
令和2年度  精華女子短期大学  実務教員による授業科目一覧表

科　　目 教　員 単位数

保育原理 2

保育内容総論 2

子どもと人間関係 1

子どもと環境 1

乳児保育Ⅰ 2

「子どもと環境」指導法 1

子どもの理解と援助 1

子どもの保健 2

子どもの健康と安全 1

安全保育実習 1

14

生化学 2

生理生化学実験 1

基礎の化学 2

食品学 2

食品学実験 1

食品の鑑別 2

フードメーキング 1

食品の機能 2

フードスペシャリスト論 2

基礎調理学実習 1

応用調理学実習Ⅰ 1

応用調理学実習Ⅱ 1

ワールドクッキング 1

秘書概論 田中志保 2

21

ホテルマネージメント 2

観光概論 2

プレゼンテーション概論 谷山哲郎 2

薬剤一般 杉山、落合、後藤 2

医療管理学 佐藤真理子 2

ビジネス実務Ⅰ 西澤律子 1

マーケティング 眞鼻守正 2

旅行業務の実践講座 吉川直子 1

インテリアの演出 藤田理恵子 1

時事問題 中川　茂 1

ことばとコミュニケーション 安倍玲子 2

18

古田吉史

村瀬英雄

幼

児

保

育

学

科

生

活

科

学

科

食

物

栄

養

専

攻

生

活

科

学

科

生

活

総

合

ビ

ジ

ネ

ス

専

攻

金 戊丁

計

計

計

朝木 徹

古林ゆり

緒方まゆみ

山下耕平



専門科目

科 目 保育原理 開講時期
履修方法
授業形態
単 位 数

１年前期
卒業・教免･保育士必修
講義
２単位担 当 者 准教授　朝木　徹

授業概要

　保育の意義及び目的について理解する。現在、幼稚園や保育所では様々な保育が行われ、多様な保育に対する考え方が存在す
る。そこで、本授業では子どもを取り巻く近年の社会状況や環境等に視野を広げながら様々な保育課題を考察すると共に、保育の
基本的事項（基本原則、保育における養護、目標、内容、環境構成等）や保育の歴史的変遷を踏まえた保育の実際を保育所保育指
針を通して学習する。さらに、幼稚園・保育所と地域との連携（子育て支援活動の実際等）に関する理解及び幼稚園・保育所の安全
への対応に関する基本的知識を身に付ける。
※本授業は、保育所において保育士として3年間携わった実務経験のある教員が保育職の経験をいかし実践に即した授業を行う。

到達目標 学習成果の評価基準

1. 保育の基本的事項や方法、保育の実際に関して保育
所保育指針の内容を踏まえて理解できる。

試験において、保育の基本的事項や方法等に関して、保育
所保育指針の記載内容を６割以上解答できる（テスト）。

2. 子どもを取り巻く近年の社会状況や環境を踏まえ、保育の意義や目
的について理解しながら様 な々保育課題を考察することができる。

授業の内容を踏まえ、近年の社会状況を踏まえた保育の意義や目的
について論理的かつ丁寧にまとめることができる（課題レポート①）。

3. 幼稚園・保育所と地域との連携について、特に子育て支援活動に
着目しながら保育者に求められる役割を考察することができる。

授業の内容を踏まえ、幼稚園・保育所と地域との連携の意義や今後保育者に求
められる役割について論理的かつ丁寧にまとめることができる（課題レポート②）

授業計画（授業内容） 授業時間外学習
予習（必要時間） 復習（必要時間）

1. オリエンテーション／学習成果について
（評価方法及び評価基準）

保育原理に関する内容をニュース
や新聞、書籍等から予習しておく（2
時間）

今回の授業で学んだ授業内容を
復習しておくこと（2 時間）

2. 保育とは何か
保育の基盤としての子ども観

教科書「保育とは何か」の頁を中
心に目を通しておくこと（2 時間）

今回の授業で学んだ授業内容を
復習しておくこと（2 時間）

3. 幼稚園・保育所をめぐる近年の様々な社会状況と
乳幼児期にふさわしい生活の展開

教科書「幼稚園・保育所をめぐる
近年の様々な社会状況」の頁を中
心に目を通しておくこと（2 時間）

今回の授業で学んだ授業内容を
復習しておくこと（2 時間）

4. 子どもが育つ環境の理解
教科書「子どもが育つ環境の理
解」の頁を中心に目を通しておくこ
と（2 時間）

今回の授業で学んだ授業内容を
復習しておくこと（2 時間）

5. 保育の基本事項（基本原則、目標、内容、環境構成、
５領域の内容等）養護及び教育の関係

教科書「保育の基本事項」の頁を
中心に目を通しておくこと（2 時間）

今回の授業で学んだ授業内容を
復習しておくこと（2 時間）

6. 保育の内容・方法の原理①
幼稚園教育要領にみる保育内容

教科書「幼稚園教育要領にみる
保育内容」の頁を中心に目を通し
ておくこと（2 時間）

今回の授業で学んだ授業内容を
復習しておくこと（2 時間）

7. 保育の内容・方法の原理②
保育所保育指針にみる保育内容

教科書「保育所保育指針にみる
保育内容」の頁を中心に目を通し
ておくこと（2 時間）

今回の授業で学んだ授業内容を
復習しておくこと（2 時間）

8. 社会の変化と保育内容の関連
（保育の歴史的変遷及び近年の教育・保育政策）

教科書「社会の変化と保育内容
の関連」の頁を中心に目を通してお
くこと（2 時間）

今回の授業で学んだ授業内容を
復習しておくこと（2 時間）

9. 諸外国にみる教育・保育理論
教科書「諸外国にみる教育・保育
理論」の頁を中心に目を通しておく
こと（2 時間）

今回の授業で学んだ授業内容を
復習しておくこと（2 時間）

10. よい保育とは（保育の内容・方法） 教科書「よい保育とは」の頁を中
心に目を通しておくこと（2 時間）

今回の授業で学んだ授業内容を
復習しておくこと（2 時間）

11. 保育者の専門性と社会的役割
（保育者という仕事）

教科書「保育者の専門性と社会的
役割」の頁を中心に目を通しておく
こと（2 時間）

今回の授業で学んだ授業内容を
復習しておくこと（2 時間）

12. 地域との連携・協働による教育・保育活動の意義
及び方法

教科書「地域との連携・協働によ
る教育・保育活動」の頁を中心に目
を通しておくこと（2 時間）

今回の授業で学んだ授業内容を
復習しておくこと（2 時間）

13. 幼稚園・保育所と地域との連携（子育て支援活動
の実際等）に関する理解

教科書「幼稚園・保育所と地域と
の連携」の頁を中心に目を通して
おくこと（2 時間）

今回の授業で学んだ授業内容を
復習しておくこと（2 時間）

14. 事故及び災害に対する危機管理、事故対応を含む
幼稚園・保育所の安全管理・教育への取組

教科書「事故及び災害に対する危
機管理、事故対応」の頁を中心に目
を通しておくこと（2 時間）

今回の授業で学んだ授業内容を
復習しておくこと（2 時間）

15. 保育の現状と課題　
まとめとテスト

教科書「保育の現状と課題」の頁
を中心に目を通しておくこと（2 時
間）

今回の授業で学んだ授業内容を
復習しておくこと（2 時間）

教 科 書 朝木徹著『2020	保育原理Work	Book』

参 考 書 幼稚園教育要領、保育所保育指針、配布プリント、その他（授業中に適宜紹介）

学習成果の
評 価 方 法

授業への参加姿勢（取組、授業態度）（10％）、ノート・課題レポート提出（10％）、定期試験（80％）
ノート・課題レポートについては、評価・フィードバックをした上で返却します。

特記すべき
事 項 毎時間の出席確認は授業開始時の応答により行います。遅刻・早退等はその日の講義時間内に申し出てください。

質問・相談等
の 受 付

講義に関する質問は、授業の前後か研究室に掲示しているオフィスアワーの時間帯に随時受け付けます。
積極的な授業参加をお願いします。
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専門科目

科 目 保育内容総論 開講時期
履修方法
授業形態
単 位 数

１年前期
卒業・教免・保育士必修
演習
２単位担 当 者 准教授　朝木　徹

授業概要

　幼稚園や保育所における園生活全体を通した保育内容の総合的理解という観点から学習を進める。幼稚園教育要
領や保育所保育指針における各章のつながりを読み取り、「保育の目標」、「育みたい資質・能力」、「幼児期の終わりまで
に育ってほしい姿」等の保育の全体的な構造について、乳幼児期の子どもにふさわしい具体的な生活や遊びの姿と関
連付けながら理解する。また、近年の多様な保育の展開を考察すると共に保育実践に必要な知識や技術を身に付ける。
※本授業は、保育所において保育士として3 年間携わった実務経験のある教員が、保育職の経験をいかし実践に即し
た授業を行う。

到達目標 学習成果の評価基準

1. 保育内容の全体構造として、幼稚園教育や保育所保
育の基本的内容を理解している。

試験において、幼稚園教育及び保育所保育の基本的
内容に関して６割以上解答できる（テスト）。

2. 乳幼児期の子どもの興味や関心、発達の実情などに応じ
て、保育環境を考え保育者の関わり方を理解している。

乳幼児期の子どもの興味や関心、発達の実情などを踏まえ具体的な保育
者の関わり方について、論理的に述べることができる（課題レポート）。

3. 近年の多様な保育の展開を理解しながら、保育実践
に必要な知識や技術を身に付けている。

試験において、近年の多様な保育の展開に対する具体的な保育
実践に必要な知識や技術について６割以上解答できる（テスト）。

授業計画（授業内容） 授業時間外学習
予習（必要時間） 復習（必要時間）

1. オリエンテーション／学習成果について
（評価方法及び評価基準）

保育内容総論に関する内容を
ニュースや新聞、書籍等から予習
しておく（３０分間）

今回の授業で学んだ授業内容を
復習しておくこと（３０分間）

2. 園生活全体を通した保育内容の総合的理解
教科書「保育内容の総合的理解」
の頁を中心に目を通しておくこと
（３０分間）

今回の授業で学んだ授業内容を
復習しておくこと（３０分間）

3. 保育の基本を踏まえた保育内容の展開（子どもの
主体性の尊重）

教科書「保育の基本を踏まえた保
育内容の展開」の頁を中心に目を
通しておくこと（３０分間）

今回の授業で学んだ授業内容を
復習しておくこと（３０分間）

4. 乳幼児期にふさわしい生活（安定した情緒、主体
的な活動、体験の重視）

教科書「乳幼児期にふさわしい生
活」の頁を中心に目を通しておくこ
と（３０分間）

今回の授業で学んだ授業内容を
復習しておくこと（３０分間）

5. 「幼稚園教育要領」にみる保育内容①
育みたい資質・能力

教科書「育みたい資質・能力」の頁
を中心に目を通しておくこと（３０
分間）

今回の授業で学んだ授業内容を
復習しておくこと（３０分間）

6. 「幼稚園教育要領」にみる保育内容②
幼児期の終わりまでに育ってほしい姿

教科書「幼児期の終わりまでに
育ってほしい姿」の頁を中心に目を
通しておくこと（３０分間）

今回の授業で学んだ授業内容を
復習しておくこと（３０分間）

7. 「保育所保育指針」にみる保育内容①
養護及び教育が一体的に展開する保育

教科書「養護及び教育が一体的
に展開する保育」の頁を中心に目
を通しておくこと（３０分間）

今回の授業で学んだ授業内容を
復習しておくこと（３０分間）

8. 「保育所保育指針」にみる保育内容②
子どもの発達過程と保育（生活、遊び、活動）

教科書「子どもの発達過程と保
育」の頁を中心に目を通しておくこ
と（３０分間）

今回の授業で学んだ授業内容を
復習しておくこと（３０分間）

9. 生活や遊びを通しての総合的な保育と保育者の役割
教科書「生活や遊びを通しての総
合的な保育」の頁を中心に目を通
しておくこと（３０分間）

今回の授業で学んだ授業内容を
復習しておくこと（３０分間）

10. 主体的活動としての遊び
教科書「主体的活動としての遊び」
の頁を中心に目を通しておくこと
（３０分間）

今回の授業で学んだ授業内容を
復習しておくこと（３０分間）

11. 環境を通して行う保育
教科書「環境を通して行う保育」
の頁を中心に目を通しておくこと
（３０分間）

今回の授業で学んだ授業内容を
復習しておくこと（３０分間）

12. 幼稚園教育・保育所保育と小学校教育の円滑な接続
教科書「幼稚園教育・保育所保育と
小学校教育の円滑な接続」の頁を中
心に目を通しておくこと（３０分間）

今回の授業で学んだ授業内容を
復習しておくこと（３０分間）

13. 保育の計画と記録の意義
指導計画（長期、短期）立案の手順と配慮点

教科書「保育の計画と記録の意
義」の頁を中心に目を通しておくこ
と（３０分間）

今回の授業で学んだ授業内容を
復習しておくこと（３０分間）

14. 子どもの実態に即した具体的な保育・教育課程
（計画、実践、記録、省察、評価、改善）

教科書「子どもの実体に即した具
体的な保育・教育課程」の頁を中
心に目を通しておくこと（３０分間）

今回の授業で学んだ授業内容を
復習しておくこと（３０分間）

15. 近年の多様な保育の展開
まとめとテスト

教科書「近年の多様な保育の展
開」の頁を中心に目を通しておくこ
と（３０分間）

今回の授業で学んだ授業内容を
復習しておくこと（３０分間）

教 科 書 太田光洋編『保育内容総論‐生活・遊び・活動を通して育ちあう保育を創る‐』同文書院

参 考 書 幼稚園教育要領、保育所保育指針、配布プリント、その他（授業中に適宜紹介）

学習成果の
評 価 方 法

授業への参加姿勢（取組、授業態度）（10％）、ノート・課題レポート提出（10％）、定期試験（80％）
ノート・課題レポートについては、評価・フィードバックをした上で返却します。

特記すべき
事 項 毎時間の出席確認は授業開始時の応答により行います。遅刻・早退等はその日の講義時間内に申し出てください。

質問・相談等
の 受 付

講義に関する質問は、授業の前後か研究室に掲示しているオフィスアワーの時間帯に随時受け付けます。
積極的な授業参加をお願いします。
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専門科目

科 目 子どもと人間関係 開 講 時 期
履 修 方 法

授 業 形 態
単 位 数

１年後期
卒業選択必修、
教免・保育士必修
演習
１単位担 当 者 准教授　朝木　徹

授業概要

　子どもの発達を、幼稚園教育要領・保育所保育指針における乳児保育の視点、１歳以上３歳未満児及び３歳
以上児の保育の視点を踏まえ、子どもに対する理解を深める。特に、子どもを取り巻く人間関係の現代的特徴や
その社会的背景、求められる保育者の役割について、領域「人間関係」の基盤となる幼児の人と関わる力の育ち
に関する専門的事項を学習する。
※本授業は、保育所において保育士として3 年間携わった実務経験のある教員が、保育職の経験をいかし、実践
に即した授業を行う。

到達目標 学習成果の評価基準

1. 子どもの発達について、乳児保育、１歳以上３歳未
満児及び３歳以上児の保育内容を理解している。

試験において、子どもの発達について乳児保育、１歳以上３歳未満
児及び３歳以上児の保育内容に関して６割以上解答できる（テスト）。

2. 乳幼児期の人間関係の発達について、園生活におけ
る関係発達論の視点から理解している。

試験において、乳幼児期の人間関係の発達について園生活の実際で
みられる関係発達論的視点に関して６割以上解答できる（テスト）。

3. 子どもの育ちを支える保育者同士の人間関係や協働
について理解している。

授業の内容を踏まえ、子どもの育ちを支える保育者同士の人間関係や
協働について論理的かつ丁寧にまとめることができる（課題レポート）。

授業計画（授業内容） 授業時間外学習
予習（必要時間） 復習（必要時間）

1. オリエンテーション／学習成果について
（評価方法及び評価基準）

子どもと人間関係に関する内容を
ニュースや新聞、書籍等から予習
しておく（３０分間）

今回の授業で学んだ授業内容を
復習しておくこと（３０分間）

2. 私たちにとっての人間関係（子どもを取り巻く人間
関係の現代的特徴とその社会的背景）

教科書「私たちにとっての人間関
係」の頁を中心に目を通しておくこ
と（３０分間）

今回の授業で学んだ授業内容を
復習しておくこと（３０分間）

3. 子どもの発達の理解①（幼稚園教育要領・保育所
保育指針に基づく養護と教育の関係）

教科書「子どもの発達の理解①」
の頁を中心に目を通しておくこと
（３０分間）

今回の授業で学んだ授業内容を
復習しておくこと（３０分間）

4. 子どもの発達の理解②（乳児保育の３つの視点、
１歳以上３歳未満児及び３歳以上児の保育）

教科書「子どもの発達の理解②」
の頁を中心に目を通しておくこと
（３０分間）

今回の授業で学んだ授業内容を
復習しておくこと（３０分間）

5. 領域「人間関係」が目指すもの
乳幼児期に育つ人と関わる力の発達	

教科書「領域「人間関係」が目指
すもの」の頁を中心に目を通してお
くこと（３０分間）

今回の授業で学んだ授業内容を
復習しておくこと（３０分間）

6. 乳幼児期の遊びや生活の中で育つ人と関わる力の
発達①　保育者との関係

教科書「保育者との関係」の頁を
中心に目を通しておくこと（３０分
間）

今回の授業で学んだ授業内容を
復習しておくこと（３０分間）

7. 乳幼児期の遊びや生活の中で育つ人と関わる力の
発達②　他の乳幼児（集団）との関係

教科書「他の乳幼児（集団）との
関係」の頁を中心に目を通しておく
こと（３０分間）

今回の授業で学んだ授業内容を
復習しておくこと（３０分間）

8. 自立心・協同性の育ち
教科書「自立心・協同性の育ち」
の頁を中心に目を通しておくこと
（３０分間）

今回の授業で学んだ授業内容を
復習しておくこと（３０分間）

9. 道徳性・規範意識の芽生え
教科書「道徳性・規範意識の芽生
え」の頁を中心に目を通しておくこ
と（３０分間）

今回の授業で学んだ授業内容を
復習しておくこと（３０分間）

10. 子どもの育ちを支える保護者と保育者の人間関係
教科書「子どもの育ちを支える保
護者と保育者の人間関係」の頁を中
心に目を通しておくこと（３０分間）

今回の授業で学んだ授業内容を
復習しておくこと（３０分間）

11. 子どもの育ちを支える保育者同士の人間関係（協
働とは）

教科書「子どもの育ちを支える保
育者同士の人間関係」の頁を中心
に目を通しておくこと（３０分間）

今回の授業で学んだ授業内容を
復習しておくこと（３０分間）

12. 自分の感情や価値観が子どもとの関係に及ぼす
影響

教科書「自分の感情や価値観が子
どもとの関係に及ぼす影響」の頁を
中心に目を通しておくこと（３０分間）

今回の授業で学んだ授業内容を
復習しておくこと（３０分間）

13. 青年期のアイデンティティ探求を踏まえた保育者と
しての成長

教科書「青年期のアイデンティティ探求
を踏まえた保育者としての成長」の頁を
中心に目を通しておくこと（３０分間）

今回の授業で学んだ授業内容を
復習しておくこと（３０分間）

14. 保育者に必要な対人関係スキル
教科書「保育者に必要な対人関
係スキル」の頁を中心に目を通して
おくこと（３０分間）

今回の授業で学んだ授業内容を
復習しておくこと（３０分間）

15. 保育現場で出会う様 な々保育事例を考える
まとめとテスト

教科書「保育現場で出会う様々な
保育事例を考える」の頁を中心に
目を通しておくこと（３０分間）

今回の授業で学んだ授業内容を
復習しておくこと（３０分間）

教 科 書 横山真貴子編『子どもと保育者でつくる人間関係‐「わたし」から「わたしたち」へ‐』保育出版

参 考 書 幼稚園教育要領、保育所保育指針、配付プリント、その他（授業中に適宜紹介）

学習成果の
評 価 方 法

授業への参加姿勢（取組、授業態度）（10％）、ノート・課題レポート提出（10％）、定期試験（80％）
ノート・課題レポートについては、評価・フィードバックをした上で返却します。

特記すべき
事 項 毎時間の出席確認は授業開始時の応答により行います。遅刻・早退等はその日の講義時間内に申し出てください。

質問・相談等
の 受 付

講義に関する質問は、授業の前後か研究室に掲示しているオフィスアワーの時間帯に随時受け付けます。
積極的な授業参加をお願いします。
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専門科目

科 目 子どもと環境 開 講 時 期
履 修 方 法

授 業 形 態
単 位 数

1年前期
卒業選択必修、
教免・保育士必修
演習
1単位担 当 者 専任講師　古林　ゆり

授業概要

領域「環境」の指導に関連する幼児を取り巻く環境や、幼児と環境との関わりについての専門的事項にお
ける感性を養い、知識・技術を身につけ、具体的な保育内容について学ぶ。また、乳幼児期において育みた
い資質能力について理解し、幼稚園教育要領や保育所保育指針に示された領域「環境」のねらい及び内
容について理解を深める。
※本授業は、保育所において幼児教育に13 年間携わった実務経験のある教員が、子どもと環境との関わりに関
する保育経験を生かし、実践に即した授業を行う。

到達目標 学習成果の評価基準

1. 乳幼児を取り巻く環境と、乳幼児の発達にとっての意
義を理解する。

乳幼児を取り巻く環境について意識を持ち、提示された課題に取り組み、小テスト
によって、学習成果の評価を行う。定期試験の問いに6 割以上答えることができる。

2. 乳幼児期の思考・科学的概念の発達を理解する。 視聴覚教材を観て観察記録を行ったり、実践記録の分析を行うなどの課題に取り組み、小
テストによって学習成果の評価を行う。定期試験の問いに6 割以上答えることができる。

