
科目名 ＣＡＬＬ英語集中Ⅰ

単位数 1.0

担当者 国際学部 教授 渡辺 智恵 教授 青木 信之

履修時期 前期

履修対象 １年次（国際学部・芸術学部）

講義形態 演習

概要

ｅラーニングを利用した集中英語学習プログラムを利用し、英語のリスニング、リーディング、文法、語彙を集
中的に訓練する授業である。通常の授業のように教員が週１回授業するといった形態を取らない。履修者
は、指定された期間中、自分の都合のよい時間に、コンピュータ・ネットワークを通じて配信される教材を、コ
ンピュータの指示にしたがって自分のペースで学習する。

科目の到達目標 英語の多読多聴、語彙と文法の反復練習を通じ、英語の基礎力を養成および強化する。

受講要件 特になし

履修取消の可否 否

履修取消不可の理由 必修科目のため

事前・事後学修 授業の空きコマや放課後の空き時間を有効に利用し、自主的かつコンスタントに学習すること。

講義内容

第１週 授業説明会（オリエンテーション）
第２週 リーディング、リスニング、文法、語彙の指定教材を学習
第３週 リーディング、リスニング、文法、語彙の指定教材を学習
第４週 リーディング、リスニング、文法、語彙の指定教材を学習
第５週 リーディング、リスニング、文法、語彙の指定教材を学習
第６週 リーディング、リスニング、文法、語彙の指定教材を学習
第７週 リーディング、リスニング、文法、語彙の指定教材を学習
第８週 リーディング、リスニング、文法、語彙の指定教材を学習
第９週 リーディング、リスニング、文法、語彙の指定教材を学習
第10週 リーディング、リスニング、文法、語彙の指定教材を学習
第11週 リーディング、リスニング、文法、語彙の指定教材を学習
第12週 リーディング、リスニング、文法、語彙の指定教材を学習
第13週 リーディング、リスニング、文法、語彙の指定教材を学習
第14週 リーディング、リスニング、文法、語彙の指定教材を学習
第15週 TOEIC

配信される教材は英語力により異なる。どのレベルの教材がどれだけの量（数）用意されているのかについ
ては、学習プログラムに掲載される課題リストを参照のこと。

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準
評価は、①与えられた教材の平均消化率にもとづく「教材消化得点」と②TOEICの伸び率にもとづく「TOEIC伸
び率得点」の合計点（①+②）によって決まり、その合計が90〜100点は「秀」、80〜89点は「優」、70〜79点は
「良」、60〜69点は「可」、59点以下は「不可」とする。

教科書等 なし。教材はすべてコンピュータ・ネットワークを通じて配信する。

担当者プロフィール

渡辺 智恵：英語教授法（TESL/TEFL）を専攻。コンピュータ利用による英語教育、日本人英語学習者のリー
ディング・プロセス、通訳訓練の英語教育への応用を主な研究テーマとしている。
青木 信之：英語教育学を専攻。外国語でのライティング・プロセスやコンピュータを利用した英語教育に関し
て研究を行っている。

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 ＣＡＬＬ英語集中Ⅱ

単位数 1.0

担当者 国際学部 教授 渡辺 智恵 教授 青木 信之

履修時期 後期

履修対象 １年次（国際学部・芸術学部）

講義形態 演習

概要

ｅラーニングを利用した集中英語学習プログラムを利用し、英語のリスニング、リーディング、文法、語彙を集
中的に訓練する授業である。通常の授業のように教員が週１回授業するといった形態を取らない。履修者
は、指定された期間中、自分の都合のよい時間に、ネットワークを通じて配信される教材を、コンピュータの指
示にしたがって自分のペースで学習していく。

科目の到達目標 英語の多読多聴、語彙と文法の反復練習を通じ、英語の基礎力を養成および強化する。

受講要件 特になし

履修取消の可否 否

履修取消不可の理由 必修科目のため

事前・事後学修 授業の空きコマや放課後の空き時間を有効に利用し、自主的かつコンスタントに学習すること。

講義内容

第１週 授業説明会（オリエンテーション）
第２週 リーディング、リスニング、文法、語彙の指定教材を学習
第３週 リーディング、リスニング、文法、語彙の指定教材を学習
第４週 リーディング、リスニング、文法、語彙の指定教材を学習
第５週 リーディング、リスニング、文法、語彙の指定教材を学習
第６週 リーディング、リスニング、文法、語彙の指定教材を学習
第７週 リーディング、リスニング、文法、語彙の指定教材を学習
第８週 リーディング、リスニング、文法、語彙の指定教材を学習
第９週 リーディング、リスニング、文法、語彙の指定教材を学習
第10週 リーディング、リスニング、文法、語彙の指定教材を学習
第11週 リーディング、リスニング、文法、語彙の指定教材を学習
第12週 リーディング、リスニング、文法、語彙の指定教材を学習
第13週 リーディング、リスニング、文法、語彙の指定教材を学習
第14週 リーディング、リスニング、文法、語彙の指定教材を学習
第15週 TOEIC

配信される教材は英語力により異なる。どのレベルの教材がどれだけの量（数）用意されているのかについ
ては、学習プログラムに掲載される課題リストを参照のこと。

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準
評価は、①与えられた教材の平均消化率にもとづく「教材消化得点」と②TOEICの伸び率にもとづく「TOEIC伸
び率得点」の合計点（①+②）によって決まり、その合計が90〜100点は「秀」、80〜89点は「優」、70〜79点は
「良」、60〜69点は「可」、59点以下は「不可」とする。

教科書等 なし。教材はすべてコンピュータ・ネットワークを通じて配信する。

担当者プロフィール

渡辺 智恵：英語教授法（TESL/TEFL）を専攻。コンピュータ利用による英語教育、日本人英語学習者のリー
ディング・プロセス、通訳訓練の英語教育への応用を主な研究テーマとしている。
青木 信之：英語教育学を専攻。外国語でのライティング・プロセスやコンピュータを利用した英語教育に関し
て研究を行っている。

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 ＣＡＬＬ英語集中Ⅲ

単位数 1.0

担当者 国際学部 教授 渡辺 智恵 教授 青木 信之

履修時期 前期

履修対象 ２年次（国際学部・芸術学部）

講義形態 演習

概要

ｅラーニングを利用した集中英語学習プログラムを利用し、英語のリスニング、リーディング、文法、語彙を集
中的に訓練するとともに、スピーキングやライティングに役立つ英語表現を徹底的にインプットする授業であ
る。通常の授業のように教員が週１回授業するといった形態を取らない。履修者は、指定された期間中、自分
の都合のよい時間に、ネットワークを通じて配信される教材を、コンピュータの指示にしたがって自分のペー
スで学習する。

科目の到達目標 英語の多読多聴と文法の反復練習を通じ、英語の基礎力を養成および強化する。

受講要件 特になし

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 授業の空きコマや放課後の空き時間を有効に利用し、自主的かつコンスタントに学習すること。

講義内容

第１週 授業説明会（オリエンテーション）
第２週 リーディング、リスニング、文法、語彙の指定教材を学習
第３週 リーディング、リスニング、文法、語彙の指定教材を学習
第４週 リーディング、リスニング、文法、語彙の指定教材を学習
第５週 リーディング、リスニング、文法、語彙の指定教材を学習
第６週 リーディング、リスニング、文法、語彙の指定教材を学習
第７週 リーディング、リスニング、文法、語彙の指定教材を学習
第８週 リーディング、リスニング、文法、語彙の指定教材を学習
第９週 リーディング、リスニング、文法、語彙の指定教材を学習
第10週 リーディング、リスニング、文法、語彙の指定教材を学習
第11週 リーディング、リスニング、文法、語彙の指定教材を学習
第12週 リーディング、リスニング、文法、語彙の指定教材を学習
第13週 リーディング、リスニング、文法、語彙の指定教材を学習
第14週 リーディング、リスニング、文法、語彙の指定教材を学習
第15週 TOEIC

配信される教材は英語力により異なる。どのレベルの教材がどれだけの量（数）用意されているのかについ
ては、学習プログラムに掲載される課題リストを参照のこと。

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準
評価は、①与えられた教材の平均消化率にもとづく「教材消化得点」と②TOEICの伸び率にもとづく「TOEIC伸
び率得点」の合計点（①+②）によって決まり、その合計が90〜100点は「秀」、80〜89点は「優」、70〜79点は
「良」、60〜69点は「可」、59点以下は「不可」とする。

教科書等 なし。教材はすべてコンピュータ・ネットワークを通じて配信する。

担当者プロフィール

渡辺 智恵：英語教授法（TESL/TEFL）を専攻。コンピュータ利用による英語教育、日本人英語学習者のリー
ディング・プロセス、通訳訓練の英語教育への応用を主な研究テーマとしている。
青木 信之：英語教育学を専攻。外国語でのライティング・プロセスやコンピュータを利用した英語教育に関し
て研究を行っている。

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 ＣＡＬＬ英語集中Ⅳ

単位数 1.0

担当者 国際学部 教授 渡辺 智恵 教授 青木 信之

履修時期 後期

履修対象 ２年次（国際学部・芸術学部）

講義形態 演習

概要

ｅラーニングを利用した集中英語学習プログラムを利用し、英語のリスニング、リーディング、文法、語彙を集
中的に訓練するとともに、スピーキングやライティングに役立つ英語表現を徹底的にインプットする授業であ
る。通常の授業のように教員が週１回授業するといった形態を取らない。履修者は、指定された期間中、自分
の都合のよい時間に、ネットワークを通じて配信される教材を、コンピュータの指示にしたがって自分のペー
スで学習する。

科目の到達目標 英語の多読多聴と文法の反復練習を通じ、英語の基礎力を養成および強化する。

受講要件 特になし

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 授業の空きコマや放課後の空き時間を有効に利用し、自主的かつコンスタントに学習すること。

講義内容

第１週 授業説明会（オリエンテーション）
第２週 リーディング、リスニング、文法、語彙の指定教材を学習
第３週 リーディング、リスニング、文法、語彙の指定教材を学習
第４週 リーディング、リスニング、文法、語彙の指定教材を学習
第５週 リーディング、リスニング、文法、語彙の指定教材を学習
第６週 リーディング、リスニング、文法、語彙の指定教材を学習
第７週 リーディング、リスニング、文法、語彙の指定教材を学習
第８週 リーディング、リスニング、文法、語彙の指定教材を学習
第９週 リーディング、リスニング、文法、語彙の指定教材を学習
第10週 リーディング、リスニング、文法、語彙の指定教材を学習
第11週 リーディング、リスニング、文法、語彙の指定教材を学習
第12週 リーディング、リスニング、文法、語彙の指定教材を学習
第13週 リーディング、リスニング、文法、語彙の指定教材を学習
第14週 リーディング、リスニング、文法、語彙の指定教材を学習
第15週 TOEIC

配信される教材は、それぞれの人の英語力により異なる。どのレベルの教材がどれだけの量（数）用意され
ているのかについては、学習プログラムに掲載される課題リストを参照のこと。

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準
評価は、①与えられた教材の平均消化率にもとづく「教材消化得点」と②TOEICの伸び率にもとづく「TOEIC伸
び率得点」の合計点（①+②）によって決まり、その合計が90〜100点は「秀」、80〜89点は「優」、70〜79点は
「良」、60〜69点は「可」、59点以下は「不可」とする。

教科書等 なし。教材はすべてコンピュータ・ネットワークを通じて配信する。

担当者プロフィール

渡辺 智恵：英語教授法（TESL/TEFL）を専攻。コンピュータ利用による英語教育、日本人英語学習者のリー
ディング・プロセス、通訳訓練の英語教育への応用を主な研究テーマとしている。
青木 信之：英語教育学を専攻。外国語でのライティング・プロセスやコンピュータを利用した英語教育に関し
て研究を行っている。

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 英語応用演習Ⅳ

単位数 1.0

担当者 ヌルハイザル・アザム・アリフ

履修時期 前期

履修対象 ２年

講義形態

概要

英語を実践的に私生活や学術の場面で楽しく活用できるよう目的にします。英語の記事を理解してもらい日
本語と英語両方使いディスカッションをします。それに加えYoutubeの映像を鑑賞してレポートを要約し意見を
述べてもらいます。英語の応用をさらに深めるためにはフェズブックやSNSなどを通じて意見交換も進めると
考えます。最初の授業で皆さんの応募やニーズに合わせ具体的な内容と方法を調整し進める予定です。

科目の到達目標 概要に記している本講義のエッセンスを理解してもらうことです。

受講要件 特になし。

履修取消の可否

履修取消不可の理由

事前・事後学修 毎週読んで予習してください

講義内容
第１回 イントロダクション
第２−14回 配布資料輪読・ディスカッション
第15回 まとめ

期末試験実施の有無

評価方法・基準 平常点（出席、授業参加など）20％、課題（分担箇所の報告）40％、
期末レポート40％

教科書等 必要な資料や教材は適宜配布します。

担当者プロフィール Nurhaizal Azam Arif（ヌルハイザル・アザム・アリフ）。
マレーシアのケダ州に生まれる。専攻は多国籍企業論とInternational Business。

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 英語応用演習Ⅳ

単位数 1.0

担当者 准教授 倉科 一希

履修時期 後期

履修対象 ２年（国際学部対象）

講義形態 演習

概要
現在の国際的なニュースに関するテキストを輪読し、専門的な内容の英語を正確に理解する能力、および英
文を構造的にとらえて速やかに内容を理解する能力を養う。さらに後者の能力を強化するため、随時配布す
る追加の英文テキストによって、効率的な読解力を習得する。

科目の到達目標
実用的に英語を用いる能力の一つに、まとまった量の英文の内容を把握できることがある。そのためには、
英語の構造を理解して重要な部分を見極める力とともに、重要個所を正確に理解する厳密な読解力が必要
となる。この講義は、この二つの力を身につけるため、丁寧な輪読と構造を見抜く訓練を行う。

受講要件 英文の情報源を利用することに関心と意欲のある学生が望ましい。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修
第一回講義で詳細なシラバスを配布するので、これを確認する。輪読部分については、日本語訳を割りあて
るのできちんと準備してくること。また英文の読み方の訓練については、講義内に留まらず学生が自主的に
進めることが望ましい。

講義内容

１．はじめに
２．スキムリーディングの解説
３．テキスト輪読
４．配布テキストの解説
５．テキスト輪読
６．テキスト輪読
７．テキスト輪読
８．配布テキストの解説
９．テキスト輪読
１０．テキスト輪読
１１．テキスト輪読
１２．テキスト輪読
１３．配布テキストの解説
１４．テキスト輪読
１５．まとめ

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 平常点 30％
レポート3回 70％

教科書等 テキストは講義の際に指示する。現在の国際関係に関連する記事・論文をテキストとして使用する予定であ
る。

担当者プロフィール
第二次世界大戦後の国際関係史を、1950-60年代の米欧関係に焦点を当てて研究しています。著書『アイゼ
ンハワー政権と西ドイツ』（ミネルヴァ書房）、『アメリカ文化入門』（共著、研究社）、『冷戦と同盟―冷戦終焉の
視点から』（共著、松籟社）など。

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 英語応用演習Ⅳ

単位数 1.0

担当者 国際学部 教授 太田育子

履修時期 前期

履修対象 2年（国際学部対象）

講義形態 演習

概要

＊重要＊ 2020年4月30日時点で「Zoom遠隔授業」となることが決定しています。以下のシラバス情報は、情
勢の変化および技術上の制約に伴い、随時変更されます。

１）英語が「むずかしい、わからない」という気持ちのブロックを自分ではずしながら、自律的に英語学習を進
めていく練習。
２） "Life's greatest lesson" に関するテクストを、音読しながらそのまま理解する練習。
３）和文を見て、最も適切な英文を考える練習。

科目の到達目標

＊重要＊ 2020年4月14日時点で「Zoom遠隔授業」となることが決定しています。以下のシラバス情報は、情
勢の変化および技術上の制約に伴い、随時変更されます。

音声・言葉としての英語を、自分の身体から発することに注意を向けると同時に、英語という言語の、機能の
仕方の特徴を、自分の感覚として体得しましょう。

受講要件

＊重要＊ 2020年4月30日時点で「Zoom遠隔授業」となることが決定しています。以下のシラバス情報は、情
勢の変化および技術上の制約に伴い、随時変更されます。 

授業時間の多くが一斉音読に費やされます。
１）音読は筋トレです。おなかから声を出すため、身体を締めつけない動きやすい服装で参加しましょう。
２）のどを痛めないよう、ペットボトル水を毎回かならず持参しましょう。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修

＊重要＊ 2020年4月30日時点で「Zoom遠隔授業」となることが決定しています。以下のシラバス情報は、情
勢の変化および技術上の制約に伴い、随時変更されます。

演習時に一緒に考え、各自で学修プランを立て、毎回演習時に前回演習時から1週間分の自律英語学習記
録表を提出します。

勝つか負けるかじゃなくて やるかやらない なんだよね
どんな夢でもかなえる魔法 あきらめないこと
前向き 胸張り 一歩一歩踏み出し 自分の道
ずっとずっと CONTINUE… by Naoki Takada

講義内容

＊重要＊ 2020年4月30日時点で「Zoom遠隔授業」となることが決定しています。以下のシラバス情報は、情
勢の変化および技術上の制約に伴い、随時変更されます。

音としての英語を、自分の身体から発することに注意を向ける、音読を中心とする演習を行います。
自分で声を出し、読む声を聴きながら、そのまま意味を理解していきます。

講義開始時（１、２回目）に、演習進行と英文読解のための基本説明を行います。必ず出席してください。この
２回に関しては、医療受診・災害避難など以外の「説明のつかない欠席」の場合は、自動的に「欠席不可」評
価となります。
それ以降は、教科書１の末尾にNotesとして単語やフレーズの和訳がついているため、読解説明にはほとん
ど時間はかけません。もちろん、質問はいつでも受け付けます。

３回目以降１５回目まで、下記の内容を繰り返し、進めていきます。

１）ブロックはずしのためにさまざまな手法を解説し、演習後の自律学習に取り入れていきます。
２）音読・読解のために教科書１の"Tuesdays with Morrie"（『モリー先生との火曜日』）を使用し、演習時に気
づいた自分と英語との関係を毎回受講票に記入し、毎回の演習最後に提出します。
３）前回演習から1週間の自律学習記録表を、毎回の演習最後に提出します。
４）５・６・７月第１週の演習時に教科書２を持参し、自律学習の進行チェック（p.122以下）を行います。

２）の音読・読解の進行予定は：第３回pp.15-23, 第４回pp.28-40, 第５回pp.41-56, 第６回pp.57-70, 第７
回pp.71-84, 第８回pp.85-98, 第９回pp.99-117, 第１０回pp.118-131, 第１１回pp.132-147a, 第１２回pp.147b-
160, 第１３回pp.161-172, 第１４回pp.173-188, 第１５回pp.189-201. 受講者のレベルにより進行予定は変動し
ます。

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準

＊重要＊ 2020年4月30日時点で「Zoom遠隔授業」となることが決定しています。以下のシラバス情報は、情
勢の変化および技術上の制約に伴い、随時変更されます。

１）と２）を合わせた「平常点」による評価です。

１）教科書１の音読 ＋ 演習による変化に自分で気づくための受講票の提出 ＋ 過去１週間の自律学習記録



表の提出 ＋ 教科書２の月初めの進行チェックで６０％。
２) 教科書２からの２０問の小テスト（最終１５回目に実施）で４０％。

教科書等 教科書１：『Tuesdays with Morrie モリー先生との火曜日』（講談社インターナショナル、2005年）
教科書２：『英会話・ぜったい音読 続入門編』（講談社、2004年）
参考書は授業中に指示します。

担当者プロフィール
法学修士(McGill), 法学博士(Stanford)。カナダとアメリカで学んだ体験をシェアできればと思います。

授業に関連する実務経
験

【実務経験】1991年6月～1992年10月 外務省経済局海洋課調査員
(国連海洋法条約の逐条解説作成など国際法業務の補助)

備考



科目名 英語応用演習Ⅳ

単位数 1.0

担当者 国際学部 准教授 古澤 嘉朗

履修時期 後期

履修対象 ２年（国際学部）

講義形態 演習

概要
国際情勢に関する、英語の新聞・雑誌記事を毎週1つずつ輪読し、専門的な英語に慣れ親しみながら、英語
の読解力を養います。毎週数名が記事の内容について報告を担当し、教員が補足として解説を行い、記事を
読んでわからなかった箇所については報告後にグループごとに話し合います。

科目の到達目標 まとまった量の英文を一語一句訳すのではなく、構造を理解した上で、段落の要点を理解できるような読み方
を身につける。

受講要件 特になし

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 グループワークを中心に行うので、各自の担当報告記事だけでなく、全員が毎週の課題を必ず読んだ上で授
業に参加すること。また、読んでわからなかった箇所を各自が一覧表にして講義に持ってくること。

講義内容

１．はじめに

２．～ 14． 毎週、英新聞・英雑誌の記事を1つ輪読する。

１５．まとめ

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 平常点30％、課題（担当箇所の報告）30％、期末レポート40％

教科書等 輪読する新聞・雑誌記事は学期の最初に指示します。

担当者プロフィール

専門は紛争解決論／平和構築論。西アフリカ・シエラレオネ、東アフリカ・ケニア、中央アフリカ・ルワンダにて
調査を行う。日本学術振興会特別研究員、関西外国語大学外国語学部専任講師を経て現職。近著に「平和
構築と法の多元性－法執行活動に着目して」（『国際政治』第194号、2018年）、"Chiefdom Police Training in
Sierra Leone (2008-2015)— An Opportunity for a More Context-Based Security Sector Reform?" (Journal
of Peacebuilding & Development, Vol.13, No.2, 2018)など。

授業に関連する実務経
験

The Carter Center（米国）ではYKK FellowとしてDemocracy Programに所属し、エチオピアの市民対話事業と
ガイアナの選挙監視事業の立ち上げに従事した（2005-06年）。特定非営利活動法人ピースビルダーズでは
プログラム調整員として、外務省委託「平和構築人材育成パイロット事業」とジャパンプラットフォーム平和構
築基金助成事業を担当した（2007-09年）。

備考



科目名 英語応用演習Ⅰ

単位数 1.0

担当者 ケイヴォーン・カゼミ ほか

履修時期 前期

履修対象 １年次（全学部）

講義形態 演習

概要

この授業は、主に英語のスピーキングとライティングの能力を養うことを目的とする。日常生活の身近な話題
から社会問題までさまざまな題材を用い、自分の意思や意見をきちんと伝えることができるスピーキング力と
ライティング力をつけることを目指す。授業は少人数の能力別クラス編成で行われるため、履修者のレベルに
合った授業が展開されるとともに、一人ひとりが英語を話したり書いたりする機会をできるだけ増やせるよう
工夫されている。

科目の到達目標

Intermediate Level
・英語で話したり書いたりすることに慣れる
・自分や身の回りの事項について英語で表現できる

Upper-Intermediate Level
・身近な話題について英語で情報提供や意見交換ができる
・調べたことを英語で発表することができる

Advanced Level
・身近な話題について、事前の準備なしに英語で情報提供や意見交換が表現できる
・社会問題や時事的な問題について、事前の準備があれば英語で意見交換ができる

受講要件 特になし

履修取消の可否 否

履修取消不可の理由 必修科目のため

事前・事後学修 テキストの予習・復習を行い、学習した英語表現を覚え、使えるように努力すること。

講義内容は、学部やレベルにより異なるので注意すること。

国際学部・芸術学部（水曜日１限または２限）
Intermediate Level: "Face to Face"
1. Orientation
2. Unit 1: All About the "Real" Me①
3. Unit 1: All About the "Real" Me②
4. Unit 2: Friend Forever①
5. Unit 2: Friend Forever②
6. Unit 3: Finding a "Special" Friend①
7. Unit 3: Finding a "Special" Friend②
8. Mid-term exam/ Review
9. Unit 4: Shopping for Bargains①
10. Unit 4: Shopping for Bargains②
11. Unit 5: Dreaming About Summer①
12. Unit 5: Dreaming About Summer②
13. Unit 6: I'd Better Get a Job①
14. Unit 6: I'd Better Get a Job②
15. Wrap-up
※上記とは別に期末試験を実施する。

Upper-Intermediate Level: "Breakthrough Plus 2"
1. Orientation
2. Unit 1: Lifestyles①
3. Unit 1: Lifestyles②
4. Unit 2: Leisure①
5. Unit 2: Leisure②
6. Unit 3: Getting along①
7. Unit 3: Getting along②
8. Mid-term exam/ Review
9. Unit 4: Interests①
10. Unit 4: Interests②
11. Unit 5: Telling a story①
12. Unit 5: Telling a story②
13. Unit 6: Celebrations①
14. Unit 6: Celebrations②
15. Wrap-up
※上記とは別に期末試験を実施する。

Advanced Level: "Identity"
1. Orientation
2. Unit 1: IDENTITY①



講義内容

3. Unit 1: IDENTITY②
4. Unit 2: VALUES①
5. Unit 2: VALUES②
6. Unit 3: CULTURE SHOCK①
7. Unit 3: CULTURE SHOCK②
8. Mid-term exam/ Review
9. Unit 4: CULTURE IN LANGUAGE①
10. Unit 4: CULTURE IN LANGUAGE②
11. Unit 5: BODY LANGUAGE AND CUSTOMS①
12. Unit 5: BODY LANGUAGE AND CUSTOMS②
13. Unit 6: INDIVIDUALISM①
14. Unit 6: INDIVIDUALISM②
15. Wrap-up
※上記とは別に期末試験を実施する。

情報科学部（金曜日１限）
Intermediate Level: "Breakthrough Plus 1"
1. Orientation
2. Unit 1: Introductions①
3. Unit 1: Introductions②
4. Unit 2: What a life!!①
5. Unit 2: What a life!②
6. Unit 3: Free time①
7. Unit 3: Free time②
8. Mid-term exam/ Review
9. Unit 4: Places①
10. Unit 4: Places②
11. Unit 5: Getting around①
12. Unit 5: Getting around②
13. Unit 6: Shopping①
14. Unit 6: Shopping②
15. Wrap-up
※上記とは別に期末試験を実施する。

Upper-Intermediate Level: "Breakthrough Plus 2"
1. Orientation
2. Unit 1: Lifestyles①
3. Unit 1: Lifestyles②
4. Unit 2: Leisure①
5. Unit 2: Leisure②
6. Unit 3: Getting along①
7. Unit 3: Getting along②
8. Mid-term exam/ Review
9. Unit 4: Interests①
10. Unit 4: Interests②
11. Unit 5: Telling a story①
12. Unit 5: Telling a story②
13. Unit 6: Celebrations①
14. Unit 6: Celebrations②
15. Wrap-up
※上記とは別に期末試験を実施する。

Advanced Level: "People Like Us, Too"
1. Orientation
2. Unit 1: Appearance
3. Unit 2: Home Visits
4. Unit 3: World Music
5. Unit 4: Folk Stories
6. Unit 5: Making compliments
7. Unit 6: Money
8. Mid-term exam/Review
9. Unit 7: Religion
10. Unit 8: Restaurants, Bars, and Cafes
11. Unit 9: Reflections
12. Unit 10: Cell Phones
13. Unit 11: Annual Events
14. Unit 12: The Individual and Society
15. Wrap-up
※上記とは別に期末試験を実施する。

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準
授業への参加度、課題提出、テストやプレゼンテーションにより総合的に評価する。
授業に20分以上遅れて出席すると遅刻として扱われる。遅刻２回で１回の欠席扱いとなる。正当な理由なく４
回以上欠席すると成績評価の対象とならない。

国際学部・芸術学部
Intermediate Level: Face to Face (Macmillan)
Upper-Intermediate Level: Breakthrough Plus 2 (Macmillan)
Advanced Level: Identity (Oxford)



教科書等
情報科学部
Intermediate Level: Breakthrough Plus 1 (Macmillan)
Upper-Intermediate Level: Breakthrough Plus 2 (Macmillan)
Advanced Level: People Like Us, Too (Macmillan)

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 英語応用演習Ⅱ

単位数 1.0

担当者 ケイヴォーン・カゼミ ほか

履修時期 後期

履修対象 １年次（全学部）

講義形態 演習

概要

この授業は、主に英語のスピーキングとライティングの能力を養うことを目的とする。日常生活の身近な話題
から社会問題までさまざまな題材を用い、自分の意思や意見をきちんと伝えることができるスピーキング力と
ライティング力をつけることを目指す。授業は少人数の能力別クラス編成で行われるため、履修者のレベルに
合った授業が展開されるとともに、一人ひとりが英語を話したり書いたりする機会をできるだけ増やせるよう
工夫されている。

科目の到達目標

Intermediate Level
・英語で話したり書いたりすることに慣れる
・自分や身の回りの事項について英語で表現できる

Upper-Intermediate Level
・身近な話題について英語で情報提供や意見交換ができる
・調べたことを英語で発表することができる

Advanced Level
・身近な話題について、事前の準備なしに英語で情報提供や意見交換が表現できる
・社会問題や時事的な問題について、事前の準備があれば英語で意見交換ができる

受講要件 特になし

履修取消の可否 否

履修取消不可の理由 必修科目のため

事前・事後学修 テキストの予習・復習を行い、学習した英語表現を覚え、使えるように努力すること。

講義内容は、学部やレベルにより異なるので注意すること。

国際学部・芸術学部（水曜日１限または２限）
Intermediate Level: "Face to Face"
1. Orientation
2. Unit 7: What Do You Think?①
3. Unit 7: What Do You Think?②
4. Unit 8: Rap, Rock, and Reggae①
5. Unit 8: Rap, Rock, and Reggae②
6. Unit 9: What a Character!①
7. Unit 9: What a Character!②
8. Mid-term exam/ Review
9. Unit 10: Money Matters①
10. Unit 10: Money Matters②
11. Unit 11: Situations in Life①
12. Unit 11: Situations in Life②
13. Unit 12: Facing the Future①
14. Unit 12: Facing the Future②
15. Wrap-up
※上記とは別に期末試験を実施する。

Upper-Intermediate Level: "Breakthrough Plus 2"
1. Orientation
2. Unit 7: Food & drink①
3. Unit 7: Food & drink②
4. Unit 8: Rules①
5. Unit 8: Rules②
6. Unit 9: Adventures①
7. Unit 9: Adventures②
8. Mid-term exam/ Review
9. Unit 10: Health①
10. Unit 10: Health②
11. Unit 11: Comparisons①
12. Unit 11: Comparisons②
13. Unit 12: The modern world①
14. Unit 12: The modern world②
15. Wrap-up
※上記とは別に期末試験を実施する。

Advanced Level: "Identity"
1. Orientation
2. Unit 7: POLITENESS①



講義内容

3. Unit 7: POLITENESS②
4. Unit 8: COMMUNICATION STYLES①
5. Unit 8: COMMUNICATION STYLES②
6. Unit 9: GENDER AND CULTURE①
7. Unit 9: GENDER AND CULTURE②
8. Mid-term exam/ Review
9. Unit 10: DIVERSITY①
10. Unit 10: DIVERSITY②
11. Unit 11: SOCIAL CHANGE①
12. Unit 11: SOCIAL CHANGE②
13. Unit 12: GLOBAL COMMUNITY①
14. Unit 12: GLOBAL COMMUNITY②
15. Wrap-up
※上記とは別に期末試験を実施する。

情報科学部（金曜日１限）
Intermediate Level: "Breakthrough Plus 1"
1. Orientation
2. Unit 7: What's happening?①
3. Unit 7: What's happening?②
4. Unit 8: People①
5. Unit 8: People②
6. Unit 9: Having fun①
7. Unit 9: Having fun②
8. Mid-term exam/ Review
9. Unit 10: Vacation①
10. Unit 10: Vacation②
11. Unit 11: Life stories①
12. Unit 11: Life stories②
13. Unit 12: Hopes and intentions①
14. Unit 12: Hopes and intentions②
15. Wrap-up
※上記とは別に期末試験を実施する。

Upper-Intermediate Level: "Breakthrough Plus 2"
1. Orientation
2. Unit 7: Food & drink①
3. Unit 7: Food & drink②
4. Unit 8: Rules①
5. Unit 8: Rules②
6. Unit 9: Adventures①
7. Unit 9: Adventures②
8. Mid-term exam/ Review
9. Unit 10: Health①
10. Unit 10: Health②
11. Unit 11: Comparisons①
12. Unit 11: Comparisons②
13. Unit 12: The modern world①
14. Unit 12: The modern world②
15. Wrap-up
※上記とは別に期末試験を実施する。

Advanced Level: "People Like Us, Too"
1. Orientation
2. Unit 13: Superstitions
3. Unit 14: Travel
4. Unit 15: Children and Childhood
5. Unit 16: Politics
6. Unit 17: Street Food, Fast Food, Snacks
7. Unit 19: Expressing Feelings
8. Mid-term exam/Review
9. Unit 22: Games and Sports
10. Unit 23: The Media
11. Unit 25: Values
12. Unit 26: Directions and Dimensions
13. Unit 28: Etiquette
14. Unit 32: Proverbs
15. Wrap-up
※上記とは別に期末試験を実施する。

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準
授業への参加度、課題提出、テストやプレゼンテーションにより総合的に評価する。
授業に20分以上遅れて出席すると遅刻として扱われる。遅刻２回で１回の欠席扱いとなる。正当な理由なく４
回以上欠席すると成績評価の対象とならない。

国際学部・芸術学部
Intermediate Level: Face to Face (Macmillan)
Upper-Intermediate Level: Breakthrough Plus 2 (Macmillan)
Advanced Level: Identity (Oxford)



教科書等
情報科学部
Intermediate Level: Breakthrough Plus 1 (Macmillan)
Upper-Intermediate Level: Breakthrough Plus 2 (Macmillan)
Advanced Level: People Like Us, Too (Macmillan)

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 英語応用演習Ⅲ

単位数 1.0

担当者 ケイヴォーン・カゼミ ほか

履修時期 国際学部：前期または後期 情報科学部：前期 芸術学部：前期

履修対象 ２年次

講義形態 演習

概要

この授業は、主に英語のスピーキングとライティングの能力を養うことを目的とする。日常生活の身近な話題
から社会問題までさまざまな題材を用い、自分の意思や意見をきちんと伝えることができるスピーキング力と
ライティング力をつけることを目指す。授業は少人数の能力別クラス編成で行われるため、履修者のレベルに
合った授業が展開されるとともに、一人ひとりが英語を話したり書いたりする機会をできるだけ増やせるよう
工夫されている。

クラス分けについては、別途掲示するので掲示板をよく注意しておくこと。

科目の到達目標

Upper-Intermediate Level
・身近な話題について英語で情報提供や意見交換ができる
・調べたことを英語で発表することができる

Advanced Level
・身近な話題について、事前の準備なしに英語で情報提供や意見交換が表現できる
・社会問題や時事的な問題について、事前の準備があれば英語で意見交換ができる

Super-Advanced Level
・どのような話題についても、ノンネイティブとして十分なコミュニケーションができる

受講要件 特になし

履修取消の可否 否

履修取消不可の理由 必修科目のため（ただし、国際学部と芸術学部については取り消し可）

事前・事後学修 テキストの予習・復習を行い、学習した英語表現を覚え、使えるように努力すること。

講義内容は、学部やレベルにより異なるので注意すること。芸術学部の履修希望者については、英語力と時
間割の都合に応じ、国際学部または情報科学部のいずれかのクラスに入ることになる。

国際学部（水曜日２限）
Upper-Intermediate Level: "Interchange Level 2"
1. Orientation
2. Unit 1: Good memories①
3. Unit 1: Good memories②
4. Unit 2: Life in the city①
5. Unit 2: Life in the city②
6. Unit 3: Making changes①
7. Unit 3: Making changes②
8. Mid-term exam/ Review
9. Unit 4:Have you ever tried it?①
10. Unit 4: Have you ever tried it?②
11. Unit 5: Hit the road!①
12. Unit 5: Hit the road!②
13. Unit 6: Sure! I'll do it.①
14. Unit 6: Sure! I'll do it.②
15. Wrap-up
※上記とは別に期末試験を実施する。

Advanced Level: "People Like Us, Too"
1. Orientation
2. Unit 1: Appearance
3. Unit 2: Home Visits
4. Unit 3: World Music
5. Unit 4: Folk Stories
6. Unit 5: Making compliments
7. Unit 6: Money
8. Mid-term exam/Review
9. Unit 7: Religion
10. Unit 8: Restaurants, Bars, and Cafes
11. Unit 9: Reflections
12. Unit 10: Cell Phones
13. Unit 11: Annual Events
14. Unit 12: The Individual and Society
15. Wrap-up
※上記とは別に期末試験を実施する。

Super-Advanced Level: "Let's Talk 3"



講義内容

1. Orientation
2. Unit 1: Getting acquainted①
3. Unit 1: Getting acquainted②
4. Unit 2: Expressing yourself①
5. Unit 2: Expressing yourself②
6. Unit 3: Crime and punishment①
7. Unit 3: Crime and punishment②
8. Mid-term exam/ Review
9. Unit 4: Surprises and superstitions①
10. Unit 4: Surprises and superstitions②
11. Unit 5: Education and learning①
12. Unit 5: Education and learning②
13. Unit 6: Fame and fortune①
14. Unit 6: Fame and fortune②
15. Wrap-up
※上記とは別に期末試験を実施する。

情報科学部（金曜日２限）
Upper-Intermediate Level: "World Link 1"
1. Orientation
2. Unit 1: PEOPLE①
3. Unit 1: PEOPLE②
4. Unit 2: BEHAVIOR①
5. Unit 2: BEHAVIOR②
6. Unit 3: SHOPPING①
7. Unit 3: SHOPPING②
8. Mid-term exam/ Review
9. Unit 4: VACATION①
10. Unit 4: VACATION②
11. Unit 5: HEROES①
12. Unit 5: HEROES②
13. Unit 6: THE MIND①
14. Unit 6: THE MIND②
15. Wrap-up
※上記とは別に期末試験を実施する。

Advanced Level: "UNLOCK 2"
1. Orientation
2. Unit 1: Places①
3. Unit 1: Places②
4. Unit 1: Places③
5. Unit 2: Festivals and celebrations①
6. Unit 2: Festivals and celebrations②
7. Unit 2: Festivals and celebrations③
8. Unit 3: School and education①
9. Unit 3: School and education②
10. Unit 3: School and education③
11. Unit 4: The internet and technology①
12. Unit 4: The internet and technology②
13. Unit 5: Language and communication①
14. Unit 5: Language and communication②
15. Wrap-up
※上記とは別に期末試験を実施する。

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準
授業への参加度、課題提出、テストやプレゼンテーションにより総合的に評価する。
授業に20分以上遅れて出席すると遅刻として扱われる。遅刻２回で１回の欠席扱いとなる。正当な理由なく４
回以上欠席すると成績評価の対象とならない。

教科書等

国際学部
Upper-Intermediate Level: Interchange Level 2 (Cambridge)
Advanced Level: People Like Us, Too (Macmillan)
Super-Advanced Level: UNLOCK 3 (Cambridge)

情報科学部
Upper-Intermediate Level: World Link 1 (Cengage)
Advanced Level: UNLOCK 2 (Cambridge)

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 英語応用演習Ⅳ

単位数 1.0

担当者 ケイヴォーン・カゼミ ほか

履修時期 後期

履修対象 ２年次

講義形態 演習

概要

この授業は、主に英語のスピーキングとライティングの能力を養うことを目的とする。日常生活の身近な話題
から社会問題までさまざまな題材を用い、自分の意思や意見をきちんと伝えることができるスピーキング力と
ライティング力をつけることを目指す。授業は少人数の能力別クラス編成で行われるため、履修者のレベルに
合った授業が展開されるとともに、一人ひとりが英語を話したり書いたりする機会をできるだけ増やせるよう
工夫されている。

クラス分けについては、別途掲示するので掲示板をよく注意しておくこと。

科目の到達目標

Upper-Intermediate Level
・身近な話題について英語で情報提供や意見交換ができる
・調べたことを英語で発表することができる

Advanced Level
・身近な話題について、事前の準備なしに英語で情報提供や意見交換が表現できる
・社会問題や時事的な問題について、事前の準備があれば英語で意見交換ができる

受講要件 特になし

履修取消の可否 否

履修取消不可の理由 必修科目のため（ただし、芸術学部については取り消し可）

事前・事後学修 テキストの予習・復習を行い、学習した英語表現を覚え、使えるように努力すること。

講義内容

講義内容は、レベルにより異なるので注意すること。

Upper-Intermediate Level: "World Link 1"
1. Orientation
2. Unit 7: CITY LIFE①
3. Unit 7: CITY LIFE②
4. Unit 8: ALL ABOUT YOU①
5. Unit 8: ALL ABOUT YOU②
6. Unit 9: CHANGE①
7. Unit 9: CHANGE②
8. Mid-term exam/ Review
9. Unit 10: HEALTH①
10. Unit 10: HEALTH②
11. Unit 11: ACHIEVEMENT①
12. Unit 11: ACHIEVEMENT②
13. Unit 12: AT THE MOVIES①
14. Unit 12: AT THE MOVIES②
15. Wrap-up
※上記とは別に期末試験を実施する。

Advanced Level: "UNLOCK 2"
1. Orientation
2. Unit 6: Weather and climate①
3. Unit 6: Weather and climate②
4. Unit 6: Weather and climate③
5. Unit 7: Sports and competition①
6. Unit 7: Sports and competition②
7. Unit 7: Sports and competition③
8. Unit 8: Business①
9. Unit 8: Business②
10. Unit 8: Business③
11. Unit 9: People①
12. Unit 9: People②
13. Unit 10: Space and the universe①
14. Unit 10: Space and the universe②
15. Wrap-up
※上記とは別に期末試験を実施する。

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準
授業への参加度、課題提出、テストやプレゼンテーションにより総合的に評価する。
授業に20分以上遅れて出席すると遅刻として扱われる。遅刻２回で１回の欠席扱いとなる。正当な理由なく４
回以上欠席すると成績評価の対象とならない。

Upper-Intermediate Level: World Link 1 (Cengage)



教科書等
Advanced Level: UNLOCK 2 (Cambridge)

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 ｅラーニング英語Ⅰ

単位数 1.0

担当者 国際学部 教授 渡辺 智恵 教授 青木 信之

履修時期 前期

履修対象 情報科学部再履修者

講義形態 演習

概要

ｅラーニングを利用した集中英語学習プログラムを利用し、英語のリスニング、リーディング、文法、語彙を集
中的に訓練する授業である。通常の授業のように教員が週１回授業するといった形態を取らない。履修者
は、指定された期間中、自分の都合のよい時間に、コンピュータ・ネットワークを通じて配信される教材を、コ
ンピュータの指示にしたがって自分のペースで学習する。

科目の到達目標 英語の多読多聴、語彙と文法の反復練習を通じ、英語の基礎力を養成および強化する。

受講要件 特になし

履修取消の可否 否

履修取消不可の理由 必修科目のため

事前・事後学修 自分の空き時間を有効に利用し、自主的かつコンスタントに学習すること。

講義内容

第１週 授業説明会（オリエンテーション）
第２週 リーディング、リスニング、文法、語彙の指定教材を学習
第３週 リーディング、リスニング、文法、語彙の指定教材を学習
第４週 リーディング、リスニング、文法、語彙の指定教材を学習
第５週 リーディング、リスニング、文法、語彙の指定教材を学習
第６週 リーディング、リスニング、文法、語彙の指定教材を学習
第７週 リーディング、リスニング、文法、語彙の指定教材を学習
第８週 リーディング、リスニング、文法、語彙の指定教材を学習
第９週 リーディング、リスニング、文法、語彙の指定教材を学習
第10週 リーディング、リスニング、文法、語彙の指定教材を学習
第11週 リーディング、リスニング、文法、語彙の指定教材を学習
第12週 リーディング、リスニング、文法、語彙の指定教材を学習
第13週 リーディング、リスニング、文法、語彙の指定教材を学習
第14週 リーディング、リスニング、文法、語彙の指定教材を学習
第15週 TOEIC

配信される教材は、それぞれの人の英語力により異なる。どのレベルの教材がどれだけの量（数）用意され
ているのかについては、学習プログラムに掲載される課題リストを参照のこと。

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準
評価は、①与えられた教材の平均消化率にもとづく「教材消化得点」と②TOEICの伸び率にもとづく「TOEIC伸
び率得点」の合計点（①+②）によって決まり、その合計が90〜100点は「秀」、80〜89点は「優」、70〜79点は
「良」、60〜69点は「可」、59点以下は「不可」とする。

教科書等 なし。教材はすべてコンピュータ・ネットワークを通じて配信する。

担当者プロフィール

渡辺 智恵：英語教授法（TESL/TEFL）を専攻。コンピュータ利用による英語教育、日本人英語学習者のリー
ディング・プロセス、通訳訓練の英語教育への応用を主な研究テーマとしている。
青木 信之：英語教育学を専攻。外国語でのライティング・プロセスやコンピュータを利用した英語教育に関し
て研究を行っている。

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 ｅラーニング英語Ⅱ

単位数 1.0

担当者 国際学部 教授 渡辺 智恵 教授 青木 信之

履修時期 後期

履修対象 情報科学部再履修者

講義形態 演習

概要

ｅラーニングを利用した集中英語学習プログラムを利用し、英語のリスニング、リーディング、文法、語彙を集
中的に訓練する授業である。通常の授業のように教員が週１回授業するといった形態を取らない。履修者
は、指定された期間中、自分の都合のよい時間に、ネットワークを通じて配信される教材を、コンピュータの指
示にしたがって自分のペースで学習していく。

科目の到達目標 英語の多読多聴、語彙と文法の反復練習を通じ、英語の基礎力を養成および強化する。

受講要件 特になし

履修取消の可否 否

履修取消不可の理由 必修科目のため

事前・事後学修 自分の空き時間を有効に利用し、自主的かつコンスタントに学習すること。

講義内容

第１週 授業説明会（オリエンテーション）
第２週 リーディング、リスニング、文法、語彙の指定教材を学習
第３週 リーディング、リスニング、文法、語彙の指定教材を学習
第４週 リーディング、リスニング、文法、語彙の指定教材を学習
第５週 リーディング、リスニング、文法、語彙の指定教材を学習
第６週 リーディング、リスニング、文法、語彙の指定教材を学習
第７週 リーディング、リスニング、文法、語彙の指定教材を学習
第８週 リーディング、リスニング、文法、語彙の指定教材を学習
第９週 リーディング、リスニング、文法、語彙の指定教材を学習
第10週 リーディング、リスニング、文法、語彙の指定教材を学習
第11週 リーディング、リスニング、文法、語彙の指定教材を学習
第12週 リーディング、リスニング、文法、語彙の指定教材を学習
第13週 リーディング、リスニング、文法、語彙の指定教材を学習
第14週 リーディング、リスニング、文法、語彙の指定教材を学習
第15週 TOEIC

配信される教材は、それぞれの人の英語力により異なる。どのレベルの教材がどれだけの量（数）用意され
ているのかについては、学習プログラムに掲載される課題リストを参照のこと。

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準
評価は、①与えられた教材の平均消化率にもとづく「教材消化得点」と②TOEICの伸び率にもとづく「TOEIC伸
び率得点」の合計点（①+②）によって決まり、その合計が90〜100点は「秀」、80〜89点は「優」、70〜79点は
「良」、60〜69点は「可」、59点以下は「不可」とする。

教科書等 なし。教材はすべてコンピュータ・ネットワークを通じて配信する。

担当者プロフィール

渡辺 智恵：英語教授法（TESL/TEFL）を専攻。コンピュータ利用による英語教育、日本人英語学習者のリー
ディング・プロセス、通訳訓練の英語教育への応用を主な研究テーマとしている。
青木 信之：英語教育学を専攻。外国語でのライティング・プロセスやコンピュータを利用した英語教育に関し
て研究を行っている。

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 ｅラーニング英語Ⅲ

単位数 1.0

担当者 国際学部 教授 渡辺 智恵 教授 青木 信之

履修時期 前期

履修対象 情報科学部再履修者

講義形態 演習

概要

ｅラーニングを利用した集中英語学習プログラムを利用し、英語のリスニング、リーディング、文法、語彙を集
中的に訓練する授業である。通常の授業のように教員が週１回授業するといった形態を取らない。履修者
は、指定された期間中、自分の都合のよい時間に、コンピュータ・ネットワークを通じて配信される教材を、コ
ンピュータの指示にしたがって自分のペースで学習する。

科目の到達目標 英語の多読多聴、語彙と文法の反復練習を通じ、英語の基礎力を養成および強化する。

受講要件 特になし

履修取消の可否 否

履修取消不可の理由 必修科目のため

事前・事後学修 自分の空き時間を有効に利用し、自主的かつコンスタントに学習すること。

講義内容

第１週 授業説明会（オリエンテーション）
第２週 リーディング、リスニング、文法、語彙の指定教材を学習
第３週 リーディング、リスニング、文法、語彙の指定教材を学習
第４週 リーディング、リスニング、文法、語彙の指定教材を学習
第５週 リーディング、リスニング、文法、語彙の指定教材を学習
第６週 リーディング、リスニング、文法、語彙の指定教材を学習
第７週 リーディング、リスニング、文法、語彙の指定教材を学習
第８週 リーディング、リスニング、文法、語彙の指定教材を学習
第９週 リーディング、リスニング、文法、語彙の指定教材を学習
第10週 リーディング、リスニング、文法、語彙の指定教材を学習
第11週 リーディング、リスニング、文法、語彙の指定教材を学習
第12週 リーディング、リスニング、文法、語彙の指定教材を学習
第13週 リーディング、リスニング、文法、語彙の指定教材を学習
第14週 リーディング、リスニング、文法、語彙の指定教材を学習
第15週 TOEIC

配信される教材は、それぞれの人の英語力により異なる。どのレベルの教材がどれだけの量（数）用意され
ているのかについては、学習プログラムに掲載される課題リストを参照のこと。

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準
評価は、①与えられた教材の平均消化率にもとづく「教材消化得点」と②TOEICの伸び率にもとづく「TOEIC伸
び率得点」の合計点（①+②）によって決まり、その合計が90〜100点は「秀」、80〜89点は「優」、70〜79点は
「良」、60〜69点は「可」、59点以下は「不可」とする。

教科書等 なし。教材はすべてコンピュータ・ネットワークを通じて配信する。

担当者プロフィール

渡辺 智恵：英語教授法（TESL/TEFL）を専攻。コンピュータ利用による英語教育、日本人英語学習者のリー
ディング・プロセス、通訳訓練の英語教育への応用を主な研究テーマとしている。
青木 信之：英語教育学を専攻。外国語でのライティング・プロセスやコンピュータを利用した英語教育に関し
て研究を行っている。

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 ｅラーニング英語Ⅳ

単位数 1.0

担当者 国際学部 教授 渡辺 智恵 教授 青木 信之

履修時期 後期

履修対象 情報科学部再履修者

講義形態 演習

概要

ｅラーニングを利用した集中英語学習プログラムを利用し、英語のリスニング、リーディング、文法、語彙を集
中的に訓練する授業である。通常の授業のように教員が週１回授業するといった形態を取らない。履修者
は、指定された期間中、自分の都合のよい時間に、ネットワークを通じて配信される教材を、コンピュータの指
示にしたがって自分のペースで学習していく。

科目の到達目標 英語の多読多聴、語彙と文法の反復練習を通じ、英語の基礎力を養成および強化する。

受講要件 特になし

履修取消の可否 否

履修取消不可の理由 必修科目のため

事前・事後学修 自分の空き時間を有効に利用し、自主的かつコンスタントに学習すること。

講義内容

第１週 授業説明会（オリエンテーション）
第２週 リーディング、リスニング、文法、語彙の指定教材を学習
第３週 リーディング、リスニング、文法、語彙の指定教材を学習
第４週 リーディング、リスニング、文法、語彙の指定教材を学習
第５週 リーディング、リスニング、文法、語彙の指定教材を学習
第６週 リーディング、リスニング、文法、語彙の指定教材を学習
第７週 リーディング、リスニング、文法、語彙の指定教材を学習
第８週 リーディング、リスニング、文法、語彙の指定教材を学習
第９週 リーディング、リスニング、文法、語彙の指定教材を学習
第10週 リーディング、リスニング、文法、語彙の指定教材を学習
第11週 リーディング、リスニング、文法、語彙の指定教材を学習
第12週 リーディング、リスニング、文法、語彙の指定教材を学習
第13週 リーディング、リスニング、文法、語彙の指定教材を学習
第14週 リーディング、リスニング、文法、語彙の指定教材を学習
第15週 TOEIC

配信される教材は、それぞれの人の英語力により異なる。どのレベルの教材がどれだけの量（数）用意され
ているのかについては、学習プログラムに掲載される課題リストを参照のこと。

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準
評価は、①与えられた教材の平均消化率にもとづく「教材消化得点」と②TOEICの伸び率にもとづく「TOEIC伸
び率得点」の合計点（①+②）によって決まり、その合計が90〜100点は「秀」、80〜89点は「優」、70〜79点は
「良」、60〜69点は「可」、59点以下は「不可」とする。

教科書等 なし。教材はすべてコンピュータ・ネットワークを通じて配信する。

担当者プロフィール

渡辺 智恵：英語教授法（TESL/TEFL）を専攻。コンピュータ利用による英語教育、日本人英語学習者のリー
ディング・プロセス、通訳訓練の英語教育への応用を主な研究テーマとしている。
青木 信之：英語教育学を専攻。外国語でのライティング・プロセスやコンピュータを利用した英語教育に関し
て研究を行っている。

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 ｅラーニング英語Ⅰ

単位数 1.0

担当者 国際学部 教授 渡辺 智恵 教授 青木 信之
情報科学部 助教 川本 佳代

履修時期 前期

履修対象 情報科学部１年次（A〜Fクラス）

講義形態 演習

概要 ｅラーニングを利用した集中英語学習プログラムを利用し、リーディング、リスニング、文法、ボキャブラリ（語
彙）を集中的に学習する授業である。配信される教材は受講生の英語レベルにより異なる。

科目の到達目標 英語の多読多聴、語彙と文法の反復練習を通じ、英語の基礎力を養成および強化する。

受講要件 特になし

履修取消の可否 否

履修取消不可の理由 必修科目のため

事前・事後学修

各週の授業で学習すべき教材量が定められているが、大量に用意されているので、ほとんどの場合、授業内
で学習を終えることはできないと思われる。授業内で終えることができなかった教材については、宿題として
授業外で学習し、次の授業までに学習を完了しておくこと。第５回目、第10回目、第15回目の授業で復習テス
トを行うので、指定された範囲の教材をしっかり復習しておくこと。

講義内容

第１回 オリエンテーション
第２回 R:1〜3、V:1〜3、L:1〜55、G:1〜55、M:1〜30
第３回 R:4〜6、V:4〜6、L:56〜110、G:56〜110、M:31〜60
第４回 R:7〜9、V:7〜9、L:111〜165、G:111〜165、M:61〜90
第５回 R:10〜12、V:10〜12、L:166〜220、G:166〜220、M:91〜120 
第６回 R:13〜15、V:13〜15、L:221〜275、G:221〜275、M:121〜150
第７回 R:16〜18、V:6〜18、L:276〜330、G:276〜330、M:151〜180
第８回 R:19〜21、V:19〜21、L:331〜385、G:331〜385、M:181〜210
第９回 R:22〜24、V:22〜24、L:386〜440、G:386〜440、M:211〜240
第10回 R:25〜27、V:25〜27、L:441〜495、G:441〜495、M:241〜270
第11回 R:28〜30、V:28〜30、L:496〜550、G:496〜550、M:271〜300
第12回 R:31〜33、V:31〜33、L:551〜605、G:551〜605、M:301〜330
第13回 R:34〜36、V:34〜36、L:606〜660、G:606〜660、M:331〜360
第14回 R:37〜39、V:37〜39、L:661〜715、G:661〜715、M:361〜390
第15回 R:40、V:40、L:716〜720、G:716〜740、M:391〜417
（R: reading、V: vocabulary、L: Listening、G: Grammar、M: Magnet Grammar）

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 授業参加度（10%）、教材消化率（30%）、復習テスト（45%）、TOEIC伸び（15%）で評価し、その合計が90〜100点
は「秀」、80〜89点は「優」、70〜79点は「良」、60〜69点は「可」、59点以下は「不可」とする。

教科書等 なし。教材はすべてコンピュータネットワークを通じて配信する。

担当者プロフィール

渡辺 智恵：英語教授法（TESL/TEFL）を専攻。コンピュータ利用による英語教育、日本人英語学習者のリー
ディング・プロセス、通訳訓練の英語教育への応用を主な研究テーマとしている。
青木 信之：英語教育学を専攻。外国語でのライティング・プロセスやコンピュータを利用した英語教育に関し
て研究を行っている。

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 ｅラーニング英語Ⅰ

単位数 1.0

担当者 国際学部 教授 渡辺 智恵 教授 青木 信之
情報科学部 助教 伊藤

履修時期 前期

履修対象 情報科学部１年次（G〜Lクラス）
情報科学部１年（G〜Lクラス）

講義形態 演習

概要 ｅラーニングを利用した集中英語学習プログラムを利用し、リーディング、リスニング、文法、ボキャブラリ（語
彙）を集中的に学習する授業である。配信される教材は受講生の英語レベルにより異なる。

科目の到達目標 英語の多読多聴、語彙と文法の反復練習を通じ、英語の基礎力を養成および強化する。

受講要件 特になし

履修取消の可否 否

履修取消不可の理由 必修科目のため

事前・事後学修

各週の授業で学習すべき教材量が定められているが、大量に用意されているので、ほとんどの場合、授業内
で学習を終えることはできないと思われる。授業内で終えることができなかった教材については、宿題として
授業外で学習し、次の授業までに学習を完了しておくこと。第５回目、第10回目、第15回目の授業で復習テス
トを行うので、指定された範囲の教材をしっかり復習しておくこと。

講義内容

第１回 オリエンテーション
第２回 R:1〜3、V:1〜3、L:1〜55、G:1〜55、M:1〜30
第３回 R:4〜6、V:4〜6、L:56〜110、G:56〜110、M:31〜60
第４回 R:7〜9、V:7〜9、L:111〜165、G:111〜165、M:61〜90
第５回 R:10〜12、V:10〜12、L:166〜220、G:166〜220、M:91〜120 
第６回 R:13〜15、V:13〜15、L:221〜275、G:221〜275、M:121〜150
第７回 R:16〜18、V:6〜18、L:276〜330、G:276〜330、M:151〜180
第８回 R:19〜21、V:19〜21、L:331〜385、G:331〜385、M:181〜210
第９回 R:22〜24、V:22〜24、L:386〜440、G:386〜440、M:211〜240
第10回 R:25〜27、V:25〜27、L:441〜495、G:441〜495、M:241〜270
第11回 R:28〜30、V:28〜30、L:496〜550、G:496〜550、M:271〜300
第12回 R:31〜33、V:31〜33、L:551〜605、G:551〜605、M:301〜330
第13回 R:34〜36、V:34〜36、L:606〜660、G:606〜660、M:331〜360
第14回 R:37〜39、V:37〜39、L:661〜715、G:661〜715、M:361〜390
第15回 R:40、V:40、L:716〜720、G:716〜740、M:391〜417
（R: reading、V: vocabulary、L: Listening、G: Grammar、M: Magnet Grammar）

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 授業参加度（10%）、教材消化率（30%）、復習テスト（45%）、TOEIC伸び（15%）で評価し、その合計が90〜100点
は「秀」、80〜89点は「優」、70〜79点は「良」、60〜69点は「可」、59点以下は「不可」とする。

教科書等 なし。教材はすべてコンピュータネットワークを通じて配信する。

担当者プロフィール

渡辺 智恵：英語教授法（TESL/TEFL）を専攻。コンピュータ利用による英語教育、日本人英語学習者のリー
ディング・プロセス、通訳訓練の英語教育への応用を主な研究テーマとしている。
青木 信之：英語教育学を専攻。外国語でのライティング・プロセスやコンピュータを利用した英語教育に関し
て研究を行っている。

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 ｅラーニング英語Ⅱ

単位数 1.0

担当者 国際学部 教授 渡辺 智恵 教授 青木 信之
情報科学部 准教授 河野 英太郎

履修時期 後期

履修対象 情報科学部１年次（A〜Fクラス）

講義形態 演習

概要 ｅラーニングを利用した集中英語学習プログラムを利用し、リーディング、リスニング、文法、ボキャブラリ（語
彙）を集中的に学習する授業である。配信される教材は受講生の英語レベルにより異なる。

科目の到達目標 英語の多読多聴、語彙と文法の反復練習を通じ、英語の基礎力を養成および強化する。

受講要件 特になし

履修取消の可否 否

履修取消不可の理由 必修科目のため

事前・事後学修

各週の授業で学習すべき教材量が定められているが、大量に用意されているので、ほとんどの場合、授業内
で学習を終えることはできないと思われる。授業内で終えることができなかった教材については、宿題として
授業外で学習し、次の授業までに学習を完了しておくこと。第５回目、第10回目、第15回目の授業で復習テス
トを行うので、指定された範囲の教材をしっかり復習しておくこと。

講義内容

第１回 オリエンテーション
第２回 R:1〜3、V:1〜3、L:1〜55、G:1〜55、M:1〜30
第３回 R:4〜6、V:4〜6、L:56〜110、G:56〜110、M:31〜60
第４回 R:7〜9、V:7〜9、L:111〜165、G:111〜165、M:61〜90
第５回 R:10〜12、V:10〜12、L:166〜220、G:166〜220、M:91〜120 
第６回 R:13〜15、V:13〜15、L:221〜275、G:221〜275、M:121〜150
第７回 R:16〜18、V:6〜18、L:276〜330、G:276〜330、M:151〜180
第８回 R:19〜21、V:19〜21、L:331〜385、G:331〜385、M:181〜210
第９回 R:22〜24、V:22〜24、L:386〜440、G:386〜440、M:211〜240
第10回 R:25〜27、V:25〜27、L:441〜495、G:441〜495、M:241〜270
第11回 R:28〜30、V:28〜30、L:496〜550、G:496〜550、M:271〜300
第12回 R:31〜33、V:31〜33、L:551〜605、G:551〜605、M:301〜330
第13回 R:34〜36、V:34〜36、L:606〜660、G:606〜660、M:331〜360
第14回 R:37〜39、V:37〜39、L:661〜715、G:661〜715、M:361〜390
第15回 R:40、V:40、L:716〜720、G:716〜740、M:391〜417
（R: reading、V: vocabulary、L: Listening、G: Grammar、M: Magnet Grammar）

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 授業参加度（10%）、教材消化率（30%）、復習テスト（45%）、TOEIC伸び（15%）で評価し、その合計が90〜100点
は「秀」、80〜89点は「優」、70〜79点は「良」、60〜69点は「可」、59点以下は「不可」とする。

教科書等 なし。教材はすべてコンピュータネットワークを通じて配信する。

担当者プロフィール

渡辺 智恵：英語教授法（TESL/TEFL）を専攻。コンピュータ利用による英語教育、日本人英語学習者のリー
ディング・プロセス、通訳訓練の英語教育への応用を主な研究テーマとしている。
青木 信之：英語教育学を専攻。外国語でのライティング・プロセスやコンピュータを利用した英語教育に関し
て研究を行っている。

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 ｅラーニング英語Ⅱ

単位数 1.0

担当者 国際学部 教授 渡辺 智恵 教授 青木 信之
情報科学部 准教授 梶山 朋子 准教授 岩根 典之

履修時期 後期

履修対象 情報科学部１年次（G〜Lクラス）

講義形態 演習

概要 ｅラーニングを利用した集中英語学習プログラムを利用し、リーディング、リスニング、文法、ボキャブラリ（語
彙）を集中的に学習する授業である。配信される教材は受講生の英語レベルにより異なる。

科目の到達目標 英語の多読多聴、語彙と文法の反復練習を通じ、英語の基礎力を養成および強化する。

受講要件 特になし

履修取消の可否 否

履修取消不可の理由 必修科目のため

事前・事後学修

各週の授業で学習すべき教材量が定められているが、大量に用意されているので、ほとんどの場合、授業内
で学習を終えることはできないと思われる。授業内で終えることができなかった教材については、宿題として
授業外で学習し、次の授業までに学習を完了しておくこと。第５回目、第10回目、第15回目の授業で復習テス
トを行うので、指定された範囲の教材をしっかり復習しておくこと。

講義内容

第１回 オリエンテーション
第２回 R:1〜3、V:1〜3、L:1〜55、G:1〜55、M:1〜30
第３回 R:4〜6、V:4〜6、L:56〜110、G:56〜110、M:31〜60
第４回 R:7〜9、V:7〜9、L:111〜165、G:111〜165、M:61〜90
第５回 R:10〜12、V:10〜12、L:166〜220、G:166〜220、M:91〜120 
第６回 R:13〜15、V:13〜15、L:221〜275、G:221〜275、M:121〜150
第７回 R:16〜18、V:6〜18、L:276〜330、G:276〜330、M:151〜180
第８回 R:19〜21、V:19〜21、L:331〜385、G:331〜385、M:181〜210
第９回 R:22〜24、V:22〜24、L:386〜440、G:386〜440、M:211〜240
第10回 R:25〜27、V:25〜27、L:441〜495、G:441〜495、M:241〜270
第11回 R:28〜30、V:28〜30、L:496〜550、G:496〜550、M:271〜300
第12回 R:31〜33、V:31〜33、L:551〜605、G:551〜605、M:301〜330
第13回 R:34〜36、V:34〜36、L:606〜660、G:606〜660、M:331〜360
第14回 R:37〜39、V:37〜39、L:661〜715、G:661〜715、M:361〜390
第15回 R:40、V:40、L:716〜720、G:716〜740、M:391〜417
（R: reading、V: vocabulary、L: Listening、G: Grammar、M: Magnet Grammar）

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 授業参加度（10%）、教材消化率（30%）、復習テスト（45%）、TOEIC伸び（15%）で評価し、その合計が90〜100点
は「秀」、80〜89点は「優」、70〜79点は「良」、60〜69点は「可」、59点以下は「不可」とする。

教科書等 なし。教材はすべてコンピュータネットワークを通じて配信する。

担当者プロフィール

渡辺 智恵：英語教授法（TESL/TEFL）を専攻。コンピュータ利用による英語教育、日本人英語学習者のリー
ディング・プロセス、通訳訓練の英語教育への応用を主な研究テーマとしている。
青木 信之：英語教育学を専攻。外国語でのライティング・プロセスやコンピュータを利用した英語教育に関し
て研究を行っている。

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 ｅラーニング英語Ⅲ

単位数 1.0

担当者 国際学部 教授 渡辺 智恵 教授 青木 信之
情報科学部 教授 髙野 知佐 助教 窪田 昌史

履修時期 前期

履修対象 情報科学部２年次（A〜Fクラス）

講義形態 演習

概要 ｅラーニングを利用した集中英語学習プログラムを利用し、リーディング、リスニング、文法、ボキャブラリ（語
彙）を集中的に学習する授業である。配信される教材は受講生の英語レベルにより異なる。

科目の到達目標 英語の多読多聴、語彙と文法の反復練習を通じ、英語の基礎力を養成および強化する。

受講要件 特になし

履修取消の可否 否

履修取消不可の理由 必修科目のため

事前・事後学修

各週の授業で学習すべき教材量が定められているが、大量に用意されているので、ほとんどの場合、授業内
で学習を終えることはできないと思われる。授業内で終えることができなかった教材については、宿題として
授業外で学習し、次の授業までに学習を完了しておくこと。第５回目、第10回目、第15回目の授業で復習テス
トを行うので、指定された範囲の教材をしっかり復習しておくこと。

講義内容

第１回 オリエンテーション
第２回 R:1〜3、V:1〜3、L:1〜55、G:1〜55、M:1〜30
第３回 R:4〜6、V:4〜6、L:56〜110、G:56〜110、M:31〜60
第４回 R:7〜9、V:7〜9、L:111〜165、G:111〜165、M:61〜90
第５回 R:10〜12、V:10〜12、L:166〜220、G:166〜220、M:91〜120 
第６回 R:13〜15、V:13〜15、L:221〜275、G:221〜275、M:121〜150
第７回 R:16〜18、V:6〜18、L:276〜330、G:276〜330、M:151〜180
第８回 R:19〜21、V:19〜21、L:331〜385、G:331〜385、M:181〜210
第９回 R:22〜24、V:22〜24、L:386〜440、G:386〜440、M:211〜240
第10回 R:25〜27、V:25〜27、L:441〜495、G:441〜495、M:241〜270
第11回 R:28〜30、V:28〜30、L:496〜550、G:496〜550、M:271〜300
第12回 R:31〜33、V:31〜33、L:551〜605、G:551〜605、M:301〜330
第13回 R:34〜36、V:34〜36、L:606〜660、G:606〜660、M:331〜360
第14回 R:37〜39、V:37〜39、L:661〜715、G:661〜715、M:361〜390
第15回 R:40、V:40、L:716〜720、G:716〜740、M:391〜417
（R: reading、V: vocabulary、L: Listening、G: Grammar、M: Magnet Grammar）

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 授業参加度（10%）、教材消化率（30%）、復習テスト（45%）、TOEIC伸び（15%）で評価し、その合計が90〜100点
は「秀」、80〜89点は「優」、70〜79点は「良」、60〜69点は「可」、59点以下は「不可」とする。

教科書等 なし。教材はすべてコンピュータネットワークを通じて配信する。

担当者プロフィール

渡辺 智恵：英語教授法（TESL/TEFL）を専攻。コンピュータ利用による英語教育、日本人英語学習者のリー
ディング・プロセス、通訳訓練の英語教育への応用を主な研究テーマとしている。
青木 信之：英語教育学を専攻。外国語でのライティング・プロセスやコンピュータを利用した英語教育に関し
て研究を行っている。

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 ｅラーニング英語Ⅲ

単位数 1.0

担当者 国際学部 教授 渡辺 智恵 教授 青木 信之
情報科学部 准教授 原 章

履修時期 前期

履修対象 情報科学部２年次（G〜Lクラス）

講義形態 演習

概要 ｅラーニングを利用した集中英語学習プログラムを利用し、リーディング、リスニング、文法、ボキャブラリ（語
彙）を集中的に学習する授業である。配信される教材は受講生の英語レベルにより異なる。

科目の到達目標 英語の多読多聴、語彙と文法の反復練習を通じ、英語の基礎力を養成および強化する。

受講要件 特になし

履修取消の可否 否

履修取消不可の理由 必修科目のため

事前・事後学修

各週の授業で学習すべき教材量が定められているが、大量に用意されているので、ほとんどの場合、授業内
で学習を終えることはできないと思われる。授業内で終えることができなかった教材については、宿題として
授業外で学習し、次の授業までに学習を完了しておくこと。第５回目、第10回目、第15回目の授業で復習テス
トを行うので、指定された範囲の教材をしっかり復習しておくこと。

講義内容

第１回 オリエンテーション
第２回 R:1〜3、V:1〜3、L:1〜55、G:1〜55、M:1〜30
第３回 R:4〜6、V:4〜6、L:56〜110、G:56〜110、M:31〜60
第４回 R:7〜9、V:7〜9、L:111〜165、G:111〜165、M:61〜90
第５回 R:10〜12、V:10〜12、L:166〜220、G:166〜220、M:91〜120 
第６回 R:13〜15、V:13〜15、L:221〜275、G:221〜275、M:121〜150
第７回 R:16〜18、V:6〜18、L:276〜330、G:276〜330、M:151〜180
第８回 R:19〜21、V:19〜21、L:331〜385、G:331〜385、M:181〜210
第９回 R:22〜24、V:22〜24、L:386〜440、G:386〜440、M:211〜240
第10回 R:25〜27、V:25〜27、L:441〜495、G:441〜495、M:241〜270
第11回 R:28〜30、V:28〜30、L:496〜550、G:496〜550、M:271〜300
第12回 R:31〜33、V:31〜33、L:551〜605、G:551〜605、M:301〜330
第13回 R:34〜36、V:34〜36、L:606〜660、G:606〜660、M:331〜360
第14回 R:37〜39、V:37〜39、L:661〜715、G:661〜715、M:361〜390
第15回 R:40、V:40、L:716〜720、G:716〜740、M:391〜417
（R: reading、V: vocabulary、L: Listening、G: Grammar、M: Magnet Grammar）

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 授業参加度（10%）、教材消化率（30%）、復習テスト（45%）、TOEIC伸び（15%）で評価し、その合計が90〜100点
は「秀」、80〜89点は「優」、70〜79点は「良」、60〜69点は「可」、59点以下は「不可」とする。

教科書等 なし。教材はすべてコンピュータネットワークを通じて配信する。

担当者プロフィール

渡辺 智恵：英語教授法（TESL/TEFL）を専攻。コンピュータ利用による英語教育、日本人英語学習者のリー
ディング・プロセス、通訳訓練の英語教育への応用を主な研究テーマとしている。
青木 信之：英語教育学を専攻。外国語でのライティング・プロセスやコンピュータを利用した英語教育に関し
て研究を行っている。

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 ｅラーニング英語Ⅳ

単位数 1.0

担当者 国際学部 教授 渡辺 智恵 教授 青木 信之
情報科学部 助教 辻 勝弘

履修時期 後期

履修対象 情報科学部２年次（A〜Fクラス）

講義形態 演習

概要 ｅラーニングを利用した集中英語学習プログラムを利用し、リーディング、リスニング、文法、ボキャブラリ（語
彙）を集中的に学習する授業である。配信される教材は受講生の英語レベルにより異なる。

科目の到達目標 英語の多読多聴、語彙と文法の反復練習を通じ、英語の基礎力を養成および強化する。

受講要件 特になし

履修取消の可否 否

履修取消不可の理由 必修科目のため

事前・事後学修

各週の授業で学習すべき教材量が定められているが、大量に用意されているので、ほとんどの場合、授業内
で学習を終えることはできないと思われる。授業内で終えることができなかった教材については、宿題として
授業外で学習し、次の授業までに学習を完了しておくこと。第５回目、第10回目、第15回目の授業で復習テス
トを行うので、指定された範囲の教材をしっかり復習しておくこと。

講義内容

第１回 オリエンテーション
第２回 R:1〜3、V:1〜3、L:1〜55、G:1〜55、M:1〜30
第３回 R:4〜6、V:4〜6、L:56〜110、G:56〜110、M:31〜60
第４回 R:7〜9、V:7〜9、L:111〜165、G:111〜165、M:61〜90
第５回 R:10〜12、V:10〜12、L:166〜220、G:166〜220、M:91〜120 
第６回 R:13〜15、V:13〜15、L:221〜275、G:221〜275、M:121〜150
第７回 R:16〜18、V:6〜18、L:276〜330、G:276〜330、M:151〜180
第８回 R:19〜21、V:19〜21、L:331〜385、G:331〜385、M:181〜210
第９回 R:22〜24、V:22〜24、L:386〜440、G:386〜440、M:211〜240
第10回 R:25〜27、V:25〜27、L:441〜495、G:441〜495、M:241〜270
第11回 R:28〜30、V:28〜30、L:496〜550、G:496〜550、M:271〜300
第12回 R:31〜33、V:31〜33、L:551〜605、G:551〜605、M:301〜330
第13回 R:34〜36、V:34〜36、L:606〜660、G:606〜660、M:331〜360
第14回 R:37〜39、V:37〜39、L:661〜715、G:661〜715、M:361〜390
第15回 R:40、V:40、L:716〜720、G:716〜740、M:391〜417
（R: reading、V: vocabulary、L: Listening、G: Grammar、M: Magnet Grammar）

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 授業参加度（10%）、教材消化率（30%）、復習テスト（45%）、TOEIC伸び（15%）で評価し、その合計が90〜100点
は「秀」、80〜89点は「優」、70〜79点は「良」、60〜69点は「可」、59点以下は「不可」とする。

教科書等 なし。教材はすべてコンピュータネットワークを通じて配信する。

担当者プロフィール

渡辺 智恵：英語教授法（TESL/TEFL）を専攻。コンピュータ利用による英語教育、日本人英語学習者のリー
ディング・プロセス、通訳訓練の英語教育への応用を主な研究テーマとしている。
青木 信之：英語教育学を専攻。外国語でのライティング・プロセスやコンピュータを利用した英語教育に関し
て研究を行っている。

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 ｅラーニング英語Ⅳ

単位数 1.0

担当者 国際学部 教授 渡辺 智恵 教授 青木 信之
情報科学部 講師 常盤 達司

履修時期 後期

履修対象 情報科学部２年次（G〜Lクラス）

講義形態 演習

概要 ｅラーニングを利用した集中英語学習プログラムを利用し、リーディング、リスニング、文法、ボキャブラリ（語
彙）を集中的に学習する授業である。配信される教材は受講生の英語レベルにより異なる。

科目の到達目標 英語の多読多聴、語彙と文法の反復練習を通じ、英語の基礎力を養成および強化する。

受講要件 特になし

履修取消の可否 否

履修取消不可の理由 必修科目のため

事前・事後学修

各週の授業で学習すべき教材量が定められているが、大量に用意されているので、ほとんどの場合、授業内
で学習を終えることはできないと思われる。授業内で終えることができなかった教材については、宿題として
授業外で学習し、次の授業までに学習を完了しておくこと。第５回目、第10回目、第15回目の授業で復習テス
トを行うので、指定された範囲の教材をしっかり復習しておくこと。

講義内容

第１回 オリエンテーション
第２回 R:1〜3、V:1〜3、L:1〜55、G:1〜55、M:1〜30
第３回 R:4〜6、V:4〜6、L:56〜110、G:56〜110、M:31〜60
第４回 R:7〜9、V:7〜9、L:111〜165、G:111〜165、M:61〜90
第５回 R:10〜12、V:10〜12、L:166〜220、G:166〜220、M:91〜120 
第６回 R:13〜15、V:13〜15、L:221〜275、G:221〜275、M:121〜150
第７回 R:16〜18、V:6〜18、L:276〜330、G:276〜330、M:151〜180
第８回 R:19〜21、V:19〜21、L:331〜385、G:331〜385、M:181〜210
第９回 R:22〜24、V:22〜24、L:386〜440、G:386〜440、M:211〜240
第10回 R:25〜27、V:25〜27、L:441〜495、G:441〜495、M:241〜270
第11回 R:28〜30、V:28〜30、L:496〜550、G:496〜550、M:271〜300
第12回 R:31〜33、V:31〜33、L:551〜605、G:551〜605、M:301〜330
第13回 R:34〜36、V:34〜36、L:606〜660、G:606〜660、M:331〜360
第14回 R:37〜39、V:37〜39、L:661〜715、G:661〜715、M:361〜390
第15回 R:40、V:40、L:716〜720、G:716〜740、M:391〜417
（R: reading、V: vocabulary、L: Listening、G: Grammar、M: Magnet Grammar）

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 授業参加度（10%）、教材消化率（30%）、復習テスト（45%）、TOEIC伸び（15%）で評価し、その合計が90〜100点
は「秀」、80〜89点は「優」、70〜79点は「良」、60〜69点は「可」、59点以下は「不可」とする。

教科書等 なし。教材はすべてコンピュータネットワークを通じて配信する。

担当者プロフィール

渡辺 智恵：英語教授法（TESL/TEFL）を専攻。コンピュータ利用による英語教育、日本人英語学習者のリー
ディング・プロセス、通訳訓練の英語教育への応用を主な研究テーマとしている。
青木 信之：英語教育学を専攻。外国語でのライティング・プロセスやコンピュータを利用した英語教育に関し
て研究を行っている。

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 教科教育法（英語）ＡⅠ

単位数 2.0

担当者 国際学部 教授 横山 知幸

履修時期 前期

履修対象 ２年

講義形態 講義

概要

授業形態：講義
先ず、日本における英語教育や学習指導要領の歴史的変遷を概観し、現在の中学校英語教科書がなぜこ
のような姿になっているのかを理解する。そして、そのような教材を用いて授業を行う方法の基礎を学んでい
く。

科目の到達目標 中学校の教科書と学習指導要領を縦軸とし、英語教育の歴史的変遷を横軸としながら、英語の指導に関す
る基本的知識と技能を身につけることを目的とする。

受講要件 特になし。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 配付された資料等は事前に熟読・吟味しておくこと。グループでの発表等の指示があった場合は、事前に十
分準備をして行うこと。授業で学習したことをしっかり復習してから、最終的なレポートをまとめること。

講義内容

第１回：教授法を中心とした欧米における古典語・近代語教育史の概略
第２回：教授法を中心とした日本における英語教育史の概略
第３回：日本の英語教科書と学習指導要領の変遷（主として中学校レベル）
第４回：中学校英語教科書における「発音／文字」指導の分析
第５回：中学校英語教科書における「語彙／辞書」指導の分析
第６回：中学校英語教科書における「文法」指導の分析
第７回：中学校英語教科書における「リスニング」指導の分析
第８回：中学校英語教科書における「リーディング」指導の分析
第９回：中学校英語教科書における「スピーキング」指導の分析
第10回：中学校英語教科書における「ライティング」指導の分析
第11回：中学校英語教科書における「異文化理解」指導の分析
第12回：「英語でのインタラクション」と「ティーム・ティーチング」の考え方
第13回：「発音／文字／語彙／文法」を中心とした模擬授業
第14回：「リスニング／スピーキング」を中心とした模擬授業
第15回：「リーディング／ライティング／異文化理解」を中心とした模擬授業

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 授業中の各種活動の成果（30%）とレポート（70%）によって評価する。

教科書等

教科書：NEW HORIZON English Course 1, 2, 3.（東京書籍）
中学校学習指導要領（平成29年3月告示 文部科学省）
中学校学習指導要領（平成21年3月告示 文部科学省）
［NEW HORIZONに関しては、授業開始後、横山の指示に従って各自で注文すること］
参考書・参考資料等に関しては、必要に応じて授業中に指示する。

担当者プロフィール
もともと日本人はどのように英語を読んで理解するのかを研究してきた。その中で、初歩の英文和訳から一
般の翻訳までの「広い意味での翻訳」が見せてくれる多彩な魅力に引き付けられ、現在のような授業を担当
するようになっている。

授業に関連する実務経
験

備考 【教職】中一種（英語）



科目名 教科教育法（英語）ＡⅡ

単位数 2.0

担当者 国際学部 教授 横山 知幸

履修時期 後期

履修対象 ２年

講義形態 講義

概要

授業形態：講義
先ず、第二言語習得理論を助けとしながら学習者に関わる要因を概観し、学習者の視点から日本の英語教
育を見つめ、学習者の学力の測定や指導計画などを考える。本学「語学センター」の各種機器を実際に使い
ながらITCの活用についても学ぶ。そして最後に、自分自身の教師としての能力を自己評価しながらさらに伸
ばしていくことを考える。

科目の到達目標
中学校の教科書と学習指導要領を第一の軸、学習者を中心に据えた第二言語習得理論を第二の軸、指導
計画や評価に関する考え方を第三の軸とし、英語教育に関するやや発展した知識と技能を身につけることを
目的とする。

受講要件 特になし。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 配付された資料等は事前に熟読・吟味しておくこと。グループでの発表等の指示があった場合は、事前に十
分準備をして行うこと。授業で学習したことをしっかり復習してから、最終的なレポートをまとめること。

講義内容

第１回：第二言語習得理論と学習者要因１（学習者の年齢や習熟度等）
第２回：第二言語習得理論と学習者要因２（日本の英語学習者の特質等）
第３回：学習者という視点から見た「小学校から高校までの英語教育」の流れ
第４回：英語授業におけるITCの活用（中学校の教材と語学センターの機器を実際に利用）
第５回：学習者の学力と「複数の領域を統合」した指導のあり方
第６回：英語学力に関する考え方と学習者の学力の実態
第７回：英語のテストの作成方法と学力評価
第８回：中学校を中心とした到達目標と指導計画
第９回：中学校を中心とした指導案の作成方法
第10回：各種テストや評価に関する基礎知識
第11回：各種テストや評価の実際
第12回：話すこと（やり取り）を中心とした指導案の作成とその一部の模擬授業
第13回：話すこと（発表）を中心とした指導案の作成とその一部の模擬授業
第14回：自分が行った授業に対するテストの作成とテストの自己・相互評価
第15回：中学校の英語教育とは何か、自分なりの総合的な全体像を考え、自己研鑽の道を探る。

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 授業中の各種活動の成果（30%）とレポート（70%）によって評価する。

教科書等

教科書：NEW HORIZON English Course 1, 2, 3.（東京書籍）
中学校学習指導要領（平成29年3月告示 文部科学省）
中学校学習指導要領（平成21年3月告示 文部科学省）
［NEW HORIZONに関しては、授業開始後、横山の指示に従って各自で注文すること］
参考書・参考資料等に関しては、必要に応じて授業中に指示する。

担当者プロフィール
もともと日本人はどのように英語を読んで理解するのかを研究してきた。その中で、初歩の英文和訳から一
般の翻訳までの「広い意味での翻訳」が見せてくれる多彩な魅力に引き付けられ、現在のような授業を担当
するようになっている。

授業に関連する実務経
験

備考 【教職】中一種（英語）



科目名 基礎物理学

単位数 2.0

担当者 情報科学研究科 情報工学専攻 准教授 八方 直久

履修時期 前期（第１ターム）

履修対象 １年

講義形態 講義

概要
物理学全般に関する基本事項および重要概念を講義形式で習得する．前半（１回目から７回目）では，古典
力学と熱力学第１・２法則を学ぶ．特に，第２法則では熱力学的エントロピーが導入される．後半（８回目から
１５回目）では，振動，電磁気学，および，相対論と量子論を扱う．．

科目の到達目標

自然現象の観察から得られる経験則を通じ，より本質的な法則を導く過程を通じて，受講生が，論理構成が
できる能力，および情報を始めとする工学分野への応用ができる能力を修得する．情報理論と直接関連する
概念の１つとして，熱力学第２法則で導入されるエントロピーがあり，熱力学的エントロピーは（量子）統計力
学において一般化され，さらに情報量を表すシャノン エントロピー（古典的），フォン・ノイマン エントロピー（量
子的）と発展していく過程について，理解する．

受講要件 特になし．ただし，高校における「物理基礎」，「物理」を履修していることが望ましい．

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 教科書の予習は勿論のこと，復習として，本文の例題，章末の演習問題，および付属しているWEB演習問題
を全てやることを要望する．

講義内容

第１回： 運動の記述
第２回： 力と運動の法則
第３回： 力学的エネルギー
第４回： 運動量と角運動量
第５回： 剛体の力学１
第６回： 剛体の力学２
第７回： 熱力学第１・２法則
第８回： 振動と波動
第９回： 電荷と電場
第10回： 電流と磁場
第11回： 時間変化する電磁場
第12回： 電磁波
第13回： 相対性理論
第14回： 量子力学
第15回： まとめ
※上記とは別に期末試験を実施する.

