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科目コード 28102 区 分 専門基礎 

授業 

科目名 経済学概論 担当者名 宮 昊君 

配当年次 1 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

本科目では、経済学への入門として、今日の経済現象を考察する上で必須の経済学理論(ミクロ経済学とマクロ経済学)を概説した上で、

複雑で捉え難い経済社会を整理して考える枠組みについて学ぶ。経済学はそもそも何を問題にしているか、資源を配分する仕組みとし

て市場とは何か、GDP(国内総生産)はどのように決定されるのか等について理解することを目的とする。 

＜授業の到達目標＞ 

本科目では、経済学の基本的な考え方を学ぶとともに、実社会の様々な課題に対して経済学の観点からアプローチし、問題意識とその

解決の方向性を探るための経済学的思考や分析視点の習得を目指す。経済学の基礎理論であるミクロ経済学及びマクロ経済学の基本概

念を理解することを目標にするとともに、身近な経済問題にも興味を持つようになることに目標を置く。 

＜授業の方法＞ 

本講義はPPTを用いた講義形式で行う。事前に講義資料をGoogle Classroomで共有する。学生自身自ら印刷して持ってくるか、授業に

情報端末（パソコンやタブレット）を持ち込んでも構わない。また、分からない用語や内容については各種検索webサイトを利用して、

授業中でも適時情報検索してもらう。授業の理解度を高めるため、適宜レポートの提出を課す。各講義の終わりに簡単な理解度確認小

テストを行う。授業の冒頭など随時、講義内容に関するアンケートや意識調査、クイズなどをClassroom上で実施し、学生には各自の

情報端末から参加してもらう。| 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習・復習を行うとともに、日頃から新聞などで経済に関する事柄に目を通しておくこと。具体的には、参考書・事前配付物での予

習90分、復習50分が目安。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

本講義を履修し経済学に関する基礎学力を習得することは、戦略的提案能力や国際人・リーダーとして「社会に貢献する経営」を実践

するための豊かな教養として、歴史・社会・自然を含めた学際的な知識を身に付けている。。広く経営に関わる専門知識・技能を備え、

企業に関連する社会現象を分析・理解し、新たな戦略を創造・提案できる能力を身に付ける。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

受講態度・学習意欲（理解度確認小テストか課題レポートを含む）40％、期末レポート60％で評価する。|各講義終了時に行う理解度

確認小テストあるいは課題レポートはClassroom上で解答と解説を例示します。また、特に間違いの多かった問題については、次回講

義時に解説する。 

＜教科書＞ 

＜参考書＞  

飯田幸裕・岩田幸訓(2018年5月20日) 

入門経済学(第四版)創成社ダロン・アセモグル著／デヴィッド・レイブソン著／ジョン・リスト著／岩本 康志監訳／岩本 千晴訳

（2020年9月）入門経済学東洋経済新報社 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 ガイダンス 経済学の原理 

2 経済学の考え方（１） 経済学の方法 

3 経済学の考え方（２） 経済学における最適化 

4 ミクロ経済学の基礎（１） 消費者とインセンティブ 

5 ミクロ経済学の基礎（２） 生産者とインセンティブ 

6 ミクロ経済学の基礎（３） 完全競争と見えざる手 

7 ミクロ経済学の基礎（４） 貿易 

8 マクロ経済学の基礎（１） 国の富 

9 マクロ経済学の基礎（２） 総所得 

10 マクロ経済学の基礎（３） 経済成長 

11 マクロ経済学の基礎（４） 雇用と失業 

12 マクロ経済学の基礎（５） クレジット市場 

13 マクロ経済学の基礎（６） 金融システム 

14 マクロ経済学の基礎（７） 景気変動 

15 総括 まとめ 
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科目コード 25101 区 分 専門基礎科目 

授業 

科目名 健康科学概論 担当者名 十河 直太 

配当年次 1 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 必修 

＜授業の概要＞ 

人が健康的に生きていくためには，複合的な要素を多く必要とする．本科目では，運動習慣の少ない者から多い者まで多岐にわたり，

運動と健康に関連する要素を様々な面からアプローチする．また，実際の現場で行われている手法や現状，最新の研究結果も併せて紹

介する． 

＜授業の到達目標＞ 

健康の維持・増進の立場から運動やスポーツの目的や役割, 意義を理解する． 

＜授業の方法＞ 

授業では事前課題と事後課題，意見交換をGoogle classroomを用いて行うため、，PC機器をインターネットに接続できる環境が必要で

ある。オンデマンド形式で実施する際は，課題の視聴，回答あるいは意見交換を全てオンラインで行う。対面形式ではパワーポイント

などのスライドを提示する。授業内での課題提出をオンラインで行うこともあるため，対面形式で授業を実施する際もPCを必ず持参す

ること。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

各講義内容に対して関連する参考書や論文に目を通し，予備知識を得ておくと理解しやすい． 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

体育学科のディプロマシー「健康増進，体力の向上，競技力向上に貢献できる専門的な知識・技能を習得すると共に，これらを実践で

きる力」を習得するための科目である． 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

受講意欲・態度 30%, 小テスト30%，定期試験 40％ 

＜教科書＞ 

女性スポーツ研究センター 編 女性アスリートダイアリー2021  大修館書店 

＜参考書＞  

ビクター カッチ,ウィリアム マッカードル,フランク カッチ(著)  2017/9/15 

カラー運動生理学大事典：健康・スポーツ現場で役立つ理論と応用西村書店日本体育協会(監修),田中 喜代次(編集)  2013/5/30健幸

華齢(Successful Aging)のためのエクササイズサンライフ企画安倍孝，琉子 友男 (編集)  2015/3/21これからの健康とスポーツの科

学KSスポーツ医科学書 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 ガイダンス 運動・競技スポーツと健康の関係 

2 運動とエネルギー供給機構 糖・脂質・タンパクの代謝経路と運動との関係 

3 身体発達と加齢 幼児～青年～成人～高齢者にかけての変化と健康科学との関連 

4 生活習慣病関連疾患（概要） 近年の生活習慣病の現状 

5 生活習慣病関連疾患① 心血管疾患 

6 生活習慣病関連疾患② 肝機能関連疾患 

7 運動処方と食事療法 健康を維持するための運動・食事プログラムと実践例 

8 アスリートの健康科学① 内科的・外科的アプローチ（概要） 

9 アスリートの健康科学② オーバートレーニング，摂食障害，過換気症候群 

10 スポーツ傷害 外傷・障害に対する予防・対処法 

11 ドーピング フェアプレーとアンチドーピング 

12 アダプテッドスポーツ 障がい者スポーツの現状と課題 

13 性差 性差が健康・運動に及ぼす影響 

14 女性アスリート① 月経周期や女性ホルモンの役割 

15 女性アスリート② Female Athlete Triadと今後の課題 
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科目コード 28117 区 分 専門基礎 

授業 

科目名 SDGs入門 担当者名 鈴木 真理子 

配当年次 1 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

2015年9月、国連サミットにて、加盟国の全会一致で「持続可能な開発のための2030アジェンダ」が採択された。そして、国連加盟１

９３ヶ国が達成を目指す、2016年から2030年までの国際目標として「持続可能な開発目標（SDGs: Sustainable Development Goals）」

が掲げられた。SDGsは17のゴールおよび169のターゲットから構成されており、地球上の誰一人として取り残さない、持続可能で包摂

的な世界の実現を目指すことが記されている。本講座ではこのSDGsの概要とその達成に向けた取り組みの事例、考え方を学ぶことで、

世界と自分自身の生活が不可分であることを認識し、Think Globally, Act Locallyという言葉のように、グローバルな視点を持ちつ

つ、自分事として身近な活動から見直し、どうしたらSDGs達成に貢献できるかを考える。さらに、学内外有識者との意見交換、ゲーミ

フィケーションおよびグループディスカッションなどを通し、自分の考えを表現し他者と協働してSDGsを達成するための課題解決方法

を探っていく。 

＜授業の到達目標＞ 

１．SDGs（持続可能な開発目標）について、成り立ちや主旨を理解する。|２．世界と自分自身の生活が不可分であることを認識し、

自分事として身近な活動から見直し、どうしたらSDGs達成に貢献できるかを考えることができる。|３．SDGs１７の目標間に発生する

トレードオフを解消するアイデアを思考することができる。 

＜授業の方法＞ 

1～３、５、７、９、１２回の授業は、講義とグループディスカッションが中心です。||４、６、８、１１回の授業は、学内外からゲ

ストスピーカーをお迎えし、SDGsの取組みを中心にお話を伺います。講演後は、自由闊達な意見交換をします。||第１０、１３回は、

ゲームを通し、SDGs活動のシミュレーションやイノベーティブな課題解決方法の発想を行います。||第１４、１５回は、チームでSDGs

に関するワークショップを行います。||但し、本講座の講義内容は、効果的な学習方法への改善を目指し、随時変更・調整されるため、

当初授業計画から内容等が大幅に変更される場合があります。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

授業のテーマに沿って、参考図書、雑誌、動画の視聴、調査、振り返りなどを行う。予習復習を合わせて、毎週２～３時間程度。成

績評価に反映します。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

授業参加態度 50％、 授業成果レポート(毎週) 30％、 最終プレゼンテーション評価 20％、 

＜教科書＞ 

バウンド（2019年11月29日） 60分でわかる! SDGs 超入門  技術評論社 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション 授業の概要、進め方、評価方法などを理解する 

2 SDGs(持続可能な開発目標)とは？ SDGsについて基本的な理解を深める 

3 ゲストとの対話 SDGsを実践している企業・団体よりゲストを招き、自由闊達な意見交換をする 

4 ゲストとの対話 SDGsを実践している企業・団体よりゲストを招き、自由闊達な意見交換をする 

5 世界の国々のSDGs達成状況 ２０２０年のSDGs達成度から世界を知る 

6 ゲストとの対話 ・SDGsを実践している企業・団体よりゲストを招き、自由闊達な意見交換をする 

7 「質の高い教育をみんなに」 世界の教育、日本の教育を考える 

8 ゲストとの対話 「住み続けられるまちづくりを」考える 

9 ESG投資とは ・世界の投資家から注目を集めるESG投資について学ぶ 

10 ESGインベスターズゲーム ゲームを通じて、ESG投資を体感する 

11 ゲストとの対話 ・SDGsを実践している企業・団体よりゲストを招き、自由闊達な意見交換をする 

12 世界の水問題 世界の最重要課題である水の問題を考える 

13 SDGsゲーム ・ゲームを通じて、トレードオフを解消するイノベーションを発想する 

14 プレゼン準備 最終回プレゼン発表の準備をする 

15 プレゼン大会 ・各チーム発表・総括 
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科目コード 53008 区 分 コア科目 

授業 

科目名 国際交流実習Ⅰ(基礎) 担当者名 森下 裕三 

配当年次 1 配当学期 前期 単位数 1 授業方法 実習 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

本科目では、他国の人々と異文化交流や諸活動等の実体験を通じて、「コミュニケーション能力」や「異文化理解力」を身に付けるこ

とを目的とする。同時に、多国籍な学びの場を創出することによって、日本人、ひいては国際人としての自覚とアイデンティティーの

涵養を促すことをねらいとする。 

＜授業の到達目標＞ 

基本的な英語の4技能を伸ばすことによって、ニュージーランドでの留学生活に対する不安を取り除くとともに、異文化環境で直面す

る状況に対応するための対処法を身につける。 

＜授業の方法＞ 

本科目は、IPU NZへの留学を希望する学生の必修科目である。前半はリスニング・リーディング力の向上を目指し、後半は留学生活に

おける様々な状況を想定し、それに対応するためのロールプレイやペアワークを通して様々な表現方法を習得する。グループワークを

通じて留学先の社会環境を理解し、その成果についてプレゼンテーションを行う。Google Classroom を活用した課題の配布、グルー

プ発表のプレゼンテーション資料のDropboxを通じた共有など、ICTの活用に努める。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

授業中での積極的な参加はもちろんだが、自分なりに状況を想定して学びたい表現を授業に持ってくることが望ましい。各回の予習

に60分、復習に60分が求められる。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

本科目は、DP1（グローバルに拡大している企業活動、市場経済、公的分野に関連する社会現象、市場について分析・理解する能力を

身に付ける）に関連する科目である。特にグローバル化・情報化による多様な環境変化の下、高い倫理観と豊かな教養力で問題解決に

向けチームワークを構築する力を身に付ける。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

グループワーク 20%、授業態度 30%、小テスト 20%、最終プレゼンテーション 30%質問は授業の前後または教員のオフィスアワーにお

いて対応する。 

＜教科書＞ 

特になし    

＜参考書＞  

特になし 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 事前オリエンテーション 本科目で学ぶ内容の理解と ICT の活用方法を知る 

2 リーディング [1] TOEIC bridge テスト Part IV 対策 

3 リスニング [1] TOEIC bridge テスト Part I 対策 

4 リーディング [2] TOEIC bridge テスト Part V 対策 

5 リスニング [2] TOEIC bridge テスト Part II 対策 

6 リスニング [3] TOEIC bridge テスト Part III 対策 

7 確認テスト TOEIC bridge ミニテストを受験 

8 ニュージーランドで生活する上での英語的思考 
ニュージーランド留学にあたり必要となるスタンス、日常生活での取り組み姿勢
について学ぶ 

9 キャンパスでの英語 IPU NZ のキャンパスでよく使う英語を理解し、和製英語を避ける 

10 スーパーマーケットでの英語 
ニュージーランドのスーパーマーケットで商品を購入する際の英語を学ぶととも
に、日本との違いを知る 

11 病気になったときの英語 
病院で自分の体調を説明するときの英語を学ぶとともに、日本とニュージーラン
ドの医療システムの違いを理解する 

12 道をたずねるときの英語 小テスト① 
道をたずねるときの英語を学ぶとともに、日本とニュージーランドの交通システ
ムの違いを理解する 

13 旅行のときの英語 旅行時のリクエスト、トラブル対処のための英語を学ぶ 

14 コミュニケーションの英語 小テスト② 得意な話題を作って積極的にコミュニケーションを取るための方法を理解する 

15 最終プレゼンテーション 
「日本を紹介する」というテーマで英語でプレゼンテーションをおこない、本科目
の総まとめとする 
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科目コード 36501 区 分 コア科目 

授業 

科目名 運動器の解剖と機能Ⅰ 担当者名 廣重 陽介 

配当年次 1 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

アスレティックトレーナーやストレングス&コンディショニングコーチを目指す上で、スポーツ科学を理解する上で必要とされる、人

体（特に骨、関節、筋、神経などの運動器）の解剖と機能について学習し、理解を深める。「運動器の解剖と機能Ⅰ」では特に概論、

体幹部を中心に教示する。尚、本授業は一部オンデマンド教材等使用し行うため、PCまたはタブレットを準備の上、履修すること。 

＜授業の到達目標＞ 

トレーナーなどのスポーツ指導者として活動する上でのベースの部分となる運動器の解剖と機能を理解し、スポーツ現場での種々の対

応に応用するための基礎知識が身につくようになることを目標とする。 

＜授業の方法＞ 

視聴覚教材、配布資料を適宜用い、教科書に沿って授業を進行する。オンデマンド資料提示や課題の提示、提出等はGoogle Classroom

で行う。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

学習時の疑問についてはその都度質問するようにすること。初めて聞く身体の部位や名称も多く教示するため、教科書や配布資料（事

前に配布）、ノートなどを活用して各回当該箇所の基本的事項の予習を90分以上、復習を30分以上行い、理解を深めること。事前課題

および復習課題の提示、提出を求めることもある。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

本科目は体育学科のディプロマポリシー2（健康増進、体力の向上、また競技力向上に貢献できる専門的な知識・技能を身に付けてい

る）、ディプロマポリシー6（体育・スポーツに携わる指導者に求められる、豊かな人間性、幅広い教養に根差した公共的使命感や倫

理観、協調できる社会的スキルを身に付けている）と関連付けられている。体力、競技力、障害予防等を効率的に向上させるために必

要な身体のしくみについて理解を深め、スポーツ指導者としての能力を高める機会を提供する。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

学習意欲 30％（出席評価、事前学習、小テスト）、定期試験  （中間試験 35％、期末試験 35％）70％事前学習、小テストに関する

フィードバックは講義中または個別に行う。 

＜教科書＞ 

（公財）日本スポーツ協会（2010年2月1日） 公認アスレティックトレーナー専門科目テキスト② 運動器の解剖と機能  （公財）

日本スポーツ協会 

＜参考書＞  

川島敏生（著）栗山節郎（監修）（2012年3月23日） 

ぜんぶわかる筋肉・関節の動きとしくみ事典成美堂出版 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 ガイダンス 講義の概要、到達目標、評価方法等の説明 

2 運動器の解剖と機能概論（1） 体表区分、運動の表し方 

3 運動器の解剖と機能概論（2） 運動器の構造と機能 骨・関節・靭帯（1） 

4 運動器の解剖と機能概論（3） 運動器の構造と機能 骨・関節・靭帯（2） 

5 運動器の解剖と機能概論（4） 運動器の構造と機能 筋・腱（1） 

6 運動器の解剖と機能概論（5） 運動器の構造と機能 筋・腱（2） 

7 運動器の解剖と機能概論（6） 運動器の解剖と機能概論のまとめ、復習 

8 中間試験 運動器の解剖と機能概論 

9 中間試験解説，体幹の基礎解剖と運動（1） 脊柱の運動 

10 体幹の基礎解剖と運動（2） 頸椎の運動 

11 体幹の基礎解剖と運動（3） 胸椎と胸郭の運動 

12 体幹の基礎解剖と運動（4） 腰椎・仙椎・骨盤の運動（1） 

13 体幹の基礎解剖と運動（5） 腰椎・仙椎・骨盤の運動（2） 

14 上肢の基礎解剖と運動（1） 上肢の運動 

15 総括授業 まとめ 
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科目コード 28116 区 分 専門基礎科目 

授業 

科目名 ライフプランニング 担当者名 多賀 美紀 

配当年次 1 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

本講義では、人生設計を自分事として考えるために必要なライフデザインという手法を学びます。 

＜授業の到達目標＞ 

自分自身のライフデザインを形にする 

＜授業の方法＞ 

講義を中心とするが、必要に応じて個人・集団ワークを組み合わせる。現実感のある経験値を得るためにゲストスピーカーから話を聞

き、学び取る。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習（1コマあたり20分）復習（1コマあたり80分） 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

国際人・リーダーとして「社会に貢献する経営」を実践するための豊かな教養として、歴史・社会・自然を含めた学際的な知識を身に

着ける。また、主体性・積極性を持って学習し、グローバルな課題解決の一端を担い、国際社会に貢献し、同時に生涯学習力を身に着

ける。| 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

各回小テスト結果 30％ ② 各回受講態度（発表、質疑応答等）40％ ③ 総まとめレポート 30％ 

＜教科書＞ 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション 授業の進め方、評価法、ライフデザインとは 

2 現在地を知る 自己を振り返るツールの活用 

3 人生のコンパスをつくる 適性診断ツールの活用 

4 働く人の話を聞く① 
身近な生活者の視点でスピーカーの人生経験を追体験し、自分自身のライフデザ
インの参考とする。 

5 熱中できる道を探す 職業や職種についての理解を深める 

6 行きづまりから抜け出す 社会から求められる力を理解する 

7 働く人の話を聞く② 
身近な生活者の視点でスピーカーの人生経験を追体験し、自分自身のライフデザ
インの参考とする。 

8 プロトタイプをつくる ライフデザインに必要な経験を洗い出してみる 

9 失敗の免疫をつける やり抜く力を伸ばすには何が必要か？ 

10 働く人の話を聞く③ 
身近な生活者の視点でスピーカーの人生経験を追体験し、自分自身のライフデザ
インの参考とする。 

11 チームをつくる チームで対応するのに必要なものは？ 

12 ライフデザインに向かって マインドセットを再確認し、方向性を見出す 

13 働く人の話を聞く④ 
身近な生活者の視点でスピーカーの人生経験を追体験し、自分自身のライフデザ
インの参考とする。 

14 まとめ① 自分自身のライフデザインを形にする 

15 まとめ② ライフデザインを語り合う 
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科目コード 40112 区 分 コア科目 

授業 

科目名 水泳Ⅰ(基礎) 担当者名 明石 啓太 

配当年次 1 配当学期 前期 単位数 1 授業方法 実技 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

水泳・水中運動は陸上運動とは違い、水という特殊な環境下において行われる運動である。また、水は衝撃を吸収するクッション効果

を持つ反面、水中運動時には粘性抵抗として働き、水中運動を陸上運動に比べて効率の悪いものにするという側面を持つ。そこで、本

実習においては、水中での身体の変化、水の特性、および、水泳の基礎的な理論を十分に理解する。※本授業は外部施設（OSKスポー

ツクラブ岡山）で実施し、現地集合・現地解散となる。 

＜授業の到達目標＞ 

水泳は生涯にわたって行えるスポーツという側面を持つ。本実習では、水中でリラックスできる呼吸法を学習の中核として捉え、４泳

法（クロール、平泳ぎ、バタフライ、背泳） を含んだ水中での運動能力を高めることを目標にする。また、基礎的な指導方法を理解

し、水泳授業の指導案を作成できるようになることも目指す。実習費として15,000円程度の予定である。 

＜授業の方法＞ 

個人の記録を毎回記入し、距離や時間を媒介として、身体と水との関係について認識を深めていく。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

水中運動に関する理論学習を予習として1時間程度。復習として、その日に行った実技内容に注意点や感想などを追記したまとめレポ

ートを作成する。また、授業内で習得が難しかった泳法については積極的に自主練習を行うことを推奨する。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

他にはない水中運動の特質を知ることで、健康増進、体力の向上、また競技力向上に貢献できる専門的な知識・技能を身に付ける。ま

た、水泳という生涯スポーツを経験することで、生涯にわたって豊かなスポーツライフを継続できる資質や能力が育つ。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

出席・態度（20%）、泳力テスト（40%）、毎回の課題（20%）、最終課題（20%）で評価する。 

＜教科書＞ 

＜参考書＞  

日本水泳連盟 

編「新水泳指導教本」大修館書店 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション、水泳理論 授業の概要および水泳理論について座学で学ぶ 

2 泳力チェック 授業開始時の泳力についてテストする。 

3 クロール① クロールの基礎的指導を体験する。 

4 クロール② クロールの基礎的指導を体験する。 

5 クロール③ クロールの基礎的指導を体験する。 

6 平泳ぎ① 平泳ぎの基礎的指導を体験する。 

7 平泳ぎ② 平泳ぎの基礎的指導を体験する。 

8 平泳ぎ③ 平泳ぎの基礎的指導を体験する。 

9 グループ別練習① 習熟度別のグループで各泳法の練習をする。 

10 グループ別練習② 習熟度別のグループで各泳法の練習をする。 

11 グループ別練習③ 習熟度別のグループで各泳法の練習をする。 

12 グループ別練習④ 習熟度別のグループで各泳法の練習をする。 

13 グループ別練習⑤ 習熟度別のグループで各泳法の練習をする。 

14 グループ別練習⑥ 習熟度別のグループで各泳法の練習をする。 

15 泳力テスト 習熟度別の泳力テスト 
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科目コード 40105 区 分 コア科目 

授業 

科目名 陸上Ⅰ(基礎) 担当者名 品田 直宏 

配当年次 1 配当学期 前期 単位数 1 授業方法 実技 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

陸上競技は、走・跳・投・歩の運動から構成され、内容的には体力的・技術的・精神的な多くの要素を含んでいる。競技や練習を行う

上では多面性が要求され、計画的・継続的に行う必要がある種目である。本授業では、特に教員採用試験で出題されるであろう基礎的

な種目に照準をあて、五種競技を中心に授業を進める。 

＜授業の到達目標＞ 

陸上競技の専門的なトレーニング方法や技術に関する知識の習得、および陸上競技における安全管理の方法を理解した上で、走跳投種

目（800m走、ハードル走、走幅跳、走高跳および砲丸投）の模範を示すことができる。 

＜授業の方法＞ 

対面授業による実技のため教科書は使用しないが、雨天時にはGoogle Classroomを用いたオンデマンド授業とし、各種目の歴史やルー

ル･指導上の留意点に関する理解を深めると共に、レポート課題、小テストを行う。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

運動習慣のない者、また体力に自信のない者は、自主練習等を行い授業に臨むことがことが望ましい。参考図書（陸上競技入門）やル

ールブックを熟読の上、授業に参加すること。（所要時間：1時間） 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

体育学科のディプロマポリシー「健康増進、体力の向上、また競技力向上に貢献できる専門的な知識・技能を身に付けている」および

「体育・スポーツに携わる指導者に求められる、豊かな人間性、幅広い教養に根差した公共的使命感や倫理観、協調できる社会的スキ

ルを身に付けている」に対応した科目である。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

実技試験 50%，レポート課題20％，受講態度・学習意欲 30% 

＜教科書＞ 

＜参考書＞  

関岡康雄 

陸上競技入門ベースボールマガジン社日本陸上競技連盟陸上競技ルールブックベースボールマガジン社 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 ガイダンス、陸上競技の概要 受講上の注意、陸上競技の歴史、特性、トレーニング法 

2 短距離走 短距離走の走り方、ウォーミングップを実践し、100m走の記録測定 

3 走高跳① 走高跳のウォーミングアップ実践、曲線助走の方法、踏切 

4 走高跳② 踏切～背面跳、記録の測定 

5 ハードル走① ハードルドリル、ハードルクリアランス、アプローチ 

6 ハードル走② インターバル間の走り、記録の測定 

7 走幅跳① 走幅跳跳のウォーミングアップ実践、助走の合わせ方、助走～踏切 

8 走幅跳② 助走の確認、記録の測定 

9 砲丸投① 砲丸投げのウォーミングアップ実践、立ち投げ 

10 砲丸投② グライド投法、記録の測定 

11 800ｍ走 800ｍ走のウォーミングアップ実践、ペース配分、記録の測定 

12 跳躍種目の歴史と指導上の留意点の理解 
オンデマンド教材を用い、各種目の歴史と指導上の留意点について学ぶ。理解度
の確認として、レポート、小テストを行う。 

13 ハードル走の歴史と指導上の留意点の理解 
オンデマンド教材を用い、各種目の歴史と指導上の留意点について学ぶ。理解度
の確認として、レポート、小テストを行う。 

14 砲丸投の歴史と指導上の留意点の理解 
オンデマンド教材を用い、各種目の歴史と指導上の留意点について学ぶ。理解度
の確認として、レポート、小テストを行う。 

15 800ｍ走の歴史と指導上の留意点の理解 
オンデマンド教材を用い、各種目の歴史と指導上の留意点について学ぶ。理解度
の確認として、レポート、小テストを行う。 
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科目コード 22200 区 分 専門基礎科目 

授業 

科目名 言葉の理解 担当者名 福政 武彦 

配当年次 0 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

本授業は、幼児教育や小学校教育の指導者に求められる、国語の知識・技能、思考力・判断力・表現力等を高めていくことを目的とす

る。そのために、話すこと・聞くこと、書くこと、読むこと、言葉の特徴や使い方、我が国の言語文化といった内容領域ごとに講義を

行い、適宜、演習的な課題を課す。 

＜授業の到達目標＞ 

小学校国語科における内容について理解することを到達目標とする。また、その内容に関わる言語活動を実際に経験する中で、ことば

の学習の面白さ、奥深さを実感するとともに、授業実践の基礎となる国語の知識・技能、思考力・判断力・表現力を向上させることを

目的とする。 

＜授業の方法＞ 

話すこと・聞くこと、書くこと、読むこと、言葉の特徴や使い方、我が国の言語文化といった内容領域ごとに講義を行った上で、言語

活動を実際に行ってみるという演習的な課題を課す。個人用パソコンを持参することが必須である。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

授業前にはシラバスを参考に教科書の該当箇所を読んでおく（1時間程度）。授業後に教科書や返却された課題等を見直す。（1時間程

度） 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

この科目は、教育経営学科のディプロマポリシー２「専門的知識を実践的に修得し、発達等の子ども理解に基づいた的確な学習指導や

生徒指導、学級経営力を身に付けている」及び５「情報機器や教材の活用を含めた学習指導方法の基本とともに、問題解決に向かう論

理的・批判的思考力を身に付けている」と関連付けられている。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

毎回の授業における意欲・態度 20% 、ノート・レポート等提出物 20%、期末テスト 60%に基づき評価する。 

＜教科書＞ 

光村図書（2020/2/5） 光村三上「わかば」   

＜参考書＞  

文部科学省（2018/2/28） 

小学校学習指導要領解説 国語編東洋館出版社 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション 本授業の目標と概要 

2 学習内容と教材の概観 
小学校3年生の国語教科書（光村図書）に所収の教材を概観しながら、小学校国語
科の内容について考察する。 

3 言葉の由来や変化 「へんとつくり」（三上）を基に、言葉の由来や変化にについて考察する。 

4 伝統的な言語文化（1） 「俳句を楽しもう」（三上）を基に、俳句や短歌の楽しみ方について考察する。 

5 伝統的な言語文化（2） 
「ことわざ・故事成語」（三下）を基に、ことわざや事故成語の意味や使い方につ
いて考察する。 

6 書くこと（1） 「仕事のくふう、見つけたよ」（三上）を基に、報告文の書き方について考察する。 

7 書くこと（2） 「たから島のぼうけん」（三下）を基に、創作文の書き方について考察する。 

8 読むこと（文学的な文章）（1） 「まいごのかぎ」（三上）を基に、ファンタジーの読み方について考察する。 

9 読むこと（文学的な文章）（2） 「三年とうげ」（三下）を基に、民話の読み方について考察する。 

10 読むこと（説明的な文章）（1） 「こまを楽しむ」（三上）を基に、紹介型の説明文の読み方について考察する。 

11 読むこと（説明的な文章）（2） 「ありの行列」（三下）を基に、実証型の説明文の読み方について考察する。 

12 読むこと（説明的な文章）と書くことの関連 
「すがたをかえる大豆」「食べ物のひみつを教えます」（三下）を基に、読むこと
と書くことの関連について考察する。 

13 話すこと・聞くこと（1） 
「もっと知りたい、友だちのこと」（三上）を基に、少人数のグループの話し合い
における聞き方について考察する。 

14 話すこと・聞くこと（2） 
「わたしたちの学校じまん」を（三下）を基に、発表における話し方について考察
する。 

15 言葉の理解のまとめ 期末テストと解説 
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科目コード 34312 区 分 コア科目 

授業 

科目名 子どもの保健 担当者名 新沼 正子 

配当年次 1 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

本授業では、保育者が身につけなければならない、子どもの「身体的発育・発達」や「保育現場における衛生管理（手洗いや排泄、衣

服の着脱、清潔活動など）」、「安全教育・安全管理」等の保健課題を学習する。子ども（乳幼児期）の心身の発達段階を理解し、そ

の発達にはの生活環境が大きく影響を与え、その関連性を学ぶ。専門職、保育士・幼稚園教諭として子どもの心身の保健の保持が図れ

る能力の基礎を培う。そのため、小児各期の身体発育、生理機能・精神運動機能の発達について基礎知識を習得する。 

＜授業の到達目標＞ 

この授業の到達目標は、保育士や幼稚園教諭といった保育者だけでなく、大人は、子どもの保護者として「子どもの命を守る」責任あ

る事を自覚し、具体的な保健行動ができる態度を身に付ける事としている。具体的には、責任ある適切な保健行動ができるよう専門知

識と技能を身に付ける。手洗いや清潔、衣服の着脱などの衛生管理や安全教育・安全管理により事故を未然に防ぐ技術や万が一の場合

の適切な処置ができるよう実践を通してスキルの習得にとりくむ。 

＜授業の方法＞ 

双方向の参加型の講義形式で授業する。但し、必要に応じてグループ討議・DVD等を取り入れる。毎授業ごとに課題を実施し、理解度

を確認する。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習：シラパスにて予告された学習内容を教科書にて事前に熟読する（１時間程度）。毎授業ごとに次にすべき予習事項を告知する。 

復習：授業で学習した内容を日常生活の中で実践予想し、保育者として援助・指導できる専門技術について振り返る（１時間程度）。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

授業態度15％、課題と小テスト等 35％、定期試験 50％で総合的に評価する。 

＜教科書＞ 

八木利津子 平松恵子 新沼正子 子どもと社会の未来を拓く「子どもの保健」  青踏社 

＜参考書＞  

特になし、授業の中で紹介する。 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 子どもの心身の健康と保健の意義① 
オリエンテーション、生命の保持増進と情緒の安定に係る保健活動の意義と子ど
もの保健を学ぶ目的 

2 子どもの心身の健康と保健の意義② 健康の概念と健康指標 

3 子どもの心身の健康と保健の意義③ 現代社会における子どもの健康に関する現状と課題 

4 子どもの心身の健康と保健の意義④ 発達障害の概念と心の健康課題 

5 子どもの心身の健康と保健の意義⑤ 地域における保健活動と児童虐待防止 

6 身体的発達・発育と保健① 身体発育及び運動機能の発達と保健 

7 子身体的発達・発育と保健② 生理機能の発達と保健 

8 子どもの心身の健康状態とその把握① 健康状態の観察 

9 子どもの心身の健康状態とその把握② 慢性疾患のある子どもの保育 

10 子どもの心身の健康状態とその把握③ 不調等の早期発見、発育・発達の把握と健康診断 

11 子どもの心身の健康状態とその把握④ 保護者との連携と情報共有 

12 子どもの疾病の予防と適切な対応① 主な疾病の特徴 

13 子どもの疾病の予防と適切な対応② 感染症の基礎知識他 

14 子どもの疾病の予防と適切な対応③ 子どもの疾病の予防と多職種連携 

15 まとめ 全体を通したまとめ 
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科目コード 24104 区 分 専門基礎科目 

授業 

科目名 異文化コミュニケーション論 担当者名 細井 健 

配当年次 0 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

グローバル化が進む現在、異文化を背景として持つ相手と接触する機会も増えています。この授業は、まず自分を知り、次に相手の文

化を理解し尊重する態度を身につけることを目的とします。そして様々な事例を読んだり、活動や実践に取り組んだりすることから、

異文化理解および異文化コミュニケーションの意義や方法を学びます。なお、この授業はブレンド型（対面とオンラインの組み合わせ）

で行いますので、PCを持参の上、臨んでください。 

＜授業の到達目標＞ 

①異なる文化背景を持つ人々と協力できる関係をどのようにすれば築けるかが理解できる。 ②相手の文化を知り、それを尊重する態

度を身に付ける。 ③自分の持つ価値、支える背景文化に気づき、世界（特に英語圏）の価値観や、その背景となる社会・文化が理解

できる。 

＜授業の方法＞ 

(1) 講義（教員による解説と問いの提示）  (2) グループワーク（学習内容に関する教え合い）(3) ディスカッション（問いに対

する回答） (4) 省察活動（まとめと発表） 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

テキスト購読や各授業テーマにおける自身の体験・経験の掘り起こしを予習とします（1時間程度）。授業後は学んだ内容をどのよう

に生かし、実践していきたいかをレポートにまとめます（1時間程度）。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

この科目は教育経営学科のディプロマポリシー1 「確かな世界観の下、グローバルな視点と知識を持ち、多文化・異文化について理解

する能力を身に付けている」に関連づけられています。グローバル社会に対応できる総合的な実践力のある人を育成するための基礎科

目であり、初年次生に対し、参加型授業を通して、異文化理解を深め、異文化コミュニケーション能力を伸ばすための機会を提供しま

す。受講者多数の場合は英語教員免許または日本語教員資格の取得予定者、および受講意欲の高い学生を優先します。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

授業課題への取り組み・意欲30％、レポート課題 50％、 まとめテスト 20％ 

＜教科書＞ 

原沢伊都夫（2013） 異文化理解入門  研究社 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 イントロダクション 授業の進め方と異文化理解の意義について考える。 

2 文化とは① 文化の定義について学び、自分の文化を振り返る。 

3 文化とは② 私たちが属している文化に気づき、そこから異文化とは何か考える。 

4 異文化適応① 
私たちが異文化の中におかれた時、どのように適応していくのか、異文化適応の
理論を学ぶ。 

5 異文化適応② 
ゲームを行い、異文化に接触したときの疑似体験をする。その体験から感じたこ
とを話し合う。 

6 視点を変える いくつかの活動を通じて、視点を変える練習をする。 

7 ステレオタイプ 
自分が持っている固定観念に気付く活動を行う。また、固定観念を持つ理由を学
ぶ。 

8 差別と異文化理解 DVDを見て、差別が起こる原因について考える。 

9 世界の価値観 
様々な価値観について知り、それについて考える。自分の価値観と他者の価値観
を比較する。 

10 異文化トレーニング 異文化を理解するトレーニングを１つ体験し、異文化理解の方法を知る。 

11 異文化受容 異文化を受け入れるプロセスを学び、自分の異文化受容度を内省する。 

12 自分を知る 
自分を知るための簡単なテストや活動を行う。授業の最後に今日知った自分につ
いて発表する。 

13 非言語コミュニケーション 
非言語コミュニケーションにはどのようなものがあるか学び、自分はどのような
非言語コミュニケーションをしているか内省する。 

14 コミュニケーションスタイル 
自分のコミュニケーションスタイルを知る。また、相手を尊重するコミュニケー
ションの方法を考える。 

15 まとめ 
多文化共生社会に参画するために。異文化理解・異文化コミュニケーションを役
立てるとは。 
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科目コード 37100 区 分 コア 

授業 

科目名 障害者スポーツ論 担当者名 小玉 京士朗 

配当年次 0 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

障害者スポーツは、 障害という「ハンディ」を施設や用具・ルールの工夫、人の援助等で補うことにより、一見不可能に思えるスポ

ーツが可能となり実践されている。本科目では障害者の親しんでいるスポーツ・レクリエーションの現状を理解し、身近な障害者への

スポーツ活動の支援に役立てることを目的とする。 

＜授業の到達目標＞ 

１．障がい者、障がい者スポーツについて理解できる２．障害者のスポーツ活動等を通して、各種障がいに対し考え行動に移すことが

できる 

＜授業の方法＞ 

１．講義（日本障害者スポーツ協会の公認障害者スポーツ指導員（初級・中級）カリキュラム内容）２．グループワーク（各種障がい

への対応手法）３．課外活動（障がい者スポーツ大会ボランティア、障がい者スポーツ体験） 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習：翌週のテーマ内容に準じた教科書の読み、課題に対する下調べ（毎回、1時間程度）復習：講義前に実施する振り返りシート（毎

回、15分程度） 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

この科目は，健康科学科のDP３（幅広く深い教養を身に付け、体育・スポーツ人としての立場を歴史・社会・自然と関連つけて理解す

る能力を身に付ける）と関連付けられています。種々の障がいについて理解を深め、運動やスポーツで発生しうる課題を発見し、実施

手段や改善策の提案ができるような汎用能力の習得を目指しています。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

出席意欲10%、定期試験90%※初級障害者スポーツ指導員を申請する者は、①本科目の全出席、②学校側が指定する（岡山県障害者スポ

ーツ大会，吉備高原車いすふれあいロードレース大会）ボランティアに一回以上参加すること（事前ガイダンス受講及び事後レポート

提出）が条件となる。 

＜教科書＞ 

（財）日本障害者スポーツ協会 障害者スポーツ教本（初級・中級）  ぎょうせい 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 障害者スポーツの意義と理念（１） 障がい者スポーツの概要とスポーツ施策 

2 障害者スポーツの意義と理念（２） 障がい者スポーツ指導員制度 

3 障がい者の生活と福祉施策（１） 障害者福祉施策・今後の動向と障害者スポーツの関連性 

4 障がい者の生活と福祉施策（２） 障がい者を取り巻く環境 

5 障害の理解とスポーツ（１） 身体の構造と機能,トレーニング概論 

6 障害の理解とスポーツ（２） 障がいの分類と概要（身体障がい） 

7 障害の理解とスポーツ（３） 障がいの分類と概要（知的障がい，精神障がい） 

8 障害の理解とスポーツ（４） 身体障がい者の理解とスポーツ・レクリエーション 

9 障害の理解とスポーツ（５） 知的・精神障がい者の理解とスポーツ・レクリエーション 

10 安全管理 リスクマネジメントと応急手当 

11 ボランティア論 ボランティア精神とは 

12 全国障がい者スポーツ大会（１） 全国障害者スポーツ大会の概要、障がい区分 

13 全国障がい者スポーツ大会（２） 全国障がい者スポーツ大会競技種目と指導法、ボランティアの役割 

14 障害に応じたスポーツの工夫・実施（１） 障害に応じたスポーツ実践（個人競技） 

15 障害に応じたスポーツの工夫・実施（２） 障害に応じたスポーツ実践（団体競技） 
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科目コード 20304 区 分 専門基礎科目 

授業 

科目名 次世代教育学総論 担当者名 後藤 由佳 

配当年次 0 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 必修 

＜授業の概要＞ 

 「次世代教育学総論」は、こども発達学科の卒業必修科目である。本授業では、次代の社会を担い、自立して課題解決能力を持つ子

どもを育てることができる資質・能力を培い、保育士・幼稚園教諭等の養成と地球的視野から持続可能なグローバル社会の発展と構築

へ貢献できる国際人の育成を目的とする。 

＜授業の到達目標＞ 

1.豊かな人間性を保持し、乳幼児や児童との関わりを持てるようになる。 2.保育・教育への情熱と関心を持ち、日々学び続けられる

ようになる。 3.語学力を生かし世界を舞台に活躍ができるようになる。 

＜授業の方法＞ 

 準備学習(予習・復習)の確認においてはデジタル(Classroom)活用する。講義、課題発見のためのグループディスカッション、グル

ープワーク、プレゼンテーション等を取り入れ、授業を実施する。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

 授業時間外で、授業に必要な資料や教材、用具の準備、予習・復習等(60分程度)を求めます。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

 こども発達学科のディプロマポリシー「豊かな人間性を備え、コミュニケーション能力、多面的な子ども理解とその支援ができる専

門性を身に付け、次世代の発展と構築に貢献する、グローバルな保育者養成育成を目指す」ための科目である。①(多文化共生時代の

保育者として、グローバルな視野で保育観を磨き、国際理解のための知識を身に付けている。)と④(家族と地域をめぐる子どもの環境

を整備・改善するためのコミュニケーション能力を身に付けている)とに関連付けられています。豊かなコミュニケーション能力を有

し、子どもの未来に対する強い 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

 授業への取組み姿勢と受講態度、受講意欲 20％、発表(プレゼンテーションの内容と方法・技術）  30％、レポート 50％ 必ず、

授業時間と準備学習で課題等に取り組み、期日までに発表、提出をすること。 

＜教科書＞ 

※特にありません。授業内で資料を配布します。    

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション 授業の流れ、到達目標と注意事項、成績評価法の説明 

2 現代の保育・教育改革の状況 
教育改革の現状とその方法の1つである「表現活動」の教育的価値ついて ※表現
活動（アウトリーチ）演習の事前指導を含む 

3 これからの保育・幼児教育を考える(1) 
学校教育が抱える課題解決のための方法の１つとして、表現教育を体験する① 
※ヤングアメリカンズにおけるアウトリーチ 

4 これからの保育・幼児教育を考える(2) 
学校教育が抱える課題解決のための方法の１つとして、表現教育を体験する② 
※ヤングアメリカンズにおけるアウトリーチ 

5 これからの保育・幼児教育を考える(3) 
グループで表現を考えることで、主体的な学習態度を養う① ※ヤングアメリカ
ンズにおけるアウトリーチ 

6 これからの保育・幼児教育を考える(4) 
グループで表現を考えることで、主体的な学習態度を養う② ※ヤングアメリカ
ンズにおけるアウトリーチ 

7 これからの保育・幼児教育を考える(5) 
全体で表現を考え実践することで、主体的な学習態度や協調性、コミュニケーシ
ョン力を養う。※ヤングアメリカンズにおけるアウトリーチ 

8 保育・幼児教育について知ろう(1) 幼稚園、保育所、認定こども園の役割や違い、特徴について知る① 

9 保育・幼児教育について知ろう(2) 幼稚園、保育所、認定こども園の役割や違い、特徴について知る② 

10 これからの保育・幼児教育を考える(6) 保育現場(幼稚園)を体験する① 

11 これからの保育・幼児教育を考える(7) 保育現場(幼稚園)を体験する② 

12 これからの保育・幼児教育を考える(8) 保育現場(保育所)を体験する① 

13 これからの保育・幼児教育を考える(9) 保育現場(保育所)を体験する② 

14 これからの保育・幼児教育を考える(10) 
こらからの保育士・幼稚園教諭に求められる資質について、現場の先生の前で発
表し、意見交換をする。 

15 総括 授業の振返り 
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科目コード 27101 区 分 専門基礎 

授業 

科目名 生理学Ⅰ 担当者名 佐藤 良子 

配当年次 1 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

生理学では人体の役割と機能について学ぶ。人体の正常な構造と機能を知っていることは、将来人体に関わる仕事に就く者にとって大

切なことである。生理学Ⅰでは、まず生命の基本単位である細胞について学ぶ。つぎに生命を活用する動物的機能－外界の刺激に対応

する神経、筋肉、感覚などについて学ぶ。日頃意識することなく行っている、見て、聞いて、考えて、行動することについてのメカニ

ズムを理解する。その後、生命を維持する植物的機能のうちの体温調節や血液について学ぶ。 

＜授業の到達目標＞ 

人体のすべての組織は細胞からできており、その普遍性について理解する。神経や筋肉など、個々の組織のはたらきを知ると同時に、

組織は違えど共通するはたらきが多くあることを理解する。柔道整復師国家試験問題についてただ正しいものを選択できるようになる

のではなく、「なぜ正しいか／どこが誤っているか、誤っているなら正しい答えはなにか」について理解して答えられるようになるの

が目標である。 

＜授業の方法＞ 

教科書の順とは異なるが、内容は教科書に沿って講義する。理解を深めるため、プリントを配布する。当日の講義の内容に関連する柔

道整復師国家試験の生理学分野の過去問題についても解説する。講義の終わりに、その日の講義内容の確認の小テストを行う（ノート

を見てよい）。小テストの答えは次回授業開始時に解説する。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習としては教科書の次回授業範囲を一通り読んでおくとよい（約15分）。復習は毎回行う小テストおよび国家試験問題を中心に行う

とよい（約30分）。人体の機能には、拮抗するもの（逆のはたらきをするもの）が多くあるため、小テストの設問と逆の機能について

も考えるようにすると、1つの問題から多くのことを学ぶことができる。また、国家試験問題は正しい答えを求めるだけでなく、残り

の選択肢が示すものはなにであるかについて考えるとよい。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

確認小テスト 15％、定期試験 80％、授業態度 5％、。（小テストの答えは次回授業開始時に解説するほか、まとめの回で再度確認す

る。 

＜教科書＞ 

社団法人全国柔道整復学校協会 監修、根来英雄・貴邑冨久子 著 「生理学 改定第4版」  南江堂 

＜参考書＞  

特になし（プリントを配布する）。 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 生理学とは(1) 細胞、細胞を構成する物質、核と細胞小器官（1章と13章） 

2 生理学とは（2）、栄養と代謝（1） 細胞膜、体液、ATP（1章と13章） 

3 栄養と代謝（2） 栄養と代謝、酵素（13章） 

4 神経の基本的機能 静止電位と活動電位、興奮の伝導と伝達（第3章） 

5 筋肉の生理（1） 筋の種類、骨格筋の構造と筋収縮（2章） 

6 筋肉の生理（2） 筋収縮の特徴、平滑筋、心筋（2章） 

7 神経系の機能(1) 神経系の分類、自律神経系(3章) 

8 神経系の機能(2) 高次機能（3章） 

9 運動の生理（1） 運動の調節、反射、筋電図（4章） 

10 運動の生理（2） 高次運動機能、小脳（4章） 

11 感覚の生理学(1) 感覚の種類、視覚、聴覚、前庭感覚（5章） 

12 感覚の生理学(2) 嗅覚と味覚、聴覚、前庭感覚(5章) 

13 血液（1） 血液の組成とはたらき（8章） 

14 血液（2） 免疫（8章） 

15 まとめ 前期の講義内容について、確認する 
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科目コード 28100 区 分 専門基礎科目 

授業 

科目名 現代ビジネス概論 担当者名 齊藤 慎弥 

配当年次 1 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

前半は、経営学について理論やフレームワークなどを学ぶ。|後半は、様々な事例から戦略あるいはビジネスモデルについて考える。|

大手企業やBtoCのみでなく、中小あるいはBtoBのような企業事例からビジネスについて学ぶ。 

＜授業の到達目標＞ 

様々な企業を知り、知識の幅を広げる。|企業がどのようにビジネスを進めて企業活動をしているのか考える力を養う。 

＜授業の方法＞ 

説明では板書するが、ワークあるいは発表などをおこなう。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

毎授業1時間程度の予習をおこなうこと。|レポートを課すため、復習にも1.5時間程度を費やすこと。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

総合的な学習経験で得られる知識を連動させ、新たな課題に対応できる社会人力（課題を見つける力、創造的思考力、コミュニケーシ

ョン能力）を身に付けている。（DP8） 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

提出物 20%|最終レポート 50%|受講態度等（発表など） 30% 

＜教科書＞ 

＜参考書＞  

講義内で紹介。 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 ガイダンス 講義概要説明 

2 企業とは 資金調達（株式会社, ベンチャーなど）|所有と経営の分離 

3 株式会社 株式会社の特徴と仕組み 

4 資源と外部環境 RBVやPorerの理論など 

5 企業と集団 傘下企業による下請けと産業集積の形成 

6 ICTとネットワーク ICT化に伴う人的ネットワークの拡大 

7 中間まとめ 前半部分の確認と復習 

8 ビジネスモデル ビジネスモデルキャンバス 

9 製造業① 身近な製造業（自動車製造） 

10 製造業② BtoBの製造業（工作機械） 

11 小売業① 身近な小売業（コンビニ, スーパーマーケット） 

12 小売業② 衰退傾向の小売業（百貨店・デパート） 

13 通信業 大手3社とサブブランド 

14 輸送業① 配達サービス（宅急便など） 

15 輸送業② ドメインの再設定による事業拡大（JR, 私鉄など） 
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科目コード 0 区 分 専門基礎 

授業 

科目名 公共経営論 担当者名 白取 耕一郎 

配当年次 1 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

本科目では、公共的な問題に関心はあるがまだ基礎知識がない学生を想定し、関連する新聞記事やTVニュースを違和感なく理解できる

ようになるとともに、それらについて他者と意見交換できるようになることを目的とする。政策はわれわれと行政との接点であるため、

政策を切り口として行政の基礎的な論点を解説する。 

＜授業の到達目標＞ 

1. 公共経営のしくみを理解する。2. 学んだ知識を活用し、行政に関連する報道の内容を理解できるようになる。 3. 公共経営論の基

礎的な論点について他者と意見交換ができる。 

＜授業の方法＞ 

教科書を題材として、理解しにくい部分を補完しながら説明する。関連する時事ニュースなどを読みこなせるようになったかどうかを

確認する。そのニュースで扱うトピックなどについて、ペアワークやグループディスカッションで理解を深める。予習や授業で学んだ

ことを学生同士のワークを通じて理解を深める。具体的には、Think-Pair-Share（ペアワーク）やグループディスカッションの手法で

公共経営に関する論点を議論する。配付資料のダウンロード、授業アンケートの実施などにおいてICTを活用する。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習：教科書の該当部分および予習用資料に目を通しておく（約0.5時間）。復習：授業で解説されたポイントについて、配付資料な

どを基に復習する（約1時間）。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

国際人・リーダーとして「社会に貢献する経営」を実践するためには、公共的問題に対する基礎知識と関心が求められる。本科目では

公共経営を学ぶことを通じてそれらを獲得することを目指す。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

1. 授業態度（30%）：ディスカッションや質疑における積極性、他の学生の理解促進への貢献を評価。2. 授業アンケート（30%）：毎

回の授業で実施する簡易アンケートにおいて、自身の理解度や疑問点をフィードバックすることによる授業への貢献を評価。3. 期末

レポート（40%）：自主的な学習のまとめを評価。質問などにつき次回の授業冒頭で解説。 

＜教科書＞ 

秋吉貴雄（2017.6.20） 入門 公共政策学 社会問題を解決する「新しい知」  中央公論新社 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 公共経営とは ガイダンス、民間企業の経営と公共経営は何が違うか、中央政府と地方政府 

2 公共政策とは 政策過程、行政学の概観 

3 問題の発見① 公務員制度、統計調査 

4 問題の発見② 少子化対策 

5 政策の設計① 政策手段、予算と決算 

6 政策の設計② 中心市街地活性化政策 

7 政策の決定① 政策決定、日本の行政組織 

8 政策の決定② 一般用医薬品インターネット販売規制政策 

9 政策の実施① 政策実施、地方自治 

10 政策の実施② 生活保護政策 

11 政策の評価① 政策評価、能率論 

12 政策の評価② 学力向上政策 

13 政策の改善① 政策学習、行政委員会と審議会 

14 政策の改善② 行政責任と行政統制 

15 まとめ 授業のまとめ 
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科目コード 23209 区 分 コア科目 

授業 

科目名 教育心理学Ｂ 担当者名 高橋 直樹 

配当年次 1 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 必修 

＜授業の概要＞ 

本講義では、教育心理学分野の理論や知見を踏まえ、子どもをよりよく理解し支援することについて学ぶことを目的とする。教育には

様々な心理的側面が複雑に関係している。本講義では、特に発達・学習・評価と測定などのテーマを扱う。 

＜授業の到達目標＞ 

幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程について、基礎的な知識を身につける。さらに、各発達段階における心理的特性を踏

まえた学習活動を支える指導の基礎となる考え方を身につける。 

＜授業の方法＞ 

授業は講義形式で行われるが、授業の中で課題やレポートの作成に取り組むこともある。資料は適宜配布する。また、アクティブ・ラ

ーニングの要素（グループワーク、ディスカッション等）を取り入れ、Google Classroom等のデジタル技術も活用する。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習として、毎回、次回の内容についての課題を課す（学習時間：1時間程度）。さらに、授業内容の復習も必要である（学習時間：

30分程度）。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

教育経営学科のディプロマポリシー（DP）のうち、DP2（専門的知識を実践的に修得し、発達等の子どもの理解に基づいた的確な学習

指導や生徒指導、学級経営力を身に付けている）とDP3（豊かな教養と、現代社会と学校教育に関する幅広い知識と、理解する能力を

身に付けている）に関連する科目である。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

レポート 40%、授業態度・授業に取り組む姿勢 20%、学期末課題 40%の結果に基づいて評価する。 

＜教科書＞ 

斎藤富由起・守谷賢二（2019年） 教育心理学の最前線  八千代出版 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション 講義の進め方、評価についての説明等 

2 教育心理学総論 教育心理学とは、教育心理学の内容、教育心理学の研究方法 

3 発達の理解 
発達心理学の基礎理論、乳幼児期の発達理解、児童期・思春期の発達理解、愛着
理論の基礎と展開 

4 発達の諸相 身体・運動の発達、言語の発達、認知の発達、社会性の発達 

5 記憶と知能 記憶の種類と方略、知能の理解、知能を測る 

6 学習理論と認知理論による「学び」 行動主義的な学習、社会的学習理論、応用行動分析、認知理論による学び 

7 学びの形式と学習方略 学びの形式、学習方略 

8 動機づけ 動機づけの理論、動機づけの応用理論 

9 学級経営と学級集団への支援 
学級経営とは何か、学級経営における集団技法、学級集団の特徴と学級経営、学
級経営のアセスメント、学級集団の形成 

10 教育評価 教育評価と教育測定、教育評価と関連のある心理現象、教育測定と心理統計法 

11 特別支援教育と発達障害 
特別支援教育の理念と制度、国内法と制度の変化、発達障害、発達障害の子ども
たちへの学習支援 

12 アクティブ・ラーニングとＩＣＴ教育 
主体的・対話的な深い学びとＩＣＴ教育、大学の学修におけるアクティブ・ラー
ニングの導入と課題 

13 学校不適応 
適応・不適応とフラストレーション、ストレスとコーピング、学校不適応への対
応と種類 

14 教育相談 教育相談の基礎、教育相談の基本的態度と技法 

15 まとめと総括 これまでの内容を振り返る 
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科目コード 25102 区 分 専門基礎科目 

授業 

科目名 体育心理学 担当者名 崔 回淑 

配当年次 1 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

 スポーツ活動に対して意欲的であったり、運動技能の学習で優れたり、あるいは安定した競技パフォーマンスを発揮する人には、さ

まざまな原因が考えられるが、その１つに心理的側面を考慮する必要がある。本講義では、身体活動において原因と結果として作用す

る心理面について、体育心理学の理論を踏まえながら概説する。具体的には、身体運動の心理的特性、運動学習理論、パーソナリティ

及び動機づけを中心に取り上げて解説し、体育・スポーツの実践や指導場面で役立つ体育心理学の基本事項について理解を深めること

をねらいとする。 

＜授業の到達目標＞ 

 体育・スポーツの実践や指導場面で役立つ体育心理学の基礎理論及び実践的方法論を学習し、実践場面で応用できる。 

＜授業の方法＞ 

 各テーマに沿った内容を資料やパワーポイントを用いて解説する。講義を70分実施した後、質疑応答やディスカッションを行う。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

 予習として授業時間に配布した資料及び参考書を熟読してくること（1～2時間）。復習として毎時間課される授業課題を行うこと（1

～2時間）。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

 「健康増進、体力の向上、競技力向上に貢献できる専門的な知識・技能を習得するとともに、これらを実践できる力」を習得するた

めの専門基礎科目である。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

 意見交換・課題の内容40％、受講態度30％、小テスト30％ 

＜教科書＞ 

特になし    

＜参考書＞  

杉原   隆 他 編著 

「スポーツ心理学の世界」福村出版中込四郎 他 編著「よくわかるスポーツ心理学」ミネルヴァ書房 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション 授業の概要と進め方 

2 運動の学習と指導（1） 運動学習の理論、学習はどのように進行するか 

3 運動の学習と指導（2） 効果的なフィードバック 

4 運動と心の健康（1） つながっている「こころ」と「身体」 

5 運動と心の健康（2） 運動の心理的効果 

6 スポーツとやる気（1） スポーツにおける動機づけ 

7 スポーツとやる気（2） スポーツにおける目標設定 

8 スポーツとやる気（3） スポーツ参加・継続・離脱 

9 スポーツとパーソナリティ スポーツとパーソナリティ形成、スポーツマン性格 

10 スポーツと集団 集団凝集性、リーダーシップ 

11 競技の心理（1） “あがる”心理とその対策 

12 競技の心理（2） スポーツ選手のバーンアウト 

13 競技の心理（3） メンタルトレーニング 

14 競技の心理（4） スポーツ傷害、スポーツカウンセリング 

15 まとめ 授業の振り返り 
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科目コード 24108 区 分 専門基礎 

授業 

科目名 英語文学 担当者名 小迫 勝 

配当年次 1 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 演習 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

L. CarrollのALICE’S ADVENTURES IN WONDERLAND:‘Down the Rabbit-Hole’とK. MansfieldのGarden Partyを精読します。語法（動詞と

不変化詞との結合等）、文法、修辞法、文体等について文献を参照しながら、表現の多様性や繊細さを学修します。併せて、作家の人

間観察をとおして、価値観や異文化（多様性）について理解を深めます。 

＜授業の到達目標＞ 

英語文学の代表的な作品が内蔵する豊かな表現力を身につけ、人生の真実、文化的・自然的背景、国際性、異文化共生の意義について

理解できるようになります。さらに学修内容について、自分自身のことばで習得内容を要約し、そのエッセンスをプレゼンテーション

できるようになります。 

＜授業の方法＞ 

文学作品を精読する過程で、感銘を受けた繊細な表現、多彩な表現、および作品の内容に関して、随時プレゼンテーション・デイスカ

ッションの場を設けます。遠隔授業の場合には、google classroom（ユニバーサルパスポート）をとおして課題管理（課題の提出およ

びフィードバック）を行います。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

演習する作品について、60分以上は辞書を参照しながら読解の予習が必要です。課題レポートは、期末を含めて3回の提出が求められ

ます。従って、毎回の授業の復習として、作品の中で感銘を受けた表現や語法、文法、内容などについて、参考書、辞書等を参照し

ながら、毎回自分のことばで60分以上かけてまとめることが必要です。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

英語の指導者に求められる確かな英語力、豊かな人間性、倫理観・社会性に基づく共生力、異なる文化への理解、国際性などの涵養に

つながる内容を、文学作品精読の過程で学修し、実践できる力を修得するための科目です。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

受講態度・学習意欲10%、課題レポート(30%×3) 90%。遠隔授業の場合には、毎回の授業ごとの課題 100% 

＜教科書＞ 

小迫 勝 編注 英語文学作品撰(２０２１)（ハンドアウト）   

＜参考書＞  

川崎寿彦 

イギリス文学史入門研究社 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 ‘Down the Rabbit-Hole’ (1) 授業概要および第１段落精読： ’ran close’, ‘was beginning to get tired of 
sitting’, 関係代名詞の無使用、‘made her feel sleepy’, 頭韻. 

2 ‘Down the Rabbit-Hole’ (2） ‘thought it over’, ‘hurried on’, ‘nothing’, ‘neither ~nor’, ‘ought to’. 
3 ‘Down the Rabbit-Hole’ (3） ‘make out’, 修飾語句, 未来表現, ‘a moment to think’, ‘saw maps hung’. 
4 ‘Down the Rabbit-Hole’ (4） ‘take down’, 事実と仮定表現, you see, well, インク壺ことば. 

5 ‘Down the Rabbit-Hole’ (5) ‘come out’, 滑稽な誤用, ‘rather’, 導入のthere, ‘you know’. 
6 ‘Down the Rabbit-Hole’ (6） ‘jumped upon to her feet’, 分詞構文, 直喩, be + to-inf. 

7 ‘Down the Rabbit-Hole’ (7） ‘looked along’, ‘longed to get out of’, ‘that’, ‘here’, ‘before’ (直示語). 

8 ‘Down the Rabbit-Hole’ (8） ‘remember ~ing’, ‘finished it off’, to-inf. (purpose), 優雅な変異表現. 

9 ‘Down the Rabbit-Hole’ (9） 示唆と命令, ‘so severely as to’, ‘set to work’, 文修飾語. 

10 The Garden Party (10) ‘came to put up’, ‘the gardner’, ‘I’m determined to leave’, 句動詞. 

11 The Garden Party (11) ‘knock back’, ‘cheer up’, 動詞による文型, 自由間接話法. 

12 The Garden Party (12) ‘make for’, ‘snuffed up’, 文末加重, 代喩, be + to-inf. (命令) 

13 The Garden Party (13) ‘swung open’, ‘I thought you said’(丁寧表現), 首尾一貫性. 

14 The Garden Party (14) ‘Let me see’, ‘try over’, ‘burst out’, ‘I’m terrified of her’. 
15 The Garden Party (15) ‘shake off’, ‘carry back’(イデイオム), 分離不定詞, 換喩. 
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科目コード 54006 区 分 コア科目 

授業 

科目名 現代経営実践演習基礎Ⅰ 担当者名 横内 浩平 

配当年次 1 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

将来のキャリア（職業人生）を考えていくには、さまざまな社会の出来事について理解しておく必要がある。本科目では、将来公務員

をを目指す学生が政治や経済の知識を身に付け、将来の就職試験に備えることを目的として開講する。 

＜授業の到達目標＞ 

１．公務員試験における「頻出分野」の政治・経済分野について基礎的な理解ができるようになる。|２．採用試験に向けての準備を

怠らない習慣を身に付けている。   | 

＜授業の方法＞ 

１．講義（配布プリント、パワーポイントを使用し授業を進める）|※授業の一部についてはインターネット上のサイトを活用して解

説します。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習：翌週の授業内容に関する下調べ（30分程度）|復習：次回講義までに授業の内容について復習をしておくこと（90分以上） 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

この授業は、現代経営学科のディプロマポリシー５（現実の課題に対し、経営活動での知識や情報をもとに論理的・数量的に分析する

力、戦略的に問題解決に向けた意思決定をする力を身に付けている）と関連づけられている。公務員試験対策をする上で必要とされる

基礎知識を身に付けることを目指している。  | 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

課題提出及びミニテスト70％  授業に臨む態度等30％ 

＜教科書＞ 

得になし    

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 履修ガイダンス 講義の進め方について説明する。 

2 政治(1) 民主政治の基本原理 

3 経済(1) 経済史 

4 政治(2) 日本国憲法の基本的性格 

5 経済(2) 経済循環と企業の種類(1) 

6 政治(3) 基本的人権の保障(1) 

7 経済(3) 経済循環と企業の種類(2) 

8 政治(4) 基本的人権の保障(2) 

9 経済(4) 景気変動 

10 政治(5) 各国の政治制度 

11 経済(5) 金融政策 

12 政治(6) 国会 

13 経済(6) 財政政策(1) 

14 政治(7) 内閣 

15 経済(7) 財政政策(2) 
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科目コード 22105 区 分 専門基礎科目 

授業 

科目名 数の理解 担当者名 松尾 健太郎 

配当年次 1 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

本授業は、幼児教育や小学校教育の指導者に求められる、算数・数学の基礎的・基本的な知識や考え方等の習得を目的とする。そのた

めに、数量、図形、関数・統計・確率について、数学的考察、認知的考察、身の回りにおける活用等の観点から講義をし、併せて適宜

演習的な課題を課す。 

＜授業の到達目標＞ 

身の回りの数量・図形を考察し、算数・数学がどのように利用されているのかを理解することを到達目標とする。また、数学を通して、

「論理的思考力」の向上を目的とする。 

＜授業の方法＞ 

主にホワイトボードでプリント資料等に基づいて講義をし、適宜、演習的な課題を課す。授業で扱った資料は、復習に使えるよう、

classroom に掲載する。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

返却されたレポートを復習する。（１．５時間） 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

この科目は、教育経営学科のディプロマポリシー２「専門的知識を実践的に習得し、発達等の子ども理解に基づいた的確な学習指導や

生徒指導、学級経営力を身に付けている。」に関連付けられている。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

テスト 70%、レポート 30% 

＜教科書＞ 

特に指定なし    

＜参考書＞  

特に指定なし 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション 本講義の目標・概要、チェックテスト 

2 数量の数学的考察（1） 自然数とその表記の数学的考察 

3 数量の数学的考察（2） 整数・有理数・実数の数学的考察 

4 数量の認知的考察（1） 量の認知・理解に関する考察 

5 数量の認知的考察（2） 数の認知・理解に関する考察 

6 身の回りの回りの数量 身の回りで活用されている数量とその考察 

7 図形の数学的考察（1） 平面図形の数学的考察 

8 図形の数学的考察（2） 立体図形の数学的考察 

9 図形の認知的考察 図形概念の認知・理解に関する考察 

10 身の回りの形 身の回りで活用されている図形とその考察 

11 関数・確率・統計の数学的考察（1） 関数の数学的考察 

12 関数・確率・統計の数学的考察（2） 統計・確率の数学的考察 

13 身の回りの関数・確率・統計 身の回りの関数・統計・確率とその考察 

14 算数科の発展的な教材の考察（1） 図形に関する発展的教材の事例とその考察 

15 算数科の発展的な教材の考察（2） 数量に関する発展的教材の事例とその考察 
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科目コード 22205 区 分 専門基礎科目 

授業 

科目名 英語の理解 担当者名 森下 裕三 

配当年次 0 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

令和2年度（2020年）より小学校で教科として英語科が導入された。そのため、小学校教員や小学校教員を志望する学生は指導法のみ

ならず、英語についての専門知識を身につけておくことが求められる。この授業では、コミュニケーション論、第二言語習得理論、英

語学、異文化理解などといった英語科で扱う内容について、小学校の教員を志望する学生にも知っておいてもらいたい基本的な知識を

確認していく。 

＜授業の到達目標＞ 

小学校の教員として身につけておくべきコミュニケーション論、第二言語習得理論、英語学、異文化理解などの知識について理解を深

める。さらに、身につけた知識を基にどのような授業をおこなうべきかについて検討できる。 

＜授業の方法＞ 

授業の前半30分程度で小学校で英語を教えるにあたって必要な知識の講義をおこなう。続けて、講義内容を確認するための演習やペア

ワークおよびグループワークなどをおこなう。最後に、学習内容の到達度を確認する目的で授業内容などにかかわる課題を提出しても

らう。グループワークや課題提出では、プラットフォームとして採用する Google Classroom を通じて Google docs や Google sheets 

などを活用する。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

各授業の最後に次回の授業内容にかかわる予習内容を提示する。そこで提示された課題について次回の授業までに自分なりの考えを

整理しておくこと。正解か不正解かではなく、考えることが大切である。必要に応じてインターネットや書籍を参照にする必要もあ

り、この作業には30分程度の時間が必要である。しっかりと予習をして自分なりの疑問や問題点を明確にしておくことは、授業内容

の理解を深めることに繋がる。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

この科目は、教育経営学科のディプロマポリシー1（グローバルな視点と知識を持ち、多文化・異文化について理解する能力を身に付

けている）、およびディプロマポリシー2（専門的知識を実践的に修得し、発達等の子ども理解に基づいた的確な学習指導や生徒指導、

学級経営力を身に付けている）と関連づけられている。令和2年度（2020年）より導入される小学校英語科で必要な知識・技能の習得、

およびそれらの知識を活かすための実践力を身に着けることを目標としている。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

授業態度 20%、課題提出 30%、グループワーク 20%、定期試験 30% 

＜教科書＞ 

特になし    

＜参考書＞  

酒井英樹 他（2017年6月23日） 

小学校で英語を教えるためのミニマム・エッセンシャルズ 小学校外国語科内容論三省堂綾部保志（2019年12月25日）小学校英語への

専門的アプローチ：ことばの世界を拓く春風社寺沢拓敬（2020年2月22日）小学校英語のジレンマ岩波書店 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 初回ガイダンス 成績、評価、授業運営などの説明 

2 異文化理解 自分の文化とは異なる文化をゲームを通して学ぶ 

3 コミュニケーション能力 コミュニケーションとは何を意味するのか説明する 

4 第二言語習得理論 タスクに基づく英語の指導法を学ぶ 

5 日本語のローマ字表記 訓令式ローマ字とヘボン式ローマ字の違いを理解する 

6 英語の音声 英語と日本語の音節・リズム・イントネーションの違いを学ぶ 

7 英語の書き方と文字指導 英語の符号の用法と文字指導の方法を知る 

8 英語の発音と綴りの関係 英語における音と文字・綴りのずれを知る 

9 英語の文法 英語の文法にとって大切な仕組みを学ぶ 

10 現代社会における英語 現代社会における英語の位置づけと日本の英語教育政策を確認する 

11 小学校英語のこれまでとこれから Google sheets を活用したデータ分析をおこないながら小学校英語の課題を知る 

12 相互作用の中で生じる発話の意味と働き 話し手と聞き手の相互作用によることばの働きを知る 

13 絵本を選ぶ視点 英語学習の有用な教材である絵本の活用法を学ぶ 

14 絵本の作成を通じた協同学習 協同編集アプリ jamboard を活用した絵本作成を通して英語の表現について学ぶ 

15 まとめと復習 全体の内容のまとめと復習 
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科目コード 21110 区 分 専門基礎科目 

授業 

科目名 教職入門Ａ 担当者名 久田 孝 

配当年次 1 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

教師という仕事は、成長途上にある無限の可能性を秘めた子どもたちを、教え、育み、そして自分自身も子どもと共に学び育つ、非常

にやりがいのある職業である。しかしながら誰もがすぐにできる仕事ではない。「教職入門」では、教師・保育士を目指す入り口とな

る科目であることから、本授業は教師になりたいと考えている学生に専門職としての教職の内容その難しさと厳しさ、そして、喜びや

遣り甲斐を、実際の学校現場での実践実例から、他者との意見交換を通してお互いが議論し、学校の組織文化に基づく業務の在り方も

含め「チームとしての学校」をこれまでの学ぶ（学習者）側から、教える（教授者）側へと視点を変えて学んでいく。 

＜授業の到達目標＞ 

1，自らを振り返りながら自身の教職への適性についても、明らかにしていく。2，教育に対する専門用語（法的根拠も含め）を理解し

体系化できる。3，共同学習に主体的に参加し、グループの効果を最大限発揮できるように貢献する。4，現代、また未来の教育問題に

対し自分の答えを適切且つ的確に言語化できる。 

＜授業の方法＞ 

1，講義（教員による解説と新たな問いの提示）2，グループワーク（予習内容に関する学びあい）3，ディスカッション（問いに対す

る回答）4，省察活動（まとめと発表） 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習：教科書や配付資料等を事前に熟読し、次週の指導内容のキーワードの下調べ、講義で扱うテーマについて自己の考えをまとめ

た上で講義に臨む。前回の内容、もしくは事前学習の内容についての毎時間小テストを行う。（ノートへのまとめ記載・毎回１時間程

度）復習：講義終了後、本時の講義についてレポートにまとめ提出。（毎回１時間程度）※レポートはWordで作成し、翌日の17:00ま

でに所定のDropboxに投函すること。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

この科目はこども発達学科のディプロマポリシーDP1：多文化共生時代の保育者として、グローバルな視野で保育観を磨き、国際理解

のための知識を身に付けている。DP2：乳幼児期から青年期に至るまでの子どもに対しての発達的、教育的、心理的、感性的、福祉的

観点等、多面的に子どもを理解する能力を身に付けている。に関連付けられています。単に知識を習得するだけでなく、幼保教育を通

じ、学校・園の教育における様々な課題を探求し解決していくのに必要な、論理的思考力、的確な判断力、創造的表現力を統合した汎

用能力の習得を目指します。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

講義に臨む意欲・姿勢・態度 30％、レポート・小テスト 70％※意欲・姿勢・態度については教員、社会人にとって求められる決定的

な資質・能力である。「教職入門」、においては各自の意欲・姿勢・態度を出欠と講義中における姿勢を重視して評価する。遅刻、居

眠り、私語、講義の学習に不必要な行動や注意を受けた後の態度、行動は評価に大きな影響を及ぼす。 

＜教科書＞ 

中田正浩代表編著 2018，3 「新しい視点から見た教職入門」  大学教育出版 

「渡辺正樹 2020，3」「女性スポーツ研究センター 2020，12」 

「学校安全と危機管理」「女性アスリートダイアリー2021」「大修館書店」「大修館書店」文部科学省 2010，3生徒指導提要教育図

書 

＜参考書＞  

梶田叡一 2010，8 

改訂 実践教育評価辞典文溪堂梶田叡一 2012，10教育フォーラム50＜やる気＞を育てる金子書房日本学校メンタルヘルス学会 2017，

9学校メンタルヘルスハンドブック大修館書店 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション 
本授業のオリエンテーションとし講義の進め方について説明。授業概要（目標、計
画、内容、指導方法、到達目標等）の理解を深める。 

2 教職への道 
①教育とは何か、先生とは何かを考える。②教職へ向けてこれからどのようなこ
とを学び、準備していくのか、日本の教員養成制度を理解する。 

3 求められる教師・保育士 
教師（学校・園）をとりまく社会の状況から、求められる教師・保育士像とそのた
めの資質能力を理解する。 

4 幼稚園教諭・保育士とは 
教師・保育士の仕事内容を知り、それらを取り巻く諸問題（認定こども園等も含
む）について考える。 

5 教師の仕事（1） 
～小学校～ 小学校教諭の教科指導を含めた仕事内容の概略を知り教師をめぐる
問題や課題を考えてみる。 

6 教師の仕事（2） 
～幼稚園・保育園～近年の教育問題を理解し、学習指導と幼保小連携について考
えてみる。 

7 資質能力の向上をめざした研修 教員研修の目的、目標、内容、方法について知る。 

8 教員の身分と服務 
服務の根本基準、特徴、監督、職務上の義務、身分上の義務、身分保障について
理解する。 

9 学級経営 学級づくりの原理と方法について実践事例をもとに理解する。 

10 生徒指導 
子ども理解を原点と考え、生徒指導の原理と方法について実践事例をもとに指導
のあり方（予知、予防と対処、対応）を理解する。 

11 保護者、地域、との連携と教師の役割 
子どもを教育していくにあたり、地域や保護者とどのように連携していけばよい
のか実践事例を基に考えていく。 

12 教育実習 
教育実習をはじめとするインターンシップの目的、内容、方法、そして実習生と
して必要とされるルールとマナーについて理解する。 

13 教員採用試験 
①教員採用試験とは何か、求められる人物、試験の特徴を知る。②採用試験合格
のために準備すること 

14 教員の問題行動とメンタルヘルス ①教職員の不祥事、教師の精神疾患の事例から、メンタルヘルスのあり方を考え
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る。②不適格教員の事例をもとに、教師としての適性を見つめ直す。 

15 総括 
本授業を振り返り成果と課題について反省、実践と理論両面から、教師としての
成長、発達、これからの自分の適性を考えた教職の道について考え、覚悟を決め
る。 
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科目コード 21114 区 分 専門基礎科目 

授業 

科目名 教育の思想と原理B 担当者名 酒井 健太朗 

配当年次 1 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 必修 

＜授業の概要＞ 

本講義では、初等教育の基礎を踏まえ、「教育の本質と目的」「教育内容・方法」「カリキュラムの原理」「教育の制度と経営」「教

師の資質」などについて学習していく。その際、自ら能動的に学修を進める自己主導的学習を重視する。 

＜授業の到達目標＞ 

①発達、成長、陶冶（人間形成）等、教育の基本的な概念及び教育の成立条件を理解する。②教育の歴史に関する基本的な知識を身に

付けるとともに、現代の教育との関連を理解する。③教育に関する思想と実際の教育や学校との関連を理解する。 

＜授業の方法＞ 

講義を中心に授業を行う。授業内では、学生による発表やディスカッションも行う。また、学生の理解度により授業内容や進度を下記

「授業計画」から変更する場合がある。課題管理についてはGoogle Classroomを用いる。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習：予習を指示されたプリント等を熟読（1時間）復習：授業の終わりに学修のまとめ・感想を記入し、授業後には自宅でその日の

授業で学んだことについて省察する（1時間） 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

この科目は、教育経営学科のディプロマポリシー２（専門的知識を実践的に修得し、発達等の子ども理解に基づいた的確な学習指導や

生徒指導、学級経営力を身に付けている。）及びディブロマポリシー３（豊かな教養と，現代日本の社会と学校教育に関する幅広い知

識と，理解する能力を身に付けている。）に関連付けられている。本授業では、教育の理念、歴史、思想を体系的に扱い、講義するこ

とで受講生が、「初等教育に関する知識・技能を修める」ことができるようにする。配当年次は１年生であるため、２年生以降の学習

にもつながるよう、基礎的な知識 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

授業内評価（授業中の学習状況・発言・課題等） 50％、レポート 50％ 

＜教科書＞ 

＜参考書＞  

勝野正章，庄井良信（2015年2月） 

問いからはじめる教育学有斐閣岩下誠、三時眞貴子、倉石一郎、姉川雄大（2020年10月）問いからはじめる教育史有斐閣今井康雄編著

（2009年7月）教育思想史有斐閣 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション 
本授業の目的、目標、計画、講義の概要、指導方法、授業におけるルール、評価
方法についての説明 

2 初等教育の基本的概念 
初等教育の意味、初等教育の目的について 成長、発達、教育可能性、児童の権
利について 

3 子どもの歴史と思想 子どもの発見、子どもの生活史、児童の権利について 

4 近代以前の西洋の初等教育史 古代ギリシャ・ローマ、西洋中世の初等教育について 

5 近代西洋の初等教育史 近代国家の成立と教育制度の成立、新教育運動について 

6 近代西洋の教育思想 ロック、ルソー、ペスタロッチ、フレーベル、ヘルバルトについて 

7 明治期から昭和前期の日本の初等教育史 近代教育制度の成立、大正新教育、戦時下の教育について 

8 昭和後期から現代の日本の初等教育史 戦後教育改革、現代化運動、教育改革について 

9 よい「学校」の条件とは① 
公教育の原理・思想、国及び地方の教育行財政、学校の組織について，教育課程
について 

10 よい「学校」の条件とは② 
公教育の原理・思想、国及び地方の教育行財政、学校の組織について，教育課程
についての議論 

11 よい「教師」とはどのような教師か① 教師の役割，生徒指導・道徳教育について 

12 よい「教師」とはどのような教師か② 教師の役割，生徒指導・道徳教育についての議論 

13 よい「授業・学び」とは何か① 授業の意義，生涯学習の基本的概念・家庭教育・社会教育について 

14 よい「授業・学び」とは何か② 授業の意義，生涯学習の基本的概念・家庭教育・社会教育についての議論 

15 教育観の構築 教職観の変遷、教職の専門性、初等教育教師の資質について 
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科目コード 28118 区 分 専門基礎 

授業 

科目名 都市計画論 担当者名 阿部 宏史 

配当年次 1 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

 都市は成長、発展、衰退を繰り返しながら継続的に変化しており、国や自治体による公共経営では、都市の持続的発展を維持してい

くために、人口、産業、市街地などの変化を計画的、戦略的にコントロールしていくことが必要である。 本講座では、身近な都市と

して岡山市とその周辺市町村を取り上げ、最近の都市づくりや都市計画の仕組みを分かりやすく解説する。また、最近の政策課題につ

いてグループワークを行い、持続可能な都市づくりに向けた各自の意見をまとめる。講義を通じて、自治体における都市づくりに従事

する人材として、基礎的な素養を身につけることを目的とする。 

＜授業の到達目標＞ 

１．都市の変化と都市問題の発生原因について、概要を理解している。２．自治体の都市づくりにおいて考えられている政策や計画の

概要を理解している。３．岡山市などを対象として、都市づくりの課題と対応について各自の意見を述べることができる。 

＜授業の方法＞ 

 第1～７回の授業では、講義や演習を通じて、最近の都市問題に対する理解を深める。 第８回の授業では、都市問題に関する理解

と考察に基づいて、グループ単位での自由闊達な意見交換を行う。 第９～11回の授業では、最近の都市計画について概要と先進事例

を解説する。 第12～15回の授業では、岡山市の都市づくりを対象とした意見をまとめ、グループ討論を行う。 ①ディスカッション、

②グループワーク、③プレゼンテーション、場合によりGoogle ClassroomおよびGoogle Meetを活用したオンライン授業を併用してい

く。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

 授業テーマに沿って、国や自治体のホームページに掲載されている都市政策や計画などを参考資料として紹介し、調査、振り返り

などを行う。 予習・復習を合わせて毎週２～３時間程度の学習時間とし、成績評価に反映する。 都市づくりの課題や都市計画を

体系的に学習したい人のために、参考図書を紹介する。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

 授業参加態度 ５０％、授業成果レポート(毎週) ３０％、最終プレゼンテーション評価 ２０％、 

＜教科書＞ 

五十畑弘（2020年6月15日） 図解入門 よくわかる 最新 都市計画の基本と仕組み  秀和システム 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション 授業の概要、進め方、評価方法などを説明する。 

2 都市と都市圏 具体例として、岡山市、倉敷市などの都市と都市圏の形成について考察する。 

3 都市の成長・衰退と都市問題①人口 人口に着目して、少子化・高齢化、都市の成長・衰退との関係を考察する。 

4 都市の成長・衰退と都市問題②産業経済 都市の産業経済に着目して、都市の成長・衰退との関係を考察する。 

5 都市の成長・衰退と都市問題③土地利用・住宅 都市における市街地形成と土地利用・住宅問題の発生について考察する。 

6 都市の成長・衰退と都市問題④交通 自家用交通手段と公共交通手段を中心に、都市交通の課題について考察する。 

7 都市の成長・衰退と都市問題⑤都市環境 都市で発生している環境問題と地球環境問題への影響について考察する。 

8 都市問題の発生原因と解決可能性 ①～⑤で解説した都市問題への対策について、自由闊達な意見交換を行う。 

9 都市計画の必要性と概要①市街地整備とまちづくり 
都市計画のうち、市街地整備の概要を解説するとともに、国内外の先進事例を紹
介する。 

10 都市計画の必要性と概要②都市施設整備とまちづくり 
都市計画のうち、都市施設整備の概要を解説するとともに、国内外の先進事例を
紹介する。 

11 
都市計画の必要性と概要③景観・環境の保全とまちづく
り 

都市計画のうち、景観・環境保全の概要を解説するとともに、国内外の先進事例
を紹介する。 

12 岡山市都市計画マスタープランの比較・考察 
岡山市における過去２時点のマスタープラン概要版を比較・検討し、都市づくり
の特徴と課題を考察する。 

13 岡山市の都市づくりに関する提言のまとめ 
各自の考察結果に基づいてグループワークを行い、グループでの提言とりまとめ
を行う。 

14 プレゼン準備 グループ単位で最終回プレゼン発表の準備をする。 

15 プレゼン大会 各グループによる発表、意見交換、全体の総括を行う。 
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科目コード 27103 区 分 専門基礎科目 

授業 

科目名 基礎柔道整復学Ⅰ(総論) 担当者名 古山 喜一 

配当年次 1 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

柔道整復師は、業務として柔道整復を行うことができる国家資格、あるいはその国家資格を持つ者で、柔道整復師法に おいては「厚

生労働大臣の免許を受けて、柔道整復を業とする者」と定義される。柔道整復師の社会への役割を理解し、業務範囲について理解する。 

＜授業の到達目標＞ 

柔道整復術は日本古来固有の伝統医療、 代替医療であり、柔道整復師は日本国でのみ認められている日本固有の国家資格である。そ

の成り立ちを理解し、各組 織の損傷や評価、整復法・治療法を理解する事が到達目標である。 

＜授業の方法＞ 

教科書に沿って講義を行い、解説を行う。疾患や外傷についての理解を深めるため、実際の症例をスライドを確認しながら、補足説明

を行う。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習：次週の授業範囲の教科書確認・下調べ（毎回1時間程度）復習：小テスト・定期テストに備え、過去問題等を実施すること（毎

回1時間程度） 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

この科目は健康科学科のディプロマポリシー１（医療人として、広範でグローバルな視点と知識を身に付けている）にと関連付けられ

ており、医療人としてのグローバルな視点と知識を修得し、柔道整復学の基礎となる科目である。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

【対面授業】①定期試験90％（定期試験で60％以上の評価者）②レポート10％（事前課題等含む）【Web授業】①課題提出90％  ②

意見交換10％ 

＜教科書＞ 

全国柔道整復学校協会（2011.12.20） 「柔道整復学・理論編」南江堂  南江堂 

＜参考書＞  

特になし 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 概説 柔道整復師の沿革と業務範囲、倫理綱領 

2 総論 人体に加わる力・損傷に関する身体の基礎的条件、損傷時に加わる力 

3 各組織の損傷－骨－ 骨の損傷 

4 各組織の損傷－筋・腱－ 筋・健の損傷 

5 各組織の損傷－靱帯－ 靭帯の損傷 

6 各組織の損傷－神経－ 神経の損傷 

7 各組織の損傷－皮膚－ 皮膚の損傷 

8 各組織の損傷－血管－ 血管の損傷 

9 評価 末梢神経、血管系、リンパ系、皮膚の損傷 

10 治療法－整復－ 評価の信頼性、妥当性、確実性 

11 治療法－固定－ 整復法 

12 治療法－後療－ 固定法 

13 治療法－指導－ 後療法 

14 治療法－管理－ 指導管理（1） 

15 まとめ 指導管理（2）総合 
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科目コード 22103 区 分 専門基礎科目 

授業 

科目名 美術の理解 担当者名 後藤 由佳 

配当年次 0 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 演習 卒業要件 必須 

＜授業の概要＞ 

 「美術の理解」は、こども発達学科の卒業必修科目(2020年度以降入学生)である。本演習では、製作・鑑賞活動を軸として、子ども

の遊びを豊かに展開するために必要な知識や技術、造形表現の表現活動に関する基礎的専門知識と技術を習得することを目的とする。 

＜授業の到達目標＞ 

 実社会で通用する保育士・幼稚園教諭を養成するため、保育実習や教育実習をはじめ、保育現場で求められる子どもの造形表現に関

する基礎的専門知識と技術を身につけようとしている。 

＜授業の方法＞ 

 準備学習(予習・復習)の確認においてはデジタル(Classroom)活用する。アクティブ・ラーニングの要素(ディスカッション、グルー

プワーク等)を取り入れつつ、子どもの造形表現に係る教材の製作、及び鑑賞により授業を進める。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

 授業時間外で、授業に必要な資料や教材、用具を準備しておくこと。また授業内に作品が完成しない場合は、次回の授業までに作

品や課題の折紙ポートフォリオの製作に取り組む等、準備学習(45分程度)を求めます。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

 こども発達学科のディプロマポリシー「豊かな人間性を備え、コミュニケーション能力、多面的な子ども理解とその支援ができる専

門性を身に付け、次世代の発展と構築に貢献する、グローバルな保育者養成育成を目指す」ための科目である。④(家族と地域をめぐ

る子どもの環境を整備・改善するためのコミュニケーション能力を身に付けている。)と⑥(保育者としての自己管理能力、チームワー

ク、リーダーシップ、倫理観等を身に付けている。)とに関連付けられています。乳幼児の遊びを豊かに展開するために必要な知識や

技術、造形表現の表現活動に関 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

 演習への取組み姿勢と受講態度、受講意欲(教材、用具等事前準備) 40%、作品のまとめ(ポートフォリオ2種類) 50%、作品鑑賞とレ

ポート提出 10%、授業課題や折紙ポートフォリオ等、作品の未完成は認めません。必ず、授業時間と準備学習で作品を完成させること。 

＜教科書＞ 

村田夕紀 楽しい”造形”がいっぱい 2・3・4・5歳児の技法あそび実践ライブ  ひかりのくに 

＜参考書＞  

村田夕紀 

まずは絵あそびから始めよう！3・4・5歳児の楽しく絵を描く実践ライブひかりのくに村田夕紀低年齢児が夢中になる遊びがいっぱい！

0・1・2歳児の造形あそび実践ライブひかりのくに 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション 演習の流れ、授業の到達目標と注意事項、成績評価法の説明 

2 造形表現の教材研究(1) 水彩画①鉛筆での下書き 

3 造形表現の教材研究(2) 水彩画②水彩絵の具での色の塗り方 

4 造形表現の教材研究(3) 水彩画③水彩絵の具での色塗り 背景 

5 造形表現の教材研究(4) 水彩画③水彩絵の具での色塗り 細部 

6 造形表現の教材研究(5) ポスター① 

7 造形表現の教材研究(6) ポスター② 

8 造形表現の教材研究(7) 絵本ポートフォリオの表紙に水彩画を貼り、接着剤付き透明フィルムで補強 

9 造形表現の教材研究(8) 壁面構成① 

10 造形表現の教材研究(9) 壁面構成② 

11 造形表現の教材研究(10) 壁面構成③ 

12 造形表現の教材研究(11) 折紙ポートフォリオの表紙に壁面構成を貼り、接着剤付き透明フィルムで補強 

13 造形表現の教材研究(12) 平面造形①スクラッチ(ひっかき絵) 

14 造形表現の教材研究(13) 平面造形②パスのカーボン紙絵 

15 全体総括 作品鑑賞、演習の振返り、課題提出の解説 
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科目コード 24306 区 分 コア科目 

授業 

科目名 多文化環境論 担当者名 中西 敏之 

配当年次 1 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

国際社会では、ヒト・モノ・カネ・情報が地域や国境を越えて自由に往来し、これまで異質とされたものが次々と流入するようになっ

ている。本科目では、そうした自らと異なるものに対し、既存のコミュニティーはどのような反応を示すのか等、諸課題について考え、

その違いを受容することによって、様々な文化・民族との共生を図ることについて考える。 

＜授業の到達目標＞ 

①自文化を自覚し、その上で、異文化を理解し、受け入れる態度を身につける。②日本の社会がどのように異文化を持つ人々を受け入

れているか、異文化を持つ人々と共存するために自分たちに何ができるか考えることができるようになる。 

＜授業の方法＞ 

毎回、出された課題についてグループで話し合い、そこで出た意見を共有する。その繰り返しの中で、学生各自が自文化、異文化につ

いて認識し、また、日本社会がどのように異文化を受け入れているかを考える。教科書に沿った事例についてグループで話し合いを行

うが、学生個人が自分の意見を持つことが重要である。Googleclassroomを活用した課題の配布、資料の共有など、ICTの活用に努める。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

宿題：15回のうち2,3回、レポート課題を出す。それには１～２時間程度時間を要する。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

本科目はDP6（グローバル化・情報化による多様な環境変化の下、高い倫理観と豊かな教養力で問題解決に向けチームワークを構築す

る力を身に付けている）に関連する科目である。様々な考え方や価値観に触れることによって、様々な角度から物事を考える力を身に

つける。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

レポート課題 50％、 授業貢献 20％、 プレゼンテーション 30％授業に関する質問は授業の前後及び教員のオフィスアワーで対応す

る。 

＜教科書＞ 

李修京（2020.3.31） 多文化共生社会に生きる  明石書店 

＜参考書＞  

特になし 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション 授業の進め方、成績の付け方など 

2 人権意識（1） 人権保護 

3 人権意識（2） 障害のある人について 

4 人権意識（３） 移民・難民 

5 世界各地の多文化共生社会（１） 紛争地域について 

6 世界各地の多文化共生社会（２） 宗教 

7 世界各地の多文化共生社会（３） スポーツ文化 

8 日本の多文化共生社会（１） 地域社会 

9 日本の多文化共生社会（２） インターネットによる被害 

10 日本の多文化共生社会（３） 日本の難民 

11 日本の多文化共生社会（４） 人間としての尊厳 

12 多文化共生のための教育（１） 教室の中の人権 

13 多文化共生のための教育（２） 多文化とは 

14 復習 問題点の深掘り 

15 まとめ まとめ 
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科目コード 0 区 分 専門基礎 

授業 

科目名 社会調査法 担当者名 嘉門 良亮 

配当年次 1 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

社会調査は「社会」を知るために、様々な方法を用いて関連する資料を収集し調べる営為である。調査によって得られるデータ（エビ

デンス）は、国や行政の政策決定はもちろん、企業などあらゆる社会組織の方向性を決める判断基準、根拠となる。また、調査の質を

保証することは、科学的な客観性（意味的普遍性）を持ったエビデンスを得るために必要不可欠である。同時に、世間にあふれる様々

な調査の結果を鵜?みにするのではなく、その調査がいかなるものであるのかを知り、依拠するに足る妥当性を有しているかを判断す

るリテラシーも求められる。本科目では、社会調査の基本的、基礎的事項について事例を紹介しながら概説していく。 

＜授業の到達目標＞ 

・社会調査の歴史、および昨今の社会調査事例を学び、その方法論の成立背景や変遷過程、合理性を理解し、それぞれの特色（メリッ

トやデメリット）を説明できる。・既存の身近な社会調査を対象にして、その方法的な特色を説明できる。・上記2点を踏まえて、自

ら調査目標を設定した上で適切な方法論で調査を設計できる。 

＜授業の方法＞ 

教科書の内容に基づき、主にPower Pointを用いた講義形式で行う。体験可能な調査方法（インタビューやアンケート）に関しては受

講生同士で体験的な実践を行う。毎回の授業後には、コメントシート（ミニッツペーパー）の提出を求める。それによって「社会調査

法受講者」の社会調査を疑似的に行う。その結果は次回の授業冒頭で公開し、必要に応じて解説、補足を行う。携帯電話（スマートフ

ォン）もしくはPCを用いた調査を実践するので、持参すること（持っていない場合は紙で対応します）。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

各回に該当する教科書範囲を事前に読み、意味が不明な単語を調べておくこと。専門用語が多い分野であるが、おおよそインターネ

ット等で調べれば平易に理解可能である。授業は用語に関して基本的な理解があるという前提で進めていく。コメントシート（ミニッ

ツペーパー）の提出を毎回求める。毎回の授業での感想・疑問・意見・考察はもとより、各自で調べたことなども積極的に記入するこ

と。毎週最低でも1時間の復習時間が必要である。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

社会調査の知識や技術を用いて、広く経営に関わる専門知識・技能を備え、企業に関連する社会現象を分析・理解し、新たな戦略を創

造・提案できる能力を身に付ける。現実の課題に対し、経営活動での知識や情報をもとに論理的・数量的に分析する力、戦略的に問題

解決に向けた意思決定をする力を身に付ける。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

毎回のコメントシート（ミニッツペーパー）の内容評価および受講態度（50％）、最終課題（50％）によって評価する。 

＜教科書＞ 

篠原・清水・榎本・大矢根（編）（2010/2/15） 社会調査の基礎―社会調査士A・B・C・D科目対応  弘文堂 

＜参考書＞  

轟亮・杉野勇(編)（2017/3/21） 

入門・社会調査法 ２ステップで基礎から学ぶ（第３版）法律文化社岸政彦・石岡丈昇・丸山里美（2016/12/19）質的社会調査の方法

―他者の合理性の理解社会学―有斐閣佐藤郁哉（1992/9/21）フィールドワークー書を持って街へ出ようー新曜社 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション社会調査とは何か？その目的と意義 
「社会」について「正しく」知ることの意義（知識を構成する事実、通説、俗説に
ついて）社会調査士制度について 

2 社会調査の歴史 
・リンド夫妻の「ミドゥルタウン」・ホワイトの「ストリート・コーナー・ソサエ
ティ」・トマス＆ズナニエッキの「ヨーロッパとアメリカにおけるポーランド農民」
～シカゴ学派の系譜・柳田国男、宮本常一～日本民俗学の系譜 など 

3 社会調査の現在 
・社会階層と社会移動全国調査（SSM）・国勢調査・統計センサス・世論（意識）
調査 など 

4 
社会調査の方法論問われる調査倫理と増していく調査の
困難さ 

懸念される調査弊害について（調査するという暴力、調査されるという被害）社会
調査の基本的心構え、調査マインド 

5 社会調査の種類と実例そのプロセスとデザイン 

小学生の自由研究から大学生の卒論、企業のマーケティングリサーチ、新聞社の
世論調査、ツイッターでのアンケート、ネットショップでの購買履歴データの活
用、ビッグデータなど、様々なレベル、位相の社会調査がある中で、なぜその方
法が用いられているのかを設計者の側から考える 

6 量的調査と質的調査 
両者の目的とアプローチの整合性について描き方の相違、長所と短所、演繹法と
帰納法相互批判と相補的関係、その先の総合的理解 

7 調査票の作成その構成と内容 
選択肢からの「選択」が意味するもの選択肢設計のポイント質問に対するバイアス
や心理的影響の存在について妥当性、安定性、信頼性の確保 

8 サンプリング（標本抽出） 標本抽出法の種類と分析・論証への制限・限界誤差の存在 

9 集計と統計的推測 
変数と尺度集計方法の種類推計と検定何をどう分析して、何を明らかにする（論じ
る）のか 

10 質的調査とその方法 数字ではなく言葉で説明する意味とその限界 

11 フィールドワーク 
調査フィールドの見つけ方と入り方フィールドノーツの作成インタビューの種類
と記録（記述）方法 

12 参与観察 
調査対象の集団に入って調査すること調査対象者の感覚を身体化（受肉化）して、
彼らの視点に寄り添い同化を目指す中で見えてくる「世界」。それを記述する意味 

13 生活史 
ライフストーリー、ライフヒストリー人の人生から社会を描き出すこと世間一般
で通俗的に知られる一つの事実とは異なり、多様で個別具体的ないくつもの事実
の追求。そしてその普遍的な意味について 

14 調査の報告と公表 公表の方法、範囲とその利害著作権と内容責任データの管理、二次利用 

15 まとめと全体のふりかえり 
「恥知らずの折衷主義」調査方法の合理的かつ論理的な選定について「調査対象の
把握」という目的のために、あらゆる調査方法を検討すること 
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科目コード 22104 区 分 専門基礎科目 

授業 

科目名 音楽の理解 担当者名 髙﨑 展好 

配当年次 0 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 演習 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

音楽のルールを学びます。音楽の基礎知識や楽譜に記された記号や用語を理解し、ピアノ演奏に必要な読譜力、コード（和音）の知識

を身につけることを目指します。この授業では、音楽の理解を深めるとともに、基本的な発声、ソルフェージュ、歌唱作品を通じて音

楽の3要素であるメロディー、ハーモニー、リズムを体感し、楽譜を理解することから音楽の楽しさを会得します。すべての課題レポ

ートについては、GoogleClassを使用するため、PCを準備の上、望んでください。 

＜授業の到達目標＞ 

①楽譜の読み書きを含めた基礎的な音楽基礎力を身に付ける。②歌唱に必要な基本的発声、柔軟体操、表現力を身に付ける。③ピアノ

演奏に必要な和音（コード）の学習し、簡単な伴奏法の習得を目指す。また基本的な楽譜の読み書きとリズム・ソルフェージュを行い

視唱力を高める。コードネームを用いて簡単な伴奏付けをできるようにする。 

＜授業の方法＞ 

講義を中心に授業を行う。またリズム学習、ソルフェージュ、歌唱指導も併せて行う。講義では教科書を中心に学習するが、練習問題

や楽譜、資料などを配布することが多いため、各自ファイルを毎時間持参すること。各テーマ（単元）で小テストを実施し習熟度を測

る。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

授業計画に従って予習し、講義、演習で学んだ内容は必ず復習すること。次週課題（事前予告）の予習 60分、これまで学習した課題

の復習 60分 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

こども発達学科のディプロマ・ポリシー「豊かな人間性を備え、コミュニケーション能力、多面的な子ども理解とその支援ができる専

門性を身に付け、次世代の発展と構築に貢献する、国際的でグローバルな保育者・教育者・指導者の養成」のための基礎科目である。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

受講態度・意欲 20％、小テスト 30％、提出物 50％、 

＜教科書＞ 

坪野春枝（発行２０１６年５月15日 第７８版） 最もわかりやすい楽典入門  ケイ・エム・ピー 

＜参考書＞  

教芸音楽研究グループ（発行２０１３年１１月２０日 第６刷） 

音楽通論教育芸術社 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション 授業の進め方の確認歌唱指導 

2 楽譜の仕組み1 譜表 

3 楽譜の仕組み2 音符と休符 

4 楽譜の仕組み3 音名 

5 楽譜の仕組み4 拍子 

6 楽譜の仕組み5 様々な記号:発想記号、速度記号、省略記号 

7 楽譜の仕組み6 リズム 

8 楽典1 長短系の音程 

9 楽典2 完全系の音程 

10 楽典3 音階 

11 楽典4 和音の種類、三和音、七の和音 

12 楽典5 コードネーム 

13 楽典6 コードネームを使用したピアノ伴奏法 

14 まとめ課題 復習課題 

15 総括 確認テスト、振り返り、総括 
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科目コード 25100 区 分 専門基礎科目 

授業 

科目名 体育原理 担当者名 和所 泰史 

配当年次 1 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 必修 

＜授業の概要＞ 

体育原理とは、体育の本質的追求である。また、よい体育とは何かを明らかにし、それを発展させるには何が問題であるかを科学的法

則に基づいて、その原理を示す役割を持っている。本講義では、体育・スポーツの発生の契機、社会におけるその定着の歴史的な過程、

その展開を平和的に管理するルールの特質、さらには現代社会におけるスポーツのあり方等を検討することにより、体育を重要な教材

として取り入れる体育教育の今日的意味を再確認する。 

＜授業の到達目標＞ 

体育・スポーツの基礎概念について解説し、体育学・スポーツ科学を専門的に学ぶための基礎的知識を身につけるとともに、体育・ス

ポーツを根底的に思考することのできる能力の育成を目指す。 

＜授業の方法＞ 

体育・スポーツの本質に関わる問題を提示し、その問題に対して対話形式あるいはグループ討議形式でディスカッションする。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

次回の授業で取り上げる問題について思考し、自分なりの回答を用意し（2時間程度の予習）、授業における討議において積極的に発

言しながら協同的に思考し、体育・スポーツの本質に関わる自己内対話を行う（2時間程度の復習）。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

体育原理は教育としての体育の問題を扱うものであり、体育教員など「体育に携わる人」が知っておくべき基礎知識である。体育学科

のディプロマポリシー③幅広く深い教養を身に付け、体育・スポーツ人としての立場を歴史・社会・自然と関連付けて理解する能力を

身に付けることができ、⑤科学的根拠や思考を持って、体育・スポーツ現場の諸問題に対応できる能力を身に付けることができる科目

である。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

授業に対する積極的な出席態度 50％と定期試験 50％の総合で評価する。 

＜教科書＞ 

＜参考書＞  

友添秀則、岡出美則 編 

教養としての体育原理（2016年）大修館書店 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 体育・スポーツの原理とは 体育とスポーツの包摂関係、原理的思考とは？ 

2 体育の概念 体育とは何か、体育の理念・概念について 

3 スポーツの概念 スポーツとは何か、スポーツの理念・概念について 

4 運動部活動の問題 運動部活動の意義・概念について 

5 体罰・暴力 スポーツ現場での体罰・暴力問題を考える 

6 フェアプレー 各スポーツのルールの機能、構造を考える 

7 スポーツ・ルールの構造 ルール違反や反則行為の問題を考える 

8 体育・スポーツと技術 スポーツの運命を左右する技術を考える 

9 スポーツとお金 プロ化問題、八百長問題などを考える 

10 スポーツと政治問題 政治問題が介入したスポーツ問題を学ぶ 

11 ドーピング問題 ドーピングの定義、問題、防止運動を学ぶ 

12 審判論、誤審問題 審判による判定の是非を学ぶ 

13 差別問題 スポーツにおける男女問題、人種差別問題を考える 

14 競技参加 国籍問題といったスポーツ大会への参加について考える 

15 まとめ 体育原理を総括して 
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科目コード 27201 区 分 専門基礎科目 

授業 

科目名 運動学特論Ａ 担当者名 宮本 彩 

配当年次 0 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

運動学は、人間の身体運動の構造や性質を諸原理から選択し、系統的に応用する科学的研究領域である。つまり、解剖学、生理学、生

化学で学んだ人体の構造と機能、働きを理解した上で、身体運動の発現が効率良く連携する仕組みを学習するものである。また、身体

の成長・発達および加齢に伴い変化する運動の様相を観察し、正常な動きを理解した上で異常運動を学習する。さらに、柔道整復師国

家試験出題基準に沿って、運動学の目的から四肢と体幹の運動までを学習する。 

＜授業の到達目標＞ 

運動学の領域と目的を理解し、身体（骨・関節・筋・神経）の構造や機能についての基本的な知識を復習しながら、身体運動の分析や

解析ができるようになることを目標としている。 

＜授業の方法＞ 

教科書を基にデジタル資料を配布し、講義を進めていく。また、時にグループディスカッションや発表を用いながら理解を深めていく。

授業の最初あるいは最後に確認テストを実施する。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

事前に次回授業の内容における教科書を熟読し、授業の理解を深める（約1時間）。また、確認テストに向けた復習、あるいは、授業

内で理解できなかった箇所の復習を、教科書（運動学や関連する教科の解剖学、生理学）を参考にしながら学習する（約1時間）。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

この科目は、健康科学科DP2「柔道整復学及び健康科学、スポーツ医科学分野に必要な専門知識と技能を理解し、日々進歩する医学分

野に対応できる能力を身に付けている。」と関連付けられています。柔道整復術の基礎をなすため、修得が特に必要な筋骨格系、神経

系について運動を通じて系統的に理解を深め基礎を定着させる機会を与える。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

予習および授業課題：20%|授業内の確認テスト（小テスト）：30%|定期試験：50％ 

＜教科書＞ 

斎藤宏（1993年3月） 運動学 第3版  医歯薬出版株式会社 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 1 運動学の目的 A運動学とは／B運動学の領域と目的／C運動のとらえ方 

2 2 運動の表し方 A運動の表示／B関節運動の表示／姿勢 

3 3 身体運動と力学① A身体運動に関する力／B人体における単一機械構造 

4 3 身体運動と力学② C運動の法則／D仕事と力学的エネルギー／重心 

5 4 運動器の構造と機能① A骨の構造と機能 

6 4 運動器の構造と機能② B関節の構造と機能 

7 4 運動器の構造と機能③ C骨格筋の構造と機能 

8 5 神経の構造と機能① A神経細胞／運動単位 

9 5 神経の構造と機能② B末梢神経／C中枢神経 

10 6 運動感覚 A感覚と知覚／B運動感覚と運動の制御機構 

11 7 反射と随意運動① C随意運動 

12 7 反射と随意運動② A反射／B連合運動と共同運動 

13 11 運動発達① A神経組織の成熟 

14 11 運動発達② B乳幼児期の運動発達 

15 12 運動学習 学習、記憶、動機づけ 
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科目コード 21106 区 分 専門基礎科目 

授業 

科目名 保育原理 担当者名 中原 朋生 

配当年次 1 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

保育原理では、「保育の基本」、「発達過程に応じた保育」、「保育所保育指針の考え方」、「保育の歴史と思想」、「保育職務の全

体像」ついて学習し、保育者に必要となる見方・考え方の基礎を培う。 

＜授業の到達目標＞ 

本授業の終了後、学生は「保育の基本」、「発達過程に応じた保育」、「保育所保育指針の考え方」、「保育の歴史と思想」、「保育

職務の全体像」に関する見方・考え方を使用して、保育実践、子どもの実態、保育制度の現状を説明できるようになる。 

＜授業の方法＞ 

講義では、保育原理に関するワークシート、教科書、パワーポイントを使用する。各個人がワークシートに教育経験や自己の考えを記

入する活動を15分程度、学生が概念を習得するための講義45分程度、グループ討議や発表を30分程度を組み合わせた講義を展開する。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

講義前に、保育原理のワークシートと教科書の予習（60分程度必要）すべき内容と方法を指示する。講義後に、ワークシートの復習（60

分程度）が必要な箇所を指示する。これを15コマ課し合計30時間の予習・復習を行う。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

子ども理解に対しての教育的観点を育成するとともに、グループ討議を通して円滑な人間関係を築くためのコミュニケーション能力、

問題解決力等を育成する。このように本授業は、こども発達学科ディプロマポリシーのDP２（乳幼児期から青年期に至るまでの子ども

に対しての発達的、教育的、心理的、福祉的観点等、多面的 に子どもを理解する能力を身に付けている。）及びDP3（子どもを取り巻

く環境、様々な問題や文化状況に対して、子ども学の知見と教養に基づく知識と、理解 する能力を身に付けている。）に対応してい

る。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

授業（予習・復習を含む）で完成させるワークシート（30％）、双方向学習の取り組み状況（30％）、最終レポート試験（40％）。ワ

ークシート、最終レポート試験は、Aキーワード（授業で講義した見方・考え方）、B論理性（文章の構成）、Cオリジナリティー（自

分自身の意見）の３つの観点から採点し、改善の方向性を学生に示すことで、フィードバックする。 

＜教科書＞ 

池田隆英・上田敏丈・楠本恭之・中原朋生編著（2016年4月5日） 『改訂 なぜからはじめる保育原理』  建帛社 

厚生労働省（2018年2月） 

『保育所保育指針解説』フレーベル館 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 保育の基礎（１）保育の理念と概念 保育と人間形成、養護、教育、養護と教育の一体化、子どもの最善の利益 

2 保育の基礎（２）保育対象としての子ども 子どものイメージ、子どもの法的定義、子ども理解の方法 

3 保育の基礎（３）福祉としての保育 敗戦と戦災孤児、児童福祉法の成立、保育所と幼稚園の起源、 

4 保育の基礎（４）保育所保育の制度 
児童福祉法における保育所と保育士の位置づけ、データでみる保育所、保育所の
現代的ニーズ 

5 発達過程に応じた保育（１） 発達過程、発達課題、愛着理論 

6 発達過程に応じた保育（２） 発達の最近接領域、遊びの発達 

7 保育所保育指針の考え方（１）保育所保育の基本原則 保育所の役割、保育の目標、保育の方法、保育の環境、保育所の社会的責任 

8 保育所保育指針の考え方（２）養護に関する基礎事項 養護の理念、生命の保持、情緒の安定、ねらいと内容 

9 保育所保育指針の考え方（３）保育の計画及び評価 全体的な計画の作成、指導計画の作成、保育内容の評価 

10 保育所保育指針の考え方（４）幼児教育施設の共有事項 育みたい資質・能力、幼児期の終わりまでに育ってほしい姿、幼稚園教育要領 

11 保育所保育指針の考え方（５）保育のねらいと内容 乳児保育の３領域、５領域の考え方 

12 保育の歴史と思想（１）子どもの発見 子どもの発見、アリエス、ルソーの保育思想、消極教育 

13 保育の歴史と思想（２）近代保育思想 フレーベル、幼稚園、恩物、児童神性論 

14 保育の歴史と思想（３）日本の保育史 保育所の歴史、幼稚園の歴史、倉橋惣三、城戸幡太郎 

15 保育職務の全体像 保育者の労働環境、保育者の在職と離職、保育職務 
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科目コード 28105 区 分 専門基礎科目 

授業 

科目名 会計学総論 担当者名 手嶋 竜二 

配当年次 1 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

本科目では，会計を中心に財務・税務の基本的な知識を習得することで，企業経営において会計がどのような役割を果たしているのか

を，財務・税務との関係性にも考慮しながら学ぶことを目的とする。また，学生の理解を深めることにコミットし，理論に加えて計算

技術の習得等にも力を入れる。 

＜授業の到達目標＞ 

①企業経営における会計の役割を理解する。|②会計学の各領域とその機能を理解する。|③財務会計の基礎知識を身に付ける。|④管

理会計の基礎知識を身に付ける。|⑤財務諸表分析の基礎知識を身に付ける。 

＜授業の方法＞ 

授業の方法は，テキストに従い講義形式で行う。また授業では適宜資料をパワーポイントで投影し，解説する。必要によりグループワ

ークを行うこともある。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

①講義予定範囲をテキストで予習しておくこと。|②復習として，講義で習った内容をしっかり整理しておくこと。|③会計学に関す

るニュースなどを通じて，週に1.5時間，学修に費やすことが望ましい。| 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

幅広く会計専門知識・技能を備えることによって，株主を含む企業を取り巻く利害関係者の観点から企業業績を分析・理解できる。経

営者の観点から新たな投資戦略を意思決定する能力を身に付けることができる。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

①受講態度・学習意欲・授業への参加度 30％，②小テスト等（レポート含む）70％（締切後，すぐに解答を発表） 

＜教科書＞ 

小宮 一慶（2019.3.15） 「大学4年間の会計学見るだけノート【100万部突破! 「見るだけノート」シリーズ】 (見るだけノートシリ

ーズ)」  宝島社 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 ガイダンス 授業の進め方，評価方法，会計学とは 

2 会計学の基礎 会計の役割，各領域・分類・体系 

3 財務会計① 財務会計の基礎，資産 

4 財務会計② 負債，資本（純資産） 

5 財務会計③ 財務諸表，利益 

6 税務会計 財務会計と税務，納税 

7 管理会計① 管理会計の体系 

8 管理会計② 損益分岐点分析 

9 管理会計③ 損益分岐のシミュレーション 

10 業績評価会計 バランストスコアカード 

11 意思決定会計 費用対効果分析 

12 財務諸表分析① 貸借対照表の分析 

13 財務諸表分析② 損益計算書の分析 

14 財務諸表分析③ キャッシュ・フロー計算書の分析 

15 まとめ 復習，アンケート 
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科目コード 21112 区 分 専門基礎科目 

授業 

科目名 教職入門Ｃ 担当者名 久田 孝 

配当年次 1 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

教師という仕事は、成長途上にある無限の可能性を秘めた子どもたちを、教え、育み、そして自分自身も子どもとともに学んでいく、

非常にやりがいのある職業である。しかしながら誰もがすぐにできる仕事ではない。「教職入門」では、教師を目指す入り口となる科

目であることから、本授業は教師になりたいと考えている学生に専門職としての教職の内容その難しさと厳しさ、そして、喜びや遣り

甲斐を、実際の学校現場での実践実例から、他者との意見交換を通してお互いが議論し、学校の組織文化に基づく業務の在り方も含め

「チームとしての学校」をこれまでの学ぶ（学習者）側から、教える（教授者）側へと視点を変えて学んでいく。 

＜授業の到達目標＞ 

1，自らを振り返りながら自身の教職への適性についても、明らかにしていく。2，教育に対する専門用語（法的根拠も含め）を理解し

体系化できる。3，共同学習に主体的に参加し、グループの効果を最大限発揮できるように貢献する。4，現代、また未来の教育問題に

対し自分の答えを適切且つ的確に言語化できる。 

＜授業の方法＞ 

1，講義（教員による解説と新たな問いの提示）2，グループワーク（予習内容に関する学びあい）3，ディスカッション（問いに対す

る回答）4，省察活動（まとめと発表） 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習：教科書や配付資料等を事前に熟読し、次週の指導内容のキーワードの下調べ、講義で扱うテーマについて自己の考えをまとめ

た上で講義に臨む。前回の内容、もしくは事前学習の内容についての毎時間小テストを行う。（ノートへのまとめ記載・毎回１時間程

度）復習：講義終了後、本時の講義についてレポートにまとめ提出。（毎回１時間程度）※レポートはWordで作成し、翌日の17:00ま

でに所定のDropboxに投函すること。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

この科目は体育学科のディプロマポリシーDP6：体育・スポーツに携わる指導者に求められる、豊かな人間性、幅広い教養に根差した

公共的使命感や倫理観、協調できる社会的スキルを身に付けている。DP8：修得した知識・技術・態度等の全てを総合的に活用し、自

らが立案した新たな課題に主体的、創造的に取り組み、その課題を解決できる能力を身に付けている。に関連付けられています。また、

教育経営学科 中東英語教育専攻の学生も対象となり、教育経営学科のディプロマポリシーDP1のグローバルな視点と知識を持ち、多

文化・異文化について理 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

講義に臨む意欲・姿勢・態度 30％、レポート・小テスト 70％※意欲・姿勢・態度については教員、社会人にとって求められる決定的

な資質・能力である。「教職入門」、においては各自の意欲・姿勢・態度を出欠と講義中における姿勢を重視して評価する。遅刻、居

眠り、私語、講義の学習に不必要な行動や注意を受けた後の態度、行動は評価に大きな影響を及ぼす。 

＜教科書＞ 

中田正浩 2018，3 新しい視点から見た教職入門  大学教育出版 

「渡辺正樹 2020.3」「女性スポーツ研究センター 2020，12」 

「学校安全と危機管理」「女性アスリートダイヤリー2021」「大修館書店」「大修館書店」文部科学省 2010，3生徒指導提要大修館

書店 

＜参考書＞  

梶田叡一 2010，8 

改訂 実践教育評価辞典文溪堂梶田叡一 2012，10教育フォーラム50＜やる気＞を育てる金子書房日本学校メンタルヘルス学会 2017，

9学校メンタルヘルスハンドブック大修館書店 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション 
本授業のオリエンテーションとし、授業概要（目標、計画、内容、指導方法、到達
目標等）の理解を深め、何故保健体育科教員を目指したのか、志した意味を改めて
考える。 

2 教職への道 
①教育とは何か、先生とは何かを考える。②教職へ向けてこれからどのようなこ
とを学び、準備していくのか、日本の教員養成制度を理解する。 

3 求められる教師像 
教師（学校）をとりまく社会の状況から、求められる体育教師像とそのための資質
能力を理解する。 

4 教師の仕事（1） ～中学校～  中学校教師の在り方を知り、考えてみる。 

5 教師の仕事（2） ～高等学校～  高等学校教師の在り方を知り、考えてみる。 

6 教師の仕事（3） ～特別支援学校～ 特別支援学校の教師の在り方を知り、考えてみる。 

7 資質能力の向上をめざした研修 教員研修の目的、目標、内容、方法について知る。 

8 教員の身分と服務 
服務の根本基準、特徴、監督、職務上の義務、身分上の義務、身分保障について
理解する。 

9 学級経営 学級づくりの原理と方法について実践事例をもとに理解する。 

10 生徒指導 
生徒指導の原理と方法について実践事例をもとに指導のあり方（予知、予防と対
応、対処）を理解する。 

11 学校教育と社会教育 
①学校教育と社会教育とのちがいについて考え、協働について理解する。②校務
分掌、職員会議など、学校の組織について理解する。 

12 教育実習 
教育実習をはじめとするインターンシップの目的、内容、方法、そして実習生と
して必要とされるルールとマナーについて理解する。 

13 教員採用試験 
①教員採用試験とは何か、求められる人物、試験の特徴を知る。②採用試験合格
のために準備すること 

14 教員の問題行動とメンタルヘルス 
①教職員の不祥事、教師の精神疾患の事例から、メンタルヘルスのあり方を考え
る。②不適格教員の事例をもとに、教師としての適性を見つめ直す。 
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15 総括 
本授業を振り返り成果と課題について反省、実践と理論両面から、教師としての
成長、発達、これからの自分の適性を考え、納得の上、保健体育科教師としての
道を歩むことの覚悟を決める。 
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科目コード 23210 区 分 コア科目 

授業 

科目名 教育心理学Ｃ 担当者名 佐々木 史之 

配当年次 0 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

本授業は、教育に関する様々な事象について心理学的に捉え、教育の効果を高めるために必要な知識を学ぶ。具体的には、『発達』、

『学習』、『パーソナリティ』、『教育評価』などについて基礎的な知識を学び、教育現場に活かす考え方を深めていく。 

＜授業の到達目標＞ 

1.教育心理学の基礎的知識を身に付けられるようになる。2.教育心理学で学んだ内容を教育現場で活かせるようになる。 

＜授業の方法＞ 

本授業は、対面とオンラインを組み合わせて行うブレンド型で実施する。対面授業の際はグループワークを行い、各自の意見を発表を

行う。オンライン授業では、Google Classroomの中で課題に取り組み、それぞれ意見交換を実施する。また、授業の終わりには小テス

トを行い、学習到達度をチェックし、学習の終わりにレポート課題を提出してもらう。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習：事前課題(1時間)復習：授業の振り返り(1時間) 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

本授業は、DP8「修得した知識・技術・態度等の全てを総合的に活用し、自らが立案した新たな課題に主体的、創造的に取り組み、そ

の課題を解決できる能力を身に付けている」に関連付けられる。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

学習態度30%、事前課題30%、小テスト20%、レポート20% 

＜教科書＞ 

藤田主一他（2013年3月31日） 新 発達と教育の心理学  福村出版 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション／教育心理学の概説 授業の進め方・評価についての説明／教育心理学で扱われるテーマの紹介 

2 学習の理論1（連合学習） 古典的条件づけ／道具的条件づけ 

3 学習の理論2（認知学習） サイン・ゲシュタルト説／洞察学習／観察学習 他 

4 学習と記憶 記憶の段階／忘却曲線 他 

5 効果的な学習指導 発見学習／プログラム学習／動機づけ 他 

6 パーソナリティの理解 パーソナリティの理論／パーソナリティの測定 

7 教育評価 教育評価の意義／教育評価の対象／教育評価の手順と基準 

8 教育評価に影響を与える現象 ハロー効果／ピグマリオン効果 他 

9 発達の基礎 発達の定義／発達に影響を与える要因／発達の理論 他 

10 胎児期から児童期にかけての発達 原始反射／愛着の形成／認知の発達／ギャングエイジ 他 

11 青年期の発達 第2の誕生／アイデンティティの確立／青年期の対人関係 他 

12 障害児の理解と特別支援教育 特別支援教育について／発達障害／子どものニーズに応じた支援 他 

13 不適応行動の理解 欲求不満／葛藤／防衛機制／ストレス／問題行動 

14 学級集団の理解 学級集団の構造／学級集団の指導 

15 まとめと総括 これまでの内容を振り返る 
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科目コード 23208 区 分 コア科目 

授業 

科目名 教育心理学Ａ 担当者名 中井 和弥 

配当年次 1 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 必修 

＜授業の概要＞ 

本講義は、教育心理学分野の理論や知見を学ぶことで、子どもを心理学的に理解することを目的としている。教育心理学の中でも教育

を受ける子どもの特性に関する内容を中心に、発達・学習・記憶・動機づけ・性格・不適応といったテーマを取り上げる。 

＜授業の到達目標＞ 

１．様々な学習の形態や概念及びその過程を説明する代表的理論の基礎を理解している。|２．主体的学習を支える動機づけ・集団づ

くり・学習評価の在り方について、発達の特徴と関連付けて理解している。|３．幼児、児童及び生徒の心身の発達を踏まえ、主体的

な学習活動を支える指導の基礎となる考え方を理解している。 

＜授業の方法＞ 

教科書を基に講義形式で行い、資料を配布する。適宜グループワークやディスカッションを行う。|１．講義|２．グループワーク、デ

ィスカッション|３．質疑応答 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習（60分）：授業部分の教科書を読んで理解しておくこと。|復習（60分）：授業で教わったことを振り返り、課された小課題に取

り組むこと。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

受講態度や受講意欲（20%）|小課題（40％） ※毎回の授業後に課題を課します。|レポート（40%） 

＜教科書＞ 

櫻井茂男編（2017） 改訂版 たのしく学べる最新教育心理学－教職に関わるすべての人に－  図書文化 

内田伸子（2020改定） 

発達の心理～ことばの獲得と学び～サイエンス社 

＜参考書＞  

内田伸子（2011年3刷） 

ことばと学び～響あい、通いあう中で金子書房 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション／教育心理学とは 教育心理学とは、教育心理学の歴史、教育心理学の研究法 

2 発達を促す 発達とは何か、発達を規定する要因、発達段階と発達課題 

3 やる気を高める 動機づけ、学習意欲、無気力 

4 学習のメカニズム 学習の基礎としての条件づけ、学習における記憶の役割、問題解決としての学習 

5 授業の心理学 
学習指導の理論、「協同的な学び」を支える、「主体的な学び」を支える、ATIと
「教育の個性化」 

6 教育評価を指導に生かす 教育評価の意義と目的、教育評価の歴史的展開、教育評価の考え方と方法 

7 
内田伸子（集中講義①）|男の子はなぜ発達がゆっくりか
～子どもの発達の原理を探る～ 

乳幼児～児童期までの心の発達過程と原理について解説し、幼児期からのことば
の教育について提案する。【予習；内田テキスト3章を読んで理解し、授業に臨む
こと】 ◆３分間のコメント作文 

8 
内田伸子（集中講義②）|学力格差は幼児期から始まるか
～遊び（プレイフル・アクティブラーニング）を通して
非認知力が育まれる～ 

RQ「幼児期から学力格差は始まるか？」について、日韓中 越蒙国際比較縦断追跡
研究に基づき考察する。【予習；内 田テキスト第８章を読んで理解し、授業に臨
むこと】 ◆３分 間のコメント作文 

9 
内田伸子（集中講義③）|考える力を育てることばの教育
～AIに負けない力を育む保育・教育の提案～ 

考える力を育てることばの教育～AIに負けない力を育てる子育てや保育・教育に
ついて提案する。【予習；内田テキスト第９章を読んで理解し、授業に臨むこと】
◆３分間のコメント作文 

10 知的能力を考える 知的能力の発達、知的能力の測定、創造性、学力と学業不振 

11 パーソナリティを理解する パーソナリティの理論、パーソナリティの測定、パーソナリティの発達 

12 社会性を育む 向社会的行動、道徳性、親子関係の発達、仲間関係 

13 学級の心理学 学級の心理学、教師と子どもの関係、子ども同士の仲間関係 

14 不適応と心理臨床 
子どもの不適応とストレス、さまざまな精神的な不調、生徒指導の重要課題、心
理臨床的技法 

15 障害児の心理と特別支援教育 
国際生活機能分類の考え方と障害、知的機能と行動のさまざまな障害、さまざま
な身体の障害、これからの特別支援教育 
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科目コード 65020 区 分 専門基礎 

授業 

科目名 実践英文法（基礎） 担当者名 井上 聡 

配当年次 1 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

本授業の目的は、中高英語教員としての資質・能力を英文法の視点から高めることであり、高度な英文法知識の整理と英文法習得のた

めのトレーニングで構成されています。予習として、大学入試レベルの教材を活用し、知識の整理を行ったのち、授業では理解度の確

認、および、小中学生への文法指導を行うためのグルーワークに取り組みます。事前課題や意見交流を通して問題の発見・解決に努め、

未来の生徒に英文法の学習方法を提示できるようになりましょう。学修成果として、課題遂行力、試験のスコア、協働性などを求めま

す。なお、この授業はブレンド型（対面とオンラインの組み合わせ）で行いますので、PCまたはタブレットを持参の上、臨んでくださ

い。中高英語免許取得を主専攻とする学生にとっても、副専攻とする学生にとっても、英語教師としての資質・能力を磨くうえで貴重

な機会となるでしょう。 

＜授業の到達目標＞ 

１．事前課題（調べ学習）に粘り強く取り組むことができる。２．毎回の確認テストで高スコアを獲得できる。３．学習方略を獲得す

るためのグループワークに貢献できる。 

＜授業の方法＞ 

１．グループワーク①（事前課題の振り返り）（10分）２．小テスト（10分）３．解説（35分）４．グループワーク②（タテヨコドリ

ルの活用）（30分）５．意見交換（5分）※授業関連の活動（事前課題の提出、小テストの受験、グループワーク等）については、Google 

Classroomで行います。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習：テキスト①のまとめ（ノートのスクリーンショットを提出）（90分程度）※事前課題はClassroomで提出していただきます。復

習：小テストの準備（テキスト①②）（90分程度）テキスト① ドラゴン・イングリッシュテキスト② タテ×ヨコドリル 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

この科目は教育経営学科のディプロマポリシー②（専門的知識を実践的に修得し、発達等の子ども理解に基づいた的確な学習指導や生

徒指導、学級経営力を身に付けている。）と関連付けられています。単に知識を習得するだけでなく、自分自身でも英文法の学び直し

を図り、他者への説明方法や楽しく学ぶためのトレーニング法の習得に取り組みましょう。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

事前課題 20%、小テスト 30%、グループワーク 10%、意見交換 10%、期末試験 30% 

＜教科書＞ 

竹岡広信（2018年3月） ドラゴン・イングリッシュ（必修英文法100）  講談社 

山本崇雄（2019年3月） 

タテ×ヨコ（21マスで基礎が身につく英語ドリル）高校入門編アルク 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション 授業の進め方、２種類の教材の使い方 

2 ドラゴン・イングリッシュタテ×ヨコ 001～008（冠詞・名詞・動詞）Unit1, 2（現在形の肯定文・疑問文・否定文） 

3 ドラゴン・イングリッシュタテ×ヨコ 009～016（動詞）Unit3, 4（過去形の肯定文・疑問文・否定文） 

4 ドラゴン・イングリッシュタテ×ヨコ 017～024（代名詞）Unit5, 6（be動詞の現在形と過去形） 

5 ドラゴン・イングリッシュタテ×ヨコ 025～032（語順・受動態・動名詞）Unit8, 9（SVCとSVOO） 

6 ドラゴン・イングリッシュタテ×ヨコ 033～040（動名詞・to不定詞・分詞）Unit10, 11（SVOCと現在進行形） 

7 ドラゴン・イングリッシュタテ×ヨコ 041～048（分詞・接続詞）Unit12, 13（未来と現在完了） 

8 ドラゴン・イングリッシュタテ×ヨコ 049～056（接続詞・同格・特殊構文・関係代名詞）Unit14, 15（疑問詞と助動詞） 

9 ドラゴン・イングリッシュタテ×ヨコ 057～064（関係代名詞・関係副詞・時制）Unit16, 17（受動態と不定詞） 

10 ドラゴン・イングリッシュタテ×ヨコ 065～073（時制・助動詞）Unit18, 19（不定詞） 

11 ドラゴン・イングリッシュタテ×ヨコ 074～082（助動詞・仮定法）Unit20, 21（動名詞と現在分詞） 

12 ドラゴン・イングリッシュタテ×ヨコ 083～091（仮定法・形容詞・副詞・比較）Unit22, 23（過去分詞と関係代名詞） 

13 ドラゴン・イングリッシュタテ×ヨコ 092～100（比較）Unit24, 25（比較級と最上級） 

14 期末試験 ※解説あり ドラゴン・イングリッシュ（全範囲）タテ×ヨコ（全範囲） 

15 0 0 
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科目コード 28106 区 分 専門基礎科目 

授業 

科目名 簿記入門 担当者名 手嶋 竜二 

配当年次 1 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

簿記は実学である。簿記を習得することは、就職活動に有利であり、また就職後の実社会で役立つ。本科目では、簿記の入門編として、

簿記の基本原理である取引の範囲・取引の８要素（費用・収益・資産・負債・資本）の認識、及び会計処理を学び、総合問題対策とし

て問題集などを利用して、簿記の基本的な技術を習得する。日商簿記検定３級の合格を目指す。 

＜授業の到達目標＞ 

① 簿記の意義と役割を知り、複式簿記の基本原理を理解する。② 基礎的な取引の仕訳ができるようになる。③ 取引の仕訳から各帳

簿への転記、試算表作成、決算までの簿記一巡の流れを理解する。④ 日商簿記検定3級の合格レベルを目標とする。 

＜授業の方法＞ 

① 授業の方法は、予習型の方式で事前に動画を配信する。授業では，主に問題演習を中心とする。② 解いた問題の解説を行う。③ 電

卓演習・集計作業などの計算を行うので、各自電卓（関数電卓不可）および定規を持参すること。④ 本科目では、問題演習の性質を

もつため、個人学修によるところが大きい。⑤ 本科目では、日商簿記検定合格を目指している。日商簿記検定では答案用紙に手書き

で回答するため、本科目でも手書きを主体とする。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

① 予習として動画を視聴する・テキストを読む・例題を解くこと。② 復習として、授業で行った練習問題を必ず自宅で解くように

すること。③ 本科目に関して、週に予習（テキストを読む、例題を解く）３時間と復習（練習問題を解く、わからないところをなく

す）３時間に費やす必要がある。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

現実の課題に対し、経営活動での知識や情報をもとに論理的・数量的に分析する力、戦略的に問題解決に向けた意思決定をする力を身

に付ける。そのために、本科目では、まず経営活動を貨幣数量的に捉える方法、原理、原則を学ぶ。つぎに、貸借対照表や損益計算書

といった財務諸表の作成プロセスを学ぶ。そして、そのプロセスを理解することにより経営活動を数量的に分析する、あるいは戦略的

に問題解決に向けた意思決定する能力を身に付けることができる。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

① 受講態度・学習意欲・授業への参加度 30％，② 小テスト 70％（締切後すぐに解答を発表） 

＜教科書＞ 

滝沢みなみ(2021.2.27) スッキリわかる 日商簿記3級 第12版  TAC出版 

全国経理教育協会(2017.12.10) 

全経 電卓計算能力検定試験公式テキストJMAM 日本能率協会 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 ガイダンス 授業の進め方、成績評価方法、授業方針、簿記とは 

2 仕訳① 商品売買①，数字の書き方 

3 仕訳② 商品売買② 

4 仕訳③ 現金，普通預金，定期預金，当座預金 

5 仕訳④ 手形，貸付金・借入金 

6 仕訳⑤ その他債権債務，その他費用，有形固定資産 

7 総勘定元帳（略式） 勘定への記入 

8 試算表の作成 試算表の問題演習 

9 精算表 問題を使用した解き方の説明 

10 決算整理仕訳① 問題を使用した解き方の説明 

11 決算整理仕訳② 問題を使用した解き方の説明 

12 財務諸表の作成① 日商簿記検定での解き方の説明 

13 財務諸表の作成② 日商簿記検定での解き方の説明 

14 問題演習 日商簿記検定での解き方の説明 

15 まとめ 本科目のまとめとアンケート 
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科目コード 25103 区 分 専門基礎科目 

授業 

科目名 発育と発達 担当者名 浅野 幹也 

配当年次 1 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

本講義では、幼少年期における身体の形態や機能が変容していく発育と発達と老化についての基礎的知識を習得することを目的とする。 

＜授業の到達目標＞ 

発育発達と老化の観点から、体力と運動能力、また運動発達の知識を身につける。また、その知識を（公財）日本スポーツ協会公認「ジ

ュニア・スポーツ指導員」はじめ、体育・スポーツ指導者資格取得に繋げることを目的とする。 

＜授業の方法＞ 

各テーマに沿った内容を資料やパワーポイントを用いて解説する。また、毎時間において、前時の講義内容について小テストを実施す

る。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

参考図書・参考資料に目を通し、授業で提示される各テーマに沿って、人間の身体の発育・発達における基本的理解を深め（30分程

度）、毎時の課題となるレポート作成に取り組む（90分程度）。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

健康増進、体力の向上、また競技力向上に貢献できる専門的な知識・技能を身に付ける。また、体育・スポーツに携わる指導者に求め

られる、豊かな人間性、幅広い教養に根差した公共的使命感や倫理観、協調できる社会的スキルを身に付けることを目的とする。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

授業に臨む実践的態度20%・課題提出物40%及び試験40%に基づき、総合的に成績を評価する。 

＜教科書＞ 

教科書は使用しないが、各単元ごとに資料を配布する。    

＜参考書＞  

（公財）日本スポーツ協会(2019) 

公認ジュニアスポーツ指導員テキスト専門科目テキスト（公財）日本スポーツ協会杉原隆・河邉貴子(2014)幼児期における運動発達と

運動遊びの指導-遊びの中で子どもは育つ-ミネルヴァ書房宮丸凱史(2011)「子どもの運動・遊び・発 達―運動のできる子ども に育て

る―」学研教育みらい 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 体力とは 受講上の注意、評価方法、講義の概要、体力とは 

2 ライフステージと発育発達 健康と運動能力 

3 からだ（形態）の発育発達① 発育発達期の身体的特徴 

4 からだ（形態）の発育発達② 発育発達期に多いケガや病気 

5 発育発達期のプログラム 体力・体格の発達と学習の適時性 

6 運動能力（機能）の発育発達 非認知能力と認知能力に対する運動の効能について 

7 動作の発達と体力測定① 幼児体力指針と新体力テスト 

8 動作の発達と体力測定② 歩く・走る 

9 動作の発達と体力測定③ 投げる 

10 動作の発達と体力測定④ 捕る・蹴る・転がる等 

11 動作の発達と体力測定⑤ 体力・運動能力の発達と遊びの効能 

12 運動発達の捉え方 運動発達における年齢と性差 

13 運動コントロール能力の発達 運動コントロール能力における年齢と性差 

14 発育発達と老化と生活習慣 年齢に応じた体力と運動内容について 

15 まとめ 全時限の講義内容のまとめ 
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科目コード 34107 区 分 コア科目 

授業 

科目名 社会福祉学 担当者名 小倉 毅 

配当年次 1 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

核家族化や、急速な少子・高齢化の進展、さらには人権意識の向上などを背景に、生活困窮者や児童、病弱者、障害者、高齢者などの

尊厳と自立、社会参加を支援する活動の重要性が高まっている。本講義では、社会福祉の意義・理念を理解したうえで、法体系や制度、

福祉サービス体系における公私の役割活動について学習する。 

＜授業の到達目標＞ 

社会福祉が、私達の身近な生活のなかに深く関わり、生活を支えているものであるということを理解する。また、それらの問題・ニー

ズに気づくための視点を養い、問題・ニーズに対応し、これを軽減し解消するための制度、機関、専門職などの資源について知り、こ

れらに適切につなぐための方法を身につける。 

＜授業の方法＞ 

教科書に基づいて専門知識の理解し、講義ノートの作成を課す。適宜講義課題について小レポート作成をする。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

1)予習の方法 （45分）下記の授業計画はテキストに準拠している。該当する箇所 を前もって読んでおくようにして下さい。2)復習の

方法（45分）授業中に整理するプリントを中心に復習して下さい。また、理解が十分でない場合には、積極的に質問して下さい。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

本授業は、本学の一般教養ディプロマポリシーのDP2（乳幼児期から青年期に至るまでの子どもに対しての発達的、教育的、心理的、

感性的、福祉的観点等、多面的に子どもを理解する能力を身に付けている。）及びDP3（子どもを取り巻く環境、様々な問題や文化状

況に対して、子ども学の知見と教養に基づく知識と、理解する能力を身に付けている。）に対応している。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

評価は、授業態度 20％、定期試験 60％、レポート 20％の総合評価。 

＜教科書＞ 

松井圭三・今井慶宗（2020改訂版） 「現代社会福祉概説」  ふくろう出版 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 社会福祉を学ぶ視点 社会福祉の概念、少子高齢化と社会福祉 

2 社会福祉の歴史 戦後を中心とした社会福祉の歴史 

3 社会福祉の範囲と法体系 社会福祉の存在意義、社会福祉法、福祉６法 

4 社会福祉の実施体制 社会福祉における国と地方公共団体の役割 

5 社会福祉サービスの種類と財源 社会保険の種類と内容 

6 社会保障制度（1） 社会的養護の仕組みと実施体系 

7 社会保障制度（2） 生活保護制度の意味と内容 

8 子どもと家族の福祉 児童福祉の概要、少子化と次世代育成支援 

9 障害をもつ人の福祉 障害の捉え方と定義、障害者福祉サービスと施策 

10 高齢者の福祉 高齢者の生活課題と福祉ニーズ、高齢者の福祉・保健サービス 

11 地域福祉 地域福祉とは、福祉のまちづくり 

12 社会福祉専門職と倫理 社会福祉の職種と職場、求められる倫理 

13 ソーシャルワークの原理と機能 ソーシャルワークとは、ソーシャルワークの種類 

14 権利擁護とサービスの質 権利擁護とは、サービスの指導監査と第３者評価 

15 社会福祉のまとめ ポイントの整理 
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科目コード 36100 区 分 コア科目 

授業 

科目名 トレーナー論 担当者名 國友 亮佑 

配当年次 1 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

我が国では、「トレーナー」という職業の定義が曖昧な現状があるため、まずは競技スポーツおよび一般の人々を対象とする「トレー

ナー」の職種とその仕事内容（職域、資格）を理解する必要がある。その中でも特に競技スポーツに関わる「トレーナー」についての

基本的知識や技術を紹介する。 

＜授業の到達目標＞ 

日本における「トレーナー」の種類と仕事内容（職域、資格）、特にAT（アスレティックトレーナー）とS&C(ストレングス＆コンディ

ショニング)コーチの違いを理解する。またそれぞれの仕事において必要となる基本知識を身につける。 

＜授業の方法＞ 

トレーナーという職業についてディスカッションし、トレーナーに必要な技能や知識について考えていく。タブレットを活用し、でそ

れぞれのトレーナー（ATとS&C）がどのようにスポーツ現場で働いて、どのような違いがあるのかインターネットから調べまとめる。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習：翌週の講義内容に関してインターネットや文献で調べてくる。(1時間)復習：講義の中でディスカッションした内容に関して要

点をレポートにまとめる。（１時間） 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

この科目は、体育学科ディプロマポリシー2（健康増進、体力の向上、また競技力向上に貢献できる専門的な知識・技能を身に付けて

いる。）に関連している。トレーニング指導者として、各トレーナー（ATおよびS&C）の役割や職域を理解することを目指している。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

受講態度（授業への取り組みと課題提出状況）40％、試験 （小テスト、定期試験）60％ 

＜教科書＞ 

＜参考書＞  

日本体育協会 

アスレティックトレーナー専門科目テキスト   アスレティックトレーナーの役割文光堂NSCAジャパンNSCA決定版ストレングストレー

ニング＆コンディショニング 第4版Book House HD 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 ガイダンス 受講上の注意、評価方法の確認、講義の概要 

2 「トレーナー」の種類と職域 日本における「トレーナー」制度ATとS&Cの仕事と職域 

3 ATの役割と業務① メディカルチェック 

4 ATの役割と業務② 救急処置・ケア 

5 ATの役割と業務③ スポーツ外傷・障害における基本的なアスリハ 

6 コンディショニング① 可動性と安定性ウォーミングアップ・リカバリーの基礎知識 

7 コンディショニング② ウェイトコントロール（増量と減量） 

8 S&Cの役割と業務① 筋力向上トレーニングの基礎理論① 

9 S&Cの役割と業務② 筋力向上トレーニングの基礎理論② 

10 S&Cの役割と業務③ 筋力向上トレーニングの基礎理論③ 

11 S&Cの役割と業務④ パワー向上トレーニングの基礎理論 

12 S&Cの役割と業務⑤ 持久力向上の基礎理論 

13 S&Cの役割と業務⑥ 各種体力測定と評価 

14 プログラムマネジメント 「トレーナー」に求められる資質トレーニング強度の設定について 

15 まとめ 授業の総復習 
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科目コード 28101 区 分 専門基礎科目 

授業 

科目名 経営学概論 担当者名 齊藤 慎弥 

配当年次 1 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

この授業は、経営学という学問領域全般を扱う。|理論を中心に経営学を学ぶことを目的とする。 

＜授業の到達目標＞ 

経営学のベースを学び、経営学や企業について考える力を身につける。|そして、これからの経営学関連の科目へとつなげる。 

＜授業の方法＞ 

対面の場合、基本的に板書をおこなう。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

毎授業1時間程度の予習をおこなうこと。|レポートを課すため、復習にも1.5時間程度を費やすこと。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

経営学の基礎を学び、学際的な知的関心を持つ。|国際人・リーダーとして「社会に貢献する経営」を実践するための豊かな教養とし

て、歴史・社会・自然を含めた学際的な知識を身に付けている。(DP3) 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

小レポート（4回） 40%|最終レポート 40%|受講態度等 20% 

＜教科書＞ 

＜参考書＞  

講義内で紹介。 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 ガイダンス 講義概要説明 

2 企業とは？ 企業の所有は誰なの？ 

3 経営者の役割 意思決定とドメイン設定 

4 企業の役割 戦略の採り方, 社会貢献 

5 生産システム トヨタ生産システム 

6 イノベーション 類型と事例 

7 流通 川上から川下までをみる 

8 モノを売るために - 出店戦略, 販売 商圏, ブランド戦略, 先行者優位 

9 組織を知る 組織の構造から企業をみる 

10 業務管理 科学的管理法など 

11 モチベーション マズローの欲求階級など 

12 給与と働き方 年功序列？成果主義？ 

13 雇用形態の変化 終身雇用制, 個人事業主 

14 ビジネスモデル ビジネスモデルキャンバス, ワーク 

15 ICT (AIなど) 今後の企業について考える 
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科目コード 35100 区 分 コア 

授業 

科目名 運動学 担当者名 早田 剛 

配当年次 0 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

運動学は、人間の身体運動の構造や性質を， 諸原理から選択して， 系統的に応用する科学的研究領域である．つまり、解剖学、生理

学、生化学で学んだ人体の構造と機能、働きを理解した上で、身体運動の発現が効率良く連携する仕組みを学習するものである．また、

身体の成長・発達および加齢に伴い変化する運動の様相を観察し、正常な動きを理解した上で異常運動を学習する． 

＜授業の到達目標＞ 

１．人間の運動と器械や動物の運動の違いを理解するとともに運動学の意義を示すことができる。２．運動の外的構造と内的構造を理

解する。３．動感創発身体知や動感促発身体知について、実際の運動場面と照らし合わせて理解することができる。 

＜授業の方法＞ 

１．課題の提出による出席確認（10分）２．解説と問いの提示（40分）３．プレゼンテーションと相互評価（20分）４．小テスト・省

察レポートの提出（20分）※授業中のデータ共有（事前課題の提出、小テストの結果報告、グループ課題の提出、相互評価等）につい

ては、Google Suitsで行います。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習：翌週の指導内容のキーワードについて、インターネットや本で調べ、パワーポイントにまとめる（約2時間）。復習：振り返り

レポート（約１時間） 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

この科目は、体育学科のディプロマポリシー５「情報活用、論理、問題解決力力等に関する汎用的技能」と関連付けられている。イン

ターネットや文献によって情報を収集し、論理的に整理しながら直面する現場の問題を解決する能力を身に付けることを目指す。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

予習課題：30%授業課題・意見交換：40%確認小テスト・省察レポート ：30% 

＜教科書＞ 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション：運動学とは A運動学とは B運動学の領域と目的 C運動のとらえ方 

2 運動学習（1） 学習~学習曲線 

3 運動学習（2） 動機づけ~記憶 

4 運動の表し方 A運動の表示 B関節運動の表示 

5 身体運動と力学（1） A身体運動に関する力 B人体における単一機械構造 

6 身体運動と力学（2） C運動の法則 D仕事と力学的エネルギー 

7 運動器の構造と機能（1） A骨の構造と機能 B関節の構造と機能 

8 運動器の構造と機能（2） C骨格筋の構造と機能 

9 四肢と体幹の運動（1） 体幹と脊柱の運動 

10 四肢と体幹の運動（2） 上肢帯と肩関節の運動 

11 四肢と体幹の運動（3） 肘関節と前腕の運動 

12 四肢と体幹の運動（4） 股関節の運動 

13 四肢と体幹の運動（5） 膝関節の運動 

14 四肢と体幹の運動（6） 足関節の運動 

15 全体のまとめ これまでの授業を振り返り、ポイントを整理する。 
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科目コード 40101 区 分 コア科目 

授業 

科目名 バスケットボールⅠ(基礎) 担当者名 中川 和之 

配当年次 1 配当学期 後期 単位数 1 授業方法 実技 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

バスケットボールは世界各国で親しまれている競技人口の多いスポーツである。また、中・高等学校の体育の授業においてもバスケッ

トボールはゴール型の選択種目として採用されている競技である。本授業では、バスケットボールの競技特性及び競技ルール理解し、

その基礎技術（シュート・ドリブル、パスなど）を身につけ、個人と集団のファンダメンタルや集団戦術を習得し、身につけた力でゲ

ームを楽しむことを目的にしている。また仲間ともに楽しむ力を身につけ、生涯にわたりバスケットボール競技を楽しむ力を養うこと

を狙いとする。 

＜授業の到達目標＞ 

1 バスケットボール競技を安全に配慮しながら、仲間と共に目的ある活動をすることがで出来る。|２ バスケットボールにおける競

技特性や基本的な競技ルールを十分に理解することが出来る。|３ 個人技術や集団戦術の修得に向けての練習法についても理解し、

仲間と協力・工夫しながら実践することができる。 （スキルについては、教員採用試験出題レベルが出来るようになる） 

＜授業の方法＞ 

実技形式が基本となり、グループ活動を中心に展開する。必要に応じて資料を配布し解説を行い、各技能習得に関するデモンストレー

ションを実施する。また、情報や仲間の意見や考え方等をDropboxを利用し、理解・共有できるようにする。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

バスケットボールの技能・ルール・用具に関して把握すること。また次時の内容について、１時間以上専門書やビデオ等を視聴し、

イメージを作っておくこと。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

知識・理解（DP2:健康増進、体力の向上、また競技力向上に貢献できる専門的な知識・技能を身に付けている。）及び汎用性技能（DP4:

現代社会において果たす体育・スポーツの役割を理解し、様々な立場の人々と良好な関係を築きながら職務を遂行できるコミュニケー

ション能力を身に付けている）を習得する科目である。「健康増進、体力の向上、競技力向上に貢献できる専門的な知識・技能を習得

すると共に、これらを実践できる力」を育成するための基礎科目であり,初年次生に対し、グループ学習を通して、バスケットボール

の競技特性および競技 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

出席30％ 授業態度 ２０%（個人＋集団）、実技４0%（平常スキル＋スキルテスト）、知識レポート10%| 

＜教科書＞ 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 ガイダンス 受講上の注意、評価方法、講義の概念 

2 バスケットボールの成立ち、基本技術の習得（１） 
バスケットボールの歴史や競技特性について解説、ボールハンドリング技術、ド
リブル技術の練習 

3 ルールやコートの名称・基礎技術の習得（２） 
バスケットボール競技のルールやコートの名称を知る。パス＆キャッチ技術の練
習 

4 基本技術の習得（３） シュート技術の練習① 

5 基本技術の習得（４） シュート技術の練習② 

6 基本技術の習得（５） シュート技術の練習③ 

7 基本技術の習得（６） ディフェンス技術の練習 

8 応用技術の習得（１） ２対１等の攻防（ハーフコート） 

9 応用技術の習得（２） ３対２等の攻防（ハーフコート） 

10 集団戦術（１） 2対2、3対3の練習（ハーフコート） 

11 集団戦術（２） 2対2、3対3の練習（オールコート） 

12 リーグ戦（１） 習得した個人技術や集団戦術を用いて試合を行う 

13 リーグ戦（２） 習得した個人技術や集団戦術を用いて試合を行う 

14 リーグ戦（３） 習得した個人技術や集団戦術を用いて試合を行う 

15 まとめ スキルテスト 



48 
 

  
科目コード 40108 区 分 体育実技 

授業 

科目名 剣道Ⅰ(基礎) 担当者名 浦部 隼希 

配当年次 1 配当学期 後期 単位数 1 授業方法 実技 卒業要件 教職必修 

＜授業の概要＞ 

日本伝統文化である剣道は、「剣の理法の修練による人間形成」ということを目的としている。すなわち、剣道を通して礼節を学び、

心身を鍛え、社会で活躍できる立派な人間になるということである。剣道は、今や日本のみならず、世界中の様々なところで愛好者を

増やし続けている。剣道の技術は打つ、突く、かわすの三種類に分類されており、これらの技術習得には、基礎・基本動作を正しく身

につけることが重要である。本授業では、剣道の礼法や基本動作を身につける事と共に剣道を指導する際の留意点や安全性について理

解することを目的とする。 

＜授業の到達目標＞ 

平成24年度完全実施の中学校学習指導要領では、武道（剣道、柔道、相撲）が必修化され、中学校保健体育教員になれば、武道専門家

でなくても武道の授業を担当しなければならないこととなった。従って、この授業では、剣道の基礎・ 基本・応用技能・剣道理念を

身につけながら、中学校での剣道授業を実施できる（教えられる）ようにする事を目標とする。 

＜授業の方法＞ 

剣道実技を中心に行っていくが、剣道の理念や歴史等を学習する時間も設ける。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

中学校・高等学校学習指導要領（保健体育編）武道の部分、剣道指導要領等、剣道に関する書籍を1時間程度読んでおく事。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

「健康増進、体力の向上、競技力向上に貢献できる専門的な知識・技能を習得すると共に、これらを実践できる力」を養うための基礎

科目であり、特に中高保健体育教員における武道指導を行う者を養成する。剣道の実技はもちろんの事、剣道の理念を通じた生活指導

等ができるようにするための機会を提供する。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

受講態度50％、剣道実技試験50％ 

＜教科書＞ 

＜参考書＞  

全日本剣道連盟（平成25年6月1日） 

全日本剣道連盟編「剣道指導要領」全日本剣道連盟 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 本授業の内容説明と剣道着袴採寸 本授業の留意点や受講における心構えなどの講話と剣道着と袴の採寸を行う。 

2 剣道着・袴の着用方法と剣道理念について 剣道着・袴の着装法、剣道防具の着装法と収納法の学習と剣道理念と歴史の学習 

3 剣道防具と竹刀について 
前回の剣道理念の復習と竹刀の規格・手入れ方法と安全管理、防具の扱いについ
て 

4 剣道の礼法について 
姿勢（自然体）、礼の仕方（立礼・座礼）、正座の仕方（座り方ついて）、立ち合
いにおける礼法を学習する。 

5 基本動作について（素振り） 
竹刀の持ち方を学び、刃筋正しく竹刀を振る方法の実践を行う。主に正面素振
り・左右面素振り・跳躍素振り・踏み込み素振りなどを行う。 

6 基本動作について（足さばき） 正しい構え方をした上で適正な足の置き場の確認と送り足動作の実践を行う。 

7 基本動作について（竹刀への打突） 
2人1組や3人1組を作り、相手が竹刀で受けている所への打突を行い、手の内の使
い方など打突動作を学習する。 

8 剣道防具の着用 
防具の置き方と、面・小手・胴・垂・面タオルの着用方法の学習と相手に打突を
する方法の実践。 

9 基本稽古（仕掛け技） 
防具を着用した相手に対して打突を行う基本稽古の仕掛け技を学習する。また、
剣道において基本的な稽古方法の「切り返し」の実践。 

10 基本稽古（打ち込み等の様々な稽古法） 
基本稽古における仕掛け技の確認と剣道の稽古で一般的に行われる「打ち込み稽
古」等を実践。 

11 基本稽古（応じ技・引き技） 相手が打突に対応する応じ技の学習とつばぜり合いからの引き技の実践。 

12 基本稽古まとめと確認実技試験 
これまでに学習した技の振り返りと基本技（仕掛け技・応じ技・引き技）の確認試
験を行う。 

13 互角稽古 これまで学習した技を用いた相手との実践稽古を行う。 

14 試合審判規則に関する知識と実践 
試合審判規則の大まかな内容を学習する。また互角稽古において審判を行い、1本
の判定がある程度可能になるように学習をする。 

15 試合（団体戦における戦い方の学習） 
5人制における団体試合（人数に応じて3人～7人制に変更）の実践と総まとめを行
う。 
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科目コード 28120 区 分 専門基礎 

授業 

科目名 地域政策論 担当者名 阿部 宏史 

配当年次 1 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

 私たちが活動する地域は、成長、発展、衰退を繰り返しながら継続的に変化している。最近の地方や都道府県などの地域では、人口

の少子化・高齢化、経済社会機能の東京一極集中、地域間格差拡大、グローバル化進展などによる政策課題が発生しており、国や自治

体による公共経営では、地域の持続可能な発展を維持していくために戦略的、計画的な政策が必要となる。 本講義では、日本におけ

る地域課題の変化や国・自治体による政策について理解を深め、自治体における地域づくりに従事する人材として基礎的素養を身につ

けることを目的とする。また、最近注目を集めている「持続可能な開発目標(SDGｓ)」に基づいて、経済社会のグローバル化と地域政

策との関連について解説する。 

＜授業の到達目標＞ 

１．日本の地域における人口・産業経済などの動きと地域問題の発生について概要を述べる。２．SDGｓなどに基づいて、日本の地域

問題とグローバル社会との関係について概要を述べる。３．地方や都道府県などの地域を対象として、経済社会の課題と地域政策によ

る対応について  意見を述べる。 

＜授業の方法＞ 

 第1～７回の授業では、最近の地域問題について、講義や演習による理解を深める。 第８回の授業では、地域問題に関する理解と

考察に基づいて、グループ単位での自由闊達な意見交換を行う。 第９～11回の授業では、最近の地域政策について概要と事例を解説

する。 第12～15回の授業では、SDGｓなどを参考にして地域づくりに関する意見をまとめ、グループ討論を行う。 ①ディスカッシ

ョン ②グループワーク ③プレゼンテーション、場合によりGoogle ClassroomおよびGoogle Meetを活用したオンライン授業を併用

していく。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

 授業テーマに沿って、国や自治体のホームページに掲載されている地域政策や計画などを参考資料として紹介し、各自で調査、振

り返りなどを行う。 予習・復習を合わせて毎週２～３時間程度の学習時間とし、成績評価に反映する。 最近の地域課題や政策を

より深く学習したい人のために、必要に応じて参考図書を紹介する。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

 授業参加態度 ５０％、授業成果レポート(毎週) ３０％、最終プレゼンテーション評価 ２０％ 

＜教科書＞ 

 地域づくりのテーマに応じて、新書などを紹介する   

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション 授業の概要、進め方、評価方法などを説明する。 

2 日本の発展と地域の形成 日本の経済成長やグローバル化が地域の形成に及ぼしてきた影響を考察する。 

3 地域の成長・衰退と地域問題①人口 
人口に着目して、少子化・高齢化や大都市集中が地域の成長・衰退に及ぼしてき
た影響を考察する。 

4 地域の成長・衰退と地域問題②産業集積 
地域の産業に着目して、生産活動や雇用の集積と地域の成長・衰退の関係を考察
する。 

5 地域の成長・衰退と地域問題③地域間交流と広域交通 地域の人口、産業経済活動の推移と地域間交流、広域交通の関係を考察する。 

6 地域の成長・衰退と地域問題④地域間格差 大都市圏と地方圏の間で発生している経済社会的格差の推移について考察する。 

7 地域の成長・衰退と地域問題⑤地域環境 地域で発生している環境問題の変化と地球環境への影響について考察する。 

8 地域問題の発生原因と対応可能性 ①～⑤で解説した地域問題への対応について、自由闊達な意見交換を行う。 

9 地域政策の概要①人口・産業経済と地域づくり 
人口、産業経済を対象とする地域政策の概要を解説するするとともに、最近の事
例を紹介する。 

10 地域政策の概要②基盤整備と地域づくり 
産業、都市、交通などの基盤整備の概要を解説するするとともに、最近の事例を
紹介する。 

11 地域政策の概要③環境保全と地域づくり 地域における環境保全策の概要を解説するとともに、最近の事例を紹介する。 

12 
持続可能な開発目標(SDGｓ)などに基づく地域政策とグ
ローバル問題の考察 

国、自治体、企業のSDGｓへの対応について概要を説明し、地域づくりの課題を考
察する。 

13 日本の地域づくりに関する提言のまとめ 各自の考察結果に基づいてグループワークを行い、提言の取りまとめを行う。 

14 プレゼン準備 グループ単位で最終回プレゼン発表の準備をする。 

15 プレゼン大会 各グループによる発表と意見交換、全体の総括を行う。 
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科目コード 0 区 分 コア 

授業 

科目名 ミクロ経済学 担当者名 平野 正樹 

配当年次 1 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

本科目では、消費者と生産者を中心として、消費者が限られた予算内で財(商品)を購入する際にどのような基準で意思決定をするのか、

生産者が限られた資源(土地、労働等)をどのように有効に活用し財(商品)を生産しどのような方法で売り、そしてそれに伴う需要と供

給、価格と数量の決まり方等、ミクロ経済学の基本的な考え方について学ぶ。これらの意思決定はわたしたちの生活にも身近なもので

あり、ミクロ経済学の考え方が現実の経済問題にどのように応用可能かについて理解することを目的とする。 

＜授業の到達目標＞ 

本科目では、ミクロ経済学の基本的な考え方を学ぶとともに、実社会の様々な課題に対してミクロ経済学の観点からアプローチし、問

題意識とその解決の方向性を探るための経済学的思考や分析視点の習得を目指す。経済学の基礎理論であるミクロ経済学の基本概念を

理解することを目標にするとともに、身近な経済問題にも興味を持つようになることに目標を置く。 

＜授業の方法＞ 

教科書を教材とする。板書を中心とするが、内容によってはPPT等で視覚的に分かりやすい方法も活用する。授業の理解度を高めるた

め、適宜レポートの提出を課す。教科書以外にも資料を配付する。各講義の終わりにディスカッションを行う予定。講義形式が中心で

あるが、各回の講義の終わりに復習を兼ねた「ディスカッション」を行う。講義内容によってはその理解度を確認するため、PPTの活

用などによる双方向での授業を予定。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習・復習を行うとともに、日頃から新聞などで経済に関する事柄に目を通しておくこと。具体的には、教科書・参考書・事前配付

物での予習90分、復習50分が目安。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

本講義を履修し経済学に関する基礎学力を習得することは、戦略的提案能力や国際人・リーダーとして「社会に貢献する経営」を実践

するための豊かな教養を身につける。現実の課題に対し、経済活動での知識や情報をもとに論理的・数量的に分析する力、戦略的に問

題解決に向けた意思決定をする力を身に付ける。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

課題(小テスト)で成績評価をする。なお、課題(小テスト)については模範解答を提示・説明する。 

＜教科書＞ 

石橋春男他(2014年4月25日) よくわかる!ミクロ経済学入門  慶応義塾大学出版会 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 経済学とは ミクロ経済学とマクロ経済学 

2 需要・供給分析 黄金のクロス、豊作貧乏 

3 需要・供給分析の応用 消費税の負担など 

4 需要曲線とは 価格と需要、需要曲線のシフト 

5 需要曲線と消費者余剰 需要と効用、需要と効用の最大化、無差別曲線の考え方、 

6 供給曲線とは 価格と供給、供給曲線のシフト 

7 費用の構造と供給行動 生産のための費用構造、平均費用と限界費用など 

8 利潤最大化と供給行動 供給曲線の導出、生産者余剰 

9 市場と価格メカニズム 価格を通じた消費者・生産者の「連帯」 

10 資源配分の歪み 間接税の導入、自由貿易の利益 

11 不完全競争としての独占の理論 独占的価格と資源配分 

12 完全競争と独占的競争 企業の参入・退出行動と資源配分 

13 市場の失敗としての外部効果 自動車による大気汚染の例など 

14 公共財とは 公共財の理論と費用逓減産業 

15 総括 ミクロ経済学の総復習 
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科目コード 38200 区 分 コア科目 

授業 

科目名 保健体育科指導法Ⅰ(基礎) 担当者名 白石 翔 

配当年次 0 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

本科目は、教科「保健体育」を中心とした学校体育の諸活動を対象に、その教育方法上の原理を明らかにする学問であり、中学校・高

等学校の普通免許状（保健体育）の取得要件として設定されている専門科目である。自分の経験を振り返り、自らの思考の枠組みをく

ずしながら、学習指導要領をもとに、最新の保健体育科教育の方向性について理解し、『21世紀の学校体育の在り方』を探究していく。 

＜授業の到達目標＞ 

１．保健体育科の基礎的知識を習得し、学習指導要領に示された意義や目標･内容を理解することが 出来る。２．学校体育における

今日的課題を整理し、これからの学校体育の在り方について考察を深め、論理的に言語化することができる。 ３．積極的に事前・事

後学習・レポートに取り組むことができる。 

＜授業の方法＞ 

１．講義及び対話的活動（教員による解説と問いかけ･質疑応答） ２．省察活動（まとめと振り返り） ３．協働的活動とディスカ

ッション 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習：次回の授業内容（学習指導要領の該当箇所）を熟読し、重要語句を記述しておく。（毎回、1時間程度）復習：課題及び振り返

りレポート（毎回、1時間程度） 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

この科目は、体育指導者に求められる豊かな人間性、幅広い教養に根ざした公共的使命感や倫理観、協働できる社会的スキル（DP6）

を身につけると共に、修得した知識・技術・態度等の全てを総合的に活用し、新たな課題に主体的・創造的に取り組み、その課題を解

決出来る能力（DP8）を育成するための教職基礎科目である。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

小テスト30%、定期試験60%、授業への取り組み10%で総合的に評価する。小テスト・定期試験では、保健体育科の基礎的知識や学習指

導要領に示された意義や目標･内容についての理解度を評価する共に、授業中の意欲的態度、課題の遂行度を評価する。レポートは、

授業内で扱われた理論を自分の中で再構築して適切に論述しているものを評価する。 

＜教科書＞ 

文部科学省（平成29年7月） 「学校学習指導要領解説―保健体育編―」  東山書房 

＜参考書＞  

高橋健夫他（2010） 

体育科教育学入門大修館書店 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション 授業の概要と進め方 

2 保健体育科教育学で何を学ぶのか 授業の構造と教師の役割 

3 保健体育とはどのような教科なのか 体育の持つ特異性と危険性 

4 学校制度と保健体育科 学習指導要領の歴史的変遷と社会的背景 

5 今、保健体育科に求められているもの 保健体育科の今日的課題と方向性 

6 保健体育科で育みたい資質・能力 学習指導要領における保健体育科の目標の検討 

7 体育の学習内容とは 運動の特性と分類 

8 体育における教材と学習内容をめぐる議論 運動という文化の構成要素 

9 体育のカリキュラム 年間指導計画の事例検討 

10 体育の目標と内容の関係 体育の学習内容の捉え方による相違点 

11 体育の授業づくりと動機づけ 自己決定論、子どもの自発性と教師の指導性 

12 体育の学習形態 学習形態の類型 

13 体育の学習評価 学習評価の現状と課題 

14 保健体育科の内容構成 学習指導要領における分野・領域 

15 まとめ これからの保健体育授業を考える 
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科目コード 40123 区 分 コア科目 

授業 

科目名 器械運動Ⅰ(基礎) 担当者名 平塚 卓也 

配当年次 1 配当学期 後期 単位数 1 授業方法 実技 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

マット運動、鉄棒運動、とび箱運動の主に学習指導要領（保健体育）に掲載されている基本技から発展技の技能を習得するとともに、

それらの段階的な指導方法を理解する。 

＜授業の到達目標＞ 

１．器械運動に関する基礎的な動きから発展的な動きを習得し、見本として実施することができるようになる。２．動きについての技

術的な内容や段階的な学習方法を理解し、他者に説明できるようになる。 

＜授業の方法＞ 

指導を受けると同時に、ICTを用いながら各自で教えあい、それぞれの技能を伸ばす。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

復習：振り返りシートにその日の練習の流れや教わったポイントなどを整理して記入すること。また、これまでに受けてきた授業で

取り上げた技で出来ていない技については、日ごろから繰り返し練習する。（約30分）予習：翌週で学習する技について技術情報を調

べる。（約30分） 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

この科目は、体育学科のディプロマポリシー7「体育・スポーツに関する科学的知見をベースに自らの課題を見つけ、課題解決に取り

組み続けることができる生涯学習力を身に付けている。」に関連するコア科目である。学習指導要領に例示されている器械運動領域の

技能を学習する過程で、運動に関する知見をもとに、自らの課題を見つけ、技能の習熟度を高めていくことをねらいとしている。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

授業態度30％、技能達成度（実技テスト）50％、知識・理解（ミニテスト又はレポート）20％ただし、対面での実技授業の実施が困難

となった場合、技能達成度の評価は、レポート等によって代替させることがある。 

＜教科書＞ 

特に指定なし    

＜参考書＞  

三木四郎、加藤澤男、本村清人 編著（2006） 

中・高校器械運動の授業つくり大修館書店三木四郎（2015）器械運動の動感指導と運動学明和出版 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーションと実技 授業の流れの説明諸注意、課題技の発表 

2 マット運動 回転系接転技群前転グループ 

3 マット運動 回転系接転技群後転グループ 

4 マット運動 技巧系平均立ち技群 

5 マット運動 技巧系平均立ち技群、回転系接点技群 

6 マット運動 技巧系平均立ち技群、回転系接点技群 

7 マット運動 回転系ほん転技群 

8 マット運動 回転系ほん転技群 

9 マット運動 実技テスト 

10 跳び箱運動 切り返し系 

11 跳び箱運動 回転系 

12 跳び箱運動 実技テスト 

13 鉄棒運動 支持系前方支持回転技群 

14 鉄棒運動 支持系後方支持回転技群、懸垂系 

15 鉄棒運動 実技テスト 
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科目コード 0 区 分 コア 

授業 

科目名 関係法規 担当者名 河野 儀久 

配当年次 0 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 必修 

＜授業の概要＞ 

柔道整復師国家試験問題に十分に対応できるようになることを前提とし、「患者中心の医療」および「良質な医療を提供」がこれから

の医療のスローガンであり、医療の質を問うだけでなく、医療従事者自身の技術や倫理観のレベルを問うものとなっていること等を学

んでゆく。 

＜授業の到達目標＞ 

法の意義、体系について理解し、柔道整復師法および医療従事者の資格法、医療法およびその他の関係法規等についての基礎を理解す

る。 

＜授業の方法＞ 

テキストに沿って解説をし、国家試験問題を解きながら理解を深めて行く。単元ごとに小テストを行う。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

テキストに沿って解説をし、国家試験問題を解きながら理解を深めて行く。単元ごとに小テストを行う。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

本科目は、健康科学科ディプロマポリシー3，4、6の「幅広く深い教養を身に付け、体育・スポーツ人としての立場を歴史・社会・自

然と関連付けて理解する能力を身に付けている」、「医療人として現代社会に果たす役割を理解し、様々な立場の人々と良好に職務を

遂行できるコミュニケーション能力を身に付けている」、「感性豊かな人間性と高い医業倫理を備え、柔道整復学を中心として、健康

科学、体育学、スポーツ医科学の学際的領域で他者と協調できるスキルを身に付けている」に該当しており、知識・理解、汎用的技能、

態度・志向性について習得す 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

定期テスト75％小テスト 20％授業態度 5％ 

＜教科書＞ 

全国柔道整復学校協会 関係法規2020年度版  医歯薬出版 

全国柔道整復学校協会 

社会保障制度と柔道整復師の職業倫理医歯薬出版 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 ガイダンス 授業進行上の注意事項説明 

2 憲法と法制度 法の体系、憲法 

3 柔道整復師関連事項 柔道整復師及び柔道整復に関する事項、患者の権利 

4 柔道整復師法第１章 総論 柔道整復師法の目的、定義 

5 第２章 免許・第３章 国家試験 柔道整復師免許、名簿、柔道整復師国家試験 

6 第４章 業務・第５章 施術所 業務、施術所に関する事項 

7 第６章 雑則・第７章 罰則 柔道整復師雑則、罰則（1） 

8 第８章 指定登録機関、他 罰則（2）、指定登録機関、指定試験機関、附則 

9 柔道整復師法のまとめ まとめ、柔道整復師法小テスト 

10 医療従事者の身分法（1） 医師法、歯科医師法 

11 医療従事者の身分法（2） 保健師助産師看護師法、診療放射線技師法 

12 医療従事者の資格法（3）、その他 臨床検査技師法、薬剤師法、他 

13 医療法（1） 医療法 

14 医療法（2） 医療法施行令、他 

15 社会福祉関係法規、他 社会福祉関係法規、社会保険関係法規、他 
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科目コード 22204 区 分 専門基礎科目 

授業 

科目名 運動･健康の理解 担当者名 趙 秋華 

配当年次 0 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 演習 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

本授業では、幼稚園児から小学校高学年までの幅広い年齢層の子どもを対象とした“運動遊び・ゲーム”を考え、実技を通してその意味

や特性について学んでいく。いわゆる“スポーツ”というものは、部活動や競技として実施するものとして一般的に認識されているが、

もともと“スポーツ”は遊びから生まれたものであるため、本授業では、その遊びの要素を中心的にとらえ、運動の楽しさ、スポーツの

面白さを体感できる運動遊び・ゲームの作り方について学んでいく。 

＜授業の到達目標＞ 

すべてのスポーツは運動遊びから始まっている。子どもたちは熱心に運動遊びに取り組む中で、各種スポーツに必要な“動き”を身に付

けていく。したがって、本授業の到達目標は以下の通りである。①部活動などのスポーツ種目をそのままするのではなく、スポーツ種

目の特性を活かしたまま幼稚園児～小学校児童たちが楽しむことのできる運動遊び・ゲームに変化させる方法を理解し、実践できる。

②その運動遊び・ゲームを実践する中で、幼稚園児～小学校児童の運動発達の特徴を理解する。 

＜授業の方法＞ 

本授業は、実践演習と学生と教員、学生相互でのディスカッションにより構成し展開する。そのため、積極的な授業への参加がポイン

トとなる。例えば、鉄棒運動でのつまずき原因はいくつもあるが、それを体験することにより理解し、その解決方法を受講者相互で話

し合い考える。それらの実技実践や議論への積極的な参加態度が求められる。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習：これまでの体育的活動の中で実践した「運動遊び」を思い出し、模擬指導ができるよう指導案にまとめる。60分程度を想定して