3. 乳幼児期の標識・文字等、情報・施設との関わりの発
達を理解する。

授業内に課せられたレポートにより学習成果の評価を行う。「環境」で取り上げられ
るテーマについて理解を深め、教材研究及び、指導計画の立案をすることができる。

授業計画（授業内容） 授業時間外学習
予習（必要時間） 復習（必要時間）

1. オリエンテーション、学習成果について（評価方法・
評価基準）

シラバスを読み到達目標と授業内
容について確認しておく（30 分）

授業で学んだ内容や資料を読み
返し,ノートを整理する。（30 分）

2. 乳幼児を取り巻く環境の諸側面と、乳幼児の発達
におけるそれらの重要性

乳幼児を取り巻く社会環境につい
て関連する資料等を確認しておく
（30 分）

授業で学んだ内容や資料を読み
返し,ノートを整理する。（30 分）

3. 乳幼児と環境との関わりについて
保育における環境構成について関
連する資料等を確認しておく（30
分）

授業で学んだ内容や資料を読み
返し,ノートを整理する。（30 分）

4. 遊びと環境、保育者の役割 遊びと環境について関連する資料
等を確認しておく（30 分）

授業で学んだ内容や資料を読み
返し,ノートを整理する。（30 分）

5. 知識基盤社会及び持続可能な開発のための教育
などの乳幼児を取り巻く環境の現代的課題	

子どもを取り巻く環境の現代的課
題について関連する資料等を確認
しておく（30 分）

授業で学んだ内容や資料を読み
返し,ノートを整理する。（30 分）

6. 子どもの発達と自然環境①　季節を感じる保育の
展開

季節を感じる保育の展開について
関連する資料等を確認しておく（30
分）

授業で学んだ内容や資料を読み
返し,ノートを整理する。（30 分）

7. 子どもの発達と自然環境②　栽培、飼育の意義と
目的

栽培、飼育の意義と目的について
関連する資料等を確認しておく（30
分）

授業で学んだ内容や資料を読み
返し,ノートを整理する。（30 分）

8. 乳幼児の物理的、数量・図形との関わりの事象に
対する興味・関心、理解の発達

保育所保育指針や幼稚園教育要
領の「環境」のページを読んでおく
（30 分）

授業で学んだ内容や資料を読み
返し,ノートを整理する。（30 分）

9. 乳幼児を取り巻く標識・文字などの環境と、それら
への興味・関心、それらとの関わり方

保育所保育指針や幼稚園教育要
領の「環境」のページを読んでおく
（30 分）

授業で学んだ内容や資料を読み
返し,ノートを整理する。（30 分）

10. 乳幼児の生活に関係の深い情報・施設と、それら
への興味・関心、それらとの関わり方

保育所保育指針や幼稚園教育要
領の「環境」のページを読んでおく
（30 分）

授業で学んだ内容や資料を読み
返し,ノートを整理する。（30 分）

11. 子どもの主体的な生活と環境 子どもを取り巻く生活環境に関連
する資料等を確認しておく（30 分）

授業で学んだ内容や資料を読み
返し,ノートを整理する。（30 分）

12. 地域環境への理解と生命尊重の意味について
子どもを取り巻く地域環境、生命
尊重の意味について関連資料を
確認しておく（30 分）

授業で学んだ内容や資料を読み
返し,ノートを整理する。（30 分）

13. 科学絵本や図鑑の活用と教材づくり 保育教材作りの準備を行う（30 分） 授業で学んだ内容や資料を読み
返し,ノートを整理する。（30 分）

14. 保育指導計画の作成について 保育指導計画の作成を事前に行
い自己学習を進める（30 分）

授業で学んだ内容や資料を読み
返し,ノートを整理する。（30 分）

15. 保育指導計画に添った実践方法について 保育指導計画の作成を事前に行
い自己学習を進める（30 分）

試験に向けての準備と振り返り
（30 分）

教 科 書 使用しない。

参 考 書 岸井勇雄・無藤隆・柴崎正行　監修　横山文樹　編著「保育内容・環境」　同文書院　　　高井静子　著「環境構成の理論と実践」エイデル研究所　　幼稚園教育
要領（平成29 年3月告示　文部科学省）、保育所保育指針（平成29 年3月告示　厚生労働省）、幼保連携型認定こども園教育・保育要領（平成29 年3月告示　内閣府）

学習成果の
評 価 方 法 定期試験（50％）、小テスト（20％）、提出課題（30％）で評価します。小テストと課題はフィードバックしたうえで返却します。

特記すべき
事 項 遅刻、早退、欠席は、必ず本人が直接理由を申し出てください。積極的な授業参加をお願いします。

質問・相談等
の 受 付 質問等がある場合は、オフィスアワーに担当教員の研究室へ来てください。
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専門科目

科 目 乳児保育Ⅰ 開講時期
履修方法
授業形態
単 位 数

1年後期
選択、保育士必修
講義
２単位担 当 者 専任講師　古林　ゆり

授業概要

乳児保育の意義・目的と歴史的変遷及び役割などについて理解するとともに、子育てを取り巻く現状や課
題を踏まえ、3歳未満児の発育・発達に基づく保育の内容と運営体制についての知識を身に付ける。また、
乳児保育における職員、保護者、地域の関係機関との連携について理解する。
※本授業は、保育所において乳幼児教育に13 年間携わった実務経験のある教員が乳児教育の経験を生かし、
実践に即した授業を行う。

到達目標 学習成果の評価基準

1. 乳児保育の意義・目的と歴史的変遷及び役割などに
ついて理解する。

授業中の小テストや提出課題の内容によって学習成果の評価を行
う。定期試験では、「乳児保育」に関する基礎知識について6 割以上
解答ができる。

2. 乳児の発達と、保育所・乳児院など多様な保育の場
における乳児保育の現状と課題について理解する。

授業内に課せられたレポート・指導案により学習成果の評価を行
う。「乳児保育」に関する現状と課題について理解し、論理的で簡潔
な文章で作成することができる。

3. 乳児保育の内容と職員間の連携・協同及び保護者や
地域の関係機関との連携について理解する。

グループワークおよび発表により学習成果の評価を行う。乳児保
育における関係機関との連携について理解し、課題に取り組み、レ
ポートにまとめ、目標達成できるようグループで協働できる。

授業計画（授業内容） 授業時間外学習
予習（必要時間） 復習（必要時間）

1. オリエンテーション
学習成果（評価方法・評価基準）

シラバスを読み到達目標と授業内容につ
いて確認しておく。また、教科書全般に身
を通し、授業のイメージを持つ（2 時間）

授業で学んだ内容や資料を読み
返し、ノートを整理する。（2 時間）

2. 乳児保育の意義・目的 保育所保育指針を読んでおく（2
時間）

授業で学んだ内容や資料を読み
返し、ノートを整理する。（2 時間）

3. 乳児保育の役割と機能 保育所保育指針を読んでおく（2
時間）

授業で学んだ内容や資料を読み
返し、ノートを整理する。（2 時間）

4. 乳児保育の歴史的変遷 乳児保育の歴史について調べ、レ
ポートを作成する（2 時間）

授業で学んだ内容や資料を読み
返し、ノートを整理する。（2 時間）

5. 乳児保育における養護と教育
保育所保育指針を読み、養護とは
何かについてレポートを作成する
（2 時間）

授業で学んだ内容や資料を読み
返し、ノートを整理する。（2 時間）

6. 乳児保育及び子育て家庭に対する支援と社会的
状況

子育て支援について調べ、レポー
トを作成する（2 時間）

授業で学んだ内容や資料を読み
返し、ノートを整理する。（2 時間）

7. 保育所における乳児保育 乳児の手作り遊具（教材研究）（2
時間）

授業で学んだ内容や資料を読み
返し、ノートを整理する。（2 時間）

8. 保育所以外の児童福祉施設における乳児保育
児童福祉施設に関する書籍や関
連資料を検索し、読んでおく（2 時
間）

授業で学んだ内容や資料を読み
返し、ノートを整理する。（2 時間）

9. 3 歳未満児の生活と環境 乳児の生活に関する資料を検索
し、読んでおく（2 時間）

授業で学んだ内容や資料を読み
返し、ノートを整理する。（2 時間）

10. 3 歳未満児の遊びと環境 乳児のあそびに関するる資料を検
索し、読んでおく（2 時間）

授業で学んだ内容や資料を読み
返し、ノートを整理する。（2 時間）

11. 乳児保育の保育環境と安全
保育所における危機管理等の関
連資料を検索し、レポートを作成
する（2 時間）

授業で学んだ内容や資料を読み
返し、ノートを整理する。（2 時間）

12. 乳児の発達を踏まえた保育士による援助や関わ
り

保育所保育指針を読み、保育士の
関わりについてレポートを作成す
る（2 時間）

授業で学んだ内容や資料を読み
返し、ノートを整理する。（2 時間）

13. 乳児保育における計画・記録・評価とその意義 乳児クラス対象の保育指導計画を
作成する（2 時間）

授業で学んだ内容や資料を読み
返し、ノートを整理する。（2 時間）

14. 乳児保育における連携と協働 保育士の連携や協働に関連する
資料を検索し、読んでおく（2 時間）

授業で学んだ内容や資料を読み
返し、ノートを整理する。（2 時間）

15. 乳児保育の現状と課題
乳児保育に関する現代の状況等
を調べ、レポートを作成する（2 時
間）

試験に向けての準備と振り返り（２
時間）

教 科 書 使用しない（サブテキスト準備予定）

参 考 書 乳児保育研究会編「改訂5版　資料でわかる乳児の保育新時代」ひとなる書房
保育所保育方針（平成29 年3月告示、厚生労働省）

学習成果の
評 価 方 法

定期試験（50％）、小テスト（20％）、提出課題（30％）で評価します。
小テストと課題についてはフィードバックしたうえで返却します。

特記すべき
事 項 遅刻、早退、欠席は、必ず本人が直接理由を申し出てください。積極的な授業参加をお願いします。

質問・相談等
の 受 付 質問等がある場合は、オフィスアワーに担当教員の研究室へ来てください。
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専門科目

科 目 ｢子どもと環境｣ 指導法 開 講 時 期
履 修 方法
授 業 形態
単 位 数

２年後期
選択、教免･保育士必修
演習
１単位担 当 者 専任講師　古林　ゆり

授業概要

領域「環境」は、「周囲の様 な々環境に好奇心や探求心をもって関わり、それらを生活に取り入れていこうとする力を養う」こと
を目指すものである。乳幼児期において育みたい資質能力について理解し、幼稚園教育要領や保育所保育指針に示された
領域「環境」のねらい及び内容について背景となる専門領域と関連させ、乳幼児の発達に即した主体的・対話的で深い学び
が実現する過程を踏まえて領域「環境」の具体的な指導場面を想定して保育を構想する方法を身に付ける。
※本授業は、保育所において幼児教育に13 年間携わった実務経験のある教員が、子どもと環境との関わりに関する保育経
験を生かし、実践に即した授業を行う。

到達目標 学習成果の評価基準

1. 幼稚園教育要領や保育所保育指針に示された基本を踏
まえ、領域「環境」のねらい及び内容を理解する。

幼稚園教育要領や保育所保育指針の領域「環境」の内
容を理解し、提示された課題に取り組むことができる

2. 乳幼児の発達や学びの過程を理解し、領域「環境」に関わる具
体的な指導場面を想定した保育を構想する方法を身に付ける。

保育実践や参考図書を利用して、保育指導案や年間の
指導計画を作成することができる

3. 自然などの環境に親しみ、活動に積極的に参加
し、自らの感性を磨く。

保育指導案や指導計画をもとに、模擬保育の中で
実際に指導することができる

授業計画（授業内容） 授業時間外学習
予習（必要時間） 復習（必要時間）

1. オリエンテーション、学習成果について（評価方法・
評価基準）

シラバスを読み到達目標と授業内
容について確認しておく（30 分）

授業で学んだ内容や資料を読み
返し, ノートを整理する。（30 分）

2. 幼稚園教育要領における幼稚園教育の基本、領域
「環境」のねらい及び内容並びに全体構造

幼稚園教育要領の領域「環境」に
関する内容を読んでおく（30 分）

授業で学んだ内容や資料を読み
返し, ノートを整理する。（30 分）

3. 領域「環境」のねらい及び内容を踏まえ、乳幼児が
経験し身に付けていく内容と指導上の留意点

幼稚園教育要領の領域「環境」に
関する内容を読んでおく（30 分）

授業で学んだ内容や資料を読み
返し, ノートを整理する。（30 分）

4. 幼稚園における評価の考え方 指導案の書き方に関連する資
料・書籍等を確認する（30 分）

授業で学んだ内容や資料を読み
返し, ノートを整理する。（30 分）

5. 指導案の構造を理解し、具体的な指導場面を想定
した指導案の作成

保育指導計画の作成を事前に行
い自己学習を進める（30 分）

授業で学んだ内容や資料を読み
返し, ノートを整理する。（30 分）

6. 模擬保育とその振り返り 作成した指導案の見直しを行い
自己学習を進める（30 分）

授業で学んだ内容や資料を読み
返し, ノートを整理する。（30 分）

7. 環境と認識①　季節・植物・動物・自然現象
季節を・植物・動物・自然現象を
感じる保育の展開について関連
する資料等を確認しておく（30 分）

授業で学んだ内容や資料を読み
返し, ノートを整理する。（30 分）

8. 環境と認識②　数量・図形・標識・文字
数量・図形・標識・文字を体験で
きる保育の展開について関連す
る資料等を確認しておく（30 分）

授業で学んだ内容や資料を読み
返し, ノートを整理する。（30 分）

9. 環境と認識③　地域・社会・生活文化
地域・社会・生活文化を体験で
きる保育の展開について関連す
る資料等を確認しておく（30 分）

授業で学んだ内容や資料を読み
返し, ノートを整理する。（30 分）

10. 幼児の心情、認識、思考及び動き等を視野に入れ
た保育構想の重要性

子どもを取り巻く社会・生活環境
に関連する資料等を確認しておく

（30 分）
授業で学んだ内容や資料を読み
返し, ノートを整理する。（30 分）

11. 領域「環境」の特性及び乳幼児の体験との関連を
考慮した情報機器及び教材の活用法

保育教材研究に関連する資料・
書籍等を確認する（30 分）

授業で学んだ内容や資料を読み
返し, ノートを整理する。（30 分）

12. 季節に関する指導計画の立案と実践①（春・夏） 模擬保育の指導案と教材準備
（30 分）

授業で学んだ内容や資料を読み
返し, ノートを整理する。（30 分）

13. 季節に関する指導計画の立案と実践②（秋・冬） 模擬保育の指導案と教材準備
（30 分）

授業で学んだ内容や資料を読み
返し, ノートを整理する。（30 分）

14. 年間指導計画（保育内容「環境」）の立案 年間計画の作成の方法について
書籍等を読んでおく（30 分）

授業で学んだ内容や資料を読み
返し, ノートを整理する。（30 分）

15. 領域「環境」の特性に応じた現代的課題や保育実
践の動向

子どもを取り巻く環境の現代的
課題について関連する資料等を
検索し読んでおく（30 分）

試験に向けての準備と振り返り
（30 分）

教 科 書 使用しません。（授業時に適宜資料を配布） 

参 考 書
岸井勇雄・無藤隆・柴崎正行　監修　横山文樹　編著「保育内容・環境」　同文書院
清原みさ子　鈴木牧夫・富田昌平・藤井修　著「たしかな感性と認識を育てる保育」新読書社
幼稚園教育要領( 平成29 年3月告示　文部科学省）、保育所保育指針（平成29 年3月告示　厚生労働省）、幼保連携型認定こども園教育･保育要領( 平成29 年3月告示　内閣府）

学 習成 果の
評 価 方 法

課題の提出（40％）、模擬保育（30％）、小テスト（30％）で評価します。
課題、小テストについてはフィードバックしたうえで返却します。

特 記 すべ き
事 項 遅刻、早退、欠席は、必ず本人が直接理由を申し出てください。積極的な授業参加をお願いします。

質問・相談等
の 受 付 質問などがある場合は、オフィスアワーに担当教員の研究室へ来て下さい。
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専門科目

科 目 子どもの理解と援助 開 講 時 期
履 修 方法
授 業 形態
単 位 数

2年前期
選択、保育士必修
演習
1単位担 当 者 専任講師　古林　ゆり

授業概要

乳幼児期の子どもは発達および個人差が著しく、一人ひとりの心身の発達や学びの過程を把握することが必
要となる。子どもを理解するための、観察の視点や保育者・保護者との連携、子どもの育ちにかかわる環境につ
いて考え、子どもを理解するうえでの基本的な考え方や援助の方法、態度の基本について理解を深め、保育実
践力を身につける。
※本授業は、保育所において幼児教育に13 年間携わった実務経験のある教員が、子どもと環境との関わりに
関する保育経験を生かし、実践に即した授業を行う。

到達目標 学習成果の評価基準

1. 保育実践において、実態に応じた子ども一人ひとりの心身
の発達や学びを把握することの意義について理解する。

視聴覚教材を見て、観察記録を行ったり、実践記録の分析を行う
など課題に取り組み、その内容によって学習成果の評価を行う。

2. 子どもの体験や学びの過程において、子どもを理
解する上での基本的な考え方を理解する。

授業内で課せられたレポートにより学習成果の評価を行
う。レポートについては、基礎的な知識について理解し、論
理的で簡潔な文章で作成されており、提出期限を守ること。

3. 子ども理解のための具体的な方法や、保育者の援
助や態度の基本について理解する。

グループワークおよび発表により、学習成果の評価を行う。グループで調べ学習
を行い、プレゼンテーション用の教材を作成し、発表を行う。活動を通して、自らの
仕事に主体的に取り組み、全体像を把握し、目標が達成できるように協同できる。

授業計画（授業内容） 授業時間外学習
予習（必要時間） 復習（必要時間）

1. オリエンテーション、学習成果について（評価方法・
評価基準）

シラバスを読み到達目標と授業内
容について確認しておく（30 分）

授業で学んだ内容や資料を読み
返し, ノートを整理する。（30 分）

2. 保育における子ども理解の意義
現代における子どもを取り巻く環
境に関する資料を検索し、読んで
おく。（30 分）

授業で学んだ内容や資料を読み
返し, ノートを整理する。（30 分）

3. 子ども理解に基づく保育の展開
現代における保育の現状や課題
に関する資料を検索し、読んでお
く。（30 分）

授業で学んだ内容や資料を読み
返し, ノートを整理する。（30 分）

4. 子どもに対する共感的理解と関わり 保育者の役割に関連する書籍を
調べ読んでおく。（30 分）

授業で学んだ内容や資料を読み
返し, ノートを整理する。（30 分）

5. 子どもを理解する視点（生活）
保育所保育指針、幼稚園教育要領
などを読み、子どもの発達につい
て理解を深める。（30 分）

授業で学んだ内容や資料を読み
返し, ノートを整理する。（30 分）

6. 子どもを理解する視点（あそび）
保育所保育指針、幼稚園教育要領
などを読み、子どもの発達につい
て理解を深める。（30 分）

授業で学んだ内容や資料を読み
返し, ノートを整理する。（30 分）

7. 子ども相互の関わりと関係づくり
保育所保育指針、幼稚園教育要領
などを読み、子どもの発達につい
て理解を深める。（30 分）

授業で学んだ内容や資料を読み
返し, ノートを整理する。（30 分）

8. 集団における経験と育ち クラス運営に関する書籍や資料を
検索し、読んでおく（30 分）

授業で学んだ内容や資料を読み
返し, ノートを整理する。（30 分）

9. 子どもを理解する方法（観察と記録） 保育実践記録の検討を行う（30 分） 授業で学んだ内容や資料を読み
返し, ノートを整理する。（30 分）

10. 子どもを理解する方法（実践検討） 保育実践記録の検討を行う（30 分） 授業で学んだ内容や資料を読み
返し, ノートを整理する。（30 分）

11. 子どもを理解する方法（分析と省察） 保育実践記録の分析と省察を行う
（30 分）

授業で学んだ内容や資料を読み
返し, ノートを整理する。（30 分）

12. 職員間および保護者との対話 職員間の連携に関する書籍や資
料を検索、読んでおく（30 分）

授業で学んだ内容や資料を読み
返し, ノートを整理する。（30 分）

13. 発達課題に応じた子どもの理解と援助 発達支援に関する書籍や資料を
検索、読んでおく（30 分）

授業で学んだ内容や資料を読み
返し, ノートを整理する。（30 分）

14. 発達の連続性と就学への支援 就学移行に関する資料を検索し
読んでおく（30 分）

授業で学んだ内容や資料を読み
返し, ノートを整理する。（30 分）

15. まとめと振り返り これまでの授業資料を読み返し、
振り返りを行う（30 分）

試験に向けての準備と振り返り
（30 分）

教 科 書 使用しません。（授業時に適宜資料を配布）     

参 考 書 師岡章「子どもらしさを大切にする保育　子ども理解と指導・援助のポイント」新読書社、
保育所保育指針（平成29 年3 月告示、厚生労働省）

学 習成 果の
評 価 方 法

定期試験（50％）、小テスト（20％）、提出課題（30％）で評価します。   
課題、小テストはフィードバックしたうえで返却します。

特 記 すべ き
事 項 遅刻、早退、欠席は、必ず本人が直接理由を申し出てください。積極的な授業参加をお願いします。

質問・相談等
の 受 付 質問などがある場合は、オフィスアワーに担当教員の研究室へ来て下さい。
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専門科目

科 目 子どもの保健 開 講 時 期
履 修 方 法

授 業 形 態
単 位 数

1年前期
選択、保育士必修、
子ども音楽療法士選択必修
講義
2単位担 当 者 教授　緒方　まゆみ

授業概要

子どもが健全に発育、成長していくために、子どもの心身の健康増進を図ることが重要である。そのために
子どもの身体発育や生理機能、運動機能及び精神機能の発育と保健について理解し、関連する子どもの
疾病とその予防法や対応、精神保健とその課題について学びを深める。また、保育における環境や衛生管
理、安全管理について他職種間の連携・協働の下での適切な対応についても理解する。　　　　
※この授業はこども病院において看護師として7年以上の臨床経験を持つ教員により症例説明や保健活
動について実践に即した授業を行う。