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準

中間・期末テストで評価する．合格基準は高校物理（物理基礎，物理）に＋αした内容を理解し，応用できる
能力を有することである．

【評価の観点】： 
（１）用語，公式，法則，定理等を正確に理解することができるか．（知識力と理解力） 
（２）問題の内容を適切に把握し，その問題を解くための公式，法則，定理等を適切に選ぶことができるか．
（把握力と構想力） 
（３）式を正確に変形でき，適切に解くことができるか．（計算力） 
（４）公式，法則，定理等に基づいた論証を適切に展開できるか．（論理力）

教科書等

【教科書】
・大澤他著 「理工系学生のための 基礎物理学」（培風館）

【参考書（高校物理レベル）】
・J. オグボーン/M. ホワイトハウス編，笠耐/西川恭治/覧具博義監訳「アドバンシング物理」（シュプリンガー・
フェアラーク東京）

【参考書（入門レベル）】
・ファインマン「ファインマン物理学（全５巻）」（岩波書店）
・バイザー「現代物理学の基礎」（好学社）

【参考書（標準レベル）】
・阿部龍蔵「Essential物理学（新物理学ライブラリ＝別巻１）」（サイエンス社）
・長岡洋介・原康夫編「岩波基礎物理シリーズ 全１０巻」（岩波書店）

【参考書（発展レベル）】
・ゴールドスタイン「古典力学」（吉岡書店）
・ジャクソン「電磁気学」（吉岡書店）
・メシア「量子力学」（東京図書）
・ランダウ・リフシッツ「理論物理学教程」（東京図書）



【演習書】
・阿部／川村／佐々田共著「新・演習 物理学」（サイエンス社）

担当者プロフィール

【相談時間】：随時受け付けますが、まずはメール連絡をお願いします。
【連絡先】：メールアドレスは、Web class.の「担当情報」を見て下さい。

八方直久
自室番号：情報棟４階437号室
電話番号：082－830－1553

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 情報活用基礎

単位数 2.0

担当者 情報科学研究科 知能工学専攻 准教授 原 章、助教 森 康真
社会連携センター 島筒 博章（第３回担当）

履修時期 前期（第１ターム）

履修対象 １年次（情報科学部対象）

講義形態 講義

概要
コンピュータ，ネットワークを取り扱うために必要となるファイルシステムやエディタの基本操作、UNIXコマン
ド、及び実験・演習のレポート作成に必要となる技術文書作成ツールの利用方法について学ぶ。セキュリ
ティ、情報倫理、知的財産権などに関する基本的知識を学習する。

科目の到達目標

・コンピュータ、ネットワークの取り扱い方を身につける。
・セキュリティや情報倫理の重要性、知的財産権について理解し、適切な行動がとれるようになる。
・プログラミングの学習に必要な技術を習得する。
・レポート作成に必要となる技術文書作成ツールを使いこなせるようになる。

受講要件 特に無し。

履修取消の可否 否

履修取消不可の理由 必修科目であるため．

事前・事後学修

・必要に応じて事前・事後学習のための課題を課す。
・本講義で学んだ技術を、プログラミング・実験等の他の講義で活用する。
・本講義で学んだセキュリティ、情報倫理、知的財産権に関する知識を意識して、日常のネットワーク利用等
を行う。

講義内容

第１回 ガイダンス（コンピュータの基本操作、オンライン講義の準備）
第２回 コンピュータとネットワークの扱い方と仕組み・電子メール
第３回 知的財産権（著作権・特許等）
第４回 情報セキュリティ・情報倫理（個人情報保護等）
第５回 LaTeX2eによる文書作成の準備
第６回 LaTeX2eによる文書の作成
第７回 図の作成
第８回 表の作成
第９回 LaTeX2eによる図の扱い
第10回 LaTeX2eによる表の扱い
第11回 LaTeX2eによる数式の扱い
第12回 LaTeX2eによる参考文献の扱い
第13回 総合演習その１
第14回 総合演習その２
第15回 講義のまとめ

第３回を除く全ての回は原准教授、森助教が共同で担当する。

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準

最終レポート、授業中に適宜与える課題の結果を評価する。 コンピュータを使いこなすための基本技術、ネッ
トワークの利用、文書の作成が行えるかを評価する。LaTeX2eでのドキュメントの構成、図表を使った説明、
数式の扱い、文献の引用が適切に行えれば優とし、ネットワーク、コンピュータの利用技術が特に優れている
場合は秀とする。

教科書等 適宜、資料を配布する。
参考書：野中謙一郎他著、技術レポート作成と発表の基礎技法（改訂版）、コロナ社、2018

担当者プロフィール

原： 知能システム研究室に所属し、主に進化計算論，群知能の研究に従事。
森：データ工学研究室に所属。知識情報処理の研究に従事。
学生の学習指導・支援体制：
授業内容や課題などに関する、学生の個別学習相談を随時受け付けています。教員の所在は、学内サイ
ネージ等に掲示されていますので、確認の上、研究室を訪ねてみてください。

授業に関連する実務経
験

備考 【教職】免許法施行規則に定める「情報機器の操作」科目



科目名 情報活用基礎

単位数 2.0

担当者 情報科学研究科 システム工学専攻 講師 中山 仁史、助教 高井 博之、社会連携センター 島筒 博章（第３回
担当）

履修時期 前期（第１ターム）

履修対象 1年次（情報科学部対象）

講義形態 講義

概要
コンピュータ、ネットワークを取り扱うために必要となるファイルシステムやエディタの基本操作、UNIXコマン
ド、及び実験・演習のレポート作成に必要となる技術文書作成ツールの利用方法について学ぶ。セキュリ
ティ、情報倫理、知的財産権などに関する基本的知識を学習する。

科目の到達目標

・コンピュータ、ネットワークの取り扱い方を身につける。
・セキュリティや情報倫理の重要性、知的財産権について理解し、適切な行動がとれるようになる。
・プログラミングの学習に必要な技術を習得する。
・レポート作成に必要となる技術文書作成ツールを使いこなせるようになる。

受講要件 特に無し。

履修取消の可否 否

履修取消不可の理由 必修科目であるため

事前・事後学修

・必要に応じて事前・事後学習のための課題を課す。
・本講義で学んだ技術を、プログラミング・実験等の他の講義で活用する。
・本講義で学んだセキュリティ、情報倫理、知的財産権に関する知識を意識して、日常のネットワーク利用等
を行う。

講義内容

第１回 ガイダンス（コンピュータの基本操作、オンライン講義の準備）
第２回 コンピュータとネットワークの扱い方と仕組み・電子メール
第３回 知的財産権（著作権・特許等）
第４回 情報セキュリティ・情報倫理（個人情報保護等）
第５回 LaTeX2eによる文書作成の準備
第６回 LaTeX2eによる文書の作成
第７回 図の作成
第８回 表の作成
第９回 LaTeX2eによる図の扱い
第10回 LaTeX2eによる表の扱い
第11回 LaTeX2eによる数式の扱い
第12回 LaTeX2eによる参考文献の扱い
第13回 総合演習と講義のまとめ

第3回を除く全ての回は中山講師、高井助教が共同で担当する。

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準

最終レポート、授業中に適宜与える課題の結果を評価する。 コンピュータを使いこなすための基本技術、ネッ
トワークの利用、文書の作成が行えるかを評価する。LaTeX2eでのドキュメントの構成、図表を使った説明、
数式の扱い、文献の引用が適切に行えれば優とし、ネットワーク、コンピュータの利用技術が特に優れている
場合は秀とする。

教科書等 参考書：野中謙一郎他著、技術レポート作成と発表の基礎技法（改訂版）、コロナ社、2018

担当者プロフィール

中山：サウンドデザイン研究室に所属し、主に音声信号処理に関する研究に従事。
高井：ロボティクス研究室に所属。移動ロボット、センサ，マルチロボット相互通信の研究に従事。
【実務経験：１９８７年４月〜１９９４年６月 三菱電機マイコン機器ソフトウェア（株）にて電波応用機器制御ソフ
トウェアの設計開発に従事】

学生の学習指導・支援体制：
授業内容や課題などに関する、学生の個別学習相談を随時受け付けています。教員の所在は、学内サイ
ネージ等に掲示されていますので、確認の上、研究室を訪ねてみてください。

授業に関連する実務経
験

備考 【教職】免許法施行規則に定める「情報機器の操作」科目



科目名 情報活用基礎

単位数 2.0

担当者 情報科学研究科 知能工学専攻 講師 岡本 勝、助教 鈴木 祐介
社会連携センター 島筒 博章（第13回担当）

履修時期 前期（第１ターム）

履修対象 １年（情報科学部対象）

講義形態 講義

概要
コンピュータ，ネットワークを取り扱うために必要となるファイルシステムやエディタの基本操作、UNIXコマン
ド、及び実験・演習のレポート作成に必要となる技術文書作成ツールの利用方法について学ぶ。セキュリ
ティ、情報倫理、知的財産権などに関する基本的知識を学習する。

科目の到達目標

・コンピュータ、ネットワークの取り扱い方を身につける。
・セキュリティや情報倫理の重要性、知的財産権について理解し、適切な行動がとれるようになる。
・プログラミングの学習に必要な技術を習得する。
・レポート作成に必要となる技術文書作成ツールを使いこなせるようになる。

受講要件 特に無し。

履修取消の可否 否

履修取消不可の理由 必修科目であるため

事前・事後学修

・必要に応じて事前・事後学習のための課題を課す。
・本講義で学んだ技術を、プログラミング・実験等の他の講義で活用する。
・本講義で学んだセキュリティ、情報倫理、知的財産権に関する知識を意識して、日常のネットワーク利用等
を行う。

講義内容

第１回 ガイダンス（コンピュータの基本操作、エディタ）
第２回 コンピュータとネットワークの扱い方
第３回 コンピュータとネットワークの仕組み
第４回 情報収集と発信
第５回 情報セキュリティ
第６回 日本語、記号、数式の入力
第７回 電子メールと情報通信
第８回 図表の作成
第９回 LaTeX2eによる文書の作成
第10回 LaTeX2eによる図の扱い
第11回 LaTeX2eによる表の扱い
第12回 情報倫理（個人情報保護等）
第13回 知的財産権（著作権・特許等）
第14回 総合演習
第15回 講義のまとめ

第13回を除く全ての回は岡本講師、鈴木助教が共同で担当する。

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準

最終レポート、授業中に適宜与える課題の結果を評価する。 コンピュータを使いこなすための基本技術、ネッ
トワークの利用、文書の作成が行えるかを評価する。LaTeX2eでのドキュメントの構成、図表を使った説明、
数式の扱い、文献の引用が適切に行えれば優とし、ネットワーク、コンピュータの利用技術が特に優れている
場合は秀とする。

教科書等 適宜、資料を配布する。
参考書：野中謙一郎他著、技術レポート作成と発表の基礎技法（改訂版）、コロナ社、2018

担当者プロフィール

岡本：知能工学専攻 学習工学研究室 情報科学部棟651室
鈴木：知能工学専攻 機械学習研究室 情報科学部棟別館503室
学生の学習指導・支援体制：
授業内容や課題などに関する、学生の個別学習相談を随時受け付けています。教員の所在は、学内サイ
ネージ等に掲示されていますので、確認の上、研究室を訪ねてみてください。
(授業に関連する実務経験等)

授業に関連する実務経
験

備考 【教職】免許法施行規則に定める「情報機器の操作」科目



科目名 情報活用基礎

単位数 2.0

担当者 情報科学研究科 情報工学専攻 准教授 河野 英太郎、 助教 窪田 昌史
社会連携センター島筒 博章（第13回担当）

履修時期 前期

履修対象 1年次（情報科学部対象）

講義形態 講義

概要
コンピュータ、ネットワークを取り扱うために必要となるファイルシステムやエディタの基本操作、UNIXコマン
ド、及び実験・演習のレポート作成に必要となる技術文書作成ツールの利用方法について学ぶ。セキュリ
ティ、情報倫理、知的財産権などに関する基本的知識を学習する。

科目の到達目標

・コンピュータ、ネットワークの取り扱い方を身につける。
・セキュリティや情報倫理の重要性、知的財産権について理解し、適切な行動がとれるようになる。
・プログラミングの学習に必要な技術を習得する。
・レポート作成に必要となる技術文書作成ツールを使いこなせるようになる。

受講要件 特に無し

履修取消の可否 否

履修取消不可の理由 必修科目のため

事前・事後学修

・必要に応じて事前・事後学習のための課題を課す。
・本講義で学んだ技術を、プログラミング・実験等の他の講義で活用する。
・本講義で学んだセキュリティ、情報倫理、知的財産権に関する知識を意識して、日常のネットワーク利用等
を行う。

講義内容

第１回 ガイダンス（コンピュータの基本操作、オンライン講義の準備）
第２回 コンピュータとネットワークの扱い方と仕組み・電子メール
第３回 知的財産権（著作権・特許等）
第４回 情報セキュリティ・情報倫理（個人情報保護等）
第５回 LaTeX2eによる文書作成の準備
第６回 LaTeX2eによる文書の作成
第７回 図の作成
第８回 表の作成
第９回 LaTeX2eによる図の扱い
第10回 LaTeX2eによる表の扱い
第11回 LaTeX2eによる数式の扱い
第12回 LaTeX2eによる参考文献の扱い
第13回 総合演習その１
第14回 総合演習その２
第15回 講義のまとめ
第３回を除く全ての回は河野准教授、窪田助教が共同で担当する。

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準

最終レポート、授業中に適宜与える課題の結果を評価する。 コンピュータを使いこなすための基本技術、ネッ
トワークの利用、文書の作成が行えるかを評価する。LaTeX2eでのドキュメントの構成、図表を使った説明、
数式の扱い、文献の引用が適切に行えれば優とし、ネットワーク、コンピュータの利用技術が特に優れている
場合は秀とする。

教科書等 適宜、資料を配布する。
参考書：野中謙一郎他著、技術レポート作成と発表の基礎技法（改訂版）、コロナ社、2018

担当者プロフィール

河野：http://rsw.office.hiroshima-cu.ac.jp/Profiles/1/0000055/profile.html
窪田：http://rsw.office.hiroshima-cu.ac.jp/Profiles/1/0000070/profile.html

学生の学習指導・支援体制：
授業内容や課題などに関する、学生の個別学習相談を随時受け付けています。
教員の所在は、学内サイネージ等に掲示されていますので、確認の上、研究室
を訪ねてみてください。

授業に関連する実務経
験

窪田：1993年4月～1995年1月 日本IBM株式会社に勤務（情報システム開発業務に従事）

備考 【教職】免許法施行規則に定める「情報機器の操作」科目



科目名 情報活用基礎

単位数 2.0

担当者 情報科学研究科 准教授 小嵜 貴弘，情報科学研究科 助教 辻 勝弘，社会連携センター 特任講師 島筒 博
章（知的財産権担当）

履修時期 前期

履修対象 １年次（芸術学部デザイン工芸学科対象）

講義形態 講義

概要
パソコン，タブレット端末，スマートフォン等の情報機器を利用する際に身に付けておくべき情報倫理，セキュ
リティ，知的財産権などに関する基本的知識を学習する．あわせて，情報機器の操作に関する基礎的技能を
習得する．基礎知識に関する講義と実際にアプリケーションを操作して課題を達成する演習を行う．

科目の到達目標

大学における勉学あるいは日常生活においてパソコン，スマートフォンなどの情報機器は不可欠のものと
なっている．また，高度情報化社会に生きる現代人として，情報倫理，セキュリティ等に関する基本的知識を
身に付けることも重要である．本講義では，情報機器操作の基本的技能を習得するとともに，個人情報保護
などの情報倫理，情報セキュリティ対策，ソーシャルメディアの適切な活用法，知的財産である意匠権と著作
権，といった情報の活用や発信において必要とされる基礎知識を身に付けることを目的とする．

受講要件 特になし．

履修取消の可否 否

履修取消不可の理由 必修科目のため

事前・事後学修 教科書の指定範囲を読む．

講義内容

第１回：コンピュータの基礎知識と基本操作
第２回：ネットワークの仕組みとメール操作
第３回：インターネットによる情報検索
第４回：プレゼンテーション作成の基礎
第５回：プレゼンテーション作成の応用
第６回：文書作成の基礎
第７回：文書作成の応用
第８回：表計算の基礎
第９回：表計算の応用
第１０回：Webページの作成
第１１回：Webコンテンツ作成の基礎
第１２回：Webコンテンツ作成の応用
第１３回：ネットワークセキュリティと情報倫理
第１４回：知的財産権（著作権・意匠権）（担当：島筒）

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準

【評価の方法】
操作法の習熟度を確認するための課題等により総合的に評価する．
【評価の基準】
コンピュータの基礎的な知識や操作法，ネットワーク利用における基本ルールとセキュリティ，及び知的財産
権についての理解度．

教科書等

教科書：
「情報リテラシー 入門編」，FOM出版
参考書：
北上始編，「一般教育の情報」，あいり出版
鞆大輔，「学生時代に学びたい情報倫理」，共立出版

担当者プロフィール 学生の学習指導・支援体制について：
質問・相談には随時対応します．

授業に関連する実務経
験

備考 【教職】教職に関する科目



科目名 情報活用基礎

単位数 2.0

担当者 医用情報科学専攻 准教授 中野 靖久 講師 齋藤 徹
社会連携センター 島筒 博章（知的財産権）

履修時期 前期

履修対象 １年（芸術学部美術学科対象）

講義形態 講義

概要

授業形態：講義
パソコン，タブレット端末，スマートフォン等の情報機器を利用する際に身に付けておくべき情報倫理，セキュ
リティ，知的財産権などに関する基本的知識を学習する．あわせて，情報機器の操作に関する基礎的技能を
習得する．基礎知識に関する講義と実際にアプリケーションを操作して課題を達成する演習を行います．

科目の到達目標

大学における勉学あるいは日常生活においてパソコン，スマートフォンなどの情報機器は不可欠のものと
なっている．また，高度情報化社会に生きる現代人として，情報倫理，セキュリティ等に関する基本的知識を
身に付けることも重要である．本講義では，情報機器操作の基本的技能を習得するとともに，個人情報保護
などの情報倫理，情報セキュリティ対策，ソーシャルメディアの適切な活用法，知的財産である意匠権と著作
権，といった情報の活用や発信において必要とされる基礎知識を身に付ける．

受講要件 特になし．

履修取消の可否 否

履修取消不可の理由 必修科目のため．

事前・事後学修
【事前学修】あらかじめ講義のホームページを確認し，講義内容および演習内容に関する理解を深めておく．
【事後学修】各回の講義で習ったことを各自でより深く調べ，演習で達成できなかった課題は空き時間等に進
めておく．

講義内容

第１回：コンピュータの基礎知識と基本操作
第２回：ネットワークの仕組みとメール操作
第３回：インターネットによる情報検索
第４回：プレゼンテーション作成の基礎
第５回：プレゼンテーション作成の応用
第６回：文書作成の基礎
第７回：文書作成の応用
第８回：表計算の基礎
第９回：表計算の応用
第１０回：画像作成の基礎
第１１回：画像作成の応用
第１２回：Webコンテンツ作成の基礎
第１３回：Webコンテンツ作成の応用
第１４回：ネットワークセキュリティと情報倫理
第１５回：知的財産権（著作権・意匠権）

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準
以下の基準に従い，授業態度40点，課題提出60点の割合で評価します．
【受講態度】講義の内容を理解し，積極的に課題に取り組んでいるかを評価します．
【課題提出】演習課題を提出し，与えられた課題を実行できているかを評価します．

教科書等
参考書：富士通エフ・オー・エム株式会社「情報リテラシー総合編」（FOM出版）
参考書：寺内衛・中野靖久・小嵜貴弘・河野英太郎「三訂版 教養としての情報処理」（大学教育出版）
参考書：北上始 編「一般教育の情報」（あいり出版）

担当者プロフィール
学生の学習指導・支援体制について
授業内容や宿題などに関する，学生の個別学習相談を随時受け付けています．
教員の所在は，学内サイネージ等に掲示されていますので，確認の上，研究室を訪ねてください．

授業に関連する実務経
験

備考 【教職】教職に関する科目



科目名 情報活用基礎

単位数 2.0

担当者 情報科学研究科 教授 西 正博，情報科学研究科 助教 井上 伸二，社会連携センター 島筒 博章

履修時期 前期

履修対象 1年（国際学部）

講義形態 講義

概要

授業形態：講義，演習 
現在身近な存在となっている、パソコン、タブレット端末、スマートフォン等の情報機器を用いる際に身に付け
ておくべき、情報倫理、セキュリティ、知的財産権などに関する基本的知識を学習する。また、本学のネット
ワークを利用した電子メールやWebサービス、および効率的な情報処理に必要となる情報機器の操作やアプ
リケーションの使い方に関する基本的技能を習得する。

科目の到達目標

大学における勉学あるいは日常生活においてパソコン、スマートフォンなどの情報機器は不可欠のものと
なっている。高度情報化社会に生きる現代人として、情報倫理、セキュリティ等に関する基本的知識を身に付
け、SNS等の情報メディアとの付き合い方を学ぶことも重要である。また最近では、インターネットを活用した
情報収集する技能や、効率的な情報処理に必要となる情報機器を操作する技能が必要となってきている。本
講義は、情報倫理等に関する基本的知識や情報機器操作の基本的技能を習得することで、情報を適切に活
用できる基礎的能力を養うことを目的とする。

受講要件 特にないが、必須科目であり、全講義出席を前提とする。

履修取消の可否 否

履修取消不可の理由 必修科目のため

事前・事後学修 大学で用いる情報機器のみならず、身近に利用している携帯端末も含め，情報メディアとの適切な付き合い
方を学ぶために、教科書や講義で配布する資料を読み、情報機器を用いた課題を行う。

講義内容

第１回目：ガイダンス・PCの基本操作（ログイン、オンライン講義の準備など）
第２回目：学内システムの利用方法、電子メールの受信
第３回目：電子メールの基本設定と送受信
第４回目：SNS等の情報メディアとの付き合い方
第５回目：知的財産権（著作権・意匠権） 
第６回目：レポート資料作成の基礎
第７回目：レポート資料作成
第８回目：図形や画像の編集
第９回目：プレゼンテーション資料作成の基礎
第10回目：プレゼンテーション発展演習
第11回目：表計算の基礎
第12回目：表計算の応用例
第13回目：表計算発展演習
第14回目：情報倫理・個人情報保護
第15回目：情報セキュリティ

一部，発展的な課題として課すものも含みます．
なお，オンライン講義の準備が間に合わない学生等については
講義の録画等を用意し，講義が受講できるよう柔軟に対処します．

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 受講態度、課題への取り組み等から総合的に評価。

教科書等 教科書：情報リテラシー入門編（FOM出版）
参考書：一般教育の情報（あいり出版）、学生時代に学びたい情報倫理（共立出版）

担当者プロフィール

授業内容やレポートなどに関する学生の個別学習相談を随時受け付けています。教員の所在は学内サイ
ネージ等に掲示されていますので、確認の上、研究室を訪ねてください。
西 正博： モニタリングネットワーク研究室（情報科学部棟853室），専門分野：通信工学，電波サイエンス
井上 伸二： ネットワークソフトウェア研究室（情報科学部棟455室），専門分野：ネットワークソフトウェア
島筒 博章： 社会連携センター（情報科学部棟別館102室），専門分野：知的財産権（知財マネージャー）

授業に関連する実務経
験

備考 【教職】免許法施行規則第６６条の６に定める科目



科目名 情報活用基礎

単位数 2.0

担当者
情報工学専攻 准教授 河野 英太郎 
医用情報科学専攻 助教 伊藤 孝弘
社会連携センター 島筒 博章（第13回担当予定）

履修時期 前期

履修対象 １年次（国際学部対象）

講義形態 講義

概要

授業形態：講義，演習
現在身近な存在となっている、パソコン、タブレット端末、スマートフォン等の情報機器を用いる際に身に付け
ておくべき、情報倫理、セキュリティ、知的財産権などに関する基本的知識を学習する。また、本学のネット
ワークを利用した電子メールやWebサービス、および効率的な情報処理に必要となる情報機器の操作やアプ
リケーションの使い方に関する基本的技能を習得する。

科目の到達目標

大学における勉学あるいは日常生活においてパソコン、スマートフォンなどの情報機器は不可欠のものと
なっている。高度情報化社会に生きる現代人として、情報倫理、セキュリティ等に関する基本的知識を身に付
け、SNS等の情報メディアとの付き合い方を学ぶことも重要である。また最近では、インターネットを活用した
情報収集する技能や、効率的な情報処理に必要となる情報機器を操作する技能が必要となってきている。本
講義は、情報倫理等に関する基本的知識や情報機器操作の基本的技能を習得することで、情報を適切に活
用できる基礎的能力を養うことを目的とする。

受講要件 特にないが、必須科目であり、全講義出席を前提とする。

履修取消の可否 否

履修取消不可の理由 必修科目のため

事前・事後学修 大学で用いる情報機器のみならず、身近に利用している携帯端末も含め，情報メディアとの適切な付き合い
方を学ぶために、教科書や講義で配布する資料を読み、情報機器を用いた課題を行う。

講義内容

第１回目：ガイダンス・PCの基本操作（ログイン、オンライン講義の準備など）
第２回目：学内システムの利用方法、電子メールの受信
第３回目：電子メールの基本設定と送受信
第４回目：SNS等の情報メディアとの付き合い方
第５回目：知的財産権（著作権・意匠権） 
第６回目：レポート資料作成の基礎
第７回目：レポート資料作成
第８回目：図形や画像の編集
第９回目：プレゼンテーション資料作成の基礎
第10回目：プレゼンテーション発展演習
第11回目：表計算の基礎
第12回目：表計算の応用例
第13回目：表計算発展演習
第14回目：情報倫理・個人情報保護
第15回目：情報セキュリティ

一部，発展的な課題として課すものも含みます．

なお，オンライン講義の準備が間に合わない学生等については
講義の録画等を用意し，講義が受講できるよう柔軟に対処します．

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 受講態度、課題への取り組み等から総合的に評価。

教科書等 教科書：情報リテラシー入門編（FOM出版）
参考書：一般教育の情報（あいり出版）、学生時代に学びたい情報倫理（共立出版）

担当者プロフィール

授業内容やレポートなどに関する学生の個別学習相談を随時受け付けています。教員の所在は学内サイ
ネージ等に掲示されていますので、確認の上、研究室を訪ねてください。

河野 英太郎：情報工学専攻 ネットワークソフトウェア研究室（情報科学部棟452室），専門分野：ネットワーク
セキュリティ，ネットワークソフトウェア
伊藤 孝弘：医用情報科学専攻 医用情報通信研究室
島筒 博章： 社会連携センター（情報科学部棟別館102室），専門分野：知的財産権（知財マネージャー）

授業に関連する実務経
験

備考 【教職】免許法施行規則第６６条の６に定める科目



科目名 体育実技Ⅰ

単位数 1.0

担当者 非常勤講師 房野 真也

履修時期 前期

履修対象 1年次

講義形態 実技

概要

(詳細は履修登録をしてWebClassで確認してください。2020. 4. 30)

様々なスポーツを実践し、まずは自分自身の体力の現状を知るとともに、運動能力向上及び技術の習得を目
指すとともに運動することの楽しさを味わう。また、それらに必要な基礎的な知識について講義する。
（zoomを学生同士（2人以上4人以下）で使い、お互いに応援しながらスポーツを行う。）

科目の到達目標 様々なスポーツの実践を通じ、健康維持、増進を図る。またそれらに必要な知識について習得する。

受講要件 運動に適した服装

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 運動・スポーツに関するニュースを視聴したり、新聞記事等を読んだりする。

講義内容

第1回（5/12) 健康科学と体育実技Ⅰについて
第2回 (5/19) Zoom でつながろう
第3回 (5/26) 課題研究についての説明（2つのテーマから選択します。）
第4回 課題研究：授業時間以外で自習（2つのテーマから選択）
第5回 課題研究：授業時間以外で自習（2つのテーマから選択）
第6回 (6/2) ストレッチ（運動時間、心拍数、運動強度を計測）
第7回 (6/9) ウォーキング（運動時間、心拍数、運動強度を計測）
第8回 (6/16) ランニング（運動時間、心拍数、運動強度を計測）
第9回 (6/23) サイクリング（運動時間、心拍数、運動強度を計測）
第10回 (6/30) 筋力トレーニング（運動時間、心拍数、運動強度を計測）
第11回 (7/7) ダンス（エアロビクス）（運動時間、心拍数、運動強度を計測）
第12回 (7/14) ストレッチ＋ウォーキング（運動時間、心拍数、運動強度を計測）
第13回 (7/21) ストレッチ＋ランニング（運動時間、心拍数、運動強度を計測）
第14回 (7/28) ストレッチ＋筋力トレーニング（運動時間、心拍数、運動強度を計測）
第15回 (8/4) まとめ

注意：第4回と第5回の授業は、授業時間以外で「自習」という形で課題研究
を進めてください。
Zoom を使って仲間をふやし、皆さんでアドバイスをしあってください。

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準

課題研究 及び授業（スポーツ）に取り組む態度を総合して評価する。
※１．課題研究：運動をすることによって自分にはどのようなプラスなことがあると感じているか？
分量：レポート（word or PDF）A4, 2枚程度
提出期限：７月末

２．課題研究：小・中・高で行った体育の授業についてまとめなさい（内容、感想、改善点）
分量：レポート（word or PDF）A4, 2枚程度
提出期限：７月末

教科書等 必要な資料等は適宜配布する。

担当者プロフィール （メールでの連絡先）房野 真也：bono@hbg.ac.jp

授業に関連する実務経
験

備考 国際学部教授 山口 光明 と同窓会会長 鍋屋 朗美が体育実技Ⅰのオンデマンド授業をサポートする。



科目名 体育実技Ⅰ

単位数 1.0

担当者 非常勤講師 房野 真也

履修時期 前期

履修対象 1年次

講義形態 実技

概要

(詳細は履修登録をしてWebClassで確認してください。2020. 4. 30)

様々なスポーツを実践し、まずは自分自身の体力の現状を知るとともに、運動能力向上及び技術の習得を目
指すとともに運動することの楽しさを味わう。また、それらに必要な基礎的な知識について講義する。
（zoomを学生同士（2人以上4人以下）で使い、お互いに応援しながらスポーツを行う。）

科目の到達目標 様々なスポーツの実践を通じ、健康維持、増進を図る。またそれらに必要な知識について習得する。

受講要件 運動に適した服装

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 運動・スポーツに関するニュースを視聴したり、新聞記事等を読んだりする。

講義内容

第1回（5/12) 健康科学と体育実技Ⅰについて
第2回 (5/19) Zoom でつながろう
第3回 (5/26) 課題研究についての説明（2つのテーマから選択します。）
第4回 課題研究：授業時間以外で自習（2つのテーマから選択）
第5回 課題研究：授業時間以外で自習（2つのテーマから選択）
第6回 (6/2) ストレッチ（運動時間、心拍数、運動強度を計測）
第7回 (6/9) ウォーキング（運動時間、心拍数、運動強度を計測）
第8回 (6/16) ランニング（運動時間、心拍数、運動強度を計測）
第9回 (6/23) サイクリング（運動時間、心拍数、運動強度を計測）
第10回 (6/30) 筋力トレーニング（運動時間、心拍数、運動強度を計測）
第11回 (7/7) ダンス（エアロビクス）（運動時間、心拍数、運動強度を計測）
第12回 (7/14) ストレッチ＋ウォーキング（運動時間、心拍数、運動強度を計測）
第13回 (7/21) ストレッチ＋ランニング（運動時間、心拍数、運動強度を計測）
第14回 (7/28) ストレッチ＋筋力トレーニング（運動時間、心拍数、運動強度を計測）
第15回 (8/4) まとめ

注意：第4回と第5回の授業は、授業時間以外で「自習」という形で課題研究
を進めてください。
Zoom を使って仲間をふやし、皆さんでアドバイスをしあってください。

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準

課題研究 及び授業（スポーツ）に取り組む態度を総合して評価する。
※１．課題研究：運動をすることによって自分にはどのようなプラスなことがあると感じているか？
分量：レポート（word or PDF）A4, 2枚程度
提出期限：７月末

２．課題研究：小・中・高で行った体育の授業についてまとめなさい（内容、感想、改善点）
分量：レポート（word or PDF）A4, 2枚程度
提出期限：７月末

教科書等 必要な資料等は適宜配布する。

担当者プロフィール （メールでの連絡先）房野 真也：bono@hbg.ac.jp

授業に関連する実務経
験

備考 国際学部教授 山口 光明 と同窓会会長 鍋屋 朗美が体育実技Ⅰのオンデマンド授業をサポートする。



科目名 体育実技Ⅰ（バトミントン）

単位数 1.0

担当者 非常勤講師 房野 真也

履修時期 前期

履修対象 １年次

講義形態 講義

概要 バドミントンの基本技術を身につけ、バドミントン特有の駆け引きやスピード感を楽しむ。ルールを正しく理解
し、グループで協力しながら自分達で試合ができるようになる。

科目の到達目標 バドミントンの基本技術を習得する。
試合を通じて現状を把握し、克服すべき課題に対してグループで取り組む。

受講要件 運動に適した服装および体育館シューズを着用。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 バドミントンに関するニュースを視聴したり、新聞記事等を読んだりする。

講義内容

第1回 オリエンテーション
第2回 グループ分け、練習（１人で）
第3回 グループごとに練習（スマッシュ）
第4回 グループごとに練習（クリア）
第5回 グループごとに練習（ドライブ）
第6回 グループごとに練習（ドロップ・カット）
第7回 グループごとに練習（ヘアピン・プッシュ）
第8回 グループごとに練習（ロブ）
第9回 グループごとに練習、審判法
第10回 グループ内でのゲーム（シングルス）
第11回 グループ内でのゲーム（ダブルス）
第12回 グループ対抗でのゲーム（シングルス）
第13回 グループ対抗でのゲーム（ダブルス）
第14回 グループ対抗でのゲーム（ミックスダブルス）
第15回 まとめ

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 授業に取り組む態度、スキル、対戦成績、レポートを総合して評価する。

教科書等 必要な資料等は適宜配布する。

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 体育実技Ⅰ（テニス）

単位数 1.0

担当者 国際学部 教授 山口 光明

履修時期 前期

履修対象 １年

講義形態 実技

概要

テニスは、16世紀 フランス貴族の遊戯としてはじまり、19世紀 イギリスでローンテニスが考案されてから現代
まで発展してきた。ここでは、身体の使い方とボールの打球法を通してボールに親しみ、そのうえでストロー
ク、ボレー、サービスといった基本技術を身につけ、グループで協力しながらダブルスのゲームが楽しくできる
ようにしたい。

科目の到達目標 ゲームがグループで楽しめるレベルにまで高めます。

受講要件 運動にふさわしい服装で参加する。また、テニスシューズまたはテニスコートを傷めないスポーツシューズ（底
が固いシューズやスパイクは不可）ならびに雨天時用の室内シューズを用意すること。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 “うまく”よりも“楽しく”テニスすることを目指してください。受講生のみんなが気分よく上達できるよう、遅刻や
欠席をしないように心がけ、時間を守るという生活習慣を身につけてください。

講義内容

１ 体育実技ガイダンス（種目分け）
２ AED講習会
３ グループ分けと身体の使い方
４ グループごとに基本練習（ストローク）
５ 〃 （ボレー）
６ 〃 （サービス）
７ 〃 （スマッシュ）
８ ダブルスゲームのフォーメーション
９ ゲームの審判法
10 ダブルスゲームのフォーメーション（ネットプレイヤーの動きを身につける）
11 ダブルスゲームのフォーメーション（自分の体力や性格にあった作戦をみつける）
12 グループ内でのダブルスゲーム（リーグ戦）
13 グループ内でのダブルスゲーム（トーナメント）
14 コート対抗の団体戦 
15 まとめ

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 テニスに取り組む態度、スキル（フォアハンドストロークのラリー）を総合して評価する。

教科書等 みんなのテニス研究所（みんラボ） http://www.min-labo.net

担当者プロフィール
大学から初めてテニスを始める。初心者でも丁寧な指導によって伸ばすという方針を持った大学テニス部に
入ったことで、２年生の秋にはダブルスのタイトルを獲ることも、おかげさまで、今でも楽しみながらプレイをす
る事ができています。

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 体育実技Ⅰ（フィットネス）

単位数 1.0

担当者 非常勤講師 田中 信也

履修時期 前期

履修対象 １年

講義形態 実技

概要

「フィットネス」の概念は、日本で考えられている「体力」の概念と必ずしも同じではなく、日常の生活が活動的
に行われることを想定して、その能力を表す言葉として用いられてきた。体育実技Ⅰ・Ⅱでは、誰でも、どこで
も、誰とでも楽しめるニュースポーツを中心に、実技を通してフィットネスライフの基礎を学び、生涯にわたりス
ポーツを享受していく能力の育成を目指すことを目的としている。

科目の到達目標 ・フライングディスクの基本、スローの技術を習得する。
・フライングディスクゲームを通して、将来にわたりスポーツに親しむ意識を養う。

受講要件

屋外・屋内の双方で授業を実施するため、外靴と体育館シューズが必要。
（雨天の場合は体育館で活動します。体育館シューズを必ず持参してください。また、天候によって、授業の
内容および活動場所が変わる場合があります。）
遅刻厳禁（ケガ防止の為、準備体操から出席すること）

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 本体育実技では、日常生活の中で楽しめるスポーツを中心にルールや技術を学びます。フライングディスク
は貸し出しもあるので、体育の時間だけでなくお昼休みなどの時間を利用して練習してみてください。

講義内容

１.オリエンテーション
２.フライングディスク（基本技術／スロー＆キャッチ）
３. 〃 （ゲームを楽しむ／ディスタンス・アキュラシー ） 
４. 〃 （ 〃 ／ディスクゴルフ）
５. 〃 （ 〃 ／ガッツ）
６. 〃 （ 〃 ／ガッツ）
７. 〃 （ 〃 ／ガッツ）
８. 〃 （ 〃 ／ドッヂビー ）
９. 〃 （ 〃 ／ドッヂビー ）
10. 〃 （ 〃 ／ドッヂビー ）
11. 〃 （ 〃 ／アルティメット ）
12. 〃 （ 〃 ／アルティメット ）
13. 〃 （ 〃 ／アルティメット ）
14. 〃 （ 〃 ／アルティメット ）
15.まとめ

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 授業中の課題に対する取り組み70%、およびレポート30%にて総合的に評価する。

教科書等 教科書：必要時に資料・プリントを配布

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 体育実技Ⅰ（サッカー）

単位数 1.0

担当者 非常勤講師 山口 フランシスコ 数利

履修時期 前期

履修対象 １年

講義形態 実技

概要 スポーツとしてのサッカー本来の楽しさを体感してほしい。
正しいルールのもとで喜びや悔しさを仲間と共有し、新たなサッカー文化を作り出す。

科目の到達目標 チームワークの中で自分の役割を見つけ、仲間意識（チャレンジ、カバーなど）を身につけること。

受講要件 特になし

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 特になし

講義内容

Ｍ．Ｔ．Ｍ （ＭＡＴＣＨ－ＴＲＡＩＮＩＮＧ－ＭＡＴＣＨ）
1. オリエンテーション
2. ボールフィーリング
3. ドリブルフェイント
4. オフェンス 1：1
5. ディフェンス（アプローチ）1：1
6. オフ ザ ボール
7. オフェンス シュート～フィニッシュ
8. ディフェンス チャレンジ～カバー
9. パス～コントロール
10. オフェンスプールアウェー～ダイアゴナルラン
11. クロスボール～アーリークロス
12. クロスからの守備（ディフェンス）
13. セットプレー（リスタート）
14. クアトロゲーム
15. ミーティング

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 取り組む姿勢、出席状況（4回以上欠席は未履修）、課題達成度の総合評価

教科書等 必要に応じてプリント対応

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 体育実技Ⅰ（アーチェリー）

単位数 1.0

担当者 非常勤講師 河村 英治

履修時期 前期

履修対象 １年次

講義形態 実技

概要

アーチェリーは古来からの狩猟の道具を基本にイギリスにおいてスポーツ化されたものである。老若男女を
問わず誰もが楽しむことができるスポーツである。しかし、同時に高度な精神集中力をも必要とする奥の深い
スポーツでもある。
ここでは弓具の取り扱い、基本的な射法、競技ルールを学ぶととも実射を行い的中するアーチェリーの楽しさ
を知るとともに集中力を養う。
・授業形態 実技

・授業形態 実技

科目の到達目標

アーチェリーの基礎知識を習得する。
・弓具の取り扱い方法（組立、分解）
・基本射法、実射
・競技ルール

受講要件 運動に適した服装を準備する

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 安全性確保の為、揃ってからの開始になるので遅刻の無いように。

講義内容

１ アーチェリーの歴史と競技の説明、用具の取扱い法（組立、分解）
２ 基本的な射法の説明とゴムバンドによる確認
３ 安全確認、ルールの説明と素引き、近射第1回目
４ 〃 第2回目
５ 照準器の動かし方と５m実射
６ 得点の記録方法と５m実射
７ ５m記録会（24射）
８ 射形の確認と10m実射
９ 10m記録会（24射)
10 団体戦のルール確認 10m
11 団体戦の記録会 予選
12 〃 決勝
13 射形の確認と15m実射
14 射形の確認と20m実射
15 まとめ

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 授業、実技に取り組む態度、記録会（個人、グループ）の成績を総合して評価する。

教科書等 必要な資料等は適宜配布

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 体育実技Ⅰ（エアロビクス）

単位数 1.0

担当者 非常勤講師 槙野 文子

履修時期 前期

履修対象 １年次

講義形態 実技

概要

本授業では軽快な洋楽のビートにのって、エアロビックを楽しく行う。
運動効率がよく、バランスのとれた有酸素運動であることを体感しながらエアロビックに慣れ親しみ、動きの
基礎となる体力づくりとして、持久力・筋力・柔軟性を養うトレーニングも併せて行う。理論ではスポーツの意
義について考え、自分の身体に意識を向けて、若いうちから健康管理できる力を養う。授業形態は毎回実技
中心。

科目の到達目標
・エアロビックの良さに触れ、運動することの気持ちよさ・楽しさを味わう。
・スポーツを身近なものに感じ、心身共に健康的な生活を営めるよう意識を高める。
・チームメイトと協力し合うことや、自己管理能力の必要性を学ぶ。

受講要件 特になし。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修
（事前）動きやすい服装、室内用シューズ、タオル、水などを用意し、自分なりに目標をもって受講する。
（事後）授業記録に記した各自の課題に沿って、新しく習ったステップやルーティンを忘れない程度に復習す
る。

講義内容

①オリエンテーション
②基本姿勢、筋トレ・ストレッチ（毎回の授業で継続的に実施する）
③ベーシックステップの練習（ウォーキング・サイドステップ・マンボー）
④ 〃 （Ｖステップ・レッグカール）
⑤ 〃 （Ａステップ・ポージング）
⑥ルーティン練習（ジョギング・ケンケン・ホップ）
⑦ 〃 （グループバイン）
⑧ 〃 （ジャンピングジャック）
⑨ 〃 （ランジ・ツイスト）
⑩ 〃 （Ｙ字バランス・ヒールタッチ）
⑪ 〃 （ニーアップ・ミドルキック）
⑫ 〃 （ボックス・カノン）
⑬創作部分の考案・練習
⑭フォーメーションを中心に総合練習
⑮グループ演技の発表・総括

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準
授業における課題への取り組み70点満点・毎時間実技後に記入する授業記録10点満点・最後に行う実技テ
スト（グループ演技の発表）は20点満点とし、合計100点満点で評価する。90～100点は秀・80～89点は
優・70～79点は良・60～69点は可・59点以下は不可とする。

教科書等 教科書はなし。資料は随時配布する。

担当者プロフィール 好きな曜日・・・・火曜日

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 体育実技Ⅱ（バトミントン）

単位数 1.0

担当者 非常勤講師 房野 真也

履修時期 後期

履修対象 １年次

講義形態 実技

概要 バドミントンの基本技術を身につけ、バドミントン特有の駆け引きやスピード感を楽しむ。ルールを正しく理解
し、グループで協力しながら自分達で試合ができるようになる。

科目の到達目標 バドミントンの基本技術を習得する。
試合を通じて現状を把握し、克服すべき課題に対してグループで取り組む。

受講要件 運動に適した服装および体育館シューズを着用。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 バドミントンに関するニュースを視聴したり、新聞記事等を読んだりする。

講義内容

第1回 オリエンテーション
第2回 グループ分け、練習（１人で）
第3回 グループごとに練習（スマッシュ）
第4回 グループごとに練習（クリア）
第5回 グループごとに練習（ドライブ）
第6回 グループごとに練習（ドロップ・カット）
第7回 グループごとに練習（ヘアピン・プッシュ）
第8回 グループごとに練習（ロブ）
第9回 グループごとに練習、審判法
第10回 グループ内でのゲーム（シングルス）
第11回 グループ内でのゲーム（ダブルス）
第12回 グループ対抗でのゲーム（シングルス）
第13回 グループ対抗でのゲーム（ダブルス）
第14回 グループ対抗でのゲーム（ミックスダブルス）
第15回 まとめ

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 授業に取り組む態度、スキル、対戦成績、レポートを総合して評価する。

教科書等 必要な資料等は適宜配布する。

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 体育実技Ⅱ（テニス）

単位数 1.0

担当者 国際学部 教授 山口 光明

履修時期 後期

履修対象 １年

講義形態 実技

概要

テニスは、16世紀 フランス貴族の遊戯としてはじまり、19世紀 イギリスでローンテニスが考案されてから現代
まで発展してきた。この授業では、身体の使い方とボールの打球法を通してボールに親しみ、そのうえでスト
ローク、ボレー、サービスといった基本技術を身につけ、グループで協力しながらダブルスのゲームが楽しく
できるようにしたい。

科目の到達目標 ルールやマナーを覚えた上で、ストロークやサービスといった基本練習やゲームをグループで楽しめるレベル
にまで高めます。

受講要件 運動にふさわしい服装で参加する。また、テニスシューズまたはテニスコートを傷めないスポーツシューズ（底
が固いシューズやスパイクは不可）ならびに雨天時用の室内シューズを用意すること。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 “うまく”よりも“楽しく”テニスすることを目指してください。受講生のみんなが気分よく上達できるよう、遅刻や
欠席をしないように心がけ、時間を守るという生活習慣を身につけてください。

講義内容

１ フォアハンド・グラウンドストローク
２ バックハンド・グラウンドストローク
３ グループ分けと身体の使い方
４ グループごとに基本練習（フォアハンド・バックハンド・ストローク）
５ 〃 （ボレー）
６ 〃 （サービス）
７ 〃 （スマッシュ）
８ ダブルスゲームのフォーメーション
９ ゲームの審判法
10 ダブルスゲームのフォーメーション（ネットプレイヤーの動きを身につける）
11 ダブルスゲームのフォーメーション（自分の体力や性格にあった作戦をみつける）
12 グループ内でのダブルスゲーム（リーグ戦）
13 グループ内でのダブルスゲーム（トーナメント）
14 コート対抗の団体戦 
15 まとめ

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 テニスに取り組む態度、スキル（フォアハンドストロークのラリー）を総合して評価する。

教科書等 みんなのテニス研究所（みんラボ） http://www.min-labo.net

担当者プロフィール
大学から初めてテニスを始める。初心者でも丁寧な指導によって伸ばす方針を持った大学テニスクラブに
入ったことで、２年生の秋にはダブルスのタイトルを獲ることも、おかげさまで、今でも楽しみながらプレイをす
る事ができています。

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 体育実技Ⅱ（フィットネス）

単位数 1.0

担当者 非常勤講師 田中 信也

履修時期 後期

履修対象 １年

講義形態 実技

概要

「フィットネス」の概念は、日本で考えられている「体力」の概念と必ずしも同じではなく、日常の生活が活動的
に行われることを想定して、その能力を表す言葉として用いられてきた。体育実技Ⅰ・Ⅱでは、誰でも、どこで
も、誰とでも楽しめるニュースポーツを中心に、実技を通してフィットネスライフの基礎を学び、生涯にわたりス
ポーツを享受していく能力の育成を目指すことを目的としている。

科目の到達目標 ・フライングディスクの基本、スローの技術を習得することができる。
・フライングディスクゲームにおける多様性とルールを説明することができる。

受講要件

屋外・屋内の双方で授業を実施するため、外靴と体育館シューズが必要です。
（雨天の場合は体育館で活動します。体育館シューズを必ず持参してください。また、天候によって、授業の
内容および活動場所が変わる場合があります。）
遅刻厳禁（ケガ防止の為、準備体操から出席すること）

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 本体育実技では、日常生活の中で楽しめるスポーツを中心にルールや技術を学びます。フライングディスク
は貸し出しもあるので、体育の時間だけでなくお昼休みなどの時間を利用して練習してみてください。

講義内容

１.オリエンテーション
２.フライングディスク（基本技術／スロー＆キャッチ）
３. 〃 （ゲームを楽しむ／ディスタンス・アキュラシー ） 
４. 〃 （ 〃 ／ディスクゴルフ）
５. 〃 （ 〃 ／ガッツ）
６. 〃 （ 〃 ／ガッツ）
７. 〃 （ 〃 ／ガッツ）
８. 〃 （ 〃 ／ドッヂビー ）
９. 〃 （ 〃 ／ドッヂビー ）
10. 〃 （ 〃 ／ドッヂビー ）
11. 〃 （ 〃 ／アルティメット ）
12. 〃 （ 〃 ／アルティメット ）
13. 〃 （ 〃 ／アルティメット ）
14. 〃 （ 〃 ／アルティメット ）
15.まとめ

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 授業中の課題に対する取り組み70%、およびレポート30%にて総合的に評価する。

教科書等 教科書：必要時に資料・プリントを配布

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 体育実技Ⅱ（サッカー）

単位数 1.0

担当者 非常勤講師 山口 フランシスコ 数利

履修時期 後期

履修対象 1年

講義形態 実技

概要 スポーツとしてのサッカー本来の楽しさを体感してほしい。
正しいルールのもとで喜びや悔しさを仲間と共有し、新たなサッカー文化を作り出す。

科目の到達目標 チームワークの中で自分の役割を見つけ、仲間意識（チャレンジ、カバーなど）を身につけること。

受講要件 特になし

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 特になし

講義内容

Ｍ．Ｔ．Ｍ （ＭＡＴＣＨ－ＴＲＡＩＮＩＮＧ－ＭＡＴＣＨ）
1. オリエンテーション
2. ボールフィーリング
3. ドリブルフェイント
4. オフェンス 1：1
5. ディフェンス（アプローチ）1：1
6. オフ ザ ボール
7. オフェンス シュート～フィニッシュ
8. ディフェンス チャレンジ～カバー
9. パス～コントロール
10. オフェンスプールアウェー～ダイアゴナルラン
11. クロスボール～アーリークロス
12. クロスからの守備（ディフェンス）
13. セットプレー（リスタート）
14. クアトロゲーム
15. フットサル

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 取り組む姿勢、出席状況（4回以上欠席は未履修）、課題達成度の総合評価

教科書等 必要に応じてプリント対応

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 体育実技Ⅱ（アーチェリー）

単位数 1.0

担当者 非常勤講師 河村 英治

履修時期 後期

履修対象 １年次

講義形態 実技

概要

アーチェリーは古来からの狩猟の道具を基本にイギリスにおいてスポーツ化されたものである。老若男女を
問わず誰もが楽しむことができるスポーツである。しかし、同時に高度な精神集中力をも必要とする奥の深い
スポーツでもある。
ここでは弓具の取り扱い、基本的な射法、競技ルールを学ぶととも実射を行い的中するアーチェリーの楽しさ
を知るとともに集中力を養う。
・授業形態 実技

科目の到達目標

アーチェリーの基礎知識を習得する。
・弓具の取り扱い方法（組立、分解）
・基本射法、実射
・競技ルール

受講要件 運動に適した服装を準備する

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 安全性確保の為、揃ってからの開始になるので遅刻の無いように。

講義内容

１ アーチェリーの歴史と競技の説明、用具の取扱い法（組立、分解）
２ 基本的な射法の説明とゴムバンドによる確認
３ 安全確認、ルールの説明と素引き、近射第1回目
４ 〃 第2回目
５ 照準器の動かし方と５m実射
６ 得点の記録方法と５m実射
７ ５m記録会（24射）
８ 射形の確認と10m実射
９ 10m記録会（24射)
10 団体戦のルール確認 10m
11 団体戦の記録会 予選
12 〃 決勝
13 射形の確認と15m実射
14 射形の確認と20m実射
15 まとめ

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 授業、実技に取り組む態度、記録会（個人、グループ）の成績を総合して評価する。

教科書等 必要な資料等は適宜配布

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 体育実技Ⅱ（エアロビクス）

単位数 1.0

担当者 非常勤講師 槙野 文子

履修時期 後期

履修対象 １年次

講義形態 実技

概要

本授業では軽快な洋楽のビートにのって、エアロビックを楽しく行う。
運動効率がよく、バランスのとれた有酸素運動であることを体感しながらエアロビックに慣れ親しみ、動きの
基礎となる体力づくりとして、持久力・筋力・柔軟性を養うトレーニングも併せて行う。理論ではスポーツの意
義について考え、自分の身体に意識を向けて、若いうちから健康管理できる力を養う。授業形態は毎回実技
中心。

科目の到達目標
・エアロビックの良さに触れ、運動することの気持ちよさ・楽しさを味わう。
・スポーツを身近なものに感じ、心身共に健康的な生活を営めるよう意識を高める。
・チームメイトと協力し合うことや、自己管理能力の必要性を学ぶ。

受講要件 特になし。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修
（事前）動きやすい服装、室内用シューズ、タオル、水などを用意し、自分なりに目標をもって受講する。
（事後）授業記録に記した各自の課題に沿って、新しく習ったステップやルーティンを忘れない程度に復習す
る。

講義内容

①オリエンテーション
②基本姿勢、筋トレ・ストレッチ（毎回の授業で継続的に実施する）
③ベーシックステップの練習（ウォーキング・サイドステップ・マンボー）
④ 〃 （Ｖステップ・レッグカール）
⑤ 〃 （Ａステップ・ポージング）
⑥ルーティン練習（ジョギング・ケンケン・ホップ）
⑦ 〃 （グループバイン）
⑧ 〃 （ジャンピングジャック）
⑨ 〃 （ランジ・ツイスト）
⑩ 〃 （Ｙ字バランス・ヒールタッチ）
⑪ 〃 （ニーアップ・ミドルキック）
⑫ 〃 （ボックス・カノン）
⑬創作部分の考案・練習
⑭フォーメーションを中心に総合練習
⑮グループ演技の発表・総括

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準
授業における課題への取り組み70点満点・毎時間実技後に記入する授業記録10点満点・最後に行う実技テ
スト（グループ演技の発表）は20点満点とし、合計100点満点で評価する。90～100点は秀・80～89点は
優・70～79点は良・60～69点は可・59点以下は不可とする。

教科書等 教科書はなし。資料は随時配布する。

担当者プロフィール 好きな曜日・・・・火曜日

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 ドイツ語Ⅰ

単位数 2.0

担当者 非常勤講師：小田智敏、古川昌文

履修時期 前期

履修対象 1年生（情報科学部・芸術学部対象）

講義形態 演習

概要
ドイツ語はドイツだけでなくオーストリア、スイスの公用語でもあり、ヨーロッパ中部で最も広く使われている言
語である。親戚関係にある英語と類似点が多い。この授業では、初めてドイツ語を学ぶ者を対象に、ドイツ語
の基礎を一から学ぶ。

科目の到達目標 日常的によく使われる表現の練習を通して、聞く、話す、読む、書くの基礎的能力を修得する。

受講要件 特になし。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 予習と復習、特に復習を欠かさないこと。理解度、定着度を確認するために適宜小テストを行う。テレビやラジ
オのドイツ語講座やインターネットを活用すると良い。

講義内容

授業は教科書に沿って進める。ただし、受講者の理解度によって進度に遅速が生じることもある。下記の予
定はあくまでも目安である。

第1週 導入、発音
第2-3週 動詞の人称変化、語順
第4-5週 名詞の性・数、格変化
第6-7週 複数形
第8-9週 強変化動詞、命令形など
第10-11週 前置詞の格支配
第12-13週 冠詞類と格変化
第14-15週 複合動詞

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準 学期末テスト、小テスト、授業での積極性を総合的に評価する。

教科書等 Andrea Raab / 石井学 / 石井寿子 / 保阪靖人 / 保阪良子『ミュンヒェンに夢中』同学社

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

備考 ドイツ語Iのクラスは2つあるので、教科書を買い間違えないように注意。



科目名 ドイツ語Ⅱ

単位数 2.0

担当者 非常勤講師：小田智敏、古川昌文

履修時期 後期

履修対象 1年生（情報科学部・芸術学部）

講義形態 演習

概要
ドイツをはじめオーストリア、スイスの公用語でもあるドイツ語は、ヨーロッパ中部で最も広く使われている言
語である。英語とは親戚関係にあり、類似点が多い。この授業では、前期のドイツ語Iに引き続き、ドイツ語の
基礎を引き続き学ぶ。

科目の到達目標 日常的によく使われる表現の練習を通して、聞く、話す、読む、書くの基礎的能力を修得する。

受講要件 ドイツ語Iを受講済であること。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 予習と復習、特に復習を欠かさないこと。理解度、定着度を確認するために適宜小テストを行う。テレビやラジ
オのドイツ語講座やインターネットを活用すると良い。

講義内容

授業は教科書に沿って進める。ただし、受講者の理解度によって進度に遅速が生じることもある。下記の予
定はあくまでも目安である。

第1-2週 分離動詞、接続詞
第3-4週 助動詞
第5-6週 動詞の3基本形
第7-8週 現在完了形
第9-10週 形容詞、比較表現
第11-12週 受動態、再帰動詞
第13-15週 関係代名詞、接続法等の文法的補足

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準 学期末テスト、小テスト、授業での積極性を総合的に評価する。

教科書等 Andrea Raab / 石井学 / 石井寿子 / 保阪靖人 / 保阪良子『ミュンヒェンに夢中』同学社

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

備考 ドイツ語IIは2クラスあるから、テキスト等の買い間違えに注意。



科目名 フランス語Ⅰ

単位数 2.0

担当者 国際学部 准教授 大場 静枝（木曜日担当）
非常勤講師 クラヴィエ，フランク Franck CLAVIER（火曜日担当）

履修時期 前期

履修対象 １年（情報科学部・芸術学部対象）

講義形態 演習

概要

初めてフランス語を学ぶ学生を対象に、フランス語文法の基礎と初歩的な会話を学びます。授業では、現実
的な状況や場面に即した会話表現を習い、実際に役に立つフランス語を身につけていきます。具体的には、
数の数え方、挨拶、自己紹介など日常生活で使われる基本的な表現を理解し、その受け答えがフランス語で
できるようになることを目指します。文法については、会話に必要な最小限の文法事項にとどめ、丁寧に学習
していきます。

科目の到達目標 フランス語の初級文法を理解しながら、「聞く」「話す」を中心としたコミュニケーション能力を身につけます。

受講要件 特にありません。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修
フランス語の上達には、習った文法事項や表現を確実に覚える、語彙を増やすということが必要になります。
毎授業後、単語や動詞の活用の暗記、フランス語作文、練習問題などの課題を出しますので、必ずそれを
やって授業に臨んでください。

講義内容

授業は、週2回（火曜日と木曜日）行われます。

第1-2週：ガイダンス（授業の進め方、評価など）
Dossier 0：Moteur !「発進！」
Les mots de la classe, les nombres, les jours de la semaine, les 12 mois de l’année et les saisons, la
francophonie「クラスで使うフランス語、数字、曜日名、月名、四季、フランス語圏」
Dossier 1：Bonjour「こんにちは」
第3-4週：Leçon 1. Bienvenue !「ようこそ！」
Demander/Dire le prénom et le nom「相手の氏名聞く／自分の氏名を言う」
Grammaire「文法」：les pronoms personnels sujets「主語人称代名詞」、l’article défini「定冠詞」
第5-6週： Leçon 2. Les mots à lire「単語を読んでみよう」
Reconnaître des mots français à l’écrit「書かれたフランス語の単語を認識する」
Grammaire「文法」：les marques du genre et du pluriel à l’écrit「男性名詞・女性名詞・複数形」(1)
第7-8週：Leçon 3. Les mots à écouter「単語を聞いてみよう」
Grammaire「文法」：l’article indéfini「不定冠詞」、les marques du genre et du pluriel à l’oral「男性名詞・女性
名詞・複数形」(2)
第9週：Leçon 4. Culture「文化」
Saluer「挨拶をする」La France「フランスについて」Entraînement「練習問題」
第10週：Révisions et/ou tests「復習と小テスト」
Dossier 2 Identités「身分」(1)
第11-12週：Leçon 5. Moi, je suis…「私は、私は～です」
Se présenter : dire l’âge, la situation de famille, la profession「自己紹介する：年齢、家族構成、職業を言う」 
Grammaire「文法」：être/avoir au présent「動詞 être とavoirの現在形」、les pronoms toniques「人称代名詞強
勢形」
第13-14週： Leçon 6. Mes amis et moi「私の友だちと私」
Se présenter : dire une date, les langues parlées, le lieu d’origine, le lieu d’habitation「自己紹介する：生年
月日、話せる言語、出身地、住んでいる場所を言う」
Grammaire「文法」：les prépositions (en, au, aux) + noms de pays「前置詞en, au, aux＋国名」les verbes en –
er au présent「 –er動詞現在形」
第15週：Révisions et/ou tests「復習と小テスト」

※授業の進捗は学生の理解度に応じて変わります。また、復習と小テストは授業の進捗状況に応じて行いま
すので、その回数や実施日に変更が生じることがあります。
※上記とは別に期末試験を実施します。

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準 期末試験及び小テスト：80%
平常点（授業への積極的参加度）：20％

教科書等 Totem 1 Méthode de français A1, M.-J. Lopes, J.-T. Le Bougnec, HACHETTE
Totem 1 Cahier d'exercices, M.-J. Lopes, J.-T. Le Bougnec, HACHETTE

担当者プロフィール

大場静枝
専門はフランス18世紀文学、フランス・ブルターニュ地方をフィールドとした地域文化研究。語学書：『フランス
語デビュー』『フランス語会話デビュー』『徹底攻略仏検準2級これさえあればすべてわかる！』（いずれも共
著）など。

クラヴィエ，フランク Franck CLAVIER
フランス出身。2018年4月～2019年3月まで本学で教育実習を行う。専門はフランス語教授法。



授業に関連する実務経
験

大場静枝
1992年～1995年Canon Bretagne S.A.に勤務（通訳・翻訳業務に従事）
1996年～2004年フリーランスで通訳・翻訳・通訳ガイド業務に従事
1998年～2012年（財）日本国際協力センターにて非常勤研修監理員及び調査団同行通訳業務に従事

備考 コミュニケーションを重視した授業ですので、恥ずかしがらず積極的にフランス語を使ってください。



科目名 フランス語Ⅰ

単位数 2.0

担当者 准教授 大場 静枝（火曜日担当）
非常勤講師 クラヴィエ，フランクFranck CLAVIER （木曜日担当）

履修時期 前期

履修対象 １年（国際学部対象）

講義形態 演習

概要

初めてフランス語を学ぶ学生を対象に、フランス語文法の基礎と初歩的な会話を学びます。授業では、現実
的な状況や場面に即した会話表現を習い、実際に役に立つフランス語を身につけていきます。具体的には、
数の数え方、挨拶、自己紹介など日常生活で使われる基本的な表現を理解し、その受け答えがフランス語で
できるようになることを目指します。文法については、会話に必要な最小限の文法事項にとどめ、丁寧に学習
していきます。

科目の到達目標 フランス語の初級文法を理解しながら、「聞く」「話す」を中心としたコミュニケーション能力を身につけます。

受講要件 特にありません。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修
フランス語の上達には、習った文法事項や表現を確実に覚える、語彙を増やすということが必要になります。
毎授業後、単語や動詞の活用の暗記、フランス語作文、練習問題などの課題を出しますので、必ずそれを
やって授業に臨んでください。

講義内容

授業は、週2回（火曜日と木曜日）行われます。

第1-2週：ガイダンス（授業の進め方、評価など）
Dossier 0：Moteur !「発進！」
Les mots de la classe, les nombres, les jours de la semaine, les 12 mois de l’année et les saisons, la
francophonie「クラスで使うフランス語、数字、曜日名、月名、四季、フランス語圏」
Dossier 1：Bonjour「こんにちは」
第3-4週：Leçon 1. Bienvenue !「ようこそ！」
Demander/Dire le prénom et le nom「相手の氏名聞く／自分の氏名を言う」
Grammaire「文法」：les pronoms personnels sujets「主語人称代名詞」、l’article défini「定冠詞」
第5-6週： Leçon 2. Les mots à lire「単語を読んでみよう」
Reconnaître des mots français à l’écrit「書かれたフランス語の単語を認識する」
Grammaire「文法」：les marques du genre et du pluriel à l’écrit「男性名詞・女性名詞・複数形」(1)
第7-8週：Leçon 3. Les mots à écouter「単語を聞いてみよう」
Grammaire「文法」：l’article indéfini「不定冠詞」、les marques du genre et du pluriel à l’oral「男性名詞・女性
名詞・複数形」(2)
第9週：Leçon 4. Culture「文化」
Saluer「挨拶をする」La France「フランスについて」Entraînement「練習問題」
第10週：Révisions et/ou tests「復習と小テスト」
Dossier 2 Identités「身分」(1)
第11-12週：Leçon 5. Moi, je suis…「私は、私は～です」
Se présenter : dire l’âge, la situation de famille, la profession「自己紹介する：年齢、家族構成、職業を言う」 
Grammaire「文法」：être/avoir au présent「動詞 être とavoirの現在形」、les pronoms toniques「人称代名詞強
勢形」
第13-14週： Leçon 6. Mes amis et moi「私の友だちと私」
Se présenter : dire une date, les langues parlées, le lieu d’origine, le lieu d’habitation「自己紹介する：生年
月日、話せる言語、出身地、住んでいる場所を言う」
Grammaire「文法」：les prépositions (en, au, aux) + noms de pays「前置詞en, au, aux＋国名」les verbes en –
er au présent「 –er動詞現在形」
第15週：Révisions et/ou tests「復習と小テスト」

