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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

英語コミュニケーションＡ 演習 
ファルク・モローネ・スコット・シキ 

クラップ・ポージン・ドーソン 

ポーター・マクドナルド・ロビソン 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

１ １年次前期 
選択必修 

（一部必修） 

※ヒューマンケア学部は必修 

※他学部は選択必修 

クラス分け 

授業の到達目標及びテーマ 

英語ネイティヴスピーカーが担当し、授業進行は基本的に英語で行う。ネイティブの発話に慣れ、基本的な

コミュニケーション能力の養成を目的とする。基本的な日常英会話ができるレベル到達を目指す。 

授業の概要 

自己紹介に始まり、身近な生活に関わる話題について表現できるように指導する。その為に先ず、自然の速

度で話される英語を理解する訓練をしながら、正しい発音の仕方、さまざまな実用的な英語表現を習得させる。

クラス内の、実質的で有効なコミュニケーションを可能にするために少人数クラスを設定する。 

 

尚、具体的な授業計画は、各担当者がそれぞれ授業開始時にプリントもしくは口頭で説明する。 

学生に対する評価の方法 

授業受講態度３０％、授業参加貢献度３０％、 終オーラルテスト４０％の割合で評価する。全授業回数の

３分の１以上の欠席者には単位は与えられない。 

授業計画（回数ごとの内容等） 

 
第01回 Introducing Self and Others.（自己や周りの人の紹介） 
第02回Talking about Daily Routine.（日常生活について語る） 
第03回Asking to do Something.（してもらいたいことをお願いする） 
第04回Talking about Likes / Dislikes.（好き・嫌いについて語る） 
第05回Talking about Experiences.（自分の経験談を語る） 
第06回Exchanging Personal Information.（個人のアピールをしてみる） 
第07回Talking about Frequency of Activities.（クラブやサークルについて語る） 
第08回Talking about Past Schedule.（今までのスケジュールを紹介する） 
第09回 Describing Locations of Places.（場所の具体的位置を述べる） 
第10回Talking numbers: Time, schedule, and prices.（数表現についての練習：時間、計画、値段など） 
第11回Checking / Confirming Information.（情報の精査と確認） 
第12回Positive / Negative Tag Questions.（肯定形・否定形の付加疑問文の練習） 
第13回Talking about Future Plans.（先々の計画について語る） 
第14回Review Activities / Prep for final oral Test.（総復習・ 終オーラルテストの準備） 
第15回 Final oral Test in small groups.（小グループごとの 終オーラルテストを実施） 
 

使用教科書 

原則として、教科書は購入・使用しない。時折、様々な種類の本や雑誌またはネット上よりコピーしたもの

がプリントで配布される。学生は自分の英日・日英辞書を持参することが好ましい。 

自己学習の内容等アドバイス 

 機会をみつけて、ラジオ・テレビ・インターネットなどで英会話番組を聴いて、観て英語聞き取り練習を 
する。多く英語発話を聴くと、その分耳が慣れ、英語に触れるのが楽しくなる。また、外国映画の字幕スーパ

ーを見ないで観賞することも好ましい。常日頃から英語音声に触れる努力をすること。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

英語コミュニケーションＢ 演習 
ファルク・モローネ・スコット・シキ 

クラップ・ポージン・ドーソン 

ポーター・マクドナルド・ロビソン 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

１ １年次後期 
選択必修 

（一部必修） 

※ヒューマンケア学部は必修 

※他学部は選択必修 

クラス分け 

授業の到達目標及びテーマ 
英語コミュニケーションⅠに引き続き、さらに進んだコミュニケーション能力の増進を目的とする。日常生活上想定される

さまざまなシチュエーションに対応できるようよう訓練する。様々な状況での基本英会話ができるレベルを目指す。 

授業の概要 

徹底的なパターン練習によって基本表現を習得したうえで、より幅広い会話範囲を維持できるように、語彙力の増強に努め

る。想定される一般的なシチュエーションを発展させることによって、より現実的な応用力を高める。英語コミュニケーショ

ンⅠと同様、小人数クラスで行う。 

尚、具体的な授業計画は、各担当者がそれぞれ授業開始時にプリントもしくは口頭で説明する。 

学生に対する評価の方法 

授業受講態度３０％、授業参加貢献度３０％、 終オーラルテスト４０％の割合で評価する。全授業回数の３分の１以上

の欠席者には単位は与えられない。 

授業計画（回数ごとの内容等） 
第01回Responding to a question or statement. Following up a conversation. 

   （質問および提示に対して回答する。英会話を続ける。） 

第02回Agreeing and disagreeing an opinion. Asking for and giving shorter directions. 

   （意見に対して賛成したり反対したりする。簡単な指示の内容を尋ねたり、与えたりする。） 

第03回Giving an opinion. Giving reasons. Starting and following up conversation. 

   （意見を述べる。理由を述べる。会話を始めて、そのまま続ける。） 

第04回Giving instructions. Asking for help. Commenting. 

   （指示を与える。助けを求める。感想を述べる。） 

第05回 Inquiring and giving information about times and prices. 

   （時間と値段について尋ねたり情報を与えたりする。） 

第06回 Getting attention. Talking about countries, cities, travel abroad and entertainment.  

   （注意をこちらに向ける。国、都市、海外旅行そして娯楽について話合う。） 

第07回Confirming and giving advice. Saying good-bye. Talking about friends. 

   （助言を確認したり与えたりする。お別れの挨拶。友達のことを語る。） 

第08回Talking about holidays/events plans. Ending and following up a conversation. 

   （休暇やイベント計画について語る。会話を終わらせるまたはそのまま続ける。） 

第09回Talking about New Year's custom and entertainment. Talking about similarities. 

   （新年の習慣や楽しみ方について語る。他国との類似点を語る。） 

第10回Responding to happy/unhappy news.  

   （幸福なもしくは不幸な知らせに対応する。） 

第11回 Asking people to do things formally and informally. 

   （人々に型にはめて行動すること、また型にはまらないで行動することを依頼する。） 

第12回 Inquiring and giving information about drugs/medicines. Confirming a statement. 

   （薬についての情報を尋ねたり教えたりする。提示内容を確認する。） 

第13回 Inquiring and giving information about tours abroad. English for Study Abroad. 

   （海外旅行について尋ねたり教えたりする。海外で学ぶ英語） 

第14回 Excitements. Thanks. Closing remarks.  

   （感激の言葉。感謝の言葉。言及を終える。） 

第15回 Final 0ral test in small groups.  

   （小グループでの 終会話テスト） 

使用教科書 
原則として、教科書は購入・使用しない。時折、様々な種類の本や雑誌またはネット上よりコピーしたものがプリ

ントで配布される。学生は自分の英日・日英辞書を持参することが好ましい。 

自己学習の内容等アドバイス 

 機会をみつけて、ラジオ・テレビ・インターネットなどで英会話番組を聴いて、観て英語聞き取り練習をする。多

く英語発話を聴くと、その分耳が慣れ、英語に触れるのが楽しくなる。また、外国映画の字幕スーパーを見ないで観

賞することも好ましい。常日頃から英語音声に触れる努力をすること。  
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

総合英語Ａ 演習 安藤 直 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ １・２年次前期 選択（一部必修） ヒューマンケア学部は必修 

授業の到達目標及びテーマ 

テーマ：英語の総合的な運用能力の養成 
到達目標：英語を社内公用語にする企業など、グローバル化が加速する社会において、英語ができるというこ

とは、将来の可能性を拡大させることになる。本授業では、英語の４分野の基礎的な能力を養成し、正確な情

報収集・理解 (Reading & Listening)と発信(Writing & Speaking)が出来るようになることが到達目標である。 

授業の概要 

語と語の有機的な関係を重視したフレーズ・リーディングから、パラグラフ・リーディングへと読み進める訓練をする。対

象によっては精読よりもむしろ早く要点を把握することが優先される場合もあり、それぞれの目的に応じた読み方を学習する。

和訳量を増やし、経験からそのテクニックを学ぶ。併せて、英語表現の訓練も行う。単に機械的な和文英訳ではなく、自己表

現につながるものとして、英語の文章を書く能力も高めたい。量を重ね、そのテクニックを習得する。   

また、現実的なシチュエーションを想定した英会話のパターンを学び、リスニング・スピーキングを実践し能力を養う。 

学生に対する評価の方法 

① 授業への参画態度（20％） 
② リポート提出（20％） 
③ 終試験（あるいは授業時の小テスト） (60%) 
以上の点を考慮し、評価する。 

授業計画（回数ごとの内容等） 

第01回 半期授業の展望と進行について、およびCALL使用法の説明・実践（機器類・ソフトなど） 
第02回 (プリント１) リスニング・スピーキングの演習（リピート練習、ペアプラクティス、個人発表など） 
第03回 (データ１) 英文パッセージを和訳し、データで提出。のちサンプル訳提示および解説・質疑応答 
第04回 (データ２) 日本語パッセージを英訳し、データで提出。のちサンプル訳提示および解説・質疑応答 
第05回 (プリント２) リスニング・スピーキングの演習（リピート練習、ペアプラクティス、個人発表など）  
第06回 (データ３) 英文パッセージを和訳し、データで提出。のちサンプル訳提示および解説・質疑応答 
第07回 (データ４) 日本語パッセージを英訳し、データで提出。のちサンプル訳提示および解説・質疑応答 
第08回 (プリント３) リスニング・スピーキングの演習（リピート練習、ペアプラクティス、個人発表など） 
第09回 (データ５) 英文パッセージを和訳し、データで提出。のちサンプル訳提示および解説・質疑応答 
第10回 (データ６) 日本語パッセージを英訳し、データで提出。のちサンプル訳提示および解説・質疑応答 
第11回 (プリント４) リスニング・スピーキングの演習（リピート練習、ペアプラクティス、個人発表など） 
第12回 (データ７) 英文パッセージを和訳し、データで提出。のちサンプル訳提示および解説・質疑応答 
第13回 (データ８) 日本語パッセージを英訳し、データで提出。のちサンプル訳提示および解説・質疑応答 
第14回 リスニング・スピーキング学習の総復習、質疑応答ならびに後のテストの受験準備練習・スピーキン

グの実践平常テスト実施（ペアで教材の会話文を実際に会話する） 
第15回 学期中の平常課題の完成、整理、点検ならびにのちの試験のための総復習・リーティング・ライティ

ングの期末 終試験実施（ペーパーによるテスト） 

使用教科書 

毎回、授業開始時に教材を提供する。（ワードデータもしくはプリント） 
自己学習の内容等アドバイス 

 授業で使用した教材は復習や試験準備のため、毎回持帰り保管すること。そして、本や雑誌、またインター

ネットなどで英語の文章に触れる機会をできるだけ多く持つように心がけてほしい。毎週英語の記事を 低１

つは読み、理解すること。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

総合英語Ａ 演習 加藤 直良 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ １・２年次前期 選択（一部必修） ヒューマンケア学部は必修 

授業の到達目標及びテーマ 

テーマ：英語の総合的な運用能力の養成 

到達目標：英語を社内公用語にする企業など、グローバル化が加速する社会において、英語ができるというこ

とは、将来の可能性を拡大させることになる。本授業では、英語の４分野の基礎的な能力を養成し、正確な情

報収集・理解 (Reading & Listening)と発信(Writing & Speaking)が出来るようになることが到達目標である。 

授業の概要 

CALL教室で実施する。英語の４技能を習得するために本授業では、様々な方策が取られる。ディクテーション、

ペアワーク、グループディスカッション、youtube による動画視聴、英語によるチャット、シャドーイングな

どである。世界の同世代の若者に対するインタビュー形式で構成されたテキストを使用し、その国の日々の生

活や異文化理解を深める。外大の留学生の授業参加も予定しており、授業で習得した知識・技能を実践する機

会もある。 

学生に対する評価の方法 

②  授業への参画態度（20％）②  リポート提出（20％） 
③  終試験（あるいは授業時の小テスト） (60%)  以上の点を考慮し、評価する。  

授業計画（回数ごとの内容等） 

第1回 授業説明・CALL教室説明・Unit 1 Vacations (USA):：Vacationの過ごし方について、アメリカ人女

性の意見を聞き、相違を理解する。関連するボキャブラリや会話形式を習得し、実際の発話に役立てる。 
第2回 Unit 2 Growing Up (NZ) ：ニュージーランド人女性の子供の時の遊び、習慣、学校生活について学習

する。さらにこのunitでは、NZの先住民、マオリについても学習する。 
第3回 Unit 3 Entertainment (Brazil)：ブラジル人の余暇に焦点を当てる。 新トピックを読む。 
第4回Unit 4 Food and Drink (Scotland)：スコットランドの一風変わった食文化がターゲットである。 
第5回 Unit 5 Travel and Tourism (Australia)：旅行英語の習得とシドニーのアクティビティ。 
第6回 Unit 7 Fashion (Italy)：イタリアのファッション事情について関連するダイアログを習得する。 
第7回 Unit 9 Working Life (Wales)：イギリスウエールズ地方の経済事情に関するインタビュー、当時栄えた

炭鉱が閉山され、ウエールズはどのように変化していったか厳しい現実を理解する。 新トピックを読む。 
第8回 Unit 12 Student Life (England)：学生生活について、頻度の高いフレーズを習得する。 
第9回  Unit 14 Shopping (Saudi Arabia) 外大留学生参加予定 
第10回 Unit 15 Friends (Canada)：友情、親友などその大切さをカナダ英語で体験する。実際に使える表現

や語句が多数ある。 新トピックを読む。 
第11回 Unit 19 Money Matters (Switzerland)：スイス人のお金事情について、日本人の場合と比較してみる。 
第12回 Unit 20 Cultural Identity (Singapore)：多文化国家のシンガポールにおいて、外国が及ぼす多様な影

響がテーマとなる。 新トピックを読む。 
第13回 Unit 23 Dating and Marriage (Russia)：ロシアの若者のデートと結婚観を垣間見る。日本との相違

を確認することができる。 
第14回 Unit 24 Crime (South Africa)：治安の悪い現実がインタビューから読み取れる、またアフリカ英語の

独特な発音を体験することになる。 
第15回 まとめ・復習・試験 
Unit 8, 13, 18, 22はリポート提出となる。詳細は授業時に指示する。 
使用教科書 

Miles Craven: World Interviews  (成美堂) 
さらに必要に応じて、プリントも配布する。 
自己学習の内容等アドバイス 

英語学習に対し、高いモチベーションを持ち、日頃から英語力アップのために努力するよう心掛けてほしい。

英語はEnglish languagesと複数形でも表現できるように、様々な国の英語が存在する。使える英語の実践の

ために、色々な方法を授業から読み取ってもらいたい。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

総合英語Ａ 演習 鈴木 薫 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ １・２年次前期 選択（一部必修） ヒューマンケア学部は必修 

授業の到達目標及びテーマ 

テーマ：英語の総合的な運用能力の養成 
到達目標：英語を社内公用語にする企業など、グローバル化が加速する社会において、英語ができるという

ことは、将来の可能性を拡大させることになる。本授業では、英語の４分野の基礎的な能力を養成し、正確な

情報収集・理解 (Reading & Listening)と発信(Writing & Speaking)が出来るようになることが到達目標であ

る。 

授業の概要 

 授業で使用する教材は、TOEIC形式の問題を解きながら、実用的な基礎英語を学習するものである。リスニ

ング・リーディング・スピーキング・ライティングの 4 技能を活用して、総合的なアプローチによる学習を行

う。テキスト付属の CD-ROM 教材を利用して学習量の増加を図ると伴に、教材の中にある会話問題を利用し

て、会話練習も行う。Unitごとの復習テストとまとめのテストを実施する。 

学生に対する評価の方法 

①授業への参画態度（10％） 

②CALL教材の総合成績（10％） 

③Unitごとの復習テスト（40％） 

④まとめのテスト（40％） 

を総合して評価する。 

本授業は再評価を実施しない。 
授業計画（回数ごとの内容等） 

第1回  授業の目的・内容・日程・予習と復習の方法などについての説明 
  Unit 1 旅行・出張 [文の構成要素]   

第2回  Unit 2 電話応対 [8品詞]    
第3回  Unit 3 銀行・金融 [5文型]] 
第4回  Unit 4 看板・標識 [自動詞と他動詞 
第5回  Unit 5 健康・病気 [名詞] 
第6回  Unit 6 料理・レストラン [代名詞] 
第7回  Unit 7 天気 [形容詞] 
第8回  Unit 1～7の復習テスト 
第9回  Unit 8 コンピュータ [副詞]    
第10回 Unit 9 道案内・交通 [前置詞①] 
第11回 Unit 10 広告 [前置詞②]   
第12回 Unit 11 交渉・取引 [冠詞] 
第13回 Unit 12 組織・人事 [助動詞①]   
第14回 Unit 7～12の復習テスト 
第15回 まとめのテスト 

使用教科書 

The Next Stage to the TOEIC Test Basic  小野博監修 鈴木薫・青谷法子・相川由美・Janet Myers著 
（金星堂） 

自己学習の内容等アドバイス 

教科書や付属のCD教材を利用して何度も反復学習すること。 
CALL教室の空き時間を利用して、自主学習を行うとよい。 
教材で使用されている英語表現を暗唱するように心がけるとよい。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

総合英語Ｂ 演習 安藤 直 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ １・２年次後期 選択（一部必修） ヒューマンケア学部は必修 

授業の到達目標及びテーマ 

テーマ：英語の総合的な運用能力の養成 
到達目標：英語を社内公用語にする企業など、グローバル化が加速する社会において、英語ができるというこ

とは、将来の可能性を拡大させることになる。本授業では、英語の４分野の基礎的な能力を養成し、正確な情

報収集・理解 (Reading & Listening)と発信(Writing & Speaking)が出来るようになることが到達目標である。 

授業の概要 

語と語の有機的な関係を重視したフレーズ・リーディングから、パラグラフ・リーディングへと読み進める訓練をする。対

象によっては精読よりもむしろ早く要点を把握することが優先される場合もあり、それぞれの目的に応じた読み方を学習する。

和訳量を増やし、経験からそのテクニックを学ぶ。併せて、英語表現の訓練も行う。単に機械的な和文英訳ではなく、自己表

現につながるものとして、英語の文章を書く能力も高めたい。量を重ね、そのテクニックを習得する。   

また、現実的なシチュエーションを想定した英会話のパターンを学び、リスニング・スピーキングを実践し能力を養う。 

学生に対する評価の方法 

④ 授業への参画態度（20％） 
⑤ リポート提出（20％） 
⑥ 終試験（あるいは授業時の小テスト） (60%) 
以上の点を考慮し、評価する。 

授業計画（回数ごとの内容等） 

第01回 半期授業の展望と進行について、およびCALL使用法の説明・実践（機器類・ソフトなど） 
第02回 (プリント１) リスニング・スピーキングの演習（リピート練習、ペアプラクティス、個人発表など） 
第03回 (データ１) 英文パッセージを和訳し、データで提出。のちサンプル訳提示および解説・質疑応答 
第04回 (データ２) 日本語パッセージを英訳し、データで提出。のちサンプル訳提示および解説・質疑応答 
第05回 (プリント２) リスニング・スピーキングの演習（リピート練習、ペアプラクティス、個人発表など）  
第06回 (データ３) 英文パッセージを和訳し、データで提出。のちサンプル訳提示および解説・質疑応答 
第07回 (データ４) 日本語パッセージを英訳し、データで提出。のちサンプル訳提示および解説・質疑応答 
第08回 (プリント３) リスニング・スピーキングの演習（リピート練習、ペアプラクティス、個人発表など） 
第09回 (データ５) 英文パッセージを和訳し、データで提出。のちサンプル訳提示および解説・質疑応答 
第10回 (データ６) 日本語パッセージを英訳し、データで提出。のちサンプル訳提示および解説・質疑応答 
第11回 (プリント４) リスニング・スピーキングの演習（リピート練習、ペアプラクティス、個人発表など） 
第12回 (データ７) 英文パッセージを和訳し、データで提出。のちサンプル訳提示および解説・質疑応答 
第13回 (データ８) 日本語パッセージを英訳し、データで提出。のちサンプル訳提示および解説・質疑応答 
第14回 リスニング・スピーキング学習の総復習、質疑応答ならびに後のテストの受験準備練習・スピーキン

グの実践平常テスト実施（ペアで教材の会話文を実際に会話する） 
第15回 学期中の平常課題の完成、整理、点検ならびにのちの試験のための総復習・リーティング・ライティ

ングの期末 終試験実施（ペーパーによるテスト） 

使用教科書 

毎回、授業開始時に教材を提供する。（ワードデータもしくはプリント） 
自己学習の内容等アドバイス 

 授業で使用した教材は復習や試験準備のため、毎回持帰り保管すること。そして、本や雑誌、またインター

ネットなどで英語の文章に触れる機会をできるだけ多く持つように心がけてほしい。毎週英語の記事を 低１

つは読み、理解すること。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

総合英語Ｂ 演習 加藤 直良 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ １・２年次後期 選択（一部必修） ヒューマンケア学部は必修 

授業の到達目標及びテーマ 

テーマ：英語の総合的な運用能力の養成 

到達目標：英語を社内公用語にする企業など、グローバル化が加速する社会において、英語ができるというこ

とは、将来の可能性を拡大させることになる。本授業では、英語の４分野の基礎的な能力を養成し、正確な情

報収集・理解 (Reading & Listening)と発信(Writing & Speaking)が出来るようになることが到達目標である。 

授業の概要 

CALL教室で実施する。英語の４技能を習得するために本授業では、様々な方策が取られる。ディクテーション、

ペアワーク、グループディスカッション、youtube による動画視聴、英語によるチャット、シャドーイングな

どである。世界の同世代の若者に対するインタビュー形式で構成されたテキストを使用し、その国の日々の生

活や異文化理解を深める。外大の留学生の授業参加も予定しており、授業で習得した知識・技能を実践する機

会もある。 

学生に対する評価の方法 

③  授業への参画態度（20％）②  リポート提出（20％） 
③  終試験（あるいは授業時の小テスト） (60%)  以上の点を考慮し、評価する。  

授業計画（回数ごとの内容等） 

第1回 授業説明・CALL教室説明・Unit 1 Vacations (USA):：Vacationの過ごし方について、アメリカ人女

性の意見を聞き、相違を理解する。関連するボキャブラリや会話形式を習得し、実際の発話に役立てる。 
第2回 Unit 2 Growing Up (NZ) ：ニュージーランド人女性の子供の時の遊び、習慣、学校生活について学習

する。さらにこのunitでは、NZの先住民、マオリについても学習する。 
第3回 Unit 3 Entertainment (Brazil)：ブラジル人の余暇に焦点を当てる。 新トピックを読む。 
第4回Unit 4 Food and Drink (Scotland)：スコットランドの一風変わった食文化がターゲットである。 
第5回 Unit 5 Travel and Tourism (Australia)：旅行英語の習得とシドニーのアクティビティ。 
第6回 Unit 7 Fashion (Italy)：イタリアのファッション事情について関連するダイアログを習得する。 
第7回 Unit 9 Working Life (Wales)：イギリスウエールズ地方の経済事情に関するインタビュー、当時栄えた

炭鉱が閉山され、ウエールズはどのように変化していったか厳しい現実を理解する。 新トピックを読む。 
第8回 Unit 12 Student Life (England)：学生生活について、頻度の高いフレーズを習得する。 
第9回  Unit 14 Shopping (Saudi Arabia) 外大留学生参加予定 
第10回 Unit 15 Friends (Canada)：友情、親友などその大切さをカナダ英語で体験する。実際に使える表現

や語句が多数ある。 新トピックを読む。 
第11回 Unit 19 Money Matters (Switzerland)：スイス人のお金事情について、日本人の場合と比較してみる。 
第12回 Unit 20 Cultural Identity (Singapore)：多文化国家のシンガポールにおいて、外国が及ぼす多様な影

響がテーマとなる。 新トピックを読む。 
第13回 Unit 23 Dating and Marriage (Russia)：ロシアの若者のデートと結婚観を垣間見る。日本との相違

を確認することができる。 
第14回 Unit 24 Crime (South Africa)：治安の悪い現実がインタビューから読み取れる、またアフリカ英語の

独特な発音を体験することになる。 
第15回 まとめ・復習・試験 
Unit 8, 13, 18, 22はリポート提出となる。詳細は授業時に指示する。 
使用教科書 

Miles Craven: World Interviews  (成美堂) 
さらに必要に応じて、プリントも配布する。 

自己学習の内容等アドバイス 

英語学習に対し、高いモチベーションを持ち、日頃から英語力アップのために努力するよう心掛けてほしい。

英語はEnglish languagesと複数形でも表現できるように、様々な国の英語が存在する。使える英語の実践の

ために、色々な方法を授業から読み取ってもらいたい。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

総合英語Ｂ 演習 鈴木 薫 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ １・２年次後期 選択（一部必修） ヒューマンケア学部は必修 

授業の到達目標及びテーマ 

テーマ：英語の総合的な運用能力の養成 
到達目標：英語を社内公用語にする企業など、グローバル化が加速する社会において、英語ができるという

ことは、将来の可能性を拡大させることになる。本授業では、英語の４分野の基礎的な能力を養成し、正確な

情報収集・理解 (Reading & Listening)と発信(Writing & Speaking)が出来るようになることが到達目標であ

る。 

授業の概要 

 授業で使用する教材は、TOEIC形式の問題を解きながら、実用的な基礎英語を学習するものである。リスニ

ング・リーディング・スピーキング・ライティングの 4 技能を活用して、総合的なアプローチによる学習を行

う。テキスト付属の CD-ROM 教材を利用して学習量の増加を図ると伴に、教材の中にある会話問題を利用し

て、会話練習も行う。Unitごとの復習テストとまとめのテストを実施する。 

学生に対する評価の方法 

①授業への参画態度（10％） 

②CALL教材の総合成績（10％） 

③Unitごとの復習テスト（40％） 

④まとめのテスト（40％） 

を総合して評価する。 

本授業は再評価を実施しない。 
授業計画（回数ごとの内容等） 

第1回  授業の目的・内容・日程・予習と復習の方法などについての説明 
  Unit 1 旅行・出張 [文の構成要素]   

第2回  Unit 2 電話応対 [8品詞]    
第3回  Unit 3 銀行・金融 [5文型]] 
第4回  Unit 4 看板・標識 [自動詞と他動詞 
第5回  Unit 5 健康・病気 [名詞] 
第6回  Unit 6 料理・レストラン [代名詞] 
第7回  Unit 7 天気 [形容詞] 
第8回  Unit 1～7の復習テスト 
第9回  Unit 8 コンピュータ [副詞]    
第10回 Unit 9 道案内・交通 [前置詞①] 
第11回 Unit 10 広告 [前置詞②]   
第12回 Unit 11 交渉・取引 [冠詞] 
第13回 Unit 12 組織・人事 [助動詞①]   
第14回 Unit 7～12の復習テスト 
第15回 まとめのテスト 

使用教科書 

The Next Stage to the TOEIC Test Basic  小野博監修 鈴木薫・青谷法子・相川由美・Janet Myers著 
（金星堂） 

自己学習の内容等アドバイス 

教科書や付属のCD教材を利用して何度も反復学習すること。 
CALL教室の空き時間を利用して、自主学習を行うとよい。 
教材で使用されている英語表現を暗唱するように心がけるとよい。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

