
《教養科目》

科目名 　人間と社会Ⅱ

担当者氏名 　専任教員

授業方法 テュートリアル 単位・必選 1・必修 開講年次・開講期 2年・前期

ディプロマポリシーに基づいて
重点的に身につける能力

○ 1-1 教養

○ 2-2 知識・技能

○ 3-3 汎用的技能

◎ 4-4 態度・志向性

《授業の概要》 《テキスト》

ﾃｭｰﾀが提示するｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞｼｰﾝから各自が問題点を探り、自己学
習で情報を収集しｸﾞﾙｰﾌﾟで討論する。このｱｸﾃｨﾌﾞな学習の過
程で問題発見・解決能力や論理的な思考力、コミュニケーシ
ョン能力、プレゼンテーション能力などを身につける。また
、ｸﾞﾙｰﾌﾟ内で役割を持つことで、思考の幅が拡大すると共に
、他者の立場を尊重する態度なども身につける。このﾃｭｰﾄﾘｱﾙ
教育により社会人としての教養を身につける。

大野誠「敦照のこころ」現代書林 1995.

《参考図書》
課題に応じて紹介します。

《授業の到達目標》
目的意識を持った職業人として社会に貢献できる人になるた
めに、本学の教育方針を遵守した学生生活を送り、いかなる
状況においても現状を適切に分析し、問題点を的確に捉えて
問題解決を図る能力を身につける。

《授業時間外学習》
全員が自分の考えを発言するので事前学習が前提となります
。その際、分担した内容についてノートにまとめること。ま
た発表での質疑に回答できるように十分調べておくこと。

《成績評価の方法》
①建学の精神および教育方針に基づく学習態度により総合的
に評価する。（５０％） 
②自己学習の成果および討議中の態度、発表能力などの観察
記録による。 （３０％） 
③レポート。（２０％）

《課題に対するフィードバック等》
テュートリアル教育の形式をとる。

《授業計画》

週 テーマ 学習内容など

1
第１クール第１回 第１クール第１回～第４回まで、一つのオープニングシーンについて進める。

第一回は、主に自己学習の発表やスモールグループ討議において問題発見を目指す。

2
第１クール第２回 第２回目以降は、スモールグループ・デイスカッションや発表を通して、問題解決に

向けた議論や発表さらに質疑を通して議論を深める。

3
第１クール第３回 第３回目以降は、グループ発表や議論を深め、問題解決を目指す。

4
第１クール第４回 第４回目は、第１クールのまとめを行い、プロダクトを提出する。

5
第２クール第１回 第２クール第１回～第４回まで、一つのオープニングシーンについて進める。

第一回は、主に自己学習の発表やスモールグループ討議において問題発見を目指す。

6
第２クール第２回 第２回目以降は、スモールグループ・デイスカッションや発表を通して、問題解決に

向けた議論や発表さらに質疑を通して議論を深める。

7
第２クール第３回 第３回目以降は、グループ発表や議論を深め、問題解決を目指す。

8
第２クール第４回 第４回目は、第１クールのまとめを行い、プロダクトを提出する。
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《教養科目》

科目名 　海外研修（事前宿泊研修を含む)

担当者氏名 　大野　博之、中平　浩介、専任教員

授業方法 実習 単位・必選 1・必修 開講年次・開講期 2年・前期

ディプロマポリシーに基づいて
重点的に身につける能力

○ 1-1 教養

○ 2-2 知識・技能

○ 3-3 汎用的技能

◎ 4-4 態度・志向性

○ 5-5 総合的な学習経験と創造的思考力

《授業の概要》 《テキスト》

この科目は、研修のための事前宿泊研修を含み、計画した日
程に従って実際の研修を行う。「日本文化と国際理解」で学
び、身につけたことを実践の場で確実なものとする。また、
学生は国際社会の中で尊敬される「人」になるために、我が
国の伝統ある歴史や文化を身につけ、異文化を理解しながら
、専門職者としての自己を確立する。