到達目標 学習成果の評価基準

1. 子どもの心身の健康増進を図る保健活動の意義を
理解することができる。

定期試験および授業中の質問において保健活動の知識について6 割以上回
答できる。現代社会の子供の現状を把握しレポートすることができる

2. 子どもの身体発育や生理機能および運動機能、ならびに
精神機能の発達と保健について理解することができる。

定期試験および授業中の質問において身体発育や、生理・運動・精神機能の各
発達について6 割以上回答できる。簡単な身体の構造が図示できるようになる。

3. 子どもの疾病の予防及び適切な対応について理解す
ることができる。

定期試験および授業中の質問において疾病の予防や対応の仕方について6 割以
上回答できる。子どもに多い疾患の対応について具体的に説明できるようになる。

授業計画（授業内容） 授業時間外学習
予習（必要時間） 復習（必要時間）

1. 学習成果( 評価方法、評価基準）
生命の保持と情緒の安定及び保健活動の意義

ヒトの生命活動とはどのようなも
のかについて調べる（2 時間）

保健活動の種類を復習しておく（2
時間）

2. 健康の概念と健康指標 健康の考え方について諸説を調べ
る（2 時間）

講義で学んだ健康指標について自
身も含め当てはめてみる（2 時間）

3. 現代社会における子どもの健康の現状と課題 子どもの健康の現状について調べ
る（2 時間）

講義で学んだ内容や子どもの現
状について復習する（2 時間）

4. 地域における保健活動と児童虐待防止 児童虐待の現状について調べて
おく（2 時間）

講義で学んだ内容や子どもの現
状について復習する（2 時間）

5. 子どもの身体的発育・発達と保健 子どもの身体的発達にはどのよう
なものがあるか調べる（2 時間）

講義で学んだ内容や発達の平均
値等について復習する（2 時間）

6. 身体発育及び運動機能の発達と保健
子どもの運動機能の発達にはどの
ようなものがあるか調べる（2 時
間）

講義で学んだ内容や発達の平均
値等について復習する（2 時間）

7. 生理機能の発達と保健
子どもの生理機能の発達にはどの
ようなものがあるか調べる（2 時
間）

講義で学んだ内容や発達の平均
値等について復習する（2 時間）

8. 子どもの心身の健康状態とその把握 子どもの心身の不安にはどのような
ものがあるか現状を調べる（2時間）

講義で学んだ内容や心身の健康
を保つための実践法について復
習する（2 時間）

9. 健康状態の観察 子どものADLにはどのようなもの
があるかを調べる（2 時間）

講義で学んだ内容や健康観察の
視点について復習する（2 時間）

10. 心身の不調等の早期発見 自身の心身の不調にはどのような
ものがあるかを調べる（2 時間）

講義で学んだ内容や心身不調の
発見の視点について復習する（2
時間）

11. 発育・発達の把握と健康診断 子どもの健康診断にはどのような
ものがあるかを調べる（2 時間）

講義で学んだ内容や健康診断の
必要性などについて復習する（2
時間）

12. 保護者との情報共有
保護者との共有すべき情報にはど
のようなものがあるかを調べる（2
時間）

講義で学んだ内容や保護者との
連携の内容などについて復習する
（2 時間）

13. 子どもの疾病の予防及び適切な対応
子どもの代表的な疾病にはどのよ
うなものがあるかを調べる（2 時
間）

講義で学んだ内容や疾患名など
について復習する（2 時間）

14. 主な疾病の特徴
前回の講義に出てきた疾病の原
因・治療・予防法等を調べる（2 時
間）

講義で学んだ内容や疾患名など
について復習する（2 時間）

15. 子どもの保健の振り返りと総合まとめ テキスト全体を振り返り、し確認し
たいことなどを挙げておく（2 時間）

定期試験に備え講義中の質問事
項等の再確認をしておく（2 時間）

教 科 書 飯島一誠監修		保育者のためのわかりやすい子どもの保健			日本小児医事出版社

参 考 書 田中哲郎		保育士による安全保育			日本小児医事出版社

学習成果の
評 価 方 法 期末試験（80%）			レポート（15%）				受講態度（5%）		レポートは評価・フィードバック後に返却する

特記すべき
事 項

毎回の出席は名前の応答により確認、返答無き者は欠席とみなす。遅刻、早退、欠席は必ず本人が直接理由等を申し出る。
毎回の授業初めに前回授業のポイントを質問する。その項目は必ずノートしておき定期試験に備えること。

質問・相談等
の 受 付

質問、相談などがあるときは授業終了後	直接質問に来ること。その時の内容で即答、次回持越しや研究室対応を決める。
研究室対応はオフィスアワー内であれば随時受け付ける。
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専門科目

科 目 子どもの健康と安全 開 講 時 期
履 修 方 法

授 業 形 態
単 位 数

2年前期
選択、保育士必修、
こども音楽療育士選択必修
演習
１単位担 当 者 教授　緒方　まゆみ

授業概要

子どもの健康増進や安全に関わる保健活動の計画や評価について、演習を通して具体的に学び、子ども
の心身の発育・発達を促す。また、子どもの疾病とその予防及び対応法や救急時の対応、事故防止、安全
管理について具体的に学ぶとともに、現代社会における心身の健康問題や地域保健活動についても理解
を深める。　この授業はこども病院において看護師として7年以上の臨床経験を持つ教員により症例説明
や保健活動について実践に即した授業を行う。

到達目標 学習成果の評価基準

1. 保育における保健的観点を踏まえ、保育環境・衛生管理・事故防止及び
安全対策・危機管理災害対策について、具体的に理解することができる。

 定期試験で6 割以上回答できる。演習後は衛生管理、安全対策の知識お
よび具体的な危機管理対策の方法についてレポートすることができる。

2. 子どもの体調不良に対する適切な対応や、保育における感染症対策について、関
連するガイドラインや近年のデータ等を踏まえ具体的に理解することができる。

 定期試験で6 割以上回答できる。演習後は体調不良対応や感染症対策につい
て具体的に理解し、且つ救急時の観察ポイント等をレポートすることができる。

3. 子どもの発達や状態等に対して、ガイドラインやデータ等を踏まえ適切な対応法
を理解するとともに、組織的取組や計画・評価についても理解することができる。

 定期試験で6 割以上回答できる。演習後は子どもの個別的対応を理解
し、家庭や自治体との連携の必要性等をレポートすることができる。

授業計画（授業内容） 授業時間外学習
予習（必要時間） 復習（必要時間）

1. 学習成果（評価方法、評価基準）
子どもの健康と保育の環境

望ましい保育環境とは何かをを
考えてみる (30 分)

幼稚園・保育所の設置基準につい
て、比較しながら理解する。   (30
分)

2. 子どもの保健に関わる健康と安全・衛生管理 衛生管理の考え方について調べ
る(30 分)

講義で学んだ衛生管理について自
身も含め当てはめてみる(30 分)

3. 事故防止と安全対策
子どもの日常おこりやすい事故
にはどのようなことがあるか考
え調べる(30 分)

講義で学んだ内容や子どもの現
状について復習する(30 分)

4. 災害への備えと危機管理 予測される災害について過去の
出来事等も考慮し調べる(30 分)

講義で学んだ内容や避難方法に
ついて復習する(30 分)

5. 子どもの体調不良への対応－おもな症状と対応－ 自分自身の体調不良時の症状に
ついて考えてみる (30 分)

講義で学んだ内容や対応方法に
ついて復習する(30 分)

6. 子どもの体調不良への対応－応急処置－
応急処置が必要な場合はどのよ
うな時かについて考えてみる(30
分)

講義で学んだ内容や応急処置に
ついて復習する(30 分)

7. 救急処置及び救急蘇生法の習得(AED 対応) AED について図書館等で調べ
る(30 分)

講義で学んだ内容や救命方法( 胸
骨圧迫) について復習する(30 分)

8. 子どもと薬：飲み薬、塗り薬への対応
自分自身が服用したことのある
薬にはどのようなものがあるか
を調べる(30 分)

講義で学んだ薬の内容や投与方
法について復習する(30 分)

9. 感染症の予防と対策－集団発症の予防
自身が罹患したことのある感染
症について母子手帳等を使い調
べる(30 分)

講義で学んだ感染症発症時の対
応について復習する(30 分)

10. 感染症の予防と対策－3 大要因に対する対策
自身が罹患したことのある感染
症について母子手帳等を使い調
べる(30 分)

講義で学んだ内容や３大要因に
対する対応策について復習する
(30 分)

11. ３歳未満児への対応－抱っこ、排せつ、入浴－ ３歳未満児と接してみる。または
映像等を見てみる(30 分)

講義で学んだ内容や方法につい
て復習する(30 分)

12. ３歳未満児への対応－抱っこ、排せつ、入浴－ ３歳未満児と接してみる。または
映像等を見てみる(30 分)

講義で学んだ内容や方法につい
て復習する(30 分)

13. 特別な配慮を必要とする子どもへの対応
－アレルギー疾患、循環器疾患、てんかん等－

アレルギー疾患やてんかんにつ
いて図書館等を利用して情報を
集めておく (30 分)

講義で学んだ内容や疾患につい
て復習する(30 分)

14. 障がいがある子どもへの対応
－身体障害、発達障害、重症心身障害など－

発達障害について図書館等を利
用して調べておく(３０分)

講義で学んだ内容や障害の種類
について復習する(30 分)

15. 健康安全への取り組み－組織や地域連携－
－母子保健法など－

地域保健活動について自分の居
住地域の情報を集めておく (30
分)

講義で学んだ内容や地域保健活
動などについて復習する(30 分)

教 科 書 飯島一誠監修　保育者のためのわかりやすい　子どもの保健　日本小児医事出版社

参 考 書 巷野悟郎 「保育のための救急傷病看護ハンドブック」  同文書院

学 習成 果の
評 価 方 法 期末試験(70%)   レポート(20%)    受講態度、演習に取り組む姿勢(10%)       レポートは評価・フィードバック後に返却する。    

特 記 すべ き
事 項

実技演習はグループ編成で行う。演習後に提出する課題レポートは合格するまで再提出すること。
基本的にグループごとに提出すること。

質問・相談等
の 受 付

質問、相談などがあるときは授業終了後 直接質問に来ること。その時の内容で即答、次回持越しや研究室対応を決める。
研究室対応はオフィスアワー内であれば随時受け付ける。
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専門科目

科 目 安全保育実習 開 講 時 期
履 修 方法
授 業 形態
単 位 数

2年後期
選択、保育士選択必修　
実習
1単位担 当 者 教授　緒方　まゆみ

授業概要

　成長発達の著しい乳幼児期には、その段階ごとに発達課題もめまぐるしく変化していく。子どもは、一人
で成長することは困難であり、周囲の温かいサポートが不可欠である。また、病気、不慮の事故など予期せ
ぬ事態も起こりやすいため、支援者の危機管理の意識も問われる。子どもの成長を支える支援者として、子
どもの発達段階を理解したうえで、応急処置や救命処置の方法を学び実践力を身につける。
※この授業はこども病院において看護師として7 年以上の臨床経験を持つ教員により症例説明や保健活
動について実践に即した授業を行う。

到達目標 学習成果の評価基準

1. 子どもの心身の発育・発達を促すためには安全管理が不可欠であ
り、保育士による安全安心な保育が重要であることが理解できる。

定期試験で6 割以上回答できる。演習後のレポートにおいて安全管理
の知識および具体的なチェックリスト内容を理解することができる。

2. 救急時の対応や事故防止、危機管理について具体的
に理解し、実践内容を理解することができる。

 定期試験で6 割以上回答できる。演習後のレポートにおいて危機管理につ
いて具体的に記入でき、且つ救急時の観察ポイントが理解できるようになる。

3. 応急処置時の観察点や、救命蘇生時の方法を理解し
実践できるようになる。

 定期試験で6 割以上回答できる。演習時は積極的に取り組み、
モデル人形や友人に対して応急処置が実践できるようになる。

授業計画（授業内容） 授業時間外学習
予習（必要時間） 復習（必要時間）

1. オリエンテーション（学習成果、評価方法、評価基準）
保育士による安全安心な保育

安全安心な保育とはどのような事
かを考える（30 分）

保育学生として安心安全について
について自己評価をしておく（30
分）

2. 事故防止の方策とチェックリスト 子どもの事故にはどんなものがあ
るか調べる（30 分）

講義で学んだチェックリストにつ
いて当てはめてみる（30 分）

3. 安全教育と保育園から家庭への事故防止支援 家庭での事故にはどんなものがあ
るか考え調べる（30 分）

講義で学んだ内容や家庭内での
事故ついて復習する（30 分）

4. 危険予知トレーニング 危険な場所や状況について調べる
（30 分）

講義で学んだ内容や方法につい
て復習する（30 分）

5. 危機管理事項（熱中症、園外活動中、プール水遊
びなど）

前回の授業を参考に危機管理に
ついて考えてみ（30 分）

講義で学んだ内容や方法につい
て復習する（30 分）

6. 危機管理事項（食中毒、児童虐待、災害時対策な
ど）

前回の授業を参考に危機管理に
ついて考えてみる（30 分）

講義で学んだ内容や方法につい
て復習する（30 分）

7. 集団の中の感染症の考え方と感染症対策 感染症の種類について調べておく  
（30 分）

講義で学んだ感染症について具
体的に復習する（30 分）

8. 感染症と予防接種スケジュール作成 自分自身の乳幼児期の予防接種
の実際を調べる（30 分）

講義で学んだ内容を基に実際に
スケジュールを立ててみる（30 分）

9. アレルギー出現時の観察と対応 アレルギーの種類について調べる          
（30 分）

講義で学んだ内容やアレルギーの
観察点について復習する（30 分）

10. 急病が疑われる際の観察チェックリスト
子どものときに急病にかかったこ
とがないか家族より情報を得てお
く（30 分）

講義で学んだ内容や観察チェック
リストについて復習する（30 分）

11. 保育における看護と観察点－発熱、下痢、咳など－ 自分自身が発熱や下痢をした時
の対応を考えてみる（30 分）

講義で学んだ内容や観察点につ
いて復習する（30 分）

12. 応急手当（出血、捻挫、脱臼、外傷、目・耳の異物な
ど）

自分自身が捻挫や、出血をした時
の対応を考えてみる（30 分）

講義で学んだ内容や観察点につ
いて復習する（30 分）

13. 応急手当（熱傷、誤飲誤嚥、肘内障、虫刺されなど） 自分自身が熱傷や、虫刺されをし
た時の対応を考えてみる（30 分）

講義で学んだ内容や観察点につ
いて復習する（30 分）

14. 救急処置及び救急蘇生法の習得（AED 対応） 救急蘇生やAED について新聞等
を用いて情報を集めておく（30 分）

講義で学んだ内容やAED の使用
法ついて復習する（30 分）

15. 子どもの保健演習の振り返りとまとめ テキスト全体を振り返り、し確認し
たいことなどを挙げておく（30 分）

定期試験に備え返却レポート等を
再確認をしておく（30 分）

教 科 書 田中哲郎 「保育士による安全保育」 日本小児医事出版

参 考 書 飯島一誠監修  「保育者のためのわかりやすい子どもの保健」 日本医事出版社

学 習成 果の
評 価 方 法 期末試験（70%）　レポート（20%）　受講態度、演習に取り組む姿勢（10%）　レポートは評価・フィードバック後に返却する。    

特 記 すべ き
事 項 実技演習はグループ編成で行う。演習後に提出する課題レポートは必ず提出すること。基本的にグループごとに提出する。

質問・相談等
の 受 付

質問、相談などがあるときは授業終了後 直接質問に来ること。その時の内容で即答、次回持越しや研究室対応を決める。研
究室対応はオフィスアワー内であれば随時受け付ける。

44



専門科目

科 目 生化学 開講時期
履修方法
授業形態
単 位 数

2年前期
選択、栄免必修
講義
2単位担 当 者 教授　山下　耕平

授業概要

生化学は栄養学や食品学などを理解するために基礎となる科目である。授業では、生物体を構成する物質の化学的
性質とそれらの生体内における機能および代謝経路について解説する。具体的には、三大栄養素である糖質、脂質、タ
ンパク質、さらに、核酸、ビタミン、ホルモン、無機質（ミネラル）について学び、生体内でおこる化学反応の目的や意味を
考えることで、健康と栄養についての理解を深め、栄養士として人 を々教育・指導できる知識と実践力を身につける。
　※この授業は、化学メーカにおいて生化学検査用の診断薬の研究・開発に16 年間携わった実務経験のある教員が、
研究･ 開発の経験をいかし実践に即した授業を行う。

到達目標 学習成果の評価基準

1. 生体内で起こる反応について化学的に理解し、健
康と栄養に関する知識を習得することができる

定期試験および小テストにより左記の学習成果の評価を行う。生命現象
や栄養の仕組み、生体内で起こる反応について 6 割以上解答できる。

2. 生体内で働く恒常性、遺伝、免疫のしくみに
ついて理解し、説明することができる

定期試験および小テストにより左記の学習成果の評価を行う。生物
体が持つ恒常性、遺伝、免疫のしくみについて6 割以上解答できる。

3. 栄養成分が体内でどのように消化、吸収、代
謝されるかを理解し、説明することができる

定期試験および小テストにより左記の学習成果の評価を行う。食物を摂取した
後、各栄養成分がどのように消化、吸収、代謝について6 割以上解答できる。

授業計画（授業内容） 授業時間外学習
予習（必要時間） 復習（必要時間）

1. オリエンテーション、学習成果について 教科書序章（2 時間） 講義ノート（2 時間）

2. 人体の構造 教科書1 章（2 時間） 講義ノート（2 時間）

3. 消化・吸収・代謝の概要、生体のエネルギー 教科書2、3 章（2 時間） 講義ノート（2 時間）

4. タンパク質・酵素の構造と機能 教科書4 章（2 時間） 講義ノート（2 時間）

5. タンパク質・アミノ酸の代謝 教科書5 章（2 時間） 講義ノート（2 時間）

6. 小テスト、まとめ 教科書1~5 章（2 時間） 小テストの見直し（2 時間）

7. 糖質の構造と機能 教科書6 章（2 時間） 講義ノート（2 時間）

8. 糖質の代謝 教科書7 章（2 時間） 講義ノート（2 時間）

9. 脂質の構造と機能 教科書8 章（2 時間） 講義ノート（2 時間）

10. 脂質の代謝 教科書9 章（2 時間） 講義ノート（2 時間）

11. 核酸、遺伝子の構造と機能およびその代謝 教科書10 章（2 時間） 講義ノート（2 時間）

12. ビタミンの栄養 教科書11 章（2 時間） 講義ノート（2 時間）

13. 小テスト、まとめ 教科書6~11 章（2 時間） 小テストの見直し（2 時間）

14. 個体の恒常性とその調節機構（ホルモンについて） 教科書12 章（2 時間） 講義ノート（2 時間）

15. 免疫、アレルギー、全体のまとめ 教科書13 章（2 時間） 講義ノート（2 時間）

教 科 書 小野　廣紀　他　「健康・栄養系教科書シリーズ　生化学」　化学同人

参 考 書 授業中に講義ノートを配付する

学習成果の
評 価 方 法 期末テスト（60%）、小テスト（20%）、授業態度・学習意欲（20%）

特記すべき
事 項

講義ノートは毎回記入し、予習、復習に活用すること。毎回の出席は、授業開始時の応答により確認します。
小テストの評価は 7 回目、14 回目の授業でフィードバックします。

質問・相談等
の 受 付 オフィスアワー（火曜 13：00 〜15：00）に 211 研究室まで来るかメールにて受けます（yamashita@seika.ac.jp）
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専門科目

科 目 生理生化学実験 開講時期
履修方法
授業形態
単 位 数

２年後期
卒業、栄免必修
実験
1単位担 当 者 教授　山下　耕平

授業概要

　生化学や解剖生理学の授業で学んだ人体の構造および機能について、実験を通してさらに理解を深め
ることを目的とする。本実験を通して、生体内で起こる化学反応や生理現象について学び、自身の健康状
態や栄養についての理解を深める。また、一連の化学実験を通して、班で協力して手際よく操作を行い、得
られた実験結果を論理的に考察し、簡潔にまとめる力を身につける。
　※この授業は、化学メーカにおいて生化学検査用の診断薬の研究・開発に16 年間携わった実務経験の
ある教員が、研究･ 開発の経験をいかし実践に即した授業を行う。

到達目標 学習成果の評価基準

1. 生理実験、化学実験の進め方を理解し、班で協力
して、実験を正確に手際よく行うことができる

レポート、小テストおよびまとめテストにより左記の学習成果の評価を行う。ルーブ
リックの「技能」および「態度」の項目において 6 割以上の評価を得ることができる。

2. レポートの基本的な構成や表現を理解し、実験で得
られた結果をもとにレポートを作成することができる

レポート、小テストおよびまとめテストにより左記の学習成果の評価を行う。ルーブリック
の「表現」および「基本的な構成」の項目において6 割以上の評価を得ることができる。

