導要領における学習到達目標について理解す
る。
・中学校の学習到達目標達成のための年間指導計画作成について
理解する

講義内容について事前に下調べを行
う。（90分）

講義内容の復習をし要点をまとめ
る。（90分）

4

・高等学校の学習指導要領における学習到達目標について理解す
る。
・高等学校の学習到達目標達成のための年間指導計画作成につい
て理解する。

講義内容について事前に下調べを行
う。（90分）

講義内容の復習をし要点をまとめ
る。（90分）

7

・実習先の学校に合わせた年間指導計画を作成する。Draft 1を
提出する。

実習先の学生数や行事など現在の状
況を調べておく。（90分）

講義内容の復習をし要点をまとめ
る。（90分）

8

・互いの作成した年間指導計画を吟味し、小・中・高における英
語教育の連携という視点から改善すべき点はなにかディスカッ
ションする。
・互いの作成した年間指導計画を吟味し、学習指導要領及び学習
到達目標に照らして過不足がないか確認し、必要に応じて改定す
る。

英語教育の連携について、自分の考
えをまとめておき、ディスカッショ
ンを効果的に行えるように準備す
る。（90分）

講義内容の復習をし要点をまとめ
る。（90分）
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9

・作成した年間指導計画に照らし、教育実習に行く予定の時期に
合わせた単元計画を作成する。

講義内容について事前準備の学習を
行う。（90分）

講義内容の復習をし要点をまとめ
る。（90分）

10

・作成した単元計画に基づく各時間の指導案を作成する。 講義内容について事前準備の学習を
行う。（90分）

講義内容の復習をし要点をまとめ
る。（90分）

13

・グローバル社会における英語教育の意義について考える。
English as a Lingua Francaについて理解し、多様な英語のバリ
エーションに対し敬意をもった指導とはどのようなものか考え
る。

講義内容について事前準備の学習を
行う。（90分）

講義内容の復習をし要点をまとめ
る。（90分）

14

・中学校または高等学校の教科書を使用し、English as a
Lingua Francaの観点を中心に据えた単元計画及び指導案を作成
する。

講義内容について事前準備の学習を
行う。（90分）

講義内容の復習をし要点をまとめ
る。（90分）

11

・異文化理解教育と英語教育の接点を考える。 講義内容について下調べを行い自分
なりの考えをまとめておく。（90
分）

講義内容の復習をし要点をまとめ
る。（90分）

12

・中学校または高等学校の教科書を使用し、異文化理解の観点を
中心に据えた単元計画及び指導案を作成する。

講義内容について事前準備の学習を
行う。（90分）

講義内容の復習をし要点をまとめ
る。（90分）

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 年間指導計画　20ポイント
教育実習期間の単元計画　20ポイント
教育実習期間の指導案　30ポイント
異文化理解にかかわる授業の指導案　10ポイント

15

・異文化理解またはEnglish as a Lingua Francaの視点を中心に
取り入れた指導案をポスター・プレゼンテーションの形で互いに
評価する。

ポスタープレゼンテーションを作成
する。（90分）

講義内容の復習をし要点をまとめ
る。（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

当然であるが積極的態度で講義に臨むこと。

備考欄

その他

0 English as a Lingual Francaの理解に関わる授業の指導案　10ポイント
ポスター・プレゼンテーション　10ポイント

教科書

中学校学習指導要領
中学校学習指導要領解説（外国語編）
高等学校学習指導要領
高等学校学習指導要領解説（外国語編・英語編）

参考文献 講義内で適宜紹介する。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10036001 英語科教育法IV 3083 2 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

・中学校及び高等学校における年間を通した学習到達目標に基づく評価の在り方、観点別学習状況の評価に基づく各単元における評価規準
の設定、さらに、評定への総括の仕方について理解する。
・言語能力の測定と評価の方法について理解する。特に、「話すこと［やり取り・発表］」及び「書くこと」については、「パフォーマン
ス評価」について理解する。

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。この講義では
学習到達目標と授業及び評価の関係について理解を深め、適切な評価方法、特にパフォーマンス評価の方法について詳しく学ぶ。

ＩＣＴ活用 Webアプリを用いた双方向授業を取り入れる。

後期

教員氏名 沢谷　佑輔

授業の位置づけ

教育職員免許状（中学校、高等学校・英語）を取得するための科目である。施行規則に定める科目区分等で「各教科の指導法（情報機器及
び教材の活用を含む。）」に位置づく科目であり、英語科教育法ⅠからⅢまでで学習したことを基に、教育実習に向けての最後のまとめを
行う科目である。