総合英語Ⅲ 演習 水岡 久 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ ３年次前・後期 選択  

授業の到達目標及びテーマ 

総合英語Ⅱで習得した英語読解力と英語表現力に基づいて、更に英語の総合的運用力を深めることを目標とす

る。 

授業の概要 

 本講では、Ａ（新聞や雑誌などの出ている程度の英語を観察して、必要な表現や文の構造などについて知識

を深める部門）Ｂ（日本語と英語を比較したり検討しながら、表現や語法などの要点を確認して、発表能力の

基礎を作る部門）Ｃ（日常的な会話表現から、やや複雑な内容をもつ和文英訳の形式で演習する部門）の３段

階で構成された英語表現の授業を行う。ＡとＢに関しては、付属のオーディオ機器を使用する。 

学生に対する評価の方法 

定期試験（７０％）、受講態度（２０％）、予習状況（１０％）の総合評価をする。  

授業計画（回数ごとの内容等） 

 
第1回 授業計画・試験方法（評価方法） 

受講上の注意・勉強方法・授業の進め方の説明 
    Lesson1 ~Lesson5  (総合英語Ⅱで実施) 
第2回 Lesson 6 PREPOSITIOND AND PHRASES (Ⅱ)  Ａ(英文構造）Ｂ(空所補充) 
第3回 Lesson 6 PREPOSITIOND AND PHRASES (Ⅱ) Ｃ(和文英訳) 
第4回  Lesson 7 PAST PARTICIPLES Ａ(英文構造）B((空所補充) 
第5回  Lesson 7  PAST PARTICIPLES Ｃ(和文英訳) 
第6回  Lesson 8  ING-FORMS Ａ(英文構造）Ｂ(空所補充) 
第7回  Lesson 8  ING-FORMS Ｃ(和文英訳) 
第8回  Lesson 9  AUXILIARY VERBS  Ａ(英文構造）Ｂ(空所補充) 
第9回  Lesson 9  AUXILIARY VERBS Ｃ(和文英訳) 
第10回 Lesson 10  INFINITIVES  Ａ(英文構造）Ｂ(空所補充) 
第11回 Lesson 10  INFINITIVES Ｃ(和文英訳) 
第12回 Lesson 11  CONJUNCTIONS AND CORRELATIVES  Ａ(英文構造）Ｂ(空所補充) 
第13回 Lesson 11  CONJUNCTIONS AND CORRELATIVES  Ｃ(和文英訳) 
第14回 総括 
第15回 解説と試験 
 
 

使用教科書 

プリント教材使用 
辞書必携 

自己学習の内容等アドバイス 

 授業では、主として英文読解と和文英訳を行うが、英語ニュース・洋画・洋楽・インターネットなどで常に英

語に接することが大切である。「継続は力なり」 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

実践英語Ａ／Ⅰ 演習 増田 喜治 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ １〜４年次前・後期 選択 管理栄養学部、ヒューマンケア学部 

授業の到達目標及びテーマ 

本授業は「実用英語技能検定試験（英検）２級」合格のための実力を養う事を目標としている。その為、テキ

ストを通して４技能の基本を復習しながら自分の弱点を発見することが重要である。 

授業の概要 

長文•短文の問題を解読しながら、言葉の表層的意味だけではなく、その言葉が持つ文化的、歴史的意味を語源

分析により学び、語彙力を養う。音読による英語的なリズム•イントネーションを身につけることにより、速読

の訓練も行う。 

学生に対する評価の方法 

授業における発表と貢献度（30%）と三回行われる確認テストの点（70%）を総合的に判断して評価される。 

授業計画（回数ごとの内容等） 

第1回 授業および英検２級についての説明。基礎力判定のためのテスト実施。 
第2回 語彙問題 (part1) 
第3回  語彙問題 (part2) 
第4回  語法問題 (part1) 
第5回 語法問題 (part2) 
第6回  第一回確認テストとまとめ 
第7回 リスニング演習 (part1)  
第8回 リスニング演習 (part2) 
第9回  リスニング演習 (part3) 
第10回 第二回確認テストとまとめ 
第11回 読解問題 (part 1) 
第12回  読解問題 (part 2) 
第13回  読解問題 (part 3) 
第14回  ２次試験対策（英語面接） 
第15回  総括と英検２級模試に準じるテスト 

使用教科書 

英検 2 級 頻出度別問題集 (CD 付き) (高橋書店) 

自己学習の内容等アドバイス 

英語学習の基本は一に音読、二にも音読です。特に新出単語や熟語、長文読解文を読みこなして、身体に英語

を染み込ませて下さい。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

実践英語Ａ／Ⅰ 演習 森 明智 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ １～４年次前・後期 選択 メディア造形学部 

授業の到達目標及びテーマ 

本授業は「実用英語技能検定試験（英検）2 級」合格のための実力を養う事を目的としている。英検 2 級の問

題は簡単ではないが、合格のためには満点を取る必要はなく 6 割の正解で合格となる。よって、一次試験にお

いては「各セクションの攻略」、二次試験においては、「英語面接の練習」という攻略方法を知る事と準備の有

無が合格への決め手となる。このため、各問題に取り組む中で、それぞれの正解・不正解の「理由・意図」を

おさえ、“合格のための自分の指針を知る事”が授業のテーマになる。 

授業の概要 

15回という限られた授業数の中で短期間集中的な問題演習となる。英検2級の出題形式を体験し、それぞれの

問題の意図を探り適確に応答するコツをつかめる授業となるよう配慮する。授業の後半では二次試験(英語面接)
の準備も行う。授業の開始時には簡単な復習の時間があり、先回の内容を振り返りつつ授業が進む。 
時間が許す限り、問題演習のみならずさまざまな言語材料（映画、TVドラマ、インターネット）の提供を予定。

している。『自分の得意とする英語学習法』を見出し、「英語の授業以外でも英語に親しめる方法」見出して欲

しい。本授業はComputer LABにて行うため、コンピュータを用いた英語学習を身につける良い機会になる。

授業への要望などは、受け入れる方針であるため、遠慮なく要望を述べてもらいたい。英検2級は就職の際に、

履歴書において十分なアピールとなる資格である。その事を念頭に置いて、真剣な取り組みを求める。 

学生に対する評価の方法 

授業に対する取り組み（20％）、課題提出（20％）、確認テストでの得点（60％）を考慮して評価する。試

験については事前に必ず告知するので、試験の実施の日は特に出席を厳守する事。再評価は実施しない。 
授業計画（回数ごとの内容等） 

・第1 回目は、授業内容の説明および英検 2 級という試験を知るための模擬試験の場である。成績には関係し

ない 
・第2回～第9回までは、英検2級の1次試験対策「語彙力・英熟語の習得・語順整序・読解練習・リスニン

グ」の問題演習と攻略を行う。第11回～第14回では2次試験対策を行う。ただし以下はあくまで予定であり、

授業の様子を見て変更する可能性はある。 
・ほぼ毎回、先週の講義内容の復習がある。 
第1回 授業および英検2級についての説明。受講生の英検へのニーズ調査。 
第2回 1次試験対策 (筆記 + リスニング) (語いの増やし方) 
第3回 1次試験対策 (筆記 + リスニング) (中学・高校の文法項目の確認：空所補充) 
第4回 1次試験対策 (筆記 + リスニング) (中学・高校の文法項目の確認：語順整序) 
第5回 1次試験対策 (筆記 + リスニング) (長文の読み方) 
第6回 1次試験対策 (筆記 + リスニング) (長文の読み方 答え方 part 1)  
第7回 1次試験対策 (筆記 + リスニング) (長文の読み方 答え方 part 2) 
第8回 1次試験対策 (筆記 + リスニング) (リスニングの力を高める：暗唱の重要性 part1) 
第9回 1次試験対策 (筆記 + リスニング) (リスニングの力を高める：暗唱の重要性 part2) 
第10回 第1回確認テスト+ 1次試験対策の準備のまとめ 
第11回 英語学習方法についての指導 (2次試験への準備) 
第12回 2次試験対策 (英語面接) (2次試験で求められる英語の確認と実践) 
第13回 2次試験対策 (英語面接) (自分の知っている英語で日常を表現するpart１) 
第14回 2次試験対策 (英語面接) (自分の知っている英語で日常を表現するpart 2) 
第15回 第2回確認テスト+ 2次試験対策のまとめおよび総括 
使用教科書 

Eiken 2: Sure to Suceed  英検2級 合格への道  (南雲堂) 
自己学習の内容等アドバイス 

英語の運用能力は、「正しい英文に触れて覚えてしまう事」に 大のポイントがある。授業内で出てきた英文は、

できるだけ復習の中で覚えてしまうようにする事。授業内でも復習の機会があるので、活用する事。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

実践英語Ｂ／Ⅱ 演習 安藤 直 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ １～４年次後期 選択  

授業の到達目標及びテーマ 

テーマ：TOEIC  
到達目標： TOEICのスコア提出を求める企業やそのスコアを採用や昇進のための目安や条件にする企業など、

TOEICは今日避けて通ることが出来ない試験の一つと言っても過言ではない。十分な受験対策と確かな英語力

がスコアアップにつながることは間違いない。本授業では、TOEIC受験のノウハウを15回の授業で習得し、

スコア500点を到達目標とする。 

授業の概要 

 指定教科書を使い、ＣＤからのネイティブスピーカーの設問音声を聴いて、テキストペーパー上で解答して

いく。質問は随時受け付け、他の学生たちと疑問や問題などを共有する。 

学生に対する評価の方法 

⑦ 授業への参画態度（20％） 
⑧ リポート提出（20％） 
⑨ 終試験（あるいは授業時の小テスト） (60%) 
以上の点を考慮し、評価する。 

授業計画（回数ごとの内容等） 

第01回 半期授業の展望と進行について、およびCALL使用法の説明・実践（機器類・ソフトなど） 
第02回 Unit1 “Shopping” （買い物) 
第03回 Unit2 “Daily Life”（日常生活） 
第04回 Unit3 “Transportation”（交通） 
第05回 Unit4 “Jobs”（職業） 
第06回 Unit5 “Meals”（食事） 
第07回 Unit6 “Communication”（コミュニケーション） 
第08回 Unit7 “Fun”（楽しみ） 
第09回 Unit8 “Office Work”（オフィスワーク） 
第10回 Unit9 “Meeting”（会議） 
第11回 Unit10 “Travel”（旅行） 
第12回 Unit11 “Finance”（お金） 
第13回 Unit12 “Business”（ビジネス）  
第14回 Post - test 
第15回 Unit1～Unit12までの総復習、質疑応答および試験受験準備・期末 終試験実施 

使用教科書 

 FIRST TIME TRAINER FOR THE TOEIC TEST 妻鳥千鶴子・田平真澄著、センゲージラーニング(株) 

自己学習の内容等アドバイス 

 使用テキストに教材CDが付録でついているので、授業時間外でそれを活用して復習することを勧める。 
できるだけ長時間、テレビの英会話講座や外国映画などを観て、ネイティブスピーカーの音声を聴き慣れて、

リスニング能力を向上させるよう心掛ける。テキスト内で授業中使用しなかった箇所を自己学習し、ボキャブ

ラリー増加を試みる。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

実践英語Ｂ／Ⅱ 演習 加藤 直良 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ １～４年次後期 選択  

授業の到達目標及びテーマ 

テーマ：TOEIC  

到達目標： TOEICのスコア提出を求める企業やそのスコアを採用や昇進のための目安や条件にする企業など、

TOEIC は今日避けて通ることが出来ない試験の一つと言っても過言ではない。十分な受験対策と確かな英語力

がスコアアップにつながることは間違いない。本授業では、TOEIC受験のノウハウを15回の授業で習得し、ス

コア500点を到達目標とする。 

授業の概要 

TOEICの試験で高得点を得るには、①語彙力をつける、特にビジネス語彙の習得が必須 ②TOEICの試験形式に 

慣れる、特に問題量の多さと瞬時に内容を理解する能力が要求される。これらの点をカバーするために、本授

業では、多くの問題に取り組み、詳細な解説を随時入れ、スピード感を維持しつつ進める。 

学生に対する評価の方法 

① 授業への参画態度（20％） 

② リポート提出（20％） 

③ 終試験（あるいは授業時の小テスト） (60%)  以上の点を考慮し、評価する。 
授業計画（回数ごとの内容等） 

第1回TOEIC試験の特徴について解説、Pre-testで現時点の点数を把握する。 
第2回 Unit 1: Shopping 動詞について解説する。 
第3回 Unit 2: Daily Life 名詞について解説、Unit1の単語試験を実施。 
第4回 Unit 3: Transportation 代名詞について解説、Unit 2の単語試験。 
第5回 Unit4: Jobs 形容詞と副詞について解説、Unit 3の単語試験。 
第6回 Unit 5: Meals 時制について解説、Unit 4の単語試験。 
第7回 Unit 1～Unit 5の範囲で試験を実施 
第8回 Unit 6: Communication 受動態並びに分詞について解説、Unit 5の単語試験。 
第9回 Unit 7: Fun 動名詞並びに不定詞について解説、Unit 6の単語試験。 
第10回 Unit 8: Office Work 助動詞について解説、Unit 7の単語試験。 
第11回 Unit 9: Meeting 比較について解説、Unit 8の単語試験。 
第12回 Unit 10: Travel 前置詞について解説、Unit 9の単語試験。 
第13回Unit 11: Finance 接続詞について解説、Unit10の単語試験。 
第14回 Unit 12: Business 関係詞について解説、Post-testで実力を把握する。 
第15回 まとめと 終試験 
 
本授業で使用するテキストは、実際の試験形式で作成されているので、練習問題を多く解くことにより、試験

対策は十分クリアできるものである。実際の試験はリスニング(Part 1～Part4) 100問、リーディング(Part5～
Part7)100問、計200問、解答時間はリスニング45分、リーディング75分、計120分で構成されている。授

業ではこれらの形式と時間を常に意識し進める。 

使用教科書 

妻鳥千鶴子、田平真澄著 First Time Trainer for the TOEIC○R  Test,  センゲージラーニング株式会社 

自己学習の内容等アドバイス 

TOEICはビジネス語彙と出題形式に慣れることが、高得点獲得の必須条件である。問題を多く解くことが成功

の近道と心得、積極的に取り組んでもらいたい。また常日頃から、新聞やネットなどから時事的なトピックに

関心を寄せ、基礎となる知識を吸収してほしい。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

実践英語Ｂ／Ⅱ 演習 鈴木 薫 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ １～４年次後期 選択  

授業の到達目標及びテーマ 

テーマ：TOEIC  
到達目標： TOEICのスコア提出を求める企業やそのスコアを採用や昇進のための目安や条件にする企業など、

TOEICは今日避けて通ることが出来ない試験の一つと言っても過言ではない。十分な受験対策と確かな英語力

がスコアアップにつながることは間違いない。本授業では、TOEIC受験のノウハウを15回の授業で習得し、

スコア500点を到達目標とする。 

授業の概要 

 TOEICに出題されている問題はビジネスに関連した英語が中心となるため、ビジネス実務に必要となる英語

表現を中心に学ぶ。教科書はTOEICと同じ問題構成となっているので、練習問題を解きながら学習を進める。

Unitごとの課題を毎回提出することによって授業外の学習を促す伴に、テキスト付属のCD-ROM教材を利用

して学習量の増加を図る。 終授業では、TOEIC対策模擬試験を実施する。 

学生に対する評価の方法 

①授業への参画態度（20％） 

②Unitごとの課題（30％） 

③TOEIC対策模擬試験（50％） 

を総合して評価する。  

本授業は再評価を実施しない。 
授業計画（回数ごとの内容等） 

第１回  授業の目的・内容・日程・予習と復習の方法などについての説明 
  Unit 1 Travel [接尾辞による品詞の見極め] 

第２回  Unit 2 Daily Life [注意すべき主語と動詞の一致] 
第３回  Unit 3 Health [動詞の後の動名詞・不定詞の選択] 
第４回  Unit 4 Eating Out [分詞の叙述用法と限定用法]  
第５回  Unit 5 Events [関係詞の制限用法と非制限用法]   
第６回  Unit 6 Entertainment [注意すべき受動態] 
第７回  Unit 7 Media [同形の単語の品詞の見極め] 
第８回  Unit 8 Office [３つの完了形の違い] 
第９回  Unit 9 Personnel [比較を使った慣用表現] 
第10回 Unit 10 Finance [前置詞・接続詞いずれにも使える語] 
第11回 Unit 11 Sales Promotion [従属節における主語の省略] 
第12回 Unit 12 Purchasing [代名詞の特殊な用法] 
第13回 Unit 13 Employment [名詞を修飾する語句の位置] 

 Unit 14 Training [前置詞・副詞と一体になった動詞]  
第14回 Unit 15 Management [覚えておきたい構文・イディオム] 
第15回 TOEIC対策模擬試験 

使用教科書 

The Next Stage to the TOEIC Test  Pre-intermediate    
小野博監修 鈴木薫・青谷法子・橋本知子・大門樹久世・Llewelyn W. Roberts著（金星堂） 
 

自己学習の内容等アドバイス 

教科書や付属のCD教材を利用して何度も反復学習すること。 
CALL教室の空き時間を利用して、自主学習を行うとよい。 
教材で使用されている英語表現を暗唱するように心がけるとよい。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

実践英語Ｃ／Ⅲ 演習 増田 喜治 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ １〜４年次前・後期 選択  

授業の到達目標及びテーマ 

本授業は TOEFL 対策を目指し、TOEFL-ITP の試験において 450 点取得を目標とする。英語圏の人々の文化や思

考パターンなどを学びつつ、語彙力と文法力を強化することがテーマである。 

授業の概要 

TOEFLテストの練習だけでなく、テキストのテーマに従ってグローバルな視点から英語学習を行う。 

学生に対する評価の方法 

授業における発表と貢献度（30%）と三回行われる確認テストの点（70%）を総合的に判断して評価される。 

授業計画（回数ごとの内容等） 

第1回 授業およびTOEFLに関する説明と基礎英語力調査 
第2回 リーデング問題の傾向と対策：暗記で語彙力を養う１ 
第3回 リスニング問題の傾向と対策： 暗記で語彙力を養う2 
第4回 スピーキング問題の傾向と対策： 暗記で語彙力を養う 3 
第5回  ライティング問題の傾向と対策：暗記で語彙力を養う 4 
第6回 第一回確認テストとまとめ 
第7回 リーデング問題の実践1：語源で語彙力を養う１ 
第8回  リーデング問題の実践2：語源で語彙力を養う2 
第9回  リーデング問題の実践3：語源で語彙力を養う3 
第10回 リーデング問題のテストとまとめ 
第11回 リスニング問題の実践1：リスニングで語彙力を養う1 
第12回 リスニング問題の実践２：リスニングで語彙力を養う2 
第13回  リスニング問題の実践２：リスニングで語彙力を養う3 
第14回  リスニング問題のテストとまとめ 
第15回  総括とTOEFL模試によるテスト 
 

使用教科書 

はじめてのTOEFLテスト完全対策 (CD付き) 旺文社 

自己学習の内容等アドバイス 

英語学習の基本は一に音読、二にも音読です。特に新出単語や熟語、長文読解文を読みこなして、身体に英語

を染み込ませて下さい。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

実践英語Ｃ／Ⅲ 演習 森 明智 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ １～４年次前・後期 選択  

授業の到達目標及びテーマ 

本授業は、TOEFL (Test of English as a Foreign Language)の試験対策を目的とし、TOEFL-ITP試験にお

ける450点の取得を目標としている。英語圏の大学や大学院において本格的な海外留学を希望している学生

やさらに高い英語力を付けたい学生に向けて、学術的な、アカデミックな英語力をつける内容が授業のテー

マである。(TOEIC対策ではない点に注意する事) 
授業の概要 

現在のTOEFL(iBT)は、Listening、Reading、Writing、Speakingの4セクションから成るが、名古屋学芸大

学が実施する留学システム内のTOEFL(ITP)では、Listening, Grammar, Readingの3セクションになり、試

験形式が変わる。よって、初回の授業で受講希望者のニーズを確認する予定である。基本的に、本授業では短

期間で結果が出やすい Listening のセクションに特に着目して授業内容を進めていく。ただ、Grammar や、

Speaking・Writing のセクションも、解答のコツがあるため、スコアをあげるための方法を示したい。また、

様々な言語材料（映画、音楽、インターネットなど）を、時間が許す限り授業で紹介する。授業では、Computer 
Lab にて問題演習する機会を設ける予定である。コンピュータを用いた英語学習方法を身につける良い機会に

したい。海外での本格的な大学(大学院)留学を考えている意欲ある学生の真剣な取り組みを求める。 

学生に対する評価の方法 

授業に対する取り組み（20％）、課題提出（20％）、およびテスト（60％）での得点を考慮して評価する。試

験については事前に必ず告知するので、実施の日には出席を特に厳守する事。再評価は実施しない。 
授業計画（回数ごとの内容等） 

・TOEFLの listeningには毎回取り組みつつ、さらに学術的な語いに触れていくための内容を行う。スコアア

ップへの実践力を高めるため、TOEFL の実際の問題に似た形の英文を対象にして授業を進めていく。毎回の

授業でテーマを示しつつ進むよう予定している。(受講生の実力により変更はある) 
・毎回の授業でGrammar・Reading、あるいはSpeaking・Writingの攻略も授業内容に含める。 
第1回  講義に関する Introduction 、およびTOEFLについての説明。受講生のTOEFLへのニーズ調査。 

受講生の事前の英語力を調査するための模擬試験(成績には何ら関係しない) 
第2回  問題演習：Listening + α (TOEFLにおける語い・用語) 
第3回  問題演習：Listening + α (語いの習得方法) 
第4回  問題演習：Listening + α (TOEFLにおける文法：中学高校の文法の重要性 part 1) 
第5回  問題演習：Listening + α (TOEFLにおける文法：中学高校の文法の重要性 part 2) 
第6回  問題演習：Listening + α (TOEFLにおける長文：読み方 part 1) 
第7回  問題演習：Listening + α (TOEFLにおける長文：読み方 part 2) 
第8回  第1回模擬試験実施（授業内）および既習事項確認 
第9回  問題演習：Listening + α (TOEFLにおける英文の文脈の読み取り part 1) 
第10回 問題演習：Listening + α (TOEFLにおける英文の文脈の読み取り part 2) 
第11回 問題演習：Listening + α (TOEFLにおける英文の文脈の読み取り part 3) 
第12回 問題演習：Listening + α (TOEFLにむけての勉強方法 リスニング) 
第13回 問題演習：Listening + α (TOEFLにむけての勉強方法 文法) 
第14回 問題演習：Listening + α (TOEFLにむけての勉強方法 リーディング) 
第15回 第2回模擬試験実施（授業内）および総括 

使用教科書 

TOEFLテストリスニング問題190  喜田慶文 著 （旺文社） 

自己学習の内容等アドバイス  
英語の運用能力は、「英単語・英文に触れて覚えてしまう事」に 大のポイントがある。授業前には必ず所定の

個所を予習し、復習の中でTOEFL で必要となる表現や英文はできるだけ覚えてしまうようにする事。授業内

でも復習の機会があるので活用して欲しい。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

哲学へのいざない 講義 稲垣 惠一 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ １～４年次前・後期 選択  

授業の到達目標及びテーマ 

人生論や屁理屈、非現実的な空想と見なされがちな「哲学」という学問の「本当の」イメージをつかんでも

らうのがこの講義の目的である。われわれの身の回りにある事物について、既存の学問や常識にとらわれずに

様々な方向から考える能力を身につけていく。 

授業の概要 

 毎回、簡単なテクストを読んでもらい、そのテクストのテーマを中心に授業を進める。テクストで扱われる

テーマはわれわれの日常に見られる哲学的な問題ばかりである。授業のうち数回は、ジェンダーの哲学につい

ても扱う予定である。その上で、哲学とは何か、という問いに答えていきたい。 

学生に対する評価の方法 

 リアクションシート（25%） 
 試験（75%） 
受講人数や、皆さんの受講の仕方によっては、評価方法を変える可能性がある。また、受講態度が悪い者

については、総合得点から減点する。 
授業計画（回数ごとの内容等） 

第１回 ガイダンス この授業の進め方や単位の取り方について説明する。 

第２回 自然と人間   動物と人間がどう異なっているのか素朴に考える。 

第３回 芸術と何か   古代の壁画を参考にしながら、芸術の意味について考える。 

第４回 科学技術と人間   臓器移植を中心に身体と人間の尊厳について考える。 

第５回 科学技術と労働   科学技術は本当に人を楽にしているのかどうかを検討する。 

第６回 社会と自由   監視社会と自律について考える。 

第７回 歴史と暴力   ユダヤ人がなぜ殺されねばならなかったのか、戦争の責任について考える。 

第８回 意識とは何か   自分とは何か、について考える。 

第９回 ジェンダーの哲学１  ジェンダーの基礎概念について学ぶ。 

第10回 ジェンダーの哲学2  ジェンダーと労働がどのように関わっているのかについて学ぶ。 

第11回 ジェンダーの哲学3  セクシュアルハラスメントとDVの仕組みについて学ぶ。 

第12回 ジェンダーの哲学4  LGBTと権利の問題について検討する。 

第13回 試験 

第14回 合理性とは  正しく考えるとはどのようなことなのかを考察する。 

第15回 哲学とは何か  哲学とはどのような営みなのかを考える。 

 

※受講者の習熟度に合わせて授業を進めるので、全ての予定をやり終えない可能性がある。 
※この講義では、性・生殖をめぐる社会現象についても扱う。性・生殖をめぐる言葉や表現に 

どうしても嫌悪感をいだく者はこの講義をとらないこと。 

使用教科書 

教科書は使用しない。毎回、プリントを配布する。 
参考文献 ミシェル・オンフレ『〈反〉哲学教科書―君はどこまでサルか？―』（NTT 出版）。購入の必要

はない。 
自己学習の内容等アドバイス 

 テクストやノートを熟読して、日常について考えてみること。哲学の新書本程度の簡単な入門書を読むと、

哲学の知的営みがよく理解できるだろう。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

宗教と文化 講義 稲垣 惠一 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ １～４年次前・後期 選択  

授業の到達目標及びテーマ 

宗教文化の多様性を受け入れるということ、社会・文化のさまざまな領域が宗教と密接に関わっているという

こと、宗教と日常を関係づけて考えられるようにすること、宗教思想を合理的に考えるということを目標とする。 

授業の概要 

宗教というと、あの世の話や、一部の篤信家の話のように捉えられがちだが、どの文化も何らかの宗教によっ

て支えられてきたと言ってよい。現代では宗教は個人の信心の自由として捉えられるが、それでも国際問題や社

会政策を分析、考察するのに宗教の観点は欠くことができない。そこでこの講義では、３大宗教を中心にして、

宗教体験、儀礼など、宗教一般の事項について解説するとともに、現代の宗教をめぐる諸問題についても広く考

察する。 

学生に対する評価の方法 

 リアクションシート（25%） 
 試験（75%） 
受講人数や、皆さんの受講の仕方によっては、評価方法を変える可能性がある。また、受講態度が悪い者に

ついては、総合得点から減点する。 
授業計画（回数ごとの内容等） 

 
第1回 日本人は本当に無宗教か  宗教の定義、多神教と一神教について理解する。 
第2回 ガイダンス  この授業の進め方や単位の取り方について説明する。 
第3回 三大宗教の広がり 仏教、キリスト教、イスラム教が世界にどのように広がっているかを理解する。 
第4回 宗教の目的―神と悟り― 宗教の究極目的である神や悟りの物語について学ぶ。 
第5回 ユダヤ教の思想  西洋文化の源流であるユダヤ教の思想を簡単に概観する。 
第6回 キリスト教の思想  イエスの思想と三位一体論、神と人間のかかわりについて学ぶ。 
第7回 イスラームの思想  イスラームの思想と文化を簡単に概観する。 
第8回 仏教の思想    仏教の思想と文化を簡単に概観する。 
第9回 信仰とは何か  宗教心に目覚めるとはどのようなことなのかを学ぶ 
第10回 宗教における合理性と非合理性  宗教における神秘や奇跡について理解する。 
第11回 宗教における規則  宗教における規則（戒め）がどのように捉えられてきたかを学ぶ。 
第12回 儀礼の意味  儀礼にはどのような意味があるのかを考える。 
第13回 試験 
第14回 宗教の多様性  現代においてどのように宗教が多様化しているかを概観する。 
第15回 まとめ   宗教と文化がどのようなかかわりなのかをまとめる。 
 