いる。復習：日々の体育的活動の中で本授業で得た知識や運動遊び等を実践し、その役割や目的を検証する。60分以上を想定してい

る。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

本授業は、幼稚園教諭免許・保育士資格に関わる科目としてこども発達学科２年次に位置づけられる。本科目は、幼児の運動と健康に

ついて主に実技を通して、その運動発達とそれに準じた指導方法を学ぶ。そうすることによって幼児期の子ども理解に対して、発達的

観点からアプローチする科目である。よって、本授業はこども発達学科のディプロマポリシーのDP2（乳幼児期から青年期に至るまで

の子どもに対しての発達的、教育的、心理的、福祉的観点等、多面的に子どもを理解する能力を身に付けている。）及びDP4（家族と

地域をめぐる子供の環境を整 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

授業内評価60％、模擬指導 40％ 

＜教科書＞ 

なし    

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション 授業概要と授業の進め方、IPU講義ルールの確認 

2 体つくり運動 交流を深める運動遊び 

3 ウォームアップ(1) 
幼児の発達段階や特性を理解し、それらを活かすウォームアップ（準備体操）の考
案 

4 ウォームアップ(2) 
幼児の発達段階や特性を理解し、それらを活かすウォームアップ（準備体操）の実
践 

5 集団遊び(1) かけっこ、鬼ごっこ等集団遊びの体験と発達段階に応じたルールや指導法の考案 

6 集団遊び(2) 発達段階に応じたかけっこ、鬼ごっこ等集団遊びの実践 

7 新聞紙を使った運動遊び 新聞紙を使用した遊びやゲームの体験と発達段階に応じたルールや指導法の考案 

8 ボールを使った運動遊び ボールを使用した遊びやゲームの体験と発達段階に応じたルールや指導法の実践 

9 表現運動・遊び 表現運動の体験と発達段階に応じたルールや指導法の考案 

10 フラフープを使った運動遊び フラフープ遊びの体験と発達段階に応じたルールや指導法の実践 

11 指導案の作成 グループ毎の指導案作成 

12 模擬指導(1) 学生の模擬指導と相互評価(1) 

13 模擬指導(2) 学生の模擬指導と相互評価(2) 

14 模擬指導(3) 学生の模擬指導と相互評価(3) 

15 まとめ 模擬指導の省察 
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科目コード 21107 区 分 専門基礎科目 

授業 

科目名 保育者論 担当者名 田部 永子 

配当年次 1 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 必修 

＜授業の概要＞ 

保育者論は、保育士をはじめ幼稚園教諭、保育教諭など多様化する保育者像を見すえ、子どもの育ちと保護者の子育てを支える保育者

の専門性について学ぶことを目的としている。保育士養成カリキュラムに準じて授業内容を設定し、保育者の役割と責務について具体

的に学ぶ。目指す学習成果は、保育者の役割、保育者の倫理、保育者の資格と責務、保育士の専門性、保育者の協働と連携、保育者の

キャリア形成などについてである。 

＜授業の到達目標＞ 

子どもの育ちと保護者の子育てを支える保育者の専門性について学ぶに当たって、５つの目標を設定している。1.保育者の役割と倫理

について理解すること。2.保育士の制度的な位置づけを理解すること。3.保育士の専門性について考察し、理解すること。4.保育者の

協働について理解すること。5.保育者の専門職的成長について理解すること。などについて、事例や図表などによってわかりやすく授

業を進める。 

＜授業の方法＞ 

講義では、保育所保育指針を使用し、各単元のポイントをワークシートを使って予習し、授業で深めていく。また、グループワークで

意見交換をしながら具体的に理解できるようにする。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習=事前課題として「保育者論」のワークシートと保育所保育指針の予習復習=単元ごとに確認テスト 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

こども発達学科では、豊かな人間性を備え、コミュニケーション能力、多方面な子ども理解とその支援ができる専門性を身に付け、次

世代の発展と構築に貢献する、グローバルな保育者養成を目指している。この科目を受講して得られる知識や能力は、こども発達学科

のディプロマポリシーDP1（多文化共生時代の保育者として、グローバルな視野で保育観を磨き、国際理解のための知識を身に付けて

いる。）DP4（家族と地域をめぐる子どもの環境を整備・改善するためのコミュニケーション能力を身に付けている。）に対応してい

る。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

課題ワークシート等(予習)内容40%  振り返り(確認テスト)30% 最終レポート30％ 

＜教科書＞ 

厚生労働省（2018） 『保育所保育指針解説』  フレーベル館 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション 保育者の役割 保育者の援助や環境構成の役割 

2 保育者の倫理 保育士の専門的倫理の概念と必要性、法律との違い 

3 保育者の資格と責務 保育士の法的・制度的な特質や、資格のあり方や責務 

4 養護と教育 幼稚園や保育所保育の「養護」と「教育」の具体的な内容と実践 

5 保育者の資質と能力 保育者としての資質や能力への気づきと身につける方法 

6 専門的な知識・技術・判断 保育者としての専門的知識・技術・判断とはどのようなことか 

7 保育の省察 保育士の保育の省察とは何かを理解 

8 保育課程にかかわる保育者の専門性 計画・実践・評価・改善という保育のプロセスと保育者の専門性 

9 保育者の専門性と自己評価 保育者の自己評価や保育評価の種類や観点の基礎 

10 園での協働 職員の協働性や協力体制、職員間の連携 

11 専門機関との連携 保育現場における専門機関との連携や協働 

12 保護者および地域社会との協働 保育現場における保護者や地域社会との連携や協働 

13 家庭的保育者等との連携 家庭的保育の概要や連携 

14 保育者の専門性の発達 保育者の発達段階モデルと発達を促す要因 

15 保育者のキャリア形成 保育者の学び、資質向上への研修によるキャリア形成 
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科目コード 36102 区 分 コア科目 

授業 

科目名 健康管理概論 担当者名 河合 洋二郎 

配当年次 1 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

生物学の基本的事項からはじまり、医学的な理解を深め、他の関連する授業の足がかりとなるよう講義する。また、自分自身の健康状

態を把握し、よりいっそうの健康に関心を抱き、健康管理概論のベースを理解することを目的とする。医学は大きく分けて、病気の人

と対峙し、病気の治療を目的としている臨床医学、生物学を基礎に、病気の病因・病態を解明することを目的としている基礎医学、「集

団としてのヒト」を対象にした社会医学からなる。 

＜授業の到達目標＞ 

臨床医学、基礎医学、社会医学の３つの分野について講義するとともに今日的なトピック的事項を勉強する。 

＜授業の方法＞ 

教科書と共に必要に応じてプリントを配布し、それに基づいて解説する。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習・復習の具体的な内容については授業時に随時通知する予定。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

本授業は、本学の一般教養ディプロマポリシーのDP2（柔道整復学及び健康科学、スポーツ医科学分野に必要な専門知識と技能を理解

し、日々進歩する医学分野に対応できる能力を身に付けている。）|及びDP4（医療人として現代社会に果たす役割を理解し、様々な立

場の人々と良好に職務を遂行できるコミュニケーション能力を身に付けている。）に対応している。 | 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

定期試験 80％、授業態度・提出物20％ 

＜教科書＞ 

入江由香子・中村栄太郎 編集（2006.7） 「健康運動指導のための健康管理概論」  杏林書院 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 序論 医事法規 

2 からだの成り立ち（1） 細胞学、組織について 

3 からだの成り立ち（2） 器官、系について 

4 健康の概念 健康とは何か、体力とは何か、健康と体力の関連 

5 現代社会と健康（1） 健康障害とはどのように発生するか、日本人の平均寿命、少子高齢化 

6 現代社会と健康（2） 高齢社会の抱える問題、疾病構造の変化、生活習慣病 

7 健康づくり施策概論、小テスト 
世界のあゆみ、日本のあゆみ、健康運動指導士と健康運動実践指導者の役割、小
テスト 

8 健康状態をどのように評価するか 個人の健康度、集団の健康度 

9 健康増進のための方法論（1） 健康と栄養、肥満とその予防 

10 健康増進のための方法論（2） 健康と運動、休養 

11 ライフステージからみた健康管理 成長期の運動、老年期の運動 

12 メディカルチェック（1） メディカルチェック（1） 

13 メディカルチェック（2） メディカルチェック（2） 

14 障害者と運動（1） 障害とは、障害の種類、リハビリテーション 

15 障害者と運動（2） レクリエーションとしての運動、障害者のスポーツ 
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科目コード 23104 区 分 コア科目 

授業 

科目名 発達心理学Ａ 担当者名 中井 和弥 

配当年次 1 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 必修 

＜授業の概要＞ 

発達心理学は人間の胎児期から老年期までの生涯にわたる身体、行動、能力などの心身の成長、発達過程を心理学の理論を背景として

研究するものである。この授業では、主に胎児期から青年期までの発達を中心に、発達心理学の基礎知識や理論とともに、保育実践に

役立つ具体例や研究知見等も取り上げ、講義やディスカッションを行う。 

＜授業の到達目標＞ 

１．幼児、児童及び生徒の心身の発達に対する外的及び内的要因の相互作用、発達に関する代表的理論を踏まえ、発達の概念及び教育

における発達理解の意義を理解している。２．乳幼児期から青年期の各時期における運動発達・言語発達・認知発達・社会性の発達に

ついて、その具体的な内容を理解している。 

＜授業の方法＞ 

教科書を基に講義形式で行い、資料を配布する。適宜グループワークやディスカッションを行う。１．講義２．グループワーク、ディ

スカッション３．質疑応答 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習（60分）：授業部分の教科書を読んで理解しておくこと。復習（60分）：授業で教わったことを振り返り、次回の授業の冒頭に行

われる小テストに備えること。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

受講態度や受講意欲（20%）小テスト（40％） ※2回目以降の授業冒頭で実施し、その次の授業で採点した答案を返却する。期末テス

ト（40%） 

＜教科書＞ 

櫻井茂男他編（2021） たのしく学べる乳幼児のこころと発達  福村出版 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション 授業の受け方、評価方法などの説明 

2 乳幼児の心理、胎生期の発達 
乳幼児と乳幼児心理学、乳幼児の特徴、発達の原理、胎芽期、在胎8週から23週、
在胎24週から39週、誕生 

3 からだと運動 からだの発育と発達、脳・神経の発達と運動、運動機能の発達 

4 知覚 知覚とは、知覚機能の発達、乳幼児の知覚特性 

5 認知と思考 思考の発達、記憶の発達、乳幼児の認知の有能性、乳幼児期の認知発達と適応 

6 感情と欲求 感情とは何か、感情の発達、欲求と動機づけの発達 

7 ことばとコミュニケーション ことばのめばえに必要なもの、ことばの発達過程、コミュニケーションとことば 

8 人間関係 社会的動物としてのヒト、愛着（アタッチメント）とは、さまざまな人間関係 

9 遊び 
遊びの発達段階、ふり遊び・ごっこ遊びの発達とコミュニケーション、遊びの発
達における大人の役割 

10 自己 自己の認識、自己の理解と評価、気質の個人差、日本における自己 

11 向社会性と道徳性 向社会的行動の発達、道徳性の発達、向社会性と道徳性を育む 

12 
内田伸子 子どもの心とからだの発達過程～男の子と女
の子の違い～ 

胎生期から児童期までの心とからだの発達について発達心理学と脳科学の知見に
基づき理解し、子どもが伸びる保育について解説する。【予習；内田のテキスト第
３章を読んで理解して授業に臨むこと】◆授業の振り返りに３分間コメント作文を
作成する。 

13 
内田伸子 想像力の発達～子どものウソは嘘かを検証す
る 

子どものウソは悪意の嘘かについて、子どもの語りや遊びのエピソードから検証
する。【予習；内田のテキスト第７章を読んで理解して授業に臨むこと】◆授業の
振り返りに３分間コメント作文を作成する。 

14 
内田伸子 子ども中心の保育～遊び（楽習）により非認知
スキルを育てる～ 

2017年幼保が一元化した。子ども一人ひとりの発達過程や状況にあわせて保育者
はどのように援助したらよいか、スケフォールディング（scaffolding）の概念を
解説する。【予習；内田のテキスト第８章を読んで理解して授業に臨むこと】◆ 授
業の振り返りに３分間コメント作文を作成する 

15 現代社会とメディア 乳幼児のメディア接触の実態、メディア接触と乳幼児の発達、養育者の関わり 
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科目コード 36101 区 分 コア科目 

授業 

科目名 アスレティックリハビリテーション論 担当者名 廣重 陽介 

配当年次 1 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

身体の機能と構造、スポーツ外傷の発生機転、体力レベル、競技特性などを考慮し、競技復帰に向けた適切なトレーニングやリハビリ

テーションの方法論について概説する。尚、本授業は一部オンデマンド教材等使用し行うため、PCまたはタブレットを準備の上、履修

すること。 

＜授業の到達目標＞ 

アスレティックリハビリテーションの概要、基礎知識が理解でき、関わりのある競技種目に多いスポーツ外傷・障害に対する一連のア

スレティックリハビリテーションの流れが理解できるようになることを目標とする。 

＜授業の方法＞ 

視聴覚教材、配布資料、教科書を適宜用いて授業を進行する。アスレティックリハビリテーションのメニュー作成など演習も適宜取り

入れる。オンデマンド資料提示や課題の提示、提出等はGoogle Classroomで行う。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

参考書や配布資料、ノートなどを活用し、予習，復習に努めること。学習時の疑問についてはその都度質問するようにすること。特

に運動学、解剖学の基礎知識が必要となるため、各回の当該箇所（事前に資料を配布）の基本的事項の予習を2時間程度行い講義に臨

むこと。事前課題および復習課題の提示、提出を求めることもある。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

本科目は体育学科のディプロマポリシー8（修得した知識・技術・態度等の全てを総合的に活用し、自らが立案した新たな課題に主体

的、創造的に取り組み、その課題を解決できる能力を身に付けている）、ディプロマポリシー7（体育・スポーツに関する科学的知見

をベースに自らの課題を見つけ、課題解決に取り組み続けることができる生涯学習力を身に付けている）と関連付けられている。体育・

スポーツ現場で頻繁に遭遇するスポーツ外傷・障害からの復帰における一連のアスレティックリハビリテーションの流れやその手法な

どを提供する。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

学習意欲 30％（出席評価、事前学習、小テスト）、最終課題（プレゼンテーション）50％、定期試験  20％事前学習、小テストに関

するフィードバックは講義中または個別に行う。 

＜教科書＞ 

（公財）日本スポーツ協会（2007年9月30日） 公認アスレティックトレーナー専門科目テキスト⑦アスレティックリハビリテーショ

ン  （公財）日本スポーツ協会 

＜参考書＞  

一般社団法人日本スポーツ医学検定機構（2017年2月8日） 

スポーツ医学検定公式テキスト東洋館出版社 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 ガイダンス 講義の概要、到達目標、評価方法等の説明 

2 アスレティックリハビリテーション総論 運動器の解剖の基礎知識、アスレティックリハビリテーションの考え方 

3 
アスレティックリハビリテーションにおけるエクササイ
ズの基礎知識（1） 

筋力エクササイズ 

4 
アスレティックリハビリテーションにおけるエクササイ
ズの基礎知識（2） 

神経筋協調エクササイズ、全身持久力エクササイズ、予防エクササイズ 

5 物理療法・補装具 物理療法・補装具に関する基礎知識 

6 アスレティックリハビリテーション各論（1） 頭頚部障害におけるアスレティックリハビリテーション 

7 アスレティックリハビリテーション各論（2） 腰部障害におけるアスレティックリハビリテーション 

8 アスレティックリハビリテーション各論（3） 肩関節障害におけるアスレティックリハビリテーション 

9 アスレティックリハビリテーション各論（4） 肘関節・手関節障害におけるアスレティックリハビリテーション 

10 アスレティックリハビリテーション各論（5） 股関節・膝関節障害におけるアスレティックリハビリテーション 

11 アスレティックリハビリテーション各論（6） 足関節障害におけるアスレティックリハビリテーション 

12 アスレティックリハビリテーション各論（7） 筋・腱障害におけるアスレティックリハビリテーション 

13 
競技特性に基づいたアスレティックリハビリテーション
プログラム（1） 

アスレティックリハビリテーションにおける競技種目特性（総論） 

14 
競技特性に基づいたアスレティックリハビリテーション
プログラム（2） 

各競技種目における動作特性と体力特性（各論） 

15 総括授業 まとめ 
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科目コード 28119 区 分 専門基礎 

授業 

科目名 プロジェクト・ゼロ 担当者名 鈴木 真理子 

配当年次 1 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

与えられる知識を学ぶのではなく、様々な問題について自分で考え、他者と意見を交わし合いながら、チームで解決する。実践を通じ

て，「主体性」「議論する力」「問題解決する力」を鍛える。 

＜授業の到達目標＞ 

１．議論する上での基本姿勢（自己開示、積極的な質問・フィードバック、多様性の理解）を示すことができる ２．目的・目標を明

確にし、どうやったら達成できるか考え、行動に移すことができる ３．限られた情報や資源を最大限に生かし、行動することができ

る ４．自分が感じたことを素直に伝え、仲間と議論して、仲間と何かを生み出すことを楽しいと思うことができる ５．学んだこと

を授業外の活動にも、積極的に生かそうとすることができる 

＜授業の方法＞ 

グループディスカッションがメインの授業のため、受講者数を制限し（25名）、正解のない問題にチームで取り組み、実践を振り返り、

相互にフィードバックする授業です。受講希望者は、後日アナウンスするサイトから、エントリーシートを提出のこと。エントリーシ

ートの内容により、受講者を選抜します。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

授業のテーマに沿って、参考図書、雑誌、動画の視聴、調査、振り返り、チーム活動などを行う。予習復習を合わせて、毎週２～３

時間程度。成績評価に反映します。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

本科目は、経営学部のディプロマポリシー4「社会や企業活動、経済活動に必要な情報を収集し、課題解決のため意見を交わし提案す

るコミュニケーション能力を身に付けている。」および8「総合的な学習経験で得られる知識を連動させ、新たな課題に対応できる社

会人力（課題を見つける力、創造的思考力、コミュニケーション能力）を身に付けている。」に該当する。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

毎回の出席(必須）とレポート、チームへの貢献度、チームの活動内容（プレゼン、企画運営）等により総合的に評価する。 

＜教科書＞ 

リアセック（2015年7月1日） タクナル  リアセック 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション ・授業の概要、進め方、評価方法などを理解する 

2 軽く議論してみよう ・意見交換の進め方を学ぶ、議論ゲームをやってみよう 

3 自分の意見を伝えよう ・自分の意見を周囲に話す時のポイントを学ぶ 

4 本格的に議論をしてみよう ・企画会議で、アイデア出しから合意形成までやってみる 

5 本格的に議論をしてみよう（発表回） ・企画を発表し、振り返りから気づきを得る 

6 情報を集めよう ・有効で効率的な情報収集について考えよう 

7 情報を集めよう（発表回） ・調査内容を発表し合い、情報収集力について、振り返ろう 

8 個性を生かそう ・チームの活動で発揮している自分の個性を発見し、磨きをかける 

9 情報を分析しよう ・効果的な情報分析について考えよう 

10 情報を分析しよう（発表回） 各チームの発表を通じて、情報分析力について振り返ろう 

11 問題を提起しよう ・今、解決すべき問題は何かを考えよう！ 

12 問題を提起しよう（発表回） ・自分の意見を主張したり、課題発見につながる質問をしてみる 

13 計画を構想しよう ・問題解決までの計画を構想する 

14 計画を構想しよう（発表回） チームの計画を実現させよう！ 

15 振り返り ・学んだことを今後に生かす 
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科目コード 0 区 分 コア科目 

授業 

科目名 マクロ経済学 担当者名 倉田 知秋 

配当年次 1 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

本科目では、国内総生産、物価、利子率、失業率等の国(または地方)を単位とした経済指標・経済活動を中心に、日本及び世界経済に

おけるマクロ経済指標の現状を理解し、それぞれの指標がどのような意味を持ち、どのような関連性があるかについて学ぶ。|マクロ

経済学における政府の役割、財政・金融政策の役割・必要性を理解し、これらの政策の効果を実際の経済データ等を用いて学ぶ。日本

及び世界経済が抱える経済問題について、マクロ経済学の考え方で思考できることを目的とする。 

＜授業の到達目標＞ 

本科目では、マクロ経済学の基本的な考え方を学ぶとともに、実社会の様々な課題に対して経済学の視点からアプローチすることでマ

クロ経済全体の動きを理解しようとする、経済学的発想・思考の習得を目指す。|具体的には、マクロ経済学の基礎理論を正しく理解

することを第一の目標とし、失業や物価問題、為替問題など、今日の日本社会が抱える経済現象に焦点を当て、マクロ経済学の視点か

ら分析・考察して自分なりの見解を導き出すことを第二の目標とする。 

＜授業の方法＞ 

本講義は講義形式で行う。 講義レジュメや各種資料は電子データ（pdfデータ）で配布するため、それらの参照用に、学生自身の情報

端末（パソコンやタブレット）の持ち込み・利用を必要とする。また、分からない用語や内容については各種検索webサイトを利用し

て、授業中でも適時情報検索してもらう。|授業の冒頭など随時、講義内容に関するアンケートや意識調査などを実施し、学生には各

自の情報端末から参加してもらい、それら集計結果はその場で全員で確認する。また、授業終了時には、簡単な理解度確認小テストを

行う。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

講義に臨むにあたり、必ずテキストの該当箇所を事前に予習することを必要とする。じっくり精読し、またわからない専門用語も調

べるなど、予習にはおよそ60分～90分程度の時間を要する。|復習は必ず次回の授業までに行い、少なくとも授業時間と同等（90分）

程度の時間を割くような学習姿勢が求められる。|その他、日経ビジネスをはじめ新聞やニュース、経済関連の情報番組などに普段の

生活の中で積極的に接しておくよう心掛けると良い。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

国際人・リーダーとして「社会に貢献する経営」を実践するための豊かな教養として、歴史・社会・自然を含めた学際的な知識を身に

付けている（DP3）。専門分野にかぎらず幅広い知識と理解を習得することで、高い専門性と実行力を備えた人材としての資質が養成

される。そのためにも、本講義を履修し経済学に関する基礎を習得することは、経営学を専門的に学ぶ上においても非常に重要である。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

受講態度・学習意欲30％、確認小テスト20%、レポート50％で評価する。|各講義終了時に行う確認小テストは解答と解説を例示し、常

に参照可能な状態にして自己学習に役立ててもらう。また、特に重要な点については、次回講義開始時に解説する。 

＜教科書＞ 

Ｎ・グレゴリー・マンキュー（2017.11） マンキュー マクロ経済学Ⅰ入門篇(第4版)  東洋経済 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 ガイダンス 経済学とは、マクロ経済学とは 

2 マクロ経済学のデータ データとは マクロ経済学のデータとは 

3 国民所得 国民所得とは GDPとは 

4 貨幣システム 貨幣システムとその機能 

5 インフレーション 原因と影響と社会的コスト 

6 開放経済 開放経済とは、開放経済のマクロ経済理論 

7 失業と労働市場 長期の経済と失業 

8 中間考査  

9 景気変動 短期の経済と景気循環理論 

10 総需要（1） IS-LMモデルの構築 

11 総需要（2） IS-LMモデルの応用 

12 開放経済（2） マンデル＝フレミング・モデルと為替相場制度 

13 インフレと失業 総供給およびインフレーションと失業の短期的トレードオフ 

14 その他マクロ経済学の理論 ソローモデル、ラムゼイモデルなど 

15 総括 これまでのまとめと総括 



61 
 

  
科目コード 21400 区 分 専門基礎科目 

授業 

科目名 器楽演習Ⅰ 担当者名 髙﨑 展好 

配当年次 0 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 演習 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

ピアノ演奏に必要なテクニックの習得、並びに保育士、幼稚園教諭に必要とされるピアノ弾き歌いのための基礎技術と表現力の習得を

目指す。発声指導、ソルフェージュ、歌唱指導、音楽記号・用語・コード（和音）の学習を取り入れたグループレッスンを行う。 

＜授業の到達目標＞ 

読譜法（リズム唱、階名唱）、ピアノ独習法の習得。課題曲20曲をコード（和音）伴奏で弾き歌いできることを目指す。「こどものう

た」の演奏に必要なコード伴奏法の習得。模擬保育形式で発表を行い、人前でのピアノ弾き歌いに慣れることを目標とする。 

＜授業の方法＞ 

グループレッスンを中心に個人レッスンと併用で行う。各時間に模擬保育形式で発表を行い、実践力を養う。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

ピアノは毎日の積み重ねが重要です。必ず予習、復習を行いレッスンに臨むこと。次週の課題（事前予告）予習 90分以上、これまで

学習した課題の復習 90分以上※芸術センター・ピアノ独習室を活用し研鑽を積むこと。※自宅にピアノが無い場合は、貸し出し用キ

ーボートもありますので活用してください。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

こども発達学科のディプロマ・ポリシー「豊かな人間性を備え、コミュニケーション能力、多面的な子ども理解とその支援ができる専

門性を身に付け、次世代の発展と構築に貢献する、国際的でグローバルな保育者・教育者・指導者の養成」のための基礎科目である。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

授業態度・参加意欲 40％、ピアノ弾き歌いレパートリー（20曲） 60％ 

＜教科書＞ 

髙﨑展好 編著（発行2018年3月） わかりやすい！学びやすい！コードでかんたん！保育のうた  環太平洋大学 

＜参考書＞  

標準バイエルピアノ教則本全音楽譜出版社全訳コールユーブンゲン（信時潔 訳）大阪開成館 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーションレッスン1 
授業概要と課題の説明、担当教員、クラス発表発声指導、ソルフェージュ、音符
の学習、コード、ピアノ演奏テクニック、ピアノを用いた弾き歌い◆本時の課
題：基礎練習課題Ⅰ（初級）◆予習課題「ちょうちょう」 

2 レッスン2模擬保育発表 
発声指導、ソルフェージュ、歌唱指導、音符の学習、コード、ピアノ演奏テクニ
ック、ピアノを用いた弾き歌い◆前時の復習◆予習課題：「チューリップ」「ぶん
ぶんぶん」 

3 レッスン3模擬保育発表 
発声指導、ソルフェージュ、歌唱指導、音符の学習、コード、ピアノ演奏テクニ
ック、ピアノを用いた弾き歌い◆前時の復習◆模擬保育発表「ちょうちょう」◆予
習課題「ぴょんぴょんかえる」「こいのぼり」 

4 レッスン4模擬保育発表 

発声指導、ソルフェージュ、歌唱指導、音符の学習、コード、ピアノ演奏テクニ
ック、ピアノを用いた弾き歌い◆前時の復習◆本時の課題：基礎練習課題Ⅱ◆模擬
保育発表：「チューリップ」「ぶんぶんぶん」◆予習課題：「ぴょんぴょんかえる」
「こいのぼり」 

5 レッスン5模擬保育発表 
発声指導、ソルフェージュ、歌唱指導、音符の学習、コード、ピアノ演奏テクニ
ック、ピアノを用いた弾き歌い◆前時の復習◆模擬保育発表：「ぴょんぴょんかえ
る」「こいのぼり」◆予習課題：「あくしゅでこんにちは」 

6 レッスン6模擬保育発表 

発声指導、ソルフェージュ、歌唱指導、音符の学習、コード、ピアノ演奏テクニ
ック、ピアノを用いた弾き歌い◆前時の復習◆本時の課題：基礎練習課題Ⅲ◆模擬
保育発表：「あくしゅでこんにちは」＋Activity◆予習課題「ありさんのおはなし」
「こぎつね」 

7 レッスン7模擬保育発表 
発声指導、ソルフェージュ、歌唱指導、音符の学習、コード、ピアノ演奏テクニ
ック、ピアノを用いた弾き歌い◆前時の復習◆模擬保育発表：「こぎつね」◆予習
課題：「おはよう」「はをみがきましょう」 

8 レッスン8模擬保育発表 
発声指導、ソルフェージュ、歌唱指導、音符の学習、コード、ピアノ演奏テクニ
ック、ピアノを用いた弾き歌い◆前時の復習◆本時の課題：基礎練習課題Ⅳ◆模擬
保育発表：「ありさんのおはなし」◆予習課題：「おべんとう」「かたつむり」 

9 レッスン9模擬保育発表 
発声指導、ソルフェージュ、歌唱指導、音符の学習、コード、ピアノ演奏テクニ
ック、ピアノを用いた弾き歌い◆前時の復習◆模擬保育発表：「おはよう」「はを
みがきましょう」◆予習課題：「おかたづけ」「すうじのうた」 

10 レッスン10模擬保育発表 
発声指導、ソルフェージュ、歌唱指導、音符の学習、コード、ピアノ演奏テクニ
ック、ピアノを用いた弾き歌い◆前時の復習◆模擬保育発表：「おべんとう」「か
たつむり」◆予習課題：「さよならのうた」 

11 レッスン11模擬保育発表 
発声指導、ソルフェージュ、歌唱指導、音符の学習、コード、ピアノ演奏テクニ
ック、ピアノを用いた弾き歌い◆前時の復習◆模擬保育発表：「おかたづけ」「す
うじのうた」◆予習課題：「おかえりのうた」 

12 レッスン12模擬保育発表 
発声指導、ソルフェージュ、歌唱指導、音符の学習、コード、ピアノ演奏テクニ
ック、ピアノを用いた弾き歌い◆前時の復習◆模擬保育発表：「さよならのうた」
「おかえりのうた」※◆予習課題：「ごんべさんのあかちゃん」 

13 レッスン13模擬保育発表 
発声指導、ソルフェージュ、歌唱指導、音符の学習、コード、ピアノ演奏テクニ
ック、ピアノを用いた弾き歌い◆前時の復習◆模擬保育発表：「ごんべさんのあか
ちゃん」◆初見課題：「むすんでひらいて」◆予習課題：「やまのおんがくか」 

14 レッスン14模擬保育発表 
発声指導、ソルフェージュ、歌唱指導、音符の学習、コード、ピアノ演奏テクニ
ック、ピアノを用いた弾き歌い◆前時の復習◆模擬保育発表：「やまのおんがくか」
※◆初見課題：「てをたたきましょう」◆予習課題：「思い出のアルバム」 

15 レッスン15模擬保育発表総括と今後の課題 
発声指導、ソルフェージュ、歌唱指導、音符の学習、コード、ピアノ演奏テクニ
ック、ピアノを用いた弾き歌い◆前時の復習◆模擬保育発表：未発表の課題曲また
は「思い出のアルバム」◆総括及び器楽演習Ⅱ履修について◆テキスト提出 
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科目コード 0 区 分 コア 

授業 

科目名 流通論 担当者名 國枝 陽輔 

配当年次 1 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

本科目では、学生にとって近い存在である流通業者をピックアップして、流通機能、生産者・卸売業者・小売業者のそれぞれのマーケ

ティング戦略の変化、流通の役割と消費者の満足について理解することを目的とする。また、流通政策によって流通構造は大きく変化

することから、行政とのかかわりについても考察する。 

＜授業の到達目標＞ 

現代の流通機能を、生産者・卸売業者・小売業者およびその全体を管轄する行政の連携した流通構造として理解し、それぞれの機能と

活動を具体的に把握することを目的とする。また、個別の流通業者の立場から、具体的な課題や戦略を考察できる視点を持つことを目

標とする。 

＜授業の方法＞ 

身近な事例を用いながら、基礎的なフレームワークや理論を学ぶ。また、流通業者の事例について、教員と受講者とのディスカッショ

ンや受講生同士でのディスカッションを実施する。受講生は、教科書を事前に読み、課題に取り組みながら、不明点の抽出をおこない、

講義を通じてその理解を深める。受講生の理解度や履修者数に応じて、授業計画を発展・修正する可能性がある。学生はスマートフォ

ン等を用いて、課題の解説動画や投影された資料を無断で撮影・転載することは禁止とする。各授業の検討事項に対して、受講生に自

身の意見や考察を述べてもらうことで、教員と受講者との対話型課題検討を実施する。また、受講者同士でのディスカッションを通じ

て、基礎的な内容のより深い理解と知識の定着を目指す。Google classroomやユニバーサルパスポートを活用し、授業テーマや課題を

受講者に提示する予定である。また、課題に関する資料や解説動画の提示を行いながら、学習支援を実施する予定である。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習：各回の講義内容の予習として、教科書・参考書の該当範囲を読み、課題に取り組みながら自分自身の考えをまとめる。加えて、

日経ビジネスの関心のある記事を読む (毎週最低でも1時間の予習が必要)。復習：教科書・参考図書の参照により、講義内容の不明

点・疑問点を解消する。また、課題への取り組みを通じて、講義内容や自分で考えたことを整理し、理解の深化に努める (毎週最低

でも1時間の復習が必要)。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

グローバルに拡大している企業活動、市場経済、公的分野にまで関連する流通現象、交易市場や流通課題について興味を持ち分析・理

解する能力を身に付ける。そして、社会や企業の課題に対し、経営活動での知識や情報をもとに論理的・数量的に分析する力、問題解

決に向けた意思決定をする力を身に付ける。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

期末試験・レポート60%、授業参加 （授業内でのディスカッション、授業課題への取組み) 40%により総合的に評価する。課題の内容・

評価については、翌週の講義までにフィードバックをおこなう。また、受講者の理解度や学習状況に応じて、課題レポートの範囲につ

いて、講義中に時間をとって追加的な説明をおこなう。真剣に講義に参加している学生の妨げとなる行為には厳しく対応する。 

＜教科書＞ 

石原武政・竹村正明・細井謙一 （2018） １からの流通論 第2版 ※教科書  中央経済社 

日経ビジネス編集部 

日経ビジネス (入学してからのすべての号) ※参考図書日経BP社 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 ガイダンスとイントロダクション 本科目の目標・方法・評価と受講上の注意の説明。流通ついての説明 

2 小売業 (1) 百貨店と総合スーパー 

3 小売業 (2) 食品スーパーとコンビニエンス・ストア 

4 小売業 (3) ディスカウント・ストアとSPA 

5 商業集積 商店街とショッピングセンター 

6 業態 (1) 小売業態とは何か 

7 業態 (2) インターネット技術と新しい小売業態 

8 中間流通 小売を支える卸 

9 流通構造 流通構造とその歴史的な変容 

10 流通における戦略 (1) 日本型取引慣行 

11 流通における戦略 (2) 小売を中心とした取引慣行 

12 流通の役割 (1) 売買集中の原理と品揃え形成 

13 流通の役割 (2) 商業とまちづくり 

14 流通における戦略 (3) 製販連携の進展 

15 流通論のまとめ 流通論についての理解度を自身で確認する 



63 
 

  
科目コード 24109 区 分 専門基礎 

授業 

科目名 英語文学史 担当者名 小迫 勝 

配当年次 1 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

イギリス、アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドにおける文学の歴史を概説します。代表的な作家たちが、その作品

において伝えてきた人生観、価値観、文学観、表現法などを、時代背景とともに歴史的に跡づけることを目的としています。併せて、

表現媒体としての英語の歴史的、地域的、階層的な変異について学修します。 

＜授業の到達目標＞ 

英語を媒体とする文学の代表的な作家とその作品について理解し、異文化および人生の多様な価値観、共生的な人間関係の意義、英語

の多様性などについて知見を広め、国際性を身につけます。 

＜授業の方法＞ 

教員による概説のほか、理解を深めるために、いくつかの代表的な作品についてその一部を演習し、その内容についてデイスカッショ

ンします。レポートは、プレゼンテーションの後に提出していただきます。中間レポートに対して、教員がフィードバックします。な

お、遠隔授業の場合は、google classroom（ユニバーサルパスポート）をとおして課題管理（レポート提出とそのフィードバック）を

します。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習として、テキストを読んでおくことが必要です。特に、演習が予定されている文学作品は、辞書を引いて１時間以上の予習が必

要です。課題レポートは、期末を含めて３回の提出が求められます。従って、毎回の授業の復習として、特に興味深い作家および作

品や表現法について参考書等を参照し、１時間以上かけて自分のことばでまとめを作成することが必要です。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

英語教育に携わる指導者に求められる、確かな英語力、豊かな人間性、異文化の理解、他者・社会・（自然）環境への理解を含めた公

共的倫理観・価値観を、歴史的な観点で習得するための科目です。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

受講態度・学習意欲 20%、課題レポート（25% × 2回 + 30%× 1回 ）80%。遠隔授業の場合は、毎回の授業ごとに提出のレポート 100% 

＜教科書＞ 

小迫 勝 英語文学史（ハンドアウト）   

＜参考書＞  

川崎寿彦 (1986年) 

イギリス文学史入門研究社大橋吉之輔 (1987年)アメリカ文学史入門研究社三神和子編著 (2017年)オーストラリア・ニュージーランド

文学論集彩流社 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 イギリス：アングロ・サクソン時代 イントロダクションおよびキャドモン、キネウルフ、ベオウルフ 

2 イギリス：中世の時代 ロマンス、チョーサー、ガーウエイン詩人、ラングランドなど 

3 イギリス：ルネッサンス,17世紀前半 ワイヤット、サリー、シェイクスピア、スペンサー、ダンなど 

4 イギリス：17世紀後半?18世紀 ミルトン、ドライデン、デフォー、スウイフト、ポープなど 

5 イギリス：ロマン主義の時代 ブレイク、ワーズワース、コールリッジなど 

6 イギリス：19世紀初期の小説 オーステイン、ゴシック小説、M・シェリーなど 

7 イギリス：ロマン主義の若き詩人達 バイロン、シェリー、キーツなど 

8 イギリス：ヴィクトリア朝小説・詩 デイケンズ、ブロンテ姉妹、テニスンなど 

9 イギリス：19世紀末から20世紀初頭 ハーデイ、ワイルドなど 

10 イギリス：20世紀中葉以後 イエイツ、ウルフ、エリオット、ジョイス、ロレンスなど 

11 アメリカ：新大陸発見から南北戦争 ポー、ホーソーン、メルヴィルなど 

12 アメリカ：19世紀後半の詩 ホウイットマン、デイキンスンなど 

13 アメリカ：南北戦争?20世紀初頭 トウエイン、H・ジェイムズなど 

14 アメリカ：20世紀 ヘミングウエイ、フィッツジェラルド、フォークナーなど 

15 カナダ・オーストラリア・ニュージーランド 
モンゴメリ、パーデイー、リッチラー；ロースン、クッツエー；マンスフィール
ド、イヒマエラなど 
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科目コード 0 区 分 コア科目 

授業 

科目名 民法Ⅰ 担当者名 本村 大輔 

配当年次 1 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

本科目は、私法の一般法として広く用いられる民法について、社会人として求められる基礎知識（総則）の習得を目指します。法律学

を初めて学ぶ初学者を対象としているので、基本的な法的思考方法を学ぶことを念頭に法学的要素も多分に含んでいます。民法Ⅱや会

社法、企業取引法、税法を学ぶ前提となる科目です。 

＜授業の到達目標＞ 

民法は、私法の一般法と言われる通り、各種の法律の基礎となる重要な法律です。それゆえ、社会人として企業活動にかかわる際に求

められる最低限度の知識の習得を目指す。このほか、公務員試験の受験を目標とする学生にとっては、自ら学習を進める上での土台と

なる。また、民法は学習範囲も広く、学習には時間を要するため受験を考える者は早い段階での履修を勧める。 

＜授業の方法＞ 

授業は、原則として講義形式で行います。講義内容は、民法に関する基礎知識の整理、民法の論点にかかる通説・判例について学習し

ていきます。また、授業内で民法の論点に関する質問をしますので、リアクションペーパーによる回答を求めます。講義内で配布した

資料は、履修者が必要に応じてダウンロードできるようにする。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

毎回の講義テーマを確認し、該当箇所の教科書を通読し、わからない法律用語については事前に調べておくこと（30分）。授業後は、

速やかに講義内容の復習および教科書の該当箇所を精読しノートにまとめること（90分）。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

民法の基礎知識は、法律学を学ぶ上で重要な科目であることから、民法Ⅱ・会社法・企業取引法・税法を学ぶ前提にもなりえる。また、

上記基礎知識を備えることにより、現実の問題について法的な分析を行い、解決できる素養を磨くことができる。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

定期試験（80％）出席時の授業態度・リアクションペーパーの提出（20％）により成績評価を行う。フィードバックは、リアクション

ペーパーの講評を口頭にて行う。なお、授業内で質問の多い箇所については、次回の授業の冒頭でフィードバックを行う。 

＜教科書＞ 

長瀬二三男・永沼淳子著（2020年8月） 民法入門  弘文堂 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 ガイダンス・民法とはなにか 授業の進め方、受講方法、評価方法等を紹介し、民法の役割を学ぶ 

2 民法総説（１） 民法の基本原則（民法の指導原理） 

3 民法総説（２） 私権とはなにか 

4 私権の主体（１） 自然人の権利能力・意思能力・行為能力 

5 私権の主体（２） 法人の種類および能力 

6 私権の客体 物の分類 

7 法律行為とはなにか 契約は何をすれば成立するのか、成立要件を学ぶ 

8 当事者に関する有効要件（１） 意思表示・心裡留保・虚偽表示 

9 当事者に関する有効要件（２） 錯誤・詐欺・強迫 

10 契約の有効性 無効と取消しの考え方 

11 代理制度（１） 代理の基本的な仕組み 

12 代理制度（２） 無権代理と表見代理 

13 時効制度 時効制度の全体像 

14 理解度の確認およびまとめ これまでの学習内容のまとめを行う 

15 試験及び解説 試験及び解説を行った後、全体総括 
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科目コード 27104 区 分 専門基礎科目 

授業 

科目名 基礎柔道整復学Ⅱ(骨折) 担当者名 坂本 賢広 

配当年次 1 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 必修 

＜授業の概要＞ 

臨床で必要な骨折について発生機序、症状、整復法、固定法、合併症等について学ぶと共に保存療法の限界に関する知識を修得する。

各骨折の発生メカニズムを詳細に理解する事が症状、整復法、固定法、合併症等を合理的に理解することになる。この講義では頭部顔

面骨折・胸骨骨折・肋骨骨折・脊椎骨折・手根骨骨折・中手骨骨折・指骨骨折について学習する。 

＜授業の到達目標＞ 

各骨折の発生機序、症状、整復法、固定法、合併症等について理解する各骨折における保存療法の限界について理解する。 

＜授業の方法＞ 

教科書を中心に講義し、必要に応じて資料を配付する。確認小テストを実施し、予習、復習状況を確認する。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習：次の範囲をシラバスから確認させ、どの様な内容であるかまとめ授業で発表する。（毎回、1時間程度）復習：小テストを次の

授業で実施する。（毎回、2時間程度） 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

この科目は健康科学科のディプロマポリシー2（柔道整復学及び健康科学、スポーツ医科学分野に必要な専門知識と技術を理解し、日々

進歩する医療分野に対応できる能力を身に付ける。）と関連付けられています。柔道整復師として必要な知識を身に付け、最新医療の

状況を把握し広い視野で物事を考えられる知識の習得を目指す。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

学習意欲30％取り組み10％小テスト10%評価試験50% 

＜教科書＞ 

全国柔道整復学校協会監修 柔道整復学・理論編  南江堂 

全国柔道整復学校協会監修 

柔道整復学・実技編南江堂目崎 登監修運動器疾患ワークブック医歯薬出版 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 頭部・顔面骨折 頭蓋骨骨折 眼窩底破裂骨折 

2 頭部・顔面骨折 上顎骨骨折 頬骨および頬骨弓骨折 

3 頭部・顔面骨折 鼻骨骨折・鼻軟骨骨折及び下顎骨骨折 

4 胸骨骨折 胸骨骨折（胸骨柄部・体部・剣状突起部） 

5 肋骨骨折 肋骨骨折及び肋軟骨骨折 

6 脊椎骨折 頸椎骨折 

7 前腕遠位端部骨折 コーレス骨折 

8 前腕遠位端部骨折 スミス骨折 バートン骨折 ショーファー骨折 

9 手根骨骨折 舟状骨骨折 

10 手根骨骨折 その他の手根骨 

11 手根骨骨折 中手骨骨折 

12 中手骨骨折 その他中手骨骨折 

13 中節骨骨折 中節骨骨折 

14 指骨骨折 末節骨骨折 

15 まとめ 総合評価 
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科目コード 37501 区 分 コア科目 

授業 

科目名 スポーツ経営学 担当者名 小堀 浩志 

配当年次 1 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

人間世界の様々な部分に経営管理が存在することを理解し、スポーツの世界にも経営管理が存在することを理解する。さらに、その経

営管理の立場から「豊かなスポーツ生活」の実現をするために、その理念と方法を学習することに重きを置く。特に、運動者の立場に

立った経営管理の考え方を重視するとともに、現代スポーツ社会における諸問題を中心に、具体的な実践につながるような授業を展開

していく。 

＜授業の到達目標＞ 

地域等のスポーツ振興に必要となるスポーツ経営の基礎理論及び実践的方法論を学習する。特にスポーツ経営の諸問題を参考にしなが

ら、経営学的な考え方をできるようにする。 

＜授業の方法＞ 

講義形式を基本とし、教科書を中心とした一斉授業と少人数でのグループワークを中心に展開していく。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習 次週課題（発表準備等）について１時間    復習 授業後の課題について１時間 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

広くスポーツ経営に関わる専門知識・技能を備え、スポーツ関連企業に関連する社会現象を分析・理解し、新たな戦略を創造・提案で

きる能力を身に付ける。また、社会や企業活動、経済活動に必要な情報を収集し、課題解決のため意見を交わし提案するコミュニケー

ション能力を身に付ける。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

授業参加態度 ３０％、 授業内での課題 ３０％、レポートの課題 ４０％ 

＜教科書＞ 

山下秋二、中西純司、畑攻、冨田幸博 (2012年9月1日) スポーツ経営学 改訂版  大修館書店 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 スポーツと経営学 スポーツの普及と経営概論について解説 

2 スポーツ経営の主体と環境 
経営とマネジメントの概念を理解し、マネジメントの基本を解説、スポーツ組織
を取り巻く環境を理解 

3 スポーツ組織の顧客 スポーツ市場の構成、消費者行動を理解 

4 スポーツ組織の経営資源 
スポーツ市場における競争優位、経営資源の分類、スポーツ経営とブランド資産
の創造 

5 スポーツ経営の政策基盤 
スポーツの統治機構とポリシー・メーキング、スポーツ振興基本計画、スポーツ
指導者の養成システム 

6 スポーツ組織の製品コンセプト 製品としてのスポーツ、製品開発とライフサイクル、スポーツプロダクトの構造 

7 サービス業としてのスポーツ施設 
スポーツ施設のサービス、サービス業という発想、サービス商品としてのスポー
ツ 

8 社会文化事業としてのスポーツイベント 
スポーツイベントの文化的価値、種類と規模、製品構成、スポーツベネフィット
の拡張 

9 スポーツマーケティング戦略 
スポーツマーケティングの考え方、マネジメント、スポーツブランド、プロモー
ション 

10 スポーツ組織の設計 組織構造の選択、スポーツ経営の理念と組織文化、組織間のネットワーク 

11 スポーツ経営の計画とコントロール スポーツ組織の意思決定とコントロールシステム、戦略計画と実行計画 

12 スポーツのプロ化とスポーツ経営 スポーツの価格戦略、集客テクニック、スポーツファンの行動 

13 地域の発展とスポーツ経営 まちづくりとスポーツ経営 

14 学校教育改革とスポーツ経営 学校運動部の経営革新 

15 講義のまとめ スポーツ経営学のまとめ 
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科目コード 36202 区 分 コア科目 

授業 

科目名 生理学 担当者名 十河 直太 

配当年次 0 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

主として、人の生理機能の基礎的なしくみについて学習する。また、生理学の応用として、運動時の反応や、発育・発達期及び中高年

期における生理機能の特徴について学習する。さらに、水中という特殊環境や球技における生理的応答について学習する。なお、本授

業は対面形式とオンデマンド形式のブレンド型で実施する。 

＜授業の到達目標＞ 

1.人の生理機能の基礎的なしくみ及び運動が生理機能に及ぼす効果について、専門用語を理解し、体系化できる。2.単に知識を習得す

るだけで無く、日常生活や体育・スポーツ活動に活用し、実践することができる。 

＜授業の方法＞ 

授業では事前課題と事後課題、意見交換をGoogle classroomを用いて行うため、PC機器をインターネットに接続できる環境が必要であ

る。オンデマンド形式で実施する際は、課題の視聴、回答、意見交換を全てオンラインで行う。対面形式ではパワーポイントなどのス

ライドを提示する。授業内での課題提出をオンラインで行うこともあるため、対面形式で授業を実施する際もPCを必ず持参すること。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習：各回の講義内容を確認し、課題を再認する。各回の講義内容の参考書における該当個所は、第1回目に配布するプリントに示し

ているので、それを参考にする（1時間程度）。復習：振り返りレポートを5回に1回の割合で作成する（2時間程度）。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

この科目は体育学科のディプロマポリシー1（体育・スポーツの科学的知見を深め、スポーツを通じた国際的平和の促進について理解

するとともに実践できる能力を身に付けている。）と関連づけられています。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

受講意欲・態度 30%, 小テスト30%，定期試験 40％ 

＜教科書＞ 

＜参考書＞  

黒川隆志、山崎昌廣他(2000) 

「健康スポーツ科学」技報堂出版 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション 1-15回目の授業概要、授業の進め方、成績評価等の説明 

2 現代生活と生理学 現代生活における生理学の意義について解説 

3 人のエネルギー供給機構 人のエネルギー供給機構に基づく、運動を発現させる理論的背景 

4 酸素摂取の生理学（1） 運動中の酸素摂取動態、最大酸素摂取量 

5 酸素摂取の生理学（2） 無酸素性作業閾値、無酸素性エネルギーの指標 

6 呼吸器系のしくみと運動 呼吸器系のしくみと運動時の反応 

7 循環器系のしくみと運動 循環器系のしくみと運動時の反応 

8 筋系のしくみと運動 筋系のしくみ、力発揮から見た筋の働き 

9 神経系のしくみと運動 神経系のしくみ、動作の神経調節機構、力の調節 

10 消化・内分泌系のしくみと運動 消化・内分泌系のしくみと運動の効果 

11 健康とは？、体力 とは？ 健康、体力の定義とその要因 

12 発育・発達と運動 発育・発達に伴う体力・生理機能の変化 

13 老化と運動 加齢に伴う体力・生理機能の変化 

14 水中環境の生理学 水中環境（浮力、抵抗、水圧、水温）がもたらす生理的変化 

15 球技の生理学 球技のエネルギー特性と各球技種目の選手に必要な生理的能力 
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科目コード 24406 区 分 コア科目 

授業 

科目名 アジア太平洋のビジネス環境 担当者名 中西 敏之 

配当年次 1 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

APEC（Asia-Pacific Economic Cooperation）は、18の国と地域からなる協議体である。これらの地域の経済は、世界でもっともダイ

ナミックに展開しておりそのインパクトは大きい。本科目では、アジア太平洋地域（特に、ニュージーランド、オーストラりア、ASEAN

諸国を中心）の文化、歴史、教育、政治、経済について幅広く取り扱い、次代を担う若者が、アジア太平洋地域のビジネス環境につい

て目を向けていくことをねらいとする。 

＜授業の到達目標＞ 

①国際経営にとって世界各国の経済・経営環境がいかに重要であるかを理解する。②アジア太平洋地域の経営環境や日本企業のアジア

戦略、アジア諸国企業の企業構造・成長戦略を理解できるようになる。③対象国を様々な視点から理解することで、広い視野で国際経

済の動きを理解できるようになる。 

＜授業の方法＞ 

各学生個人が意見を持ち発表することを基本とする。毎回数個の質問をし、その都度、指名した学生に意見を求める。Googleclassroom

を活用した課題の配布、資料の共有などICTの活用に努める。教科書は日本語であるが、授業は基本的に英語で行う。レポート、課題

ともに英語で提出してもらうことがある。大学留学レベルの英語力を必要とする。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

各回とも、アジア太平洋諸国に関する情報収集30分、授業の復習に30分をかけることが必要となる。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

本科目は、DP1（グローバルに拡大している企業活動、市場経済、公的分野に関連する社会現象、市場について分析・理解する能力を

身に付ける）に関連する科目である。特にグローバル化・情報化による多様な環境変化の下、グローバルな問題解決に向けた力を身に

付ける。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

授業への取り組み 10%、授業出席課題 10%、レポート 40％、試験 40％授業に関する質問は授業の前後及び教員のオフィスアワーで対

応する。 

＜教科書＞ 

中川涼司、高久保豊 (2017.9.30) 「現代アジアの企業経営」  ミネルヴァ書房 

＜参考書＞  

特になし 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 イントロダクション この科目の内容と到達目標、評価方法を説明 

2 APEC・ASEANとその役割 APECとASEANの歴史と成り立ちについて理解し、現在の役割について考察する 

3 韓国 韓国における財閥の存在意義について 

4 台湾 OEMビジネスについて 

5 中国 中国のビジネスモデルについて 

6 タイ タイ企業と日系企業の関係について 

7 ミャンマー 衣類産業について 

8 コーポレート・ガバナンス 企業形態について 

9 人事労務 人事労務の共通性と違いについて 

10 生産システム アジアにおける自動車産業について 

11 マーケティング マーケティング戦略について 

12 情報管理 主に、中国における情報管理について 

13 中小企業 中小企業の位置付けについて 

14 TPP なぜ今、TPPか 

15 復習とまとめ 授業のまとめとともに、試験 
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科目コード 21113 区 分 専門基礎科目 

授業 

科目名 教育の思想と原理A 担当者名 中原 朋生 

配当年次 1 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 必修 

＜授業の概要＞ 

本講義は、幼児教育及び初等教育に携わる教員に必要な教育に関する基礎理論を学習する。そのために、①教育の基本概念、②教育の

歴史、③教育の思想の３つの大単元から講義を行う。なお、講義中に使用する教育実践の具体例は、幼児教育及び初等教育の実践例と

する。 

＜授業の到達目標＞ 

学生は本講義終了後、以下の３つの内容を理解し説明できる。①教育の基本概念を使用して、実際の教育現象の理由を説明できる。②

教育の歴史に関する知識を使用し、古代から現代にいたる教育と学校の変遷を説明できる。③代表的な教育の思想を使用して、現代の

教育課題を説明できる。 

＜授業の方法＞ 

2名の教員が分担して、講義を中心に授業を行う。ただし、適宜、学生間のディスカッションを行う。課題管理についてはGoogle Classroom

を用いる。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習と復習を合わせ、合計30時間程度の授業時間外学習が必要となる。予習：教科書内の指示された部分を精読する。復習：授業で

学習したことを省察し、自分自身の問題と接続する。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

子ども理解に対しての教育的観点を育成するとともに、問題解決力等のスキルを育成する。このように本授業は、こども発達学科のデ

ィプロマポリシーDP２（乳幼児期から青年期に至るまでの子どもに対しての発達的、教育的、心理的、福祉的観点等、多面的に子ども

を理解する能力を身に付けている。）及びDP３（子どもを取り巻く環境、様々な問題や文化状況に対して、子ども学の知見と教養に基

づく知識と、理解する能力を身に付けている。）に対応している。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

授業（予習・復習を含む）で完成させるワークシート（50％）、最終レポート（50％）。ワークシート、定期試験の特に記述問題は、

Aキーワード（授業で講義した理論・概念）、B論理性（文章の構成）、Cオリジナリティー（自分自身の意見）の３つの観点から採点

し、改善の方向性を学生に示すことで、フィードバックする。 

＜教科書＞ 

池田隆英・楠本恭之・中原朋生編著（2018年4月25日） なぜからはじめる教育原理［第2版］  建帛社 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション なぜ教育の思想と原理を学ぶのか：教育の基本構造、内的視点と外的視点 

2 教育の基本概念（1）「対象理解」 なぜ子どもには教育が必要なのか：子どもの発見、子どもの定義、子どもと家庭 

3 教育の基本概念（２）「教育目標」 
なぜ教育は目標を掲げるのか：個人の人格の完成、社会の形成者の育成、教育基
本法、学校教育法 

4 教育の基本概念（３）「教育内容①」 
なぜ教育の内容を決めることができるのか：教育課程、就学前（遊び）カリキュラ
ム、就学後（教科）カリキュラム、編成原理 

5 教育の基本概念（４）「教育内容②」 なぜ無意識に学ぶことがあるのか：潜在的カリキュラム 

6 教育の基本概念（５）「教育方法」 
なぜ勉強は面白くないのか：生活と学習、問題解決学習、学校と学習、系統学
習、 

7 教育の基本概念（６）「教育評価」 
なぜ教育を評価できるのか：絶対評価、相対評価、診断的評価、形成的評価、総
括的評価、ホリスティック評価 

8 教育の歴史（１）「古代・中世」 
なぜ家族と社会は教育を必要としたのか：家庭教育の歴史、社会教育の歴史、コ
メニウスの普通教育論 

9 教育の歴史（２）「近代（西洋）」 なぜ学校は生まれたのか：近代学校教育制度の成立、ベル、ランカスター、３Rs 

10 教育の歴史（３）「近代（日本）」 なぜ明治政府は全国に小学校をつくったのか：富国強兵、学制、小学校令 

11 教育の歴史（４）「現代」 なぜ学校には課題が生まれたのか：不登校、いじめ、学力差、貧困 

12 教育に関する思想（１）「家庭教育の思想」 
なぜ子どもへの対応が異なる教育実践が生まれるのか：ロックの白紙説、ルソー
の性善説、子ども中心主義、家庭教育論 

13 教育に関する思想（２）「子ども中心主義の思想」 
なぜ子ども中心主義の思想が実践されたのか：ペスタロッチ、オーエン、フレー
ベルの教育実践とその背景 

14 教育に関する思想（３）「学校と学習の思想」 
なぜ経験が重視されたのか：デューイ、『学校と社会』、『民主主義と教育』、問
題解決学習、なすことによって学ぶ 

15 教育に関する思想（４）「シティズンシップ教育の思想」 
なぜ主体的な社会形成が必要なのか：コールバーグ、公正な社会、ギリガン、ケ
アリング、大きな公民教育 
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科目コード 0 区 分 コア科目 

授業 

科目名 簿記演習 担当者名 手嶋 竜二 

配当年次 1 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 演習 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

簿記は実学である。簿記を習得することは、就職活動に有利であり、また就職後の実社会で役立つ。本科目では、企業が行う決算処理

までのプロセスを複式簿記のしくみを使いながら演習形式で理解することが目的である。複式簿記は、企業の経済的な取引を貨幣とい

う尺度で記録し、計算し、整理して会計報告書にまとめていくための企業会計の重要な手段である。本科目では、簿記の専門用語の理

解に配慮しながら、記帳演習及び計算練習を行うことで簿記の基本的スキルを習得していく。最終的には、日商簿記検定３級合格を目

指す。 

＜授業の到達目標＞ 

① 日商簿記検定３級の合格レベルの知識・技術の獲得を目標とする。② 日々の取引の仕訳から決算処理までのプロセスを理解する。

③ 複式簿記の専門用語を理解し、仕訳および記帳技術を習得する。 

＜授業の方法＞ 

① 事前に授業動画を視聴し，授業では教科書に従い、主に演習形式で行う。② 電卓演習・集計作業などの計算を行うので、各自電卓

（関数電卓不可）および定規を持参すること。③ 「簿記入門」の単位取得者あるいはそれと同程度の知識を有することが望ましい。

④ 第１回に参加することは必須で、授業方針を納得の上履修すること（他の授業への参加・公欠などのやむを得ない事情がある場合

には、事前に担当教員へ連絡すること）⑤ 本科目では、問題演習科目であるため、個人学修によるところが大きい。⑥ 本科目では、

日商簿記検定合格を目指している。日商簿記検定では答案用紙に手書きで回答するため、本科目でも手書きを主体とする。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

① 予習として授業動画を視聴し，テキストを読んでおき、例題を解いておくこと。② 復習として、授業で行った練習問題を必ず自

宅で解くようにする。③ 本科目に関して、週に予習（テキストを読む、例題を解く）３時間と復習（練習問題を解く、わからないと

ころをなくす）３時間に費やす必要がある 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

現実の課題に対し、経営活動での知識や情報をもとに論理的・数量的に分析する力、戦略的に問題解決に向けた意思決定をする力を身

に付ける。そのために、本科目では、まず経営活動を貨幣数量的に捉える方法、原理、原則を学ぶ。つぎに、貸借対照表や損益計算書

といった財務諸表の作成プロセスを学ぶ。そして、そのプロセスを理解することにより経営活動を数量的に分析する、あるいは戦略的

に問題解決に向けた意思決定する能力を身に付けることができる。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

① 受講態度・学習意欲・授業への参加度 30％② 小テスト・レポート（GoogleClassroomに提出し，それに個別もしくは全体的にフィ

ードバックをお行う）30％③ 定期試験 40％ 

＜教科書＞ 

滝沢みなみ(2021.2.27) スッキリわかる 日商簿記3級 第12版  TAC出版 

TAC出版開発グループ(2021.4.4) 

スッキリうかる 日商簿記3級 本試験予想問題集 2021年度TAC出版公益社団法人全国経理教育協会（2017.12.1）全経 電卓計算能力検

定試験公式テキスト日本能率協会マネジメントセンター 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 ガイダンス 授業の進め方、成績評価方法、授業方針 

2 第１問対策 仕訳 

3 第２問対策① 小口現金出納帳、手形記入帳 

4 第２問対策②、小テスト 売掛金元帳・買掛金元帳、商品有高帳 

5 第２問対策③ 補助簿、勘定記入 

6 第３問対策① 試算表の作成（1） 

7 第３問対策② 試算表の作成（2） 

8 第３問対策③、小テスト 仕訳日計表の作成 

9 第４問対策① 伝票、訂正仕訳 

10 第４問対策② 決算仕訳、勘定記入 

11 第５問対策① 精算表作成（標準型） 

12 第５問対策②、小テスト 精算表作成（推定型） 

13 第５問対策③ 財務諸表の作成 

14 模擬試験① これまでの総合問題 

15 模擬試験② これまでの総合問題 
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科目コード 22202 区 分 専門基礎科目 

授業 

科目名 社会の理解 担当者名 高橋 純一 

配当年次 0 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

小学校社会科の学習指導要領の変遷と目的・内容、それを踏まえた教科の特質の概要、小学校教員（社会科授業者）として授業を行う

ための基本的素養を身に付ける。そのために教材内容や社会科的な見方・考え方について、学習指導要領や教科書の具体的記述や実践

事例等もとに学びを深める。あわせて、現代的な課題として社会科教育に求められる内容を取り扱う。学習成果については、社会への

関心、参加意欲、社会的な見方・考え方を用いた論理的思考力、表現力、協働性、教職への熱意などについて評価する。 

＜授業の到達目標＞ 

小学校社会科の学習指導要領の変遷と目的・内容、それを踏まえた学習内容と教科としての特質の理解、小学校教員（社会科授業者）

として教材研究を深めるための基本的素養を身に付け、社会科の学習指導に主体的に取り組むことができるようになる。 

＜授業の方法＞ 

指定した教科書、学習指導要領解説社会編、提示する資料を活用しながら、社会科教育についての幅広い考えをもつ授業を目指す。ま

た、学生の着想を生かした教材開発等をまとめることを通して、社会科教育への関心・意欲を醸成するとともに、授業の基礎となる知

識・技能の向上をめざす。尚，個人パソコンの持参を必須とする。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

授業計画の説明や毎時間の課題提示を踏まえて、資料収集等を行い、目的意識、課題意識をもって授業に臨むこと。毎時間に扱う具

体的な単元例を予告するので、関連資料の収集を毎回30分程度させたい。また講義後に自己の学びを振り返り、振り返りフォームの

記入等、学びの整理を30分程度させる。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

この科目は、教育経営学科のディプロマポリシー①③に関連付けられている。「社会科の特質を踏まえた深い学びを理解し、授業実践

できる素養」を育成するための基礎科目であり、教職入門期である初年次生に対し、授業動画や課題を通して、グローバルな視点と知

識を持ち、多文化・異文化について理解する能力を身に付けさせ（DP1）、社会科的な見方・考え方についての確かな認識のもとに、

豊かな教養と、現代日本の社会と学校教育に関する幅広い知識と、理解する能力（DP3）を育成する機会を提供する。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

出席参加意欲30％、課題内容30％、振り返りレポート20％、最終レポート20％により総合的に評価する。 

＜教科書＞ 

文部科学省 小学校学習指導要領解説 社会編  日本文教出版社 

新編 新しい社会 ５下東京書籍新編 新しい社会 ６「歴史編」「政治・国際編」東京書籍 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 社会科を学ぶ意義（オリエンテーション） 授業の概要（目的・内容・方法など） 

2 初等社会科教育の意義・目的（１） 学習指導要領の変遷と社会科の位置づけ 

3 初等社会科教育の意義・目的（２） 問題解決的な学習の展開と意義 

4 今求められている初等社会科教育の在り方（１） 学習指導要領の趣旨と社会科の改訂ポイント 

5 今求められている初等社会科教育の在り方（２） 社会科的「見方・考え方」について具体教材を通しての考察 

6 今求められている初等社会科教育の在り方（３） 社会科における「主体的・対話的で深い学び」について具体教材を通しての考察 

7 今求められている初等社会科教育の在り方（４） 社会科における「思考力・判断力・表現力等」について具体教材を通しての考察 

8 初等社会科教育の特質 生活科教育と社会科教育との接続 

9 初等社会科教育の内容（１） 学習指導要領における内容の改善点の理解 第３学年 

10 初等社会科教育の内容（２） 学習指導要領における内容の改善点の理解 第４学年 

11 初等社会科教育の内容（３） 学習指導要領における内容の改善点の理解 第５学年 

12 初等社会科教育の内容（４） 学習指導要領における内容の改善点の理解 第６学年 

13 初等社会科教育の新たな課題（１） 「主権者教育」についての考察と理解 

14 初等社会科教育の新たな課題（２） 「国際理解教育」についての考察と理解 

15 「社会の理解」まとめ・レポート 授業の総括及びレポート、「授業評価アンケート」の実施 
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科目コード 61007 区 分 コア科目 

授業 

科目名 トレーニング演習Ⅰ(基礎) 担当者名 國友 亮佑 

配当年次 1 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 演習 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

競技力向上のためには筋力の向上は不可欠であり、また生涯にわたり健康的な生活を送るためにも筋力を高めることは重要な要素とな

る。筋力を高めるレジスタンストレーニングを中心に、各種トレーニング法について学習する。 

＜授業の到達目標＞ 

正しいフォームでレジスタンストレーニングを実施できるようになる。各種トレーニングの目的を理解し、正しい指導方法を学習する。 

＜授業の方法＞ 

実技ならびに指導実践を中心に実施する。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習：解剖学や生理学、トレーニング論等の基礎理論をインターネットや文献で調べてくる。(1時間)復習：授業中に撮影したトレー

ニング映像を視聴しながら、自分のトレーニングフォームについて課題などを整理する。（１時間） 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

この科目は、体育学科ディプロマポリシー２（科学的根拠や思考を持って、体育・スポーツ現場の諸問題に対応できる能力を身に付け

ている。）に関連している。トレーニング指導者としての深い専門性と実践力、自身のトレーニング習慣や適切な実技デモンストレー

ション能力を身につける機会を提供する。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

受講態度（授業への取り組み、レポート課題）50%、試験 （小テスト、実技）50％ 

＜教科書＞ 

IPU環太平洋大学トップガン・トレーナーチーム2019 筋トレガイドブック  丸善 

＜参考書＞  

NSCAジャパン 

NSCA決定版ストレングストレーニング＆コンディショニング第４版Book House HDNSCAジャパンNSCAレジスタンストレーニングのため

のエクササイズテクニックマニュアル第3版NSCAジャパン 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 ガイダンス 受講上の注意、評価方法の確認、講義の概要 

2 上半身のエクササイズ① 胸部、肩のエクササイズ 

3 上半身のエクササイズ② 背部のエクササイズ 

4 上半身のエクササイズ③ ダンベルを用いたエクササイズ 

5 下半身のエクササイズ① デッドリフト動作 

6 下半身のエクササイズ② スクワット動作 

7 下半身のエクササイズ③ 片脚エクササイズ 

8 トレーニング動作のチェック ビックスリーの動作テスト 

9 オリンピックリフティング ハングスナッチの段階的な習得方法 

10 コアエクササイズ 腹部のエクササイズ 

11 トレーニングの方法① 安全な筋力測定の方法 

12 トレーニングの方法② 筋肥大トレーニングの方法 

13 トレーニングの方法③ 筋力向上トレーニングの方法 

14 トレーニングの方法④ パワー向上トレーニングの方法 

15 まとめ 実技テスト・授業の総復習 
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科目コード 27300 区 分 専門基礎 

授業 

科目名 運動学特論Ｂ 担当者名 宮本 彩 

配当年次 0 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

運動学は、人間の身体運動の構造や性質を諸原理から選択し、 系統的に応用する科学的研究領域である。つまり、解剖学、生理学、

生化学で学んだ人体の構造と機能、働きを理解した上で、身体運動の発現が効率良く連携する仕組みを学習するものである。また、身

体の成長・発達および加齢に伴い変化する運動の様相を観察し、正常な動きを理解した上で異常運動を学習する。さらに、柔道整復師

国家試験出題基準に沿って、四肢と体幹の運動から運動学習までを学習する。 

＜授業の到達目標＞ 

運動学の領域と目的を理解し、身体（骨・関節・筋・神経）の構造や機能についての基本的な知識を復習しながら、身体運動の分析や

運動発達・学習について修得することを目標としている。 

＜授業の方法＞ 

教科書を基にデジタル資料を配布し、講義を進めていく。また、時にグループディスカッションや発表を用いながら理解を深めていく。

授業の最初あるいは最後に確認テストを実施する。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

事前に次回授業の内容における教科書を熟読し、授業の理解を深める（約1時間）。また、確認テストに向けた復習、あるいは、授業

内で理解できなかった箇所の復習を、教科書（運動学や関連する教科の解剖学、生理学）を参考にしながら学習する（約1時間）。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

この科目は、健康科学科DP2「柔道整復学及び健康科学、スポーツ医科学分野に必要な専門知識と技能を理解し、日々進歩する医学分

野に対応できる能力を身に付けている。」と関連付けられています。柔道整復術の基礎をなすため、修得が特に必要な筋骨格系、神経

系について運動を通じて系統的に理解を深め基礎を定着させる機会を与える。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

予習および授業課題：20%授業内の確認テスト（小テスト）：30%定期試験：50％ 

＜教科書＞ 

斎藤宏（1993年3月） 運動学 第3版  医歯薬出版株式会社 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 運動学特論Aの振り返り 運動野表し方、骨・関節・筋の構造と機能の復習 

2 8 四肢と体幹の運動（1） A上肢帯の運動 

3 8 四肢と体幹の運動（2） B肩関節の運動 

4 8 四肢と体幹の運動（3） C肘関節と前腕の運動 

5 8 四肢と体幹の運動（4） D手関節と手の運動 

6 8 四肢と体幹の運動（5） E股関節の運動 

7 8 四肢と体幹の運動（6） F膝関節の運動 

8 8 四肢と体幹の運動（7） G足関節の運動 

9 8 四肢と体幹の運動（8） H体幹と脊柱の運動／I頸椎の運動／L顔面および頭部の運動 

10 8 四肢と体幹の運動（9） J胸郭と胸椎の運動／K腰椎，仙椎および骨盤運動 

11 9 姿勢（1） A姿勢の分類／B重心／C立位姿勢 

12 9 姿勢（2） D立位姿勢の制御／E機能肢位 

13 10 歩行（1） A歩行周期／B歩行の運動学的分析 

14 10 歩行（2） C歩行の運動力学的分析／D歩行時の筋活動／E歩行のエネルギー代謝 

15 10 歩行（3） F走行／G異常歩行 
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科目コード 21111 区 分 専門基礎科目 

授業 

科目名 教職入門Ｂ 担当者名 久田 孝 

配当年次 1 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

教師という仕事は、成長途上にある無限の可能性を秘めた子どもたちを、教え、育み、そして自分自身も子どもとともに学んでいく、

非常にやりがいのある職業である。しかしながら誰もがすぐにできる仕事ではない。「教職入門」では、教師を目指す入り口となる科

目であることから、本授業は、漠然と教師になりたいと考えている学生に、専門職としての教職の内容、その難しさと厳しさ、そして、

よろこびややりがいを、実際の学校現場での実践、実例を通して学んでいく。これまでの学ぶ（学習者）側から、教える（教授者）側

へと視点を変えて学んでいく。 

＜授業の到達目標＞ 

１．将来教師となった時、即戦力として通用するための基本的な資質・能力を身につけることができる。２．自身が本当に教師に向い

ているのかなどの適性についても、自らを振り返りながら、明らかにし、教師への意欲を言語化することができる。３．学び続ける教

師としての学び方を身につけることができる。 

＜授業の方法＞ 

各章のテーマに沿って、必要に応じて，それぞれの学校現場で教職経験をもった教員が指導補助に入りながら講義を行っていく。必要

に応じて参考書を提示したり、プリントを配布したりして補完していく。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習：教科書や配付資料等を事前に熟読し、次週の指導内容のキーワードの下調べ、講義で扱うテーマについて自己の考えをまとめ

た上で講義に臨む。前回の内容、もしくは事前学習の内容についての毎時間小テストを行う。（ノートへのまとめ記載・毎回１時間程

度）復習：講義終了後、本時の講義についてレポートにまとめ提出。（毎回１時間程度）※レポートはWordで作成し、翌日の17:00ま

でに所定のDropboxに投函すること。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

この科目は教育経営学科のディプロマポリシー６（高い倫理観と規範意識、自己コントロール力、教師としての職責を果たそうとする

真摯な姿勢を身に付けている。）と関連付けられている。現代日本の初等教育に関する幅広い知識を修めるだけでなく、次世代をにな

う教育者として学び続ける姿勢や思考力、実践力の育成に向けた科目である。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

講義に臨む意欲・姿勢・態度 30％、レポート・小テスト 70％※意欲・姿勢・態度については教員、社会人にとって求められる決定的

な資質・能力である。「教職入門」、においては各自の意欲・姿勢・態度を出欠と講義中における姿勢を重視して評価する。遅刻、居

眠り、私語、講義の学習に不必要な行動や注意を受けた後の態度、行動は評価に大きな影響を及ぼす。 

＜教科書＞ 

中田正浩・代表編著2020，4 『新しい視点から見た教職入門』  大学教育出版 

「渡邉 正樹 2020，3，27」「女性スポーツ研究センター 2020，12」 

「学校安全と危機管理」「女性アスリートダイアリー2021」「大修館書店」「大修館書店」文部科学省 2010，3生徒指導提要教育図

書 

＜参考書＞  

梶田叡一 2010，8 

改訂 実践教育評価辞典文溪堂梶田叡一 2012，8教育フォーラム50＜やる気＞を育てる金子書房日本学校メンタルヘルス学会 2017，

9学校メンタルヘルスハンドブック大修館書店 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション 
本授業の目的、目標、計画、講義の概要、指導方法、授業におけるルール、評価
方法についての説明 

2 教職への道 
①教育とは何か、先生とは何かを考える。②教職へ向けてこれからどのようなこ
とを学び、準備していくのか、日本の教員養成制度を理解する。 

3 求められる教師像 
教師（学校）をとりまく社会の状況から、求められる教師像とそのための資質能力
を理解する。 

4 教師の仕事（1）～小学校～ 小学校教諭の１日（業務内容）を理解する。 

5 教師の仕事（2）～幼稚園～ 幼稚園教諭の１日（業務内容）を理解する。 

6 教師の仕事（3）～中学校・特別支援学校～ 中学校・高等学校・特別支援学校教諭の１日（業務内容）を理解する。 

7 資質能力の向上をめざした研修 教員研修の目的、目標、内容、方法について知る。 

8 教員の身分と服務 
服務の根本基準、特徴、監督、職務上の義務、身分上の義務、身分保障について
理解する。 

9 学級経営 学級づくりの原理と方法について実践事例をもとに理解する。 

10 生徒指導 生徒指導上の諸問題と指導のあり方（予防と対処）を理解する。 

11 学校教育と社会教育 
①学校教育と学校外で行われる教育とのちがいについて考え、学校とは何かを理
解する。②校務分掌、職員会議など、学校の組織について理解する。 

12 教員採用試験 
①教員採用試験とは何か、求められる人物、試験の特徴を知る。②採用試験合格
のために準備することを知る。 

13 教育実習 
教育実習をはじめとするインターンシップの目的、内容、方法、そして実習生と
して必要とされるルールとマナーについて理解する。 

14 教員の問題行動とメンタルヘルス 
①教職員の不祥事、教師の精神疾患の事例から、メンタルヘルスのあり方を考え
る。②不適格教員の事例をもとに、教師としての適性を見つめ直す。 

15 まとめ 
①これまでの学びをふり返り、内容を整理する。②教員免許取得と教員採用試験
合格に向けて、見通しをもつ。 
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科目コード 21327 区 分 専門基礎科目 

授業 

科目名 教育課程論(幼児) 担当者名 中原 朋生 

配当年次 1 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

幼稚園における「教育課程」,保育所における「全体的な計画」の意義および編成の方法等について理論的・実践的な面から考察する

ことにより，効果的な教育活動が展開できるようにすることを目的とする。 

＜授業の到達目標＞ 

保育課程の意義を理解し，保育課程を編成する理論的・実践的な資質を培う。さらに、長期指導計画及び短期指導計画の基本的考え方

を使用して、実際の保育課程のモデルを作成できるようになる。 

＜授業の方法＞ 

講義では、ワークシート、資料、パワーポイントを使用する。各個人がワークシートに教育経験や自己の考えを記入する活動を15分程

度、学生が概念を習得するための講義45分程度、グループ討議や発表を30分程度を組み合わせた講義を展開する。なお受講にあたって

はパソコン必携とする。課題の管理、資料、ワークシート等の配布Google Classroom上の質問・フォーム等を使用する。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

講義前に、保育課程に関するワークシートと教科書の予習（60分程度必要）すべき内容と方法を指示する。講義後に、ワークシートの

復習（60分程度）が必要な箇所を指示する。これを15コマ課すため、合計30時間の予習・復習が必要である。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

子ども理解に対しての教育的観点を育成するとともに、グループ討議を通して円滑な人間関係を築くためのコミュニケーション能力、

問題解決力等を育成する。このように本授業は、こども発達学科のディプロマポリシーDP２（乳幼児期から青年期に至るまでの子ども

に対しての発達的、教育的、心理的、福祉的観点等、多面的 に子どもを理解する能力を身に付けている。）及びDP３（子どもを取り

巻く環境、様々な問題や文化状況に対して、子ども学の知見と教養に基づく知識と、理解 する能力を身に付けている。）に対応して

いる。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

授業（予習・復習を含む）で作成する長期指導計画モデル、短期指導計画モデル（60％）、グループ討議の取り組み状況（20％）、レ

ポート（20％）。指導計画モデルは、A理論（教育課程編成の基礎理論・概念の使用状況）、B実践（実際に実践可能な計画か）、Cオ

リジナリティー（自分自身の理想の保育が表現されているか）の３つの観点から採点し、改善の方向性を学生に示すことで、フィード

バックする。 

＜教科書＞ 

池田隆英・楠本恭之・中原朋生編著（2015年4月20日） 『なぜからはじめる教育原理』  建帛社 

文部科学省（2018年2月） 

『幼稚園教育要領解説』フレーベル館 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 保育課程論の目的  

2 カリキュラムの基礎理論（１） 教科カリキュラムと経験カリキュラム 

3 カリキュラムの基礎理論（２） スコープとシークェンス 

4 PDCAサイクルの中の計画 幼稚園（保育所）における教育課程（保育課程）の意義と全体像 

5 保育の計画の前提 子ども理解と保育教材の研究 

6 保育の計画の実際 遊びの部分指導案の場合 

7 子ども理解に基づく保育課程 発達課題、ビデオ分析 

8 子ども理解に基づく長期指導案モデルの検討 現場で使用される保育の全体の計画 

9 子ども理解に基づく短期指導案モデルの検討 現場で使用される遊びの部分指導計画 

10 長期指導計画の編成原理 幼稚園における「教育課程」・保育所における「全体的な計画」 

11 長期指導計画の実際 「教育課程」の構成要素、保育理念、子ども像、保育内容、行事 

12 長期指導計画の作成 幼稚園の教育課程モデルの作成 

13 短期指導計画の編成原理 遊びの部分指導案の実際 

14 短期指導計画の実際 
部分指導案の構成要素、子どもの姿、ねらい、予測される子どもの活動、環境構
成、、保育者の援助と配慮 

15 短期指導計画の作成 遊びの部分指導案モデルの作成 
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科目コード 65021 区 分 専門基礎科目 

授業 

科目名 実践英文法（応用） 担当者名 井上 聡 

配当年次 1 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

本授業では、高校既習の難度の高い英文を題材とし、その構造を理解し、他者にわかりやすく説明する力を養います。主体的・対話的

で深い学びを実現するため、授業は、小テスト、デジタル協同学習による教え合い、解説、演習等で構成されています。事前課題の質、

小テストのスコア、協同学習の成果、意見交換に基づいて成績評価を行います。なお、この授業はブレンド型で行われますので、必ず

PCを持参して臨んでください。中高英語免許取得を主専攻とする学生にとっても、副専攻とする学生にとっても、英語教職課程に本格

的に取り組むための分岐点となるかもしれません。 

＜授業の到達目標＞ 

１．事前課題に粘り強く取り組み、詳細なノートを作成・提出できる。２．理解度確認テストを受験し、高スコアを獲得できる。３．

積極的に意見交換に参加し、学びを深めることができる。４．自身の学びをQuizletで整理することができる。 

＜授業の方法＞ 

１．小テスト（10分）２．解説（10分）３．デジタル協同学習（20分）４．解説（35分）５．学びの整理（10分）６．意見交換（5分） 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習：調べ学習のノートのスクリーンショットを提出（90分程度）※事前課題となるキーワードについては、章ごとに分け、Classroom

に格納しています。復習：小テストの準備＋Quizletによる単語集の作成（60分程度） 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

この科目は教育経営学科のDP⑤（情報機器や教材の活用を含めた学習指導方法の基本とともに、問題解決に向かう論理的・批判的思考

力を身に付けている）と関連付けられています。ICTを活用したアクティブラーニングを通して、難度の高い文法項目への理解を深め、

他者にわかりやすく説明する力を身につけましょう。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

事前課題 20%、小テスト 20%、期末試験 20%、意見交換 20%、Quizlet 20% 

＜教科書＞ 

特になし    

＜参考書＞  

特になし 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション シラバス説明、デジタル協同学習の練習 

2 英文の構造解析(1) 文型 

3 英文の構造解析(2) 動詞の活用・基本時制・進行形 

4 英文の構造解析(3) 完了形 

5 英文の構造解析(4) 助動詞 

6 英文の構造解析(5) 態 

7 英文の構造解析(6) 不定詞 

8 英文の構造解析(7) 動名詞 

9 英文の構造解析(8) 分詞 

10 英文の構造解析(9) 名詞・冠詞・代名詞 

11 英文の構造解析(10) 形容詞・副詞 

12 英文の構造解析(11) 比較 

13 英文の構造解析(12) 関係詞(1) 

14 英文の構造解析(13) 関係詞(2) 

15 期末試験 ※解説あり 全範囲 
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科目コード 0 区 分 コア科目 

授業 

科目名 臨床柔道整復学Ⅰ(骨折Ⅰ) 担当者名 畑島 紀昭 

配当年次 1 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 必修 

＜授業の概要＞ 

臨床で必要な骨折について発生機序、症状、整復法、固定法、合併症等について学ぶと共に保存療法の限界に関する知識を修得する。

各骨折の発生メカニズムを詳細に理解する事が症状、整復法、固定法、合併症等を合理的に理解することになる。この講義では鎖骨骨

折、肩甲骨骨折、上腕骨骨折、前腕骨骨折について学習する。 

＜授業の到達目標＞ 

各骨折の発生機序、症状、整復法、固定法、合併症等について理解する各骨折における保存療法の限界について理解する。 

＜授業の方法＞ 

教科書を中心に講義し必要に応じてDropboxにて資料を配付する。授業中に確認小テストを実施し、予習、復習状況を確認する。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習：次の範囲をシラバスから確認させ、どの様な内容であるかまとめ授業で発表する。（毎回、1時間程度）復習：小テストを次の

授業で実施する。（毎回、2時間程度） 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

この科目は健康科学科のディプロマポリシー3（幅広く深い教養を身に付け、体育・スポーツ人としての立場を歴史・社会・自然と関

連付けて理解する能力を身に付けている。）とディプロマポリシー5（科学的根拠や思考を持って医療現場やスポーツ現場の諸問題に

対応できる能力を身に付けている。）と関連付けられています。柔道整復師として必要な知識を身に付け、最新医療の状況を把握し広

い視野で物事を考えられる知識の習得を目指す。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

学習意欲 30％、小テスト 30％、評価試験 40％ 

＜教科書＞ 

全国柔道整復学校協会 柔道整復学・理論編  南江堂 

全国柔道整復学校協会 

柔道整復学・実技編南江堂 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 鎖骨骨折（１） 
鎖骨骨折（中央）における概要、発生機序、症状、合併症、整復法、固定法につい
て 

2 鎖骨骨折（２） 
鎖骨骨折（近位および遠位）における概要、発生機序、症状、合併症、整復法、固
定法について 

3 肩甲骨骨折（１） 
肩甲骨骨折（肩甲骨体部骨折、肩甲骨辺縁部骨折、肩甲骨関節窩骨折）における概
要、分類、発生機序、症状、合併症、治療法について 

4 肩甲骨骨折（２） 
肩甲骨骨折（肩甲骨頚部骨折、肩峰骨折、烏口突起骨折）における概要、分類、発
生機序、症状、合併症、治療法について 

5 上腕骨近位端部骨折（１） 
結節上骨折（上腕骨骨頭骨折、解剖頸骨折）における概要、発生機序、症状、合併
症、治療法について 

6 上腕骨近位端部骨折（２） 
結節下骨折（外科頸骨折、大結節骨折、小結節骨折、結節部貫通骨折）、骨端線離
開における概要、発生機序、症状、合併症、治療法について 

7 上腕骨骨幹部骨折（１） 上腕骨骨幹部骨折における概要、発生機序、転位について 

8 上腕骨骨幹部骨折（２） 上腕骨骨幹部骨折における症状、合併症、整復法、固定法について 

9 上腕骨遠位端部骨折（１） 上腕骨顆上骨折における概要、発生機序、症状、合併症、治療法について 

10 上腕骨遠位端部骨折（２） 
上腕骨外顆骨折、上腕骨内側上顆骨折における概要、発生機序、症状、合併症、
治療法について 

11 前腕骨近位端部骨折（１） 
橈骨近位端部骨折（橈骨頭骨折、橈骨頚部骨折）における概要、発生機序、症状、
合併症、治療法について 

12 前腕骨近位端部骨折（２） 
尺骨近位端部骨折（肘頭骨折、尺骨鉤上突起骨折）における概要、発生機序、症
状、合併症、治療法について 

13 前腕骨骨幹部骨折（１） 
橈骨骨幹部骨折、尺骨骨幹部骨折、橈・尺両骨骨幹部骨折における概要、発生機
序、症状、合併症、治療法について 

14 前腕骨骨幹部骨折（２） 
前腕骨脱臼骨折（モンテジア脱臼骨折、ガレアッツィ脱臼骨折）における概要、発
生機序、症状、合併症、治療法について 

15 まとめ 授業の総合評価を行う。 
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科目コード 54001 区 分 コア科目 

授業 

科目名 資格検定対策Ⅱ(情報系) 担当者名 小野寺 剛 

配当年次 1 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 演習 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

現在の職場では仕事そのものがデジタル化とネットワーク化に対応しており、情報処理技術の基礎を理解している人材が求められてい

る。ＩＴパスポート資格は、職業人が共通に備えておくべき情報技術に関する基礎的な知識を図るもので、実社会で役立つ有効な資格

である。本科目では、主な出題範囲に分けて、企業と法務、経営戦略、システム戦略、開発技術、プロジェクトマネジメント、サービ

スマネジメント、基礎理論、コンピュータシステム、技術要素に関する知識を身につけ、資格取得を目指す。 

＜授業の到達目標＞ 

①資格試験対策勉強を通じて、企業活動における情報システムの重要性、情報システムの基礎および、仕事における情報システムとの

関わりについてのイメージを持つ。|②国家試験である情報処理技術者試験制度の概要、受験する意義および、ＩＴパスポート試験の

概要を理解する。|③ＩＴパスポート試験に合格するための力を身につける。 

＜授業の方法＞ 

ＩＴパスポート試験の出題範囲の各テーマごとに問題演習をおこなう。合格するための勉強方法について適宜解説する。 |グループワ

ーク、グループディカッション、クラスディカッションを実施し、授業課題に取り組む。ディスカッションの内容は、授業内における

発表等にてクラス内で共有する。 |ノートパソコン等のＩＣＴ機器、ユニバーサルパスポート、DropBox等を積極的に活用する。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

・事前学習：次回の授業で扱う問題について、自分で問題を解く（１時間程度）。 |・事後学習：授業で学んだテーマについて復習し、

理解を深める（１時間程度）。 |・国家試験を受験する場合は、相応の自己学習が必要。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

本講義は、経営学部のディプロマポリシーDP5「現実の課題に対し、経営活動での知識や情報をもとに論理的・数量的に分析する力、

戦略的に問題解決に向けた意思決定をする力を身に付けている。」およびDP2「広く経営に関わる専門知識・技能を備え、企業に関連

する社会現象を分析・理解し、新たな戦略を創造・提案できる能力を身に付けている。」に対応している。|資格試験対策勉強を通じ

て、経営情報に関する課題に対し、論理的・数量的に分析する力、戦略的に問題解決に向けた意思決定をする力を身につける。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

授業態度 30％、中間課題 30％、期末課題 40％ で評価する。| 

＜教科書＞ 

高橋 京介（2021年2月） いちばんやさしいITパスポート 絶対合格の教科書+出る順問題集   

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 ガイダンス ＩＴパスポート試験の概要、授業の進め方等の説明 

2 テクノロジ系（1）基礎理論とアルゴリズム コンピュータの基礎理論、アルゴリズムとデータ構造 

3 テクノロジ系（2）コンピュータシステム コンピュータの構成要素、システムの構成要素、クライアントサーバシステム 

4 テクノロジ系（3）ハードウェア コンピュータ、ディスプレイ、プリンターなどハードウェアの理解 

5 テクノロジ系（4）ソフトウェア 
OSの機能と役割、OSの種類、ソフトウェアパッケージ、オープンソースソフト
（OSS）とは 

6 テクノロジ系（5）データベース データベース、データベース管理システム（DBMS）、データ分析とデータ抽出 

7 テクノロジ系（6）ネットワーク ネットワークの基本、LANとWAN、プロトコルとは、インターネットと電子メール 

8 テクノロジ系（7）情報セキュリティ 
コンピュータウイルスとマルウェア、ID・パスワードとデジタル署名、暗号化技
術の仕組み 

9 ストラテジ系（1）経営戦略マネジメント SWOT分析とは、経営情報分析手法（PPM、CRM、SCMなど）| 

10 ストラテジ系（2）技術戦略マネジメント POSシステム、ICカードなどのシステム、ビジネスインダストリとは 

11 ストラテジ系（3）システム戦略 情報システム戦略、クラウドコンピューティング、loT、ビッグデータなど 

12 マネジメント系（1）開発技術 
要件定義、システム設計、プログラミング、システム開発のプロセス、開発モデ
ルと意義 

13 マネジメント系（2）プロジェクトマネジメント プロジェクトマネジメントの意義、プロジェクトマネジメントのプロセスの流れ 

14 
マネジメント系（3）サービスマネジメントとシステム監
査 

ITサービスマネージメントの意義と目的、システム監査の意義、ITガバナンス 

15 試験対策 過去問題と疑似試験演習 



79 
 

  
科目コード 21401 区 分 専門基礎科目 

授業 

科目名 器楽演習Ⅱ 担当者名 堀上 みどり 

配当年次 0 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 演習 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

器楽演習Ⅰで習得したテクニックを基礎として、ピアノ演奏に必要な応用テクニックの習得、並びに保育士、幼稚園教諭に必要とされ

るピアノ弾き歌いのための基礎技術・技能と表現力の習得を目指します。発声指導、コールユーブンゲンを使用したソルフェージュ、

歌唱指導、音楽記号・用語・コード（和音）の学習を取り入れたグループレッスンをおこなう。後期15回授業終了後にピアノ弾き歌い

実技試験を実施します。※実技試験不受験の場合は、単位不認定となる。※保育士資格、幼稚園教諭資格取得希望者は必ず履修してい

ること。※保育実習、幼稚園実習に参加する場合、器楽演習Ⅰ・Ⅱは単位修得済みであること。 

＜授業の到達目標＞ 

読譜法（リズム唱、階名唱）、ピアノ独習法の習得。バイエルピアノ教則本よりNo.44、48、58、86、103の5曲を課題曲とした演奏技

術の習得。子どもの歌に必要なコード（和音）の理解、コード伴奏の習得及び、ピアノ弾き歌いによる課題曲をコード伴奏で歌いなが

ら演奏できることを目指します。人前での演奏に慣れることを目的に授業内において一人ずつ模擬保育形式によるピアノ弾き歌い発表、

授業15回終了後に公開形式でのピアノ弾き歌い実技試験突破を目標とします。 

＜授業の方法＞ 

グループレッスンを中心に模擬保育形式で発表を行い、実践力を養います。※予習、復習が完全でない場合は、補習を課すこともあり

ます。※状況に応じて授業計画を進めることもあります。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

ピアノは毎日の積み重ねが重要です。必ず予習、復習を行いレッスンに臨むこと。授業内において、次週課題の読譜に必要な予習を

行います。次回授業までに予習 90分以上、これまで学習した課題の復習 90分以上を必ず行うこと。※芸術センター・ピアノ独習室

を活用し研鑽を積むこと。※自宅にピアノ練習環境が無い場合、持ち運び可能な電子キーボードのレンタルを活用してください。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

こども発達学科のディプロマ・ポリシー「８．…学術性を備えた保育・教育実践力…」を身につけるための基礎科目である。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

授業態度、参加意欲 20％、ピアノ課題曲 40％、実技テスト 40％定期試験期間中にピアノ弾き歌い実技試験を実施。事前に発表され

た課題曲5曲より当日抽選で3曲演奏する。 

＜教科書＞ 

髙﨑展好 編著（発行2018年3月） わかりやすい！学びやすい！コードでかんたん！保育のうた  環太平洋大学 

＜参考書＞  

標準バイエルピアノ教則本全音楽譜出版社全訳コールユーブンゲン（信時潔 訳）大阪開成館 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーションレッスン1 

授業概要と課題の説明、担当教員、クラス発表、発声指導、ソルフェージュ、音
符、リズム学習、コード、ピアノ演奏テクニック、ピアノ弾き歌い、前期復習◆
本時の課題：バイエルNo.44◆復習課題：「やまのおんがくか」◆予習課題：「こお
ろぎ」 

2 レッスン2模擬保育発表 
発声指導、ソルフェージュ、歌唱指導、音符・リズム学習、コード、ピアノ演奏
テクニック、ピアノ弾き歌い◆前時の復習◆模擬保育発表：「こおろぎ」◆本時の
課題：バイエルNo.48◆予習課題「どんぐりころころ」 

3 レッスン3模擬保育発表 
発声指導、ソルフェージュ、歌唱指導、音符・リズム学習、コード、ピアノ演奏
テクニック、ピアノ弾き歌い◆前時の復習：バイエルNo.44、48◆模擬保育発表：
「どんぐりころころ」◆予習課題：「まつぼっくり」 

4 レッスン4模擬保育発表 
発声指導、ソルフェージュ、歌唱指導、音符・リズム学習、コード、ピアノ演奏
テクニック、ピアノ弾き歌い◆前時の復習：バイエルNo.44、48◆模擬保育発表：
「まつぼっくり」◆予習課題：「お花がわらった」、歌詞内容理解 

5 レッスン5模擬保育発表 
発声指導、ソルフェージュ、歌唱指導、音符・リズム学習、コード、ピアノ演奏
テクニック、ピアノ弾き歌い◆前時の復習◆本時の課題：バイエルNo.44（連弾）◆
模擬保育発表「とけいのうた」◆予習課題「しゃぼんだま」、歌詞内容理解 

6 レッスン6模擬保育発表 

発声指導、ソルフェージュ、歌唱指導、音符・リズム学習、コード、ピアノ演奏
テクニック、ピアノ弾き歌い◆前時の復習◆課題曲発表：バイエルNo.48◆模擬保
育発表「しゃぼんだま」◆予習課題「みずあそび」、バイエルNo.58（リズムの理
解） 

7 レッスン7模擬保育発表 
発声指導、ソルフェージュ、歌唱指導、音符・リズム学習、コード、ピアノ演奏
テクニック、ピアノ弾き歌い◆前時の復習◆課題曲発表：バイエルNo.58◆模擬保
育発表：「みずあそび」◆予習課題「めだかのがっこう」 

8 レッスン8模擬保育発表 

発声指導、ソルフェージュ、歌唱指導、音符・リズム学習、コード、ピアノ演奏
テクニック、ピアノ弾き歌い◆前時の復習◆課題曲発表：バイエルNo.58（連弾）◆
模擬保育発表：「めだかのがっこう」◆予習課題「おつかいありさん」、バイエル
No.86 

9 レッスン9模擬保育発表 

発声指導、ソルフェージュ、歌唱指導、音符・リズム学習、コード、ピアノ演奏
テクニック、ピアノ弾き歌い◆前時の復習：バイエルNo.86（主にリズム復習）◆
模擬保育発表：「おつかいありさん」◆予習課題：「とんぼのめがね」、バイエル
No.103 

10 レッスン10模擬保育発表 

発声指導、ソルフェージュ、歌唱指導、音符・リズム学習、コード、ピアノ演奏
テクニック、ピアノ弾き歌い◆前時の復習◆課題曲発表：バイエルNo.86（連弾）◆
模擬保育発表：「とんぼのめがね」◆予習課題：「ゆき」「あわてんぼうのサンタ
クロース」 

11 レッスン11模擬保育発表 
発声指導、ソルフェージュ、歌唱指導、音符・リズム学習、コード、ピアノ演奏
テクニック、ピアノ弾き歌い◆前時の復習◆模擬保育発表：「ゆき」「あわてんぼ
うのサンタクロース」◆予習課題：「バスごっこ」「うれしいひなまつり」 

12 レッスン12模擬保育発表 発声指導、ソルフェージュ、歌唱指導、音符・リズム学習、コード、ピアノ演奏
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テクニック、ピアノ弾き歌い◆前時の復習◆模擬保育発表：「バスごっこ」「うれ
しいひなまつり」◆初見課題：「グーチョキパーでなにつくろう」◆予習課題：「ハ
ッピーバースデイ」 

13 レッスン13模擬保育発表実技試験課題曲発表 

発声指導、ソルフェージュ、歌唱指導、音符・リズム学習、コード、ピアノ演奏
テクニック、ピアノ弾き歌い◆前時の復習◆課題曲発表：バイエルNo.103◆模擬保
育発表：「ハッピーバースデイ」◆初見課題：「いとまきのうた」「なべなべそこ
ぬけ」◆予習課題：「ふしぎなポケット」「ミッキーマウスマーチ」 

14 レッスン14模擬保育発表 

発声指導、ソルフェージュ、歌唱指導、音符・リズム学習、コード、ピアノ演奏
テクニック、ピアノ弾き歌い◆前時の復習◆模擬保育発表：「ふしぎなポケット」
◆初見課題：「げんこつやまのたぬきさん」◆予習課題：「ミッキーマウスマーチ」
「さんぽ」 

15 レッスン15模擬保育発表 
発声指導、ソルフェージュ、歌唱指導、音符・リズム学習、コード、ピアノ演奏
テクニック、ピアノ弾き歌い◆前時の復習◆模擬保育発表：「ミッキーマウスマー
チ」◆初見課題：「おおきな栗の木の下で」◆ピアノ弾き歌い実技試験対策 
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科目コード 28103 区 分 専門基礎科目 

授業 

科目名 マネジメント論 担当者名 齊藤 慎弥 

配当年次 1 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

この授業では、主に経営組織論におけるミクロな組織論について扱う。|ミクロな視点から組織における管理やマネジメントについて

学ぶ。 

＜授業の到達目標＞ 

人的なマネジメントに関する知識を身につける。|組織と個人の関係を意識できるようになる。 

＜授業の方法＞ 

対面の場合、基本的に板書をおこなう。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

毎授業1時間程度の予習をおこなうこと。|レポートを課すため、復習にも1.5時間程度を費やすこと。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

グローバルに拡大している企業活動、市場経済、公的分野に関連する社会現象、市場について分析・理解する能力を身に付けている。

(DP1) 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

小レポート（3回） 30%|最終レポート 50%|受講態度等 20% 

＜教科書＞ 

＜参考書＞  

講義内で紹介。 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 ガイダンス 講義概要説明 

2 個人と組織の意思決定 意思決定プロセスと限定合理性 

3 ヒトのマネジメント ファヨール, 科学的管理法, XY理論 

4 リーダーシップ 様々なリーダーシップ論 

5 モチベーション マズロー, ハーズバーグ 

6 チーム / 集団の構築 集団形成から発展の理論 

7 権限・権力・影響力 ウェーバーの3類型など 

8 中間まとめ 7回目までの復習＆質疑応答 

9 組織文化と個人 組織文化の各論, コンフリクト 

10 組織文化の形成 組織文化から影響を受ける動機, 環境要因 

11 日本的経営 3種の神器と今日の変容 

12 個人のキャリア形成 個人のキャリア形成 

13 人的資源管理 個人のケイパビリティと組織のマネジメント 

14 人的ネットワーク 不可分な広がりをするネットワーク 

15 最終まとめ 総復習と最終レポート確認 
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科目コード 65022 区 分 専門基礎科目 

授業 

科目名 リーディング・スキル（基礎） 担当者名 井上 聡 

配当年次 1 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

本授業（オンデマンド型授業）では、英検２級レベルの英文の速読・精読を通して、英検準１級レベルの語彙力、構文解析力、英作力

を強化します。Google Classroomを通して配信された事前課題（課題の英文と授業動画）に取り組み、理解度確認テストを受験し、フ

ィードバックに基づいて、「何を学ぶことができたか」「どのように学んだのか」について意見交換を行います。事前課題の質、理解

度確認テストのスコア、意見交換の質、学びの整理の４点に基づいて成績評価を行います。 

＜授業の到達目標＞ 

１．授業動画を活用し、事前課題（英検２級の長文）の読解に粘り強く取り組むことができる。２．理解度確認テストを受験し、その

結果を適切に振り返ることができる。３．事前課題と理解度確認テストを通しての学びを「意見交換」の場で言語化できる。 ※授業

中のデータ共有はすべてGoogle Classroomで行います。 

＜授業の方法＞ 

１．事前課題（長文の読解、授業動画の視聴、ノート作成、提出）※授業日の前日 ２．理解度確認テスト（Google Form）※授業日

のみ ３．意見交換（Google Classroom）※授業日のみ４．学びの整理（Quizlet）※後日提出 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習：事前課題の提出（90分程度）＋理解度確認テストの準備（1時間程度）復習：Quizletによる語彙の整理（30分程度） 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

この科目は教育経営学科のDP２（専門的知識を実践的に修得し、発達等の子ども理解に基づいた的確な学習指導や生徒指導、学級経営

力を身に付けている）と関連付けられています。授業動画を活用しつつ、難度の高い英文解釈に取り組みながら、自律的学習者として

の意識化を図りましょう。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

事前課題の質 30%、理解度確認テスト 40%、意見交換 15%、学びの整理 15%※英作は評価対象としません。 

＜教科書＞ 

特に指定なし    

＜参考書＞  

特に指定なし 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 Generations Helping Each Other 事前課題＋理解度確認テスト＋意見交換 

2 Metal Foam 事前課題＋理解度確認テスト＋意見交換 

3 A New Type of Chocolate 事前課題＋理解度確認テスト＋意見交換 

4 A New Way to Use a Computer 事前課題＋理解度確認テスト＋意見交換 

5 Review 1 ライティング課題 

6 The Price of a Song 事前課題＋理解度確認テスト＋意見交換 

7 A Model Tourist Town 事前課題＋理解度確認テスト＋意見交換 

8 The Mysterious Mummies 事前課題＋理解度確認テスト＋意見交換 

9 Female Pioneers 事前課題＋理解度確認テスト＋意見交換 

10 Review 2 ライティング課題 

11 Counting Every Children 事前課題＋理解度確認テスト＋意見交換 

12 Smart Stickers 事前課題＋理解度確認テスト＋意見交換 

13 Bibliotherapy 事前課題＋理解度確認テスト＋意見交換 

14 Bringing Back Ancient Plants 事前課題＋理解度確認テスト＋意見交換 

15 Review 3 ライティング課題 
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科目コード 37504 区 分 コア 

授業 

科目名 レクリエーション論 担当者名 髙見 博子 

配当年次 1 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

本講座を通じて、楽しさや心地よさを活用して人々を支援するための基礎的な考え方を学ぶ。本講座は、（公財）日本レクリエーショ

ン協会公認レクリエーション・インストラクター資格取得のための必須科目である。 

＜授業の到達目標＞ 

レクリエーション概論を理解して「楽しさを創る」ことで「人々の心を元気にする」ことができる理論や支援の理論・支援の方法を学

び、現代社会において求められているレクリエーション像を多角的に捉えることのできる能力を身につけることを目標とする。その上

で、（公財）日本レクリエーション協会公認レクリエーション・インストラクター取得を目的とする。 

＜授業の方法＞ 

教科書に沿って講義するが、単元ごとにミニ・レポートを出して理解度をチェックする。また、随時アイスブレーキングの方法等を指

導していく。資格取得には現場実習が必須であり、資格認定上の必修科目はキャンプ実習である。そのほか、事業参加としては「課程

認定校交流会（11～12月）」や「岡山スポーツフェスティバル（3月）」がある。授業内で地域に関わる活動への案内が適宜あり、参

加によって現場実習と認められる場合がある。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

授業時間に配布された資料を読んでくる。また、授業時間に提示された参考図書・参考資料に目を通して授業の理解を深める（2時間

程度）。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

本授業は、本学の一般教養ディプロマポリシーのDP4（現代社会において果たす体育・スポーツの役割を理解し、様々な立場の人々と

良好な関係を築きながら職務を遂行できるコミュニケーション能力を身に付けている。）及びDP6（体育・スポーツに携わる指導者に

求められる、豊かな人間性、幅広い教養に根差した公共的使命感や倫理観、協調できる社会的スキルを身に付けている。）に対応して

いる。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

テスト50%,ミニレポート20%,実践的態度30%で評価する。 

＜教科書＞ 

（公財）日本レクリエーション協会（2017） 「楽しさをとおした心の元気づくり」レクリエーション支援の理論と方法  （公財）

日本レクリエーション協会 

＜参考書＞  

（財）日本レクリエーション協会 

レジャー・カウンセリング大修館書店（財）日本レクリエーション協会レクリエーション・マネジメント大修館書店 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 レクリエーション概論 レクリエーションを学ぶにあたってレクリエーションの意味を理解する 

2 レクリエーション概論 レクリエーション活動について理解するレクリエーション支援について理解する 

3 レクリエーション概論 レクリエーション運動について理解するレクリエーション事業について理解する 

4 楽しさと心の元気づくりの理論 楽しさを通した心の元気づくりを理解する 

5 楽しさと心の元気づくりの理論 ライフステージと心の元気づくり 

6 楽しさと心の元気づくりの理論 子ども、高齢者、障害のある人の元気づくり 

7 楽しさと心の元気づくりの理論 地域の絆づくりとレクリエーション 

8 レクリエーション支援の理解 コミュニケーションと信頼関係づくり 

9 レクリエーション支援の理解 良好な集団づくりの理論 

10 レクリエーション事業の理解 自主的・主体的に楽しむ力を育む理論 

11 レクリエーション事業の理解 成功体験を支え合う対象者の関わり 

12 レクリエーション支援の方法 信頼関係づくりの方法・ホスピタリティー 

13 レクリエーションの支援の方法 気持ちをひとつにするコミュニケーション技術 

14 レクリエーションの支援の方法 良好な集団づくりの方法とアイスブレーキング 

15 レクリエーションの支援の方法 レクリエーション活動を対象者に合わせる展開法・アレンジ法 
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科目コード 34211 区 分 専門基礎科目 

授業 

科目名 子ども家庭福祉 担当者名 坪田 章彦 

配当年次 1 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

児童福祉法第18条に規定する保育士は、「倫理観」「専門的知識」「技術及び判断」を持つことによって保育を行なうことができるの

である。子ども家庭福祉学は「児童の最善の利益」「健全な育成」を目的とし、専門職者が家庭や地域社会でそれを具現化するための

基礎的学びである。さらに共働き家庭やひとり親家庭の援助・支援はもとより、専業主婦の子育て支援、児童虐待の顕在化とその動向

等、児童を取り巻く様々な課題について理解を深め、福祉の専門職としての責務を学び考える。 

＜授業の到達目標＞ 

児童福祉法の学びと理解、子どもと社会地域についての現状を把握しその問題点について省察することができる能力・資質を身に付け

る。 

＜授業の方法＞ 

教科書の理解（専門用語はもちろんそれらに示されるキーワードの解釈をする)中心に講義内容の記述を課す。また児童に関する社会

的問題を検証する。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

次回講義内容にあたる教科書の理解として専門用語はもちろんそれらに示されるキーワードの解釈をする(予習30分)、学習内容のま

とめ・振り返りノートまとめをする。(復習30分) 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

子どもの発達や個性に応じた保育・教育のための、専門知識と保育実践力の修得。グローバル社会の新たな保育者として、国際的な視

野での「コミュニケーション能力を磨き、思考力・判断力・表現力の修得。本授業は、こども発達学科ディプロマポリシーのDP3「子

どもを取り巻く環境、様々な問題や文化状況に対して、子ども学の知見と教養に基づく知識と、理解する能力を身に付けている」及び

DP5「子どもや保護者・教育関係者との円滑な人間関係を築くための、問題解決力、論理的思考力、情報リテラシー・数量的スキル等

の力を身に付けている」に対 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

定期試験60%、中間試験30%、講義受講態度10%を総合的に評価する。 

＜教科書＞ 

直島正樹・河野清志 編 図解で学ぶ保育 子ども家庭福祉  萌文書林 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション 授業の進め方と単位認定の要件について 

2 子ども家庭福祉の概要(1) 子どもと家庭を取り巻く現状について 

3 子ども家庭福祉の概要(2) 子どもの権利について 

4 子ども家庭福祉の歴史 日本の子ども家庭福祉について 

5 子ども家庭福祉の制度と法体系(1) 児童福祉法について 

6 子ども家庭福祉の制度と法体系(2) 児童福祉法及び子ども家庭福祉に関係する法律について 

7 子ども家庭福祉行財政と実施機関 子ども家庭福祉の行政・財政と支える機関について 

8 中間試験 第1回から第7回までの内容を踏まえた上で、知識の定着状況を確認する 

9 子育て支援サービスと子どもの健全育成(1) 少子化対策と働き方改革関連法について 

10 子育て支援サービスと子どもの健全育成(2) 子ども・子育て支援新制度と健全育成施策について 

11 母子保健サービス 母子保健の理念と取り組みについて 

12 保育サービス 待機児童と保育サービスについて 

13 子ども虐待とDV(ドメスティック・バイオレンス) 子ども虐待の現状とDVへの対応について 

14 社会的養護 社会的養護と代替的養護について 

15 子ども家庭福祉の専門職と連携 子ども家庭福祉に携わる専門職と専門性について 
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科目コード 0 区 分 コア科目 

授業 

科目名 生理学Ⅱ 担当者名 佐藤 良子 

配当年次 1 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

生理学では人体の役割と機能について学ぶ。人体の正常な構造と機能を知っていることは、将来人体に関わる仕事に就く者にとって大

切なことである。生理学IIでは、生命を維持する植物的機能について学ぶ。循環、呼吸、消化、内分泌など、無意識のうちに調節され

ている機能について理解する。 

＜授業の到達目標＞ 

循環や呼吸など、生命維持に必要な機能がどのように調節されているか理解する。ホルモンや自律神経が協調し恒常性を維持している

ことを理解する。柔道整復師国家試験問題についてただ正しいものを選択できるようになるのではなく、「なぜ正しいか／どこが誤っ

ているか、誤っているなら正しい答えはなにか」について理解して答えられるようになるのが目標である。 

＜授業の方法＞ 

教科書に沿って講義を行うが、理解しやすいように順番は若干前後することがある。また、より理解を深めるために、プリントを配布

する。教科書が改訂され、新版では省略されている項目が一部あるのだが、これらについても講義する。当日の講義の内容に関連する

柔道整復師国家試験の生理学分野の過去問題についても解説する。講義の終わりに、その日の講義内容の確認の小テストを行う（ノー

トを見てよい）。小テストの答えは次回授業開始時に解説する。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

 予習としては教科書の次回授業範囲を一通り読んでおくとよい（約15分）。復習は毎回行う小テストおよび国家試験問題の部分を中

心に行うとよい（約30分）。人体の機能には、拮抗するもの（逆のはたらきをするもの）が多くあるため、小テストの設問と逆の機能

についても考えるようにすると、1つの問題から多くのことを学ぶことができる。また、国家試験問題はまず正しい答えを求め、その

後残りの選択肢が示すものはなにであるかについて考えるとよい。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

「健康科学の知識と実践を用いて健康社会の保持・増進に貢献できる力」を育むための応用科目であり、植物的機能について学ぶ機会

を提供する。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

確認小テスト 15％、定期試験 80％。授業態度 5％、。小テストの答えは次回授業開始時に解説するほか、まとめの回で再度確認す

る。 

＜教科書＞ 

社団法人全国柔道整復学校協会 監修根来英雄・貴邑冨久子 著 「生理学 改定第4版」  南江堂 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 循環の生理学(1) 心臓の機能、心電図、血管系(10章) 

2 循環の生理(2) 循環の調節、局所循環(10章) 

3 呼吸の生理学(1) 呼吸器の構造、換気(11章) 

4 呼吸の生理学(2) 酸素の運搬、呼吸の調節(11章) 

5 内分泌系の機能(1) 内分泌腺、ホルモンの種類、視床下部、下垂体ホルモン(6章) 

6 内分泌系の機能(2) 内分泌腺のホルモン(6章) 

7 生殖(1) 性分化、生殖器の構成とはたらき、卵の成熟とホルモン(7章) 

8 生殖(2) 性周期、妊娠と分娩(7章) 

9 尿の生成と排泄 腎臓の構造と機能、尿の生成、排尿(12章) 

10 骨の生理 骨の構造と昨日、上皮小体ホルモン（9章） 

11 消化と吸収（1） 消化器系のはたらき（14章） 

12 消化と吸収（2） 吸収、消化管ホルモン、肝臓（14章） 

13 体温とその調整 体温（15章） 

14 高齢者の生理学的特徴・変化 加齢と加齢による変化(16章) 

15 まとめ 後期の講義内容について、確認する 
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科目コード 21115 区 分 専門基礎 

授業 

科目名 教育の思想と原理Ｃ 担当者名 木下 祥一 

配当年次 1 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

この授業は「教育原理」と「教育思想」の両側面から成る。教育原理とは、一言で言えば教育の「そもそも」を考えるものである。「子

ども」や「学校」を代表とする教育の必要不可欠な構成要素が「そもそも」いかなることを意味するのか。これはそれほど簡単な問い

ではない。他方、教育思想については、読んで字の如く教育についての思想を、特にその歴史（思想史）を学ぶものである。およそ2500

年前の古代ギリシア以来、教育思想家と呼ばれる人々は多く存在する。彼らの思想をただ点として記憶するのではなく線として有機的

に理解することが肝要となる。これら両側面の学習を並行して進めていくことで、教育の「思想と原理」を十全に把握し、優れた教師

になるための一歩を踏み出してもらいたい。教育原理なき教育思想は空虚であり、教育思想なき教育原理は盲目である。 

＜授業の到達目標＞ 

①「子ども」「学校」「社会」などのキータームを自身の言葉で説明できる（原理）。②教育思想家たちの思想を理解し、現代の観点

からみたその有用な点と受け入れられない点を説明できる（思想）。 

＜授業の方法＞ 

授業は基本的に講義形式で進める。思想部分と原理部分の授業担当者は異なる。課題管理についてはGoogle Classroomを用いる。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習：各授業内容に沿った文献や論文を探し講読しておくこと。また、テーマやキーワード（人物名等）に関して予習をしておくこと。

各回1時間程度の予習を行うのが望ましい。復習：各回の内容、特に人物名とその実践、グループで議論し導いた内容について復習し

ておくこと。各回1時間程度の復習を行うことが望ましい。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

ディプロマポリシー8「修得した知識・技術・態度等の全てを総合的に活用し、自らが立案した新たな課題に主体的、創造的に取り組

み、その課題を解決できる能力を身に付けている。」に関連する。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

思想部分50％（提出物20％、期末レポート30％）、原理部分50％で評価する。 

＜教科書＞ 

＜参考書＞  

勝野正章、庄井良信（2015年2月） 

問いからはじめる教育学ミネルヴァ書房岩下誠、三時眞貴子、倉石一郎、姉川雄大（2020年10月）問いからはじめる教育史有斐閣吉田

武男監修、滝沢和彦編著（2018年6月）教育学原論ミネルヴァ書房 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 ガイダンス・「教育の思想と原理」とは？ 全体のガイダンスを実施する。また「教育の思想と原理」について概観する。 

2 教育の思想史について 教育の思想史を学問的に捉えるとはいかなることかを理解する。 

3 古代の西洋教育思想 
ソクラテス、プラトン、アリストテレスの古代ギリシア哲学と教育思想について
理解する。 

4 中世の西洋教育思想 
アウグスティヌス、トマス・アクィナス、ルターのキリスト教哲学と教育思想に
ついて理解する。 

5 近代の西洋教育思想 
コメニウス、ロック、ルソーを代表とする西洋近代の教育思想に触れ、その実践
とその後の学校教育等への影響と系譜について理解する。 

6 現代の西洋教育思想 
デュルケームやデューイを代表とする西洋現代の教育思想に触れ。その実践とそ
の後の学校教育等への影響と系譜について理解する。 

7 近代の日本教育思想 
佐久間象山や横井小楠を代表とする日本近代の教育思想に触れ、その実践とその
後の学校教育等への影響と系譜について理解する。 

8 現代の日本教育思想 
福沢諭吉を代表とする日本現代の教育思想に触れ、その実践とその後の学校教育
等への影響と系譜について理解する。 

9 「教育」という営みの誕生 
なぜ「教育」というものが発生したのか、その必要性と現代的な課題や意義につい
て取り扱う。 

10 「学校」の誕生 
学校が特権階級から大衆化し、どのようにして現在のような教育制度としての学
校が整備されたのか取り扱う。 

11 教育制度原理①「教育の自由」と「教育権」 
公教育の根底にある「教育の自由」の原理と、国内外の教育制度上の「教育を受け
る権利」の意義と法的位置づけ並びに日本の「教育権論争」について扱う。 

12 教育制度原理②「義務・無償・中立」 
教育権を支える三つの柱である「義務」「無償」「中立」の内容と制度的背景につ
いて取り扱う。 

13 教育制度原理③「教員」 
教員の自律性の実際、免許や研修といった制度とその法的位置づけについて取り
扱う。 

14 教育制度原理④「学校」 
学校の設置と教育課程を中心に、公教育としての「学校」を動かしている制度原理
について扱う。 

15 教育制度原理⑤「親」 
国内外の教育における「親」の位置づけと権利に関する法的位置、公教育と親との
関係の実際について取り扱う。 
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科目コード 54007 区 分 コア科目 

授業 

科目名 現代経営実践演習基礎Ⅱ 担当者名 横内 浩平 

配当年次 1 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

将来のキャリア（職業人生）を考えていくには、さまざまな社会の出来事について理解しておく必要がある。本科目では、将来公務員

をを目指す学生が政治や経済の知識を身に付け、将来の就職試験に備えることを目的として開講する 。この授業は前期にある、現代

経営実践演習基礎Ⅰを履修していることを前提として授業を行う。| 

＜授業の到達目標＞ 

|１．公務員試験における「頻出分野」の政治・経済分野について基礎的な理解ができるようになる。|２．採用試験に向けての準備を

怠らない習慣を身に付けている。   | | 

＜授業の方法＞ 

１．講義（配布プリント、パワーポイントを使用し授業を進める）|※授業の一部についてはインターネット上のサイトを活用して解

説します。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習：翌週の授業内容に関する下調べ（30分程度）|復習：次回講義までに授業の内容について復習をしておくこと（90分以上） 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

この授業は、現代経営学科のディプロマポリシー５（現実の課題に対し、経営活動での知識や情報をもとに論理的・数量的に分析する

力、戦略的に問題解決に向けた意思決定をする力を身に付けている）と関連づけられている。公務員試験対策をする上で必要とされる

基礎知識を身に付けることを目指している。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

定期試験の結果 50％、確認テスト 30％、授業態度 20% 

＜教科書＞ 

特になし    

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 履修ガイダンス 講義の進め方について説明する。 

2 政治(1) 裁判所 

3 経済(1) 国民所得と経済成長 

4 政治(2) 地方自治 

5 経済(2） 戦後日本の経済史 

6 政治(3) 政党と圧力団体 

7 経済(3) 為替レートと貿易摩擦(1) 

8 政治(4) 選挙制度 

9 経済(4) 為替レートと貿易摩擦(2) 

10 政治(5) 世論と行政機能の肥大化 

11 経済(5) 戦後の国際通貨と貿易体制 

12 政治(6) 国際政治と日本 

13 経済(6) 開発途上国問題 

14 政治(7) 政治分野まとめ 

15 経済(7) 経済分野まとめ 
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科目コード 36502 区 分 コア科目 

授業 

科目名 運動器の解剖と機能Ⅱ 担当者名 廣重 陽介 

配当年次 1 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

アスレティックトレーナーやストレングス&コンディショニングコーチを目指す上で、スポーツ科学を理解する上で必要とされる、人

体（特に骨、関節、筋、神経などの運動器）の解剖と機能について学習し、理解を深める。「運動器の解剖と機能Ⅱ」では特に上肢、

下肢を中心に教示する。尚、本授業は一部オンデマンド教材等使用し行うため、PCまたはタブレットを準備の上、履修すること。 

＜授業の到達目標＞ 

トレーナーなどのスポーツ指導者として活動する上でのベースの部分となる運動器の解剖と機能を理解し、スポーツ現場での種々の対

応に応用するための基礎知識が身につくようになることを目標とする。 

＜授業の方法＞ 

視聴覚教材、配布資料を適宜用い、教科書に沿って授業を進行する。 オンデマンド資料提示や課題の提示、提出等はGoogle Classroom

で行う。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

学習時の疑問についてはその都度質問するようにすること。初めて聞く身体の部位や名称も多く教示するため、教科書や配布資料（事

前に配布）、ノートなどを活用して各回当該箇所の基本的事項の予習を90分以上、復習を30分以上行い、理解を深めること。事前課題

および復習課題の提示、提出を求めることもある。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

本科目は体育学科のディプロマポリシー2（健康増進、体力の向上、また競技力向上に貢献できる専門的な知識・技能を身に付けてい

る）、ディプロマポリシー6（体育・スポーツに携わる指導者に求められる、豊かな人間性、幅広い教養に根差した公共的使命感や倫

理観、協調できる社会的スキルを身に付けている）と関連付けられている。体力、競技力、障害予防等を効率的に向上させるために必

要な身体のしくみについて理解を深め、スポーツ指導者としての能力を高める機会を提供する。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

学習意欲 30％（出席評価、事前学習、小テスト）、定期試験  （中間試験 35％、期末試験 35％）70％事前学習、小テストに関する

フィードバックは講義中または個別に行う。 

＜教科書＞ 

（公財）日本スポーツ協会（2010年2月1日） 公認アスレティックトレーナー専門科目テキスト② 運動器の解剖と機能  （公財）

日本スポーツ協会 

＜参考書＞  

川島敏生（著）栗山節郎（監修）（2012年3月23日） 

ぜんぶわかる筋肉・関節の動きとしくみ事典成美堂出版 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 ガイダンス 講義の概要、到達目標、評価方法等の説明 

2 上肢の基礎解剖と運動（1） 肩関節の運動（1） 

3 上肢の基礎解剖と運動（2） 肩関節の運動（2） 

4 上肢の基礎解剖と運動（3） 肘関節の運動（1） 

5 上肢の基礎解剖と運動（4） 肘関節の運動（2） 

6 上肢の基礎解剖と運動（5） 手関節の運動（1） 

7 上肢の基礎解剖と運動（6） 手関節の運動（2） 

8 中間試験 試験、解説 

9 下肢の基礎解剖と運動（1） 股関節の機能解剖と運動（1） 

10 下肢の基礎解剖と運動（2） 股関節の機能解剖と運動（2） 

11 下肢の基礎解剖と運動（3） 膝関節の運動（1） 

12 下肢の基礎解剖と運動（4） 膝関節の運動（2） 

13 下肢の基礎解剖と運動（5） 足関節・足部の運動(1) 

14 下肢の基礎解剖と運動（6） 足関節・足部の運動(2) 

15 講義のまとめ 上肢・下肢の基礎解剖と運動のまとめ、復習 
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科目コード 53047 区 分 キャリア形成科目 

授業 

科目名 インターンシップⅠ 担当者名 小堀 浩志 

配当年次 2 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 実験 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

本科目では、１週間程度のインターンシップ体験をもとに、学生が企業で働くうえで獲得すべき職場文化について理解することを目的

とする。挨拶、電話の対応、報告、連絡、相談の具体、法令遵守、マナーを学ぶ。また、インターンシップ先での業務活動をレポート

としてまとめ、教員が指導、助言を行い、報告会等でのグループ討議を通じて実践的な学びを共有する。 

＜授業の到達目標＞ 

「実際の職場や組織で働く」を通して、「働く」こと、「仕事をする」こと、さらには大学を卒業して「社会人」になることなどに対

する理解を深めることを目的とする。 

＜授業の方法＞ 

企業等でのインターンシップ実習に加えて、事前・事後の学内講義(座学)を行う。どちらも重要だが、特にインターンシップ実習は、

遅刻・欠席をせずまじめに取り組まなければならない。また、実習終了後には、成果報告レポートの提出が必要である。特段の理由が

ある場合の除き、座学・実習・レポートのすべてを完了しなければ、単位は認められない。受講者数によっては、成果報告会でのプレ

ゼンテーションを追加する場合がある。インターンシップ実習の受け入れについての覚書を大学と取り交わした企業にて、1週間程度

の実習を行う。実習前後の個別サポートは、eメールやclassroomを活用する。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

受講許可に際しては、前年度出席率８５％以上、GPA２．０以上を基本条件とする。また、留学生の場合は原則として、上記2点に加

えて、日本語能力検定試験Ｎ３以上に合格していなければならない。インターンシップ期間中は、すべての日程に参加することを原

則とする。このほかの条件については、ガイダンスを実施して説明を行う。予習：実習先の企業等について包括的に調べ、理解を深

めておく。復習：実習での経験や成果を振り返り、今後の学生生活にどのように役立てるのかを考える。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

企業・組織において実際の業務の一端に従事することを通じて、職業人として認められる働き方・仕事の進め方を理解すると同時に、

大学でのさらなる学びにて取り組むべき課題の発見を図るものである。総合的な学習経験で得られる知識を連動させ、新たな課題に対

応できる社会人力、（課題を見つける力、創造的思考力、コミュニケーション能力）を身につける科目である。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

インターンシップ先からの評価 ５０％ 授業態度 ２０％ レポート課題 ３０％ 

＜教科書＞ 

特になし    

＜参考書＞  

特になし 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション 科目の進め方、各種手続きについて 

2 インターンシップ事前準備（１） インターンシップの存在理由と意義 

3 インターンシップ事前準備（２） 学生と社会人の違い、「働く」とはどういうことか？ 

4 インターンシップ事前準備（３） 就職活動とインターンシップの関係 

5 インターンシップ事前準備 実習先の選定 

6 インターンシップに必要なマナー（１） ビジネスマナーの理解と実践 

7 インターンシップに必要なマナー（２） 履歴書などの書類の書き方、機密保持について 

8 業界・企業研究（１） 業界・企業研究の基本的な考え方 

9 業界・企業研究（２） 実習先についての調査・分析 

10 個別面談 インターンシップ実施前の個別面談 

11 インターンシップ実習（１） 各実習先での就業体験 

12 インターンシップ実習（２） 各実習先での就業体験 

13 インターンシップ実習（３） 各実習先での就業体験 

14 インターンシップ実習（４） 各実習先での就業体験 

15 成果報告とまとめ インターンシップ実習のまとめとフィードバック 
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科目コード 53075 区 分 コア科目 

授業 

科目名 ニュージーランド保育 担当者名 中原 朋生 

配当年次 1 配当学期 前期 単位数 1 授業方法 演習 卒業要件 必修 

＜授業の概要＞ 

ゼミナールⅠでは、「ニュージーランド保育」を全体テーマとして設定し、ニュージーランド保育の独自性と日本との共通性、応用可

能性に関する研究を行う。全体テーマに関わる各自のテーマを決めて、最終的にパワーポイントのプレゼン発表をする。 

＜授業の到達目標＞ 

ニュージーランド保育におけるカリキュラム（テファリキ）、環境構成、記録（ラーニングストリー）の手法を学び、日本保育への応

用可能性を説明できる。 

＜授業の方法＞ 

ニュージーランド保育、特に保育カリキュラム「テファリキ」の原理・柱を全体ディスカッションにより総合的に学ぶ。また、各自が

ニュージーランド保育に関する個別テーマも探求し、その進捗状況を発表する活動も行う。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習はニュージーランド保育に関する文献の該当箇所を事前に読み（英文を含む）、全体ディスカッションための問いを毎回考える（２

時間程度）。復習は授業での議論の振り返り（１時間程度）。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

ニュージーランド保育論は応用的な活動であり、こども発達学科のディプロマポリシーにおけるDP8（広く豊かな社会的常識、人間的

に成熟した保育・教育観を持ち、地域社会の実情に応じ、学術性を備 えた保育・教育を推進する実践力・創造的思考力を身に付ける）

に対応した教育活動を展開する。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

全体テーマの取り組み（発表・演習）の状況（50％）、個別プレゼン発表（50％） なお、グループ内の相互評価を採りいれ、発表や

レポートの評価、改善点も学生グループで探求する。 

＜教科書＞ 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション テーマの確認とゼミナール研究の進め方 

2 ニュージーランド保育の基礎 ニュージーランドの文化背景とテファリキ 

3 ニュージーランド保育の原理 ４つの原理と５つの柱 

4 ニュージーランド保育の方法① 原理１エンパワメント 

5 ニュージーランド保育の方法② 原理２全人的発達 

6 ニュージーランド保育の方法③ 原理３家族と地域 

7 ニュージーランド保育の方法④ 原理４関係性 

8 ニュージーランド保育の実際 現地保育実習ガイダンス 

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   
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科目コード 54005 区 分 コア科目 

授業 

科目名 資格検定対策Ⅴ（ICTスキル系） 担当者名 小野寺 剛 

配当年次 1 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

現代の社会では様々な業種・職種において、効率的な業務運用、成果報告の手段としてのコンピュータ利用は今や必須のスキルである。

本科目ではコンピュータリテラシーⅠおよびⅡで修得した知識を活かし、コンピュータ操作の習熟度を高めるとともに、Word，Excel

等のアプリケーションを効果的に使いこなす技法を身につけることを目的に、Microsoft社が提供・実施するOfficeアプリケーション

の資格検定試験MOS（Microsoft Office Specialist）の資格取得を目指す。 

＜授業の到達目標＞ 

資格試験対策勉強を通じて、PC操作の習熟を目指すとともに、ビジネスアプリケーションの重要性と業務効率性との関係について学ぶ。

また、MOS試験の概要を理解するとともに、試験に合格するための力を身につける。 

＜授業の方法＞ 

MOS試験のうち、Word、Excel、PowerPointの3科目を受験対象科目として講義を行う。授業期間は前・後期の通期のため、概ね2週に1

回程度の進度である。それぞれの試験の出題範囲の各テーマごとに解説をオンデマンドで配信し、問題演習で理解度をチェックする。

また、教科書に付帯の模擬練習問題を各自で実施して理解度を高める。合格するための勉強方法についても適宜解説する 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

・事前学習：授業予定の教科書範囲について、自分で問題を解く（1時間程度）。・事後学習：授業で学んだ範囲を復習し、模擬練習

問題を繰り返し行う（2時間程度）。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

0 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

オンデマンド配信の視聴確認と問題演習の提出（40％）、模擬試験問題の達成状況（60％）で評価する。 

＜教科書＞ 

教科書は初回授業で指示する    

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 ガイダンス MOSの解説、試験概要、模擬練習プログラムの解説 

2 Word練習（1） Word2019のMOS試験範囲の確認とポイント解説 

3 Word練習（2） Word：ホームタブ、挿入タブの練習 

4 Word練習（3） Word：表の挿入、参考資料 

5 Word練習（4） Word：ファイルタブ 

6 PowerPoint練習（1） Powerpoint2019のMOS試験範囲の確認とポイント解説 

7 PowerPoint練習（2） PowerPoint：ホームタブ、挿入タブ 

8 PowerPoint練習（3） PowerPoint：アニメーションタブ 

9 PowerPoint練習（4） PowerPoint：デザインタブ 

10 理解度確認（1） Word、PowerPointの模擬試験問題を実施して習熟度チェック 

11 Excel練習（1） Wxcel2019のMOS試験範囲の確認とポイント解説 

12 Excel練習（2） Excel：ホームタブ、挿入タブ 

13 Excel練習（3） Excel：数式タブ 

14 Excel練習（4） Excel：ファイルタブ 

15 理解度確認（2） Excelの模擬練習問題を利用して習熟度チェック 
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科目コード 53046 区 分 コア科目 

授業 

科目名 フィールドワーク 担当者名 白取 耕一郎 

配当年次 1 配当学期 通年 単位数 1 授業方法 実習 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

フィールドワークの技法を学ぶとともに、実際に地域を限定したフィールドワークを行い、まちづくりなどの実践を多面的に理解する

ことを目的とする。また、最後に調査の成果発表を実施する。「現場」で最大限の知見をつかみとるスキルを学ぶ。 

＜授業の到達目標＞ 

1. フィールドワークの技法の概要を説明できる。2. フィールドワークを実施できる。3. フィールドワークで得た知見をまとめてプ

レゼンテーションできる。 

＜授業の方法＞ 

授業の序盤はフィールドワークとは何かについて、また実施に当たって必要とされるマナーや技術について学ぶ。中盤ではフィールド

に出て学んだことを実践するとともに、五感をフル活用して情報や知見を獲得する。最後に調査の成果を全体に発表する。フィールド

ワークはアクティブ・ラーニングに該当する。積極性をもって社会課題に直接的に接し、現場の人とコミュニケーションを図り、教室

だけでは得がたい学びを得る。最終回でプレゼンテーションを実施する。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習：次回授業の内容について下調べをする（0.5時間）。復習：進捗報告を作成する。成果発表の準備をする（1時間）。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

多様化・複雑化する社会を体感し、高い倫理観と豊かな教養力を獲得して、問題解決に向けチームワークを構築する力を身につける。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

1. 授業態度（30%）：フィールドワークにおけるマナーや貢献を評価。2. 進捗報告（30%）：調査などの進捗や疑問点をフィードバッ

クすることによる授業への貢献を評価。3. 成果発表（40%）：自主的な学習のまとめを評価。質問などにつき適宜回答。 

＜教科書＞ 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 導入① ガイダンス、フィールドワークとは 

2 導入② フィールドワークのマナー・心構え、技術 

3 フィールドワーク（地域）① 調査の実施 

4 フィールドワーク（地域）② 調査の実施 

5 フィールドワーク（地域）③ 調査の実施 

6 フィールドワーク（地域）④ 調査の実施 

7 フィールドワーク（地域）⑤ 調査の実施 

8 まとめ  

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   
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科目コード 40304 区 分 コア科目 

授業 

科目名 野外活動 担当者名 嘉門 良亮 

配当年次 1 配当学期 前期集中 単位数 1 授業方法 実習 卒業要件 選択必修 

＜授業の概要＞ 

本授業では、宿泊型の野外活動を実施する。野外炊事や、イニシアティブゲーム、オリエンテーリング等のアクティビティの体験を通

し、集団生活の価値や重要性、自然体験活動の楽しさを学ぶ。|これらの活動を通じて、集団でのコミュニケーションや自己及び他者

の理解、リーダーシップの発揮などの協調性、社会性を身に着けることを目的とする。|岡山県青少年教育センター（閑谷学校）での

実習を予定している。別途実習費が必要となる。 

＜授業の到達目標＞ 

野外におけるレクリエーションの内実を実際の体験を通して学ぶとともに、各種の野外活動スキルを実践できる能力を身につけること

を目標とする。活動を通して、学校現場や地域団体において実施される自然体験活動の重要性や必要性について考え、行動できるよう

になることが目的である。|(1) 自然環境下での活動技術（特に安全管理・応急処置）の習得|(2)小集団での活動を通して育まれる協

調性や社会性を身につけ、その教育効果を学ぶ。 

＜授業の方法＞ 

宿泊型の実習形態である。実習中はあらゆる場面において、グループやバディで協調的に課題に取り組む。特に課題解決型のイニシア

ティブゲームを多く実施するため、受講者には主体的な参加が求められる。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

事前学習|キャンプの基礎技術（火起こし、野外炊事、ロープワーク等について調べること（2時間）|事後学習|あの時、あの場所で、

自分の言動がどのような意味を持っていたのか、改善点や評価点を考慮しつつ振り返ること。（2時間） 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

選択必修の実習系科目（野外活動、水泳Ⅰ、雪上スポーツ、キャンプ実習）の一つである。| 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

学習態度およびグループへの貢献 60%、最終課題40% 

＜教科書＞ 

＜参考書＞  

星野敏男ほか（2011） 

野外教育入門小学館能條歩（2020）人と自然をつなぐ教育―自然体験教育学入門 増補改訂版NPO法人北海道自然体験活動サポートセン

ター 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション／野外活動実習の概要 
授業の概要、評価について説明／実習の日程、内容、方法、注意点等についての
説明 

2 野外活動の基礎 自然環境下で行われる野外活動の教育効果や現代的な意義を学ぶ 

3 リスクマネジメントと危険予知トレーニング、救急法 
リスク要因の多い自然環境の中で、安全を確保するための知識と技術、対処法を
実践的に学ぶ 

4 アイスブレイク 
心理的・身体的距離感を縮めるためのレクリエーショナルなゲームを通じてチー
ムビルディングを行う方法を学ぶ 

5 テント設営、生活環境の整備 テントサイトの適切な選定、設営、生活空間の配置などを学ぶ 

6 イニシアティブゲーム 
1人では対処が困難な課題に対して、グループで知恵を出し合い、PDCAサイクルを
繰り返しながら対応する学習過程を学ぶ 

7 火の起こし方と管理・運用方法 
野外における生活水準を大きく左右する重要な要素である火を起こし方や活用方
法、そして安全対策を学ぶ 

8 野外炊飯・調理 
非日常的な調理環境の中で、安全においしく調理を行う方法やグループでの役割
分担について学ぶ 

9 ナイトアクティビティ 
視覚が制限される夜間にナイトハイクやキャンプファイヤーなどその条件を活用
したアクティビティを行う方法や意味を学ぶ 

10 自然環境学習 
環境教育のアクティビティを体験し、活動現場となる自然環境のことを深く知
り、自己の感性を通じて他者と交流する 

11 冒険型アクティビティ 
スリルや恐怖感のあるアドベンチャーアクティビティを通して自己との対話や他
者への信頼感を醸成することを学ぶ 

12 野山のアクティビティ|オリエンテーリング・軽登山 
山林の中での中強度のアクティビティを通して、これまでの学びを活用したグル
ープマネジメントを実践的に学ぶ 

13 各種アクティビティの振り返りと交流 
個人の感性を重視する野外教育活動において根幹的な役割を占める振り返りの技
法およびその際の他者の役割を学ぶ 

14 撤収の方法と技術|Leave No Trace 
次回の利用のために、用具を適切に管理し、環境負荷を最小限にして撤収する方
法を学ぶ 

15 実習全体のまとめと振り返り 
実習の各局面での「あの時・あの場所」の出来事を「いま・ここ」の視点からまと
める 
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科目コード 32413 区 分 コア科目 

授業 

科目名 教育実践学Ⅰ（青年教師塾） 担当者名 中西 紘士 

配当年次 1 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 演習 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

本講義は、実際の学校教育現場を体験しながら、「みて学ぶ」「やって学ぶ」「みたこと・やったことをふり返る」ことを中心に進め

ていくものである。本講義で学んだことによって、教育現場や教師の仕事がどのようなものなのか、具体的なイメージをもつとともに、

自身の教師像・将来像をもつようにする。 

＜授業の到達目標＞ 

学校現場で必要な資質・能力の中の「子ども理解力」「学級経営力」「授業力」「人間関係調整力」という４つのを中心に、体験的に

学び、身につけることを目標とする。 

＜授業の方法＞ 

実際に学校現場に赴き、教師の仕事や授業をみる・やってみることを中心に進める。授業づくりに関する演習を随時設定する。見聞き

したことについて、議論の場を設け、PCを活用したレポートとして提出する。※本講義は、指定された曜日や時間帯以外の実施や同じ

日に集中して実施することがある。（履修要件）１年前期の授業出席率が90％以上の者１年前期の成績（GPA）が3.2以上の者 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

事前に配付した資料を熟読しておくこと。校外での学習に際して、日程を把握し、見通しをもっておくこと。レポート作成をとおし

て、体験したことの詳細をふり返ること。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

豊かな人間性を備え、それらをグローバルな視点で活かす実践力、コミュニケーション能力を有した教育者を育成するための科目であ

る。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

参加意欲と姿勢・態度 30％、議論の内容 20％、レポート 50％※本授業は、教育実習と同様に、原則として欠席したものは単位を出

せません。 

＜教科書＞ 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション 
授業の目的、概要、履修条件、授業と学校現場訪問時におけるルールとマナー、
評価方法の説明 

2 学校現場1日体験～事前指導～ 
学校現場訪問時のルールやマナー、守秘義務、日程、内容、観察の視点を確認す
る。 

3 学校現場1日体験 小学校の現場を訪問し、朝の指導と授業を観察する。 

4 学校現場1日体験 小学校の現場を訪問し、休み時間・給食時間・帰りの指導を観察する。 

5 学校現場1日体験 
小学校の現場を訪問し、児童が下校した後の教師の仕事について、現職教師から
話を聞く。 

6 学校現場1日体験～事後指導～ 
学校１日体験をもとに、教師として必要とされる資質・能力とはどのようなもの
かを議論し、理解する。 

7 教員研修体験～研究授業参観～ 
学校現場において、校内研修として行われている授業研究会に参加し、研究授業
を参観する。 

8 教員研修体験～研究協議会参加～ 学校現場において研究授業後に行われる授業の協議会に参加する。 

9 教員研修体験～講演会への参加～ 現職教員の研修会（講演会）に参加する。 

10 教育実習観察 教育実習先を訪問し、先輩の教育実習の様子を観察する。 

11 教育実習観察 ～事後指導～ 
先輩の教育実習の様子を観察したことをもとに、教育実習において必要とされる
資質・能力、留意点、それまでに準備すべきことを議論し、理解する。 

12 授業づくり（1） 
模擬授業の指導案を作成する。作成した模擬授業案について審議する。※グルー
プワーク 

13 授業づくり（2） 作成した模擬授業案について審議する。 ※グループワーク 

14 授業づくり（3） 模擬授業に児童役として参加する。模擬授業について議論する。 

15 体験のふり返り 
体験してきたことをふり返り、学んだことをプレゼンテーションし、報告し合
う。それぞれの内容について意見交流する。 
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科目コード 32414 区 分 コア科目 

授業 

科目名 教育実践学Ⅱ（基礎）（青年教師塾） 担当者名 中西 紘士 

配当年次 2 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 演習 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

本講義は、実際の学校教育現場を体験しながら、「みて学ぶ」「やって学ぶ」「みたこと・やったことをふり返る」ことを中心に進め

ていくものである。本講義で学んだことによって、教育現場や教師の仕事がどのようなものなのか、具体的なイメージをもつとともに、

自身の教師像・将来像をもつようにする。 

＜授業の到達目標＞ 

学校現場で必要な資質・能力の中の「子ども理解力」「学級経営力」「授業力」「人間関係調整力」という４つのを中心に、体験的に

学び、身につけることを目標とする。 

＜授業の方法＞ 

実際に学校現場に赴き、教師の仕事や授業をみる・やってみることを中心に進める。授業づくりに関する演習を随時設定する。見聞き

したことについて、議論の場を設け、PCを活用したレポートとして提出する。※本講義は、指定された曜日や時間帯以外の実施や同じ

日に集中して実施することがある。（履修要件）2年前期の授業出席率が90％以上の者2年前期の成績（GPA）が3.2以上の者 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

事前に配付した資料を熟読しておくこと。校外での学習に際して、日程を把握し、見通しをもっておくこと。レポート作成をとおし

て、体験したことの詳細をふり返ること。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

豊かな人間性を備え、それらをグローバルな視点で活かす実践力、コミュニケーション能力を有した教育者を育成するための科目であ

る。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

参加意欲と姿勢・態度 30％、議論の内容 20％、レポート 50％※本授業は、教育実習と同様に、原則として欠席したものは単位を出

せません。 

＜教科書＞ 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション 
授業の目的、概要、履修条件、評価方法、授業と学校現場訪問時の学びの視点、
模擬授業のつくり方についての説明 

2 学校現場1日体験～事前指導～ 
学校現場訪問時のルールやマナー、守秘義務、日程、内容、観察の視点を確認す
る。これまでの経験に基づき、観察の視点を明らかにしておく。 

3 学校現場1日体験 
小学校の現場を訪問し、朝の指導と授業を観察し、自分なりの指導方法（代案）を
考える。 

4 学校現場1日体験 
小学校の現場を訪問し、休み時間・給食時間・帰りの指導を観察し、自分なりの
方法（代案）を考える。 

5 学校現場1日体験 
小学校の現場を訪問し、児童が下校した後の教師の仕事について、現職教師から
話を聞く。 

6 学校現場1日体験～事後指導～ 
学校１日体験をもとに、教師として必要とされる資質・能力とはどのようなもの
かを議論し、理解する。 

7 教員研修体験～研究授業参観～ 
学校現場において、校内研修として行われている授業研究会に参加し、研究授業
を参観する。 

8 教員研修体験～研究協議会参加～ 
学校現場において研究授業後に行われる授業の協議会に参加し、自分なりの方法
（代案）を考える。※模擬授業づくりの参考資料として分析する。 

9 教員研修体験～講演会への参加～ 
現職教員の研修会（講演会）に参加し、教育現場の現状、問題意識、教育方法を理
解する。 

10 授業づくり（1） 
模擬授業の構想を考える。※これまでに観察した授業、指導案、資料をもとに考
える。 

11 授業づくり（2） 
模擬授業の指導案を作成する。作成した模擬授業案について審議する。※グルー
プワーク 

12 授業づくり（3） 
指導構想に沿って、模擬授業をくり返し行う。作成した模擬授業案についてやり
ながら、修正する。※グループワーク 

13 授業づくり（4） 全体で模擬授業をする。模擬授業について分析し、改善案を考える。 

14 授業づくり（5） 全体で模擬授業をする。模擬授業について分析し、改善案を考える。 

15 卒業式見学 指導者の視点から、教育活動の集大成として卒業式を参観する。 
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科目コード 54004 区 分 コア科目 

授業 

科目名 インターンシップ(公共経営) 担当者名 白取 耕一郎 

配当年次 2 配当学期 通年 単位数 2 授業方法 実習 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

就業体験（インターンシップ）を通じて、公共に関わる仕事の意義を理解し、自分の希望する進路を明確化することを目的とする。ま

た、最後にインターンシップの成果発表を実施し、学生同士で気づきを共有する。 

＜授業の到達目標＞ 

1. 社会人として働くための心構えやマナーを身に付ける。2. 公共に関わる仕事の実際を理解する。3. 現場で得た知見をまとめてプ

レゼンテーショできる。 

＜授業の方法＞ 

授業の前半はインターンシップとは何かについて、また実施に当たって必要とされるマナーや技術について学ぶ。後半では自治体など

でインターンシップを行う。最後にインターンシップの成果を全体に発表する。インターンシップは実習であり、アクティブ・ラーニ

ングに該当する。積極性をもって就業体験にのぞみ、職場の人とコミュニケーションを図り、教室だけでは得がたい学びを得る。最終

回でプレゼンテーションを実施する。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習：次回授業の内容について下調べをする（0.5時間）。復習：日誌を作成する。成果発表の準備をする（1時間）。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

インターンシップの計画、実施、成果発表を通じて、社会や企業活動、経済活動に必要な情報を収集し、課題解決のための意見を交わ

し提案するコミュニケーション能力を身に付ける。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

1. 事前準備、日誌（20%）：インターンシップの計画、準備、インターンシップ自体の進捗度や学びを評価。2. 就業先での評価（50%）：

就業先からの就業態度などに対する評価。3. 成果発表（30%）：自主的な学習のまとめを評価。質問などにつき適宜回答。 

＜教科書＞ 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 ガイダンス 授業全体の説明 

2 インターンシップとは インターンシップの意義などの説明 

3 自治体研究① インターン先候補の研究 

4 自治体研究② インターン先候補の研究 

5 自治体研究③ インターン先候補の研究 

6 自治体研究④ インターン先候補の研究 

7 計画立案 インターンシップの計画立案① 

8 計画立案 インターンシップの計画立案① 

9 インターンシップの心構え マナーや心構えなどについての最終確認 

10 インターンシップ1日目 担当業務への従事、日誌の作成 

11 インターンシップ2日目 担当業務への従事、日誌の作成 

12 インターンシップ3日目 担当業務への従事、日誌の作成 

13 インターンシップ4日目 担当業務への従事、日誌の作成 

14 インターンシップ5日目 担当業務への従事、日誌の作成 

15 成果発表会 インターンシップの成果のまとめ 
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科目コード 0 区 分 コア 

授業 

科目名 消費者行動論 担当者名 苗  苗 

配当年次 2 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 集中 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

本科目では，消費者行動に関する体系的な基礎知識を修得する。特に消費者の行動を規定する消費者の心理プロセスに着目し，消費者

行動モデルを基にして，その行動を規定する様々な要因を考察する。「消費」という行為がどのようなメカニズムで生じているのかに

ついて，自分の行動も含めてこれら概念や理論を具体的な消費現象に当てはめてみて分析できることをねらいとする。 

＜授業の到達目標＞ 

① 消費者行動論における基本的な概念を理解している。② 基礎な概念を用いて、自分や他者の消費者行動を分析し、説明することが

できる。③ 消費者行動論の概念を用いて、マーケティング戦略を考えることができる。 

＜授業の方法＞ 

①授業はオンデマンド形式で行なう。教員が事前に録画したビデオを視聴してください。②適宜テーマに沿った具体的事例を用いて講

義を進める。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習：集中講義が開始するまで教科書と授業レジメを読み、分からない用語があれば、調べる。復習：授業後、レジメと教科書の参

照などにより、小テストを完成し、授業テーマの不明点・疑問点を解消し、必ず復習で理解を深める。集中講義の3日間で毎日最低2

時間の復習時間が必要となる。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

本科目は、経営学学位授与に必要とされる社会現象を理解し、新たな戦略提案できる能力を育成する。消費者行動にかかわる諸理論を

学び、消費行動を理解した上で企業のマーケティング活動に新たな提案ができる能力を身に付けることを目的としている。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

100%小テスト（1回目小テスト30%；2回目小テスト30%；3回目小テスト40%） 

＜教科書＞ 

松井剛・西川英彦編著（2009） 『1からの消費者行動』  碩学舎 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 はじめに：消費者行動論の概要 
消費者行動論の全体像,講義の到達目標,内容,今後のスケジュール,評価方法につ
いて説明する。グループを設定し,ディスカッションとレポートについて説明す
る。 

2 消費者行動とマーケティング 
消費者行動とマーケティングとの関係を紹介し、本科目の中心とする論説を説明
する。 

3 知覚 消費者の知覚を理解し、普段の生活における消費者行動を分析する。 

4 記憶 消費者のイメージ形成と記憶を学習し、消費行動への理解を深める。 

5 意思決定 事例を用いて、消費者行動に関する様々なモデルを説明します。 

6 購買前の情報処理 情報の探索と解釈を説明する。 

7 購買時の情報処理 現在の消費者行動論の主流である情報処理モデルを詳解します。 

8 購買後の情報処理 
購買後の評価、消費者満足度、消費者と生産者、小売業者との相互作用を理解す
る。 

9 消費者行動とブランド① 
消費行動におけるセグメンテーションとコミュニケーションの重要性を説明す
る。 

10 消費者行動とブランド② ブランドをベースにした消費者行動とマーケティングとの関係を説明します。 

11 ブランド・アイデンティティとイメージ 
ブランド・アイデンティティを理解した上で、消費者によるブランド・イメージ
の形成を説明する。 

12 消費者志向のブランド理念 消費者を起点とするブランド構築のあり方を考察する。 

13 サブカルチャー 国のカルチャーによる消費行動の独自性を理解する。 

14 ケーススタディ 
事例を通じて、グループ・ディスカッションで消費者行動とマーケティングを理
解します。 

15 おわりに：講義総括 講義内容をまとめ,基本的用語の復習,定期試験の説明を行う。 
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科目コード 40400 区 分 コア科目 

授業 

科目名 雪上スポーツ 担当者名 石村 和博 

配当年次 0 配当学期 前期 単位数 1 授業方法 実技 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

本実習は冬の代表的なスポーツのひとつであるアルペンスキーについてその理論を学び、基本技術の習得を目指す．またアルペンスキ

ーを通して冬季スポーツ競技や雪山における安全管理についても学ぶ．さらに、雪山という特別な環境で仲間とともに過ごすことで、

団体行動の大切さや仲間との絆、今後の大学生活に積極的に取り組む姿勢などを確認する．受講生がアルペンスキーを自身の生涯スポ

ーツの候補とできるような体験を提供する． 

＜授業の到達目標＞ 

（１）各技術レベルに応じた理論と滑走技術の習得上級班：カービング要素のパラレルターンの習得中級班：スキッディング要素のパ

ラレルターンの習得初級班：基礎パラレルターンの習得初心班：プルークボーゲンの習得（２）仲間との共同生活を通して団体行動の

重要性を認識し、新たな人間関係の構築する（３）今後の大学生活において積極的に取り組む態度を身につける 

＜授業の方法＞ 

資料や視覚教材（DVD等）を用いてスキー理論を学び、雪上では実技を通じてスキーの基本動作を学ぶ実技講習は技術レベルに応じた

班単位で実施する（上級、中級、初級、初心） 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

事前説明会でのスキー技術や用具の説明を，実習までに理解しておく（2時間）参考書などでスキー技術について予習する（2時間）実

習内容と振り返りを実習日誌へ記入し、課題を復習する（1時間） 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

雪山での集団生活および雪上でのアルペンスキー実習を通して、「幅広く深い教養を身に付け、体育・スポーツ人としての立場を歴史・

社会・自然と関連付けて理解する能力」を育成する科目である． 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

実習参加と平常点 40%，実習態度 40%，安全管理 10%，スキー技術 10%班分けのためのアンケートで、あまりにもひどい嘘の申告があ

った場合には大幅な減点をする場合があります。例） 「一度もスキーをしたことがないが、友達と同じ班になりたいために上級班と

して申告する」など 

＜教科書＞ 

＜参考書＞  

（財）全日本スキー連盟「日本スキー教程」スキージャーナル社 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション 授業内容の説明、導入（スキーの基礎用語、基礎技術） 

2 基礎技術 ウォームアップ、歩行、登行、転び方、立ち上がり方など 

3 スピードコントロール(1) プルークファーレンからの停止 

4 スピードコントロール(2) プルークターンの練習 

5 スピードコントロール(3) プルークターンの練習 

6 ターンコントロール(1) プルークターンからシュテムターンへ 

7 ターンコントロール(2) プルークターンから基礎パラレルターンへ 

8 ターンコントロール(3) パラレルターンの練習 

9 スキーに関連する基礎知識 スキー用具や技術の知識、スキーの歴史、スキー産業など 

10 技術レベル別練習(1) 技術班ごとにその能力に応じてスキー滑走を繰り返す 

11 技術レベル別練習(2) 技術班ごとにその能力に応じてスキー滑走を繰り返す 

12 技術レベル別練習(3) 技術班ごとにその能力に応じてスキー滑走を繰り返す 

13 技術レベル別練習(4) 技術班ごとにその能力に応じてスキー滑走を繰り返す 

14 技術レベル別練習(5) 技術班ごとにその能力に応じてスキー滑走を繰り返す 

15 到達度テスト 全日本スキー連盟の基準に準じた技術到達度のテストを実施 
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科目コード 28104 区 分 専門基礎 

授業 

科目名 マーケティング総論 担当者名 苗  苗 

配当年次 1 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 集中 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

マーケティングの手法は、時代の要請によって変化する。特に、インターネットが普及して以降のマーケティングはそれ以前とは、ス

ピードの面等大きく変化している。本科目では、様々な事例を紹介しながら、時代に即したマーケテイングとはいかなるものか、競争

戦略、製品開発、ブランディング、コミュニケーションといった視点について理解することをねらいとする。 

＜授業の到達目標＞ 

①受講生は、マーケティング・マネジメントの主要概念についての知識や考え方を身につける。 ②自らマーケティングに関する報道

や情報に関心が持て、必要であれば追加的な情報を収集することができる。③マーケティングの概念や考え方と結びつけて、具体的に

事例の分析や課題の対策案検討を実施することができる。④今後の学習・研究や就職・キャリアと結びつけて、学んだマーケティング

の知識・手法を活用することができる。 

＜授業の方法＞ 

①授業はオンデマンド形式で行なう。教員が事前に録画したビデオを視聴してください。②適宜テーマに沿った具体的事例を用いて講

義を進める。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習：集中講義が開始するまで授業レジメをダウンロードして、分からない用語があれば、調べる。復習：授業後、レジメや参考図

書の参照などにより、小テストを完成し、授業テーマの不明点・疑問点を解消し、必ず復習で理解を深める。集中講義の3日間で毎日

最低2時間の復習時間が必要となる。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

広く経営に関わる専門知識・技能を備え、企業に関連するマーケティング現象を分析・理解し、これに関連した新たなマーケティング

戦略や戦術を創造・提案できる能力を身に付けている。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

100%小テスト（1回目小テスト30%；2回目小テスト30%；3回目小テスト40%） 

＜教科書＞ 

＜参考書＞  

コトラー＆ケラー 

コトラー＆ケラーのマーケティング・マネジメント基本編第3版丸善出版石井淳蔵・廣田章光1からのマーケティング碩学舎 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 ガイダンスとイントロダクション 本科目の目標・方法・評価と受講上の注意とマーケティングの全体像を説明する 

2 マーケティング・プロセスと戦略 
マーケティング・プロセス(価値提供プロセス) 企業戦略 企業ミッション 事
業 ＢＣＧの成長・市場シェア・マトリックス 事業戦略 SWOT分析 

3 マーケティング機会の分析 
マーケティング･リサーチ マーケティング環境 デモグラフィック環境 経済環
境 社会・文化的環境 

4 顧客との関係構築 消費者行動 顧客価値 顧客満足 顧客ロイヤルティ 消費者行動モデル 

5 
セグメンテーション、ターゲティング、ポジショニング
（STP） 競争戦略 

市場細分化 標的市場 ポジショニング差別化戦略 コスト優位戦略 業界を取
り巻く競争要因 

6 製品戦略 
製品概念(製品レベル) レビットの製品概念 製品分類 製品ミックス 製品ラ
イン 新製品のタイプ 新製品開発のプロセス 消費者採用プロセス 

7 価格戦略（１） 購買決定プロセス コスト志向型価格設定 需要志向型価格設定 

8 価格戦略（２） 競争志向型価格設定 固定費 変動費 損益分岐点 具体的な価格設定 

9 ブランド・マネジメント 「ブランド」の基本的な概念 

10 ブランド戦略 
ブランド・エクイティ 企業ブランドと製品ブランド ブランド拡張 ブランド
戦略 

11 コミュニケーション戦略 顧客とのコミュニケーションの役割 

12 流通チャネル 
中間業者の社会的役割 商流・物流・情報流 小売業 プライベートブランド 
卸売業 物流 ロジスティクス サプライチェーン・マネジメント 

13 サービス･マーケティング 
サービスの性質 サービス品質 レビットのサービス論 インタラクティブ･マー
ケティング インターナル･マーケティング 

14 マーケティング・チャネル 
チャネルの役割 チャネルの設計と管理 開放的流通・選択的流通・排他的流通 
企業型・契約型・管理型VMS フランチャイズ･システム 

15 グローバルマーケティング 社会的責任マーケティング 標準化と適合化 グローバル･ブランド コーズ・リレーティド・マーケティング 
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科目コード 37507 区 分 コア科目 

授業 

科目名 プロスポーツ経営論 担当者名 浅野 幹也 

配当年次 0 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

Ｊリーグは1993年の開幕以降、プロ野球やｂｊリーグなど他の競技スポーツにも大きな影響を及ぼしてきた。特にサッカーのプロスポ

ーツ化は競技力向上やファン拡大、普及といった効用に加え、地域経済の活性化や地元への愛着を強めるなどの効果をもたらした。一

方、近年では経営破たんによりチーム存続の危機に陥るクラブも出るなど社会問題ともなっており、スポーツ経営そのものに注目が集

まってきている。本授業ではそのようなプロスポーツの特性を捉えつつ、プロスポーツ経営（主にＪリーグクラブ）の実際を学ぶこと

で知見を深め、スポーツクラブの存在意義や社会に対する影響について考えていく。 

＜授業の到達目標＞ 

・プロスポーツ組織のステークホルダー、理念、ビジョン、事業計画の概要を理解する。・マネジメントやマーケティングなどプロス

ポーツ経営における基本要素を理解する。・経営理念、ビジョン、事業計画（基本計画）が策定出来る。 

＜授業の方法＞ 

・講義形式を基本とし、講義の最後に小テストを実施する。（東京からの遠隔授業を含む）・プロチームの経営に携わる実務者からの

講義機会を設ける。（1～2回程度） 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

・プロスポーツ経営に関する新聞記事などを日常的に確認する。（毎週60分）・プロスポーツの試合（出来ればＪリーグ）をスタジア

ムで観戦する。（講義期間中に1回以上約180分） 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

「スポーツ科学に関する専門的知識の習得を通して知的に行動できる力」を育むための基礎科目であり、スポーツビジネスの分野でリ

ーダーとして活躍するための準備機会を提供する。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

・授業参加度、授業中の小テスト 50％、最終レポート作成 50％。  ※小テストについては講義時にフィードバックする。 

＜教科書＞ 

特になし（講師がスライドを適宜用意する。）    

＜参考書＞  

原田宗彦 他（2008） 

「スポーツマネジメント」大修館書店 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション スポーツを取り巻く人々 ステークホルダーについて 

2 Jリーグの全体像 Jリーグの機能、組織、Jクラブの経営情報について 

3 理念とビジョン スポーツ組織の理念とビジョン、事業計画とは何か？ 

4 プロスポーツチームの組織 マネジメントとは何か？組織と戦略と関係について 

5 マーケティング マーケティングとは何か？セールスとマーケティングについて 

6 チケットセールス 販売、価格設定について 

7 ＰＲ、プロモーション ＰＲとは何か？メディアリレーション、イベントについて 

8 スポンサーセールス スポンサーシップとは何か？セールスパッケージの開発 

9 地域活動 地域貢献とは何か？地域におけるプロスポーツについて 

10 グッズ、運営、総務、経理他の機能 グッズの開発及び販売、総務、経理、運営などの機能について 

11 育成、普及、強化部門 これまでのまとめ、アジア戦略について 

12 1～11 まとめ、アジア戦略 ゲストスピーカー予定 

13 プロスポーツ経営の実際 ゲストスピーカー予定 

14 海外プロスポーツ組織の実際 欧州サッカークラブの実例紹介 

15 まとめ プロスポーツ経営全般に関する重要事項まとめ 
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科目コード 35101 区 分 コア科目 

授業 

科目名 個人スポーツ指導理論･実習Ⅰ(基礎) 担当者名 矢野 智彦 

配当年次 1 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 実習 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

国際大会などのVTRや教材ビデオ等を通じて、個人スポーツに関わる多くの局面（個人スポーツの特異性、競技における動きの特異性、

個人の技能・技術と適応性等）について観察し、考察を加えるとともに、文献、資料などから個人スポーツに関する基礎的な知識を得

る。その上で、現場において指導を行うという観点から、競技特性や選手の競技能力に対応できうる実践的な指導法について理解を深

めることを目的として授業を展開する。ここでは、柔道を用いて指導する。 

＜授業の到達目標＞ 

礼儀正しい態度で関心を持って学ぶことができる礼法などの伝統的な行動の仕方を身に付けている柔道の歴史や特性、礼法の重要性を

理解している 

＜授業の方法＞ 

教師の師範、板書や資料などを示し、動作や技術の方法を理解させる。教材に関わる情報として参考書や国際大会で収集した資料を適

宜配布する。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習：参考書を用いて事前に柔道の技の仕組みを理解する。（1時間程度）復習：柔道大会等を積極的に観戦しレポートを作成する。

（30分程度） 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

武道である柔道を通して、豊かな人間性と専門的な知識・技能を身に付け国際的に活躍する意欲のある人を育成するための基礎科目で

あり、初年次生に対し、柔道の歴史や考え方、さらには競技特性や選手の競技能力に対応できうる実践的な指導法について理解を深め

る機会を提供する。 この授業は、コア科目のディップロマポリシー2（健康増進、体力の向上、また競技力向上に貢献できる専門的な

知識・技能を身に付けている。）とディップロマポリシー5（科学的根拠や思考を持って、体育・スポーツ現場の諸問題に対応できる

能力を身に付けている。）に関 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

授業態度（出席意慾含む） 70％、実技試験  30％ 

＜教科書＞ 

特になし    

＜参考書＞  

柔道上達のプロセス 

柏崎克彦 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション 授業の進め方、受講の態度、柔道の歴史・原理などについて概説 

2 受け身、基本動作（1） 立技と寝技の体捌き、運足法、組み方、姿勢 

3 受け身、基本動作（2） 基本動作（投げ技）、対人的技能 

4 基礎技術（1） 投げ技（投げ技・連絡技） 

5 基礎技術（2） 固め技（抑技・絞技・変化技） 

6 基礎技術（3） 固め技（関節技・変化技） 

7 基礎技術（4） 中間動作（手・腕の使用、腰・帯の使用、足・踵の使用） 

8 対人的技能（1） 約束練習（投げ技） 

9 対人的技能（2） 自由練習（固め技） 

10 応用技術（1） 連絡変化技・対応の変化技 

11 応用技術（2） 投げ技～固め技 

12 応用技術（3） 固め技～投げ技 

13 まとめ 総括 

14   

15   
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科目コード 35102 区 分 コア 

授業 

科目名 チームスポーツ指導理論･実習Ⅰ(基礎) 担当者名 小村 淳 

配当年次 1 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 実習 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

ラグビーとは、２つのチームが競技規則及びスポーツ精神に則り、ボールを持って走り、パス、キックを使いグラウディングして、で

きる限り得点を多くあげたチームがその試合の勝者となる。試合を行う為の基本スキルを実技として行う。 

＜授業の到達目標＞ 

基本スキルのランニング、ハンドリング、キック、コンタクト、ユニット（スクラム/ラインアウト/キックオフ）から指導し、ルール

に基づきボールゲーム形式でラグビーを理解させることを目的とする。 

＜授業の方法＞ 

実技学習では、グループに分かれてスキルごとにフォーカスポイントを伝え実施する。ルールやゲーム理解については講義や映像での

説明を行う。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

ルールやラグビーの原理原則を資料とし、配付し事前学習を行う。実技などを撮影し映像でのレビューを実施する。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

体育学科のディプロマポリシーに (増進、体力の向上、また競技力向上に貢献できる専門的な知識・技能を身に付けている)に対応し

た科目である。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

授業態度（積極性・協調性・相互促進性など）30％、基本スキルの評価40％、応用スキル30％ 

＜教科書＞ 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 授業内容説明 ラグビー競技の説明、授業計画説明、注意事項説明 

2 個人技能（1） ランニングスキル、ハンドリングスキル 

3 個人技能（2） ランニング、ハンドリング応用スキル 

4 ボールゲーム ルールの説明と実施 

5 個人技能（3） キックと個人技能（1）（2）のレビュー 

6 個人技能（4） キック応用、コンタクトスキル 

7 キッキングゲーム ルール説明と実施 

8 ゲーム ボール＆キッキング 

9 集団技能（1） スクラムの説明と実施 

10 集団技能（2） ラインアウトの説明と実施 

11 集団技能（3） キックオフ、ドロップアウトの説明と実施 

12 集団技能（4） スクラム、ラインアウト、キックオフ応用 

13 ゲーム（1） ルール説明と実施 

14 ゲーム（2） ルール説明と実施 

15 まとめ ラグビー競技の理解と映像での試合観戦 
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科目コード 40107 区 分 コア科目 

授業 

科目名 柔道Ⅰ(基礎) 担当者名 矢野 智彦 

配当年次 0 配当学期 前期 単位数 1 授業方法 実技 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

日本が発祥の地である柔道は、オリンピックの正式種目に採用されて以来、世界の柔道として発展・拡大してきた。柔道の技術は投げ

技、固め技から構成されている。これらの技術を習得・向上させるためには、柔道の基本動作、基礎技術をしっかりと身に付けること

が大切である。本授業においては柔道の基本的動作と基礎技術を身につけると同時に、柔道指導における安全性や管理方法についても

理解を深めることを目的とする。 

＜授業の到達目標＞ 

礼儀正しい態度で関心を持って学ぶことができる礼法などの伝統的な行動の仕方を身に付けている柔道の歴史や特性、礼法の重要性を

理解しているいくつかの基本となる技を身に付けている 

＜授業の方法＞ 

実技を中心に展開していくが、必要に応じてビデオや資料等の教材を活用し授業を進めていく。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習：参考書を用いて事前に柔道の技の仕組みを理解する。（1時間程度）復習：柔道大会等を積極的に観戦しレポートを作成する。

（30分程度） 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

武道である柔道を通して、豊かな人間性と専門的な知識・技能を身に付け国際的に活躍する意欲のある人を育成するための基礎科目で

あり、初年次生に対し、柔道の歴史や考え方、さらには取り組む姿勢を学ぶ機会を提供する。この授業は、コア科目のディプロマポリ

シー1（体育・スポーツの科学的知見を深め、スポーツを通じた国際的平和の促進について理解する能力を身に付けている。）に関連

付けられている。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

授業態度（出席意欲含む） 70％、実技試験  30％ 

＜教科書＞ 

特になし    

＜参考書＞  

特になし 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 1.基礎知識 柔道の歴史、柔道衣の名称、柔道衣の着方と帯の色 

2 2～3.基本動作 
礼法（立礼・座礼）、柔道の姿勢（自然体・自護体）、組み方崩し（八方崩し）、
歩き方、体さばき、後ろ受け身・横受け身・前回り受け身、方ひざをついての前
回り受け身→立ち姿勢からの前回り受け身、前受け身、技の分類 

3 4.大腰、送り足払い 
大腰、移動しながらの大腰、送り足払い、足払いの一人練習、送り足払いの約束
練習 

4 5.大腰（横移動）、払い腰 体さばきの一人練習、大腰（横移動）の約束練習、払い腰、払い腰の約束練習 

5 6.体落し、けさ固め 
体落し、横移動の体落し、後退しながらの体落し、約束乱取り、けさ固め、崩れ
けさ固め、肩固め、けさ固め・肩固めの入り方、約束抑え込み 

6 7.上四方固め、横四方固め、たて四方固め 
上四方固め、崩れ上四方固め、横四方固め、崩れ横四方固め、たて四方固め、崩
れたて四方固め、約束抑え込み 

7 8～9.固め技（攻撃の仕方） 
四つんばいの相手の攻め方、腹ばいの相手の攻め方、四つんばいの相手の返し方
の研究発表、約束抑え込み、乱取り（自由練習） 

8 10.小内刈り、支え釣り込み足、ひざ車 
小内刈り、相手の動きに合わせた小内刈り、支え釣り込み足、相手を崩しての支
え釣り込み足、ひざ車、相手を崩してのひざ車 

9 11.固め技の復習 今まで練習した固め技すべてを復習 

10 12.投げ技の復習 今まで練習した投げ技すべてを復習 

11 13～14.乱取り 固め技・投げ技の乱取り（自由練習） 

12 15.まとめ 乱取りの反省と技の研究、総括 

13   

14   

15   
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科目コード 36200 区 分 専門基礎科目 

授業 

科目名 公衆衛生学 担当者名 保科 圭汰 

配当年次 2 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

地域社会さらには国民全体の健康増進、疾病予防のための方策を学ぶ科目である。一次予防、二次予防および三次予防の理論に基づき、

環境要因が健康あるいは社会全体に及ぼす影響について理解を深め、疾病予防や健康増進へのアプローチの方法、保健、福祉、医療に

関する知識を習得する。 

＜授業の到達目標＞ 

本講義では、公衆衛生の意義、現状を認識し、環境・保健・疫学・医療・福祉・介護等について基礎的な理解をすることにより、変化

の著しい社会・環境に対応・判断・行動できる能力を身につける。 

＜授業の方法＞ 

パワーポイントによる講義形式で進める。また、必要に応じて資料を配布し解説すると共に授業内容に基づいたテーマについてディス

カッション、グループワークを行う。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

復習として授業内で配布した資料は必ず目を通し、理解を深めること。不明な点があれば授業時間に提示する参考図書・参考資料を

用いて調べること。（2時間程度） 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

体育学科のディプロマポリシー「健康増進、体力の向上、また競技力向上に貢献できる専門的な知識・技能を身に付けている。」に関

連した科目であり、環境の変化や少子高齢化社会のなかにおける保健・医療などの諸問題を考える。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