授業の概要

この講義では学習到達目標と授業及び評価の関係について理解を深め、適切な評価方法、特にパフォーマンス評価の方法について詳しく学
ぶ。

1

【講義ガイダンス】
この講義で学ぶ内容と求められる課題の内容について理解する。
担当する模擬授業を決定する。

英語科教育法１～３で学んだことの
振り返り（90分）

講義内容を復習し要点をまとめる。
（90分）

2

言語能力の測定と評価の方法について理解する。「パフォーマン
ス評価」について理解し、学習到達目標に照らしたルーブリック
の作成方法について理解する。

講義内容について事前に下調べを行
う。（90分）

講義内容を復習し要点をまとめる。
（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教
育現場に即した英語の教育法について授業を行う。

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)

5

【Speaking（発表）評価の実際】学習指導要領におけるspeaking
活動の学習到達目標を理解し、観点別学習状況の評価に基づく各
単元における評価規準の設定、さらに、評定への総括の仕方につ
いて理解する。

講義内容について事前に下調べを行
う。（90分）

講義内容を復習し要点をまとめる。
（90分）

6

【模擬授業②】
Speaking活動をメインに取り入れた授業案を作成し、その評価方
法について提示する。提案されたタスクおよびその評価方法につ
いてクラスディスカッションを行い、理解を深める。

授業案を作成する。（90分） 講義内容を復習し要点をまとめる。
（90分）

3

【Speaking（やり取り）評価の実際】学習指導要領における
speaking活動の学習到達目標を理解し、観点別学習状況の評価に
基づく各単元における評価規準の設定、さらに、評定への総括の
仕方について理解する。

講義内容について事前に下調べを行
う。（90分）

講義内容を復習し要点をまとめる。
（90分）

4

【模擬授業①】
Speaking活動をメインに取り入れた授業案を作成し、その評価方
法について提示する。提案されたタスクおよびその評価方法につ
いてクラスディスカッションを行い、理解を深める。

授業案を作成する。（90分） 講義内容を復習し要点をまとめる。
（90分）

7

【Listening評価の実際】
学習指導要領におけるspeaking活動の学習到達目標を理解し、観
点別学習状況の評価に基づく各単元における評価規準の設定、さ
らに、評定への総括の仕方について理解する。

講義内容について事前に下調べを行
う。（90分）

講義内容を復習し要点をまとめる。
（90分）

8

【模擬授業③】
Listening活動をメインに取り入れた授業案を作成し、その評価
方法について提示する。提案されたタスクおよびその評価方法に
ついてクラスディスカッションを行い、理解を深める。

授業案を作成する。（90分） 講義内容を復習し要点をまとめる。
（90分）
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9

【Writing評価の実際】
学習指導要領におけるwriting活動の学習到達目標を理解し、観
点別学習状況の評価に基づく各単元における評価規準の設定、さ
らに、評定への総括の仕方について理解する。

講義内容について事前に下調べを行
う。（90分）

講義内容を復習し要点をまとめる。
（90分）

10

【模擬授業④】
Writing活動をメインに取り入れた授業案を作成し、その評価方
法について提示する。提案されたタスクおよびその評価方法につ
いてクラスディスカッションを行い、理解を深める。

授業案を作成する。（90分） 講義内容を復習し要点をまとめる。
（90分）

13

【技能統合型のタスク】
様々な技能を統合する形のタスクに関し、観点別学習状況の評価
に基づく各単元における評価規準の設定、さらに、評定への総括
の仕方について理解する。

講義内容について事前に下調べを行
う。（90分）

講義内容を復習し要点をまとめる。
（90分）

14

【模擬授業⑥】
技能統合型の活動をメインに取り入れた授業案作成し、その評価
方法について提示する。提案されたタスクおよびその評価方法に
ついてクラスディスカッションを行い、理解を深める。

授業案を作成する。（90分） 講義内容を復習し要点をまとめる。
（90分）

11

【Reading評価の実際】
学習指導要領におけるspeaking活動の学習到達目標を理解し、観
点別学習状況の評価に基づく各単元における評価規準の設定、さ
らに、評定への総括の仕方について理解する。

講義内容について事前に下調べを行
う。（90分）

講義内容を復習し要点をまとめる。
（90分）

12

【模擬授業⑤】
Reading活動をメインに取り入れた授業案を作成し、その評価方
法について提示する。提案されたタスクおよびその評価方法につ
いてクラスディスカッションを行い、理解を深める。