大野誠「敦照のこころ」現代書林, 1995

《参考図書》
鷲見由理「ホームステイに役立つ英会話100」ナツメ社, 2003

《授業の到達目標》
集団行動のルールとマナーを理解し実践する。集団行動をと
おし、「One for all, all for one」を理解し実践する。ホ
ームステイにおいて英語でコミュニケーションがとれる。シ
ドニー大学、マッコーリー大学、バンクーバーアイランド大
学等での研修に参加しその内容を説明できる。訪問先施設で
の専門職の実際について説明できる。

《授業時間外学習》
授業前にはテキストをよく読んでおくこと。
授業後にはメモに基づきノートを作成すること。

《成績評価の方法》
研修に対する意欲・態度・行動の状況７０％、ノート３０％
により評価する。 《課題に対するフィードバック等》

様々な制約の中で工夫し、他者と協力する。目標を定め、積
極的に行動し、反省する。健全に生きるための健康管理や体
力増進を図る。日常英会話を積極的に学ぶ。

《授業計画》

週 テーマ 学習内容など

1
研修(旅行)の目的、意義 研修(旅行)の意義について理解を深めることができる

（学長）

2
フィールドワーク フィールドワークを通して人間関係と行動のルールに対する理解し実践することがで

きる（引率者）

3
研修(旅行)における行動
のルールの理解(1)

研修(旅行)のルールについて理解し身につけることができる(1)
（引率者）

4
研修(旅行)における行動
のルールの理解(2)

研修(旅行)のルールについて理解し身につけることができる(2)
（引率者）

5
研修(旅行)に向けて用語
の学習

研修(旅行)に関する専門用語について理解を深めることができる
（引率者）

6
研修(旅行)に係る諸課題
の学習

事前研修から得た課題（学んだこと、研修に生かしたいこと）について理解を深める
ことができる。（引率者）

7
研修(旅行)に際しての留
意事項

訪問先の文化との関わり方、関わる際マナー等について理解し実践することができる
（学科長）

8
研修(旅行)に対する心構
え

目標をふまえた行動計画、言葉によるコミュニケーションの課題、時間厳守、体調管
理
（学長）

9
異文化の理解 食文化、文化施設、芸術等について理解を深めることができる

（引率者）

10
研修(旅行)先での施設見
学

専門職業の実際について理解を深めることができる
（引率者）

11
提携先での研修（1） シドニー大学、マッコーリー大学、バンクーバーアイランド大学、JICAにおける研修

の内容について理解を深めることができる(1)

12
提携先での研修（2） シドニー大学、マッコーリー大学、バンクーバーアイランド大学、JICAにおける研修

の内容について理解を深めることができる(2)

13
研修(旅行)事後学習① 体験学習の成果についてグループで討議しまとめることができる

（引率者）

14
研修(旅行)事後学習② 体験学習についてまとめたものを発表することができる

（引率者）

15
研修(旅行）からの課題 研修(旅行)から得た課題（学んだこと、今後の生活に生かしたいこと）

（引率者）



《教養科目》

科目名 　キャリア教育Ⅱ

担当者氏名 　専任教員、担任

授業方法 講義・演習 単位・必選 1・必修 開講年次・開講期 2年・通年(前期)

ディプロマポリシーに基づいて
重点的に身につける能力

○ 3-3 汎用的技能

○ 4-4 態度・志向性

◎ 5-5 総合的な学習経験と創造的思考力

《授業の概要》 《テキスト》

1年時の「キャリア教育Ⅰ」の内容を踏まえ、進学・就職等に
向けてより具体的に自身のキャリア形成のために必要な「基
礎的・汎用的能力」、「論理的思考力・創造力」、「意欲・
態度及び価値観」を身につける。

キャリアノートブック

《参考図書》
文部科学省「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の
在り方について」ぎょうせい　2011

《授業の到達目標》
①1年間のキャリアデザインを設計できる
②進路決定のために情報を収集し、活用することができる。
③進路実現までの課題を抽出し、課題解決ができる。 《授業時間外学習》