受講態度・学習意欲 15％、課題・小テスト 40％、最終レポート 45％ 

＜教科書＞ 

＜参考書＞  

内藤通孝（2014） 

公衆衛生学入門昭和堂 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 公衆衛生の定義 公衆衛生の意義と目的 

2 環境と健康 環境汚染と健康 

3 健康、疾病、行動に関わる統計資料 人口静態統計、人口動態統計 

4 保健衛生統計 生命表、傷病統計、その他の保健統計 

5 疫学の概念 疫学の定義、対象や領域 

6 疾病の測定と評価 エビデンスに基づいた保健対策 

7 情報社会におけるコミュニケーション 情報収集の方法、健康情報管理 

8 ライフスタイルの現状と対策 健康に関する行動と社会、食生活と食環境 

9 生活習慣病の現状と対策 喫煙行動、飲酒行動、休養、歯科保健活動など 

10 主要疾患の対策と予防 生活習慣病の概念 

11 感染症 感染症の対策と動向 

12 我が国の医療・保健制度 医療制度、母子保健、高齢者保健、地域保健 

13 我が国の医療・保健制度② 産業保健、学校保健、国際保健 

14 保健・医療・福祉の関連法規 衛生法規、一般衛生法規 

15 まとめ 本講義の復習 
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科目コード 0 区 分 コア科目 

授業 

科目名 インターナショナリズム 担当者名 中西 敏之 

配当年次 1 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

本科目では、グローバルビジネスの基礎について学ぶ。近年では、多国籍企業、大企業はもとより、中小の企業においても、海外の市

場は無視できない。また、海外からの製品や部品の調達は、頻繁に行われている。貿易や海外投資など、グローバルビジネスの基礎を

理解することを目的とする。 

＜授業の到達目標＞ 

①グローバル経済下の企業、労働者、国家の関係を理解できるようになる。②多国籍企業、通商政策、海外市場戦略の基礎を理解でき

るようになる。 

＜授業の方法＞ 

海外のビジネス事情を学び始めたばかりの学生を対象とする。３～４人程度のグループに分かれたグループワークを行うが、各学生個

人が意見を持ち発表することを基本とする。GoogleClassroomを活用した課題の配布、資料の共有など、ICTの活用に努める。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

新聞、雑誌、インターネットなどから情報を収集する習慣をつける。各回とも、トピックに応じた情報収集のための予習30分、授業

の復習に60分をかけることが必要となる。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

本科目はDP1（グローバルに拡大している企業活動、市場経済、公的分野に関連する社会現象、市場について分析・理解する能力を身

に付ける）に関連する科目である。特にグローバル化・情報化による多様な環境変化の下、グローバルビジネスについての基本を身に

付ける。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

レポート 40％、授業参加・発言 20％、試験 40%授業に関する質問は授業の前後及び教員のオフィスアワーで対応する。 

＜教科書＞ 

梶浦雅巳 (2014.3.20) 「はじめて学ぶ人のためのグローバル・ビジネス」  文眞堂 

＜参考書＞  

特になし 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 イントロダクション：ビジネスのグローバル化 科目の説明、評価方法等、インターナショナリズムとは何か 

2 グローバル・ビジネスの環境 政治的・経済的・文化的環境について 

3 多国籍企業の史的展開 グローバル経済の崩壊と進展について 

4 多国籍企業と国家 多国籍企業の国家との関係について 

5 通商政策：WTO GATT,WTO（多国間貿易体制）について 

6 通商政策：RTA RTA（地域貿易協定）について 

7 直接投資 貿易と直接投資について 

8 市場 市場取引について 

9 製造業とサービス業 製造業とサービス業でのグローバル化の違いについて 

10 海外市場戦略 海外市場への参入方法について 

11 M&A M&Aについて 

12 R&D：技術・製品開発 研究開発のグローバル化について 

13 調達・生産・ロジスティックス 調達・生産・流通のグローバル化について 

14 標準化 国際標準化について 

15 復習とまとめ 学習内容の復習とまとめ 
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科目コード 0 区 分 コア科目 

授業 

科目名 応用ミクロ経済学 担当者名 松澤 俊雄 

配当年次 2 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

＜ミクロ経済学の発展と応用：4月1日変更＞ 本科目では、消費者と生産者を中心として、消費者が限られた予算内で財（商品）を購

入する際にどのように意思決定をするのか、生産者が限られた資源＝投入要素（土地、建物・設備、労働等）をどのように有効に活用

し財（商品）を生産するのかについて考える。それに伴う需要と供給、価格と数量の決まり方など市場均衡と安定性についてみてゆく。

また、完全競争市場に対して、独占・寡占・独占的競争市場の下での均衡についてもみてゆく。また、消費者行動・生産者行動は、2

つの(複数の)消費財・生産財に拡張して考えるとともに、複数の消費者・生産者のもとでの資源配分の効率性についてもみてゆきたい。 

本授業は、1年次で学んだミクロ経済学からはより進んだ中級ミクロ経済学とその応用を学びたいと考えている人のために用意されて

います。|●ビジネス界だけでなく、各種受験(大学院・公的団体・公務員ほか）を目指す人が履修することで、ミクロ経済学をより深

く学び取ることに通じると思います。また基本的な問題演習によって理解をより発展させることもできるかと思います[この行変更し

ています：4月1日]。|●教科書では数式の使用は控え目で、その分、図を用いた説明がなされている。図と数式の使用に馴染みがあり、

真剣に取り組む履修者が望ましい。|● 履修するにあたっては、経済学概論（日か英）およびミクロ経済学をAかSで修得済みであるこ

とが望ましい[この行変更しています：4月1日]。 

＜授業の到達目標＞ 

消費者（家計）と生産者（企業）が主体として活動し市場で出会い、そして取引を通じて決定する「市場経済」の資源配分機能につい

て把握・理解できるようにすることが、本科目のまず第一の目標であり、第二の目標としては、履修者が本科目で学習したミクロ経済

学を、現実の経済問題と結び付け、経済社会について説明や意見ができるようになることである。言い換えれば、応用的ミクロ経済学

としての機能をもつことでもある。また、各種試験を受験するさいに役立つことを期待します。 

＜授業の方法＞ 

教科書と参考資料を教材とする。板書に加え、内容に応じてPPT等で視覚的にわかりやすい方法も活用する。授業の理解度を高め確認

するため、宿題の提出を課す予定にしている。また適宜必要な参考資料を配布する。授業中できるだけ受講者とのインターラクション

をとるとともに、office Hourで個別の質問時間をとれるようにしたい。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習・復習を行うとともに、経済に関する事柄にも日頃から関心を持つように心掛けてください。原則として毎回講義の際に課題を

提示する予定です。（教科書・事前配布物での予習2時間、復習2時間） 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

経営活動での知識や情報をもとに論理的・数量的に分析する力、戦略的に問題解決に向けた意思決定を行う力を養う。また広く経営に

関わる専門知識・技能を備え、企業に関連する社会事象を分析・理解し、新たな戦略を創造・提案できる能力を身に付けられるように

なること。ミクロ経済学の、応用を伴うより進んだ学習をおこなう科目であるので、復習のための時間をより多く取とること。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

成績評価は、授業におけるコメントや出席状況等授業態度と、課題の提出・内容でおこなう予定。 

＜教科書＞ 

竹内信仁・森田雄一（2013） 『スタンダードミクロ経済学』 ＜予定＞  中央経済社 2400円+税 

＜参考書＞  

高橋知也（2002） 

『私大文系のミクロ経済学』中央経済社 3200円+税飯田幸裕・岩田幸訓入門経済学[第4版]昨年度・本年度他の経済学関係の教科書と

しても使用。創成社[2018 第4版] 1,700円＋税 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 はじめに 経済分析の基本概念 

2 消費者行動の理論（1） 効用と効用関数 最適消費者行動(2財モデル) 

3 消費者行動の理論（2） 最適消費ー 所得効果、代替効果 

4 生産者行動の理論（1） 固定費用、可変費用 費用曲線 

5 生産者行動の理論（2） 生産者の最適行動モデル（２投入財）と短期・長期費用曲線 

6 需要と供給 弾力性の概念と需要分析 

7 市場の均衡と安定性（1） 均衡需給量・均衡価格の安定性 

8 市場の均衡と安定性（2） 労働市場（労働と余暇の選択モデル） 

9 市場機構と資源配分（1） パレート最適（生産・分配の効率性） 

10 市場機構と資源配分（2） 市場の失敗 

11 独占・不完全競争の理論（1） 独占企業の行動 

12 独占・不完全競争の理論（2） 複占市場での企業行動（クールノーモデル他） 

13 リスクと消費者行動（1） 不確実性 

14 リスクと消費者行動（2） 情報の非対称性 

15 まとめ 0 
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科目コード 25204 区 分 専門基礎科目 

授業 

科目名 スポーツバイオメカニクスⅠ(基礎) 担当者名 石村 和博 

配当年次 2 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

運動が起こるには，力が作用する必要がある．運動の背景を理解することで，なぜそのような動作になるのか，どのように改善したら

よいのか理解することが可能となる．本授業では，スポーツバイオメカニクスの基礎を理解し，身体運動の背景を力学的に捉えること

ができるようにする．また，健康運動指導士・健康運動実践指導者・CSCSなどを取得するためには必修となる科目である． 

＜授業の到達目標＞ 

本授業の到達目標は，次の通りである．①運動の記述（どのような動きであるか説明できる）と，運動の原因の説明（なぜそのような

動きになるか，どんな力が働いているか説明できる）ができる．②スポーツバイオメカニクス的視点で、スポーツや運動の観察・指導

または改善方法を考案できる． 

＜授業の方法＞ 

スライドや動画を用いた授業を展開する．後半回では，スポーツバイオメカニクスの研究内容や活用事例を紹介し，それについて小人

数でグループディスカッションを行う． 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

次週のキーワードを提示するので，各自でWeb，図書などを活用し予習してくること（1～2時間）．関連科目（運動学，生理学，解剖

学，数学など）の復習を必要に応じて行うこと（1～2時間）． 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

「健康増進，体力の向上，また競技力向上に貢献できる専門的な知識・技能」を養成する科目である．2年次生に対して，スポーツバ

イオメカニクスの基礎を学ぶことを通して，身体運動のメカニズムの理解を深め，スポーツバイオメカニクス的な視点で運動を観察，

指導，または改善方法を考案することができるようにする． 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

中間テスト（20%），ディスカッションの内容（20%），期末テスト（60%） 

＜教科書＞ 

なし    

＜参考書＞  

深代千之ほか編著 

スポーツバイオメカニクス朝倉書店深代千之ほかスポーツ動作の科学-バイオメカニクスで読み解く-東京大学出版会金子公宥スポー

ツ・バイオメカニクス入門-絵で見る講義ノート-杏林書院 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 スポーツバイオメカニクスとは 
スポーツバイオメカニクスの定義，スポーツバイオメカニクスと関連分野および
応用 

2 速度とスピード 
スピード曲線，スピードの構成要素，スピードと速度の違い（ベクトル）について
学ぶ． 

3 力と運動 力の性質，ニュートンの運動の法則について学ぶ． 

4 並進運動の力学 
主に並進運動における，運動量・運動量変化量と力積・仕事・力学的パワーにつ
いて学ぶ． 

5 回転運動の力学 
並進運動との対比，力のモーメント（トルク）および角運動量・角運動量保存の法
則・角力積について，車輪と回転台を用いた実験を通して学ぶ． 

6 スポーツにおけるエネルギー 
力学的エネルギー，エネルギー供給機構，運動におけるエネルギーフローについ
て学ぶ． 

7 関節とテコ 
関節の構造，種類，関節と筋におけるてこの原理について学び，筋が発揮する筋
張力を計算する． 

8 中間テスト 第7回までの内容について中間テストを実施する． 

9 歩・走運動 
歩行・走運動に関するバイオメカニクス的研究から，効率の良い歩行，速く走れ
る選手のバイオメカニクス的特徴について学び，どうしたら速く走れるかグルー
プディスカッションを行う． 

10 跳運動 
跳運動に関するバイオメカニクス的研究から，遠く（高く）跳べる選手のバイオメ
カニクス的特徴について学び，どうしたら遠く（高く）跳べるかグループディスカ
ッションを行う． 

11 投運動 
投運動に関するバイオメカニクス的研究から，遠く（速く）投げられる選手のバイ
オメカニクス的特徴について学び，どうしたら遠く（速く）投げられるかグループ
ディスカッションを行う． 

12 水中運動と流体力学 
水中運動に関するバイオメカニクス的研究から，速く泳げる選手のバイオメカニ
クス的特徴について学び，どうしたら速く泳ぐことができるかグループディスカ
ッションを行う 

13 スポーツ用器具とスポーツバイオメカニクス 
スポーツ用器具の特徴や開発について学ぶ．スポーツ用義足の開発・研究にスポ
ーツバイオメカニクスがどのように関わっているか学び，義足は有利か不利かグ
ループディスカッションを行う． 

14 超一流選手のスポーツバイオメカニクス的特徴 
超一流選手のスポーツバイオメカニクス的特徴を学び，生まれ持った才能が大事
か，努力が大事かグループディスカッションを行う． 

15 まとめ これまでのまとめと，振り返りを行う． 
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科目コード 24201 区 分 専門基礎科目 

授業 

科目名 比較文化論 担当者名 楠本 信治 

配当年次 0 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 なし 

＜授業の概要＞ 

「文化とは何か」というテーマから始め、世界の様々な文化について学ぶ中で、世界から見た日本について考え、「グローバル」や「多

文化共生」について考察する。グループワークを通して自分と異なる意見や価値観に触れることで視野が広がるとともに、将来グロー

バル教育を実践する際に使用する演習等を学ぶことができる。 

＜授業の到達目標＞ 

世界の様々な文化についての知識を習得するとともに、アイデンティティーを認識した上で、異文化を理解し、多様性を受け入れ、こ

れからの多文化共生社会を生きていく力を身につける。また、将来教員になった際に、児童・生徒の多様な考え方や価値観を受け入れ、

一人一人を大切にする心を育む。 

＜授業の方法＞ 

各回のテーマについてのパワーポイントを使った講義のあと、グループワークによる意見交換を行う。毎時間、その日のテーマについ

ての事前課題（アンケート）と終了後の事後課題（振り返り）を出す。なお、授業中にGoogle Classroomを活用した演習を行うため、

必ずPCかタブレットを持参すること。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

各回のテーマについての「事前課題」と「事後課題」に、１時間程度の学習時間が必要。また、最後の確認テスト及びレポートについ

ては、2時間以上の準備が必要。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

この科目は、教育経営学科のディプロマ・ポリシー１「グローバルな視点と知識を持ち、多文化・異文化について理解する能力」に関

連付けられている。この授業を通して、異文化についての理解を深め、将来教員になった際に、グローバル教育を推進できる力を育成

する。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

「理解度 30％」、「学習意欲 30％」、「確認テスト及び小論文 40％」※Google Classroomを活用した事前課題や意見交換、事後課

題で理解度や学習意欲を評価する。 

＜教科書＞ 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション 自己紹介～「文化」とは何かについての意見交換～授業予定・評価等について 

2 異文化理解教育 
学校における異文化理解教育と国際交流について、各グループ内で体験を共有す
る 

3 異文化体験発表 グループ代表による異文化体験発表をもとに、異文化理解教育について考える 

4 演習「地球の食卓」 世界の食生活、食糧問題、環境問題、エネルギー問題等について考える 

5 演習「難民問題」 世界の難民問題について考える～演習「もしあなたが難民になったら」 

6 演習「世界がもし100人の村だったら」 英語が国際語になった理由と世界が抱える様々な問題について考える 

7 世界を一つに 
世界を一つにする際の課題（言語、宗教、民族等）と、その解決に向けて自分に何
ができるかを考える 

8 演習「日本代表の条件」 日本代表チームの条件から、アイデンティティーについて考える 

9 国籍について 在日韓国人やハーフの人達の苦しみから「国籍とは何か」について考える 

10 国民性について エスニック・ジョークから、国民性についての思い込みや偏見について考える 

11 世界と日本の慣習 世界の慣習について学ぶとともに、外国人から見た日本の慣習について考える 

12 演習「ちがいのちがい」 「あってもいい／あってはならない」違いから「多文化共生」について考える 

13 「グローバル」とは何か 「グローバル化」「グローバル人材」や「グローバル教育」について考える 

14 多文化共生について 全授業の復習～「多文化共生社会をどう生きるか」について考える 

15 まとめ 授業内容についての確認テスト及び小論文 
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科目コード 0 区 分 コア科目 

授業 

科目名 外科学Ⅰ 担当者名 戸田 佐登志 

配当年次 2 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

本講義は、外科学総論にあたる部分である。すなわち、外科学の概念、損傷、炎症、感染症、腫瘍、ショック、輸血、輸液、消毒と滅

菌、手術、麻酔、移植と免疫、出血と止血と柔道整復学との関連性について学習する。 

＜授業の到達目標＞ 

健康の保持・増進、競技力向上を科学的に考える上で不可欠な医科学的な分野（特に外科的分野）についての知識を身に付ける。そし

て医師をはじめとするメディカル・コメディカルスタッフ、コーチ、トレーナーと共通の認識、共通の言語をもって話しが出来ること

を目標とする。 

＜授業の方法＞ 

教科書にそって授業を進めて行く。視聴覚資料等を用いて適宜補完していく。毎回の講義後に講義の理解度をミニッツペーパーを用い

確認する。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

事前に教科書を読んでおく事（1時間）、また、授業の後は講義でとったノートを参照しながら再度教科書を読んで復習する(1時間）。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

本科目はディプロマポリシー4に該当し、「医療人として現代社会に果たす役割を理解し、様々な立場の人々と良好に職務を遂行でき

るコミュニケーション能力を身に付けている」、および、ディプロマポリシー2「柔道整復学及び健康科学、スポーツ医科学分野に必

要な専門知識と技能を理解し、日々進歩する医学分野に対応できる能力を身に付けている」を育む基礎科目であり、外科学の総論につ

いて理解する機会を提供する。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

定期試験期間中に筆記試験（80点満点）を行う。さらに授業時のレポートと出欠状況を総合して平常点（20点満点）を算出。これらの

合計点（100点満点）で評価を行う。 

＜教科書＞ 

全国柔道整復学校協会 監修 「外科学概論」  南江堂 

＜参考書＞  

北島政樹 監修 

「標準外科学」医学書院 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 外科学とは 外科学の歴史 外科学医の立場 現在の外科医療 

2 損傷（１） 損傷の分類 診断 治療 交通外傷 ドライバー外傷 

3 損傷（２） 特殊な損傷 凍傷 びらんと潰瘍 瘻孔 裂傷 壊死・壊疽 

4 損傷（３） 創と傷 熱傷 電撃傷 低温熱傷 化学熱傷 

5 炎症と外科感染症 炎症（定義 分類 病態）外科感染症 

6 腫瘍 概念 組織 成因 分類 診断 治療 

7 ショック ショックの病態と分類 緊急処置 

8 輸血 輸液 輸血 一般輸液 高カロリー輸液 

9 消毒と滅菌 消毒薬の特徴 皮膚の消毒機器・器材・環境の消毒 滅菌 

10 手術 手術の分類 各種手術法 止血術 結紮・縫合術 穿刺術 

11 麻酔 
概要 麻酔の歴史 麻酔の種類 全身麻酔法 局所麻酔法 緩和ケアとがん性疼
痛治療法 

12 移植と免疫 移植の用語 移植の現状 各種臓器移植 

13 出血と止血 出血とは 出血の種類 止血の仕組み 外出血 内出血 止血法 

14 心肺蘇生法 倒れた人の評価法 心肺蘇生法の実際 人工呼吸法 AED 

15 まとめ まとめ 



110 
 

  
科目コード 40100 区 分 コア科目 

授業 

科目名 ダンスⅠ(基礎) 担当者名 小澤 尚子 

配当年次 0 配当学期 前期 単位数 1 授業方法 実技 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

本授業は主にリズム、音楽、イメージに合わせてダンスを踊ること、創ることを学習する。具体的な内容は中学校・高等学校学習指導

要領のダンス領域を構成する創作ダンス、フォークダンス、現代的なリズムのダンスとし、くわえてダンス分野に関連がある体つくり

運動の領域についても取り入れていく。中学校・高等学校（保健体育科）教諭一種免許状を取得する学生にとっては必修科目である。 

＜授業の到達目標＞ 

ダンスの基本的な知識と技能を身につけ、多様なテーマから表したいイメージをとらえ、自己の身体表現ができることを目標とする。

またグループでの創作活動において、仲間の表現や動きを認め合い協調性と安全意識をもって課題に取り組むことを目標とする。 

＜授業の方法＞ 

創作ダンス、フォークダンス、現代的なリズムのダンスの学習内容から主なものについて実技を通して体験し、指導のポイントをとら

えていく。定期試験は個人の技能評価のため、リズムダンスと創作ダンスの試験課題を実施する。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習：授業内容に関連する参考図書、参考資料等に目を通し、課題意識を持って授業に参加すること（1～2時間）復習：授業で配布し

た資料をファイリングする。授業で行ったダンスのウォームアップと振付等をフィードバックし、次回の授業までに覚えておく（1～2

時間） 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

健康増進、体力の向上、また競技力向上に貢献できる専門的な知識・技能を養成する基礎科目である。また、体育・スポーツに関する

科学的知見をベースに自らの課題を見つけ、課題解決に取り組み続けることができる生涯学習力を身に付ける科目である。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

授業態度・学習意欲 30%、技能と毎時の学習記録 30%、定期試験 40% 

＜教科書＞ 

必要に応じて資料を配布する。    

＜参考書＞  

文部科学省（２０１７） 

中学校学習指導要領解説 保健体育編文部科学省（２０１８）高等学校学習指導要領解説 保健体育編・体育編 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション 授業概要、評価方法、講義ルール等の説明、ウォームアップ 

2 体つくり運動 ウォームアップ、アイスブレイク、体ほぐし運動 

3 現代的なリズムのダンス（1） 基本ステップの習得（アップとダウンのリズム） 

4 現代的なリズムのダンス（2） 上半身の動きの習得（アイソレーション、ウェーブ他） 

5 現代的なリズムのダンス（3） 変化のある動きを組み合わせたステップの習得 

6 エアロビック・ダンス（１） エアロビック・ダンス（健康運動の指導法） 

7 エアロビック・ダンス（２） エアロビック・ダンス（基本ステップの習得と実践指導） 

8 フォークダンス（1）外国編 ハーモニカ、エース・オブ・ダイヤモンド、オクラホマミクサー他 

9 フォークダンス（2）日本編 ソーラン節、阿波踊り他 

10 創作ダンス（１） もの（小道具）を手がかりにした表現の導入（布、紙を用いて） 

11 創作ダンス（２） 言葉のイメージを手がかりにした表現の導入（オノマトペダンス） 

12 創作ダンス（３） 日常動作を手がかりにした表現の導入（美術館編、スポーツ編） 

13 グループでの創作活動（１） 
リズムダンスと創作ダンスを組み合わせたダンス作品づくり（作品の展開 はじめ
ーなかーおわり） 

14 グループでの創作活動（２） 
リズムダンスと創作ダンスを組み合わせたダンス作品づくり（表したいテーマを強
調する動きの工夫） 

15 グループ発表 課題のリズムダンスと創作ダンス作品の発表、評価 
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科目コード 34101 区 分 コア科目 

授業 

科目名 保育内容総論 担当者名 楢嵜 日佳 

配当年次 0 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 演習 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

幼稚園教育要領、保育所保育指針、幼保連携型認定こども園教育・保育要領における保育内容を相互的、総合的に理解し、保育の全体

構想の中でとらえる。保育の目標、子どもの発達、「遊び」や「生活」、「環境」などから捉える保育の内容、歴史的変遷、今日的課

題などを学び、保育所・幼稚園・こども園において展開される保育や教育のへの実践力を高めていく手立てを考察する。また、実際の

指導に当たっての指導案作成についても学ぶ機会とする。 

＜授業の到達目標＞ 

1. 保育内容各論の内容について子どもの遊びや生活の中で総合的に捉える視点を持つことができるようになる。2. 保育者の役割と

援助等、保育者の専門性を理解する。 

＜授業の方法＞ 

・講話を通して、課題の提示や説明・課題についてのグループワーク・課題についての演習 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

・予習：学習予定表に沿って、次回の内容に関する教科書や参考資料を読み、授業の準備をする。（60分程度）・復習：各回の講座の

内容について、個人またはグループで復習をし、講義ごとのワークシートの追加記入や復習をする。（60分程度） 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

この科目は、「乳幼児期の子ども理解に対しての発達観点、教育的観点、心理的観点、福祉的観点等、多面的に子どもを理解する力」

を身に付けるための演習科目である。こども発達学科のディプロマポリシー⑥（保育者としての自己管理力、チームワーク、リーダー

シップ、倫理観等を身に付けている）とディプロマポリシー②７（主体的に自己の学習を振り返り、セルフマネジメント能力と生涯学

習力を身に付けている）に対応している。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

・ 学習態度15%、授業課題30％、グループ貢献度 15％、振り返り及び小テスト40%・提出物は期限厳守のこと 

＜教科書＞ 

神田伸生・髙橋貴志編著（2019年8月10日） 演習保育内容総論  萌文書林 

＜参考書＞  

文部科学省（平成30年3月23日） 

幼稚園教育要領解説フレーベル館厚生労働省（2018年3月23日）保育所保育指針解説フレーベル館内閣府・文部科学省・厚生労働省（平

成30年3月29日）幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説フレーベル館 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション 授業の目的・意義・概要 

2 保育の全体構造 総論であることの意味、保育の場が目指すこと 

3 保育内容の歴史的変遷と社会的背景 保育内容の変遷、幼稚園・保育園・認定こども園の教育及び保育 

4 子どもの発達や生活に即した保育内容 子どもの発達に即した保育とは、乳幼児期の発達と保育 

5 養護と保育の一体性 
保育所における養護と教育の一体性、就学前保育施設における養護と保育の一体
性 

6 子どもの生活と保育内容 
現代の子どもの生活と保育内容、保育の場における生活、家庭の生活との連続
性、総合性 

7 子どもの遊びと保育内容 遊びの捉え方、遊びを通した保育の実践、遊びの中での保育者の役割 

8 環境を通して行う保育内容 
乳幼児保育の基本、環境を通して行う保育、環境を通して行う保育の具体的な展
開 

9 保育における「領域」（1） 領域と保育内容、保育の総合性 

10 保育における「領域」（2） 領域の考え方と指導計画、保育における評価、計画・評価の基となる記録 

11 多様な保育の場における保育内容（1） 子ども子育て支援制度、様々な保育の場、地域型保育事業等の保育内容 

12 多様な保育の場における保育内容（2） 延長保育・預かり保育、多様な保育を進めるために 

13 様々な配慮を要する子どもの保育 障がいのある子どもの保育、他機関との連携、多分文化共生の保育 

14 小学校教育との接続 
小学校教育との連続性、アプローチカリキュラムとスターとカリキュラム、学力
の3要素と保幼小の接続 

15 現代社会の特質と保育内容 現代社会と保育内容、保育サービスの見直し 
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科目コード 38201 区 分 コア科目 

授業 

科目名 保健体育科指導法Ⅱ(応用) 担当者名 齋藤 祐一 

配当年次 2 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

本科目は，中学校・高等学校の普通免許状（保健体育）の取得要件として設定されている専門科目である。すでに履修している保健体

育科指導法Ⅰの基本的な知見をもとに，保健体育科の授業の在り方について探究すると同時に，各領域の授業デザインの検討を通して

保健体育科の教材開発・授業計画について学ぶものである。したがって，本科目の履修は「保健体育科指導法Ⅰ（基礎）」を習得して

いる者に限る。 

＜授業の到達目標＞ 

1．学習指導に関わる基礎理論・知識を習得し，教材を開発・作成することができる。2．保健体育科の授業における「授業設計」及び

「学習指導案」を計画・立案することができる。3．教師として保健体育科の授業を行うということの自覚と責任と実践的指導力を身

に付けることができる。4．協働学習に主体的に参加し，積極的にグループに貢献できる。 

＜授業の方法＞ 

1．講義及び対話的活動（教員による解説と問いかけ･質疑応答）2．協働的活動（個人・ペア・グループワーク）3．模擬授業と授業観

察4．省察活動（まとめと振り返り） 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習：自分が担当する領域・種目に該当する学習指導要領の記載内容を熟読し，書籍や論文から必用な情報を集めてくる。（毎回，2

時間程度）復習：課題及び振り返りレポート（毎回，1時間程度） 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

この科目は，「科学的根拠や思考を持って，体育スポーツ現場の諸問題に対応できる能力（DP5）」を育成すると共に，「体育・スポ

ーツに関する科学的知見をベースに自らの課題を見つけ，課題解決に取り組み続けることができる生涯学習力（DP7）」を養うための

教職の応用科目である。単に方法を習得するだけでなく，保健体育科教員としての自覚と責任のもと，常に自己研鑽しながら自分を高

めていく学習習慣の形成と実践力の向上を目指す。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

理解度テスト 20%， レポート (含指導案） 40%， マイクロティーチング 40%で総合的に評価する。マイクロティーチングでは受講態

度も評価対象とする。とりわけ協働的活動における積極性･貢献度を重視して評価する。指導案は，多様な情報収集と授業構成要素を

踏まえた緻密な計画を評価する。レポートの内容については，提出後の授業でコメントし，フィードバックする。 

＜教科書＞ 

文部科学省（平成29年7月） 中学校学習指導要領解説 保健体育編  東山書房 

＜参考書＞  

文部科学省（平成30年7月） 

高等学校学習指導要領解説 保健体育編･体育編東山書房岡出美則他（2021）体育科教育学入門大修館書店 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション 授業の概要と進め方自身の体験から保健体育科の捉え方を問い直す 

2 よい体育授業とは よい体育授業の条件 

3 体育授業における教材・教具とは 教材づくり・教具づくりの意義と方法 

4 体育授業の学習指導 教師の4大行動（ICTの利活用を含む） 

5 保健分野の教材研究 教材の選定と作成 

6 保健分野の授業づくり グループワークによる指導計画の作成（アクティブラーニングの視点を含む） 

7 保健分野の授業実践 模擬授業と省察 

8 体育分野の教材研究 教材の選定と作成 

9 体育分野の授業づくり グループワークによる指導計画の作成（アクティブラーニングの視点を含む） 

10 体育分野の授業実践① 模擬授業と省察 

11 体育分野の授業実践② 模擬授業と省察 

12 指導計画とは 指導計画の意義と方法 

13 指導案を読み解く 実践事例から授業設計を捉え，単元計画・単位時間計画を作成する 

14 指導計画の作成 単位時間計画の作成と改善、理解度テスト 

15 まとめ よい授業に向けて保健体育教師に求められるもの 
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科目コード 52006 区 分 コア科目 

授業 

科目名 保育実習指導ⅠＢ(施設) 担当者名 坪田 章彦 

配当年次 2 配当学期 前期 単位数 1 授業方法 演習 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

児童福祉施設実習に臨む心構えを学ぶとともに、施設実習における自己課題を見出す。また、施設実習中の子どもとの生活を通し、子

ども理解を深め、児童養護実践力の向上に努める。 

＜授業の到達目標＞ 

・児童福祉施設における記録方法について学ぶ。・施設入所児童への理解を深め、実際の支援について考える。・施設実習での活動を

通して、保育者としての自己課題を見出す。 

＜授業の方法＞ 

講義、グループワーク、個別指導等を適宜組み合わせて進める。また、必要に応じて上級生（保育実習ⅠB既習者）等をゲストに迎え

て心構えに関する演習を行う。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

事前に手引きをよく読んでおくこと(1時間以上)。配布された資料をファイルし、授業後に内容を整理すること(1時間以上)。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

社会福祉施設における保育士の意義及び役割を学び、保育実習ⅠB(施設)へと繋げられるように知識を修得する。また、主体性・多様

性・共同性の考え方を持てるよう学びを深める。こども発達学科ディプロマポリシー「保育・教育実習、実践活動等の経験を踏まえ、

社会人としてのルールを遵守し、自己管理力、チームワークやリーダーシップ、倫理観等を身につけている」及び「子どもや保護者・

教育関係者との円滑な人間関係を築くための、問題解決力、論理的思考力、情報リテラシー・数量的スキル等の力を身につけている」

に対応する。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

授業態度50%、実習に向けた課題50% 

＜教科書＞ 

岡山県保育士養成協議会(2019) 「保育実習の手引き」  保育士養成協議会 

厚生労働省 

保育所保育指針（平成29年告示）フレーベル館内閣府文部科学省厚生労働省幼保連携型認定こども園教育・保育教育要領フレーベル館 

＜参考書＞  

適宜指示します 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション 授業担当教員紹介と実習参加条件及び受講ルールについて 

2 実習の意義と目的 実習の意義・目標、スケジュールについて 

3 施設の種類と内容(1) 施設概要の学習(養護系施設)について 

4 施設の種類と内容(2) 施設概要の学習(障害児施設)について 

5 施設の種類と内容(3) 施設概要の学習(障害者支援施設)について 

6 実習記録(1) 実習日誌の意義について 

7 実習記録(2) 実習記録のポイントと方法について 

8 実習記録(3) 実習記録のポイントと方法について 

9 実習書類作成 自己紹介状、誓約書、出勤簿等の作成について 

10 実習施設の学習 実習施設のプロフィール調査について 

11 実習課題の設定 実習課題の理解と作成について 

12 事前訪問指導 実習課題の理解と作成及び事前オリエンテーションの諸注意について 

13 実習の実際 保育実習ⅠB既習者である上級生からアドバイス、及び公欠届について 

14 実習の心構え プライバシーの保護と守秘義務、人権尊重と実習態度について 

15 実習事後指導とまとめ お礼状の作成・発送、体験報告、反省課題と報告書の作成について 
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科目コード 33402 区 分 コア科目 

授業 

科目名 子ども家庭支援の心理学 担当者名 中井 和弥 

配当年次 2 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 必修 

＜授業の概要＞ 

家庭は子どもの発達を支える環境としては一番重要なものであるが、現代はその機能が弱まり、支援を必要とする家庭が増えている。

この授業では、前半は子どもの発達を概説したうえで、家族や家庭の機能、親子関係を発達的な観点から理解する。さらに、子育ての

の課題やこどもの精神保健についてもアプローチする。 

＜授業の到達目標＞ 

１．生涯発達に関する心理学の基礎的な知識を習得し、初期学習の重要性、発達課題について理解する.２．家族・家庭の意義や機能

を理解したうえで、親子関係や家族関係を等について発達的な観点から理解し、 子どもとその家庭を包括的に捉える視点を習得す

る。３．子育て家庭をめぐる現代の社会的状況と課題について理解する。４．子どもの精神保健とその課題について理解する。 

＜授業の方法＞ 

教科書を基に講義形式で行い、資料を配布する。適宜グループワークやディスカッションを行う。|１．講義|２．グループワーク、デ

ィスカッション|３．質疑応答 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習（60分）：授業部分の教科書を読んで理解しておくこと。|復習（60分）：授業で教わったことを振り返り、課された小課題に取

り組むこと。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

受講態度や受講意欲（20%）|小課題（40％） ※毎回の授業後に課題を課します。|レポート（40%） 

＜教科書＞ 

公益社団法人児童育成協会監修・白川佳子他編（2019） 新基本保育シリーズ9 子ども家庭支援の心理学  中央法規 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション 授業の受け方、評価方法などについて説明 

2 乳幼児期の発達 
認知・言語・社会性・自我の発達、初期経験の重要性、保育場面における遊びの
発達についての研究、発達心理学と発達精神病理学、発達の道すじにおける連続
性と非連続性 

3 学童期の発達 
学童期の発達を学ぶ意義とは、認知・社会性の発達、学童期の発達をふまえた教
育支援、自己の発達、学童期の子どもの教育支援、近年の発達と教育の諸問題、
小1プロブレム・中1ギャップ、これからの保幼小中接続 

4 青年期の発達 
身体・認知・自己の発達、対人関係の変化、臨床的課題、攻撃性への介入プログ
ラム、臨床的課題の近年の変化 

5 成人期・中年期の発達 
成人期・中年期とは、成人期・中年期に関する理論、職業に関するキャリアの発
達、結婚と子育て、中年期危機とは、職業における課題、家庭における課題、社
会情動的スキルの形成と人生の成功 

6 高齢期の発達 
生涯発達における高齢期とは、高齢期におけるこころとからだの発達、超高齢社
会における高齢者、我が国における高齢者福祉、高齢者の支援、高齢者とのかか
わり 

7 家族・家庭の意義と機能 
家族・親族・世帯とは、家族の定義・機能の変化、支援者として家庭にどう向き
合うか、環境としての家庭 

8 家族関係・親子関係の理解 
家族のライフサイクル、乳幼児を育てる時期、家族のシステム論、家族の関係を
円環的に理解する、夫婦という水平的な関係、親子という垂直的な関係、ジェノ
グラム、親子関係への支援、父親を含めた家族関係への支援 

9 子育ての経験と親としての育ち 

子どもをもつことについての意識、妊娠期間の親、産後うつと初めての子育て、
周囲の人との関係と親としての育ち、子育てと就業の両立が困難な社会的状況、
園における子育て支援、親からの子育て相談に応える、他の親子との関係を支援
する、ママ友関係、地域における子育て支援 

10 子育てを取り巻く社会的状況 
晩婚化・非婚化をめぐる状況、出産・子育てをめぐる社会的状況、子育てを支え
る、要保護児童と家庭への支援、高度生殖医療と喪失 

11 ライフコースと仕事・子育て 

ライフコースとは、女性・男性のライフコースの歴史的変化と特徴、ライフコー
スの選択とモデル、性役割分業とライフコース、長寿化の時代におけるダブルケ
ア役割、親のライフコースのなかでの子育ての位置づけ、子育ての葛藤・育児ス
トレスを親のライフコースのなかでとられる、ライフコースの視点を活かした子
育て支援 

12 多様な家庭とその理解 

多様な家庭・家族、世帯人数と子どもの発達、子ども家庭福祉の観点と子どもの
育つ環境としての家庭、子どもと家庭を取り巻くさまざまな課題、ひとり親家庭
と離婚、ステップファミリー、多様な家庭に向けた具体的な支援、多様性に開か
れるということ 

13 特別な配慮を要する家庭 
養育者のメンタルヘルス、子どもや家庭の障害、不適切な養育と家族の機能不
全、逆境的小児期体験（ACEs）の影響、保育現場におけるトラウマインフォーム
ド・ケア、トラウマが保育者に与える影響、保育者のセルフケア 

14 子どもの生活・生育環境とその影響 

子どもの育ちの基本、胎児の母体環境、出生後から幼児早期・後期、子どもの環
境とソーシャルメディア、子どもの貧困、ひとり親家庭、特殊な環境で育つとい
うこと、精神・身体疾患の親をもつ家庭、虐待家庭、施設江での生活、特殊な環
境で育った子どもにおける精神的な影響 

15 子どものこころの健康にかかわる問題 
子どもの習慣、睡眠障害、排泄障害、食行動異常、チック、吃音、場面緘黙、そ
の他の習癖、自律神経失調症 
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科目コード 25302 区 分 コア科目 

授業 

科目名 運動生理学Ⅰ（基礎） 担当者名 吉岡 利貢 

配当年次 2 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

本講義では、筋の形態的・機能的な特徴の把握、運動時の呼吸循環反応、運動時の代謝とホルモン調節など、様々な観点から運動の生

理的機序を習得させ、さらにそれらの各種トレーニングによる効果などについて理解を深めることを目的とする。 

＜授業の到達目標＞ 

運動生理学の基礎的な理論についての理解はもとより、最新の研究成果についての情報も収集しながら、実践的・実際的な知識を習得

できる。また、これらを理解した上で、健康増進および競技パフォーマンスの向上のための方法について考えることができる。 

＜授業の方法＞ 

講義 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

各テーマに関して、参考書や資料などに目を通し、予備知識を得ておくこと。（所要時間：2時間） 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

体育学科のディプロマポリシー「健康増進、体力の向上、また競技力向上に貢献できる専門的な知識・技能を身に付けている」および

「「体育・スポーツに携わる指導者に求められる、豊かな人間性、幅広い教養に根差した公共的使命感や倫理観、協調できる社会的ス

キルを身に付けている」に対応した科目である。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

1）毎回の評価：5点×15回（確認テスト・意見交換＋レポート提出）2）期末レポート評価：25点期末レポートは、毎回の授業で課すレ

ポートをまとめたものに総合考察を付けて提出してもらいます。毎回のレポート評価は提出点のみとし、期末レポートで内容まで評価

します。 

＜教科書＞ 

勝田茂（2015年3月） 入門運動生理学  杏林書院 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 骨格筋の構造と機能 骨格筋の構造の理解、筋線維タイプと競技種目特性 

2 筋力・筋パワー 筋収縮の様式、筋力に影響する要因とトレーニング効果 

3 運動とエネルギー供給系 ATPサイクル、ATP-PC系・解糖系・酸化系 

4 筋エネルギー代謝とトレーニング 各種トレーニングとエネルギー代謝 

5 運動時の糖質・脂質・蛋白代謝 代謝とは、糖質・脂質・蛋白代謝の概要 

6 運動と蛋白同化・異化ホルモン 筋肥大のメカニズム、筋肥大に影響する要因 

7 運動と神経 ニューロンと興奮の伝導、運動単位の動員様式 

8 運動と酸素摂取 呼吸の基礎概念、最大酸素摂取量、酸素借 

9 無酸素性作業閾値（AT） ATとは、ATを規定する因子、トレーニングとAT 

10 運動と高所環境 高所環境での生理的応答、高所トレーニング 

11 運動と発育発達 成長期におけるトレーナビリティー、発育と神経・筋 

12 運動と加齢 運動と加齢 

13 トップアスリートの特性 筋機能の特性、遺伝の影響 

14 オーバーエクササイズ 遅発性筋痛、肉離れ、貧血、月経異常 

15 まとめ 本講義のまとめ 
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科目コード 34200 区 分 コア科目 

授業 

科目名 子どもと環境 担当者名 平松 美由紀 

配当年次 2 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 演習 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

領域「環境」の指導で必要となる感性を養い、教育内容に関する知識・技能を身に付ける。特に領域「環境」の指導の基礎となる、現

代の乳幼児を取り巻く環境とその現代的課題、乳幼児と身近な環境とのかかわりの発達等について学ぶ。 

＜授業の到達目標＞ 

１．乳幼児を取り巻く環境と、乳幼児の発達にとっての環境の意義を理解する。乳幼児を取り巻く環境の諸側面（物的環境、人的環境、

安全面等）と、乳幼児の発達におけるそれらの重要性について説明することができる。２．幼児期の科学的思考や知的好奇心の芽生え、

地域や文化等の関わりに関する環境の重要性について説明することができる。 

＜授業の方法＞ 

講義では、領域「環境」に関するワークシート、幼稚園教育要領・保育所保育指針・幼保連携型認定こども園教育・保育要領、PCのグ

ループワークツールを使用する。各個人がワークシートに自己の体験、経験や自己の考えを記入する活動を15分程度、保育における基

本である「環境を通して行う保育・教育」の在り方や、領域「環境」の「ねらい」、「内容」、「内容の取扱い」に関する理解や、乳

幼児の発達と領域「環境」の関連に関して習得するための講義45分程度、ビデオ分析やグループ討議30分程度を組み合わせた講義を展

開する。なおこの授業はブレンド型（対面とオンラインの組み合わせ）で行いますので、指示された回にはPCまたはタブレットを持参

の上、参加すること。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

授業時間外で、身近な環境に興味・関心をもったり、授業に必要な資料や教材、用具等の準備をしたりしておく。（30分～１時間程

度）また、授業内に提示された課題は、次回の授業までの作成に取り組んだり、準備学習(予習・復習等)をしたりする。（1時間程度） 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

本科目を通して得られる知識や能力は、「卒業認定・学位授与の方針」に定める「学生が本学における学習と経験を通史身につける能

力」のうち以下に該当する。・ディプロマポリシー2：乳幼児期から青年期に至るまでの子どもに対しての発達的、教育的、感性的、

福祉的観点等、多面的に子どもを理解する能力を身に付けている。・ディプロマポリシー５：子どもや保護者・教育関係者との円滑な

人間関係を築くための、問題解決力、論理的思考力、情報リテラシー・数量スキル等の力を身に付けている。に関連付けられている。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

演習への取組み姿勢と受講態度、受講意欲、グループワークの参加態度（30%）課題やワークシート、レポート提出と内容（40%）小テ

スト等(30%）ワークシート・レポート、小テストに関しては①キーワード（授業内の内容）②記載内容の質と量 ③自分自身の考えの

記載について評価し、その後は学生にフードバックする。 

＜教科書＞ 

内閣府文部科学省厚生労働省 幼保連携型認定こども園教育・保育要領  フレーベル館 

＜参考書＞  

文部科学省 

幼稚園教育要領解説フレーベル館厚生労働省保育所保育指針解説フレーベル館 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 授業の進め方と領域「環境」の基本 演習の流れ、授業の到達目標と注意事項、成績評価法の説明 

2 3つの法令における領域「環境」 
保育所保育指針、幼稚園教育要領、幼保連携型認定こども園教育・保育要領の比
較 

3 保育内容領域「環境」の意義と目的 保育内容 領域「環境」が示す基本的な保育の考え方 

4 
乳児保育と1歳以上3歳未満児の保育、3歳以上児の保育
における領域「環境」のねらいの考え方 

乳幼児期の保育における領域「環境」のねらいの関連 

5 1歳以上３歳未満児の保育に関わるねらい及び内容 1歳以上3歳未満の身近な環境との関わりに関する領域「環境」のねらい及び内容 

6 3歳以上児の保育に関わるねらい及び内容 身近な環境との関わりに関する領域「環境」のねらい及び内容 

7 領域「環境」と保育方法（1） 指導計画と環境の関連 

8 領域「環境」と保育方法（2） 人的環境としての保育者の役割 

9 領域「環境」と保育実践（1） 好奇心と思考力の芽生え 

10 領域「環境」と保育実践（2） 身近な環境（園内園外の中で） 

11 領域「環境」と保育実践（3） 園における伝統行事や多様な文化 

12 身近な環境と保育実践（1） 園の保育における栽培活動 

13 身近な環境と保育実践（2） 指導計画の立案とその実際 

14 身近な環境と保育実践（3） 領域「環境」における指導計画案 

15 全体総括 演習の振り返り、まとめ 
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科目コード 34203 区 分 コア科目 

授業 

科目名 表現Ｃ(身体表現) 担当者名 川瀬 雅 

配当年次 2 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 演習 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

幼児の身体表現についての理論と実践を中心に授業を進める。幼児が日常生活においてのびのびと身体で表現できるようにするために

は、指導者が豊かな表現力を獲得しており、それを教育的に発揮できる状態が望ましい。そのため、本授業は、まず演習を通して身体

表現の楽しさを体感することから始まる。受講者自身の身体を媒体として音楽や物語を表現するなかで、健康・環境・人間関係・言葉

といった保育5領域の関りについても考察し、この領域（表現）の意義を考える。また様々な活動方法を通して幼児の豊かな表現活動

を育むために求められる指導者の役割や姿勢、指導・援助法、さらに様々な身体表現を導き出す教材について学習する。 

＜授業の到達目標＞ 

①領域＜表現＞と身体表現のねらいや内容を理解することができる。②身体表現に必要な基礎的知識・技能と発達段階に応じた指導法

を習得する。③身体全体で表現することの楽しさを味わうことで自己の身体への意識を高めるとともに、子どもの自己表現に共感出来

る感性と実践力を身に付ける。 

＜授業の方法＞ 

基本的に演習（実技）とする。受講者はGoogleクラスルームに参加し、そこから課題や連絡を受取る。毎時のレポートはGoogleフォー

ムから投稿する。※「身体表現」という特性上、「身体で表現する技術」を獲得することが必須となるため、持病等で実技が難しい場

合は診断書を持参のうえ事前に相談にきてください。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

毎時の学習テーマに関する事前課題（20分）と毎時のレポート（20分）に取り組むこと。授業時に与えられる課題については次回まで

に別途取り組むこと（30分程度）。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

この科目は教育課程において、深い専門性と実践力を得るための基礎科目である。以下のDPと関連していると考える。DP2：乳幼児期

から青年期に至るまでの子どもに対しての発達的、教育的、心理的、感性的、福祉的観点等、多面的に子どもを理解する能力を身に付

けている。DP3：子どもを取り巻く環境、様々な問題や文化状況に対して、子ども学の知見と教養に基づく知識と、理解する能力を身

に付けている。DP5：子どもや保護者・教育関係者との円滑な人間関係を築くための、問題解決力、論理的思考力、情報リテラシー・

数量的スキル等の力を身 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

技能 40％、毎時のレポート 30％、課題 30％ 

＜教科書＞ 

＜参考書＞  

全国ダンス・表現運動授業研究会(2015) 

みんなでトライ！表現運動の授業大修館書店文部科学省(2017)幼稚園教育要領 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション 
授業概要と授業の進め方、評価方法の説明、領域「表現」のねらいとその内容の理
解、講義ルールの確認 

2 心身の発育発達と身体表現 身体表現の特性と幼児の発育・発達の理解 

3 からだ気付き・からだほぐし 体つくり運動の体験、ウォームアップ、身体各部位を使った動きの実践 

4 幼児の遊びと身体表現 幼児の日常の動きや発想から身体表現の関連の考察、ポーズ遊び・模倣遊び 

5 リズム遊び・リズムダンス(1) 基礎となる動きの実践と発展的な動きの考案(1) 

6 リズム遊び・リズムダンス(2) 基礎となる動きの実践と発展的な動きの考案(2) 

7 動きの創造と展開(1) リズムダンスの創作方法の理解と実践 

8 動きの創造と展開(2) 集団演技の指導方法の理解と実践 

9 ものを使った表現遊び(1) ボール、フラフープ等を使った身体表現の実践 

10 ものを使った表現遊び(2) ボール、フラフープ等を使った身体表現の発展 

11 ものを使った表現遊びの模擬指導 ボール、フラフープ等を使った身体表現のグループ演習 

12 身体表現とメディアアート(1) スマートフォンや照明、映像を用いた身体表現の体験 

13 身体表現とメディアアート(2) スマートフォンや照明、映像を用いた作品の製作 

14 身体表現の教材研究(1) 手遊びや歌など日常の保育場面を想定した教材の考案と実践(1) 

15 表現発表会の設定 指導場面「表現発表会」を想定した模擬実践 
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科目コード 0 区 分 コア科目 

授業 

科目名 商業簿記 担当者名 手嶋 竜二 

配当年次 2 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

本科目では、簿記入門・簿記演習で学んだ複式簿記の基本を前提として、商的企業の処理について理解することを目的とする。その際、

簿記入門・簿記演習の対象が小規模会社であるに対し、商業簿記の対象は大規模な株式会社になる。したがって、有形固定資産や引当

金、商品の評価などの事象に加え、株式会社特有の事象である純資産勘定の処理、損益の計算と処分、社債、無形固定資産、繰延資産、

特殊商品売買などの簿記処理について学ぶ。 

＜授業の到達目標＞ 

① 日商簿記２級（商業簿記）の合格に必要な基礎知識を習得する（３級未取得者は３級の学修から行う）。② 企業会計帳簿全体の記

帳技術を習熟する。③ 簿記に関する知識を習得し、株式会社における会計帳簿を作成できる知識・技術を身につける。 

＜授業の方法＞ 

①日商簿記２級（商業簿記）資格取得を目標とするため、履修する条件として３級取得者あるいは同程度の知識を有する者（「簿記演

習」単位取得者）に限る。②授業の方法は、予習型の方式で事前に動画を配信します。授業では主に問題演習を行います。③電卓演習・

集計作業などの計算を行う場合もあるので、各自電卓（関数電卓不可）および定規を持参すること。④第１回に参加することは必須で、

授業方針を納得の上履修すること（他の授業への参加・公欠などのやむを得ない事情がある場合には、事前に担当教員へ連絡すること）

⑤本科目では、問題演習の性質をもつため、個人学修によるところが大きい。⑥本科目では、日商簿記検定合格を目指している。日商

簿記検定では答案用紙に手書きで回答するため、本科目でも手書きを主体とする。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

① 予習として授業動画を視聴する・テキストを読む・例題を解くこと。② 復習として、授業で行った練習問題を必ず自宅で解くよ

うにする。③ 本科目に関して、週に予習（テキストを読む、例題を解く）３時間と復習（練習問題を解く、わからないところをなく

す）３時間に費やす必要がある。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

現実の課題に対し、経営活動での知識や情報をもとに論理的・数量的に分析する力、戦略的に問題解決に向けた意思決定をする力を身

に付ける。そのために、本科目では、まず経営活動を貨幣数量的に捉える方法、原理、原則を学ぶ。つぎに、貸借対照表や損益計算書

といった財務諸表の作成プロセスを学ぶ。そして、そのプロセスを理解することにより経営活動を数量的に分析する、あるいは戦略的

に問題解決に向けた意思決定する能力を身に付けることができる。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

①受講態度・学習意欲・授業への参加度 30％，②小テスト 70％ 

＜教科書＞ 

滝沢みなみ(2021.2.27) スッキリわかる 日商簿記3級 第12版  TAC出版 

滝沢みなみ(2021.2.27) 

スッキリわかる 日商簿記2級 商業簿記 第13版TAC出版その他，問題集等を指定している。教科書販売リストを参照し，購入するこ

と。 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 ガイダンス 授業の進め方、成績評価方法、授業方針 

2 株式の発行、剰余金の配当と処分 
株式を発行したとき、増資、当期純利益を計上したとき、剰余金を配当、利益準
備金の積立額の計算 

3 合併と無形固定資産、法人税等と消費税 
合併、無形固定資産を取得したとき、無形固定資産の決算時の仕訳、法人税、課
税所得、消費税 

4 商品売買、手形と電子記録債権（債務）（1） 
三分法、分記法、売上原価対立法、割戻し、割引き、クレジット払い、手形取引
など 

5 手形と電子記録債権（債務）（2）、銀行勘定調整表 電子記録債権（債務）、銀行残高が一致しないときの処理 

6 固定資産（1） 固定資産を割賦で購入したとき、減価償却、売却、除却、廃棄 

7 固定資産（2） 
建設中の固定資産について代金を支払ったとき、完成引渡し、改良修繕、保険金
額、国庫補助金など 

8 リース取引 リース取引、ファイナンス・リース、オペレーティング・リース 

9 研究開発費とソフトウェア、有価証券（1） 研究開発費、ソフトウェア、有価証券、配当金など 

10 有価証券（2） 決算時の仕訳、公社債 

11 引当金 貸倒引当金、修繕引当金、退職給付引当金、賞与引当金など 

12 外貨換算会計 前払金・前受金、輸入・輸出、為替予約など 

13 伝票と仕訳日計表、精算表と財務諸表 
三伝票制、仕訳日計表、精算表、損益計算書、貸借対照表、株主資本等変動計算
書 

14 帳簿の締め切り、本支店会計 帳簿の締め切り、本店から支店への取引、本支店合併財務諸表など 

15 連結会計、まとめ 連結財務諸表、支配獲得日の連結、支配獲得日後の連結、未実現利益の消去など 
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科目コード 32301 区 分 コア科目 

授業 

科目名 社会科教育法 担当者名 小川 正人 

配当年次 2 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

社会科教育法のクラスでは、小学校社会科の実践編として中学年（３年～４年）・高学年（５年～６年）における社会科の授業設計（教

材研究、単元指導計画・学習指導案の作成・模擬授業）によって、社会科授業構成能力と授業実践力の高揚を図る。「社会の理解」の

学習成果を生かした内容となるので、まず「社会の理解」の受講を優先すること。 

＜授業の到達目標＞ 

「社会科教育法」においては「社会の理解」の学習成果を生かし、小学校社会科における目標、内容、授業実践について考察し、小学

校社会科の授業設計と授業分析の実践的能力を身につけることを目標とする。 

＜授業の方法＞ 

本授業においては、小学校社会科の実践編として授業設計（教材研究および学習指導案の作成）、模擬授業にも重点をおいた内容によ

って、社会科授業構成能力と授業実践力の向上を図れるような講義づくりをすすめる。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習課題として小学校各学年（３年～６年）の学習指導案を作成する(約1時間半）。そのために小学校社会科教科書と「小学校学習指

導要領解説 社会編」を熟読し、教材研究することを課す（約1時間半）。教科書だけでなく、地図帳や資料集なども活用した授業設

計をおこなうこととする。授業の予習・復習はそれぞれ最低でも3時間程度費やし、理解出来るまでおこなうこと。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

この科目は教育経営学科のディプロマポリシー５（情報機器や教材の活用を含めた学習指導方法の基本とともに、問題解決に向かう論

理的・批判的思考力を身に付けている）と関連付けられている。子どもの学習状況を把握し、新しい学習指導要領で小学校社会科の内

容等を理解した上で、教科書・地図・資料集などの教材を使い授業を構成し実践出来る力を養う。双方向型の授業を経験することで、

知識蓄積型ではなく探求型授業を実践できる力を育てる。また模擬授業なども可能な限り実施していく。この授業では、参加する学生

同士のコミュニケーション能力を 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

受講態度・学習意欲 20%、クラス内課題 40%、模擬授業案・模擬授業40％、課題レポートや授業案の提出はGoogle Classroomを活用す

る。Google Classroomでは学生・教員間および学生間の授業案作成・模擬授業の情報交換・意見交換をおこなう。講義は対面でおこな

うが、コロナ感染が拡大した場合はオンラインもしくはオンデマンド授業に変更となる場合もあるので理解してほしい。 

＜教科書＞ 

北 俊夫 他 編 新編 新しい社会 ３・４・５・６年  東京書籍 

文部科学省 

小学校学習指導要領解説 社会編東洋館出版社 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 ガイダンス 授業の概要（目的・内容・方法など） 

2 社会科の授業設計の理論（１） 社会科授業設計論の重要性 

3 社会科の授業設計の理論（２） 学習指導案の立て方・活かし方（１） 

4 社会科の授業設計の理論（３） 学習指導案の立て方・活かし方（２） 

5 社会科の授業開発・実践（１） 小学校社会科の教材開発 

6 社会科の授業開発・実践（２） 発問術・アクティブラーニング 

7 社会科の授業開発・実践（３） 評価と分析 

8 授業設計（１） ３年生授業案「わたしたちのまち・みんなのまち」 

9 授業設計（２） 4年生授業案「ごみしょりと利用」 

10 授業設計（３） ５年生授業案「これからの農業生産とわたしたち」 

11 授業設計（４） ６年生授業案「３人の武将と天下統一」 

12 模擬授業（１） 個人または小グループによる模擬授業（１） 

13 模擬授業（２） 個人または小グループによる模擬授業（２） 

14 模擬授業（３） 個人または小グループによる模擬授業（３） 

15 小学校における社会科教育の総括 小学校社会科において何を教え、どのように教えていくのか 
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科目コード 32300 区 分 コア科目 

授業 

科目名 算数科教育法 担当者名 前田 一誠 

配当年次 2 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

本授業は、小学校算数科の指導をする際に求められる様々な能力のなかで、算数科の授業づくりや評価及びそれらの実践に関わる基礎

的・基本的な力を身につけることを到達目標とする。そのために、算数教育の目的・目標、算数教育の方法，「A数と計算」「B図形」

「C測定・変化と関係」「Dデータの活用」という４つの領域ごとの内容とその指導法、算数教育の評価について講義をする。併せて適

宜、算数授業のビデオを用いて授業実践力の理解と育成を目指す。 

＜授業の到達目標＞ 

①教科書をはじめとする既存教材の意図や展開を把握することができる。②子どもの発達に応じて教材を工夫し、子どもがどのような

反応を示すかを具体的に想定した授業を構想し、それらが見えるような指導案を作成することができる。③作成した指導案に基づいて

授業を実践する力（評価も含む）基礎的な力を身に付ける。 

＜授業の方法＞ 

授業の具体を示す資料等（プロジェクター，授業ＶＴＲ）に基づいて講義を進める。適宜，演習的な課題を課す。課題・レポート（指

導案作成など）も課す。タブレットやプログラミング的思考を育む教材等を用いたアクティブ・ラーニングも取り入れる。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

教材分析，指導案作成，模擬授業などの演習的な課題を課す。予習：算数科の目標，領域・内容構成，教材探索とその分析，発表準

備復習：小テスト，まとめのノート，振り返りレポート 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

この科目は教育経営学科のディプロマポリシー５（教科の目的・学習内容の理解，基本的かつ現代的な学習指導法の理解と探究）と関

連付けられている。子どもの学習状況を把握し，算数科の教科内容を理解した上で，算数教育を実践するための基礎的・基本的素養を

育成するための科目である。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

応答などの意欲的な受講 20％、レポート・小テスト 30％、定期試験 50％ 

＜教科書＞ 

編者代表・齋藤昇 『子どもの学びを深める新しい算数科教育法』  東洋館出版社 

＜参考書＞  

文部科学省 

『小学校学習指導要領解説 算数編』東洋館出版社田中博史他『ほめて育てる算数言葉 ～算数授業の言語活動を本当の思考力育成に

つなぐために～』文溪堂 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 算数教育の今日的課題 学力問題、興味・関心・意欲の向上等 

2 算数教育の目的・目標 算数教育の目的・目標の視点と今日の目標 

3 算数科の授業づくり（1） 問題解決的な授業づくりの基本と学習指導案 

4 算数科の授業づくり（2） 数学的活動のある授業づくり 

5 「A数と計算」領域の指導（1） 整数・小数・分数の指導 

6 「A数と計算」領域の指導（2） 加法・減法の指導 

7 「A数と計算」領域の指導（3） 乗法・除法，概算と見積もりの指導 

8 「A数と計算」領域の指導（4） ICT機器を活用した，プログラミング的思考を育むための教材とその活用法 

9 「B図形」領域の指導（1） 平面図形、立体図形の指導 

10 「B図形」領域の指導（2） 角，図形の軽量（面積，体積）の指導 

11 「C測定」領域の指導（1） 長さ、重さ･･･等，量の大きさの比較，量の単位，量の測定の指導 

12 「C変化と関係」領域の指導（2） 変化と関係（速さ，割合，比，比例，反比例･･･）の指導 

13 「Dデータの活用」領域の指導 表、グラフ，測定値の平均等の指導 

14 算数教育の評価 算数科における評価の目的と方法 

15 算数教育の特徴ある授業づくり 構成主義的な授業、オープンエンドな授業等 
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科目コード 37200 区 分 コア科目 

授業 

科目名 スポーツイベント論 担当者名 常浦 光希 

配当年次 2 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

本講義では，スポーツ経営学で学修した内容をもとにスポーツイベント経営について学修していく．スポーツイベントは，単純に「開

催できれば良し」ではなく，地域にとって，どのような価値があるのを理解していく必要がある．本講義を通して，「豊かなスポーツ

生活」を実現するための理念と方法を学修していく．適宜，県内で開催されるスポーツイベントへの参加を求める． 

＜授業の到達目標＞ 

スポーツ経営学で学修した学校体育や地域等のスポーツ振興に必要となる体育・スポーツ経営の基礎理論及び実践的方法論をもとに，

スポーツイベント経営について理解する．3年次配当「スポーツイベント運営実習」において実際に企画・運営をする基礎的知識を習

得することが目的である． 

＜授業の方法＞ 

事前課題を用いたグループワークと一斉学習において展開する．適宜，講義内容をもとにしたレポート課題を課す． 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

毎回，指示する講義テーマに関する事前課題に取組むこと（2時間）．適宜，講義内容に基づいてレポート課題に取組み最終課題へ向

けた振り返りを行うこと（1時間）． 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

体育学科のディプロマポリシー7「体育・スポーツに関する科学的知見をベースに自らの課題を見つけ、課題解決に取り組み続けるこ

とができる生涯学習力を身に付けている。」を習得するための応用科目である．1年次配当の「スポーツ経営学」のステップ履修科目

である．特にスポーツイベント経営に関して学修し，マネジメント能力を育み，問題解決力を伸ばすための機会を提供する． 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

イベント参加10%，小課題（課題への取り組み姿勢や課題の出来を含む）40％，最終課題 50％ 

＜教科書＞ 

 特に指定なし   

＜参考書＞  

一般社団法人 日本スポーツツーリズム推進機構 

スポーツツーリズム・ハンドブック学芸出版社西川正あそびの生まれる場所「お客様」時代の公共マネジメントころから畑攻・小野里

真弓基本・スポーツマネジメント大修館書店 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 スポーツイベントの可能性 スポーツイベントの構造とその可能性について 

2 スポーツイベントとスポーツ生活 人とスポーツの3つのかかわりについて 

3 体育・スポーツ経営の仕組み スポーツ経営の仕組みとその構造について 

4 スポーツ事業と経営資源 スポーツ事業と経営資源について 

5 ３つのスポーツサービス 3つの運動スポーツの機会とスポーツサービスについて 

6 体育・スポーツ経営組織づくり 協働システムとしての体育・スポーツ経営組織について 

7 地域スポーツクラブの経営 地域社会におけるスポーツクラブの意味と価値について 

8 ボランティア・マネジメント 人づくりとしてのボランティア・マネジメントについて 

9 スポーツによる地域活性化 体育・スポーツ行政組織の考えと地域スポーツ推進について 

10 するスポーツイベント 事例をもとにしたするスポーツイベントについて 

11 みるスポーツイベント 事例をもとにしたみるスポーツイベントについて（スポーツツーリズム） 

12 まちづくりとしてのクラブづくり 総合型地域スポーツクラブを事例にまちづくりとスポーツの関係性について 

13 スポーツイベントのプロデュース まちづくり運動としてのスポーツイベントを計画する 

14 スポーツイベントの評価 スポーツイベントの成功や評価の仕方について 

15 スポーツまちづくり 
スポーツによるまちづくりとスポーツを活用したまちづくりの違いと今後の展望
について 
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科目コード 23202 区 分 コア科目 

授業 

科目名 教育社会学 担当者名 野﨑 洋司 

配当年次 0 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 必修 

＜授業の概要＞ 

教育とは、学校という限られた空間と時間の中での営みではなく、家庭や地域社会とのかかわりの中で日常的に発生する不断の社会的

営みである。授業では、受講生自身のこれまでの学校生活や社会生活を振り返りながら、教育にかかわる事象を社会との関係性におい

て分析し、今後における教育に関わる社会的諸課題を整理する。 

＜授業の到達目標＞ 

１．現代社会における教育に関わる諸課題を背景と合わせて理解し、言語化ができるようになる。２．実際の教育現場における諸課題

を整理して説明ができるようになる。３．公教育が受講生の自己形成にどのように関わってきたかを分析し、客観視できるようになる。 

＜授業の方法＞ 

１．講義（教員による説明と課題の提示）２．ディスカッションとグループワーク（課題の省察）３．課題の提出（ユニバーサルパス

ポートを活用した課題管理） 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

１．準備物等：授業には、教科書とＡ４版のキャンパスノートを準備すること（ルーズリーフは不可）。教科書とノートを準備できて

いない者の受講を認めない。２．事前学習：次の授業で扱う教科書の該当箇所を熟読しておく（１時間必要）。３．事後学習：授業中

に毎時提示する小課題について教科書等を参考にして文章にしてまとめておく(１時間必要)。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

本授業は、本学の一般教養ディプロマポリシーのDP4（家族と地域をめぐる子どもの環境を整備・改善するためのコミュニケーション

能力を身に付けている。）及びDP6（保育者としての自己管理力、チームワーク、リーダーシップ、倫理観等を身に付けている。）に

対応している。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

「定期試験 60％」「課題提出 30％」「授業態度 10％」で評価する。 

＜教科書＞ 

内海﨑貴子（編著） 「教職のための教育原理（第3版）」  八千代出版 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 社会の中の教育 教育と社会のかかわり 

2 家族と社会化 家族の役割と子どもの社会化 

3 教育をめぐる現代的課題① いじめ、不登校、小1プロブレム 

4 家庭教育と子育て環境 家庭における教育と子育て環境 

5 教育課程の社会的変遷 幼稚園教育要領および学習指導要領の変遷と学力観 

6 学校と社会 就学前教育、初等教育、中等教育の発展過程 

7 学歴社会と格差 メリトクラシーと社会階層の再構築 

8 国際社会の中の教育 教育のグローバル化と現代的課題 

9 学級経営と教師 学校組織の理解と教師の自律性 

10 教育をめぐる現代的課題② 児童虐待、少年非行 

11 カリキュラムの社会学 カリキュラムの意義とカリキュラムマネジメント 

12 ジェンダーと教育 隠れたカリキュラムとジェンダー 

13 社会的排除と教育 特別支援教育とインクルーシブ教育 

14 教育と行財政 教育委員会制度と教育財政 

15 人口減少社会における学校と教育 学校教育の将来像と次世代に求められる教育 
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科目コード 0 区 分 コア科目 

授業 

科目名 応用マクロ経済学 担当者名 宮 昊君 

配当年次 0 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

本科目では、日本及び世界経済におけるマクロ経済指標の現状を理解し、それぞれの指標がどのような意味を持ち、どのような関連性

があるかについて発展的に学ぶ。|マクロ経済学における政府の役割、財政・金融政策の役割・必要性を理解し、これらの政策の効果

を実際の経済データ等を用いて応用的に学ぶ。日本及び世界経済が抱える経済問題について、マクロ経済学の考え方で思考できること

を目的とする。 

＜授業の到達目標＞ 

本科目では、「マクロ経済学」で習得した基本的な考え方や知識を応用し、実社会の様々な課題に対して経済学の視点からアプローチ

することでマクロ経全体の動きをより高度に理解しようとする、経済学的発想・思考の発展的習得を目指す。|具体的には、マクロ経

済学の基礎理論を再確認することを第一の目標とし、経済成長や経済政策といったマクロ経済政策だけでなく、消費行動や貯蓄行動と

いった消費者行動をマクロ経済学の視点から分析・考察して自分なりの見解を導き出すことを第二の目標とする。 

＜授業の方法＞ 

本講義はパワーポイントを用いた講義形式で行う。 講義レジュメや各種資料は印刷物でゃなく電子データ（pdfデータ）で配布するた

め、それらの参照用に、学生自身の情報端末（パソコンやタブレット）の持ち込み・利用を必要とする。また、分からない用語や内容

については各種検索webサイトを利用して、授業中でも適時情報検索してもらう。|授業の冒頭など随時、講義内容に関するアンケート

や意識調査、クイズなどをClassroom上で実施し、学生には各自の情報端末から参加してもらう。また、授業終了時には、簡単な理解

度確認小テストをClassroom上で行う。|教科書は初回の講義で指定します。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

講義に臨むにあたり、必ずテキストの該当箇所を事前に予習することを必要とする。じっくり精読し、またわからない専門用語も調

べるなど、予習にはおよそ60分～90分程度の時間を要する。|復習は必ず次回の授業までに行い、少なくとも授業時間と同等（90分）

程度の時間を割くような学習姿勢が求められる。|その他、日経ビジネスをはじめ新聞やニュース、経済関連の情報番組などに普段の

生活の中で積極的に接しておくよう心掛けると良い。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

国際人・リーダーとして「社会に貢献する経営」を実践するための豊かな教養として、歴史・社会・自然を含めた学際的な知識を身に

付けている人材としての資質が育成される。そのためにも、本講義を履修し経済学に関する基礎を習得することは、経営学を専門的に

学ぶ上においても非常に重要である。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

受講態度・学習意欲（理解度確認小テストか課題レポートを含む）30％、中間レポート30％、期末レポート40％で評価する。|各講義

終了時に行う理解度確認小テストあるいは課題レポートはClassroom上で解答と解説を例示します。また、特に間違いの多かった問題

については、次回講義時に解説する。 

＜教科書＞ 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 ガイダンス マクロ経済学基礎復習 

2 マクロ経済学の成長理論（１） 経済成長Ｉ：資本蓄積と人口成長 

3 マクロ経済学の成長理論（２） 経済成長ＩＩ：技術・実証・政策 

4 マクロ経済学の成長理論（３） グループワーク：経済成長を考える 

5 マクロ経済理論のトピックス（１） 経済変動の動学モデルⅠ 

6 マクロ経済理論のトピックス（１） 経済変動の動学モデルⅡ 

7 マクロ経済理論のトピックス（２） 消費者行動の理論Ⅰ 

8 マクロ経済理論のトピックス（２） 消費者行動の理論Ⅱ 

9 マクロ経済理論のトピックス（３） 投資の理論 

10 マクロ経済理論のトピックス（４） グループワーク：消費者行動を考える 

11 マクロ経済政策のトピックス（１） 安定化政策に関する異なる考え方 

12 マクロ経済政策のトピックス（２） 政府負債と財政赤字 

13 マクロ経済政策のトピックス（３） 金融システム：好機と危機 

14 マクロ経済政策のトピックス（４） グループワーク：経済政策を考える 

15 総括 まとめ 
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科目コード 25200 区 分 コア科目 

授業 

科目名 体育行政学 担当者名 平塚 卓也 

配当年次 2 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

現代日本における体育・スポーツに関する行政及び政策について体系的に理解し、他者に説明できることを目的としている。そのため、

体育・スポーツに関する行政及び政策についての基本的な事項を解説するとともに近年の体育・スポーツ政策の動向を解説する。また、

それらの知識に基づいて、多様な立場、価値観を理解、尊重しながら、グループワークに取り組む。授業の理解度及びグループワーク

への貢献度等をレポート・グループワーク課題に基づいて評価する。 

＜授業の到達目標＞ 

①体育・スポーツに関する行政及び政策について体系的に理解し、他者に説明できるようになる。②グループワークに主体的に参加し、

多様な立場及び価値観を理解、尊重し、グループワークに貢献できるようになる。 

＜授業の方法＞ 

参考資料やプレゼンテーションを使用する一斉授業及びグループワークにおいて展開する。また、Google classroomを活用する。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習：毎時間課される次週課題について（1時間）復習：毎時間課される授業課題について（1時間）各回に授業テーマに関連する課題

を指示する。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

体育学科のディプロマポリシー「現代社会において果たす体育・スポーツの役割を理解し、様々な立場の人々と良好な関係を築きなが

ら職務を遂行できるコミュニケーション能力を身に付けている。」に関連する科目である。体育行政学では、行政及び政策を通して、

現代社会における体育・スポーツの役割を理解し、さらに、グループワークにおいてコミュニケーション能力を身に付けることを目指

す。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

授業態度30％、グループワーク30％、最終レポート課題40%。 

＜教科書＞ 

 特に指定なし   

＜参考書＞  

諏訪伸夫・井上洋一・出雲輝彦・齊藤健司 編著 

スポーツ政策の現代的課題日本評論社菊幸一，齋藤健司，真山達志，横山勝彦編スポーツ政策論成文堂 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 ガイダンス 授業内容・成績評価等の説明体育・スポーツに関する行政及び政策とは 

2 
体育・スポーツに関する法政策，行政組織及び関連団
体・組織 

スポーツ基本法，スポーツ庁，日本スポーツ振興センター，日本スポーツ協会，
日本オリンピック委員会及び地方自治体の体育・スポーツ関係部局等について 

3 体育・スポーツに関する行政計画及び財政 
スポーツ基本計画，地方スポーツ推進計画，スポーツ関係予算及びスポーツ振興
投票等について 

4 体育・スポーツ政策の政策過程（１） 
体育・スポーツ政策の政策過程（政策策形成・政策実施・政策評価）について。時
宜にあったテーマを事例として取り上げる。 

5 体育・スポーツ政策の政策過程（２） 
体育・スポーツ政策の政策過程（政策策形成・政策実施・政策評価）について。時
宜にあったテーマを事例として取り上げる。 

6 社会制度としての行政 
近代国家における統治と支配について合理化と官僚制（M.ウェーバーをてがかり
に） 

7 地方自治体のスポーツ政策 
岡山県及び岡山市のスポーツ政策について「岡山県スポーツ推進計画」「岡山市ス
ポーツ推進計画」 

8 事例から体育行政を考える（１） 震災復興と体育・スポーツ行政宮城県名取市を事例に 

9 事例から体育行政を考える（２） 総合型地域スポーツ政策の地域的展開茨城県日立市を事例に 

10 事例から体育行政を考える（３） 
スポーツによる地域活性化（地方自治体と地域自治会の対応過程）福島県北塩原村
を事例に 

11 グループワーク（１） 
グループごとに任意に体育・スポーツ政策に関するテーマを設定し、プレゼンを
準備、発表、質疑応答する。 

12 グループワーク（２） 
グループごとに任意に体育・スポーツ政策に関するテーマを設定し、プレゼンを
準備、発表、質疑応答する。 

13 グループワーク（３） 
グループごとに任意に体育・スポーツ政策に関するテーマを設定し、プレゼンを
準備、発表、質疑応答する。 

14 グループワーク（４） 
グループごとに任意に体育・スポーツ政策に関するテーマを設定し、プレゼンを
準備、発表、質疑応答する。 

15 総括 体育行政学の授業を総括する。 
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科目コード 26202 区 分 専門基礎科目 

授業 

科目名 英語学概論 担当者名 森下 裕三 

配当年次 2 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

英語教員を目指すためには、英語が話せたり読み書きできる以外に、英語とはどのような言語なのかを知っておく必要がある。日本語

と比較しながら、英語という言語がどういう特徴をもっているのか様々な視点から理解を深められるような授業をおこなう。 

＜授業の到達目標＞ 

英語教員として身につけておくべき英語学の知識と理解を深める。さまざまな英語の実態を知り、英語と日本語では、コミュニケーシ

ョンの方法から発音の仕方に至るまで多くの点が異なるということを理解する。 

＜授業の方法＞ 

授業の最初の30分程度で授業課題の確認をおこなう。さらに、30分程度で教科書の内容について講義をおこなう。続けて、講義内容の

理解を深めるための演習やペアワークおよびグループワークなどをおこなう。授業後には，講義内容を確認するための課題を配布する。

授業ではプラットフォームである Google Classroom を活用して、課題の提出には Google docs や Google sheets などを利用する。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

各授業の最後に、その日の授業内容の復習に相当する課題を提示する。そこで提示された課題について次回の授業までに自分なりの

考えを整理したり、具体的な英語や日本語の用例を収集・分析してもらう。必要に応じてインターネットや教科書以外の書籍を参照

にする必要もあり、この作業には30分～1時間程度の時間が必要である。しっかりと復習をして自分なりの疑問や問題点を明確にして

おくことで、英語という言語への理解をより深めることができる。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

この科目は、教育経営学科のディプロマポリシー3（豊かな教養と、現代日本の社会と学校教育に関する幅広い知識と、理解する能力

を身に付けている）と関連付けられている。英語科で必要な知識・技能の習得、およびそれらの知識を活かすための実践力を身につけ

る。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

授業態度 20%、課題提出 30%、グループワーク 20%、定期試験 30% 

＜教科書＞ 

安藤貞雄・澤田治美（2001年11月10日） 英語学入門  開拓社 

＜参考書＞  

中島平三（2011年8月19日） 

ファンダメンタル英語学［改訂版］ひつじ書房中島平三（2011年2月22日）ファンダメンタル英語学演習ひつじ書房 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 初回ガイダンス 成績、評価、授業運営などの説明 

2 英語学とは 英語学がどういうことを明らかにする学問分野なのかを知る 

3 英語の綴り字と発音 英語の綴り字と発音との間にある対応関係を知る 

4 英語の音声 イギリス英語とアメリカ英語の発音を知る 

5 英語のリズムとアクセント 英語における音節構造やアクセント規則などを知る 

6 形態論 英語における形態素や語形成の仕組みを知る 

7 英語の基本文型と文の内部構造 英語の基本文型とその内部構造を分析する手段を知る 

8 統語論 英語の文を作るための理論を知る 

9 意味論 語の意味、句の意味、そして節の意味を解釈する方法を知る 

10 意味変化と認知意味論 語の意味が変化する要因について多角的に考える 

11 直示と発話行為 話すことによって伝わる情報が多いことを知る 

12 会話の含意 会話の基本的なルールを知る 

13 情報構造 構文の違いによる情報構造の違いを知る 

14 まとめと復習 全体の内容のまとめと復習 

15 期末試験 期末試験の実施と内容についての解説 



126 
 

  
科目コード 37508 区 分 コア科目 

授業 

科目名 スポーツ施設経営論 担当者名 浅野 幹也 

配当年次 2 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

フィットネス業界は、業界史上最高の史上規模を更新しています。2018年（平成30年）のフィットネス業界は、売上高4,800億円（前

年比4％増）、施設数5,818軒（前年比9.8％増）の現状である。この10年ほどの間に、小規模業態の市場参入が盛んであり、24時間営

業のジムやサーキットジム、ホットヨガスジオなどが急成長し、既存の総合業態の新規入会数を押し下げる傾向が伺えます。また、ス

イミングや体操、体育、チアダンスなどの子ども向けスクールの強化でスクール生は増加傾向になっている。 「民間スポーツ施設」

にフォーカスをあて、社会環境、業界動向、事業構造等の事例を通じて、「民間スポーツ施設」の理解を深め、「スポーツ施設経営」

を学ぶことを目標とする。 また、国家資格である「フィットネスクラブマネジメント≪ベーシック」を取得する機会とすることも目

的とする。 

＜授業の到達目標＞ 

「民間スポーツ施設」の理解を深め、「スポーツ施設経営」を学び、スポーツに関わる仕事の選択肢を増やすことができる。また、国

家資格の取得にチャレンジする機会となる。 

＜授業の方法＞ 

本授業は、講義を中心にして、履修者の課題提出の形式にて行います。なお、本授業では、ビデオ視聴も行います。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習・民間スポーツクラブのホームページを確認する （１時間程度） 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

本授業は、本学の一般教養ディプロマポリシーのDP4（現代社会において果たす体育・スポーツの役割を理解し、様々な立場の人々と

良好な関係を築きながら職務を遂行できるコミュニケーション能力を身に付けている。） 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

授業参加の姿勢（事前課題テスト：30％）、レポート2回（1回目：30％、2回目：40％）で総合して評価します。 

＜教科書＞ 

一般社団法人日本フィットネス産業協会（2017年7月25日） フィットネスクラブマネジメント公式テキスト基礎≪ベーシック≫   

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション 授業の概要と進め方 

2 フィットネス産業 フィットネス産業の現状フィットネス産業の歴史フィットネス産業の特徴 

3 健康づくり 健康施策の概要と動向生活習慣病とその予防栄養・運動・休養 

4 店舗運営① フロント業務ジム運営業務スタジオ運営業務プール運営業務 

5 店舗運営② フロント業務ジム運営業務スタジオ運営業務プール運営業務 

6 店舗運営③ イベントの企画運営ショップ販売及び付帯業務クラブ内での緊急対応 

7 レポート 民間スポーツ施設を調べてみよう 

8 施設・施設管理の意義と重要性 総合クラブの施設内容管理の概念と基本 

9 顧客マネジメント① 顧客対応と接客の心構え見学者対応顧客対応と課題解決 

10 顧客マネジメント② 顧客対応と接客の心構え見学者対応顧客対応と課題解決 

11 チームワークとコミュニケーション 
組織と業務分担の考え方仕事の進め方コミュニケーションの重要性リーダシップ
とフォロワーシップ 

12 安全衛生 職場の安全衛生 

13 レポート 民間スポーツ施設を調べてみよう 

14 レポート 最終レポートの作成 

15 まとめ スポーツ施設経営に関する重要事項をまとめる 
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科目コード 62001 区 分 コア科目 

授業 

科目名 アスレティックトレーナーの役割 担当者名 飯出 一秀 

配当年次 0 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

本講義では、まずスポーツ環境におけるアスレティックトレーナーの役割を具体的に示しながら、日本体育協会公認ア スレティック

トレーナー養成の歴史的背景や趣旨、設立に至った背景を紹介する。そのうえで、アスレティックトレー ナー業務を組織的に運営し

ていく方法、コーチ、スポーツドクターなど様々な分野の専門家と連携を取って選手をサポートしていく方法など、アスレティックト

レーナーが現場で活動する上で必要な知識の養成を図る。 

＜授業の到達目標＞ 

日本におけるアスレティックトレーナーの歴史とその役割、具体的な業務、さらにはアスレティックトレーナーを目指す上で必要な知

識や技術、資質について理解することをねらいとする。 

＜授業の方法＞ 

予習を重視する。予習用の資料を配布し、教科書を基に予習をおこなった上で授業・実習等を進めていく。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習として、3０分以上かけて次の授業内容の範囲まで教科書を毎回、読んでくること。また、テキスト内容の自分が分からないとこ

ろ（＝授業において自分がしっかり聞いておかないといけないところ）を把握する」、そのことによって、授業での記憶定着の効率を

上げる。授業を受けたその日のうちの３０分以上復習すること。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

アスレティックトレーナーの役割を学ぶことを通じて、スポーツ指導者に求められる豊かな人間性を育み、アスレティックトレーナー

としての使命観や倫理観に基づき行動できるための力を修得するための科目である。ディプロマポリシー６）の「体育・スポーツにに

関わる指導者に求められる、豊かな人間性、幅広い教養に根差した公共的使命感や倫理観、協調できる社会的スキルを身に着けている」

を修得するための科目である。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

課題提出30％、課題内容30％、質疑応答への参加30％、出席率等を総合的に判断する。 

＜教科書＞ 

財団法人日本体育協会（2007.3.31） 「公認アスレティックトレーナー専門科目テキスト①」  日本体育協会 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション 授業概要、授業の進め方、成績評価等の説明 

2 アスレティックトレーナーとは－日本のAT－ 
アスレティックトレーナーの起源、歴史的背景から現在の制度発足に至るまでの
経緯 

3 アスレティックトレーナーとは－海外のAT－ 諸外国のトレーナー状況 

4 アスレティックトレーナーの役割－任務と役割－ アスレティックトレーナーの任務、役割、求められる資質 

5 アスレティックトレーナーの役割－７つの業務－ 
主な業務内容（スポーツ外傷・傷害の予防 、救急措置、リハビリテーション、コ
ンディショニング 、測定と評価、組織運営、教育的指導） 

6 アスレティックトレーナーの役割－実際の活動－ 
日本におけるトレーナーの実情と問題点。競技別におけるトレーナーの活動状
況。 

7 
医科学スタッフとの連携・協力－スタッフの構成と役割
－ 

サポートスタッフ構成の中でのアスレティックトレーナーの役割 

8 
医科学スタッフとの連携・協力－ドクター・コーチとの
連携－ 

スポーツドクター、コーチ、他の医科学スタッフとの連携協力 

9 組織運営と管理－ATチームの組織と運営－ アスレティックトレーナーの組織作り、運営方法 

10 組織運営と管理－データ管理－ アスレティックトレーナーが扱うデータの管理方法 

11 
アスレティックトレーナーと倫理－ATの社会的立場と秩
序－ 

アスレティックトレーナーとして知っておくべきATの社会的立場。また、アスレ
ティックトレーナーに求められる倫理と社会の秩序。 

12 アスレティックトレーナーと倫理－医療関係法規－ 
アスレティックトレーナーが関わる可能性のある医療関係法規。また、海外にお
けるATの倫理。 

13 アスレティックトレーナーと倫理－法的諸問題－ アスレティックトレーナーとして、留意すべき法的諸問題と裁判事例。 

14 まとめ(1) 総合学習 

15 まとめ(2) アスレティックトレーナーの役割に関する総合討議 
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科目コード 36503 区 分 コア科目 

授業 

科目名 スポーツ外傷・障害の基礎知識Ⅰ 担当者名 濱浪 一則 

配当年次 2 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

アスレティックトレーナーが活動を行う上で必要なスポーツ外傷・障害の基礎知識について理解する。そのために、上肢・下肢・体幹

の主となるスポーツ外傷の病態、評価方法および重篤な外傷・年齢・性差によるスポーツ外傷の特徴の習得することをねらいとする。 

＜授業の到達目標＞ 

日本体育協会アスレティックトレーナー試験に合格できるよう知識を修得すること。 

＜授業の方法＞ 

教科書を基に、必要に応じて資料を配布して講義を進めていく。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

事前に教科書、配布資料などを用いて予習し、事前課題を提出し、授業中に行う小テストに備える。授業で学んだ内容を復習し、期

末テストに備える。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

事前課題30％、小テスト30％、期末試験 40％公欠の場合は、当該授業の要旨をレポート用紙５枚にまとめ（手書き）提出すること。

提出のない場合は欠席扱いとする。 

＜教科書＞ 

日本体育協会 スポーツ外傷・障害の基礎知識   

＜参考書＞  

特になし 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 下肢のスポーツ外傷・障害（1） 膝内側側副靭帯損傷 

2 下肢のスポーツ外傷・障害（2） 膝軟骨損傷 

3 下肢のスポーツ外傷・障害（3） 下腿部 

4 下肢のスポーツ外傷・障害（4） 足関節 

5 下肢のスポーツ外傷・障害（5） 衝突性外骨腫 

6 下肢のスポーツ外傷・障害（6） 足 疲労骨折 

7 重篤な外傷（1） 頭蓋骨骨折 

8 重篤な外傷（2） 脳震盪 脊髄損傷 

9 重篤な外傷（3） 胸腹部損傷 

10 重篤な外傷（4） 大出血 

11 その他の外傷（1） 目 鼻 

12 その他の外傷（２） 耳 歯 

13 年齢・性別によるスポーツ外傷・傷害の特徴 年齢・性別によるスポーツ外傷・障害の特徴（女性、高齢者、発育期）の解説 

14 年齢・性別によるスポーツ外傷・傷害の特徴 成長期のスポーツ外傷・障害の特徴 

15 
成長期に特徴的なスポーツ障害、スポーツメディカルチ
ェック 

高齢者のスポーツ外傷・障害の特徴、メディカルチェック 
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科目コード 64002 区 分 コア科目 

授業 

科目名 動きの発達とスキルの獲得 担当者名 浅野 幹也 

配当年次 2 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

（公財）日本スポーツ協会公認ジュニアスポーツ指導員講習会のカリキュラムに準拠した授業内容である。ジュニア期の子ども を対

象としたスポーツの指導者は、その対象となる幼児・児童・生徒の基本的な動作発達の過程を熟知する必要が ある。それは円滑な技

術習得（スキルの獲得）の指導のためだけでなくスポーツ障害を未然に防ぐことにもなる。本 講では、発育発達段階に応じた動きの

発達とスキルの獲得の過程を学ぶ。 

＜授業の到達目標＞ 

この授業の到達目標は、幼児期から児童期にかけてのジュニア期のスポーツ動作の獲得とそれを促進させる運動 遊びの関連を学び、

ジュニア期の子どもを指導できる指導力を身につけることである。スポーツ動作の反復練習で はなく、子どもが夢中になって遊ぶこ

とで、動作が身に付けられる指導プログラムの作成能力も習得し、（公財）日本 スポーツ協会公認「ジュニア・スポーツ指導員」の

資格取得に繋げる。 

＜授業の方法＞ 

講義形式で進めるが、可能な限り演習を組み込み、学生相互にて基本的運動動作の指導機会を設け、運動発達の 過程と指導の着眼点

を実践でも学ぶ。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

参考図書・参考資料に目を通し、授業で提示される各テーマに沿って、ジュニア期の子どもの運動発達・スキルの獲 得に関する基本

的理解を深め（30分程度）、毎時提示される課題に対し、レポート作成に取り組む（90分程度）。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

幅広く深い教養を身に付け、体育・スポーツ人としての立場を歴史・社会・自然と関連付けて理解する能力を身に付 ける。また、科

学的根拠や思考を持って体育・スポーツ現場の諸問題に対応できる能力を身に付けることを目的とする。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

授業態度に臨む実践的態度20%、課題提出物40%、試験40%（最終レポートを含む）に基づき、総合的に成績を評価する。 

＜教科書＞ 

教科書は使用しないが、 各単元ごとに資料を配布 する。    

＜参考書＞  

（公財）日本スポーツ協会 （2019） 

公認ジュニアスポーツ専門科目テキスト（公財）日本スポーツ協会宮丸凱史(2011)「子どもの運動・遊び・発 達―運動のできる子ども 

に育てる―」学研教育みらい 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 ジュニア指導員の役割 
授業概要・進め方、IPU講義受講ルールの確認、ジュニアスポーツ指導員の役割に
ついて 

2 発達特性と個人差（1） 子どもたちを取り巻く社会現状と課題 

3 発達特性と個人差（2） ジュニアスポーツ指導員に求められる人物像 

4 発達特性と個人差（3） 幼少期における運動の意義 

5 発達特性と個人差（4） 女性の身体的・体力的特徴 

6 発達特性と個人差（5） 女性において起こりやすい諸問題 

7 動きの獲得（1） 子どもの栄養と運動 

8 動きの獲得（2） 姿勢の発達と運動 

9 動きの質的評価（1） 運動発達の捉え方 

10 動きの質的評価（2） 運動発達における一般的原則 

11 動きの質的評価（3） 子どもの指導の問題点と留意点 

12 指導への応用 (1) 「巧みさ」とは？ 

13 指導への応用 (2) 「コーディネーション能力」とは？ 

14 指導への応用 (3) 選択した動作の練習方法の考案 

15 まとめ 本科目における学修の成果のまとめ 
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科目コード 27200 区 分 専門基礎 

授業 

科目名 病理学Ⅰ 担当者名 高畠 清文 

配当年次 2 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

正常人体構造をベースに疾病の原因、経過、本態など病的状態における細胞・組織・臓器などの変化を形態学的・病態生理学的に探求

する学問である。肉眼的・顕微鏡的形態変化を基盤に疾病の本態、発症メカニズム、経過などについて理解し、内的・外的因子の影響

などについて学習する。 

＜授業の到達目標＞ 

１  病理学の役目を理解する。１  臓器・組織・細胞の退行性・進行性病病変を習得する。１  充血、うっ血、梗塞などの循環障害が

理解できる。１  炎症・免疫の本態と疾患が理解できる。 

＜授業の方法＞ 

パワーポイント、配布資料を中心に使用して、板書、質問等を取り入れ視覚聴覚的に講義をすすめる。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

シラバスに沿って、講義当日の項目内容を教科書を一読し予習しておくこと。本科目を学習する上で、解剖学、組織学、生理学、生

化学等の基礎学問の知識は不可欠であるので、これらの学問を整理しておく必要がある。講義の単元終了時に小テストを実施するの

で、復習を中心に学習する。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

本授業は、本学の一般教養ディプロマポリシーのDP2（柔道整復学及び健康科学、スポーツ医科学分野に必要な専門知識と技能を理解

し、日々進歩する医学分野に対応できる能力を身に付けている。）及びDP3（幅広く深い教養を身に付け、体育・スポーツ人としての

立場を歴史・社会・自然と関連付けて理解する能力を身に付けている。）に対応している。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

定期試験 100％ 

＜教科書＞ 

社団法人全国柔道整復学協会 監修・関根一郎 著 「病理学概論  改訂第３版」  医歯薬出版株式会社 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 病理学とは 病理学とは何か、病理学における観察方法 

2 疾病の一般 疾病・症候の意義と分類、疾病の経過 

3 細胞障害（退行性病変）Ⅰ 萎縮と変性 

4 細胞障害（退行性病変）Ⅱ 代謝障害と疾病 

5 細胞障害（退行性病変）Ⅲ 壊死、死 

6 循環障害 Ⅰ 血液の循環障害 

7 循環障害 Ⅱ 血栓症・塞栓症 

8 循環障害 Ⅲ リンパ液の循環障害、高血圧症 

9 進行性病変 Ⅰ 肥大、過形成、化生 

10 進行性病変 Ⅱ 創傷治癒、移植 

11 炎症 Ⅰ 炎症の一般 

12 炎症 Ⅱ 炎症の分類 

13 免疫、アレルギー Ⅰ 免疫の仕組み 

14 免疫、アレルギー Ⅱ 免疫不全・自己免疫疾患 

15 免疫、アレルギー Ⅲ アレルギーの分類 
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科目コード 31302 区 分 コア科目 

授業 

科目名 教育評価 担当者名 高橋 直樹 

配当年次 2 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

 この授業は、教育評価の役割や考え方を理解し、教育評価を適切に実践していくために必要な実践力を養うことを目指して行う。具

体的には、次の３つの点に留意して授業を行う。（１）教育評価に関する基礎的な用語や考え方を、歴史的な背景も含めて具体的に講

義をする。（２）新しい評価の考え方をまとめて解説すると共に、それに基づく評価の方法を丁寧に紹介する。（３）国語科、算数科、

道徳科の評価について、事例を交えながら具体的な教育評価の実践について考えを深める。 

＜授業の到達目標＞ 

 教師をめざそうとする学生や教育に興味・関心を持つ学生が、新しい評価について、その歴史的な背景も含めて、理解できるように

なる。 

＜授業の方法＞ 

 指定教科書を用いた講義と、課題を併用するスタイルで授業は展開される。 また、アクティブ・ラーニングの要素（グループワー

ク、ディスカッション等）を取り入れ、Google Classroom等のデジタル技術も活用する 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

・事前：指定教科書の授業内容を通読し、特に理解が難しいところを予習する。（１時間）・事後：授業で理解したことを自分なりに

整理したり、興味・関心をもったことについてさらに学びを深めたりする。（１時間） 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

 この科目は、教育経営学科のディプロマポリシー２（専門的知識を実践的に修得し、発達等の子ども理解に基づいた的確な学習指導

や生徒指導、学級経営力を身に付けている。）とディプロマポリシー５（情報機器や教材の活用を含めた学習指導方法の基本とともに、

問題解決に向かう論理的・批判的思考力を身に付けている。）と関連付けられている。教育評価の基本的な考え方や方法を理解するだ

けではなく、実際の授業の中で評価を適切に実践することができる実践的指導力を養うことをめざす。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

 毎回の授業課題 40%、授業に取り組む姿勢 20%、学期末課題 40%の結果に基づいて評価する。 

＜教科書＞ 

田中耕治(編)(2010) よくわかる教育評価［第２版］  ミネルヴァ書房 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 教育評価の基本概念 教育評価とは 

2 教育評価の立場の変遷 教育評価の機能（診断的評価・形成的評価・総括的評価など） 

3 教育評価の位相と展開 到達度評価評価規準と評価規準 

4 教育目標と教育評価の関係 ルーブリックなど 

5 指導に生かす評価のあり方 指導と評価の一体化カルテと座席表子どもの自己評価 

6 教育評価の進め方① 国語、算数、社会、理科における評価 

7 教育評価の進め方② 生活科、外国語、音楽、における評価 

8 教育評価の進め方③ 図画工作・美術、技術・家庭、体育、総合的な学習の時間の評価 

9 教育評価の進め方④ 道徳、特別活動、障害児教育の評価 

10 指導要録・通知表 指導要録観点別評価通知表 

11 教育評価の経営（学力調査） PISA調査全国学力学習状況調査校内研修 

12 教育評価の経営（学校評価） 学校評価学校評議員制コミュニティスクール 

13 入試制度 大学入試偏差値内申書 

14 教育評価の歴史・諸外国の評価 日本における教育評価の歴史諸外国の教育評価制度 

15 まとめ これまでの学びの振り返りと深化・発展 
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科目コード 63002 区 分 専門基礎 

授業 

科目名 レクリエーションスポーツ 担当者名 髙見 博子 

配当年次 2 配当学期 前期 単位数 1 授業方法 実技 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

現代は大人も子どももスポーツに対して両極化が観られる。すなわち、スポーツを競技的に捉えているグループと全く無関心で身体活

動も非常に少ないグループに分かれている。そこで体育を「みんなのスポーツ」と捉えて「心を元気にするレクリエーションスポーツ」

の体験学習を行う。 

＜授業の到達目標＞ 

生涯を通じて人々がスポーツに親しみ、自分の身体は自分で管理・維持・向上させるよう、楽しく指導ができる指導者の資質を身につ

ける。その中で、（公財）日本レクリエーション協会公認レクリエーション・インストラクターの資格取得を目的とする。 

＜授業の方法＞ 

（公財）日本レクリエーション協会公認レクリエーション・インストラクターを取得できるよう理論の裏付けをしながら実技の授業を

進めていく。また、指導法をお互いに研究しながら、より良いプログラミングができるよう、グループの学習方法も取り入れていく。

|資格取得には現場実習が必須であり、資格認定上の必修科目はキャンプ実習である。|そのほか、事業参加としては「課程認定校交流

会（11～12月）」や「岡山スポーツフェスティバル（3月）」がある。授業内で地域に関わる活動への案内が適宜あり、参加によって

現場実習と認められる場合がある。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

授業時間に配布された資料を読んでくる。授業時間に提示された参考図書・参考資料に目を通して授業の理解を深める（1時間程度）。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

本授業は、本学の一般教養ディプロマポリシーのDP6（体育・スポーツに携わる指導者に求められる、豊かな人間性、幅広い教養に根

差した公共的使命感や倫理観、協調できる社会的スキルを身に付けている。）|及びDP7（体育・スポーツに関する科学的知見をベース

に自らの課題を見つけ、課題解決に取り組み続けることができる生涯学習力を身に付けている。）に対応している。 | 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

演習評価50%,レポート評価20%,授業態度30%で評価する。 

＜教科書＞ 

（公財）日本レクリエーション協会（2017） 「楽しさをとおした心の元気づくり」レクリエーション支援の理論と方法  （公財）

日本レクリエーション協会 

＜参考書＞  

（財）日本レクリエーション協会 

レジャー・カウンセリング大修館書店（財）日本レクリエーション協会レクリエーション・マネジメント大修館書店 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 レクリエーションスポーツの主旨 レクリエーションスポーツが今、何故に必要とされているか 

2 レクリエーションスポーツの主旨 人々の心と身体を元気にするために指導者が心得ておくことは何か 

3 レクリエーション支援とは レクリエーションスポーツで活動の楽しさを伝える方法を学ぶ 

4 レクリエーション支援とは コミュニケーション能力を高める支援方法を学ぶ 

5 レクリエーション支援とは レクリエーションスポーツを工夫して展開する力を高める方法を学ぶ 

6 心と身体の元気づくりを理解する 活動そのものの楽しさを感じる心の仕組みを理解する 

7 心と身体の元気づくりを理解する 集団活動の楽しさを感じる心の仕組みを理解する 

8 ホスピタリティーとアイスブレーキング ホスピタリティーをゲームに通じて体験する 

9 ホスピタリティーとアイスブレーキング アイスブレーキングをゲームに通じて体験する 

10 ハードル設定とＣＳＳプロセス 活動を通して成功体験を繰り返し重ねていく具体的な手法をボール運動で学ぶ 

11 ハードル設定とＣＳＳプロセス ＣＳＳプロセスで見本・目標を伝え、よりやる気を引き出す方法をダンスで学ぶ 

12 子どもを対象とした支援方法 子どもの運動能力を高める方法をグループで相談して発表する 

13 高齢者を対象とした支援方法 
高齢者の健康寿命を延伸するための体力アップの方法をグループで相談して発表
する 

14 元気アップ・プログラム ピックルボール・ドッチビー・テンカボール 

15 元気アップ・プログラム チャレンジ・ザ・ゲーム 
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科目コード 0 区 分 コア科目 

授業 

科目名 臨床柔道整復学Ⅱ(骨折Ⅱ) 担当者名 小玉 京士朗 

配当年次 2 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 必修 

＜授業の概要＞ 

下肢はヒトとしての特徴である２本足で移動するという点で、社会生活上、重要な支持組織である。本科目は、骨盤、大腿部、膝部、

下腿部、足部の下肢における骨折の発生機序、症状、治療法について機能解剖学、生理学、運動学的視点より学修する。 

＜授業の到達目標＞ 

１．下肢の機能解剖について理解し、骨折の発生機序、症状を説明できる。２．骨折の状態から治療指針について判断することができ

る。 

＜授業の方法＞ 

１．講義（教員による指定疾患の解説） 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習：実施する講義内容に関する事前課題（柔道整復学総論の専門用語、解剖学（下肢の筋（起始停止、作用、支配神経）、講義内容

の疾患の事前下調べ（毎回、１時間程度））の実施，復習：講義開始前の振り返り確認テスト（毎回、15分程度） 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

本科目は健康科学科のディプロマポリシー3（幅広く深い教養の習得）および５（科学的根拠や思考を持って医療現場やスポーツ現場

の諸問題に対応できる能力の習得）と関連付けている。疾患に対し基礎情報に加え様々な症例報告や画像所見を通じより理解を深め、

疾患に対し治療する計画性や考え方を多目的に伸ばし汎用能力の習得を目指す。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

定期試験90%，学習意欲10% 

＜教科書＞ 

柔道整復学校協会 柔道整復学・理論編  南江堂 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 骨盤骨単独骨折（１） 
腸骨翼単独骨折、恥骨単独骨折、坐骨単独骨折、仙骨単独骨折、尾骨単独骨折に
おける概要、発生機転、症状、治療法について 

2 骨盤骨単独骨折（２） 
腸骨稜裂離骨折、上前腸骨棘裂離骨折、下前腸骨棘裂離骨折における概要、発生
機転、症状、治療法について 

3 骨盤骨輪骨折 骨盤骨輪骨折における概要、発生機転、症状、治療法について 

4 大腿骨近位端骨折（１） 
大腿骨骨頭骨折、大腿骨頚部骨折における概要、発生機転、症状、治療法につい
て 

5 大腿骨近位端骨折（２） 
大腿骨転子部骨折、大腿骨大転子単独骨折、大腿骨小転子単独骨折における特
徴、発生機転、症状、治療法について 

6 大腿骨骨幹部骨折 
大腿骨骨幹部骨折（上1/3、中1/3、下1/3）における特徴、発生機転、症状、治療
法について 

7 大腿骨遠位端部骨折（１） 
大腿骨顆上骨折、大腿骨遠位骨端線離解における概要、発生機転、症状、治療法
について 

8 大腿骨遠位端部骨折（２） 
大腿骨顆部骨折、内側側副靭帯付着部剥離骨折における特徴、発生機転、症状、
治療法について 

9 膝蓋骨骨折 膝蓋骨骨折、分裂膝蓋骨における特徴、発生機転、症状、治療法について 

10 下腿骨近位端骨折（１） 脛骨顆部骨折における特徴、発生機転、症状、治療法について 

11 下腿骨近位端骨折（2） 
脛骨顆間隆起骨折、脛骨粗面骨折、腓骨頭単独骨折における特徴、発生機転、症
状、治療法について 

12 下腿骨幹部骨折 
脛骨単独骨折、脛腓両骨骨折、腓骨骨幹部単独骨折、下腿骨果上骨折、下腿疲労
骨折における特徴、発生機転、症状、治療法について 

13 下腿骨遠位端骨折 
下腿骨果部骨折、足関節脱臼骨折における特徴、発生機転、症状、治療法につい
て 

14 足根骨骨折 
距骨骨折、踵骨骨折、舟状骨骨折、立方骨骨折、楔状骨骨折における特徴、発生
機転、症状、治療法について 

15 足趾骨骨折 中足骨骨折、他の足趾骨骨折における特徴、発生機転、症状、治療法について 
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科目コード 40124 区 分 コア科目 

授業 

科目名 器械運動Ⅱ(応用) 担当者名 平塚 卓也 

配当年次 2 配当学期 前期 単位数 1 授業方法 実技 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

マット運動、鉄棒運動、とび箱運動の主に学習指導要領（保健体育）に掲載されている基本技から発展技に関する段階的な指導方法（器

械運動Ⅰにおいて既習）を踏まえて、状況に応じた指導方法を習得する。 

＜授業の到達目標＞ 

①.学習者の動きを見て、運動学習上の課題を見抜くことできるようになる。②.①を踏まえて、学習者に適切な指導・助言ができるよ

うになる。 

＜授業の方法＞ 

指導を受けると同時に、ICTを用いながら各自で教えあい、それぞれの技能を伸ばす。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

復習：振り返りシートにその日の練習の流れや教わったポイントなどを整理して記入する。（約30分）予習：参考書の授業テーマに関

する箇所を読んでくる。（約30分） 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

この科目は、体育学科のディプロマポリシー7「体育・スポーツに関する科学的知見をベースに自らの課題を見つけ、課題解決に取り

組み続けることができる生涯学習力を身に付けている。」に関連するコア科目である。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

授業態度50％、理解度（ミニテスト又はレポート）50％ 

＜教科書＞ 

特に指定なし    

＜参考書＞  

三木四郎、加藤澤男、本村清人 編著（2006） 

中・高校器械運動の授業つくり大修館書店三木四郎（2015）器械運動の動感指導と運動学明和出版 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーションと実技 授業ガイダンス、実技の復習 

2 マット運動 回転系接転技群前転グループの指導方法 

3 マット運動 回転系接転技群後転グループの指導方法 

4 マット運動 技巧系平均立ち技群の指導方法 

5 マット運動 技巧系平均立ち技群、回転系接点技群の指導方法 

6 マット運動 技巧系平均立ち技群、回転系接点技群の指導方法 

7 マット運動 回転系ほん転技群の指導方法 

8 マット運動 回転系ほん転技群の指導方法 

9 マット運動 回転系ほん転技群の指導方法 

10 跳び箱運動 切り返し系の指導方法 

11 跳び箱運動 回転系の指導方法 

12 跳び箱運動 回転系の指導方法 

13 鉄棒運動 支持系前方支持回転技群の指導方法 

14 鉄棒運動 支持系後方支持回転技群の指導方法 

15 鉄棒運動 懸垂系の指導方法 
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科目コード 0 区 分 コア科目 

授業 

科目名 経営管理論 担当者名 齊藤 慎弥 

配当年次 2 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

この授業では、主に経営組織論におけるマクロな組織論について扱う。|マクロな視点から学び、企業という組織について学ぶ。 

＜授業の到達目標＞ 

経営学的視点を養い、企業を組織として視る力を身につける。|企業の体系を知る。 

＜授業の方法＞ 

対面の場合、基本的に板書をおこなう。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

毎授業1時間程度の予習をおこなうこと。|レポートを課すため、復習にも1.5時間程度を費やすこと。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

広く経営に関わる専門知識・技能を備え、企業に関連する社会現象を分析・理解し、新たな戦略を創造・提案できる能力を身に付けて

いる。(DP2) 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

小レポート（3回） 30%|最終レポート 50%|受講態度等 20% 

＜教科書＞ 

＜参考書＞  

講義内で紹介。 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 ガイダンス 講義概要説明 

2 組織の形態 フラットな組織, 階層組織 

3 オープンな組織とクローズドな組織 オープン化された組織とクローズドな組織を見る 

4 組織と環境 組織環境の10のセクター, 資源依存性 

5 組織構造 分業と協業, 様々な組織形態 

6 組織文化 企業の軸・指針 

7 知識と経営 暗黙知と形式知, SECIモデル 

8 中間まとめ 7回目までの復習と小レポートの確認 

9 組織と学習 企業内教育, e-Learning 

10 組織は戦略に従う？ 組織の方向性を決める要因として戦略が持つ力 

11 品質の管理 組織あるいはプロダクトの質について 

12 健全な企業活動のために 企業不祥事を事例にコーポレートガバナンスやコンプライアンスについて 

13 企業と社会 CSRやSDGsに関する企業の活動事例 

14 不可視化していく組織 非公式組織におけるネットワークや学習 

15 最終まとめ 本講義の復習と最終レポートの確認 
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科目コード 36201 区 分 コア科目 

授業 

科目名 解剖学 担当者名 吉井 致 

配当年次 2 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

現代経営学科の学生として（衛生管理者資格を目指す）、人体の構造と機能に関する知識は、人体に関係する全ての学習の基礎となる

ため非常に重要である。解剖学は構造を学ぶ分野であるが、人体構造のみに留まらずその機能とも関連付け、深く学習することが大切

である。15回の限られた時間であるが、人体構造と機能について、総論・骨格系・筋系・外皮系・心臓脈管系・リンパ・免疫系・消化

器系・呼吸器系・泌尿生殖器系・内分泌系・神経系・特殊感覚器系を学ぶ。 

＜授業の到達目標＞ 

人体に関する基礎的な知識の習得を到達目標とする。 

＜授業の方法＞ 

教科書を中心に講義を進めていく。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

医学的内容の科目なので、予習よりも復習に重きを置いて勉強する。教科書の図を人に説明できるようにする。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

受講態度（出席率を含む）・小テストなどで評価する。 

＜教科書＞ 

伊藤正裕・中村陽市（監修） これでわかる！人体解剖パーフェクト事典  ナツメ社 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 解剖学導入 授業内容の説明 

2 総論 解剖学用語、細胞・組織 

3 骨格系 全身の骨格、関節 

4 筋系１ 筋系、上肢の筋、体幹の筋体幹、下肢の筋１ 

5 筋系２ 筋系、上肢の筋、体幹の筋体幹、下肢の筋２ 

6 外皮系 外皮、爪、毛 

7 心臓脈管系 心臓、動脈系、静脈系、体循環、肺循環 

8 リンパ・免疫系 リンパ循環、免疫 

9 消化器系１ 消化管の概観、肝臓、胆嚢、膵臓 

10 消化器系２ 肝臓、胆嚢、膵臓、消化と吸収 

11 呼吸器系 呼吸器の構造、呼吸 

12 泌尿・生殖器系 腎臓、膀胱、尿の生成、生殖器の構造と機能 

13 内分泌系 内分泌系とホルモン 

14 神経系 神経系の概観、脊髄、脊髄神経、脳神経、脳の構造と機能 

15 特殊感覚器系 眼球と視覚情報、聴覚・平衡器官、嗅覚、味覚 
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科目コード 38401 区 分 コア科目 

授業 

科目名 武道指導論 担当者名 平田 佳弘 

配当年次 2 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

 本授業の目的は、武道（柔道・剣道）の実践者・指導者としての専門性を高めることである。柔道・剣道は、日本古来の伝統文化で

あり、それぞれ柔術・剣術から生まれ、戦う方法であった柔術・剣術を、嘉納治五郎（柔）や内藤高治・高野佐三郎ら（剣）が、単に

技術を身につけるだけにとどまらず、その練習を通して、人の生き方・生きる道を示し、人間形成を目指すものに昇華させたのである。

武道の専門家として、武道実践する心構え、武道の本質、歴史、あるべき姿、武道教育の役割について学び、学修成果として、それを

実践できる、論じ合える、追求することができるようになることを目的とする。 ※武道（柔道・剣道）の専門的知識のため、選択者

は武道専攻学生のみとする。 

＜授業の到達目標＞ 

1. 武道（柔道・剣道）の理念、歴史や特性、礼法の重要性を学び、武道とは何か、また現代における武道のあるべき姿をディスカッ

ションすることが出来る。2.武道の専門家として、自分の課題を発見し、意識して課題に取り組むことができる。3.武道教育の役割に

ついてその重要性を学び、武道理論を持った指導者として指導・実践できる力を身に付ける。 

＜授業の方法＞ 

1.前回の復習（小テスト、口頭諮問）2.今回の内容説明（講義、ワークシート）3.今回の内容についての意見交換及びディスカッショ

ン4.事後課題に取り組む※柔道専門の選択者は柔道実技（形）、剣道専門の選択者は剣道実技（形）を数時間実施する。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習：事前に、本時の内容に関する全日本柔道連盟、全日本剣道連盟のHP、また、柔道及び剣道に関する書籍を読んでおくこと。（1

時間程度）復習：事後課題の完成、グループワークの場合はレポートを作成する。（30分程度） 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

 この科目は体育学科ディプロマポリシー6「体育・スポーツに携わる指導者に求められる、豊かな人間性、幅広い教養に根差した公

共的使命感や倫理観、協調できる社会的スキルを身に付けている。」と関連付けられています。現代社会において果たす体育・スポー

ツ、さらに武道の役割を深く理解し、武道に関する知識、技能、コミュニケーション能力、課題探求力、問題解決力などの総合的能力

を培う科目がこの「武道指導論」です。武道とは何か、武道教育とは何か、武道教育の役割とは何かを、講道館柔道と剣道の観点から

追求し、武道指導者としての総合 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

受講態度 30％、レポート50％、実技試験（柔道、剣道）20％ 

＜教科書＞ 

特になし    

＜参考書＞  

宮本武蔵（神子侃 訳）1982 

五輪書徳間書店 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション 
武道とは何か、武道教育はなぜ必要か（武道教育のはたす役割）等、武道指導論で
取り扱う内容について説明し、授業の進め方、ルール（遅刻、欠席、公欠等）につ
いて確認する。 

2 柔道の歴史 柔道の歴史について学ぶ 

3 柔道の国際化① 柔道は何故世界に受け入れられたか 

4 柔道の国際化② 海外における柔道指導の現状と問題点 

5 柔道の指導法① 現代社会が求める柔道指導者とは 

6 柔道の指導法② 中学校における教科体育の柔道指導の在り方 

7 柔道の指導法③ 高等学校における教科教育の柔道指導の在り方 

8 柔道の指導法④ 柔道の競技化と強化策 

9 剣道の歴史 剣道の歴史について学習する。（平安時代～現代） 

10 剣道の目的、剣道理念 全日本剣道連盟が定める、剣道の目的、剣道理念について学習する。 

11 
学校現場（中学校・高等学校）における剣道授業、剣道
部活動指導 

中学校・高等学校学習指導要領保健体育編を参考に進める。 

12 宮本武蔵著「五輪書」（１） 「五輪書」の「序の巻」、「地の巻」について学習する。 

13 宮本武蔵著、「五輪書」（２） 「五輪書」の「水の巻」、「火の巻」について学習する。 

14 宮本武蔵著「五輪書」（３） 「五輪書」の「風の巻」、「空の巻」について学習する。 

15 武道指導の総括 
これまでの授業の総括として、日本の伝統文化としての武道とは何か、武道教育
の役割とは何かについて議論する。 
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科目コード 40207 区 分 コア 

授業 

科目名 剣道Ⅱ(応用) 担当者名 浦部 隼希 

配当年次 2 配当学期 前期 単位数 1 授業方法 実技 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

剣道Ⅱ（応用）」では、「剣道Ⅰ（基礎）」で学習した基礎・基本動作を習熟させ、互格稽古や試合などを通して応用技術を学習する。

また、技術の向上だけではなく、剣道指導上の留意点及び試合規則や審判法を学習し、教育現場で指導できるように、専門的な知識と

実践力を身につけることを目的とする。また、剣道の段位を取得していない学生（剣道初心者等）は1級及び初段審査に合格を目標と

して行う。※履修条件…剣道Ⅰ（基礎）の単位修得済みの学生に限る。 

＜授業の到達目標＞ 

中学校・高等学校等の教育現場での剣道授業、課外活動指導は当然のことながら、社会体育の中でも剣道を志す方々を指導できるよう

な剣道専門指導者としての知識、技量、人間性を身に付けることを目標とする。また、剣道の段位を取得していない者は、初段の取得

を目標とする。 

＜授業の方法＞ 

剣道実技や日本剣道形・審判法・剣道理論学習を中心に実施する。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

全日本剣道連盟「剣道試合・審判規則」「剣道試合・審判細則」を1時間程度読み、剣道試合の審判運営要領、審判規則を理解する。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

「健康増進、体力の向上、競技力向上に貢献できる専門的な知識・技能を習得すると共に、これらを実践できる力」を養うための応用

科目であり、1年次配当「剣道Ⅰ（基礎）」のステップ科目でもある。特に中高保健体育教員を目指す者や警察官や実業団などで剣道

を続ける者に対して、全日本剣道連盟から出版されている各種剣道指導書に基づいて、剣道の技術力のみならず審判法や日本剣道型・

剣道理念を学習し、剣道指導者としての資質の向上を目標とした機会を提供する。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

受講態度50％、実技試験50％ 

＜教科書＞ 

＜参考書＞  

全日本剣道連盟 

剣道試合・審判規則/同細則全日本剣道連盟 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 剣道Ⅰの復習（剣道の心構えについて） 剣道の在り方・剣道指導の在り方 

2 剣道Ⅰの復習（剣道具や作法について） 剣道着・袴と剣道防具の知識を深め、正しく美しく着用する方法の学習 

3 剣道Ⅰの復習（仕掛け技基本動作の確認） 仕掛け技（面打ち・胴打ち・小手打ち）及び切り返しの確認 

4 木刀による剣道基本技稽古法 木刀による剣道基本技稽古法の実践。 

5 応用動作（仕掛け技について） 仕掛け技（二段技・強い攻めを意識した仕掛け技）の実践 

6 応用動作（応じ技について） 面や小手に対しての応じ技実践と試合における戦法について 

7 応用動作（実践稽古・試合） 互角稽古と試合を行い、実戦に役立つ戦法を考察しディスカッションを行う。 

8 審判法（審判規則について） 全日本剣道連盟試合審判規則の学習 

9 審判法（審判員の動きについて） 
審判員における試合時の立ち回り方法（旗の表示方法や試合に合わせた動き方、所
作など） 

10 審判法（試合運営方法） 審判員の立ち回り方法の復習と試合を運営するにあたっての規則の学習 

11 審判法（まとめと試合運営一連の確認テスト） 
実際に試合を行い、審判員の一連の動作を行う。所作に関してや判定などにの実
技試験を行う。 

12 日本剣道形（1～3本目） 日本剣道形の1から3本目を実践し、細かな動きを学習する。 

13 日本剣道形（4～7本目） 日本剣道形の4から7本目を実践し、細かな動きを学習する。 

14 日本剣道形（小太刀1～3本目） 日本剣道形の小太刀を用いる1から3本目を実践し、細かな動きを学習する。 

15 日本剣道形（まとめと確認実技テスト） 
日本剣道形まとめと実際の段審査で行われる審査形式において確認テストを行
う。 
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科目コード 36505 区 分 コア科目 

授業 

科目名 検査・測定と評価Ⅰ 担当者名 廣重 陽介 

配当年次 2 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

アスレティックトレーナーが評価を進める上で必要となる検査測定手技について、その目的と意義を理解し、具体的に 実技できるま

での能力を習得することをねらいとする。尚、本授業は一部オンデマンド教材等使用し行うため、PCまたはタブレットを準備の上、履

修すること。 

＜授業の到達目標＞ 

アスレティックトレーナーに必要とされる評価についてその意義と考え方を学び、具体的な評価による問題点の抽出までのプロセスを

理解し、実践できる能力が身につくようになることを目標とする。 

＜授業の方法＞ 

予習を重視する。予習用の資料を配布し、教科書を基に予習をおこなった上で授業・実習等を進めていく。オンデマンド資料提示や課

題の提示、提出等はGoogle Classroomで行う。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習として、次の授業内容の範囲まで90分ほど時間をかけて教科書を読んでくること。また、テキスト内容の自分が分からない箇所

（＝授業において自分がしっかり聞いて、確認しておかなければならない箇所）を把握する。この予習により、授業での記憶定着の効

率を上げる。授業を受けたその日のうちの30分以上復習すること。適宜、事前課題および復習課題の提示、提出を求めることもあ

る。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

本科目は体育学科のディプロマポリシー2（健康増進、体力の向上、また競技力向上に貢献できる専門的な知識・技能を身に付けてい

る）、ディプロマポリシー5（科学的根拠や思考を持って、体育・スポーツ現場の諸問題に対応できる能力を身に付けている）と関連

付けられている科目である。スポーツ現場において競技者の体力を科学的に評価するために必要な専門的知識について学習する。また、

アスレティックトレーナー現場実習Ⅱ～Ⅴで行う検査・測定、評価の基礎科目となる。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

学習意欲 30％（出席評価、授業への積極的な参加），課題・発表  （適宜出される課題，最終課題，発表）70％ 

＜教科書＞ 

公益財団法人日本スポーツ協会（2007年9月30日） 「公認アスレティックトレーナー専門科目テキスト⑤・検査・測定と評価」  （公

財）日本スポーツ協会 

＜参考書＞  

指定なし 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション 授業概要、授業の進め方、成績評価等の説明 

2 ATに必要な評価（1） ATによる評価の目的、意義および役割、機能評価のプロセス 

3 ATに必要な評価（２） 
機能評価に基づくアスレティックリハビリテーションおよびコンディ ショニング
の目標設定、プログラム立案 

4 ATに必要な検査・測定の手法（1） 姿勢・身体アライメント、筋萎縮の観察、計測の目的と意義、計測方法 

5 ATに必要な検査・測定の手法（２） 関節弛緩性検査の目的と意義およびその検査測定 

6 ATに必要な検査・測定の手法（３） 関節可動域測定の目的と意義および測定方法 

7 ATに必要な検査・測定の手法（４） 筋タイトネスの検査測定方法 

8 ATに必要な検査・測定の手法（５） 徒手的筋力検査の目的と意義およびその検査方法 

9 ATに必要な検査・測定の手法（６） 
機器を用いた筋力、筋パワーおよび筋持久力の検査測定の目的と意義 およびその
検査測定方法 

10 ATに必要な検査・測定の手法（７） 全身持久力の検査測定の目的と意義およびその具体的手法と測定指標 

11 ATに必要な検査・測定の手法（８） 敏捷性および協調性の検査測定の目的と意義およびその具体的手法 

12 ATに必要な検査・測定の手法（９） 身体組成の検査測定の目的と意義およびその具体的手法 

13 ATに必要な検査・測定の手法（１０） 一般的な体力測定の検査項目とその目的と概要 

14 まとめ(1) 総合学習 

15 まとめ(2) ATに必要な検査・測定方法に関する総合討議 
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科目コード 23301 区 分 コア科目 

授業 

科目名 教育相談Ｂ 担当者名 浅田 栄里子 

配当年次 2 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

教育相談は、児童が自己理解を深めたり好ましい人間関係を築いたりしながら、集団の中で適応的に生活する力を育み、個性の伸長や

人格の成長を支援する教育活動である。児童の発達の状況に即しつつ、個々の心理的特質や教育的課題を適切に捉え、支援するために

必要な基礎的知識（カウンセリングの意義、理論や技法に関する基礎的知識を含む）、技能、態度を身に付けることを目的とする。 

＜授業の到達目標＞ 

１ 学校における教育相談の意義と理論を理解できる。２ 教育相談を進める際に必要な基礎的知識（カウンセリングに関する基礎的

事柄を含む）を理解できる。３   教育相談の具体的な進め方やそのポイント、組織的な取組みや連携の必要性を理解し、実践力を身

に付ける。 

＜授業の方法＞ 

・事前に指定された教科書の範囲を読んでいることを前提として事前課題を課し、それに基づいて講義を進める。・講義後にレポート

等を作成し提出することを、事後課題として課す。・授業形態は、グループディスカッションや、グループワーク等（オンラインを含

む）を含み、その成果や取り組み姿勢を評価対象とする。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

・予習として、教科書の指定された範囲を読み、事前課題に取り組むこと。（1時間程度）・授業後はレポート課題に取り組むことで、

授業内容の整理を行うこと。（1時間程度）・適宜小テストを実施するので、語句の理解を含め復習をしっかり行っておくこと。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

児童の個々の心理的特質や教育的課題を適切に捉え、支援するために必要な基礎的知識（カウンセリングの意義、理論や技法に関する

基礎的知識を含む）、技能を身に付けることを目的とする科目である。教育経営学科のディプロマポリシー２「専門的知識を実践的に

修得し、発達等の子どもの理解に基づいた的確な学習指導や生徒指導、学級経営力を身に付けている」、ディプロマポリシー４「周囲

の学校関係者と良好な人間関係を築き、自己の考えを的確に伝えられるコミュニケーション能力を身に付けている」と関連している。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

受講態度・学習意欲 30％、授業レポート・小テスト 30％、特別課題 40％ 

＜教科書＞ 

森田健宏・田爪宏二監修（2018年1月30日） 「よくわかる！教職エクササイズ 教育相談」  ミネルヴァ書房 

＜参考書＞  

藤田哲也監修（2017年10月30日） 

「絶対役立つ 教育相談」ミネルヴァ書房 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション教育相談とは 授業の進め方などについてのガイダンス教育相談についての理解 

2 教育相談の意義と校内体制について 教育相談の意義と機能について理解する。校内体制と連携について考察する。 

3 カウンセリングの理論 
カウンセリングについて、その各種理論の基本を学び、カウンセリングの基本的
な考え方について、考察する。 

4 カウンセリングの基本的技法 学校カウンセリングの基本的技法を学び、実際に体験ワークを行う。 

5 
学校における諸問題とその対応①いじめ・不登校への対
応 

いじめ、不登校の定義と、実態を理解する。いじめ、不登校に対する基本的対応
について、考察する。 

6 
学校における諸問題とその対応②学級崩壊、学級経営の
問題への対応 

学級崩壊の現状を理解し、学級経営について、考察する。 

7 
学校における諸問題とその対応③虐待、命の教育への対
応 

児童虐待の現状とその対応について理解し、命の教育について考察する。 

8 
学校における諸問題とその対応④非行、学校不適応への
対応 

非行や学校不適応への理解と対応について、様々な角度から考える。 

9 
学校における諸問題とその対応⑤発達障害のある児童へ
の対応 

発達障害についての基本的知識と、特別支援教育の現状について、理解する。 

10 学校における諸問題とその対応⑥心の病についての対応 
子どもの困難に寄り添うための基本的な姿勢と対応について、事例を通して学
ぶ。 

11 校内や専門機関等との連携 
校内組織の中での連携や、他機関の専門家との連携について、そのあり方を考え
る。 

12 教育相談におけるアセスメント①行動観察法・面接法 
行動観察法、面接法について理解し、他の専門機関との連携を視野にその利用方
法を理解する。 

13 教育相談におけるアセスメント②心理検査法の利用 
各種の心理検査について理解し、その検査結果の見方や、活用方法についての留
意点等を理解する。 

14 家庭の理解と保護者支援 多様化する家庭の現状と子どもの問題を理解し、保護者対応について考察する。 

15 教師のメンタルヘルスについて授業全体のまとめ 
バーンアウト（燃え尽き症候群）等精神疾患での休職率の高さなど日本の教師を巡
る諸問題について考える。授業全体のまとめ 
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科目コード 40118 区 分 コア科目 

授業 

科目名 レスリング 担当者名 嘉戸 洋 

配当年次 0 配当学期 前期 単位数 1 授業方法 実技 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

レスリング競技における歴史やルール、競技特性などの基礎的知識を理解すると共に、実践を通して基本動作および応用動作の技術を

段階的に学ぶ。それらに関連して、レスリング競技者のトレーニング方法等を実践することにより、体力、精神力の向上を図る。また、

審判法や指導法についても知識を深め、指導的、管理的立場としての能力を習得するための理論と実践を行う。 

＜授業の到達目標＞ 

レスリング競技を通して、身体の動きやトレーニング方法等の理論の理解と実践を体験することで、将来の指導現場におけるスキルを

身につける。 

＜授業の方法＞ 

実技を中心に展開していくが、必要に応じてビデオや資料等の教材を活用し授業を進める。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

参考書やビデオを用いてレスリング競技を理解する。（1時間程度） 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

知識・理解（DP2:健康増進、体力の向上、また競技力向上に貢献できる専門的な知識・技能を身に付けている。）および総合的な学習

経験と創造的思考力（DP8:修得した知識・技術・態度等の全てを総合的に活用し、自らが立案した新たな課題に主体的、創造的に取り

組み、その課題を解決できる能力を身に付けている。）を習得する科目である。これらを実践できる力を養成するための基礎科目であ

り、深い専門性と実践力を身に付けた人材の育成を目指すものである。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

受講態度・学習意欲 70%、実技試験 30% 

＜教科書＞ 

＜参考書＞  

佐藤満（2006） 

「レスリング入門」ベースボールマガジン社佐藤満（2007）「佐藤満 レスリング入門 vo.1 （DVD）」株式会社クエスト佐藤満（2007）

「佐藤満 レスリング入門 vo.2 （DVD）」株式会社クエスト 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 イントロダクション レスリング競技の歴史、特性、ルール 

2 導入 レスリング競技特有の運動 

3 基本動作（1） 立ち技の基本動作（構え、移動、組み手、崩し） 

4 基本動作（2） 立ち技の基本技術（両足タックル） 

5 基本動作（3） 立ち技の基本技術（片足タックル） 

6 基本動作（4） 立ち技の基本技術（タックルに対する防御） 

7 基本動作（5） 立ち技の基本技術（投げ技①） 

8 基本動作（6） 立ち技の基本技術（投げ技②） 

9 基本動作（7） 寝技の基本技術（タックルからの連続技） 

10 基本動作（8） 寝技の基本技術（がぶり技、返し技） 

11 基本動作（9） 寝技の基本技術（寝技①） 

12 基本動作（10） 寝技の基本技術（寝技②） 

13 基本動作・実践（1） 約束練習、簡易ゲーム 

14 基本動作・実践（2） 練習試合（スパーリング） 

15 総合学習 総合学習 
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科目コード 21204 区 分 専門基礎科目 

授業 

科目名 英語科教育法Ⅰ(基礎) 担当者名 井上 聡 

配当年次 2 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

本授業の目的は、英語科教育の過去と現在について理解を深め、これからの方向性について自身の教育観を醸成することです。そのよ

うな資質を高めるため、本授業では、グループワークを軸として、英語教育理論や言語活動に関する討論・発表、および、技能統合型

指導の計画・模擬授業実践を中心に進めます。事前課題で問題を発見し、他者との意見交換を通して問題を解決し、プレゼンテーショ

ンや相互評価を通して、英語教師としての資質・能力を高めましょう。学修成果として、協働性、批判的思考力、省察力、デジタル活

用力を求めます。なお、この授業はブレンド型（対面とオンラインの組み合わせ）で行いますので、PCまたはタブレットを持参の上、

臨んでください。中高英語免許取得を主専攻とする学生はもちろん、副専攻とする学生にとっても、将来の教師像を見通すうえで貴重

な機会となるでしょう。 

＜授業の到達目標＞ 

１．英語科教育の専門用語を深く理解し、体系化できる。２．協同学習に主体的に参加し、多様な役割を担いつつ、グループ・ワーク

に貢献できる。３．未来の英語教師として、自身の意見を適切かつ的確に発信できる。 

＜授業の方法＞ 

１．小テスト（10分）２．協同学習① グループワークによる教え合い（20分）※Google Meetによる画面共有３．解説＋問いの提示

（20分）４．協同学習② グループワークによる成果物の作成（20分）※Jamboardによる相互評価５．プレゼンテーションと相互評価

（15分）  ６．意見交換（5分）※授業関連の活動（事前課題の提出、小テストの受験、グループ課題の作成、相互評価等）につい

ては、Google Classroomで行います。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習：キーワードの要約（ノートのスクリーンショットを提出）（90分程度）※事前課題となるキーワードについては、章ごとに分け、

Classroomに格納しています。復習：小テストの準備＋Quizletによる用語集の作成   （90分程度） 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

この科目は教育経営学科のディプロマポリシー⑤（情報機器や教材の活用を含めた学習指導方法の基本とともに、問題解決に向かう論

理的・批判的思考力を身に付けている）と関連付けられています。単に知識を習得するだけでなく、汎用的技能（論理思考、協働性、

ICT活用力等）を磨きつつ、英語科教育の課題を発見し、独自の解決策を提案できるよう、主体的に取り組みましょう。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

事前課題 20%、小テスト 20%、プレゼンテーション 20%、意見交換 10%、Quizlet 30% 

＜教科書＞ 

JACET教育問題研究会（2017年11月30日） 行動志向の英語科教育の基礎と実践－教師は成長する－  三修社 

＜参考書＞  

特に指定なし 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション シラバスの説明、シミュレーション（事前課題、グループワーク） 

2 外国語教育の目的と意義 日本の外国語教育の方向性、CEFRの言語教育観 

3 英語教育課程 教育課程と学習指導要領、日本の英語教育課程の今後の方向性 

4 第二言語習得と教授法 SLA研究からの知見、教授法 

5 学習者論 言語習得とは、自律と自立、学習者要因、英語学習に成功する学習者 

6 英語教師論 教員として求められる資質・能力、言語教師の役割、英語教師の成長 

7 プロジェクト学習① 個人プレゼンテーション 

8 リスニングリーディング 基本概念とリスニング指導基本概念とリーディング指導 

9 スピーキングライティング 基本概念とスピーキング指導基本概念とライティング指導 

10 技能統合型の指導：インタラクション 基本概念、協同学習 

11 文法指導語彙指導 基本概念と文法指導基本概念と語彙指導 

12 文法指導語彙指導 基本概念と文法指導基本概念と語彙指導 

13 授業計画に必要な知識授業実践 授業計画の前提・設定・観点・知識・教育機器授業案の作成、細案、作成 

14 授業実践評価 形態、使用言語、模擬授業観点別評価、誤答分析、Can-doリスト 

15 プロジェクト学習② 個人プレゼンテーション 
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科目コード 0 区 分 コア科目 

授業 

科目名 工業簿記 担当者名 手嶋 竜二 

配当年次 2 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

工業簿記とは、製造業に適用される簿記をいい、材料を仕入れ、製品を製造し、販売するといった一連の過程を記録・伝達・計算する

ことを目的としている。本科目では、工業簿記における材料費・労務費・経費といった製造原価の要素を把握し、個別原価計算までを

理解することを目的とする。そのため、製造業における材料費・労務費・経費といった製品原価の要素を主とし、製造間接費の配賦、

個別原価計算について学ぶ。 

＜授業の到達目標＞ 

① 日商簿記検定２級（工業簿記）の合格を目標とする。② 工業簿記の専門用語を理解できること。③ 工業簿記の仕訳および記帳技

術を習得する。 

＜授業の方法＞ 

①日商簿記２級（工業簿記）資格取得を目標とするため、履修する条件として３級取得者あるいは同程度の知識を有する者に限る。②

授業の方法は、事前に授業動画を視聴し，授業ではテキストに従い主に問題演習を行う。③電卓演習・集計作業などの計算を行う場合

もあるので、各自電卓（関数電卓不可）および定規を持参すること。④第１回に参加することは必須で、授業方針を納得の上履修する

こと（他の授業への参加・公欠などのやむを得ない事情がある場合には、事前に担当教員へ連絡すること）⑤本科目では、問題演習の

性質をもつため、個人学修によるところが大きい。⑥本科目では、日商簿記検定合格を目指している。日商簿記検定では答案用紙に手

書きで回答するため、本科目でも手書きを主体とする。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

① 専門用語の理解と技術定着をはかるため、予習・復習を重視する。② 授業で行った問題を必ず次回までに再度解いておくこと。

③ 本科目に関して、週に予習（授業動画を視聴し・テキストを読み・例題を解く）３時間、復習（問題演習）３時間を費やす必要が

ある。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

現実の課題に対し、経営活動での知識や情報をもとに論理的・数量的に分析する力、戦略的に問題解決に向けた意思決定をする力を身

に付ける。そのために、本科目では、まず経営活動を貨幣数量的に捉える方法、原理、原則を学ぶ。つぎに、製造原価報告書といった

財務諸表の作成プロセスを学ぶ。そして、そのプロセスおよび財務諸表間の関係を理解することにより経営活動を数量的に分析する、

あるいは戦略的に問題解決に向けた意思決定する能力を身に付けることができる。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

① 受講態度・学習意欲・授業への参加度 30％，② 小テスト 70％ 

＜教科書＞ 

滝沢みなみ(2021.2.27) スッキリわかる 日商簿記2級 工業簿記 第9版  TAC出版 

TAC出版開発グループ(2021.4.4) 

スッキリうかる 日商簿記2級 本試験予想問題集 2021年度TAC出版公益社団法人全国経理教育協会（2017.12.1）全経 電卓計算能力検

定試験公式テキスト日本能率協会マネジメントセンター 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 ガイダンス 授業の進め方、成績評価方法、授業方針、工業簿記とは 

2 材料費の計算（1） 材料を購入したときの処理、材料を消費したときの処理、材料費の計算 

3 材料費の計算（2） 
棚卸減耗が生じたときの処理、予定消費単価を用いる場合①材料を消費したとき
の処理 

4 材料費の計算（3） 予定消費単価を用いる場合②月末の処理、③会計年度末の処理 

5 労務費の計算（1） 労務費の分類、賃金・給料を支払ったときの処理、賃金・給料の消費額の計算 

6 労務費の計算（2） 労務費の処理、予定賃率を用いる場合①賃金を消費したときの処理 

7 労務費の計算（3） 予定賃率を用いる場合②月末の処理、③会計年度末の処理 

8 経費の計算 経費の分類、経費を消費したときの処理、費目別計算の復習 

9 個別原価計算（1） 
個別原価計算の意義、製造直接費の賦課、製造間接費の配賦、製品が完成し引き
渡したときの処理 

10 個別原価計算（2） 
予定配賦率を用いる場合①予定配賦率の決定と予定配賦、②月末の処理、③会計
年度末の処理 

11 部門別個別原価計算（1） 製造間接費を正確に配賦する、部門個別費と部門共通費の集計 

12 部門別個別原価計算（2） 補助部門費の製造部門への配賦①直接配賦法、②相互配賦法 

13 部門別個別原価計算（3） 
製造部門費の各製造指図書への配賦、製造部門の予定配賦①部門別予定配賦率の
決定と予定配賦、②月末の処理 

14 問題演習（1） 材料費、労務費、経費の計算 

15 問題演習（2） 個別原価計算、部門別個別原価計算 
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科目コード 27302 区 分 専門基礎科目 

授業 

科目名 柔道整復解剖生理演習Ⅰ 担当者名 古山 喜一 

配当年次 2 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 演習 卒業要件 必修 

＜授業の概要＞ 

解剖学、生理学では人体の正常構造として骨格系、筋系、消化器系、呼吸器系、泌尿器系、生殖器系、内分泌系、感覚器系、神経系、

脈管系の各器官について系統的に学習し、これらの器官系が立体的に配置することによって人体が形成されていることを理解し、各器

官内あるいは各器官系がどのように連鎖して働くことにより、生命徴候が営まれているのかを修得した。本演習ではこれらの解剖学、

生理学分野の中でも、特に柔道整復師業務に重要である上肢の骨格系、筋系、神経系、脈管系、免疫系、呼吸器系について特化して修

得する。 

＜授業の到達目標＞ 

柔道整復解剖生理演習Ⅰでは上肢の骨格系、筋、神経系、脈管系および関節などのいわゆる運動器について、臨床現場で遭遇する種々

の外傷および合併症などを適切に評価することができるように、特に運動器の構造と機能について説明ができるようになる。また、生

理学分野の免疫、呼吸についても理解する。 

＜授業の方法＞ 

教科書及び配布資料による講義及びグループ学習を用い討論形式で進める。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

特に復習が重要である。講義で書き留めたノートを帰宅後まとめる作業が重要である。プリントに記された実習内容に関する項目に

ついて、解剖学や生理学及び運動学で習った事を復習する。授業内容（小テスト・講義・討論）をふりかえり、「何を学んだか、何を

学べなかったのか」についてレポート（A4-1枚程度）を作成し、期日までにデータで担当教員にDropboxを用い送信する。（1時間程度） 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

この科目はDP4に関連づけられている。 「柔道整復及び健康科学、スポーツ医科学分野に必要な知識と技能を理解しており、日々、進

歩するあらゆる分野の知識を習得するための力」を育成する為に柔道整復術の基礎をなすために修得が特に必要な筋骨格系、神経、血

管系について系統的に理解を深め基礎を定着させる機会を与える。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

【対面授業】①定期試験50％（定期試験で60％以上の評価者）②レポート50％（事前課題等含む）【Web授業】①課題提出90％  ②

意見交換10％ 

＜教科書＞ 

全国柔道整復学校協会監修 解剖学  医歯薬出版 

全国柔道整復学校協会監修 

生理学南江堂 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 症例1 鎖骨骨折で腕神経叢損傷が発生した！ 

2 症例2 最近、人差し指の先端がしびれる！ 

3 症例3 朝起きたら手が動かない！ 

4 症例4 手が握れない！ 

5 症例5 検脈はどこでできる！ 

6 症例6 腕全体がしびれる！ 

7 振り返り１ 末梢神経・動静脈のまとめ1 

8 振り返り2 末梢神経・動静脈のまとめ2 

9 症例7 猛暑の中、ランニング中に意識を失い倒れた！ 

10 症例8 熱が出た！ 

11 症例9 つらい！花粉症！ 

12 症例10 すごい！肺活量！ 

13 症例11 息ができない！ 

14 振り返り3 免疫のまとめ 

15 振り返り4 呼吸のまとめ 
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科目コード 53071 区 分 コア科目 

授業 

科目名 保育マネージメント演習Ⅰ 担当者名 川瀬 雅 

配当年次 2 配当学期 前期 単位数 1 授業方法 演習 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

保育のマネジメント力を高めるために演習やイベントの運営など体験を通して、実践力と運営力の基礎を学ぶことを目的とする。「保

育マネジメント演習Ⅰ」では、1年目から5年目の保育者の学級経営に必要な保育の基礎知識や技能を身に付けることを目的とする。特

に幼児教育における遊びの意味と、教育的価値を理解する。 

＜授業の到達目標＞ 

1.新採用1年目から園長までの仕事の内容を見通し理解する。2.幼児期における遊びの教育的価値を理解し、説明できる。3.演習を通

して遊びの企画、準備、展開を体験し保育の実際を知る。 

＜授業の方法＞ 

グループ演習、イベントの企画・運営などの実践 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

必要な資料の収集教材研究授業に必要な材料・用具・遊具等の準備 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

この科目で保育・幼児教育実践の基礎を養うことは、下記のディプロマポリシーに寄与する。DP2：乳幼児期から青年期に至るまでの

子どもに対しての発達的、教育的、心理的、感性的、福祉的観点等、多面的に子どもを理解する能力を身に付けている。 

           DP3：子どもを取り

巻く環境、様々な問題や文化状況に対して、子ども学の知見と教養に基づく知識と、理解する能力を身に付けている。 

           DP4：家族と地域を

めぐる子どもの環境を整備・改善するためのコミュニケーション能力を身に付けている。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

活動記録「グルーブだより」 30%レポート・課題 30%プレゼンテーション 20%活動記録以外で発揮されるマネジメント実践力 20% 

＜教科書＞ 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション 
授業内容、到達目標と注意事項、成績評価方法、実践活動内容について説明す
る。 

2 思いっきり遊ぼう① 
・仲間づくりゲーム遊びながら、新しい友達を作ったり、友達関係を広げたりす
る。 

3 思いっきり遊ぼう。③ ・新聞紙を使った遊びダイナミックに遊ぶ楽しさを知る。 

4 思いっきり遊ぼう。④ ・鬼ごっこ「氷鬼」遊びで育つことを考える。 

5 作って遊ぼう① 制作「名札」「ペープサート」・遊びに必要な物を作って遊ぶ。 

6 作って遊ぼう② 絵具遊び「浸し染め」・子どもの動線を考えた環境構成を考える。 

7 キッズフェスタをしよう。① キッズフェスタ企画案作成 

8 キッズフェスタをしよう。② 玉井桜保育園を訪問し、子どもの生活を理解する。 

9 キッズフェスタをしよう。③ キッズフェスタ実施をを作成する。遊びに必要なものを作る。 

10 キッズフェスタをしよう。④ キッズフェスタ準備遊びに必要なものを作る。 

11 キッズフェスタをしよう。⑤ 
プレキッズフェスタ自分たちが子どもになって遊び、改善点や指導・援助の仕方
を見直す。 

12 キッズフェスタをしよう。⑥ 
本番に向けて準備する。子どもの動線や遊びの流れを考えながら、環境構成をす
る。 

13 キッズフェスタⅠを実施する。 
状況に応じて、環境を再構成したり援助を見直したりしながら、運営する。ぞれ
ぞれの役割を自覚し、責任をもって運営する。 

14 まとめ 
キッズフェスタの反省・評価をする。幼児期の遊びの意味と教育的価値観につい
てまとめる。 

15 まとめのプレゼンテーション 
グループで役割を分担し、まとめを発表する。まとめをパワーポイントや動画に
まとめる。 
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科目コード 27202 区 分 専門基礎 

授業 

科目名 基礎柔道整復学Ⅲ(脱臼) 担当者名 畑島 紀昭 

配当年次 2 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

臨床で必要な脱臼について発生機序、症状、整復法、固定法、合併症等について学ぶと共に保存療法の限界に関する知識を修得する。

各脱臼の発生メカニズムを詳細に理解する事が症状、整復法、固定法、合併症等を合理的に理解することになる。この講義では顎関節、

脊椎、肩鎖関節、肩関節、肘関節、手関節、手指関節について学習する。 

＜授業の到達目標＞ 

各脱臼の発生機序、症状、整復法、固定法、合併症等について理解する。各脱臼における保存療法の限界について理解する。 

＜授業の方法＞ 

教科書を中心に講義し必要に応じてDropboxにて資料を配付する。授業中に確認小テストを実施し、予習、復習状況を確認する。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習：次の範囲をシラバスから確認させ、どの様な内容であるかまとめ授業で発表する。（毎回、1時間程度）復習：小テストを次の

授業で実施する。（毎回、2時間程度） 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

この科目は健康科学科のディプロマポリシー2（柔道整復学及び健康科学、スポーツ医科学分野に必要な専門知識と技術を理解し、日々

進歩する医療分野に対応できる能力を身に付ける。）と関連付けられています。柔道整復師として必要な知識を身に付け、最新医療の

状況を把握し広い視野で物事を考えられる知識の習得を目指す。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

学習意欲 30％、小テスト 30%、定期試験 40% 

＜教科書＞ 

全国柔道整復学校協会 「柔道整復学・理論編」  南江堂 

全国柔道整復学校協会 

「柔道整復学・実技編」南江堂 

＜参考書＞  

目崎 登 

「運動器疾患ワークブック」医歯薬出版 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 脱臼総論 定義と概説 

2 顎関節脱臼 発生機序、転位、症状、整復法、固定法、合併症・後遺症など 

3 頸椎脱臼 発生機序、転位、症状、整復法、固定法、合併症・後遺症など 

4 胸椎脱臼 発生機序、転位、症状、整復法、固定法、合併症・後遺症など 

5 肩鎖関節脱臼 発生機序、転位、症状、整復法、固定法、合併症・後遺症など 

6 肩関節脱臼－前方・後方－ 発生機序、転位、症状、整復法、固定法、合併症・後遺症など 

7 肩関節脱臼－下方・上方－ 発生機序、転位、症状、整復法、固定法、合併症・後遺症など 

8 肘関節脱臼－両骨－ 発生機序、転位、症状、整復法、固定法、合併症・後遺症など 

9 肘関節脱臼－単独・肘内障－ 発生機序、転位、症状、整復法、固定法、合併症・後遺症など 

10 手関節脱臼－関節－ 発生機序、転位、症状、整復法、固定法、合併症・後遺症など 

11 手関節脱臼－手根骨－ 発生機序、転位、症状、整復法、固定法、合併症・後遺症など 

12 手指脱臼－CM関節－ 発生機序、転位、症状、整復法、固定法、合併症・後遺症など 

13 手指脱臼－MP－ 発生機序、転位、症状、整復法、固定法、合併症・後遺症など 

14 手指脱臼－DIP・PIP－ 発生機序、転位、症状、整復法、固定法、合併症・後遺症など 

15 まとめ 総説 
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科目コード 0 区 分 コア科目 

授業 

科目名 民法Ⅱ 担当者名 本村 大輔 

配当年次 2 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

本科目は、私法の一般法として広く用いられる民法について、社会人として求められる基礎知識（債権法）の習得を目指します。民法

Ⅰで学習した内容を前提としているので、未履修者の履修は勧められません。また、民法Ⅱ（債権法）を学んでおくと、企業活動にお

いて重要となる債権回収が理解できるため、会社法、企業取引法、税法を履修する上で有益です。 

＜授業の到達目標＞ 

民法は、私法の一般法と言われる通り、各種の法律の基礎となる重要な法律です。それゆえ、社会人として企業活動にかかわる際に求

められる最低限度の知識の習得を目指します。このほか、公務員試験の受験を目標とする学生にとっては、自ら学習を進める上での土

台となります。また、民法は学習範囲も広く、学習には時間を要するため受験を考える者は早い段階での履修を勧めます。 

＜授業の方法＞ 

授業は、原則として講義形式で行います。講義内容は、民法に関する基礎知識の整理、民法の論点にかかる通説・判例について学習し

ていきます。また、授業内で民法の論点に関する小テストを実施し、授業の内容に基づいて質問をしますので、リアクションペーパー

による回答を求めることもあります。さらに、授業内で定期的にノートチェックを行いますので、毎回の復習をおろそかにしないよう

お願いします。講義内で配布した資料は、履修者が必要に応じてダウンロードできるようにする。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

毎回の講義テーマを確認し、該当箇所の教科書を通読し、わからない法律用語については事前に調べておくこと（60分）。授業後は、

速やかに講義内容の復習および教科書の該当箇所を精読しノートにまとめること（90分）。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

債権法の基礎知識は、法律学を学ぶ上で重要な科目であることから、会社法・企業取引法・税法を学ぶ前提にもなりえます。また、上

記基礎知識を備えることにより、現実の問題について法的な分析を行い、解決できる素養を磨くことができる。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

定期試験（80％）小テスト・リアクションペーパーの提出・ノートの整理状況（20％）により成績評価を行う。フィードバックは、リ

アクションペーパーの講評を口頭にて行う。なお、授業内で質問の多い箇所については、次回の授業の冒頭でフィードバックを行う。 

＜教科書＞ 

大村敦志著（2019年12月） 新基本民法債権編 第2版  有斐閣 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 ガイダンス・債権とはなにか 授業の進め方、受講方法、評価方法等を紹介し、債権法の役割を学ぶ 

2 債権総則の再編成 債権法改正の概要について学ぶ 

3 債権内容の確定 基本原則の確認および債権の種類に関する規定を概観する 

4 弁済の過程 弁済の過程で何が問題となるのかについて学習する 

5 弁済の当事者 誰が弁済をして、誰が受領できるのかついて学習する 

6 履行の強制 債務を履行しない場合にはどうなるのか（強制執行）学習する 

7 損害賠償① どういった場合に賠償が求められるかについて学習する 

8 損害賠償の効果 損害賠償の範囲はどのように決められるのかについて学習する 

9 相殺制度 相殺の制度および機能について学習する 

10 債権者代位権 なぜ債権を代位して行使できるのかについて学習する 

11 詐害行為取消権 取消しができる場合とその効果について学習する 

12 債権譲渡 債権を譲渡した場合の当事者の関係について学習する 

13 更改と債務引受 債権譲渡との異同について学習する 

14 理解度の確認およびまとめ これまでの学習内容のまとめを行う 

15 試験及び解説 試験及び解説を行った後、全体総括 



148 
 

  
科目コード 34301 区 分 コア 

授業 

科目名 障害児保育 担当者名 松本 好生 

配当年次 2 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

障害児保育の理念と専門的知識を習得するため、主に下記の点について学習する。 ○障害児保育の対象と特徴 ○障害種別の障害特性

の理解の理解（実践事例を通して）〇発達障害の障害特性と保育のしかたの違い（「構造化」された環境での実践事例を通して）○子
ども理解の基づく計画の作成と記録・評価（保育士の求められる記録法としての「接面パラダイム」） 

＜授業の到達目標＞ 

○子どもの定型発達を確認したうえで、障害種別の定義と障害特性を理解する。〇障害児保育・統合保育・インクルーシブ教育・保育

の実際などについて知識を習得する。○障害の理解と発達支援、支援方法、構造化された環境のあり方の重要性、保育計画・記録法な

どを学ぶ。○保護者支援、幼児期を含めたライフステージごとの専門機関との連携について知識を深める。 

＜授業の方法＞ 

○実践事例を交えながら障害児保育の理解を深める（主にパワーポイントを使用）。○事例を通してグループワークをして、まとめて発

表する演習形態をとる。○障害特性を説明するうえで数量化された図表などを必要に応じてプリントにて配布する。○障害の理解を深め

ることを目的に、パワポによる写真やDVD等の視覚化した教材を取り入れる 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

授業に関連する教科書の章や提示された参考書に目を通しておくこと。配布した資料などはファイルし、いつでも参照できるように

しておくこと。専門用語も多いので、必ず復習を重ね、用語を正確に理解しておくこと。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

本授業は、本学の一般教養ディプロマポリシーのDP4（家族と地域をめぐる子どもの環境を整備・改善するためのコミュニケーション

能力を身に付けている。）及びDP5（子どもや保護者・教育関係者との円滑な人間関係を築くための、問題解決力、論理的思考力、情

報リテラシー・数量的スキル等の力を身に付けている。）に対応している。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

出席状況 10%、定期試験 90% 

＜教科書＞ 

公益財団法人児童育成協会（監修）西村重稀・水田敏郎（編集） 障害児保育  中央法規 

＜参考書＞  

松本好生2017年7月1日発刊 

特別支援教育における支援技法～特に障害特性を踏まえた発達障害療育、発達障害の生涯発達とその臨床的対応～吉備ワークホーム 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 障害児保育とは 
保育場面で、障害がある子どもが、もしも困難さや生きにくさがあるとすれば、
それをカバーすることが障害児保育のもつ大きな役割であることの理解 

2 障害児保育の歴史と理念 統合保育からインクルーシブ教育・保育への理解 

3 障害児保育の対象とその特徴 福祉型児童発達支援センターと医療型児童発達支援センターの違いの理解 

4 障害児の生活に関する保育方法 障害がある子どもが日常生活を送るなかでの障害児保育の現状と課題 

5 知的障害がある子どもの保育 知的障害の理解と保育 

6 言葉の遅れがある子どもの保育 吃音も含めた言葉の発達と言語障害の理解と保育 

7 障害の理解と保育(1)（実践事例） 肢体不自由・視覚障害・聴覚障害の理解と保育 

8 障害の理解と保育(2)（実践事例） 重症心身障害の理解と保育 

9 発達障害児と保育(1) 発達障害の診断の変遷（PDDからASDへ）と障害特性の理解と保育 

10 発達障害児と保育(2) （実践事例） 自閉スペクトラム障害 ASD の理解と保育（「構造化」手法も含めて） 

11 発達障害児と保育(3) （実践事例） 注意欠如多動症 ADHDの理解と保育 

12 発達障害児と保育(4) （実践事例） 注意欠如多動症 ADHD と限局性学習症 LD の関係性の理解と保育 

13 子ども理解に基づく計画の作成と記録・評価 保育計画と接面パラダイムを踏まえた記録方法 

14 障害児保育に関する関連機関との連携・協働 医療・保健の現状と課題、専門機関との連携による福祉・教育支援 

15 障害がある子どもの保護者支援 ペアレント・トレーニングとライフステージごとの関係機関への相談の仕方 
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科目コード 0 区 分 コア科目 

授業 

科目名 経営戦略論 担当者名 齊藤 慎弥 

配当年次 2 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

本講義は、経営学のなかでも戦略論を中心に取り上げる内容となる。|経営学を学ぶ上で押さえておくべき理論について、事例などを

用いながら授業を展開することで理論のみに偏った内容ではなく、イメージを持ってもらいながら経営学ないしは企業について学ぶこ

とを目的とする。| 

＜授業の到達目標＞ 

戦略論を通じて、多面的に企業について見る・考える力をつけることが最大の目標と考える。|また、企業について経営学のみでなく

様々な分野の学問との学際的な関連を考えることも目標とする。 

＜授業の方法＞ 

対面の場合、基本的に板書をおこなう。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

毎授業1時間程度の予習をおこなうこと。|レポートを課すため、復習にも1.5時間程度を費やすこと。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

戦略論を学び、経営に関する知識を身につける。|広く経営に関わる専門知識・技能を備え、企業に関連する社会現象を分析・理解し、

新たな戦略を創造・提案できる能力を身に付けている。(DP2) 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

小レポート(3回) 30%|最終レポート 50%|受講態度等（出席など） 20% 

＜教科書＞ 

＜参考書＞  

講義内で紹介。 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 ガイダンス 講義概要説明 

2 全社戦略・事業戦略 様々な戦略の類型を知る 

3 多角化戦略 M&Aによる企業・組織の拡大や組織変革 

4 ポジション別戦略 コストリーダーシップ戦略, 差別化戦略, 集中化戦略など 

5 5 forces 5 forcesを学び、身近なビジネスや企業に当てはめて考える 

6 リソースと戦略 BarneyなどのRBVに関する主要な研究者の理論を見る 

7 RBVとコンピタンス, ケイパビリティ Barney等のRBVとそれらを扱う”能力”について考える 

8 中間まとめ 7回目までのまとめ&復習 

9 不可視なリソース 知的リソースと戦略について見る 

10 レッド/ブルーオーシャン戦略 激化している競争と競争しない競争戦略 

11 イノベーション① イノベーションの類型を学ぶ + イノベーションのジレンマについて知る 

12 イノベーション② 事例で見るイノベーション, ワーク 

13 外部資源の活用 アウトソーシングあるいはクラウドソーシングの活用について考える 

14 ICT化と戦略 今後、成長するビジネスと衰退するビジネスについて考える 

15 まとめ 総復習と最終レポートの確認 
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科目コード 35201 区 分 コア科目 

授業 

科目名 スポーツメンタルトレーニング論 担当者名 崔 回淑 

配当年次 2 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

 本講義では、競技力向上及び実力発揮を目的としたメンタルトレーニングの技法を紹介し、トレーニングプログラム作成における基

本事項について解説する。さらに、リラクセーションやイメージトレーニング、試合前の心理的準備といったメンタルトレーニングに

おける主な技法の実習を行うことで体験的な理解を図っていく。本授業を通して、受講生は 実践に即した理論と知識を幅広く身につ

けるとともに、スポーツメンタルトレーニングを競技場面でどのように実践的に取り入れていくかについて理解を深め、独自のトレー

ニングプログラムを創出する力を養うことを目標とする。 

＜授業の到達目標＞ 

 スポーツメンタルトレーニングの基本知識や技法を習得できる。また、実践に即した技法を幅広く身につけて、部活動や教育活動の

中で独自のトレーニングプログラムを創出できる。 

＜授業の方法＞ 

 講義及び実習によって進めていく。講義を45分行った後、関連したテーマについて実習及びディスカッションを行う。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

 授業時間に配布した資料を読んで1時間の予習をしてくること。講義で紹介した技法を自宅で練習し、ワークシートへの記入する復

習を1時間行うこと。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

 「健康増進、体力の向上、競技力向上に貢献できる専門的な知識・技能を習得すると共に、これらを実践できる力」を習得するため

のコア科目である。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

意見交換・課題の内容50％、受講態度30％、小テスト20％ 

＜教科書＞ 

特になし    

＜参考書＞  

中込四郎 

「メンタルトレーニングワークブック」道和書院日本スポーツ心理学会編「スポーツメンタルトレーニング教本」大修館書店 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 メンタルトレーニングとは 心理技法、構成要素、理論的背景 

2 トレーニングプログラムの概観 心理適性、トレーニングプログラム 

3 アセスメントの方法 心理テスト、面接 

4 リラクセーション技法 呼吸法、筋弛緩法、自律訓練法 

5 ピークパフォーマンス分析 ピークパフォーマンス、クラスタリング 

6 目標設定 目標設定の原則、長期・短期目標 

7 イメージ技法（1） イメージトレーニングの応用、イメージの深まり 

8 イメージ技法（2） イメージトレーニングの応用、イメージの深まり 

9 認知情動の再構成法 積極的思考、セルフコントロール 

10 メンタルリハーサル（1） 試合前の心理的準備、メンタルペースメーカー① 

11 メンタルリハーサル（2） 試合前の心理的準備、メンタルペースメーカー② 

12 メンタル・コンディショニング 自己モニタリングとセルフコントロール 

13 ソーシャルサポート 自己理解、ネットワーク図、キーパーソン 

14 メンタルトレーニングの実践例 アスリートの心理サポート 

15 まとめ 授業の振り返り 
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科目コード 21323 区 分 コア科目 

授業 

科目名 総合的な学習の時間の指導法(初等) 担当者名 三堀 仁 

配当年次 2 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

総合的な学習の時間の特徴は、学習指導要領にも示されているように、各学校において目標・内容を定めるところにある。このことは、

教師一人一人にカリキュラム開発をする力が求められていることにほかならない。本科目では、小学校学習指導要領解説総合的な学習

の時間編をもとに、総合的な学習の時間の特徴や目標及び内容などについて具体的な事例も紹介しながら説明し、総合的な学習の時間

の全体計画や単元指導計画を作成する手順や単元展開にあたっての指導方法のポイントを理解できるようにする。また、現代的な課題

をどのように取り入れるかについて、ESDや幼小連携を例に説明する。さらに受講者が自分たちで単元開発を行い、カリキュラムデザ

イナーとしての力をつけるようにする。 

＜授業の到達目標＞ 

総合的な学習の時間においては、教師にカリキュラム開発する力と探究的な学習を行う指導力が求められる。したがって以下の点を修

得することを目指す。１．総合的な学習の時間のカリキュラムの特性を理解し、単元を開発することができる。２．探究的な学習過程

を理解し、指導計画を立てることができる。３．授業改善の方法を身に付ける。 

＜授業の方法＞ 

授業の始めは事前課題をもとにした意見交換等（20分）、次に学習指導要領解説総合的な学習の時間編をポイントを確認しながら読み

進め（30分）、教員による具体的事例の紹介と意見交換等（30分）を行う。授業の最後に本時の授業のポイントを受講者がまとめ(10

分）、提出することを基本とする。学習指導要領をよく理解することと、教師による単元開発が特に重要であるため、この点を意識し

た授業形態とした。指導案の作成の際にはデジタルツールを活用するとともに、単元計画の中にICTを活用できるところはないかとい

う点にも意識させるようにする。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習：次時の授業に関連する「学習指導要領解説総合的な学習の時間編」のページに目を通し、疑問点は整理しておく（１時間程度）。 

復習：本時の授業内容について、整理したり理解を深めたりする（１時間程度）。整理したノートは全授業の最終週に提出する。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

授業中への参加度40％、授業での意見交換・リフレクション30％、レポート等30％ 

＜教科書＞ 

文部科学省 （平成３０年２月２８日） 「小学校学習指導要領（平成２９年告示）解説総合的な学習の時間編」  東洋館出版 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション・総合的な学習の時間の目標 
総合的な学習の時間の系譜や特徴について理解し、授業の概要を把握することが
できる。 

2 総合的な学習の時間の内容 総合的な学習の時間における内容について理解する。 

3 総合的な学習の時間の指導計画の作成 総合的な学習の時間の指導計画の作成について理解する。 

4 総合的な学習の時間の年間指導計画・単元計画の作成 総合的な学習の時間の年間指導計画・単元計画について理解する。 

5 総合的な学習の時間の学習指導 総合的な学習の時間の学習指導について理解する。 

6 総合的な学習の時間の評価・体制づくり 総合的な学習の時間の評価・体制づくりについて理解する。 

7 総合的な学習の時間と学級づくり 実践事例をもとに総合的な学習の時間と学級づくりとの関連について理解する。 

8 総合的な学習の時間と教育課題 
実践事例をもとに総合的な学習の時間による教育課題への対応について理解する
ことができる。 

9 総合的な学習の時間と異校種間交流 
実践事例をもとに総合的な学習の時間による異校種間交流について理解すること
ができる。 

10 総合的な学習の時間のカリキュラム開発 総合的な学習の時間のカリキュラム開発を行うことができる。 

11 総合的な学習の時間の単元計画案の作成 総合的な学習の時間の単元計画案を作成することができる。 

12 総合的な学習の時間の本時案の作成 総合的な学習の時間の本時案を作成することができる。 

13 総合的な学習の時間の単元・本時案の改善 
単元・本時案を検討・修正し、より良い授業づくりのための改善を図ることがで
きる。 

14 総合的な学習のカリキュラム改善 
単元・本時案の改善をもとに、PDCAを意識したカリキュラム改善を行うことがで
きる。 

15 まとめ 総合的な学習の時間の特性を理解し、指導法を理解することができる。 
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科目コード 53025 区 分 コア科目 

授業 

科目名 アスレティックトレーナー実習Ⅰ 担当者名 河野 儀久 

配当年次 2 配当学期 前期 単位数 1 授業方法 実習 卒業要件 必修 

＜授業の概要＞ 

スポーツ現場や講話などを通してアスレティックトレーナーに必要とされる役割についての意義と考え?を学び、具体的な評価から問

題点抽出，予防・リハビリテーション介?までのプロセスを理解し，アスレティックトレーナーの業務内容を学ぶことをねらいとする。

アスレティックトレーナー現場実習Ⅰでは?学実習を中?に必要な知識や技術を?につける。 

＜授業の到達目標＞ 

検査・測定と評価についての?法であるHOPSやアスレティックリハビリテーション、外傷における応急処置、コンディショニングとし

てストレッチングやテーピングなどアスレティックトレーナーの役割全般を主として?学を通して理解ができるようになることを?標

とする。 

＜授業の方法＞ 

実習はトレーニングセンターなどスポーツ現場で?う。必要に応じて資料を配布する。資料提?や課題の提?、提出等はGoogle Classroom

で?う。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

各回の該当箇所の予習として、検査・測定と評価，予防とコンディショニング，アスレティックリハビリテーション等のテキストに

ついて各60分以上学習しておく。各回、実施した内容をまとめたレポートを復習課題として課す。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

本科?は健康科学科ディプロマポリシー4（医療人として現代社会に果たす役割を理解し、様々な立場の人々と良好に職務を遂行できる

コミュニケーション能力を身に着けている。）と関連付けられている。アスレティックトレーナーの役割全般を理解し、以後の実習お

よび学?アスレティックトレーナーとしての活動を?うための基礎的な科?である。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

実技試験50％、定期試験50％で評価する。 

＜教科書＞ 

公益社団法人全国柔道整復学校協会（2019年3月） 競技者の外傷予防  医歯薬出版株式会社 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 アスレティックトレーニングルーム見学実習① 問診の方法を見学して理解する。 

2 アスレティックトレーニングルーム見学実習② 視診の方法を見学して理解する。 

3 アスレティックトレーニングルーム見学実習③ 触診の方法を見学して理解する。 

4 アスレティックトレーニングルーム見学実習④ 関節可動域方法を見学して理解する。 

5 アスレティックトレーニングルーム見学実習⑤ 徒手筋力検査方法を見学して理解する。 

6 アスレティックトレーニングルーム見学実習⑥ アライメント検査方法を見学して理解する。 

7 アスレティックトレーニングルーム見学実習⑦ スペシャルテストを見学して理解する。 

8 アスレティックトレーニングルーム見学実習⑧ 関節弛緩性検査を見学して理解する。 

9 アスレティックトレーニングルーム見学実習⑨ 
上肢のスポーツ外傷・障害の選手におけるアスレティックリハビリテーションを
見学して理解する。 

10 アスレティックトレーニングルーム見学実習⑩ 
下肢のスポーツ外傷・障害の選手におけるアスレティックリハビリテーションを
見学して理解する。 

11 アスレティックトレーニングルーム見学実習⑪ 
体幹のスポーツ外傷・障害の選手におけるアスレティックリハビリテーションを
見学して理解する。 

12 アスレティックトレーニングルーム見学実習⑫ 応急処置方法を見学して理解する。 

13 アスレティックトレーニングルーム見学実習⑬ テーピング法を見学して理解する。 

14 アスレティックトレーニングルーム見学実習⑭ ストレッチングを見学して理解する。 

15 アスレティックトレーニングルーム見学実習⑮ 総合見学実習 
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科目コード 21212 区 分 専門基礎科目 

授業 

科目名 社会的養護Ⅰ 担当者名 坪田 章彦 

配当年次 2 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 必修 

＜授業の概要＞ 

本講義では、社会的養護の基本原理を習得することを目的としている。社会的養護の歴史的変遷をふまえながら、制度体系、児童福祉

施設の役割、機能、現状といった基礎学習を通して、その意義を明らかにする。また、今日の児童を取りまく社会の変動や家族機能の

変化を把握し、養護問題の現状や背景について理解を深める。さらに、施設養護の実際と今後の課題について検討し、児童福祉援助者

としての保育者の役割や援助のあり方を考える。この講義は保育実習ⅠB(施設)に向けての知識を学ぶ重要な科目である。 

＜授業の到達目標＞ 

現代社会における社会的養護の意義と歴史変遷を踏まえた上で、社会的養護の制度や実施体系について理解する。また、 社会的養護

における児童の権利について「学び、権利擁護や自立支援の在り方について理解することを目標とする。 

＜授業の方法＞ 

教科書に基づいて専門知識を理解し、必要に応じて講義ノートの作成を課す。適宜講義課題について小レポート作成及び小テストをす

る。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

受講前には予習として必ずテキストを熟読（30分以上）、受講後は復習として講義内容を自分なりに理解出来るよう整理すること（30

分以上）。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

子どもの発達や個性に応じた保育・教育のための、専門知識と保育実践力の修得。本授業は、こども発達学科ディプロマポリシーのDP4

「家族と地域をめぐる子どもの環境を整備・改善するためのコミュニケーション能力を身に付けている。」及びDP1「多文化共生時代

の保育者として、グローバルな視野で保育観を磨き、国際理解のための知識を身に付けている。」に対応している。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

評価は、定期試験 50%、中間試験20%、授業態度 20%、レポート 10%の総合評価。 レポートは評価をして返却。 

＜教科書＞ 

原田旬哉・杉山宗尚 編著 図解で学ぶ保育 社会的養護Ⅰ  萌文書林 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション 授業の進め方と単位認定の要件について 

2 児童家庭福祉と社会的養護(1) 子どもと家庭を取り巻く社会的環境について 

3 児童家庭福祉と社会的養護(2) 家族・家庭の役割・機能について 

4 社会的養護の歩み(1) 日本における社会的養護の歴史について（古代） 

5 社会的養護の歩み(2) 日本における社会的養護の歴史について（近代） 

6 社会的養護の歩み(3) 日本における社会的養護の歴史について（現代） 

7 社会的養護にかかわる法令の理解 社会的養護の制度と法体系について 

8 社会的養護の実施体制(1) 児童相談所、一時保護所などについて 

9 社会的養護の実施体制(2) 施設、家庭養護、相談機関と支援体制について 

10 中間試験 講義前半の振り返りを行う 

11 施設養護(1) 児童養護系施設について 

12 施設養護(2) 障害児系施設について 

13 施設養護(3) 治療・行動系施設について 

14 里親養育 里親養育の基本原則と実際について 

15 社会的養護と専門職 社会的養護にかかわる専門職と専門機関について 
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科目コード 0 区 分 コア科目 