授業案を作成する。（90分） 講義内容を復習し要点をまとめる。
（90分）

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 模擬授業の指導案　40ポイント
模擬授業　30ポイント
模擬授業振り返りレポート　10ポイント
第15回で書く論述文 20ポイント

15

【講義のまとめ】
講義全体を振り返り、教科教育法に関する論題に答える。

これまでの講義内容を復習する。
（90分）

講義内容を復習し要点をまとめる。
（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

当然であるが積極的態度で講義に臨むこと。

備考欄

その他 0

教科書

中学校学習指導要領
中学校学習指導要領解説（外国語編）
高等学校学習指導要領
高等学校学習指導要領解説（外国語編・英語編）

参考文献 講義内で適宜紹介する。
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10233001 国語科教育法III 3092 2 3

到達目標

中学校国語科学習指導要領の目標・内容を理解し指導案作成や授業実践に応用することができる。
授業作りの体験を通して国語科学習指導要領の理念を指導に応用することができる。

授業の方法

　初回～第3回は学習指導要領をテキストとして講義形式によりその内容を説明し理解させる。
第4回～第10回は年間・単元・教材ごとに学習指導案作成を体験し、模擬授業実施に向けて準備を促す。併せて情報リテラシーガイダンス
を通して、情報検索方法を指導する。また、オンライン模擬授業の構築、実施を通して、学習者にICT機器操作方法修得の指導ができるよ
う説明する。
第11回～第14回は模擬授業実施と相互評価・自己評価によるフィードバックの方法を指導する。
第15回で全体的なフィードバックを行い、各自の習得成果と今後の課題を可視化させる。

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模擬授業相互評価の入力・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）等を用いた双方向授業を取り入れる。また必要に応じて遠隔授業システム等を用いた模擬授業を実施し、生徒にICT技術の習
熟を促す教授法の修得を目指す。

前期

教員氏名 矢部　玲子

授業の位置づけ

　履修済の教職課程諸科目に基づき、国語科の授業づくり実践を通して教育実習へとつながる授業構築・実践力を身につける科目である。

授業の概要

1.教育実習に備え各自、中学校の国語科指定教材の指導案作成と模擬授業に取り組む。
2.言語活動例など学習指導要領の内容に準拠しているかを基準に相互評価する。
3.学生の授業づくりの意識と技術の向上に役立てるため、本授業の時間外に現役教師等の講話を予定している。

1

 【学習指導要領から指導内容を理解する（１）】
　学習指導要領の文言から主に中学校国語科に関して包括的に理
解する。　


中学校国語科学習指導要領を通読し
全体的な構成を理解しておく。（90
分）

中学校国語科学習指導要領を精読し
全体的な構成について理解を深めて
おく。（90分）

2

【学習指導要領から指導内容を理解する（２）】
　学習指導要領の文言から、「目標」、「内容」の【知識・技
能】や【思考力・判断力・行動力】の構成や意義について理解す
る。

中学校国語科学習指導要領を通読
し、「目標」、「内容」の【知識・
技能】や【思考力・判断力・行動
力】を理解する。（90分）

中学校学習指導要領「総則」、「国
語」などの教育課程や年間指導計画
に関連した記述を確認しておく。
（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、学校教育特に国語科教育に幅広い知識と経験を有する。この経験を
生かして指導を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

　作成した指導案と模擬授業の内容に関して教員・学生による相互評価・自己評価を行い、その内容を全員でシェアする。

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)

5

【情報リテラシー・ガイダンス】図書館蔵書文献の探索活動等を
通して、国語教育関係書籍のインターネットによる探索・使用方
法に関して理解する。指導案作成や授業づくりに図書館蔵書を役
立てる能力を身につける。

情報リテラシーガイダンスに向けて
準備を進める。（90分）

情報リテラシーガイダンスでの習得
内容を活用して指導案作成に必要な
資料を探索する。（90分）

6

【学習指導案作成の留意点】単元、教材、本時の目標・活動、評
価観点等、学習指導要領を生かして国語科の指導案を作成する際
の留意点を理解する。

教材・時間ごとの指導計画の価値と
構成を理解しておく。（90分）

教材・時間ごとの指導計画の構成を
守って作成を進める。（90分）

3

【教育課程と年間指導計画】学校全体における教育計画である両
者の意義と作成方法について理解する。

中学校学習指導要領「総則」、「国
語」などの教育課程や年間指導計画
に関連した記述を理解しておく。
（90分）

年間・単元・教材・時間など様々な
指導計画の存在を確認しておく。
（90分）

4

【単元・教材・時間ごとの指導案】授業で扱う教材の指導案の意
義と作成方法について理解する。

年間・単元・教材・時間など様々な
指導計画の存在を理解しておく。
（90分）

情報リテラシーガイダンスに向けて
の準備をしておく。（90分）

9

【指導案検討】各自作成した指導案を対象に個人やグループで検
討を行い、指導案の完成度を高める。１場面ごとに１名、模擬授
業者と授業の順番を決定する。以上を通して指導案作成方法を修
得する。