授業内で学んだことを自身のキャリア活動に結び付けられる
ように意識する。

《成績評価の方法》
レポート（複数回あり）60％、キャリアへの取り組み40％で
評価する。総合評価60点以上を合格とする。 《課題に対するフィードバック等》

レポートについては適宜フィードバックする。

《授業計画》

週 テーマ 学習内容など

1
1年間のキャリア形成の見
直し:クラス担任

オリエンテーション期間を通して過去1年間のキャリア形成を見直す
[自己学習]キャリアデザインシートの記入

2
2年生としてのキャリア形
成：クラス担任

オリエンテーション期間を通して1年間のキャリア計画を立てる
[自己学習]キャリアデザインシートの記入

3
学修計画の作成：クラス
担任

オリエンテーション期間を通して1年間の学修計画を立てる

4
上級学年としての在り方
：クラス担任

学年交流会を通して、下級生に自身のキャリアを説明する

5
進路決定までの流れ：ク
ラス担任

望ましい進路決定について自身の意識を高める

6
求人票と必要書類：クラ
ス担任

求人票の見方と必要書類の手続きについて理解する

7
/ /

8
/ /

9
/ /
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/ /
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/ /
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/ /

13
/ /
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/ /
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/ /



《教養科目》

科目名 　キャリア教育Ⅱ

担当者氏名 　大野　博之、古木　竜太、担任

授業方法 講義・演習 単位・必選 1・必修 開講年次・開講期 2年・通年(後期)

ディプロマポリシーに基づいて
重点的に身につける能力

○ 3-3 汎用的技能

○ 4-4 態度・志向性

◎ 5-5 総合的な学習経験と創造的思考力

《授業の概要》 《テキスト》

1年生の「キャリア教育Ⅰ」の内容を踏まえ、進学・就職等に
向けてより具体的に自身のキャリア形成のために必要な「基
礎的・汎用的能力」、「論理的思考力・創造力」、「意欲・
態度及び価値観」を身につける。

キャリアノートブック

《参考図書》
文部科学省「今後の学校におけるキャリア教育・職業教育の
在り方について」ぎょうせい　2011

《授業の到達目標》
①1年間のキャリアデザインを設計できる
②進路決定のために情報を収集し、活用することができる。
③進路実現までの課題を抽出し、課題解決ができる。 《授業時間外学習》

授業内で学んだことを自身のキャリア活動に結び付けられる
ように意識する。

《成績評価の方法》
レポート（複数回あり）60％、キャリアへの取り組み40％で
評価する。総合評価60点以上を合格とする。 《課題に対するフィードバック等》

レポートについては適宜フィードバックする。

《授業計画》

週 テーマ 学習内容など

1
ビジネスマナーⅠ：クラ
ス担任

望ましい身だしなみや態度について理解できる

2
ビジネスマナーⅡ：クラ
ス担任

望ましい表記方法や言葉遣いについて理解できる

3
履歴書の作成：クラス担
任

履歴書の正しい書き方について理解できる

4
就職活動に臨む姿勢Ⅰ：
クラス担任

面接の心構えと質問への答え方について理解できる

5
就職活動に臨む姿勢Ⅱ：
クラス担任

実技試験のポイントについて理解できる

6
芸術と教養：大野博之他 学院創立記念行事の記念公演を通して教養を高める。

〔準備学習〕行事の案内をよく読んでおくこと

7
就職活動の振り返り：ク
ラス担任

就職活動を振り返っての反省点や今後の課題を抽出する

8
進路先決定後の過ごし方
：学科長補佐

進路先決定後に準備すべきことについて理解できる

9
社会人としての使命感：
学長

社会人としての使命感について自己の考えを確立できる

10
/ /

11
/ /

12
/ /

13
/ /
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/ /
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《教養科目》

科目名 　くらしと法律（日本国憲法）

担当者氏名 　本田　隆浩

授業方法 講義 単位・必選 2・必修 開講年次・開講期 2年・後期

ディプロマポリシーに基づいて
重点的に身につける能力

◎ 1-1 教養

○ 2-2 知識・技能

○ 4-4 態度・志向性

《授業の概要》 《テキスト》

　憲法は国家の基本的なあり方を定めているルールであり、
いかなる法律も憲法に違反してはなりません。憲法を理解す
ることが、全ての法律の理解に繋がります。日本国憲法の基
礎的な知識を身につけるために、日本国憲法の構造を学ぶだ
けでなく、日本国憲法と社会生活との関わりを具体的な事例
を題材として学習します。