※受講者の習熟度に合わせて授業を進めるので、全ての予定をやり終えない可能性があります。 

使用教科書 

教科書は使用しない。毎回プリントを配布する。参考図書については授業中に紹介する。 

自己学習の内容等アドバイス 

 宗教を自分とは関係のない話とは思わず、日常生活の中にある宗教的な行為や習慣を探してみること。宗教に

かんする新書本をどんな本でもいいのでひとつくらいは読むことをお勧めしたい。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

民族と文化 講義 齊藤 基生 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ １～４年次前・後期 選択  

授業の到達目標及びテーマ 

 地球上には数多くの「民族」や「文化」が存在しているが、その定義はきわめてあいまいである。まずは言

葉の定義から始め、各自の「民族」観や「文化」観を作る。そして、いまだ絶えることのない民族紛争の要因

である、誤解、偏見、差別について、その背景を考える。 

授業の概要 

 民族や文化などの、言葉を定義する。自然人類学、文化人類学、それぞれの観点から、ヒトと人を見る。そ

れらを踏まえたうえで、環境・民族と文化の関係を、衣食住それぞれの分野から概観する。 

学生に対する評価の方法 

 成績は、期末試験の平均点を指標（50％）に、受講態度、出席カードへの記入などを加味（50％）しなが

ら、総合的に判断する。開講時間数の3分の2以上の出席が不可欠である。 
 

授業計画（回数ごとの内容等） 

第 1 回 導入。各自が民族や文化をどうとらえているか、アンケートを実施する。あわせて、講義の概要を説

明する。 
第 2 回 アンケート集計結果の講評。それを手がかりに、文化とは何か、民族とは何かを考える。動物学から

文化人類学まで、様々な分野でどのように定義されているか解説し、各自の「文化」観を作る。 
第3回 文化人類学と民族１。民族の定義。人文科学の諸分野で民族がどのように定義されているか、様々な 

      研究者の見解を紹介する。 
第4回  文化人類学と民族２。民族、民俗、風俗の違いについて述べる。. 
第5回 自然人類学と民族１。人種とは何か、人類の進化から解き起こす。 
第6回 自然人類学と民族２。人種と形質、民族との関係について述べる。 
第7回 自然人類学と民族３。血液型と民族の関係について述べる。 
第8回 スライド大会。日本各地の食とデザインについて、スライドを用いて解説する。 
第9回 世界の地理と気候。気候が人々の暮らしに及ぼす影響について、主に植生との関係を概観する。 
第10回 衣と民族。赤道直下の熱帯から酷寒の極地まで、人々は様々な条件の下で暮らしており、それぞれの 

    気候風土にあった衣服を身にまとっている。それらを概観する。 
第11回 食と民族、その1。韓国、東アジアを中心に、食文化に表れた国内外の違いを見る。 
第12回 食と民族、その２。食材と食に関する禁忌。 
第13回 食と民族、その３。食器の話、箸とフォーク、食器を通して食の作法の違いを知る。 
第14回 住まいと民族。衣食住同様、住まいも地域差が著しい。自然への適応と住文化の違いを考える。 
第15回 評価試験とまとめ 
 

使用教科書 

特定の教科書は用いず、適宜資料を配付する。 

自己学習の内容等アドバイス 

 普段から新聞、テレビ、ラジオなどのマスコミに親しみ、世の中の動きに注意を払ってほしい。インターネ

ットの利用は情報取集の手段にとどめ、必ず原本、実物資料にあたってほしい。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

現代社会と倫理 講義 真田 郷史 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ １～４年次前・後期 選択  

授業の到達目標及びテーマ 

テーマ「現代社会における諸問題を、倫理的視点から考える。」 

 現代社会において、具体的にどのような問題が起こっているのか、また、それらの何が問題であるのかを

正しく理解した上で、さらには、それらの問題に対する自分なりの意見を持てるようになることを、本授業

の到達目標とする。 

授業の概要 

 ２０世紀の後半から主にアメリカを中心として、現代社会の諸問題に対して、倫理学的な視点からのアプ

ローチが試みられて来た。「応用倫理学」と呼ばれるそれら一群の問題領域は、非常に多岐にわたっているが、

その中から「生命倫理」「環境倫理」「情報倫理」といった３つの問題領域を取り上げ、それぞれの領域にお

ける典型的・基本的な問題を紹介する。 

学生に対する評価の方法 

 毎回、講義内容に関する短いレポートを課すので、それら全１５回分のレポート評点を基に、科目として

の評価・単位認定を行う。講義内容の理解（５０％）・課題への積極的取り組み（５０％）が、受講生には、

毎回要求されるものと考えておくこと。本授業は、期末試験および再評価を、実施しない。 

授業計画（回数ごとの内容等） 

 「生命倫理」「環境倫理」「情報倫理」の３つの領域から、それぞれ４つないし５つのトピックを具体的に

紹介して行くとともに、各講義の 後に課題を提示するので、講義時間内に所定のレポート用紙に「解答」

を記入し、提出してもらう。課題作成のための作業時間は１５分程度を予定しているが、講義内容の理解を

前提としているので、受講中も気を抜かないように。ただ漫然と聴いているのではなく、常に、自分から問

題を考えようとする積極的姿勢で、受講して欲しい。 

 
  第1回  ガイダンス   「応用倫理学」について 
  第2回  生命倫理（１）  脳死をめぐる問題 
  第3回  生命倫理（２）  臓器移植をめぐる問題 
  第4回  生命倫理（３）  生殖医療をめぐる問題 
  第5回  生命倫理（４）  遺伝病をめぐる問題 
  第６回  環境倫理（１）  人間と自然をめぐる問題 
  第７回  環境倫理（２）  自然の権利をめぐる問題 
  第８回  環境倫理（３）  世代間倫理をめぐる問題 
  第９回  環境倫理（４）  地球全体主義をめぐる問題 
  第10回 環境倫理（５）  人口爆発をめぐる問題 
  第11回 情報倫理（１）  匿名性をめぐる問題 
  第12回 情報倫理（２）  プライバシーをめぐる問題 
  第13回 情報倫理（３）  著作権をめぐる問題 
  第14回 情報倫理（４）  ネット社会と現実社会をめぐる問題 
  第15回 情報倫理（５）  言語グローバリズムをめぐる問題 
 
使用教科書 

なし（必要に応じて、適宜、資料プリントを配布する。） 

自己学習の内容等アドバイス 

 日頃から、TVのニュースを観たり、新聞に目を通すなどして、社会の中で何が起こっているのか、現在、 
何が問題になっているのかを、自分から関心を持って知ろうと努めること。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

心の科学 講義 赤嶺 亜紀 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ １～４年次前期 選択 管理栄養学部・メディア造形学部 

授業の到達目標及びテーマ 

 

ヒトの心のはたらきを科学的にとらえ、人間を理解する際の新たな視点を得ることをめざす。 

授業の概要 

心理学入門。心理学psychologyとは、psycho（精神，心）のology（科学，学問）である。この講義で

は心理的事象に関する実証的データに基づいて、ヒトの行動について解説する。 

 

学生に対する評価の方法 

授業中に課すレポート（おもに講義の要約）と学期末試験の成績により評価する。評価の配分はおよそ、

レポート：期末試験＝1：2 を考えているが、受講者の課題達成度により若干、変動することがありうる。

授業に出席することは当然のことであるから、特別に出席点を加味することはない。また、この授業は再

評価を実施しない。その点には十分留意すること。 

授業計画（回数ごとの内容等） 

 

第 1回 ： 導入：心理学は何を研究するのか 

第 2回 ： 環境の認知（1）：感覚・知覚 

第 3回 ： 環境の認知（2）：注意 

第 4回 ： 学習（1）：古典的条件づけ 

第 5回 ： 学習（2）：オペラント条件づけ 

第 6回 ： 記憶（1）：記憶のしくみ 

第 7回 ： 記憶（2）：記憶の変容と忘却 

第 8回 ： 情動と動機づけ（1）：動機づけ 

第 9回 ： 情動と動機づけ（2）：ストレス 

第10回 ： 対人関係・集団（1）：対人認知 

第11回 ： 対人関係・集団（2）：社会的影響 

第12回 ： パーソナリティ（1）：個人差の理解 

第13回 ： パーソナリティ（2）：自己認知 

第14回 ： 心理学の 近のトピックス 

第15回 ： 試験とまとめ 

使用教科書 

指定の教科書はなし。毎回、プリントを配布する。 

自己学習の内容等アドバイス 

ジャンルにとらわれず、自らの興味にそって読書することがよいと思います。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

心の科学 講義 藤井 真樹 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ １～４年次後期 選択 管理栄養学部・メディア造形学部 

授業の到達目標及びテーマ 

 心理学を学ぶということは、「心理学」という一つの窓から世界を見る態度を身につけることです。本講義で

は、大学生のみなさんにとって身近な問題となりうるテーマについて、科学としての心理学の知見に基づきな

がら考えることによって、自分なりの人間観を養うことを目指します。 

授業の概要 

 自分の心、他者の心について考えることは、学問の内に留まらず、今ここを生きている生身の自分自身の在

り方、生き方、人間形成にそのままつながっていきます。このことを踏まえ、本講義では、大学生のみなさん

にとって特に重要となる、他者理解、自己理解、他者との関係における自己の育ち、社会化・文化化といった

テーマを取り上げます。 

学生に対する評価の方法 

定期試験の評価によります。ただし、授業内でのレポート、授業態度なども加味します。 

授業計画（回数ごとの内容等） 

第1回 心理学とは何か‐心理学を学ぶことの意味 
第2回 知覚・認知‐なぜ世界はこのように見えるのか 
第3回 感情‐感情は何のためにあるのか 
第4回 自己Ⅰ‐私はどこにあるのか 
第5回 自己Ⅱ‐私はどのように構成されるのか 
第6回  自分を知る 
第7回  自己Ⅲ‐自己に関するさまざまな事象 
第8回  自己と他者‐コミュニケーションとは何か 
第9回  記憶と学習Ⅰ‐人の行動はなぜ変わるのか 
第10回 記憶と学習Ⅱ‐記憶するということ 
第11回 発達Ⅰ‐人間の原初的在り方としての乳幼児期 
第12回 発達Ⅱ‐愛着のモデル 
第13回 発達Ⅲ‐年を重ねることの意味 
第14回 これまでの授業のまとめ 
第15回 定期試験（90分） 

使用教科書 

適宜資料を配布し、参考文献も紹介します。 
 

自己学習の内容等アドバイス 

授業で学んだものの見方、考え方を糸口として、自分自身の身の回りの出来事、人間関係、社会の動きについ

て新しい目で捉え直してみることが重要です。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

青年期の心理 講義 松尾 美紀 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ １～４年次前・後期 選択 子どもケア専攻を除く 

授業の到達目標及びテーマ 

生涯発達の視点から青年期をとらえる視点をもち、成人期への移行の姿勢を自分なりにとらえていくことを目

標とする。またレポートを書くことで、各テーマに対する自分の考えを客観的に見直していけるようにする。 

授業の概要 

本講義は、青年心理学の入門的内容を扱う。大学生にとって身近な身体の変化と心の変化、恋愛とセクシャリ

ティ、性役割、インターネットにおけるコミュニケーションそして自分探しといったテーマについて、 近の

ニュースを取り込みながら考えていく。 

学生に対する評価の方法 

再評価はしない。期間中課す 4 回のレポート（20%）と終盤に行う筆記試験（80%）から総合的に評価す

る。 

授業計画（回数ごとの内容等） 

第1回 「青年期」の成立 
第2回 成長する身体と性役割意識1－身体の成長と成熟する性 
第3回 成長する身体と性役割意識2－性別と性役割意識 
第4回 認知能力の発達1－抽象的な認知能力と情報処理能力 
第5回 認知能力の発達2－他者視点の取得 
第6回 成長する私1－自己と自我 
第7回 成長する私2－アイデンティティの確立 
第8回 友人関係の発展－社会的比較理論と友人関係の発達 
第9回 友人関係の発展－友人関係における性差 
第10回 彷徨する親子関係－心理的離乳と親子間のコミュニケーション 
第11回 恋愛と性行動1－恋愛に関する理論 
第12回 恋愛と性行動2－恋愛の進展 
第13回 恋愛と性行動3－セクシャリティの発達 
第14回 レポート講評と評価 
第15回 恋愛と性行動4－恋愛・セクシャリティにおけるトラブル 

使用教科書 

「青年心理学への誘い－漂流する若者たち－」 和田実・諸井克英著 ナカニシヤ出版 

自己学習の内容等アドバイス 

事前に教科書を読んでおくと、理解しやすい。またレポートを書くにあたり、新聞や雑誌等の関連記事にも目

を通しておくとよい。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

日本の歴史 講義 今井 隆太 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ １～４年次前・後期 選択  

授業の到達目標及びテーマ 

 テーマは「外国人がみた日本」。近代日本に対して向けられた「まなざし」の歴史である。目標は日本の近現

代について、おおまかな知識を得るとともに、それを材料に未来を描くこと。開国以来、日本にやってきた外

国人たちは、日本人自身が気づかない日本の良さとともに欠点をも指摘してきた。そうした外からのまなざし

を通して、世界の中の日本を再認識したい。 

授業の概要 

 外国人によって書かれた日本見聞記を主としてとりあげ、テキスト自体（翻訳であるが）を読み味わうこと

を第一とする。書目は下記のリストから適宜選択してコピーし配布する。文字情報が主となるが、日頃読み慣

れない種類の文章を読むには忍耐も必要になる。毎週一回、日常とは異なる時間を過ごすこともひとつの楽し

みと捉えて授業に臨んでほしい。 

学生に対する評価の方法 

 授業ではあくまでもテキストの一端を示すにとどまるから、気に入った一冊を選び、それをまるごと読

んでレポートを作成する。その際、テキストに即して提供する近現代日本に関する見方の大枠のなかで、

描かれた日常がどのような視点を提供するのかを意識することが「読み」を深める。毎回の出席カードを

通して何らかの応答をする部分と、 後に提出するレポートとが評価の対象となる。割合は半々である。 

授業計画（回数ごとの内容等） 

第1回：「外国人の見た日本」入門 
第2回：『ビゴー日本素描集』 
第3回：『ベルツの日記』 
第4回：ケネス・ルオフ『国民の天皇』 
第5回：W．E．グリフィス『ミカド』 
第６回：イザヤ・ペンダサン『日本人とユダヤ人』 
第７回：ロジャー・パルバース『文通英語術』 
第８回：ヴァイニング夫人『皇太子の窓』 
第９回：E・H・ノーマン『日本における近代国家の成立』 
第10回：エドウィン・O・ライシャワー『ライシャワーの日本史』 
第11回：テッサ・モーリス・スズキ『辺境から眺める』 
第12回：ノーマ・フィールド『天皇の逝く国で』『祖母のくに』 
第13回：ロナルド・ドーア『イギリスの工場・日本の工場』『幻滅』 
第14回：マイケル・ブース『英国一家・日本を食べる』 
第15回：ラフカディオ・ハーン『日本の面影』 
 順序および進め方は、変えることがある。 
 遅刻しないこと。 
 

使用教科書 

プリントを配布する。 

自己学習の内容等アドバイス 

 授業で紹介したテキストを、自分で一冊まるごと読んでみることが肝要である。その際、高校で使用した日

本史および世界史の教科書を用いて、過去１５０年ほどの歴史を振り返ってみることも有効である。 

 



（2015.4 更新）                                     ［2015 年度版］ 

 
[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

西洋の歴史 講義 早坂 泰行 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ １～４年次前・後期 選択  

授業の到達目標及びテーマ 

わたしたちが現在自明のものとしている思考・行動様式や社会のあり方は、どのようにして形成されてきたで

あろうか。本講義では主として中世～19・20 世紀までの西ヨーロッパの歴史をつうじて、そうした問題を考え

たい。前半では古代・中世を舞台に、わたしたちからは「異文化」とも見える事例をできるかぎりとりあげ、自

分たちの価値観を相対化する視点を提示したい。後半は近代を対象としつつ、コーヒーや砂糖など身近なモノも

取り上げながら、わたしたち自身の社会の成り立ち（またその背後にどのような問題が存在するか）についても

改めて考える手がかりを提示する。 

授業の概要 

 古代～近代（19・20 世紀）にかけての西欧の歴史を講義する。ヨーロッパ全体にかかわる重要な展開を大づ

かみに捉えつつ、それとのかかわりでアジアやイスラーム世界の発展についても適宜触れる。授業に際しては

PowerPoint など視聴覚教材も利用し、その時代ごとの具体的な衣食住や技術のありよう、また社会の変化に関

するイメージをより容易に捉えられるよう配慮する。 

学生に対する評価の方法 

期末考査(80％)、および授業のなかで実施する課題レポート(20％)の結果から、内容の理解度を総合的に判

定する。なお、この授業は再評価を認めないので、その点に十分留意すること。 

授業計画（回数ごとの内容等） 

第１回 「文明」という営みのはじまり ～人間と自然環境のかかわりにおける根源的な変化 
第２回 「ギリシア・ローマ世界」とその後継者（１） ～ポリス（アテネ・スパルタ）と女性・奴隷の地位 
第３回 「ギリシア・ローマ世界」とその後継者（２） ～ローマ帝国と、以後の西欧およびイスラーム世界 
第４回 中世ヨーロッパ世界（１） ～自力救済の習慣と「封建社会」 
第５回 中世ヨーロッパ世界（２） ～十字軍、都市の発達とルネサンス 
第６回 「世界の一体化」のなかのヨーロッパ ～大航海時代のはじまりとアメリカ大陸の植民地化 
第７回 ヨーロッパの世界貿易と「コーヒー・砂糖」（１） 
       ～コーヒー・ハウスのインパクトと、その背景としての奴隷制度 
第８回 ヨーロッパの世界貿易と「コーヒー・砂糖」（２） 
       ～モノカルチャー経済とそれがもたらした影響、および現在の「フェアトレード」まで 
第９回 ヨーロッパ主権国家の成立（１） ～宗教権力のおとろえと民衆反乱 
第１０回 ヨーロッパ主権国家の成立（２） ～「王権の国」フランス、「議会の国」イギリス 
第１１回 産業革命と帝国主義（１）１９世紀前半  
        ～産業革命時代のイギリスと、世界の他の諸地域（インド、カリブ海周辺等）との関係 
第１２回 産業革命と帝国主義（２）１９世紀後半 ～第二次産業革命以降の、ヨーロッパ諸国の世界分割 
第１３回 フランス革命がもたらしたもの ～「自由」「平等」をかちとったと言えるのは誰か 
第１４回 第一次世界大戦 
第１５回 全体の総括と、期末試験（60分） 

使用教科書 

特にない。毎回の授業ごとにレジュメを配布する。参考文献については、適宜各回のレジュメに掲載する。 

自己学習の内容等アドバイス 

 授業後に要約・要点の整理をおこなうなどして、その回の内容を自分なりにまとめるとよい。単なる事実の羅

列ではなく、過去との対比の中で現在の社会を捉えなおしながら、考えや論点をまとめること。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

アジアの歴史 講義 鵜飼 尚代 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ １～４年次前・後期 選択  

授業の到達目標及びテーマ 

近日本と中国、韓国との関係はたいへんぎくしゃくしている。しかし、「東アジア共同体」などという語が

話題になったように、結束すれば世界における一大勢力となることは確かだ。しかし、ユニットとしてのアジ

アを考える場合、それぞれの国・地域の過去を考慮しないわけにはいかない。そうした歴史を踏まえて現在を

見なおし、それぞれの国・地域の特質・特長を総括してこそ「東アジア共同体」の可能性も考えられよう。  

また、学生には自身の関心に沿って客観的に東アジアを見る目を養ってもらいたい。 

授業の概要 

世界史的観点からアジア史、特に東アジアの諸問題を考察する。中国史が東アジア史の一大要素であること

は確かであるので、近年経済的にも政治的にも注目を集める中国の近代化の流れを中心に、東アジアの近代化

を概観する。 

また、受講生には各自でテーマを選び、調査をして、レポートにまとめてもらう。提出されたレポートは、

担当教員が授業中にできるだけ紹介する。 

学生に対する評価の方法 

講義が広範にわたるので、受講生は自主的に内容を深める努力をしてもらいたい。そこで、 

a.レポート。提出されたレポートを担当教員ができるだけ紹介する。  

b.レポート紹介を聴いての意見や感想の提出。レポート紹介がある時はほぼ毎回提出する。 

c.期末試験。講義内容の理解が中心となる。 

評価はa（20％）、b（30％）、c（50％）を目安にし、総合的に判断することになる。 
授業計画（回数ごとの内容等） 

授業は以下の通り進める予定である。 
第1回  授業についてのオリエンテーション   

     授業の目的、進め方、学生に求める姿勢等を説明する。 

第2回  中国の近代化①（アヘン戦争～太平天国の乱） 
第3回  中国の近代化②（日清戦争前後） 
第4回  中国の近代化③（義和団事変前後） 
第5回  中国の近代化④（中華民国成立前後） 
第6回  中国の近代化⑤（中華人民共和国成立前後） 
第7回  中国の近代化⑥（現代中国への道） 
第8回  朝鮮半島の近代化①（日清戦争前後） 
第9回  朝鮮半島の近代化①（日清戦争前後） 
第10回  朝鮮半島の近代化③（朝鮮半島の独立前後） 
第11回  朝鮮半島の近代化④（南北分離前後） 
第12回   朝鮮半島の近代化⑤（現代朝鮮への道） 
第13回   ベトナムの近代化①（独立前後） 
第14回  ベトナムの近代化②（現代のベトナムへの道） 
第15回  試験とまとめ 
 
 但し、学生のレポートを授業中に紹介するので、進度が変わることもある。 
使用教科書 

必要に応じてプリントを配布する。 

【参考図書】：布目潮渢、山田信夫編「新訂東アジア史入門」（法律文化社） 

自己学習の内容等アドバイス 

 講義が広範にわたるので、受講生は自主的に内容を深める努力をしてもらいたい。高校で使った年表や地図

帳での確認、歴史事典での調査でも知識は深まり、また広がるであろう。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

歴史と社会 講義 安井 克彦  

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ １年次前期 選択（教職必修）
幼児保育専攻 

（小学校教員免許取得用に開講） 
授業の到達目標及びテーマ 

 社会科学を学習するとき、常に歴史的・社会的に見ることが、物事をより深く、本質的に見ることになる。 

そのことが、正しい社会観や世界観を作っていくことになる。その意味で、日本の教育を「歴史」と「社会」 

の側面から追究させたい。高校日本史を専攻していない学生も多いと思われるので、さまざまな資料・史料等 

を提示して、学生が興味を持つようにさせる。 

授業の概要 

 日本の社会と歴史を教育の視点から見ようとするものである。「歴史」と「社会」が教育を規定する面もある

が、逆に「教育」によって社会や歴史が切り拓かれるという面も見られる。明治維新の「学制」発布から 150

年近く経ったことになる。この間の教育、学校、子どもの様子を「歴史」や「社会」と関連して追究しようと

するものである。 

学生に対する評価の方法 

授業への参加活動を重視する。関心・意欲・態度（30％）、レポート（20％）、試験（50％）などを総合的

に評価する。授業ごとの授業感想・レポートを評価する。 

授業計画（回数ごとの内容等） 

第１回  オリエンテーション・歴史的・社会的な見方について 

第２回  近代教育制度の成立と展開 

第３回  小学校の普及と子どもの生活の変化 

第４回  天皇制教育体制の確立  

第５回  明治期小学校教育の実態 レポート 

第６回  中等教育の拡充、高等教育の拡大 

第７回  大正デモクラシー期における社会と教育の再編 

第８回  都市新中間層と農村・都市下層の教育 

第９回  大正自由教育の高揚 

第10回  貧窮する農村、変化する社会 レポート 

第11回  戦時体制下の学校と子ども 

第12回  敗戦直後の日本の教育、占領政策と戦後改革 

第13回  新学制の展開、戦後教育の新段階  

第14回  高度経済成長後の社会と教育 

第15回  学習のまとめと試験 
 

使用教科書 

教科書『教育から見る日本の社会と歴史』片桐芳雄他編 八千代出版 
授業に関連する資料を適宜配布する。 

自己学習の内容等アドバイス 

 毎時間課題を提出するので、事前によく調べておくこと。授業時に紹介する図書などをできる限り読むよう

にすること。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

歴史と社会 講義 安井 克彦  

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ ３～４年次後期 選択  

授業の到達目標及びテーマ 

 社会科学を学習するとき、常に歴史的・社会的に見ることが、物事をより深く、本質的に見ることになる。 

そのことが、正しい社会観や世界観を作っていくことになる。その意味で、日本の教育を「歴史」と「社会」 

の側面から追究させたい。高校日本史を専攻していない学生も多いと思われるので、さまざまな資料・史料等 

を提示して、学生が興味を持つようにさせる。 

授業の概要 

 日本の社会と歴史を教育の視点から見ようとするものである。「歴史」と「社会」が教育を規定する面もある

が、逆に「教育」によって社会や歴史が切り拓かれるという面も見られる。明治維新の「学制」発布から 150

年近く経ったことになる。この間の教育、学校、子どもの様子を「歴史」や「社会」と関連して追究しようと

するものである。 

学生に対する評価の方法 

授業への参加活動を重視する。関心・意欲・態度（30％）、レポート（20％）、試験（50％）などを総合的

に評価する。授業ごとの授業感想・レポートを評価する。 

授業計画（回数ごとの内容等） 

第１回  オリエンテーション・歴史的・社会的な見方について 

第２回  近代教育制度の成立と展開 

第３回  小学校の普及と子どもの生活の変化 

第４回  天皇制教育体制の確立  

第５回  明治期小学校教育の実態 レポート 

第６回  中等教育の拡充、高等教育の拡大 

第７回  大正デモクラシー期における社会と教育の再編 

第８回  都市新中間層と農村・都市下層の教育 

第９回  大正自由教育の高揚 

第10回  貧窮する農村、変化する社会 レポート 

第11回  戦時体制下の学校と子ども 

第12回  敗戦直後の日本の教育、占領政策と戦後改革 

第13回  新学制の展開、戦後教育の新段階  

第14回  高度経済成長後の社会と教育 

第15回  学習のまとめと試験 
 

使用教科書 

教科書『教育から見る日本の社会と歴史』片桐芳雄他編 八千代出版 
授業に関連する資料を適宜配布する。 

自己学習の内容等アドバイス 

 毎時間課題を提出するので、事前によく調べておくこと。授業時に紹介する図書などをできる限り読むよう

にすること。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

日本の文学 講義 大島 龍彦 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ １～４年次後期 選択  

授業の到達目標及びテーマ 

智恵子抄の世界を知る。 

詩の分析とその詩の背景を学ぶことによって、詩の深層に迫る。 

学習の過程により思考力と想像力を涵養する。 

授業の概要 

詩集『智恵子抄』の各詩の分析を通して、彫刻家で詩人の高村光太郎が一人の女性智恵子を如何に愛し、如

何に表現したのかについて学ぶ。 

学生に対する評価の方法 

主にテストと授業に取り組む姿勢によって評価する。 
 

授業計画（回数ごとの内容等） 

 
第1回  講義概説（出席とミニットペーパー・講義の内容とその方法・奇縁ということ） 
第2回  文学ということ・作品へのアプローチの方法について（例えば詩「涙」の分析を通して） 
第3回  『智恵子抄』前史（二人の生誕から出会いまで） 
第4回  『智恵子抄』前詩「あをい雨」について・作品へのアプローチ再確認 
第5回  第1部の世界 
     詩「人に」、詩「或る夜のこころ」、詩「おそれ」とその背景   
第6回  詩「或る宵」とその背景 
第7回  詩「郊外の人に」、詩「冬の朝のめざめ」とその背景 
第8回  愛の統合的定義と『智恵子抄』について 
第9回  詩「深夜の雪」、詩「人類の泉」とその背景 
第10回  詩「僕等」、詩「愛の嘆美」、詩「晩餐」とその背景 
第11回  9年間の詩空白と二人の生活 
第12回  第2部の世界 
      詩「樹下の二人」～ 詩「美の監禁に手渡す者」とその背景 
第13回  第3部の世界 
      詩「人生遠視」～ 詩「梅酒」とその背景 
第14回  テストと解説 
第15回  『智恵子抄』その後 