※授業の進捗は学生の理解度に応じて変わります。また、復習と小テストは授業の進捗状況に応じて行いま
すので、その回数や実施日に変更が生じることがあります。
※上記とは別に期末試験を実施します。

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準 期末試験及び小テスト：80%
平常点（授業への積極的参加度）：20％

教科書等 Totem 1 Méthode de français A1, M.-J. Lopes, J.-T. Le Bougnec, HACHETTE
Totem 1 Cahier d'exercices, M.-J. Lopes, J.-T. Le Bougnec, HACHETTE

担当者プロフィール

大場静枝
専門はフランス18世紀文学、フランス・ブルターニュ地方をフィールドとした地域文化研究。語学書：『フランス
語デビュー』『フランス語会話デビュー』『徹底攻略仏検準2級これさえあればすべてわかる！』（いずれも共
著）など。

クラヴィエ，フランクFranck CLAVIER
フランス出身。2018年4月～2019年3月まで本学で教育実習を行う。専門はフランス語教授法。



授業に関連する実務経
験

大場静枝
1992年～1995年Canon Bretagne S.A.に勤務（通訳・翻訳業務に従事）
1996年～2004年フリーランスで通訳・翻訳・通訳ガイド業務に従事
1998年～2012年（財）日本国際協力センターにて非常勤研修監理員及び調査団同行通訳業務に従事

備考 コミュニケーションを重視した授業ですので、恥ずかしがらず積極的にフランス語を使ってください。



科目名 フランス語Ⅱ

単位数 2.0

担当者 非常勤講師 クラヴィエ，フランクFranck CLAVIER （火・木曜日担当）

履修時期 後期

履修対象 １年（全学部対象）

講義形態 演習

概要

前期で学習した知識を生かして、フランス語文法の基礎と初歩的な会話の学習を継続します。授業では、現
実的な状況や場面に即した会話表現を習い、実際に役に立つフランス語を身につけていきます。具体的に
は、連絡先をたずねる、レストランで注文する、待ち合わせをするなど日常生活で使われる基本的な表現を
理解し、その受け答えがフランス語でできるようになることを目指します。文法については、会話に必要な最
小限の文法事項にとどめ、丁寧に学習していきます。

科目の到達目標 フランス語の初級文法を理解しながら、「聞く」「話す」を中心としたコミュニケーション能力を身につけます。

受講要件 フランス語Iの単位取得者または担当教員が認める者。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修
フランス語の上達には、習った文法事項や表現を確実に覚える、語彙を増やすということが必要になります。
毎授業後、単語や動詞の活用の暗記、フランス語作文、練習問題などの課題を出しますので、必ずそれを
やって授業に臨んでください。

講義内容

授業は、週2回（火曜日と木曜日）行われます。

第1週：ガイダンス（授業の進め方、評価など）既習事項の確認
Dossier 2：Identité「身元」(2)
第2-3週：Leçon 7. Toi「きみ」
Poser des questions sur l’identité et les coordonnées「身元や連絡先について質問する」
Grammaire「文法」：l’adjectif possessif au singulier「所有形容詞単数形」、appeler/s’appeler「電話をする／
名前を名乗る」
第4-5週： Leçon 8. Culture「文化」
Faire connaissance「知り合いになる」、Habiter à Nantes「ナントに住む」Entraînement「練習問題」
Dossier 3：Sorties「外出」
第6-7週： Leçon 9. Et pour vous ?「で、あなたは？」
Commander au restaurant「レストランで注文する」、Poser des questions「質問する」
Grammaire「文法」：prendre au présent「動詞prendreの現在形」、les articles indéfinis et définis「不定冠詞と
定冠詞」(2)
第8週：Révisions et/ou tests「復習と小テスト」
第9-10週：Leçon 10 À Paris「パリで」
Décrire une ville「都市を描写する」
Grammaire「文法」：le pluriel des noms「名詞の複数形」、faire au présent「動詞faireの現在形」、le pronom
on「主語人称代名詞on」
第11-12週：Leçon 11 Métro Odéon「地下鉄オデオン駅」
Proposer une sortie「外出を誘う」、Dire l’heure「待ち合わせ時間を言う」、Organiser un rendez-vous「待ち合
わせを決める」、Situer dans l’espace「場所を指定する」
Grammaire「文法」：aller et venir au présent「動詞allerとvenirの現在形」、la négation ne…pas「否定形ne…
pas」、les prépositions de lieu (devant/derrière/sous/sur/à côté)「場所の前置詞devant/derrière/sous/sur/
à côté」
第13-14週： Leçon 12 Culture「文化」
Au restaurant「レストランにて」、Bienvenue à Paris「パリへようこそ」Entraînement「練習問題」
第15週：Révisions et/ou tests「復習と小テスト」

※授業の進捗は学生の理解度に応じて変わります。また、復習と小テストは授業の進捗状況に応じて行いま
すので、その回数や実施日に変更が生じることがあります。
※上記とは別に期末試験を実施します。

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準 期末試験及び小テスト：80%
平常点（授業への積極的参加度）：20％

教科書等 Totem 1 Méthode de français A1, M.-J. Lopes, J.-T. Le Bougnec, HACHETTE
Totem 1 Cahier d'exercices, M.-J. Lopes, J.-T. Le Bougnec, HACHETTE

担当者プロフィール クラヴィエ，フランク Franck CLAVIER
フランス出身。2018年4月～2019年3月まで本学で教育実習を行う。専門はフランス語教授法。

授業に関連する実務経
験

備考 コミュニケーションを重視した授業ですので、恥ずかしがらず積極的にフランス語を使ってください。





科目名 中国語Ⅰ

単位数 2.0

担当者 火曜日 国際学部准教授 飯島 典子、木曜日 非常勤講師 張 健

履修時期 前期

履修対象 １年（情報科学部・芸術学部対象）火・木１限クラス

講義形態 講義

概要 中国語の発音、発音表記法、中国で使用される漢字、日常会話に用いられる表現、基礎的文法、慣用表現
などを習います。また、中国人の日常生活や考え方についても理解を深めるようにします。

科目の到達目標 中国語のピンイン（発音）、文字（簡体字）、基礎文法及び日常的表現などを習得する。

受講要件 中国語は発音が日本語と異なり、また複雑なため、多くの時間を発音練習に割かなければなりません。皆さ
んが退屈をしないように教員のほうで工夫をしますが、皆さんにもそれなりの忍耐と努力が要求されます。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 教科書にはＣＤとＤＶＤが付いているので、必ず予習と復習をしてください。

講義内容

1 ガイダンス、中国語とは？
2 中国語の音節や声調、単母音
3 中国語の複母音
4 中国語の子音
5 鼻音を伴う母音
6 声調変化、発音のまとめ
7 第１課 你好
8 第２課 学校
9 第３課 新宿
10 第４課 相机
11 第５課 家庭
12 第６課 富士山
13 第７課 咖啡
14 第８課 街上
15 まとめ
※授業の順序は変更することがある。
※上記とは別に期末試験を実施する。

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準 期末試験・小テストの点数、平常点などを総合的に評価します。

教科書等

教科書：『日中いぶこみ広場 初級テキスト』 相原茂・陳淑梅・飯田敦子 朝日出版社
参考書：必要に応じて紹介します。

（クラス分け：履修者を学籍番号に基づいて振り分け、ほぼ同数とします。）

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 中国語Ⅰ

単位数 2.0

担当者 火曜日 非常勤講師 欒 竹民、木曜日 非常勤講師 張 健

履修時期 前期

履修対象 １年（情報科学部・芸術学部対象）火・木２限

講義形態 講義

概要 中国語の発音、発音表記法、中国で使用される漢字、日常会話に用いられる表現、基礎的文法、慣用表現
などを習います。また、中国人の日常生活や考え方についても理解を深めるようにします。

科目の到達目標 中国語のピンイン（発音）、文字（簡体字）、基礎文法及び日常的表現などを習得します。

受講要件 中国語は発音が日本語と異なり、また複雑なため、多くの時間を発音練習に割かなければなりません。皆さ
んが退屈をしないように教員のほうで工夫をしますが、皆さんにもそれなりの忍耐と努力が要求されます。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 教科書にはＣＤとＤＶＤが付いているので、必ず予習と復習をしてください。

講義内容

1 ガイダンス、中国語とは？
2 中国語の音節や声調、単母音
3 中国語の複母音
4 中国語の子音
5 鼻音を伴う母音
6 声調変化、発音のまとめ
7 第１課 你好
8 第２課 学校
9 第３課 新宿
10 第４課 相机
11 第５課 家庭
12 第６課 富士山
13 第７課 咖啡
14 第８課 街上
15 まとめ
※授業の順序は変更することがある。
※上記とは別に期末試験を実施する。

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準 期末試験・小テストの点数、平常点などを総合的に評価します。

教科書等

教科書：『日中いぶこみ広場 初級テキスト』 相原茂・陳淑梅・飯田敦子 朝日出版社
参考書：必要に応じて紹介します。

（クラス分け：履修者を学籍番号に基づいて振り分け、ほぼ同数とします。）

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 中国語Ⅰ

単位数 2.0

担当者 火曜日 非常勤講師 范 叔如 木曜日 非常勤講師 蘇 順珊

履修時期 前期

履修対象 １年（情報科学部・芸術学部対象）火・木 １限クラス

講義形態 講義

概要 中国語の発音、発音表記法、中国で使用される漢字、日常会話に用いられる表現、基礎的文法、慣用表現
などを習います。また、中国人の日常生活や考え方についても理解を深めるようにします。

科目の到達目標 中国語のピンイン（発音）、文字（簡体字）、基礎文法及び日常的表現などを習得します。

受講要件 中国語は発音が日本語と異なり、また複雑なため、多くの時間を発音練習に割かなければなりません。皆さ
んが退屈をしないように教員のほうで工夫をしますが、皆さんにもそれなりの忍耐と努力が要求されます。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 教科書にはＣＤとＤＶＤが付いているので、必ず予習と復習をしてください。

講義内容

1 ガイダンス、中国語とは？
2 中国語の音節や声調、単母音
3 中国語の複母音
4 中国語の子音
5 鼻音を伴う母音
6 声調変化、発音のまとめ
7 第１課 你好
8 第２課 学校
9 第３課 新宿
10 第４課 相机
11 第５課 家庭
12 第６課 富士山
13 第７課 咖啡
14 第８課 街上
15 まとめ
※授業の順序は変更することがある。
※上記とは別に期末試験を実施する。

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準 期末試験・小テストの点数、平常点などを総合的に評価します。

教科書等

教科書：『日中いぶこみ広場 初級テキスト』 相原茂・陳淑梅・飯田敦子 朝日出版社
参考書：必要に応じて紹介します。

（クラス分け：履修者を学籍番号に基づいて振り分け、ほぼ同数とします。）

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 中国語Ⅰ

単位数 2.0

担当者 火曜日 国際学部専任講師 藤原 優美、木曜日 非常勤講師 欒 竹民

履修時期 前期

履修対象 １年（国際学部対象）火・木２限クラス

講義形態 講義

概要 中国語の発音、発音表記法、中国で使用される漢字、日常会話に用いられる表現、基礎的文法、慣用表現
などを習います。また、中国人の日常生活や考え方についても理解を深めるようにします。

科目の到達目標 中国語のピンイン（発音）、文字（簡体字）、基礎文法及び日常的表現などを習得します。

受講要件 中国語は発音が日本語と異なり、また複雑なため、多くの時間を発音練習に割かなければなりません。皆さ
んが退屈をしないように教員のほうで工夫をしますが、皆さんにもそれなりの忍耐と努力が要求されます。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 事前に教科書の指定範囲を予習し、学習後の指定範囲を復習すること。

講義内容

1 ガイダンス、中国語とは？
2 中国語の音節や声調、単母音
3 中国語の複母音
4 中国語の子音
5 鼻音を伴う母音
6 声調変化、発音のまとめ
7 第１課 你好
8 第２課 学校
9 第３課 新宿
10 第４課 相机
11 第５課 家庭
12 第６課 富士山
13 第７課 咖啡
14 第８課 街上
15 まとめ
※授業の順序は変更することがある。
※上記とは別に期末試験を実施する。

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準 期末試験・小テストの点数、平常点などを総合的に評価します。

教科書等
教科書：『日中いぶこみ広場 初級テキスト』 相原茂・陳淑梅・飯田敦子 朝日出版社

参考書：必要に応じて紹介します。

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 中国語Ⅱ

単位数 2.0

担当者 火曜日 国際学部専任講師 藤原 優美、木曜日 非常勤講師 欒 竹民

履修時期 後期

履修対象 １年（情報科学部、芸術学部対象）火・木２限クラス

講義形態 講義

概要 前期に続いて中国語の基礎力を養います。基礎文法のマスターに重点を置き、例文だけでなく、実際の日常
会話につていも理解できるようします。また、中国語の読み書きにも力を入れます。

科目の到達目標 語彙、基礎文法、日常表現などを習得し、「聞く」「話す」「読む」「書く」の4技能をバランスよく身に付けます。

受講要件 中国語Ⅰを履修していることが望ましい。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 事前に教科書の指定範囲を予習し、学習後の指定範囲を復習すること。

講義内容

1 イントロダクション、既習項目の復習
2 第９課 単語・本文、文法 
3 第９課 練習、第１０課 単語・本文
4 第１０課 文法、練習
5 第１１課 単語・本文、文法
6 第１１課 練習、第１２課 単語・本文
7 第１２課 文法、練習
8 補語、助動詞のまとめ
9 第１３課 単語・本文、文法
10 第１３課 練習、第１４課 単語・本文
11 第１４課 文法、練習
12 第１５課 単語・本文、文法
13 第１５課 練習、第１６課 単語・本文
14 第１６課 文法、練習
15 まとめ
※授業の順序は変更することがある。
※上記とは別に期末試験を実施する。

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準 小テスト・期末試験の点数、平常点などを総合的に評価します。

教科書等
教科書：『日中いぶこみ広場 初級テキスト』 相原茂・陳淑梅・飯田敦子 朝日出版社

参考書：必要に応じて紹介します。

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 中国語Ⅱ

単位数 2.0

担当者 火曜日 非常勤講師 欒 竹民、木曜日 非常勤講師 解 海蓉

履修時期 後期

履修対象 １年（国際学部対象）

講義形態 講義

概要 前期に続いて中国語の基礎力を養います。基礎文法のマスターに重点を置き、例文だけでなく、実際の日常
会話についても理解できるようにします。また、中国語の読み書きにも力を入れます。

科目の到達目標 語彙、基礎文法、日常表現などを習得し、「聞く」「話す」「読む」「書く」の4技能をバランスよく身に付けます。

受講要件 中国語Ⅰを履修していることが望ましい。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 事前に教科書の指定範囲を予習し、学習後の指定範囲を復習すること。

講義内容

1 イントロダクション、既習項目の復習
2 第９課 単語・本文、文法 
3 第９課 練習、第１０課 単語・本文
4 第１０課 文法、練習
5 第１１課 単語・本文、文法
6 第１１課 練習、第１２課 単語・本文
7 第１２課 文法、練習
8 補語、助動詞のまとめ
9 第１３課 単語・本文、文法
10 第１３課 練習、第１４課 単語・本文
11 第１４課 文法、練習
12 第１５課 単語・本文、文法
13 第１５課 練習、第１６課 単語・本文
14 第１６課 文法、練習
15 まとめ
※授業の順序は変更することがある。
※上記とは別に期末試験を実施する。

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準 小テスト・期末試験の点数、平常点などを総合的に評価します。

教科書等
教科書：『日中いぶこみ広場 初級テキスト』 相原茂・陳淑梅・飯田敦子 朝日出版社

参考書：必要に応じて紹介します。

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 地球環境論

単位数 2.0

担当者 情報科学研究科 情報工学専攻 教授 田中 公一 国際学部 准教授 目黒紀夫

履修時期 前期

履修対象 １年

講義形態 講義

概要

授業形態：講義
前半（田中担当）では、地球環境の成り立ちを、地球熱収支、大気循環、水循環、気候帯形成など、現在の環
境条件を形成する要因をもとに、自然科学の立場から解説する。次にオゾン層破壊、地球温暖化、酸性雨等
の地球規模環境問題の発生メカニズム、現状、影響、対策などを解説する。
後半（目黒担当）では、地球環境を守ろうとする取り組みが「現場」でいかなる「問題」を引き起こしていて、ど
のように「解決」を考えることができるのかを、人文社会科学の枠組みとフィールドワークの成果をもとに検討
する。

科目の到達目標

地球規模環境問題は，地上の生命すべてに取り返しのつかない害を与えようとしている。最近の科学知識を
もってしても，その影響に関する将来予想は難しいが、原因は人間の産業経済活動であることは言うまでも
無い。自然のメカニズムの知識をもとに地球環境を守る意義を理解する。（以上は前半の田中担当）
地球環境「問題」の望ましい「解決」とは、人や組織、社会、時代などによって変わりうるものであることを理解
し、具体的な「現場」にもとづいて「問題」を考えていくための基本的な枠組みを習得する。（以上は後半の目
黒担当）

受講要件 特になし。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修

（田中）地球環境問題は新聞等でも取り上げられているので、それらを積極的に読み、知識を広げておいてく
ださい。
（目黒）各回の講義のなかで関係する図書や資料、ウェブサイトを紹介するので試験までに各自の興味関心
にもとづいて学習をしておいてください。

講義内容

第1回（田中）地球環境問題について：地球規模で人間を取り巻く自然環境が大きく変化している。この環境問
題は、以前われわれが経験した局地的な地域規模の環境問題（水俣病や四日市喘息など）に比べて、規模
の広がりとともに問題の解決が難しくなっている。地球規模で自然の営みがどのようにして人間の営みにより
損なわれていくのかを、自然科学の立場から概説する。
第2回（田中）地球環境の成り立ち（１）：地球環境問題を論ずるには、まず現在の地球環境を形成する上で重
要な事項を整理する必要がある。ここでは，現在の地球環境を理解する上で重要な（１）太陽と（２）大気、（３）
水について概説し、地球の熱収支、大気循環、水循環や気候帯の形成のメカニズムを解説する。
第3回（田中）地球環境の成り立ち（２）：引き続き、（４）大地、（５）生物、（６）地球の物理的性質について述
べ，生命で満ち溢れた現在の地球環境の成り立ちを解説する。
第4回（田中）オゾン層破壊：フロン等を原因物質とした成層圏オゾン破壊が、南極のオゾンホールの発見を
きっかけとして現実の問題として認識され、オゾン層破壊物質の具体的な規制が始まった。その歴史を振り
返りながら、オゾン層破壊のメカニズム、対策、現状を概説する。
第5回（田中）地球温暖化：地球の平均気温は過去100年間で，約0.8℃上昇した。世界各地で起こる干ばつ、
大雨など異常気象は、この地球温暖化によりもたらされているとの指摘がある。地球温暖化はどのようにして
起こるのか、またその影響について概説する。
第6回（田中）地球温暖化とエネルギー問題：ロシアの批准により地球温暖化防止京都議定書が発効した。地
球温暖化を防ぐにはどうしたらよいのか、エネルギー問題と関連づけてその対策を概説する。
第7回（田中）酸性雨と大気汚染：現在、酸性雨は国際的な問題に発展し、早急な対策が求められている。酸
性雨とは何か、またその歴史、被害、対策を大気汚染とともに概説する。
第8回（目黒）地球環境問題をめぐる言葉と価値の問題：後半のイントロダクションとして、自然「保護」や環境
「保全」、自然資源「管理」といった言葉の意味の違いを説明しながら、自然や環境の「守り方」の歴史的な変
化を説明する。
第9回（目黒）東南アジアの熱帯林保全：森林破壊の元凶といわれた焼畑農耕の実態と大規模な森林開発に
ともなう地域の社会と景観の変容過程を説明する
第10回（目黒）アフリカの野生動物保全：生態的にも経済的にも持続的な方法だということで国際的に注目を
集めているスポーツハンティングの是非を検討する。
第11回（目黒）アマゾンの生物多様性保全：貴重な森とそこに暮らす先住民の両方を守る方策として最近試
みられているコミュニティビジネスの事例を紹介する
第12回（目黒）日本の里山保全：人間の手が入ることで豊かさを保ってきた二次的自然として世界的に評価さ
れるようになっている日本の里山の現状を考える。
第13回（目黒）日本の公害：四大公害の筆頭にして国際条約の名前にもなっている水俣病が、公式確認か
ら60年後の現在どのような状況にあるのかを説明する。
第14回（目黒）国際社会における環境ガヴァナンス：国際的な会議の場でどのように議論が戦わされ合意や
取り決めが作られるのかを複数の事例で説明する。
第15回（目黒）後半のふりかえりとまとめ：授業の後半で取り上げた「問題」をふりかえりながら人間と自然環
境との関係についてのこれまでの議論をまとめる。

※上記とは別に期末試験を実施する。

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準 期末試験の成績に基づき履修規定の基準にしたがって評価する。



教科書等 参考書：（田中）松信八十男著「地球環境論入門」（サイエンス社）
参考書：（目黒）鬼頭秀一著『自然保護を問いなおす―環境倫理とネットワーク』（ちくま新書）

担当者プロフィール

（田中） 情報科学研究科、情報工学専攻に所属し、センサ材料の特性やセンサから得られる情報の高速処
理について研究を行っています。さらに、2011年から情報通信の妨げとなる地球周辺部の磁気の異常に関し
て、インドとの国際共同研究にも参加しています。授業内容や宿題などに関する、学生の個別学習相談を随
時受け付けています。教員の所在は、学内サイネージ等に掲示されていますので、確認の上、研究室を訪ね
てみてください。
【実務経験(田中公一)：1982年4月～1984年6月 広島県立学校主事、1984年11月～1985年3月、1990年4月
～1991年7月 公立中学校教員】
（目黒） 専門はアフリカ地域研究、環境社会学、開発社会学。メインのフィールドはケニア南部のマサイ社会、
他にタンザニア北部のイコマ社会、熊本県の水俣、島根県隠岐郡の海士町にも定期的に通っている。

授業に関連する実務経
験

【実務経験(田中公一)：1982年4月～1984年6月 広島県立学校主事、1984年11月～1985年3月、1990年4月
～1991年7月 公立中学校教員】

備考



科目名 創作と人間

単位数 2.0

担当者
芸術学部 教授 藁谷実、教授 今村雅弘、教授 森永昌司、准教授 石黒賢一郎、准教授 志水児王，教授 前
川義春、教授 チャールズ・ウォーゼン、教授 鰕澤達夫、教授 吉田幸弘、教授 笠原浩、教授 永見文人、教授
倉内啓、教授 大塚智嗣

履修時期 前期

履修対象 １年次、２年次

講義形態 講義

概要

美的価値をもった客観的対象を創作する人間の活動及びその所産を一般に「芸術」というが、本講義におい
ては、絵画・彫刻・工芸・デザイン等の各領域で優れた技術と豊富な経験を有する講師（芸術学部教授）によ
る創作体験と作品の紹介を通して創作への姿勢を示し、その多様な芸術観に触れ人間的な創作について考
える。

科目の到達目標 美術に関する幅広い教養と知識を養う。

受講要件 特になし。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 美術館・博物館で作品を実際に見たり、図書館で美術出版物等を閲覧したりするなどして、多様な芸術作品
に接するとともに、作家の芸術観に触れ、人間的な創作について自らの考えを深めること。

講義内容

１ 導入ガイダンス （森永昌司）
２ 日本画 （藁谷実）
３ 現代表現 （鰕澤達夫）
４ 染織造形 （倉内啓）
５ 彫刻 （前川義春）
６ 漆造形 （大塚智嗣）
７ 油絵 （石黒賢一郎）
８ 視覚造形 （納島正弘）
９ 映像メディア （笠原浩）
10 金属造形 （永見文人）
11 立体造形 （吉田幸弘）
12 油絵 （志水児王）
13 彫刻 （チャールズ・ウォーゼン）
14 日本画 （今村雅弘）
15 油絵 （森永昌司）・まとめ
＊講義内容、講義順については変更する場合がある。

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 授業への積極的参加度合い、毎回講義後に提出する小コメントレポートを以って各教員が点数化し，15週を
通して総合的に評価する。

教科書等 教科書・参考書は特に指定しない。
必要に応じて、随時プリント配布。

担当者プロフィール 各教員総覧参照

授業に関連する実務経
験

備考 教育ネットワーク中国単位互換提供科目及び高大連携提供科目
私語一切厳禁をとりわけ強く要請する。



科目名 心の健康・身体の健康

単位数 2.0

担当者 国際学部准教授 今江 秀和,
非常勤講師 鬼塚 純玲

履修時期 前期

履修対象 １・２年

講義形態 講義

概要

様々な生命現象の中から「健康」を論題に取り上げ、学生生活を、またその後の人生を心身ともに健康に過
ごすために、心・身体・生と性の観点から論じる。これにより、心身の健康に関する基礎的知識を習得するとと
もに、心・身体・生と性の健康について自己管理ができる人材の育成を行う。

本講義の受講はピアサポーターになるための要件の1つになっているので、ピアサポーターになることを希望
する者は受講すること。

科目の到達目標 80年を越える人生を健康に生き生きと活躍するための，生活の知恵に関する問題の認識と整理、調査・研
究、意見のまとめができるようになる。

受講要件 特になし

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 自分の心・身体に関心を持つこと。授業で学んだことを復習すること。学んだことを生活の中で生かしてほし
い。

講義内容

【講義内容】
１ （今江）オリエンテーション、健康とは何か
２ （鬼塚）健康と運動・スポーツ
３ （鬼塚）健康と栄養・食事
４ （鬼塚）運動時の健康管理 —熱中症予防の観点から—
５ （今江）タバコやアルコールについて（特別講師による講義）
６ （今江）性感染症と避妊の正しい知識（特別講師による講義）
７ （今江）生活習慣病とその予防（特別講師による講義）
８ （今江）血液、献血（特別講師による講義）
９ （今江）心の健康と心の問題
10 （今江）ストレスとその対処法
11 （今江）大学生が出会う様々な問題
12 （今江）多様な価値観
13 （今江）コミュニケーション
14 （今江）生涯発達
15 （今江）まとめ

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準 担当教員により、レポート、試験等が課されることがある。今江の担当分については、毎回の提出物とテスト
により評価する。それぞれの担当教員の評価を総合して、成績を出す。

教科書等 教科書：特に使用しない。
参考書：適宜紹介する。

担当者プロフィール 心と身体の相談センターのカウンセラーもしています。

授業に関連する実務経
験

今江は、臨床心理士として、心理療法、カウンセリングの実務を行い、心の問題の解決・改善の支援を行って
きている。

備考 授業の方法については、教員によって異なります。。WebClassにて事前に確認してください。



科目名 情報社会論

単位数 2.0

担当者 非常勤講師 八城年伸

履修時期 前期

履修対象 １・２年

講義形態 講義

概要

現代は情報化社会であると言われて久しいが、情報化による社会の変革は年を追うごとに大きくなっている。
また情報化が身近で手軽なものになるにつれて、手軽さによる油断から社会的地位を失うことあるなど、負の
面が無視できなくなってきている。
本授業では週ごとにテーマを１つ決めて、それぞれの二面性、なぜ起きているのか、我々はどのように対処
すべきかについて学ぶ。言い換えると情報社会における危機管理の基本的な考え方を身につける。

科目の到達目標 日々進化する情報社会において、その進化の過程を学ぶと同時に、情報社会の光と影を理解し、各自の進
路の中に活かせる内容を、それぞれの専門分野から把握する。

受講要件 特になし。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修

21世紀を担う学生諸君にとって、情報社会論は専門領域を越えて、極めて刺激的なテーマである。国際学及
び情報科学を専攻する学生には卒業論文や卒業研究に不可欠な研究課題であり、芸術を専攻する学生に
は創制作上、ポストモダン（脱近代）の鍵を握るキーワードである。教わるというより、自らに問いかけるつもり
で、学んで欲しい。
本講義においては、講義した内容を整理し、自らの知識として昇華するための事後学習を重視する。講義お
よび事後学習をまとめたノートは、学期終了時に提出してもらい、その内容を成績評価に加える。ノートの方
法等については、オリエンテーションにて指示する。

講義内容

１：オリエンテーション－情報社会論の学び方
２：情報化社会の理解（第三の波）
３：情報化によるビジネスの変革
４：危機管理（基本的な考え方とリスクマネジメント）
５：危機管理（不正アクセスとサイバー犯罪）
６：ネットワーク社会への理解（依存することの危険性）
７：ネットワーク社会への理解（ネットで収集されたデータの価値）
８：ネットワーク社会への理解（データの埋葬・遺品としてのデジタルデータ）
８：情報から要点を探しだし整理する（前編）
９：情報から要点を探しだし整理する（後編）
１０：メディア・リテラシー（マスコミュニケーション）
１１：メディア・リテラシー（オーディエンスの転回）
１２：格差の拡大（デジタルデバイドとユニバーサルデザイン）
１３：技術革新と知的財産権（著作権問題）
１４：前期に生じた情報に関するニュースと解説、意見交換
１５：ＩＲＡＣによる情報伝達
※情報に関する事件やニュースも題材として扱うため、テーマや順序は予告なく変更することがあります。

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準

日常の学習・修得態度などを見る平常点で総合評価する。具体的には、次に示す各項目を基準に評価する。
講義ノートの取り方、事後学習の成果（４０％）
単元ごとの一言レポート（２０％）
講義の内容全般に関するレポート（４０％）

教科書等 教科書：なし（資料を配布）
参考書：駒谷昇一 , 辰己丈夫著「情報と職業」改訂2版（オーム社）

担当者プロフィール 安田女子大学 家政学部 准教授

授業に関連する実務経
験

テクニカルライターとして、(株)秀和システムより技術書および実用書を９冊刊行（単著５冊、共著４冊）

備考 本講義は、教育職員免許状受領資格取得関係科目の一つであり、高一種（情報）の「情報社会及び情報倫
理」（2019年度以降入学生は「情報社会・情報倫理」）の科目区分に属する。



科目名 コンピュータ・アート

単位数 2.0

担当者 芸術学部 教授 吉田幸弘， 教授 笠原 浩

履修時期 後期

履修対象 主に国際学部及び芸術学部美術学科の2年生が対象

講義形態 講義

概要

インターネットをはじめとするメディアの変化によって、今後ますますコンテンツに対する需要は高まると予想
される。
コンピュータ環境を中心としたデジタルコンテンツを扱うことは、もはや日常と化している。
本講義では、メディア・リテラシーとしてのコンピュータを用いた視覚芸術作品の、初歩的な制作技術を習得す
るため、
講義と演習の両側面から指導する。

科目の到達目標
コンピュータは広く普及して、文書の作成やデータの管理などは日常と化している。
そんなコンピュータを、美術作品を作る道具の様に見立てて、「お絵かき」をする様な感覚で作る楽しさや、操
る楽しさを体験し、広い意味でのコンピュータグラフィックス作成の初歩的な能力を養う。

受講要件 段階的な積み上げによる授業のため毎回必ず自身のUSBにバックアップをとること

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 創作する心や操ることの楽しさに興味を持っていることが望ましい。

講義内容

１ コンピュータによるコンテンツ制作の概要
講義の概要とスケジュールの説明、諸注意など

２－８ ①動き表現を用いたコミュニケーションコンテンツの制作。
具体的には，動くLINEスタンプの制作
2. アニメーション表現の為の基礎講義
3.アニメーション制作のためのAdobe Photoshopの基本操作 
4.Adobe Flashの基本操作方法
5.キャラクターコンテンツの創出
6.アニメーション展開作業
7.「アニメ動画に変換する君」操作方法
8.複数動画コンテンツの制作

９－１５ ②３Dデジタルコンテンツの作成
具体的にはShadeを使ってリアリスティックな３DCGの静止画を作成する。課題は1と２の２課題
9 ②の課題説明、課題１のデッサンと計測
10 課題１モデリング（形状データーの作成）
11 課題１マッピング（テクスチャーの作成、貼付け）
12 課題１ライティング（照明の作成、明るさ調整）
13 課題１レンダリング（イメージ図の作成）
14 課題２バックグラウンド（背景画像の作成）
15 課題２レンダリング（IBLによるイメージ図の作成）

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準
各課題の提出作品による。
①②のそれぞれで制作した作品を点数化し評価する。
どちらかが未提出の場合は単位習得できない。

教科書等 必要に応じて随時提示する。

担当者プロフィール 笠原 浩教授：芸術学部デザイン工芸学科映像メディア造形分野 日本アニメーション学会会員
吉田幸弘教授：芸術学部デザイン工芸学科立体造形分野 デザイナー

授業に関連する実務経
験

吉田幸弘 車メーカーで5年間カーデザイン関連の業務を行う

備考



科目名 情報と企業

単位数 2.0

担当者 情報科学研究科情報工学専攻 教授 前田 香織
医用情報科学専攻 教授 田中 宏和

履修時期 後期

履修対象 1年（～４年）

講義形態 講義

概要

ICT(情報通信技術）を中心とした各企業の取り組みを通じて実社会の状況を知ることを目的とする。
本科目は、（財）経済広報センターによる教育支援活動の一環として慶應義塾大学に開設された寄付講座
を、実時間遠隔講義環境を利用して、慶応義塾大学総合政策学部（SFC）・環境情報学部、同志社大学政策
学部、広島市立大学の３拠点を接続し、広島市立大学から参加できるようにしたものである。
毎回、様々な企業で活躍中の方々を講師として迎え、各企業での取り組みについて講義いただくという形式
をとる。また、講師との質疑応答時間も用意される。本講義では、実時間遠隔講義環境を通して、講義中の
質疑応答等双方向の対話が可能であり、講師および他の大学の様子等が表示され、また、本大学の様子も
他の拠点に表示される。

科目の到達目標

・実社会での企業活動の様子を知る
・講義を通して将来のキャリア形成の参考とする
・企業活動やそれをとりまく社会動向に関心をもつ
・多様な分野、普段話しを聞く機会の少ない講師なので、積極的に質問をする
・小課題やレポートで自分の考えをまとめて記述できるようになる

受講要件

・第１回目のガイダンスは必ず出席すること。ガイダンスに出席していない場合は履修を認めない。
・遠隔講義施設のある教室の定員により履修人数を制限する場合がある。 
・他大学の講義開講日程により、講義実施日を変更（冬季休暇中に1回分実施）する場合がある。
・以下の受講生の感想を参考に、積極的に講義に臨むこと。
受講生の感想（抜粋）
「この講義を受講して、企業や企業活動のイメージは変わりましたか？」
・半年の講義で自分の中の企業に対するイメージは大きく変わった。私はどの企業も厳格な規律があり、上
から与えられた仕事を淡々とこなすといったイメージがあり、企業ごとの個性をあまり感じていなかった。しか
し、企業には各々個性があり、それぞれのやり方や理念などを持っている、そのことを講義を通して学べたと
思う。どの企業も独自の社風があり、それぞれのセンスやユーモアを発揮し、自分たちの特色を生かし成長し
ている。そこに自分も加わり、共に社会に貢献できるようになりたいと思った。

・初回では、私の中の企業のイメージは、物やサービスを造り出して販売するだけというものだったが、現在
では、企業というのは販売する事よりも、どのようにして多くの人に認知してもらい、満足してもらうかのアイデ
アを考える方に力を入れているのだと気づいた。特に今まではあまり目をつけていなかった中小企業に対し
て、かなり良い印象を持つようになった。日本の企業の大半は中小企業であり、その中で勝ち抜くためには、
他とは違うアイデアを産み出さなければならない。この講義を通して、普段の生活でも企業のことを考えるよう
になり、起業してみようと思った。

・情報と企業の講義でお話をしてくださった講師の方々が所属している企業は世間的に有名な企業ばかり
で、また様々な視点からお話をしていただき、多くの事を学ぶ事ができました。失敗や苦悩を話された講師の
方もけっこういらっしゃって、有名な大きな企業でも進化し続けないと企業が成り立たなくなってしまう事が一
番勉強になりました。大きな企業は今の状態を保っているイメージがあったけど、それだけではなくさらに上を
目指しているという点でイメージが変わりました。

・最初は、各企業の紹介だけを聞くものと思っていましたが、それだけではなく、現代の社会情勢をかんがみ
た上での経営戦略や、現代の中小企業の実態など、一企業にとどまることのない有益な話を聞くことが出来
た。あまり得るものがないと思っていたが、現在の企業がどのような仕事の仕方をしているのか、企業から求
められる力は、どのようなものなのかなどを知ることができたので、とても有意義な講義だと思いました。

・ガイダンス時では ”情報と企業“ という科目名から情報系・IT系の企業の現代における情報の活かし方、課
題のようなお話が聞けるのかと想像していたが、講義では実に多様な分野の企業のお話を聞くことができ、
情報社会における企業のあり方をいくつも知ることができた充実した時間だったと感じた。他大学の質疑応答
で、自分とは違う観点からの意見に、なるほどと思うことがあった。

・最初のイメージは、企業は株主総会や会議で決まった事をやっているぐらいの事しか頭になかったけど、講
義を聞いていく事で、企業はそれぞれどのような事で他の企業と差別化を図ろうか考えていたり、新しい事に
挑戦する事で、今までの企業における概念をくつがえしていたりと、たくさんの成功するための道を考え行動
している事がわかった。具体的に企業がやっている事が聞けてこの講義でしか聞けない事もいくつかあった
ため、大変貴重な時間をすごせたと思う。

・

・今まで持っていた、漠然とした企業というものの靄が晴れたと思います。以前までは企業に対しては、顧客と
しての目線でしか見れていませんでしたが、企業の内部の人からのお話が聞けたので、視野が広がりまし
た。特に、その企業が力を入れている事業についての詳しい説明を受けれたので、現在の企業が生き残るた
めに工夫していることがよく理解でき、その企業に必要とされている人材像がつかめました。いい講義だった
と思います。

・情報と企業で講師をしてくださっている方々は大企業の方が多く、遠隔授業なのにも関わらず比較的眠くな
ることは少なく講義を聞くことができました。大企業の取締役などの方々も基礎を大切にすることが多く、好奇
心や自ら新しい道へ進む方々が多いと実感しました。大人の方々は私たち若者に期待をしており、私たちは



その期待を裏切らないような充実した学生時代を送らないといけないと前から思っていましたが、ますます強
く思うようになりました。

・私は今まで「企業」というものに対しての認識がとても曖昧なものでした。この授業では主に通信系の企業の
方のお話を聞くことができましたが、やはり一番耳に残ったのはベンチャー企業のお話です。今までなかった
着想から新しい事業を始めるための準備や苦難といったものがとても印象深かったです。そして、今の企業
が必要としている人材というものが、どいういったものであるかも少し考える機会となり、とても貴重な経験と
なったと思います。様々な企業のもつ理念、そのための工夫。普段では耳にすることのない、とても実のある
講義だと思います。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 ・講義資料の事前提示がある場合はにWebClassで閲覧し、目を通して質問を考える
・レポート課題の作成に向けて、毎回の講義の復習をする。収録された講義のアーカイブも利用可能である。

講義内容

2020年1月現在、2020年度の講師の調整中。後期開始時期に掲示板等で2020年度分を紹介する。参考まで
に2019年度の内容を示す。

① 2019/10/1「ガイダンス」 前田・田中
② 2019/10/8 （SFC発）
「山形庄内から、ときめこう。 」
YAMAGATA DESIGN(株)：代表取締役 山中 大介氏 
③ 2019/10/15 （SFC発）
「キャッシュレス決済：裏側の仕組」
日本銀行：決済機構局審議役 FinTechセンター長 副島 豊氏
④ 2019/10/29 （SFC発）
「中小企業は知恵の経営 」
(株)日本政策金融公庫：総合研究所中小企業研究第一グループ 
グループリーダー 藤井 辰紀氏
⑤ 2019/11/5 （広島市大発）
「ソーシャルビジネスへの取組み」
(株)コトブキソリューション：企画室室長 宮本 幸治氏
⑥ 2019/11/12 （同志社大学発）
「サービス業から製造業への変革。その先に見るエレベーター学校の設立」
京都エレベータ(株)：代表取締役 田中 陽一氏
⑦ 2019/11/19 （同志社大学発）
「グラフィックデザイン業界の 現状と課題」
(有)アイ・ワーク 取締役兼アートディレクター 岩元俊之 ）
⑧ 2019/11/26 （広島市大発） 
「広島からものづくり！～ローカルSIerの挑戦〜 」
(株)エネルギア・コミュニケーションズ：ソリューション営業本部ソリュー
ションサービス部 IoTソリューションリーム マネージャー 増田 剛洋氏
⑨ 2019/12/03 （同志社大学発）
「景気の波に飲み込まれない強い中小企業を目指して」
(株)エージェンシーアシスト：代表取締役副社長 増井 祐介氏
⑩ 2019/12/10 （SFC発）
「Workstyle Inovation Initiative 〜働き方改革実践事例〜 」
日本マイクロソフト(株)：エグゼクティブアドバイザー 小柳津 篤氏
⑪ 2019/12/17 （SFC発）
「ODA（政府開発援助）を活用した、中小企業の海外事業戦略とトルコにおけ 
る事例 」
フジイコーポレーション(株)：代表取締役 藤井 大介氏
⑫ 2019/12/ 24（SFC発） ← 期間外：1/28実施分
「世界の産業変革とサイバーセキュリティ（仮題）」
富士通(株)：サイバーセキュリティ事業戦略本部 
Planning Director 池田 尚義氏
⑬ 2019/01/07 （SFC発）
「日本人1,000万人を英語が話せるようにする。 」
(株)レアジョブ：代表取締役社長 中村 岳氏
⑭ 2019/01/14 （オンデマンド講義）
「ビッグバン産業：情報通信の現在、過去、未来」
（株）情報通信総合研究所 神野 新 法制度研究部主席研究員
⑮ 2020/01/21 
総括 田中

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準

講義では毎回講義に関する小課題を課す。また、講義中の質問を講義の積極的な参加として評価する。それ
以外に全講義の内容を踏まえたレポート課題が数回出される。レポートの評価は、いかに講義中の話を理解
して自分の意見を考えているかを重視する。したがって、出席もせずにインターネットで調べるなどしてレポー
トを作成しても評価されない。成績評価は小課題の評価とレポートの評価に質問などの受講態度も加味して
評価を行う。
初回のガイダンスを受講していない場合は履修登録しても不可とする。また、受講態度が悪い受講者に対し
て注意、警告の上、不可とする場合がある。

教科書等 講師から資料が提供される場合はIt's Classでアップロードする。

担当者プロフィール
前田香織： http://rsw.office.hiroshima-cu.ac.jp/Profiles/1/0000027/profile.html
田中宏和： http://rsw.office.hiroshima-cu.ac.jp/Profiles/13/0001262/profile.html



授業に関連する実務経
験

田中宏和： 企業で約25年，情報通信に関する研究開発に従事．

備考
・就職活動を控えた学生には企業戦略等に関する講義が聴ける有効な機会である。
・授業内容やレポートなどに関する、学生の個別学習相談を随時受け付けています。教員の所在は、学内サ
イネージ等に掲示されていますので、確認の上、研究室を訪ねてください。



科目名 ＮＰＯ論

単位数 2.0

担当者 国際学部 准教授 城多努（コーディネーター）他

履修時期 前期

履修対象 １・２年

講義形態 講義

概要

ＮＰＯ/ＮＧＯをはじめとする市民社会が話題になることが増えてきました。若者を中心に地域貢献や社会貢
献に対する関心が高まっています。民間の立場から社会を変えようとする市民社会の動きは、行きすぎた市
場競争社会や非効率な政府に見直しを迫る動きとして、世界中で注目されています。
近年では、地方の衰退が加速化し、これまでの政府主導による一律な開発志向政策の限界が明らかになっ
てきたなかで、持続可能な地域の発展のために市民社会が果たす役割に期待が寄せられています。
本講義では、国内外の様々な社会的課題やその背景を提示しながら、国際開発・スポーツ・情報・芸術・財務
など専門分野の異なる教員・実践家がオムニバスで、市民社会の発展過程や役割について講義します。

科目の到達目標 様々な分野から見た市民社会の実態を幅広く学ぶことで、市民社会と現代社会の課題について考え、その発
展のためには何が必要なのかを考えていくことを目指します。

受講要件 特にありません。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 各講義で配布される資料や提示される参考文献により学習を進めること。また適宜、学習した内容を中心に
レポートを作成すること。

講義内容

第１回 (5/14) ガイダンス：ＮＰＯと現代社会
第２回 (5/21) ＮＰＯの特質～組織・機能・資源・財務
第３回 (5/28) 市民社会の発展過程 
第４回 (6/4) ボランタリズムの現代的意義 
第５回 (6/11) ＮＰＯとスポーツ
第６回 (6/18) ＮＰＯと情報
第７回 (6/25) ＮＰＯと芸術
第８回 (7/2) アフリカのＮＰＯ①：アフリカで国際ＮＧＯを調査する
第９回 (7/9) アフリカのＮＰＯ②：アフリカと日本でＮＰＯ活動をする
第１０回 (7/16） 市民活動の現場から学ぶ ①
第１１回 (7/23) 市民活動の現場から学ぶ ②
第１２回 (7/30) 市民活動の現場から学ぶ ③
第１３回 (8/11) グローバル化する市民社会

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 小テストとレポートの総合評価による。

教科書等
教科書 特に指定しない
参考書 講義内で参考文献を適宜指示する
参考資料 講義内で適宜配布する

担当者プロフィール 城多（コーディネーター） 専門は経営財務、公会計・政府の経営学 

授業に関連する実務経
験

備考 市民社会について皆さんと一緒に考えていくことを期待しています。



科目名 広島の産業と技術

単位数 2.0

担当者 情報科学研究科 医用情報科学専攻 准教授 釘宮 章光

履修時期 後期

履修対象 １・２年

講義形態 講義

概要

広島県は自動車産業、造船を中心にモノ作り（製造業）が盛んであり、広島発の技術が国内、さらには世界中
の様々な場面で活躍している。また、筆、針、家具など全国トップのシェアをもつ伝統産業も多い。本講義で
は、製造業を中心に広島の産業の特色と、地域の産業を支える行政や大学の役割と取り組みについて、広
島地域の企業、行政、大学において、実際に会社経営や、技術開発、産業振興に携わっている経営者、技術
者、行政職員、大学教員等を講師として学ぶ。

科目の到達目標 広島の地場産業への関心を深め、地場産業を支える科学技術・産業技術について幅広い知識を得ると共
に、地域における産業振興に対する大学、行政の役割についての理解を深めることを目的とする。

受講要件 特になし

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修
日頃から、広島地域の産業や技術に関するニュース・新聞記事等に関心を持つようにしてほしい。また、本講
義は外部講師を招いての講義であり、講師に失礼にならないよう、私語、居眠り、スマートフォンの使用など
を厳禁とする。これらの事項や毎回の著しい遅刻など受講態度の悪い学生は受講を許可しないことがある。

講義内容

・イントロダクション（広島の産業と技術の概観）
・広島の伝統産業Ⅰ（針）
・広島の伝統産業Ⅱ（筆）
・広島の伝統産業Ⅲ（仏壇）
・広島の工業Ⅰ（ソフトウェア開発）
・広島の工業Ⅱ（ハイテクセキュリティーシステム）
・広島の農業・食品産業Ⅰ（精米技術・米の選別機）
・広島の農業・食品産業Ⅱ（缶詰）
・広島の農業・食品産業Ⅲ（ふりかけ）
・広島の医療（医療機器・医療製品）
・広島のITコンサルタント
・広島のデザイン
・広島のマスコミ
・広島の観光施策
・本学の取り組み・講義のまとめ
（内容は変更することがある）

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 毎回レポートを課し、その内容と平常点により評価を行う。評価基準には学生ハンドブック記載の成績評価基
準を適用する。

教科書等 随時、資料等を配布する。

担当者プロフィール

H07 東京大学大学院工学系研究科化学生命工学専攻修士課程修了
H07 フランス国コンピエーヌ工科大学留学
H08 広島市立大学情報科学部助手
H13 工学博士（東京大学）
H13 広島市先端科学技術研究所次長
H22 広島市立大学社会連携センター准教授
H27 現職

【学生の学習指導・支援体制について】
授業内容などに関する、学生の個別学習相談を随時受け付けています。教員の所在は、情報科学部棟の学
内サイネージ等に掲示されていますので、確認の上、情報棟630研究室を訪ねてみてください。

授業に関連する実務経
験

備考

・履修登録期間終了時に履修者が講義室の収容人数を超える場合、登録者を対象に抽選により履修者を決
定します。
・抽選により履修不可となっても、やむを得ない事情があれば履修を認めることがありますので、教務グルー
プに申し出てください。



科目名 地域再生論入門

単位数 2.0

担当者 特任教授 國本善平

履修時期 後期

履修対象 １・２年次

講義形態 講義

概要

我国は人口減少や制度疲労などの課題を抱え、地域社会の在り方も変容している。本学を取り巻く地域（広
島広域都市圏）は人口240万人を超える経済・生活圏を形成し、将来に向けてこの地域を維持・振興していく
ため、様々な取り組みがなされている。組織や個人が主体となり、プロジェクトやイノベーション、リデザイン等
により、地域の資源や魅力を再評価し、人々をつなぎ、循環し、活性化に結び付けることで地域を再生する試
みが随所で行われており、その活動は新しい価値観や創意、ライフスタイルを伴うものでもある。本講義では
自治体や地域組織の動向の学習に加え、地域で活躍しているキーパーソンを講師に招き、地域再生活動の
理念や方法論、仕組み等を多面的に学ぶ。また、地域での活動の類型を知り、地域との向き合い方について
各自が考察を行う。

科目の到達目標

人口の減少など今後の社会動向や広島広域都市圏の状況を知る。
その上で、地域において、既成概念にとらわれない様々な方法等により、地域の再生、活性化、振興が行わ
れていることを理解する。
さらに、これからの地域の再生をめぐって、人、ネットワーク、交流、地域資源などの要素を踏まえて、自らの
アイデアを考える。

受講要件 特に無し

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 「地域の再生・活性化」に関連する報道やWeb情報、書籍等に関心を寄せ、理解を深める。

講義内容

・講義のメニューと進め方
・地域社会とは何か
・人口、地域政策
・広島広域都市圏の構想
・中山間地域の現状
・都市の再生・魅力化
・地域ソーシャルワーク
・ローカル起業
・移住、関係人口
・ローカルな暮らしの魅力
・デザインや映像、アートによる地域活性化
・地域資源の活用
・地域商社、観光DMOの活動 
・循環型の社会システム
・地域の再生について自ら考える
※授業の内容や順番は変更することがある。

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 毎回の受講票の記載内容と期末レポート、質問等の受講意欲、出席状況などにより総合的に評価する。受
講票不提出は欠席として扱う。

教科書等 必要に応じて資料を配付する。

担当者プロフィール 本学特任教授（2016年から）。 

授業に関連する実務経
験

広島市役所において都市デザイン、地域活性化、企画・文化・観光・広報・平和・被爆者援護・区行政などの
仕事に携わる（1979年－2015年）。

備考
授業中のスマートフォン等の使用、私語は禁止。 
ゲスト講師を招く講義であるため、講義室のできるだけ前の方の席に座ること。また、講師との意見交換や質
問の時間を設けるので積極的な参加を期待する。



科目名 地域ボランティア活動

単位数 2.0

担当者 副学長（教育・研究担当） 渡辺 智恵
非常勤講師 井上 紀文（マツダ財団）及びゲストスピーカー（GS）

履修時期 前期（集中講義）

履修対象 １～４年生

講義形態 講義

概要

「柔らかい社会」の実現に向けて、生活者、社会人としての役割について考える。集中講義で、ボランティア理
解、ボランティア活動に必要なリーダーシップの育成・チームワーク力の醸成を学び、ボランティア活動への
参加実習により感動的体験を得る。この授業を通して、ライフキャリア形成に向けて、社会の中での自己の立
場を理解し、そのためにどのような学びを積み重ねるべきか考えるとともに、自身の今後のライフキャリア形
成の構築方法を考えるきっかけとすることを目的とする。

科目の到達目標

・ボランティアの基本的な理念を理解する。
・ボランティア活動を行う上で必要な態度とルールを理解する。
・対人コミュニケーションを図る（相手の話・気持ちを聴き、自分の気持ちを伝える方法を学ぶ。）。
・ボランティア活動の実際を体験する。
・ボランティア活動を通じて自らの生き方を振り返る。

受講要件 特になし

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 授業内で指示する。

講義内容

5月23日（土）
① イントロダクション(渡辺 智恵 井上 紀文）
② ボランティア概論(井上 紀文、GS：HEART to HEART 竹内 瞳)
③ ボランティアの実際(井上 紀文、GS：ほしはら山のがっこう 浦田 愛)
④ 少年期の心理(井上 紀文、GS：比治山大学 三好 真人)
5月30日（土）
⑤ 企業と社会(井上 紀文、GS：マツダ㈱ 本郷 佳加)
⑥ プログラミングの考え方(井上 紀文、GS：広島大学 川田 和男)
⑦ チームワークについて(井上 紀文、GS：IMAGINUS 鬼村 はるか)
⑧ ボランティアを考える(井上 紀文、GS：これからの学びNW 河野 宏樹)
実習（7～8月）
⑨～⑮ 実習（ボランティア活動）
各自がボランティア活動を行う。条件は小中学生との触れ合いのあるボランティア活動で、実働30時間以上
あるいは2泊3日であること。主催団体の証明印とA4で1枚のレポートを提出する（様式は別途指示する）。

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 授業への取組み、実習、レポート等により総合的に評価する

教科書等 なし（参考資料を適宜配布する）

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

備考

本講義は公益社団法人マツダ財団の寄付講義で、教育ネットワーク中国の単位互換科目であり、加盟大学
学生の受講も可能である。
学外実習を伴うため、保険加入（同窓会入会者は加入済み）を要する。また、実習先によっては宿泊費、食
費、交通費などが発生することがある。



科目名 哲学Ｂ

単位数 2.0

担当者 国際学部教授 柿木伸之

履修時期 後期

履修対象 1年次以上

講義形態 講義

概要

哲学すること、それはこの世界に生きること自体を問い、生きる可能性を新たな視野の下で見通そうと試みる
ことです。それは「あたりまえ」になっていることを問い、日常生活の前提を揺さぶる思考の冒険にほかなりま
せん。実際、古代ギリシアに始まる哲学の歴史のなかで哲学者たちは、世界のなかで、また社会のなかで生
きることにとって不可欠でありながら普段は問われることがない根本的な事柄を問い続けてきました。本講義
では、そのうち「知」、「生と死」、「自由」という三つのテーマを焦点としながら、主に近代以降の哲学者たちの
思考をたどっていきます。そのことは受講者にとって、これら三つのテーマや関連する事柄についてみずから
問いを立て、この世界に生きる自分自身の可能性を、これまでより広い視野の下で見通そうと試みるきっかけ
になるはずです。

科目の到達目標 近代以降の哲学的思考の足跡をたどることによって、哲学史ならびに思想史に関する基本的な知識を得るこ
とと、みずから哲学するための基礎的な能力を身につけることが期待されます。

受講要件 安易に「情報」としての解答を求めるのではなく、哲学者たちが格闘した問題を自分自身の問題として考えよ
うとする姿勢が、本講義の受講の要件です。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修
事前学習はとくに必要ありませんが、事後学習は非常に重要です。講義の資料とノートを見返して、講義のな
かで何を考えたかを反芻するとともに、参考文献として紹介された本を手に取るようにしてください。哲学者の
著作にも取り組んでみてください。

講義内容

以下のような予定で講義を進めていきます。受講者と相談のうえで変更することもあります。
1．イントロダクションI：哲学することへの誘い
2．イントロダクションII：講義のテーマへの導入
3．知ることを問うI：考える私の発見
4．知ることを問うII：経験としての知
5．知ることを問うIII：知の主体とその限界
6．知ることを問うIV：知と言語
7．生と死を考えるI：生きることへの問い
8．生と死を考えるII：死とは何か
9．生と死を考えるIII：自分の死と他者の死
10．生と死を考えるIV：身体的な生とその躍動
11．自由であることを問うI：自由であるとはどういうことか？
12．自由であることを問うII：人間に自由意志はあるのだろうか？
13．自由であることを問うIII：自律としての自由
14．自由であることを問うIV：他者ととのあいだで自由であること
15．まとめ

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準 講義への出席と、講義後の復習を前提とする学期末試験によって成績評価を行ないます（100%）。

教科書等
教科書はありません。各回の講義で資料を配布します。参考書の一つとして、以下のものを挙げておきます。
納富信留他編『よくわかる哲学・思想』（ミネルヴァ書房、2019年）
その他の参考書は、講義のなかで随時紹介します。

担当者プロフィール

研究の専門領域は、近代および現代のドイツ語圏の哲学と美学。近年はとくに、20世紀前半に批評家とし
て、また類いまれなエッセイストとして活動したヴァルター・ベンヤミンの思想に強い関心を持って取り組んで
います。著書に、『ヴァルター・ベンヤミン──闇を歩く批評』（岩波新書、2019年）、『パット剝ギトッテシマッタ
後の世界へ──ヒロシマを想起する思考』（インパクト出版会、2015年）、『ベンヤミンの言語哲学──翻訳と
しての言語、想起からの歴史』（平凡社、2014年）などがあります。翻訳書に、『細川俊夫 音楽を語る──静
寂と音響、影と光』（アルテスパブリッシング、2016年）があります。

授業に関連する実務経
験

特になし。

備考



科目名 世界の宗教

単位数 2.0

担当者 非常勤講師 杉木 恒彦

履修時期 前期

履修対象 １年

講義形態 講義

概要

世界各地の人間・世界観や社会・文化の形成において宗教の果たしてきた役割は大きい。加えて、今やグ
ローバルな広がりを見せる各種ネットワークを通して、世界各地の様々な宗教と何らかの形で接触する機会
は増えている。現代は、世界の様々な宗教の基礎的知識・理解が必要とされる時代である。この授業では、
キリスト教、イスラーム、ヒンドゥー教、仏教、儒教、道教といった世界各地域の代表的宗教を歴史社会学的
な観点から学ぶ。講義形式で授業を行う。

科目の到達目標 世界各地の主要な宗教の基礎的な知識と理解を習得する。それにより、宗教を学問的に分析するための思
考方法の基礎を養う。

受講要件 宗教に何らかの関心があること。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 配布資料と参考文献に目を通し、予習・復習を進めて下さい。

講義内容

第1回 イントロダクション
第2回 キリスト教と西ヨーロッパ文明（1）：キリスト教の形成とその教え
第3回 キリスト教と西ヨーロッパ文明（2）：中世社会の展開、修道院の教え
第4回 キリスト教と西ヨーロッパ文明（3）：宗教改革、近代化
第5回 イスラームと西アジア文明（1）：イスラームの形成とその教え
第6回 イスラームと西アジア文明（2）：イスラーム諸派とその教え
第7回 イスラームと西アジア文明（3）：スーフィズムの展開とその教え
第8回 ヒンドゥー教と南アジア文明（1）：バラモン教の形成とその教え
第9回 ヒンドゥー教と南アジア文明（2）：ヒンドゥー教への展開とその教え
第10回 仏教と南アジア文明（1）：仏教の形成とその教え
第11回 仏教と南アジア文明（2）：仏教の形成とその教え
第12回 儒教と東アジア文明：儒教の展開とその教え
第13回 仏教と東アジア文明の形成：中国仏教の展開とその教え
第14回 道教と東アジア文明の形成：道教の展開とその教え
第15回 まとめ

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準 平常点（30%）と最終試験（論述式を主、持ち込み可：70%）で総合評価する。

教科書等 特になし。毎回、授業用資料を配布する。参考文献については授業中に指示する。

担当者プロフィール 広島大学・准教授（大学院総合科学研究科）。
専門：宗教学理論、比較宗教学、南アジアの仏教・ヒンドゥー教。

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 心理学

単位数 2.0

担当者 国際学部准教授 今江秀和

履修時期 後期

履修対象 １・２年

講義形態 講義

概要 認知心理学、発達心理学、社会心理学、パーソナリティ心理学、臨床心理学といった心理学の主要な領域の
基本的知見を概観する。

科目の到達目標 心理学に関する基礎的な知識を習得し、人のこころについてより深い理解を得る。

受講要件 特になし

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 人の心に関心を持つこと。授業で学んだことを復習し、自分の体験と結びつけて考えてみること。

講義内容

第1回 イントロダクション・心理学の歴史
第2回 臨床心理学（臨床心理学とは・精神分析）
第3回 臨床心理学（クライエント中心療法・行動療法・その他の心理療法）
第4回 パーソナリティ
第5回 発達心理学（誕生～幼児期）
第6回 発達心理学（児童期～青年期）
第7回 発達心理学（成人期〜老年期）
第8回 社会心理学（自己）
第9回 社会心理学（社会的認知・他者の存在の影響）
第10回 感覚・知覚
第11回 記憶
第12回 学習
第13回 思考
第14回 情動・動機づけ
第15回 まとめ

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準 試験によって評価する。

教科書等 教科書は指定しない。参考書は適宜紹介する。

担当者プロフィール 心と身体の相談センターのカウンセラーもしています。

授業に関連する実務経
験

臨床心理学分野については、臨床心理士として心理療法、カウンセリングの実務を行い、心の問題の解決、
改善の支援を行ってきている。

備考



科目名 文学から学ぶ世界

単位数 2.0

担当者 山口えり（コーディネーター） 目黒紀夫 田浪亜央江 大場静枝 柿木伸之 飯島典子 原雅樹

履修時期 前期

履修対象 １・２年

講義形態 講義

概要 各地域の文学を中心に講義を行うが、講師によっては関連する文化や、歴史・社会的背景を扱う。

科目の到達目標 民話や神話などの口承文芸を含めた世界の文学のさまざまな姿を紹介し、世界の各地域の文化に文学を通
して触れることを目標とする。

受講要件 世界の様々な地域や文学に関心を持っていること。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 できるかぎり、それぞれの担当教員が取り上げる作品を実際に手にとって読んでください。

講義内容

1回 10月5日 オリエンテーション（山口）
2回 10月12日 『日本書紀』編纂1300年－成立と変遷－（山口）
3回 10月19日 平安時代の日記にみられる『日本書紀』 （山口）
4回 10月26日 文学から学ぶアフリカ（1）：『アフリカの日々』と『やし酒飲み』（目黒）
5回 11月2日 文学から学ぶアフリカ（2）：クッツェーとアディーチェ（目黒）
6回 11月9日 物語る女性の力：「アラビアン・ナイト」と現代（田浪）
7回 11月16日 国境を越えながら生きる：カナファーニーが描いたパレスチナ人 （田浪）
8回 11月23日 『トリスタンとイズー』―フランスにおける円卓の騎士の物語（大場）
9回 11月30日 『女性と女性市民の権利宣言』―フランス革命を生きた女性オランプ・ド・グージュ（大場）
10回 12月7日 ドイツ文学とは何か―『ニーベルンゲンの歌』とゲーテの『ファウスト』を中心に（柿木）
11回 12月14日 人間であることを問う文学―ロマン主義の時代から20世紀に至るドイツ文学の広がり（柿木）
12回 12月21日『西遊記』再考 映画「ヒーロー・イズ・バック」（2015）を中心に（1）（飯島） 
13回 1月4日 『西遊記』再考 映画「ヒーロー・イズ・バック」（2015）を中心に（2）（飯島）
14回 1月18日 イギリス文学と愛①―『プライドと偏見』における恋愛結婚 (原）
15回 1月25日 イギリス文学と愛②― 文化としての恋愛結婚(原）
16回 2月1日 学期末試験

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準 学期末試験および平常点。

教科書等 各教員より指示する。

担当者プロフィール 各担当者の他の科目を参照してください。

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 法学（日本国憲法）

単位数 2.0

担当者 広島平和研究所 准教授 河上暁弘

履修時期 前後期（前期：国際学部対象 後期：情報科学部・芸術学部対象）

履修対象 １・２年

講義形態 講義

概要

皆さんは今まで生きてきて、「○○○のくせに」（こども、生徒、男・女、年下・後輩・部下など）などと言われて
悔しい思いをしたことはないでしょうか？ 
実は、これらはすべて「自分らしく」生きることができるか否かということに関わるという意味では、すべて＜憲
法＞問題でもあります。
人が自らの幸せを求めるならば、力が弱いというだけで泣きをみることが決してないように、法によって強い
者に歯止めをかけることが必要です。憲法は、人間一人ひとり、それぞれいのちとくらしが守られ、そして自分
らしく生きることができる社会をつくってゆくための法です。それは、言葉を変えていうならば、一人ひとりの
「基本的人権」が確実に守られる社会をつくってゆくということであり、それを実現するためのしくみ（制度）とし
て人権保障機構たる政府機構（国家機構）をつくり、それを民主的に運営することが必要となります。その一
切の基本的なルールを定めた「基本法」が憲法です。
「憲法」は、常に弱い立場に立つ人を守ろうとする法であり、どんな人でも自分の人生を自分らしく自由に生き
るために最も大切な法が憲法なのです。
当たり前のことをあえて申し上げますが、本来、どんな人も生きていることそれ自体に価値があります。しか
し、特に近年、若者を含めて、「社会は甘くない」、「お前など役に立たない」「社会に役に立つ人間になれ」な
どと＜強者の論理＞で切り捨てられて、哀しいことですが、「死にたくなる」などという気持ちさえになる人々が
後を絶ちません。それは、社会や政治・経済のあり方に実は問題がありはしないでしょうか。もし、本人なりに
頑張っているのに、自由に生きられない、幸福に生きられないというのは、大概の場合、「自己責任」の問題
ではありません。これぞ社会問題（政治問題、経済問題、法制度問題）です。いつでも誰にでも「社会に役に
立つ人間」（「国家に役に立つ人間」「企業に役に立つ人間」）になることを（強者が上から目線で）過度に求め
る世の中が人間が生きるのにあまりにも過酷なものだということが見失われてはいないでしょうか。「社会に
役に立つ人間」ではなくて、「人間に役に立つ社会」をいかにつくるかという視点こそが重要です。戦争・武力
紛争、差別、貧困、格差社会問題などは、言わば「政治の失敗」として起きる問題、政治・経済構造の中から
大量発生する問題です。もし、世の中の大人が言うように、「社会」が「甘くない」、あるいは、「役に立たない」
奴は「生きている価値がない」などとされるならば、そうした社会や政治・経済のあり方をいかにしたら変えら
れるか、みんなが少しでも生き生きと＜自分らしく＞人生が生きられるような世の中（社会、政治、経済）にす
るにはどうすればよいのかということを考えるのが、社会科学ないし「憲法」という学問の基本思考です。学問
は世の中を変えるためにこそあるのです。世の中を変えるためには世の中をよく知る必要があります。
それゆえ、法律専門家のみならず、人権享有主体でもあり、同時に主権者でもある市民にとって、憲法の内
容を知っておくことは極めて重要だと思います。とりわけ、日本国憲法には、個人の尊重を根本原則としつ
つ、平和、人権、民主主義に関するさまざまな条項が規定されており、現実社会、現実政治の中で起きるさま
ざまな問題との関係が常に問われることとなります。
まずは、小学校の時分より学び、知ってるつもりになっている、この日本国憲法の基本原理について、よく理
解することを授業ではまず目標としたいと思います。（条文を「知っている」とか丸暗記することなどではなく、
その基本をよく「わかっている」ことこそ大切。）

科目の到達目標

法学・憲法学で求められるのは、条文を丸暗記したり、重要単語を覚えたりすることではありません。そもそも
「なぜ人類にとって憲法というものが必要なのか？」、「何のため、誰のためのルールなのか？」ということを
考えることがまずは大切だと思います。
憲法は、一人ひとりのかけがえのない人権を確実に保障するために、国家（政府機構）を創設し、権限を授権
するとともに、その権力行使のあり方に縛りをかける法です。その意味で、為政者・権力担当者がまずもって
それを尊重・遵守することが求められるし、民主主義制度の下では、主権者である国民は、人権侵害や憲法
違反が起こらないかについて、常に権力担当者を監視し、批判と参画を通じて、政治を制御することが求めら
れます。
また、憲法というものの理解にとっては、「立憲主義」とは何かという点の理解がきわめて重要です。立憲主義
とは、政治が憲法という法に基づいて行われるべきという考え方であり、国民の権利･自由を保障するために
国家権力を憲法によって制限･制御しようとする考え方です。より具体的には、国民諸個人の人権を確実に保
障するために、憲法という契約書により、国家・政府機構を創設し、その契約書たる憲法が定めた政治・人権
保障を実現するために、国家・政府機構の権力行使を憲法によって制限・制御するというものです（憲法は国
家権力が守るべき法であり、国家権力を縛ることにより国民の権利・自由を確実に保障するための法です）。
選挙で選ばれた権力者だからといって、好き放題にされては困ります。主権者国民が制定した憲法という
ルール・契約書を守り、法律を作る時にも憲法に反しないものを作ってもらわなくては困る―そういう近代国
家では当たり前の考え方であり、右とか左といったイデオロギーや政策以前の基本的な考え方が立憲主義で
す（A党が提案する政策aがいいか、それともB党が提案する政策bがいいか、という政権や政策の選択以前
の問題として、そもそも複数の政党の結成・活動が許されること、言論･表現の自由が保障されるべきことなど
が定められるのが憲法であり、その憲法に違反しない範囲内で権力の行使が許されるというものです）。
こうしたことの意味についてよく理解した上で、あるべき政治や社会のあり方、現実政治の置かれた状況等に
ついて、多様な視点から（特に反対意見や少数意見から十分に学び）真摯に考えてほしいというのがこの科
目のねらいです。
そして、以上のようなことを自ら十分に考えて、自らの考えや意見を、自らの言葉で説得的に表現できるよう
になることが到達目標です。

初回の講義は、可能な限り必ず出席してください。初回の講義は、ガイダンスのみで終わりはしません。むし
ろ、ある意味で、当該科目の第一歩の話.・眼目となる話をします（「憲法とは何か」）。また、それのみならず、
多くの1年生が受講する科目でもあることに鑑みて、大学の学びにとって最も重要と思われるような話もしま
す。やむをえず欠席する方は、教科書やレジュメの該当部分をよく読んでおいてください。
本講義は、基本的に、前期；国際学部生対象、後期；情報科学部・芸術学部生対象の科目となっています。

※講義の教材（レジュメ・資料）は、学内講義支援webシステム「WebClass」に、各回事前掲載します。受講生



受講要件

は、必ず、各自事前にダウンロード・印刷をして、講義に持参してください。

レジュメ・資料は、受講生の復習や今後の研究にも役立つと思われるものも多くとりあげ、記載しています。そ
の分、量も多く詳細なものとなっています。講義では、そうしたレジュメ等に記されていることの全部ではなく、
その「要点」をとりあげて解説します。
一般に、大学における講義で提示される内容は、その科目･学術分野の学習のすべてではなく、導入・スター
ト地点あるいは問題提起に過ぎず、そこで提示された論点等を学生各自が資料や専門書等を活用して調べ
て自分の見解等を深めることが求められます。「与えられた」知識を覚えればよいというこれまでの受動的な
学習と異なり、講義で提起された論点や問題提起を正確に理解した上で、自ら調べ自ら考えるという積極的・
能動的な学習をすることが求められるのが大学だからです。そうした学習に役立つようなレジュメ・資料を提
供したいと考えています。
そもそも、講義は、教師と学生の双方が共同でつくりあげるべきものであって、片方だけがすばらしいというこ
とはあり得ません。また、通常、法学の学習は一朝一夕にできるものではないので、持続的で積極的な講義
への出席・参加が必要です。そして、講義において提供した文献・資料等は、予習・復習等に際して、十分に
読み込んでください。

なおさらに格別の留意をしてほしいことがあります。
私は、大学生を一人の「大人」として扱います。また受講者全員・一人一人の目と表情を見ながら一対一で対
話をするかのような姿勢で講義をすることを旨としています。まさに毎回がライブです。大学教員と学生は、立
場と役割が異なり、また教える・教わるという関係性もありますが、一人の人間としては、本来は、もはや対等
な大人同士の関係と私自身は認識しています。
ということは、学生一人一人の意見や個性や立場を尊重しようとしているということですが、それは同時に、
（冒頭から意図的に居眠りをする、私語をする、あくびの際に口に手を当てない、不要に携帯電話を操作し続
けるなどのような）あからさまに失礼・無礼な受講態度をとる受講生に関しては、その相手を、一人の人間とし
て心から軽蔑するということも意味します。大学は大人の集まりです。学生は生徒・児童ではありません。そし
て、もはや、生徒･児童の扱いはされません。学生は自由かつ多角的に学び、自治が尊重されるべき存在で
すが、すべての行動・言動に大人としての責任も付いてきます。
また、一般に、大学の講義では、精神的には自立した「大人」であるとみなしている全学生に対して、客観的
な分析（認識）と主観的な意見（実践）を区別しつつ、教員自身の学説・見解も紹介することがしばしばありま
す。そうでなければ学説のわかりやすく十分な説明にならない場合が多いからです。学問の最前線たる大学
では自由な学び、発言、教授、検証等がすべて十全に保障されなければならず、また学問は真理探究を目的
とするものですから、世の中の「常識」・多数派の意見にとらわれず、時に「常識」を超えていく必要があるから
です。また、学生はすべて大人であり、当然あらゆる見解を相対的に理解できる批判応力を備えたものという
扱いを受けるべき存在であるからです。
当然ですが、講義はなるべく批判的・多角的な視点を持ちながら聴き、各自、専門書等に当たり、自ら調べ考
える姿勢を持って学んでほしいと思います。
大学は真理探究の場です。大学生たるもの、メディアやインターネット等を通じてあらわれる世の中の「常識」
や多数意見、あるいは極論や俗説に、安易に流されることなく、社会を歴史的・構造的に見る自分なりの視座
を持つことを目指してもらいたいと思います。自らが自らの人生の主人公であるとともに、社会を創造する主
体であることに鑑み、常に①「どうあるべきか（価値論、理念）」、②「どうあるか（現状分析）」、③「どうするか
（実践論）」という３つの視点から、自己と社会を分析することが求められます。とにかく自分なりの意見を持つ
こと、そして他者（特に意見の異なる者）の意見をよく聞き、agree to disagreeの立場から、よく意見交換・議論
し、安易なレッテル貼りなどすることなく、むしろその違いからこそ学ぶ態度を大切にしてください。
大学の講義においては、提示される「結論」（学説）それ自体よりもその根拠、分析視角、結論に至る思考の
道筋、理論プロセスなどについて考えることが何よりも大切です。
大学における学問研究・学習においては、たとえば、Ａという法律が違憲か合憲か、賛成か反対かといった＜
結論＞それ自体が重要なのではありません。むしろ、その結論に至るまでの根拠、憲法・法律制定の歴史的
背景、それをもたらした政治経済構造・社会情勢、立法事実を検証し、また、複数の解釈学説、それらの理論
プロセス・論証技法を比較・検討し、そこから学ぶことの方がより重要です。
教員の話は、教員の学説の＜結論＞＜意見＞がAか、Bか（例えば、ある法律や政策を違憲とするか、合憲
とするか、賛成か、反対か）ではなく、むしろそれを導き出す＜根拠＞やそれを立証する際の論理、論証の理
論アプローチ、着想・着眼点の独自性からこそ学んでほしいと思います。
そして、優れた研究成果を反映した学説である限り、違憲説、合憲説双方の学説・意見から学ぶ点が多くある
ことに気がつかされるでしょう。むしろ、自分とは結論・意見はまったく異なっても（正反対でも）、その論者の
学説からはぜひとも学びたくなるという研究（者）こそが一流の研究（者）なのです。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修

