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P.3  学校教師学部 中等教育教員養成課程 

 

P.86 看護学部 看護学科 

 

P.113 総合経営学部 企業経営学科 

 

P.159 英語情報マネジメント学部 英語情報マネジメント学科 

 

P.201 観光ビジネス学部 観光ビジネス学科  
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学校教師学部 

中等教育教員養成課程 

 

実務経験のある教員等による授業科目の授業計画書 

<<省令で定める単位数等の基準数相当分>> 

 

[授業科目名・単位数] 

教育基礎論          ２単位 

教育時事問題研究       ２単位 

教育相談・カウンセリング論  ２単位 

教職概論           ２単位 

現代社会概説         ２単位 

生徒指導・進路指導論     ２単位 

発達障害児の心と行動     ２単位 

 

 

計１４単位  
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シラバス情報

授業情報

授業コード   A33006 開講キャンパス   千葉キャンパス

授業開講年度   2022年度

授業管理部署   教務課

授業名称   教育基礎論

科⽬ナンバリング   57GED11001

代表科⽬漢字名称   教育基礎論

単位数   2 履修期   前期授業

担当者漢字名称   岡崎 勉

担当者カナ名称   オカザキ ツトム

履修基準年度 １セメスター〜８セメスター

曜時   ⽔曜３限

科⽬関連性   なし

資格との関連性等   なし

講義内容   

 本講座は、教育職員免許法の規定する「教育の基礎理論に関する科⽬」に当たり、その中
の「教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想」を扱う。教育がどのような理念に⽀えら
れているのか、教育の歴史及び思想がどのように成⽴・発展してきたのか等を学ぶととも
に、教育が現代社会にどのようにアプローチできるかを考える。また、直近の教育関係の新
聞記事等を読み込むことにより、現在の教育問題等を把握・思考する。
 各⾃、講義のまとめである「Summary」(課題)を毎時間、講義終了直後に提出する(出席
確認も含む)。

第1回

【テーマ】 教育とは何か
【内 容】 ・直近の教育関係新聞記事等の読込み
      ・教育とは何か  ・学校経験と教育機能のずれ  ・機能的分化と普遍的価
値
【形 態】 講義
【⽬的と留意点】 教科書p.12からp.22を読み、疑問点を整理しておく(30分間)
         講義終了後に重要項⽬や疑問点を再度確認し⾃分のものとする(30分間)

第2回   

【テーマ】 教育の理念・歴史 〜教育思想の基本構造〜
【内 容】 ・直近の教育関係新聞記事等の読込み
      ・近代教育の理念  ・デュルケームの教育の理念  ・デューイの教育の理
念
【形 態】 講義
【⽬的と留意点】 教科書p.24からp.34を読み、疑問点を整理しておく(30分間)
         講義終了後に重要項⽬や疑問点を再度確認し⾃分のものとする(30分間)

第3回   

【テーマ】 教育と成⻑・学び 〜教育の実践〜
【内 容】 ・直近の教育関係新聞記事等の読込み 
      ・成⻑と学び  ・教育実践の⽬的  ・現代的教育実践の模索
【形 態】 講義
【⽬的と留意点】 教科書p.36からp.48を読み、疑問点を整理しておく(30分間) 
         講義終了後に重要項⽬や疑問点を再度確認し⾃分のものとする(30分間)

第4回 【テーマ】 教育と学校・家庭 〜教育の場所〜
【内 容】 ・直近の教育関係新聞記事等の読込み
      ・学校の歴史  ・家庭教育の成⽴の歴史  ・現代の学校・家庭の役割
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【形 態】 講義
【⽬的と留意点】 教科書p.50からp.60を読み、疑問点を整理しておく(30分間) 
         講義終了後に重要項⽬や疑問点を再度確認し⾃分のものとする(30分間)

第5回   

【テーマ】 ⻄洋の教育思想と学校の歴史① 〜前近代の状況〜
【内 容】 ・直近の教育関係新聞記事等の読込み  ・古代ギリシアの教育思想と学校
      ・ヘレニズム・ローマ時代の教育と学校 ・古代の終焉から中世へ
      ・中世からルネサンスへ  ・確認テスト①(第１回から第５回講義の範囲か
ら出題)
【形 態】 講義
【⽬的と留意点】 教科書p.76からp.88を読み、疑問点を整理しておく(30分間) 
         講義終了後に重要項⽬や疑問点を再度確認し⾃分のものとする(30分間)

第6回   

【テーマ】 ⻄洋の教育思想と学校の歴史② 〜教育的関⼼の誕⽣〜
【内 容】 ・直近の教育関係新聞記事等の読込み  ・教育的関⼼と経験
      ・教育の可能性と教育的関係性への参⼊ ・⾒いだされた「⼦ども」
      ・教育の科学と⼦どもの形成可能性
【形 態】 講義
【⽬的と留意点】 教科書p.90からp.102を読み、疑問点を整理しておく(30分間) 
         講義終了後に重要項⽬や疑問点を再度確認し⾃分のものとする(30分間)

第7回   

【テーマ】 ⻄洋の教育思想と学校の歴史③ 〜近代公教育の形成〜
【内 容】 ・直近の教育関係新聞記事等の読込み  ・近代公教育制度の形成過程
      ・近代公教育の形成を⽀えた思想    ・学校教育の普及と教育学の成⽴
【形 態】 講義
【⽬的と留意点】 教科書p.104からp.114を読み、疑問点を整理しておく(30分間) 
         講義終了後に重要項⽬や疑問点を再度確認し⾃分のものとする(30分間)

第8回   

【テーマ】 ⻄洋の教育思想と学校の歴史④ 〜新教育の展開〜
【内 容】 ・直近の教育関係新聞記事等の読込み  ・新教育の理念
      ・新教育運動の実際的展開       ・新教育の思想史的意義と課題
【形 態】 講義
【⽬的と留意点】 教科書p.116からp.128を読み、疑問点を整理しておく(30分間) 
         講義終了後に重要項⽬や疑問点を再度確認し⾃分のものとする(30分間)

第9回   

【テーマ】 ⽇本の教育思想と学校の歴史① 〜前近代の状況〜
【内 容】 ・直近の教育関係新聞記事等の読込み  ・古代・中世の教育
      ・近世社会における⼦育て       ・近世社会における学校の多様化
      ・近世庶⺠における学習⽂化
【形 態】 講義
【⽬的と留意点】 教科書p.128からp.142を読み、疑問点を整理しておく(30分間) 
         講義終了後に重要項⽬や疑問点を再度確認し⾃分のものとする(30分間)

第10回   

【テーマ】 ⽇本の教育思想と学校の歴史② 〜近代公教育の形成〜
【内 容】 ・直近の教育関係新聞記事等の読込み  ・近代公教育の創始
      ・近代学校教育制度の確⽴過程     ・国家主義教育体制への移⾏
      ・教育⽅法の⽇本的受容の特質
      ・確認テスト②(第６回から第10回講義の範囲から出題)
【形 態】 講義
【⽬的と留意点】 教科書p.144からp.154を読み、疑問点を整理しておく(30分間) 
         講義終了後に重要項⽬や疑問点を再度確認し⾃分のものとする(30分間)

第11回   【テーマ】 ⽇本の教育思想と学校の歴史③ 〜⼤正新教育運動の展開〜
【内 容】 ・直近の教育関係新聞記事等の読込み  ・⼤正期の教育政策
      ・⼤正期の教育思想          ・⼤正新教育の⾼揚
【形 態】 講義
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【⽬的と留意点】 教科書p.156からp.168を読み、疑問点を整理しておく(30分間) 
         講義終了後に重要項⽬や疑問点を再度確認し⾃分のものとする(30分間)

第12回   

【テーマ】 ⽇本の教育思想と学校の歴史④ 〜国家主義教育(⼤正末期から太平洋戦争末
期まで)〜
【内 容】 ・直近の学校教育関係新聞記事等の読込み
      ・経済恐怖と国家主事教育への傾斜  ・総⼒戦体制と学校教育
【形 態】 講義
【⽬的と留意点】 教科書p.170からp.175を読み、疑問点を整理しておく(30分間) 
         講義終了後に重要項⽬や疑問点を再度確認し⾃分のものとする(30分間)

第13回   

【テーマ】 ⽇本の教育思想と学校の歴史⑤ 〜太平洋戦争後の教育改⾰〜
【内 容】 ・直近の学校教育関係新聞記事等の読込み
      ・戦後教育の出発  ・講和条約後の転換
【形 態】 講義
【⽬的と留意点】 教科書p.175からp.182を読み、疑問点を整理しておく(30分間) 
         講義終了後に重要項⽬や疑問点を再度確認し⾃分のものとする(30分間)

第14回   

【テーマ】 現代⽇本の教育課題 〜グローバル化と機能的分化〜
【内 容】 ・直近の学校教育関係新聞記事等の読込み ・グローバル化が進む今⽇の社会
の特徴
      ・知識基盤社会における教育       ・新たな持続可能な社会に向けて
【形 態】 講義
【⽬的と留意点】 教科書p.184からp.194を読み、疑問点を整理しておく(30分間) 
         講義終了後に重要項⽬や疑問点を再度確認し⾃分のものとする(30分間)

第15回   

【テーマ】 教育の基礎 〜制度を超える思想〜
【内 容】 ・直近の学校教育関係記事等の読込み  ・「新教育」という試み
      ・教育の普遍的価値  ・教育への信念
      ・確認テスト③(第11回講義から第15回講義の範囲から出題)
【形 態】 講義
【⽬的と留意点】 教科書p.196からp.207を読み、疑問点を整理しておく(30分間) 
         講義終了後に重要項⽬や疑問点を再度確認し⾃分のものとする(30分間)

その他担当者   なし

ディプロマポリシー
との関連   

教師に必要な「広く深い教養」

担当教員の専⾨領域
との関連   

⾼等学校現場での教諭及び管理職の実務経験を踏まえ、教師として⾝に付けておくべき教育
関係理論のベースとなる教育基礎論の講義を展開する。

使⽤⾔語   ⽇本語

到達⽬標   
・講義内容をA4の⽤紙１枚に第三者が⾒て理解できるように簡潔で⾒やすく「Summary」
にまとめることができるようになる。
・講義中に実施する３回の確認テストで、それぞれ８割以上の正答率を得る

課題に対するフィー
ドバック   

・毎時間提出される「Summary」を評価(コメント記載)し、次の講座の最初に返却する。
・各⾃の参考となるように、⾼評価の「Summary」の紹介と解説を⾏う。

連絡⽅法   
学校教師学部Ａ棟４階 ６４９研究室
e-mail : okazaki-t@mailg.shumei-u.ac.jp

教科書   
タイトル 著者名

発
⾏
所

出版
年

ISBN ボタン

新・教職課程シリーズ 
教育の理念・歴史

監修・編著︓⽥中
智志・橋本美保

⼀
藝

2013 9784863590571 OPAC検索
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社

※図書館に所蔵がない場合等、OPAC検索ボタンを押下してもヒットしないことがあります。

成績評価

種別   割合   評価基準等   

⼩テスト(0) 50.0%

課題(3) 50.0%
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シラバス情報

授業情報

授業コード   A31021 開講キャンパス   千葉キャンパス

授業開講年度   2022年度

授業管理部署   教務課

授業名称   教育基礎論

科⽬ナンバリング   57GED11001

代表科⽬漢字名称   教育基礎論

単位数   2 履修期   前期授業

担当者漢字名称   清原 洋⼀

担当者カナ名称   キヨハラ ヨウイチ

履修基準年度 １セメスター〜８セメスター

曜時   ⽔曜１限

科⽬関連性   
なし
科⽬ナンバー:57GED11001

資格との関連性等   中⾼教諭１種免許（教職）、⼩学校教諭１種免許（教職）

講義内容   

本講義は教育職員免許法施⾏規則に規定する「教育の基礎的理解に関する科⽬」に当たり、
その中の「教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想」を扱う。教育がどのような理念に
⽀えられているのか、教育の歴史及び思想がどのように成⽴・発展してきたのか等を学ぶと
ともに、教育が現代社会にどのようにアプローチできるかを考える。

第1回

【テーマ】
教育とは何か

【内容】
1.教育とは何か
2.学校経験と教育機能

【形態】
講義、⼩レポート

【⽬的と留意点】
「教育とは何か」という根源的な問を起点として、学校経験、教育機能のずれについて検討
する。学校における教育はどのような機能を持ち、どのような価値があるのか。ここで扱っ
たことを元に、教育に関する様々な学修につなげていってほしい。
そのためにも、教科書の序章を読み、疑問点を整理しておく(1時間)。

第2回   【テーマ】
教育の理念・歴史

【内容】
1.近代教育の理念︓ルソーとヘルバルト
2.近代教育への批判と20世紀の教育理念︓デュルケームとデューイ

【形態】
講義、⼩レポート
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【⽬的と留意点】
本時は近現代の教育における著名な思想家を取り上げ、教育の理念とその変遷について学修
する。前半では、近代教育の登場する時期の著名な2⼈の思想家（ルソーとヘルバルト）の
教育⾔説を取りあげ、そこで何が「教育の理念」として語られているのか確認する。後半
は、19世紀の近代教育への批判が登場する時期の著名な2⼈の思想家（デュルケームとデュ
ーイ）の教育⾔説を取りあげ、教育理念を概観する。教育を多⾯的に捉える⼀助としてほし
い。
教科書の第1章「教育の理念・歴史」を読み、疑問点を整理しておく(1時間)。

第3回   

【テーマ】
教育と成⻑・学び

【内容】
1.成⻑と学び
2.教育実践の⽬的
3.現代的教育実践の模索

【形態】
講義、⼩レポート

【⽬的と留意点】
⼦どもの成⻑や学びに合わせて教育実践をどう組織していくかについて考える。冒頭では
「学び」の本質とは何か、「社会化」との⽐較から検討する。さらに、近年の代表的な教育
者の教育観を参照し、教育実践の⽬的や今後の⽅向性について確認する。講義の最後では、
現代的教育実践の在り⽅について具体例をもとに考察する。現場での実践と密接にかかわる
内容であることを意識し、講義に臨むことを求める。
教科書の第2章「教育と成⻑・学び」を読み、疑問点を整理しておく(1時間)。

第4回

【テーマ】
教育と学校・家庭

【内容】
1.学校の歴史︓学校は如何にして教育の場となったか
2.家庭教育成⽴の歴史
3.現代の学校の役割
4.現代の家庭の役割

【形態】
講義、⼩レポート

【⽬的と留意点】
本時では、学校と家庭という代表的な⼆つの場に着⽬し、それらを⽐較検討しながら教育の
場の在り⽅について考える。学校教育と家庭教育それぞれの歴史を概観し、それぞれがどの
ような役割を持ち、互いにどのように関わり影響しているのかを考察する。そして、現代に
おけるこれらの場の意味を考える。学校教育については、科⽬の後半で扱う教育史の基礎知
識としても重要であり、以降の学修につなげていってほしい。
教科書の第3章「教育と学校・家庭」を読み、疑問点を整理しておく(1時間)。

第5回   【テーマ】
教育と国家・市場

【内容】
1.他者との⼈格的交流に基づく共同体の教育
2.市場と教育
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3.国家と教育
4.経済のグローバル化と教育、社会、国家

【形態】
講義、⼩レポート

【⽬的と留意点】
教育とは何かという問いに対し、教育が社会の中にどのように組み込まれ、どのような機能
を果たしているのかという側⾯から検討し⾒えてくるものがある。本時は、共同体、市場、
国家といった概念と教育の関係性を学び、経済のグローバル化が進む中で教育がどのように
機能するかについて考察する。同時に、教育が社会の中に組み込まれるという側⾯だけでな
く、⽣きた教育とは何かについても考えを広げてほしい。
教科書の第4章「教育と国家・市場」を読み、疑問点を整理しておく(1時間)。

第6回   

【テーマ】
⻄洋教育史１︓前近代

【内容】
1.古代ギリシアの教育
2.ヘレニズム・ローマ時代の教育
3.中世︓キリスト教と教育
4.ルネサンス期におけるヒューマニズム思想と教育

【形態】
講義、⼩レポート

【⽬的と留意点】
本時から8回に渡り教育史を学修する。その前半の4回は、⻄洋教育史を時系列に沿って概
観する。
⻄洋教育史の初回となる本時は、古代ギリシア、ローマの教育から出発し、紀元前から⼈類
が教育活動を⾏っていたことを学ぶ。さらに、中世においてキリスト教（宗教）を中⼼とし
た世界情勢と、その中において教育や学校がどのように機能していたかを明らかにする。後
半では、ルネサンス期に登場したヒューマニズムの教育思想を紹介し、その中で学校がどの
ように変容していったかを明らかにする。この時代の教育⽬的の特徴を理解するだけでな
く、現在の教育⽬的との違いやつながりについても考えてほしい。
教科書の第5章「⻄洋の教育思想と学校の歴史①」を読み、疑問点を整理しておく(1時間)。

第7回   

【テーマ】
⻄洋教育史２︓⼦どもの発⾒

【内容】
1.教育的関⼼と経験
2.ロックの教育論
3.⼦どもの「発⾒」
4.教育の科学

【形態】
講義、⼩レポート

【⽬的と留意点】
本時は、「教育的関⼼」をテーマに、ロックの教育論、ルソーの⼦どもの「発⾒」、ヘルバ
ルトの教育学を取りあげ、科学的な視点から教育を考えることの必要性について考察する。
教科書の第6章「⻄洋の教育思想と学校の歴史②」を読み、疑問点を整理しておく(1時間)。
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第8回   【テーマ】
⻄洋教育史３︓近代公教育の形成

【内容】
0.試験
1.近代公教育制度の形成
2.近代公教育の形成を⽀えた思想
3.学校教育の普及と教育学の成⽴

【形態】
試験、講義、⼩レポート

【⽬的と留意点】
近代公教育の制度は、１８世紀後半以降の欧⽶近代社会の中で成⽴していった。教育制度が
確⽴していく背景には、産業⾰命や市⺠⾰命等が⼤きく影響している。本時は公教育の観点
から近代の教育を⾒つめ直す。また、ベルやランカスターによる助教法、ペスタロッチの直
観教授法、ヘルバルト学派の段階教授法などが⽣まれたのもこの時期であり、これらの⼿法
がどのようなものかを学修し、教育が学問として成⽴していく過程について確認していく。
また、試験を実施し、知識の定着を図る。
試験に向け第1回から第7回までの学修内容を復習しておく（2時間）。また、教科書の第7
章「⻄洋の教育思想と学校の歴史③」を読み、疑問点を整理しておく(1時間)。

第9回   

【テーマ】
⻄洋教育史４︓新教育の展開

【内容】
1.新教育の理念と展開
2.新教育の思想史的意義と課題

【形態】
講義、⼩レポート

【⽬的と留意点】
⼦どもの個性の尊重、主体的活動の重視などは、学校制度確⽴の時期から重きが置かれるも
のではなかった。本時は新教育と呼ばれる教育の在り⽅を扱う。新教育とは、19世紀後半
から20世紀初頭にかけて各地で展開された、制度化された近代公教育制度の批判から始ま
る教育の総称である。新教育を⽀える様々な理念を確認し、それらによって各国（英・独・
仏・伊・⽶）でどのような新教育が展開されていったのかを確認する。さらに、これらの新
教育運動が歴史的にどのような意義を持ち、どのような課題を残したかについても考察した
い。
教科書の第8章「⻄洋の教育思想と学校の歴史④」を読み、疑問点を整理しておく(1時間)。

第10回   【テーマ】
⽇本教育史１︓前近代

【内容】
1.古代・中世の教育
2.近世の⼦ども観
3.江⼾幕府と昌平坂学問所、藩校
4.私塾
5.庶⺠の教育と寺⼦屋

【形態】
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講義、⼩レポート

【⽬的と留意点】
⻄洋教育史に引き続き、4回に渡り⽇本教育史を扱う。わが国においても、教育や学校は古
代・中世から存在していた。しかし、それらが制度的に確⽴したのは明治期以降である。本
時は⽇本教育史の最初の回として、古代・中世から近世にかけての教育を概観する。特に、
江⼾時代は幕府の学問所、藩校、私塾、寺⼦屋等の様々な教育機関が発達した時期である。
それぞれの機関の特徴と、近代以降の教育に与えた影響を考察する。
教科書の第9章「⽇本の教育思想と学校の歴史①」を読み、疑問点を整理しておく(1時間)。

第11回   

【テーマ】
⽇本教育史２︓近代公教育の形成

【内容】
1.わが国の近代公教育の創始
2.学制の制定と⼩学校の設置
3.教育令の公布・改正と学校令
4.国家主義教育と教育勅語
5.ペスタロッチ主義教授法の導⼊
6.ヘルバルト主義教授法の影響

【形態】
講義、⼩レポート

【⽬的と留意点】
わが国が⼤きく変容した明治時代は、教育が⼤きく変化した時期でもある。学制からはじま
る教育の諸制度整備にはじまり、⼩学校・中学校・⼤学の設置、⽂部省の設置など、わが国
の教育が制度的に確⽴されていく時代であった。本時はそうした時代の変化と、制度の変遷
に着⽬して学修する。
また、鎖国によって欧⽶諸国に遅れを取っていた⽇本は、教育においても諸外国の⼿法を積
極的に取り⼊れている。その中でも特に、現代の教育にも影響が強いと考えられるペスタロ
ッチとヘルバルトの影響を中⼼に考察する。
教科書の第10章「⽇本の教育思想と学校の歴史②」を読み、疑問点を整理しておく(1時
間)。

第12回   【テーマ】
⽇本教育史３︓⼤正新教育運動

【内容】
1.⼤正期の教育政策
2.⼤正期の教育思潮
3.⼤正新教育運動（⼤正⾃由教育）の具体的事例

【形態】
講義、⼩レポート

【⽬的と留意点】
第⼀次⼤戦後の⽇本においては、経済が⼤いに発展、同時に市⺠の権利意識が⾼揚し、⼤正
デモクラシーが引き起こされる。その頃教育分野においても、従来の「⾂⺠教育」に対抗
し、新しい教育を実践しようとする動きが活発になった。これを⼤正新教育運動あるいは⼤
正⾃由教育という。本時は、⼤正時代の世界と⽇本の情勢を概観した後、新しい教育に向か
う⼈々の教育思潮を踏まえた上で、代表的な⼤正新教育の実践についていくつか取り上げ、
深く考察していく。
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教科書の第11章「⽇本の教育思想と学校の歴史③」を読み、疑問点を整理しておく(1時
間)。

第13回   

【テーマ】
⽇本教育史４︓戦中・戦後の教育

【内容】
1.経済恐慌と国家主義教育への傾斜
2.戦時下の学校教育
3.戦後教育の出発と学校の⺠主化
4.世界情勢の変化と戦後教育の⾒直し

【形態】
講義、⼩レポート

【⽬的と留意点】
本時は主に昭和期における、戦前・戦中・戦後の教育がどのように変遷したかを中⼼に学修
する。
⼤正新教育運動から続く多様性を持ったわが国の教育は、戦争へ向かう国家体制の内で統制
されていく。「皇国⺠教育」を実践した学校教育は、戦争と深く関わることとなった。戦後
は、GHQの指導により教育は⺠主化の道を歩み始めるが、世界情勢の変化に伴い、その⽅
針も⾒直しが⾏われることとなる。戦争によって教育がどのように変わったかを理解すると
ともに、平和な世界を実現するためにこれからの教育がどうあるべきかを考えてほしい。
教科書の第12章「⽇本の教育思想と学校の歴史④」を読み、疑問点を整理しておく(1時
間)。

第14回   

【テーマ】
現代⽇本の教育課題

【内容】
0.試験
1.社会のグローバル化
2.知識基盤社会における教育
3.持続可能な社会に向けて
4.試験

【形態】
試験、講義、⼩レポート

【⽬的と留意点】
現在社会は⽇々⼤きく変化を続けている。その変化を特徴付けるキーワードとして、グロー
バル化、知識基盤社会、持続可能な開発のための教育（ＥＳＤ）等がある。本時はこれらの
キーワードの意味を把握した上で、教育にどのような影響を与えているのかを検討する。本
時の内容をしっかりと理解するためには、近年の社会動向について知っておく必要がある。
最近のニュース等でどのようなことが話題となっているか、簡単におさえておくことが望ま
しい。
また、試験を実施し、知識の定着を図る。
第8回から第13回までの学修内容の復習をしておく（2時間）。また、教科書の第13章「現
代⽇本の教育課題」を読むとともに、インタネット等で最近の教育課題について調べ興味を
もったことを整理しておく(1時間)。

第15回   【テーマ】
新しい時代の教育に向けて
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【内容】
0.試験の解説
1.「新教育」の現代的意義
2.教育の本質は何か
3.講義のまとめ

【形態】
講義、ディスカッション、⼩論⽂

【⽬的と留意点】
本講義の総まとめとして、新しい時代の教育に向けて何を考えていく必要があるか検討す
る。論点の例として、すでに学修した新教育を振り返り、それらの現代的意義を考えてい
く。その他にも、近年の社会動向を踏まえた様々なトピックから、教育の在り⽅を多⾯的に
検討する。最終的には、時代が変わっても変化しない教育の本質は何であるか、受講⽣全員
で考えてみたい。
そして最後に、これまでの講義の総まとめを⾏う。教育に対する意⾒や疑問など、積極的に
問題提起し議論してほしい。
そのためにも、これまでの学修を振り返りつつ、近年の教育の動向についてもインターネッ
ト等で情報を収集し、⾃分の考えを整理しておく（2時間）。

ディプロマポリシー
との関連   

教師に必要な「広く深い教養」

担当教員の専⾨領域
との関連   

教育⾏政及び学校の実務経験、教育の動向に関する研究を基に、教育の歴史・思想を扱う。

使⽤⾔語   ⽇本語

到達⽬標   
教育がどのような理念に⽀えられているのか、教育の歴史及び思想がどのように成⽴・発展
してきたのか等についての基礎的知識を⾝に付け、教育の現代社会へのアプローチを考え表
現できるようにする。

課題に対するフィー
ドバック   

試験やレポート返却の際、誤答の多い問題や学修の留意点について解説する。

使⽤教科書(参考書・
参考サイト)   

教科書︓⽥中智志・橋本美保監修・編著（2013）『教育の理念・歴史』（新・教職課程シ
リーズ）⼀藝社
参考書︓講義中に適宜紹介する。

連絡⽅法   
学校教師学部Ｂ棟１階 秀明⼤学教育研究所（内線702） E-
mail:kiyohara@mailg.shumei-u.ac.jp

教科書   
タイトル 著者名

発⾏
所

出版
年

ISBN ボタン

教育の理念・歴
史

⽥中智志・橋本美保監修・
編著

⼀藝
社

2013 9784863590571 OPAC検索

※図書館に所蔵がない場合等、OPAC検索ボタンを押下してもヒットしないことがあります。

成績評価

種別   割合   評価基準等   

試験(1) 40.0% 学修内容についての基礎的な知識を⾝に付けている。

レポート(2) 40.0% 教育に対する考えを⾝に付け表現している。

その他(99) 20.0% 意欲的に課題等に取り組んでいる。

備考   
⼗分な出席および、指⽰された提出物の期限内提出を前提とし、試験、レポート（⼩レポー
ト含む）、その他（発表、課題提出状況など）を基本として総合的に評価する。
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シラバス情報

授業情報

授業コード   B44032 開講キャンパス   千葉キャンパス

授業開講年度   2022年度

授業管理部署   教務課

授業名称   教育時事問題研究

科⽬ナンバリング   57GED21008

代表科⽬漢字名称   教育時事問題研究

単位数   2 履修期   後期授業

担当者漢字名称   渡部 徹

担当者カナ名称   ワタナベ トオル

履修基準年度 １セメスター〜８セメスター

曜時   ⽊曜４限

科⽬関連性   教職に関する基礎的な⾒識等を有していることを前提にして授業を進める。

資格との関連性等   
担当者の専⾨領域における実務経験をもとに、教育現場で経験する各種課題に関するより深
い分析と検討、並びに具体的な対応を可能とする実践⼒を育成する。

講義内容   

現在新学習指導要領に基づく教育実践が進められており、2021年1⽉の中央教育審議会答申
では「令和型教育」をめざした各種施策の必要性が説かれている。加えて昨今のコロナ禍に
おいて、わが国の将来を担う若者に確かな学⼒や豊かな⼈間性を培うために、教員の資質能
⼒向上はもちろん、学校と保護者・地域の連携に基づく教育活動の展開がこれまで以上に求
められている。本講座では、最近の教育⾏政の動向を踏まえ、新聞記事や⾏政情報等を題材
に様々な教育課題について検討・発表、討論などを通して幅広い教育的知⾒を⾝に付けると
ともに、今後教員として求められる資質を養う。

第1回

【テーマ】
国の教育改⾰の動向①︓学習指導要領の改訂等

【内容】
１ 科⽬のねらい及び概要
２ 国の教育改⾰の概要
３ 新学習指導要領の改訂の内容・⽅向性

【形態】
講義、討論、⼩作⽂、アンケート回答

【⽬的と留意点】
我が国の教育改⾰の中で最も注⽬されている新学習指導要領の改訂の内容や⽅向性につい
て、中央教育審議会の答申及び新学習指導要領の総則等を基にして基本的な理解を図るとと
もに、討論や作⽂を通して多⾯的・多⾓的に考察したり、⾃⼰の考えを積極的に発表したり
する姿勢や態度を培う。

第2回   【テーマ】
国の教育改⾰の動向②︓⾼⼤接続改⾰

【内容】
１ ⼤学⼊学者選抜改⾰の概要と意義
２ 「⼤学⼊学共通テスト」がの意義と留意点
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【形態】
講義、討論、⼩作⽂

【⽬的と留意点】
我が国の教育改⾰の中で新学習指導要領の改訂と並んで注⽬されている⾼⼤接続改⾰に関し
て、中央教育審議会の答申や⼤学⼊試センターからの公表内容等を基に基本的な理解を図る
とともに、討論や作⽂を通して多⾯的・多⾓的に考察したり⾃⼰の考えを積極的に発表した
りする姿勢や態度を培う。特に「⼤学⼊学共通テスト」とその在り⽅について議論を深める
こととする。

第3回   

【テーマ】
国の教育改⾰の動向③︓我が国の英語教育改⾰

【内容】
１ 我が国の英語教育の現状と課題
２ 「⼤学⼊学共通テスト」と英語教育改⾰
３ 思考⼒や表現⼒を培う英語教育の在り⽅

【形態】
講義、討論、レポート作成

【⽬的と留意点】
グローバル化が急速に進展する中、新学習指導要領の改訂において外国語（英語）教育は⾼
校段階では科⽬構成の⾒直しが図られ、⼩学校中学年からの外国語活動導⼊とともに⾼学年
での教科化が実施される。⼤きな改⾰が進められる外国語教育の在り⽅について、様々な有
識者の論説や学校レベルでの指導実践例も参考にしながら多⾓的に議論する。

第4回

【テーマ】
学⼒向上の⽅策①︓国や県の教育施策

【内容】
１ 国際学⼒調査の概要・結果
２ 全国学⼒・学習状況調査の結果分析
３ 各都道府県における学⼒向上策

【形態】
発表、討論、講義、⼩作⽂

【⽬的と留意点】
これから数年の間は、学習指導要領の改訂・移⾏期にあることから、我が国の⼦供たちの学
⼒に関する議論を深める好機といえる。様々な学⼒調査等の結果を踏まえつつ多⾓的に⼦供
たちの学⼒実態をとらえるとともに、国や都道府県レベルの学⼒向上策を探ることは将来教
職を⽬指す者にとって不可避の作業である。広く関連情報を収集して討論を進める。

第5回   【テーマ】
学⼒向上の⽅策②︓基礎学⼒と探究学習

【内容】
１ 学習指導要領の変遷について
２ 将来的に求められる学⼒と教育課程
３ 「主体的・対話的で深い学び」とは
４ 指導と評価の⼀体化」について
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【形態】
発表、討論、講義、⼩作⽂

【⽬的と留意点】
⻑年続いてきた「ゆとり」か「詰め込み」かの⼆項対⽴の議論を超克し、学校教育法第３０
条第２項に明⽰されたようなバランスの取れた学⼒観をベースに、我が国の⼦供たちに今後
実践すべき学習活動について中央教育審議会等の最新の情報を基に考える。そのためにも戦
後の学習指導要領変遷の概略を把握しておくことが望まれる。

第6回   

【テーマ】
学⼒向上の⽅策③︓カリキュラム・マネジメント

【内容】
１ 中央教育審議会での学習指導要領審議に関する多⾓的検討
２ カリキュラム・マネジメントとは
３ 教科横断的な視点に⽴った学習指導事例

【形態】
発表、討論、講義、⼩作⽂、レポート作成

【⽬的と留意点】
中央教育審議会の学習指導要領に関する答申や⼩・中・⾼等学校学習指導要領解説(総則編)
等を参考にして、各教科等の教育内容を相互の関係でとらえるとともに、教科等横断的な視
点で学校教育⽬標の達成に必要な教育の内容を組織的に配列していく側⾯から、カリキュラ
ム・マネジメントの重要性について考える。教科・科⽬が相互に連携した学習指導例やアイ
デアを持ち寄って議論する。

第7回   

【テーマ】
いじめと⽣徒指導①︓⽣徒指導の実際

【内容】
１ 少年の問題⾏動に関する報道
２ 問題傾向をもつ児童⽣徒への対応
３ 家庭との連携の在り⽅

【形態】
発表、討論、講義、⼩作⽂

【⽬的と留意点】
少年⾮⾏の各種統計や報道記事等を分析的に読み解きその現状を知るとともに、様々な問題
⾏動への対応について組織で対応したり家庭との緊密な連携の下に対処していくことの⼤切
さを実感的に理解する。この度改訂された「⽣徒指導提要」の概要に触れながら、⽣徒指導
が学校のあらゆる教育活動の場⾯において重要な機能の⼀つであるとの認識も深めたい。

第8回   【テーマ】
いじめと⽣徒指導②︓いじめ問題への対応

【内容】
１ いじめ防⽌対策推進法
２ いじめ防⽌のための学校・教職員の責務
３ SNＳに関する問題状況

【形態】
発表、討論、講義、⼩作⽂
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【⽬的と留意点】
「いじめを絶対に許さない」という強い決意のもと、その防⽌や早期発⾒に当たってどのよ
うな点に留意すべきか、また学校・教師が積極的にいじめを認知する姿勢を持つ必要性につ
いて法的な側⾯から理解する。さらにＳＮＳの⽇常⽣活への浸透など⼦供たちを取りまく環
境変化への問題認識を深め、情報モラルを育成する⼤切さについても理解を深める。

第9回   

【テーマ】
教員の資質能⼒の向上①︓今後、求められる教員の資質能⼒

【内容】
１ 教員の資質能⼒向上に関わる中央教育審議会答申の読解
２ 教員養成改⾰
３ 教員採⽤改⾰

【形態】
発表、グループワーク、討論、講義、⼩作⽂

【⽬的と留意点】
これからの教員には、どのような資質能⼒が求められるのか。中央教育審議会の答申などを
基に最近の⽂部科学省の⾒解等について知るとともに、“チーム学校”や“学校インターンシ
ップ”など国の教育⾏政のキーワードについても理解を深めるようにする。将来教職を⽬指
す者にとって、本時のテーマは最も重要かつ直接⾃⾝に関係するものである。少⼈数でのグ
ループワーク等を通して、そうした認識をさらに深める場とする。

第10回   

【テーマ】
教員の資質能⼒の向上②︓不祥事根絶

【内容】
１ 教員の不祥事の現状
２ 出⾝都道府県における教育委員会の不祥事根絶に向けた取組

【形態】
発表、討論、講義、⼩作⽂

【⽬的と留意点】
⼦供たちを教え導く存在でありながら、教員の不祥事に関する報道が後を絶たない。そのた
め、国や県レベルで様々な不祥事根絶に向けた取組が⾏われている。本時では履修者の出⾝
都道府県教育委員会におけるこれらの取組を取り上げ共有することにより、不祥事を根絶す
る⽅策・未然に防ぐ⽅策について具体的に考えを深め、将来教員として、強固な使命感に裏
打ちされた「法令遵守」の精神を⾝に付けられるようにする。

第11回   【テーマ】
教員の資質能⼒の向上③︓教員研修の在り⽅

【内容】
１ 教員研修と法令
２ 教員研修の現状
３ 校内研修の活性化⽅策

【形態】
発表、討論、講義、⼩作⽂

【⽬的と留意点】
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教員は崇⾼な使命を⾃覚し、絶えず研究と修養に励まなければならない。今⽇、数々の教育
課題が⼭積し様々な新しい取組が学校教育に求められる中で、教員個々に、または学校とし
て、どのような研修が望まれるのか。関係する教育法令にも触れながら、多⾓的な視点から
教員研修の在り⽅について検討する。

第12回   

【テーマ】
教員の資質能⼒の向上④︓⼈事評価

【内容】
１ 地⽅公務員法と⼈事評価
２ 出⾝都道府県における教育委員会の⼈事評価の分析

【形態】
発表、討論、講義、⼩作⽂、レポート作成

【⽬的と留意点】
地⽅公務員法の⼀部改正に伴い、公⽴学校職員の⼈事評価については職員の能⼒・意欲を評
価する「能⼒評価」と、職員の実績を評価する「業績評価」により実施されている。教員の
資質能⼒の向上と⼈事評価との関係性について、履修者の出⾝都道府県教育委員会の⼈事評
価実施要領等を資料として分析的に検討する。

第13回   

【テーマ】
学校経営とその評価①︓教員の勤務実態と働き⽅改⾰

【内容】
１ 教員の勤務実態の分析
２ チーム学校とは

【形態】
発表、討論、講義、⼩作⽂

【⽬的と留意点】
我が国の教員の勤務時間は、世界で最も⻑い。その主たる要因は部活動指導といわれ、近年
そうした負担緩和の動きとして「部活動ガイドライン」の制定や「チーム学校」の考え⽅に
基づく外部⼈材組織の導⼊が⼤きな話題となっている。こうした動きを⽷⼝にして、我が国
の教員の勤務実態や喫緊の課題である教員の「働き⽅改⾰」について検討するとともに、教
職の専⾨性について再考するなど幅広く議論したい。

第14回   

【テーマ】
学校経営とその評価②︓学校評価

【内容】
１ 学校評価と学校改善
２ 出⾝校の学校評価の分析

【形態】
発表、討論、講義、⼩作⽂

【⽬的と留意点】
学校評価の⽬的や種類などの基礎的事項を踏まえ、履修者の出⾝校（⾼校⼜は中学校）にお
ける学校評価を分析し、学校改善のために望ましい学校評価とその活⽤⽅法について多⾓的
に議論する。

第15回   【テーマ】
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教職の未来像

【内容】
１ 未来の教員像
２ 未来を切り拓く学校教育の在り⽅

【形態】
講義、⼩論⽂作成

【⽬的と留意点】
ここ数年、世界や⽇本社会の未来予測に関する書籍や論説等が数多く出版・発表されてい
る。そうした中で社会の変化に主体的に関わり様々な変化を柔軟に受けとめ、多様な他者と
協働して⾃他の⼈⽣を豊かなものにしていく態度や能⼒を⼦供たちに⾝に付けさせることが
期待されている。これまでの１４回にわたる講義テーマに関する討論を振り返り、未来社会
を展望しながら、様々な教育課題を解決するため学校そして教師の果たす役割について各⾃
が考え、⼩論⽂としてまとめる。

その他担当者   なし

ディプロマポリシー
との関連   

教職に関連する諸課題について理解を深めることで、教師に必要な「広く深い教養」を⾝に
付けるとともに、グループでの活動や協議をとおして「対⼈関係能⼒」や「コミュニケーシ
ョン能⼒」を磨く。

担当教員の専⾨領域
との関連   

担当者が県教育委員会及び公⽴⾼等学校⻑の実務経験をもとに、最新の教育事情を踏まえた
実践的な内容で展開する。

使⽤⾔語   ⽇本語

到達⽬標   
様々な教育課題について検討・発表、討論等をとおして幅広く教育的知⾒を⾝に付け、将来
教員として求められる知識と資質を養う。

課題に対するフィー
ドバック   

課題テストや⼩作⽂、レポートについては個別に採点・講評するほか、内容に応じて全体で
共有することにより、各⾃が新たな観点から思考や議論を深め、将来の教員採⽤選考対策や
教育現場における活動を充実させるための⼀助とする。

使⽤教科書(参考書・
参考サイト)   

各回で取り上げる教育課題に関連したレジュメ及び資料を配付するので、教科書は使⽤しな
い。

連絡⽅法   
e-mail:watanabe-t@mailg.shumei-u.ac.jp
学校教師学部Ｂ棟１階 秀明⼤学教育研究所

教科書   
タイトル 著者名 発⾏所 出版年 ISBN ボタン

特になし OPAC検索

参考書   
タイトル 著者名 発⾏所 出版年 ISBN ボタン

特になし OPAC検索

※図書館に所蔵がない場合等、OPAC検索ボタンを押下してもヒットしないことがあります。

成績評価

種別   割合   評価基準等   

課題(3) 50.0% ⼩作⽂・⼩論⽂・レポートの作成(50%)

その他
(99)

50.0%
グループ活動・全体協議時のパフォーマンス(30%)出⽋席、講義中の発
⾔内容等、平常点（20％）
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シラバス情報

授業情報

授業コード   A12017 開講キャンパス   千葉キャンパス

授業開講年度   2022年度

授業管理部署   教務課

授業名称   教育相談・カウンセリング論

科⽬ナンバリング   57GED31002

代表科⽬漢字名称   教育相談・カウンセリング論

単位数   2 履修期   前期授業

担当者漢字名称   荒井 明⼦

担当者カナ名称   アライ アキコ

履修基準年度 １セメスター〜８セメスター

曜時   ⽉曜２限

科⽬関連性   前期と後期は同⼀内容

資格との関連性等   中⾼教諭１種免許（教職）, ⼩学校教諭１種免許（教職）

講義内容   

学校における教育相談・カウンセリングの意義と充実に向けた取り組みについて学ぶ。前半
は、教育相談・カウンセリングに向けた資質向上のために、コミュニケーションスキルを⾼
めたり、児童⽣徒の⼼や⾏動について理解を深めたりする。また、開発的教育相談として、
学級の豊かな⼈間関係の構築のための⽅策について学ぶ。後半は、治療的教育相談に向け
て、カウンセリングの理論と基本技法について学んだうえで、態度・知識・技術について傾
聴トレーニングやインシデントプロセス法等の演習を取り⼊れながら⾝に付けていく。さら
に，今までの学びを振り返り，教育相談計画を作成する。最後には教師のメンタルヘルスに
ついて考える。

第1回

【テーマ】
 学校教育における教育相談・カウンセリングの意義

【内容】
（１）学校における教育相談・カウンセリングの意義
（２）⽣徒指導と教育相談
（３）教育相談の体制
（４）教育相談主任と教育相談員、スクールカウンセラー
（５）教育相談を⾏うための⼼構え

【形態】
 講義

【⽬的と留意点】
 学校における教育相談・カウンセリングの必要性を知り、教育相談の果たす役割について
理解する。また、学校には、校務分掌があり、担当の教師とチームで対応していくことや必
要に応じて外部の専⾨機関と連携を図りながら教育相談を⾏うことを知る。教育相談・カウ
ンセリングを始める前に必要な⼼構えについて学ぶ。

第2回   【テーマ】
 教育相談を実践するためのコミュニケーションスキル

【内容】
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（１）コミュニケーションとは
（２）⾃⼰表現と傾聴スキル
（３）⾃分の話し⽅・聴き⽅の検討
（４）会話エクササイズ

【形態】
 講義および演習

【⽬的と留意点】
 教師から進んで⼦どもに関わることが、教育相談の第⼀歩であるため、積極的にコミュニ
ケーションをとっていく必要性があることを学ぶ。普段の⾃分⾃⾝の話し⽅や聴き⽅を振り
返り、⾃分のコミュニケーションの傾向に気付く。改善点があれば修正し、会話エクササイ
ズに⽣かすようにする

第3回   

【テーマ】
 ⼦ども理解①思春期の⼼

【内容】
（１）第⼆次性徴（思春期の⼼と体）
（２）⾃我同⼀性
（３）依存と⾃⽴
（４）ピアプレッシャー
（５）不安と葛藤

【形態】
 講義および演習

【⽬的と留意点】
 思春期の⼦どもたちの⾝体の成⻑に⼼の成⻑が伴わないことによる不安定様相や発達課題
について理解する。依存と⾃⽴の間で混沌としており、⽭盾した⾃⼰表現が⾒られたり、⾃
意識が過剰になり、周囲の⽬を気にしすぎたりする等の思春期特有の⼼の表れについても考
えていく。

第4回

【テーマ】
 ⼦ども理解②⼦どもたちが抱える諸問題〜専⾨機関との連携を視野に⼊れて〜

【内容】
（１）不登校
（２）起⽴性調節障害
（３）摂⾷障害
（４）⾃傷⾏為
（５）いじめ

【形態】
 講義および演習

【⽬的と留意点】
 学校現場で多く⾒られる問題を提⽰し、理解を深める。どの問題も⼆次的に不登校に発展
することが多いため、そうならないようにするためにはどうしたら良いか、対応策について
考える。対応策について考える際には、⼦ども⾃⾝ばかりに⽬が向かないように、⼦どもの
背景には保護者がいることや⼦どもを取り巻く環境にも着⽬しつつ，専⾨機関との連携につ
いても学んでいく。

第5回   【テーマ】
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 開発的教育相談としての豊かな⼈間関係作り①⾃⼰理解と他者理解

【内容】
（１）開発的教育相談の意義
（２）エクササイズ「私クイズ」
（３）エクササイズ「クルーザー」
（４）シェアリング

【形態】
 講義および演習

【⽬的と留意点】
 ⾃分⾃⾝を振り返り、友達に⾃分の考え⽅や価値観を伝えたり、学級の友達の考え⽅や価
値観に気付き、お互いの理解を深めていったりするためのエクササイズの必要性を知り、体
験する。

第6回   

【テーマ】
 開発的教育相談としての豊かな⼈間関係作り②感情と⾏動

【内容】
（１）感情とのつきあい⽅
（２）ソーシャルスキルトレーニング「怒りのコントロール」の理解と実際
（３）ブレーンストーミングによるグループワーク

【形態】
 講義および演習

【⽬的と留意点】
 ⼈間関係においては、感情表出の仕⽅により、関係性が簡単に変化してしまうことを⽇常
⽣活より振り返り、感情とのつきあい⽅について学ぶ。「怒りのコントロール」についてソ
ーシャルスキルトレーニングを実施し、⾃分の感情とのつきあい⽅を考えるとともに、⼈間
関係を構築する上で有⽤な感情表出について考える。

第7回   

【テーマ】
 カウンセリングの理論

【内容】
（１）カウンセリングの基本原理
（２）来談者中⼼療法と認知⾏動療法
（３）構造化
（４）⾮⾔語表現
（５）カウンセリングプロセス（リレーションの構築・問題の把握・問題への適切な対応）

【形態】
 講義

【⽬的と留意点】
 カウンセリングを⾏う教師に必要な⾒⽅や考え⽅、表現の仕⽅、教育カウンセリングに導
⼊されている代表的な療法等を学ぶ。基本原理としては、⾔葉尻を捉えるのではなく、気持
ちを捉えるように⼼掛けることや解決を急ぐのではなく、⼦どもの気持ちをわかろうとする
ことが⼤切であることを理解する。構造化については、場所や時間、座り⽅等の物理的な枠
について学ぶ。また、メラビアンの法則からも⾮⾔語表現が⼤切であることを理解する。

第8回   【テーマ】
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 カウンセリングの基本技法と⾯接演習①傾聴トレーニング

【内容】
（１）カウンセリングの基本技法（受容・共感・繰り返し・明確化・⽀持・質問）
（２）ワーク「受容・共感」
（３）ワーク「繰り返し」
（４）ワーク「質問」

【形態】
 講義および演習

【⽬的と留意点】
 カウンセリングの基本技法を⽤いて、カウンセリングワークを⾏う。話し⼿は、ワークを
終える度に、聴き⼿にフィードバックし、聴き⼿は、次のワークに向けて、よりよい聴き⽅
を考える。繰り返しワークを⾏うことにより、傾聴スキルを⾝に付けていく。

第9回   

【テーマ】
 ⾯接演習②対話と観察

【内容】
（１）観察の観点
（２）ワーク「対話」
（３）ワーク「対話と観察」
（４）フィードバック

【形態】
 演習

【⽬的と留意点】
 ワークを通して、⾃分の聴き⽅・話し⽅が、相⼿にどんな影響を与えているかを知る。⾃
分の聴き⽅を振り返り、どのようにすれば相⼿の話を効果的に聴くことができるか考える。
反省点を⽣かしながら、繰り返しワークを⾏い、傾聴スキルを⾝に付けていく。また、対話
を観点別に観察することにより、観察する技能を⾼める。

第10回   

【テーマ】
 児童⽣徒との⾯接の実際

【内容】
（１）ワーク「対話」（ロールプレイング）
（２）ワーク「対話と観察」（ロールプレイング）
（３）フィードバック

【形態】
 演習

【⽬的と留意点】
 テーマ（学校現場で多く⾒られる、友達関係・進路選択・部活での悩み）に沿ったワーク
を通して、⾃分の聴き⽅を振り返り、どのようにすれば相⼿の話を効果的に聴くことができ
るか考える。また、対話を観点別に観察することにより、観察する技能を⾼める。

第11回   【テーマ】
 保護者⽀援としての⾯談の実際

【内容】
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（１）保護者の困り感への対応
（２）保護者⾯談の流れ
（３）保護者⾯談ワーク①「対話」（ロールプレイング）
（４）保護者⾯談ワーク②「対話と観察」（ロールプレイング）
（５）フィードバック

【形態】
 講義および演習

【⽬的と留意点】
 どんな保護者の話にも、まずは、しっかり⽿を傾ける姿勢が⼤切であることを学ぶ。ま
た、困る親ではなく、困っている親であるという捉え⽅等、対応困難な保護者に対する認知
を変えることも学んでいく。カウンセリングの基本技法を⽣かし、ワークに臨む。教師役と
保護者役に分かれて、テーマに沿った話し合いを⾏う中で、相⼿が話しやすい聴き⽅につい
て考える。さらに、ワークを積み重ねることにより、傾聴スキルを⾝に付けていく。

第12回   

【テーマ】
 ケーススタディ①不登校事例

【内容】
（１）インシデントプロセス法とは
（２）インシデントプロセス演習

【形態】
 講義および演習

【⽬的と留意点】
 学校現場において最もポピュラーなケーススタディであるインシデントプロセス法につい
て学ぶ。思春期の⼥⼦に頻繁に⾒られる不安障害様相により、不登校になったケースについ
て考える。的確に状況を捉えられるために、積極的に質問することの⼤切さを学ぶ。今まで
の講義で学んできたことを振り返りながら、知識を整理してケースを捉え、対応策を考え
る。

第13回   

【テーマ】
 ケーススタディ②発達障害事例

【内容】
インシデントプロセス演習

【形態】
 演習

【⽬的と留意点】
 ⼩学⽣の時に広汎性発達障害の診断を受けており、中学校⼊学後に周囲の状況に適応でき
なくなり、遅刻を繰り返すようになった中学１年⽣男⼦のケースについて考える。的確に状
況を捉えられるために、積極的に質問する。今までの講義で学んできたことを振り返りなが
ら、知識を整理してケースを捉え、対応策を考える。

第14回   【テーマ】
 教育相談計画の作成と校内整備、確認テスト

【内容】
（１）教育相談計画の作成と校内整備
（２）確認テスト
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【形態】
 講義およびテスト

【⽬的と留意点】
 今までの講義を振り返り、教育相談計画を作成し、校内整備について考える。学修の最後
に確認テストを⾏う。

第15回   

【テーマ】
 教師のメンタルヘルス

【内容】
（１）確認テストの返却と解説
（２）教師のメンタルヘルスの状況
（３）ストレスコーピング

【形態】
 講義および演習

【⽬的と留意点】
 初めに、前回の確認テストの返却と解説を⾏う。初めに、前回の確認テストの返却と解説
を⾏う。
最近の教師のメンタルヘルスの状況を⽂部科学省の報告から理解する。学校現場でストレス
があったとき、⾃分からストレスに対処できるような対応策を考える。また、ストレスチェ
ックの⽅法を学び、今後の⽣活に⽣かす。

ディプロマポリシー
との関連   

「⽣徒を理解する⼒」や「⽣徒指導⼒」
「対⼈関係能⼒」や「コミュニケーション能⼒」

担当教員の専⾨領域
との関連   

本科⽬は、担当者の公⽴学校、教育委員会での実務経験をもとに実践的な授業を⾏う。

使⽤⾔語   ⽇本語

到達⽬標   

〇児童⽣徒の⼼や⾏動について理解を深める。
〇開発的教育相談に向けて、学級の豊かな⼈間関係の構築のための⽅策について理解する。
〇治療的教育相談に向けて、カウンセリングの理論を理解し、簡単な基本技法を⾝に付け
る。

課題に対するフィー
ドバック   

平常点･アクティブラーニングへの積極的な参加（２０％）、課題提出･演習への取り組み
（５０％）
確認テスト（３０％）

使⽤教科書(参考書・
参考サイト)   

毎回レジュメや資料を配布する。

連絡⽅法   
メールアドレス︓arai-a@mailg.shumei-u.ac.jp
６４６研究室

参考書   
タイトル 著者名 発⾏所 出版年 ISBN ボタン

⽣徒指導提要 ⽂部科学省 教育図書 2010 9784877302740 OPAC検索

※図書館に所蔵がない場合等、OPAC検索ボタンを押下してもヒットしないことがあります。

成績評価 種別   割合   評価基準等   

試験(1) 30.0% 確認テスト

課題(3) 50.0% 課題提出･演習への取り組み
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その他(99) 20.0% 平常点･アクティブラーニングへの積極的な参加
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シラバス情報

授業情報

授業コード   A12044 開講キャンパス   千葉キャンパス

授業開講年度   2022年度

授業管理部署   教務課

授業名称   教職概論

科⽬ナンバリング   57GED11002

代表科⽬漢字名称   教職概論

単位数   2 履修期   前期授業

担当者漢字名称   飯⽥ 良

担当者カナ名称   イイダ マコト

履修基準年度 １セメスター〜８セメスター

曜時   ⽉曜２限

科⽬関連性   
１年次必修科⽬。関連科⽬としては、教育基礎論、教育⾏政学、教育課程論、学習指導・⽣
徒指導・進路指導論等がある。
科⽬ナンバー:57GED11002

資格との関連性等   
中⾼校教諭１種免許、⼩学校教諭１種免許 教員免許取得のために重要なだけでなく、教職
の全体を俯瞰し、教職へのモチベーションを⾼めるために必須の科⽬である。

講義内容   

現在、学校教育に対する社会的関⼼も⾼く、教員としての⼈間性、専⾨性、情熱が今まで以
上に求められている。本講義では、教職の内容を探り、教員として⾝に付けておきたい資質
や能⼒について考察する。また、教育現場で直⾯するだろう様々な課題について認識を深
め、課題解決や改善するための⽅策についても考察していく。⼀⽅で、教員としての⾼い授
業⼒や学級・学校経営能⼒も求められている。それらに関する講義・協議・演習等を通し
て、教職への適性を探り⾃らの教育課程履修への⾒通しを持つとともにその意志を⾼める。
必ず毎回教員が指⽰する予習、復習を⾏い、授業に臨むこと。
使⽤⾔語:⽇本語

第1回

【テーマ】 公教育の⽬的と教員の存在意義① ー学校教育の⽬的―
【内容】
1．オリエンテーション（講義のねらいと内容、計画、評価⽅法、履修上の注意等）
2．これまでの教育の振り返り（近代教育の成⽴と教職の歴史、⾃分たちが受けてきた学校
教育）
3．学級作り、グループ作り
【形態】 講義、グループ活動
【⽬的と留意点】
1．本講義の概要について理解し、⾒通しを持つ。
2．現代における公教育の理念と原理を理解し、そこでの教師の役割について学ぶ。
・近代教育の成⽴と教職の歴史について理解する。
・教員を⽬指す⽬的や意義について、今まで出会った教員や学校教育について振り返ること
から考察する。
・集団⽣活の意義やルール、マナーについて考える。
【事前学習】 教職を⽬指す理由を明らかにしておく。
【事後学習】 ⾃分が出会った印象に残る教員について紹介できるようにしておく。

第2回   【テーマ】 公教育の⽬的と教員の存在意義② ー教員の役割、理想の教員ー
【内容】
1．公教育における教師の位置付けと役割（印象に残っている教員の紹介、交流）
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2．教員の役割、理想の教員
【形態】 講義とグループ協議
【⽬的と留意点】 公教育における教師の位置付けと役割について考察する。
・今まで出会った教員の中から印象に残っている教員について紹介し合い交流することを通
して、その共通点を探る。
・教員の役割や理想の教員について協議する。
【事前学習】 ⾃⾝が⼩・中・⾼校時代に出会った印象に残る教員について、その⼈物像や
エピソードについて2分間で紹介できるように準備しておく。
【事後学習】 話題に出た教育課題について情報収集し考察する。