 

使用教科書 

テキスト・大島龍彦・大島裕子編著『智恵子抄の世界』新典社 

参考図書・大島龍彦『智恵子抄を読む』新典社・大島裕子『智恵子抄を歩く』新典社 

自己学習の内容等アドバイス 

本時に扱う詩について事前に鑑賞し、疑問を持って授業に臨むこと。授業後、本時で扱った詩とその背景に

ついて整理し、更に感想文を書くことが望ましい。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

英米の文学 講義 鈴木 薫 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ １～４年次前・後期 選択  

授業の到達目標及びテーマ 

英米文学の世界に触れることで、英語学習に必要な一般常識である英語圏の歴史や文化に関する知識を獲得

する。英語力のさらなる向上を目指す学習者にとって、英語圏の文学作品の背景にある歴史・社会・文化につ

いて知ることは重要となる。これらについての知識が豊富であれば、異文化理解が容易となり、コミュニケー

ション能力も向上するからである。国際語としての地位を確立している英語の文化的な基礎知識を獲得するこ

とは、グローバルに活躍する社会人を目指す者にとって役立つものとなるであろう。詩のリズムを学ぶことは、

英語のプロソディを学ぶことであり、英語音声の表現力を培うものとなる。 

授業の概要 

 英米文学の作品が誕生した背景であるイギリス・アメリカの歴史を辿りながら、代表的な作品を取り上げつ

つ、英米文学の歴史を概説する。次に、特定の文学作品を英語で鑑賞し、内容に触れることを通して、英語と

いう言語の特徴についても学ぶ。さらに、英語の詩や歌詞に焦点をあてて解説し、文字と音声の関わりについ

て知識を深める。 

学生に対する評価の方法 

①受講態度（10％） 

②英語圏の歴史と文学に関するテスト（45％） 

③米文学作品に関するレポート（15％） 

④英文学作品に関するレポート（15％） 

⑤英語の詩とプロソディに関するレポート（15％） 

を総合して評価する。 

本授業は再評価を実施しない。 
授業計画（回数ごとの内容等） 

第1回 授業の目的・内容・日程・課題・レポート・テストなどについての説明 
    英語圏の歴史と文学（古代） 
第2回 英語圏の歴史と文学（中世） 
第3回 英語圏の歴史と文学（中世） 
第4回 英語圏の歴史と文学（近代） 
第5回 英語圏の歴史と文学（近代・現代） 
第6回 英語圏の歴史と文学に関するテスト 
第7回 米文学作品の鑑賞 
第8回 米文学作品の鑑賞 
第9回 英文学作品の鑑賞 
第10回 英文学作品の鑑賞  
第11回 英語音声の変化とプロソディ 
第12回 英語の詩の韻律   
第13回 英語の詩とプロソディ（マザーグース） 
第14回 英語の詩とプロソディ（ロック・ソウル・他） 
第15回 英語の詩とプロソディ（ポピュラーソング・他） 
使用教科書 

随時、プリントを配布 

自己学習の内容等アドバイス 

 毎回配布されるプリントを、年代ごとに整理すること。 
歴史上の出来事が、言語や文学に与える影響に着目し、因果関係を把握する。 
授業で紹介する文学作品の日本語に翻訳したものを読んだり、映画化されたものを鑑賞したりすることで、

作品について理解が深まる。 
英語の音声変化やプロソディの理解を容易にするため、英語の歌に積極的に触れることを薦める。 
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［授業科目名］ ［授業方法］ ［授業担当者名］ 

日本の憲法 講義 加藤 英明 

［単位数］ ［開講期］ ［必修・選択］ 備考  

２ １～４年次前・後期 選択 管理栄養学部・メディア造形学部 

授業の到達目標及びテーマ 

国の 高法規である憲法の原理を学ぶ。憲法の由ってきたる理念、および歴史的淵源に遡って考察すること

で、日本国憲法のより深い理解を身につける。また憲法の解説を通じて、社会知識、教養をも涵養する。すな

わちテーマは、憲法の概説である。 

授業の概要 

 国の 高法規であり、国の基本体制を規律する憲法について概説する。国民主権、人権尊重、平和主義など

日本国憲法の原理を学び、あわせて社会的視野の拡大にもつとめる。 

 受講者の希望に応じ、随時時事問題をとりあげる。新聞が苦労なく読めることを目標とするので、時事教養

を身に付けたい者で、意欲ある学生が受講せよ。 

学生に対する評価の方法 

学期末に行う筆記試験の成績を基本とし（パーセンテージでいえば100％）、これに平常の受講態度などを

加味して採点する。試験では、憲法の意義や憲法の基本的概念の理解度を主に問う。原則として、再評価は

行わない。 

授業計画（回数ごとの内容等） 

第1回 教養とは何か 
第2回 憲法とは何か   憲法とはいかなる法か。 
第3回 憲法とは何か（続） 
第4回 社会契約説について   憲法の理論的根拠。 
第5回 社会契約説について（続） 
第6回 憲法の歴史 世界   成文憲法が生まれるまで。 
第7回 憲法の歴史 世界（続） 
第8回 憲法の歴史 日本   自由民権運動と大日本帝国憲法。 
第9回 憲法の歴史 日本（続）  日本国憲法の制定。 
第10回 天皇制と戦争の放棄   日本の伝統と、敗戦の刻印。 
第11回 三権分立について   民主国家の統治機構。 
第12回 自由と平等について   18世紀に確立した人権。 
第13回 論文の書き方 
第14回 社会権について   20世紀になって確立した人権。 
第15回 筆記試験（90分） 
 

使用教科書 

教科書というわけではないが、『六法』は必携。（すでに六法をもっている者はどの出版社のものでも可） 

自己学習の内容等アドバイス 

 講義を理解するための復習・予習は勿論として、日頃、新聞･テレビなどのニュースに触れ、自分なりの感想、

意見をもつようにつとめることが、社会教養を深める結局の早道である。読書、映画･ドラマの鑑賞も大いに薦

める。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

日本の憲法 講義 早川 秋子 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

 ２ １年次前・後期 選択 
前期：子どもケア専攻 
後期：幼児保育専攻 

授業の到達目標及びテーマ 

 周知のごとく、日本は、第二次世界大戦終結のためにポツダム宣言を受諾し、今後の近代国家のあり方を憲

法に示した。国民主権・平和主義・基本的人権の尊重を 3 本柱とする憲法の内容を理解し、国民の権利を尊重

するとは具体的にどのようなことか等、事例の整理を通して理解し、各自が自分の言葉で、①国民の権利義務、

②平和維持について考えた上で、③国民主権、国づくりのあり方について、自分の考えをしっかりと他者に伝

えることができるようにしたい。 

授業の概要 

  憲法の歴史を踏まえながら、基本的人権について、判例を通して整理する。法の下の平等や表現の自由を身

近な問題に照らし合わせながら整理する。平和維持に関する問題では、湾岸戦争以来の国際社会の動きを軸に

して自衛隊問題や国際協力について整理する予定である。 

 必要に応じてプリント配布、ＤＶＤやパワーポイントを使用する。 

学生に対する評価の方法 

積極的に参加する姿勢を強く求める。当然のことながら私語や内職は厳禁である。 

①受講態度   

②不定期に行う小テスト（講義時間中にレポートを作成してもらうことがある） 

③ 終評価（筆記テスト） 

（①20パーセント＋②20パーセント＋③60パーセント）  

授業計画（回数ごとの内容等） 

第 1回 （オリエンテーション）憲法とは何か どのような内容であるかを理解する 

第 2回 国家や国民について考えてみよう 個人の尊重、国民主権の指す国民とは何か 

第 3回 外国人の参政権は認める必要があるか 

第 4回 憲法13条の幸福追求権の意味について考えてみよう 

第 5回 新しい人権 プライバシー権を例に整理してみよう 

第 6回 自己決定権 尊厳死を例に考えてみよう 

第 7回 司法権 刑罰・死刑制度・国民裁判員制度について考えてみよう 

第 8回 法の下の平等 非嫡出子相続分差別違憲裁判を例に平等を考えよう 

第 9回 インターネットと表現の自由 

第10回 信教の自由と政教分離 靖国神社に政治家が参拝すると騒がれる理由 

第11回 平和主義１  戦争放棄 （歴史的視点から考える） 

第12回 平和主義２  国際貢献 （政府の憲法解釈を基に考える・イラク自衛隊派遣違憲訴訟） 

第13回 社会権   生活保護の受給と生存権  朝日訴訟を事例に整理しよう 

第14回 一票の重み 民主主義の政治制度 改憲の可能性 

第15回 総まとめ・評価 

                    （筆記テストは 終日に行う 追試・再試はレポートで評価する） 

使用教科書 

   田中・大野編 『法学入門』成文堂 1,600円 

自己学習の内容等アドバイス 

 講義で扱う内容は新聞やニュースで日々報道されている内容と深く関係しています。 

いつ、どんな出来事が起こってどのような問題が生じたのか、それについて自分は何を感じたのかと、日々問

題意識を持つことが、憲法に取り組むきっかけになります。 興味を感じたら、直ぐにテキストの関係項目に目

を通し、自分なりにまとめる習慣をつけましょう。                                                     
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［授業科目名］ ［授業方法］ ［授業担当者名］ 

法と社会 講義 加藤 英明 

［単位数］ ［開講期］ ［必修・選択］ 備考 

２ １～４年次前・後期 選択  

授業の到達目標及びテーマ 

社会生活において、法というものがきわめて重要な役割を果たしているにもかかわらず、高等学校までの学校

教育で教えられることはあまりに少ない。ほぼ初心者といってよい学生諸君に、法を一通り学んでいただくのが

本講義である。また法の解説を通じて、社会知識、教養の涵養にもつとめる。すなわちテーマは、法の概説であ

る。 

授業の概要 

民法を中心に、現代日本の実定法秩序を、ときに歴史的観点、国際的観点をも取り入れて、概説する。 

 受講者の希望に応じ、随時時事問題をとりあげる。新聞が苦労なく読めることを目標とするので、時事教養を

身に付けたい者で、意欲ある学生が受講せよ。 

学生に対する評価の方法 

学期末に行う筆記試験の成績を基本とし（パーセンテージでいえば 100%）、これに平常の受講態度などを加

味して採点する。試験では、法というものの理解、「権利」など法に関する基本的概念の理解を主に問う。再評

価は行わない。 

授業計画（回数ごとの内容等） 

第1回  教養とは何か 
第2回  法のかたち  法とは、条文の形になったものだけではない。様々な法の形を考える。 
第3回  国家法と非国家法  法とは、国家の法だけではない。国家以外の法にはどんなものがあるだろうか。 
第4回  法と道徳  法と道徳は、同じものか、違うのか、違うとすればどこが違うのか、考えてみよう。 
第5回  法と道徳（続） 
第6回  法のちから  法は、何のために存在するのか。法の存在意義に関わる問題である。 
第7回  法による制裁  前回にひき続き、法のちからについて学ぶ。 
第8回  刑罰について  刑罰はいかなるものか。その種類と役割を紹介する。 
第9回  裁判とはいかなるものか  裁判は、どんな役割を担っているのか。その意味を考える。 
第10回 司法の制度  司法制度を、具体的に理解しよう。 
第11回 民法とはいかなる法か  近代社会における民法の意味を考える。 
第12回 損害賠償の法  民法における損害賠償の理論と、その役割を学ぶ。 
第13回 財産所有の法  近代社会における所有権の意義を考え、その他の財産権についても通観する。 
第 14 回 契約の法  我々は、気付いていないが毎日契約を結び、それを履行して生活している。その意味と

法理を考察する。 
第15回 筆記試験（90分） 
 

使用教科書 

教科書というわけではないが、六法は必携（すでに六法をもっている者はどの出版社のものでも可）。 

自己学習の内容等アドバイス 

 講義内容理解のための復習・予習は勿論として、日頃、新聞･テレビなどのニュースに触れ、自分なりの感想、

意見をもつようにつとめることが、社会教養を深める結局の早道である。法や裁判に関する読書、映画･ドラマ

の鑑賞も大いに薦める。それらの書名、題名については、講義中随時提示する。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

政治と社会 講義 東江 日出郎 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ １～４年次前・後期 選択  

授業の到達目標及びテーマ 

現代日本の政治と社会政治と社会に関する基礎的概念や制度などの内容を説明できるようになること。 

授業の概要 

現在の日本社会は、急速に少子高齢化が進んでいる。それは介護等の福祉政策を必要とする。またその財源

も必要になる。だが、少子化は労働力減少をも意味し、財源確保を困難にしている。他方、日本社会の格差の

拡大も深刻な社会問題である。経済成長をしながら、如何に所得の再分配をするかが課題である。国際社会で

は、異なる価値観に基づく国や地域間の対立激化で平和と安定に問題が見られ、経済成長を目指す国々による

競争は、地球環境問題をも引き起こしている。国際平和や持続可能なグローバルな社会の確立が課題である。 

このような国内、国際社会の諸問題を解決するための政策を審議・決定・実施するのが政治の役割である。だ

が、そのような政治の制度やメカニズム、実態についての体系的理解は必ずしも容易ではない。本講義では、

そのような政治の諸制度や実態に関する基礎知識を習得することを目標、内容とする。 

学生に対する評価の方法 

成績評価は、授業への参画態度（30％）とレポート提出（70％）の両方で行います。レポートは、日本の

政治と社会に関するものであれば、基本的には自由とします。ただ、授業で得た知識を活用しているかどう

かは、評価の対象としますので、それを踏まえたレポートの作成が必要となります。 

授業計画（回数ごとの内容等） 

第1回 導入(授業の概要説明及び評価手法などの説明) 

第2回 政府は何をすべきなのか 

第3回 世論と選挙 

第4回 政党の役割 

第5回 選挙制度と政党 

第6回 議会の役割 

第7回 内閣と官僚制度 

第8回 マスメディアと政治の関係 

第9回 利益団体、NPOと政治 

第10回 財政・金融政策 

第11回 福祉政策はなぜ必要？ 

第12回 地方分権と政治 

第13回 公共事業と政治 

第14回 外交と内政 

第15回 まとめ  

使用教科書 

なし 

自己学習の内容等アドバイス 

テレビのニュースや新聞の政治や経済などで、現在の日本の問題を知り、理解するように努めましょう。また、

その中で自分が何を知らないかという、問題意識を持ちましょう。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

経済と社会 講義 釜賀 雅史 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ １～４年次前・後期 選択  

授業の到達目標及びテーマ 
経済は、「疎遠なもの」、「難しいもの」といった印象を持つ人は多いかもしれない。しかし、そうではない。

なぜなら、経済現象は人間の営みそのものであるから。本講の目標は、経済用語が常識レベルにおいて理解

されていること(目標①)、現代経済社会の諸問題により関心を持てるようになり、社会をより多面的にみる

ことがてきるよになること(目標②)、それら諸問題について自分なりに(特に文章で)説明できるようになる

こと(目標③)である。 

授業の概要 

上の目標に基づき、本講では、日頃、経済記事（報道ＶＴＲ）などで頻繁に目にするトピカルな話題を念頭

に置きつつ、それを理解するのに必要と思われる経済学上の幾つかの基本項目についてわかりやすく講義する

（パートⅠ）。そして、現在の経済社会の問題を幾つかとりあげ検討してみる（パートⅡ）。 
学生に対する評価の方法 

・授業への参画態度 ……定期的(計 3 回程度)、教員からの簡単な問い掛けへの回答と教員への質問を行

うシートの提出。(評価ウエート20％)  

・レポート① 産業・経済記事に関するレポート……具体的に産業・経済に関する新聞記事を一つとりあ

げ、それについて自分なりに展開する（内容紹介にとどまらず、他の情報に基づく記事内容の検討、自

分なりの意見表明などを行う）(目標②③の達成度を観る)。(評価ウエート40％) 
・レポート② 終課題……授業内容に即したテーマについて解答するもの(目標①③の達成度を観る)。

(評価ウエート40％)                  

以上3点から総合的に評価する。 
授業計画（回数ごとの内容等） 
第1回 ガイダンス (授業のねらい・展開方法・評価など の説明 )  

第2回 序・経済社会の基本的見方  われわれが生きる社会(市場経済)の全体像を経済的に説明する。 

≪パートⅠ  経済記事を読む上で知っておきたいキーワード≫ 

 日常の経済記事等で出てくる一見難しく、疎遠にみえる用語は、マクロ経済学の領域で経済変数として扱わ

れるものである。ここではこれら主要経済用語の基本的概念をかみ砕いて平易に説明する。 

第3回   経済成長と経済成長率について 

第4回   物価とインフレについて 

第5回   失業と失業率について 

第6回   為替相場と国際収支について 

第7回  株と株価について 
第8回   GDPについて① 

第9回   GDPについて② 
第10回  景気について 

第11回  景気対策全般について 

≪パートⅡ  経済社会の諸問題を考える≫ 

 第12回 「豊かさ」について考える。 

第13回 「少子高齢化」について考える。 

第14回  トピカルな話題をとりあげ検討する。 

第15回 まとめと発展的学習のための主要文献解説など。 

※基本的にはこのスケジュールに従って展開するが、進度状況によって一部変更する場合もある。 

使用教科書 

釜賀雅史・岡本純編著『現代日本の企業・経済・社会』学文社、および、テーマ関連の資料・記事などに

従って授業を行う。 
自己学習の内容等アドバイス 

 授業時に示される次回の授業で取り上げられるテーマ・話題について、事前に検討しておくこと。 
《より深く学ぶために》授業時に紹介される文献などにできる限り取り組んでみること。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

企業と社会 講義 折笠 和文 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ １～４年次前・後期 選択  

授業の到達目標及びテーマ 

卒業後の進路として、企業や何らかの組織に就職を希望している皆さんにとって、特に企業・組織等の役割

や実態、あるいは経営戦略などを理解することは必要不可欠なことである。就職活動や社会人へのパスポート

として、現代の企業や組織の活動、実態、それに会社の仕組みや役割などの基本的知識を身につけることが目

標である。 

授業の概要 

特に企業経営における領域は多岐にわたるので、限られた時間内ですべてを網羅することは不可能なので、

下記の４つの領域に絞り、企業の役割や全体像を把握することにする。①企業の組織形態・特質など、②企業

において顧客のニーズを探り、売上・利益を仕組みづくりを考える「マーケティング」、④社員を動かす「組織

論」、④会社の活動をお金という点から把握する「会計学」である。 

学生に対する評価の方法 

学期末試験、毎回配布する出席カードの記入内容・問題意識、受講態度（主体性や積極性）など、総合的

に評価する。 
※病欠および就職試験等（やむを得ない場合）以外、再評価は実施しない。 

授業計画（回数ごとの内容等） 

第1回 授業概要と心得. 企業と社会および環境変化との関係. 経済学と経営学との違いについて. 
第2回 株式会社など企業形態の諸特質について. 
第3回 企業における戦略の役割、および戦略の次元（全社戦略、機能別戦略、事業部戦略など）について. 
第4回 企業を取り巻く環境分析（内部環境、外部環境） 
第5回 基本的な競争戦略（コスト・リーダーシップ戦略、差別化戦略、集中化戦略など） 
第6回 企業の経営革新と組織論（コーポレートガバナンス、アカウンタビリティ、ディスクロージャー、 

企業の社会的責任論など） 
第7回 日本的経営（終身雇用、年功序列、企業内組合）とその変貌、 近の経営の特徴. 
第8回 マーケティングとは何か、その全体像. 
第9回 市場環境の把握として、市場細分化およびその基準、標的市場の選定など. 
第10回 (1)マーケティングの基本戦略 ①製品戦略、②価格戦略 
第11回 (2)マーケティングの基本戦略 ③プロモーション戦略、④流通チャネル戦略 
第12回 新のマーケティング戦略の展開. 
第13回 (1)会計の基本（貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書） 
第14回 (2)会計の基本（利益の概念：売上総利益、営業利益、経常利益、当期純利益など） 
第15回 学期末試験および今後の学習課題の指針 
 
 

使用教科書 

教科書は使用しない。随時、プリント等を配布する。 

自己学習の内容等アドバイス 

 学期末試験は、プリントとその講義内容から出題するので、講義の復習および事前に専門用語の意味調べ等

が必須である。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

情報と社会 講義 折笠 和文  

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ １～４年次前・後期 選択  

授業の到達目標及びテーマ 

現代社会はコンピュータやスマートフォンなどの登場によって、利便性などが声高に叫ばれる社会となった。

しかし、そうした情報社会はメリットだけではなく、多くのデメリット（負の側面）をも認識することが重要

である。講義ではそうしたさまざまな社会の負の病理現象を認識しつつ、その中で如何に生きるべきかを問い

直すことが目標である。 

授業の概要 

ITC（情報技術＆コミュニケーション）の進展により、携帯電話からインターネットなど、我々はデジタル・

情報社会の中で、多くの恩恵を享受しているが、反面、多くの問題も孕んでいる。講義では情報のもつ意味を

考えながら、情報社会で多用されているカタカナ語・略語等の意味の理解、情報社会の功罪両面、情報社会に

潜む病理現象を、便利さや効率化、合理化などの点から、さまざまな現代の情報社会のあり様を考察する。 

学生に対する評価の方法 

学期末試験は勿論のこと、受講態度、遅刻数等も考慮に入れて総合的に評価する。 
※病欠および就職試験等（やむを得ない場合）以外は、再評価を実施しない。 

授業計画（回数ごとの内容等） 

第１回 情報社会を学ぶにあたっての授業の目的と講義内容の概要、授業方法等の説明および授業日程の説明 
第２回 ①情報社会で多用されている日常用語の説明・解説（DVD、ADSL、IC、POS、ユビキタスなど） 
第３回 ②情報ネットワークで多用されている用語の説明（LAN、 eコマース、光ファイバーケーブルなど） 
第４回 情報という言葉の由来と歴史的な展開 
第５回 情報の性質と種類 
第６回 現代社会における呼称の特質と解釈・内容（情報化社会、情報社会、高度情報社会、知識産業社会、 
    高度通信技術社会、ハイテクノロジー社会、システム社会などの特質） 
第７回 情報社会の特質「システム」の意味とシステム社会に関連して 
第８回 ①高度情報化社会の具体的動向とその影響（個人・家庭生活・社会生活における事例とその光と影） 
第９回 ②高度情報化社会の具体的動向とその影響（経済・産業・企業活動における事例とその光と影） 
第10回 ①国際関係における情報化の具体的動向とその影響（グローバルに展開する情報化の進展について） 
第11回 ②国際関係における情報化の具体的動向とその影響（デジタルエコノミー、eビジネス世界の進展、 

および主要各国の情報化の取り組み） 
第12回 ①情報社会にみる利便性のパラドックス（情報社会に潜む病理現象と人間生活） 
第13回 ②情報社会にみる利便性のパラドックス（情報社会の便利さ、効率化、合理化に潜む負の現象） 
第14回 ネットワーク社会の進展にともなう諸問題（コンピュータの不正使用や有害情報、ネットワーク犯罪、 
    プライバシーの問題など情報倫理問題） 
第15回 学期末試験と今後の学習の指針 
 

使用教科書 

『高度情報化社会の諸相』折笠和文著（同文館出版） 

自己学習の内容等アドバイス 

回数毎の授業内容が明記されているので、理解を深めるためにも事前にテキストを読んでおくことが望ましい。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

社会学 講義 今井 隆太 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ １～４年次前・後期 選択  

授業の到達目標及びテーマ 

 現代社会学の概要を理解すること。現代の社会の様々な面に見られるグローバル化の状況をとらえ、理解す

る手がかりとして、歴史的、理論的アプローチをとるとともに、現場で直接データを収集する社会調査の技法

についても見て行きたい。 

授業の概要 

 大体、下記の授業計画に沿って、各項目について講義する。社会学の概要についてはテキストを用いて、現

代社会学の諸相、および歴史的な蓄積をみる。社会調査については概要を見て行くなかで、現代社会学の理論

と方法が、調査とどのような関係にあるのかが理解できるようにしたい。 

テキストの他に、教材として映画、文芸作品などを用いる。とくに小津安二郎の映像作品には、家族につい

て考えさせられるテーマが含まれている。例年、「東京物語」、「晩春」などをとりあげている。小津作品には、

家族論的な要素と共に、戦後日本社会の変動をはかる要素も描かれている。映画史上見事な作品であるが、あ

くまで社会学的な見方から見ていくとしよう。 
 あと、くれぐれも遅刻しないでほしい。話し始めた途端、中断、また中断となるのは大変迷惑だから。 
 板書が中心となるので、ノートをとるよう心がけてほしい。 

学生に対する評価の方法 

 出席カードの空欄を用いて授業への参加度をみる（評価全体に占める割合は５０％）。期末テスト（評価全

体に占める割合は５０％）では、思考力および文章力も評価する。 

授業計画（回数ごとの内容等） 

入れ替えはあるが、大体、以下の項目について講義する。 
第1回 社会学の基本(1) 社会学の理論 
第2回 社会学の基本(2) 社会類型 
第3回 社会学の基本(3) 社会変動 
第4回 国際社会学の現在⑴ 自己と他者、国際養子の社会学 
第5回 国際社会学の現在(2)  かたりの社会学（被爆体験、ハンセン病） 
第6回 戦後から現代の日本社会(1)「東京物語」と「東京家族」 
第7回 戦後から現代の日本社会⑵「東京物語」と「東京家族」 
第8回 戦後から現代の日本社会⑶「東京物語」と「東京家族」 
第9回 社会調査⑴ 社会調査とはなにか、社会調査の歴史 
第10回 社会調査⑵ 社会調査の目的と方法（質的、量的、混合） 
第11回 社会調査⑶ 社会調査の倫理 調査の種類と実例 
第12回 社会学の歴史⑴ 啓蒙思想家からウエーバーまで 
第13回 社会学の歴史⑵ パーソンズと現代社会学 
第14回 社会学の歴史⑶ 日本社会学 
第15回 期末試験とまとめ 

使用教科書 

『入門 グローバル化時代の新しい社会学』西原和久・保坂稔共編、新泉社 

自己学習の内容等アドバイス 

 予習は特に求めない。復習として、難解な用語を調べる癖をつけたい。手がかりは『広辞苑』のような一般

的な辞書よりも、『社会学用語辞典』のような専門辞書に対する抵抗を無くしてほしい。Google などのネット

上の検索手段も進化しているが、書籍の形態をとった文字情報の価値を吟味する癖をつけたい。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