3. 生体内で起こる反応について理解し、健康の維
持・増進について考えることができる

レポート、小テストおよびまとめテストにより左記の学習成果の評価を行う。ルー
ブリックの「知識・理解」の項目において6 割以上の評価を得ることができる

授業計画（授業内容） 授業時間外学習
予習（必要時間） 復習（必要時間）

1. オリエンテーション、ルーブリック評価、学習成果
について、ＤＮＡの抽出と定量

参考書①序章、
参考書②1 章（30 分間） レポート作成（30 分間）

2. タンパク質の定量、検量線の作成 配付資料（30 分間） レポート作成（30 分間）

3. 消化器概要、唾液（アミラーゼ）による消化試験、
最適温度の検討

参考書①２章、
配付資料（30 分間） レポート作成（30 分間）

4. 胃液（ペプシン）による消化試験、最適pH の検討 参考書①２章、
配付資料（30 分間） レポート作成（30 分間）

5. 膵液（リパーゼ）による脂肪の消化試験、
消化率の検討

参考書①２章、
配付資料（30 分間） レポート作成（30 分間）

6. 小テスト①、消化器まとめ 配布資料（30 分間） 小テスト（30 分間）

7. 循環器概要、血糖値の測定、糖尿病の診断 参考書②6 章（30 分間） レポート作成（30 分間）

8. コレステロールの測定、測定値の検証 配付資料（30 分間） レポート作成（30 分間）

9. 心臓について、脈拍測定
（体位、体温、運動前後での違い）

参考書②6 章、
配付資料（30 分間） レポート作成（30 分間）

10. 血圧の測定（体位、体温、運動前後での違い） 参考書②6 章、
配付資料（30 分間） レポート作成（30 分間）

11. 感覚器概要、感覚の試験（味覚、皮膚感覚） 参考書②13 章、
配付資料（30 分間） レポート作成（30 分間）

12. 小テスト②、循環器・感覚器まとめ 配付資料（30 分間） 小テスト（30 分間）

13. 泌尿器概要、尿検査①
（各種項目の測定、健康状態の分析）

参考書②10 章、
配布資料（30 分間） レポート作成（30 分間）

14. 尿検査②
（クレアチニンの測定、腎機能・筋肉量の分析）

参考書②10 章、
配付資料（30 分間） レポート作成（30 分間）

15. まとめテスト、総括 配付資料（30 分間） まとめテスト（30 分間）

教 科 書 プリントを配付する

参 考 書 ①小野　廣紀　著「健康・栄養系教科書シリーズ　生化学」　化学同人
②岩堀修明　著「管理栄養士を目指す学生のための解剖生理学テキスト」文光堂

学習成果の
評 価 方 法

実験ごとにレポートを提出する。レポートはルーブリック評価によって採点、フィードバックする。
また、数回分をまとめてテストを行い理解度を評価する。レポート（50%）、テスト（40%）、授業態度・学習意欲（10%）

特記すべき
事 項

毎回の出席は、授業開始時の応答により確認します。
小テストの評価は、7 回目、13 回目の授業でフィードバックします。

質問・相談等
の 受 付 オフィスアワー（水曜 10：30 〜 13：00）に 211 研究室まで来るかメールにて受けます（yamashita@seika.ac.jp）
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基礎科目

科 目 基礎の化学 開講時期
履修方法
授業形態
単 位 数

1年前期
卒業必修
講義
2単位担 当 者 教授　山下　耕平

授業概要

　私達の生きている世界は、すべてが物質からできている。物質は原子が組み合わさってできた物質であり、私たち
の体や食品も物質により構成されている。化学はこれらの物質の構造や性質を調べ、また、ある物質が他の物質へ変
化する化学反応を研究する学問である。　本講義では、食物栄養科学分野を学ぶために必要な化学の基礎だけでな
く、日常生活に関係する内容も紹介し、化学の面白さや基本的な考え方について分かりやすく解説する。
　※この授業は、化学メーカにおいて生化学検査用の診断薬の研究・開発に16 年間携わった実務経験のある教員が、
研究･ 開発の経験をいかし実践に即した授業を行う。

到達目標 学習成果の評価基準

1. 基本的な化学物質の化学構造と性質を理解し、説明
することができる

定期試験および小テストにより左記の学習成果の評価を行う。基本
的な化学物質の化学構造と性質について 6 割以上解答できる。

2. 食物や栄養に関する化学的な定量と分析方法につい
て理解し、実践できる

定期試験および小テストにより左記の学習成果の評価を行う。溶液
の濃度決定や中和滴定の演算問題において6 割以上解答できる。

3. 有機化合物と三大栄養素（糖質、脂質、タンパク質）
の構造と性質を理解し、説明することができる

定期試験および小テストにより左記の学習成果の評価を行う。
三大栄養素の構造および性質ついて6 割以上解答できる。

授業計画（授業内容） 授業時間外学習
予習（必要時間） 復習（必要時間）

1. オリエンテーション、学習成果について 教科書 1 章（2 時間） 講義ノート（2 時間）

2. 物質の変化、物質の成り立ち 教科書 1 章（2 時間） 講義ノート（2 時間）

3. 色 な々化学変化 教科書 2 章（2 時間） 講義ノート（2 時間）

4. 物質の状態と性質 教科書 3 章 1、2 項（2 時間） 講義ノート（2 時間）

5. 溶液の濃度 教科書 3 章 2 項（2 時間） 講義ノート（2 時間）

6. 酸と塩基、コロイド 教科書 3 章 3、4 項（2 時間） 講義ノート（2 時間）

7. 小テスト、まとめ 教科書 1~3 章（2 時間） 小テスト（2 時間）

8. 身近な有機化学① 教科書 4 章 1~3 項（2 時間） 講義ノート（2 時間）

9. 身近な有機化学② 教科書 4 章 4~7 項（2 時間） 講義ノート（2 時間）

10. 食品に見る生体物質①（糖質） 教科書 5 章 1 項（2 時間） 講義ノート（2 時間）

11. 食品に見る生体物質②（脂質） 教科書 5 章 2 項（2 時間） 講義ノート（2 時間）

12. 食品に見る生体物質③（タンパク質） 教科書 5 章 3 項（2 時間） 講義ノート（2 時間）

13. 小テスト、まとめ 教科書 4、5 章（2 時間） 小テスト（2 時間）

14. 台所の化学①（酵素、旨み成分） 教科書 5 章 4~5 項（2 時間） 講義ノート（2 時間）

15. 台所の化学②（ビタミン、ミネラル）、全体まとめ 教科書 5 章 6~7 項（2 時間） 講義ノート（2 時間）

教 科 書 北原 重登、塚本 貞次、野中 靖臣、水崎 幸一　著「食を中心とした化学（第 4 版）」東京教学社

参 考 書 授業中に講義ノートを配付する

学習成果の
評 価 方 法 期末テスト（60%）、小テスト（20%）、授業態度・学習意欲（20%）

特記すべき
事 項

講義ノートは毎回記入し、予習、復習に活用すること。毎回の出席は、授業開始時の応答により確認します。
小テストの評価は 8 回目、14 回目の授業でフィードバックします。

質問・相談等
の 受 付 オフィスアワー（火曜13：00 〜15：00）に 211 研究室まで来るかメールにて受けます（yamashita@seika.ac.jp）
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専門科目

科 目 食品学 開講時期
履修方法
授業形態
単 位 数

1年前期
卒業・栄免・フードS必修
講義
2単位担 当 者 教授　古田　吉史

授業概要

　飢餓による深刻な栄養不足の時代、現代のような飽食の時代、いずれの場合においても健康な食生活を営む
上で、食品や栄養に関する基礎的且つ科学的な知識を身につけることは非常に重要である。そのため食品学で
は、まず食品の一般成分（水分、炭水化物、たんぱく質、脂質、ビタミン、ミネラル）と嗜好・有害成分についての基
礎を学び、さらに加工・保存時におけるそれら食品成分の変化や相互作用について理解を深めることを目指す。
※この授業は、食品企業において機能性食品の開発・研究および製造と品質管理に17 年間携わった実務経験
のある教員が、その経験を活かし実践を踏まえながら授業を行う。

到達目標 学習成果の評価基準

1. 食品成分表の構成や内容を理解し、説明すること
ができる

食品成分表についての理解を、小テストや定期試
験で6 割以上解答できる

2. 食品の一般成分と嗜好・有害成分の内容を理解
し、説明することができる

食品の一般成分や嗜好・有害成分の理解を、小テ
ストや定期試験で6 割以上解答できる

3. 加工・保存時における食品成分の変化や相互作用
を理解し、具体的に説明することができる

加工・保存時における食品成分の変化や相互作用
についての理解を、定期試験で解答できる

授業計画（授業内容） 授業時間外学習
予習（必要時間） 復習（必要時間）

1. 人間と食品： シラバス、学習成果（評価方法・基準）の説
明含む（食生活と健康、食料と環境問題、食品の分類等） 教科書1 章の予習（2 時間） 配付資料の内容を整理し、

理解を深める（2 時間）

2. 食品成分表
（食品成分表の構成と内容、分析方法等） 教科書2 章の予習（2 時間） 配付資料の内容を整理し、

理解を深める（2 時間）

3. 食品成分の化学：水分（水分の特性と水分活性等） 教科書3 章1 節の予習（2 時間） 配付資料の内容を整理し、
理解を深める（2 時間）

4. 食品成分の化学：炭水化物
（炭水化物の構造、種類、特性等） 教科書3 章2 節の予習（2 時間） 配付資料の内容を整理し、

理解を深める（2 時間）

5. 食品成分の化学：脂質（脂質の構造、種類、特性等） 教科書3 章3 節の予習（2 時間） 配付資料の内容を整理し、
理解を深める（2 時間）

6. 食品成分の化学：たんぱく質
（たんぱく質の構造、種類、特性等） 教科書3 章4 節の予習（2 時間） 配付資料の内容を整理し、

理解を深める（2 時間）

7. 食品成分の化学：ミネラル
（ミネラルの種類、特性等） 教科書3 章5 節の予習（2 時間） 配付資料の内容を整理し、

理解を深める（2 時間）

8. 食品成分の化学：ビタミン
（ ビタミンの構造、種類、特性等） 教科書3 章6 節の予習（2 時間） 配付資料の内容を整理し、

理解を深める（2 時間）

9. 嗜好成分の化学
（色素や呈味、香気成分の構造、種類、特性等） 教科書4 章の予習（2 時間） 配付資料の内容を整理し、

理解を深める（2 時間）

10. 有害成分の化学
（食品に含まれる有害成分の種類と特性等） 教科書6 章の予習（2 時間） 配付資料の内容を整理し、

理解を深める（2 時間）

11. 食品成分の変化①
（加工や調理、保存等におけるたんぱく質の変化） 教科書7 章1 節の予習（2 時間） 配付資料の内容を整理し、

理解を深める（2 時間）

12. 食品成分の変化②
（加工や調理、保存等における炭水化物・脂質の変化） 教科書7 章2,3 節の予習（2 時間） 配付資料の内容を整理し、

理解を深める（2 時間）

13. 食品成分の変化③
（加工や調理、保存等における褐変現象など） 教科書7 章4,5,6 節の予習（2 時間） 配付資料の内容を整理し、

理解を深める（2 時間）

14. まとめ（小テスト、解説）： 認定試験問題等を題材として解説を加え
ながら全体を振り返り、知識の繋ぎ合わせと理解度の向上を図る 全体の予習（2 時間） 全体の復習（2 時間）

15. まとめ（小テスト、解説）： 認定試験問題等を題材として解説を加え
ながら全体を振り返り、知識の繋ぎ合わせと理解度の向上を図る 全体の予習（2 時間） 全体の復習（2 時間）

教 科 書 菅原龍幸 編著　「N ブックス 新版 食品学Ⅰ」　建帛社

参 考 書 必要に応じて資料を配布
甲斐達男・石川洋哉 編著　「最新食品学- 各論・総論（第４版）」　講談社サイエンティフィック、　日本食品標準成分表

学習成果の
評 価 方 法

定期試験の結果８０％、小テスト１０％、授業への取組み１０％を総合的に評価する
（小テストの結果は、解説を加えつつフィードバックします）

特記すべき
事 項 毎回の出席は、授業開始時に応答や出席票等により確認します

質問・相談等
の 受 付 質問、相談等がある場合は、オフィスアワー（火曜日10：00 〜15：00）に109 研究室にて受け付けます
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専門科目

科 目 食品学実験 開講時期
履修方法
授業形態
単 位 数

1年後期
卒業・栄免・フードS必修
実習
1単位担 当 者 教授　古田　吉史

授業概要

　食品学実験は、食品学や基礎栄養学等の講義で学んだ知識を、実際に実験を行って確認し、体験的に理解す
ることを目的としている。そのためには、「何のためにこの実験を行うのか」という目的と、「なぜこのような現象が起
こるのか」ということを考察する研究態度が大切である。本実験では、食品に含まれる各成分（水分、灰分、糖質、
タンパク質・アミノ酸、脂質、色素、酸など）の定性または定量分析を行い、それらの化学的特性を理解する。
※この授業は、食品企業において機能性食品の開発・研究および製造と品質管理に17 年間携わった実務経験の
ある教員が、その経験を活かし実践を踏まえながら授業を行う。

到達目標 学習成果の評価基準

1. 食品に関する化学実験ができる 実験器具の取扱いや試料の調製等の化学実験の基
礎知識や技術が習得できている

2. 測定法の原理や化学用語、実験で取り上げる食品成
分の化学特性が理解できている

測定法の基本的な原理や化学用語、実験で取り上げ
る食品成分の化学特性を説明できる

3. レポートにまとめる一連の過程を理解し、適切な内
容のレポートが書くことができる

実施した実験をレポートにまとめる一連の過程を理
解し、その技術と習慣が身に付いている

授業計画（授業内容） 授業時間外学習
予習（必要時間） 復習（必要時間）

1. オリエンテーション（実験上の諸注意、器具の取扱い
と洗浄法、レポートの書き方、学習成果について）

該当部分の予習（30 分）（テキスト、
図書館、インターネット等を活用） 該当部分の復習（30 分）

2. 実験基礎操作法の習得 該当部分の予習（30 分）（テキスト、
図書館、インターネット等を活用） 該当部分のレポート作成（30 分）

3. 中和滴定操作法の習得 該当部分の予習（30 分）（テキスト、
図書館、インターネット等を活用） 該当部分のレポート作成（30 分）

4. 水酸化ナトリウム力価の算出 該当部分の予習（30 分）（テキスト、
図書館、インターネット等を活用） 該当部分のレポート作成（30 分）

5. 中和滴定実験①（食酢中の有機酸量の定量） 該当部分の予習（30 分）（テキスト、
図書館、インターネット等を活用） 該当部分のレポート作成（30 分）

6. 中和滴定実験②（果汁中の有機酸量の定量） 該当部分の予習（30 分）（テキスト、
図書館、インターネット等を活用） 該当部分のレポート作成（30 分）

7. 食品中の水分・灰分・脂質量の定量① 該当部分の予習（30 分）（テキスト、
図書館、インターネット等を活用） 該当部分のレポート作成（30 分）

8. 食品中の水分・灰分・脂質量の定量② 該当部分の予習（30 分）（テキスト、
図書館、インターネット等を活用） 該当部分のレポート作成（30 分）

9. 食品中のたんぱく質の分離と確認①
（試料調製、準備）

該当部分の予習（30 分）（テキスト、
図書館、インターネット等を活用） 該当部分のレポート作成（30 分）

10. 食品中のたんぱく質の分離と確認② 該当部分の予習（30 分）（テキスト、
図書館、インターネット等を活用） 該当部分のレポート作成（30 分）

11. 糖の定性試験①（試薬調製、準備） 該当部分の予習（30 分）（テキスト、
図書館、インターネット等を活用） 該当部分のレポート作成（30 分）

12. 糖の定性試験② 該当部分の予習（30 分）（テキスト、
図書館、インターネット等を活用） 該当部分の復習（30 分）

13. 食品に含まれる色素の抽出と変化の確認①
（アントシアニン、フラボノイド）

該当部分の予習（30 分）（テキスト、
図書館、インターネット等を活用） 該当部分の復習（30 分）

14. 食品に含まれる色素の抽出と変化の確認②
（クロロフィル、カロテノイド）

該当部分の予習（30 分）（テキスト、
図書館、インターネット等を活用） 該当部分の復習（30 分）

15. 総まとめ（小テスト、解説）： 実験全体を振り返り
（レポートについての確認も含む）、知識の定着を図る 全体の振り返り（30 分） 全体の復習（30 分）

教 科 書 必要に応じてレジメや資料を配布

参 考 書 村上俊男編著　「改訂　基礎からの食品・栄養学実験」、「日本食品標準成分表」など

学習成果の
評 価 方 法

レポート５０％、小テスト３０％、授業への取組み２０％を総合的に評価する
（レポート、小テストの結果はフィードバックします）

特記すべき
事 項 毎回の出席は、授業開始時に応答や出席票等により確認します

質問・相談等
の 受 付 質問、相談等がある場合は、オフィスアワー（木曜日13：00 〜17：00）に109 研究室にて受け付けます
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専門科目

科 目 食品の鑑別 開講時期
履修方法
授業形態
単 位 数

2年前期
選択、フードS必修
講義
2単位担 当 者 教授　古田　吉史

授業概要

　食品にはそれぞれに特有の味、香り、色調、形状、口触り等があり、それらが統合された感覚が美味しさと
して表現される。この美味しさは、人々が幸せを感じる要因でもある。本講では、このような人間の食品に対
する感じ方を評価・鑑別するための官能検査法や化学的評価法、物理的評価法を理解し、さらに個々の食
品の特性を認識し品質を見抜くことによって、フードスペシャリストとしてより安全で美味しいものを選択で
きる能力を養うことを目標とする。　※この授業は、食品企業において機能性食品の開発・研究および製造
と品質管理に17年間携わった実務経験のある教員が、その経験を活かし実践を踏まえながら授業を行う。

到達目標 学習成果の評価基準

1. 食品の官能検査法を説明できる 個々の官能検査法についての理解を、小テストや
定期試験で6 割以上解答できる

2. 食品の化学的・物理的評価法を説明できる 個々の化学的・物理的評価法についての理解を、
小テストや定期試験で6 割以上解答できる

3. 食品個別の鑑別ができるようになる 食品個別の鑑別についての理解を、小テストや定
期試験で6 割以上解答できる

授業計画（授業内容） 授業時間外学習
予習（必要時間） 復習（必要時間）

1. 食品の品質と官能検査法①（シラバス、学習成果
等の説明を含む） 教科書1 章の予習（2 時間） 配付資料の内容を整理し、

理解を深める（2 時間）

2. 官能検査法② 教科書1 章の予習（2 時間） 配付資料の内容を整理し、
理解を深める（2 時間）

3. 食品の化学的評価法 教科書2 章の予習（2 時間） 配付資料の内容を整理し、
理解を深める（2 時間）

4. 食品の物性と物理的評価法 教科書3 章の予習（2 時間） 配付資料の内容を整理し、
理解を深める（2 時間）

5. 個別食品の鑑別①：米、小麦、そば、いも類 教科書4 章1,2,3,4,5 節の予習
（2 時間）

配付資料の内容を整理し、
理解を深める（2 時間）

6. 個別食品の鑑別②：豆類、野菜類、果実類、きのこ
類

教科書4 章6,7,8,9 節の予習
（2 時間）

配付資料の内容を整理し、
理解を深める（2 時間）

7. 個別食品の鑑別③：乳と乳製品、肉類 教科書4 章12,14 節の予習
（2 時間）

配付資料の内容を整理し、
理解を深める（2 時間）

8. 個別食品の鑑別④：肉類、卵類 教科書4 章12,13 節の予習
（2 時間）

配付資料の内容を整理し、
理解を深める（2 時間）

9. 個別食品の鑑別⑤：魚介類と水産加工品 教科書4 章10,11 節の予習
（2 時間）

配付資料の内容を整理し、
理解を深める（2 時間）

10. 個別食品の鑑別⑥：油脂類、甘味料 教科書4 章15,22 節の予習
（2 時間）

配付資料の内容を整理し、
理解を深める（2 時間）

11. 個別食品の鑑別⑦：発酵食品、酒類 教科書4 章17,21 節の予習
（2 時間）

配付資料の内容を整理し、
理解を深める（2 時間）

12. 個別食品の鑑別⑧：調味料、香辛料、嗜好飲料、菓
子類

教科書 4 章 16,18,19,20,23 節の
予習（2 時間）

配付資料の内容を整理し、
理解を深める（2 時間）

13. 個別食品の鑑別⑨：新しい加工法による食品 教科書4章24,25,26,27節の予習
（2 時間）

配付資料の内容を整理し、
理解を深める（2 時間）

14. まとめ（小テスト、解説）：資格試験問題等を題材として解説を加え
ながら全体を振り返り、知識の繋ぎ合わせと理解度の向上を図る 全体の予習（2 時間） 全体の復習（2 時間）

15. まとめ（小テスト、解説）：資格試験問題等を題材として解説を加え
ながら全体を振り返り、知識の繋ぎ合わせと理解度の向上を図る 全体の予習（2 時間） 全体の復習（2 時間）

教 科 書 日本フードスペシャリスト協会 編　「三訂　食品の官能評価・鑑別演習」　建帛社

参 考 書 必要に応じて資料を配布
國崎直道・川澄俊之 編著　「改訂新版　食品加工学概論」　同文書院

学習成果の
評 価 方 法

定期試験の結果８０％、小テスト１０％、授業への取組み１０％を総合的に評価する
（小テストの結果は、解説を加えつつフィードバックします）

特記すべき
事 項 毎回の出席は、授業開始時に応答や出席票等により確認します

質問・相談等
の 受 付 質問、相談等がある場合は、オフィスアワー（火曜日10：00 〜15：00）に109 研究室にて受け付けます
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専門科目

科 目 フードメーキング 開講時期
履修方法
授業形態
単 位 数

1年後期
選択、栄免・フードS必修
実習
1単位担 当 者 教授　古田　吉史

授業概要

　近年、食品に関する様々な事件が起こり、消費者は食品の選択に困っている。栄養士・フードスペシャリストとして、
食品に関するいろんな知識とそれらの品質等を理解し、アドバイスできることが重要である。本講は、食料資源は限ら
れたものであるという認識のもとに、身の回りに溢れている様 な々食品（加工食品）の製造原理や製造方法、並びに官
能評価方法等を実習を通して体験的に学び、材料の持つ特性や品質についての理解を深めることを目標としている。
※この授業は、食品企業において機能性食品の開発・研究および製造と品質管理に17 年間携わった実務経験のある
教員が、その経験を活かし実践を踏まえながら授業を行う。