教科書については、講義の該当箇所を簡単に一読しておいてください。
そのことを前提として、講義は、レジュメを中心として進めます。
教科書以外の講義の教材（レジュメ・資料等のプリント）は、学内講義支援webシステム「WebClass」に、各回
事前掲載します。受講生は、必ず、各自事前にダウンロード・印刷をして、講義に持参してください。また、そ
れを講義前に簡単にでもいいので一読しておいてください。 
そして、法学の学習において、何よりも重要なのが、事後学習（復習および応用・発展的学習）です。講義でと
り上げたポイントをよく思い出しながら、教科書の該当箇所や講義教材（レジュメ･資料）をもう一度よく読みこ
んでください。ここまでが基礎学習です。
さらに、参考書（後述）や図書館等にある憲法の教科書、そして毎回のレジュメの最後の方に記載してある
「参考文献」を読み、応用的な学習を常に心がけてください。
大学において講義で取り上げる内容は学習の導入・一部にすぎません。講義後に「参考文献」等の系統的な
読書を通じて学習をいかに行うか、そのことが決定的に重要です。そうすると、いろんなことがどんどんわかっ
てきます。学ぶ楽しさが分かってきます。また、知っていたと思っていたこともその見方が変わります。学べば
学ぶほど、自分は物を知らなかったということがわかり、しかし、もっともっと学びたくなる。こうした学習こそが
大学の学び（自由な学び）の醍醐味だと思います。

本年度は、以下のような、講義内容を予定しています。ただし、講義参加者の要望や憲法をめぐる政治・社会
情勢等により、順序や内容を変更することがあります（なるべくホットなテーマをとりあげたいと思います）。ま
た、その結果、テーマを変更したり、すべてのテーマをとりあげないこともあります。



講義内容

１ 憲法とは何か
２ 歴史の中の日本国憲法 ―地球時代における日本国憲法の位相
３ 日本国憲法の成立
４ 国民主権と象徴天皇制 ―明治憲法と日本国憲法
５ 平和主義（１）前文・9条の平和主義
６ 平和主義（２）戦後日本と憲法9条
７ 平和主義（３）憲法政策しての平和
８ 基本的人権とは ―原理としての人権
９ 幸福追求権と「公共の福祉」
10 法の下の平等と男女共同参画社会
11 信教の自由と政教分離
12 子どもの権利と教育
13 教育の自由と権利―国家と教育
14 生存権と福祉・労働問題
15 憲法改正

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準

基本的に学期末試験（記述式）によって評価します（ほぼ100%）。
ただし、レポートを課すので、その提出および内容を、成績評価に迷った場合には、加点要素として加味しま
す。同様に、受講票（出席し、真剣に講義を聞き、それを受けて学術的に適切で独創的なコメントを書くもの）
についても、成績評価に迷った場合には、加点要素として、加味します（過去の経験上、受講票やレポートを
参照する割合が多かった）。
なお、私としては全力で講義を行うつもりなので、90分間、真剣かつ全力で講義に出席したいと考えている受
講者のみ出席してください。評価は基本的に学期末試験によって行うので、「無理に出席して出席点を稼ご
う」みたいな姿勢は本講義については必要ありません（そもそも出席点という制度はありません）。

教科書等

A.講義教材：
a.教科書：飯島滋明・榎澤幸広・松原幸恵編『はじめの一歩 法学・憲法』現代人文社、2020年
b.教科書以外の講義の教材（レジュメ・資料等のプリント）は、学内講義支援webシステム「Web Class」に、各
回事前に掲載（アップロード）します。各自ダウンロード・印刷をして講義当日必ず持参してください（予習・復
習にも活用してください）。なお、そのため、若干の用紙代（数百円程度）が必要となります。その他、参考とな
る教材や資料を指定・例示することもあります。

B.参考書：
河上暁弘『平和と市民自治の憲法理論』敬文堂、2012年（論文集）
山内敏弘・古川純『新版 憲法の現況と展望』北樹出版、1996年（教科書）
辻村みよ子『憲法』第6版、日本評論社、2018年（教科書）

担当者プロフィール

富山県富山市生まれ。中央大学法学部政治学科卒業、中央大学大学院法学研究科公法専攻博士前期課程
修了、専修大学大学院法学研究科公法学専攻博士後期課程修了、博士(法学)。中央大学人文科学研究所
客員研究員、明星大学人文学部非常勤講師などを経て、2008年4月より広島市立大学広島平和研究所講
師、2014年4月より現職。
専門は、憲法学、地方自治論、人権論等。主著（単著）として、『平和と市民自治の憲法理論』（敬文
堂・2012年）、『日本国憲法第9条成立の思想的淵源の研究』（専修大学出版局・2006年）など。
その他、担当者の経歴・研究内容等については、広島市立大学「教員総攬」（http://rsw.office.hiroshima-
cu.ac.jp/Profiles/9/0000890/profile.html）、広島市立大学広島平和研究所ホームページ
（http://serv.peace.hiroshima-cu.ac.jp/）を参照してほしい。

授業に関連する実務経
験

備考

本科目は、「【教職】その他単位取得が必要な科目」です。
授業へのパソコンの持込を禁止します。また録音･録画・撮影を禁止します（特別の事情がある者や事前の許
可がある者を除く）。
人の話を聞く際には、なるべく話者の目を見て話を聞き、筆記用具でメモを取るコツを身に着けることが、特に
大学生において身につけるべき最重要の能力のひとつであると考えるからです。レジュメ等の印刷はなるべく
十分に余裕をもって事前に済ませておいてください。



科目名 法学（日本国憲法）

単位数 2.0

担当者 広島平和研究所 准教授 河上暁弘

履修時期 前後期（前期：国際学部対象 後期：情報科学部・芸術学部対象）

履修対象 １・２年

講義形態 講義

概要

皆さんは今まで生きてきて、「○○○のくせに」（こども、生徒、男・女、年下・後輩・部下など）などと言われて
悔しい思いをしたことはないでしょうか？ 
実は、これらはすべて「自分らしく」生きることができるか否かということに関わるという意味では、すべて＜憲
法＞問題でもあります。
人が自らの幸せを求めるならば、力が弱いというだけで泣きをみることが決してないように、法によって強い
者に歯止めをかけることが必要です。憲法は、人間一人ひとり、それぞれいのちとくらしが守られ、そして自分
らしく生きることができる社会をつくってゆくための法です。それは、言葉を変えていうならば、一人ひとりの
「基本的人権」が確実に守られる社会をつくってゆくということであり、それを実現するためのしくみ（制度）とし
て人権保障機構たる政府機構（国家機構）をつくり、それを民主的に運営することが必要となります。その一
切の基本的なルールを定めた「基本法」が憲法です。
「憲法」は、常に弱い立場に立つ人を守ろうとする法であり、どんな人でも自分の人生を自分らしく自由に生き
るために最も大切な法が憲法なのです。
当たり前のことをあえて申し上げますが、本来、どんな人も生きていることそれ自体に価値があります。しか
し、特に近年、若者を含めて、「社会は甘くない」、「お前など役に立たない」「社会に役に立つ人間になれ」な
どと＜強者の論理＞で切り捨てられて、哀しいことですが、「死にたくなる」などという気持ちさえになる人々が
後を絶ちません。それは、社会や政治・経済のあり方に実は問題がありはしないでしょうか。もし、本人なりに
頑張っているのに、自由に生きられない、幸福に生きられないというのは、大概の場合、「自己責任」の問題
ではありません。これぞ社会問題（政治問題、経済問題、法制度問題）です。いつでも誰にでも「社会に役に
立つ人間」（「国家に役に立つ人間」「企業に役に立つ人間」）になることを（強者が上から目線で）過度に求め
る世の中が人間が生きるのにあまりにも過酷なものだということが見失われてはいないでしょうか。「社会に
役に立つ人間」ではなくて、「人間に役に立つ社会」をいかにつくるかという視点こそが重要です。戦争・武力
紛争、差別、貧困、格差社会問題などは、言わば「政治の失敗」として起きる問題、政治・経済構造の中から
大量発生する問題です。もし、世の中の大人が言うように、「社会」が「甘くない」、あるいは、「役に立たない」
奴は「生きている価値がない」などとされるならば、そうした社会や政治・経済のあり方をいかにしたら変えら
れるか、みんなが少しでも生き生きと＜自分らしく＞人生が生きられるような世の中（社会、政治、経済）にす
るにはどうすればよいのかということを考えるのが、社会科学ないし「憲法」という学問の基本思考です。学問
は世の中を変えるためにこそあるのです。世の中を変えるためには世の中をよく知る必要があります。
それゆえ、法律専門家のみならず、人権享有主体でもあり、同時に主権者でもある市民にとって、憲法の内
容を知っておくことは極めて重要だと思います。とりわけ、日本国憲法には、個人の尊重を根本原則としつ
つ、平和、人権、民主主義に関するさまざまな条項が規定されており、現実社会、現実政治の中で起きるさま
ざまな問題との関係が常に問われることとなります。
まずは、小学校の時分より学び、知ってるつもりになっている、この日本国憲法の基本原理について、よく理
解することを授業ではまず目標としたいと思います。（条文を「知っている」とか丸暗記することなどではなく、
その基本をよく「わかっている」ことこそ大切。）

科目の到達目標

法学・憲法学で求められるのは、条文を丸暗記したり、重要単語を覚えたりすることではありません。そもそも
「なぜ人類にとって憲法というものが必要なのか？」、「何のため、誰のためのルールなのか？」ということを
考えることがまずは大切だと思います。
憲法は、一人ひとりのかけがえのない人権を確実に保障するために、国家（政府機構）を創設し、権限を授権
するとともに、その権力行使のあり方に縛りをかける法です。その意味で、為政者・権力担当者がまずもって
それを尊重・遵守することが求められるし、民主主義制度の下では、主権者である国民は、人権侵害や憲法
違反が起こらないかについて、常に権力担当者を監視し、批判と参画を通じて、政治を制御することが求めら
れます。
また、憲法というものの理解にとっては、「立憲主義」とは何かという点の理解がきわめて重要です。立憲主義
とは、政治が憲法という法に基づいて行われるべきという考え方であり、国民の権利･自由を保障するために
国家権力を憲法によって制限･制御しようとする考え方です。より具体的には、国民諸個人の人権を確実に保
障するために、憲法という契約書により、国家・政府機構を創設し、その契約書たる憲法が定めた政治・人権
保障を実現するために、国家・政府機構の権力行使を憲法によって制限・制御するというものです（憲法は国
家権力が守るべき法であり、国家権力を縛ることにより国民の権利・自由を確実に保障するための法です）。
選挙で選ばれた権力者だからといって、好き放題にされては困ります。主権者国民が制定した憲法という
ルール・契約書を守り、法律を作る時にも憲法に反しないものを作ってもらわなくては困る―そういう近代国
家では当たり前の考え方であり、右とか左といったイデオロギーや政策以前の基本的な考え方が立憲主義で
す（A党が提案する政策aがいいか、それともB党が提案する政策bがいいか、という政権や政策の選択以前
の問題として、そもそも複数の政党の結成・活動が許されること、言論･表現の自由が保障されるべきことなど
が定められるのが憲法であり、その憲法に違反しない範囲内で権力の行使が許されるというものです）。
こうしたことの意味についてよく理解した上で、あるべき政治や社会のあり方、現実政治の置かれた状況等に
ついて、多様な視点から（特に反対意見や少数意見から十分に学び）真摯に考えてほしいというのがこの科
目のねらいです。
そして、以上のようなことを自ら十分に考えて、自らの考えや意見を、自らの言葉で説得的に表現できるよう
になることが到達目標です。

初回の講義は、可能な限り必ず出席してください。初回の講義は、ガイダンスのみで終わりはしません。むし
ろ、ある意味で、当該科目の第一歩の話.・眼目となる話をします（「憲法とは何か」）。また、それのみならず、
多くの1年生が受講する科目でもあることに鑑みて、大学の学びにとって最も重要と思われるような話もしま
す。やむをえず欠席する方は、教科書やレジュメの該当部分をよく読んでおいてください。
本講義は、基本的に、前期；国際学部生対象、後期；情報科学部・芸術学部生対象の科目となっています。

※講義の教材（レジュメ・資料）は、学内講義支援webシステム「WebClass」に、各回事前掲載します。受講生



受講要件

は、必ず、各自事前にダウンロード・印刷をして、講義に持参してください。

レジュメ・資料は、受講生の復習や今後の研究にも役立つと思われるものも多くとりあげ、記載しています。そ
の分、量も多く詳細なものとなっています。講義では、そうしたレジュメ等に記されていることの全部ではなく、
その「要点」をとりあげて解説します。
一般に、大学における講義で提示される内容は、その科目･学術分野の学習のすべてではなく、導入・スター
ト地点あるいは問題提起に過ぎず、そこで提示された論点等を学生各自が資料や専門書等を活用して調べ
て自分の見解等を深めることが求められます。「与えられた」知識を覚えればよいというこれまでの受動的な
学習と異なり、講義で提起された論点や問題提起を正確に理解した上で、自ら調べ自ら考えるという積極的・
能動的な学習をすることが求められるのが大学だからです。そうした学習に役立つようなレジュメ・資料を提
供したいと考えています。
そもそも、講義は、教師と学生の双方が共同でつくりあげるべきものであって、片方だけがすばらしいというこ
とはあり得ません。また、通常、法学の学習は一朝一夕にできるものではないので、持続的で積極的な講義
への出席・参加が必要です。そして、講義において提供した文献・資料等は、予習・復習等に際して、十分に
読み込んでください。

なおさらに格別の留意をしてほしいことがあります。
私は、大学生を一人の「大人」として扱います。また受講者全員・一人一人の目と表情を見ながら一対一で対
話をするかのような姿勢で講義をすることを旨としています。まさに毎回がライブです。大学教員と学生は、立
場と役割が異なり、また教える・教わるという関係性もありますが、一人の人間としては、本来は、もはや対等
な大人同士の関係と私自身は認識しています。
ということは、学生一人一人の意見や個性や立場を尊重しようとしているということですが、それは同時に、
（冒頭から意図的に居眠りをする、私語をする、あくびの際に口に手を当てない、不要に携帯電話を操作し続
けるなどのような）あからさまに失礼・無礼な受講態度をとる受講生に関しては、その相手を、一人の人間とし
て心から軽蔑するということも意味します。大学は大人の集まりです。学生は生徒・児童ではありません。そし
て、もはや、生徒･児童の扱いはされません。学生は自由かつ多角的に学び、自治が尊重されるべき存在で
すが、すべての行動・言動に大人としての責任も付いてきます。
また、一般に、大学の講義では、精神的には自立した「大人」であるとみなしている全学生に対して、客観的
な分析（認識）と主観的な意見（実践）を区別しつつ、教員自身の学説・見解も紹介することがしばしばありま
す。そうでなければ学説のわかりやすく十分な説明にならない場合が多いからです。学問の最前線たる大学
では自由な学び、発言、教授、検証等がすべて十全に保障されなければならず、また学問は真理探究を目的
とするものですから、世の中の「常識」・多数派の意見にとらわれず、時に「常識」を超えていく必要があるから
です。また、学生はすべて大人であり、当然あらゆる見解を相対的に理解できる批判応力を備えたものという
扱いを受けるべき存在であるからです。
当然ですが、講義はなるべく批判的・多角的な視点を持ちながら聴き、各自、専門書等に当たり、自ら調べ考
える姿勢を持って学んでほしいと思います。
大学は真理探究の場です。大学生たるもの、メディアやインターネット等を通じてあらわれる世の中の「常識」
や多数意見、あるいは極論や俗説に、安易に流されることなく、社会を歴史的・構造的に見る自分なりの視座
を持つことを目指してもらいたいと思います。自らが自らの人生の主人公であるとともに、社会を創造する主
体であることに鑑み、常に①「どうあるべきか（価値論、理念）」、②「どうあるか（現状分析）」、③「どうするか
（実践論）」という３つの視点から、自己と社会を分析することが求められます。とにかく自分なりの意見を持つ
こと、そして他者（特に意見の異なる者）の意見をよく聞き、agree to disagreeの立場から、よく意見交換・議論
し、安易なレッテル貼りなどすることなく、むしろその違いからこそ学ぶ態度を大切にしてください。
大学の講義においては、提示される「結論」（学説）それ自体よりもその根拠、分析視角、結論に至る思考の
道筋、理論プロセスなどについて考えることが何よりも大切です。
大学における学問研究・学習においては、たとえば、Ａという法律が違憲か合憲か、賛成か反対かといった＜
結論＞それ自体が重要なのではありません。むしろ、その結論に至るまでの根拠、憲法・法律制定の歴史的
背景、それをもたらした政治経済構造・社会情勢、立法事実を検証し、また、複数の解釈学説、それらの理論
プロセス・論証技法を比較・検討し、そこから学ぶことの方がより重要です。
教員の話は、教員の学説の＜結論＞＜意見＞がAか、Bか（例えば、ある法律や政策を違憲とするか、合憲
とするか、賛成か、反対か）ではなく、むしろそれを導き出す＜根拠＞やそれを立証する際の論理、論証の理
論アプローチ、着想・着眼点の独自性からこそ学んでほしいと思います。
そして、優れた研究成果を反映した学説である限り、違憲説、合憲説双方の学説・意見から学ぶ点が多くある
ことに気がつかされるでしょう。むしろ、自分とは結論・意見はまったく異なっても（正反対でも）、その論者の
学説からはぜひとも学びたくなるという研究（者）こそが一流の研究（者）なのです。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修

教科書については、講義の該当箇所を簡単に一読しておいてください。
そのことを前提として、講義は、レジュメを中心として進めます。
教科書以外の講義の教材（レジュメ・資料等のプリント）は、学内講義支援webシステム「WebClass」に、各回
事前掲載します。受講生は、必ず、各自事前にダウンロード・印刷をして、講義に持参してください。また、そ
れを講義前に簡単にでもいいので一読しておいてください。 
そして、法学の学習において、何よりも重要なのが、事後学習（復習および応用・発展的学習）です。講義でと
り上げたポイントをよく思い出しながら、教科書の該当箇所や講義教材（レジュメ･資料）をもう一度よく読みこ
んでください。ここまでが基礎学習です。
さらに、参考書（後述）や図書館等にある憲法の教科書、そして毎回のレジュメの最後の方に記載してある
「参考文献」を読み、応用的な学習を常に心がけてください。
大学において講義で取り上げる内容は学習の導入・一部にすぎません。講義後に「参考文献」等の系統的な
読書を通じて学習をいかに行うか、そのことが決定的に重要です。そうすると、いろんなことがどんどんわかっ
てきます。学ぶ楽しさが分かってきます。また、知っていたと思っていたこともその見方が変わります。学べば
学ぶほど、自分は物を知らなかったということがわかり、しかし、もっともっと学びたくなる。こうした学習こそが
大学の学び（自由な学び）の醍醐味だと思います。

本年度は、以下のような、講義内容を予定しています。ただし、講義参加者の要望や憲法をめぐる政治・社会
情勢等により、順序や内容を変更することがあります（なるべくホットなテーマをとりあげたいと思います）。ま
た、その結果、テーマを変更したり、すべてのテーマをとりあげないこともあります。



講義内容

１ 憲法とは何か
２ 歴史の中の日本国憲法 ―地球時代における日本国憲法の位相
３ 日本国憲法の成立
４ 国民主権と象徴天皇制 ―明治憲法と日本国憲法
５ 平和主義（１）前文・9条の平和主義
６ 平和主義（２）戦後日本と憲法9条
７ 平和主義（３）憲法政策しての平和
８ 基本的人権とは ―原理としての人権
９ 幸福追求権と「公共の福祉」
10 法の下の平等と男女共同参画社会
11 信教の自由と政教分離
12 子どもの権利と教育
13 教育の自由と権利―国家と教育
14 生存権と福祉・労働問題
15 憲法改正

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準

基本的に学期末試験（記述式）によって評価します（ほぼ100%）。
ただし、レポートを課すので、その提出および内容を、成績評価に迷った場合には、加点要素として加味しま
す。同様に、受講票（出席し、真剣に講義を聞き、それを受けて学術的に適切で独創的なコメントを書くもの）
についても、成績評価に迷った場合には、加点要素として、加味します（過去の経験上、受講票やレポートを
参照する割合が多かった）。
なお、私としては全力で講義を行うつもりなので、90分間、真剣かつ全力で講義に出席したいと考えている受
講者のみ出席してください。評価は基本的に学期末試験によって行うので、「無理に出席して出席点を稼ご
う」みたいな姿勢は本講義については必要ありません（そもそも出席点という制度はありません）

教科書等

A.講義教材：
a.教科書：飯島滋明・榎澤幸広・松原幸恵編『はじめの一歩 法学・憲法』現代人文社、2020年
b.教科書以外の講義の教材（レジュメ・資料等のプリント）は、学内講義支援webシステム「Web Class」に、各
回事前に掲載（アップロード）します。各自ダウンロード・印刷をして講義当日必ず持参してください（予習・復
習にも活用してください）。なお、そのため、若干の用紙代（数百円程度）が必要となります。その他、参考とな
る教材や資料を指定・例示することもあります。

B.参考書：
河上暁弘『平和と市民自治の憲法理論』敬文堂、2012年（論文集）
山内敏弘・古川純『新版 憲法の現況と展望』北樹出版、1996年（教科書）
辻村みよ子『憲法』第6版、日本評論社、2018年（教科書）

担当者プロフィール

富山県富山市生まれ。中央大学法学部政治学科卒業、中央大学大学院法学研究科公法専攻博士前期課程
修了、専修大学大学院法学研究科公法学専攻博士後期課程修了、博士(法学)。中央大学人文科学研究所
客員研究員、明星大学人文学部非常勤講師などを経て、2008年4月より広島市立大学広島平和研究所講
師、2014年4月より現職（2019年4月より広島市立大学大学院平和学研究科准教授兼務）。
専門は、憲法学、地方自治論、人権論等。主著（単著）として、『平和と市民自治の憲法理論』（敬文
堂・2012年）、『日本国憲法第9条成立の思想的淵源の研究』（専修大学出版局・2006年）など。
その他、担当者の経歴・研究内容等については、広島市立大学広島平和研究所ホームページ
（http://serv.peace.hiroshima-cu.ac.jp/）を参照してほしい。

授業に関連する実務経
験

備考

本科目は、「【教職】その他単位取得が必要な科目」です。
授業へのパソコンの持込を禁止します。また録音･録画・撮影を禁止します（特別の事情がある者や事前の許
可がある者を除く）。
人の話を聞く際には、なるべく話者の目を見て話を聞き、筆記用具でメモを取るコツを身に着けることが、特に
大学生において身につけるべき最重要の能力のひとつであると考えるからです。レジュメ等の印刷はなるべく
十分に余裕をもって事前に済ませておいてください。



科目名 政治学

単位数 2.0

担当者 国際学部 准教授 板谷 大世

履修時期 後期

履修対象 １・２年

講義形態 講義

概要

・政治学で使われる基本的な概念の解説をしながら、政治学における基礎的な考え方を習得します。
・政治学の解説を授業の柱にしますので、日本政治や国際政治の解説を期待する学生さんには向いていま
せん。
・政治に興味をもってもらえるように講義を準備しますので、政治には興味がない学生さんの履修も歓迎しま
す。政治に興味が持てないのはなぜなのかを考えてみましょう。

科目の到達目標 政治学的視点から、現代政治を眺めることができるようになることを目指します。

受講要件 特にありません。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修

・政治学は政治的現象をその分析対象としております。そのため、みなさんが政治的現象に無関心であって
は、本講義は単なる知識の詰め込みの場になってしまいます。履修を決めたならば、新聞などに目を通して
われわれの身の回りで発生している政治的現象に関心を持って下さい。
・講義の際にはプリントを配布します。下記の参考文献などを参照しながらプリントの内容を復習して下さい。

講義内容

1 オリエンテーション
2 「政治とはなにか」
3 「政治と権力」
4 「国家の機能と諸形態」
5 「執政制度の諸類型」
6 「代表制と議会」
7 「選挙と世論」
8 「選挙制度」
9 「政党と政党制」
10 「利益集団の圧力活動」
11 「官僚制と福祉国家」
12 「政治体制と政治変動」
13 「民主主義と自由主義」
14 「自由民主主義体制の諸類型」
15 授業のまとめ
【期末試験】

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準
・授業への取り組み(10%)と、期末試験(90%)を目安に評価します。
・「授業への取り組み」とは授業の進捗状況に応じて行うミニテスト等の結果であって、出席点のことではあり
ません。

教科書等

教科書： 特になし
参考書： 入門書として以下の参考書をお勧めします。
阿部齊『政治学入門』、岩波書店、1996年
加茂(他著)『現代政治学 第４版』有斐閣、2012年
久保(他著)『比較政治学の考え方』有斐閣、2016年
砂原(他著)『政治学の第一歩』有斐閣、2015年
建林(他著)『比較政治制度論』有斐閣、2017年

担当者プロフィール 東南アジア諸国の政治分析が専門。他の担当科目は「開発政治論」、「東南アジア研究」など。

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 経済学

単位数 2.0

担当者 国際学部 教授 高橋広雅

履修時期 前期

履修対象 １・２年

講義形態 講義

概要

授業形態は講義です。経済学は、必ずしも「お金」に関わることを学ぶ科目ではありません。従ってお金の儲
け方が分かったり、株価の予測が出来るようになるわけではありません。
それは限られた資源をどのように使えば有効に使用できるかを考える学問です。そのためには人間の意思
決定やその相互依存関係を知る必要があります。
このことは人や社会を理解することでもあります。

科目の到達目標 経済学の基本的な発想や見方の修得をめざします。

受講要件 特になし。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 授業後は、授業内容を復習し分からないことがあればすぐに質問する。
授業に関係する情報を常に収集する。

講義内容

1 ガイダンス
2 経済学とは何か
3 経済学の基礎概念
4 市場と価格（価格の決定）
5 市場と価格（役割）
6 価格統制
7 政府の役割
8 経済政策の必要性
9 貨幣（定義）
10 信用創造
11 インフレーション
12 デフレーション
13 国民経済計算（定義）
14 国民経済計算（名目と実質）
15 まとめ

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準 出席状況とレポートの提出で評価します。

教科書等

特定のテキストは使用しません。講義ノートを配布します。
参考書
ジョセフ・Ｅ・スティグリッツ『スティグリッツ入門経済学（第３版）』藪下史郎他訳、東洋経済新報社。
トマス・ソーウェル『入門経済学』ダイヤモンド社、２００３年

担当者プロフィール 専攻：マクロ経済学、経済成長論、経済政策論

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 社会学

単位数 2.0

担当者 国際学部 教授 湯浅正恵

履修時期 前期

履修対象 １・２年

講義形態 講義

概要
１９世紀前半にコントにより名づけられ誕生した社会学は、近代社会という社会秩序を説明する学問として始
まりまりました。この講義では現代社会学のさまざまな分野を多面的に学び、私たちが暮らす日本社会の
「今」を考えます。

科目の到達目標 社会学の物の見方、考え方を学ぶことで、今までとは異なる視点から私たちの社会を、そして自分を見つめ
なおす契機となればと思います。

受講要件 社会、もしくは社会学に関心を持つ学生。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 毎回課題を出す予定です。課題の量は、受講人数と受講者の通信環境により、講義と課題の比率を検討し
ながら考えます。

講義内容

１．イントロダクション
２．公共圏と親密圏
３．相互行為と自己
４．社会秩序と権力
５．組織とネットワーク
６．歴史と記憶
７．空間と場所
８．環境と技術
９．国家とグローバリゼーション
10. 家族とライフコース
11．ジェンダーとセクシュアリティ
12．格差と階層化
13．社会構想
14．まとめ

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 平常点（60％）期末テスト（40％）

教科書等 長谷川公一・浜日出夫・藤村正之・町村敬志著 『社会学』 有斐閣

担当者プロフィール 大学では心理学を学び、大学院では学際的な国際学を志しました。グローバル化時代の社会関係を考える
上で、越境的社会学のアプローチに魅力を感じています。

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 文化人類学

単位数 2.0

担当者 国際学部 教授 田川 玄

履修時期 後期

履修対象 １・２年

講義形態 講義

概要

文化人類学を学ぶことに、どういった意味があるのでしょうか。一つには、近年、わたしたちは外国の様々な
慣習や考え方に触れる機会が増えていますが、見知らぬ慣習や考え方に対して「奇妙なこと」「彼ら／わたし
たち」などと排除するのではなく、それを理解するための土台を作ることです。もう一つは、異なる文化を理解
することによって、わたしたち自身がとらわれている文化の枠組みから自由になることです。日ごろから「こう
あるべき」「こういうもの」と自然に思い込んできた約束事を、なぜそのように思っていたのか、どのようにして
そう思うようになったのかを考え直す機会となります。つまり、文化人類学とは、遠くの文化を単に知識として
学ぶためのものではなく、自分の文化もしくは自分自身のあり方を問い直す学問なのです。以上の観点から
授業を行います。

科目の到達目標
授業では、文化人類学の基本的なものの考え方を学びます。テレビ番組で世界のさまざまな風習を見るよう
に、ただ単に異文化を知るための授業では決してありません。わたしたちの日常生活の「当たり前」から話を
ひも解き、異文化というレンズを通して「当たり前」を「驚き」に変えることを目指します。

受講要件 特にありません。粘り強く柔軟なものの考え方を求めます。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 事後に配布資料とあわせて、参考書をよく読むこと。
身の回りの日常から遠い世界の出来事まで広く関心をもつことが大切です。

講義内容

主に次の内容の講義を予定しています。

１ イントロダクション
２ 他者を経験すること：アフリカの田舎にて
３ 映像から異文化を経験する：アマゾンにおける生と死
４ 文化人類学はどのような学問か？
５ フィールドワークと民族誌
６ 男と女の違いとは？
７ 家族・親族：「血」も「肉」もつながっていない？
８ 人種・民族・国家
９ 大人と子ども：わたしたちは大人になれるのか？
１０ 境界を考える
１１ 死ぬことは経験できるのか？
１２ 死の儀礼
１３ 贈り物の力：バレンタインチョコの効果は？
１４ 経済交換と贈与交換
１５ まとめ
（多少の変更あり）

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準

期末試験70%（論述形式があります。持ち込み一切不可です）
平常点30%（リアクションペーパーおよび授業に臨む態度など）
遅刻、私語、携帯電話や他の授業の準備をしないこと。
教室から退出してもらいます。

教科書等

参考書
シンジルト・梅屋潔編2017『新版 文化人類学のレッスン』学陽書房。
波平恵美子編2002『文化人類学』カレッジ版 医学書院。
浜本満・まり子編 1994『人類学のコモンセンス』産業図書出版。

このほかのものは、適宜、授業中に示します。

担当者プロフィール

北東アフリカのエチオピアの南部の牧畜を生業とする人々の村に住み込み、調査をしています。調査を始め
てから20年以上過ぎました。この20年で変わったことは、子どもの就学率の上昇と村の人びとが家を留守に
するときは扉に鍵をかけるようになったことでしょうか。近年は、政府が料理小屋とトイレを作るように「指導」
しています。しかし、村によってはトイレを作っても周囲のブッシュで用を足しているようです。そのほうが気分
がいいです（そういうことでトイレを使うことを避けているとはいえませんが）。

授業に関連する実務経
験

該当しない。

備考



科目名 自然人類学

単位数 2.0

担当者 非常勤講師 川添 達朗

履修時期 前期（集中講義）

履修対象 １・２年

講義形態 講義

概要

自然人類学は、生物学の視点から「ヒト Homo sapiens」という動物がどのように進化してきたか解き明かす学
問です。私たちが毎日当たりまえのようにしている行動や、その積み重ねで出来上がる人間関係について
も、人間も「動物」であるという自然人類学の視点から眺めてみると、新たな発見や意外な事実が見えてきま
す。この講義では、他の霊長類との比較だけでなく、心理学、社会学、考古学、民族学などのいわゆる「文
系」分野の研究成果も取り上げることで、「生物としてのヒト」の特徴を幅広く学びます。授業形態は講義が主
です。

科目の到達目標 自分自身の身体や日常生活、社会で起きている現象を振り返り、そこにどのような生物学的根拠が潜んでい
るのか、考える力を身に着けること。

受講要件 特になし、中学レベルの生物学の内容で理解できます。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 自身の日々の生活や人間関係について、また、社会一般に起きているニュースや何らかの社会現象に対し
て、自然人類学の知識を応用し、そうしたものごとを普段とは異なる視点から解釈してみる。

講義内容

以下の内容を予定しています。
1. イントロダクション、進化とは
2. 霊長類の特徴
3. 人類の誕生
4. ホモ属の進化
5. 霊長類の社会
6. 霊長類の「恋愛」と子育て
7 .ヒトの恋愛と結婚
8. 狩猟採集生活〜ヒト本来の生活とは〜
9. 協力行動の進化
10. 知能と言語
11. 文明の始まり
12. 日本人の起源、近代・現代のヒト
14. 霊長類の野外調査
15. まとめ

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準
試験 (論述、持込不可) の成績50%、受講票の記述内容と小テストの成績50%。全回出席しても、私語が多い
など受講態度が悪い学生や、受講票の記述内容から、講義内容を理解していないと判断された場合は、不
可をつけます。

教科書等 特になし

担当者プロフィール 日本や中国で野生霊長類の行動学的研究をしています。生態人類学や文化人類学との共同研究も始めまし
た。

授業に関連する実務経
験

特になし

備考



科目名 経営学

単位数 2.0

担当者 講師 李 玲

履修時期 後期

履修対象 １・２年次

講義形態 講義

概要
経営学とはどのような学問なのか。会社の形態、企業の外部戦略である経営戦略、競争戦略とマーケティン
グ戦略、さらに企業内部の組織構造、組織文化および従業員の動機付けについて幅広く取り上げ、わかりや
すく解説します。

科目の到達目標
経営学の基本的な概念を理解し、企業経営の全体像をつかみます。
また、習得した知識を応用し、実際のビジネス世界で起きている出来事を、経営学的視点から考えたり理解し
たりすることができるようになります。

受講要件 とくにありません。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 理解を深めるために、各回の講義内容をしっかりと復習すること。

講義内容

１ イントロダクション、経営学とは
２ 企業と会社
３ 株式会社
４ 経営戦略
５ 競争戦略
６ マーケティング
７ ブランド戦略
８ 企業の社会的責任
９ 日本的経営
１０ 経営組織 
１１ 組織文化
１２ インセンティブ・システム
１３ リーダーシップ
１４ 質疑応答と総括
１５ 全体の理解度チェック（筆記試験）

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 全体の理解度チェックの結果に基づき評価します。詳しくは、初回の講義で説明しますので，必ず出席してく
ださい。

教科書等

参考文献：

伊丹敬之・加護野忠男(2003)『ゼミナール 経営学入門』日本経済新聞社。
そのほか必要に応じて適宜指示します。

担当者プロフィール 専門は国際マーケティング、グローバル・ブランド研究。

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 現代史Ａ

単位数 2.0

担当者 国際学部准教授 倉科一希

履修時期 前期

履修対象 １・２年

講義形態 講義

概要
19世紀後半から21世紀初頭に至る時期に、国家の役割がどのように変化してきたか、国内政治および国際
関係に着目して検討する。そのため、現代的な意味での国家が発展した西ヨーロッパおよびアメリカを取り上
げ、国家と国民の関係・国家と国家の関係がどのように変容したのかについて、参加者の理解を深める。

科目の到達目標
アメリカおよび西ヨーロッパにおける国家の発展についての知識を習得する。さらに、現代を理解する手段と
しての歴史学の思考方法を身につけ、本学入学までに修得した世界史の知識を専門的な研究につなげるこ
とができるようになる。

受講要件 とくになし。高校のときに世界史を受講していなくてもかまわない。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修
事前に講義資料を WebClass にて公開するので、事前に目を通しておくこと。また、講義で取り上げるアメリ
カ・イギリス・フランス・（西）ドイツに関する情報を、ニュースや新聞で確認すること。講義後には、小テストを
踏まえつつ、講義内容を確認すること。

講義内容

１．はじめに
２．近代という時代と欧米諸国
３．「欧州協調」から帝国主義へ
４．アメリカの台頭とパクス・ブリタニカの終焉
５．戦間期ヨーロッパ世界の危機
６．第二次世界大戦と国際・国内社会の変容
７．「アメリカの世紀」と米欧関係
８．脱植民地化と大西洋同盟の動揺
９．抵抗の季節のリベラルな政治
１０．デタントと動揺する欧米世界
１１．保守主義者の「革命」？
１２．ドイツ統一とヨーロッパ再編
１３．変化と対立の「ポスト冷戦」
１４．米欧関係の変容？
１５．まとめ

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 平常点 100%
各講義の終了時に小テストを行う。詳細については、最初の講義で説明する。

教科書等
とくに指定しない。
講義の内容は、次の文献に依拠している：益田実・小川裕之編著、『欧米政治外交史―1871-2012年』（ミネ
ルヴァ書房、2013年）

担当者プロフィール
第二次世界大戦後の国際関係史を、1950-60年代の米欧関係に焦点を当てて研究しています。著書『アイゼ
ンハワー政権と西ドイツ』（ミネルヴァ書房）、『アメリカ文化入門』（共著、研究社）、『冷戦と同盟―冷戦終焉の
視点から』（共著、松籟社）など。

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 現代史Ｂ

単位数 2.0

担当者 講師 武田 悠

履修時期 後期

履修対象 1・2年次

講義形態 講義

概要

20世紀以降の日本をとりまく国際環境、特にアジア太平洋地域の変容が日本の安全保障にどのような影響
を及ぼし、日本がそれにどう対応してきたのかをとりあげる。
講義資料の配布、各回の課題や質問、期末レポートの提出等はWebClassを基本とし、状況に応じ
てTeams、Slack、Eメール等を使用する。そのため受講希望者は、履修登録に加えて事前に担当者にメール
し、氏名とメールアドレスを伝えること。

科目の到達目標 20世紀から21世紀にかけて日本をとりまく国際環境がどう変化してきたのかを理解できるようになること。

受講要件 必須ではないが、今後継続的に学外からWebClassにアクセスできるようVPN接続サービス（おうちhunet、情
報処理センターHP参照）を導入していることが望ましい。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 講義の内容に関する新聞記事を事前に読むとともに、事後には各回の講義で紹介する参考文献を読んで理
解を深めること。

講義内容

1. はじめに：日本を取り巻く国際環境
2. 戦前の国際環境と日本の対応
I 冷戦期
3. 冷戦期の国際環境
4. 日本の対応（１）：軍事力
5. 日本の対応（２）：日米同盟
6. 日本の対応（３）：アジア外交
7. 冷戦下の日本の役割
II 冷戦後
8. 冷戦後の国際環境
9. 日本の貢献（１）：軍縮・軍備管理・不拡散
10. 日本の貢献（２）：国連平和維持活動
11. 日本の貢献（３）：アジア太平洋の地域協力
12. 冷戦後の日本の模索
III 現代
13. 現在の国際環境
14. 日本の課題（１）：法制度
15. 日本の課題（２）：技術

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 各回の課題（40%）は知識の定着度を問う。
期末レポート（60%）は答案の内容の妥当性と論理性を問う。

教科書等 特になし。

担当者プロフィール 専門は日本外交史、特に1970年代以降の日米関係。

授業に関連する実務経
験

2011年6月~2012年3月 外務省（調査分析に従事）
2015年4月~2017年3月 外務省外交史料館（文書管理、公開に従事）

備考



科目名 数学概論

単位数 2.0

担当者 教授 田中輝雄

履修時期 前期

履修対象 １・２年次

講義形態 講義

概要

オペレーションズ・リサーチ分野からゲーム感覚意思決定法とゲーム理論をテーマとして講義する．ゲーム感
覚意思決定法は，目標解決に至る過程を階層構造に分け，この階層において経験や勘による評価を行い，
数学的処理により偏った主観に陥ることのない総合判断を与えるものである．ゲーム理論は，人間の社会的
行動の相互依存関係を表現し，さらに分析するものである．
また，確率統計分野から正規分布とその応用をテーマとして講義する，正規分布は統計分析のさまざまな場
面で登場する重要なものである．
この講義を通して，より良い判断，決定をするための数学的手法を修得してほしい．

科目の到達目標

・ゲーム感覚意思決定法の基本手順を修得する．
・ゲーム感覚意思決定法を実社会における具体的事例に応用することができるようになる．
・算術平均，幾何平均，調和平均について理解する．
・具体的な例を通して，大数の法則，乗法定理の意味を理解する．
・期待値，分散，標準偏差の意味を理解する．
・正規分布に関する知識を修得し，その応用について関心をもつ．
・有限ゼロ和2人ゲームの構成要素に関する知識を修得し，ミニマックス原理の意味を理解する．
・均衡点，ゲームの値，純粋戦略，混合戦略の概念を修得する．
・簡単なゲームの最適戦略を求めることができる．

受講要件 特になし．

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 事前・事後学修のための資料を配付する．

講義内容

（１）ゲーム感覚意思決定法
第1回 ガイダンス，一対比較行列と重要度の算出
第2回 算術平均，幾何平均，調和平均
第3回 総合評価値の算出
（２）確率統計
第4回 大数の法則
第5回 乗法定理
第6回 期待値
第7回 分散，標準偏差
第8回 正規分布
第9回 偏差値
第10回 視聴率
第11回 生命保険，天気予報
（３）ゲームの理論
第12回 有限ゼロ和2人ゲーム
第13回 均衡点とゲームの値
第14回 鞍点と最適戦略
第15回 純粋戦略，混合戦略

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 レポート内容で評価する．

教科書等

教科書
特になし．適宜資料を配付する．

参考書
【ゲーム感覚意思決定法】
・加藤豊，加藤理，例題でよくわかる はじめてのオペレーションズ・リサーチ，森北出版，2018
・刀根薫，ゲーム感覚意思決定法，日科技連出版社，1986
・八巻直一，高井英造，問題解決のためのAHP入門，日本評論社，2005

【確率統計】
・ニュートン別冊，統計と確率 よりよい判断をするための数学，ニュートンプレス，2018
・服部哲弥，統計と確率の基礎，学術図書出版社，2006

【ゲームの理論】
・清水武治，最新ゲーム理論の基本と考え方がよーくわかる本，秀和システム，2013 
・西田俊夫，ゲームの理論，日科技連出版社，1973

担当者プロフィール

情報科学研究科システム工学専攻数理科学研究室に所属．

学習指導・支援体制：



授業内容に関する学生の個別学習相談を，随時受け付けます．授業や会議あるいは出張などで不在のこと
があるので，メールで面会の予約をしてください．

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 物理学概論

単位数 2.0

担当者
オムニバス授業の場合：責任者（ 田中 公一 ）
情報工学専攻 教授 田中 公一，准教授 八方 直久，講師 藤原真，システム工学専攻 准教授 桑田 精一，助
教：辻勝弘

履修時期 前期（第１ターム）

履修対象 １年

講義形態 講義

概要
この世界はどのように創造され、未来はどのようになっていくのであろうか。このような疑問に挑む学問が物
理学であり、古代ギリシャ以来、２５００年を超える長大な歴史と人類の叡智とが結集して形成された学問分
野である。現代までに明らかにされた自然現象のいくつかを物理学の表現として概観する。

科目の到達目標 物理学の基本原理にふれて、物理学的なものの見かたと考え方を身に付ける。

受講要件 特になし。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 物理法則を理解するために、簡単な計算ができるよう事前学習をしておいてください。各講義において資料や
ウェブサイトを示すので、各自の興味関心にもとづいて事後学習をしてください。

講義内容

第 1回 ナノテク世界の規則性 （田中）
第 2回 ナノ物質を作る （田中）
第 3回 宇宙からの放射線 （田中）
第 4回 大気の蛍光 （田中）
第 5回 素粒子と加速器 （八方）
第 6回 加速器と放射光 （八方）
第 7回 放射光と物質の構造 （八方）
第 8回 素粒子、加速器と放射光のまとめ （八方）
第 9回 対称性と相対論 （桑田）
第10回 対称性と量子論 （桑田）
第11回 対称性と数学 （桑田）
第12回 質量標準？ （藤原）
第13回 不確かさとは？ （藤原）
第14回 エレクトロニクス入門 （辻）
第15回 半導体デバイス入門 （辻）
※授業の順序は変更することがある。

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 講義において提示する小課題に対するレポート解答や平常点の成績による総合評価

教科書等 特になし

担当者プロフィール

教授 田中 公一，准教授 八方 直久，講師 藤原真
上記3人は情報工学専攻センサシステム研究室に属し、あらゆるものが繋がるネットワークの構成要素となる
先進センサシステムについて，物理・物性に関連した手法で研究・教育を行っている。

准教授 桑田 精一，助教：辻勝弘 
上記2人はシステム工学専攻に属している。

授業内容や宿題などに関する、学生の個別学習相談を随時受け付けています。教員の所在は、学内サイ
ネージ等に掲示されていますので、確認の上、研究室を訪ねてみてください。

授業に関連する実務経
験

【実務経験(田中公一)：1982年4月～1984年6月 広島県立学校主事、1984年11月～1985年3月、1990年4月
～1991年7月 公立中学校教員】
【実務経験(藤原真)：1987年4月～1988年6月 倉敷紡績株式会社技術研究所に勤務(三次元形状計測装置の
開発に従事)】

備考



科目名 化学概論

単位数 2.0

担当者 システム工学専攻 准教授 福島 勝

履修時期 後期

履修対象 1 年次

講義形態 講義

概要

現代の社会生活は、様々な機能をもつ多種多様な物質によって支えられている。これらの物質は、数十種類
の元素から構成されており、そのいろいろな組み合わせによって、各々の物質に特有の機能が発現されてい
る。
この講義では、物質に共通な性質（化学結合、物の集まり方、物質の変化の仕方など）を学び、物質界全体
を見渡すとともに、生活の中にある多様な現象を化学の目を通して解説する。

科目の到達目標 日常に起こる身近な現象、あるいは、絵画や彫刻などの創作活動の際に見過ごされている変化などを、化学
的な見地から眺ることができる素養を身に付けてもらう。

受講要件 特に、なし。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修
講義時間以外でも、講義内容を頭のすみに置いておいて、身近で起こる現象を、化学的に考えて欲しい。
また、講義内容に関連しているのではないか、と思われる現象に気付いたら、講義中でも、質問してくれて構
いません。

講義内容

1 化学とは
2 物質のなりたち
3 原子の構造
4 分子の構造
5 化学結合
6 化学反応
7 化学反応と熱
8 純物質
9 混合物
10 水溶液
11 有機化合物
12 化学平衡と反応機構
13 無機化合物
14 酸化還元反応
15 化学の応用

* 上記とは別に学期末試験を実施する。

毎回、講義の最後に、その講義で最も重要な項目について、簡単な質問を行う。

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準 学期末試験の結果により評価を行う。なお、学則に順じ、出席回数は、3分の2以上の受講者のみ、評価を行
う。

教科書等 教科書：市村禎二郎著「環境とエネルギーの科学入門」（講談社サイエンティフィク社）

担当者プロフィール

所属 : 情報科学研究科、システム工学専攻。
専門 : 物理化学。特に、簡単な分子の孤立状態(外界とエネルギー的に孤立した、という意)における量子的
振る舞いについて興味をもっており、分子分光という実験的手法により得られた実験結果を基に、理論的、お
よび、数値計算(シミュレーション)的考察とも組み合わせて、この"分子の振る舞い"に関する研究に取り組ん
でいる。

「学生の学習指導・支援体制について」
授業内容や宿題などに関する、学生の個別学習相談を随時受け付けています。
教員の所在は、学内サイネージ等に掲示されていますので、確認の上、研究室を訪ねてみてください。

授業に関連する実務経
験

【実務経験(福島勝)：1989年4月～1997年3月 三菱重工業株式会社基盤技術研究所に勤務(レーザー分光お
よびその装置の開発に従事)】

備考



科目名 基礎化学

単位数 2.0

担当者 医用情報科学科 教授 鷹野 優

履修時期 前期

履修対象 １年

講義形態 講義

概要

私たちのまわりの人間、植物、動物、空気、水などは全て物質とよばれるものです。化学はそのような物質が
何でできているか、どのようにつくられるか、どんな性質をもっているか、またどのように変化・反応するかを
理解する学問です。現代社会の発展や問題に化学は大きく関わっていますので、その基本を理解することは
とても大切です。
化学は，さまざまな物質の性質や反応性をとりあつかうため、複雑な印象をもつかもしれません。しかし，す
べての物質は原子からなり，また原子は核と電子でできています。この講義では、この基本に立ち返り化学
の基本的な原理を二つの観点から説明します。一つは、さまざまな物質をかたちづくる化学結合を量子力学
を用いて学び、物質の原子・分子のレベルの性質を理解できるようにします。もう一つは、気体、液体、固体と
いう物質の状態を原子・分子の集団としてとらえ、それぞれの状態のもつ性質を学びます。

科目の到達目標
現代化学の基本的な概念である物質を構成する原子や分子を論理的に記述・解釈する方法を理解し，原子
や分子の性質を考えられるようにします。また，物質を構成する原子や分子を意識して，それらの集合体であ
る気体，固体，液体にあらわれる共通の性質を理解できるようにします。

受講要件 特になし。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 事前学習として、教科書の該当する部分を読んできてください。事後学習として、演習問題を出しますので解
いてください。

講義内容

１．ガイダンス・物理量と単位
２．化学とは・原子
３．原子と原子軌道
４．多電子原子
５．原子から分子の成り立ち
６．混成軌道と分子の構造
７．配位構造と錯体の形成
８．光と色の化学
９．分子間の相互作用と分子の集合
１０．物質の三相と相平衡
１１．理想気体と状態方程式
１２．エネルギー、熱と仕事、平衡
１３．エンタルピーとエントロピー 
１４．自由エネルギーと化学変化の方向 
※授業の順序は変更することがあります。

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 演習問題の解答状況と課題レポート（中間・期末）により評価する。

教科書等 教科書：相樂隆正、海野雅司（共編著）「理工系の大学基礎化学」（培風館）

担当者プロフィール

鷹野：専門は計算化学。シミュレーションやインフォマティクスを用いたタンパク質の研究をしています。詳しく
は，個人のホームページ(https://sites.google.com/site/yutakano74/)を参照してください。
【学生の学習指導・支援体制について】
授業内容や宿題などに関する、学生の個別学習相談を随時受け付けています。
今年度はオンラインで対応しますので、ytakano★hiroshima-cu.ac.jp（★は@に置き換えてください）にメールを
してください。

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 生物学概論

単位数 2.0

担当者 情報科学研究科 医用情報科学専攻 講師 香田 次郎

履修時期 前期

履修対象 １・２年次

講義形態 講義

概要

文科系学生を対象として，生命現象の基礎的事項について講義する。また，がん，生活習慣病，遺伝子組換
え作物，遺伝子診断，オーダーメイド医療，再生医療，インフルエンザ，HIV，感染症，アレルギーなどの現代
社会における生命科学の話題について自主調査，グループ討議，意見発表を行うことで，自然環境の一員と
して我々は何をすべきか，如何に生きるべきかを考える力を養う。

科目の到達目標

生命現象の基礎事項について生物学的な視点から理解する。
現代社会における生命科学の諸問題に対して，生物学の観点からの認識と整理，調査・研究，意見のまとめ
ができるようになる。
自然環境の一員として我々は何をすべきか，如何に生きるべきかを生物学的な視点から思考する方法を身
に付ける。

受講要件 私語などの他の受講生の迷惑となる行動をしないこと。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修

事前学習：教科書の指定範囲を読み，わからない単語，理解し難い箇所を調べておく。
生命科学の話題について自主調査を行い，グループ討議の準備をしておく。
事後学習：教科書の章末問題を解き，講義内容が理解できているかどうか確認する。
グループ討議で疑問になった点を調査する。

講義内容

1．ガイダンス，生物とはなにか
2．細胞
3．タンパク質
4．DNAとゲノム
5．代謝
6．細胞骨格・細胞接着・細胞運動
7．シグナル応答と細胞内シグナル伝達
8．細胞分裂と細胞周期
9．細胞内輸送
10．遺伝子の発現制御
11．生体の構造と機能
12．内部環境の維持機構
13．動物・植物の生殖と発生
14．生物の系統と分類
15．生物の生態系と多様性

※授業の順序は変更することがある。
※上記とは別に期末試験を実施する。

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準
生物学の分野における基礎知識の習得度を記述式試験，問題の認識と整理，調査・研究，意見のまとめと発
表，他者の意見に対する理解と評価をグループ討議のまとめと自己評価，レポートなどにより総合的に評価
する。これらの評価項目を点数化して，広島市立大学履修規程にしたがって評価する。

教科書等

教科書：道上達男「基礎からスタート 大学の生物学」（裳華房）
参考書：
高校生のときに使用した生物基礎，生物の教科書，参考書のほか，
(1)鈴木孝仁監修「三訂版 視覚でとらえるフォトサイエンス生物図録」（数研出版）
(2)長野 敬，牛木辰男監修「サイエンスビュー 生物総合資料 四訂版」（実教出版）
(3)鈴木孝仁，本川達雄，鷲谷いづみ著「新課程 チャート式シリーズ 新生物 生物基礎・生物」（数研出版）
※資料集が改訂される可能性があるため別途指示する。

担当者プロフィール

医用情報科学専攻 バイオ情報学研究室のホームページ
http://www.bio.info.hiroshima-cu.ac.jp
をご覧下さい。

【学生の学習指導・支援体制について】
学生の個別学習相談は随時受け付ける。
事前にメール等で日程調整のうえ，学内サイネージ等に掲示されている教員所在で在室を確認して来訪する
こと。

授業に関連する実務経
験

備考





科目名 情報科学概論

単位数 2.0

担当者 情報科学研究科 准教授 藤原 久志

履修時期 後期

履修対象 １年次

講義形態 講義

概要

この講義では，大学の一般教養教育としての情報科学について学びます．授業では，社会における情報の
位置づけの観点から，産業・倫理・法律・セキュリティと情報との関わりを学びます．その後に，情報科学の基
礎的事項を学び，その最先端の応用について概観します．授業形態については，講義を中心に実施します
が，必要に応じてコンピュータ演習を取り入れます．

科目の到達目標 受講生は，自身の専門分野ならびに日常生活において，情報科学を参照・活用するための一般的な知識を
習得します．

受講要件 特になし

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 １：必要に応じて事前・事後学修のためのプリントを配付します．
２：プリント，講義ノートを基に復習を行ってください．

講義内容

以下の項目について，１５週で講義を行います．

１．科目ガイダンス
２．情報と産業
３．情報に関する倫理と法律
４．情報セキュリティ
５．データ表現の基礎
６．画像
７．コンピュータの基礎知識（ハードウェア）
８．コンピュータの基礎知識（ソフトウェア）
９．プログラミングの基礎知識
１０．プログラミングの体験
１１. アルゴリズムの重要性
１２．コンピュータの歴史と活用
１３．データサイエンスの概観
１４．情報科学の生命科学への応用
１５．総括と補足

※上記とは別に期末試験を実施する．

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準
成績評価は，期末試験に基づいて行います．期末試験では，上記講義内容に基づく情報科学の一般的な知
識の理解度を問います．成績評価の基準は，基礎知識の習得を重視して，秀（100点-90点），優
（89点-80点），良（79点-70点），可（69点-60点），不可（59点以下，欠席含む）を目安に評価します．

教科書等 参考書：北上始 編，「一般教育の情報」（あいり出版）
榎原博之 編著，「基礎から学ぶ 情報処理 改訂版」（培風館）

担当者プロフィール

授業内容や宿題などに関する，学生の個別学習相談を随時受け付けています．教員の所在は，学内サイ
ネージ等に掲示されていますので，確認の上，研究室を訪ねてみてください．

コンピュータ（ハードウェアとソフトウェアの融合）を中核に，学際的に諸問題に取り組む「情報総合理工学」に
従事しています．現在は，光学顕微鏡を用いた計測・解析手法の開発を，「情報科学」，「自然科学」，「工学」
の融合により行っています．

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 基礎生化学

単位数 2.0

担当者 情報科学研究科 医用情報科学専攻 講師 香田 次郎

履修時期 後期

履修対象 １・２年次

講義形態 講義

概要

理科系学生を対象として，生命現象を理解する基礎となる生化学に関して，細胞を構成する分子の構造と機
能，遺伝情報発現，代謝，バイオテクノロジー技術などについて講義する。また，現代社会における生命科学
の諸問題と関連させながら講義を進めることで，自然環境の一員として我々は何をすべきか，如何に生きる
べきかを考える力を養う。

科目の到達目標

細胞を構成する分子の構造と機能，遺伝情報発現，代謝，バイオテクノロジー技術について化学的な視点か
ら理解する。
現代社会おける生命科学の諸問題に対して，生化学の観点からの認識と整理，調査・研究，意見のまとめが
できるようになる。
自然環境の一員として我々は何をすべきか，如何に生きるべきかを化学的な視点から思考する方法を身に
付ける。

受講要件

私語などの他の受講生の迷惑となる行動をしないこと。

高等学校での生物の知識を前提とはしないが，高等学校の化学の知識を前提とするので，前期開講の基礎
化学を履修することを推奨する。

本講義の内容は医用情報科学科における生物・生体系専門科目の基礎となるので，医用情報科学科への
配属を考えている者は履修しておくことを勧める。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修

事前学習
教科書の指定範囲（WebClassに記載）を読み，単語を調べたり，内容を整理する。詳細は別途指示する。
事後学習
教科書の章末問題やWebClassで実施する小テストを活用して理解度を確認する。

その他，詳細について第1回目の講義で説明するので受講希望者は必ず出席すること。

講義内容

1. 生物を構成する元素
2. 細胞
3. タンパク質
4. 糖質
5. 脂質
6．核酸
7. 酵素
8. 糖代謝（解糖系・グリコーゲン代謝・クエン酸回路）
9. 糖代謝（糖新生，ペントースリン酸回路），ATP合成
10. 脂質代謝，アミノ酸代謝，消化・吸収
11. 光合成
12. 複製
13. 転写
14. 翻訳
15. バイオテクノロジー

※授業の順序は変更することがある。
※上記とは別に期末試験を実施する

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準
生化学に関する基礎知識の修得度を記述式試験により，生化学の分野における問題の認識と整理，調査・
研究の達成度や講義への取り組み方をレポート課題，小テストやアンケートなどにより総合的に評価する。こ
れらの評価項目を点数化して，広島市立大学履修規程にしたがって評価する。

教科書等

教科書：田村隆明著「わかる！身につく！生物・生化学・分子生物学 改訂2版」（南山堂）
参考書：高校時代に使用した化学，化学基礎，生物，生物基礎の教科書，資料集のほか，
(1)鈴木孝仁監修「三訂版 視覚でとらえるフォトサイエンス生物図録」（数研出版）
(2)長野 敬，牛木辰男監修「サイエンスビュー 生物総合資料 四訂版」（実教出版）
※資料集が改訂される可能性があるため別途指示する。
(3)鈴木孝仁，本川達雄，鷲谷いづみ著「新課程 チャート式シリーズ 新生物 生物基礎・生物」（数研出版）
(4)B. Albertsら著，中村桂子，松原謙一 監訳「細胞の分子生物学 第6版」（ニュートンプレス）
(5)D. Sadava他著，石崎泰樹，丸山敬監訳「カラー図解 アメリカ版 大学生物学の教科書 第1巻 細胞生物学」
（講談社）
(6)D. Sadava他著，石崎泰樹，丸山敬監訳「カラー図解 アメリカ版 大学生物学の教科書 第2巻 分子遺伝学」
（講談社）
(7)D. Sadava他著，石崎泰樹，丸山敬監訳「カラー図解 アメリカ版 大学生物学の教科書 第3巻 分子生物学」
（講談社）



その他，講義中に適宜指示する。

担当者プロフィール

医用情報科学専攻 バイオ情報学研究室のホームページ
http://www.bio.info.hiroshima-cu.ac.jp
をご覧下さい。

【学生の学習指導・支援体制について】
学生の個別学習相談は随時受け付ける。
事前にメール等で日程調整のうえ，学内サイネージ等に掲示されている教員所在で在室を確認して来訪する
こと。

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 物理・化学実験

単位数 2.0

担当者 准教授 福島 勝（代表教員）、准教授 釘宮 章光、准教授 桑田 精一、教授 田中 公一、准教授 八方 直久、
講師 藤原 真、助教 齊藤 徹

履修時期 後期

履修対象 1 年次

講義形態 実験

概要

化学で最も基本的な化学反応をメインテーマとし、化学反応を利用して化合物を合成、分離・精製する実験、
および、既知化合物の分析、さらに、その結果を基に未知の化合物を分析する実験を行う。また、これらの実
験をとおして、ろ過などの化学における基本的操作、および、薬品の取り扱い方を体験する。
物理の基本的分野である力学、波動、熱力学、電磁気学、量子力学に関連したテーマの実験を行う。これら
の実験をとおして、質量、熱、光、電流・電圧などのさまざまな物理量の精密な測定方法を体験する。

科目の到達目標 自然現象を自分の目で観察し、分析する手法を身に付けるとともに、座学で学んだ学問知識を、実験をとおし
て体験し、理解度を深める。

受講要件 基礎化学、基礎物理学が履修済みであることが望ましい（単位取得の合否は問わない）。
高等学校で物理と化学を履修済みであることが望ましい。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修

化学実験が初めてで、実験操作になじみの無い受講生がほとんどで、さらに、化学実験には事故が付きまと
うので、各実験の前には、原理や操作に関する講義時間を設けている。
初回に実験テキストを配布するが、予習よりは、講義時間にしっかりと学習し、事故防止のため、真面目に取
り組んでもらいたい。
報告書(レポート)作成時には、実験中に記録した観察事項や測定データに関して、図書館などを利用して、反
応物質の特徴 ( 形態や色など ) や化学反応の進み方などを調べてもらう。

物理実験では、第8回に配布する実験テキストで、事前に実験原理などを、ある程度把握しておいてもらいた
い。
レポート作成時には、原理から予想される結果と実験結果を比較して、理論的に考察してもらいたい。

講義内容

実験の内容
・化学実験
1 化学反応 ( 定量実験 )
化学反応を利用して化合物を合成するとともに、化学反応の前後における質量保存則を実測する。
2 化学分析 ( 定性実験 )
化学反応を利用して試料を化学分析する。
・物理実験
1 重力加速度
ボルダの振り子を用いて大学のある地点での重力加速度を測定する。
2 熱の仕事当量
電流の仕事による発熱と熱量計内の水の温度の上昇から熱の仕事当量を決定する。
3 電気抵抗の温度変化
半導体の電気抵抗の温度変化を測定し、半導体のエネルギーギャップを求める。
4 トランジスタの特徴
トランジスタの電流・電圧特性を測定し電流増幅率を求める。
5 ホール効果
シリコンのホール係数を測定し、試料がＰ型かＮ型かを決定する。
6 光の干渉
スリットを自作しレーザーを用い光の波動性を干渉から理解する。
7 光電効果
光電効果を観測することにより光の粒子性を確認し、プランク定数を決定する。
8 電子の比電荷
磁場中での電子の円運動の軌道半径から、比電荷（電荷と質量の比）を決定する。
9 物質波の干渉
結晶による電子波の回折を観測して電子の波動性を理解し、結晶の格子定数を求める。

実験スケジュール
1 本物理実験の概要、および、本化学実験の概要と実験手法、データの取り扱い等の化学実験の一般的説
明
2 金属の化学反応 -銅と硝酸銀の反応- (実験1) と化学反応と質量保存則 -塩化銀の生成- (実験2) の詳細
説明、および、PLQ (Preliminary Laboratory Questions) の実施
3 実験1の実施
4 実験2の実施
5 水溶液の分析 -陰イオンと陽イオンの定性分析- (実験3) の詳細説明、および、PLQ (Preliminary
Laboratory Questions) の実施
6 実験2の実施 ( 未知試料も分析してもらう )
7 実験1と2のレポート講評
8 物理実験の詳細説明と化学実験(実験3)のレポート講評
9-14 物理実験 ( 各回に上記9つの実験テーマの何れかを行う )
15 物理実験のレポート講評(全体的)、および、物理と化学実験の全体総括



期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準

出席は、必須。
全ての実験に対してレポート(報告書)を提出してもらう。
評価は、平常点 ( 実験への取り組み状況 ) とレポートの評価により行う。

実験には、事故が付きまとうので、真面目に取り組んでもらう。
下記のように、受講者数の制限を行うので、希望しても受講できなかった学生のためにも、受講した者には、
必ず履修を遂行してもらう。

教科書等

教科書は、特に指定しない。
講義時に実験上の注意事項と操作に関する資料を配布する。
物理学実験では、実験の手引書(有料)の配付する。

参考書：野中謙一郎他著、技術レポート作成と発表の基礎技法（改訂版）、コロナ社、2018.

担当者プロフィール 担当者全員 ： 情報科学研究科に所属

授業に関連する実務経
験

【実務経験(福島勝)：1989年4月～1997年3月 三菱重工業株式会社基盤技術研究所に勤務(レーザー分光お
よびその装置の開発に従事)】
【実務経験(田中公一)：1982年4月～1984年6月 広島県立学校主事、1984年11月～1985年3月、1990年4月
～1991年7月 公立中学校教員】
【実務経験(藤原真)：1987年4月～1988年6月 倉敷紡績株式会社技術研究所に勤務(三次元形状計測装置の
開発に従事)】

備考

実験装置台数の制限上、受講者数の制限を行う。

授業内容や宿題などに関する、学生の個別学習相談を随時受け付けています。
教員の所在は、学内サイネージ等に掲示されていますので、確認の上、研究室を訪ねてみてください。



科目名 デッサン概論

単位数 2.0

担当者 教授 森永昌司 、准教授 志水児王、石黒賢一郎（単位認定者）、講師 原崇浩、講師 菅亮平、

履修時期 前期

履修対象 １年

講義形態 講義

概要
美術の基礎的な表現の理解を深めるため、デッサンについて学ぶ。芸術学部美術学科の複数の教員が担当
し、オムニバスな授業を展開する。簡単な模写などによる表現指導を含めて概説する。
授業形態: オンデマンドによる講義。（スケッチブックへの描画を伴う）

科目の到達目標 デッサンの手順を学びながら、絵画や彫刻の美術の歴史を理解できるように、美についての基礎的な教養を
学び、芸術を理解するための素養を身につけることを目的とする。

受講要件 美術に関心を持って、受講されることを特に望む。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 オムニバス形式による芸術学部美術学科の教員による指導になるので、それぞれの時間内に終了する課題
を前提に講義を行う。

講義内容

スケッチブックに課題を積み重ねていくという授業展開となるので用具を準備すること。（オリエンテーションの
際に詳しく指示する）
１ 導入 デッサンとは（オリエンテーション）
２ 素描の基礎１ アニメ、漫画とデッサン1
３ 素描の基礎２ アニメ、漫画とデッサン2 
4 素描の基礎４ コンポジション
5 素描の基礎５ プロポーション
6 素描の基礎 6 バルール
7 デッサンの展開１ 西洋の美術史を中心に概説 ゴシックとロマネスク
8 デッサンの展開２ 西洋の美術史を中心に概説 イタリア・ルネッサンス期
9 デッサンの展開３ 西洋の美術史を中心に概説 遠近法の成立 
10 デッサンの展開４ 西洋の美術史を中心に概説 バロック期
11 ドローイングの展開１ 近・現代の造形を中心に概説1 
12 ドローイングの展開２ 近・現代の造形を中心に概説2
13 ドローイングの展開3 近・現代の造形を中心に概説3 
14 まとめ（スケッチブックの提出）
15 レポート形式による試験 スケッチブックの返却 等

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準

授業時間内の課題提出、レポート形式の試験により総合的に評価する。講義の最後に時間中に行った課題
（スケッチブック）を提出。スケッチブックは試験日に返却するので必ず出席すること。試験として、レポート形
式の課題を課すので、講義を通して学んだことを整理しておくこと。評価の基準は、授業の内容が理解されて
課題を提出していれば「可」とし、なおかつ授業についての学んだことが自らの見解をもって述べられていれ
ば「良」とする。さらに取り組みのレベルの高い、学習成果の見られるものを「優」とし、極めて秀れているもの
を「秀」とする。

教科書等
教科書：特に指定しない
受講に際しては、スケッチブック（F4）、H、HB、B、2Bの鉛筆（４本）、消し具を 必ず用意すること。 その他、用
紙や描画材料以外に必要な場合は事前に指示をする。

担当者プロフィール 学校案内等参照。

授業に関連する実務経
験

備考 新型コロナウィルスの感染拡大状況によっては、講座内容の一部あるいは大幅な変更もありえる。受講生は
大学ホームページや教員からの指示に今後も注意する。



科目名 油絵入門

単位数 2.0

担当者 芸術学部 教授 森永昌司、准教授 志水児王、准教授 釣谷幸輝、准教授 石黒賢一郎（単位認定者）、講師
原崇浩、講師 菅亮平、助教 田中智美

履修時期 後期（第３ターム）

履修対象 １年次

講義形態 実習

概要
油絵の材料・技法を概説し、理論と演習を通して油絵の基礎的な表現方法を体験し、あわせて油絵の鑑賞眼
を養うことを目的とする。
授業形態：日程およびスケジュール説明、参考書による講義、演習及び実習、中間及び最終講評。

科目の到達目標 描画を実際に行うことで絵画に対する鑑賞眼を養い、絵画・芸術への認識を深める。

受講要件 画材を購入する必要がある。
詳しくは講義時に説明する。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 経験の有無は問わないが、積極的な取り組み姿勢を望む。

講義内容

１ 導入
２ 油絵の材料・技法の概説
３ 鉛筆デッサン 幾何形態 （選出とセッティング）初歩的な方法論、演習
４ 鉛筆デッサン 〃 （道具の使い方、構図について）
５ 鉛筆デッサン 〃 （明暗、空間について）
６ 油彩 静物 用具説明、「静物画」について
７ 油彩 〃 有色下地
８ 油彩 〃 モチーフ選び
９ 油彩 〃 モチーフセッティング
10 油彩 〃 有色下地上に木炭及び鉛筆による下書き
11 油彩 〃 油絵具による下描き
12 油彩 〃 白色浮出による描写
13 油彩 〃 固有色の描写
14 油彩 〃 仕上げ
15 油彩 〃 講評、まとめ 
（授業ごとに７名の油絵専攻教員全体で分担し、多様な教員による指導を行なう。）

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準

実習中の取り組みの積極的参加度や授業態度を重視し、作画した作品を採点する。
実習中の指導に則して関心を持って制作したと認められ、講評時に作品提出がなされた場合に、単位取得の
基準を満たしたものとして評価する。
判定基準として課題への取り組みの姿勢が最低限に満たされ、講評時に作品提出がなされている場合は
「可」とし、提出作品の内容に工夫が認められる場合「良」とする。これらに加え、制作において各々が問題意
識と自分の取り組むべき課題意識を見つけ出す積極的性や工夫など、授業態度も含めた総合的観点におい
て高い学習成果が認められたものを「優」とする。さらにその中で完成度が高い制作について「秀」とする。

教科書等

教科書：特になし
参考書：佐藤一郎 「絵画制作入門」（東京藝術大学油画技法材料研究室）
各人油彩道具一式を必要とする。新規購入の場合、おおよそ8,000円程度。
詳しくは講義時に説明する。
受講希望者多数の場合、人数制限することがある。

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

備考
新型コロナウィルスの感染拡大状況によっては、講座内容の一部あるいは大幅な変更もありえる。受講生は
大学ホームページや教員からの指示に今後も注意する。



科目名 日本画入門

単位数 2.0

担当者 芸術学部教授 藁谷 実、教授 今村 雅弘、准教授 前田 力、准教授 荒木 亨子、助教 古賀くらら

履修時期 後期

履修対象 国際学部 情報科学部 1年

講義形態 演習

概要

授業形態：演習
設定される課題：古典模写、静物制作
・日本画という名称は明治時代に西洋画に対して作られたもので、それ以前の日本の絵画は絵巻物、花鳥
画、金碧障壁画、山水画、水墨画等、様式や技法材料によって様々な名称があった。現代において日本画と
はこれらの材料、絹や和紙等に膠を用いて顔料を定着させて描く絵画として一般に認識されている。
課題1では古典模写によって様式や技法を体験し、課題2において自らのデッサンをもとに日本画の材料を使
い制作する。

科目の到達目標
・古典作品模写により日本画の伝統的な技法、材料、表現様式等を学ぶ。
・素描、制作準備、日本画制作導入部から作品完成に至る各段階で、日本画についての知識、思考、技術を
学ぶ。

受講要件
定員を20名とする。
画材を購入する必要がある。
詳しくはガイダンス時に説明する。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 ・美術館、本学芸術資料館などの展示会場にて作品鑑賞を行う。

講義内容

1 ガイダンス（日本画概説及び授業の説明）
課題A 模写
心棒作り、模写の説明、絵巻の資料鑑賞、ドーサ引き
2 模写
3 模写、仕上げ、講評会 【作品プレゼンテーション（学生）、講評（教員）】採点

課題B 日本画制作
4 F4号にデッサン、着色写生、参考作品鑑賞

5 本紙にトレース、骨描き、墨隈
6 絵の具の説明、地塗り、本画制作
7 本画制作 講評会 【作品プレゼンテーション（学生）、講評（教員）】 採点

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準

通常実習中の取り組み姿勢、理解度を実習の各段階ごとにチェックし評価の基準とする。提出作品により造
形力、表現技術の到達度を点数化し評価する。実習を通して観察力と基礎的な表現技術を習得し、作品提
出する事を単位取得（可）の条件とする。さらに作品に感性の豊かさや表現の的確さが認められるものを
（良）、優れたものを（優）、特に優れたものを（秀）とする。

教科書等 必要に応じて提示する。

担当者プロフィール

藁谷 実 ・公益財団法人 日本美術院同人 
今村 雅弘・一般社団法人 創画会会員 
前田 力 ・公益財団法人 日本美術院招待
荒木 亨子・一般社団法人 創画会会員
古賀くらら・日本画家

授業に関連する実務経
験

前田 力・2000年4月から杉並学院中学高等学校 美術 非常勤講師（2004年3月まで）

備考



科目名 立体造形概論

単位数 2.0

担当者 芸術学部 教授 チャールズ・ウォーゼン 芸術学部 教授 鰕澤達夫

履修時期 後期

履修対象 国際・情報学部1年次

講義形態 実習

概要 現代美術についての基礎的な制作過程を概説し、レクチャーと演習を通じて、現代美術への関心を深めると
共に、鑑賞力を養う。講評時に、学生によるプレゼンテーションを行う。

科目の到達目標 身近な素材を使った造形作品の制作を行ない、作ることの楽しさを体験する。現代におけるアートの意味を学
ぶことで作品の鑑賞眼を養い、現代美術への認識を深める。

受講要件 国際・情報学部1年次 16名まで。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 レクチャーと作品制作を行う。知識と制作体験の双方が大切な授業であるため、休まず受講する事。

講義内容

「立体造形概論」（指導教員 教授 チャールズ・ウォーゼン、教授 鰕澤達夫）

第１回 課題説明、作例紹介
第２回 テーマ制作１ 課題説明,制作
第３回 学生によるプレゼンテーション 1
第４回 学生によるプレゼンテーション 2
第５回 テーマ制作1 制作
第６回 テーマ制作1 講評
第７回 テーマ制作2 課題説明,制作
第８回 テーマ制作2 制作
第９回 テーマ制作2 制作
第１０回 テーマ制作2 講評
第１１回 テーマ制作3 課題説明,制作
第１２回 テーマ制作3 制作
第１３回 テーマ制作3 制作
第１４回 テーマ制作3 制作
第１５回 テーマ制作3 講評,まとめ

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準

通常授業への取り組み姿勢、理解度を授業ごとにチェックし評価の基準とする。提出作品により造形力、表
現力を点数化し評価する。授業全体を通して造形作品に関する基礎的な知識と表現方法の基礎を学習し、
作品提出することを単位取得「可」の条件とする。さらに作品に感性の豊かさや表現の的確さが認められるも
のを「良」、優れたものを「優」、特に優れたものを「秀」とする。

教科書等 教科書は特に指定しない。演習を行うため教材を購入する必要がある。実技制作を行うため定員を16名まで
とする。

担当者プロフィール チャールズ・ウォーゼン 美術家、教授 
鰕澤達夫 美術家、教授

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 プレゼンテーション技法概説

単位数 2.0

担当者 及川久男 教授

履修時期 前期

履修対象 １年

講義形態

概要

【授業形態：講義】
本講義は、パソコンのソフトの使い方やスライド、ポスターの制作ソフトの紹介ではない。
プレゼンテーションの本質を学習するものである。
プレゼンテーションの語意は、従来、広告、宣伝分野で広告代理店が広告プラン制作表現案を広告主に対し
て提示、発表することを指していたが、現在ではさまざまな分野で、思考や構築意図や制作意図を正確かつ
効果的に提示、発表する手段あるいは技法の意として多岐に用いられるに至っている。また、現在のプレゼ
ンテーションの技法は、当初の視覚を中心とした技法から、聴覚、触覚その他、あらゆる感覚を伝達媒体とし
た技法へ展開しつつある。
本講義では、様々な分野におけるプレゼンテーションの実際、構築プロセス、技法について多角的に概説す
る。