アメリカの社会と文化 講義 河井 紀子  

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ １～４年次前・後期 選択  

授業の到達目標及びテーマ 
 人種・民族的多様性を特徴とするアメリカであるが、近年、人口動態の変化は顕著である。歴史を動かしてきたの

は、移民とその家族、労働者、黒人、女性など人口の大多数を占める名もなき人びとであり、その多様な人びとから

なるアメリカ社会がどのように形成され、変化してきたのか、その過程を人種、階級、ジェンダーの観点からみる。

マイノリティの視点からアメリカ文化の基本的価値である「自由・平等」理念の歴史的展開について学ぶことで、今

アメリカで起こっている事象がどのような意味を持ち、なぜ起きているのかをよりよく理解できるようになることを

目標とする。 

授業の概要 

自由の国としてのイメージが強いアメリカ。アメリカ社会を理解するためには、アメリカ人の自己意識にとって重

要な「自由」のあり方の歴史を知る必要がある。「自由」は決して固定されたカテゴリーではなく、常に変化している

し、またその「境界」も常に変化してきた。 

本授業では、アメリカの政治的自由、経済的自由、市民的自由、精神的自由という自由の4つの側面を、その意味、

それを可能にした社会的条件、それを享受しえた人々と享受しえなかった人々という 3 つの観点から追及する。この

ことは、人種、階級、ジェンダーの視点からアメリカ合衆国を見ることでもある。歴史史料や新聞記事なども用いな

がら「自由」をキーワードに、自由と民主主義、物質的豊かさが一体となった「アメリカ文明」が世界を席捲する 20

世紀前半と、冷戦終結により唯一の超大国となったアメリカが国内外の新たな試練にさらされる20世紀後半をみてい

く。 

 「自由」の歴史を読み解くことで、大きな政府と小さな政府、保守とリベラル、貧富の格差、帰還兵、またオバマ

大統領が「建国以来の負の遺産」という人種問題や銃社会アメリカが抱える諸問題、推定１０００万人とも言われる

不法移民をめぐる移民制度改革やヘイトクライムなど、アメリカが今直面している様々な問題がなぜ起こっているの

かが明らかになるだろう。毎授業時、現代社会の動向とともに、多様性に富むアメリカ社会の断面を切り取る映像も

紹介する。 

学生に対する評価の方法 

平常の授業態度及びリアクション・ペーパーによる授業の理解度（ 4 0 ％）、中間レポート（20％）、 終に実施

する試験（40％）で総合的に評価する。なお、本授業は再評価を実施しない。 

授業計画（回数ごとの内容等） 
第1回  講義の概要説明 「アメリカの世紀」 
第2回  アメリカの根源―その理想と現実（植民地時代～南北戦争） 
第3回  アメリカの根源―その理想と現実（植民地時代～南北戦争） 
第4回  アメリカ的文化の成立―その光と影（南北戦争後～1890年代） 
第5回  20世紀前後のアメリカ―1890年代 
第6回  革新主義の時代―1900年代～1910年代 
第7回  大衆消費社会の展開―1920年代 
第8回  「現代アメリカ」の危機―1930年代 
第9回  アメリカの世紀へ―1940年代 
第10回  冷戦下の「黄金時代」―1940年代後半～1950年代 
第11回  激動の時代―1960年代 
第12回  激動の時代―1960年代 
第13回  保守の時代―1970年代～1980年代 
第14回  文化戦争の世紀末―1990年代以降 
第15回  試験および総括 
使用教科書 
有賀夏紀『アメリカの20世紀』（上・下）（中公新書） その他、史料は随時配布する。 
【参考図書】明石紀雄監修『新時代アメリカ社会を知るための６０章』（明石書店） 
自己学習の内容等アドバイス 

次回の授業内容をテキストで予習しておくこと。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

国際社会の動き 講義 加藤 英明 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ １～４年次前・後期 選択  

授業の到達目標及びテーマ 

現代の社会生活において、国際的な知識、発想を有することは大きな財産といえよう。本講義は、日々 新

の国際事情を解説して、受講者の理解に供するのみならず、それらのよって来たる歴史的淵源を考察すること

で、将来を展望する。すなわち学問としての「国際社会の動き」を、つとめて平易に講ずるものである。 

授業の概要 

まず考察の基礎として、国際社会における重要な要素である民族･文化（言語･宗教）･国家（政治）について、

ヨーロッパとシナ（中国）を中心に解説する。世界の盟主としての地位が揺らいではいるが、なお相対的には

ナンバーワンであり続けるアメリカについても、わが国と対照しつつ考察する。 

 受講者の希望に応じ、随時時事問題をとりあげる。新聞が苦労なく読めることを目標とするので、時事教養

を身に付けたい者で、意欲ある学生が受講せよ。 

学生に対する評価の方法 

学期末に行う筆記試験の成績を基本とし（パーセンテージでいえば100％）、これに平常の受講態度などを

加味して採点する。試験では、国際社会の動きへの関心度、基本的概念の理解度を主に問う。再評価は行わ

ない。 

授業計画（回数ごとの内容等） 

第1回 教養とは何か 
第2回 国際社会とは  「国際社会」とは、単なる「世界」という意味ではない。その違いを学ぶ。 
第3回 アジアの国  々   アジア諸国を、地理的、文化的に分類する。 
第4回 ヨーロッパの国々と諸民族   ヨーロッパ諸国を、歴史的、民族的、文化的に分類する。   
第5回 地理と歴史の重要性   3・4回の学習を踏まえ、国際事情における地理と歴史の重要性を理解する。 

第6回 地理と歴史の重要性（続）   同 
第7回 民族とは何か   民族問題は現今の国際社会が抱える大きな課題である。民族とは何か考える。  
第8回 言語と世界   インド・ヨーロッパ語を中心に、言語と国家の関係を考える。 
第 9 回 宗教と世界   国際社会が抱えるもう一つの課題、宗教についてユダヤ教、キリスト教、イスラム

を中心に考える。 
第10回 宗教と世界（続）   同 
第11回 国家と世界   7‐10回の学習を踏まえ、今日の世界における国家の諸問題をとりあげる。 
第12回 アメリカと世界   第2次大戦後「世界の警察官」として君臨してきたアメリカは，オバマ政権に

おいてその地位から離れつつある。アメリカの過去を学び、現状を考察する。 
第13回 アメリカと世界（続）   同 
第14回 日本と世界   講義のまとめとして、世界における日本を考える。 
第15回 筆記試験（90分） 
 

使用教科書 

『今がわかる時代がわかる世界地図』2015年版 成美堂出版 （後期は未定） 
『世界史年表・地図』吉川弘文館 

自己学習の内容等アドバイス 

 講義を理解するための復習・予習は勿論として、日頃、新聞･テレビなどの国際情報に触れ、地図や年表で確

認する習慣を身につけること。そうすれば国際的素養は短期間で飛躍的に向上するであろう。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

数と形 講義 水野 積成 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ １～４年次前・後期 選択 前期:管理栄養学部/後期:メディア造形学部 

授業の到達目標及びテーマ 

数学が分かるためには、考え方とか概念の理解とそれらを使って具体的な問題を解くという作業が必要となり

ます。ただし、問題を解くことに重点を置くと、計算はできるが、今一つしっくりとした理解が得られず終わ

ってしまうことがあります。本授業では、しっかりとした理解に近づくことを第 1 の目標にします。とりあげ

る内容は高等学校の数学が主で、一部大学初級程度を含んでいます。 

授業の概要 

学習の理解度を高める方法に、「実験」する、あるいは結果などをグラフ化する、図を描くという方法がありま

す。本授業では、パソコンソフトのEXCELを使ってシミュレーションを行ったり、グラフを描くことにより、

抽象的な数学の内容を自分の手元に引き寄せて理解することを目指します。また、できるだけ多く問題演習を

行い、理解した内容を日常的な問題の解決に使える力も養います。 

学生に対する評価の方法 

①毎回の授業時に提出する小レポート（授業時における問題の解答、EXCELの実行結果など）60％。 
②授業の理解度を問う期末レポート25％。 
③受講の態度と授業参加への意欲15％。なお、本授業は再評価を実施しません。 

授業計画（回数ごとの内容等） 

第1回 授業の概要の説明とこの授業におけるEXCELの使い方の説明。 
第2回 直線と2次関数のグラフを描く。交点を求める。方程式を解く。 
第3回 絶対値を含む関数のグラフを描く。交点を求める。方程式を解く。 
第4回 直角座標と極座標。（円、楕円、双曲線、放物線のグラフを描く。 
第5回 指数関数と対数関数を理解する。 
第6回 指数関数、対数関数に関する問題を解く。 
第7回 角度の表し方（弧度法、正弦関数）と三角関数について理解する。 
第8回 三角関数に関する問題を解く。 
第9回 微分の概念を理解する。 
第10回 微分の応用として、テイラー多項式を理解する。 
第11回 微分の応用として、ニュートン法による方程式を理解する。 
第12回 積分の概念を疑似区分求積法による面積、体積の計算を通じて理解する。 
第13回 積分の応用として。台形公式とシンプソンの公式について理解する。 
第14回 学習のまとめとレポート問題の説明。 
第15回 レポート問題の解説。 
 

使用教科書 

プリントを配布する 

自己学習の内容等アドバイス 

復習用の問題をできるだけたくさん用意するので、それらを解いてほしい。 
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［授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

数と形 講義 野々山 里美 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ １年次前期 選択 幼児保育専攻 

授業の到達目標及びテーマ 

数学に関する興味・関心をもつことと数学的要素を養うことを目的とする。初等教育における「数と計算」

「図形」の指導を念頭に置き、数と図形に関する基本的な内容を学ぶことにより、数学的な系統性・論理性を 

理解し、日常生活に活かし、数学的な考え方を身につけることを目標とする。 

授業の概要 

・本授業では、「数」と「形」についての算数的研究活動を通して、日常生活で活用されている算数・数学的な

処理のよさに気づくとともに、考えることの楽しさや美しさを理解する。 

・「算数的活動」「見通しをもち、筋道を立てて考え、表現する能力」の育成のために、実践的な活動を多く取

り入れた授業を行う。 

学生に対する評価の方法 

・講義の中で適宜提示するテーマについて、発表やレポート、小テスト等を行う。 
・試験（筆記）（６０％）、小テストやレポート（２０％）、授業の参加態度やグループ討議の態度（２０％）を

総合的に判断して行う。この授業の再評価は実施しない。 

授業計画（回数ごとの内容等） 

第  １回   ガイダンス（算数を学ぶことの意義・授業の進め方・授業に関する諸注意等） 
第  ２回   数の表し方と記数法の歴史 
第  ３回   ゼロの発見と位取り記数法 

第 ４回   ｎ進法 

第  ５回   数の拡張と演算① 
第 ６回   数の拡張と演算② 

第  ７回   数の拡張と演算③ 

第 ８回   数の計算の意味（四則計算等） 
第  ９回   日常における数学的な事象の考察 
第１０回   数と計算領域のまとめ 
第１１回   小学校における図形の指導目標と内容 
第１２回   図形の形と大きさ① 

第１３回   図形の形と大きさ② 
第１４回   日常の事象の中の数と形のまとめと筆記試験 

第１５回   講義内容の総括とレポート作成 

使用教科書 

・小学校算数「授業力をみがく」指導ガイドブック   啓林館 
・小学校学習指導要領解説「算数編」  文部科学省  東洋館出版 
・必要に応じて、プリントを配布する。 

自己学習の内容等アドバイス 

・次回の授業の課題（ホームワーク）に対して、幅広い資料分析をして対応し、自分なりの考えを確立し、か

つ、わかりやすい発表のための工夫をしてくること。 
・読み手に自分の考えがより深く伝わるような書き方やまとめ方を工夫したレポートや小テストの作成に心が

けること。 
・授業計画は授業の進行状況に応じて前後することがある。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

数と形 講義 服部 周子 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ １年次後期 選択 子どもケア専攻 

授業の到達目標及びテーマ 

 

小学校・中学校の数と計算・図形の一連の学習の流れを振り返り、小学校での算数の指導の重要性を知る。 

数学を学ぶことの楽しさや意義を実感し、日常生活に活かし物事を合理的に処理する力を養う。      

授業の概要 

ここでは数学的素養を養うことを目的とし、数に関する話題を広く取り上げ講義する。またその際、幼児・

初等教育にのおける算数の学習指導（数と計算の指導）の場を念頭に置く。 

具体的には、「数とは何か」、「数とはどう表現するのか」、「数の計算はなぜできるのか」を追究する

過程を通して、自然数、整数、分数、小数について、そのとらえ方と性質を様々な角度から述べる。人類が

どのように数を数字で表したか、数詞の仕組みを見付け出したかという数学史の面から資料の考察をする。

また、「数とはどのように用いるのか」を追究する過程を通して、数と図形の関わりについても考察する。 

学生に対する評価の方法 

毎時の学習評価問題の取り組み及び授業への参画態度を基に評価する。（４０％） 

講義内容の理解と自己変革と自己実現という観点から、評価する。  （２０％） 

講義内容の理解度の程度を評価するテストを第8回と第14回に行う。（４０％） 

授業計画（回数ごとの内容等） 

 

第 １回 集合と数（ピアジェの実験、幼児の数の認識）  

第 ２回  数の表し方と記数法の歴史（４大文明の記数法） 

第 ３回 零の発見と位取り記数法 

第 ４回 ｎ進数 （２進数等を基に、十進位取り記数法以外の記数法の考察） 

第 ５回 数の拡張と演算 その１（自然数、整数、有理数、無理数、実数） 

 第 ６回 数の拡張と演算 その２（演算の可否） 

 第 ７回 数の拡張と演算 その３（数の拡張とその意味） 

 第 ８回 四則演算の意味 （加法、減法、乗法、除法）・小テスト 

 第 ９回 数と計算の意味の活用 （指数計算、複利計算、対数計算、方程式解法） 

第10回 数と計算の意味の活用 （平方数やパスカルの三角形、ピタゴラス数） 

第11回 図形の形と大きさ 

 第12回 小学校における図形の指導目標と内容 

第13回 中学校における図形の指導目標と内容 

第14回 三平方の定理の多様な証明方法・まとめのテスト 

第15回 日常の事象の数学的な手法での考察 

 

 

使用教科書 

≪参考書≫：小学校算数科学習指導書、中学校数学科学習指導書 文部科学省 

 毎回プリントを配布する 

自己学習の内容等アドバイス 

 

本日の学習内容が理解できたかを評価プリントにより自ら確認し、次回の授業につなげる。 

関連する内容を図書・インターネット等で調べる。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

確率と統計 講義 水野 積成 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ １～４年次前・後期 選択 前期:管理栄養学部/後期:メディア造形学部 

授業の到達目標及びテーマ 

統計とその基本となる確率について、概念と考え方を学びます。現在、我々が簡単に利用できる統計計算を行

ためのソフトは多く、指定されたデータを入力するだけで、結果が簡単に得られます。しかし、それらの計算

の意味するところを十分理解しないと、誤った結論を引き出すおそれがあります。本授業では、確率と統計の

計算の意味を十分な理解とパソコンを利用した統計計算の能力を身に付けることを目指します。 

授業の概要 

統計現象を理解し、統計の計算の意味を正確に知るためには、パソコン上での模擬計算（シミュレーション）

は大変有効な手段です。本授業では、パソコンソフトのEXCEL を使ってシミュレーションを行い、処理結果

の意味を十分考察します。また、多くの例題を提示し、問題を実際に解く作業と問題の解説を通じて、統計的

思考が十分身に付くように配慮します。 

学生に対する評価の方法 

①毎回の授業時に提出する小レポート（授業時における問題の解答、EXCELの実行結果など）60％。 
②授業の理解度を問う期末レポート25％。 
③受講の態度と授業参加への意欲15％。  本授業は再評価を実施しません。 

授業計画（回数ごとの内容等） 

第1回 授業の概要の説明とこの授業におけるEXCELの使い方 
第2回 確率現象を理解する1。（順列、組み合わせの計算。） 
第3回 確率現象を理解する2。（事象の発生に偏りがある場合とない場合。） 
第4回 データの集計を行う1。（度数分布を求める。平均値、中央値、 頻値を求める。） 
第5回 データの集計を行う2。（分散、標準偏差の意味を理解し、それらの値を求める。） 
第6回 2項分布、ポアソン分布、正規分布を理解する。 
第7回 確率現象を理解する3。（大数の法則と中心極限定理を理解する。） 
第8回 小二乗法の意味を理解する。回帰直線を求める。 
第9回 相関関係を理解する。相関係数を求める。 
第10回 相関係数等をデータ分析に利用する。 
第11回 t-検定の理解と計算を行う。 
第12回 統計の問題1.演習と解説。 
第13回 統計の問題2.演習と解説。 
第14回 学習のまとめとレポート問題の説明。 
第15回 レポート問題の解説。 
 

使用教科書 

プリントを配布する 

自己学習の内容等アドバイス 

復習用の問題をできるだけたくさん用意するので、それらを解いてほしい。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

確率と統計 講義 服部 周子 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ １年次前・後期 選択 
前期：子どもケア専攻 

後期：幼児保育専攻 

授業の到達目標及びテーマ 

・基礎的な統計処理の手法を理解し、それをもとに身近な現象を理解したり分析したりできるようにする。 

・多くの演習を通して統計学の知識をマスターする。 

・統計学独特の専門用語を身につける。 

授業の概要 

私達の身の回りにある自然現象や社会事象には、人口、家計、小遣い、身長、体重など、いろいろなデー

タがあり、その活用に迫られることが多くある。しかし、それらのデータを活用するには、科学的な分析方

法によって解析し、意味付けを行って初めてその価値をもつ。統計学は、大量のデータの中にある法則性を

見出す分析方法である。そこで、確率と統計の基礎的な手法を理解し、それをもとに、身近で具体的なデー

タを解析したりグラフ表現を行う手法を体得したりする。 

学生に対する評価の方法 

毎時、具体的な統計処理あるいは学習評価問題と授業への参画態度を基に評価する。(４０％) 

講義内容の理解を評価するテストを第8回と第14回に行う。（４０％）                

自己実現、自己変革を果たしかたかを評価する。（２０％） 

授業計画（回数ごとの内容等） 

 

第 1回 統計学の考え方の基礎・分析概念 

第 2回 確率と確率分布の特徴 

第 3回 母集団と標本・標本抽出 

第 4回 階級分けと資料の作成 

第 5回 標本分布の特性値 

・中心的傾向の特性値 （中央値、 頻値、平均） 

第 6回 標本分布の特性値 

・変動の特性値 （分散、標準偏差、変動係数）    

第 7回 確率とは・確率を表す方法と記号 

第 8回 確率変数と確率分布・第1章と第2章のテスト     （テスト） 

第 9回 二項分布 （離散型確率分布） 

第10回 ポアソン分布 （離散型確率分布） 

 第11回 一様分布 （離散型一様分布・連続型一様分布） 

第12回 正規分布 （標準化・正規分布表の読み方）・偏差値   

第13回 統計的有意性（信頼係数・有意水準）・標本平均の分布 

第14回 母平均μの推定平均・第3章と第4章のテスト     (テスト) 

第15回 t分布 

 

使用教科書 

「はじめての統計学」 日本経済新聞社 鳥居泰彦 著 

 関数電卓                                                 

自己学習の内容等アドバイス 

次回の授業範囲を教科書で予習しておく。 

専門用語の意味を確実に理解するよう復習しておく。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

自然のしくみ 講義 井谷 雅治 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ １年次前期 選択（教職必修）
幼児保育専攻のみ 

（小学校教員免許取得用に開講） 

授業の到達目標及びテーマ 

 自然事象を通して、自然のしくみやきまりを追求し、自然のもつ偉大さ・巧みさに感動しながら自然は相互

に関わりをもっていることに気付き、地球環境に配慮し、命を大切にできる人間としての生き方を学ぶことを

目的とする。 

 

授業の概要 

 自然事象に関心をもつと共に、授業に積極的に参加し、自然のもつ偉大さ、巧みさ、しくみに共感し、自然

を愛し、自然と共生できる人間を追求する。 

学生に対する評価の方法 

試験６０％・小論文と発表２０％・授業態度２０％ 

なお、この授業は再評価を実施しない。 

授業計画（回数ごとの内容等） 

第１回：自然科学概論 

第２回：自然ウオッチング                    

第３回：生物とその環境(1) 身近な生き物 

第４回：生物とその環境(2) 植物の生活 

第５回：生物とその環境(3) 動物の生活 

第６回：生物とその環境(4) 飼育と栽培 

第７回：物質とエネルギー(1) 水溶液  

第８回：物質とエネルギー(2) 熱と光と力 

第９回：物質とエネルギー(3) 電気と磁石 

第10回：地球と宇宙(1) 地形と土地 

第11回：地球と宇宙(2) 天気と季節 

第12回：地球と宇宙(3) 地球と宇宙 

第13回：地球と環境(1) 食物 

第14回：地球とその環境(2) エネルギー 

第15回：筆記試験とまとめ 

使用教科書 

テキスト：プリント 

自己学習の内容等アドバイス 

○ 自然現象のニュース・情報を基にした自己学習 

○ シラバスについての予習 

○ 講義内容の深化学習 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

自然のしくみ 講義 井谷 雅治 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ １～４年次後期 選択  

授業の到達目標及びテーマ 

 自然事象を通して、自然のしくみやきまりを追求し、自然のもつ偉大さ・巧みさに感動しながら自然は相互

に関わりをもっていることに気付き、地球環境に配慮し、命を大切にできる人間としての生き方を学ぶことを

目的とする。 

 

授業の概要 

自然事象に関心をもつと共に授業に積極的に参加し、自然のもつ偉大さ、巧みさ、しくみに共感し、自然を

愛し、自然と共生できる人間を追求する。 

学生に対する評価の方法 

試験６０％ 小論文２０％ 授業態度２０％ 

なお、この授業は再評価を実施しない。 

授業計画（回数ごとの内容等） 

第１回：自然科学概論 

第２回：自然ウオッチング                    

第３回：生物とその環境(1) 身近な生き物 

第４回：生物とその環境(2) 植物の生活 

第５回：生物とその環境(3) 動物の生活 

第６回：生物とその環境(4) 飼育と栽培 

第７回：物質とエネルギー(1) 水溶液  

第８回：物質とエネルギー(2) 熱と光と力 

第９回：物質とエネルギー(3) 電気と磁石 

第10回：地球と宇宙(1) 地形と土地 

第11回：地球と宇宙(2) 天気と季節 

第12回：地球と宇宙(3) 地球と宇宙 

第13回：地球と環境(1) 食物 

第14回：地球と環境(2) エネルギー 

第15回：筆記試験とまとめ 

 

 

使用教科書 

テキスト：プリント 

自己学習の内容等アドバイス 

○ 自然現象のニュース・情報を基にした自己学習 

○ シラバスについての予習 

○ 講義内容の深化学習 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

生命の科学 講義 日暮 陽子 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ １年次前期 選択 ヒューマンケア学部 

授業の到達目標及びテーマ 

授業テーマ： 生体のしくみ 

 

到達目標：生体のしくみを理解する 

授業の概要 

細胞の構造・機能、細胞間の情報伝達を理解したうえで、生体内で起こっている現象について講義をしていき

ます。生体の基本を学ぶことで、生体のしくみ（目で見ることができない現象）を考える基盤を作っていきま

しょう。 

 

学生に対する評価の方法 

筆記試験・受講態度を総合的に評価する。評価は以下の配分で行う。 
①受講態度（10点）  
②試験点：中間試験（40点）・期末試験（50点） 

授業計画（回数ごとの内容等） 

第1回 生命科学とは 
第2回 細胞：細胞の構成 
第3回 細胞：細胞内小器官の機能 
第4回 生体の構成１ 
第5回 生体の構成２ 
第6回 生命の設計図１ 
第7回 生命の設計図２ 
第8回 中間試験とまとめ 
第9回 代謝：解糖系・TCA回路・電子伝達系 
第10回 エネルギー産生 
第11回 食と健康 
第12回 消化・吸収 
第13回 脳の構造・神経細胞 
第14回 記憶 
第15回 期末試験とまとめ 
 

使用教科書 

生命科学 羊土社 東京大学生命科学教科書編集委員会 

自己学習の内容等アドバイス 

講義の内容を振り返り、教科書やノートを見直してみてください。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

人間と地球環境 講義 大矢 芳彦 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ １～４年次前・後期 選択  

授業の到達目標及びテーマ 

私たちは地球上で生を受け、地球上で生活を営み、そして地球に還る。本講では、私たちの生活の場である

「地球」あるいはそこに住む私たち「人類」というものを様々な観点から理解する。そして私たち人類が今後

も地球と調和的に生きるためには何をすればよいか一人ひとりが考え、行動できる知識と方法を取得すること

を目的とする。 

授業の概要 

授業方法は講義形式で行うが、画像や映像を取り入れてより理解が深まるよう工夫しながら解説する。 
前半は宇宙を知り、宇宙から地球と人類を探ると同時に生きている地球の現状について理解を深めていく。

そして後半には地球の動きと私たちの生活との関係について概説する。ここでは特に、「自然災害」と「地球環

境問題」についてその現状を認識する。 

学生に対する評価の方法 

基本的には、平常の授業態度（10％）、 終時に行う試験（90％）であるが、自主レポートなどを書いた

ものはその内容によって評価に加える。また、授業中に無駄話をするなど他の学生の迷惑行為をした場合

は別途減点する。 

授業計画（回数ごとの内容等） 

 
授業計画は、第１回のアンケート調査に基づいて決定されるが、大まかな授業計画は次のとおり。  
 
第1回 ガイダンスとアンケート（講義の内容・目的と単位取得の方法など） 

第2回 宇宙の大きさとその動き（宇宙における地球の位置付け） 

第3回 星の一生（星の誕生から消滅まで宇宙で行われている現象の認識） 

第4回 太陽系の構成（地球に近い天体、特に太陽と惑星の特徴） 

第5回 地球の誕生（どのようにして地球は誕生したのかを探る） 

第6回 生命が存在する環境と地球外生命体の可能性（生命は地球だけのものか） 

第7回 生命の誕生（地球上で生命がいかに誕生したのかを探る） 

第8回 生物の進化と地球環境の変化（生物の進化と地球環境との深い関連性を知る） 

第9回 地震の原因と被害（災害の中で も恐ろしいと言われる地震の原因を探る） 

第10回 東海地震について（地震予知の現状と東海地震に対する対策の現状についての把握） 

第11回 地球環境問題の素因（なぜ今、地球環境問題が叫ばれているのかその理由の認識） 

第12回 エネルギー問題（エネルギー問題の現状とその対策の把握と未来のエネルギーについての考察） 

第13回 地球温暖化（温暖化問題について地球科学的な見地からの分析と将来予測） 

第14回 生物種の減少（現在の生物種の減少の現状と過去の生物の進化の歴史との比較） 

第15回 まとめ 

 

使用教科書 

「はるかなる地球」 大矢芳彦著 荘人社 

自己学習の内容等アドバイス 

次回の授業範囲を教科書で予習しておくこと。専門用語の意味などを事前に調べておくこと。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

科学の歴史 講義 松浦 俊輔 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ １〜４年次前・後期 選択  

授業の到達目標及びテーマ 

 自然科学や、それと密接に関係する技術の思想がどう生まれ、現代の私たちの社会生活や精神活動にどうつ

ながり、どんな役割を担っているのかを理解します。自分の領分とは離れたところの話を、自分の中にあるも

のと関連づけて理解することが目標です。 

授業の概要 

 自然科学がどのように成立したか、科学的方法がどのように確立したか、その歴史的な由来や展開をふりか

えることによって、科学的思考のあり方をいくつかの方向から捉えることによって、自然科学や科学技術の総

体的なイメージを把握します。Ａ（前期）は光と色を中心とした科学史の話題、Ｂ（後期）はアイデアのイノ

ベーションという面からの話題を取り上げます。 

学生に対する評価の方法 

①毎回提出してもらう授業の感想（平常点） ②授業時に行なう試験（基礎知識を問うもの）＋提出物（上

記の目標の達成を問うもの）を総合評価します（①50％＋②50％）が、平常点が 6 割に達せず、かつ、全

体で合格点に達しない場合は、再評価なしの不合格とします。 

授業計画（回数ごとの内容等） 

第1回 科学って何（ガイダンス） 
第2回 科学を論じるための、クラス共通の手がかり／参照対象となる素材の提示 
第3回 Ａ自然哲学 Ｂ科学の源流（ギリシア） 
第4回 Ａ中世 Ｂギリシアの先駆的業績 
第5回 Ａルネサンス Ｂ中世とイスラム 
第6回 Ａ望遠鏡と顕微鏡 Ｂルネサンス 
第7回 Ａ光の速さ Ｂ永久運動機関 
第8回 Ａりんごとは別のニュートン Ｂ錬金術とフロギストン 
第9回 Ａ光の正体（ホイヘンス、ゲーテ） Ｂ原子論 
第10回 Ａ電磁波としての光 Ｂ進化論 
第11回 Ａ光、時間、空間 Ｂ 天動説から地動説へ（前提） 
第12回 Ａ光の二重性 Ｂ 天動説から地動説へ（コペルニクス的転回） 
第13回 Ａ科学と芸術（色彩と空間） Ｂ天動説から地動説へ（ケプラーとガリレオ） 
第14回 Ａ科学と芸術（抽象化） Ｂ天動説から地動説へ（ニュートン） 
第15回 まとめ 
 