検討に備え完成した指導案を見直
す。（90分）

検討で得られた課題を活用して指導
案をブラッシュアップさせる。（90
分）

7

【指導案作成】指定した中学校の教材について教材全体・本時の
展開それぞれの指導案作成を開始する。図書館その他の資料が活
用できるようになる。

教材・時間ごとの指導案の構成を
守ってグループで作成を進める。
（90分）

教材・時間ごとの指導案の構成を
守ってグループで完成を目指す。
（90分）

8

【指導案完成】前回に引き続き指導案作成に取り組む。教師の指
導助言や履修者同士のグループワークを交え、完成を目指す。以
上を通して指導案作成方法に習熟する。

教材・時間ごとの指導案の構成を守
り、情報リテラシーガイダンスで習
得したことを活用してグループで完
成を目指す。（90分）

検討に備え完成した指導案を見直
す。（90分）
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10

【模擬授業（1）】模擬授業と相互評価―授業者と学習者の役割
演技を通して模擬授業を行い発問・板書・評価観点等について相
互評価を行う。教育実習に対応できる実践的な授業力を身につけ
る。

情報リテラシーガイダンスで習得し
たことを活用して作成した指導案を
以て模擬授業に臨む。（90分）

情報リテラシーガイダンスで習得し
たことを活用して指導案作成に必要
な資料を活用して指導案を完成させ
る。（90分）

13

【模擬授業（４）】模擬授業と相互評価―授業者と学習者の役割
演技を通して模擬授業を行い発問・板書・評価観点等について相
互評価を行う。教育実習に対応できる実践的な授業力を身につけ
る。

情報リテラシーガイダンスで習得し
たことを活用して作成した指導案を
以て模擬授業に臨む。（90分）

模擬授業に対する相互評価・自己評
価をもとに成果と課題を明確にす
る。（90分）

14

【模擬授業（５）】模擬授業と相互評価―授業者と学習者の役割
演技を通して模擬授業を行い発問・板書・評価観点等について相
互評価を行う。教育実習に対応できる実践的な授業力を身につけ
る。

情報リテラシーガイダンスで習得し
たことを活用して作成した指導案を
以て模擬授業に臨む。（90分）

模擬授業に対する相互評価・自己評
価をもとに成果と課題を明確にす
る。（90分）

11

【模擬授業（２）】模擬授業と相互評価―授業者と学習者の役割
演技を通して模擬授業を行い発問・板書・評価観点等について相
互評価を行う。教育実習に対応できる実践的な授業力を身につけ
る。

情報リテラシーガイダンスで習得し
たことを活用して作成した指導案を
以て模擬授業に臨む。（90分）

模擬授業に対する相互評価・自己評
価をもとに成果と課題を明確にす
る。（90分）

12

【模擬授業（３）】模擬授業と相互評価―授業者と学習者の役割
演技を通して模擬授業を行い発問・板書・評価観点等について相
互評価を行う。教育実習に対応できる実践的な授業力を身につけ
る。

情報リテラシーガイダンスで習得し
たことを活用して作成した指導案を
以て模擬授業に臨む。（90分）

模擬授業に対する相互評価・自己評
価をもとに成果と課題を明確にす
る。（90分）

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 指定された授業内課題：50％、模擬授業：50％。
出席率2/3以上を評価対象とする。　

15

【総括】本講義で取り組んだ指導案作成の結果を総括し成果と今
後の課題を理解する。

模擬授業に対する相互評価・自己評
価をもとに成果と課題について再検
討する。（90分）

模擬授業に対する相互評価・自己評
価をもとに再検討した成果と課題を
教育実習に活用できるよう明確化す
る。（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

中学校・高等学校国語教師の免許状取得を目指す者。
状況に応じて授業の順番や内容を変更する場合がある。
出席率66％以上で模擬授業の構成・実施に参加した者を評価対象とする。