科目の到達目標 実践的な〈プレゼンテーション〉能力獲得のために、現代社会における〈プレゼンテーション〉の意義と役割とを
理解し、そのために必要な理論と方法とを学ぶ。

受講要件 なし

履修取消の可否

履修取消不可の理由

事前・事後学修

それぞれのテーマごとにその道に造詣の深い専門の講師によりオムニバス形式で授業が行われるので、す
べての授業に出席することを特に要望する。
外部講師を招いての講義が多く、講師に失礼にならないよう、私語や毎回の著しい遅刻など受講態度の悪い
学生は受講を許可しないことがある。

講義内容

スケジュールは調整中のものであり、一部前後・変更の可能性があります。
オムニバス形式です。コマによっては外部講師を招聘し、講義をしていただきます。

01 導入 講義内容紹介
02 プレゼンテーションの概念 本講義設置の意味（大井健次）
03 自然・人・歴史とプレゼンテーション（山田晃三）
04 社会連携とプレゼンテーション 事例Ⅰ（大井健次）
05 社会連携とプレゼンテーション 事例Ⅱ（大井健次）
06 企画・プレゼンテーション・実現Ⅰ（西原ミツル）
07 企画・プレゼンテーション・実現Ⅱ（西原ミツル）
08 企業とプレゼンテーション（佐藤洋一）
09 プレゼンテーションの立案・企画Ⅰ
10 プレゼンテーションの立案・企画Ⅱ
11 社会連携とプレゼンテーション 事例Ⅲ（大井健次）
12 社会連携とプレゼンテーション 事例Ⅳ（大井健次）
13 都市「ひろしま」とプレゼンテーションⅠ（大井健次）
14 都市「ひろしま」とプレゼンテーションⅡ
15 まとめ（提出課題説明）

期末試験実施の有無

評価方法・基準

①授業の理解度を測るため毎回レポートを提出。
②期末テーマを与えレポートを提出 
①と②の総合評価とする。
S(秀)レポートで90点以上 場合。 
A(優)レポートで80点以上 場合。 
B(良)レポートで70点以上 場合。 
C(可)レポートで60点以上 場合。 
D(不可)レポートで60点未満 場合。

教科書等 教科書、参考書は特に指定しない。

担当者プロフィール

山田晃三（GKデザイン機構代表取締役社長）
西原ミツル（電通西日本大阪本社営業統括室）
佐藤洋一（マツダ（株）デザイン本部）
大井健次（本学名誉教授）
中村 圭（本学講師）
及川久男（本学教授）

授業に関連する実務経
験

備考





科目名 デザイン工芸概論

単位数 2.0

担当者 中村圭（芸術学部・准教授）

履修時期 後期

履修対象 １年次、２年次

講義形態 講義

概要

授業形態：講義。18世紀のイギリスで起こった産業革命は、工場制機械工業によるものであり、これによって
市民生活はもとより、国際情勢にも大きなインパクトを与えた。製品は「誰か」がそれを企画し、その形や色、
機能、仕組みなどを念入りに計画（デザイン）したものである。工場制機械工業以前と以降とでは、製品の製
造過程は大きく異なり、工業製品の一般化は工芸に大きな影響を与えた。今日の工芸では、人の手による熟
練の技術と良質な材料を駆使し、しばしば長期間の制作期間を経て制作することで、工業製品と質的な差別
化が行われている。しかし、デザインと工芸は、いずれにせよ、その合理性・機能性・美的価値を求めるという
点では、その根底にある理念は共通するものである。これらのことを踏まえて、この科目では、デザインと工
芸とはどのような関係にあるかについて、各回様々なトピックを取り上げながら考察する。

科目の到達目標 受講生は、デザインと工芸という分野で、人々が「ものごと」のかたちや、機能、美しさをどのように求めてきた
かを、時代の社会状況や産業発達の背景との関連の中で理解する。

受講要件 特になし。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 時代ごとの社会情勢と産業の変遷と呼応して、デザインや工芸がどのように発達・変化したかを学ぶことを通
じて、デザインと工芸のこれからについて考えてほしいと思います。

講義内容

スケジュールは調整中のものであり、一部前後・変更の可能性があります。
オムニバス形式です。コマによっては外部講師を招聘し、講義をしていただきます。
01. デザイン概説：デザインとは何か？
02. デザイン通史：日本デザイン通史紹介
03. 日本刀
04. アクセサリー
05. 衣服と身体
06. 釣りと道具
07. 茶の湯（概論1）
08. 茶の湯（概論2）
09. 広島の茶道
10. 基町プロジェクト
11. アクセサリー
12. 空間デザインとプロセスデザイン
13. 建築
14. 伝統的工芸
15. まとめ

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準

積極的な受講姿勢の有無に加えて、受講票の内容（コメントの質・量）で評価する。
S（秀）：受講票の内容が総合的に、90点以上の場合。
A（優）：受講票の内容が総合的に、80点以上の場合。
B（良）：受講票の内容が総合的に、70点以上の場合。
C（可）：受講票の内容が総合的に、60点以上の場合。
D（不可）：受講票の内容が総合的に、60点未満の場合。

教科書等

教科書：
なし

参考図書：
１）カラー版『日本デザイン史』美術出版 http://amzn.to/AgC78I 
２）『近代日本デザイン史』美学出版 http://amzn.to/xT5P3R 

必要な資料は随時配布する。

担当者プロフィール 中村圭（芸術学部デザイン工芸学科視覚造形・准教授）
質問などはメールで nakamura@hiroshima-cu.ac.jp

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 プレゼンテーション概論

単位数 2.0

担当者 芸術学部 准教授 中村 圭

履修時期 前期

履修対象 １年次

講義形態 講義

概要

本講義は、プレゼンテーションの本質を学習するものである。
パソコンのソフトの使い方やスライド、ポスターの制作ソフトの紹介ではない。
プレゼンテーションの語意は、従来、広告、宣伝分野で広告代理店が広告プラン制作表現案を広告主に対し
て提示、発表することを指していたが、現在ではさまざまな分野で、思考や構築意図や制作意図を正確かつ
効果的に提示、発表する手段あるいは技法の意として多岐に用いられるに至っている。
本講義では様々な分野におけるプレゼンテーション本質、実際、構築プロセス、多角的に概説する。

科目の到達目標 実践的な〈プレゼンテーション〉能力獲得のために、現代社会における〈プレゼンテーション〉の意義と役割とを
理解し、そのために必要な理論と方法とを学ぶ。

受講要件 なし

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修

それぞれのテーマごとに、その道に造詣の深い専門の講師によりオムニバス形式で授業が行われるので、
すべての授業に出席すること。
外部講師を招く講義が多く、講師に失礼にならないよう、私語や著しい遅刻など受講態度の悪い学生は受講
を許可しないことがある。

講義内容

スケジュールは調整中のものであり、一部前後・変更の可能性があります。
オムニバス形式です。コマによっては外部講師を招聘し、講義をしていただきます。

01 導入 講義内容紹介
02 プレゼンテーション導入Ⅰ
03 地域とプレゼンテーション 事例Ⅰ
04 カトウヨシオのパッケージデザイン〜失敗と成功の間のお話
05 企画・プレゼンテーション・実現Ⅰ 
06 プレゼンテーションの概念
07 プレゼンテーションの立案・企画Ⅰ
08 プレゼンテーションの立案・企画Ⅱ
09 都市とプレゼンテーションⅠ
10 プレゼンテーションの必然、生き続けるための知恵
11 都市とプレゼンテーションⅡ
12 ワンソースマルチユース プレゼンテーション
13 まとめ

以上に加えて、２コマ分については、別途追加課題を指示します。

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準

授業の理解度を測るため毎回レポートを提出。
S(秀)レポートで90点以上 場合。 
A(優)レポートで80点以上 場合。 
B(良)レポートで70点以上 場合。 
C(可)レポートで60点以上 場合。 
D(不可)レポートで60点未満 場合。

教科書等 教科書、参考書は特に指定しない。

担当者プロフィール

石川慶文（キャノン株式会社）
及川久男（本学芸術学部元教授）
大井健次（本学芸術学部名誉教授）
加藤芳夫（サントリー食品インターナショナル株式会社）
瀬尾篤史（株式会社中国四国博報堂）
高田真（広島電鉄株式会社）
西原充（株式会社リム・ジャパン）
弥中敏和（株式会社GKデザイン総研広島）
山田晃三（株式会社GKデザイン機構）
＊調整中

授業に関連する実務経
験

備考





科目名 健康科学

単位数 2.0

担当者 国際学部 教授 山口 光明

履修時期 前期

履修対象 １年

講義形態 講義

概要

(詳細は履修登録をしてWebClassで確認してください。2020. 5. 7)

健康科学は、「せとうちの島の活性化にはどのようなイノベーションが考えられるのだろうか？」につい
て、WebClass によるオンデマンド授業と 学生たちのグループ（2人から5人以内）を作った上で、ビデオ会議ア
プリ Zoom を使ったミーティングを行いながら考えていきます。持続可能な地域社会の健康づくりやまちづくり
について、レポートという形での提案をしていきます。
その際、TED .com (学術・エンターテインメント・デザインなど様々な分野の人物によるプレゼンテーション）を
参考にしつつ、「持続的なまちづくりと健康づくりとはどのようなものか」などについて考える機会とします。
うちで過ごす時間も体を動かすことで、気持ちも体も軽く感じられるように「おうち周辺でのスポーツ」の時間も
設けます。グループでZoomも使って励ましながら、体と心をほぐしていきましょう。

科目の到達目標
Zoomによるビデオ会議を通して、2人から5人までのグループを作り、コミュニケーションを取りながら「せとうち
の島の健康づくりやまちづくり」について考えていきます。その際に、物事を柔軟に考える姿勢を身につけるこ
とを目標とします。

受講要件 スポーツや健康、持続可能な社会づくり（まちの健康づくり）について関心のあること。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 学んだ知識を自分の健康的な生活に活用できるようにしてください。

講義内容

１. (5/11) 健康科学か体育実技Ⅰかのどちらかの選択について知っておこう
２. (5/18) ビデオ会議アプリZoom って何？
３. (5/25) ビデオ会議アプリZoom で自分たちのグループを作ろう
４. (6/1) せとうちの島の魅力と課題を見つけよう（せとうちに浮かぶ〇〇島について）
５. (6/8) 人やまち（島）を元気にするプランを考えてみよう ①
6. (6/15) 人やまち（島）を元気にするプランを考えてみよう ②
7. (6/22) Zoomでのミーティングとストレッチ（運動時間、心拍数、運動強度を計測）①
8. (6/29) Zoomでのミーティングとストレッチ（運動時間、心拍数、運動強度を計測）②
9. (7/6) Zoomでのミーティングとウォーキング（運動時間、心拍数、運動強度を計測）① 
10. (7/13) Zoomでのミーティングとウォーキング（運動時間、心拍数、運動強度を計測）②
11. (7/20) Zoomでのミーティングとストレッチ＋ウォーキング（運動時間、心拍数、運動強度を計測）①
12. (7/27) Zoomでのミーティングとストレッチ＋ウォーキング（運動時間、心拍数、運動強度を計測）②
13. (8/3) まとめ

14. 課題研究：授業時間以外で自習
15. 課題研究：授業時間以外で自習

注意事項：① 14回、15回の授業は、授業時間以外で「自習」という形で課題研究を
進めてください (授業はありません）。
② 8月3日（月）が最終日です。
③ Zoom を使って仲間（2人〜5人以下）を増やし、お互いにアドバイスを
しあってください。
④ グループ共同で１つのテーマを掘り下げて、グループで１本のレポートを
提出してください。

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準

課題研究とスポーツに取り組む態度を総合して評価します。
※ 課題研究のテーマ：せとうちの島の創造的イノベーションについて
（詳しいテーマは各グループで設定してもらいます。） 
分量：レポート（パワーポイントで作成、スライド６枚）
提出期間：7月20日（月）〜 8月10日（月）午後5時まで

ポイント：他の人に広めたくなるような素敵なプランを提案してください。また、
みなさんのレポートは、〇〇島の方や外部に公開することを前提でまと
めてください（著作権の委譲をお願いします）。

教科書等 TED .com (学術・エンターテインメント・デザインなど様々な分野の人物によるプレゼンテーション）の利用

担当者プロフィール

健康心理学専攻。主に健康行動の継続性について研究。近年は「健康づくり」と「まちづくり」をテーマに、学
生と一緒に地域（広島市、呉市、尾道市など）を訪問し、そこの魅力をいかに伝えるかや地域の課題の解決
方法について考えています。
好きなスポーツはテニス。体育実技（テニス）も担当しています。

授業に関連する実務経
験



備考



科目名 ひろしま論

単位数 2.0

担当者 学長 他

履修時期 前期

履修対象 １・２年次

講義形態 講義

概要
広島の歴史、行政、経済、産業、文化などをひもといてその特色を知り、地域社会への関心を深め、地域社
会の問題解決と将来の繁栄を思考できる幅広い見識をもった人材を育てることを目的として講義する。 ま
た、国際平和文化都市広島の原点である被爆体験および広島からの平和の取り組みについて講義する。

科目の到達目標 広島について有識者から広く、深く学ぶ事により、自らが社会の一員として貢献する事の意味を考え、専門分
野の教育を受ける前提となる基礎的な教養を身につける。

受講要件 講義は国際、情報、芸術、平和の各領域において最も適切なテーマを設け、それぞれのテーマごとにその道
に造詣の深い専門の講師により授業が行われるので、すべての授業に出席することを特に要望する。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 講義中に紹介された文献を読んだり、関連する情報にアクセスしたりして、主体的に学修を深めること。

講義内容

第１回 国際平和とはなにか～国際関係の変容と広島の視点～
【講師 大芝 亮：広島平和研究所所長】

第２回 災害に強い広島の実現に向けて
【講師 西 正博：広島市立大学情報科学研究科教授】

第３回 広島平和記念資料館に行ってみよう―ヒロシマを身近に考えてみるために
【講師 土肥 幸美：広島平和記念資料館学芸員】

第４回 広島とスポーツ
【講師 曾根 幹子：広島市立大学名誉教授（元走り高跳び五輪代表）】

第５回 「広島のこころ」とデザイン
【講師 山田 晃三：㈱GKデザイン機構相談役】

第６回 広島の「まち」の持続的発展に向けて
【講師 松井 一實：広島市長】

第７回 宇品港築港と軍都へのあゆみ
【講師 本田 美和子：広島市郷土資料館学芸員】

第８回 瀬戸内・たべものがたり～風土・歴史をひもとく～
【講師 小沢 康甫：広島民俗学会理事】

第９回 続く「核」脅威の下で～被爆体験の意味と広島の若者・メディアの役割～
【講師 田城 明：㈱中国新聞社客員特別編集委員】

第10回 ヒロシマと映画
【講師 佐藤 武：広島市映像文化ライブラリー主任】

第11回 ヒロシマの美術～破壊と蘇生～
【講師 竹澤 雄三：美術評論家】

第12回 広島からグローバルへ～「走る歓び」で世界へチャレンジする～
【講師 近藤 昌晴：マツダ㈱グローバル販売＆マーケティング本部長】 

第13回 広島ゆかりの作家
【講師 松本 洋二：公立大学法人広島市立大学経営協議会委員】

第14回 「基町プロジェクト」基町の新しい魅力をつくる
【講師 中村 圭：広島市立大学芸術学部准教授】

第15回 ７つのエピソードで読み解く広島の都市空間
【講師 國本 善平：広島市立大学特任教授】

＊講義内容、講義順については変更する場合がある。

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準

毎回、所定の受講票に感想等の記入を課す。受講票の提出は、講義終了後退室するまでとし、後日提出は
認めない。受講票不提出は欠席として扱う。
成績評価は、各回の感想等を内容と分量により０点から４点の範囲で採点し、その合計点により評価する。



６回以上欠席した場合は、「欠席による不可」とする。

教科書等 教科書：特に指定しない。
参考書：講義内で参考文献を適宜指示する。

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

備考

・履修登録期間終了時に履修者が講義室の収容人数を超える場合、登録者を対象に抽選により履修者を決
定します。
・抽選により履修不可となっても、やむを得ない事情があれば履修を認めることがありますので、教務グルー
プに申し出てください。



科目名 平和と人権Ａ（ヒロシマと国際平和）

単位数 2.0

担当者
担当者（責任者）：広島平和研究所 教授 水本和実 教授 永井 均
講師：ロバート・ジェイコブズ、竹本真希子（いずれも広島平和研究所）、柿木伸之（国際学部）、馬場雅志（情
報科学部）、吉田幸弘（芸術学部）、國本善平（社会連携センター）ほか。

履修時期 前期

履修対象 １・２年

講義形態 講義

概要 本講義では、広島の原爆経験を基礎から応用まで様々な視点と教材で学習します。講義を通して基礎知識
を修得するとともに、皆さんが「ヒロシマ」という国際平和文化都市で暮らし、学ぶことの意味を考えます。

科目の到達目標

私たちが「平和」を考える際、出発点の一つになるのは、身近に起きた深刻な平和の喪失体験です。広島で
の歴史的な喪失体験、それは原子爆弾による市民の被爆でした。他方で、世界に目を向けてみると、それぞ
れの国や地域、民族に固有の、深刻な平和の喪失体験があります。平和を考える対象を広げていくことで、
国際社会全体の平和を考えるヒントを探りたいと思います。本講義では、平和を考える出発点として広島の被
爆体験を中心に取り上げ、多様な専門性から学んでいきます。最終的な狙いは、世界の様々な平和の課題
を考えるための基礎力を養うことにあります。

受講要件 特にありません。事前の知識がなくても、どなたでも学ぶことができます。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 広島では、テレビやラジオ、新聞などを通じて、平和に関連する幅広い報道がなされています。受講生の皆さ
んには、これらを積極的に見聞し、自分自身で考える一助にして欲しいと思います。

講義内容

１ なぜ、広島と長崎だったのか？（水本・永井）
２ ヒロシマを世界に伝えた人びと――ロベルト・ユンクと小倉馨を中心に（竹本）
３ 英語で広島を案内するヒント（外部講師）
４ 世界に関心を向け、貢献しよう――カンボジアとひろしまハウス（外部講師）
５ CGによる原爆問題へのアプローチ（馬場）
６ 原爆が人体と心にもたらしたもの（外部講師）
７ 原爆投下の法的問題（永井）
８ 原爆投下をめぐる「記憶」の違い（水本・永井）
９ 被爆地を支えたソウルフード――お好み焼の誕生物語（國本）
10 アメリカのヒバクシャ（ジェイコブズ）
11 広島平和記念資料館の仕事（外部講師）
12 被爆の思いを七宝焼きに託して（外部講師）
13 「原爆文学」を読む（外部講師）
14 デザインやアートからヒロシマを見直す（吉田）
15 被爆の記憶を継承するために（柿木）
※トピック、講師、順序等は変更される場合があります。

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 平常点を60点、期末レポート（必須）を40点として、これらを合わせて総合的に評価します。

教科書等 参考書：講義で適宜指示します。

担当者プロフィール 水本教授：専門は国際政治、特に核軍縮。主な著書に『核は廃絶できるか』（法律文化社、2009年）など。 
永井教授：専門は日本近現代史。主な著書に『フィリピンと対日戦犯裁判』（岩波書店、2010年）など。

授業に関連する実務経
験

水本：広島市立大学の教員になる前に16年間の新聞記者経験あり。盛岡、川崎、東京、ロサンゼルスなどに
勤務。

備考



科目名 平和と人権Ｂ（現代世界と人権）

単位数 2.0

担当者 国際学部 教授 吉田 晴彦

履修時期 後期

履修対象 １年

講義形態 講義

概要

「平和」や「人権」が大切であるということは誰もが意識しているはずであるにもかかわらず、実際にそうした言
葉を聞くと、なにやら自分とは縁遠い世界のお話であるかのように思われがちである。「平和」や「人権」は理
想に過ぎない、といった声もしばしば聞かれる。実際には、私たちの日々の生活とも密着した、きわめて身近
な問題であるはずの「平和」や「人権」。本講義ではできるだけ身近な事例から、特に「人権」というキーワード
にアプローチすることにしたい。

科目の到達目標 自分自身と「平和」や「人権」はどう関わっているのか、平和な社会を築き上げるために必要な発想とは何か
といった問題について考えるために必要な力を身につける。

受講要件 特になし

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修
現代世界の問題を扱うので、普段からTVニュース、新聞などをチェックするようにしておくこと。
適宜講義の中でレポートを書いてもらい、評価の一部とするとともに、次回以降の講義内容にフィードバックし
ます。講義の中でそれら情報を加味して自分の考えをまとめ、見つめ直す機会にしてください。

講義内容

(1) ガイダンス・イントロダクション 「平和」「人権」とは何か

2 現代社会と人権
(2)「平和」や「人権」のイメージ
(3)「平和」や「人権」をめぐる常識・非常識(1)
(4)「平和」や「人権」をめぐる常識・非常識(2)
(5) 兵器と人権(1)
(6) 兵器と人権(2)
(7) 国際社会における「平和」と「人権」(1)
(8) 国際社会における「平和」と「人権」(2)
(9) 平和や人権は誰が担うのか(1)
(10)平和や人権は誰が担うのか(2) 
(11)科学の進歩と人権(1)
(12)科学の進歩と人権(2)
(13)先端技術と人権(1)
(14)先端技術と人権(2)

3 まとめ
(15)現代社会における平和と人権

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 平常点（講義内のレポート）が5割、期末レポートが5割の配点を基準に評価する。また、評価は、主義主張の
内容によるのではなく、論理性および、講義に対する真摯な姿勢に対する相対評価を基本とする。

教科書等 参考書：講義内で参考文献を適宜指示する

担当者プロフィール

国際関係論、特に政府レベルおよび市民レベルの国際協力の問題について研究しています。著書に『改訂
版 国際社会を学ぶ』（共著、晃洋書房）、『新版 国際関係論へのファーストステップ』（共著、法律文化社）、
『なぜ核はなくならないのか』(共著、法律文化社）、『マイノリティの国際政治学』(共著、有信堂）、『国際関係
論を超えて』(共著、山川出版社）、『アクター発の平和学』(共著、法律文化社）、『現代アジアの変化と連続
性』(共著、彩流社）など。

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 広島からの平和学：実践の方法

単位数 2.0

担当者 平和研究所 教授 水本 和実

履修時期 集中講義 (後期)

履修対象 １・２年

講義形態 講義

概要

広島における平和の取り組みは、被爆体験を出発点としつつ、世界の多様な課題にも目を向けてきた。本講
義は、広島の平和の取り組みに関する一定の基礎知識や関心を持つ1、2年生を対象とし、広島の経験を生
かして平和活動を実践するための具体的な方法論を学ぶことを目的とする。原則として10月～1月の土曜日
午後に計6回行われる予定の広島平和文化センター主催の市民向け平和講座「ヒロシマ・ピースフォーラム」
と連携し、被爆体験の継承や平和の実践活動を行っている学外の専門家から学ぶ。最終レポートでは、自ら
学んだことを土台に、平和についての考えをまとめる。

科目の到達目標

平和を学ぶことは、単に机上の理論だけでなく、実践も含まれることを理解する。その上で、広島で行われて
いる多様な実践活動について学び、自ら実践する能力を習得する。平和に関心を持つ｢ヒロシマ・ピース
フォーラム」の受講生である一般市民とグループ討議を行うことにより、自分の考えをまとめ、相手に伝え、
ディスカッション能力の習得を目指す。講師はいずれも平和についての豊かな実践経験をもつ専門家ばか
り。キャンパスでは体験できない、学外の実践者や多様な市民と交流し、グループ討議で意見を交換しながら
平和について学び、実践能力を身に着けることを目的とする。

受講要件

開催日時・場所ともに、通常の講義と異なりますが、毎回誠実に出席し、責任ある態度で受講することを条件
とします。また、適宜設けられるグループ討議の場では、積極的に発言すると同時に、他の参加者、とりわけ
社会人の参加者の意見に真剣に耳を傾け、自分の意見をきちんと述べる意思のある学生の参加を求めま
す。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修
（事前学修）10月初めに学内でガイダンスを行います。開講後は、毎回事前に参考となる文献等を読み、関連
するニュースや新聞記事などを読んでおいて下さい。
(事後学修）講義終了後は、期末レポート作成に備えて、関連するテーマの文献を3冊以上読んでもらいます。

講義内容

Ⅰ．ガイダンス（学内。日時・場所は事前に掲示します）
Ⅱ．広島平和文化センター主催「ヒロシマ・ピースフォーラム」との連携講義。
講師・テーマ等はガイダンスで伝えます。
会場：広島市中区中島町1-2、広島平和記念資料館 東館地下1階 会議室1を予定
日程：原則として10月～1月の土曜日13:30－17:00に計6回。確定日程は学内掲示します、、
<2019年度の日程
第1回 開講式･講義「広島平和記念資料館のリニューアルについて」ほか （10月上旬）
第2回 被爆体験証言および講義「漫画で伝えるヒロシマ」ほか （11月上旬）
第3回 専門家による講義とグループ討議 （11月中旬）
第4回 専門家による講義とパネル討議 （12月上旬）
第5回 実践活動を行う若者による講義とパネルトーク （1月下旬）
第6回 講義「被爆体験と世界の平和」およびグループ発表 （2月中旬）
Ⅲ．まとめ：期末レポート作成（2019年度の課題は以下の両方について執筆するという内容だった）
課題(1)本講義を受講して、「平和」について新たに教えられた事、気づいた事、あるいは認識を新たにした事
があれば、説明して下さい。その際、以前の自分の考え、講義で教えられた内容（講義名、講師等も含む）、
そして自分の考えがどう変わったかを具体的に述べて下さい。（1000字程度）
課題(2) 本講義で扱われたテーマや内容のうち、特に関心を持ったことがあれば、そのテーマを掘り下げて述
べて下さい。形式は自由です。（1000字程度）

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 受講票への記入および平常点（60％）、期末レポート（40％）で評価します。

教科書等 参考書：毎回、講義で必要な資料を配布します。参考文献があれば適宜指示します。

担当者プロフィール
（水本）原爆・核兵器の問題および広島からの国際平和貢献活動などについて研究・実践しています。著書に
『核は廃絶できるか』（単著、法律文化社）、『平和政策』（共著、有斐閣）、『人道危機と国際介入――平和回
復の処方箋』（共著、有信堂）、『21世紀の核軍縮――広島からの発信』（共著、法律文化社）など。

授業に関連する実務経
験

担当者は広島平和研究所に着任する前に16年間、新聞記者を務めた。盛岡、川崎、東京、ロサンゼルスなど
で勤務経験あり。

備考 会場までの交通費は各自、負担して下さい。運営管理等の関係上、履修者数が多い場合は履修制限を行う
場合があります（履修者数の上限の目安：60人）。履修制限を行う場合は、別途掲示等で連絡します。



科目名 平和インターンシップ

単位数 2.0

担当者 広島平和研究所 教授 水本 和実

履修時期 集中（前期）

履修対象 １・２年

講義形態 講義

概要

広島市周辺に存在する資料館、美術館、広島城をはじめ、平和や戦争、原爆被爆などについて学べる施設、
史跡等に足を運び、実際に見学しながら専門家から講義を受けることで、平和に関する問題を多角的に学
ぶ。
本インターンシップは、広島平和文化センター主催の市民講座「ヒロシマ・ピースフォーラム」と連携した前期
集中講義「広島からの平和学：実践の方法」の後期日程として、2011年度まで単位なしの課外活動として実
施してきたが、内容をより充実させ、2012年度から単位科目化された。2018年度から「平和インターンシップ」
が前期に、「広島からの平和学」が後期に開催されている。授業形態は講義（フィールドワークを含む）。

科目の到達目標

広島には、広い意味での平和をテーマに設置された多様な資料館、施設、史跡、モニュメントが存在し、市民
や来訪者に対する発信機能を果たしているが、それらは個別に存在し、一体として理解する機会は少ない。
そこで、大学のカリキュラムの中でそれらを結びつけ、実際に現地に足を運ぶことで、それらが果たしている
平和の実践・発信機能について理解し、施設や史跡ごとの沿革・由来・平和に関連する歴史や意義を理解す
る。またその背景に関する知識を主体的に学び、広島と平和のつながりを総合的に理解し、その内容をレ
ポートにまとめ、知識の定着をめざす。

受講要件 集中講義「広島からの平和学：実践の方法」と合わせて受講すると、学習がより深まるので、受講を勧める
が、特に受講の要件とはしない。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修

（事前学修）インターンシップは、広島市周辺の資料館や施設等で実施するため、受講生はあらかじめ日程を
確認し、施設や史跡に関する情報を主体的に調べておくこと。
(事後学修）講義で得られた知識をさらに関連する文献等で確実なものとし、期末レポートにその成果をまとめ
る。その際、専門書を最低3冊以上読む事が求められる。

講義内容

Ⅰ．ガイダンス（学内で4月始めに実施。学内掲示で確認すること）
Ⅱ．「平和インターンシップ」
5月から7月までの間の不定期の土曜日（一部日曜日の場合あり）の午後に計7回。1回約3時間。
実施を予定している場所は以下のとおり。（順不同。あくまで予定であり、新たな場所もありうる）。最終日時・
場所はガイダンスおよび、各回の学内掲示や学内ウェブサイト「WebClass」などで必ず確認すること。
１．広島平和記念資料館
２．国立広島原爆死没者追悼平和祈念館
３．広島市郷土資料館
４．広島市現代美術館
５．広島城
６．放射線影響研究所
７．広島市主催の核兵器に関する国際シンポジウム
Ⅲ．まとめ：期末レポート提出
昨年度の期末レポートの課題は「平和インターンシップで学んだこと」。講義を受ける中で、１）自分の認識が
改まったり、見方や考え方が大きく変わったりした点、２）特に印象に残ったテーマや講義の内容、講師の研
究･活動など、３）初めて見聞きしたり体験したりしたこと、４）最も感激したり感動したりしたこと
のいずれかを整理して書くという内容だった。今年も同じようなテーマになる予定。字数は3,000字程度。

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 受講票・平常点（60％）および期末レポート(40％）で評価する。

教科書等 必要な資料は毎回、講義で配布するほか、参考文献は適宜指示する。

担当者プロフィール

（水本）原爆・核兵器の問題および広島からの国際平和貢献活動などについて研究・実践しています。著書に
『核は廃絶できるか』（単著、法律文化社）、『核軍縮不拡散の法と政治』（共著、信山社）、『平和政策』（共著、
有斐閣）、『人道危機と国際介入』（共著、有信堂）、『21世紀の核軍縮』（共著、法律文化社）、『なぜ核はなく
ならないのか』『同 Ⅱ』（共著、法律文化社）など。

授業に関連する実務経
験

担当者は広島平和研究所の研究員になる前は、新聞記者を１６年間務め、盛岡、川崎、東京、ロサンゼルス
などに勤務した経験を持つ。

備考
施設見学に際しては、施設の決まりや団体行動の規律を遵守すること。また、学外での講義のため、開催場
所までの交通費は各自負担すること。講義の運営管理等の関係上、履修者数が多い場合は履修制限を行う
場合がある（履修者数の上限の目安：40人）。履修制限を行う場合は、別途掲示等で連絡する。



科目名 広島の観光学

単位数 2.0

担当者 非常勤講師 佐藤 俊雄

履修時期 前期(集中）

履修対象 １・２年次

講義形態 講義

概要

観光は地域資源に磨きをかけ地域の誇りを築くという文化面と、地域経済の活性化という経済面の両面から
大きな役割を持っています。広島都市圏の観光について、海、森、都市のエリアに分け、各コマ毎にテーマを
設定し、スライドやＤＶＤ等を用いてビジュアルに講義を行います。広島都市圏の魅力と可能性を理解すると
ともに、観光についての基礎知識を習得します。

科目の到達目標

○広島都市圏が有する自然、歴史・文化、都市空間、食等の地域資源の魅力と可能性についての理解を養
います。
○地域資源の付加価値を高める取り組み、即ち地域の工夫と観光が有する地域活性化効果についての理
解を養います。
○人はなぜ観光をするのか、観光の要素、観光を支える仕組み等の基礎知識を習得します。

受講要件 特に無し

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修
〇講義の理解促進と事後学修のためプリントを配布します。
〇観光に関するメディア情報に関心を持つとともに、余暇時間などを活用して現地を訪問し、理解を深めてく
ださい。

講義内容

第１回 イントロダクション（講義の進め方、成績評価等）◇はサブテーマ
第２回 世界遺産・嚴島神社と宮島 ◇人はなぜ観光をするのか
第３回 港町の形成と町並み観光
第４回 「海辺空間」の魅力 ◇観光、観光客とは
第５回 海の体験型修学旅行 ◇観光の歩み、大衆観光を支える外部条件
第６回 アートによる観光振興～瀬戸内国際芸術祭～
第７回 戦争遺産と平和を考える
第８回 瀬戸内海を世界に売り出す
第９回 森の魅力と森林セラピー ◇観光商品、観光資源等 
第１０回 森の体験観光
第１１回 民俗芸能の観光化 ◇観光消費の特性
第１２回 農村環境の観光化
第１３回 ピースツーリズムとＭＩＣＥ
第１４回 水辺を活かした都市観光
第１５回 伝統文化と観光
※授業の順序は変更することがある

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 毎回の授業で課すミニレポートと期末レポートにより評価します。

教科書等 統計データ、各種基礎情報等の資料を毎回の講義において配付します。

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

実務経験：1979年11月～2016年3月 公益社団法人中国地方総合研究センター（現 公益財団法人 中国地域
創造研究センター)に勤務し、地域振興に関わる多面的な調査研究に従事。

備考



科目名 地域課題演習

単位数 1.0

担当者 国際学部 教授 渡辺 智恵

履修時期 通年科目であるが、大部分は前期に行う（時間割は月曜日２限）。一部は後期に行うが、その場合、後期の
科目履修に影響しないように実施する。

履修対象 １・２年次

講義形態 演習

概要
広島市を中心とした広島広域都市圏は、市町ごとに多彩な環境や文化等を有している。この地域の魅力や
資源、人々の取組などについて学習し、様々なテーマのもとに現地において知見や考察を深めることで、地
域の特性や課題について理解することを目指す。地域を知るための入門演習。

科目の到達目標 ○演習を行う対象地域の状況について、魅力や課題に気づく力を身につける。
○グループワークにより、一定の成果を導き出すプロセスを習得する。

受講要件 土曜日、日曜日、または夏季休業中に行う現地活動などに１～３日程度参加できること。
履修届提出後の取り消しは認めない。

履修取消の可否 否

履修取消不可の理由 履修取り消しがあると、演習テーマが成立しなくなったり、グループ分けに支障が生じるため。

事前・事後学修

＜全体でのガイダンス＞
第１回 演習の概要説明、テーマ説明、テーマの選択
第２回 学習の進め方、現地での活動の方法、グループの編成

＜テーマごとにグループでの学習・活動＞ 
第３回～第１３回
（事前学習）テーマや地域への理解
活動内容や目標の設定
（現地活動）現地での活動 1～３日程度
※現地で活動した時間数に応じて学内での講義は振替休講となる。
（事後学習）現地活動の結果について意見交換
対象地域の魅力、課題、提案等の整理、発表の準備

＜全体での演習結果の共有＞
第１４回・第１５回
合同発表会（2回に分けて実施）、演習の振り返り

【演習テーマについて】
次の①から⑩までのテーマを実施する。
演習テーマの選択は希望による（第３希望まで提出）。テーマに希望者の偏りが生じたり、定員に達したりした
場合は調整を行うため、必ずしも第１希望のテーマになるとは限らない。
また、希望者数が３名に満たないテーマは実施しない。

テーマの番号①～⑩、テーマ名、演習の主担当教員、概要（定員）、対象地域

① 広島市内から行く江田島サイクリング
井手吉成佳 准教授 （国際学部）
広島近郊の自宅から発着するサイクリングを日常生活の中で体験する。遠方から観光客を呼び込むのでは
なく，広島近郊に在住する立場から利用するサイクリングエリアについて考える。（5名程度）
江田島市

② 地酒と共進化した地域文化を探る
山根史博 准教授 （国際学部）
日本三大酒処に数えられる西条の地域文化を酒造りとの関わりを念頭に調査・体験することを通じ、清酒業
界苦難の時代にあって、そのユニークな地域文化を守っていくことの意義を考える。（10名程度）
東広島市

③ 宮島だけじゃない!?廿日市の魅力を発見する
高野知佐 教授 （情報科学部）
宮島は広島県廿日市市にありますが、廿日市の魅力は宮島だけなのでしょうか？廿日市には宮島エリア以
外にも、吉和、佐伯、大野エリアなど、まだまだ魅力的なエリアがある。本テーマでは、廿日市の各エリアの魅
力や問題点を調査し、実際に訪問体験することで様々な目線で分析する。（10名程度）
廿日市市

④ データで発見！脚で確認！しまなみ海道サイクリングの魅力と課題
原 章 准教授 （情報科学部）
本学が整備した観光関連データベースには、一般社団法人しまなみジャパンと共同実施した「しまなみ観光
サイクリストの行動情報収集プロジェクト」により収集したサイクリストのGPSデータや属性データが保存され
ている。本テーマでは，この情報を分析することにより、しまなみ観光の課題や隠れた魅力の発見を目指す。
分析結果に基づいて立てた仮説や提案を実地調査により検証する。(6名程度)



尾道市、愛媛県今治市

⑤ 竹原市をＰＲする観光映像を作る
島 和之 准教授 （情報科学部）
竹原市の文化や産業、大久野島の歴史や自然などを撮影し，それらの魅力をPRするための観光映像を編集
し，発信することを体験する。（9名）
竹原市

⑥ 熊野町・筆の郷を知る
森永昌司 教授 （芸術学部）
筆作りの盛んな町、広島県安芸郡熊野町の筆の郷工房を見学する。また、様々な種類の筆作りの現場を訪
ね、伝統的な技術を伝えることで育まれてきた地域の文化について考える。
熊野町

⑦ 広島市内の河川環境を利用した、リバーツーリングの楽しみ方を知る
藤江竜太郎 講師 （芸術学部）
広島市内中心部の基町護岸等を起点に、近年、都市型サーフカルチャーとして注目されるスタンドアップパド
ル（SUP）を用いて、広島市内の河川環境の魅力をフルに楽しむ。広島市内の護岸オープンカフェなどの活用
事例を体験から学び、身近な河川での見る・聞く・食べるなどを通して、広島市内の川の遊び方を学ぶ。
（10名以内）
広島市

⑧ 食と農、里山ライフスタイルを知る
三上賢治 特任講師 （社会連携センター）
広島県北部の中山間地に位置する安芸高田市をフィールドに、里山の豊かな自然環境を体験し、鹿やイノシ
シなどの害獣を食資源として活用する事例（ジビエ）を学ぶとともに、有機農業で珍しい野菜を栽培する個性
的な農家や半農半Xを実践し独自の生業（なりわい）を生み出している若い移住者たちのライフスタイルを学
び、中山間地域の魅力と解決すべき課題を把握する。（15名程度）
安芸高田市

⑨ 御手洗を中心とした地域再生の魅力と課題を知る
三上賢治 特任講師 （社会連携センター）
広島県と愛媛県の県境に位置する大崎下島には、国の重要的建造物群保存地区に指定され、町全体が文
化財として保護されている御手洗という小さな港町があるが、近年は少子高齢化による過疎化が進み空き家
が多くなっている。そうした地域課題を解決するために島へ移住し、空き家となった家をカフェやゲストハウス
等に活用する取り組みを行う人達から、地域再生の具体的な手法を学び、「既にあるもの」をどのように活か
し未来へ繋げていくかを考える。また、島の美しい自然や歴史・文化、生活などに触れ、島嶼部地域の魅力や
将来的な課題について知る。（8名程度）
呉市

⑩ 「イタリアーノひらお」の農業による地域おこしを体験する
國本善平 特任教授 （社会連携センター）
平生町は瀬戸内海に面し、温暖な気候を生かした有機農業の町として知られ、県下でも住民の健康寿命の
長い町。近年は人口減少の課題を抱え、平生町がある室津半島がイタリア半島に似ていることから、イタリア
をテーマとしたまちづくりが始まっている。「イタリアーノひらお」構想の取組を学習し、特に農業による特産品
づくりを体験しながら、地域の課題や魅力を知り、活性化のあり方について考える。(8名程度)
山口県平生町

講義内容

＜全体でのガイダンス＞
第１回 演習の概要説明、テーマ説明、テーマの選択
第２回 学習の進め方、現地での活動の方法、グループの編成

＜テーマごとにグループでの学習・活動＞
第３回～第１３回
（事前学習）テーマや地域への理解
活動内容や目標の設定
（現地活動）現地での活動1～３日程度
※現地で活動した時間数に応じて学内での講義は振替休講となる。
（事後学習）現地活動の結果について意見交換
対象地の魅力、課題、提案等の整理
発表の準備

＜全体での演習結果の共有＞
第１４回・第１５回
合同発表会
演習の振り返り

【演習テーマについて】

１０の演習テーマを設定して実施する。具体的な演習テーマは初回授業で発表する。
演習テーマの選択は希望による（第３希望まで提出）。テーマに希望者の偏りが生じた場合は調整を行うた
め、必ずしも第１希望のテーマになるとは限らない。また、希望者が３名に満たないテーマは実施しない。

期末試験実施の有無 実施しない

テーマ（地域）ごとに、事前学習、現地学習、事後学習（資料作成を含む）、合同発表を踏まえ、各人が期末レ
ポートを作成する。
各人のグループ学習における積極性や協調性、テーマに対する理解の程度や発展の度合いを、主担当の教
員が評価する。これらの評価をもとに、代表教員が合同発表などを通して総合的に最終評価する。



評価方法・基準
この演習を通して、グループ学習に参加し、対象地域を理解し、魅力や課題への気づきを得ることを単位取
得「可」の条件とする。またより積極的にグループ学習に参加し、自己の役割を果たしたものを「良」、グルー
プ学習で主導的な役割を果たしたものや合同発表や期末レポートにおいて独自のアイディアを提案したもの
を「優」、さらに合同発表や期末レポートにおいて独創的で高度な内容を提案したものを「秀」とする。

教科書等 必要な資料を配付する。

担当者プロフィール 演習の実施にあたっては、上記の教員９名に加え、３学部から10名の教員が指導にあたる。また、テーマに
よっては地域の関係者からのガイダンス等もある。

授業に関連する実務経
験

備考

地域を見たり体験したりすることを「面白がる」気持ちが必要。
演習テーマの現地に行く交通費については、大学がバス等を借り上げて往復する。（ただし、広島市の中心
部を対象とするテーマの交通費については自己負担となる。）
学生教育研究災害傷害保険への加入が必要（本学の後援会に加入している学生は加入済）。
その他、演習先での食事、宿泊、使用料、施設への入場料などを伴う場合は自己負担。



科目名 国際化時代の平和

単位数 2.0

担当者 孫賢鎮（広島平和研究所准教授）、広島平和研究所研究員

履修時期 後期

履修対象 1・2年

講義形態 講義

概要
広島の被爆体験をはじめ、世界が経験した多様な悲惨な体験とその記憶の継承、現在の社会への影響につ
いて学ぶことにより、悲惨な体験と記憶の継承が、平和の喪失から平和の創造へと転じる上で果す役割につ
いて考える。

科目の到達目標
世界のさまざまな悲惨な体験や人権抑圧などの事例がどのように記憶化され継承されているか、また現在の
社会にどのような影響を与えているかを学び、広島の被爆体験を出発点としつつ、世界の多様な事例を踏ま
えながら国際的な平和を創造するための課題について議論する基礎知識を得る。

受講要件 特になし。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 日々世界で起こる多様な平和の喪失および平和の創造の事例に関心をもち、自ら調べる。

講義内容

以下の講義を予定している。順序および内容は変更の可能性あり。講義内でアナウンスする。
オンライン授業の可能性もあり。
ウェブサイト（WebClass）で最新情報を確認してから出席すること。

ガイダンス
貧困緩和と平和
国際平和のための民族浄化の歴史
日本の戦争の非人道性と原爆投下
国際社会の組織化と国際連合
持続可能な発展目標（SDGs）と平和
第二次世界大戦の喪失体験と記憶
国際化と平和
沖縄の戦後史 －沖縄戦と戦後の米軍基地の形成
沖縄の現在 －沖縄の自治と尊厳をめぐる争点
朝鮮半島をめぐる国際関係
中国の対外援助
グローバル時代のメディア

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 平常点（100％）。毎回講義後に提出する課題（小レポートなど）で評価する。

教科書等 教科書は使用しない。参考文献：広島市立大学広島平和研究所（編）『平和と安全保障を考える事典』（法律
文化社、2016年）。参考文献はさらに講義内で適宜紹介する。

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 ３学部合同基礎演習

単位数 1.0

担当者

代表：渡辺副学長（教育・研究担当）
[国際学部] 井手吉准教授,大庭教授,高久准教授,田川教授,寺井講師,原講師,古澤准教授,山口准教授,横山
教授,
吉江准教授（10名）
[情報科学部]石田教授,石光教授,井上(伸)助教,井上(智)教授,角田教授,黒澤助教,小作助教,齊藤助教,鈴木
助教,
高井助教,高橋(雄)助教,田中(公)教授,田中(宏)教授,永山教授,長谷川講師,弘中教授,藤原(久)准教授,
前田教授,目良講師,森助教,脇田講師（21名）
[芸術学部] 青木講師,石黒准教授,ｳｫｰｾﾞﾝ教授,志水准教授,中村准教授,藤江講師,古堅講師,前田准教授
（8名）

履修時期 1年前期（金曜３限）

履修対象 全学部1年生全員

講義形態 演習

概要

３学部合同授業の中で多様な価値観に触れると同時に、プレゼンテーションを通して他人に伝えるスキルを
身につける。具体的には「知のトライアスロン事業」スタートアップコースを授業に取入れ，その中でおこなわ
れる読書、映画鑑賞、美術鑑賞を通して、「知る」・「考える」・「伝える」力と幅広い教養を身に付けると同時
に、レポートの作成やディスカッション、プレゼンテーションにより自己表現能力を養う。少人数のゼミ形式の
授業を体験することで、教員と学生相互のコミュニケーションを図り、学部を越えた学習集団の形成に役立て
る。

科目の到達目標 多様な視座・環境に基づき、主体的に「知る」・「考える」・「伝える」力を身につける姿勢を確立する。

受講要件 全学部1年生必修

履修取消の可否 否

履修取消不可の理由

事前・事後学修
事前学修：各クラスでの次回講義内容を把握し，読書、映画鑑賞、美術鑑賞についての事前調査。
事後学修：教員の課題やクラス、自分で選択した読書、映画鑑賞、美術鑑賞のまとめを行い、ディスカッション
やプレゼンテーションについての準備を行なう。

講義内容

全15回の内、10回は3学部混成クラスで演習を行うとともに、第2〜6回の5回は同一学部クラスで大学の学び
における学部に応じたリテラシー教育等を行う。
※第2～6回の授業内容は、所属学部により変更となる場合がある。
※第7〜15回の授業内容は、担当教員により変更となる場合がある。
第1回 3学部合同ゼミとしてのイントロダクション（知のトライアスロンの利用方法及び課題説明等）。
3学部合同クラスでの自己紹介等。
第2回 同一学部クラスでの自己紹介
リテラシー教育1［文書の読み方、文献調査、データ等の取り扱いなど］
第3回 図書館ガイダンス ※第4回の場合、金曜3限以外の場合もある。 第4回 リテラシー教育2［要約の作り
方、レジメの書き方、文献引用の仕方など］
第5回 リテラシー教育3［レポートの書き方、文献リストの作り方など］
第6回 リテラシー教育4［プレゼンテーション（口頭発表）と議論の仕方など］
第7回 発表：｢知のトライアスロン｣への取り組み課題／クラス全員
第8回 演習時間内で読書（短編等）
第9回 前回の読書の感想をグループで話し合い，発表を行う。
第10回 演習時間内で教材映像を鑑賞（社会・経済などの問題提起に関する映像等）
または授業時間以外での映画、美術鑑賞など。
第11回 前回の映像鑑賞の感想をグループで話し合い，発表を行う。
第12回 グループワーク1(討論、議論、ブレーンストーミング等)
第13回 グループワーク2(討論、議論、ブレーンストーミング等)
第14回 知のトライアスロン課題発表1(発表+質疑応答)
第15回 知のトライアスロン課題発表2(発表+質疑応答)

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準

・授業への参加意欲、読書等を通じた論評能力、ディスカッション参加の積極性、プレゼンテーション、「知のト
ライアスロン」への投稿内容と件数などで総合的に評価する。
・担当教員が各項目ごとに採点を行い、その合計点が90〜100点のものを秀、80〜89点を優、70〜79点を
良、60〜69点を可、59点以下を不可とする。
・読書2点、映画鑑賞1点、美術鑑賞1点、計4点の「知のトライアスロン」への投稿を、単位認定の必要条件と
する。
・6回以上の欠席は、評価対象外とする。

教科書等
教員、クラスの指定による。
教科書（情報科学部学生対象）：野中謙一郎他著、技術レポート作成と発表の基礎技法（改訂版）、コロナ
社、2018

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験



備考



科目名 キャリアサポートベーシック

単位数 1.0

担当者 キャリアセンター長（情報科学研究科 教授）西 正博

履修時期 通期

履修対象 ３年

講義形態 講義

概要
キャリアデザイン（働くことを中心に考えた人生設計）を支援する。卒業後の進路を適切に選択するための自
己分析、企業研究、職業適性の手法を学ぶとともに、就職活動ならびに入社後の社会人としての礼儀作法、
コミュニケーション能力などを身につける。講義形式を主とし、適宜演習を行う。

科目の到達目標

単に就職することだけを目的とせず、受講生が自ら将来の目標設定・人生設計を行いながら、今学生として
やるべきことを意識し行動するできるようにする。
同時に、キャリアセンターから発信される、最新の企業の採用活動・求人情報、ならびに、就職支援情報を適
切に活用する技能を身につける。

受講要件
受講要件は特にありません．今年度前期はオンライン授業にて実施する予定ですので，受講を希望する場合
には履修登録をしてWebClassよりオンライン授業に出席してください．なお，大学院生の履修希望者
はWebClassに登録しますので，学籍番号と名前を西（nishi@hiroshima-cu.ac.jp）に送信してください．

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修

平素より、新聞記事・ニュース等に興味を持ち、社会の動向や企業について研究する。
この講義に連動した形で開催される各種セミナー・ワーク等開催に積極的に参加し、将来に向けた準備をす
る。
講義内容に応じて、就職活動 HANDBOOK 2020を参照すること。

講義内容

前期：
1. イントロダクション
キャリアデザインと就職活動について学ぶ。卒業・就職までにすべきことを考える。
2. 自己分析・適職診断 
それまでの人生を振り返り、客観的に自己をとらえることにより、自分の価値観を見出だす。
自己分析を行いながら自分に合った職業について考察する。
3. 適職診断解説
職業診断の結果に基づいて、自分の価値を確認しながら自分の長所短所を見極め、自分にあった職業を考
察する。
4. キャリアデザイン
前期での学習状況や学生生活を自己診断し、夏期休暇中の活動目標を設定する。

後期：
5. 就職活動準備
就職活動の一般的な流れと自己のキャリアデザインを具現化するための方策を学ぶ。
6. 業界・企業研究
 幅広い業界、多数の企業を様々な角度から研究し、自分にあった業界や業種を探す。
7. ビジネスマナー
就職活動時（説明会・面接・内定辞退時の振る舞い）と入社後のマナー（電話、手紙、メールの作法）について
学ぶ。
8. 履歴書・エントリーシートの書き方
希望する企業に提出する履歴書を書くとともに、それに沿ったプレゼンの方法を学ぶ。 
9. 面接対策
個人面接、集団面接、集団討論の方法と実践を学ぶ。
10. まとめ
今後の学生生活と就職活動および将来の職業を総合的に考え、自分のためのキャリアデザインを考察する。

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準

各講義の修得状況報告、活動報告（複数回実施）をもとに総合的に判断する。評価基準を次のとおりとする。
秀：自分の将来設計（キャリアデザイン）を実践することができる。自分の適性を理解して将来（卒業後）の目
標設定を行い、そのための学生としての行動計画を作り、その計画に従って行動できる。
優：自分の将来設計の重要性を踏まえて、学生として行動できる。
良：社会人として身につけるべきことを理解しながら自分将来設計に取り組むことができる。
可：社会人として身につけるべきことを理解している。

教科書等
適宜資料を配付する。
参考書：
就職活動 HANDBOOK 2020 広島市立大学キャリアセンター

担当者プロフィール

主担当者：
西 正博 http://rsw.office.hiroshima-cu.ac.jp/Profiles/1/0000083/profile.html
キャリアセンター http://www.career.hiroshima-cu.ac.jp/
就職・キャリアに関する質問・相談があれば、いつでもキャリアセンターに来てください。

外部講師：
キャリタス https://job.career-tasu.jp



マイナビ http://job.mynavi.jp
リアセック http://www.riasec.co.jp

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 キャリアサポートベーシックＡ

単位数 1.0

担当者 キャリアセンター長 西 正博（情報科学研究科 教授）

履修時期 前期

履修対象 ２，３年生（全学年）

講義形態 講義

概要

キャリアデザイン（働くことを中心に考えた人生設計）を支援する。経済産業省の提唱する社会人基礎力を把
握しながら自己分析を行うとともに、企業・業界研究の手法を学びながら、インターンシップに向けた準備を進
めることで、社会人として必要となる礼儀作法、コミュニケーション能力などを身につける。講義形式を主とし、
適宜演習を行う。

科目の到達目標

自分を客観的に分析し、これまでの大学での学びを振り返るとともに、将来における自分の働き方を意識し、
夏期休暇や後期に向けて、どのような学生生活を送るかを明確にできるようになる。
同時に、キャリアセンターから発信される、最新の企業の採用活動・求人情報、ならびに、就職支援情報を適
切に活用する技能を身につける。

受講要件 受講要件は特にありません．今年度前期はオンライン授業にて実施する予定ですので，受講を希望する場合
には履修登録をしてWebClassよりオンライン授業に出席してください．

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修
平素より、新聞記事・ニュース等に興味を持ち、社会の動向や企業について研究する。
この講義に連動した形で開催される各種セミナー・ワーク等開催に積極的に参加し、将来に向けた準備をす
る。キャリアサポートベーシックBも継続的に履修することを勧める。

講義内容

１ イントロダクション
キャリアデザインと就職活動について学ぶ。
２ 自己分析・社会人基礎力の把握
適性診断ツールを使った自己分析や社会人基礎力の調査
３ コミュニケーション実践
SDGsワークショップを通じたコミュニケーション実践
４ 魅力ある企業の見方・見つけ方
企業の実情はどう調べればいいか．何をどう見れば分かるのか．その方法について学ぶ
５ インターンシップ準備
インターンシップの一般的流れと今後すべきことについて学ぶ
６ ビジネスマナー
社会人としてのマナー（インターンシップ事前研修・実習を受ける際のマナー）
７ 自己分析・社会人基礎力の推移
適性診断ツールを使った自己分析や社会人基礎力の変化の把握
８ キャリアデザイン
前期での学習を自己診断し、夏期休暇の活動目標の設定

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準

各講義の修得状況報告、活動報告（複数回実施）をもとに総合的に判断する。評価基準を次のとおりとする。
秀：自分の将来設計（キャリアデザイン）を実践することができる。具体的には、自分の適性を理解して残りの
学生生活の目標を定め、将来に向けた準備が十分にできている。
優：自分の将来設計の重要性を踏まえて、学生として行動できる。
良：社会人として身につけるべきことを理解しながら自分将来設計に取り組むことができる。
可：社会人として身につけるべきことを理解している。

教科書等
適宜資料を配付する。
参考書：
就職活動 HANDBOOK 2020, 広島市立大学キャリアセンター

担当者プロフィール

主担当者：
西 正博 http://rsw.office.hiroshima-cu.ac.jp/Profiles/1/0000083/profile.html
キャリアセンター http://www.career.hiroshima-cu.ac.jp/
就職・キャリアに関する質問・相談があれば、いつでもキャリアセンターに来てください。

外部講師：
キャリタス https://job.career-tasu.jp
マイナビ http://job.mynavi.jp
リアセック http://www.riasec.co.jp

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 国際交流演習Ⅰ

単位数 1.0

担当者 国際交流推進センター長 松本 良徳

履修時期 通年（集中講義）

履修対象 全学年

講義形態

概要 グローバル人材育成の充実を目指して全学で実施される海外短期文化語学研修等に演習として参加し、研
修において一定の学修成果を挙げた学生に対して単位を付与する。

科目の到達目標

グローバル化が進展し、異文化を理解し、どの国の人たちとも臆することなくコミュニケートできる能力が、仕
事、勉強、社会活動などの様々な面で求められている。こうした資質や能力は教室において講義を聴くだけで
身に付けることは難しく、様々な異文化の実体験を通じて養われる。本演習ではグローバル人材育成の一環
として行う海外短期文化語学研修等に参加し、１）異文化に対する理解を深めること、２）語学学習に対する
意識、意欲を高めること、３）国際的に通用する積極的なコミュニケーション能力を身につけること、の３つをね
らいとする。

受講要件 海外短期文化語学研修等への参加に際しては、本学及び研修先の大学が求める参加条件を順守すること。

履修取消の可否

履修取消不可の理由

事前・事後学修
海外語学文化研修等に積極的に参加し単位を取得することで、所属学部、専門分野に関わらず、上の「科目
の到達目標」に記した能力を高めてもらいたい。また研修先の国の文化や言語について、可能な限り事前の
準備をするよう心がけてもらいたい。

講義内容

具体的な講義内容、研修内容などについては、募集要項等で周知する。研修の一環として行われる、事前・
事後の研修も授業の一部であり、必ず参加すること。
※本学で企画・実施される海外短期文化語学研修等のうち、「国際交流演習I～IV」の単位認定対象として相
応しいと判断した研修は、募集要項を作成し、情報提供を周知徹底するとともに、本学の単位認定の対象と
なる研修であることと、付与される単位数を明示する。

期末試験実施の有無

評価方法・基準

海外短期文化語学研修等に参加し、単位取得が認められた学生については、当該学生の「国際交流演
習I、II、III、IV」の単位未取得の科目を対象に、研修総時間数に応じた決められる単位数の単位を付与する。
ただし、既取得の単位数と新たに取得が認められた単位数の合計が4単位を超える場合は、4単位を上限と
する。成績評価は研修の成果に基づいて行う。

教科書等 研修ごとに定める。

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 キャリアサポートベーシックＢ

単位数 1.0

担当者 キャリアセンター長 西 正博（情報科学研究科 教授）

履修時期 後期

履修対象 ２，３年生

講義形態 講義

概要
キャリアデザイン（働くことを中心に考えた人生設計）を支援する。卒業後の進路を適切に選択するための自
己分析、企業研究、職業適性の手法を学ぶとともに、就職活動ならびに入社後の社会人としての礼儀作法、
コミュニケーション能力などを身につける。講義形式を主とし、適宜演習を行う。

科目の到達目標

単に就職することだけを目的とせず、受講生が自ら将来の目標設定・人生設計を行いながら、今学生として
やるべきことを意識し行動できるようになる。
同時に、キャリアセンターから発信される、最新の企業の採用活動・求人情報、ならびに、就職支援情報を適
切に活用する技能を身につける。

受講要件 キャリアサポートベーシックAを受講していることが望ましい。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修
平素より、新聞記事・ニュース等に興味を持ち、社会の動向や企業について研究する。
この講義に連動した形で開催される各種セミナー・ワーク等開催に積極的に参加し、将来に向けた準備をす
る。事前にキャリアサポートベーシックAを受講しておくことを勧める。

講義内容

１ 就職活動準備
就職活動の一般的流れと今後の行動すべきこと・対策
２ 業界・企業研究
企業研究・情報収集のポイント，手法について
３ OB・OGの話を聞く
卒業生の仕事と就職活動体験談を聞く
４ 地元企業経営者パネル討論会
地元企業経営者の求める人材像の関する意見を聞く
５ ビジネスマナー
社会人としてのマナー（説明会・面接・内定辞退時の振る舞い，メール・電話の作法等）
６ 履歴書・エントリーシートの書き方
履歴書，エントリーシートの作成のコツについて
７ 面接対策
面接対策（集団面接，個別面接，GD）について
８ まとめ
今後の学生生活と将来の職業像について

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準

各講義の修得状況報告、活動報告（複数回実施）をもとに総合的に判断する。評価基準を次のとおりとする。
秀：自分の将来設計（キャリアデザイン）を実践することができる。具体的には、自分の適性を理解して将来
（卒業後）の目標設定を行い、そのための学生としての行動計画を作り、その計画に従って行動できる。
優：自分の将来設計の重要性を踏まえて、学生として行動できる。
良：社会人として身につけるべきことを理解しながら自分将来設計に取り組むことができる。
可：社会人として身につけるべきことを理解している。

教科書等
適宜資料を配付する。
参考書：
就職活動 HANDBOOK 2020, 広島市立大学キャリアセンター

担当者プロフィール

主担当者：
西 正博 http://rsw.office.hiroshima-cu.ac.jp/Profiles/1/0000083/profile.html
キャリアセンター http://www.career.hiroshima-cu.ac.jp/
就職・キャリアに関する質問・相談があれば、いつでもキャリアセンターに来てください。

外部講師：
キャリタス https://job.career-tasu.jp
マイナビ http://job.mynavi.jp
リアセック http://www.riasec.co.jp

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 国際交流演習Ⅱ

単位数 1.0

担当者 国際交流推進センター長 松本 良徳

履修時期 通年（集中講義）

履修対象 全学年

講義形態

概要 グローバル人材育成の充実を目指して全学で実施される海外短期文化語学研修等に演習として参加し、研
修において一定の学修成果を挙げた学生に対して単位を付与する。

科目の到達目標

グローバル化が進展し、異文化を理解し、どの国の人たちとも臆することなくコミュニケートできる能力が、仕
事、勉強、社会活動などの様々な面で求められている。こうした資質や能力は教室において講義を聴くだけで
身に付けることは難しく、様々な異文化の実体験を通じて養われる。本演習ではグローバル人材育成の一環
として行う海外短期文化語学研修等に参加し、１）異文化に対する理解を深めること、２）語学学習に対する
意識、意欲を高めること、３）国際的に通用する積極的なコミュニケーション能力を身につけること、の３つをね
らいとする。

受講要件 海外短期文化語学研修等への参加に際しては、本学及び研修先の大学が求める参加条件を順守すること。

履修取消の可否

履修取消不可の理由

事前・事後学修
海外語学文化研修等に積極的に参加し単位を取得することで、所属学部、専門分野に関わらず、上の「科目
の到達目標」に記した能力を高めてもらいたい。また研修先の国の文化や言語について、可能な限り事前の
準備をするよう心がけてもらいたい。

講義内容

具体的な講義内容、研修内容などについては、募集要項等で周知する。研修の一環として行われる、事前・
事後の研修も授業の一部であり、必ず参加すること。
※本学で企画・実施される海外短期文化語学研修等のうち、「国際交流演習I～IV」の単位認定対象として相
応しいと判断した研修は、募集要項を作成し、情報提供を周知徹底するとともに、本学の単位認定の対象と
なる研修であることと、付与される単位数を明示する。

期末試験実施の有無

評価方法・基準

海外短期文化語学研修等に参加し、単位取得が認められた学生については、当該学生の「国際交流演
習I、II、III、IV」の単位未取得の科目を対象に、研修総時間数に応じた決められる単位数の単位を付与する。
ただし、既取得の単位数と新たに取得が認められた単位数の合計が4単位を超える場合は、4単位を上限と
する。成績評価は研修の成果に基づいて行う。

教科書等 研修ごとに定める。

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 国際交流演習Ⅲ

単位数 1.0

担当者 国際交流推進センター長 松本 良徳

履修時期 通年（集中講義）

履修対象 全学年

講義形態

概要 グローバル人材育成の充実を目指して全学で実施される海外短期文化語学研修等に演習として参加し、研
修において一定の学修成果を挙げた学生に対して単位を付与する。

科目の到達目標

グローバル化が進展し、異文化を理解し、どの国の人たちとも臆することなくコミュニケートできる能力が、仕
事、勉強、社会活動などの様々な面で求められている。こうした資質や能力は教室において講義を聴くだけで
身に付けることは難しく、様々な異文化の実体験を通じて養われる。本演習ではグローバル人材育成の一環
として行う海外短期文化語学研修等に参加し、１）異文化に対する理解を深めること、２）語学学習に対する
意識、意欲を高めること、３）国際的に通用する積極的なコミュニケーション能力を身につけること、の３つをね
らいとする。

受講要件 海外短期文化語学研修等への参加に際しては、本学及び研修先の大学が求める参加条件を順守すること。

履修取消の可否

履修取消不可の理由

事前・事後学修
海外語学文化研修等に積極的に参加し単位を取得することで、所属学部、専門分野に関わらず、上の「科目
の到達目標」に記した能力を高めてもらいたい。また研修先の国の文化や言語について、可能な限り事前の
準備をするよう心がけてもらいたい。

講義内容

具体的な講義内容、研修内容などについては、募集要項等で周知する。研修の一環として行われる、事前・
事後の研修も授業の一部であり、必ず参加すること。
※本学で企画・実施される海外短期文化語学研修等のうち、「国際交流演習I～IV」の単位認定対象として相
応しいと判断した研修は、募集要項を作成し、情報提供を周知徹底するとともに、本学の単位認定の対象と
なる研修であることと、付与される単位数を明示する。

期末試験実施の有無

評価方法・基準

海外短期文化語学研修等に参加し、単位取得が認められた学生については、当該学生の「国際交流演
習I、II、III、IV」の単位未取得の科目を対象に、研修総時間数に応じた決められる単位数の単位を付与する。
ただし、既取得の単位数と新たに取得が認められた単位数の合計が4単位を超える場合は、4単位を上限と
する。成績評価は研修の成果に基づいて行う。

教科書等 研修ごとに定める。

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 国際交流演習Ⅳ

単位数 1.0

担当者 国際交流推進センター長 松本 良徳

履修時期 通年（集中講義）

履修対象 全学年

講義形態

概要 グローバル人材育成の充実を目指して全学で実施される海外短期文化語学研修等に演習として参加し、研
修において一定の学修成果を挙げた学生に対して単位を付与する。

科目の到達目標

グローバル化が進展し、異文化を理解し、どの国の人たちとも臆することなくコミュニケートできる能力が、仕
事、勉強、社会活動などの様々な面で求められている。こうした資質や能力は教室において講義を聴くだけで
身に付けることは難しく、様々な異文化の実体験を通じて養われる。本演習ではグローバル人材育成の一環
として行う海外短期文化語学研修等に参加し、１）異文化に対する理解を深めること、２）語学学習に対する
意識、意欲を高めること、３）国際的に通用する積極的なコミュニケーション能力を身につけること、の３つをね
らいとする。

受講要件 海外短期文化語学研修等への参加に際しては、本学及び研修先の大学が求める参加条件を順守すること。

履修取消の可否

履修取消不可の理由

事前・事後学修
海外語学文化研修等に積極的に参加し単位を取得することで、所属学部、専門分野に関わらず、上の「科目
の到達目標」に記した能力を高めてもらいたい。また研修先の国の文化や言語について、可能な限り事前の
準備をするよう心がけてもらいたい。

講義内容

具体的な講義内容、研修内容などについては、募集要項等で周知する。研修の一環として行われる、事前・
事後の研修も授業の一部であり、必ず参加すること。
※本学で企画・実施される海外短期文化語学研修等のうち、「国際交流演習I～IV」の単位認定対象として相
応しいと判断した研修は、募集要項を作成し、情報提供を周知徹底するとともに、本学の単位認定の対象と
なる研修であることと、付与される単位数を明示する。

期末試験実施の有無

評価方法・基準

海外短期文化語学研修等に参加し、単位取得が認められた学生については、当該学生の「国際交流演
習I、II、III、IV」の単位未取得の科目を対象に、研修総時間数に応じた決められる単位数の単位を付与する。
ただし、既取得の単位数と新たに取得が認められた単位数の合計が4単位を超える場合は、4単位を上限と
する。成績評価は研修の成果に基づいて行う。

教科書等 研修ごとに定める。

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 キャリアデザインⅰ

単位数 1.0

担当者 教授 井上 智生 （情報科学研究科）

履修時期 前期（第１ターム）

履修対象 １年次

講義形態 講義

概要

授業形態：講義（適宜演習を行う）
「キャリアデザイン」とは、自分自身の大学生活や職業人生、キャリアについて、自らが主体となって構想し、
実現していくことをいいます。本講義「キャリアデザインi」では、大学に入学したばかりのみなさんが大学卒業
後の将来をイメージしながら、大学4年間の学習や生活の目標設定を行うことをサポートします。

科目の到達目標 卒業後の自分をイメージし、それを目標として設定しながら、これからの4年間の大学生活をデザインする。さ
らにこの1年間の活動計画を立てる。

受講要件 特になし

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修
平素より、新聞記事・ニュース等に興味を持ち、社会の動向や企業について研究する。
この講義に連動した形で開催される各種セミナー・ワーク等開催に積極的に参加し、将来に向けた準備をす
る。

講義内容

1. イントロダクション
「キャリア」「キャリアデザイン」とは何か。本講義の目的を理解する。
2. 大学生活（学び）のデザイン (1) これまでの自分を振り返る
大学入学までの自分を振り返りながら、自分を分析し、自分の特性や長所を理解する。
3. しごとと社会
「はたらく」とは何か、その目的は何か。大学と社会／学生と社会人との違いは何かを学ぶ。
4. 企業と社会
企業とは何か、なぜ企業があるのか。いくつかの具体的な企業を分析しながら、社会における企業の役割を
知る。
5. 職業人能力
働く上で必要な力は何か。社会人として身につけておくべき基礎的な力、社会や企業が求める人材とは何か
を理解する。
6. 成長について
成長とはどのようなものか。「成長すること」を多面的に捉えながら、自己の成長を振り返る。
7. 大学生活（学び）のデザイン (2) これからの自分を定める
これからの4年間をどう過ごしたいか。4年後の自分をイメージし、目標を定める。そこにつながるための4年間
の学びをデザインしてみる。
8. まとめ
これまでの学びを確認しながら1年生終了時の自分の姿を想定し、この1年間の活動計画を定める。

※授業の順序は変更することがある。
※学生HANDBOOK2020 を持参してください。

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準

授業中の発表・討論、演習課題、レポート等をもとに総合的に評価する。評価基準は次のとおり。
可：キャリアデザインの重要性を理解している。
良：自分の特性と社会での役割を理解し、将来の目標を設定できる。
優：将来の目標設定に基づいて、自分の大学生としてのあり方、4年間の学びのしかたをデザインできる。
秀：4年間の学びのデザインに基づいて1年次前期の具体的な活動計画を立て、それを実践することができ
る。

教科書等

適宜資料を配付する。
参考書：村山昇、働き方の哲学 360度の視点で仕事を考える、ディスカヴァー・トゥエンティワン、2018
スティーブン・R・コヴィー、完訳 ７つの習慣 -- 人格主義の回復、キングベアー出版、2013
その他：広島市立大学 学生HANDBOOK2020 第7章「キャリア形成 留学・資格・就職・進学」

担当者プロフィール

詳しくは以下をご覧ください。
http://www.cd.info.hiroshima-cu.ac.jp/~tomoo/biography
授業内容や宿題などに関する学生の個別学習相談を随時受け付けています。
連絡先：情報科学部棟7階757号室 mailto:tomoo@hiroshima-cu.ac.jp
あわせて、キャリアセンターも活用しましょう。
連絡先：キャリアセンター 講義棟3F mailto:career@m.hiroshima-cu.ac.jp, http://www.career.hiroshima-
cu.ac.jp/

授業に関連する実務経
験

広島市立大学 副理事（入学試験・就職担当） 2013年4月-2019年3月
キャリアセンター長 2014年4月-2019年3月

備考





科目名 キャリアデザインⅱ

単位数 1.0

担当者 教授 井上 智生 （情報科学研究科）

履修時期 後期（第４ターム）

履修対象 １年次

講義形態 講義

概要

授業形態：講義（適宜演習を行う）
「キャリアデザイン」とは、自分自身の大学生活や職業人生、キャリアについて、自らが主体となって構想し、
実現していくことをいいます。本講義「キャリアデザインii」では、大学生としての1年間の学びと成長を確認し
ながら、将来の働き方を設計し、そのための3年間の学習活動・学生生活の目標設定・計画を行います。

科目の到達目標 卒業後の自分をイメージし、それを目標として設定しながら、これからの３年間の学生生活をデザインする。
あわせて、自己の成長を実感しながら目標に向けて行動できるようにする。

受講要件 キャリアデザインⅠを履修していることが望ましい。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修
平素より、新聞記事・ニュース等に興味を持ち、社会の動向や企業について研究する。
この講義に連動した形で開催される各種セミナー・ワーク等開催に積極的に参加し、将来に向けた準備をす
る。

講義内容

1. イントロダクション
「キャリア」「キャリアデザイン」とは何か。本講義の目的を再確認する。
2. 大学生活（学び）のデザイン (1) これまでの自分を振り返る
大学入学後からこれまでの自分を振り返る。どのような目標と計画を立て、どのような成果が得られたのかを
検証する。
3. 企業の役割
企業とは何か、なぜ企業は存在するのか。複数の企業経営者の話を聞きながら、社会における企業の役
割、企業で働くことの意義を考える。
4. 働く意味について
人はなぜ働くのか。何のために働くのか。活躍する人の「社会への貢献」を見ながら、社会で人が働くことの
意義を考える。
5. 学生としての活動
今できることは何か。先輩や仲間のインターンシップやボランティアなどの主体的な活動の体験を聞き、今や
るべきこと、今だからできることを考える。
6. 課題と成長
何ができるようになったか。改めてこれまでの自分の活動を振り返り、自分の成長を多面的な視点で確認す
る。未成長の部分を確認し、次の課題設定につなげる。
7. 大学生活（学び）のデザイン (2) これからの自分を定める
これからの3年間をどう過ごしたいか。卒業後の活躍する自分をイメージし、目標を定める。そこにつながるた
めの3年間の学びをデザインしてみる。
8. まとめ
これまでの学びを確認しながら、次の1年間、これからの3年間の活動計画を定める。

※授業の順序は変更することがある。
※学生HANDBOOK2020を持参してください。

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準

授業中の発表・討論、演習課題、レポート等をもとに総合的に評価する。評価基準は次のとおり。
可：キャリアデザインの重要性を理解している。
良：自分の特性と社会での役割を理解し、将来の目標を設定できる。
優：これまでの自分の成長を実感し、目標の再設定や活動計画の修正ができる。
秀：新たな目標に向けて残り3年間の具体的な活動計画を立て、それを実践することができる。

教科書等

適宜資料を配付する。
参考書：村山昇、働き方の哲学 360度の視点で仕事を考える、ディスカヴァー・トゥエンティワン、2018
スティーブン・R・コヴィー、完訳 ７つの習慣 -- 人格主義の回復、キングベアー出版、2013
その他：広島市立大学 学生HANDBOOK2020 第7章「キャリア形成 留学・資格・就職・進学」

担当者プロフィール

詳しくは以下をご覧ください。
http://www.cd.info.hiroshima-cu.ac.jp/~tomoo/biography
授業内容や宿題などに関する学生の個別学習相談を随時受け付けています。
連絡先：情報科学部棟7階757号室 mailto:tomoo@hiroshima-cu.ac.jp
あわせて、キャリアセンターも活用しましょう。
連絡先：キャリアセンター 講義棟3F mailto:career@m.hiroshima-cu.ac.jp, http://www.career.hiroshima-
cu.ac.jp/