実際の理解の状況により、若干のずれが生じる場合があります。また取り上げてほしいテーマなどのリクエス

トがあれば、それを盛り込むこともあります。 
 

使用教科書 

教科書はとくに指定せず、授業時に資料を配付しますが、モーズリー＋リンチ『科学は歴史をどう変えて

きたか』（東京書籍）を読んでおくと、授業の話の歴史上の位置づけについて参考になると思います。 

自己学習の内容等アドバイス 

科学的思考を身のまわりの素材で繰り返し、授業時の感想や提出物に反映させてください。また、上記やジョ

ンソン『イノベーションのアイデアを生み出す七つの法則』（日経BP社）を積極的に読むことを勧めます。 

 



（2015.4 更新）                                     ［2015 年度版］ 

 
[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

美術の世界 講義 鷹巣 純 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ １～４年次前・後期 選択  

授業の到達目標及びテーマ 

近代以前の日本絵画が問題としてきた視覚表現の諸要素を理解し、情報を視覚によって表現することの意味を

知ることを目標とする。 

授業の概要 

主に江戸時代以前の日本美術に属するさまざまな絵画の中に示される視覚イメージについて、毎回ひとつの着

眼点を設定し、その意味や歴史的展開を紹介してゆく 

学生に対する評価の方法 

期末試験およびレポート。 

原則として再評価は実施しない 

授業計画（回数ごとの内容等） 

第1回 ガイダンス 
第2回 フィクションとしての絵画 
第3回 図像とは何か 
第4回 絵の中の空間  
第5回 絵の中の空間  
第6回 絵の中の言葉 
第7回 模倣と見立て 
第8回 怪物の造形 
第9回 変身のイメージ 
第10回 腐乱死体の美術 
第11回 絵画における描かないことと見えないこと 
第12回 異界へのまなざし 
第13回 試験・正答解説 
第14回 レポート講評 
第15回 レポート講評 

使用教科書 

なし 

自己学習の内容等アドバイス 

毎回膨大なスライドを投影するので、記録用の撮影機材があるとよい。毎授業ごとに必ず復習し、ノートの内

容と画像を結び付けておかないと、授業終盤でまとめて試験対策を講じようとしても内容を復元できなくなる

ので注意。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

音楽の世界 講義 黄木 千寿子 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ １〜４年次前期 選択  

授業の到達目標及びテーマ 

 西洋芸術音楽は、難しさ、つまらなさといった評価がつきまとい、一般人には敷居が高いと考えられている。

しかし実際はドラマやCM等のBGM、またネット上の音楽配信によって、西洋音楽芸術はポピュラー音楽と並び

扱われ、知らず知らずに我々の耳に届く、意外に身近な存在でもある。本講の目標は、１）西洋芸術音楽の流

れを、歴史的、文化的に理解できる。２）教養としての西洋芸術音楽の知識を身につけ、鑑賞することができ

ることである。 

授業の概要 

 中世から現代まで、西洋芸術音楽の発展の歴史を概観する。各々の時代における社会的、文化的背景などを

交えながら、比較的有名な楽曲を例に平易な解説を行い、西洋芸術音楽を鑑賞する力を養うとともに、雑多な

ジャンルの音楽が氾濫する現代において、西洋芸術音楽が果たしてきた役割を理解する。 

学生に対する評価の方法 

平常の授業態度（14％）、小テスト（26％）、 終筆記試験（60％）で総合的に評価を行う。 終筆記試験

の欠席は認めないので注意すること。再評価は実施しない。 

授業計画（回数ごとの内容等） 

第1回  オリエンテーション（講義内容の概要、参考書の紹介、古代の音楽） 
第2回  中世①（グレゴリオ聖歌とその発展、ノートルダム楽派） 
   （第２回〜第14回、授業理解を深めるため、毎回２問程度の小テストを実施する）。 
第3回  中世②（アルス・ノヴァ） 
第4回  ルネサンス①（15世紀） 
第5回  ルネサンス②（16世紀） 
第6回  バロック（マドリガーレとオペラの誕生） 
第7回  バロック（協奏曲、バッハ） 
第8回  前古典派（バッハの息子たち） 
第9回  ウィーン古典派（ソナタ形式の成立） 
第10回  ロマン派①（前期ロマン派） 
第11回  ロマン派②（ロマン主義の諸相１） 
第12回  ロマン派③（ロマン主義の諸相２） 
第13回  20世紀①（第２次世界大戦まで） 
第14回  20世紀②（第２次世界大戦以降） 
第15回  まとめと試験 
 

使用教科書 

毎回の授業でプリントを配布する。参考書は、初回の授業で紹介する。 

自己学習の内容等アドバイス 

次回の授業範囲について、教科書で予習するとともに、その時代に関して各自の専門領域において調べてく

ることが望まれる。また、授業では音源を多用するため、聴き漏らさないよう注意する。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

音楽の世界 講義 愛澤 伯友 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ １～４年次後期 選択  

授業の到達目標及びテーマ 

・「音楽とは何か」「芸術とは何か」「創作とは何か」を理解し、各自の領域に当てはめて探求する 
・西洋音楽と邦楽の違いを理解し、日本における芸術の意義を考察する 
・教養としての「音楽」との接し方を学び、教養を深める 

  

授業の概要 

「音楽」について、歴史、地理、文化、社会、宗教、民族、風俗、言語などのさまざまな角度からアプローチ

し、音楽の多様性の理解と同時に、本来のリベラルアーツとしての教養を高めます。授業は毎回のテーマを中

心に、講義、音楽、映像など、さまざまなサンプルから深く考察していきます。 

学生に対する評価の方法 

「授業ごとの参加度」（30%）－毎回のコメントにて確認 
「期末レポート」（70%）－講義で習得した「芸術」「音楽」「教養」を各自が理解し、論述できるか。 

授業計画（回数ごとの内容等） 

第1回 「音楽」とは何か？ － オリエンテーション、音楽とは何か、西洋音楽と邦楽 
第2回 日本の音楽（１） － 邦楽は西洋音楽だった（奈良時代、音楽の伝来、邦楽） 
第3回 日本の音楽（２）－ 舶来品の西洋音楽（明治時代、西洋音楽と邦楽） 
第4回 テキストと音楽（１） － 歌い方には4通りもある（テキストと音楽との関係、西洋詩学） 
第5回 テキストと音楽（２） － 和風ラップに至る道（日本語と音楽の関係、東遊歌、能楽、J-pop） 
第6回 宗教と音楽 － 感動『戦場のピアニスト』を正しく鑑賞するために（宗教、民族と音楽） 
第7回 ポピュラー音楽 － Mozartの時代にもポピュラー音楽はあった（大衆芸能と芸術の差異） 
第8回 日本音楽の受容 － エッフェル塔と三味線（パリ万博、異国趣味、印象派の音楽） 
第9回 音律 － ドレミは対数？（音響学基礎、音律、世界の音階）  
第10回 『第9』とは － なぜ『第9』は年末恒例？（戦後西洋音楽受容史、西洋音楽の衰退） 
第11回 著作権 － 自分の曲でも使用料払うの！？（音楽における国内、海外の著作権法の概説） 
第12回 オペラ － 愛の結末は・・・（古典派オペラ、イタリア・オペラ、楽劇） 
第13回 電子音楽 － 電子立国ニッポンはすごい（発振の原理、電子音楽史、日本の技術とアーティスト） 
第14回 民族音楽 － 音楽は世界「非」共通言語（民族音楽とその関連、民族音楽からの享受） 
第15回 現代の音楽 － 音楽、なぅ！（20世紀後半からの音楽と思想、音楽と社会、音楽と量子力学？） 
 
※内容は、同時代的な出来事を取り扱うため、変更や順番の入れ替えがあります。 

使用教科書 

指定なし。毎回の授業で資料を配布する。参考資料などについては授業内で紹介する。 

自己学習の内容等アドバイス 

授業で取り上げたテーマに関する楽曲や作品を鑑賞すること。また、作者、時代背景など、関連した項目につ

いても幅広く調べること。できれば、実際に演奏会、公演に行くこと。こうした小さな鑑賞体験の積み重ねで

芸術やリベラルアートな教養は高まります。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

文芸の世界 講義 大島 龍彦 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ １～４年次後期 選択  

授業の到達目標及びテーマ 

短編小説の魅力 

小説とは何か。短篇小説の方法とその魅力について知る。 

小説の方程式を知れば誰でも１編の小説が書けることを知る。 

☆実際に書いてみたい人は、「教養総合演習Ⅰ（短編小説を書く）」を受講してください。 

授業の概要 

文芸作品には、詩歌・小説・戯曲（脚本・シナリオ）・評論・随筆など様々 なスタイルがある。講義では、特に短編小説

について学ぶ。『漢書芸文志』によれば、小説とは「街談巷語の説」である。だとすれば、小説では何をどう書いてもよい

はずである。が、これまでに発表された小説には、本質らしきものや普遍的技法といったものがみられる。そこで本講義で

は小説の普遍的要素について学び、有史以来の作品について概観し、作者の立場から小説を読み解き、創作への道を拓く。 

学生に対する評価の方法 

テストと授業に取り組む姿勢、レポートなどの提出物によって評価する。 

授業計画（回数ごとの内容等） 

 
第1回  講義概説（出席とミニットペーパー・講義の目標とその方法） 
第2回  文芸の世界概説（詩歌、台本、小説などについて） 
第3回  志賀直哉「山鳩」と大島龍彦「今朝は雨降り」に学ぶ小説の三要素について 
第4回  小説の三要素と有史以来の作品 例、「千一夜物語」「聖書」「源氏物語」・他 
第5回  小説の構造１ 例、志賀直哉「出来事」・大島龍彦「夜想曲」を参考にして 
第6回  小説の構造２ 例、芥川龍之介「蜜柑」・大島龍彦「台風の夜」を参考にして 
第7回  小説のジャンル１ 例、川端康成「合掌」・大島龍彦「妻からの電話」・他 
第8回  小説のジャンル２ 例、内田百閒「風の神」・大島龍彦「コルドバの女」・他 
第9回  小説のジャンル３ 例、へミング ウェイ「老人と海」・大島龍彦「潮時」・他 
第10回  模倣ということ 例、レイモンド・チャンドラーと村上春樹他 
第11回  模倣からオリジナルへ１ 例、芥川龍之介『今昔』から「鼻」へ・他 
第12回  模倣からオリジナルへ２ 例、芥川龍之介『今昔』から「運」へ・他 
第13回  人称（視点）の問題について・大島龍彦「シャボン玉」他 
第14回  展開図の作成方法とテスト 
第15回  講義のまとめ 
 
なお、講義中で扱う作品については、列記した作品以外を扱う場合もある。 
また、小説作法の方程式については各講義の中で少しずつ明らかにしていく。 

 

使用教科書 

大島龍彦著『丘上町二丁目のカラス』（新典社）また、必要に応じてプリントを配布する。 

自己学習の内容等アドバイス 

予習・事前に指示するテキストの小説および配布する短編小説を分析しながら読んでくる。 
復習・本時にあつかった作品の展開図を独自に作成したり鑑賞文を書くことが望ましい。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

演劇の世界 講義 田尻 紀子 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ １～４年次前・後期 選択  

授業の到達目標及びテーマ 

テーマ「浄瑠璃の成立と展開」 

 「文楽」として親しまれている人形浄瑠璃の成立と展開をたどりながら、浄瑠璃・歌舞伎の歴史について学

び、代表的な作品を鑑賞できるようになるとともに、古典芸能や日本文化について考察し、理解を深めること

を目標とする。 

授業の概要 

 浄瑠璃は、江戸時代に「語り」と伴奏を伴った人形劇として完成されたが、その源流は、中世の『平家物語』

（平曲）にまで遡る。本講義では、浄瑠璃成立までの歴史的展開をたどった後、大人気を博した近松門左衛門

の世話浄瑠璃作品を紹介し、その特色について考察する。また、作品を鑑賞しながら、歌舞伎との関わりや、

時代物の三大名作『菅原伝授手習鑑』『義経千本桜』『仮名手本忠臣蔵』についても言及したい。 

学生に対する評価の方法 

学期末試験の成績（約80％）や作品鑑賞時等のレポート（約20％）によって総合的に評価する。 

授業計画（回数ごとの内容等） 

第1回 オリエンテーション・芸能の起源 
第2回 時代の特色――中世―― 
第3回 『平家物語』と「語り」の成立 
第4回 平曲の衰退と早物語『浄瑠璃物語』の流行 
第5回 浄瑠璃節と人形浄瑠璃の成立 
第6回 歌舞伎と浄瑠璃 
第7回 時代の特色――近世①―― 
第8回 時代の特色――近世②―― 
第9回 古浄瑠璃と新浄瑠璃 
第10回 近松門左衛門と世話物 
第11回 ――『曽根崎心中』と『冥途の飛脚』―― 
第12回 作品鑑賞① 
第13回 時代物三大名作 
第14回 作品鑑賞② 
第15回 試験・まとめ 

使用教科書 

必要に応じて資料を配付する。 

自己学習の内容等アドバイス 

作品鑑賞に際しては、資料を事前に配付するので、授業の前に目を通したうえで、あらすじや特色など、作

品に対する基礎知識について確認しておくこと。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

スポーツと健康Ⅰ（実習Ⅰ） 実習 正 美智子 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

１ １年次前・後期 選択 管理栄養学部 

授業の到達目標及びテーマ 

Ⅰ. 自然に興味を持たせ、自然に上達させること。 

Ⅱ. 各自の技能に応じてルールや審判法を高度なものにしていき、 終的に競技と呼べるところまで 

もっていく。 

Ⅲ. バトミントンを楽しむこと、そして、楽しみ方を知ること。 

授業の概要 

スポーツや身体運動は、生涯にわたって健康的な生活を送るために、全ての人間に必要不可欠なものである。

本授業では、バトミントンを中心に理論に基づいた運動実践法を講義し、その具体的方法について実習する。 

学生に対する評価の方法 

課題に対する取り組みと成果（60%）、授業への参画態度（40%）など総合的に評価する。本授業は実習科目

であるため、必ず毎回出席すること。再評価は実施しない。 

授業計画（回数ごとの内容等） 
１回 実習 初歩的技能の習得 

     １．バトミントンの歴史 ２．シャトルあそび ３．グリップ 

２回 実習 初歩的技能の習得 ○運動特性、技術、用具などに関する知識の習得 

     １．ハイサービス ２．ストローク ３．簡易ゲーム 

３回 実習 初歩的技能の習得 ○各種グリップの理解 

     １．ショット ・ドライブ ・スマッシュ ・ヘヤピン ・ドロップ ・クリヤ－ ・ロブ 

     ２．簡易ゲーム（ハーフコートダブルスゲーム）の実践 

４回 実習 初歩的技能の習得 ○ストロークの理解と競技規則に関する知識の習得 

     １．いろいろなサービス  ・ショートサービス ・ドライブサービス ・クリックサービス 

     ２．簡易ゲーム（オールコート３対３のゲーム）の実践 

５回 実習 基本的技能の習得 

     １．高度なストローク ２．フットワーク ３．基本フライトの組み合わせ練習 

６回 実習 基本的技能の習得 ○ダブルスゲームの進め方の理解 

     １．ダブルスゲーム ・ダブルスのルール  ・フォーメーション  ・審判法  ・ゲームの実践 

７回 講義 ＶＴＲ（全日本バドミントン選手権大会ダブルスの部）を見る 

     １．トップアンドバック、サイドバイサイド ２．入れ替わり（攻守）のタイミング 

     ３．ＶＴＲを見て動きや打球技術のポイントをまとめ、レポートを提出する 

８回 実習 基本的技能の習得 ダブルスゲームの実践 ○サービス中のフォルトの理解 

９回 実習 基本的技能の習得 ダブルスゲームの実践 ○ラリー中のフォルトの理解 

10回  実習 基本的技能の習得 ダブルスゲームの実践 ○セッティングの理解 

 

11回  実習 応用技能の習得  公式試合形式でのチーム対抗リーグ戦Ⅰ 

12回  実習 応用技能の習得  公式試合形式でのチーム対抗リーグ戦Ⅱ 

13回  実習 応用技能の習得  公式試合形式でのチーム対抗リーグ戦Ⅲ 

14回  実習 応用技能の習得  公式試合形式でのチーム対抗リーグ戦Ⅳ 

 

15回 個人で取り組んだ課題の成果をまとめ、レポートを提出する 

   ☆課題とは毎時間実施する20分間の有酸素運動（ウォーキング、ジョギング、ランニング）のこと 
使用教科書 

（参考図書） 大体連研修部作成教材 バドミントン（平成20年度作成DVD教材シリーズ） 

       全日本バドミントン選手権大会VTR 

自己学習の内容等アドバイス 

バドミントンに必要な基礎体力を身につける努力をすること。 
毎日の運動習慣として、20分間の有酸素性運動を実施する。 

 

○初歩的技能練習や基本的技

能練習で習得した技術や戦術

をゲームに応用し実践する 

○ゲームの内容を検討し、意

見交換を行いながら内容の向

上を図る 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

スポーツと健康Ⅰ（実習Ⅰ） 実習 正 美智子 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

１ １～４年次前・後期 選択 メディア造形学部 

授業の到達目標及びテーマ 

Ⅰ. テニスの基本技術を習得し、ゲームができる。 

Ⅱ. 瞬発力、持久力、調整力などの体力を高める。 

Ⅲ. テニスを通してスポーツマンシップを涵養する。 

授業の概要 

近の身体運動に関する様々な現象についての科学的研究の進展は著しい。21 世紀を健やかに生きるた 

めに、身体運動に関わる科学的知識と手段についてテニスを実践的に学習するなかで獲得する。 

 テニスは、現在国際的なスポーツであることや、年齢・性別などそれぞれに応じたプレイを楽しむこと 

ができるので生涯スポーツに適している。 

学生に対する評価の方法 

課題に対する取り組みと成果（60%）、授業への参画態度（40%）など総合的に評価する。本授業は実習科目

であるため、必ず毎回出席すること。再評価は実施しない。 

授業計画（回数ごとの内容等） 

第1回 講義  １.ガイダンス 大学体育の意義、授業の目的や進め方について解説する。 

   ２.スポーツのスキル  

第２回 実習 テニスの基礎Ⅰ 打球技術 １.ラケットワーク  ２.グランドストローク   

第３回 実習 テニスの基礎Ⅰ 打球技術 １.ボレー   ２.サービス  

第４回 実習 テニスの基礎Ⅰ 打球技術 １.スマッシュ       
第５回 講義 テニスの技術論  １.技術構造及び基本技術について解説する。 

２.一流プレイヤーの動きを分析・解説するとともに受講生の動作について 

分析・解説する。 

３.打球技術及び動きのポイントについてまとめ、レポートを提出する。 

第６回 実習 テニスの基礎Ⅱ 総合練習 

第７回 実習 テニスの基礎Ⅱ ダブルスの基本戦術 １.フォーメーション ２.連続プレイの組み立て 

                         ３.コンビネーションの理解と実践 

第８回 実習 テニスの基礎Ⅱ ダブルスの応用戦術 １.フォーメーション ２.コンビネーション 

                         ３.コンビネーションの実践 

第９回 実習 ルールとマナー １.試合の進行 ２.審判法 ３.ルール ４.マナー 

第10回 実習 テニスの基礎Ⅱ 基礎練習で習得した技術や戦術をゲームに応用し実践する。の応用 

第11回 実習  応用技能の習得 ダブルス リーグ戦１ 

第12回 実習 応用技能の習得 ダブルス リーグ戦２ 

第13回 実習 応用技能の習得 ダブルス リーグ戦３ 

第14回 実習 応用技能の習得 ダブルス トーナメント戦１ 

第15回 実習 応用技能の習得 ダブルス トーナメント戦２ 

 

◎雨天時やコートコンディション不良時は、アリーナまたは、サブアリーナで実施する。 

使用教科書 

(参考図書) VTR    神和住 純 監修 「ザ・ベスト・オブ・ウィンブルドン」 ポニーキャニオン 

VTR    BBC制作 「テニス教室決定版」 ポニーキャニオン 

自己学習の内容等アドバイス 

テニスに必要な基礎体力を身につける努力をすること。 
テニスの国際大会が年間を通して開催され、放映されているのでテレビ観戦を勧める。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

スポーツと健康Ⅰ（実習Ⅰ） 実習 笹川 慶 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

１ １～４年次前・後期 選択 管理栄養学部・メディア造形学部 

授業の到達目標及びテーマ 

フライングディスク（アルティメット） 
アルティメットはフライングディスク(フリスビー)を用いた競技のひとつで、性別・年齢に問わず、技能レベル

に応じて誰でも手軽に楽しむことのできるチームスポーツである。誰もが初心者であるディスク競技を用いる

ことで、その競技特性を理解するとともに、身体を動かす喜びやゲームの楽しさを再認識する。また、チーム

競技を通して、異なる個性と関わる機会を数多く体験することで、互いに学び合い，助け合い、チームにおけ

る強調性やコミュニケーション能力などの社会人として必要不可欠な教養を習得することを目的とする。 

授業の概要 

フライングディスク(フリスビー)を用いたチーム競技であるアルティメットを実践するために、基礎的なスロー

イング技術、キャッチング技術から応用的な技術、戦術および練習方法を習得する。その後、チーム編成を行

いアルティメットのリーグ戦を開催する。 

  

学生に対する評価の方法 

・授業への取り組み方、授業態度等から総合的に評価する 
・出席が３分の２に満たないものは単位習得なしとする。 

授業計画（回数ごとの内容等） 

第1回 履修に関するガイダンス・オリエンテーション  

第2回 基本的技能Ⅰ (グリップ、キャッチング、バックハンドスロー) 

第3回 基本的技能Ⅱ （サイドアームスロー、ハンマー、など） 

第4回 他競技スポーツ 

第5回 アルティメットのルールと班編制 

第6回 基礎練習とミニゲームⅠ 

第7回 基礎練習とミニゲームⅡ 

第8回 他競技スポーツ 

第9回 アルティメットの基本戦術について 

第10回 ポートアルティメットⅠ 

第11回 ポートアルティメットⅡ 

第12回 他競技スポーツ 

第13回 アルティメット リーグ戦Ⅰ 

第14回 アルティメット リーグ戦Ⅱ 

第15回 アルティメット リーグ戦Ⅲ 

使用教科書 

なし 

自己学習の内容等アドバイス 

反復練習あるのみ。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

スポーツと健康Ⅰ（実習Ⅰ） 実習 土田 洋 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

１ １年次後期 選択 子どもケア専攻養護教諭コース 

授業の到達目標及びテーマ 
１） 卓球、バレーボール、バドミントン、トレーニング、ストレッチ運動などの実技を行い、体力の向上を 

図ることができる。 
２）自己の体力の維持・増進のために必要な運動の理解を深めて効果的な運動の実践ができる。 

授業の概要 

本科目では、健康維持のための運動実践法について実習することを目的とする。 
また、スポーツの特性に触れた楽しさを享受することによって生涯スポーツへつなげる。 

学生に対する評価の方法 

課題への取り組みの成果及び提出物、授業態度、レポート等を総合的に評価する。 

授業計画（回数ごとの内容等） 
第1回 授業の目的と内容の概要、授業の準備の仕方、授業日程の説明 

第2回 スポーツの理論と実践法 卓球① 基礎技能の習得とゲームの実践 

第3回 卓球② 応用技能の習得とゲームの実践 

第4回  卓球③ ゲーム内容の発展 

第5回 卓球④ ゲーム戦術の工夫 

第6回 スポーツの理論と実践法 バレーボール① 基礎技能の習得とゲームの実践 

第7回 バレーボール② 応用技能の習得とゲームの実践 

第8回 バレーボール③ ゲーム内容の発展 

第9回  バレーボール④ ゲーム戦術の工夫 

第10回 スポーツの理論と実践法 バドミントン① 基礎技能の習得とゲームの実践 

第11回 バドミントン② 応用技能の習得とゲームの実践 

第12回 バドミントン③ ゲーム内容の発展 

第13回 バドミントン④ ゲーム戦術の工夫 

第14回 ストレッチ運動及び各種トレーニング 

第15回 総括 

 

 

＜注意事項＞ 第1回の授業は、運動着不要。筆記用具持参。貴重品等は自己管理する。 

       第2回以降の授業では、運動着及び体育館シューズ（室内用）を着用すること。 

使用教科書 

授業の中でプリント等の資料を配付する。 

自己学習の内容等アドバイス 

卓球、バレーボール、バドミントンの技術、戦術、ルールの下調べをしておくこと。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

スポーツと健康Ⅰ（実習Ⅰ） 実習 森 奈緒美 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

１ １年次後期 選択 子どもケア専攻 

授業の到達目標及びテーマ 
１）卓球、バレーボール、バドミントン、トレーニング、ストレッチ運動などを実習することにより、 

技能の向上および協力してコミュニケーションを図ることができる。 
２）自己の体力の維持・増進のために必要な運動の理解を深めて効果的な運動の実践ができる。 

授業の概要 

本科目では、健康維持のための運動実践法について実習することを目的とする。 
また、スポーツの特性に触れた楽しさを享受することによって生涯スポーツへつなげる。 

学生に対する評価の方法 

課題への取り組みの成果及び提出物（50％）、授業態度（協力等）（35％）、レポート（15％）を総合的に 

評価する。 

授業計画（回数ごとの内容等） 
第1回 授業の目的と内容の概要、授業の準備の仕方、授業日程の説明 

第2回 スポーツの理論と実践法 卓球① 基礎技能の習得とゲームの実践 

第3回 卓球② 応用技能の習得とゲームの実践 

第4回  卓球③ グループ内で協力したゲーム内容の発展 

第5回 卓球④ グループ内で協力したゲーム戦術の工夫 

第6回 スポーツの理論と実践法 バレーボール① 基礎技能の習得とゲームの実践 

第7回 バレーボール② 応用技能の習得とゲームの実践 

第8回 バレーボール③ グループ内で協力したゲーム内容の発展 

第9回  バレーボール④ グループ内で協力したゲーム戦術の工夫 

第10回 スポーツの理論と実践法 バドミントン① 基礎技能の習得とゲームの実践 

第11回 バドミントン② 応用技能の習得とゲームの実践 

第12回 バドミントン③ グループ内で協力したゲーム内容の発展 

第13回 バドミントン④ グループ内で協力したゲーム戦術の工夫 

第14回 ストレッチ運動及び各種トレーニング 

第15回 総括 

 

 

＜注意事項＞ 第1回の授業は、運動着不要。筆記用具持参。貴重品等は自己管理する。 

       第2回以降の授業では、運動着及び体育館シューズ（室内用）を着用すること。 

使用教科書 

授業の中でプリント等の資料を配付する。 

自己学習の内容等アドバイス 

卓球、バレーボール、バドミントンの技術、戦術、ルールの下調べをしておくこと。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

スポーツと健康Ⅰ（実習Ⅰ） 実習 森 奈緒美 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

１ １年次前期 選択 幼児保育専攻 

授業の到達目標及びテーマ 
１）卓球、バレーボール、バドミントン及び健康的・表現的な身体育成、トレーニング、ストレッチ運動 

などを実習することにより、技能の向上および協力してコミュニケーションを図ることができる。 
また、ゲーム内容向上のための課題を見つけてその課題解決に取り組むことができる。 