第3回   

【テーマ】 職業としての教師① ー教育現場の教員の実際、教員の⼀⽇ー
【内容】
1．教員の⼀⽇
2．教員の多様な役割
3．学校の危機管理と危機対応
【形態】 講義とグループ協議
【⽬的と留意点】
1．教員の⼀⽇の⽣活について理解する。
 ・⼩学校と中学・⾼等学校教員の違い
2．教員の多様な役割について理解する。 
 ・学校教育法第37条11項「教諭は、児童の教育をつかさどる」
  （授業・授業準備・授業外学習指導・成績処理・集団的個⼈的指導・児童会⽣徒会・学
校⾏事・学校経営等）
3．教員として「危機意識」を持つことの重要性について理解する。
【事前学習】 ⾃⾝が⼩・中・⾼校時代に出会った教員（学級担任、教科担任、部活動顧問
等）の当時の動きを想起する。
【事後学習】 話題に出た教育課題について情報収集し考察する。

第4回

【テーマ】 職業としての教師② ―教師に課せられる義務と⾝分保障ー
【内容】
1．教育公務員としての義務
2．「⾼度専⾨職」としての教師
3．公務員としての⾝分保障
【形態】 講義とグループ協議
【⽬的と留意点】
1．教師という職業について理解する。
・教師と教員
・教員の主な仕事（学習指導と⽣徒指導）
・専⾨職としての教員の特⾊
2．教員の任⽤と⾝分、服務について理解する。
・教員の資格と採⽤
・教員の配置と異動
・教員の服務、分限、懲戒、評価
【事前学習】 教師としての専⾨性や他の職業との違いについて考えておく。
【事後学習】 話題に出た教育課題について情報収集し考察する。

第5回   【テーマ】 教育の今⽇的課題① ー学校が抱える諸問題ー
【内容】
1．学校が抱える課題（学⼒低下、実体験不⾜、健康・体⼒の低下、トラブルの増加、不登
校児童⽣徒の増加、⽀援が必要な児童⽣徒の増加、
           外国⼈児童⽣徒の増加、規範意識の低下）
2．原因とその対策
【形態】 講義とグループ協議
【⽬的と留意点】 学校が抱える諸問題について具体的な実態を知り、その原因を捉え解決
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のための⽅策について考える。
【事前学習】 今⽇の学校が抱えていると思える課題について情報収集し考えておく。
【事後学習】 話題に出た教育課題について情報収集し考察する。

第6回   

【テーマ】 教育の今⽇的課題② ―教員が抱える諸問題ー
【内容】
1．教員が抱える諸問題（家庭・地域の変化と教育⼒の低下、児童⽣徒への指導の困難化、
新たな教育への対応、保護者対応の増加、説明責任の増⼤、働き⽅改⾰）
2．原因とその対策
【形態】 講義とグループ協議
【⽬的と留意点】 教員が抱える諸問題について具体的な実態を知り、その原因を捉え解決
のための⽅策について考える。
【事前学習】 今⽇の教員が抱えていると思える課題について情報収集し考えておく。
【事後学習】 話題に出た教育課題について情報収集し考察する。

第7回   

【テーマ】 教員に求められる資質・能⼒① ―学習指導要領を理解するー
【内容】
1．学習指導要領
2．平成29年版学習指導要領の基本⽅針
【形態】 講義とグループ協議
【⽬的と留意点】
1．学習指導要領について理解する。
・学習指導要領の法的性格
・基本的な考え⽅、必要性、関係法令
・学校における教育課程の編成内容
2．平成29年版学習指導要領について理解する。
・学習指導要領と新しい学⼒観
・学習指導要領改訂の視点とポイント
【事前学習】 「学習指導要領解説 総則編」を事前に通読しておく。
【事後学習】 「学習指導要領」の概要、基本⽅針、要点の改定のポイントについて理解す
る。

第8回   

【テーマ】 教員に求められる資質・能⼒② ―これからの時代に求められる資質・能⼒、
教員の働き⽅改⾰―
【内容】
1．これからの時代に求められる資質・能⼒
2．教員の働き⽅改⾰
【形態】 講義とグループ協議
【⽬的と留意点】
1．これからの時代に求められる教員の資質・能⼒について理解する。
・いつの時代にも求められる資質・能⼒
・今後求められる資質・能⼒．
2．教員の勤務条件と多忙化の背景について理解する。
3．教員の働き⽅改⾰・負担軽減策について理解し、教員としてできることについて考え
る。
【事前学習】 これからの時代に求められる資質・能⼒と教員の対応について考えておく。
【事後学習】 話題に出た教育課題について情報収集し考察する。

第9回   【テーマ】 児童⽣徒への指導と職務① ―児童⽣徒の成⻑と発達―
【内容】
1．児童⽣徒理解の基本
2．児童期の⼼理と発達
3．⻘年期の⼼理と発達
【形態】 講義とグループ協議
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【⽬的と留意点】
1．児童⽣徒理解の基本について理解する。
・児童⽣徒理解の重要性
・児童⽣徒理解の対象
2．児童期の⼼理と発達について理解する。
・児童期の発達の特徴
・発達障害の理解
⻘年期の⼼理と発達について理解する。
3．・⻘年期の発達の特徴
・発達障害と思春期
【事前学習】 ⾃⾝を振り返り、⼩・中・⾼の⼦どもたちの成⻑と発達の違いについて考え
ておく。
【事後学習】 発達段階に応じた教育の違いやその⼤切さについて理解する。

第10回   

【テーマ】 児童⽣徒への指導と職務② ―学級経営ー
【内容】
1．学級経営と道徳の関連
2．道徳の模擬授業
3．学級経営案作り
【形態】 講義と模擬授業、課題レポート
【⽬的と留意点】
1．いじめの原因となる「スクールカースト」や「いじめ防⽌対策推進法」について理解す
る。
・「スクールカースト」
・「いじめ防⽌対策推進法」
2．道徳の授業の⽬的と意義について理解する。
・模擬授業を通して
3．学級経営を考える。
・学級経営案作り（課題レポート提出①）
【事前学習】 学級集団での個⼈指導と全体指導、⽣徒への配慮と管理について考えてお
く。
【事後学習】 学級担任の役割と責任について理解する。（レポート提出①）

第11回   

【テーマ】 児童⽣徒への指導と職務③ ―授業作りー
【内容】
1．学習指導としての「主体的・対話的・深い学び」
2．学習指導案作り
【形態】 講義とグループ協議、課題レポート
【⽬的と留意点】
1．「主体的・対話的で深い学び」について理解する。
・求められるアクティブ・ラーニング
・主体的な学びのために
・対話的な学びのために
・深い学びのために
2．学習指導案を作る。（課題レポート提出②）
・学習指導案の役割
・学習指導案作成の⼿順と形式
・学習指導案の略案作り
【事前学習】 「主体的・対話的で深い学び」について考え、よい授業づくりのために必要
なことを洗い出しておく。
【事後学習】 1時間の授業について学習指導案を作成してみる。（レポート提出②）

第12回   【テーマ】 児童⽣徒への指導と職務④ ―部活動、キャリア教育、新たな教育課題への対
応―

31



【内容】
1．部活動の意義とその役割
2．キャリア教育のねらい
3．新たに求められている教育課題への対応
【形態】 講義とグループ協議
【⽬的と留意点】 今⽇的な課題について理解するとともに、その対応について考える。
・部活動の意義とその対応
・進路指導からキャリア教育
・新たな教育課題（環境教育、情報教育、防災教育、消費者教育、特別⽀援教育、英語教
育、道徳の教科化等）への対応
【事前学習】⾃らを振り返り、部活動指導とキャリア教育における教員の役割について考え
ておく。
【事後学習】 話題に出た教育課題について情報収集し考察する。

第13回   

【テーマ】 「チーム学校」への対応 ―学校内外組織との連携・分担ー
【内容】
1．「チーム学校」
2．「社会に開かれた教育課程」の実現のために
【形態】 講義とグループ協議
【⽬的と留意点】
1．学校をより良くするための⼈々の協⼒について学ぶ。
・学校改善のためのカリキュラム・マネジメント
・協働の重要性
・学校と地域（学校評議員・学校評価、学校運営協議会制度、地域学校協働本部・地域学校
協働活動、「社会に開かれた教育課程」）
2．チームとしての学校運営の在り⽅について考える。
・チームとしての学校
・学校と地域の連携に向けて
【事前学習】 学校教育における諸問題の解決について、教員以外が関わっている事例につ
いて情報収集し考えておく。
【事後学習】 「チーム学校」の必要性とその効果について理解を深める。

第14回   

【テーマ】 学び続ける教員 ー学校内外の研修や免許更新制、ライフコースー
【内容】
1．学び続ける教員としての義務
2．教員の免許更新制度
3．教員のライフワーク〜採⽤から退職〜
【形態】 講義とグループ協議
【⽬的と留意点】
1．⼈⽣100年時代の⽣き⽅・働き⽅・学び⽅について考える。
・社会の変化と求められる教育への対応
2．教員の特殊性について理解し、その適性やライフコースについて考える。
・他の職業との違い
・絶えず研修と修養に励み、職責遂⾏に努める職業
・⼀社会⼈として求められる⽣き⽅
【事前学習】 教員として⽣きていくために必要な要素について考えておく。
【事後学習】 教員になること、教員を続けていくために必要なことについて理解を深め
る。

第15回   【テーマ】 教員になるために ―教職課程と教員免許状、教員採⽤試験ー
【内容】
1．教職課程と教員免許状
2．教員採⽤試験
3．講義のまとめ
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【形態】 講義とグループ協議、個⼈
【⽬的と留意点】
1．教員免許制度の概要と教員養成制度改⾰の動向を理解し、「⼤学における教員養成」と
はどのようなものか考える。
・教員免許制度の概要（相当免許状主義、教員免許状の種類）
・教員養成制度改⾰の動向
・⼤学における教員養成（教育課程での学び、教育実習、教職実践演習）
2．教員採⽤試験の実態について理解する。
・出⾝都道府県あるいは就職を希望する都道府県のＨＰからの情報収集
3．今までの学びを振り返り「教員として教壇に⽴つために必要なこと」についてまとめ
る。（レポート提出③）
【事前学習】 ⽂部科学省ホームページ︓教育、教員の免許、採⽤、⼈事、研修等に⽬を通
しておく。
【事後学習】 今までの講義を振り返り、⾃⼰の教職への意欲や適性について考える。（レ
ポート提出③）

ディプロマポリシー
との関連   

教師に必要な知識、⾝に付けておきたい資質や能⼒について理解する。学校現場で求められ
る「広く深い教養」、「授業で勝負できる授業⼒」、「⽣徒理解⼒・指導⼒」、「コミュニ
ケーション能⼒」を養成する。
教師に必要な「広く深い教養」（ DP51）「⽣徒を理解する⼒」や「⽣徒指導⼒」（
DP53）
「対⼈関係能⼒」や「コミュニケーション能⼒」（ DP54）

担当教員の専⾨領域
との関連   

26年間の中学校教諭としての実践、その後の初任者指導教員、教頭、指導主事、校⻑とし
ての実務経験を踏まえて指導・助⾔していく。

使⽤⾔語   ⽇本語のみ

到達⽬標   
教員として求められる資質・能⼒を理解するとともに、学校現場の課題について仲間と協議
しながら⾃分なりの指導法や対応を考えることができる。

課題に対するフィー
ドバック   

毎回の授業におけるテーマに関する課題︓80％
課題レポート（学級経営案、学習指導案）︓20％

使⽤教科書(参考書・
参考サイト)   

教科書はなし。毎回必要な資料を提供する。

連絡⽅法   B棟2階 722研究室  メールアドレス︓iida@mailg.shumei-u.ac.jp

参考書   

タイトル 著者名
発
⾏
所

出版
年

ISBN ボタン

中学校学習指導要領
（平成29年告⽰）解
説 総則編

⽂部科学省

東
⼭
書
房

2018 9784827815597 OPAC検索

⽣徒指導提要 ⽂部科学省

教
育
図
書

1947 9784877302740 OPAC検索

※図書館に所蔵がない場合等、OPAC検索ボタンを押下してもヒットしないことがあります。

成績評価

種別   割合   評価基準等   

レポート(2) 20.0% 学級経営、学習指導について考えレポートしている

課題(3) 80.0% 毎回のテーマについて⾃分なりの指導法や対応を考えている
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シラバス情報

授業情報

授業コード   A32019 開講キャンパス   千葉キャンパス

授業開講年度   2022年度

授業管理部署   教務課

授業名称   教職概論

科⽬ナンバリング   57GED11002

代表科⽬漢字名称   教職概論

単位数   2 履修期   前期授業

担当者漢字名称   ⾼橋 清英

担当者カナ名称   タカハシ キヨヒデ

履修基準年度 １セメスター〜８セメスター

曜時   ⽔曜２限

科⽬関連性   

１年次必修科⽬。
関連科⽬としては、教育基礎論、教育⾏政学、教育課程論、⽣徒指導・進路指導論等があ
る。
科⽬コード:57GED11002

資格との関連性等   
中⾼校教諭１種免許、⼩学校教諭１種免許 教員免許取得のために重要なだけでなく、教職
の全体を俯瞰し、教職へのモチベーションを⾼めるために必須の科⽬である。

講義内容   

教職を理解するには、現在の学校とは何か、教職とは何かについて⾃らの内⾯にしっかりと
した観念を構築する必要がある。講義は演習的要素を取り⼊れ、適宜確認テスト等も実施し
ながら、教職に関する幅広い知⾒を⾝に付けるとともに、教員としての基礎的な資質を養
う。

第1回 【テーマ】
科⽬オリエンテーション（１５回の概要等）
教職の意義 ミニ論⽂の作成

【内容】
１ 科⽬ガイダンスとして、１５回の概要と授業の進め⽅の説明、出⽋の取り扱い、授業規
律等について確認する。またグループ編成等を⾏う。
２ 教職の意義に関する５課題のミニ論⽂を書き上げる。（１課題２００字以上２６０字以
内）
   ① 教育とは何のために⾏われる営みだと考えますか。
   ② 学校とは、社会的にどういう役割を担っていると考えますか。
   ③ あなたは、どういう考えで教師になろうと決断したのですか。
   ④ なぜ、⼩学校（中学校・⾼等学校）の教師なのですか。
   ⑤ あなたがなろうとしている教師とはどういう教師ですか。
３ 書き上げた内容を、皆の前で発表する。

【形態】
講義 論⽂作成演習

【⽬的と留意点】
 学⽣は学校の教師になることを志して⼊学してきたのだが、「⼦どもが好きだから」とか
「中学校の先⽣にあこがれて」とか、極めて詩的な感情論で語られることが多い。出題され
る５課題は、いずれも教師は国家の形成を担う重要な職責であることを認識しているかどう

34



かを問う内容である。
 また、いずれも教員採⽤選考の際、個⼈⾯接等で訊かれる必須の質問事項である。しっか
りとした根拠のある志を述べなければいけない。私的な感情論ではふるい落とされる。発表
の仕⽅も重要である。コミュニケーションにおける話し⽅、聞き⽅についても技術が必要で
ある。
【課題】以下についていて調べ、まとめておく(２時間)。
 ① 教育を受ける権利と義務について規定されている法令とその内容。
 ② 学校教育の⽬的と⽬標について規定されている法令とその内容。
 ③ 教職の意義、教職の社会的責務について規定されている法令とその内容。

第2回   

【テーマ】
教育に関わる法規の基本
教育を受ける権利と義務 学校教育の⽬的と⽬標

【内容】
１ 憲法を頂点とした我が国の法体系
２ 法の種類と違い －法律、命令、規則、処分、条例の概念
３ 学校教育を規定する基本法 －教育基本法、学校教育法、他

【形態】
講義

【⽬的と留意点】
 ⽇本の教師になるためには、⽇本の教育の仕組みを知らなければならない。学⽣は、⾃分
を育ててもらってきた学校教育が何を根拠に、何を⽬指して、どのような構造で⾏われてい
るのかはほとんど知らない。
 教育は国家の重要な形成要素である。国家にとって義務教育がなぜ必要なのか、学校教育
の⽬的や⽬標が法的にどのように規定されているのか知らなければ教師になることはできな
い。そして教育は⾏政である以上我が国の法体系の基礎を理解していなければならない。法
律、命令、規則、処分、条例といった法学の基礎概念を正確に理解する。次回に確認テスト
を⾏い、知識の定着を図る。

【課題】第１回及び第２回の講義を復習し、確認テスト①に備えておく(２時間)。
    出⾝県教育委員会の「教育振興基本計画」をＨＰなどから⼊⼿して持参する。

第3回   【テーマ】
都道府県の教育⾏政の動向
地教⾏法と教育委員会  確認テスト①(教育法規の体系)

【内容】
１ 地教⾏法の理解
２ ⽂部科学省と都道府県教育委員会・市町村教育委員会との関係
３ 教育委員会の仕事と組織（県レベルを主に）
４ 新しい教育委員会の組織
５ 教育委員会の具体的な取組事例（千葉県︓学校教育指導の指針など）

【形態】
講義、グループ協議、発表、⼩テスト

【⽬的と留意点】
 地⽅の教育⾏政の中⼼機関である都道府県(市町村)教育委員会の基本的事項について理解
することにより、学校や教師が校則を作り児童⽣徒を指導できる法的根拠について理解す
る。
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 また、平成２６（２０１４）年から地教⾏法の改正に伴い⼤きく変わった教育委員会制度
ついて、その主な変更点を知るとともに、教育委員会の役割について考察する。

【課題】以下についていて調べ、まとめておく(２時間)。
 ① 出⾝⾼等学校にはどのような校務分掌があったか。
 ② 出⾝⾼等学校のＨＰから⾃⼰評価・学校関係者評価をダウンロードして持参するこ
と。

第4回

【テーマ】
学校の種類と教職員の職 －学校教育法
学校組織、教職員の職務と協働体制、学校評価

【内容】
１ ⽇本にはどのような学校が存在しているか。
２ 教師の職務にはどのようなものがあるか。教師の使命感とは何か。
３ 学校組織の特徴と課題について
４ 学校運営における校務分掌の分類とその役割
５ 学校で働く⼈々（学校医・学校⻭科医・薬剤師を含め） それぞれの職務内容及び分業
と協働
６ 保護者・地域社会と関係  外部との連携、透明性（情報開⽰、アカウンタビリティ）
７ 学校評価

【形態】
グループ協議、発表

【⽬的と留意点】
 実際に教師になって勤める学校は多様である。教員は⼈事異動によって６〜７年くらいで
異動し、その多様な学校勤務を経験して⼒量を⾼めていく。学校といっても、規模の⼤⼩、
都市中⼼部と郊外などの⽴地条件、伝統校と新設校など、学校を取り巻く環境によって教師
の仕事や⼼構えはかなり異なる。教師の職務実態を事例を通して学ぶ。  
 また学校は職種の違う多くの⼈々で構成され、⼀つの組織として成り⽴っていることを理
解するとともに、学校組織の課題とその在り⽅、学校の組織⽂化について考察する。
【課題】グループ協議と全体協議の内容をそれぞれ整理し、まとめておく(２時間)。

第5回   【テーマ】
⽣徒指導の実際

【内容】
１ ⽣徒指導の意義
２ ⽣徒指導の課題
  ① 児童⽣徒理解
  ② 望ましい⼈間関係づくり
  ③ 学校全体で進める⽣徒指導、家庭・地域社会との連携
３ 進路指導における⽣徒指導
４ ⽣徒指導の在り⽅ 学校全体での協⼒体制
５ 部活動指導と体罰

【形態】
講義、グループ活動

【⽬的と留意点】
 学校教育において、⽣徒指導は学習指導と並び⾞の両輪に例えられる。⽣徒指導の意義や
重要性を理解し、適切かつ効果的な⽣徒指導ができるよう対応スキルを⾝につける。
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【課題】
 千葉県と受験希望⾃治体の「教員採⽤選考実施要項」を検索し、それぞれの「求める教員
像」の項⽬を調査してくること(２時間)。

第6回   

【テーマ】
「理想の教師像」を探る －教師に求められる資質・能⼒と教師の⽣きがい、やりがい

【内容】
１ 教師の諸活動の現状と課題
２ 教師に求められる普遍的な資質・能⼒
３ グループに分かれ、カード整理法による「理想の教師像」を探るワークショップの展開
４ グループ毎に「理想の教師像」の発表
５ 「教師像」に関する意⾒交換とまとめ

【形態】
講義、ワークショップ、プレゼンテーションと討論

【⽬的と留意点】
 教師が携わっている様々な職務や学校・教師を取り巻く環境の変化の中で直⾯している課
題を考察し、今後の社会の変化を踏まえて、教師に求められる資質・能⼒について理解を深
める。
 これまでの学校⽣活経験を通して得られた教師に対する印象から、理想とする教師の姿を
探る。このことを通じて教師を志す学⽣に専⾨職としての教師に求められる資質・能⼒とは
何かを考えさせる出発点としたい。
 積極的な意思疎通と集団での思考を通して合意形成を得ること。
・第３回から第６回までの講義を復習し、確認テスト②に備えておく(２時間)。

第7回   

【テーマ】
教員の⾝分と服務規律
確認テスト②（第３回〜第６回の内容）

【内容】
１ 教育公務員特例法及び地⽅公務員法と就業規則
２ 教員の勤務時間、休暇等に関する規則と福利厚⽣
３ 教員の服務事故、教育活動中の事故と国家賠償法

【形態】
講義、⼩テスト

【⽬的と留意点】
 公務員としての公⽴学校の教員を主な対象として取扱い、その⾝分や服務規律について法
令との関係で理解する。また、服務事故の実態を把握するとともに教育活動も公権⼒の⾏使
に当たることを教育活動中の事故事例や国家賠償法を通して理解を深める。 
 
【反転宿題】
 教育公務員特例法（第２０条台）と地⽅公務員法（第３０条〜第４０条）を熟読し、まと
めておく(２時間)。
 「教職⼩六法」を持参すること

第8回   【テーマ】
教員の服務規律に関する事例研究

【内容】
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１ 兼職及びその他の事業に従事に関する事例
２ 秘密を守る義務に関する事例
３ 信⽤失墜⾏為の禁⽌に関する事例
４ 職務専念義務に関する事例
５ 法令等及び上司の命令に従う義務に関する事例
６ 政治的⾏為の制限に関する事例
７ 争議⾏為の禁⽌に関する事例
８ 教員の研修に関する事例

【形態】
講義、グループ協議

【⽬的と留意点】
 第７回での「地⽅公務員法」、「教育公務員特例法」に定められた教員の⾝分上の義務や
職務上の義務についての理解を＜具体的な事例研究を通してより確かな認識へと進化させ
る。また、グループでの集団思考を通して、広い視点の獲得や論理的な思考を鍛える。
 グループでの事例研究に主体的に参画すること。教育六法を持参すること。
【課題】グループ協議と全体協議の内容をそれぞれ整理し、まとめておく(２時間)。

第9回   

【テーマ】
教員の任⽤・⼈事と⼈事評価

【内容】
１ 労働者としての公⽴学校教員 －教員の勤務時間、休暇等に関する規則と福利厚⽣
２ 教育公務員特例法及び地⽅公務員法と就業規則
３ 教員の処遇と⼈事考課制度 ⾃⼰申告制度 校⻑の⽇常観察及び授業観察、申告⾯接

【形態】
講義、グループ協議、発表

【⽬的と留意点】
 教員の⾝分・待遇に関する仕組みを理解し、教員⽣活全体に渡って⾒通しをもち、計画的
な教員⽣活が送れるようにする。留意点としては、前時に渡された課題を必ず持ち寄り、グ
ループの中で発表し、積極的に協議に参加する。

【反転課題】
 ⼤阪教育⼤学附属池⽥⼩学校事件について、下記の内容をネット等で調査しレポートを作
成してくること(２時間)。
 ① どういう事件だったのか
 ② 学校の教員の危機管理はどうだったのか
 ③ ご遺族の深い悲しみややり場のない要求はどのようなものなのか

第10回   【テーマ】
学校事故と危機管理

【内容】
１ 学校事故の発⽣状況 学校事故発⽣の件数の推移、発⽣原因、負傷部位の状況を理解
し、事故防⽌対策について協議する。
２ 危機管理体制の構築
  ① 各学校における危機管理マニュアルの作成 学校安全のねらい 三段階危機管理
  ② 事故・災害発⽣時の対応
３ 学校で起きた事件に学ぶ 事件を下記の要素から分析し、グループで協議・発表
  ① 学校施設の管理   ② 教職員の対応   ③ 警察、消防署の対応   ④ 
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事後の国や学校、マスコミの対応

【形態】
講義、グループ活動

【⽬的と留意点】
 教育活動を円滑に推進するためには、児童⽣徒の安全確保は基本的な課題である。学校事
故を防⽌するための基本的な考え⽅、視点、⾏動の仕⽅について理解を深める。

【課題】
 出⾝⾼校の「学校経営⽅針」のうち重点課題と「昨年度の学校評価結果」をネット等で調
べ、発表できるようにしてくる(１時間)。
・第７回から第１０回までの講義を復習し、確認テスト③に備えておく(２時間)。

第11回   

【テーマ】
学校評価の意義
学校改善と開かれた学校づくり  確認テスト③（第７回〜第１０回の内容）

【内容】
１ 学校評価とは何か
２ ⾃らの出⾝⾼校の「学校経営⽅針」と昨年度の「学校評価結果」を持ち寄り、学校運営
の改善に資する⾃⼰評価を作成する。
   ① 共通評価項⽬の抽出
   ② 特徴的な評価項⽬の抽出と取り上げた背景を推測
   ③ 学習、部活動等
３ 市内で中堅の中学校を想定し、学校経営⽬標を⽴て、⾃⼰評価項⽬を決める。

【形態】
講義、グループ活動、⼩テスト

【⽬的と留意点】
 学校評価（⾃⼰評価・学校関係者評価、第三者評価）の意義や組織のアカウンタビリティ
についても理解を深める。また学校評価は年度当初に⽴てた学校⽬標の達成度を評価し、次
年度の教育活動や学校運営の改善に⽣かすために⾏うものであることを理解し、その学校の
当事者としてどのような評価項⽬が適切なのか実践的に学ぶ。
【課題】グループ協議と全体協議の内容をそれぞれ整理し、まとめておく(２時間)。

第12回   【テーマ】
学習指導要領と教育課程

【内容】
１ 学習指導要領の法的位置づけ
２ 現⾏中学校学習指導要領解説「総則編」の内容
３ 「⽣きる⼒」とは何か
４ 教育課程とは何か

【形態】
グループ協議、発表、講義

【⽬的と留意点】
 学校教育の根本である教育課程について規定する学習指導要領を読み込み、学習指導要領
とは何かを理解する。
 各学校の教育課程はいかなる法令で、どのような段階を踏んで構成されているのかを知
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り、また、⽣徒に⾝につけさせる「学⼒」を踏まえて、⾃分の授業を構成する基盤とする。
【課題】中学校学習指導要領解説「総則編」第１章を読み、概要をまとめておく(２時間)。

第13回   

【テーマ】
国の教育⾏政の動向① －新学習指導要領

【内容】
１ 新中学校学習指導要領解説「総則編」の内容
２ 新⾼等学校学習指導要領「総則編」の内容
３ アクティブラーニングについて

【形態】
講義

【⽬的と留意点】
 新学習指導要領（⼩中学校・平成29年３⽉告⽰、⾼校・平成30年３⽉告⽰）について、
現⾏学習指導要領と⽐較検討しながら、「総則」の「解説編」を読み解き、改定のポイント
など基本的な理解を図る。
 
・第１１回から第１３回までの講義を復習し、確認テスト④に備えておく(２時間)。

第14回   

【テーマ】
国の教育⾏政の動向② －⾼⼤接続
確認テスト④（新旧学習指導要領）

【内容】
１ 新学習指導要領と⾼⼤接続
２ 新テストについて
３ 基礎学⼒調査について

【形態】
講義、グループ協議 ⼩テスト

【⽬的と留意点】
国レベルの教育の動向として、⾼⼤接続にかかるセンター試験の廃⽌とそれに代わる「新テ
スト」について考察する。
【課題】
 受験希望⾃治体の「教員採⽤選考実施要項」をネット等で検索し、下記の項⽬を調査して
くること(２時間)。
 ① 試験⽇程
 ② 試験科⽬（第⼀次選考及び第⼆次選考）

第15回   【テーマ】
講義のまとめと教員採⽤選考について

【内容】
１ 教員採⽤選考について
 ① 教員としての知識技能が試される
 ② 教員としての資質能⼒が問われる
２ 採⽤選考から赴任校までの道のり
３ 各⼈が受験を予定している⾃治体が求める教師像、試験科⽬、試験⽇程を発表し合う。
４ 今後の学習計画⽴案について

【形態】
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講義、グループ活動

【⽬的と留意点】
 教員採⽤試験は知識の丸暗記や過去問対策、⽚⼿間の⾯接練習だけでは合格できない。ま
た、４年次では教育実習があり、実質的な試験勉強は難しい。したがって、今から採⽤選考
に向けた計画的・意識的な学修を積み上げる必要があることをしっかりと認識する。
【課題】昨年度の千葉県採⽤試験に取り組んでおく(２時間)。

ディプロマポリシー
との関連   

専⾨分野の準備段階での基礎知識及び技能を⾝に付ける。

担当教員の専⾨領域
との関連   

本科⽬は担当者の公⽴⾼等学校⻑としての実務経験をもとに実践的な授業を⾏う。

使⽤⾔語   ⽇本語

到達⽬標   
学校の⽬的・⽬標、教師の職務と職責、学校の組織等の全ては、法令等によって規定されて
いる。⼀⽅で、実際の学校現場での実情は多様であることを深く理解する。

課題に対するフィー
ドバック   

４回の確認テストは次週に返却し、講評と解説を⾏う。

連絡⽅法   
メールアドレス takahashi-k@mailg.shumei-u.ac.jp
本館４階２１１研究室

教科書   
タイトル 著者名

発⾏
所

出
版
年

ISBN ボタン

中学校学習指導要領(平
成29年告⽰)解説総則編

⽂部科学省
東⼭
書房

9784827815597 OPAC検索

参考書   
タイトル 著者名

発⾏
所

出
版
年

ISBN ボタン

必携教職六法
協同
出版

9784319641208 OPAC検索

※図書館に所蔵がない場合等、OPAC検索ボタンを押下してもヒットしないことがあります。

成績評価

種別   割合   評価基準等   

⼩テスト(0) 60.0%

レポート(2) 10.0%

課題(3) 10.0%

その他(99) 20.0% グループ活動・協議におけるパフォーマンス
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シラバス情報

授業情報

授業コード   A42035 開講キャンパス   千葉キャンパス

授業開講年度   2022年度

授業管理部署   教務課

授業名称   教職概論

科⽬ナンバリング   57GED11002

代表科⽬漢字名称   教職概論

単位数   2 履修期   前期授業

担当者漢字名称   渡部 徹

担当者カナ名称   ワタナベ トオル

履修基準年度 １セメスター〜８セメスター

曜時   ⽊曜２限

科⽬関連性   
１年次必修科⽬。関連科⽬として、教育基礎論、教育⾏政学、教育課程論、⽣徒指導・進路
指導論等がある。

資格との関連性等   
中学校、⾼等学校１級免許、⼩学校教諭１種免許
担当者が県教育委員会及び公⽴⾼等学校⻑の実務経験をもとに展開する、教員免許取得のた
め重要且つ基礎的な科⽬である。

講義内容   

本講義では、学校の⽬的や⽬標、教師の職務と職責、学校組織等の全てが法令等により規定
されている⼀⽅で実際の学校現場は極めて多様であることを踏まえ、講義に多⾓的な視点を
織り交ぜるとともに、演習的要素や確認テスト等を適宜織り交ぜながら、教職に関する広い
⾒識を⾝に付けるとともに教員としての基礎的資質を養う。

第1回 【テーマ】
教職の意義について

【内容】
１ ガイダンスとして全１５回の概要と授業の進め⽅の説明、出⽋の取扱、授業規律等につ
いて確認する。
２ 教職の意義に関する課題についてレポート（字数指定）をまとめる。
 ① 教育とは何のために⾏われる営みと考えるか。
 ② 学校とは、社会的にどういう役割を担っていると考えるか。
 ③ なぜ教師になろうと決めたのか。
 ④ なぜ、中学校（⾼等学校）という校種を選んだのか。
 ⑤ ⾃分がなろうとしている教師はどんな教師か。
３ 全体の前で発表する。

【形態】
講義、レポート作成、発表

【⽬的と留意点】
〔⽬的〕学⽣は学校の教師になることを志して⼊学してきたが、その理由に「⼦どもが好き
だから」とか「⾃分の出会った先⽣に憧れて」といった極めて情緒的な側⾯をあげる場合が
多い。そこで、改めて教育の役割の重要性や教師の役割を確認して今後４年間の教職学習の
基礎とする。
〔留意点〕教師志望の動機について、レポートを通して再確認する。
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〔課題〕法規について、関係法令をまとめる。
 ① 教育を受ける権利と義務について規定されている法令とその内容。
 ② 学校教育の⽬的と⽬標について規定されている法令とその内容。
 ③ 教職の意義、教職の社会的責務について規定されている法令とその内容。

第2回   

【テーマ】
教育に関わる法規の基本

【内容】
１ 憲法を頂点としたわが国の教育に関する法規の体系を理解する。
  例︓憲法、教育基本法、学校教育法、地⽅公務員法、教育公務員特例法
２ 法の種類とその違いについて理解する。
  例︓法規、命令、条例、規則、処分の概念とその実際

【形態】
講義、グループワーク

【⽬的と留意点】
〔⽬的〕わが国の法体系を理解し、特に教育に関する法令を体系的に理解する。
〔留意点〕
 ① 憲法から各⾃治体の条例、規則に⾄るまでの体系を、「教育六法」を引きながら理解
する。
 ② 具体的判例を適宜折り込み、賛成・反対双⽅の⽴場から法令の持つ意義を考察する。
〔課題〕出⾝都道府県の「教育振興基本計画」をホームページなどから⼊⼿し持参する。

第3回   

【テーマ】
教員の職務、教員の仕事の実態について

【内容】
１ 教員の職務の概要を、学校要覧をもとに考察する。
２ 教員以外で学校で働く⼈々の職務の内容を確認し、分業と協業について考察する。
３ 教員の働き⽅改⾰について、その勤務実態と合わせて、今後の在り⽅について考察す
る。

【形態】
講義、グループ協議及び発表

【⽬的と留意点】
〔⽬的〕
 ① 教員の多様な業務内容について理解する。
 ② 教員の働き⽅改⾰とその⽅向性について理解する。
〔留意点〕単に勤務時間管理に追われるのではなく、真の教員の業務とその在り⽅について
考察する。
〔課題〕確認テスト①の実施を予告。

第4回 【テーマ】
国の教育⾏政の動向について

【内容】
確認テスト①（第１回〜第３回分）※教育法規の体系を中⼼に。
１ 学習指導要領の位置づけ
２ 平成２９年告⽰中学校学習指導要領の総則を使って、学習指導要領の内容を理解する。
３ ⾼⼤接続改⾰について
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【形態】
確認テスト、講義、グループ協議、発表

【⽬的と留意点】
〔⽬的〕
 ① 新学習指導要領の読み込みを通じて、改訂の⽬的、ポイントなどを学ぶ。
 ② ⾼⼤接続改⾰における「学びの基礎診断」「⼤学⼊学共通テスト」を軸に考察する。
〔留意点〕
 ① 新旧学習指導要領を⽐較しながら改訂のポイントを理解する。
 ② 「学びの基礎診断」の⽬的とその実際を理解し、学びの質の保証について理解する。
〔課題〕以前収集した各都道府県の「教育振興基本計画」について、特徴をまとめてみる。

第5回   

【テーマ】
都道府県の教育⾏政の動向/法的側⾯から⾒た教育委員会の組織と運営

【内容】
１ 地教⾏法の理解
２ ⽂部科学省と都道府県教育委員会、市区町村教育委員会との関係
３ 教育委員会の仕事と組織（県レベルを中⼼に）
４ 新しい教育委員会の組織
５ 教育委員会の具体的な取組事例〔各⾃治体の教育振興基本計画について）

【形態】
講義、グループ活動

【⽬的と留意点】
〔⽬的〕
 ① 地⽅の教育⾏政の中で教育の中⼼機関である教育委員会（都道府県/市区町村教育委
員会）について、その基本を理解する。
 ② 教育委員会都知事部局との関係について理解を深める。（私学との関係、教育⼤綱な
ど）
 ③ 各⾃治体の教育振興基本計画を考察する。
〔留意点〕
 ① 知事部局、教育委員会（都道府県）、教育委員会（市区町村）の関係に留意する。
 ② 国の教育振興基本計画と各⾃治体の教育振興基本計画の関係性、及びそれぞれの内容
について理解するよう努める。
〔課題〕出⾝⾼等学校（中学校でも可）の校務分掌について調べる。

第6回   【テーマ】
学校組織とチーム学校としての校内体制づくり

【内容】
１ 学校の組織としての校務分掌について理解する。
２ 「チーム学校」の意味とその実際を理解する。

【形態】
講義、グループ協議

【⽬的と留意点】
〔⽬的〕
 ① 各学校の校務分掌の状況と⼀⼈⼀⼈の教員の業務について理解する。
 ② 「チーム学校」が意味するところを正しく理解するとともに、そのための学校組織づ
くりをどうするか考える。
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〔留意点〕
 ① 特⾊ある学校づくりのための校務分掌の在り⽅にも留意する。
 ② 「チーム学校」と家庭や地域との連携について考察する。
 ③ 確認テスト②の実施を予告。

第7回   

【テーマ】
「理想の教師像」とは何か

【内容】
確認テスト②（第４回〜第６回分）
１ 教師の諸活動の現状と課題について理解する。
２ 教員にとってのキーコンピテンシーは何かを考察する。
３ 「理想の教師像」について、以下の４点を踏まえてＫＪ法を⽤いたグループワークでま
とめる。
 ① なぜ教員を志望しているのか
 ② ⾃分に影響を与えた教師とは
 ③ ⾃分が教師として就きたい学校種とその理由について
 ④ 「理想の教師像」とはどんな教師か

【形態】
確認テスト、講義、グループワーク

【⽬的と留意点】
〔⽬的〕
 ① 教職を取り巻く環境や教員の多様な業務について理解するとともに、その課題につい
て考察する。
 ② これまでの学校⽣活の中で探してきた教師について理想の教師とその逆の教師をあぶ
り出し、これから求められる理想の教師像について考えさせる。
〔留意点〕
 理想の教師像をグループワークの中でまとめ上げることで、⾃らの現状とこれからの取組
について考察させる。

第8回   【テーマ】
「求められる教師像」とは何かを考察する

【内容】
１ 前時の「理想の教師像」をもとに、今後「求められる教師像」を様々な⾓度から検討す
る。
２ ＫＪ法を活⽤し、グループで「求められる教師像」に必要な資質、能⼒をまとめ、全体
で発表する。
３ 理想の教師とそれに必要な資質、能⼒を各⾃で⾃覚させ、今後の学習の動機づけとす
る。

【形態】
講義、グループ協議、発表

【⽬的と留意点】
〔⽬的〕
 ① 前時の「理想の教師像」をもとに、求められる教員の資質、能⼒について考察する。
 ② 各都道府県の教員採⽤選考における「求められる教師像」を共有し、共通項⽬につい
て検討する。
 ③ グループ活動を通して、教師にとって必要な資質、能⼒とは何かを考察する。
〔留意点〕
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 現実の教員の職務を踏まえて、教員に求められる資質、能⼒を考える。
〔課題〕
 地⽅公務員法と教育公務員特例法の関連条⽂を熟読しておく。

第9回   

【テーマ】
教員の⾝分と服務規律について

【内容】
１ 労働者としての公⽴学校教員
 ① 教員の勤務時間休暇等に関する規則と福利厚⽣
２ 教育公務員特例法及び地⽅公務員法と就業規則
３ 具体的な服務規定と事例研究 

 

【形態】
講義、グループ協議、発表

【⽬的と留意点】
〔⽬的〕
 ① 教員の⾝分、待遇に関する仕組みを理解し、教員⽣活全体にわたって⾒通しをもち、
計画的な教員⽣活が送れるようにする。
 ② 教員の服務に関する法令を正しく理解し不祥事を起こさないように留意する。
〔留意点〕
 ① 実際の服務事故を例に、法令から違法⾏為を特定する。
 ② 公⽴学校と私⽴学校の違いについて留意する。
〔課題〕
 最近の教員の不祥事についてまとめる。

第10回   

【テーマ】
教員の不祥事防⽌について

【内容】
１ 教員の服務基準の再確認
２ 不祥事の状況
３ 不祥事根絶のための⽅策

【形態】
講義、グループ活動

【⽬的と留意点】
〔⽬的〕
 教育に携わる者にとって不祥事は絶対あってはならないものであることを再認識し、その
ためにどのようにあるべきかを考察する。
〔留意点〕
 実際の服務事故を例に、その起こった原因や遠因を考察する。
〔課題〕
 ① ⽣徒指導上の諸課題について、その種類と現状を調べる。
 ② 確認テスト③の実施を予告。

第11回   【テーマ】
⽣徒指導の実際について

【内容】
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確認テスト③（第７回〜第１０回分）
１ ⽣徒指導の意義と原理
２ 教育課程と⽣徒指導の関係
３ 児童⽣徒の⼼理と児童⽣徒理解
４ 学校に於ける⽣徒指導体制
５ 教育相談
６ 具体的な事例に沿った指導の在り⽅

【形態】
確認テスト、講義、グループ協議

【⽬的と留意点】
〔⽬的〕
 ⽣徒指導の重要性を認識し、適切且つ効果的な⽣徒指導ができるよう、その基本と実際の
指導について理解する。
〔留意点〕
 具体的な事例をもとに、⽣徒指導の実際を疑似体験する。

第12回   

【テーマ】
教員の任⽤と⼈事、及び⼈事評価について

【内容】
１ 教員の任⽤に関する法律について理解する。
２ 教員の⼈事評価制度について理解する。
３ 教員にとっての研修とは何か、理解する。

【形態】
講義、グループ協議、発表

【⽬的と留意点】
〔⽬的〕
 ① 教員の採⽤から⼈事評価、⼈事異動について正しく理解し、教員の⾝分制度とともに
待遇について理解する。
 ② 教員の研修制度について理解するとともに、学び続ける教師であるための⽅策につい
て考える。
〔留意点〕
 ⼈事評価については給与に反映することから、制度理解とともに⽬標を持った教育計画の
実践が求められていることを理解する。
〔課題〕
 ホームページ等から出⾝校の学校評価に関する資料を収集しておく。

第13回   【テーマ】
学校評価の意義と地域に開かれた学校づくりについて

【内容】
１ 学校評価とは何か
 ① ⾃らの出⾝校における学校経営⽅針と前年度の学校評価結果を⽤いて、学校運営の改
善に資する⾃⼰評価を作成する。 
 ② 共通評価項⽬の抽出
 ③ 特徴的な評価項⽬の抽出
 ④ 部活動や学習の評価について
２ 学校評価の実践
 とある市内の中堅中学校を仮想し、学校経営⽬標を⽴てた上で、⾃⼰評価項⽬を設定す
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る。

【形態】
講義、グループ協議

【⽬的と留意点】
〔⽬的〕
 ① 学校評価（⾃⼰評価、学校関係者評価、第三者評価）の意義や組織のアカウンタビリ
ティについても理解を深める。
 ② 学校評価は年度当初に⽴てた学校⽬標の達成度を評価し、次年度の教育活動や学校運
営の改善に⽣かすために⾏うものであることを理解する。
 ③ ②を踏まえ、その学校の当事者として適切な評価項⽬が何かを実践的に学ぶ。
〔留意点〕
 持ち寄った様々な学校評価を⽐較検討するとともに、⾃分の学校の成果と課題について考
察する。
〔課題〕
 確認テスト④の実施を予告。

第14回   

【テーマ】
学校事故と危機管理について

【内容】
確認テスト④（第11回〜第13回分）
１ 学校事故の発⽣状況について
 発⽣件数の推移、発⽣原因、負傷部位の状況を理解し、事故防⽌対策について協議する。
２ 危機管理体制の構築
 ① 各学校における危機管理マニュアル作成と「三段階危機管理」について
 ② 事故や災害が発⽣したときの対応について
３ 実際に学校で発⽣した事故から学ぶ
 学校施設の管理、教職員の対応、警察や消防署の対応、事後の国、⾃治体、学校、マスメ
ディアの対応という観点から分析する。

【形態】
確認テスト、講義、グループ協議

【⽬的と留意点】
〔⽬的〕
 教育活動を円滑に⾏う基本が児童⽣徒の安全確保であることを踏まえ、学校事故防⽌のた
めの基本的考え⽅や視点、⾏動について理解を深める。
〔留意点〕
 ⾵⽔害や地震など、⾃然災害への対応⽅法を確認する。
〔課題〕
 受験希望の都道府県等「教員採⽤選考」要項から、求められる教師像、試験⽇程、試験科
⽬について調査しておく。

第15回   【テーマ】
教職の未来展望と教員採⽤選考について

【内容】
１ これからの教員採⽤選考の状況〜教員としての「知識・技能」「資質・能⼒」とは何か
２ 採⽤選考から赴任までの道のり
３ 各⾃が受験を予定している⾃治体が求める教師像、試験科⽬、試験⽇程の共有
４ 今後の学習計画⽴案について 
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【形態】
講義、グループ活動

【⽬的と留意点】
〔⽬的〕
 ① 今後４年間の本学部での学習の基本となる法規及び今⽇的教育課題の学習を踏まえ、
教員になるための準備とスケジューリングを促す。
 ② 教員として必要な資質、能⼒に関して再度確認する。
〔留意点〕
 今年度実施される教員採⽤選考の実施要領から⾃らの課題を認識し、今後の学習計画につ
ながるよう留意する。

その他担当者   なし

ディプロマポリシー
との関連   

教職に関連する諸課題について理解を深めることで、教師に必要な「広く深い教養」を⾝に
付けるとともに、グループでの活動や協議をとおして「対⼈関係能⼒」や「コミュニケーシ
ョン能⼒」を磨く。

担当教員の専⾨領域
との関連   

担当者が県教育委員会及び公⽴⾼等学校⻑の実務経験をもとに、教員免許取得のため重要且
つ基礎的な科⽬として展開する。

使⽤⾔語   ⽇本語

到達⽬標   
現在の学校とは何か、教職とは何かを⾃分の内⾯にしっかりとした観念として構築し、教職
について理解を深めたうえで社会から真に信頼される教師を⽬指す。

課題に対するフィー
ドバック   

課題テストや⼩作⽂、レポートについては個別に採点・講評するほか、内容に応じて全体で
共有することにより、各⾃が新たな観点から思考や議論を深め、将来の教員採⽤選考対策や
教育現場における活動を充実させるための⼀助とする。

連絡⽅法   
e-mail:watanabe-t@mailg.shumei-u.ac.jp
教育研究所（学校教師学部Ｂ棟１階）

教科書   

タイトル 著者名
発⾏
所

出版
年

ISBN ボタン

中学校学習指導要領解
説総則編

⽂部科学省
東⼭
書房

2018
978-4-8278-
1580-1

OPAC検索

2023年度版 必携教
職六法

⾼⾒茂（監修）
協同
出版

2022
978-4-319-
64127-7

OPAC検索

⽣徒指導提要 ⽂部科学省
教育
図書

2010
978-4-87730-
274-0

OPAC検索

※図書館に所蔵がない場合等、OPAC検索ボタンを押下してもヒットしないことがあります。

成績評価

種別   割合   評価基準等   

⼩テスト
(0)

20.0% 確認テスト（20％）

レポート
(2)

30.0%

課題(3) 20.0%

その他(99) 30.0%
出⽋席、講義中の発⾔、グループ活動・協議時のパフォーマンス
(30%)

その他の注意事項   対⾯授業を前提にシラバスを作成しているが、新型コロナウィルス感染症対策等で⼀部変更
となる場合がある。オンライン授業に変更された場合にはGoogleClassroom 及びZoomに
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よる授業実践・意⾒交換となるため、画像やり取りが可能な個⼈⽤PCを準備することを推
奨する。
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シラバス情報

授業情報

授業コード   A12018

授業開講年度   2022年度

授業名称   現代社会概説

科⽬ナンバリング   51CSO31001

代表科⽬漢字名称   現代社会概説

履修期   前期授業

担当者漢字名称   ⾼橋 清英

担当者カナ名称   タカハシ キヨヒデ

開講キャンパス   千葉キャンパス

曜時   ⽉曜２限

科⽬関連性   
履修を前提とする科⽬はない。
関連科⽬︓⽇本国憲法、経済学、歴史及び地理に関する各科⽬
科⽬ナンバー:51CSO31001

資格との関連性等   
資格取得の必履修科⽬ではない。
関連する資格︓中⾼教諭１種免許（社会・公⺠）

講義内容   

 現在私たちが暮らしている社会を政治経済という観点から理解する。政治制度は⽴憲主義
を具体化したものであるから、この考え⽅がどのようなものか、どのように⻄欧で⽣みださ
れ我が国に取り⼊れられてきたか、⽇本国憲法を読み込んでいく。また、経済システムは市
場原理に基づくものであるから、この考え⽅とこれを制御しようとする国家の取組、現代ま
での経済の歩みを理解する。

第1回

【テーマ】
⽴憲主義とは何か

【内容】
１．アメリカ独⽴宣⾔   ・⼈権とは ／ ・統治機構の根拠
２．⽇本国憲法との⽐較

【形態】
講義

【⽬的と留意点】
・独⽴宣⾔を原⽂で読むことにより、「⼈権」の本質的な考え⽅を理解する。
・⺠主主義の政治制度としての特質は、どこからくるのか。
課題
・社会契約説とはどのような考え⽅か。予習し、ノートにまとめておく(２時間)。

第2回   【テーマ】
明治憲法と⽇本国憲法 －明治憲法の背景としての明治維新

【内容】
１．明治維新   ・新権⼒の正当性、政策、外交 ／  ・帝国主義の時代－世界の中の
⽇本   
２．明治憲法   ・政治制度 ／ ・⼈権の保障－⼤逆事件
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３．⽇本国憲法制定とプラカード事件

【形態】
講義

【⽬的と留意点】
・明治憲法が作られた背景を理解する。
・明治憲法における⼈権の扱いを理解する。
・１９世紀から２０世紀にかけて、欧⽶諸国の植⺠地政策がどのように展開されていくか。
その中で⽇本がとった外交はどのようなものであったか。
課題
・明治憲法を調べ、⼀読し、意味が理解できるようにしておく(２時間)。また講義に持参す
る。

第3回   

【テーマ】
⽇本国憲法の精神 その１ 基本的⼈権① ⾃由権と平等権

【内容】
１．⽇本国憲法の特徴
  (1) 国⺠主権・基本的⼈権の尊重・平和主義
(2) 憲法前⽂と最⾼法規
(3) 戦後⽇本
２．基本的⼈権の保障
 (1) ⾃由権 ・精神的⾃由 ・経済的⾃由 ・⾝体的⾃由
 (2) 平等権 ・法の下の平等 ・貴族制の否認 ・両性の平等

【形態】
講義

【⽬的と留意点】
・我が国における⽴憲主義の宣⾔として、最⾼法規条項を理解する。
・⽇本国憲法において⼈権はどのように保障されるのか、具体的な事件を対⽐して理解す
る。
・⾃由と平等について、理解を深める。
課題
・⽇本国憲法の第３章をノートにまとめ、整理しておく(２時間)。

第4回 【テーマ】
⽇本国憲法の精神 その２ 基本的⼈権② 社会権、参政権、請求権

【内容】
１．社会権 ・⽣存権 ・教育を受ける権利 ・勤労の権利 ・労働者の権利
２．参政権 ・選挙  ・被選挙権  ・公務員の選定・罷免
３．請求権 ・請願権 ・国家賠償請求  ・裁判を受ける権利  ・刑事補償請求権

【形態】
講義

【⽬的と留意点】
・⾃由権と平等権以外の⼈権について理解する。
・憲法には明⽂化されていないが、いくつかの条⽂を根拠にして保障されるようになった新
しい⼈権としては、何があるか。
・基本的⼈権は、何を根拠にして制約されるのか。
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課題
・前回及び今回の講義で扱った⼈権に関する事例について、まとめておく(２時間)。

第5回   

【テーマ】
⽇本国憲法の統治機構 その１ 三権分⽴

【内容】
１．国会 (1) 国会の地位と権限 (2) 衆議院の優越 (3) 議員の権限︓国政調査権
２．内閣 (1) 総理⼤⾂の権限 (2) 議員内閣制   (3) 内閣の組織   (4)⾏政権の拡
⼤
３．司法 (1) 司法権の独⽴と裁判官の⾝分保障  (2) 裁判官の任命   (3) 違憲⽴法
調査権

４．⺠主政治のあり⽅   (1) ⼤統領制   (2) 議院内閣制

【形態】
講義

【⽬的と留意点】
・政治的な最⾼権⼒である司法・⾏政・⽴法と、主権者である国⺠とは、どのような関係に
あるのか。
・国会と内閣、内閣と司法、司法と国会は、どのように権⼒を抑制しあっているのか。
・拡⼤する⾏政権について、現在の事例に触れて考える。
課題
・⽇本国憲法の第４〜７章をノートにまとめ、整理しておく(２時間)。

第6回   

【テーマ】
⽇本国憲法の統治機構 その２ 天皇、地⽅⾃治

【内容】
１．天皇
(1) 象徴天皇制と天皇の国事⾏為
  (2) 天皇の退位
２．地⽅⾃治
(1) 団体⾃治と住⺠⾃治

【形態】
講義

【⽬的と留意点】
・象徴天皇制とはどのようなものであるか。また退位の問題について考える。
・明治憲法で定められていなかった地⽅⾃治について、現代社会の問題に触れながら理解を
深める。
課題
・⽇本国憲法の第１章及び第８章をノートにまとめ、整理しておく(２時間)。
・第１回から第６回までの講義を復習し、次回の確認テストに備える(１時間)。

第7回   【テーマ】
多数決原理の意味

【内容】
１．多数決という⽅法への疑問
(1) 多数派の意⾒が正しいとは限らないのに、なぜ私たちは多数決という⽅法で政治的決定
をするのか
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  (2) 最終的に多数決で物事を決めるのであれば、なぜ国会において与党と野党の間で話
し合いが⾏われるのか
２．多数決の本当の意味
 (1) 多数決と話し合いの関係
 (2) 多数決を正当化する話し合い 少数意⾒に⽿を傾ける意味
 (3) 多数決の結果が意味するもの  
３．多数決の実態
 (1) 多数者の専制としての多数決
 (2) 議論の形骸化

【形態】
講義 確認テスト①

【⽬的と留意点】
・国会において過半数を占める与党は、政党の意志を必ず国会で通過させることができる。
にもかかわらず、必ず採決の前に審議が⾏われるのはなぜなのか。
・多数決の実態は、どうなっているか。
課題
・｢多数決による専制｣とはとのようなことか、まとめる(１時間)。

第8回   

【テーマ】
市場社会の興隆

【内容】
１．市場主義経済という思想
 (1) アダム・スミスの『国富論』︓神の⾒えざる⼿
 (2) 市場の失敗と政府の失敗
２．市場は絶対か︖
 (1) 完全競争市場と不完全競争市場
 (2) 市場対国家の争い
３．経済主体
 (1) 企業／家計／政府
 (2) エンゲル係数

【形態】
講義

【⽬的と留意点】
・市場は、常に適正価格を提⽰することができるか。
・独占禁⽌法を⽀えている理念は何か。
課題
・アダム・スミス、マルサス、ケインズ、の３⼈の考え⽅を整理し、経済学の流れを理解す
る(２時間)。

第9回   【テーマ】
戦後⽇本の経済成⻑

【内容】
１．経済成⻑と経済循環、GDPの推移
２．⾼度経済成⻑
３．オイルショックと⾼度成⻑の終わり
４．バブル経済とその余波
５．経済のグローバル化と市場主義 －構造改⾰の⾏⽅
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【形態】
講義

【⽬的と留意点】
・現在、⽇本はどのような景気局⾯にあるのか。
課題
・最近の景気動向を報道している新聞記事を調べ、その内容をまとめておく(２時間)。また
その記事とまとめを講義に持参する。

第10回   

【テーマ】
⾦融政策

【内容】
１．⾦融と政府
  (1) 財務省の役割
(2) ⽇本銀⾏の役割
２．⾦融政策
  (1) ⾦利政策
  (2) 公開市場操作
  (3) 預⾦準備率操作

【形態】
講義

【⽬的と留意点】
・不景気、景気過熱時、それぞれどのような⾦融政策が可能であるか。
課題
・最近の政府・⽇銀の⾦融政策を報道している新聞記事を調べ、その内容をまとめておく
(２時間)。またその記事とまとめを講義に持参する。

第11回   

【テーマ】
財政政策

【内容】
１．財政政策
 (1) 資源配分機能
 (2) 所得再配分機能
 (3) 経済安定化機能
２．租税制度と戦後⽇本の社会構造
 (1) 直接税と間接税
 (2) 国税と地⽅税
 (3) 租税制度改⾰の歴史

【形態】
講義

【⽬的と留意点】
・現在の⽇本の税体系は、諸外国と⽐較してどのような特徴があるか。
・現在、⽇本の財政の国債依存度は、なぜ⾼いのか。
課題
・今年度の国家予算を報道している新聞記事を調べ、その内容をまとめておく(２時間)。ま
たその記事とまとめを講義に持参する。
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第12回   【テーマ】
福祉国家と⽇本の労働者の現状

【内容】
１．労働関係諸法
 (1) 労働基準法／労働組合法／労使関係調整法
 (2) 男⼥雇⽤機会均等法／育児・介護休業法／男⼥共同参画社会基本法
２．社会保障制度はどうあるべきか
 (1) 規制緩和と社会保障
 (2) 国⺠年⾦／厚⽣年⾦／介護保険の運営
３．少⼦・⾼齢化問題とその対策
４．格差社会
 (1) フリーター／ニートの急増
 (2) 新階級社会の出現