授業 

科目名 原価計算 担当者名 手嶋 竜二 

配当年次 2 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

本科目では、原価計算の計算構造や基礎となる理論について学ぶ。具体的には、原価とは何か、原価はどのように計算するのか、原価

計算の方法にはどのようなものがあるか、また、計算して得られた原価情報をどのように利用するのかといった課題について理解を深

める。 

＜授業の到達目標＞ 

① 日商簿記検定２級（工業簿記）の合格を目標とする。② 原価計算の専門用語、計算技術を習得する。③ 原価計算によって得られ

た情報を、どのように経営の改善に結びつけるか理解できること。 

＜授業の方法＞ 

①日商簿記２級（工業簿記）資格取得を目標とするため、履修する条件として３級取得者あるいは同程度の知識を有する者に限る。②

授業の方法は、事前に授業動画を視聴し、授業ではテキストに従い主に問題演習を行う。③電卓演習・集計作業などの計算を行う場合

もあるので、各自電卓（関数電卓不可）および定規を持参すること。④第１回に参加することは必須で、授業方針を納得の上履修する

こと（他の授業への参加・公欠などのやむを得ない事情がある場合には、事前に担当教員へ連絡すること）⑤本科目では、問題演習の

性質をもつため、個人学修によるところが大きい。⑥本科目では、日商簿記検定合格を目指している。日商簿記検定では答案用紙に手

書きで回答するため、本科目でも手書きを主体とする。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

① 専門用語の理解と技術定着をはかるため、予習・復習を重視する。② 授業で行った問題を必ず次回までに再度解いておくこと。

③ 本科目に関して、週に予習（授業動画を視聴し・テキストを読み・例題を解く）３時間、復習（問題演習）３時間を費やす必要が

ある。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

現実の課題に対し、経営活動での知識や情報をもとに論理的・数量的に分析する力、戦略的に問題解決に向けた意思決定をする力を身

に付ける。そのために、本科目では、まず経営活動を貨幣数量的に捉える方法、原理、原則を学ぶ。つぎに、製造原価報告書といった

財務諸表の作成プロセスを学ぶ。そして、そのプロセスおよび財務諸表間の関係を理解することにより経営活動を数量的に分析する、

あるいは戦略的に問題解決に向けた意思決定する能力を身に付けることができる。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

① 受講態度・学習意欲・授業への参加度 30％，② 小テスト 70％（締切後，すぐに解答の発表） 

＜教科書＞ 

滝沢みなみ(2021.2.27) スッキリわかる 日商簿記2級 工業簿記 第9版  TAC出版 

TAC出版開発グループ(2021.4.4) 

スッキリうかる 日商簿記2級 本試験予想問題集 2021年度TAC出版公益社団法人全国経理教育協会（2017.12.1）全経 電卓計算能力検

定試験公式テキスト日本能率協会マネジメントセンター 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 ガイダンス 授業の進め方、成績評価方法、授業方針、原価計算とは 

2 総合原価計算 月末仕掛品の計算（先入先出法、平均法） 

3 工程別総合原価計算 工程とは、工程別原価計算表の作成 

4 組別総合原価計算① 組とは、組直接費、組間接費 

5 組別総合原価計算② 練習問題 

6 等級別総合原価計算① 等級製品、等価係数、積数 

7 等級別総合原価計算② 練習問題 

8 仕損と減損 加工進捗度による処理の違い 

9 材料の追加投入 加工進捗度による処理の違い 

10 工業簿記における財務諸表 製造原価報告書、損益計算書、貸借対照表 

11 本社工場会計 本社での処理、工場での処理 

12 標準原価計算① 直接材料費差異、直接労務費差異 

13 標準原価計算② 製造間接費差異 

14 直接原価計算① 全部原価計算との比較、固定費調整 

15 直接原価計算② 損益分岐点分析 
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科目コード 24200 区 分 専門基礎科目 

授業 

科目名 英語文法 担当者名 井上 聡 

配当年次 2 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

本授業の目的は、高校入試や大学入試レベルの英文法への理解を深め、中高英語教員として教壇に立つための下地を構築することです。

センター試験（現共通試験）や関関同立の入試問題レベルへの対応力を育むため、この授業は、予習、協同学習、解説、演習等で構成

されています。筆者の英知と経験を踏まえて作成されたオリジナル教材に加え、デジタル解説教材を用意していますので、個人差の解

消に役立ててください。学修成果としては、事前課題の精度、小テスト、協同学習への貢献度、意見交換の質を求めます。なおこの授

業はブレンド型（対面とオンラインの組み合わせ）で行いますので、PC必携のうえ、出席してください。中高英語免許取得を主専攻と

する学生はもちろん、副専攻とする学生にとっても、高校既習内容の英文法を理解するうえで貴重な機会となるでしょう。 

＜授業の到達目標＞ 

１．デジタル教材を有効活用し、事前学習に粘り強く取り組むことができる。２．確認テストで高得点を残すことができる。３．協同

学習の中での「教え合い」に貢献できる。 

＜授業の方法＞ 

１．小テスト（15分）２．演習＋協同学習（30分）３．解説と質疑（35分）４．意見交換（10分）※授業関連の活動（事前課題の提出、

小テストの受験、グループ課題の作成、相互評価等）については、Google Classroomで行います。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習：デジタル教材による予習（2時間程度）※課題の管理はすべてGoogle Classroomで行います。復習：確認テストの準備（1時間程

度） 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

この科目は教育経営学科のDP⑤（情報機器や教材の活用を含めた学習指導方法の基本とともに、問題解決に向かう論理的・批判的思考

力を身に付けている）と関連付けられています。デジタル教材を有効活用し、中学・高校の頃に積み残した文法知識を補完するととも

に、教員として相応しい協働性を高めましょう。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

事前学習 20%、小テスト 30%、協同学習への貢献度 10%、意見交換 10%、定期試験 30％ 

＜教科書＞ 

井上聡（2021年4月3日） これからの英語教師のための深くて苦い英語文法  一粒社 

＜参考書＞  

特に指定しない 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 高大接続の観点から考える文法理解(1) 英文の構造 

2 高大接続の観点から考える文法理解(2) 意味と語順 

3 高大接続の観点から考える文法理解(3) 基本時制 

4 高大接続の観点から考える文法理解(4) 完了時制 

5 高大接続の観点から考える文法理解(5) 法助動詞 

6 高大接続の観点から考える文法理解(6) 仮定法 

7 高大接続の観点から考える文法理解(7) 文末焦点と態 

8 高大接続の観点から考える文法理解(8) 不定詞 

9 高大接続の観点から考える文法理解(9) 動名詞 

10 高大接続の観点から考える文法理解(10) 分詞 

11 高大接続の観点から考える文法理解(11) 比較 

12 高大接続の観点から考える文法理解(12) 関係詞(1) 

13 高大接続の観点から考える文法理解(13) 関係詞(2) 

14 高大接続の観点から考える文法理解(14) 接続詞と前置詞 

15 高大接続の観点から考える文法理解(15) まとめ 
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科目コード 37505 区 分 コア科目 

授業 

科目名 ボランティア活動論 担当者名 常浦 光希 

配当年次 0 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

ボランティアは、なぜ必要とされるのか。ボランティアを必要とする人たち、またボランティア活動をする人たちは、 どのような人

たちか。どのような活動が望まれているか。ボランティア団体は、どのように運営されているか。 この授業では、ボランティアを必

要とする人たちから見た今日のボランティア活動、ボランティアに参加する人たち、 ボランティアを取り巻く社会的状況を理解し、

互いが満足するボランティア活動を実現するための方法を考えていく。 

＜授業の到達目標＞ 

具体的な目標は、ボランティアとして自ら考え、活動するための知識と行動力を養い、ボランティアの自己満足になら ないためにも、

相手の立場で考えるための視点を会得することである。また、現場での実習を行うことにより、実際の 運営の仕方等を学習すること

を目標としている。 

＜授業の方法＞ 

講義形式の一斉授業の中に、テーマごとにグループワークの時間を設ける。また、現場実習①～⑦では、実際のスポー ツボランティ

ア現場に行き、実習を行う。 ※コロナ禍により現場実習は中止となる可能性あり 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習 毎時間課される次週課題について1時間復習 毎時間課される授業課題について1時間 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

「現代社会において果たす体育・スポーツの役割を理解し、様々な立場の人々と良好な関係を築きながら職務を遂行できるコミュニケ

ーション能力」を育成するための基礎科目である。1年生に対してスポーツボランティアの意義、ボランティア運営の理論について理

解を深め、スポーツボランティアの実践を通じて、コミュニケーション能力を育成するための機会を提供する。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

授業への参加態度 20％、ボランティア先での行動 20％、レポート 60％ 

＜教科書＞ 

＜参考書＞  

山口泰雄 編（2004） 

スポーツ・ボランティアへの招待―新しいスポーツ文化の可能性世界思想社 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 ボランティアの定義 ボランティアの現代的意味について解説する。 

2 ボランティア活動の展開過程 ボランティア活動にはどのような展開過程があるのか解説する。 

3 ボランティア活動を担う組織 ボランティア活動を担う組織はどのような形態があるか解説する。 

4 ボランティア活動を担う人 ボランティア活動を担う人の条件について解説する。 

5 NPO、NGO NPOやNGO等のボランティア組織について概要を解説する。 

6 スポーツボランティア活動組織 スポーツボランティアに関する活動組織について解説する。 

7 スポーツボランティアの実例 スポーツボランティアの実践について例を挙げ解説する。 

8 現場実習① スポーツ現場で実際にボランティアに関わり、運営実習を行う。 

9 現場実習② スポーツ現場で実際にボランティアに関わり、運営実習を行う。 

10 現場実習③ スポーツ現場で実際にボランティアに関わり、運営実習を行う。 

11 現場実習④ スポーツ現場で実際にボランティアに関わり、運営実習を行う。 

12 現場実習⑤ スポーツ現場で実際にボランティアに関わり、運営実習を行う。 

13 現場実習⑥ スポーツ現場で実際にボランティアに関わり、運営実習を行う。 

14 現場実習⑦ スポーツ現場で実際にボランティアに関わり、運営実習を行う。 

15 授業のまとめ 本授業のまとめを行う。 
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科目コード 65047 区 分 コア 

授業 

科目名 キャリアマネジメントⅠ 担当者名 平塚 卓也 

配当年次 2 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 必修 

＜授業の概要＞ 

キャリアマネジメントⅠは、教職に就くために必要な知識・技能の獲得を目指し、グループワークを用いながら実施する。また、教職

の適性を自ら確認し、今後の教員としてのキャリアを描くことができるようにする。 

＜授業の到達目標＞ 

キャリアマネジメントⅠ～Ⅳ（Ⅴ）は、教職に就くため、下記の目的と、その目的を達成するため3つの目標を設定する。【目的】「教

員に必要な知識、技能、能力、態度を育成する」【目標】① 教職の適性を確認し、他者と協働しながら、教職生活を通じて学び続け

る態度を身に付ける。② 教員として、授業を実施するために最低限必要な教科専門の知識と技能、そして教員の日常の職務を遂行で

きる最低限の知識と教養を獲得する。③ 自らの現状を評価して課題を発見し、その課題解決の方法を自ら探究できるようになる。 キ

ャリアマネジメントⅠでは、 

＜授業の方法＞ 

本授業ではグループワークを中心として、教員・学生で議論をしながら進める。また、Google classroomを活用する。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習：毎時間課される事前課題について（1時間）復習：毎時間課される事後課題について（1時間）各回に授業テーマに関連する課題

を指示する。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

体育学科ディプロマポリシー4「現代社会において果たす体育・スポーツの役割を理解し、様々な立場の人々と良好な関係を築きなが

ら職務を遂行できるコミュニケーション能力を身に付けている。」に関連する。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

授業態度20％、グループワーク20％、レポート60％で評価する。 

＜教科書＞ 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 教員というキャリア 
教員のキャリア及び職務の実態についてデータ及び実務経験者の話に基づいて理
解し、自らの教員としてのキャリアについて考える。 

2 教員に必要な専門教養 保健体育科の教員として求められる専門教養について理解する。 

3 運動部活動の在り方について（１） 
テーマに関連して示される課題について、グループで情報を収集し、意見交換
し、プレゼンを作成する。 

4 運動部活動の在り方について（２） 
作成したプレゼンを発表し、教員からフィードバックを受ける。それを踏まえ
て、グループでさらに情報を収集、意見交換しプレゼンの内容を推敲する。 

5 運動部活動の在り方について（３） 作成したプレゼンを発表し、学生間で質疑応答する。 

6 
平成29・30年度告示の学習指導要領における保健体育の
在り方について（１） 

テーマに関連して示される課題について、グループで情報を収集し、意見交換
し、プレゼンを作成する。 

7 
平成29・30年度告示の学習指導要領における保健体育の
在り方について（２） 

作成したプレゼンを発表し、教員からフィードバックを受ける。それを踏まえ
て、グループでさらに情報を収集、意見交換しプレゼンの内容を推敲する。 

8 
平成29・30年度告示の学習指導要領における保健体育の
在り方について（３） 

作成したプレゼンを発表し、学生間で質疑応答する。 

9 保健体育科における評価規準・評価方法について（１） 
テーマに関連して示される課題について、グループで情報を収集し、意見交換
し、プレゼンを作成する。 

10 保健体育科における評価規準・評価方法について（２） 
実際に高等学校に訪問し、授業観察、生徒観察を通して高等学校教員の仕事の実
態、生徒指導や進路指導の実態を理解する。また、「授業の見方」や「生徒指導の
方法」について理解できるようにする。 

11 保健体育科における評価規準・評価方法について（３） 作成したプレゼンを発表し、学生間で質疑応答する。 

12 体育活動中の事故防止について（１） 
テーマに関連して示される課題について、グループで情報を収集し、意見交換
し、プレゼンを作成する。 

13 体育活動中の事故防止について（２） 
作成したプレゼンを発表し、教員からフィードバックを受ける。それを踏まえ
て、グループでさらに情報を収集、意見交換しプレゼンの内容を推敲する。 

14 体育活動中の事故防止について（３） 作成したプレゼンを発表し、学生間で質疑応答する。 

15 キャリアマネジメントⅠの総括 キャリアマネジメントⅠの総括を行う。 
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科目コード 40104 区 分 コア科目 

授業 

科目名 ハンドボールⅠ(基礎) 担当者名 前田 誠一 

配当年次 0 配当学期 後期 単位数 1 授業方法 実技 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

ハンドボールは、ヨーロッパで発展した、スピーディーでダイナミックなプレーが人気のボールゲームである。走・跳・投という基本

的な運動要素がバランスよく含まれており、発達段階にある子供に対しても有用な教材として学習指導要領にも取り上げられている。

本講義では、ハンドボールの基礎、専門的運動技能と実技指導能力を学習する。(１クラスの定員５０名とする。) 

＜授業の到達目標＞ 

ハンドボールのルールと競技特性を理解し、ゲームを楽しむことができること、 ボールゲームとしてのハンドボールの成り立ちに着

目した上で、ゲームに必要な基礎的技術、戦術を身につける。 

＜授業の方法＞ 

実技を通して、ハンドボールを学習し、随時その理論的背景を説明する。また、資料、映像等を必要に応じて活用し講義授業をすすめ

ていく。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

授業時に紹介するハンドボール指導に関する書籍・DVDを参照し、予習・復習(1コマにつき1時間)にあてる。また、授業ノートを作り、

その日に行ったこと、 ポイント、感想などを記入していく。なお、授業ノートは定期的に集め、内容をチェックする。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

健康増進、体力の向上、また競技力向上に貢献できる専門的な知識・技能を身に付け、体育・スポーツに関する科学的知見をベースに

自らの課題を見つけ、課題解決に取り組み続けることができる生涯学習力を身に 付ける。 体育・スポーツに関する科学的知見をベー

スに自らの課題を見つけ、課題解決に取り組み続けることができる生涯学習力を身に付けている。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

授業態度 50％、技術・戦術遂行能力・運動学習能力 30％、レポート 20％ 

＜教科書＞ 

＜参考書＞  

笹倉清則 (2003) 

「Tactics of Handba in The Word」財団法人日本ハンドボール協会酒巻清治 (2012)「基本が身につく ハンドボール 練習メニュー

200」池田書店 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 ガイダンス 授業の説明、ルール説明 

2 攻撃の個人技術（1） ゲームに必要な個人の攻撃技術 

3 攻撃の個人技術（2） シュートに着目した個人の攻撃技術 

4 原始的ゲーム 基本的ルールの説明、少人数での速攻ゲーム 

5 対人的技術・戦術（1） １対１状況における攻撃と防御の基礎スキル、少人数ゲーム（1） 

6 対人的技術・戦術（2） １対１状況における攻撃と防御の応用スキル、少人数ゲーム（2） 

7 グループ戦術（1） ２対２状況における攻撃と防御の基礎スキル、ゲーム（1） 

8 グループ戦術（2） ２対２状況における攻撃と防御の応用スキル、ゲーム（2） 

9 ゲーム（1） ゲーム実施およびその運営 

10 ゲーム（2） 課題抽出とその修正、ゲーム実施およびその運営（1） 

11 ゲーム（3） 課題抽出とその修正、ゲーム実施およびその運営（2） 

12 ゲーム（4） 課題抽出とその修正、ゲーム実施およびその運営（3） 

13 ゲーム（5） 課題抽出とその修正、ゲーム実施およびその運営（4） 

14 ゲーム（6） 課題抽出とその修正、ゲーム実施およびその運営（5） 

15 ゲーム（7） 課題抽出とその修正、ゲーム実施およびその運営（6） 
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科目コード 28114 区 分 専門基礎科目 

授業 

科目名 ビジネスマナー 担当者名 多賀 美紀 

配当年次 2 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

本科目では、ビジネス社会に身を置いた時の処し方（マナー）を学びます。 

＜授業の到達目標＞ 

ビジネス実務マナー検定３級合格を目指します 

＜授業の方法＞ 

講義を中心とするが、必要に応じて個人・集団ワークを組み合わせる。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習（1コマあたり20分）復習（1コマあたり80分）| 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

グローバル化・情報化による多様な環境変化の下、高い倫理観と豊かな教養力で問題解決に向けチームワークを構成する力を身に着け

る。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

各回小テスト結果 30％ ② 各回受講態度（発表、質疑応答等）40％ ③ 定期試験 30％ 

＜教科書＞ 

公益財団法人実務技能検定協会（2020年3月10日） ビジネス実務マナー検定受験ガイド3級  早稲田教育出版 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション 授業の進め方、評価法、ビジネスマナーとは何か 

2 必要とされる資質（1） ビジネスマンとしての資質とは何か 

3 必要とされる資質（2） 仕事をしていく上で必要な資質を考える 

4 企業実務 組織の機能を理解する 

5 対人関係 人間関係への対処について 

6 マナー ビジネスの場でのマナーとは 

7 話し方 目的に応じた話し方とは 

8 交際 慶事、弔事に関する作法と服装について 

9 電話実務（1） 会話力 

10 電話実務（2） 対応力 

11 情報 情報の整理、伝達について 

12 文書 文書の作成、取り扱いについて 

13 会議 会議についての基本的な知識を得る 

14 事務機器・事務用品 事務機器の基本機能や事務用品の種類と機能について 

15 まとめ  
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科目コード 40205 区 分 コア科目 

授業 

科目名 陸上Ⅱ(応用) 担当者名 石村 和博 

配当年次 2 配当学期 後期 単位数 1 授業方法 実技 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

陸上競技は、どのスポーツ種目においても基本となる走・跳・投・歩の運動から構成される。内容的には体力的・技術的・精神的な多

くの要素を含んでおり、競技や練習を行う上で多面性を要求され、計画的・継続的に行う必要がある種目である。本授業では、陸上Ⅰ

で行わなかった種目に加え、より高度な技能を獲得することを目指す。また、ハイパフォーマンスコーチングのための高度な専門知識

を身につけた上で、トレーニング方法やトレーニングプログラムを提案できるように授業を展開する。 

＜授業の到達目標＞ 

本授業では、「陸上競技Ⅰ（基礎）」で学習した各走種目、各跳躍種目、各投てき種目について、よりレベルの高い技能獲得を目指す。

陸上競技のハイパフォーマンスコーチングにとって必要な高度な専門知識を身につけた上で、トレーニング方法やトレーニングプログ

ラムデザインを提案できる。 

＜授業の方法＞ 

対面授業による実技（陸上競技場･スポーツ科学センター）のため教科書は使用しないが、雨天時にはGoogle Classroomを用いたオン

デマンド型授業とし、各種目の歴史やルール･指導上の留意点に関する理解を深めると共に、レポート課題、小テストを行う。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

参考図書（陸上競技入門，レベルアップの陸上競技）およびルールブックを熟読の上、授業に参加すること。（所要時間：1～2時間） 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

体育学科のディプロマポリシー「健康増進、体力の向上、また競技力向上に貢献できる専門的な知識・技能を身に付けている」および

「体育・スポーツに携わる指導者に求められる、豊かな人間性、幅広い教養に根差した公共的使命感や倫理観、協調できる社会的スキ

ルを身に付けている」に対応した科目である。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

実技試験 70%、受講態度 30% 

＜教科書＞ 

＜参考書＞  

関岡康雄 

陸上競技入門ベースボールマガジン社日本陸上競技連盟陸上競技のルールブックベースボールマガジン社日本陸上競技連盟レベルア

ップの陸上競技大修館書店 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 陸上競技のハイパフォーマンスコーチングとは 授業の概要と，ハイパフォーマンスコーチングの事例を紹介する． 

2 短距離走① 100m走のトレーニングとコーチング 

3 短距離走② 100m走のトレーニングとコーチング 

4 短距離走③ リレー種目のトレーニングとコーチング 

5 跳躍① 三段跳のパフォーマンス構造および体力･技術的要素の理解 

6 跳躍② バウンディング･ホッピングトレーニング実践 

7 跳躍③ 跳躍種目に必要なプライオメトリックトレーニング実践 

8 跳躍④ 三段跳のトレーニング･記録測定 

9 投擲① 投擲種目の理論とトレーニング 

10 投擲② 円盤投のトレーニングとコーチング 

11 投擲③ ハンマー投のトレーニングとコーチング 

12 投擲④ やり投のトレーニングとコーチング 

13 中長距離① パフォーマンスを決定する体力要素の測定 

14 中長距離② 測定結果の分析とトレーニングへの応用 

15 まとめ 授業の振り返りレポートの作成，トレーニングプログラムのデザイン 
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科目コード 0 区 分 コア科目 

授業 

科目名 行政学 担当者名 白取 耕一郎 

配当年次 2 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

本科目では、公務員志望の学生を想定し、行政学の基礎的な論点を理解できるようになるとともに、それらについて他者と意見交換で

きるようになることを目的とする。公務員試験における筆記試験と面接に役立つよう教科書の内容を中心に学ぶ。 

＜授業の到達目標＞ 

1. 行政学の基礎的な論点を理解する。2. 行政学の基礎知識を記憶に定着させる。 3. 行政学の基礎的な論点について他者と意見交換

ができる。 

＜授業の方法＞ 

教科書を題材として、記述してあることの背景やつながりを補完しながら説明する。教科書の内容のうち、基礎的な部分を覚えられて

いるかどうかを確認する。基礎的な論点などについて、ペアワークやグループディスカッションで理解を深める。予習や授業で学んだ

ことを学生同士のワークを通じて理解を深める。具体的には、Think-Pair-Share（ペアワーク）やグループディスカッションの手法で

公共経営に関する論点を議論する。配付資料のダウンロード、授業アンケートの実施などにおいてICTを活用する。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習：教科書の該当部分に目を通しておく（約0.5時間）。復習：授業で解説されたポイントについて、配付資料などを基に復習する

（約1時間）。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

新たな戦略を創造・提案できる能力を身に付けるするためには、既存の幅広い知識を理解しておく必要がある。本科目では広い意味で

の経営に関わる知識のうち、行政の経営に関わる知識を習得する。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

1. 授業態度（20%）：ディスカッションや質疑における積極性、他の学生の理解促進への貢献を評価。2. 小テスト（30%）：毎回の授

業で実施する小テスト兼簡易アンケートにおいて、自身の理解度や疑問点をフィードバックすることによる授業への貢献を評価。3. 期

末試験（50%）：自主的な学習の達成度を評価。質問などにつき次回の授業冒頭で解説。 

＜教科書＞ 

寺元康之（2020.3.4） 寺元康之の行政学ザ・ベストプラス  エクシア出版 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 ガイダンス 授業全体の説明 

2 行政学の歴史 海外の行政学、日本の行政学 

3 組織理論の系譜 科学的管理法、古典的組織論、人間関係論、現代組織論 

4 能率論 機械的能率、バランスシート的能率、社会的能率、二元的能率 

5 公務員制度 公務員の任用制度、日本の公務員制度、「開放型」と「閉鎖型」 

6 官僚制 
ウェーバーの「近代官僚制、官僚制に対する批判、学説、ストリート・レベルの行
政職員 

7 日本の行政組織（総論） 稟議制、独任制と合議制、ラインとスタッフ、行政委員会と審議会 

8 日本の行政組織（各論） 中央省庁再編、行政機関の組織構成 

9 行政改革 イギリスの行政改革、日本の行政改革 

10 行政管理 アメリカ、イギリス、日本の行政管理 

11 予算と決算 財政民主主義、租税法律主義、予算の意義、国債、決算 

12 政策過程 政策過程とは、政策決定、政策評価 

13 行政責任と行政統制 行政責任とは、行政統制とは 

14 地方自治 地方自治の類型、日本の地方制度、地方公共団体、市町村合併 

15 まとめ 授業全体の復習 
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科目コード 25203 区 分 専門基礎科目 

授業 

科目名 スポーツ栄養学 担当者名 保科 圭汰 

配当年次 2 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

競技者にとって良好なコンディションを維持し、競技力を向上させるためには栄養、運動ならびに休養のバランスが保たれていなけれ

ばならない。このうち栄養はトレーニングの効果や競技成績に影響を及ぼす大変重要なものである。からだ作り・コンディション維持

にかかわる栄養補給方法を科学的根拠に基づいた理論から学ぶ。 

＜授業の到達目標＞ 

本講義では、からだ作り・コンディション維持に関連する栄養補給のために必要な栄養素の種類、量、摂取タイミングを学ぶ。また、

競技特性や期分け、環境、ライフステージに合わせた適切な食事摂取を理解し、実践できる能力を身につける。 

＜授業の方法＞ 

パワーポイントによる講義形式で進める。また、必要に応じて資料を配布し授業内容に基づいたテーマについてディスカッション、グ

ループワークを行う。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

復習として授業内で配布した資料は必ず目を通し、理解を深めること。不明な点があれば授業時間に提示する参考図書・参考資料を

用いて調べること。 （2時間程度） 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

体育学科のディプロマポリシー「健康増進、体力の向上、また競技力向上に貢献できる専門的な知識・技能を身に付けている。」に関

連した科目であり、身体の構造や消化吸収を学び、栄養学をスポーツ科学の観点から理解する。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

受講態度・学習意欲 15％、課題・小テスト 40%、 最終レポート 45％ 

＜教科書＞ 

特になし    

＜参考書＞  

樋口満（2015） 

新版コンディショニングのスポーツ栄養学市村出版岡村浩嗣（2011）市民からアスリートまでのスポーツ栄養学八千代出版鈴木志保子

（2015）基礎から学ぶ スポーツ栄養学ベースボール・マガジン社 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 スポーツ栄養学の概念 スポーツ栄養学の概念、栄養学の基礎 

2 食事摂取の基本 競技者における食事の基本形 

3 トレーニングとエネルギー消費量 身体活動や競技特性の違いによるエネルギー消費量 

4 スポーツ競技者の身体組成と貯蔵エネルギー 身体組成の測定方法、競技別の身体特性 

5 エネルギー補給 体内におけるエネルギー代謝過程 

6 炭水化物摂取 グリコーゲンの貯蔵および回復のための糖質摂取 

7 たんぱく質摂取 からだ作りのためのたんぱく質摂取および増量 

8 水分補給 熱中症予防と運動時に必要な水分補給 

9 女性アスリートと食事 女性アスリートの三主徴、貧血予防と食事 

10 カルシウム摂取 骨づくりのためのカルシウム摂取 

11 ビタミン摂取 コンディション維持のためのビタミン摂取 

12 期分けによる栄養補給方法①（準備期） 外食の活用、生活環境と食事、体重管理と食事 

13 期分けによる栄養補給方法②（試合期） 体調への配慮、補食の摂取 

14 サプリメント 正しいサプリメントの使用法およびドーピング 

15 まとめ 本講義の復習 
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科目コード 40206 区 分 コア科目 

授業 

科目名 柔道Ⅱ(応用) 担当者名 矢野 智彦 

配当年次 2 配当学期 後期 単位数 1 授業方法 実技 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

「柔道Ⅰ」においては、柔道の基本的動作と基礎技術を身につけると同時に、柔道指導における安全性や管理方法についても理解を深

めることを目的として授業が行われたが、「柔道Ⅱ（応用）」においては、「柔道Ⅰ（基礎）」において体得した柔道の基本動作、基

礎技術をさらに習熟させると同時に、掛かり稽古・試合等を通して応用技術を習得する。また、実技能力を向上させるのみならず、柔

道指導における安全・管理および審判法を学び、教育現場で指導できるように履修者の資質を高めることを目的とする。 

＜授業の到達目標＞ 

礼儀正しい公正な態度で、簡易な試合を楽しむことができる簡易な試合で使うことができる基本となる技を身に付けている。簡易な試

合でのルールや審判法を理解している。 

＜授業の方法＞ 

実技を中心に展開していくが、必要に応じて投の形やビデオ・資料等の教材を活用し授業を進めていく。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習：参考書を用いて事前に柔道の技の仕組みを理解する。（1時間程度）復習：柔道大会等を積極的に観戦しレポートを作成する。

（30分程度） 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

武道である柔道を通して、豊かな人間性と専門的な知識・技能を身に付け国際的に活躍する意欲のある人を育成するための応用科目で

あり、「柔道Ⅰ」のステップ履修科目でもある。特に２年次生に対し、柔道の専門的な技能を学ぶ機会を提供する。この授業は、コア

科目のディプロマポリシー6（体育・スポーツに携わる指導者に求められる、豊かな人間性、幅広い教養に根差した公共的使命感や倫

理観、協調できる社会的スキルを身に付けている。）に関連付けられている。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

授業態度 （出席意慾含む）70％、実技試験  30％ 

＜教科書＞ 

特になし    

＜参考書＞  

特になし 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 1.一本背負い投げ 投げ込み、打ち込み、相手を崩しての投げ、乱取り（自由練習） 

2 2.双手背負い投げ 投げ込み、打ち込み、相手を崩しての投げ、乱取り（自由練習） 

3 3.釣り込み腰 投げ込み、打ち込み、相手を崩しての投げ、乱取り（自由練習） 

4 4.体落し 投げ込み、打ち込み、相手を崩しての投げ、乱取り（自由練習） 

5 5.送り足払い 投げ込み、打ち込み、相手を崩しての投げ、乱取り（自由練習） 

6 6.大内刈り 投げ込み、打ち込み、相手を崩しての投げ、乱取り（自由練習） 

7 7.払い腰 投げ込み、打ち込み、相手を崩しての投げ、乱取り（自由練習） 

8 8.小外刈り 投げ込み、打ち込み、相手を崩しての投げ、乱取り（自由練習） 

9 9.内股 投げ込み、打ち込み、相手を崩しての投げ、乱取り（自由練習） 

10 10～12.固め技の基本動作 
固め技の基本姿勢、体さばき、攻撃方法の研究、四つんばいの相手の攻撃方法、
あお向けの相手の攻撃方法、絞め技、活法、上体の決め方、足の抜き方 

11 13～14.試合 技の攻防 

12 15.まとめ 試合の反省と技の研究、総括 

13   

14   

15   
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科目コード 40200 区 分 コア科目 

授業 

科目名 ダンスⅡ(応用) 担当者名 小澤 尚子 

配当年次 2 配当学期 後期 単位数 1 授業方法 実技 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

本授業は、チアダンス、クラシック・バレエ、ヒップ・ホップ、ジャズ・ダンス、モダン・ダンス、即興（インプロヴィゼーション）、

など様々なムーブメントやエクササイズに興味をもち、身体の多様な表現の可能性を探求する授業である。さらに、総合型地域スポー

ツクラブやイベント等で行われるダンス指導現場で、実践演習も行う。１年次配当の「ダンスⅠ」のステップ履修科目であり、特に、

中高体育教員を目指す２・３年次生に対して、教育実習でもダンスの指導ができるよう実際の指導現場で実習する機会を提供する。 

＜授業の到達目標＞ 

ダンスⅠ（基礎）で学んだ上で、ダンスの授業を計画し、実践できる資質と能力をのばすことが目標である。また、現場実習を通して、

受講者とのコミュニケーションを図りながらダンスの指導力を身につけることが到達目標である。 

＜授業の方法＞ 

授業の前半は、基本的なダンスのストレッチとエクササイズを学び、また、チアダンスの基本的なモーションを学ぶ。実技試験では、

音楽に合わせて創作し、ダンスの発表と鑑賞を実施する。また、現場実習①～⑦では、実際にダンスイベント・ダンスレッスンの現場

に行き、実習を行う。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習：授業内容に関連する参考図書、参考資料等に目を通し、課題意識を持って授業に参加すること（1～2時間）復習：授業で配布し

た資料をファイリングする。授業で行ったダンスのウォームアップと振付等をフィードバックし、次回の授業までに覚えておく（1～2

時間） 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

健康増進、体力の向上、また競技力向上に貢献できる専門的な知識・技能の習得を通じて、今後の学習の基礎を涵養するための応用科

目である。自らが立案した新たな課題に主体的、創造的に取り組み、その課題を解決できる能力を身に付けていく。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

出席状況を含めた授業態度（積極性、協調性など） 40％、技能（上達度含む）と毎時間提出する授業記録 30％、実技試験 30％。た

だし欠席が3分の1以上の場合は不可とする。 

＜教科書＞ 

必要に応じて資料を配布する。    

＜参考書＞  

文部科学省（２０１７） 

中学校学習指導要領解説 保健体育編文部科学省（２０１８）高等学校学習指導要領解説 保健体育編・体育編 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 授業内容の説明、導入 授業計画、授業展開、授業でのルール等の説明。 

2 コミュニケーションと表現 体ほぐし運動、身体表現を通したコミュニケーションワーク。 

3 現代的なリズムのダンス（1） 体ほぐし運動、ジャズ・ダンス、ヒップ・ホップ、チアダンスの基礎体験。 

4 現代的なリズムのダンス（2） 体ほぐし運動、ジャズ・ダンス、ヒップ・ホップ、チアダンスの基礎体験。 

5 ダンスの創作 グループ・または個人でダンスを創作する。 

6 ダンスの創作 グループ・または個人でダンスを創作する。 

7 ダンスの発表・鑑賞 グループ・または個人で創作したダンスを発表・評価。 

8 現場実習① ダンスイベント・レッスンの現場で実際に実習を行う。 

9 現場実習② ダンスイベント・レッスンの現場で実際に実習を行う。 

10 現場実習③ ダンスイベント・レッスンの現場で実際に実習を行う。 

11 現場実習④ ダンスイベント・レッスンの現場で実際に実習を行う。 

12 現場実習⑤ ダンスイベント・レッスンの現場で実際に実習を行う。 

13 現場実習⑥ ダンスイベント・レッスンの現場で実際に実習を行う。 

14 現場実習⑦ ダンスイベント・レッスンの現場で実際に実習を行う。 

15 授業のまとめ 本授業のまとめを行う。 
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科目コード 40120 区 分 コア科目 

授業 

科目名 サッカー 担当者名 降屋 丞 

配当年次 0 配当学期 後期 単位数 1 授業方法 実技 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

サッカーは世界で最も親しまれているスポーツのひとつであり、ルールも非常に単純で、ボールとゴールさえあればできるスポーツで

ある。しかし、主に足でボールを扱うことから経験者と未経験者との技術の差が大きく表れるスポーツでもある。この授業では、ボー

ルを扱う技術を高める練習法を学び、技術を高め、ゲームを楽しめるようにする。そして、サッカーというスポーツに対する理解を深

める。 

＜授業の到達目標＞ 

サッカーの技術を習得する練習法を学び、自らも技術を上達させる。特にリフティングが30回できるようにする。また、戦術面の練習

も行い、サッカーへの理解を深める。そして、ゲームの中でルールも学び、サッカーのゲームを楽しめるようにする。 

＜授業の方法＞ 

幅広くコミュニケーションが取れるように、授業ごとにグループを編成し、授業の最後にはゲームを行う。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習は、サッカーを見る機会を増やすこと。後期授業期間にあるサッカーの試合を3試合は観戦し、レポートを提出する。（2時間）復

習は、授業で行った練習の確認と、リフティングの練習をする。（1時間） 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

健康増進、体力の向上、また競技力向上に貢献できる専門的な知識・技能を身に付けることに加え、体育・スポーツに関する科学的知

見をベースに自らの課題を見つけ、課題解決に取り組み続けることができる社会的スキルを身に付ける。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

授業態度 50%、実技テスト 50% 

＜教科書＞ 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション 授業の進め方、アンケート 

2 基礎技術のトレーニング(1) ボールフィーリング、ボールタッチの練習 

3 基礎技術のトレーニング(2) ドリブルの練習 

4 基礎技術のトレーニング(3) 各種キックの練習 

5 基礎技術のトレーニング(4) パス、トラップの練習 

6 応用技術のトレーニング(1) ターン、ボールキープの練習 

7 応用技術のトレーニング(2) フェイントの練習 

8 ボールポゼッション(1) 少人数でのボールポゼッションの練習 

9 ボールポゼッション(2) 多人数でのボールポゼッションの練習 

10 個人戦術 1対1の練習 

11 グループ戦術(1) 2対1、2対2の練習 

12 グループ戦術(2) 3対2、3対3の練習 

13 グループ戦術(3) 4対4の練習 

14 リーグ戦 リーグ戦の進め方 

15 トーナメント戦 トーナメント戦の進め方 
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科目コード 40121 区 分 体育実技 

授業 

科目名 ソフトボール 担当者名 山本 清人 

配当年次 0 配当学期 後期 単位数 1 授業方法 実技 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

ソフトボールの用具や競技施設、ルール、運動の特性、競技の特性を理解し、ソフトボールの基本的な技術（例えば、ボールの持ち方、

投げ方、バットの握り方、グ ラブの操作方法など）を学ぶ。また、守備の基本（投球、守備）から攻撃の基本（打撃、走塁）などの

個人技術の習得 を目指し、その後、ゲーム形式でソフトボールを実施する。本授業は履修人数制限を設けています。※履修者が制限

を超えた場合は受講日を調整する場合があります。 

＜授業の到達目標＞ 

(1) 状況に応じたバット操作と走塁での攻撃，安定したボ ール操作と状況に応じた守備などによって攻防をすることができる。(2) 生

涯にわたって運動を豊かに継続するためのチームや自己の課題を発見し，合理的，計画的な解決に向けて取り組み方を工夫するととも

に，自己やチームの考えたことを他者に伝えることができる。 (3) 球技に主体的に取り組むとともに，フェアなプレイを大切にしよ

うとすること，合意形成に貢献しようとすること，一人一人の違いに応じたプレイなどを大切にしようとすること，互いに助け合い高

め合おうとするこ 

＜授業の方法＞ 

実技を中心にグランドで実践指導を行う。バッティング・守備及びピッチチングなどの理論が必要なときは随時説明をする。１．グル

ープワーク（予習内容に関する確認）２．実技（教員による解説と新たな技術習得のため問題提示）    タブレット・スマホ等を利用

し、動画を撮影し技術習得に活かす。３．ディスカッション（問題提示に対する回答）４．省察活動（まとめ） 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

(1)予習 翌週の指導内容の資料を読み内容を把握してくる。(1時間)(2)復習 振り返りレポートを次回の授業までに作成し、メール

で提出する。(1時間) 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

この科目は体育学科のディプロマポリシー2（健康増進、体力の向上、また競技力向上に貢献できる専門的な知識・技能を身に付けて

いる。）と関連付けられています。ソフトボール競技を通して日常的にスポーツに親しみ、かつ楽しむことを目指し、豊かな人間性を

修得するための科目であり、プレーを通して体力を向上させるとともに健康を増進させ、チームスポーツで得られる他者を尊重しこれ

と協同する精神、公平さと規律を尊ぶ態度や克己心を培うことで思考力や判断力を実践的に活用することのできる人格を修得すること

を目指しています。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

出席意欲40%、予習10%、、課題レポートの内容20%、実技テスト30% 

＜教科書＞ 

＜参考書＞  

財団法人日本ソフトボール協会 

「ソフトボール指導者教本」日本体育社 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 指導者のあり方（ガイダンス） 指導者としての心得、指導の実際、環境整備、安全管理 

2 ソフトボールの歴史 ソフトボールの誕生・発展、ソフトボール情勢 

3 ソフトボールの技術と指導法（１） 投球の基礎技術 投球モーションのフォームと特徴 

4 ソフトボールの技術と指導法（２） 守備の基礎技術 送球・捕球、守備位置と守備範囲 

5 ソフトボールの技術と指導法（３） 守備の基礎技術 ポジション別の技術 

6 ソフトボールの技術と指導法（４） 打撃の基礎技術 

7 ソフトボールの技術と指導法（５） バントの基礎技術 

8 ソフトボールの技術と指導法（６） 走塁の基礎技術 

9 集団技術の理解（１） ポジション別守備練習と連係プレー 

10 集団技術の理解（２） 試合形式シートバッティング 

11 総合的ゲーム展開（１） 紅白戦で実戦練習（１） 

12 総合的ゲーム展開（２） 紅白戦で実戦練習（２） 

13 総合的ゲーム展開（３） 紅白戦で実戦練習（３） 

14 打撃系実技到達度確認 試合形式でバッティングテスト 

15 守備系実技到達度確認 試合形式でポジション別守備テスト 
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科目コード 61008 区 分 コア科目 

授業 

科目名 トレーニング演習Ⅱ(応用) 担当者名 江波戸 智希 

配当年次 2 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 演習 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

競技力向上のためには、高めた筋力をパワーやスピードに転換していく事が求められ、レジスタンストレーニング以外の様々なトレー

ニングを実践する事で総合的に体力要素の向上をさせていく必要がある。また、筋パワーを高める事は、機能的能力を改善し高齢者の

転倒予防など生活の質を向上させる事にも寄与する。そこで、本授業では、体力諸要素である可動域、バランス、筋力、パワー、スピ

ード・アジリティ、持久力等の各種トレーニングの立案・指導するために必要な知識と技能を習得することを目的とする。 

＜授業の到達目標＞ 

各種トレーニングの目的を理解し、適切なフォームや設定でトレーニングを実施でき、正しい指導方法を習得する。 

＜授業の方法＞ 

パワーポイントや動画での説明と実技を中心に実施する。また、指導実践の際はグループワーク・ディスカッションを行う。グーグル

フォームにて省察レポートを提出させる。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習 解剖学や生理学、トレーニング論等の基礎理論を確認しておく。 (毎回、1時間程度) 復習 授業での実技や要点などをノー

トにまとめておき、振り返りレポートを作成する。(毎回、1時間程度) 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

この科目は体育学科のディプロマポリシー２（健康増進、体力の向上、また競技力向上に貢献できる専門的な知識・技能を身に付けて

いる）、ディプロマポリシー５（科学的根拠や思考を持って、体育・スポーツ現場の諸問題に対応できる能力を身に付けている）と関

連付けられている。自身のトレーニング習慣や適切な実技デモンストレーション能力を身につける機会を提供する。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

課題(指導実践・振り返りレポート含む)５０％、受講態度(授業の取り組み・グループへの貢献)５０％ 

＜教科書＞ 

＜参考書＞  

NSCA ジャンパン 2018年1月30日 

NSCA決定版 ストレングストレーニング＆コンディショニング第４版ブックハウスHD日本トレーニング指導者協会 2014年3月5日ト

レーニング指導者テキスト 実践編 改訂版大修館書店日本体育協会公認アスレティックトレーナー専門科目⑥ 予防とコンディシ

ョニング 2007年9月30日文光堂 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 授業のねらい トレーニングの総論 授業のねらいと進め方 体力、トレーニングとは トレーニングの原理・原則 

2 可動域・柔軟性トレーニング 抑制・伸長テクニック 器具によるリリース 各ストレッチ等 

3 コア・バランストレーニング 
腹圧・IAPの獲得・向上 スタビリティトレーニング 神経筋・固有受容器トレー
ニング 

4 筋力・パワートレーニング① 基本動作 基本動作獲得 スクワットジャンプ メディシンボール投げ等 

5 筋力・パワートレーニング②とコーディネーション プライオメトリクス コーディネーショントレーニング 

6 スプリントスピードトレーニング トリプルエクステンションの獲得 ウォールドリル ハードルドリル等 

7 アジリティトレーニング① (加速動作) サイドステップ・クロスオーバー動作・加速動作の獲得 Ｔドリル等 

8 アジリティトレーニング② (減速・停止動作) 
パワーポジション・ステップ・減速・停止動作の獲得 アプローチから減速等 
90度、180度切り返し等 

9 代謝系・持久力トレーニング① マルチステージテスト 

10 代謝系・持久力トレーニング② 持久力トレーニング(LT OBLA VO2max強度) サーキットトレーニング 

11 ウォーミングアップとクーリングダウン ウォーミングアップとクーリングダウンの方法と実際 

12 グループワーク 立案 グループに分かれて トレーニングを立案する 

13 グループワーク 指導実践① 指導実施者と指導対象者に分かれて指導実践 

14 グループワーク 指導実践② 指導実施者と指導対象者に分かれて指導実践 

15 グループワーク 指導実践③ まとめ 指導実施者と指導対象者に分かれて指導実践 まとめ 
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科目コード 23105 区 分 コア科目 

授業 

科目名 発達心理学Ｂ 担当者名 高橋 直樹 

配当年次 2 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

発達心理学は胎児期から老年期までの生涯にわたるヒトの身体、行動、能力などの発達を科学的に解明し、理解することを目的とする。

本科目では、おもに胎児期から青年期までの発達を中心に、具体例や研究知見、理論などをまじえた発達心理学の基礎知識を身につけ

る。 

＜授業の到達目標＞ 

１．発達心理学の基本的な知識を理解できるようになる。２．特に教育の領域で、発達がどのように関連するのかを理解できるように

なる。 

＜授業の方法＞ 

講義は教科書を中心に行う。第1回～第12回はキートピックスについての講義を行う。第13回～第15回はグループによる調査および発

表を行う。発表のテーマやグループは授業中に決める。なお、授業の進行度によって、グループワークの開始時期が前後することがあ

る。また、Google Classroom等のデジタル技術も活用する。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

受講生全員が発表を行うため、自分の担当箇所については十分に準備をすること。また、第2回～第12回の授業では全員に対して課題

を出すため、必ず行うこと。予習として教科書の内容把握（1時間程度）が求められる。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

この授業は教育経営学科のディプロマポリシー（DP）のうち、DP2（専門的知識を実践的に修得し、発達等の子ども理解に基づいた的

確な学習指導や生徒指導、学級経営力を身に付けている）に深く関連する。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

授業態度・授業に取り組む姿勢 20%、発表のために準備した資料と発表内容 40%、毎授業に課す課題 40%によって評価する。 

＜教科書＞ 

福沢周亮・都築忠義（2011年） 発達と教育のための心理学初歩  ナカニシヤ出版 

＜参考書＞  

特になし 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 ガイダンス 発達心理学とは何か/講義の進め方、評価についての説明 

2 発達と遊び 身体発達、認知および仲間と遊びについて 

3 言葉 言葉の働き・獲得・文化 

4 家庭 家族のコミュニケーション／愛着の成立過程／家族関係が子どもに及ぼす影響 

5 障害のある乳幼児や気になる子ども 
障害の早期発見・支援の場／障害のある乳幼児や気になるこの発達理解と保護者
の心理 ほか 

6 学習 条件づけのしくみ／記憶の働き／見ることによる学習 

7 やる気（学習意欲） 内発的動機づけと外発的動機づけ／達成動機と原因帰属／自己認知と動機づけ 

8 友だち 児童期の子どもとの友人関係／不登校の定義と要因／いじめとそのメカニズム 

9 知的発達の障害 知的障害／自閉症スペクトラム障害／Ｄ・ＡＤＨＤ 

10 子どもから大人へ 思春期の4つの大きな変化／アイデンティティ／青年をとりまく環境の変化 

11 対人関係 対人魅力／恥ずかしがりや／葛藤 

12 悩み・病理 パーソナリティ／悩みの種類・しくみ／悩みの援助 

13 グループワーク（準備） グループ／テーマの決定、発表準備 

14 発表（前半） 前半グループの発表 

15 発表（後半） 後半グループの発表 
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科目コード 22203 区 分 専門基礎科目 

授業 

科目名 生活の理解 担当者名 三堀 仁 

配当年次 2 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 演習 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

生活科は「具体的な活動や体験を通して、身近な生活に関わる見方・考え方を生かし、自立し生活を豊かにしていくための資質・能力

を育成することを目指す」教科である。ここでは生活科誕生の経緯を押さえつつ、生活科の教科特性を理解するとともに、学習指導要

領に示されている内容（１）から内容（９）について、実際使われている教科書を参考にしながら各内容を正しく理解し、授業で扱う

ポイントをつかむことを目指す。 

＜授業の到達目標＞ 

生活科は低学年児童の発達の段階や特性を踏まえた上で見通しをもって学習指導を行わなければならない教科である。したがって以下

の点を修得することを目指す。１．生活科の教科特性を理解し、説明できる。２．生活科の９つの内容を理解し、説明できる。３．生

活科の内容を踏まえた授業場面での指導すべき内容を理解し、説明できる。 

＜授業の方法＞ 

事前課題・フィードバック・意見交換を基本として進める。受講者が自らが実感をもって気付き、理解するようにする。また、児童が

実際に使用している教科書のページを見ながら、具体的なさし絵や言葉などから、授業のねらいや展開について、解説したり意見交換

したりして思考を深める。その際、教科書のデジタルコンテンツを実際に体験し、ICTの活用方法についても考える。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習：課題として指示された教科書のページに目を通し、疑問点は整理しておく（１時間程度）。 復習：本時の授業内容について、

整理したり理解を深めたりする（１時間程度）。整理したノートは全授業の最終週に提出する。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

学習態度（出席状況・課題提出）40％、学習状況（課題・意見の内容）30％、レポート30％ 

＜教科書＞ 

田村学ほか ２０２０年 あたらしいせいかつ 上  東京書籍 

田村学ほか ２０２０年 

あたらしいせいかつ 下東京書籍文部科学省 平成３０年２月２８日小学校学習指導要領（平成２９年告示）解説生活編東洋館出版 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション 生活科の教科特性（児童の発達特性から）を理解する。 

2 生活科の目標・内容 生活科の目標と内容について理解する。 

3 スタートカリキュラムについて 幼児教育との接続、スタートカリキュラムについて理解する。 

4 生活科の内容１・２・３について（解説） 学習指導要領解説をもとに内容１・２・３を理解する。 

5 生活科の内容１・２・３（教科書より） 生活科の内容１・２・３について教科書を参考に理解を深める。 

6 生活科の内容４・５について（解説） 学習指導要領解説をもとに内容４・５を理解する。 

7 生活科の内容４・５（教科書より） 生活科の内容４・５について教科書を参考に理解を深める。 

8 生活科の内容６について（解説） 学習指導要領解説をもとに内容６を理解する。 

9 生活科の内容６（教科書より） 生活科の内容６について教科書を参考に理解を深める。 

10 生活科の内容７について（解説） 学習指導要領解説をもとに内容７を理解する。 

11 生活科の内容７（教科書より） 生活科の内容７について教科書を参考に理解を深める。 

12 生活科の内容８・９について（解説） 学習指導要領解説をもとに内容８を理解する。 

13 生活科の内容８・９（教科書より） 生活科の内容８・９について教科書を参考に理解を深める。 

14 指導計画の作成と内容の取扱い 学習指導要領解説をもとに指導計画の作成と内容の取り扱いについて理解する。 

15 まとめ これからの学校教育における生活科の役割について理解する。 
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科目コード 21324 区 分 コア科目 

授業 

科目名 総合的な学習の時間の指導法（中等） 担当者名 高橋 純一 

配当年次 2 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

総合的な学習の時間の特徴は、学習指導要領にも示されているように、各学校において目標・内容を定めるところにある。このことは、

教師一人一人にカリキュラム開発をする力が求められていることにほかならない。本科目では、前半は、具体的な事例を紹介しながら

総合的な学習の時間の全体計画や単元指導計画を作成する手順と単元展開にあたっての指導方法のポイントを示す。また、現代的な課

題をどのように取り入れるかについて、キャリア教育やシティズンシップ教育を例に説明する。後半は、単元開発を具体的に行い、カ

リキュラムデザイナーとしての力をつけるようにする。 

＜授業の到達目標＞ 

総合的な学習の時間においては、教師にカリキュラム開発する力と探究的な学習を行う指導力が求められる。したがって以下の点を修

得することを目指す。１．総合的な学習の時間のカリキュラムの特性を理解し、単元を開発することができる。２．探究的な学習過程

を理解し、指導計画を立てることができる。３．模擬授業や研究協議を通して授業改善の方法を身に付ける。 

＜授業の方法＞ 

事前課題・フィードバック・意見交換の流れを基本とする。フィードバックの中でワーク（課題解決）の時間をとり、具体的な課題に

向き合うようにする。中学校学習指導要領解説総合的な学習の時間編をテキストとするが、具体的な実践事例をもとに考えることがで

きるように解説をしていく。尚，個人パソコンの持参を必須とする。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習：次時の授業に関連する「学習指導要領解説総合的な学習の時間編」のページに目を通し、疑問点は整理しておく（１時間程度）。 

復習：本時の授業内容について、整理したり理解を深めたりする（１時間程度）。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

この科目は、教育経営学科ディプロマポリシー2「専門的知識を実践的に修得し、発達等の子ども理解に基づいた的確な学習指導や生

徒指導、学級経営力を身に付けている。」およびディプロマポリシー3「豊かな教養と、現代日本の社会と学校教育に関する幅広い知

識と理解する能力を身に付けている。」と関連付けられている。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

学習態度（出席状況・課題提出）40％、学習状況（課題・意見の内容）30％、レポート30％ 

＜教科書＞ 

文部科学省 （平成３０年２月２８日） 「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編」  東洋館出版 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション 総合的な学習の時間の特徴について理解する。 

2 総合的な学習の時間の目標・内容 中学校学習指導要領解説第1・2章を中心に目標・内容について理解する。 

3 総合的な学習の時間の指導計画の作成 中学校学習指導要領解説第３章を中心に指導計画の作成について理解する。 

4 総合的な学習の時間の内容の取扱い 中学校学習指導要領解説第４章を中心に内容の取扱いについて理解する。 

5 総合的な学習の時間の全体計画の作成 中学校学習指導要領解説第５章を中心に全体計画の作成について理解する。 

6 総合的な学習の時間の各学校で定める内容 中学校学習指導要領解説第５章を中心に各校で定める内容について理解する。 

7 総合的な学習の時間の単元計画 中学校学習指導要領解説第６章を中心に単元計画の作成について理解する。 

8 総合的な学習の時間の学習指導 中学校学習指導要領解説第７章を中心に学習指導のポイントについて理解する。 

9 総合的な学習の時間の評価 
中学校学習指導要領解説第８章を中心に総合的な学習の時間の評価について理解
する。 

10 総合的な学習の時間を充実させるための体制づくり 
中学校学習指導要領解説第９章を中心に各校が行う体制づくりについて理解す
る。 

11 総合的な学習の時間と現代的な教育課題 
現代的な教育課題（シティズンシップ教育、キャリア教育など）との関連を理解す
る。 

12 小学校及び高等学校の総合的な学習の時間 小学校及び高等学校の総合的な学習の時間について理解する。 

13 総合的な学習の時間のカリキュラム開発① 実際に単元開発を行う。 

14 総合的な学習の時間のカリキュラム開発② 実際に指導案を作成する。 

15 まとめ 総合的な学習の時間の特性を理解し、指導法を理解する。 
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科目コード 21209 区 分 専門基礎科目 

授業 

科目名 特別活動の指導法(中等) 担当者名 浅田 栄里子 

配当年次 2 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

「望ましい集団活動」や「体験的な活動」を通して、「豊かな学校生活」を築くとともに「公共の精神」を養い、「社会性の育成」を

図るという特別活動の特質を踏まえ、特に「より良い人間関係」を築く力や「社会に参画する態度」「自治的能力の育成」を重視した

講義・演習を行う。なお、本講座は、中高の教員を目指す学生を対象としており、教員免許の取得について、高い意欲や興味・関心を

持っていることが望ましい。 

＜授業の到達目標＞ 

１．特別活動の全体目標を、歴史的・現代的・将来的視点から理解する。２．学級活動、生徒会活動、学校行事それぞれにおける目標

と指導内容、実践例について理解を深める。３．グループワークメソッドによるケーススタディと全体発表に取り組むことによって、

実践的指導力を養う。 

＜授業の方法＞ 

事前に指定された教科書の範囲を読み、事前課題に取り組んでいることを前提として、必要に応じて資料を配布し、それらに基づいて

講義を進める。講義後にレポートを作成し提出することを、事後課題として課す。授業形態は、課題に対するグループ討論、グループ

ワーク等（オンラインを含む）を含み、その成果発表を行う。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

・予習として、教科書の指定された範囲を読み、事前課題を期限までに提出する。：１時間程度・授業後はレポート課題に取組むこ

とで、授業内容の整理を行う。：１時間程度・適宜小テストを実施するので、復習をしっかり行っておくこと。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

この科目は、教育経営学科のＤＰ６「高い倫理観と規範意識、自己コントロール力、教師としての職責を果たそうとする真摯な姿勢を

身に付けている。」及びＤＰ７「子どもの未来に対する強い使命感と責任感を持ち、教師としての生長をめざした生涯学習力を身に付

けている。」と関連付けられている。特別活動の意義や内容、指導法についての理解を深め、併せて、特別活動の現状や課題を踏まえ

て、活性化の具体的な提案を行う実践的指導力の育成を目指している。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

受講態度・意欲 （グループワークへの参加態度等）３０％、課題レポート ３０％、定期試験４０％ 

＜教科書＞ 

文部科学省 国立教育政策研究所教育課程研究センター （2016年4月27日） 学級・学校文化を創る特別活動 【中学校編】  東京

書籍 

渡部邦雄他（2019年2月15日） 

実践的指導力をはぐくむ特別活動指導法改訂版日本文教出版 

＜参考書＞  

特になし 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション、特別活動の歴史 
特別活動の全体目標を、歴史的・減退的・将来的視点から学び、現場における特
別活動の在り方を共に考える。 

2 特別活動の教育的意義 現在の教育課程における特別活動の意義について理解を深める。 

3 学級活動・HR活動の理論と指導法① 
中学校の学級活動、高校のHR活動の目標や内容などの基本的事項を整理し、その
特質を理解することを目指す。 

4 学級活動・HR活動の理論と指導法② 
中学校の学級活動、高校のHR活動の目標や内容などの基本的事項を整理し、その
特質を理解することを目指す。 

5 学級活動・HR活動の理論と指導法③ 
中学校の学級活動・高校のHR活動の計画をグループによる協同作業にて作成す
る。 

6 学級活動・HR活動の理論と指導法④ グループで作成したプランを全体の場で発表し、互いに評価し合う。 

7 学校行事・生徒会活動の理論と指導法① 「学校行事」の内容とその進め方について理解する。 

8 学校行事・生徒会活動の理論と指導法② 「生徒会活動」の内容とその進め方について理解する。 

9 学校行事・生徒会活動の理論と指導法③ 「生徒会活動」の内容とその進め方について理解する。 

10 学校行事・生徒会活動の理論と指導法④ 
学校の学級活動・高校の生徒会活動の計画をグループによる協同作業にて作成す
る。 

11 学校行事・生徒会活動の理論と指導法⑤ グループで作成したプランを全体の場で発表し、互いに評価し合う。 

12 特別活動と学校・学年・学級経営 
特別活動の指導に当たって、学校全体・学年・学級単位での取組みが効果的に行
われるような計画を実際に立て、その検討を行う。 

13 社会性の育成と特別活動 
生徒の社会性の育成に中心的な役割を果たす特別活動の実践例を多く検討するこ
とで、その果たすべき役割を深く検討する。 

14 特別活動における評価 
特別活動の評価におけるポイントや配慮すべき事項について、実践的に考察す
る。 

15 まとめ 全体のまとめ 
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科目コード 61002 区 分 コア科目 

授業 

科目名 トレーニング演習 担当者名 髙山 慎 

配当年次 0 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 演習 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

競技力向上のためには筋力の向上は不可欠であり、また生涯にわたり健康的な生活を送るためにも筋力を高めることは重要な要素とな

る。筋力を高めるレジスタンストレーニングを中心に、各種トレーニング法について学習する。 

＜授業の到達目標＞ 

正しいフォームでレジスタンストレーニングを実施できるようになる。各種トレーニングの目的を理解し、正しい指導方法を学習する。 

＜授業の方法＞ 

実技ならびに指導実践を中心に実施する。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習：解剖学や生理学、トレーニング論等の基礎理論をインターネットや文献で調べてくる。(1時間)復習：授業中に撮影したトレー

ニング映像を視聴しながら、自分のトレーニングフォームについて課題などを整理する。（１時間） 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

この科目は、体育学科ディプロマポリシー２（科学的根拠や思考を持って、体育・スポーツ現場の諸問題に対応できる能力を身に付け

ている。）に関連している。トレーニング指導者としての深い専門性と実践力、自身のトレーニング習慣や適切な実技デモンストレー

ション能力を身につける機会を提供する。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

受講態度（授業への取り組み、レポート課題）50%、試験 （小テスト、実技）50％ 

＜教科書＞ 

IPU環太平洋大学トップガン・トレーナーチーム2019 筋トレガイドブック  丸善 

＜参考書＞  

NSCAジャパン 

NSCA決定版ストレングストレーニング＆コンディショニング第４版Book House HDNSCAジャパンNSCAレジスタンストレーニングのため

のエクササイズテクニックマニュアル第3版NSCAジャパン 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 ガイダンス 受講上の注意、評価方法の確認、講義の概要 

2 上半身のエクササイズ① 胸部、肩のエクササイズ 

3 上半身のエクササイズ② 背部のエクササイズ 

4 上半身のエクササイズ③ ダンベルを用いたエクササイズ 

5 下半身のエクササイズ① デッドリフト動作 

6 下半身のエクササイズ② スクワット動作 

7 下半身のエクササイズ③ 片脚エクササイズ 

8 トレーニング動作のチェック ビックスリーの動作テスト 

9 オリンピックリフティング ハングスナッチの段階的な習得方法 

10 コアエクササイズ 腹部のエクササイズ 

11 トレーニングの方法① 安全な筋力測定の方法 

12 トレーニングの方法② 筋肥大トレーニングの方法 

13 トレーニングの方法③ 筋力向上トレーニングの方法 

14 トレーニングの方法④ パワー向上トレーニングの方法 

15 まとめ 実技テスト・授業の総復習 
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科目コード 40117 区 分 実技 

授業 

科目名 体つくり運動 担当者名 前川 真姫 

配当年次 2 配当学期 後期 単位数 1 授業方法 実技 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

体つくり運動の実施方法について、実技を通して理解し、実際に授業を作成させることで、実践的な力を養う。また、体つくり運動が

実施された経緯とねらいなどを知識として理解する。 

＜授業の到達目標＞ 

１．体つくり運動の学習指導要領上の位置づけについて、ねらいを含めて理解できるようになる。２．体つくり運動の授業を計画、実

践することができるようになる。３．適切な教師行動をとることができるようになる。 

＜授業の方法＞ 

１．体つくり運動の実践例を体験する。２．体つくり運動の学習指導要領上の位置づけとねらいを予習する。３．体つくり運動の学習

指導要領上の位置づけを講義、グループワーク、発表を通して理解する。４．３の内容について確認テストを行う。５．体つくり運動

の模擬授業を発案する。６．体つくり運動の模擬授業を実践する。７．1回目の模擬授業を振り返り、2回目の模擬授業を再案する。８．

体つくり運動の模擬授業2回目を実践する。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

復習：講義の内容を振り返る。模擬授業についてレポートにまとめる。（30分）予習：次回の内容を文献やインターネット等で調べ、

レポートにまとめる。模擬授業の構想を練る。（30分） 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

体つくり運動では、体育学科のディプロマポリシー２（健康増進、体力の向上、また競技力向上に貢献できる専門的な知識・技能を身

に付けている）に関連している。体育の専門家として、学校体育現場で必修となっている体つくり運動の授業を展開できる知識や技能

を身に付けることを目的とする。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

授業に臨む実践的態度 30%、中間試験 10%、模擬授業の完成度（指導案の完成度を含む） 50%、最終レポート 10% 

＜教科書＞ 

＜参考書＞  

文部科学省 

学校体育実技指導資料第7集「体つくり運動」 （改訂版）文部科学省新学習指導要領に基づく中学校・高等学校向け「体つくり運動」

リーフレット文部科学省小学校体育（運動領域）まるわかりハンドブック 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション 授業の全体の流れと評価方法について説明する 

2 体つくり運動とは 体つくり運動の目的、実施時間、実施内容について講義する 

3 体つくり運動とは 体つくり運動の実践例-1 

4 体つくり運動とは 体つくり運動の実践例-2 

5 小テスト模擬授業の発案 
体つくり運動の学習指導要領上の位置づけやねらいに関する小テストの実施模擬
授業のための指導案作成 

6 模擬授業（１）－① グループごとに計画した内容を他の学生に指導、発表する 

7 模擬授業（１）－② グループごとに計画した内容を他の学生に指導、発表する 

8 模擬授業（１）－③ グループごとに計画した内容を他の学生に指導、発表する 

9 模擬授業（１）－④ グループごとに計画した内容を他の学生に指導、発表する 

10 模擬授業の再案 1回目の模擬授業の反省を活かし、2回目の模擬授業を再案する 

11 模擬授業（２）－① グループごとに計画した内容を他の学生に指導、発表する 

12 模擬授業（２）－② グループごとに計画した内容を他の学生に指導、発表する 

13 模擬授業（２）－③ グループごとに計画した内容を他の学生に指導、発表する 

14 模擬授業（２）－④ グループごとに計画した内容を他の学生に指導、発表する 

15 まとめ これまでのまとめレポート課題の提示 



174 
 

  
科目コード 33400 区 分 コア 

授業 

科目名 家族心理学 担当者名 藤田 依久子 

配当年次 2 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

近年、児童虐待やＤＶ、ひきこもり、ステップファミリー、高齢者介護等、家族をめぐる事件の報道はあとをたたない。現代日本社会

は「家族の崩壊」「家族の危機」を迎えており、多くの「病理」を抱えているといわれている。前半の授業では、家族理論や臨床心理

的なアプローチを学び、家族心理学や家族療法の視点から家族への援助について理解を深める。後半では、家族をめぐるさまざまな問

題について取り上げ、社会学、社会心理学、集団心理学、グループダイナミクスの視点を取り入れながら講義や事例検討を行う。 

＜授業の到達目標＞ 

（１） 家族心理学の視点から現代社会の家族問題について理解する。（２） 代表的な家族理論や臨床心理的アプローチを学ぶ。

（３） 家族問題を中心に社会心理学やグループダイナミクスの視点からも事例検討の方法を学ぶ。 

＜授業の方法＞ 

講義が中心であるが、適宜事例検討と授業終了時に前回講義内容までの事前・事後学習に関する課題及び復習レポート及び問題解決型

アプローチ等が必要とされる課題内容によってはグループ学習の機会を設け、小レポートや小テスト等の提出やを求める。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

・事前学習は、授業テーマに関連した社会問題の情報を収集し、教科書の授業分野を読んで理解しておくこと。（1時間）・事後学習

は、授業内容や資料を整理し要点を再確認する。（30分） 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

家族心理学を学ぶことにより、子どもの支援者に求められる多面的な子どもの理解とその支援ができる専門性を身につけることができ

る。こども発達学科のディプロマ・ポリシー「乳幼児期から青年期に至るまでの子どもに対しての発達的、教育的、心理的、感性的、

福祉的観点等、多面的に子どもを理解する能力（DP2）」を修得するための科目である。また、「保育者としての自己管理力、チーム

ワーク、リーダーシップ、倫理観等（DP6）」も併せて修得する。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

授業態度・学習意欲 40%、授業内課題40％、最終課題20％.提出期限を設けた課題に関しては、提出期限が過ぎた場合は受け付けない

ので、十分に注意して頂きたい。教科書購入が履修条件の一つとなる。 

＜教科書＞ 

平木典子他(2006) 家族の心理  サイエンス社 

＜参考書＞  

武田正樹・藤田依久子(2011) 

個と集団のアンソロジー：生活の中で捉える社会心理学ナカニシヤ出版山田昌弘(1994)近代家族のゆくえ新曜社柏木恵子他(2008)発達

家族心理学を拓くナカニシヤ出版 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション 
授業の目的・概要・進め方、成績評価方法について説明する  家族心理学の基本
について概観する 

2 家族とは何か 家族の定義や機能について 

3 家族の健康と病理 家族の健康や病理等、家族についての総合的理解 

4 家族と文化 社会の中の家族 
家族の中での多文化化 家族を作る準備期間・モラトリアムや思春期・青年期と
家族 

5 子どもが育つ場としての家族 夫婦関係 親子関係の変容 兄弟関係等 

6 家族理解のための理論 家族を理解するたに役立つ理論を学ぶ 

7 家族への臨床的アプローチ① ジェノグラム 家族理解につながるジェノグラムの作成方法や読み方を学び、実際に作成する 

8 家族への臨床的アプローチ① 家族療法等 代表的な家族療法について学ぶ 

9 家族の諸相① 結婚と離婚 
家族心理学の視点から現代社会のさまざまな家族問題について理解する。結婚と
離婚の現状、ステップファミリーの問題等 

10 家族の諸相② 家庭内暴力・DV 家庭内暴力やＤＶについて現状と特徴、家族の在り方について 

11 家族の諸相③ 児童虐待 児童虐待の現状や特徴、家族関係について事例をもとに学ぶ 

12 家族の諸相④ 不登校・ひきこもり 不登校とひきこもりの現状と家族関係について 

13 家族の諸相⑤ 高齢者介護 高齢者介護の現状と家族への影響、高齢者虐待について 

14 社会的養護の問題 社会的養護の現状と児童養護施設や里親について学ぶ 

15 事例をもとに考える 総括 事例をもとに家族の心理や援助について検討する 全講義のまとめ 
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科目コード 38300 区 分 コア 

授業 

科目名 保健体育科指導法Ⅲ(発展) 担当者名 平田 佳弘 

配当年次 0 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

保健体育科指導法Ⅲでは、３年次４年次で行われる教育現場での教育実習に対する具体的準備を行っていく。学習指導要領に記載され

ている各領域の学習内容について確認するとともに、具体的な授業イメージをつかむために授業VTRを視聴する。また後半では、体育

授業の構造および授業つくりの方法を理解し、模擬授業の立案・実施・反省の活動を行う。 

＜授業の到達目標＞ 

（１）教師として高い使命を持って授業に取り組む姿勢を理解する。（２）各領域における授業づくり・教材づくりの基本的な考え方

を理解する。（３）教師のよりよい指導法や子どもとの関わり方について理解する。（４）授業評価の基本的な理解にたって、教師と

しての力量形成のあり方について理解を深める。 

＜授業の方法＞ 

教科書を基にしたパワーポイント資料に沿って講義するが、必要に応じてDVD等の授業映像を活用し、それに基づいて解説する。また、

授業の後半では、グループワークによる模擬授業の立案 ・実施・反省の活動を行う。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習：授業時間前までに、教科書の担当箇所を読み疑問点などをノートにまとめる（1時間程度）。復習：授業後、授業時間に配布さ

れた資料およびノートに目を通して授業の理解を深める（1時間程度）。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

授業中の提出物 20％、ミニレポート 30％、レポート 50％ 

＜教科書＞ 

高橋健夫 編著（2010） 「新版体育科教育学入門」  大修館書店 

＜参考書＞  

文部科学省（2017） 

「中学校学習指導要領解説保健体育編」東山書房 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 授業内容の説明・導入 保健体育科指導法を学ぶ意義、体育科の目標構造 

2 よい体育授業とは よい体育授業の構造と教材つくりの考え方 

3 体育の授業づくりの構造、指導計画の作成と手順 体育授業のつくり方と指導計画の立て方 

4 体つくり運動、陸上運動・陸上競技 特性とねらい、学習内容、指導のポイント、評価（1） 

5 器械運動、水泳 特性とねらい、学習内容、指導のポイント、評価（2） 

6 ボール運動・球技 特性とねらい、学習内容、指導のポイント、評価（3） 

7 武道、表現運動・ダンス 特性とねらい、学習内容、指導のポイント、評価（4） 

8 体育理論、保健の授業 特性とねらい、学習内容、指導のポイント、評価（5） 

9 体育授業の研究・分析法 形成的授業評価と組織的観察法 

10 模擬授業の準備 グルーピング、役割分担、授業内容の決定 

11 模擬授業の立案 模擬授業つくり（指導案作成） 

12 模擬授業（1） 模擬授業の実施、評価、分析（1） 

13 模擬授業（2） 模擬授業の実施、評価、分析（2） 

14 模擬授業（3） 模擬授業の実施、評価、分析（3） 

15 模擬授業の反省および教育実習での心構え 模擬授業をデータから振り返る、教育実習へ向けて 
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科目コード 0 区 分 コア 

授業 

科目名 マーケティング特論 担当者名 國枝 陽輔 

配当年次 2 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

マーケティングの手法は、時代の要請によって変化する。特に、インターネットが普及して以降のマーケティングは、それ以前とはス

ピードの面等で大きく変化している。本科目では、様々な事例を紹介しながら、時代に即したマーケティングとはいかなるものか、競

争戦略、製品開発、ブランディング、コミュニケーションといった視点について理解することをねらいとする。 

＜授業の到達目標＞ 

受講生がマーケティング・マネジメントの主要概念についての知識や考え方を身に付け、マーケティングに関する報道や情報を必要に

応じて収集・分析することができる。また、マーケティングの概念や考え方と結び付けて、具体的に事例の分析や課題の対策案検討を

実施することで、学んだマーケティングの知識や手法を活用することができる。 

＜授業の方法＞ 

マーケティング戦略の基礎的なフレームワークや理論を学ぶとともに、企業のマーケティング活動の事例に対して、教員と受講者との

ディスカッションを実施する。教科書を事前に読み、事前課題に取り組みながら、不明点の抽出を各自がおこない、講義内の議論を通

じてその理解を深める。受講生の理解度や履修者数に応じて、授業計画を発展・修正する可能性がある。学生はスマートフォン等を用

いて、事前課題の解説動画や投影された資料を無断で撮影・転載することは禁止とする。各回のテーマや事例の内容に対して、受講生

に自身の意見や考察を述べてもらうことで、教員と受講者との対話型課題検討を実施する。また、当日の授業では、事前課題の範囲で

追加的に出される教員の質問に対して、受講者同士のディスカッションを通じて、学生の能動的な授業参加を促す。Google classroom

やユニバーサルパスポートを活用し、授業テーマや課題を受講者に提示する予定である。また、事前課題に関する資料や解説動画の提

示を行いながら、学習支援を実施する予定である。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習：次回の講義内容について、教科書・参考書の該当範囲を読み、授業中の意見交換ができるように内容を十分に理解しておく。

また、日経ビジネスを毎週読んでおく (毎週最低でも1時間の予習が必要)。復習：講義中の意見交換や教科書の参照により、当該講

義内容の不明点・疑問点を解消する。また、課題レポートの作成を通じて、自分の考えを整理し、理解の深化に努める (毎週最低で

も1時間の復習が必要)。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

マーケティングに関する知識や情報をもとに論理的・数量的に分析する力、戦略的に問題解決に向けた意思決定をする力を身に付ける。

そして、基礎的な学習経験で得られた経営関連の知識を連動させ、新たなマーケティング課題に総合的に対応できる社会人力 (課題を

見つける力、創造的思考力、コミュニケーション能力) を身に付ける。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

期末試験・レポート60％、授業への意欲的な参加 （授業内のディスカッションや課題等を含む) 40％により総合的に評価する。受講

者の課題レポートの内容・評価については、翌週以降の講義でフィードバックする。また、受講者の理解度や学習状況に応じて、課題

レポートの範囲の追加的な説明をおこなう。 

＜教科書＞ 

石井淳蔵・廣田章光・清水信年 (2016) 1からのマーケティング・デザイン  中央経済社 

＜参考書＞  

日経ビジネス編集部 

日経ビジネス (入学してからのすべての号)日経BP社沼上幹 (2008)わかりやすいマーケティング戦略 新版有斐閣 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 ガイダンスとイントロダクション 
本科目の目標・方法・評価と受講上の注意の説明、マーケティングの発想や歴史
についての説明 

2 マーケティング・マネジメントの考え方 事例を通じてマーケティング・ミックスの全体像を理解する 

3 マーケティング・ミックス (1) 製品のマネジメントについて、重要な知識や考え方を身に付ける 

4 マーケティング・ミックス (2) 価格のマネジメントについて、重要な知識や考え方を身に付ける 

5 マーケティング・ミックス (3) チャネルのマネジメントについて、重要な知識や考え方を身に付ける 

6 マーケティング・ミックス (4) 広告のマネジメントについて、重要な知識や考え方を身に付ける 

7 市場調査 マーケティング・リサーチの役割や顧客理解について、事例を通じて理解する 

8 デジタル化した社会におけるマーケティング(1) 
オンラインでの関係構築戦略やプラットフォームの形成について、事例を通じて
理解する 

9 デジタル化した社会におけるマーケティング(2) 
ネットメディアを活用した双方向コミュニケーション戦略について、事例を通じ
て理解する 

10 企業間での関係構築 
取引先との関係構築の在り方、在庫管理について重要な知識や考え方を身に付け
る 

11 ブランド戦略 (1) ブランド構築・維持・強化について、事例を通じてその全体像を理解する 

12 ブランド構築 (2) 地域との協力を通じたブランド構築について、事例を通じて理解する 

13 マーケティング・マネジメントのまとめ (1) マーケティング諸活動の実務的な手順について、事例を通じて理解する 

14 マーケティング・マネジメントのまとめ (2) マーケティング諸活動の社会的な役割について理解する 

15 マーケティング・マネジメントのまとめ (3) マーケティング戦略についての理解度を自身で確認する 
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科目コード 28109 区 分 専門基礎科目 

授業 

科目名 ライフプランニングⅡ 担当者名 多賀 美紀 

配当年次 1 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

本講義では、人生設計を自分事として考えるために必要なライフデザインという手法を学びます。 

＜授業の到達目標＞ 

自分自身のライフデザインを形にする 

＜授業の方法＞ 

講義を中心とするが、必要に応じて個人・集団ワークを組み合わせる。現実感のある経験値を得るためにゲストスピーカーから話を聞

き、学び取る。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習（1コマあたり20分）復習（1コマあたり80分） 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

国際人・リーダーとして「社会に貢献する経営」を実践するための豊かな教養として、歴史・社会・自然を含めた学際的な知識を身に

着ける。また、主体性・積極性を持って学習し、グローバルな課題解決の一端を担い、国際社会に貢献し、同時に生涯学習力を身に着

ける。| 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

各回小テスト結果 30％ ② 各回受講態度（発表、質疑応答等）40％ ③ 総まとめレポート 30％ 

＜教科書＞ 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション 授業の進め方、評価法、ライフデザインとは 

2 現在地を知る 自己を振り返るツールの活用 

3 人生のコンパスをつくる 適性診断ツールの活用 

4 働く人の話を聞く① 
身近な生活者の視点でスピーカーの人生経験を追体験し、自分自身のライフデザ
インの参考とする。 

5 熱中できる道を探す 職業や職種についての理解を深める 

6 行きづまりから抜け出す 社会から求められる力を理解する 

7 働く人の話を聞く② 
身近な生活者の視点でスピーカーの人生経験を追体験し、自分自身のライフデザ
インの参考とする。 

8 プロトタイプをつくる ライフデザインに必要な経験を洗い出してみる 

9 失敗の免疫をつける やり抜く力を伸ばすには何が必要か？ 

10 働く人の話を聞く③ 
身近な生活者の視点でスピーカーの人生経験を追体験し、自分自身のライフデザ
インの参考とする。 

11 チームをつくる チームで対応するのに必要なものは？ 

12 ライフデザインに向かって マインドセットを再確認し、方向性を見出す 

13 働く人の話を聞く④ 
身近な生活者の視点でスピーカーの人生経験を追体験し、自分自身のライフデザ
インの参考とする。 

14 まとめ① 自分自身のライフデザインを形にする 

15 まとめ② ライフデザインを語り合う 
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科目コード 62013 区 分 コア 

授業 

科目名 アスレティックリハビリテーション基礎 担当者名 飯出 一秀 

配当年次 2 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

リハビリテーション（以下、リハビリ）は‘全人間的復権’と理解され、失った機能を回復・代償させることで人間の「人間らしくいき

てゆく能力の回復」を目的とする。‘スポーツ傷害’に対するリハビリは「スポーツ活動への復帰」を目的とするためにアスレティック・

リハビリテーションと呼ばれ、実際のスポーツ現場へ直接つなげる重要な役割を持つ。 

＜授業の到達目標＞ 

本講義では、アスレティック・リハビリテーションの概念と定義、そして実践にあたって必要となる基礎的な知識 の習得を目的とす

る。 

＜授業の方法＞ 

教科書に沿って講義を行い、必要に応じて補足資料を配布する。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

テキスト内容の自分が分からないところ（＝授業において自分がしっかり聞いておかないといけないところ）を把握する毎回予習（30

分程度）。そのことによって、授業での記憶定着の効率を上げる。授業を受けたその日のうちの復習（30分程度）、定期テスト前の勉

強 を兼ねた復習である。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

アスレティックリハビリテーションの基礎を学習し、スポーツ傷害から競技復帰を目指す上で必要な専門的知識を修得するための科目

である。ディプロマポリシーの「健康増進、体力の向上、また競技力向上に貢献できる専門的知識・技能を身に着けている」を修得す

るための科目である。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

小テスト10%、課題プロジェクト20%、定期試験70を総合的に判断する。 

＜教科書＞ 

日本スポーツ協会（2007.9.10） 「アスレティックトレーナー専門科目テキスト⑦・アスレティック・リハビリテーショ ン」  日

本スポーツ協会 

＜参考書＞  

特になし 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 イントロダクション メディカルおよびアスレティック・リハビリテーションの概念と定義の理解 

2 アスレティックリハビリテーション概論－目標－ アスレティック・リハビリテーションの概要、目標、過程と流れに関する理解 

3 アスレティックリハビリテーション概論－関係職種－ 
アスレティックトレーナーの関係職種（医療行為従事者）とその役割の理解、スポ
ーツ復帰に際して考慮すべき事項について 

4 現場におけるATの実例 
アスレティック・リハビリテーションの現場におけるアスレティックトレーナー
の活動内容について 

5 機能評価－目的・意義－ 
アスレティックトレーナーによる評価の目的、意義、役割および機能評価のプロ
セスなどの理解 

6 機能評価－アライメント－ 姿勢・身体アライメント、関節弛緩性、関節可動域に関する測定・評価方法 

7 機能評価－筋肉－ 筋萎縮、筋肥大、筋持久力などに関する測定・評価方法 

8 機能評価－持久力－ 全身持久力、身体組成の測定・評価方法 

9 運動療法－目的・意義－ 運動療法の目的と禁忌、筋力回復と筋力増強のための基礎知識 

10 運動療法－ROM－ 関節可動域回復と神経筋協調性回復のための基礎知識 

11 運動療法－身体組成－ 全身持久力、身体組織の管理、再発予防のための基礎知識 

12 物理療法 温熱療法、寒冷療法、各種電気療法、超音波療法、水療法の理解 

13 補助具 
補助具使用の適応と禁忌、装具の種類と使用目的、テーピング、松葉杖、足底挿
板などの理解 

14 危機管理 
突発的な事故とその予防策、ATの配慮不足による事故とその予防策、患部の禁
忌、スポーツ復帰後の再発予防策の理解 

15 まとめ 
突発的な事故とその予防策、ATの配慮不足による事故とその予防策、患部の禁
忌、スポーツ復帰後の再発予防策の理解 
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科目コード 21211 区 分 専門基礎科目 

授業 

科目名 生徒指導･進路指導論(中等) 担当者名 久田 孝 

配当年次 2 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

中・高の中等教育段階では、生徒の抱える課題もより複雑化、多様化する。教師は生徒の心の状態を日常的に理解し、将来のキャリア

形成に資する助言を適切に行えるよう配慮せねばならない。本講義では、学校・学級を形成・維持して行く上で思春期の生徒をどう理

解すればいいのか。また、生徒の自己実現に向けたサポートのあり方などについて考察する。 

＜授業の到達目標＞ 

1.中等教育段階における生徒指導の意義と課題を理解する。2.思春期の心理と生徒理解の基本を理解する。3.学校における生徒指導の

在り方について理解する。4.様々な個別の課題を抱える生徒への指導について考察する。 

＜授業の方法＞ 

テキストを中心として必要に応じて資料プリントを配布し、それらに基づいて進める講義内において、授業レポートを作成し提出する

ことを課す。授業形態として後半はプロジェクト学習を行い、調査研究と発表、評価を行う。グループでの調査研究と発表を行うため、

講義は原則欠席しないこと。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

テキストの指定箇所を読むなど、1時間の予習を課す。また、適宜小テストを実施するので、授業で学習した内容をまとめるなど1時

間の復習を行うこと。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

この科目は体育学科のディプロマポリシーDP6：体育・スポーツに携わる指導者に求められる、豊かな人間性、幅広い教養に根差した

公共的使命感や倫理観、協調できる社会的スキルを身に付けている。DP8：修得した知識・技術・態度等の全てを総合的に活用し、自

らが立案した新たな課題に主体的、創造的に取り組み、その課題を解決できる能力を身に付けている。に関連付けられています。また、

教育経営学科 中東英語教育専攻の学生も対象となり、教育経営学科のディプロマポリシーDP1のグローバルな視点と知識を持ち、多

文化・異文化について理 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

講義に臨む意欲・姿勢・態度30％、レポート・小テスト70％※意欲・姿勢・態度については、教員はもとより社会人にとって求められ

る決定的な資質・能力である。「生徒指導･進路指導論(中等)」においては各自の出席と講義中における姿勢を重視して評価する。遅

刻・居眠り・私語・講義に不必要な行動や注意を受けたのちの態度、行動は評価に大きな影響を及ぼす。 

＜教科書＞ 

文部科学省 2010，3 「生徒指導提要」  教育図書 

神野 建 2015，3 

最新生徒指導論大学教育出版神野 建 2015，3最新進路指導論大学教育出版 

＜参考書＞  

日本学校メンタルヘルス学会 2017，9 

学校メンタルヘルスハンドブック大修館書店 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション 
第１回は本授業のオリエンテーションとし、目標、計画、内容、指導方法、到達
目標等の理解を深める。 

2 生徒指導の今日的課題について 
時代の変化により複雑化・多様化する生徒をめぐる様々な課題について考察し、
中等教育期における生徒指導の重要性を理解する。 

3 学校教育と生徒指導 学校教育の中での生徒指導の位置づけと目的・目標設定について考察する。 

4 思春期の発達観と指導観について 生徒指導の前提となる発達観と指導観について考察する。 

5 集団指導と個別指導について 集団指導と個別指導の指導原理と、そのバランスについて考察する。 

6 生徒理解の基本について 生徒指導における生徒理解の重要性について考察する。 

7 思春期の心理と発達について 思春期における発達の特徴と発達障害について理解する。 

8 生徒指導体制の基本について 学校における生徒指導耐性の基本的事項についての理解を深める。 

9 教育相談の意義と体制について 生徒指導と教育相談の関係や、校内体制、外部との連携等について考察する。 

10 生徒指導のあり方、進め方① 生徒指導についてのプロジェクト学習① 

11 生徒指導のあり方、進め方② 生徒指導についてのプロジェクト学習② 

12 生徒指導のあり方、進め方 生徒指導についてのプロジェクト学習 

13 中高校におけるキャリア教育について 中高校におけるキャリア教育の重要性について考察する。 

14 中高大の連携について 
生徒指導、キャリア教育における中高大連携の取組について、先進的取り組みを
中心に考察する。 

15 総括 
最終回は本授業を振り返り成果と課題について反省、実践と原理の両面から生徒
指導と進路指導との関連性について各自が得た「学び」を確認、課題レポートを作
成、将来的な展望に結び付ける。 
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科目コード 21208 区 分 専門基礎科目 

授業 

科目名 特別活動の指導法(初等) 担当者名 福政 武彦 

配当年次 2 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

本授業は、特別活動の意義や内容、指導法についての理解を深め、併せて、特別活動の現状や課題を踏まえて、活性化の具体的な提案

を行う実践的指導力の育成を目的とする。 

＜授業の到達目標＞ 

１ 特別活動の全体目標を歴史的・現代的視点から理解する。２ 学級活動、児童会活動、クラブ活動、学校行事それぞれにおける目

標と内容、実践例について理解する。３ 学級活動の指導案を書き、指導案に基づいて模擬授業や発表を行うことにより実践的指導力

を身に付ける。 

＜授業の方法＞ 

テキストを中心とし、必要に応じて資料プリントを配布しそれに基づいて授業を進めます。講義内容に関する小テストや授業後のレポ

ートを適宜課します。講義形式だけではなく、模擬授業やグループワークを行います。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

・予習として、教科書の指定された範囲を読み、重要語句の意味を一通り理解する（１時間程度）。・授業内容の確認テストの準備を

する（１時間程度 ）。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

この科目は、教育経営学科のディプロマポリシー４（周囲と良好な人間関係を築き、自己の考えを的確に伝えられるコミュニケーショ

ン能力を身に付けている。）及びディプロマポリシー７（子どもの未来に対する強い使命感と責任感を持ち、教師としての職責を果た

そうとする真摯な姿勢を身に付けている。）と関連付けられている。特別活動の意義や内容、指導法についての理解を深め、併せて、

特別活動の現状や課題を踏まえて、活性化の具体的な提案を行う実践的指導力の育成を目指している。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

受講態度・意欲 30％、レポート課題・グループワークへの参加 25％、試験 45％とする。 

＜教科書＞ 

文部科学省 (2018/2/28) 小学校学習指導要領解説 特別活動編  東洋館出版社 

文部科学省 国立教育政策研究所教育課程研究センター(2019/1/17) 

みんなで,よりよい学級・学校生活をつくる特別活動(小学校編) (特別活動指導資料)文溪堂 

＜参考書＞  

杉田洋（2017年11月） 

新学習指導要領の展開 特別活動編明治図書 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション特別活動の今日的意義について 
授業の進め方、評価方法等について理解する。特別活動についての最近の話題か
ら、特別活動の意義を理解する。 

2 特別活動とは何か 
特別活動の特質・教育的意義について、考察する。それぞれの特別活動の経験と
学びについて、討論する。 

3 教育課程と特別活動 
特別活動の目標・内容・特質などの基本的性格について考察する。明治以降の特
別活動の変遷について考察する。 

4 生徒指導・人間関係づくりと特別活動 
生徒指導と特別活動との関連を考察する。 また，子どもたちの人間関係に関わ
る今日的課題について考察する。特別活動における望ましい人間関係づくりにつ
いてグループ討論を行う。 

5 キャリア教育と特別活動 
キャリア教育の要としての特別活動について考察する。特別活動における児童の
人間関係形成やキャリアプランニング力の育成についてグループ討論を行う。 

6 特別活動の指導と実践①ー学級活動ー 
学級活動の目標と内容について、考察する。指導計画と学習指導案の作成と授業
の展開についてのグループ活動を行う。 

7 特別活動の指導と実践②－児童会活動－ 
児童会活動の目標、内容について考察する。指導計画と指導上の配慮事項につい
てグループ討論を行う。 

8 特別活動の指導と実践③－クラブ活動・学校行事－ 
クラブ活動及び学校行事の目標、内容について考察する。指導計画と指導案の作
成、指導上の配慮事項についてグループ活動を行う。 

9 学級活動の実践プラン作成① グループで学級活動の実践プランを作成する。 

10 学級活動の実践プラン作成② グループで学級活動の実践プランを作成し、仕上げる。 

11 学級活動の実践プラン作成③ グループで学級活動の実践プランを発表する。 

12 特別活動の指導計画と評価 指導計画と教育課程の関係、計画種類とその立て方等について考察する。 

13 学校行事の実践プラン作成① グループで学校行事の実践プランを作成する。 

14 学校行事の実践プラン作成② グループで学校行事の実践プランを作成し，仕上げる。 

15 学校行事の実践プラン作成③ グループで学校行事の実践プランを発表する。 
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科目コード 34102 区 分 専門基礎科目 

授業 

科目名 子どもと人間関係 担当者名 平松 美由紀 

配当年次 0 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

幼稚園教育要領及び保育所保育指針に示された幼児教育の理論を踏まえ、領域「人間関係」が育成をめざす資質・能力を明らかにする

とともに、乳幼児の人間関係の発達について学習する。さらに、幼児の人間関係づくりを支援する保育者の役割をビデオ分析を通して

学習する。 

＜授業の到達目標＞ 

学生は講義終了後に、以下のことができる。①幼稚園教育要領及び保育所保育指針に示された領域「人間関係」のねらい、内容、全体

構造を説明できる。②「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」における「人間関係」の位置づけを社会情動的スキルの育成の視点か

ら説明できる。③実践記録やビデオ分析を通して、「人間関係」の具体的な指導場面を想定し、部分指導案を作成できる。 

＜授業の方法＞ 

講義では、「子どもと人間関係」に関するワークシート、要領・指針を使用する。また、PCなどのデジタルツールを使用し、プレゼン

テーション発表やグループワークを実施する。各個人がワークシートに教育経験や自己の考えを記入する活動を15分程度、学生が概念

を習得するための講義45分程度、振り返り学習30分程度を組み合わせた授業を展開する。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

講義前に「子どもと人間関係」のワークシートと要領・指針の予習（60分程度必要）すべき内容と方法を指示する。講義後に、ワーク

シートの復習（60分程度）が必要な箇所を指示する。これを15コマ課し、合計30時間の予習・復習を行う。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

「子どもや保護者、教育関係者との円滑な人間関係を築くためのコミュニケーション能力」を育むための基礎科目であり、乳幼児の人

間関係の発達について学ぶ機会を提供する。このように本授業は、こども発達学科のディプロマポリシーDP7（主体的に自己の学習を

振り返り、セルフマネジメント能力と生涯学習力を身に付けている）及びDP4（家族と地域をめぐる子どもの環境を整備・改善するた

めのコミュニケーション能力を身に付けている。）に対応している。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

授業（予習・復習を含む）で完成させるワークシート（30％）、事前課題の取り組み状況（20％）、小テスト・まとめレポート（50％）。

ワークシート、レポートは、Aキーワード（授業で講義した見方・考え方）、B論理性（文章の構成）、Cオリジナリティー（自分自身

の意見）の３つの観点から採点し、改善の方向性を学生に示すことで、フィードバックする。 

＜教科書＞ 

湯汲英史 0~6歳子どもの発達とレジリエンス保育の本～子どもの「立ち直る力」を育てる  株式会社学研プラス 

＜参考書＞  

文部科学省（2018年2月） 

『幼稚園教育要領解説』フレーベル館厚生労働省（2018年2月）『保育所保育指針解説』フレーベル館 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 「子どもと人間関係」のねらい 授業概要に関する説明と各法令に関する概要 

2 保育内容「５領域」の考え方と全体構造 幼稚園教育要領・保育所保育指針における各領域のねらいと内容 

3 領域「人間関係」のねらいと内容 「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」と「人間関係」、幼小の連携 

4 社会情動的スキル形成をめざす領域「人間関係」 自尊心、自己制御、忍耐力の育成 

5 領域「人間関係」の指導と評価① 自立心、協同性 

6 領域「人間関係」の指導と評価② 道徳性、規範意識の芽生え、社会生活 

7 領域「人間関係」の指導と評価③ 遊びで育つ子どもの人間関係 

8 動画・場面分析① 入園当初の子どもの人間関係 

9 動画・場面分析② 保育者との人間関係 

10 動画・場面分析③ 友達との人間関係 

11 動画・場面分析④ ごっこ遊びと人間関係 

12 領域「人間関係」指導の構想 幼児の体験、情報機器、教材の活用法 

13 領域「人間関係」指導案の作成 指導案の構成、保育を想定した指導案の作成 

14 領域「人間関係」に関する保育実践① 保育実践への取り組みと相互評価 

15 領域「人間関係」に関する保育実践② 保育実践の動向、保育構想の向上 
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科目コード 34201 区 分 コア科目 

授業 

科目名 表現Ａ(造形表現) 担当者名 後藤 由佳 

配当年次 2 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 演習 卒業要件 必修 

＜授業の概要＞ 

 「表現A(造形表現)」は、こども発達学科の卒業必修科目(2020年度以降入学生)である。本演習では、製作・鑑賞活動を軸として、

子どもの遊びを豊かに展開するために必要な知識や技術、造形表現の表現活動に関する専門知識と技術を習得することを目的とする。 

＜授業の到達目標＞ 

 実社会で通用する保育士・幼稚園教諭を養成するため、保育実習や教育実習をはじめ、保育現場で求められる子どもの造形表現に関

する専門知識と技術を身につけようとしている。 

＜授業の方法＞ 

 準備学習(予習・復習)の確認においてはデジタル(Classroom)活用する。アクティブ・ラーニングの要素(ディスカッション、グルー

プワーク等)を取り入れつつ、子どもの造形表現に係る教材の製作、及び鑑賞により授業を進める。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

 授業時間外で、授業に必要な資料や教材、用具を準備しておくこと。また授業内に作品が完成しない場合は、次回の授業までに作

品や課題の折紙ポートフォリオの製作に取り組む等、準備学習(45分程度)を求めます。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

 こども発達学科のディプロマポリシー「豊かな人間性を備え、コミュニケーション能力、多面的な子ども理解とその支援ができる専

門性を身に付け、次世代の発展と構築に貢献する、グローバルな保育者養成育成を目指す」ための科目である。③(子どもを取り巻く

環境、様々な問題や文化状況に対して、子ども学の知見と教養に基づく知識と、理解する能力を身に付けている。)と⑤(子どもや保護

者・教育関係者との円滑な人間関係を築くための、問題解決力、論理的思考力、情報リテラシー・数量的スキル等の力を身に付けてい

る。)とに関連付けられていま 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

 演習への取組み姿勢と受講態度、受講意欲(教材、用具等事前準備) 40%、作品のまとめ(ポートフォリオ2種類) 50%、作品鑑賞とレ

ポート提出 10%、授業課題や折紙ポートフォリオ等、作品の未完成は認めません。必ず、授業時間と準備学習で作品を完成させること。 

＜教科書＞ 

村田夕紀 楽しい”造形”がいっぱい 2・3・4・5歳児の技法あそび実践ライブ  ひかりのくに 

幼稚園教育要領 保育所保育指針 幼保連携型認定こども園教育・保育要領 

＜参考書＞  

村田夕紀 

まずは絵あそびから始めよう！3・4・5歳児の楽しく絵を描く実践ライブひかりのくに村田夕紀低年齢児が夢中になる遊びがいっぱい！

0・1・2歳児の造形あそび実践ライブひかりのくに 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション 演習の流れ、授業の到達目標と注意事項、成績評価法の説明 

2 造形表現の教材研究(1) デカルコマニー(合わせ絵) 

3 造形表現の教材研究(2) スタンピング(型押し) 

4 造形表現の教材研究(3) 染め紙 

5 造形表現の教材研究(4) 絵の具のにじみ絵 

6 造形表現の教材研究(5) ビー玉ころがし 

7 造形表現の教材研究(6) バチック(はじき絵) 

8 造形表現の教材研究(7) パスの混色・重ね描き 

9 造形表現の教材研究(8) パスのステンシル・指ぼかし 

10 造形表現の教材研究(9) フロッタージュ(こすり出し) 

11 造形表現の教材研究(10) 糸引き絵 

12 造形表現の教材研究(11) ドリッピング 

13 造形表現の教材研究(12) 紙コップ工作 

14 造形表現の教材研究(13) 立体工作 

15 全体総括 作品鑑賞、演習の振返り、作品・レポート提出の解説 
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科目コード 40102 区 分 コア科目 

授業 

科目名 バレーボールⅠ(基礎) 担当者名 坂本 博秋 

配当年次 0 配当学期 後期 単位数 1 授業方法 実技 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

バレーボールは、簡単なパスゲームから高度なコンビネーションプレーまで、プレーする人の能力に応じた多彩なバリエーションを展

開することができる。また、バレーボールでは同じ人が続けて２度以上ボールに触れてはいけないと言う構造的特性上、プレイヤー相

互の協力と信頼が不可欠である。本授業では、基本的な個人技術、ルール、フォーメーショ ン等についての理解を深めると共に、基

本的な個人技能を高め、ゲームにおける相互の連係プレイを成功させることにより、仲間と喜びを分かち合うバレーボールの持つ楽し

さを味わう。 

＜授業の到達目標＞ 

パスの基本、トスの基本、スパイクの基本を習得させ、3回使ってのゲーム形式が展開出来ることを目標とする 

＜授業の方法＞ 

実技を中心に展開していくが、必要に応じて資料を活用し、ルールや技術理論を理解させ授業を進めていく。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

書籍や映像等を用いてバレーボールについての理解を深める。(1時間) 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

「健康増進、体力の向上、競技力向上に貢献できる専門的な知識・技能を習得する」と共に、「体育・スポーツに関する科学的知見を

ベースに自らの課題を見つけ、課題解決に取り組み続けることができる生涯学習能力」を育成する基礎科目となる。ステップアップ科

目として「バレーボールⅡ」と関連している。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

出席意欲と授業態度 60%、 実技テスト 40% 

＜教科書＞ 

特に指定なし    

＜参考書＞  

特に指定なし 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 授業内容の説明と導入（バレーボールの特性） バレーボールの特性の理解 

2 バレーボールの歴史について 今日までのバレーボールの生い立ちと現状の理解 

3 ウォーミングアップとクーリングダウン 方法の理解と実践 

4 基礎技術について（１） スパイク及びブロック 

5 基礎技術について（２） レシーブ、セット、サーブ 

6 基礎技術の複合練習（１） 移動パス及びペッパー 

7 基礎技術の複合練習（２） ハイセット及び三段攻撃 

8 基礎技術のまとめ（１） 複合練習と実技テスト 

9 基礎技術のまとめ（２） 複合練習と実技テスト 

10 競技規則と審判法 審判トレーニング 

11 試合形式（１） リーグ戦及び審判トレーニング 

12 試合形式（２） リーグ戦及び審判トレーニング 

13 試合形式（３） リーグ戦及び審判トレーニング 

14 試合形式（４） リーグ戦及び審判トレーニング 

15 まとめ 総合的レポート 
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科目コード 31209 区 分 コア科目 

授業 

科目名 英語のリズムとイントネーション 担当者名 森下 裕三 

配当年次 2 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 演習 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

文法にルールがあるように発音にもルールがある。英語の母語話者であれば無意識に身につけられるような発音のルールでさえ、英語

を母語としない者には学習しなければ身につかない。この授業では、英語と日本語における音の変化、英語と日本語のリズムの違いと

いった分野について学ぶ。 

＜授業の到達目標＞ 

ただ漫然と音を聞いているだけでは身につかない英語の発音のルールについて知ることで、正しい英語の発音を身につける。また、同

時に英語のリスニング能力向上も目指す。コミュニケーションが重視される現在の英語教育の実情を踏まえ、正しい発音を身につける。 

＜授業の方法＞ 

英語の音声を使いながら音やリズムなどの知識について学ぶ。その後、実際に発音してみたり音声を聞いてみたりしながら練習するこ

とで学んだ知識を定着させる。授業では必要に応じて洋楽や洋画などを使いできるだけ生きた英語に触れる機会を増やす。授業資料や

課題の提出などにはプラットフォームである Google Classroom を活用する。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

授業で学んだ英語の発音についてのルールを使えるレベルまで定着させるために、授業内容に基づく英文などの音読を復習課題とし

て課す。提出された音読課題には、個別にフィードバックをしていく。この課題には30分から1時間程度を要する。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

この科目は、教育経営学科のディプロマポリシー1（グローバルな視点と知識を持ち、多文化・異文化について理解する能力を身に付

けている）、およびディプロマポリシー3（豊かな教養と、現代日本の社会と学校教育に関する幅広い知識と、理解する能力を身に付

けている）と関連づけられている。日本語とは異なる言語の性質を知ることで、異文化や英語教育に必要な知識の一端を身につける。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

課題 30%、授業での取り組み 40%、プレゼン 30% 

＜教科書＞ 

特になし    

＜参考書＞  

靜哲人（2019年1月19日） 

日本語ネイティブが苦手な英語の音とリズムの作り方がいちばんよくわかる発音の教科書テイエス企画手島良（2004年12月10日）NHK CD 

BOOK 新基礎英語3 英語の発音・ルールブック つづりで身につく発音のコツNHK出版Jonathan Marks（2017年4月27日）English 

Pronunciation in Use: Elementary Book with Answers and Downloadable AudioCambridge University Press 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 初回ガイダンス 成績、評価、授業運営などの説明 

2 発音について知っておきたいポイント（１） 正しい発音の習得がなぜ、どのように重要なのかを知る 

3 発音について知っておきたいポイント（２） 
一般的な発音学習の重要性や目的、そして日本語ネイティブとしての勘所や目標
を認識する 

4 母音と子音 母音と子音を切り離したり、単語を子音で終わらせる 

5 アクセントと英語らしい「メリハリ」 文に抑揚をつけ、単調な言い方を避ける 

6 日本語にはないが英語にある重要な子音 /r/ と /l/, /f/ と /v/ などを区別する 

7 英語の母音と単語の弱形 発音できる母音の種類を増やし、よく使われる弱形が発音できるようになる 

8 閉鎖音のリンキングと同化現象 閉鎖音の連続や異なる音の同化現象が発音できるようになる 

9 シュワと音声変化 英語らしい発音に近づくための練習とリスニングを楽にするための工夫 

10 ストレス・リズムと音節リズムの違い 平板な「日本語英語」から抜け出すために 

11 目立つ語と目立たない語 強く読む語を変えれば同じ文でもニュアンスが変わる 

12 これまでの学習の総まとめ（１） 映画のナレーションを使った発音練習 

13 これまでの学習の総まとめ（２） 有名なスピーチを使った発音練習 

14 これまでの学習の総まとめ（３） 歌を使った発音練習 

15 確認テスト これまでの学習成果を確認するためのテスト 
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科目コード 21210 区 分 専門基礎 

授業 

科目名 生徒指導･進路指導論(初等) 担当者名 浅田 栄里子 

配当年次 2 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

生徒指導・進路指導は、教科指導と並んで教師の行う教育活動において重要な位置を占める。本科目では、他の教職員や関係機関と連

携しながら組織的に生徒指導を進めていくために必要な知識・技能や素養を身に付けることを目的とする。 

＜授業の到達目標＞ 

１ 生徒指導の意義や原理を理解することができる。２ すべての児童を対象とした学級、学年、学校における生徒指導の進め方を理

解することができる。３ 児童の抱える主な生徒指導上の課題の様態と、養護教諭等の教職員、外部の専門家、関係機関等との校内外

の連携も含めた対応の在り方を理解することができる。 

＜授業の方法＞ 

事前に指定された教科書の範囲を読み、事前課題に取り組んでいることを前提として、必要に応じて資料を配布し、それらに基づいて

講義を進める。講義後にレポートを作成し提出することを、事後課題として課す。授業形態は、課題に対するグループ討論、グループ

ワーク等（オンラインを含む）を含み、その成果発表を行う。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

・予習として、教科書の指定された範囲を読み、事前課題を期限までに提出する。：１時間程度・授業後はレポート課題に取組むこ

とで、授業内容の整理を行う。：１時間程度・適宜小テストを実施するので、復習をしっかり行っておくこと。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

他の教職員や関係機関と連携しながら組織的に生徒指導を進めていくために必要な知識・技能や素養を身に付けることを目的とする科

目である。教育経営学科のＤＰ２「専門的知識を実践的に修得し、発達等の子どもの理解に基づいた的確な学習指導や生徒指導、学級

経営力を身に付けている」、ＤＰ７「子どもの未来に対する強い使命感と責任感を持ち、教師としての成長をめざした生涯学習力を身

に付けている」と」関連している。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

受講態度・意欲 （グループワークへの参加態度等）３０％、課題レポート ３０％、定期試験４０％ 

＜教科書＞ 

安達未来・森田健宏編著（2020年4月30日発行） よくわかる！教職エクササイズ 生徒指導・進路指導  ミネルヴァ書房 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション生徒指導とは 授業の進め方と、生徒指導の意義について 

2 生徒指導の意義と原理 
時代の変化により複雑化・多様化する児童をめぐる様々な課題について討論し、
生徒指導の重要性を理解する。 

3 教育課程と生徒指導 学校教育の中での生徒指導の位置づけと目的、意義と役割について考察する。 

4 学校における生徒指導体制の確立と評価 学校における生徒指導体制の基本的事項についての考察を行う 

5 生徒指導に関するさまざまな法や制度と規範意識の育成 
学校における懲戒と体罰の関係、その背景としての法令の理解について、考察す
る。 

6 児童の発達に応じた生徒指導のあり方 
児童理解について、その意義と方法を理解し、その上での指導について考察す
る。 

7 個別の課題を抱える児童への対応① 
発達障害のある児童への対応を中心に、特別な配慮を必要とする児童への生徒指
導について、考察する。 

8 個別の課題を抱える児童への対応② 
非行問題を中心に子どもたちの問題行動の背景をとらえ、対応の在り方につい
て、ケーススタディにより、グループ討論を行う。 

9 個別の課題を抱える児童への対応③ 
不登校問題を中心に子どもたちの問題行動の背景をとらえ、対応の在り方につい
て、ケーススタディにより、グループ討論を行う。 

10 個別の課題を抱える児童への対応④ 
いじめ問題を中心に子どもたちの問題行動の背景をとらえ、対応の在り方につい
て、ケーススタディにより、グループ討論を行う。 

11 
教育相談と生徒指導、学校内および家庭・地域・関係機
関との連携 

学校と地域が連携した生徒指導のあり方について考える。医療、福祉、社会教育
との連携についても考察する。 

12 キャリア教育を生かした現代の進路指導のあり方 
発達障がいのある児童への対応を中心に、特別な配慮を必要とする児童への生徒
指導について、考察する。 

13 進路指導およびキャリア教育の課程と指導体制 小学校における進路指導・キャリア教育の重要性について考察する。 

14 
職業理解やキャリア意識を育むカリキュラムの構築と、
ガイダンス、キャリア・カウンセリングの考え方と実践 

学校と家庭、地域が連携したキャリア教育の在り方について、グループ討論を行
い、発表する。 

15 まとめ 全体のまとめ 
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科目コード 25201 区 分 専門基礎科目 

授業 

科目名 体育社会学 担当者名 嘉門 良亮 

配当年次 2 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

今日、スポーツは私たちの暮らしの中に当たり前に存在するものとなっている。スポーツに関する情報はテレビやネットなどのメディ

アを通して四六時中流れており、スポーツに触れない日がないほどである。一方で、スポーツの大衆化やその機能の肥大化にともない、

スポーツに関連して様々な社会問題が起きてきた。近年の例を挙げれば、暴力に関する問題や、オリンピックと政治の問題、運動部活

動の運営問題など、スポーツの抱える問題も膨大となっている。スポーツに関わる中では、そうした社会事象とも無関係でいることは

できず、無視することもできない。スポーツを考える際の基礎的な知識を身に付け、考察する方法を学ぶ必要がある。本授業では、我々

の暮らす社会と体育・スポーツの関係を読み解いていく際に必要となる視点や考え方を体育・スポーツ社会学の蓄積から学んでいく。 

＜授業の到達目標＞ 

スポーツへの関わり方は十人十色であり、一つの事象に対する見解や意見も多種多様である。そうした状況の中で互いに理解を深める

には、自らの意見や感覚を論理的に説明し、他者との意見交流によって相対化することで認識を深める過程が重要である。加えて、特

定の社会集団で共通してみられる傾向や偏りを見抜き、因果を理解することも重要である。本授業では以下の2点を目標に設定する。

①体育・スポーツに関わる事象を体育・スポーツ社会学の知見を踏まえて説明することができる。②体育・スポーツ社会学の視点を理

解した上で、論理的かつ建設的に 

＜授業の方法＞ 

基本的に配布資料やパワーポイントを用いた講義形式で実施するが、適宜ディベートやグループワークも実施する。各回の授業の最後

にコメントシートを配布・回収し、一部は次回の授業において受講者全体に紹介しつつフィードバックコメント（基本的にGoogle Form

を活用）を行う。授業中のデータ共有はGoogle Classroomを活用する。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

＜準備学習＞事前課題に取り組み、授業前に事前に提出すること（1時間）。スポーツや社会問題を扱った新聞等に注意を払い興味が

あれば詳細を調べておくこと。＜事後学習＞取り組んだ事前課題と講義内容を踏まえ、振り返り課題に取り組むこと（1時間）。授業

で学んだ観点から新聞等を再度見てみること。授業後に調べたことなどがあれば積極的にコメントシートに記述すること。授業で得

た知見を積極的に日常での実践に活用すること。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

本科目は、体育学科のDP（ディプロマポリシー）1「体育・スポーツの科学的知見を深め、スポーツを通じた国際的平和の促進につい

て理解する能力を身に付けている。」およびDP3「幅広く深い教養を身に付け、体育・スポーツ人としての立場を歴史・社会・自然と

関連付けて理解する能力を身に付けている。」に関連付けられる。体育科教員やスポーツ指導者はもとより、体育・スポーツに関わる

人間が持つべき基礎的な知識や知見を学習するものである。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

成績は、【各回でのコメントシートおよび授業態度 50％、試験 50％】の配分で評価する。授業内での発言やコメントシートでの意見、

考察が論理的であるかを重視する。試験では、知識量よりも論理的思考能力や、自分なりの（個別具体的な）考察が行えているかを重

視する。 

＜教科書＞ 

 特になし（参考書を参照のこと）   

＜参考書＞  

多木浩二(1995) 

スポーツを考える―身体・資本・ナショナリズム筑摩書房井上俊・亀山佳明編（1999）スポーツ文化を学ぶ人のために世界思想社菊幸

一・清水諭・仲澤眞・松村和則編（2006）現代スポーツのパースペクティブ大修館書店 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 体育・スポーツ社会学とは 社会学の対象としての体育、スポーツ体育・スポーツ社会学の視角 

2 体育・スポーツの世界の生きづらさ 学校体育、運動部活動、運動会の現代的課題体育・スポーツの社会システム 

3 メディアとスポーツ 物語（言説）の生産と消費情報社会化するスポーツ 

4 ジェンダー、人種、身体とスポーツ 
社会的マイノリティの葛藤とスポーツ実践スポーツのカテゴライズ機能、人種と
言説 

5 逸脱行為（ドーピング）とスポーツ 競技生活者の葛藤とスポーツ実践スポーツにおける不正行為と正当性、妥当性 

6 相互行為としてのスポーツ トップ指導者の葛藤と実践柔道指導者の事例からみる感情労働と社会的行為 

7 スポーツの表象と「まなざし」 スポーツ界からの発信とスポーツへの介入社会から「監視」されるスポーツ 

8 身体感覚と身体知、身体技法 
技の習得とその視点東洋的身体技法、ボディワークの社会実践柔術から柔道、そ
してJUDOへ 

9 障がい者とスポーツパラリンピック 社会モデルと医学モデルマイノリティのスポーツ、排除と包摂 

10 政治とスポーツ（ナショナリズム） スポーツの政治利用スポーツと平和、戦争 

11 商業主義とスポーツ 資本主義とスポーツの関係金儲けの対象としてのスポーツ 

12 開発主義とスポーツ 
スポーツを通した開発、スポーツによる開発メガスポーツイベントと社会的なイ
ンパクト 

13 環境問題とスポーツ スポーツによる環境問題環境問題によるスポーツへの影響 

14 社会階級とスポーツ 社会階級（階層）文化とスポーツの性向（好み）身体と習慣、文化資本 

15 授業のまとめと振り返り、期末試験 授業のまとめ、ふりかえり、到達度の測定 
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科目コード 22102 区 分 専門基礎科目 

授業 

科目名 衣･食･住の理解 担当者名 岡 礼子 

配当年次 0 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 演習 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

アクティブ・ラーニングの深い学びの鍵である｢どのような視点で物事を捉え、どのような考え方で思考していくのか｣という視点や考

え方で、衣食住などに関する実践的・体験的な活動を通して、生活をよりよくしようと工夫する資質・能力が求められている。そのた

め、小学校家庭科を指導するに当たって、必要とされる衣食住や家庭生活及び家族に関する基礎的・基本的な知識及び技能について学

ぶ。 

＜授業の到達目標＞ 

小学校家庭科は､家庭生活の基礎となる能力と実践的な態度を育成する視点から､中学校技術・家庭科との体系化が図られ､｢Ａ 家族・

家庭生活｣｢Ｂ 衣食住の生活｣｢Ｃ 消費生活・環境｣の３つの内容で構成されている。それぞれの内容が、中学校へどう接続されている

か、自分だったらどのような題材を使って､どのような授業を展開したいか考えながら､小学校で取り扱う内容の実践を通して、子供と

教師の両方の思いや立場で創意工夫した授業構想が立てられることを目標としている。 

＜授業の方法＞ 

小学校で指導する衣食住や家族､家庭生活に関する基礎的・基本的事項をしっかり身に付けるために､教育用パソコンソフトを活用して

基礎縫いの仕方、ご飯とみそ汁の作り方、ミシンの操作等を説明した後、フェルトの小物作りやエコバッグの製作、インターネットを

活用しての食事バランスのチェックや五大栄養素の学習など、教師として必要な技術・技能について学修する。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

小学校で指導すべき具体的事項を確実に習得するために､事前に配布する講義予定表に、毎回の授業内容と該当する小学校と中学校の

教科書のページを記載している。授業前に毎時間予習として、授業後に毎時間復習として必ず目を通して授業に臨む。フェルトの小

物作りでは、Ｗｅｂサイトを利用して、事前に作りたい物を調べておく。また、五大栄養素については、インターネットの中にある

食事バランスガイドを活用して、自分の食事がバランスの良い物であるかどうかをチェックし、日々の食生活の改善に努める。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

本授業は、本学の一般教養ディプロマポリシーのDP2（専門的知識を実践的に修得し、発達等の子ども理解に基づいた的確な学習指導

や生徒指導、学級経営力を身に付けている。）及びDP5（情報機器や教材の活用を含めた学習指導方法の基本とともに、問題解決に向

かう論理的・批判的思考力を身に付けている。）に対応している。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

実技製作(基礎縫い・フェルトの小物・エコバッグ)  30％､ 定期試験 (レポートを含む)  70 ％実技作品については、上手にできてい

る点や直す所などをコメントカードに書き、評価もして返却する。 

＜教科書＞ 

文部科学省 (2018年) ｢小学校学習指導要領解説 家庭編｣  東洋館出版社 

鳴海多恵子他 (2020年) 

｢わたしたちの家庭科｣開隆堂 

＜参考書＞  

文部科学省 

「小学校学習指導要領 (平成29年告示)解説 総則編 ｣東洋館出版社大竹美登利・倉持清美(2018年5月)初等家庭科の研究萌文書林岡 

陽子・鈴木明子（2017年12月）平成29年改訂 小学校教育課程実践講座ぎょうせい 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 家庭科教育の目標と内容 家庭科学習と学習指導要領の趣旨及び各領域の目標・内容について 

2 Ａ 家族・家庭生活(１) 家庭生活と仕事 / 生活時間の工夫 

3 Ｂ 衣食住の生活(１) 五大栄養素とその働き(コンピューター活用) 

4 Ｂ 衣食住の生活(２) 調理の基礎と実験実習(ゆで卵と人参の実験実習) 

5 Ｂ 衣食住の生活(３) 小学校で指導する基礎縫いとボタンのつけ方 

6 Ｂ 衣食住の生活(４) 小学校で指導するフェルトを使っての小物作り 

7 Ｂ 衣食住の生活(５) 生活に役立つ物の製作① 手縫い(フェルトの小物作り) 

8 Ｂ 衣食住の生活(６) 生活に役立つ物の製作② 手縫い(フェルトの小物作り) 

9 Ｂ 衣食住の生活(７)) 栄養を考えた食事 ご飯とみそ汁の作り方 

10 Ｂ 衣食住の生活(８) 栄養を考えた食事 朝食作り(ご飯とみそ汁ともう一品) 

11 Ｃ 消費生活・環境(１) 生活に役立つ物の製作③ ミシン縫い(エコバッグの製作) 

12 Ｃ 消費生活・環境(２) 生活に役立つ物の製作④ ミシン縫い(エコバッグの製作) 

13 Ｃ 消費生活・環境(３) 生活に役立つ物の製作⑤ ミシン縫い(エコバッグの製作) 

14 Ｃ 消費生活・環境(４) 生活に役立つ物の製作⑥ ミシン縫い(エコバッグの製作) 

15 小学校家庭科の総括 小学校家庭科のまとめ 
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科目コード 61009 区 分 コア科目 

授業 

科目名 フィットネスプログラム演習 担当者名 國友 亮佑 

配当年次 2 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 演習 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

現代の生活様式は合理化・利便化によって身体活動の減少し、高齢化や生活習慣病などとの関わりの中で人々の健康意識は高まってい

る。これらを背景にフィットネス活動の重要性が認識され、各運動種目の特性とその効果を理解し、実践することが必要になってくる。

本授業では、エアロビクス、ヨガ、ピラティスを中心に一般人に向けた運動処方を学習する。 

＜授業の到達目標＞ 

正しいフォームでエアロビクス、ヨガ、ピラティスを実施できるようになる。エアロビクス、ヨガ、ピラティスの目的を理解し、正し

い指導方法を学習する。 

＜授業の方法＞ 

実技を中心に実施する。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習：解剖学や生理学、トレーニング論等の基礎理論をインターネットや文献で調べてくる。(1時間)復習：授業中に撮影したエクサ

サイズ映像を視聴しながら、自分のトレーニングフォームについて課題などを整理する。（１時間） 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

この科目は、体育学科ディプロマポリシー２（科学的根拠や思考を持って、体育・スポーツ現場の諸問題に対応できる能力を身に付け

ている。）に関連している。指導者としての深い専門性と実践力、自身のトレーニング習慣や適切な実技デモンストレーション能力を

身につける機会を提供する。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

受講態度（授業への取り組み、課題提出状況）50%、実技試験 50％ 

＜教科書＞ 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 ガイダンス、エアロビクス① 講義概要、授業の進め方、エアロビクスの基礎理論 

2 エアロビクス② エアロビクスの実践① 

3 エアロビクス③ エアロビクスの実践② 

4 エアロビクス④ エアロビクスの指導方法 

5 エアロビクス⑤ まとめ 

6 ヨガ① ヨガの基礎理論 

7 ヨガ② ヨガの実践① 

8 ヨガ③ ヨガの実践② 

9 ヨガ④ ヨガの指導方法 

10 ヨガ⑤ まとめ 

11 ピラティス① ピラティスの基礎理論 

12 ピラティス② ピラティスの実践① 

13 ピラティス③ ピラティスの実践 

14 ピラティス④ ピラティスの指導方法 

15 ピラティス⑤ まとめ 



189 
 

  
科目コード 21403 区 分 専門基礎科目 

授業 

科目名 器楽演習Ⅳ 担当者名 髙﨑 展好 

配当年次 2 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 演習 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

器楽演習Ⅲで修得したピアノ基礎技術と弾き歌いの集大成となるよう演奏表現における応用能力の強化を図ることを目的とする。保育

士、幼稚園教諭、小学校教諭に必要とされる即応性のある演奏能力と、音楽指導に必要な表現能力を身につけるために、個人レッスン

を中心とした授業を実施する。これまで習得した器楽演習Ⅰ・Ⅱ弾き歌い復習課題の確認も行う。※保育士資格、幼稚園教諭免許取得

希望者、保育・教育実習参加希望者は、履修していることが望ましい。 

＜授業の到達目標＞ 

ピアノ奏法、弾き歌いに関する知識と技術の修得、及び豊かな感性や創造性を伸ばし表現することの楽しさを味わい自己表現力を高め

る。採用試験対策として演奏レパートリーを増やし、指導者の観点から音楽指導ができるようになることを目指す。また子どもたちや、

人前で演奏することに慣れることを目的に授業終了後に公開試験（発表会）を実施する。 

＜授業の方法＞ 

グループレッスンと個人レッスンを併用する。※個人レッスンについては、個人の実技レベルに合わせ、ブルグミュラー25の練習曲ま

たは、ソナチネアルバム（1）より任意の課題に取り組む。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

ピアノ演奏技術を身に付けるためには、毎日の積み重ねが重要です。必ず予習、復習を行いレッスンに臨むこと。授業は予習を前提

として行うものとする。※芸術センター・ピアノ独習室を活用し研鑽を積むこと。次週課題（事前予告）の予習 90分、これまで学習

した全課題曲の復習 90分 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

こども発達学科のディプロマ・ポリシー「豊かな人間性を備え、コミュニケーション能力、多面的な子ども理解とその支援ができる専

門性を身に付け、次世代の発展と構築に貢献する、国際的でグローバルな保育者・教育者・指導者の養成」のための基礎科目である。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

授業中の意欲・態度 20％、弾き歌い課題曲（10曲）20％、弾き歌い復習課題（10曲）10％、実技試験25％（中間10％、期末15％）発

表会用作品25％※15回授業終了後にピアノ演奏発表会を実施。発表会参加を以って単位認定とする。 

＜教科書＞ 

星山麻木 編著、板野和彦 著（発行2015年8月10日 初版第1刷） 一人一人を大切にするユニバーサルデザインの音楽表現付録「親

子あそびや音楽ワークショップで使える！子どものうた100」「表現B」授業使用テキスト  チャイルド本社 

坂井康子・岡林典子・南夏世・佐野仁美編著（発行2008年9月20日 初版） 

教育・保育現場で毎日使えるコードでかんたん！こどものうたマイ・レパートリーヤマハミュージックメディアブルグミュラー25の練

習曲全音楽譜出版社 

＜参考書＞  

ソナチネ アルバム（1）〔標準版〕全音楽譜出版社 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーションレッスン１ 
授業概要と課題の説明ピアノ曲・ピアノ弾き歌い課題指導課題「ドレミのうた」※
ブルグミュラー練習曲課題個人指導 

2 レッスン２ 
ピアノ曲・ピアノ弾き歌い課題指導課題「おにのバンツ」※ブルグミュラー練習曲
課題個人指導 

3 レッスン３ 
ピアノ曲・ピアノ弾き歌い課題指導課題「もりのくまさん」※ブルグミュラー練習
曲課題個人指導 

4 レッスン４ 
ピアノ曲・ピアノ弾き歌い課題指導課題「アイスクリームのうた」※ブルグミュラ
ー練習曲課題個人指導 

5 レッスン５ 
ピアノ曲・ピアノ弾き歌い課題指導課題「おばけなんてないさ」※ブルグミュラー
練習曲課題個人指導 

6 レッスン６ 
ピアノ曲・ピアノ弾き歌い課題指導課題「あめふりくまのこ」※ブルグミュラー練
習曲課題個人指導 

7 レッスン７、確認（中間）テスト 
レッスン1～6までのピアノ弾き歌い課題2曲（自由選択）による確認（中間）テス
ト（模擬保育形式） 

8 レッスン８ 
ピアノ曲・ピアノ弾き歌い課題指導課題「犬のおまわりさん」※ブルグミュラー練
習曲課題個人指導 

9 レッスン９ 
ピアノ曲・ピアノ弾き歌い課題指導課題「ドロップスのうた」※ブルグミュラー練
習曲課題個人指導 

10 レッスン１０ 
ピアノ曲・ピアノ弾き歌い課題指導課題「ぼくのミックスジュース」※ブルグミュ
ラー練習曲課題個人指導 

11 レッスン１１ 
ピアノ曲・ピアノ弾き歌い課題指導課題「にじ」※ブルグミュラー練習曲課題個人
指導 

12 レッスン１２ ピアノ弾き歌い復習課題課題：挨拶・行事・季節の歌 

13 レッスン１３ 発表会、試験に向けた個人指導① 

14 レッスン１４ 発表会、試験に向けた個人指導② 

15 レッスン１５、確認（期末）テスト 
レッスン8～11までのピアノ弾き歌い課題3曲（自由選択）による確認（中間）テス
ト（模擬保育形式） 
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科目コード 0 区 分 コア科目 

授業 

科目名 臨床柔道整復学Ⅲ(脱臼) 担当者名 小玉 京士朗 

配当年次 2 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

下肢はヒトとしての特徴である２本足で移動するという点で、社会生活上、重要な支持組織である。本科目は、股関節、膝関節（膝蓋

骨含む）、足関節、足部（足趾を含む）における脱臼の発生機序、症状、治療法について機能解剖学、生理学、運動学的視点より学修

する。 

＜授業の到達目標＞ 

１．下肢の機能解剖について理解し、脱臼の発生機序、症状を説明できる。２．脱臼の状態から治療指針について判断することができ

る。 

＜授業の方法＞ 

１．講義（教員による指定疾患の解説） 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習：実施する講義に対する事前課題（柔道整復学総論の専門用語、解剖学（下肢の筋（起始停止、作用、支配神経）、講義内容の疾

患の事前下調べ（毎回、１時間程度））、復習：講義開始終了時に実施内容の振り返りテスト（毎回、15分程度） 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

この科目は健康科学科のディプロマポリシー２（柔道整復学及び健康科学、スポーツ医科学分野に必要な専門知識と技能を理解し、日々

進歩する医学分野に対応できる能力を身に付けている）と関連付けている．疾患に対し基礎情報に加え様々な症例報告や画像所見を通

じより理解を深め、疾患に対し治療する計画性や考え方を多目的に伸ばし、健康社会の保持・増進に貢献できる力を修得するための科

目である． 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

評価試験90％，学習意欲10％で評価する。 

＜教科書＞ 

柔道整復学校協会 柔道整復学・理論編  南江堂 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 股関節脱臼（１） 股関節の機能解剖と股関節脱臼の概説 

2 股関節脱臼（２） 股関節脱臼の種類、症状、応急手当について 

3 股関節脱臼（３） 股関節後方脱臼の概要と症状について 

4 股関節脱臼（４） 股関節後方脱臼の整復法、固定法について 

5 股関節脱臼（５） 股関節前方脱臼の概要と症状について 

6 股関節脱臼（６） 股関節前方脱臼の整復法、固定法について 

7 股関節脱臼（７） 中心性脱臼の概要と症状、治療指針について 

8 膝関節脱臼（１） 膝関節の機能解剖と膝関節脱臼の概説 

9 膝関節脱臼（２） 膝関節脱臼の種類、症状、応急手当について 

10 膝関節脱臼（３） 膝関節前方脱臼および後方脱臼の概要と症状、整復法、固定について 

11 膝関節脱臼（４） 膝関節側方脱臼の概要と症状、整復法、固定について 

12 膝関節脱臼（５） 膝蓋骨脱臼の概要と症状、整復法、固定について 

13 足関節脱臼（１） 足関節脱臼および脱臼骨折の概要、症状、整復法、治療指針について 

14 足関節脱臼（２） 
足根骨脱臼（ショパール関節、リスフラン関節脱臼含む）および足趾脱臼の概要、
症状、整復法および固定法について 

15 まとめ 総復習 
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科目コード 34110 区 分 コア科目 

授業 

科目名 乳児保育Ⅰ 担当者名 平松 美由紀 

配当年次 2 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 演習 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

保育所保育指針（平成29年告示）をもとに、乳児保育の基本を理解する。また、乳児の発達と保育について学び、養育者の援助の在り

方について考える。演習（保育所での参与観察：生活と遊び）を通して実践的に学ぶ。 

＜授業の到達目標＞ 

１．乳児保育の理念と歴史的変遷及び役割について学ぶ。２．保育所・乳児院等における乳児保育の現状と課題について理解する。３．

３歳未満児の発育・発達について学び、健やかな成長を支える３歳未満児の生活と遊びについて理解する。４．乳児保育の計画を作成

し、保育の内容や方法、環境構成や観察・記録等について学ぶ。５．乳児保育における保護者や関係機関との連携について学ぶ。 

＜授業の方法＞ 

講義では「乳児保育」に関するワークシートを使用する。加えて、自分の考えや他者の考えを交流し合うグループワークを行う機会や、

模擬乳児モデル（リアルケアベビー）を用いた演習、保育所での観察・演習を適宜取り入れる。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

・配布資料や日常生活の中で乳児について興味をもち、関連するニュースや雑誌、書籍に目を通す具体的な内容と方法を示し、まと

めること。（1時間程度）・保育所で観察、演習した内容はレポートにまとめ、指定された期日に提出すること。（1時間程度） 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

・本科目を受講して得られる知識や能力は、「卒業認定・学位授与の方針」に定める「学生が本学における学習と経験を通じ身につけ

る能力」のうち以下に該当する。・乳幼児期から児童期・青年期に至るまでの子どもの理解に対しての発達的観点、教育的観点、心理

的観点、福祉的観点等、多面的に子どもを理解する力を養う。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

授業（予習・復習）で作成するワークシート（30％）グループワークの取り組み状況（20％）小テスト（20％）、定期試験（30％）ワ

ークシート・小テスト・定期試験に関しては①キーワード（授業内の内容）、②文章の構成、③自身の考えより評価し、その後、学生

にフォードバックする。 

＜教科書＞ 

大豆生田啓友・おおえだけいこ 日本が誇るていねいな保育  株式会社小学館 

＜参考書＞  

厚生労働省 

保育所保育指針解説フレーベル館文部科学省幼稚園教育要領解説フレーベル館内閣府文部科学省厚生労働省幼保連携型認定こども園

教育・保育要領解説フレーベル館 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 授業の進め方と乳児保育の基本 授業の概要説明と乳児保育の基本 

2 乳児保育の役割と機能① 乳児保育の現状について考える 

3 乳児保育の役割と機能② 乳児保育の役割について考える 

4 乳児の生活と保育者の関わり① 保育所・こども園における乳児の生活（登園場面） 

5 乳児の生活と保育者の関わり② 保育所・こども園における乳児の生活（手洗い・排泄場面） 

6 乳児の生活と保育者の関わり③ 保育所・こども園における乳児の生活（衣服等の着脱場面） 

7 乳児の生活と保育者の関わり④ 保育所・こども園における乳児の生活（食事・おやつ場面） 

8 乳児の生活と保育者の関わり⑤ 保育所・こども園における乳児の生活（午睡場面） 

9 乳児の生活と保育者の関わり⑥ 乳児の生活自立に向けて保育者のかかわり 

10 乳児の遊びと保育者の関わり① 模擬保育：遊びと保育者の関わり（乳児の遊び①） 

11 乳児の遊びと保育者の関わり② 模擬保育：遊びと保育者の関わり（乳児の遊び②） 

12 乳児の遊びと保育者の関わり③ 遊びと保育者の関わり（乳児の遊び③） 

13 乳児の遊び（保育内容）について考える 模擬保育の振り返り・意見交換 

14 保護者との連携 乳児保育における保護者との連携 

15 総括（まとめ） 全体の振り返りとまとめ（小テスト） 
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科目コード 27303 区 分 専門基礎科目 

授業 

科目名 柔道整復解剖生理演習Ⅱ 担当者名 古山 喜一 

配当年次 2 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 演習 卒業要件 

カリキュラ

ムにより異

なります 

＜授業の概要＞ 

解剖学、生理学では人体の正常構造として骨格系、筋系、消化器系、呼吸器系、泌尿器系、生殖器系、内分泌系、感覚器系、神経系、

脈管系の各器官について系統的に学習し、これらの器官系が立体的に配置することによって人体が形成されていることを理解し、各器

官内あるいは各器官系がどのように連鎖して働くことにより、生命徴候が営まれているのかを修得した。本演習ではこれらの解剖学、

生理学分野の中でも、特に柔道整復師業務に重要である下肢の骨格系、筋系、神経系、脈管系について特化して修得する。 

＜授業の到達目標＞ 

柔道整復解剖生理演習Ⅱでは下肢の骨格系、筋、神経系、脈管系および関節などのいわゆる運動器について、臨床現場で遭遇する種々

の外傷および合併症などを適切に評価することができるように、特に運動器の構造と機能について説明ができるようになる。 また、

臨床現場で遭遇する症例について、解剖学・生理学分野から説明ができるようになる。 

＜授業の方法＞ 

教科書及び配布資料による講義及びグループ学習を用い討論形式で進める。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

特に復習が重要である。講義で書き留めたノートを帰宅後まとめる作業が重要である。プリントに記された実習内容に関する項目に

ついて、解剖学や生理学及び運動学で習った事を復習する。授業内容（小テスト・講義・討論）をふりかえり、「何を学んだか、何を

学べなかったのか」についてレポート（A4-1枚程度）を作成し、期日までにデータで担当教員にDropboxを用い送信する。（1時間程度） 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

この科目はDP2に関連づけられている。「柔道整復及び健康科学、スポーツ医科学分野に必要な知識と技能を理解しており、日々、進

歩するあらゆる分野の知識を習得するための力」を育成する為に柔道整復術の基礎をなすために修得が特に必要な下肢の筋骨格系、神

経、血管系について系統的に理解を深め基礎を定着させる機会を与える。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

2018年度生以降は選択科目となります。【Web授業】①課題内容90% ②意見交換10%【対面授業】レポート（50％）、学習意欲（30％）、

定期試験（20％）で評価する。 

＜教科書＞ 

全国柔道整復学校協会監修 解剖学  医歯薬出版 

全国柔道整復学校協会監修 

生理学南江堂 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 下肢の末梢神経1 下肢の末梢神経腰・仙骨神経叢 

2 下肢の末梢神経2 下肢の末梢神経 

3 下肢の血管1 下肢の動静脈1 

4 下肢の血管2 下肢の動静脈2 

5 股関節1 股関節を構成する骨および関節の理解 

6 股関節2 股関節を構成する筋の理解 

7 股関節3 股関節機能解剖のまとめ 

8 膝関節1 膝関節を構成する骨および関節の理解 

9 膝関節2 膝関節を構成する筋の理解 

10 膝関節3 膝関節機能解剖のまとめ 

11 足関節1 足関節を構成する骨、筋および関節の理解 

12 足関節2 足関節機能解剖のまとめ 

13 足部1 足部を構成する骨、筋および関節の理解 

14 足部2 足部の機能解剖のまとめ 

15 総合 まとめ 
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科目コード 0 区 分 コア 

授業 

科目名 外科学Ⅱ 担当者名 山辻 知樹 

配当年次 2 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

外科学は極めて広範囲である。本講義では、各論的にそれぞれの項目を学習する。脳神経外科疾患、甲状腺・頸部疾患、胸壁・呼吸器

疾患、心臓・脈管疾患、乳腺疾患、腹部外科疾患と柔道整復学の関連について理解する。 

＜授業の到達目標＞ 

健康の保持・増進、競技力向上を科学的に考える上で不可欠な医科学的な分野（特に外科的分野）についての知識を身 に付ける。そ

して医師をはじめとするメディカル・コメディカルスタッフ、コーチ、トレーナーと共通の認識、共通の 言語をもって話しが出来る

ことを目標とする。 

＜授業の方法＞ 

教科書にそって授業を進めて行く。視聴覚資料等を用いて適宜補完していく。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

事前に教科書を読んでおく事、また、授業の後は講義でとったノートを参照しながら再度教科書を読んで復習する事を 勧める。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

本科目はディプロマポリシー4に該当し、「医療人として現代社会に果たす役割を理解し、様々な立場の人々と良好に職務を遂行でき

るコミュニケーション能力を身に付けている」、および、ディプロマポリシー2「柔道整復学及び健康科学、スポーツ医科学分野に必

要な専門知識と技能を理解し、日々進歩する医学分野に対応できる能力を身に付けている」を育む科目です。各外科的疾患に対し、基

礎情報に加え様々な症例報告や画像所見を通じより理解を深め、疾患に対し治療する計画性や考え方を多目的に伸ばし汎用能力の習得

を目指します。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

定期試験期間中に筆記試験（80点満点）を行なう。さらに授業時のレポートと出欠状況を総合して平常点（20点満点）を算出。これら

の合計点（100点満点）で評価を行なう。 

＜教科書＞ 

全国柔道整復学校協会 監修 「外科学概論」  南江堂 

＜参考書＞  

北島 ? 政樹 監修 

「標準外科学」医学書院 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 前期の復習（1） 損傷 ? 炎症と外科感染症 ? 腫瘍 ? ショック 

2 前期の復習（2） 輸血、輸液 ? 消毒と滅菌 ? 手術 ? 麻酔 ? 移植と免疫 

3 前期の復習（3） 救急蘇生法 ? 出血と止血 

4 脳神経外科疾患（1） 
脳・神経疾患の腫瘍徴候 ? 中枢性疾患に特有な病態 ? 画像検査  主な脳・神経
疾患 ? 

5 脳神経外科疾患（2） 
脳・神経疾患の腫瘍徴候 ? 中枢性疾患に特有な病態 ? 画像検査  主な脳・神経
疾患 

6 甲状腺・頸部疾患 甲状腺疾患 ? 頸部疾患 

7 胸壁・呼吸器疾患（1） 胸郭・肺の検査 ? 手術 ? 胸腔ドレナージ ? 肺疾患 ? 胸膜疾患  胸部損傷 

8 胸壁・呼吸器疾患（2） 胸郭・肺の検査 ? 手術 ? 胸腔ドレナージ ? 肺疾患 ? 胸膜疾患  胸部損傷 

9 心臓・脈管疾患（1） 心臓疾患 ? 脈管疾患 

10 心臓・脈管疾患（2） 心臓疾患 ? 脈管疾患 

11 乳腺疾患 診断 ? 乳腺疾患 

12 腹部外科疾患（1） 腹部外科疾患の主な症状 ? 消化器疾患における主な検査  代表的腹部外科疾患 

13 腹部外科疾患（2） 腹部外科疾患の主な症状 ? 消化器疾患における主な検査  代表的腹部外科疾患 

14 腹部外科疾患（3） 腹部外科疾患の主な症状 ? 消化器疾患における主な検査 

15 まとめ まとめ 
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科目コード 28115 区 分 専門基礎科目 

授業 

科目名 プロジェクト研究（社会調査系） 担当者名 小堀 浩志 

配当年次 2 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 演習 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

本科目では，「社会調査」や「マーケティング」に関するプロジェクトテーマに沿った研究活動について，指導を行う。学生は，ディ

スカッション・ディベート・プレゼンテーション・フィールドワーク・プロジェクト等の体験的学習を通じて，現代社会における問題

の発見やその解決方策を探るための基礎力を養い，教員からのフィードバックを最終結果に反映させながら，問題設定の考え方，問題

の解決方策，結果発表等のスキルを身につける。 

＜授業の到達目標＞ 

「社会調査士」の資格を取得するための必須科目（F科目）である。手法や技術の学習と実習により「社会調査」や「マーケティング」

に関するプロジェクトを行うための基本的な知識と実践方法を習得する。受講生が持つ対象フィールドへの問題意識に対して、調査計

画を立て、調査を行い、結果をまとめ、発表ができるような力をつけることが目標である。 

＜授業の方法＞ 

授業時に各自のノートパソコンを持参することが、条件となる。実践的なプロジェクト研究活動方法を身につけるために、まず身近な

フィールドの観察と記録、クラスメートインタビューを行いフィールドワークを体験する。その体験をいかし、問題意識を持った現地

調査の計画を立て、実施し、調査報告を行う。チームで活動する。企業や店舗の実課題に対して、企業やフィールドへ出かけていき、

ヒアリング、質的・量的調査・分析を行いながら、課題解決の提案、実際の解決活動を行う。キックオフミーティング、中間、最終の

プレゼンテーションを実施していく。Dropbox、ユニパを活用しながらチーム内における収集データ、分析データの情報共有、プレゼ

ンデータの共同作成を行っていく。演習時にはPCの持ち込みが必須である。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

グループでの調査実施を行うため、調査準備や、調査後のデータ集計や調査報告作成については、授業時間外での活動が必要になる

場合が想定される。グループ活動への積極的な関与を求める。演習毎に授業時間外のレポート作成が必要となる（毎週最低でも準備に

1時間の予習時間、調査のまとめに1時間の復習時間が必要）。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

演習を通じて、社会や企業活動、経済活動に必要な情報を収集し、課題解決のため意見を交わし提案するコミュニケーション能力を身

に付ける。  同時に現実の課題に対し、経営活動での知識や情報をもとに論理的・数量的に分析する力、戦略的に問題解決に向けた意

思決定をする力を身に付ける。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

授業への積極的な取り組み：30％、調査報告：20％、レポート：50％ 6回以上の欠席は評価対象外とする。提出課題は、クラスルー

ム内に提出が必要。これは、演習内容の理解と進捗を確認するものである。理解ミスや不足点を各自にクラスルーム内でコメントを返

す。また、次週の演習冒頭で宿題・進捗に対するコメントをフィードバックし、理解度と調査内容の完成度を高めていく。 

＜教科書＞ 

＜参考書＞  

佐藤郁哉（2006） 

「フィールドワークの技法―問いを育てる、仮説をきたえる」新曜社大谷信介他（2013）「新・社会調査へのアプローチ―論理と方法」

ミネルヴァ書房日経ビジネス編集部日経ビジネス日経BP社 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション 授業計画、フィールドワークの概要 

2 フィールドワークとは何か 社会調査の種類、フィールドワークの位置づけ 

3 フィールドワーク事例紹介 
実際のフィールドワーク事例を元に、どのような調査手法や技術を用いているか
を考える 

4 フィールドワークの技術 観察とフィールドノート 

5 フィールドの観察と記録 学内または学外を観察し記録する実習を行う 

6 フィールドの観察と記録の報告 実習の報告を行う 

7 クラスメートインタビュー演習１ 面接調査と記録に関する実習 

8 クラスメートインタビュー演習2 インタビュー結果を文字化しまとめる 

9 問題意識と調査の企画 現地調査を行うための問題意識と仮説設定をグループワークで行う 

10 調査票の作成 現地調査のための調査票を作成する 

11 調査地での調査１ グループでインタビュー、フィールドノートの作成を行う 

12 調査地での調査２ グループでインタビュー、フィールドノートの作成を行う 

13 データ分析、調査報告作成１ 調査結果分析する 

14 データ分析、調査報告作成２ 調査結果をまとめる 

15 調査報告発表 各グループの調査報告をプレゼンテーション形式で行う 
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科目コード 0 区 分 コア 

授業 

科目名 国際経済学 担当者名 歌代 哲也 

配当年次 2 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

本科目では、日本を含めた先進国、また発展途上国における貿易、金融市場等の経済活動における相互関係の現状を理解することを目

的とする。また経済学の考え方を用いた国際貿易理論、国際金融理論を通して、国際貿易、国際金融市場の現状にどのような意見を持

つことができるのか、また現実の国際貿易政策、国際金融市場政策にどのような示唆を与えることができるかについて学ぶ。 

＜授業の到達目標＞ 

本講義の到達目標は主として以下の3点である。①国際貿易理論の基礎を理解し、自身で説明することができる。②日本企業がなぜグ

ローバルな活動を推進しているのかを理解する。③自由貿易の仕組みがもたらす弊害を理解し、その是正策について自己の意見を持つ

ことができる。 

＜授業の方法＞ 

指定した教科書に基づき、授業はパワーポイントと板書を使用した講義形式で行うが、一方的な授業とならないように、適宜、質疑を

交えながら受講者からの発言を求めていく。事例研究等については、グループディスカッションを行い発表の機会をもつ。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

①予習：講義時に指示したテキストの該当部分を読んでおくこと(毎回30分)②復習：配布プリントの重点箇所を中心として、理解を

深めておくこと(毎回30分)③課題：参考書または講義時に指定した図書・文献等をもとにまとめること(毎回30分)④その他：日常的

に国際経済の動向に関する報道をチェック、期末試験向けのノートの整理（毎回30分） 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

国際経済・貿易の仕組みを把握し、グローバルに拡大している企業活動、市場経済、市場について分析・理解する能力を身に付ける。

また、グループディスカッションや講義内課題を通じて、主体性・積極性を持って学習し、グローバルな課題解決の一端を担い、国際

社会に貢献し、同時に生涯学習力を身に付ける。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

期末試験50%、受講姿勢・学習意欲25%、課題・レポート等の提出物25% 

＜教科書＞ 

浦田秀次郎・小川英治・澤田康幸（2018年：第6刷） はじめて学ぶ国際経済 (有斐閣アルマ)  有斐閣 ISBN:978-4641124219 

＜参考書＞  

大川昌幸（2007/5/1） 

コア・テキスト国際経済学（ (ライブラリ経済学コア・テキスト&最先端)）新世社 ISBN: 978-4883841103浦田秀次郎（2009/2/1）国

際経済学入門(経済学入門シリーズ )日本経済新聞出版社 ISBN: 978-4532111953 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション  本科目の内容と評価方法   国際経済学を学ぶ意義 

2 比較優位の理論①  貿易による利益   競争力の違いによる分業、貿易によって生じる利益 

3 比較優位の理論②  比較優位モデル   絶対優位と比較優位 

4 比較優位の理論②  比較優位の決定要素   生産要素（土地、労働、資本）による産業構造の違い 

5 貿易理論の補足  クルーグマンの新しい貿易理論   異質な企業モデル 

6 経済成長と貿易  生産要素の国際間移動   経済成長と貿易・投資の役割 

7 貿易政策の手段①  自由貿易と保護貿易   国際貿易によるメリット・デメリット 

8 貿易政策の手段②  自国産業保護の手段   セーフガード、アンチダンピング等 

9 貿易政策の手段③  保護貿易政策に関する議論   自国産業保護の意味とその影響 

10 貿易政策と企業活動①   市場としての海外    貿易によって生じる企業利益と国際摩擦 

11 貿易政策と企業活動②   生産拠点としての海外    産業の空洞化と日本経済への影響 

12 為替レートと国際収支   国際間の資金移動    経常収支、貿易収支、サービス収支等 

13 財政政策と金融政策   マンデルフレミングモデル    資本移動の自由・為替相場と、財政政策・金融政策の関係 

14 国際金融取引   金融市場のグローバル化とその影響    過剰流動性下における企業の資金調達、利子率、物価への影響 

15 本科目のまとめ   学習内容の復習 
   比較優位、マクロ経済と貿易の関わり、保護貿易、金融市場のグローバル
化とその諸問題 
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科目コード 40213 区 分 専門基礎 

授業 

科目名 整復学実技Ⅳ(上肢・固定法Ⅱ) 担当者名 河野 儀久 

配当年次 2 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 実技 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

臨床で必要な脱臼について発生機序、症状、整復法、固定法、合併症等について学ぶと共に保存療法の限界に関する知識を修得する。

各脱臼の発生メカニズムを詳細に理解する事が症状、整復法、固定法、合併症等を合理的に理解することになる。この講義では顎関節、

脊椎、肩鎖関節、肩関節、肘関節、手関節、手指関節について学習する。 

＜授業の到達目標＞ 

各脱臼の発生機序、症状、整復法、固定法、合併症等について理解する。各脱臼における保存療法の限界について理解する。 

＜授業の方法＞ 

教科書を中心に講義し必要に応じてDropboxにて資料を配付する。授業中に確認小テストを実施し、予習、復習状況を確認する。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習：次の範囲をシラバスから確認させ、どの様な内容であるかまとめ授業で発表する。（毎回、1時間程度）復習：小テストを次の

授業で実施する。（毎回、2時間程度） 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

この科目は健康科学科のディプロマポリシー5（科学的根拠や思考を持って医療現場やスポーツ現場の諸問題に対応できる能力を身に

着けている。）と関連付けられている。柔道整復師として必要な知識を身に付け、最新医療の状況を把握し広い視野で物事を考えられ

る知識の習得を目指す。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

学習意欲 30％、小テスト 30%、定期試験 40% 実技試験の合格（60％）以上を最低条件とする。 

＜教科書＞ 

全国柔道整復学校協会 「柔道整復学・理論編」  南江堂 

全国柔道整復学校協会 

「柔道整復学・実技編」南江堂 

＜参考書＞  

目崎 登 

「運動器疾患ワークブック」医歯薬出版 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 脱臼総論 定義と概説 

2 顎関節脱臼 発生機序、転位、症状、整復法、固定法、合併症・後遺症など 

3 頸椎脱臼 発生機序、転位、症状、整復法、固定法、合併症・後遺症など 

4 胸椎脱臼 発生機序、転位、症状、整復法、固定法、合併症・後遺症など 

5 肩鎖関節脱臼 発生機序、転位、症状、整復法、固定法、合併症・後遺症など 

6 肩関節脱臼－前方・後方－ 発生機序、転位、症状、整復法、固定法、合併症・後遺症など 

7 肩関節脱臼－下方・上方－ 発生機序、転位、症状、整復法、固定法、合併症・後遺症など 

8 肘関節脱臼－両骨－ 発生機序、転位、症状、整復法、固定法、合併症・後遺症など 

9 肘関節脱臼－単独・肘内障－ 発生機序、転位、症状、整復法、固定法、合併症・後遺症など 

10 手関節脱臼－関節－ 発生機序、転位、症状、整復法、固定法、合併症・後遺症など 

11 手関節脱臼－手根骨－ 発生機序、転位、症状、整復法、固定法、合併症・後遺症など 

12 手指脱臼－CM関節－ 発生機序、転位、症状、整復法、固定法、合併症・後遺症など 

13 手指脱臼－MP－ 発生機序、転位、症状、整復法、固定法、合併症・後遺症など 

14 手指脱臼－DIP・PIP－ 発生機序、転位、症状、整復法、固定法、合併症・後遺症など 

15 まとめ 総説 
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科目コード 0 区 分 コア科目 

授業 

科目名 公共経済学 担当者名 松澤 俊雄 

配当年次 2 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

本科目では、市場機構のパフォーマンスについて考え、市場機構の不完全さに因る問題とそれを補完する公共部門の役割を経済学的に

分析する。これを基に現代の経済的課題についてのケース・スタディー（地域公共交通―バス・鉄道―運営のあり方）を通じて、公的

主体の意義を学ぶ。そして、本科目を受講した学生が現代的経済・政策問題に対して、コメントできるようになることを目途に授業を

展開する。＜履修条件＞：経済学概論（日または英）またはミクロ経済学の単位を修得済みであること。マクロ経済学など、他の経済

学系科目を修得済ないしは修得中であることが望ましい。 

＜授業の到達目標＞ 

授業を通じて、経済における「公的部門」と「民間部門」の相違とそれぞれの主体である「公」「民」の行動目的についての理解をす

すめる。また、市場経済を中心とした社会で生じる諸問題（市場の失敗・不完全性）について、その原因を分析・理解させる。そして

問題の改善・解決策に向けて公がとるべき諸政策について何らかのコメントをできるようになることを一つの目標としたい。 

＜授業の方法＞ 

教科書と参考資料を教材とする。板書を中心とするが、内容に応じPPT等で視覚的にわかりやすい方法も活用する。授業の理解度を高

め、確認するため、適宜レポート類の提出を課す予定。教科書・参考書以外にも適宜授業資料を配付（掲示）する。「公共」の仕事・

役割について、グループで調査して、レポートしてもらうことも予定している。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習・復習を行うとともに、経済に関する事柄に日頃から新聞などで目を通しておくように心掛けてください。原則として講義の際

レポートを課するので、次の授業時間に提出して下さい。（教科書・事前配布物での予習2時間、復習2時間） 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

授業を通じて、国際人・リーダーとして「社会に貢献する経営」を実践するための豊かな教養として、歴史・社会を含めた学際的な知

識を身に付ける。また「公共性」について把握・理解を深めることにより、現実の課題に対し経営活動での知識や情報をより効率的に

生かし、市場経済、公的分野に関連する社会事象や市場について,分析・理解する能力を身に付けられるようになること。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

成績評価は、各授業におけるレポート課題の提出、内容、出席状況、授業態度などによっておこなう（授業開始までにClassroomでお

知らせ予定）。 

＜教科書＞ 

飯田幸裕・岩田幸訓（2019年） 『入門経済学』（第4版）  創成社 1700円＋税 

＜参考書＞  

仲林真子（2015） 

『財政学と公共経済学はじめの一歩』八千代出版 1700円＋税小川・西村（2015）『公共経済学』中央経済社 2300円+税 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 
市場経済とパフォーマンス。経済の仕組みと「公」の存
在 

経済主体と経済循環 

2 市場経済の不完全さ（失敗）と「公」の役割 政府・地方自治体（国・県・市町村）とその「役割」 

3 私的財と公共財 消費の共同性/対価不払いと排除可能性 

4 公共財の供給 公共財の機能・性質と供給方法 

5 市場機構と公共政策の評価方法：資源配分の効率性（Ⅰ） 需要曲線・供給曲線と消費者余剰・生産者余剰 

6 市場機構と公共政策の評価方法：資源配分の効率性（Ⅱ） 政策問題の分析例 

7 市場の失敗と是正（Ⅰ） 規模の経済性/自然独占と公共料金による規制 

8 市場の失敗と是正（Ⅱ） 公共料金の形態と意義 

9 市場の失敗と是正（Ⅲ） 外部不経済の是正/ピグー税等；公共財の最適供給/フリーライダー 

10 
生活・経済環境と移動手段の確保：地域・都市交通の整
備と運営（Ⅰ） 

人々の「移動」への欲求と交通・運輸サービスへの需要。「移動」目的と利用交通
手段。 

11 
生活・経済環境と移動手段の確保：地域・都市交通の整
備と運営（II） 

公共交通と私的交通―[個別交通機関（乗用車）vs 公衆交通機関（鉄道・バス）][私
的交通機関 vs 公共輸送人] ：道路空間利用のpriorityと「公共性」：「公共交通」
のいくつかの概念。 

12 
生活・経済環境と移動手段の確保：地域・都市交通の整
備と運営（III） 

地域・都市交通と利便性 

13 
生活・経済環境と移動手段の確保：地域・都市交通の整
備と運営（IV) 

地域公共交通の規制・規制緩和(I) 

14 
生活・経済環境と移動手段の確保：地域・都市交通の整
備と運営（V） 

地域公共交通の規制・規制緩和(II)| 

15 ’まとめ’  公的主体の役割 利便性に優れた地域・都市の交通整備および運営のあり方[総合交通政策]| 
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科目コード 32304 区 分 コア科目 

授業 

科目名 国語科教育法 担当者名 長谷 浩也 

配当年次 0 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

本授業においては、小学校で2020年度から完全実施となった学習指導要領に基づいた「確かで豊かな“ことばの力”を育む国語科授業の

あり方」と「指導のあり方」および「それらの方法」について学ぶ。授業においてはＰＣも使用しますので、各自準備の上臨んで下さ

い。 

＜授業の到達目標＞ 

国語科（小学校）における「教育目標」や「育成を目指す資質・能力」を理解し、学習指導要領に示された「学習内容」について背景

となる学問領域と関連させて理解することができる。様々な学習指導理論を踏まえた具体的な授業場面を想定した「授業設計を行う方

法」を身に付ける。 

＜授業の方法＞ 

１．事前課題フィードバック２．解説・説明３．意見交流（グループ又は全体）４．整理及びまとめ（個人又はグループ）５．次時の

課題提示※事前課題及び授業中の課題提出などはclassroomで行います。また、交流もclassroom上でも行うこともあります。従ってパ

ソコンは必ず持参して臨むこと。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

・事前課題への取り組み（１時間）・授業後における学びの振り返り及び発展学習（1時間） 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

 「確かで豊かな“ことばの力”」を育む国語科授業づくりや実践の振り返り、その修正・改善・工夫を継続的に行うことのできる小学

校教員を育成するための応用科目であり、特に、小学校教員を目指す２年次生に対して、小学校教科書に基づいて、国語科の指導力を

多角的に磨き、教育実習に備える機会を提供する。なお、本講座は卒業要件の一つ（小学校Ⅰ種免許必須）でもある。また、教育経営

学科のディプロマポリシー５「情報機器や教材の活用を含めた学習指導方法の基本とともに、問題解決に向かう論理的・批判的思考力

を身に付けている」及び７「子 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

事前課題 20％、授業での提出物（指導案など）及び意見交流（模擬授業含） 50％、確認テスト（事後課題含）  30% 

＜教科書＞ 

長谷浩也他（2021年7月発刊予定） 国語科の授業づくり（仮）  明治図書 

小学校国語教科書（令和２年度版） 

4年上光村図書 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 授業の目標と概観 授業の目標と概観、および国語科教育にかかる指導要領等 

2 学習指導要領と教科書 学習指導要領が目指す方向性及び教科書の構成について 

3 「読むこと」領域の目標と指導事項/教材研究と発問 教材（事例）研究の仕方と発問の重要性について 

4 国語科における授業デザイン 発問を柱にした授業デザインについて 

5 指導案作成における留意点 指導案のポイントの理解と作成 

6 授業と指導案作成 提案授業からの指導案作成 

7 模擬授業 模擬授業（グループ）とその整理 

8 読書指導と書写指導 読書指導及び書写指導及びその目標について 

9 ＩＣＴ機器（デジタル教科書）を活用した授業展開 デジタル教科書を活用した授業展開について 

10 ＩＣＴ機器（一人一台パソコン）を活用した授業展開 一人一台パソコンを活用した授業づくりについて 

11 「書くこと」領域の目標・指導事項とその具体 「書くこと」領域の教材研究と効果的な指導について 

12 
「話すこと・聞くこと」領域の目標・指導事項とその具
体 

対話能力の習得及び活用を活かした授業の構想と展開 

13 「話すこと・聞くこと」領域の教材研究とその指導法 「聞く」行為に焦点をあてた学習指導の理解と開発 

14 音読の効果及び指導例 音読の指導法の理解とその効果及び実践 

15 
国語科学習指導における評価と指導の一体化と総括（ま
とめ） 

国語科教育法のまとめ（学習評価を視点）及び小学校国語教師としての心構え 
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科目コード 52005 区 分 コア科目 

授業 

科目名 保育実習指導ⅠＡ(保育所) 担当者名 楢嵜 日佳 

配当年次 2 配当学期 後期 単位数 1 授業方法 演習 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

保育実習ⅠAの事前学習と事後学習のためのものである。保育実習を円滑に進めていくための知識・技術を習得し、学習目標・課題を

明確にするととに、保育実習の位置 づけ、各保育実習の福祉施設の目的や保育士の保育の基本・業務などを学び、実習に際して、事

前・事中・事後に おいてなすべき内容を理解し、保育実習の全体を把握する。社会人としてのマナーや保育士としての心構えも具体

的・実践的に学んでいく。 

＜授業の到達目標＞ 

1.保育の観察、記録、実習の計画、実践、評価の方法や内容について具体的に理解する。2.実習の事後指導を通して、実習の総括と自

己評価を行い、新たな課題や学習目標を明確にする。 

＜授業の方法＞ 

講義、演習、個別指導、グループワーク 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

事前に実習の手引きを熟読して授業に臨むこと（60分）。配布資料をファイルし、授業後に内容を確認し整理すること（60分）。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

保育士資格取得のために必要な科目である。こども発達学科のディプロマポリシーDP6「保育・教育実習、実践活動等の経験を踏まえ、

社会人としてのルールを遵守し、自己管理力、チーム ワークやリーダーシップ、倫理観等の力を身に付けている」及びDP8「広く豊か

な社会的常識、人間的に成熟した保育・教育観を持ち、地域社会の実情に応じ、学術性を備 えた保育・教育を推進する実践力・創造

的思考力を身に付ける」に対応し、社会人、保育士としての課題を明確にする機会とする。3年次配当の保育実習指導Ⅱに引き継がれ、

さらに専門的知識の習 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

・授業態度・意欲 30％、課題提出・内容 30%、保育技術実技の準備・取り組み 20％、模擬保育等の準備・グループ貢献度 20% 

＜教科書＞ 

岡山県保育士養成協議会（2019） 保育実習の手引き  岡山県保育士養成協議会 

＜参考書＞  

厚生労働省（2017） 

保育所保育指針フレーベル館内閣府文部科学省厚生労働省（2017）幼保連携型認定こども園教育・保育要領フレーベル館 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 実習の基本的理解 保育実習の意義・目的、実習の概要 

2 保育所実習の内容（1） 保育の基本、保育の内容と方法 

3 保育所実習の内容（2） 障がい児保育、子どもの健康及び安全 

4 保育所実習の内容（3） 保育所実習の実際 

5 指導計画の作成（1） 保育課程と指導計画、模擬保育見学 

6 指導計画の作成（2） 指導案作成の手順・留意事項、模擬保育への参加（1） 

7 指導計画の作成（3） 指導案作成・模擬保育への参加（2） 

8 指導計画の作成（4） 指導案作成・模擬保育への参加（3） 

9 実習課題の明確化 自己課題の持ち方 

10 指導案に基づく模擬保育 指導案に基づく模擬保育の実践 

11 実習の準備（1） 実習関連書類の作成 

12 実習の準備（2） 実習日誌の形式と記入の仕方、実習園でのオリエンテーション 

13 実習の留意点と事前指導の総括 守秘義務と子ども・保護者の人権擁護、実習生としての心構え 

14 事後指導（1） 実習成果や新たな課題の共有と検討 

15 事後指導（2） 自己評価・課題の整理・学習目標の明確化 
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科目コード 32305 区 分 コア科目 

授業 

科目名 理科教育法 担当者名 平松 茂 

配当年次 0 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

小学校理科の指導と評価の方法を理解し、学習指導案の作成法を学ぶ。教科書と学習指導要領解説理科編を参照し、観察・実験を伴う

授業を設計して，授業実践の方法や留意点を習得する。４～５人の小グループで１～２単元の模擬授業を担当する。指導案や細案を使

って模擬授業を行い、評価・改善案点を話し合い、理科の授業実践のための基礎的な知識や技能を身につける。また，新たにＧＩＧＡ

スクール構想にも対応できる技能を習得する。 ＩＰＵ理科マイスター必修。 

＜授業の到達目標＞ 

１．理科の指導と評価方法を理解し、学習指導案を作成して、授業を行う知識技能を身に付ける。２．「学習活動」「指導上の留意点

及び教師の支援」等指導案作成に必要な知識・技能を習得する。３．観察実験を伴う模擬授業の準備、実施、評価により授業の基礎的

な知識技能を身に付ける。４．小学校で理科の授業を準備、デザインし、授業が実施できる知識技能を習得する。５．ＩＣＴ，デジタ

ル教科書等を効果的に活用しながら授業展開する方法を習得する。 

＜授業の方法＞ 

１．デジタル教科書，ＩＣＴ，Google Chrome等を効果的に使いながら講義を進める。２．クラスルームに短い動画を置き，授業イメ

ージ作り，学習指導案作成に役立てる。３．予備実験、実験・観察を伴う授業のリハーサルを点検しながら授業力を身に付けさせる。

４．学生が教師役、児童役と立場を変えながら模擬授業を進め、評価観点を身に付けさせる。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

小学校理科の教科書「新編新しい理科」第５、６学年の中から単元を選び、児童が観察、実験する具体的な学習内容を把握する。（1

時間程度） 次に、小学校学習指導要領解説理科編を見ながら、学習の目標、学習内容、活動のねらいや留意点を把握して学習指導案

を作成する。４～５名のグループで授業の準備に当たるが、分担された作業をするとともに、予備実験や模擬授業のリハーサルに全

員で当たり、誰が指名されても授業を担当できる状態まで自主練習する。(週2時間程度×3週) 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

自然の事物現象の精妙さ、巧妙さに対する鋭い感性を持ち、小学校理科の教科内容を理解した上で授業を構成し実践するための基礎的

基本的な素養を獲得する機会を提供する。発達段階に合わせた問題解決能力を育成する力量を形成し、教育実習に備える。この科目は

教育経営学科のディプロマポリシー５：情報機器や教材の活用を含めた学習指導方法の基本とともに、問題解決に向かう論理的・批判

的思考力を身に付けている。７：子どもの未来の対する強い使命感と責任感を持ち、教師としての成長を目指した生涯学習力を身に付

けている。 と関連づけられてい 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

参加意欲 20％、 実験・観察の技能 20％、 模擬授業 30％、 学習指導案 30％、等で評価する。 

＜教科書＞ 

毛利  衛・黒田玲子 他（2020） 「新しい理科５」  東京書籍 

毛利  衛・黒田玲子 他（2020） 

「新しい理科６」東京書籍文部科学省(2018.2.10)小学校学習指導要領（H29）解説理科編東洋館出版社 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション   物の溶け方 小学校理科の概要と授業 理科室 観察 

2 理科の授業と坂元理論 植物のからだ 授業の構造 理科の授業と安全 スケッチ 

3 理科の授業と評価の方法 ルーブリック 授業の評価観点、ルーブリックの作成と活用 

4 学習指導案の構造 作成法 学習指導案の構造の理解と作成の手順 

5 小学校の授業展開 物の重さくらべ 授業展開の例、予備実験とワークシート 

6 模擬授業１（１グループ）「呼吸の働き」 学生の模擬授業「小学校理科６年・生命領域」 

7 模擬授業２（1グループ）「発芽」 学生の模擬授業「小学校理科５年・生命領域」 

8 
模擬授業３（２グループ）「天気の変化」「流水のはた
らき」 

学生の模擬授業「小学校理科５年・地球領域」 

9 
模擬授業４（２グループ）「地層できるしくみ」「月の
形と太陽」 

学生の模擬授業「小学校理科６年・地球領域」 

10 
模擬授業５（２グループ）「物の溶け方」「蒸発・再結
晶」 

学生の模擬授業「小学校理科５年・物質領域」 

11 
模擬授業６（２グループ）「水溶液の性質」「物の燃え
方」 

学生の模擬授業「小学校理科６年・物質領域」 

12 
模擬授業７（２グループ）「ふりこ」「電流が生み出す
力」 

学生の模擬授業「小学校理科５年・ｴﾈﾙｷﾞｰ領域」 

13 模擬授業８（２グループ）「てこ」「プログラミング｣ 学生の模擬授業「小学校理科６年・ｴﾈﾙｷﾞｰ領域」・新学習指導要領への対応 

14 模擬授業９（２グループ）「音の性質」 学生の模擬授業「小学校理科3年・ｴﾈﾙｷﾞｰ領域」・新学習指導要領への対応 

15 まとめ 理科教育の今後の課題 



201 
 

  
科目コード 0 区 分 コア科目 

授業 

科目名 管理会計 担当者名 手嶋 竜二 

配当年次 2 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

管理会計は利益の獲得を目指して企業活動を合理的に展開するために必要な会計情報を経営者に提供することを目的としている。本科

目では、予算差異分析のような伝統的な財務数値によるコントロール技法だけでなく、ＢＳＣ（バランスト・スコアカード）のような、

非財務指標に基づく管理技法について理解することを目的とする。加えて、原価企画などの日本的な管理会計手法についても学修する。 

＜授業の到達目標＞ 

① 管理会計の基本的な概念や理論の習得すること。② 管理会計における諸技法の基本的な計算の仕組みを理解すること。③ 管理会

計によって得られた情報を、どのようにして経営の改善に結びつけるか理解 

＜授業の方法＞ 

① 授業の方法は、テキストに従い主に講義形式（問題演習の性質も有する）で行う。② 理解を促進させるために必要な計算問題およ

び動画視聴を行う。③電卓演習・ 集計作業などの計算を行う場合もあるので、各自電卓（関数電卓不可）および定規を持参すること。

④ケーススタディにもとづきグループワークを行うこともあるが、個人学修の要素が大きい。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

① 専門用語の理解と技術定着をはかるため、予習・復習を重視する。② 本科目に関して、週に予習（テキストを読み、要点整理・ノ

ート作成を行う。計算問題があれば行う。）３時間、復習（要点再整理）１時間を費やす必要がある。レポート作成がある場合は別に

時間を必要とする。③ 原価計算や会計の知識を有することが望ましい。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

現実の課題に対し、経営活動での知識や情報をもとに論理的・数量的に分析する力、戦略的に問題解決に向けた意思決定をする力を身

に付ける。そのために、本科目では、まず経営活動を貨幣数量的に捉える方法、原理、原則を学ぶ。つぎに、製造原価報告書といった

財務諸表の作成プロセスを学ぶ。そして、そのプロセスおよび財務諸表間の関係を理解することにより経営活動を数量的に分析する、

あるいは戦略的に問題解決に向けた意思決定する能力を身に付けることができる。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

① 受講態度・学習意欲・授業への参加度 30％② 小テスト・レポート（GoogleClassroomに提出し，それに個別もしくは全体的にフィ

ードバックをお行う）30％③ 定期試験 40％ 

＜教科書＞ 

山田庫平・吉村 聡・飯島康道・大槻晴海 編著（2018.3.21） 原価・管理会計の基礎  中央経済社 

公益社団法人全国経理教育協会（2017.12.1） 

全経 電卓計算能力検定試験公式テキスト日本能率協会マネジメントセンター 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 ガイダンス 授業の進め方、成績評価方法、授業方針、管理会計とは 

2 管理会計の意義 財務会計と管理会計、管理会計の体系、業績評価会計、意思決定会計 

3 現代における原価計算と管理会計 原価計算、管理会計、財務会計 

4 原価の概念と分類 原価の一般概念、諸概念 

5 標準原価計算① 原価管理の意義、標準原価計算の意義・目的 

6 標準原価計算② 標準原価差異分析 

7 損益分岐点分析① 原価の固変分解、損益分岐点の意義 

8 損益分岐点分析② 損益分岐点図表、シミュレーション 

9 直接原価計算① 直接原価計算の意義、計算構造、利用目的 

10 直接原価計算② 直接原価計算と外部報告、経営管理 

11 予算管理 利益計画、予算の編成、統制、予算実績差異分析 

12 特殊原価調査と差額原価収益分析 特殊原価調査、差額原価収益分析、業務執行的意思決定など 

13 原価企画 原価企画の基礎概念とプロセス 

14 ABCとABM ABCの意義と基本概念、計算構造、ABM 

15 バランスト・スコアカード バランスト・スコアカードの意義、基本構造、戦略マップ 
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科目コード 36504 区 分 コア科目 