授業に関連する実務経
験

広島市立大学 副理事（入学試験・就職担当） 2013年4月-2019年3月
キャリアセンター長 2014年4月-2019年3月

備考





科目名 インターンシップ・ベーシック

単位数 1.0

担当者 キャリアセンター長 西 正博（情報科学研究科 教授）

履修時期 通年（第2ターム・第3ターム）

履修対象 １，２年生（全学部）

講義形態 実習

概要 企業が開催する職業体験型のインターンシップに参加することを通じて、自分の将来の学び方や働き方を考
える力を身につける。

科目の到達目標
自らインターンシップに参加する目標を立て、実際に企業を選定してインターンシップを実施することで、自分
の中のどういった点が成長したのかを明確にする．またインターンシップの経験をどのように今後の専門分野
の学びや、将来の働き方に活かせるのかを考察する。

受講要件 自分のキャリア形成に関して学ぶ意識が高く、自ら積極的に演習を行えること。キャリアデザインiを受講して
いることが望ましい。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 キャリアセンターが開催するキャリア形成・就職支援に関するセミナーや研修に積極的に参加すること。

講義内容

（事前研修）
・オリエンテーション
・インターンシップの目的の明確化
・マナー研修

（インターンシップ実施）
夏休みに実施されるインターンシップ（原則5日間）への参加
2日間および3日間実施の複数の企業へのインターンシップへの参加も可

（事後研修）
・「自己点検評価シート」および「参加後アンケート」の提出

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準

受講態度、課題に対するレポート等を評価する。評価基準を次のとおりとする。
秀：インターンシップに積極的に取り組み、自分の将来設計が行えており、今後の専門分野での学びを明確
化できている。
優：インターンシップに積極的に取り組み、自身の成長につなげ，今後の学び方を考えられている。
良：インターンシップに取り組み、実施した結果を今後の学びへ結び付けている。
可：インターンシップに取り組み、実施内容を振り返ることができている。

教科書等
適宜資料を配付する。
参考書：
就職活動 HANDBOOK 2020, 広島市立大学キャリアセンター

担当者プロフィール

主担当者：
西 正博 http://rsw.office.hiroshima-cu.ac.jp/Profiles/1/0000083/profile.html
キャリアセンター http://www.career.hiroshima-cu.ac.jp/
就職・キャリアに関する質問・相談があれば、いつでもキャリアセンターに来てください。

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 ドイツ語Ⅰ

単位数 2.0

担当者 非常勤講師：小田智敏、古川昌文

履修時期 前期

履修対象 1年生（国際学部）

講義形態 演習

概要
ドイツ語はドイツだけでなくオーストリア、スイスの公用語でもあり、ヨーロッパ中部で最も広く使われている言
語である。親戚関係にある英語と類似点が多い。この授業では、初めてドイツ語を学ぶ者を対象に、ドイツ語
の基礎を一から学ぶ。

科目の到達目標 日常的によく使われる表現の練習を通して、聞く、話す、読む、書くの基礎的能力を修得する。

受講要件 特になし。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 予習と復習、特に復習を欠かさないこと。理解度、定着度を確認するために適宜小テストを行う。テレビやラジ
オのドイツ語講座やインターネットを活用すると良い。

講義内容

授業は教科書に沿って進める。ただし、受講者の理解度によって進度に遅速が生じることもある。下記の予
定はあくまでも目安である。

第1週 導入、発音
第2-3週 動詞の変化、位置
第4-5週 名詞の性と数
第6-7週 冠詞、名詞の格変化
第8-9週 不規則変化動詞、命令
第10-11週 定冠詞類、不定冠詞類
第12-13週 人称代名詞、前置詞
第14-15週 助動詞、従属接続詞

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準 学期末テスト、小テスト、授業での積極性を総合的に評価する。

教科書等 春日正男／松澤淳／Wolfgang Schlecht『DVDわかるぞドイツ語！みえるぞドイツ！』朝日出版社

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

備考 ドイツ語Iはクラスが2つあるので、教科書を買い間違えないように注意。



科目名 ドイツ語Ⅱ

単位数 2.0

担当者 非常勤講師：小田智敏、古川昌文

履修時期 後期

履修対象 1年生（国際学部）

講義形態 演習

概要
ドイツ語はドイツをはじめオーストリア、スイスの公用語でもあり、ヨーロッパ中部で最も広く使われている言語
である。親戚関係にある英語とは類似点が多い。この授業では、前期のドイツ語Iに引き続き、ドイツ語の基礎
を学ぶ。

科目の到達目標 日常的によく使われる表現の練習を通して、聞く、話す、読む、書くの基礎的能力を修得する。

受講要件 ドイツ語Iを受講済であること。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 予習と復習、特に復習を欠かさないこと。理解度、定着度を確認するために適宜小テストを行う。テレビやラジ
オのドイツ語講座やインターネットを活用すると良い。

講義内容

授業は教科書に沿って進める。ただし、受講者の理解度によって進度に遅速が生じることもある。下記の予
定はあくまでも目安である。

第1-2週 分離動詞、再帰動詞
第3-4週 形容詞
第5-6週 動詞の3基本形
第7-8週 完了形
第9-10週 関係代名詞
第11-12週 比較、現在分詞、zu不定詞
第13-14週 受動表現
第15週 接続法

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準 学期末テスト、小テスト、授業での積極性を総合的に評価する。

教科書等 春日正男／松澤淳／Wolfgang Schlecht『DVDわかるぞドイツ語！みえるぞドイツ！』朝日出版社

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

備考 ドイツ語IIはドイツ語Iの教科書を継続して使用する。



科目名 ハングルⅠ

単位数 2.0

担当者 非常勤講師 李賛任

履修時期 前期

履修対象 1年（国際学部・芸術学部対象）

講義形態 演習

概要

「ハングル」とはコリア語の文字を指しますが、この講義は、読む・書く・聞く・話すなどの韓国語（または朝鮮
語、以下同）の入門です。韓国語の語順は日本語とほぼ同じですが、文字と発音も初めての学生がほとんど
であるため、前半の3分の1くらいは試行錯誤の必要があります。後半3分の1くらいからは、自力でも進んでい
くことができますので、意欲的に取り組んで下さい。

科目の到達目標
もちろん韓国語の基本能力の習得がねらいですが、日本語との比較などにも自然と考えが及ぶはずですの
で、何よりも興味をもって学べることが大事です。前期のIでは、文字、発音、基本文型、基本会話などに取り
組みます。

受講要件 あえて挙げれば、言い間違え・書き間違え・聞き間違えなどを恐れずに取り組むこと。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 単語の小テストを2～3回、実施します。補助プリントも使って反復練習ができるようにします。後半では韓国の
映画の鑑賞も予定しています。

講義内容

1 イントロダクション
2 韓国語の仕組み
3 基本母音、基本子音
4 激音、濃音
5 合成母音
6 パッチム
7 発音規則（連音化と鼻音化）
8 あいさつ、教室用語
9 文法1（助詞、述語）
10 自己紹介
11 文法2（ヘヨ体）
12 趣味
13 文法3（否定）
14 食事
15 まとめ

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準 小テスト、期末試験による。

教科書等 教科書：朴大王・李賛任『韓国語入門』白帝社

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 ハングルⅠ

単位数 2.0

担当者 非常勤講師 李賛任

履修時期 前期

履修対象 1年次

講義形態 演習

概要
韓国語を初めて学ぶ受講生を対象に、「読む」「書く」「聞く」「話す」の四技能をバランスよく総合的に身につけ
ることを目指す。韓国語の文字と発音及び簡単な日常会話が出来るようにする。さらに語学だけではなく視聴
覚教材を用いて「現代韓国事情」についても触れる。

科目の到達目標
・ハングル文字の読みができるようになる。
・ハングル文字を書けるようになる。
・韓国語で自己紹介、挨拶、買い物ができるようになる。

受講要件 特に無し

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修
「毎回の授業後、学習した内容を復習し、文字と単語をしっかり暗記する」「習った語彙を生活の中で頻繁に
使ってみる」｢K-POPの歌を覚えて韓国語で歌ってみる｣｢韓国のドラマを見るとき、韓国語の発音を意識して
聞く｣

講義内容

第1回 オリエンテーション・韓国語の仕組み・アンケート
第2回 基本母音１０個・簡単な挨拶
第3回 基本母音１０個の復習、二重母音１１個
第4回 二重母音１１個の復習、/K/・/ N /・/ T /・/ R /の発音に当たる子音字母
第5回 /K/・/ N /・/ T /・/ R /の発音に当たる子音字母とそれに母音字母を組み合わせた文字の学習
第6回 / M / ・/ P /・/ S /・/ｃｈ/・/ H /の発音に当たる子音字母とそれに母音字母を組み合わせた文字の
学習
第7回 平音・濃音・激音の区別と子音の総復習
第8回 パッチム(終声)の発音の仕方の説明及び発音の練習
第9回 發音の規則①有声音化②連音化③鼻音化の説明と練習
第10回 自分の名前・地名などのハングル表記
第11回 文字の総復習と教室で使う表見
第12回 ｢名前は何ですか｣等、簡単な自己紹介の表現
第13回 ｢～は｣・｢～が｣に対応する助詞の説明とその使い分け
第14回 ｢～です｣に対応する丁寧な言い方の説明とその使い分け
第15回 ｢～が好きです｣｢～がおいしいです｣等、好き嫌いに関する表現
第16回 子音語幹の「ヘヨ」体の説明
第17回 ｢ヘヨ｣体を使った表現
第18回 映画の中の表現
第19回 映画から見た韓国の文化・韓国人の価値観
第20回「週末には何をしますか」の表現とそれに対する答えの表現
第21回 母音語幹の「ヘヨ」体の説明及び練習
第22回 助詞｢～に｣｢～で｣｢～も｣｢～と｣｢～で(手段・方法)｣
第23回 ｢～に｣｢～で｣｢～も｣｢～と｣｢～で(手段・方法)｣を使った表現の練習
第24回 ｢趣味は何をしますか｣の表現とそれに対する答えの表現
第25回 ｢～ないです(否定形①)｣｢～できません｣の表現
第25回 ｢～ないです(否定形①｣｢～できません｣を使った表現の練習
第26回 ｢～(し)たいですか｣｢～(し)ないです(否定形②)｣の表現
第27回 ｢～(し)たいですか｣｢～(し)ないです(否定形②)｣の表現を使った会話
第28回 ｢いくらですか｣等、買い物の際に使われる表現
第29回 漢数詞を用いた表現の練習
第30回 まとめ及び復習

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準 期末試験70%、レポート１0%、授業参加度及び授業態度20%

教科書等 教科書 『韓国語入門』朴大王・李賛任著 白帝社 
参考図書 『ソウルスタイル』朴大王著 白帝社

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 ハングルⅠ

単位数 2.0

担当者 非常勤講師 朴 大王

履修時期 前期

履修対象 １年（情報科学部対象)

講義形態 演習

概要
韓国語を初めて学ぶ受講生を対象に、一貫した授業計画に基づいて韓国語に関する基礎知識と運用力を養
成する。「読む」「書く」「聞く」「話す」の四技能をバランスよく総合的に身につけることを目指す。さらにビデオ・
ＤＶＤなどを通じて韓国文化についても学ぶ。

科目の到達目標 韓国語及び韓国文化についての知識を修得する。

受講要件 特に無し

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 毎回出席することが望ましい。

講義内容

第1回目：第2外国語全体ガイダンス
第2回目：韓国語のガイダンス
第3回目：ハングルの仕組み
第4回目：基本母音
第5回目：基本母音練習
第6回目：基本子音
第7回目：激音、濃音
第8回目：基本子音練習
第9回目： 合成母音
第10回目：合成母音練習
第11回目： パッチム
第12回目： パッチム練習
第13回目：発音規則（連音化と鼻音化）
第14回目：名前の書き方（分かち書き）
第15回目： 文字と発音（まとめ）
第16回目：あいさつ①
第17回目：あいさつ②
第18回目：文法１（助詞）
第19回目：自己紹介①
第20回目：自己紹介②
第21回目：韓国文化理解①
第22回目：韓国文化理解②
第23回目：文法２（ヘヨ体）
第24回目：趣味①
第25回目：趣味②
第26回目：文法３（疑問詞）
第27回目：食事①
第28回目：食事②
第29回目： 前期まとめ
第30回目：期末テスト

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準 出欠状況、小テスト、平常点及び期末試験の成績により総合的に評価する。

教科書等 教科書：朴大王・李賛任『韓国語入門』白帝社；
朴大王『ソウルスタイル』白帝社

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 ハングルⅡ

単位数 2.0

担当者 非常勤講師 李賛任

履修時期 後期

履修対象 1年次

講義形態 演習

概要

ハングルの読み書きができる受講生を対象にしている。韓国人との会話の際、または韓国への旅行の際に
最低限必要とされる表現を学習する。買い物をする際に使われる表現、飲食店で使われる表現・道を尋ねる
表現等。また、人気のあるK-POP・ドラマ・漫画・童謡・映画等の視聴覚教材を用いて、その中に用いられた
表現を学習する。
韓国の最近の事情、料理、韓国人の価値観も紹介し、韓国に関する理解を深める。

科目の到達目標

・詳しい自己紹介ができるようになる。
・買い物ができるようになる。
・お店で注文ができるようになる。
・道を尋ねたり、行く方法を聞いたりすることができるようになる。
・約束の場所と時間を決めたりすることができるようになる。

受講要件 ハングルの読み書きができること。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修
「毎回の授業後、学習した内容を復習し、単語と表現をしっかり暗記する」「習った表現を生活の中に取り入れ
て頻繁に使ってみる」｢K-POPの歌を覚えて韓国語で歌ってみる｣｢韓国のドラマを見て簡単な表現を暗記す
る｣

講義内容

第1回 オリエンテーション・アンケート
第2回 ハングルの発音の仕方と文字のまとめ
第3回 自己紹介の表現
｢何歳ですか｣｢血液型は何ですか｣｢どこの大学に通っていますか｣等
第4回 自己紹介に関する会話の練習
第5回 勧誘の表現
｢何時に会いましょうか｣｢どこで会いましょうか｣｢～で会いましょう｣等
第6回 勧誘の表現を用いた会話の練習
第7回 丁寧体である｢ヘヨ｣体の説明及び活用形全般の説明
韓国のアニメーションソングの紹介
第8回 様々な助詞の説明と使い分け
第9回 韓国のアニメーションの中で使われる表現
第10回 経験の表現
｢～(し)たことありますか｣｢～したことはありません｣等
第11回 経験の表現を用いた会話の練習及び各自知りたい単語の学習
第12回 ドラマの主題曲の歌詞
第13回 行き方を尋ねたり、それに答えたりする際に使われる表現
｢～にはどうやって行きますか｣｢～すればいいです｣等
第14回 行き方を尋ねたり、それに答えたりする会話の練習及び韓国の童謡
第15回 映画の中での表現
第16回 映画から見た韓国の文化・韓国人の価値観
第17回 飲食店で使われる表現
｢こちらにどうぞ｣｢～してください｣｢～するから～｣等
第18回 飲食店での会話の練習
第19回 各自使いたい表現を２０個ずつ韓国語で作文し、それの添削と暗記
第20回 否定形の表現
｢～ではありません｣｢～しません｣｢～できません｣｢ありません｣等
第21回 自分の身の回りの単語とその単語を使った会話文の練習
第22回 買い物の際、使われる表現
｢～ください｣｢～はどうですか｣｢高いです｣｢～ウォンです｣等
第23回 K-POPの歌詞の中の表現
第24回 形容詞の表現とその丁寧体
｢暑いです｣｢おいしいです｣等
第25回 ドラマの中でよく用いられる表現
第26回 過去形の表現
｢～しました｣｢暑かったです｣等
第27回 過去形を用いた会話の練習
第28回 尊敬の表現
｢～さないます｣｢召し上がります｣等
第29回 尊敬の表現を取り入れた会話の練習
第30回 まとめ及び復習

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準 期末試験70%、レポート１0%、授業参加度及び授業態度20%

教科書 『韓国語入門』朴大王・李賛任著 白帝社 



教科書等
参考図書 『ソウルスタイル』朴大王著 白帝社

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 アラビア語Ⅰ

単位数 2.0

担当者 国際学部准教授 田浪亜央江
非常勤講師 佐藤道夫

履修時期 前期

履修対象 1年次

講義形態 演習

概要
国連の6つの公用語の一つで、政治的にも文化的にもますます重要になっているアラビア語の基本を学びま
す。アラビア語の知識をもつと、アラブ圏や中東、イスラーム世界に関する情報リテラシーがぐんとアップし、
興味が広がってゆきます。

科目の到達目標 まずしっかり文字を覚え、表記に慣れることです。簡単な口頭表現を繰り返し身につけ、わずかな語彙や文法
知識でもさまざまな表現が出来ることを実感していきます。

受講要件 特になし。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修
予習は必要ありませんが、最低限覚えて欲しいポイントを示すので、その復習はしっかりやって下さい。紹介
する動画や音楽を繰り返し用い、アラビア語の音声への耳慣らしやアラブ世界への関心を広げるために活用
して欲しいと思います。

講義内容

1. 基本の挨拶言葉とアラビア語の文字
2. アラビア文字の書き方と読み方（２） 
3. 名詞の限定／非限定
4. 格変化の基本
5. 基本名詞文（１）
6. 基本名詞文（２）
7. 名詞と形容詞の性
8. 数（双数形と複数形）
9. 指示詞
10. 人称代名詞
11. 前置詞とその使い方
12. 動詞ライサを使った否定文
13. 疑問文の作り方
14. 形容詞による修飾
15. 名詞と名詞のつなげ方（イダーファ）

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準 平常点（出席状況、授業へのコミット、確認テストなど）40％、学期末試験60％

教科書等
教科書：八木久美子、青山弘之、イハーブ・アハマド・エベード著『大学のアラビア語詳解文法』東京外国語大
学出版会、定価：3,500円
※辞書は当面必要ありません。

担当者プロフィール
田浪亜央江：大学在学中にシリア・ダマスカス大学留学。大学院在学中にパレスチナ（イスラエル）留学。
佐藤道夫：東京外国語大学アラビア語学科卒業、広島大学大学院文学研究科博士後期課程言語学専攻単
位修得退学、カイロ大学留学。

授業に関連する実務経
験

田浪亜央江：2006年4月～2009年3月 独立行政法人国際交流基金（中東における学術交流事業に従
事）、2009年4月～2013年3月 外務省語学研修所（アラビア語指導）。
佐藤道夫：在イエメン共和国日本大使館専門調査員。

備考



科目名 アラビア語Ⅱ

単位数 2.0

担当者 非常勤講師 佐藤道夫
非常勤講師 ズィヤード・アル＝ファッラージュ

履修時期 後期

履修対象 1年次

講義形態 演習

概要
前期に引き続き、アラビア語の文法の基本を学びます。文法の山に入りますので、学習を持続できるよう、互
いに努力・工夫して行きましょう。進度に応じ、アラビア語のキーボード入力方法なども紹介するので、アラブ
圏の情報に直接アクセスする楽しみを味わって欲しいと思います。

科目の到達目標 アラビア語文法の〈肝〉である動詞の完了形・未完了形の基本をしっかり身につけ、派生形の作り方など全体
像をおさえます。

受講要件 アラビア語Iを受講済、またはそれと同等の力があること。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 予習は必要ありませんが、復習はしっかりやって頂きます。アラビア語の音読を繰り返し行うことが大切です。

講義内容

1. アラビア語Ⅰの復習
2. 名詞のまとめ（例外的な格変化）
3. 形容詞のまとめ・比較級・最上級
4. 数詞 
5. 動詞完了形
6. 動詞完了形の応用（派生形）・1
7. 動詞完了形の応用（派生形）・2
8. 動詞未完了形の基礎 
9. 動詞未完了形の応用（派生形）
10. 疑問詞
11. 副詞
12. 未完了接続形と短形
13. 命令形 
14. アラビア語Ⅱのまとめ 
15. 期末試験

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準 平常点（出席状況、授業へのコミット、確認テストなど）40％、学期末試験60％

教科書等 教科書：八木久美子、青山弘之、イハーブ・アハマド・エベード著『大学のアラビア語詳解文法』東京外国語大
学出版会、定価：3,500円

担当者プロフィール

佐藤道夫：東京外国語大学アラビア語学科卒業、広島大学大学院文学研究科博士後期課程言語学専攻単
位修得退学、カイロ大学留学。 
ズィヤード・アル＝ファッラージュ：ダマスカス大学日本語学科卒業、広島市立大学大学院博士課程単位修得
退学。

授業に関連する実務経
験

佐藤道夫：在イエメン共和国日本大使館専門調査員。
ズィヤード・アル＝ファッラージュ：JICA在ダマスカス事務所勤務。

備考



科目名 ロシア語Ⅰ

単位数 2.0

担当者 国際学部講師 斎藤祥平 非常勤講師トルストグゾフ、セルゲイ

履修時期 前期

履修対象 1年

講義形態 演習

概要
アルファベットの読み方や発音の仕方から始め、ロシア語の最も基本的な文法事項を段階的に学習する。同
時に初歩の会話、挨拶、自己紹介、依頼の表現を学ぶ。また、ロシアの人々の日常生活、ものの考え方や文
化について理解を総合的に深めるために、ビデオ教材やAV資料を適宜用いる。

科目の到達目標
ロシア語の文字（キリル文字）を覚え、文章が読み書きできるようになるとともに、自己紹介や挨拶の表現が
できるようになることを目標とする。そのために、ロシア語の初級文法を理解しながら、ロシア語の基本となる
語彙と文型、日常的な基本表現を習得する。

受講要件 特になし。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 単語の小テスト、テキストからの復習課題など。

講義内容

1.イントロダクション
2.アルファベット、文字と発音
3.アルファベット、文字と発音：挨拶と簡単な自己紹介の表現
4.アルファベット、文字と発音：挨拶と簡単な自己紹介の表現
5.名詞と代名詞の性
6.人称代名詞と所有代名詞
7.否定詞と接続詞
8.形容詞、国名と国籍を表す言葉
9.名詞の複数形
10.動詞の現在変化形
11.動詞の特殊変化と名詞の対格
12.動詞の特殊変化
13.動詞の過去系と名詞の前置格
14.復習
15.授業内テストと総括

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準 平常点、小テスト、期末テストにより総合的に評価する。

教科書等 秦野一宏、トルストグゾフ『ロシア語 文法と練習』白水社、2012
黒田龍之助『ニューエクスプレスプラス ロシア語』白水社、2018

担当者プロフィール 斎藤祥平：「ロシア研究」「国際関係史（ロシア）」を参照。
トルストグゾフ、セルゲイ：「ロシア語III」「ロシア語IV」を参照。

授業に関連する実務経
験

特になし。

備考



科目名 ロシア語Ⅱ

単位数 2.0

担当者 国際学部講師 斎藤祥平 非常勤講師トルストグゾフ、セルゲイ

履修時期 後期

履修対象 1年

講義形態 演習

概要
ロシア語Iからの継続として、受講者がロシア語の会話、講読、作文を行っていくために新しい文法事項を学
習する。簡単な会話、作文、読解の演習も取り入れる。また、ロシアの人々の日常生活、ものの考え方や文
化について理解を総合的に深めるために、ビデオ教材やAV資料を適宜用いる。

科目の到達目標 基本的な文法事項や語彙を習得し、ロシア語の日常会話や短い文章の読解、作文ができるようになること。

受講要件 ロシア語Iを履修していることが望ましい。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 単語の小テスト、テキストからの復習課題など。

講義内容

1.イントロダクション（前期の復習）
2.「ся」動詞
3.定動詞
4.不定動詞
5.「所有」「所属」の表現
6.生格の用法
7.造格の用法
8.「許可」「必要」「禁止」の表現
9.「可能」の表現
10.動詞の未来形
11.不完了体動詞と完了体動詞
12.数字・買い物の表現
13.時間、季節などの表現
14.復習および作文・読解の演習
15.授業内テストと総括

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準 平常点、小テスト、期末テストにより総合的に評価する。

教科書等

秦野一宏、トルストグゾフ『ロシア語 文法と練習』白水社、2012
黒田龍之助『ニューエクスプレスプラス ロシア語』白水社、2018
参考書として、黒田龍之助『初級ロシア語文法』三修社、2012
推奨辞書として、『パスポート初級露和辞典』（白水社）、『露和辞典』（研究社）を挙げるが、電子辞書やオンラ
イン辞書「和露大(Warodai)：https://warodai.ru/」等を活用しても良い。

担当者プロフィール 斎藤祥平：「ロシア研究」「国際関係史（ロシア）」を参照。
トルストグゾフ、セルゲイ：「ロシア語III」「ロシア語IV」を参照

授業に関連する実務経
験

特になし。

備考



科目名 ドイツ語Ⅲ

単位数 2.0

担当者 国際学部 教授 ヴェール・ウルリケ

履修時期 前期

履修対象 ２年

講義形態 演習

概要

注意：下記の内容は、対面授業用のものです。オンライン授業については、履修登録してからWebClassで確
認してください。（使用する教科書には変更ありません。）
ーーー
本演習では、ドイツ語Ⅰ・Ⅱで学んだ文法の基礎を復習しながら、ドイツ語でのコミュニケーション能力、読解
力、文章力を高めていきます。主な教材は、ドイツで出版されている教科書の日本版を使います。

科目の到達目標 CEFR（ヨーロッパ言語共通参照枠）A1.1以上のレベルに相当する言語能力を身につけることを目標としてい
ます。

受講要件 ドイツ語Ⅰ・Ⅱの単位取得者または担当教員が認める者

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修

＊毎週、授業以外に少なくとも４時間をドイツ語の勉強に使うこと。
＊課された宿題をきちんとやること。
＊各レッスンの内容や単語などの復習を自発的で定期的に行うこと。
＊ドイツ語IVに向けて、夏休みの間にドイツ語IIIの内容を復習すること。

講義内容

第１回 第二外国語ガイダンス
第２回〜３回 Lektion 1
第４回〜第６回 Lektion 2 
第７回〜第９回 Lektion 3
第１０回〜第１３回 Lektion 4 
第１４回〜第１７回 Lektion 5
第１８回〜第２１回 Lektion 6
第２２回〜第２５回 Lektion 7
第２６回〜第２９回 Lektion 8
第３０回 復習など

＊上記のスケジュールは仮のもので、履修者の予備知識や学習意欲によって、進行速度が変わる場合があ
ります。

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 授業での積極性（40%程度)、宿題（30%程度）、各章についてのテストの成績（30％程度）に基づいて評価しま
す。

教科書等 [ISBN]9784255253961 『Prima Plus プリマ・プルス A1』（朝日出版社：2016年）

担当者プロフィール ヴェール・ウルリケ：出身はドイツで、専門は近・現代日本を中心としたジェンダー史研究。

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 ドイツ語Ⅳ

単位数 2.0

担当者 国際学部 教授 ヴェール・ウルリケ

履修時期 後期

履修対象 ２年

講義形態 演習

概要 本演習は、ドイツ語ⅠⅡの続きとなります。ドイツ語ⅠIIでも使用した、ドイツで出版されている教科書の日本
版を主な教材に、ドイツ語でのコミュニケーション能力、読解力、文章力をさらに高めていきます。

科目の到達目標 CEFR（ヨーロッパ言語共通参照枠）A1.2以上のレベルに相当する言語能力を身につけることを目標としてい
ます。

受講要件 ドイツ語Ⅰ・Ⅱ・IIIの単位取得者または担当教員が認める者

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修

＊夏休み中、ドイツ語IIIの内容を復習しておくこと。
＊毎週、授業以外に少なくとも４時間をドイツ語の勉強に使うこと。
＊課された宿題をきちんとやること。
＊各レッスンの内容や単語などの復習を自発的で定期的に行うこと。

講義内容

第１回〜４回 Lektion 9
第５回〜第８回 Lektion 10 
第９回〜第１３回 Lektion 11
第１４回〜第１８回 Lektion 12 
第１９回〜第２３回 Lektion 13
第２４回〜第２８回 Lektion 14
第２９回〜第３０回 復習など

＊上記のスケジュールは仮のもので、履修者の予備知識や学習意欲によって、進行速度が変わり、また、ド
イツ語IIIの進み具合によって、スタートする箇所も変わる場合があります。

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 授業での積極性（40%程度)、宿題（30%程度）、各章についてのテストの成績（30％程度）に基づいて評価しま
す。

教科書等
[ISBN]9784255253961 『Prima Plus プリマ・プルス A1』（朝日出版社：2016年）

＊ドイツ語IIIの教科書を、引き続き使います。

担当者プロフィール 出身はドイツで、専門は近・現代日本を中心としたジェンダー史研究。

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 フランス語Ⅲ

単位数 2.0

担当者 准教授 大場 静枝（火曜日担当）
非常勤講師 サントニ，ジャン＝ガブリエル Jean-Gabriel SANTONI（木曜日担当）

履修時期 前期

履修対象 ２年（全学部対象）

講義形態 演習

概要

1年生で勉強したことを踏まえ、より実践的なフランス語を学習します。授業では、1年生の時と同様に現実的
な状況や場面に即した会話表現を習い、実際に役に立つフランス語を身につけていくとともに、「読む」「書く」
の学習にも力を入れていきます。具体的には、相手の言うことを聞く、自分の意見を言う、過去の出来事を語
るなどの「聞く」「話す」能力の習得の他に、簡単な文を書く、手紙や数行の文章を読むことができるようになる
ことを目指します。また、検定試験にも挑戦できるように、より複雑で難解な文法事項も学習しつつ、Delf
A1試験の対策も行います。

科目の到達目標 フランス語の中級文法を理解しながら、「聞く」「話す」「読む」「書く」という総合的なコミュニケーション能力を身
につけます。

受講要件 フランス語I・IIの単位取得者または担当教員が認める者

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修
フランス語の上達には、習った文法事項や表現を確実に覚える、語彙を増やすということが必要になります。
毎授業後、単語や動詞の活用の暗記、フランス語作文、練習問題などの課題を出しますので、必ずそれを
やって授業に臨んでください。

講義内容

授業は、週2回（火曜日と木曜日）行われます。

第1週：ガイダンス（授業の進め方、評価など）既習事項の確認
Dossier 4：Achats「買い物」
第2-3週：Leçon 14. Qu’est-ce qu’on mange ?「何を食べるの？」
Indiquer une quantité「数量を示す」
Grammaire「文法」：L’impératif「命令法
第4-5週：Leçon 15. Au marché「市場で」
Faire les courses「買い物をする」
Grammaire「文法」：Les articles partitifs「部分冠詞」、Les présentatifs「提示表現」、vouloir et pouvoir au
présent「vouloir とpouvoirの直説法現在形」
第6-7週： Leçon 16. La bonne attitude「良い態度」
Le bien manger「良い食事」
Entraînement「練習問題」Préparation au Delf A1「Delf A1の練習問題」
第8週：Révisions et/ou tests「復習と小テスト」
Dossier 5：Rencontre「出会い」(1)
第9-10週： Leçon 17. Et une comédie ?「で、劇は？」
Faire un commentaire positif/négatif「肯定的な／否定的な発言をする」Parler de nos goûts「趣味について話
す」など
Grammaire「文法」：La réponse à une question négative「否定疑問に対する応答」、Le futur proche「近接未
来」、Les verbes pronominaux「代名動詞」
第11-12週：Leçon 18. Personnalités「パーソナリティ」
Décrire quelqu’un「誰かを描写する」
Grammaire「文法」：place et accord de l’adjectif「形容詞の位置と性数一致」、Les adjectifs possessifs au
pluriel「所有形容詞複数形」
第13-14週： Leçon 19. Le livre du jour「本日の本」
Situer dans le temps「時の表現を見極める」
Grammaire「文法」：Le passé composé (1)「複合過去(1)」
第15週：Révisions et/ou tests「復習と小テスト」 Préparation au Delf A1「Delf A1の練習問題」

※授業の進捗は学生の理解度に応じて変わります。また、復習と小テストは授業の進捗状況に応じて行いま
すので、その回数や実施日に変更が生じることがあります。
※上記とは別に期末試験を実施します。

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準 期末試験及び小テスト：80%
平常点（授業への積極的参加度）：20％

教科書等
Totem 1 Méthode de français A1, M.-J. Lopes, J.-T. Le Bougnec, HACHETTE
Totem 1 Cahier d'exercices, M.-J. Lopes, J.-T. Le Bougnec, HACHETTE
Préparation à l’examen du Delf A1, Caloline Veltcheff, Stanley Hilton, HACHETTE

大場静枝
専門はフランス18世紀文学、フランス・ブルターニュ地方をフィールドとした地域文化研究。語学書：『フランス
語デビュー』『フランス語会話デビュー』『徹底攻略仏検準2級これさえあればすべてわかる！』（いずれも共
著）など。
【実務経験：1992年7月～1995年6月Canon Bretagne S.A.に勤務（通訳・翻訳業務に従事）】



担当者プロフィール

サントニ，ジャン＝ガブリエル Jean-Gabriel SANTONI
フランス出身。2016年3月まで広島大学大学院文学研究科教授。専門はフランス語教授法・日本語における
外来語。著書に『プチ・ロワイヤル和仏辞典』『通訳ガイドフランス語過去問解説』『2級攻略』などの語学書が
ある。

授業に関連する実務経
験

大場静枝：1992年～1995年Canon Bretagne S.A.に勤務（通訳・翻訳業務に従事）
1996年～2004年フリーランスで通訳・翻訳・通訳ガイド業務に従事
1998年～2012年（財）日本国際協力センターにて非常勤研修監理員及び調査団同行通訳業務に従事

備考 コミュニケーションを重視した授業ですので、恥ずかしがらず積極的にフランス語を使ってください。



科目名 フランス語Ⅳ

単位数 2.0

担当者 准教授 大場 静枝（火曜日担当）
非常勤講師 サントニ，ジャン＝ガブリエル Jean-Gabriel SANTONI（木曜日担当）

履修時期 後期

履修対象 ２年（全学部対象）

講義形態 演習

概要

授業形態：「演習」
前期で学習した知識を生かして、より実践的なフランス語学習を継続します。授業では、1年生の時と同様に
現実的な状況や場面に即した会話表現を習い、実際に役に立つフランス語を身につけていくとともに、「読
む」「書く」の学習にも力を入れていきます。具体的には、思い出を語る、意見や忠告をするなどの「聞く」「話
す」能力の習得の他に、手紙やメールを書く、簡単な書類を読むことができるようになることを目指します。ま
た、検定試験にも挑戦できるように、より複雑で難解な文法事項も学習しつつ、Delf A1試験の対策も行いま
す。

科目の到達目標 フランス語の中級文法を理解しながら、「聞く」「話す」「読む」「書く」という総合的なコミュニケーション能力を身
につけます。

受講要件 フランス語I・II・IIIの単位取得者または担当教員が認める者。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修
フランス語の上達には、習った文法事項や表現を確実に覚える、語彙を増やすということが必要になります。
毎授業後、単語や動詞の活用の暗記、フランス語作文、練習問題などの課題を出しますので、必ずそれを
やって授業に臨んでください。

講義内容

授業は、火曜日と木曜日の週2回行われます。

第1週：ガイダンス（授業の進め方、評価など）既習事項の確認
Dossier 5：Rencontre「出会い」(2)
第2-3週： Leçon 20. Faire connaissance「知り合う」
Culture「文化」：Intouchable『最強のふたり』（映画）について
Entraînement「練習問題」Préparation au Delf A1「Delf A1の練習問題」
第4週：映画鑑賞Intouchable『最強のふたり』
Dossier 6：Études「学業」
第5-6週：Leçon 21. Le lycée, c’est fini !「高校はもう卒業したわ！」
Raconter un événement「肯定的な／否定的な発言をする」、Parler de ses études「学業について話す」など
Grammaire「文法」：Le passé composé (2)「複合過去(2)」
第7-8週：Leçon 22. Les Vacances「夏休み」
Raconter un souvenir「思い出を語る」、Indiquer la chronologie et la fréquence「経過と頻度を示す」
Grammaire「文法」：L’imparfait「半過去」
第9-10週： Leçon 23. Erasmus「エラスムス」
Donner des conseils, des instructions「忠告や指示を与える」、Exprimer des besoins「必要の表現」
Grammaire「文法」：Devoir et falloir au présent「動詞devoirとfalloirの現在形」、Le présent continu「現在進行
形」
第11-12週： Leçon 24. Désaccord「仲たがい」
Culture「文化」：La Sorbonne「ソルボンヌ大学」
Entraînement「練習問題」Préparation au Delf A1「Delf A1の練習問題」
第13-14週： Préparation au Delf A1「Delf A1の練習問題」
第15週： Révisions et/ou tests「復習と小テスト」

※授業の進捗は学生の理解度に応じて変わります。また、復習と小テストは授業の進捗状況に応じて行いま
すので、その回数や実施日に変更が生じることがあります。
※上記とは別に期末試験を実施します。

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準 期末試験及び小テスト：80%
平常点（授業への積極的参加度）：20％

教科書等
Totem 1 Méthode de français A1, M.-J. Lopes, J.-T. Le Bougnec, HACHETTE
Totem 1 Cahier d'exercices, M.-J. Lopes, J.-T. Le Bougnec, HACHETTE
Préparation à l’examen du Delf A1, Caloline Veltcheff, Stanley Hilton, HACHETTE

担当者プロフィール

大場静枝
専門はフランス18世紀文学、フランス・ブルターニュ地方をフィールドとした地域文化研究。語学書：『フランス
語デビュー』『フランス語会話デビュー』『徹底攻略仏検準2級これさえあればすべてわかる！』（いずれも共
著）など。

サントニ，ジャン＝ガブリエルJean-Gabriel SANTONI
フランス出身。2016年3月まで広島大学大学院文学研究科教授。専門はフランス語教授法・日本語における
外来語。著書に『プチ・ロワイヤル和仏辞典』『通訳ガイドフランス語過去問解説』『2級攻略』などの語学書が
ある。



授業に関連する実務経
験

大場静枝：1992年～1995年Canon Bretagne S.A.に勤務（通訳・翻訳業務に従事）
1996年～2004年フリーランスで通訳・翻訳・通訳ガイド業務に従事
1998年～2012年（財）日本国際協力センターにて非常勤研修監理員及び調査団同行通訳業務に従事

備考 コミュニケーションを重視した授業ですので、恥ずかしがらず積極的にフランス語を使ってください。



科目名 中国語Ⅲ

単位数 2.0

担当者 火曜日 非常勤講師 欒 竹民、木曜日 国際学部専任講師 藤原 優美

履修時期 前期

履修対象 ２年

講義形態 講義

概要
中国語の基礎力を更に高めます。新しい中国像、中国文化を反映するドキュメントのビデオや音声資料をこ
とばの習得に活用させるとともに、今日の中国人の考え方や生活スタイル、行動様式についての理解にも役
立つようにします。

科目の到達目標 基礎文法、日常表現、基本的用法などを更に習得し、中国語検定三級の合格を目指すこと。

受講要件 中国語Ⅰ、Ⅱの単位取得者または担当教員が認める者

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 事前に教科書の指定範囲を予習し、学習後の指定範囲を復習すること。

講義内容

1 第１課 会話、単語1、単語2
2 第１課 本文、文法
3 第１課 練習、第２課 単語1
4 第２課 会話、単語2、本文
5 第２課 文法、練習
6 第３課 会話、単語1、単語2
7 第３課 本文、文法
8 第３課 練習、第４課 単語1
9 第４課 会話、単語2、本文
10 第４課 文法、練習
11 第５課 会話、単語1、単語2
12 第５課 本文、文法
13 第５課 練習、第６課 単語1
14 第６課 会話、単語2、本文
15 第６課 文法、練習
※授業の順序は変更することがある。
※上記とは別に期末試験を実施する。

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準 期末試験・小テストの点数、平常点等を総合的に評価します。

教科書等
教科書：『カレント中国ー初級から中級へー』 遠藤光暁（監修） 衛榕群・汪暁京（著） 朝日出版社

参考書：必要に応じて紹介します。

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 中国語Ⅳ

単位数 2.0

担当者 火曜日 非常勤講師 欒 竹民、木曜日 非常勤講師 張 健

履修時期 後期

履修対象 2年

講義形態 講義

概要 中級レベルの会話力、読解力、作文力を養成します。そのために、映像・音声資料を活用する一方で、会話
や議論等で表現の練習も行います。

科目の到達目標 「話す、聞く、読む、書く」の4技能を向上し、中国語検定三級の合格を目指します。

受講要件 中国語Ⅰ、Ⅱ、Ⅲの単位取得者または担当教員が認める者

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 事前に教科書の指定範囲を予習し、学習後の指定範囲を復習すること。

講義内容

1 第７課 会話、単語1、単語2
2 第７課 本文、文法
3 第７課 練習、第８課 単語1
4 第８課 会話、単語2、本文
5 第８課 文法、練習
6 第９課 会話、単語1、単語2
7 第９課 本文、文法
8 第９課 練習、第１０課 単語1
9 第１０課 会話、単語2、本文
10 第１０課 文法、練習
11 第１１課 会話、単語1、単語2
12 第１１課 本文、文法
13 第１１課 練習、第１２課 単語1
14 第１２課 会話、単語2、本文
15 第１２課 文法、練習
※授業の順序は変更することがある。
※上記とは別に期末試験を実施する。

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準 期末試験・小テストの点数、平常点等を総合的に評価します。

教科書等
教科書：『カレント中国ー初級から中級へー』 遠藤光暁（監修） 衛榕群・汪暁京（著） 朝日出版社

参考書：必要に応じて紹介します。

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 ハングルⅢ

単位数 2.0

担当者 非常勤講師 清水 健太

履修時期 前期

履修対象 １・２年次

講義形態 演習

概要 初級クラスの韓国語の基本的な単語や用法を踏まえた上で、中級クラスの話し言葉・書き言葉・読解へと進
み、韓国語を使える幅を大きく広げていくようにします。長文読解、作文、リスニングにも取り組みます。

科目の到達目標 社会生活上の様々な状況に応じた会話表現を習得します。中級クラスの文法・用法を使った書き言葉、話し
言葉を習得します。長文読解を通して、語学はもちろん社会や文化への理解を深める。

受講要件 ハングルI・IIの単位取得者または担当教員が認める者。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 テキストの音声を聞いた上で授業に出席してください。新たに学んだ単語や用法を実際に使ってみてくださ
い。

講義内容

以下、課題の文章の状況／文法・表現の単元の順に記す。

1 留学を志す／願望・連体形現在
2 留学を志す／連体形過去及び不定
3 ソウルの生活／文末表現（ぞんざい）
4 ソウルの生活／文末表現（打ち解け）
5 友人との会話／引用1
6 友人との会話／引用2
7 外国語の学習／依頼・接受
8 ショッピング／許可
9 ショッピング／接続1
10 旅行の相談／受身1
11 旅行の相談／当為・推量
12 送別会／使役
13 送別会／印象・接続2
14 ハングルの誕生／状態の継続
15 韓国の文学／受け身2
期末試験

※授業の順序は変更することがあります。

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準 授業態度、小テスト、期末テスト等によって総合的に評価する。

教科書等 教科書：野間秀樹他著『はばたけ韓国語2』朝日出版社

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 ハングルⅣ

単位数 2.0

担当者 非常勤講師 朴 大王

履修時期 後期

履修対象 ２年

講義形態 演習

概要
ハングルと韓国文化の面白さをさらに体験してもらう。従来の文法中心の学習から脱皮した教科書を用いて
韓国文化全般に触れながら、韓国映画、トレンディ・ドラマー、韓国POPSなどを通じて、聴き取り、文字、発
音、基本文型などを指導していく。

科目の到達目標 高度な韓国語を習得し、より自由に、よりネイティブらしい表現で意思疎通ができるようになる。

受講要件 この授業は、ハングルⅠ～Ⅲを履修し、韓国語の基礎学力のある学生を対象にする。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 ハングルや韓国文化に御関心をお持ちの方々の参加を歓迎するが、毎回の講義への出席と真面目な受講
態度が要求される。

講義内容

１．趣味で習い始めました
２．これ、少し手伝ってくださいませんか
３．通帳を作ろうと思うんですけど
４．日本に送ろうと思うんですが、どれくらいかかりますか
５．パッケージ旅行が良さそうなんですけど
６．着てみると楽でいいですね
７．パソコンで簡単に探せるんですが
８．ちょっと変だと思うんですが、大丈夫ですか
９．昨日は本当にすみませんでした
１０．いらっしゃって祝ってください
１１．修理できますか
１２．部屋が空いていなくて心配です
１３．時間が経つのは本当に早いですね
１４．コンサートはどうでしたか
１５．料理をたくさん用意されたんですね

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準 平常点、期末テストによって総合的に評価する。

教科書等
趙義成著「基本ハングル文法－初級から中級まで－」NHK出版

参考書：「今知りたい、韓国を読む」朝日出版社

担当者プロフィール 名古屋大学大学院国際言語文化研究科博士後期課程を経て、現在広島修道大学教授。専門は言語学。

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 アラビア語Ⅲ

単位数 2.0

担当者 非常勤講師 佐藤道夫
非常勤講師 ズィヤード・アル＝ファッラージュ

履修時期 前期

履修対象 2年次

講義形態 演習

概要
アラビア語Ⅱに引き続き、動詞を中心に学んでゆきます。重要な不規則動詞を身につけ、いよいよアラビア語
の全体像をつかむことになります。同時にさまざまなタイプの音声を聴いたり、アラブ圏に関する話題を挟ん
だりして興味の持続を図るので、受講生各自にも学習を持続するための努力が必要です。

科目の到達目標 アラビア語文法の基礎を一通り終え、自分で辞書を引けるようになること。

受講要件 アラビア語Ⅰ・Ⅱの単位取得者、または担当教員が認める者（面談の上で判断します）。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 予習は必要ありませんが、復習はしっかりやって頂きます。アラビア語の音読を繰り返し行うこと。

講義内容

1. アラビア語Ⅰ・Ⅱの復習①
2. アラビア語Ⅰ・Ⅱの復習②
3. 動詞カーナ
4. 動詞の受動態、分詞、動名詞
5. ハムザ動詞
6. 重語根動詞
7. 第1語根弱動詞
8. 第2語根弱動詞
9. 第3語根弱動詞
10. そのほかの動詞
11. 名詞節
12. さまざまな接続詞
13. 関係代名詞
14. 分詞、動名詞の応用
15. まとめと確認

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準 平常点（出席状況、授業へのコミット、確認テストなど）40％、学期末試験60％

教科書等
教科書：八木久美子、青山弘之、イハーブ・アハマド・エベード著『大学のアラビア語詳解文法』東京外国語大
学出版会、定価：3,500円
辞 書：Hans Wehr Dictionary of Modern Written Arabic（授業中に指示）

担当者プロフィール

佐藤道夫：東京外国語大学アラビア語学科卒業、広島大学大学院文学研究科博士後期課程言語学専攻単
位修得退学、カイロ大学留学。 
ズィヤード・アル＝ファッラージュ：ダマスカス大学日本語学科卒業、広島市立大学大学院博士課程単位修得
退学。

授業に関連する実務経
験

佐藤道夫：在イエメン共和国日本大使館専門調査員。
ズィヤード・アル＝ファッラージュ：JICA在ダマスカス事務所勤務。

備考



科目名 アラビア語Ⅳ

単位数 2.0

担当者 国際学部准教授 田浪亜央江
非常勤講師 佐藤道夫

履修時期 後期

履修対象 2年次

講義形態 演習

概要
文法を一通り終えたところで、さまざまな文章を読んだり、その音声を聞き取った上で内容や文法を精査して
ゆきます。簡単ではあってもさまざまなタイプの文章を読み聴くことで、アラビア語の魅力を味わって欲しいと
思います。読んだり聴き取ったりした文章は適宜、文法の復習や音読、口頭練習にも活用します。

科目の到達目標 自分で辞書を引き、動詞の活用表を利用しながら、簡単な文章を読めるようにすること。

受講要件 アラビア語Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの単位取得者、または担当教員が認める者（面談の上で判断します）。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 これまでとは異なり、予習に力を入れること。どうしても辞書で引けなかった単語は、どのように調べたのかを
記録しておくと良いでしょう。

講義内容

（受講生の要望や到達度によって順番が前後したり、内容が変更になる可能性があります）
1. オリエンテーション アラビア語クイズ
2. 子ども向けアラビア語テキスト:1
3. 子ども向けアラビア語テキスト:2
4. アラビア語の絵本:1
5. アラビア語の絵本:2
6. アラビア語ニュースを読む
7. アラビア語ニュースを聞く
8. 和製アニメーションのアラビア語バージョンを観る：「ハイジ」
9. 和製アニメーションのアラビア語バージョンを観る：「ベルサイユのばら」
10. アラビア語ローカル番組を観る：ラマダーン･クイズ
11. アラビア語ローカル番組を観る：ジョハー
12. 千夜一夜のテキスト:1
13. 千夜一夜のテキスト:2
14. クルアーンのテキスト:1
15. クルアーンのテキスト:2

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準 平常点（出席状況、授業へのコミット、確認テストなど）40％、学期末試験60％

教科書等
教科書：八木久美子、青山弘之、イハーブ・アハマド・エベード著『大学のアラビア語詳解文法』東京外国語大
学出版会、定価：3,500円
辞 書：Hans Wehr Dictionary of Modern Written Arabic（授業中に指示）

担当者プロフィール
田浪亜央江：大学在学中にシリア・ダマスカス大学留学。大学院在学中にパレスチナ（イスラエル）留学。
佐藤道夫：東京外国語大学アラビア語学科卒業、広島大学大学院文学研究科博士後期課程言語学専攻単
位修得退学、カイロ大学留学。

授業に関連する実務経
験

田浪亜央江：2006年4月～2009年3月 独立行政法人国際交流基金（中東における学術交流事業に従
事）、2009年4月～2013年3月 外務省語学研修所（アラビア語指導）。
佐藤道夫：在イエメン共和国日本大使館専門調査員。

備考



科目名 イタリア語Ⅰ

単位数 2.0

担当者 非常勤講師 エマヌエレ・コンティ（会話・聴解担当）
非常勤講師 佐藤りえこ（文法・作文担当）

履修時期 前期

履修対象 一年次

講義形態 演習

概要 短文による会話文からイタリア語の発音や文法、構文の特徴を総合的に学びます。

科目の到達目標 発音上、注意すべきつづりと規則、文のしくみと形態上の特徴を理解します。
イタリア語で簡単な自己紹介ができるようにします。

受講要件 特になし

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 配布されるプリントで教科書の指定された範囲の単語を例文の意味を確認します。授業で学んだ語句やフ
レーズを暗記します。

講義内容

C:会話 G:文法
第１回 挨拶（C・G:文字と発音）
第２回 動詞essere（C:出身地と名前の言い方 G:動詞の人称変化のしくみ）
第３・４回 動詞avere 名詞（C:年齢と家族構成 G:名詞・形容詞の性と数）
第５・６回 動詞avere 冠詞類（C:自分の持ち物 G:不定冠詞と定冠詞）
第７・８回 規則動詞１ （C:住んでいる所 G:動詞の規則変化のしくみ）
第９・10回 規則動詞２ （C:注文をする G:動詞の人称変化）
第11・12回 規則変化３ （C:好みを述べる G:前置詞の用法）
第13・14回 不規則動詞 （C:予定を述べる G:疑問詞の用法）
第15回 文法のまとめ（C・G:自己紹介をする）

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準 会話と聴解：発表と授業態度30％ 試験70％
文法と作文：小テスト40％ レポート20％ 試験40％

教科書等 マッテオ・カスターニャ 吉田文共著
Italiano Italiano(イタリア語 はじめの一歩）（朝日出版社2015年）

担当者プロフィール エマヌエレ・コンティ：イタリア語・スペイン語講師
佐藤りえこ：ギリシャ語・ラテン語・イタリア語講師

授業に関連する実務経
験

備考 受講生の人数や履修目的に応じて授業内容や授業形式が変更される場合があります。



科目名 イタリア語Ⅱ

単位数 2.0

担当者 非常勤講師 エマヌエレ・コンティ（会話・文法担当）
非常勤講師 佐藤りえこ（文法・聴解・作文担当）

履修時期 後期

履修対象 １年次

講義形態 演習

概要 実用的な会話を覚えペアワークを繰り返しおこなうことでイタリア語の運用能力を身につけます。

科目の到達目標 動詞の現在形、過去形を使い場面に応じた文が作れるようにします。
語彙を増やし簡単な文章が読めるようにします。

受講要件 イタリア語Ⅰを履修していることが望ましいです。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 配布されるプリントで教科書の指定された範囲の単語を例文の意味を確認します。例文を参考に簡単な文章
を作文します。

講義内容

C:会話 G：文法
第１・２回 許可と依頼の表現（C:代名詞の用法１ G:補助動詞２）
第３・４回 可能と義務の表現（C:代名詞の用法２ G:補助動詞３）
第５・６回 願望の表現（C:再帰動詞１ G:時刻の表現１ 過去分詞）
第７・８回 １日のスケジュール（C:再帰動詞２ G:近過去形のしくみ）
第９・10回 注文 週末の出来事１（C:命令形 G:近過去の用法１）
第11・12回 命令１ 週末の出来事２（C:代名詞の用法３ G:近過去の用法２）
第13・14回 命令２ 週末の出来事３（C:代名詞の用法４ G:近過去の用法３）
第15回 文法のまとめ

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準 会話と聴解：発表と授業態度30％ 試験70％
文法と作文： レポート400％ 試験60％

教科書等 マッテオ・カスターニャ 吉田文共著
Italiano Italiano(イタリア語 はじめの一歩）（朝日出版社2015年）

担当者プロフィール エマヌエレ・コンティ：イタリア語・スペイン語講師
佐藤りえこ：ギリシャ語・ラテン語・イタリア語講師

授業に関連する実務経
験

備考 受講生の人数や履修目的に応じて授業内容や授業形式が変更される場合があります。



科目名 イタリア語Ⅲ

単位数 2.0

担当者 非常勤講師 コンティ エマヌエレ

履修時期 前期

履修対象 2年次以上

講義形態 講義

概要
イタリア語を深めるにあたって、イタリアの文化、生活、習慣を話しながら、日常生活で使える表現を勉強しま
す。
語学講義として、文法、リスニング、会話練習等をします。主に講義の授業形態になります。

科目の到達目標
イタリア語Ⅰ･Ⅱで習った事柄を身に付ける。
日常生活で使える表現を習得する。
イタリア語検定5級程度を目指します。

受講要件 イタリア語Ⅰ･Ⅱを履修している。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 予習禁止、復習のみ！語学の授業は間違いながらも繰り返し復習しながら前進します。休まずに、間違うこと
を恐れずに学習しましょう。

講義内容

第１回 イタリア語Ⅰの復習
第２回 自己紹介、出身地の表現を学びます。
第３回 仕事、学部や専攻、趣味などの表現を学びます。
第４回 物の存在、位置を表現する方法を学びます。
第５回 数字、時間の読み方、簡単な加減乗除の計算など日常生活に必要な表現を学びます。
第６回 喫茶店、レストランで注文の仕方を学びます。
第７回 趣味、好きなことの表現方法を学びます。
第８回 ホテルでの問題の対処を学びます。
第９回 場所を尋ねたり、教えたりする表現を学びます。
第10回 過去にしたことの表現できるように過去を復習します。
第11回 スーパーで買い物する方法、レシピの読み方などを学習します。
第12回 自分の習慣を表現する方法を学びます。
第13回 ショッピングの方法を学びます。
第14回 自分の健康状態を表現する方法を学びます。
第15回 自分の周りの人を紹介する方法を学びます。
※授業の順序・内容は全体的な理解度によって変更することがあります。

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準

授業への出席度を重視します。（開始後15分以内までは認めますが、それ以降は遅刻とし、３回の遅刻で１
回の欠席とみなします。３分の１以上欠席したものは試験を受ける資格を失います。単元毎に理解度を確認
する小試験を実施します。
期末定期試験と平素の授業態度を総合して評価します。

教科書等 特になし、資料を配布します。和伊・伊和辞典持っているのが望ましい。

担当者プロフィール ローマ生まれ、日本の大学卒業以降、イタリア語・スペイン語講師として、語学学校で働く。

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 イタリア語Ⅳ

単位数 2.0

担当者 非常勤講師 コンティ エマヌエレ

履修時期 後期

履修対象 2年次以上

講義形態 講義

概要
イタリア語Ⅲを履修した学生が更に高度な表現法を身につけるための聞き取り、文法の学習を学びます。一
つ一つの単語ではなく、全体的に理解する力を養います。イタリア語検定４級を目指します。語学講義として、
文法、リスニング、会話練習等をします。主に講義の授業形態になります。

科目の到達目標

イタリア語Ⅰ･Ⅱ･Ⅲで習った事柄を身に付ける。
日常生活で使える表現を増やす。
全体的に理解する能力を養う。
イタリア語検定４級程度を目指します。

受講要件 イタリア語Ⅰ･Ⅱ・Ⅲを履修している。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 予習禁止、復習のみ！語学の授業は間違いながらも繰り返し復習しながら前進します。休まずに、間違うこと
を恐れずに学習しましょう。

講義内容

第１回 イタリア語Ⅰの復習
第２回 イタリア語Ⅱの復習
第３回 イタリア語Ⅲの復習（現在時制においての表現）
第４回 イタリア語Ⅲの復習（過去時制においての表現）
第５回 過去の習慣（半過去）
第６回 人の外見、性格、能力、比較する方法を学びます。（優等比較）
第７回 人の外見、性格、能力、比較する方法を学びます。（同等、劣等比較）
第８回 人を誘う、待ち合わせする表現を学びます。
第９回 誘いを受ける、断る、理由を述べる表現を学びます
第１０回 お願いをする、驚きを表現する。（命令形を使って）
第１１回 お願いをする、驚きを表現する。（条件法を使って）
第１２回 アドバイスをする、必要性を表現する。（命令形を使って）
第１３回 アドバイスをする、必要性を表現する。（条件法を使って）
第１４回 病気、医者にかかる時のケースも学びます。（症状編）
第１５回 病気、医者にかかる時のケースも学びます。（診察編）

※授業の順序・内容は全体的な理解度によって変更することがあります。

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準

授業への出席度を重視します。（開始後15分以内までは認めますが、それ以降は遅刻とし、３回の遅刻で１
回の欠席とみなします。３分の１以上欠席したものは試験を受ける資格を失います。単元毎に理解度を確認
する小試験を実施します。
期末定期試験と平素の授業態度を総合して評価します。

教科書等 特になし、資料を配布します。和伊・伊和辞典持っているのが望ましい。

担当者プロフィール ローマ生まれ、日本の大学卒業以降、イタリア語・スペイン語講師として、語学学校で働く。

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 ロシア語Ⅲ

単位数 2.0

担当者 国際学部講師 斎藤祥平 非常勤講師 トルストグゾフ，セルゲイ

履修時期 前期

履修対象 ２年

講義形態 演習

概要 ロシア語の初歩的な文法を既に学習された方を対象に、さらに一歩進んだロシア文法事項を学習します。ま
た，ロシアの文化，日常生活や現代ロシア事情などをトピックにロシア語会話を学習します

科目の到達目標 簡単な翻訳、会話をできる能力を身につけることなど

受講要件 ロシア語I・IIの単位取得者又は担当教員が認める者。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 小テストやテキストからの予習・復習課題など。

講義内容

第１回、イントロダクション
第2回、動詞の未来形 
第3回、不完了体動詞と完了体動詞
第4回、完了体の未来 
第5回、まとめ
第6回、形容詞とその変化
第7回、まとめ と形容詞練習 
第8回、順序数詞 
第９回、大きい数詞 
第10回、まとめ 
第11回、形容詞の短語尾形 
第12回、接続詞
第13回、まとめ11 
第14回、よみもの 自己紹介 
第15回、よみもの 家庭 
第16回、よみもの 買い物
第17回、よみもの 交通機関 
第18回、よみもの 食物 
第19回、よみもの 日常生活 
第20回、仕事と出身 
第21回、家族と自家 
第22回、まとめ
第23回、朝食 
第24回、音楽と趣味
第25回、まとめ 
第26回、レストラン
第27回、劇場、旅行 
第28回、まとめ
第29回、 病気と風邪 
期末テスト

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準 平常の授業の出席、期末試験 （会話の翻訳）

教科書等
秦野一宏、トルストグゾフ『ロシア語 文法と練習』白水社、2012
黒田龍之助『ニューエクスプレスプラス ロシア語』白水社、2018
参考書として、黒田龍之助『初級ロシア語文法』三修社、2012

担当者プロフィール

斎藤祥平：「ロシア研究」「国際関係史（ロシア）」を参照。
トルストグゾフ、セルゲイ：サンクト・ペテルスブルグ大学卒業, 広島大学大学院修了 博士号（学術）取得, 論
文には『幕末日本・ロシア十月革命・ペレストロイカの比較研究』（博士論文）、「日露戦争後の日露関係回復
についての一考察」大阪経済法科大学 東アジア研究 第54号、“The Bakumatsu Currency Crisis and the
Bakufu's Finances”, Japan Studies Association Journal, 2012, vol. 10, Russian-Japanese Relations after the
Russo-Japanese War in the Context of World Politics, Japan Forum, 2016, Issue 3等がある。

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 ロシア語Ⅳ

単位数 2.0

担当者 非常勤講師 トルストグゾフ，セルゲイ

履修時期 後期

履修対象 ２年

講義形態 演習

概要
ロシア語の初歩的な文法を既に学習された方を対象に、さらに一歩進んだロシア文法事項を学習します。ま
た，ロシアの文化，日常生活や現代ロシア事情など、さまざまなロシアのトピックを取り上げて、わかりやすく、
興味深いロシア語会話を学習します

科目の到達目標 簡単な翻訳、会話をできる能力を身につけることなど

受講要件 ロシア語Ⅰ、Ⅱ、Ⅲの単位取得者または担当教員の認める者。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 特になし。

講義内容

第１回、イントロダクション
第2回、薬局 
第3回、買い物と食べ物
第4回、まとめ 
第5回、列車と駅
第6回、誕生日
第7回、まとめ 
第8回、パーテイ
第９回、本屋さん 
第10回、まとめ 
第11回、カフェ 
第12回、エルミタジュ美術館
第13回、まとめ
第14回、ロシアの基本情報 
第15回、モスクワ 
第16回、サンクト ペテルブルク 
第17回、ロシア極東の都市
第18回、ロシアの歴史 
第19回、ピュートル大帝 
第20回、ニコライ２世
第21回、スターリン
第22回、ミハイル ゴルバチョフ
第23回、日露関係の始まり 
第24回、ロシアの貨幣史
第25回、ロシアの音楽 
第26回、ロシア文学
第27回、ロシアの自然 
第28回、ボルシチとカーシャ
第29回、マトリョーシカとチェブラーシカ 

期末テスト

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準 平常の授業の出席、期末試験（会話の翻訳）

教科書等 秦野一宏、トルストグゾフ『ロシア語 文法と練習』白水社、2012、 講義の時にプリントを配布します

担当者プロフィール

サンクト・ペテルスブルグ大学卒業, 広島大学大学院修了 博士号（学術）取得, 論文には『幕末日本・ロシア
十月革命・ペレストロイカの比較研究』（博士論文）、「日露戦争後の日露関係回復についての一考察」大阪
経済法科大学 東アジア研究 第54号、“The Bakumatsu Currency Crisis and the Bakufu's Finances”, Japan
Studies Association Journal, 2012, vol. 10, Russian-Japanese Relations after the Russo-Japanese War in
the Context of World Politics, Japan Forum, 2016, Issue 3等がある。

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 日本語Ⅰ

単位数 2.0

担当者 非常勤講師・伊藤賀与子（火） 非常勤講師・吉本由美(木)

履修時期 前期

履修対象 外国人留学生

講義形態 演習

概要
大学における教養、専門の授業に対応するための日本語能力を養成する
（火）「アカデミックジャパニーズ」
（木）「読解」

科目の到達目標
（火）大学でのレポートや論文などの構成や展開パターンに即した練習を積み重ねることによって、学術的文
章の作成技術の獲得ができる。
（木）「専門分野の論文を独力で読むため」の基礎的な読解力を習得する。

受講要件 中級から上級の日本語学習者

履修取消の可否 否

履修取消不可の理由

事前・事後学修 （火）予習、復習
（木）事前に前回の授業内容を見直すこと、事後に授業内容を整理すること

講義内容

（火）
１ 表記のしかた
２ 文体
３ モードチェンジ 話し言葉から書き言葉へ
４ 正しい構造の文
５ 文のつながり
６ 小論文によく使われる表現
７ 段落
８ 要約文を書く
９ 説明文を書く
１０ 意見文を書く
１１ 事実を示す方法
１２ 小論文のはじめとおわり
１３ レポートの特徴をつかむ
１４ レポートを書いてみる
１５ レポート完成、まとめ
※受講者のレベルによって変更する場合がある。

（木）
１．オリエンテーション
２．速読の練習１
３．速読の練習２
４．第１課 段落内の構造について考える、書き言葉の特徴について整理する
５．第２課 段落の話題とメインアイデアについて整理し、内容を理解する
６．第３課 文章のアウトラインを整理し、全体の論理的なつながりをつかむ
７．まとめ１
８．第４課 論説文の文章構成について考える
９．第５課 自分の考えを分かりやすく述べるための論の進め方を学ぶ
１０．第６課 論の方向を示す表現について学ぶ
１１．まとめ２
１２．第７課 反論したり、強い意見を述べたりする場合の論の進め方を学ぶ
１３．第８課 引用を示す表現について学ぶ
１４．第９課 要約の方法について学び、各段落のポイントをまとめる
１５．まとめ３

※受講生のレベルによって、内容や進度が変わることがある。

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 （火）課題、最終レポートにより評価する
（木）課題、小テスト、まとめテストにより評価する

教科書等

（火）『小論文への12のステップ』（スリーエーネットワーク）または『大学・大学院 留学生の日本語②作文編』
（アルク）
※受講者のレベルによって変更する場合もある。
（木）『大学・大学院留学生の日本語③論文読解編』アルク

担当者プロフィール
（火）専門は第二言語習得研究である。
（木）専門分野は地域の日本語教育、読解教材研究である。

授業に関連する実務経



験

備考



科目名 日本語Ⅰ

単位数 2.0

担当者 （火曜日・木曜日）小口悠紀子（こぐち ゆきこ）

履修時期 前期（ぜんきSpring Semester）

履修対象 交換留学生（こうかんりゅうがくせいExchange students）

講義形態 演習

概要 生活に必要な日本語（せいかつに ひつような にほんご Japanese language for living in Japan）

科目の到達目標 基礎的な日本語を理解し、使えるようになる。（きそてきな にほんごを りかいし、つかえるように なる．Can
understand and use familiar everyday expressions and very basic phrases.）

受講要件 外国人学生・入門レベル（にゅうもん れべるBeginner）

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 復習（ふくしゅうreview）

講義内容

（火曜日・かようび）
１ L1 いんしょうてきなじこしょうかいをする①・ひらがな
２ L2 かぞくについてはなす①・ひらがな
３ L3 メニューおねがいします/これ、にくはいってますか①・ひらがな
４ L4 これ、すきですか/すしはちょっと…①・ひらがな
５ L5 REVIEW
６ L6 どこへいきますか/いっしょにいきませんか①・カタカナ
７ L7 いつがいいですか/なんじにあいますか①・カタカナ
８ L8 どうやっていきますか/でんしゃとバスでいきます①・カタカナ
９ L9 こいびとがいますか/こいびとがいましたか①・カタカナ
１０ L10 REVIEW
１１ L11 すてきなふくですね①・かんたんなかんじ
１２ L12 LINEをおしえてください①・かんたんなかんじ
１３ L13 しゃしんをとってもいいですか①・かんたんなかんじ
１４ L14 REVIEW
１５ L15 しけん（examination）

（木曜日・もくようび）
１ L1 いんしょうてきなじこしょうかいをする②・ひらがな
２ L2 かぞくについてはなす②・ひらがな
３ L3 メニューおねがいします/これ、にくはいってますか②・ひらがな
４ L4 これ、すきですか/すしはちょっと…②・ひらがな
５ L5 REVIEW
６ L6 どこへいきますか/いっしょにいきませんか②・カタカナ
７ L7 いつがいいですか/なんじにあいますか②・カタカナ
８ L8 どうやっていきますか/でんしゃとバスでいきます②・カタカナ
９ L9 こいびとがいますか/こいびとがいましたか②・カタカナ
１０ L10 REVIEW
１１ L11 すてきなふくですね②・かんたんなかんじ
１２ L12 LINEをおしえてください②・かんたんなかんじ
１３ L13 しゃしんをとってもいいですか②・かんたんなかんじ
１４ L14 REVIEW
１５ L15 しけん（examination）

※内容（ないよう）は、変（か）えることがあります。

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準 課題（かだいtask）（20%）、宿題（しゅくだいassignment）（20%）、小テスト（しょうてすとquiz）（20%）、試験（しけ
んexamination）（40%）

教科書等 さいしょのクラスでしょうかいします。

担当者プロフィール

こんにちは。小口悠紀子（こぐち ゆきこ）です。
きょうとでうまれました。スポーツ と りょこう と カメラ が すきです。
かんこく、トルコ、マレーシア、フィリピンなどで、にほんご を おしえたことがあります。どうぞよろしくおねがい
します。

授業に関連する実務経
験

備考





科目名 日本語Ⅱ

単位数 2.0

担当者 非常勤講師・伊藤賀与子（火） 非常勤講師・吉本由美(木)

履修時期 後期

履修対象 留学生

講義形態 演習

概要
（火）「アカデミックジャパニーズ」：講義や発表を聞き取る、メモをする、発表する、質問するなど大学の授業、
ゼミ等で求められる聞き取り・プレゼンテーション能力を身に着けることが目的である。
（木）「読解」：大学における教養、専門の授業に対応するための日本語能力を養成する

科目の到達目標

（火）
1. 講義や発表を聞いて概要を理解することができる（聴解能力）
2. 講義や発表を聞いて内容をメモすることができる（聴解能力・要約技術）
3. 発表のレジュメを作ることができる（文章作成能力）
4. レジュメを使って発表することができる（プレゼンテーション能力）
5. 発表を聞いて質問したり、質問に答えたりすることができる（プレゼンテーション能力）
（木）「専門分野の論文を独力で読むため」の基礎的な読解力を習得する

受講要件 中級から上級の日本語学習者

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 （火）予習、復習
（木）事前に前回の授業内容を見直すこと、事後に授業内容を整理すること

講義内容

（火）
１ オリエンテーション、ウォーミングアップ
２ 言葉の定義・分類をする
３ 背景説明、問題提起、方向付けをする
４ データの提示をし、データの説明、解釈を示す
５ 複数のデータを比較し、意見を述べる
６ 全体のまとめと今後の課題を示す
７ 【中間発表】（レジュメを用いた個人発表）
８ 発表フィードバック、序論の構成・質問の方法
９ 本論の構成・質問への回答（補足説明）
１０ 本論の構成・質問への回答（情報の追加）
１１ 本論の構成・質問への回答（反論への回答）
１２ 結論・質問に回答できないときの対処
１３ 【発表準備】各自の発表レジュメ作成
１４ 【発表練習】各自の発表練習
１５ まとめと確認（レジュメを用いた個人発表）
期末試験：期末発表（レジュメを用いた個人発表）

（木）
１．オリエンテーション
２．速読の練習1
３．速読の練習2
４．第10課 論文の全体構成・序論について考え、序論で用いられる表現について学ぶ
５．第11課（論文Ａ） 論文の本論について考え、研究方法で用いられる表現について学ぶ
６．第11課（論文Ｂ） 論文の本論について考え、研究方法で用いられる表現について学ぶ
７．まとめ1
８．第12課（論文Ａ） 論文の本論について考え、結果や考察で用いられる表現について学ぶ
９．第12課（論文Ｂ） 論文の本論について考え、結果や考察で用いられる表現について学ぶ
１０．まとめ2
１１．第13課 論文の結論について考え、結論で用いられる表現について学ぶ
１２．第14課 学習した読解の技術を使って、論文を読む1
１２．第14課 学習した読解の技術を使って、論文を読む2
１４．第14課 学習した読解の技術を使って、論文を読む3
１５．まとめ3

※受講生のレベルによって、内容や進度が変わることがある。

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準 （火）課題提出、中間発表、期末発表 
（木）課題、小テスト、まとめテストにより評価する

教科書等 （火）『アカデミック・スキルを身につける聴解・発表ワークブック』（スリーエーネットワーク）
（木）『大学・大学院留学生の日本語③論文読解編』アルク

担当者プロフィール （火）専門は第二言語習得研究である。
（木）専門分野は地域の日本語教育、読解教材研究である。



授業に関連する実務経
験

備考



科目名 日本語Ⅱ

単位数 2.0

担当者 （火曜日・木曜日）小口悠紀子（こぐち ゆきこ）

履修時期 後期（こうきFall Semester）

履修対象 交換留学生（こうかんりゅうがくせいExchange students）

講義形態 演習

概要 生活に必要な日本語（せいかつに ひつような にほんご Japanese language for living in Japan）

科目の到達目標 基礎的な日本語を理解し、使えるようになる。（きそてきな にほんごを りかいし、つかえるように なる．Can
understand and use familiar everyday expressions and very basic phrases.）

受講要件 外国人学生・入門レベル（にゅうもん れべるBeginner）

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 復習（ふくしゅうreview）

講義内容

（火曜日・かようび）
１ L1 いんしょうてきなじこしょうかいをする①・ひらがな
２ L2 かぞくについてはなす①・ひらがな
３ L3 メニューおねがいします/これ、にくはいってますか①・ひらがな
４ L4 これ、すきですか/すしはちょっと…①・ひらがな
５ L5 REVIEW
６ L6 どこへいきますか/いっしょにいきませんか①・カタカナ
７ L7 いつがいいですか/なんじにあいますか①・カタカナ
８ L8 どうやっていきますか/でんしゃとバスでいきます①・カタカナ
９ L9 こいびとがいますか/こいびとがいましたか①・カタカナ
１０ L10 REVIEW
１１ L11 すてきなふくですね①・かんたんなかんじ
１２ L12 LINEをおしえてください①・かんたんなかんじ
１３ L13 しゃしんをとってもいいですか①・かんたんなかんじ
１４ L14 REVIEW
１５ L15 しけん（examination）

（木曜日・もくようび）
１ L1 いんしょうてきなじこしょうかいをする②・ひらがな
２ L2 かぞくについてはなす②・ひらがな
３ L3 メニューおねがいします/これ、にくはいってますか②・ひらがな
４ L4 これ、すきですか/すしはちょっと…②・ひらがな
５ L5 REVIEW
６ L6 どこへいきますか/いっしょにいきませんか②・カタカナ
７ L7 いつがいいですか/なんじにあいますか②・カタカナ
８ L8 どうやっていきますか/でんしゃとバスでいきます②・カタカナ
９ L9 こいびとがいますか/こいびとがいましたか②・カタカナ
１０ L10 REVIEW
１１ L11 すてきなふくですね②・かんたんなかんじ
１２ L12 LINEをおしえてください②・かんたんなかんじ
１３ L13 しゃしんをとってもいいですか②・かんたんなかんじ
１４ L14 REVIEW
１５ L15 しけん（examination）

※内容（ないよう）は、変（か）えることがあります。

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準 課題（かだいtask）（20%）、宿題（しゅくだいassignment）（20%）、小テスト（しょうてすとquiz）（20%）、試験（しけ
んexamination）（40%）

教科書等 さいしょのクラスでしょうかいします。

担当者プロフィール

こんにちは。小口悠紀子（こぐち ゆきこ）です。
きょうとでうまれました。スポーツ と りょこう と カメラ が すきです。
かんこく、トルコ、マレーシア、フィリピンなどで、にほんご を おしえたことがあります。どうぞよろしくおねがい
します。

授業に関連する実務経
験

備考





科目名 日本語Ⅲ

単位数 2.0

担当者 （火曜日・木曜日）非常勤講師・木村尚子（きむらなおこ）

履修時期 前期

履修対象 外国人学生

講義形態 演習

概要

（火）「聴解」：大学の授業を受ける際に必要とされる「聴く力」のスキルを中心に、「口頭で話す力」、「要約文
を書く力」などを磨く。
（木）「論文作成」：大学におけるレポートや小論文、卒論作成のための基礎知識や設計のしかた、実践を学
習する。