備考欄

その他 0

教科書

中学校学習指導要領(平成29年告示)解説 国語編〈平成29年7月〉／文部科学省／東洋館出版社

参考文献 平成28年度版「伝え合う言葉　中学国語」（教育出版）等必要に応じて提示する．
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科目名 ナンバリング 単位 配当年次 開講期

10234001 国語科教育法IV 3093 2 カリキュラムにより
異なります。

到達目標

「授業づくり体験による知識・技術・意欲の向上」というテーマの下、以下を目標とする。
1.「国語科教育法Ⅲ」の習得内容に基づき、学習指導要領の内容や理念が理解できる。
2. 学習指導要領の内容や理念に基づいて作成した指導案に沿った授業を実践でき、評価のための情報を得る
　ことができる。

授業の方法

　講義形式・グループワーク等、教師として実際に行う授業の諸形式を体験できるように、様々な型式を併用する。
　模擬授業実施後に相互評価・自己評価によるフィードバックとシェアリングを行う。
　オンライン模擬授業の構築、実施を通して、学習者にICT機器操作方法修得の指導ができるよう説明する。

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模擬授業相互評価の入力・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）等を用いた双方向授業を取り入れる。また必要に応じて遠隔模擬授業システム等を用いた授業を実施し、生徒にICT技術の
習熟を促す教授法の修得を目指す。

後期

教員氏名 矢部　玲子

授業の位置づけ

　履修済の教職課程諸科目に基づき、国語科の授業づくり実践を通して教育実習へとつながる授業構築・実践力を身につける科目である。

授業の概要

1. 教育実習に向けて「高等学校　現代の国語」「言語文化」に該当する教材を各自ひとつずつ選択し、学習
　指導要領の目標・内容に準拠した指導案を作成する。
2. 指導案に沿った模擬授業を行い、相互評価する。

1

【模擬授業実施に向けて】国語科教育法Ⅲで理解した学習指導要
領の理解に関する事項を中心として総括し、授業構築に活用でき
る知識を選択できる能力を身につける。

　高等学校国語科学習指導要領を通
読し全体的な構成を理解しておく。
（90分）

高等学校国語科学習指導要領を通読
し全体的な構成への理解を進めてお
く。（90分）

2

【指導案再検討】「国語科教育法Ⅲ」で作成した中学校国語科の
学習指導案を生かし、自身やグループワークにより再検討し課題
を明確化し、「現代の国語」「言語文化」指導案に活用できる能
力を身につける。

高等学校国語科学習指導要領を再読
し、全体的な構成への理解を深めて
おく。（90分）

高等学校学習指導要領「総則」。
「国語」等の教育課程や年間指導計
画に関連した記述を確認しておく。
（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、学校教育特に国語科教育に幅広い知識と経験を有する。この経験を
生かして指導を行う。

課題に対する
フィードバック

の方法

　作成した指導案と模擬授業の内容に関して教員・学生による相互評価・自己評価を行い、その内容を全員でシェアする。

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)

5

【学習指導案作成の留意点】単元、教材、本時の目標・活動、評
価観点等、学習指導要領に沿って国語科の指導案を作成する際の
留意点を理解する。

単元ごとの指導案の価値と構成を理
解しておく。（90分）

教材・時間ごとの指導計画の価値と
構成を確認しておく。（90分）

6

【指導案作成】指定した「現代の国語」の教材について、教材全
体・本時の展開それぞれの指導案作成を開始する。図書館その他
の資料が活用できるようになる。

教材・時間ごとの指導計画の価値と
構成を理解しておく。（90分）

教材・時間ごとの指導案の構成を
守ってグループで作成を始める。
（90分）

3

【教材開発（１）】環境教育等他教科との関連に着目し、教科横
断的視座による教材開発に取り組める能力を身につける。

高等学校学習指導要領「総則」、
「国語」等の教育課程や年間指導計
画に関連した記述を理解しておく。
（90分）

教科横断的な国語教育の存在を確認
しておく。（90分）

4

【教材開発（２）】ＮＩＥ（News in Education）や写真・動画
等国語教育以外のContents を教材作成や授業展開に活用できる
能力を身につける。

新聞を国語教育への活用についてそ
の価値を確認しておく。（90分）

新聞を国語教育への活用についてそ
の価値を理解しておく。（90分）

9

【指導案再検討】「国語科教育法Ⅱ」で作成した、高等学校国語
科の学習指導案を、自身やグループワークによる再検討によって
課題を明確化し完成させる活動を通して、授業構築力を身につけ
る。