到達目標 学習成果の評価基準

1. 加工食品が作れるようになる 実習において各種の加工食品を作製し、材料の持
つ特性等に対して理解を示す

2. 加工食品の製造原理と製造方法を説明できる 個々の加工食品の製造原理や製造方法への理解
を、小テストやレポートで説明できる

3. 官能評価が具体的にできるようになる 各官能評価の方法を理解し、自身の官能判別能力
が把握できている

授業計画（授業内容） 授業時間外学習
予習（必要時間） 復習（必要時間）

1. オリエンテーション（実習上の諸注意、レポートの
書き方、学習成果について）

該当部分の予習（30 分）
（テキスト、図書館、インターネッ
ト等を活用）

該当部分の復習（30 分）

2. 味噌の製造（味噌の製造原理と、麦味噌・米味噌
の香味の違い等について学ぶ）

該当部分の予習（30 分）
（テキスト、図書館、インターネッ
ト等を活用）

該当部分のレポート作成（30 分）

3. ジャムの製造（ペクチンの役割と瓶詰の原理等に
ついて学ぶ）

該当部分の予習（30 分）
（テキスト、図書館、インターネッ
ト等を活用）

該当部分のレポート作成（30 分）

4. うどんの製造（強力粉、中力粉、薄力粉によるグル
テン形成の違い等について学ぶ）

該当部分の予習（30 分）
（テキスト、図書館、インターネッ
ト等を活用）

該当部分のレポート作成（30 分）

5. 豆腐の製造（豆腐の製造法（凝固剤の種類や固
化原理etc）について学ぶ）

該当部分の予習（30 分）
（テキスト、図書館、インターネッ
ト等を活用）

該当部分のレポート作成（30 分）

6. 羊羹の製造（寒天のゾルとゲル、羊羹の箱詰め方
法等について学ぶ）

該当部分の予習（30 分）
（テキスト、図書館、インターネッ
ト等を活用）

該当部分のレポート作成（30 分）

7. こんにゃくの製造（こんにゃくの製造法（グルコマ
ンナンの固化原理etc）等について学ぶ）

該当部分の予習（30 分）
（テキスト、図書館、インターネッ
ト等を活用）

該当部分のレポート作成（30 分）

8. チーズとバターの製造（ 乳成分の特性、チーズと
バターの製造法、乳の殺菌方法等について学ぶ）

該当部分の予習（30 分）
（テキスト、図書館、インターネッ
ト等を活用）

該当部分のレポート作成（30 分）

9. ヨーグルトの製造（ヨーグルトの製造法、乳酸菌の
特徴等について学ぶ）

該当部分の予習（30 分）
（テキスト、図書館、インターネッ
ト等を活用）

該当部分のレポート作成（30 分）

10. ソーセージの製造（ソーセージの製造法、材料特
性、燻煙法等について学ぶ）

該当部分の予習（30 分）
（テキスト、図書館、インターネッ
ト等を活用）

該当部分のレポート作成（30 分）

11. かまぼこの製造（かまぼこの製造法、材料特性等
について学ぶ）

該当部分の予習（30 分）
（テキスト、図書館、インターネッ
ト等を活用）

該当部分のレポート作成（30 分）

12. 官能評価テスト①（官能評価方法を学び、自身の
「五味識別能力」を把握する）

該当部分の予習（30 分）
（テキスト、図書館、インターネッ
ト等を活用）

該当部分の復習（30 分）

13. 官能評価テスト②（官能評価方法を学び、自身の
「濃度差識別能力」を把握する）

該当部分の予習（30 分）
（テキスト、図書館、インターネッ
ト等を活用）

該当部分の復習（30 分）

14. 官能評価テスト③（複数の市販飲料を使用し、自
身の「嗅覚による判別能力」を把握する）

該当部分の予習（30 分）
（テキスト、図書館、インターネッ
ト等を活用）

該当部分の復習（30 分）

15. 総まとめ（小テスト、解説）： 実習全体を振り返り（レ
ポートについての確認も含む）、知識の定着を図る 全体の振り返り（30 分） 全体の復習（30 分）

教 科 書 「精華女子短期大学 フードメーキング テキスト」改編　※必要に応じて資料を配布

参 考 書 適時授業中に紹介する

学習成果の
評 価 方 法

レポート３０％、官能評価テスト３０％、小テスト２０％、授業への取組み２０％を総合的に評価する
（レポート、官能評価テスト、小テストの結果はフィードバックします）

特記すべき
事 項 毎回の出席は、授業開始時に応答や出席票等により確認します

質問・相談等
の 受 付 質問、相談等がある場合は、オフィスアワー（木曜日13：00 〜17：00）に109 研究室にて受け付けます
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専門科目

科 目 食品の機能 開講時期
履修方法
授業形態
単 位 数

2年後期
選択、栄免・フードS必修
講義
2単位担 当 者 教授　古田　吉史

授業概要

　食品は一次機能（生命を維持するための働き）、二次機能（感覚を充足させる働き）および三次機能（生
体の調節に関係する生理的な働き）という３種の機能を持っている。本講は、食品のこれらの機能や役割を
学ぶことにより種々の食品の良さを理解し、食生活に活用できることを目標としている。さらに、我々一般消
費者にとって、食品に関する極めて重要な情報源となる食品表示（食品表示法）についての理解も深める。
　※この授業は、食品企業において機能性食品の開発・研究および製造と品質管理に17 年間携わった実
務経験のある教員が、その経験を活かし実践を踏まえながら授業を行う。

到達目標 学習成果の評価基準

1. 食品に含まれる機能成分の名称と機能を説明する
ことができる

食品に含まれる機能成分の名称と機能についての
理解を、小テストや定期試験で6 割以上解答できる

2. 保健機能食品について説明することができる 特定保健用・栄養機能・機能性表示・いわゆる健康食品の
区別について、小テストや定期試験で6 割以上解答できる

3. 食品表示法を理解し説明することができる 食品表示法についての理解を、実際の商品を例に
とり、レポートや小テストで説明できる

授業計画（授業内容） 授業時間外学習
予習（必要時間） 復習（必要時間）

1. 食品が有する機能性（一次機能、二次機能、三次機能）
（シラバス・学習成果等の説明を含む）

教科書3 章1,2,3,4 節の予習
（2 時間）

配付資料の内容を整理し、
理解を深める（2 時間）

2. 食品の生理機能①（食物繊維、抗酸化物質） 教科書3 章6 節の予習（2 時間） 配付資料の内容を整理し、
理解を深める（2 時間）

3. 食品の生理機能②
（血栓症の予防、血圧調節、骨粗鬆症予防等） 教科書3 章6 節の予習（2 時間） 配付資料の内容を整理し、

理解を深める（2 時間）

4. 食品の品質規格と表示
（食品表示法、JAS法、食品衛生法、健康増進法等） 教科書5 章4 節の予習（2 時間） 配付資料の内容を整理し、

理解を深める（2 時間）

5. 健康や栄養に関する表示制度
（特別用途食品、保健機能食品、その他） 教科書5 章4 節の予習（2 時間） 配付資料の内容を整理し、

理解を深める（2 時間）

6. 食品の保存技術について
（温度、pH、水分活性、電磁波等の利用） 教科書4 章6 節の予習（2 時間） 配付資料の内容を整理し、

理解を深める（2 時間）

7. 食品の包装と充填技術 教科書5 章4 節の予習（2 時間） 配付資料の内容を整理し、
理解を深める（2 時間）

8. 農産食品の機能①（穀類、豆類、いも類） 教科書5 章1 節の予習（2 時間） 配付資料の内容を整理し、
理解を深める（2 時間）

9. 農産食品の機能②（野菜類、きのこ類、砂糖） 教科書5 章1,5 節の予習（2 時間） 配付資料の内容を整理し、
理解を深める（2 時間）

10. 水産食品の機能（魚介類、藻類、水産加工品） 教科書5 章2 節の予習（2 時間） 配付資料の内容を整理し、
理解を深める（2 時間）

11. 畜産食品の機能（食肉類、乳類、卵類） 教科書5 章2 節の予習（2 時間） 配付資料の内容を整理し、
理解を深める（2 時間）

12. 発酵食品の機能（発酵調味料、アルコール飲料） 教科書5 章6 節の予習（2 時間） 配付資料の内容を整理し、
理解を深める（2 時間）

13. 脂質、嗜好食品・飲料 教科書5 章5 節の予習（2 時間） 配付資料の内容を整理し、
理解を深める（2 時間）

14. まとめ（小テスト、解説）：認定試験問題等を題材として解説を加え
ながら全体を振り返り、知識の繋ぎ合わせと理解度の向上を図る 全体の予習（2 時間） 全体の復習（2 時間）

15. まとめ（小テスト、解説）：認定試験問題等を題材として解説を加え
ながら全体を振り返り、知識の繋ぎ合わせと理解度の向上を図る 全体の予習（2 時間） 全体の復習（2 時間）

教 科 書 甲斐達男・石川洋哉 編著　「最新食品学- 各論・総論（第４版）」　講談社サイエンティフィック
全国栄養士養成施設協会編　「栄養士実力認定試験過去問題集2020 年版」　建帛社

参 考 書 必要に応じて資料を配布
國崎直道・川澄俊之 編著　「改訂新版　食品加工学概論」　同文書院

学習成果の
評 価 方 法

定期試験の結果50％、レポート30％、小テスト１０％、授業への取組み１０％を総合的に評価する
（レポートや小テストの結果は、解説を加えつつフィードバックします）

特記すべき
事 項 毎回の出席は、授業開始時に応答や出席票等により確認します

質問・相談等
の 受 付 質問、相談等がある場合は、オフィスアワー（木曜日13：00 〜17：00）に109 研究室にて受け付けます
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専門科目

科 目 フードスペシャリスト論 開講時期
履修方法
授業形態
単 位 数

2年前期
選択、フードS必修
講義
2単位担 当 者 教授　古田　吉史

授業概要

　食生活の基盤が見失われつつある状況の中、消費者に対し豊かで健全な食生活の啓蒙を促す役割を
担う「フードスペシャリスト」が求められている。本講はフードスペシャリスト入門科目であり、フードスペシャ
リスト養成のガイドとして、フードスペシャリストの業務内容と専門性、食文化と歴史、食生活と食産業の現
状、食品の表示と規格、食情報に関する事項など、フードスペシャリストに要求される幅広い知識全般を習
得することを目的としている。　※この授業は、食品企業において機能性食品の開発・研究および製造と
品質管理に17 年間携わった実務経験のある教員が、その経験を活かし実践を踏まえながら授業を行う。

到達目標 学習成果の評価基準

1. フードスペシャリストの概念、業務内容や専門性につ
いて説明できる

フードスペシャリストの概念、業務内容や専門性につい
ての理解を、小テストや定期試験で6 割以上解答できる

2. 食物の歴史、日本や世界の食文化、現代日本の食生
活の様相について説明できる

食物の歴史、日本や世界の食文化、現代日本の食生活の様相に
ついての理解を、小テストや定期試験で6 割以上解答できる

3. 食産業の現状と役割、食品の品質規格と表示、食情
報と消費者保護について説明できる

食産業の現状と役割、食品の品質規格と表示、食情報と消費者保
護についての理解を、小テストや定期試験で6 割以上解答できる

授業計画（授業内容） 授業時間外学習
予習（必要時間） 復習（必要時間）

1. フードスペシャリストとは
（シラバス、学習成果等の説明を含む） 教科書1 章の予習（2 時間） 配付資料の内容を整理し、

理解を深める（2 時間）

2. フードスペシャリストの活躍分野とその責務 教科書1 章の予習（2 時間） 配付資料の内容を整理し、
理解を深める（2 時間）

3. 人類と食物
（食物獲得の歴史、食品加工・保存技術の発展など） 教科書2 章の予習（2 時間） 配付資料の内容を整理し、

理解を深める（2 時間）

4. 世界の食
（食作法、食の禁忌と忌避、世界の食事情など） 教科書3 章の予習（2 時間） 配付資料の内容を整理し、

理解を深める（2 時間）

5. 日本の食
（日本の食物史と地域差など） 教科書4 章の予習（2 時間） 配付資料の内容を整理し、

理解を深める（2 時間）

6. 現代日本の食生活①
（食生活の現状と消費生活、食生活の変化と食産業など） 教科書5 章1,2,3 節の予習（2 時間） 配付資料の内容を整理し、

理解を深める（2 時間）

7. 現代日本の食生活②
（食料の供給と食料自給率、環境と食など） 教科書5 章4,5 節の予習（2 時間） 配付資料の内容を整理し、

理解を深める（2 時間）

8. 食品産業の役割①
（フードシステムと食品産業、食品製造業の規模・特徴など） 教科書6 章1,2,3 節の予習（2 時間） 配付資料の内容を整理し、

理解を深める（2 時間）

9. 食品産業の役割②
（食品卸売業、食品小売業、外食産業など） 教科書6 章4,5,6 節の予習（2 時間） 配付資料の内容を整理し、

理解を深める（2 時間）

10. 食品の品質規格と表示①
（食品の表示に関わる法律、JAS 法による規格と表示） 教科書7 章1,2 節の予習（2 時間） 配付資料の内容を整理し、

理解を深める（2 時間）

11. 食品の品質規格と表示②
（食品表示法、食品衛生法、健康増進法の関わり） 教科書7 章3,4 節の予習（2 時間） 配付資料の内容を整理し、

理解を深める（2 時間）

12. 食品の品質規格と表示③
（その他法律による表示、コーデックス規格など） 教科書7 章5 節の予習（2 時間） 配付資料の内容を整理し、

理解を深める（2 時間）

13. 食情報と消費者保護法 教科書8 章の予習（2 時間） 配付資料の内容を整理し、
理解を深める（2 時間）

14. まとめ（小テスト、解説）： 資格試験問題等を題材として解説を加え
ながら全体を振り返り、知識の繋ぎ合わせと理解度の向上を図る 全体の予習（2 時間） 全体の復習（2 時間）

15. まとめ（小テスト、解説）： 資格試験問題等を題材として解説を加え
ながら全体を振り返り、知識の繋ぎ合わせと理解度の向上を図る 全体の予習（2 時間） 全体の復習（2 時間）

教 科 書 日本フードスペシャリスト協会 編　「四訂　フードスペシャリスト論　第6 版」　建帛社
日本フードスペシャリスト協会 編　「フードスペシャリスト資格認定試験過去問題集 2020 年版」　建帛社

参 考 書 必要に応じて資料を配布

学習成果の
評 価 方 法

定期試験の結果８０％、小テスト１０％、授業への取組み１０％を総合的に評価する
（小テストの結果は、解説を加えつつフィードバックします）

特記すべき
事 項 毎回の出席は、授業開始時に応答や出席票等により確認します

質問・相談等
の 受 付 質問、相談等がある場合は、オフィスアワー（火曜日10：00 〜15：00）に109 研究室にて受け付けます
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専門科目

科 目 基礎調理学実習 開講時期
履修方法
授業形態
単 位 数

1年前期
卒業・栄免・フードS必修
実習
1単位担 当 者 教授　村瀬　英雄

授業概要

　調理の基礎的な知識を有することは栄養士として必要とされる。実習では、栄養学、食品学、および調理
学の理論を基礎として調理操作別に食品の調理生を考慮した内容とする。日本料理・西洋料理・中国料理・
行事食の調理法、盛り付けの方法などの習得をはかりながら栄養士業務に求められる基礎的な調理能力
を養うことを目的とする。
　本授業は、ホテルでの料理長経験と海外研修で得た知識や技術を活かし、食材・献立の開発、研究に
四十数年携わった実務経験のある教員が実践に即した授業を行う。

到達目標 学習成果の評価基準

1. 調理の基本操作を身につけることができる。 基本的な計量や切り方、調理操作ができる。

2. 食品の選択眼や調理の観察力を身につけることが
できる。 食品の旬、選択方法や食品の調理性が理解できる。

3. 調理工程を理解し、実習することができる。 基本的な日本料理、西洋料理や中国料理と行事食
の調理ができる。

授業計画（授業内容） 授業時間外学習
予習（必要時間） 復習（必要時間）

1. オリエンテーション、学習成果について
（評価方法および評価基準） シラバスを読んでおく。（30 分） オリエンテーション内容を再確

認しておく。（30 分）

2. 野菜の切り方（包丁の扱い方） 予定された実習の手順等につい
て確認しておく。（30 分）

実習をとおして気づいた点、反省
等をまとめる。（30 分）

3. 日本料理の実習（炊き込みご飯、すまし汁） 予定された実習の手順等につい
て確認しておく。（30 分）

実習をとおして気づいた点、反省
等をまとめる。（30 分）

4. 日本料理の実習（まぜご飯、出し巻卵） 予定された実習の手順等につい
て確認しておく。（30 分）

実習をとおして気づいた点、反省
等をまとめる。（30 分）

5. 日本料理の実習（味噌煮） 予定された実習の手順等につい
て確認しておく。（30 分）

実習をとおして気づいた点、反省
等をまとめる。（30 分）

6. 西洋料理の実習（ブイヨンの取り方、ポタージュ） 予定された実習の手順等につい
て確認しておく。（30 分）

実習をとおして気づいた点、反省
等をまとめる。（30 分）

7. 西洋料理の実習（サラダ、ドレッシング） 予定された実習の手順等につい
て確認しておく。（30 分）

実習をとおして気づいた点、反省
等をまとめる。（30 分）

8. 西洋料理の実習（ホワイトソース、グラタン） 予定された実習の手順等につい
て確認しておく。（30 分）

実習をとおして気づいた点、反省
等をまとめる。（30 分）

9. 中国料理の実習（五目炒飯、スープ） 予定された実習の手順等につい
て確認しておく。（30 分）

実習をとおして気づいた点、反省
等をまとめる。（30 分）

10. 中国料理の実習（揚げ物） 予定された実習の手順等につい
て確認しておく。（30 分）

実習をとおして気づいた点、反省
等をまとめる。（30 分）

11. 中国料理の実習（冷やし中華、杏仁豆腐） 予定された実習の手順等につい
て確認しておく。（30 分）

実習をとおして気づいた点、反省
等をまとめる。（30 分）

12. 行事食の実習（春、端午の節句） 予定された実習の手順等につい
て確認しておく。（30 分）

実習をとおして気づいた点、反省
等をまとめる。（30 分）

13. 行事食の実習（夏、お盆） 予定された実習の手順等につい
て確認しておく。（30 分）

実習をとおして気づいた点、反省
等をまとめる。（30 分）

14. まとめ 指示された内容、課題の準備
（30 分） 授業内容を再確認する。（30 分）

15. 実技試験（切り方 テスト） 実技試験に向けての準備（30 分） 各自で試験の振り返り（30 分）

教 科 書 必要に応じてプリントを配付する。

参 考 書 適宜紹介

学習成果の
評 価 方 法

実技試験（20％）、レポート（60％）、授業態度等（20％）で評価する。
レポートについては評価した上で返却します。

特記すべき
事 項

身だしなみを清潔に整える。（アクセサリー、マニキュア厳禁）都合により実習の内容が変更する場合がある。
・毎回の出席は、授業開始時の応答により確認します。・遅刻・早退・欠席は必ず本人が担当者へ直接理由等を申し出ること。

質問・相談等
の 受 付 質問は実習中に受け付けます。
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専門科目

科 目 応用調理学実習Ⅰ 開講時期
履修方法
授業形態
単 位 数

1年後期
卒業・栄免・フードS必修
実習
1単位担 当 者 教授　村瀬　英雄

授業概要
　基礎調理学で学習したことをふまえて日本料理･西洋料理･ 中国料理そして行事食等の特色を把握し、
特に衛生面に気を配りながら、調理方法などの技能および食材の知識を習得することを目的とします。
本授業は、ホテルでの料理長経験と海外研修で得た知識や技術を活かし、食材・献立の開発、研究に四十
数年携わった実務経験のある教員が実践に即した授業を行う。

到達目標 学習成果の評価基準

1. 決められた時間内で安全面、衛生面に配慮しなが
ら実習を行うことができる。

実習を計画的に進め、準備から後片付けまでを安
全かつ衛生的に行うことができる。

2. グループで協力して実習を進めることができる。 実習内容を把握した上で、自分の仕事を理解し、
グループで協働できる。

3. 適切なレポートを作成できる。 実習後のレポートの作成･ 提出をすることができ
る。

授業計画（授業内容） 授業時間外学習
予習（必要時間） 復習（必要時間）

1. オリエンテーション
学習成果について（評価方法および評価基準） シラバスを読んでおく。（30 分） オリエンテーション内容を再確

認しておく。（30 分）

2. 日本料理①（八幡巻き、わらび餅） 予定された実習の手順等につい
て確認しておく。（30 分）

実習をとおして気づいた点、反省
等をまとめる。（30 分）

3. 日本料理②（鮭照り焼き、どら焼き） 予定された実習の手順等につい
て確認しておく。（30 分）

実習をとおして気づいた点、反省
等をまとめる。（30 分）

4. 日本料理③（煮込み鍋 料理） 予定された実習の手順等につい
て確認しておく。（30 分）

実習をとおして気づいた点、反省
等をまとめる。（30 分）

5. 日本料理④（正月料理Ⅰ） 予定された実習の手順等につい
て確認しておく。（30 分）

実習をとおして気づいた点、反省
等をまとめる。（30 分）

6. 日本料理⑤（正月料理Ⅱ） 予定された実習の手順等につい
て確認しておく。（30 分）

実習をとおして気づいた点、反省
等をまとめる。（30 分）

7. 西洋料理①（煮込み料理、デザート、パイ） 予定された実習の手順等につい
て確認しておく。（30 分）

実習をとおして気づいた点、反省
等をまとめる。（30 分）

8. 西洋料理②（ポークしょうが焼き、デザート） 予定された実習の手順等につい
て確認しておく。（30 分）

実習をとおして気づいた点、反省
等をまとめる。（30 分）

9. 西洋料理③（魚・バター焼き、デザート） 予定された実習の手順等につい
て確認しておく。（30 分）

実習をとおして気づいた点、反省
等をまとめる。（30 分）

10. 西洋料理④（クリスマス料理） 予定された実習の手順等につい
て確認しておく。（30 分）

実習をとおして気づいた点、反省
等をまとめる。（30 分）

11. 西洋料理⑤（蒸し料理、デザート） 予定された実習の手順等につい
て確認しておく。（30 分）

実習をとおして気づいた点、反省
等をまとめる。（30 分）

12. 中国料理①（麺料理） 予定された実習の手順等につい
て確認しておく。（30 分）

実習をとおして気づいた点、反省
等をまとめる。（30 分）

13. 中国料理②（海老チリソース、ギョーザ） 予定された実習の手順等につい
て確認しておく。（30 分）

実習をとおして気づいた点、反省
等をまとめる。（30 分）

14. 中国料理③（肉料理、デザート） 予定された実習の手順等につい
て確認しておく。（30 分）

実習をとおして気づいた点、反省
等をまとめる。（30 分）

15. まとめ 指示された課題等の準備（30 分） これまでの授業内容を振り返る
（30 分）

教 科 書 必要に応じてプリントを配付する。

参 考 書 なし

学習成果の
評 価 方 法

レポートの提出（40％）、実習態度および道具の準備（60％）で総合評価します。レポートについては評価した上で返却します。
実習態度は、実習での積極性、協調性、計画性、理解度などから評価します。