テキストは特に指定しない。
授業時にプリントを配布する。

《参考図書》
芦部信喜〔高橋和之補訂〕『憲法〔第5版〕』（岩波書店・
2011）
川又伸彦『マスター憲法』（立花書房・2009）
曽我部真裕・横山真紀編『スタディ憲法』（法律文化社・
2018）

《授業の到達目標》
　本講義を通じて、日本国憲法とは何かを把握し、その仕組
みと基本原理の理解を深めることにより、実際の社会問題や
身近な事例を憲法的な視点で考えるための知識や心構えを養
うことを学習目標とします。

《授業時間外学習》
(1)憲法や法律に関わるニュースや身近な事象を常に意識して
おくこと。(2)各授業に参加するにあたって、授業計画の学習
内容欄に記載した内容を中心に、学習テーマについて参考書
等を使用し事前学習しておくこと。(3)授業後は、配布する資
料やノートを中心に事後学習すること。その際に事前学習し
た内容についての確認を忘れないように。《成績評価の方法》

期末筆記試験（70%）、小テストおよびレポート（30%）

《課題に対するフィードバック等》
レポートや小テストの講評は適宜示します。

《授業計画》

週 テーマ 学習内容など

1
ガイダンス 法とは何か・憲法とは何か

「法律のみならず憲法が必要とされる理由を考える。」

2
統治機構（１） 権力の分立について

「権力を単一の機関に集中させず、複数の機関に分散させる意味を考える。」

3
統治機構（２） 立法・行政・司法について

「国会、内閣、裁判所のそれぞれ役割について確認する。」

4
国民主権の原理 国民主権と象徴天皇制について

「主権とは何かについて考える。また現在の天皇制はいかなる制度かを確認する。」

5
平和主義の原理 戦争の放棄について

「日本国憲法第9条の意義について考える。」

6
基本的人権の原理 基本的人権の内容とその限界について

「人権とは何かをその歴史的経緯から考える。」

7
人身の自由（１） 適正手続きの保障について

「法律の定める手続とはいかなる手続なのかを考える。」

8
人身の自由（２） 拷問及び残虐な刑罰の禁止について

「日本国憲法と死刑制度について考える。」

9
精神的自由権（１） 思想・良心の自由について

「考える自由の意義について考える。」

10
精神的自由権（２） 信教の自由について

「国家と宗教との関わりについて考える。」

11
精神的自由権（３） 表現の自由について

「表現の自由はなぜ優越的な地位を占めるのかを考える。」

12
経済的自由権 職業選択の自由について

「消極目的規制と積極目的規制について考える。」

13
社会権・受益権・参政権 生存権について

「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利の意義を考える。」

14
包括的基本権 幸福追求権について

「新しい人権とはいかなるものかを考える。」

15
法の下の平等・総括 憲法における平等の意味について・学習の振り返り

「許される区別と許されざる差別について考える。」



《教養科目》

科目名 　実用英語（ホームステイ英語）

担当者氏名 　大野　満奈

授業方法 演習 単位・必選 1・選択 開講年次・開講期 2年・前期

ディプロマポリシーに基づいて
重点的に身につける能力

◎ 1-1 教養

○ 2-2 知識・技能

《授業の概要》 《テキスト》

 海外で積極的にコミュニケーションを図るためには、事前に
語学力向上の機会を多く持つことが必要である。そのため、
ここでは英語圏内でのホームステイに必要な、日常生活の身
近な話題に関する英語学習を通して、異なる海外の文化、習
慣や考え方に対する理解を深め、自分の意思を英語で伝える
基礎的な能力を養う学習を行う。

行時潔・長田順子・Antony J.Parker　”First Time 
Studying Abroad”「はじめての英会話コミュニケーション：
留学編」松柏社2018

《参考図書》
桑原功次「はじめてでも困らないホームステイの英会話」ナ
ツメ社2015

《授業の到達目標》
本講義では、入国審査、自己紹介、ホストファミリーとの対
面、日本文化の説明や食事等の様々な場面に対応する実践的
英会話を習得することを目標とする。 《授業時間外学習》