２）自己の体力の維持・増進のために必要な運動の理解を深め、各スポーツの運動量や運動強度などを 
 把握して効果的な運動の実践ができる。 

授業の概要 

本科目では、健康維持のために科学的理論に基づいた運動実践法について実習することを目的とする。 
また、スポーツの特性に触れた楽しさを享受することによって生涯スポーツへつなげる。 

学生に対する評価の方法 

課題への取り組みの成果及び提出物（50％）、授業態度（意欲・協力・公正等）（35％）、レポート（15％）

を総合的に評価する。 

授業計画（回数ごとの内容等） 
第1回 授業の目的と内容の概要、授業の準備の仕方、授業日程の説明 

第2回 スポーツの理論と実践法 卓球① 基礎技能の習得とゲームの実践 

（ゲームの方法を学習し、技術や戦術を理解し工夫する。） 

    （ゲームをグループごとに行い、スコア表により分析してゲーム内容の向上を図る。） 

    （グループ内でコミュニケーションをとり、協力してゲームを行う。）    

（歩数計により卓球の運動量や運動強度を測る。） 

第3回 卓球② 応用技能の習得とゲームの実践 

第4回 卓球③ ゲーム内容の発展 

第5回 スポーツの理論と実践法 バレーボール① 基礎技能の習得とゲームの実践 

（ゲームの方法を学習し、技術や戦術を理解し工夫する。） 

（ゲームをグループごとに行い、スコア表により分析してゲーム内容の向上を図る。） 

（グループ内でコミュニケーションをとり、協力してゲームを行う。） 

（歩数計によりバレーボールの運動量や運動強度を測る。） 

（ゲームの合間には、ストレッチ運動、トレーニングを行う。） 

第6回 バレーボール② 応用技能の習得とゲームの実践 

第7回 バレーボール③ ゲーム内容の発展 

第8回 スポーツの理論と実践法 バドミントン① 基礎技能の習得とゲームの実践 

（ゲームの方法を学習し、技術や戦術を理解し工夫する。） 

（ゲームをグループごとに行い、スコア表により分析してゲーム内容の向上を図る。）、 

（グループ内でコミュニケーションをとり、協力してゲームを行う。） 

（歩数計によりバドミントンの運動量や運動強度を測る。） 

（ゲームの合間には、ストレッチ運動、トレーニングを行う。） 

第9回 バドミントン② 応用技能の習得とゲームの実践 

第10回 バドミントン③ ゲーム内容の発展 

第11回 健康的な身体育成法の実践 

第12回 表現的な身体育成法の実践 

第13回  リズミカルな身体育成法の実践 

第14回 歩数計による各スポーツの運動量や運動強度の分析を行う。体重、体脂肪率を自己点検する。 

第15回 総括 

 

＜注意事項＞ 第1回の授業は、NUASホールで行う。運動着不要。筆記用具持参。貴重品等は自己管理する。 

       第2回以降の授業では、運動着及び体育館シューズ（室内用）を着用すること。 

使用教科書 

授業の中でプリント等の資料を配付する。 

自己学習の内容等アドバイス 

卓球、バレーボール、バドミントンの技術、戦術、ルールの下調べをしておくこと。 
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[授業科目名] [授業方法] [授業担当者名] 

スポーツと健康Ⅱ（実習Ⅱ） 実習 高橋 篤史 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

１ １～４年次前期（集中） 選択 口論義運動公園のプールを利用 

授業の到達目標及びテーマ 

・クロールを中心に四泳法について学び、ゆっくりと長く泳ぐことができるようになること。 

・水中で歩行などの運動を行い、自らの健康増進について理解を深める。 

・自分の身体の現状を把握し、生涯にわたって健康な身体を維持するきっかけ作りにする。 

授業の概要 

 生命の源“水“。水と人とのかかわりは深く、人間の身体は水そのものといっても過言ではない。その人間

が水中で運動すると、陸上では考えられない多くの運動効果が得られる。水泳は、全身運動であり、幼児期か

ら高齢期までの一生涯を通じて行なえるスポーツである。 

授業では水中運動を通じて健康の維持増進を目指す。 

 

学生に対する評価の方法 

授業への参加態度（60％）、受講態度（20％）、技術習得状況等（20％）、について総合的に評価する。 
実技が中心であることから履修者は積極的に身体を動かすことが望ましい。 
本授業では再評価を実施しない。 

授業計画（回数ごとの内容等） 

第1回  オリエンテーション、水の特性、水泳理論等講義 
第2回   軽運動（柔軟性向上トレーニング）、水中ウォーキングとストリームラインの習得 
第3回   水中ウォーキング、クロール（姿勢・呼吸の習得）、背泳（姿勢・キック） 
第4回  軽運動（バランス向上トレーニング）、クロール、背泳の習得 
第5回 軽運動（筋力向上トレーニング）、クロール、平泳ぎ（姿勢・キック） 
第6回 クロール、バタフライ（姿勢・キック）、バタフライの習得 
 
※ 第１回は教室での講義とする。その際、日程の詳細説明を行う。 
※ 第2回以降は口論義運動公園までバスで移動を行う。 
※ 第3回の軽運動については大学内で行うこととする。 
 
 

使用教科書 

特に使用しない 

自己学習の内容等アドバイス 

 日頃から体調管理を行い、欠席をせずに実技に取り組むことを心がけてほしい。 
 実技の回数は限られていることから、授業以外でも積極的に水中運動に親しみ、理解を深めてもらいたい。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

スポーツと健康科学 講義 正 美智子 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ １～４年次前・後期 選択 管理栄養学部・メディア造形学部 

授業の到達目標及びテーマ 

「運動やスポーツは健康に良いのか、悪いのか」をテーマに、運動の功罪から健康とスポーツ・身体運動の

関係を考えてみる。そして「よく生きてゆく人間」を目指して、科学的な見地から自分自身の姿や生きてい

ることのメカニズムを心得て生活してもらいたい。そして、授業の成果として、生涯にわたる身体の健康に

たいする意識と活動を期待する。 

授業の概要 

本講義では、現代生活における健康と身体運動の意味、健康と身体運動のかかわり、身体運動のメカニズム、

具体的な身体運動の実践方法などについて解説する。 

学生に対する評価の方法 

期末試験（50%）、課題の提出（10%）、授業への参画態度（40%）を総合して評価する。 

授業計画（回数ごとの内容等） 

01回 Ⅰ－１．身体は細胞のすみか、そして主は私  

１) 自分を見る目をつくる  

02回      ２) 身体運動の意味  

03回      ３) 地球誕生のスケールの中に人間をおいてみる 

04回   ２．宇宙空間における生体変化 

05回      ３．運動しているとき、身体の中で何がおこっているのか － ヒトは動くようにできている－   

06回 Ⅱ－１．生涯発達と健康  １) 発達と健康科学  

07回              ２) 身体能力の年齢的変化(ライフステージ)に応じた健康スポーツ    

08回 Ⅲ－歩行の生涯健康 

１．ＤＮＡの持つはるかな記憶  ２．ヒトがサルと別れた日   

09回      ３．歩行の定義 

10回      ４．歩行の運動学的意義 

１) 歩く(ウォーキング)速さと歩幅  ２) 歩く速さとエネルギー消費量  

11回          ３) 歩行 －健康に良い有酸素性運動－  

12回      ４) 歩行と健康 ５) 歩行と脳 

13回 Ⅳ－運動とからだの健康 

１．運動不足と健康障害 

       ２．肥満の予防・解消 －基礎代謝量・活動代謝量を高めるためのトレーニング 

14回    ３．健康的に痩せるとはどういうことか 

    Ⅴ－運動の功罪 

15回    期末試験とまとめ 

 
 
使用教科書 

生涯発達の健康科学 藤井勝紀共著（杏林書院） 

 

自己学習の内容等アドバイス 

受講内容をノートに整理・記載し、疑問や関心のある事柄についてはより深く調べてみること。 
次回の授業範囲を教科書で予習しておくこと。専門用語の意味等を事前に調べておくこと。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

スポーツと健康科学 講義 森 奈緒美 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ １年次前期 選択 ヒューマンケア学部 

授業の到達目標及びテーマ 

１） 健康な生活を送るために必要となるスポーツや運動に関する科学的な基礎知識を理解することが 

できる。 

２) 生涯にわたる継続的なスポーツ・運動実践による体力の維持・増進を図る方法について探求することが 

できる。 

 

授業の概要 

本科目では、スポーツと健康に関する科学的知識の習得を目的とする。運動と健康、生活習慣病予防と運動、健
健康のための効果的な運動実践法、生涯スポーツ、運動生活の設計、事故予防への配慮、などの内容を取り上 
げる。 
 

学生に対する評価の方法 

課題への取り組みの成果及び提出物（50％）、授業態度（30％）、レポート（20％）を総合的に評価する。 

 

授業計画（回数ごとの内容等） 

第１回 授業の目的と内容、自己学習の仕方 

第２回 スポーツ・運動の意義と健康との関わり 
第３回 生活習慣病予防のための運動の理論と実践法 
    生活習慣チェックリストを用いた健康生活の自己点検 
第４回 定期的な運動実践の効果及び運動例 

 体脂肪率からみたウエイトコントロールの重要性 
第５回 歩数による日常生活の運動量の把握について 
第６回 健康のための個人に応じた運動内容、運動量、運動強度、時間、頻度などを配慮した 

運動プログラムについて 

生活習慣病予防のための運動実践記録をまとめ、レポートを提出する。 

第７回 運動施設の整備・拡充について 

第８回 運動クラブの育成・援助について 

第９回 運動プログラム・行事の設定・提供について 

第10回 運動生活の類型、構造及び運動者行動 

第11回 運動と体力及びトレーニングの原則について 
第12回 運動の安全な行い方と熱中症を予防する具体的方法 
第13回 健康のための生涯スポーツの理論と実践法 
第14回 課題のまとめ 

第15回 総括 

 

使用教科書 

授業の中でプリント等の資料を配付する。 

 

自己学習の内容等アドバイス 

専門用語について復習しておくこと。 
生活の中に運動実践を取り入れる工夫を探究する。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

食と健康 講義 五十里 明・日暮 陽子 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ １～２年次前・後期 選択 

メディア造形学部 

ヒューマンケア学部 

＜オムニバス＞ 

授業の到達目標及びテーマ 

授業の到達目標：体の構造を知り、食べ物が健康に与える影響を学習し、理解して修得する。 

授業のテーマ：食べ物と健康 

授業の概要 

現在、生活習慣の乱れによる糖尿病・脂質異常症・高血圧など生活習慣病が増加してきている。本講義では、

身体のしくみを理解し、なぜ食べることが大切なのか？健康でいるためにはどのような食生活が求められるの

か？食べ物と生活習慣病の間にどんな関係があるか？について考え、理解する。 

学生に対する評価の方法 

レポート課題（80％）、受講態度（20％）を総合的に評価する。 

授業計画（回数ごとの内容等） 

第1回：養生訓とは・長寿者の食生活 ＜五十里＞ 
第2回：生体の構造・構成成分について ＜日暮＞ 
第3回：健康とは ＜日暮＞ 
第4回：エネルギー産生（消化・吸収・代謝） ＜日暮＞ 
第5回：栄養素の働き（ビタミン・ミネラル等） ＜日暮＞ 
第6回：消費エネルギーについて ＜日暮＞ 
第7回：食事バランスについて ＜日暮＞ 
第8回：食べ物と歯 ＜日暮＞ 
第9回：食べ物と糖尿病 ＜五十里＞ 
第10回：食べ物と脂質異常症 ＜五十里＞ 
第11回：食べ物と高尿酸血症 ＜五十里＞ 
第12回：食べ物と高血圧 ＜五十里＞ 
第13回：食べ物と肥満・メタボリックシンドローム ＜五十里＞ 
第14回：食べ物と骨粗鬆症 ＜五十里＞ 
第15回：食べ物とがん ＜五十里＞ 

使用教科書 

配布資料 
参考図書：イラスト 人体の構造と機能および疾病の成り立ち 東京教学社 

自己学習の内容等アドバイス 

講義内容を振り返り、資料やノートを見直すこと。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

情報リテラシー 演習 堀尾 正典・内田 君子・山本 恭子 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ １～４年次前・後期 選択 
1年次前期：管理栄養学部 
1～4年次：メディア造形学部 
クラス分け 

授業の到達目標及びテーマ 

この授業は、教養の情報系演習科目の基礎となる科目である。情報が氾濫し著しい速度で拡散するネット社会

では、あふれる情報の中から真偽を見極めデマや噂に振り回されない姿勢が大変重要になる。そして、このよ

うな姿勢のために必要となる能力が情報リテラシーと言われる力である。情報リテラシーとは情報活用能力と

もいい、情報に対する真偽判断だけではなく、現状分析、取捨選択、加工、発信といった広範にわたる行為を

適切に行える能力を言う。これは、問題への取り組み方や問題を解決する力、コミュニケーション能力の基礎

をなす力の一つと考えて良い。本授業では、大学生活で必ず必要となるレポートの作成というものを通して、

ＰＣの基本操作能力（コンピュータリテラシー）とこれら情報リテラシーの修得を目指す。 

授業の概要 

大学では、学習や研究の成果としてさまざまなレポートを作成しなければならない。レポートを論理的で効

果的なもににするためには、インターネットを含めたコンピュータの活用能力に加え、テーマの決め方、調査

の進め方、内容のまとめ方といったレポートそのものの作成技法も重要になってくる。これらに対応するため、

この授業ではコンピュータの基本から学習を始め、よりよいレポートを効率的に作成するために必要となる考

え方や知識を学ぶ。 後に自ら決めた自由なテーマに沿ってレポートの作成を試みる。 

具体的な演習内容として、 

・パーソナルコンピュータの基本的な取り扱い（WWWや電子メールによる情報の検索・送受など） 

・ワープロソフト（Microsoft Word）の基本操作 

・レポートの書き方とワープロソフトを用いたレポートの作成 

と言った内容が学習の中心になる。演習では、単にパソコンの操作技能だけでなく、ネットワーク社会におけ

るマナーやソフトウェアの著作権、論理的なレポートを書くために必要な考え方や、ふさわしい情報の取捨選

択といった事柄にまで話題が及ぶことになるであろう。 

学生に対する評価の方法 

普段の受講態度(20%程度)、授業内で提出する基本課題（20%程度）とレポート課題（60%程度）で評価する。 

授業計画（回数ごとの内容等） 
第１回 オリエンテーションとPCの基本(受講上の諸注意や講義概要、成績の評価方法などについて説明)。 

第２回 PCの基本操作（パーソナルコンピュータについての概論、各種基本操作、タッチタイプ） 

第３回 インターネットとメール（インターネットの歴史と発展経緯、ネットワーク社会の光と陰、WWW によ

る情報の検索、電子メールの送受方法、各種パスワードの変更方法） 

第４回 ビジネス文書と基本書式（ビジネス文書とは、基本的な書式機能） 

第５回 作表（作表、イラスト、文字装飾） 

第６回 描画（図形描画） 

第７回 基本課題その１（学習した機能を使い複合文書を作成） 

第８回 基本課題その２（同上） 

第９回 レポートの書き方１（論理的な文章について） 

第１０回 レポートの書き方２（大学におけるレポートとは、書き方、レポートフォーマットについて） 

第１１回 レポート課題の作成１（ 近のニュースなどより各自が自由にテーマを決める） 

第１２回 レポート課題の作成２（インターネットなどを利用した文献調査） 

第１３回 レポート課題の作成３（章立て・執筆） 

第１４回 レポート課題の作成４（推敲・添削・修正・提出） 

第１５回 レポート課題提出（提出）とまとめ 
使用教科書 

なし。授業内でテキストの代わりとなるレジュメを公開するので、各自利用されたし。 

副教材「情報倫理ハンドブック（noa出版）」を使用するが購入される必要はない。 
自己学習の内容等アドバイス 

レポート作成では、図書館や自宅などでの積極的な情報収集や考察が望まれる。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

情報リテラシー 演習 濱島 秀樹 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ １年次前期 必修 子どもケア専攻 

授業の到達目標及びテーマ 

ワードを使った文章作成・編集・校閲などのレポート作成能力と図形・図表・写真などを使った保健室だよ

りや学級通信制作能力を身につけることが本授業の目標である。また，その過程で，情報リテラシーであるPC

操作能力（コンピュータリテラシー）と情報の取捨選択や発信能力（メディアリテラシー）を身につけること

が目標である。ICT 関連の知識や社会的時事問題も随時とりあげるので，情報セキュリティなどに関しても理

解できるようになることを目標とする。 

授業の概要 

大学生活では，多くの場面で学習や研究の成果としてさまざまなレポートを作成しなければならない。効果

的なレポートを作成するためには，インターネットを含めたコンピュータの活用能力に加え，ワードの機能を

活用しつつ，テーマの決め方，調査の進め方，内容のまとめ方といった，レポートそのものの作成技法の習得

も必要である。そこで，この授業ではコンピュータの基本から学習を始め，ワードの操作の仕方，活用の仕方

を含めた，初年次教育におけるアカデミックライティングの基礎を学ぶ。その後，保健室便りや学級通信など

の作成能力なども養成する。 

学習項目の区切りで練習問題や復習問題を随時実施し，知識を定着させていく。学期途中に何度か総合問題

を出題する。また，単にパソコンの操作技能だけではなく，論理的なレポートを書くために必要な考え方，ネ

ットワーク社会におけるマナーやソフトウェアの著作権，情報の取捨選択といった事柄まで学習する。 

学生に対する評価の方法 

受講態度・授業への参加態度(60%程度)，授業内で作成するレポート課題（20%程度）と保健室だよりや学

級通信などの課題（20%程度）で評価する。 

 
授業計画（回数ごとの内容等） 

 

第１回 オリエンテーションとPCの基本(受講上の諸注意や講義概要，成績の評価方法などについて説明)。 

第２回 PCの基本操作（パーソナルコンピュータについての概論，各種基本操作） 

第３回 インターネットとメール（インターネットの歴史と発展経緯，ネットワーク社会の光と陰，WWW によ

る情報の検索，電子メールの送受方法，各種パスワードの変更方法） 

第４回 ワードの基本的各種操作（文字の入力）とWord Web Appの利用 

第５回 ワードの各機能（文字の入力） 

第６回 ワードの各機能（文書の作成）１ 

第７回 ワードの各機能（文書の作成）２ 

第８回 ワードの各機能（文書の編集） 

第９回 ワードを使ったレポート課題の作成１ 

第10回 ワードを使ったレポート課題の作成２ 

第11回 ワードによる図形・図表・写真の作成と挿入１ 

第12回 ワードによる図形・図表・写真の作成と挿入２ 

第13回 保健室便りまたは学級通信作成１ 

第14回 保健室便りまたは学級通信作成２ 

第15回 保健室便りまたは学級通信作成３ 

使用教科書 

学生に役立つWord2010 基礎（FOM出版）  情報倫理ハンドブック（noa出版） 

 参考図書はその都度紹介する。必要に応じてプリントを配布する。 
自己学習の内容等アドバイス 

教科書を使って，予習や復習をすると知識がより定着します。読むだけではなく，実際に操作をしてみまし

ょう。また，欠席をした場合は，教科書を使って自習し，次回までに進度を合わせるようにしましょう。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

情報リテラシー 演習 山本 恭子 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ １年次前期 必修 幼児保育専攻 

授業の到達目標及びテーマ 

この授業は、教養の情報系演習科目の基礎となる科目である。情報が氾濫し著しい速度で拡散するネット社

会では、あふれる情報の中から真偽を見極めデマや噂に振り回されない姿勢が大変重要になる。そして、この

ような姿勢のために必要となる能力が情報リテラシーと言われる力である。情報リテラシーとは情報活用能力

ともいい、情報に対する真偽判断だけではなく、現状分析、取捨選択、加工、発信といった広範にわたる行為

を適切に行える能力を言う。これは、問題への取り組み方や問題を解決する力、コミュニケーション能力の基

礎をなす力の一つと考えて良い。本授業では、大学生活で必ず必要となるレポートの作成というものを通して、

ＰＣの基本操作能力（コンピュータリテラシー）とこれら情報リテラシーの修得を目指す。 

授業の概要 

大学では、学習や研究の成果としてさまざまなレポートを作成しなければならない。レポートを論理的で効

果的なもにするためには、インターネットを含めたコンピュータの活用能力に加え、テーマの決め方、調査の

進め方、内容のまとめ方といったレポートそのものの作成技法も重要になってくる。これらに対応するため、

この授業ではコンピュータの基本から学習を始め、よりよいレポートを効率的に作成するために必要となる考

え方や知識を学ぶ。 後に自ら決めた自由なテーマに沿ってレポートの作成を試みる。 

具体的な演習内容として、 

・パーソナルコンピュータの基本的な取り扱い（WWWや電子メールによる情報の検索・送受など） 

・ワープロソフト（Microsoft Word）の基本操作 

・レポートの書き方とワープロソフトを用いたレポートの作成 
と言った内容が学習の中心になる。演習では、単にパソコンの操作技能だけでなく、ネットワーク社会におけ
るマナーやソフトウェアの著作権、論理的なレポートを書くために必要な考え方や、ふさわしい情報の取捨選
択といった事柄にまで話題が及ぶことになるであろう。 

学生に対する評価の方法 

普段の受講態度(20%程度)、授業内で提出する基本課題（20%程度）とレポート課題（60%程度）で評価する。 

授業計画（回数ごとの内容等） 
第１回 オリエンテーションとPCの基本(受講上の諸注意や講義概要、成績の評価方法などについて説明)。 

第２回 PCの基本操作（パーソナルコンピュータについての概論、各種基本操作、タッチタイプ） 

第３回 インターネットとメール（インターネットの歴史と発展経緯、ネットワーク社会の光と陰、WWW によ

る情報の検索、電子メールの送受方法、各種パスワードの変更方法） 

第４回 ビジネス文書と基本書式（ビジネス文書とは、基本的な書式機能） 

第５回 作表（作表、イラスト、文字装飾） 

第６回 描画（図形描画） 

第７回 基本課題その１（学習した機能を使い複合文書を作成） 

第８回 基本課題その２（同上） 

第９回 レポートの書き方１（論理的な文章について） 

第１０回 レポートの書き方２（大学におけるレポートとは、書き方、レポートフォーマットについて） 

第１１回 レポート課題の作成１（ 近のニュースなどより各自が自由にテーマを決める） 

第１２回 レポート課題の作成２（インターネットなどを利用した文献調査） 

第１３回 レポート課題の作成３（章立て・執筆） 

第１４回 レポート課題の作成４（推敲・添削・修正・提出） 

第１５回 レポート課題提出（提出）とまとめ 

使用教科書 

なし。授業内でテキストの代わりとなるレジュメを公開するので、各自利用されたし。 

副教材「情報倫理ハンドブック（noa出版）」を使用するが購入される必要はない。 
自己学習の内容等アドバイス 

レポート作成では、図書館や自宅などでの積極的な情報収集や考察が望まれる。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

表計算演習 演習 堀尾 正典 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ １～４年次前・後期 選択 
1年次後期：管理栄養学部、幼児保育専攻 

1～4年次：メディア造形学部 

授業の到達目標及びテーマ 

大学生活や就職後における企業内での作業では、ワープロや電子メールとならび、表集計ソフトの利用頻度は

高い。この授業では、まず代表的な表集計ソフトEXCELの基本的な使い方から実践的な機能について学習する。

その後、各自が決めた目的に従い高機能なワークシートを作成していくことになる。 

受講者は、実現目標の設定、実現のための問題点抽出、試行錯誤による問題点の解決など、問題解決に必要な

様々なプロセスを、これら演習を通して体験していくことになる。このような体験を通じて問題解決のために

必要なことは何かを各自が学びとることが本授業の大きなテーマである。本講義を通じて、そのような問題解

決の難しさと楽しさを学習し今後の生活に活かしていただきたい。 

授業の概要 

授業では、表集計ソフトを用いて様々なデータ・情報の収集、管理、分析について学ぶ。演習は、 

・代表的な表計算ソフトEXCELの基本操作や機能について 

・アンケートによるデータ収集方法について 

・実践的な活用法について 

を学習した後、学生諸君が今行っている（あるいは、過去に行っていた、または架空のものでもよい）アルバ

イトに対して、その 1 ヶ月分の給与を集計・管理できるワークシートを作成する。各自が、雇用条件の異なっ

たアルバイトに対して、実現すべき機能を選別し、それぞれの創意工夫と試行錯誤のチャレンジで完成を目指

すことになる。これら内容は仕事や研究に直結する必須能力とも言えるので、研究などでデータ収集を必要と

する下級生から就職を控えた上級生まで多くの学生が受講されるとよいだろう。 

学生に対する評価の方法 

日々の受講態度（15点程度）、授業内で提出する課題（85点程度）の完成度で総合的に判断して評価する。

課題点は、必修部分が 50 点であり、残りは、複雑な雇用条件を計算式に実現できた場合、その実現難易度

に応じて35点を満点とした工夫点が加点される。 

授業計画（回数ごとの内容等） 
第１回 オリエンテーション(受講上の諸注意や講義概要、成績の評価方法などについて説明)とデータの入力・編集

の基本。 

第２回 書式、印刷、リンク貼り付けなど基本操作の説明 

第３回 計算機能についての学習 

第４回 グラフ機能についての学習 

第５回 データベース機能についての学習（アンケート作成と集計の方法） 

第６回 関数の基本、絶対番地、混合番地、IF関数の基本 

第７回 IF関数の入れ子 

第８回 IF関数と論理積・論理和 

第９回 日付処理の方法 

第１０回 検索行列関数の使い方  

第１１回 カレンダーを作る 

第１２回 バイト給与計算表の作成１（実現機能の検討） 

表集計ソフトを利用して、自分自身が現在行っているアルバイトなどに対し、その１ヶ月分の勤怠と給与状

況を計算管理できるようにする。作成するものは、実際の学生生活に利用できうるようなものであること。 

第１３回 バイト給与計算表の作成２（必須機能の実現） 

第１４回 バイト給与計算表の作成３（工夫機能の実現） 

第１５回 バイト給与計算表の評価（課題提出） 

使用教科書 

なし。授業内でテキストの代わりとなるレジュメを公開するので、各自利用されたし。 

自己学習の内容等アドバイス 

授業内の内容を一人で繰り返し独習するなどの復習を時間外に行うことが、理解の定着には効果的である。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

表計算演習 演習 古藤 真 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ １年次後期 選択 管理栄養学部 

授業の到達目標及びテーマ 

到達目標は、マイクロソフトオフィススペシャリスト(MOS) Excel 2010を取得できる範囲、内容、難易度

とする。また、学生の到達度によっては、Excelの応用として、数値データの解析、カテゴリーデータの集計、

データ解析の応用、マクロ(VBA)を利用する能力まで発展させる。 

授業の概要 

表計算ソフトあるいはスプレッドシートともいう(Microsoft Excel)を用いて、表やグラフの作成、統計処理

等における基本知識の再確認と効率的な作成技法について学ぶ。機能や操作方法だけでなく、わかりやすく表

現力のある資料を短時間に作成できるように努める。応用能力として、複雑な計算やシミュレーション、デー

タの集計や統合あるいは抽出というデータベース処理の基礎までを学ぶ。 

学生に対する評価の方法 

① 授業への参加態度（評価ウエート10%) 
② 課題提出（試験も含む 評価ウエート90%) 
として総合的に評価する。なお課題（試験も含む）は、メールの添付ファイルとして提出する。 