【形態】
講義

【⽬的と留意点】
・労働者の権利は、なぜ法的に守られるようになったのか。
・今⽇、最も深刻な労働問題とは何か。
・少⼦・⾼齢化のために、現在どのような対策がなされているか。
課題
・我が国の医療保険と年⾦制度を調べ、その内容をまとめておく(２時間)。またその記事と
まとめを講義に持参する。

第13回   

【テーマ】
国際経済と⽇本の⽴ち位置

【内容】
１．ケインズの理念  － IMF／変動為替相場制／ドル危機
２．プラザ合意と円⾼
 (1) 円⾼が与えた⽇本の産業構造への影響
 (2) バブルはなぜ起きたのか︖
３．⽇本の貿易体制
 (1) 貿易収⽀⿊字と⽇本の対外純資産
 (2) ⽇本の貿易の特徴
 (3) 貿易相⼿国の変遷

【形態】
講義

【⽬的と留意点】
・⽇本の貿易の特徴は何か。
・為替の変動は、⽇本経済にどのような影響を与えるのか。
課題
・TPPとはどのような内容であるか。調べておく(２時間)。

第14回   【テーマ】
冷戦体制の軍事と経済

【内容】
１．トルーマン・ドクトリン
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 (1) NATOとワルシャワ条約機構
 (2) マーシャル＝プランとコミンフォルム、COMECON  
 (3) ベルリン封鎖、朝鮮戦争、キューバ危機、ベトナム戦争
２．国際市場の拡⼤と新たな南北問題
 (1) WTOと南北格差
 (2) エネルギー・⾷料ナショナリズムと市場主義

【形態】
講義 確認テスト②

【⽬的と留意点】
・社会主義経済とはどのような仕組みか。またその仕組みを採る国家の政治体制はどのよう
なものであるか。
・資本主義国家と社会主義国家はなぜ対⽴するのか。
課題
・第８回から第１３回までの講義を復習し、確認テストに備えておく(２時間)。

第15回   

【テーマ】
世界のグローバル化

【内容】
１．冷戦体制崩壊と地域紛争の勃発
 (1) 東欧⺠主化 －ドイツ統⼀とソ連邦崩壊
 (2) 全欧安保協⼒会議    
 (3) チェチェン紛争
 (4) 東ティモール独⽴問題
 (5) イスラム世界の紛争
２．グローバル化と⼈権問題
 (1) ⼈権意識の⾼まりと難⺠の受け⼊れ、排斥
 (2) 経済と⼈権再考

【形態】
講義

【⽬的と留意点】
・冷戦終結後、逆に地域紛争が増えたのはなぜか。
・冷戦は、なぜ終結したのか・・NGO／NPOの意義は何か。
・経済のグローバル化は、どのような問題を引き起こしたか。
課題
・最近の地域紛争を報道している新聞記事を調べ、その内容をまとめておく(２時間)。また
その記事とまとめを講義に持参する。

ディプロマポリシー
との関連   

社会科・公⺠科の教師に必要な幅広い教養を⾝につける。

担当教員の専⾨領域
との関連   

本科⽬は、担当者の公⽴⾼等学校での実務経験をもとに実践的な授業を⾏う。

使⽤⾔語   ⽇本語

到達⽬標   より広い観点から、政治的・経済的基礎知識を⾝に付けていくことを⽬標とする。

課題に対するフィー
ドバック   

ワークシートを使い、講評と解説を⾏う。

連絡⽅法   メールアドレス takahashi-k@mailg.shumei-u.ac.jp
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本館４階 ２１１研究室

成績評価

種別   割合   評価基準等   

⼩テスト(0) 60.0%

レポート(2) 40.0%
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シラバス情報

授業情報

授業コード   A21004

授業開講年度   2022年度

授業名称   ⽣徒指導・進路指導論

科⽬ナンバリング   57GED21009

代表科⽬漢字名称   ⽣徒指導・進路指導論

履修期   前期授業

担当者漢字名称   ⼀之瀬 ⼀彦

担当者カナ名称   イチノセ カズヒコ

開講キャンパス   千葉キャンパス

曜時   ⽕曜１限

科⽬関連性   
「教育⼼理学」（１年次必修）を履修済みであることが望ましい。
「前期と後期は同⼀内容」
科⽬ナンバー:57GED21009

資格との関連性等   中⾼教諭１種免許（教職） ， ⼩学校教諭１種免許（教職）

講義内容   

 ⽣徒指導（進路指導を含む）は、学習指導と並び、学校教育に⽋くことのできない教育機
能である。⽣徒指導とは何か︖児童⽣徒の学業的、キャリア的、個⼈・社会的発達と適応は
どう理解されるのか︖より実際的に、⼈はどのように⽣きる⼒を⾝につけ、⾃らの進路を選
び、キャリアを拓いていくのか︖この授業では、⽣徒指導、進路指導、さらにはキャリア教
育の理論、歴史、実際の取り組み、現代的課題に関する基本的な知識・技能を学ぶ。そし
て、これからの⽣徒指導の考え⽅と取り組みについて発展的に考察する。
本科⽬は、講義形式で授業を⾏う。

第1回

【テーマ】
これまでの⽣徒指導① 「⼈格の完成」ってどういうこと︖（学校教育における⽣徒指導・
進路指導の意義）

【内容】
１．オリエンテーション
  受講の仕⽅とルール
  成績評価の⽅法
２．これまでの⽣徒指導① 「⼈格の完成」ってどういうこと︖
  ⾃⼰開⽰（⾃⼰紹介）
  ⽣徒指導と進路指導のイメージは︖

【形態】
講義を⾏う。指名する。

【⽬的と留意点】
 受講の仕⽅・ルール等を説明し、学修の準備を整える。
 学校教育の中に位置づけられている「⽣徒指導」「進路指導」、⼩中⾼校の１２年間、教
育を受けてきた経験から、⽣徒指導と進路指導について、どのようなイメージか語らせ、次
回からの意欲づけとする。予習として、「⽣徒指導と進路指導」のイメージを考えてくる。

第2回   【テーマ】
これまでの⽣徒指導② ⽣徒指導・進路指導という概念が⽣まれる（⽣徒指導・進路指導の
発展史）
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【内容】
１．これまでの⽣徒指導② ⽣徒指導・進路指導という概念が⽣まれる
  ⽣徒指導の源流
  戦後の教育改⾰における⽣徒指導
  特別の教科道徳の設置による⽣徒指導への影響

【形態】
講義を⾏う。指名する。

【⽬的と留意点】
 ⽣徒指導の概念がどのように⽣まれたか︖なぜ、⽣徒指導は規律や校則の遵守すべきもの
として⾒なされやすいのか︖発展史から掘り起こす。

第3回   

【テーマ】
これまでの⽣徒指導③ 学校教育という組織的取り組み（学校組織・教育課程における⽣徒
指導・進路指導及びキャリア教育の位置づけ）

【内容】
１．これまでの⽣徒指導③ 学校教育という組織的取り組み
  ⽅針・基準の明確化・具体化
  共通理解・共通実践
  実効性のある組織・運営の在り⽅

【形態】
講義を⾏う。指名する。

【⽬的と留意点】
 国の報告書等を使⽤しながら、⽣徒指導体制の在り⽅を学ぶ。

第4回

【テーマ】
これまでの⽣徒指導④ 指導と援助、児童⽣徒の発達を⽀えるということ（資質・能⼒を育
てる営み）

【内容】
１．これまでの⽣徒指導④ 指導と援助、児童⽣徒の発達を⽀えるということ
  積極的⽣徒指導と消極的⽣徒指導
  ⽣徒指導の原理
  「指導」と「援助」の相克を乗り越えるという教師の課題

【形態】
講義を⾏う。指名する。

【⽬的と留意点】
 ⽣徒指導における「指導」と「援助」について考察する。

第5回   【テーマ】
⼦どもの抱える困難と対応① 不登校

【内容】
１．⼦どもの抱える困難と対応① 不登校
  不登校とは
  不登校の実態
  最近のニュースから
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【形態】
講義を⾏う。協議する。

【⽬的と留意点】
 不登校問題に特化し、具体例を交え、指導法を協議する。

第6回   

【テーマ】
⼦どもの抱える困難と対応② 暴⼒⾏為と⾮⾏

【内容】
１．⼦どもの抱える困難と対応② 暴⼒⾏為と⾮⾏
  校則
  懲戒
  ⾮⾏少年
  少年事件の流れ

【形態】
講義を⾏う。協議する。

【⽬的と留意点】
 ⾮⾏問題に特化し、具体例を交え、指導法を協議する。また、法制度についても学ぶ。

第7回   

【テーマ】
⼦どもの抱える困難と対応③ いじめ

【内容】
１．⼦どもの抱える困難と対応③ いじめ
  いじめとは
  いじめの実態
  最近のニュースから

【形態】
講義を⾏う。協議する。

【⽬的と留意点】
 いじめ問題に特化し、具体例を交え、指導法を協議する。

第8回   

【テーマ】
⼦どもの抱える困難と対応④ 学業問題

【内容】
１．⼦どもの抱える困難と対応④ 学業問題
  「勉強ができない」理由
  「勉強ができない」悩み・⾃尊感情
  学業問題の社会現象

【形態】
講義を⾏う。指名する。

【⽬的と留意点】
児童⽣徒に「勉強嫌い」「なぜ勉強するの︖」と問われたら、どう答えるか︖「勉強ができ
ない」理由・原因を整理し、その意味と影響を考察する。
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第9回   【テーマ】
⼦どもの抱える困難と対応⑤ ⾼校中退とニート・フリーター

【内容】
１．⼦どもの抱える困難と対応⑤ ⾼校中退とニート・フリーター
  ⾼校中退の状況と対応
  ニート・フリーターの状況と対応
  フリーターの⽣活と問題性

【形態】
講義を⾏う。指名する。

【⽬的と留意点】
 ⾼校中退者の背景にある問題は何か︖ ⾼校中退・ニートの動向と対応を解説する。

第10回   

【テーマ】
挑戦すべき課題① 学校教育が抱えている２つの問題（⽣徒指導・進路指導の現代的課題）

【内容】
１．挑戦すべき課題① 学校教育が抱えている２つの問題
  対応⽅針への共通理解・共通⾏動（不易）
  今、必要な⼒（流⾏）

【形態】
講義を⾏う。指名する。

【⽬的と留意点】
 対応アプローチに係る問題性と今養うべき⼒を具体的に捉えることが困難という問題性か
ら、⽣徒指導の課題を導き出す。

第11回   

【テーマ】
挑戦すべき課題② 関わり⽅・⾒⽅の基礎・基本（適応と発達の促進）

【内容】
１．挑戦すべき課題② 関わり⽅・⾒⽅の基礎・基本
  教師と⽣徒間の特徴と⼼理的影響
  情緒障害への理解
  発達課題への理解

【形態】
講義を⾏う。指名する。

【⽬的と留意点】
 ⽣徒理解のための具体的場⾯を学ぶとともに、個々の⽣徒への指導と全体指導の⽅法等に
ついて学ぶ。

第12回   【テーマ】
挑戦すべき課題③ 育てる学級・学校の環境づくり（⾵⼟・雰囲気をつくる）

【内容】
１．挑戦すべき課題③ 育てる学級・学校の環境づくり
  望ましい学級経営
  成果を上げる学校

62



【形態】
講義を⾏う。指名する。

【⽬的と留意点】
 ⽣徒の成⻑のため、学級経営者としてより良い環境づくりについて⽣徒指導⾯から考察す
る。外⼭滋⽐古⽒の「空気の教育」を紹介する。

第13回   

【テーマ】
⽣きる⼒の学習体験をカリキュラム化する（学業的、キャリア的、個⼈・社会的な資質・能
⼒を育てる教育活動の計画と実践）

【内容】
１．⽣きる⼒の学習体験をカリキュラム化する
  指導⽬標と⽣徒指導のカリキュラム化
  育てる⽣徒指導の試み

【形態】
講義を⾏う。指名する。

【⽬的と留意点】
 個々の⽣徒に共通の発達課題やすべての⽣徒に必要なライフスキルを指導⽬標に据えた、
育てる⽣徒指導カリキュラムというアイデアを検討する。

第14回   

【テーマ】
総合的考察 学校システムと⽣徒指導・進路指導の⽇⽶⽐較（まとめのテスト）

【内容】
 これまで学修した内容の基礎知識と技能の習得を確認する。

【形態】
テスト

【⽬的と留意点】
第13回までの内容の確認テスト

第15回   

【テーマ】
学習の総括 教師の仕事を識別する（学校・家庭・地域社会の協働体制）

【内容】
１．学習の総括 教師の仕事を識別する
  教師の仕事
  育てる⽣徒指導としての進路指導（キャリア教育）
  確認テストの返却と解説及びまとめ

【形態】
講義を⾏う。指名する。

【⽬的と留意点】
 これからの⽣徒指導・進路指導（キャリア教育）をどう進めていくか検討する。働き⽅改
⾰と絡めながら教師の仕事を識別する。また、確認テストの返却と解説も⾏う。

ディプロマポリシー
との関連   

教師に必要な「広く深い教養」
「⽣徒を理解する⼒」や「⽣徒指導⼒」

担当教員の専⾨領域 ３７年間の教員としての過去の実務経験を⽣かし、実際に⽣徒指導や進路指導で経験した事
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との関連   例・エピソードを交えて本授業を⾏う。

使⽤⾔語   ⽇本語

到達⽬標   

教育実践活動全般における⽣徒指導・進路指導の基本理念を学ぶとともに、教育活動や学級
経営にそれらがどのような役割を果たし、機能するかについて理解する。さらに、将来の⾃
⼰の教育観形成に深く関わることに気づくようになる。以下、要点となる主な⽬標について
記す。
(1)⽣徒指導及び進路指導の基本的な考え⽅と⽅法を理解する。
(2)現状の⽣徒指導及び進路指導の課題を具体的に把握する。
(3)現場で対処しなければならない指導の個別課題（いじめ、不登校など）への対応を理解
する。
(4)キャリア教育の⼀環と位置づけられる進路指導の在り⽅を具体的に把握する。

課題に対するフィー
ドバック   

・授業内の課題等は翌週にコメントをつけて返却する。
・まとめテスト等は、事後に解答例を配布する。

連絡⽅法   
ichinose@mailg.shumei-u.ac.jp
本館３階１０３研究室

その他の注意事項   オンライン授業でも対⾯授業と同様、指名しながら授業をすすめる。
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シラバス情報

授業情報

授業コード   A12035 開講キャンパス   千葉キャンパス

授業開講年度   2022年度

授業管理部署   教務課

授業名称   ⽣徒指導・進路指導論

科⽬ナンバリング   57GED21009

代表科⽬漢字名称   ⽣徒指導・進路指導論

単位数   2 履修期   前期授業

担当者漢字名称   ⽣形 章

担当者カナ名称   ウブカタ アキラ

履修基準年度 １セメスター〜８セメスター

曜時   ⽉曜２限

科⽬関連性   
・「教育⼼理学」（１年次必修）を履修済みであることが望ましい。
・前期と後期は同⼀内容

資格との関連性等    中⾼教諭１種免許（教職），⼩学校教諭１種免許（教職）

講義内容   

 ⽣徒指導（進路指導を含む）は、学習指導と並び、学校教育に⽋くことのできない教育機
能である。⽣徒指導とは何か︖児童⽣徒の学業的、キャリア的、個⼈・社会的発達と適応は
どう理解されるのか︖より実際的に、⼈はどのように⽣きる⼒を⾝につけ、⾃らの進路を選
び、キャリアを拓いていくのか︖この授業では、⽣徒指導、進路指導、さらにはキャリア教
育の理論、歴史、実際の取り組み、現代的課題に関する基本的な知識・技能を学ぶ。そし
て、これからの⽣徒指導の考え⽅と取り組みについて発展的に考察する。
本科⽬は、講義・演習形式で授業を⾏う。 使⽤⾔語:⽇本語。通学しない履修学⽣への特別
な条件:①講義に必要な⽤紙及び教材研究の材料は各⾃で⽤意。②毎回、教材、資料、note
の事前印刷。③毎回２回質問に対するストリームへの回答。 ④毎回２００字程度の課題提
出。

第1回

【テーマ】
これまでの⽣徒指導① 「⼈格の完成」ってどういうこと︖（学校教育における⽣徒指導・
進路指導の意義）

【内容】
オリエンテーション
① 受講の仕⽅とルール
② 成績評価の⽅法
これまでの⽣徒指導① 「⼈格の完成」ってどういうこと︖
③ ⽣徒指導・進路指導とは何か
④ ⽣徒指導と進路指導の関係

【形態】
講義、演習（個⼈作業、グループ協議）

【⽬的と留意点】
①受講の仕⽅・ルール等を説明し、学修の準備を整える。
②⽣徒指導、進路指導の意義と基礎的な知識を確実に理解する。
・⼩、中、⾼等学校時代に⾃分が受けた⽣徒指導・進路指導をもとに、⽣徒指導、進路指導
の進め⽅を各⾃まとめ、グループ及び全体で協議するの で準備しておくこと。(30分)
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第2回   

【テーマ】
これまでの⽣徒指導② ⽣徒指導・進路指導という概念が⽣まれる（⽣徒指導・進路指導の
発展史）

【内容】
これまでの⽣徒指導② ⽣徒指導・進路指導という概念が⽣まれる
(1)教育課程における⽣徒指導の位置付け
(2)⽣徒指導における集団指導の⽅法原理
(3)⽣徒指導における個別指導の⽅法原理 
 

【形態】
講義、演習（個⼈作業）

【⽬的と留意点】
①教育課程(教科、道徳科、特別活動、総合的な学習の時間)における⽣活指導の共通性を理
解する。
②⽣徒指導における集団指導の教育的意義と指導⽅法について理解する。
③⽣徒指導における個別指導の教育的意義と指導⽅法について理解する。
・教師になったら集団指導及び個別指導をどのように⾏うか、⾃分の考えをワークシートに
まとめるので準備しておくこと。(30分)

第3回   

【テーマ】
これまでの⽣徒指導③ 学校教育という組織的取り組み（学校組織・教育課程における⽣徒
指導・進路指導及びキャリア教育の位置づけ） 

【内容】
これまでの⽣徒指導③ 学校教育という組織的取り組み
(1)⼦どもの⼼の発達の特徴と進路指導及びキャリア教育の位置付け
(2)学校における⽣徒指導体制の基本的な考え⽅と組織的な指導の進め⽅
(3)⽣徒指導の年間指導計画の作成

【形態】
講義、演習（グループ作業）

【⽬的と留意点】
①⼦どもの⼼の発達の特徴と進路指導及びキャリア教育の位置付けについて理解する。
②⽣徒指導体制の基本的な考え⽅、⼩、中学校における⽣徒指導のための組織及び組織的な
指導の進め⽅について理解する。
③⽣徒指導の年間指導計画の作成の意義、内容と作成⽅法について理解する。
・⽣徒指導の年間指導計画について、指導する時期と内容をグループで協議し、まとめるの
で準備しておくこと。(30分)

第4回 【テーマ】
これまでの⽣徒指導④ 指導と援助、児童⽣徒の発達を⽀えるということ（資質・能⼒を育
てる営み）

【内容】
これまでの⽣徒指導④ 指導と援助、児童⽣徒の発達を⽀えるということ
(1)⽣徒指導における⼆つの⽬的
 ・積極的⽬的
・消極的⽬的
(2)⽣徒指導における指導と援助
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(3)⽣徒指導の前提となる教育観、指導観

【形態】
講義、演習（グループ協議，個⼈作業ー提出物①）

【⽬的と留意点】
①⽣徒指導における⼆つの⽬的の違いと、それぞれの特徴を理解する。
②学校の現状を基に教師として指導する際、どのように⽣徒指導を進めたらよいかを理解す
る。
・⽣徒指導の進め⽅をグループ及び全体で協議し、その後⾃分の考えをワークシートに記述
して提出するので準備しておくこと。(45分)

第5回   

【テーマ】
⼦どもの抱える困難と対応① 不登校

【内容】
⼦どもの抱える困難と対応① 不登校
(1)問題⾏動調査に⾒る不登校の現状
(2)不登校対策に関する予防的側⾯と治療的側⾯
(3)不登校に対する担任としての姿勢

【形態】
講義、演習（グループ協議）

【⽬的と留意点】
①⽂部科学省問題⾏動調査の分析を基に、不登校の現状と対策について理解する。
②不登校に対する担任としての姿勢と、⽋席に対する具体的な対応策を理解する。
・不登校問題「無理に登校させなくてもよい」という意⾒についてどう考えるか、グループ
で協議するので準備しておくこと。(30分)

第6回   

【テーマ】
⼦どもの抱える困難と対応② いじめ

【内容】
⼦どもの抱える困難と対応② いじめ
(1)いじめ問題の理解
・いじめの現状（問題⾏動調査）
・いじめの構造といじめる⼼理
(2)いじめ問題への対応
・いじめの早期発⾒と組織的対応の進め⽅
・いじめ予防としての⽣徒指導

【形態】
講義、演習（グループ協議）

【⽬的と留意点】
①いじめ問題の理論的捉え⽅と、いじめ問題の現状と対策について理解する。
②いじめ問題の要因といじめ問題が起きた場合の具体的な指導⽅法について、グループ協議
を通して考える。
・いじめはなぜ起きるのか、いじめ問題が起きた場合どのように対応したらよいのか等を、
グループで協議しまとめるので準備しておくこと。(30分)

第7回   【テーマ】
⼦どもの抱える困難と対応③ 暴⼒⾏為と⾮⾏
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【内容】
⼦どもの抱える困難と対応③ 暴⼒⾏為と⾮⾏
(1)問題⾏動調査に⾒る暴⼒⾏為の現状
(2)暴⼒⾏為の主な内容と傾向
(3)暴⼒⾏為及び⾮⾏問題における低年齢化の背景
(4)暴⼒⾏為発⽣に伴う対応の基本事項

【形態】
講義、演習（グループ協議，個⼈作業ー提出物②）

【⽬的と留意点】
①⽂部科学省問題⾏動調査の分析を基に、暴⼒⾏為の現状と対策について理解する。
②暴⼒⾏為への具体的な対応策を、教員個⼈と学校体制の⼆つの視点から理解する。
・不登校、暴⼒⾏為、いじめ問題などの対応について、その問題⾏動が起こる原因と対応の
相違点などについてグループで協議し、その後に⾃分の
 考えをワークシートに記述して提出するので準備しておくこと。(30分)

第8回   

【テーマ】
⼦どもの抱える困難と対応④ 学業問題

【内容】
⼦どもの抱える困難と対応④ 学業問題
(1)学業問題とは何か
(2)学級経営の充実と学業問題
(3)⼦どもの抱える困難の背景にあるもの

【形態】
講義、演習（グループ協議）

【⽬的と留意点】
①学業問題の背景と解決のための学級経営の充実（基本的⽣活習慣、規範意識の育成等）に
ついて理解する。
②⼦どもたちの抱える困難の⼼理環境的背景にあるものについて理解する。
・学業問題など⼩学校の⽣徒指導の課題と、その課題への具体的な対応策についてグループ
で協議するので準備しておくこと。(30分)

第9回   【テーマ】
⼦どもの抱える困難と対応⑤ 学級崩壊

【内容】
⼦どもの抱える困難と対応⑤ 学級崩壊
(1)⼦どもの育ちの現状
(2)学校、家庭の現状及び学校、家庭・地域の連携の進め⽅
(3)「学級崩壊」の原因とその対応策

【形態】
講義、演習（グループ協議）

【⽬的と留意点】
①⼦ども、学校、家庭・地域における⽣徒指導の現状を理解する。
②学校を中⼼に家庭、地域と連携して⾏う⽣徒指導の具体的な進め⽅について理解する。
③「学級崩壊」が起こる原因と、学級崩壊を起こさない指導、起きた場合の指導について理
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解する。
・児童⽣徒、学校、家庭・地域の現状から「学級崩壊」の要因を探り、その具体的な対応策
についてグループで話し合うので準備しておくこと。(30分)

第10回   

【テーマ】
挑戦すべき課題① 学校教育が抱えている２つの問題（⽣徒指導・進路指導の現代的課題）

【内容】
挑戦すべき課題① 学校教育が抱えている２つの問題
(1)インターネット、携帯電話に関わる問題⾏動
(2)児童虐待の問題と学校の対応策

【形態】
講義、演習（グループ協議、個⼈作業ー提出物③）

【⽬的と留意点】
①インターネット、携帯電話に関わる問題⾏動を中⼼に、⽣徒指導の現代的課題の具体的な
対応策について理解する。
②児童虐待の未然防⽌や、発⾒した場合の対応⽅法、守秘義務と通告義務について理解す
る。
・学校教育が抱えている２つの問題の背景と、その問題に対してどのように対応したらよい
かをグループで協議するので準備しておくこと。
・前回講義した学級崩壊について、⾃分の考えをワークシートに記述して提出するので準備
しておくこと。(45分)

第11回   

【テーマ】
挑戦すべき課題② 関わり⽅・⾒⽅の基礎・基本（適応と発達の促進）

【内容】
挑戦すべき課題② 関わり⽅・⾒⽅の基礎・基本
(1)⼦どもたちの適応と発達の課題
(2)関わり⽅・⾒⽅の基礎・基本
 ・児童・⽣徒理解の重要性
 ・児童・⽣徒理解の⽅法と留意点

【形態】
講義、演習（グループ協議）

【⽬的と留意点】
①⼦どもたちの適応と発達の課題にはどのようなものがあるか理解する。
②適応と発達の課題の解決のための児童⽣徒理解の⽅法について学び、関わり⽅・⾒⽅の基
礎・基本を⾝に付ける。
・⼩、中、⾼等学校時代における児童⽣徒理解についての体験を各⾃まとめ、グループ及び
全体で協議するので準備しておくこと。(30分)

第12回   【テーマ】
挑戦すべき課題③ 育てる学級・学校の環境づくり（⾵⼟・雰囲気をつくる）

【内容】
挑戦すべき課題③ 育てる学級・学校の環境づくり
(1)学級づくりにおける教育相談の役割
(2)学級づくりに役⽴つカウンセリング技法
(3)良い学級、良い学校をつくる
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【形態】
講義、演習（グループ協議）

【⽬的と留意点】
①学級づくりを進める際に役⽴つ教育相談のスキルや具体的な進め⽅について、グループで
実際に体験を通して理解する。
②何事も起きてない時の働きかけや⼩さなサインの⾒取りなど、良い学級、学校づくりの具
体的な⽅策について理解する。
・学級づくりに役⽴つ教育相談の進め⽅及び、良い学級、良い学校とは何かについてグルー
プ及び全体で協議するので準備しておくこと。(30分)

第13回   

【テーマ】
挑戦すべき課題④ ⽣きる⼒の学習体験をカリキュラム化する（学業的、キャリア的、個
⼈・社会的な資質・能⼒を育てる教育活動の計画と実践）

【内容】
挑戦すべき課題④ ⽣きる⼒の学習体験のカリキュラム化
(1)カリキュラム化と法制度
(2)懲戒と体罰
(3)出席停⽌制度の趣旨と運⽤

【形態】
講義、演習（個⼈作業ー提出物④）

【⽬的と留意点】
①カリキュラム化と、その基となる⽣徒指導・進路指導に関わる法制度について理解する。
②懲戒と体罰について理解し、体罰における教員の責任及び体罰根絶について考える。
③出席停⽌制度の趣旨とその運⽤⽅法について理解する。
・児童⽣徒に懲戒や体罰を⾏うことや出席停⽌を⾏うことについて、⾃分の考えをワークシ
ートにまとめて提出するので準備しておくこと。(45分)

第14回   

【テーマ】
総合的考察 学校システムと⽣徒指導・進路指導の⽇⽶⽐較（確認テスト）

【内容】
総合的考察 学校システムと⽣徒指導・進路指導の⽇⽶⽐較
(1)講義の総合的考察
(2)⽣徒指導・進路指導の⽇⽶⽐較
(3)確認テスト 

【形態】
講義、確認テスト

【⽬的と留意点】
①第１回〜第１３回の講義のまとめ及び⽇⽶⽐較を⾏う。
②確認テスト(60分)を⾏う。
・前回までの講義の振り返りができるように、資料やノート等を整理して持参すること。

第15回   【テーマ】
学習の総括 教師の仕事を識別する（学校・家庭・地域社会の協働体制）

【内容】
学習の総括 ⽣徒指導及び進路指導における教師の役割
(1)確認テストの返却と解説
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(2)⽣徒指導・進路指導を担う教師の役割

【形態】
講義、演習（個⼈作業）

【⽬的と留意点】
①確認テストの解説をもとに、学校における⽣徒指導・進路指導の在り⽅を再認識する。
②⽣徒指導・進路指導の充実について⾃分なりの考えをもち、教師として実践していくため
の⼼構えをもつ。
・⽣徒指導・進路指導を担う教師の役割や学校、家庭、地域との連携について、短時間でま
とめられるように準備しておくこと。(45分)

ディプロマポリシー
との関連   

 「⽣徒を理解する⼒」や「⽣徒指導⼒」を⾝に付ける。

担当教員の専⾨領域
との関連   

 本科⽬は、担当者の東京都教育委員会及び東京都公⽴⼩学校での実務経験をもとに実践的
な授業を⾏う。

使⽤⾔語    ⽇本語

到達⽬標   
 ⽣徒指導（進路指導を含む）に必要な知識と指導⽅法・内容及び教員に求められる役割を
理解し、児童・⽣徒が抱える課題の動向を把握し、課題解決に向け合意に基づいた共通理
解・共通実践等の組織的対応⼒を⾝に付ける。

課題に対するフィー
ドバック   

 確認テストと課題は採点後、解説と共に採点結果を書き加え返却する。

連絡⽅法   
・学校教師学部A棟 4階 644研究室
・メールアドレス︓ubukata@mailg.shumei-u.ac.jp

参考書   
タイトル 著者名 発⾏所 出版年 ISBN ボタン

⽣指導提要 ⽂部科学省 教育図書 OPAC検索

※図書館に所蔵がない場合等、OPAC検索ボタンを押下してもヒットしないことがあります。

成績評価

種別   割合   評価基準等   

試験(1) 60.0% 第１４回実施予定の確認テストによる

その他(99) 40.0% 毎回の協議、提出物、出席状況等による平常点
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シラバス情報

授業情報

授業コード   A22011 開講キャンパス   千葉キャンパス

授業開講年度   2022年度

授業管理部署   教務課

授業名称   ⽣徒指導・進路指導論

科⽬ナンバリング   57GED21009

代表科⽬漢字名称   ⽣徒指導・進路指導論

単位数   2 履修期   前期授業

担当者漢字名称   花屋 哲郎

担当者カナ名称   ハナヤ テツロウ

履修基準年度 １セメスター〜８セメスター

曜時   ⽕曜２限

科⽬関連性   
「教育⼼理学」（１年次必修）を履修済みであることが望ましい。
科⽬ナンバー:57GED21009

資格との関連性等   
中⾼教諭１種免許（教職）， ⼩学校教諭１種免許（教職）
本科⽬は、担当者の適応指導教室における教育相談員の実務経験をもとに実践的な授業を⾏
う。

講義内容   

⽣徒指導（進路指導を含む）は、学習指導と並び、学校教育に⽋くことのできない教育機能
である。⽣徒指導とは何か︖児童⽣徒の学業的、キャリア的、個⼈・社会的発達と適応はど
う理解されるのか︖より実際的に、⼈はどのように⽣きる⼒を⾝につけ、⾃らの進路を選
び、キャリアを拓いていくのか︖この授業では、⽣徒指導、進路指導、さらにはキャリア教
育の理論、歴史、実際の取り組み、現代的課題に関する基本的な知識・技能を学ぶ。そし
て、これからの⽣徒指導の考え⽅と取り組みについて発展的に考察する。
本科⽬は、講義形式で授業を⾏う。 使⽤⾔語:⽇本語

第1回

【テーマ】
これまでの⽣徒指導① 「⼈格の完成」ってどういうこと︖（学校教育における⽣徒指導・
進路指導の意義）

【内容】
０．オリエンテーション
? 受講の仕⽅とルール
? 成績評価の⽅法
? 毎回の課題レポートの説明
１．これまでの⽣徒指導・進路指導①︓「⼈格の完成」ってどういうこと︖
? 教育⽬的と⽣徒指導
? ⽣徒指導と進路指導、それぞれの概念と関係

【形態】
講義を⾏う。必要に応じて、グループワークを取り⼊れる。

【⽬的と留意点】（予習・復習のポイント︓１時間）
 受講の仕⽅・ルール等を説明し、学修の準備を整える。
 学校教育の中に位置づけられている「⽣徒指導」「進路指導」、それぞれの概念的位置づ
けを学校教育の⽬的から辿る。⼩中⾼校の１２年間、教育を受けてきた経験から、⽣徒指導
と進路指導がどのようなものか、⾃分の理解（既有知識）を確認する。
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第2回   

【テーマ】
これまでの⽣徒指導② ⽣徒指導・進路指導という概念が⽣まれる（⽣徒指導・進路指導の
発展史）

【内容】
１．これまでの⽣徒指導・進路指導②︓⽣徒指導・進路指導という概念が⽣まれる
? ⽣徒指導の源流
? 戦後の教育改⾰における⽣徒指導︓⽶国型と⽇本型
? 道徳特設による⽣徒指導への影響

【形態】
講義を⾏う。必要に応じて、グループワークを取り⼊れる。

【⽬的と留意点】（予習・復習のポイント︓１時間）
 ⽣徒指導の概念がどのように⽣まれたのか︖なぜ、⽣徒指導は、規律指導や校則の取り締
まりとして⾒なされ易いのか︖これらの問いの解答を、その発展史の中から掘り起こす。

第3回   

【テーマ】
これまでの⽣徒指導③ 学校教育という組織的取り組み（学校組織・教育課程における⽣徒
指導・進路指導及びキャリア教育の位置づけ）

【内容】
１．これまでの⽣徒指導・進路指導③︓学校教育という組織的取り組み
? 効果的な学校組織を考える（グループワーク）
? ⽣徒指導体制
? 教育全体計画にみる⽣徒指導
? ⽣徒指導の機能分化と機能解体

【形態】
講義を⾏う。必要に応じて、グループワークを取り⼊れる。

【⽬的と留意点】（予習・復習のポイント︓１時間）
 ⽣徒指導と進路指導が、学校の教育活動全体の中で、どのように⾏われるかについて、学
校全体の計画と組織から検討する。その際、⼩／中学校における特徴的な差異を確認し、考
察を深める。

第4回 【テーマ】
これまでの⽣徒指導④ 指導と援助、児童⽣徒の発達を⽀えるということ（資質・能⼒を育
てる営み）

【内容】
１．これまでの⽣徒指導・進路指導④︓指導と援助、そして育てるということ
? 積極的な⽣徒指導と消極的な⽣徒指導
? ⽣徒指導の原理
? 「指導」と「援助」の相克を乗り越えるという教師の課題

【形態】
講義を⾏う。必要に応じて、グループワークを取り⼊れる。

【⽬的と留意点】（予習・復習のポイント︓１時間）
 ⽣徒指導における「指導」と「援助」、そして「育てること」の意味を考察する。⽣徒指
導と進路指導の定義にあるように、どちらも、ある固有の⽬的を備えた指導と援助である。
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「指導」と「援助」の間には、いったいどんな差異があるのか︖それは実⽤的なものだろう
か︖

第5回   

【テーマ】
⼦どもの抱える困難と対応①︓不登校

【内容】
１．⼦どもの抱える困難と対応①︓不登校
? ⼩中学校における不登校の動向
? ⾼等学校における不登校の動向
? 不登校問題への対応

【形態】
講義を⾏う。必要に応じて、グループワークを取り⼊れる。

【⽬的と留意点】（予習・復習のポイント︓１時間）
 不登校の問題について、⼤局的に要点をつかむ。すなわち、どれくらいの児童あるいは⽣
徒が不登校に⾄り、年度や学年に応じてどのような推移や特徴を⽰すか︖不登校のきっかけ
と原因がどのように捉えられているか︖その上で、逆説的に⾃問する。不登校は本当に「問
題」なのか︖それは、どのような理由でそうなのか︖

第6回   

【テーマ】
⼦どもの抱える困難と対応②︓暴⼒⾏為と⾮⾏

【内容】
１．⼦どもの抱える困難と対応②︓暴⼒⾏為と⾮⾏
? 暴⼒⾏為の動向
? 少年⾮⾏の動向
? 暴⼒⾏為・⾮⾏への対応

【形態】
講義を⾏う。必要に応じて、グループワークを取り⼊れる。

【⽬的と留意点】（予習・復習のポイント︓１時間）
 暴⼒⾏為・⾮⾏が、最近、どのような状況にあるか︖学校ではどのように対処、対応して
いるか︖これらのことを確認する。さらに、「懲戒処分」と「出席停⽌」の基本⽤語を理解
する。

第7回   【テーマ】
⼦どもの抱える困難と対応③︓いじめ

【内容】
１．⼦どもの抱える困難と対応③︓いじめ
? いじめの動向
? いじめの実態
? 現代型問題⾏動としてのいじめ
? いじめの対応

【形態】
講義を⾏う。必要に応じて、グループワークを取り⼊れる。

【⽬的と留意点】（予習・復習のポイント︓１時間）
 いじめによる⾃殺へと発展する出来事は、多くの関係者に、そして社会の⼈々の⼼に重い
影を落とす。「いじめ」を考察する視点はいくつかある。「いじめ」とは何か︖なぜ「いじ
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め」るのか︖「いじめ」をなくすにはどうすればいいか︖など。状況と実態調査・研究の指
摘から、教師に何ができるかを深めていく。

第8回   

【テーマ】
⼦どもの抱える困難と対応④︓学業問題

【内容】
１．⼦どもの抱える困難と対応④︓学業問題
? 「勉強ができない」理由
? 「勉強ができない」ことと悩み・⾃尊感情
? 学業問題の社会現象

【形態】
講義を⾏う。必要に応じて、グループワークを取り⼊れる。

【⽬的と留意点】（予習・復習のポイント︓１時間）
 ⼦どもに「おれ、勉強嫌い︕どうして勉強しなくちゃいけないんだ︖」と訊かれたら、⾃
分ならどう答えるか︖「勉強できない」ことは、その⼦にとって問題か︖これらのことを考
えるために、「勉強ができない」ことの理由、原因を整理し、その意味と影響を考察する。

第9回   

【テーマ】
⼦どもの抱える困難と対応⑤︓⾼校中退とフリーター・ニート／学級崩壊

【内容】
１．⼦どもの抱える困難と対応⑤︓⾼校中退とフリーター・ニート
? ⾼校中途退学の状況と対応
? フリーター・ニートの状況と対応
? フリーターの⽣活と問題性

（⼩学校教員免許取得のクラス）
１．⼦どもの抱える困難と対応⑤︓学級崩壊
? 学級崩壊現象とその特徴
? 学級崩壊のマクロ要因仮説
? 学級崩壊への対応

【形態】
講義を⾏う。必要に応じて、グループワークを取り⼊れる。

【⽬的と留意点】（予習・復習のポイント︓１時間）
 ⾼校を中途退学していく⼦どもの背景にある問題は何か︖まずは、⾼校中退・ニートの動
向と対応から確認する。この問題現象は、より広い社会状況と連関し、⽇本社会が⼤きく変
化していることを私たちに知らせる⼿掛かりでもある。
 （⼩学校教員免許取得のクラスでは、「学級崩壊」を取り上げる。この現象の特徴を整理
し、⽇本社会の⼤きな変化に伴う背景的要因を視野に捉えながらも学級経営という⽂脈の中
に「学級崩壊」理解の視座を定位する。そして、担任教師のリーダーシップについて考察を
展開する。）

第10回   【テーマ】
挑戦すべき課題①︓学校教育が抱えている２つの問題（⽣徒指導・進路指導の現代的課題）

【内容】
１．挑戦すべき課題①︓学校教育が抱えている２つの問題
? 学校教育の対応⽅針に⼀貫した態度・意識形成（不易な問題）
? 変化の早い社会に必要な⼒とは何か（新しい問題）
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【形態】
講義を⾏う。必要に応じて、グループワークを取り⼊れる。

【⽬的と留意点】（予習・復習のポイント︓１時間）
 「⼦どもの抱える困難と対応」を⾒る中で、２つの問題性に注⽬する。１つは、いずれの
問題⾏動についても、態度（意識・価値観）の形成を強調するという対応アプローチの問題
性。もう１つは、予測の難しい社会を⽣きる上で養うべき⼒を具体的に捉えることが難しい
という問題性。これら２つの問題性に学校教育は晒されている。ここから、⽣徒指導の挑戦
すべき課題を導きだしていく。

第11回   

【テーマ】
挑戦すべき課題②︓関わり⽅・⾒⽅の基礎・基本（適応と発達の促進）

【内容】
１．挑戦すべき課題②︓関わり⽅・⾒⽅の基礎・基本
? 教師?児童・⽣徒関係の特徴と⼼理的影響
? 精神情緒障害の予防
? 発達課題としてのストレス
? ⼦どもが発達することとストレス

【形態】
講義を⾏う。必要に応じて、グループワークを取り⼊れる。

【⽬的と留意点】（予習・復習のポイント︓１時間）
 前回に引き出された課題に取り組むための理論的基礎となる３つのキーワードを考察す
る。１つは、教師?児童・⽣徒関係、２つには、ストレス（状況）、そして３つには、発達
過程、である。これら３つのキーワードを「育てる」という基本⽅針の下にまとめる。

第12回   

【テーマ】
挑戦すべき課題③︓育てる学校・学級の環境づくり（⾵⼟・雰囲気をつくる）

【内容】
１．育てる学校・学級の環境づくり
? ⾏動分析学的な学級経営
? 「健康な学校」研究
? 「効果のある学校」研究

【形態】
講義を⾏う。必要に応じて、グループワークを取り⼊れる。

【⽬的と留意点】（予習・復習のポイント︓１時間）
 ⼦どもの⽣き抜いていく能⼒を育てるために、学校・学級の環境をどのように捉え、⼯夫
すればいいかについて⼿掛かりを探る。そこで指摘される環境づくりの観点を理解する。

第13回   【テーマ】
挑戦すべき課題④︓⽣きる⼒の学習体験をカリキュラム化する（学業的、キャリア的、個
⼈・社会的な資質・能⼒を育てる教育活動の計画と実践）

【内容】
１．挑戦すべき課題④︓⽣きる⼒（ライフ・スキル）の学習体験をカリキュラム化する
? 指導⽬標と⽣徒指導（ガイダンス）カリキュラム
? 育てる⽣徒指導の試み
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【形態】
講義を⾏う。必要に応じて、グループワークを取り⼊れる。

【⽬的と留意点】（予習・復習のポイント︓１時間）
 ⼦どもの能⼒を育てる⽣徒指導カリキュラムというアイデアを検討する。それは、個々の
⼦どもに共通する発達課題、あるいはすべての⼦どもに必要とされるライフスキルを指導⽬
標に据えた、育てる教育活動である。カリキュラムという⽤語は、育てる教育活動が組織
的、計画的に⻑期継続する活動であることを意味する。

第14回   

【テーマ】
総合的考察 学校システムと⽣徒指導・進路指導の⽇⽶⽐較（まとめのテスト）

【内容】
 本授業で学習した⽣徒指導・進路指導における基本的な知識と技能の習得を確認する。

【形態】
⼀⻫形式で記述課題に取り組む。

【⽬的と留意点】（予習のポイント︓１時間）
 本講義第１〜１３回の「⽬的と留意点」を念頭に学習した事柄を総合的に活⽤できる準備
をする。

第15回   

【テーマ】
学習の総括 教師の仕事を識別する（学校・家庭・地域社会の協働体制）

【内容】
１．⽣徒指導・進路指導の新たなヴィジョン
２． 教師の仕事
? ⽶国の⽣徒指導︓総合的スクールカウンセリング・プログラム
? 育てる⽣徒指導としての進路指導

【形態】
講義を⾏う。

【⽬的と留意点】（予習・復習のポイント︓１時間）
 これまでの学習のまとめに基づき、⽣徒指導・進路指導の新たなヴィジョンを考察する。
それは「育てる⽣徒指導」というヴィジョンである。このヴィジョンを実現するために、ま
ず、教師の⽇常にある困難を理解する。さらに、⽶国の⽣徒指導の取り組みと⽐較し、⽇本
の特徴を明らかにする。進路指導は、このヴィジョンを実現するための実際的な鍵となる教
育活動であることを理解する。これからの⽣徒指導・進路指導をどのように進めていくか、
そのヴィジョンを検討し、実現する上で、焦点をなる課題は、教員（仕事の範囲）、保護
者、地域住⺠のそれぞれの分担と協働をどのように整理するかであることを理解する。

その他担当者   なし

ディプロマポリシー
との関連   

修得すべき知識および能⼒の３．「⽣徒を理解する⼒」や「⽣徒指導⼒」にあたる基礎を養
う。

担当教員の専⾨領域
との関連   

本科⽬は、「⽣徒指導（学校教育）」を専⾨領域とする⻑年の探求活動の成果とともに、適
応指導教室における教育相談員の実務経験を反映する。

使⽤⾔語   ⽇本語

到達⽬標   到達⽬標は、履修学⽣が以下のことをできるようになることである。
(1) ⽣徒指導、進路指導、及びキャリア教育とは何かについて、学校の教育活動と組織の全
体に関連づけて説明すること
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(2) 児童期における社会的・職業的⾃⽴の危機とその対応⽅針について説明すること
(3) 個別に、クラスの中で、あるいは学年、学校全体で、児童の社会的・職業的⾃⽴に必要
な資質・
能⼒を組織的、継続的に育てる教育活動の進め⽅について説明すること

課題に対するフィー
ドバック   

授業参加態度（15％）︓主に、受講のルールを遵守し、授業の質疑応答に参加し、そして
各回の学習課題に取り組んでいるかを規準とする。
課題（13％）︓毎回の授業で⼩レポート課題が提⽰され、次回授業までに提出する。
課題レポート（72％）︓これまでの学習内容を理解し、それらを問題状況に応⽤できるか
どうかを確認する。

使⽤教科書(参考書・
参考サイト)   

テキスト︓⽂部科学省『⽣徒指導提要』（教育図書）。毎回、講義資料（プリント教材）を
配布し、指定テキストを併⽤する。テキストを持っていない者は、各⾃で購⼊。

連絡⽅法   210研究室、メールアドレス︓ hanaya@mailg.shumei-u.ac.jp

教科書   
タイトル 著者名 発⾏所

出版
年

ISBN ボタン

⽣徒指導提
要

⽂部科学省
教育図
書

2010
978-4-87730-274-
0

OPAC検索

※図書館に所蔵がない場合等、OPAC検索ボタンを押下してもヒットしないことがあります。

成績評価

種別   割合   評価基準等   

試験(1) 72.0% これまでの学習内容を理解し、それらを問題状況に応⽤できる

課題(3) 13.0% 毎回の授業で⼩レポート課題が提⽰され、次回授業までに提出する

その他(99) 15.0% 授業中に発せられる質問に積極的に応える

備考   
全１５回のうち、正当な理由なく６回以上の⽋席をした者は、成績評価の資格を失う。
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シラバス情報

授業情報

授業コード   A11030

授業開講年度   2022年度

授業名称   発達障害児の⼼と⾏動

科⽬ナンバリング   57GEP21002

代表科⽬漢字名称   発達障害児の⼼と⾏動

履修期   前期授業

担当者漢字名称   ⽚桐 ⼒

担当者カナ名称   カタギリ ツトム

開講キャンパス   千葉キャンパス

曜時   ⽉曜１限

科⽬関連性   前期と後期は同⼀内容

資格との関連性等   中⾼教諭1種（教科⼜は教職）、⼩学校教諭1種（教科⼜は教職）

講義内容   

 本講義は、１年時必修の「特別⽀援教育論」を受けて、特別⽀援や発達障害に関するより
広範囲かつ専⾨的な知識、技能を学ぶ。タイトルは「発達障害」となっているが、必修では
あまり扱えなかった⾔語に関わる緘黙や吃⾳も扱う。また、発達障害と関係した少年⾮⾏や
虐待、不登校、愛着障害等の様相からこれらの⼆次障害の予防を教師として何ができるかを
考察していく。また、成⼈者でも発達障害があるために悩んでいる⼈も多いことから、成⼈
者の発達障害と労働環境や彼らを取り巻く社会の在り⽅を考察する。なお、特別⽀援と発達
障害は密接な関連があることから必修と重なる内容も多い。それを踏まえて、ここでは関⼼
のある⼈が討議や演習を通じ、お互いに学び合う姿勢で参加してほしい。

第1回

【テーマ】
 特別⽀援教育の理念と障害者の社会参加

【内容】
（１）障害の定義  ICIDH    ICF による分類
（２）教育との関連
（３）インクルーシブ教育
（４）雇⽤と障害
（５）企業による取り組み

【形態】
 講義及び話し合い

【⽬的と留意点】
 障害の定義も様々あり、歴史的な変遷を遂げながら現在に⾄ったことを知る。障害者の法
的権利や取り巻く環境も、健常者と障害者が「共⽣」していくということが「国連障害者の
権利条約」やインクルーシブ教育につながっていることを理解する。また、それらの理念が
社会参加として企業にどう活かされているかの実態を知り、これからの⽅向性を探る。

第2回   【テーマ】
「発達障害」に関する主な法律と条項

【内容】
（１）学校教育法施⾏令による就学基準
（２）障害者雇⽤促進法
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（３）発達障害者⽀援法
（４）発達障害者⽀援施策

【形態】
 講義及び話し合い
【⽬的と留意点】
 特別⽀援教育と発達障害に関する法律とその概要を理解し、障害に応じて様々な制度や⽀
援策が整備されていることを知る。また、教育現場での障害者雇⽤の現状からあるべき姿を
考える。

第3回   

【テーマ】
 外国の特別⽀援教育

【内容】
（１）イギリスの特別⽀援教育
（２）イタリアの特別⽀援教育
（３）他国の現状と課題

【形態】
 講義

【⽬的と留意点】
 国によって特別⽀援教育の考え⽅や制度が異なることを理解し、その国の歴史や教育のと
らえ⽅が反映していることを知る。また、国連の条約によって障害のとらえ⽅や⽬指す⽅向
性が国際的に統⼀されつつある現状と課題を理解する。

第4回

【テーマ】
 学習障害（LD)

【内容】
（１）学習障害とは
（２）ディスレキシアとは
（３）ワーキングメモリー
（４）発⽣メカニズム
（５）⼼理・⾏動特性
（６）⽀援の⽅法

【形態】
 講義

【⽬的と留意点】
 LDは、発達障害の中でも発現率は⾼いが、種類が多いためその特性に応じた多様な⽀援
策を考える必要がある。その中でもディスレキシアとワーキングメモリーを取り上げ、その
内容や対策を考える。また、次回の事例研究に向けての基礎的知識を確認する。

第5回   【テーマ】
 学習障害（LD)に関する事例研究（１）－事例研究の理論と実際ー

【内容】
（１）事例研究とは
（２）事例を知る
（３）グループ討議で対応策を考える
（４）対応策をまとめる
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【形態】
 演習 討議

【⽬的と留意点】

 今まで得たLDに関する知識をもとに、実際の事例を⼩グループで討議しながらまとめて
いく。合わせて事例研究法についても理論や⽅法について学ぶ。グループワーク中⼼なので
⾃分の意⾒を発表し、互いに意⾒を尊重する態度も養う。⼿順としては、前回までの講義を
振り返り、グループで検討する事例を⼀つを決める。その後、個⼈研究を⾏い、事例に対す
る対応策を考える。個⼈での対応策をお互いに出し合い、グループでのまとめをしていく。
対応策が個⼈研究では限界があり、グループで話し合うことにより、多様なアイデアが出る
ことを理解する。⽅法論としては、インシデントプロセス法、KJ法、ブレーンストーミング
を組み合わせ、積極的で⾃発的な参加を促す。

第6回   

【テーマ】
 学習障害（LD）に関する事例研究（２）ー討議と発表ー

【内容】
（１）前回まとめた対応策をグループごとに発表する
（２）対応策についての討議と考察
（３）各事例に対してのコメント

【形態】
 演習 討議

【⽬的と留意点】
 ＬＤに関する事例研究を通じて多様な対応法があることを知り、集団で考察することの重
要性を知る。

第7回   

【テーマ】
 注意⽋如多動性障害（ADHD）（１）基礎的知識

【内容】
（１）注意⽋如多動性障害（ADHD）とは
（２）対応の基本
（３）アイメッセージ
（４）視覚的⽀援

【形態】
 講義

【⽬的と留意点】
 ＡＤＨＤの特性の知識を復習し、現場での実情を知る。学校⽀援で経験したことを発表し
合い、第１０回の事例研究に向けての問題意識を⾼める。

第8回   テーマ】
注意⽋如多動性障害（ADHD） （２）対応

【内容】
（１）対応の実際
（２）保護者の思い
（３）教師のストレス対応
（４）ゲシュタルトセラピーによるアンガーマネジメント
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【形態】
 講義 演習

【⽬的と留意点】
 ＡＤＨＤの対応を復習し、第１０回の事例研究に向けての基礎的知識を得る。また、ＡＤ
ＨＤはその⾏動特性から教師も保護者もストレスが⾼じるため、そのストレスの内容と対策
を知る。さらに、教師⾃⾝の感情コントロールとしてゲシュタルトセラピーを⽤いた⼼理技
法を演習を通じて習得する。

第9回   

【テーマ】
 ⾃閉症スペクトラム障害（ASD）

【内容】
（１）⾃閉症スペクトラム障害（ASD）とは
（２）ＡＳＤの特性
（３）感覚過敏とは
（４）⼤⼈のＡＳＤ
（４）ソーシャルトレーニング（SST）とは
（５）担任の⽀援と対応の基本

【形態】
 講義

【⽬的と留意点】

 ＡＳＤの対応の概要を復習し、次回の事例研究に向けての基礎的知識を得る。感覚過敏に
ついてはＡＳＤの特性として知っておくべきことなので、ＳＳＴと同様に再確認する。ま
た、⼤⼈のＡＳＤについても、感覚過敏は残る⼈が多いことからその現状を知る。

第10回   

【テーマ】
 注意⽋如多動性障害（ADHD）と⾃閉症スペクトラム障害（ASD）に関する事例研究
（１）
 ー事例を知り、個⼈研究とグループ討議ー

【内容】
（１）事例を知る
（２）個⼈研究
（３）個⼈研究をもとにグループ討議
（４）対応策をまとめる

【形態】
 演習 討議

【⽬的と留意点】
 今まで得たＡＤＨＤとＡＳＤに関する知識をもとに、いくつかの事例について個⼈研究で
⾃分なりの対応策を考えたのち、⼩グループで討議しながらまとめていく。第５回のＬＤに
関する事例研究での経験を活かし、ＡＤＨＤやＡＳＤに対する対応の知識を確かなものにす
る。⼿順としては、第５回と同様である。

第11回   テーマ】
 注意⽋如多動性障害（ADHD）と⾃閉症スペクトラム障害（ASD）に関する事例研究
（２）
 ーグループ討議をまとめ、発表ー
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【内容】
（１）グループ討議で対応策を考える
（２）対応策をまとめる
（３）結果を発表する
（４）事例研究の振り返りをグループで⾏う

【形態】
 演習 討議

【⽬的と留意点】
 今まで得たＡＤＨＤとＡＳＤに関する知識をもとに、実際の事例を⼩グループで討議しな
がらまとめていく。さらに、その結果を発表することでグループごとに対応策も異なること
から、多様な対応策があることを理解し、ＡＤＨＤやＡＳＤに対する対応の知識を確かなも
のにする。

第12回   

【テーマ】
 発達障害とパニック対応

【内容】
（１）パニックとは
（２）発⽣メカニズム
（３）⼼理・⾏動特性
（４）パニック対応
（５）アンガーマネージメント

【形態】
 講義 演習

【⽬的と留意点】
 ＡＤＨＤやＡＳＤは、強く叱責してもあまり効果がないが、それがもとで⼦どもとの感情
的な対⽴になってしまう場合もある。この講義では、その悪循環を避けるためにその特性を
理解し、本⼈への⼼理的⽀援としてのアンガーマネージメント、スケーリングなどの対応技
法を学ぶ。

第13回   【テーマ】
 情緒障害と⾔語障害

【内容】
（１）⾔語障害とは
（２）構⾳障害と吃⾳
（３）情緒障害と場⾯緘黙
（４）特性とその理解
（５）担任の⽀援や配慮
（６）専⾨機関との連携

【形態】
 講義 

【⽬的と留意点】
 ⾔語障害は、構⾳障害や吃⾳があるが、学校現場では周りの理解が得られずに悩んでいる
⼦も多い。そこで、⾔語障害の概要を理解し、スモールステップで⻑期的な視点から⽬標を
⽴てることが重要であることを理解する。
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 情緒障害のうち場⾯緘黙を理解する。場⾯緘黙は、出現率0.1〜0.2％と⾔われるが、最
近増加しているとの指摘もあり、⼩学校現場で⾒かけることも多くなってきている。緘黙⾃
体は様々な原因があり、対応も⼀律ではないが、基本的な様相と対応を学ぶ。
 いずれも担任⼀⼈では対応が難しいので、専⾨機関とも連携しながら⽀援策をしていく
が、その基礎的な知識と当事者の悩みを理解する。