授業 

科目名 スポーツ外傷・障害の基礎知識Ⅱ 担当者名 濱浪 一則 

配当年次 2 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

アスレティックトレーナーが活動を行う上で必要なスポーツ外傷・障害の基礎知識について理解する。そのために、上肢・下肢・体幹

の主となるスポーツ外傷の病態、評価方法および重篤な外傷・年齢・性差によるスポーツ外傷の特徴の習得することをねらいとする。 

＜授業の到達目標＞ 

日本体育協会アスレティックトレーナー試験に合格できるよう知識を修得すること。 

＜授業の方法＞ 

教科書を基に、必要に応じて資料を配布して講義を進めていく。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

事前に教科書、配布資料などを用いて予習し、事前課題を提出し、授業中に行う小テストに備える。授業で学んだ内容を復習し、期

末テストに備える。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

事前課題30％、定期試験 70％。 公欠の場合は、当該授業の要旨をレポート用紙５枚にまとめ（手書き）提出すること。提出のない

場合は欠席扱いとする。 

＜教科書＞ 

日本体育協会 スポーツ外傷・障害の基礎知識   

＜参考書＞  

特になし 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 スポーツ外傷・障害総論（1） スポーツ外傷・障害の基礎知識 

2 上肢のスポーツ外傷・障害（２） 肩関節脱臼 

3 上肢のスポーツ外傷・障害（３） 肩腱板断裂 

4 上肢のスポーツ外傷・障害（４） 投球障害肩 

5 上肢のスポーツ外傷・障害（５） 肘外側・内側上顆炎 

6 上肢のスポーツ外傷・障害（６） 手指 

7 上肢のスポーツ外傷・障害（７） 手指骨折 

8 体幹のスポーツ外傷・障害（1） 頚椎捻挫 

9 体幹のスポーツ外傷・障害（2） 腰椎椎間板ヘルニア 

10 体幹のスポーツ外傷・障害（3） 腰椎分離症 

11 体幹のスポーツ外傷・障害（4） 鼠径部痛症候群 

12 下肢のスポーツ外傷・障害（1） 大腿四頭筋肉離れ 

13 下肢のスポーツ外傷・障害（2） 大腿部その他の外傷 

14 下肢のスポーツ外傷・障害（3） 膝前十字靭帯断裂 

15 下肢のスポーツ外傷・障害（4） 膝後十字靭帯断裂 
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科目コード 65023 区 分 専門基礎科目 

授業 

科目名 リーディング・スキル（応用） 担当者名 井上 聡 

配当年次 2 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

本授業（オンデマンド型授業）では、英検準１級レベルの英文の速読・精読を通して、英検1級レベルの語彙力、構文解析力、英作力

を強化します。Google Classroomを通して配信された事前課題（課題の英文と授業動画）に取り組み、理解度確認テストを受験し、フ

ィードバックに基づいて、「何を学ぶことができたか」「どのように学んだのか」について意見交換を行います。事前課題の質、理解

度確認テストのスコア、意見交換の質の３点に基づいて成績評価を行います。 

＜授業の到達目標＞ 

１．授業動画を活用し、事前課題（英検準１級の長文）の読解に粘り強く取り組むことができる。２．理解度確認テストを受験し、そ

の結果を適切に振り返ることができる。３．事前課題と理解度確認テストを通しての学びを「意見交換」の場で言語化できる。 ※授

業中のデータ共有はすべてGoogle Classroomで行います。 

＜授業の方法＞ 

１．事前課題（長文の読解、授業動画の視聴、ノート作成、提出）※授業前日まで ２．理解度確認テスト（Google Form）※授業日

のみ３．意見交換（Google Classroom）※授業日のみ 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習：事前課題の提出（90分程度）＋理解度確認テストの準備（30分程度）復習：Quizletによる学びの整理（30分程度） 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

この科目は教育経営学科のDP⑤（情報機器や教材の活用を含めた学習指導方法の基本とともに、問題解決に向かう論理的・批判的思考

力を身に付けている）と関連付けられています。授業動画を活用しつつ、難度の高い英文解釈に取り組みながら、自律的学習者として

の習慣を形成しましょう。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

事前課題の質 30%、理解度確認テスト 40%、意見交換 10%、Quizlet 20% 

＜教科書＞ 

特に指定なし    

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 "Drink Responsibly" Messages 事前課題＋理解度確認テスト＋意見交換 

2 Dog Colors 事前課題＋理解度確認テスト＋意見交換 

3 Lightning Strikes and Ships 事前課題＋理解度確認テスト＋意見交換 

4 Minimalism: Is Less Really More? 事前課題＋理解度確認テスト＋意見交換 

5 Review 1 課題英作文 

6 The Thaba-Tseka Development Project 事前課題＋理解度確認テスト＋意見交換 

7 The Uncertainties of Celiac Disease 事前課題＋理解度確認テスト＋意見交換 

8 REDD+ 事前課題＋理解度確認テスト＋意見交換 

9 Summer Jobs 事前課題＋理解度確認テスト＋意見交換 

10 Review 2 課題英作文 

11 Stranded Whales 事前課題＋理解度確認テスト＋意見交換 

12 Airplanes and Germs 事前課題＋理解度確認テスト＋意見交換 

13 Young People and Sports 事前課題＋理解度確認テスト＋意見交換 

14 Medical Voluntourism 事前課題＋理解度確認テスト＋意見交換 

15 Review 3 課題英作文 
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科目コード 34104 区 分 コア科目（保育・幼児教育に関する理解） 

授業 

科目名 子どもと健康 担当者名 浅野 幹也 

配当年次 0 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 演習 卒業要件 

選択／幼稚

園教諭免

許・保育士

国家資格取

得のための

必修 

＜授業の概要＞ 

幼児期の「からだ」と「こころ」の特徴と現代における幼児を取り巻くさまざまな課題を検証し、領域「健康」の指導の基盤となる知

識、技能を身につける。 

＜授業の到達目標＞ 

現代の子どもたちの様子や子どもたちを取り巻く環境の変化を把握したうえで、幼児の心身の発達、基本的生活習慣、安全な生活、運

動発達等において、幼児期には大人と違った特徴や意義があることを踏まえ、その相違が指導方法にも関連していることについて理解

する。 

＜授業の方法＞ 

パワーポイントを使用した講義形式とし、口頭で詳細を説明する。必要に応じて資料を配布し、授業内容に関するテーマでグループワ

ークを行い自身の考えを深め、発表する。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

前時に記録したノートや配布された資料をもとに授業の振り返りをする（30分程度）。また、与えられた課題に対し、参考者やインタ

ーネットを利用して情報収集に努め、レポート作成に取り組む（1時間30分程度）。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

この科目はこども発達学科のディプロマポリシー3（子どもを取り巻く環境、様々な問題や文化状況に対して、子ども学の知見と教養

に基づく知識と、理解する能力を身に付けている。）およびディプロマポリシー7（主体的に自己の学習を振り返り、セルフマネシ?メ

ント能力と生涯学習力を身に付けている。）と関連づけられている。子どもの成長段階に対応した食生活の支援について理解する。子

どもを取り巻く環境、様々な問題や文化状況に対して、子ども学の知見と教養に基づく知識と、理解する能力を身に付け、生涯学習力

を身に付けることを目的とする 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

授業内評価50％、期末テスト50％ 

＜教科書＞ 

なし    

＜参考書＞  

無藤隆、倉持清美（2020年8月25日） 

新訂 事例で学ぶ保育内容 領域健康㈱萌文書林酒井幸子、松山洋平（2020年12月10日）保育内容 健康 あなたならどうしますか？

㈱萌文書林松田博雄、金森三枝（2019年）子どもの健康と安全中央法規 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 「子どもと健康」のねらい 授業概要の説明と健康を取り巻く環境 

2 領域「健康」のねらいと内容 「健康」の概念と保育における健康管理の意義 

3 幼児の心身の発達 幼児の運動発達の特徴と心理的特徴 

4 生活習慣の形成 幼児期の生活習慣の獲得及び生活リズムの形成とその意義 

5 園生活と生活習慣 食事、睡眠の関係と生活に必要な活動 

6 子どもの「健康」をめぐる現状と課題 遊びの現状と生活習慣の問題点 

7 子どもの健康と遊び 運動コントロール能力の発達と「多様な動き」の意味 

8 遊具を使った遊び 遊具を使った遊びにおける保育者の関わり 

9 日常生活における運動 社会の変化と生活の中の動きの経験 

10 子どもの安全教育と危険 子どもの安全への意識や態度を育むことの重要性と安全管理 

11 子どもの怪我と病気 幼児期に起こりやすい怪我の特徴と応急処置の基礎及び病気の予防 

12 遊びとしての運動 子どもにとって遊びとして行う運動の在り方 

13 特別な配慮を必要とする子どもと健康 異なる背景を持った子どもとの関わり 

14 幼児教育の現代的課題と領域「健康」 生涯発達のなかで「健康」に関する学びを捉える 

15 まとめ 授業内容全般における振り返り 
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科目コード 34103 区 分 コア科目 

授業 

科目名 子どもと言葉 担当者名 大野 鈴子 

配当年次 0 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 演習 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

本演習では、乳幼児期の子どもの言葉の発達が、将来の自立した人間形成とどのように関わるかを考えていく。言葉の獲得と拡充が人

間の知的発達だけでなく、感情・意欲・想像性の発達と社会性の確立などといかに深く関わり、人格（人間らしさ）を支え、ひとと理

解を深めていくかについて学ぶ。 

＜授業の到達目標＞ 

乳幼児期の子どもの言葉の発達を学ぶにあたって、３つの目標を設定している。①言葉の発達の姿を感情・意欲・想像性の発達と社会

性の確立との関連から理解できるようになる。②保育現場ではどのように乳幼児の言葉の発達を指導・支援すればよいのかについて身

に付くようになる。  ③絵本の読み聞かせなどの実践と指導案の作成ができるようになる。 

＜授業の方法＞ 

できる限り実際の乳幼児の言葉の発達が具体的に把握できるように、実践事例と発達の過程を対応させたり、指導案作成や模擬保育の

機会を多く取り入れたりする。また、模擬保育では、受講者同士の相互評価により、発表者の取り組みの良さが分かち合えるような授

業にしていく。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習・復習は共に最低１時間取り組み、授業時間に配布された資料を読み返し、言葉の発達過程についてまとめる。また、指導案作

成や模擬保育を通して、多数の絵本や様々な児童文化財に触れ、その良さの理解と活用などに取り組む。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

講義に対する積極的学習態度30％、実践発表30％、レポート及び提出物40％を合わせた総合的評価とする。 

＜教科書＞ 

 戸田雅美  演習 保育内容 言葉 基礎的事項の理解と指導法 

建帛社 

＜参考書＞  

文部科学省 

幼稚園教育要領解説フレーベル館内閣府・文部科学省・厚生労働省幼保連携型認定こども園教育・保育要領解説書フレーベル館 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 「乳幼児期の言葉」とは？ 言葉の発達や役割の理解 

2 言葉を育む児童文財 言葉を育む様々な児童文化財とその活用 

3 「言葉」ってなんだろう 人間にとっての言葉の意義 

4 領域「言葉」のねらいと内容及び評価 領域「言葉」のねらいと内容及び評価の理解 

5 子どもの言葉の育ちとその道すじ 言葉の育ちとその道すじ 

6 ０歳児からの言葉の育ちを支える ０歳児からの言葉の育ちの理解 

7 １歳～３歳未満児の言葉の育ちを支える １歳児から３歳未満児の言葉の育ちの理解 

8 言葉で伝えることの喜びを支える 言葉で伝える表現の読み取り 

9 保育につながる指導案作成の手順 指導案作成の手順とポイント 

10 保育につながる指導案の作成 指導案作成についてディスカッション 

11 指導案からつながる保育実践 指導案に沿っての模擬保育 

12 言葉で伝え合えることの喜びを支える 言葉で伝え合える喜びと友達関係の読み取り 

13 遊びから生まれる表現を支える 考えたことを言葉にする表現の読み取り 

14 言葉で考える意欲の育ちを支える 子どもの言葉を聞き取る力と援助 

15 言葉でのかかわりに配慮を要する子ども 言葉をめぐる相談と保護者との連携 
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科目コード 40119 区 分 コア 

授業 

科目名 ラグビー 担当者名 小村 淳 

配当年次 0 配当学期 後期 単位数 1 授業方法 実技 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

ラグビーとは、２つのチームが競技規則及びスポーツ精神に則り、ボールを持って走り、パス、キックを使いグラウディングして、で

きる限り得点を多くあげたチームがその試合の勝者となる。試合を行う為の基本スキルを実技として行う。 

＜授業の到達目標＞ 

基本スキルのランニング、ハンドリング、キック、コンタクト、ユニット（スクラム/ラインアウト/キックオフ）から指導し、ルール

に基づきボールゲーム形式でラグビーを理解させることを目的とする。 

＜授業の方法＞ 

実技学習では、グループに分かれてスキルごとにフォーカスポイントを伝え実施する。ルールやゲーム理解については講義や映像での

説明を行う。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

ルールやラグビーの原理原則を資料とし、配付し事前学習を行う。実技などを撮影し映像でのレビューを実施する。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

体育学科のディプロマポリシーに (増進、体力の向上、また競技力向上に貢献できる専門的な知識・技能を身に付けている)に対応し

た科目である。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

授業態度（積極性・協調性・相互促進性など）30％、基本スキルの評価40％、応用スキル30％ 

＜教科書＞ 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 授業内容説明 ラグビー競技の説明、授業計画説明、注意事項説明 

2 個人技能（1） ランニングスキル、ハンドリングスキル 

3 個人技能（2） ランニング、ハンドリング応用スキル 

4 ボールゲーム ルールの説明と実施 

5 個人技能（3） キックと個人技能（1）（2）のレビュー 

6 個人技能（4） キック応用、コンタクトスキル 

7 キッキングゲーム ルール説明と実施 

8 ゲーム ボール＆キッキング 

9 集団技能（1） スクラムの説明と実施 

10 集団技能（2） ラインアウトの説明と実施 

11 集団技能（3） キックオフ、ドロップアウトの説明と実施 

12 集団技能（4） スクラム、ラインアウト、キックオフ応用 

13 ゲーム（1） ルール説明と実施 

14 ゲーム（2） ルール説明と実施 

15 まとめ ラグビー競技の理解と映像での試合観戦 
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科目コード 0 区 分 コア 

授業 

科目名 病理学Ⅱ 担当者名 高畠 清文 

配当年次 0 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 講義 

＜授業の概要＞ 

正常人体構造をベースに疾病の原因、経過、本態など病的状態における細胞・組織・臓器などの変化を形態学的・病態生理学的に探求

する学問である。肉眼的・顕微鏡的形態変化を基盤に疾病の本態、発症メカニズム、経過などについて理解し、内的・外的因子の影響

などについて学習する。 

＜授業の到達目標＞ 

１  腫瘍の本態、発生原因、分類。治療の概略を習得する。１  奇形を含む先天性異常の発生原因と種類が理解できる。１  内因・外

因を含め病因を知り、その対処方法が理解できる。 

＜授業の方法＞ 

パワーポイント、配布資料を中心に使用して、板書、質問等を取り入れ視覚聴覚的に講義をすすめる。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

シラバスに沿って、講義当日の項目内容を教科書を一読し予習しておくこと。本科目を学習する上で、解剖学、組織学、生理学、生

化学等の基礎学問の知識は不可欠であるので、これらの学問を整理しておく必要がある。講義の単元終了時に小テストを実施するの

で、復習を中心に学習する。。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

本授業は、本学の一般教養ディプロマポリシーのDP2（柔道整復学及び健康科学、スポーツ医科学分野に必要な専門知識と技能を理解

し、日々進歩する医学分野に対応できる能力を身に付けている。）及びDP3（幅広く深い教養を身に付け、体育・スポーツ人としての

立場を歴史・社会・自然と関連付けて理解する能力を身に付けている。）に対応している。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

定期試験 100％ 

＜教科書＞ 

社団法人全国柔道整復学協会 監修、関根一郎 著 「病理学概論  改訂第３版」  医歯薬出版株式会社 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 腫 瘍 Ⅰ 腫瘍とは 

2 腫 瘍 Ⅱ 腫瘍細胞とは 

3 腫 瘍 Ⅲ 腫瘍の生体への影響、癌の診断と治療 

4 腫 瘍 Ⅳ 腫瘍の分類 

5 腫 瘍 Ⅴ 主要な癌 

6 先天性異常  Ⅰ 先天性異常総論、遺伝形式 

7 先天性異常  Ⅱ 奇形の原因、奇形の種類 

8 病 因 Ⅰ 内因１ 

9 病 因 Ⅱ 内因２ 

10 病 因 Ⅲ 物理的原因 

11 病 因 Ⅳ 化学的原因 

12 病 因 Ⅴ 生物学的原因 

13 運動器の病理  Ⅰ 感染性の疾患 

14 運動器の病理  Ⅱ 非感染性疾患 

15 運動器の病理  Ⅲ 全身性の骨・軟部疾患 
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科目コード 27203 区 分 専門基礎科目 

授業 

科目名 基礎柔道整復学Ⅳ(捻挫) 担当者名 坂本 賢広 

配当年次 2 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 

柔道整復師

養成施設必

修科目 

＜授業の概要＞ 

捻挫における発生機序、症状、治癒形態といった概要について機能解剖学、生理学、運動学的視点より学修する。各論においては顎関

節、頚部（胸部も含む）、腰部で生じる捻挫について学修をする。 

＜授業の到達目標＞ 

捻挫は臨床現場で関わることが多い運動器疾患の一つである。捻挫を生じる組織の種類、症状、治癒機序等について機能解剖学、生理

学、運動学的視点より理解し、論理的思考を習塾させることを目標とする。また、競技者の外傷予防の概論について理解し、アスレテ

ィックトレーナー実習等における理論的背景について理解することを目標とする。 

＜授業の方法＞ 

冒頭に前回の授業範囲から小テストを実施する。指定教科書内容に沿った配布プリント、パワーポイントを使用し講義をする。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

本講義受講前には必ず解剖学、生理学（骨、筋肉、神経）に関する予習を実施すること。前回の授業範囲から確認テストを実施し す

るので、復習をしておく。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

柔道整復師国家試験において、近年、軟部組織損傷の出題割合が増加傾向にある。本授業では主に頭部および脊柱の軟部組織損傷を取

り扱う。また「競技者の外傷予防」について指定教科書の内容も取り扱う。従って2年次配当の本授業の内容を理解することは柔道整

復師国家試験に合格するため必須の内容といえる。本科目は、健康科学科ディプロマポリシー1、2、7の「医療人として、広範でグロ

ーバルな視点と知識を身に付けている」「柔道整復学及び健康科学、スポーツ医科学分野に必要な専門知識と技能を理解し、日々進歩

する医学分野に対応できる能力 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

学習意欲30％小テスト10％取り組み10%評価試験50% 

＜教科書＞ 

全国柔道整復学校協会 柔道整復学・理論編  南江堂 

全国柔道整復学校協会 

柔道整復学・実技編南江堂全国柔道整復学校協会競技者の外傷予防医歯薬出版株式会社 

＜参考書＞  

全国柔道整復学校協会 

整形外科学南江堂 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 運動生理学の概要（１） 運動が生体に与える影響運動とエネルギー代謝 

2 運動生理学の概要（２） 運動と骨・筋肉運動と呼吸・循環 

3 運動生理学の概要（３） 運動とホルモン競技者の運動生理学的特徴 

4 競技者の外傷予防（概論）（１） 競技者の外傷予防の概要外傷の発生要因 

5 競技者の外傷予防（概論）（２） 外傷の予防対策 

6 頚部捻挫（１） 頚部周囲組織（神経）について 

7 頚部捻挫（２） 寝違え、むちうち損傷について 

8 頸椎部の神経損傷（１） 外傷性腕神経叢麻痺、副神経麻痺について 

9 頸椎部の神経損傷（２） 長胸神経、分娩麻痺、頸髄損傷（総論）について 

10 頚部の疾患（１） 頸椎症、頸椎椎間板ヘルニアについて 

11 頚部の疾患（２） 胸郭出口症候群について 

12 腰部捻挫（１） 腰部を構成する骨、筋、神経、いわゆる腰痛症について 

13 腰部捻挫（２） 腰椎椎間板ヘルニア、脊椎分離すべり症について 

14 腰部捻挫（３） 変形性脊椎症（腰部脊柱管狭窄症）、梨状筋症候群について 

15 まとめ 総合評価 
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科目コード 36506 区 分 コア科目 

授業 

科目名 検査・測定と評価Ⅱ 担当者名 廣重 陽介 

配当年次 2 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

本講義では、評価におけるスポーツ動作の観察・分析の目的と意義、6つのスポーツ動作（歩行動作、走動作、ストップ・方向転換動

作、跳躍動作、投動作、あたり動作）に関するそれぞれのバイオメカニクスおよび動作に影響をあたえる機能的と体力的要因、さらに

外傷・障害の発生機転となるスポーツ動作の特徴とメカニズムについて学習する。尚、本授業は一部オンデマンド教材等使用し行うた

め、PCまたはタブレットを準備の上、履修すること。 

＜授業の到達目標＞ 

アスレティックトレーナーが評価を進める上で必要となるスポーツ動作の観察・分析について、その目的と意義を理解し、6つの基本

動作についてそのバイオメカニクス、動作に影響を与える機能的および体力的要因を説明できるできるようになることを目標とする。 

＜授業の方法＞ 

予習を重視する。予習用の資料を配布し、教科書を基に予習をおこなった上で授業・実習等を進めていく。オンデマンド資料提示や課

題の提示、提出等はGoogle Classroomで行う。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習として、次の授業内容の範囲まで90分ほど時間をかけて教科書を読み、予習課題に取り組んでくること。また、テキスト内容の

自分が分からない箇所（＝授業において自分がしっかり聞いて、確認しておかなければならない箇所）を把握する。この予習により、

授業での記憶定着の効率を上げる。授業を受けたその日のうちの30分以上復習すること。 適宜、事前課題および復習課題の提示、

提出を求めることもある。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

本科目は体育学科のディプロマポリシー2（健康増進、体力の向上、また競技力向上に貢献できる専門的な知識・技能を身に付けてい

る）、ディプロマポリシー5（科学的根拠や思考を持って、体育・スポーツ現場の諸問題に対応できる能力を身に付けている）と関連

付けられている科目である。スポーツ外傷・障害発生の観点から、競技者の体力および動作を科学的に評価するために必要な専門的知

識について学習する。また，アスレティックトレーナー現場実習Ⅱ～Ⅴで行う検査・測定、評価の基礎科目となる。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

学習意欲 30％（出席評価、授業への積極的な参加）、課題レポート  （適宜出される課題，最終レポート）70％ 

＜教科書＞ 

公益財団法人日本スポーツ協会（2007年9月30日） 「公認アスレティックトレーナー専門科目テキスト⑤・検査・測定と評価」  （公

財）日本スポーツ協会 

＜参考書＞  

指定なし 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 スポーツ動作の観察と分析(1) 評価におけるスポーツ動作の観察・分析の目的と意義 

2 スポーツ動作の観察と分析(2) 歩行動作のバイオメカニクス 

3 スポーツ動作の観察と分析(3) 歩行動作に影響する要因 

4 スポーツ動作の観察と分析(4) 走動作のバイオメカニクス 

5 スポーツ動作の観察と分析(5) 
走動作に影響を与える機能的、体力的要因外傷の発生機転となるような走動作の
特徴とメカニズム 

6 スポーツ動作の観察と分析(6) ストップ・方向転換動作のバイオメカニクス 

7 スポーツ動作の観察と分析(7) 
ストップ・方向転換動作に影響をあたえる機能的、体力的要因外傷の発生機転と
なるようなストップ・方向転換動作の特徴とメカニズム 

8 スポーツ動作の観察と分析(8) 跳動作のバイオメカニクス 

9 スポーツ動作の観察と分析(9) 
跳動作に影響をあたえる機能的、体力的要因外傷の発生機転となるような跳動作
の特徴とメカニズム 

10 スポーツ動作の観察と分析(10) 投動作のバイオメカニクス 

11 スポーツ動作の観察と分析(11) 
投動作に影響をあたえる機能的、体力的要因外傷の発生機転となるような投動作
の特徴とメカニズム 

12 スポーツ動作の観察と分析(12) あたり動作のバイオメカニクス 

13 スポーツ動作の観察と分析(13) 
あたり動作に影響をあたえる機能的、体力的要因外傷の発生機転となるようなあ
たり動作の特徴とメカニズム 

14 まとめ(1) 総合学習 

15 まとめ(2) スポーツ動作の観察・分析に関する総合討議 
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科目コード 13105 区 分 専門基礎 

授業 

科目名 日本経済論 担当者名 小野寺 剛 

配当年次 2 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

本科目では、日本経済の現状をより良く理解し、今後日本経済の進むべき道を自らが考えていくための基礎的な知識を身につける。景

気、物価、経済成長等のマクロ経済的観点からの現状認識に加え、これらと密接に関係する労働市場、人口、社会保障、 農業・食糧、

エネルギー、環境等の個々の分野における現状や問題点を取り上げ、経済問題へのアプローチ方法について学ぶ。 

＜授業の到達目標＞ 

本講義では、戦後の復興期から高度成長期、バブル経済とその崩壊、長期経済停滞とデフレ経済からの脱却といった、戦後日本がたど

ってきた復興・成長の歴史を整理し理解することを第一の目的とする。そして、現代の日本が抱える様々な課題に対して経済学の視点

からアプローチし、統計データによる正確な問題認識と分析視点の習得を目指す。 

＜授業の方法＞ 

日本経済の基本的な歴史や、専門用語とそれらの意味、経済のしくみとの関係性などの基本的内容についてテキストを中心に幅広く学

習するとともに、人口や問題や社会保障、雇用・失業問題など代表的な経済指標については最新の経済データを参照して、日本経済の

現状を考察する。授業はパワーポイントを用いた講義形式で行い、講義レジュメや各種資料（pdfデータ）の参照用に、学生自身の情

報端末の持ち込み・利用を必要とする。また、分からない用語や内容については各種検索webサイトを利用して、授業中でも適時情報

検索してもらう。授業の冒頭など随時、講義内容に関するアンケートや意識調査、クイズなどをClassroom上で実施し、学生には各自

の情報端末から参加してもらい、それら集計結果はその場で全員で確認する。また、授業終了時には、簡単な理解度確認小テストを

Classroom上で行う。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

講義に臨むにあたり、必ずテキストの該当箇所を事前に予習することを必要とする。じっくり精読し、またわからない専門用語も調

べるなど、予習にはおよそ60分～90分程度の時間を要する。復習は必ず次回の授業までに行い、少なくとも授業時間と同等（90分）程

度の時間を割くような学習姿勢が求められる。その他、日経ビジネスをはじめ新聞やニュース、経済関連の情報番組などに普段の生

活の中で積極的に接しておくよう心掛けると良い。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

本講義は経営学部のディプロマポリシーDP4（社会や企業活動、経済活動に必要な情報を収集し、課題解決のため意見を交わし提案す

るコミュニケーション能力を身に付けている）、およびDP3（国際人・リーダーとして「社会に貢献する経営」を実践するための豊か

な教養として、歴史・社会・自然を含めた学際的な知識を身に付けている）に該当する。|専門分野にかぎらず幅広い知識と理解を習

得することで、高い専門性と実行力を備えた人材としての資質が養成される。そのためにも、本講義を履修し経済学に関する基礎を習

得することは、経営学を専門 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

中間考査30％、期末考査40％、その他出席等受講態度+毎回の授業終了時に行う理解度確認クイズ30％で評価する。理解度確認クイズ

に対する解答と解説をClassroomで例示し、常に参照可能な状態にして自己学習に役立ててもらう。 

＜教科書＞ 

塚崎公義（2018.1） 一番わかりやすい日本経済入門  河出書房新社 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 ガイダンス・イントロダクション 戦後日本経済史の外観 

2 戦後日本経済史（1） 戦後の為替、株価、金利 高度成長 

3 戦後日本経済史（2） バブルの時代 長期低迷期 

4 戦後日本経済史（3） リーマンショック ギリシャ財政危機 アベノミクス 

5 暮らしの中の日本（1） 日本の人口構造 日本の家計消費 

6 暮らしの中の日本（2） 雇用と失業 女性の活躍 

7 暮らしの中の日本（3） インフレとデフレ 年金制度 人生にかかるお金 

8 中間考査 ここまでの範囲について筆記試験 

9 企業・産業・金融の動き（1） 日本の企業 日本的経営 

10 企業・産業・金融の動き（2） 日本の食料問題 日本のエネルギー事情 

11 企業・産業・金融の動き（3） 金融 貿易 国際収支 

12 景気と物価、財政金融政策（1） 日本の財政 財政赤字 

13 景気と物価、財政金融政策（2） 日本のGDP 景気変動のメカニズム 

14 景気と物価、財政金融政策（3） 財政金融政策の手段と効果 景気と金利 

15 まとめ これまでのまとめと期末試験の確認 



211 
 

  
科目コード 34202 区 分 コア科目 

授業 

科目名 表現Ｂ(音楽表現) 担当者名 髙﨑 展好 

配当年次 2 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 演習 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

幼児期における音楽教育の意義を考え、多様な音楽表現と音楽的要素を含んだ遊びの活動を通して、その指導法を学ぶ。様々な特性を

持った子どものニーズに応えられるよう、どんな子どもの心にも届く音楽表現を目指し、様々な方法論を学ぶ。また、子どもを理解し、

人間性豊かな指導者になるための基本の考え方を身に付ける。音楽表現のレパートリーを数多く会得し、保育の場で活用、実践できる

ことを目指す。すべての課題レポートについては、GoogleClassを使用するため、PCを準備の上、望んでください。 

＜授業の到達目標＞ 

幼稚園教育要領、保育所保育指針より領域「表現」のねらいと内容を理解し、幼児教育において音楽表現の果たす役割、効果について

学修を深める。保育者として子どもたちに表現することの楽しさを伝えるためには、自身が楽しむことが重要です。楽しく音楽表現を

行うため、歌唱を通して、正しい知識と技能を修得し、実践を通した豊富な経験を身に付けることを目標としたい。 

＜授業の方法＞ 

講義と演習を繰り返し行いながら、保育教育に必要な様々な音楽表現の習得を目指す。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

本講義では楽譜などのを配布。配布資料を整理できるファイルを各自準備すること。各回講義内容はテキスト「一人一人を大切にする

ユニバーサルデザインの音楽表現」に沿っています。必ず予習を行うこと。また、演習で行った音楽表現内容は必ず復習をすること。

会得できているか定期的に確認テストを行う。次週課題（事前予告）の予習60分・これまでに学習した課題の復習60分。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

表現B（音楽表現）を学ぶことにより、幼稚園教育要領、保育所保育指針より、5つの領域の1つである「表現」に示される「感じたこ

とや考えたことを自分なりに表現することを通して、豊かな感情や表現する力を養い、創造性を豊かにする」について理解を深め、修

得するための科目である。こども発達学科のディプロマポリシーに明示される、豊かな人間性を備え、コミュニケーション能力、多面

的な子ども理解とその支援ができる専門性を身に付けるための科目である。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

授業態度・意欲 30％、講義内での課題、レポート提出 20％、実技発表（模擬保育形式） 20％、実技テスト 30％ 

＜教科書＞ 

星山麻木 編著、板野和彦 著（発行2015年8月10日 初版第1刷） 一人一人を大切にするユニバーサルデザインの音楽表現  萌文

書林 

細田淳子（発行2019年1月10日） 

手あそび・体あそび・わらべうたがいっぱいあそびうた大全集200永岡書店 

＜参考書＞  

発行2017年6月1日 

平成29年告示 幼稚園教育要領 保育所保育指針 幼保連携型認定こども園教育・保育要領 原本チャイルド本社 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション 本講義の概要、進め方について、音楽表現とは何かを学ぶ 

2 基礎的な音楽表現① ストレッチ、基本的な発声、歌唱を通した音楽表現① 

3 基礎的な音楽表現② ストレッチ、基本的な発声、歌唱を通した音楽表現② 

4 基礎的な音楽表現③ ストレッチ、基本的な発声、歌唱を通した音楽表現③ 

5 子どもの発達と音楽表現① 幼稚園教育要領より領域「表現」と音楽表現 

6 子どもの発達と音楽表現② 「表現」とは 

7 子どもの発達と音楽表現③ 音楽の力 

8 子どもの発達と音楽表現④ ユニバーサルデザインの音楽表現 

9 子どもの発達と音楽表現⑤ 音楽表現とコミュニケーション 

10 子どもの発達と音楽表現⑥ リズムの力 

11 子どもの発達と音楽表現⑦ 豊かな心の発達を促す音楽表現 

12 子どもの発達と音楽表現⑧ ことばとコミュニケーションの発達を促す音楽表現 

13 子どもの発達と音楽表現⑨ 認知や社会性の発達を促す音楽表現 

14 保育実践演習 保育における音楽表現の実践演習 

15 保育実践演習と総括 音楽表現（手遊び歌）による実技試験と本講義のまとめ 
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科目コード 28112 区 分 専門基礎科目 

授業 

科目名 ビジネスデータ分析 担当者名 長畑 秀和 

配当年次 2 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

現代の企業等で扱われるデータは多変量であり，かつ大量である。それらの多変量データを処理する上で統計分析の基礎的な考え方に

加え，多変量解析法の考え方を理解し，その適用方法を知ることは大変有用である。ここではインターネット等で公表されている実際

の企業データについて，表計算ソフト，統計関係のフリーソフト等を利用して重回帰分析，分散分析，主成分分析，因子分析，判別分

析，正準相関分析，数量化等からいくつかの手法にしぼって解説と演習を行い，その適用能力を身につける。さらにそれらの手法が， 

ビジネス上での意思決定にどのように関係しているかを理解する。なお，ITパスポートのストラテジー分野には対応していない。」 

＜授業の到達目標＞ 

多変量のデータ解析の基本的な処理の仕方および解釈の仕方を身につける。 

＜授業の方法＞ 

毎回PC（RとExcel）を用いた演習を行う。テキストを中心に、データに関するの多変量解析法の基本的な考え方・手法などを理解する。

さらに、実際にテキストの例題のデータについて逐次フリーソフトを利用して、解析・解釈を行ないその解釈力を身に付ける．演習問

題・実際のデータを解くことにより知識の定着をはかる。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習としてテキストの例題を読み、実行してみる（1時間)。復習としては、例題の次にある演習問題を実行してみる（1時間程度）。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

実際のデータについて多変量解析法により解析・解釈をすることでビジネス上のデータに関する解析の理論と手法を修得し、現実の課

題に対し、経営活動での知識や情報をもとに論理的・数量的に分析する力、戦略的に問題解決に向けた意思決定をする力を身に付ける。

そして、社会や企業活動、経済活動に必要な情報を収集し、課題解決のため意見を交わし提案するコミュニケーション能力を身に付け

る科目である。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

主にレポート課題を数回提出することによる評価（80％）と授業への積極的な受講態度についての評価(20％）を総合して評価する。 

＜教科書＞ 

長畑秀和(2017年5月25日) Rで学ぶ多変量解析  朝倉書店，定価3800円 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション 多次元のデータを解析し理解するための基本的な考え方について説明する。 

2 多変量解析とは 
データが多次元の場合にその情報できるだけ損失することなく縮約する多変量解
析のさまざまな手法の紹介とその適用について概説する。 

3 多変量のデータのまとめ方 
平均ベクトル、分散行列、相関行列を求めたり、多変量連関図を描くことなどが
ある。その仕方と解釈について解説する。Ｒを利用する。 

4 相関分析 変数間の関係を調べる方法である相関分析について解説する。 

5 単回帰分析 
１つの説明変数による目的変数の回帰モデルである単回帰分析について、家計デ
ータ等を例として解説する。 

6 重回帰分析1 各県の家計データを例として説明する。 

7 重回帰分析2 回帰診断、多重共線性等について概説する。 

8 判別分析１ 
得られたデータがどの群に属すかを判別する判別分析の考え方とその評価につい
て身近な例を取り上げながら説明する。 

9 判別分析２ 次元が上がった場合の判別分析について具体的な例で計算と解釈を行う。 

10 主成分分析１ 
全体のデータのばらつきをできるだけ説明する主成分を求め解釈する考え方につ
いて解説する。 

11 主成分分析２ 
都市データの解析を例として主成分分析の手法・解釈について説明する．主成分
得点によるサンプルの分類についても説明する． 

12 因子分析 
データのばらつきの背後に隠れた共通の因子を見つけ出す因子分析の考え方につ
いて解説し，例を用いて具体的な計算と解釈を行う。 

13 正準相関分析 
２つの総合的な変数同士の相関関係を調べる正準相関分析の考え方を説明し、具
体的な例による計算と解釈を行う 。 

14 クラスター分析1 
サンプル(または変数)の分類方法であるクラスター分析を階層的な場合に、例を
取り上げながら説明する。 

15 クラスター分析2 具体例について適用する。 
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科目コード 0 区 分 コア科目 

授業 

科目名 会社法 担当者名 本村 大輔 

配当年次 2 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

本科目は、社会人として必要になる基本的な会社法の知識の習得を目的とします。企業形態や機関構成等会社法は様々な規定をおいて

いるが、それぞれがどのような特徴をもっているのか、各種ステークホルダーの視点から論理的に分析していきます。現実の会社を会

社法の視点から分析できるように、ガバナンスファイナンスの基礎的な知識を目指します。 

＜授業の到達目標＞ 

会社法は、法律を学んだことがなく、さらに会社のしくみや社会の成り立ちについても十分な知識のない初学者には会社法は実感がな

く、難解なだけの学問になりがちです。そこで、法律学の基本的な知識はもちろん経済社会の輪郭やビジネスの基礎知識を理解できる

ようにします。そして、企業形態や企業の機関構成を見た際に、どのようなリスクがありうるのかを自分で説明できるように水準を目

指します。 

＜授業の方法＞ 

授業は、原則として講義形式で行います。講義内容は、会社法に関する基礎知識の整理、会社はどのような機関構成がありどのような

リスクを負っているのか、社会人として備えておくべき知識について学習していきます。また、授業内で民法の論点に関する質問をし

ますので、リアクションペーパーによる回答を求めます。講義内で配布した資料は、履修者が必要に応じてダウンロードできるように

する。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

毎回の講義テーマを確認し、該当箇所の教科書を通読し、わからない法律用語については事前に調べておくこと（30分）。授業後は、

速やかに講義内容の復習および教科書の該当箇所を精読しノートにまとめること（90分）。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

会社法の基礎知識は、社会人として備えておくべき経済社会の輪郭やビジネスの基礎知識の習得に有益です。また、企業が実際に直面

しやすい法的リスクについて適切な判断ができるということは、課題解決能力の向上に繋がります。なお、本科目は企業取引法の前提

知識を学ぶので企業取引法を履修する予定があるものには履修を勧めます。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

定期試験（80％）出席時の授業態度・リアクションペーパーの提出（20％）により成績評価を行う。フィードバックは、リアクション

ペーパーの講評を口頭にて行う。なお、授業内で質問の多い箇所については、次回の授業の冒頭でフィードバックを行う。 

＜教科書＞ 

柳明昌編著（2019年1月） プレステップ会社法  弘文堂 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 ガイダンス・会社とはなにか 授業の進め方、受講方法、評価方法等を紹介し、企業形態や会社の種類を学ぶ 

2 株式とはなにか 株式とはなにか、社員と会社員の異同について学びます 

3 会社における機関 会社にはどのような機関があるのか学びます 

4 株主総会 株主総会にどのような役割があるのかについて学びます 

5 コーポレートカバナンス 
企業をどのように統治・監視するのか、情報開示のあり方や会社の機関のあり方
について学びます 

6 代表取締役の行為 会社の利益か取引の安全の選択について学びます 

7 取締役の義務と責任 取締役にはどのような経営責任があるのかについて学びます 

8 監査とはなにか 経営のチェックは誰が行うのかについて学びます 

9 新株と社債の発行 事業に必要な資金はどのように調達されるのかについて学びます 

10 株式の譲渡 株主にはどのようにしてなるのか、やめるのかについて学びます 

11 キャッシュアウト 株主をやめさせられる場合について学びます 

12 貸借対照表と損益計算書 
会社の利益は、どのように計算され、誰にどのように報告されるのかついて学び
ます 

13 情報開示制度 会社の情報を知るにはどうしたらよいのかついて学びます 

14 理解度の確認およびまとめ これまでの学習内容のまとめを行う 

15 試験及び解説 試験及び解説を行った後、全体総括 
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科目コード 53026 区 分 コア科目 

授業 

科目名 アスレティックトレーナー実習Ⅱ 担当者名 河野 儀久 

配当年次 2 配当学期 後期 単位数 1 授業方法 実習 卒業要件 必修 

＜授業の概要＞ 

アスレティックトレーナーが評価を進める上で必要となる検査測定について、その目的と意義を理解して具体的に実践できるまでの能

力を習得することを目的とする。 

＜授業の到達目標＞ 

関節可動域測定法、徒手筋力検査法、スポーツ動作分析など各種検査測定手法ができるようになることを目標とする。 

＜授業の方法＞ 

コンディショニングルーム，実技実習室内で講義・実習を進めていく。適宜レポート提出，復習テストなどを?う。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

授業前にテキストを読み、機能解剖学の復習を60分以上行い授業を受講すること。また、授業後は復習およびレポート作成について

60分以上行い、レポートを提出すること。現場で救急処置のスキルが求められるため、各自、日本赤十字協会救急法救急員の取得す

ること。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

本科?は健康科学科ディプロマポリシー4（医療人として現代社会に果たす役割を理解し、様々な立場の人々と良好に職務を遂行できる

コミュニケーション能力を身に着けている。）と関連付けられている。アスレティックトレーナーの役割全般を理解し、以後の実習お

よび学?アスレティックトレーナーとしての活動を?うための基礎的な科?である。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

学習意欲 30％（出席評価、レポート）、検査測定実技達成度 70％で評価する。 

＜教科書＞ 

公益社団法人全国柔道整復学校協会 競技者の外傷予防  医歯薬出版株式会社 

＜参考書＞  

指定なし 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 ATに必要な評価 ATによる評価の目的、意義および役割 

2 ATに必要な検査・測定の手法① 姿勢・アライメントの観察、計測方法 

3 ATに必要な検査・測定の手法② 関節弛緩性に関する検査方法 

4 ATに必要な検査・測定の手法③ 関節可動域の検査方法 

5 ATに必要な検査・測定の手法④ 筋タイトネスの検査方法 

6 ATに必要な検査・測定の手法⑤ 筋委縮や筋肥大の測定方法 

7 ATに必要な検査・測定の手法⑥ 徒手筋力検査の測定方法 

8 ATに必要な検査・測定の手法⑦ 機器を用いた筋力および筋持久力の測定方法 

9 ATに必要な検査・測定の手法⑧ 全身持久力の測定方法 

10 ATに必要な検査・測定の手法⑨ 身体組成の測定方法 

11 ATに必要な検査・測定の手法⑩ 各測定方法のまとめ 

12 スポーツ動作の観察・分析① 歩行動作、走動作の分析方法 

13 スポーツ動作の観察・分析② 投動作の分析方法 

14 スポーツ動作の観察・分析③ ストップ、方向転換動作の分析方法 

15 まとめ 検査・測定と評価における総合実習 
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科目コード 35204 区 分 コア 

授業 

科目名 トレーニング論Ⅰ(基礎) 担当者名 吉岡 利貢 

配当年次 2 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

本講義では、トレーニングの基礎的概念をベースに、各種体力（筋力、パワー、持久力など）を効果的に高めるためのトレー ニング

計画を立てる能力を養う。また、トレーニングの成否を判断するための体力の評価法についても学習する。 

＜授業の到達目標＞ 

各々の課題に応じたトレーニングを計画し、トレーニングの成否を評価する能力を養うことを目標とする。 

＜授業の方法＞ 

パワーポイントを用いたオンデマンド講義を視聴した上で、確認テストとレポートに取り組む。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習：書き込み式教材の必要箇所を埋めた上で、参考資料を熟読すること。復習：授業に対するコメントを翌日の17時までに回答し

た上で、次回の授業で行う確認テストの準備を行うこと。（所要時間：2時間） 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

この科目は、体育学科のディプロマポリシー「健康増進、体力の向上、また競技力向上に貢献できる専門的な知識・技能を身に付けて

いる」および「体育・スポーツに関する科学的知見をベースに自らの課題を見つけ、課題解決に取り組み続けることができる生涯学習

力を身に付けている。」に対応した科目である。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

1）毎回の評価：5点×15回（確認テスト・意見交換＋レポート提出）2）期末レポート評価：25点期末レポートは、毎回の授業で課すレ

ポートをまとめたものに総合考察を付けて提出してもらいます。毎回のレポート評価は提出点のみとし、期末レポートで内容まで評価

します。 

＜教科書＞ 

吉岡利貢 トレーニング論テキスト   

＜参考書＞  

宮下充正 

トレーニングの科学的基礎ブックハウスHD 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 ガイダンス 受講上の注意、評価方法、講義の概要 

2 トレーニングの基礎的概念① トレーニングの原理・原則、量・強度・質のとらえ方 

3 トレーニングの基礎的概念② トレーニングの分類、負荷特性 

4 力強さを高めるためのトレーニング 最大筋力、筋肥大、レジスタンストレーニング 

5 力強さを持続するためのトレーニング 筋持久力、サーキット・トレーニング 

6 ねばり強さを高めるためのトレーニング 最大酸素摂取量、ＬＴ、インターバル・トレーニング 

7 トレーニングの順序・組み合わせ コンカレント・トレーニング、クロス・トレーニング 

8 トレーニングと環境 寒冷、暑熱、高地 

9 トレーニングと栄養補給 スポーツライフマネジメント、三大栄養素 

10 コンディショニングの理論と方法 疲労と体力の関係性、オーバートレーニング症候群 

11 トレーニング効果の評価方法（1）ラボテスト 最大酸素摂取量、最大筋力、各種跳躍能力の測定と評価 

12 トレーニング効果の評価方法（2）フィールドテスト 筋力、パワーおよび跳躍能力の測定と評価 

13 トレーニング計画の作成（1）陸上競技 課題設定と達成のための計画づくり 

14 トレーニング計画の作成（2）球技 課題設定と達成のための計画づくり 

15 トレーニング計画の作成（3）武道 課題設定と達成のための計画づくり 
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科目コード 21318 区 分 コア科目 

授業 

科目名 教育方法･技術論(中等) 担当者名 木下 祥一 

配当年次 0 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

Society４.０から５.０へ転換しようとする時代を展望し、そのような時代にあって学校教育、特に中等教育段階でどのような授業方

法が可能かつ必要かを検討していく。具体的には、「言語活動」を取り入れた学習プランの作成方法や教科指導におけるICTの活用方

法を理解し、教えるために必要な「教える技術」「授業デザイン力」「クラス運営力」の獲得を目指す。また、教授の基本となる板書

や発問、説明の工夫について考える。さらに、教授・学習理論、カリキュラム、学習指導、学習指導要領の変遷、教育評価についても

理解を深める。 

＜授業の到達目標＞ 

以下の点を到達目標として設定する。１、Society５.０における学校教育の在り方を展望できる。２、言語活動を取り入れた授業案を

作成することができる。３、教育メディアを活用した授業が出来るようになる。４、「教える技術」「授業デザイン力」「クラス運営

力」の具体的な内容を説明することができる。５、教授・学習理論、カリキュラム、学習指導、学習指導要領の変遷、教育評価につい

て自分の言葉で述べることができる。 

＜授業の方法＞ 

授業内容についての意見交換、さらに受講者同士による授業構想の発表（含むメディアを活用した授業）を交えていく。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

教授業中に配布したプリントや、グループでの議論を振り返る時間、次週のテーマに関する予習する時間、それぞれ1時間、計2時間

を予習・復習に費やすことが望ましい。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

ディプロマポリシー8「修得した知識・技術・態度等の全てを総合的に活用し、自らが立案した新たな課題に主体的、創造的に取り組

み、その課題を解決できる能力を身に付けている。」に関連する。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

毎回実施するミニレポート40％、期末レポート 60% ※ミニレポートの内容について、疑問点やさらに深い議論につながると思われる

事項について記述が散見されれば、次回授業の冒頭で触れる。 

＜教科書＞ 

＜参考書＞  

文部科学省(2008/10) 

中学校学習指導要領解説 総則編ぎょうせい文部科学省(2010/11)教育の情報化に関する手引開隆堂出版 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション 教育とはどういうことか、教師になるために、 

2 中等教育の内容と方法 中等教育における教育内容の特徴、教育課程、学習指導計画 

3 教育方法の歩み 教授学習理論の変遷と現在の教授学習理論，学習指導要領の変遷 

4 基礎的・基本的な知識・技能の習得を図る授業 習得を図る授業の具体例（習得と活用） 

5 思考力・判断力・表現力の育成を図る授業 言語活動の意味，学習指導の分類・授業の方法・教授学習組織 

6 言語活動の具体化 教科指導における言語活動の具体的事例 

7 教授方法の基本 板書の役割と方法，発問，指示の役割と具体例 

8 教科指導への教育メディアの活用 各種教育メディアの特徴、教科指導における教育メディア活用の考え方 

9 具体的授業例（保健体育）① 保健・体育の具体的授業を通した意見交換① 

10 具体的授業例（保健体育）② 保健・体育の具体的授業を通した意見交換② 

11 具体的授業例（保健体育）③ 保健・体育の具体的授業を通した意見交換③ 

12 具体的授業例（外国語）① 外国語の具体的授業を通した意見交換① 

13 具体的授業例（外国語）② 外国語の具体的授業を通した意見交換② 

14 具体的授業例（外国語）③ 外国語の具体的授業を通した意見交換③ 

15 まとめ 授業をふり返って、教育方法や教育技術のまとめ 
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科目コード 21213 区 分 コア科目 

授業 

科目名 社会的養護Ⅱ 担当者名 小倉 毅 

配当年次 2 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 演習 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

2016年に児童福祉法の理念が改正され、子どもは「児童の権利に関する条約」の精神にもとづく権利を有すると明記された。これによ

り、子どもは、今まで以上に安定した環境で養育を受けること、健全な成長と発達のために自立に向けての支援を受けることが明確に

なった。そこで本科目は、保育士等の倫理・責務の基本理念を理解するとともに、親がいても養育に欠ける児童、あるいは知的障害、

重複障害、情緒障害、非行などのために親や家庭では養育でいない子どもの援助・支援を行うために必要な専門的知識・技術を理解し、

家庭機能の代替としての役割と子どもの心身の成長や発達保障の権利擁護を学ぶ。 

＜授業の到達目標＞ 

児童とその権利擁護を支援するために、援助者としての倫理とその基本的理念を理解する。また、それにふさわしい専門知識と技術を

身に付ける。 

＜授業の方法＞ 

教科書に基づいて、社会的養護内容に関する専門知識を理解し、その内容について事例研究、グループ討議、ロールプレイ、ディベー

トを使って体得することを目的としている。またそれぞれのレポートを作成する。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

①予習：次回のテーマに関する記事を検索、子どもが生活する施設概要を理解しておく。（90分）②復習：グループで討議した事例を

俯瞰的視点で捉えることができるよう整理し理解する。（90分） 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

本授業は、本学の一般教養ディプロマポリシーのDP3（子どもを取り巻く環境、様々な問題や文化状況に対して、子ども学の知見と教

養に基づく知識と、理解する能力を身に付けている。）及びDP4（家族と地域をめぐる子どもの環境を整備・改善するためのコミュニ

ケーション能力を身に付けている。）に対応している。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

定期試験 60％、レポー ト20％、出欠席・講義受講態度等 20％ 

＜教科書＞ 

小宅理沙 監修中 典子 潮谷光人 今井慶宗 編著(2019.10) 社会的養護Ⅰ・Ⅱ  翔雲社 

＜参考書＞  

2014.4 

「施設実習の手引き」岡山県保育士養成協議会 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 児童福祉施設の援助者 援助者の種類と役割、援助者に求められる基本 

2 児童養護の体系と児童福祉施設の概要 児衝福祉施設入所の意義、児童福祉施設における社会的養護 

3 家庭養護の実際① 里親による養育について 

4 家庭養護の実際② ファミリーホームによる養育について 

5 施設養護の実際① 乳児院での乳児の支援について 

6 児童養護施設の暮らし① 児童養護施設での子どもの支援について 

7 児童養護施設の暮らし② 児童心理治療施設の子どもの支援について 

8 児童養護施設の暮らし③ 児童自立支援施設の子どもの支援について 

9 児童養護施設の暮らし④ 母子生活支援施設の子どもと親の支援について 

10 障害のある子どもの養育方法① 肢体不自由のある子どもの療育と支援について 

11 障害のある子どもの養育方法② 障害児通所支援事業所での療育と支援について 

12 障害者への支援方法について① 障害者支援での利用者支援について 

13 障害者への支援方法について② 障害福祉サービス事業所での支援について 

14 児童福祉施設における社会的養護の課題 虐待を受けた子どもへの援助 

15 子どもの「生きる力」とは 援助者の倫理と責務・専門性の考察 
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科目コード 34210 区 分 コア科目 

授業 

科目名 子どもの理解と援助 担当者名 中井 和弥 

配当年次 2 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 演習 卒業要件 必修 

＜授業の概要＞ 

子どもの発達を理解したうえで演習を通して子どもや親への関わり方、発達の援助等を実践的に学ぶ科目である。第1回目から第3回目

までは「子どもの実態に応じた発達や学びの把握」について、第4回目から第9回目までは「子どもを理解する視点」について、第10回

目から第12回目までは「子どもを理解する方法」について、第13回目から第15回目までは「子どもを理解に基づく発達援助」について

学ぶ。 

＜授業の到達目標＞ 

１．保育実践において、実態に応じた子ども一人一人の心身の発達や学びを把握することに意義について理解する。２．子どもの体験

や学びの過程において、子どもを理解する上での基本的な考え方を理解する。３．子どもを理解するための具体的な方法を理解する。

４．子どもの理解に基づく保育士の援助や態度の基本について理解する。 

＜授業の方法＞ 

１．その回のポイントを説明する。２．その回のテーマに沿って講義を行う。３．その回のテーマを深く理解するための演習を実施す

る。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習（60分）：授業部分の教科書を読んで理解しておくこと。復習（30分）：授業内で実施した演習について、さらに理解を深めるこ

と。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

空白で構いません 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

受講態度や受講意欲（20%）|小課題（40％） ※毎回の授業後に課題を課します。|レポート（40%） 

＜教科書＞ 

松本峰雄監修・伊藤雄一郎他（2021） よくわかる！保育エクササイズ8 子どもの理解と援助演習ブック  ミネルヴァ書房 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション／保育における子ども理解の意義 
授業の目的・概要・進め方について、発達という言葉の意味、乳幼児期に子ども
が学ぶべき事項 

2 子どもの理解に基づく養護と教育の一体的展開 保育における養護と教育、両者の一体的展開とそのねらい 

3 子どもに対する共感的理解と保育 保育における共感と受容、共感的な言動とそのねらい 

4 子どもの生活と遊び 
保育の場における子どもの生活、保育所保育指針における子どもの遊び、保育に
おける「生活や学び」 

5 保育の人的環境としての保育者と子どもの発達 
子どもの発達と保育者という人的環境の関係性、子どもの発達に寄り添う保育者
の適切な関わり 

6 子どもの集団での育ち 子どもの集団での関わり、子どもの育ちにつながる関わり 

7 葛藤やつまずき 
保育における葛藤・つまずき・いざこざ、事例からみる葛藤、つまずき、いざこ
ざへの支援 

8 保育の環境の理解と構成 保育の環境、子どもの理解を踏まえた環境の構成および再構成 

9 環境の変化や移行 
環境の変化や移行とは、環境の変化や移行からの適応まで、環境の変化や移行し
ていくための保育者の援助 

10 子どもを理解するための観察・記録・省察・評価 
保育における観察・記録・省察・評価の位置づけ、子どもを理解するための観
察・記録・省察・評価、子どもを理解し続けることの重要性 

11 職員間の対話 職場における人間関係、円滑なコミュニケーションの構成要素 

12 保護者との情報共有 保護者と保育者の連携、保護者同士の連携 

13 発達の課題に応じた援助と関わり 
発達課題、乳児期の発達と保育、幼児期前期の発達と保育、幼児期後期の発達と
保育 

14 特別な配慮を要する子どもの理解と援助 
特別な配慮を要する子どもの理解、発達障害の子どもの理解、障害以外の特別な
配慮を要する子どもの理解 

15 発達の連続性と就学への支援 発達の連続性、保育所・幼稚園・幼保連携型認定こども園から小学校への連携 
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科目コード 28111 区 分 専門基礎 

授業 

科目名 世界経済論 担当者名 歌代 哲也 

配当年次 2 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

本科目では、日本を含むアジア経済、アメリカ経済、欧州経済等の地域別経済の特徴、また先進国、発展途上国等の経済規模の違いに

よる特徴を理解し、それらを比較することにより世界経済の特徴、問題点を学ぶ。世界経済を把握する上で重要な事項を学ぶことで、

新聞、ニュース等で報じられる貧富の差等により起きる世界経済の問題について自分の考えを持てるようにする。 

＜授業の到達目標＞ 

本講義の到達目標は主として以下の3点である。①個々の経済活動とグローバルな世界経済との関わりを理解する。②国内外の経済事

象を経済指標を用いて説明することができる。③経済活動と、各国・各地域社会、環境・ガバナンス等と調和する必要性を理解する。 

＜授業の方法＞ 

指定した教科書に基づき、授業はパワーポイントと板書を使用した講義形式で行うが、一方的な授業とならないように、適宜、質疑を

交えながら受講者からの発言を求めていく。事例研究等については、グループディスカッションを行い発表の機会をもつ。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

①予習：講義時に指示したテキストの該当部分を読んでおくこと(毎回30分)②復習：配布プリントの重点箇所を中心として、理解を

深めておくこと(毎回30分)③課題：参考書または講義時に指定した図書・文献等をもとにまとめること(毎回30分)④その他：日常的

に世界経済の動向に関する報道をチェック、期末試験向けのノートの整理（毎回30分） 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

グローバルに拡大している企業活動を、世界経済の動きとの関連において分析・理解する能力の育成を図る。また、グループディスカ

ッションや模擬取引等から、主体性・積極性を持って学習し、グローバルな課題解決の一端を担い、国際社会に貢献し、同時に生涯学

習力を身に付ける。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

受講姿勢・学習意欲30％、毎週の課題・小レポート等の提出物30%、期末レポート（別途指示する）40% 

＜教科書＞ 

宮崎勇・田谷禎三（2020/4/17） 世界経済図説 第四版（岩波新書1830）  岩波書店（ISBN: 9784004318309） 

＜参考書＞  

ピエトラ・リボリ(2006/12/1) 

あなたのTシャツはどこから来たのか?――誰も書かなかったグローバリゼーションの真実東洋経済新報社 （ISBN: 978-4492443392） 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション  本科目の内容と評価方法   本科目で取り扱う範囲 

2 世界経済の輪郭１ 世界の国家・民族、国内総生産、産業構造 

3 世界経済の輪郭２ 資源エネルギー分布、技術、交通・情報通信 

4 国際貿易１ 貿易による財・資金の流れ、各収支構造について 

5 国際貿易２ 関税・非関税障壁、直接投資、国際経済体制 

6 国際金融１ 資本の国際間移動、金融市場、金融商品 

7 国際金融２ 外国為替レートと為替制度 

8 世界経済の再編成、地域間協定とFTA 多極化、地域統合と貿易摩擦 

9 指令経済と途上国の市場経済化 社会主義国の変遷、途上国の発展（中東欧、中南米等） 

10 デジタル・エコノミーの拡大・深化１ 情報通信革命によって何が生じたか 

11 デジタル・エコノミーの拡大・深化２ 情報通信革命による企業活動の変化 

12 人口・食料・エネルギー・資源 世界経済発展の制約要因は何か 

13 地球環境保全 制約要因か、発展要因か 

14 経済危機 国際経済概略史 

15 界経済の構造変化 市場経済の諸形態、統合と分散 
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科目コード 63001 区 分 コア科目 

授業 

科目名 フィットネスプログラム論 担当者名 髙山 慎 

配当年次 0 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

トレーニング指導者の役割を理解し、対象者が運動を通じて健康状態を維持、有意義な生活を送ることができるように「手助け」を行

う方法を学ぶ。小学生から高齢者まで幅広い年齢層で必要となるトレーニング知識を学び、 トレーニングプログラムが立案できるよ

うにする。 

＜授業の到達目標＞ 

トレーニング指導者の役割を理解する。 各体力要素と様々な年代の身体の特徴を理解し、適切なトレーニングプログラムを立案でき

るようにする。 また各種疾患を理解し、その疾患にあわせたトレーニングプログラムを立案できるようにする。 

＜授業の方法＞ 

パワーポイント・スライドでの説明を中心に行い、必要に応じて資料を配布する。授業内容によってはグループワーク（ディスカッシ

ョン）を実施する。グーグルフォームにて小テスト、省察レポートを提出する。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習：次回授業のキーワードを予習 (1時間程度)復習：授業初めの小テストに向けて振り返り学習を行う (1時間程度) 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

この科目は体育学科のディプロマポリシー２（健康増進、体力の向上、また競技力向上に貢献できる専門的な知識・技能を身に付けて

いる）、ディプロマポリシー５（情報活用、論理、問題解決力等に関する汎用的技能）と関連付けられている。対象に合わせた具体的

な運動処方（プログラムデザイン）を学ぶ機会を提供する。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

受講態度(授業の取り組み・グループへの貢献度)５０％、課題(最終レポート・小テスト含む)５０％ 

＜教科書＞ 

＜参考書＞  

財団法人日本体育施設協会 

公認スポーツプログラマー専門科目テキスト日本トレーニング指導者協会 2014年3月30日トレーニング指導者テキスト 実践編 改

訂版大修館書店NSCA JAPAN 2018年12月19日NSCAパーソナルトレーナーのための基礎知識第2版NSCAジャパン 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 ガイダンス 運動と健康 授業の概要 運動と健康総論 

2 スポーツ指導者・プログラマーの役割 健康・体力における運動の重要性、トレーニング指導者の役割 

3 運動処方(プログラムデザイン)と健康管理 運動処方（プログラムデザイン）の方法と注意点 

4 フィットネスエクササイズ理論① 柔軟性・可動域向上トレーニング 

5 フィットネスエクササイズ理論② 調整力(敏捷性、平衡性、巧緻性))向上トレーニング 

6 フィットネスエクササイズ理論③ 筋力・パワー向上トレーニング 

7 フィットネスエクササイズ理論④ 持久力向上トレーニング 

8 フィットネスエクササイズ理論⑤ 体調管理とウォーミングアップとダウン 

9 フィットネスエクササイズ実際 マシーントレーニングやヘルスエクササイズ 

10 フィットネスプログラムの理論と実際① 中高年・高齢者のトレーニング 

11 フィットネスプログラムの理論と実際② 発育発達期のトレーニング 

12 フィットネスプログラムの理論と実際③ 中高年・高齢者のトレーニング 

13 面談とスクリーニング 特別な対象者(メタボ等)のためのトレーニング 

14 体力評価の選択と管理 前期・後期のまとめ 

15 まとめ 前期・後期のまと 
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科目コード 21205 区 分 専門基礎科目 

授業 

科目名 英語科教育法Ⅱ(応用) 担当者名 井上 聡 

配当年次 2 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

本授業では、ふたつの教授法（コミュニカティブ言語教授法とフォーカス・オン・フォーム）を折衷し、英語で英語を導入するための

スキルを習得します。実際の授業では、中学校の英語教科書の進度に準じ、デジタル協同作業を通して、All Englishの指導案を作成

し、マイクロ・ティーチングと相互評価を繰り返し行います。英文スクリプトの正確さ、英語で授業を行う際の流暢さ、協働学習への

貢献度、意見交換の質によって成績評価を行います。なお、この授業はブレンド型で行われますので、必ずPCを持参のうえ、臨んで下

さい。中高英語免許取得を主専攻とする学生はもちろん、副専攻とする学生にとっても、「英語で英語を教える」スキルを磨くうえで

貴重な機会となるでしょう。 

＜授業の到達目標＞ 

１．事前学習（導入のための英文スクリプト）に取り組むことができる。２．デジタル協同学習を通して、適切な英文スクリプトを編

集できる。３．デジタル協同学習を通して、英語による模擬授業のスキルを高めることができる。４．教科書の内容に関するテスト（語

彙・本文）で高スコアを残すことができる。 

＜授業の方法＞ 

偶数週 英文スクリプトの編集＋教科書テスト奇数週 マイクロティーチングと相互評価 ※データの共有はGoogle Classroomで行い

ます。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習：英文スクリプトの作成（1時間程度）、模擬授業の練習（1時間程度）復習：教科書テストの準備（1時間程度）  ※課題の提出

はすべてGoogle Classroomで行います。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

この科目の到達目標は教育経営学科のDP⑥（高い倫理観と規範意識、自己コントロール力、教師としての職責を果たそうとする真摯な

姿勢を身に付けている）と関連付けられています。デジタル協同学習において貢献を果たしながら、模擬授業に積極的に取り組み、英

語教師として相応しい資質・能力（英語力と指導力）を高めましょう。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

事前学習 30%、教科書テスト 20%、模擬授業 40%、意見交換 10% 

＜教科書＞ 

笠島準一他（2016年3月11日） NEW HORIZON English Course 1  東京書籍 

笠島準一他（2016年3月11日） 

NEW HORIZON English Course 2東京書籍笠島準一他（2016年3月11日）NEW HORIZON English Course 3東京書籍 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション シラバスの説明、デジタル協同作業の導入 

2 指導案の作成(1)教科書テスト He is, 複数形, What, 3単現のS,目的格, 現在進行形1-1, 1-2 

3 模擬授業(1)教科書テスト He is, 複数形, What, 3単現のS,目的格, 現在進行形1-3, 1-4 

4 指導案の作成(2)教科書テスト 
can, 過去・規則変化, 過去・不規則変化, 過去・be動詞, 未来, 第４文型1-5, 
1-6 

5 模擬授業(2)教科書テスト 
can, 過去・規則変化, 過去・不規則変化, 過去・be動詞, 未来, 第４文型1-7, 
1-8 

6 指導案の作成(3)教科書テスト 第５文型, 不定詞・副詞, 不定詞・名詞, will, have to, must1-9, 1-10 

7 模擬授業(3)教科書テスト 第５文型, 不定詞・副詞, 不定詞・名詞, will, have to, must1-11, 2-1 

8 中間試験 模擬授業教科書テスト 

9 指導案の作成(4)教科書テスト There is, 動名詞, ... er, ... est, more, most2-2, 2-3 

10 模擬授業(4)教科書テスト There is, 動名詞, ... er, ... est, more, most2-4, 2-5 

11 指導案の作成(5)教科書テスト 
受動態, 使役動詞, 現在完了・継続, 現在完了・経験, 不定詞（根拠）, how to2-6, 
2-7 

12 模擬授業(5)教科書テスト 
受動態, 使役動詞, 現在完了・継続, 現在完了・経験, 不定詞（根拠）, how to3-1, 
3-2 

13 指導案の作成(6)教科書テスト It ... to , 現在分詞, 過去分詞, 関係代名詞, 関係代名詞, 関係代名詞3-3, 3-4 

14 模擬授業(6)教科書テスト It ... to , 現在分詞, 過去分詞, 関係代名詞, 関係代名詞, 関係代名詞3-5, 3-6 

15 期末試験 模擬授業総合評価教科書テスト（総合） 
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科目コード 0 区 分 コア科目 

授業 

科目名 マーケティングリサーチ 担当者名 長畑 秀和 

配当年次 2 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

市場のニーズに適合する新商品を開発したり，発売された商品が顧客満足を提供しているかを調べる際，市場調査が行われる。市場調

査には大きく２つの方法(定量調査と質的調査)がある。これら２つの方法をバランスよく組み合わせることで，現実を反映した調査が

可能になる。アンケートおよびインタビュー調査の手法を理解することを実践的に学習する。 

＜授業の到達目標＞ 

「社会調査士」の資格を取得するための必須科目（B科目）である。経験と勘だけでは正確な判断、正しい決断が難しくなってきまし

た。現在のマーケティングは、データ解析の時代に入っている。本講義では、特に市場調査法の習得に力点を置いて、調査企画・設計

に関する演習（実習）を行う。到達目標は、必要な調査を企画・設計、実施し、分析・集計をおこなうための実践的な知識と能力習得

である。 

＜授業の方法＞ 

自分のノートPCを授業【PC演習時】に持ってこられること、MS-Excel，フリーソフトRを使用して適宜実習を行う。使用するファイル

はクラスルームで配信するので事前にダウンロードして持ってくること。教員が用意する教材を使用する。質的調査と量的調査の概念

を含めて目的、歴史、事例の整理と理論の紹介する座学、理論仮説の構築、作業仮説の構築、問題を図式化、先行研究を調査、調査票

の設計、調査の注意点。グループでブレーンストーミングも含めた演習、作成した質問紙を用いた調査、エディティング、転記作業、

コーディング、データ入力、クリーニング、ロジカルチェック、PCを用いた統計的推定の演習を行う。各自でPCを用いて質問紙作成、

統計的推定をおこなって行く。統計を理解するため順列・組み合わせ・確率の考え方も復習していく。実際に使っていくことができる

PC（Excel）分析能力を身に付けていく。毎週宿題の提出、翌週の確認を通じて重要ポイントの理解を深めていく。必ず個人のPC（Excel）

を持ち込むこと。この科目は毎週Excelを用いて量的な調査・分析を行う。量的調査法の初級編として質問紙を作成できるようになる

ことと、統計的推定をPCを用いて行えるようになることを目的としている。毎週宿題で重要ポイントの確認および計算データを完成さ

せ、提出し、次週に確認作業を行っていく。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

毎回、次週の学習範囲を明示する。授業で積極的に発言できるように次週のテーマに関わる情報収集の準備をすること（毎週最低でも

1時間の予習が必要）。また、講義の重要ポイントに関わる宿題を出す。次週の講義までに提出することが必要である（毎週最低でも1

時間の復習時間が必要）。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

社会調査、市場調査を理解し、質問紙を作成・統計的推定ができるようになることで現実の課題に対し、経営活動での知識や情報をも

とに論理的・数量的に分析する力、戦略的に問題解決に向けた意思決定をする力を身に付ける。また、社会や企業活動、経済活動に必

要な情報を収集し、課題解決のため意見を交わし提案するコミュニケーション能力を身に付ける科目である。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

最終試験：60％、授業貢献度・意欲 40%（質問紙作成、毎週の宿題・課題提出を含む）。6回以上の欠席は評価対象外とする。提出課

題は、クラスルームの「授業」で出される。これは、毎週の授業内容の理解を確認するものである。理解ミスや不足点な点についての

コメントが授業およびクラスルームでされる。また、次週の講義冒頭で課題に対する解説を行い理解を促進させる。 

＜教科書＞ 

 classroom にアップする講義資料のpdf   

＜参考書＞  

星野崇宏・上田雅夫（2018年12月25日) 

マーケティング・リサーチ入門有斐閣アルマ照井信彦・佐藤忠彦(2013年11月25日）現代マーケティング・リサーチ有斐閣石井栄造(2012

年1月30日)図解マーケティングリサーチの進め方がわかる本日本能率協会メネジメントセンター 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 
ガイダンス（社会調査の歴史・目的・倫理等の説明を含
む） 

マーケティングリサーチ，授業の進め方，成績基準，諸注意についての説明をす
る 

2 調査テーマの決定 調査テーマ・仮説構成について（ブレーンストーミング，特性要因図，KJ法など） 

3 調査対象とサンプリング 
サンプリングの種類とその方法、さらにはサンプリングに対応した標本誤差等に
ついて解説する。 

4 調査の方法 調査の企画と様々な調査法について 

5 調査票の作成１ 調査票作成（ワーディング、選択肢、調査票の項目と構成）についての説明 

6 調査票の作成２ 
具体的なテーマについて調査票作成を行う。実際に表紙（依頼文）、フェイスシー
ト、質問項目などを作成する練習を行う。 

7 
調査の実施とデータ回収後のエディティング,コーディ
ング,データクリーニング 

実際の調査（学生の生活実態調査など）に関してアンケート調査を行い、データを
回収後、エディティング,コーディング,データクリーニングを行い，その仕方・
注意する事項を理解する。 

8 調査データの加工・分析 
集計したデータについて単純集計、クロス集計を行う。基本統計量、属性連関係
数の導出、グラフ化も行い、予備解析を行う実習をする。 

9 〔PC演習〕解析手法の適用1 
判別分析・数量化2類・決定木分析・コンジョイント分析・ニューラルネットワー
ク分析からいくつかを選択して実習・解析を解説を行う。 

10 〔PC演習〕解析手法の適用2 
エディティング,コーディング,データクリーニングによるデータ入力・チェック
をしながら，回帰分析・数量化Ⅰ類・ロジスティック回帰・多項ロジット回帰を
行う。以下解析手法の適用と解釈の前にエディティング等のチェックを行う。 

11 〔PC演習〕解析手法の適用3 主成分分析・因子分析・クラスター分析 

12 〔PC演習〕解析手法の適用4 対応分析・数量化3類・多次元尺度法・数量化4類 

13 ［PC演習〕解析手法の適用5 バスケット分析・分散分析 



223 
 

14 〔PC演習〕解析手法の適用6 共分散構造分析（時間に余裕があれば正準相関分析・階層化意思決定分析を説明） 

15 調査報告書のまとめ方 
調査の結果について，報告書を作成し，全体のまとめを行う。具体的に学生実態
調査，製品購入顧客満足度調査などを例示しながらの説明を行う。 
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科目コード 61006 区 分 コア科目 

授業 

科目名 トレーニング演習(応用) 担当者名 江波戸 智希 

配当年次 3 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 演習 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

競技力向上のためには、高めた筋力をパワーやスピードに転換していく事が求められ、レジスタンストレーニング以外の様々なトレー

ニングを実践する事で総合的に体力要素の向上をさせていく必要がある。また、筋パワーを高める事は、機能的能力を改善し高齢者の

転倒予防など生活の質を向上させる事にも寄与する。そこで、本授業では、体力諸要素である可動域、バランス、筋力、パワー、スピ

ード・アジリティ、持久力等の各種トレーニングの立案・指導するために必要な知識と技能を習得することを目的とする。 

＜授業の到達目標＞ 

各種トレーニングの目的を理解し、適切なフォームや設定でトレーニングを実施でき、正しい指導方法を習得する。 

＜授業の方法＞ 

パワーポイントや動画での説明と実技を中心に実施する。また、指導実践の際はグループワーク・ディスカッションを行う。グーグル

フォームにて省察レポートを提出させる。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習 解剖学や生理学、トレーニング論等の基礎理論を確認しておく。 (毎回、1時間程度) 復習 授業での実技や要点などをノー

トにまとめておき、振り返りレポートを作成する。(毎回、1時間程度) 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

この科目は体育学科のディプロマポリシー２（健康増進、体力の向上、また競技力向上に貢献できる専門的な知識・技能を身に付けて

いる）、ディプロマポリシー５（科学的根拠や思考を持って、体育・スポーツ現場の諸問題に対応できる能力を身に付けている）と関

連付けられている。自身のトレーニング習慣や適切な実技デモンストレーション能力を身につける機会を提供する。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

課題(指導実践・振り返りレポート含む)５０％、受講態度(授業の取り組み・グループへの貢献)５０％ 

＜教科書＞ 

＜参考書＞  

NSCA ジャンパン 2018年1月30日 

NSCA決定版 ストレングストレーニング＆コンディショニング第４版ブックハウスHD日本トレーニング指導者協会 2014年3月5日ト

レーニング指導者テキスト 実践編 改訂版大修館書店日本体育協会公認アスレティックトレーナー専門科目⑥ 予防とコンディシ

ョニング 2007年9月30日文光堂 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 授業のねらい トレーニングの総論 授業のねらいと進め方 体力、トレーニングとは トレーニングの原理・原則 

2 可動域・柔軟性トレーニング 抑制・伸長テクニック 器具によるリリース 各ストレッチ等 

3 コア・バランストレーニング 
腹圧・IAPの獲得・向上 スタビリティトレーニング 神経筋・固有受容器トレー
ニング 

4 筋力・パワートレーニング① 基本動作 基本動作獲得 スクワットジャンプ メディシンボール投げ等 

5 筋力・パワートレーニング②とコーディネーション プライオメトリクス コーディネーショントレーニング 

6 スプリントスピードトレーニング トリプルエクステンションの獲得 ウォールドリル ハードルドリル等 

7 アジリティトレーニング① (加速動作) サイドステップ・クロスオーバー動作・加速動作の獲得 Ｔドリル等 

8 アジリティトレーニング② (減速・停止動作) 
パワーポジション・ステップ・減速・停止動作の獲得 アプローチから減速等 
90度、180度切り返し等 

9 代謝系・持久力トレーニング① マルチステージテスト 

10 代謝系・持久力トレーニング② 持久力トレーニング(LT OBLA VO2max強度) サーキットトレーニング 

11 ウォーミングアップとクーリングダウン ウォーミングアップとクーリングダウンの方法と実際 

12 グループワーク 立案 グループに分かれて トレーニングを立案する 

13 グループワーク 指導実践① 指導実施者と指導対象者に分かれて指導実践 

14 グループワーク 指導実践② 指導実施者と指導対象者に分かれて指導実践 

15 グループワーク 指導実践③ まとめ 指導実施者と指導対象者に分かれて指導実践 まとめ 
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科目コード 0 区 分 コア科目 

授業 

科目名 内科学Ⅰ 担当者名 河合 洋二郎 

配当年次 2 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

医療従事者（柔道整復師）として、基礎的な医療知識を教科書を中心に取り組む。 

＜授業の到達目標＞ 

医療従事者として、総合的な医療知識を身につける。基本的な医療用語を確実に理解する。 

＜授業の方法＞ 

教科書と共に必要に応じてプリントを配布し、それに基づいて講義する。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習・復習の具体的な内容については、授業時に随時通知する予定。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

本授業は、本学の一般教養ディプロマポリシーのDP2（柔道整復学及び健康科学、スポーツ医科学分野に必要な専門知識と技能を理解

し、日々進歩する医学分野に対応できる能力を身に付けている。）|及びDP4（医療人として現代社会に果たす役割を理解し、様々な立

場の人々と良好に職務を遂行できるコミュニケーション能力を身に付けている。）に対応している。 | 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

定期試験 80％、授業態度・提出物20％ 

＜教科書＞ 

 「一般臨床医学」  医歯薬出版株式会社 

＜参考書＞  

河合作成プリント 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 診察の意義 問診（主訴・現病歴既往歴） 

2 視診 不随意運動 

3 視診 歩行障害 

4 視診 胸郭・腹部 四肢 

5 聴診 異常呼吸音 

6 触診 筋トーヌス 

7 触診、小テスト 筋萎縮、小テスト 

8 打診 鼓音 

9 総論 バイタルサイン 

10 総論 検査 

11 総論 主症状 

12 総論 主症状 

13 各論 呼吸器 

14 各論 呼吸器 

15 各論 循環器 
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科目コード 53072 区 分 コア科目 

授業 

科目名 保育マネージメント演習Ⅱ 担当者名 川瀬 雅 

配当年次 2 配当学期 後期 単位数 1 授業方法 演習 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

本授業では、保育マネージメント演習Ⅰで学んだことをもとに、保育のマネジメント力を高めるために演習やイベントの運営など体験

を通して、実践力と運営力の基礎を学ぶことを目的とする。「保育マネジメント演習Ⅱ」では、中堅の保育者の学級・学年経営に必要

な保育の基礎知識や技能を身に付けることを目的とする。特にチーム保育の実践ではコミュニケーション能力を、また、活動のつなが

りを意識した指導計画・指導案を作成する力を育成する。保育マネージメント演習Ⅰの単位を取得した者のみ受講を認める。 

＜授業の到達目標＞ 

1.要項・指導案を作成できる。2.子どもの動線を考えた環境構成ができる。3.活動のつながりを理解し、活動計画を立てる。 

＜授業の方法＞ 

グループ演習、イベントの企画・運営などの実践 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

必要な資料の収集 、教材研究授業に必要な材料・用具・遊具等の準備グループだよりの作成(授業の記録と振り返り) 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

この科目で保育・幼児教育実践の基礎を養うことは、下記のディプロマポリシーに寄与する。DP2 乳幼児期から青年期に至るまでの子

どもに対しての発達的、教育的、心理的、感性的、福祉的観点等、多面的に子どもを理解する能力を身に付けている。DP3 子どもを取

り巻く環境、様々な問題や文化状況に対して、子ども学の知見と教養に基づく知識と、理解する能力を身に付けている。DP4 家族と地

域をめぐる子どもの環境を整備・改善するためのコミュニケーション能力を身に付けている。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

活動記録「グルーブだより」 30%レポート・課題 30%指導計画・保育指導案 20%活動記録以外で発揮されるマネジメント実践力 20% 

＜教科書＞ 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション 授業内容、到達目標と注意事項、成績評価法、実践活動内容について説明する。 

2 「動物」をテーマに保育を考える。① 対象年齢、領域別に教材を集める。 

3 「動物」をテーマに保育を考える。② 主活動を決め、指導計画を立てる。 

4 「動物」をテーマに保育を考える。③行事を企画する。 動物園見学を企画し、要項を作成する。 

5 
「動物」をテーマに保育を考える。④園外行事を運営す
る。 

園外行事(動物園見学)の実践をする。 

6 
「動物」をテーマに保育を考える。⑤ 園外行事を運営
する。 

園外行事(動物園見学)の実践をする。 

7 「動物」をテーマに保育を考える。⑥ 園外保育の経験を活かして指導案を作成し、模擬保育をする。 

8 「動物」をテーマに保育を考える。⑦ 指導案を作成し、模擬保育をする。活動後、振り返り指導案を修正する。 

9 「動物」をテーマに保育を考える。⑧ 振り返りを生かして指導案を作成し実践力を高める。 

10 キッズフェスタをしよう① 学んできたことを生かして実施要項を作成する。 

11 キッズフェスタをしよう。② 
遊びに必要な物を作ったり、準備をしたりする。参加者の動線や遊びの流れを考
慮して環境を構成する。 

12 キッズフェスタⅡを実施する。 自分の役割に責任をもつとともに、全体の状況を見ながら運営する。 

13 行事を企画する。 お楽しみ会を企画し、要項・指導案を作成する。 

14 園内行事を運営する。 お楽しみ会を運営し、振り返り評価をする。 

15 まとめを発表する。 
グループで役割を分担し、まとめを発表する。「指導計画」作成し、パワーポイン
トや動画にまとめる。 
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科目コード 32418 区 分 コア科目 

授業 

科目名 理科実験の指導法Ⅰ（理科教師塾） 担当者名 平松 茂 

配当年次 2 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 演習 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

物理、化学、生物、地学の広範囲な内容から観察、実験を行って「実感を伴う理解」を進める。小学校学習指導要領理科編には、比較

（３年）、関係付け（４年）、条件制御（５年）、多面的な思考（６年）等々の問題解決の方法が発達段階に合わせて示されている。

授業では、主として第３、４学年の教材を取り上げ、児童の興味・関心を引き出しながら、安全に観察実験を行うための知識や技能を

グループワークにより体験的に習得する。ＩＰＵ理科マイスター必修。 

＜授業の到達目標＞ 

１．実験器具や薬品等を準備して、小学校理科の観察実験が実施できる知識や技能を身に付ける。２．安全な観察実験を進めるための

知識や実験器具の取り扱い方を身に付ける。３．学習指導要領や教科書の記述に基づいて、観察、実験を伴う授業ができる。４．小学

生になりきって観察実験を味わい、興味関心を高める。５．ＩＣＴ，デジタル教科書，プログラミングなどＧＩＧＡスクール構想に対

応できる。 

＜授業の方法＞ 

１．Googl ClassroomやＩＣＴを活用して，GIGAスクール構想に対応する資質，能力を培う。２．小学校の観察実験を取り上げ、準備

から片付けまで一人で行うための知識や技能を指導する。３．観察実験を行う中で、観察のポイントや指導上の留意点，予想される成

果等を身に付けさせる。４．教材開発のポイント，授業のコツ，学習環境，児童の興味関心を高める展開を指導する。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

取り上げる観察・実験について、小学校理科で使用する教科書と小学校学習指導要領解説理科編を参考に予習(約30分）して授業に臨

み、受講後にレポートをまとめる（約1時間）。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

小学校理科（5年・6年）の教科内容を把握し、実感を伴う理解を進めるための実験の準備から実践までの知識と技能を獲得する機会を

提供する。理科教育法と合わせて受講し、指導法を獲得することが望ましい。・この科目は教育経営学科のディプロマポリシー７（子

どもの未来の対する強い使命感と責任感を持ち、教師としての成長を目指した生涯学習力を身に付けている。）、８(修得した知識・

技能・態度を総合的に活用し、現代の教育課題に積極的に取組み、解決できる能力を身に付けている。)と関連付けられています。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

参加意欲 40％、 観察・実験の知識・技能 30％、 レポート 30％ 等で評価する。 

＜教科書＞ 

文部科学省(2018.2.10) 小学校学習指導要領（H29）解説理科編  東洋館出版社 

＜参考書＞  

毛利   衛・黒田玲子 他（2020） 

「新しい理科５」東京書籍毛利   衛・黒田玲子 他（2020）「新しい理科６」東京書籍 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション、スケッチ 小学校理科実験、コセンダングサのスケッチ 

2 デンプンの種類とヨウ素反応 種類と濃度による反応の違い 

3 温度による空気の体積変化 空気や水の性質  温度や圧力の変化と空気の体積 

4 ガラス細工と浮沈子 加熱器具、ガラス細工、圧力、浮力 

5 月の形と太陽 教材研究と教材開発その活用 

6 ゾウリムシの観察 観察とスケッチ、ゾウリムシの生態 

7 水溶液と金属の反応 希塩酸とスチールウールの反応、水素の爆発 

8 物の燃え方と空気 ろうそく，気体検知管等の活用法 

9 ホウ酸の再結晶、熱の伝わり方 飽和と再結晶（ミョウバン） 

10 秋のキャンパスの植物 植物の観察及び指導法 

11 水溶液の性質とムラサキキャベツ 万能PH試験紙、リトマス紙の用法と指導法 

12 水の温まり方 示温インク・シート、パラフィンの活用と予備実験 

13 電流が生み出す力 直列と並列、発電と蓄電などの指導法 

14 電気の有効利用とプログラミング センサーを使った回路とプログラミングの指導法 

15 まとめと報告 講義の振り返りと報告書の作成 
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科目コード 23302 区 分 コア科目 

授業 

科目名 教育相談Ｃ 担当者名 赤松 久美子 

配当年次 0 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

教育相談は、生徒が自己理解を深めたり好ましい人間関係を築いたりしながら、集団の中で適応的に生活する力を育み、個性の伸長や

人格の成長を支援する教育活動である。生徒の発達の状況に即しつつ、個々の心理的特質や教育的課題を適切に捉え、支援するために

必要な基礎的知識（カウンセリングの意義、理論や技法に関する基礎的知識を含む）、技能、態度を身に付けることを目的とする。 

＜授業の到達目標＞ 

1 学校における教育相談の意義と理論を理解する。2 教育相談を進める際に必要な基礎的知識（カウンセリングに関する基礎的事柄

を含む）を理解する。3  教育相談の具体的な進め方やそのポイント、組織的な取組みや連携の必要性を理解する。 

＜授業の方法＞ 

・事前に指定された教科書の範囲を読んでいることを前提として、予習プリントや必要に応じて資料プリントを配布し、それらに基づ

いて講義を進める。・講義後にレポートを作成し提出することを、適宜復習課題として課す。・授業形態は、課題に対するディスカッ

ションや、個別支援や集団支援の実際の場を想定したロールプレイ等を含み、その取り組み姿勢を評価対象とする。・レポート提出の

際には、GoogleClassroomを活用し、ディスカッションでは、Googleスプレッドシート・Jamboardなどを活用する。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

・予習として、教科書の指定された範囲を読み、重要語句の意味を一通り理解しておくこと。（1時間程度）・授業後はレポート課題

に取組むことで、授業内容の整理を行うこと。（1時間程度）・適宜小テストを実施するので、復習をしっかり行っておくこと。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

生徒の個々の心理的特質や教育的課題を適切に捉え、支援するために必要な基礎的知識（カウンセリングの意義、理論や技法に関する

基礎的知識を含む）、技能を身に付けることを目的とする科目である。教育経営学科のディプロマポリシー２「専門的知識を実践的に

修得し、発達等の子どもの理解に基づいた的確な学習指導や生徒指導、学級経営力を身に付けている」、ディプロマポリシー４「周囲

の学校関係者と良好な人間関係を築き、自己の考えを的確に伝えられるコミュニケーション能力を身に付けている」と関連している。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

学習態度 20％、課題提出 40％、定期試験 40% 

＜教科書＞ 

森田健宏・田爪宏二監修（2018年1月30日） 「よくわかる！教職エクササイズ 教育相談」  ミネルヴァ書房 

＜参考書＞  

藤田哲也監修（2017年10月30日） 

「絶対役立つ 教育相談」ミネルヴァ書房 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション・教育相談とは 授業の進め方などについてのガイダンス・教育相談の意義と必要性を理解する。 

2 カウンセリングの理論 カウンセリングの定義・歴史・各種理論についての知識を持つ。 

3 カウンセリングの技法 カウンセリングの基本的な技法について理解する。 

4 学校における諸問題とその対応① いじめ・不登校の現状と構造を理解し、どのような支援が必要かを考える。 

5 学校における諸問題とその対応② 
学級崩壊の実情と回復するポイントを理解し、学級経営についての考えを深め
る。 

6 学校における諸問題とその対応③ 
子どもの虐待とその現状、教師としての対応、いのちの教育について理解を深め
る。 

7 学校における諸問題とその対応④ 非行や学校不適応への理解と対応について、様々な角度から考察する。 

8 学校における諸問題とその対応⑤ 
発達障害についての基本的知識を身に付け、特別支援教育の現状について理解す
る。 

9 学校における諸問題とその対応⑥ 児童期から青年期にみられる心の病気について、その概要を理解する。 

10 専門機関との連携・校内や他機関との連携 校内のさまざまな立場の職員、および他機関との連携について学ぶ。 

11 教育相談におけるアセスメント① アセスメントの手段として、子どもの行動観察法・面接法について学ぶ。 

12 教育相談におけるアセスメント② 
心理検査についての概論を押さえておくことが専門家とのスムーズな連携につな
がることを理解する。 

13 家庭の理解と保護者への支援 保護者対応の重要性を理解し、基本的な流れについて理解する。 

14 キャリア教育と進路相談 キャリア・カウンセリングや効果的な進路相談についての考察を深める。 

15 まとめ これからの教育相談や学校のあり方について、考察を深める。 
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科目コード 0 区 分 コア科目 

授業 

科目名 財政学 担当者名 平野 正樹 

配当年次 2 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

本科目では、市場機構の不完全性である市場の失敗、中でも公共部門の役割についての経済学的かつ制度論的な内容を理解することを

目的とする。これを基に現代の経済的かつ財政的課題についてのケース・スタディーを通じて、公的主体の意義を学ぶ。そして、本科

目を受講した学生が国内外の経済・財政問題に対して、コメントできるようになることを目途に授業を展開する。 

＜授業の到達目標＞ 

授業を通じて、経済における「公的部門」と「民間部門」の相違とそれぞれの主体である「公」「民」の行動目的についての理解を図

る。また、市場経済を中心とした経済社会で生じる諸問題(市場の失敗)について、その原因を分析するとともに国家財政や地方財政が

抱える制度論的課題にも言及する。そして、経済・財政問題の改善・解決策に向けて公がとるべき諸政策について何らかのコメントが

できるようになることを一つの目標とする。 

＜授業の方法＞ 

教科書を教材とする。板書を中心とするが、内容によってはPPT等で視覚的に分かりやすい方法も活用する。授業の理解度を高めるた

め、適宜レポートの提出を課す。教科書以外にも資料を配付する。各講義の終わりにディスカッションを行う予定。各講義の終わりに、

講義内容を踏まえた双方向のディスカッションを行う予定。講義内容によってはその理解度を確認するため、PPTの活用などによる双

方向での授業を予定。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

履修条件として、ミクロ経済学とマクロ経済学は単位修得済みであること。予習・復習を行うとともに、日頃から新聞などで経済や

財政に関する事柄に目を通しておくこと。具体的には、教科書・事前配付物での予習90分、復習50分が目安。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

講義を通じて、市場経済の限界や民間部門・公的部門の役割を理解することで、新たな戦略を創造・提案できる能力と学際的な知識が

身につける。このため、本講義を履修し財政学に関する基礎学力を習得することは、戦略的提案能力や国際人・リーダーとして「社会

に貢献する経営」を専門的に学ぶ経営学にとっても重要である。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

課題(小テスト)で成績評価をする。なお、課題(小テスト)については模範解答を提示・説明する。 

＜教科書＞ 

飯田幸裕・岩田幸訓(2018年5月20日) 入門経済学(第四版)  創成社 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 市場経済とパーフォーマンス 経済の仕組みと公的部門 経済の仕組み 市場経済と公共部門の役割 経済学と経営学との相違など 

2 市場の失敗とは 市場における外部性と公共財の存在 

3 財政学と財政の三機能(Ⅰ) 財政学とは何か 財政学の誕生と発展 

4 財政学と財政の三機能(Ⅱ) 資源配分機能 所得再分配機能 経済安定化機能 

5 国と地方の財政の姿 国家財政・地方財政の歳入・歳出予算 予算の編成過程など 

6 公共サービスと財政のかかわり(Ⅰ) 公共財の性質 公共財供給の効率性 

7 公共サービスと財政のかかわり(Ⅱ) 多数決と公共サービス  公共財の最適供給と公平な負担 

8 租税の基礎理論 租税原則と租税体系 効率と公平のトレード・オフ 

9 所得課税 所得税と住民税の仕組み 

10 消費課税 消費税の仕組み 従価税と従量税 

11 資産課税 固定資産税と相続税の仕組み 

12 国債と地方債 国債と地方債の種類 公債の負担 

13 裁量的な財政政策とマクロ経済 乗数効果  財政政策の有効性 

14 地方交付税と地域間所得再分配 地方交付税と国庫支出金の仕組み 

15 総括 財政実態の国際比較 
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科目コード 35400 区 分 コア科目 

授業 

科目名 コーチング論 担当者名 嘉戸 洋 

配当年次 0 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

本授業では、指導哲学、指導目的などの「スポーツ・コーチングの原則」や、選手とのコミュニケーション、選手のモチベーションの

向上といった「行動の原則」、そしてより専門的で実践的である生理学的知見を含んだ「フィジカルトレーニングの原則」に至るまで、

スポーツ・コーチングにおける基本理念を幅広く捉え、それらを正しく理解する。また、ビジネスコーチングや学校教育で使用するコ

ーチングの手法等も勉強する。 

＜授業の到達目標＞ 

スポーツ・コーチング基本理念を幅広く捉え、それらを正しく理解することを目的とする。また、指導理念と実際の指導現場における

相違点等を学生自らが出し合い、それを基に討議し、改善策等を探求することによって、体育教員・スポーツ指導者としての力量を高

める。 

＜授業の方法＞ 

講義を中心に進めるが、実際の指導現場の映像等を用いるなど、より実践的なものとする。また、必要に応じてグループワーキングや

プレゼンテーションも取り入れる。 また、情報や仲間の意見や考え方をDropboxを利用し、コーチングに関する知識を理解し、コー

チとしての資質を身につける。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

次回の授業テーマについて、参考書および各種資料等を用い、自身の体験等も踏まえて事前学習を1時間行う。また、実際に自身が選

手として、または指導者として参加しているスポーツ現場において、本授業で学んだことを振り返り、思考を巡らす（復習を一時

間）。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

態度・志向性（DP6:体育・スポーツに携わる指導者に求められる、豊かな人間性、幅広い教養に根差した公共的使命感や倫理観、協調

できる社会的スキルを身に付けている。）及び汎用性技能DP5:科学的根拠や思考を持って、体育・スポーツ現場の諸問題に対応できる

能力を身に付けている。）を習得する科目である。体育・スポーツに携わる指導者に求められる、豊かな人間性、幅広い教養に根ざし

た公共的使命感や倫理観、協調できる社会的スキルを養成するための科目であり、三年次生に対し、深い専門性と実践力を身に付けた

人材の育成を目指すもの 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

定期試験 50%、レポート・小テスト 30%、 出席・受講態度・学習意欲 20% 

＜教科書＞ 

＜参考書＞  

レイナー・マートン（2013） 

スポーツ・コーチング学西村書店田尻 賢誉智弁和歌山・高嶋仁のセオリーベースボール・マガジン社 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 イントロダクション 授業概要、授業の進め方、受講上の諸注意 

2 スポーツ・コーチングの原則（１） 選手とのコミュニケーション 

3 スポーツ・コーチングの原則（２） 選手のモチベーションの向上 

4 コーチングとティーチング（１） コーチングとティーチングについて 

5 新しい時代にふさわしいコーチング コーチングの現状と課題 

6 コーチングの行動指針 指導行動と育成行動 

7 コーチング事例 セルフコーチング、コーチング活動 

8 コーチングとティーチング（２） コーチングとティーチングについて 

9 コーチングスタイル コーチングのスタイル 

10 コーチのあり方（1） コーチとは 

11 戦術とは？ 戦術力の捉え方 

12 戦術力の個体発生 戦術の個体発生とその傾向 

13 戦術力のトレーニング 戦術トレーニングの方法 

14 コーチのあり方（2） コーチとは 

15 ゲームパフォーマンスの評価 ゲームパフォーマンスの評価とその方法 
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科目コード 23106 区 分 コア科目 

授業 

科目名 発達心理学Ｃ 担当者名 高橋 直樹 

配当年次 2 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

発達心理学は胎児期から老年期までの生涯にわたるヒトの身体、行動、能力などの発達を科学的に解明し、理解することを目的とする。

本科目では、おもに胎児期から青年期までの発達を中心に、具体例や研究知見、理論などをまじえた発達心理学の基礎知識を身につけ

る。 

＜授業の到達目標＞ 

１．発達心理学の基本的な知識を理解できる。２．特に教育の領域で、発達がどのように関連するのかについて理解できる。 

＜授業の方法＞ 

講義は教科書を中心に行う。第1回～第12回はキートピックスについての講義を行う。第13回～第15回はグループによる調査および発

表を行う。発表のテーマやグループは授業中に決める。なお、授業の進行度によって、グループワークの開始時期が前後することがあ

る。また、Google Classroom等のデジタル技術も活用する。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

受講生全員が発表を行うため、自分の担当箇所については十分に準備をすること。また、第2回～第12回の授業では全員に対して課題

を出すため、必ず行うこと。予習として教科書の内容把握（1時間程度）が求められる。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

この授業は教育経営学科のディプロマポリシー（DP）のうち、DP2（専門的知識を実践的に修得し、発達等の子どもの理解に基づいた

的確な学習指導や生徒指導、学級経営力を身につける）に深く関連する。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

授業態度・授業に取り組む姿勢 20%、発表のために準備した資料と発表内容 40%、毎授業に課す課題 40%によって評価する。 

＜教科書＞ 

福沢周亮・都築忠義（2011年） 発達と教育のための心理学初歩  ナカニシヤ出版 

＜参考書＞  

特になし 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 ガイダンス 発達心理学とは何か/講義の進め方、評価についての説明 

2 発達と遊び 身体発達、認知および仲間と遊びについて 

3 言葉 言葉の働き・獲得・文化 

4 家庭 家族のコミュニケーション／愛着の成立過程／家族関係が子どもに及ぼす影響 

5 障害のある乳幼児や気になる子ども 
障害の早期発見・支援の場／障害のある乳幼児や気になるこの発達理解と保護者
の心理 ほか 

6 学習 条件づけのしくみ／記憶の働き／見ることによる学習 

7 やる気（学習意欲） 内発的動機づけと外発的動機づけ／達成動機と原因帰属／自己認知と動機づけ 

8 友だち 児童期の子どもとの友人関係／不登校の定義と要因／いじめとそのメカニズム 

9 知的発達の障害 知的障害／自閉症スペクトラム障害／Ｄ・ＡＤＨＤ 

10 子どもから大人へ 思春期の4つの大きな変化／アイデンティティ／青年をとりまく環境の変化 

11 対人関係 対人魅力／恥ずかしがりや／葛藤 

12 悩み・病理 パーソナリティ／悩みの種類・しくみ／悩みの援助 

13 グループワーク（準備） グループ／テーマの決定、発表準備 

14 発表（前半） 前半グループの発表 

15 発表（後半） 後半グループの発表 
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科目コード 37502 区 分 専門基礎科目 

授業 

科目名 スポーツビジネス論 担当者名 小堀 浩志 

配当年次 2 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

本授業では、スポーツビジネスの成り立ちから現状について、その特性や概略をスポーツ産業全体から学ぶ。また、実際にスポーツビ

ジネスの現場で課題となっている事柄についてグループワークなどを通じて自ら考えることでスポーツビジネスに対する理解をより

深める。 

＜授業の到達目標＞ 

１）スポーツビジネスの特性を知る。２）スポーツビジネスの成り立ちを知る。３）スポーツビジネスの現場で課題となっている事柄

について、自分なりの意見を持つことができる。 

＜授業の方法＞ 

講義形式を基本とし、教科書を中心とした一斉授業と少人数のグループワークを中心に展開していく。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

次回の授業テーマについて資料やインターネット、新聞記事等で事前学習を行うこと。毎週最低でも準備に1時間の予習時間、講義内

容のまとめ・理解に1時間の復習時間が必要である。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

国際人・リーダーとして「社会に貢献する経営」を実践するための豊かな教養として、スポーツビジネスを含めた学際的な知識を身に

付ける。また、広くスポーツビジネスに関わる専門知識・技能を備え、企業に関連する社会現象を分析・理解し、新たな戦略を創造・

提案できる能力を身に付ける。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

授業参加態度 ３０％、 授業内での課題 ３０％、レポートの課題 ４０％ 

＜教科書＞ 

原田宗彦（２０１5年4月10日） スポーツ産業論 第6版  杏林書院 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション 授業の進め方についてスポーツの意味と語源、多様性について解説する。 

2 スポーツ産業 スポーツ市場の歴史、現状を解説する。 

3 「する」スポーツ、「見る」スポーツ 「する」「見る」スポーツの発展と現状について解説する。 

4 スポーツ施設マネジメント スタジアム、アリーナビジネス、指定管理者制度について解説する。 

5 スポーツクラブのマネジメント 総合型地域スポーツクラブ、フィットネスクラブについて解説する。 

6 スポーツイベントマネジメント スポーツイベントのマネジメント、集客施策について解説する。 

7 スポーツ・スポンサーシップ スポンサーシップの発展と現状について解説する。 

8 スポーツ・ファイナンス ファイナンス重視の背景、スポーツ組織のファイナンス特性と課題を解説する。 

9 アメリカのプロスポーツビジネス アメリカのプロスポーツについて歴史と現状を解説する。 

10 欧州のプロスポーツビジネス 欧州のプロスポーツについて歴史と現状について解説する。 

11 日本のプロスポーツビジネス 日本のプロスポーツについて歴史と現状について解説する。 

12 選手契約とマネジメント 選手発掘・育成と指導者の育成、選手マネジメントの実際について解説する。 

13 ライセンス、ネーミングライツ 商品化権と肖像権・パブリシティ権等について解説する。 

14 スポーツ組織のマネジメント 国際競技連盟と国内スポーツ統括団体の組織運営について解説する。 

15 講義のまとめ 本講義で解説を行った概念のまとめを行う。 
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科目コード 25300 区 分 専門基礎科目 

授業 

科目名 スポーツ法学 担当者名 平塚 卓也 

配当年次 0 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

本授業では、スポーツと公法、刑事法、民事法、紛争解決法、国際法とのかかわりについて学び、スポーツを法的観点から捉え、思考

することができるようになることを目指す。受講態度と授業の理解度（レポート）に基づいて評価する。 

＜授業の到達目標＞ 

本授業では、スポーツと公法、刑事法、民事法、紛争解決法、国際法とのかかわりについて学び、以下のことができるようになること

を到達目標とする。①スポーツ法学の体系を理解することができるようになる。②スポーツに関する法的な諸問題について理解したう

えで、自身の考えを持つことができるようになる。 

＜授業の方法＞ 

講義を中心としながら、グループワークを取り入れ、自身の考えを発表し、討論する機会を作る。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習：毎時間課される次週課題について（1時間）復習：毎時間課される授業課題について（1時間）各回に授業テーマに関連する課題

を指示する。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

「幅広く深い教養を身に付け、体育・スポーツ人としての立場を歴史・社会・自然と関連付けて理解する能力を身に付けている。」 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

授業態度（20％）、レポート（80％）で評価する。 

＜教科書＞ 

特に指定なし    

＜参考書＞  

日本スポーツ法学会監修（2020） 

標準テキスト スポーツ法学 第3版エイデル研究所石堂典秀・建石真公子編（2018）スポーツ法へのファーストステップ法律文化社 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 ガイダンス 授業ガイダンス  スポーツと法のかかわり 

2 スポーツ法の体系及び法源 スポーツ法の体系、スポーツ法の法源、スポーツ固有法 

3 公法とスポーツ（１） スポーツ権 

4 公法とスポーツ（２） 行政法とスポーツ、スポーツ法政策 

5 刑事法とスポーツ スポーツ活動中の行為と刑事責任、スポーツに関する刑事裁判例 

6 民事法とスポーツ（１） スポーツと契約法、スポーツに関連する契約 

7 民事法とスポーツ（２） スポーツに関わる不法行為、スポーツ事故に関する不法行為と判例 

8 民事法とスポーツ（３） スポーツと法人法、組織法 

9 民事法とスポーツ（４） スポーツと知的財産法 

10 民事法とスポーツ（５） スポーツと不正競争防止法 

11 民事法とスポーツ（６） スポーツと労働法 

12 民事法とスポーツ（７） スポーツと独占禁止法 

13 紛争解決法とスポーツ 裁判による紛争解決、裁判によらない紛争解決 

14 国際法とスポーツ スポーツ国際法 

15 講義のまとめ スポーツ法学を総括する 
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科目コード 37602 区 分 コア科目 

授業 

科目名 指定管理者施設実習 担当者名 常浦 光希 

配当年次 2 配当学期 集中 単位数 1 授業方法 実習 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

本実習においては、指定管理者を受けている総合型地域スポーツクラブにおいて、必要な実務及び施設内で行われる事業を体験し、ス

ポーツ関連施設に求められる実際の運営業務と地域スポーツクラブが施設管理ができることの価値について現場実習を通して理解を

深めることを目的とする。施設管理業務を体験する過程において、総合型地域スポーツクラブが展開するスポーツ教室やスポーツ事業

へ参加する。学外実習であるため，履修を制限する場合がある（20名～30名程度）その際，前年度の出席率・成績等およびレポート課

題によって判断する． 

＜授業の到達目標＞ 

スポーツ関連施設の運営に関する業務を理解し、スポーツ活動に欠かせない施設管理・運営の視点を会得することである。さらに、現

場での実習を行うことにより、地域スポーツ推進に求められるの施設管理・運営について体験することを目標としている。 

＜授業の方法＞ 

指定管理者施設実習に関する事前ガイダンスと集中講義にて指定管理を受ける総合型地域スポーツクラブにて実習を行う。実習は、学

外での実習となるため，通常の授業時間ではなく、施設管理者と都合のよい時間帯において実施する（計5日間以上の実習）。そのた

め、学期をまたがって実施される場合がある。また活動記録を日誌として残し、成果と課題をレポートにまとめる（1時間）。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

指定管理者施設実習に関する事前ガイダンスに参加し、実習に臨む。授業内容に関連する参考書等を読み、指定管理者施設や総合型

地域スポーツクラブについて理解を深める。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

体育学科のディプロマポリシー4「現代社会において果たす体育・スポーツの役割を理解し、様々な立場の人々と良好な関係を築きな

がら職務を遂行できるコミュニケーション能力を身に付けている」を習得するための科目である。施設管理を受け持つ地域スポーツク

ラブでは、どのような活動ができるのかを直接体験することで、各世代に効果的なスポーツ事業について考える力を育む機会を提供す

る。体育・スポーツに携わる者を目指す上で、3年次生でのステップ履修科目である「総合型地域SC運営実習」に必要なスキルを育む

科目である。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

事前課題 20％，実習参加態度 20％，スポーツ事業参加 10％，最終レポート 50％． 

＜教科書＞ 

 特に指定なし   

＜参考書＞  

成田頼明（2009） 

「指定管理者制度のすべて」制度詳解と実務の手引き【改訂版】第一法規谷塚哲（2008）地域スポーツクラブのマネジメント―クラブ

設立から運営マニュアルまで―カンゼン柳沢和雄・木村和彦・清水紀宏テキスト体育・スポーツ経営学大修館書店 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション 実習の目的と心構えについて 

2 現場実習① 指定管理者施設内見学及び事業準備 

3 現場実習② 指定管理者施設にて事業実習 

4 現場実習①、②の振り返り 実習1のまとめと次回への課題の整理 

5 現場実習③ 指定管理者施設にて事業準備 

6 現場実習④ 指定管理者施設にて事業実習 

7 現場実習③、④の振り返り 実習2のまとめと次回への課題の整理 

8 現場実習⑤ 指定管理者施設にて事業準備 

9 現場実習⑥ 指定管理者施設にて事業実習 

10 現場実習⑤、⑥の振り返り 実習3のまとめと次回への課題の整理 

11 現場実習⑦ 指定管理者施設にて事業準備 

12 現場実習⑧ 指定管理者施設にて事業実習 

13 現場実習⑦、⑧の振り返り 実習4のまとめと次回への課題の整理 

14 現場実習⑨ 指定管理者施設にて事業実習 

15 本講義のまとめ 実習自己評価、実習5のまとめ、実習全体のまとめ 
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科目コード 37604 区 分 コア科目 

授業 

科目名 総合型地域SC運営実習 担当者名 常浦 光希 

配当年次 3 配当学期 前期集中 単位数 1 授業方法 実習 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

本実習は，指定管理者施設実習やキャンプ実習の際に体験したスポーツ事業を総合型地域スポーツクラブと協働し，企画・運営する．

総合型地域スポーツクラブにて現場実習を行い，総合型地域スポーツクラブの必要性や地域スポーツ活動を推進するうえで生じる課

題・問題について理解を深めることを目的とする．本実習は，指定管理者施設実習及びキャンプ実習を修得した者のみ履修可能である．

ただし，履修制限のため，前年度の出席率・成績によっては履修できない． 

＜授業の到達目標＞ 

総合型地域スポーツクラブで実習を行うことにより，総合型地域スポーツクラブの在り方，必要性についての理解を深め，スポーツ事

業の立案・展開ができる力を身に付けることを目標としている 

＜授業の方法＞ 

総合型地域SC運営実習に関する事前ガイダンスと集中的に総合型地域スポーツクラブにて現場実習を行う．実習は，通常の授業時間で

はなく，総合型地域スポーツクラブから指定された不定期事業へ参加し，事前準備から当日を含めた一連の企画・運営に携わる．また

活動の記録を日誌として残し，成果と課題をレポートにまとめる．そのため，実習期間は，学期をまたがって実施される場合がある． 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

総合型地域SC運営実習に関する事前ガイダンスに参加し，実習に臨む．実習先の総合型地域スポーツクラブについて理解を深め，授

業時間外の企画・運営会議に参加することが求められる． 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

体育学科のディプロマポリシー「体育・スポーツに携わる指導者に求められる、豊かな人間性、幅広い教養に根ざした公共的使命感や

倫理観、協調できる社会的スキル」を習得するための科目である．本実習は，2年次配当の「指定管理者施設実習」と「キャンプ実習」

のステップ履修科目でもある． 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

実習参加・実習態度 40%，最終レポート 60% 

＜教科書＞ 

 特に指定なし   

＜参考書＞  

日本体育・スポーツ経営学会 

「テキスト総合型地域スポーツクラブ」大修館書店柳沢和雄・木村和彦・清水紀宏テキスト体育・スポーツ経営学大修館書店 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション 実習の目的と心構えについて 

2 実習準備 次週ﾉｰﾄ実習先の概要と活動内容等について 

3 現場実習① 総合型地域スポーツクラブの活動体験 

4 現場実習② スポーツ事業に関する企画会議 

5 現場実習③ スポーツ事業の内容検討 

6 現場実習④ 準備・リハーサル 

7 現場実習⑤ 当日運営 

8 実習の振り返り① スポーツ事業の振り返り 

9 現場実習⑥ 総合型地域スポーツクラブ事業会議 

10 現場実習⑦ 総合型地域スポーツクラブ事業の検討 

11 現場実習⑧ 総合型地域スポーツクラブ事業の準備・リハーサル 

12 現場実習⑨ 総合型地域スポーツクラブ事業の運営 

13 現場実習⑩ 総合型地域スポーツクラブ事業に対する振り返り 

14 実習の振り返り② 実習自己評価 

15 実習のまとめ 次年度の課題・改善案 
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科目コード 40211 区 分 実技 

授業 

科目名 水泳Ⅱ(応用) 担当者名 和所 泰史 

配当年次 2 配当学期 前期 単位数 1 授業方法 実技 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

水泳・水中運動は陸上運動とは違い、水という特殊な環境下において行われる運動である。また、水は衝撃を吸収するクッション効果

を持つ反面、水中運動時には粘性抵抗として働き、水中運動を陸上運動に比べて効率の悪いものにするという側面を持つ。そこで、本

実習においては、水中での身体の変化、水の特性、および、水泳の基礎的な理論を十分に理解する。 

＜授業の到達目標＞ 

水泳は生涯にわたって行えるスポーツという側面を持つ。本実習においては、水中での身体の変化、水の特性、および、水泳の基礎的

な理論を十分に理解する と共に、水中でリラクゼーションできる呼吸法を学習の中核として捉え、４泳法（クロール、平泳ぎ、バタ

フライ、背泳） を含んだ水中での運動能力を高めることを目標にする。さらに、海（オープンウォーター）の特性を理解し一定時間

泳ぐことなどを通して、水との関係を深めていくことを目的とする。 

＜授業の方法＞ 

距離や時間を媒介として、身体と水との関係について認識を深めていく。 8月下旬から9月初旬にかけて、プールで実習と、日本海の

海において1泊2日で海浜実習をする。実習費として約20000円程度の予定である。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習としては、これまでに受けてきた実技の授業について個人的に1時間程度でまとめておくこと。復習として、できない実技種目に

ついては、出来るようになるまで日頃から1時間程度繰り返し練習をすること。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

水泳は生涯スポーツであり、泳ぐ能力を身につけることで、日常から健康増進、体力の向上、また競技力向上に貢献できる専門的な知

識・技能を身に付けることができる。また、海での特異性をしることで、海水浴場の多い日本において、自らが修得した知識・技術・

態度等の全てを総合的に活用し、新たな課題に主体的、創造的に取り組む能力を身に付けることができる。体育学科のディプロマポリ

シーとしては②健康増進、体力の向上、また競技力向上に貢献できる専門的な知識・技能を身に付けることができる。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

授業態度及び実技テスト80％、レポート20％で評価する。 

＜教科書＞ 

特になし    

＜参考書＞  

日本水泳連盟 編 

新水泳指導教本大修館書店 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション 安全教育 

2 リラクゼーションによる泳法への導入 浮き身と呼吸法 

3 クロールの実践 クロールの実践 

4 クロールの実践 クロールの実践・長距離泳 

5 クロールの実践 クロールの実践・長距離泳 

6 平泳ぎの実践 平泳ぎの基礎の確認 

7 平泳ぎの実践 平泳ぎの実践・長距離泳法 

8 平泳ぎの実践 平泳ぎの実践・長距離泳法 

9 海浜実習 海での泳法の確立 

10 海浜実習 海での泳法の確立 

11 海浜実習 スノーケルを使って長時間泳法を身につける 

12 海浜実習 スノーケルを使って長時間泳法を身につける 

13 海浜実習 カヤックで海のアクティビティを学ぶ 

14 海浜実習 カヤックで海のアクティビティを学ぶ 

15 まとめ まとめ 
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科目コード 53015 区 分 コア科目 

授業 

科目名 キャンプ実習 担当者名 常浦 光希 

配当年次 2 配当学期 集中 単位数 1 授業方法 実習 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

本実習は，総合型地域スポーツクラブと協働しキャンプを実施する．そのため，小学生とともにキャンプを行うことになる．履修者は

子どもへ集団生活の価値や重要性，自然体験活動の楽しさを提供する側となる．そのため，キャンプの価値や重要性についての考え方

を学び、大学生として責任ある行動が求められる．また学外実習であるため，履修制限を行う(50人以内)．その際，前年度の出席率・

成績等およびレポート課題によって判断する． 

＜授業の到達目標＞ 

野外におけるレクリエーション支援の実際を企画・実施・評価を通じて学ぶとともに実践技術の習得ができる能力を身につけることを

目標とする．小学生とともに活動することで，学校現場や地域団体において実施される自然体験活動の重要性や必要性について考え，

行動できるようになることが目的である． 

＜授業の方法＞ 

集中講義において講義と宿泊を伴う実習として展開する．講義においては，小学生を対象としたレクリエーション活動やテントの建て

方，野外炊事等キャンプ実に必要な内容を学習する．実習は岡山県内の自然体験活動が可能な施設にて実施する． 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

集中講義において，検討した内容を実際に実施できるようシュミレーションする（5時間）．宿泊を伴う自然体験活動中では，随時，

振り返りを行い，行動を改めること（2時間）． 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

体育学科のディプロマポリシー3「幅広く深く教養を身に付け，体育・スポーツ人としての立場を歴史・社会・自然と関連付けて理解

する能力を身に付けている」を習得するための科目である．小学生との自然体験活動を通して，体育・スポーツに携わる者や学校現場

に求められる社会的スキルを育み，3年次でのステップ履修科目である「総合型地域SC運営実習」に必要なスキルを修得する科目であ

る． 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

事前課題 20％，実習中の態度 30％，実習後の報告50％．実習中では1日ごとに振り返りとまとめを行い，そのフィールドバックをす

る． 

＜教科書＞ 

 特に指定なし   

＜参考書＞  

日本野外教育研究会 

キャンプテキスト杏林書院 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 キャンプを理解するために キャンプの意義と目的・歴史・環境教育 

2 キャンプを理解するために キャンプとマナー，キャンプの計画と組織，キャンプの指導者の役割 

3 キャンプを理解するために キャンプの安全管理，キャンプでの調査と評価 

4 対象に応じたキャンプ オートキャンプ 

5 対象に応じたキャンプ 組織キャンプ 

6 対象に応じたキャンプ 学校キャンプ 

7 キャンプの生活技術 天候変化の予測方法，キャンプ用具とその使い方 

8 キャンプの生活技術 野外炊事，テント，ロープワーク 

9 キャンプの生活技術 キャンプにおける安全対策と応急処置の方法 

10 キャンプのプログラム レクリエーションゲーム 

11 キャンプのプログラム 自然に親しむゲーム，環境プログラム 

12 キャンプのプログラム 天候に応じたプログラム，体験プログラム 

13 キャンプファイアーの理論と実際 キャンプファイアーの種類とねらい 

14 キャンプファイアーの理論と実際 キャンドルファイアーの特徴・準備・バリエーション 

15 キャンプファイアーの理論と実際 キャンプファイアーのプログラム・作成上の留意点 
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科目コード 32415 区 分 コア科目 

授業 

科目名 教育実践学Ⅱ（応用）（青年教師塾） 担当者名 中西 紘士 

配当年次 2 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 演習 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

本講義は、実際の学校教育現場を体験しながら、「みて学ぶ」「やって学ぶ」「みたこと・やったことをふり返る」ことを中心に進め

ていくものである。本講義で学んだことによって、教育現場や教師の仕事がどのようなものなのか、具体的なイメージをもつとともに、

自身の教師像・将来像をもつようにする。 

＜授業の到達目標＞ 

学校現場で必要な資質・能力の中の「子ども理解力」「学級経営力」「授業力」「人間関係調整力」という４つのを中心に、体験的に

学び、身につけることを目標とする。 

＜授業の方法＞ 

実際に学校現場に赴き、教師の仕事や授業をみる・やってみることを中心に進める。授業づくりに関する演習を随時設定する。見聞き

したことについて、議論の場を設け、PCを活用したレポートとして提出する。※本講義は、指定された曜日や時間帯以外の実施や同じ

日に集中して実施することがある。（履修要件）2年前期の授業出席率が90％以上の者2年前期の成績（GPA）が3.2以上の者 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

事前に配付した資料を熟読しておくこと。校外での学習に際して、日程を把握し、見通しをもっておくこと。レポート作成をとおし

て、体験したことの詳細をふり返ること。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

豊かな人間性を備え、それらをグローバルな視点で活かす実践力、コミュニケーション能力を有した教育者を育成するための科目であ

る。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

参加意欲と姿勢・態度 30％、議論の内容 20％、レポート 50％※本授業は、教育実習と同様に、原則として欠席したものは単位を出

せません。 

＜教科書＞ 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション 
授業の目的、概要、履修条件、評価方法、授業と学校現場訪問時の学びの視点、
模擬授業のつくり方についての説明 

2 学校現場1日体験～事前指導～ 
学校現場訪問時のルールやマナー、守秘義務、日程、内容、観察の視点を確認す
る。これまでの経験に基づき、観察の視点を明らかにしておく。 

3 学校現場1日体験 
小学校の現場を訪問し、朝の指導と授業を観察し、自分なりの指導方法（代案）を
考える。 

4 学校現場1日体験 
小学校の現場を訪問し、休み時間・給食時間・帰りの指導を観察し、自分なりの
方法（代案）を考える。 

5 学校現場1日体験 
小学校の現場を訪問し、児童が下校した後の教師の仕事について、現職教師から
話を聞く。 

6 学校現場1日体験～事後指導～ 
学校１日体験をもとに、教師として必要とされる資質・能力とはどのようなもの
かを議論し、理解する。 

7 教員研修体験～研究授業参観～ 
学校現場において、校内研修として行われている授業研究会に参加し、研究授業
を参観する。 

8 教員研修体験～研究協議会参加～ 
学校現場において研究授業後に行われる授業の協議会に参加し、自分なりの方法
（代案）を考える。※模擬授業づくりの参考資料として分析する。 

9 教員研修体験～講演会への参加～ 
現職教員の研修会（講演会）に参加し、教育現場の現状、問題意識、教育方法を理
解する。 

10 授業づくり（1） 
模擬授業の構想を考える。※これまでに観察した授業、指導案、資料をもとに考
える。 

11 授業づくり（2） 
模擬授業の指導案を作成する。作成した模擬授業案について審議する。※グルー
プワーク 

12 授業づくり（3） 
指導構想に沿って、模擬授業をくり返し行う。作成した模擬授業案についてやり
ながら、修正する。※グループワーク 

13 授業づくり（4） 全体で模擬授業をする。模擬授業について分析し、改善案を考える。 

14 授業づくり（5） 全体で模擬授業をする。模擬授業について分析し、改善案を考える。 

15 卒業式見学 指導者の視点から、教育活動の集大成として卒業式を参観する。 
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科目コード 62010 区 分 コア科目 

授業 

科目名 予防とコンディショニングⅠ 担当者名 廣重 陽介 

配当年次 2 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナーの視点より、コンディショニングの概要について理解し、その評価法やスポーツ傷害

予防に関する基礎知識・技術を学び、予防のためのコンディショニングを競技者に提供する上で必要な知識を身につける。テーピング

の実習を実施するため、各自テーピングテープの準備が必要である。 

＜授業の到達目標＞ 

スポーツ傷害予防を目的としたテーピング、ストレッチング・スポーツマッサージなどのコンディショニング手法、基礎および専門的

体力の測定方法など，アスレティックトレーナーとしてコンディショニングに関わる基礎知識と技術について理解できるようになる。 

＜授業の方法＞ 

教科書、資料（適宜配布）に沿って講義や実技、確認テストを実施する。授業内容をもとに実技実習やディスカッションやを積極的に

行う。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習として，当該箇所のテキスト内容を中心とした学習を60分以上行う。授業後は実技の確認を含めた30分以上の復習を行う。適宜

予習，復習に関する課題を課す場合もある。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

本科目は体育学科のディプロマポリシー2（健康増進、体力の向上、また競技力向上に貢献できる専門的な知識・技能を身に付けてい

る）、ディプロマポリシー5（科学的根拠や思考を持って、体育・スポーツ現場の諸問題に対応できる能力を身に付けている）と関連

付けられている。傷害予防のためのコンディショニング手法を学ぶことで、競技者・スポーツ愛好家などスポーツに関わる人々の健康

を維持し、傷害から予防するために必要な専門的知識を修得するための科目である。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

授業態度(授業・実技の取り組み、グループへの貢献度)５０％、レポート課題 ５０％ 

＜教科書＞ 

日本体育協会（2007.9.30） 「公認アスレティックトレーナー専門科目テキスト⑥・予防とコンディショニング」  日本体育協会 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション 授業概要の説明、コンディショニングとは 

2 コンディショニング概論 コンディショニングの要素、評価法について 

3 
傷害予防を目的としたコンディショニングの方法と実際
（１） 

ストレッチングの方法 

4 
傷害予防を目的としたコンディショニングの方法と実際
（２） 

ストレッチングの実際－上肢・体幹のストレッチ－ 

5 
傷害予防を目的としたコンディショニングの方法と実際
（３） 

ストレッチング－下肢のストレッチ－ 

6 
傷害予防を目的としたコンディショニングの方法と実際
（４） 

テーピング総論、基本のテーピング 

7 
傷害予防を目的としたコンディショニングの方法と実際
（５） 

テーピング各論－下肢のテーピング－ 

8 
傷害予防を目的としたコンディショニングの方法と実際
（６） 

テーピング各論－上肢のテーピング－ 

9 
傷害予防を目的としたコンディショニングの方法と実際
（７） 

テーピング各論－実践的テーピング－ 

10 
傷害予防を目的としたコンディショニングの方法と実際
（８） 

スポーツマッサージ概論、基本手技 

11 
傷害予防を目的としたコンディショニングの方法と実際
（９） 

スポーツマッサージ－下肢・体幹のマッサージ－ 

12 
傷害予防を目的としたコンディショニングの方法と実際
（１０） 

スポーツマッサージ－上肢のマッサージ－、アイシング、アクアコンディショニ
ング 

13 フィットネス（基礎体力）チェック 筋力、筋パワー、全身持久力、柔軟性、敏捷性、身体組成の測定方法 

14 フィールド（専門体力）テスト 
最大パワー、無酸素性持久力、有酸素性持久力、間欠的持久力、アジリティの測
定 

15 まとめ 総合学習 
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科目コード 24202 区 分 コア 

授業 

科目名 国際関係論 担当者名 入江 寿大 

配当年次 0 配当学期 集中 単位数 2 授業方法 集中 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

本科目では，現在，日本と外国の関係がどのように成り立っているか，社会に出る前に知っておきたい国際関係論の基礎を学ぶ。国際

関係が実際にどう発展してきたのかを知るため，まず，国際関係の歴史を概観する。代表的な国際関係理論を学び，現代の国際関係の

基本的な知識を習得する。 

＜授業の到達目標＞ 

〇日本が直面している課題、世界情勢を知り、その上で国際関係（外交）の重要性を認識する。〇国と国との関係が良好である・ない

背景にはどのような要因があるかを知る。○国と国とはどのように結びついているのか歴史・政治・経済の面から分析する力を身につ

ける。〇私たちが世界と密接に結びつき合っているということを知ることにより、世界の人々と協調し、国際交流などを積極的に行う

意識を身に付ける。 

＜授業の方法＞ 

新型コロナ感染症の状況によって授業実施方法が異なります。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

受講前の準備は、①大学入学以前に学習した「世界史」と「日本史」における近現代史の流れ、及び「政治・経済」（または「現代社

会」）の国際社会に関する事項を確認すること、②新聞、テレビ、ネットなどで国際関連のニュースをフォローすること。①②各30分

で計１時間の作業を約２週間続けて行うことが望ましい。受講後は、各回の内容を１回３０分程度で復習し、レポートを作成するこ

と。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

グローバルに拡大している企業活動、市場経済、公的分野に関連する社会現象、市場について分析・理解する能力および、グローバル

化・情報化による多様な環境変化の下、高い倫理観と豊かな教養力で問題解決に向けチームワークを構築する力を身に付ける科目であ

る。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

課題（50％）＋レポート（50％） 

＜教科書＞ 

指定教科書；なし    

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 国際関係論の基礎 国際社会の特質を中心に 

2 国際関係の歴史（１） 近代国際関係と国際法の形成 

3 国際関係の歴史（２） 総力戦と現代国際関係の発展① ；二つの世界大戦 

4 国際関係の歴史（３） 総力戦と現代国際関係の発展② ；冷戦 

5 国際関係の歴史（４） ポスト冷戦～２１世紀の国際関係 

6 国際関係のケース・スタディ（１） アジア・太平洋の国際関係① ；日本の対外関係を手掛かりに 

7 国際関係のケース・スタディ（２） アジア・太平洋の国際関係② ；米中関係の展開を軸に 

8 国際関係のケース・スタディ（３） 
中南米、中東・アフリカの国際関係 ；体制転換問題（独裁から民主制へ）と地域
秩序について 

9 国際関係のケース・スタディ（４） ヨーロッパの国際関係 ；欧州統合及びロシア問題について 

10 国際関係のケース・スタディ（５） 
グローバルガヴァナンス ；国際社会が直面する諸問題（地球温暖化、パンデミッ
クなど）を手掛かりに 

11 国際関係の理論（１） 安全保障の位相① ；アナーキーとリアリズム 

12 国際関係の理論（２） 安全保障の位相② ；同盟、レジーム、リーガライゼーション 

13 国際関係の理論（３） 政治経済の位相① ；相互依存とリベラリズム 

14 国際関係の理論（４） 政治経済の位相② ；市場原理、国家の論理、地域統合 

15 国際関係の理論（５） 価値意識の位相 ；ナショナリズム、インターナショナリズム、グローバリズム 



241 
 

  
科目コード 35202 区 分 コア科目 

授業 

科目名 個人スポーツ指導理論･実習Ⅱ(応用) 担当者名 矢野 智彦 

配当年次 2 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 実習 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

様々な教材を用いて、個人スポーツに関わる多くの局面（個人スポーツの特異性、競技における動きの特異性、個人の技能・技術と適

応性等）について観察し、それぞれの事象について考察、ディスカッション等をおこなうことを通じて個人スポーツに関する実践的な

知識を得る。そして、その獲得した知識を現場における指導にいかすために指導法について検討・討議を行い、選手の能力を引き出す

ための専門的な理論および技術を得ることを目的に授業を行う。ここでは、 柔道を用いて指導する。 

＜授業の到達目標＞ 

礼儀正しい態度で関心を持って学ぶことができる投げる動作を通じて、体さばきや受け身などの基本動作を身に付けている。固め技の

基本動作を身に付けている。 

＜授業の方法＞ 

教師の師範、板書や資料などを示し、動作や技術の方法を理解させる。教材に関わる情報として参考書や国際大会で収集した資料を適

宜配布する。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習：参考書を用いて事前に柔道の技の仕組みを理解する。（1時間程度）復習：柔道大会等を積極的に観戦しレポートを作成する。

（30分程度） 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

武道である柔道を通して、豊かな人間性と専門的な知識・技能を身に付け国際的に活躍する意欲のある人を育成するための応用科目で

あり、「個人スポーツ指導理論･実習Ⅰ」のステップ履修科目でもある。特に２年次生に対し、競技特性や選手の競技能力に対応でき

うる実践的な指導法について理解を深める機会を提供する。 この授業は、コア科目のディプロマポリシー２（健康増進、体力の向上、

また競技力向上に貢献できる専門的な知識・技能を身に付けている。）とディプロマポリシー6（体育・スポーツに携わる指導者に求

められる、豊かな人間性、幅広 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

授業態度（出席意慾含む） 70％、実技試験 30％ 

＜教科書＞ 

特になし    

＜参考書＞  

柔道上達のプロセス 

柏崎克彦 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション 授業の進め方、受講の態度、礼法 

2 2～3.基礎技術（1） 立技（投技・変化技・捨身技） 

3 4～5.基礎技術（2） 寝技（抑技・絞技・変化技） 

4 6～7.基礎技術（3） 寝技（関節技・変化技） 

5 8～10.対人的技能（1） 約束練習（投技） 

6 11～12.対人的技能（2） 自由練習（寝技） 

7 13～14.応用技術（1） 連絡変化技・対応の変化技 

8 15～16.応用技術（2） 立技～寝技、寝技～立技 

9 17～18.総合練習（1） 乱取・投の形練習 

10 19～20.総合練習（2） 乱取・固めの形練習 

11 21～22.総合練習（3） 乱取・投の形・固の形練習 

12 23～24.試合 国内国際審判法 主審と副審のジェスチャー 

13 25～26.柔道の形総合練習 投の形・固の形・審判法 

14 27～29.試合、形の試験 紅白試合・形の試験 

15 30.まとめ 総括 
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科目コード 52008 区 分 コア科目 

授業 

科目名 保育実習ⅠＢ(施設) 担当者名 坪田 章彦 

配当年次 2 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 実習 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

・保育士資格取得にかかわる保育士課程必修の実習として、児童福祉施設・障害者施設等において観察・参加・部分実習を行う。・児

童福祉施設・障害者施設での実習を通して、利用者への理解を深めるとともに、施設の機能及び保育士の職務について実践的に学ぶ。 

＜授業の到達目標＞ 

・児童福祉施設・障害者施設の役割や機能を具体的に理解する。・観察や利用者との関わりを通して利用者の理解を深める。・既習の

教科の内容を踏まえ、利用者の保育及び保護者への支援について総合的に学ぶ。・支援の計画、観察、記録及び自己評価等について学

び、具体的に理解する。・保育士の業務内容や職業倫理について具体的に学ぶ。 

＜授業の方法＞ 

実習 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

保育実習事前指導及び他教科において学んだ内容を整理し、既習の知識や技能を確かめたり実践したりできる準備をしておくこと。

また、社会人としてのマナーを身に付けておくこと。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

本授業はこども発達学科のディプロマポリシーDP6（保育者としての自己管理力、チームワーク、リーダーシップ、倫理観等を身に付

けている）に対応している。実践を通して保育者に必要な様々な能力を身に付けていく。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

事前オリエンテーション、反省会10%実習評価90% 

＜教科書＞ 

岡山県保育士養成協議会（2019） 保育実習の手引き   

＜参考書＞  

特に指定しない 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 保育実習（１） 実習施設における事前オリエンテーション 

2 保育実習（２） 観察実習（利用者の様子の把握） 

3 保育実習（３） 観察実習（職員の様子の把握） 

4 保育実習（４） 参加実習（業務に参加することによる利用者の実際の様子の把握） 

5 保育実習（５） 参加実習（業務に参加することによる職員の実際の様子の把握） 

6 保育実習（６） 参加実習（業務に参加することによる利用者と職員の相互関係の把握） 

7 保育実習（７） 部分実習（朝の食事介助等指導） 

8 保育実習（８） 部分実習（午前のレクリエーション指導） 

9 保育実習（９） 部分実習（昼の食事介助等指導） 

10 保育実習（１０） 部分実習（午後のレクリエーション指導） 

11 保育実習（１１） 部分実習（夜の食事介助等指導） 

12 保育実習（１２） 半日指導（午前） 

13 保育実習（１３） 半日指導（午後） 

14 保育実習（１４） 部分実習（最終レクリエーション） 

15 保育実習（１５） 実習施設における実習反省会 
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科目コード 52007 区 分 コア科目 

授業 

科目名 保育実習ⅠＡ(保育所) 担当者名 楢嵜 日佳 

配当年次 2 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 実習 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

・保育士資格取得にかかわる保育士課程必修の実習として、認可保育所において観察・参加・部分実習を行う。・保育所での実習を通

して、乳幼児への理解を深めるとともに、保育所の機能及び保育士の職務について実践的に学ぶ。 

＜授業の到達目標＞ 

・保育所の役割や機能を具体的に理解する。・観察や子どもとの関わりを通して子どもへの理解を深める。・既習の教科の内容を踏ま

え、子どもの保育及び保護者への支援について総合的に学ぶ。・保育の計画、観察、記録及び自己評価等について学び、具体的に理解

する。・保育士の業務内容や職業倫理について具体的に学ぶ。 

＜授業の方法＞ 

実習園での実習・観察実習・参加実習・責任実習（部分指導、半日指導）・担当保育者との振り返り 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

・岡山県保育士養成協議会「保育所実習の手引き」、配布資料、教材資料等を熟読する。・保育実習に必要な保育技術（遊びの指導、

絵本の読み聞かせ、弾き歌い等）の反復練習に努める。・保育指導計画案の作成と、それに基づく模擬保育実践を行い、実習へのイメ

ージをもつ。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

保育士資格取得のために必要な実習である。こども発達学科のディプロマポリシーを踏まえ、施設実習の経験を踏まえ。社会人として

のルールを遵守し、チームワークやリーダーシップ、倫理観等の力を習得し、社会人、保育士としての課題を明確にする機会にする。

3年次配当の保育実習Ⅱに引き継がれ、さらに専門的知識野習得や保育技術力のアップを図り、保育者としての実践力を高められる機

会とする。本実習はこども発達学科のディプロマポリシーDP6（保育・教育実習、実践活動等の経験を踏まえ、社会人としてのルール

を遵守し、自己管理力、チーム 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

実習評価 80%、事前オリエンテーション・反省会 20% 

＜教科書＞ 

岡山県保育士養成協議会（2019） 保育実習の手引き   

＜参考書＞  

特に指定しない 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 保育実習（1） 実習園における事前オリエンテーション 

2 保育実習（2） 実習園において指導のもとに観察実習（1） 

3 保育実習（3） 実習園において指導のもとに観察実習（2） 

4 保育実習（4） 実習園において指導のもとに参加実習（1） 

5 保育実習（5） 実習園において指導のもとに参加実習（2） 

6 保育実習（6） 実習園において指導のもとに参加実習（3） 

7 保育実習（7） 実習園において指導のもとに参加実習（4） 

8 保育実習（8） 実習園において指導のもとに参加実習（5） 

9 保育実習（9） 実習園において指導のもとに部分実習（１） 

10 保育実習（10） 実習園において指導のもとに部分実習（2） 

11 保育実習（11） 実習園において指導のもとに部分実習（3） 

12 保育実習（12） 実習園において指導のもとに部分実習（4） 

13 保育実習（13） 実習園において指導のもとに部分実習（5） 

14 保育実習（14） 実習園において指導のもとに半日実習 

15 保育実習（15） 実習園における実習反省会 
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科目コード 36509 区 分 コア科目 

授業 

科目名 アスレティックトレーナー現場実習Ⅰ 担当者名 廣重 陽介 

配当年次 2 配当学期 前期 単位数 1 授業方法 実習 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

スポーツ現場や講話などを通してアスレティックトレーナーに必要とされる役割についての意義と考え方を学び、具体的な評価から問

題点抽出，予防・リハビリテーション介入までのプロセスを理解し，アスレティックトレーナーの業務内容を学ぶことをねらいとする。

アスレティックトレーナー現場実習Ⅰでは見学実習を中心に必要な知識や技術を身につける。 

＜授業の到達目標＞ 

検査・測定と評価についての手法であるHOPSやアスレティックリハビリテーション、外傷における応急処置、コンディショニングとし

てストレッチングやテーピングなどアスレティックトレーナーの役割全般を主として見学を通して理解ができるようになることを目

標とする。 

＜授業の方法＞ 

実習はトレーニングセンターなどスポーツ現場で行う。必要に応じて資料を配布する。資料提示や課題の提示、提出等はGoogle 

Classroomで行う。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

各回の該当箇所の予習として、検査・測定と評価，予防とコンディショニング，アスレティックリハビリテーション等のテキストに

ついて各60分以上学習しておく。各回、実施した内容をまとめたレポートを復習課題として課す。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

本科目は体育学科のディプロマポリシー2（健康増進、体力の向上、また競技力向上に貢献できる専門的な知識・技能を身に付けてい

る）、ディプロマポリシー6（体育・スポーツに携わる指導者に求められる、豊かな人間性、幅広い教養に根差した公共的使命感や倫

理観、協調できる社会的スキルを身に付けている）と関連付けられている。アスレティックトレーナーの役割全般を理解し、以後の実

習および学生アスレティックトレーナーとしての活動を行うための基礎的な科目である。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

学習意欲50％、提出レポート50％で評価する。 

＜教科書＞ 

公益財団法人日本スポーツ協会（2007年9月30日） アスレティックトレーナー専門科目テキスト⑤ 検査・測定と評価  （公財）

日本スポーツ協会 

＜参考書＞  

指定なし 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 アスレティックトレーニングルーム見学実習① 問診の方法を見学して理解する。 

2 アスレティックトレーニングルーム見学実習② 視診の方法を見学して理解する。 

3 アスレティックトレーニングルーム見学実習③ 触診の方法を見学して理解する。 

4 アスレティックトレーニングルーム見学実習④ 関節可動域方法を見学して理解する。 

5 アスレティックトレーニングルーム見学実習⑤ 徒手筋力検査方法を見学して理解する。 

6 アスレティックトレーニングルーム見学実習⑥ アライメント検査方法を見学して理解する。 

7 アスレティックトレーニングルーム見学実習⑦ スペシャルテストを見学して理解する。 

8 アスレティックトレーニングルーム見学実習⑧ 関節弛緩性検査を見学して理解する。 

9 アスレティックトレーニングルーム見学実習⑨ 
上肢のスポーツ外傷・障害の選手におけるアスレティックリハビリテーションを
見学して理解する。 

10 アスレティックトレーニングルーム見学実習⑩ 
下肢のスポーツ外傷・障害の選手におけるアスレティックリハビリテーションを
見学して理解する。 

11 アスレティックトレーニングルーム見学実習⑪ 
体幹のスポーツ外傷・障害の選手におけるアスレティックリハビリテーションを
見学して理解する。 

12 アスレティックトレーニングルーム見学実習⑫ 応急処置方法を見学して理解する。 

13 アスレティックトレーニングルーム見学実習⑬ テーピング法を見学して理解する。 

14 アスレティックトレーニングルーム見学実習⑭ ストレッチングを見学して理解する。 

15 アスレティックトレーニングルーム見学実習⑮ 総合見学実習 
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科目コード 36515 区 分 コア科目 

授業 

科目名 トレーニング指導実習 担当者名 國友 亮佑 

配当年次 3 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 実習 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

習得した知識や技術を活かし、様々な対象へのトレーニング指導を実践する。プログラムデザインから実際の指導までをすべてひとり

で実施する事で、より実践的な能力を身につけ、トレーニング指導者としての資質を養う。原則としてアスリートおよび一般の両方の

指導を体験する事とする。（「健康運動実習」履修者は一部免除されます） 

＜授業の到達目標＞ 

対象に応じたトレーニングプログラムを作成し、適切な指導ができるようになる。 

＜授業の方法＞ 

実技および現場での実習を中心とする。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習：プログラムデザイン、エクササイズテクニックについて学習する。(1時間)復習：指導した際の課題や改善方法について内容を

まとめる（１時間） 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

体育学科ディプロマポリシー4（修得した知識・技術・態度等の全てを総合的に活用し、自らが立案した新たな課題に主体的、創造的

に取り組み、その課題を解決できる能力を身に付けている。）に関連している。トレーニング指導者としての深い専門性と実践力を育

成するための応用科目であり、実際の現場を経験することで、実践的な技術を身につけるとともに、自分に足りない能力を再確認する

場を提供する。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

トレーニング指導実践40%、実習前計画書30%、実習報告書30% 

＜教科書＞ 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 ガイダンス 実習の流れ、注意事項説明 

2 テクニックと指導法の確認 トレーニングテクニック、指導法の確認 

3 プログラムデザインの確認 プログラムの作成手順、方法の確認 

4 フィットネス業界研究① 実習先の選定 

5 フィットネス業界研究② 実習先への依頼と実習計画の作成 

6 トレーニング指導の現場実習 実習先にてトレーニング指導を実践する 

7 トレーニング指導の現場実習 実習先にてトレーニング指導を実践する 

8 トレーニング指導の現場実習 実習先にてトレーニング指導を実践する 

9 トレーニング指導の現場実習 実習先にてトレーニング指導を実践する 

10 トレーニング指導の現場実習 実習先にてトレーニング指導を実践する 

11 トレーニング指導の現場実習 実習先にてトレーニング指導を実践する 

12 トレーニング指導の現場実習 実習先にてトレーニング指導を実践する 

13 トレーニング指導の現場実習 実習先にてトレーニング指導を実践する 

14 実習報告書の作成 実習報告書（実習日誌）のまとめ 

15 まとめ 実習報告会 
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科目コード 36510 区 分 コア科目 

授業 

科目名 アスレティックトレーナー現場実習Ⅱ 担当者名 廣重 陽介 

配当年次 2 配当学期 後期 単位数 1 授業方法 実習 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

アスレティックトレーナーが評価を進める上で必要となる検査測定について、その目的と意義を理解して具体的に実践できるまでの能

力を習得することを目的とする。 

＜授業の到達目標＞ 

関節可動域測定法、徒手筋力検査法、スポーツ動作分析など各種検査測定手法ができるようになることを目標とする。 

＜授業の方法＞ 

コンディショニングルーム，実技実習室内で講義・実習を進めていく。適宜レポート提出，復習テストなどを行う。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

授業前にテキストを読み、機能解剖，検査・測定に関する予習を60分以上行い授業を受講すること。また、授業後は復習およびレポ

ート作成について60分以上行うこと。現場において救急処置のスキルが求められるため、各自、日本赤十字協会救急法救急員を修了

すること。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

本科目は体育学科のディプロマポリシー2（健康増進、体力の向上、また競技力向上に貢献できる専門的な知識・技能を身に付けてい

る）、ディプロマポリシー6（体育・スポーツに携わる指導者に求められる、豊かな人間性、幅広い教養に根差した公共的使命感や倫

理観、協調できる社会的スキルを身に付けている）と関連付けられている。アスレティックトレーナーに必要とされる検査・測定の理

解と実践力を養成する。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

学習意欲 30％（出席評価、レポート）、検査測定実技達成度 70％で評価する。 

＜教科書＞ 

公益財団法人日本スポーツ協会 アスレティックトレーナー専門科目テキスト⑤ 検査・測定と評価  （公財）日本スポーツ協会 

＜参考書＞  

指定なし 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 アスレティックトレーナーに必要な評価 アスレティックトレーナーによる評価の目的、意義および役割 

2 アスレティックトレーナーに必要な検査・測定の手法① 姿勢・アライメントの観察、計測方法 

3 アスレティックトレーナーに必要な検査・測定の手法② 関節弛緩性に関する検査方法 

4 アスレティックトレーナーに必要な検査・測定の手法③ 関節可動域の検査方法 

5 アスレティックトレーナーに必要な検査・測定の手法④ 筋タイトネスの検査方法 

6 アスレティックトレーナーに必要な検査・測定の手法⑤ 筋委縮や筋肥大の測定方法 

7 アスレティックトレーナーに必要な検査・測定の手法⑥ 徒手筋力検査の測定方法 

8 アスレティックトレーナーに必要な検査・測定の手法⑦ 機器を用いた筋力および筋持久力の測定方法 

9 アスレティックトレーナーに必要な検査・測定の手法⑧ 全身持久力の測定方法 

10 アスレティックトレーナーに必要な検査・測定の手法⑨ 身体組成の測定方法 

11 アスレティックトレーナーに必要な検査・測定の手法⑩ 各測定方法のまとめ 

12 スポーツ動作の観察・分析① 歩行動作、走動作の分析方法 

13 スポーツ動作の観察・分析② 投動作の分析方法 

14 スポーツ動作の観察・分析③ ストップ、方向転換動作の分析方法 

15 まとめ 検査・測定と評価における総合実習 
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科目コード 51011 区 分 コア科目 

授業 

科目名 教育実習事前・事後指導(保健体育) 担当者名 平田 佳弘 

配当年次 3 配当学期 前期 単位数 1 授業方法 実習 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

 教育実習の意義と目的について理解を深め、教育実習生としての心構えを養うとともに、教育実習先で体育実技、保健の授業が円滑

に出来るようになる授業実践力を身に付けることを目的とする。毎時間、各グループごとに学生が模擬授業を実施し、学習指導案、授

業方法、内容等について、学生同士の相互評価や担当者からの助言をもらう。さらに実習後には、教育実習の成果を自己評価し、 教

職に就く者として不足している力を自覚し、大学授業で補うようにし、教職を目指す者として、資質の向上を図る。 

＜授業の到達目標＞ 

 教育実習の意義と目的について理解を深め、教育実習生としての心構えを養うとともに、保健体育科の教員としてよりよい実技授業、

保健授業が出来るようにすることを目標にするとともに、教育実習の成果を自己評価し、 教職に就く者として資質の向上を図ること

を到達目標とする。 

＜授業の方法＞ 

 まず、教育実習の心構え、実習日誌の書き方、学習指導案の作成方法等を講義形式で学んだ後、各グループ（実習校地域別）に分か

れての授業になる。各グループで、学校現場で使用されている保健体育科の教科書に沿って学生が自ら模擬授業（実技・保健）を実施

し、それを担当教員が指導、グループ内学生でのディスカッション、評価を重ね、実習でよりよい授業が出来ることを目指す。実技に

おいても保健授業においても、教材・教具・授業ノート・授業プリントの工夫が大切である。なお、すべての講義において教育実習に

行く服装（スーツ）・頭髪・容姿で受講すること。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

 事前に自分の行く教育実習校でどの教科書が使用されているか、実技ではどの種目を、保健ではどの単元を担当するかを実習校に

聞いて調べておき、それに沿った学習指導案を作成し、模擬授業の練習を重ねておく。模擬授業後、何が出来て何が出来なかったか

をしっかり振り返り、次の模擬授業に活かしていく。特に保健授業では、専門知識が必要になるため実習で自分の担当する単元につ

いては事前にしっかり勉強しておくこと。予習：2時間、復習：1時間 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

 本科目は、体育学科のディプロマポリシー８「修得した知識・技術・態度等の全てを総合的に活用し、自らが立案した新たな課題に

主体的、創造的に取り組み、その課題を解 決できる能力を身に付けている。」と関連づけられています。教職課程（保健体育）で身

に付けた知識、技能等を実際の教育現場での授業にいかに発揮できるか、どのように結びつけていくことができるかが求められる。さ

らに、豊かな人間性、幅広い教養に根ざした「教育に対する使命感や倫理観、協調できる社会的スキル」を養成する科目である。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

 教育実習事前指導授業の授業態度、模擬授業評価、教育実習事後指導での教育実習報告書の作成評価、出席状況等を総合的に評価す

るが、教育実習校評価も重視する。 

＜教科書＞ 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 教育実習の意義と心構え（1） 教育実習の意義 

2 教育実習の意義と心構え（2） 教育実習を成功させる準備と心得 

3 教育実習の意義と心構え（3） 道徳・特別活動・総合学習時間の指導 

4 教育実習の方法と技術（1） 学校経営と学級経営、方針とねらい、教職員の職務と役割 

5 教育実習の方法と技術（2） 教師と生徒との人間関係、問題を持つ生徒の個別指導 

6 保健体育教科の指導 学習指導のあり方、学習指導計画の意義・ねらいと立案 

7 研究授業（模擬授業）の方法（1） 中学校・高等学校に分け、また、県別に分け、模擬授業を行う 

8 研究授業（模擬授業）の方法（2） 学習指導案のねらい・内容と書き方 

9 研究授業（模擬授業）の方法（3） 教材研究のすすめ方、教科書・補助教材の扱い方、板書の工夫 

10 研究授業（模擬授業）の方法（4） 教師の言葉遣い・話し方・聞き方、机間指導・個別指導 

11 研究授業（模擬授業）の方法（5） 個別学習・グループ学習の進め方 

12 研究授業（模擬授業）の方法（6） 学習評価とその活用法 

13 研究授業（模擬授業）の方法（7） 研究授業の実際～過去の実習生の事例～ 

14 教育実習報告会 教育実習の反省会および報告会 

15 教育実習報告書作成 教育実習記録をもとに作成 
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科目コード 51009 区 分 コア科目 

授業 

科目名 教育実習事前・事後指導(小学校) 担当者名 伊住 継行 

配当年次 3 配当学期 前期 単位数 1 授業方法 実習 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

教育実習の意義と目的について理解を深め，教育実習生としての心構えを養う。教育実習に向けて，教科学習の授業力向上を図る。教

育実習の成果と課題を自己評価し，教職を志す者としての資質を向上させる。 

＜授業の到達目標＞ 

教育実習生としての心構えをもち、教育実習の意義と目的について理解を深めることができる。教職を志す者としての資質を向上させ

るために，教育実習に向けて，教科学習の授業力向上を図るとともに、教育実習の成果と課題を自己評価することができる。 

＜授業の方法＞ 

課題や資料配布はGoogleクラスルームで行う。この授業では，講義，指導案作成，模擬授業の準備，実施とその検討，実習録をもとに

した振り返りを行う。特に授業の中では，学生による模擬授業を行う中で，授業展開や教具，発問について受講者同士で議論し合いな

がら授業に関する実践知を獲得できるようにする。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

模擬授業を行う教科・単元に関する資料を収集し，熟読しておく。模擬授業までに，担当教諭に事前指導を受ける。その際，学習指

導案も作成しておく。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

この科目は，教育経営学科のDP４(周囲と良好な人間関係を築き、自己の考えを的確に伝えられるコミュニケーション能力を身に付け

ている。)及びDP６(高い倫理観と規範意識、自己コントロール力、教師としての職責を果たそうとする真摯な姿勢を身に付けている。)

と関連付けられている。教育実習を通して，教育実践の中で現代の教育課題に取り組み，解決できる能力を養う。グローバル社会に対

応できる総合的な実践力を育むための科目である。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

模擬授業の準備（事前指導に取り組む姿勢と態度，学習指導案の作成，教材・教具の準備･･･等） 30%，模擬授業の成績 60％，レポー

ト 10％ 

＜教科書＞ 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 教育実習の意義と心構え  

2 教育実習の進め方  

3 研究授業（模擬授業）の方法（1） 
教材分析、教科書・補助教材の使い方、板書の仕方※15～20人程度のグループに
分かれて行う。 

4 研究授業（模擬授業）の方法（2） 
教材分析、教科書・補助教材の使い方、板書の仕方※15～20人程度のグループに
分かれて行う。 

5 研究授業（模擬授業）の方法（3） 
教材分析、教科書・補助教材の使い方、板書の仕方※15～20人程度のグループに
分かれて行う。 

6 研究授業（模擬授業）の方法（4） 
教師の言葉遣い、話し方、きき方、机間指導※15～20人程度のグループに分かれ
て行う。 

7 研究授業（模擬授業）の方法（5） 
教師の言葉遣い、話し方、きき方、机間指導※15～20人程度のグループに分かれ
て行う。 

8 研究授業（模擬授業）の方法（6） 
教師の言葉遣い、話し方、きき方、机間指導※15～20人程度のグループに分かれ
て行う。 

9 研究授業（模擬授業）の方法（7） 個別学習、グループ学習の進め方※15～20人程度のグループに分かれて行う。 

10 研究授業（模擬授業）の方法（8） 個別学習、グループ学習の進め方※15～20人程度のグループに分かれて行う。 

11 研究授業（模擬授業）の方法（9） 授業のまとめの仕方※15～20人程度のグループに分かれて行う。 

12 研究授業（模擬授業）の方法（10） 
ノート、学習プリント（ワークシート）のつくり方と活用の仕方※15～20人程度の
グループに分かれて行う。 

13 研究授業（模擬授業）の方法（11） 評価について※15～20人程度のグループに分かれて行う。 

14 教育実習における表現教育の位置づけ方 
児童とのコミュニケーション手段の1つとして、表現活動の設定の仕方を理解す
る。 

15 教育実習のふり返り 教育実習録をもとに、実習の成果と課題を明らかにする。【事後指導】 



249 
 

  
科目コード 51008 区 分 コア科目 

授業 

科目名 教育実習事前・事後指導(幼稚園) 担当者名 楢嵜 日佳 

配当年次 3 配当学期 前期 単位数 1 授業方法 実習 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

幼稚園教諭免許取得のためには現場での体験的な学習が必須である。事前指導では、これまでの幼児教育に関する学びを整理し、理論

と実践をつなげるために、模擬保育、教材研究、指導案の作成、保育技術の復習等、実習を想定した様々な準備をしていく。また、「幼

児教育は生涯にわたる人格形成の基礎を培う」人間教育であることから、実習生の立ち居振る舞いも問われる。教育実習の意義と心構

えを十分に理解し、自己課題を明確にするための学びも重視する。事後指導では、実習の成果と残された課題を分析し、幼稚園教諭と

しての自覚と問題意識を高める。 

＜授業の到達目標＞ 

1. 幼稚園実習の事前準備を通して保育の方法と技術を見直し、自己課題を明確にする。2. これまでに学んだ理論を生かして指導案の

作成、模擬保育の実施、教材研究、保育技術の復習などを行い、実習に備える。3. 教育実習の意義を理解し、心構えを自覚すると共

に、不安を和らげてよい緊張感をもって実習に臨めるようにする。4. 実習後、成果の確認と残された自己課題を分析し、幼稚園教諭

としてのさらなる学びへの意欲を持つ。 

＜授業の方法＞ 

・講義、演習（実習の意義・目的、保育所の役割、保育者の役割等）、グループワーク（模擬保育、祖相互評価）、個別指導を組み合

わせて実施する。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

・「教育実習の手引き」や配布資料等を熟読する。・保育技術スキル（遊びの指導、絵本の読み聞かせ、弾き歌いなど）の反復練習を

する。・指導計画立案に取り組み、それに基づく模擬保育の準備をする。・実習園での指導に向けた教材作成に努める。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

幼稚園教諭免許状取得のために必要な科目である。これまで学んだ専門的知識や保育技術を実践することで、こども発達学科のディプ

ロマポリシー6（保育者としての自己管理力、チームワーク、リーダーシップ、倫理観等を身に付けている）とディプロマポリシー５

（子どもや保護者・教育関係者との円滑な人間関係を築くための問題解決力、論理的思考力、情報リテラシー・数的スキル等の力を身

に付けている）に対応している。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

・授業態度・意欲 30％、課題提出・内容 30%、保育技術実技の準備・取り組み 20％、模擬保育等の準備・グループ貢献度 20% 

＜教科書＞ 

環太平洋大学（2021） 教育実習の手引き（幼稚園）   

＜参考書＞  

文部科学省（2017） 

幼稚園教育要領フレーベル館内閣府・文部科学省・厚生労働省（2017）幼保連携型認定こども園教育・保育指針フレーベル館文部科学

省（2018）幼稚園教育要領解説フレーベル館 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 幼稚園実習の理解 教育実習の意義と目的、教育実習の目標と自己課題、実習の段階と計画 

2 保育者の資質と幼児理解 保育者の役割、保育者の資質、発達の理解 

3 実習の準備 実習の心得、実習の流れ、実習の具体的準備 

4 実習の姿 DVD視聴「保育者の役割」、保育者の姿の読み取り 

5 実習日誌の形式と書き方 実習日誌の具体的な書き方とポイント 

6 指導案の書き方とポイント 指導計画案の立て方の手順と書き方 

7 指導案の書き方と模擬保育(1) 部分実習指導案の作成と模擬保育 

8 指導案の書き方と模擬保育(2) 半日実習指導案の作成と模擬保育 

9 指導案の書き方と模擬保育(3) 全日実習指導案の作成と模擬保育 

10 模擬保育の実施と評価(1) 部分実習模擬保育の実施と評価、実習日誌の記入の仕方 

11 模擬保育の実施と評価(2) 全日指導模擬保育の実施と評価、実習日誌の記入の仕方 

12 幼児の理解と援助 配慮が必要な幼児の理解と援助 

13 実習直前指導 幼稚園オリエンテーション、実習関連書類の作成と諸注意 

14 教育実習のまとめ 実習を振り返って・お礼状の作成 

15 総括・実習報告会 実習の成果報告と今後の課題の明確化 
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科目コード 0 区 分 コア科目 

授業 

科目名 企業取引法 担当者名 本村 大輔 

配当年次 3 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

本科目は、経営学部で学習する流通・マーケティング分野に関する法分野の基礎知識の習得を目指します。企業が取引活動を行う際に

関係する様々な法律を対象とするため、B２BのみならずB２Cについても取り扱います。これらを実際の事例を通して学んでいくことで、

経営学部で身につけた知識を実社会で活用していくときは必要とされる最低限度の法的知識・法的分析力を育成する。 

＜授業の到達目標＞ 

企業が直面する様々な課題に対して、どのような法的規制があるのかを自分自身の言葉で説明できる水準を目指します。ニュースや新

聞などで実際に話題となっている企業活動の問題点について、法的視点から分析することにより課題の発見能力、その解決方法を構築

できる素養を身につける。 

＜授業の方法＞ 

授業は、原則として講義形式で行います。講義内容は、企業取引法に関する基礎知識の整理、企業取引のあり方、それに対する法的規

制について学習していきます。また、授業内で適宜リアクションペーパーや小テストを出題します。課題が提示されましたら、期限を

守って必ず提出すること。講義内で配布した資料は、履修者が必要に応じてダウンロードできるようにする。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

毎回の講義テーマを確認し、該当箇所の教科書を通読し、わからない法律用語については事前に調べておくこと（60分）。授業後は、

速やかに講義内容の復習および教科書の該当箇所を精読しノートにまとめること（90分）。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

企業取引法の履修にあたっては、民法Ⅰ・民法Ⅱはもとより会社法を履修済みであることが必要である。企業取引のあり方・法的規制

を学び、企業が直面する課題に対してどのような解決方法を講じてアプローチできるのかを模索します。企業が戦略的意思決定をする

際は、経済学・経営学・法律学などを連動させる必要があることから、多角的な課題分析能力を向上させます。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

定期試験（60％）授業内小テスト（20％）リアクションペーパー・ノートの整理状況など（20％）により成績評価を行う。フィードバ

ックは、小テストやリアクションペーパーの結果に対する講評を口頭にて行う。なお、授業内で質問の多い箇所については、次回の授

業の冒頭でフィードバックを行う。 

＜教科書＞ 

砂田太士・久保寛展著（2018年8月） 企業取引法  中央経済社 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 ガイダンス・企業取引とはなにか 授業の進め方、受講方法、評価方法等を紹介し、企業取引の性質を学ぶ 

2 企業取引の内容の形成および制限 企業取引の内容は、どのように形成されどのような法的規制があるのか学びます 

3 商行為の概念① 絶対的商行為について学びます 

4 商行為の概念② 営業的商行為について学びます 

5 商行為の営利性 報酬請求権・利息請求権・法定利率・消滅時効について学びます 

6 商行為の代理 商行為の代理と民法上の代理について学びます 

7 商事売買 商事売買契約の意義、成立・効力について学びます 

8 消費者取引 消費者取引の意義、消費者保護の法規制、消費者契約法について学びます 

9 企業取引の決済方法 交互計算制度・有価証券制度について学びます 

10 企業取引を補助する者 代理商・仲立人・問屋について学びます 

11 物と人の移動① 運送営業・物品運送契約（陸上運送など）について学びます 

12 物と人の移動② 旅客運送契約について学びます 

13 物の保管と人の宿泊 会社の情報を知るにはどうしたらよいのかついて学びます 

14 理解度の確認およびまとめ これまでの学習内容のまとめを行う 

15 試験及び解説 試験及び解説を行った後、全体総括 
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科目コード 65017 区 分 コア 

授業 

科目名 キャリアマネジメントⅡ（公務員） 担当者名 佐々木 史之 

配当年次 3 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

本授業は、体育学科の中で教員コースを希望する学生が対象であり、小学校・中高保健体育の各専門教養の知識を身に付けるために行

われるものである。教員としての資質・能力の育成を図る中で、グループワークにより学生自身が主体的に知識を深められるように授

業を展開していく。 

＜授業の到達目標＞ 

・小学校全科及び中学校・高等学校保健体育の専門的教養を身に付ける。・教職の適性を確認し、他者と協働しながら学ぶ態度を身に

付ける。 

＜授業の方法＞ 

本授業は、対面での授業を主体に実施し、課題提出についてはGoogle Classｒomを用いて行う（場合によってはオンラインでの授業も

あり得る）。授業は小学校希望者と中学校・保健体育希望者に分かれて実施する。それぞれグループに分かれ、担当のグループが専門

教養に関する出題問題を考案し、事前に提出してもらう。授業中に考案された問題を全員で解き、担当グループが解答を解説し、各自

で採点を行うようにする。また、中間と最終に確認テストを実施し、学習の到達度を把握する。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習：次回の内容について事前に学習をしておく（1時間）。復習：毎時、授業を振り返り、学んだ内容をまとめる（30分）。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

ディプロマポリシー4「現代社会において果たす体育・スポーツの役割を理解し、様々な立場の人々と良好な関係を築きながら職務を

遂行できるコミュニケーション能力を身に付けている」に関連する。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

確認テスト70%、学習態度30% 

＜教科書＞ 

時事通信出版局（2020年9月1日） 中高保健体育の完全攻略 2022年度版  時事通信社 

東京アカデミー（2020年10月20日） 

教員採用試験対策 オープンセサミシリーズ七賢出版株式会社 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション・実力テスト 授業内容を理解し、実力テストを実施し、現時点での理解度を把握する。 

2 学習指導要領 
専門教養の領域である『学習指導要領』における傾向と対策について理解し、班編
成と役割分担を行う。 

3 体つくり運動 / 国語 
専門教養の領域である『体つくり運動』（中高）、『国語』（小）における傾向と
対策について理解し、小テストを実施し、理解の到達度を把握する。 

4 器械運動1 / 社会1 
専門教養の領域である『器械運動』のマット運動、鉄棒運動（中高）、『社会』（小）
における傾向と対策について理解し、小テストを実施し、理解の到達度を把握す
る。 

5 器械運動2 / 社会2 
専門教養の領域である『器械運動』の平均台運動、跳び箱運動（中高）、『社会』
（小）における傾向と対策について理解し、小テストを実施し、理解の到達度を把
握する。 

6 陸上競技 / 算数 
専門教養の領域である『陸上競技』（中高）、『算数』（小）における傾向と対策
について理解し、小テストを実施し、理解の到達度を把握する。 

7 水泳 / 理解 
専門教養の領域である『水泳』（中高）、『理解』（小）における傾向と対策につ
いて理解し、小テストを実施し、理解の到達度を把握する。 

8 内容確認テスト1 前半の内容について確認テストを実施し、理解の到達度を把握する。 

9 球技1 / 生活 
専門教養の領域である『球技』のゴール型（中高）、『生活』（小）における傾向
と対策について理解し、小テストを実施し、理解の到達度を把握する。 

10 球技2 / 音楽 
専門教養の領域である『球技』のネット型（中高）、『音楽』（小）における傾向
と対策について理解し、小テストを実施し、理解の到達度を把握する。 

11 球技3 / 図画工作 
専門教養の領域である『球技』のベースボール型（中高）、『図画工作』（小）に
おける傾向と対策について理解し、小テストを実施し、理解の到達度を把握す
る。 

12 武道 / 家庭 
専門教養の領域である『武道』（中高）、『家庭』（小）における傾向と対策につ
いて理解し、小テストを実施し、理解の到達度を把握する。 

13 ダンス / 体育 
専門教養の領域である『ダンス』（中高）、『体育』（小）における傾向と対策に
ついて理解し、小テストを実施し、理解の到達度を把握する。 

14 体育理論 / 外国語 
専門教養の領域である『体育理論』（中高）、『外国語』（小）における傾向と対
策について理解し、小テストを実施し、理解の到達度を把握する。 

15 まとめと内容確認テスト2 
これまでの授業をまとめ、後半の内容について確認テストを実施し、理解の到達
度を把握する。 
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科目コード 24303 区 分 専門基礎科目 

授業 

科目名 上級英語文法 担当者名 井上 聡 

配当年次 3 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

本授業の目的は、大学入試問題として出題される英文法を深く理解し、他者にわかりやすく教える力を磨くことです。デジタル教材と

オリジナルテキストを活用して事前に問題点を明らかにし、協同学習や教員との討論を通して学びを深め、さらなる問題演習を通して、

大学入試英文法の指導力を高めましょう。学習成果にとしては、デジタル教材の活用力、協働性、理解力を求めます。なお、この授業

はブレンド型（対面とオンラインの組み合わせ）で行いますので、PCまたはタブレットを準備の上、臨んでください。 

＜授業の到達目標＞ 

１．事前学習に粘り強く取り組み、「分かること」と「分からないこと」を区別できる。２．協同学習や解説の傾聴を通して、「なぜ

そうなるのか？」を理解し、他者に分かりやすく説明できる。３．確認テストや定期試験において８割以上の正答率を残すことができ

る。 

＜授業の方法＞ 

１．小テストと出席確認（10分）２．協同学習① 事前学習に関する問題解決（15分）３．解説・質疑（10分）４．協同学習② 演習

と教え合い（30分）５．解説・質疑（20分）６．意見交換（5分）※授業関連の活動（事前課題の提出、小テストの受験、事後課題等）

については、Google Classroomで行います。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習：デジタル教材を活用した事前課題の提出  （３時間程度）※教材を解いたのち、デジタル教材を用いて、答え合わ

せ、および、ノートテイキングを行い、指定範囲（毎回、4ページ）のスクリーンショットを提出してください。復習：小テストの準

備＋意見交換での発信  （３０分程度） 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

この科目は教育経営学科のディプロマポリシー⑧（修得した知識・技能・態度を総合的に活用し、現代の教育課題に積極的に取組み、

解決できる能力を身に付けている。）と関連付けられています。デジタル教材を活用しつつ、難度の高い課題に粘り強く取り組むこと

によって、単に大学受験のための知識を得るだけでなく、文法問題の解法力と説明力を磨くとともに、自律的学習者としての習慣形成

を図りましょう。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

事前課題 30%、小テスト 20%、意見交換 10%、中間・期末試験 40% 

＜教科書＞ 

井上聡（2021年4月） 上級英語文法：攻略ポイント210  一粒書房 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション シラバス説明、シミュレーション（教科書・デジタル教材の使い方） 

2 動詞の語法①動詞の語法② 動詞の後続部の性質 

3 動詞の時制法助動詞 現在形、過去形、完了形法助動詞の形と意味の関係 

4 態の変換不定詞① 文末焦点と文末重心基本的な用法 

5 不定詞②分詞 be to構文など分詞の形と意味の関係 

6 動名詞関係詞① 動名詞の形と意味の関係関係代名詞 

7 関係詞②仮定法 関係副詞、複合関係詞仮定法の時制、いろいろな仮定法 

8 中間試験 第２回～第７回 ※解説あり 

9 比較表現①比較表現② 比較の強調など比較を用いた構文 

10 名詞の語法代名詞の語法 可算・不可算、客と料金など指示代名詞、人称代名詞など 

11 形容詞の語法副詞の語法 名詞との相性、派生形など語順、修飾関係など 

12 接続詞①接続詞② 等位・従位接続詞相関接続詞 

13 前置詞①前置詞② コアと基本用法連語の中での使い方 

14 疑問・否定・倒置・強調・一致 特殊な用法 

15 期末試験 第８回～第１４回 ※解説あり 
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科目コード 53042 区 分 コア科目 

授業 

科目名 特別講義Ⅰ 担当者名 白取 耕一郎 

配当年次 3 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

本科目では、公務員志望の学生を想定し、公務員試験における行政学の過去問に正答できるようになるとともに、それらについて他者

と意見交換できるようになることを目的とする。公務員試験における筆記試験と面接に役立つよう教科書（過去問集）の内容を中心に

学ぶ。 

＜授業の到達目標＞ 

1. 行政学の基礎的な論点を理解する。2. 行政学の基礎知識を記憶に定着させる。 3. 行政学の基礎的な論点について他者と意見交換

ができる。 

＜授業の方法＞ 

教科書を題材として、記述してあることの背景やつながりを補完しながら説明する。教科書の内容のうち、基礎的な部分を覚えられて

いるかどうかを確認する。基礎的な論点などについて、ペアワークやグループワークで理解を深める。予習や授業で学んだことを学生

同士のワークを通じて理解を深める。具体的には、Think-Pair-Share（ペアワーク）やグループディスカッションの手法で公共経営に

関する論点を議論する。配付資料のダウンロード、小テスト兼授業アンケートの実施などにおいてICTを活用する。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習：教科書の該当部分に目を通しておく（約1時間）。復習：授業で解説されたポイントについて、配付資料などを基に復習する（約

1.5時間）。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

新たな戦略を創造・提案できる能力を身に付けるするためには、既存の幅広い知識を理解しておく必要がある。本科目では広い意味で

の経営に関わる知識のうち、行政の経営に関わる知識を習得する。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

1. 授業態度（10%）：ディスカッションや質疑における積極性、他の学生の理解促進への貢献を評価。2. 小テスト（20%）：毎回の授

業で実施する小テスト兼簡易アンケートにおいて、自身の理解度や疑問点をフィードバックすることによる授業への貢献を評価。3. 中

間試験（30%）、4. 期末レポート（40%）：自主的な学習の達成度を評価。質問などにつき次回の授業冒頭で解説。 

＜教科書＞ 

資格試験研究会編（2020.11.20） 公務員試験 新スーパー過去問ゼミ6 行政学  実務教育出版 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 ガイダンス 授業全体の説明 

2 行政の組織① 官僚制論、官僚制の実態、行政組織の構成原理 

3 行政の組織② 日本の行政組織、行政委員会と審議会 

4 行政の管理① 公務員制度、予算 

5 行政の管理② 評価と能率、調整・計画・統計調査、行政改革 

6 行政の活動と統制① 政策過程、行政活動、行政責任、行政統制 

7 地方の行政① 日本の地方自治の現状、歴史、諸外国の地方自治 

8 行政学の理論① 公務員制度、予算、評価と能率、調整・計画・統計調査、行政改革 

9 中間試験 0 

10 行政の組織③ 
官僚制論、官僚制の実態、行政組織の構成原理、日本の行政組織、行政委員会と
審議会 

11 行政の管理③ 公務員制度、予算、評価と能率、調整・計画・統計調査、行政改革 

12 行政の活動と統制② 政策過程、行政活動、行政責任、行政統制 

13 地方の行政② 日本の地方自治の現状、歴史、諸外国の地方自治 

14 行政学の理論② 行政学の歴史と行政国家化、行政学の歴史、行政学の理論家、組織理論 

15 まとめ 授業全体のまとめ 
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科目コード 37500 区 分 専門基礎 