特記すべき
事 項

・実習開始時に身なりなどの準備が出来ていない場合は受講を不可とします。
・毎回の出席は授業開始時の応答により確認します。・遅刻・欠席・早退は必ず本人が担当者へ直接理由等を申し出ること。

質問・相談等
の 受 付 質問は実習中に受け付けます。
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専門科目

科 目 応用調理学実習Ⅱ 開講時期
履修方法
授業形態
単 位 数

2年前期
卒業・栄免・フードS必修
実習
1単位担 当 者 教授　村瀬　英雄

授 業
概 要

どんなに栄養的に優れた献立でも、食べてもらえなければ、その役割を果たすことはできません。食べても
らうためには美味しく作ることです。この実習では、1 年次の内容を基礎として、さらに応用力・実践力を高
めることを目的とします。また、九州各県の郷土料理や行事食などについても学びます。
本授業は、ホテルでの料理長経験と海外研修で得た知識や技術を活かし、食材・献立の開発、研究に
四十数年携わった実務経験のある教員が実践に即した授業を行う。

到達目標 学習成果の評価基準

1. 決められた時間内で、安全面・衛生面に気を配りな
がら実習を行える。

実習を計画的に進め、準備から後片付けまでを安
全かつ衛生的に行える。

2. 決められた時間内で、安全面・衛生面に気を配りな
がら実習を行える。

実習内容を把握した上で、自分の仕事を理解し、
グループで協働できる。

3. 適切なレポートを作成できる。 次の実践に生かせるような視点からレポートが作
成できている。

授業計画（授業内容） 授業時間外学習
予習（必要時間） 復習（必要時間）

1. オリエンテーション
学習成果について（評価方法および評価基準） シラバスを読んでおく。（30 分） オリエンテーション内容を再確

認しておく。（30 分）

2. 日本料理①（日本料理の特徴） 予定された実習の手順等につい
て確認しておく。（30 分）

実習をとおして気づいた点、反省
等をまとめる。（30 分）

3. 日本料理②（ちらし寿司、汁物） 予定された実習の手順等につい
て確認しておく。（30 分）

実習をとおして気づいた点、反省
等をまとめる。（30 分）

4. 春の行楽弁当（唐揚、厚焼玉子） 予定された実習の手順等につい
て確認しておく。（30 分）

実習をとおして気づいた点、反省
等をまとめる。（30 分）

5. 西洋料理①（米料理、スペイン風スープ） 予定された実習の手順等につい
て確認しておく。（30 分）

実習をとおして気づいた点、反省
等をまとめる。（30 分）

6. 西洋料理②（コロッケ…ベシャメルソース/
　　　　　  デザート…卵を使って）

予定された実習の手順等につい
て確認しておく。（30 分）

実習をとおして気づいた点、反省
等をまとめる。（30 分）

7. 西洋料理③（煮込み料理、スープ、デザート） 予定された実習の手順等につい
て確認しておく。（30 分）

実習をとおして気づいた点、反省
等をまとめる。（30 分）

8. 西洋料理④（ハンバーグ、デザート） 予定された実習の手順等につい
て確認しておく。（30 分）

実習をとおして気づいた点、反省
等をまとめる。（30 分）

9. 中国料理①（麻婆豆腐、マンゴープリン） 予定された実習の手順等につい
て確認しておく。（30 分）

実習をとおして気づいた点、反省
等をまとめる。（30 分）

10. 中国料理②（酢豚、デザート） 予定された実習の手順等につい
て確認しておく。（30 分）

実習をとおして気づいた点、反省
等をまとめる。（30 分）

11. 日本料理③（郷土料理①）（九州①） 予定された実習の手順等につい
て確認しておく。（30 分）

実習をとおして気づいた点、反省
等をまとめる。（30 分）

12. 日本料理④（郷土料理②）（九州②） 予定された実習の手順等につい
て確認しておく。（30 分）

実習をとおして気づいた点、反省
等をまとめる。（30 分）

13. パーティー料理Ⅰ 予定された実習の手順等につい
て確認しておく。（30 分）

実習をとおして気づいた点、反省
等をまとめる。（30 分）

14. パーティー料理Ⅱ 予定された実習の手順等につい
て確認しておく。（30 分）

実習をとおして気づいた点、反省
等をまとめる。（30 分）

15. まとめ 指示された課題等の準備（30 分） これまでの授業内容を振り返る
（30 分）

教 科 書 新調理研究会　編 ｢これからの調理学実習　基本手法から各国料理・行事食まで｣

参 考 書 なし

学習成果の
評 価 方 法

レポートの提出（40%）、実習態度および道具の準備（60%）で総合評価します。
実習態度は、実習での積極性、協調性、計画性、理解度などから評価します。レポートは評価の上、返却します。

特記すべき
事 項

実習開始時に身なりなどの準備が出来ていない場合は受講を不可とします。遅刻、早退、欠席は本人が村瀬まで理由を申し出てください。
※材料等の都合で、内容および順番が変わることがあります。

質問・相談等
の 受 付 質問は実習中に受け付けます。
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専門科目

科 目 ワールドクッキング 開講時期
履修方法
授業形態
単 位 数

2年後期
選択
実習
1単位担 当 者 教授　村瀬　英雄

授業概要

最近、グルメブームなどにともない世界各国の料理がメディアや書籍などで紹介されている。また、各国料
理のレストランが多くなり、いつでも食することができるようになり、食の国際化が進んでいる。食事は、地
域の産物の利用、調理法などとともに、宗教や歴史、社会生活など種々の要因が関係している。本科目で
は、各国料理の特徴を学習するとともに、日本の食文化との相違点を理解する。
※ 本授業は、ホテルでの料理長経験と海外研修で得た知識や技術を活かし、食材・献立の開発、研究に

四十数年携わった実務経験のある教員が実践に即した授業を行う。

到達目標 学習成果の評価基準

1. レポートを的確に作成することができる。 世界中の料理に対する知識について、十分に理解し、
レポートにすることができる。

2. 学習意欲を持ち続けることができる。 嗜好性やマナーなどを含めた食習慣などを通し、各
国の文化を説明できる。

3. PowerPoint で発表できる。 嗜好性やマナーなどを含めた食習慣などを通し、各
国の文化を説明できる。

授業計画（授業内容） 授業時間外学習
予習（必要時間） 復習（必要時間）

1. オリエンテーション
学習成果について（評価方法および評価基準） シラバスを読んでおく。（30 分） オリエンテーション内容を再確認

しておく。（30 分）

2. 世界の料理でおもてなしを① 予定された授業内容について確認
･ 準備をしておく。（30 分）

毎回の授業内容をまとめておく。
（30 分）

3. 世界の料理でおもてなしを② 予定された授業内容について確認
･ 準備をしておく。（30 分）

毎回の授業内容をまとめておく。
（30 分）

4. フランスの食文化 予定された授業内容について確認
･ 準備をしておく。（30 分）

毎回の授業内容をまとめておく。
（30 分）

5. トルコの食文化 予定された授業内容について確認
･ 準備をしておく。（30 分）

毎回の授業内容をまとめておく。
（30 分）

6. 中国の食文化 予定された授業内容について確認
･ 準備をしておく。（30 分）

毎回の授業内容をまとめておく。
（30 分）

7. ロシアの食文化 予定された授業内容について確認
･ 準備をしておく。（30 分）

毎回の授業内容をまとめておく。
（30 分）

8. イタリアの食文化 予定された授業内容について確認
･ 準備をしておく。（30 分）

毎回の授業内容をまとめておく。
（30 分）

9. 韓国の食文化 予定された授業内容について確認
･ 準備をしておく。（30 分）

毎回の授業内容をまとめておく。
（30 分）

10. タイの食文化 予定された授業内容について確認
･ 準備をしておく。（30 分）

毎回の授業内容をまとめておく。
（30 分）

11. スペインの食文化 予定された授業内容について確認
･ 準備をしておく。（30 分）

毎回の授業内容をまとめておく。
（30 分）

12. イギリスの食文化 予定された授業内容について確認
･ 準備をしておく。（30 分）

毎回の授業内容をまとめておく。
（30 分）

13. インドの食文化 予定された授業内容について確認
･ 準備をしておく。（30 分）

毎回の授業内容をまとめておく。
（30 分）

14. 世界のバイキング料理 予定された授業内容について確認
･ 準備をしておく。（30 分）

毎回の授業内容をまとめておく。
（30 分）

15. まとめ（評価・反省） 予定された授業内容について確認
･ 準備をしておく。（30 分）

これまでの授業内容を振り返る
（30 分）

教 科 書 プリント使用

参 考 書 適宜紹介

学習成果の
評 価 方 法

課題提出（60%）、授業態度等（40%）で評価する。
課題提出物については、評価・フィードバックをしたうえで返却します。

特記すべき
事 項 毎回の出席は、授業開始時の応答により確認します。

質問・相談等
の 受 付 質問は授業前後に受け付けます。
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職業に関する専門科目

科 目 秘書概論 開講時期
履修方法
授業形態
単 位 数

1年後期
選択、秘書士必修
講義
2単位担 当 者 講師　田中　志保

授業概要

　秘書概論を通して、秘書業務の概要を理解すると共に、これからのビジネスパーソンに必要なビジネス
の基本となる考え方や知識の習得を目的とする。　
　本授業は、老舗シティホテル（管理職の専任社長秘書として秘書室を統括：秘書歴７年）や電力会社（秘
書歴１年）での実務経験を有し、現在、人材育成コンサルタントとして、首都圏や福岡を中心に各界の男性、
女性秘書の育成を手がける講師が、その経験を活かした実践に即した授業を行う。

到達目標 学習成果の評価基準

1. 秘書概論（秘書学）を学ぶ目的を理解する 秘書概論を学ぶ目的について理解し、定期試験で
６割以上回答することができる。

2. 秘書に求められる資質や役割を理解すると共
に、秘書業務についての理解を深める

課題レポートにより左記の学習成果の評価を行うと共に、定期試験で秘書に
求められる資質や役割、秘書業務について、６割以上回答することができる。

3. ビジネスパーソンに必要な基本的な考え方や知
識を習得する

課題レポートにより左記の学習成果の評価を行うと共に、定期試験でビジネスパー
ソンに必要な基本的な考え方や知識について、６割以上回答することができる。

授業計画（授業内容） 授業時間外学習
予習（必要時間） 復習（必要時間）

1. 秘書概論を学ぶ目的と秘書の役割
（学習成果について：評価方法および評価基準を含む）

指示された教科書の授業予定
範囲を読み予習する（2 時間）

指示されたサイトを読む・学んだ
内容を復習する（2 時間）

2. 秘書の形態と専門分化 指示された教科書の授業予定
範囲を読み予習する（2 時間）

学んだ内容を復習する・指示さ
れたレポートを作成する（2 時間）

3. 秘書の業務 （人的ネットワーク業務） 指示された教科書の授業予定
範囲を読み予習する（2 時間）

指示されたサイトを読む・学んだ
内容を復習する（2 時間）

4. 秘書の業務 （情報ネットワーク業務） 指示された教科書の授業予定
範囲を読み予習する（2 時間）

指示されたサイトを読む・学んだ
内容を復習する（2 時間）

5. 秘書の業務 （総務・庶務的業務） 指示された教科書の授業予定
範囲を読み予習する（2 時間）

指示されたサイトを読む・学んだ
内容を復習する（2 時間）

6. 秘書の業務　（冠婚葬祭関連業務） 指示された教科書の授業予定
範囲を読み予習する（2 時間）

指示されたサイトを読む・学んだ
内容を復習する（2 時間）

7. 秘書の業務 （コーディネート＆アレンジ業務） 指示された教科書の授業予定
範囲を読み予習する（2 時間）

指示されたサイトを読む・学んだ
内容を復習する（2 時間）

8. 秘書の業務 （経営管理業務） 指示された教科書の授業予定
範囲を読み予習する（2 時間）

学んだ内容を復習する・指示さ
れたレポートを作成する（2 時間）

9. 秘書とパーソナリティ 指示された教科書の授業予定
範囲を読み予習する（2 時間）

指示されたサイトを読む・学んだ
内容を復習する（2 時間）

10. 秘書と人間関係構築 指示された教科書の授業予定
範囲を読み予習する（2 時間）

指示されたサイトを読む・学んだ
内容を復習する（2 時間）

11. 秘書と情報マネジメント 指示された教科書の授業予定
範囲を読み予習する（2 時間）

指示されたサイトを読む・学んだ
内容を復習する（2 時間）

12. 秘書とタイムマネジメント 指示された教科書の授業予定
範囲を読み予習する（2 時間）

指示されたサイトを読む・学んだ
内容を復習する（2 時間）

13. 秘書の働き方と社会の変化 指示された教科書の授業予定
範囲を読み予習する（2 時間）

指示されたサイトを読む・学んだ
内容を復習する（2 時間）

14. 秘書とキャリアデザイン 指示された教科書の授業予定
範囲を読み予習する（2 時間）

指示されたサイトを読む・学んだ
内容を復習する（2 時間）

15. 共通講義（まとめ） 指示された教科書の授業予定
範囲を読み予習する（2 時間）

指示されたサイトを読む・学んだ
内容を復習する（2 時間）

教 科 書 全国大学実務教育協会編 ｢新しい時代の秘書ビジネス論｣ 紀伊国屋書店
なお、必要に応じて、別途、講師作成の資料やワークシートを配布します

参 考 書 なし　

学習成果の
評 価 方 法

定期試験（60％）　課題レポートの提出（30％）　　授業態度（10％）
提出を求めたレポートの評価については、フィードバックします

特記すべき
事 項

毎回の出席は、授業開始時に応答や出席票などにより確認します。
遅刻、早退、欠席は、必ず本人が担当者へ直接理由などを申し出ること。

質問・相談等
の 受 付 授業終了後に教室にて受け付けます。
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科 目 ホテルマネージメント 開講時期
履修方法
授業形態
単 位 数

1年後期
選択、社会調査アシスタント必修
講義
2単位担 当 者 専任講師　 金　戊丁

授業概要

現代社会では、モノの移動に関する問題より、むしろヒトの移動・交流に伴う「光と影」が重大な社会問題
になっています。本授業では、現代において観光がどのような意義や役割を持っているのかを知り、その効
果（観光の光と影の効果〉を学ぶとともに新たな観光のあり方を議論することで、より望ましい観光のあり
方について学びます。
※本授業はホテルで6 年間勤めた教員の経験をいかして授業を行う。

到達目標 学習成果の評価基準

1. ホテル産業の現状について理解できる 定期試験･小テストにより学習成果を評価する。現代ホテル
産業に関する基礎知識の60% 以上を解答できる。

2. ホテルの各部門について理解を深める ホテルの各事業部門の業務内容を学習し、サービス
産業の特徴や魅力性を理解し、説明できる。

3. ホテル産業の今後の方向性について討論し、発表を
行う

現代に至るホテル産業の発展過程や経営方式を理
解し、60％以上解答できる。

授業計画（授業内容） 授業時間外学習
予習（必要時間） 復習（必要時間）

1. オリエンテーション、学習成果について シラバスに目を通すこと（0.5 時間） 授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと（3.5 時間）

2. ホテルの基礎知識 配布したプリントに目を通すこと（2
時間）

授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと（2 時間）

3. ホテルの歴史（日本を含む東アジア地域） 配布したプリントに目を通すこと（2
時間）

授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと（2 時間）

4. ホテルの歴史（欧米における歴史） 今までの資料をまとめ読んでおく
こと（2 時間）

授業で学んだ内容をレポートで提
出すること（2 時間）

5. 宿泊施設の分類と業態 配布したプリントに目を通すこと（2
時間）

授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと（2 時間）

6. ホテルの現状と経営的な特徴 配布したプリントに目を通すこと（2
時間）

授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと（2 時間）

7. ホテル業界における最新動向 配布したプリントに目を通すこと（2
時間）

授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと（2 時間）

8. ホテル業務とホスビタリテイ① 配布したプリントに目を通すこと（2
時間）

授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと（2 時間）

9. ホテル業務とホスビタリテイ② 配布したプリントに目を通すこと（2
時間）

授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと（2 時間）

10. ホテルの各部門（宿泊部門） 配布したプリントに目を通すこと（2
時間）

授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと（2 時間）

11. ホテルの各部門（飲食・調理部門） 配布したプリントに目を通すこと（2
時間）

授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと（2 時間）

12. ホテルの各部門（施設・設備、営業部門） 配布したプリントに目を通すこと（2
時間）

授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと（2 時間）

13. ホテルと人材 配布したプリントに目を通すこと（2
時間）

授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと（2 時間）

14. ホテルに関するグループ別発表 発表テーマによる事前準備（2 時
間）

授業で学んだ内容をレポートで提
出すること（2 時間）

15. まとめ 観光概論の振返りをまとめておく
こと（2 時間）

授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと（2 時間）

教 科 書 特に指定する予定はない。教科書を用いる代わりに、毎回、講義資料を配布する。

参 考 書 「ホテル産業界」教育社新書、「最新ホテル業界の動向とカラクリがよ~くわかる本」秀和システム、「観光学が分かる」朝日新聞
社、「観光白書」国土交通省観光庁

学習成果の
評 価 方 法 授業への取り組み状況（20%）、課題及びレポート（20%）、テスト（60%）の結果を総合して成績評価する。

特記すべき
事 項 「観光概論」と連動して受講することを勧める。

質問・相談等
の 受 付

質問･ 相談等がある時は、授業の前後か、オフィスアワー（火曜日 9：00 〜10：40，14：50 〜）に研究室に来ること。
メール対応可。（kim@seika.ac.jp）

専門科目

36



科 目 観光概論 開講時期
履修方法
授業形態
単 位 数

1年後期
選択
講義
2単位担 当 者 専任講師　 金　戊丁

授業概要

現代社会では、モノの移動に関する問題より、むしろヒトの移動・交流に伴う「光と影」が重大な社会問題
になっています。本授業では、現代において観光がどのような意義や役割を持っているのかを知り、その効
果（観光の光と影の効果〉を学ぶとともに新たな観光のあり方を議論することで、より望ましい観光のあり
方について学びます。
※本授業はホテルおよび旅行会社で 8 年間勤めた教員の経験をいかして授業を行う。

到達目標 学習成果の評価基準

1. 「観光」とは何かを知る 定期試験･小テストにより学習成果を評価する。現代観
光産業に関する基礎知識のの60% 以上が解答できる。

2. 観光をとらえるための視点や問題意識を身につける 観光産業が発展する背景や社会的変化を理解し、説
明することができる。

3. 学生自らが未来の「観光」について考えてみる 学生本人の観光経験に基づき、地域の観光活性化に
関する肯定的・否定的意見を言える。

授業計画（授業内容） 授業時間外学習
予習（必要時間） 復習（必要時間）

1. オリエンテーション、学習成果について シラバスに目を通すこと（0.5 時間） 授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと（3.5 時間）

2. 観光の歴史 観光の歴史や巡礼の概念に関し
て調べておくこと（2 時間）

授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと（2 時間）

3. 国際社会と観光 配布したプリントに目を通すこと（2
時間）

授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと（2 時間）

4. 観光と交通 昔から現代に至る交通手段に関し
て調べておくこと（2 時間）

授業で学んだ内容をレポートで提
出すること（2 時間）

5. 観光地と観光施設
訪問経験がある観光地をリスト
アップし、その訪問概要を簡単に
まとめておくこと（2 時間）

授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと（2 時間）

6. 現代観光に伴う環境問題 配布したプリントに目を通すこと（2
時間）

授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと（2 時間）

7. 観光と経済 配布したプリントに目を通すこと（2
時間）

授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと（2 時間）

8. 観光政策 観光経済新聞（ネット版）に目をと
しておくこと（2 時間）

授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと（2 時間）

9. 観光と地域社会 福岡市内の観光地に関して調べて
おくこと（2 時間）

授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと（2 時間）

10. 観光情報と情報産業 配布したプリントに目を通すこと（2
時間）

授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと（2 時間）

11. 観光を支える各種ビジネス
ホテルマネジメント授業の資料を
参考し、ホテル業に関して予習す
ること（2 時間）

授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと（2 時間）

12. 新しい観光形態と観光地の持続可能性 配布したプリントに目を通すこと（2
時間）

授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと（2 時間）

13. 新しい観光への取り組み 配布したプリントに目を通すこと（2
時間）

授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと（2 時間）

14. 九州の観光現況 九州各地（7 県）の観光地や交通
便などを調べておくこと（3 時間）

授業で学んだ内容をレポートで提
出すること（2 時間）

15. まとめ 観光概論の振返りをまとめておく
こと（2 時間）

授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと（2 時間）

教 科 書 特に指定する予定はない

参 考 書 「観光学入門」有斐閣、「観光学が分かる」朝日新聞社、「観光白書」国土交通省観光庁、「九州経済白書」九州経済調査協会、
「観光経済新聞」ネット版

学習成果の
評 価 方 法 授業への取り組み状況（20%）、課題及びレポート（20%）、テスト（60%）の結果を総合して成績評価する。

特記すべき
事 項 「ホテルマネージメント」と連動して受講することを勧める。

質問・相談等
の 受 付

質問･ 相談等がある時は、授業の前後に研究室に来るか、オフィスアワー（木曜日 9：00 〜10：40）に研究室に来ること。
メール対応可。（kim@seika.ac.jp）