第14回   

【テーマ】
 虐待と愛着障害

【内容】
（１）虐待の定義
（２）虐待と発達障害との関連
（３）マルトリートメントと脳科学
（４）愛着障害とは
（５）発達障害と愛着障害との相違点
（６）対応策

【形態】
 講義

【⽬的と留意点】
 児童相談所への虐待通告は年々増加し、悲惨な事件もあとを絶たないことから社会的関⼼
も⾼い。ここでは、虐待と発達障害との関連について考察する。当然、虐待は認められない
ものではあるが、発達障害を抱えた⼦の親は⼦育てが困難になりやすく、追い詰められがち
であるともいえるので、教師もそのような⼼理を理解したうえでの⽀援が必要である。ま
た、マルトリートメントと脳科学の最近の知⾒から、不適切な⾔葉は脳に対して深刻なダメ
ージを与えることも考察し、合わせて愛着障害との関連も理解する。

第15回   

【テーマ】
 ⼆次障害の防⽌及び総まとめのテスト

【内容】
（１）⼆次障害とは
（２）発達障害と不登校
（３）発達障害と⾮⾏ 
（４）総まとめのテスト

【形態】
 講義とテスト

【⽬的と留意点】
 発達障害は、脳の機能障害であるので⼀次障害と⾔えるが、そのことで学習や対⼈関係、
社会⽣活に困難をきたす場合がある。⼀次障害そのものは治療は難しいが、⼆次障害と⾔わ
れる不登校や、いじめ、無気⼒、⾃⼰肯定感の低下、⾮⾏や犯罪などのリスクが⾼くならな
いように予防することはできる。そのために学校や社会、家庭が協⼒し彼らを⽀援すること
が重要であるが、その具体的⽅策を考察する。
 最後に総まとめとしてテストを実施し、学習したことを振り返る。

ディプロマポリシー
との関連   

 現場では「児童⽣徒を理解する⼒」や「障害を持っている⼦への⽀援」は必須の条件であ
る。本講義では、基礎知識・技能を⾝に付け、グループでの事例研究などで、お互いの「対
⼈関係能⼒」を⾝につけ、実践しながら教師としての資質を育成する。

担当教員の専⾨領域
との関連   

本科⽬は、担当者の学校現場、相談専⾨機関での実務経験をもとに実践的な授業を⾏う。
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使⽤⾔語   ⽇本語

到達⽬標   

（１）障害についての認識を⾼める
（２）発達障害についての知識を⾼め、⽀援の⽅法を知る
（３）障害を持っている⼈や保護者の⼼理や苦しみを理解する
（４）グループワークを通じ、発表⼒やコミュニケーション能⼒を向上させる。

課題に対するフィー
ドバック   

⼤きな課題ごとに振り返りレポートを提出させ、それにより知識や技能が⾝についたか確認
しコメントする。演習については、各演習ごとに⼩集団でお互いに評価し合い、⾃⼰認知、
他者理解を促進させる。

連絡⽅法   
メールアドレス︓p-katagiri@mailg.shumei-u.ac.jp      
        本館３F １１５研究室

成績評価

種別   割合   評価基準等   

試験(1) 30.0%

レポート(2) 30.0%

その他(99) 40.0% 平常点ーアクティブラーニングへの積極的参加
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看護学部 

看護学科 

 

実務経験のある教員等による授業科目の授業計画書 

<<省令で定める単位数等の基準数相当分>> 

 

[授業科目名・単位数] 

看護基礎理論    ２単位 

基礎看護学概論   ２単位 

成人看護学実習Ⅰ  ２単位 

成人看護学実習Ⅱ  ２単位 

老年看護学概論   ２単位 

老年看護学実習Ⅰ  ２単位 

老年看護学実習Ⅱ  ２単位 

 

 

計１４単位  

86



シラバス情報

授業情報

授業コード   B12902

授業開講年度   2022年度

授業名称   看護基礎理論

科⽬ナンバリング   73NUR11005

代表科⽬漢字名称   看護基礎理論

履修期   後期授業

担当者漢字名称   ⼤⿊ 理惠

担当者カナ名称   ダイコク リエ

開講キャンパス   千葉キャンパス

曜時   ⽉曜２限

科⽬関連性   
既修の「基礎看護学概論」、および「看護基盤技術」と内容的関連性がある。また、２年⽣
前期に開講される「看護過程」および「基礎看護学実習Ⅱ」の基盤となる。

資格との関連性等   看護師

講義内容   

看護に活⽤されている理論の中で、あらゆる看護ケアの基盤となる看護コミュニケーショ
ン、看護過程、指導技術の基礎的知識と技術を講義と演習を通して学修する。看護コミュニ
ケーションでは⼈間関係論を基盤としてコミュニケーション技術を学修する。看護過程で
は、理論的基盤、意義、構成要素、看護理論を⽤いた展開⽅法を学修する。また指導技術で
は、問題・学習ニーズの明確化、学習⽬標の設定、指導の実施・評価のプロセスを体験する
ことにより個別性のある指導の必要性を学修する。

第1回

【テーマ】
コミュニケーション技術
【内容】
１．コミュニケーションとは何か
２．看護理論とコミュニケーション
３．コミュニケーションの構成要素と成⽴過程
４．コミュニケーションの分類

【形態】
講義

【⽬的と留意点】
１．⼈間のコミュニケーションは相互作⽤であることを述べることができる。
２．⼈間係構築の基盤になるコミュニケーションの意義を理解し、コミュニケーションの重
要性について述べることができる。

第2回   【テーマ】
コミュニケーション技術（２）━⾃⼰理解とコミュニケーション━

【内容】
東⼤式エゴグラムを活⽤した⾃⼰のコミュニケーション傾向と⾃⼰洞察

【形態】
講義・演習

【⽬的と留意点】
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１．⾃我状態とコミュニケーションの傾向の関係について述べることができる
２．看護師がコミュニケーション技術を⽤いて、看護の⽬的を達成していくことの重要性に
ついて述べることができる。
３．看護技術の質には、⾃⼰理解や看護観が関わることを理解できる。

第3回   

【テーマ】
コミュニケーション技術（３）―看護場⾯におけるコミュニケーションの実際

【内容】
１．信頼、共感、傾聴の概念
２．看護場⾯での患者と看護師のコミュニケーション例を通した患者のニーズや感情の理解
３．技術としてのコミュニケーション技法

【形態】
講義・グループワーク

【⽬的と留意点】
１．コミュニケーションを理解し、技法のいくつかを使えるようになる。
２．患者－看護師関係における共感的理解の意味を理解する。

第4回

【テーマ】
看護過程の意義と基本的要素

【内容】
１）看護過程の意義
２）看護過程の構成要素

【形態】
講義、演習

【⽬的と留意点】
看護過程の展開に必要な基本的知識を、具体的な質問形式を通して理解する。

テキストを読み、看護過程の展開についてイメージしてくる。（30分）

第5回   

【テーマ】
看護過程の5つの段階に必要な知識と技術︓アセスメント

【内容】
１）アセスメントの⽬的・必要な技術・プロセス

【形態】
講義、演習

【⽬的と留意点】
看護アセスメントに必要な基本的知識と技術を、具体的な質問形式を通して理解する。

テキストを読み、看護過程の展開についてイメージしてくる。（30分）

第6回   【テーマ】
看護過程の5つの段階に必要な知識と技術︓診断

【内容】
１）看護診断の⽬的・必要な技術・プロセス
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【形態】
講義、演習

【⽬的と留意点】
看護診断に必要な基本的知識と技術を、具体的な質問形式を通して理解する。

テキストを読み、看護過程の展開についてイメージしてくる。（30分）

第7回   

【テーマ】
看護過程の5つの段階に必要な知識と技術︓計画・実施・評価

【内容】
１）計画の⽬的・必要な技術・プロセス
２）実施の⽬的・必要な技術・プロセス
３）評価の⽬的・必要な技術・プロセス

【形態】
講義、演習

【⽬的と留意点】
看護計画・実施・評価に必要な基本的知識と技術を、具体的な質問形式を通して理解する。

第4･5･6回の授業内容を復習し、分からない点を明らかにしてくる｡(30分）

第8回   

【テーマ】
看護過程の5つの段階に必要な知識と技術︓計画・実施・評価

【内容】
１）計画の⽬的・必要な技術・プロセス
２）実施の⽬的・必要な技術・プロセス
３）評価の⽬的・必要な技術・プロセス

【形態】
講義、演習

【⽬的と留意点】
看護計画・実施・評価に必要な基本的知識と技術を、具体的な質問形式を通して理解する。

第7回の授業内容を復習し、分からない点を明らかにしてくる｡(30分）

第9回   【テーマ】
看護過程の5つの段階に必要な知識と技術︓計画・実施・評価

【内容】
１）計画の⽬的・必要な技術・プロセス
２）実施の⽬的・必要な技術・プロセス
３）評価の⽬的・必要な技術・プロセス

【形態】
講義、演習

【⽬的と留意点】
看護計画・実施・評価に必要な基本的知識と技術を、具体的な質問形式を通して理解する。
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第8回の授業内容を復習し、分からない点を明らかにしてくる｡(30分）

第10回   

【テーマ】
看護過程と看護記録

【内容】
１）看護記録に関連する法律
２）看護記録の⽬的及び意義
３）看護記録の構成要素

【形態】
講義

【⽬的と留意点】
看護記録の意義、看護記録の⽬的にかなう記録のあり⽅を理解する。
⽇本看護協会における看護記録の指針を検索してみる。(1時間）

第11回   

【テーマ】
看護過程と看護記録

【内容】
１）看護記録の構成要素
２）看護記録の種類
３）看護記録で⾏うべきこと、⾏ってはいけないこと

【形態】
講義

【⽬的と留意点】
看護記録の意義、看護記録の⽬的にかなう記録のあり⽅を理解する。
⽇本看護協会の看護記録の指針を理解する。(1時間）

第12回   

【テーマ】
指導技術と問題解決過程

【内容】
１）指導のプロセス
２）対象者のアセスメント
３）指導内容と⽅法の計画
４）指導の実施に必要なスキル
５）指導の評価

【形態】
講義、グループワーク

【⽬的と留意点】
グループで指導を実践するために、取り上げるテーマを検討する。

第13回   【テーマ】
指導の計画

【内容】
１）指導内容の⽬的とテーマを設定
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２）指導内容の精選
３）指導内容の具体化
４）指導⽅法の決定
５）指導の結果に関する評価⽅法の決定

【形態】
グループワーク

【⽬的と留意点】
問題解決思考に沿って、指導計画を⽴案する。
看護過程と指導のプロセスの類似性がわかる。

指導の内容・⽅法・評価視点の案を作成してくる｡(1時間）

第14回   

【テーマ】
指導の実施

【内容】
１）グループごとに、クラスメートを対象に指導を実施する。
２）指導内容に⾒合う評価表を作成し、指導の評価を⾏う。

【形態】
模擬授業

【⽬的と留意点】
指導の実際を体験することにより、指導計画の重要性と実施能⼒の必要性について理解する
とともに、看護職に求められる教育や指導技術のあり⽅を考察することができる。

⽬的にそった評価表を作成してくる。(1時間)

第15回   

【テーマ】
知識確認

【内容】
第１回〜14回で学んだすべての内容

【形態】
筆記試験

【⽬的と留意点】
第1回〜14回で学んだ内容の理解度を確認する。

その他担当者   
第1回〜3回  齋藤やよい
第4回〜11回  ⼤⿊理恵
第12回〜14回 城⽣弘美

ディプロマポリシー
との関連   

看護学の最新の知識と技術の習得による科学的根拠に基づいた看護実践能⼒（DP73）と、
ITスキルと医療現場における看護に必要な情報を的確に活⽤する⼒（DP75）、および主体
的な学修態度と⾃⼰研鑽に励む態度、知識や技術の統合⼒、問題解決能⼒や創造⼒など、質
の⾼い看護を実践する⼒（DP76）を養う。

担当教員の専⾨領域
との関連   

担当教員は看護師としての臨床での実務経験、および看護教育での実務経験を有し、それら
の経験を踏まえて実践的な授業を⾏う。

使⽤⾔語   ⽇本語
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到達⽬標   １）コミュニケーション技術の理論的基盤を理解する。
２）看護過程の知識を修得する。
３）看護過程を展開する技術を理解する。
４）指導技術の理論的基盤を理解する。

課題に対するフィー
ドバック   

課題や筆記試験を総合評価し、解説を加えフィードバックする。

連絡⽅法   
⼤⿊ 理恵︓看護学部棟 4階 814研究室
齋藤やよい︓看護学部棟 4階  813研究室  saito-ya@mailg.shumei-u.ac.jp
城⽣ 弘美︓看護学部棟 4階  812研究室

成績評価

種別   割合   評価基準等   

試験(1) 50.0% 知識確認テスト 第1回〜第14回授業

課題(3) 50.0% 第1回〜３回10％、第4回〜11回25%、第12回〜14回15%
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シラバス情報

授業情報

授業コード   A23064 開講キャンパス   千葉キャンパス

授業開講年度   2022年度

授業管理部署   教務課

授業名称   基礎看護学概論

科⽬ナンバリング   73NUR11004

代表科⽬漢字名称   基礎看護学概論

単位数   2 履修期   前期授業

担当者漢字名称   齋藤 やよい

担当者カナ名称   サイトウ ヤヨイ

履修基準年度 １セメスター〜８セメスター

曜時   ⽕曜３限

科⽬関連性   
なし
基礎看護学科⽬の基盤となる

資格との関連性等   看護師

講義内容   

「看護とは何か」という看護に関する重要な基本概念を学問的にとらえる看護学⼊⾨の科⽬
である。看護の歴史的変遷に基づき主要な看護理論家の看護概念の基本知識や看護の本質に
ついて理解できるよう学修する。更に看護実践に必要な看護の基本概念を、看護の定義、看
護の役割と機能、看護の⽬的論・対象論・⽅法論の基本的枠組みを学び、看護専⾨職に必要
な考え⽅を養う。主体的学修としてグループ学習を適宜組み合わせた講義を⾏い、共有した
学びを活かし⾃らの考えをまとめ、看護に対する考えを倫理観や感性に反映しながら「看護
とは何か」を追究する態度を養う。

第1回

【テーマ】
看護学とはどんな学問か
看護の定義
【内容】
１．看護学、基礎看護学、看護学概論の関連性
（１）「看護」とは
（２）「看護学」とは
（３）「看護学を学ぶ」ということ…「知を創造」していく看護の専⾨職を⽬指すために
２．基礎看護学概論を学修する意味と授業概要
【形態】
講義、リフレクションシート
【⽬的と留意点】
⽬的
１．看護学、基礎看護学、看護学概論の関連性を理解する。
２．看護学がいかなる学問かを理解する。
留意点
１．テキストｐ２〜８を読んで臨む。
２．わからない⽤語や専⾨⽤語は⾃ら辞書や⽂献などで調べて学修をする。

第2回   【テーマ】
看護の歴史
【内容】
１．看護の学問的発達
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（１）看護の歴史的背景・学問的発達…⽇本の看護の発達の推移と関連する世界の主な事項
（２）フローレンス・ナイチンゲールの功績・活動
（３）ゴールドマーク・レポート、ブラウン・レポート
（４）保健師・助産師・看護師、准看護師の誕⽣
２．看護・看護教育の現代の動向（⽇本）…⽇本看護学系協議会
３．看護教育の動向（各国）
【形態】
講義、リフレクションシート
【⽬的と留意点】
⽬的
１．看護の学問的発達の観点から、看護の歴史的背景について理解する。
２．看護・看護教育の現代の動向を理解する。
留意点
１．テキストｐ９〜19を読んで臨む。
２．わからない⽤語や専⾨⽤語は⾃ら辞書や⽂献などで調べて学修をする。

第3回   

【テーマ】
変化している看護
【内容】
１．社会の変化と看護の独⾃性・専⾨性
２．疾病中⼼からヘルスプロモーションへ
３．施設内看護から地域基盤の看護へ
４．チーム医療と多職種連携
【形態】
講義、リフレクションシート
【⽬的と留意点】
⽬的
１．看護の独⾃性と専⾨性を理解する
２．社会のニーズに応じた看護職の役割を考える
３．看護職が活躍する場について理解する
留意点
１．テキストｐ21〜30を読んで臨む。
２．わからない⽤語や専⾨⽤語は⾃ら辞書や⽂献などで調べて学修をする。

第4回

【テーマ】
看護の対象の理解
【内容】
１．全体としての⼈間
２．⽣活者としての⼈間
３．家族と看護
【形態】
講義、リフレクションシート
【⽬的と留意点】
⽬的
１．全体的存在、全⼈的存在としての⼈間を理解する
２．⽣活・⽣活者の概念を理解する
３．⽣活を取り巻く社会的状況を理解する
４．看護の対象者としての家族を理解する
留意点
１．テキストｐ31〜41、48〜57を読んで臨む。
２．わからない⽤語や専⾨⽤語は⾃ら辞書や⽂献などで調べて学修をする。

第5回   【テーマ】
「健康」のとらえ⽅と国⺠の健康状態
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【内容】
１．「健康」の捉え⽅
（１）ＷＨＯの健康の定義
（２）障がいの定義…国際障害分類、国際⽣活機能分類
２．「健康」に影響する要因
（１）⼈の健康に影響する所属組織
（２）ひとの健康に影響する関連要因
（３）社会の変遷と健康観の変化
（４）医療の変化
３．⼈々の⽣活と健康を⽰す統計
【形態】
講義、リフレクションシート
【⽬的と留意点】
⽬的
１．健康の定義、障がいの定義について理解する。
２．関連要因について理解する。
３．社会状況の変遷とそれに伴う健康観や健康の概念の変化について理解する。
４．統計から⼈々の健康を理解する
留意点
１．テキストｐ42〜47を読んで臨む。
２．わからない⽤語や専⾨⽤語は⾃ら辞書や⽂献などで調べて学修をする。

第6回   

【テーマ】
⼈間の⼼理・社会的理解
【内容】
１．⾃⼰と他者
２．ストレス、コーピング
３．スピリテュアリティー
【形態】
講義、リフレクションシート
【⽬的と留意点】
⽬的
１．⾃⼰と他者、⾃⼰と役割を理解する
２．ストレスのラザルスらの研究を理解する
３．コーピングの概念とストレスを軽減させる活動について理解する
４．医療におけるスピリテュアリティーを理解する
５．⽇本⽂化におけるスピリテュアリティーとエンゼルケアを理解する
留意点
１．テキストｐ67〜78，86〜92を読んで臨む。
２．わからない⽤語や専⾨⽤語は⾃ら辞書や⽂献などで調べて学修をする。

第7回   【テーマ】
看護技術
【内容】
１．技術とは何か
２．看護技術の特徴
３．観察技術
３．看護技術を実践するプロセス
【形態】
講義、リフレクションシート
【⽬的と留意点】
⽬的
１．看護技術とは何か、看護の本質・原則や特徴について述べることができる。
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２．看護実践の構成要素である知識・技術・態度について、看護を実践する専⾨職者として
⾃ら意識して学修できる。
３．さまざまな看護場⾯における実践プロセスを説明できる。
留意点
１．テキストｐ94〜105を読んで臨む。
２．わからない⽤語や専⾨⽤語は⾃ら辞書や⽂献などで調べ学修をする。

第8回   

【テーマ】
知識確認
【内容】
１．１〜７回の授業で学んだ内容の筆記試験
２．知識確認試験の内容の解説
【形態】
筆記試験、講義
【⽬的と留意点】
１．１〜７回の授業で学んだ内容の理解度を⾃⼰評価する
２．解説を通して理解不⾜を補うことができる

第9回   

【テーマ】
「看護の基本となるもの」グループワーク１
【内容】
１．ヘンダーソンの看護論をどのように解釈したか
２．ヘンダーソンの看護論の何に共感・同意できるか
３．ヘンダーソンの看護論に対する異論はあるか
４．ヘンダーソンの看護論から考えたことを要約する
【形態】
グループワーク
【⽬的と留意点】
⽬的
１．「看護の基本となるもの」の読解し、看護の専⾨性を理解する
２．看護の本質とは何かを理解する
留意点
１．テキスト２を読み、予め課題に答えておく
２．」⾃分の考えを説明し、他者の考えを理解しようと努めること
３．考えの⼀致・不⼀致のいずれにおいても、その根拠を明確にすること

第10回   

【テーマ】
「看護の基本となるもの」グループワーク２
【内容】
グループワーク１の成果を踏まえて、学修成果の資料を作成する
【形態】
グループワーク
【⽬的と留意点】
１．看護の独⾃の機能とは何か、を明らかにする
２．看護の第⼀義的な役割は何か、を明らかにする
３．看護師が導こうとする患者のゴールは何か、を明らかにする
４．基本的看護の要素とは何か、を明らかにする
５．１４の基本的欲求が満たされた状態とは何か、を明らかにする

第11回   【テーマ】
看護実践と理論
【内容】
１．ヘンダーソンの看護論の要約
２．マズローの⼆―ド論
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３．オレムの看護論
【形態】
講義、リフレクションシート
【⽬的と留意点】
１．看護実践のために理論を活⽤することの意味を理解する

第12回   

【テーマ】
看護実践と倫理
【内容】
１．看護倫理とは
２．看護における倫理上の問い
３．事例にみる看護倫理の実際
【形態】
講義、グループワーク、リフレクションシート
【⽬的と留意点】
⽬的
１．倫理、道徳、⼈の概念を理解する
２．原則の倫理を理解する
３．看護場⾯における倫理的課題について⾃分の意⾒を述べることができる
留意点
１．テキストｐ116〜129を読んで臨む。
２．わからない⽤語や専⾨⽤語は⾃ら辞書や⽂献などで調べて学修をする。

第13回   

【テーマ】
看護と法
【内容】
１．法的側⾯からみた看護の専⾨職性 
（１）看護に関連した法…①保健師助産師看護師法 ②看護師等の⼈材確保の促進に関する
法律 ③医師法 ④医療法
（２）看護師の業務
（３）看護職と法
２．看護職の教育制度
（１）看護師・保健師・助産師の養成制度
（２）看護組織（⽇本看護協会、⽇本看護系⼤学協議会、国際看護師協会）とその役割
【形態】
講義、リフレクションシート
【⽬的と留意点】
⽬的
１．看護と法の関わりを理解する。
２．看護実践における法的基盤を理解する。
３．専⾨職に求められる要素を基に、看護の専⾨職性について教育制度から考える。
４．看護組織と役割を理解する。
留意点
１．テキストｐ130〜148を読んで臨む。
２．わからない⽤語や専⾨⽤語は⾃ら辞書や⽂献などで調べて学修をする。

第14回   【テーマ】
医療安全
【内容】
１．看護のマネジメント
２．医療安全への取り組み
【形態】
講義・演習、リフレクションシート
【⽬的と留意点】
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⽬的
１．医療・看護における安全の意義について述べることができる。
２．ヒヤリ・ハットレポートの重要性について理解できす。
３．事故防⽌に役⽴つチェックシステムについて述べることができる。
留意点
１．テキストｐ106〜115を読んで臨む。
２．わからない⽤語や専⾨⽤語は⾃ら辞書や⽂献などで調べて学修をする。

第15回   

【テーマ】
まとめと知識確認テスト
【内容】
１．１〜14回の授業の要約
２．知識確認テスト
３．実施したテストの解説
４．質疑応答
【⽬的と留意点】
⽬的
１．学修内容を振り返り、理解できなかったことをそのままにしない
留意点
１．関連する看護師国家試験問題に取り組む
２．理解できないことや質問事項を挙げておく

ディプロマポリシー
との関連   

幅広い教養と豊かな⼈間性、倫理的感受性（DP71）や、主体的な学修と⽣涯⾃⼰研鑽に励
む態度、知識や技術の統合⼒、問題解決能⼒や創造⼒など、質の⾼い看護を実践する⼒
（DP76）を養う。

担当教員の専⾨領域
との関連   

担当教員の看護師としての実務経験と看護教育での実務経験をもとに実践的な授業を⾏う。

使⽤⾔語   ⽇本語

到達⽬標   

・主要な看護理論家の看護概念の基本知識や看護の本質を説明できる。
・看護の基本概念として、看護の定義、看護の役割と機能、菅穂の⽬的論・対象論・⽅法論
の基本的枠組みを説明できる。
・主体的な学修により「看護とは何か」について考察できる。

課題に対するフィー
ドバック   

毎回のリフレクションシート、学修課題への取り組み、課題レポート、2回の確認テスト、
およびその解説によりフィードバックする。

連絡⽅法   齋藤やよい 看護学棟4階813研究室 saito-ya@mailg.shumei-u.ac.jp

教科書   

タイトル 著者名 発⾏所
出版
年

ISBN ボタン

看護学原論 ⾼橋照⼦ 南江堂 2020 9784524249923 OPAC検索

看護の基本
となるもの

ヴァージニア・ヘンダー
ソン著 湯槙ます他訳

⽇本看護
協会出版
会

2018 9784818019966 OPAC検索

参考書   
タイトル 著者名 発⾏所

出版
年

ISBN ボタン

看護覚え書
き

ナイチンゲール著 ⼩⽟
⾹津⼦訳

⽇本看護
協会出版
会

2019 9784818022140 OPAC検索

基礎看護学
概論

志⾃岐康⼦他
メディカ
出版

2021 9784840457941 OPAC検索

基礎看護技 ⾹春知⾹、齋藤やよい編 南江堂 2020 9784524256082
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術 OPAC検索

※図書館に所蔵がない場合等、OPAC検索ボタンを押下してもヒットしないことがあります。

成績評価

種別   割合   評価基準等   

試験(1) 60.0% ２回

課題(3) 25.0% 課題への取り組み

その他(99) 15.0% 毎回授業後に提出するリフレクションシート
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シラバス情報

授業情報

授業コード   B90908

授業開講年度   2022年度

授業名称   成⼈看護学実習Ⅰ

科⽬ナンバリング   74NUR35002

代表科⽬漢字名称   成⼈看護学実習Ⅰ

履修期   後期集中

担当者漢字名称   北原 信⼦, 北林 司, 倉⾻ 美恵⼦, 松本 紗知恵, ⼤⿃ 和⼦

担当者カナ名称   
キタハラ ノブコ, キタバヤシ ツカサ, クラホネ ミエコ, マツモト サチエ, オオ
トリ カズコ

開講キャンパス   千葉キャンパス

曜時   集中

科⽬関連性   
成⼈看護学概論，成⼈看護の⽅法（慢性期），成⼈看護の⽅法（急性期），成⼈看護の⽅法
（周術期）及び3年前期までに履修が必要な科⽬の単位を取得していること。
科⽬コード:74NUR35002

資格との関連性等   
看護師，本科⽬は担当者全員が医療の現場で実務経験を有しており、看護師としての経験を
活かした実践的な指導を⾏う

講義内容   

病院内の治療の場で展開されている看護実践を学び、それぞれの部⾨における看護の機能と
役割を理解する。専⾨外来、⼿術室、集中治療部で2週間実習する。専⾨外来では定期的な
受診・治療が必要な疾患を持ちながら社会⽣活を営んでいる患者の特徴と看護の実際を、⼿
術室では安全な⼿術のための環境と看護の実際を、集中治療部では急性期にある患者の特徴
と合併症予防、安全・安楽を考慮した看護の実際について、主に看護援助の⾒学を通して学
ぶ。また、実習を通し、各部⾨における看護師の役割について考察する。
使⽤⾔語:⽇本語

第1回

【テーマ】
東京⼥⼦医科⼤学⼋千代医療センターの化学療法部、⾎液浄化部、内視鏡部⾨、⼿術室、集
中治療部で⾒学実習を⾏い、治療や検査の実際、他職種の役割、看護師の役割を学ぶ。

【内容】
1．上記の部署をローテーションしながら⾒学実習する。
2．期間は9⽉26⽇（⽉）から10⽉7⽇（⾦）の2週間とする。
3．10⽉7⽇（⾦）は学内で全体カンファレンスを⾏い、各グループの学びを共有する。
4．90時間2単位とする。
5．詳細は「2022年度実習要項」の「成⼈看護学実習Ⅰ」を参照のこと。

【形態】
実習

【⽬的と留意点】
1．化学療法部、⾎液浄化部、内視鏡部⾨では定期的な受診・治療・検査が必要な疾病を持
ちながら社会⽣活を営んでいる患者の特徴と看護の実際を学ぶ。
2．⼿術室では安全な⼿術のための環境と看護の実際を学ぶ。
3．集中治療部では急性期にある患者の特徴と合併症予防、安全・安楽を考慮した看護の実
際を学ぶ。
4．実習を通し、各部⾨における看護師の役割について考察する。
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その他担当者   北林司，⼤⿃和⼦，松本紗知恵，倉⾻美恵⼦

ディプロマポリシー
との関連   

履修にあたっては、3年前期までの成⼈看護学分野必修科⽬の単位を取得ずみであること。
看護学の最新の知識と技術の修得による科学的根拠に基づいた看護実践能⼒の育成
(DP73)、地域の主体的な学修と⽣涯⾃⼰研鑽に励む態度、知識や技術の統合⼒、問題解決
能⼒や創造⼒など、質の⾼い看護を実践する⼒(DP76)、地域の医療専⾨職と連携・協働
し、看護の専⾨性を発揮する⼒(DP77)を備えた⼈材を育成するというディプロマポリシー
と合致するものである。

担当教員の専⾨領域
との関連   

担当教員全員が臨床現場で実務経験を有しており、看護師としての経験を活かした実践的な
実習指導を⾏うため関連がある。

使⽤⾔語   ⽇本語

到達⽬標   実習評価表

課題に対するフィー
ドバック   

各グループに担当教員を配置し、学⽣とディスカッションしながら随時必要な助⾔を与え
る。

使⽤教科書(参考書・
参考サイト)   

成⼈看護学概論，成⼈看護の⽅法（慢性期），成⼈看護の⽅法（急性期），成⼈看護の⽅法
（周術期）で使⽤した教科書等

連絡⽅法   

北林司︓看護学部棟5階861研究室，メールアドレス︓kitabayashi@mailg.shumei-
u.ac.jp
北原信⼦︓看護学部棟5階862研究室，メールアドレス︓kitahara-n@mailg.shumei-
u.ac.jp
⼤⿃和⼦︓看護学部棟5階863研究室，メールアドレス︓ @mailg.shumei-u.ac.jp
松本紗知恵︓看護学部棟5階共同研究室，メールアドレス︓matsumoto-s@mailg.shumei-
u.ac.jp
倉⾻美恵⼦︓看護学部棟5階共同研究室，メールアドレス︓kurahone@mailg.shumei-
u.ac.jp

成績評価
種別   割合   評価基準等   

その他(99) 100.0% 実習評価表
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シラバス情報

授業情報

授業コード   B90127

授業開講年度   2022年度

授業名称   成⼈看護学実習Ⅱ

科⽬ナンバリング   74NUR35003

代表科⽬漢字名称   成⼈看護学実習Ⅱ

履修期   後期集中

担当者漢字名称   北林 司, 倉⾻ 美恵⼦, 松本 紗知恵, 北原 信⼦, ⼤⿃ 和⼦

担当者カナ名称   
キタバヤシ ツカサ, クラホネ ミエコ, マツモト サチエ, キタハラ ノブコ, オオ
トリ カズコ

開講キャンパス   千葉キャンパス

曜時   集中

科⽬関連性   
成⼈看護学概論，成⼈看護の⽅法（慢性期），成⼈看護の⽅法（急性期），成⼈看護の⽅法
（周術期）及び3年前期までに履修が必要な科⽬の単位を取得していること。

資格との関連性等   看護師免許

講義内容   

急性期や周術期、クリティカルな状態にある成⼈患者に対して適切な援助を⾏うために必要
な援助技術を学ぶ。成⼈看護学実習Ⅰで⾒学した専⾨外来や⼿術室、集中治療部での成果を
もとに、急性期または周術期の対象を受け持ち、系統的な情報収集とそれに基づくデータベ
ースの作成と分析、看護問題の抽出、個別性を踏まえた援助計画の⽴案・実施・評価の⼀連
の看護過程を展開する。また、これまでの講義、演習、実習で学んだ知識、技術を駆使し、
⾏動計画に基づいた看護実践を⾏い、その評価から今後の課題を明らかにする。

第1回 【テーマ】
学⽣は、急性期⼜は周術期にある患者を受け持ち、看護問題・共同問題を抽出し、設定した
⽬標が達成できるよう個別性を踏まえた看護計画を⽴案・実施する。

【内容】
1．東京⼥⼦医科⼤学⼋千代医療センターの6つの病棟を使⽤し、各グループ1クール2週間
の実習を⾏う。
2．グループはA〜Jグループの10グループとする。
3．各グループの学⽣数は3〜4名とする。
4．学⽣は患者の同意を得て看護過程を展開する。
5．毎⽇「1⽇の⾏動計画⽤紙」に基づき、⽇々の⽬標を掲げるとともに、実習終了時には
⽬標の達成度を⾃⼰評価し指導者に提出する。
6．毎⽇15時からショートカンファレンスを、15時30分から実習⽬標達成度の⾃⼰評価を
⾏う。
7．原則として、1週⽬の⽊曜⽇に中間カンファレンスを、２週⽬の⽊曜⽇に最終カンファ
レンスを実施する。
8．詳細は「2022年度実習要項」参照のこと。

【形態】
実習

【⽬的と留意点】
1．急性期または周術期の対象を受け持ち、系統的な情報収集とそれに基づくデータベース
の作成と分析、看護問題の抽出、個別性を踏まえた援助計画の⽴案・実施・評価の⼀連の看
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護過程を展開できる。
2．これまでの講義、演習、実習で学んだ知識、技術を駆使し、⾏動計画および看護計画に
基づいた看護を実践し、経過記録に看護介⼊の内容を記録する。経過記録に基づいて各看護
計画の結果・評価を⾏い、それらの評価から今後の課題を明らかにする。

その他担当者   北原信⼦，⼤⿃和⼦，松本紗知恵，倉⾻美恵⼦

ディプロマポリシー
との関連   

履修にあたっては、3年前期までの成⼈看護学分野必修科⽬の単位を取得ずみであること。
看護学の最新の知識と技術の修得による科学的根拠に基づいた看護実践能⼒の育成
(DP73)、地域の主体的な学修と⽣涯⾃⼰研鑽に励む態度、知識や技術の統合⼒、問題解決
能⼒や創造⼒など、質の⾼い看護を実践する⼒(DP76)、地域の医療専⾨職と連携・協働
し、看護の専⾨性を発揮する⼒(DP77)を備えた⼈材を育成するというディプロマポリシー
と合致するものである。

担当教員の専⾨領域
との関連   

担当教員全員が臨床現場で⼗分な実務経験を有しており、看護師としての経験を活かした実
践的な実習指導を⾏うことから関連がある。

使⽤⾔語   ⽇本語

到達⽬標   

1．急性期や周術期、クリティカルな状態にある成⼈患者に対して適切な援助を⾏うために
必要な援助技術を修得する。
2．成⼈看護学実習Ⅰで⾒学した専⾨外来や⼿術室、集中治療部での成果をもとに、急性期
または周術期の対象を受け持ち、系統的な情報収集とそれに基づくデータベースの作成と分
析、看護問題の抽出、個別性を踏まえた援助計画の⽴案・実施・評価の⼀連の看護過程を展
開できる。
3．これまでの講義、演習、実習で学んだ知識、技術を駆使し、⾏動計画に基づいた看護実
践を⾏い、その評価から今後の課題を明らかできる。

課題に対するフィー
ドバック   

各グループに担当教員を配置し、学⽣とディスカッションしながら随時必要な助⾔を与え
る。

使⽤教科書(参考書・
参考サイト)   

成⼈看護学概論，成⼈看護の⽅法（慢性期），成⼈看護の⽅法（急性期），成⼈看護の⽅法
（周術期）で使⽤した教科書及び参考書等

連絡⽅法   

北林司︓看護学部棟5階861研究室，メールアドレス︓kitabayashi@mailg.shumei-
u.ac.jp
北原信⼦︓看護学部棟5階862研究室，メールアドレス︓kitahara-n@mailg.shumei-
u.ac.jp
⼤⿃和⼦︓看護学部棟5階863研究室，メールアドレス︓    @mailg.shumei-u.ac.jp
松本紗知恵︓看護学部棟5階866研究室，メールアドレス︓matsumoto-s@mailg.shumei-
u.ac.jp
倉⾻美恵⼦︓看護学部棟5階866研究室，メールアドレス︓kurahone@mailg.shumei-
u.ac.jp

成績評価
備考   
実習評価表（100％）
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シラバス情報

授業情報

授業コード   B22012 開講キャンパス   千葉キャンパス

授業開講年度   2022年度

授業管理部署   教務課

授業名称   ⽼年看護学概論

科⽬ナンバリング   74NUR11005

代表科⽬漢字名称   ⽼年看護学概論

単位数   2 履修期   後期授業

担当者漢字名称   岩⽥ 浩⼦

担当者カナ名称   イワタ ヒロコ

履修基準年度 １セメスター〜８セメスター

曜時   ⽕曜２限

科⽬関連性   なし

資格との関連性等   本科⽬は看護師国家試験の受験資格のための科⽬

講義内容   
⽼年期をを⽣きる⾼齢者の⾝体的、⼼理的、社会的変化と⽣涯発達における⽼年期の特徴を
捉え、⾼齢者の健康と豊かな暮らしについて学習する。また、⾼齢者を取り巻く複雑な環境
を踏まえ、健やかな⽼いと⼈⽣の終焉に向けた⽀援に関する基礎的知識を修得する。

第1回

【テーマ】
⽼年看護の理念と⽬標
【内容】
１．⽼年看護の対象の理解
 １）⽼いのイメージと⽼いの意味
 ２）⽣涯発達論における⽼年期を⽣きる⼈の特徴
２．⽼年看護の理念と⽬標
【形態】
講義
【⽬的と留意点】
⽼年期のイメージを認識し、⽼年期をを⽣きる⼈及び⽼いの意味の理解に基づき⼈⽣100年
時代の⽼年看護の理念と⽬標を理解する。
（事前準備）⽼年期にある⼈のイメージをまとめておく。 （1時間）

第2回   

【テーマ】⽼年期にある⼈の発達課題と⾝体的特徴
【内容】
１．⽣涯発達理論における⽼年期の発達段階と発達課題
２．⽼年期にある⼈の加齢と⽼化、外観の変化及び⾝体機能低下
【形態】
講義
【⽬的と留意点】
⽼年期にある⼈を⽣涯発達理論の視点で総合的にとらえる。さらに、加齢・⽼化としての⾝
体機能の変化を理解する。
テキストの該当部分を確認し復習する。（1時間）

第3回   【テーマ】⽼年期にある⼈の⼼理・社会的変化と特徴
【内容】
１．⽼年期にある⼈の⼼理的特徴、⼈格・情動の変化
２．⽼年期にある⼈の社会的特徴、課題
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【形態】
講義
【⽬的と留意点】
⽼年期にある⼈の⼼理的・社会的特徴と変化を、理論及びデータから理解する。
⽼年期にある⼈の⽣活と課題-⽼年期の⼈へのインタビューを通して－ （課題レポート3時
間）

第4回

【テーマ】⽼年期にある⼈の⽣活史、暮らし、価値観と健康観
【内容】
１．⽼年期にある⼈の⽣活史と⼈⽣100年時代を迎える中での暮らし
２．⽼年期にある⼈の⽂化と⽣きがいや価値観、スピリチュアリティ
３．⽼年期にある⼈の健康観
【形態】
講義・演習
【⽬的と留意点】
⽼年期にある⼈の⽣活史、暮らし、価値観、健康観、そして⽣きがいについて意⾒交換を加
味して理解し、豊かな暮らしについて考える。
該当するテキストの内容を確認し復習する（1時間）

第5回   

【テーマ】⽼年看護に活⽤できる主要な概念と理論①概念・理論の基礎的理解
【内容】
１．健康の概念、ウエルネス理論
２．エンパワメント、レジリエンス
３．セルフケア、サクセスフルエイジング
４．ライフストーリー
【形態】
講義
【⽬的と留意点】
⽼年看護に活⽤できる主要な概念と理論の基本を理解する。
テキストの該当部分を確認し、事例を⼀読する。（1時間）

第6回   

【テーマ】⽼年看護に活⽤できる主要な概念と理論②事例分析
【内容】
１．5回⽬で学んだ主要な概念と理論を基に事例を分析する。
２．レジリエンスまたはサクセスフルエイジングの概念を活⽤してグループワークを通して
分析す 
  る。
【形態】
演習
【⽬的と留意点】
⽼年期にある⼈の豊かな⽣と暮らしを概念・理論を使って分析し、理解を深める。
グループワークの内容の確認と修正（2時間）

第7回   

【テーマ】⽼年看護に活⽤できる主要な概念と理論③発表と意⾒交換、
【内容】
１．グループごとに概念・理論を基に事例分析した結果を発表する。
２．概念・理論の分析視点の違いを基に、意⾒交換をする。
３．意⾒交換内容を基に、グループワーク内容を振り返り、修正追加する。
【形態】
演習・講義
【⽬的と留意点】
グループワーク及び意⾒交換を通して⽼年期に活⽤できる主要概念・理論の理解を深める。
さらに概念・理論の特徴(共通点・相違点)を把握し、⽼年期にある⼈の理解を深める。
⾼齢者の健やかな⽼いと看護-事例検討を通して－（課題レポート2時間）
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第8回   【テーマ】⽼年期にある⼈の健康課題と保健医療福祉制度・政策
【内容】
１．⾼齢化を諸外国のデータと⽐較
２．疾病構造の変化と⾼齢者
３．⽼年期にある⼈の健康課題に関する医療制度・政策
４．⽼年期にある⼈の介護の現状と福祉制度・政策
【形態】
講義
【⽬的と留意点】
超⾼齢化の⽇本の現状を諸外国のデータと⽐較により把握し、⽼年期にある⼈の健康課題・
介護の現状を理解する。さらに健康課題・介護の課題に対する保健医療福祉制度・政策を理
解する。
講義資料及び保健医療福祉の制度・法律についてまとめておく（1時間）

第9回   

【テーマ】認知症のある⽼年期の⼈と家族の⽀援
【内容】
１．認知症のある⾼齢者の理解
２．認知症のある⾼齢者のケア
３．認知症のある⾼齢者の家族の課題と⽀援
４．前半の講義内容に関する確認⼩テスト
【形態】
講義・演習
【⽬的と留意点】
認知症について病態、症状の変化を基盤として認知症のある⾼齢者のケアを理解する。さら
に認知症のある⾼齢者を抱える家族の課題と⽀援を考える。
テキストの該当部分を確認しまとめておく。⼩テストの振り返り（1時間）

第10回   

【テーマ】⽼年期にある⼈の価値観、権利擁護、意思決定⽀援と介護
【内容】
１．家族形態の変化、世帯の変化と家族による介護の形態
２．データからみた介護負担
３．虐待の現状と虐待防⽌への⽀援
【形態】
講義
【⽬的と留意点】
⽼年期にある⼈を取り巻く家族と介護の現状を理解し、⽼年期にある⼈の権利擁護、意思決
定⽀援を含め虐待防⽌のための⽀援について考える。
認知症⾼齢者の問題について新聞記事等を調べておく（2時間）

第11回   

【テーマ】⽼年期にある⼈の終末期と看取り
【内容】
１．終末期ケアの基礎的理解
２．⽼年期にある⼈の意思決定⽀援とケア
３．⽼年期にある⼈の終末期の⽀援における倫理的課題
４．看取りの場における家族のグリーフケア（在宅、急性期病院、ケア施設）
【形態】
講義
【⽬的と留意点】
⼈⽣の終焉を迎える⾼齢者の安寧な死への⽀援と家族へのグリーフケアについて考える。
テキストの該当部分を確認しておく（1時間）

第12回   【テーマ】⽼年期にある⼈と家族の健やかな暮らしと地域づくり
【内容】
１．⽼年期にある⼈と家族の健やかな暮らし
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２．健やかな暮らしを⽀える地域とは
３．⽼年期にある⼈の暮らしの場の多様性と環境づくり
４．健やかな暮らしを⽀える多職種連携と協働
【形態】
講義・演習
【⽬的と留意点】
⽼年期にある⼈と家族が健やかに暮らすための、多様な場における看護⽀援と多職種連携・
協働を理解し、地域づくりについて考える。（
⾃分の居住地域の⾼齢者⽀援について調べてレポートを作成する（課題レポート2時間）

第13回   

【テーマ】⼈⽣100年時代に向けて変⾰する社会と⽼年看護の役割と展望
【内容】
１．⼈⽣100年時代と超⾼齢社会の課題
２．⽼年期にある⼈と家族へのケアの課題
３．変⾰する社会における⽼年看護へのニーズ
４．⽼年看護の役割と今後への展望
【形態】
講義
【⽬的と留意点】
⼈⽣100年時代に向けて変⾰する社会と⽼年看護の役割と展望について考える。
⾃分たちが⽼年期になる時代に望む看護についてまとめておく（1時間）

第14回   

【テーマ】⽼年看護の学修内容確認テストと⽼年看護の役割と課題のまとめ
【内容】
１．⽼年看護の学修内容確認テスト
２．⽼年看護の役割と課題のグループワーク・まとめ
【形態】
演習
【⽬的と留意点】
⽼年看護の学修内容確認テストにより知識の習熟度を確認する。⽼年看護の役割と課題をグ
ループでまとめ発表準備をする。
確認テストの振りかえり（1時間）

第15回   

【テーマ】⽼年看護の役割と課題と総括
【内容】
１．⼈⽣100年時代に向けて変⾰する超⾼齢社会における⽼年看護の役割と課題についてグ
ループ発表する。
２．学修内容確認テストの解説
３．⽼年看護学概論の総括
【形態】
講義・演習
【⽬的と留意点】
⽼年看護学概論の学びを確認し、修得する。（1時間）

ディプロマポリシー
との関連   

⼈間の健康と疾病に関する科学的根拠に基づいた看護の基盤となる最新の知識（DP72）
看護学の最新の知識と技術の修得による科学的根拠に基づいた看護実践能⼒（DP73）
に関連する。

担当教員の専⾨領域
との関連   

担当者の看護師としての実務経験と⽼年看護学の教育・研究の知⾒に基づき教授する。

使⽤⾔語   ⽇本語

到達⽬標   学習⽬標
①⽼年看護の理念と⽬標を理解する
②⽣涯発達における⽼年期の⾝体的、⼼理的、社会的特徴を理解する 
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③⽣活史の中で培われた⾼齢者の価値観や健康観、豊かな暮らしを理解する 
④⽼年看護に活⽤できる諸理論と看護⽀援を学ぶ 
⑤⾼齢者の保健医療福祉における問題と保健医療福祉制度を理解する 
⑥尊厳ある看護と看取りを考える

課題に対するフィー
ドバック   

課題レポートの提出内容を確認し、次回及び次々回の講義に解説を通してフィードバックす
る。

連絡⽅法   
iwata-h@mailg.shumei-u.ac.jp

研究室 看護学部棟4階807研究室

教科書   
タイトル 著者名

発⾏
所

出版
年

ISBN ボタン

⽼年看護学概論 ⽼いを⽣きるを
⽀えることとは

正⽊治恵、真⽥弘美
南江
堂

OPAC検索

参考書   
タイトル 著者名

発⾏
所

出版
年

ISBN ボタン

厚⽣の指標 国⺠衛⽣の動向 OPAC検索

※図書館に所蔵がない場合等、OPAC検索ボタンを押下してもヒットしないことがあります。

成績評価

種別   割合   評価基準等   

⼩テスト(0) 10.0% 前半内容の確認テスト

試験(1) 50.0% 学習内容の確認テスト

レポート(2) 30.0% 課題レポート内容

その他(99) 10.0% 講義及びグループワークへの参加状況
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シラバス情報

授業情報

授業コード   B90024

授業開講年度   2022年度

授業名称   ⽼年看護学実習Ⅰ

科⽬ナンバリング   74NUR35006

代表科⽬漢字名称   ⽼年看護学実習Ⅰ

履修期   後期集中

担当者漢字名称   岩⽥ 浩⼦, 江⼝ 恭⼦, ⽯津 仁奈⼦, 佐野 ⼣⼦, 横⼭ 直美

担当者カナ名称   
イワタ ヒロコ, エグチ キョウコ, イシヅ ニナコ, サノ ユウコ, ヨコヤマ ナオ
ミ

開講キャンパス   千葉キャンパス

曜時   集中

科⽬関連性   
「⽼年看護学概論」「⽼年看護の⽅法Ⅰ」「⽼年看護の⽅法Ⅱ」の単位を修得しているこ
と。

資格との関連性等   看護師免許

講義内容   

実習⽬的
健康障害を抱えた⾼齢者の加齢に伴う変化を理解し、⾼齢者とその家族に対してその⼈らし
さを尊重した⽣活を⽀援するために必要な看護実践の基礎的能⼒を習得する。

実習⽬標
１．⽼年期を⽣きる⾼齢者の⾝体的、精神的、社会的特徴の知識を基盤として、⾼齢者の⽣
活史や⽣きがい、
価値観などを踏まえて個別性を理解できる。
２．⾼齢者の⽇常⽣活のセルフケア状況を理解し、健康障害及び⽣活機能障害を抱えた⾼齢
者の尊厳を守り、個別性を踏まえた看護を実施できる。
３．健康障害及び機能障害を抱えた⾼齢者とその家族を取り巻く保健医療福祉の課題を理解
し、健康障害の回復やQOLの維持・向上に向けたチーム連携と看護職の専⾨性およびの役割
について考えることができる。

ディプロマポリシー
との関連   

⼈間の健康と疾病に関する科学的根拠に基づいた看護の基盤となる最新の知識（DP72）
看護学の最新の知識と技術の修得による科学的根拠に基づいた看護実践能⼒（DP73）
主体的な学修と⽣涯⾃⼰研鑽に励む態度、知識や技術の統合⼒、問題解決能⼒や創造⼒な
ど、質の⾼い看護を実践する⼒ （DP76）

担当教員の専⾨領域
との関連   

看護師としての臨床経験及び⾼齢者看護の臨床経験を有し、⽼年看護学分野及び⽼年看護学
の教育に関する研究を専⾨領域とする。

使⽤⾔語   ⽇本語

到達⽬標   
⼊院治療を受ける健康障害、⽣活機能障害のある⾼齢者を受け持ち、健康障害を抱えた⾼齢
者の加齢に伴う変化を理解し、⾼齢者とその家族に対してその⼈らしさを尊重した⽣活を⽀
援するために必要な看護実践の基礎的能⼒を習得する。

課題に対するフィー
ドバック   

⽇にの実習内容及び実践の評価へのコメント、カンファレンスにおける助⾔指導を通して
⽇々フィードバックを⾏う。さらに、中間⾯接、最終⾯接により実習⽬標達成度及び今後の
課題の明確化を図る

連絡⽅法   岩⽥浩⼦ iwata-h@mailg.shumei-u.ac.jp 研究室︓看護学部棟4階807研究室
⽯津仁奈⼦ ishizu@mailg.shumei-u.ac.jp 研究室︓看護学部棟4階809研究室

109



江⼝恭⼦ eguchi@mailg.shumei-u.ac.jp 研究室︓看護学部棟4階808研究室
横⼭直美 yokoyama@mailg.shumei-u.ac.jp 研究室︓看護学部棟4階817研究室
佐野⼣⼦ p-sano@mailg.shumei-u.ac.jp 研究室︓看護学部棟5階867研究室
⼩澤⾹菜⼦ ozawa@mailg.shumei-u.ac.jp

成績評価

種別   割合   評価基準等   

課題(3) 20.0% 提出記録及び課題レポート

その他(99) 80.0% 実習内容
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シラバス情報

授業情報

授業コード   A90006

授業開講年度   2022年度

授業名称   ⽼年看護学実習Ⅱ

科⽬ナンバリング   74NUR45002

代表科⽬漢字名称   ⽼年看護学実習Ⅱ

履修期   前期集中

担当者漢字名称   岩⽥ 浩⼦, 江⼝ 恭⼦, ⽯津 仁奈⼦, 佐野 ⼣⼦, 横⼭ 直美

担当者カナ名称   
イワタ ヒロコ, エグチ キョウコ, イシヅ ニナコ, サノ ユウコ, ヨコヤマ ナオ
ミ

開講キャンパス   千葉キャンパス

曜時   集中

科⽬関連性   
「⽼年看護学概論」「⽼年看護の⽅法Ⅰ」「⽼年看護の⽅法Ⅱ」の単位を修得しているこ
と。

資格との関連性等   看護師免許

講義内容   

実習⽬的
認知機能障害、⽣活機能障害を含む健康障害を抱え、介護⽼⼈保健施設、介護⽼⼈福祉施設
で⽣活する⾼齢者とその家族の特性を理解し、⽣活する場の特性と保健医療福祉サービスの
理解に基づく看護実践の基礎的能⼒を習得する。

実習⽬標
１．介護⽼⼈保健施設等で⽣活する療養者の認知機能、⽣
活機能を含む健康障害の特徴を理解できる。
２．療養者の認知機能障害、⽣活機能障害を踏まえ、尊厳を守り良好な援助関係を築くこと
ができる。
３．認知機能、⽣活期の障害を含む健康障害の状況をふまえ、療養者の⽇常⽣活の援助を実
施できる。
４．療養者の⽣活の場としての施設の保健医療福祉制度の特徴を理解し、⽀援に関わる職種
間の連携における看護の役割を理解できる。

ディプロマポリシー
との関連   

看護学の最新の知識と技術の修得による科学的根拠に基づいた看護実践能⼒（DP73）
主体的な学修と⽣涯⾃⼰研鑽に励む態度、知識や技術の統合⼒、問題解決能⼒や創造⼒な
ど、質の⾼い看護を実践する⼒ （DP76）
地域の医療専⾨職と連携・協働し、看護の専⾨性を発揮する⼒（DP77）
に関連する。

担当教員の専⾨領域
との関連   

看護師としての臨床経験及び⾼齢者看護の経験を有する。さらに⽼年看護分野を研究の専⾨
領域とする。

使⽤⾔語   ⽇本語

到達⽬標   
認知機能障害、⽣活機能障害を含む健康障害を抱え、介護⽼⼈保健施設、介護⽼⼈福祉施設
で⽣活する⾼齢者とその家族の特性を理解し、⽣活する場の特性と保健医療福祉サービスの
理解に基づく看護実践の基礎的能⼒を習得する。

課題に対するフィー
ドバック   

⽇々の看護実践及び実習記録関して適宜指導助⾔によりフィードバックする。さらにカンフ
ァレンス、中間⾯接、最終⾯接において実習⽬標達成度及び今後の課の明確化を図る。

連絡⽅法   岩⽥浩⼦ iwata-h@mailg.shumei-u.ac.jp 看護学部棟4階807研究室
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江⼝恭⼦ eguchi@mailg.shumei-u.ac.jp  看護学部棟4階808研究室
⽯津仁奈⼦ishizu@mailg.shumei-u.qc.jp  看護学部棟4階809研究室
横⼭直美 yokoyama@mailg.shumei-u.ac.jp 看護学部棟4階817研究室
佐野⼣⼦ p-sano@mailg.shumei-u.a.jp  看護学部棟5階867研究室
⼩澤⾹菜⼦ozawa@mailg.shumei-u.ac.jp

成績評価

種別   割合   評価基準等   

課題(3) 20.0% 提出記録及び課題レポート

その他(99) 80.0% 実習内容
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総合経営学部 

企業経営学科 

 

実務経験のある教員等による授業科目の授業計画書 

<<省令で定める単位数等の基準数相当分>> 

 

[授業科目名・単位数] 

国際金融論Ⅰ       ２単位 

財務会計論Ⅰ       ２単位 

財務会計論Ⅱ       ２単位 

製品開発論Ⅰ       ２単位 

製品開発論Ⅱ       ２単位 

ベンチャー起業論Ⅰ    ２単位 

ベンチャー起業論Ⅱ    ２単位 

 

 

計１４単位  
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シラバス情報

授業情報

授業コード   A44020

授業開講年度   2022年度

授業名称   国際⾦融論Ⅰ

科⽬ナンバリング   34ECN21004

代表科⽬漢字名称   国際⾦融論Ⅰ

履修期   前期授業

担当者漢字名称   上野 戊琉

担当者カナ名称   ウエノ シゲル

開講キャンパス   千葉キャンパス

曜時   ⽊曜４限

科⽬関連性   なし

資格との関連性等   なし

講義内容   
⾦融危機の勃発とその後の国際⾦融市場の動きについて、ドル覇権の⾏⽅、ユーロ圏の諸問
題、さらにアジア、中南⽶経済の観点から考察し、今後の世界経済を展望する。

第1回

【テーマ】
戦後の世界経済の構造的変化

【内容】
１．経済成⻑パターンの変化
（１）戦後の世界経済の体制
（２）世界の経済発展とアメリカの役割

２．⾦融と情報のグローバリゼーション
（１）２０世紀末の世界経済の変化
（２）⾦融の世界の課題

３．パワーシフト
（１）アメリカの停滞と中国の台頭
（２）多極化の時代

【形態】
レジュメにもとづき、７０〜８０分の講義、最後に講義テーマについて課題レポートを書い
てもらう（要提出）。

【⽬的と留意点】
世界経済、そしてその成⻑と密接に関係する国際⾦融の世界は現在どのようになっているの
か、それはどう変化してきているのか︖ノートをしっかり取ること。
復習︓「講義レジュメの⾒直し」、「講義で紹介した重要⽤語の確認」、「疑問点をまとめ
て次回に備える」などの復習を⾏うこと。また、講義での指⽰に従うこと。必要に応じて宿
題を出すことがある（90分）。