授業 

科目名 国際スポーツ論 担当者名 和所 泰史 

配当年次 3 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

オリンピック大会やワールドカップといった大会をみてもわかるように、現在のスポーツがグローバル化していることは明らかである。

しかし、そこには複雑な政治利用や大会招致、ドーピングなど、問題が尽きない。本講義では、世界各国のスポーツ事情を取り上げ、

様々な角度から分析し､国際的な視点からスポーツの抱える課題について詳細な課題をすすめる。 

＜授業の到達目標＞ 

グローバルなスポーツ問題について、授業内容を基礎としつつ、互いの価値観を交換・交流しながら、理解を深めることを目的とする。

各自が特定の問題に対して、自分自身の主体的な意見が持てるようになることを目標とする。 

＜授業の方法＞ 

講義形式を基本とするが、適宜、特定の課題について数名でのグループ議論を交え、その結果を全体で討論するという形も取り入れつ

つ授業をすすめる。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

授業には、当該授業のテキスト内容を理解してから、授業に参加すること（2時間程度の予習）が求められる。さらには、当該授業 か

ら引き出された応用課題について、図書館において作業し、新聞、専門雑誌、著書などから多くの専門的情報を収集し、次回の授業

で発表すること（2時間程度の復習）が求められる。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

本授業は他国のスポーツ事情を知ることで、スポーツを通じた国際的平和の促進について理解する能力を身に付けることができる。体

育学科ディプロマポリシー①体育・スポーツの科学的知見を深め、スポーツを通じた国際的平和の促進について理解する能力を身に付

けている、に関連する。また、⑥体育・スポーツに携わる指導者に求められる、豊かな人間性、幅広い教養に根差した公共的使命感や

倫理観、協調できる社会的スキルを身に付けている、にも関連する。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

出席態度 30%、授業レポート 30%、定期試験 40% 

＜教科書＞ 

特に指定しない    

＜参考書＞  

授業内で紹介する 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション 講義の概要、授業・評価方法 

2 体育・スポーツの概念論 国際スポーツ論とは何なのか、その概念論を講義する 

3 イギリスのスポーツ事情 イギリスのスポーツ政策の特徴を学ぶ 

4 フランスのスポーツ事情 フランスのスポーツ政策の特徴を学ぶ 

5 ドイツのスポーツ事情 ドイツのスポーツ政策の特徴を学ぶ 

6 アメリカのスポーツ事情 アメリカのスポーツ政策の特徴を学ぶ 

7 中国のスポーツ事情 中国のスポーツ政策の特徴を学ぶ 

8 運動部活動への指導、体罰・暴力 中学、高校の部活動の指導問題を考える 

9 代表選手へ指導、体罰・暴力 代表選手への指導問題を考える 

10 国際スポーツ大会(1) 戦前から戦後にかけての国際スポーツ大会の諸問題 

11 国際スポーツ大会(2) 戦後から現代にかけての国際スポーツ大会の諸問題 

12 現代社会の課題とスポーツ(1) アンチ・ドーピングの動向を考える 

13 現代社会の課題とスポーツ(2) ナショナリズム、人種差別問題等を考える 

14 現代社会の課題とスポーツ(3) スポーツの本質から誤審・判定問題、フェアプレイ等を考える 

15 総括・まとめ グローバルな体育・スポーツ問題を総括する 
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科目コード 32307 区 分 コア科目 

授業 

科目名 生活科教育法 担当者名 三堀 仁 

配当年次 3 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

生活科は低学年児童の発達特性を踏まえた教科である。その指導にあたっては、児童の意識の流れを大切にしたり気付きの質を高めた

りすることが求められる。「活動あって学びなし」の生活科に陥らないように、指導のポイントを把握することが重要である。本科目

では、学習指導要領及び解説に示された事項を確認するとともに、具体的な授業場面を想定し、生活科の教育法を身に付けることを目

指す。 

＜授業の到達目標＞ 

生活科は低学年児童の発達の段階や特性を踏まえた上で見通しをもって学習指導を行わなければならない教科である。したがって以下

の点を修得することを目指す。１．各内容やそれを扱う単元における授業のポイントを理解する。２．気付きの質を高める指導技術を

身に付ける。３．模擬授業や研究協議を通して授業改善の方法を身に付ける。 

＜授業の方法＞ 

教材研究の段階（①～⑪）では、教員による内容１～９の解説、授業づくりのポイントの指導を行う。その際、教科書のデジタルコン

テンツを開き、実際に体験するとともに、ICTの活用方法を考えるようにする。模擬授業の段階（⑫～⑮）では、グループによる発表

と、それを受けての研究協議、リフレクション（自己評価）を行う。発表グループ以外は授業評価を行うとともに、反省点を自分たち

のグループに反映するようカリキュラム改善を行う。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習：課題として指示された教科書のページに目を通し、疑問点は整理しておく（１時間程度）。復習：本時の授業内容について、整

理したり理解を深めたりする（１時間程度）。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

学習態度40％、学習状況30％、レポート等30％ 

＜教科書＞ 

田村学ほか ２０２０年 あたらしいせいかつ 上  東京書籍 

文部科学省 平成３０年２月２８日 

小学校学習指導要領（平成２９年告示）解説生活編東洋館出版 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション 授業の進め方、授業づくりのポイント、生活科の教科特性等を理解する。 

2 生活科の目標・内容・方法・評価 学習指導要領解説をもとに、生活科の目標・内容等を理解する。 

3 指導案の書き方 模擬授業に向けて、指導案の書き方を理解する。 

4 教材研究（第1学年の内容）① 生活科の教科書を活用し、授業のポイントをつかむ（主として1年生の内容）。 

5 教材研究（第1学年の内容）② 生活科の教科書を活用し、授業のポイントをつかむ（主として1年生の内容）。 

6 教材研究（第1学年の内容）③ 生活科の教科書を活用し、授業のポイントをつかむ（主として1年生の内容）。 

7 教材研究（第1学年の内容）④ 生活科の教科書を活用し、授業のポイントをつかむ（主として1年生の内容）。 

8 教材研究（第２学年の内容）① 生活科の授業のポイントをつかむ（主として２年生の内容）。 

9 教材研究（第２学年の内容）② 生活科の授業のポイントをつかむ（主として２年生の内容）。 

10 教材研究（第２学年の内容）③ 生活科の授業のポイントをつかむ（主として２年生の内容）。 

11 教材研究（第２学年の内容）④ 生活科の授業のポイントをつかむ（主として２年生の内容）。 

12 模擬授業と研究協議 
模擬授業を行い、研究協議によって振り返る活動を通して、授業改善の方法を理
解し、授業技術を習得する。 

13 模擬授業と研究協議 
模擬授業を行い、研究協議によって振り返る活動を通して、授業改善の方法を理
解し、授業技術を習得する。 

14 模擬授業と研究協議 
模擬授業を行い、研究協議によって振り返る活動を通して、授業改善の方法を理
解し、授業技術を習得する。 

15 模擬授業と研究協議まとめ 
模擬授業を行い、研究協議によって振り返る活動を通して、授業改善の方法を理
解し、授業技術を習得する。 
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科目コード 34313 区 分 コア 

授業 

科目名 子ども家庭支援論 担当者名 坪田 章彦 

配当年次 3 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

○保育と家庭支援の必要性やかかわり、支援者として必要な基礎・基本を学び理解する。○対象である子ども本人についてのみならず、

その両親、家庭、地域、学校、医療機関、社会福祉施設等の子ども本人を取り巻く環境とのかかわりにも目を向け、さまざまな福祉の

角度から考察し実態を把握する。○保育所や児童福祉施設等の現場の実践に必要な知識、技術までを段階的に学び実践力を養成する 

＜授業の到達目標＞ 

保育のさまざまな実践場面において、家庭支援は深くかかわっている。家庭支援は発達援助や環境構成といった専門性に加えて、ソー

シャルワークの技術や視点の活用が求められる。本科目では、家庭支援の理論・知識・技術を学習し、家庭支援の事例分析を通して支

援の技術習得を身に付けていけるようになる。また家庭支援の事例検討を行うとともに支援者として理解しておかなければならない心

がまえや態度を理解できるようになる。 

＜授業の方法＞ 

テキストにそって全体を「理論」「演習」「事例」の３編に分け、家庭支援の基本を講義形式で理解し、それをもとにグループトーク

で具体的知識や技術を活用してグループワーク、ディスカッション等を行い体験的に学ぶ。さらに保育所や児童福祉施設 幼稚園 認

定こども園等の現場を意識した事例を通して実践力を養う 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

○（予習）30分 テキストにそって各章の学びのねらいを読み取り記述し、レポートを提出し授業中に遂次発表する。○（復習）30分 子

どもや保護者に生じる生活課題にはどのようなものがあるかを考察し、グループで話し合いまとめのレポートを作成する。またテキ

ストワークに取り組む。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

カリキュラムマップを参照のうえ、卒業認定および学位授与と当該授業の関連性について明示してください。その際、授業と対応する

DP（例：DP4：現代社会において果たす体育・スポーツの役割を理解し、様々な立場の人々と良好な関係を築きながら職務を遂行でき

るコミュニケーション能力を身に付けている。）を引用してください。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

「各章の学びのねらいを読み取り、レポートの提出を促す。またその内容について自己の意見や考察の表記を評価する 20%、」「グル

ープワークやレポート提出の内容をテキストに基づいて考察すると態度と、テキストワークの取り組みとディスカッション内容の把握、

振り返りの学習と自主的発表や発言を評価する 20%」、 「定期試験 60%」 

＜教科書＞ 

石動 瑞代・中西 遍彦・隣谷 正範 編 保育と子ども家庭支援論  株式会社みらい 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション 授業の進め方と単位認定の要件について 

2 家庭とは何か？ 
家庭の意義とその機能・家庭の変容と多様化・社会的状況現代家族をめぐる子育
て環境・親（父親 母親）と子育て 

3 家族と子育て 
現代家族をめぐる子育て環境・親（父親 母親）と子育て兄弟・姉妹とのかかわ
り・祖父母、その他の家族と子育て 

4 現代家庭の子育てと支援の必要性 子育てにおける不安、負担感とストレス・児童虐待の対応 

5 現代家庭の子育てと支援の必要性 特別な配慮を必要とする子どもをもつ親への支援・ひとり親家庭の支援 

6 子育て支援の方法 子育て支援の施策・子育て支援と保育者の役割 

7 家庭支援の展望と課題 多様化する家庭支援のニーズ・家庭支援の原理とその課題 

8 保護者の心を聴くために 保護者の事例・グループワーク 

9 さまざまな家族とのかかわり 保育者としての未熟さの指摘と対応について 

10 さまざまな家族とのかかわり 事例をあげてその内容についてグループ討議をする 

11 乳幼児に対する保護者支援 保育所における乳幼児期の子供をもつ家庭への支援 

12 乳幼児に対する保護者支援 在園児・乳幼児養育の子どもを持つ保護者への養育支援 

13 地域の子育て支援センター 地域の子育て家庭への支援 

14 保育者の専門性と家庭支援 保育者の専門性の確認と自己覚知 

15 保育者の専門性と家庭支援 保育者の課題 
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科目コード 38302 区 分 コア科目 

授業 

科目名 体育測定･評価 担当者名 田中 耕作 

配当年次 0 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

「体育測定・評価」では、体育・スポーツ領域における目標（様々な体力要素）に対していかなる教育内容をどのような計画で実践し、

いかに達成されたかを評価する。様々な目標を達成するために必要な測定を正しく実施し、適切に分析、評価することが求められる。

そこで本講義ではまず一般に広く実施されている「新体力テスト」の内容と評価の理解を深め、そこから各体力項目における科学的測

定とその活用方法について取り扱う。 

＜授業の到達目標＞ 

各種体力測定の目的や方法を理解し、測定計画から運営が適切に行われ、そこで得られるデータを分析・評価することによって実際の

体育・スポーツ現場へ応用できる力を身につける。また、（公財）日本スポーツ協会公認スポーツプログラマー資格取得に繋がるよう、

知識を習得する。 

＜授業の方法＞ 

パワーポイント等を用いて講義を行い、必要に応じて資料を配布する。受講生は講義ノートを作成すること。また、トップガンやスポ

ーツ科学センターにて、体力測定の実践を試みる。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

授業中に記録したノートや配布された資料、また参考書を通じてを復習すること（2時間程度）。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

体育・スポーツに関する科学的知見をベースに自らの課題を見つけ、課題解決に取り組み続けることができる生涯学習力を身に付けて

いる。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

受講態度（実践的態度および課題提出状況） 40%、筆記試験 60% 

＜教科書＞ 

特に指定なし    

＜参考書＞  

（公財）日本体育施設協会(2012) 

公認スポーツプログラマー専門科目テキスト（公財）日本体育施設協会（財）健康・体力づくり事業財団（2008）健康運動指導士養成

講習会テキスト<下>（財）健康・体力づくり事業財団日本発育発達学会（2014）幼児期体力指針実践ガイド㈱杏林書院 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 ガイダンス 授業の概要の説明 

2 幼児期運動指針とは（１） 幼児期運動指針のねらいと特徴 

3 幼児期運動指針とは（２） 幼児期運動指針構成と評価 

4 高齢者の体力テストの内容と評価 高齢者の体力テストのねらいと特徴、構成と評価 

5 新体力テストの内容と評価（１） 新体力テストの実施計画と運営 

6 新体力テストの内容と評価（２） 新体力テストの評価システム 

7 新体力テストの内容と評価（３） 統計処理と結果の活用 

8 新体力テストの結果とその活用 新体力テストの結果と考察 

9 前半までのまとめ 各種体力テストのまとめ 

10 体力・運動能力の測定と評価（１） 科学的測定の重要性とその活用 

11 体力・運動能力の測定と評価（２） 身体組成の評価 

12 体力・運動能力の測定と評価（３） 姿勢、アライメント、関節可動性の評価 

13 各種測定と評価（１） 教育・医療・福祉等における測定と評価１ 

14 各種測定と評価（２） 教育・医療・福祉等における測定と評価２ 

15 全体のまとめ 後半のまとめ及び全体のまとめ 
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科目コード 62017 区 分 コア科目 

授業 

科目名 スポーツと食事 担当者名 保科 圭汰 

配当年次 0 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

食事摂取・栄養補給の重要性を理解し、競技特性の異なる競技者に対する栄養サポートについて知る。また、栄養不足による疾病の予

防やトレーニング状況に応じた栄養サポートを考える。さらに、サプリメントの正しい選び方と使用方法について理解し、管理栄養士

と連携した栄養サポートの方法・必要性を学ぶ。 

＜授業の到達目標＞ 

本講義は、アスレティックトレーナーにおいても求められる競技者の身体組成の測定方法、ウエイトコントロール、水分補給方法など

のスポーツ栄養学に関する内容を学ぶ。栄養不足に基づく疾病と対策、期分けによる食事、競技者の栄養指導および栄養教育の実施を

学び、競技現場において適切な指導ができる能力を身につける。 

＜授業の方法＞ 

パワーポイントによる講義形式で進める。また、必要に応じて資料を配布し授業内容に基づいたテーマについてディスカッション、グ

ループワークを行う。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習として事前に教科書の範囲を読んで授業に出席することが望ましい。授業内で配布した資料は必ず目を通し、アスレティックト

レーナー資格試験の過去問題を復習として解くこと。 （2時間程度） 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

体育学科のディプロマポリシー「健康増進、体力の向上、また競技力向上に貢献できる専門的な知識・技能を身に付けている。」に関

連した科目であり、身体の構造や消化吸収を学び、栄養学をスポーツ科学の観点から理解する。また、アスレティックトレーナーにお

いても求められる知識を身につける。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

受講態度・学習意欲 30％、課題・小テスト 30％、最終レポート 40％ 

＜教科書＞ 

公益財団法人 日本体育協会 公認アスレチックトレーナー専門科目テキスト第9巻 スポーツと栄養  文光堂 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 スポーツ栄養サポートとは 競技者における食事摂取・栄養補給の意義 

2 スポーツ栄養マネジメントとは スポーツ栄養マネジメントの概要、競技種目の特性 

3 アスリートの身体組成 競技者の身体組成の特徴、身体組成の測定方法 

4 アスリートのからだ作り、骨づくり 増量と減量 

5 アスリートの糖質摂取と回復のための食事 糖質摂取とグリコーゲン回復 

6 アスリートの水分補給 運動と体温調節、水分補給方法 

7 栄養不足に基づく疾病と対策① ビタミン不足と症状、対策 

8 栄養不足に基づく疾病と対策② 鉄、エネルギー不足と症状、対策 

9 栄養素の過剰摂取 たんぱく質、脂質、ビタミンの過剰摂取と対策 

10 期分けによる食事① 試合前、当日の食事 

11 期分けによる食事② 試合後、オフ期の食事 

12 期分けによる食事③ 遠征、合宿時の食事 

13 サプリメントと栄養エルゴジェニック① サプリメントの目的や分類、効果 

14 サプリメントと栄養エルゴジェニック② サプリメントとドーピング 

15 まとめ 本講義の復習 
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科目コード 32306 区 分 コア科目 

授業 

科目名 家庭科教育法 担当者名 岡 礼子 

配当年次 3 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

家庭科教育の歴史と現状について知り､家庭科教育の意義について理解するとともに､指導案の作成と模擬授業の実施を通して､家庭科

の指導を行うための知識､技能､態度などを身に付ける。具体的には教材観,児童観,教材の系統観,指導観について理解し､新学習指導要

領で求められている適切な題材の設定ができる力を養い､児童の学習活動や教師の支援について具体的な計画を立て､評価の観点を明

らかにする力を養うなど､模擬授業を通して教師としての資質を高め､自ら立てた指導案がより適切であったかについて探求し、模擬授

業におけるＰＤＣＡを実施する。 

＜授業の到達目標＞ 

母校の小学校の教育目標や目指す子供像を参考に仮想の小学校を想定して､教育目標や目指す子供像を設定して３つの題材目標「知

識・技能」｢思考力・判断力・表現力等｣｢主体的に学習に取り組む態度｣を定め、題材全体の指導を通してどのような子供を育成したい

のか､子供たちにどんな力を付けてやりたいか考えて指導案を書くことができる。そして､その指導案で模擬授業を行い、模擬授業につ

いてフィードバックし、考察と改善が図れる。 

＜授業の方法＞ 

家庭科の指導案を書いて模擬授業を実施するに当たって必要な年間指導計画・題材指導計画の立て方や家庭科学習指導案の書き方､細

案の書き方などをパワーポイントで説明した後､実際の指導案を使って細案を書かせて代表者による模擬授業を実施し､模擬授業のイ

メージをしっかり持たせる。その後､数人のグループごとにグループワークで指導案を書かせ、全員に模擬授業を課す。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

グループで仮想の学校及び子供の実態を想定して題材を決め､家庭科指導案を考える。指導案が完成したら､それを基にグループでし

っかり話し合い、必要な教材・教具を作って模擬授業の練習を行ったり､使用するワークシートや振り返りカードを作ったりする。

（必要な時間は、グループにより異なる。） 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

本授業は、本学の一般教養ディプロマポリシーのDP5（情報機器や教材の活用を含めた学習指導方法の基本とともに、問題解決に向か

う論理的・批判的思考力を身に付けている。）及びDP7（子どもの未来に対する強い使命感と責任感を持ち、教師としての成長をめざ

した生涯学習力を身に付けている。）に対応している。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

小テスト 10％､ 模擬授業 20％､ 定期試験(レポートを含む) 70％模擬授業ごとに、授業後すぐに、指導案や授業態度、板書の仕方、

発問等について振り返りコメントを行う。模擬授業全体についての総括は、良かった点や改善点などをプリントにまとめて配付して説

明する。 

＜教科書＞ 

文部科学省 (2018年) 小学校学習指導要領解説 家庭編  東洋館出版社 

鳴海多恵子他 (2020年) 

わたしたちの家庭科開隆堂 

＜参考書＞  

文部科学省 (2018年) 

小学校学資有指導要領（平成29年告示）解説 総則編東洋館出版社大竹美登利・倉持清美 (2018年5月)初等家庭科の研究萌文書林岡 陽

子・鈴木明子（2017年12月）佐藤文子・金子佳代子他 (2021年)平成29年改訂 小学校教育課程実践講座新編 新しい技術・家庭 家

庭分野ぎょうせい東京書籍 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 家庭科教育の現状と課題 家庭科教育の歴史と新しい学習指導要領の目標及び内容 

2 指導案の立て方(１) 年間指導計画と題材指導計画の工夫と学習評価 

3 指導案の立て方(２) 家庭科学習指導案の書き方と指導上の留意点及び評価項目 

4 指導案の立て方(３) 家庭科学習指導案を基に細案を作成 

5 指導案の作成(１) ｢Ａ 家族・家庭生活｣領域の内容理解（ＩＣＴ活用）（５・６年生） 

6 指導案の作成(２) ｢Ｂ 衣食住の生活｣領域の内容理解（ＩＣＴ活用）（５・６年生） 

7 指導案の作成(３) ｢Ｃ 消費生活・環境｣領域の内容理解（ＩＣＴ活用）（５・６年生） 

8 模擬授業と評価（１）（２） ｢Ａ 家族・家庭生活｣（５年生） 

9 模擬授業と評価（３）（４） 模擬授業と評価（３）（４） 

10 模擬授業と評価（５）（６） ｢Ｃ 消費生活・環境｣（５年生） 

11 模擬授業と評価（７）（８） ｢Ａ 家族・家庭生活｣（６年生） 

12 模擬授業と評価（９）（10） ｢Ｂ 衣食住の生活｣(６年生) 

13 模擬授業と評価（11）（12） ｢Ｃ 消費生活・環境｣（６年生） 

14 ｢Ｂ 衣食住の生活｣ １食分の調理実習 

15 模擬授業の総括 模擬授業全体についての振り返りと授業改善 
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科目コード 21317 区 分 専門基礎科目 

授業 

科目名 教育方法･技術論(初等) 担当者名 田部 永子 

配当年次 3 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

これからの社会を担う子供たちに求められる資質・能力を育成するために必要な教育の方法や技術を理解し、次の3点を身に付ける。

1.幼児期にふさわしい生活が展開され、適切な指導を行うための指導計画の作成について理解する。2.幼児理解の意義や方法を具体的

に理解する。3.子どもたちの興味・関心を高めたり学習内容を振り返るために、情報機器を活用して効果的に教材を作成・提示する。 

＜授業の到達目標＞ 

1.指導計画の必要性、作成上の基本事項や留意事項を理解する。2.幼児理解に基づく教師の援助や態度の基本について理解する。3.理

解したことを生かして、指導計画を作成できるようになる。4.情報機器を使って教材を作成し、活用することができる。5.幼児理解に

基づいた評価をする。 

＜授業の方法＞ 

幼稚園教育要領で示された幼稚園教育の基本が、実際の保育や子どもの姿を通して具体的に理解できるようにする。1.幼稚園教育要領

を基に講義形式で行い、資料を配布する。2.適宜グループワークやディスカッション、演習を行う。3.授業開始時に前回のワークシー

トを作成したり、復習小テストを行ったりする。 4.視覚教材を活用する。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習=幼稚園教育要領の予習すべき内容と方法をワークシートでまとめる。情報機器を使って教材の検索、作成をする。（60分程度）

復習=振り返りレポートを作成する。教材研究やプレゼンテーションを作成する。（60分程度） 授業内容に応じて、適宜指示してい

く。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

こども発達学科では、豊かな人間性を備え、コミュニケーション能力、多方面な子ども理解とその支援ができる専門性を身に付け、次

世代の発展と構築に貢献する、グローバルな保育者養成を目指している。この科目を受講して得られる知識や能力は、次のとおりであ

る。こども発達学科のディプロマポリシーDP1 多文化共生時代の保育者として、グローバルな視野で保育観を磨き、国際理解のため

の知識を身に付けている。DP4 家族と地域をめぐる子どもの環境を整備・改善するためのコミュニケーション能力を身に付けている。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

事前ワークシート(予習)の提出と内容40%、確認テスト30％ 最終レポート提出と内容 30%、 

＜教科書＞ 

文部科学省平成30年3月23日 幼稚園教育要領解説  フレーベル館 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 ガイダンス 教育方法・技術論とは何か、講義の進め方、評価についての説明 

2 幼児教育の基本とその方法① 幼稚園教育要領の理解 「幼稚園教育の基本」の確かめ 

3 幼児教育の基本とその方法② 環境を通して行う教育について 

4 幼児教育の基本とその方法③ 幼児理解について 

5 幼児教育の基本とその方法④ 教育課程から指導計画へ 

6 幼児教育の基本とその方法⑤ 指導計画作成上の基本事項と留意事項 

7 保育実践に求められる保育技術① 体験の多様性と関連性について 

8 保育実践に求められる保育技術② 遊びの中の言語活動の充実  発達や教育的価値をとらえた教材研究と演習 

9 保育実践に求められる保育技術③ 生活の中の言語活動の充実 発達や教育的価値をとらえた教材研究と演習 

10 保育実践に求められる保育技術④ 見通しや振り返りの工夫 

11 保育実践に求められる保育技術⑤ 行事の指導  伝統的な行事を中心に 

12 保育実践に求められる保育技術⑥ 行事の指導季節感を取り入れた行事を中心に 

13 情報機器の活用について① 子どもたちの興味・関心を高める教材の作成と演習 

14 情報機器の活用について② 保育内容を振り返るための効果的な教材作成と演習 

15 教師の役割について 幼児の主体的な活動を促すための教師の役割教師の協力体制について 
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科目コード 21306 区 分 専門基礎科目 

授業 

科目名 英語科教育法Ⅲ(発展) 担当者名 井上 聡 

配当年次 3 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

本授業の目的は、中学校の英語教科書に準拠して、指導内容の種類と指導順位を理解し、詳細な授業案を作成し、模擬授業の体験を積

むことです。したがって、この授業は、板書計画、パターン練習、有意味ドリル、インタラクションで構成された指導案を作成し、学

生・教員とのディスカッションや模擬授業を通して、英語教員としての資質・能力を磨き、教育実習に備えることになります。学修成

果としては、指導案（中学３年分）と模擬授業力を求めます。なお、この授業はブレンド型で行われますので、必ずPC持参の上、臨ん

でください。中高英語免許取得を主専攻とする学生はもちろん、副専攻とする学生にとっても、授業設計を高めるうえで貴重な機会と

なるでしょう。 

＜授業の到達目標＞ 

１．事前課題（指導案）の作成・修正に粘り強く取り組むことができる。２．他者との協働を通して、自身の指導案を改善することが

できる。３．相互評価を通して、わかりやすい授業を展開できる。４．英語教師になるための準備として、e-Learning教材に粘り強く

取り組むことができる。 

＜授業の方法＞ 

１．事前課題の講評（15分）２．協同学習による指導案の修正（30分）３．グループワークによる模擬授業（30分）４．相互評価（10

分）５．意見交換（5分）※授業中のデータの共有はすべてGoogle Classroomで行います。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習：指導案の作成・提出（ノートのスクリーンショット）（２時間程度）復習：指導案の修正（30分程度）日常：英語力を高めるた

めのe-Learning教材（後日指定） 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

この科目は教育経営学科のDP⑦（子どもの未来に対する強い使命感と責任感を持ち、教師としての成長をめざした生涯学習力を身に付

けている）に関連付けられています。教科書の内容を理解しつつ、中学3年間の指導内容の流れを学び、文法説明のスキルを磨きなが

ら、英語教師としての見通しを強化しましょう。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

事前課題 30%、e-Learning教材 20%、模擬授業 30%、意見交換 10% 

＜教科書＞ 

笠島準一他（2016年3月11日） NEW HORIZON English Course 1  東京書籍 

笠島準一他（2016年3月11日） 

NEW HORIZON English Course 2東京書籍笠島準一他（2016年3月11日）NEW HORIZON English Course 3東京書籍 

＜参考書＞  

特に指定せず 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション シラバスの説明、モデル授業 

2 中学1年生の教科書指導(1)教科書テスト(1) 1-2-2, 1-2-3, 1-3-1, 1-3-21-1, 1-2 

3 中学1年生の教科書指導(2)教科書テスト(2) 1-4-1, 1-4-2, 1-5-1, 1-6-11-3, 1-4 

4 中学1年生の教科書指導(3)教科書テスト(3) 1-6-2, 1-8-3, 1-9-1, 1-10-11-5, 1-6 

5 中学2年生の教科書指導(1)教科書テスト(4) 1-11-1, 1-11-2, 1-11-3, 2-1-11-7, 1-8 

6 中学2年生の教科書指導(2)教科書テスト(5) 2-1-4, 2-2-1, 2-2-2, 2-2-3, 2-3-11-9, 1-10 

7 中学2年生の教科書指導(3)教科書テスト(6) 2-3-2, 2-3-3, 2-4-2, 2-4-3, 2-4-41-11, 2-1 

8 中間テスト 模擬授業教科書テスト 

9 中学2年生の教科書指導(5)教科書テスト(7) 2-5-1, 2-5-2, 2-5-4, 2-6-1, 2-6-22-2, 2-3 

10 中学3年生の教科書指導(1)教科書テスト(8) 2-6-3, 2-7-1, 2-7-2, 2-7-42-4, 2-5 

11 中学3年生の教科書指導(2)教科書テスト(9) 3-1-1, 3-1-4, 3-2-1, 3-2-22-6, 2-7 

12 中学3年生の教科書指導(3)教科書テスト(10) 3-3-1, 3-3-2, 3-3-4, 3-4-1, 3-4-23-1, 3-2 

13 中学3年生の教科書指導(4)教科書テスト(11) 3-4-4, 3-5-1-1, 3-5-1-2, 3-5-23-3, 3-4 

14 中学3年生の教科書指導(5)教科書テスト(12) 3-6-1, 3-6-2, 3-6-3, 3-6-43-5, 3-6 

15 期末テスト 模擬授業教科書テスト 



262 
 

  
科目コード 0 区 分 コア科目 

授業 

科目名 リハビリテーション医学Ⅰ 担当者名 廣重 陽介 

配当年次 3 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

本講義では、リハビリテーション医学分野で頻繁に遭遇する疾患に対するリハビリテーションについて、病態・評価・リハビリテーシ

ョンなどを学習する。加えて、関連職種およびその役割、連携についてやリハビリテーション医学に関係した社会福祉について学ぶ。

リハビリテーション医学分野における柔道整復師の役割についても概説する。尚、本授業は一部オンデマンド教材等使用し行うため、

PCまたはタブレットを準備の上、履修すること。 

＜授業の到達目標＞ 

リハビリテーション医学分野における基礎的な知識、特に1）リハビリテーションの理念や概念、2）リハビリテーションで用いられる

評価や診断、3）リハビリテーションに関わる障害と治療、4）リハビリテーション医学をとりまく関連職種、などについて理解できる

ようになることを目標とする。 

＜授業の方法＞ 

視聴覚教材、配布資料を適宜用い、教科書に沿って授業を進行する。オンデマンド資料提示や課題の提示、提出等はGoogle Classroom

で行う。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

学習時の疑問についてはその都度質問するようにすること。本講義において、機能解剖、運動学、疾患における測定評価、治療に関

する理解が必要である。したがって、教科書や配布資料（事前に配布する）、ノートなどを活用して各回当該箇所の基本的事項、他の

授業で学んだ関連部分の予習および復習を各60分以上行い、理解を深めること。事前課題および復習課題の提示、提出を求めること

もある。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

本科目はディプロマポリシー2の、 「柔道整復学及び健康科学、スポーツ医科学分野に必要な専門知識と技能を理解し、日々進歩する

医学分野に対応できる能力を身に付けている」  に該当し、 柔道整復師としてのリハビリテーション分野における能力向上の機会を

提供する。主として、疾患別のリハビリテーションについてを教示し、柔道整復師としてのリハビリテーション分野における能力向上

の機会を提供する。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

学習意欲 30％（出席、事前学習、小テスト）、定期試験  （中間試験 35％、期末試験 35％）70％事前学習、小テストに関するフィ

ードバックは講義中または個別に行う。 

＜教科書＞ 

全国柔道整復学校協会（監修），栢森良二（編）（2019年4月10日） リハビリテーション医学 改定第4版  南江堂 

＜参考書＞  

指定なし 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 ガイダンス 講義の概要、到達目標、評価方法等の説明 

2 リハビリテーションの理念 
リハビリテーションという言葉、リハビリテーションの成立過程、障害者の復権
とその源泉 

3 リハビリテーションの対象と障害者の実態 
医学的リハビリテーションの対象、リハビリテーション医学の対象、リハビリテ
ーション医学と生物学的医学、障害児の実態、身体障害児者の内訳 

4 障害の階層とアプローチ 
ICDとICIDH、ICIDHからICFへ、ICF-CYについて、ICFコアセット、WHODAS2.0につ
いて、障害へのアプローチ、病気と障害の相違 

5 リハビリテーション評価学（1） 運動学と機能解剖、身体所見、小児運動発達の評価、ADLの評価 

6 リハビリテーション評価学（2） 心理的評価、認知症の評価、電気生理学的検査、画像診断、運動失調 

7 前半のまとめ まとめ 

8 中間試験 試験と解説 

9 中間試験解説，リハビリテーション障害学と治療学（1） リハビリテーション障害学① 

10 リハビリテーション障害学と治療学（2） リハビリテーション障害学② 

11 リハビリテーション障害学と治療学（3） リハビリテーション治療学① 

12 リハビリテーション障害学と治療学（4） リハビリテーション治療学② 

13 リハビリテーション障害学と治療学（5） リハビリテーション治療学③ 

14 リハビリテーション医学の関連職種 
医師・リハビリテーション科専門医、理学療法士、作業療法士、看護師、言語聴
覚士、臨床心理士、医療ソーシャルワーカー、義肢装具士、介護支援専門員 

15 総括授業 まとめ 
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科目コード 0 区 分 コア科目 

授業 

科目名 人的資源論 担当者名 多賀 美紀 

配当年次 3 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

働き方が多様化した現代の企業経営において、人のマネジメントはますます重要な意義を有するようになっています。|本講義では、

各回のテーマを通し人的資源管理の基本的な考え方を学ぶことによって、組織の中で個人がより良く生きていくための知的・実践的ス

キルを身につけることを目指します。 

＜授業の到達目標＞ 

①人的資源管理の主要な概念、専門用語を理解すること|②学んだ理論をもとに、現実の企業における人のマネジメントを説明できる

こと 

＜授業の方法＞ 

講義を中心とするが、必要に応じて個人・集団ワークを組み合わせる。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習・教科書を読む（1コマあたり20分）復習・小テストの内容を理解する（1コマあたり80分） 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

グローバルに拡大している企業活動、市場経済、公的分野に関連する社会現象、市場について分析・理解する能力を身に着ける。また、

国際人・リーダーとして「社会に貢献する経営」を実践するための豊かな教養として、歴史・社会・自然を含めた学際的な知識を身に

着ける。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

各回小テスト結果 30％ ② 各回受講態度（発表、質疑応答等）40％ ③ まとめレポート 30％ 

＜教科書＞ 

平野光俊、江夏幾多郎（2018年6月30日） 人事管理－人と企業、ともに活きるために  有斐閣 

＜参考書＞  

上林憲雄（2016年1月10日） 

人的資源管理中央経済社上林憲雄、厨子直之、森田雅也（2010年10月10日）経験から学ぶ人的資源管理有斐閣 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 イントロダクション 人事管理とは 

2 組織を作る 組織を作る人事管理 

3 働くということ なぜ人は働くのか 

4 システムとしての人事管理 人事管理の成り立ち 

5 社員格付け制度 雇用関係を支える仕組み 

6 採用と退出 雇用関係を交わす 

7 配置 仕事を割り振る 

8 評価と報酬 報いる 

9 人材育成 「育つ」と「育てる」の交差 

10 労使関係 従業員尊重のための人事管理 

11 非正社員の基幹化 非正社員とは 

12 女性の活躍推進 女性の活躍の現状と課題 

13 ワーク・ライフ・バランスと働き方改革 ワーク・ライフ・バランスとは何か 

14 グローバル経営と国際的人事管理 グローバル経営と国際的人事管理とは何か 

15 これまでのまとめ  
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科目コード 25303 区 分 コア科目 

授業 

科目名 スポーツ文化論 担当者名 嘉門 良亮 

配当年次 3 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

本授業では、スポーツ文化を対象に様々な主題を取り扱う。|スポーツ文化の概念は大変幅広く膨大であり、「する・見る・支える」

という形での関わり方はもちろんのこと、オリンピックや地域の運動会、乳幼児や高齢者の健康運動教室、学校体育や公園での草野球

まで、ありとあらゆるスポーツ活動に伴う社会的営為の総体とも言える。|そのため、本授業では特定のテーマに絞って事例的に提示、

解説しつつ、スポーツ文化の多面的な理解を目指していく。 

＜授業の到達目標＞ 

身近にあふれる「文化」事象を系統的に学ぶ意味は、当該文化を相対化し、比較や変遷を検証できるようになることにある。スポーツ

という文化装置を事例に、同化や差異化がどのように展開したのか理解することは、これからのスポーツのゆくえを展望する上でも非

常に重要である。||本授業では以下の2点を目標に設定する。|①体育・スポーツに関わる文化事象をスポーツ文化論の知見を踏まえて

説明することができる。|②体育・スポーツ界における慣習の文化的な背景を理解した上で、論理的かつ建設的に他者と意見交流がで

きる。 

＜授業の方法＞ 

基本的に配布資料やパワーポイントを用いた講義形式で実施するが、適宜ディベートやグループワークも実施する。各回の授業の最後

には、コメントシート（課題）を配布・回収する。|授業中のデータ共有はGoogle Classroomを活用する。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

＜準備学習＞|スポーツ文化を対象にしたニュースやコラム等に目を通し、取り上げられた背景や経過を調べておくこと（1時間）。|

＜事後学習＞|取り組んだ事前課題と講義内容を踏まえ、振り返り課題に取り組むこと（1時間）。|自らのスポーツ生活の中における

文化事象を何点か取り上げ、考察すること。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

本科目は、体育学科DP（ディプロマポリシー）3「幅広く深い教養を身に付け、体育・スポーツ人としての立場を歴史・社会・自然と

関連付けて理解する能力を身に付けている。」および、DP6「体育・スポーツに携わる指導者に求められる、豊かな人間性、幅広い教

養に根差した公共的使命感や倫理観、協調できる社会的スキルを身に付けている。」と関連する。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

成績は、[各回でのコメントシート（課題）および授業態度 60％、最終課題40％]の配分で評価する。 

＜教科書＞ 

 指定しない   

＜参考書＞  

井上俊・菊幸一編(2020) 

よくわかるスポーツ文化論［改訂版］ミネルヴァ書房井上俊・亀山佳明編|（1999）スポーツ文化を学ぶ人のために世界思想社ロイッ

ク・ヴァカン（田中研之輔・倉島哲・石岡丈昇訳）（2013）ボディ＆ソウルーある社会学者のボクシング・エスノグラフィー新曜社 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション|スポーツ文化論とは？ 授業概要、運営、成績のつけ方等の説明|スポーツ文化論を学ぶ意義と意味 

2 日本の高校野球の文化史（和所） 日本の高校野球の現在に至るまでの歴史と発展を文化的要素も交えて学ぶ 

3 スポーツ文化としての高校野球①|（高嶋） トップレベルの高校野球指導者の実績と経験から論じられるスポーツ文化を学ぶ 

4 日本の大学・社会人野球の文化史（和所） 
日本の大学・社会人野球の現在に至るまでの歴史と発展を文化的要素も交えて学
ぶ 

5 日本のプロ野球の文化史（和所） 日本のプロ野球の現在に至るまでの歴史と発展を文化的要素も交えて学ぶ 

6 スポーツ文化としての高校野球②|（高嶋） トップレベルの高校野球指導者の実績と経験から論じられるスポーツ文化を学ぶ 

7 
個人競技である日本の陸上競技・水泳競技等の文化史
（和所） 

これまで日本で発展してきた個人競技である陸上競技大会や水泳競技大会の現在
に至るまでの歴史と発展を文化的要素も交えて学ぶ 

8 
団体競技である日本のサッカー・バスケットボール・バ
レーボール等の文化史（和所） 

これまで日本で発展してきた団体競技であるサッカー・バスケットボール・バレ
ーボール等の現在に至るまでの歴史と発展を文化的要素も交えて学ぶ 

9 エスノグラフィーとカルチュラル・スタディーズ（嘉門） 
文化を対象にした学問領域が抱える特色と課題を学ぶと共に、特にスポーツを対
象とすることの意味を学ぶ 

10 スポーツ文化としての高校野球③|（高嶋） トップレベルの高校野球指導者の実績と経験から論じられるスポーツ文化を学ぶ 

11 
暴力とスポーツ|「なぜボクシングに傷害罪は適用されな
いのか？」（嘉門） 

樫永真佐夫,2019,『殴り合いの文化史』左右社.の議論を基に、スポーツにおける
暴力の受容と排除の過程を学ぶ 

12 
宮廷文化と民衆文化、その身体技法|文明化と未開社会
（嘉門） 

スポーツマンシップやジェントルマン思想がスポーツに導入された背景を『文明化
の過程』論を基に学ぶ 

13 スポーツ文化としての高校野球④|（高嶋） トップレベルの高校野球指導者の実績と経験から論じられるスポーツ文化を学ぶ 

14 文化実践としてのスポーツ|横乗り文化を事例に（嘉門） 

田中研之輔,2016,『都市に刻む軌跡ースケートボーダーのエスノグラフィー』新曜
社.および水野英梨,2020,『ただ波に乗るーサーフィンのエスノグラフィー』晃洋
書房.を事例に、スポーツを通じて生き方そのものを表象する社会実践としての文
化を学ぶ 

15 授業のまとめと振り返り（嘉門） 授業のまとめ、ふりかえりをするとともに、到達度を測る 
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科目コード 53044 区 分 キャリア科目 

授業 

科目名 特別演習Ⅰ 担当者名 佐藤 典子 

配当年次 3 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 演習 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

コーチングについて基礎概念を学び技術をある程度習得することで、コミュニケーション能力を高める。それによって社会人基礎力の

１つである対人基礎能力を強化することを意図している。 

＜授業の到達目標＞ 

コーチングの基本的な技術である傾聴、効果的な質問、他者の承認が出来るようになる。客観的に自己分析をして、自ら目標を決め達

成する習慣がつくようになる。 

＜授業の方法＞ 

コーチングの定義や効用などの講義ペアワーク3人1組での演習グループディスカッションやプレゼンテーション 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

該当テーマをテキストなどを活用して事前学習をする。復習としてピアコーチングなどを実施することを含めて1時間程度。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

ディプロマポリシーの１と４に該当している。グローバルに拡大する企業ではここ20年ほど社内でコーチングが盛んに行われている。

また、社会や企業活動に必要な情報を収集することにも繋がる。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

学習意欲と授業中の貢献度 30％提出物 30％最終的なスキル習得 40％スキル習得についてのフィードバックは対面で実施する。 

＜教科書＞ 

CTIジャパン、重松延寿(2014年） マンガでやさしくわかるコーチング  日本能率協会マネジメントセンター 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 イントロダクション 事前アンケートと多様なツールを使った自己紹介、仲間づくりなど 

2 コミュニケーションの基本 コミュニケーションモデルとコーチングの定義について概念的に理解する 

3 コーチングの基礎：傾聴 傾聴のメリットを概念的に理解し、そのコツを演習によって習得する 

4 コーチングの基礎：効果的な質問 質問の種類と効果を理解して、それらが実際の会話で使えるようになる 

5 コーチングの基礎：会話モデル GROWモデルを理解し、演習によってそれが使えるようになる 

6 コーチング力を鍛える（１） 傾聴の基本を振り返り、演習を重ねる 

7 コーチング力を鍛える（２） 質問力とGROWモデルを振り返り、演習を重ねる 

8 中間レビュー ここまでの理解度や習熟度を確認する(ティーチバック） 

9 コーチングにおける多様なスキル 俯瞰のスキル、比喩のスキルを学ぶ 

10 アカデミックな位置づけ コーチングの理論的背景や多様な種類について学ぶ 

11 コーチングにおける多様なツール 
イスラエルで開発されたPOYやクリエイティブ・ビジュアライゼーションなどを経
験する 

12 講義のまとめ（１） 履修学生の実技を審査してフィードバックを与え合う 

13 講義のまとめ（２） 履修学生の実技を審査してフィードバックを与え合う 

14 講義のまとめ（３） 全体でリレーコーチングに挑戦する 

15 総括 
コーチングスキルを身に付けた自分の未来と、コーチングが広く社会に影響を与
える未来を予想する 
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科目コード 0 区 分 コア科目 

授業 

科目名 経済政策論 担当者名 倉田 知秋 

配当年次 3 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

本科目では、国・地方政府が消費者・生産者に向けて行う経済政策を理解するとともに、政策をおこなう根拠について、歴史的側面、

理論的側面から学ぶ。|金融・財政政策などの国民経済へ影響を与える各種政策を学ぶとともに、所得分配政策や労働政策、年金政策

といった厚生政策が国民に与える影響も学ぶ。 

＜授業の到達目標＞ 

本講義では、経済政策の基本の理解からはじめ、その応用としての各種政策を歴史・理論、現制度の概要と現状の課題の面から理解す

ることを目指す。そしてそれらを今日の日本社会が抱える経済現象に焦点を当てることで、経済政策を分析・考察して自分なりの見解

を導き出すことを第二の目標とする。 

＜授業の方法＞ 

経済政策の歴史や専門用語とそれらの意味、経済の仕組みとの関係性などの基本的内容についてテキストを中心に幅広く学習するとと

もに、政策関連の最新の経済データを参照しながら、経済政策の現状を考察する。授業は講義形式で行い、講義レジュメや各種資料の

参照用にし、学生自身の情報端末の持ち込み・利用を必要とする。また、分からない用語や内容については各種検索webサイトを利用

して、授業中でも適時情報検索してもらう。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

講義に臨むにあたり、必ずテキストの該当箇所を事前に予習することを必要とする。じっくり精読し、またわからない専門用語も調

べるなど、予習にはおよそ60分～90分程度の時間を要する。|復習は必ず次回の授業までに行い、少なくとも授業時間と同等（90分）

程度の時間を割くような学習姿勢が求められる。|その他、日経ビジネスをはじめ新聞やニュース、経済関連の情報番組などに普段の

生活の中で積極的に接しておくよう心掛けると良い。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

広く経営に関わる専門知識・技能を備え、企業に関連する社会現象を分析・理解し、新たな戦略を創造・提案できる能力を身に付けて

いる（DP2）。各講義終了時に行う確認小テストは解答と解説を例示する。また、特に重要なものは次回講義時に取り上げて解説する。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

受講態度・学習意欲30％、確認小テスト20%、レポート50％で評価する。 

＜教科書＞ 

神野真敏・安岡匡也編（2020年４月10日） 日本の経済政策 歴史と理論で考える  中央経済社 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 イントロダクション：経済政策とは 経済政策を理解するための基礎 

2 経済政策の考え方 日本の経済政策、経済政策の理論的理解 

3 所得格差政策 歴史と現制度と理論の概要 
所得格差政策の歴史、日本の所得政策（社会保障制度）の現状、今後の所得政策（社
会保障政策）のあり方 

4 財政政策（1）歴史と現制度の概要 財政政策の理論に関する歴史的論争、財政政策の現状、財政赤字の将来を考える 

5 財政政策（2）政策の理論的理解 ４５度線分析、乗数理論、課税平準化と財政赤字| 

6 金融政策（1）歴史と現制度の概要 貨幣と金融政策、金融政策の歴史と現状、今後の金融政策のあり方 

7 金融政策（2）政策の理論的理解| カネの市場、貨幣市場と貸付資金市場、金融政策の効果| 

8 労働政策 歴史と現制度、理論の概要 労働政策の歴史、労働政策の現状、今後の労働政策のあり方、政策の理論的課題 

9 年金政策（1）歴史と現制度の概要| 年金制度の歴史、公的年金制度の現状、今後の年金政策のあり方を考える 

10 年金政策（2）政策の理論的理解 年金はなぜ必要か、年金・定年制度と労働人口不足、年金政策の理論的なまとめ| 

11 
医療・介護政策：歴史と現制度の概要・政策の理論的理
解 

公的医療保険制度の歴史と制度の概要、公的医療保険制度の価格分析、公的介護
保険制度 

12 
児童福祉政策： 歴史と現制度の概要・政策の理論的理
解 

児童福祉の歴史と現行の児童福祉、認可保育所サービスへの租税投入の根拠、待
機児童問題 

13 環境政策（1）歴史と現状 環境問題の歴史、現状と環境政策 

14 環境政策（2）政策の理論的理解| 公共財としての環境、外部性、環境政策の理論的まとめ 

15 経済政策における現状と課題 前回までの講義内容を整理するとともに、今後の可能性を考える 
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科目コード 36507 区 分 コア科目 

授業 

科目名 アスレティックリハビリテーションⅠ 担当者名 飯出 一秀 

配当年次 3 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

アスレティックリハビリテーションは、①筋力回復および筋力増強、②関節可動域回復、③神経筋協調性、⑤全身持久力回復、⑥身体

組成の管理、⑦再発予防および外傷予防を主な目的としている。 

＜授業の到達目標＞ 

本講義では、「アスレティックリハビリテーション基礎」からの内容を深め、特に上肢および体幹を中心とした外傷ごとのリスク管理

に基づいたアスレティッ クリハビリテーションプログラム作成と実際に実践できる知識と技術の習得を目的とする。 

＜授業の方法＞ 

教科書に沿って講義を行い、必要に応じて補足資料を配布する。また必要に応じて実技指導も行う。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

テキスト内容の自分が分からないところ（＝授業において自分がしっかり聞いておかないといけないところ）を把握する毎回予習（30

分程度）。そのことによって、授業での記憶定着の効率を上げる。授業を受けたその日のうちの復習（30分程度）、定期テスト前の勉

強 を兼ねた復習である。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

上肢・体幹の疾患に対するアスレティックリハビリテーションを学習し、スポーツ傷害から競技復帰を目指す上で必要な専門的知識を

修得するための科目である。ディプロマポリシーの「健康増進、体力の向上、また競技力向上に貢献できる専門的知識・技能を身に着

けている」を修得するための科目である。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

課題提出30％、課題内容30％、質疑応答への参加30％、出席率等を総合的に判断する。 

＜教科書＞ 

日本体育協会（2009.9.30） 「日本体育協会アスレティックトレーナー専門科目テキスト⑦・アスレティックリハビリテー ション」  

日本体育協会 

＜参考書＞  

特になし 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 スポーツ外傷・傷害総論 スポーツ現場における上肢・体幹の外傷と障害の特徴について理解 

2 肩関節のリハビリテーション 肩関節の機能解剖、怪我のメカニズム、医学的情報の理解 

3 肩関節のリハビリテーション 評価に必要な検査および測定方法の理解、患部のリスク管理 

4 肩関節のリハビリテーション 症例検討、具体的なプログラムの作成、リハビリ演習 

5 肘関節のリハビリテーション 肘関節の機能解剖、怪我のメカニズム、医学的情報の理解 

6 肘関節のリハビリテーション 症例検討、具体的なプログラムの作成、リハビリ演習手 

7 手首・指関節のリハビリテーション 手首・指関節の機能解剖、怪我のメカニズム、医学的情報の理解 

8 手首・指関節のリハビリテーション 症例検討、具体的なプログラムの作成、リハビリ演習 

9 腰部のリハビリテーション 腰部の機能解剖、怪我のメカニズム、医学的情報の理解 

10 腰部のリハビリテーション 症例検討、具体的なプログラムの作成、リハビリ演習 

11 頸部のリハビリテーション 頸部の機能解剖、怪我のメカニズム、医学的情報の理解 

12 頸部のリハビリテーション 症例検討、具体的なプログラムの作成、リハビリ演習 

13 コンディショニング実習－上肢－ 上肢および体幹を中心としたコンディショニング方法の実習 

14 コンディショニング実習－下肢－ 下肢および体幹を中心としたコンディショニング方法の実習 

15 コンディショニング実習－体幹－ 体幹を中心としたコンディショニング方法の実習 
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科目コード 40202 区 分 コア科目 

授業 

科目名 バレーボールⅡ(応用) 担当者名 坂本 博秋 

配当年次 0 配当学期 前期 単位数 1 授業方法 実技 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

バレーボールは集団のスポーツであり、集団による協力が重要である。球技種目履修の意義は、球技種目における個人技術の向上、技

術、戦術の理解や、体力トレーニングの方法を学ぶだけでなく、この集団による協力の重要性を、ゲームを通して肌で感じることにあ

る。また単に技術向上をねらいとするだけではなく、将来指導者、教員を目指することを想定し、指導法についても講義する。 

＜授業の到達目標＞ 

スパイク技術、レシーブ技術、ブロック技術、サーブ技術を向上させると同時にそれらを指導できる力を身につけることを目標とする。 

＜授業の方法＞ 

実技を中心に展開していくが、必要に応じて資料を活用し、ルールや技術理論を理解させ授業を進めていく 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

書籍や映像等を用いてバレーボールについての理解を深める。(1時間) 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

「健康増進、体力の向上、競技力向上に貢献できる専門的な知識・技能を習得する」と共に、「習得した知識・技術・態度等の全てを

総合的に活用し、自らが立案した新たな課題に主体的、創造的に取り組み、その課題を解決できる能力」を育成する基礎科目となる。

「バレーボールⅠ(基礎)」のステップアップ科目として関連している。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

出席意欲と授業態度 60%、 実技テスト 40% 

＜教科書＞ 

特になし    

＜参考書＞  

特になし 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 ディグ（１） ストレート、クロス、軟打 

2 ディグ（2） ３人シフト、４人シフト 

3 サーブの理解 フローターサーブ、ジャンピングサーブ 

4 レセプションの理解 ２、３人シフト、ダブルシフト 

5 ハイセット、コンビネーション(1) ６人１組によるトス（レフト、ライト）、二段トス 

6 ハイセット、コンビネーション（2） ６人１組によるトス（レフト、センター、ライト）、二段トス 

7 コンビスパイク（１） ６人１組でスパイク（レフト、センター、ライト） 

8 コンビスパイク（2） セッターのトスによるコンビスパイク 

9 ブロックシステムの理解 バンチリード、スプレットコミットブロックシステム 

10 レセプションアタック（１） チャンスサーブからのコンビスパイク 

11 レセプションアタック（2） レセプション(６人)からのコンビスパイク 

12 リーグ戦（１） リーグ戦の実施と審判の実践（1） 

13 リーグ戦（2） リーグ戦の実施と審判の実践（２） 

14 リーグ戦（3） リーグ戦の実施と審判の実践（3） 

15 まとめ 総合実技テスト 



269 
 

  
科目コード 32313 区 分 コア科目 

授業 

科目名 小学校英語科教育法 担当者名 細井 健 

配当年次 3 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

2020年度より3・4年では外国語活動が、5・6年においては外国語が正式な教科として始まりました。これまでも各小学校において、児

童の実態や地域の特色に沿った外国語学習が取り組まれてきました。また各地で教員研修や専科教員の養成が積極的に進められていま

すが、引き続き担任教諭が外国語および外国語活動を担当することが想定されています。本講座では、英語教授の理論的背景を理解し

たうえで小学校の現場で必要とされる英語指導力やその知識を学びます。なお、この授業はブレンド型（対面とオンラインの組み合わ

せ）で行いますので、PCを持参のうえ臨んでください。 

＜授業の到達目標＞ 

①外国語および外国語活動を担当する（担任または専任の）小学校教員に期待される知識・技術：英語運用力、コミュニケーション力、

教材研究・開発力、授業運営、中学校への連携などを理論的背景に基づいて理解できる。 ②小学校教育現場で実践できる教授力を身

につけている。 

＜授業の方法＞ 

(1) 講義（教員による解説と問いの提示）  (2) ペア・グループワーク（学習内容に関する教え合い）(3) ディスカッション（模

擬授業を対象とした問いに対する回答） (4) 省察活動（まとめと発表） 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習：翌週の指導内容の事前学習（１時間程度）、模擬授業の準備（２時間程度）復習：振り返りレポート（毎回、２時間程度） 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

この科目は教育経営学科のディプロマポリシー5「情報機器や教材の活用を含めた学習指導方法の基本とともに、問題解決に向かう論

理的・批判的思考力を身に付けている」に関連づけられています。初等教育（英語）に関する技能・知識やコミュニケーション能力を

有した教育者や指導者を目指す人を育成するための基礎科目であり、小学校外国語および外国語活動の指導法を学び、指導力を磨く機

会を提供します。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

課題 （授業実践）への取り組みと意欲 30%、レポート とまとめテスト 40％、指導案作成 30% 

＜教科書＞ 

吉田研作（監修）・小川隆夫・東仁美（著）（2017） 小学校英語はじめる教科書  mpi 

アレン玉井光江ら（2020） 

NEW HORIZON Elementary English Course5東京書籍 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション 小学校外国語教育で求められる力 

2 外国語・外国語活動の目標と意義 学習指導要領、小中連携 多様性への対応 

3 英語での語りかけ クラスルームイングリッシュ、英語の音声 

4 インプットによる言語習得 言語使用を通した言語習得・音声によるインプット 

5 言語活動への取り組み ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの目的・場面・状況、4技能、ことばの気づき 

6 文字言語との出会い 絵本の活用・読む活動・書く活動への導き方 

7 教材研究 題材の選定・教材研究・ICTの活用 

8 学習到達目標と指導計画 学習到達目標、指導計画 

9 学習指導案 学習指導案の作り方 

10 学習状況の評価 パフォーマンス評価や学習到達目標の活用 

11 模擬授業① 導入から、慣れ親しみ活動まで 

12 模擬授業② 復習から、様々な発展的活動まで 

13 模擬授業③ コミュニケーション活動やプロジェクト活動 

14 教師の役割・指導の在り方 ALT等とのﾃｨｰﾑﾃｨｰﾁﾝｸﾞによる指導の在り方 

15 まとめ 授業全体の振り返り 
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科目コード 0 区 分 コア科目 

授業 

科目名 イノベーション論 担当者名 中西 敏之 

配当年次 3 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

イノベーションには、プロダクトイノベーション、プロセスイノベーション、組織イノベーションなどいろいろな種類がある。イノベ

ーションなしには企業は存続できないといわれている。イノベーションとは何か、どうすればイノベーションが起こせるのかなどイノ

ベーションに対する理解を深めることを目的とする。 

＜授業の到達目標＞ 

①イノベーションとは何であり、それはどうして企業に必要なのか説明できるようになる②生産性の向上と技術の関係、特許と知的財

産権の関係、イノベーションとベンチャー企業の関係について説明できるようになる③会社や役所、学校で、新しいプロジェクトを提

案できる能力を身につける 

＜授業の方法＞ 

前半は、教科書と教員作成のプレゼンテーション教材を中心に説明する。授業では毎回、事前に与えた課題について学生の意見を求め

る。後半は、イノベーションの事例研究、イノベーションプロジェクトの提案など、学生の発表を中心として進める。Googleclassroom

を活用した課題の配布、プレゼンテーション資料の共有など、ICTの活用に努める。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

次の授業で議論するテーマをあげるので、次の授業までに回答を検討しておく必要がある。（1時間程度） 各回の課題を検討するこ

とが復習となる。（1時間程度） 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

本科目はDP2（広く経営に関わる専門知識・技能を備え、企業に関連する社会現象を分析・理解し、新たな戦略を創造・提案できる能

力を身に付けている）に関連する科目である。受講生はイノベーションに関する専門知識を得るだけではなく、新たな戦略を提案でき

る能力を獲得することが望まれている。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

授業での発言・発表など 20％、プレゼンテーション 20%、レポート 30％、 試験 30％授業に関する質問は授業の前後及び教員のオフ

ィスアワーで対応する。 

＜教科書＞ 

土井教之、宮田由紀夫(2015/3/7) イノベーション論入門  中央経済社 

＜参考書＞  

日経 

日経ビジネス 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 イントロダクション 本講義の目的・重要性の理解のために、「失われた20年」、生産関数の概要を説明 

2 イノベーションと社会 イノベーションの定義付け、歴史など 

3 イノベーションの基礎理論 イノベーションの分類、社会との関係 

4 イノベーションの普及 イノベーションをいかにして広めるか 

5 イノベーションを担う人材 職業の専門化と研究者の育成 

6 イノベーションと産業 各産業と雇用について 

7 イノベーションと企業戦略 企業組織と戦略 

8 イノベーションと共同研究開発 共同研究開発の利点と問題点 

9 イノベーションとアントレプレナーシップ 起業家の役割、起業促進策と課題 

10 イノベーションと特許 特許制度の理解と特許戦略 

11 イノベーションと標準 標準の定義と標準化プロセス 

12 イノベーション政策 産学連携と国家プロジェクト 

13 イノベーションプロジェクト提案 その1 新商品開発提案など 

14 イノベーションプロジェクト提案 その2 新しい製造方式など 

15 イノベーションプロジェクト提案 その3 画期的な組織など 
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科目コード 32419 区 分 コア科目 

授業 

科目名 理科実験の指導法Ⅱ（理科教師塾） 担当者名 平松 茂 

配当年次 3 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 演習 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

物理、化学、生物、地学の広範囲な内容から観察、実験を行って「実感を伴う理解」を進める。小学校学習指導要領理科編には、比較

（３年）、関係付け（４年）、条件制御（５年）、多面的な思考（６年）等々の問題解決の方法が発達段階に合わせて示されている。

授業では、主として第３，４学年の教材を取り上げ、児童の興味・関心を引き出しながら、安全に観察実験を行うための知識や技能を

グループワークにより体験的に習得する。理科実験の指導法Ⅰとの違いは扱う実験内容のみであるため，Ⅰ，Ⅱのどちらから受講して

もよい。ＩＰＵ理科マイスター必修。 

＜授業の到達目標＞ 

１．実験器具や薬品等を準備して、小学校理科の観察実験が実施できる知識や技能を身に付ける。２．安全な観察実験を進めるための

知識や実験器具の取り扱い方を身に付ける。３．学習指導要領や教科書の記述に基づいて、観察、実験を伴う授業ができる。４．小学

生になりきって観察実験を味わい、興味関心を高める。５．ＩＣＴ，デジタル教科書，プログラミングなどＧＩＧＡスクール構想に対

応できる。 

＜授業の方法＞ 

１．Googl ClassroomやＩＣＴを活用して，GIGAスクール構想に対応する資質，能力を培う。２．小学校の観察実験を取り上げ、準備

から片付けまで一人で行うための知識や技能を指導する。３．観察実験を行う中で、観察のポイントや指導上の留意点，予想される成

果等を身に付けさせる。４．教材開発のポイント，授業のコツ，学習環境，児童の興味関心を高める展開を指導する。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

取り上げる観察・実験について、小学校理科で使用する教科書と小学校学習指導要領解説理科編を参考に予習(約30分)して授業に臨

み、受講後にレポートをまとめる（約1時間）。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

小学校理科（3年・４年）の教科内容を把握し，実感を伴う理解を進めるための実験の準備から実践までの知識と技能を獲得する機会

を提供する。理科教育法と合わせて受講して指導法を獲得することが望ましい。この科目は，教育経営学科のデイプロマポリシー７（子

どもの未来の対する強い使命感と責任感を持ち，教師としての成長を目指した生涯学習力を身に付けている。），８(修得した知識・

技能・態度を総合的に活用し，現代の教育課題に積極的に取組み，解決できる能力を身に付けている。)に関連付けられています。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

参加意欲 40％、 観察・実験の知識・技能 30％、 レポート 30％ 等で評価する。 

＜教科書＞ 

文部科学省(2018.2.10) 小学校学習指導要領（H29）解説理科編  東洋館出版社 

＜参考書＞  

毛利   衛・黒田玲子 他（2020） 

「新しい理科３」東京書籍毛利   衛・黒田玲子 他（2020）「新しい理科４」東京書籍 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション風とゴムのはたらき 風やゴムの強さとはたらき 

2 昆虫と植物 こん虫のからだのつくり、植物の育ち方（ホウセンカ） 

3 磁石の性質 磁石につくもの、つかないもの、磁石になるもの、N極とS極 

4 発芽と成長 インゲンマメの成長（発芽→成長→開花→結実） 

5 物の重さ 物の形とおもさ（体積と重さ） 

6 天体観察 夏の代表的な星座の見つけ方と観察 

7 水のすがたと温度 １ 水の三態変化と温度 

8 水のすがたと温度 ２ 寒剤を用いて水を凍らせる 

9 物の体積と温度 空気、水、金属の体積と温度 

10 植物のからだのはたらき １ 顕微鏡観察とスケッチ（気孔） 

11 植物のからだとはたらき ２ ルーペ、双眼実体顕微鏡、顕微鏡、スケッチ、写真撮影 

12 電気の通り道 電池と豆電球、モーター、光電池のはらたき 

13 物のあたたまり方 金属、水、空気のあたたまり方 

14 動物のからだのつくり からだが動くしくみ（ほねときん肉） 

15 まとめと報告 講義の振り返りと報告書作成 
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科目コード 27102 区 分 専門基礎科目 

授業 

科目名 公衆衛生学Ⅰ 担当者名 畑島 紀昭 

配当年次 0 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

公衆衛生とは「地域社会の組織的な努力によって疾病を予防し、寿命の延長を図り、身体的ならびに精神的能力を増進 するための科

学である」と定義される。健康に関わるいろいろな現象を疫学的に把握し、人間を取り巻く環境、社会的 要因（制度、組織など）な

どと人の健康増進、疾患予防などとの関係を理解し、医療にどの様に関連するのか考えられる力を習得する。 

＜授業の到達目標＞ 

衛生学・公衆衛生学を学ぶ意義について理解する。健康の概念とその管理について理解する。自然および生活環境の中で感染症と健康

の関連を習得する。母子関係とその支援機構を理解する。 

＜授業の方法＞ 

教科書を中心に講義し必要に応じてDropboxにて資料を配付する。授業中に確認小テストを実施し、予習、復習状況を確認する。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習：次の範囲をシラバスから確認させ、どの様な内容であるかまとめ授業で発表する。（毎回、1時間程度）復習：小テストを次の

授業で実施する。（毎回、2時間程度） 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

この科目は健康科学科のディプロマポリシー1（医療人として、広範でグルーバルな知識を身に付けている。）と関連付けられていま

す。グローバルな視点から、世界と日本の公衆衛生活動や実態を学び、広い視野で物事を考えられる知識の習得を目指す。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

学習意欲 30％、小テスト 30%、定期試験 40% 

＜教科書＞ 

全国柔道整復学校協会 「衛生学・公衆衛生学」  南光堂 

医療情報科学研究所：編集 

公衆衛生がみえる株式会社 メディックメディア 

＜参考書＞  

特になし 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 衛生学・公衆衛生学について 公衆衛生学の意義と目的、歴史 

2 健康の概念 健康の定義、健康阻害因子、健康指標 

3 疾病予防と健康管理 疾病の自然史と予防、生活習慣等 

4 感染症の予防１ 感染症とは、ウイルス性・細菌性感染症 

5 感染症の予防２ 感染症の動向、感染症対策 

6 消毒１ 消毒の概念と消毒方法 

7 消毒２ 消毒法の応用、院内感染対策と消毒 

8 環境衛生（環境保健）１ 環境とは、非生物学的環境と生物学的環境 

9 環境衛生（環境保健）２ 環境問題、物理的環境要因 

10 環境衛生（環境保健）３ 化学的環境要因、生物学的環境要因 

11 環境衛生（環境保健）４ 公害、空気の衛生と大気汚染 

12 生活環境・食品衛生活動１ 水の衛生、衣服・住居と健康 

13 生活環境・食品衛生活動２ 食品と健康、廃棄物の処理 

14 母子保健 ライフサイクルと母子保健、母子保健の指標 

15 まとめ まとめ 
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科目コード 21402 区 分 専門基礎科目 

授業 

科目名 器楽演習Ⅲ 担当者名 髙﨑 展好 

配当年次 2 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 演習 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

器楽演習Ⅰ・Ⅱで習得したピアノ基礎技術と弾き歌いの内容を発展・強化することを目的とする。保育者、小学校教諭に必要とされる

ピアノ演奏技術（弾き歌いを含む）と表現力を養うため、発声指導、ソルフェージュを取り入れたレッスンをおこなう。保育士、幼稚

園教諭、小学校教諭の採用試験に向け、必要なピアノ基礎技術と演奏表現力を身につけることを目指す。子どもたちや、人前で演奏す

ることに慣れるため授業終了後に発表会を実施する。※保育実習、幼稚園教育実習参加希望者は、履修していることが望ましい。 

＜授業の到達目標＞ 

ピアノ奏法、ピアノ弾き歌いに関する知識と技術の習得。採用試験対策として、演奏レパートリーを増やすことを目指す。また、人前

で演奏することに慣れることを目的に授業終了後に公開試験（発表会）を実施する。 

＜授業の方法＞ 

グループレッスンと個人レッスンの併用で行う。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

ピアノ演奏技術を身に付けるためには、毎日の積み重ねが重要です。必ず予習、復習を行いレッスンに臨むこと。授業は予習を前提

として行うものとする。次週課題（事前予告）の予習 90分以上、これまでに学習した課題の復習 90分以上※芸術センター・ピアノ独

習室を活用し研鑽を積むこと。※自宅にピアノがない場合は、貸出用キーボードもあるので活用してください。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

こども発達学科のディプロマ・ポリシー「豊かな人間性を備え、コミュニケーション能力、多面的な子ども理解とその支援ができる専

門性を身に付け、次世代の発展と構築に貢献する、国際的でグローバルな保育者・教育者・指導者の養成」のための基礎科目である。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

授業中の意欲・態度 20％、ピアノ弾き歌い課題（10曲）20％、バイエル教則本課題（5曲）10％、実技試験 50％（中間20％、期末30％）

※15回授業終了後にピアノ演奏発表会を実施。発表会参加を以って単位認定とする。 

＜教科書＞ 

坂井康子・岡林典子・南夏世・佐野仁美編著（発行2008年9月20日 初版 教育・保育現場で毎日使えるコードでかんたん！こどもの

うたマイ・レパートリー  ヤマハミュージックメディア 

標準バイエルピアノ教則本全音楽譜出版社 

＜参考書＞  

ブルグミュラー25の練習曲全音楽譜出版社 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーションレッスン１ 
授業概要と課題の説明ピアノ曲・ピアノ弾き歌い曲課題指導課題「ともだちになる
ために」「バイエルNo.55」 

2 レッスン２ ピアノ曲・ピアノ弾き歌い課題指導、レッスン課題「大きな古時計」 

3 レッスン３ 
ピアノ曲・ピアノ弾き歌い課題指導、レッスン課題「南の島のハメハメハ大王」「バ
イエルNo.59」 

4 レッスン４ ピアノ曲・ピアノ弾き歌い課題指導、レッスン課題「きのこ」 

5 レッスン５ ピアノ曲・ピアノ弾き歌い課題指導、レッスン課題「まっかな秋」「バイエルNo.78」 

6 レッスン６ ピアノ曲・ピアノ弾き歌い課題指導、レッスン課題「たきび」 

7 レッスン７確認（中間）テスト 
レッスン1～6までのピアノ弾き歌い課題2曲（自由選択）による確認（中間）テス
ト（模擬保育形式） 

8 レッスン８ 
ピアノ曲・ピアノ弾き歌い課題指導、レッスン課題「ジングルベル」「バイエル
No.88」 

9 レッスン９ ピアノ曲・ピアノ弾き歌い課題指導、レッスン課題「まめまき」 

10 レッスン１０ ピアノ曲・ピアノ弾き歌い課題指導、レッスン課題「おもちゃのチャチャチャ」 

11 レッスン１１ ピアノ曲・ピアノ弾き歌い課題指導、レッスン課題「世界中のこどもたちが」 

12 レッスン１２ ピアノ曲・ピアノ弾き歌い課題指導、レッスン課題「バイエルNo.104」 

13 レッスン１３ 発表会、試験に向けた個人指導① 

14 レッスン１４ 発表会、試験に向けた個人指導② 

15 レッスン１５確認（期末）テスト 
レッスン8～11までのピアノ弾き歌い課題3曲（自由選択）による確認（中間）テス
ト（模擬保育形式） 



274 
 

  
科目コード 0 区 分 コア科目 

授業 

科目名 臨床柔道整復学Ⅴ(軟部組織Ⅰ) 担当者名 小玉 京士朗 

配当年次 3 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

柔道整復業務において軟部組織損傷を扱う頻度は近年高くなっており、業務において重要な位置づけとなっている。本科目では上肢の

軟部組織損傷を大きく肩及び上腕部、肘及び前腕部、手関節及び手指部に分類し、それぞれの部位において機能解剖を学習した上で損

傷のメカニズム、症状、合併症、治療法、保存療法の限界、後療法等について学修する。 

＜授業の到達目標＞ 

１．上肢の軟部組織損傷の疾患概要について説明ができる。２．他の疾患との鑑別し、処置方法を判断することができる。 

＜授業の方法＞ 

１．講義（教員による疾患に対する説明） 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習：実施する講義内容に準じた事前課題（疾患に関係する解剖学（特に運動器系）、疾患の概要の下調べ（毎回、1時間程度））、

復習：振り返り確認試験（毎回、15分程度） 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

本科目は健康科学科のディプロマポリシー7（日進月歩する医学に対し、医療人として学び続ける生涯学習力を身に付ける）と関連付

けております。疾患に対し基礎情報に加え新知見など様々な症例報告や画像所見を通じより理解を深め、疾患に対し治療する計画性や

考え方を多目的に伸ばし汎用能力の習得を目指す。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

定期試験90%，学習意欲10% 

＜教科書＞ 

全国柔道整復学校協会 監修(2013年12月10日) 「柔道整復学・理論編」  南江堂 

全国柔道整復学校協会 監修(2013年12月10日) 

「柔道整復学・実技編」南江堂 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション 授業ガイダンス 

2 肩部及び上腕部の軟部組織損傷(1) 腱板断裂 

3 肩部及び上腕部の軟部組織損傷(2) 上腕二頭筋長頭腱損傷、ベネット損傷 

4 肩部及び上腕部の軟部組織損傷(3) SAP損傷、インピンジメント症候群 

5 肩部及び上腕部の軟部組織損傷(4) 野球肩、oose shouder 

6 肩部及び上腕部の軟部組織損傷(5) 肩甲上神経絞扼、五十肩、石灰性腱炎、変形性肩関節症 

7 肘部及び前腕部の軟部組織損傷(1) 肘側副靭帯損傷、野球肘 

8 肘部及び前腕部の軟部組織損傷(2) テニス肘、前腕コンパートメント、肘関節後外側不安定症 

9 肘部及び前腕部の軟部組織損傷(3) 正中神経障害、橈骨神経障害 

10 肘部及び前腕部の軟部組織損傷(4) 尺骨神経障害、パンナー病、変形性肘関節症 

11 手関節及び手指部の軟部組織損傷(1) TFCC損傷、指側副靭帯損傷、ロッキングフィンガー 

12 手関節及び手指部の軟部組織損傷(2) 
手根管症候群、ギヨン管症候群、キーンベック病、マーデルング、デュプイトラ
ン拘縮 

13 手関節及び手指部の軟部組織損傷(3) ドケルバン病、ばね指 

14 手関節及び手指部の軟部組織損傷(4) ヘバーデン結節、ボタン穴変形、スワンネック変形 

15 まとめ 総合復習、総合討議 
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科目コード 36203 区 分 カリキュラムにより異なります 

授業 

科目名 労働衛生学 担当者名 小河 孝則 

配当年次 3 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

労働衛生学は働いている人々を対象に健康を保持する学問である。我々の豊かな生活は労働によって支えられており、人生の大部分は

労働に従事する期間である。この労働生活で多くの疾病を惹起したり、健康に悪影響を与えてきた。悪影響をいかに防ぐかを考察する。 

＜授業の到達目標＞ 

本授業では、第１種衛生管理者資格免許との関連から、労働衛生の概論として働く人々の安全と健康を守り、快適職場形成のための理

論と方法について学ぶ。労働衛生の実際活動のうち作業環境管理、作業管理、健康管理、労働衛生教育、健康保持管理や増進活動を中

心に学び、更に職業性疾患の成因と対策を知り予防に結びつける。 

＜授業の方法＞ 

本授業では、働く人々を取り巻く環境諸要因とその健康影響、有害影響の理解と予防対策の基本的な考え方について学ぶ。労働衛生学

の歴史と今後の展開、職業病、作業関連疾病、作業環境評価、健康影響評価の手法や、快適職場の形成を研究し、医学的観点から広い

視野から労働衛生について考える。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

労働安全衛生に関する情報を新聞やインターネットなどで予習・復習すること。また、与えられた課題に対し、レポート作成に取り

組む（1時間30分程度）。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

科学的根拠や思考を持ち、体育・スポーツ現場の諸問題に対応できる能力を身に付けることを目的とする。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

授業態度・学習意欲 20％、技能と毎時の学習記録 20％、定期試験 60％ 

＜教科書＞ 

 新衛生管理 上 第一種用   

＜参考書＞  

必要に応じて資料を配布する 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 労働衛生の目標・労働衛生の現状 労働衛生の現状と歴史を礎に労働衛生の目標を学ぶ 

2 衛生管理体制 労働衛生の5管理から労働安全衛生管理体制の位置づけを学ぶ 

3 作業環境要素1 労働衛生での一般作業環境要素について学ぶ 

4 作業環境要素2 労働衛生での有害作業環境要素について学ぶ 

5 職業性疾病 職業病、業務上疾病および作業関連疾患について学ぶ 

6 作業環境管理1 作業環境測定の在り方、方法の概論について学ぶ 

7 作業環境管理2 管理濃度、評価値および管理区分について学ぶ 

8 快適な職場環境の形成 快適な職場づくりの考え方やその進め方について学ぶ 

9 作業管理 作業管理の目的・作業方法の改善について学ぶ 

10 健康管理1 健康管理の目的・一般健康診断について学ぶ 

11 健康管理2 特殊健康診断や健康診断実施後措置について学ぶ 

12 健康管理3 健康管理手帳や健康の保持増進対策について学ぶ 

13 労働衛生教育・労働衛生管理統計 労働衛生教育と労働管理統計の作成および活用方法について学ぶ 

14 救急処置 心肺蘇生法・緊急事態の救急処置 

15 まとめ ILO,WHOの「労働衛生の定義」を中心に労働衛生とは何かをまとめる 
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科目コード 0 区 分 コア 

授業 

科目名 金融論 担当者名 歌代 哲也 

配当年次 3 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

本科目では、金融を初歩的な概念から学び，知識を積重ねていくことによって経済社会における金融の役割についての理解を深めるこ

とを目的とする。貨幣の役割・機能や企業金融、消費者金融、金融機関、金融制度、決済システム等金融に関連する一連の知識を得た

上で、金融市場や中央銀行の機能、さらには金融政策について学び、現代社会における金融のあるべき姿を学生自身が思考できること

を目指す。 

＜授業の到達目標＞ 

金融論とは、お金の流れに関わる経済現象を学ぶ学問である。金融と何か、貨幣とは何か、金融機関の機能は何か、金融市場はどのよ

うに動いているのか、中央銀行の金融政策などについて金融全体のシステムを理解し身につけることを目標とする。 

＜授業の方法＞ 

指定した教科書に基づき、授業はパワーポイントと板書を使用した講義形式で行う。一方的な授業とならないように、適宜、質疑を交

えながら受講者からの発言を求めていく。事例研究等については、グループディスカッションを行い発表の機会をもつ。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

講義に臨む前に、必ずテキストの該当箇所を事前に予習をしておく。授業中に質疑の時間を設けるので、予習時に不明な箇所は授業

時に質問をすること。講義終了後に内容確認の復讐を必ず行う。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

本科目は、経営学学位授与に必要とされる社会現象を理解し、新たな戦略提案できる能力を育成する。金融にかかわる諸理論、知識や

情報をもとに論理的・数量的に分析する力、戦略的に問題解決に向けた意思決定をする力を身に付けることを目的としている。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

受講姿勢（講義ノートの提出）25%、学習意欲（課題・レポート等の提出物）25%、毎週の課題・小レポート等の提出物25%、期末レポ

ート（別途指示する）25% 

＜教科書＞ 

家森 信善 金融論(第2版) (【ベーシックプラス】）  中央経済社 ISBN-13 : 978-4502290510 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 
金融論の全体像金融論で何を学ぶのか（身近な問題とし
て） 

資金の流れから見た日本の金融システムの変化と株価に映し出された日本経済の
変動 

2 貨幣の役割貨幣と物価の関係について 貨幣の定義と実際に使われている貨幣の種類 

3 貨幣の役割２ 貨幣の流通要因、MMTについて 

4 金利とは何か金利の重要な概念 利率の決定要因と金利の期間構造、利率と債券価格の関係 

5 金融政策金融政策のためのマクロ経済学 金融政策を理解するための基本と金融政策の枠組み 

6 日本銀行（中央銀行）の役割金融政策の実施主体 金融政策の課題と日本銀行の現在の金融政策 

7 金融政策の手段マクロ金融政策の政策手段 ゼロ金利政策、量的緩和政策、買入債権の多様化、量的・質的緩和政策 

8 金融システム金融仲介機関の役割 金融の中核を占める銀行と日本の銀行の課題 

9 銀行以外の金融機関銀行と類似した金融機関 信用金庫やJA、保険会社、ノンバンク金融機関、公的金融機関と財政投融資 

10 間接金融型の金融商品 
家計の金融商品選択の現状（銀行預金、郵便局の貯金商品、生命保険、損害保険
他） 

11 直接金融型の金融商品 公社債、株式、投資信託、金融派生商品、商品先物取引 

12 金融市場に関する規制金融市場の規制の必要性 自由化、国際化、技術発展と金融市場 

13 金融リテラシーと金融教育１ 投資と貯蓄、資産形成をする意味 

14 金融リテラシーと金融教育２ パーソナルファイナンスと金融サービス 

15 ファイナンスの基礎コーポレートファイナンスの理論 
資産価格の決定理論、コーポレートガバナンスと企業買収、社会的な課題を解決
する金融 
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科目コード 25205 区 分 専門基礎 

授業 

科目名 体育史 担当者名 和所 泰史 

配当年次 0 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

人類は誕生して以来、どのような身体運動、体育、スポーツを行ってきたのか、また、それはどのような時代、社会の中で展開されて

きたのか。本講義では、人間と体育・スポーツの歩みを、時代と地域、社会的特性を考慮した通史（原子、古代、中世、近代、現代）

を基に、日本と欧米を中心とした諸外国の体育の発展の歴史や、オリンピックといった国際スポーツ大会に関する歴史的内容を取り上

げ、21世紀の体育、スポーツのあるべき方向を模索する。 

＜授業の到達目標＞ 

体育、スポーツの発生の契機、社会におけるその定着の歴史的な過程、展開を長い時間軸の中でとらえ、今日の体育、スポーツのあり

方を発展的に理解する。また、体育学、スポーツ学を専門的に学ぶための基礎的知識を身につけるとともに、体育、スポーツを根底的

に思考することのできる能力の育成を目指す。 

＜授業の方法＞ 

講義形式によって授業を進める。また、必要に応じて、ビデオ映像、絵画、写真などの視聴覚教材も積極的に取り入れて、多角的な考

察を行う。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

授業で配布するプリントを参照に、授業内容の復習を2時間程度、毎回行うこと。また、次回の授業内容に関する情報を参考書や図書

館の本、インターネットなどから収集し、2時間程度の予習を行うこと。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

体育学科のディプロマポリシー③幅広く深い教養を身に付け、体育・スポーツ人としての立場を歴史・社会・自然と関連付けて理解す

る能力を身に付けることができる。また、スポーツ教育に関わる指導者に求められる公共的使命感や倫理感を育むための基礎科目であ

り、体育史に関する教養を深める機会を提供する。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

受講態度・学習意欲40％、定期試験60％。講義内での出席レポート内容は次回に明示して加点内容を紹介する。 

＜教科書＞ 

特に指定しない    

＜参考書＞  

木村吉次編著（2015年） 

体育・スポーツ史概論市村出版 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 ガイダンス 授業内容と予定、評価方法について 

2 人類の進化とスポーツ 人類の誕生・進化と身体の変化 

3 古代のスポーツ① ギリシアの体育・スポーツとオリンピア競技祭 

4 古代のスポーツ② ローマの体育・スポーツと中国古代のスポーツ 

5 中世のスポーツ 西洋と日本の中世の体育・スポーツ 

6 近世および近代の体育思想 ルネサンス期と啓蒙時代の中での教育・体育観 

7 近代スポーツの発達 近代スポーツの誕生と普及 

8 近代オリンピックの創始 クーベルタンのオリンピズム 

9 日本の近代学校体育の成立 明治期における学校体育の発足 

10 近代体育・スポーツの展開 戦争とスポーツ 

11 欧米近代スポーツの日本への移入 軍事的近代化とスポーツの移入 

12 大正期、昭和初期の日本の学校体育 自由主義教育下と軍事教育下での取り組み 

13 現在体育・スポーツの動向① 戦後日本の体育・スポーツの転換 

14 現在体育・スポーツの動向② 戦後スポーツのグローバリゼーション 

15 まとめ 体育・スポーツ史を総括して 
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科目コード 21320 区 分 コア科目 

授業 

科目名 教育課程論(中等) 担当者名 木下 祥一 

配当年次 3 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

教育の中身・内容を組織排列したものを教育課程と呼ぶ。教育課程はカリキュラムの訳として広く認知されているが、厳密には教育課

程とカリキュラムは若干異なる概念であり、明確な法的根拠を有する教育制度・行政の用語である。本授業では教育課程の意義、編成

の方法等を中心に取り扱う。また、学校段階としては中等教育を中心に論を進めていくが、初等教育と中等教育の学校間接続（アーテ

ィキュレーション）の重要性が高まっていることから、初等教育の教育課程との差異についても触れる。 

＜授業の到達目標＞ 

以下の点を到達目標として設定する。１、中等教育における教育課程の意義について理解できるようになる。２、初等教育と中等教育

の教育課程の差異について理解し、説明できるようになる。３、学習指導要領と教育課程の編成、教科書検定制度との関係について理

解し、説明できるようになる。４、学習指導要領の変遷と、いわゆる新学習指導要領の改訂のポイントを理解し、説明できるようにな

る。 

＜授業の方法＞ 

講義は学校実践に触れながら、その背景にある教育課程に関する理論、原理を明らかにしていく。また、教員として各学校において教

育課程を編成できることができるよう、「教育課程の編成の在り方」「学習指導要領を参酌しどう実践するか」等、学生間で意見交換

を行う。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

①講義で触れた教育課程に関する理論や原理、②学生間で行った意見交換の内容、の2点について、各回2時間程度の復習を行うこと

が望ましい。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

ディプロマポリシー8、「修得した知識・技術・態度等の全てを総合的に活用し、自らが立案した新たな課題に主体的、創造的に取り

組み、その課題を解決できる能力を身に付けている」に関連する。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

毎回実施するミニレポート40％、期末レポート 60% ※ミニレポートの内容について、疑問点やさらに深い議論につながると思われる

事項について記述が散見されれば、次回授業の冒頭で触れる。 

＜教科書＞ 

文部科学省 『中学校学習指導要領（平成29年告示）解説 総則編』  東山出版 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 ガイダンス、学校教育の目的と教育課程 
授業の進め方と諸注意、学習指導要領の法的位置、学習指導要領と教育課程の関
係。 

2 教育課程の類型 
ホプキンスによる「教育課程の基本類型」と教科の関係、「領域」・「統合」・「総
合化」。 

3 新学習指導要領と教育課程①（社会に開かれた教育課程） 新学習指導要領が目指す「社会に開かれた教育課程」とは何かを読み解く。 

4 
新学習指導要領と教育課程②（カリキュラムマネジメン
ト） 

改訂に伴い学校や教師に求められる「カリキュラムマネジメント」とは何かを読み
解く。 

5 新学習指導要領と教育課程③（特別な配慮） 
新学習指導要領で増設された「特別な配慮」とは誰に対するどのような配慮かを読
み解く。 

6 
新学習指導要領と教育課程④（主体的、対話的で、深い
学び） 

新学習指導要領で目指すものを「どのように学ぶか」と言う点を読み解く。 

7 新学習指導要領と教育課程⑤（教科横断的な学習） 「キャリア教育」等、どのようにして教科横断的な学びを創造するか考える。 

8 学習指導要領の歴史的変遷 学習指導要領改訂の歴史や学力観を中心に、今日までの系譜について学ぶ。 

9 学習指導要領と教科書・副教材 関連法規を確認しつつ、学習指導要領と教科書・副教材の関係について学ぶ。 

10 学習指導要領と教師の専門性 
教育制度原理としての「教師の教育の自由」、特に教材選択の自由、評価の自由等
と学習指導要領との関係について考える。 

11 教育課程の連続性と接続関係 
初等教育と中等教育、前期中等教育と後期中等教育など、縦の接続関係において
学習指導要領を検討する。 

12 道徳教育の指導 道徳教育の目的等を確認しつつ、どのような実践を行うか検討する。 

13 特別活動、総合的な学習の時間の指導 
特別活動、総合的な学習の時間の目的等を確認しつつ、どのような実践を行うか
検討する。 

14 アメリカのカリキュラム改革 
NCLB法等に触れながら、アメリカのカリキュラム改革について日本と比較しなが
ら検討する 

15 ヨーロッパのカリキュラム改革 ヨーロッパのカリキュラム改革について日本と比較しながら検討する。 
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科目コード 34310 区 分 コア科目 

授業 

科目名 子どもの食と栄養 担当者名 趙 秋華 

配当年次 3 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 演習 卒業要件 

選択／保育

士国家資格

取得のため

の必修 

＜授業の概要＞ 

幼少期からの食生活習慣の形成は、その後に続く成人期、高齢期の生活と健康に重要な意味を持ち、食は心身の健康や社会生活にも大

きな影響を及ぼす。本授業では、現代の子どもの食生活の現状や課題について理解し、望ましい食生活、食の支援のあり方や食育の重

要性を考え、子どもの成長段階に対応した食生活の支援について学ぶ。 

＜授業の到達目標＞ 

栄養に関する基礎知識を学ぶとともに、幼児期の発達段階を理解し、各段階における栄養・食生活の役割を保育の立場からの関わり合

い方を身に付ける。また、生活習慣病や食物アレルギーなど食に関する問題への対応を習得し、個々の発達段階にあった食品の選択や

調理法、食事の与え方など判断できる能力を養う。 

＜授業の方法＞ 

パワーポイントを使用した講義形式とし、口頭で詳細を説明する。必要に応じて資料を配布し、授業内容に関するテーマでグループワ

ークを行い自身の考えを深める。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

授業内で配布した資料は必ず目を通し、理解を深めるようにする。不明な点については、参考書やインターネットを利用して調べる

ようにする。授業時間外での質問を受け付ける。（2時間程度） 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

この科目はこども発達学科のディプロマポリシー3（子どもを取り巻く環境、様々な問題や文化状況に対して、子ども学の知見と教養

に基づく知識と、理解する能力を身に付けている。）およびディプロマポリシー7（主体的に自己の学習を振り返り、セルフマネシ?メ

ント能力と生涯学習力を身に付けている。）と関連づけられている。子どもの成長段階に対応した食生活の支援について理解する。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

授業内評価（課題・小テスト）50%、最終レポート50％ 

＜教科書＞ 

なし    

＜参考書＞  

堤ちはる、藤澤由美子（2019） 

新基本保育シリーズ12子どもの食と栄養中央法規小川雄二、白石泰夫（2020年3月20日）子どもの食と栄養演習書第3版医歯薬出版株式

会社青木美恵子（2020年3月25日）子どもの食と栄養「生きる力」を育むために講談社 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 子どもの健康と食生活の意義 子どもの食生活の現状と課題 

2 栄養の基本 栄養の基本、子どもの栄養の特徴 

3 栄養素の種類とはたらき 栄養素の種類とはたらき 

4 日本人の食生活の目標 日本人の食生活、自身の食生活の課題 

5 献立作成・調理の基本 1日分の献立、調理の基本 

6 乳児期の食生活 乳児期の栄養・食生活の特徴離乳食の進め方 

7 幼児期の心身の発達と食生活 幼児期の食の問題と気になる食行動 

8 学童期以降の心身の発達と食生活、生涯発達と食生活 学校給食の特徴と食を選択する力 

9 保育における食育の意義・目的と基本的考え方 子どもの食生活と問題点、食育基本法 

10 食文化 世界無形文化遺産と世界の食事 

11 食育の内容と計画および評価 保育の一環としての食育の展開 

12 家庭・地域・福祉施設における食育 地域や保護者への食育の支援 

13 特別な配慮を要する子どもの食と栄養 疾病と体調不良時の食事 

14 特別な配慮を要する子どもの食と栄養② 食物アレルギー・障がいのある子どもへの対応 

15 まとめ 授業内容全般における振り返り 
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科目コード 21325 区 分 専門基礎科目 

授業 

科目名 道徳教育の理論及び指導法(初等) 担当者名 伊住 継行 

配当年次 3 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

本授業では、小学校における道徳教育の内容や指導法について理解し、小学校の教員として確実に道徳教育の実践を行うために必要な

指導力を育成することをめざす。現在、児童の自制心や規範意識の希薄化、生活習慣の確立が不十分であることなど、児童に道徳性が

十分身についていないことが指摘されている。こうした点からも小学校における道徳教育は極めて重要であり、豊かな人間性を育成す

るための指導力の向上は不可欠のものであると考える。 

＜授業の到達目標＞ 

特別の教科道徳を要として学校の教育活動全体を通じて行う道徳教育の意義と目標を踏まえ、道徳教育や道徳科の授業の内容と方法に

ついて基礎的な知識を学ぶだけでなく、学習指導案の作成や模擬授業の実施等に取り組むことによって実践的指導力を培うことができ

るようになる。 

＜授業の方法＞ 

課題や資料配布はGoogleクラスルームで行う。また，適宜，Googleドキュメントやスプレッドシートを活用し，意見交流を行う，その

つもりでノートパソコンなどのデバイスを準備する。授業では，道徳教育の概要や道徳科の指導方法について理解したことをレポート

にまとめたり、グループワークで考えを伝え合ったりしながら理解を深める。また、実践的指導力の向上を図るために道徳科の学習指

導案を作成する。さらに、道徳科の模擬授業を行い、授業づくりのポイントについて議論する。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

・事前：講義内容の概要を自分なりに把握する努力を行うと同時に、疑問点等を探っておく。（１時間程度）・事後：その日の授業内

容を振り返り、理解しにくかった点等については次の時間に質問を行う準備をしておく。（１時間程度）授業で学んだことを基に道徳

科の学習指導案を作成する。（１～２時間程度） 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

この科目は教育経営学科のディプロマポリシー６（高い倫理観と規範意識、自己コントロール力、教師としての職責を果たそうとする

真摯な姿勢を身に付けている。）とディプロマポリシー７（子どもの未来に対する強い使命感と責任感を持ち、教師としての成長をめ

ざした生涯学習力を身に付けている。）と関連付けられている。道徳教育や特別の教科道徳のねらいや特質を踏まえた指導法について

学ぶことを通して、上記のディプロマポリシーに示されている資質・能力を養うことをめざす。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

受講態度・レポート 30％、指導案・模擬授業等 30％、試験 40％ 

＜教科書＞ 

文部科学省 (2018/2/28) 小学校学習指導要領解説 総則編（平成29年7月）  東洋館出版社 

文部科学省 (2018/3/1) 

小学校学習指導要領解説 特別の教科道徳編（ 平成29年7月）廣済堂あかつき 

＜参考書＞  

特に指定なし 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 学校における道徳教育 学校における道徳教育の意義 

2 道徳教育の歴史 戦前・戦後における道徳教育の変遷と課題 

3 道徳教育の目標 教育活動全体を通じて行う道徳教育の目標と特別の教科道徳の目標 

4 道徳教育の内容 道徳教育の指導内容と発達に即した内容の系統 

5 道徳教育の指導計画(1) 
道徳教育の全体計画の意義と内容，全教育活動における道徳教育の活動の具体的
な指導例及び家庭・地域との連携の内容と活動の具体例 

6 道徳教育の指導計画(2) 特別の教科道徳の年間指導計画の意義と内容 

7 道徳の授業の実際 道徳の授業の視聴と授業分析 

8 道徳の授業の組み立て方（1） 道徳の授業の構想、実態に基づく資料分析とねらいの設定 

9 道徳の授業の組み立て方（2） 道徳の授業の指導過程と発問の組み立て方 

10 学習指導案の作成（1） 道徳科の学習指導案の作成 

11 模擬授業(１) 
デジタル教科書を用いた模擬授業の実施と道徳科の特質を踏まえた授業展開につ
いての議論 

12 道徳の授業の組み立て方（３） 教材分析及び道徳の授業の指導過程と発問の組み立て方 

13 学習指導案の作成（２） 道徳科の学習指導案の作成 

14 模擬授業(２) 模擬授業の実施と道徳科の特質を踏まえた授業展開についての議論 

15 児童理解に基づく道徳教育・道徳科の評価 道徳教育・道徳科における評価の方法と内容 
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科目コード 27304 区 分 基礎専門科目 

授業 

科目名 柔道整復解剖生理演習Ⅲ 担当者名 古山 喜一 

配当年次 3 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 演習 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

解剖学、生理学では人体の正常構造として骨格系、筋系、消化器系、呼吸器系、泌尿器系、生殖器系、内分泌系、感覚器系、神経系、

脈管系の各器官について系統的に学習し、これらの器官系が立体的に配置することによって人体が形成されていることを理解し、各器

官内あるいは各器官系がどのように連鎖して働くことにより、生命徴候が営まれているのかを修得した。本演習ではこれらの解剖学、

生理学分野の中でも、特に柔道整復師業務に重要である体幹の骨格系、筋系、神経系、脈管系について特化して修得する。 

＜授業の到達目標＞ 

柔道整復解剖生理演習Ⅲでは体幹の骨格系、筋、神経系、脈管系および関節などのいわゆる運動器について、臨床現場で遭遇する種々

の外傷および合併症などを適切に評価することができるように、特特に運動器の構造と機能について説明ができるようになる。 

＜授業の方法＞ 

教科書及び配布資料による講義及びグループ学習を用い討論形式で進める。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

特に復習が重要である。講義で書き留めたノートを帰宅後まとめる作業が重要である。プリントに記された実習内容に関する項目に

ついて、解剖学や生理学及び運動学で習った事を復習する。授業内容（小テスト・講義・討論）をふりかえり、「何を学んだか、何を

学べなかったのか」についてレポート（A4-1枚程度）を作成し、期日までにデータで担当教員にDropboxを用い送信する。（1時間程度） 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

この科目はDP4に関連づけられている。「柔道整復及び健康科学、スポーツ医科学分野に必要な知識と技能を理解しており、日々、進

歩するあらゆる分野の知識を習得するための力」を育成する為に柔道整復術の基礎をなすために修得が特に必要な体幹の筋骨格系、神

経、血管系について系統的に理解を深め基礎を定着させる機会を与える。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

【対面授業】①定期試験50％（定期試験で60％以上の評価者）②レポート50％（事前課題等含む）【Web授業】①課題提出90％  ②

意見交換10％ 

＜教科書＞ 

全国柔道整復学校協会監修 解剖学  医歯薬出版 

全国柔道整復学校協会監修 

生理学南江堂 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 体幹を構成する骨格 体幹を構成する骨格の構造と形態 

2 脊柱1 頸椎の特徴および代表的な作り 

3 脊柱2 胸椎の特徴および代表的な作り 

4 脊柱3 腰椎の特徴および代表的な作り 

5 体幹腹側の筋1 腹横筋・内腹斜筋・外腹斜筋・腹直筋1 

6 体幹腹側の筋2 腹横筋・内腹斜筋・外腹斜筋・腹直筋2 

7 体幹背側の筋1 浅背筋 

8 体幹背側の筋2 深背筋 

9 心血管系1 心臓の構造と役割 

10 心血管系2 大動脈、大動脈弓から出る血管 

11 心血管系3 胸動脈から出る血管（臓側枝・壁側枝） 

12 心血管系4 腹大動脈から出る血管（臓側枝・壁側枝） 

13 体幹を走行する神経系１ 胸神経の走行 

14 体幹を走行する神経系2 腰神経の走行 

15 まとめ 総括 
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科目コード 0 区 分 コア科目 

授業 

科目名 整形外科学Ⅰ 担当者名 石原 和泰 

配当年次 3 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

本講義は、整形外科学総論にあたる部分である.すなわち、整形外科の意義と歴史、運動器の基礎知識、整形外科診察法、整形外科検

査法、整形外科的治療法、骨・関節損傷総論、スポーツ整形外科総論、リハビリテーション総論と柔道整復学との関連性について学習

する。 

＜授業の到達目標＞ 

健康の保持・増進、競技力向上を科学的に考える上で不可欠な医科学的な分野（特に整形外科的分野）についての知識を身に付ける。

そして医師をはじめとするメディカル・コメディカルスタッフ、コーチ、トレーナーと共通の認識、共通の言語をもって話しが出来る

ことを目標とする。 

＜授業の方法＞ 

概ねスライドを使って講義を行う。授業理解度の確認としてミニッツペーパーを有効的に用い、学生、教員間で理解度を共有し学習内

容の確実な定着に繋げる。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

講義のレジュメは各回の講義の最初に配布する。講義中はきちんとノートを取り、復習に力点(2時間）をおくこと。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

本授業は、本学の一般教養ディプロマポリシーのDP6（感性豊かな人間性と高い医業倫理を備え、柔道整復学を中心として、健康科学、

体育学、スポーツ医科学の学際的領域で他者と協調できるスキルを身に付けている。）及びDP7（日進月歩する医学に対し、医療人と

して学び続ける生涯学習力を身に付けている。）に対応している。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

定期試験 90％、出席態度 10％ 

＜教科書＞ 

全国柔道整復学校協会 監修 「整形外科学」  南江堂 

＜参考書＞  

松野 丈夫 監修 

「標準整形外科学」第13版医学書院 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 整形外科とは 整形外科の意義と内容、整形外科の歴史 

2 運動器の基礎知識（1） 骨の基礎知識、関節の基礎知識、筋・靭帯・腱の基礎知識 

3 運動器の基礎知識（2） 運動器の科学 

4 整形外科診察法（1） 姿勢、体幹と四肢のバランス、上・下肢長、周径、跛行 

5 整形外科診察法（2） 関節拘縮と強直、徒手筋力テスト、知覚の診断、反射 

6 整形外科検査法 画像検査、関節鏡検査、超音波検査、骨密度測定、電気生理学検査 

7 整形外科的治療法 保存療法、観血的治療 

8 骨・関節損傷総論 骨折総論、関節の損傷 

9 スポーツ整形外科総論 位置付け、代表的スポーツ種目と特徴的な怪我、学校での重症外傷 

10 リハビリテーション総論 変形（拘縮）、術後、上肢、スポーツとリハビリテーション 

11 疾患別各論（1） 感染性疾患、骨および軟部腫瘍、非感染性軟部・骨関節疾患 

12 疾患別各論（2） 全身性の骨・軟部疾患、骨端症 

13 疾患別各論（3） 四肢循環障害 

14 疾患別各論（4） 神経・筋疾患 

15 まとめ 総括 
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科目コード 35210 区 分 コア 

授業 

科目名 スポーツ装具論 担当者名 早田 剛 

配当年次 3 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

 装具とは，四肢体幹の機能障害の軽減を目的として使用する補助器具のことである．その装具療法は，古くから保存療法の有力な手

段として用いられている．柔道整復師においても，現場で多くの種類の装具を用いており，患者に対して正しく指導をしていく必要が

ある．そのことを踏まえて，必要な医学の基礎知識を確認しながら，概念・適応・構成要素・製作について，総合的に学習する．また，

スポーツに用いることができる装具には制限があるため，その点も考慮しながら学習していく． 

＜授業の到達目標＞ 

装具だけでなく、スポーツにおける装具の構造や機能についての知識を習得し、治療現場やスポーツ現場において、的確な装具を選択

できる能力を得ることを目標としている。 

＜授業の方法＞ 

教科書を基に，必要に応じて資料を配布し，講義を進めていく．また，時に課題や発表を用いながら理解を深めていく． 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

次回テーマについて参考図書・参考資料を参照し、事前学習を行う（約1時間）。授業では、実際に装具に触れながら、テーマの理解

を深め、レポートにまとめる（約1時間） 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

この科目は、健康科学科DP3「幅広く深い教養を身に付け、体育・スポーツ人としての立場を歴史・社会・自然と関連付けて理解する

能力を身に付けている。」と関連付けられています。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

学習意欲 30%、小テスト等 30%、定期試験 40% 

＜教科書＞ 

＜参考書＞  

日本義肢装具学会 (監修), 飛松 好子 (編集), 高嶋 孝倫 (編集) 

装具学 第4版医歯薬出版株式会社; 第4版 (2013/3/1) 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 スポーツ装具の目標と内容 スポーツ装具学の趣旨と目標・内容について 

2 総論 スポーツ装具・装具療法と基本構造 

3 靴型装具 靴型装具の構造と機能 

4 足底装具 足底装具の構造と機能 

5 下肢装具（総論） 下肢の構造に対する分類と構成要素 

6 短・長下肢装具 短・長下肢装具の構造と機能 

7 膝装具 膝装具の構造と機能 

8 股装具 股装具の構造と機能 

9 体幹装具（総論） 体幹装具の構造と機能 

10 頸椎装具 頸椎装具の構造と機能 

11 胸腰仙椎装具 胸腰仙椎装具の構造と機能 

12 上肢装具（総論） 上肢の構造に対する分類と構成要素 

13 手関節装具 手関節装具の構造と機能 

14 肘関節装具 肘関節装具の構造と機能 

15 まとめ スポーツ装具のまとめと今後の展望 
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科目コード 0 区 分 コア 

授業 

科目名 財務諸表分析 担当者名 手嶋 竜二 

配当年次 3 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

本科目では、財務諸表を用いて、企業の経営状況を理解する方法を修得することをねらいとする。損益計算書、貸借対照表、キャッシ

ュフロー計算書の分析手法を習得することによって、作成者の側の視点だけではなく、利用者の視点に立ちながら、分析結果の読解と

総合評価の手法について理解を深める。 

＜授業の到達目標＞ 

①財務諸表分析に関わる専門用語を理解すること。|②財務諸表分析の計算技術を習得し、その意味を理解できること。|③会社四季報

などに記載されている分析数値を理解できること。 

＜授業の方法＞ 

①教科書に従い、主に講義形式（問題演習の性質をもつ）で行う。|②分析に伴い集計作業などの計算を行うので、各自電卓（関数電

卓不可）および定規を持参すること。|③日商簿記3級取得レベルの知識を前提として、授業を進める。|④第1回に参加することは必須

で、第1回で簿記の基礎を問うテストを行った結果により履修することができる。（他の授業への参加・公欠などのやむを得ない事情

がある場合には、事前に担当教員へ連絡すること） 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

①専門用語の理解と技術定着をはかるため、予習・復習を重視する。|②授業範囲の問題を必ず次回までに再度解いておくこと。|③

本科目に関して、週に予習（テキストを読み、例題を解く、練習問題を行う）3時間、復習（問題演習）1時間を費やす必要がある。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

現実の課題に対し、経営活動での知識や情報をもとに論理的・数量的に分析する力、戦略的に問題解決に向けた意思決定をする力を身

に付ける。そのために、本科目では、まず経営活動を貨幣数量的に捉える方法、原理、原則を学ぶ。つぎに、貸借対照表や損益計算書

といった財務諸表の作成プロセスを学ぶ。そして、そのプロセスを理解することにより経営活動を数量的に分析する、あるいは戦略的

に問題解決に向けた意思決定する能力を身に付けることができる。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

①受講態度・学習意欲・授業への参加度30％|②小テスト70％（締切後，すぐに解答を発表）| 

＜教科書＞ 

大手町のランダムウォーカー（2020.03.28） 「会計クイズを解くだけで財務3表がわかる 世界一楽しい決算書の読み方」  KADOKAWA 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 ガイダンス 授業の進め方、成績評価方法、授業方針、財務諸表分析とは 

2 貸借対照表① 貸借対照表の仕組み、資産の概念 

3 貸借対照表② 負債の概念、純資産の概念 

4 損益計算書① 損益計算書の仕組み、損益計算のルール、売上総利益 

5 損益計算書② 営業利益、経常利益、税引前当期純利益、当期純利益 

6 キャッシュ・フロー計算書 
キャッシュの範囲、貸借対照表、損益計算書との関係、営業活動・投資活動・財
務活動によるキャッシュ・フロー 

7 財務諸表分析① 財務諸表分析の関係者と対象情報、財務諸表分析の基本体系、会社の比較 

8 財務諸表分析② 百分比、成長性、伸び率 

9 財務諸表分析③ 流動性、正味運転資本、当座比率、自己資本比率 

10 財務諸表分析④ キャッシュ・フロー情報の利用、基本的な見方、フリー・キャッシュ・フロー 

11 財務諸表分析⑤ 収益性の分析、資本利益率、総資本経常利益率、自己資本利益率 

12 財務諸表分析⑥ 1株当たり分析、1株当たり当期純利益、株価収益率、1株当たり純資産 

13 財務諸表分析⑦ 1人当たり分析、労働効率 

14 総合問題 演習と解説 

15 まとめ 復習，アンケート 
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科目コード 62008 区 分 コア科目 

授業 

科目名 健康管理とスポーツ医学 担当者名 河合 洋二郎 

配当年次 0 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

アスリートにみられる内臓器官などの疾患では、疾患の病態、症状、対応策、処置、予防措置について理解させること。感染症に対す

る対応策では、スポーツ現場および海外遠征時に注意すべき感染症の種別、病態、症状、対応策、処置、予防策について理解させるこ

と。 

＜授業の到達目標＞ 

アスリートにみられる病的現象では、病的現象（オーバートレーニング症候群、突然死、過換気症候群など）の病態、症状、原因など

を理解させるとともに、それらに対する対抗策、処置、予防措置について学ぶことをねらいとする。この他、スポーツ選手にみられる

摂食障害、減量障害、飲酒、喫煙などの問題点について学ぶことをねらいとする。特殊環境のスポーツ医学では、高所、低圧、高圧、

暑熱環境などでの運動時における生体反応、順応、そしてそれらの環境下での障害について学ぶことをねらいとする。年齢・性別によ

る特徴では、女性、高齢者、発育 

＜授業の方法＞ 

教科書を基に、必要に応じて資料を配布して講義を進めていく。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習・復習の具体的な内容は授業時に随時通知する予定。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

本授業は、本学の一般教養ディプロマポリシーのDP3（幅広く深い教養を身に付け、体育・スポーツ人としての立場を歴史・社会・自

然と関連付けて理解する能力を身に付けている。）|及びDP6（感性豊かな人間性と高い医業倫理を備え、柔道整復学を中心として、健

康科学、体育学、スポーツ医科学の学際的領域で他者と協調できるスキルを身に付けている。）に対応している。 | 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

定期試験 80％、授業態度・提出物20％ 

＜教科書＞ 

 「公認アスレティックトレーナー専門科目テキスト④ 健康管理とスポーツ医学」  日本体育協会 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 アスリートにみられる内臓器官などの疾患（1） 
循環器系疾患（スポーツ心臓、不整脈、虚血性心疾患、Marfan症候群など呼吸器系
疾患（慢性肺疾患、運動誘発性喘息など） 

2 アスリートにみられる内臓器官などの疾患（2） 
消化器系疾患（運動時の腹痛、消化管出血、下痢、急性肝炎など）血液疾患（貧血
など）皮膚疾患（胼胝腫、摩擦水疱、白癬など） 

3 アスリートにみられる内臓器官などの疾患（3） 
腎・泌尿器疾患（運動性蛋白尿、ヘモグロビン尿、ミオグロビン尿など）代謝性疾
患（糖質代謝異常、脂質代謝異常、糖尿病、肥満など） 

4 感染症に対する対応策（1） 
呼吸器感染症（上気道感染症、インフルエンザ、伝染性単核球症、重症急性、呼吸
器症候群など）血液感染症（Ａ型肝炎、Ｂ型肝炎、Ｃ型肝炎、HIV免疫不全ウイル
スなど） 

5 感染症に対する対応策（2） 
皮膚感染症（細菌感染症、真菌感染症、ウイルス感染症など）ウイルス性結膜炎（咽
頭結膜炎など） 

6 感染症に対する対応策（3） 
海外遠征時に注意すべき感染症（SARS、マラリア、旅行者下痢症、デング熱など）
各競技別ルールにみられる感染症対策 

7 アスリートにみられる病的現象など（1）、小テスト オーバートレーニング症候群・突然死・過換気症候群、小テスト 

8 アスリートにみられる病的現象など（2） 摂食障害・減量障害・飲酒・喫煙の問題点 

9 特殊環境のスポーツ医学：年齢・性別による特徴（1） 
（生体の反応と順応、各環境でみられる障害とその処置、予防方法など）時差（時
差に対する反応と順応、時差に対する対策） 

10 特殊環境のスポーツ医学：年齢・性別による特徴（2） 海外遠征時の諸問題（健康管理、環境管理、その他） 

11 特殊環境のスポーツ医学：年齢・性別による特徴（3） 女性のスポーツ医学、高齢者のスポーツ医学、成長期のスポーツ医学 

12 内科的メディカルチェック（1） 
メディカルチェックの意義と必要性・対象別メディカルチェックの内容。メディ
カルチェックにおける検査項目 

13 内科的メディカルチェック（2） 
運動負荷試験の目的と方法・運動負荷試験の実際。運動負荷試験結果の判定基
準。 

14 ドーピングコントロール 
アンチドーピングの目的、ドーピングの定義、禁止される物質の種類。注意すべ
き市販薬、事前申告を必要とする薬物、ドーピング・コントロール・ステーショ
ン同伴時の留意事項。 

15 まとめ まとめ 
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科目コード 40201 区 分 コア科目 

授業 

科目名 バスケットボールⅡ(応用) 担当者名 森  億 

配当年次 2 配当学期 前期 単位数 1 授業方法 実技 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

平成26年12?に中央教育審議会から?部科学??に答申された「新しい時代にふさわしい??接続の 実現に向けた?等教育、?学教育、?学?

試選抜の?体改?について」の中で、「?校の学習指導要 領の?直し、主体的・協働的な学習・指導?法であるアクティブ・ラーニングへ

の?躍的充実をはか ること」「?学教育もアクティブ・ラーニングへと質的に転換すること」という?葉が明記された。 本授業はその

答申を受け、バスケットボール競技を題材に、アクティブ・ラーニングを踏まえた授業づくりの知識と?法を学びながら、教師に必要

な?としての「ファシリテーター?」の育成を図る事 を?的としたものである。 履修条件として、必ず下記を参照してください。この

授業はバスケット ボール競技のスキル向上を狙いとしたものではありません。将来教師やスポーツコーチを?指している学?を対象に、

授業?及びコーチング力向上を狙いとした授業です。 

＜授業の到達目標＞ 

①アクティブ・ラーニングの知識・スキルの習得②ファシリテーター?の知識・スキルの習得及び実 践③チームビルディングの知識・

スキルの習得 上記の知識やスキル習得を試みながら、教師やコーチとしての「授業（講座）作り」及び仲間との「会話?」の向上を?

標とする。 

＜授業の方法＞ 

講義及び実技を通し、アクティブ・ラーニングの?法を学びつつ、授業を展開させるファシリテーターに必要な知識とスキルを学ぶ。

また、?に付けたスキルを仲間との共同活動時にアウトプットさ せながら、定着状況を確認（??評価）していく。また終了後に、振り

返りを仲間と共にシェアーし ながら、??育成に繋げていく。また、情報や仲間の意?や考え?等をclassroom等を利?し、理解・共有で

きるようにする。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

授業で学んだ知識やスキルをパフォーマンスとして発揮できるように、準備（イメージ）させておくこと。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

総合的な学習経験と創造的思考?（DP:8:修得した知識・技術・態度等の全てを総合的に活?し、?らが立案した新たな課題に主体的、創

造的に取り組み、その課題を解決できる能?を?に付けている。）及び汎?性技能（DP4:現代社会において果たす体育・スポーツの役割

を理解し、様々な?場の人々と良好な関係を築きながら職務を遂?できるコミュニケーション能?を?に付けている）を習得する科?であ

る。この授業は、実技向上だけでなく、指導技術の一つであるファシリテーターの知識やスキルを高める事を狙いとしながら、本学の

ディプロマ・ 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

出席及び状況（態度）４０％ 演習状況（態度・知識・スキル等）及び活動レポート（指導案含む）６０％ 

＜教科書＞ 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 第1回授業ガイダンス 授業内容説明（基本：指導及びコーチングについて） 

2 講話・ワークショップ① 授業づくり（単元計画・指導案等）・グループ分け（４） 

3 バスケットボール体験 バスケットボールをやってみよう 

4 教材研究① バスケスキル研究① 

5 教材研究② バスケスキル研究② 

6 ワークショップ② 授業計画・指導案作成 

7 ワークショップ③ デモ授業①及び授業研究・指導案検討 

8 模擬授業① 模擬授業①実施及び観察・研究 

9 ワークショップ④ 模擬授業①振り返り及び模擬授業②の準備 

10 ワークショップ⑤ デモ授業②及び授業研究・指導案検討 

11 模擬授業② 模擬授業②実施及び観察・研究 

12 ワークショップ⑥ 模擬授業②振り返り及び模擬授業②の準備 

13 ワークショップ⑦ デモ授業③及び授業研究・指導案検討 

14 模擬授業③ 模擬授業③実施及び観察・研究 

15 総括 総括（振り返りシート及び指導案提出） 
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科目コード 39302 区 分 コア科目 

授業 

科目名 武道で考える日本の伝統文化 担当者名 飯出 一秀 

配当年次 3 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

日本古来の伝統文化、武道(空手道）を通して、そこに存在する日本人の精神世界を学ぶことを目的とする。世界的に広がった「ＫＡ

ＲＡＴＥ」を題材にし、それらの歴史を武道の歴史として総合的に学び、さらに実践も行う。その実践（武道の体験）から、「道」に

込められた日本人の自己を鍛える価値観を考察し、武道の本質と言われる「心・技・体」の錬成が人間形成に及ぼす影響を武道の実践

を通して体験的に学ぶ。 

＜授業の到達目標＞ 

日本の伝統文化である武道とは何か、空手道とは何かが説明できるようになり、その中に存在する日本人特有の精神性（価値観、人生

観、世界観）を発見することによって、国際理解を深める。またその実践を通して、「心・技・体」の錬成を自分自身で行い、国際社

会で活躍できる資質を養うことを目的とする。 

＜授業の方法＞ 

主に実技（空手道）を中心に展開するが、講義も実施する。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

武道についての文献を読んでおく(30分程度）。授業を受けたその日のうちの30分以上復習すること。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

日本古来の伝統文化、武道(空手道）を通して、そこに存在する日本人の精神世界を学ぶことに重点を置く科目である。本学のディプ

ロマポリシー３）「国際人・リーダーとして「社会に貢献する経営」を実践するための豊かな教養として、歴史・社会・自然を含めた

学際的な知識を身に付けている」を修得するための科目である。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

実技試験 70％、レポート 30％ 

＜教科書＞ 

特になし    

＜参考書＞  

特になし 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション 授業到達目標の理解、準備物、服装、武道を実践していく上での注意、心構え等 

2 武道とは何かを知る（１） 
日本の伝統文化として受け継がれる、剣道、柔道、相撲、空手、合気道等の概略
を知る。 

3 武道とは何かを知る（２） 
日本の伝統文化として受け継がれる、剣道、柔道、相撲、空手、合気道等の概略
を知る。 

4 「礼」（礼儀、礼節）を知る（１） 
立礼、座礼、正座、座り方・立ち方（左座右起）道場への礼、師範への礼、お互い
の礼の意味 

5 「礼」（礼儀、礼節）を知る（２） 様々な「礼」の実践と応用 

6 道場をきれいに保つ（清掃する）意味（１） 雑巾を絞る・道場の床を雑巾がけする意味の理解と実践 

7 道場をきれいに保つ（清掃する）意味（２） 雑巾を絞る・道場の床を雑巾がけする意味の理解と実践、私生活への応用 

8 空手道技術の習得（１） 構え、姿勢や突き技技術の習得 

9 空手道技術の習得（２） 足さばきの練習（足構え、上下左右の移動、踏み切り足、踏み込み足、送り足） 

10 空手道技術の習得（３） 構え、姿勢や蹴り技技術の習得 

11 空手道技術の習得（４） 基本技から移動技への応用 

12 空手道技術の習得（５） 移動基本、約束組手、型(1) 

13 空手道技術の習得（６） 移動基本、約束組手、型(2) 

14 空手道を中心とした武道の歴史を学ぶ 
武道としての空手道の歴史を学び、「道」を学ぶ者としての人間の生き方について
考察する。 

15 空手道に関する知識や技術に関するまとめ 武道で身に付けられるもの、武道教育の意義 
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科目コード 36500 区 分 コア科目 

授業 

科目名 運動生理学Ⅱ(応用) 担当者名 前川 真姫 

配当年次 3 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

ヒトの生活行動やスポーツ活動中に働く身体の生理的メカニズムおよびそれらの活動が身体機能に及ぼす影響について学ぶ。健康科学

の最新の知見を踏まえ、体力や生理機能の特徴と運動の効果についての理論と実践が可能となることを学習成果として求める。 

＜授業の到達目標＞ 

ヒトの生活行動やスポーツ活動中に働く身体の生理的メカニズムについて理解できるようになる。さらに、身体機能に及ぼすトレーニ

ング効果について、グループワーク、フィールドワークを取り入れて検討し、実践ができるようになる。理論と実践を繰り返す中で、

新たな視点・価値を見出していくことができるようになる。 

＜授業の方法＞ 

テーマに沿った内容を資料やパワーポイント等を用いて解説する。学習した内容をもとに、実践を行う。講義ノート・実践記録を作成

し、予習と復習を行う。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

授業で提示するテーマの内容について、事前に配布や指示された参考資料を読む（1時間程度）。講義ノート・実験データを基にレポ

ート課題や復習を行う（1時間程度）。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

本科目は、健康増進、体力向上、競技力向上に貢献できる専門的な知識を身につけ、体育学部のディプロマポリシー７（体育・スポー

ツに関する科学的知見をベースに自らの課題を見つけ、課題解決に取り組み続けることができる生涯学習力を身に付けている。）と関

連付けられている。また、運動生理学Ⅰ（基礎）の応用科目となる。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

授業態度・学習意欲 10%、確認テストや課題・ノート提出 30%、定期試験 60%授業中に課題として提示したレポートや小テスト等は、

次回の授業時に返却するとともに、解説を行う。 

＜教科書＞ 

＜参考書＞  

今村裕行ほか 2020 

ポーツ・運動と栄養 ー理論と実践ー東京教学社勝田 茂  （編著） 2015入門運動生理学（第4版）杏林書院 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 講義の概要の解説 人類史からみた身体の変化と運動の必要性 

2 運動と健康と体力 健康と体力の概念 

3 運動とエネルギー代謝 ヒトのエネルギー供給機構 

4 運動と筋活動 運動時の筋活動とその測定方法 

5 トレーニングの原理とその方法 トレーニングの原理とトレーニング方法の基礎 

6 運動と脂肪の減量 運動と脂肪の減量方法脂肪厚・筋厚の測定 

7 運動と神経系 神経系の構造、神経の興奮と伝達 

8 神経系の発達と老化 神経系における発達と老化 

9 思考の発達 思考の発達とその神経機構 

10 運動と姿勢調節 立位姿勢を保持するための構造と機能、立位姿勢の評価 

11 運動と脳機能 脳の構造と機能、運動中の脳活動 

12 運動と感覚器系 
視覚、聴覚、体性感覚、味覚等の感覚器の構造と機能それぞれの感覚器と反応時
間 

13 運動と循環器系 心臓や血管等の循環器系の構造と機能呼吸機能の測定 

14 運動と免疫系 免疫と腸内環境 

15 運動と睡眠 全15回のまとめ パフォーマンスを高めるための睡眠について全15回授業のまとめ 
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科目コード 32308 区 分 コア科目 

授業 

科目名 体育科教育法 担当者名 中西 紘士 

配当年次 3 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

自分の経験を振り返り、体育という教科に対する思い込みの枠組みを崩しながら、体育という教科の特異性と価値を考え、これからの

体育のあり方について探求していく。特に、体育の授業を行う前提となる、体育は何をめざすのか（目標論）、体育は何を教えるのか

（内容論）、体育ではいかに教えるのか（方法論）の大きく３つの領域について、実践例を基に講義していく。 

＜授業の到達目標＞ 

１．「体育科」の意義や目標を理解し、小学校の体育授業を構成する基礎的知識や基本的な考え方を身に付けることができる。２．こ

れからの体育科の在り方について考え、授業をデザインし、実践できる能力を養う。３．教科内容に即した教材づくりを行うことがで

きる。 

＜授業の方法＞ 

１．Google Formを活用した小テスト（学習指導要領解説の内容）２．講義、演習、実技（教員による解説や学生自身に生まれる本質

的な問い）３．省察活動（まとめ、発表）グループごとにPCを活用した学習指導案の作成や教材作りに取り組んでもらう。毎回ではな

いが実技も伴う。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習：教科書や配付資料等を事前に熟読し、講義で扱うテーマについて自己の考えをまとめた上で講義に臨む。学習指導要領に書か

れた内容に関する小テストを行う。（毎回1.5時間程度）復習：講義終了後、本時の講義についてのまとめを行い、パソコンでレポー

トを作成し提出する。（毎回１時間程度） 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

この科目は教育経営学科のディプロマポリシー5（情報機器や教材の活用を含めた学習指導方法の基本とともに、問題解決に向かう論

理的・批判的思考力を身につけている。）と関連付けられています。体育科教育に関する幅広い知識を修めるだけでなく、実際に授業

を行うために必要な教材づくりや授業力につながる思考力、実践力の育成に向けた科目である。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

講義、グループワークに臨む意欲・姿勢・態度 20％、レポート、指導案 50％、小テスト 30％ 

＜教科書＞ 

文部科学省（平成29年７月） 小学校学習指導要領〈平成29年度告示〉解説 体育編  東洋館出版社 

木原成一郎他 

改訂版 初等体育科教育の研究学術図書 

＜参考書＞  

岩田靖（2012） 

体育の教材を創る大修館書店 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション 授業の概要と授業の進め方 

2 「体育」とはどのような教科か 体育の特異性と体育教師に必要なもの 

3 学習指導要領の解説① 学習指導要領の歴史的変遷と社会的背景 

4 学習指導要領の解説② 体育の現代的課題 

5 学習指導要領の解説③ 体育科の目標と内容 

6 各領域の特性と授業作りのポイント① 「体つくり運動」領域、「表現運動」領域 

7 各領域の特性と授業作りのポイント② 「陸上運動」領域、「器械運動」領域 

8 各領域の特性と授業作りのポイント③ 「ボール運動」領域、「水泳」領域、「保健」領域 

9 体育の教材とは 体育における「教材」の概念の理解、典型教材に学ぶ 

10 教材づくり 
教科内容と教材の関係からみる教材づくりの方法（GIGAスクール構想に伴う１人１
台タブレットの活用についても含む） 

11 体育授業の基本的な流れ、評価 45分の授業の基本的な考え方、体育科における評価について 

12 指導計画と単元計画 指導計画、単元計画の作成の仕方 

13 体育の授業計画の作成 単元構造図の作成と１時間の指導案の作成について 

14 体育の授業計画の交流 作成した単元や指導案の交流 

15 まとめ これからの「体育」を考える 
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科目コード 0 区 分 コア科目 

授業 

科目名 臨床柔道整復学Ⅳ(捻挫) 担当者名 古山 喜一 

配当年次 3 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

柔道整復の伝統的理解である亜急性捻挫は中年期以降に多く発生する。よって、この授業では主に中年期以降の老化にともなう中年及

び高齢者の身体的特徴や日常生活、ならびに、中高齢者を取り巻く社会情勢の特徴と問題点を学ぶことにより、亜急性捻挫の発生機序

や特徴の理解および治療法の修得に役立てることを目的とする。 

＜授業の到達目標＞ 

1.高齢社会の現況とその対策が説明できる2.老化による生体の構造や機能の変化が説明できる3.中高年の代表的運動器疾患と特徴が

説明できる4.認知症について予防法を含め説明ができる 

＜授業の方法＞ 

配布資料による講義、ならびにグループ学習形式で進める。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

将来臨床現場では多くの中年及び高齢者に接することになる。よって、中高齢者の身体的特徴や高齢者を取り巻く環境を理解するこ

とは重要である。これらについて事前・事後に予習復習しておくことが必要である。(予習、復習共に1時間程度） 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

この科目はDP5に関連づけられている。科学的根拠や思考を持って医療現場やスポーツ現場の諸問題に対応できる能力を身に付け、中

高齢者では必ずしも機械的刺激によるものばかりでなく、心因性や生活の背景が原因していることがあることを学ぶ。また、臨床現場

で必要とされる中高齢者に対する健康関連の項目についてエビデンスを根拠に学習する。それらを踏まえ治療計画の組み立て型につい

て理解を深め、臨床現場に備える機会を提供する。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

【対面授業】①定期試験60％（定期試験で60％以上の評価者）②レポート40％（事前課題等含む）【Web授業】①課題提出90％  ②

意見交換10％ 

＜教科書＞ 

全国柔道整復学校協会 監修 柔道整復師と機能訓練指導  南江堂 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 ガイダンス 授業進行上の注意事項説明 

2 中年及び高齢者を取り巻く現状を知る 中高年の社会の人口学的概況と保健・医療・福祉制度の現状と課題を理解する 

3 中年以降の身体的特徴を知る 加齢に伴う身体的・精神的・社会的な変化・特徴とその多様性を理解する 

4 中高年に多く発生する疾患を知る（１） 五十肩について病態及び特徴を理解する 

5 中高年に多く発生する疾患を知る（２） 腰痛の原因、病態、治療法を理解する 

6 中高年に多く発生する疾患を知る（３） 下腿部の痛みと原因を理解する 

7 中高年に多く発生する疾患を知る（４） メタボリックシンドロームの概念及び特徴を理解する 

8 中高年に多く発生する疾患を知る（５） ロコモーティブシンドロームの予防法を理解する 

9 中高年に多く発生する疾患を知る（６） 肩こりについて概念及び特徴を理解する 

10 中高年に多く発生する疾患を知る（７） 変形性膝関節症について病態及び特徴を理解する 

11 高齢者に発生する認知症を知る（１） 高齢者に発生する認知症を理解する 

12 高齢者に発生する認知症を知る（2） 高齢者に発生する認知症の現状と問題及び課題を理解する 

13 高齢者に発生する認知症を知る（3） 認知症の最新予防法(2重課題）について理解する 

14 高齢者に発生する認知症を知る（4） 認知症の最新予防法（臨床美術）について理解する 

15 総合討議 これまでの授業を復習し再度確実な知識として修得する 
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科目コード 34111 区 分 コア科目 

授業 

科目名 乳児保育Ⅱ 担当者名 平松 美由紀 

配当年次 3 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 演習 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

乳児保育の実際について理解を深めると共に、乳幼児の発達に応じた保育環境の構成や保育計画・保育記録について学び、保育実践力

の基礎を習得する。多様化する乳児保育の現場に求められる保育者の専門的職能について理解を深め、保護者や関係機関との連携につ

いても学ぶ。模擬乳児モデル（リアルケアベビー）を用いて具体的な援助の仕方を学んだり、実践につながる保育技術の習得を目指す。 

＜授業の到達目標＞ 

１．乳児保育と保育者の職能について理解する。２．3歳未満児の保育内容や方法について学び、援助の基本技術を習得する。３．指

導計画作成に必要な基礎知識を習得する。４．模擬保育を通して実践的な感覚を養うと共にグループワークを通して課題を発見、共有

する。 

＜授業の方法＞ 

・今日のテーマの確認を行い、事前学習の成果を発表し合う。・講義を聞いたり、グループ演習を行ったりし、その後、分かったこと

や考えたこと、難しかったことについてグループワークを行う。・小グループで発表された意見の共有をする。・演習、講義内で不明

な部分の解説と質疑を行う。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習：事前に提示されたテーマに沿って自主学習を行い、Googleクラスルームにて提示された課題に取り組む。（90分程度）復習：授

業の振り返りとグループワークで示される次の課題に取り組む（30分程度） 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

授業（予習・復習含む）で作成する課題・ワークシート（30%）グループワークの参加・取り組み状況（20%）小テスト・まとめのテス

ト（50%）課題・ワークシートに関しては①キーワード（授業内の内容）、②文章の構成、③自身の考えより評価し、フィードバック

する。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

授業（予習・復習）で作成するワークシートや事前課題（30%）、グループワークや演習の取り組み（30%）、指導計画作成（20%）や

小テスト（20%）・ワークシートや小テストで①キーワード（授業内の内容）②文章の構成③自身の考えより評価し、クラスルームを

学生へのフィードバックをする。 

＜教科書＞ 

厚生労働省（2017） 保育所保育指針解説  フレーベル館 

内閣府・文部科学省・厚生労働省（2017） 

幼保連携型認定こども園教育・保育要領フレーベル館 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション 本授業の目標を理解する。乳児保育Ⅰの学びを振り返る 

2 乳児保育の基本について考える 乳児保育Ⅰの学びの中で乳児保育の基本を考える。グループワーク実施 

3 乳児保育で求められる保育者 保育実践における保育者の在り方についてグループワーク 

4 乳児保育の指導計画① デイリープログラムの作成 

5 乳児保育の指導計画② 0歳児の指導計画 

6 乳児保育の指導計画③ 1歳児の指導計画 

7 乳児保育の指導計画④ 2歳児の指導計画 

8 乳児保育の実際① 0歳児の生活について考えよう 

9 乳児保育の実際② 子どもの目線になって考えよう 

10 乳児保育の実際③ 2歳児の事例から保育者の関わりを考える 

11 保育所以外の施設における乳児保育 保育所以外の施設の乳児保育の実際について考える 

12 地域型保育について考える 家庭的保育・小規模保育の乳児保育 

13 保護者との連携や社会資源 乳児保育における社会的資源について考える 

14 乳児保育から幼児期の保育への繋がり 0、1、2歳児以降の保育との関連について考える 

15 まとめ 乳児保育に求められることについてグループワーク・まとめのレポート 
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科目コード 0 区 分 コア科目 

授業 

科目名 ビジネス英書講読 担当者名 中西 敏之 

配当年次 3 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 演習 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

本科目では、ビジネス分野における英書を読み、ビジネス分野の英文の把握力向上を目指す。学生自身が英書を読み、内容を要約する

ことにより、英文把握力向上を目指すとともに、経営についての専門知識も深める。特に、イノベーション、起業家精神について学習

する。 

＜授業の到達目標＞ 

①英語の専門書を読み、その内容を適切に日本語で説明できるようになる。②文章内で示されているビジネス事象・専門用語を理解で

きるようになる。 

＜授業の方法＞ 

教室で順に学生が内容を説明していく形式をとる。説明担当学生以外にも、訳または解説を求める場合がある。授業は日本語で行われ

るため、英文の理解力とともに、それをしっかりと説明できる日本語運用力が求められる。また、経済・経営に関連した英文を読んで

いくので、経済・経営の専門知識が不可欠になる。小テストを、基本的に毎回行う。ユニバーサルパスポートを活用した課題の配布、

資料のDropBoxを通じた共有など、ICTの活用に努める。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

履修学生全員に使用する英文教材の事前学習を求める。１回の授業に対し、１～２時間の予習、並びに30分程度の復習時間が必要と

なる。既に、英語と日本語が大学生レベルであることを前提とする。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

本科目はDP1（グローバルに拡大している企業活動、市場経済、公的分野に関連する社会現象、市場について分析・理解する能力を身

に付けている）に関連する科目である。英文経済書・経営書を理解する能力を身に付ける。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

授業での発表 40％、中間レポート 30％、最終テスト 30％授業に関する質問は授業の前後及び教員のオフィスアワーで対応する。 

＜教科書＞ 

Peter F. Dracker (1956) "Innovation and Entrepreneurship"  Harper 

＜参考書＞  

特になし 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 Introduction 本科目の内容、評価方法の説明 

2 Practice of Innovation 第一部のまとめ 

3 Entrepreneurial Management 起業管理 

4 The Entrepreneurial Business 起業とビジネス 

5 The Entrepreneurial Business No.2 起業とビジネス その2 

6 The Entrepreneurial Business No.3 企業とビジネス その3 

7 The New Venture ベンチャー企業 

8 Fustest with the Mostest 起業戦略 その1 

9 Hit Them Where They Ain't 起業戦略 その2 

10 Ecological Niches 生態学的ニッチ産業 

11 Changing Vales and Characteristics 価値と性質の変化 

12 The Entrepreneurial Society 起業家社会 

13 The Entrepreneurial Society No.2 起業家社会 その2 

14 The Entrepreneurial Business ベンチャービジネスについて 

15 まとめ まとめ 
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科目コード 37506 区 分 コア科目 

授業 

科目名 スポーツマーケティング論 担当者名 小堀 浩志 

配当年次 3 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

スポーツマーケテイングは近年、オリンピックをはじめ様々なスポーツに導入され、人とスポーツをより活発化させる機能として、大

きな役割を果たしている。本講義では、スポーツマーケティングの歴史と発展その特性を知り、またスポーツマーケティングの幅広い

要素と機能を実例を通じて学ぶことで、その本質を理解することを目的とする。また講義の終盤では、国内のスポーツマーケティング

の実例も紹介する。 

＜授業の到達目標＞ 

スポーツマーケティングの特性を理解し、スポーツマーケティングの幅広い機能を理解する。プロスポーツを中心にスポーツのさまざ

まな価値を理解し、マーケティングの事例を知ることにより、スポーツマーケティングの理解を深める。 

＜授業の方法＞ 

講義形式を基本とし、教科書を中心とした一斉授業と少人数のグループワークを中心に展開していく。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

インターネット等でスポーツマーケティング関連の情報を確認する。毎週最低でも授業準備として、教科書の次回講義範囲を熟読し、

予習を行い、授業後には、講義内容のまとめ・理解するために復習時間が必要である。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

広くスポーツマーケティングに関わる専門知識・技能を備え、スポーツ関連企業に関連する社会現象を分析・理解し、新たな戦略を創

造・提案できる能力を身に付ける。また、社会や企業活動、経済活動に必要な情報を収集し、課題解決のため意見を交わし提案するコ

ミュニケーション能力を身に付ける。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

授業参加態度 ３０％、 授業内での課題 ３０％、レポートの課題 ４０％ 

＜教科書＞ 

原田宗彦編著、藤本淳也・松岡高著（２００８） スポーツマーケティング  大修館書店 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション 講義の概要、成績評価方法等の説明スポーツとマーケティングの概念 

2 スポーツマーケティングとは何か？ スポーツマーケティングの特徴 

3 スポーツマーケティングの歴史と発展 スポーツマーケティングの誕生とその発展 

4 スポーツプロダクトの特性 するスポーツとみるスポーツ、サービスマーケティング 

5 スポーツ消費者の特性 スポーツ消費者の定義と意思決定プロセス 

6 スポーツマーケティングのプランニング リサーチ、STP、マーケティングミックス 

7 プロモーション 広告、PR、イベント戦略 

8 スポーツ・スポンサーシップ スポンサーシップの概念、発展と現状、効果 

9 ブランディング ブランドエクイティとは何か、ライセンシング 

10 CRM 顧客との関係、データベースマーケティングの未来 

11 価格戦略 スポーツと価格、需要と供給、価格設定 

12 マーケティング・リサーチ リサーチの意味、方法、分析と活用方法 

13 事例紹介①国内スポーツ プロ野球、Jリーグ、Bリーグのマーケティング事例 

14 事例紹介②国内スポーツ プロチームのマーケティング事例 

15 講義のまとめ 講義全体を通じてのまとめ 
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科目コード 0 区 分 コア科目 

授業 

科目名 内科学Ⅱ 担当者名 河合 洋二郎 

配当年次 0 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

医療従事者（柔道整復師）として、基礎的な医療知識を教科書を中心に取り組む。 

＜授業の到達目標＞ 

医療従事者として、総合的な医療知識を身に受ける。基本的な医療用語を確実に理解する。 

＜授業の方法＞ 

教科書と共に必要に応じてプリントを配布し、それに基づいて講義する。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習・復習の具体的な内容については授業時に随時通知する予定。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

本授業は、本学の一般教養ディプロマポリシーのDP5（科学的根拠や思考を持って医療現場やスポーツ現場の諸問題に対応できる能力

を身に付けている。）|及びDP6（感性豊かな人間性と高い医業倫理を備え、柔道整復学を中心として、健康科学、体育学、スポーツ医

科学の学際的領域で他者と協調できるスキルを身に付けている。）に対応している。 | 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

定期試験 80％、授業態度・提出物20％ 

＜教科書＞ 

医歯薬出版株式会社 「一般臨床医学」   

＜参考書＞  

河合作成プリント 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 各論 問診（主訴・現病歴既往歴） 

2 各論 不随意運動 

3 各論 歩行障害 

4 各論 胸郭・腹部 四肢 

5 各論 異常呼吸音 

6 各論 筋トーヌス 

7 各論、小テスト 筋委縮、小テスト 

8 各論 鼓音 

9 各論 バイタルサイン 

10 各論 検査 

11 各論 主症状 

12 各論 主症状 

13 各論 呼吸器 

14 各論 呼吸器 

15 各論 循環器 
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科目コード 34112 区 分 コア科目 

授業 

科目名 子ども子育て教育相談 担当者名 中井 和弥 

配当年次 3 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 演習 卒業要件 必修 

＜授業の概要＞ 

本授業は教職課程コアカリキュラムである「幼児理解の理論及び方法」と「教育相談（カウンセリングを含む）」に基づいて行われる。

第1回目から第7回目までは前者に準拠して，幼児理解についての知識や考え方，基礎知識，実践方法を学ぶ。第8回目から第15回目ま

では後者に準拠して，学校における教育相談の意義と理論，方法，展開を学ぶ。 

＜授業の到達目標＞ 

1. 幼稚園における幼児の生活や遊びの実態に即して、幼児の発達や学び及びその過程で生じるつまずき、その要因を把握するための

原理や対応の方法を考えることができる。2. 幼児、児童及び生徒の発達の状況に即しつつ、個々の心理的特質や教育的課題を適切に

捉え、支援するために必要な基礎的知識（カウンセリングの意義、理論や技法に関する基礎的知識を含む）を身に付ける。 

＜授業の方法＞ 

教科書を基に講義形式で行い、資料を配布する。適宜グループワークやディスカッションを行う。１．講義２．グループワーク、ディ

スカッション３．質疑応答 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習（60分）：授業部分の教科書を読んで理解しておくこと。|復習（60分）：授業で教わったことを振り返り、課された小課題に取

り組むこと。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

空白で構いません 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

受講態度や受講意欲（20%）|小課題（40％） ※毎回の授業後に課題を課します。|レポート（40%） 

＜教科書＞ 

神長 美津子他編著（2019） 乳幼児教育・保育シリーズ 幼児理解の理論と方法  光生館 

神長 美津子他編著（2019） 

乳幼児教育・保育シリーズ 幼児理解の理論と方法光生館 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 
オリエンテーション／幼稚園と幼児理解／「理解する」
とは 

幼児を理解することの意味，保育のなかでの幼児理解の意義，理解するとは，人
を理解する方法など 

2 
子どもの発達や学びの理解－理論と方法－／遊びと幼児
理解 

幼児期の教育における幼児理解の特質，子どもの具体的な生活や遊び場面におけ
る幼児理解の意義，全体的な理解と，焦点化された理解など 

3 
幼児理解を深める保育者の基本的姿勢／保幼小をつなぐ
理解－幼児理解と児童理解－ 

温かな関係をつくる，子どもの内面の動きに応じる，子どもの立場にたって，子
どもの理解を深めるためになど 

4 幼児理解の目的と方法／保育実践のための記録 
「幼児理解の理論及び方法」で学ぶこと，幼児理解の2つの考え方，幼児理解の
様々な方法，保育における学びや発達の理解と記録など 

5 
クラス集団の理解と指導／保育者の自己理解と保育の改
善 

幼稚園や保育所等におけるクラス集団，子どもにとってのクラス集団，周りの子
どもたちとの関わりのなかで，子ども同士の関係を育てる視点から援助するなど 

6 
幼児のつまずきの理解とその対応／幼児理解を磨く場と
しての園内研修 

子どもにとっての「つまずき」とは，「つまずき」を保育者はどうとらえているか，
年齢ごとの「つまずき」と対応など 

7 
保護者との連携と理解／事例を通して幼児理解とその対
応を学ぶ 

家庭との連携，園における子育て支援，登園を嫌がる子，気持ちや行動のコント
ロールができにくい子など 

8 
学校における教育相談の必要性と意義／教育相談を支え
る心理学の理論 

児童生徒が抱える問題，教育相談の変遷，学校における教育相談，教育相談にお
いて身につけることが求められる資質的能力，これからの教育相談のあり方など 

9 教育相談におけるアセスメント／心理検査とその応用 
アセスメントの基本・方法，予防的／開発的教育相談におけるアセスメント，問
題解決的教育相談におけるアセスメント，援助要請の心理のアセスメントなど 

10 
カウンセリングの基本技法／幼児期・児童期の発達課題
に応じた教育相談 

子どもの相談行動の背景にある思考や感情，相談の背景にある「問題」をとらえ
る，子どもの言葉の背景にある心の中のイメージ，傾聴における基本的技法と言
葉の技術，クライエント中心療法におけるカウンセリング理論，カウンセリング
マインドなど 

11 
青年期の発達課題に応じた教育相談／いじめ問題の理解
と対応 

青年期の区分と定義，青年期の発達課題，発達から読み解く青年期の特徴，青年
期の臨床的問題など 

12 不登校問題の理解と対応／虐待・非行問題の理解と対応 
不登校とは何か，不登校児童生徒の現状，不登校になる仕組み，不登校児童生徒
と会うときになど 

13 
特別な支援を必要とする子どもの理解と対応／保護者支
援のあり方 

特別な支援を必要とする子どもの理解の重要性，特別な支援を必要とする子ども
の抱える困難さ，特別な支援を必要とする子どもに対する支援の実際など 

14 チーム学校で行う教育相談のあり方／専門機関との連携 
チームとしての学校ということ，専門性に基づくチームとしての学校教育相談，
チーム学校で行う教育相談の実際，チームの一員としての保護者など 

15 教師のメンタルヘルス 教師が経験するトレッサ―，教師のコーピング 
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科目コード 13206 区 分 コア科目 

授業 

科目名 労働法規 担当者名 栗坂 節子 

配当年次 3 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

 職業生活において生じる労働法規に関する問題を、就職から退職までの時間の流れに沿って紹介することにより、労働法規を概観す

るとともに、労働災害の補償および労働災害防止に関する法規についても解説する。 

＜授業の到達目標＞ 

労働者と使用者による対等の立場で労働条件の形成、および最低労働基準法定の意義について理解するとともに、事業所において労働

者または使用者として職業生活を送っていくうえで必要となる労働法規の知識を修得する。あわせて、第１種衛生管理者の資格取得の

ために必要な知識を修得する。 

＜授業の方法＞ 

本授業では、労基法の意義と内容、労災保険法や労働安全衛生法の概要と諸手続などについて解説する。あわせて、第１種衛生管理者

の資格取得に対応することも講義の主たる目標としている。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

労働法規に関する情報を新聞やインターネットなどで予習・復習すること。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

授業態度・学習意欲 30％、授業内試験  ７０％ 

＜教科書＞ 

労働調査会出版局 改訂10版 チャート労働基準法  労働調査会 

中央労働災害防止協会 

衛生管理（下）≪第一種用≫中央労働災害防止協会 

＜参考書＞  

加藤雅章 

いちばんやさしい労働安全衛生法中央労働災害防止協会 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 労働基準法・労働安全衛生法・労災保険法概説  

2 労働契約・就業規則・労働協約  

3 労働条件の規整1 労働時間 

4 労働条件の規整2 休憩・休日・年次有給休暇 

5 労働条件の規整3 賃金 

6 労働条件の規整4 年少者・女性労働 

7 労働条件の規整5 労働条件の変更 

8 労働関係紛争処理手続 行政組織の組織と役割 

9 労働行政の機能 0 

10 労働災害の補償・労災保険制度 0 

11 安全配慮義務・労災保険給付と損害賠償の調整 0 

12 労働災害の認定1 0 

13 労働災害の認定2 0 

14 事業者等の責務・安全衛生の基準・規制 0 

15 労働安全衛生管理体制・履行の確保等 0 
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科目コード 0 区 分 コア科目 

授業 

科目名 税法 担当者名 本村 大輔 

配当年次 3 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

昨今、ICTの急速な発達により我々の生活は大きく変わってきています。このような中、我が国の税制もまた経済の多様化とグローバ

ル化により、めまぐるしく変化しています。この変化は、毎年の税制改正として現れ、我々納税義務者をとりまく環境は絶えず変化し、

複雑化しています。ただ、税法の基礎理論や納税者の権利は、いかに経済社会が複雑化しようとも変化することはありません。そこで、

本講義では、我が国が抱える税法問題を考え、税法の基礎理論を学習していきます。 

＜授業の到達目標＞ 

複雑にみえる税法は、我々にとって身近な法分野といえます。身近であればこそ、税法に関する基礎知識は備えておくことが大切です。

そこで、税法に関する具体的問題を考えながら、税法の基礎理論の修得を目指します。つまり、我が国が抱える税法の問題を理解した

上で、問題の解決にどのようにアプローチできるのかを考えます。そこで、講義においては、各人が税法に関する問題を理解し、判断

できるだけの基本的知識および考え方の修得を目指します。 

＜授業の方法＞ 

授業は、原則として講義形式で行います。講義内容は、税に関する基礎知識の整理、税法をめぐる具体的問題について学習していきま

す。また、授業内で税法の問題に関する質問をしますので、回答はリアクション・ペパーに記載していただきます。（ウ）本科目は、

授業内で税法の問題に関して質問を行い、それに対してコメントをする形式で行う。税法問題を主観的に捉えることにより、自分であ

ればどのような対処が可能であるのかを考える。また、必要に応じて先の対処法について、他の学生からコメントを求めることにより、

ディスカッションを行う。講義内で配布した資料は、履修者が必要に応じてダウンロードできるようにする。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

毎回の講義テーマを確認し、該当箇所の教科書を通読し、わからない法律用語については事前に調べておくこと（30分）。授業後は、

速やかに講義内容の復習および教科書の該当箇所を精読しノートにまとめること（90分）。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

税法問題を把握・理解することにより、現実社会では何が起きているのかを知ること、税に関する問題は経営上の問題であることを理

解する。そして、このような問題を経営活動での知識や情報をもとに論理的に分析し、戦略的に問題解決ができる思考プロセスを学ぶ

科目である。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

定期試験（80％）出席時の授業態度・リアクションペーパーの提出（20％）により成績評価を行う。フィードバックは、リアクション

ペーパーの講評を口頭にて行う。なお、授業内で質問の多い箇所については、次回の授業の冒頭でフィードバックを行う。 

＜教科書＞ 

北野弘久著・黒川功補訂（2020年2月） 税法学原論 第8版  勁草書房 

＜参考書＞  

石村耕治編 

現代税法入門塾 第10版清文社 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 ガイダンス・発展する現代社会と税法学の接点 我が国の税財政の課題を確認し、我が国が抱える税法問題を考える。 

2 
ビジネスモデルの発展と我が国の税制－シェアリングビ
ジネスを題材として－ 

IT技術の発達に伴うビジネスモデル発展に対して、我が国の税制と課税取扱いの
問題を考察する。 

3 
税法学の特質－税法学と隣接法学との関係および法認識
論と法実践論の異同－ 

税法と隣接する近接する法領域すなわち行政法や民法ひいては財政学との関係を
考察することにより、税法学の多角的検討の必要性を学ぶ。 

4 「租税」の法的概念（１）理論的背景 
我が国の基本的税法に「租税」を定義した規定は存在しない。そこで、「租税」の
従来の定義と日本国憲法下における定義とに分け、「租税」の特質について検討す
る。 

5 「租税」の法的概念（２）事例研究 「租税」の定義に関わる裁判例を確認し、その定義づけの重要性を考察する。 

6 租税法律主義（１）－租税法律主義の憲法規定－ 
明治憲法と日本国憲法との異同に触れつつ、租税法律主義が導かれる憲法上の根
拠を確認する。 

7 
租税法律主義（２）－租税法律主義の法理とその基本的
機能－ 

租税法律主義における法理的要請について確認、検討を加えていく。 

8 
租税法律主義（３）－基本的道具概念としての租税法律
主義－ 

人々の経済社会が多様化し、税制が複雑化する中で、租税法律主義はどのような
役割を有するのか、租税法律主義の現代的展開を検討する。 

9 租税法律主義（４）事例研究－応用的法実践論－ 租税法規不遡及の原則にかかる裁判例の法的問題を検討する。 

10 本来的租税条例主義－地方税の基礎原理とはなにか－ 
地方自治体の課税権にかかる基本原理を確認し、地方税法をめぐる問題を考察す
る。 

11 実質課税の原則－実質課税の原則の指向とその虚構性－ 
実質課税の原則を租税法律主義の観点から検討することにより、現行法下で成立
しうるのか確認する。 

12 租税回避行為とは何か―節税行為と脱税行為との違い― 租税回避行為の定義および要件を確認した上で、節税・脱税行為との異同を確認
する。 

13 
国際的租税回避と何か―巨大IT企業の国際的租税回避と
デジタル課税 

巨大IT企業は、インターネット上のプラットフォームを活用し世界中にサービス
を提供する一方、新たな課税問題を創出している。このような現状に対して、ど
のような課税論が展開できるのかについて検討する。 

14 理解度の確認およびまとめ これまでの学習内容のまとめを行う 

15 試験及び解説 試験及び解説を行った後、全体総括 
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科目コード 65041 区 分 専門基礎科目 

授業 

科目名 リーディング・スキル(実践) 担当者名 井上 聡 

配当年次 3 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 演習 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

本授業（オンデマンド型授業）では、英検１級レベルの英文の速読・精読を通して、語彙力、構文解析力、英作力を強化します。Google 

Classroomを通して配信された事前課題（課題の英文と授業動画）に取り組み、理解度確認テストを受験し、フィードバックに基づい

て、「何を学ぶことができたか」「どのように学んだのか」について意見交換を行います。事前課題の質、理解度確認テストのスコア、

意見交換の質、学びの整理の３点に基づいて成績評価を行います。 

＜授業の到達目標＞ 

１．授業動画を活用し、事前課題（英検準１級の長文）の読解に粘り強く取り組むことができる。２．理解度確認テストを受験し、そ

の結果を適切に振り返ることができる。３．事前課題と理解度確認テストを通しての学びを「意見交換」の場で言語化できる。 ※授

業中のデータ共有はすべてGoogle Classroomで行います。 

＜授業の方法＞ 

１．事前課題（長文の読解、授業動画の視聴、ノート作成、提出）※授業前日まで ２．理解度確認テスト（Google Form）※授業日

のみ３．意見交換（Google Classroom）※授業日のみ 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習：事前課題の提出（90分程度）＋理解度確認テストの準備（30分程度）復習：Quizletによる学びの整理（30分程度） 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

この科目は教育経営学科のDP⑤（情報機器や教材の活用を含めた学習指導方法の基本とともに、問題解決に向かう論理的・批判的思考

力を身に付けている）と関連付けられています。授業動画を活用しつつ、難度の高い英文解釈に取り組みながら、自律的学習者として

の習慣を形成しましょう。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

事前課題の質 30%、理解度確認テスト 40%、意見交換 10%、Quizlet 20%※英作文は評価対象外とします。 

＜教科書＞ 

特に指定なし    

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 "Drink Responsibly" Messages 事前課題＋理解度確認テスト＋意見交換 

2 Dog Colors 事前課題＋理解度確認テスト＋意見交換 

3 Lightning Strikes and Ships 事前課題＋理解度確認テスト＋意見交換 

4 Minimalism: Is Less Really More? 事前課題＋理解度確認テスト＋意見交換 

5 Review 1 課題英作文 

6 The Thaba-Tseka Development Project 事前課題＋理解度確認テスト＋意見交換 

7 The Uncertainties of Celiac Disease 事前課題＋理解度確認テスト＋意見交換 

8 REDD+ 事前課題＋理解度確認テスト＋意見交換 

9 Summer Jobs 事前課題＋理解度確認テスト＋意見交換 

10 Review 2 課題英作文 

11 Stranded Whales 事前課題＋理解度確認テスト＋意見交換 

12 Airplanes and Germs 事前課題＋理解度確認テスト＋意見交換 

13 Young People and Sports 事前課題＋理解度確認テスト＋意見交換 

14 Medical Voluntourism 事前課題＋理解度確認テスト＋意見交換 

15 Review 3 課題英作文 
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科目コード 0 区 分 コア科目 

授業 

科目名 臨床柔道整復学Ⅶ(臨床応用) 担当者名 小玉 京士朗 

配当年次 3 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 実習 卒業要件 必修 

＜授業の概要＞ 

近年、超高齢化社会に伴い臨床現場で多くの高齢者を対象とすることがある。高齢者の多くは様々な基礎疾患を持っている事が多いた

め、骨折や脱臼、軟部組織損傷などの骨筋系のみならず内科系疾患について理解する事は必須である。本科目では、診療現場における

病態の把握、治療指針に対する知識の習熟が学習の中心となる。 

＜授業の到達目標＞ 

１．医療機関の診療方法を理解し、他の医療従事者との情報共有をはかることができる。２．骨筋系疾患のみならず内科系疾患の疑い

をかけ、病態を判断することができる。３．症状に適した対応手法を判断する事ができる。 

＜授業の方法＞ 

１．講義（教員による病態把握手法、疾患概要について） 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習：実施する講義に対する事前課題（臨床系科目（検査方法、疾患概要）の下調べ（毎回、１時間程度））、復習：実施内容に関す

る確認試験（毎回、15分程度） 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

本科目は健康科学科ディプロマポリシー２（柔道整復学及び健康科学、スポーツ医科学分野に必要な専門知識と技能を理解し、日々進

歩する医学分野に対応できる能力）および５（科学的根拠や思考を持って医療現場やスポーツ現場の諸問題に対応できる能力の習得）

と関連つけられている。単に知識を習得・活用するだけでなく疾患や病態把握における課題について発見し、改善策を提案できる汎用

能力の習得を目指す。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

評価試験90％，学習意欲10％ 

＜教科書＞ 

全国柔道整復学校協会 柔道整復学・理論編  南江堂 

全国柔道整復学校協会 

一般臨床医学南江堂全国柔道整復学校協会整形外科学南江堂 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 病態観察（１） 問診、視診について 

2 病態観察（２） 姿勢、異常運動、歩行について 

3 病態観察（３） 打診、聴診の定義、実施方法について 

4 病態観察（４） 打診、聴診の実施 

5 病態観察（５） 触診、身体測定について 

6 病態観察（６） 身体のランドマークの触診、身体計測の実施 

7 病態観察（７） 感覚検査、反射検査の定義、症状、疾患について 

8 病態観察（８） 感覚検査、反射検査の実施 

9 生命徴候（１） 生命徴候（バイタルサイン）について 

10 生命徴候（２） 生命徴候（バイタルサイン）の測定実施 

11 臨床症状と代表的疾患（１） 発熱、出血傾向を伴う疾患について 

12 臨床症状と代表的疾患（２） 意識障害、チアノーゼを伴う疾患について 

13 臨床症状と代表的疾患（３） 浮腫、肥満、やせを伴う疾患について 

14 臨床症状と代表的疾患（４） 関節症状を伴う疾患について 

15 総復習 病態観察、生命徴候、臨床症状と代表的疾患について 
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科目コード 0 区 分 コア科目 

授業 

科目名 情報分析論 担当者名 長畑 秀和 

配当年次 3 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

情報分析とは，社会の様々なデータから帰納的に現象を明らかにしようとするものである。そのためには仮説をたて，それを検証する

というステップが重要となる。本科目では，統計的手法を用いながら，仮説検証の学習に取り組む。その過程で，平均，分散，相関，

回帰分析といった考え方を理解することを目的とする。 

＜授業の到達目標＞ 

①プロセスから統計を理解し、表現手法としての情報分析を見につける。②活用事例に沿ったシチュエーションなど基礎知識を体系的

に理解する。③統計を扱う上でのルールなど、基礎知識を体系的に理解する。④活用事例や演習課題を通じて、統計の使い方、必要性

を体系的に理解する。⑤統計の考え方、プロセスを学び、専門分野を学ぶための土台を培う。 

＜授業の方法＞ 

毎回PCを用いた演習を行う。シンクタンク、調査会社において調査データの分析、また、法人、団体において商品開発、品質管理、実

験データ、顧客ニーズのデータの分析など、データの解析を主な業務とする業種・職種への進路を想定し、PC（Excel，R）を用いたデ

ータ分析方法の講義を行う。毎週、各自でPCを用いて情報分析をおこなって行く。宿題でさらに分析を深めていき、翌週の講義で自身

が行った分析内容を確認していく。実際に使っていくことができるPC（Excel，R）分析能力を身に付けていく。必ず個人のPCを持ち込

むこと。マーケティングリサーチ、統計学の上位科目に位置付けている。この科目は毎週Excel，Rを用いて量的な調査・分析を行う。

統計的推定、統計的検定（t検定、カイ二乗検定）、分散分析、回帰分析を実際のデータを用いてExcel，Rで行う。毎週宿題でデータ

を完成させ、classroomに提出し、次週に確認作業を行っていく。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

毎回、次週の学習範囲を明示する。授業で積極的に発言できるように次週のテーマに関わる情報収集の準備をすること。（毎週最低で

も1時間の予習が必要）。また、講義の重要ポイントに関わる宿題を出す。次週の講義までに提出することが必要である（毎週最低で

も1時間の復習時間が必要）。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

実際のデータを用いて統計的推定・統計的検定していくことで情報分析の理論と手法を修得し、現実の課題に対し、経営活動での知識

や情報をもとに論理的・数量的に分析する力、戦略的に問題解決に向けた意思決定をする力を身に付ける。そして、社会や企業活動、

経済活動に必要な情報を収集し、課題解決のため意見を交わし提案するコミュニケーション能力を身に付ける科目である。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

最終試験：60％、授業貢献度・意欲 40%（宿題・課題提出を含む）。6回以上の欠席は評価対象外とする。課題は、classroomに提出が

必要である。これは、毎週の授業内容の理解を確認するものである。理解ミスや不足点を各自にclassroom上でのコメントにより検討

する。また、次週の講義冒頭でコメントをフィードバックする。 

＜教科書＞ 

長畑秀和他（2013年10月15日） Rコマンダーで学ぶ統計学  共立出版,定価3000円 

＜参考書＞  

大森 崇,    阪田 真己子,    宿久 洋((2014年1月23日) 

『統計R Commanderによるデータ解析 第2版共立出版,定価3000円長畑秀和（2018年3月25日）Rで学ぶデータサイエンス朝倉書店篠原清

夫・榎本環・大矢根淳(2010)『社会調査の基礎―社会調査士A・B・C・D科目対応』弘文堂 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション＆アイスブレイク（情報分析とは） 
授業の進め方、成績基準、諸注意、統計と創造する力、物語を作る流れを体験す
る。 

2 
データ解析のためのコンピュータ利用（フリーソフトR
入門） 

基本操作入門（ソフトRの起動と終了，データの型，データ入力，様々な関数を利
用した計算，データの保存） 

3 統計学の基礎1（統計量） 
データのまとめ方（数値による要約：基本統計量の説明）分布の中心的傾向を表す
平均・中央値・モードなどの説明とRによる具体的な数値について計算実習および
解釈を行う。 

4 統計学の基礎2（統計量） 
分布のばらつきを表す分散・四分位範囲・変動係数などの説明とRによる具体的な
数値についての計算実習および解釈を行う。 

5 統計学の基礎3（グラフ） 

データのまとめ方（視覚的なまとめ方）として代表的な棒グラフ・折れ線グラフ・
円グラフ・レーダーチャート・ヒストグラムなどについて解説後，実際のデータ
について上記のグラフをRにより作成し，その見方も考察をする。散布図の見方と
実際のデータについて作成を行なう。同時に相関係数も導き，その解釈も解説す
る。 

6 確率と確率分布1 
①事象と確率 ②確率変数と確率分布および期待値 ③主要な確率分布（正規分
布）：Rによるグラフ作成と確率計算 

7 確率と確率分布2 主要な確率分布（二項分布、ポアソン分布）Rによるグラフ作成と確率計算の実習 

8 検定と推定の考え方 
①検定における仮説と有意水準 ②実際のデータについてRでの計算練習 ③推定
（点推定と区間推定）とシミュレーションによる実習 

9 １標本における検定と推定1 ①正規分布における平均・分散に関する検定と推定 

10 １標本における検定と推定2 
①二項分布における母比率に関する検定と推定 ②ポアソン分布における母欠点
に関する検定と推定 

11 関連分析(質的変数間） 
質的変数間の関連をみる方法である、クロス集計（２元分割表）での属性相関係数
から検討する仕方、独立性の検定を行う仕方、さらには対応分析を行い解釈する
方法について説明する。 

12 相関分析と回帰分析(量的変数間） 

量的変数同士の関連（相関）をみる場合、①相関分析：散布図からの検討と実際の
データについての解析と解釈を行なう。②単回帰分析。目的変数と説明変数によ
る回帰モデル（因果関係の１つのモデル）の実際のデータへの適用と解釈を説明す
る。ノンパラメトリックなスピアマン、ケンドールの統計量についても説明す
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る。 

13 質的データ（観察）の分析 観察により得られたデータについての解析・解釈についての説明 

14 質的データ（インタビュー）の分析 インタビュー調査により得られたデータに関する解析・解釈についての説明 

15 質的データ（ドキュメント）の分析 ドキュメントから得られるデータについての解析・解釈についての説明 
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科目コード 21326 区 分 専門基礎科目 

授業 

科目名 道徳教育の理論及び指導法(中等) 担当者名 伊住 継行 

配当年次 3 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

本授業では、中学校における道徳教育の内容や指導法について理解し、中学校の教員として確実に道徳教育の実践を行うために必要な

指導力を育成することをめざす。現代社会は価値多元化社会とも呼ばれ、自分の生き方や他者との関係の在り方等がきわめて不明確と

なりやすい傾向にある。それだけに中学校における道徳教育はきわめて重要な課題であり、豊かな人間性を育成するための指導力の向

上は不可欠のものであると考える。 

＜授業の到達目標＞ 

特別の教科道徳を要として学校の教育活動全体を通じて行う道徳教育の意義と目標を踏まえ、道徳教育や道徳科の授業の内容と方法に

ついて基礎的な知識を学ぶだけでなく、学習指導案の作成や模擬授業の実施等に取り組むことによって実践的指導力を培うことができ

るようになる。 

＜授業の方法＞ 

課題や資料配布はGoogleクラスルームで行う。また，適宜，Googleドキュメントやスプレッドシートを活用し，意見交流を行う，その

つもりでノートパソコンなどのデバイスを準備する。授業では，道徳教育の概要や道徳科の指導方法について理解したことをレポート

にまとめたり、グループワークで考えを伝え合ったりしながら理解を深める。また、実践的指導力の向上を図るために道徳科の学習指

導案を作成する。さらに、道徳科の模擬授業を行い、授業づくりのポイントについて議論する。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

・事前：講義内容の概要を自分なりに把握する努力を行うと同時に、疑問点等を探っておく。（１時間程度）・事後：その日の授業内

容を振り返り、理解しにくかった点等については次の時間に質問を行う準備をしておく。（１時間程度）授業で学んだことを基に道徳

科の学習指導案を作成する。（１～２時間程度） 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

この科目は体育学科のディプロマポリシー７（体育・スポーツに関する科学的知見をベースに自らの課題を見つけ、課題解決に取り組

み続けることができる生涯学習力を身に付けている。）とディプロマポリシー８（修得した知識・技術・態度等の全てを総合的に活用

し、自らが立案した新たな課題に主体的、創造的に取り組み、その課題を解決できる能力を身に付けている。）と関連付けられている。

特別の教科道徳のねらいや特質を踏まえた指導法について学ぶことを通して、高い倫理観を形成し、自らが設定した課題の解決に取り

組むことができる資質・能力を 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

受講態度・レポート 30％、指導案・模擬授業等 30％、試験 40％ 

＜教科書＞ 

文部科学省 (2018/3/30) 中学校学習指導要領(平成29年告示)解説 総則編  東山書房 

文部科学省 (2018/3/1) 

中学校学習指導要領解説 特別の教科道徳編（平成29年7月）教育出版 

＜参考書＞  

特に指定なし 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 学校における道徳教育 学校における道徳教育の意義 

2 道徳教育の歴史 戦前・戦後における道徳教育の変遷と課題 

3 道徳教育の目標 教育活動全体を通じて行う道徳教育の目標と特別の教科道徳の目標 

4 道徳教育の内容 道徳教育の指導内容と発達に即した内容の系統 

5 道徳教育の指導計画(1) 
道徳教育の全体計画の意義と内容，全教育活動における道徳教育の活動の具体的
な指導例及び家庭・地域との連携の内容と活動の具体例 

6 道徳教育の指導計画(2) 特別の教科道徳の年間指導計画の意義と内容 

7 道徳の授業の実際 道徳の授業の視聴と授業分析 

8 道徳の授業の組み立て方（1） 道徳の授業の構想、実態に基づく教材分析とねらいの設定 

9 道徳の授業の組み立て方（2） 道徳の授業の指導過程と発問の組み立て方 

10 学習指導案の作成(１) 道徳科の学習指導案の作成 

11 模擬授業(１) 
デジタル教科書を用いた模擬授業の実施と道徳科の特質を踏まえた授業展開につ
いての議論 

12 道徳の授業の組み立て方（３） 教材分析及び道徳の授業の指導過程と発問の組み立て方 

13 学習指導案の作成（２） 道徳科の学習指導案の作成 

14 模擬授業(２) 模擬授業の実施と道徳科の特質を踏まえた授業展開についての議論 

15 生徒理解に基づく道徳教育・道徳科の評価 道徳教育・道徳科における評価の方法と内容 
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科目コード 34105 区 分 コア科目 

授業 

科目名 子どもとマルチメディア 担当者名 本庄 慶樹 

配当年次 0 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 演習 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

情報通信。情報機器を利活用して、子どもの発育、教育教材を制作する。乳幼児期から児童期・青年期に至るまでの子どもの発達的観

点、教育的観点等を多面的に理解した上で、情報リテラシー・情報機器操作スキルを利活用した、子どもの教育を工夫する。 

＜授業の到達目標＞ 

実践的な課題に取り組み教育の場で活用できる技術と問題解決能力、論理的思考力を育む。また、 課題の創作活動を通して、情報機

器を活用したメディアでの芸術的な技術力、表現力を身につける。 

＜授業の方法＞ 

授業は各自が持参したPCを用いた演習形式で行うため、PCは必携である。主にMicrosoft社製のOfficeを使用して学習を進める。教育

現場で即戦力となる文書や資料の作成、発表を授業内課題 とし、その課題提出、発表をもって成績評価とする。与えられた課題に対

する評価はもとより自他の作品について考察し、自己能力の向上に努める学習状況を評価の対象とする。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

授業で必要となるコンピューターとソフトの操作を予習しておくことは必須である。授業時間は、課題制作の方法を学び試作を行う

時間、または発表及び他者の発表から学ぶ時間である。別に期限までに課題を制作する時間が各90分から120分程度必要である。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

子どもを取り巻くインターネットを含む情報や情報機器の環境は年々変化しており、現状の変化への感受性も教育者の資質といえよう。

そういった環境変化を受け入れるという事は、対応・利活用できる資質を持つことが必要である。その資質とは、子ども学の知見と教

養に基づく知識を理解した上で成り立つものである。(DP3)広く豊かな社会的常識、人間的に成熟した保育・教育観を持ち、子どもの

教育へのICT利活用能力を備えた保育・教育を推進する実践力・創造的思考力を身に付ける。(DP8) 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

提出課題の完成度 30％、提出課題の取り組み 30％、講義内学習発表状況 40％ 

＜教科書＞ 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 Eメールとクラウドの活用 
Eメールやクラウドについての知識の再確認と、現在の子どもを取り巻く問題点と
課題を考える。 

2 著作権と教育利用 
ICTの教育への利用の著作権、肖像権等、様々の注意点や問題点を出し考えてい
く。 

3 プログラミング教育 
創造力、問題解決能力の育成のためのプログラミング教育（スクラッチ）を自ら体
験する。 

4 子どもとプログラミング教育（実践１） 
プログラミング言語ビスケットを使って如何に子どもに課題を与えるかを考え
る。 

5 子どもとプログラミング教育（実践２） プログラミングできるブロックを使っての子どもへの教育企画を考える。 

6 ガジェット制作から学ぶ（実践１） アニメーション作成を通して,パワーポイントでの動画作成の基本操作を学ぶ。 

7 ガジェット制作から学ぶ（実践２） ガジェット作成を通してベクター画像作成を実践する。 

8 電子絵本制作から学ぶ（１） 電子絵本を読み聞かせしてみることで、可能性と課題を探る。 

9 電子絵本制作から学ぶ（２） 
既存の絵本を作画することで、場面設定を学ぶ。また、電子絵本での可能性を考
察する。 

10 電子人形劇制作から学ぶ（１） 作品制作に必要な構成力を磨く。 

11 電子人形劇制作から学ぶ（２） 発表を通じて、課題発見、解決の能力を養う。 

12 ビデオ作成 
様々のコンピュータスキルを駆使し、課題制作をすることで、スキルと創造力・
問題解決能力を磨く。 

13 ミュージックビデオ作成 制作と発表を通して、発達的観点、教育的観点等、多面的に学ぶ。 

14 Webサイトの現状について 園、学校等のWebサイトの現状について考える。 

15 Webサイト作成 HTML、CSSを用いた、制作技術を学ぶ。 
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科目コード 0 区 分 コア科目 

授業 

科目名 リハビリテーション医学Ⅱ 担当者名 廣重 陽介 

配当年次 3 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

本講義では、リハビリテーション医学分野で頻繁に遭遇する疾患に対する運動器および高齢化のリハビリテーションについて、病態・

評価・リハビリテーションなどを学習する。加えて、リハビリテーションの治療技術やリハビリテーション医学に関係した社会福祉，

障害者スポーツについて学ぶ。リハビリテーション医学分野における柔道整復師の役割について概説する。尚、本授業は一部オンデマ

ンド教材等使用し行うため、PCまたはタブレットを準備の上、履修すること。 

＜授業の到達目標＞ 

リハビリテーション医学分野における基礎的な知識、特に1）他の関係職種との共通言語や共通認識を構築やその役割の理解，2）高齢

者や運動器を中心とした疾患別リハビリテーションの流れの概説、3）リハビリテーション医学に関連した社会福祉，障害者スポーツ

についての理解ができるようになることを目標とする。 

＜授業の方法＞ 

視聴覚教材、配布資料を適宜用い、教科書に沿って授業を進行する。 オンデマンド資料提示や課題の提示、提出等はGoogle Classroom

で行う。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

学習時の疑問についてはその都度質問するようにすること。本講義において、機能解剖、運動学、疾患における測定評価、治療に関

する理解が必要である。したがって、教科書や配布資料（事前に配布する）、ノートなどを活用して各回当該箇所の基本的事項、他の

授業で学んだ関連部分の予習および復習を各60分以上行い、理解を深めること。事前課題および復習課題の提示、提出を求めること

もある。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

本科目はディプロマポリシー2の、 「柔道整復学及び健康科学、スポーツ医科学分野に必要な専門知識と技能を理解し、日々進歩する

医学分野に対応できる能力を身に付けている」  に該当し、 柔道整復師としてのリハビリテーション分野における能力向上の機会を

提供する。主として、疾患別のリハビリテーションについてを教示し、柔道整復師としてのリハビリテーション分野における能力向上

の機会を提供する。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

学習意欲 30％（出席、事前学習、小テスト）、定期試験 （中間試験 35％、期末試験 35％）70％事前学習、小テストに関するフィー

ドバックは講義中または個別に行う。 

＜教科書＞ 

全国柔道整復学校協会（監修），栢森良二（編）（2019年4月10日） リハビリテーション医学 改定第3版  南江堂 

＜参考書＞  

指定なし 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 ガイダンス 講義の概要，到達目標，評価方法等の説明 