科目の到達目標 火 「聴く力」をはじめ、大学生活で求められる日本語能力を獲得する。
木 大学の授業で必要なレポートや論文が作成できるようになる。

受講要件 主に上級レベルの日本語学習者、または担当教員が認める者

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 予習、復習、課題等

講義内容

（火曜日）
１ オリエンテーション
２ 話しことばの特徴
３ 助詞「は」に注意
４ 事実と感想
５ ポーズ
６ 対比
７ スライドの役割
８ カタカナことば
９ 例と定義づけ
１０ 内容をまとめることば
１１ 抽象的な語彙
１２ 歴史と年代
１３ 調査や実験
１４ つなぎのことば
１５ 事例
期末試験

（木曜日）
１ オリエンテーション
２ 作文の基本（１）
３ 作文の基本（２）
４ 課題の提示
５ 目的の提示
６ 定義と分類
７ 図表の提示
８ 変化の形容
９ 対比と比較
１０ 原因の考察
１１ 列挙
１２ 引用
１３ 同意と反論
１４ 帰結
１５ 結論の提示
期末試験

※内容や進度は変更することがある。

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準 授業参加度・課題・宿題（60%）、期末試験（40%）、欠席は減点する。

教科書等 （火）『留学生のためのアカデミック・ジャパニーズ聴解』ｽﾘｰｴｰﾈｯﾄﾜｰｸ
（木）ｱｶﾃﾞﾐｯｸ･ｼﾞｬﾊﾟﾆｰｽﾞ研究会編『留学生の日本語④論文作成編』ｱﾙｸ

担当者プロフィール 専門は、近現代日本を中心としたジェンダー史、ジェンダー研究。

授業に関連する実務経
験

備考





科目名 日本語Ⅲ

単位数 2.0

担当者 火曜日（かようびTuesday）非常勤講師・伊藤賀与子（いとうかよこMs.Ito）
木曜日（もくようびThursday）非常勤講師・吉本由美（よしもとゆみMs.Yoshimoto）

履修時期 前期（ぜんきspring-semester）

履修対象 留学生（りゅうがくせいinternational students）

講義形態 演習

概要 生活に必要な日本語（せいかつにひつようなにほんごsurvival Japanese for living in Japan）

科目の到達目標

（火）基礎的な文法知識を運用することができます。（Can use basic grammar knowledge of Japanese
necessary in daily life.）
（木）身近で日常の事柄についての情報交換に応ずることができます。（Can communicate in simple routine
tasks requiring a simple and direct exchange of information on familiar and routine matters.）

受講要件 初中級レベル（しょちゅうきゅうれべるbasic level）

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 予習（よしゅうpreparation）、復習（ふくしゅうreview）

講義内容

（火）
1 第18課 〈じしょ形〉ことができます
2 第18課 しゅみは〈じしょ形〉ことです／〈じしょ形〉まえに、～
3 第19課 〈た形〉ことが あります／〈た形〉り、〈た形〉りします
4 第19課 〈い形容詞（～い）〉くなります・〈な形容詞〉〈名詞〉になります
5 第20課 普通体 動詞文／い形容詞文／な形容詞文
6 第20課 普通体 後続句を用いた文
7 第21課 〈普通形〉と思います（推量／意見）
8 第21課 「文」／〈普通形〉と言います／〈普通形〉でしょう？
9 第22課 小テスト（しょうテストquiz）／連体修飾１
10 第22課 連体修飾２
11 第23課 ～とき、～／〈じしょ形〉と、～
12 第24課 ～をくれます／〈て形〉もらいます・くれます・あげます
13 第25課 〈普通形過去〉ら、～（仮定条件）／（た形）ら、～（確定条件）
14 第25課 〈動詞て形〉も、～／（い形容詞）くても、～
〈な形容詞〉でも、～／〈名詞〉でも、～（逆説の仮定条件）
15 まとめ（Review）
期末テスト（Final exam）

（木）
１ 第11課 ピクニックにもっていくものについて話します
２ 第11課 ピクニックにだれがなにをもっていくかメモを書きます
３ 第12課 ともだちに食べ物をすすめます／すすめにこたえます
４ 第13課 でむかえのために、しゅっちょうで来るひとや来る日について話します
５ 第13課 しゅっちょうのスケジュールを読みます
６ 第14課 オフィスのものをつかってもいいか聞きます
７ 第14課 かいがいしゅっちょうからかえるときにもらった、オフィスのひとからのメッセージを読みます
８ 第15課 ともだちにからだのぐあいを聞きます／こたえます
９ 第15課 かんたんなたいそうのしかたを聞きます／言います
１０ 第16課 けんこうのためにしていることをかんたんに話します
１１ 第16課 けんこうについてのかんたんなアンケートを読んでこたえます
１２ 第17課 じぶんのもちものについて、いつ、だれに、もらったかなどをかんたんに話します
１３ 第17課 じぶんのくにのプレゼントのしゅうかんについてかんたんに話します
１４ 第18課 ともだちのおいわいをなんにするか話します
１５ まとめ

※学生（がくせい）のレベルによって、変（か）わることがあります。

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準 （火）課題（かだい assignment）、小テスト（しょうてすと quiz）、期末テスト（examination）
（木）課題（かだいassignments）、小テスト（しょうてすとquizzes）、まとめテスト（examinations）

教科書等
（火）『みんなの日本語 初級Ⅰ第2版 本冊』『みんなの日本語 初級Ⅰ第2版 翻訳・文法解説 各国語版』（ス
リーエーネットワーク）
（木）『まるごと 日本のことばと文化』初級1A2＜かつどう＞三修社

担当者プロフィール
（火）専門は第二言語習得研究です。（My specialty is second language acquisition research.）
（木）専門は地域の日本語教育です。（My specialty is Japanese education in local community.）

授業に関連する実務経



験

備考



科目名 日本語Ⅳ

単位数 2.0

担当者 （火曜日・木曜日）非常勤講師・木村尚子（きむらなおこ）

履修時期 後期

履修対象 外国人学生

講義形態 演習

概要

（火）「上級文法」：「話し手の気持ちを表す表現」（モダリティ）で使用する文法を中心に、上級文法の詳しい用
法や使い分けを学習する。
（木）「日本文化」：日本の著名な評論や小説を素材に、「聴く」「読む」「書く」「話す」など総合的な日本語能力
を向上させる。

科目の到達目標 火 大学の講義や社会で必要な上級文法の運用ができる。
木 日本文化について学び理解を深めるとともに、高い日本語能力を得る。

受講要件 主に上級レベルの日本語学習者、または担当教員が認める者

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 予習、復習、課題等

講義内容

（火曜日）
１ オリエンテーション
２ 助詞
３ 複合格助詞
４ ボイス
５ テンス・アスペクト
６ モダリティ・断定を避ける
７ 否定
８ 想像して述べる
９ 様子を述べる
１０ 意思
１１ 義務・必要
１２ 可能・不可能
１３ 一般的な終助詞の意味と機能
１４ 周辺的な終助詞の意味と機能
１５ 全体のまとめ
期末試験

（木曜日）
１ オリエンテーション
２ クイズ
３ エッセイ
４ 敬語
５ 習慣
６ 科学についての記述
７ 社会的事件と法
８ 書くこと
９ 建築についての記述
１０ 小説１
１１ 小説２
１２ 俳句・川柳
１３ 古文
１４ 評論１
１５ 評論２
期末試験

※内容や進度は変更することがある。

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準 授業参加度・課題・宿題（60%）、期末試験（40%）、欠席は減点する。

教科書等 （火）中西久実子ほか著『日本語文法演習』ｽﾘｰｴｰﾈｯﾄﾜｰｸ
（木）京都日本語教育センター編『日本文化を読む』ｱﾙｸ

担当者プロフィール 専門は、近現代日本を中心としたジェンダー史、ジェンダー研究。

授業に関連する実務経
験



備考



科目名 日本語Ⅳ

単位数 2.0

担当者 火曜日（かようびTuesday）非常勤講師・伊藤賀与子（いとうかよこMs.Ito）
木曜日（もくようびThursday）非常勤講師・吉本由美（よしもとゆみMs.Yoshimoto）

履修時期 後期（こうきfall-semester）

履修対象 留学生（りゅうがくせいinternational students）

講義形態 演習

概要 生活に必要な日本語（せいかつにひつようなにほんごsurvival Japanese for living in Japan）

科目の到達目標

（火）基礎的な文法知識を運用することができます。（Can use basic grammar knowledge of Japanese
necessary in daily life.）
（木）身近で日常の事柄についての情報交換に応ずることができます。（Can communicate in simple routine
tasks requiring a simple and direct exchange of information on familiar and routine matters）

受講要件 初中級レベル（しょちゅうきゅうれべるbasic level）

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 予習（よしゅうpreparation）、復習（ふくしゅうreview）

講義内容

（火）
1 だい9か すききらい、じょうずへた、わかる、ある
2 だい9か ～から、～
3 だい10か ～に～があります／います
4 だい11か すうりょう、にんずう、じかん、きかん
5 だい12か かこのできごと、けいけんについてかんたんなかんそうや
いんしょうを言います
6 だい12か みぢかなことについて かんたんな ひかくをします
7 だい13か ほしいもの、したいこと／いどうの もくてき
8 だい14か かんたんなしじ、いらい、すすめ、もうしでをします
9 だい14か いま、なにをしているか
10 小テスト（しょうテストquiz）／だい15か きょか・きんし
11 だい15か かぞくやしごとなど、みぢかなわだい
12 だい16か にちじょうせいかつのこうどうをはなします。／せつめい
13 だい17か きそく、きんしじこう
14 だい17か しなければならないこと、するひつようがないこと
15 まとめ
期末テスト（Final exam）

※学生（がくせい）のレベルによって、変（か）わることがあります。

（木）
１ だい1か かぞくやじぶんがどこにすんでいるか、なにをしているかかんたんに話します
２ だい2か しゅみについて話します
３ だい2か じこしょうかいのみじかいコメントを読みます
４ だい3か きせつのへんかについてかんたんに話します
５ だい4か てんきについて話してあいさつをします
６ だい5か ちずを見ながら、じぶんのまちのおすすめのばしょ／ちいきについてともだちに言います
７ だい6か ちかくのばしょへの行きかたを言います
８ だい7か ともだちとまちあわせのじかんとばしょについて話します
９ だい7か まちあわせにおくれるというEメールを読みます
１０ だい8か おすすめのばしょにともだちをさそいます／さそいにこたえます
１１ だい9か いつ、なにごをべんきょうしたか話します
１２ だい9か いままでにべんきょうしたがいこくごについて話します
１３ だい10か がいこくのぶんかとじぶんとのかかわりについて話します
１４ だい10か イベントのプログラムを読みます
１５ まとめ

※学生（がくせい）のレベルによって、変（か）わることがあります。

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準 （火）課題（かだい assignment）、小テスト（しょうてすと quiz）、期末テスト（きまつてすと examination）
（木）課題（かだいassignment）、小テスト（しょうてすとquiz）、まとめテスト（examination）

教科書等
（火）『みんなの日本語初級Ⅰ第２版本冊』『みんなの日本語初級Ⅰ 翻訳・文法解説 各国語版』（スリーエー
ネットワーク）
（木）『まるごと 日本のことばと文化』初級1A2＜かつどう＞三修社

担当者プロフィール （火）専門は第二言語習得研究です。（My specialty is second language acquisition research.）
（木）専門は地域の日本語教育です。（My specialty is Japanese education in local community.）

授業に関連する実務経



験

備考



科目名 スペイン語Ⅰ

単位数 2.0

担当者 国際学部 准教授 吉江 貴文

履修時期 前期

履修対象 1年次以上

講義形態 講義

概要 スペイン語を初めて学ぶ人を対象として、1年間でスペイン語の基礎（発音・文法・語彙・会話）を身につける。

科目の到達目標
「スペイン語Ⅰ」では、文字と発音からはじめて、現在時制によるスペイン語表現ができるまでを目標に進め
る。授業は、基本となる文法と語彙の習得に重点をおき、適宜、基本文型を応用しての会話練習も取り入れ
る。

受講要件 1年間かけてスペイン語の基礎を学ぶので、前後期通年での受講が望ましい。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 各課の内容にあわせた必須単語の予習、授業内容に即した学習課題の提出、動画・CDリソースを用いた学
習内容の復習などを継続的に行うこと。

講義内容

『動く！ スペイン語』

・教科書の内容に沿って、5回の授業で1課を終えるペースで進む。また、各課の最終回には小テストを行う。

1. イントロダクション ① ･･･ スペイン語の文字
2．イントロダクション ② ･･･ スペイン語の発音とアクセント 
3. ホテルに泊まる ① ･･･ 《私は～です》の表現
4. ホテルに泊まる ② ･･･ スペイン語の主語の表し方
5. 入学手続 ① ･･･ 《ごきげんいかがですか？》
6．入学手続 ② ･･･ 名詞と形容詞
7. 自己紹介 ① ･･･ 《スペイン語を話しますか?》
8. 自己紹介 ② ･･･ 基本動詞の活用
9．学校での会話 ① ･･･ 《何時ですか?》
10．学校での会話 ② ･･･ 不規則動詞の用法
11. 友人との会話 ① ･･･ 《サッカーは好きですか?》
12. 友人との会話 ② ･･･ いろいろな不規則動詞
13. サッカーのテレビ観戦 ① ･･･ 《私たちのチームの方が強い》
14. サッカーのテレビ観戦 ② ･･･ 比較の表現
15. まとめ

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準

〈成績評価〉
・平常点(60％)、期末試験（40％）の割合でポイント化（合計で100％）し、総合評価によって成績を
算定する。
・単位取得の最低ラインは全ポイントの60％以上。

教科書等

・教科書
福嶌教隆 『Español Dinámico 動く! スペイン語 新正書法改訂版』 朝日出版社。

・その他の参考書・辞書等については、講義のなかで適宜説明する。

担当者プロフィール

専門領域は歴史人類学（ラテンアメリカ、スペイン）、文書研究。

1993年より、ボリビア、ペルー、スペインを中心にフィールド研究を行っている。現在の研究テーマは『近代ヒ
スパニック世界における文書ネットワークの成立と展開』。

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 スペイン語Ⅱ

単位数 2.0

担当者 国際学部 准教授 吉江 貴文

履修時期 後期

履修対象 1年次以上

講義形態 講義

概要
スペイン語をはじめて学ぶ人を対象に、1年間でスペイン語の基礎を身につける。「スペイン語Ⅱ」では、日常
会話の基本となる疑問文の作り方や、過去、未来など、さまざまな時制を取り入れた表現の方法を中心にト
レーニングを続ける。

科目の到達目標
「スペイン語Ⅱ」では、スペイン語Ⅰで覚えた基礎をベースに、過去形や完了形など、時制表現のバリエーショ
ンを増やす。また、天候の表し方や時間の聞き方、買い物で用いる表現など、日常生活に必要な実践的会話
を練習する。

受講要件 1年間を通してスペイン語の基礎を学ぶので、前後期通年での受講が望ましい。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 各課の進行に合わせた必須単語の予習、各回の授業内容に合わせた学習課題の提出、動画・CDリソースを
用いた学習事項の復習などを継続的に行うこと。

講義内容

『動く！ スペイン語』

・教科書の内容に沿って、5回の授業で1課を終えるペースで進む。また、各課の最終回には小テストを行う。

1. 過去のことを語る ① ･･･ 《私は翻訳者になろうとしました》
2．過去のことを語る ② ･･･ 点過去形のはたらき 
3. もう一つの過去形 ① ･･･ 《私が子供の頃･･･》
4. もう一つの過去形 ② ･･･ 線過去形のはたらき
5. メールを送る ① ･･･ 《何をしているの？》
6．メールを送る ② ･･･ 現在分詞のはたらき
7. 誕生日パーティー ① ･･･ 《そこに座らない?》
8. 誕生日パーティー ② ･･･ 再帰動詞のはたらき
9．市内観光 ① ･･･ 《こっちに来て》
10．市内観光 ② ･･･ 命令法を用いた表現
11. 友人との会話 ① ･･･ 《サッカーは好きですか?》
12. 友人との会話 ② ･･･ いろいろな不規則動詞
13. テストの日 ① ･･･ 《テストに受かりますように》
14. テストの日 ② ･･･ 接続法のはたらき
15. まとめ

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準
〈成績評価〉
・平常点(60％)、期末試験（40％）を総合し、ポイント化（合計で100％）。
・単位取得の最低ラインは全ポイントの60％以上。

教科書等

・教科書
福嶌教隆 『Español Dinámico 動く! スペイン語 新正書法改訂版』 朝日出版社。

・その他の参考書・辞書等については、講義の中で適宜説明する。

担当者プロフィール

専門領域は歴史人類学（ラテンアメリカ、スペイン）、文書研究。

1993年より、ボリビア、ペルー、スペインを中心にフィールド調査を行っている。現在の研究テーマは『近代ヒ
スパニック世界における文書ネットワークの成立と展開』。

授業に関連する実務経
験

備考



科目名 スペイン語Ⅲ

単位数 2.0

担当者 非常勤講師 川西 進

履修時期 前期

履修対象 2年次以上

講義形態 演習

概要
スペイン語の文法の基礎を学習した人を対象とします。日常生活で想定される様々な場面を設定することで、
既習の文法知識を演習しながら、新しい文法事項を勉強します。適宜、ビデオや音楽などを用いて、生きたス
ペイン語に触れられるようにします。

科目の到達目標

読む：日記のような平易でまとまった文章を読みこなせる。
書く：自分を中心にした現在・過去・未来の出来事を正確に書ける。
聞く：動詞の活用を聞き分け、既習単語を聞き取れる。
話す：動詞の活用を念頭に、簡単な質問に答えられ、欲求を表現できる。

受講要件 スペイン語Ⅰ、Ⅱの単位取得者または担当教員の認める者。
前後期通年での受講が望ましい。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修
授業始めに毎回行われる小テストに備える。
毎回出される宿題を提出する。
発音習得のため、教科書付属の音声アプリを聞き、声を出してスペイン語の予習・復習をする。

講義内容

教科書の各課（以下の内容）を4回の授業で進めていきます。
1. 自己紹介（疑問詞、命令形等）
2. 家族、昔の話し（関係詞、過去形）
3. 昔と今（線過去と点過去、頻度）
4. レジャー（現在分詞、時の表現）
5. 天候、旅行（目的語）
6. スペイン語圏の国々（現在完了、過去完了）
7. 将来の計画（未来形、接続法）
この他にスペイン語学習のモチベーションを上げるための補足学習を行います。

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準 平常点(授業への積極的参加度、宿題提出、小テスト)、及び中間と期末試験を総合的に評価する 。
平常点70％ 中間・期末試験30％

教科書等 「Muy bien 2」朝日出版社

担当者プロフィール スペイン語・ポルトガル語翻訳・通訳者

授業に関連する実務経
験

実務経験：2005年～現在 フリーランスでスペイン語の翻訳及び通訳業務に従事

備考 遅刻、欠席をせずに、積極的に授業に参加すること。



科目名 スペイン語Ⅳ

単位数 2.0

担当者 非常勤講師 川西 進

履修時期 後期

履修対象 2年次以上

講義形態 演習

概要
スペイン語の文法の基礎を学習した人を対象とします。日常生活で想定される様々な場面を設定し、新しい
文法事項を勉強します。適宜、スペイン語圏の番組などを用いて、生きたスペイン語に触れられるようにしま
す。

科目の到達目標

読む：記事や紹介文などの平易でまとまった文章を読みこなせる。
書く：既習時制等を使い複文を正確に書ける。
聞く：ショートアニメの内容を聞き取れる。
話す：動詞の活用を念頭に、他人に依頼や第三者へ伝言ができる。

受講要件 スペイン語Ⅰ、Ⅱ、Ⅲの単位取得者または担当教員の認める者。
前後期通年での受講が望ましい。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 毎回出される宿題を提出する。
発音習得のため、教科書付属のCDを聞き、声を出してスペイン語の予習・復習をする。

講義内容

教科書の各課（以下の内容）を6回の授業で進めていきます。
1. 招待（感嘆文、過去未来形） 
2. 願望、依頼（否定命令形、無人称）
3. 社会問題（接続法と直接法） 
4. スポーツ（接続法過去）
5. お別れ（品詞） 

別途、スペイン語の番組を視聴覚教材として使用します。

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準 平常点(授業への積極的参加度、宿題提出、小テスト)、及び中間と期末試験を総合的に評価する 。
平常点70％ 中間・期末試験30％

教科書等 「Muy bien 2」朝日出版社

担当者プロフィール スペイン語・ポルトガル語翻訳・通訳者

授業に関連する実務経
験

実務経験：2005年～現在 フリーランスでスペイン語の翻訳及び通訳業務に従事

備考 遅刻、欠席をせずに、積極的に授業に参加すること。



科目名 教育経営学

単位数 2.0

担当者 非常勤講師 赤星晋作

履修時期 前期

履修対象 3年

講義形態 講義

概要

教育について、制度及び経営という側面から考察していく。最初に、わが国の学校教育制度を説明する。そし
て、教育関連法規を中心にして、教育の目的、個々の学校の目的と目標を探り、経営組織体として学校の組
織と運営をみていく。そこでの教育活動や教職員の職務等にも触れる。最後に、これからの教育経営（学校
経営）の在り方を学校と地域の連携という観点から考えていく。

科目の到達目標 学校を経営という観点から総合的・多面的に理解する。

受講要件 教職科目であるが、国際学部の専門科目（公共政策NPOプログラム）である。学校教育に関心のある者が受
講することが望ましい。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 授業の最後に「次時の予告」をする。よって、次回の授業には、そのテーマに関連する文献講読やテキスト講
読等必ず予習をし、予備知識を持って授業に臨む。

講義内容

以下の15テーマを中心に講義を進める。
①教育経営学の授業の内容と方法
②学校・教師の登場
③学校制度の成立
④わが国の学校制度
⑤アメリカの学校制度
⑥教育の目的と目標（Ⅰ）ー教育基本法ー
⑦教育の目的と目標（Ⅱ）ー学校教育法ー
⑧教育の内容と方法
⑨学校の組織と運営（Ⅰ）ー教職員の身分と待遇ー
⑩学校の組織と運営（Ⅱ）ー校長、教頭等ー
⑪学校の組織と運営（Ⅲ）ー校務分掌、職員会議等ー
⑫学校と地域の連携（Ⅰ）ーその背景ー
⑬学校と地域の連携（Ⅱ）ー学校評価等ー
⑭学校と地域の連携（Ⅲ）ー生涯学習と学校ー
⑮総括

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準
全授業の3分の2以上出席しなければならない。
評価は、レポート又は筆記試験(80%)、受講票・授業参加度(20%)により総合的に行う。評価基準は本科目の
到達目標を基準にする。

教科書等 赤星晋作編著『教職概論 改訂新版』学文社、2019年

担当者プロフィール

教育経営、教師教育、アメリカの学校教育等の研究をしている。
主な著書として『アメリカ教師教育の展開～教師の資質向上をめぐる諸改革』（単著）、『生徒非行と学校・教
師～教育学的観点からの考察～』（単著）、『学校・地域・大学のパートナーシップ－ウェスト・フィラデルフィア
改善組織（WEPIC）の事例研究』（単著）、『地方分権下における自律的学校経営の構築に関する総合的研
究』（共著）、『アメリカ教育の諸相ー２００１年以降ー』（単著）、『新教職概論 改訂新版』（編著）等がある。

授業に関連する実務経
験

実務経験：1980年4月〜1985年3月熊本県公立小・中学校教諭として勤務

備考 【教職】教職に関する科目



科目名 道徳教育論

単位数 2.0

担当者 非常勤講師 白石 崇人

履修時期 後期

履修対象 ２年次生（全学部）

講義形態 講義

概要
道徳教育とは何か。すべての学校教員は、道徳教育にかかわらなくてはならない。道徳教育の理論・制度・
歴史・方法などを学ぶことにより、道徳教育を担当する教員としてのあり方を考察する。授業形態は講義だ
が、適宜、グループワークも取り入れる。中学校の「特別の教科道徳」を中心に取り扱う。

科目の到達目標
①道徳教育の意味について、目的・理論・制度・歴史・方法などを参考にしながら、理由・根拠に基づいて自
分の考えを述べる。
②中学校道徳科の学習指導案を作成できるようになる。

受講要件 教職科目「教育原理」を履修したうえで受講するのが望ましい。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修
① 毎回、事前に講義用ＨＰを確認して、示されている課題を行う。
② 毎回の授業後、授業で学んだことを整理・振り返って、自分が道徳教育の授業をするとすれば、どのような
授業をしたいか構想を練る。

講義内容

第１回 道徳とは何か？
第２回 道徳教育は何を目指すか？
第３回 「道徳科」と「修身科」との違いは？
第４回 「学校の教育活動全体における道徳教育」とは何か？
第５回 学校の教育活動全体の中で道徳教育を計画するには？
第６回 発達に応じた道徳教育とは？
第７回 道徳教育では何をどう教えるか？
第８回 道徳科の授業はどのように展開させるか？
第９回 道徳教育をどう評価するか？
第10回 生命尊重の精神をどのように育てるか？
第11章 ルールとは何か？
第12章 いじめとは何か？
第13章 情報モラルをどのように育てるか？
第14章 道徳教育はどう授業するか？
第15章 道徳教育とは何か？

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準
次の配分で評価する。
小テスト（20%）、小レポート（20%）、指導案（40%）、授業態度(20%)
※評価規準は、特に、理由・根拠および自分なりの考えの質に基づきます。

教科書等

白石崇人『資料から考える道徳教育』広島文教女子大学、2017年。
※第１回に示す講義用ＨＰでダウンロードすることになります。
文部科学省「中学校学習指導要領」
文部科学省「中学校学習指導要領解説・特別の教科道徳編」

担当者プロフィール 広島文教大学所属。これまでも、中学校教諭・栄養教諭志望者に道徳教育を教えてきました。
専門は、教育学、日本教育史、教師・保育者論です。

授業に関連する実務経
験

備考

【教職】中一種

※高校免許については選択科目。
・受講生は、最後に授業指導案を作成します。どのような道徳教育の授業をしたいか、構想を練っておいてく
ださい。この構想は、授業を理解する基本的な土台にもなりますので、学期始めから考え始めておきましょ
う。
・期末試験を行わない代わりにその都度課題を出します。毎回小テストを行うので出席してください。



科目名 教師論

単位数 2.0

担当者 国際学部 教授 卜部匡司

履修時期 後期

履修対象 1年（全学部）

講義形態 講義

概要

この講義は、教育職員免許法施行規則で定められた「教育の基礎的理解に関する科目」のうち「教職の意義
及び教員の役割・職務内容（チーム学校運営への対応を含む）」に関するものである。講義を通して、教職の
意義や教員の役割、教員の服務や職務の内容をはじめ、教員養成の歴史的変遷、教育改革に伴う教員養
成・研修の課題、チーム学校運営への対応などについての理解を深める。

科目の到達目標 教員の職務内容や採用状況、現代の教員が抱える問題などの考察を通して、教職で求められる基本的な資
質を養うとともに、教職に就くための覚悟を決めてもらう。

受講要件 教職課程の履修を希望する学生

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 将来どのような教師になりたいかを自分で常に考えながら、教職に関する文献を読む。また教員養成制度改
革に関連するニュースや中央教育審議会答申などを読み、改革動向を理解する。

講義内容

第１回：教職の意義
第２回：教師像・教師モデル
第３回：教員養成の歴史
第４回：教員の任用と服務
第５回：教師の役割と仕事
第６回：管理職・主任の役割
第７回：教師の職場環境
第８回：教師の資質向上と研修
第９回：教育実習の意義と心得
第１０回：教職への進路選択と教員採用
第１１回：教師としての生涯
第１２回：教師の専門職性
第１３回：教師の同僚性とチーム学校運営
第１４回：教育改革の中の教師
第１５回：教師になるための覚悟

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準

成績評価は、次の方法で行う。
①期末レポート（85％）
②講義中に課す諸課題（15％）
※規定の出席回数を満たさない場合、受講態度が悪い場合には、定期試験の受験資格を失う場合がある。

教科書等 教科書は使用せず、随時プリントを配布する。参考書については、『新教職概論（改訂版）』（赤星晋作編著、
学文社）を勧めるとともに、随時必要に応じて紹介する。

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

備考 【教育職員免許状受領資格取得関係科目】



科目名 教育心理学

単位数 2.0

担当者 国際学部准教授 今江 秀和
非常勤講師 丸山 愛子

履修時期 後期

履修対象 2年生

講義形態 講義

概要

教育心理学の主要なトピックに関する基礎的な知識を概説します。また、教育心理学の研究手法を紹介しま
す。映像教材なども含めながら、「発達」、「学び」、「適応」を主要な課題として、それらに関連する研究紹介を
行います。自分や社会の諸問題および先行研究から得られる知識を日々の生活においてどのように生かせ
るか、についてともに考えます。「他者を支援」するだけでなく、いかに「自己を支援するか」についても解説し
ます。「教育」という領域に限定されないで、生涯の日常生活において有効に活用できる授業内容を目指しま
す。

科目の到達目標
生徒の心身の発達の過程および各発達段階の特徴について、基礎的な知識を身につける。また、生徒の学
習に関する基礎的な知識、発達を踏まえた学習を支える指導についての基礎的な考え方を理解する。以
上2点が講義のねらいです。

受講要件 出された課題(宿題)は提出すること。授業範囲の教科書を読み、予習をすること。
グループ討議の際、積極的に参加して取り組むこと。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 授業範囲の教科書を読んで予習をしてきてください。グループ討議の際には、積極的に参加して取り組んでく
ださい。新たな自分を発見しましょう。

講義内容

第 1回(丸山)：オリエンテーション
教育心理学の考え方、子どもの心身の発達と学習、子どもの学びと適応を支える教師
第 2回(丸山)：教師とは、第12章 教師の成長
教師の役割、教える、動機づける、集団の育成、子どもと自分の適応へのケア
第 3回(丸山)：第1章 教育心理学：学びと適応を支える
乳幼児期から青年期の各時期における運動発達・言語発達・認知発達・社会性の発達
多様なアプローチから（成熟論的・行動主義的・構成主義的・認知心理学的・社会主義的）
第 4回(丸山)：第2章 乳幼児期から青年期までの学びの場とその移行
家庭・保育所・幼稚園・小学校・中学校・高等学校・大学における心身の発達と学び
第 5回(丸山)：第3章 学びの理解① 乳幼児期から青年期までの心身の発達
子どもの認知発達、子どもの社会性の発達
第 6回(丸山)：第3章 学びの理解② 乳幼児期から青年期までの心身の発達と学びの意欲
主体的学習を支える動機づけ(内発的・外発的動機づけ)、原因帰属、学習された無力感
第 7回(丸山)：第4章学びの理解 乳幼児期から青年期までの心身の発達と学びのしくみ
乳幼児期から青年期の記憶、メタ認知、学習スキル、主体的な学びを支える自己制御学習
第 8回(丸山)：第5章 学びの理解③ 子どもの概念発達（言語獲得・数の理解）と学びの諸相
読み書きの発達、文字の獲得、文章理解、係数、初期算数、バグ分析、既有知識と理解
第 9回(丸山)：第3,6,11章 学びの支援① 子どもの心身の発達への外的要因および内的要因の相互作用
学習形態、授業づくり、学びの体系化、カリキュラム開発と評価、学習目標と評価
第10回(丸山)：第7章 学びの支援② 子どもの主体的な学びを支える指導
発見学習、有意味受容学習、仮説実験授業、協同学習、プロジェクト学習など
第11回(丸山)：第8章 学びの支援③ 集団と個に応じた学びへの支援、子どもの発達と学びの総論
プログラム学習、完全習得学習、習熟度別学習、小集団学習、ティーム・ティーチング
第12回(今江)：第9章 適応の理解と支援①
乳時期、幼児期における発達課題と適応
第13回(今江)：第9章 適応の理解と支援②
児童期、青年期における発達課題と適応
第14回(今江)：第10章 適応の理解と支援③
いじめ、不登校、非行の理解と対応
第15回(今江)：第10章 適応の理解と支援④
発達障害、精神疾患の理解と対応

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準

それぞれの講師が50点満点で評価し、それらを合計したものを成績とします。
それぞれの講師は、最終レポート課題(50％)、毎回の課題および提出物(50％)によって総合的に評価しま
す。
それぞれの講師の授業について、2/3の出席が必要です。

教科書等

教科書：やわらかアカデミズム・〈わかる〉シリーズ よくわかる教育心理学
著者 中澤潤[千葉大学]編 ISBN:978-4-05194-5
価格 2500円 出版社 ミネルヴァ書房（2008年初版、2011年第5版）

参考書・参考資料等：適宜紹介します。

（今江）臨床心理学が専門です。保健管理室のカウンセラーもしています。
（丸山）発達心理学、教育心理学が専門です。特に、「人が社会や他者に適応することについて」、「自分をい



担当者プロフィール
かにコントロールするか」、「絵本の効果」などについて研究してきました。皆さんが考えること、議論すること
を楽しいと実感できる「参加型」の集中講義にします。一方向でなく、お互いに授けあう「授業」にしましょう。

授業に関連する実務経
験

今江については、臨床心理士として心理療法、カウンセリングの実務を行い、心の問題の解決、改善の支援
を行ってきている。スクールカウンセラーとして小中学校に勤務してきた経験や、適応指導教室のカウンセ
ラーとして勤務した経験もある。

備考 【教育職員免許状受領資格取得関係科目】



科目名 教科教育法（英語）Ａ

単位数 2.0

担当者 国際学部 教授 横山 知幸

履修時期 前期

履修対象 ２年

講義形態 講義

概要

授業形態：講義
先ず、日本における英語教育や学習指導要領の歴史的変遷を概観し、現在の中学校英語教科書がなぜこ
のような姿になっているのかを理解する。そして、そのような教材を用いて授業を行う方法の基礎を学んでい
く。

科目の到達目標 中学校の教科書と学習指導要領を縦軸とし、英語教育の歴史的変遷を横軸としながら、英語の指導に関す
る基本的知識と技能を身につけることを目的とする。

受講要件 特になし。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 配付された資料等は事前に熟読・吟味しておくこと。グループでの発表等の指示があった場合は、事前に十
分準備をして行うこと。授業で学習したことをしっかり復習してから、最終的なレポートをまとめること。

講義内容

第１回：教授法を中心とした欧米における古典語・近代語教育史の概略
第２回：教授法を中心とした日本における英語教育史の概略
第３回：日本の英語教科書と学習指導要領の変遷（主として中学校レベル）
第４回：中学校英語教科書における「発音／文字」指導の分析
第５回：中学校英語教科書における「語彙／辞書」指導の分析
第６回：中学校英語教科書における「文法」指導の分析
第７回：中学校英語教科書における「リスニング」指導の分析
第８回：中学校英語教科書における「リーディング」指導の分析
第９回：中学校英語教科書における「スピーキング」指導の分析
第10回：中学校英語教科書における「ライティング」指導の分析
第11回：中学校英語教科書における「異文化理解」指導の分析
第12回：「英語でのインタラクション」と「ティーム・ティーチング」の考え方
第13回：「発音／文字／語彙／文法」を中心とした模擬授業
第14回：「リスニング／スピーキング」を中心とした模擬授業
第15回：「リーディング／ライティング／異文化理解」を中心とした模擬授業

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 授業中の各種活動の成果（30%）とレポート（70%）によって評価する。

教科書等

教科書：NEW HORIZON English Course 1, 2, 3.（東京書籍）
中学校学習指導要領（平成29年3月告示 文部科学省）
中学校学習指導要領（平成21年3月告示 文部科学省）
［NEW HORIZONに関しては、授業開始後、横山の指示に従って各自で注文すること］
参考書・参考資料等に関しては、必要に応じて授業中に指示する。

担当者プロフィール
もともと日本人はどのように英語を読んで理解するのかを研究してきた。その中で、初歩の英文和訳から一
般の翻訳までの「広い意味での翻訳」が見せてくれる多彩な魅力に引き付けられ、現在のような授業を担当
するようになっている。

授業に関連する実務経
験

備考 【教職】中一種（英語）



科目名 教科教育法（美術）Ａ

単位数 2.0

担当者 非常勤講師 三根 和浪

履修時期 前期

履修対象 2年次

講義形態 講義

概要 美術の教育における理論的理解と教育実践的理解を通して，教員や指導者に必要な基礎・基本の能力や技
能を習得する。

科目の到達目標

人間の根元的欲求としての表現や鑑賞の意味，学習における内発的動機，美術教育を支えてきた諸思想，
造形表現の発達などについての基礎知識の習得を踏まえ，美術の教育についての理論的理解をすると共
に，これに関連した熟達教員やゲストティーチャーの授業実践をVTR視聴することによって優れた授業のイ
メージを持つなどして，教育実践的理解をする。

受講要件 教科教育法（美術）ＡIIを合わせて受講することを原則とする。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 シラバスに記された内容やキーワードに関する事前学修を実施すると共に、授業後には学修した内容をノー
トに整理したり発展的に関連事項を調べたりする。

講義内容

第１回：ガイダンス，私たちが受けてきた美術教育の姿
第２回：人間にとっての自己表現の意味と方法～洞窟壁画から考える
第３回：人間にとっての鑑賞の意味と方法～美術作品と映像メディア表現から考える
第４回：人間にとっての視覚リテラシー・造形リテラシーの意味
第５回：自己表現の構造と構成主義的学習観
第６回：生涯学習とキー・コンピテンシー
第７回：内発的動機付け～「北風と太陽」と美術教育
第８回：美術教育を支えてきた思想～ルソー，ペスタロッチー，フレーベル
第９回：美術教育を支えてきた思想～チゼック，リード
第１０回：美術教育を支えてきた思想～ローウェンフェルドの視覚型・非視覚型・中間型
第１１回：美術教育を支えてきた思想～DBAEと鑑賞教育
第１２回：造形表現の発達～児童画の特徴
第１３回：造形表現の発達～児童画の発達研究
第１４回：美術の若い教師
第１５回：美術科教育の今日的課題～我が国の生徒の実態から考える
定期試験

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準 発言内容20％，毎回提出する受講票の内容30％，及び期末に実施する試験（リポート）の成果50％の合計値
に基づき評定する。

教科書等

テキスト
下記は教科教育法（美術）AIIと共通の教科書である。授業で使用するので購入等で必ず入手すること。教科
書を準備しない者は受講できない。その他の必要資料は担当者が用意する。
(1)佐々有生編『図画工作・美術科教育の理論と実践』現代教育社，2000年。
(2)文部科学省『中学校学習指導要領（平成29年告示）解説 美術編』日本文教出版，2018年。
(3)国立教育政策研究所教育課程研究センター『評価規準の作成，評価方法等の工夫改善のための参考資
料【中学校 美術】』教育出版株式会社，2011年。但し，参考資料の新版が発行された場合は新版を使用す
る。

担当者プロフィール

大学院在学中2年間の私立高等学校（非常勤講師），修了後4年間の公立中学校，8年間の国立大学附属小
学校などの現場経験を経て現在大学教員。専門は表現教育論，鑑賞教育論，美術教員の力量形成論。日本
国中を飛び回って優れた授業と教員を見ています。高等学校も中学校も小学校も，そして私立も公立も国立
も経験した者として，また平成29年版学習指導要領の作成に関わった者として、美術教育や学校、教職の魅
力と具体を伝えたいと思っています。

授業に関連する実務経
験

【実務経験】
1983年4月～1985年3月私立高等学校（非常勤講師）
1985年4月～1989年3月広島市立中学校（教諭）
1989年4月～1997年3月国立大学附属小学校（文部教官教諭）

備考

【教職】教職に関する科目 中一種（美術）
中学校美術科教育についての積極的な思考と発言を通して，考えを深めて下さい。遅刻・欠席は受講者自身
の理解が深まらないだけでなく，授業進行上大きな障害になります。将来教壇に立つ者として，責任ある誠実
な態度で受講するよう十分注意して下さい。教科教育法（美術）ＡII，教科教育法（美術）ＢI及び教科教育法
（美術）ＢIIを継続して受講することで教員としての力量を高め，教育実習に備えて下さい。



科目名 教育実習Ⅰ

単位数 3.0

担当者 教授 卜部 匡司、非常勤講師 赤星 晋作

履修時期 通期

履修対象 ４年生（全学部）

講義形態 実習

概要
教育実習の事前・事後指導
各実習校における教育実習 (実際の学校現場で、児童生徒との直接的な関わりを通して教科指導や生徒指
導等を行う）

科目の到達目標 大学で学習した教職関連科目の知識・理論を踏まえ、教科指導や生徒指導等を実践し、省察することができ
る。

受講要件

高校１種免許取得者対象
３年次終了までに以下の条件を満たしておくこと。
教科に関する科目：14単位以上修得（中１種免）、18単位以上修得（中１種免）
教職に関する科目：、実習教科の「教科教育法」を含む16単位以上修得（中１種免）、実習教科の「教科教育
法」を含む12単位以上修得（高１種免）、また「教師論」「教育原理」「人権教育論」をすべて受講（ただし成績
評価が欠席を原因とした「不可」の場合は、受講したとみなされません）。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 大学でこれまで学習した教職関連科目の知識・理論を確実にしておく。

講義内容

各実習校における教育実習
教育実習の事前・事後指導
・ 教育実習の心構え
・ 実習記録の書き方
・ ビデオ教材
・ 先輩の教育実習体験
自己紹介、先輩からのアドバイス、失敗談・困ったこと、教育実習で得たもの、実習期間中の生活等
・教育実習の報告
・教育実習を終えて、「生徒観」「教育観」「教職観」「学校観」等の変化
・教育実習後の課題
・教育実習へ向けての後輩へのアドバイス 等

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 教育実習の実績、および事前事後指導への参加などから、総合的に評価する。
評価基準は、本科目の到達目標を基準にする

教科書等 資料を配布する。

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

備考 【教育職員免許状受領資格取得関係科目】



科目名 教育実習Ⅱ

単位数 2.0

担当者 教授 卜部 匡司、非常勤講師 赤星 晋作

履修時期 通期

履修対象 ４年生（全学部）

講義形態 実習

概要
教育実習の事前・事後指導
各実習校における教育実習（実際の学校現場で、児童生徒との直接的な関わりを通して教科指導や生徒指
導等を行う）

科目の到達目標 大学で学習した教職関連科目の知識・理論を踏まえ、教科指導や生徒指導等を実践し、省察することができ
る。

受講要件

中学校１種免許取得者対象
３年次終了までに以下の条件を満たしておくこと。
教科に関する科目：14単位以上修得（中１種免）、18単位以上修得（中１種免）
教職に関する科目：、実習教科の「教科教育法」を含む16単位以上修得（中１種免）、実習教科の「教科教育
法」を含む12単位以上修得（高１種免）、また「教師論」「教育原理」「人権教育論」をすべて受講（ただし成績
評価が欠席を原因とした「不可」の場合は、受講したとみなされません）。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 大学でこれまで学習した教職関連科目の知識・理論を確実にしておく。

講義内容

各実習校における教育実習
教育実習の事前・事後指導
・ 教育実習の心構え
・ 実習記録の書き方
・ ビデオ教材
・ 先輩の教育実習体験
自己紹介、先輩からのアドバイス、失敗談・困ったこと、教育実習で得たもの、実習期間中の生活等
・教育実習の報告
・教育実習を終えて、「生徒観」「教育観」「教職観」「学校観」等の変化
・教育実習後の課題
・教育実習へ向けての後輩へのアドバイス 等

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 教育実習の実績、および事前事後指導への参加などから、総合的に評価する。
評価基準は、本科目の到達目標を基準にする。

教科書等 資料を配布する。

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

備考 【教育職員免許状受領資格取得関係科目】



科目名 生徒・進路指導論

単位数 2.0

担当者 非常勤講師 米沢 崇

履修時期 前期（集中講義）

履修対象 ２年次

講義形態 講義

概要

本講義では、中学校・高等学校における生徒指導・進路指導（キャリア教育含む）の教育的意義や課題につ
いて理解を深め、生徒指導・進路指導の理論と方法に関する基本的知識を獲得することを目指す。講義にお
いては、中学校・高等学校における生徒指導・進路指導の具体的な事例を取り上げ、講義、グループワーク、
ケースカンファレンス等を実施する。

科目の到達目標

１）生徒指導は、一人一人の児童及び生徒の人格を尊重し、個性の伸長を図りながら、社会的資質や行動力
を高めることを目指して教育活動全体を通じ行われる、学習指導と並ぶ重要な教育活動である。他の教職員
や関係機関と連携しながら組織的に生徒指導を進めていくために必要な知識・技能や素養を身に付ける。
２）進路指導は、児童及び生徒が自ら、将来の進路を選択・計画し、その後の生活によりよく適応し、能力を
伸長するように、教員が組織的・継続的に指導・援助する過程であり、長期的展望に立った人間形成を目指
す教育活動である。それを包含するキャリア教育は、学校で学ぶことと社会との接続を意識し、一人一人の
社会的・職業的自立に向けて必要な基盤となる資質・能力を育むことを目的としている。進路指導・キャリア
教育の視点に立った授業改善や体験活動、評価改善の推進やガイダンスとカウンセリングの充実、それに向
けた学校内外の組織的体制に必要な知識や素養を身に付ける。

受講要件 特になし。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 事前に教科書を読んでおくと、学修が深まる。

講義内容

第１回：生徒指導の教育的意義と課題
第２回：生徒指導に関する基礎理論
第３回：生徒理解（１）：青年期の発達的視点
第４回：生徒理解（２）：アセスメントの実際
第５回：グループワーク（１）：非社会的行動を中心に
第６回：開発的・予防的生徒指導の取り組み（１）：教師と生徒、生徒同士の人間関係を中心に 
第７回：グループワーク（２）：反社会的行動を中心に
第８回：開発的・予防的生徒指導の取り組み（２）：学級づくりを中心に
第９回：開発的・予防的生徒指導の取り組み（３）：家庭・地域と連携した学校づくりを中心に
第１０回：進路指導・キャリア教育の必要性と教育的意義
第１１回：進路指導・キャリア教育に関する基礎理論
第１２回： グループワーク（３）：現代の子どもが抱える進路・キャリアをめぐる問題を中心に
第１３回：中学校における進路指導・キャリア教育の実践例
第１４回：高等学校における進路指導・キャリア教育の実践例
第１５回：まとめと振り返り：これからの生徒指導と進路指導

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 5回以上欠席した場合は成績判定を行わない（不可とする）。各回の授業後に実施する振り返りシート(30%)と
最終レポート(70%)で総合的に判定する。

教科書等 松田文子・高橋超 編著「改訂 生きる力が育つ生徒指導と進路指導」北大路書房、2013年。

担当者プロフィール http://seeds.office.hiroshima-u.ac.jp/profile/ja.6482dd29dbabb976520e17560c007669.html

授業に関連する実務経
験

備考 【教育職員免許状受領資格取得関係科目】



科目名 教育相談論

単位数 2.0

担当者 国際学部准教授 今江 秀和

履修時期 前期

履修対象 ２年（国際学部・情報科学部対象）

講義形態 講義

概要

学校における教育相談の意義と課題、教育相談に関わる心理学の基礎的な知識について概説します。ま
た、教育相談を進める上で必要な基礎知識として、生徒の不適応や問題行動の意味、そうした問題の予防と
対応のために必要なカウンセリングの姿勢と技法についてロールプレイやグループ討議を交えながら体験的
に学んでいきます。さらに教育相談が学校という組織の中で行われるものであること、その中での教育相談
の進め方、連携の意義について解説します。

科目の到達目標
学校における教育相談の意義と理論を理解する。教育相談を進める上で必要な基礎知識、カウンセリングの
基本的姿勢、技法を理解しする。学校組織の中での教育相談の進め方、ポイントについて理解する。以
上3点が講義のねらいです。

受講要件 特になし

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修

グループワークやロールプレイを行うので、積極的な参加し、授業後は体験したことを振り返り、まとめておく
こと。
相談を受けるとき、その人の特徴、もっている問題が影響してきます。スキルの習得だけでなく、自分自身の
あり方についても目を向けてもらえたらと思う。

講義内容

第1回：イントロダクション・教育相談の基礎知識
第2回：カウンセリングの基礎知識
第3回：カウンセリングマインド・聴くスキル
第4回：児童・生徒の問題の理解① 発達段階と発達課題
第5回：児童・生徒の問題の理解② 子どもたちのサイン
第6回：学校における精神医学の基礎知識
第7回：不登校① 不登校の基礎知識
第8回：不登校② 不登校への対応
第9回：いじめ① いじめの基礎知識
第10回：いじめ② いじめへの対応
第11回：発達障害① 発達障害の基礎知識
第12回：発達障害② 発達障害への対応
第13回：その他の児童・生徒の問題
第14回：保護者を対象とした教育相談
第15回：学校組織と教育相談、教員のメンタルヘルス

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 最終レポート55％、毎回の課題への取り組み、提出物45％によって総合的に評価します。

教科書等

教科書は指定しない。
参考書・参考資料等
MINERVA教職講座10学校教育相談 一丸藤太郎・菅野信夫編著 ミネルヴァ書房
ロールプレイで学ぶ 教育相談ワークブック 向後礼子・山本智子著 ミネルヴァ書房
体験型ワークで学ぶ教育相談 大前玲子編著 大阪大学出版会
その他、適宜紹介します。

担当者プロフィール 心と身体の相談センターのカウンセラーもしています。

授業に関連する実務経
験

臨床心理士として心理療法、カウンセリングの実務を行い、心の問題の解決、改善の支援を行ってきている。
スクールカウンセラーとして小中学校に勤務してきた経験や、適応指導教室のカウンセラーとして勤務した経
験もある。

備考 【教育職員免許状受領資格取得関係科目】



科目名 教育相談論

単位数 2.0

担当者 国際学部准教授 今江 秀和

履修時期 前期

履修対象 ２年（芸術学部対象）

講義形態 講義

概要

学校における教育相談の意義と課題、教育相談に関わる心理学の基礎的な知識について概説します。ま
た、教育相談を進める上で必要な基礎知識として、生徒の不適応や問題行動の意味、そうした問題の予防と
対応のために必要なカウンセリングの姿勢と技法についてロールプレイやグループ討議を交えながら体験的
に学んでいきます。さらに教育相談が学校という組織の中で行われるものであること、その中での教育相談
の進め方、連携の意義について解説します。

科目の到達目標
学校における教育相談の意義と理論を理解する。教育相談を進める上で必要な基礎知識、カウンセリングの
基本的姿勢、技法を理解しする。学校組織の中での教育相談の進め方、ポイントについて理解する。以
上3点が講義のねらいです。

受講要件 特になし

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修

グループワークやロールプレイを行うので、積極的な参加し、授業後は体験したことを振り返り、まとめておく
こと。
相談を受けるとき、その人の特徴、もっている問題が影響してきます。スキルの習得だけでなく、自分自身の
あり方についても目を向けてもらえたらと思う。

講義内容

第1回：イントロダクション・教育相談の基礎知識
第2回：カウンセリングの基礎知識
第3回：カウンセリングマインド・聴くスキル
第4回：児童・生徒の問題の理解① 発達段階と発達課題
第5回：児童・生徒の問題の理解② 子どもたちのサイン
第6回：学校における精神医学の基礎知識
第7回：不登校① 不登校の基礎知識
第8回：不登校② 不登校への対応
第9回：いじめ① いじめの基礎知識
第10回：いじめ② いじめへの対応
第11回：発達障害① 発達障害の基礎知識
第12回：発達障害② 発達障害への対応
第13回：その他の児童・生徒の問題
第14回：保護者を対象とした教育相談
第15回：学校組織と教育相談、教員のメンタルヘルス

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 最終レポート55％、毎回の課題への取り組み、提出物45％によって総合的に評価します。

教科書等

教科書は指定しない。
参考書・参考資料等
MINERVA教職講座10学校教育相談 一丸藤太郎・菅野信夫編著 ミネルヴァ書房
ロールプレイで学ぶ 教育相談ワークブック 向後礼子・山本智子著 ミネルヴァ書房
体験型ワークで学ぶ教育相談 大前玲子編著 大阪大学出版会
その他、適宜紹介します。

担当者プロフィール 心と身体の相談センターのカウンセラーもしています。

授業に関連する実務経
験

臨床心理士として心理療法、カウンセリングの実務を行い、心の問題の解決、改善の支援を行ってきている。
スクールカウンセラーとして小中学校に勤務してきた経験や、適応指導教室のカウンセラーとして勤務した経
験もある。

備考 【教育職員免許状受領資格取得関係科目】



科目名 学校インターンシップ

単位数 2.0

担当者 教授 卜部 匡司、非常勤講師 赤星晋作

履修時期 通年

履修対象 ２年

講義形態 実習

概要

実社会において求められるコミュニケーション能力や社会人としての資質を体得する機会を提供する。特に
「学校」という場は、同僚との間だけでなく、児童・生徒との関係の中でこうした能力を身につけることが求めら
れる。これまで受け手であった「学校・教育」を、授け手として見直す経験は、学生の意欲、知識、人格の成長
を促すものとなる。本科目は、実習科目である。

科目の到達目標

①望ましい社会、望ましい環境、そして望ましい学校。次世代にどのような社会を残してあげることができるの
か。そうした関心をもつ学生に、公共政策と地域づくりのあり方について、自分の目で確かめ協働して活動す
る。
②児童・生徒および学校の教職員との関係構築の中で、人間的成長や社会意識の向上を目指す。
③学校の日常的な業務、教育補助、課外活動などを直接体験することを通して、自己の適性を把握し将来の
職業生活へ思いを致すきっかけとする。

受講要件 「教師論」を履修していることが望ましい。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 大学事務局、担当教員、学校現場からの実施要領や諸注意の説明を受け、打ち合わせ等を着実に行うこと。

講義内容

１．オリエンテーションと事前指導
・活動計画書作成
・学校インターンシップの目的、概要、手続き
・守秘義務、学校に入るときの注意事項
・学校の意義、現在の子どもをとりまく環境、大学と学校の連携による地域づくり
２．トータル60時間以上の活動時間（事前・事後指導、授業準備などの諸活動を含む）
＊年度をまたぐ活動は合算しない。（４月～2月の活動をカウント。）
＊複数校でインターンシップを行った場合は合算する。
＊活動は原則として広島市の小、中、高とする。（それ以外のケースが出た場合は別途検討する。）
活動内容：学校業務全般にわたる学校支援活動
「総合的学習における国際理解教育、英語教育」
「授業補助、教材作成、TA」 
「行事補助」「部活」「放課後学習」「生徒相談・進路相談等」
３．活動報告会と事後指導
・活動報告のプレゼンテーション（学校インターンシップに関心のある学生に公開する）
・反省点と意見交換
・アンケート調査
・教員による講評

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 活動日誌、学生の活動報告、学校からの活動報告。
評価基準は、本科目の到達目標を基準にする。

教科書等 資料配布

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

備考 【教育職員免許状受領資格取得関係科目】国際学部・芸術学部



科目名 教職実践演習（中等）Ａ

単位数 2.0

担当者 非常勤講師 赤星晋作

履修時期 後期

履修対象 ４年（※本科目の履修者は、本年度において教育実習の単位を修得している者（見込みの者を含む）
を含む）とする。）

講義形態 演習

概要

これまで学習してきた理論中心の「教職に関する科目」「教科に関する科目」、それらの応用・実践としての
「教育実習」での学びを振り返る。そこで、より具体的な課題、テーマを取り上げ、事例研究、グループ討議等
を実施する。そのために、教育実習等の経験に基づいたケース・メソッドを採用する。そして、教員に求められ
る「使命感や責任感、教育的愛情」「社会性や対人関係能力」「生徒理解や学級経営」「教科の指導力」といっ
た資質能力を有機的に統合し、中学校・英語科、高等学校・英語科の教員としての教職課程教育の総仕上げ
とする。

科目の到達目標
中学校・英語、高等学校・英語の教員として、養成段階で修得すべき最小限必要な資質能力（教員としての
使命感や責任感等を持って、学級や教科を担任しつつ、教科指導、生徒指導等の職務を著しい支障が生じ
ることなく実践できる資質能力）を習得する。

受講要件 本科目の履修者は、本年度において教育実習の単位を修得している者（見込みの者を含む）とする

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 各自、教育実習時に自分の課題となったケース（テーマ）をあげてもらう。そして、それについて教育実習時の
経験、関連文献等により、より効果的な解決策をパワーポイントにまとめてくる。

講義内容

第１回 本授業の内容と方法
第２回 これまでの教職課程の科目（教職に関する科目、教科に関する科目等）の成果と課題
第３回 教師としての使命感等について（事例研究）Ⅰ
第４回 教師としての使命感等について（事例研究）Ⅱ
第５回 生徒理解や学級経営について（事例研究）Ⅰ
第６回 生徒理解や学級経営について（事例研究）Ⅱ
第７回 学習指導（英語）について（事例研究）Ⅰ
第８回 学習指導（英語）について（事例研究）Ⅱ
第９回 学習指導（英語）について（事例研究）Ⅲ
第10回 教師としての社会性、対人関係能力について（事例研究）Ⅰ
第11回 教師としての社会性、対人関係能力について（事例研究）Ⅱ
第12・13回 中学校・高校での教育研究発表大会への参加
第14回 中学校・高校での教育研究発表大会への参加ー報告とディスカッションー 
第15回 本授業の総括

*授業の順序は、学生の発表内容により変更することがある。

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準
全授業の3分の2以上出席しなければならない。発表とレポート（80％）、授業参加度（20％）等により総合的に
行う。
評価基準は、本科目の到達目標を基準にする

教科書等 これまでの「教職に関する科目」「教科に関する科目」で使用した教科書、参考書等を活用する。参考文献
は、適宜紹介する。

担当者プロフィール

教育経営、教師教育、アメリカの学校教育等の研究をしている。
主な著書として『アメリカ教師教育の展開～教師の資質向上をめぐる諸改革』（単著）、『生徒非行と学校・教
師～教育学的観点からの考察～』（単著）、『学校・地域・大学のパートナーシップ－ウェスト・フィラデルフィア
改善組織（WEPIC）の事例研究』（単著）、『地方分権下における自律的学校経営の構築に関する総合的研
究』（共著）、『アメリカ教育の諸相ー２００１年以降ー』（単著）、『新教職概論 改訂新版』（編著）等がある。

授業に関連する実務経
験

実務経験：1980年4月〜1985年3月熊本県公立小・中学校教諭として勤務

備考

【教職】教職に関する科目（中・高校1種（英語））
授業の一環として、11月頃広島大学付属校（東雲小・中学校あるいは中・高校）の教育研究発表大会に参加
する。



科目名 教職実践演習（中等）B

単位数 2.0

担当者
知能工学専攻 教授 松原 行宏
システム工学専攻 助教 川本 佳代
非常勤講師 湯浅 慎介

履修時期 後期

履修対象 ４年次

講義形態 演習

概要

授業形態：講義および演習
これまで学習してきた理論（知識）中心の「教職に関する科目」「教科に関する科目」、それの応用・実践として
の「教育実習」を中心にして、より具体的な課題、テーマを取り上げ、講義、事例研究、グループ討議、現場教
師との討論等を実施する。そして高等学校・数学、高等学校・情報としての教職課程教育の総仕上げとする。

科目の到達目標
高等学校・数学、高等学校・情報の教師として、養成段階で修得すべき最小限必要な資質能力（「教員として
の使命感や責任感等を持って、学級や教科を担任しつつ、教科指導、生徒指導等の職務を支障が生じること
なく実践できる資質能力」）を身に付ける。

受講要件 本年度において「教育実習」の単位を修得している者（見込者を含む）とする。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 必要に応じて事前事後学修のための課題を課す。

講義内容

第１回 本授業の目的・内容・方法（松原・川本） 
第２回 これまでの教職課程の科目（教職に関する科目、教科に関する科目等）の成果と課題（講義・グルー
プ討論）（松原・川本） 
第３回 中学生・高校生の行動、ものの見方・考え方（講義・グループ討論）（松原・川本） 
及び教育における人間関係（子ども対教師、教師対教師、教師対保護者等） 
第４回 学習指導要領と学習指導案・授業（川本・松原） 
第５回 授業・教材分析の目的と方法 
第６回 授業・教材分析の実践 
第７回 学習指導案の考え方と作成方法（川本・松原） 
第８回 学習指導案の作成（川本・松原） 
第９回 学習指導案に沿った教材作成について（川本・松原） 
第10回 学習指導案に沿った教材作成の実践（川本・松原） 
第11回 学校の組織と運営について（講義・グループ討論）（湯浅・松原・川本） 
現場教師との学校教育（生徒観、教育観、学校観等）をめぐる講義 
第12回 教職の意義、使命感や責任感について（講義・グループ討論）（湯浅・松原・川本） 
現場教師との学校教育（生徒観、教育観、学校観等）をめぐる質疑応答 
第13回 成果発表(作成した学習指導案を紹介)（松原・川本） 
第14回 成果発表(作成した教材を紹介)（松原・川本）
第15回 本授業の総括（松原・川本） 
※授業の順序は変更することがある。

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準

授業の積極的参加度を勘案し、レポート課題（５０％）・プレゼンテーション（５０％）の重みを与え評点を算出
し、以下に従って評価を与える．
秀：評点 90 ～ 100点
優：評点 80 ～ 89点
良：評点 70 ～ 79点
可：評点 60 ～ 69点
不可：評点 59点以下

教科書等 テキスト 特になし
参考書や参考資料などは、適宜紹介します。また、必要に応じて配付します。

担当者プロフィール

授業内容や宿題などに関する、学生の個別学習相談を随時受け付けています。
下記問合せ先まで連絡し、各担当教員と個別に面談予約を取って下さい。

松原行宏 問合せ先：情報科学部棟6階653号室 E-mail: matsubar@hiroshima-cu.ac.jp
川本佳代 問合せ先：情報科学部棟7階722号室 E-mail: kayo@hiroshima-cu.ac.jp

迫川 幸博 高等学校教諭歴40余年（数学）
湯浅 慎介 高等学校教諭（情報，数学）

授業に関連する実務経
験

備考 【教育職員免許状受領資格取得関係科目】情報科学部





科目名 教職実践演習（中等）C

単位数 2.0

担当者 責任者（教授：永見 文人）、准教授：前田 力、准教授：森永 昌司非常勤講師：三根和浪、渡辺邦夫、

履修時期 後期

履修対象 ４年

講義形態 演習

概要

これまで学習してきた「教職に関する科目」「教科に関する科目」の知識や理論に加えて、応用・実践としての
「教育実習」を中心にして、より具体的な課題、テーマを取り上げ、講義、事例研究、グループ討議、現場教師
又は教職員課等の担当者からの助言や指導例を学ぶ。そして中学校の美術、高等学校の美術・工芸の教師
としての資格を目指す教職課程教育の総仕上げとする。

科目の到達目標 中学校の美術、高等学校の美術・工芸の教師として、養成段階で修得すべき実践的な資質能力（「教員とし
ての使命感や責任感等をもって、教科指導・生徒指導・学級経営等に臨める基本的な能力）を身に付ける。

受講要件 本年度において「教育実習」を受講した者。（後期に教育実習を行う者も含む)

履修取消の可否 否

履修取消不可の理由 中学校教諭一種免許及び、高等学校教諭一種免許取得のための必修科目のため。

事前・事後学修 「教育実習」での授業内容・資料、反省点等を良く整理して授業に臨む事。新聞記事や各メディアで報道され
る、教育現場での出来事に常に関心をもち、考える事。

講義内容

第 １ 回 本授業の内容と方法、、教育実習を振り返って＊基町高校教育実習生による実習報告・討論会①
（永見・前田）
第 2 回 学校における恊働と地域との連携の構築 （三根）
第 3 回 学習集団、生活集団としての学級の経営 （三根）
第 4 回 教育実習を振り返って＊学生報告・討論会②（学生2名による実習報告または模擬授業）（永見・前
田））
第 5 回 教育実習を振り返って＊学生報告・討論会③（学生2名による実習報告または模擬授業）（永見・前
田））
第 6 回 工芸授業について（事例研究Ⅰ）（その1）（永見）
第 7 回 工芸授業について（事例研究Ⅰ）（その2）（永見）
第 8 回 広島県・市において中学・高校で求められる教師像について（広島市教職員課職員）（永見・前田）
第 9 回 工芸教育の意義と実践方法について（木材の加工法と実践）（その1）（永見）
第 10 回 工芸教育の意義と実践方法について（金属素材の加工法と実践）（その2）（永見）
第 11 回 学習指導〔中学・高等学校、美術について（事例研究Ⅱ…戦後の美術教育の変遷について）〕（前
田）
第 12 回 学習指導〔デザイン教育について（事例研究Ⅲ）〕（渡辺）
第 13 回 グループ討論会、学生発表④（学生1名による実習報告または模擬授業）（永見・前田）
第 14 回 学習指導〔中学・高等学校、美術について（事例研究Ⅳ）〕（デッサン、絵画のあり方について）
第 15 回 授業の総括、レポート ＆ 書類（授業ノートファイル）の提出。 授業アンケートの記入。 【最終回】

※上記の授業の実施内容は、第１回目に詳しくお知らせします。

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準

［方法］受講状況と、授業終盤で行うレポート・授業ノートの提出評価を総合的に評価する。

［評価基準］「秀」教職に関する秀でた能力を有する。「優」教職に関する十分な能力を有する。「良」教職に関
する
能力に達している。「可」教職に関する能力にほぼ達している。「不可」教職に関する能力に達していない。

教科書等 別途指示する。必要に応じて、プリント資料を配布する。

担当者プロフィール

・永見 文人
金属造形作家。
日展会友 現代工芸美術家協会本会員
山口県の特別支援学校高等部で約1年間の常勤講師、本採用教員として4年間の公立普通科高校での美術
科教師の経験をもつ。

・前田 力
財団法人日本美術院特待
2000年4月〜2004年3月まで 私立杉並学院中学高等学校 美術 非常勤講師の経験をもつ。

・森永 昌司
1987 東京都都立港養護学校、非常勤講師
1988 東京藝術大学大学院芸術学研究科美術教育修了
1989 千葉県千葉明徳短期大学、幼児教育科非常勤講師
2006年〜現在 さえきアート・キャンパス講師（広島市未来都市創造財団主催）

・三根 和浪
広島大学教育学部 教授



・渡辺 邦夫
横浜国立大学教育学部 教授、グラフィックデザイナー

授業に関連する実務経
験

・永見 文人
山口県の特別支援学校高等部で約1年間の常勤講師、本採用教員として4年間の公立普通科高校での美術
科教師の経験をもつ。

・前田 力
2000年4月〜2004年3月まで私立杉並学院中学高等学校美術非常勤講師の経験をもつ。

・森永 昌司
1987 東京都都立港養護学校、非常勤講師
1988 東京藝術大学大学院芸術学研究科美術教育修了
1989 千葉県千葉明徳短期大学、幼児教育科非常勤講師
2006年〜現在 さえきアート・キャンパス講師（広島市未来都市創造財団主催）

備考 【教育職員免許状受領資格取得関係科目】芸術学部
１０月以降の教育実習で、欠席をした者は「公欠」とする。



科目名 教職特講

単位数 2.0

担当者 国際学部 教授 卜部 匡司

履修時期 前期

履修対象 ３年

講義形態 講義

概要

この講義は、本学が独自に設定した科目であり、教職の意義、教育の基礎理論、教育課程及び指導法など、
特定分野の理論・知識中心の学習をさらに発展させるため、最近の（学校）教育をめぐる状況を分析する。そ
れらを踏まえて最新の教育改革の動向を中央教育審議会の答申を中心にして探るとともに、これからの学
校、教師、教育の在り方について考察する。

科目の到達目標 教育に関する知識・理論を踏まえて、これからの教育をめぐる諸改革の動向を理解する。そして、学校、教
師、教育の在り方について考えることができる。

受講要件 教職を強く志望する者、採用試験を受ける者を希望する

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修

これまでの「教職に関する科目」では、このような内容は十分には扱われてこなかった。しかし、変化の激しい
現代においては教育をめぐる状況は急激に変化しており、教育改革のテンポは極めて速い。そして、今後の
学校、教師、教育について考えていくことが求められている。これから教師を目指す学生には、審議会答申を
熟読し、教員採用試験に合格するための勉強が求められる。

講義内容

以下の答申を中心にして、最近の教育諸改革（学校評議員制度、地域運営学校、学校評価、教員評価、アク
ティブラーニング（主体的、対話的で深い学び）によるコンピテンシー（資質・能力）の育成、グローバル人材の
育成、持続可能な開発のための教育（ESD）、カリキュラム・マネジメント、チーム学校運営等）の背景、現状と
課題を探っていく。さらにこれからの教育改革を展望する。なお、受講生の要望も考慮する。

第１回：中央教育審議会による主な答申と教育政策・教育改革の流れ
第２回：答申「21世紀を展望したわが国の教育の在り方について」（平成8年）
第３回：答申「今後の地方教育行政の在り方について」（平成10年）
第４回：答申「今後の学校の管理運営の在り方について」（平成16年）
第５回：答申「新しい時代の義務教育を創造する」（平成17年）
第６回：答申「今後の教員養成・免許制度の在り方について」（平成18年）
第７回：答申「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善について」
（平成20年）
第８回： 答申「新しい時代を切り拓く生涯学習の振興方策について～知の循環型社会の構築を目指して～」
（平成20年）
第９回： 答申「教育振興基本計画について－「教育立国」の実現に向けて－」（平成20年）
第１０回：答申「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」（平成23年）
第１１回：中教審答申「学校安全の推進に関する計画の策定について」（平成24年）
第１２回：中教審答申「教職生活の全体を通じた教員の資質能力の総合的な向上方策について」（平成24年）
第１３回：答申「新しい時代の教育や地方創生の実現に向けた学校と地域の連携・協働の在り方と今後の推
進方策について」（平成27年）
第１４回：答申「チームとしての学校の在り方と今後の改善方策について」（平成28年）
第１５回： 答申「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要
な方策等について」（平成28年）

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 全授業の３分の２以上の出席を条件とする。レポートまたは発表（報告・模擬授業）等により評価する。

教科書等 教科書は使用せず、随時プリントを配布する。参考書については、随時必要に応じて紹介する。

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

備考 【教職】教職または教科に関する科目



科目名 教科教育法（英語）ＢⅠ

単位数 2.0

担当者 教授 青木 信之

履修時期 前期

履修対象 ３年次生

講義形態 講義

概要 英語教育に関する理論と実践について、歴史、学習者、教師、技能等様々な観点から学ぶ。また、実際の技
能等指導について、指導案を作成し、それをもとに討議する。

科目の到達目標 中学校及び高等学校における英語教育の理論と実践に関する基本的な知識及び技能を身に付ける。

受講要件 特になし

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 ・指定教科書や配布資料をもとに事前・事後学修を行う。
・技能等指導について指導案を作成する

講義内容

第１回：授業オリエンテーション・「学校英語教育の課題はなにか？」
第２回：「日本人はいかに英語を学んできたか？―英語教育史ー」
第３回：「教授法の変遷」
第４回：「英語教師とは？」
第５回：「第二言語習得について知っておくべきこと」
第６回：「学習指導要領、授業展開、指導案」
第７回：「語彙の指導と指導案作成」
第８回：「リスニングの指導と指導案作成」
第９回：「スピーキングの指導と指導案作成」
第１０回：「リーディングの指導と指導案作成」
第１１回：「ライティングの指導と指導案作成」
第１２回：「文法指導と指導案作成」
第１３回：「コミュニケーション能力の育成とは？」
第１４回：「評価とテスト作成」
第１５回：「教えられたとおりに教えない ―現場での仮説検証プロセス」
上記とは別に、期末レポートを実施する。

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 期末レポート（70％）、適宜実施する授業終了後の振り返りカードの記入内容（30％）によって、授業の理解
度・参加度と思考力・判断力の観点から評価する。

教科書等
「最新英語科教育法入門」土屋他 研究社 2500円 
大学経由で紀伊國屋さんから購入できるようにしているで、各自第２週（５月18日）までに購入すること。他の
資料は授業者が準備する。

担当者プロフィール
広島市立大学国際学部教授、博士（教育学）
専門は英語教育学、英語eラーニング、ライティング指導など
【教職】中・高一種（英語）

授業に関連する実務経
験

備考

コロナウイルス感染対策のため、前期授業においてはオンラインで実施するが、通信トラフィックの問題や、
受講生個々の受信環境の問題等のため、様々な障害が発生することが予想される。オンライン授業について
は録画し、別途視聴できるよう準備する予定ではあるが、これも環境等に影響されるため、不安定になり得
る。オンライン授業を適切に受信できない（できなかった）者については、その都度なんらかの手段を講じたい
と考えているので、該当する者はあらかじめ、あるいは当該授業後に、aokin@hiroshima-cu.ac.jpまで連絡す
ること。



科目名 教科教育法（英語）ＢⅡ

単位数 2.0

担当者 教授 青木 信之

履修時期 後期

履修対象 ３年次生

講義形態 講義

概要
学習者要因など、実際の授業において考慮すべき事柄を理論的に理解するとともに、小中高それぞれの１コ
マ授業を指導案作成とともにデザインし、グループごとに模擬授業を行う。授業後は、撮影されたビデオをも
とに討議を行う。

科目の到達目標 小中高の英語授業における指導案作成から模擬授業実施まで、英語教師として必要な実践的能力を養成す
る。

受講要件 特になし

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 ・配布された資料をもとに事前・事後学修を行う。
・技能等指導について指導案を作成する

講義内容

第１回：授業オリエンテーション・「１コマの授業をデザインするとは？」
第２回：「学習者について考慮すべき事柄とは？」
第３回：「教材研究とは」
第４回：「授業形態とICTの活用方法 ―CALL教室を使って」
第５回：「小学校での英語授業展開」
第６回：模擬授業（小学校）
第７回：模擬授業録画ビデオによる反省会と討議
第８回：「中学校での英語授業展開」
第９回：模擬授業（中学校）
第１０回：模擬授業録画ビデオによる反省会と討議
第１１回：「高等学校での英語授業展開」
第１２回：模擬授業（高等学校）
第１３回：模擬授業録画ビデオによる反省会と討議
第１４回：「教育実習と教員採用試験」
第１５回：「授業のまとめ ー教師を目指すあなたに伝えたいこと」
上記とは別に、期末レポートを実施する。

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 期末レポート（70％）、適宜実施する授業終了後の振り返りカードの記入内容（30％）によって、授業の理解
度・参加度と思考力・判断力の観点から評価する。

教科書等 特になし 他の資料は授業者が準備する。

担当者プロフィール
広島市立大学国際学部教授、博士（教育学）
専門は英語教育学、英語eラーニング、ライティング指導など

授業に関連する実務経
験

備考 【教職】中・高一種（英語）



科目名 教科教育法（数学）Ⅰ

単位数 2.0

担当者 知能工学専攻 准教授 関根光弘（代表教員），システム工学専攻 准教授 廣門正行，
知能工学専攻 准教授 齋藤夏雄，システム工学専攻 教授 田中輝雄

履修時期 前期

履修対象 ３年次

講義形態 講義

概要

高等学校の数学科授業の目標，あり方，展開の仕方，構成方法，指導方法について，講義する．指導案の
作成，および模擬授業の実施や観察を通して，指導上の留意点などに触れ，実際の授業構成や授業展開に
必要な技能を修得させる．高等学校の数学科において重要である幾何，解析, 代数の各分野に関する具体
的な授業展開を通して，担当教員がそれぞれの専門分野を生かして指導を行う．

科目の到達目標

この授業は，高等学校数学科教育を担当するために必要な基本的知識を学習し，よい授業を実践できる能
力を修得することを目標とする．以下に主要なねらいをあげる．
・数学という学問の本来の価値や論理的思考を含む数学のよさを認識する．
・幾何, 解析, 代数の各分野の知識を体系的に理解する．
・指導案を作成し，それにそって模擬授業を行う．また，授業を観察し批評する．
・高度情報化社会に即した数学教育，つまり，コンピュータやICTの存在を意識し，それらを活用して授業を行
う能力を培う．

受講要件 教育への関心が高く，高等学校数学の教員免許取得をめざして意欲的に取り組む者であることを望む．

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 当日の授業や次回の授業の内容の理解を深めるために，授業中に指示された課題に取り組む．また，教育
に関するニュースに関心をもち，その内容について積極的に調べたり関連する図書を読んだりする．

講義内容

（１）高等学校の数学科授業の目標とあり方
第１回：授業のねらい（担当：関根光弘）
（２）「数学Ⅰ」, 「数学II」, 「数学III」, 「数学A」および「数学Ｂ」に現れる幾何分野で必要な基礎知識，題材，指
導上の留意点を理解する．
第２回：幾何学を学ぶことの意義と指導上の留意点（担当：関根光弘）
第３回：平面図形（三角形と円）に関する諸性質の説明（担当：関根光弘） 
第４回：ベクトル, 座標, 複素数を用いた幾何学の展開（担当：関根光弘）
第５回：幾何学におけるコンピュータの活用, 課題学習の提示（担当：関根光弘）
（３）「数学ⅠI」および「数学III」に現れる解析分野で必要な基礎知識，題材，指導上の留意点を理解する．
第６回：解析学を学ぶことの意義と指導上の留意点（担当：関根光弘）
第７回：実数と複素数, 関数の概念（担当：廣門正行）
第８回：極限の概念について（担当：廣門正行）
（４）「数学I」, 「数学II」および「数学A」に現れる代数分野で必要な基礎知識，題材，指導上の留意点を理解す
る．
第９回：代数学を学ぶことの意義と指導上の留意点（担当：廣門正行）
第１０回：整数の演算, 割り算について（担当：廣門正行）
第１１回：多項式, 数の概念（担当：廣門正行）
（５）授業の展開の仕方，構成方法，指導方法を指導案の作成を通して学習し，模擬授業を行う．
第１２回：幾何分野および代数分野の題材, 授業の構成, 展開, および指導案の作成, 書き方（担当：関根光
弘，廣門正行）
第１３回：幾何分野の模擬授業と批評会（担当：関根光弘, 廣門正行, 田中輝雄, 齋藤夏雄）
第１４回：代数分野の模擬授業と批評会（担当：廣門正行, 関根光弘，田中輝雄，齋藤夏雄）
第１５回：全体のまとめ（担当：関根光弘）
定期試験：試験期間に別途期末試験を実施する.