教科書の予習と復習、そして英語に触れる機会を多く持つこ
とが大切である。次回の授業範囲を予習し、単語や熟語の意
味等を調べ理解しておくこと。

《成績評価の方法》
受講態度および事前学習状況10％、授業態度20％, レポート
70％を総合して期末に評価する。 《課題に対するフィードバック等》

レポート提出後に内容を講評する。

《授業計画》

週 テーマ 学習内容など

1
On Cloud Nine 飛行機内の英語

2
Traveling abroad
Immigration & Customs

入国審査、税関でのやり取り

3
At the airport
Self-Introduction

空港やホスト先で家族に会った時の会話

4
Family Rules,Cleaning, 
Shower& Your room

家の中を案内してもらう、部屋の使い方の説明を受ける

5
Greeting
Introduce yourself

いろいろな場面での挨拶、自己紹介

6
Japanese Life 日本はどのような国かを紹介する場面

7
Japanese culture
Japanese Food

日本の文化や食べ物について語り合う

8
Sightseeing ホストファミリーと街を散策する

9
About Sports スポーツについて語る

10
At a Restaurant レストランでの食事と注文

11
I'm Not Feeling Well 体調をくずしたら

12
Day Trip 日帰り旅行での会話

13
Buying Gifts ショッピングでは

14
Farewell to My Friends 別れと帰国

15
オーストラリアの英語・
カナダの英語の特徴

カナダで使われる英語の特徴
オーストラリアでしか使われない英語



《教養科目》

科目名 　情報処理Ⅱ

担当者氏名 　中平　浩介

授業方法 実習 単位・必選 1・必修 開講年次・開講期 2年・前期

ディプロマポリシーに基づいて
重点的に身につける能力

○ 1-1 教養

○ 2-2 知識・技能

◎ 3-3 汎用的技能

《授業の概要》 《テキスト》

ICT(Information & Communication Technology)社会の到来を
受け、情報処理技術が職場や日常生活の中に広く普及してお
りその修得が期待されている。そこで、この科目では、１年
次に学修した内容を基に、ワープロ、表計算、プレゼンテー
ションソフトについての技術を修得する。更に情報倫理、情
報リテラシーについての知識を習得する

使える技術が身に付く！　Excel問題集 全102題　noa出版

《参考図書》
Office基礎と情報モラル　noa出版
情報倫理ハンドブック　noa出版

《授業の到達目標》
Wordの操作ができる
Excelの操作ができる
PowerPointの操作ができる
情報倫理について説明できる
情報リテラシーについて説明できる
1分あたり 40～50字程度の文字入力ができる