2 リハビリテーション治療技術（1） 理学療法 

3 リハビリテーション治療技術（2） 作業療法・言語聴覚療法 

4 リハビリテーション治療技術（3） 補装具 

5 高齢者のリハビリテーション（1） 平均寿命と健康寿命/フレイル/高齢者をとりまく医療制度/認知症/高齢者虐待 

6 高齢者のリハビリテーション（2） 
要介護状態の予防/リハビリテーション前置主義/地域リハビリテーション/パーキ
ンソン病のリハビリテーション 

7 高齢者のリハビリテーション（3） 脳卒中 

8 中間試験 試験と解説 

9 運動器のリハビリテーション（1） 骨折の治療と後療法 

10 運動器のリハビリテーション（2） 骨粗鬆症、捻挫へのアプローチ 

11 運動器のリハビリテーション（3） 上肢損傷後症候群 

12 運動器のリハビリテーション（4） 下肢損傷後症候群 

13 運動器のリハビリテーション（5） 頚肩腕症候群・腰椎症の病態とアプローチ 

14 運動器のリハビリテーション（6） 肋骨骨折へのアプローチ、アキレス腱断裂へのアプローチ 

15 リハビリテーションと福祉障害者スポーツ 社会福祉、介護保険、障害者スポーツの概要・歴史・分類・種目・評価と効果 
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科目コード 61003 区 分 コア科目 

授業 

科目名 スポーツ健康論 担当者名 前川 真姫 

配当年次 0 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

今般の医療制度改革においては、生活習慣病予防が生涯を通じた個人の健康づくりだけでなく、中長期的な医療費適正化対策の柱の一

つとして位置づけられており、今後展開される本格的な生活習慣病対策においては、一次予防に留まらず二次予防も含めた健康づくり

のための運動を指導する専門家の必要性が増している。本講義においては、運動プログラムの基本的な考え方を理解し、対象特性に合

わせた包括的な運動プログラムの作成方法、運動行動変容の理論と実際について学ぶ。 

＜授業の到達目標＞ 

運動プログラムの基本的な考え方を理解し、対象特性に合わせた包括的な運動プログラムの作成できるようになること、そして成果を

もたらすためには行動の継続が重要であることを理解し、行動変容を生じさせることを目的とした行動変容理論・モデルおよび技法に

ついての知識を習得することを目標としている。 

＜授業の方法＞ 

教科書を基に、必要に応じてPDF資料を配布し、講義を進めていく。また、課題の実施やグループワーク、発表などを用いながら理解

を深めていく。最後にはその授業内容について、確認テストをGoogle Formを用いて行う。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

事前に教科書を熟読し（約1時間）、課題に対しては、参考図書・参考資料を参照しながら、授業の理解を深める。また、確認テスト

の結果内容について、振返りを行う（約30分）。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

本授業を学ぶことは、体育学科DP7「体育・スポーツに関する科学的知見をベースに自らの課題を見つけ、課題解決に取り組み続ける

ことができる生涯学習力を身に付けている。」と関連付けられている。さらに、学内で学んだ知識や技術を応用させるとともに、健康

運動指導士としての基本的な精神を身につける機会とする。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

授業態度・学習意欲 30%、小テスト等 20%、 定期試験 50% 

＜教科書＞ 

公益財団法人 健康・体力づくり事業財団（2015年1月） 健康運動指導士養成講習会テキスト（上・下）  株式会社 南江堂 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 序論 スポーツと健康の関係についての概略 

2 検診結果について（1） 検診結果の読み方 

3 検診結果について（2） 検診結果による効果測定 

4 運動のためのメディカルチェック 運動のための内科メディカルチェックについて 

5 安静時心電図 安静時心電図の基本の理解 

6 負荷心電図 運動負荷中における心電図の実際 

7 運動負荷試験 運動負荷試験の実際 

8 内科疾患のリハビリテーションと運動療法 呼吸器疾患、循環器疾患にに対する運動プログラム 

9 身体活動量の定量法とその実際 身体活動量の測定法と評価方法 

10 運動処方（1） 服薬者に対する運動療法プログラム 

11 運動処方（2） 生活習慣病に対する運動療法プログラム（包括的プログラム） 

12 運動処方（3） 生活習慣病に対する運動療法プログラム（過体重・肥満症と高血糖・糖尿病） 

13 運動行動変容の理論と実際（1） 行動変容の理論 

14 運動行動変容と理論と実際（2） 行動変容理論の実践的適用 

15 まとめ まとめと今後の展望 
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科目コード 35205 区 分 コア 

授業 

科目名 トレーニング論Ⅱ(応用) 担当者名 吉岡 利貢 

配当年次 3 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

本講義では、トレーニングの基礎的概念をベースに、各種体力（筋力、パワー、持久力など）を効果的に高めるためのトレー ニング

計画を立てる能力を養う。また、トレーニングの成否を判断するための体力の評価法についても学習する。 

＜授業の到達目標＞ 

各々の課題に応じたトレーニングを計画し、トレーニングの成否を評価することができる。 

＜授業の方法＞ 

講義と受講者による発表・討論を行います。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

参考図書（トレーニングの科学的基礎）を熟読の上、授業に参加すること。（所要時間：2時間） 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

体育学科のディプロマポリシー「健康増進、体力の向上、また競技力向上に貢献できる専門的な知識・技能を身に付けている」および

「体育・スポーツに関する科学的知見をベースに自らの課題を見つけ、課題解決に取り組み続けることができる生涯学習力を身に付け

ている」に対応した科目である。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

受講態度（提出物を含む）60%、発表40% 

＜教科書＞ 

＜参考書＞  

宮下充正 

トレーニングの科学的基礎ブックハウスHD 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 ガイダンス 受講上の注意、評価方法、講義の概要 

2 トレーニングの基礎的概念① トレーニングの原理・原則、量・強度・質のとらえ方 

3 トレーニングの基礎的概念② トレーニングの分類、負荷特性 

4 トレーニングに関する最近の研究① 日本語論文の探し方と読み方 

5 トレーニングに関する最近の研究② 英語論文の探し方と読み方 

6 トレーニングに関する発表および討論① 発表、質疑応答、レポート作成 

7 トレーニングに関する発表および討論② 発表、質疑応答、レポート作成 

8 トレーニングに関する発表および討論③ 発表、質疑応答、レポート作成 

9 トレーニングに関する発表および討論④ 発表、質疑応答、レポート作成 

10 トレーニングに関する発表および討論⑤ 発表、質疑応答、レポート作成 

11 トレーニングに関する発表および討論⑥ 発表、質疑応答、レポート作成 

12 トレーニングに関する発表および討論⑦ 発表、質疑応答、レポート作成 

13 トレーニングに関する発表および討論⑧ 発表、質疑応答、レポート作成 

14 トレーニングに関する発表および討論⑨ 発表、質疑応答、レポート作成 

15 トレーニングに関する発表および討論⑩ 発表、質疑応答、レポート作成 
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科目コード 63003 区 分 コア科目 

授業 

科目名 スポーツ相談の実際 担当者名 崔 回淑 

配当年次 3 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

 スポーツ心理相談とは、心理的課題や問題を抱えて来談したスポーツに関わっている人々に対して、専門的な訓練を受けた者が、臨

床心理学の手法により援助を行うことである。本講義では、スポーツ心理相談に関する基礎的な理論を概観し、スポーツ傷害や運動部

活動での不適応などスポーツ競技者の相談事例を紹介しながら詳細について論じていく。また、ロールプレイを通して、傾聴・共感と

いった基本姿勢の体験を図り、スポーツ心理相談の理論と技法の基礎を身につけることをねらいとする。 

＜授業の到達目標＞ 

 ①スポーツ心理相談に関する基礎的知識を理解できる。②スポーツ傷害や運動部活動での不適応などスポーツ競技者の相談事例に関

する最新のトピックスを知る。③ロールプレイ等を通して、傾聴・共感といった基本姿勢の体験を図り、スポーツ心理相談の理論と技

法の基礎を身につけることができる。 

＜授業の方法＞ 

 講義を中心としながら、カウンセリングに関する様々な実習や臨床事例に対するディスカッションを行う。なお、「相談の実際」で

は、ジャーナルまたは著書などで報告されたスポーツ選手の心理相談事例を毎回提示し、検討していく。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

 相談事例を紹介したり一部実習を取り入れたりするので、積極的に取り組めるレディネスを持って受講することが望ましい。参考

書や配布資料などに目を通し、授業で課される次週の課題について1時間の予習をしてくること。毎時間課される授業課題について1

時間の復習を行うこと。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

 「科学的根拠や思考を持って、体育・スポーツ現場の諸問題に対応できる能力」を育成するためのコア科目である。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

 受講態度・討議への参加度 40％、レポート作成 40％、小テスト 20％ 

＜教科書＞ 

特になし    

＜参考書＞  

河合隼雄 

「カウンセリングの実際問題」誠心書房中込四郎「アスリートの心理臨床－スポーツカウンセリング－」道和書院鑪幹八郎「試行カウ

ンセリング」誠心書房 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション 授業の概要と進め方 

2 スポーツ相談の立場と方法（1） 臨床スポーツ心理学の方法 

3 スポーツ相談の立場と方法（2） 競技スポーツの心理世界 

4 スポーツ相談の立場と方法（3） アスリートの心と身体、訴えの特徴 

5 スポーツ相談の立場と方法（4） アスリートの心の強化 

6 スポーツ相談の実際（1） スポーツ選手の相談事例の検討（心因性動作失調） 

7 スポーツ相談の実際（2） スポーツ選手の相談事例の検討（バーンアウト） 

8 スポーツ相談の実際（3） スポーツ選手の相談事例の検討（ケガ） 

9 スポーツ相談の実際（4） スポーツ選手の相談事例の検討（アイデンティティ形成） 

10 スポーツ相談の実際（5） スポーツ選手の相談事例の検討（競技離脱） 

11 スポーツ相談の実際（6） スポーツ選手の相談事例の検討（コンディショニング） 

12 スポーツ相談演習（1） ロールプレイ（1） 

13 スポーツ相談演習（2） ロールプレイ（2） 

14 資格認定制度について SMT指導士、スポーツカウンセラー 

15 まとめ 授業の振り返り 
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科目コード 0 区 分 コア科目 

授業 

科目名 サービス経済論 担当者名 松澤 俊雄 

配当年次 3 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

現代社会において、医療・福祉、住宅、交通等の公共性をもったサービス財は、必要不可欠な経済の一翼を担っている。本科目では、

これらサービス財の生産・消費における特性の概要を把握するが、なかでも消費・生産活動において衣食住に次ぐ必須性をもち、経済

社会に不可欠かつ大きなウエイトをもつ交通・運輸サービスの観点から、それらサービスの供給、事業の在り方について考えてみたい。

交通・運輸サービスには、長年にわたる整合的な統計が整備されており、サービスの生産・消費の変容を量的・質的にとらえられるだ

けでなく、事業者間競争による影響と規制・規制緩和政策もとらえることができる。| 

＜授業の到達目標＞ 

 以下の項目について理解できることを目標とする。|１．サービス・財の性質についての把握|２．サービス産業構造の把握について：

サービス経済の量的・質的把握と動向|３．サービス産業の価格設定について（魅力ある価格設定など）|４．サービス産業内企業間競

争と利用者の便益 

＜授業の方法＞ 

 講義資料と日経ビジネス（各自所持）等を教材とする。板書とPPTを活用する。授業の理解度を高め、確認するため、適宜コメント

ペーパー（ミニレポート）類の提出を課す予定。講義資料は授業中に配布するか、予め学内ネットで各履修者に入手してもらう。サー

ビス産業の状況（価格設定や競争など）を各人（グループ）で調査して報告してもらうことも予定。＜ただし、COVIDの状況や履修者

数次第では、授業計画を変えることがあります＞ 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習・復習を行うとともに、サービス経済に関する事柄に日頃から新聞などで目を通しておくように心掛けてください。原則として

講義２・３回に１回程度レポート課する予定。(予習2時間,復習2時間） 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

授業を通じて、経営活動での知識や情報をもとに論理的・数量的に分析する力、戦略的に問題解決に向けた意思決定をする力を身に付

けるとともに、それら知識を連動させ、新たな課題に対応できる社会人力（課題を見つける力、創造的思考力、コミュニケーション能

力）を身に付けられるようにする。サービス産業の経済的意義・変遷や企業間競争等を学ぶことで、現実の課題に対し問題解決に向け

た意思決定力を涵養できるようになることである。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

成績評価は、各授業におけるレポート課題の提出、内容、出席状況、授業態度などによっておこなう（授業開始までにClassroomでお

知らせします）。 

＜教科書＞ 

 配布資料（学内ネット）を中心に、日経ビジネス.も。   

＜参考書＞  

森川正之（2016年4月） 

サービス立国論日本経済新聞出版社(2700円+税) 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 はじめに サービス経済論で学ぶこと、および授業の進め方について 

2 財・サービスの基本的性質 有形財・無形財；即地・即時財；|本源的・派生的需要；私的財・公共財 

3 
わが国における産業構造とサービス部門の動向ー産業連
関表による分析 ［Ⅰ］ 

産業連関表の仕組―経済主体間における財・サービスの取引（投入・産出）―につ
いて学びます。 

4 
わが国における産業構造とサービス部門の動向ー産業連
関表による分析 ［II］ 

マクロ経済学的観点から、産業間の連関/就業者・生産額・付加価値額・消費額な
どの動向について。 

5 
わが国における産業構造とサービス部門の動向ー産業連
関表による分析［III] 

経済のソフト化・高付加価値化・アウトソーシングなど、産業構造の変容につい
て学びます。 

6 サービス産業と価格設定［Ⅰ］ サービスの価格実態と社会的に妥当な価格設定について 

7 サービス産業と価格設定［Ⅱ］ サービスの質の相違と価格への反映について 

8 サービス産業部門の概要と動向［Ⅰ］ 
サービス産業部門（商業・観光・不動産・電力・通信など）についての現状と動向
について 

9 サービス産業部門の概要と動向［Ⅱ］ 都市・地域の産業を中心に、サービス産業の地域的展開と構造について 

10 交通・運輸産業とサービス経済の分析［Ⅰ］ 運輸サービス事業者（公共輸送人）の生成と社会的必要性（公共性）について 

11 交通・運輸産業とサービス経済の分析［Ⅱ］ 
運輸サービス（貨物）の需要動向、輸送態様（自家用・営業用）の変化、
JUST-IN-TIME輸送方式の普及等について 

12 交通・運輸産業とサービス経済の分析［Ⅲ］ 
都市間運輸サービス部門（旅客）における、利用者の交通手段選択と「時問価値」
について 

13 交通・運輸産業とサービス経済の分析［Ⅳ］ 都市間運輸サービス部門（旅客）における（航空対鉄道等）顧客獲得競争について 

14 交通・運輸産業とサービス経済の分析［Ⅴ］ 
運輸サービス部門における価格競争と質的競争およびその社会的影響や公的規制
について 

15 交通・運輸産業とサービス経済の分析［Ⅵ］ 
運輸・情報部門を中心に新規サービスの創出、既存のサービス消失の要因につい
て 
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科目コード 65018 区 分 コア科目 

授業 

科目名 キャリアマネジメントⅢ（公務員） 担当者名 森 利治 

配当年次 0 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

公務員試験合格を目指す学生の場合、採用試験の中で大きなウェイトを占める教養試験を突破しなければいけません。本科目では公安

職・行政職などの各種公務員を目指す学生が、試験に合格するためだけの科目として学習するだけではなく、そこに出てくる歴史的出

来事の秘話などを交えながら就職してから周りとのコミュニケーションを取る中で必要な教養知識を身につけることを目的に開講し

ます。 

＜授業の到達目標＞ 

採用試験における頻出分野の理解ができるようになる。３年次後期から開講される「公務員試験対策講座」と連動して知識のインプッ

トと確認テストによるアウトプットをバランスよく行い得点が取れるようになる。 

＜授業の方法＞ 

レジュメを中心に進めていくが、講義内容について本試験出題問題を解答し、グループ単位になって各選択肢の誤りを話し合い正答を

導き出して発表していくことで全員が内容の理解を深めていく。また、単元別にミニテストを実施し、GoogleClassRoomを活用して解

説動画を視聴する。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習：事前配布レジュメの中から人物とそれに関連する出来事の骨格をまとめる（１時間程度）。復習：予習した内容に講義で習った

内容が肉付けできるようになるために宿題レジュメを完成させ次回の確認テストに備える（１時間程度）。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

この授業は、体育学科のディプロマポリシー４（現代社会において果たす体育・スポーツの役割を理解し、様々な立場の人々と良好な

関係を築きながら職務を遂行できるコミュニケーション能力を身に付けている。）と関連付けられる。「文武両道を通じて培った経験

を活かし、公務員として社会貢献できる人」を育成するための基礎科目であり、３年次後期から始まる公務員試験対策講座と連動して

基礎力を養成し、採用試験に向けての準備を怠らないことを目的とする。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

定期テスト70％、単元別試験20％、授業に取り組む姿勢・提出物10％ 

＜教科書＞ 

＜参考書＞  

東京アカデミー 

オープンセサミシリーズ 公務員 国家公務員・地方初級   日本史・世界史・地理・倫理七賢出版 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 履修ガイダンス 講義内容の趣旨・目的の説明とプレ講義 

2 日本史（１） 古代史（１）（大和政権から律令時代） 

3 日本史（２） 古代史（２）（律令制度崩壊から再建にかけての変遷） 

4 日本史（３） 中世史（１）（摂関政治から院政・平氏政権への移行） 

5 日本史（４） 中世史（２）（平氏滅亡から執権政治） 

6 日本史（５） 中世史（３）（元の襲来から南北朝時代） 

7 日本史（６） 中世史（４）（南北朝合一から戦国時代） 

8 日本史（７） 近世史（１）（織豊政権から江戸幕府の基礎確立） 

9 日本史（８） 近世史（２）（元禄時代から新井白石の政治と文化史） 

10 日本史（９） 近世史（３）（三大改革から家斉の大御所政治と化政文化） 

11 日本史（１０） 近代史（１）（開国から明治新政府による近代国家建設） 

12 日本史（１１） 近代史（２）（明治時代中期から条約改正交渉と産業革命） 

13 日本史（１２） 近代史（３）（大正デモクラシーから金融恐慌） 

14 日本史（１３） 近代史（４）（世界恐慌から軍部の台頭） 

15 日本史（１４） 近代史（５）（日中戦争からポツダム宣言受諾まで） 
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科目コード 53045 区 分 キャリア形成科目 

授業 

科目名 特別演習Ⅱ 担当者名 松澤 俊雄 

配当年次 3 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

 [経済学系科目のまとめと演習―３年次生を念頭においています][４月５日一部変更あり] | これまで1・２年次で経済学概論、ミ

クロ経済学、マクロ経済学、２年次(３年次前期)で応用ミクロ/応用マクロ経済学、公共経済学、財政学、経済政策論等を学んできた

と思う。本特別演習の目的は、これら授業で学んだ内容を本授業の教科書で重点的に整理・復習し、理解をより深めるとともに発展さ

せることにある。また、関連する分野の演習問題も積み上げることによって、４年次の大学院・公務員関係試験[で出題される経済学]

に対応すべく企図した授業でもあり、3年生を念頭に授業を進めます。これまでに上記科目等の多くを、原則 SかAの相応の成績で履修

済みであることが望まれます。 

＜授業の到達目標＞ 

これまで学んだ経済学関連の科目の内容を、本授業で用いる教科書や配布資料によって重点的に復習・補完し、理解をより深めるとと

もに発展させることにある。併せて、対応するセクションの演習問題を解くことで理解をより確かなものにしたい。 

＜授業の方法＞ 

基本的に教科書にしたがって事前に予習してもらい、要点について資料配布も行い講義を進める。演習問題についての進め方は、参加

者と相談してきめる。本授業を含め、日常の勉学で生じる「経済学」の疑問点等については、オフィスアワーを中心に相談に応じたい

と思います。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習1.5時間、復習1.5時間を目安。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

授業を通じて、国際人・リーダーとして「社会に貢献する経営」を実践するための豊かな教養として、歴史・社会を含めた学際的な知

識を身に付ける。また「公共性」について把握・理解を深めることにより、現実の課題に対し、経営活動での知識や情報を身に付けら

れるようになることである。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

授業態度（出席意欲）や課題提出等の平常点：70％、期末試験：30％で評価の予定。| 

＜教科書＞ 

井堀利宏 『大学4年間の経済学が10時間で（ざっと）学べる』  KADOKAWA(2015年) 

＜参考書＞  

高橋知也 

私大文系のミクロ経済学中央経済社（2019年第1版第８刷） 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 経済学の基本 １・２章  

2 消費者行動 ３章  

3 消費者行動 ３章  

4 企業行動 ４章  

5 企業行動 ４章  

6 
市場の機能と価格メカニズム ５章； 所得分配の決ま
り方 ６章 

 

7 独占と規制 7章  

8 寡占市場 ８章  

9 外部性と市場の失敗 ８章  

10 
マクロ経済学の基本 １１章；GDPはどう決まるのか 
１２章 

 

11 マクロ経済主体の行動 １３章  

12 財政政策 １４章  

13 景気と失業 １６章；インフレとデフレ １７章  

14 経済成長 １８章  

15 国際経済 １９章；不完全情報の世界 １０章  
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科目コード 36508 区 分 コア科目 

授業 

科目名 アスレティックリハビリテーションⅡ 担当者名 飯出 一秀 

配当年次 3 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

アスレティックリハビリテーションは、①筋力回復および筋力増強、②関節可動域回復、③神経筋協調性、⑤全身持久 力回復、⑥身

体組成の管理、⑦再発予防および外傷予防を主な目的としている。 

＜授業の到達目標＞ 

本講義では、「アスレティックリハビ リテーション基礎」からの内容を深め、特に上肢および体幹を中心とした外傷ごとのリスク管

理に基づいたアスレティッ クリハビリテーションプログラム作成と実際に実践できる知識と技術の習得を目的とする。 

＜授業の方法＞ 

教科書に沿って講義を行い、必要に応じて補足資料を配布する。また必要に応じて実技指導も行う。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

テキスト内容の自分が分からないところ（＝授業において自分がしっかり聞いておかないといけないところ）を把握す る、そのこと

によって、授業での記憶定着の効率を上げる。授業を受けたその日のうちの復習を毎回60分程度、定期テスト前の勉強を兼ねた復習

120分程度。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

競技種目特性に対するアスレティックリハビリテーションを学習し、スポーツ傷害から競技復帰を目指す上で必要な専門的知識を修得

するための科目である。ディプロマポリシーの「健康増進、体力の向上、また競技力向上に貢献できる専門的知識・技能を身に着けて

いる」を修得するための科目である。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

小テスト10%、課題プロジェクト20%、定期試験70を総合的に判断する。 

＜教科書＞ 

日本体育協会（2009.9.30） 「日本体育協会アスレティックトレーナー専門科目テキスト⑦・アスレティックリハビリテー ション」  

日本体育協会 

＜参考書＞  

特になし 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 スポーツ外傷・傷害総論 スポーツ現場における下肢・競技（種目別）外傷と障害の特徴について理解 

2 足・足関節のリハビリテーション   足指 足関節の機能解剖、怪我のメカニズム、医学的情報の理解 

3 足・足関節のリハビリテーション   足関節 症例検討、具体的なプログラムの作成、リハビリ演習 

4 下腿部のリハビリテーション－前部－ 膝関節の機能解剖、怪我のメカニズム、医学的情報の理解 

5 下腿部のリハビリテーション－後部－ 症例検討、具体的なプログラムの作成、リハビリ演習 

6 膝関節のリハビリテーション－捻挫－ 大腿部の機能解剖、怪我のメカニズム、医学的情報の理解 

7 膝関節のリハビリテーション－ACL－ 評価に必要な検査および測定方法の理解、患部のリスク管理 

8 膝関節のリハビリテーション－MCL－ 症例検討、具体的なプログラムの作成、リハビリ演習 

9 大腿部のリハビリテーション－前部－ 肢関節の機能解剖、怪我のメカニズム、医学的情報の理解 

10 大腿部のリハビリテーション－後部－ 症例検討、具体的なプログラムの作成、リハビリ演習 

11 股関節のリハビリテーション－前部－ 
競技（種目）特性に基づいたアスレティックリハビリテーションのプログラミング
（－球技－） 

12 股関節のリハビリテーション－後部－ 
競技（種目）特性に基づいたアスレティックリハビリテーションのプログラミング
（－格闘技－） 

13 
競技（種目）特性に基づいたアスレティックリハビリテ
ーションのプログラミング（－球技－） 

競技種目特性、競技種目の動作特性、体力特性、外傷発生機転 

14 まとめ スポーツ復帰のための機能的、体力的到達目標 

15 まとめ 競技種目ごとのアスレティックリハビリテーションのプログラミング 
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科目コード 38301 区 分 コア 

授業 

科目名 保健体育科指導法Ⅳ(実践) 担当者名 米村 耕平 

配当年次 0 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

保健体育科教育指導法Ⅳでは、保健体育科指導法Ⅲの模擬授業や教育実習での体験を下に、「さらにどうすればより効果的な体育授業

を進めることができるか」を探求していく。特に教授技術に焦点化した講義を行い、より効果的な教授技術のあり方について検討する。

また、模擬授業や教育実習の成果と課題を基にした2回の模擬授業の立案・実施・反省を行う。 

＜授業の到達目標＞ 

（１）教師として高い使命を持って授業に取り組む姿勢を理解する。（２）効果的な教授技術のあり方について基本的な考え方を理解

する。（３）授業評価の基本的な理解にたって、次時の授業の改善策を立案できる。（４）2回の模擬授業を通して教師の実践的指導

力形成のあり方について理解する。 

＜授業の方法＞ 

模擬授業や教育実習での課題と成果についてグループワークを通して明らかにする。また、それらの課題解決に向けた授業つくり、特

に効果的な教授技術を行うために必要なことの理解を通して2回の模擬授業を立案・実施・反省を行う。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習・復習：授業時間内に提示された課題を次時の授業までに解決し、不明な点などを明らかにしておく。授業時間に配布された資

料および提示された参考図書・参考資料に目を通して授業の理解を深める。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

修得した知識・技術・態度等の全てを総合的に活用し、自らが立案した新たな課題に主体的、創造的に取り組み、その課題を解決でき

る能力を身に付けている。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

授業中の提出物20％、ミニレポート30%、レポート50% 

＜教科書＞ 

＜参考書＞  

高橋健夫 編著（2021） 

「新版体育科教育学入門」大修館書店文部科学省（2017）「中学校学習指導要領解説保健体育編」東山書房 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 
授業内容の説明・模擬授業・教育実習の成果と課題の検
討 

心がまえと準備、グルーピング、模擬授業・教育実習の成果 と課題の検討 

2 模擬授業・教育実習の成果と課題のまとめ 模擬授業・教育実習の成果と課題についてまとめ 

3 課題解決に向けた授業つくり（理論） 効果的な教授技術のあり方について検討 

4 課題解決に向けた授業つくり（実践） 効果的な教授技術向上にむけた課題の検討 

5 模擬授業のねらいと授業観察の方法 模擬授業の意義、授業観察の方法 

6 教育実習の成果と課題を基にした模擬授業①の準備 役割分担、授業内容の決定 

7 模擬授業①の指導案作成と検討 模擬授業①の指導案つくり 

8 模擬授業①（1） 授業の実施、評価、分析（1） 

9 模擬授業①（2） 授業の実施、評価、分析（2） 

10 模擬授業①の反省 模擬授業をデータから振り返る 

11 教育実習の成果と課題を基にした模擬授業② の準備 役割分担、授業内容の決定 

12 模擬授業②の指導案作成と検討 模擬授業②の指導案つくり 

13 模擬授業②（3） 授業の実施、評価、分析（3） 

14 模擬授業②（4） 授業の実施、評価、分析（4） 

15 模擬授業②の反省と授業のまとめ 模擬授業②をデータから振り返る、授業のまとめ 
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科目コード 0 区 分 コア科目 

授業 

科目名 アジア経済論 担当者名 歌代 哲也 

配当年次 3 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

日本経済は高コスト化と人口減少(市場縮小)という２つの構造的な問題に直面している。こうした変化に対応すべく、生産拠点・販売

拠点としてのアジアにビジネス上の活路を見出そうとする日本企業は後を絶たない。本科目では、いま最もダイナミックに変化を遂げ

ているアジアという地域に焦点を当て、同地域と日本企業との間の経済的な関係性の現状を整理した上で、アジア主要各国の経済発展

の経緯や特性について理解を深める。 

＜授業の到達目標＞ 

本講義の到達目標は主として以下の２点である。①雁行形態型の発展パターンによる産業伝播がアジアの経済発展を刺激しつつも、産

業構造はフルセット型からモジュラー型に移行していることを理解する。②アジア諸国の発展過程と相互補完的関係を理解し、日本企

業が海外進出する際に生じる諸問題・ビジネス機会について説明することができる。 

＜授業の方法＞ 

①配布資料・パワーポイントを用いた授業形式で講義を行うが、グループディスカッションを取り入れたい。日本とアジアの国際貿易・

日本企業のアジア進出に関連する時事トピック等のテーマについて、教員を含め受講生相互のディスカッションにより理解を深める。

②各回の授業は、教科書または配布プリントをもとに進める。※配布資料・参考文献等は、Google Classroomに掲載する予定。③日本

とアジアの国際貿易・日本企業のアジア進出に関連する時事トピック等を題材として行う。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

①予習：講義時に指示したテキストの該当部分を読んでおくこと(毎回30分)②復習：配布プリントの重点箇所を中心として、理解を

深めておくこと(毎回30分)③課題：参考書または講義時に指定した図書・文献等をもとにまとめること(毎回30分)④その他：日常的

に世界経済の動向に関する報道をチェック、期末試験向けのノートの整理（毎回30分） 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

グローバルに拡大している企業活動、市場経済、公的分野に関連する社会現象、市場について分析・理解する能力を身に付ける。日本

企業のアジア諸国への進出に関するグループディスカッションや課題等を通じて、主体性・積極性を持って学習し、グローバルな課題

解決の一端を担い、国際社会に貢献し、同時に生涯学習力を身に付けている。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

定期試験50%、受講態度（講義ノートの提出）20%、学習意欲（課題・レポート等の提出物）30% 

＜教科書＞ 

後藤健太（2019/12/25） アジア経済とは何か（中公新書2571）  中央公論社 ISBN: 978-4-12-102571-5 

＜参考書＞  

馬場敏幸（編）（2013/4/10） 

アジアの経済発展と産業技術―キャッチアップからイノベーションへナカニシヤ出版 ISBN: 978-4779507496 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション 本科目の内容と評価方法 アジア経済を学ぶ意義 

2 
日本とアジアの国際的位置づけ ① 20世紀のアジア経
済 

アジア経済発展の背景と外部条件 

3 
日本とアジアの国際的位置づけ ②  輸出志向の経済
発展モデル 

アジア経済発展の内部条件と要因 

4 経済発展の特徴 ①  雁行形態型発展モデル 日本の海外進出と、受け入れ国への影響 

5 
経済発展の特徴 ② なぜアジアは経済発展の軌道に乗
ったか 

政府主導型の発展モデル 

6 経済発展の特徴 ③  持続的な経済成長が可能な要因 経済発展の担い手 

7 域内連関  アジア諸国間の経済的な結びつき 国際分業、アジア諸国間における協業･競合 

8 
変化した経済モデル①  アジアの発展は何をもたらし
たか 

  日本の停滞と、アジア諸国の躍進 

9 変化した経済モデル②  産業構造の変化と発展   フルセット型とモジュラー型の違い 

10 中国経済①  社会主義市場経済とはなにか 中国の経済発展の背景と経緯 

11 
中国経済②  巨大な人口・産業・市場にどう向き合う
か 

中国経済・企業のアジア進出とアジア諸国の対応と、その影響 

12 多様性  社会・文化の相違による影響 異なる価値感、異なる文化 

13 経済格差 格差問題と経済成長 国家間の格差と地域内格差、経済成長モデルとの関係 

14 
アジア市場に対する日本企業の戦略  日本企業の競争
優位性 

地域内協業・分業のなかでの日本企業の立ち位置 

15 本科目のまとめ  学習内容の復習 経済発展モデル、協業と競争、多様性、諸問題、アジアのなかの日本 
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科目コード 52010 区 分 コア科目 

授業 

科目名 保育実習指導Ⅲ(施設) 担当者名 坪田 章彦 

配当年次 3 配当学期 後期 単位数 1 授業方法 演習 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

事前指導では、各教科の理論・技能を再統合し応用できるための総合化の視点、それに基づく実習課題の明確化、及び施設利用者の生

活に立ち入って施設保育の実際を内側から学ぼうとする者の持つべき倫理意識を学ぶ。※保育実習指導Ⅲ(施設)は児童養護施設、障害

者支援施設への就職を行う者の受講に限る。 

＜授業の到達目標＞ 

・児童福祉施設における保育士の役割について学ぶ。・施設入所者への理解を深め、実際の支援について考える。・施設実習での活動

を通して、保育者としての自己課題を見出す。実習に向けての社会福祉施設の目的と内容についての基本を理解し、実習を円滑に進め

ていくための知識や心構えを得る。自らの課題を明確にし、実践を通して施設保育士として必要な資質・能力・技術を習得する。 

＜授業の方法＞ 

講義、グループワーク、個別指導等を適宜組み合わせて進める。また、必要に応じて上級生（保育実習Ⅲ既習者）等をゲストに迎えて

将来像を見つけ出すなどの演習を行う。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

事前に手引きをよく読んでおくこと（1時間以上）。配布された資料をファイルし、授業後に内容を整理すること（1時間以上）。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

社会福祉施設における保育士のより専門的な知識を学び、保育実習Ⅲへと繋げられるようにしていく。また、主体性・多様性・共同性

の考え方を持てるよう学びをより深める。この授業は、こども発達学科ディプロマポリシーDP6「保育者としての自己管理力、チーム

ワーク、リーダーシップ、倫理観等を身に付けている。」及びDP5「子どもや保護者・教育関係者との円滑な人間関係を築くための、

問題解決力、論理的思考力、情報リテラシー・数量的スキル等の力を身に付けている。」並びにDP8「広く豊かな社会的常識、人間的

に成熟した保育・教育観を 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

授業態度50%、実習に向けた課題50% 

＜教科書＞ 

岡山県保育士養成協議会(2019) 保育実習の手引き   

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 実習の基本的理解 保育実習の意義、目的、実習の概要 

2 保育実習の内容と課題の明確化（1） 施設の種類とその特徴 

3 保育実習の内容と課題の明確化（2） 施設での生活とその援助のあり方 

4 保育実習の内容と課題の明確化（3） 施設における保育士の役割 

5 保育実習の内容と課題の明確化（4） 実習課題のもち方 

6 実習の計画と記録（1） 施設の指導案について 

7 実習の計画と記録（2） 実習日誌の記録の仕方 

8 実習に際しての留意事項（1） 子どもの人権と最善の利益の考慮 

9 実習に際しての留意事項（2） プライバシーの保護と守秘義務 

10 実習に際しての留意事項（3） 実習の心構え 

11 事前指導の総括 事前指導のまとめ 

12 事後指導（1） 実習の総括と自己評価 

13 事後指導（2） 課題の明確化 

14 事後指導（3） グループディスカッション 

15 まとめ 保育実習全体のふり返り 
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科目コード 21319 区 分 専門基礎科目 

授業 

科目名 教育課程論(初等) 担当者名 中原 朋生 

配当年次 3 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

本講義では、小学校教員に必要となる教育課程編成の基礎的な能力を身に付ける。そのために「教育課程の意義」「教育課程の編成方

法」「カリキュラム・マネジメント」の３つの視点から授業を展開する。 

＜授業の到達目標＞ 

本講義の終了時に学生は、以下の3点を自分の言葉で説明できる。①小学校における教育課程の意義。②カリキュラムに関する基礎理

論を活用した小学校における教育課程編成の方法。③小学校におけるカリキュラム・マネジメントの意義。 

＜授業の方法＞ 

講義では、ワークシート、資料、パワーポイントを使用する。各個人がワークシートに教育経験や自己の考えを記入する活動を15分程

度、学生が概念を習得するための講義45分程度、グループ討議や発表を30分程度を組み合わせた講義を展開する。なお受講にあたって

はパソコン必携とする。課題の管理、資料、ワークシート等の配布Google Classroom上の質問・フォーム等を使用する。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

講義前に、予習（60分程度必要）すべき内容と方法を指示する。講義後に、ワークシートの復習（60分程度）が必要な箇所を指示する。

これを15コマ課すため、合計30時間の予習・復習が必要である。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

「子どもの未来に対する強い使命感を持ち、教師としての成長をめざし学び続ける力」を育む科目であり、教育課程編成の能力を高め

る機会を提供する。なお本授業は小学校教員養成課程におけるディプロマポリシーのDP2（専門的知識を実践的に修得し、発達等の子

ども理解に基づいた的確な学習指導や生徒指導、学級経営力を身に付けている。）及びDP3（豊かな教養と、現代日本の社会と学校教

育に関する幅広い知識と、理解する能力を身に付けている。）に対応している。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

授業（予習・復習を含む）で作成するワークシート及び小テスト（60％）、カリキュラムマネジメントを体験する教育課程表作成（40％）。

教育課程表は、A理論（教育課程編成の基礎理論・概念の使用状況）、B実践（実際に実践可能な計画か）、Cオリジナリティー（自分

自身の理想の教育が表現されているか）の３つの観点から採点する。 

＜教科書＞ 

文部科学省（2018年2月） 

『幼稚園教育要領解説』フレーベル館文部科学省（2018年2月）『小学校学習指導要領解説総則編』東洋館出版社 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション 授業の概要、学習指導要領、カリキュラム基礎理論 

2 教育課程編成の目的 学習指導要領・幼稚園教育要領とは 

3 小学校学習指導要領の変遷（１） 戦後民主主義と経験主義の教育課程 

4 小学校学習指導要領の変遷（２） 高度経済成長と系統主義の教育課程 

5 小学校学習指導要領の変遷（３） 新しい学力観と生きる力の教育課程 

6 小学校学習指導要領の変遷（４） 現代社会における教育課程の役割と機能、資質・能力育成の教育課程 

7 幼稚園教育要領の概説 現代社会における幼小連携の教育課程 

8 教育課程編成の基本原理 経験カリキュラム、教科カリキュラム 

9 教育内容の選択と配列 スコープとシーケンス 

10 教科教育とは 教科の成立要件 

11 教科外教育とは 特別活動 

12 小学校における教育課程の実際 全体計画・学年・学期 

13 小学校における指導計画の実際 単元指導計画・本時指導案 

14 カリキュラム・マネジメントの意義 カリキュラム編成の要素、潜在的カリキュラムへの配慮 

15 カリキュラムの評価 評価の実際 
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科目コード 52009 区 分 コア科目 

授業 

科目名 保育実習指導Ⅱ(保育所) 担当者名 平松 美由紀 

配当年次 3 配当学期 後期 単位数 1 授業方法 演習 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

保育実習ⅠA（保育所）による保育現場での体験的学習と専門科目の学習を統合し、保育現場において求められる的確で高度な子ども

理解の力と高度な実践的保育技能の習得を目指した演習を中心に進める。また、実習生が乳幼児に与える影響の大きさを自覚し、実習

の意義、目的、心構え、実習への意欲的態度、立ち振る舞い等における各自の課題解決に取り組む。 

＜授業の到達目標＞ 

保育実習Ⅱの実習事前学習として以下の点を目標とする。①保育実習Ⅱにおける実習の意義と目的を理解する。②保育実習ⅠAを踏ま

えた保育実習Ⅱにおける自己課題を明確化する。③実習事前学習として、各年齢に応じた指導案の立案する力を身に付ける。④実習に

向けた教材準備、保育技術の向上のための模擬保育に意欲的に取り組む。 

＜授業の方法＞ 

・講義、演習（実習の意義・目的、保育所の役割、保育者の役割等）、グループワーク（模擬保育、祖相互評価）、個別指導を組み合

わせて実施する。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

・保育実習指導ⅠAで使用した「保育所実習の手引き」、配布資料等を熟読する。（30分程度）・保育実習ⅠAで明確になった自己課題

を整理し、実習Ⅱに向けた課題を精査する。（30分程度）・保育実践における保いう技術スキル（遊びの指導、絵本の読み聞かせ、弾

き歌いなど）の反復練習に努める。（30分～1時間程度）・指導計画立案に取り組み、それに基づく模擬保育の準備を行う。（1時間程

度）・実習園での指導に向けた教材作成に努める。（30分程度） 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

本科目を受講して得られる知識や能力は「卒業認定・学位授与の方針」に定める「学生が本学における学習と経験を通じ、身につける

能力」のうち以下の該当する。ディプロマポリシー２：「乳幼児期から青年期に至るまでの子どもに対しての発達的、教育的、心理的、

感性的、福祉的観点等、多面的に子どもを理解する能力を身に付けている」、ディプロマポリシー５：「子どもや保護者・教育関係者

との円滑な人間関係を築くための、問題解決能力、論理的思考力、情報リテラシー、数量スキル等の力を身に付けている」、ディプロ

マポリシー６：「保育者として 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

・授業態度・意欲 30％、課題提出・内容 30%、保育技術実技の準備・取り組み 20％、模擬保育等の準備・グループ貢献度 20% 

＜教科書＞ 

岡山県保育士養成協議会 保育所実習の手引き   

＜参考書＞  

厚生労働省 

保育所保育指針フレーベル館内閣府文部科学省厚生労働省幼保連携型認定認定こども園教育・保育要領フレーベル館 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 保育実習Ⅱの目的と意義 保育実習Ⅱと保育実習ⅠAの相違点と実習の目的と意義 

2 保育所（認定こども園）の保育の理解 保育の基本、保育内容と方法 

3 
保育所（認定こども園）における障害がある子どもの保
育 

多様な子どもへの保育の理解 

4 指導計画案の作成（1） 部分指導に指導計画立案 

5 指導計画案の作成（2） 半日指導案の立案 

6 模擬保育の実践（1） グループでの模擬保育の実践と相互評価（行事・園全体での会等） 

7 模擬保育の実践（2） グループでの模擬保育の実践と相互評価（リズム遊び、音楽を使った遊び等） 

8 模擬保育の実践（3） グループでの模擬保育の実践と相互評価（体を使った遊び等） 

9 模擬保育の実践（4） グループでの模擬保育の実践と相互評価（造形・製作遊び等） 

10 模擬保育の実践（5） グループでの模擬保育の実践と相互評価（文字や数、言葉を使った遊び等） 

11 実習日誌の内容と記載 
各年齢における子どもの姿、ねらい、環境構成、保育者の援助等各項目のよりよ
い記入の仕方 

12 実習に向けた諸準備 
実習関連書類（実習生自己紹介等）の適切な記入について、事前オリエンテーショ
ンの受け方等 

13 実習における留意事項 守秘義務、子どもの生命・安全確保・実習生として留意する事項 

14 実習事前指導の総括 
実習生としての心構え、マナー等、実習に向けての最終確認事項、自己課題の明
確化と考察 

15 実習事後指導・総括まとめ 実習自己評価、実習の振り返り（グループワーク）、実習のまとめ 
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科目コード 13207 区 分 コア科目 

授業 

科目名 労働安全衛生法 担当者名 栗坂 節子 

配当年次 3 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

労働衛生関係の中心法令である安衛法では、労働災害防止計画の策定、労働衛生管理を組織的に行う安全衛生管理体制のマンパワー（衛

生管理者や産業医等）の選任、衛生委員会の設置を定めている。労働者の危険又は健康障害を防止するための措置や、機械及び有害物

に関する規制もある。健康の保持増進関係では作業環境測定の実施、作業管理、健康診断、健康の保持増進指針の公表、快適な職場環

境の形成の措置がある。また労働災害の防止や安全活動、実際の労働衛生管理については企業等の事例から学ぶ。 

＜授業の到達目標＞ 

労働安全衛生法（安衛法）は労働基準法と相まって、働く人々の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するこ

とを目的としている。 

＜授業の方法＞ 

本授業では、労働災害の防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進等の総合的計画的な対策を推進するための方策につ

いて安衛法を中心に、具体的内容を定めている施行令、規則、省令さらに密接な関係がある作業環境測定法、じん肺法などについて学

ぶ。また実際の労働現場での労働衛生管理体制、作業環境管理、作業管理、健康管理、健康保持増進活動について認識を深める。更に

安全衛生に関する世界各国の動きにも眼を向け広い視野を養う。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

労働法規に関する情報を新聞やインターネットなどで予習・復習すること。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

授業態度・学習意欲 30％、授業内試験 70％ 

＜教科書＞ 

小島彰（監修) 「改訂新版 労働安全衛生法のしくみ」（図解で早わかり）  三修社 

中央労働災害防止協会 

衛生管理（下）≪第一種用≫中央労働災害防止協会 

＜参考書＞  

加藤雅章 

いちばんやさしい労働安全衛生法中央労働災害防止協会 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 労働安全衛生法制定の背景および意義  

2 労働基準法との関係、適用、法的性質等  

3 総則：目的、定義、事業者等の責務等  

4 労働災害防止計画： 労働災害の定義および最近の動向、労働災害防止計画の策定 

5 安全衛生管理体制： 総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、産業医、安全衛生委員会 

6 
労働者の危険または健康障害を防止するための措置：事
業者・特定元方事業者の講ずべき措置 

 

7 機械・有害物に関する規則： 機械・有害物に関する規制、製造等の禁止・許可、表示等 

8 労働者の就業にあたっての措置： 安全衛生教育、就業制限 

9 健康の保持増進： 作業環境測定、結果の評価、健康診断、健康の保持増進のための指針の公表 

10 快適な職場環境の形成のための措置 0 

11 じん肺法：健康管理､政府の援助等 0 

12 作業環境測定法： 総則、作業環境測定士、作業環境測定機関等 

13 労働安全衛生関連法令1 0 

14 労働安全衛生関連法令2 0 

15 企業における労働安全衛生管理 労働災害防止活動、および健康増進活動等の実際 
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科目コード 37402 区 分 コア科目 

授業 

科目名 生涯体育教育総論 担当者名 黒川 隆志 

配当年次 0 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

平成23年に公布された「スポーツ基本法」では、「生涯体育」（生涯スポーツ）が重要な施策の一つとなっている。 本授業は、ジュ

ニア期（５～８歳）や高齢期の体育を念頭におきながら、生涯体育の在り方に関する理論と実践に関する知識と技能を修得する。 

＜授業の到達目標＞ 

1.ジュニア期（５～８歳）や高齢期の運動プログラムを立案するとともに、それを実践・指導することができる。2.共同学習に主体的

に参加し、グループの効果を最大化できるよう貢献できる。 

＜授業の方法＞ 

1.講義（発育発達、老化、4つの基本運動系についてのパワーポイントや動画を用いた講義）2.実習（4つの運動系の運動スキルを修得

する実習）3.グループワーク（実習に基づく運動プログラムの立案）4.討議（立案した運動プログラムの実践に基づく討議） 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習：翌週の運動プログラムの下調べ（プリント）（1時間程度）。復習：討議した内容をレポートとしてまとめる（2時間程度）。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

この科目は体育学科のディプロマポリシー1（体育・スポーツの科学的知見を深め、スポーツを通じた国際的平和の促進について理解

するとともに実践できる能力を身に付けている。）と関連づけられています。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

受講態度・学習意欲 30％、グループワーク 30％、レポート 40％ 

＜教科書＞ 

＜参考書＞  

黒川隆志、山崎昌廣他(2000) 

「健康スポーツ科学」技報堂出版 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 講義概要の解説 授業内容に関する講義 

2 児童前期：平衡系の運動スキル（1） 平衡系の運動の講義と実習、及びそのスキルを獲得する運動プログラムの立案 

3 児童前期：平衡系の運動スキル（2） 平衡系の運動スキルを獲得する運動プログラムの実践・討議 

4 児童前期：移動系の運動スキル（1） 移動系の運動の講義と実習、及びそのスキルを獲得する運動プログラムの立案 

5 児童前期：移動系の運動スキル（2） 移動系の運動スキルを獲得する運動プログラムの実践・討議 

6 児童前期：操作系の運動スキル（1） 操作系の運動の講義と実習、及びそのスキルを獲得する運動プログラムの立案 

7 児童前期：操作系の運動スキル（2） 操作系の運動スキルを獲得する運動プログラムの実践・討議 

8 児童前期：力試し系の運動スキル（1） 力試し系の運動の講義と実習、及びそのスキルを獲得する運動プログラムの立案 

9 児童前期：力試し系の運動スキル（2） 力試し系の運動スキルを獲得する運動プログラムの実践・討議 

10 児童前期：運動組合せ（1） 
上記4つの系の運動の組合せについての講義と実習、及びそのスキルを獲得する運
動プログラムの立案 

11 児童前期：運動組合せ（2） 上記4つの系の運動を組み合わせる運動プログラムの実習・評価 

12 高齢者の運動処方（1） 持久性運動を対象とした運動プログラムの立案 

13 高齢者の運動処方（2） インターバル運動を対象とした運動プログラムの立案 

14 高齢者の運動処方（3） 上記2つの運動中の心拍数に基づくレポート 

15 アメリカにおける高齢者の運動処方 アメリカにおける高齢者の運動処方 
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科目コード 0 区 分 コア科目 

授業 

科目名 公衆衛生学Ⅱ 担当者名 畑島 紀昭 

配当年次 0 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

公衆衛生とは「地域社会の組織的な努力によって疾病を予防し、寿命の延長を図り、身体的ならびに精神的能力を増進 するための科

学である」と定義される。健康に関わるいろいろな現象を疫学的に把握し、人間を取り巻く環境、社会的 要因（制度、組織など）な

どと人の健康増進、疾患予防などとの関係を理解し、医療にどの様に関連するのか考えられる力を習得する。 

＜授業の到達目標＞ 

学校および労働者の健康管理に対する考え方を理解する。成人の健康管理と生活習慣病について習得する。行政と健康管理および医の

安全に関する機構を理解する。疫学的手法を理解し、疫学的な判断ができる。 

＜授業の方法＞ 

教科書を中心に講義し必要に応じてDropboxにて資料を配付する。授業中に確認小テストを実施し、予習、復習状況を確認する。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習：次の範囲をシラバスから確認させ、どの様な内容であるかまとめ授業で発表する。（毎回、1時間程度）復習：小テストを次の

授業で実施する。（毎回、2時間程度） 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

この科目は健康科学科のディプロマポリシー1（医療人として、広範でグルーバルな知識を身に付けている。）と関連付けられていま

す。グローバルな視点から、世界と日本の公衆衛生活動や実態を学び、広い視野で物事を考えられる知識の習得を目指す。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

学習意欲 30％、小テスト 30%、評価試験 40% 

＜教科書＞ 

全国柔道整復学校協会 「衛生学・公衆衛生学」  南光堂 

医療情報科学研究所：編集 

公衆衛生がみえる株式会社 メディックメディア 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 学校保健 学校保健の意味、学校における保健教育 

2 産業保健１ 働く人の健康問題と職業病 

3 産業保健２ 職場における健康管理とその対策 

4 成人・高齢者保健１ 成人・高齢者の病態の特徴と動向 

5 成人・高齢者保健２ 高齢者の生活と保健・福祉対策 

6 精神保健 精神の病気と精神保健活動 

7 地域保健と国際保健１ 地域における保健活動の捉え方と特徴 

8 地域保健と国際保健２ 保健に関する国際協力と世界保健機関 

9 衛生行政と保健医療制度１ 衛生行政の概要と医療保険制度 

10 衛生行政と保健医療制度２ 国民医療費の動向 

11 医療の倫理と安全の確保１ 医療および公衆衛生活動 

12 医療の倫理と安全の確保２ 医療事故の防止、医療訴訟 

13 疫学   １ 疫学の意義とその手法 

14 疫学   ２ 調査方法とその解釈・評価 

15 まとめ 評価試験を行う。 
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科目コード 21307 区 分 専門基礎科目 

授業 

科目名 英語科教育法Ⅳ(実践) 担当者名 細井 健 

配当年次 3 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

本授業では、英語科教育知識への理解を深めること、学習者の言語技能を向上させるために授業力を高めること、および教材開発能力

を高めることに取り組みます。実際の模擬授業や指導案の作成を通して、1授業・1単元を構成する力を養成します。なお、この授業は

ブレンド型（対面とオンラインの組み合わせ）で行いますので、PCを持参のうえ臨んでください。 

＜授業の到達目標＞ 

(1) 英語科教育知識を深めることができる。 (2) 英語授業の導入・展開・まとめに応じた活動を実践することができる。 (3) 授業の

全体像を把握できる指導案を作成できる。 

＜授業の方法＞ 

(1) 講義（教員による解説と問いの提示）  (2) グループワーク（学習内容に関する教え合い）(3) ディスカッション（模擬授業

を対象とした問いに対する回答） (4) 省察活動（まとめと発表） 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習：翌週の指導内容の事前学習（１時間程度）、模擬授業の準備（２時間程度）復習：振り返りレポート（毎回、２時間程度） 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

この科目は教育経営学科ディプロマポリシー7「子どもの未来に対する強い使命感と責任感を持ち、教師としての成長をめざした生涯

学習力を身に付けている」に関連づけられています。２年次配当科目「英語科教育法Ⅰ・Ⅱ」のステップ履修科目として位置づけてい

ます。特に中高英語教員を目指す３年生に対して、教科書の効果的な活用や指導案の作成など、英語授業を行うための技能を磨き教育

実習に備える機会を提供します。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

授業での取り組み・意欲 30%、模擬授業 30%、指導案作成 40% 

＜教科書＞ 

＜参考書＞  

特に指定なし 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション 授業の概要および進め方 

2 英語教授法の活用 英語教授法の効果的な使用について 

3 教材の研究 ICTを活用した教材内容・指導内容・教科書の使い方 

4 授業の構成 PPP, PCPP, TBLTなどに基づいた授業構成 

5 教科書を用いた指導(1) 語彙・文法指導 

6 教科書を用いた指導(2) 言語技能活動および指導 

7 授業の指導目標 学習指導要領における外国語科の目標 

8 授業の設計① 指導案の作成（単元の学習指導） 

9 授業の設計② 指導案の作成（本時の学習指導） 

10 授業の設計③ 指導案の作成（評価の観点、目標と評価の一体化） 

11 授業における評価 評価とテスト 

12 模擬授業① 学んだことを生かした模擬授業 

13 模擬授業② 学んだことを生かした模擬授業 

14 模擬授業③ 学んだことを生かした模擬授業 

15 まとめ 授業全体の振り返り 
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科目コード 0 区 分 コア科目 

授業 

科目名 臨床柔道整復学Ⅵ(軟部組織Ⅱ) 担当者名 小玉 京士朗 

配当年次 3 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 必修 

＜授業の概要＞ 

柔道整復業務において軟部組織損傷を扱う頻度は近年益々高くなっており、業務において重要な位置づけとなっている。本講義では下

肢の軟部組織損傷を大きく股関節部、大腿部、膝部、下腿部、足関節部、足部に分類し、それぞれの部位において機能解剖を学習した

上で損傷のメカニズム、症状、合併症、治療法、保存療法の限界、後療法等について学習する。 

＜授業の到達目標＞ 

各損傷のメカニズム、症状、合併症、治療法、保存療法の限界、後療法等について説明ができる。 

＜授業の方法＞ 

１．教科書を中心とした講義 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習：受講する講義に関する事前課題（柔道整復学総論の専門用語、解剖学（下肢の筋（起始停止、作用、支配神経）、講義内容の疾

患の事前下調べ（毎回、１時間程度））、復習：講義開始終了時に実施内容の振り返りテスト（毎回、15分程度） 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

この科目は健康科学科のディプロマポリシー5「科学的根拠や思考を持って医療現場やスポーツ現場の諸問題に対応できる能力を身に

付ける」と関連付けている．下肢軟部組織疾患に対し基礎情報に加え新知見など様々な症例報告や画像所見を通じより理解を深め、疾

患に対し治療する計画性や考え方を多目的に伸ばし汎用能力の習得を目指す． 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

評価試験90％，学習意欲10％ 

＜教科書＞ 

全国柔道整復学校協会監修 柔道整復学・理論編  南江堂 

全国柔道整復学校協会監修 

柔道整復学・実技編南江堂 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 股関節の軟部組織損傷 筋・腱の損傷及びスポーツ障害 

2 股関節の軟部組織損傷 成長期の障害及び加齢による障害 

3 股関節の軟部組織損傷 その他の障害 

4 大腿部の軟部組織損傷 筋・腱の損傷及びスポーツ障害 

5 膝関節部の軟部組織障害 発育期の障害 

6 膝関節部の軟部組織障害 靭帯損傷 

7 膝関節部の軟部組織障害 半月板損傷 

8 膝関節部の軟部組織障害 関節周囲の損傷 

9 膝関節部の軟部組織障害 変形性膝関節症 

10 膝関節部の軟部組織障害 その他の膝の損傷及び障害 

11 下腿部の軟部組織損傷 筋・腱の損傷及び障害 

12 足部の軟部組織損傷 靭帯損傷 

13 足部の軟部組織損傷 足部の有痛性疾患 

14 足部の軟部組織損傷 変形及び末梢神経障害 

15 まとめ 総復習 
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科目コード 0 区 分 コア科目 

授業 

科目名 ビジネス特別講義Ⅰ 担当者名 小堀 浩志 

配当年次 2 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

副題「地域公共交通におけるモビリティソリューション」岡山を代表する企業である両備グループ、一般財団法人地域公共交通研究所

の協力を得て、「社会課題の変化」「モビリティ」「テクノロジー」「サステナビリティ」「ホスピタリティ」「まちづくり」をキー

ワードに講義やフィールドワーク、グループワークを実施する。「次世代のモビリティ産業／モビリティサービス」を学び、問題解決

の基本技法を習得し、将来のモビリティ業界を牽引する、リーダーや街づくりを担える人材を、育成していく。 

＜授業の到達目標＞ 

① 自ら社会の中に存在する課題を発見することができる。② 他人と協働しながら、課題を解決することができる。③

 企業や企業で働く人たちの考えを理解し、建設的なコミュニケーションをすることができる。④ 課題に対して、適切

な改善提案ができ、他者に伝えることができる。 

＜授業の方法＞ 

授業資料を中心とした一斉授業と少人数のグループワークを中心に展開していく。フィールドワークやグループワークを通して地域交

通が抱える課題を考察し、最終的には、「2030年の岡山市のモビリティサービス」を各グループ単位でまとめて、プレゼンテーション

を行い、両備グループ、環太平洋大学、第三者からなる審査員を選出して、審査する。両備グループが担当する講義は、３名の講師が

レクチャーを実施する。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

次回の授業テーマについて資料やインターネット、新聞記事等で事前学習を行うこと。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

①現実の企業経営の課題に対し、経営分析の知識や各種情報を基に、論理的・数量的に分析する力、戦    略的に問題解決に向けた意

思 決 定 を す る 力 を 身 に 着 け て い る 。                                                  

②専門家、企業担当者の講義やグループ討議を通して広く経営にかかわる専門知識・技能を習得し、企    業に関連する社会現象を分

析・理解し、新たな戦略を創造・提案できる能力を身につける。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

授業参加態度 ３０％、 フィールドワーク発表評価 ３０％、 最終プレゼンテーション評価 ４０％、 

＜教科書＞ 

タイトル未定（2021年9月発刊予定）※詳細は第1回目授業にて指示します。    

＜参考書＞  

小嶋光信(2012.2.15） 

『日本一のローカル線をつくる』事前に必ず読んでおく学芸出版社 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション・講師紹介・授業説明 地域交通の現状と課題、進むべき大きな方向性 

2 我が国における公共交通先進都市 「モビリティ」の分析的枠組みと利用交通手段 

3 地域交通のアップデート 公共交通からモビリティサービスへ～オペレーションからマーケティングへ～ 

4 海上交通の具体例 フェリーのダイヤ検討から見るマーケティング実務 

5 価値のマネジメント、サービスの基本設計 具体例から抽象化（マーケティングの枠組みと使い方） 

6 海外(先進国)における公共交通 海外(先進国)における公共交通、行政と公共交通 

7 インバウンドから見た公共交通の現状と課題 事例の紹介と考察 

8 開発途上国における公共交通 事例の紹介と考察 

9 異文化を考えるCAGE分析 日本企業が海外で公共交通事業に参入する事例 

10 マーケットリサーチの実際 2030年の岡山市：人口構成、社会課題、周辺市etc. 

11 フィールドワーク「岡山路線バスの旅」 公共交通のみを使用してチームで目的地を目指し、その過程で問題点を探る。 

12 フィールドワーク「岡山路線バスの旅」 公共交通のみを使用してチームで目的地を目指し、その過程で問題点を探る。 

13 フィールドワークの発表 グループごとの発表・全体討議、意見交換 

14 プレゼンに向けてのグループワーク グループ討議、発表資料の作成 

15 最終プレゼンテーション テーマ「2030年の岡山市のモビリティサービスを提案」 各グループの発表と審査 
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科目コード 0 区 分 コア 

授業 

科目名 販売戦略 担当者名 國枝 陽輔 

配当年次 3 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

本科目では、狭義の販売プロモーション (セールスプロモーション) の課題の解決に重点を置いて、そのマネジメント理論を理解し、

かつ、その実践戦略と戦術の知恵をPDCAスパイラルサイクルに沿って、最近の実例を通して学ぶ。ビジネスの第一線で、顧客視点に立

った課題解決型の販売プロモーション実践戦略・戦術を、自ら策定、実施、評価できる知識と知恵の修得を目指す。 

＜授業の到達目標＞ 

販売戦略を知り、その知識を現実社会におけるビジネス活動と結び付けて理解し、かつ、現代経営における販売戦略・マーケティング

戦略の重要性と課題について理解することを到達目標とする。また、専門知識を統合的に修得して、将来の活躍の場で実践的に適用す

ることを目指す。 

＜授業の方法＞ 

販売戦略・マーケティング戦略を考えるためのフレームワークや理論を座学で学びながら、実際の企業活動の事例を用いて、教員と受

講者、および受講者同士でのディスカッションをおこなう。教科書を事前に読み、事前課題に取り組みながら、不明点の抽出を各自が

事前におこない、講義内の議論を通じてその理解を深める。また、授業当日の意見交換時には、教員から事前課題の範囲で追加的な質

問を行い、受講者とのディスカッションを通じて、皆で考え方を共有していく。受講生の理解度や履修者数に応じて、授業計画を発展・

修正する可能性がある。学生はスマートフォン等を用いて、解説動画や投影された資料を無断撮影・転載することを禁止とする。補足

事項や資料については、別途、Dropboxやユニパ、Google classroomを活用しながら共有する。各授業の内容やテーマに沿った事例に

対して、受講生に自身の意見や考察を述べてもらうことで、教員と受講者との双方向型課題検討を実施する。また、授業内で紹介した

事例や課題について、受講者同士でのディスカッションを実施する。受講者全員に対して、Google classroomやユニバーサルパスポー

トを通じて、授業テーマや課題を提示する予定である。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習：事前に提示される課題について、教科書・参考書の該当範囲を読み、授業で意見交換ができるように、レポートを作成し、自

分自身の考えをまとめておく。加えて、副教材である日経ビジネスは毎週読んでおく (毎週最低でも1時間の予習が必要)。復習：講

義中に議論した内容について、書き留めたノートや教科書の参照により、講義内容の不明点・疑問点を解消する。また、課題レポー

トの見直しを通じて、講義内容や自分で考えたことを整理し、理解の深化に努める (毎週最低でも1時間の復習が必要)。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

販売戦略に関するフレームワークや理論を学び、事例を用いて分析していくことで、販売戦略の考え方を修得し、現実の課題に対し、

経営活動での知識や情報をもとに論理的・数量的に分析する力、戦略的に問題解決に向けた意思決定をする力を身に付ける。そして、

ケースディスカッションを通じて、社会や企業活動、経済活動に必要な情報を収集し、課題解決のために意見を交わし提案するコミュ

ニケーション能力を身に付ける。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

期末試験・レポート 60％、積極的な授業参加（授業内でのディスカッションや課題等を含む) 40％、により総合的に評価する。課題

レポートの内容や評価については、翌週以降の講義もしくはGoogle classroomを通じてフィードバックする。また、受講者の理解度や

学習状況に応じて、課題レポートの範囲の追加的な説明をおこなう。 

＜教科書＞ 

沼上幹 (2008) わかりやすいマーケティング戦略 新版  有斐閣 

＜参考書＞  

日経ビジネス編集部 

日経ビジネス (入学してからのすべての号)和田充夫・恩藏直人・三浦俊彦 （2012）マーケティング戦略 第4版有斐閣 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 ガイダンスとイントロダクション 
本科目の目標・方法・評価と受講上の注意の説明、PDCA・戦略的思考や販売戦略
についての説明 

2 戦略的フレームワーク (1) マーケティング・ミックスについての説明 

3 ケースディスカッション (1) マーケティング・ミックスに関して事例を用いたディスカッション 

4 戦略的フレームワーク (2) セグメンテーション、ターゲティング、ポジショニングについての説明 

5 ケースディスカッション (2) 
セグメンテーション、ターゲティング、ポジショニングについて事例を用いたデ
ィスカッション 

6 戦略的フレームワーク (3) 製品ライフサイクルに基づく販売戦略についての説明 

7 ケースディスカッション (3) 製品ライフサイクルに基づく販売戦略のディスカッション (1) 導入期、成長期 

8 ケースディスカッション (4) 製品ライフサイクルに基づく販売戦略のディスカッション (2) 成熟期、衰退期 

9 戦略的フレームワーク (4) 市場地位分類に基づく販売戦略についての説明 

10 ケースディスカッション (5) 市場地位分類に基づく販売戦略のディスカッション (1) リーダー 

11 ケースディスカッション (6) 市場地位分類に基づく販売戦略のディスカッション (2) チャレンジャー 

12 ケースディスカッション (7) 
市場地位分類に基づく販売戦略のディスカッション (3) ニッチャー、フォロワ
ー 

13 全体のまとめ (1) 販売戦略に関する近年の研究の紹介とディスカッション 

14 全体のまとめ (2) 販売戦略とは 

15 全体のまとめ (3) 販売戦略についての理解度を自身で確認する 
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科目コード 36300 区 分 専門基礎科目 

授業 

科目名 病理学 担当者名 石原 和泰 

配当年次 3 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

解剖学、生理学で学んだ正常人体の構造、機能の理解のうえに病的状態における形態変化及び病態生理を講義する。講義前半は疾病に

より出現する種々の病理現象を総論として解説、後半は各臓器ごとに代表的な疾患を取り上げ、その形態変化、病態生理を解説する。 

＜授業の到達目標＞ 

将来、人の健康保持、増進に関与していく可能性のある学生に対して、炎症、アレルギーなどの基本的な病理現象のメカニズムについ

て理解ができるとともに、各臓器の代表的な疾患に対するより専門的な病理学的変化につて説明ができることを目標とする。 

＜授業の方法＞ 

概ねスライドを使って講義する。スライドのレジュメは各回授業の最初に配布する。※参考書は全員購入すること。授業理解度の確認

として適宜小テストを行い、学生、教員間で理解度を共有し学習内容の確実な定着に繋げる。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

事前に授業テーマに該当する部分を参考書を読んで予習しておくこと。配布されたレジュメを基にまとめノートを作製すること(復習

１時間）。試験には自作のノートの持ち込みを可とする。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

本授業は、本学の一般教養ディプロマポリシーのDP2（健康増進、体力の向上、また競技力向上に貢献できる専門的な知識・技能を身

に付けている。）及びDP5（科学的根拠や思考を持って、体育・スポーツ現場の諸問題に対応できる能力を身に付けている。）に対応

している。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

授業内テスト（70％）と出席点（30％）で評価する。公欠の場合、当該授業に関連したレポートを提出すること（内容は任意）。レポ

ートの提出により出席点を与える。 

＜教科書＞ 

桜井 修 監修 「新病理学（Qシリーズ）」  日本医事新報社 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 序論 病理学とは 

2 病理学総論（1） 細胞・組織とその障害 

3 病理学総論（2） 再生と修復、退行性病変 

4 病理学総論（3） 循環障害 

5 病理学総論（4） 炎症 

6 病理学総論（5） 免疫とアレルギー 

7 病理学総論（6） 代謝異常 

8 病理学総論（7） 腫瘍 

9 病理学各論（1） 循環器系の病理 

10 病理学各論（2） 呼吸器系の病理 

11 病理学各論（3） 内分泌系・造血器系の病理 

12 病理学各論（4） 腎・尿路系の病理 

13 病理学各論（5） 生殖器系の病理 

14 病理学各論（6） 運動器系および脳・神経系の病理 

15 まとめ 0 
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科目コード 31217 区 分 コア科目 

授業 

科目名 英語教授法特論 担当者名 細井 健 

配当年次 3 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

グローバル社会における英語教育の潮流やこれまでの教授法、日本の英語教育史や政策などを踏まえたうえで、どのように英語を教授

し、授業を実践するかについて考えます。英語教師に必要な、単元の目標や計画を立て授業を構想する設計力、学習者の語彙・文法を

強化し４技能やコミュニケーション能力を育成する指導力、学習者の取り組みや授業の成果を適切に見定め有益に還元するための評価

力について学修します。なお、この授業はブレンド型（対面とオンラインの組み合わせ）で行いますので、PCを持参のうえ臨んでくだ

さい。 

＜授業の到達目標＞ 

１．国内外における英語教育の潮流や教授法などの知識や理論を理解している。２．4技能やコミュニケーション能力を育成するため

に必要な実践的指導力を身につけている。３．教授上必要とされる設計力・指導力・評価力を身につけている。 

＜授業の方法＞ 

(1) 講義（教員による解説と問いの提示）  (2) グループワーク（学習内容に関する教え合い）(3) ディスカッション（模擬授業

を対象とした問いに対する回答） (4) 省察活動（まとめと発表） 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習：翌週の指導内容の事前学習（１時間程度）、模擬授業の準備（２時間程度）復習：振り返りレポート（毎回、２時間程度） 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

この科目は教育経営学科ディプロマポリシー7「子どもの未来に対する強い使命感と責任感を持ち、教師としての成長をめざした生涯

学習力を身に付けている」に関連づけられています。特に、中高英語教員を目指す３年次生に対して、教科書に基づいて、英語の教授

法を学び、英語指導力を多角的に磨く機会を提供します。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

授業への貢献（意見の共有等） 20％、課題への取り組み 40％、レポート課題 40％ 

＜教科書＞ 

鳥飼玖美子ほか編著（2021） よくわかる英語教育学  ミネルヴァ書房 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション 授業概要および進め方 英語教授法の変遷と日本の英語教育 

2 英語教授法の活用 英語授業における教授法の効果的な使用 

3 文法訳読法と直接教授法① 教授法の理解 授業応用への視点 

4 文法訳読法と直接教授法② 教授法を取り入れた授業実践 

5 オーラル・アプローチとオーラル・メソッド① 教授法の理解 授業応用への視点 

6 オーラル・アプローチとオーラルメソッド② 教授法を取り入れた授業実践 

7 コミュニカティブ・アプローチ① 教授法の理解 授業応用への視点 

8 コミュニカティブ・アプローチ② 教授法を取り入れた授業実践 

9 第２言語習得理論 理論概要 学習―習得モデル 英語授業への応用 

10 ナチュラル・アプローチ／TBLT／FonF① 教授法の理解 授業応用への視点 

11 ナチュラル・アプローチ／TBLT／FonF② 教授法を取り入れた授業実践 

12 内容中心教授法とCLIL 教授法の理解 授業応用への視点 

13 認知言語学の応用 認知言語学の知見を援用した授業 

14 アクティブ・ラーニングと協同学習 アクティブ・ラーニング、協同学習を踏まえた授業 

15 まとめ 授業全体の振り返り 
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科目コード 27305 区 分 基礎専門科目 

授業 

科目名 柔道整復解剖生理演習Ⅳ 担当者名 古山 喜一 

配当年次 3 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 演習 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

解剖学、生理学では人体の正常構造として骨格系、筋系、消化器系、呼吸器系、泌尿器系、生殖器系、内分泌系、感覚器系、神経系、

脈管系の各器官について系統的に学習し、これらの器官系が立体的に配置することによって人体が形成されていることを理解し、各器

官内あるいは各器官系がどのように連鎖して働くことにより、生命徴候が営まれているのかを修得した。本演習ではこれらの解剖学、

生理学分野の中でも、特に柔道整復師業務に重要である全身の骨格系、筋系、神経系、脈管系について修得する。 

＜授業の到達目標＞ 

柔道整復解剖生理演習Ⅳでは柔道整復解剖生理演習Ⅰ～Ⅲの内容を総合的に構築する内容となっており全身の骨格系、筋、神経系、脈

管系および関節などのいわゆる運動器について、臨床現場で遭遇する種々の外傷および合併症などを適切に評価することができ、特に

運動器の構造と機能について運動連鎖を中心に説明ができるようになる。 

＜授業の方法＞ 

教科書及び配布資料による講義及びグループ学習を用い討論形式で進める。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

特に復習が重要である。講義で書き留めたノートを帰宅後まとめる作業が重要である。プリントに記された実習内容に関する項目に

ついて、解剖学や生理学及び運動学で習った事を復習する。授業内容（小テスト・講義・討論）をふりかえり、「何を学んだか、何を

学べなかったのか」についてレポート（A4-1枚程度）を作成し、期日までにデータで担当教員にDropboxを用い送信する。（1時間程度） 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

この科目はDP4に関連づけられている。「柔道整復及び健康科学、スポーツ医科学分野に必要な知識と技能を理解しており、日々進歩

するあらゆる分野の知識を習得するための力」を育成する為に柔道整復術の基礎をなすために修得が特に必要な全身の筋骨格系、神経、

血管系について系統的に理解を深め基礎を定着させる機会を与える。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

【Web授業】①課題内容90%  ②意見交換10%【対面授業】レポート（50％）、学習意欲（30％）、定期試験（20％）で評価する。 

＜教科書＞ 

全国柔道整復学校協会監修 解剖学  医歯薬出版 

全国柔道整復学校協会監修 

生理学南江堂 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 上肢１ 胸鎖関節、肩鎖関節、肩関節の構造 

2 上肢2 肘関節、手関節、手部の構造 

3 上肢3 上肢を走行する神経 

4 上肢4 上肢を走行する筋、血管 

5 上肢5 上肢のまとめ 

6 下肢１ 下肢帯、股関節の構造 

7 下肢2 膝関節、足関節、足部の構造 

8 下肢3 下肢を走行する筋、神経 

9 下肢4 下肢を走行する血管 

10 下肢5 下肢のまとめ 

11 体幹１ 胸郭、脊柱の構造 

12 体幹2 体幹を走行する筋、神経、血管 

13 体幹3 体幹のまとめ 

14 総合１ 全身の骨格、筋、神経、血管１ 

15 総合2 全身の骨格、筋、神経、血管2 
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科目コード 0 区 分 コア科目 

授業 

科目名 整形外科学Ⅱ 担当者名 石原 和泰 

配当年次 3 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

本講義は、整形外科学各論にあたる部分である.すなわち、整形外科身体部位別各論と柔道整復学との関連性について学習する。 

＜授業の到達目標＞ 

健康の保持・増進、競技力向上を科学的に考える上で不可欠な医科学的な分野（特に整形外科的分野）についての知識を身 に付ける。

そして医師をはじめとするメディカル・コメディカルスタッフ、コーチ、トレーナーと共通の認識、共通の 言語をもって話しが出来

ることを目標とする。 

＜授業の方法＞ 

概ねスライドを使って講義を行う。授業理解度の確認としてミニッツペーパーを有効的に用い、学生、教員間で理解度を共有し学習内

容の確実な定着に繋げる。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

講義のレジュメは各回の講義の最初に配布する。講義中はきちんとノートを取り、復習に力点(2時間）をおくこと。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

本授業は、本学の一般教養ディプロマポリシーのDP6（感性豊かな人間性と高い医業倫理を備え、柔道整復学を中心として、健康科学、

体育学、スポーツ医科学の学際的領域で他者と協調できるスキルを身に付けている。）及びDP8（修得した知識・技術・態度等の全て

を総合的に活用し、自らが立案した新たな課題に主体的、創造的に取り組み、その課題を解決できる能力を身に付けている。）に対応

している。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

定期試験 90％、出席点 10％公欠の場合：当該授業に関連したレポートを提出すること（内容は任意）レポートの提出により出席点を

与えること。 

＜教科書＞ 

全国柔道整復学校協会 監修 「整形外科学」  南江堂 

＜参考書＞  

松野 丈夫 監修 

「標準整形外科学」第13版医学書院 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 身体部位別各論（1） 頸部（1） 

2 身体部位別各論（2） 頸部（2） 

3 身体部位別各論（3） 胸部 

4 身体部位別各論（4） 腰部（1） 

5 身体部位別各論（5） 腰部（2） 

6 身体部位別各論（6） 肩・肩甲帯 

7 身体部位別各論（7） 上腕・肘関節 

8 身体部位別各論（8） 前腕 

9 身体部位別各論（9） 手関節 

10 身体部位別各論（10） 手・手指 

11 身体部位別各論（11） 骨盤・股関節 

12 身体部位別各論（12） 大腿・膝関節 

13 身体部位別各論（13） 下腿・足関節 

14 身体部位別各論（14） 足・足趾 

15 まとめ 総括 
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科目コード 31219 区 分 専門科目 

授業 

科目名 特別支援教育論B 担当者名 松本 好生 

配当年次 3 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

現在は、発達障害を知らずして、特別支援教育はあり得ないとまで言われる時代に突入している。そうしたなかで、特別な支援を必要

とする児童・生徒がもつ感覚器官の特殊性などに起因する障害特性を理解することまでが教育現場で求められている。障害がある児

童・生徒が、学習活動に参加していることへの実感や到達度課題への達成感が的確に獲得できるように、幼児期、学童期、思春期、青

年期のライフステージごとの発達課題を踏まえて、我々の文化のなかでの生きにくさを軽減するための工夫や特別支援教育に必要な基

礎知識、および教育現場での具体的な支援技法を理解することを目的とする。 

＜授業の到達目標＞ 

１．特別な支援を必要とする児童・生徒の障害の概念の歴史を理解する。２．特別な支援を必要とする児童・生徒の障害特性を理解す

る。３．特別な支援を必要とする児童・生徒への具体的な支援技法を理解する。４．知的な遅れはないが、特別な教育的ニーズのある

児童・生徒への合理的配慮など、その対応法について理解する。 

＜授業の方法＞ 

・オンデマンド授業で、資料をその都度、提示する。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

・授業後は、配布された資料と授業の内容を理解しておくこと。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

・出席状況 10％、定期試験 90％ 

＜教科書＞ 

川合紀宗，若松昭彦，牟田口辰巳（編著） 特別支援教育総論  北大路書房 

＜参考書＞  

松本好生（著） 

特別支援教育における発達障害児等支援者養成テキスト「特別支援教育における支援技法」吉備ワークホーム 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 特別支援教育とは 特別支援教育についての理解 

2 共生社会とインクルージョン 
・共に生きる社会とインクルージョンは異なることの理解・「インクルージョン」
「インクルーシブ教育」とは 

3 障害がある子どもの教育とその歴史 特殊教育から特別支援教育への変遷を理解する。 

4 肢体不自由者の心理・生理・病理 障害の特性の理解と、指導・支援について考える。 

5 病弱者の心理・生理・病理 障害の特性の理解と、指導・支援について考える。 

6 重度重複障害者の心理・生理・病理 障害の特性の理解と、指導・支援について考える。 

7 重度重複障害者の心理・生理・病理 障害の特性の理解と、指導・支援について考える。 

8 知的障害者の心理・生理・病理 障害の特性の理解と、指導・支援について考える。 

9 発達障害の歴史と概念の変遷 「発達障害」という概念の混乱（欧米の障害体系とわが国の違い） 

10 発達障害の歴史と概念の変遷 カナー,Lから、ラター,Mの発達障害は「脳の機能障害説」へ 

11 発達障害はPDDからASDの時代へ カテゴリー的アプローチからディメンジョン的アプローチへ 

12 発達障害の障害特性（ASD） ASDの感覚の特殊性を理解する。 

13 発達障害の障害特性（ADHD） ADHD（注意欠如多動症）の障害特性を理解する。 

14 発達障害の障害特性（ADHD） ADHD（注意欠如多動症）の支援技法を理解する。 

15 発達障害の障害特性（ADHD） ADHD（注意欠如多動症）の支援技法を理解する。 
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科目コード 32312 区 分 コア科目 

授業 

科目名 図画工作科教育法 担当者名 村上 尚徳 

配当年次 3 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

本授業では、図画工作科の目標、内容、指導法及び評価について理解するとともに、子どもの視点に立った教材開発・カリキュラム編

成の理論と方法を習得する。また、グループによる主体的で対話的な深い学びにつながる活動やICTの活用など、指導法の工夫等も取

り入れ、最終的には模擬授業の計画、実施を通して、授業を構築し実践する力の育成を目指す。 

＜授業の到達目標＞ 

１．図画工作科における教育目標、育成する資質・能力等を理解し、学習指導要領に示された学習内容について、美術や美術文化など

の関連も含めて理解を深めることができる。２．学習指導理論や実践例等を踏まえて、子どもの視点に立った教材開発、カリキュラム

編成、授業計画の作成、教材機器の活用等と実践方法を習得することができる。 

＜授業の方法＞ 

１．資料や事例、製作体験に基づく講義と協議。２．表現や鑑賞の体験を基にした学習指導要領における位置付け等の理解。３．グル

ープによる模擬授業の検討、教材作成、授業の実施（PowerPoint等の活用）、及び全体協議。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

授業前は、指示された資料を事前に予習したり、準備物（材料、用具等）を準備したりすること（１時間程度）。授業後は、配布され

た資料を復習したり、授業内に課題が完成しなかった場合は、次回までに完成させること。また、授業内容に応じて、classroomなど

でふり返りのレポートを提出すること（１時間程度）。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

この科目は教育経営学科のディプロマ・ポリシー５（情報機器や教材の活用を含めた学習指導方法の基本とともに、問題解決に向かう

論理的・批判的思考力を身に付けている。）と関連付けられています。図画工作科の教科内容等を理解した上で、子どもの発達等の理

解に基づいて授業を構成し実践するための授業力を育成することを目指しています。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

作品及びレポート等 40％､ 定期試験 40％、授業への積極的参加態度 20％ 

＜教科書＞ 

文部科学省（2018） 「小学校学習指導要領解説図画工作編」  日本文教出版 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 図画工作科の意義 図画工作科の意義と課題 

2 教科の目標と内容の概要 学習指導要領の構成と内容の理解 

3 材料をもとにした造形遊び(1) 共同製作（グループ活動） 

4 材料をもとにした造形遊び(2) 「材料を基にした造形遊び」の理解 

5 絵や立体、工作に表す(1) 子どもの発達と絵・「絵や立体、工作に表す」の理解 

6 絵や立体、工作に表す(2) 絵に関する作品製作1 

7 絵や立体、工作に表す(3) 絵に関する作品製作2 

8 鑑賞 「鑑賞」の理解と対話による学び（グループ活動） 

9 カリキュラムと授業の構想、評価 学習指導と評価 

10 学習指導案の理解 学習指導案の書き方 

11 教材研究 題材開発、機器の利用、学習指導案の作成（グループ活動） 

12 模擬授業(1) 模擬授業の実施と協議(グループ１)※学生のICT活用 

13 模擬授業(2) 模擬授業の実施と協議(グループ2) ※学生のICT活用 

14 模擬授業(3) 模擬授業の実施と協議(グループ3) ※学生のICT活用 

15 図画工作科で育成する資質・能力と授業の具体について まとめ 
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科目コード 38400 区 分 コア科目 

授業 

科目名 スポーツのリスクマネージメント 担当者名 品田 直宏 

配当年次 3 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

スポーツの大衆化と高度化の進展に伴い、スポーツ活動が活発となり隆盛をみるにつれ、いわゆるスポーツ事故もまた 増加傾向を示

し、さらに近年の国民の権利意識の高まりと共に事故責任の追及も厳しくなってきている。本講義におい てスポーツ活動のいわば副

産物たるスポーツ事故の近年の傾向を把握し、事故の原因や事故対策について考察し、有効 な事故防止策について理解する。また各

競技種目の事故例をあげ、詳しく講述する。 

＜授業の到達目標＞ 

学校体育・部活動や競技スポーツ、フィットネスジムなど様々なスポーツ現場で遭遇しうる事故等の危機管理に必要な基礎知識の習得

が目標である。これまでスポーツにおけるリスクマネジメントは法学の分野で考察されることが多かったが、本授業ではそれに加え各

競技や現場で起こる事例について扱うため、それぞれの分野での理解を求める。 

＜授業の方法＞ 

講義は、Google Classroomを用いたオンデマンド型授業とする。各授業毎に配布されるオンデマンド教材を用いて学習を行い、出席確

認レポート、小テストを行う。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

復習 毎時間課される授業課題について1時間 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

「体育・スポーツに携わる指導者に求められる、豊かな人間性、幅広い教養に根ざした公共的使命感や倫理観、協調できる社会的スキ

ル」を育成するための発展的な科目である。初年次から2年次までに学習した体育に関する基礎知識を、本授業では発展的に捉え、各

スポーツ現場で起こる事故等の理解を深め、体育・スポーツ指導者に求められるスキルの一つを獲得する。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

授業毎の出席確認レポート40％、小テスト40％、学習意欲20% 

＜教科書＞ 

＜参考書＞  

小笠原 他（２００９．９．３０） 

「スポーツのリスクマネージメント」ぎょうせい 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 スポーツにおけるリスクマネジメントとは スポーツにおけるリスクマネジメントとはどのようなものか、概要について学ぶ 

2 
体育･部活動における身近なリスクスポーツ指導者の法
的責任 

体育･部活動における身近なリスク、スポーツ指導者の法的責任について学ぶ 

3 スポーツ紛争と仲裁･調停 スポーツにおける紛争を、実際の裁判事例を紹介し学ぶ 

4 陸上競技におけるマネジメント･事故の状況 授業やクラブ活動での問題点について 

5 水泳競技におけるマネジメント･事故の状況 授業やクラブ活動での問題点について 

6 サッカーにおけるマネジメント･事故の状況 授業やクラブ活動での問題点について 

7 レスリングにおけるマネジメント･事故の状況 授業やクラブ活動での問題点について 

8 柔道におけるマネジメント･事故の状況 授業やクラブ活動での問題点について 

9 剣道におけるマネジメント･事故の状況 授業やクラブ活動での問題点について 

10 ラグビーにおけるマネジメント･事故の状況 授業やクラブ活動での問題点について 

11 
ウェイトトレーニングにおけるマネジメント･事故の状
況 

授業やクラブ活動での問題点について 

12 スポーツと食事に関わる事故 
ドーピング･食中毒･アレルギーといった、スポーツを行う上で起こりうる問題と
その対処法について学ぶ 

13 育成年代･ジュニア期におけるマネジメント･事故の状況 
育成年代やジュニア期に発育発達状況や、各年代に起こりやすい事故･対処法を学
ぶ 

14 学校現場におけるマネジメント･事故の状況 学校現場において起こりやすい事故やその対処法について学ぶ 

15 事故防止のマネジメントスポーツ活動中の突然死 
スポーツ事故を起こさない為のガイドライン作成について、事故防止のマネジメ
ント、スポーツ活動中に起こりうる突然死について学ぶ 



331 
 

  
科目コード 53014 区 分 コア科目 

授業 

科目名 インターンシップ 担当者名 早田 剛 

配当年次 3 配当学期 通年 単位数 2 授業方法 実習 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

就業体験（インターンシップ）を通して、「仕事観・人生観を育成する」、「残りの学生生活ですべきことを明確にする」ことを目的

とする。 

＜授業の到達目標＞ 

就業体験（インターンシップ）を通して、「仕事観・人生観を醸成する。」 「残りの学生生活ですべきことを明確にする」 科目であ

る。教育経営学科のディプロマポリシー４に記されている「周囲と良好な人間関係を築き、自己の考えを的確に伝えられるコミュニケ

ーション能力を身に付けている。」 またディプロマポリシー６に記されている 「高い倫理観と規範意識、自己コントロール力,教師

としての成長を目指した生涯学習力を身に付けている。」 を目標に学ぶ。 

＜授業の方法＞ 

講義と実習を年間を通して15コマ実施する。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

事前学習として希望する企業調べを実施する。事後学習として実習企業の分析をする。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

就業体験（インターンシップ）を通して、「仕事観・人生観を醸成する。」 「残りの学生生活ですべきことを明確にする」 科目であ

る。教育経営学科のディプロマポリシー４に記されている「周囲と良好な人間関係を築き、自己の考えを的確に伝えられるコミュニケ

ーション能力を身に付けている。」 またディプロマポリシー６に記されている 「高い倫理観と規範意識、自己コントロール力,教師

としての成長を目指した生涯学習力を身に付けている。」 を目標に学ぶ。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

|事前・事後学習における課題への取組：100％|＜内訳＞|１）キャリアセンター主催のガイダンスへの参加し，レポート：10%|２）企

業インターンシップ等への5回参加後レポート（詳細はルーブリックの内容確認）の平均値：90％| ※6回以上の参加については，加

点する。|| 

＜教科書＞ 

特に指定なし    

＜参考書＞  

特に指定なし 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 ガイダンス インターンシップの目的と心構え 

2 事前指導１ インターンシップ実習科目の目的とシステム 

3 事前指導２ 本学におけるインターンシップ申し込みシステム 

4 事前指導３ 企業研究 1 

5 事前指導４ 企業研究 2 

6 事前指導５ 外部講師によるマナー講座 

7 事前指導６ インターンシップ書類作成 1 

8 事前指導７ インターンシップ書類作成 2 

9 インターンシップ1日目 就業先でのオリエンテーション 

10 インターンシップ2日目 担当業務への従事、日誌の作成 1 

11 インターンシップ3日目 担当業務への従事・日誌の作成 2 

12 インターンシップ4日目 担当業務への従事・日誌の作成 3 

13 インターンシップ5日目 担当業務への従事・日誌の作成 4 

14 インターンシップ振り返り 受け入れ先へのお礼状、体験報告書の作成 

15 事後指導 インターンシップ報告会 
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科目コード 35206 区 分 コア科目 

授業 

科目名 スポーツバイオメカニクスⅡ(応用) 担当者名 石村 和博 

配当年次 3 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

スポーツバイオメカニクスの研究手法を用いれば，身体動作を数値化し，その動作を客観的に評価することが可能となる．本授業はス

ポーツバイオメカニクスの応用科目として，測定・分析方法を学び，より高度な専門知識と技能を身につける．またプロジェクト研究

を行い，得た知識・技能を実践できるようにする． 

＜授業の到達目標＞ 

スポーツバイオメカニクスの測定・分析方法を習得する．また得た知識・技能を実践できる． 

＜授業の方法＞ 

スポーツ科学センターを利用した演習形式で実施する．講義による説明と測定・分析を行っていく． 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

スポーツバイオメカニクスⅠ（基礎）を履修済みであることを強く推奨する．授業までに図書・文献の調査（2時間）をすること．ま

た授業時間内で終えることが出来なかった分析作業（2時間）を，次回までに完了すること． 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

体育・スポーツ科学に関する科学的知見をベースに自らの課題を見つけ，課題解決に取り組み続けることができる生涯学習力を要請す

るための，応用科目である．3年次生に対して，スポーツバイオメカニクスの測定・分析方法を学ぶことを通して，より専門的な知識

や技能を習得する．また，プロジェクト研究を通して，習得した知識と技能を実践できる力を養う機会を提供する． 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

測定・分析方法の習得状況（40%），プロジェクト研究の内容（50%），授業態度（10%） 

＜教科書＞ 

なし    

＜参考書＞  

ゴードン・ロバートソンほか 

身体運動のバイオメカニクス研究法大修館書店 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 授業ガイダンス 授業計画，授業の進め方，スポーツバイオメカニクスⅠの復習 

2 文献の輪読（１） 身体運動のバイオメカニクス研究法 第１章と第2章の輪読 

3 文献の輪読（２） 身体運動のバイオメカニクス研究法 第3章と第4章の輪読 

4 文献調査 自身の関心のある先行研究を収集し，精読する． 

5 先行研究のまとめ 先行研究をまとめ，研究課題を見出す． 

6 動作撮影 動作撮影の原理と注意点を学び，実際に撮影してみる． 

7 床反力計測 床反力計測の原理と注意点を学び，実際に床反力を計測してみる． 

8 筋電図記録 筋電図記録の原理と注意点を学び，筋電図を記録してみる． 

9 動作分析ソフトの準備 動作分析ソフトをインストールし，使用方法を学ぶ． 

10 動作分析ソフトの活用 ビデオカメラで身体運動を記録し，動作分析ソフトで分析する． 

11 プロジェクト研究（１） グループを作り，研究テーマを決める． 

12 プロジェクト研究（２） 研究テーマに合った測定方法を用いて，データを記録する． 

13 プロジェクト研究（３） 記録したデータをパソコンで読み込み，分析する． 

14 プロジェクト研究（４） 研究結果を基に，プレゼン資料を作成する． 

15 研究発表会 研究成果を発表する． 
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科目コード 0 区 分 コア科目 

授業 

科目名 ビジネス特別講義Ⅱ 担当者名 小堀 浩志 

配当年次 0 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

体験型経営学習プロジェクト 岡山県内の若手経営者の組織である岡山青年会議所の協力を得て、これからの次代に必要とされる自律

的人材を育成することを目的とし、実践（生の経営に触れる）を通して、これから社会に出て活躍するために必要なスキル（課題発見

への思考法・課題解決への思考法・課題解決へつながるプランの構築・ビジネスモデルを人に伝える技術）を身につけ、アントレプレ

ナーシップを養うために実践的体験の中で学んでいく。課題提供企業：名玄 飲食業、飛鳥グループ協同組合 冠婚葬祭業、大真 業

種 保育園事業（つくし保育園）、オオキタコーポレーション 不動産業、介護事業、ファジアーノ岡山 プロサッカーチーム、SEIYU 

建設業・太陽光事業、森上煙火工業所 打ち上げ花火製造施工業、RSK 放送事業、他２社を予定 

＜授業の到達目標＞ 

「ビジネス文化」「事業創造」の２つの観点から企業経営を捉え、具体的事例の分析を・討議を通して、企業経営に関する視野拡大と

実 践 的 マ ネ ジ メ ン ト 力 を 養 う こ と を 目 指 す 。 具 体 的 に は 、 次 の ２ 点 を 目 標 と す る 。                                           

① 企 業 経 営 ・ 業 界 分 析 の 基 礎 的 手 法 を 習 得 し 、 主 要 な 分 析 手 法 の 内 容 を 理 解 す る こ と が で き る 。                                                                  

②事業創造に 

＜授業の方法＞ 

企業ごとにグルーピングを行い、各グループで課題を提示する。1～3回の授業は、講義と演習(例：「チームワークの基礎と応用『対

人関係における留意点・傾聴力・共感力・説得力・質問力の強化」、「組織を作る『組織とは何か・組織開発・組織の基盤強化・組織

の活性化』」等を中心とした基礎学習を実施する。４～9回の授業は、体験型授業として、視察・調査・会議を実施し、各企業の社長

又は役員にインタビュー、ヒヤリングなどからそれぞれの企業テーマに沿って、企業の課題の発見、マーケット情報の提案、今後の戦

略等をフィールドワークやグループワークを通して考察する。講義は、岡山JC所属の企業10社が担当し、1企業２グループ、１グルー

プ５～６名でグループワークを中心に授業を行い、各企業の社長又は役員が講師となり、レクチャーを実施する。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

①企業情報や業種、業界の外部環境・マーケット情報などをインターネット、その業種に関する新聞記  事等で事前学習を行う。                                                                              

②講義資料、参考書を基に予習・復習を行い、講義・演習に臨む。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

①現実の企業経営の課題に対し、経営分析の知識や各種情報を基に論理的・数量的に分析する力、戦略  的に問題解決に向けた意思

決 定 を す る 力 を 身 に 着 け て い る 。                                                                     

②経営分析に関わる専門知識・技能を備え、企業経営に関する社会現象を分析・理解し、新たな戦略を 創造・提案できる能力を身に

着けている。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

授業参加態度 ４０％、 フィールドワーク発表評価 ２０％、 最終プレゼンテーション評価 ４０％、 

＜教科書＞ 

講義資料を配布し、教科書は指定しない。    

＜参考書＞  

川口 勉(２０１０年3月15日) 

Q＆A 経営分析の実際日本経済新聞出版社 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 問題を知る オリエンテーション  企業紹介と各企業が抱えている問題について 

2 問題を知る 
課題発見と課題解決に対する考え方について 問題解決プロセスを学ぶ、ロジッ
クツリー・MECEについて学ぶ 

3 問題を知る チーム分けとコミュニケーションツールの決定 

4 現場を知る 
各企業を訪問し、視察・調査・会議の実施 （前回学んだ、理想・問題・原因・解
決策のフレームを活用） 

5 現場を知る 
各企業を訪問し、視察・調査・会議の実施 （前回学んだ、理想・問題・原因・解
決策のフレームを活用） 

6 現場を知る 
各企業を訪問し、視察・調査・会議の実施 （前回学んだ、理想・問題・原因・解
決策のフレームを活用） 

7 現場を知る 
仮説として立てた理想・問題・原因・解決策のフレームを提示し、擦り合わせを
行う不足情報などを視察・調査・会議などを利用して補填する 

8 現場を知る 
仮説として立てた理想・問題・原因・解決策のフレームを提示し、擦り合わせを
行う不足情報などを視察・調査・会議などを利用して補填する 

9 現場を知る 
仮説として立てた理想・問題・原因・解決策のフレームを提示し、擦り合わせを
行う不足情報などを視察・調査・会議などを利用して補填する 

10 プレゼンテーションを学ぶ 
プレゼンテーションとは  良いプレゼンテーションとはなにか 資料作りのポ
イント 伝え方のポイント実際のプレゼンテーション資料について検討・作成 

11 プレゼンテーションを学ぶ 
プレゼンテーションとは  良いプレゼンテーションとはなにか 資料作りのポ
イント 伝え方のポイント実際のプレゼンテーション資料について検討・作成 

12 プレゼンテーションを学ぶ 
プレゼンテーションとは  良いプレゼンテーションとはなにか 資料作りのポ
イント 伝え方のポイント実際のプレゼンテーション資料について検討・作成 

13 プレゼンテーション発表大会 発表準備、各チーム発表、表彰、総括 

14 プレゼンテーション発表大会 発表準備、各チーム発表、表彰、総括 

15 プレゼンテーション発表大会 発表準備、各チーム発表、表彰、総括 
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科目コード 54002 区 分 キャリア形成科目 

授業 

科目名 資格検定対策Ⅲ(簿記系) 担当者名 手嶋 竜二 

配当年次 3 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 演習 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

簿記は実学である。簿記検定を取得することは、就職活動に有利であり、また就職後の実社会で役立つ。本科目では、日商簿記特有の

傾向を分析した対策を施し、さらに高度な知識の吸収と演習により、日商簿記検定２級（または３級）の合格を目指す。 

＜授業の到達目標＞ 

日商簿記検定２級（または３級）の合格を目標とする。 

＜授業の方法＞ 

本科目は集中講義である。① 簿記の基礎を学習しており、さらに日商簿記検定２級（または３級）取得を目標とする者に限る。② 授

業の方法は、事前に授業動画を視聴し、授業では主に問題演習を行う。③ 電卓演習・集計作業などの計算を行う場合もあるので、各

自電卓（関数電卓不可）および定規を持参すること。④ 第１回に参加することは必須で、授業方針を納得の上履修すること（他の授

業への参加・公欠などのやむを得ない事情がある場合には、事前に担当教員へ連絡すること）⑤ 本科目では、問題演習科目であるた

め、個人学修によるところが大きい。⑥ 本科目では、日商簿記検定合格を目指している。日商簿記検定では答案用紙に手書きで回答

するため、本科目でも手書きを主体とする。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

① 専門用語の理解と技術定着をはかるため、予習・復習を重視する。② 授業で行った問題を必ず次回までに再度解いておくこと。

③ 日商簿記の資格取得系科目の自宅学習は１日３時間｛予習（1.5時間）では授業動画を視聴し、テキストを読み、例題を解く、問題

演習を行うこと。復習（1.5時間）として問題演習を行うこと。｝週に21時間を費やす必要がある。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

現実の課題に対し、経営活動での知識や情報をもとに論理的・数量的に分析する力、戦略的に問題解決に向けた意思決定をする力を身

に付ける。そのために、本科目では、まず経営活動を貨幣数量的に捉える方法、原理、原則を学ぶ。つぎに、貸借対照表や損益計算書

といった財務諸表の作成プロセスを学ぶ。そして、そのプロセスを理解することにより経営活動を数量的に分析する、あるいは戦略的

に問題解決に向けた意思決定する能力を身に付けることができる。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

① 受講態度・学習意欲・授業への参加度 30％，② 小テスト 70％（締め切り後，すぐに解答を発表） 

＜教科書＞ 

TAC出版開発グループ(2021.2.26) みんなが欲しかった! 簿記の問題集 日商2級 商業簿記 第10版  TAC出版 

TAC出版開発グループ(2021.2.26) 

みんなが欲しかった 簿記の問題集 日商2級 工業簿記 第9版TAC出版その他，教科書販売リストを参照し，購入すること。 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 ガイダンス 授業の進め方、成績評価方法、授業方針 

2 第１問対策 仕訳問題（２・３級） 

3 第２問対策 ２級商業簿記（勘定記入、伝票、仕訳日計表）、３級（帳簿） 

4 第３問対策 ２級商業簿記（精算表、財務諸表、連結会計）、３級（試算表） 

5 第４問対策 
２級工業簿記（仕訳、勘定記入、部門別個別原価計算）、３級（伝票、訂正仕訳、
勘定記入） 

6 第５問対策 
２級工業簿記（総合原価計算、標準原価計算、直接原価計算）、３級（精算表、財
務諸表） 

7 過去問題① ２級・３級（過去の6月検定問題） 

8 過去問題② ２級・３級（前年度11月検定問題） 

9 過去問題③ ２級・３級（前年度2月検定問題） 

10 過去問題④ ２級・３級（前々年度6月検定問題） 

11 過去問題⑤ ２級・３級（前々年度11月検定問題） 

12 過去問題⑥ ２級・３級（前々年度2月検定問題） 

13 予想問題① 総合問題（1）（２・３級）、弱点克服 

14 予想問題② 総合問題（2）（２・３級）、弱点克服 

15 予想問題③ 総合問題（3）（２・３級）、弱点克服 
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科目コード 36302 区 分 基礎専門科目 

授業 

科目名 解剖・生理学実習Ⅰ 担当者名 畑島 紀昭 

配当年次 3 配当学期 前期 単位数 1 授業方法 実験 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

解剖見学実習を中心として構成し、授業展開する。将来、柔道整復師として医療の一端を担うには人体の正常な構造、位置、形を理解

する事は重要である。教科書の平面的な記載と実際とをよく見比べ、立体的、三次元的な理解を深める為に解剖見学実習を行う。解剖

見学実習に向かい、心得、手順、禁止事項等を十分に把握し、篤志献体により提供された御遺体を解剖見学実習により、生と死につい

ての洞察を得、将来の生命倫理の基礎をつくる。 

＜授業の到達目標＞ 

人体の正常な構造、位置、形を三次元的に把握し、実習を通して解剖学、生理学、運動学の講義で習った身体構造と機能を理解し、表

現できるようになることを目標とする． 

＜授業の方法＞ 

各授業で、テーマに沿って実習を行い、レポートを提出する。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習：翌週の指導内容のキーワードの下調べ（毎回、１時間程度）復習：振り返りレポート（毎回、１時間程度) 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

この科目は健康科学科のディプロマポリシー5（科学的根拠や思考を持って医療現場やスポーツ現場の諸問題に対応できる能力を身に

付けている。）と関連付けられています。柔道整復及び健康科学、スポーツ医科学分野に必要な知識と技能を理解し、あらゆる分野の

知識を習得するための力を育成する。柔道整復術の基礎をなすために修得が特に必要な筋骨格系、神経、血管系について系統的に理解

を深め解剖見学実習での実際を含め基礎を定着させる機会を与える。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

レポート 70％、学習意欲 30％ 

＜教科書＞ 

＜参考書＞  

監訳 坂井 建雄／松村 讓兒  発行 2013年03月 

プロメテウス解剖学アトラス 解剖学総論／運動器系医学書院 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 人体の構造と姿勢の評価 人体の構造と機能を復習しながら、良い姿勢とは何か評価・分析する。 

2 身体組成および体型の測定 身体組成および体型の測定方法を学び、実践する。 

3 身体組成および体型の評価 測定データを基に評価・分析する方法について学ぶ。 

4 歩行テスト 
さまざまな歩行テストが健康づくりの場で活用されている。それらテストの実施
方法を体験しながら学ぶ。 

5 歩行の動作分析 基本的な歩行の動作分析の手法を学び、他の運動の活用法を考える。 

6 細胞観察1 細胞の採取を行い培養する。 

7 細胞観察2 細胞の観察を行う。 

8 刺激に対する反応の観察1 刺激に対する反応の測定1 

9 刺激に対する反応の観察2 刺激に対する反応の測定2 

10 刺激に対する反応の観察3 刺激に対する反応の考察 

11 疲労について 疲労、心拍数、血液について学ぶ。 

12 心拍数測定 心拍数を測定する。 

13 乳酸測定 乳酸を測定する。 

14 酸化ストレス測定1 酸化ストレス（d-ROMs）を測定する。 

15 酸化ストレス測定2 抗酸化力（BAP）を測定する。 
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科目コード 65019 区 分 コア科目 

授業 

科目名 公務員と法 担当者名 宮園 司史 

配当年次 3 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

良好な治安を確保し、国民の生命、身体及び財産を守ることは、国の基本的な責務であるが、現在、我が国の治安は、サイバー犯罪・

サイバー攻撃、国際テロ、組織犯罪といった重大な脅威に直面している。本科目では、このような責務の遂行に当たっている公安系公

務員の業務を詳しく紹介するとともに、警察幹部としての経験談を交えながら、我が国の安全・安心の現状や課題、警察等における各

種取組等について、幅広く取り扱い、我が国のセキュリティに関する理解と認識を醸成する。 

＜授業の到達目標＞ 

公安系公務員の業務や我が国のセキュリティに関する基本的な知識を身につけるとともに、「世界一安全な日本」を実現するための各

種取組についての理解を深めることを目標とする。 

＜授業の方法＞ 

各テーマに沿った内容を、パワーポイントや動画等を用いて、わかりやすく解説するとともに、学生との質疑応答や学生からの意見発

表の機会を設けるなどして、担当者と学生とのインタラクティブな授業を行う。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

次回のテーマについて、新聞、書籍、刊行物、インターネットなどから必要な情報を収集するなどして、授業中に積極的な質問や意

見発表ができるように準備しておくこと。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

挑戦と創造の教育を建学の精神とし、①豊かな人間性と個性、②深い専門性と実践力、③コミュニケーション能力とグローバルマイン

ドを身に付けた人材の育成を目指して科目を配置している。また、体育学科のディプロマポリシー1「体育・スポーツの科学的知見を

深め、スポーツを通じた国際的平和の促進について理解する能力を身に付けている。」と関連付けられている。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

授業への参加状況・態度 50%、授業内レポート50%により、総合的に評価する（特に、受講態度については厳正にチェックする）。な

お、規定以上の欠席回数がある場合および代筆レポートの提出その他受講態度に問題がある場合には、一切、単位を認めないので、注

意すること。 

＜教科書＞ 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 安全・安心を担う仕事とは？ 
イントロダクションとして、担当者の警察幹部としての経験談等を交えつつ、安
全・安心を担う仕事の意義、重要性等を説明する。 

2 警察の任務と活動 警察の任務及び活動について、その概要を説明する。 

3 消防の任務と活動 消防の任務及び活動について、その概要を説明する。 

4 自衛隊の任務と活動 自衛隊の任務及び活動について、その概要を説明する。 

5 海上保安庁の任務と活動 海上保安庁の任務及び活動について、その概要を説明する。 

6 我が国の安全・安心の現状（その１） 
最近の事件事故の発生状況等の指数治安や、国民が肌で感じる体感治安等の現状
について説明する。 

7 我が国の安全・安心の現状（その２） 
我が国の安全・安心を脅かしている各種の治安事象や将来の見通し等について説
明する。 

8 犯罪情勢と捜査活動（その１） 
我が国における犯罪の発生状況や検挙状況等を通じて、昨今の犯罪情勢の特徴、
傾向等について説明する。 

9 犯罪情勢と捜査活動（その２） 
昨今の犯罪情勢に的確に対処するための課題や捜査活動の取組の現状等について
説明する。 

10 国民生活の安全確保（その１） 
サイバー犯罪やサイバーテロ、サイバーインテリジェンス等、サイバー空間にお
ける各種の脅威の現状等について説明する。 

11 国民生活の安全確保（その２） 
地域住民の安全確保に向けた各種の取組や、犯罪を抑止するために進められてい
る諸対策等について説明する。 

12 サイバー空間の安全確保 
サイバー犯罪やサイバーテロ、サイバーインテリジェンス等、サイバー空間にお
ける各種の脅威の現状とその対策について説明する。 

13 暴力団犯罪を巡る動向と対策 
暴力団犯罪に関する昨今の動向と暴力団を根絶するための取組等について説明す
る。 

14 薬物犯罪等を巡る動向と対策 
薬物犯罪や銃器犯罪に関する昨今の動向とこれらの犯罪を根絶するための取組等
について説明する。 

15 テロを巡る動向と対策 
我が国にとって重大な脅威となっている国際テロの現状やテロを未然に防止する
ための各種取組等について説明する。 
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科目コード 53005 区 分 コア科目 

授業 

科目名 スポーツイベント運営実習 担当者名 常浦 光希 

配当年次 3 配当学期 集中 単位数 1 授業方法 実習 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

本実習では，スポーツイベントの企画・運営を行う．昨年度集約されたスポーツイベント運営上の課題をもとに内容を検討し，当該年

度のイベントを企画していく．学校教員や地域スポーツクラブ運営者に求められるスポーツイベントのマネジメント能力を養成する．

スポーツイベント運営実習では，スポーツイベントに関わる企画を集中講義にて行い，後期日程にかけて，イベント説明会，準備・運

営までの一連を実習内容としている．そのため，学期をまたがって実習を行うことになる． 

＜授業の到達目標＞ 

【達成目標】これまで参加する側であった立場から実際にスポーツイベントを企画・運営する立場を経験することで，今後求められる

スポーツイベントについて考え，行動することができる．【目的】スポーツ活動は”する”に注目されがちであるが，”する”スポーツが

実現するためには，多くの”ヒト”がかかわっていく必要がある．本実習において，イベントの企画・運営を行っていくことで，スポー

ツに必要なマネジメント能力を育み，今後，社会に求められる課題解決能力を身につけることが目的である． 

＜授業の方法＞ 

本実習は集中講義として前期期間中より不定期に実施する．企画では，昨年度の課題を参考にし，当該年度のイベントを企画していく

ため，PCが不可欠である．その後，当日運営に向けた準備を後期日程にかけて行っていく．そのため本実習は，学期をまたがって行わ

れ，多くの課外活動を求めることとなる．また県内で行われている別のスポーツイベントに少なくとも1回は参加が必須である． 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

集中講義までに事前に配布される昨年度の課題をもとに，イベントの検討や企画案の作成が求められる（10時間）．地域で行われてい

る別のスポーツイベントにも１回以上参加し，多くのスポーツイベントにかかわることが求められる． 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

体育学科のディプロマポリシー8「修得した知識・技術・態度等の全てを総合的に活用し、自らが立案した新たな課題に主体的、創造

的に取り組み、その課題を解決できる能力を身に付けている」を習得するための科目である．実際にスポーツイベントを企画・運営す

ることで，体育・スポーツ活動の実現に必要なマネジメント能力を育む科目であり，2年次配当の「スポーツイベント論」のステップ

履修科目でもある．社会に求められる体育・スポーツに関する課題探求力や課題解決力を習得する実践的科目である． 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

企画 30％，イベント準備の貢献度（受講態度） 30％，最終課題 40％ 

＜教科書＞ 

 特に指定なし   

＜参考書＞  

（財）日本レクリエーション協会 編 

レクリエーション・マネジメント大修館書店柳沢和雄・木村和彦・清水紀宏テキスト 体育・スポーツ経営学大修館書店西川正あそび

の生まれる場所「お客様」時代の公共マネジメントころから 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション 授業の進め方，企画運営実習について 

2 企画（１） 前年度の課題について 

3 企画（２） スポーツイベントの行程表の作成方法 

4 企画（３） イベントの運営組織について 

5 企画（４） イベント内容の検討 

6 企画（５） イベント新企画の検討 

7 企画（７） イベントにおいて生じる問題の想定 

8 企画（８） イベント説明会準備 

9 企画（９） 参加者へ向けたイベントに関する説明会 

10 企画（１０） イベントのリハーサル 

11 イベント運営実習（1） イベントの運営（準備段階） 

12 イベント運営実習（2） イベントの運営（当日の対応について） 

13 イベント運営実習（3） イベントの運営（不都合が生じた場合の対応について） 

14 イベント運営実習（４） イベント終了後の対応について 

15 まとめ イベントにおける問題・課題および次年度への改善案について 
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科目コード 27306 区 分 コア科目 

授業 

科目名 基礎柔道整復学Ⅴ(保存療法) 担当者名 簀戸 崇史 

配当年次 3 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 演習 卒業要件 必修 

＜授業の概要＞ 

軟部組織損傷は、柔道整復の臨床においてもっとも多い損傷といえる。近年、画像診断機器の発達により、軟部組織の病的状態を可視

化することが可能になってきている。解像度や分解能が高まったことから、これまで触診・視診に頼っていたが、客観的定量的に示せ

るようになってきている。このような医療の現状に追従した軟部組織治療学を組織学的視点から学ぶ。 

＜授業の到達目標＞ 

柔道整復学の軟部組織損傷に関する基礎の理解および運動時における損傷の発生機序を理解し、超音波画像の特性、取り扱い方を学び、

描写される画像を説明できるようになることを目標とする。 

＜授業の方法＞ 

少人数制のグループ単位を基本とし、グループワーク、ディスカッション形態で行う。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

この科目は健康科学科のディプロマポリシー5（科学的根拠や思考を持って医療現場やスポーツ現場の諸問題に対応できる能力を身に

付ける。）と関連付けられています。柔道整復師として必要な知識を身に付け、最新医療の状況を把握し広い視野で物事を考えられる

知識の習得を目指す。 特に予習が重要である。超音波画像実習で観察する身体の部位別に長軸像、短軸像でみられる画像を３次元に

置き換えて理解できるように、事前に学習項目の身体部位の形態について予習が必要である。（1時間程度） また、実習後には、プ

リントに記された実習内容に関す 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

超音波画像をもとに科学的根拠や思考を持って医療現場やスポーツ現場の諸問題に対応できる能力を身に付ける。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

【Web授業】①課題内容90% ②意見交換10%【対面授業】定期試験50%、取り組み意欲30%、小テスト・レポート20％で評価する。 

＜教科書＞ 

全国柔道整復学校協会 監修 「柔道整復学・理論編」  南江堂 

＜参考書＞  

臨床スポーツ医学編集委員会 

予防としてのスポーツ医学文光堂 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション 授業概要、成績評価の説明 

2 筋の損傷 筋損傷の総論 

3 スポーツにおける大腿部の傷害（肉離れ） 肉離れの発生機序と予防方法 

4 スポーツにおける腰痛症 腰椎捻挫（ぎっくり腰）の発生機序と予防方法 

5 スポーツにおける下腿の障害(シンスプリント） シンスプリントの発生機序と予防方法 

6 腱の損傷 腱損傷の総論 

7 スポーツにおける腱の損傷（テニス肘） テニス肘の発生機序と予防方法 

8 
スポーツにおける腱の損傷（アキレス腱炎・アキレス腱
周囲炎） 

アキレス腱炎・アキレス腱周囲炎の発生機序と予防方法 

9 
スポーツにおける肩の障害（腱板炎；インピンジメント
症候群） 

インピンジメント症候群の発生機序と予防方法 

10 神経の損傷 神経損傷の総論 

11 スポーツにおける神経の損傷（バーナー症候群） バーナー症候群の発生機序と予防方法 

12 靱帯の損傷 靱帯損傷の総論 

13 スポーツにおける靱帯損傷（足関節靱帯損傷） 足関節靱帯損傷の発生機序と予防方法 

14 スポーツにおける靱帯損傷（前十字靱帯損傷） 膝前十字靱帯損傷の発生機序と予防方法 

15 まとめ 総合学習 
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科目コード 55009 区 分 キャリア形成科目 

授業 

科目名 課題研究Ⅰ 担当者名 古山 喜一 

配当年次 3 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 演習 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

医療人として社会に出るためには、これまでに学習してきた各専門基礎科目、専門科目を総合的に関連付け、体系的に健康科学関連の

理解を深める必要がある．根拠に基づいた医療（EBM）を見極めるために、先行研究を読み取る力・人に説明できる力を養うことを目

的とする．課題研究Ⅰでは、グループにおける興味のあるテーマを定め、1つの論文について抄読発表を行なう．そして、同テーマに

関連する複数の論文から既知と未知の領域を明確にし、卒業研究を行なうための準備を行なう． 

＜授業の到達目標＞ 

研究論文の構成を理解すること、論文検索ができるようになり，その内容を精査できるようになることを目標としている．更に理解し

た内容を人に分かりやすくプレゼンテーションができるようになることを目標としている． 

＜授業の方法＞ 

グループにて興味関心のある分野に関連する情報を収集し、分かりやすいプレゼンテーションを検討する．毎回進捗を確認していきな

がら、論文作成の基本を学ぶ。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

授業で教わったことを復習し、設定したテーマについて、興味関心を高め、ニュースや論文を参照できるように準備する．各授業で

指摘された課題を実施する（約1時間）． 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

本科目は健康科学科のディプロマポリシー８「修得した知識・技術・態度等の全てを総合的に活用し、自らが立案した新たな課題に主

体的、創造的に取り組み、その課題を解決できる能力を身に付けている」と関連付けている。スポーツや健康増進、医療現場に対して

柔道整復術の応用をしていくために研究活動をを通じて系統的に理解を深め基礎を定着させる機会を与える。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

学習意欲(レポート、事前課題等） 30%、発表内容 70% 

＜教科書＞ 

＜参考書＞  

鍵和田 京子 (2001年11月) 

よくわかる卒論・修論のための統計処理の選び方東京図書 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 ガイダンス（1） ガイダンス、テーマの設定 

2 研究論文の構成 論文の構成，統計について学ぶ 

3 研究論文の読み方 研究論文の読み方について学ぶ 

4 文献検索 論文検索方法，採択方法について学ぶ 

5 課題研究－テーマに関する検討－ 課題研究テーマについて，グループディスカッションを行なう． 

6 抄読発表（1） グループ別抄読発表を行ない，質疑応答を行なう． 

7 抄読発表（2） グループ別抄読発表を聞き，質問を行なう． 

8 抄読発表（3） グループ別抄読発表を聞き，質問を行なう． 

9 ガイダンス（2） 課題研究論文作成に関するガイダンス 

10 研究テーマの再検討 テーマについて再検討をグループディスカッションを行なう． 

11 参考文献検索 参考文献の検索方法を学ぶ 

12 発表資料の作り方 発表資料の作り方を学ぶ 

13 課題研究を発表する（1） 背景・目的の書き方 

14 課題研究を発表する（2） 方法，結果の書き方 

15 課題研究を発表する（3） 考察，まとめ，参考文献の書き方 
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科目コード 62012 区 分 コア科目 

授業 

科目名 予防とコンディショニングⅢ 担当者名 廣重 陽介 

配当年次 3 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

日本スポーツ協会公認アスレティックトレーナーの視点より、競技力向上に必要なトレーニングに関する基礎知識・技術を学び、競技

力向上のためのコンディショニングを競技者に提供する上で必要な知識を身につける。 

＜授業の到達目標＞ 

競技力向上を目的とした筋力トレーニングなど各種トレーニング手法の基礎知識を学ぶ。また、ウォーミングアップ、クーリングダウ

ンなどアスレティックトレーナーとしてコンディショニングに関わる基礎知識と手法を学習し、実践できるようになる。 

＜授業の方法＞ 

教科書に沿って講義や実技練習、小テストを行い、必要に応じて資料を配布する。講義内容等を基に、学生同志、または教員を含めて

のディスカッションを積極的に行う。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

事前・事後に教科書を熟読し授業の理解を深める。予習で６０分以上、復習で３０分以上の学習が望ましい。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

本科目は体育学科のディプロマポリシー2（健康増進、体力の向上、また競技力向上に貢献できる専門的な知識・技能を身に付けてい

る）、ディプロマポリシー5（科学的根拠や思考を持って、体育・スポーツ現場の諸問題に対応できる能力を身に付けている）と関連

付けられている。競技力向上のためのコンディショニング手法を学ぶことで、競技者・スポーツ愛好家などスポーツに関わる人々の健

康を維持し、競技力向上のために必要な専門的知識を修得するための科目である。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

実技小テスト ５０％、定期試験 ５０％ 

＜教科書＞ 

日本体育協会（2007.9.30） 「公認アスレティックトレーナー専門科目テキスト⑥・予防とコンディショニング」  日本体育協会 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション 講義の概要，到達目標，評価方法等の説明 

2 コンディショニング概論 コンディショニングトレーニングについて（概論） 

3 
競技力向上を目的としたコンディショニングの方法と実
際（１） 

代謝系トレーニング（有酸素、無酸素） 

4 
競技力向上を目的としたコンディショニングの方法と実
際（２） 

筋力トレーニング(1) 

5 
競技力向上を目的としたコンディショニングの方法と実
際（３） 

筋力トレーニング(2) 

6 
競技力向上を目的としたコンディショニングの方法と実
際（４） 

コーディネーショントレーニング 

7 
競技力向上を目的としたコンディショニングの方法と実
際（５） 

スタビリティ－トレーニング 

8 
競技力向上を目的としたコンディショニングの方法と実
際（６） 

アジリティートレーニング 

9 
競技力向上を目的としたコンディショニングの方法と実
際（７） 

スプリントトレーニングとエンデュランストレーニング 

10 
競技力向上を目的としたコンディショニングの方法と実
際（８） 

サーキットトレーニング 

11 ウォーミングアップとクーリングダウン ウォーミングアップ，クーリングダウンの方法と実際 

12 コンディショニングの実際（１） 
競技力向上を目的としたコンディショニング，ウォーミングアップの実践例の紹
介 

13 コンディショニングの実際（２） 競技力向上を目的としたコンディショニング，クーリングダウンの実践例の紹介 

14 競技力向上を目的としたコンディショニング 「競技力向上を目的としたコンディショニング」の立案と指導 

15 まとめ 総合学習 
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科目コード 36303 区 分 基礎専門科目 

授業 

科目名 解剖・生理学実習Ⅱ 担当者名 古山 喜一 

配当年次 3 配当学期 後期 単位数 1 授業方法 実習 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

解剖見学実習を中心として構成し、授業展開する。将来、柔道整復師として医療の一端を担うには人体の正常な構造、位置、形を理解

する事は重要である。教科書の平面的な記載と実際とをよく見比べ、立体的、三次元的な理解を深める為に解剖見学実習を行う。解剖

見学実習に向かい、心得、手順、禁止事項等を十分に把握し、篤志献体により提供された御遺体を解剖見学実習により、生と死につい

ての洞察を得、将来の生命倫理の基礎をつくる。 

＜授業の到達目標＞ 

人体の正常な構造、位置、形を三次元的に把握し、実習を通して解剖学、生理学、運動学の講義で習った身体構造と機能を理解し、説

明きるようになることを目標とする． 

＜授業の方法＞ 

各授業で、テーマに沿ってグループワーク実をい、Dropboxを用いレポートを提出する 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

プリントに記された実習内容に関する項目について、解剖学や生理学及び運動学で習った事を復習する。授業内容（小テスト・講義・

討論）をふりかえり、「何を学んだか、何を学べなかったのか」についてレポート（A4-1枚程度）を作成し、期日までにデータで担当

教員にDropboxを用い送信する。（1時間程度） 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

この科目は健康科学科ディプロマポリシー２「柔道整復学及び健康科学、スポーツ医科学分野に必要な専門知識と技能を理解し、日々

進歩する医学分野に対応できる能力を身に付けている。」に関連付いている。柔道整復術の基礎をなすために修得が特に必要な筋骨格

系、神経、血管系について系統的に理解を深め、解剖見学実習での実際を含め基礎を定着させる機会を与える。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

【Web授業】①課題内容90%  ②意見交換10%【対面授業】実習参加意欲30％・実習試験70％ 

＜教科書＞ 

監訳 坂井 建雄／松村 讓兒  発行 2013年03月 プロメテウス解剖学アトラス 解剖学総論／運動器系  医学書院 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 事前説明 解剖・生理学実習を行うにあたり事前説明を実施する。 

2 参加選抜試験 解剖・生理学実習に参加するにあたり選抜試験を実施する。 

3 上肢の骨 上肢の骨を理解する。 

4 上肢の筋 上肢の筋を理解する。 

5 上肢の神経 上肢の神経を理解する。 

6 下肢の筋 下肢の筋を理解する。 

7 下肢の骨 下肢の骨を理解する。 

8 下肢の神経 下肢の神経を理解する。 

9 全身の脈管系 全身の脈管系を理解する。 

10 胸部内蔵 胸部内蔵を理解する。 

11 腹部内蔵 腹部内蔵を理解する。 

12 解剖見学実習1 上肢の解剖見学実習 

13 解剖見学実習2 下肢の解剖見学実習 

14 解剖見学実習3 体幹の解剖見学実習 

15 解剖見学実習事後指導 実習に対する全体討議、個人発表 
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科目コード 37403 区 分 専門基礎科目 

授業 

科目名 幼児スポーツ論 担当者名 平塚 卓也 

配当年次 0 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

「幼児期運動指針」を理解し、幼児期に獲得させるべき基本的な動作、発達させるべき運動機能を学び、幼児期に必要とされる身体活

動を量と質の両面から考慮されたスポーツ指導ができる能力を身に付ける。特に、幼児期におけるコーディネーション運動の指導力を

修得することをめざす。以上を受講態度、レポート、模擬指導から評価する。 

＜授業の到達目標＞ 

①本授業を通して主に幼児が楽しむことのできる運動遊び・ゲームを考えることができる。②子どもの運動発達の特徴及び『幼児期運

動指針』の内容について理解し、他者に説明できる③学生相互の模擬授業を通して安全面に配慮した運動遊び・ゲームを指導すること

ができる。 

＜授業の方法＞ 

講義及び演習並びに実技により授業を展開する。指導案作成・模擬指導、模擬指導の省察では集団討論形式を取り、理解を深め、内容

の記録をレポートとしてまとめる。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習：これまでの体育的活動の中で実践した「運動遊び」を思い出し、模擬指導ができるよう指導案にまとめる（1時間）。復習：日々

の体育的活動の中での運動遊びを実践し、その役割や目的を検証する（1時間）。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

本科目は、体育学科ディプロマポリシー「幅広く深い教養を身に付け、体育・スポーツ人としての立場を歴史・社会・自然と関連付け

て理解する能力を身に付けている。」と関連する。幼児スポーツ論では、子どもの運動発達を歴史・社会・自然との関連なかで捉えた

うえで、体育・スポーツの専門家として、子どもの運動発達を促発し、課題を解決していく能力を身に付ける。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

出席・受講態度 30％、模擬指導 30％、授業レポート 40％ 

＜教科書＞ 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション 授業概要と授業の進め方、IPU講義ルールの確認 

2 幼児スポーツに関する理論① 近年の子どもが抱える問題 

3 幼児スポーツに関する理論② 子どもの実情と幼児期運動指針策定の背景 

4 幼児スポーツに関する理論③ 幼児期運動指針と多様な動き 

5 幼児スポーツに関する理論④ 運動発達の特性 

6 幼児スポーツに関する理論⑤ 運動指導のポイント 

7 幼児の運動発達を促す運動遊び① 身近な道具を使った運動遊び（新聞紙） 

8 幼児の運動発達を促す運動遊び② 身近な道具を使った運動遊び（ビニール袋） 

9 幼児の運動発達を促す運動遊び③ ボールを使った運動遊び 

10 幼児の運動発達を促す運動遊び④ フラフープを使った運動遊び 

11 幼児の運動発達を促す運動遊び⑤ 縄跳びを使った運動遊び 

12 模擬指導① 学生の模擬指導と相互評価① 

13 模擬指導② 学生の模擬指導と相互評価② 

14 模擬指導③ 学生の模擬指導と相互評価③ 

15 まとめ 模擬指導の省察と改善レポートの作成 
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科目コード 35301 区 分 コア科目 

授業 

科目名 個人スポーツ指導理論･実習Ⅲ(発展) 担当者名 矢野 智彦 

配当年次 3 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 実習 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

個人スポーツ指導理論・実習Ⅰ～Ⅱで学んだ事をもとに、それぞれの事象についてさらに深く考察を加える。また、自ら個人スポーツ

に関わる技術を高める実践を通して、新たな視点に立った指導法について多角的に検討し、個の目的に 応じた指導の実践技能を身に

つける。同時に、生涯スポーツとの関わりも視野に入れ、自己教育力を高めるための効果的な指導のあり方について議論を重ね、併せ

て評価方法についての理解を深めることを目的とした授業を展開する。ここでは、柔道を用いて指導する。 

＜授業の到達目標＞ 

基本となる技を身に付けて柔道を楽しむことができる。投げる動作を通じて、体さばきや受け身などの基本動作を身に付けている。固

め技の基本動作を身に付けている。いくつかの基本となる技を身に付けている。 

＜授業の方法＞ 

教師の師範、板書や資料などを示し、動作や技術の方法を理解させる。教材に関わる情報として参考書や国際大会で収集した資料を適

宜配布する。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習：参考書を用いて事前に柔道の技の仕組みを理解する。（1時間程度）復習：柔道大会等を積極的に観戦しレポートを作成する。

（30分程度） 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

武道である柔道を通して、豊かな人間性と専門的な知識・技能を身に付け国際的に活躍する意欲のある人を育成するための応用科目で

あり、「個人スポーツ指導理論･実習Ⅱ」のステップ履修科目でもある。特に3年次生に対し、競技特性や選手の競技能力に対応できう

る実践的な指導法について理解を深める機会を提供する。この授業は、コア科目のディプロマポリシー７（体育・スポーツに関する科

学的知見をベースに自らの課題を見つけ、課題解決に取り組み続けることができる生涯学習力を身に付けているる。）とディプロマポ

リシー２（健康増進、体力の向 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

授業態度 （出席意慾含む）70％、実技試験 30％ 

＜教科書＞ 

特になし    

＜参考書＞  

柔道上達のプロセス 

柏崎克彦 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 1～2.得意技の選び方 
色々な技の打ち込み方法（一人打ち込み、二人打ち込み、三人打ち込み、移動打ち
込み） 

2 3～10.連絡技 連絡技の掛け方（自分の技から自分の技へ、相手の技から自分の技へ） 

3 11～12.巴投げ 巴投げ、捨て身技の修得 

4 13～14.連絡技 投げ技から抑え技へ 

5 15～20.固め技 下からの攻め方、仰向けの相手の攻め方 

6 21～24.固め技 関節技（腕ひしぎ十字固め、腕がらみ） 

7 25～26.一本背負い 一本背負い（右組から左の技へ） 

8 27～28.そで釣り込み腰 そで釣り込み腰（右組から左の技へ） 

9 29.返し技 つばめ返し、大内返し 

10 30.柔道指導法 柔道のトレーニング法、総括 

11   

12   

13   

14   

15   
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科目コード 51001 区 分 コア科目 

授業 

科目名 教育実習Ⅰ(幼稚園) 担当者名 楢嵜 日佳 

配当年次 3 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 実習 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

・保育士資格取得にかかわる保育士課程必修の実習として、認可保育所において観察・参加・部分実習を行う。・保育所での実習を通

して、乳幼児への理解を深めるとともに、保育所の機能及び保育士の職務について実践的に学ぶ。 

＜授業の到達目標＞ 

・保育所の役割や機能を具体的に理解する。・観察や子どもとの関わりを通して子どもへの理解を深める。・既習の教科の内容を踏ま

え、子どもの保育及び保護者への支援について総合的に学ぶ。・保育の計画、観察、記録及び自己評価等について学び、具体的に理解

する。・保育士の業務内容や職業倫理について具体的に学ぶ。 

＜授業の方法＞ 

実習 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

保育実習事前指導及び他教科において学んだ内容を整理し、既習の知識や技能を確かめたり実践したりできる準備をしておくこと。

また、社会人としてのマナーを身に付けておくこと。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

保育士資格取得のために必要な実習である。こども発達学科のディプロマポリシーを踏まえ、施設実習の経験を踏まえ。社会人として

のルールを遵守し、チームワークやリーダーシップ、倫理観等の力を習得し、社会人、保育士としての課題を明確にする機会にする。

3年次配当の保育実習Ⅱに引き継がれ、さらに専門的知識野習得や保育技術力のアップを図り、保育者としての実践力を高められる機

会とする。本実習はこども発達学科のディプロマポリシーDP6（保育・教育実習、実践活動等の経験を踏まえ、社会人としてのルール

を遵守し、自己管理力、チーム 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

事前オリエンテーション、反省会10%、実習評価90% 

＜教科書＞ 

特に指定しない    

＜参考書＞  

特に指定しない 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 教育実習 実習園における事前オリエンテーション 

2 教育実習 実習園において指導のもとに実習 

3 教育実習 実習園において指導のもとに実習 

4 教育実習 実習園において指導のもとに実習 

5 教育実習 実習園において指導のもとに実習 

6 教育実習 実習園において指導のもとに実習 

7 教育実習 実習園において指導のもとに実習 

8 教育実習 実習園において指導のもとに実習 

9 教育実習 実習園において指導のもとに実習 

10 教育実習 実習園において指導のもとに実習 

11 保育実習 実習園において指導のもとに実習 

12 保育実習 実習園において指導のもとに実習 

13 保育実習 実習園において指導のもとに実習 

14 保育実習 実習園において指導のもとに実習 

15 保育実習 実習園における実習反省会 
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科目コード 51002 区 分 コア科目 

授業 

科目名 教育実習Ⅱ(幼稚園) 担当者名 楢嵜 日佳 

配当年次 3 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 実習 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

・保育士資格取得にかかわる保育士課程必修の実習として、認可保育所において観察・参加・部分実習を行う。・保育所での実習を通

して、乳幼児への理解を深めるとともに、保育所の機能及び保育士の職務について実践的に学ぶ。 

＜授業の到達目標＞ 

・保育所の役割や機能を具体的に理解する。・観察や子どもとの関わりを通して子どもへの理解を深める。・既習の教科の内容を踏ま

え、子どもの保育及び保護者への支援について総合的に学ぶ。・保育の計画、観察、記録及び自己評価等について学び、具体的に理解

する。・保育士の業務内容や職業倫理について具体的に学ぶ。 

＜授業の方法＞ 

実習 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

保育実習事前指導及び他教科において学んだ内容を整理し、既習の知識や技能を確かめたり実践したりできる準備をしておくこと。

また、社会人としてのマナーを身に付けておくこと。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

保育士資格取得のために必要な実習である。こども発達学科のディプロマポリシーを踏まえ、施設実習の経験を踏まえ。社会人として

のルールを遵守し、チームワークやリーダーシップ、倫理観等の力を習得し、社会人、保育士としての課題を明確にする機会にする。

3年次配当の保育実習Ⅱに引き継がれ、さらに専門的知識野習得や保育技術力のアップを図り、保育者としての実践力を高められる機

会とする。本実習はこども発達学科のディプロマポリシーDP6（保育・教育実習、実践活動等の経験を踏まえ、社会人としてのルール

を遵守し、自己管理力、チーム 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

事前オリエンテーション、反省会10%、実習評価90% 

＜教科書＞ 

特に指定しない    

＜参考書＞  

特に指定しない 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 教育実習 実習園における事前オリエンテーション 

2 教育実習 実習園において指導のもとに実習 

3 教育実習 実習園において指導のもとに実習 

4 教育実習 実習園において指導のもとに実習 

5 教育実習 実習園において指導のもとに実習 

6 教育実習 実習園において指導のもとに実習 

7 教育実習 実習園において指導のもとに実習 

8 教育実習 実習園において指導のもとに実習 

9 教育実習 実習園において指導のもとに実習 

10 教育実習 実習園において指導のもとに実習 

11 保育実習 実習園において指導のもとに実習 

12 保育実習 実習園において指導のもとに実習 

13 保育実習 実習園において指導のもとに実習 

14 保育実習 実習園において指導のもとに実習 

15 保育実習 実習園における実習反省会 
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科目コード 52002 区 分 コア科目 

授業 

科目名 保育実習Ⅱ(保育所) 担当者名 楢嵜 日佳 

配当年次 3 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 実習 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

・保育士資格取得にかかわる保育士課程必修の実習として、認可保育所において観察・参加・部分実習を行う。・保育所での実習を通

して、乳幼児への理解を深めるとともに、保育所の機能及び保育士の職務について実践的に学ぶ。 

＜授業の到達目標＞ 

・保育所の役割や機能を具体的に理解する。・観察や子どもとの関わりを通して子どもへの理解を深める。・既習の教科の内容を踏ま

え、子どもの保育及び保護者への支援について総合的に学ぶ。・保育の計画、観察、記録及び自己評価等について学び、具体的に理解

する。・保育士の業務内容や職業倫理について具体的に学ぶ。 

＜授業の方法＞ 

実習園での実習・観察実習・参加実習・責任実習（部分指導、半日指導）・担当保育者との振り返り 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

・岡山県保育士養成協議会「保育所実習の手引き」、配布資料、教材資料等を熟読する。・保育実習ⅠAの自己課題をもとに、保育実

習Ⅱへの課題を明確にする。・保育実習に必要な保育技術（遊びの指導、絵本の読み聞かせ、弾き歌い等）の反復練習に努める。・保

育指導計画案の作成と、それに基づく模擬保育実践を行い、実習へのイメージをもつ 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

保育士資格取得のために必要な実習である。こども発達学科のディプロマポリシーを踏まえ、保育実習ⅠB、ⅠA、並びに教育実習の経

験を踏まえ、社会人としてのルールを遵守し、チームワークやリーダーシップ、倫理観等の力を習得し、社会人、保育士としての課題

を明確にする機会にする。また専門的知識野習得や保育技術力のアップを図り、保育者としての実践力を高められる機会とする。本実

習はこども発達学科のディプロマポリシーDP6（保育・教育実習、実践活動等の経験を踏まえ、社会人としてのルールを遵守し、自己

管理力、チーム ワークやリ 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

実習評価 80%、事前オリエンテーション・反省会 20% 

＜教科書＞ 

岡山県保育士養成協議会 保育所実習の手引き   

＜参考書＞  

厚生労働省 

保育所保育指針フレーベル館内閣府文部科学省厚生労働省幼保連携型認定認定こども園教育・保育要領フレーベル館 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 保育実習（1） 実習園における事前オリエンテーション 

2 保育実習（2） 実習園において指導のもとに観察実習（1） 

3 保育実習（3） 実習園において指導のもとに観察実習（2） 

4 保育実習（4） 実習園において指導のもとに参加実習（1） 

5 保育実習（5） 実習園において指導のもとに参加実習（2） 

6 保育実習（6） 実習園において指導のもとに部分実習（1） 

7 保育実習（7） 実習園において指導のもとに部分実習（2） 

8 保育実習（8） 実習園において指導のもとに部分実習（3） 

9 保育実習（9） 実習園において指導のもとに観察・参加実習（1） 

10 保育実習（10） 実習園において指導のもとに半日実習（1） 

11 保育実習（11） 実習園において指導のもとに観察・参加実習（2） 

12 保育実習（12） 実習園において指導のもとに半日実習（2） 

13 保育実習（13） 実習園において指導のもとに観察・参加実習（3） 

14 保育実習（14） 実習園において指導のもとにぜ全日実習 

15 保育実習（15） 実習園における実習反省会 
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科目コード 52003 区 分 コア科目 

授業 

科目名 保育実習Ⅲ(施設) 担当者名 坪田 章彦 

配当年次 3 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 実習 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

児童福祉施設・障害者利用施設等において観察・参加・部分実習を行う。児童福祉施設・障害者施設での実習を通して、利用者への理

解を深めるとともに、施設の機能及び保育士の職務について実践的に学ぶ。※保育実習Ⅲ(施設)は児童養護施設、障害者支援施設への

就職を行う者の受講に限る。 

＜授業の到達目標＞ 

・児童福祉施設・障害者施設の役割や機能を具体的に理解できる。・観察や利用者とのかかわりを通して利用者の理解を深めることが

できる。・既習の教科の内容を踏まえ、利用者の保育及び保護者への支援について総合的な学習を行うことができる。・支援の計画・

観察・記録及び自己評価等について学び、具体的に理解することができる。・保育士の業務内容や職業倫理について具体的に学ぶこと

ができる。 

＜授業の方法＞ 

実習 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習：保育実習事前指導及び他教科において学んだ内容を整理し、既習の知識や技能を高めたり実践したりできる準備をしておく（1

時間）復習：実習中の当日にあったことを振り返って考察し、日誌にまとめる（1時間） 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

こども発達学科ディプロマポリシー6（保育者としての自己管理力、チームワーク、リーダーシップ、倫理観等を身に付けている）に

関連する。実践的な活動を通して、これらの能力を学んでいく。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

事前オリエンテーション・反省会 10%、実習評価 90% 

＜教科書＞ 

岡山県保育士養成協議会（2019） 保育実習の手引き   

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 保育実習（１） 実習施設における事前オリエンテーション 

2 保育実習（２） 観察実習（利用者の様子の把握） 

3 保育実習（３） 観察実習（職員の様子の把握） 

4 保育実習（４） 参加実習（業務に参加することによる利用者の実際の様子の把握） 

5 保育実習（５） 参加実習（業務に参加することによる職員の実際の様子の把握） 

6 保育実習（６） 参加実習（業務に参加することによる利用者と職員の相互関係の把握） 

7 保育実習（７） 部分実習（朝の食事介助等指導） 

8 保育実習（８） 部分実習（午前のレクリエーション指導） 

9 保育実習（９） 部分実習（昼の食事介助等指導） 

10 保育実習（１０） 部分実習（午後のレクリエーション指導） 

11 保育実習（１１） 部分実習（夜の食事介助等指導） 

12 保育実習（１２） 半日指導（午前） 

13 保育実習（１３） 半日指導（午後） 

14 保育実習（１４） 部分実習（最終レクリエーション） 

15 保育実習（１５） 実習施設における実習反省会 
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科目コード 51003 区 分 コア科目 

授業 

科目名 教育実習Ⅰ(小学校) 担当者名 伊住 継行 

配当年次 3 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 実習 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

・実習校の指導に従い，配当学級での授業観察，実習授業及び校内の研究授業・学校行事等への参加，実習記録の作成等を行いながら，

小学校教員に必要な資質・能力を高める。・実習を通して，児童への理解を深めるとともに，学校の役割・機能及び小学校教員の職務

について実践的に学ぶ。 

＜授業の到達目標＞ 

・授業前の教材研究・指導計画の作成，授業時の指導技術や態度，授業後の振返り等の一連の授業づくりに熱意と創意工夫をもって取

り組むことができる。・児童理解に基づく個別指導，集団指導に努めるとともに，学校行事や委員会活動等の特別活動にも意欲的・自

主的に参加することができる。・実習校での指導を積極的に受け止めつつ謙虚な態度で自分自身の教育的視野を広げるとともに，教育

実践及び事務処理などに努め，小学校教員の職務を実践的に学ぶことができる。 

＜授業の方法＞ 

実習校での実習内容は以下の通りである。実習中は，パソコンで指導案や教具などを作成し，必要なスキルを身につけることができる

ようにする。また，学校現場で使用されているデジタル機器の活用状況を知り，自分でも活用できるよう心掛ける。・観察実習・実習

授業・実習校教員による教育実践・生徒指導・職務に関する指導・助言・配属学級担当教員との振返り 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

事前(１～２時間)：実習計画に基づき，授業観察の視点を定めたり，実習授業の教材研究をしたりする。事後(１～２時間)：実習校

の指示、指導を十分理解し，日々の実習の記録，学習指導案作成などを行う。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

本科目は，教育経営学科のDP３(周囲と良好な人間関係を築き、自己の考えを的確に伝えられるコミュニケーション能力を身に付けて

いる。)及びDP７（子どもの未来に対する強い使命感と責任感を持ち、教師としての成長をめざした生涯学習力を身に付けている。）

に対応している。実習校で実際に教育現場での小学校教員の職務を学ぶことを通して，上記のディプロマポリシーに示されている資

質・能力を養うことをめざす。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

実習評価 80%、事前オリエンテーション・事後の振返りの記録 20% 

＜教科書＞ 

環太平洋大学教職課程委員会 「教育実習の手引き」   

＜参考書＞  

特に指定しない 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 教育実習（1） 実習校における事前オリエンテーション 

2 教育実習（2） 実習校において指導のもとに観察実習（１） 

3 教育実習（3） 実習校において指導のもとに観察実習（２） 

4 教育実習（4） 実習校において指導のもとに観察実習（３） 

5 教育実習（5） 実習校において指導のもとに実習授業（１） 

6 教育実習（6） 実習校において指導のもとに実習授業（２） 

7 教育実習（7） 実習校において指導のもとに実習授業（３） 

8 教育実習（8） 実習校において指導のもとに実習授業（４） 

9 教育実習（9） 実習校において指導のもとに実習授業（５） 

10 教育実習（10） 実習校において指導のもとに実習授業（６） 

11 教育実習（11） 実習校教員による教育実践・生徒指導・職務に関する指導・助言（１） 

12 教育実習（12） 実習校教員による教育実践・生徒指導・職務に関する指導・助言（２） 

13 教育実習（13） 実習校教員による教育実践・生徒指導・職務に関する指導・助言（３） 

14 教育実習（14） 実習校教員による教育実践・生徒指導・職務に関する指導・助言（４） 

15 教育実習（15） 実習校教員による教育実践・生徒指導・職務に関する指導・助言（５） 
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科目コード 51006 区 分 コア科目 

授業 

科目名 教育実習Ⅱ(小学校) 担当者名 伊住 継行 

配当年次 3 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 実習 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

・実習校の指導に従い，配当学級での授業観察，実習授業，研究授業及び校内の研究授業・学校行事等への参加，実習記録の作成等を

行いながら，小学校教員に必要な資質・能力を高める。・実習を通して，児童への理解を深めるとともに，学校の役割・機能及び小学

校教員の職務について実践的に学ぶ。 

＜授業の到達目標＞ 

・授業前の教材研究・指導計画の作成，授業時の指導技術や態度，授業後の振返り等の一連の授業づくりに熱意と創意工夫をもって取

り組むことができる。・児童理解に基づく個別指導，集団指導に努めるとともに，学校行事や委員会活動等の特別活動にも意欲的・自

主的に参加することができる。・実習校での指導を積極的に受け止めつつ謙虚な態度で自分自身の教育的視野を広げるとともに，教育

実践及び事務処理などに努め，小学校教員の職務を実践的に学ぶことができる。 

＜授業の方法＞ 

実習校での実習内容は以下の通りである。実習中は，パソコンで指導案や教具などを作成し，必要なスキルを身につけることができる

ようにする。また，学校現場で使用されているデジタル機器の活用状況を知り，自分でも活用できるよう心掛ける。・観察実習・実習

授業・実習校教員による教育実践・生徒指導・職務に関する指導・助言・配属学級担当教員との振返り 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

事前(１～２時間)：実習計画に基づき，授業観察の視点を定めたり，実習授業の教材研究をしたりする。事後(１～２時間)：実習校

の指示、指導を十分理解し，日々の実習の記録，学習指導案作成などを行う。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

本科目は，教育経営学科のDP３(周囲と良好な人間関係を築き、自己の考えを的確に伝えられるコミュニケーション能力を身に付けて

いる。)及びDP８（修得した知識・技能・態度を総合的に活用し、現代の教育課題に積極的に取組み、解決できる能力を身に付けてい

る。）に対応している。実習校で実際に教育現場での小学校教員の職務を学ぶことを通して，上記のディプロマポリシーに示されてい

る資質・能力を養うことをめざす。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

実習評価 80%、事前オリエンテーション・事後の振返りの記録 20% 

＜教科書＞ 

環太平洋大学教職課程委員会 「教育実習の手引き」   

＜参考書＞  

特に指定しない 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 教育実習（1） 実習校における事前オリエンテーション 

2 教育実習（2） 実習校において指導のもとに観察実習（１） 

3 教育実習（3） 実習校において指導のもとに観察実習（２） 

4 教育実習（4） 実習校において指導のもとに観察実習（３） 

5 教育実習（5） 実習校において指導のもとに実習授業（１） 

6 教育実習（6） 実習校において指導のもとに実習授業（２） 

7 教育実習（7） 実習校において指導のもとに実習授業（３） 

8 教育実習（8） 実習校において指導のもとに研究授業（１） 

9 教育実習（9） 実習校において指導のもとに研究授業（２） 

10 教育実習（10） 実習校において指導のもとに研究授業（３） 

11 教育実習（11） 実習校において指導のもとに研究授業（４） 

12 教育実習（12） 実習校において指導のもとに研究授業（５） 

13 教育実習（13） 実習校において指導のもとに研究授業（６） 

14 教育実習（14） 教育実習の振返り（１） 

15 教育実習（15） 教育実習の振返り（２） 
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科目コード 53016 区 分 コア科目 

授業 

科目名 健康運動実習 担当者名 國友 亮佑 

配当年次 3 配当学期 前期 単位数 1 授業方法 実習 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

今般の医療制度改革においては、生活習慣病予防が生涯を通じた個人の健康づくりだけでなく、中長期的な医療費適正化対策の柱の一

つとして位置づけられており、今後展開される本格的な生活習慣病対策においては、一次予防に留まらず二次予防も含めた健康づくり

のための運動を指導する専門家の必要性が増している。本実習においては,学内教育で習得した知識や技術を実際の現場で対象者を見

ながら統合させ、実践力・応用力・創造力を身につけ、対象者に対する個別運動プ ログラムや運動の指導案を積極的に作成し、健康

課題へのアプローチ方法について実習を通して理解するものである。 学外の健康増進施設で10日間の実習を行ない、全出席を原則と

する。なお、実習を開始するにあたって事前にガイダン スを行なう。 

＜授業の到達目標＞ 

健康運動を指導するための専門的な知識・技術を実際の現場で学習し、さまざまなケースに対応できる実践指導能力を習得する。また

対象者に対する実際の運動指導現場にふれることで、個別ケースへの対応法について学び、健康運動指導（介護予防を含む）の理解に

役立てる。また，実務能力を身に付けることにより、健康運動指導士としての活動現場における役割等を体験し。理解することを目標

としている． 

＜授業の方法＞ 

教科書を基に，様々な環境における現場実習を行う。特にクライアント（お客様）とコミュニケーションをとっていくことにより、現

在のニーズや最新のトレーニング方法について学習する。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

事前に教科書を熟読し、現場での運動指導に関する予習を行い（約1時間）、実習に臨む。この実習を積極的に体験することで、授業

の理解を深める。1日置きにレポートをまとめることにより、次の日の目標を明確にしていく（約1時間）。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

本授業を学ぶことは，体育・スポーツに関する科学的知見をベースに自らの課題を見つけ、課題解決に取り組み続けることができる生

涯学習力を身に付けてることを修得することに繋がる．さらに，現場実習では，学内で学んだ知識や技術を応用させるとともに，健康

運動指導士としての基本的な精神を身につける機会とする． 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

授業態度・学習意欲 40%、実践運動指導 30%、個別対応理解 30% 

＜教科書＞ 

公益財団法人 健康・体力づくり事業財団 健康運動指導士養成講習会テキスト（上・下）  株式会社 南江堂 

＜参考書＞  

特に指定なし 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 利用者サポート 一般利用者への接遇・顧客管理・個人情報保護・個別対応 

2 施設管理（1） 救急法の資格の必要性・救急時対応・施設連絡網の確認・安全確保手順 

3 施設管理（2） 避難経路の確認と誘導・救急対応の範囲、救急器具、消火器、消火装置の確認 

4 施設管理（3） 機器の基本的な使用法・調整法・メンテナンス・衛生管理 

5 健康評価と体力測定（1） 運動参加に関する医学的状況の把握・運動参加の禁忌、条件付参加 

6 健康評価と体力測定（2） 説明と同意   安静時血圧・心拍数等の把握技術   形態測定技術・リスク・評価 

7 運動プログラム提供（1） 実際の運動機器を使った有酸素トレーニングの効果と説明、注意点 

8 運動プログラム提供（2） 実際の運動機器を使った筋力トレーニングの効果と説明、注意点 

9 運動プログラム提供（3） 運動時の循環器、代謝、整形外科系への配慮（高齢、腰痛、肥満等） 

10 運動プログラム提供（4） 適切な負荷の提供・記録の重要性・運動開始前の評価 

11 運動プログラム提供（5） プログラムの進め方・運動処方の説明 

12 運動プログラム提供（6） 具体的方法、プログラミング 

13 総合応用（1） 運動指導実践１（受付業務、顧客管理業務） 

14 総合応用（2） 運動指導実践２（個人レッスン） 

15 総合応用（3） 運動指導実践３（グループレッスン） 
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科目コード 36511 区 分 コア科目 

授業 

科目名 アスレティックトレーナー現場実習Ⅲ 担当者名 廣重 陽介 

配当年次 3 配当学期 前期 単位数 1 授業方法 実習 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

アスレティックトレーナーに必要とされるストレッチング・テーピングなどのコンディショニング手法、外傷・障害に対する応急処置

についてスポーツ現場を通して学習、実践する。競技特性を理解し、競技に応じた対応について理解する。 

＜授業の到達目標＞ 

各種疾患およびコンディションに対して、適切な評価に基づくストレッチング、テーピング、応急処置の技術を習得し、実際に選手に

対して適応可能となることを目標とする。 

＜授業の方法＞ 

トレーニングセンターなど実際のスポーツ現場における実習形式で行う。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

授業前に運動器の解剖と機能、検査測定と評価、予防とコンディショニング等について60分以上、テキストを読んで準備する。また、

授業後は復習およびレポート作成について60分以上行い、レポートを提出すること。現場で救急処置のスキルが求められるため、日

本赤十字協会救急法救急員を修了すること。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

本科目は体育学科のディプロマポリシー2（健康増進、体力の向上、また競技力向上に貢献できる専門的な知識・技能を身に付けてい

る）、ディプロマポリシー7（体育・スポーツに関する科学的知見をベースに自らの課題を見つけ、課題解決に取り組み続けることが

できる生涯学習力を身に付けている）と関連付けられている。特に実習を通して，障害予防やコンディショニングについての知識、実

践力を深める。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

学習意欲（授業への取り組み，毎回の復習レポート）50％、実技試験50％で評価する。 

＜教科書＞ 

公益財団法人日本スポーツ協会（2007年9月30日） アスレティックトレーナー専門科目テキスト⑥予防とコンディショニング  （公

財）日本スポーツ協会 

公益財団法人日本スポーツ協会（2007年9月30日） 

アスレティックトレーナー専門科目テキスト⑦アスレティックリハビリテーション（公財）日本スポーツ協会 

＜参考書＞  

指定なし 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 スポーツ現場実習（IPU付属鍼灸整骨院） ストレッチング、テーピング、応急処置を実践する。 

2 スポーツ現場実習（トレーニングセンター） ストレッチング、テーピング、応急処置を実践する。 

3 スポーツ現場実習（柔道） ストレッチング、テーピング、応急処置を実践する。 

4 スポーツ現場実習（剣道） ストレッチング、テーピング、応急処置を実践する。 

5 スポーツ現場実習（レスリング） ストレッチング、テーピング、応急処置を実践する。 

6 スポーツ現場実習（ダンス） ストレッチング、テーピング、応急処置を実践する。 

7 スポーツ現場実習（陸上競技） ストレッチング、テーピング、応急処置を実践する。 

8 スポーツ現場実習（駅伝・長距離） ストレッチング、テーピング、応急処置を実践する。 

9 スポーツ現場実習（ラグビー） ストレッチング、テーピング、応急処置を実践する。 

10 スポーツ現場実習（バスケットボール） ストレッチング、テーピング、応急処置を実践する。 

11 スポーツ現場実習（ハンドボール） ストレッチング、テーピング、応急処置を実践する。 

12 スポーツ現場実習（サッカー） ストレッチング、テーピング、応急処置を実践する。 

13 スポーツ現場実習（バレーボール） ストレッチング、テーピング、応急処置を実践する。 

14 スポーツ現場実習（野球） ストレッチング、テーピング、応急処置を実践する。 

15 スポーツ現場実習（ソフトボール） ストレッチング、テーピング、応急処置を実践する。 
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科目コード 36512 区 分 コア科目 

授業 

科目名 アスレティックトレーナー現場実習Ⅳ 担当者名 廣重 陽介 

配当年次 3 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 実習 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

アスレティックトレーナーの役割の中で、主にアスレティックリハビリテーションについて実習を行う。アスレティックリハビリテー

ションの概念と定義を理解し、運動療法、物理療法と捕装具の使用に関する基礎知識を活かし、競技特性に基づいたアスレティックリ

ハビリテーションプログラムの作成および実践を行う。 

＜授業の到達目標＞ 

各種疾患、各種競技におけるアスレティックリハビリテーションプログラムの作成、適切な指導ができるようになることを目標とする。 

＜授業の方法＞ 

トレーニングセンターにて実習を行う。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

授業前に主にアスレティックリハビリテーションのテキストを読む、プログラムを作成するなど予習を60分以上行い実習の準備をす

る。また、授業後は復習およびレポート作成について60分以上行い、レポートを提出すること。現場で救急処置のスキルが求められ

るため、各自、日本赤十字協会救急法救急員を修了すること。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

本科目は体育学科のディプロマポリシー2（健康増進、体力の向上、また競技力向上に貢献できる専門的な知識・技能を身に付けてい

る）、ディプロマポリシー7（体育・スポーツに関する科学的知見をベースに自らの課題を見つけ、課題解決に取り組み続けることが

できる生涯学習力を身に付けている）と関連付けられている。特に競技者のアスレティックリハビリテーションに携わる実習を通じ、

障害から競技復帰を目指す競技者の教育・指導に関する実践力を修得するための科目である。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

学習意欲（授業への取り組み，毎回の復習レポート）50％、実技試験50％で評価する。 

＜教科書＞ 

公益財団法人日本スポーツ協会（2007年9月30日） アスレティックトレーナー専門科目テキスト⑥予防とコンディショニング  （公

財）日本スポーツ協会 

公益財団法人日本スポーツ協会 （2007年9月30日） 

アスレティックトレーナー専門科目テキスト⑦アスレティックリハビリテーション（公財）日本スポーツ協会 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 アスレティックリハビリテーション実習① 柔道選手のアスレティックリハビリテーションプログラム作成、実施 

2 アスレティックリハビリテーション実習② 剣道選手のアスレティックリハビリテーションプログラム作成、実施 

3 アスレティックリハビリテーション実習③ レスリング選手のアスレティックリハビリテーションプログラム作成、実施 

4 アスレティックリハビリテーション実習④ ダンス選手のアスレティックリハビリテーションプログラム作成、実施 

5 アスレティックリハビリテーション実習⑤ 陸上短距離選手のアスレティックリハビリテーションプログラム作成、実施 

6 アスレティックリハビリテーション実習⑥ 陸上長距離選手のアスレティックリハビリテーションプログラム作成、実施 

7 アスレティックリハビリテーション実習⑦ 陸上投擲選手のアスレティックリハビリテーションプログラム作成、実施 

8 アスレティックリハビリテーション実習⑧ ラグビー選手のアスレティックリハビリテーションプログラム作成、実施 

9 アスレティックリハビリテーション実習⑨ 
バスケットボール選手のアスレティックリハビリテーションプログラム作成、実
施 

10 アスレティックリハビリテーション実習⑩ ハンドボール選手のアスレティックリハビリテーションプログラム作成、実施 

11 アスレティックリハビリテーション実習⑪ サッカー選手のアスレティックリハビリテーションプログラム作成、実施 

12 アスレティックリハビリテーション実習⑫ バレーボール選手のアスレティックリハビリテーションプログラム作成、実施 

13 アスレティックリハビリテーション実習⑬ 野球選手のアスレティックリハビリテーションプログラム作成、実施 

14 アスレティックリハビリテーション実習⑭ ソフトボール選手のアスレティックリハビリテーションプログラム作成、実施 

15 アスレティックリハビリテーション実習⑮ 自転車競技選手のアスレティックリハビリテーションプログラム作成、実施 
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科目コード 55012 区 分 キャリア形成科目 

授業 

科目名 ゼミナールⅡ 担当者名 白取 耕一郎 

配当年次 4 配当学期 前期 単位数 4 授業方法 演習 卒業要件 必修 

＜授業の概要＞ 

「ゼミナールⅠ」での活動を踏まえて、卒業研究を執筆するための個別指導を行う。どのようなテーマを、どのような方法で研究する

のか、研究の結果からどのようなことがいえるのかについて検討する。その全体を文章としてまとめ、さらに口頭発表を行うことによ

って、物事を論理的に捉え、それを他者に伝える能力を身に付けさせることを目的とする。 

＜授業の到達目標＞ 

ゼミにおける学習を通して社会人に求められる一般教養ならびに専門教養の学力を身につける。同時に自らのキャリアについて省察し

明確にすることを踏まえつつ、各自の研究テーマに取り組み、論文として仕上げることが目標である。 

＜授業の方法＞ 

４年前期： ３年次で企画した研究活動・事業行動、調査活動を深めていく。プロジェクト報告書、事業計画書の場合フィージビリテ

ィスタディ、プロトタイプ＆リファイン活動、実際の起業やプロジェクト遂行などのアクションを重視する。論文の場合、通常の卒業

論文執筆のために活動する。 卒業研究履修者は、前期の成果として前期末に「中間発表会」を開催する。 ４年後期： （1）卒業研究

履修者     12,000字以上の卒業論文を作成する。毎年度設定される提出〆切期限までにこれを提出する。「最終審査・公聴会」を実

施し評価を行う。 （2）卒業研究を履修しない学生     ゼミナール活動（研究）内容をゼミ論文として執筆する。ゼミ論文について

は、各ゼミでゼミ担当教員が評価を行う。 各自の研究テーマに応じて先行研究調査、テーマ対象調査・分析を演習で発表し、ゼミメ

ンバーでディスカッションし、議論を深めて論文を完成させていく。ディベート、輪読、企業見学、合宿を行うこともある。 各ゼミ

において、Dropbox、ユニパ、SNSを活用した双方向演習や自主学習支援を実施する。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

各演習のテーマに即したレポート作成、課題、スピーチの準備等、各演習で指示。毎回、次の演習までに事前課題に対する、予習が

必要。また、授業中に行った課題のまとめが必要。（予習・復習とも１時間程度必要） 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

演習を通じて全科目で修得した知識を総動員し、総合的な学習経験で得られる知識を連動させ、経営学部における個人の研究テーマを

追求する。この活動によって新たな課題に対応できる社会人力（課題を見つける力、創造的思考力、コミュニケーション能力）を身に

付ける。各自のテーマを探求していくことで、広く経営に関わる専門知識・技能を備え、企業に関連する社会現象を分析・理解し、新

たな戦略を創造・提案できる能力を身に付ける演習である。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

積極的な演習加 30％、進捗報告 30％。発表会・報告書 40％。 提出・発表された課題に対して演習の場でディスカッション、次に取

り組む課題提示を含めてフィードバック。 

＜教科書＞ 

 各所属ゼミのシラバスに従う。   

＜参考書＞  

各所属ゼミのシラバスに従う。 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 各所属ゼミのシラバスに従う。  

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   
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科目コード 37400 区 分 コア科目 

授業 

科目名 コミュニティスポーツ論 担当者名 常浦 光希 

配当年次 4 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

スポーツは，自ら「する」スポーツだけでなく，「みる」スポーツに，それらを「支える」スポーツといった様々なかかわり方が生じ

ている．現代において，そのスポーツの意義や目的は多様化しており，「スポーツを核とした地域活性化」や「スポーツによるまちづ

くり」といったスポーツがもたらす価値について問われている．本講義では，スポーツ経営学や体育社会学，スポーツイベント論，総

合型地域SC運営論等において学修した内容をまとめ，スポーツがもつ価値について再考し，地域スポーツを取り巻く課題・問題につい

て調査し，課題解決策を検討する． 

＜授業の到達目標＞ 

健康や運動に対する関心の高まり，それに伴うスポーツ振興など，スポーツは人々の暮らしと密接な繋がりを持っている．本講義では

地域で展開されるスポーツ活動の課題・問題を発見し，その解決策を検討することのできる能力を身につけることを目標とする． 

＜授業の方法＞ 

本講義は，課題解決学習である．毎時，課題の進捗状況を報告し，改善点を修正やさらに調査する流れで展開する．最終的に調査をし

た結果をまとめたものを発表する． 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

毎時，課題を発表し，その改善・修正点を課題として取り組むこと（2時間程度） 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

体育学科のディプロマポリシー8「総合的な学習経験と創造的思考力：習得した知識・技術・態度等の全てを総合的に活用し，自らが

立案した新たな課題に主体的，創造的に取り組み，その課題を「解決できる能力を身につけている」を習得するための応用科目である．

これまで学修してきたスポーツ経営学や体育社会学，スポーツイベント論，総合型地域SC運営論といったの内容を踏まえ，体育・スポ

ーツに関する課題・問題について解決する能力を育む機会を提供する． 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

最終課題 100％毎時，最終課題提出に向け，発表・フィールドバックを行う． 

＜教科書＞ 

 特に指定なし   

＜参考書＞  

松橋・高岡 

スポーツまちづくりの教科書青弓社 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 スポーツによる社会的効果とは スポーツの価値と可能性について 

2 スポーツを活用した地域課題の解決 スポーツによって解決される地域課題の事例調査 

3 スポーツコミッションの可能性 スポーツコミッションに関する事例調査 

4 スポーツコミッションによるまちづくり スポーツコミッションの形成によるまちづくりの事例調査 

5 スポーツイベントによるまちづくり① スポーツイベントによるまちづくりの事例調査 

6 スポーツイベントによるまちづくり② 調査内容の発表と討議 

7 プロクラブによるまちづくり① プロクラブの取り組みに関する調査 

8 プロクラブによるまちづくり② プロクラブがもたらす地域活性化についての討議 

9 プロクラブによるまちづくり③ 調査内容の発表と討議 

10 地域スポーツクラブによるまちづくり① 地域スポーツクラブがもたらす社会関係資本についての調査 

11 地域スポーツクラブによるまちづくり② 調査内容の討議 

12 地域スポーツクラブによるまちづくり③ 調査内容の発表と討議 

13 調査研究結果のまとめ① 調査研究結果をまとめる① 

14 調査研究結果のまとめ② 調査研究結果をまとめる② 

15 最終課題 課題発表 
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科目コード 36514 区 分 コア科目 

授業 

科目名 スポーツ健康実習 担当者名 早田 剛 

配当年次 0 配当学期 前期 単位数 1 授業方法 実習 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

今般の医療制度改革においては、生活習慣病予防が生涯を通じた個人の健康づくりだけでなく、中長期的な医療費適正化対策の柱の一

つとして位置づけられており,今後展開される本格的な生活習慣病対策においては、一次予防に留まらず二次予防も含めた健康づくり

のための運動を指導する専門家の必要性が増している．本講義においては、スポーツ健康論で修得した内容を踏まえ、「個々人の身体

状況に応じた安全で効果的な運動を実施するための運動プログラム作成と指導」、「生活習慣病にかかる可能性のある"ハイリスク者"

への個別指導・健康支援」に関する実践，実習を行なう． 

＜授業の到達目標＞ 

運動プログラムの基本的な考え方を理解し，対象特性に合わせた包括的な運動プログラムの作成し，運動指導の実践を行なえるように

なることを目標としている． 

＜授業の方法＞ 

教科書を基に，実習を中心とした授業を展開する．特にチーム別に、テーマを設定し、グループワークを行い、健康運動教室を実施す

る。その後、参加者からのアンケートをまとめることにより、課題及び改善点をリフレクションしていく。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

事前に教科書を熟読し，実際に運動プログラムを作成する（約1時間）。運動プログラムについては、パワーポイントの資料を作成し、

プレゼンテーションを練習することにより，実践に活かす。その後、授業内で実践し，指導する側，指導される側になり，レポート

を提出することにより授業の理解を深める（約1時間）． 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

この科目は体育学科のDP8「修得した知識・技術・態度等の全てを総合的に活用し、自らが立案した新たな課題に主体的、創造的に取

り組み、その課題を解決できる能力を身に付けている。」と関連づけられています。実習を踏まえた授業を通して、健康運動指導士や

健康運動実践指導者についての理解を深め、健康づくりにおける指導能力を伸ばすための機会を提供する。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

実習態度・学習意欲 50%、運動プログラム指導50% 

＜教科書＞ 

公益財団法人 健康・体力づくり事業財団 健康運動指導士養成講習会テキスト（上・下）  株式会社 南江堂 

＜参考書＞  

公益財団法人 健康・体力づくり事業財団 

健康運動実践指導者養成用テキスト株式会社 南江堂 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 身体活動量の定量法とその実際 身体活動量の測定法の実際 

2 身体組成の測定法 身体組成の測定 

3 運動負荷試験実習（1） 正常心電図 

4 運動負荷試験実習（2） 負荷心電図 

5 運動負荷試験実習（3） 呼気ガス分析、乳酸値 

6 運動負荷試験実習（4） 最大酸素摂取量の測定 

7 高齢者の体力測定法（1） 高齢者の体力測定法の実習（全身持久力） 

8 高齢者の体力測定法（2） 高齢者の体力測定法の実習（筋力等） 

9 運動行動変容の実際 行動変容プログラムの実習 

10 運動療法（1） 生活習慣病に対する包括的な運動療法 

11 運動療法（2） 過体重・肥満症に対する運動療法 

12 運動療法（3） 高血糖・糖尿病に対する運動療法 

13 運動療法（4） 高血圧に対する運動療法 

14 運動療法（5） 脂質異常症に対する運動療法 

15 運動療法（6） ロコモティブシンドロームに対する運動療法 
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科目コード 21321 区 分 専門基礎科目 

授業 

科目名 道徳教育の指導法（初等） 担当者名 伊住 継行 

配当年次 3 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

本授業では、小学校における道徳教育の内容や指導法について理解し、小学校の教員として確実に道徳教育の実践を行うために必要な

指導力を育成することをめざす。現在、児童の自制心や規範意識の希薄化、生活習慣の確立が不十分であることなど、児童に道徳性が

十分身についていないことが指摘されている。こうした点からも小学校における道徳教育は極めて重要であり、豊かな人間性を育成す

るための指導力の向上は不可欠のものであると考える。 

＜授業の到達目標＞ 

特別の教科道徳を要として学校の教育活動全体を通じて行う道徳教育の意義と目標を踏まえ、道徳教育や道徳科の授業の内容と方法に

ついて基礎的な知識を学ぶだけでなく、学習指導案の作成や模擬授業の実施等に取り組むことによって実践的指導力を培うことができ

るようになる。 

＜授業の方法＞ 

課題や資料配布はGoogleクラスルームで行う。また，適宜，Googleドキュメントやスプレッドシートを活用し，意見交流を行う，その

つもりでノートパソコンなどのデバイスを準備する。道徳教育の概要や道徳科の指導方法について理解したことをレポートにまとめた

り、グループワークで考えを伝え合ったりしながら理解を深める。また、実践的指導力の向上を図るために道徳科の学習指導案を作成

する。さらに、道徳科の模擬授業を行い、授業づくりのポイントについて議論する。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

・事前：講義内容の概要を自分なりに把握する努力を行うと同時に、疑問点等を探っておく。（１時間程度）・事後：その日の授業内

容を振り返り、理解しにくかった点等については次の時間に質問を行う準備をしておく。（１時間程度）授業で学んだことを基に道徳

科の学習指導案を作成する。（１～２時間程度） 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

この科目は教育経営学科のディプロマポリシー６（高い倫理観と規範意識、自己コントロール力、教師としての職責を果たそうとする

真摯な姿勢を身に付けている。）とディプロマポリシー７（子どもの未来に対する強い使命感と責任感を持ち、教師としての成長をめ

ざした生涯学習力を身に付けている。）と関連付けられている。道徳教育や特別の教科道徳のねらいや特質を踏まえた指導法について

学ぶことを通して、上記のディプロマポリシーに示されている資質・能力を養うことをめざす。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

受講態度・レポート 30％、指導案・模擬授業等 30％、試験 40％ 

＜教科書＞ 

文部科学省 (2018/2/28) 小学校学習指導要領解説 総則編（平成29年7月）  東洋館出版社 

文部科学省 (2018/3/1) 

小学校学習指導要領解説 特別の教科道徳編（ 平成29年7月）廣済堂あかつき 

＜参考書＞  

特に指定なし 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 学校における道徳教育 学校における道徳教育の意義 

2 道徳教育の歴史 戦前・戦後における道徳教育の変遷と課題 

3 道徳教育の目標 教育活動全体を通じて行う道徳教育の目標と特別の教科道徳の目標 

4 道徳教育の内容 道徳教育の指導内容と発達に即した内容の系統 

5 道徳教育の指導計画(1) 
道徳教育の全体計画の意義と内容，全教育活動における道徳教育の活動の具体的
な指導例及び家庭・地域との連携の内容と活動の具体例 

6 道徳教育の指導計画(2) 特別の教科道徳の年間指導計画の意義と内容 

7 道徳の授業の実際 道徳の授業の視聴と授業分析 

8 道徳の授業の組み立て方（1） 道徳の授業の構想、実態に基づく資料分析とねらいの設定 

9 道徳の授業の組み立て方（2） 道徳の授業の指導過程と発問の組み立て方 

10 学習指導案の作成（1） 道徳科の学習指導案の作成 

11 模擬授業(１) 
デジタル教科書を用いた模擬授業の実施と道徳科の特質を踏まえた授業展開につ
いての議論 

12 道徳の授業の組み立て方（３） 教材分析及び道徳の授業の指導過程と発問の組み立て方 

13 学習指導案の作成（２） 道徳科の学習指導案の作成 

14 模擬授業(２) 模擬授業の実施と道徳科の特質を踏まえた授業展開についての議論 

15 児童理解に基づく道徳教育・道徳科の評価 道徳教育・道徳科における評価の方法と内容 
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科目コード 37509 区 分 専門基礎 

授業 

科目名 レクリエーション・マネジメント論 担当者名 浅野 幹也 

配当年次 4 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

（公財）日本レクリエーション協会公認レクリエーション・コーディネーターは、1993年に誕生し、時代認識とレクリエーション運動

の基本方向を踏まえ、市民サービス型事業を中核となってすすめることのできる人材である。本講義は、そのレクリエーション指導者

養成における、まとめの講義として位置づける。したがって、履修学生は、「レクリエーションスポーツ」と「レクリエーション論」

の2科目の単位認定を受けた者に限る。 

＜授業の到達目標＞ 

時代認識とレクリエーション運動の基本方向を踏まえ、市民サービス型事業を中核となってすすめることのできることを到達目標とし

て、（公財）日本レクリエーション協会公認レクリエーション・コーディネーター資格取得を目的とする。 

＜授業の方法＞ 

スライドと配布資料を基に講義を展開する。前時の講義内容の振り返りを、毎時において小テストを通じて行う。その他、グループワ

ークを通じて、レクリエーション企画の方法を実践的に学ぶ。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

前時に記録したノートや配布された資料をもとに授業の振り返りをする（30分程度）。また、与えられた課題に対し、参考者やインタ

ーネットを利用して情報収集に努め、レポート作成に取り組む（1時間30分程度）。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

修得した知識・技術・態度等の全てを総合的に活用し、自らが立案した新たな課題に主体的、創造的に取り組み、その課題を解決でき

る能力を身に付ける。また、科学的根拠や思考を持って、体育・スポーツ諸問題に対応できる能力を身に付けることを目的とする。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

授業態度20%、課題30%、小テスト30％、プレゼンテーション10%および筆記試験10%に基づき、総合的に成績を評価する。 

＜教科書＞ 

（財）日本レクリエーション協会（2006） レクリエーション・コーディネートのすすめ方  （財）日本レクリエーション協会 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション レクリエーション・コーディネーターとは何か 

2 レクリエーションの基礎理論 レクリエーションをどう理解するか 

3 レクリエーション支援の理論 事業推進のためのマネジメント 

4 レクリエーション組織の経営論 総合型地域スポーツ・レクリエーションクラブマネジメント 

5 レクリエーションサービス論 事業の企画とレクリエーション・イベントの評価の必要性と方法 

6 マーケティング レクリエーション・マーケットを知る 

7 ネットワーキング レクリエーション・コーディネーターとネットワーキング 

8 プレゼンテーションⅠ 企画書の作成 

9 プレゼンテーションⅡ プレゼンテーションの実際 

10 プロモーションⅠ 広報計画の作成 

11 プロモーションⅡ 各種広報媒体の調査 

12 プロモーションⅢ ニュースリリース・会報等のつくり方 

13 効果的な会議の持ち方 会議の実施と持ち方 

14 経理・財務管理の実際 経理の基礎知識 

15 まとめ レクリエーション・コーディネーター養成課程のまとめ 
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科目コード 0 区 分 コア科目 

授業 

科目名 臨床柔道整復学演習Ⅱ 担当者名 古山 喜一 

配当年次 4 配当学期 前期 単位数 1 授業方法 演習 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

柔道整復術は、評価、整復、固定、後療法に分けられ、さらに後療法は手技療法、運動療法、物理療法から構成されており、整復、固

定、後療法が三位一体となり、その相乗効果が期待できる治療手技として、患者の指導管理を行いながら早期に社会復帰させることを

目的に行われていることを理解する。また、柔道整復術は幅広い専門基礎分野に支えられていることより、患者の人権や柔道整復師の

義務と倫理、医療の安全の確保、社会と医療、人体の概要および生命徴候、診察法、検査法、各種の疾患、鑑別法、リハビリテーショ

ン等の専門基礎分野全般について、総合的に学習し確実に修得する。 

＜授業の到達目標＞ 

基礎専門科目（解剖学、生理学、病理学、公衆衛生学、関係法規）を踏まえた上で、臨床科目の内科学、外科学、整形外科学、リハビ

リテーション医学の領域で得られた情報と柔道整復術との関連性を考え、総合r的に各種疾患の病態、発生機序、処置法、合併症、管

理について説明ができることを目標とする。また、関連する法規についても修得する。 

＜授業の方法＞ 

教科書及び配布資料による講義及びグループ学習形式で進める。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

事前に提示された疾患について、①病態、②発生機序、③処置法、④合併症、⑤管理の項目に分け予習し（3時間程度）、講義で書き

留めたノートを帰宅後まとめ復習する作業が重要である（3時間程度）。授業内容（小テスト・講義・討論）をふりかえり、「何を学

べなかったのか」についてレポート（A4-1枚程度）を作成し、期日までにデータで担当教員にDropboxを用い送信する。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

本科目はディプロマポリシー8および7の」、「修得した知識・技術・態度等の全てを総合的に活用し、自らが立案した新たな課題に主

体的、創造的に取り組み、その課題を解決できる能力を身に付けている」、「日進月歩する医学に対し、医療人として学び続ける生涯

学習力を身に付けている」に該当し、総合的な学習経験と創造的思考力について修得する機会を与える。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

定期（評価）試験（100％） |定期試験は250問の総合問題とし、単位取得には50％以上の正答率を必要とする。 

＜教科書＞ 

全国柔道整復学校協会監修 一般臨床医学  医歯薬出版 

全国柔道整復学校協会監修 

整形外科学南江堂全国柔道整復学校協会監修外科学南江堂 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 
基礎専門分野（解剖学・生理学）より人体構造と役割を
理解する。 

運動器と器官系のの構造と役割について理解を進める。 

2 
基礎専門分野（外科学・病理学）より各種疾患を考察す
る 

腫瘍・炎症・感染と疾患の関連性について学習する 

3 
基礎専門分野（整形外科学・柔道整復学）より各種疾患
を考察する 

骨・関節と疾患の関連性について学習する 

4 
基礎専門分野（リハビリテーション医学・運動学）より
各種疾患を考察する 

医学的評価と疾患の関連性について学習する 

5 総合考察１ 
各徴候が示す臨床症状等について疾患の病態把握を中心に基礎医学分野の知識（解
剖学・生理学・公衆衛生学）を土台に臨床医学的考察を深める。また、関連する法
（関係法規）についても学習する。 

6 基礎専門分野（内科学）より各種疾患を考察する 
医療面接、視診、打診、聴診、触診、生命徴候、感覚検査、反射検査、代表的な
臨床症状等について理解を深める。 

7 
基礎専門分野（外科学・病理学）より各種疾患を考察す
る 

ショック・輸血、輸液と疾患の関連性について学習する 

8 
基礎専門分野（整形外科学・柔道整復学）より各種疾患
を考察する 

骨腫瘍と症状の関連性について学習する 

9 
基礎専門分野（リハビリテーション医学・運動学）より
各種疾患を考察する 

脳卒中、脊髄損傷と症状の関連性について学習する 

10 総合考察2 
各徴候が示す臨床症状等について疾患の病態把握を中心に基礎医学分野の知識（解
剖学・生理学・公衆衛生学）を土台に臨床医学的考察を深める。また、関連する法
（関係法規）についても学習する。 

11 基礎専門分野（内科学）より各種疾患を考察する 生命徴候の検査法、主要な疾患の病態、検査法、治療について理解を深める。 

12 
基礎専門分野（外科学・病理学）より各種疾患を考察す
る 

移植・出血と疾患の関連性について学習する 

13 
基礎専門分野（整形外科学・柔道整復学）より各種疾患
を考察する 

スポーツと疾患の関連性について学習する 

14 
基礎専門分野（リハビリテーション医学・運動学）より
各種疾患を考察する 

リハビリテーションと福祉の関連性について学習する 

15 総合考察３ 
各徴候が示す臨床症状等について疾患の病態把握を中心に基礎医学分野の知識（解
剖学・生理学・公衆衛生学）を土台に臨床医学的考察を深める。また、関連する法
（関係法規）についても学習する。 
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科目コード 61005 区 分 コア科目 

授業 

科目名 運動障害と予防および救急処置 担当者名 河合 洋二郎 

配当年次 0 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

運動は、健康維持や増進に非常に貢献するが、その一方でそれ自身危険を伴う行為でもある。運動を景気に障害の発生する場合がある。

障害の発生機序を理解し、その予防を合わせて勉強する。 

＜授業の到達目標＞ 

本講義は後の科目（スポーツ健康論など）の役に立つ講義を目指す。 

＜授業の方法＞ 

教科書と共に必要に応じてプリントを配布し、それに基づいて解説する。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

授業時に随時通知する予定。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

本授業は、本学の一般教養ディプロマポリシーのDP3（幅広く深い教養を身に付け、体育・スポーツ人としての立場を歴史・社会・自

然と関連付けて理解する能力を身に付けている。）|及びDP5（科学的根拠や思考を持って医療現場やスポーツ現場の諸問題に対応でき

る能力を身に付けている。）に対応している。 | 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

定期試験80％ 授業態度・提出物20％ 

＜教科書＞ 

 「健康運動指導士養成講習会テキスト」  財団法人健康・体力づくり財団 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 序論 総論。障害とは、適応との違いとは 

2 外科的障害（１） 上肢（上肢帯、上腕、肘、前腕、手）の障害 

3 外科的障害（２） 下肢（下肢帯、大腿、膝、下腿、足）の障害 

4 外科的障害（３） 脊髄の障害 

5 外科的障害の予防 外科的外傷の予防法 

6 外科的障害の治療（１） 外科的救急処置について（全身管理と局所管理） 

7 外科的障害の治療（２）、小テスト 実習：外科救急処置の実習（状態把握、冷却）、小テスト 

8 外科的障害の治療（３） 実習：外科的救急処置の実習（固定法、テーピング） 

9 内科的障害（１） 内科的急性障害（突然死、熱中症）などの疫学、成因、病因、病態生理 

10 内科的障害（２） 
内科的慢性障害（貧血、オーバートレーニング症候群など）の疫学、成因、病因、
病態生理 

11 内科的障害の予防 内科的障害の予防法 

12 内科的障害の治療（1） 救急蘇生法について、状態把握、胸痛の分類 

13 内科的障害の治療（2） 実習：熱中症、過換気症候群の救急処置 

14 内科的障害の治療（3） 実習：救急蘇生法、AED、CRP 

15 特殊環境下における運動障害と予防 高山病、潜水病、寒冷地での低体温について 
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科目コード 31401 区 分 コア科目 

授業 

科目名 学校図書館メディアの構成 担当者名 福政 武彦 

配当年次 4 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

学校図書館は、読書センター・学習センター及び情報センターとしての機能を有している。学校図書館がその機能を十分発揮するため

には、学校図書館メディアの構成に関して、収集、組織化、保存、提供などについて司書教諭が理解することが必要である。この授業

は学校図書館メディアの構成に関する理解及び実務能力の育成を図ることを目的とする。また、この科目は「学習指導と学校図書館」

「学校図書館メディアの構成」「読書と豊かな人間性」「情報メディアの活用」と合わせて、5教科10単位を履修することにより学校

図書館司書教諭の資格を得る資格取得教科である。 

＜授業の到達目標＞ 

①学校図書館メディアの種類と特性を理解することができる。②学校図書館メディアの選択と収集・構築について理解することができ

る。③学校図書館メディアの組織化を理解することができる。 

＜授業の方法＞ 

基本的には講義形式であるが、「日本十進分類法」「日本目録規則」などは演習形式にて授業を行う。毎回の授業でレポート・課題を

出題する。演習ではパソコンを使って資料を作成するので、個人パソコンの持参が必須である。第15回の講義の中で確認テストを実施

する。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

シラバスを参考に当日の授業内容を確認し、参考書またはWeb等で予備知識を学習しておくこと（予習30分程度）。毎回の講義時に、

レポート課題を出題するので、次回の講義までに自力で解答しておくこと（復習60分程度）。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

本科目は、学校図書館メディアの構成を学ぶことにより、深い専門性と実践力を身に付けるだけでなく、子ども達への指導力を身に付

ける。なお本授業は、教育経営学科のディプロマポリシー１「子どもの学習状況を把握し教科内容等を理解した上で授業を構成し実践

するための基礎的基本的素養」及び２「発達等の子ども理解に基づいて、的確な学習指導や、生徒指導、学級経営を実践する力」と関

連付けられている。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

学習状況・受講態度 20%、レポート課題 30%、テスト 50%に基づき評価する。 

＜教科書＞ 

＜参考書＞  

全国学校図書館協議会監修（2017.9.1） 

学校図書館必携悠光堂 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 学校図書館メディアの意義 講義ガイダンスを含む 

2 学校図書館メディアについて 学校図書館メディアの種類と特性 

3 学校図書館メディアについて 学校図書館メディアの選択と情報源（資料の選択、資料収集の方針） 

4 学校図書館メディアについて 学校図書館メディアの選択と情報源（収集のための情報源） 

5 メディアコレクションの形成 蔵書構築、蔵書評価について 

6 学校図書館の責務について 学校図書館の役割について 

7 学校図書館メディアの組織化 分類の意義と機能 

8 学校図書館メディアの組織化 日本十進分類法について 

9 学校図書館メディアの組織化 件名標目表について 

10 学校図書館メディアの組織化 日本目録規則について 

11 学校図書館メディアの組織化 目録の機械化について 

12 学校図書館メディアの組織化 分類と件名作業の実際 

13 多様な学習環境とメディアの配置 学校図書館メディアの配置の意義 

14 多様な学習環境とメディアの配置 学校図書館メディアの配置の演習 

15 まとめ・確認テスト 学校図書館メディアの構成の展望 
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科目コード 31400 区 分 コア科目 

授業 

科目名 学校経営と学校図書館 担当者名 浅田 栄里子 

配当年次 4 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

学校教育目標の達成のために「読書センター」「学習センター」「情報センター」としての機能を持つ学校図書館が果たす役割につい

て学ぶとともに、児童生徒の学力における課題を克服するために学校図書館をどのように活用していくかについて実践的に学習を進め

る。この授業は「学習指導と学校図書館」「学校図書館メディアの構成」「読書と豊かな人間性」「情報メディアの活用」と合わせて、

5教科10単位を履修することにより学校図書館司書教諭の資格を得る資格取得教科である。 

＜授業の到達目標＞ 

司書教諭として学校図書館をどのように運営していくかについて、その具体的な方法を理解することができる。また、学校図書館を活

用して行う読書活動や学習等について運営計画を立案するとともに、具体的な指導を指導者の立場として展開することができる。 

＜授業の方法＞ 

スライド資料やワークシート等を用いて授業を進める。多くの授業において個人で取り組む演習やグループで取り組むワークが中心と

なるので、主体的に授業に向かおうとする姿勢が必要である。演習ではパソコンを使って資料を作成するので、個人パソコンの持参が

必須である。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

あらかじめ資料に目を通しておき、事前課題を提出する。（１時間程度）|授業後には本時に学習した内容の整理定着のための事後課

題を提出する。（１時間程度） 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

司書教諭として学校図書館の機能を理解した上で、実際の図書館運営や学校図書館を活用した学習の展開を身につけることにより、学

校図書館に関する専門性と実践力を備えた司書教諭の育成を目指す。なお本授業は、教育経営学科のディプロマポリシー２「専門的知

識を実践的に修得し、発達等の子ども理解に基づいた的確な学習指導や生徒指導、学級経営力を身に付けている」及び６「高い倫理観

と規範意識、自己コントロール力、教師としての職責を果たそうとする真摯な姿勢を身に付けている」と関連付けられている。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

学習意欲・態度 30%、課題および提出物 30％、特別課題 40％に基づき評価する。 

＜教科書＞ 

全国学校図書館協議会監修 学校図書館必携 新訂版  悠光堂 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 ガイダンス・学校教育法令と学校経営 
授業のガイダンスと、学校経営がどのような法令等に基づいて策定されているか
を理解する。 

2 教育法令と学校図書館 学校教育にかかる様々な法令と学校図書館の位置づけを理解する。 

3 学校図書館と学習指導要領 
学習指導要領から学校図書館の位置づけを探し、教育課程とのかかわりを理解す
る。 

4 学校図書館の機能と図書標準 
学校図書館メディアの種類と、蔵書の標準を知り、学校図書館の機能について考
える。 

5 学校図書館の運営? 学校図書館運営に関わる業務を理解する。 

6 学校図書館の運営? 学校図書館運営計画を作成する? 