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準 授業で実施する小テストの結果，課題への取組み，指導案の作成，模擬授業の実施や観察，期末試験の答
案などを評価の対象とする．それぞれの出来具合に基づき，総合的に評価する．

教科書等

教科書
・文部科学省著，高等学校学習指導要領解説 数学編 理数編，実教出版
・なお，適宜資料を配付する．

参考書，参考資料など
【学習指導要領の解説】
・吉田明史編著，高等学校 新学習指導要領の展開 数学科編，明治図書
・数学教育研究会編，新訂 数学教育の理論と実際〈中学校・高等学校（必修）〉，聖文新社
・高等学校数学教育研究会編，高等学校 数学教育の展開，聖文新社
【数学科教育法】
・樋口貞一，渡邊公夫，池田敏和共著，数学科教育法 第2版 中学・高校数学における基礎・基本，牧野書店
・黒田恭史編著，数学科教育法入門，共立出版
・日本数学教育学会編，数学教育学研究ハンドブック，東洋館出版社
【指導案作成】
・中村次郎，真貝健一共著，日本教育工学協会監修，みんなで使える指導案，ぎょうせい
【教材研究】



・正田實，景山三平，井ノ迫泰弘編著，中学校・高校数学科：新教材の開発とアイデア，明治図書
・増島高敬編著，授業づくりで変える高校の教室 数学，明石書店
【評価方法】
・国立教育政策研究所教育課程研究センター著，評価規準の作成，評価方法等の工夫改善のための参考
資料 中学校 数学，教育出版 
・国立教育政策研究所教育課程研究センター著，評価規準の作成，評価方法等の工夫改善のための参考
資料 高等学校 数学，教育出版

担当者プロフィール

担当者らが最近発表した数学教育に関する論文を以下に掲げる．

・田中輝雄，関根光弘，齋藤夏雄，岡山友昭，廣門正行，百武弘登，
教員養成系学部をもたない大学での数学科教育法の授業の実践例について
数学教育学会2019年度秋季例会予稿集 数学教育学会 99-101 2019．
・田中輝雄，佐藤学，齋藤夏雄，関根光弘，廣門正行，岡山友昭，
高等学校の統計分野における基本的な用語の定義の差異について
数学教育学会2017年度春季年会予稿集 数学教育学会 224-226 2017．
・田中輝雄，佐藤学，齋藤夏雄，関根光弘，廣門正行，岡山友昭，
高等学校の確率分野における基本的な用語の定義の差異について
数学教育学会2017年度春季年会予稿集 数学教育学会 146-148 2017．
・関根光弘，岡山友昭，齋藤夏雄，佐藤学，廣門正行，田中輝雄 
内積の誤用に対する指導について 
2015年度数学教育学会春季年会発表論文集，数学教育学会，194-196，2015． 
・廣門正行，岡山友昭，齋藤夏雄，関根光弘，佐藤学，田中輝雄 
非存在定理を大学初年次の数学教育において活用することのすすめ 
2015年度数学教育学会春季年会発表論文集，数学教育学会，197-199，2015． 
・田中輝雄，齋藤夏雄，佐藤学，関根光弘，廣門正行，岡山友昭 
√(a^2 )=|a|の大学数学教育における影響， 
2014年度数学教育学会秋季例会発表論文集，数学教育学会，89-91，2014．

授業内容や宿題などに関する学生の個別学習相談を，随時受け付けます．授業や会議あるいは出張などで
不在や多忙のことがあるので，メールで面会の予約をした上で研究室にお越しください．

授業に関連する実務経
験

備考 【教職】高一種（数学）



科目名 教科教育法（数学）Ⅱ

単位数 2.0

担当者
システム工学専攻 教授 田中輝雄（代表教員），知能工学専攻 准教授 関根光弘，システム工学専攻 准教授
廣門正行，
知能工学専攻 准教授 齋藤夏雄

履修時期 後期

履修対象 ３年次

講義形態 講義

概要

高等学校の数学科授業の目標，あり方，展開の仕方，構成方法，指導方法について，講義する．指導案の
作成，および模擬授業の実施や観察を通して，指導上の留意点などに触れ，実際の授業構成や授業展開に
必要な技能を修得させる．高等学校の数学科において重要である確率統計，解析，代数の各分野に関する
具体的な授業展開を通して，担当教員がそれぞれの専門分野を生かして指導を行う．

科目の到達目標

この授業は，高等学校数学科教育を担当するために必要な基本的な知識を学習し，よい授業を実践できる
能力を修得することを目標とする．以下に主要なねらいをあげる．
・数学という学問の本来の価値や論理的思考を含む数学のよさを認識する．
・確率統計，解析，代数の各分野の知識を体系的に理解する．
・指導案を作成し，それにそって模擬授業を行う．また，授業を観察し批評する．
・高度情報化社会に即した数学教育，つまり，コンピュータやICTの存在を意識し，それらを活用して授業を行
う能力を培う．

受講要件 教育への関心が高く，高等学校数学の教員免許取得をめざして意欲的に取りくむ者であることを望む．

履修取消の可否 否

履修取消不可の理由 免許取得における必修科目であるため．

事前・事後学修 当日の授業や次回の授業の内容の理解を深めるために，授業中に指示された課題に取り組む. また，教育
に関するニュースに関心をもち， その内容について積極的に調べたり関連する図書を読んだりする.

講義内容

（１）高等学校の数学科授業の目標とあり方
第１回：授業のねらい（担当：田中輝雄）
（２）「数学Ⅰ」，「数学Ａ」および「数学Ｂ」に現れる確率統計分野で必要な基礎知識，題材，指導上の留意点
を理解する．
第２回：確率論を学ぶことの意義と指導上の留意点（担当：田中輝雄）
第３回：高等学校で取り扱う確率の確率論史からみた位置づけ（担当：田中輝雄）
第４回：統計学を学ぶことの意義と指導上の留意点（担当：田中輝雄）
第５回：四分位数，箱ひげ図などの説明，代表値の取り扱い方（担当：田中輝雄）
第６回：確率統計分野におけるコンピュータの活用，課題学習の例示（担当：田中輝雄）
（３）「数学Ⅰ」，「数学Ⅱ」および「数学Ａ」に現れる代数分野で必要な基礎知識，題材，指導上の留意点を理
解する．
第７回：互除法と1次不定方程式について（担当：齋藤夏雄）
第８回：多項式演算の諸性質について（担当：齋藤夏雄）
（４）「数学Ⅱ」および「数学Ⅲ」に現れる解析分野で必要な基礎知識，題材，指導上の留意点を理解する．
第９回：微分の概念について（担当：齋藤夏雄）
第１０回：積分の定義と区分求積法について（担当：齋藤夏雄）
第１１回：解析学におけるコンピュータの活用，課題学習の提示（担当：齋藤夏雄）
（５）授業の展開の仕方，構成方法，指導方法を指導案の作成を通して学習し，模擬授業を行う．
第１２回：解析分野および確率統計分野の題材，授業の構成，展開，および指導案の作成，書き方（担当：齋
藤夏雄，田中輝雄）
第１３回：解析分野の模擬授業と批評会（担当：齋藤夏雄，田中輝雄, 関根光弘，廣門正行）
第１４回：確率統計分野の模擬授業と批評会（担当：田中輝雄，齋藤夏雄，関根光弘，廣門正行）
第１５回：全体のまとめ（担当：田中輝雄）
※上記とは別に試験期間中に期末試験を実施する．

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準 授業で実施する小テストの結果，課題への取組み，指導案の作成，模擬授業の実施や観察，期末試験の答
案などを評価の対象とする. それぞれの出来具合に基づき，総合的に評価する．

教科書等

教科書：
・文部科学省著，高等学校学習指導要領解説 数学編 理数編，実教出版
・適宜資料を配付する．

参考書・参考資料等：
【学習指導要領の解説】
・吉田明史編著，高等学校 新学習指導要領の展開 数学科編，明治図書
・数学教育研究会編，新訂 数学教育の理論と実際〈中学校・高等学校（必修）〉，聖文新社
・高等学校数学教育研究会編，高等学校 数学教育の展開，聖文新社
【数学科教育法】
・樋口貞一，渡邊公夫，池田敏和共著，数学科教育法:中学・高校数学における基礎・基本－改訂版，牧野書
店
・黒田恭史編著，数学科教育法入門，共立出版
・日本数学教育学会編，数学教育学研究ハンドブック，東洋館出版社
【指導案作成】



・中村次郎，真貝健一共著，日本教育工学協会監修，みんなで使える指導案，ぎょうせい
【教材研究】
・正田實，景山三平，井ノ迫泰弘編著，中学校・高校数学科：新教材の開発とアイデア，明治図書
・増島高敬編著，授業づくりで変える高校の教室 数学，明石書店
【評価方法】
・国立教育政策研究所教育課程研究センター著，評価規準の作成，評価方法等の工夫改善のための参考
資料 中学校 数学，教育出版
・国立教育政策研究所教育課程研究センター著，評価規準の作成，評価方法等の工夫改善のための参考
資料 高等学校 数学，教育出版

担当者プロフィール

担当者らが最近発表した数学教育に関する論文を以下に掲げる．

・田中輝雄，関根光弘，齋藤夏雄，岡山友昭，廣門正行，百武弘登，
教員養成系学部をもたない大学での数学科教育法の授業の実践例について
数学教育学会2019年度秋季例会予稿集 数学教育学会 99-101 2019．
・田中輝雄，佐藤学，齋藤夏雄，関根光弘，廣門正行，岡山友昭，
高等学校の統計分野における基本的な用語の定義の差異について
数学教育学会2017年度春季年会予稿集 数学教育学会 224-226 2017．
・田中輝雄，佐藤学，齋藤夏雄，関根光弘，廣門正行，岡山友昭，
高等学校の確率分野における基本的な用語の定義の差異について
数学教育学会2017年度春季年会予稿集 数学教育学会 146-148 2017．
・関根光弘，岡山友昭，齋藤夏雄，佐藤学，廣門正行，田中輝雄， 
内積の誤用に対する指導について
2015年度数学教育学会春季年会発表論文集，数学教育学会，194-196，2015．
・廣門正行，岡山友昭，齋藤夏雄，関根光弘，佐藤学，田中輝雄， 
非存在定理を大学初年次の数学教育において活用することのすすめ
2015年度数学教育学会春季年会発表論文集，数学教育学会，197-199，2015．
・田中輝雄，齋藤夏雄，佐藤学，関根光弘，廣門正行，岡山友昭，
√(a^2 )=|a|の大学数学教育における影響，
2014年度数学教育学会秋季例会発表論文集，数学教育学会，89-91，2014．

学習指導・支援体制
授業内容や宿題などに関する学生の個別学習相談を，随時受け付けます．授業や会議あるいは出張などで
不在や多忙のことがあるので，メールで面会の予約をしてください．

授業に関連する実務経
験

備考 【教職】高一種（数学）



科目名 教科教育法（情報）Ⅰ

単位数 2.0

担当者 非常勤講師 鷹岡 亮

履修時期 「前期」(集中)

履修対象 3年次以上

講義形態 講義

概要 本授業では, 設置の経緯と趣旨, 情報教育の中での位置づけ, 科目編成と内容の取り扱いについて学び, 具
体的な実践事例を通して効果的な指導内容・方法を理解してもらいます.

科目の到達目標 ・教科「情報」設置の経緯と趣旨を理解できること.
・教科「情報」の指導形態や指導方法・内容を理解することができること.

受講要件 特になし。

履修取消の可否 否

履修取消不可の理由 非常勤講師担当なので、０名になれば、授業開講が必要ないため。

事前・事後学修 事前・事後学修のためのプリントを配付する（課題を課す）。

講義内容

第１回：授業オリエンテーション
第２回：情報教育の経緯と教科「情報」の位置づけと理念
第３回：日本における「教育の情報化」戦略
第４回：教育におけるICT活用
第５回：外国におけるICT教育・情報教育の動向
第６回：教科「情報」の科目編成と各科目の内容と意義
第７回：高等学校における教科「情報」実施の状況
第８回：科目「社会と情報」における学習内容・学習形態と指導方法
第９回：科目「情報の科学」における学習内容・学習形態と指導方法
第１０回：情報教育の基本用語に対する個人プレゼンテーションと省察①
第１１回：情報教育の基本用語に対する個人プレゼンテーションと省察②
第１２回：教科「情報」における評価（「社会と情報」）
第１３回：教科「情報」における評価（「情報の科学」）
第１４回：教科「情報」に関連する概念や授業内容・方法に対するグループ発表と省察①
第１５回：教科「情報」に関連する概念や授業内容・方法に対するグループ発表と省察②

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 授業内レポートや課題, 授業態度・授業への参加度, 発表等を総合的に評価します.

教科書等 高等学校学習指導要領解説「情報編」，文部科学省
※ネット上からPDFファイルをダウンロードしておくこと。

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

備考 【教職】高一種（情報）



科目名 教科教育法（情報）Ⅱ

単位数 2.0

担当者 知能工学専攻 准教授 岩根 典之

履修時期 後期

履修対象 ３年

講義形態 講義

概要
この授業では教科「情報」の教育における課題選択や教材化、問題解決技法等の学習を通して学習指導の
立案力を身につけ、授業実践例の分析や模擬授業の演習を通して情報教育の実践的指導力を養ってもらい
ます．

科目の到達目標 ・学習指導計画がたてられ、学習指導案を作成できるようになること．
・学習目標を達成するための学習教材を開発改善できるようになること．

受講要件 原則として、教科教育法（情報）Ⅰの単位を取得していること．

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修

・教科書や参考書を目的意識をもってしっかり読み込むこと．
・常に問題意識をもって検定教科書を読み込むこと．
・指導法やその改善法を常に考えること．
・常に主体的に行動すること．

講義内容

１．高等学校「情報」指導要領の概略
２．学習指導案の書き方
３．情報活用の実践力の育成方法
４．情報活用の課題設定方法
５．情報活用の実践力育成の授業設計演習
６．設計授業の分析と改善
７．情報の科学的理解の育成方法
８．情報の科学的理解のための教材活用
９．情報の科学的理解育成の授業設計演習
10．設計授業の分析と改善
11．情報社会の光と影
12．情報社会に参画する態度の育成方法
13．情報社会に参画する態度育成の授業設計演習
14．設計授業の分析と改善
15．授業研究の意義と課題

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 授業態度（演習など）や提出レポートから総合的に評価する．具体的には，学習指導案や教材の作成，模擬
授業などを通じて知識の理解力，授業の構成力，実践力から判定する．

教科書等

【教科書】高等学校学習指導要領解説「情報編」，文部科学省
【参考書】情報科教育法 第2版 (岡本敏雄, 高橋参吉, 西野和典 編), 丸善, 2015年.
情報科教育法 改定3版(久野靖, 辰己丈夫 監修), オーム社, 2016年.
高等学校教科「情報」の文部科学省検定済教科書

担当者プロフィール オフィス・アワーを設定しています（時間外も可能な限り受付けます）．
学習システムのモデル化や設計に関する研究に従事．

授業に関連する実務経
験

実務経験：1986年4月～1994年6月 沖電気工業㈱に勤務（AI基礎研究に従事）

備考 【教職】高一種（情報）



科目名 教科教育法（美術）ＢⅠ

単位数 2.0

担当者 非常勤講師 三根 和浪

履修時期 前期

履修対象 ３年次

講義形態 講義

概要

「アート教育」の概念に基づく美術科・芸術科（美術）教育の姿を通して，現在及び近未来に求められる表現
教育像，鑑賞教育像，教育評価像，教員・指導者像などについての理論的理解をすると共に，これに関連し
た熟達教員などの授業実践をVTR視聴することで，優れた授業のイメージを持つなどの教育実践的理解をす
る。

科目の到達目標 アート教育としての中学校美術科・高等学校芸術科（美術）についての基礎的理解に基づいて，教員や指導
者として求められる基礎・基本の資質や能力を習得する。

受講要件 教科教育法（美術）ＢIIを合わせて受講することを原則とする。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 シラバスに記された内容やキーワードに関する事前学修を実施すると共に、授業後には学修した内容をノー
トに整理したり発展的に関連事項を調べたりする。

講義内容

第１回：ガイダンス，描写の教育から表現の教育へ～江戸末期・明治時代・大正時代の美術教育
第２回：描写の教育から表現の教育へ～昭和から現代（生きる力，学力の三要素と美術科・芸術科（美術）教
育における実現）の美術教育
第３回：美術科・芸術科（美術）教育の実際と学力～学力と目標と評価の関係
第４回：美術科・芸術科（美術）における教育評価～指導と評価の一体化，学習指導のＰＤＣＡ
第５回：美術科・芸術科（美術）における診断的評価・形成的評価・総括的評価
第６回：美術科・芸術科（美術）における目標に準拠した評価と評価規準・評価基準
第７回：美術科・芸術科（美術）におけるゴールフリー評価と羅生門的アプローチ・工学的アプローチ
第８回：美術科・芸術科（美術）における教育鑑識眼と教育批評
第９回：美術科・芸術科（美術）における観点別評価
第１０回：アート教育の指導者に求められる資質と能力～五味太郎氏「大人問題」「じょうぶな頭とかしこい体
になるために」から考える
第１１回：アート教育の指導者に求められる資質と能力～岩波映画「絵を描く子どもたち」に見る野々目桂三
先生の指導から考える
第１２回：アート教育の指導者に求められる資質と能力～視覚障害を持つ生徒への井戸原亮二先生の絵画
指導から考える
第１３回：アート教育の指導者に求められる資質と能力～映画「トントンギコギコ図工の時間」にみる内野務先
生の指導から考える
第１４回：青年期における鑑賞という行為の意味と構造
第１５回：青年期における鑑賞教育の学習材と実際
定期試験

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準 ［方法］発言内容20％，毎回提出する受講票の内容30％，期末試験（期末リポート）の成果50％の合計値に
基づき評定する。

教科書等

テキスト
下記は教科教育法（美術）ＢIIと共通の教科書である。また(4) (5) は教科教育法（美術）ＡI及び教科教育法
（美術）ＡIIと共通の教科書である。授業で使用するので購入等で必ず入手すること。教科書を準備しない者
は受講できない。その他の必要資料は担当者が用意する。
(1) 竹内博他編『アート教育を学ぶ人のために』世界思想社，2005年。
(2) 文部科学省『高等学校学習指導要領（平成30年告示）解説 芸術(音楽 美術 工芸 書道)編 音楽編 美術
編』教育図書，2019年。
(3) 国立教育政策研究所教育課程研究センター『評価規準の作成、評価方法等の工夫改善のための参考資
料 【高等学校芸術〔美術〕】』教育出版，2012年。但し，参考資料の新版が発行された場合は新版を使用す
る。
(4) 文部科学省『中学校学習指導要領（平成29年告示）解説 美術編』日本文教出版，2018年。
(5) 国立教育政策研究所教育課程研究センター『評価規準の作成，評価方法等の工夫改善のための参考資
料【中学校 美術】』教育出版，2011年。但し，参考資料の新版が発行された場合は新版を使用する。

担当者プロフィール

大学院在学中2年間の私立高等学校（非常勤講師），修了後4年間の公立中学校，8年間の国立大学附属小
学校などの現場経験を経て現在大学教員。専門は表現教育論，鑑賞教育論，美術教員の力量形成論。日本
国中を飛び回って優れた授業と教員を見ています。高等学校も中学校も小学校も，そして私立も公立も国立
も経験した者として，また平成29年版学習指導要領の作成に関わった者として、美術教育や学校、教職の魅
力と具体を伝えたいと思っています。

授業に関連する実務経
験

【実務経験】
1983年4月～1985年3月私立高等学校（非常勤講師）
1985年4月～1989年3月広島市立中学校（教諭）
1989年4月～1997年3月国立大学附属小学校（文部教官教諭）



備考

【教職】教職に関する科目 中・高一種（美術）
中学校・高等学校美術科教育についての積極的な思考と発言を通して，考えを深めて下さい。遅刻・欠席は
受講者自身の理解が深まらないだけでなく，授業進行上大きな障害になります。将来教壇に立つ者として，
責任ある誠実な態度で受講するよう十分注意して下さい。可能な限り教科教育法（美術）ＡI及び教科教育法
（美術）ＡIIを事前に受講することで教員としての力量を高め，教育実習に備えて下さい。



科目名 教科教育法（美術）ＢⅡ

単位数 2.0

担当者 非常勤講師 三根 和浪

履修時期 後期

履修対象 3年次

講義形態 講義

概要
教科教育法（美術）ＢIで学んだ「アート教育」についての理論的理解を広げると共に，教育実習に向けて授業
計画立案や学習指導案の書き方についての理論的理解をし，実際に授業プランニングと簡単な模擬授業を
行って教育実践的理解を深める。

科目の到達目標 アート教育としての中学校美術科・高等学校芸術科（美術）の目標・方法・内容を理解し，それを実現する授
業プランニングの基礎を習得する。

受講要件 教科教育法（美術）ＢIの単位修得済みであることを原則とする。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 シラバスに記された内容やキーワードに関する事前学修を実施すると共に、授業後には学修した内容をノー
トに整理したり発展的に関連事項を調べたりする。

講義内容

第１回：ガイダンス・高等学校芸術科の目標，美術I，II，IIIの目標
第２回：高等学校芸術科（美術）の内容～Ａ表現
第３回：ＩＣＴを活用した熟達教員による表現授業の視聴と検討
第４回：高等学校芸術科（美術）の内容～Ｂ鑑賞
第５回：ＩＣＴを活用した熟達教員による鑑賞授業の視聴と検討
第６回：高等学校芸術科（美術）の内容の取扱い
第７回：美術科・芸術科（美術）授業プランニング～学習指導案の構造
第８回：美術科・芸術科（美術）授業プランニング～題材設定の理由（題材観・生徒観・指導観）
第９回：美術科・芸術科（美術）授業プランニング～1時間の学習計画の流れ
第１０回：美術科・芸術科（美術）授業プランニング～チームで学習指導計画を設計しよう！（全体計画）
第１１回：美術科・芸術科（美術）授業プランニング～チームで学習指導計画を設計しよう！（本時計画）
第１２回：美術科・芸術科（美術）授業プランニング～模擬授業と省察（Ａチーム：表現題材）
第１３回：美術科・芸術科（美術）授業プランニング～模擬授業と省察（Ｂチーム：鑑賞題材）
第１４回：模擬授業のフォローアップ
第１５回：総合考察～アート教育を実現するために
定期試験

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準 ［方法］発言及び受講票の内容20％，作成したプランニング授業及び模擬授業の内容40％，期末試験（期末
リポート）の成果40％の合計値に基づき評定する。

教科書等

テキスト
下記は教科教育法（美術）ＢIと共通の教科書である。また(4) (5) は教科教育法（美術）ＡI及び教科教育法（美
術）ＡIIと共通の教科書である。授業で使用するので購入等で必ず入手すること。教科書を準備しない者は受
講できない。その他の必要資料は担当者が用意する。
(1) 竹内博他編『アート教育を学ぶ人のために』世界思想社，2005年。
(2) 文部科学省『高等学校学習指導要領（平成30年告示）解説 芸術(音楽 美術 工芸 書道)編 音楽編 美術
編』教育図書，2019年。
(3) 国立教育政策研究所教育課程研究センター『評価規準の作成、評価方法等の工夫改善のための参考資
料 【高等学校芸術〔美術〕】』教育出版，2012年。但し，参考資料の新版が発行された場合は新版を使用す
る。
(4) 文部科学省『中学校学習指導要領（平成29年告示）解説 美術編』日本文教出版，2018年。
(5) 国立教育政策研究所教育課程研究センター『評価規準の作成，評価方法等の工夫改善のための参考資
料【中学校 美術】』教育出版，2011年。但し，参考資料の新版が発行された場合は新版を使用する。

担当者プロフィール

大学院在学中2年間の私立高等学校（非常勤講師），修了後4年間の公立中学校，8年間の国立大学附属小
学校などの現場経験を経て現在大学教員。専門は表現教育論，鑑賞教育論，美術教員の力量形成論。日本
国中を飛び回って優れた授業と教員を見ています。高等学校も中学校も小学校も，そして私立も公立も国立
も経験した者として，また平成29年版学習指導要領の作成に関わった者として、美術教育や学校、教職の魅
力と具体を伝えたいと思っています。

授業に関連する実務経
験

【実務経験】
1983年4月～1985年3月私立高等学校（非常勤講師）
1985年4月～1989年3月広島市立中学校（教諭）
1989年4月～1997年3月国立大学附属小学校（文部教官教諭）

備考

【教職】教職に関する科目 中・高一種（美術）
中学校・高等学校美術科教育についての積極的な思考と発言を通して，考えを深めて下さい。遅刻・欠席は
受講者自身の理解が深まらないだけでなく，授業進行上大きな障害になります。将来教壇に立つ者として，
責任ある誠実な態度で受講するよう十分注意して下さい。可能な限り教科教育法（美術）ＡI及び教科教育法
（美術）ＡIIを事前に受講することで教員としての力量を高め，教育実習に備えて下さい。





科目名 教科教育法（工芸）Ⅰ

単位数 2.0

担当者 非常勤講師 三根 和浪

履修時期 前期（集中講義）

履修対象 ３年次

講義形態 講義

概要
工芸教育全般の意義や問題点，歴史，紙，土，木，竹，金属など工芸に用いる諸素材の特性と教育的価値に
ついての理論的理解に基づいて，高等学校で芸術科（工芸）授業を指導するためのチームによる授業づくり
の基礎を教育実践的理解する。

科目の到達目標 工芸教育全般の理解に基づいた授業を実現するプランニングの基礎を習得する。

受講要件 教科教育法（工芸）IIを合わせて受講することを原則とする。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 シラバスに記された内容やキーワードに関する事前学修を実施すると共に、授業後には学修した内容をノー
トに整理したり発展的に関連事項を調べたりする。

講義内容

第１回：ガイダンス，工芸の概念～手工・工作・工芸
第２回：工芸教育の特質と諸問題
第３回：フレーベルの手技とフランスの手工教育
第４回：北欧の教育的手工（スロイド･システム）
第５回：日本における手工･工作･工芸教育
第６回：工芸教育における紙・土教材と教育的意義
第７回：工芸教育における木・竹・金属教材と教育的意義
第８回：工芸教育における授業実践の具体（ＶＴＲ視聴と検討）
第９回：学習指導とは何か～教材化された工芸と工芸学習指導（授業）の構造
第１０回：紙を用いた工芸の教材化～チームで学習指導計画を立てよう！（指導素案の作成）
第１１回：紙を用いた工芸の教材化～チームで学習指導計画を立てよう！（指導素案の検討）
第１２回：紙を用いた工芸の教材化～チームで学習指導計画を立てよう！（指導案の仕上げ）
第１３回：紙を用いた工芸の模擬授業と検討（Ａチーム）
第１４回：紙を用いた工芸の模擬授業と検討（Ｂチーム）
第１５回：紙を用いた工芸の模擬授業のフォローアップ

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 発言内容20％，受講票の内容20％，作成した芸術科（工芸）学習指導計画と模擬授業の成果60％の合計値
に基づき評定する。

教科書等

(1) 文部科学省『高等学校学習指導要領（平成30年告示）解説 芸術(音楽 美術 工芸 書道)編 音楽編 美術
編』教育図書，2019年。
(2) 国立教育政策研究所教育課程研究センター『評価規準の作成、評価方法等の工夫改善のための参考資
料 【高等学校芸術〔工芸〕】』教育出版，2012年。但し，参考資料の新版が発行された場合は新版を使用す
る。

担当者プロフィール

大学院在学中2年間の私立高等学校（非常勤講師），修了後4年間の公立中学校，8年間の国立大学附属小
学校などの現場経験を経て現在大学教員。専門は表現教育論，鑑賞教育論，美術教員の力量形成論。日本
国中を飛び回って優れた授業と教員を見ています。高等学校も中学校も小学校も，そして私立も公立も国立
も経験した者として，また平成29年版学習指導要領の作成に関わった者として、美術教育や学校、教職の魅
力と具体を伝えたいと思っています。

授業に関連する実務経
験

【実務経験】
1983年4月～1985年3月私立高等学校（非常勤講師）
1985年4月～1989年3月広島市立中学校（教諭）
1989年4月～1997年3月国立大学附属小学校（文部教官教諭）

備考

【教職】教職に関する科目 高一種（工芸）
高等学校芸術科（工芸）教育についての積極的な思考と発言を通して，考えを深めて下さい。遅刻・欠席は受
講者自身の理解が深まらないだけでなく，授業進行上大きな障害になります。将来教壇に立つ者として，責
任ある誠実な態度で受講するよう十分注意して下さい。本授業は授業プランニング及び学習指導案作成に重
点を置いているので，思考と知識で授業力を高め，教育実習に備えて下さい。



科目名 教科教育法（工芸）Ⅱ

単位数 2.0

担当者 非常勤講師 三根 和浪

履修時期 後期

履修対象 ３年次以上

講義形態 講義

概要
高等学校における芸術科（工芸）の教育について，学習指導要領に示された目標や内容の理論的理解をふ
まえ，授業プランニングの基礎を習得する。さらに芸術科（工芸）授業関連のVTR視聴と具体的な授業プラン
ニング，模擬授業と検討によって教育実践的理解を深める。

科目の到達目標 芸術科（工芸）教育の目標・方法・内容についての全体的理解に基づいた授業を実現するプランニングの基
礎を習得する。

受講要件 教科教育法（工芸）Iの単位修得済みであることを原則とする。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 シラバスに記された内容やキーワードに関する事前学修を実施すると共に、授業後には学修した内容をノー
トに整理したり発展的に関連事項を調べたりする。

講義内容

第１回：ガイダンス，学習指導要領と芸術科（工芸）教育の目標
第２回：学習指導要領と芸術科（工芸）教育の内容と取扱い
第３回：芸術科（工芸）授業プランニングの基礎～優れた授業とは何か
第４回：芸術科（工芸）授業プランニングの基礎～学習計画とは何か
第５回：芸術科（工芸）授業プランニングの基礎～指導目標と評価規準
第６回：芸術科（工芸）授業プランニングの基礎～題材設定の理由（題材観・生徒観・指導観）
第７回：芸術科（工芸）授業プランニングの基礎～1時間の学習計画の流れ
第８回：芸術科（工芸）授業プランニングの実際～チームで学習指導計画を設計しよう！（素案の作成）
第９回：芸術科（工芸）授業プランニングの実際～チームで学習指導計画を設計しよう！（素案の検討）
第１０回：芸術科（工芸）授業プランニングの実際～第９回，第１０回を受けて個人で学習指導計画作成（全体
計画）
第１１回：芸術科（工芸）授業プランニングの実際～第９回，第１０回を受けて個人で学習指導計画作成（本時
計画）
第１２回：芸術科（工芸）授業プランニングの実際～第９回，第１０回を受けて個人で教材・教具作成（ＩＣＴ教具
を含む）
第１３回：芸術科（工芸）の模擬授業と検討（個人第１グループ）
第１４回：芸術科（工芸）の模擬授業と検討（個人第２グループ）
第１５回：芸術科（工芸）授業プランニング総括としてのリフレクションとフォローアップ

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 発言内容20％，受講票の内容20％，作成した芸術科（工芸）授業プランニングと模擬授業の成果60％の合計
値に基づき評定する。

教科書等

(1) 文部科学省『高等学校学習指導要領（平成30年告示）解説 芸術(音楽 美術 工芸 書道)編 音楽編 美術
編』教育図書，2019年。
(2) 国立教育政策研究所教育課程研究センター『評価規準の作成、評価方法等の工夫改善のための参考資
料 【高等学校芸術〔工芸〕】』教育出版，2012年。但し，参考資料の新版が発行された場合は新版を使用す
る。

担当者プロフィール

大学院在学中2年間の私立高等学校（非常勤講師），修了後4年間の公立中学校，8年間の国立大学附属小
学校などの現場経験を経て現在大学教員。専門は表現教育論，鑑賞教育論，美術教員の力量形成論。日本
国中を飛び回って優れた授業と教員を見ています。高等学校も中学校も小学校も，そして私立も公立も国立
も経験した者として，また平成29年版学習指導要領の作成に関わった者として、美術教育や学校、教職の魅
力と具体を伝えたいと思っています。

授業に関連する実務経
験

【実務経験】
1983年4月～1985年3月私立高等学校（非常勤講師）
1985年4月～1989年3月広島市立中学校（教諭）
1989年4月～1997年3月国立大学附属小学校（文部教官教諭）

備考

【教職】教職に関する科目 高一種（工芸）
高等学校芸術科（工芸）教育についての積極的な思考と発言を通して，考えを深めて下さい。遅刻・欠席は受
講者自身の理解が深まらないだけでなく，授業進行上大きな障害になります。将来教壇に立つ者として，責
任ある誠実な態度で受講するよう十分注意して下さい。本授業は授業プランニング及び学習指導案作成に重
点を置いているので，思考と知識で授業力を高め，教育実習に備えて下さい。



科目名 教育課程論

単位数 1.0

担当者 非常勤講師 佐々木 伸考

履修時期 後期

履修対象 ２年

講義形態 講義

概要
この科目は教員免許状の取得を希望する学生を対象としたものであり、教育職員免許法施行規則で定めら
れた「教育課程及び指導法に関する科目」のうち、「教育課程の意義及び編成の方法」に関する内容を扱うも
のである。

科目の到達目標 学校教育における教育課程の意義や編成原理、また教育課程をめぐる歴史的な経緯や近年の動向など、教
育課程に関する基本的な知識を修得する。

受講要件 教職志望の学生

履修取消の可否 否

履修取消不可の理由

事前・事後学修 学習指導要領を熟読し、わが国の教育課程について理解を深める。また、教育課程をめぐる国の動向につい
て資料等を通じてその内容を把握し、今後の課題を整理する。

講義内容

第１回 教育課程とは何か
第２回 教育課程の歴史的変遷
第３回 中学校における教育課程の編成
第４回 高等学校における教育課程の編成
第５回 新学習指導要領と教育課程
第６回 学校組織と教育課程
第７回 教育課程と学習指導（授業づくり）
第８回 教育課程の評価と改善（カリキュラム・マネジメント）
※講義内容全般に関して第８回の時間内に筆記試験を実施する。

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 評価は論述形式の筆記試験（80％）と各講義後の小レポート（20％）により行う。

教科書等 随時資料を配付する。参考文献は必要に応じて紹介する。

担当者プロフィール 高等学校での教職経験や教育委員会での教育行政経験を生かした実践的な講義内容を心がけている。

授業に関連する実務経
験

備考 【教職】教職に関する科目



科目名 教科教育法（美術）ＡⅠ

単位数 2.0

担当者 非常勤講師 三根 和浪

履修時期 前期

履修対象 2年次

講義形態 講義

概要 美術の教育における理論的理解と教育実践的理解を通して，教員や指導者に必要な基礎・基本の能力や技
能を習得する。

科目の到達目標

人間の根元的欲求としての表現や鑑賞の意味，学習における内発的動機，美術教育を支えてきた諸思想，
造形表現の発達などについての基礎知識の習得を踏まえ，美術の教育についての理論的理解をすると共
に，これに関連した熟達教員やゲストティーチャーの授業実践をVTR視聴することによって優れた授業のイ
メージを持つなどして，教育実践的理解をする。

受講要件 教科教育法（美術）ＡIIを合わせて受講することを原則とする。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 シラバスに記された内容やキーワードに関する事前学修を実施すると共に、授業後には学修した内容をノー
トに整理したり発展的に関連事項を調べたりする。

講義内容

第１回：ガイダンス，私たちが受けてきた美術教育の姿
第２回：人間にとっての自己表現の意味と方法～洞窟壁画から考える
第３回：人間にとっての鑑賞の意味と方法～美術作品と映像メディア表現から考える
第４回：人間にとっての視覚リテラシー・造形リテラシーの意味
第５回：自己表現の構造と構成主義的学習観
第６回：生涯学習とキー・コンピテンシー
第７回：内発的動機付け～「北風と太陽」と美術教育
第８回：美術教育を支えてきた思想～ルソー，ペスタロッチー，フレーベル
第９回：美術教育を支えてきた思想～チゼック，リード
第１０回：美術教育を支えてきた思想～ローウェンフェルドの視覚型・非視覚型・中間型
第１１回：美術教育を支えてきた思想～DBAEと鑑賞教育
第１２回：造形表現の発達～児童画の特徴
第１３回：造形表現の発達～児童画の発達研究
第１４回：美術の若い教師
第１５回：美術科教育の今日的課題～我が国の生徒の実態から考える
定期試験

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準 発言内容20％，毎回提出する受講票の内容30％，及び期末に実施する試験（リポート）の成果50％の合計値
に基づき評定する。

教科書等

テキスト
下記は教科教育法（美術）AIIと共通の教科書である。授業で使用するので購入等で必ず入手すること。教科
書を準備しない者は受講できない。その他の必要資料は担当者が用意する。
(1)佐々有生編『図画工作・美術科教育の理論と実践』現代教育社，2000年。
(2)文部科学省『中学校学習指導要領（平成29年告示）解説 美術編』日本文教出版，2018年。
(3)国立教育政策研究所教育課程研究センター『評価規準の作成，評価方法等の工夫改善のための参考資
料【中学校 美術】』教育出版株式会社，2011年。但し，参考資料の新版が発行された場合は新版を使用す
る。

担当者プロフィール

大学院在学中2年間の私立高等学校（非常勤講師），修了後4年間の公立中学校，8年間の国立大学附属小
学校などの現場経験を経て現在大学教員。専門は表現教育論，鑑賞教育論，美術教員の力量形成論。日本
国中を飛び回って優れた授業と教員を見ています。高等学校も中学校も小学校も，そして私立も公立も国立
も経験した者として，また平成29年版学習指導要領の作成に関わった者として、美術教育や学校、教職の魅
力と具体を伝えたいと思っています。

授業に関連する実務経
験

【実務経験】
1983年4月～1985年3月私立高等学校（非常勤講師）
1985年4月～1989年3月広島市立中学校（教諭）
1989年4月～1997年3月国立大学附属小学校（文部教官教諭）

備考

【教職】教職に関する科目 中一種（美術）
中学校美術科教育についての積極的な思考と発言を通して，考えを深めて下さい。遅刻・欠席は受講者自身
の理解が深まらないだけでなく，授業進行上大きな障害になります。将来教壇に立つ者として，責任ある誠実
な態度で受講するよう十分注意して下さい。教科教育法（美術）ＡII，教科教育法（美術）ＢI及び教科教育法
（美術）ＢIIを継続して受講することで教員としての力量を高め，教育実習に備えて下さい。



科目名 特別活動論

単位数 1.0

担当者 国際学部 教授 卜部匡司

履修時期 第２ターム

履修対象 ３年

講義形態 講義

概要
この講義は、教員免許状の取得を希望する学生を対象としたものであり、教育職員免許法施行規則で定めら
れた「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談に関する科目」のうち、「特別活動の
指導法」に関する内容を扱うものである。

科目の到達目標

この講義では、特別活動の歴史、戦後の役割の変化と理論などについて学ぶ。特別活動の理論と実際につ
いて理解を深め、教師として特別活動を指導する力をつけることを目標とする。とりわけ、特別活動を理論
的、歴史的に検討したうえで、適宜グループワークを取り入れ、実際の学校現場における特別活動の事例に
ついて学ぶとともに、教材研究、学習指導案の作成などの方法を習得する。

受講要件 教職課程を履修する学生

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 学習指導要領（特別活動）を熟読し、わが国の特別活動について理解を深める。また、特別活動において行
われている実践例について関連文献を読み、自分の将来の実践に役立てる。

講義内容

第１回：特別活動の実際と目的
第２回：特別活動の歴史
第３回：特別活動の制度化と課題（学級活動、生徒会活動、ホームルーム活動を含む）
第４回：特別活動指導上の理論と課題（学級活動、生徒会活動、ホームルーム活動を含む）
第５回：特別活動における教材研究と学習指導案
第６回：グループワーク ― 教材研究の実際
第７回：グループワーク ― 学習指導案の作成と検討
第８回：学習指導案の実践と評価 ― 模擬授業

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準

成績評価は、次の方法で行う。
論述形式の筆記試験またはレポート（90％）
授業への参加度（10％）
※規定の出席回数を満たさない場合、受講態度が悪い場合には、定期試験の受験資格を失う（単位認定し
ない）場合がある。

教科書等 『中学校・高等学校学習指導要領解説 特別活動編』（文部科学省）
参考書については、随時必要に応じて紹介する。

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

備考 【教職】教職に関する科目（2013年度以降の新入生から）



科目名 教科教育法（美術）ＡⅡ

単位数 2.0

担当者 非常勤講師 三根 和浪

履修時期 後期

履修対象 2年次

講義形態 講義

概要 中学校美術科教育についての理論的理解と教育実践的理解を通して，教員や指導者に必要な基礎・基本の
能力や技能を習得する。

科目の到達目標

教科教育法（美術）ＡＩで習得した美術の教育についての基礎的理解を踏まえ，青年期の学校美術教育であ
る中学校美術科について中学校美術科授業プランニングの基礎知識を習得したり，これに関連した熟達教
員やゲストティーチャーの授業実践をVTR視聴したりすることによって，優れた授業の理論的・教育実践的理
解をする。

受講要件 教科教育法（美術）ＡIの単位修得済みであることを原則とする。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 シラバスに記された内容やキーワードに関する事前学修を実施すると共に、授業後には学修した内容をノー
トに整理したり発展的に関連事項を調べたりする。

講義内容

第１回：美術の授業を検討する～授業研究とは何か（レッスンスタディへの誘い）
第２回：中学校美術科の教科構造と学力
第３回：中学校美術科の全体目標と学年目標
第４回：中学校美術科の観点別評価
第５回：中学校美術科の内容～Ａ表現
第６回：中学校美術科の内容～Ｂ鑑賞
第７回：中学校美術科の内容～〔共通事項〕
第８回：中学校美術科の方法論～指導計画の作成と内容の取扱い
第９回：中学校美術科授業プランニングの基礎～1時間の学習計画の流れ
第１０回：中学校美術科授業プランニングの実際～チームで１時間の学習指導計画を設計しよう！（素案の
作成）
第１１回：中学校美術科授業プランニングの実際～チームで１時間の学習指導計画を設計しよう！（素案の
検討）
第１２回：中学校美術科授業プランニングの実際～チームで１時間の学習指導計画を設計しよう！（仕上げ）
第１３回：中学校美術科授業プランニングの実際～チームプランの発表と検討
第１４回：チームプランのリフレクション
第１５回：チームプランのフォローアップ
定期試験

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準 発言内容10％，毎回提出する受講票の内容20％，チームプランの成果30％，及び期末に実施する試験（リ
ポート）の成果40％の合計値に基づき評定する。

教科書等

テキスト
下記は教科教育法（美術）AIと共通の教科書である。授業で使用するので購入等で必ず入手すること。教科
書を準備しない者は受講できない。その他の必要資料は担当者が用意する。
(1)佐々有生編『図画工作・美術科教育の理論と実践』現代教育社，2000年。
(2)文部科学省『中学校学習指導要領（平成29年告示）解説 美術編』日本文教出版，2018年。
(3)国立教育政策研究所教育課程研究センター『評価規準の作成，評価方法等の工夫改善のための参考資
料【中学校 美術】』教育出版株式会社，2011年。但し，参考資料の新版が発行された場合は新版を使用す
る。

担当者プロフィール

大学院在学中2年間の私立高等学校（非常勤講師），修了後4年間の公立中学校，8年間の国立大学附属小
学校などの現場経験を経て現在大学教員。専門は表現教育論，鑑賞教育論，美術教員の力量形成論。日本
国中を飛び回って優れた授業と教員を見ています。高等学校も中学校も小学校も，そして私立も公立も国立
も経験した者として，また平成29年版学習指導要領の作成に関わった者として、美術教育や学校、教職の魅
力と具体を伝えたいと思っています。

授業に関連する実務経
験

【実務経験】
1983年4月～1985年3月私立高等学校（非常勤講師）
1985年4月～1989年3月広島市立中学校（教諭）
1989年4月～1997年3月国立大学附属小学校（文部教官教諭）

備考

【教職】教職に関する科目 中一種（美術）
中学校美術科教育についての積極的な思考と発言を通して，考えを深めて下さい。遅刻・欠席は受講者自身
の理解が深まらないだけでなく，授業進行上大きな障害になります。将来教壇に立つ者として，責任ある誠実
な態度で受講するよう十分注意して下さい。教科教育法（美術）ＡＩを事前に受講すると共に，教科教育法（美
術）ＢI及び教科教育法（美術）ＢＩＩを継続して受講することで教員としての力量を高め，教育実習に備えて下さ
い。





科目名 生涯学習概論

単位数 2.0

担当者 非常勤講師 赤星晋作

履修時期 後期

履修対象 １年

講義形態 講義

概要

教育の３つの場、すなわち家庭、地域（社会）、学校の現状と課題について説明していく。そしてそれらを、生
涯学習という観点から統合して捉え、生涯学習の意義と課題について考える。
なお広島市の生涯学習（社会教育）施設を幾つか調査・見学する。その活動の１つとして広島市映像文化ラ
イブラリーで映画鑑賞（知のトライアスロンの連携事業でもある）、あるいは美術館にて美術鑑賞をし、実際の
活動を体験する。

科目の到達目標 生涯学習（社会教育）関連法、制度、施設、そこでの実際の学習支援活動等を知る。そして、生涯学習の意
義と役割を理解する。

受講要件 本科目は学芸員資格取得のための必修科目である。ただ、資格取得学生でなくても、生涯学習に関心があ
る学生は受講可能である。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修
授業の最後に「次時の予告」をする。よって、次回の授業には、そのテーマに関連する文献講読やテキスト講
読等必ず予習をし、予備知識を持って授業に臨む。
生涯学習を身近な自分の問題として考えて欲しい。

講義内容

以下のテーマを中心に講義を進める。
第1回 本授業の内容と方法
第2回 家庭の現状と課題ー教育の観点からー
第3回 地域（社会）の現状と課題ー教育の観点からー
第4回 学校の現状と課題ー教育の観点からー
第5回 社会教育とは何か
第6回 社会教育行政と指導者
第7回 社会教育から生涯学習へ
第8回 生涯学習とライフサイクル（Ⅰ）ー発達段階と発達課題ー
第9回 生涯学習とライフサイクル（Ⅱ）—児童期・青年期・ 成人期・中年期-
第10回 生涯学習とライフサイクル（Ⅲ）ー高齢期を中心にー
第11回 私の青年期：私はなぜ「教育学」を専攻したか−私のライフ・ストー
リー 
第12回 生涯学習の意義と課題
第13・14回 広島市における生涯学習（社会教育）施設の調査・見学
第15回 総括

＊上記とは別に、期末試験をする場合がある。

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準
全授業の3分の2以上出席しなければならない。
評価は、レポート又は筆記試験(80%)、受講票・授業参加度(20%)により総合的に行う。評価基準は本科目の
到達目標を基準にする。

教科書等 特になし。
必要な内容についてはプリントして配布する。

担当者プロフィール

教育経営、教師教育、アメリカの学校教育等の研究をしている。
主な著書として『アメリカ教師教育の展開～教師の資質向上をめぐる諸改革』（単著）、『生徒非行と学校・教
師～教育学的観点からの考察～』（単著）、『学校・地域・大学のパートナーシップ－ウェスト・フィラデルフィア
改善組織（WEPIC）の事例研究』（単著）、『地方分権下における自律的学校経営の構築に関する総合的研
究』（共著）、『アメリカ教育の諸相ー２００１年以降ー』（単著）、『新教職概論 改訂新版』（編著）等がある。

授業に関連する実務経
験

実務経験：1980年4月〜1985年3月熊本県公立小・中学校教諭として勤務

備考
【学芸員資格科目】
授業の一環として、（11月頃）広島市の生涯学習施設（広島県立美術館等）を訪問し、実際の活動を見学す
る。



科目名 博物館実習

単位数 3.0

担当者 国際学部 准教授 城市 真理子（責任者）
芸術学部 准教授 石松 紀子

履修時期 通年

履修対象 4年

講義形態 実習

概要

《授業形態》実習 
「学内実習」30コマ、博物館施設で学ぶ「館園実習」20コマからなる。合計50コマ。例年、4月から10月初めま
での期間に行うが、今年度は、見学や展示、「館園実習」が後期におよぶ可能性がある。今年度変則的な日
程があるのでスケジュールに注意すること。
⑴ 学内実習 例年は、おもに、芸術資料館・演習室、時には工房やラボを利用すること
もあるが、今年度は、ほとんどがオンライン授業となる。
① 見学実習 学外の博物館等の運営実態を学ぶ。
受け入れ館の状況で、実施時期の変更がありうる（夏休み、後期）。
② 実務実習 主に芸術資料館で、資料の取り扱い、調査・研究、展覧会の企画立案、
展示、学芸庶務等を学ぶ。
教室で行う場合（感染症の状況でオンラインに変更あり）とオンライン授
業にする場合とがある。
③ 事前・事後指導 実習全体の初回・最終回、館園実習の前後に実施する（感染症の状況でオ
ンライン）。
⑵ 館園実習 学外の博物館等において実務を体験する。
受け入れ館の状況で、実施時期の変更がありうる。
受け入れ館、受講者の体調などにより参加不能・中断した場合、補講を実
施する（文化庁による指示）。

科目の到達目標

実習全体を通して博物館の実態や学芸員の業務について理解する。見学実習では、学外の博物館等の運
営実態を理解し、関心を高める。実務実習では、学内の資料館で博物館資料の取り扱い、調書作成、展覧会
企画と展示、整理、保存などを学び、実際にできるようになる。館園実習では、博物館において学芸員から専
門的知識や技術について学び、学芸員の仕事への理解を深める。

受講要件

「生涯学習概論」「博物館教育論」の2科目の単位を修得していること。
「博物館概論」「博物館資料論」「博物館展示論」「博物館経営論」「博物館資料保存論」「博物館情報・メディア
論」の６科目をすべて履修し、６単位以上修得していること。
※ 必ず、実習の初回から参加すること。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修

本来は日頃から美術館・博物館の展示を観覧し、その様々な催しに参加することや美術館・博物館のアルバ
イトやインターンシップも積極的に行うことを勧めるが、当分は新型コロナの対策で休館中の施設が多く、各
博物館のホームページを閲覧し、開催中止の展覧会を紹介する動画など多くの学芸員の取り組みを知って
ほしい。また、ホームページには各博物館の所蔵品の紹介や宇術的なデータベースがあるので、それらにつ
いても積極的に閲覧してほしい。
各自が担当教員やTAに質問・相談することができる（Eメール等）。

１ 学内 はじめに―科目全体の説明、館園実習希望調査
２ 芸術資料館 館長挨拶、資料館の機能と業務
３ 学内 見学実習の事前指導
４ 学内 見学実習 ひろしま美術館、広島市郷土資料館 等の見学。 
５ 〃 
６ 〃 
７ 〃 
８ 〃 
９ 〃 
１０ 学内 実務実習 作品の取り扱い・整理・分類・調書の取り方・展示・保存・取扱と調書作成
古美術
１１ 〃 日本画・版画
１２ 〃 油絵
１３ 〃 彫刻
１４ 〃 漆工
１５ 〃 写真
１６ 〃 映像
１７ 〃 金工
１８ 〃 染織
１９ 〃 現代表現 
２０ 学内 実務実習 展覧会の作成
本学資料館での展覧会のテーマと企画を考える 
２１ 〃 同上
２２ 〃 出品リスト作り
２３ 〃 展示レイアウト作成。解説執筆に着手。
２４ 〃 展示レイアウトの完成。キャプション作成。
２５ 〃 搬入・展示作業



講義内容 ２６ 〃 展示会場でのギャラリートーク、教育普及活動
２７ 〃 展示会場での撤収
２８ 学内 館園実習の事前指導
２９ 館園実習 オリエンテーション等
３０ 〃 施設見学等
３１ 〃 管理運営（１）入館者への対応
３２ 〃 管理運営（２）ミュージアムショップ等
３３ 〃 広報 （１）ホームページ
３４ 〃 広報 （２）プレスリリース
３５ 〃 教育普及 （１）ワークシート・ワークショップ等
３６ 〃 教育普及 （２）講座・講演会
３７ 〃 教育普及 （３）児童向け講座
３８ 〃 教育普及 （４）成人向け講座
３９ 〃 収集 （１）収集の実際
４０ 〃 収集 （２）作品データ・カード作成
４１ 〃 作品の取り扱い（１）点検・調書
４２ 〃 作品の取り扱い（２）梱包・輸送・収蔵庫管理
４３ 〃 展示 （１）テーマ決定
４４ 〃 展示 （２）出品リスト
４５ 〃 展示 （３）キャプション作成
４６ 〃 展示 （４）解説パネル作成
４７ 〃 展示 （５）作品搬送・陳列、照明
４８ 〃 実習反省会
４９ 学内 館園実習の事後指導
５０ 学内 館園実習の事後指導

※館園実習は、受け入れ館によって内容が異なる部分がある。また、学内実習のスケジュールは別途連絡
するが、担当者や教室の都合での変更がありうる。一部に特別講師を招く場合がある。
項目の順序は、訪問館や講師の都合により変更・入れ替わりがある。

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準

学内実習では受講態度および課題・レポートによる評価 ６０パーセント
（１）見学・資料取り扱い・展覧会企画のいずれについても、
積極的に授業に参加し、協力的であること。
（２）課題のワークシート・レポートの完成度が高いこと。
館園実習の評価 ４０パーセント
『実習記録』の内容および受け入れ担当学芸員・教員による評価に基づく。

教科書等 特になし。必要に応じ、各回で配布する。

担当者プロフィール
日本美術史、特に中世・近世絵画を専門とし、博物館・美術館学芸員として、国指定文化財をはじめ古美術
は幅広いジャンルを扱ってきた経験がある（城市）。福岡アジア美術館の国際交流コーディネーターとして、美
術館運営に関わった経験がある（石松）。

授業に関連する実務経
験

博物館学芸員経験があり（約１０年）、国指定文化財取り扱い責任者となれる資格を持つ。特に古美術資料
（絵画・工芸・茶道具等）の保存科学・展示取り扱い及び博物館の業務・運営について知悉している（城市）。

備考

【学芸員資格取得関係科目】
近距離で接することの多い内容（取り扱い、展示作業、館園実習）の2週間まえから検温・体調管理が必須で
あり、体調不良・発熱等での欠席に関しては出席扱いとし、事後報告も可とする。
実物の資料を用いたり、学外でも受講する内容が含まれており、受講態度等、しかるべき心構えを要する。不
適切な言動があったり、注意をきかない場合は、受講を中止させることがある。
実習費用が必要になる場合がある。館園実習先への申し込みは、自分で行う場合がある。見学等の交通費
等が必要になる場合がある。特に館園実習では、他の実習や就活のためでも欠席は認められないため、各
館ごとの実施期間をよく確認すること。学内実習においても、他の実習や就活のためであっても、基本的に欠
席を認めない（事前連絡を要すが2回まで）。ただし、新型コロナウィルス感染の疑いがある場合は、緊急に欠
席することを認め出席扱いとする（事後連絡も可）。
実習の雑費を徴収する（1000円程度）。服装の条件がある（動きやすいズボン着用。アクセサリー、長いツメ
は不可）。取り扱いの授業では、特に、マスク・手袋の用意。



科目名 博物館概論

単位数 2.0

担当者 非常勤講師 古谷 可由

履修時期 前期

履修対象 ３年次

講義形態 講義

概要 法令および各国事例等によって、博物館の理論的目的・意義の理解をはかるとともに、博物館の現場での課
題と問題点を指摘することで、各博物館が抱える現状の理解とその解決策を探る。

科目の到達目標 博物館に関する基本的知識を理解し、専門性の基礎となる能力を修得する。

受講要件 特になし。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 講義内容の予習・復習を行うとともに、できるだけ多くの博物館に通うこと。

講義内容

次の各テーマにそって講義を行う。
第１回 導入：博物館とは
第２回 博物館の目的と法的根拠
第３回 博物館の機能
第４回 博物館の分類
第５回 学芸員制度と資格の取得
第６回 博物館の倫理
第７回 博物館の歴史（西洋）
第８回 博物館の歴史（日本）
第９回 博物館の組織と運営
第10回 生涯学習と博物館
第11回 地域社会と博物館
第12回 学校教育と博物館
第13回 文化財保護と博物館
第14回 博物館の国際機構
第15回 まとめ：博物館の現状と課題

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 レポートによる得点に、授業態度等の平常点を加味して評価。

教科書等 特になし。

担当者プロフィール 公益財団法人ひろしま美術館学芸部長

授業に関連する実務経
験

1997年～現在：公益財団法人ひろしま美術館に学芸員として勤務

備考 【学芸員資格取得関係科目】



科目名 博物館資料論

単位数 2.0

担当者 国際学部 准教授 城市 真理子 ほか（オムニバス）

履修時期 後期

履修対象 ２年

講義形態 講義

概要

《授業形態》講義
博物館資料こそが博物館の核心であり、原点である。博物館（美術館）資料（作品）の収集・保存・展示・調査
研究に関する知識や方法の理解を図り、地域における事例研究、博物館現場からの実践的経験報告に基づ
いて博物館の学芸活動の意義と目的を考察する。
新型コロナ感染症の流行が収束するまでは、基本的にオンライン授業とする。

科目の到達目標 博物館は博物館資料を核にした社会教育機関である。各種の博物館について学び、博物館活動の意義につ
いて考えを深める。

受講要件
必ず初回から受講すること（成績評価と関わる重要な連絡を行う）。実地見学のために入館料（500～1000円
程度）が必要な場合がある。現役学芸員による講義があり、出席・受講態度を重視する。古美研等でのやむ
を得ない欠席を含め、欠席の総数が５回以内になるように極力努めてほしい。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修

美術館・博物館の資料や事例についての講義なので、日頃から美術館や博物館に行く経験の多いことが望
ましい。展示鑑賞ワークシートを配布する（感染症の状況によっては、内容を変更する）。
各自が主担当教員に質問・相談することができる（Eメール等）。オムニバス担当教員への質問等はそれぞれ
対応方法が異なる場合がある。

講義内容

１ 概要説明―様々な博物館とその資料について
２ 資料の収集
３ 資料の保存
４ 資料の展示
５ 資料の調査研究
６ 様々な展覧会―常設展、企画展、特別展など
７ 博物館資料による教育普及活動
８ 1～７回までのまとめと確認テスト
９ 博物館学芸員による講義（１）考古
１０ 博物館学芸員による講義（２）歴史・民俗
１１ 博物館学芸員による講義（３）現代美術
１２ 博物館学芸員による講義（４）自然科学 天文・科学
１３ 博物館学芸員による講義（５）自然科学 動物
１４ 博物館学芸員による講義（６）自然科学 昆虫
１５ 博物館学芸員による講義（７）自然科学 まとめ
※ ９～１５回の担当者の順番は、後日、確定する。

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準

第８回に行う確認テスト 60%
（１）第1～７回の内容の理解について問う小テスト（小レポート）。
（２）ワークシートを用いたグループ研究発表の完成度。

第９～１５回の講義に関するレポートおよび授業期間中の課題ワークシート等 40%
（１）講義内容を正確に理解している。
（２）講義に関連して自ら調べ考察している。
（３）文章の構成、参考文献や注、引用などレポートとしての形式が整っている。

教科書等

参考書：日比野秀男「美術館学芸員という仕事」（ぺりかん社）1994年
並木誠士ほか「現代美術館学」（昭和堂）1998年
「新時代の博物館学」（芙蓉書房出版）2012年
その他、授業中にプリントを配布する。

担当者プロフィール 日本美術史、特に中世・近世絵画を専門とする。博物館・美術館学芸員として、国指定文化財をはじめ古美
術は幅広いジャンルを扱ってきた経験がある（城市）。

授業に関連する実務経
験

博物館学芸員経験があり（約１０年）、国指定文化財取り扱い責任者となれる資格を持つ。特に古美術資料
（絵画・工芸・茶道具等）の保存科学・展示取り扱い及び博物館の業務・運営について知悉している（城市）。

備考 【学芸員資格取得関係科目】
感染症の状況により、対面授業がオンラインに変更されたり、授業の順番の変更がありうる。



科目名 博物館経営論

単位数 2.0

担当者 非常勤講師 松田 弘

履修時期 後期

履修対象 ３年次

講義形態 講義

概要

博物館の歴史的成り立ち、現状の法制度、運営形態などを知り、現実の博物館を見学して具体的な事業、広
報、ボランティア活動などを学びます。また地域や現代社会の諸問題をいかに博物館に取り込むことができ
るかを考えます。最後に課題として、広島平和記念資料館の分館である「シュモーハウス」の活性化案を提案
します。

科目の到達目標 博物館の使命と存在理由について深く考え、地域の博物館の問題解決について主体的に提案できること。

受講要件 特になし。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 広島市内の美術館や博物館の展示を積極的に観ます。関連情報を取得するために新聞記事を読みます。

講義内容

第1回：:オリエンテーション
第2回：博物館の歴史、運営制度、組織、職員について
第3回：地域の博物館の見学
第4回：地域の博物館の見学のまとめ
第5回：博物館の使命，倫理(行動)規範について
第6回：博物館の事業計画、広報について
第7回：博物館への市民参加(ボランティアなど)について
第8回：博物館と大学の連携について
第9回：博物館と地域の連携について
第10回：博物館シュモーハウスの見学
第11回：前回の振り返り
第12回：博物館と地域社会の諸問題について
第13回：博物館と現代社会の諸問題について
第14回：シュモーハウスの活性化策の発表
第15回：全体のまとめ

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 レポートと課題の発表、積極的な授業参加、授業態度などを総合して評価します。

教科書等 特になし。

担当者プロフィール 広島県立美術館学芸課長を経て、平成27年に呉市立美術館館長、平成30年に東広島市立美術館館長。

授業に関連する実務経
験

備考 【学芸員資格取得関係科目】
展覧会のチケット代が必要になることがあります。



科目名 博物館資料保存論

単位数 2.0

担当者 非常勤講師 福田 道宏

履修時期 後期

履修対象 ３年次

講義形態 講義

概要

博物館に求められる役割は多様化している。とは言え、どのように多様化しようとも、博物館資料の保存が、
そのなかで大きな部分を占めることに変わりはない。博物館は現在のひとびとのための施設であると同時
に、文化財を次の世代に引き継いでゆく、未来のための施設でもあるからである。博物館資料とは何か、そし
てそれを保存することの意義は何かを考えるとともに、この重い使命を果たすためには具体的にどのような
知識、技術が必要で、どのような設備が使用されているのかを理解することを目的とする。

科目の到達目標
１博物館資料および文化財を保存する基本的な方法を説明できる
２博物館資料および文化財の種類と材質の違いによる保存方法の違いについて説明できる
３博物館資料および文化財を保存するというとき、なにを守ろうとするのか基本的な考え方を説明できる

受講要件 特になし。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 「博物館法」などの関連法規やガイドライン、具体的な博物館資料について、各自事前事後に確認するなど
の学修を行う。具体的な内容は授業各回で提示する。

講義内容

第1回 博物館とは、博物館資料とは、資料保存とは
第2回 博物館資料を何から守るのか、何を守るのか
第3回 博物館資料の種類と文化財制度
第4回 博物館資料の種類による保存方法の違い
第5回 資料保存の考え方―資料の保存環境―
第6回 資料保存の考え方―資料調査とは―
第7回 資料保存の考え方―資料の修復とその問題点―
第8回 資料保存の考え方―資料の移動、梱包と輸送―
第9回 資料保存と活用―背反する使命のはざまで―
第10回 資料保存と活用―具体的な配慮と方法―
第11回 資料保存の方法と技術、設備―歴史―
第12回 資料保存の方法と技術、設備―収蔵庫―
第13回 資料保存の方法と技術、設備―展示室―
第14回 資料保存の方法と技術、設備―施設全体での対策―
第15回 博物館資料と資料保存のひろがり

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 学期末に期末レポートを課すほか、授業のなかでの参加度合いなどを総合評価する。

教科書等 特になし。

担当者プロフィール 2001年～11年奈良県立万葉文化館学芸員、現在、広島女学院大学准教授・学芸員課程担当主任。文化庁
「指定文化財（美術工芸品）企画・展示セミナー」修了。専門は日本美術史。

授業に関連する実務経
験

備考 【学芸員資格取得関係科目】



科目名 博物館展示論

単位数 2.0

担当者 非常勤講師 古谷 可由

履修時期 後期

履修対象 ３年次

講義形態 講義

概要 展示の歴史・現状などを写真等を使いながら解説し、同時にその理論を教示するとともに、各博物館が抱え
る問題点を指摘することによって、博物館における展示の現状とその解決策を探る。

科目の到達目標 展示の歴史、展示メディア、展示よる教育活動、展示の諸形態等に関する理論および方法に関する知識・技
術を習得し、博物館の展示機能に関する基礎的能力を修得する。

受講要件 特になし。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 講義内容の予習・復習を行うとともに、できるだけ多くの博物館に通いその展示を体感すること。

講義内容

次の各テーマにそって講義を行う。
第１回 導入：博物館の「展示」とは
第２回 博物館法における「展示」の役割
第３回 展示の歴史と現状①（西洋の場合）
第４回 展示の歴史と現状②（日本の場合）
第５回 展示論の歴史
第６回 展示の諸形態
第７回 展示の実際①（パネル類）
第８回 展示の実際②（照明）
第９回 展示の実際③（さまざまな什器）
第10回 展示の実際④（機器による解説）
第11回 展示の実際⑤（展示解説書）
第12回 展示の実際⑥（人による解説）
第13回 展示ができるまで①（計画）
第14回 展示ができるまで②（施工）
第15回 まとめ

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 レポートによる得点に、授業態度等の平常点を加味して評価。

教科書等 特になし。

担当者プロフィール 公益財団法人ひろしま美術館学芸部長

授業に関連する実務経
験

1997年～現在：公益財団法人ひろしま美術館に学芸員として勤務

備考 【学芸員資格取得関係科目】



科目名 博物館教育論

単位数 2.0

担当者 非常勤講師 洲濱 元子

履修時期 前期

履修対象 ２年次

講義形態 講義

概要 博物館における教育活動の理念、歴史、実践、意義、課題などについて、具体例をあげながら考察する。

科目の到達目標 今日における博物館の教育的役割について理解し、博物館を教育資源として活用する能力を修得する。

受講要件 特になし。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 講義内容の予習・復習を行うとともに、できるだけ多くの美術館・博物館に通うこと。

講義内容

第1回 ガイダンス、博物館とは
第2回 博物館の機能と現状
第3回 博物館教育の理念―教育と学び
第4回 博物館教育の歴史
第5回 生涯学習の場としての博物館
第6回 博物館と学校教育
第7回 地域における博物館の教育的機能
第8回 博物館教育の方法① 展示
第9回 博物館教育の方法② 解説と鑑賞教育
第10回 博物館教育の方法③ ワークショップ
第11回 さまざまな博物館の教育活動
第12回 教育プログラムをつくる①
第13回 教育プログラムをつくる②
第14回 博物館見学
第15回 博物館教育の広がりと課題

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 授業参加(50％)―授業内容の理解度と積極性を評価する。
学期末レポート(50％)―博物館教育に関する知識の習熟度を評価する。

教科書等 特になし。

担当者プロフィール 広島市現代美術館学芸課主任

授業に関連する実務経
験

1991年4月から広島市現代美術館に勤務（学芸業務に従事）

備考 【学芸員資格取得関係科目】



科目名 博物館情報・メディア論

単位数 2.0

担当者 非常勤講師 津田 和俊

履修時期 後期

履修対象 2年次

講義形態 講義

概要

ICTの発展目覚ましい今日、博物館においては、資料の収集、管理、展示、研究などの基本業務を遂行する
にあたり、従来の方法に加え、多様なデジタルメディアの利点を活かした新たな取り組みが求められている。
この講義では、資料の概念を整理したうえで、情報の収集、管理、活用などの取り扱いと、種々のメディアを
介した情報発信の実際について解説し、そこにある課題や問題などについて考察する。

科目の到達目標
博物館が保有する資料＝情報の意義を理解し、その収集や管理、普及啓発活動における活用、各種メディ
アによる情報発信、留意すべき問題点等について学ぶことにより、学芸活動や教育普及啓発活動の実践に
役立つ基礎知識の習得を目指す。

受講要件 学芸員職志望者あるいは博物館活動に関心がある学生の受講を希望する。

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 聴講する過程において、関心を持つことができた事項や問題点、技術などについては、自身で発展的に学修
すること。

講義内容

第01回：講義の概要紹介－博物館情報論・メディア論で学ぶこと
第02回：情報メディアとしての博物館機能
第03回：情報を保有する博物館の社会的意義
第04回：「情報」の収集について 収集対象分野、収集の実際
第05回：「情報」の整理について 保存・保管処理、位置・所属の決定
第06回：「情報」を扱う① 収集、整理、リサーチ実践
第07回：「情報」を扱う② 収集、整理、リサーチ実践
第08回：中間プレゼンテーション、ディスカッション
第09回：「情報」の活用について① 知的財産である「情報」の取り扱い
第10回：「情報」の活用について② 展示における使用
第11回：「情報」の活用について③ 出版、インターネットによる発信
第12回：「情報」の活用について④ 出版、インターネットによる発信
第13回：「情報」を扱う③ 活用、発信の実践
第14回：「情報」を扱う④ 活用、発信の実践
第15回：プレゼンテーション、ディスカッション、まとめ

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準 出席や聴講姿勢などの学習態度と、試験の代わりに課すレポートの内容によって評価する。両観点の評価
配点は50点ずつとする。

教科書等 特になし

担当者プロフィール

KIYOSHI SUGANUMA｜菅沼 聖 ミュージアムエデュケイター。愛知県生まれ。岐阜県立国際情報科学芸術
アカデミー（IAMAS）卒業。2009年から山口情報芸術センター（YCAM）で勤務。YCAMでは、オリジナルワーク
ショップの開発やファシリテーションといった教育普及事業全般および地域資源の活用に関する研究開発プ
ロジェクトの企画を担当。2019~2020年アールト大学メディアラボ 学習環境グループ客員研究員。

授業に関連する実務経
験

【2009年4月~現在 山口情報芸術センター（YCAM）勤務(教育普及事業に従事)】
【2015年~2017年 山口県立大学 非常勤講師 (映像概論)】
【2017年~2018年 広島市立大学 非常勤講師 (博物館情報・メディア論)】
【2019年4月~2020年4月 アールト大学メディアラボ学習環境グループ客員研究員】

備考 【学芸員資格取得関係科目】



科目名 教育原理

単位数 2.0

担当者 非常勤講師 田中 崇教

履修時期 前期

履修対象 ２年次

講義形態 講義

概要
「教育とは何か」という問いを考えるヒントとなる基礎的な知識の獲得を目指すとともに、教育分野が「人」とり
わけ「子ども」をどのように見ているのかということを意識しながら、教育に携わる者としての資質向上を図り
ます。

科目の到達目標
①教育の思想的実践的原理の観点から教職の意義を理解することによって使命感や倫理観を高める
②教育原理（教育学）に関する専門的知識を習得する
③教育を支える基礎理論の習得により豊かな実践の基盤(思考力・判断力)を培う

受講要件 ①本科目第1回目を必ず受講すること(<無断>欠席は原則認めない)
②教員免許取得の意志をゆるぎなく持っていること

履修取消の可否 否

履修取消不可の理由

事前・事後学修 事前：関連資料（教育原理関係の書籍）の事前に確認しておく
事後：毎回の学修ノート（配布資料）の見直しや関連資料の精読を積み重ねておくこと

講義内容

１．オリエンテーションならびに教育学に触れるにあたって
２．現代における教育の問題を探る
３．「教育とは何か」を考える―能力を引き出す―
４．「教育とは何か」を考える―望ましい自分を形作る―
５．近代の教育思想に触れる―教育対象―
６．近代の教育思想に触れる―教育方法―
７．近代の教育思想に触れる―教育内容―
８．諸外国の教育史を繙く―西欧―
９．諸外国の教育史を繙く―北米―
10．わが国の学校教育史に目を向ける―学制に至るまで―
11．わが国の学校教育史に目を向ける―教授と学習―
12．わが国の学校教育史に目を向ける―学習指導要領―
13．教育制度の基礎を理解する
14．教育内容・方法の基礎を理解する
15．生涯学習の考え方を捉える

期末試験実施の有無 実施する

評価方法・基準 第1回目を含めた12回以上の出席者を評価対象（期末試験の採点対象）とします。こうした評価方法等の詳
細を第1回目の授業にて連絡します。ゆえに、重ねて連絡しますが、第1回目を必ず出席してください。

教科書等 第1回目に参考文献を連絡します。事前・事後学修の参考にしてください。

担当者プロフィール 非常勤講師

授業に関連する実務経
験

備考 【教職】



科目名 教育方法・技術論

単位数 2.0

担当者 国際学部 教授 卜部匡司

履修時期 後期

履修対象 ３年次生

講義形態 講義

概要
この講義は、教育職員免許法施行規則で定められた「道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指
導、教育相談に関する科目」のうち、「教育の方法及び技術（情報機器及び教材の活用を含む。）」に関する
内容を扱うものである。

科目の到達目標
この講義では、授業の方法・技術の歴史、主要な理論、今日の課題、授業の準備、計画、実施、評価の理論
と方法、授業研究の方法について説明でき、パワーポイントを使って、教材制作ができるようになることを目
指す。

受講要件 教職課程を履修する学生

履修取消の可否 可

履修取消不可の理由

事前・事後学修 図書館で関連する文献を検索して読んだり、インターネットで関連する資料をダウンロードして読んで、授業で
積極的に質問すること。

講義内容

第１回：授業の方法・技術と教育方法学
第２回：授業方法の歴史的発展（1）西洋
第３回：授業方法の歴史的発展（2）日本
第４回：授業の理論とモデル
第５回：視聴覚教育の歴史と理論
第６回：情報メディア活用の歴史と理論
第７回：今日の授業方法の課題―教科を横断したリテラシーの指導
第８回：今日の授業方法の課題―アクティブ・ラーニングの問題
第９回：授業研究の方法
第１０回：授業の準備
第１１回：授業の計画
第１２回：授業の実施
第１３回：授業の評価
第１４回：教材制作
第１５回：教材の発表

期末試験実施の有無 実施しない

評価方法・基準

成績評価は、次の方法で行う。
①期末レポート（85％）
②講義中に課す諸課題（15％）
※規定の出席回数を満たさない場合、受講態度が悪い場合には、定期試験の受験資格を失う場合がある。

教科書等 『中学校・高等学校学習指導要領』（文部科学省）

担当者プロフィール

授業に関連する実務経
験

備考 【教育職員免許状受領資格取得関係科目】
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