第2回   【テーマ】
世界⾦融危機の勃発

【内容】
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１．2007年~2008年に⾦融機関にどのような問題が起こったか。
２．投資銀⾏とは︖
３．⾦融危機の根本的な原因は何か。
（１）サブプライムローンとは︖
（２）なぜサブプライムローンが増えてしまったのか︖
（3）サブプライムローン債権の証券化とは︖
（４）なぜ世界の⾦融機関に影響が広がってしまったのか︖

【形態】
レジュメにもとづき、７０〜８０分の講義、最後に講義テーマについて課題レポートを書い
てもらう（要提出）。

【⽬的と留意点】
2007年に始まった⾦融危機がどのように世界⾦融危機に拡⼤していったのか︖また、その
ような事態になった原因は何か︖
予習︓講義の前提となる⽤語の確認を⾏うこと。わからない場合には、専⾨書，辞典、イン
ターネットなどを活⽤して調べること（30分）。
復習︓「講義レジュメの⾒直し」、「講義で紹介した重要⽤語の確認」、「疑問点をまとめ
て次回に備える」などの復習を⾏うこと。関連する新聞記事、経済ニュースなどに積極的に
触れること。このほか、講義での指⽰に従うこと。必要に応じて宿題を出すことがある
（60分）。

第3回   【テーマ】
⾦融危機への対応

【内容】
１．多くの投資家がリスクの付きまとう債権担保証券に⼿を出したのはなぜか︖
（１）１９６０年~世界のカネの流通量が増えた理由
（２）２０００年代の過剰流動性の理由
２．⾦融が独り歩きしだしたのはいつから︖
（１）ブレトンウッズ体制
（２）ニクソンショック
（３）⾦利の⾃由化
（４）証券化商品の普及
３．２００８年に⾦融危機に対して各国はどのような対応を取ったか︖
（１）アメリカ
（２）ヨーロッパ
（３）⽇本

【形態】
レジュメにもとづき、７０〜８０分の講義、最後に講義テーマについて課題レポートを書い
てもらう（要提出）。

【⽬的と留意点】
多くの投資家がリスクの付きまとう証券に⼿を出したのはなぜ︖
いつから⾦融が独り歩きしだしたのか︖
また、⾦融危機に対して各国はどのような対応を取ったか︖
予習︓講義の前提となる⽤語の確認を⾏うこと。わからない場合には、専⾨書，辞典、イン
ターネットなどを活⽤して調べること（30分）。
復習︓「講義レジュメの⾒直し」、「講義で紹介した重要⽤語の確認」、「疑問点をまとめ
て次回に備える」などの復習を⾏うこと。関連する新聞記事、経済ニュースなどに積極的に
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触れること。このほか、講義での指⽰に従うこと。必要に応じて宿題を出すことがある
（60分）。

第4回

【テーマ】
ヨーロッパ債務危機

【内容】
１．欧州債務危機の現状
２．欧州財政危機の発⽕点
（１）欧州通貨統合の歴史的背景
（２）１９９２年の欧州通貨危機
（３）マースとリヒト条約と安定成⻑協定
（４）ユーロの誕⽣
３．欧州のマクロ経済状況
４．ユーロの構造的⽋陥

【形態】
レジュメにもとづき、７０〜８０分の講義、最後に講義テーマについて課題レポートを書い
てもらう（要提出）。

【⽬的と留意点】
２００９年ころからヨーロッパの債務危機が問題となったが、現状どのようになっている
か︖そして危機の原因は︖
予習︓講義の前提となる⽤語の確認を⾏うこと。わからない場合には、専⾨書，辞典、イン
ターネットなどを活⽤して調べること（30分）。
復習︓「講義レジュメの⾒直し」、「講義で紹介した重要⽤語の確認」、「疑問点をまとめ
て次回に備える」などの復習を⾏うこと。関連する新聞記事、経済ニュースなどに積極的に
触れること。このほか、講義での指⽰に従うこと。必要に応じて宿題を出すことがある
（60分）。

第5回   【テーマ】
基軸通貨ドルの⾏⽅

【内容】
１．基軸通貨について
（１）基軸通貨とは
（２）基軸通貨の機能
（３）基軸通貨ドルの慣性
（４）基軸通貨国のメリット
（５）基軸通貨国のトリフィンのジレンマ
２．ドル基軸通貨体制の⾏⽅
（１）国際通貨体制のシフト
（２）アメリカがドルの国際通貨としての地位を確⽴している理由

【形態】
レジュメにもとづき、７０〜８０分の講義、最後に講義テーマについて課題レポートを書い
てもらう（要提出）。

【⽬的と留意点】
基軸通貨とは何か。ドルの⼀極体制は維持できるか。
予習︓講義の前提となる⽤語の確認を⾏うこと。わからない場合には、専⾨書，辞典、イン
ターネットなどを活⽤して調べること（30分）。
復習︓「講義レジュメの⾒直し」、「講義で紹介した重要⽤語の確認」、「疑問点をまとめ
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て次回に備える」などの復習を⾏うこと。関連する新聞記事、経済ニュースなどに積極的に
触れること。このほか、講義での指⽰に従うこと。必要に応じて宿題を出すことがある
（60分）。

第6回   

【テーマ】
基軸通貨を巡るドルとユーロの戦い

【内容】
１．ユーロ・ドルの為替相場の推移
２．原油価格に潜むドル対ユーロの構図
（１）１９７１年ドルと⾦の兌換停⽌
（２）原油のドル決済
（３）ユーロの誕⽣と原油価格
３．国際⽯油資本とＯＰＥＣ
４．世界の外貨準備

【形態】
レジュメにもとづき、７０〜８０分の講義、最後に講義テーマについて課題レポートを書い
てもらう（要提出）。

【⽬的と留意点】
アメリカのドルに振り回されない通貨としてヨーロッパが団結して統⼀通貨ユーロを創設し
たが、基軸通貨としてのドルとユーロの⽴場はどうなっているか。
予習︓講義の前提となる⽤語の確認を⾏うこと。わからない場合には、専⾨書，辞典、イン
ターネットなどを活⽤して調べること（30分）。
復習︓「講義レジュメの⾒直し」、「講義で紹介した重要⽤語の確認」、「疑問点をまとめ
て次回に備える」などの復習を⾏うこと。関連する新聞記事、経済ニュースなどに積極的に
触れること。このほか、講義での指⽰に従うこと。必要に応じて宿題を出すことがある
（60分）。

第7回   【テーマ】
国際経済の⾦融的諸問題

【内容】
１．国際⾦融論
２．開放経済とは
３．開放経済と国⺠所得勘定
（１）ＧＤＰ
（２）ＧＮＰ
（３）ＧＮＩ
４．国際収⽀

【形態】
レジュメにもとづき、７０〜８０分の講義、最後に講義テーマについて課題レポートを書い
てもらう（要提出）。

【⽬的と留意点】
国際的に開放された経済に関する⾦融的諸問題を分析する際の基本的知識として、国⺠所得
勘定と国際収⽀勘定について理解を深める。
予習︓講義の前提となる⽤語の確認を⾏うこと。わからない場合には、専⾨書，辞典、イン
ターネットなどを活⽤して調べること（30分）。
復習︓「講義レジュメの⾒直し」、「講義で紹介した重要⽤語の確認」、「疑問点をまとめ
て次回に備える」などの復習を⾏うこと。関連する新聞記事、経済ニュースなどに積極的に
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触れること。このほか、講義での指⽰に従うこと。必要に応じて宿題を出すことがある
（60分）。

第8回   

【テーマ】
貨幣とマクロ経済

【内容】
１．貨幣の機能
（１）貨幣の種類
（２）貨幣の役割
２．貨幣の供給について
（１）⽇本の貨幣の量を調整しているのはどこか
（２）⽇本にはどのくらいの量の貨幣が出回っているのか
（３）信⽤創造とは
（４）マネー・ストック
３．中央銀⾏によるマネー・ストックの調整

【形態】
レジュメにもとづき、７０〜８０分の講義、最後に講義テーマについて課題レポートを書い
てもらう（要提出）。

【⽬的と留意点】
国際的な⾦融取引において為替レートが」極めて重要な変数になるが、その為替レートにつ
いて理解するために、まず、通貨、つまり各国の経済に流通している「貨幣」についての理
解を深める。
予習︓講義の前提となる⽤語の確認を⾏うこと。わからない場合には、専⾨書，辞典、イン
ターネットなどを活⽤して調べること（30分）。
復習︓「講義レジュメの⾒直し」、「講義で紹介した重要⽤語の確認」、「疑問点をまとめ
て次回に備える」などの復習を⾏うこと。関連する新聞記事、経済ニュースなどに積極的に
触れること。このほか、講義での指⽰に従うこと。必要に応じて宿題を出すことがある
（60分）。

第9回   【テーマ】
為替レートはなぜ変動するのか１・・・購買⼒平価説

【内容】
１．国際経済取引
２．購買⼒平価とは
（１）国内における商品裁定と⼀物⼀価の法則
（２）国家間における商品裁定取引と⼀物⼀価の法則
３．絶対的購買⼒平価
４．相対的購買⼒平価
５．購買⼒平価は本当に成⽴するのか

【形態】
レジュメにもとづき、７０〜８０分の講義、最後に講義テーマについて課題レポートを書い
てもらう（要提出）。

【⽬的と留意点】
為替レート決定理論の基礎となる「購買⼒平価」と「⾦利平価」のうち、まず、「購買⼒平
価」の考え⽅について考察する。
予習︓講義の前提となる⽤語の確認を⾏うこと。わからない場合には、専⾨書，辞典、イン
ターネットなどを活⽤して調べること（30分）。
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復習︓「講義レジュメの⾒直し」、「講義で紹介した重要⽤語の確認」、「疑問点をまとめ
て次回に備える」などの復習を⾏うこと。関連する新聞記事、経済ニュースなどに積極的に
触れること。このほか、講義での指⽰に従うこと。必要に応じて宿題を出すことがある
（60分）。

第10回   

【テーマ】
為替相場はなぜ変動するのか２・・・⾦利平価説

【内容】
１．⾦利平価とは
（１）⾦利裁定取引
（２）⾦利平価式
２．アセットアプローチ
３．為替介⼊
（１）為替介⼊の⽬的
（２）為替介⼊の⽅法

【形態】
レジュメにもとづき、７０〜８０分の講義、最後に講義テーマについて課題レポートを書い
てもらう（要提出）。

【⽬的と留意点】
為替レート決定理論の基礎となる「購買⼒平価」と「⾦利平価」について理解し、あわせて
相場に影響を与える為替介⼊の効果について考察する。
予習︓講義の前提となる⽤語の確認を⾏うこと。わからない場合には、専⾨書，辞典、イン
ターネットなどを活⽤して調べること（30分）。
復習︓「講義レジュメの⾒直し」、「講義で紹介した重要⽤語の確認」、「疑問点をまとめ
て次回に備える」などの復習を⾏うこと。関連する新聞記事、経済ニュースなどに積極的に
触れること。このほか、講義での指⽰に従うこと。必要に応じて宿題を出すことがある
（60分）。

第11回   【テーマ】
アジアの通貨と⾦融協⼒

【内容】
１．世界経済を⽀える経済発展
（１）アジアの経済成⻑
（２）アジア経済成⻑の特徴
２．２０世紀末になぜ東アジアに経済危機が起こったか
３．東アジア諸国は、再びこのような危機を招かないためにどのような対策をとったか
４．国際通貨基⾦の役割

【形態】
レジュメにもとづき、７０〜８０分の講義、最後に講義テーマについて課題レポートを書い
てもらう（要提出）。

【⽬的と留意点】
アジア通貨危機を契機として、アジアの域内の通貨・⾦融協⼒の必要が認識されるようにな
った。現在、どのような協⼒体制が作られているかを概観する。
予習︓講義の前提となる⽤語の確認を⾏うこと。わからない場合には、専⾨書，辞典、イン
ターネットなどを活⽤して調べること（30分）。
復習︓「講義レジュメの⾒直し」、「講義で紹介した重要⽤語の確認」、「疑問点をまとめ
て次回に備える」などの復習を⾏うこと。関連する新聞記事、経済ニュースなどに積極的に
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触れること。このほか、講義での指⽰に従うこと。必要に応じて宿題を出すことがある
（60分）。

第12回   

【テーマ】
中南⽶債務危機

【内容】
１．中南⽶経済の現状
（１）中南⽶経済の特徴
（２）地域の２極化
２．南⽶の新興⼤国ブラジル
（１）ブラジルとはどんな国か
（２）１９８０年代に国の債務がなぜ増⼤したのか
（３）債務危機への対応
（４）⾦融危機の発⽣
３．中南⽶経済の変貌

【形態】
レジュメにもとづき、７０〜８０分の講義、最後に講義テーマについて課題レポートを書い
てもらう（要提出）。

【⽬的と留意点】
２０世紀末の危機から現在までの中南⽶経済の状況についてブラジルを中⼼に概観し、中南
⽶経済が抱える問題について考察する。
予習︓講義の前提となる⽤語の確認を⾏うこと。わからない場合には、専⾨書，辞典、イン
ターネットなどを活⽤して調べること（30分）。
復習︓「講義レジュメの⾒直し」、「講義で紹介した重要⽤語の確認」、「疑問点をまとめ
て次回に備える」などの復習を⾏うこと。関連する新聞記事、経済ニュースなどに積極的に
触れること。このほか、講義での指⽰に従うこと。必要に応じて宿題を出すことがある
（60分）。

第13回   

【テーマ】
世界⾦融危機後の新興国経済・・・G7からG20に

【内容】
１．危機を乗り切った新興国・途上国
２．Ｇ７からＧ２０に
３．ファイナンシャル・インクルージョン

【形態】
レジュメにもとづき、７０〜８０分の講義、最後に講義テーマについて課題レポートを書い
てもらう（要提出）。

【⽬的と留意点】
21世紀になってからの新興国の動きについて概観する。
予習︓講義の前提となる⽤語の確認を⾏うこと。わからない場合には、専⾨書，辞典、イン
ターネットなどを活⽤して調べること（30分）。
復習︓「講義レジュメの⾒直し」、「講義で紹介した重要⽤語の確認」、「疑問点をまとめ
て次回に備える」などの復習を⾏うこと。関連する新聞記事、経済ニュースなどに積極的に
触れること。このほか、講義での指⽰に従うこと。必要に応じて宿題を出すことがある
（60分）。

第14回   【テーマ】
総復習
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【内容】
第１講から第１３講までの各講義のポイントについて復習する。

【形態】
講義、総復習のプリントでポイントの内容について確認し、あわせて確認テストを実施す
る。

【⽬的と留意点】
確認テストは成績評価の３０％を占めるので、⽋席しないこと。
予習︓これまでの講義で紹介した⽤語の再確認を⾏うこと（60分）。
復習︓「講義のまとめレジュメの⾒直し」、「確認テストで理解が不⼗分な部分があれば、
これまでの講義レジュメでの再確認」などの復習を⾏うこと。関連する新聞記事、経済ニュ
ースなどに積極的に触れること。このほか、講義での指⽰に従うこと。必要に応じて宿題を
出すことがある（３0分）。

第15回   

【テーマ】
確認テストの解説

【内容】
確認テストの内容について、解説をしながら復習する。

【形態】
講義、確認テストを返却し復習する。

【⽬的と留意点】
間違えたところ、不明だったところを確認し、知識と理解を整理しよう。
予習︓確認テストの内容で⾃信のない箇所があった場合は、当該部分について再確認を⾏っ
ておくこと（30分）。
復習︓確認テストの答案をもとに講義レジュメをもう⼀度⾒直し理解を深める。関連する新
聞記事、経済ニュースなどに積極的に触れること（60分）。

ディプロマポリシー
との関連   

「企業経営の基礎的・体系的な専⾨知識」を修得する。

担当教員の専⾨領域
との関連   

担当者の銀⾏の国際部⾨における実務経験をもとに、現代国際⾦融の動きを理解するための
授業を⾏う。

使⽤⾔語   ⽇本語

到達⽬標   
国際⾦融に関する事象の背景を知り、現代世界と⽇本の⾦融、経済の動きの関連を理解でき
るようになることを⽬標とする。

課題に対するフィー
ドバック   

毎回の課題は、その回の授業内容の復習確認のために⾏うものであり、採点したうえで次回
に学⽣に返却する

使⽤教科書(参考書・
参考サイト)   

教科書は使⽤しない。
毎回レジュメを配布する。

連絡⽅法   
本館３階１１８研究室
メールアドレス ueno@adm.shumei-u.ac.jp

成績評価 種別   割合   評価基準等   

⼩テスト(0) 70.0% 毎回の⼩テストによる平常点

試験(1) 30.0% 確認テスト

備考   
毎回の⼩テストによる平常点７０％
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確認テスト３０％
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シラバス情報

授業情報

授業コード   A14045 開講キャンパス   千葉キャンパス

授業開講年度   2022年度

授業管理部署   教務課

授業名称   財務会計論Ⅰ

科⽬ナンバリング   33ACC21007

代表科⽬漢字名称   財務会計論Ⅰ

単位数   2 履修期   前期授業

担当者漢字名称   宮川 昭義

担当者カナ名称   ミヤカワ アキヨシ

履修基準年度 ２セメスター〜８セメスター

曜時   ⽉曜４限

科⽬関連性   簿記論，会計学総論，国際会計論，その他簿記・会計関連科⽬

資格との関連性等   
⽇商簿記検定試験（1〜3級），全経簿記検定試験（上級〜3級），ビジネス会計検定（1〜3
級），税理⼠試験（簿記論・財務諸表論），建設業経理⼠検定（1〜2級），中⼩企業診断
⼠（財務・会計），財務報告実務検定，企業経営アドバイザー，国際会計検定（BATIC）

講義内容   
この講義では，テキスト内容に沿った解説および実務におけるトピックを紹介しながら，現
代会計の基礎的理解を深める内容となっています。

第1回

【テーマ 】
現代の企業会計

【内容 】
（1）IFRSの浸透
（2）広がる会計のインパクト
（3）進むガバナンス改⾰
（4）包括利益と純利益
（5）ROEを梃⼦（てこ）とした資本⽣産性の向上
（6）変貌する証券市場と投資家の役割
（7）不正会計の激震
（8）⾮財務情報と財務情報の統合

【形態 】
講義

【⽬的と留意点 】
教科書P.2からP.40を読み、疑問点をまとめておく（１時間）。

第2回   【テーマ 】
企業会計の本質とフレームワーク【Accounting Today】

【内容 】
（1）繊細で多様な事業の⾔語
（2）影響の双⽅向性
（3）会計のタイプと機能
（4）企業会計のプロセスと⽬的

123



（5）企業会計の3つの機能

【形態 】
講義

【⽬的と留意点 】
教科書P.42からP.56を読み、疑問点をまとめておく（１時間）。

第3回   

【テーマ 】
会計制度の論理と体系【Accounting Today】

【内容 】
（1）会計の基礎前提
（2）会計制度の法体系
（3）企業会計原則と⼀般原則
（4）会計基準の意義
（5）会計制度と監査
（6）内部統制の評価と監査
（7）会計基準の国際的統合化

【形態 】
講義

【⽬的と留意点 】
教科書P.76からP.106を読み、疑問点をまとめておく（１時間）。

第4回

【テーマ 】
企業のディスクロージャー【Accounting Today】

【内容 】
（1）ディスクロージャー制度の⾰新
（2）会社法にもとづくディスクロージャー
（3）⾦融商品取引法にもとづくディスクロージャー
（4）ディスクロージャーとインサイダー取引
（5）⾃発的ディスクロージャーとIR（インベスター・リレーションズ）
（6）決算短信と業績予想

【形態 】
講義

【⽬的と留意点 】
教科書P.134からP.177を読み、疑問点をまとめておく（１時間）。

第5回   【テーマ 】
損益計算書のパラダイム【Accounting Today】

【内容 】
（1）損益計算書の役割と基本フォーム
（2）IFRSでどう変わるか（損益計算書の表⽰）
（3）収益の認識と測定
（4）なぜ販売基準となるのか
（5）舞台の出番をめぐる好対照
（6）費⽤の認識・測定基準
（7）早々と舞台に登場する引当損
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（8）費⽤の期間配分
（9）期間配分と会計政策
（10）費⽤と収益のマッチング
（11）利益と税⾦の対応（税効果会計）

【形態 】
講義

【⽬的と留意点 】
教科書P.193からP.227を読み、疑問点をまとめておく（１時間）。

第6回   

【テーマ 】
経営パフォーマンスの測表⽰表⽰【Accounting Today】

【内容 】
（1）損益計算書によるパフォーマンス評価
（2）売上⾼と売上原価
（3）販売費及び⼀般管理費
（4）営業外収益と営業外費⽤
（5）特別利益と特別損失
（6）包括利益
（7）1株当たり利益の算定
（8）キャッシュ・フロー計算書によるパフォーマンス評価
（9）3つキャッシュ・フローの意味

【形態 】
講義

【⽬的と留意点 】
教科書P.250からP.273を読み、疑問点をまとめておく（１時間）。

第7回   

【テーマ 】
貸借対照表のパラダイム【Accounting Today】

【内容 】
（1）貸借対照表の基本フォーム
（2）流動・固定の分類
（3）IFRSでどう変わるか（貸借対照表の表⽰）
（4）資産の評価基準
（5）貨幣性資産と費⽤性資産の評価
（6）負債の評価基準
（7）純資産の部

【形態 】
講義

【⽬的と留意点 】
教科書P.290からP.303を読み、疑問点をまとめておく（１時間）。

第8回   【テーマ 】
資産の会計【Accounting Today】

【内容 】
（1）当座資産の会計
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（2）有価証券の会計
（3）棚卸資産の会計
（4）有形固定資産の会計（減価償却）
（5）有形固定資産の会計（減損会計）
（6）無形固定資産の会計
（7）投資等の会計
（8）繰延資産の会計
（9）研究開発費等の会計
（10）リースの会計

【形態 】
講義

【⽬的と留意点 】
教科書P.322からP.379を読み、疑問点をまとめておく（１時間）。

第9回   

【テーマ 】
持分の会計【Accounting Today】

【内容 】
（1）持分とは何か
（2）⾦銭債務の会計
（3）社債の会計
（4）引当⾦の会計
（5）純資産の部の区分
（6）払込資本の会計
（7）剰余⾦の会計
（8）評価・換算差額等と新株予約権
（9）株主資本等変動計算書

【形態 】
講義

【⽬的と留意点 】
教科書P.388からP.431を読み、疑問点をまとめておく（１時間）。

第10回   

【テーマ 】
⾦融商品の会計【Accounting Today】

【内容 】
（1）⾦融危機と⾦融商品会計
（2）有価証券の会計
（3）デリバティブ取引の会計
（4）ヘッジ会計
（5）⾦融資産・負債の認識中⽌の会計

【形態 】
講義

【⽬的と留意点 】
教科書P.446からP.472を読み、疑問点をまとめておく（１時間）。

第11回   【テーマ 】
従業員給付の会計【Accounting Today】
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【内容 】
（1）従業員給付とは何か
（2）企業年⾦の仕組みとタイプ
（3）退職給付債務・年⾦資産の測定
（4）退職給付費⽤の測定と認識
（5）数理計算上の差異・過去勤務費⽤・会計基準変更時差異の認識
（6）退職給付引当⾦の計上
（7）ストック・オプションの会計

【形態 】
講義

【⽬的と留意点 】
教科書P.483からP.512を読み、疑問点をまとめておく（１時間）。

第12回   

【テーマ 】
連結グループの会計【Accounting Today】

【内容 】
（1）連結会計ダイナミズム
（2）連結の範囲
（3）決算⽇・会計処理法の親⼦間差異
（4）連結貸借対照表の作成
（5）資本連結の⼿続き
（6）連結損益計算書の作成
（7）持分法の適⽤
（8）連結財務諸表の注記事項
（9）セグメント情報の開⽰
（10）グループ法⼈税制

【形態 】
講義

【⽬的と留意点 】
教科書P.526からP.566を読み、疑問点をまとめておく（１時間）。

第13回   

【テーマ 】
企業結合・事業分離等の会計【Accounting Today】

【内容 】
（1）M&Aをめぐる新潮流
（2）企業結合の会計
（3）事業分離等の会計
（4）企業組織再編の税務

【形態 】
講義

【⽬的と留意点 】
教科書P.578からP.599を読み、疑問点をまとめておく（１時間）。

第14回   【テーマ 】
グローバリゼーションの会計【Accounting Today】
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【内容 】
（1）⽇本企業のグローバリゼーションと為替換算
（2）外貨建取引の換算
（3）在外⽀店の財務諸表項⽬の換算
（4）在外⼦会社等の財務諸表項⽬の換算
（5）為替予約の会計

【形態 】
講義

【⽬的と留意点 】
教科書P.614からP.633を読み、疑問点をまとめておく（１時間）。

第15回   

【テーマ 】
戦略的企業評価に向けて

【内容 】
（1）分析のフレームワークと⼿法
（2）前期講義のまとめとレポート課題に関するフィードバック

【形態 】
講義

【⽬的と留意点 】
教科書P.646からP.691を読み、疑問点をまとめておく（１時間）。

ディプロマポリシー
との関連   

企業経営の基礎的・体系的な専⾨知識
経営の実務的能⼒
企業⼈として活躍できる総合的能⼒

担当教員の専⾨領域
との関連   

税理⼠としての実務経験を活かし、会計学に関する理論的説明に加え、当該実務における実
例やトピックについても解説する予定です。

使⽤⾔語   ⽇本語

到達⽬標   

この講義の⽬的は、会計学の初⼼者（簿記3 級レベル程度）を主たる対象として、現代の企
業会計を分かりやすく説明することで、履修者が会社をとりまく企業会計領域の基礎的理解
がはかれるようになることです。到達⽬標は会計学特有の基本的考え⽅が理解できるように
なることです。

課題に対するフィー
ドバック   

講義内レポート試験の内容に関する模範解答および解説を第15回⽬の講義においてフィー
ドバックする。

連絡⽅法   p-miyakawa-a@mailg.shumei-u.ac.jp

教科書   
タイトル 著者名 発⾏所

出版
年

ISBN ボタン

新・現代会計⼊⾨ 
第4版

伊藤邦雄
中央経
済社

2020
978-4-532-
13498-3

OPAC検索

※図書館に所蔵がない場合等、OPAC検索ボタンを押下してもヒットしないことがあります。

成績評価

種別   割合   評価基準等   

レポート(2) 50.0%

その他(99) 50.0% 平常点
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シラバス情報

授業情報

授業コード   B14045 開講キャンパス   千葉キャンパス

授業開講年度   2022年度

授業管理部署   教務課

授業名称   財務会計論Ⅱ

科⽬ナンバリング   33ACC21008

代表科⽬漢字名称   財務会計論Ⅱ

単位数   2 履修期   後期授業

担当者漢字名称   宮川 昭義

担当者カナ名称   ミヤカワ アキヨシ

履修基準年度 ２セメスター〜８セメスター

曜時   ⽉曜４限

科⽬関連性   簿記論，会計学総論，国際会計論，その他簿記・会計関連科⽬

資格との関連性等   
⽇商簿記検定試験（1〜3級），全経簿記検定試験（上級〜3級），ビジネス会計検定（1〜3
級），税理⼠試験（簿記論・財務諸表論），建設業経理⼠検定（1〜2級），中⼩企業診断
⼠（財務・会計），財務報告実務検定，企業経営アドバイザー，国際会計検定（BATIC）

講義内容   
この講義では，テキスト内容に沿った解説および実務におけるトピックを紹介しながら，現
代会計の基礎的および応⽤的理解を深める内容となっています。なお，財務会計論Ⅰの単位
修得者を前提として講義します。

第1回

【テーマ 】
現代の企業会計（財務会計論Ⅰのフィードバック）

【内容 】
（1）企業会計のパラダイム

【形態 】
講義

【⽬的と留意点 】
教科書P.2からP.40を読み、疑問点をまとめておく（１時間）。

第2回   

【テーマ 】
企業会計の本質とフレームワーク【Theory and History】【Field Study】

【内容 】
（1）収益費⽤観と資産負債観
（2）会計観のダイナミックな変遷
（3）利益が果たす役割
（4）業績予想の公表が企業⾏動に与えるインパクト

【形態 】
講義

【⽬的と留意点 】
教科書P.57からP.74を読み、疑問点をまとめておく（１時間）。

129



第3回   【テーマ 】
会計制度の論理と体系【Theory and History】【Field Study】

【内容 】
（1）IFRSの特徴
（2）概念フレームワーク
（3）会計基準の中⽴性
（4）事業会社と監査法⼈のせめぎ合い

【形態 】
講義

【⽬的と留意点 】
教科書P.110からP.132を読み、疑問点をまとめておく（１時間）。

第4回

【テーマ 】
企業のディスクロージャー【Theory and History】【Field Study】

【内容 】
（1）ディスクロージャー制度の⾰新
（2）会社法にもとづくディスクロージャー
（3）⾦融商品取引法にもとづくディスクロージャー
（4）ディスクロージャーとインサイダー取引
（5）⾃発的ディスクロージャーとIR（インベスター・リレーションズ）
（6）決算短信と業績予想

【形態 】
講義

【⽬的と留意点 】
教科書P.178からP.190を読み、疑問点をまとめておく（１時間）。

第5回   

【テーマ 】
損益計算書のパラダイム【Theory and History】【Field Study】

【内容 】
（1）実現主義の変遷
（2）会計利益の伸縮性
（3）会計利益最⼤化・平準化仮説
（4）IFRS導⼊が損益計算書に及ぼす影響

【形態 】
講義

【⽬的と留意点 】
教科書P.228からP.248を読み、疑問点をまとめておく（１時間）。

第6回   【テーマ 】
経営パフォーマンスの測表⽰表⽰【Theory and History】【Field Study】

【内容 】
（1）財務諸表の表⽰をめぐる挑戦
（2）会計利益vsキャッシュ・フロー
（3）⽇本企業の中期経営計画の特徴
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【形態 】
講義

【⽬的と留意点 】
教科書P.274からP.288を読み、疑問点をまとめておく（１時間）。

第7回   

【テーマ 】
貸借対照表のパラダイム【Theory and History】【Field Study】

【内容 】
（1）資産・負債の測定属性
（2）時価・公正価値の測定をめぐる挑戦
（3）IFRSの導⼊が貸借対照表に及ぼす影響

【形態 】
講義

【⽬的と留意点 】
教科書P.304からP.320を読み、疑問点をまとめておく（１時間）。

第8回   

【テーマ 】
資産の会計【Theory and History】【Field Study】

【内容 】
（1）減価償却のファイナンス効果
（2）事業転換と資産情報のリンケージ

【形態 】
講義

【⽬的と留意点 】
教科書P.380からP.386を読み、疑問点をまとめておく（１時間）。

第9回   

【テーマ 】
持分の会計【Theory and History】【Field Study】

【内容 】
（1）引当⾦論争
（2）持分の区分（負債と資本）
（3）資本構成の⽇⽶⽐較

【形態 】
講義

【⽬的と留意点 】
教科書P.432からP.444を読み、疑問点をまとめておく（１時間）。

第10回   【テーマ 】
⾦融商品の会計【Theory and History】【Field Study】

【内容 】
（1）有価証券等の時価情報の開⽰
（2）リスク・経済価値アプローチから財務構成要素アプローチへ
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（3）政策保有株式をめぐる対話・エンゲージメント

【形態 】
講義

【⽬的と留意点 】
教科書P.473からP.482を読み、疑問点をまとめておく（１時間）。

第11回   

【テーマ 】
従業員給付の会計【Theory and History】【Field Study】

【内容 】
（1）負債概念の拡張
（2）未認識債務の計上が企業に及ぼす影響（味の素の事例）

【形態 】
講義

【⽬的と留意点 】
教科書P.513からP.524を読み、疑問点をまとめておく（１時間）。

第12回   

【テーマ 】
連結グループの会計【Theory and History】【Field Study】

【内容 】
（1）親会社概念とエンティティ概念
（2）⽀配概念と連結の範囲
（3）持株会社の財務諸表

【形態 】
講義

【⽬的と留意点 】
教科書P.567からP.576を読み、疑問点をまとめておく（１時間）。

第13回   

【テーマ 】
企業結合・事業分離等の会計【Theory and History】【Field Study】

【内容 】
（1）企業結合会計をめぐる対⽴とコンバージェンス
（2）無形資産の測定と開⽰
（3）のれんの⾮償却が財務諸表に及ぼす影響（製薬業界の事例）

【形態 】
講義

【⽬的と留意点 】
教科書P.578からP.599を読み、疑問点をまとめておく（１時間）。

第14回   【テーマ 】
グローバリゼーションの会計【Theory and History】【Field Study】

【内容 】
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（1）各種の換算⽅法とその変遷
（2）⼆取引基準と⼀取引基準
（3）グローバル経営と企業業績

【形態 】
講義

【⽬的と留意点 】
教科書P.634からP.644を読み、疑問点をまとめておく（１時間）。

第15回   

【テーマ 】
戦略的企業評価に向けて（総括）

【内容 】
（1）分析の実例と活⽤
（2）後期講義のまとめとレポート課題に関するフィードバック

【形態 】
講義

【⽬的と留意点 】
教科書P.692からP.717を読み、疑問点をまとめておく（１時間）。

ディプロマポリシー
との関連   

企業経営の基礎的・体系的な専⾨知識
経営の実務的能⼒
企業⼈として活躍できる総合的能⼒

担当教員の専⾨領域
との関連   

税理⼠としての実務経験を活かし、会計学に関する理論的説明に加え、当該実務における実
例やトピックについても解説する予定です。

使⽤⾔語   ⽇本語

到達⽬標   

この講義の⽬的は、会計学の初⼼者（簿記3 級レベル程度）を主たる対象として、現代の企
業会計を分かりやすく説明することで、履修者が会社をとりまく企業会計領域の基礎的およ
び応⽤的理解がはかれるようになることです。到達⽬標は会計学特有の考え⽅が理解し，⾃
ら考え応⽤できるようになることです。

課題に対するフィー
ドバック   

講義内レポート試験の内容に関する模範解答および解説を第15回⽬の講義においてフィー
ドバックする。

連絡⽅法   p-miyakawa-a@mailg.shumei-u.ac.jp

教科書   
タイトル 著者名 発⾏所

出版
年

ISBN ボタン

新・現代会計⼊⾨ 
第4版

伊藤邦雄
中央経
済社

2020
978-4-532-
13498-3

OPAC検索

※図書館に所蔵がない場合等、OPAC検索ボタンを押下してもヒットしないことがあります。

成績評価

種別   割合   評価基準等   

レポート(2) 50.0%

その他(99) 50.0% 平常点
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シラバス情報

授業情報

授業コード   A31029 開講キャンパス   千葉キャンパス

授業開講年度   2022年度

授業管理部署   教務課

授業名称   製品開発論Ⅰ

科⽬ナンバリング   32MAN21013

代表科⽬漢字名称   製品開発論Ⅰ

単位数   2 履修期   前期授業

担当者漢字名称   ⻑⾕川 記央

担当者カナ名称   ハセガワ ノリオ

履修基準年度 ２セメスター〜８セメスター

曜時   ⽔曜１限

科⽬関連性   
経営学総論
マーケティング論
経営戦略論

資格との関連性等   中⼩企業診断⼠

講義内容   

製品開発論Ⅰについては、特に中⼩企業を中⼼とした製品戦略とは、どのようなものが望ま
しいのか、グループディスカッションを通じて学ぶこととする。
グループごとに、実際の製品あるいはサービスを開発し、どのようなターゲットにどのよう
な⽬的で開発したのかを発表する講義内容となる。
例えば、YouTube番組を制作する会社を想定した場合には、どのような番組をどのようなタ
ーゲットに発信するのか、飲⾷店の場合には、実際に開発した製品を写真などで撮影し、発
表することとなる。

第1回

【テーマ】
オリエンテーション
【内容】
どのような製品開発に興味があるのかをまとめ、報告をする。
【形態】
⽣徒同⼠で製品開発チーム（グループ）をつくる。
【⽬的と留意点】
グループディスカッションのルールなどを確認する。

第2回   

【テーマ】
経営学の基礎的⽤語の復習
【内容】
テイラーの科学的管理法
【形態】
グループディスカッションを中⼼として議論をする。
【⽬的と留意点】
テイラーの化学的管理法に適している製品とサービスについて考えてみる。
どのような製品がティラーの科学的管理法が適しているか考えてください。

第3回   【テーマ】
経営学の基礎的⽤語の復習（⼈間関係論）
【内容】
⼈間関係論について学ぶ。
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【形態】
グループディスカッションを中⼼として議論をする。
【⽬的と留意点】
メイヨーの関係論
メイヨーの⼈間関係論とティラーの科学的管理法について考えましょう。

グループ学習①
製品開発チームごとにどのような製品の開発を⾏うか、話し合う。

第4回

【テーマ】
フェイヨルのPOCCCサイクル
【内容】
製品開発とフェイヨルの製品開発の関係についてまとめましょう。
【形態】
グループディスカッションを中⼼に議論をする。
【⽬的と留意点】
グループ学習②
製品開発チームごとに、どのターゲットに対する製品であるのか意⾒をまとめましょう

第5回   

【テーマ】
ドラッカーの企業経営の3側⾯
【内容】
企業マネジメントについてドラッカーの現代の経営を通じて考えてみましょう。
【形態】
グループディスカッションを中⼼に議論をする。
【⽬的と留意点】
グループ学習③
製品の製造あるいはサービスの提供に必要な材料などは何か考えてみましょう。

第6回   

【テーマ】
アンゾフの経営戦略
【内容】
アンゾフの経営戦略について学び、製品戦略の基本的な考え⽅を⾝につけましょう。
【形態】
グループディスカッションを中⼼に議論をする。
【⽬的と留意点】
第1回から第5回までのまとめ
 経営学の基礎的な⽤語の整理などを⾏います。

第7回   

【テーマ】
ＳＷＯＴ分析
【内容】
ＳＷＯＴ分析について学び、どのような分析⽅法か⾝につけましょう。
【形態】
グループディスカッションを中⼼に議論をする。
【⽬的と留意点】
グループ学習④
製品開発の場合には、実際に試作品などを製作しましょう。
サービス業の場合には、実際にサービスの提供を⾏ってみましょう。

第8回   【テーマ】
プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント
【内容】
ＰＰＭについて学び、多⾓化戦略の基本的な考え⽅について習得しましょう。
【形態】
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グループディスカッションを中⼼に議論をする。
【⽬的と留意点】
グループ学習⑤
製品開発の場合には、試作品の改良点などを話し合いましょう。
サービス業の場合には、サービスの改良点などを話し合いましょう。

第9回   

【テーマ】
ポーターの5⼒フレームワーク
【内容】
ポーターの5⼒分析について学び、外部環境などの影響の考え⽅について習得しましょう。
【形態】
グループディスカッションを中⼼に議論をする。
【⽬的と留意点】
グループ学習⑥
製品開発の場合には、試作品を改良し、製品開発を完了させましょう。
サービス業の場合には、サービスの提供を⾏い、サービスの完了を⾏いましょう。

第10回   

【テーマ】
企業実務①
【内容】
実際の企業がどのような製品開発を⾏っているのか学びます。
【形態】
グループディスカッションを中⼼に議論をする。
【⽬的と留意点】
グループ学習⑦
広告活動（マーケティング戦略）について、どのように⾏うと効果的か話し合いましょう。

第11回   

【テーマ】
企業実務②
【内容】
実際の企業がどのような⼈的資源管理のもとに製品開発を⾏っているのか学びます。
【形態】
グループディスカッションを中⼼に議論をする。
【⽬的と留意点】
グループ学習⑧
グループ報告の準備を⾏いましょう。
PowerPointなどを利⽤して、発表する準備を整えましょう。

第12回   

【テーマ】
グループ報告Ⅰ（商品開発）
【内容】
どのような製品を開発し、どのようなターゲットに向けて提供したいのか、報告をする。
他の⽣徒の意⾒などを聞いて、取り⼊れるべきか取り⼊れないべきかなどを検討する。
想定していた質問と想定していなかった質問がある場合には整理をし、どうしてそのような
質問がなされたのか、検討をする。
【形態】
グループディスカッションを中⼼に議論をする。
【⽬的と留意点】
プレゼンテーションの練習

第13回   【テーマ】
グループ報告Ⅱ（サービス開発）
【内容】
 サービス業特有の問題について考え、どのようなサービスを提供することを考えたのか、
報告をする。実際に報告をした結果、報告者が意図していたサービスとして伝わっているか
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を整理する。
 また、ターゲットなどについては適切であったのか、他の⽣徒の意⾒を聞きながら、検討
を⾏う。
【形態】
グループディスカッションを中⼼に議論をする。
【⽬的と留意点】
研究成果をもとに議論を⾏う。

第14回   

【テーマ】
グループ報告Ⅲ（スポーツ産業・芸能など）
【内容】
 ⾃由職業とよばれるものの、新しいサービスの報告をする。
 スポーツ産業などの産業特有の問題についてふれて報告をすること。
 どのようなサービスであれば付加価値が伝えやすいのか検討をし、新しいサービスについ
て報告を⾏う。
【形態】
グループディスカッションを中⼼に議論をする。
【⽬的と留意点】
プレゼンテーションを通じて、⼈に伝えることの難しさなどを学ぶ。

第15回   

【テーマ】
確認テスト
【内容】
・製品戦略について
・差別化戦略における⻑所と短所
・経営戦略全般の知識の整理
【形態】
対⾯講義で実施する。
【⽬的と留意点】
製品開発に関する知識について、どの程度⾝についているか確認をする。

ディプロマポリシー
との関連   

企業経営の基礎的・体系的な専⾨知識

担当教員の専⾨領域
との関連   

税理⼠
租税訴訟学会・⽇本経営監査学会・⽇本地⽅公会計学会・社団法⼈⽇本公認外部監査⼈会 
理事
税理⼠としての実務経験を⽣かした授業を展開する。

使⽤⾔語   ⽇本語

到達⽬標   
⾃主的に新しいアイディアをまとめる能⼒が⾝についていること。
経営学の基本的な⽤語について⾝についていること。

課題に対するフィー
ドバック   

質疑応答の時間を設ける。質問・疑問点に回答する機会を設定する。

使⽤教科書(参考書・
参考サイト)   

三⾕宏治（2013）『経営戦略全史 (ディスカヴァー・レボリューションズ) 』ディスカヴァ
ー・トゥエンティワン。

連絡⽅法   p-hasegawa@mailg.shumei-u.ac.jp

教科書   

タイトル 著者名 発⾏所
出版
年

ISBN ボタン

経営戦略全史 (デ
ィスカヴァー・レ
ボリューションズ)

三⾕宏治

ディスカヴ
ァー・トゥ
エンティワ
ン

2013
978-
4799313138

OPAC検索
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※図書館に所蔵がない場合等、OPAC検索ボタンを押下してもヒットしないことがあります。

成績評価

種別   割合   評価基準等   

試験(1) 30.0%

その他(99) 70.0% 授業への参加の態度（任意レポートを含む。）

備考   
授業への参加の態度（任意レポートを含む。）70％
確認テスト 30％

その他の注意事項   グループ報告を⾏わない場合には、単位取得ができないので留意すること。
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シラバス情報

授業情報

授業コード   A32042

授業開講年度   2022年度

授業名称   製品開発論Ⅱ

科⽬ナンバリング   32MAN21014

代表科⽬漢字名称   製品開発論Ⅱ

履修期   前期授業

担当者漢字名称   ⻑⾕川 記央

担当者カナ名称   ハセガワ ノリオ

開講キャンパス   千葉キャンパス

曜時   ⽔曜２限

科⽬関連性   
経営学総論
製品開発論Ⅰ

資格との関連性等   中⼩企業診断⼠

講義内容   
本講義においては、ゲーム制作・スポーツサービス・美容・観光サービスにおける製品開発
について、グループ学習を通じて学び、グループごとに実際に製品開発を⾏うことにより実
践的な⼒を養うことを⽬的としている。

第1回

【テーマ】
オリエンテーション
【内容】
本講義の内容・評価等の確認
【形態】
グループディスカッションを中⼼に議論をする。
【⽬的と留意点】
製品開発チームをつくり、どの事業の製品開発を⾏うか検討をする。
業界特有の問題について端的に考える。

第2回   

【テーマ】
ゲーム制作における製品開発上の問題
【内容】
知的財産権を中⼼に、どのような問題があるのか考えてきます。
【形態】
グループディスカッションを中⼼に議論をする。
【⽬的と留意点】
製品開発①
 製品開発の⽬的・ビジョンなどを設定する。

第3回   

【テーマ】
スポーツサービスにおける製品開発上の問題
【内容】
スポーツ産業特有の問題についてまとめ、どのような産業であるか学ぶ。
【形態】
グループディスカッションを中⼼に議論をする。
【⽬的と留意点】
製品開発②
 新製品におけるブランディングをどのように⾏うべきか検討をする。
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第4回 【テーマ】
美容における製品開発上の問題
【内容】
美容業特有の問題について考え、ブランディングについて学ぶ。
【形態】
グループディスカッションを中⼼に議論をする。
【⽬的と留意点】
製品開発③
 試作品の開発等を⾏う。
 新サービスの開発等を⾏う。

第5回   

【テーマ】
観光サービスにおける製品開発上の問題
【内容】
観光資源とはどのようなものがあるのか考え、観光資源を⽣かす経営戦略について学ぶ。
【形態】
グループディスカッションを中⼼に議論をする。
【⽬的と留意点】
製品開発④
 材料等についてまとめ、原価率の計算などを⾏い、売価を設定する。
 製品・サービスの売価について検討を⾏う。

第6回   

【テーマ】
第1回から第5回までのまとめ
【内容】
業界特有の問題についてまとめ、どのような経営リスクが潜んでいるか学ぶ。
【形態】
グループディスカッションを中⼼に議論をする。
【⽬的と留意点】
製品開発⑤
 試作品あるいは新サービスを完成させる。

第7回   

【テーマ】
製品開発の中間報告
【内容】
試作品と新サービスについて報告を⾏い、他の⽣徒から広く意⾒をもとめる。
【形態】
グループディスカッションを中⼼に議論をする。
【⽬的と留意点】
製品あるいはサービスの完成まで、どのようなことが必要であるか問題点を考え、グループ
ごとにまとめる。

第8回   

【テーマ】
差別化戦略とコスト・リーダーシップ戦略
【内容】
差別化戦略とコスト・リーダーシップ戦略の違いについて学びます。
【形態】
グループディスカッションを中⼼に議論をする。
【⽬的と留意点】
製品開発⑥
 中間報告によって発⾒された改善されるべき点をまとめ、どのように製品・サービスに⽣
かすべきか、あるいは取り⼊れるべきではない点を明確にし、その理由はなぜか話し合いま
す。

第9回   【テーマ】
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多⾓化戦略
【内容】
多⾓化戦略にはどのようなものがあるのか学び、製品開発との関係について学びます。
【形態】
グループディスカッションを中⼼に議論をする。
【⽬的と留意点】
製品開発⑦
 製品・サービスを完成させ、問題がなどが⽣じていないか確認を⾏います。

第10回   

【テーマ】
製品開発⑧
【内容】
グループ報告の準備を⾏います。
製品開発をした製品・サービスを報告できるように準備を⾏います。
PowerPointなどを利⽤して、プレゼンテーションの準備を⾏います。
【形態】
グループディスカッションを中⼼に議論をする。
【⽬的と留意点】
プレゼンテーションを⾏う上で、どのようなことに配慮すべきか学ぶ。

第11回   

【テーマ】
グループ報告①
【内容】
 ゲーム制作に関する製品開発の報告を⾏う。
 ゲーム制作に関する注意すべき事項をまとめる。
 知的財産権に関する注意すべき事項についてまとめる。
【形態】
グループディスカッションを中⼼に議論をする。
【⽬的と留意点】
ゲーム業界の特性について理解を深める。

第12回   

【テーマ】
グループ報告②
【内容】
 スポーツサービスに関する製品開発の報告を⾏う。
 スポーツ産業特有の問題と注意すべき事項をまとめる。
 サービスの付加価値について、どのように向き合ったか報告をする。
【形態】
グループディスカッションを中⼼に議論をする。
【⽬的と留意点】
スポーツ産業について理解を深める。

第13回   

【テーマ】
グループ報告③
【内容】
 美容業に関する製品開発の報告を⾏う。
 広告活動・ブランディングについて、どのように向き合ったか報告をする。
 ターゲットなどについて、どのように向き合ったか報告をする。
【形態】
 グループディスカッションを中⼼に議論をする。
【⽬的と留意点】
 美容業界の特性について理解を深める。

第14回   【テーマ】
グループ報告④
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【内容】
 観光サービスにおける製品開発の報告を⾏う。
 観光サービスと観光資源の関係について、どのように捉えたか報告をする。
 外国⼈旅⾏客について、どのような位置づけで製品開発を⾏ったか報告をする。
【形態】
 グループディスカッションを中⼼に議論をする。
【⽬的と留意点】
 観光業界の特性について理解を深める。

第15回   

【テーマ】
製品開発に関する基本的な知識の復習
【内容】
ゲーム制作に関する製品開発の問題について確認する。
スポーツ産業の製品開発の問題について確認する。
美容業に関する製品開発の問題について確認する。
観光サービスにおける製品開発について確認する。
【形態】
対⾯講義において実施をする。
【⽬的と留意点】
製品開発に関する専⾨的知識の習熟度について確認をする。

ディプロマポリシー
との関連   

企業経営の基礎的・体系的な専⾨知識

担当教員の専⾨領域
との関連   

税理⼠
租税訴訟学会・⽇本経営監査学会・⽇本地⽅公会計学会・社団法⼈⽇本公認外部監査⼈会 
理事
税理⼠としての実務経験を⽣かした授業を展開する。

使⽤⾔語   ⽇本語

到達⽬標   
⾼いコミュニケーションを養い、さまざまな価値観と向き合う能⼒を養うこと。
製品開発の基本的な考え⽅について習得し、実践的な⼒を養うこと。
業界特有の問題について向き合い、より実践的な製品開発を⾏うことができること。

課題に対するフィー
ドバック   

質疑応答の時間を設ける。質問・疑問点に回答する機会を設定する。

連絡⽅法   p-hasegawa@mailg.shumei-u.ac.jp

成績評価

種別   割合   評価基準等   

試験(1) 30.0% 確認テスト

その他(99) 70.0% 授業への参加の態度（任意レポートを含む。）

備考   
授業への参加の態度（任意レポートを含む。）70％
確認テスト 30％

その他の注意事項   グループ報告を⾏わない場合には、単位取得ができないことに留意すること。
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シラバス情報

授業情報

授業コード   A32021 開講キャンパス   千葉キャンパス

授業開講年度   2022年度

授業管理部署   教務課

授業名称   ベンチャー起業論Ⅰ

科⽬ナンバリング   34MAN21007

代表科⽬漢字名称   ベンチャー起業論Ⅰ

単位数   2 履修期   前期授業

担当者漢字名称   ⿊澤 佳⼦

担当者カナ名称   クロサワ ヨシコ

履修基準年度 ２セメスター〜８セメスター

曜時   ⽔曜２限

科⽬関連性   
なし
なおベンチャー起業論Ⅰとともにベンチャー起業論Ⅱを受講することが望ましい。

資格との関連性等   なし

講義内容   

国内企業の99.7％を占める中⼩企業が⽇本経済に与える影響は⼤きい。少⼦⾼齢化に伴う
後継者不⾜に悩まされる経営者が多い中、さまざまな分野で新しいアイデアやビジネスモデ
ル、専⾨的な知識、技術・サービスを駆使して事業を創造する起業家（アントレプレナー）
が期待されている。新しい事業を創造するには、新しい付加価値を⽣み出すこと、「イノベ
ーション」が重要になる。起業家（アントレプレナー）がイノベーションを起こすことで、
企業だけでなく社会全体が・持続的に成⻑・発展していくことの⼤切さを学ぶ。
使⽤⾔語:⽇本語

第1回

【テーマ】
ベンチャー起業論の概要

【内容】
・授業の概要、進め⽅の説明
・なぜベンチャー起業について学ぶのか︖
・ベンチャーとは︖
・起業とは︖

【形態】
講義を中⼼に演習も取り⼊れる。

【⽬的と留意点】
講義の中で、いくつかの問い、質問を投げかける。
それに対する回答を、リアクションペーパーに記載し、提出すること。

予習︓講義の前提となる⽤語の確認を⾏うこと。わからない場合には、専⾨書、辞典、イン
ターネットなどを活⽤して調べること。
必要に応じて授業で指⽰をする（30分）。
復習︓「講義で紹介した重要な⽤語の確認」「計算問題を中⼼とする解き直し」「疑問点を
まとめて次回に備える」などの復習を⾏うこと。
関連する新聞記事、経済ニュースなどに積極的に触れること。このほか、講義での指⽰に従
うこと。必要に応じて宿題を出すことがある（60分）。
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第2回   

【テーマ】
中⼩企業の現状と課題

【内容】
・中⼩企業のおかれている環境
・中⼩企業が抱える問題
・地域とのかかわり
・中⼩企業の経営戦略
・強みと弱み、脅威と機会
・競争優位と差別化

【形態】
講義を中⼼に演習も取り⼊れる。

【⽬的と留意点】
講義の中で、いくつかの問い、質問を投げかける。
それに対する回答を、リアクションペーパーに記載し、提出すること。

予習︓講義の前提となる⽤語の確認を⾏うこと。わからない場合には、専⾨書、辞典、イン
ターネットなどを活⽤して調べること。
必要に応じて授業で指⽰をする（30分）。
復習︓「講義で紹介した重要な⽤語の確認」「計算問題を中⼼とする解き直し」「疑問点を
まとめて次回に備える」などの復習を⾏うこと。
関連する新聞記事、経済ニュースなどに積極的に触れること。このほか、講義での指⽰に従
うこと。必要に応じて宿題を出すことがある（60分）。

第3回   

【テーマ】
起業家（アントレプレナー）

【内容】
・起業家の特徴と背景
・起業をとりまく環境
・起業家の⼼構え
・⽇本における起業の現状
・諸外国の起業の状況

【形態】
講義を中⼼に演習も取り⼊れる。

【⽬的と留意点】
講義の中で、いくつかの問い、質問を投げかける。
それに対する回答を、リアクションペーパーに記載し、提出すること。

予習︓講義の前提となる⽤語の確認を⾏うこと。わからない場合には、専⾨書、辞典、イン
ターネットなどを活⽤して調べること。
必要に応じて授業で指⽰をする（30分）。
復習︓「講義で紹介した重要な⽤語の確認」「計算問題を中⼼とする解き直し」「疑問点を
まとめて次回に備える」などの復習を⾏うこと。
関連する新聞記事、経済ニュースなどに積極的に触れること。このほか、講義での指⽰に従
うこと。必要に応じて宿題を出すことがある（60分）。

第4回 【テーマ】
事業のスタートアップ

144



【内容】
・事業計画
・事業コンセプト
・市場のセグメンテーション
・ポジショニング
・顧客ターゲット

【形態】
講義を中⼼に演習も取り⼊れる。

【⽬的と留意点】
講義の中で、いくつかの問い、質問を投げかける。
それに対する回答を、リアクションペーパーに記載し、提出すること。

予習︓講義の前提となる⽤語の確認を⾏うこと。わからない場合には、専⾨書、辞典、イン
ターネットなどを活⽤して調べること。
必要に応じて授業で指⽰をする（30分）。
復習︓「講義で紹介した重要な⽤語の確認」「計算問題を中⼼とする解き直し」「疑問点を
まとめて次回に備える」などの復習を⾏うこと。
関連する新聞記事、経済ニュースなどに積極的に触れること。このほか、講義での指⽰に従
うこと。必要に応じて宿題を出すことがある（60分）。

第5回   

【テーマ】
企業形態と業種

【内容】
・さまざまな企業形態と特徴
・株式会社
・製造業
・⼩売業
・サービス業
・ソーシャルビジネス

【形態】
講義を中⼼に演習も取り⼊れる。

【⽬的と留意点】
講義の中で、いくつかの問い、質問を投げかける。
それに対する回答を、リアクションペーパーに記載し、提出すること。

予習︓講義の前提となる⽤語の確認を⾏うこと。わからない場合には、専⾨書、辞典、イン
ターネットなどを活⽤して調べること。
必要に応じて授業で指⽰をする（30分）。
復習︓「講義で紹介した重要な⽤語の確認」「計算問題を中⼼とする解き直し」「疑問点を
まとめて次回に備える」などの復習を⾏うこと。
関連する新聞記事、経済ニュースなどに積極的に触れること。このほか、講義での指⽰に従
うこと。必要に応じて宿題を出すことがある（60分）。

第6回   【テーマ】
ファイナンス

【内容】
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・さまざまな資⾦調達⽅法
・直接⾦融と間接⾦融
・制度融資と信⽤保証
・ベンチャーキャピタル
・クラウドファンディング

【形態】
講義を中⼼に演習も取り⼊れる。

【⽬的と留意点】
講義の中で、いくつかの問い、質問を投げかける。
それに対する回答を、リアクションペーパーに記載し、提出すること。

予習︓講義の前提となる⽤語の確認を⾏うこと。わからない場合には、専⾨書、辞典、イン
ターネットなどを活⽤して調べること。
必要に応じて授業で指⽰をする（30分）。
復習︓「講義で紹介した重要な⽤語の確認」「計算問題を中⼼とする解き直し」「疑問点を
まとめて次回に備える」などの復習を⾏うこと。
関連する新聞記事、経済ニュースなどに積極的に触れること。このほか、講義での指⽰に従
うこと。必要に応じて宿題を出すことがある（60分）。