7 学校図書館の運営? 学校図書館運営計画を作成する? 

8 学校図書館の運営? 学校図書館運営計画を作成する? 

9 学校図書館の運営? 図書館だよりを作成する? 

10 学校図書館の運営? 図書館だよりを作成する? 

11 学校図書館の運営? 図書館だよりを作成する? 

12 学校図書館の運営? 学校図書館展示の工夫? 

13 学校図書館の運営? 学校図書館展示の工夫? 

14 学校図書館の運営? 学校図書館展示の工夫? 

15 まとめ 
学校における学校図書館活用の現状と課題を理解し、図書館運営の心構えをつく
る。 
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科目コード 11302 区 分 カリキュラムにより異なる 

授業 

科目名 人間と法 担当者名 本村 大輔 

配当年次 0 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

法は、人々が安心して生活を送ることができるようにするための規範である。それゆえ、法とのかかわりで毎日の生活を送っている私

たちは、法の理解なくして生活をすることはできません。本科目では、人間と法のかかわりについて、働くこと、消費者、親になると

いうこと、犯罪とはなんなのか、裁判はどのような過程を経て進行するかなど具体的テーマごとに検討することで私たち人間の生活を

法の視点から読み解く力を涵養することを目的とします。 

＜授業の到達目標＞ 

法律は、人が暮らす社会と無関係に存在するわけではありません。そこで、本科目は、人が生活を送るなかでの各局面にあわせながら、

それに関連する法律の基本知識を習得することを目標とします。各法律を覚えることも大事であるが、その根底にある理念や考え方を

おさえること、現代社会を法的に考察する視点を構築することに重きをおくこととし、人間生活と法の関係、法の活かし方を説明でき

ることを到達目標とします。 

＜授業の方法＞ 

授業は、原則として講義形式で行います。講義内容は、法律学に関する基礎知識の整理、各法律の制定目的を概観します。また、授業

内容に関連するクイズを出しますので、リアクションペーパーによる回答を求めます。講義内で配布した資料は、履修者が必要に応じ

てダウンロードできるようにする。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

毎回の講義テーマを確認し、該当箇所の教科書を通読し、わからない法律用語については事前に調べておくこと（30分）。授業後は、

速やかに講義内容の復習および教科書の該当箇所を精読しノートにまとめること（90分）。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

本科目は、実社会における様々な問題を法的に思考するトレーニングを繰り返し行うことで、「統合的な学習経験と創造的思考力」（DP

８）を育成することに力点をおきます。また、法学に関する「知識を広めるための幅広い知識・理解」（DP３）を深めることにも取り

組みます。本科目の前提となる日本国憲法、人権と教育、民法などの科目で得た法的知識を統合し、現代社会を読み解き、その課題を

解決する方法を考える創造的思考力を育成するとともに、幅広い専門的知識の習得も進めていくこととします。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

定期試験（80％）出席時の授業態度・リアクションペーパーの提出（20％）により成績評価を行う。フィードバックは、リアクション

ペーパーの講評を口頭にて行う。なお、授業内で質問の多い箇所については、次回の授業の冒頭でフィードバックを行う。 

＜教科書＞ 

髙橋雅夫編（2020年3月） 法学  弘文堂 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 ガイダンス・法の学び方 
授業の進め方、受講方法、評価方法等を紹介し、法の学び方について解説を行い
ます 

2 法の概念 法と社会秩序、法と道徳・強制・権利と義務について学習します 

3 法の目的・機能 
法が存在することの意義、正義、法的安定性、行為規範、裁判規範について学習
します 

4 法の存在形式（法原論） 法の存在形式、成文法源、不文法源について学習します 

5 法の解釈と適用 
言葉の意味と定義、事実認定と法解釈、法解釈の性質、法解釈の方法について学
習します 

6 日本国憲法（人権） 
人権とはなにか、包括的基本権と法の下の平等、自由権、社会権などについて学
習します 

7 日本国憲法（統治） 国会、内閣、裁判所、財政・地方自治について学習します 

8 家族と法 家族法の理念、婚姻と離婚、親子、相続について学習します 

9 財産と法 私法の構造、民法総則、物権、債権について学習します 

10 犯罪と刑罰 犯罪と刑法、刑法の基本原理・成立要件について学習します 

11 企業と法 企業の意義、法人企業、非法人企業、企業活動（商取引）について学習します 

12 雇用と法 労働法の意義、個別的・集団的労働関係法などについて学習します 

13 裁判と法 裁判の意義、裁判の種類、裁判所の構成などについて学習します 

14 行政と法 
行政の意義、法律による行政の原理、行政救済、行政手続などについて学習しま
す 

15 試験および解説  ※教務課で記載します 
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科目コード 0 区 分 コア科目 

授業 

科目名 臨床柔道整復学演習Ⅰ 担当者名 古山 喜一 

配当年次 4 配当学期 前期 単位数 1 授業方法 演習 卒業要件 必修 

＜授業の概要＞ 

柔道整復師が遭遇する可能性のある全ての疾患に対して、業務範囲であるか否かの判断を演習形式で繰り返し確認することで、鑑別診

断能力の定着を図る。 

＜授業の到達目標＞ 

柔道整復師が行う業務範囲であるか否が判断でき、業務範囲内と判断できた場合においては、外傷に対する処置に関して一連の対応を

行うことができることを目標とする。 

＜授業の方法＞ 

シュミュレーションで少人数制のグループワーク形式を用い、骨折、脱臼、捻挫、軟部組織損傷に対する病態把握から整復固定能力の

修得を確認する 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

特に予習が重要である。事前に示された症例について、講義前までに検討し、自分の考えを持って演習に臨むことが重要である。ま

た、演習内容にについて、演習後には臨床医学を中心に解剖学や生理学及び運動学といった基礎医学にまで遡って復習する。授業内

容（小テスト・講義・討論）をふりかえり、「何を学んだか、何を学べなかったのか」についてレポート（A4-1枚程度）を作成し、期

日までにデータで担当教員にDropboxを用い送信する。（1時間程度） 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

この科目はDP8に関連づけられている。「柔道整復及び健康科学、スポーツ医科学分野に必要な知識と技能を理解しており、日々、進

歩するあらゆる分野の知識を習得するための力」を育成する為に柔道整復術の基礎をなすために修得が特に必要な筋骨格系、神経、血

管系について系統的に理解を深め基礎を定着させる機会を与える。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

【対面授業】評価試験100％【Web授業】①評価試験90％  ②意見交換10％ 

＜教科書＞ 

全国柔道整復学校協会監修 医療の中の柔道整復  南江堂 

全国柔道整復学校協会監修 

社会保障制度と柔道整復師の職業倫理医歯薬出版 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 頸・肩・上肢の痛み1 頸・肩・上肢の外傷・障害 症例検討 1 

2 頸・肩・上肢の痛み2 頸・肩・上肢の外傷・障害 症例検討 2 

3 頸・肩・上肢の痛み3 頸・肩・上肢の外傷・障害 症例検討 3 

4 頸・肩・上肢の痛み4 頸・肩・上肢の外傷・障害 症例検討 4 

5 頭部・体幹・下肢の痛み1 頭部・体幹・下肢の外傷・障害 症例検討 1 

6 頭部・体幹・下肢の痛み2 頭部・体幹・下肢の外傷・障害 症例検討 2 

7 頭部・体幹・下肢の痛み3 頭部・体幹・下肢の外傷・障害 症例検討 3 

8 頭部・体幹・下肢の痛み4 頭部・体幹・下肢の外傷・障害 症例検討 4 

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   
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科目コード 0 区 分 コア科目 

授業 

科目名 柔道整復治療学 担当者名 石原 和泰 

配当年次 4 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 必修 

＜授業の概要＞ 

整形外科医による医療安全に関する講義を中心に医療画像の見方などについても修得する。柔道整復師が扱う疾患は骨折、脱臼、捻挫、

打撲、挫傷であり、急性あるいは亜急性外傷に限られている。柔道整復師が業務を行うにあたり、患者に対する医療安全の観点から、

対象となる運動器疾患が業務範囲内にあるかどうかを適切に判断し、必要であれば医療機関との連携を図りながら柔道整復術を適切に

実施できる能力の修得を目的とする。近年、画像診断機器の発達により、骨はもとより軟部組織の病的状態を可視化することが可能に

な ってきている。解像度や分解能が高まったことから、これまで触診・視診に頼っていたが、客観的定量的に示せるようになってき

ている。このような医療の現状に追従した画像診断学について学ぶ。 

＜授業の到達目標＞ 

健康の保持・増進、競技力向上を科学的に考える上で不可欠な医学的な分野（特に整形外科学的分野）についての知識を身に付ける。

そして医師をはじめとするメディカル・コメディカルスタッフ、コーチ、トレーナーと共通の認識、共通の言語を持って話が出来るこ

とを目標とする。 

＜授業の方法＞ 

概ねスライドを使って講義を行う。授業理解度の確認としてミニッツペーパーを有効的に用い、学生、教員間で理解度を共有し学習内

容の確実な定着に繋げる。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

講義のレジュメは各回の講義の最初に配布する。講義中は確実な定着に繋げる。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

本授業は、本学の一般教養ディプロマポリシーのDP6（感性豊かな人間性と高い医業倫理備え、柔道整復学を中心として、健康科学、

体育学、スポーツ医学の学際的領域で他者と協調できるスキルを身に付けている。）に対応している。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

定期試験90％、出席店10％欠席届の場合：当該授業に関連したレポートを提出すること（内容は任意）レポートの提出により出席点を

与えること。 

＜教科書＞ 

 施術の適応と医用画像の理解  南江堂 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 脊椎外傷・慢性疾患（Ⅰ） 脊椎外傷・慢性疾患の症例 供覧及び画像診断 

2 脊椎外傷・慢性疾患（Ⅱ） 脊椎外傷・慢性疾患の症例 供覧及び画像診断 

3 脊椎外傷・慢性疾患（Ⅲ） 脊椎外傷・慢性疾患の症例 供覧及び画像診断 

4 骨軟部腫瘍（Ⅰ） 骨・軟部腫瘍の症例供覧及び画像診断 

5 骨軟部腫瘍（Ⅱ） 骨・軟部腫瘍の症例供覧及び画像診断 

6 骨軟部腫瘍（Ⅲ） 骨・軟部腫瘍の症例供覧及び画像診断 

7 スポーツ外傷（Ⅰ） スポーツ外傷の症例供覧と画像診断 

8 スポーツ外傷（Ⅱ） スポーツ外傷の症例供覧と画像診断 

9 スポーツ外傷（Ⅲ） スポーツ外傷の症例供覧と画像診断 

10 小児外傷・慢性疾患（Ⅰ） 小児外傷・慢性疾患の症例供覧と画像診断 

11 小児外傷・慢性疾患（Ⅱ） 小児外傷・慢性疾患の症例供覧と画像診断 

12 小児外傷・慢性疾患（Ⅲ） 小児外傷・慢性疾患の症例供覧と画像診断 

13 骨盤下肢外傷 慢性疾患（Ⅰ） 骨盤、下肢外傷、慢性疾患の症例供覧と画像診断 

14 骨盤下肢外傷 慢性疾患（Ⅰ） 骨盤、下肢外傷、慢性疾患の症例供覧と画像診断 

15 骨盤下肢外傷 慢性疾患（Ⅰ） 骨盤、下肢外傷、慢性疾患の症例供覧と画像診断 
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科目コード 53010 区 分 コア科目 

授業 

科目名 保育･教職実践演習(幼稚園) 担当者名 楢嵜 日佳 

配当年次 4 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 演習 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

学んできた教育・保育の理論や技術、教育実習や保育実習で得た学びを個別の「履修カルテ」を通して振り返り、自己課題と学習内容

を明確にする。また、幼稚園・保育所・認定こども園・施設の保育者に共通して求められる資質能力及び保育活動における指導力を確

かなものにするため、指導計画の作成、保育実践、振り返り等を取り入れる。保育実践と振り返りを組み合わせることでより実践力を

高めていく。 

＜授業の到達目標＞ 

1 保育者として備えるべき姿勢や心構え、役割などの基本的な事項を理解し、説明することができる。2 保育者として持つべき基本

的な指導力を知り、実際に指導計画を立て、実践できる。3 保育者としての自分の力量を知り伸ばすための方法を知り使うことがで

きる。 

＜授業の方法＞ 

・講話・指導計画・教材研究・保育実践・振り返り等個人及びグループでの演習・履修カルテ・レポートでの振り返り 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

・予習：学習予定表に沿って、次回の内容に関する関連資料を探したり、個人またはグループで指導計画作成や保育実践準備をした

りする。（60分程度）・復習：各回の講座の内容について、個人またはグループで振り返りをし学びと課題を明確にする。課題レポー

トを作成する。（30分程度） 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

幼稚園教諭及び保育士資格を取得する学生対象の科目である。この科目は、こども発達学科のディプロマポリシー８（広く豊かな社会

的常識、人間的に熟した保育・教育観を持ち、地域社会の実情に応じ、学術性を備えた保育・教育を推進する実践力・創造的思考力を

身に付けている）に対応している。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

・学習態15％、授業課題30%、グループ貢献度 15%、小テスト40％・提出期限厳守のこと 

＜教科書＞ 

髙山静子（2019年6月10日） 保育者の関わりの理論と実践 教育と福祉の専門職として  エイデル研究所 

＜参考書＞  

文部科学省（2018） 

幼稚園教育要領解説フレーベル館厚生労働省（2018）保育所保育指針解説フレーベル館内閣府文部科学省厚生労働省（2018）幼保連携

型認定こども園教育・保育要領解説フレーベル館 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション 
授業の概要、目的、内容、授業の流れ、保育者に求められる保育実践力履修カル
テの記入と自己課題の分析 

2 専門性に基づく関わりの必要性 
子どもの「保育」の観点、保護者の「子育て支援」の観点、専門職の観点から専門
性に基づく関わりの重要性を考える。 

3 関わりの原則について 人間観、支援の目的と価値、保育者の姿勢と態度、関わりの基本 

4 関わりの技術（1） 演習 肯定的な関わり、自分の強みを生かした関わり 

5 関わりの技術（2） 演習 相手を尊重し自己決定を促す関わり 

6 関わりの技術（3） 演習 乳幼児とかかわる技術 

7 子どもの人権（1） 
子どもの人権を尊重した関わり、子どもの安心と安全を支える関わり、子どもの
人権を意識した指導案の作成 

8 子どもの人権（2） 子どもの学びを支える保育者の関わりと言葉、指導案の作成 

9 集団を対象とした保育 集団を対象に関わる職務と環境づくり 

10 チームの質を高める関わりの技術（1） 演習 アサーティブな自己表現 

11 チームの質を高める関わりの技術（2） 演習 アイメッセージの表現 

12 チームの質を高める関わりの技術（3） チームの質を高めるための自身の強みと課題履修カルテのまとめ 

13 専門職としての自覚（1） 
教育と保育の専門職としてふさわしくない関わり、ふさわしくない関わりをなく
す環境づくり 

14 専門職としての自覚（2） 関わりの質に影響を与える専門知識、信頼される保育者とは 

15 まとめ 学びと課題の総まとめ 
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科目コード 34308 区 分 コア科目 

授業 

科目名 子どもの保健Ｂ(各論) 担当者名 新沼 正子 

配当年次 1 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

授業の概要＞子ども、特に乳幼児の保健を理解することは子どもの生命を守る上で不可欠である。保育士は専門職であり、種々のアレ

ルギー疾患や疾病等の医学的知識の理解は、子どもの命を守ることにつながることを自覚し、その習得に努める。 

＜授業の到達目標＞ 

子どもの特性として機能の未熟性は、種々の病気や事故の大きな原因となっている。子どもの病気や事故等は発育の過程で起こること

を理解し、子どもの疾病の特徴、感染症、事故の予防、保健対策等について理解する。 

＜授業の方法＞ 

教科書、プリント資料の配布等による講義形式を中心とする。必要に応じてグループ討議やDVD視聴を取入れ、前回の復習やレポート・

ミニテストで確認をしながら授業を進める。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

授業時間に指示された講義内容について、教科書で予習・復習をして授業の理解を深める（１時間程度）。配布された資料等の整理（１

時間程度）を確実に実施する。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

カリキュラムマップを参照のうえ、卒業認定および学位授与と当該授業の関連性について明示してください。その際、授業と対応する

DP（例：DP4：現代社会において果たす体育・スポーツの役割を理解し、様々な立場の人々と良好な関係を築きながら職務を遂行でき

るコミュニケーション能力を身に付けている。）を引用してください。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

学習意欲と受講態度 15％、課題と小テスト 35％、定期試験 50％で総合的に評価する。 

＜教科書＞ 

新保育士養成講座編纂委員会 新保育士養成講座  子どもの保健  第７巻  全国社会福祉協議会出版部 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 子どもの保健と環境(１) 養護と教育 

2 子どもの保健と環境(２) 健康増進と保育環境 

3 子どもの保健と環境(３) 生活習慣と心身の健康、発達援助 

4 子どもの疾病と適切な対応(１) 体調不良、傷害発生への対応 

5 子どもの疾病と適切な対応(２) 感染予防と対応 

6 子どもの疾病と適切な対応(３) 個別的な配慮を必要とする子への対応 

7 子どもの疾病と適切な対応(４) 乳児・傷害のある子への対応 

8 事故防止および健康安全管理(１) 組織的取組 

9 事故防止および健康安全管理(２) 救急処置および救急蘇生法 

10 事故防止および健康安全管理(３) 看護と応急処置 

11 事故防止および健康安全管理(４) 危機管理 

12 心と身体の健康問題と地域保健活動(１) 養育環境と心の健康問題、地域保健活動 

13 心と身体の健康問題と地域保健活動(２) 母子保健対策と保育 

14 近年の子どもの健康問題 新聞などの情報から状況把握 

15 子どもの保健（各論）のまとめ 全体のまとめ 
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科目コード 34309 区 分 コア科目 

授業 

科目名 子どもの保健演習 担当者名 新沼 正子 

配当年次 2 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 演習 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

子どもの体の成長（発育）と精神・運動機能の発達を理解した上で小児各時期の健康づくりの実践、小児の心身の状態と保育現場での

必要な応急処置、起こりやすい事故とその予防、事故が心身に及ぼす影響と救命・救急処置など保育の場や家庭で必要な保健上の知識・

技術の演習を行う。教科書、プリント、DVD等も活用し、演習はグループですすめていく。幼児の心肺蘇生については、日本赤十字社

岡山支部の「普通（幼児）救命講習」を学内で受講し、救急要請の現状等の実践力向上を図る。 

＜授業の到達目標＞ 

乳幼児や児童に対して、健康管理が実践できるよう学習をする。乳児・幼児人形及び育児用品などを用いて、具体的かつ実践的に学習

する。①習得した知識を統合し、子どもの健康状態を総合的に観察・評価する方法が実践から理解できる。②子どもの健やかな成長や

育成を担うため､保健､福祉､看護の連携の必要性が理解でき､関係機関との効果的な連携について理解できる。③緊急時の応急手当、病

気や事故が発生した時の救急処置が迅速に実践できる。④子どもの健康管理、安全管理、感染症予防の必要性を理解し、保育の中で実

践できる。 

＜授業の方法＞ 

保育・教育の場における子どもの健康管理が実践できるよう、子どもの健康状態の観察方法や成長発達の指標・評価とその方法を演習

で実践しながら学習する。また、子どもの養護の実際、養護の知識と技術、安全な子どもの養育環境の確保や救急処置などについて具

体的かつ体験的に学習する。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

日常生活の中で、子どもの健康・生活等に関心を持ち、観察する。新聞、テレビ、インターネット等から、子どもに関する情報を得

る努力をして下さい（自学自習１時間程度）。毎回講義終了時に課題を設定するので、次回講義時に提出して下さい。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

「乳幼児期から児童期・青年期に至る子どもの事象を多面的に理解する力」を育むための応用科目であり、保育における日常的な諸問

題に対応する能力を養う機会を提供する。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

授業態度（10％）課題提出（30％）：到達目標①②④実技試験（30％）：到達目標①③筆記試験（30％）：到達目標①②④ 

＜教科書＞ 

八木利津子、平松恵子、新沼正子 子どもと社会の未来を拓く「子どもの健康と安全」  青踏社 

＜参考書＞  

特になし、授業の中で紹介する。 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 保育における保健計画と保健活動 年間計画や活動内容について 

2 
①こどもの保健にかかる個別対応②こども集団全体の健
康と安全・衛生管理 

個別対応や集団の健康･安全・衛生管理について 

3 こどもの健康増進と保育の環境 健康増進のための保育環境整備 

4 こどもの生活習慣と心身の健康 現代の子どもの問題点 

5 こどもの養育環境と心の健康問題 養育環境と心について 

6 心とからだの健康づくりと地域保健活動 地域保健の現状 

7 体調不良や傷害が発生した場合の対応 処置の仕方 

8 個別的な配慮を必要とするこどもへの対応 個別的対応について 

9 障害があるこどもへの適切な対応 障害への理解と対応 

10 感染症の予防と対策 感染予防について 

11 保育現場における衛生管理 衛生管理の重要性について 

12 こどもの事故の現状と課題 事故事例 

13 保育現場における危機管理と安全対策 普通救命講習 

14 事故・けがに対する応急処置・救命処置 普通救命講習 

15 
①職員間の連携と組織的取り組み①家庭・専門機関・地
域との連携 

各職種との連携 
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科目コード 36400 区 分 コア科目 

授業 

科目名 スポーツ障害論 担当者名 廣重 陽介 

配当年次 4 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

学校現場、スポーツ現場で遭遇するスポーツ障害について概説する。各々のスポーツ障害の特徴をを理解することにより、発生時の対

処法（応急処置）や予防法などに関する基本的な知識についても習得する。尚、本授業は一部オンデマンド教材等使用し行うため、PC

またはタブレットを準備の上、履修すること。 

＜授業の到達目標＞ 

スポーツ現場で頻繁に遭遇するスポーツ障害について理解し、発生時の対処法、リハビリテーション、予防法を説明できるようになる

ことを目標とする。 

＜授業の方法＞ 

視聴覚教材、配布資料、その他を適宜用いて授業を進行する。スポーツ障害発生時の対処法、安全対策等における演習も適宜実施する。

オンデマンド資料提示や課題の提示、提出等はGoogle Classroomで行う。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

配布資料（事前に配布）、ノート、参考書などを活用し、予習、復習に努めること。学習時の疑問についてはその都度質問するように

すること。特に運動学、解剖学の基礎知識が必要となるため、各回の当該箇所の基本的事項の予習を2時間程度行い、講義に臨むこと。

事前課題および復習課題の提示、提出を求めることもある。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

本科目は体育学科のディプロマポリシー2（健康増進、体力の向上、また競技力向上に貢献できる専門的な知識・技能を身に付けてい

る）、ディプロマポリシー6（体育・スポーツに携わる指導者に求められる、豊かな人間性、幅広い教養に根差した公共的使命感や倫

理観、協調できる社会的スキルを身に付けている）と関連付けられている。体育、スポーツ現場で頻繁に遭遇するスポーツ障害につい

て理解し、発生時の対処法、リハビリテーション、予防法などについての理論、知識を提供する。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

学習意欲 30％（出席評価、事前学習、小テスト）、最終課題（プレゼンテーション）50％、定期試験  20％事前学習、小テストに関

するフィードバックは講義中または個別に行う。 

＜教科書＞ 

指定なし    

＜参考書＞  

鳥居俊（著）（2008年12月29日） 

基礎から学ぶ！スポーツ障害ベースボールマガジン社一般社団法人日本スポーツ医学検定機構（2017年2月8日）スポーツ医学検定公式

テキスト東洋館出版社 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 ガイダンス 講義の概要、到達目標、評価方法等の説明 

2 スポーツ障害総論（1） 運動器の解剖と機能の理解 

3 スポーツ障害総論（2） スポーツ障害の基本像 

4 スポーツ障害総論（3） スポーツ障害の発生機転 

5 スポーツ障害総論（4） スポーツ障害のリハビリテーション 

6 スポーツ障害各論（1） 内科系の障害 

7 スポーツ障害各論（2） 頭頚部の障害 

8 スポーツ障害各論（3） 腰部・骨盤帯の障害 

9 スポーツ障害各論（4） 肩関節の障害 

10 スポーツ障害各論（5） 肘関節・手関節の障害 

11 スポーツ障害各論（6） 股関節の障害 

12 スポーツ障害各論（7） 膝関節の障害 

13 スポーツ障害各論（8） 足関節の障害 

14 スポーツ障害各論（9） 筋・腱の障害 

15 総括授業 まとめ 
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科目コード 31402 区 分 コア科目 

授業 

科目名 学習指導と学校図書館 担当者名 福政 武彦 

配当年次 4 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

学校教育目標の達成のために「読書センター」「学習センター」「情報センター」としての機能を持つ学校図書館が果たす役割につい

て学ぶとともに、児童生徒の学力における課題を克服するために学校図書館をどのように活用していくかについて実践的に学習を進め

る。この授業は「学習指導と学校図書館」「学校図書館メディアの構成」「読書と豊かな人間性」「情報メディアの活用」と合わせて、

5教科10単位を履修することにより学校図書館司書教諭の資格を得る資格取得教科である。 

＜授業の到達目標＞ 

司書教諭として学校図書館を活用して行う学習（探究型学習・情報活用能力の育成）等について、指導者の立場として展開する方法を

理解することができる。 

＜授業の方法＞ 

スライド資料やワークシート等を用いて授業を進める。多くの授業において個人で取り組む演習やグループで取り組むワークが中心と

なるので、主体的に授業に向かおうとする姿勢が必要である。演習ではパソコンを使って資料を作成するので、個人パソコンの持参が

必須である。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

資料等を用いる授業の前には、あらかじめ資料に目を通しておく。（１時間程度）授業後には本時に学習した内容について、問題を解

いたり演習の内容について個人で再度行ったりして学習の定着を図る。（１時間程度） 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

司書教諭として学校図書館の機能を理解した上で、実際の図書館運営や学校図書館を活用した学習の展開を身につけることにより、学

校図書館に関する専門性と実践力を備えた司書教諭の育成を目指す。なお本授業は、教育経営学科のディプロマポリシー２「専門的知

識を実践的に修得し、発達等の子ども理解に基づいた的確な学習指導や生徒指導、学級経営力を身に付けている」及び６「高い倫理観

と規範意識、自己コントロール力、教師としての職責を果たそうとする真摯な姿勢を身に付けている」と関連付けられている。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

学習意欲・態度 25%、課題および提出物 25％、期末テスト 50％に基づき評価する。 

＜教科書＞ 

＜参考書＞  

文部科学省（2018/2/28） 

小学校学習指導要領解説 総則編東洋館出版社 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 ガイダンス・学校教育と学校図書館 学校教育における学校図書館の役割の概要を理解する。 

2 学び方の指導の実際1 学校図書館の使い方指導の仕方を理解する。 

3 学び方の指導の実際2 図鑑の使い方の指導の仕方を理解する。 

4 学び方の指導の実際3 年鑑・百科事典の使い方の指導の仕方を理解する。 

5 学び方の指導の実際4 新聞の活用の指導の仕方を理解する。 

6 学び方の指導の実際5 インターネットの利用の指導の仕方を理解する。 

7 学習指導に生きるブックトーク ブックトークのやり方とその効用について理解する。 

8 学習指導に生きるポップ ポップの作成方法とその効用について理解する。 

9 教科学習における学校図書館の活用1 国語科における学校図書館の活用について理解する。 

10 教科学習における学校図書館の活用2 社会科・理科における学校図書館の活用について理解する。 

11 総合的な学習と学校図書館 総合的な学習の時間における学校図書館の活用について理解する。 

12 学校図書館と合理的配慮 学校教育における合理的配慮の必要性と学校図書館の役割について理解する。 

13 司書教諭と学校図書館司書の役割 学習指導における司書教諭と学校図書館司書の役割と連携について理解する。 

14 これからの学校図書館の在り方 先進的な学校図書館の事例について理解する。 

15 まとめ 期末テストと解説 
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科目コード 0 区 分 コア科目 

授業 

科目名 臨床柔道整復学演習Ⅲ 担当者名 古山 喜一 

配当年次 4 配当学期 後期 単位数 1 授業方法 演習 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

柔道整復術は、評価、整復、固定、後療法に分けられ、さらに後療法は手技療法、運動療法、物理療法から構成されており、整復、固

定、後療法が三位一体となり、その相乗効果が期待できる治療手技として、患者の指導管理を行いながら早期に社会復帰させることを

目的に行われていることを理解する。また、柔道整復術は幅広い専門基礎分野に支えられていることより、患者の人権や柔道整復師の

義務と倫理、医療の安全の確保、社会と医療、人体の概要および生命徴候、診察法、検査法、各種の疾患、リハビリテーション等の専

門基礎分野全般について、総合的に学習し確実に修得する。 

＜授業の到達目標＞ 

基礎専門科目（解剖学、生理学、病理学、公衆衛生学、関係法規）を踏まえた上で、臨床科目の内科学、外科学、整形外科学、リハビ

リテーション医学の領域で得られた情報と柔道整復術との関連性を考え、総合r的に各種疾患の病態、発生機序、処置法、合併症、管

理について説明ができることを目標とする。また、関連する法規についても修得する。 

＜授業の方法＞ 

教科書及び配布資料による講義及びグループ学習形式で進める。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

事前に提示された疾患について、①病態、②発生機序、③処置法、④合併症、⑤管理の項目に分け予習し（3時間程度）、講義で書き

留めたノートを帰宅後まとめ復習する作業が重要である（3時間程度）。授業内容（小テスト・講義・討論）をふりかえり、「何を学

べなかったのか」についてレポート（A4-1枚程度）を作成し、期日までにデータで担当教員にDropboxを用い送信する。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

本科目はディプロマポリシー8および7の」、「修得した知識・技術・態度等の全てを総合的に活用し、自らが立案した新たな課題に主

体的、創造的に取り組み、その課題を解決できる能力を身に付けている」、「日進月歩する医学に対し、医療人として学び続ける生涯

学習力を身に付けている」に該当し、総合的な学習経験と創造的思考力について修得する機会を与える。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

【Web授業】①課題内容90%  ②意見交換10%【対面授業】定期（評価）試験（80％）、受講態度・学習意欲（20％）で評価する。 尚、

シラバスで明示してある総合考察1又は2が終了した時点で、臨床柔道整復学演習Ⅲ試験①～③を実施し、その３回の試験において２回

以上国家試験合格基準を上回ることで、国家試験の受験に際して必要な「卒業見込み証明書」を発行する。 

＜教科書＞ 

全国柔道整復学校協会監修 一般臨床医学  医歯薬出版 

全国柔道整復学校協会監修 

整形外科学南江堂全国柔道整復学校協会監修外科学南江堂 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 
基礎専門分野（解剖学・生理学）より人体構造と役割を
理解する。 

運動器と器官系のの構造と役割について理解を進める。 

2 
基礎専門分野（外科学・病理学）より各種疾患を考察す
る 

腫瘍・炎症・感染と疾患の関連性について学習する 

3 
基礎専門分野（整形外科学・柔道整復学）より各種疾患
を考察する 

骨・関節と疾患の関連性について学習する 

4 
基礎専門分野（リハビリテーション医学・運動学）より
各種疾患を考察する 

医学的評価と疾患の関連性について学習する 

5 総合考察１ 
各徴候が示す臨床症状等について疾患の病態把握を中心に基礎医学分野の知識（解
剖学・生理学・公衆衛生学）を土台に臨床医学的考察を深める。また、関連する法
（関係法規）についても学習する。 

6 基礎専門分野（内科学）より各種疾患を考察する 腹横筋・内腹斜筋・外腹斜筋・腹直筋2 

7 
基礎専門分野（外科学・病理学）より各種疾患を考察す
る 

ショック・輸血、輸液と疾患の関連性について学習する 

8 
基礎専門分野（整形外科学・柔道整復学）より各種疾患
を考察する 

骨腫瘍と症状の関連性について学習する 

9 
基礎専門分野（リハビリテーション医学・運動学）より
各種疾患を考察する 

脳卒中、脊髄損傷と症状の関連性について学習する 

10 総合考察2 
各徴候が示す臨床症状等について疾患の病態把握を中心に基礎医学分野の知識（解
剖学・生理学・公衆衛生学）を土台に臨床医学的考察を深める。また、関連する法
（関係法規）についても学習する。 

11 基礎専門分野（内科学）より各種疾患を考察する 
医療面接、視診、打診、聴診、触診、生命徴候、感覚検査、反射検査、代表的な
臨床症状等について理解を深める。 

12 
基礎専門分野（外科学・病理学）より各種疾患を考察す
る 

移植・出血と疾患の関連性について学習する 

13 
基礎専門分野（整形外科学・柔道整復学）より各種疾患
を考察する 

スポーツと疾患の関連性について学習する 

14 
基礎専門分野（リハビリテーション医学・運動学）より
各種疾患を考察する 

リハビリテーションと福祉の関連性について学習する 

15 総合考察３ 
各徴候が示す臨床症状等について疾患の病態把握を中心に基礎医学分野の知識（解
剖学・生理学・公衆衛生学）を土台に臨床医学的考察を深める。また、関連する法
（関係法規）についても学習する。 
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科目コード 53011 区 分 コア科目 

授業 

科目名 教職実践演習(小学校) 担当者名 中西 紘士 

配当年次 4 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 演習 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

本科目は、教職課程等での講義及び介護体験・教育実習等で身につけた力を総合し、教師に求められる使命感や教育的愛情・人権感覚

などの人間性を一層培うために、教職に就く学生の最終授業である。 授業概要としては、教員に求められる共通的な資質能力及び実

践的指導力の向上を図る。そのために現在までに学んだ教育理論や実習体験等を整理し、履修カルテを最大限に活用することで自分自

身の弱点を補完することを目標とした授業であるので、全ての授業に参加することが最低の目標でもある。 

＜授業の到達目標＞ 

児童に深い愛情を持ち適切な人間関係を築くことができるコミュニケーション能力、発達段階に応じた各教科及び領域の指導力、生徒

指導力を最終学年において確かなものとすることができる。 

＜授業の方法＞ 

講義やロールプレイ、小グループでの討論に時間をかけ、実践的指導力の向上を図るために、PCを活用した演習形式による学生と教員

の双方向での授業展開を行いたい。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

理解度を深めるために、授業計画のテーマに基づき、１年から４年前期までに使用した教科書・レジメ・実習ノートなどを活用して、

自分の考えをまとめておくこと。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

出席 15%、活動・学習の状況 60%、課題レポート等 25％欠席は特別な理由がない限り認めない。公欠も含めて事前に欠席に連絡をす

ること。ルールに違反した場合は、単位の修得ができず、免許を取得できなくなる。 

＜教科書＞ 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 ガイダンス ガイダンス 

2 学校教育について(1) 学級経営 

3 学校教育について(2) 教員資質能力向上 

4 学校教育について(3) 児童指導など 

5 子どもについての理解(1) 学級づくりのコツ(1) 

6 子どもについての理解(2) 学級づくりのコツ(2) 

7 子どもについての理解(3) 不登校・特別支援を要する児童生徒の支援・援助など 

8 教育実践(1) 授業を創るということ Ａ  （各教科指導） 

9 教育実践(2) 授業を創るということ Ｂ  （各教科指導） 

10 教育実践(3) 授業を創るということ Ｃ  （各教科指導） 

11 他者との協力・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ(1) 支援ボランティアについて 

12 他者との協力・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ(2) 気持ちに寄りそう場面指導 

13 保護者との協力関係づくりについて 保護者との協力関係づくりについて 

14 表現教育 表現教育 

15 まとめ まとめ 
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科目コード 53012 区 分 キャリア形成科目 

授業 

科目名 教職実践演習(中学校･高等学校) 担当者名 片桐 夏海 

配当年次 4 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 演習 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

 本授業の目的は、本学での学び（教職課程）の集大成として履修カルテを作成し、今まで履修してきた教養科目、専門科目、教職科

目、教育実習等を振り返り、将来、教員になる上で、自己にとって何が課題であるのかを認識し、必要に応じて不足している知識や技

術、技能等を補い、その定着を図ることにより、教職生活をより円滑にスタートできる力、教育実践力を身につけることである。 

＜授業の到達目標＞ 

 教育に対する使命感や情熱を持ち、さまざまな子どもに対しての理解力、学級経営力、生徒指導力、学習指導力等、教育現場で必要

な教育実践力を身につけ、またその力で、教育現場でのさまざまな課題に対し、主体的、積極的に取り組む態度を身につける。 

＜授業の方法＞ 

講義、模擬授業、ディスカッション 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

 体つくり運動、器械運動、陸上競技等、学習指導要領で取り扱われる各授業におけるテーマ（題材）、また、現代の教育課題（問題）

に対して、指導方法、課題解決策について事前に調べておく必要がある。模擬授業を実施する際は、各授業テーマ毎に授業案を作成

しておくこと。予習：1時間（各授業のテーマに対しての指導法の確認）、ディスカッションの内容準備復習：事後課題1時間 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

 この科目は体育学科のディプロマポリシー８「習得した知識・技術・態度等の全てを総合的に活用し、自身の問題解決や課題に取り

組み、自ら解決することができる能力の育成をする」と関連づけられている。すなわち教員養成課程のまとめが本授業である。本授業

で自分の保健体育教員としての専門知識、教育実践力を履修カルテで振り返り、不足する力を発見し、補い、教育現場で円滑に教員生

活が営むことができるようにする科目である。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

授業における課題等のレポート 40％、授業における諸活動 40％、定期試験 20％ 

＜教科書＞ 

特になし    

＜参考書＞  

文部科学省 

「中学校学習指導要領解説 保健体育編」文部科学省「高等学校学習指導要領解説 保健体育編」 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション 
教職実践演習受講の心構え、履修カルテの記入方法、教育実習の振り返り（グルー
プ討論） 

2 教職実践演習の目的履修カルテの記入 
教職実践演習の目的の理解、生徒指導、道徳、ホームルーム指導、学校組織の理
解 

3 教育現場の現状 生徒指導・ＨＲ指導の実際、学校組織・校務分掌等の理解 

4 実技指導の留意点（１） 器械運動、体つくり運動の内容と指導の留意点 

5 実技指導の留意点（２） 水泳、学校行事（スキー実習・体育祭・球技大会等）の運営 

6 実技指導の留意点（３） 陸上競技（短中距離、投擲）指導の内容と留意点 

7 実技指導の留意点（４） 陸上競技、体育理論の指導における留意点 

8 実技指導の留意点（５） 球技（ゴール型：バスケ、サッカー、ハンドボール等）の内容と指導の留意点 

9 実技指導の留意点（６） 球技（ネット型：バレーボール、テニス、卓球等）の内容と指導の留意点 

10 実技指導の留意点（７） 球技（ベースボール型：ソフトボール）の内容と指導の留意点 

11 実技指導の留意点（８） 武道（剣道、柔道、相撲）の内容と指導の留意点 

12 実技指導の留意点（９） 
ダンス（創作ダンス、フォークダンス、現代的なリズムのダンス）の内容と指導の
留意点 

13 学校事故の現状と対処法 中学校・高等学校で多く発生する事故の現状とその対策、対処法 

14 保健体育科の役割と体育教師としての責務 学校現場で体育教師に求められること（部活指導、生徒指導等）について 

15 
今後の教育、教科「保健体育」の方向、求められる教師
像 

今後の教育の方向、求められる教員の資質、役割、使命感 
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科目コード 31404 区 分 コア科目 

授業 

科目名 情報メディアの活用 担当者名 木戸 和彦 

配当年次 4 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

現在の学校教育は、旧来の受動的な学習から、教科を超えた「総合的学習」や児童・生徒自身が情報資料やコンピュータを用いて、あ

るテーマについて調べて発表する「調べ学習」などの能動的な学習へと移行してきている。そのような現場において、学校図書館は、

図書や逐次刊行物を収集、整理し、提供するという従来の機能だけではなく、CDやDVDなどの視聴覚メディア、インターネットやコン

ピュータなどの情報機器を利用した授業・自習を進めるための総合的なメディアセンターとしての機能も果たすこととなる。それに伴

い司書教諭自身も、単なる読書指導の専門家としてだけではなく、様々な情報メディアについての専門家としての役割を期待されてい

る。 

＜授業の到達目標＞ 

本講義では、情報メディアを用いた学校教育支援のために、情報機器や情報メディアについての基礎的な知識と技能を身につけること

を目的とし、インターネット等の利用を通して情報メディアとは何かを考えていく。また、学校における情報メディアセンターとして

の図書館の機能及び司書教諭に求められる能力・役割について理解することを目標とする。 

＜授業の方法＞ 

印刷教材等で単に知識を得るだけではなく、PCを利用して基礎知識を確認しながら進める。また、講義時に、課題の作成を求めるので、

限られた時間内に課題を作成する技術も身に付ける。更に、PCの周辺装置、情報機器、携帯・スマートフォンとの連携等の関連知識と

その具体的方法についても合わせて学習していく。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

テキスト用プリントを講義前までに熟読すること（60分程度）。また、毎回の講義時に、演習問題を出題するので、次回講義開始時 ま

でに自力で解答できるようにしておくこと（60分程度）。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

本科目は、学校図書館司書資格の認定科目の一つである。情報メディアの活用を学ぶことにより、深い専門性と実践力を身に付けるだ

けでなく、PCやその周辺装置の操作技術などの近未来の子ども達への指導力を身に付ける。また、子ども達や生徒は勿論、教師も的確

な学習指導や生徒指導の方法を共に学べるような学校図書館の的確な利用方法の指導ができる人材を育成する。なお、本科目は、教育

経営学科ディプロマポリシー１（子どもの学習状況を把握し教科内容等を理解した上で授業を構成し実践するための基礎的基本的素

養）及び、ディプロマポリシー２ 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

学習状況・受講態度 20％、レポート試験 80％ 

＜教科書＞ 

＜参考書＞  

「シリーズ学校図書館学」編集委員会（2010） 

シリーズ学校図書館学  第5巻  情報メディアの活用全国学校図書館協議会 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 情報メディアとは何か PC動作確認，PC環境設定，USBメモリー確認 

2 情報メディアの教育的利用Ⅰ PCの内部構造 

3 情報メディアの教育的利用Ⅱ ハードウェア 

4 情報メディアの教育的利用Ⅲ ソフトウェア 

5 情報メディアの教育的利用Ⅳ 図書館での周辺装置 

6 情報メディアと児童生徒の保護・支援Ⅰ 個人情報保護法，知的財産権，著作権法，マナー（ネチケット），情報モラル 

7 情報メディアと児童生徒の保護・支援Ⅱ 
学校図書館における法律（学校図書館法第2条），学校における例外規定，具体的
な事例 

8 前半のまとめ（PCに関する事項） コンピュータ概要について 

9 WEBページ作成の準備Ⅰ 
情報検索，学校図書館のHP閲覧，全国学校図書館協議会HP評価規準，イメージ作
成 

10 WEBページ作成の準備Ⅱ HP作成手順説明 

11 WEBページ作成の準備Ⅲ HP作成準備 

12 WEBページ作成Ⅰ オリジナル学校図書館HPの資料収集 

13 WEBページ作成Ⅱ オリジナル学校図書館HPの構成 

14 WEBページ作成Ⅲ 学校図書館HPの作成 

15 まとめ（講義全体に関する事項） 学校図書館HP作品の仕上げと提出 
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科目コード 21322 区 分 専門基礎科目 

授業 

科目名 道徳教育の指導法（中等） 担当者名 伊住 継行 

配当年次 3 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

本授業では、中学校における道徳教育の内容や指導法について理解し、中学校の教員として確実に道徳教育の実践を行うために必要な

指導力を育成することをめざす。現代社会は価値多元化社会とも呼ばれ、自分の生き方や他者との関係の在り方等がきわめて不明確と

なりやすい傾向にある。それだけに中学校における道徳教育はきわめて重要な課題であり、豊かな人間性を育成するための指導力の向

上は不可欠のものであると考える。 

＜授業の到達目標＞ 

特別の教科道徳を要として学校の教育活動全体を通じて行う道徳教育の意義と目標を踏まえ、道徳教育や道徳科の授業の内容と方法に

ついて基礎的な知識を学ぶだけでなく、学習指導案の作成や模擬授業の実施等に取り組むことによって実践的指導力を培うことができ

るようになる。 

＜授業の方法＞ 

課題や資料配布はGoogleクラスルームで行う。また，適宜，Googleドキュメントやスプレッドシートを活用し，意見交流を行う，その

つもりでノートパソコンなどのデバイスを準備する。授業では，道徳教育の概要や道徳科の指導方法について理解したことをレポート

にまとめたり、グループワークで考えを伝え合ったりしながら理解を深める。また、実践的指導力の向上を図るために道徳科の学習指

導案を作成する。さらに、道徳科の模擬授業を行い、授業づくりのポイントについて議論する。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

・事前：講義内容の概要を自分なりに把握する努力を行うと同時に、疑問点等を探っておく。（１時間程度）・事後：その日の授業内

容を振り返り、理解しにくかった点等については次の時間に質問を行う準備をしておく。（１時間程度）授業で学んだことを基に道徳

科の学習指導案を作成する。（１～２時間程度） 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

この科目は体育学科のディプロマポリシー７（体育・スポーツに関する科学的知見をベースに自らの課題を見つけ、課題解決に取り組

み続けることができる生涯学習力を身に付けている。）とディプロマポリシー８（修得した知識・技術・態度等の全てを総合的に活用

し、自らが立案した新たな課題に主体的、創造的に取り組み、その課題を解決できる能力を身に付けている。）と関連付けられている。

特別の教科道徳のねらいや特質を踏まえた指導法について学ぶことを通して、高い倫理観を形成し、自らが設定した課題の解決に取り

組むことができる資質・能力を 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

受講態度・レポート 30％、指導案・模擬授業等 30％、試験 40％ 

＜教科書＞ 

文部科学省 (2018/3/30) 中学校学習指導要領(平成29年告示)解説 総則編  東山書房 

文部科学省 (2018/3/1) 

中学校学習指導要領解説 特別の教科道徳編（平成29年7月）教育出版 

＜参考書＞  

特に指定なし 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 学校における道徳教育 学校における道徳教育の意義 

2 道徳教育の歴史 戦前・戦後における道徳教育の変遷と課題 

3 道徳教育の目標 教育活動全体を通じて行う道徳教育の目標と特別の教科道徳の目標 

4 道徳教育の内容 道徳教育の指導内容と発達に即した内容の系統 

5 道徳教育の指導計画(1) 
道徳教育の全体計画の意義と内容，全教育活動における道徳教育の活動の具体的
な指導例及び家庭・地域との連携の内容と活動の具体例 

6 道徳教育の指導計画(2) 特別の教科道徳の年間指導計画の意義と内容 

7 道徳の授業の実際 道徳の授業の視聴と授業分析 

8 道徳の授業の組み立て方（1） 道徳の授業の構想、実態に基づく教材分析とねらいの設定 

9 道徳の授業の組み立て方（2） 道徳の授業の指導過程と発問の組み立て方 

10 学習指導案の作成(１) 道徳科の学習指導案の作成 

11 模擬授業(１) 
デジタル教科書を用いた模擬授業の実施と道徳科の特質を踏まえた授業展開につ
いての議論 

12 道徳の授業の組み立て方（３） 教材分析及び道徳の授業の指導過程と発問の組み立て方 

13 学習指導案の作成（２） 道徳科の学習指導案の作成 

14 模擬授業(２) 模擬授業の実施と道徳科の特質を踏まえた授業展開についての議論 

15 生徒理解に基づく道徳教育・道徳科の評価 道徳教育・道徳科における評価の方法と内容 
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科目コード 35401 区 分 コア科目 

授業 

科目名 個人スポーツ指導理論･実習Ⅳ(実践) 担当者名 矢野 智彦 

配当年次 4 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 実習 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

個人スポーツ指導理論・実習Ⅰ～Ⅲで学んだ事をもとに、それぞれの事象についてさらに深く考察を加える。また、自ら個人スポーツ

に関わる技術を高める実践を通して、新たな視点に立った指導法について多角的に検討し、個の目的に応じた指導の実践技能を身につ

ける。同時に、生涯スポーツとの関わりも視野に入れ、自己教育力を高めるための効果的な指導のあり方について議論を重ね、併せて

評価方法についての理解を深めることを目的とした授業を展開する。ここでは、柔道を用いて指導する。 

＜授業の到達目標＞ 

礼儀正しい公正な態度で、簡易な試合を楽しむことが出来る。簡易な試合で使うことができる基本となる技を身に付けている。簡易な

試合でのルールや審判法を理解している。 

＜授業の方法＞ 

教師の師範、板書や資料などを示し、動作や技術の方法を理解させる。教材に関わる情報として参考書や国際大会で収集した資料を適

宜配布する。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習：参考書を用いて事前に柔道の技の仕組みを理解する。（1時間程度）復習：柔道大会等を積極的に観戦しレポートを作成する。

（30分程度） 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

武道である柔道を通して、豊かな人間性と専門的な知識・技能を身に付け国際的に活躍する意欲のある人を育成するための応用科目で

あり、「個人スポーツ指導理論･実習Ⅲ」のステップ履修科目でもある。特に4年次生に対し、競技特性や選手の競技能力に対応できう

る実践的な指導法について理解を深める機会を提供する。 この授業は、コア科目のディプロマポリシー8（修得した知識・技術・態度

等の全てを総合的に活用し、自らが立案した新たな課題に主体的、創造的に取り組み、その課題を解決できる能力を身に付けている。）

とディプロマポリシー2（ 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

授業態度 （出席意慾含む）70％、実技試験 30％ 

＜教科書＞ 

特になし    

＜参考書＞  

柔道上達のプロセス 

柏崎克彦 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 得意技の選び方 
色々な技の打ち込み方法（一人打ち込み、二人打ち込み、三人打ち込み、移動打ち
込み） 

2 連絡技 相手を崩す・技を作る・技をかける（乱取り） 

3 捨て身技からの固め技 巴投げなどの捨て身技から固め技へ連絡 

4 連絡技 投げ技から抑え技へ 

5 固め技 下からの攻め方、仰向けの相手の攻め方 

6 固め技 相手が四つん這いからの攻め方 

7 固め技の試合 長座で背中合わせから固め技の試合 

8 立ち技の試合 立ち技のみの試合 

9 試合  

10 柔道指導法 柔道のトレーニング法、総括 

11   

12   

13   

14   

15   



376 
 

  
科目コード 53048 区 分 キャリア形成科目 

授業 

科目名 インターンシップⅡ 担当者名 小堀 浩志 

配当年次 4 配当学期 前期 単位数 1 授業方法 実験 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

本科目では、１週間程度のインターンシップ体験をもとに、学生が企業で働くうえで獲得すべき職場文化について理解することを目的

とする。挨拶、電話の対応、報告、連絡、相談の具体、法令遵守、マナーを学ぶ。また、インターンシップ先での業務活動をレポート

としてまとめ、教員が指導、助言を行い、報告会等でのグループ討議を通じて実践的な学びを共有する。 

＜授業の到達目標＞ 

進路の確定及び職業人としての社会参加の開始に向けて、記号や仕事に対する理解を深める。 

＜授業の方法＞ 

企業等でのインターンシップ実習に加えて、事前・事後の学内講義(座学)を行う。どちらも重要だが、特にインターンシップ実習は、

遅刻・欠席をせずまじめに取り組まなければならない。また、実習終了後には、成果報告レポートの提出が必要である。特段の理由が

ある場合の除き、座学・実習・レポートのすべてを完了しなければ、単位は認められない。受講者数によっては、成果報告会でのプレ

ゼンテーションを追加する場合がある。インターンシップ実習の受け入れについての覚書を大学と取り交わした企業にて、1週間程度

の実習を行う。実習前後の個別サポートは、eメールやclassroomを活用する。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

受講許可に際しては、前年度出席率８５％以上、GPA２．０以上を基本条件とする。また、留学生の場合は原則として、上記2点に加

えて、日本語能力検定試験Ｎ３以上に合格していなければならない。インターンシップ期間中は、すべての日程に参加することを原

則とする。このほかの条件については、ガイダンスを実施して説明を行う。予習：実習先の企業等について包括的に調べ、理解を深

めておく。復習：実習での経験や成果を振り返り、今後の学生生活にどのように役立てるのかを考える。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

企業・組織において実際の業務の一端に従事することを通じて、職業人として認められる働き方・仕事の進め方を理解すると同時に、

大学でのさらなる学びにて取り組むべき課題の発見を図るものである。総合的な学習経験で得られる知識を連動させ、新たな課題に対

応できる社会人力、（課題を見つける力、創造的思考力、コミュニケーション能力）を身につける科目である。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

インターンシップ先からの評価 ５０％ 授業態度 ２０％ レポート課題 ３０％ 

＜教科書＞ 

特になし    

＜参考書＞  

特になし 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション 科目の進め方、各種手続きについて 

2 インターンシップ事前準備（１） インターンシップの存在理由と意義 

3 インターンシップ事前準備（２） 学生と社会人の違い、「働く」とはどういうことか？ 

4 インターンシップ事前準備（３） 就職活動とインターンシップの関係 

5 インターンシップ事前準備（４） 実習先の選定 

6 インターンシップに必要なマナー（１） ビジネスマナーの理解と実践 

7 インターンシップに必要なマナー（２） 履歴書などの書類の書き方、機密保持について 

8 業界・企業研究（１） 業界・企業研究の基本的な考え方 

9 業界・企業研究（２） 実習先についての調査・分析 

10 個別面談（１） インターンシップ実施前の個別面談 

11 インターンシップ実習（１） 各実習先での就業体験 

12 インターンシップ実習（２） 各実習先での就業体験 

13 インターンシップ実習（３） 各実習先での就業体験 

14 個別面談（２） インターンシップ実施後の個別面談 

15 まとめ 全体の総括と補足解説 
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科目コード 31403 区 分 コア科目 

授業 

科目名 読書と豊かな人間性 担当者名 浅田 栄里子 

配当年次 4 配当学期 集中 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

読書は人間形成において重要な意味を持つものであり、思考力の育成、豊かな心の育み、人間性の発達にかけがえのない営みでもある。

読書という活動は、学習者自身の主体性の有無によって成立する。そのために校内の読書センターと積極的な読書推進活動の展開によ

り、児童・生徒の読書の活性化を図る必要がある。そこで、本授業では、児童・生徒の発達段階に応じた読書指導や活動の在り方と司

書教諭の任務について考察し、基本的な指導および活動の方法の体得を目指す。 

＜授業の到達目標＞ 

１．読書の目的と役割について理解することができる。|２．読書指導の基礎や基本について理解することができる。|３．目的に応じ

た多様な読書活動について理解を深め、実践することができる。 

＜授業の方法＞ 

オンデマンド授業を進めるが、主体的に授業に向かおうとする姿勢が必要である。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

授業の前には、あらかじめ教科書に目を通しておく。授業後には本時に学習した内容について、問題を解いたり内容について感想を

持ったりすることで学習の定着を図る。（１時間程度） また、大学図書館や公共図書館を訪れ、普段から本（特に児童書・YA図書）

に親しむようにする。（１時間程度） 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

本授業は、教員免許を取得している（もしくは、取得予定）者のみに与えられる学校図書館司書教諭のライセンス講座の一つである。

よって、児童・生徒の発達段階に応じた読書指導や活動の在り方と司書教諭の任務について考察し、基本的な指導及び活動の方法体得

がなされることが、卒業認定や学位授与と密接に関係している。なお本授業は、教育経営学科のディプロマポリシー２「専門的知識を

実践的に修得し、発達等の子ども理解に基づいた的確な学習指導や生徒指導、学級経営力を身に付けている」及び７「子どもの未来に

対する強い使命感と責任感を持ち 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

学習意欲・態度 30%、課題および提出物 30％、特別課題 40％に基づき評価する。  | 

＜教科書＞ 

「探究 学校図書館学」編集委員会 探究 学校図書館学4「読書と豊かな人間性」  全国学校図書館協議会 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 授業ガイダンス 講義ガイダンスと人間形成に重要な意味をもつ読書について理解する。 

2 読書教育の系譜 日本の読書教育の変遷を理解する。 

3 読書指導と学校図書館 学校図書館と学校での読書指導について、法令も含めてその関係性を理解する。 

4 子どもの読書環境 子どもの読書の実態と、学校図書館・公共図書館の現状について理解する。 

5 発達段階に応じた読書指導 読書能力の発達と、発達段階に応じた読書指導のあり方について、理解する。 

6 子どもと本を結ぶための方法? 読み聞かせとブックトーク、スト―リテーリング 

7 子どもと本を結ぶための方法? 読書感想文と読書感想画、朝の１０分間読書 

8 子どもと本を結ぶための方法? 読書へのアニマシオンとビブリオバトル 

9 子どもと本を結ぶための方法? 読書会とリテラチャーサークル 

10 子どもと本を結ぶための方法? 紙芝居と読書集会、読書郵便、POPと本の帯の作成 

11 各教科での読書指導・探究的な学習と読書指導 各教科での読書指導・探究的な学習と読書指導について、理解する。 

12 読書活動の実際? 小学校、中学校での読書活動例を知り、その在り方を理解する。 

13 読書活動の実際? 高等学校、特別支援学校での読書活動例を知り、その在り方を理解する。 

14 読書活動の推進と司書教諭・学校司書 司書教諭、学校司書の職務と読書指導の推進について理解する。 

15 まとめ 
読書についてその役割を理解し、読書指導の基礎基本について実践的な活動とし
ての理解を整理する。 
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科目コード 34207 区 分 コア科目 

授業 

科目名 相談援助 担当者名 坪田 章彦 

配当年次 3 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 演習 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

保育と相談援助の必要性やかかわり、相談援助者として必要な基礎・基本を学び理解する。その上で対象である子ども本人についての

みならず、その両親、家庭、地域、学校、医療機関、社会福祉施設等の子ども本人を取り巻く環境とのかかわりにも目を向け、さまざ

まな福祉の角度から考察し実態を把握する。保育所や児童福祉施設等の現場の実践に必要な知識、技術までを段階的に学び実践力を養

成するものである。 

＜授業の到達目標＞ 

保育のさまざまな実践場面において、相談援助は深くかかわっている。相談援助は発達援助や環境構成といった専門性に加えて、ソー

シャルワークの技術や視点の活用が求められる。本科目では、相談援助の理論・知識・技術を学習し、相談援助の事例分析を通して相

談援助の技術習得を目指す。また相談援助の事例検討を行うとともに相談援助者として理解しておかなければならない心がまえや態度

を理解する。 

＜授業の方法＞ 

テキストにそって全体を「理論」「演習」「事例」の３編に分け、相談援助の基本を講義形式で理解し、それをもとに演習で具体的知

識や技術を活用してグループワーク、ディスカッション等を行い体験的に学ぶ。さらに保育所や児童福祉施設等の現場を意識した事例

を通して実践力を養う。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

次回講義内容にあたる教科書の理解として専門用語はもちろんそれらに示されるキーワードの解釈をする(予習30分)、学習内容のま

とめ・振り返りノートまとめをする。(復習30分) 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

「地域における子育て支援リーダーとして活躍できる専門知識」を身につけるための科目であり、ソーシャルワークへの理解を深める

機会を提供する。本授業は、 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

定期試験70%、中間試験20%、講義受講態度10%を総合的に評価する。 

＜教科書＞ 

前田 敏雄 監修 「学ぶ・わかる・みえる演習・保育と相談援助」【第２版】  株式会社みらい 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション 授業の進め方と単位認定の要件について 

2 保育と相談援助 子ども子育て家庭の生活と相談援助について 

3 相談援助とは何か 相談援助の視点と原則について 

4 相談援助の過程と連携 相談援助の過程とネットワークについて 

5 相談援助者になるために(1) 自己覚知と価値観について 

6 相談援助者になるために(2) 他者理解と共感的理解について 

7 相談援助者になるために(3) 基本的態度とコミュニケーションスキルについて 

8 中間試験 これまで学習してきた知識の確認及び振り返り 

9 相談援助者になるために(4) 保育活動における記録の意味と書き方について 

10 相談援助を行う前に(1) 生活課題の把握 

11 相談援助を行う前に(2) 社会資源の理解と活用について 

12 相談援助の過程(1) インテークとアセスメントについて 

13 相談援助の過程(2) 援助計画の意義と視点について 

14 相談援助の過程(3) 援助の実施と評価について 

15 事例検討の意義と方法 事例検討の意義と対応事例について 
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科目コード 35207 区 分 コア科目 

授業 

科目名 スポーツ心理学 担当者名 崔 回淑 

配当年次 0 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

 スポーツ活動には、種々の側面から心の関与が認められる。そのことからスポーツ心理学の研究領域ではスポーツ活動で生じる現象

を対象に、心理学的手法によりそのメカニズムの解明を行っている。本講義では、スポーツ心理学に関する基礎知識とともにスポーツ

心理学の代表的な理論やトピックスについて解説する。なお、スポーツの現場で直面する問題と関連させながら、実践に役立つ知見を

最新の研究動向を交えて講義することで、受講生が今後の競技活動や教育活動に活用できることをねらいとする。 

＜授業の到達目標＞ 

 スポーツ心理学の基礎的な理論と実践・応用の仕方を理解し、スポーツ場面で起こる心理的な問題に対処できる。 

＜授業の方法＞ 

 各テーマに沿った内容を資料やパワーポイントを用いて解説する。講義を70分行った後、質疑応答やディスカッションを行う 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

 予習として授業時間に配布する資料や参考書を熟読してくること（1～2時間）。毎時間課される授業課題について復習を行うこと（1

～2時間）。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

 「健康増進、体力の向上、競技力向上に貢献できる専門的な知識・技能を習得すると共に、これらを実践できる力」を習得するため

のコア科目である。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

 意見交換・課題の内容40％、受講態度30％、小テスト 30％ 

＜教科書＞ 

特になし    

＜参考書＞  

海保博之 監修 

「ポジティブマインド」新曜社中込四郎他 共著「スポーツ心理学－からだ・運動と心の接点－」培風館中込四郎他 編著「よくわかる

スポーツ心理学」ミネルヴァ書房 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 スポーツ心理学とは 研究対象と方法、心と身体 

2 運動の学習と指導 運動学習のメカニズム、効率の良い運動指導 

3 スポーツと動機づけ 動機づけ、原因帰属、自己効力感、達成目標 

4 競技の心理（1） あがる心理とその対策 

5 競技の心理（2） 青年期とスポーツ 

6 競技の心理（3） タレント発掘 

7 競技の心理（4） アスリートの心理サポート 

8 メンタルトレーニング（1） メンタルトレーニングの理論と実際① 

9 メンタルトレーニング（2） メンタルトレーニングの理論と実際② 

10 スポーツ臨床（1） スポーツカウンセリング 

11 スポーツ臨床（2） スポーツ傷害と心理 

12 スポーツ臨床（3） 心因性動作失調 

13 スポーツ臨床（4） アスリートのバーンアウト 

14 スポーツと指導者 リーダーシップ、コーチングの心理、指導者の葛藤 

15 まとめ 授業の振り返り 



380 
 

  
科目コード 55010 区 分 キャリア形成科目 

授業 

科目名 課題研究Ⅱ 担当者名 古山 喜一 

配当年次 4 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 演習 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

医療人として社会に出るためには，これまでに学習してきた各専門基礎科目，専門科目を総合的に関連付け，体系的に健康科学関連の

理解を深める必要がある．根拠に基づいた医療（EBM）を見極めるために，仮説を立てる企画力を養い，科学的に検証することを目的

とする．本講義では，グループにおいて，前半：調査・観測等の探索型研究を企画・立案・実施し，結果を科学的に解釈して評価する，

後半：実験・試験等の検証型研究を企画・立案・実施し，結果を科学的に解釈し評価する．この過程を通じて，卒業研究を行なうため

の準備を行なう． 

＜授業の到達目標＞ 

１．問題を提起して研究テーマを明確にすることができる。２．科学的な理論やモデルを組み立て、仮説を設定することができる。３．

検証型研究で用いる評価項目や評価指標，そしてその要約値(代表値)を選択するために，なるべく多くの候補項目を観測できるように

なる。４．データを要約するために，記述統計学的手法を用い，科学的に解釈し評価することができるようになる。 

＜授業の方法＞ 

１．グループワーク（ディスカッション、計測）２．省察活動（計測結果についてのプレゼンテーション） 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習：設定したテーマについて下調べを行う（毎回、１時間程度）復習：毎講義で与えられた課題について調査し、実践できるように

準備する（毎回、２時間程度） 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

本科目は健康科学科のディプロマポリシー８「修得した知識・技術・態度等の全てを総合的に活用し、自らが立案した新たな課題に主

体的、創造的に取り組み、その課題を解決できる能力を身に付けている」と関連付けている。スポーツや健康増進、医療現場に対して

柔道整復術の応用をしていくために研究活動をを通じて系統的に理解を深め基礎を定着させる機会を与える。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

学習意欲(レポート、事前課題等） 30%、発表内容 70% 

＜教科書＞ 

＜参考書＞  

鍵和田 京子 (2001年11月) 

よくわかる卒論・修論のための統計処理の選び方東京図書酒井 聡樹（2006/4）これから論文を書く若者のために 大改訂増補版共立出

版 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 ガイダンス（1） ガイダンス，グループ決め，テーマの設定 

2 課題研究テーマ検討 定したテーマについて内容を発表、評価 

3 検証方法の検討（1） 検証方法を検討する 

4 検証方法の検討（2） 検討した検証方法を発表，評価 

5 実験検証（1） 実験を行なう(被験者になる) 

6 実験検証（2） 実験を行なう(検者になる) 

7 結果のまとめ方 統計学的手法を用いて，結果をまとめる 

8 課題研究発表 今までの課題研究をまとめ，発表する 

9 ガイダンス（2） ガイダンス，新グループ決め，新テーマの設定 

10 研究テーマの再検討 設定したテーマについて内容を発表、評価 

11 検証方法の検討（1） 検証方法を検討する 

12 検証方法の検討（2） 検討した検証方法を発表，評価 

13 実験検証 実験を行なう 

14 結果まとめ 統計学的手法を用いて，結果をまとめる 

15 課題研究発表 今までの課題研究をまとめ，発表する 
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科目コード 32402 区 分 コア 

授業 

科目名 体育実技の指導法 担当者名 久田 孝 

配当年次 3 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 演習 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

小学校体育の授業で「体育とは何か」また「体育と言う授業を通して子どもたちに何を教えれば良いのか」を学習。そのことを踏まえ、

その「何」を体育科の目標、内容に基づきどのような形で伝えるのかを具体的に体育教材を使い、どのような方法で教えれば良いのか、

そのための知識や やり方、指導のテクニックなど、それぞれの内容について授業を展開。 

＜授業の到達目標＞ 

指導計画に基づいて各テーマ毎、具体的に学習、即現場で対応出来るよう、まずは教師として手本を見せれる技術を習得、出来るとこ

ろから指導出来る技術を身に付けていきます。 

＜授業の方法＞ 

文部科学省「学習指導要領」に基づいた教科内容について講義をし、指導内容、教材、教育方法、授業づくりなどについての理解、理

論に基づいた実践を行う。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習：次週の指導内容について教科書、参考書を熟読、各領域の学習指導内容に対する理解と共に行えるようにすること。（毎回、1

時間程度）復習：振り返りレポート（学習指導案）の作成。授業の進行に伴い、各実技ごと学習指導案を作成、翌日17:00までに提出。

（毎回、２時間程度）※Wordで作成したレポートを所定のDropboxに投函のこと。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

この科目は、教育経営学科のディプロマポリシー1，（子どもの学習状況を把握し教科内容等を理解した上で授業を構成し実践するた

めの基礎的基本素養）及び3，（豊かなコミュニケーション能力を有し、子どもの未来に対する強い使命感を持ち、教師としての 成長

をめざし学び続ける力）体育授業に於いて現実に生起する様々な諸課題を探求し解決していくのに必要な、論理的思考力、的確な判断

力、創造的表現力、汎用能力の習得を目指す。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

毎時の実技指導テスト50％、課題レポート 50％にて総合的に判断の下、評価する。 

＜教科書＞ 

文部科学省 2014.6 (小学校学習指導要領解説 体育編」  東洋館出版社 

高橋建夫 2016.1 

体育科教育学入門大修館書店「松本格之祐 斎藤直人2017.3」「清水 由 2008，3」「清水 由 2010，6」「眞榮里耕太 2017，3」

「小学校体育 写真でわかる運動と指導のポイントマット」「小学校体育 写真でわかる運動と指導のポイント陸上」「小学校体育 写

真でわかる運動と指導のポイントボール」「小学校体育 写真でわかる運動と指導のポイント体つくり」「大修館書店」「大修館書店」

「大修館書店」「大修館書店」 

＜参考書＞  

坂本哲也 2017.6 

よくわかるみんなの救急大修館書店小林 篤 2002.2体育の授業づくりと授業研究」大修館書店 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション 
第１回は本授業のオリエンテーションとし、目標、計画、内容、指導方法等の理
解を深める。 

2 体育科の目標 
「学習指導要領」に基づき小学校体育科の目標である「運動に親しむ資質や能力の
育成」「健康保持増進」「体力の向上」の三つの具体的目標が相互的に密接に関連
していることを理解し、実践へと結びつける。 

3 体育科の内容 

運動領域の内容「技能（運動）」、「態度」、「思考・判断」について身に付けさ
せたい内容を明確にすることを学ぶ。保健領域の「毎日の生活と健康」、「育ちゆ
く体とわたし」、「心の健康」、「けがの防止」及び病気の予防」について身近な
生活の中から健康・内容安全に関する基礎的な内容を学ぶ。以上両領域の内容に
ついて学年別に学習内容を理解する。 

4 教育内容①体づくり運動・ラジオ体操 

体づくりの基礎として核となる易しい運動を幅広く行い、基本的な動きを身に付
けていく。また、仲間同士のかかわりや、動きを工夫したりしながら運動遊びや
運動の楽しさを理解、高学年以降につながる運動やスポーツの基本となる動きや
意欲の育成、体力の養成を段階的に「体づくり運動」から「体ほぐしの運動」そし
て「体力を高める運動」へとつなげていくことを学ぶ。（習得実技）ケンパ・Ｓケ
ン・相撲・昔遊びなど 

5 教育内容②ゲーム 

「ゲーム及びボール運動」領域では、特定の運動種目ではなく、攻守の特徴や「型」
に共通する動きや技能を系統的に身につけるという視点から種目を整理し、「ゴー
ル型」「ネット型」「ベースボール型」として示す。それぞれの運動の特性や魅力
に触れ、発達段階に応じた指導を学び、これらの領域の指導の基本的な考え方や
具体的な実践例を学ぶ。集団運動としてのボールあそびから「バスケットボール・
サッカー・ベースボール」型へ。 

6 教育内容③器械運動 

器械運動系の領域としての授業を自ら問い直し、創り出すことができるようにな
ることを考え、常識的と思われる知識や見方の誤りに気づかせて器械運動に対す
る意識を改革し、達成の喜びを体験させることにより指導の基盤を養い、さら
に、技の指導に必要な基本的知識や技能を習得させることを学ぶ。マット・鉄
棒・とび箱など機材、器具を使う運動のそれぞれに特異な運動技術の発達。（習得
実技）スモールステップ・アナロゴンなど 

7 教育内容④陸上運動 

陸上運動系の領域として、低学年を「走・跳の運動遊び」、中学年を「走・跳の運
動」、高学年を「陸上運動」で構成している。走ったり跳んだりする動き自体の面
白さ・心地よさを引き出す指導を基本にしながら、どのような力をもった児童に
おいても競走（争）に勝つことができたり、意欲的に運動に取り組むことができた
りするように楽しい活動の仕方や場の工夫を学ぶ。全身運動の基礎である走・跳
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運動による挑戦心の向上と記録の達成。（習得実技）輪送り円形追いかけリレー・
セパレートリレーなど 

8 教育内容⑤水泳 

水泳運動の領域としては、一人一人の児童が自己の能力に応じた課題について、
練習を計画的に進め、水泳の楽しさを体感させるよう。技能面については、呼吸
の仕方と、手・足・呼吸の調和のとれた泳ぎ方を身につけること課題。水あそ
び・水馴れからいろいろの泳法へと水泳の楽しさとよろこびを体験。（習得実技）
水中感覚・目開き・伏せ浮き・けのび・呼吸法・泳法など 

9 教育内容⑥ボール運動 

ボール運動系の領域としてはゲームを行うことが特徴である。ゲームの学習指導
では、仲間と協力してゲームを楽しくするために規則を工夫したり作戦を立てた
りすることを学ぶ。また、公正に行動する態度、特に勝敗の結果をめぐって正し
い態度や行動がとれるようにする指導法も学ぶ。ボール運動系の領域の特性を活
かし、指導内容を明確にした上で６年間を見通した計画を立て効果的且つ効率的
な評価の在り方について基礎的理解を深め、ボール運動の実技を通して実践的指
導力の向上を図る。「ゲーム」の発展としての各種ボール運動による体づくりと社
会性 

10 教育内容⑦表現運動 

表現運動系の領域としては生徒一人一人がこれらの踊りの楽しさや喜びに十分に
触れていくことがねらいである。そのためには、子どもの能力やその違いを生か
せるような題材や音楽を選択と共に多様な活動や場を工夫して、一人一人の課題
の解決に向けた創意工夫ができるようにしていくことを学ぶ。イメージや想いを
リズムダンス・フォークダンスなどでの運動表現。（習得実技）型のないダンス・
表現など 

11 体育科における評価法 
評価の必要、対象、方法について体育・保健分野のそれぞれの目標、体育・保健
分野の評価の観点の趣旨を理解、児童の学習成果と教師の教育内容・方法など両
側面からの評価法について学ぶ。 

12 学習指導案作成 

学習指導案の作成については、単元に含まれる、教材観・生徒観・指導観を明確
化し単元の目標を設定する。それに伴い単元の指導計画と評価規準を定め指導の
構想を練る。目標達成のため計画的な学習指導案の作成。年間計画や単元ごとの
指導表の作成の仕方を学び実際に作成する。 

13 模擬授業Ⅰ 
模擬授業による体育授業つくりの意識形成を通して「実践的指導力」習得に向け教
育実習や教育現場で必要とされる「授業計画」「授業運営」「教授行為」を省察す
る基礎的力」を実践する。 

14 模擬授業Ⅱ 
模擬授業による体育授業つくりの意識形成を通して「実践的指導力」習得に向け教
育実習や教育現場で必要とされる「授業計画」「授業運営」「教授行為」を省察す
る基礎的力」を実践する。 

15 総括 

最終回は本授業を振り返り成果と課題について反省、実践と原理の両面から体育
実技の指導法について各自が得た「学び」を確認、その学びを言語化。その為「将
来小学校教師として行いたい体育授業」と言う論題で小論文を作成。将来的な展望
を実践に結び付ける。 
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科目コード 36513 区 分 コア科目 

授業 

科目名 アスレティックトレーナー現場実習Ⅴ 担当者名 廣重 陽介 

配当年次 4 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 実習 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

アスレティックトレーナーとしてのすべての役割を理解、実践する総括的な実習である。運動器の解剖と機能や障害学を理解し、外傷

を呈したアスリートに対し、適切な検査、測定から導いたアスレティックリハビリテーションプログラムを実践する一連の流れを習得

する。また、必要に応じて栄養学や救急処置などの知識もコーディネートする。 

＜授業の到達目標＞ 

各種競技、疾患に対するアスレティックトレーナーの一連の流れ（疾患や解剖の理解→救急処置→検査測定と評価→アスレティックリ

ハビリテーション）ができ、選手のスムーズな競技復帰に貢献できるようになることを目標とする。 

＜授業の方法＞ 

スポーツ現場、コンディショニングルーム、トレーニングセンターにて実践形式の実習を行う。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

アスレティックトレーナーとして総合的な能力が求められるため、授業前に各テキストを読むなど60～90分の準備を行う。また、授

業後は復習およびレポート作成について60分以上行い、レポートを提出すること。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

本科目は体育学科のディプロマポリシー2（健康増進、体力の向上、また競技力向上に貢献できる専門的な知識・技能を身に付けてい

る）、ディプロマポリシー8（修得した知識・技術・態度等の全てを総合的に活用し、自らが立案した新たな課題に主体的、創造的に

取り組み、その課題を解決できる能力を身に付けている）と関連付けられている。本科目はアスレティックトレーナー実習、教育の総

括的な授業に該当する。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

学習意欲（授業への取り組み，毎回の復習レポート）50％、実技試験50％で評価する。 

＜教科書＞ 

公益財団法人日本スポーツ協会（2007年9月30日） アスレティックトレーナー専門科目テキスト⑥予防とコンディショニング  （公

財）日本スポーツ協会 

公益財団法人日本スポーツ協会（2007年9月30日） 

アスレティックトレーナー専門科目テキスト⑦アスレティックリハビリテーション（公財）日本スポーツ協会 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 アスレティックリハビリテーション実習① 柔道選手のアスレティックリハビリテーションプログラム作成、実施 

2 アスレティックリハビリテーション実習② 剣道選手のアスレティックリハビリテーションプログラム作成、実施 

3 アスレティックリハビリテーション実習③ レスリング選手のアスレティックリハビリテーションプログラム作成、実施 

4 アスレティックリハビリテーション実習④ ダンス選手のアスレティックリハビリテーションプログラム作成、実施 

5 アスレティックリハビリテーション実習⑤ 陸上短距離選手のアスレティックリハビリテーションプログラム作成、実施 

6 アスレティックリハビリテーション実習⑥ 陸上長距離選手のアスレティックリハビリテーションプログラム作成、実施 

7 アスレティックリハビリテーション実習⑦ 陸上投擲選手のアスレティックリハビリテーションプログラム作成、実施 

8 アスレティックリハビリテーション実習⑧ ラグビー選手のアスレティックリハビリテーションプログラム作成、実施 

9 アスレティックリハビリテーション実習⑨ 
バスケットボール選手のアスレティックリハビリテーションプログラム作成、実
施 

10 アスレティックリハビリテーション実習⑩ ハンドボール選手のアスレティックリハビリテーションプログラム作成、実施 

11 アスレティックリハビリテーション実習⑪ サッカー選手のアスレティックリハビリテーションプログラム作成、実施 

12 アスレティックリハビリテーション実習⑫ バレーボール選手のアスレティックリハビリテーションプログラム作成、実施 

13 アスレティックリハビリテーション実習⑬ 野球選手のアスレティックリハビリテーションプログラム作成、実施 

14 アスレティックリハビリテーション実習⑭ ソフトボール選手のアスレティックリハビリテーションプログラム作成、実施 

15 アスレティックリハビリテーション実習⑮ 自転車競技選手のアスレティックリハビリテーションプログラム作成、実施 
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科目コード 10106 区 分 専門基礎 

授業 

科目名 日本語表現Ⅰ 担当者名 呂 建輝 

配当年次 1 配当学期 前期 単位数 1 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

本科目では、小論文やレポート類の作成等、大学生活に必要な日本語表現の基礎を学ぶ。頭の中で考えていることを、明快で分かりや

すい文章で表現する。そのためには、まず語彙力、読解力といった基礎力の向上からスタートする。さらに、学術的文章の用語を学び、

実践する。 

＜授業の到達目標＞ 

本科目の主たる到達目標は、大学生として初歩的な読解力と作文力を身に付けることである。具体的には、会話で使われる表現（です・

ます体）と文章で使われる表現（である体）の違いを理解し、さらにそれを受講者自身の作文に反映させる。また、作文の際には、で

きるだけ辞書を使わずに、今まで習った言葉や表現を使って表す必要性も、本科目の受講を通して理解する。 

＜授業の方法＞ 

① 新しい語彙、表現の意味用法を確認して、口頭で作文の練習をする。② 新しい文法、語彙を使い、文を作る練習をして、提出す

る。③ 読解問題を解きながら、情報探索の方法をまとめる。④ 読解文に出現した文章表現をまとめる。それを活かし、作文を書い

て提出する。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習① 各課に入る前に新しい文法は文法書でチェックし、語彙は辞書などで調べておく（２０分）。予習② 各課の読解文を読み通

し、予習課題を完成させる（４０分）。復習① 該当課で習った文法を使い、文を１つずつ作って提出する（２０分）。復習② 課題

で添削を受けたものは、修正して再提出する（２０分）。復習③ 文章表現を使い作文して、提出する（６０分）。復習④ 添削され

た作文は修正し、再提出する（３０分）。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

本科目では、日本語力と他科目で習った知識等を活用し、与えられた課題を文章の形で、分かりやすく、かつ正確に伝える力を身に付

ける。総合的な学習経験で得られる知識を連動させ、新たな課題に対応できる社会人力を身に付ける科目である。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

課題 30％、小テスト 50％、授業態度 20％  提出した事前課題に対して、担当教員は成績を付けて返却する。間違ったところや分

からないところについて、「意見交換」で解説する。 

＜教科書＞ 

佐々木薫・赤木浩文・安藤節子・草野宗子・田口典子（2020） トピックによる日本語総合演習 テーマ探しから発表へ 中級前期 （新

訂版）  スリーエーネットワーク 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 旅行① 授業の説明。新しい文法・語彙の確認。課題（文を作る練習）。 

2 旅行② 読み物「旅先から１」「旅先から２」の読解問題。課題の返却・再提出。 

3 旅行③ 手紙・はがきの書き方。作文（手紙）。 

4 いつ、どこで買う？① 作文の返却・再提出。新しい文法・語彙の確認。課題。 

5 いつ、どこで買う？② 読み物「コンビニ」の読解問題。課題の返却・再提出。 

6 いつ、どこで買う？③ 「である体」の学習。作文（である体）。 

7 作文フィードバック（前半） 作文の返却・再提出。第１、２課作文の問題点フィードバック。 

8 祭り① 新しい文法・語彙の確認。課題。 

9 祭り② 読み物「祇園祭」の読解問題。課題の返却・再提出。 

10 祭り③ 客観的表現の学習。作文（説明文）。 

11 贈り物① 作文の返却・再提出。新しい文法・語彙の確認。課題。 

12 贈り物② 読み物「プレゼント」の読解問題。課題の返却・再提出。 

13 贈り物③ 主観的表現の学習。作文（意見文）。 

14 作文フィードバック（後半） 作文の返却・再提出。第３、４課作文の問題点フィードバック。 

15 まとめ 読解問題の解き方ならびに文章表現のまとめ。定期試験の説明。 
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科目コード 39201 区 分 専門基礎科目 

授業 

科目名 日本語表現Ｃ(文法・文体) 担当者名 片上 摩紀 

配当年次 2 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

本授業は、外国人留学生を対象に、日本語の文法を復習し、まず、正確に文法を使えるようにし、次にそれぞれの文法項目の意味や使

い方など客観的に他者に説明できるようにするための講義を行う。そのために、日本文化、日本人の価値観や考え方の理解した上で、

日本語の文法を今までと違った視点で見直す。 留学生にとって、外国語である日本語の習得は困難な部分もあるかもしれないが、反

対に外国人であるがこそ、客観的に日本語を考えることもできるはずである。 

＜授業の到達目標＞ 

日本語能力試験N2レベルまでの日本語の文法項目を復習し、学習した文法項目について、意味、用法（接続などの形式と使用場面）に

ついて、客観的に説明できるようにすることが、この授業の目標である。この目標を達成するために、日本語能力試験N2レベルまでの

文法項目について徹底的に練習し、また、様々な文や会話等に当たることによって、使用場面や使い方について理解を深める。 

＜授業の方法＞ 

授業ではまず、日本語能力試験N2レベルの文法項目の習得のために、練習問題を解くとともに実際にその文法項目が使われている文章

や会話を読んだり聞いたりすることで、より深く文法項目を理解する。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習：授業で取り上げる文法項目は予め提示しておくので、その項目について意味や接続などを確認しておく。（30分程度）復習：授

業で取り上げた文法項目について復習する。また、習った文法については繰り返し復習をする。これについては、問題を渡す。ある

いは、取り上げたテーマについての意見文を書く。（1時間程度） 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

 本科目は現代経営学科のDP4（社会や企業活動、経済活動に必要な情報を収集し、課題解決のため意見を交わし提案するコミュニケ

ーション能力を身に付けている）、DP8（総合的な学習経験で得られる知識を連動させ、新たな課題に対応できる社会人力（課題を見

つける力、創造的思考力、コミュニケーション能力）を身に付けている）と関連付けられています。身につけた日本語について客観的

に説明できるようになることで、日本語への理解を深め、知識を確実にするものにしましょう。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

小テスト 20％ 宿題・提出物40％ 中間・期末テスト 40％|期末テストについてはGoogle Classroomを用いて個別のフィードバック

を行う。 

＜教科書＞ 

友松悦子/福島佐知/中村かおり（2011年7月1日） 新完全マスター文法 日本語能力試験N2  スリーエーネットワーク 

＜参考書＞  

グループ・ジャマシイ（1998年2月2日） 

日本語文型辞典くろしお出版 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション 授業の進め方と評価方法について実力テスト 

2 事柄を説明する（１） 実力テスト解説1課 ～とき・直後に／2課 ～している 

3 事柄を説明する（２） 3課 ～後で／4課 範囲の始まりと終わり・その間 

4 事柄を説明する（３） 5課 ～だけ／6課 ～だけではなく・それに加えて 

5 事柄を説明する（４） 7課 ～について・～を相手にして／8課 ～を基準にして 

6 事柄を説明する（５） 9課 ～に関連して・～に対応して／10課 ～や～など 

7 主観を含めて説明する（１） 11課 ～に関係なく・無視して／12課 強く否定する・強く否定しない 

8 主観を含めて説明する（２） 13課 ～（話題）は／14課 ～けれど 

9 主観を含めて説明する（３） 15課 もしそうなら・たとえそうでも／16課～だから（理由） 

10 主観を含めて説明する（４） 17課 ～だから（理由）2／18課 ～できない・困難だ～できる 

11 主観を含めて説明する（５） 19課 ～をみて評価すると・～立場で評価すると／20課 結果はどうなったか 

12 主観を含めて説明する（６） 20課 結果はどうなったか／21課 強く言う・軽く言う 

13 主観を含めて説明する（７） 22課 ～だろうと思う／23課 感想を言う・主張する 

14 主観を述べる（１） 24課 提案する・意思を表す／25課 強くそう感じる・思いが強いられる 

15 主観を述べる（２） 26課 願う・感動するまとめ 
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科目コード 26100 区 分 専門基礎科目 

授業 

科目名 日本語会話Ⅰ 担当者名 大平 真紀子 

配当年次 1 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 演習 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

本科目では、学生に異なる文化的背景を持つ人々とコミュニケーションができ、世界の中で主体的に行動していくために必要な「語学

力」を求めている。特に留学生にあっては、日本文化を理解した上で、日本語を使ったコミュニケーションを取れるようにすることを

目標としている。 本授業では、留学生を対象に、日本語の基礎を復習しつつ、日常生活や大学で留学生が直面する様々な場面におい

て、学習した日本語を使って円滑なコミュニケーションを取れるようにするための練習を行う。 

＜授業の到達目標＞ 

日本語の基礎科目で学んだことを実際の場面で使い、コミュニケーションがとれるようにすることを目標としている。実際の場面とい

うのは、日常生活や大学において日本人と係わる場面だけでなく、大学の授業における発表や討論等を想定している。表現や文法項目

を学んでも、練習をしなければなかなか言葉が出てこない。本科目では、学生自身で想定場面を考えさせ、その場面にあった会話が展

開できるようにする。 

＜授業の方法＞ 

15回の授業で、7つのテーマを扱い、それぞれに関して、語彙・文法・表現・読解の学習を通じてそのテーマについて内容を深める。

語彙や文法については自宅で予習しておき、授業では運用力や応用力を伸ばす。表現では、学習した内容を用いて他者に問いかけ、他

者の発言を聞いてそれに適切に応えられるようにする。読解では日本の文化についても考える。本科目ではアウトプットすることを重

視し、最終的にはそのテーマについて自分の意見が言えるようにする。毎回漢字の課題を課し、語彙力の向上を図る。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習：予め指示された文法項目や単語の確認をしておく。（30分程度）復習：練習した文型や会話を覚え、実践できるように練習する。

（30分程度）   復習課題、漢字の練習課題。（30分程度） 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

本科目は現代経営学科のDP4（社会や企業活動、経済活動に必要な情報を収集し、課題解決のため意見を交わし提案するコミュニケー

ション能力を身に付けている）、DP8（総合的な学習経験で得られる知識を連動させ、新たな課題に対応できる社会人力（課題を見つ

ける力、創造的思考力、コミュニケーション能力）を身に付けている）と関連付けられています。語学力を育成するほか、ピア・ラー

ニングを行うことでチームで協働して課題を解決するための基礎を養成することを目指す。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

授業参加態度：30％ 提出課題：40％ 小テスト：20% 復習テスト：10％|課題のフィードバックは授業内で行う。 

＜教科書＞ 

スリーエーネットワーク（2008年11月10日） 「みんなの日本語中級Ⅰ」  スリーエーネットワーク 

佐藤尚子、佐々木仁子（2017年2月20日） 

「留学生のための漢字の教科書中級700［改訂版］」国書刊行会 

＜参考書＞  

中川 千恵子/木原 郁子/赤木 浩文/篠原 亜紀(2015年2月28日） 

「にほんご話し方トレーニング」アスク出版 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション 授業概要と評価方法に関する説明「みんなの日本語」の復習とレベル判定試験 

2 第1課 頼む（1） 相手に頼む時の切り出し方。頼み方。お礼の言い方。 

3 第1課 頼む（2） 相手に頼む時の切り出し方。頼み方。お礼の言い方。 

4 第2課  質問する（1） 分からない事柄について、質問する。より詳しく聞く。 

5 第2課  質問する（2） 分からない事柄について、質問する。より詳しく聞く。 

6 第3課 電話①（1） 予定の変更を頼む。謝り方。次のアポイントの取り方。 

7 第3課 電話①（2） 予定の変更を頼む。謝り方。次のアポイントの取り方。 

8 第4課 電話②（1） 伝言をする。伝言を受ける。 

9 第4課 電話②（2） 伝言をする。伝言を受ける。 

10 第5課 道順（2） 道順を聞く。知人と見知らぬ人の場合の言い方。 

11 第5課 道順（2） 道順を聞く。知人と見知らぬ人の場合の言い方。 

12 第6課 交渉（1） 質問する。自分の希望を伝え、受け入れてもらえるよう頼む。 

13 第6課 交渉（2） 質問する。自分の希望を伝え、受け入れてもらえるよう頼む。 

14 第7課 誘う・断る（1） 友人の誘い方。誘われたときの感じのいい断り方。 

15 第7課 誘う・断る（2）まとめと復習テスト 友人の誘い方。誘われたときの感じのいい断り方。まとめと復習テスト。 
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科目コード 10107 区 分 専門基礎 

授業 

科目名 日本語表現Ⅱ 担当者名 呂 建輝 

配当年次 1 配当学期 前期 単位数 1 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

本科目では、日本語表現Ⅰを発展させて、学術文章の作成方法を学ぶ。賛成か反対かの論作文や、資料から情報を収集し、それに基づ

き自分の意見を述べるレポートが書けるように指導する。そのため、文章の読解・要約・ディベート等を行うとともに、序論・本論・

結論といった文章の構成や適切な引用のしかた等を学ぶ。 

＜授業の到達目標＞ 

本科目の到達目標は、読解力と作文力の更なる向上である。読解では、意味の分からない言葉があっても、それをすぐに辞書で調べる

のではなく、漢字や文脈で意味を考える。作文では、筆者の意見に対する自分の考えを整理し、分かりやすい、かつ説得力のある作文

を書く。作文にあたっては、資料引用のしかたや、事実と意見の書き分けなどにも十分に注意する。 

＜授業の方法＞ 

① 新しい語彙、表現の意味用法を確認して、口頭で作文の練習をする。② 新しい語彙、表現を使い、文を作って提出する。③ 読

解問題を解きながら、筆者が伝えようとしている意見をとらえる。④ 筆者の意見に対して自分はどう思うか、文章表現を活かしなが

ら、作文して提出する。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習① 各課に入る前に新しい文法は文法書でチェックし、語彙は辞書などで調べておく（２０分）。予習② 各課の読解文を読み、

課題を完成させる（７０分）。復習① 該当課で習った文法を使い、文を１つずつ作って提出する（２０分）。復習② 課題で添削を

受けたものは、修正して再提出する（２０分）。復習③ 「である体」を使い、作文を書いて提出する（６０分）。復習④ 添削され

た作文は修正し、再提出する（３０分）。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

本科目では、日本語力と他科目で習った知識等を活用し、事実に基づき自分の意見を文章の形で、分かりやすく、かつ論理正しく伝え

る力を身に付ける。総合的な学習経験で得られる知識を連動させ、新たな課題に対応できる社会人力を身に付ける科目である。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

課題 30％、小テスト 50％、授業態度 20％ 提出した課題および作文は、担当教員が添削し返却する。問題のある箇所を受講者は修

正し、再度提出する。 

＜教科書＞ 

安藤節子・佐々木薫・赤木浩文・田口典子・鈴木孝恵（2019） 新訂版 トピックによる日本語総合演習 テーマ探しから発表へ 中級

後期  スリーエーネットワーク 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 教育① ガイダンス。新しい文法・語彙の確認。課題。 

2 教育② 読み物「父の寺子屋式教育」の読解問題。課題の返却・再提出。 

3 教育③ 筆者の意見をまとめ、教育について考える。作文（教育について）。 

4 言葉① 作文の返却・再提出。新しい文法・語彙の確認。課題。 

5 言葉② 読み物「ことわざのおもしろさ」の読解問題。課題の返却・再提出。 

6 言葉③ 筆者の意見をまとめ、言葉について考える。作文（言葉について）。 

7 作文フィードバック（前半） 作文の返却・再提出。第１、２課作文の問題点フィードバック。 

8 コミュニケーション① 新しい文法・語彙の確認。課題。 

9 コミュニケーション② 読み物「非言語コミュニケーション」の読解問題。課題の返却・再提出。 

10 コミュニケーション③ 
筆者の意見をまとめ、コミュニケーションについて考える。作文（コミュニケーシ
ョンについて）。 

11 昔話① 作文の返却・再提出。新しい文法・語彙の確認。課題。 

12 昔話② 読み物「昔話について」の読解問題。課題の返却・再提出。 

13 昔話③ 筆者の意見をまとめ、言葉について考える。作文（昔話について）。 

14 作文フィードバック（後半） 作文の返却・再提出。第３、４課作文の問題点フィードバック。 

15 まとめ 
読解で筆者意見の捉え方、ならびに作文で意見文の書き方のまとめ。定期試験の
説明。 
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科目コード 26101 区 分 専門基礎科目 

授業 

科目名 日本語会話Ⅱ 担当者名 片上 摩紀 

配当年次 1 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 演習 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

本科目では、学生に異なる文化的背景を持つ人々とコミュニケーションができ、世界の中で主体的に行動していくために必要な「語学

力」を求めている。特に留学生にあっては、日本文化を理解した上で、日本語を使ったコミュニケーションを取れるようにすることを

目標としている。 本授業では、留学生を対象に、日本語の基礎を復習しつつ、日常生活や大学で留学生が直面する様々な場面におい

て、学習した日本語を使って円滑なコミュニケーションを取れるようにするための練習を行う。 

＜授業の到達目標＞ 

日本語の基礎科目で学んだことを実際の場面で使い、コミュニケーションがとれるようにすることを目標としている。実際の場面とい

うのは、日常生活や大学において日本人と係わる場面だけでなく、大学の授業における発表や討論等を想定している。表現や文法項目

を学んでも、練習をしなければなかなか言葉が出てこない。本科目では、学生自身で想定場面を考えさせ、その場面にあった会話が展

開できるようにする。 

＜授業の方法＞ 

15回の授業で、6つのテーマを扱い、それぞれに関して、語彙・文法・表現・読解の学習を通じてそのテーマについて内容を深める。

語彙や文法については自宅で予習しておき、授業では運用力や応用力を伸ばす。表現では、学習した内容を用いて他者に問いかけ、他

者の発言を聞いてそれに適切に応えられるようにする。読解では日本の文化についても考える。本科目ではアウトプットすることを重

視し、最終的にはそのテーマについて自分の意見が言え、ディスカッションできるようにする。毎回漢字の試験を課し、語彙力の向上

を図る。課末には小テストを行う。提出物はGoogle Classroomを用いて提出することもある。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習：予め指示された文法項目や単語の確認をしておく。（30分程度）復習：練習した文型や会話を覚え、実践できるように練習する。

（30分程度）小テストのための勉強：毎回漢字の小テストを課すため、そのための学習をする。（30分程度） 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

本科目では、外国人留学生に対して日本語による円滑なコミュニケーション能力を身につけることを目的とする（DP4）。現時点で個々

人が有している日本語の知識と運用力を生かし、様々な活動を行うための基盤となる語学力を育成する。さらに、ピア・ラーニングを

行うことでチームで協働して課題を解決するための基礎を養成することを目指す（DP8）。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

参加態度・学習意欲20%、予習20％、漢字テスト20%、課末試験 40％漢字テストは翌週の授業内で、課末試験は試験後の授業内でフィ

ードバックする。 

＜教科書＞ 

スリーエーネットワーク（2008年11月10日） 「みんなの日本語中級Ⅰ」  スリーエーネットワーク 

佐藤尚子、佐々木仁子（2017年2月20日） 

「留学生のための漢字の教科書中級700［改訂版］」国書刊行会 

＜参考書＞  

中川 千恵子/木原 郁子/赤木 浩文/篠原 亜紀(2015年2月28日） 

「にほんご話し方トレーニング」アスク出版 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション 授業概要と評価方法に関する説明「みんなの日本語」の復習とレベル判定試験 

2 第7課 断る（1） 喜んで誘いを受ける。理由を言って丁寧に断る。 

3 第7課 断る（2） 喜んで誘いを受ける。理由を言って丁寧に断る。 

4 第8課 詳しく説明する（1） 人や物の様子を詳しく説明する。 

5 第8課 詳しく説明する（2） 人や物の様子を詳しく説明する。 

6 第9課 比較する（1） 希望や条件を伝える。違いを比較する。 

7 第9課 比較する（2） 希望や条件を伝える。違いを比較する。 

8 第10課 対応する（1） 誤解されたことに冷静に対応する。 

9 第10課 対応する（2） 誤解されたことに冷静に対応する。 

10 第11課 提案する（1） 提案をする。提案を受け入れる。 

11 第11課 提案する（2） 提案をする。提案を受け入れる。 

12 第12課 謝る（1） 苦情を言われて謝る。事情を説明する。 

13 第12課 謝る（2） 苦情を言われて謝る。事情を説明する。 

14 まとめと復習（1） まとめと復習。 

15 まとめと復習（2） まとめと復習。 
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科目コード 39210 区 分 専門基礎科目 

授業 

科目名 総合日本語Ⅰ(基礎) 担当者名 大平 真紀子 

配当年次 0 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

本科目では、総合日本語Ⅰ、Ⅱをより発展させ、専門科目を学ぶための日本語能力をより確実に、正確なものとする。 引き続き、文

章構築能力育成のための学習活動は続けていくが、本科目では、特に、プレゼンテーション能力の育成を 目標に授業を進める。その

ために、学習者にはいくつかの課題を与え、実際にプレゼンテーションをさせ、それをもと に意見交換、議論を行う。プレゼンテー

ションでは、相手を意識した分かりやすい発表がポイントとなる。練習を繰り 返し、また他の学習者のプレゼンテーションを見るこ

とによって能力を伸ばす。 

＜授業の到達目標＞ 

本科目の到達目標は、調査発表のための日本語運用力を養うことである。具体的には（1）指定された分野の日本語の語 彙や表現を理

解し、運用できるようになること、 （2）テーマ決定から調査、発表、レポート執筆までの流れを計画的に 実行できるようになるこ

と、（3）相手を意識した分かりやすい発表が日本語でできるようになること、の３点である。 

＜授業の方法＞ 

15回の授業を通じて３つのテーマを扱い、それぞれに関して、グラフや文章からの情報集めと調査発表を行う。グラフ の読み取りや

読解を中心に据えた授業では、ワークシートを用いて講義形式で進め、調査発表の準備はグループ毎の活 動とする。各テーマの途中

で、グループ内で３～５分程度のミニ・プレゼンテーションと学生間でフィードバックを行 い、各テーマの終プレゼンテーションに

備える。各テーマの終プレゼンテーションでも学生間で相互評価を行う。 アイス・ブレーキングや読解の理解促進、及び調査発表の

ために２～４名のグループを作り、毎時間、グループディス カッションの時間を設ける。また、グループで調査した内容は、パワー

ポイントを使用してプレゼンテーションを行う こととする。 調査発表準備の際に、グーグルフォームの活用方法やグーグルドキュメ

ントでの発表資料の共有のし方を導入し、授業時間外でのグループ作業が円滑に進むように支援する。また、調査発表の内容をまとめ

たレポートの提出、及びそれに 対するフィードバックはメールを使用して、学生と個別にやりとりをする。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

語彙や読解の授業の前後には指定した箇所の新出表現の予習（表現の意味理解）と復習（記憶）が各30分～１時間程度 必要である。

また、調査や発表準備は、授業内でも時間をとるが、基本的には授業外で行う。発表準備の際は、発表の 原稿とパワーポイントの両

方について、日本語母語話者（授業担当教員を含む）による日本語チェックを行うことを必 須とする。また、レポート作成は２回行

うが、いずれも授業時間外での活動である。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

本科目では、指定されたトピックに関する語彙学習や読解を進めながら、グループで調査発表を行うことにより、修得した知識・技能・

態度を総合的に活用し、現代の教育課題に積極的に取組み、解決できる能力を身に付けること（DP8）を図る。それと同時に、周囲の

学校関係者と良好な人間関係を築き、自己の考えを的確に伝えられるコミュニケーション能力を身に付けること（DP4）を目指す。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

学習意欲 40％、プレゼンテーション 30％、レポート 30％|プレゼンテーションのフィードバックは授業内で行う。 

＜教科書＞ 

安藤節子・佐々木薫・赤木浩文・田口典子・鈴木孝恵 編著 トピックによる日本語総合演習 テーマ探しから発表へ 中 級後期 改訂

版  スリーエーネットワーク 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 授業の概要説明、調査準備 授業概要と評価方法に関する説明、グループでの調査準備 

2 コミュニケーション（1）導入とグラフの読み取り グループディスカッションによるアイスブレーキング、語彙や表現の導入 

3 コミュニケーション（2）読解１ ピア・リーディングによる大意取り 

4 コミュニケーション（3）読解２，発表準備 精読、グループ内でのミニ・プレゼンテーション 

5 コミュニケーション（4）調査発表 グループごとのプレゼンテーション 

6 コミュニケーション（6）フィードバック昔話（1）導入 
前回のフィードバックとレポートの説明語彙や表現の導入、グループディスカッ
ション 

7 昔話（2）読解１ ピア・リーディングによる大意取り 

8 昔話（3）読解２ 精読、昔話紹介の準備 

9 昔話（4）ミニ・プレゼンテーション グループ内での昔話紹介、フィードバック 

10 住宅（1）導入とグラフの読み取り 語彙や表現の導入、グループディスカッション 

11 住宅（2）読解１、インタビュー調査の方法 大意取り、インタビュー調査で用いる表現の確認、発表時のまとめ方 

12 住宅（3）読解２、調査準備 精読、グループでの調査準備 

13 住宅（4）発表準備 グループ内でのミニ・プレゼンテーション 

14 住宅（5）調査発表 グループごとのプレゼンテーション 

15 まとめ 前回のフィードバック、各テーマの内容の復習、レポートの説明 
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科目コード 39213 区 分 専門基礎科目 

授業 

科目名 総合日本語Ⅳ(実践) 担当者名 范 一楠 

配当年次 2 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

 本科目では、専門科目を学んでいく上で必要となるであろう、ディスカッション能力とプレゼンテーション能力の養成を行う。プレ

ゼンテーションについては総合日本語Ⅲでも学ぶが、本科目ではそれをもとに、より分かりやすく魅力的なプレゼンテーションができ

るように学び、また練習を行う。ディスカッションについても、日本語におけるディスカッションの流れを学び、より円滑に効果的に

日本語で議論を行う方法を学び、また実践を行うことによってその能力を身につける。 

＜授業の到達目標＞ 

 本科目の到達目標は、協働の中でアカデミックジャパニーズスキルを養うことである。具体的には（1）指定された分野の日本語の

語 彙や表現を理解し、運用できるようになること、（2）テーマ決定から調査発表、ディスカッション、レポート執筆までの流れを計

画的に実行できるようになること、（3）日本語での効果的な議論ができるようになること、の３点である。 

＜授業の方法＞ 

 15回の授業を通じて３つのテーマを扱い、それぞれに関して、グラフや文章からの情報集めと調査発表、ディスカッションを行う。

グラフの読み取りや読解を中心に据えた授業では、ワークシートを用いて、ディスカッションをしながら理解を深める。調査と発表の

準備はグループ毎の活動であり、授業中に進捗状況の報告を行う。 アイス・ブレーキングや読解の理解促進、及び調査発表のために

２～３名のグループを作り、毎時間、グループディスカッションの時間を設ける。また、授業時間外でグループで計画的に調査と発表

準備を行うことが求められる。調査結果はポスターにまとめて発表し、他者とのディスカッションを通して、内容をブラッシュアップ

してからレポートにまとめる。 調査発表準備の際に、グーグルフォームの活用方法やグーグルドキュメントでの発表資料の共有の仕

方を導入し、授業時間外でのグループ作業が円滑に進むように支援する。また、調査発表の内容をまとめたレポートの提出、及びそれ

に対するフィードバックはメールを使用して、学生と個別にやりとりをする。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

 語彙や読解の授業の前後には指定した箇所の新出表現の予習（表現の意味理解）と復習（記憶）が各30分～１時間程度必要である。

また、調査や発表準備は、授業内でも時間をとるが、基本的には授業外で行う。発表準備の際は、発表の原稿とパワーポイントの両

方について、日本語母語話者（授業担当教員を含む）による日本語チェックを行うことを必須とする。また、計３回のレポート作成は

いずれも授業時間外での活動である。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

 本科目では、指定されたトピックに関する語彙学習や読解を進めながら、グループで調査発表とディスカッションを行うことにより、

周囲の学校関係者と良好な人間関係を築き、自己の考えを的確に伝えられるコミュニケーション能力を身に付けること（DP4）を図る。

それと同時に、修得した知識・技能・態度を総合的に活用し、現代の教育課題に積極的に取組み、解決できる能力を身に付けること（DP8）

を目指す。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

学習意欲 40％、プレゼンテーション 30％、レポート 30％プレゼンテーションのフィードバックは授業内で行う。 

＜教科書＞ 

安藤節子・佐々木薫・赤木浩文・坂本まり子・田口典子 編著 トピックによる日本語総合演習 テーマ探しから発表へ 上級 改訂版  

スリーエーネットワーク 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 授業の概要説明、食文化（1）：導入 授業概要と評価方法に関する説明、語彙と表現の導入、グラフ読み取り 

2 食文化（2）：読解１、調査準備 大意とり、グループでの調査準備 

3 食文化（3）：読解２、調査準備 精読、発表に関する説明 

4 
食文化（4）：ディスカッションに関する注意、発表の準
備 

グループでの発表準備、ディスカッションで用いる表現 

5 食文化（5）：調査発表 発表とディスカッション 

6 食文化（6）：フィードバック、レポート作成準備 前回のフィードバック、レポートの説明 

7 仕事（1）：導入、調査準備 語彙と表現の導入、グラフの読み取り、調査準備 

8 仕事（2）：読解１ ピア・リーディングによる大意とり 

9 仕事（3）：読解２、発表準備 精読、発表準備 

10 仕事（4）：調査発表 発表とディスカッション 

11 
仕事（5）：フィードバック。生活習慣と宗教（1）：導
入、調査準備 

前回のフィードバック、レポートの説明、語彙と表現の導入、調査準備 

12 生活習慣と宗教（2）：読解１ グラフの読み取り、ピア・リーディングによる大意とり 

13 生活習慣と宗教（3）：読解２、発表準備 精読、発表準備 

14 生活習慣と宗教（4）：調査発表 発表とディスカッション 

15 
生活習慣と宗教（5）：フィードバック、レポート作成準
備 

前回のフィードバック、レポートの説明、総復習 
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科目コード 39301 区 分 専門基礎科目 

授業 

科目名 茶道・華道で考える日本の伝統文化 担当者名 大野 光二 

配当年次 2 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

国際社会で活躍するには、互いの国の伝統や文化を理解し尊重しようとする姿勢が大切である。自国の伝統や文化の良さが分かりそれ

らを尊重しようとする気持ちがあれば、他国にも日本と同じようにその国が大切にしてきた伝統や文化があり、それらに誇りを持って

生きていることを理解することができる。本授業では、茶道、華道という日本の代表的な伝統文化を学ぶことで、日本の伝統文化のよ

さを理解したり尊重したりしようとする態度を養っていきたい。 

＜授業の到達目標＞ 

日本の伝統文化である茶道と華道について、その歴史や内容、果たす役割等について学ぶとともに、作法に沿ってお茶を点てたり、伝

統的な生け方で花を生けたりする体験などを通して、茶道・華道の精神を体得できるようにする。 

＜授業の方法＞ 

講義形式であるが、理解を深めるため茶道・華道の実習を大幅に取り入れる。学んだことをレポートにまとめたりグループディスカッ

ションで考えを伝えあったりしながら学びを深める。DVDやパワーポイント等を活用し視覚に訴えながら学習を進める。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

・事前：講義内容の概要を自分なりに把握すること。(1時間程度) ・事後：その日の授業内容を振り返り、自己の生活の中に生かす

努力をすること。(1時間程度) 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

この授業は、現代経営学科のディプロマポリシー3(国際人・リーダーとして「社会に貢献する経営」を実践するための豊かな教養とし

て、歴史・社会・自然を含めた学際的な知識を身に付けている。)と関連づけられている。日本の代表的な伝統文化を学ぶことを通し

て、国際人としての自覚を高めていくための科目である。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

受講態度 30％ 実習・ レポート 70％ 

＜教科書＞ 

特に指定なし    

＜参考書＞  

特に指定なし 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 日本の伝統文化と茶道・華道 日本の伝統文化における茶道・華道の位置づけ 

2 茶道の歴史 茶道の歴史と時代に果たした役割 

3 茶のいただき方と客の心得 茶道における客の心得と抹茶のいただき方  実習 

4 作法に沿った茶の点て方（1） 茶を点てる手順と帛紗のさばき方  実習 

5 作法に沿った茶の点て方（2） 茶を点てる手順と道具の扱い方  実習 

6 花入れと茶花 花入れの種類と茶花の入れ方  実習 

7 茶道の精神と亭主の心得 盆点てによる茶会の体験 実習 

8 華道の歴史 華道の歴史と時代に果たした役割 

9 昔から伝わる伝統の生け方 生花の形と役枝の働き、生け方のポイント 実習 

10 脳と生け花の関係 生け花を生ける活動が脳に与える影響 

11 現代の生け方と花の楽しみ方(1) 自然性の自由花の構成と生け方のポイント 実習 

12 現代の生け方と花の楽しみ方(2) 意匠性の自由花の構成と生け方のポイント 実習 

13 映画に見る生け花と茶道の関係性(1) 歴史における華道と茶道の接点 

14 映画に見る生け花と茶道の関係性(2) 華道と茶道が歴史に与えた影響 

15 茶道・華道の社会で果たす役割 茶道・華道の精神と生活への生かし方 
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科目コード 39212 区 分 専門基礎科目 

授業 

科目名 総合日本語Ⅲ(発展） 担当者名 大平 真紀子 

配当年次 2 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

本科目では、総合日本語Ⅰ、Ⅱをより発展させ、専門科目を学ぶための日本語能力をより確実に、正確なものとする。 引き続き、文

章構築能力育成のための学習活動は続けていくが、本科目では、特に、プレゼンテーション能力の育成を 目標に授業を進める。その

ために、学習者にはいくつかの課題を与え、実際にプレゼンテーションをさせ、それをもと に意見交換、議論を行う。プレゼンテー

ションでは、相手を意識した分かりやすい発表がポイントとなる。練習を繰り 返し、また他の学習者のプレゼンテーションを見るこ

とによって能力を伸ばす。 

＜授業の到達目標＞ 

本科目の到達目標は、調査発表のための日本語運用力を養うことである。具体的には（1）指定された分野の日本語の語 彙や表現を理

解し、運用できるようになること、 （2）テーマ決定から調査、発表、レポート執筆までの流れを計画的に 実行できるようになるこ

と、（3）相手を意識した分かりやすい発表が日本語でできるようになること、の３点である。 

＜授業の方法＞ 

15回の授業を通じて３つのテーマを扱い、それぞれに関して、グラフや文章からの情報集めと調査発表を行う。グラフ の読み取りや

読解を中心に据えた授業では、ワークシートを用いて講義形式で進め、調査発表の準備はグループ毎の活 動とする。各テーマの途中

で、グループ内で３～５分程度のミニ・プレゼンテーションと学生間でフィードバックを行 い、各テーマの終プレゼンテーションに

備える。各テーマの終プレゼンテーションでも学生間で相互評価を行う。 アイス・ブレーキングや読解の理解促進、及び調査発表の

ために２～４名のグループを作り、毎時間、グループディス カッションの時間を設ける。また、グループで調査した内容は、パワー

ポイントを使用してプレゼンテーションを行う こととする。 調査発表準備の際に、グーグルフォームの活用方法やグーグルドキュメ

ントでの発表資料の共有のし方を導入し、授業時間外でのグループ作業が円滑に進むように支援する。また、調査発表の内容をまとめ

たレポートの提出、及びそれに 対するフィードバックはメールを使用して、学生と個別にやりとりをする。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

語彙や読解の授業の前後には指定した箇所の新出表現の予習（表現の意味理解）と復習（記憶）が各30分～１時間程度 必要である。

また、調査や発表準備は、授業内でも時間をとるが、基本的には授業外で行う。発表準備の際は、発表の 原稿とパワーポイントの両

方について、日本語母語話者（授業担当教員を含む）による日本語チェックを行うことを必 須とする。また、レポート作成は２回行

うが、いずれも授業時間外での活動である。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

本科目では、指定されたトピックに関する語彙学習や読解を進めながら、グループで調査発表を行うことにより、修得した知識・技能・

態度を総合的に活用し、現代の教育課題に積極的に取組み、解決できる能力を身に付けること（DP8）を図る。それと同時に、周囲の

学校関係者と良好な人間関係を築き、自己の考えを的確に伝えられるコミュニケーション能力を身に付けること（DP4）を目指す。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

学習意欲 40％、プレゼンテーション 30％、レポート 30％|プレゼンテーションのフィードバックは授業内で行う。 

＜教科書＞ 

安藤節子・佐々木薫・赤木浩文・田口典子・鈴木孝恵 編著 トピックによる日本語総合演習 テーマ探しから発表へ 中 級後期 改訂

版  スリーエーネットワーク 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 授業の概要説明、調査準備 授業概要と評価方法に関する説明、グループでの調査準備 

2 コミュニケーション（1）導入とグラフの読み取り グループディスカッションによるアイスブレーキング、語彙や表現の導入 

3 コミュニケーション（2）読解１ ピア・リーディングによる大意取り 

4 コミュニケーション（3）読解２，発表準備 精読、グループ内でのミニ・プレゼンテーション 

5 コミュニケーション（4）調査発表 グループごとのプレゼンテーション 

6 コミュニケーション（6）フィードバック昔話（1）導入 
前回のフィードバックとレポートの説明語彙や表現の導入、グループディスカッ
ション 

7 昔話（2）読解１ ピア・リーディングによる大意取り 

8 昔話（3）読解２ 精読、昔話紹介の準備 

9 昔話（4）ミニ・プレゼンテーション グループ内での昔話紹介、フィードバック 

10 住宅（1）導入とグラフの読み取り 語彙や表現の導入、グループディスカッション 

11 住宅（2）読解１、インタビュー調査の方法 大意取り、インタビュー調査で用いる表現の確認、発表時のまとめ方 

12 住宅（3）読解２、調査準備 精読、グループでの調査準備 

13 住宅（4）発表準備 グループ内でのミニ・プレゼンテーション 

14 住宅（5）調査発表 グループごとのプレゼンテーション 

15 まとめ 前回のフィードバック、各テーマの内容の復習、レポートの説明 
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科目コード 39103 区 分 コア科目 

授業 

科目名 日本語表現Ａ(音声) 担当者名 尹 帥 

配当年次 1 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

音声学（発音）はコミュニケーションの中で重要な位置を占めている。日本人母語話者が非母語話者の日本語能力を推定する際に文法

が正確であっても、発音が悪いと母語話者に正しく理解されなかったり、能力が低いと評価されることがあるほか、ビジネス等の公的

場面での発音を重視する傾向が見られる。そのため、この授業では音声学を知識としてだけでなく、将来日本語を使用して仕事をする

のにふさわしい日本語発音能力を養成し、プレゼンテーション能力の一環として身に付けることを目標とする。 

＜授業の到達目標＞ 

「努力目標」：１．日本語の発音の基礎知識を理解すること。２．日本語の発音の特徴を理解し、母語の発音の特徴と比較しながら、

その違いを認識すること。３．日本語の発音のリズムや高低アクセントを普段からに意識して、運用すること。「到達目標」授業時だ

けでなく、普段から努力を積み重ねて、母語の訛を積極的に矯正し、流暢かつ正確で日本語の発音をマスターすることを目標とする。 

＜授業の方法＞ 

毎回の授業は１０分間小テストを経て、講義を５０分行い、口頭産出に関する応用練習を３０分行う。知識点の理解と母語との違いに

関してはグループワークやディスカッションする時間を与える。口腔断面図や音波の違いをPraatやSpeakingHeadなどの音声分析ソフ

トを使用して、可視化されたビジュアル情報を提示する。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習項目：新語彙の意味・発音及び発音規則のポイントの確認（週30～60分）復習項目：語彙の発音、発音基礎知識の復習 （週60～

90分）持参するもの：テキスト、ノート、提出課題など課題管理は全てユニバーサルパスポートを用いて管理する。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

日本語の運用能力を伸ばし、言語に対する論理的な思考力・伝える力を修得し、「異文化理解に基づくコミュニケーション能力やプレ

ゼンテーション能力」を身につける科目である。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

小テスト60％、課題40％ 

＜教科書＞ 

中川千恵子・中村則子（2010） 初級文型でできるにほんご発音アクティビティ  ASK 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション 
日本の発音の概観及び中国語・ベトナム語との比較、テキストの使い方、記号の
説明 

2 単音と単音の発音要領 単音の発音の確認と矯正 

3 日本語のリズム 日本語のリズム、短い音と長い音 

4 特殊拍とその発音 日本語の「ー」「ッ」「ン」の発音 

5 日本語のアクセント① 高低アクセントの発音規則 

6 日本語のアクセント② 日本語アクセントの機能と応用 

7 日本語のアクセント③ 数字、日付などのアクセント 

8 日本語のアクセント④ 長文のアクセント 

9 日本語のアクセント⑤ 助詞と句のアクセント 

10 イントネーションとプロミネンス 文のイントネーションとプロミネンス及び終助詞との関係 

11 ニュアンスや感情の表し方 リズム、イントネーション、プロミネンスを用いた感情表現 

12 プレゼンテーションの発音① プレゼンテーションする時の発音の注意点と応用 

13 プレゼンテーションの発音② プレゼンテーションの応用練習 

14 復習① 発音基礎知識の復習 

15 復習② 総復習と応用練習 
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科目コード 39206 区 分 専門基礎科目 

授業 

科目名 リーディング・スキルズⅠ 担当者名 范 一楠 

配当年次 2 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 演習 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

本授業では、現代の環境、経済、教育、社会などについて、日本語で書かれた新聞記事や資料を読み、知識を身に付けるとともに、必

要な日本語についても学ぶ。そのために、資料を正確に読み取るためのスキルを身に付ける練習を行う。また、読み取った内容をまと

め、情報交換を行ったり、読み取った内容から、課題を考え、グループで原因や解決方法を議論する。 

＜授業の到達目標＞ 

本授業では、まず、新聞記事などの時事問題を扱った資料を読み、内容を正確に把握するためのトレーニングを行う。また、、資料の

内容の背景知識を学ぶとともに、現在の日本や世界の情勢について理解を深め、国際的な見方や考え方を養う。学習によって得られた

知識を論理的に組み立て、意見交換ができるようにする。 

＜授業の方法＞ 

本授業では、まず、読解のスキルを身に付けるためのトレーニングを行うが、できるだけアクティブラーニングを活用するつもりであ

る。また、グループで新聞等のメディアで取り上げられている時事問題を深く掘り下げ、問題の解決方法を探っていく。その際には、

活発な意見交換を期待している。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予め配布された資料については、わからない言葉は調べ、また、課題について事前に調べておくこと。授業の予習・復習にはそれぞ

れ最低1時間は使って欲しい。授業外では国内外のニュースなどの時事問題に関心を持ち、それらのニュースがどのように伝えられて

いるのか注視して欲しい。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

本授業では、日本語能力を高め、読解のスキルを身に付けるとともに自分の意見を他者に伝えることができる能力と、時事教養を通じ

て広い視野に立った知識を身につけられるようにする。なお本授業は、教養科目ディプロマポリシーDP5（情報活用、論理、問題解決

力等に関する汎用的技能）及びDP6（自律や社会性等に関する態度・指向性）に対応している。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

事前課題40％、試験40%、学習意欲20％ 

＜教科書＞ 

随時紹介    

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 イントロダクション 
授業で何を行うか、授業の進め方、評価方法、授業を受けるうえでの心構えなど
について説明。 

2 読み方の基礎① 記事の5W１Hを見極める。 

3 読み方の基礎② 客観的事実と意見を区別しながら読み、内容を理解する。 

4 読み方の基礎③ 
メインメッセージを捉え、補足内容や影響、意義を理解し、記事全体を理解す
る。 

5 読みの練習① 
実際の記事を読み、2～3で学んだスキルを使って記事を理解し、まとめ、そこに
自分の意見を付け、意見交換を行う。 

6 読みの練習② 
実際の記事を読み、2～3で学んだスキルを使って記事を理解し、まとめ、そこに
自分の意見を付け、意見交換を行う。 

7 読みの練習③ 
実際の記事を読み、2～3で学んだスキルを使って記事を理解し、まとめ、そこに
自分の意見を付け、意見交換を行う。 

8 読みの練習④ 
実際の記事を読み、2～3で学んだスキルを使って記事を理解し、まとめ、そこに
自分の意見を付け、意見交換を行う。 

9 読みの練習⑤ 
実際の記事を読み、2～3で学んだスキルを使って記事を理解し、まとめ、そこに
自分の意見を付け、意見交換を行う。 

10 記事の背景を探る① 
これまで読んできた記事の中から選んだテーマの背景となる資料を読み、まとめ
る。 

11 記事の背景を探る② 10で選んだテーマの背景となる資料を読み、まとめる。 

12 記事の背景を探る③ 10で選んだテーマの背景となる資料を読み、まとめる。 

13 記事の背景を探る④ 10～12で読んできた資料を、まとめる。また、追加の資料を読む。 

14 記事のまとめ 
テーマ、13でまとめた内容、テーマに対する自分の意見を整理し、まとめるとと
もに、同じテーマを選んだ者でグループを作り、意見交換を行う。 

15 まとめ テーマについて、14の意見交換の内容を盛り込んでまとめ、発表する。 
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科目コード 54003 区 分 コア科目 

授業 

科目名 資格検定対策Ⅳ(ビジネス系) 担当者名 田村 綾子 

配当年次 3 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 演習 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

本授業は、BJT（ビジネス日本語能力テスト）J2以上の日本語能力の取得を目指す。そのため、本授業では日本語能力試験N1・2の文法

項目・語彙などのほかに、日本のビジネスマナー、ビジネス慣習について学ぶ。本授業では解説だけでなく、多くの練習問題に取り組

んでもらう。試験合格には、受講者自身の努力が必要であるが、本授業では、多くの練習問題を課題として出すほか、個別の質問にで

きる限り答えることで、受講者の学習を支援する。 

＜授業の到達目標＞ 

BJT（ビジネス日本語能力テスト）420点以上となる日本語能力を身につけることを目標とする。BJTでは420点～529点がJ2と呼ばれる

レベルであり、480点以上で日本語能力試験N1に相当するといわれている。本試験は日本の就労ビザ取得に有力な資格である。J2レベ

ル以上を目指して頑張ってほしい。 

＜授業の方法＞ 

スケジュールに従ってN1・2レベルの文法項目・語彙の復習と解説、敬語・ビジネスマナーの復習、ビジネス文書の書き方の解説を行

う。また、毎回、課題を出すが、その課題の解説も行う。| 授業、課題に対する質問はいつでも受け付ける。日本の習慣やビジネス

の慣習を知らないとわからない問題も多い。わからない問題、疑問に思ったことはできるだけ質問してほしい。質問や誤りが多かった

問題については授業で取り上げる。また、スプレッドシート等を使い、意見交換を行う。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

単に授業を聞いて内容を理解したと思うだけでは、試験に合格できない。多くの問題に挑戦し、自分の理解を確かめ、理解できた知

識を覚えなければならない。したがって、本授業では課題を多く出す。復習と課題で2時間程度の準備学習が必要である。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

本授業は、日本での就職、または日系企業等に就職する留学生に対して、ビジネスに必要な日本語能力を身につけることを目的として

いる。DP4、DP４にある、社会や企業活動・経済活動に関しての情報収集力や、問題解決のためにチームで働くためのコミュニケーシ

ョン能力を支える知識を身につけ、多様化する社会の中でチームで働くための基礎力を身につける。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

課題の提出20％、課題の内容（点数・課題に対する質問等課題に対する姿勢）70％、話し合いへの参加10％|課題に対するフィードバ

ックはクラスルームのコメントやスプレッドシートで行う。 

＜教科書＞ 

宮崎道子・瀬川由美 BJTビジネス日本語能力テスト 読解 実力養成問題集 第2版  Jリサーチ 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション 
BJTの説明。 授業内容・評価方法の説明。簡単な試験と課題・質問のやり取りの
説明 

2 ウォーミング・アップ① 
前回の試験と課題の解説 ビジネス会話「紹介する・意思を表明する」  ビジネ
ス文書1 課題1 

3 ウォーミング・アップ② 課題1の解説 ビジネス会話「質問する・話しかける」 ビジネス文書2 課題2 

4 ウォーミング・アップ③ 課題2の解説。ビジネス会話「依頼する・了解する」 ビジネス文書3 課題3 

5 BJT基礎問題① 課題3の解説。ビジネス会話「断る・相談する」 練習問題① 課題4 

6 BJT基礎問題② 課題4の解説。ビジネス会話「許可を求める・確認する」 練習問題② 課題5 

7 BJT基礎問題③ 
課題5の解説。ビジネス会話「助言する・挨拶する・便利な表現」 練習問題③ 課
題6 

8 BJT実践問題① 課題6の解説。ビジネスマナー復習① 応用問題① 課題7 

9 BJT実践問題② 課題7の解説。ビジネスマナー復習② 応用問題② 課題8 

10 BJT実践問題③ 課題8の解説。ビジネスマナー復習③ 課題9 

11 BJT実践問題④ 課題9の解説。ビジネスマナー復習④ 課題10 

12 BJT実践問題⑤ 課題10の解説。電話のかけ方復習① 課題11 

13 BJT実践問題⑥ 課題11の解説。電話のかけ方復習② 課題12 

14 BJT実践問題⑦ 課題12の解説。敬語の復習 課題13 

15 まとめと整理 課題13の解説 間違いやすい問題について復習 課題14 
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科目コード 54000 区 分 コア科目 

授業 

科目名 資格検定対策Ⅰ(語学系) 担当者名 田村 綾子 

配当年次 1 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 演習 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

 本授業は、日本語能力試験N2に合格することを目標としている。日本語能力試験は、言語知識（文字・語彙・文法）、読解、聴解か

らなるが、本授業では、語彙・文法の解説を中心に進める。文字、読解、聴解については、課題を与え、誤りが多かった問題を中心に

解説する。試験合格には、受講者自身の努力が必要であるが、本授業では、多くの練習問題を課題として出すほか、個別の質問にでき

る限り答えることで、受講者の学習を支援する。 

＜授業の到達目標＞ 

日本語能力試験N2レベルの日本語能力を身につけることを目標とする。試験対策の授業であるが、試験対応の技術ではなく、日本語能

力試験N2レベルの日本語能力が身につくようにする。 

＜授業の方法＞ 

 スケジュールに従ってN2レベルの語彙・文法の解説を中心に行うまた、課題で間違えた部分の解説も行う。課題には、日本語能力試

験の科目である、言語知識（文字・語彙・文法）、読解、聴解を出す。| 授業、課題に対する質問はいつでも受け付ける。多かった

質問や誤りがあった問題については授業で取り上げる。また、スプレッドシート等を使い、意見交換を行う。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

単に授業を聞いて内容を理解したと思うだけでは、試験に合格できない。多くの問題に挑戦し、自分の理解を確かめ、理解できた知

識を覚えなければならない。したがって、本授業では課題を多く出す。復習と課題で2時間程度の準備学習が必要である。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

日本語能力は外国人留学生が専門科目を学び、また、日本社会で生活し、将来就職するうえで基本的な能力である。本授業は卒業に必

要な日本語能力を身につけるとともに、DP8、DP4にある総合的に考える力やコミュニケーション力を身につける。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

課題の提出20％、課題の内容（点数・課題に対する質問等課題に対する姿勢）70％、話し合いへの参加10％|課題に対するフィードバ

ックはクラスルームのコメントやスプレッドシートで行う。 

＜教科書＞ 

渡邉亜子・白石知代 日本語能力試験問題集 N2文法スピードマスター  Jリサーチ 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション 授業内容・評価方法の説明。簡単な試験と課題・質問のやり取りの説明 

2 文法unit1 語彙1 文法と語彙の解説。課題1 

3 文法unit2‐① 語彙2 課題1の解説。文法と語彙の解説。課題2 

4 文法unit2‐② 語彙3 課題2の解説。文法と語彙の解説。課題3 

5 文法unit3 語彙4 課題3の解説。文法と語彙の解説。課題4 

6 文法unit4‐① 語彙5 課題4の解説。文法と語彙の解説。課題5 

7 文法unit4‐② 語彙6 課題５の解説。文法と語彙の解説。課題６ 

8 文法unit５ 語彙７ 課題６の解説。文法と語彙の解説。課題７ 

9 文法unit６‐① 語彙８ 課題７の解説。文法と語彙の解説。課題８ 

10 文法unit6‐② 語彙９ 課題８の解説。文法と語彙の解説。課題９ 

11 文法unit7－① 語彙10 課題9の解説。文法と語彙の解説。課題10 

12 文法unit7‐② 語彙11 課題10の解説。文法と語彙の解説。課題11 

13 文法unit8－① 語彙12 課題11の解説。文法と語彙の解説。課題12 

14 文法unit8－② 語彙13 課題12の解説。文法と語彙の解説。課題13 

15 まとめと整理 課題13の解説 文法のまとめ 間違いやすい問題について復習 課題14 
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科目コード 39211 区 分 専門基礎科目 

授業 

科目名 総合日本語Ⅱ(応用) 担当者名 范 一楠 

配当年次 0 配当学期 前期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

 本科目では、専門科目を学んでいく上で必要となるであろう、ディスカッション能力とプレゼンテーション能力の養成を行う。プレ

ゼンテーションについては総合日本語Ⅲでも学ぶが、本科目ではそれをもとに、より分かりやすく魅力的なプレゼンテーションができ

るように学び、また練習を行う。ディスカッションについても、日本語におけるディスカッションの流れを学び、より円滑に効果的に

日本語で議論を行う方法を学び、また実践を行うことによってその能力を身につける。 

＜授業の到達目標＞ 

 本科目の到達目標は、協働の中でアカデミックジャパニーズスキルを養うことである。具体的には（1）指定された分野の日本語の

語 彙や表現を理解し、運用できるようになること、（2）テーマ決定から調査発表、ディスカッション、レポート執筆までの流れを計

画的に実行できるようになること、（3）日本語での効果的な議論ができるようになること、の３点である。 

＜授業の方法＞ 

 15回の授業を通じて３つのテーマを扱い、それぞれに関して、グラフや文章からの情報集めと調査発表、ディスカッションを行う。

グラフの読み取りや読解を中心に据えた授業では、ワークシートを用いて、ディスカッションをしながら理解を深める。調査と発表の

準備はグループ毎の活動であり、授業中に進捗状況の報告を行う。 アイス・ブレーキングや読解の理解促進、及び調査発表のために

２～３名のグループを作り、毎時間、グループディスカッションの時間を設ける。また、授業時間外でグループで計画的に調査と発表

準備を行うことが求められる。調査結果はポスターにまとめて発表し、他者とのディスカッションを通して、内容をブラッシュアップ

してからレポートにまとめる。 調査発表準備の際に、グーグルフォームの活用方法やグーグルドキュメントでの発表資料の共有の仕

方を導入し、授業時間外でのグループ作業が円滑に進むように支援する。また、調査発表の内容をまとめたレポートの提出、及びそれ

に対するフィードバックはメールを使用して、学生と個別にやりとりをする。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

 語彙や読解の授業の前後には指定した箇所の新出表現の予習（表現の意味理解）と復習（記憶）が各30分～１時間程度必要である。

また、調査や発表準備は、授業内でも時間をとるが、基本的には授業外で行う。発表準備の際は、発表の原稿とパワーポイントの両

方について、日本語母語話者（授業担当教員を含む）による日本語チェックを行うことを必須とする。また、計３回のレポート作成は

いずれも授業時間外での活動である。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

 本科目では、指定されたトピックに関する語彙学習や読解を進めながら、グループで調査発表とディスカッションを行うことにより、

周囲の学校関係者と良好な人間関係を築き、自己の考えを的確に伝えられるコミュニケーション能力を身に付けること（DP4）を図る。

それと同時に、修得した知識・技能・態度を総合的に活用し、現代の教育課題に積極的に取組み、解決できる能力を身に付けること（DP8）

を目指す。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

学習意欲 40％、プレゼンテーション 30％、レポート 30％プレゼンテーションのフィードバックは授業内で行う。 

＜教科書＞ 

安藤節子・佐々木薫・赤木浩文・坂本まり子・田口典子 編著 トピックによる日本語総合演習 テーマ探しから発表へ 上級 改訂版  

スリーエーネットワーク 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 授業の概要説明、食文化（1）：導入 授業概要と評価方法に関する説明、語彙と表現の導入、グラフ読み取り 

2 食文化（2）：読解１、調査準備 大意とり、グループでの調査準備 

3 食文化（3）：読解２、調査準備 精読、発表に関する説明 

4 
食文化（4）：ディスカッションに関する注意、発表の準
備 

グループでの発表準備、ディスカッションで用いる表現 

5 食文化（5）：調査発表 発表とディスカッション 

6 食文化（6）：フィードバック、レポート作成準備 前回のフィードバック、レポートの説明 

7 仕事（1）：導入、調査準備 語彙と表現の導入、グラフの読み取り、調査準備 

8 仕事（2）：読解１ ピア・リーディングによる大意とり 

9 仕事（3）：読解２、発表準備 精読、発表準備 

10 仕事（4）：調査発表 発表とディスカッション 

11 
仕事（5）：フィードバック。生活習慣と宗教（1）：導
入、調査準備 

前回のフィードバック、レポートの説明、語彙と表現の導入、調査準備 

12 生活習慣と宗教（2）：読解１ グラフの読み取り、ピア・リーディングによる大意とり 

13 生活習慣と宗教（3）：読解２、発表準備 精読、発表準備 

14 生活習慣と宗教（4）：調査発表 発表とディスカッション 

15 
生活習慣と宗教（5）：フィードバック、レポート作成準
備 

前回のフィードバック、レポートの説明、総復習 



398 
 

  
科目コード 39104 区 分 専門基礎 

授業 

科目名 日本語表現Ｂ(語彙・意味) 担当者名 范 一楠 

配当年次 1 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

本科目では、大学生活を継続するための基礎日本語力を向上させるため、日本語の語彙を中心に学習する。日本語能力試験N2合格のほ

か、中上級程度の文章の読解ができることを目指す。 

＜授業の到達目標＞ 

本科目の到達目標は以下３点である。a. Ｎ２程度の語彙の理解ができること。b. 中上級程度の読解ができること。c. 学修した語彙

を会話や作文に生かせること。 

＜授業の方法＞ 

授業の前半では、該当課の言葉の意味用法を確認する。後半では、繰り返し練習の中でそれらの言葉を覚え、さらにそれらの言葉を使

った作文練習をする。また、4課おきに読解の練習をする。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習① 該当課の言葉の意味を調べておく。（30分）予習② 該当課の読解に出現する難しい言葉を調べておく。（20分）復習① 該

当課で習った言葉の意味を再確認し、繰り返し練習をする（30分）。復習② 該当課の課題（言葉の練習）を完成させる。（20分） 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

本科目では、中上級語彙の学習および実践を通して、読解力、作文力、会話力の向上につながる。総合的な学習経験で得られる知識を

連動させ、新たな課題に対応できる社会人力を身に付ける科目である。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

課題40%、小テスト 40%、受講態度20%課題で間違いが多いポイントは翌週の授業の冒頭で解説する。 

＜教科書＞ 

中島智子、高橋尚子、松本知恵（2011） 日本語能力試験問題集N2語彙スピードマスター  Ｊリサーチ出版 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 語彙Ｌ１～２ ガイダンス。第１～２課の語彙の学習。 

2 語彙Ｌ３～４ 第１～２課の小テスト。第３～４課の語彙の学習。 

3 語彙Ｌ５～６ 第３～４課の小テスト。第５～６課の語彙の学習。 

4 語彙Ｌ７～８ 第５～６課の小テスト。第７～８課の語彙の学習。 

5 読解① 第７～８課の小テスト。第１～８課の語彙の復習。読解の練習（１回目）。 

6 語彙Ｌ９～10 第１～８課の復習テスト。第９～10課の語彙の学習。 

7 語彙Ｌ11～12 第９～10課の小テスト。第11～12課の語彙の学習。 

8 語彙Ｌ13～14 第11～12課の小テスト。第13～14課の語彙の学習。 

9 語彙Ｌ15～16 第13～14課の小テスト。第15～16課の語彙の学習。 

10 読解② 第15～16課の小テスト。第９～16課の語彙の復習。読解の練習（２回目）。 

11 語彙Ｌ17～18 第９～16課の復習テスト。第17～18課の語彙の学習。 

12 語彙Ｌ19～20 第17～18課の小テスト。第19～20課の語彙の学習。 

13 語彙Ｌ21～22 第19～20課の小テスト。第21～22課の語彙の学習。 

14 語彙Ｌ23～24 第21～22課の小テスト。第23～24課の語彙の学習。 

15 読解③ 第23～24課の小テスト。第９～16課の語彙の復習。読解の練習（３回目）。 
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科目コード 39214 区 分 専門基礎科目 

授業 

科目名 日本ビジネス事情 担当者名 大平 真紀子 

配当年次 2 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

外国人が日本で就職する際、日本語はもちろん、日本と自国のビジネスにおける違いを理解しなければならない。本科目では、日本に

おけるビジネスケースを通して、日本のビジネス事情について知ることを目標とする。 

＜授業の到達目標＞ 

本科目では次の3点を目標とする。１．ビジネスに関する日本語の語彙や表現を知る。２．日本のビジネス事情や特異性について知る。

３．日本のビジネス事情についての意見を持ち、発信できる。 

＜授業の方法＞ 

15回の授業で5つのビジネスケースを扱い、それぞれに関して、語彙・文法・表現・読解の学習を通じてそのテーマについて内容を深

める。語彙や文法については自宅で予習しておき、授業では運用力や応用力を伸ばす。表現では、学習した内容を用いて他者に問いか

け、他者の発言を聞いてそれに適切に応えられるようにする。読解では日本の文化についても考える。本科目ではアウトプットするこ

とを重視し、最終的にはそのテーマについて自分の意見が言えるようにする。提出物はGoogle Classroomを用いて提出することもある。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習：予め指示された文法項目や単語の確認をしておく。（30分程度）復習：練習した文型や会話を覚え、実践できるように練習する。

（30分程度）発展：意見を発表できるようにまとめる。（30分程度） 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

本科目では、グローバル企業のビジネスケースについて他者と意見を交わしながら内容を深める（DP4）。さらに、それぞれの問題が

世界のどのような問題と関係しているかを総合的に考え、課題解決を図る力を養成する（DP8）。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

参加態度・学習意欲20%、予習20%、理解度テスト20%、課末レポート40％|理解度テストは翌週の授業内で、課末レポートは2週後の授

業内かメールでコメントする。 

＜教科書＞ 

高見智子 中級から伸ばす ビジネスケースで学ぶ日本語  （株）ジャパンタイムズ 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション 授業概要と評価方法に関する説明 

2 ビジネスケース（１）ー１ 前作業 

3 ビジネスケース（１）ー２ 読み物／ディスカッション 

4 ビジネスケース（２）ー１ 前作業 

5 ビジネスケース（２）ー２ 読み物 

6 ビジネスケース（２）ー３ ディスカッション 

7 ビジネスケース（３）ー１ 前作業 

8 ビジネスケース（３）ー２ 読み物 

9 ビジネスケース（３）ー３ ディスカッション 

10 ビジネスケース（４）ー１ 前作業 

11 ビジネスケース（４）ー２ 読み物 

12 ビジネスケース（４）ー３ ディスカッション 

13 ビジネスケース（５）ー１ 前作業 

14 ビジネスケース（５）ー２ 読み物 

15 ビジネスケース（５）ー３ ディスカッション 



400 
 

  
科目コード 39208 区 分 専門基礎科目 

授業 

科目名 文章作成 担当者名 未定 

配当年次 2 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 演習 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

 本学科では、豊かな人間性を備えた、自己実現能力の育成、グローバルにもローカルにも貢献できる「グローバル人材」の養成を目

指している。その目標を達成するためにはコミュニケーション能力の養成は不可欠である。 本授業では、現在の社会的・政治的・文

化的・学術的知識を持ち、現代社会の諸問題の創造的解決にに向け、他者と協働・協力する能力の一つとして、日本語の文章によるコ

ミュニケーション能力の育成を図る。本授業では、これまで学んできた日本語について復習し、文章作成の基礎から大学で必要とされ

る、レポート作成、論文作成の基礎、および、社会に出てから必要とされる文書作成の基礎を学ぶ。 

＜授業の到達目標＞ 

 本授業の目標の一つは、大学生に必要とされる文章作成能力のうち、レポートの書き方を身につけ、卒業論文作成につなげることで

ある。レポートは形式も重要であるが、客観的事実と主観的意見を書き分けなければならない。事実と意見を書き分け、意見にはその

根拠となる事実を書けるようにする。 二つ目の目標は、社会に出てから必要とされる文書作成能力を身につけることである。これに

ついても形式、内容を分かりやすく、的確に伝えるころができるようにする。 

＜授業の方法＞ 

 最初は、文章の書き方の基礎を勉強する。続いて、テーマに沿った文章を読み、そのテーマで使われる言葉を確認する。次に、同じ

テーマで文章を作成する。文章を書くにあたって、文体を整えること、書き言葉を使用すること、分かりやすい構成で書くことは非常

に重要である。練習を繰り返すことによって、目的にあった、分かりやすい文章が書けるようにする。 毎回、予習してきた言葉のテ

ストを行う。また、ほぼ毎回課題を提出させる（課題はClassroomにて提出）。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習：テキストの読解部分をあらかじめ読み、分からない単語を調べておく。（30分程度）復習：課題を書く。授業中書けなかった課

題は、自宅で書き、必ず提出する。（30分程度）       また、授業で習った新しい言葉についても復習し、覚えてほしい。（30

分程度） 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

 本科目は現代経営学科のDP4（社会や企業活動、経済活動に必要な情報を収集し、課題解決のため意見を交わし提案するコミュニケ

ーション能力を身に付けている）、DP8（総合的な学習経験で得られる知識を連動させ、新たな課題に対応できる社会人力（課題を見

つける力、創造的思考力、コミュニケーション能力）を身に付けている）と関連付けられています。日本企業で活躍するためには、日

本語のコミュニケーション能力はもちろん、メール、ビジネスレター、報告書や企画書等の文書作成能力は欠かせないので、到達目標

を満たせるよう取り組みまし 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

小テスト 20％（授業で返却・解説）    課題プリント 30％ （授業で返却、解説）    課題作文 50％（翌週返却、解説） 

＜教科書＞ 

＜参考書＞  

銅鍋信子坂東実子（2013年3月1日） 

大学生のための文章表現と口頭発表練習帳国書刊行会 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション 授業の進め方、評価の仕方の説明文章表現とは何か説明 

2 文章表現の基本 文章の書き方の基本 文体・形式 

3 紹介文１① 自己紹介文：魅力的な自己紹介文を書くために、内容と構成を考える。 

4 紹介文1② 自己紹介文を書く。 

5 紹介文2① 故郷を紹介する：魅力的な紹介文にするための内容と構成を考える。 

6 紹介文2② 故郷を紹介する文章を書く。 

7 意見文１① 
 テーマに沿った意見文を書く。意見文を書く前に、意見を整理し、その根拠を
確認する。それを基に構成を考える。 

8 意見文1② 
 各自の書いてきた構成をグループで確認する。提出順序、根拠の客観性なの確
認したのち、意見文を書く。 

9 意見文2① 
2つ目のテーマに沿った意見文を書く。意見文を書く前に、意見を整理し、その根
拠を確認する。それを基に構成を考える。 

10 意見文2② 
各自の書いてきた構成をグループで確認する。提出順序、根拠の客観性なのを確
認したのち、意見文を書く。 

11 要約1 
新聞記事を要約する。個人で要約した後、グループでチェックし、直した後、清
書する。 

12 要約2 
コラムのような意見を含む文章の要約する。事実と筆者の意見を分ける。個人で
要約した後、グループでチェックし、直した後、清書する。 

13 レポートの書き方1 
一般的なレポートの形式について学び、ベタ打ちされた内容を、形式に従って書
き直す。 

14 レポートの書き方2 
ブックレポートの形式を学ぶ。簡単な文章を読んでそれについて紹介する文章を
書く。 

15 レポートの書き方3 報告書の形式を学ぶ。また、レポートの書き方のまとめを行う。 
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科目コード 39202 区 分 専門基礎 

授業 

科目名 日本語表現Ｄ(文字・表記) 担当者名 呂 建輝 

配当年次 2 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

本科目では、大学での学修を継続するための基礎日本語力を向上させるため、漢字を中心に学習する。日本語能力試験N2合格のほか、

中上級程度の文章の読解ができることを目指す。 

＜授業の到達目標＞ 

本科目の到達目標は以下３点である。a. Ｎ２～Ｎ１レベルの漢字の意味を理解できること。b. 中上級程度の読解ができること。c. 学

修した漢字を作文に生かせること。 

＜授業の方法＞ 

授業の前半では、該当課の漢字の字形と意味を確認し、それらの漢字を含める言葉を学習する。後半では、繰り返し練習の中でそれら

の漢字と言葉を覚える。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習① 該当課の漢字および言葉の意味を調べておく。（20分）予習② 該当課の読解に出現する難しい言葉を調べておく。（20分）

復習① 該当課で習った言葉の意味を再確認し、繰り返し練習をする（20分）。復習② 該当課の課題（漢字の書き練習および課末の

練習問題）を完成させる。（40分） 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

本科目では、中上級漢字の学習および実践を通して、読解力、作文力の向上につながる。総合的な学習経験で得られる知識を連動させ、

新たな課題に対応できる社会人力を身に付ける科目である。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

課題50%、小テスト 30%、受講態度20%課題で間違いが多いポイントは翌週の授業の冒頭で解説する。 

＜教科書＞ 

佐藤尚子、佐々木仁子（2018） 留学生のための漢字の教科書 上級1000［改訂版］  国書刊行会 

＜参考書＞  

佐藤尚子、佐々木仁子（2017） 

留学生のための漢字の教科書 中級700 [改訂版]国書刊行会 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 第１課 入国手続き ガイダンス、漢字第１課の学習 

2 第２課 在留カード 漢字第１課小テスト、漢字第２課の学習 

3 第３課 大学 漢字第２課小テスト、漢字第３課の学習 

4 第４課 学生生活 漢字第３課小テスト、漢字第４課の学習 

5 第５課 就職活動Ⅰ 漢字第４課小テスト、漢字第５課の学習 

6 第６課 就職活動Ⅱ 漢字第５課小テスト、漢字第６課の学習 

7 第７課 地名 漢字第６課小テスト、漢字第７課の学習 

8 第８課 歴史 漢字第７課小テスト、漢字第８課の学習 

9 第９課 日本文化 漢字第８課小テスト、漢字第９課の学習 

10 第10課 世界遺産 漢字第９課小テスト、漢字第10課の学習 

11 第11課 日常語彙Ⅰ 漢字第10課小テスト、漢字第11課の学習 

12 第12課 日常語彙Ⅱ 漢字第11課小テスト、漢字第12課の学習 

13 第13課 旅行 漢字第12課小テスト、漢字第13課の学習 

14 第14課 人間の体 漢字第13課小テスト、漢字第14課の学習 

15 第15課 医療 漢字第14課小テスト、漢字第15課の学習 
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科目コード 39207 区 分 専門基礎 

授業 

科目名 リーディング・スキルズⅡ 担当者名 呂 建輝 

配当年次 0 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 演習 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

本科目では、「リーディング・スキルズⅠ」の学習成果をさらに発展させ、新聞記事やエッセー、論説文など、様々なジャンルの文章

を読み解き、読解力の更なる向上を目指す。文中にある語彙、文法などの解説に留めず、筆者の意見を理解し要約する練習もする。 

＜授業の到達目標＞ 

本科目の到達目標は以下3点である。a. 少し長めな文でも、文の成分分析を自らでき、意味の理解ができること。b. 文章の内容を理

解するために、関連する背景知識を自ら調べることができること。c. 筆者の意見を正しく理解し、文章の内容を要約できること。 

＜授業の方法＞ 

本科目の受講にあたって、予習として文章に出現した難しい言葉を調べておき、文章の大意を理解しておく。授業では、まず文章に関

連する背景知識を確認してから、文章の精読をする。その後、筆者の意見等についてグループディスカッションをし、発表する。最後

に、課題として200字程度の要約を提出する。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

予習①（難しい言葉の意味を調べる）20分予習②（文章に関連する背景知識を調べる）20分復習①（難解語彙や文法の復習）20分復習

②（文章の内容の要約）30分 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

本科目では、日本語の知識のみならず、社会人としての常識力や文章に関連する背景知識の学習を通して、文章を理解する力を身に付

ける。総合的な学習経験で得られる知識を連動させ、新たな課題に対応できる社会人力を身に付ける科目である。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

課題 30%、発表 30％、小テスト20％、授業態度 20％課題は添削し、小テストとともにフィードバックを翌週の授業の冒頭で行う。 

＜教科書＞ 

＜参考書＞  

清水正幸、林真弓（2016） 

日本語学習者のための読解厳選テーマ10［中級］凡人社奥田純子、竹田悦子、丸山友子、久次優子、八塚祥江、尾上正紀、矢田まり子

（2013）読む力［中上級］くろしお出版日経ＢＰ日経ビジネス日経ＢＰ 

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 ガイダンス 授業の説明 

2 新聞記事１① 新聞記事第1課の精読 

3 新聞記事１② 新聞記事第1課の意味理解、要約 

4 新聞記事２① 新聞記事第2課の精読 

5 新聞記事２② 新聞記事第2課の意味理解、要約 

6 エッセー１① エッセー第1課の精読 

7 エッセー１② エッセー第1課の意味理解、要約 

8 エッセー２① エッセー第2課の精読 

9 エッセー２② エッセー第2課の意味理解、要約 

10 論説文１① 論説文第1課の精読 

11 論説文１② 論説文第1課の意味理解、要約 

12 論説文２① 論説文第2課の精読 

13 論説文２② 論説文第2課の意味理解、要約 

14 論説文３① 論説文第3課の精読 

15 論説文３② 論説文第3課の意味理解、要約 
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科目コード 24107 区 分 コア 

授業 

科目名 異文化コミュニケーション 担当者名 田村 綾子 

配当年次 1 配当学期 後期 単位数 2 授業方法 講義 卒業要件 選択 

＜授業の概要＞ 

現代社会はグローバル化・多様化が進んでいる。異なる文化背景を持つ者同士が、一つのチームとして、同じ目標に向かい、お互いに

理解し、尊重し合いながら働き、また共に生活していく時代になった。この授業では、「異文化」をキーワードとし、世界にある様々

な価値観、考え方を学びながら、同時に自分の価値観、考え方といった自文化を振り返る。その上で、異なる文化背景を持つ者同士が、

相手を理解するためにどのようにコミュニケーションをとっていったらよいか学ぶ。 

＜授業の到達目標＞ 

①世界には様々な文化が存在し、人が違えばその人の価値観、ものの見方も違うということが理解できる。|②自分の持っている、考

え方・価値観など、「自文化」について客観的に見ることができるようになる。|③意見が対立しても、相手の文化を尊重しながら、

自分の考えを伝えることで、相手と自分を尊重した話し合いができるようになる。 

＜授業の方法＞ 

 基本的にはテキストに従って学んでいくが、テキストにはクイズや話し合い、ゲームなど様々な活動の課題がある。この活動はでき

る限り授業で行う。そして、活動でわかったこと、感じたこと、疑問に思ったことについて、グループで話し合い、グループまたは個

人で発表し、意見交換を行う。大きなテーマについては、話し合ったことや調べたことについてレポートを提出してもらう。ただ教科

書を読んだり講義を聞いたりするだけでなく、積極的にこの活動に参加し、この活動を通して、コミュニケーションの方法を考え、実

践できる力を身につけてほしい。| 本授業についての質問はクラスルームで常に受け付ける。 

＜準備学習等（予習・復習）＞※具体的な内容及びそれに必要な時間等 

授業の前に教科書に目を通しておくこと。また、毎回、授業の内容をまとめる課題を出す予定である。予習と課題に、1～2時間必要

である。 

＜卒業認定・学位授与の方針と当該授業科目との関連＞ 

本授業の内容・目標は、現代経営学科のディペロマポリシー、DP7、DP8と関連している。主体的・積極的に学ぶ姿勢や、グローバルな

問題を解決する力、国際社会に貢献する力を身につけるための生涯学習力を養成する。 

＜成績評価方法＞※課題（試験やレポート等）に対するフィードバックの方法 

授業中の課題の提出・内容20％、 宿題35％、レポート35％、話し合いへの参加10％|課題に対するフィードバックは授業の最初、ま

たはクラスルームのコメントやスプレッドシートで行う。 

＜教科書＞ 

原沢 伊都夫 異文化理解入門  株式会社 研究社 

＜参考書＞  

＜授業計画＞ 

回 テーマ 授 業 内 容 

1 オリエンテーション 授業内容・評価方法の説明。異文化を理解するとは 

2 文化とは何か（1） 文化のモデル 常識・非常識について考える。 

3 文化とは何か（2） 自分の文化について考える。 文化の特徴 

4 異文化適応 異文化適応について理解する。自分の異文化適応を考える。 

5 違いに気づく 文化の違いとは何か考える。 

6 異文化の認識 固定観念・ファイリング・ステレオタイプとは何か学ぶ。 

7 差別について考える① 
差別の種類・差別が生まれる背景について学ぶ。 宿題（日常生活で差別につなが
りそうな問題を探す・発表準備・レジメ提出） 

8 差別について考える② 
宿題の発表 話し合い ニュースとなった出来事について確認し、意見交換をす
る。 

9 世界の価値観 世界にある代表的な価値観について学ぶ。 

10 異文化トレーニング① 様々な異文化トレーニングの方法を学ぶ。DIEメソッドを実際にしてみる。 

11 異文化トレーニング② DIEメソッドによる分析と結果の発表 

12 異文化受容 異文化受容のプロセスについて学ぶ。 

13 自分を知る ジョハリの窓による分析 

14 非言語コミュニケーション 非言語コミュニケーションとは何か学び、その重要性を理解する。 

15 アサーティブ・コミュニケーション・まとめ 
アサーティブ・コミュニケーションの方法を学ぶ。 多文化共生社会に向けて考
える（レポート提出）。 
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