情報リテラシーガイダンス等で探索
した資料を、指導案作成に活用す
る。（90分）

情報リテラシーガイダンスやグルー
プワーク等で習得したことを活用し
て、指導案作成に必要な資料を活用
して指導案を完成させる。（90分）

7

【情報リテラシー・ガイダンス】図書館蔵書等の文献探索を通し
て、国語教育関係書籍のインターネットによる探索・使用方法に
関して理解する。指導案作成や授業づくりに図書館蔵書やWeb上
の情報を活用する能力を身につける。

情報リテラシーガイダンスに向けて
準備しておく。（90分）

情報リテラシーガイダンスで身につ
けたスキルを応用して指導案作成を
進める。（90分）

8

【指導案完成に向けて】教員の指導助言に基づき指導案を完成さ
せる活動を通して、授業構築力を身につける。

情報リテラシーガイダンスで得た情
報等から模擬授業に役立つ情報を選
択し、活用する。（90分）

情報リテラシーガイダンス等での習
得事項等から、指導案作成に必要な
資料を選択し活用する。（90分）
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10

【模擬授業（1）】模擬授業と相互評価――授業者と学習者の役
割演技を通して模擬授業を行い、発問・板書・評価観点等につい
て相互評価を行う。教育実習に対応できる実践的な授業力を身に
つける。

情報リテラシーガイダンス等で習得
したことを活用して作成した指導案
を以て、模擬授業に臨む。（90分）

模擬授業に対する相互評価・自己評
価をもとに成果と課題を明確にす
る。（90分）

13

【模擬授業（4）】模擬授業と相互評価――授業者と学習者の役
割演技を通して模擬授業を行い、発問・板書・評価観点等につい
て相互評価を行う。教育実習に対応できる実践的な授業力を身に
つける。

情報リテラシーガイダンス等で習得
したことを活用して作成した指導案
を以て、模擬授業に臨む。（90分）

模擬授業に対する相互評価・自己評
価をもとに成果と課題を明確にす
る。（90分）

14

【模擬授業（5）】模擬授業と相互評価――授業者と学習者の役
割演技を通して模擬授業を行い、発問・板書・評価観点等につい
て相互評価を行う。教育実習に対応できる実践的な授業力を身に
つける。

情報リテラシーガイダンス等で習得
したことを活用して作成した指導案
を以て、模擬授業に臨む。（90分）

模擬授業に対する相互評価・自己評
価をもとに成果と課題を明確にす
る。（90分）

11

【模擬授業（2）】模擬授業と相互評価――授業者と学習者の役
割演技を通して模擬授業を行い、発問・板書・評価観点等につい
て相互評価を行う。教育実習に対応できる実践的な授業力を身に
つける。

情報リテラシーガイダンス等で習得
したことを活用して作成した指導案
を以て、模擬授業に臨む。（90分）

模擬授業に対する相互評価・自己評
価をもとに成果と課題を明確にす
る。（90分）

12

【模擬授業（3）】模擬授業と相互評価――授業者と学習者の役
割演技を通して模擬授業を行い、発問・板書・評価観点等につい
て相互評価を行う。教育実習に対応できる実践的な授業力を身に
つける。

情報リテラシーガイダンス等で習得
したことを活用して作成した指導案
を以て、模擬授業に臨む。（90分）

模擬授業に対する相互評価・自己評
価をもとに成果と課題を明確にす
る。（90分）

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 指定された授業内課題：50％、模擬授業：50％。
出席率66％以上で模擬授業の構成・実施に参加した者を評価対象とする。

15

【総括】本講義で取り組んだ指導案作成や模擬授業体験の結果を
総括し、その成果と今後の課題を明らかにし、振り返りを通して
授業力を向上できる実践的な能力を身につける。

模擬授業に対する相互評価・自己評
価をもとに成果と課題について再検
討する。（90分）

模擬授業に対する相互評価・自己評
価をもとに再検討した成果と課題
を、教育実習に活用できるよう明確
化する。（90分）

成績評価の方法

区分 割合（％） 内容

履修条件・留意
事項等

中学校・高等学校国語教師の免許状取得を目指す者。
状況に応じて授業の順番や内容を変更する場合がある。

備考欄

その他 0

教科書 高等学校学習指導要領(平成30年告示)解説 国語編 (平成30年7月 (高等学校学習指導要領解説))

参考文献 各社国語科教科書、参考書などを必要に応じて提示する。
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