《授業時間外学習》
時間内に終わらない作成問題については、次の授業までに終
了させておくこと
毎回の授業について、予習、復習（概ね３時間）の自己学習
が望ましい

《成績評価の方法》
小テスト(30%)、実技試験(30%)、課題提出(40%)を総合的に評
価し、60%以上を合格とする 《課題に対するフィードバック等》

提出された課題については、講評などでフィードバックする

《授業計画》

週 テーマ 学習内容など

1
コンピュータシステムの
概要、タイピング

コンピュータシステムの利用方法、学生サーバー、ネットワーク、個人用フォルダ、
パスワードの扱い、タイピング

2
情報倫理、タイピング、
画像の扱い

情報リテラシー、情報セキュティ、タイピング、インターネット、著作権、画像処理
準備学習：情報倫理ハンドブックに目を通しておくこと

3
文書作成（文章、通信文
）

長文作成、社内文書、社外文書
準備学習：1年次テキスト Section２のStep１を読んでおくこと

4
文書作成（表作成、表の
処理）

文書作成：表の構成要素、列幅変更、セルの結合、表のスタイル
準備学習：1年次テキスト Section２のStep２ Lesson１を読んでおくこと

5
文書作成（レポート）、
Word小テスト

ページ設定、表紙の作成、ヘッター、フッター、図の挿入、文章校正
準備学習：1年次テキスト Section２のStep２ Lesson２を読んでおくこと

6
表作成（編集・スタイル
）

表の作成、編集、スタイル、条件付き書式
準備学習：２年次テキスト Step１ Lesson1-8を読んでおくこと

7
表作成（入力規則） 入力規則、便利な機能、ページ設定

準備学習：２年次テキスト Step１ Lesson9-13を読んでおくこと

8
計算式・関数（計算） 計算、合計、平均、最大値、最小値

準備学習：２年次テキスト Step２ Lesson14-18を読んでおくこと

9
計算式・関数（条件式） 端数処理、条件式、関数を使ったデータ参照、文字列操作関数

準備学習：２年次テキスト Step２ Lesson19-29を読んでおくこと

10
計算式・関数（日付関数
）

日付・時刻関数、データベース関数、財務関数、情報関数
準備学習：２年次テキスト Step２ Lesson30-38を読んでおくこと

11
計算式・関数（基本的な
グラフ）

縦（横）棒グラフ、円グラフ、折れ線グラフ、レーダーチャート
準備学習：２年次テキスト Step３ Lesson39-48を読んでおくこと

12
計算式・関数（高度なグ
ラフ）

複合グラフ、散布図グラフ、絵グラフ、面グラフ、ドーナッツグラフ、等高線グラフ
準備学習：２年次テキスト Step３ Lesson49-54を読んでおくこと

13
計算式・関数（その他の
グラフ）Excel小テスト

バブルチャートグラフ、株価チャートグラフ、イラスト挿入、図形挿入、図表挿入
準備学習：２年次テキスト Step３ Lesson49-54を読んでおくこと

14
プレゼンテーション（ス
ライド作成）

スライドの構成、スライドの増減、編集、図表の挿入
準備学習：1年次テキスト Section４のStep2 Lesson1を読んでおくこと

15
プレゼンテーション（効
果）実技テスト

画面切り替え効果、アニメーション効果
準備学習：1年次テキスト Section４のStep２ Lesson2を読んでおくこと



《教養科目》

科目名 　情報社会と経営

担当者氏名 　大野　満奈

授業方法 講義 単位・必選 1・選択 開講年次・開講期 2年・後期

ディプロマポリシーに基づいて
重点的に身につける能力

◎ 1-1 教養

○ 4-4 態度・志向性

《授業の概要》 《テキスト》

ＩＴの発展と相まって、多種多様な新型金融商品の登場、企
業間競争の激化、および基幹産業の規制緩和等を背景として
、経営環境が著しく変化を遂げているなか、経営者は、不確
実性のもと意思決定に有用な情報を、そして、企業外部の一
般投資家は企業とのコミュニケーションに主体的に参加すべ
く財務情報のディスクロージャーを要求する。ここではその
ような情報社会における経営の仕組みと現状を学ぶ。

授業中に配付するレジメをテキストとして使用する。

《参考図書》
三橋規宏他著「ｾﾞﾐﾅｰﾙ日本経済入門」〈第２５版〉日本経済
新聞社 2012
渡辺裕亘他編著「新検定簿記ワークブック 3 級」中央出版社 
2013

《授業の到達目標》
本講は、情報と意思決定の関係についての理解を深め、社会
の成員として活動するうえで必要とされる日本の経営に関す
る基礎的知識を習得することを目標とする。 《授業時間外学習》

講義のテーマに基づいた時事問題については特に注目し、日
々の社会の動きを理解するように心掛けること。次回の授業
範囲を予習し、専門用語の意味等を調べ理解しておくこと。

《成績評価の方法》
定期試験における筆記試験70％と、受講態度30％を加味し総
合的に判定する。 《課題に対するフィードバック等》

《授業計画》

週 テーマ 学習内容など

1
日本的経営の特徴 終身雇用、年功序列型賃金、労使関係、企業間の系列関係、

我国企業経営の現状

2
企業の資金調達 企業の資金調達の仕組み

他人資本・自己資本・資金の具体的運用形態

3
高度情報通信社会と経営 インターネットの普及と社会変化

ＩＴ革命以降の企業の雇用形態

4
ディスクロ－ジャー制度 企業の情報開示とその手段

財務諸表の種類と見方

5
企業会計情報システム 複式簿記と会計情報システム

補助簿の作成

6
日本企業の歩み（１） 経済復興期、高度成長期

7
日本企業の歩み（２） 低成長期、バブル経済、長期不況、21 世紀の企業経営

8
時事問題を考える 時事問題に関するディスカッション

9
* *

10
* *

11
* *

12
* *

13
* *

14
* *

15
* *