第7回   

【テーマ】
イノベーション（⾰新）

【内容】
・研究開発
・インキュベーションと「死の⾕」
・「ダーウィンの海」
・イノベーションの普及課程
・イノベーションのジレンマ

【形態】
講義を中⼼に演習も取り⼊れる。

【⽬的と留意点】
講義の中で、いくつかの問い、質問を投げかける。
それに対する回答を、リアクションペーパーに記載し、提出すること。

予習︓講義の前提となる⽤語の確認を⾏うこと。わからない場合には、専⾨書、辞典、イン
ターネットなどを活⽤して調べること。
必要に応じて授業で指⽰をする（30分）。
復習︓「講義で紹介した重要な⽤語の確認」「計算問題を中⼼とする解き直し」「疑問点を
まとめて次回に備える」などの復習を⾏うこと。
関連する新聞記事、経済ニュースなどに積極的に触れること。このほか、講義での指⽰に従
うこと。必要に応じて宿題を出すことがある（60分）。

第8回   【テーマ】
リスクとコンプライアンス

【内容】
・ベンチャー企業のリスク
・コンプライアンスとは
・コーポレートガバナンス
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・起業に関する法律
・起業におけるさまざまな⽀援策

【形態】
講義を中⼼に演習も取り⼊れる。

【⽬的と留意点】
講義の中で、いくつかの問い、質問を投げかける。
それに対する回答を、リアクションペーパーに記載し、提出すること。

予習︓講義の前提となる⽤語の確認を⾏うこと。わからない場合には、専⾨書、辞典、イン
ターネットなどを活⽤して調べること。
必要に応じて授業で指⽰をする（30分）。
復習︓「講義で紹介した重要な⽤語の確認」「計算問題を中⼼とする解き直し」「疑問点を
まとめて次回に備える」などの復習を⾏うこと。
関連する新聞記事、経済ニュースなどに積極的に触れること。このほか、講義での指⽰に従
うこと。必要に応じて宿題を出すことがある（60分）。

第9回   

【テーマ】
株式公開（IPO）

【内容】
・株式公開（IPO）とは
・株式公開のメリット・デメリット
・⽇本の株式市場
・株式上場基準

【形態】
講義を中⼼に演習も取り⼊れる。

【⽬的と留意点】
講義の中で、いくつかの問い、質問を投げかける。
それに対する回答を、リアクションペーパーに記載し、提出すること。

予習︓講義の前提となる⽤語の確認を⾏うこと。わからない場合には、専⾨書、辞典、イン
ターネットなどを活⽤して調べること。
必要に応じて授業で指⽰をする（30分）。
復習︓「講義で紹介した重要な⽤語の確認」「計算問題を中⼼とする解き直し」「疑問点を
まとめて次回に備える」などの復習を⾏うこと。
関連する新聞記事、経済ニュースなどに積極的に触れること。このほか、講義での指⽰に従
うこと。必要に応じて宿題を出すことがある（60分）。

第10回   【テーマ】
企業買収（M&A）

【内容】
・合併（新設合併、吸収合併）
・買収（株式買収、事業譲渡）
・ジョイントベンチャー、企業提携
・TOB、LBO、MBO、MBI

【形態】
講義を中⼼に演習も取り⼊れる。
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【⽬的と留意点】
講義の中で、いくつかの問い、質問を投げかける。
それに対する回答を、リアクションペーパーに記載し、提出すること。

予習︓講義の前提となる⽤語の確認を⾏うこと。わからない場合には、専⾨書、辞典、イン
ターネットなどを活⽤して調べること。
必要に応じて授業で指⽰をする（30分）。
復習︓「講義で紹介した重要な⽤語の確認」「計算問題を中⼼とする解き直し」「疑問点を
まとめて次回に備える」などの復習を⾏うこと。
関連する新聞記事、経済ニュースなどに積極的に触れること。このほか、講義での指⽰に従
うこと。必要に応じて宿題を出すことがある（60分）。

第11回   

【テーマ】
事例研究（1）

【内容】
ベンチャービジネスについて具体的な事例を取り上げて紹介する。
どのような⼿法でビジネスを⽴ち上げ、事業化しているのか、これまでの授業で学んだこと
から考察する。

【形態】
講義を中⼼に演習も取り⼊れる。

【⽬的と留意点】
講義の中で、いくつかの問い、質問を投げかける。
それに対する回答を、リアクションペーパーに記載し、提出すること。

予習︓講義の前提となる⽤語の確認を⾏うこと。わからない場合には、専⾨書、辞典、イン
ターネットなどを活⽤して調べること。
必要に応じて授業で指⽰をする（30分）。
復習︓「講義で紹介した重要な⽤語の確認」「計算問題を中⼼とする解き直し」「疑問点を
まとめて次回に備える」などの復習を⾏うこと。
関連する新聞記事、経済ニュースなどに積極的に触れること。このほか、講義での指⽰に従
うこと。必要に応じて宿題を出すことがある（60分）。

第12回   【テーマ】
事例研究（2）

【内容】
ベンチャービジネスについて具体的な事例を取り上げて紹介する。
どのような⼿法でビジネスを⽴ち上げ、事業化しているのか、これまでの授業で学んだこと
から考察する。

【形態】
講義を中⼼に演習も取り⼊れる。

【⽬的と留意点】
講義の中で、いくつかの問い、質問を投げかける。
それに対する回答を、リアクションペーパーに記載し、提出すること。

予習︓講義の前提となる⽤語の確認を⾏うこと。わからない場合には、専⾨書、辞典、イン
ターネットなどを活⽤して調べること。
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必要に応じて授業で指⽰をする（30分）。
復習︓「講義で紹介した重要な⽤語の確認」「計算問題を中⼼とする解き直し」「疑問点を
まとめて次回に備える」などの復習を⾏うこと。
関連する新聞記事、経済ニュースなどに積極的に触れること。このほか、講義での指⽰に従
うこと。必要に応じて宿題を出すことがある（60分）。

第13回   

【テーマ】
事例研究（3）

【内容】
ベンチャービジネスについて具体的な事例を取り上げて紹介する。
どのような⼿法でビジネスを⽴ち上げ、事業化しているのか、これまでの授業で学んだこと
から考察する。

【形態】
講義を中⼼に演習も取り⼊れる。

【⽬的と留意点】
講義の中で、いくつかの問い、質問を投げかける。
それに対する回答を、リアクションペーパーに記載し、提出すること。

予習︓講義の前提となる⽤語の確認を⾏うこと。わからない場合には、専⾨書、辞典、イン
ターネットなどを活⽤して調べること。
必要に応じて授業で指⽰をする（30分）。
復習︓「講義で紹介した重要な⽤語の確認」「計算問題を中⼼とする解き直し」「疑問点を
まとめて次回に備える」などの復習を⾏うこと。
関連する新聞記事、経済ニュースなどに積極的に触れること。このほか、講義での指⽰に従
うこと。必要に応じて宿題を出すことがある（60分）。

第14回   

【テーマ】
確認テスト

【内容】
授業で扱った内容から確認テストを⾏う。

【形態】
確認テスト

【⽬的と留意点】
これまでの授業のノート、配布したプリントを持参する。
必要に応じて電卓を持参すること。

予習︓講義の前提となる⽤語の確認を⾏うこと。わからない場合には、専⾨書、辞典、イン
ターネットなどを活⽤して調べること。
必要に応じて授業で指⽰をする（30分）。
復習︓「講義で紹介した重要な⽤語の確認」「計算問題を中⼼とする解き直し」「疑問点を
まとめて次回に備える」などの復習を⾏うこと。
関連する新聞記事、経済ニュースなどに積極的に触れること。このほか、講義での指⽰に従
うこと。必要に応じて宿題を出すことがある（60分）。

第15回   【テーマ】
確認テスト解説、フィードバック

【内容】
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これまでの授業のまとめ
確認テストを返却し、フィードバックを⾏う。

【形態】
講義を中⼼に演習も取り⼊れる。

【⽬的と留意点】
講義の中で、いくつかの問い、質問を投げかける。
それに対する回答を、リアクションペーパーに記載し、提出すること。

予習︓講義の前提となる⽤語の確認を⾏うこと。わからない場合には、専⾨書、辞典、イン
ターネットなどを活⽤して調べること。
必要に応じて授業で指⽰をする（30分）。
復習︓「講義で紹介した重要な⽤語の確認」「計算問題を中⼼とする解き直し」「疑問点を
まとめて次回に備える」などの復習を⾏うこと。
関連する新聞記事、経済ニュースなどに積極的に触れること。このほか、講義での指⽰に従
うこと。必要に応じて宿題を出すことがある（60分）。

ディプロマポリシー
との関連   

企業経営の基礎的・体系的な専⾨知識
経営の実務的能⼒

担当教員の専⾨領域
との関連   

本科⽬は、担当者の経営コンサルタントの実務経験をもとに実践的な授業を⾏う。

使⽤⾔語   ⽇本語

到達⽬標   
事業の成り⽴つ要件がわかるようになる。
起業活動が⽇本経済に与える影響が理解できるようになる。

課題に対するフィー
ドバック   

課題（ミニレポート、確認テスト等）は採点後、採点結果を書き加え、返却する。

使⽤教科書(参考書・
参考サイト)   

「企業経営⼊⾨」中央経済社

連絡⽅法   p-kurosawa-y@mailg.shumei-u.ac.jp

教科書   
タイトル 著者名 発⾏所 出版年 ISBN ボタン

企業経営⼊⾨ 井上善海他10名 中央経済社 2022 9784502426810 OPAC検索

※図書館に所蔵がない場合等、OPAC検索ボタンを押下してもヒットしないことがあります。

成績評価

種別   割合   評価基準等   

⼩テスト(0) 25.0%

試験(1) 50.0%

課題(3) 25.0%

備考   
授業に対する取り組み・ミニレポートなど平常点50点、テスト・課題提出等を50点とし
て、両者を合計して総合的に評価する。
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シラバス情報

授業情報

授業コード   B34060 開講キャンパス   千葉キャンパス

授業開講年度   2022年度

授業管理部署   教務課

授業名称   ベンチャー起業論Ⅱ

科⽬ナンバリング   34MAN21008

代表科⽬漢字名称   ベンチャー起業論Ⅱ

単位数   2 履修期   後期授業

担当者漢字名称   ⿊澤 佳⼦

担当者カナ名称   クロサワ ヨシコ

履修基準年度 ２セメスター〜８セメスター

曜時   ⽔曜４限

科⽬関連性   
なし
なお、ベンチャー起業論Ⅰを受講することが望ましい。

資格との関連性等   なし

講義内容   

少⼦⾼齢化に伴い、近い将来⽇本は労働者不⾜に悩まされると予想されている。そのような
中、さまざまな分野で新しいアイデアやビジネスモデル、専⾨的な知識、技術・サービスを
駆使して事業を創造する起業家（アントレプレナー）が期待されている。新しい事業を創造
するには、新しい付加価値を⽣み出すこと、「イノベーション」が重要になる。起業家（ア
ントレプレナー）がイノベーションを起こすことで、企業だけでなく社会全体が・持続的に
成⻑・発展していくことの⼤切さを学ぶ。

第1回

【テーマ】
ベンチャー起業論の概要

【内容】
・授業の概要、進め⽅の説明
・なぜベンチャー起業について学ぶのか︖
・ベンチャーとは︖
・起業とは︖

【形態】
講義を中⼼に演習も取り⼊れる。

【⽬的と留意点】
講義の中で、いくつかの問い、質問を投げかける。
それに対する回答ならびにコメントペーパーを提出すること。

予習︓講義の前提となる⽤語の確認を⾏うこと。わからない場合には、専⾨書、辞典、イン
ターネットなどを活⽤して調べること。
必要に応じて授業で指⽰をする（30分）。
復習︓「講義で紹介した重要な⽤語の確認」「計算問題を中⼼とする解き直し」「疑問点を
まとめて次回に備える」などの復習を⾏うこと。
関連する新聞記事、経済ニュースなどに積極的に触れること。このほか、講義での指⽰に従
うこと。必要に応じて宿題を出すことがある（60分）。
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第2回   【テーマ】
起業家（アントレプレナー）とは

【内容】
・起業家の特徴と背景
・起業をとりまく環境
・起業家の⼼構え
・⽇本における起業の現状
・諸外国の起業の状況

【形態】
講義を中⼼に演習も取り⼊れる。

【⽬的と留意点】
講義の中で、いくつかの問い、質問を投げかける。
それに対する回答ならびにコメントペーパーを提出すること。

予習︓講義の前提となる⽤語の確認を⾏うこと。わからない場合には、専⾨書、辞典、イン
ターネットなどを活⽤して調べること。
必要に応じて授業で指⽰をする（30分）。
復習︓「講義で紹介した重要な⽤語の確認」「計算問題を中⼼とする解き直し」「疑問点を
まとめて次回に備える」などの復習を⾏うこと。
関連する新聞記事、経済ニュースなどに積極的に触れること。このほか、講義での指⽰に従
うこと。必要に応じて宿題を出すことがある（60分）。

第3回   

【テーマ】
起業の準備段階

【内容】
・アイデアを形にする
・ヒト・モノを準備する
・お⾦を準備する

【形態】
講義を中⼼に演習も取り⼊れる。

【⽬的と留意点】
講義の中で、いくつかの問い、質問を投げかける。
それに対する回答ならびにコメントペーパーを提出すること。

予習︓講義の前提となる⽤語の確認を⾏うこと。わからない場合には、専⾨書、辞典、イン
ターネットなどを活⽤して調べること。
必要に応じて授業で指⽰をする（30分）。
復習︓「講義で紹介した重要な⽤語の確認」「計算問題を中⼼とする解き直し」「疑問点を
まとめて次回に備える」などの復習を⾏うこと。
関連する新聞記事、経済ニュースなどに積極的に触れること。このほか、講義での指⽰に従
うこと。必要に応じて宿題を出すことがある（60分）。

第4回 【テーマ】
起業の計画・実⾏段階

【内容】
・事業計画書を作る
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・開業⼿続き
・集客・販促
・⼈事・会計

【形態】
講義を中⼼に演習も取り⼊れる。

【⽬的と留意点】
講義の中で、いくつかの問い、質問を投げかける。
それに対する回答ならびにコメントペーパーを提出すること。

予習︓講義の前提となる⽤語の確認を⾏うこと。わからない場合には、専⾨書、辞典、イン
ターネットなどを活⽤して調べること。
必要に応じて授業で指⽰をする（30分）。
復習︓「講義で紹介した重要な⽤語の確認」「計算問題を中⼼とする解き直し」「疑問点を
まとめて次回に備える」などの復習を⾏うこと。
関連する新聞記事、経済ニュースなどに積極的に触れること。このほか、講義での指⽰に従
うこと。必要に応じて宿題を出すことがある（60分）。

第5回   

【テーマ】
起業と倒産

【内容】
・会社のライフサイクル
・起業・ベンチャーの種類
・倒産の種類
・経営破綻の事例

【形態】
講義を中⼼に演習も取り⼊れる。

【⽬的と留意点】
講義の中で、いくつかの問い、質問を投げかける。
それに対する回答ならびにコメントペーパーを提出すること。

予習︓講義の前提となる⽤語の確認を⾏うこと。わからない場合には、専⾨書、辞典、イン
ターネットなどを活⽤して調べること。
必要に応じて授業で指⽰をする（30分）。
復習︓「講義で紹介した重要な⽤語の確認」「計算問題を中⼼とする解き直し」「疑問点を
まとめて次回に備える」などの復習を⾏うこと。
関連する新聞記事、経済ニュースなどに積極的に触れること。このほか、講義での指⽰に従
うこと。必要に応じて宿題を出すことがある（60分）。

第6回   【テーマ】
企業買収（M&A）

【内容】
・合併（新設合併、吸収合併）
・買収（株式買収、事業譲渡）
・ジョイントベンチャー、企業提携
・TOB、LBO、MBO、MBI

【形態】
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講義を中⼼に演習も取り⼊れる。

【⽬的と留意点】
講義の中で、いくつかの問い、質問を投げかける。
それに対する回答ならびにコメントペーパーを提出すること。

予習︓講義の前提となる⽤語の確認を⾏うこと。わからない場合には、専⾨書、辞典、イン
ターネットなどを活⽤して調べること。
必要に応じて授業で指⽰をする（30分）。
復習︓「講義で紹介した重要な⽤語の確認」「計算問題を中⼼とする解き直し」「疑問点を
まとめて次回に備える」などの復習を⾏うこと。
関連する新聞記事、経済ニュースなどに積極的に触れること。このほか、講義での指⽰に従
うこと。必要に応じて宿題を出すことがある（60分）。

第7回   

【テーマ】
ファイナンス

【内容】
・さまざまな資⾦調達⽅法
・直接⾦融と間接⾦融
・制度融資と信⽤保証
・ベンチャーキャピタル
・クラウドファンディング

【形態】
講義を中⼼に演習も取り⼊れる。

【⽬的と留意点】
講義の中で、いくつかの問い、質問を投げかける。
それに対する回答ならびにコメントペーパーを提出すること。

予習︓講義の前提となる⽤語の確認を⾏うこと。わからない場合には、専⾨書、辞典、イン
ターネットなどを活⽤して調べること。
必要に応じて授業で指⽰をする（30分）。
復習︓「講義で紹介した重要な⽤語の確認」「計算問題を中⼼とする解き直し」「疑問点を
まとめて次回に備える」などの復習を⾏うこと。
関連する新聞記事、経済ニュースなどに積極的に触れること。このほか、講義での指⽰に従
うこと。必要に応じて宿題を出すことがある（60分）。

第8回   【テーマ】
⼩売業のスタートアップ

【内容】
・⼩売業の特徴
・開店までの準備
・仕⼊と売上
・開業資⾦と運転資⾦

【形態】
講義を中⼼に演習も取り⼊れる。

【⽬的と留意点】
講義の中で、いくつかの問い、質問を投げかける。
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それに対する回答ならびにコメントペーパーを提出すること。

予習︓講義の前提となる⽤語の確認を⾏うこと。わからない場合には、専⾨書、辞典、イン
ターネットなどを活⽤して調べること。
必要に応じて授業で指⽰をする（30分）。
復習︓「講義で紹介した重要な⽤語の確認」「計算問題を中⼼とする解き直し」「疑問点を
まとめて次回に備える」などの復習を⾏うこと。
関連する新聞記事、経済ニュースなどに積極的に触れること。このほか、講義での指⽰に従
うこと。必要に応じて宿題を出すことがある（60分）。

第9回   

【テーマ】
飲⾷業のスタートアップ

【内容】
・飲⾷業の特徴
・許認可等の⼿続き
・開業資⾦と運転資⾦
・メニューと接客
・集客・販促

【形態】
講義を中⼼に演習も取り⼊れる。

【⽬的と留意点】
講義の中で、いくつかの問い、質問を投げかける。
それに対する回答ならびにコメントペーパーを提出すること。

予習︓講義の前提となる⽤語の確認を⾏うこと。わからない場合には、専⾨書、辞典、イン
ターネットなどを活⽤して調べること。
必要に応じて授業で指⽰をする（30分）。
復習︓「講義で紹介した重要な⽤語の確認」「計算問題を中⼼とする解き直し」「疑問点を
まとめて次回に備える」などの復習を⾏うこと。
関連する新聞記事、経済ニュースなどに積極的に触れること。このほか、講義での指⽰に従
うこと。必要に応じて宿題を出すことがある（60分）。

第10回   【テーマ】
サービス業のスタートアップ

【内容】
・サービス業の特徴
・開業資⾦と運転資⾦
・接客
・集客・販促

【形態】
講義を中⼼に演習も取り⼊れる。

【⽬的と留意点】
講義の中で、いくつかの問い、質問を投げかける。
それに対する回答ならびにコメントペーパーを提出すること。

予習︓講義の前提となる⽤語の確認を⾏うこと。わからない場合には、専⾨書、辞典、イン
ターネットなどを活⽤して調べること。
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必要に応じて授業で指⽰をする（30分）。
復習︓「講義で紹介した重要な⽤語の確認」「計算問題を中⼼とする解き直し」「疑問点を
まとめて次回に備える」などの復習を⾏うこと。
関連する新聞記事、経済ニュースなどに積極的に触れること。このほか、講義での指⽰に従
うこと。必要に応じて宿題を出すことがある（60分）。

第11回   

【テーマ】
ネットショップのスタートアップ

【内容】
・開店準備
・必要なモノ
・出店場所
・契約

【形態】
講義を中⼼に演習も取り⼊れる。

【⽬的と留意点】
講義の中で、いくつかの問い、質問を投げかける。
それに対する回答ならびにコメントペーパーを提出すること。

予習︓講義の前提となる⽤語の確認を⾏うこと。わからない場合には、専⾨書、辞典、イン
ターネットなどを活⽤して調べること。
必要に応じて授業で指⽰をする（30分）。
復習︓「講義で紹介した重要な⽤語の確認」「計算問題を中⼼とする解き直し」「疑問点を
まとめて次回に備える」などの復習を⾏うこと。
関連する新聞記事、経済ニュースなどに積極的に触れること。このほか、講義での指⽰に従
うこと。必要に応じて宿題を出すことがある（60分）。

第12回   

【テーマ】
ソーシャルビジネス

【内容】
・ソーシャルビジネスとは
・社会課題解決型ビジネス
・NPO
・CSRとSDGs

【形態】
講義を中⼼に演習も取り⼊れる。

【⽬的と留意点】
講義の中で、いくつかの問い、質問を投げかける。
それに対する回答ならびにコメントペーパーを提出すること。

予習︓講義の前提となる⽤語の確認を⾏うこと。わからない場合には、専⾨書、辞典、イン
ターネットなどを活⽤して調べること。
必要に応じて授業で指⽰をする（30分）。
復習︓「講義で紹介した重要な⽤語の確認」「計算問題を中⼼とする解き直し」「疑問点を
まとめて次回に備える」などの復習を⾏うこと。
関連する新聞記事、経済ニュースなどに積極的に触れること。このほか、講義での指⽰に従
うこと。必要に応じて宿題を出すことがある（60分）。
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第13回   【テーマ】
ソーシャルビジネスの事例研究

【内容】
・ソーシャルビジネスの事例
・資⾦調達と「共感」
・事業継続と収益性

【形態】
講義を中⼼に演習も取り⼊れる。

【⽬的と留意点】
講義の中で、いくつかの問い、質問を投げかける。
それに対する回答ならびにコメントペーパーを提出すること。

予習︓講義の前提となる⽤語の確認を⾏うこと。わからない場合には、専⾨書、辞典、イン
ターネットなどを活⽤して調べること。
必要に応じて授業で指⽰をする（30分）。
復習︓「講義で紹介した重要な⽤語の確認」「計算問題を中⼼とする解き直し」「疑問点を
まとめて次回に備える」などの復習を⾏うこと。
関連する新聞記事、経済ニュースなどに積極的に触れること。このほか、講義での指⽰に従
うこと。必要に応じて宿題を出すことがある（60分）。

第14回   

【テーマ】
確認テスト

【内容】
授業で扱った内容から確認テストを⾏う。

【形態】
確認テスト

【⽬的と留意点】
これまでの授業のノート、配布したプリントを持参する。
必要に応じて電卓を持参すること。

予習︓講義の前提となる⽤語の確認を⾏うこと。わからない場合には、専⾨書、辞典、イン
ターネットなどを活⽤して調べること。
必要に応じて授業で指⽰をする（30分）。
復習︓「講義で紹介した重要な⽤語の確認」「計算問題を中⼼とする解き直し」「疑問点を
まとめて次回に備える」などの復習を⾏うこと。
関連する新聞記事、経済ニュースなどに積極的に触れること。このほか、講義での指⽰に従
うこと。必要に応じて宿題を出すことがある（60分）。

第15回   【テーマ】
確認テスト解説、フィードバック

【内容】
これまでの授業のまとめ
確認テストを返却し、フィードバックを⾏う。

【形態】
講義を中⼼に演習も取り⼊れる。
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【⽬的と留意点】
講義の中で、いくつかの問い、質問を投げかける。
それに対する回答ならびにコメントペーパーを提出すること。

予習︓講義の前提となる⽤語の確認を⾏うこと。わからない場合には、専⾨書、辞典、イン
ターネットなどを活⽤して調べること。
必要に応じて授業で指⽰をする（30分）。
復習︓「講義で紹介した重要な⽤語の確認」「計算問題を中⼼とする解き直し」「疑問点を
まとめて次回に備える」などの復習を⾏うこと。
関連する新聞記事、経済ニュースなどに積極的に触れること。このほか、講義での指⽰に従
うこと。必要に応じて宿題を出すことがある（60分）。

ディプロマポリシー
との関連   

企業経営の基礎的・体系的な専⾨知識
経営の実務的能⼒

担当教員の専⾨領域
との関連   

本科⽬は、担当者の経営コンサルタントの実務経験をもとに実践的な授業を⾏う。

使⽤⾔語   ⽇本語

到達⽬標   
起業活動が⽇本経済に与える影響が理解できるようになる。
起業→成⻑→成熟→衰退の企業のライフサイクルモデルがわかるようになる。

課題に対するフィー
ドバック   

課題（ミニレポート、確認テスト等）は採点後、採点結果を書き加え、返却する。

使⽤教科書(参考書・
参考サイト)   

「企業経営⼊⾨」中央経済社

連絡⽅法   p-kurosawa-y@mailg.shumei-u.ac.jp

教科書   
タイトル 著者名 発⾏所 出版年 ISBN ボタン

企業経営⼊⾨ 井上善海他10名 中央経済社 2022 9784502426810 OPAC検索

※図書館に所蔵がない場合等、OPAC検索ボタンを押下してもヒットしないことがあります。

成績評価

種別   割合   評価基準等   

⼩テスト(0) 25.0%

試験(1) 50.0%

課題(3) 25.0%

備考   
授業に対する取り組み・ミニレポートなど平常点50点、テスト・課題提出等を50点とし
て、両者を合計して総合的に評価する。
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英語情報マネジメント学部 

英語情報マネジメント学科 

 

実務経験のある教員等による授業科目の授業計画書 

<<省令で定める単位数等の基準数相当分>> 

 

[授業科目名・単位数] 

カラーデザイン           ２単位 

技術経営論Ⅰ            ２単位 

シナリオライティング        ２単位 

デザイン技法論           ２単位 

ドローン産業論Ⅰ          ２単位 

ドローン用途別演習Ⅱ（１）     ２単位 

ナレーションテクニック       ２単位 

 

 

計１４単位  

159



シラバス情報

授業情報

授業コード   A33003
開講キャンパ
ス   

千葉キャンパス

授業開講年度   2022年度

授業管理部署   教務課

授業名称   カラーデザイン

科⽬ナンバリング   42HIS22001

代表科⽬漢字名称   カラーデザイン

単位数   2 履修期   前期授業

担当者漢字名称   稲葉 隆

担当者カナ名称   イナバ タカシ

履修基準年度 １セメスター〜８セメスター

曜時   ⽔曜３限

科⽬関連性   
デザイン技法論
科⽬ナンバー:42HIS22001

資格との関連性等   
⾊彩検定（公益社団法⼈⾊彩検定協会）
カラーコーディネーター検定（東京商⼯会議所）

講義内容   
カラーデザインと⼈の関わりを、伝達・⽂化・創造・⽣活・産業・社会という多⾯的な視点
でとらえ、学ぶ。そのために、知覚・認知⼼理学をベースとした⾊彩に関する知識を得るた
めの講義と、実践的な表現技術として⾝につけるための演習とを毎回繰り返す。

第1回

【テーマ】
カラー・デザインの⽬的と役割

【内容】
カラー・デザインはなぜ必要か︖
・⾊彩感覚チェック
・⾊彩のはたらき
・カラー・デザインの役割

【形態】
講義、演習

【⽬的と留意点】
⽇常⽣活においてカラー・デザインがどのような役割を果たしているのかを考察する。ま
た、⾃分⾃⾝の⾊彩感覚を客観的に把握する。
シラバスを読み、疑問点を整理する（1時間）。

第2回   【テーマ】
⾊彩の物理的・⽣理的特性（⾊が⾒えるしくみ） 

【内容】
なぜ⾊は⾒えるのか︖
・光と⾊
・視覚系の構造
・混⾊のしくみ
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【形態】
講義、演習

【⽬的と留意点】
物体⾊が認知される構造を学ぶ。光の性質、物の表⾯の性質、さらに視覚系と脳による認知
という⼀連の流れを理解する。
テキスト p14 を読み、要点を整理する（1時間）。

第3回   

【テーマ】
⾊彩の伝え⽅（⾊名）

【内容】
⾊をどのように⼈に伝えるか︖
・⾊の⾔い表し⽅（慣⽤⾊名）
・ＪＩＳの⾊名
・⾊彩の3属性（⾊相/明度/彩度）

【形態】
講義、演習

【⽬的と留意点】
⾊を⼈に伝える場合にどのような⽅法があるかを考える。⾊名によるコミュニケーションの
⻑所短所を理解する。
テキスト p8-9 を読み、要点を整理する（1時間）。

第4回

【テーマ】
⾊彩の分類と表記（表⾊系）

【内容】
⾊を客観的に整理するには︖
・マンセル表⾊系 
・HUE&TONE（⾊相/⾊調）
・測⾊の⽅法

【形態】
講義、演習

【⽬的と留意点】
⾊を正確に伝えたり、整理し記録したりするための客観的な⽅法を学ぶ。カラーシステム
（表⾊系）の成り⽴ちを理解する。
テキスト p4-7 を読み、要点を整理する（1時間）。

第5回   【テーマ】
⾊による視覚的・⽣理的効果

【内容】
⾊にはどのような効果があるか︖
・⾊彩による視覚的作⽤・⽣理的効果
・⾊の錯視
・⾊彩調節

【形態】
講義、演習
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【⽬的と留意点】
⾊による効果には、⽣理的・視覚的な効果と⼼理的な効果があることを理解する。先ず視覚
的側⾯について⾊の錯視などの具体例を学ぶ。
テキスト p104-105 を読み、要点を整理する（1時間）。

第6回   

【テーマ】
⾊彩の⼼理的効果（⾊彩感情）

【内容】
⾊のもつ情緒的な効果とは︖
・⾊彩⼼理
・⾊彩の情緒性
・カラー・イメージ

【形態】
講義、演習

【⽬的と留意点】
⾊彩が⼈の情緒に及ぼす影響にはどのようなものがあるかを学ぶ。カラー・イメージと⾊の
3属性との関連を考察する。
テキスト p108-111 を読み、要点を整理する（1時間）。

第7回   

【テーマ】
⾊彩構成の基礎（配⾊調和）

【内容】
⼼地よい配⾊とは何か︖
・⾊彩調和と配⾊の基本的な考え⽅
・⾃然の⾊の秩序
・配⾊演習

【形態】
講義、演習

【⽬的と留意点】
カラーデザインは単⾊で表現するものよりも配⾊で表現するものの⽅が多い。⾊彩が調和す
る基本条件を学び、⼼地よい配⾊とは何かについて考える。
テキスト p10 を読み、要点を整理する（1時間）。

第8回   【テーマ】
配⾊表現の基本技法
①⾊相とトーン

【内容】
配⾊に関する⾃然の秩序とは︖
・⾊相の効果を活かした配⾊
・トーンの効果を活かした配⾊
・配⾊演習

【形態】
講義、演習

【⽬的と留意点】
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基本的な配⾊技法として、⾊相の効果を活かしたものと、トーンの効果を活かしたものを理
解する。演習を通じて配⾊表現技法を習得する。
テキスト p11 を読み、要点を整理する（1時間）。

第9回   

【テーマ】
配⾊表現の基本技法
②セパレーションとグラデーション

【内容】
⼼地よい⾊の並べ⽅とは︖
・セパレーションの効果を活かした配⾊
・グラデーションの効果を活かした配⾊
・配⾊演習

【形態】
講義、演習

【⽬的と留意点】
配⾊においてグラデーションの効果が活かされたものとセパレーションの効果が活かされた
ものがあることを理解する。演習を通じて配⾊表現技法を習得する。
テキスト p12-13 を読み、要点を整理する（1時間）。

第10回   

【テーマ】
配⾊表現の基本技法
③イメージ配⾊

【内容】
⽬的に適った配⾊をつくるには︖
・良い配⾊と好きな配⾊の違い
・配⾊によるイメージ表現の基礎
・配⾊演習

【形態】
講義、演習

【⽬的と留意点】
最適な配⾊とは、美しくかつ⽬的に合っていなければならない。配⾊によるイメージ表現の
重要性を認識し、そのための⽅法を習得する。
テキスト p19-41 を読み、要点を整理する（1時間）。

第11回   【テーマ】
⾊彩嗜好

【内容】
⾊の好みをとらえるには︖
・⽇本⼈の⾊彩嗜好性
・グローバルにみた⾊彩嗜好性
・⾊彩嗜好の類型化

【形態】
講義、演習

【⽬的と留意点】
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⽇本⼈の⾊彩嗜好性を学ぶ。
⾃分と他者（家族や友⼈）の⾊の好みの共通点と相違点を考察する（1時間）。

第12回   

【テーマ】
カラー・コーディネート(ファッション）

【内容】
ファッションにおける魅⼒的なカラー表現とは︖
・カラー・コーディネート・パターン
・カラー・トレンド
・パーソナル・カラー

【形態】
講義、演習

【⽬的と留意点】
ファッションの分野でどのように⾊は扱われているかを知る。カラー・コーディネートの基
本的な考え⽅を理解する。
テキスト p47-88 を読み、要点を整理する（1時間）。

第13回   

【テーマ】
カラー・バリエーション（プロダクト）

【内容】
効果的な⾊揃えとは何か︖
・プロダクトにおけるカラー・バリエーションの考え⽅
・デザイン形状・質感・素材と⾊彩
・効果的な商品ディスプレー

【形態】
講義、演習

【⽬的と留意点】
プロダクトの分野でどのように⾊は扱われているかを知る。カラー・バリエーションの概念
を理解し、⾊と質感・素材感の関係を学ぶ。
テキスト p106-107 を読み、要点を整理する（1時間）。

第14回   

【テーマ】
カラー・プランニング（インテリア）

【内容】
⽣活を豊かにする⾊使いとは︖
・インテリアで使われるカラー
・インテリア・スタイル
・住空間・店舗・オフィス・公共空間の⾊彩

【形態】
講義、演習

【⽬的と留意点】
インテリアの分野でどのように⾊は扱われているかを知る。インテリアには様々なスタイル
があることを学ぶ。
テキスト p89-103 を読み、要点を整理する（1時間）。
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第15回   【テーマ】
⽂化としてのカラー・デザイン

【内容】
これからの⽇本らしい⾊彩とは︖
・⽇本の⾊彩⽂化
・時代による⾊の変遷
・カラー・ユニバーサル・デザイン

【形態】
講義、演習

【⽬的と留意点】
⾊彩⽂化を地域性と時代性の両⾯から探る。またカラー・ユニバーサル・デザインの考え⽅
を学ぶ。
カラーユニバーサルデザインの事例を探し、その効果の有効性を考える（1時間）。

その他担当者   なし

ディプロマポリシー
との関連   

幅広い教養と豊かな⼈間性（DP31）
⼈類が築き上げてきた⽂化遺産としての教養（DP41）
⽇本⼈としての⾃覚、国際⼈としての資質（DP44）

担当教員の専⾨領域
との関連   

本科⽬は、担当者の⾊彩計画分野での実務経験をもとに実践的な授業を⾏う。

使⽤⾔語   ⽇本語

到達⽬標   
⾊彩に関する基礎的な知識を元に具体的なカラーデザインを説明できるようになる。
⽣活、創作、実務の場において配⾊技法を実践的に活⽤できるようになる。

課題に対するフィー
ドバック   

提出課題について、授業中にフィードバックをおこなう。

使⽤教科書(参考書・
参考サイト)   

⽇本カラーデザイン研究所（監）『配⾊⼿帳 増補・新版』 （⽞光社）
⽇本カラーデザイン研究所（製）『新デザイントーン130⾊紙（B8サイズ）』 （⽇本カ
ラーデザイン研究所）

連絡⽅法   p-inaba@mailg.shumei-u.ac.jp

教科書   

タイトル 著者名 発⾏所
出版
年

ISBN ボタン

配⾊⼿帳 増補・新
版

⽇本カラーデザイ
ン研究所（監）

⽞光社 2021
978-
4768314678

OPAC検索

新デザイントーン
130⾊紙（B8サイ
ズ）

⽇本カラーデザイ
ン研究所

⽇本カラーデ
ザイン研究所

2020 なし OPAC検索

※図書館に所蔵がない場合等、OPAC検索ボタンを押下してもヒットしないことがあります。

成績評価

種別   割合   評価基準等   

試験(1) 35.0% 授業内で実施する総合演習課題（試験）の提出と評価

課題(3) 65.0% 各回の授業で課す演習課題の提出と評価

その他の注意事項   ※⾊彩教材『新デザイントーン130⾊紙（Ｂ8サイズ）』を教科書販売期間に必ず⼊⼿して
おくこと。基本的に個⼈向け販売されていない教材であり、これがないと演習課題の作成・
提出ができず成績評価できないので⼗分注意すること。

165



※以下のものを毎回授業で使⽤するので準備すること。①テキスト、②新デザイントーン
130⾊紙(B8サイズ)、③はさみ、④スティックタイプの固形のり、⑤ノート（罫線なし、⽩
い⽤紙のノートやクロッキー帳など）、⑥筆記具（多⾊のボールペン、⾊鉛筆、マーカーな
ど）、⑦事前配布物

※オンライン授業の場合、Google Classroom及びZOOMを⽤いた⽅法でおこなう。その場
合、Classroomで事前配布する演習課題⽤紙（A4サイズ）をプリントアウトして受講し、
演習課題のうち⾊紙を貼付する課題などについては、作成した課題⽤紙を写真撮影し
Classroomに提出する。
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シラバス情報

授業情報

授業コード   A42031
開講キャンパ
ス   

千葉キャンパス

授業開講年度   2022年度

授業管理部署   教務課

授業名称   技術経営論Ⅰ

科⽬ナンバリング   43MAN21006

代表科⽬漢字名称   技術経営論Ⅰ

単位数   2 履修期   前期授業

担当者漢字名称   折本 綾⼦

担当者カナ名称   オリモト アヤコ

履修基準年度 １セメスター〜８セメスター

曜時   ⽊曜２限

科⽬関連性   コンピュータ概論・経営学

資格との関連性等   ITパスポート、基本情報試験、中⼩企業診断⼠など

講義内容   

技術経営の基本的な概念を概説し、技術をイノベーションにどう活かしていくか。企業の情
報システムおよび技術経営を理解する上で重要である「経営学」「経済学」の代表的な理論
を踏まえ、経営戦略と情報戦略の主な理論と⼿法を学ぶ。さらに技術マネジメントを通し新
規事業・技術開発、新商品開発、経営情報システム開発の視点を学習し、利⽤者の視点から
今後、期待される経営情報システムを考察していく。2019年度までの⼊学⽣は「経営情報
論Ⅰ」、それ以降の学⽣は「技術経営Ⅰ」の科⽬名で履修する。⼊学年度で科⽬群が異なる
ので履修時に確認しよう。

第1回 【テーマ】
技術経営と経営情報論とは ガイダンス（講義概要・評価）
・情報社会における企業経営と経営資源

【内容】
テーマ︓情報社会における企業経営と経営資源

1.ガイダンス

2.情報社会とネットワーク⾰命

3.企業経営の変化と第四の経営資源

4.伝統的な経営情報システム

【形態】
講義形式。随時，インターネットを利⽤し最新の情報を提⽰する。映像などを必要に応じ鑑
賞する。

【⽬的と留意点】
経営情報論の基本的概念について講義を⾏う。ICTを中⼼とする情報システムが受け⼊れら
れた理由／背景を考えてみよう。
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参考⽂献︓情報通信⽩書平成28年版 概要 
http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h28/pdf/28point.pdf

第2回   

【テーマ】
経営組織論と経営戦略論

【内容】
テーマ︓経営組織論と経営戦略論

1.経営組織論と意思決定

2.経営戦略論と情報技術

3．システム思考とネットワーク

【形態】
経営組織論の基本的概念について講義を⾏う。随時，インターネットを利⽤し最新の情報を
提⽰する。

【⽬的と留意点】
毎回、新しい概念を学んでいくので、各⾃、新しく学ぶ経営⽤語をよく整理しよう。

第3回   

【テーマ】
意思決定⽀援と戦略的情報システム

【内容】
テーマ︓意思決定⽀援と戦略的情報システム 

1．EDPSとMISの評価

2．意思決定⽀援プロセスとDSSの評価

3．戦略情報システムとSISの評価

4．ビジネス・プロセス・リエンジニアリング

【形態】
質疑応答を⾏いながら，意思決定⽀援システム及び戦略情報システムの変遷についてについ
て講義を⾏う。随時，インターネットを利⽤し最新の情報を提⽰する。

【⽬的と留意点】
事例研究を通し、情報システムの成功・失敗の要因について分析する。

第4回 【テーマ】
データ処理能⼒の向上と標準化

【内容】
テーマ︓情報通信技術の進展１ データ処理能⼒の向上と標準化

1．データ処理能⼒の向上

2．標準化の進展とオープンシステム
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3.事例研究

【形態】
データ処理の向上について企業経営の変遷を通し、標準化の進展について講義を⾏う。

【⽬的と留意点】
情報通信技術の進展をみずほ銀⾏のシステム事例を参考に取り上げ事例研究をい、
情報システムの成功・失敗の要因について分析する。

第5回   

【テーマ】
データベース管理システム

【内容】
テーマ︓情報通信技術の進展２ データベース管理システム

1．データベース技術の発展と活⽤

2．コミュニケーションとネットワーク技術

3.事例研究

【形態】
データベースの特徴を理解し、データベース技術の発展について講義を⾏う。

【⽬的と留意点】
演習としてIBMとマイクロソフトの事例を参考に取り上げ事例研究を⾏い、
情報システムの成功・失敗の要因について分析する。

第6回   

【テーマ】
経営情報システムの設計

【内容】
テーマ︓経営情報システムの基礎１ 経営情報システムの設計

1．システム開発⽅法論とは何か

2．伝統的な経営情報システムの開発⽅法論   

3. SDLC法の適合環境と課題

【形態】
経営情報システムの開発の変遷と開発⽅法論の⾰新について講義を⾏う。

【⽬的と留意点】
丸美屋⾷品⼯業のERPシステムの事例を参考に取り上げ事例研究を⾏い、
情報システムの成功・失敗の要因について分析する。

第7回   【テーマ】
経営情報システムの開発

【内容】
テーマ︓経営情報システムの基礎２ 経営情報システムの開発

1．現代の情報システム開発論の課題と展望

169



2．組織戦略と事業戦略

3．戦略的情報システム設計開発モデル

【形態】
講義形式。

【⽬的と留意点】
演習として丸美屋⾷品⼯業のERPシステムの事例を参考に取り上げ事例研究を⾏う。
事例研究を通し、情報システムの成功・失敗の要因について分析する。

参考⽂献ＩＴロードマップ 2020年版―情報通信技術は５年後こう変わる︕ 野村総合研究所
基盤ソリューション企画部 (著) 東洋経済新報社

第8回   

【テーマ】
経営情報システムの管理

【内容】
テーマ:経営情報システムの基礎３ 経営情報システムの管理 

1．情報化推進の組織体制と最近の組織形態

2．情報システム化の投資効果と評価
 
3．情報セキュリティ・マネジメント

4．システム監査と情報セキュリティ監査

【形態】
講義形式。

【⽬的と留意点】
⼤⼾屋のアウトソーシング・ASP等の事例を参考に取り上げ事例研究を⾏い、情報システム
の成功・失敗の要因について分析する。

第9回   

【テーマ】
ビジネスプロセス・リエンジニアリング

【内容】
テーマ︓情報通信技術とビジネス⾰新１ ビジネスプロセス・リエンジニアリング

1．現代の企業の競争環境と企業戦略

2．プロセス⾰新と情報通信技術

【形態】
講義形式。

【⽬的と留意点】
価格．COMを取り上げ事例研究を⾏い、情報システムの成功・失敗の要因について分析す
る。

第10回   【テーマ】
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インターネット・ビジネス

【内容】
テーマ︓情報通信技術とビジネス⾰新２ インターネット・ビジネス

1．インターネット・ビジネスの展開

2．サーチ・エコノミーとは

3．モバイル・ビジネスの展開

4. IoT モノのインターネット活⽤の最新事例と技術

【形態】
講義形式。

【⽬的と留意点】
eToys.COMを取り上げ事例研究を⾏い、情報システムの成功・失敗の要因について分析す
る。

参考⽂献 すべてわかるIoT⼤全 モノのインターネット活⽤の最新事例と技術（⽇経ＢＰ
Next ICT選書） ⽇経コンピュータ (著)， ⽇経情報ストラテジー (著)，⽇経BP社
DIAMONDハーバード・ビジネス・レビュー『IoTの衝撃』 2015年4/01号 ［雑誌］ダイヤ
モンド社 (著)， DIAMONDハーバード・ビジネス・レビュー編集部 ダイヤモンド社

第11回   

【テーマ】
情報通信技術と組織の変⾰

【内容】
テーマ︓情報通信技術と組織１ 情報通信技術と組織の変⾰

1．情報通信技術と組織の整合性

2．情報通信技術と組織構造

【形態】
講義形式。

【⽬的と留意点】
B2Bの最近の事例を取り上げ分析を⾏う。事例研究を通し、情報システムの成功・失敗の要
因について分析する。

第12回   【テーマ】
電⼦商取引と組織間情報システム

【内容】
情報通信技術と組織２ 電⼦商取引と組織間情報システム

1．電⼦商取引と企業間関係

2．組織間情報システムと仲介組織
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【形態】
講義形式。

【⽬的と留意点】
企業間電⼦取引EDIの最近の事例を取り上げ分析を⾏う。

参考⽂献︓
「平成26 年度我が国経済社会の情報化・サービス化に係る基盤整備（電⼦商取引に関する
市場調査）」（概要）経済産業省
http://www.meti.go.jp/press/2015/05/20150529001/20150529001-1.pdf

第13回   

【テーマ】
情報通信技術と組織コミュニケーション

【内容】
テーマ︓情報通信技術と組織コミュニケーション

1．情報通信技術と組織コミュニケーション

2．コミュニケーションと電⼦メディア

3．ナレッジマネジメントと情報システム

【形態】
講義形式

【⽬的と留意点】
「アスクル」を取り上げ事例研究を⾏い、情報システムの成功・失敗の要因について分析す
る。

第14回   

【テーマ】
企業の情報⾏動と情報倫理

【内容】
テーマ︓情報通信技術と社会 企業の情報⾏動と情報倫理

1．企業の情報⾏動と社会的責任

2.情報社会の脆弱性

3．情報倫理問題と個⼈情報

4．知的財産権の保護と諸課題

【形態】
講義形式。

【⽬的と留意点】
Amazon．comを取り上げ事例研究を⾏い、情報システムの成功・失敗の要因について分析
する。

第15回   【テーマ】
総括
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【内容】
テーマ総括 経営情報論の課題と今後の展望

1．経営情報システム論の限界

2．情報システム構築の理念の変化

3．組織間ビジネス・プロセスとITガバナンスへの対応

4．総括

【形態】
ディスカッション・講義形式。

【⽬的と留意点】
これまで学習してきたことをふまえ、グループディスカッションを⾏いレポート課題に取り
組む。

その他担当者   なし

ディプロマポリシー
との関連   

技術経営および経営情報システムの基本的な概念を理解し、ビジネスで役⽴つ実務能⼒およ
び企業⼈として活躍できる能⼒修得するための講義である。

担当教員の専⾨領域
との関連   

担当教員は経営学及び教育⼯学を専⾨分野とする。企業経営におけるIoT事例や情報システ
ムの効果的な活⽤法、経営コンサルタントの実務経験（市場調査・ICT教育・DB構築等）を
ふまえ指導する。

使⽤⾔語   ⽇本語

到達⽬標   
技術経営および経営情報システムの基本的な概念を理解できる。
利⽤者の視点から今後、期待される経営情報システムを考察できる。

課題に対するフィー
ドバック   

オンライン講義では学習⽀援サイトのLMSで資料教材を提供、課題回収を⾏う。問合せメー
ルに対して随時、フィードバックを⾏う。

使⽤教科書(参考書・
参考サイト)   

「経営情報論 新版補訂」遠⼭暁・村⽥潔・岸真理⼦著 有斐閣 あわせて適宜、資料を配
布する
参考書
「ITロードマップ2021年版: 情報通信技術は5年後こう変わる! 」野村総合研究所デジタル
ビジネス開発部編著、東洋経済新報社出版
「ＩＴ⼈材⽩書」2021 独⽴⾏政法⼈ 情報処理推進機構(IPA)著、独⽴⾏政法⼈ 情報処理
推進機構(IPA)出版

連絡⽅法   e-mail︓p-orimoto1@mailg.shumei-u.ac.jp

教科書   
タイトル 著者名 発⾏所

出版
年

ISBN ボタン

現代経営情報論
遠⼭暁・村⽥
潔・岸真理⼦

有斐閣 2021
978-
4641221789

OPAC検索

参考書   
タイトル 著者名 発⾏所

出版
年

ISBN ボタン

MOT“技術経営”⼊⾨ (マネジ
メント・テキスト)

延岡 健太郎
⽇本経
済新聞
出版

2004
978-
4532133214

OPAC検索

図解 実践MOT⼊⾨ 出川 通 ⾔視舎 2015 978- OPAC検索
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4905369967

※図書館に所蔵がない場合等、OPAC検索ボタンを押下してもヒットしないことがあります。

成績評価

種別   割合   評価基準等   

レポート(2) 40.0% 演習課題(20%),レポート(20%)

課題(3) 60.0% 授業への取り組み姿勢(30%)および毎回の課題(30%)

備考   
授業への取り組み姿勢および毎回の課題（60％）演習課題,レポート（40％）で総合評価を
⾏う。

その他の注意事項   
講義形式は基本対⾯授業を予定しているが、状況によって動画を⾒ながら各⾃が演習課題に
取り組むオンデマンド形式やZoomを使い双⽅向講義を⼀部取り⼊れる。使⽤ソフトウェア
としてWordや無料のプログラミングソフトを使⽤する。
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シラバス情報

授業情報

授業コード   B44039

授業開講年度   2022年度

授業名称   シナリオライティング

科⽬ナンバリング   42HIS22004

代表科⽬漢字名称   シナリオライティング

履修期   後期授業

担当者漢字名称   綺堂 杏美

担当者カナ名称   キドウ アズミ

開講キャンパス   千葉キャンパス

曜時   ⽊曜４限

科⽬関連性   
関連科⽬︓映像撮影・編集技法Ⅰ・Ⅱ、ナレーションテクニック
科⽬ナンバー:42HIS22004

資格との関連性等   なし

講義内容   

シナリオを書くということを「⾃分の中にあるイメージや想いを表現する技術」のうちのひ
とつと捉えてほしい。この講義では、良い映像作品をつくるという視点で、⾃分の中にある
想いを⾔葉を使って可視化していく。具体的には、シナリオの書き⽅と技術を学び、原稿⽤
紙20枚程度のシナリオを書く。⼀部、実演し、評価し合う。またシナリオ構成⼒は、⾃ら
のキャリアデザインにも応⽤できることを付け加えておく。

第1回

【テーマ】
シナリオと⼩説

【内容】
シナリオと⼩説の違い
⾔語情報と⾮⾔語情報
書き⾔葉と話し⾔葉
⼈はどんなことを⼝に出す︖

【形態】
講義

【⽬的と留意点】
この講義の取り組み⽅や、シナリオの基本（考え⽅）を知る。

第2回   【テーマ】
シナリオのお作法

【内容】
シナリオを書くときのルール
映像の設計図（⼩説との違い・復習）
シナリオを構成する３要素（柱、ト書き、セリフ）

【形態】
講義、演習

【⽬的と留意点】
175



シナリオを書くために必要なルールとその意義を理解する。
構成する３要素を理解し、書く準備をする。

第3回   

【テーマ】
原稿⽤紙の使い⽅

【内容】
シナリオ執筆時のルールを再確認
シナリオ３要素を、原稿⽤紙を使って実践

【形態】
講義・演習

【⽬的と留意点】
原稿⽤紙の使い⽅と、シナリオ３要素を修得する。

第4回

【テーマ】
全体構成１ ⾯⽩いドラマとは︖

【内容】
ドラマや映画に必要なこと
ドラマの流れを決める３幕構成・起承転結
シナリオ３要素の実践

【形態】
講義・演習

【⽬的と留意点】
⾃分が⾯⽩いと感じるドラマは、なぜ⾯⽩いのかを検証する。

第5回   

【テーマ】
全体構成２ それってどんな話︖

【内容】
ログラインとは
葛藤・対⽴・変化、キャラクター設定
シナリオ３要素の実践

【形態】
講義・演習

【⽬的と留意点】
書きたいことを、どうにかして⾔葉に結び付ける訓練をする。

第6回   【テーマ】
アイディアの出し⽅

【内容】
アイディアを出すためのワークショップ
発散と収束を分ける、シナリオ３要素で⼀部を創作

【形態】
演習
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【⽬的と留意点】
個⼈で考えをひねり出す。
グループでシェアする。⼈の考えに上乗せする。
シナリオ３要素を使って、アイディアを形にする。

第7回   

【テーマ】
基礎技術の理解１ 構成とキャラクター

【内容】
あらためて、起承転結／３幕構成
魅⼒的なキャラクター（共通と憧れ）

【形態】
講義・演習

【⽬的と留意点】
構成の各機能を理解する。
機能に合った内容を書くことが重要と理解する。
共通性と憧れ性を持ったキャラクターがなぜ魅⼒的なのかを理解する。

第8回   

【テーマ】
基礎技術の理解２ シャレード

【内容】
⾮⾔語情報＝映像による表現
（場所・情報・⼈物のシャレード）

【形態】
講義・演習

【⽬的と留意点】
シャレードの価値を認める。
シャレードの使い⽅を⾝につける。

第9回   

【テーマ】
簡易企画書をつくる

【内容】
タイトル、企画意図
登場⼈物（キャラクター設定）
ログライン

【形態】
講義・演習

【⽬的と留意点】
短編シナリオを書くための準備をする。
特にログラインは重要。複数作って、最終的には１つを選ぶ。

第10回   【テーマ】
短編シナリオを書く

【内容】
前提条件︓第９回の簡易企画書の完成
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シナリオ３要素に沿って、アイディアを⾔語化

【形態】
講義・演習

【⽬的と留意点】
柱、ト書き、セリフの役割を再確認する。
ログラインに沿った内容を創造する。

第11回   

【テーマ】
短編シナリオを読む

【内容】
第10回のシナリオを、⾳読／実演
わかりやすさ、ワクワク感などをフィードバック

【形態】
講義・演習

【⽬的と留意点】
⾃分のシナリオを他者が⾳読／演じるのを観て、客観的に⾃⼰評価する。
演者はシナリオ構成の視点から、フィードバックをする。

第12回   

【テーマ】
⾯⽩くする技術１ セリフ

【内容】
セリフに対する誤解
⼈は本⼼を⾔わない、そこにいるだけでも成り⽴つ

【形態】
講義・演習

【⽬的と留意点】
説明的なセリフは作品をつまらなくすることを、理解する。
セリフの説明的な部分を、シャレードで表現できないか考える。

第13回   

【テーマ】
⾯⽩くする技術２ 葛藤と相克

【内容】
葛藤と相克
順⾵満帆はドラマにならない
悪役の魅⼒

【形態】
講義・演習

【⽬的と留意点】
「葛藤＝悶着、争い」と「相克＝相⼿に勝とうと争う」を理解する。
葛藤と相克の具体例を、思いつく限り挙げていく。

第14回   【テーマ】
短編シナリオを完成させる
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【内容】
第10回で書いたシナリオを修整・完成させる

【形態】
講義・演習

【⽬的と留意点】
ト書きやセリフの表現技術について、修得する。

第15回   

【テーマ】
短編シナリオを演じる・講義まとめ

【内容】
短編シナリオを演じる
フィードバック
講義まとめ

【形態】
講義・演習

【⽬的と留意点】
演じられたシナリオを確認し、指定された評価ポイントによる相互評価を⾏う。
⾃分のシナリオを客観的に捉える。
互いにフィードバックし、改善点を認識する。

ディプロマポリシー
との関連   

⼈類が築き上げてきた⽂化遺産としての教養

担当教員の専⾨領域
との関連   

専⾨領域は⾳声表現だが、演劇脚本の執筆やラジオの構成台本作成の実務経験をふまえて指
導する。

使⽤⾔語   ⽇本語

到達⽬標   
頭の中にある想いを⾔葉にできるようになる。
シナリオの書き⽅と技術を学びながら構成⼒を鍛え、オリジナル作品を完成させる。

課題に対するフィー
ドバック   

ワークショップ形式の実技は、その都度フィードバックする。
提出課題は確認後、次の授業で返却し、復習する。

連絡⽅法   【メール】p-kidou@mailg.shumei-u.ac.jp

成績評価

種別   割合   評価基準等   

課題(3) 30.0% オリジナル作品としての完成度

実技(4) 70.0% 授業内容を反映した表現をしているか

その他の注意事項   
万が⼀、遠隔授業になった場合は、PCでWordの原稿⽤紙設定を使い、課題作成をします。
スマホだけでは受講できません。
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シラバス情報