専門科目
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科 目 プレゼンテーション概論 開 講 時 期
履 修 方 法

授 業 形 態
単 位 数

1年前期
卒業・上級ビジネス実務士・
社会調査アシスタント・
プレゼンテーション実務士必修
講義
2単位

担 当 者 講師　谷山　哲郎

授業概要

プレゼンテーションは、どのような業種の企業、団体、官公庁等に就職しても、どの部門に配属されても、将来的に独立・
起業するにしても、誰もが必ず何らかの形で体験します。また、就活で自己をより良くアピールし、相手に好感をもたれるこ
ともプレゼンテーションスキルのひとつです。
当講義は、担当教員の長年にわたる広告業界での経験をふまえ、実践に役立つプレゼンテーション技術の基礎知識、自
分の考え・個性を上手に伝えるテクニック、企画立案のコツの習得を主目的とします。そして、女性が本来潜在的にもつ、や
わらかでしなやかな感性・発想力を伸ばし、自信を持って社会、クライアントにプレゼンできる能力を養成していきます。

到達目標 学習成果の評価基準

1. プレゼン用語の意味を理解する。また、ネーミングの
法則を学びオリジナル開発ができる。

授業中のテストで、プレゼン用語の意味を7 割以上解答で
きる。また、個性的でユニークなネーミングを開発できる。

2. 論理的で明快な企画書が作成できる。 フローチャート式企画書のテクニックを理解し、
一枚の企画書で自信をもってプレゼンできる。

3. 自己表現力を鍛え、顧客に好印象を与えることがで
きる。

立ち居振る舞い、目線・目配りのコツ、面接の
コツ、質疑応答等のノウハウを習得する。

授業計画（授業内容） 授業時間外学習
予習（必要時間） 復習（必要時間）

1. オリエンテーション:プレゼンテーションとは。好印象を与えるプレゼ
ンテクニックのポイント。学習成果（評価方法・評価基準）について

教科書の2、18P の内容確認
（2 時間） 授業内容を復習（2 時間）

2. プレゼンテーション用語110WORDS（前篇） 4 〜11P の内容確認（2 時間） 授業内容を復習（2 時間）

3. プレゼンテーション用語110WORDS（後篇） 12 〜17P の内容確認（2 時間） 授業内容を復習（2 時間）

4. < 小テスト: 用語>、レジリエンス、メンタルの整え
方、フローチャート式企画「心得とコツ」 20 〜33P の内容確認（2 時間） 授業内容を復習（2 時間）

5. フローチャート式企画「提案シート」、ショップ経営
のコツ 34 〜38P の内容確認（2 時間） 授業内容を復習（2 時間）

6. < 小テスト: ショップ経営>、フローチャート式企画
「企画書ページネーション例」 39 〜42P の内容確認（2 時間） 授業内容を復習（2 時間）

7. 「日本CM 上映」、コピーライティングの裏技 43、44P の内容確認（2 時間） 授業内容を復習（2 時間）

8. 「海外CM 上映」、対クライアントコミュニケーショ
ンの秘訣 119P の内容確認（2 時間） 授業内容を復習（2 時間）

9. グッドプレゼンターの条件、ショップ経営プランニ
ング 46P の内容確認（2 時間） 授業内容を復習（2 時間）

10. ネーミング「チェックポイント、事例、法則、コツ」 48 〜67P の内容確認（2 時間） 授業内容を復習（2 時間）

11. < 小テスト: ネーミング>フローチャート式企画書ま
とめ 20 〜44P 内容再確認（2 時間） 授業内容を復習（2 時間）

12. 短文のコツ、グッドプレゼンターの目線・目配り 68P の内容確認（2 時間） 授業内容を復習（2 時間）

13. ビジュアルプレゼンスタイル、質疑応答・面接のコツ 70 〜79P の内容確認（2 時間） 授業内容を復習（2 時間）

14. 自己表現力・好印象の虎の巻、スキルアップポイント 82 〜89P の内容確認（2 時間） 授業内容を復習（2 時間）

15. 講義のポイントのまとめ、総合テスト 90 〜94P の内容確認（2 時間） 授業内容を復習（2 時間）

教 科 書 谷山 哲郎著「PRESENTATION POWER UP BOOK」THUNDER BIRDS Co.,Ltd.

参 考 書

学習成果の
評 価 方 法

①学習態度・意欲30%　②小テスト50%　③総合テスト20%　
※小テストは講義内にて適宜評価の上、個別指導しフィードバック

特記すべき
事 項

毎回の出席は、授業開始時の応答により確認。遅刻・早退・欠席は必ず本人が担当者へ
理由等を申し出ること。

質問・相談等
の 受 付 質問、相談等がある時は、授業終了後の教室にて受け付け随時対応します。

専門科目
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科 目 薬剤一般 開講時期
履修方法
授業形態
単 位 数

2年前期
選択、医療管理秘書士・医事管理士必修
講義
2単位担 当 者 講師　杉山正康、落合寿史、後藤道隆

授業概要

この授業は、現保険薬局の薬剤師である教員が、医療事務であっても理解しておくべき疾患の症状、原因、治療、予後などについての授業を行う。
1. 多くの医薬品の中で、生体に生理効果のある薬物を、病気の治療、診断及び予防に用いるのに、最適な剤形にしたものを医薬品（製剤）という。この製
剤を処方せんにより調剤し、使用法を定めて患者に交付する物を薬剤という。
2. 医薬品は、1）薬機法上 : 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療器具、医療麻薬、覚醒剤、新薬に規制され、2）適用上 : 散剤、顆粒剤、錠剤、トローチ剤、
カプセル剤、内・外用剤、眼用剤、貼付剤、軟膏剤類、坐剤、注射剤、特効剤「DDS」などで適用させる。3）大別して、医療用医薬品と一般用医薬品に
分類され、さらに医療用医薬品は、診断録から診療報酬請求明細書（レセプト）の作成にかかわる処方せん医薬品とそれ以外の医薬品に分類される。
3. レセプト作成には、調剤、処方形式、処方用語、常用量、投薬方法、調剤学上の当然の措置、薬剤交付、服薬指導、長期投与などの専門知識が不可欠である。
4. 多数の医薬品が、日進月歩で開発され、医療の場に供されている。これら多くの薬剤の適用は、疾患別各論に整理して、その現状を把握しておく必要がある。

到達目標 学習成果の評価基準

1. 医薬品の概要を理解し、医療事務として必要な知識
を身につけることを目標とする。

定期試験及び授業中のミニテストにより学習成果の評価を行う。医
薬品に関する知識について、定期試験で6割以上解答できる。

2. 薬の服用意義を理解し、医療事務として患者などに
対応できることを目標とする。

定期試験及び授業中のミニテストにより学習成果の評価を行う。医
薬品に関する知識について、定期試験で6割以上解答できる。

3. 医療に対する正確な知識を把握し、医療事務として
患者に指導することを目標とする。

定期試験及び授業中のミニテストにより学習成果の評価を行う。医
薬品に関する知識について、定期試験で6割以上解答できる。

授業計画（授業内容） 授業時間外学習
予習（必要時間） 復習（必要時間）

1.
学習成果について（評価方法および評価基準）
医療事務に関する薬の知識について（概論） 
（担当: 落合寿史）

シラバスで授業概要を把握しておく
（2時間）

授業目的や到達目標を確認する（2
時間）

2. 病原微生物に対する薬剤（抗菌薬）
（担当: 落合寿史）

医療に関する一般的な知識の収集。
（2時間）

今回講義で学んだ授業内容につい
て復習しておくこと。（2時間）

3. 病原微生物に対する薬剤（抗ウイルス薬）
（担当: 落合寿史）

医療に関する一般的な知識の収集。
（2時間）

今回講義で学んだ授業内容につい
て復習しておくこと。（2時間）

4. 病原微生物に対する薬剤（抗真菌薬）
（担当: 落合寿史）

医療に関する一般的な知識の収集。
（2時間）

今回講義で学んだ授業内容につい
て復習しておくこと。（2時間）

5. 循環器系に作用する薬剤（高血圧症治療薬）
（担当: 落合寿史）

医療に関する一般的な知識の収集。
（2時間）

今回講義で学んだ授業内容につい
て復習しておくこと。（2時間）

6. 代謝系に作用する薬剤（脂質異常症治療薬）
（担当:後藤道隆）

医療に関する一般的な知識の収集。
（2時間）

今回講義で学んだ授業内容につい
て復習しておくこと。（2時間）

7. 代謝系に作用する薬剤（糖尿病治療薬）
（担当:後藤道隆）

医療に関する一般的な知識の収集。
（2時間）

今回講義で学んだ授業内容につい
て復習しておくこと。（2時間）

8. 炎症、アレルギーに作用する薬剤（抗ヒスタミン薬）
（担当:後藤道隆）

医療に関する一般的な知識の収集。
（2時間）

今回講義で学んだ授業内容につい
て復習しておくこと。（2時間）

9. 呼吸器系に作用する薬剤（喘息治療薬）
（担当:後藤道隆）

医療に関する一般的な知識の収集。
（2時間）

今回講義で学んだ授業内容につい
て復習しておくこと。（2時間）

10. 消化器系に作用する薬剤（便秘症治療薬）
（担当:後藤道隆）

医療に関する一般的な知識の収集。
（2時間）

今回講義で学んだ授業内容につい
て復習しておくこと。（2時間）

11. 消化器系に作用する薬剤（消化性潰瘍治療薬）
（担当: 杉山正康）

医療に関する一般的な知識の収集。
（2時間）

今回講義で学んだ授業内容につい
て復習しておくこと。（2時間）

12. 神経系に作用する薬剤（抗精神病薬）
（担当: 杉山正康）

医療に関する一般的な知識の収集。
（2時間）

今回講義で学んだ授業内容につい
て復習しておくこと。（2時間）

13. 神経系に作用する薬剤（抗うつ薬）
（担当: 杉山正康）

医療に関する一般的な知識の収集。
（2時間）

今回講義で学んだ授業内容につい
て復習しておくこと。（2時間）

14. 神経系に作用する薬剤（認知症治療薬）
（担当: 杉山正康）

医療に関する一般的な知識の収集。
（2時間）

今回講義で学んだ授業内容につい
て復習しておくこと。（2時間）

15. まとめ（担当: 杉山正康） 医療に関する一般的な知識の収集。
（2時間）

今回講義で学んだ授業内容につい
て復習しておくこと。（2時間）

教 科 書 必要に応じてプリントを用意する

参 考 書 「今日の治療薬 2018」南江堂、杉山正康編著「2018 服薬指導のツボ虎の巻第 3 版」日系 BP 社、杉山正康編著「新版薬
の相互作用としくみ 2016」日系 BP 社

学習成果の
評 価 方 法 定期試験およびミニテスト（100％）

特記すべき
事 項 毎回出席は、授業開始時の応答により確認します。遅刻早退は本人が担当者に申し出ること。

質問・相談等
の 受 付 質問、相談があるときは授業後に非常勤講師室に来てください。

専門科目
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科 目 医療管理学 開講時期
履修方法
授業形態
単 位 数

1年後期
選択、医療管理秘書士・医療管理士必修
講義
2単位担 当 者 講師　佐藤 真理子

授業概要

この授業は、現保険薬局で医療事務長として働く講師が、その経験を活かし、実践に即した授業を行う。
法律によって全国民に加入を義務づけ、国民相互の共済をはかることが社会保険の意義であり、医療保
障の中心となるのは医療保険制度である。医療保障は、様 な々しくみによって、全国民が傷病にあたって必
要かつ効率的な医療を受ける機会が保障されることである。そのためには、医療保険、公費負担の充実、
公衆衛生活動の拡充、医療保険制度の整備確立が必要である。  

到達目標 学習成果の評価基準

1. 我が国の社会保障制度を理解し、問題点、課題を提
起できる。  

学んだ内容を考慮した意見発表ができ、定期試験で我
が国の社会保障制度に関する設問に解答できる。

2. 医療制度のしくみを説明できる。 小テスト及び定期試験で、医療制度のしくみに関する
設問に解答できる。 

3. 医療保険に関する法規を説明できる。 小テスト及び定期試験で、医療保険に関する設問に
解答できる。  

授業計画（授業内容） 授業時間外学習
予習（必要時間） 復習（必要時間）

1. 学習成果について（評価方法および評価基準）
医療と社会（医療の展開） 

シラバスおよびテキストの授業範
囲を読んでおく。（2 時間） 

学習した内容や用語についてまと
め、復習をする。（2 時間）

2. 病院組織と経営（1）　病院の業務
テキストの授業範囲を読み、関連
する内容について調べてみる。（2
時間）

学習した内容や用語についてまと
め、復習をする。（2 時間）

3. 病院組織と経営（2）　病院管理の起源
テキストの授業範囲を読み、関連
する内容について調べてみる。（2
時間）

学習した内容や用語についてまと
め、復習をする。（2 時間）

4. 医療法
テキストの授業範囲を読み、関連
する内容について調べてみる。（2
時間）

学習した内容や用語についてまと
め、復習をする。（2 時間）

5. 医師法とその他の関連法
テキストの授業範囲を読み、関連
する内容について調べてみる。（2
時間）

学習した内容や用語についてまと
め、復習をする。（2 時間）

6. 医療保険制度（1）
テキストの授業範囲を読み、関連
する内容について調べてみる。（2
時間）

学習した内容や用語についてまと
め、復習をする。（2 時間）

7. 医療保険制度（2）
テキストの授業範囲を読み、関連
する内容について調べてみる。（2
時間）

学習した内容や用語についてまと
め、復習をする。（2 時間）

8. 医療保険の種類
テキストの授業範囲を読み、関連
する内容について調べてみる。（2
時間）

学習した内容や用語についてまと
め、復習をする。（2 時間）

9. 介護保険
テキストの授業範囲を読み、関連
する内容について調べてみる。（2
時間）

学習した内容や用語についてまと
め、復習をする。（2 時間）

10. 医療と情報
テキストの授業範囲を読み、関連
する内容について調べてみる。（2
時間）

学習した内容や用語についてまと
め、復習をする。（2 時間）

11. 医療秘書教養（1）
テキストの授業範囲を読み、関連
する内容について調べてみる。（2
時間）

学習した内容や用語についてまと
め、復習をする。（2 時間）

12. 医療秘書教養（2）
テキストの授業範囲を読み、関連
する内容について調べてみる。（2
時間）

学習した内容や用語についてまと
め、復習をする。（2 時間）

13. 診療報酬制度（1）
テキストの授業範囲を読み、関連
する内容について調べてみる。（2
時間）

学習した内容や用語についてまと
め、復習をする。（2 時間）

14. 診療報酬制度（2）
テキストの授業範囲を読み、関連
する内容について調べてみる。（2
時間）

学習した内容や用語についてまと
め、復習をする。（2 時間）

15. まとめ これまでの授業内容を整理してお
くこと。（2 時間）

学習した内容や用語についてまと
め、復習をする。（2 時間）

教 科 書 「メディカルシステム論」一般財団法人医療教育協会

参 考 書 小坂享子、三宅耕三編著　岡田雅樹、尾崎好子、田中康博、米本倉基著
「医療管理・事務総論」

学習成果の
評 価 方 法 定期試験（65%）、受講態度等（35%）

特記すべき
事 項 毎回の出席は、授業開始時の応答により確認します。遅刻・早退は必ず本人が担当者へ申し出ること。

質問・相談等
の 受 付 授業後に教室で受け付け、回答する。

専門科目
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科 目 ビジネス実務Ⅰ 開 講 時 期
履 修 方 法

授 業 形 態
単 位 数

1年前期
選択、ビジネス実務士・
上級ビジネス実務士必修
演習
1単位担 当 者 講師　西澤　律子

授業概要

この授業は、２つの航空会社を経験し、国際線チーフパーサー、羽田空港にある客室乗務員教育訓練セン
ターにおいて教官職に携わった実務経験のある教員が、豊富な社会人教育の経験を活かし、実践的な授
業を行います。企業組織の中で、想定されるさまざまな場面に対応できる基礎力を養成していきます。「知
識を行動に換える力」「コミュニケーション能力」の向上を目指していきますが、実技を通して、その難しさを
知り、今後の学習の起点として下さい。

到達目標 学習成果の評価基準

1. 社会人になるための自覚と責任感を身に付ける 割り当てられた課題を遂行できる。

2. ビジネス実務の基礎知識を得る。 期末試験において、60％以上解答できる。

3. ビジネスの現場におけるコミュニケーション能力の
重要性を理解し、対応力を高める 左記の内容を理解し、実技で対応することができる。

授業計画（授業内容） 授業時間外学習
予習（必要時間） 復習（必要時間）

1. ガイダンス
学習成果について（評価方法、評価基準） シラバスに目を通しておく（30 分） 課題を解く（30 分）

2. 社会常識①　（社会と組織１） テキストの講義予定範囲を熟読し
ておく（30 分） 課題を解く（30 分）

3. 社会常識②　（社会と組織２） テキストの講義予定範囲を熟読し
ておく（30 分） 課題を解く（30 分）

4. 社会常識③　（仕事と成果１） テキストの講義予定範囲を熟読し
ておく（30 分） 課題を解く（30 分）

5. 社会常識④　（仕事と成果２） テキストの講義予定範囲を熟読し
ておく（30 分） 課題を解く（30 分）

6. ビジネスコミュニケーション① テキストの講義予定範囲を熟読し
ておく（30 分） 課題を解く（30 分）

7. ビジネスコミュニケーション② テキストの講義予定範囲を熟読し
ておく（30 分） 課題を解く（30 分）

8. ビジネスコミュニケーション③ テキストの講義予定範囲を熟読し
ておく（30 分） 課題を解く（30 分）

9. ビジネスコミュニケーション④ テキストの講義予定範囲を熟読し
ておく（30 分） 課題を解く（30 分）

10. ビジネスコミュニケーション⑤ テキストの講義予定範囲を熟読し
ておく（30 分） 課題を解く（30 分）

11. ビジネスマナー①（来客応対） テキストの講義予定範囲を熟読し
ておく（30 分） 課題を解く（30 分）

12. ビジネスマナー②（電話応対） テキストの講義予定範囲を熟読し
ておく（30 分） 課題を解く（30 分）

13. ビジネスマナー③（交際業務） テキストの講義予定範囲を熟読し
ておく（30 分） 課題を解く（30 分）

14. ビジネスマナー④（文書） テキストの講義予定範囲を熟読し
ておく（30 分） 課題を解く（30 分）

15. ビジネスマナー⑤（会議）、まとめ これまでの授業内容をまとめてお
く（30 分） 講義全体を振り返る（30 分）

教 科 書 「社会人常識マナー検定テキスト２・３級」
「社会人常識マナー検定ワークブック３級」　公益財団法人　全国経理教育協会

参 考 書 高山直　　「EQ　相手のこころに届く言葉」　(2007)　日本実業出版社
D・カーネギー　「話し方入門」　(2016)　創元社

学習成果の
評 価 方 法

①平常点５０％（提出物、実技、担当課題への取り組み方）
②期末試験の成績５０%

特記すべき
事 項

①第１回目には、シラバスを持参してください。
②テキストを使用しますが、「実技」の授業を行います。
③忘れ物厳禁、配布物の保管を確実に行って下さい。

質問・相談等
の 受 付 講義の前後に、講師に声をかけて下さい。

専門科目
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科 目 マーケティング 開 講 時 期
履 修 方 法

授 業 形 態
単 位 数

1年後期
選択、ビジネス実務士・上級ビジネス実務
士・社会調査アシスタント必修
講義
2単位担 当 者 講師　眞𡽶　守正

授業概要

資本主義経済が始まって約300 年、そして明治維新150 年の今、1950 年代にフィリップ・コトラーによって提唱されたマーケティング論は、時代変化と共に変
容してきました。
本講義では、担当教員の長年にわたる広告業界･コンサルタント業務の経験をいかしマーケティングの基本概念を理解してもらいながら、マーケティング・アイ

（= 自分目線）を確立していきます。また近年のマーケティング論の進化を理解すると同時に、これまでの社会の動きを理解していきます。そのうえで、自分目線
で自分をブランド化（商品化）に挑戦してみましょう。最後に、くらしの中でのヒット商品（含むサービス）をグループで考え発表します。
なお、授業中はその時々のタイムリーな話題を取り上げて分かりやすく、マーケティング成功事例を紹介していきます。
18 世紀英国での蒸気機関車による産業革命時代もそうでしたが、IoT・AI 人工知能による「第四次産業革命」の時代も、世の中の動きを「マーケティング・ア
イ」= 自分目線で見て、今後の時代変化を捉え、「どう生きるべきかを考える」きっかけにしてください。

到達目標 学習成果の評価基準

1. 基本的なマーケティングを学ぶことにより、ヒット商品・サービスの
ヒットする理由を考える習慣が身につく（知識・理解）

左記の到達目標に対してグループ発表①で6 割以上
の評価を得ることができる

2. 自分マーケティング= 自分のブランド化を考えてみることにより、就
職活動や今後の生き方に活かすことができる。（態度・志向性）

左記の到達目標に対して個人レポートで6 割以上の
評価を得ることができる

3.
グループワークを通じて、グループ内での自分の役割の認識や、協
議の上、課題を解決しながら、共同でプレゼンを作り上げる協調
性・協業意識が身につく。（態度・志向性）

左記の到達目標に対してグループ発表②で6 割以上
の評価を得ることができる

授業計画（授業内容） 授業時間外学習
予習（必要時間） 復習（必要時間）

1. マーケティングって何?
　学習成果について（評価方法・評価基準）

配布資料 ｢経済番組・経済誌｣を
熟読しておく。授業内容に沿って
情報収集。（2 時間）

授業内容で知らない・分からない
ことをしっかりと調べ、知識・スキ
ルアップを目指す。（2 時間）

2. マーケティング発想とは〜 受け手から送り手へ
配布資料 ｢経済番組・経済誌｣を
熟読しておく。授業内容に沿って
情報収集。（2 時間）

授業内容で知らない・分からない
ことをしっかりと調べ、知識・スキ
ルアップを目指す。（2 時間）

3. 顧客「ニーズ」「ウォンツ」「マインド」とは?
配布資料 ｢経済番組・経済誌｣を
熟読しておく。授業内容に沿って
情報収集。（2 時間）

授業内容で知らない・分からない
ことをしっかりと調べ、知識・スキ
ルアップを目指す。（2 時間）

4. マーケティング・アイ= 自分目線
配布資料 ｢経済番組・経済誌｣を
熟読しておく。授業内容に沿って
情報収集。（2 時間）

授業内容で知らない・分からない
ことをしっかりと調べ、知識・スキ
ルアップを目指す。（2 時間）

5. 「第一次産業」「第二次産業」「第三次産業」そして
「6 次産業」とは?

配布資料 ｢経済番組・経済誌｣を
熟読しておく。授業内容に沿って
情報収集。（2 時間）

授業内容で知らない・分からない
ことをしっかりと調べ、知識・スキ
ルアップを目指す。（2 時間）

6. マーケティング1.0、マーケティング2.0、マーケティ
ング3.0 とは?

配布資料 ｢経済番組・経済誌｣を
熟読しておく。授業内容に沿って
情報収集。（2 時間）

授業内容で知らない・分からない
ことをしっかりと調べ、知識・スキ
ルアップを目指す。（2 時間）

7. 「第一次産業革命」「第二次産業革命」「第三次産
業革命」「第四次産業革命」

配布資料 ｢経済番組・経済誌｣を
熟読しておく。授業内容に沿って
情報収集。（2 時間）

授業内容で知らない・分からない
ことをしっかりと調べ、知識・スキ
ルアップを目指す。（2 時間）

8. グループワーク①
配布資料 ｢経済番組・経済誌｣を
熟読しておく。グループワーク準
備。（2 時間）

授業内容で知らない・分からない
ことをしっかりと調べ、知識・スキ
ルアップを目指す。（2 時間）

9. 自分ブランド化
配布資料 ｢経済番組・経済誌｣を
熟読しておく。授業内容に沿って
情報収集。（2 時間）

授業内容で知らない・分からない
ことをしっかりと調べ、知識・スキ
ルアップを目指す。（2 時間）

10. 自分ブランド化レポート提出・発表
配布資料 ｢経済番組・経済誌｣を
熟読しておく。レポート作成・発表
準備。（2 時間）

授業内容で知らない・分からない
ことをしっかりと調べ、知識・スキ
ルアップを目指す。（2 時間）

11. 「衣」「食」「住」「その他」のなかで各自の関心の一
番高いジャンルを考える①

配布資料 ｢経済番組・経済誌｣を
熟読しておく。授業内容に沿って
情報収集。（2 時間）

授業内容で知らない・分からない
ことをしっかりと調べ、知識・スキ
ルアップを目指す。（2 時間）

12. 「衣」「食」「住」「その他」のなかで各自の関心の一
番高いジャンルを考える②

配布資料 ｢経済番組・経済誌｣を
熟読しておく。授業内容に沿って
情報収集。（2 時間）

授業内容で知らない・分からない
ことをしっかりと調べ、知識・スキ
ルアップを目指す。（2 時間）

13. グループワーク②
配布資料 ｢経済番組・経済誌｣を
熟読しておく。グループワーク準
備。（2 時間）

授業内容で知らない・分からない
ことをしっかりと調べ、知識・スキ
ルアップを目指す。（2 時間）

14. グループワーク②
配布資料 ｢経済番組・経済誌｣を
熟読しておく。グループワーク準
備。（2 時間）

授業内容で知らない・分からない
ことをしっかりと調べ、知識・スキ
ルアップを目指す。（2 時間）

15. 発表 発表準備（2 時間）
授業全体を振り返り、自分なりにこ
の授業のまとめをノートに整理する

（2 時間））

教 科 書 随時レジュメを配布します。

参 考 書 なし

学習成果の
評 価 方 法 グループワーク①30%、個人レポート・授業への参加態度30%、グループワーク②40% の合計で総合評価

特記すべき
事 項

※配布資料 ｢経済番組・経済誌｣に日常的にふれ、日頃からネット以外の情報に触れ、自分で考えるクセをつけましょう。授業の始めに、気
になった経済ネタを質問します。※毎回の授業内容は、ノートに整理しておくこと。理解できない用語は次の授業で質問すること。

質問・相談等
の 受 付 授業の前後、或いはPC メール<mahana01@jcom.home.ne.jp> へ送信願います。

専門科目
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科 目 旅行業務の実践講座 開講時期
履修方法
授業形態
単 位 数

2年前期
選択
演習
1単位担 当 者 講師　吉川　直子

授業概要

　添乗員という仕事の内容を理解し、その仕事を通じてサービス業に必要とされるホスピタリティの精神を学びます。
　旅程管理主任者（国内添乗）の資格取得の準備として ｢基礎研修｣を行います。
　旅行業界に限らず、サービス業への就職を考えている人に役に立つ、基本的知識を身につけ ｢実社会で必要とされている
人｣はどういう人か・・・も考えます。
　8月に実施する ｢指定研修｣の合格へ効果的な講義となります。
※この授業は、旅行業務に30 年以上従事する現役の旅行業務取扱主任者である教員が、その経験を活かし、実践に即して
行うものである。

到達目標 学習成果の評価基準

1. 旅程管理主任者（添乗員）の資格取得のための指定
研修を受講する前に必要な基本的知識の習得 基礎的知識の確認テストで6 割以上解答できる

2. サービス業に必要なホスピタリティマインドを理解する ケーススタディの学習においてグループ作業、発表を
行う際、協力して担当責任を全うする。

3. 旅行業の基礎知識を身につける ミニテストによる地名、観光地の問題で6 割以上解答
できる

授業計画（授業内容） 授業時間外学習
予習（必要時間） 復習（必要時間）

1. 学習成果について（評価方法、評価基準）、オリエンテーション
旅行業と関係業界、添乗員の仕事や資格について説明 職業について調べる（30 分） 旅行業務、添乗員について考えて

みる（30 分）

2. 旅行商品の特徴、ツアーができるまで ミニテスト準備（30 分） まとめのページ（30 分）

3. 旅行業法と約款、具体例で考える旅行取引 ミニテスト準備（30 分） まとめのページ（30 分）

4. 添乗員の仕事と役割 グループ発表準備（30 分） 不明な点を整理（30 分）

5. マナーと様 な々お客様・・・自分の強み ミニテスト準備（30 分） まとめのページ（30 分）

6. 実際の添乗業務　1　出発までの業務 ミニテスト準備（30 分） まとめのページ（30 分）

7. 実際の添乗業務　2　バスツアー TC 挨拶練習（30 分） 不明な点を整理（30 分）

8. 実際の添乗業務　3　航空機･鉄道利用のツアー ミニテスト準備（30 分） まとめのページ（30 分）

9. 空港研修（福岡空港にて　交通費は実費） ミニテスト準備（30 分） まとめのページ（30 分）

10. 空港研修（福岡空港にて　交通費は実費） グループ発表準備（30 分） 不明な点を整理（30 分）

11. 鉄道駅研修（博多駅にて　交通費は実費） ミニテスト準備（30 分） まとめのページ（30 分）

12. 鉄道駅研修（博多駅にて　交通費は実費）
（空港研修及び鉄道駅研修は1日間の集中授業です。） ミニテスト準備（30 分） まとめのページ（30 分）

13. 観光地の知識・添乗員の仕事の魅力とは ミニテスト準備（30 分） 不明な点を整理（30 分）

14. 添乗員の資格とその他の職業 グループ発表準備（30 分） ミニテスト総復習（30 分）

15. まとめ まとめのページ完成（30 分） 授業振り返り（30 分）

教 科 書 ｢添乗員のための基礎教本｣

参 考 書 ｢ぐるーり糸島｣聞平堂、資料プリント配付

学習成果の
評 価 方 法 受講状況と小テスト（50%）、定期試験（50%）の総合評価

特記すべき
事 項 原則として欠席は認められません。

質問・相談等
の 受 付 授業の前後に非常勤講師室へ来てください。

専門科目
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科 目 インテリアの演出 開講時期
履修方法
授業形態
単 位 数

2年後期
選択、プレゼンテーション実務士必修
演習
1単位担 当 者 講師　藤田　理恵子

授業概要

まず、インテリアとは何かを考え、日本の過去の事例にさかのぼり、現在に至った歴史を知るこ
とで、住生活やそのスタイルを理解する。また、人体や家具の寸法を認識することにより、イン
テリア空間を把握する。さらに、インテリア空間を設計する上で、大きなファクターとなる照明
や色彩の扱い方を身につける。最終的には ｢私の部屋｣ を図面化し、プレゼンテーションボード
を作成して総括とする。この授業は、インテリアコーディネーターとして約 30 年携った実務経験
のある教員が、その経験を生かし実践に即した授業を行う。

到達目標 学習成果の評価基準

1. インテリアの演出における基礎的知識を習得できる。 授業中の質問に対して、6 割以上正しく答えることが
できる。

2. インテリアの演出に必要な商品知識を習得できる。 プランニングするにあたり、的確な材料の選択ができる。

3. 住空間のコーディネートプランニングができる。 オリジナルプランにより、住空間をコーディネートでき、
プレゼンテーションボードに反映することができる。

授業計画（授業内容） 授業時間外学習
予習（必要時間） 復習（必要時間）

1. オリエンテーション、学習成果について（評価方法・
評価基準）インテリアデザインとは?

テキスト全体にどんなことが書かれ
ているのか目を通しておく。（30 分）

講義で学んだ内容、特に用語の意
味について復習しておくこと。（30
分）

2. 住生活の歴史とインテリアデザインのスタイル テキストP.8~15に目を通しておくこと。
（30 分）

今回学んだ日本の住生活について
復習しておく。（30 分）

3. インテリアデザインにおけるプレゼンテーションの
展開様式

初回に学んだインテリアデザインの
定義について復習する（30 分）

ユニバーサルデザインについて、自
分の日常と重ねて考える。（30 分）

4. インテリア空間のプラン テキストP.124~129に目を通しておく
こと。（30 分）

今回学んだ設計手法について復習
しておくこと。（30 分）

5. インテリア空間の把握 自分の住まいの空間はどれくらいな
のか、おおよそ掴んでおく。（30 分）

今回配付した資料をもとに、家具
と人体寸法について復習しておく。
（30 分）

6. インテリアのベーシックルール テキストP.54~68に目を通しておく。
（30 分）

色の持つ様々な効果について復習
しておく。（30 分）

7. インテリアの演出① ｢照明｣光源の種類 テキストP.80~85に目を通しておく。
（30 分）

色のシュミレータアプリにより、色覚異
常者にとって見分けにくい色を身近
に見つけてみること（30 分）

8. インテリアの演出② ｢窓｣ テキストP.86~89に目を通しておく。
（30 分）

今回学んだ内容を復習しておく。
（30 分）

9. インテリアの演出③ ｢リビング・ダイニング｣ テキストP.92~103に目を通しておく。
（30 分）

今回学んだ内容を復習しておく。
（30 分）

10. インテリアの演出④ ｢個室｣ テキストP.104~109に目を通しておく。
（30 分）

今回学んだ内容を復習しておく。
（30 分）

11. インテリアの演出⑤ ｢水回り｣ テキストP.112~113に目を通しておく。
（30 分）

今回学んだ内容を復習しておく。
（30 分）

12. 演習① ｢平面プラン作成｣ ｢私の部屋｣に対するイメージを固め
ておく。（30 分）

ボード作成に必要な材料について
の考ええをまとめておく。（30 分）

13. 演習② ｢プレゼンテーションボード作成｣
ボード作成に必要なインテリアエレ
メントをシュミレーションしておく。（30
分）

ボードとしてイメージが伝わるものに
なっているか、適切なレイアウトが出
来ているか再検討する。（30 分）

14. 演習③ ｢プレゼンテーションボード完成｣ 授業時間内に完成できるように準備
をしておく。（30 分）

発表に向けてコンセプトをまとめる。
（30 分）

15. 発表/ 講評 発表準備（30 分） 授業全体、発表の振り返りをする。
（30 分）

教 科 書 澤井聖一 ｢スタイル別にわかるインテリアの基本｣（株）エクスナレッジ

参 考 書 塩谷博子 ｢インテリアスタイリング事典｣（株）川島インターナショナル

学習成果の
評 価 方 法 受講態度（30%）、課題の精度（70%）により総合評価する。

特記すべき
事 項 毎回出席は、授業開始時の応答により確認します。欠席した場合は、友達から情報を得て補い、次の授業に備えること。

質問・相談等
の 受 付 質問は基本的に授業中に受け付けます。ただし、授業前後には非常勤講師控室においても受け付けます。

専門科目
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科 目 時事問題 開講時期
履修方法
授業形態
単 位 数

1年後期
選択
演習
1単位担 当 者 講師　中川　茂

授業概要

この授業は、40 年間新聞記者として社会を見つめてきた教員が、経験をいかし、実務に即した授業を行い
ます。現代社会の仕組みや出来事全般について関心を持ち、あふれる情報の中から信頼できる情報や常
識を見極め、正しく理解する能力を身につけます。確かな意見や判断力を磨き、実社会での生活力やコミュ
ニケーション能力を高めることを目指します。日本・九州・福岡の現状や課題、具体的な出来事や話題を取
り挙げ、意見交換など対話を重視して進めていきます。

到達目標 学習成果の評価基準

1. 社会の出来事に対する基礎的な知識を習得すること
ができる。

ミニレポートで、現代社会の基礎知識について7 割以
上の回答ができる。

2. ニュースや話題に詳しくなり、自分なりの意見や感想
を持つことができる。

気になるニュースを毎週チェックし、その理由や感想
を的確に表現できる。

3. 社会人に必要な「報告、連絡、相談」で、伝わりやすい
話し方、書き方ができる。 他者とつながる意思疎通がスムーズにできる。

授業計画（授業内容） 授業時間外学習
予習（必要時間） 復習（必要時間）

1. オリエンテーション。授業の概要や進め方。
学習成果（評価方法および評価基準） ニュースに接する（30 分） 授業内容を再確認（30 分）

2. ニュースとは何か。メディアとは何か。 ニュースに接する（30 分） 授業内容を再確認（30 分）

3. ジャーナリズムとは。新聞、雑誌、テレビなど ニュースに接する（30 分） 授業内容を再確認（30 分）

4. 活字とデジタル。双方の長所や短所。 ニュースに接する（30 分） 授業内容を再確認（30 分）

5. 国内政治、行政の基礎知識。 ニュースに接する（30 分） 授業内容を再確認（30 分）

6. 経済や雇用の基礎知識.。 ニュースに接する（30 分） 授業内容を再確認（30 分）

7. 進む福岡の国際化。どう対応する。 ニュースに接する（30 分） 授業内容を再確認（30 分）

8. 東京で働く、福岡で働く。その比較。 ニュースに接する（30 分） 授業内容を再確認（30 分）

9. 福岡都市圏の経済社会の素顔。 ニュースに接する（30 分） 授業内容を再確認（30 分）

10. 少子高齢化、人口構造や家族構造の変化 ニュースに接する（30 分） 授業内容を再確認（30 分）

11. 男女共同参画社会に向けて。 ニュースに接する（30 分） 授業内容を再確認（30 分）

12. なぜ「ワーク、ライフ、バランス」なのか。 ニュースに接する（30 分） 授業内容を再確認（30 分）

13. 主権者教育。「18 歳成人」は目の前。 ニュースに接する（30 分） 授業内容を再確認（30 分）

14. スマホと個人情報。わが身を守れ。 ニュースに接する（30 分） 授業内容を再確認（30 分）

15. 就活に役立つ社会の知識、総まとめ ニュースに接する（30 分） 授業内容を再確認（30 分）

教 科 書 教科書はなし。毎回プリントを配布します。

参 考 書 ニュース・リテラシー研究所編　「図解　まるわかり時事用語」　新星出版社

学習成果の
評 価 方 法

定期試験（60%）、授業でのミニレポート（30%）、授業での発言や態度（10%）
ミニレポート類は適宜返却します。

特記すべき
事 項 講義の出席は、各回ともミニレポート提出で確認します。

質問・相談等
の 受 付 授業の前後に、非常勤講師室にて受け付けます。ミニレポートでの質問には、次の講義で回答します。

専門科目
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科 目 ことばとコミュニケーション 開 講 時 期
履 修 方 法

授 業 形 態
単 位 数

1年前期
卒業・上級情報処理士・上級ビジネス実務士
プレゼンテーション実務士必修
講義
2単位担 当 者 講師　安部　玲子

授業概要

担当講師は、15 年間日本語教師として教壇に立った後、一般企業に勤め、株式会社の立ち上げ、ODAプロ
ジェクトの実行に携わった。経験上、いかにコミュニケーションというものが大切か? を念頭に、事前にトラ
ブルを防ぐコミュニケーションとは何かを考え、それを会話にも生かすことで、多様なビジネスシーンにおけ
る会話能力を身に付ける。ビジネスシーンにおいて欠かせない敬語を構造から学ぶことで、確実に理解し
身に付け、敬語への苦手意識を無くす。毎回シーンごとのベストな会話パターンを考え、フローチャートで
確認する。その知識をもとにロールプレイで場面を展開し、皆の前で発表する。

到達目標 学習成果の評価基準

1. 正しい敬語を身に付ける。 前授業の復習を兼ねたミニテストで6 割以上の評価
を得ることができる。

2. 「ビジネスシーン」における会話を学ぶ。 会話の流れを確認する際、フローチャートの穴埋め
ができる。

3. よりよいコミュニケーションの取り方を学ぶ。 ロールプレイの発表がスムーズにできる。

授業計画（授業内容） 授業時間外学習
予習（必要時間） 復習（必要時間）

1. オリエンテーション
学習成果について（評価方法・評価基準）

シラバスを読み、コミュニケーショ
ンについてインターネットや関連書
籍等で情報収集しておく。（2 時間）

学んだことを日常生活の中で積極
的に使い、自信をつけること。（2 時
間）

2. 敬語の復習（尊敬語・謙譲語・丁寧語）の整理
インターネットや関連書籍等で講
義内容について予習しておく。（2
時間）

学んだことを日常生活の中で積極
的に使い、自信をつけること。（2 時
間）

3. コミュニケーションとは何か？
最適な自己紹介の仕方

インターネットや関連書籍等で講
義内容について予習しておく。（2
時間）

学んだことを日常生活の中で積極
的に使い、自信をつけること。（2 時
間）

4. 電話のかけ方・受け方
インターネットや関連書籍等で講
義内容について予習しておく。（2
時間）

学んだことを日常生活の中で積極
的に使い、自信をつけること。（2 時
間）

5. 伝言の仕方・受け方
インターネットや関連書籍等で講
義内容について予習しておく。（2
時間）

学んだことを日常生活の中で積極
的に使い、自信をつけること。（2 時
間）

6. アポイントの取り方①
インターネットや関連書籍等で講
義内容について予習しておく。（2
時間）

学んだことを日常生活の中で積極
的に使い、自信をつけること。（2 時
間）

7. アポイントの取り方②
インターネットや関連書籍等で講
義内容について予習しておく。（2
時間）

学んだことを日常生活の中で積極
的に使い、自信をつけること。（2 時
間）

8. 依頼を受ける
インターネットや関連書籍等で講
義内容について予習しておく。（2
時間）

学んだことを日常生活の中で積極
的に使い、自信をつけること。（2 時
間）

9. 依頼を断る
インターネットや関連書籍等で講
義内容について予習しておく。（2
時間）

学んだことを日常生活の中で積極
的に使い、自信をつけること。（2 時
間）

10. 許可・了解を求める①
インターネットや関連書籍等で講
義内容について予習しておく。（2
時間）

学んだことを日常生活の中で積極
的に使い、自信をつけること。（2 時
間）

11. 許可・了解を求める②
インターネットや関連書籍等で講
義内容について予習しておく。（2
時間）

学んだことを日常生活の中で積極
的に使い、自信をつけること。（2 時
間）

12. お礼・お詫びの仕方
インターネットや関連書籍等で講
義内容について予習しておく。（2
時間）

学んだことを日常生活の中で積極
的に使い、自信をつけること。（2 時
間）

13. お礼状の書き方
インターネットや関連書籍等で講
義内容について予習しておく。（2
時間）

学んだことを日常生活の中で積極
的に使い、自信をつけること。（2 時
間）

14. 雑談力とは何か?
インターネットや関連書籍等で講
義内容について予習しておく。（2
時間）

学んだことを日常生活の中で積極
的に使い、自信をつけること。（2 時
間）

15. 授業のまとめ これまでの授業内容を振り返り、
質問をまとめておく。（2 時間）

学んだことを日常生活の中で積極
的に使い、自信をつけること。（2 時
間）

教 科 書 岩澤みどり・寺田則子著『日本企業への就職ービジネス会話トレーニングー』㈱アスク出版
必要な箇所をプリントにして配布します。

参 考 書 渡辺美紀著『言いたいことは1 分で!10 倍伝わる話し方』幻冬舎出版

学習成果の
評 価 方 法 授業態度（20%）発表（30%）まとめテスト（50%）

特記すべき
事 項 毎回の出席は、授業開始時の点呼及び各回のミニテストにより確認します。

質問・相談等
の 受 付

毎回、授業の最後にメモを配るので、質問・感想等を書いて提出してください。
または、授業後に非常勤講師室まで来てください。
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