授業情報

授業コード   B33003 開講キャンパス   千葉キャンパス

授業開講年度   2022年度

授業管理部署   教務課

授業名称   デザイン技法論

科⽬ナンバリング   42HIS32006

代表科⽬漢字名称   デザイン技法論

単位数   2 履修期   後期授業

担当者漢字名称   稲葉 隆

担当者カナ名称   イナバ タカシ

履修基準年度 １セメスター〜８セメスター

曜時   ⽔曜３限

科⽬関連性   
カラーデザイン
科⽬ナンバー:42HIS32006

資格との関連性等   なし

講義内容   

情報を視覚的に表現して⼈々に伝えるためのビジュアル・コミュニケーション・デザインの
基本的な⼿法を学ぶ。具体的には、ポスター、リーフレット、フライヤーなどの印刷物、
HP、デジタルサイネージなどのデジタル画⾯を対象とした効果的なデザイン表現の修得を
⽬指す。そのために、⾊彩表現・造形構成・デザイン要素表現に関する技法を理解するとと
もに、演習課題によって技術を⾝につける。

第1回

【テーマ】
ビジュアル・コミュニケーション・デザインの役割

【内容】
デザイン技法論の講義を通じて何を学び⾝につけるかの⽬標をたてる。
①ビジュアル・コミュニケーション・デザインとは
②デザインの役割と⽬的
③デザインの要素

【形態】
講義、演習

【⽬的と留意点】
⽬的︓情報を視覚的に伝達するためのデザインの⽬的と役割を理解する。
予習︓⽣活の中でどのようなデザインと関わっているかを意識し、その役割について考え
る。テキストp8-37を読み不明な点を質問できるようにしておく(1時間）。
復習︓受講の⽬的を明確にする(1時間）。

第2回   【テーマ】
⾊彩表現技法
1)⾊彩構成の基礎知識

【内容】
デザインにおける⾊彩の役割と⾊彩の基本を学ぶ。
①⾊彩の3属性
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②⾊相とトーン
③印刷物の⾊彩（CMYK)
④デジタルカラー（RGB)

【形態】
講義、演習

【⽬的と留意点】
⽬的︓⾊彩の基本について理解する。
予習︓印刷で使われる⾊彩とデジタルで使われる⾊彩の違いについて考える。テキスト
p98-107を読み不明な点を質問できるようにしておく(1時間）。
復習︓カラーシステムを理解する(1時間）。

第3回   

【テーマ】
⾊彩表現技法
2)配⾊表現の基礎

【内容】
デザインにおける配⾊（複数の⾊彩の組み合わせ）の役割と基本を学ぶ。
①⾊相の効果を活かした配⾊
②トーンの効果を活かした配⾊
③グラデーション
④セパレーション

【形態】
講義、演習

【⽬的と留意点】
⽬的︓配⾊表現のために必要な、⾊の選び⽅と⾊の並べ⽅の基本を理解する。
予習︓ポスターやフライヤーの配⾊表現事例を収集する。テキストp98-107を読み不明な点
を質問できるようにしておく(1時間）。
復習︓配⾊表現技法に従って配⾊を作成する(1時間）。

第4回

【テーマ】
⾊彩表現技法
3)カラー・イメージ表現の基礎

【内容】
伝達したい情報（コンテンツ）にふさわしいイメージとは何かを考え、それを配⾊で表現す
るため⽅法を学ぶ。
①鮮やかな⾊調を⽤いた配⾊表現
②明るい⾊調を⽤いた配⾊表現
③くすんだ⾊調を⽤いた配⾊表現
④暗い⾊調を⽤いた配⾊表現

【形態】
講義、演習

【⽬的と留意点】
⽬的︓配⾊によるイメージ表現のバリエーションを理解する。
予習︓トーンの違いがあらわれた配⾊表現事例を収集する。テキストp108-115を読み不明
な点を質問できるようにしておく(1時間）。
復習︓配⾊表現技法に従って配⾊を作成する(1時間）。
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第5回   【テーマ】
⾊彩表現技法
4)イメージ配⾊のパターン化演習

【内容】
配⾊がどのような⼼理的効果を⽣むか、配⾊技法の違いに基づきパターン化する⽅法を学
ぶ。
①配⾊イメージを整理する⼼理的基準
②配⾊表現のマッピング
③配⾊表現のパターン化

【形態】
講義、演習

【⽬的と留意点】
⽬的︓配⾊イメージをパターン化してとらえる⽅法を理解する。
予習︓イメージ配⾊を作成する。※授業で使⽤するので必ず作成して持参すること(1時
間）。
復習︓⾃分で作成したイメージ配⾊表現を評価、検討する(1時間）。

第6回   

【テーマ】
造形構成技法
1)造形⼼理

【内容】
知覚⼼理学・認知⼼理学の視点から造形の視覚的効果を学ぶ。
①図と地の性質
②形のまとまり
③錯視

【形態】
講義、演習

【⽬的と留意点】
⽬的︓デザイン構成がもたらす⼼理的な効果を理解する。
予習︓興味深い造形表現がされた事例を収集する(1時間）。
復習︓プレグナンツの法則にならった造形表現を作成する(1時間）。

第7回   【テーマ】
造形構成技法
2)レイアウトの基礎

【内容】
平⾯デザインにおける基本的なデザイン要素の構成の仕⽅について学ぶ。
①要素の繰り返し
②規則的な配置と不規則な配置
③シンメトリーとアシンメトリー
④⽩地を活かす
⑤サイズによる強弱

【形態】
講義、演習
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【⽬的と留意点】
⽬的︓ポスターやWebサイトにおいてどのようなレイアウト表現がされているかを理解す
る。
予習︓美しくレイアウトされた事例を収集する。テキストp38-57を読み不明な点を質問で
きるようにしておく(1時間）。
復習︓レイアウトの基本的な⽅法を⽤いて簡単な作品を作成する(1時間）。

第8回   

【テーマ】
造形構成技法
3)レイアウトの応⽤

【内容】
平⾯デザインにおける応⽤的なデザイン要素の構成の仕⽅について学ぶ。
①アクセントによる視線の誘導
②動きを演出する
③奥⾏きを演出する
④⻩⾦⽐

【形態】
講義、演習

【⽬的と留意点】
⽬的︓ポスターやWebサイトにおける効果的なレイアウト表現を理解する。
予習︓情報伝達のために効果的にレイアウトされた事例を収集する。テキストp58-73を読
み不明な点を質問できるようにしておく(1時間）。
復習︓学んだレイアウトの⽅法を⽤いて簡単な作品を作成する(1時間）。

第9回   

【テーマ】
造形構成技法
4)ドキュメント・デザイン演習

【内容】
ビジネスにおいて使われることの多いドキュメントを”情報デザイン”の視点で学ぶ。
①情報デザインの考え⽅
②伝えるべき情報を整理する
③情報をデザイン表現する
④効果を測定する

【形態】
講義、演習

【⽬的と留意点】
効果的なビジネス・ ドキュメントのあり⽅を理解する。
予習︓⾒やすくわかりやすいドキュメントの事例を収集する(1時間）。
復習︓テーマに従って簡単なビジネス・ ドキュメントを作成する(1時間）。

第10回   【テーマ】
デザイン要素による表現技法
1)フォントによる表現

【内容】
情報内容にふさわしいフォントを使うための基礎を学ぶ。
①フォントの種類
②和⽂フォント（明朝体、ゴシック体）
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③欧⽂フォント（セリフ体、サンセリフ体）
④タイトル、⾒出し、本⽂

【形態】
講義、演習

【⽬的と留意点】
⽬的︓コンテンツのイメージにふさわしいフォントの選び⽅を理解する。
予習︓美しいロゴの事例を収集する。テキストp76-95を読み不明な点を質問できるように
しておく(1時間）。
復習︓フォントのデザインの違いがイメージの違いを⽣むことを考察する(1時間）。

第11回   

【テーマ】
デザイン要素による表現技法
2)図表による表現

【内容】
情報を整理してわかりやすく⽰すために不可⽋な図表のデザインを学ぶ。
①情報をビジュアル化する意味
②わかりやすい表のデザイン
③効果的な図のデザイン

【形態】
講義、演習

【⽬的と留意点】
⽬的︓コンテンツにふさわしい図表の選び⽅を学ぶ。
予習︓わかりやすく表現された図表を収集する(1時間）。
復習︓同じコンテンツを図と表で2通り作成する(1時間）。

第12回   

【テーマ】
デザイン要素による表現技法
3)画像による表現

【内容】
写真やイラストなどの画像を効果的に⽤いることで情報が伝わりやすくなることを学ぶ。
①イラスト表現、タッチのイメージ
②トリミング
③フレーミング

【形態】
講義、演習

【⽬的と留意点】
⽬的︓⽬的にふさわしい画像の選択の仕⽅と、効果的なレイアウト⽅法について学ぶ。
予習︓興味深いイラスト表現の事例を収集する。テキストp118-141を読み不明な点を質問
できるようにしておく(1時間）。
復習︓1つの画像に様々なエフェクトを加えてイメージの違いを検討する(1時間）。

第13回   【テーマ】
デザイン課題演習
1)コンセプト設定

【内容】
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課題に沿ってデザインを作成する。
①情報を整理する
②伝えるべき内容にあった表現⽅法を考える
③デザイン・ イメージ・ コンセプトの設定
④ラフスケッチ

【形態】
講義、演習

【⽬的と留意点】
⽬的︓これまで学習したデザイン技法を応⽤して具体的なデザインを作成する。
予習︓様々なデザイン技法について振り返る(1時間）。
復習︓デザイン演習課題を作成する(1時間）。

第14回   

【テーマ】
デザイン課題演習
2)中間チェック

【内容】
⽬的︓課題に沿ってデザインを作成する。
①デザイン要素の作成
②レイアウト
③中間発表
④ブラッシュアップ

【形態】
講義、演習

【⽬的と留意点】
⽬的︓これまで学習したデザイン技法を応⽤して具体的なデザインを作成する。
予習︓デザイン演習課題を作成する(1時間）。
復習︓デザイン演習課題をブラッシュアップする(1時間）。

第15回   

【テーマ】
デザイン課題演習
3)プレゼンテーションと講評

【内容】
作成したデザイン課題について内容を説明し、どのようなデザイン表現を⽤いたかをプレゼ
ンテーションする。
①プレゼンテーション
②講評

【形態】
講義、演習

【⽬的と留意点】
⽬的︓作成したデザインを⾔語化して説明する⽅法を学び、理解する。
予習︓デザイン演習課題を完成させ、プレゼンテーションの準備をする(1時間）。
復習︓講評された内容を元にプレゼンテーションをリファインする(1時間）。

その他担当者   なし

ディプロマポリシー 幅広い教養と豊かな⼈間性（DP31）
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との関連   ⼈類が築き上げてきた⽂化遺産としての教養（DP41）
⽇本⼈としての⾃覚、国際⼈としての資質（DP44）

担当教員の専⾨領域
との関連   

本科⽬は、担当者のデザイン分野での実務経験をもとに実践的な授業を⾏う。

使⽤⾔語   ⽇本語

到達⽬標   
デザイン技法に関する基礎的な知識を元に具体的なデザインを説明できるようになる。
⽣活、創作、実務の場においてデザイン技法を実践的に活⽤できるようになる。

課題に対するフィー
ドバック   

提出課題について、授業中にフィードバックをおこなう。

使⽤教科書(参考書・
参考サイト)   

瀧上園枝 『やさしいデザインの教科書[改訂版] 』 （エムディエヌコーポレーション）

連絡⽅法   p-inaba@mailg.shumei-u.ac.jp

教科書   

タイトル 著者名 発⾏所
出版
年

ISBN ボタン

やさしいデザイ
ンの教科書[改訂
版]

瀧上 園枝
エムディエヌ
コーポレーシ
ョン

2018
ISBN-10 :
4844367579

OPAC検索

※図書館に所蔵がない場合等、OPAC検索ボタンを押下してもヒットしないことがあります。

成績評価

種別   割合   評価基準等   

試験(1) 35.0% デザイン課題（最終課題）の提出・プレゼンテーションと評価

課題(3) 65.0% 各回の授業で課する課題の提出と評価

その他の注意事項   
※オンライン授業の場合、Google Classroom及びZOOMを⽤いた⽅法でおこなう。その場
合、Power pointを使⽤した演習をおこなうので、Power pointがインストールされたPCを
⾃宅で使⽤できることを受講条件とする。
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シラバス情報

授業情報

授業コード   A51901

授業開講年度   2022年度

授業名称   ドローン産業論Ⅰ

科⽬ナンバリング   42FIT82030

代表科⽬漢字名称   ドローン産業論Ⅰ

履修期   前期授業

担当者漢字名称   ⾼⼭ 誠⼀

担当者カナ名称   タカヤマ セイイチ

開講キャンパス   千葉キャンパス

曜時   ⾦曜１限

科⽬関連性   

「ドローン技能演習Ⅰ」
「ドローン技能演習Ⅱ」
「ドローン技能演習Ⅲ」
「ドローン⽤途別演習Ⅰ」
「ドローン⽤途別演習Ⅱ」
いずれの科⽬も履修必須ではないが、受講すると理解がさらに深まる

資格との関連性等   なし

講義内容   

本講座では、ドローン産業の第⼀線で活躍する⽅をゲストに迎える。現役の社会⼈や経営者
を予定している（第1回の講義で発表するが、ゲストの都合により各回の予定を変更するこ
ともある）。
情報をインプットするだけでなく、わかりやすくアウトプットする⼒、なにより⾃⾝の頭で
考える・調べる⼒を重視する。 積極的に質問を投げかけ、⾃分の意⾒を発⾔する学⽣の受
講を歓迎する。

無⼈航空機の操縦技能認定を⽬指す学⽣はむろん、認定を受ける予定のない学⽣でも受講可
能。

第1回

【テーマ】ドローンをめぐる産業全体の解説
【内 容】政府のロードマップの紹介、ドローン関連の法律等ル―ルの概説
【形 態】座学

【⽬的と留意点】ドローンの利⽤をめぐる産業全体のイメージを持ち、ドローンを扱う上で
注意すべき法律やルールについて概要を理解する。次回以降の産業分野について⾃分なりに
調べ質問や意⾒を整理してておく事（約30分〜1時間程度）

第2回   

【テーマ】産業分野別解説①「インフラ点検」
【内 容】インフラ点検分野の概説、ブレーンストーミングを含む
【形 態】座学

【⽬的と留意点】対象分野についての理解を深める。今回の産業分野について⾃分なりに調
べ、ゲスト講師への質問を考え提出すること（約30分程度）

第3回   【テーマ】ゲストスピーカーによる講義①「インフラ点検」
【内 容】インフラ点検分野でのドローン活⽤事例について
【形 態】座学
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【⽬的と留意点】実務に携わっている社会⼈から貴重な体験談・最新事例を学ぶ。ゲスト講
師の講演を⾃分なりにまとめ、感想を提出すること（約1時間程度）

第4回

【テーマ】産業分野別解説②「物流」
【内 容】物流分野の概説、ブレーンストーミングを含む
【形 態】座学

【⽬的と留意点】対象分野についての理解を深める。今回の産業分野について⾃分なりに調
べ、ゲスト講師への質問を考え提出すること（約30分程度）

第5回   

【テーマ】ゲストスピーカーによる講義②「物流」
【内 容】物流分野でのドローン活⽤事例について
【形 態】座学

【⽬的と留意点】実務に携わっている社会⼈から貴重な体験談・最新事例を学ぶ。ゲスト講
師の講演を⾃分なりにまとめ、感想を提出すること（約1時間程度）

第6回   

【テーマ】産業分野別解説③「建設・測量」
【内 容】建設分野・測量分野の概説、ブレーンストーミングを含む
【形 態】座学

【⽬的と留意点】対象分野についての理解を深める。今回の産業分野について⾃分なりに調
べ、ゲスト講師への質問を考え提出すること（約30分程度）

第7回   

【テーマ】ゲストスピーカーによる講義③「建設・測量」
【内 容】建設分野・測量分野でのドローン活⽤事例について
【形 態】座学

【⽬的と留意点】実務に携わっている社会⼈から貴重な体験談・最新事例を学ぶ。ゲスト講
師の講演を⾃分なりにまとめ、感想を提出すること（約1時間程度）

第8回   

【テーマ】産業分野別解説④「測量（ソフトウェア）」
【内 容】測量分野（ソフトウェア）の概説、ブレーンストーミングを含む
【形 態】座学

【⽬的と留意点】対象分野についての理解を深める。今回の産業分野について⾃分なりに調
べ、ゲスト講師への質問を考え提出すること（約30分程度）

第9回   

【テーマ】ゲストスピーカーによる講義④「測量（ソフトウェア）」
【内 容】測量分野（ソフトウェア）でのドローン活⽤事例について
【形 態】座学

【⽬的と留意点】実務に携わっている社会⼈から貴重な体験談・最新事例を学ぶ。ゲスト講
師の講演を⾃分なりにまとめ、感想を提出すること（約1時間程度）

第10回   

【テーマ】産業分野別解説⑤「ドローンパイロット」
【内 容】ドローンパイロットの概説、ブレーンストーミングを含む
【形 態】座学

【⽬的と留意点】対象分野についての理解を深める。今回の産業分野について⾃分なりに調
べ、ゲスト講師への質問を考え提出すること（約30分程度）

第11回   【テーマ】ゲストスピーカーによる講義⑤「ドローンパイロット」
【内 容】ドローンパイロットについて
【形 態】座学
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【⽬的と留意点】実務に携わっている社会⼈から貴重な体験談・最新事例を学ぶ。ゲスト講
師の講演を⾃分なりにまとめ、感想を提出すること（約1時間程度）

第12回   

【テーマ】産業分野別解説⑤「ドローンスクール＆カフェ運営」
【内 容】ドローンスクール概説、併設サービスの重要性、ブレーンストーミングを含む
【形 態】座学

【⽬的と留意点】対象分野についての理解を深める。今回の産業分野について⾃分なりに調
べ、ゲスト講師への質問を考え提出すること（約30分程度）

第13回   

【テーマ】ゲストスピーカーによる講義⑥「ドローンスクール＆ドローンカフェ運営」
【内 容】ドローンパイロット及びカフェ運営について
【形 態】座学

【⽬的と留意点】実務に携わっている社会⼈から貴重な体験談・最新事例を学ぶ。ゲスト講
師の講演を⾃分なりにまとめ、感想を提出すること（約1時間程度）

第14回   

【テーマ】まとめ①（各⾃発表）
【内 容】受講⽣⼀⼈⼀⼈が「1番興味を持った産業分野」について講義中に発表し、質疑
応答を⾏う
【形 態】座学

【⽬的と留意点】⾃ら調べたことを的確に相⼿にわかりやすく表現する経験を増やす。プレ
ゼン資料の作りこみなどのテクニックよりも、論旨をまとめ相⼿に伝わる発表を制限時間内
に⾏うこと。プレゼンの準備に1〜2時間程度。

第15回   

【テーマ】まとめ②（各⾃発表続き）、総括
【内 容】受講⽣⼀⼈⼀⼈の発表・質疑応答の続き、講師による総括
【形 態】座学

【⽬的と留意点】前回の続きを実施する。プレゼンの準備に1〜2時間程度。
発表が早く終わるようであれば講師による総括⼜はゲストをお迎えして座談会形式のディス
カッションを実施する場合がある。

ディプロマポリシー
との関連   

企業⼈に求められるコンピュータ処理活⽤能⼒（DP43）

担当教員の専⾨領域
との関連   

ドローンを⽤いた測量及びインストラクターの実務経験、
ドローンを使ったサービスを提供する企業の経営

使⽤⾔語   ⽇本語

到達⽬標   
無⼈航空機（ドローン）がどの産業分野で使われているかを理解していること。⾃ら情報収
集する⼒・情報を整理してアウトプットする⼒が⾝についていること。

課題に対するフィー
ドバック   

フィードバックは講義中に⾏う

使⽤教科書(参考書・
参考サイト)   

ゲストスピーカーの⽣の声が何にも代えがたい貴重なテキストである、講義をしっかり聞く
こと・そして質問すること。ブレーンストーミングでは積極的に⾃分の意⾒を述べること。
参考⽂献などは講義中に適宜紹介する。

連絡⽅法   メール︓p-takayama@mailg.shumei-u.ac.jp（⾼⼭）

成績評価

種別   割合   評価基準等   

レポート(2) 20.0% 感想等のレポートを課す。

課題(3) 40.0% 発表（プレゼンテーション）の内容・⼯夫。

その他(99) 40.0% 積極的な取り組み（発⾔や質問等）を評価。
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シラバス情報

授業情報

授業コード   A52018

授業開講年度   2022年度

授業名称   ドローン⽤途別演習Ⅱ（１）

科⽬ナンバリング   42FIT82030

代表科⽬漢字名称   ドローン⽤途別演習Ⅱ（１）

履修期   前期授業

担当者漢字名称   ⾼⼭ 誠⼀

担当者カナ名称   タカヤマ セイイチ

開講キャンパス   千葉キャンパス

曜時   ⾦曜２限

科⽬関連性   
「ドローン技能演習Ⅰ」及び「ドローン技能演習Ⅱ」を履修済みであること（今期履修中で
も可）。

資格との関連性等   

【⽇本語】PIX4Dmapper 基礎 認定試験
（参考︓https://training.pix4d.com/courses/pix4dmapper-essentials-certification-
exam-jp）

【英語】PIX4Dmapper Essentials certification exam
（参考︓https://training.pix4d.com/courses/pix4dmapper-essentials-certification-
exam）

講義内容   

本講義では、ドローン（UAV）が特定の⽤途でどう使われているかを「測量」を題材に深く
知ることを⽬的としている。 測量とはそもそも何か、UAVと測量とはどう関係しているの
か、座学やブレーンストーミング、実習を通じて学ぶ。 現在最も普及しているといってよ
い「UAV写真点群測量」について取り上げ、点群データ（3Dデータ）の作成⽅法について
学ぶ。点群データ作成には世界的に有名なPix4D社製品を使⽤する。
受講⽣の習熟度の違いや天候、PC環境等の都合により、各回の予定が変わることがある。
前期・後期を通じて理解を深め定着を図るため、前期の内容と後期の内容は類似している
が、道具や視点が変わるため後期では前期よりレベルアップした発表をすることを学⽣には
求める。

第1回

【テーマ】測量とは何か（１）
【内 容】測量が何に役⽴っているか、ブレーンストーミング形式で議論する
【形 態】座学

【⽬的と留意点】社会のなかで測量がどう役に⽴っているのかを理解する。「なぜ︖」を繰
り返し問いかけるので、⾃⾝の頭で考え・積極的に発⾔することを期待する。 第1回⽬は
予習は不要。次回のテーマについて⾃分なりに調べ質問や意⾒を整理してておく事（約30
分程度〜1時間程度）

第2回   

【テーマ】「UAV」と「測量」（１）
【内 容】測量で使われるUAVの種類、それらの特徴について学ぶ
【形 態】座学

【⽬的と留意点】測量分野で使われるドローンは多岐にわたるが、⽬的に応じて使い分けな
ければいけないことを理解する。 次回以降のテーマについて⾃分なりに調べ質問や意⾒を
整理してておく事（約30分〜1時間程度）
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第3回   

【テーマ】SfMソフトウェア（Pix4D製品）（１）
【内 容】UAV写真点群測量にて使われるSfMソフトウェアの利⽤環境を学ぶ
【形 態】実技演習（屋内）

【⽬的と留意点】PCの利⽤環境を理解する。 基本的な使⽤⽅法の習得とソフトウェアの
使⽤⽅法の復習（約30分〜1時間程度）

第4回

【テーマ】SfMソフトウェア演習「スマートフォンのカメラによる撮影の例」（１）
【内 容】⾝近にあるスマートフォンで撮影した画像でSfM処理を⾏い点群データを作成す
る
【形 態】実技演習（屋内）

【⽬的と留意点】⼿を動かすことで理解を深める。使⽤するPCは、⼤学構内のPC、講師の
準備したPC、各⾃のPC、などその時点の事情・希望に配慮し、現実的な⽅法を採る。 PC
の基本的な使⽤⽅法の習得とソフトウェアの使⽤⽅法の復習（約30分〜1時間程度）

第5回   

【テーマ】SfMソフトウェア演習「スマートフォンのカメラによる撮影の演習」（１）
【内 容】⾝近にあるスマートフォンで撮影した画像でSfM処理を⾏い点群データを作成す
る
【形 態】実技演習（屋内）

【⽬的と留意点】⼿を動かすことで理解を深める。使⽤するPCは、⼤学構内のPC、講師の
準備したPC、各⾃のPC、などその時点の事情・希望に配慮し、現実的な⽅法を採る。 PC
の基本的な使⽤⽅法の習得とソフトウェアの使⽤⽅法の復習（約30分〜1時間程度）

第6回   

【テーマ】UAV写真点群測量の流れ「計画」（１）
【内 容】⼯程の最初に⾏う「計画」でどのようなことを決定するのか、実例を元に学ぶ。
【形 態】座学

【⽬的と留意点】撮影⾼度を上げると粗い画像になる、など撮影条件にはトレードオフの関
係がある。それらの条件と、安全運航の注意点とを総合的に判断していく必要性を知る。 
次回以降のテーマについて⾃分なりに調べ質問や意⾒を整理してておく事（約30分〜1時間
程度）

第7回   

【テーマ】UAV写真点群測量の流れ「GCP設置・観測」（１）
【内 容】点群の位置精度管理を⾏うために必要な地上測量を体験する
【形 態】実技演習（屋外を基本とする（⾬天・強⾵時を除く））

【⽬的と留意点】地上測量も⽋かせないが、実際にどのようなことを⾏っているのかの⼀例
を実体験することで、理解を踏まえる。⾼価な機器を扱うため、取り扱いに最新の注意を払
うこと。 次回以降のテーマについて⾃分なりに調べ質問や意⾒を整理してておく事（約
30分〜1時間程度）

第8回   

【テーマ】UAV写真点群測量の流れ「撮影の例」（１）
【内 容】SfM処理をするためのデータを⾃動航⾏により撮影する⽅法を知る
【形 態】実技演習（屋外を基本とする（⾬天・強⾵時を除く））

【⽬的と留意点】空中から写真を撮る⽅法はいくつかあるが、効率的に取得するため⾃動航
⾏が多く使われる。⼿動航⾏の注意点に加え、⾃動航⾏ならではの注意点を理解する。 次
回以降のテーマについて⾃分なりに調べ質問や意⾒を整理してておく事（約30分〜1時間程
度）

第9回   【テーマ】UAV写真点群測量の流れ「撮影の演習」（１）
【内 容】SfM処理をするためのデータを⾃動航⾏により撮影する⽅法を体験する
【形 態】実技演習（屋外を基本とする（⾬天・強⾵時を除く））
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【⽬的と留意点】⾃動航⾏に必要な注意点を踏まえたうえで、⾃動航⾏を体験する。 次回
以降のテーマについて⾃分なりに調べ質問や意⾒を整理してておく事（約30分〜1時間程
度）

第10回   

【テーマ】UAV写真点群測量の流れ「SfM処理・点群データやオルソ画像の作成」（１）
【内 容】撮影したデータをSfM処理にかけ、点群データやオルソ画像を作成する⽅法を学
ぶ
【形 態】実技演習（室内）

【⽬的と留意点】SfMソフトウェアで点群データとオルソ画像の作成⽅法を学ぶ。 次回以
降のテーマについて⾃分なりに調べ質問や意⾒を整理してておく事（約30分〜1時間程度）

第11回   

【テーマ】UAV写真点群測量の流れ「SfM処理・精度管理」（１）
【内 容】撮影したデータをSfM処理にかけ、位置精度を管理する⽅法を学ぶ
【形 態】実技演習（室内）

【⽬的と留意点】SfMソフトウェアで点群データを作成しただけでは実務では不⼗分、精度
を管理しなければならない。その考え⽅と⽅法を学ぶ。 次回以降のテーマについて⾃分な
りに調べ質問や意⾒を整理してておく事（約30分〜1時間程度）

第12回   

【テーマ】SfMソフトウェア演習「点群データの⾒せ⽅の例」（１）
【内 容】点群データをわかりやすく⾒せる⽅法の⼀例（フライスルー動画）を学び実践す
る
【形 態】実技演習（屋内）

【⽬的と留意点】⼿を動かすことで理解を深める。使⽤するPCは、⼤学構内のPC、講師の
準備したPC、各⾃のPC、などその時点の事情・希望に配慮し、現実的な⽅法を採る。 PC
の基本的な使⽤⽅法の習得とソフトウェアの使⽤⽅法の復習（約30分〜1時間程度）

第13回   

【テーマ】SfMソフトウェア演習「点群データの⾒せ⽅の演習」（１）
【内 容】点群データをわかりやすく⾒せる⽅法の⼀例（フライスルー動画）を学び実践す
る
【形 態】実技演習（屋内）

【⽬的と留意点】⼿を動かすことで理解を深める。使⽤するPCは、⼤学構内のPC、講師の
準備したPC、各⾃のPC、などその時点の事情・希望に配慮し、現実的な⽅法を採る。 PC
の基本的な使⽤⽅法の習得とソフトウェアの使⽤⽅法の復習（約30分〜1時間程度）

第14回   

【テーマ】発表（１）
【内 容】⾃⾝が撮影しSfMソフトウェアで作成した点群データの発表を⾏う
【形 態】座学

【⽬的と留意点】撮影はスマートフォンやデジカメで撮ったもので構わない。発表の仕⽅は
各⾃で考え・⼯夫を凝らすこと（動画にする、PC画⾯をビデオに撮ったものを⾒せる、な
ど）。 予習として、作品の作成及び発表準備（約2〜3時間程度）

第15回   

【テーマ】発表（１）続き⼜はKY（危険予知）ディスカッション（１）
【内 容】安全第⼀に⾶⾏させるために具体的に何が必要か、ブレーンストーミング形式で
議論する
【形 態】座学

【⽬的と留意点】現場では「安全第⼀」が特に求められる。具体的にどのような注意が必要
で、そのためにどんな準備が必要かを知る。発表が終わっていない学⽣を優先する。 ディ
スカッション中⼼となるため予習をしておく事（約30分程度）

ディプロマポリシー 企業⼈に求められるコンピュータ処理活⽤能⼒（DP43）
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との関連   

担当教員の専⾨領域
との関連   

ドローンを⽤いた測量及びインストラクターの実務経験、
UAV測量に関する講習・企業内研修の講師経験

使⽤⾔語   ⽇本語

到達⽬標   
従来の測量と⽐較したときのUAV測量のメリット・デメリットを理解していること
SfMソフトウェア（Pix4D製品）を使って点群データを作成する⽅法を⾝に着けていること

課題に対するフィー
ドバック   

講義の中で都度⾏う。

使⽤教科書(参考書・
参考サイト)   

講義の中で適宜紹介する。

連絡⽅法   メール︓p-takayama@mailg.shumei-u.ac.jp（⾼⼭）

成績評価

種別   割合   評価基準等   

課題(3) 60.0% ⾃⾝の作成した点群データ作品の発表。

その他(99) 40.0% 積極的な取り組みを評価。
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シラバス情報

授業情報

授業コード   A52057

授業開講年度   2022年度

授業名称   ナレーションテクニック

科⽬ナンバリング   42HIS32007

代表科⽬漢字名称   ナレーションテクニック

履修期   前期授業

担当者漢字名称   綺堂 杏美

担当者カナ名称   キドウ アズミ

開講キャンパス   千葉キャンパス

曜時   ⾦曜２限

科⽬関連性   
関連科⽬︓映像撮影・編集技法Ⅰ・Ⅱ、シナリオライティング
科⽬ナンバー:42HIS32007

資格との関連性等   なし

講義内容   

社会で活躍するためには、コミュニケーション能⼒が⾼いほうが有利である。そこで、この
講義では様々なコミュニケーション⽅法の中から「声で表現する」技術を、ナレーションを
通して学んでいく。⾳声コミュニケーションの基礎となる⼼地よい発声を習得することから
はじめ「聞きやすい話し⽅（⽇本語）」の練習をし、「伝えるための⾳読」を実践する。発
声練習を毎回⾏うので、声を出すことを躊躇しないように。声は、訓練すれば、素晴らしい
⾃⼰表現のツールになる。将来のための技能として、ぜひ⾝に付けてもらいたい。
本科⽬は、講義・実技形式で授業を⾏う。 使⽤⾔語:⽇本語

第1回

【テーマ】
ナレーションテクニック概論

【内容】
ナレーションとは
⾳読・⾳訳・朗読・アナウンス・声の演技等との違い
声を「使う」ことを意識してみる⇒インプロゲーム
⾃分の声を知る（⾃⼰紹介録⾳）

【形態】
講義、⾳読実技

【⽬的と留意点】
⾳声表現には種類があることを理解する。
声を「表現するための道具」として考えてみる。
表現＝コミュニケーションの第⼀歩と捉える。
インプロゲームを通して、⼈前でアイディアを⾔う感覚を⾝に付ける。
⾃分で⾳読をして問題点を探る。
（声の⼤きさは適切か・喉が痛くないか・読み難くないか）

授業前⽇までにやること
・ニュースか⼩説などの⽂章を⾳読（10分✕3回＝30分）

第2回   【テーマ】
呼吸法と脱⼒
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【内容】
声を出しやすい姿勢
腹式呼吸と横隔膜
正しい⼝のあけ⽅
喉や唇の脱⼒・リップロール
⾆の位置の確認
低位⾆の治し⽅

【形態】
講義、呼吸法実技、エクササイズ

【⽬的と留意点】
すべての基本は呼吸であることを理解し、腹式呼吸を体得する。
発声練習の前に⾏うべき、エクササイズを覚える。

授業前⽇までにやること
・ニュースか⼩説などの⽂章を⾳読（10分✕3回＝30分）

第3回   

【テーマ】
発声① 滑⾆とナレーション

【内容】
たかが滑⾆、されど滑⾆
肺活量を多くして滑⾆を改善
滑⾆トレーニング

【形態】
講義、発声・滑⾆トレーニング実技

【⽬的と留意点】
滑⾆と早⼝⾔葉の練習は違うことを理解する。
第２回で学んだ呼吸法を使って、⾃分で発声練習ができるようになる。
適切な⼝のあけ⽅を知る。

授業前⽇までにやること
・リップロール（2分）
・発声練習（8分）
・ニュースか⼩説などの⽂章を⾳読（10分✕3回＝30分）

第4回 【テーマ】
発声② イントネーション・アクセント・ピッチ

【内容】
イントネーションとプロミネンス
標準アクセント
声の⾼低と明暗

【形態】
講義、発声・滑⾆トレーニング実技、ピッチ練習

【⽬的と留意点】
いいナレーションは⾳程とリズムがいいことを理解する。
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発声と滑⾆をトレーニングし、ピッチ練習も加える。

授業前⽇までにやること
・リップロール（2分）
・発声練習（8分）
・ニュースか⼩説などの⽂章を⾳読（10分✕3回＝30分）

第5回   

【テーマ】
発声③ ⿐濁⾳・無声⾳・⻑⾳／ナレーションと演技

【内容】
⿐濁⾳の必要性
無声⾳・⻑⾳にも配慮
「その気」になる想像⼒ → 声の演技に挑戦

【形態】
講義、発声・滑⾆トレーニング実技、⾳読実技

【⽬的と留意点】
発声・滑⾆のトレーニングの成果を意識しながら、⽂章を読む。
楽に声が出せるか、声の⼤きさは適切か、アクセントは正確か。
演技をすることで、表現の幅が増える。

授業前⽇までにやること
・リップロール（2分）
・発声練習（8分）
・ピッチ練習（5分）
・ニュースか⼩説などの⽂章を⾳読し、録⾳（10分✕2回＝20分）
・録⾳した⾳読を、ひとつ聞く（10分）

第6回   

【テーマ】
発声④ 五⼗⾳・外郎売

【内容】
発声・滑⾆トレーニングのまとめ
北原⽩秋「五⼗⾳」
歌舞伎⼗⼋番「外郎売」等

【形態】
講義、発声・滑⾆トレーニング実技

【⽬的と留意点】
今回までがナレーションを⾏う上での基礎になる。
ここまで⾃⼰練習を重ねてきた者は、⾳声に変化が出ているだろう。

授業前⽇までにやること
・リップロール（2分）
・発声練習（8分）
・ピッチ練習（5分）
・ニュースか⼩説などの⽂章を⾳読し、録⾳（10分✕2回＝20分）
・録⾳した⾳読を、ひとつ聞く（10分）

第7回   【テーマ】
⽇本語との向き合い⽅① 調査技術

196



【内容】
原稿を理解する
読めない漢字を減らす
わからない⾔葉の調べ⽅
思い込みの恐怖

【形態】
講義、⾳読実技

【⽬的と留意点】
ナレーションには漢字や⾔葉を知っているほうが有利だが、思い込みで読むことを避ける必
要がある。
思い込みからくる読み間違いを減らすためには、どうしたらいいか︖

授業前⽇までにやること
・リップロール（2分）
・発声練習（8分）
・ピッチ練習（5分）
・⼩説か漫画などのセリフがあるものを⾳読し、録⾳（10分✕2回＝20分）
・録⾳した⾳読を、ひとつ聞く（10分）

第8回   

【テーマ】
⽇本語との向き合い⽅② 表現を選ぶ 

【内容】
映像のイメージ
雰囲気を作る声
映像を引き⽴てる
間と尺

【形態】
講義、⾳読実技

【⽬的と留意点】
いい映像があってもナレーションが稚拙では信頼感が⽣まれない。
逆に、ナレーションで映像をグレードアップできることを理解する。

授業前⽇までにやること
・リップロール（2分）
・発声練習（8分）
・ピッチ練習（5分）
・⼩説か漫画などのセリフがあるものを⾳読し、録⾳（10分✕2回＝20分）
・録⾳した⾳読を、ひとつ聞く（10分）

第9回   【テーマ】
ナレーション実技① ニュースを読む＜第１回＞聴いてから読む

【内容】
映像に合わせて、ストレートニュースの原稿を読む

【形態】
エクササイズ、ナレーション実技
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【⽬的と留意点】
ニュースを読むアナウンサーを真似してみる。
また、⾃分のナレーションを聞いて違いを分析してみること。

授業前⽇までにやること
・リップロール（2分）
・発声練習（8分）
・ニュース/⼩説/漫画などを⾳読し、録⾳（10分✕3回＝30分）
・録⾳した⾳読を、すべて聞く（30分）

第10回   

【テーマ】
ナレーション実技② ニュースを読む＜第２回＞表現する

【内容】
映像に合わせて、ストレートニュースの原稿を読む

【形態】
エクササイズ、ナレーション実技

【⽬的と留意点】
ニュースの聞き易さとは何かを考える。
伝えることと表現することの共通点と差異を⾒つける。

授業前⽇までにやること
・リップロール（2分）
・発声練習（8分）
・授業で配布されたニュース原稿を⾳読し、録⾳（10分）
・録⾳した⾳読を、すべて聞く（10分）

第11回   

【テーマ】
ナレーション実技③ CMを読む＜第１回＞⽿を鍛える

【内容】
映像に合わせて、TVCMの原稿を読む

【形態】
エクササイズ、ナレーション実技

【⽬的と留意点】
好きなCMを思い出して⼝調を真似し、課題の映像に合うか試してみる。
⼈のナレーションを聞いて感想を伝え合う。
どんな⾳声表現を使ったら商品イメージが良くなるか、⼯夫をする。
訴求効果を探る。

授業前⽇までにやること
・リップロール（2分）
・発声練習（8分）
・ニュース/⼩説/漫画などを⾳読し、録⾳（10分✕3回＝30分）
・録⾳した⾳読を、すべて聞く（30分）

第12回   【テーマ】
ナレーション実技④ CMを読む＜第２回＞表現の引き出し
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【内容】
映像に合わせて、TVCMの原稿を読む

【形態】
エクササイズ、ナレーション実技

【⽬的と留意点】
個性はどこまで許されるのか︖
基本に忠実に読む意義と要望に応える臨機応変さを理解する。
ナレーションは聞く⼈があってこそ成り⽴つもの。
聞き⼿に受け⼊れられる個性を探し、作る努⼒を。

授業前⽇までにやること
・リップロール（2分）
・発声練習（8分）
・授業で配布されたCM原稿を⾳読し、録⾳（10分）
・録⾳した⾳読を、すべて聞く（10分）

第13回   

【テーマ】
戦略的ナレーション① 映像作品の⼀部になる⾃覚

【内容】
主役は映像
映像から何を読み取り、どう表現するか。
原稿の理解は必須

【形態】
講義、エクササイズ、ナレーション実技

【⽬的と留意点】
模擬オーディションの前の最終確認。
呼吸法を意識した発声練習や滑⾆のトレーニングは、積み重ねが必要だ。

授業前⽇までにやること
・リップロール（2分）
・発声練習（8分）
・ニュース/⼩説/漫画などを⾳読し、録⾳（10分✕3回＝30分）
・録⾳した⾳読を、すべて聞く（30分）

第14回   【テーマ】
戦略的ナレーション② 受け⼊れられる「語り⽅」

【内容】
オーディション形式でナレーションを体験する。
緊張感の中で読む。
指⽰に的確に答える。

【形態】
ナレーション実技

【⽬的と留意点】
確認テストとして、模擬オーディションを⾏う。
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授業前⽇までにやること
・これまでに配布された資料を読む（30分）
・エクササイズから発声練習、ピッチの練習（15分）
・指定された原稿を⾳読→録⾳→聴く→修正（15分）

第15回   

【テーマ】
講義まとめ

【内容】
講義まとめ
⼈のナレーションを聴く
呼吸に始まり呼吸に終わる
エクササイズと発声・滑⾆トレーニング

【形態】
講義、ディスカッション

【⽬的と留意点】
⽿を鍛えることも、ナレーションテクニック向上に役⽴つ。
⾃信を持って⾳声表現ができるようになってほしい。

授業前⽇までにやること
・リップロール（2分）
・発声練習（8分）
・ニュース/⼩説/漫画などを⾳読し、録⾳（10分✕3回＝30分）
・録⾳した⾳読を、すべて聞く（30分）

ディプロマポリシー
との関連   

⼈類が築き上げてきた⽂化遺産としての教養

担当教員の専⾨領域
との関連   

通信社アナウンサー／FMラジオパーソナリティ／俳優／研修講師の実務経験をふまえて指
導する。

使⽤⾔語   ⽇本語

到達⽬標   
⾳声コミュニケーションの基礎となる⼼地よい発声を習得する。
声を⾃⼰表現のツールとして「使う」意識を持てるようになる。

課題に対するフィー
ドバック   

確認後、当⽇または次回の授業でコメントする。

連絡⽅法   【メール】p-kidou@mailg.shumei-u.ac.jp

成績評価

種別   割合   評価基準等   

試験(1) 40.0% 授業内容を反映した⾳声表現ができているか

実技(4) 60.0% 授業内容を反映した⾳声表現ができているか

その他の注意事項   
授業中に⾃分の⾳声を録⾳して提出することがあるので、スマートフォンの録⾳機能やICレ
コーダーを使えるようにすること。
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観光ビジネス学部 

観光ビジネス学科 

 

実務経験のある教員等による授業科目の授業計画書 

<<省令で定める単位数等の基準数相当分>> 

 

[授業科目名・単位数] 

観光経営学          ２単位 

観光中国語Ⅰ         ２単位 

観光中国語Ⅱ         ２単位 

航空事業論          ２単位 

ホテル経営概論Ⅰ       ２単位 

ホテル実務総論Ⅰ       ２単位 

ホテル実務総論Ⅱ       ２単位 

 

 

計１４単位 
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シラバス情報

授業情報

授業コード   A44034 開講キャンパス   千葉キャンパス

授業開講年度   2022年度

授業管理部署   教務課

授業名称   観光経営学

科⽬ナンバリング   65TMG31007

代表科⽬漢字名称   観光経営学

単位数   2 履修期   前期授業

担当者漢字名称   ⽥中 順⼆

担当者カナ名称   タナカ ジュンジ

履修基準年度 １セメスター〜８セメスター

曜時   ⽊曜４限

科⽬関連性   
科⽬ナンバー:65TMG31007
前後期同⼀内容。

資格との関連性等   なし

講義内容   

何らかの意味で楽しみを⽬的とする観光が、政府の成⻑戦略の⼀つとして位置づけられるな
ど、その経済的重要性が⾼まり企業や地域経営の分野で観光経営の在り⽅に関⼼が寄せら
れ、観光が成⻑分野としても認められるようになった。そのような背景の中で、本講義では
社会的現象としての観光が⽣起する原因と結果、その因果の連鎖を理解し、観光が直⾯する
諸問題の解決と諸課題の達成に資する知⾒を幅広く、しかも掘り下げて修得することを⽬標
とする。
使⽤⾔語:⽇本語

第1回

【テーマ】
観光経営の基礎

【内容】
(1) 観光事業の経営特性
(2) 事業分野と経営課題
(3) 観光事業の経営戦略

【形態】
講義と⼩レポート

【⽬的と留意点】
観光事業・分野をフィールドとした観光経営の基礎について学習する。
予習
教科書1-13ｐを読み、疑問点をまとめておくこと。（45分）
復習
講義後には、予習において疑問であった点を整理する。（45分）

第2回   【テーマ】
観光政策・⾏政

【内容】
(1) 基本法、関連法令
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(2) 重点施策
(3) 推進体制(観光庁および関連団体)

【形態】
講義と⼩レポート

【⽬的と留意点】
観光が政府の成⻑戦略の⼀つとして位置づけられるなど、経済的重要性が⾼まる中、国策と
しての観光政策・⾏政の動きの概観を学習する。
予習
教科書14-26ｐを読み、疑問点をまとめておくこと。（45分）
復習
講義後には、予習において疑問であった点を整理する。（45分）

第3回   

【テーマ】
観光まちづくり

【内容】
(1) 観光まちづくりの起こりと意義
(2) 持続可能な観光まちづくり事業体から観光まちづくりフォームへ
(3) 観光まちづくりの段階的展開⼿法と今後の展開⽅向

【形態】
講義と⼩レポート

【⽬的と留意点】
物理的な側⾯だけではなく⽣活環境⼀般、組織や⼈づくりまでを対象とした「観光振興によ
るまちづくり」を学習する。
予習
教科書27-38ｐを読み、疑問点をまとめておくこと。（45分）
復習
講義後には、予習において疑問であった点を整理する。（45分）

第4回

【テーマ】
観光⾏動と観光市場

【内容】
(1) 観光⾏動の3つの特性
(2) データから読み取る観光市場
(3) 観光産業の市場戦略

【形態】
講義と⼩レポート

【⽬的と留意点】
成熟消費社会における観光⾏動の特徴を捉え、国内外の観光市場の概観について学習する。
予習
教科書39-51ｐを読み、疑問点をまとめておくこと。（45分）
復習
講義後には、予習において疑問であった点を整理する。（45分）

第5回   【テーマ】
ICT⾰命と観光産業
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【内容】
(1) 観光におけるICT⾰命の影響
(2) 観光を構成する各要素におけるICT⾰命の影響
(3) 観光産業とICTをめぐる動向と展望

【形態】
講義と⼩レポート

【⽬的と留意点】
ICT⾰命とは何か? また、観光との関わりの重要性を観光構成要素と照らし合わせて学習す
る。
予習
教科書52-63ｐを読み、疑問点をまとめておくこと。（45分）
復習
講義後には、予習において疑問であった点を整理する。（45分）

第6回   

【テーマ】
交通産業経営

【内容】
(1) 鉄道事業
(2) 航空事業

【形態】
講義と⼩レポート

【⽬的と留意点】
鉄道事業・航空事業の経営⾯の現状を、歴史・社会動向・経済的背景から検証を⾏い学習す
る。
予習
教科書64-76ｐを読み、疑問点をまとめておくこと。（45分）
復習
講義後には、予習において疑問であった点を整理する。（45分）

第7回   

【テーマ】
旅⾏産業経営 －旅⾏業の近未来

【内容】
(1) 旅⾏業の機能と役割
(2) パッケージツアー
(3) 旅⾏業の新たな展開

【形態】
講義と⼩レポート

【⽬的と留意点】
旅⾏業の過去からこれまでの歴史の変遷、近未来への新たな展開について学習する。
予習
教科書77-90ｐを読み、疑問点をまとめておくこと。（45分）
復習
講義後には、予習において疑問であった点を整理する。（45分）

第8回   【テーマ】
宿泊産業経営
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【内容】
(1) 宿泊産業の概要
(2) ホテル業の経営特性
(3) 旅館業の経営特性
(4) 宿泊産業の展望と課題

【形態】
講義と⼩レポート

【⽬的と留意点】
宿泊産業の略史、⽇本の宿泊産業の分類、ホテル商品の特性・ホテル業の分類、旅館に対す
るニーズ・流通構造と料⾦体系の変化、宿泊産業の展望と課題について学習する。
予習
教科書91-101ｐを読み、疑問点をまとめておくこと。（45分）
復習
講義後には、予習において疑問であった点を整理する。（45分）

第9回   

【テーマ】
外⾷産業経営

【内容】
(1) 外⾷産業の市場構成
(2) チェーンレストラン経営
(3) 外⾷産業の現代的課題

【形態】
講義と⼩レポート

【⽬的と留意点】
⾷と観光で結びつきの強くなった外⾷産業市場構成と経営の特⾊を学習する。
予習
教科書102-113ｐを読み、疑問点をまとめておくこと。（45分）
復習
講義後には、予習において疑問であった点を整理する。（45分）

第10回   【テーマ】
博物館と美術館

【内容】
(1) 博物館・美術館の概要
(2) 博物館・美術館を取り巻く状況
(3) 観光地における博物館・美術館の役割
(4) 特⾊ある事例
(5) 今後の課題

【形態】
講義と⼩レポート

【⽬的と留意点】
博物館・美術館が⽂化・教養的施設としての公益性から経営の健全性を求められる中、観光
地において博物館・美術館との関わりから⽣み出される効果等について学習する。
予習
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教科書114-125ｐを読み、疑問点をまとめておくこと。（45分）
復習
講義後には、予習において疑問であった点を整理する。（45分）

第11回   

【テーマ】
ホテルアセットマネジメント

【内容】
(1) ホテルアセットマネジメントの歴史
(2) ホテルアセットマネジメントの組織と機能
(3) ⽇本のホテルアセットマネジメント形成の背景
(4) ホテルアセットマネジメント発展への課題とチャレンジ

【形態】
講義と⼩レポート

【⽬的と留意点】
ホテルアセットマネジメントについて、歴史的背景、組織と機能、発展への課題とチャレン
ジについて基本的なところを学習する。
予習
教科書126-141ｐを読み、疑問点をまとめておくこと。（45分）
復習
講義後には、予習において疑問であった点を整理する。（45分）

第12回   

【テーマ】
集客戦略

【内容】
(1) 集客の捉え⽅
(2) 集客⽅法の考え⽅
(3) 集客戦略の重要ポイント

【形態】
講義と⼩レポート

【⽬的と留意点】
観光経営における集客の基本的な捉え⽅、集客⽅法の具体的考え⽅や集客戦略の重要なポイ
ントについて学習する。
予習
教科書142-151ｐを読み、疑問点をまとめておくこと。（45分）
復習
講義後には、予習において疑問であった点を整理する。（45分）

第13回   【テーマ】
観光産業の⼈的資源管理

【内容】
(1) ⼈的資源管理とは
(2) 観光産業の⼈的資源管理の特徴
(3) 柔軟性理論(⼈件費の変動費化)
(4) 感情労働とは
(5) 感情労働と組織管理

【形態】
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講義と⼩レポート

【⽬的と留意点】
観光産業の発展に⽋かすことのできない⼈的資源管理について学習する。
予習
教科書152-163ｐを読み、疑問点をまとめておくこと。（45分）
復習
講義後には、予習において疑問であった点を整理する。（45分）

第14回   

【テーマ】
接遇と顧客満⾜

【内容】
(1) ⽇本のおもてなし
(2) 向社会的⾏動と配慮⾏動
(3) 顧客満⾜とは

【形態】
講義と⼩レポート

【⽬的と留意点】
⻄洋のホスピタリティと⽇本のおもてなしの精神の相違、向社会的⾏動と配慮⾏動、顧客満
⾜とは何かについて学習する。
予習
教科書164-178ｐを読み、疑問点をまとめておくこと。（45分）
復習
講義後には、予習において疑問であった点を整理する。（45分）

第15回   

【テーマ】
ポストモダンと観光

【内容】
(1) 現代観光とポストモダン
(2) ポストモダンをめぐる諸議論
(3) 観光のモダンとポストモダン
(4) テーマパーク化する消費空間と「ツーリズムの終焉」
(5) ポストモダン観光論の限界と観光経営への⽰唆

【形態】
講義と⼩レポート

【⽬的と留意点】
ポストモダンをめぐる諸議論と現代観光の関わりについて学習する。
予習
教科書179-190ｐを読み、疑問点をまとめておくこと。（45分）
復習
講義後には、予習において疑問であった点を整理する。（45分）

ディプロマポリシー
との関連   

経営学の視点から観光産業全体を⾒る⼒

担当教員の専⾨領域
との関連   

企業(航空会社）での34年間の実務経験に基づき、企業経営を観光の観点から講義してい
く。

使⽤⾔語   ⽇本語
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到達⽬標   観光産業を企業経営の観点から理解し、今後の観光産業発展について⼀定の考えを有するこ
とができるようになる。

課題に対するフィー
ドバック   

課題を通して観光産業が直⾯する諸問題について解説し、具体的な事例も定時しながら各⾃
の理解を深めていく。

使⽤教科書(参考書・
参考サイト)   

岡本伸之 編著『よくわかる観光学1 観光経営学』(朝倉書店)

連絡⽅法   メールアドレス: tanaka-j@mailg.shumei-u.ac.jp

教科書   
タイトル 著者名

発⾏
所

出版
年

ISBN ボタン

よくわかる観光学1 観
光経営学

岡本伸之 編著
朝倉
書店

2015
978-4-254-
16647-7

OPAC検索

※図書館に所蔵がない場合等、OPAC検索ボタンを押下してもヒットしないことがあります。

成績評価

種別   割合   評価基準等   

課題(3) 60.0%

その他(99) 40.0% 授業への参加、貢献度（発表、発⾔、出席等）
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シラバス情報

授業情報

授業コード   A43042 開講キャンパス   千葉キャンパス

授業開講年度   2022年度

授業管理部署   教務課

授業名称   観光中国語Ⅰ

科⽬ナンバリング   65TMG31008

代表科⽬漢字名称   観光中国語Ⅰ

単位数   2 履修期   前期授業

担当者漢字名称   ⽊村 義彦

担当者カナ名称   キムラ ヨシヒコ

履修基準年度 ３セメスター〜８セメスター

曜時   ⽊曜３限

科⽬関連性   
なし
科⽬ナンバー:65TMG31008

資格との関連性等   なし

講義内容   

「観光」の諸場⾯に必要な会話・知識に絞った内容とするが、初めて中国語に触れるという
学⽣のために、導⼊部分には基本知識などを講義し、興味の増⼤を図る。中国への旅⾏での
場⾯のみならず、近年増加した訪⽇中国⼈観光客との簡単なコミュニケーションが図れるこ
とを⽬指す。また、漢字という⽇本語の⽂字について、中国語という別⾓度から⾒直すこと
により、⽂化教養をも深めていく。
なお、中国語を⺟国語とする学⽣は履修できません。

第1回

【テーマ】
中国語の基本知識と漢字⽂化圏

【内容】
●中国語の概略
●⽇本語との相違点
●⽇本語との関係
●⽇本語の中の中国語
●漢字⽂化圏の諸⾔語

【形態】
座学講義

【⽬的と留意点】
〇標準語（普通話）と諸⽅⾔の差異
〇使⽤されている⽂字
〇基本的な⽂法の理解と⽇本語との相違点
〇中国語ローマ字（ピンイン）
〇⽇本語となった中国語由来の単語
〇⽇本語と韓国語、ベトナム語等の共通点
初回に準備することはないが、⽇本語を⾒つめなおす機会としても捉えて受講すること。
講義後の復習を重視するので、基本的に予習の必要はない。
（復習）30分＝配布教材の熟読する。
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第2回   【テーマ】
漢字の知識とあいさつ会話

【内容】
●漢字の成り⽴ち
●簡体字と繁体字
●⽇本語の漢字との違い
●簡単なあいさつ会話
●発⾳の特徴

【形態】
座学講義

【⽬的と留意点】
〇同じ漢字でも⽇本語とは意味が異なる単語
〇⼤幅に簡略化された漢字の理解
〇⽇本語における簡略化と微妙に異なる部分を知る
〇導⼊部としてのあいさつ会話を覚える
〇四声の存在など中国語の発⾳の特徴を知る
漢字を使っている点から安易な学習をせず、外国語の⽂字である点を理解する。
（復習）30分＝配布教材をもとに、中国語の漢字を書く。

第3回   

【テーマ】
旅⾏中の会話①旅の予約

【内容】
●ホテルや航空便の予約
●航空券などのチケットを購⼊

【形態】
座学講義

【⽬的と留意点】
〇年⽉⽇の⾔い⽅
〇ホテルや航空に関する単語
〇主要な都市名
簡単な会話から、中国語の⾳声に慣れる。
（復習）20分＝聞こえた⾳声を直感で発⾳してみる。

第4回 【テーマ】
旅⾏中の会話②ホテルにて

【内容】
●部屋の空きを尋ねる
●部屋タイプ
●泊数の⾔い⽅

【形態】
座学講義

【⽬的と留意点】
〇部屋の種類をもとに空室の確認をする
〇部屋の種類別単語を覚える
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〇何⽇滞在するかが⾔えるようにする
（復習）20分＝配布教材をもとに書くことと発⾳をしてみる。

第5回   

【テーマ】
旅⾏中の会話③ホテル関係の知識

【内容】
●部屋の設備
●階数・部屋番号
●トラブル
●ホテルの備品等の単語

【形態】
座学講義

【⽬的と留意点】
〇ホテル内の設備に関する単語を覚える
〇階数や部屋番号の⾔い⽅
〇鍵の紛失や⽔が出ないなどのトラブル時に必要な会話を習得する
（復習）20分＝決まり通りの⾔い回しなので、パターンを覚える。

第6回   

【テーマ】
旅⾏中の会話④空港にて

【内容】
●航空会社・便名
●出国・⼊国⼿続き
●パスポート・VISA
●エコノミークラスやファーストクラスの⾔い⽅
●搭乗⼝
●主要都市の空港名

【形態】
座学講義

【⽬的と留意点】
〇航空会社名や便名の標記⽅法を覚える
〇出国・⼊国⼿続きの場⾯での会話の習得
〇旅券・査証などの⽤語を覚える
〇空港関連の単語を覚える
〇中国内主要都市の空港名を覚える
（復習）30分＝観光では必須となる航空関係の知識を⽇本語と対照して理解する。

第7回   【テーマ】
旅⾏中の会話⑤公共交通機関を利⽤する

【内容】
●バスに乗る
●鉄道を利⽤する
●タクシーに乗る
●公共交通機関の知識

【形態】
座学講義
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【⽬的と留意点】
〇きっぷの購⼊での簡単な会話を習得する
〇⾏先を告げる
〇⼀等⾞や寝台⾞など仕組みを知る
（復習）20分＝最も⼀般的な陸上交通機関の知識と単語を重点的に覚える。

第8回   

【テーマ】
観光箇所にて①有名な観光地

【内容】
●北京の有名な観光地
●その他の主要観光地
●禁⽌事項などの掲⽰板を解読

【形態】
座学講義

【⽬的と留意点】
〇故宮、天安⾨、天壇、王府井、頤和園などの観光地の特徴と中国語での名称の発⾳を覚え
る
〇万⾥の⻑城など、北京以外の著名な観光地を覚える
〇⽴ち⼊り禁⽌などの掲⽰板の内容を読み解く
（復習）20分＝観光地の名称を中国語で発⾳できるようにする。

第9回   

【テーマ】
観光箇所にて②写真を撮る

【内容】
●写真を撮る時のマナー
●シャッターを押してもらう

【形態】
座学講義

【⽬的と留意点】
〇はい、チーズ︕ → 茄⼦︕
〇撮ってよいかの確認
〇シャッターを押してもらう時の⾔い⽅
（復習）15分＝⽇本の習慣とはやや違う写真撮影のマナーを覚える。

第10回   【テーマ】
買物①街中での買物

【内容】
●店の営業時間
●⾦額の聞き⽅
●⾊やサイズの知識

【形態】
座学講義

【⽬的と留意点】
〇時間の⾔い⽅を覚える
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〇いくらですか︖と中国の貨幣単位の知識
〇その他、買い物時に必要な会話を習得する
（復習）15分＝時間や通貨の単位などの⾔い⽅を再確認する。

第11回   

【テーマ】
買物②⽇常品の名称

【内容】
●⾷料品をはじめとする品物の名前
●有名な⽇本企業

【形態】
座学講義

【⽬的と留意点】
〇豚⾁を猪⾁と書いたり、カタカナ⽇本語とは異なる標記の単語を覚える
〇⽇本から進出している企業の中国語名を知る
（復習）20分＝物品の単語は最も必要な知識であるので、書いて覚える。

第12回   

【テーマ】
スポーツ観戦

【内容】
●スポーツの種⽬名
●スタジアムへ⾏く

【形態】
座学講義

【⽬的と留意点】
〇サッカー、バスケットボールなどの単語の漢字表記を覚える
〇スタジアム観戦へ出かける際の会話に触れる
（復習）15分＝漢字で標記しなければならないスポーツ種⽬名を書いて覚える。

第13回   

【テーマ】
中国の貨幣

【内容】
●貨幣の単位
●紙幣と硬貨の種類
●⽂字での単位と⼝語での⾔い⽅の違い
●クレジットカード

【形態】
座学講義

【⽬的と留意点】
〇数字の読み⽅を習得する
〇中国の貨幣単位の基本を覚える
〇紙幣では「⼀圓（円）」と書かれているが、⼝語では「⼀塊＝イーコアイ」と⾔うような
慣⽤語を覚える
（復習）20分＝数字の読み、表し⽅を完璧にする。

第14回   【テーマ】
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トラブル︓困ったときに

【内容】
●忘れ物をした
●部屋のエアコンが壊れた
●道に迷った

【形態】
座学講義・筆記試験

【⽬的と留意点】
〇よくあるトラブルの場⾯での会話を覚える
（復習）20分＝配布教材を声を出して読む。

第15回   

【テーマ】
⽇本での観光案内

【内容】
●空港への出迎え
●東京の観光箇所

【形態】
座学講義

【⽬的と留意点】
〇観光ガイドの気分で訪⽇客への対応をする
〇都内の観光地名の中国語読みを覚える
（復習）20分＝皇居や浅草など具体的な地名を発⾳して覚える。

ディプロマポリシー
との関連   

観光業界で役⽴つ実践的能⼒

担当教員の専⾨領域
との関連   

旅⾏・観光業界における中国旅⾏企画、ツアーコンダクター業務等の実務経験、並びに⽇中
国交正常化以前の⽂化⼤⾰命時代から⾒つめてきた中国に関する知⾒。

使⽤⾔語   ⽇本語、中国語

到達⽬標   ⼀般的な中国への観光旅⾏で必要な単語や簡単な会話の習得。

連絡⽅法   
本館３階１２４研究室
p-kimura-y@mailg.shumei-u.ac.jp

参考書   
タイトル 著者名 発⾏所 出版年 ISBN ボタン

中国語︕ ナビ NHK Eテレ ㈱NHK出版 2022 OPAC検索

※図書館に所蔵がない場合等、OPAC検索ボタンを押下してもヒットしないことがあります。

成績評価
備考   
確認テスト（80％）、期中に2回程度実施する⼩テスト（20％）
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シラバス情報

授業情報

授業コード   B43042 開講キャンパス   千葉キャンパス

授業開講年度   2022年度

授業管理部署   教務課

授業名称   観光中国語Ⅱ

科⽬ナンバリング   65TMG31009

代表科⽬漢字名称   観光中国語Ⅱ

単位数   2 履修期   後期授業

担当者漢字名称   ⽊村 義彦

担当者カナ名称   キムラ ヨシヒコ

履修基準年度 ３セメスター〜８セメスター

曜時   ⽊曜３限

科⽬関連性   
なし
科⽬ナンバー:65TMG31009

資格との関連性等   なし

講義内容   

「観光」の諸場⾯に必要な会話・知識に絞った内容とするが、初めて中国語に触れるという
学⽣のために、導⼊部分には基本知識などを講義し、興味の増⼤を図る。中国への旅⾏での
場⾯のみならず、近年増加した訪⽇中国⼈観光客との簡単なコミュニケーションが図れるこ
とを⽬指す。また、漢字という⽇本語の⽂字について、中国語という別⾓度から⾒直すこと
により、⽂化教養をも深めていく。
なお、中国語を⺟国語とする学⽣は履修できません。

第1回

【テーマ】
中国語の基本知識と漢字⽂化圏

【内容】
●中国語の概略
●⽇本語との相違点
●⽇本語との関係
●⽇本語の中の中国語
●漢字⽂化圏の諸⾔語

【形態】
座学講義

【⽬的と留意点】
〇標準語（普通話）と諸⽅⾔の差異
〇使⽤されている⽂字
〇基本的な⽂法の理解と⽇本語との相違点
〇中国語ローマ字（ピンイン）
〇⽇本語となった中国語由来の単語
〇⽇本語と韓国語、ベトナム語等の共通点
初回に準備することはないが、⽇本語を⾒つめなおす機会としても捉えて受講すること。
講義後の復習を重視するので、基本的に予習の必要はない。
（復習）30分＝配布教材の熟読する。
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第2回   【テーマ】
漢字の知識とあいさつ会話

【内容】
●漢字の成り⽴ち
●簡体字と繁体字
●⽇本語の漢字との違い
●簡単なあいさつ会話
●発⾳の特徴

【形態】
座学講義

【⽬的と留意点】
〇同じ漢字でも⽇本語とは意味が異なる単語
〇⼤幅に簡略化された漢字の理解
〇⽇本語における簡略化と微妙に異なる部分を知る
〇導⼊部としてのあいさつ会話を覚える
〇四声の存在など中国語の発⾳の特徴を知る
漢字を使っている点から安易な学習をせず、外国語の⽂字である点を理解する。
（復習）30分＝配布教材をもとに、中国語の漢字を書く。

第3回   

【テーマ】
空港にて①チェックイン

【内容】
●航空会社の名称
●搭乗⼿続き
●出国⼿続き
●旅券

【形態】
座学講義

【⽬的と留意点】
〇中国語漢字で表される航空会社名を覚える
〇搭乗や出国⼿続きの際に必要な単語・⽤語を覚える
（復習）20分＝聞こえた⾳声を直感で発⾳してみる。

第4回 【テーマ】
空港にて②⼿荷物と市内へのアクセス

【内容】
●預ける荷物と機内持ち込み⼿荷物
●⼿荷物の紛失トラブル
●市内とを結ぶ交通機関

【形態】
座学講義

【⽬的と留意点】
〇⼿荷物の種類を覚える
〇預けた⼿荷物が出てこない場⾯の会話を覚える
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〇空港と市内を結ぶ交通⼿段の種類を覚える
（復習）20分＝配布教材をもとに書くことと発⾳をしてみる。

第5回   

【テーマ】
空港や機内でのアナウンス

【内容】
●空港ロビーでの出発案内と到着案内
●機内のアナウンス

【形態】
座学講義

【⽬的と留意点】
〇便名や⾏き先の単語・⽤語を覚える
〇世界の主要都市名の中国語表記を覚える
（復習）20分＝決まり通りの⾔い回しなので、パターンを覚える。

第6回   

【テーマ】
観光に関するその他の単語

【内容】
●税関関係
●免税店
●中国の通貨
●クレジットカードなど

【形態】
座学講義

【⽬的と留意点】
〇税関や免税関係の単語・⽤語を覚える
〇中国の通貨とその単位・⾔い⽅などを覚える
〇両替での⾔い⽅を覚える
〇クレジットカードやプリペイドカードに関する知識を習得する
（復習）30分＝通貨に関連する観光旅⾏では必須となる知識を理解する。

第7回   

【テーマ】
旅⾏中の会話①道を尋ねる

【内容】
●⽬的地への⾏き⽅
●道を間違えた
●所要時間を聞く

【形態】
座学講義

【⽬的と留意点】
〇観光箇所などへ⾏く⽅法を覚える
〇⽬的地までどれくらい時間がかかるのかを聞いてみる
（復習）20分＝配布教材をもとに書くことと発⾳をしてみる。

第8回   【テーマ】
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旅⾏中の会話②買い物

【内容】
●⾦額を尋ねる
●⾊やサイズの⾔い⽅
●価格の⾼い、安い
●値引き

【形態】
座学講義

【⽬的と留意点】
〇買い物の際に必要な⾔い⽅、会話を習得する
（復習）20分＝配布教材をもとに書くことと発⾳をしてみる。

第9回   

【テーマ】
旅⾏中の会話②レストランにて

【内容】
●レストランの予約
●メニュー
●注⽂

【形態】
座学講義

【⽬的と留意点】
〇⽇時や⼈数など予約に必要な⽤語・単語を覚える
〇メニューを読み解く
〇料理や飲み物の注⽂の⽅法と⾔い⽅を覚える
（復習）15分＝配布教材をもとに単語を覚え、発⾳をしてみる。

第10回   

【テーマ】
中華料理の知識

【内容】
●素材の名前
●調理⽅法の名前
●料理名
●⽢い、⾟い、酸っぱい、塩⾟い、苦い
●茶、酒

【形態】
座学講義

【⽬的と留意点】
〇素材名と調理⽅法を組み合わせた料理名を覚える
〇味の表現⽅法を知る
〇お茶や酒の種類・名称を知る
（復習）15分＝料理名や味などの⾔い⽅を発⾳してみる。

第11回   【テーマ】
鉄道に乗る
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【内容】
●鉄道関係の知識と単語
●中国の時刻表を読む

【形態】
座学講義

【⽬的と留意点】
〇⼀等⾞や⼆等⾞、座席や寝台、急⾏列⾞や普通列⾞の区別を覚える
〇中国の鉄道時刻表に触れてみる
（復習）20分＝鉄道⽤語や単語は旅⾏の際に必要な基本知識であり、書いて覚える。

第12回   

【テーマ】
中国の地図

【内容】
●⾏政区分の名称
●著名な都市、⼭、川の名称

【形態】
座学講義

【⽬的と留意点】
〇東北、華北、華南などの地域区分を覚える
〇省、⾃治区、主要都市、⼭河、湖沼などの名称を中国で発⾳する
（復習）30分＝主要な省や都市などの場所を把握し、名称を書いて覚える。

第13回   

【テーマ】
⾃⼰紹介と⽇本のことを説明する

【内容】
●⾃⼰紹介
●⽇本を紹介する
●⽇本の⽂化を説明する

【形態】
座学講義

【⽬的と留意点】
〇⽒名、年齢、出⾝地などの⾃⼰紹介ができるようにする
〇⽇本のことを簡単に説明してみる
〇簡単な⽇本⽂化について説明してみる
（復習）20分＝配布教材を声を出して読む。

第14回   【テーマ】
⽂字改⾰と簡体字・繁体字および⽇本でできた漢字(国字)

【内容】
●⽂字改⾰の経緯
●簡体字と繁体字
●漢字ではない⽇本の⽂字

【形態】
座学講義
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【⽬的と留意点】
〇⽂字改⾰に着⼿した経緯を知る
〇漢字の簡略化の原理原則と⼿法
〇枠、栃、辻、働、込など、⽇本で⽣まれた漢字ではない⽂字を知る
（復習）20分＝配布教材を熟読し⼀般教養の⼀助とする。

第15回   

【テーマ】
⽇本語の中の中国語と中国語となった和製単語

【内容】
●⽇本語になった中国語
●中国語へ「逆輸出」された漢字

【形態】
座学講義

【⽬的と留意点】
〇餃⼦、暖簾、⾯⼦など、⽇本語に溶け込んだ単語を知る
〇経済、⼿続、取消など、中国語へ逆輸出された単語を知る
（復習）20分＝配布教材を熟読し⼀般教養の⼀助とする。

ディプロマポリシー
との関連   

観光業界で役⽴つ実践的能⼒

担当教員の専⾨領域
との関連   

旅⾏・観光業界における中国旅⾏企画、ツアーコンダクター業務等の実務経験、並びに⽇中
国交正常化以前の⽂化⼤⾰命時代から⾒つめてきた中国に関する知⾒。

使⽤⾔語   ⽇本語、中国語

到達⽬標   ⼀般的な中国への観光旅⾏で必要な単語や簡単な会話の習得。

連絡⽅法   
本館３階１２４研究室
p-kimura-y@mailg.shumei-u.ac.jp

参考書   
タイトル 著者名 発⾏所 出版年 ISBN ボタン

中国語︕ ナビ NHK Eテレ ㈱NHK出版 2022 OPAC検索

※図書館に所蔵がない場合等、OPAC検索ボタンを押下してもヒットしないことがあります。

成績評価
備考   
確認テスト（80％）、期中に2回程度実施する⼩テスト（20％）
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シラバス情報

授業情報

授業コード   A32043 開講キャンパス   千葉キャンパス

授業開講年度   2022年度

授業管理部署   教務課

授業名称   航空事業論

科⽬ナンバリング   66TMG31013

代表科⽬漢字名称   航空事業論

単位数   2 履修期   前期授業

担当者漢字名称   ⽥中 順⼆

担当者カナ名称   タナカ ジュンジ

履修基準年度 １セメスター〜８セメスター

曜時   ⽔曜２限

科⽬関連性   
科⽬ナンバー:66TMG31013
前後期同⼀内容。

資格との関連性等   なし。

講義内容   

航空事業は広く経済、社会の発展を⽀える重要インフラとしての役割を担っているが、特に
今後ますます成⻑が予想される観光産業とは密接な関係がある。本講義では、航空事業につ
いて、その成⽴ちと各業務の概要を理解し、現状と今後の課題について学んでいく。
使⽤⾔語:⽇本語

第1回

【テーマ】
本講座の概要・オリエンテーション、エアラインビジネスとは。

【内容】
1.エアラインビジネスとは何か︖
2.エアラインビジネスの特徴

【形態】
講義とディスカッション

【⽬的と留意点】
講義全体の概要説明、進め⽅、参加姿勢を確認する。
エアラインビジネスとは何かを知り、その特徴を理解する。
教科書p.1-8を読み、疑問点をまとめておく。(1時間）

第2回   【テーマ】
エアラインビジネスとは︖ (第1回の続き) 、エアラインビジネス発達の歴史。

【内容】
1.⺠間航空輸送の誕⽣
2.航空⾃由化の進展
3.⽇本の⺠間航空発達の歴史

【形態】
講義とディスカッション
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【⽬的と留意点】
エアラインビジネスの基本を理解する(第1回からの続き)
エアラインビジネスの誕⽣から現在までの発達の歴史を知り、同ビジネスの将来を考える視
点を得る。
教科書p.9-29を読み、疑問点をまとめておく。(1時間）

第3回   

【テーマ】
空港について （空港の概要、課題、⺠営化）

【内容】
1.⽇本の空港の概要
2.⽇本の主要空港が抱える課題
3.空港運営の⺠営化の動き

【形態】
講義とディスカッション

【⽬的と留意点】
エアラインビジネスの現場である空港について、⽇本の主要な空港の概要を理解するととも
に、現在の課題と今後の展望について考える。
教科書p.32-41を読み、疑問点をまとめておく。(1時間）

第4回

【テーマ】
旅客ハンドリング

【内容】
1.旅客ハンドリングとは。
2.空港での旅客の動きとエアラインによる旅客サービス
3.運送約款とは。

【形態】
講義とディスカッション

【⽬的と留意点】
旅客が最初にエアラインのサービスに触れる空港旅客サービスについてその内容を知る。ま
た、旅客とエアラインとの契約にあたる運送約款について概要を理解する。
教科書p.107-112を読み、疑問点をまとめておく。(1時間）

第5回   

【テーマ】
グランドハンドリング

【内容】
1.運航管理とは。
2.各空港での業務
3.航空機の運航に影響を与える気象

【形態】
講義とディスカッション

【⽬的と留意点】
航空機の運航を⽀援する運航管理業務と定時運航確保を担うスケジュール統制業務の概要に
ついて学ぶ。
教科書p.113-119読み、疑問点をまとめておく。(1時間）
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第6回   【テーマ】
航空貨物輸送

【内容】
1.航空貨物輸送の概要
2.航空輸送に適した貨物とサービスの内容
3.今後の⾒通し

【形態】
講義とディスカッション.

【⽬的と留意点】
航空貨物サービスの概要を学び、今後の課題について考える。
教科書p.100-106を読み、疑問点をまとめておく。(1時間）

第7回   

【テーマ】
客室サービス

【内容】
1.客室でのサービスの概要(国内線と国際線)
2.客室乗務員の編成
3.客室乗務員の業務(サービスと安全)

【形態】
講義とディスカッション

【⽬的と留意点】
航空機内でのサービスの内容と客室乗務員の仕事を理解する。
教科書p.90-99を読み、疑問点をまとめておく。(1時間）

第8回   

【テーマ】
運航乗務員の仕事

【内容】
1.運航乗務員の業務
2.運航乗務員の養成課程
3.資格

【形態】
講義とディスカッション.

【⽬的と留意点】
運航乗務員の業務内容と役割について学ぶ。
教科書p.113-119で学んだ運航管理業務を参考に運航乗務員の業務について、事前調査を⾏
う。（1時間）

第9回   【テーマ】
安全管理

【内容】
1.航空会社にとっての安全とは。
2.事故と安全管理
3.安全を守る仕組み
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【形態】
講義とディスカッション

【⽬的と留意点】
航空会社の基盤となる安全を守る取組みを学び、安全を守るための様々な仕組みを理解す
る。
教科書p.127-140を読み、疑問点をまとめておく。(1時間）

第10回   

【テーマ】
レポートの発表と討議(航空会社の仕事について)

【内容】
航空会社の仕事について（レポートの作成と発表）

【形態】
レポートの発表とディスカッション

【⽬的と留意点】
ここまでの講義で学んだ航空会社の業務について各⾃テーマを選択して発表する。⾃分で学
んだこと、他者の発表から得た知識を今後の学習に活⽤する。
これまで学んだ航空会社のビジネスに関する知識のまとめを⾏っておく。（1.5時間）

第11回   

【テーマ】
経営計画

【内容】
1.経営計画とは。
2.航空会社の戦略と経営計画

【形態】
講義とディスカッション

【⽬的と留意点】
航空会社の戦略とそれを実⾏していくための経営計画の策定について学ぶ。
教科書p.42-49を読み、疑問点をまとめておく。(1時間）

第12回   

【テーマ】
航空会社間提携(アライアンス)

【内容】
1.アライアンスとは・
2.アライアンスの形
3.今後のアライアンスの⾏⽅

【形態】
講義とディスカッション

【⽬的と留意点】
航空会社間のアライアンスについて、発達の経緯と現状を理解し、今後の⾏⽅について考察
する。
教科書p.51-60を読み、疑問点をまとめておく。(1時間）

第13回   【テーマ】
航空会社の形(フルサービスキャリアとLCC)

224



【内容】
1.フルサービスとLCCの違い
2.LCCの発展の歴史
3.フルサービスキャリアとLCCの未来

【形態】
講義とディスカッション

【⽬的と留意点】
航空会社の形態別にその概要と違いを理解し、今後の航空会社の姿を考察していく。
LCCとフルサービスキャリアのサービス内容の違いについて、事前調査を⾏う。(1時間）

第14回   

【テーマ】
航空会社の社会貢献活動

【内容】
1.企業の社会貢献活動とは。
2.航空会社の社会貢献活動。
3.なぜ社会貢献活動が必要なのか。

【形態】
講義とディスカッション

【⽬的と留意点】
企業の社会貢献について概要を学び、航空会社にとっての社会貢献活動の内容とその必要性
について理解する。
航空会社が⾏っている社会貢献活動について、事前調査を⾏っておく。(1時間）

第15回   

【テーマ】
講義のまとめ。これからのエアラインビジネスを考える。

【内容】
1.本講義で学んだことの振り返り
2.エアラインビジネスの今後

【形態】
講義とディスカッション

【⽬的と留意点】
本講義で学んだことから今後のエアラインの⾏⽅について考え、意⾒交換を⾏う。
これからのエアラインビジネスの形について、⾃分の意⾒をまとめておく。(1時間）

ディプロマポリシー
との関連   

経営学の視点から観光産業全体を⾒る⼒
観光業界で役⽴つ実践的能⼒

担当教員の専⾨領域
との関連   

34年間にわたる航空会社での実務経験。また、計11年間の海外駐在員経験。

使⽤⾔語   ⽇本語

到達⽬標   
航空会社の実務について基礎的な事項を理解する。グローバルに活動する企業の活動内容を
理解する。

課題に対するフィー
ドバック   

⼩テスト、レポート等で理解度の確認を⾏う。
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レポート(2) 60.0%
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シラバス情報

授業情報

授業コード   A42017 開講キャンパス   千葉キャンパス

授業開講年度   2022年度

授業管理部署   教務課

授業名称   ホテル経営概論Ⅰ

科⽬ナンバリング   66TMG21003

代表科⽬漢字名称   ホテル経営概論Ⅰ

単位数   2 履修期   前期授業

担当者漢字名称   財津 達朗

担当者カナ名称   ザイツ タツロウ

履修基準年度 １セメスター〜８セメスター

曜時   ⽊曜２限

科⽬関連性   ホテル経営概論Ⅱ(後期科⽬)は、マネジメントの視点に⽴った実践論

資格との関連性等   なし

講義内容   

本講義では、
①ホテル業の成り⽴ちから現状まで、②ホテル業の定義から経営特性まで
③ホテル実務の基本とホスピタリティ、④宿泊・料飲・調理部⾨などの部⾨ごとの業務概要
など、ホテルビジネスの基礎を理解することを⽬的としている。

第1回

【テーマ】 ホテルのＡＢＣ
【内 容】 1 「ホテル」とは 2 ホテルの提供する商品の構成要素 3 ホテルの分類
【形 態】 講義
【⽬的と留意点】
※学習課題 ①ホテルとはなにか、その語源、基本的な性格、法律上の位置づけ等、さまざ
まな切り
       ⼝から基本的な理解を深める。
      ②ホテルが提供する商品を構成する4つの要素について学ぶ。
      ③⽴地、機能、資本系列、経営形態等の観点からホテルの分類について学ぶ。 
予習－教科書P.2〜P.18を読み、疑問点をまとめておく(45分)。
復習－授業で学んだポイントをまとめておく(45分)

第2回   

【テーマ】 欧⽶におけるホテルの歴史
【内 容】 1 古代の宿泊業 2 中世の宿泊業 3 近世「グランドホテルの時代」
      4 近代「コマーシャルホテルの時代」 5 現代のホテル業
【形 態】 講義
【⽬的と留意点】
※学習課題 
 古代ギリシア時代から中世、近世、近代、現代に⾄る欧⽶の宿泊業の歴史と特徴を学ぶ。 
予習－教科書P.20〜P.30を読み、疑問点をまとめておく(45分)。
復習－授業で学んだポイントをまとめておく(45分)

第3回   【テーマ】 ⽇本におけるホテルの歴史
【内 容】 1 奈良〜平安時代 2 鎌倉〜室町時代 3 江⼾時代 
      4 明治〜⼤正時代のホテル  5 昭和〜平成のホテル
【形 態】 講義と⼩テスト
【⽬的と留意点】
※学習課題
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奈良から平安、鎌倉から室町、江⼾、明治から⼤正、昭和から平成・令和時代に⾄る、わが
国の宿泊業の歴史と特徴を学ぶ。 
予習－教科書P.32〜P.44を読み、疑問点をまとめておく(45分)。
復習－授業で学んだポイントをまとめておく(45分)

第4回

【テーマ】 ホテルの現状と経営特性①(統計、建築、組織)
【内 容】 1 統計データに⾒るホテルの動向 2 ホテルの建築構造 3 ホテルの組織
【形 態】 講義
【⽬的と留意点】
※学習課題 ①統計データをもとにホテル業界のすうせいを把握する。
      ②ホテルの建物の⼀般的な造りと最近の傾向を学ぶ。
      ③ホテルの組織の概要を学ぶ。
予習－教科書P.46〜P.54を読み、疑問点をまとめておく(45分)。
復習－授業で学んだポイントをまとめておく(45分)

第5回   

【テーマ】 ホテルの現状と経営特性②(経営特性と課題)
【内 容】 4 ホテルの経営特性  5 ホテルをめぐる近年の動向と課題
【形 態】 講義
【⽬的と留意点】
※学習課題 
④ホテルの経営特性を、商品、運営オペレーョン、資本・財務という3つの側⾯から学ぶ。
⑤ホテルをめぐる近年の動向を、需要・供給の両⾯から理解する。
予習－教科書P.55〜P.68を読み、疑問点をまとめておく(45分)。
復習－授業で学んだポイントをまとめておく(45分)

第6回   

【テーマ】 ホテル実務の基本とホスピタリティ①(ホスピタリティ、⼼構え、動作、⾔葉
づかい)
【内 容】 1 「ホスピタリティ」とは  2 おもてなしの基本的な⼼構え
      3 基本動作  4 ⾔葉づかい
【形 態】 講義と⼩テスト
【⽬的と留意点】
※学習課題 ①「ホスピタリティ」とはなにかについて学ぶ。
      ②おもてなしの⼼構えとしてポイントになる17項⽬についてしっかり理解す
る。
      ③基本動作8項⽬について理解する。
      ④あいさつ、基本接客⽤語、⾔葉づかいの基本について学ぶ。
予習－教科書P.70〜P.92を読み、疑問点をまとめておく(45分)。
復習－授業で学んだポイントをまとめておく(45分)

第7回   

【テーマ】 ホテル実務の基本とホスピタリティ②(お客様応対、実務に必要な基礎知識)
【内 容】 5 お客様応対のポイント  6 外国⼈宿泊客をお迎えする際の⼼構え
      7 ホテル実務に必要な基礎知識
【形 態】 講義
【⽬的と留意点】
※学習課題 ④お客様とのコミュニケーションのルール、ポイントについて学ぶ。     
      ⑤外国からのお客様をお迎えする際に留意すべき⼼構えについて学ぶ。
      ⑥ホテル実務に必要な業務知識7項⽬について学ぶ。
予習－教科書P.93〜P.118読み、疑問点をまとめておく(45分)。
復習－授業で学んだポイントをまとめておく(45分)

第8回   【テーマ】 宿泊部⾨①(位置づけ・役割、組織、フロントオフィス課)
【内 容】 1 ホテルにおける宿泊部⾨の位置づけ・役割 2 宿泊部⾨の組織概要
      3 フロントオフィス課の業務
【形 態】 講義
【⽬的と留意点】
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※学習課題 ①ホテル全体の中の宿泊部⾨の位置づけ・役割について学ぶ。
      ②宿泊部⾨の⼀般的な組織の形について学ぶ。
      ③フロントオフィス課(予約・レセプション・会計等)の業務概要について学
ぶ。
予習－教科書P.120〜P.146を読み、疑問点をまとめておく(45分)。
復習－授業で学んだポイントをまとめておく(45分)

第9回   

【テーマ】 宿泊部⾨②(フロントサービス課、客室課)
【内 容】 4 フロントサービス課の業務
      5 客室課の業務
【形 態】 講義と⼩テスト
【⽬的と留意点】
※学習課題 ④フロントサービス課(ドア・ベル・クローク等)の業務概要について学ぶ。
      ⑤客室課(アテンダント・リネン・客室サービス等)の業務概要について学ぶ。
予習－教科書P.147〜P.174を読み、疑問点をまとめておく(45分)。
復習－授業で学んだポイントをまとめておく(45分)

第10回   

【テーマ】 料飲部⾨・調理部⾨①(組織と担当業務の概要、宴会課、レストラン課)
【内 容】 1 料飲部⾨の組織と担当業務の概要
      2 宴会課の業務
      3 レストラン課の業務
【形 態】 講義
【⽬的と留意点】
※学習課題 ①料飲部⾨の組織と業務内容の概要について学ぶ。
      ②宴会課のホテル全体における位置づけや業務内容について学ぶ。
      ③レストラン課のホテル全体における位置づけや業務内容について学ぶ。
予習－教科書P.176〜P.205を読み、疑問点をまとめておく(45分)。
復習－授業で学んだポイントをまとめておく(45分)

第11回   

【テーマ】 料飲部⾨・調理部⾨②(飲料課、調理部⾨)
【内 容】 4 飲料課の業務
      5 調理部⾨
【形 態】 講義
【⽬的と留意点】
※学習課題 ④飲料課の業務概要について学ぶ。
      ⑤調製した料理を料飲部⾨に提供する調理部⾨の業務概要について学ぶ。
予習－教科書P.206〜P.214を読み、疑問点をまとめておく(45分)。
復習－授業で学んだポイントをまとめておく(45分)

第12回   

【テーマ】 施設・設備メンテナンス部⾨
【内 容】 1 施設・設備メンテナンス部⾨の業務概要
      2 施設・設備メンテナンス部⾨の業務特性
【形 態】 講義と⼩テスト
【⽬的と留意点】
※学習課題 ①機械設備等保守管理業務と建物・内装・設備等営繕補修業務の概要について
学ぶ。
      ②メンテナンス部⾨の業務特性について、いくつかの視点から学ぶ。
予習－教科書P.216〜P.222を読み、疑問点をまとめておく(45分)。
復習－授業で学んだポイントをまとめておく(45分)

第13回   【テーマ】 営業部⾨
【内 容】 1 宿泊セールス課  2 宴会セールス課  3 ブライダルセールス課
【形 態】 講義
【⽬的と留意点】
※学習課題 ①セールス対象に分けた宿泊セールス課の業務概要について学ぶ。
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      ②宴会セールス課の業務概要について学ぶ。
      ③ブライダルセールス課の業務概要について学ぶ。
予習－教科書P.224〜P.230を読み、疑問点をまとめておく(45分)。
復習－授業で学んだポイントをまとめておく(45分)

第14回   

【テーマ】 危機管理対策
【内 容】 1 危機管理対策のポイント  2 危機管理対策の実際
【形 態】 講義
【⽬的と留意点】
※学習課題 
①ホテルの経営に⼤きな影響を与えかねない「危機」の対応と留意点について学ぶ。
②苦情トラブル、救急・⽕災事故、地震を取りあげケースごとの⼼構えと対応⼿順について
学ぶ。
予習－教科書P.232〜P.248を読み、疑問点をまとめておく(45分)。
復習－授業で学んだポイントをまとめておく(45分)

第15回   

【テーマ】 第1回から第15回授業のまとめと期末テスト
【内 容】 テスト形式での授業の振り返り
【形 態】 講義と解説
【⽬的と留意点】
※学習課題 ホテルビジネスの全般的な基礎理解ができているか、振り返る。 
予習－授業で学んだポイントになる部分を中⼼に振り返っておく(45分)。
復習－全体的な理解ができていたか、⾒直す。(45分)

ディプロマポリシー
との関連   

経営学の視点から観光産業全体を⾒る⼒

担当教員の専⾨領域
との関連   

シティホテル(⼤都市に位置する⾼級多機能型ホテル)での37年間の実務経験
(ホテル経営の基礎についての実践的な授業)

使⽤⾔語   ⽇本語

到達⽬標   
宿泊や飲⾷、⼀般宴会、ブライダルを中⼼とする宿泊産業(主にホテル)におけるマネジメン
ト業務の基礎的知識を学ぶ。

課題に対するフィー
ドバック   

⼩テストや課題レポート等は採点後、採点結果を書き加え、返却する。

連絡⽅法   
研究室: 本館3階・ 119号室
メールアドレス: zaitsu@mailg.shumei-u.ac.jp

教科書   
タイトル 著者名 発⾏所 出版年 ISBN ボタン

ホテル概論 ㈱JTB総合研究所 ＪＴＢ総合研究所 2016 直販 OPAC検索

※図書館に所蔵がない場合等、OPAC検索ボタンを押下してもヒットしないことがあります。

成績評価

種別   割合   評価基準等   

⼩テスト(0) 30.0%

試験(1) 40.0%

その他(99) 30.0% 平常点(授業中の取組み姿勢等)
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シラバス情報

授業情報

授業コード   A34060 開講キャンパス   千葉キャンパス

授業開講年度   2022年度

授業管理部署   教務課

授業名称   ホテル実務総論Ⅰ

科⽬ナンバリング   65TMG31001

代表科⽬漢字名称   ホテル実務総論Ⅰ

単位数   2 履修期   前期授業

担当者漢字名称   財津 達朗

担当者カナ名称   ザイツ タツロウ

履修基準年度 ３セメスター〜８セメスター

曜時   ⽔曜４限

科⽬関連性   
できれば、前期「ホテル実務総論Ⅰ」(サービスオペレーション)、後期「ホテル実務総論
Ⅱ」(基本的な管理業務)の順で履修するのがのぞましい。

資格との関連性等   なし

講義内容   

本講義をとおして、主にホテル業界の基礎知識およびホテルの宿泊・料飲・宴会・ブライダ
ルを中⼼としたサービスオペレーションを体系的に理解し、即戦⼒としてゲスト対応できる
実務知識を習得することを⽬標とする。次の具体的内容について理解を深めてほしい。「ホ
テル産業とは何か」「ホテリエの社会的使命や役割」「接客・接遇サービスの基本」「ホテ
ルの組織」「ホテル英語の基本」「宿泊・料飲・宴会・調理各部⾨の基本的な業務内容」
等。本科⽬は、講義形式で授業を⾏う。

第1回

【テーマ】
ホテルの基礎 1(観光産業の概況、ホテル産業の概要）
【内 容】
(1) 観光産業の概況  ① 世界の観光産業、② ⽇本の観光産業
(2) ホテル産業の概況 ① ホテルの定義、② ホテル産業の分類、③ ホテルの組織
【形 態】講義
【⽬的と留意点】
※ 偉⼤なホテリエ達の⼈物名、ホテル名、偉業や業務内容を⼀連で理解すること。
※ 欧州、⽶国、アジア、⽇本のホテル発展の経緯、現存するホテルおよびチェーン名を覚
えること。
予習－教科書P.2〜P.22を読み、疑問点をまとめておく(1時間)。

第2回   【テーマ】
ホテルの基礎 ２(実務者として必要な基本知識）
【内 容】
(1) 国際的な慣習
 ① 国際儀礼の基本、② 宗教戒律と対応、③ 序列の知識
(2) ホスピタリティ
 ① ホスピタリティ・マインド、 ② グルーミング、③ 接客⽤語の基礎、④ ⽣活に必要な
知識
(3) 関連知識
 ① 関連団体、② その他の関連団体、③ 関連法規
【形 態】講義
【⽬的と留意点】
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※ 商品特性、分類、組織特性、国際儀礼、敬語、助数詞、関連団体、各種法律などの概要
を理解すること。
予習－教科書P.23〜P.31を読み、疑問点をまとめておく(1時間)。

第3回   

【テーマ】
ホテルの基礎 3(ホテル英語の基本）
【内 容】
(4) ホテル英語の基本
 ① ホテル基本会話55表現、② セクション専⾨会話８５表現
【形 態】講義
【⽬的と留意点】
※ 英会話は、暗記するぐらいまで繰り返し習得し、前置詞および前置詞句、慣⽤句を覚え
ること。
予習－教科書P.32〜P.53を読み、疑問点をまとめておく(1時間30分)。

第4回

【テーマ】
宿泊部⾨の業務 1（宿泊部⾨の概要）
【内 容】
(1) 宿泊商品の特性  ① 制約要件からくる特性、② 市場要件からくる特性、③ 収益性に
⾒る特性
(2) 組織と業務役割  ① 宿泊部⾨の組織、② 役職者呼称、③ 各課の業務、④付帯部⾨の
業務
【形 態】講義
【⽬的と留意点】
※ 宿泊部⾨が扱う商品の特性を理解し、それに伴う課題解決のための業務理解を図るこ
と。
※ 部⾨にある部署名と業務内容や役割の理解を、部署連携の観点で把握すること。
予習－教科書P.58〜P.65を読み、疑問点をまとめておく(1時間)。

第5回   

【テーマ】
宿泊部⾨の業務 2（宿泊部⾨の実務）
【内 容】
(1) 基本知識 ① 宿泊約款と利⽤規則の知識、② 施設・設備の知識、 ③ 宿泊商品の基礎
知識
(2) 主な担当者の業務 各係の業務
【形 態】講義
【⽬的と留意点】
※ 部署の設備、什器備品、業務のための帳票類、宿泊約款とフロント業務などを知るこ
と。
※ 担当者ごとの実務業務を、単発な⽤語としてではなく⼀連の映像として理解すること。
予習－教科書P.66〜P.84を読み、疑問点をまとめておく(1時間30分)。

第6回   

【テーマ】
第1回から第5回のまとめ
【内 容】
ホテルの基礎および宿泊部⾨の業務について、ホテルビジネス実務検定試験過去問題に解答
する。
【形 態】 ⼩テストおよび講義
【⽬的と留意点】
※ホテルの基礎および宿泊部⾨の業務について、ホテルビジネス実務検定試験過去問題に解
答し、それぞれの内容について理解度を図る。
予習－第1回〜第5回までの特に学習のポイントとして書かれている語句や⽤語について理
解しているか整理して⼩テストに備える(1時間30分)。

第7回   【テーマ】
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料飲部⾨の業務 1（料飲部⾨の概要）
【内 容】
(1) 料飲商品の特性 ①制約要件からくる特性、②⽴地・施設要件による特性、③嗜好から
⾒た特性、④経費⾯から⾒た特性
(2) 組織と業務役割  ①料飲部⾨の組織、②役職者・担当者呼称、③各課の業務
【形 態】講義
【⽬的と留意点】
※ 料飲部⾨が扱う商品の特性を理解し、それに伴う課題解決のための業務理解を図るこ
と。
※ 部⾨にある部署名と業務内容や役割の理解を、部署連携の観点で把握すること。
予習－教科書P.88〜P.105を読み、疑問点をまとめておく(1時間30分)。

第8回   

【テーマ】
料飲部⾨の業務 2（料飲部⾨の実務）
【内 容】
(1) 基本知識 ① 業種・業態の知識、② 施設・設備・備品の知識、③ ⾷材・飲材の基礎知
識、④ メニューの基礎知識、⑤ サービス⽅法、⑥ ⾷品衛⽣の知識、⑦ 苦情処理と緊急対
応
(2) 主な担当者の業務 各係の業務
【形 態】講義
【⽬的と留意点】
※ 飲⾷店の種類、設備、家具調度品、什器備品、サービス⽅法、メニュー・⾷材の知識を
⾼めること。
※ 担当者ごとの実務業務を、単発な⽤語としてではなく⼀連の映像として理解すること。
予習－教科書P.105〜P.121を読み、疑問点をまとめておく(1時間30分)。

第9回   

【テーマ】
宴会部⾨の業務 1（宴会部⾨の概要）
【内 容】
(1) 宴会商品の特性 ①制約要件からくる特性、②施設・設備による特性、③経営⾯から⾒
た特性
(2) 組織と業務役割 ①宴会部⾨の組織、②役職者・担当者呼称、③各課の業務
【形 態】講義
【⽬的と留意点】
※ 宴会部⾨が扱う商品の特性を理解し、それに伴う課題解決のための業務理解を図るこ
と。
※ 部⾨にある部署名と業務内容や役割の理解を、部署連携の観点で把握すること。
予習－教科書P.126〜P.138を読み、疑問点をまとめておく(1時間30分)。

第10回   

【テーマ】
宴会部⾨の業務 2（宴会部⾨の実務）
【内 容】
(1) 基本知識 ① 宴会の種類、② 施設・設備・備品の知識、③ サービス⽅法、④ 冠婚葬
祭の基本知識、⑤ プロトコール、⑥ 宴会約款
(2) 主な担当者の業務 各係の業務
【形 態】講義
【⽬的と留意点】
※ 宴会の種類、設備、家具調度品、什器備品、サービス形式、テーブルレイアウトを習得
すること。
※ 担当者ごとの実務業務を、単発な⽤語としてではなく⼀連の映像として理解すること。
予習－教科書P.139〜P.152を読み、疑問点をまとめておく(1時間30分)。

第11回   【テーマ】
ブライダルの概要と実務
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【内 容】
(1) ブライダルとは
 ① ブライダルとは、② ブライダル産業とは
(2) ブライダルの歴史と慣習
 ① ブライダルの歴史、② 世界のブライダル事情、③ ブライダルにまつわる慣習
(3) ブライダルの分類
 ① 婚礼の種類、② 挙式のスタイル、③ 披露宴のスタイル、④ 地域による特性
(4) 婚礼部⾨の組織と役割
 ① 婚礼部⾨の組織、② スタッフの役割
(5) 葬儀・法事
 ① 葬儀・法事とは、② 仏式葬儀の進⾏とマナー
【形 態】講義
【⽬的と留意点】
※ ブライダル産業の中で、ホテルの位置づけとはなにか学習すること。
※ ブライダルの歴史や慣習について理解すること。
※ ブライダルの分類や儀式としての婚礼について理解すること。
※ ホテルで婚礼を担当する組織はどのような位置づけにあるかを理解すること。
※ 葬儀および法事とは、どのような儀礼かを理解すること。
予習－事前に渡されたプリントを読んで、疑問点をまとめておく(1時間)。

第12回   

【テーマ】
第7回から第11回のまとめ
【内 容】
料飲部⾨、宴会部⾨、ブライダルの業務について、ホテルビジネス実務検定試験過去問題に
解答する。
【形 態】⼩テストおよび講義
【⽬的と留意点】
※料飲部⾨、宴会部⾨、ブライダルの業務について、ホテルビジネス実務検定試験過去問題
に解答し、それぞれの内容について理解度を図る。
予習－第7回〜第11回までの特に学習のポイントとして書かれている語句や⽤語について理
解しているか整理して⼩テストに備える(1時間30分)。

第13回   

【テーマ】
調理部⾨の業務 1（調理部⾨の概要）
【内 容】
(1) 調理部⾨の特性 ① 制約要件からくる特性、② メニュー開発の特性、③ 経費⾯から⾒
た特性
(2) 組織と業務役割 ①調理部⾨の組織、②役職・担当者呼称、③各課の業務
【形 態】講義
【⽬的と留意点】
※ 伝統を⼤切にする調理部⾨であるが、進化を続ける特性も持ち合わせていることを知る
こと。
※ ⾷材の下ごしらえや基本ソース作りの主厨房、調理加⼯のレストラン・宴会厨房の職種
を知ること。
予習－教科書P.156〜P.168を読み、疑問点をまとめておく(1時間30分)。

第14回   【テーマ】
調理部⾨の業務 2（調理部⾨の実務）
【内 容】
(1) 基本知識 ① 調理の種類と特徴、② 施設・設備・備品の知識、③ 調理の⽅法、④ ⻄
洋料理の基本知識、⑤ 顧客志向、⑥ ⾷品衛⽣の知識
(2) ⻄洋料理の主な担当者の業務 各係の業務
【形 態】講義
【⽬的と留意点】
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※ 各国の料理の特徴、フランス料理の内容・技法・⾷材の知識などについて理解するこ
と。
※ 主厨房を中⼼とした業務分担、担当呼称を知ること。
予習－教科書P.169〜P.182を読み、疑問点をまとめておく(1時間30分)。

第15回   

【テーマ】
第1回から第14回のまとめ
【内 容】
(1)ホテル業界の基礎知識およびホテルの宿泊・料飲・宴会を中⼼としたサービスオペレー
ション業務について、練習問題に解答する。
【形 態】確認テストおよび講義
【⽬的と留意点】
※ホテル業界の基礎知識およびホテルの宿泊・料飲・宴会を中⼼としたサービスオペレーシ
ョンの体系的理解度を図る。
予習－これまでの⼩テスト問題を中⼼に理解度を⾃⾝で整理しておく(1時間30分)。

ディプロマポリシー
との関連   

観光業界で役⽴つ実践的能⼒

担当教員の専⾨領域
との関連   

シティホテル(⼤都市に位置する⼤型の⾼級多機能型ホテル)での37年間の実務経験をもとに
した実践的な授業

使⽤⾔語   ⽇本語

到達⽬標   
ホテルビジネス実務検定試験(略称:H検／ホテル検定)ベーシックレベル2級合格⽔準の実務
知識習得を⽬標とする。

課題に対するフィー
ドバック   

⼩テストや課題レポート等は採点後、採点結果を書き加え、返却する。

使⽤教科書(参考書・
参考サイト)   

(後期科⽬「ホテル実務総論Ⅱ」と同じ教科書の前半部を使⽤)

連絡⽅法   
研究室: 本館3階・119号室
メールアドレス︓zaitsu@mailg.shumei-u.ac.jp

教科書   
タイトル 著者名 発⾏所

出版
年

ISBN ボタン

ホテルビジネス
基礎編

⼀般財団法⼈ ⽇本ホテル
教育センター

⽇本ホテル教育
センター

2021 直販 OPAC検索

※図書館に所蔵がない場合等、OPAC検索ボタンを押下してもヒットしないことがあります。

成績評価

種別   割合   評価基準等   

⼩テスト(0) 20.0%

試験(1) 40.0%

その他(99) 40.0% 平常点(授業中の取組み姿勢等)
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シラバス情報

授業情報

授業コード   B34062 開講キャンパス   千葉キャンパス

授業開講年度   2022年度

授業管理部署   教務課

授業名称   ホテル実務総論Ⅱ

科⽬ナンバリング   65TMG31002

代表科⽬漢字名称   ホテル実務総論Ⅱ

単位数   2 履修期   後期授業

担当者漢字名称   財津 達朗

担当者カナ名称   ザイツ タツロウ

履修基準年度 ３セメスター〜８セメスター

曜時   ⽔曜４限

科⽬関連性   

本科⽬は、前期科⽬「ホテル実務総論Ⅰ」から続けて学ぶことで、ホテル実務全体にわたる
業務理解がより深まる。
できれば、「ホテル実務総論Ⅰ(前期)」「ホテル実務総論Ⅱ(後期)」の順で履修するのがの
ぞましい。

資格との関連性等   なし

講義内容   

ホテルにおける管理業務部⾨である「マーケティング」「総務・⼈事」「施設管理」「仕
⼊・購買」「経理・会計」の基本について学ぶ。
前期科⽬「ホテル実務総論Ⅰ」で学んだ、ホテル業界の基礎知識およびホテルの宿泊・料
飲・宴会を中⼼としたサービスオペレーションの体系的理解を踏まえての講義となる。

第1回

【テーマ】
ホテルのセールス＆マーケティングの業務1(概要)

【内容】
(1) マーケティング部⾨の概要 ① 組織と業務役割、② 売上予算作成業務

【形態】
講義と⼩レポート

【⽬的と留意点】
※ ホテルのマーケティング部⾨の概要を組織から理解すること。
※ 売上予算策定の重要な部分を担う部⾨であることを理解すること。
予習－教科書Ｐ.186〜Ｐ.200を読み、疑問点をまとめておく(1時間)。

第2回   【テーマ】
ホテルのセールス＆マーケティングの業務2(実務)

【内容】
(2) マーケティング部⾨の実務 ①基本知識、② 主な担当者の業務

【形態】
講義と⼩レポート

【⽬的と留意点】
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※ マーケティング活動を展開するための⽤語、ツール、戦略・戦術などの基本知識に触れ
ること。
※ それぞれの部署の主業務を知ること。
予習－教科書Ｐ.200〜Ｐ.216を読み、疑問点をまとめておく(1時間)。

第3回   

【テーマ】
ブライダルの業務

【内容】
(1) ブライダルの概要と実務

【形態】
講義と⼩レポート

【⽬的と留意点】
※ ブライダル産業の中で、ホテルの位置づけとはなにか学習すること。
※ ブライダルの歴史や慣習について理解すること。
※ ブライダルの分類や儀式としての婚礼について理解すること。
※ ホテルで婚礼を担当する組織はどのような位置づけにあるかを理解すること。
※ 葬儀および法事とは、どのような儀礼かを理解すること。
復習－講義後には課題に取り組み、疑問点を整理する(1時間)。

第4回

【テーマ】
第1回から第3回までのまとめ

【内容】
(1) 第1回から第3回までの講義内容のまとめ
(2) 理解度を整理するため、⼩テスト形式で⾃⾝でフィードバックする。

【形態】
講義および確認テスト

【⽬的と留意点】
⼩テストのフィードバックにより、セールス&マーケティング部⾨およびブライダルの業務
知識を整理する。
予習－第1回から第3回までの講義でのキーとなる語句や⽤語を事前に整理しておく(1時
間)。

第5回   

【テーマ】
総務・⼈事部⾨の業務 1(概要)

【内容】
(1) 総務・⼈事部⾨の概要  組織と業務役割

【形態】
講義と⼩レポート

【⽬的と留意点】
※ 総務・⼈事、施設管理の業務が何かを簡潔に説明できるようにしておくこと。
※ 関係する法律名およびそれにより影響を受ける内容を把握すること。
予習－教科書Ｐ.218〜Ｐ.227を読み、疑問点をまとめておく(1時間)。

第6回   【テーマ】
総務・⼈事部⾨の業務 2(実務)
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【内容】
(2) 総務・⼈事部⾨の実務  ① 基本知識、② 業務実務

【形態】
講義と⼩レポート

【⽬的と留意点】
※ 総務・⼈事、の業務が何かを簡潔に説明できるようにしておくこと。
※ 関係する法律名およびそれにより影響を受ける内容を把握すること。
予習－教科書Ｐ.227〜Ｐ.237を読み、疑問点をまとめておく(1時間)。

第7回   

【テーマ】
第5回と第6回まとめ

【内容】
(1) 第5回、第6回の講義内容のまとめ
(2) 理解度を整理するため、⼩テスト形式で⾃⾝でフィードバックする。

【形態】
講義および確認テスト

【⽬的と留意点】
⼩テストのフィードバックにより、総務・⼈事部⾨の業務知識を整理する。
予習－第5回、第6回の講義でのキーとなる語句や⽤語を事前に整理しておく(1時間)。

第8回   

【テーマ】
施設管理部⾨の業務1(概要)

【内容】
(1) 施設管理部⾨の概要   組織と業務役割

【形態】
講義と⼩テスト

【⽬的と留意点】
※ 施設管理の業務が何かを簡潔に説明できるようにしておくこと。
※ 関係する法律名およびそれにより影響を受ける内容を把握すること。
予習－教科書Ｐ.240〜Ｐ.246を読み、疑問点をまとめておく(1時間)。

第9回   

【テーマ】
施設管理部⾨の業務2(実務)

【内容】
(2) 施設管理部⾨の実務   ①基本知識、② 関係法令、③ 関係資格

【形態】
講義と⼩テスト

【⽬的と留意点】
※ 施設管理の業務が何かを簡潔に説明できるようにしておくこと。
※ 関係する法律名およびそれにより影響を受ける内容を把握すること。
予習－教科書Ｐ.247〜Ｐ.258を読み、疑問点をまとめておく(1時間)。
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第10回   【テーマ】
仕⼊・購買部⾨の業務 1(概要)

【内容】
(1) 仕⼊・購買部⾨の概要 組織と業務役割

【形態】
講義と⼩テスト

【⽬的と留意点】
※ 仕⼊・購買、経理・会計の業務が何かを簡潔に説明できるようにしておくこと。
※ ⾷品衛⽣、商品知識を把握すること。
予習－教科書Ｐ.260〜Ｐ.268を読み、疑問点をまとめておく(1時間)。

第11回   

【テーマ】
仕⼊・購買部⾨の業務 2(実務)

【内容】
(2) 仕⼊・購買部⾨の実務 ① 基本知識、② 主な担当者の業務

【形態】
講義と⼩テスト

【⽬的と留意点】
※ 仕⼊・購買、経理・会計の業務が何かを簡潔に説明できるようにしておくこと。
※ ⾷品衛⽣、商品知識を把握すること。
予習－教科書Ｐ.268〜Ｐ.281を読み、疑問点をまとめておく(1時間)。

第12回   

【テーマ】
経理・会計業務部⾨の業務 1(概要)

【内容】
(1) 経理・会計部⾨の概要 組織と業務役割

【形態】
講義と⼩テスト

【⽬的と留意点】
※ 管理会計、財務会計について理解すること。
※ 営業の帳票類、財務諸表作成のための会計⽤語の理解を深めること。
予習－教科書Ｐ.284〜Ｐ.296を読み、疑問点をまとめておく(1時間)。

第13回   【テーマ】
経理・会計業務部⾨の業務 2(実務)

【内容】
(2) 経理・会計部⾨の実務 ①基本知識、②主な担当者の業務、③ その他

【形態】
講義と⼩テスト

【⽬的と留意点】
※ 管理会計、財務会計について理解すること。
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※ 営業の帳票類、財務諸表作成のための会計⽤語の理解を深めること。
予習－教科書Ｐ.296〜Ｐ.313を読み、疑問点をまとめておく(1時間)。

第14回   

【テーマ】
ホテルの収益構造の基本知識

【内容】
ホテルの宿泊、料飲、宴会、ブライダル、調理、管理部⾨に関する、さまざまな数値につい
て

【形態】
講義と⼩テスト

【⽬的と留意点】
※ ホテルの収益構造がどうなっているのか、損益計算書等の数値から理解する。
復習－講義後には課題に取り組み、疑問点を整理する(1時間)。

第15回   

【テーマ】
第1回から第14回までのまとめ(確認テスト)

【内容】
(1) 第1回〜第14回までの講義内容のまとめ
(2) 理解度を整理するため、問題の解答・解説を⾏い各⼈へフィードバックする。

【形態】
確認テストおよび講義

【⽬的と留意点】
ホテルにおける管理業務部⾨である「マーケティング」「総務・⼈事」「施設管理」「仕
⼊・購買」「経理・会計」の基本的理解ができているか、確認テストを実施する。
予習－これまでの⼩テスト問題を中⼼に理解度を⾃⾝で整理しておく(1時間30分)。

ディプロマポリシー
との関連   

観光業界で役⽴つ実践的能⼒

担当教員の専⾨領域
との関連   

シティホテル(⼤都市に位置する⼤型の⾼級多機能型ホテル)での実務経験をもとに実践的な
授業

使⽤⾔語   ⽇本語

到達⽬標   
ホテルビジネス実務検定試験(略称:H検/ホテル検定)ベーシックレベル1級合格⽔準の実務知
識習得を⽬標とする。

課題に対するフィー
ドバック   

⼩テストや課題レポート等は採点後、採点結果を書き加え、返却する。

使⽤教科書(参考書・
参考サイト)   

(前期科⽬「ホテル実務総論Ⅰ」と同じ教科書の後半部を使⽤)

連絡⽅法   
研究室︓本館3階・ 119号室
メールアドレス: zaitsu@mailg.shumei-u.ac.jp

教科書   
タイトル 著者名 発⾏所

出版
年

ISBN ボタン

ホテルビジネス
基礎編

⼀般財団法⼈ ⽇本ホテル
教育センター

⽇本ホテル教育
センター

2021 直販 OPAC検索

※図書館に所蔵がない場合等、OPAC検索ボタンを押下してもヒットしないことがあります。
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成績評価 種別   割合   評価基準等   

⼩テスト(0) 20.0%

試験(1) 40.0%

その他(99) 40.0% 平常点(授業中の取り組み姿勢等)
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