授業計画（回数ごとの内容等） 

第1回  ガイダンスおよびメール等の基本操作 受講する上での諸注意や演習の概要、成績の評価方法など 
第2回  Excelの基礎知識 データ入力 クラウドストレージを用いたファイル管理 
第3回  Excel入門 簡単な表の作成 ファイル操作 プリンタの操作 演習室利用の際の諸注意 
第4回  ワークシートの活用１ 
第5回  ワークシートの活用２（課題1 ファイルの添付方法） 
第6回  ワークシートの活用３（課題2・課題3） 
第7回  ワークシートの活用４（課題4） 
第8回  グラフ１ 
第9回  グラフ２ 
第10回 データベース１ 
第11回 データベース２ 
第12回 データベース３（課題5） 
第13回 Excelの応用１（課題6・課題7） 
第14回 Excelの応用２（課題8・課題9 圧縮フォルダの作成方法と添付） 
第15回 グラフ試験（第8回～第9回の範囲）とまとめ 

使用教科書 

Windows 7 対応３０時間でマスター Excel 2010  実況出版編集部編 （実教出版） 

自己学習の内容等アドバイス 

 ソフトウェアの技能習得には、短期間で集中して実習すると効果がある。時間があれば各自のペースで教科書

の例題をトレースするとよい。 

 



（2015.4 更新）                                     ［2015 年度版］ 

 
[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

表計算演習 演習 濱島 秀樹 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ １年次後期 選択 子どもケア専攻 

授業の到達目標及びテーマ 

表計算ソフトのエクセルを用いて，質問用紙づくり，データの収集，管理，分析と活用ができ，それらをも

とに科学的論文形式に沿ってレポートを完成できるようになることが本授業の目標である。また，その過程で，

情報リテラシーであるPC操作能力（コンピュータリテラシー）と情報の取捨選択や発信能力（メディアリテラ

シー）を身につけることが目標である。 

授業の概要 

本授業は，表計算ソフトを用いて様々なデータに関する，情報の収集，管理，分析の仕方について学ぶ。エ

クセルの基本操作や機能について学んだ後， 後に，保健あるいは心理に関するアンケート用紙を作成しデー

タを収集する。エクセルを使って、収集したデータを分析しグラフ化する。ワードと連携させ，科学的論文形

式に沿ってまとめる。初年次教育におけるアカデミックライティングの基礎を学ぶ。 

学習項目の区切りで練習問題や復習問題を随時実施し，知識を定着させていく。学期途中に何度か総合問題

を出題する。ICT 関連の知識や社会的時事問題も随時とりあげ，情報セキュリティなどに関しても注意を喚起

していく。認定心理士資格取得希望者は受講を強く望まれる。 

学生に対する評価の方法 

受講態度・授業への参加態度(60%程度) および授業内で提出する課題（40%程度）で総合的に判断して評

価する。 

 
授業計画（回数ごとの内容等） 

 

第１回 オリエンテーション(受講上の諸注意や講義概要，成績の評価方法などについての説明)とエクセルの

基礎知識，データの入力・編集の基本。 

第２回 エクセルの基礎知識，Excel Web Appの利用 

第３回 データの入力 

第４回 表の作成，表の印刷１ 

第５回 表の作成，表の印刷２ 

第６回 数式の入力 

第７回 関数の利用 

第８回 グラフの作成１ 

第９回 グラフの作成２ 

第10回 複数シートの操作，複数ブックの操作 

第11回 データベースの利用 

第12回 保健あるいは心理アンケート用紙の作成と実施 

第13回 アンケートから得たデータの打ち込みと基礎統計量算出 

第14回 アンケートから得たデータからグラフの作成 

第15回 科学的論文形式に従いレポート作成 

使用教科書 

学生に役立つExcel2010 基礎（FOM出版） 情報倫理ハンドブック（noa出版） 

参考図書はその都度紹介する。必要に応じてプリントを配布する。 

自己学習の内容等アドバイス 

教科書を使って，予習や復習をすると知識がより定着します。読むだけではなく実際に操作をしてみましょ

う。また，欠席をした場合は，教科書を使って自習し，次回までに進度を合わせるようにしましょう。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

プレゼンテーション演習 演習 内田 君子 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ １～４年次前期 選択  

授業の到達目標及びテーマ 

本科目のテーマは、自分が発見したことや考え、アイデアなどを表現するための道具としてプレゼンテーシ

ョンソフト（Microsoft PowerPoint）を活かしながら課題探求することである。 

特に課題の作成・発表・評価を主体とし、具体的なテーマに基づいたプレゼンテーションの実際を体験しな

がら、効果的なプレゼンテーションを行うための知識と技術を習得することを目標とする。 

 

授業の概要 

今日、プレゼンテーションの知識やスキルに対するニーズはますます高まっていく傾向にある。特に、研究

発表や企画の説明など、ビジネスの場におけるプレゼンテーションは一層重要性を増している。 

 そこで本科目は、 プレゼンテーションの基本の理解、資料の作成法の習得、プレゼンテーションのスキル

習得、聴者・評価者としての態度の理解と習得、という四つの側面から展開する。 

 具体的な授業の進め方として、プレゼンテーションの基礎知識、プレゼンテーションソフトの機能と操作、

効果的なプレゼンテーションテクニック、課題の作成・発表・評価等の各項目について学習して行く。 

 

学生に対する評価の方法 

発表の結果(50％)、提出を義務付けた課題(30％)、授業における取組状況（20％)により評価する。 

授業計画（回数ごとの内容等） 

第1回 ガイダンス（授業概要や受講上の諸注意、評価方法の説明、パソコンリテラシーのチェックなど） 

第2回 プレゼンテーションの基礎（プレゼンテーションの概要とPowerPointの基本操作） 

第3回 プレゼンテーションデータ作成の基礎1（テキストデータによるスライドの作成） 

第4回 プレゼンテーションデータ作成の基礎2（スライドの編集・加工、印刷） 

第5回 プレゼンテーションデータ作成の基礎3（図表やグラフの利用） 

第6回 プレゼンテーションデータ作成の基礎4（スライドマスタの利用、特殊効果の設定） 

第7回 復習問題 

第8回 プレゼンテーションの実践1（オリジナルプレゼンテーションのテーマ設定、ストーリーシートの 

作成） 

第9回 プレゼンテーションの実践2（情報の収集、スライドの作成） 

第10回 プレゼンテーションの実践3（スライドの作成） 

第11回 プレゼンテーションの実践4（シナリオの作成） 

第12回 プレゼンテーションの実践5（発表する技術、発表を聞く技術、討論の技術、評価の技術） 

第13回 プレゼンテーションの実践6（リハーサルの実施、チェックシートによる自己評価） 

第14回 発表1（プレゼンテーションの実施と聞き手による評価） 

第15回 発表2（プレゼンテーションの実施と聞き手による評価） 
 

使用教科書 

プリント教材  

自己学習の内容等アドバイス 

 復習課題を出すので、その内容を中心に復習してくること。解答は、翌週の授業で解説する。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

プレゼンテーション演習 演習 山本 恭子 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ １～４年次後期 選択  

授業の到達目標及びテーマ 

到達目標：①プレゼンテーションの定義、目的が理解できる、②PowerPointを用いた効果的なスライド資料が

作成できる、③論理的なプレゼンテーションの組み立てが理解できる、④スライド資料を活用した

プレゼンテーションが実践できる。 

テ ー マ：スライドを活用したプレゼンテーション技法の習得 

授業の概要 

プレゼンテーション能力は、学生生活では研究発表、社会人となってからも企画提案や事業報告など、多く

の場面で必要とされている。本科目では、プレゼンテーションソフト（Microsoft PowerPoint）を用いて資料

（スライド）作成の技術を習得する。さらに、論理的なプレゼンテーションの組み立てや話し方を学び、自分

の伝えたいことを限られた時間の中で効果的に伝えるプレゼンテーション技法を身につける。 

授業の成果として、各自で選択したテーマに基づきインターネットや書籍等を活用しながら情報収集を行い、

テーマに相応しいスライドと発表シナリオを作成し、対面式のプレゼンテーションを行う。その際に相互評価

と自己評価を行い、改善点を把握することでプレゼンテーション能力の向上を目指す。 

学生に対する評価の方法 

以下の各項目の得点を合計し、評価する。 

・総合試験（50%）：スライド資料を用いたプレゼンテーションを行う（発表時間5分、ビデオ撮影）。 

・課題（30%）：授業内で提出する課題。 

・受講態度（20%）：授業に対する意欲的な取り組みを評価する。 
授業計画（回数ごとの内容等） 

第1回 ガイダンス（授業概要、進め方、成績の評価方法を把握する） 

第2回 プレゼンテーションとは 

PowerPointの基本操作(1) 画面構成／レイアウトの選択／テキストの入力／ヘッダーフッターの設定 

第3回 PowerPointの基本操作(2) 図形の挿入／アニメーションの設定／画面の切り替え効果／ 

スライドショーの実行／リハーサル機能 

第4回 PowerPointの基本操作(3) スライドマスター／表・グラフの挿入／サウンドの挿入 

第5回 PowerPointの基本操作(4) 配付資料の作成／印刷形式 

第6回 プレゼンテーション技法(1) ストーリー構成／情報収集の方法 

第7回 プレゼンテーション技法(2) 話し方・態度・表現方法／評価のポイント 

第8回 総合試験の準備(1) テーマの設定／ストーリーシートの作成 

第9回 総合試験の準備(2) 情報収集 

第10回 総合試験の準備(3) スライド作成 

第11回 総合試験の準備(4) シナリオ作成 

第12回 総合試験の準備(5) リハーサル／レーザーポインタの使い方 

第13回 総合試験① プレゼンテーションの実践と相互評価 

第14回 総合試験② プレゼンテーションの実践と相互評価 

第15回 まとめ プレゼンテーション結果のフィードバックと自己評価 

使用教科書 

なし。必要に応じて資料を配布する。 

自己学習の内容等アドバイス 

総合試験（プレゼンテーションの実践）に向けて、授業外の時間も有効に使い情報収集に努めてほしい。 

 



（2015.4 更新）                                     ［2015 年度版］ 

 
[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

データベース演習 演習 内田 君子 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ １～４年次前・後期 選択   

授業の到達目標及びテーマ 

本科目のテーマは、データベースシステムを用いて身近な問題を解決することができる実践的な情報処理能

力の育成である。 

特に実務を想定した例題演習を主体とし、データベースソフト（Microsoft Access）を利用してリレーショ

ナルデータベースを作成し、必要な情報を適切かつ効率的に引き出すための基礎的な知識と技術の習得を目標

とする。 

 

授業の概要 

研究やビジネスにおける活動を高度化、効率化する上で、データベースの活用は不可欠の要素となってい

る。そこで本科目は、データベースの基本構成および概念の理解、データベースを使用するための概念や方

法の理解、データベース設計の基礎の理解、という三つの側面から展開する。 

具体的な進め方として、リレーショナルデータベースの仕組み、データベースソフトの機能と操作、データ

ベースの作成（テーブル）、データの抽出や集計（クエリ）、データ入力画面の作成（フォーム）、各種報告書

や宛名ラベルの印刷（レポート）等の各項目について学習していく。 

 なお、『情報リテラシー』相応のパソコン基本操作ができることが本科目の履修条件となる。 

 

学生に対する評価の方法 

試験（50％）、提出を義務付けた課題（30％）、授業における取組状況（20％）により評価する。 

授業計画（回数ごとの内容等） 

第1回 ガイダンス（授業概要や受講上の諸注意、評価方法の説明、パソコンリテラシーのチェックなど） 

第2回 データベースの基礎1（リレーショナルデータベースとは、データベースソフトAccessの基本操作） 

第3回 データベースの基礎2（データの検索、並べ替え、印刷） 

第4回 テーブルの作成1（テーブルとは、データの形式、データの入力） 

第5回 テーブルの作成2（入力支援機能の活用、効率的なデータ入力） 

第6回 フォームの作成（フォームとは、使いやすいフォームの特徴、各要素の編集） 

第7回 クエリの作成1（クエリとは、選択条件の作成） 

第8回 クエリの作成2（集計処理、式ビルダの利用、関数の利用） 

第9回 クエリの作成3（アクションクエリの利用） 

第10回 データベースの設計1（新規テーブルの作成、フォームの設計） 

第11回 データベースの設計2（リレーションシップの設定） 

第12回 データベースの設計3（リレーションシップされたクエリの作成と計算） 

第13回 レポートの作成（レポートとは、書式や配置のアレンジ、印刷時の機能） 

第14回 全体の復習 

第15回 試験とまとめ 

使用教科書 

実教出版編集部（編）『30時間でマスター Access2010』実教出版  

自己学習の内容等アドバイス 

 復習課題を出すので、その内容を中心に復習してくること。解答は、翌週の授業で解説する。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

プログラミング演習 演習 堀尾 正典 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ １～４年次前・後期 選択  

授業の到達目標及びテーマ 

本科目の目的は、プログラミングの基本を学習し、論理的な考え方を身につけることにある。プログラミ

ングの学習は、コンピュータの本格活用を目指す者にとっても重要となるばかりでなく、学ぶことにより、

コンピュータの適用範囲を広げ、道具としてのコンピュータの本質的な面白さにも気づくことができる。 

本講義受講後、直ちに本格的プログラマーへの道が開かれるほど、プログラミングは安易なものではないこ

とは心しておいていただきたいが、論理的な考え方を養い、粘り強く解を求める探究心を育成し自分の新しい

可能性の発見とこれからの挑戦の糸口には十分なものとなるであろう。 

授業の概要 

本演習では、プログラミング技法の基礎について学ぶ。学ぶ言語は、プログラミング初心者でも手軽に楽

しく学べる点などを配慮して、ホームページに対して動的なアクションを与えることができるJavaScriptを

用いる。具体的には、まずホームページ作成の基本を解説した後、Javaスクリプトについて学び、プログラ

ミングを行う上での基本的な考え方（逐次、分岐、繰り返し、関数、配列）を、練習問題を通じて学習して

いく。Javaスクリプトをきちんと理解すれば、高度なホームページの作成や複雑なページのソースコードの

理解も可能となる。 

なお、映像の学生は専門科目の中でより高度なプログラミングを履修することが可能であるため、本科目は

映像以外の学生を優先（映像の学生は、受講者に余裕がある場合のみ受講可能）とするが、映像以外の学生も

希望者多数の場合は、抽選となる場合があるので注意していただきたい。 

学生に対する評価の方法 

普段の受講態度(20%)、授業内で提出する演習課題(80%)を総合的に判断して評価する。 

授業計画（回数ごとの内容等） 

第１回 オリエンテーション（諸注意）、プログラミング概論（プログラミングとは、機械語とコンパイルに

ついて、各種言語の歴史、特徴など）、エディタの使い方。 

第２回 HTMLとCSSについて（ホームページ作成・表示の基本的な仕組みなどについて学習） 

第３回 主なタグ（HTML言語を用いて簡単なWebページの作成） 

第４回 JavaScriptの概要（基本構造、変数、オブジェクト、演算子） 

第５回 入出力の方法（プロンプト、テキストボックスによるデータの入出力） 

第６回 分岐１（IFの基本的な使い方） 

第７回 分岐２（条件分岐の応用） 

第８回 繰り返し１（繰り返し処理の作り方） 

第９回 繰り返し２（多重ループ） 

第１０回 関数（関数とは、作り方、呼び出し方） 

第１１回 配列（配列とは、配列の利用方法） 

第１２回 課題作成１（簡単なゲーム作成など、いくつかのプログラムを課題として作成する） 

第１３回 課題作成２ 

第１４回 課題作成３ 

第１５回 評価とまとめ 

使用教科書 

なし。授業内でテキストの代わりとなるレジュメを公開するので、各自利用されたし。 

自己学習の内容等アドバイス 

初学者が週に 1 度の授業だけでプログラミングの考え方を習得することは、きわめて困難であると言わざるを

得ない。人は一週間もたてば忘れることの方が多いものだが、プログラミング言語のように抽象的なものなら

ば、それはより顕著に表れるからである。理解のためには時間外で、授業中に出された練習問題を各自、繰り

返し復習していくことが大切である。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

情報基礎論 講義 望月 達彦 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ １～４年次前・後期 選択  

授業の到達目標及びテーマ 

１．コンピュータの基礎知識と技術を習得する。 

２．パソコンの基本的な問題に対処できる。 

授業の概要 

コンピュータを効果的に利用する為には、ハードウェア／ソフトウェアを中心とした、基礎的知識が必要で

ある。本講義では、我々の日常生活とコンピュータとの係わりを考え、人間の仕組みと対比して、コンピュー

タの仕組みや情報の扱い方、並びに、ハードウェアとソフトウェアの基礎的な知識を学ぶと共に、それらの知

識の必要性について理解し、考える。 

学生に対する評価の方法 

以下に述べる各項目の得点を合計し、評価する。 
・試験（80%）：第15回授業時に実施する。 
・授業参画態度（20%）：授業に対する意欲的な取り組みを評価する。 

授業計画（回数ごとの内容等） 

第1回 ガイダンス（授業の基本方針と期間の授業計画） 
第2回 コンピュータの特徴（世界 初のコンピュータ、コンピュータの特徴） 
第3回 ハードウェアとソフトウェア、コンピュータの五大機能と五大装置 
（ハード／ソフトの定義、コンピュータの五大装置・五大機能、ＣＰＵ） 
第4回 ディジタルとアナログ（ディジタル／アナログの定義、ディジタルの利点、ディジタル化の方式） 
第5回 基数変換（２進数、１６進数、基数変換） 
第6回 数値表現①（固定小数点数と補数、浮動小数点数と精度・誤差） 
第7回 数値表現②（ゾーン10進数、パック10進数） 
第8回 文字表現（１バイト系コード、２バイト系コード、フォント、日本語入力システム） 
第9回 命令とプログラム 
（命令とプログラム、プログラム記憶方式、ノイマン式コンピュータ、第五世代コンピュータ） 
第10回 補助記憶装置（ハードディスク、ＣＤ、ＤＶＤ） 
第11回 補助記憶装置（ＢＤ、半導体ディスク） 
第12回 入出力インタフェース（シリアルインタフェース、パラレルインタフェース） 
第13回 入出力装置（入力装置、出力装置） 
第14回 ソフトウェア（オペレーティングシステム、アプリケーションソフトウェア） 
第15回 まとめと試験 

使用教科書 

なし 
但し、随時プリント等の補足資料を配布する。 

自己学習の内容等アドバイス 

本講義は、情報処理技術者試験の「ITパスポート試験」と「基本情報技術者試験」の内容を含んでいるので、

関連の書籍が参考になる。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

情報倫理 講義 折笠 和文 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ １～４年次前・後期 選択  

授業の到達目標及びテーマ 

昨今のインターネットや携帯電話等によって、不特定多数の人との交流が盛んになったが、便利であるが故

の利便性と危険性の両面も潜んでいる。そうした危険性に巻き込まれないために、あるいは快適な生活を送る

ためにも、現代人の必須ともいわれる「情報倫理」の知識と規範を学ぶことが求められる。以上のさまざまな

問題点を認識し、危険性の潜む現代社会を理解することが到達目標である。 

授業の概要 

インターネット社会の功罪（光と影）、個人情報、知的財産、インターネット・ビジネスの功罪、インターネッ

ト犯罪の具体例、情報セキュリティ対策、SNS（ソーシャルネットワークシステム）など、情報倫理の問題等を

広範に学ぶことを目的とする。 

学生に対する評価の方法 

学期末試験（70 点）、単元ごとの達成度小テスト（5 回分合計 30 点）、受講態度等を考慮して、総合的に

評価する。 
※病欠および就職試験等（やむを得ない場合）以外は、再評価を実施しない。 

授業計画（回数ごとの内容等） 

第1回 情報倫理の範囲と方法（倫理学とは、情報倫理とは、現代倫理学の特質など） 
第2回 情報社会（インターネット社会の光と影、情報の働きと性質、情報の信頼性） 
第3回 個人情報と知的財産（個人情報とは、知的財産権、著作物と著作権）  ※第１回達成度小テスト 
第 4 回 社会生活における情報（新しい文化形態としての学習環境の変化、医療・福祉・公共サービス、ビジ

ネスの変化） 
第 5 回 身近な生活における情報（生活スタイル・携帯電話の普及による変化、健康面への影響、コンピュー

タや情報通信技術の悪用による影響）                ※第２回達成度小テスト 
第6回 電子メールによる情報の受信・発信（電子メールのマナー・内容、メーリングリスト） 
第 7 回 Ｗｅｂページによる情報の受信・発信（Ｗｅｂページの構成・活用、情報の信憑性、発信する責任、

ネット上でのコミュニケーション）                  
第8回 情報セキュリティ（セキュリティとは、認証とパスワード、暗号とセキュリティ） 

※第３回達成度小テスト 
第9回 コンピュータの被害（不正アクセス、コンピュータウィルス、スパムメール・チェーンメール） 
第10回 ネット社会における被害と対策（インターネット上の有害情報や犯罪行為）  
                                     ※第４回達成度小テスト 
第11回 ネット社会における被害と対策（インターネット上の違法行為） 
第12回 ネット社会における被害と対策（ネット上でのトラブル）       
第13回 まとめ：ネット社会における問題点と解決すべき強化面        ※第5回達成度小テスト 
第14回 まとめ：健全な情報社会のあり方（SNSも含む）を考える               
第15回 学期末試験および今後の学習課題について 
 

使用教科書 

インターネット社会を生きるための『情報倫理』、実教出版（価格：400円）. 

自己学習の内容等アドバイス 

講義内容（プリント配布）から出題する「達成度小テスト」（30 点）のためにも、無欠席と授業内容を十分に

理解することが 低条件である。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

フランス語Ⅰ 演習 田村 真理 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ １～４年次前・後期 選択  

授業の到達目標及びテーマ 

 フランス語の基礎を学習する。単語、表現、基本的な文法規則を学び、コミュニケーションの四つの能力すべ

て（読む、書く、聞く、話す）の習熟を目指す。また、フランスの文化についての理解も深める。 

 フランス語検定試験の５級が目標。 

授業の概要 

 教科書の各課は会話と練習問題で構成されている。会話で重要な単語、表現、文法事項を学び、練習問題で

理解と定着をはかる。ほぼ２週に１課のペースで進み、各課ごとに小テストを行う。 

学生に対する評価の方法 

各課ごとに行う筆記の小テストを７０パーセント、授業中のフランス語での会話、応答や聞き取りへの参

加を３０パーセントとして評価する。小テストの追試は特別な場合以外行わない。遅刻は欠席とし、５回欠

席すると失格。 
再試験は実施しない。 

授業計画（回数ごとの内容等） 

 
第1回 授業について説明、第０課（アルファベ、あいさつ） 
第2回 第０課の復習 
第3回 第０課のテスト、第１課（国籍を言う） 
第4回 第１課復習 
第5回 第１課のテスト、第２課（自己紹介する） 
第6回 第２課復習 
第7回 第２課のテスト、第３課（好きなものを言う） 
第8回 第３課復習 
第9回 第３課のテスト、第４課（これは何ですか？）ものについて尋ねる 
第10回 第４課復習 
第11回 第４課のテスト、第５課（ここはどこ？）場所を尋ねる 
第12回 第５課復習 
第13回 第５課テスト、第６課（年齢を尋ねる） 
第14回 第６課復習 
第15回 第６課テストとまとめ 

使用教科書 

藤田裕二著、『パリのクール・ジャパン』、朝日出版社 

自己学習の内容等アドバイス 

 復習してテストに備えること。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

フランス語Ⅱ 演習 田村 真理 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ 
１年次後期 

２～４年次前・後期 
選択  

授業の到達目標及びテーマ 

 フランス語Ⅰに続き、フランス語の基礎を学習する。単語、表現、基本的な文法規則を学び、コミュニケー

ションの四つの能力すべて（読む、書く、聞く、話す）の習熟を目指す。 

 また、フランスの文化についての理解も深める。フランス語検定試験の４級が目標。 

授業の概要 

 はじめの数回はフランス語のⅠで学習した内容を復習し、その後はフランス語Ⅰで使用した教科書（パスカ

ルオジャポン｣または｢パリのクールジャパン｣）をもとに重要な単語、表現、文法事項を学び、「練習問題」で

理解と定着をはかる。ほぼ２週に１課のペースで進み、各課ごとに小テストを行う。 

学生に対する評価の方法 

各課で行う小テストを６０パーセント、授業への参加を４０パーセントとして評価する。小テストの追試

は特別な場合以外、行わない。遅刻は欠席とみなし、５回欠席すると失格。 
再試験は実施しない。 

授業計画（回数ごとの内容等） 

 
第1回 フランス語Ⅰで学んだ内容の復習（第０課～第２課） 
第2回 同上（第３、４、５課） 
第3回 同上（第６、７、８課） 
第4回 第９課（家族について語る） 
第5回 第９課テスト、第１０課（年齢を言う） 
第6回 第１０課テスト、第１１課（時刻を言う） 
第7回 第１１課テスト、第１２課（紹介する） 
第8回 第１２課テスト、第１３課（日課を説明する） 
第9回 第１３課テスト、第１４課（量を表す） 
第10回 第１４課テスト、第１５課（天候を言う） 
第11回 第１５課テスト、第１６課（比較する） 
第12回 第１６課テスト、第１７課（過去のことを語る） 
第13回 第１７課テスト、第１８課（未来のことを語る） 
第14回 第１８課テスト、復習 
第15回 まとめ 
 

使用教科書 

フランス語Ⅰで使用した教科書（藤田裕二著、『パスカル・オ・ジャポン』、白水社または藤田裕二著、『パ

リのクールジャパン』、朝日出版社のどちらでも可） 

自己学習の内容等アドバイス 

 必ず復習し、テストのために準備して下さい。 
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[授業科目名]  ［授業方法］ [授業担当者名] 

中国語Ⅰ 演習 李 萍 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ １～４年次前・後期 選択  

授業の到達目標及びテーマ 

本授業は半年で中国語の発音要領、基礎的文法・会話を身に付けながら、異文化の理解・異分野と共同するコ

ミュニケーションの能力を有していることを目標とする。 

 

授業の概要 

 

中国語はリズム感がとても大事なので、まず発音をしっかり教える。正確な発音から基礎的会話・文法に入

り、さらに短文を学びながら文化の理解を深めする。授業は教材に沿って進行する。 

 

学生に対する評価の方法 

学習の成果を基本点数として、授業中の練習の出来具合と授業への態度を参考にしながら、プラス・マイナ

スして総合点を出す。 

授業計画（回数ごとの内容等） 

 
第1回  履修に関するガイダンス・オリェンテーション 
第2回  第1課 中国語の特徴と発音要領及びその構成を説明する。 
第3回  第2課 母音･子音と声調(アクセント)を組んで発音の練習をさせる。 
第4回  第3課 ｢你是日本人吗？｣、人称代名詞と平叙文、否定文、疑問文の学習。 
第5回  第3課  第3課の要点，難点を詳細に説明する。本文を真似して，トレーニングを行う。 
第6回  第4課 ｢这是什么？｣、指示代名詞、疑問詞、副詞の学習。 
第7回  第4課  第4課の要点，難点を詳細に説明する。本文を真似して，トレーニングを行う。 
第8回  第5課 言語と文化。 「チャレンジ問題」を行う。 
第9回  第6課 ｢你去哪儿？｣。動詞の学習。 
第10回  第6課 第6課の要点，難点を詳細に説明する。本文を真似して，トレーニングを行う。 
第11回  第7課 ｢那个怎么样？｣、形容詞の学習。 
第12回  第7課 第7課の要点，難点を詳細に説明する。本文を真似して，トレーニングを行う。 
第13回  第8課 言語と文化。 「チャレンジ問題」を行う。 
第14回  総合的復習。 
第15回  全体のまとめ。 
 
(受講者の理解度をみながら進度を調整する) 

使用教科書 

プレントを配布する。 

 

自己学習の内容等アドバイス 

前回の授業で学習した内容を復習してほしい。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

中国語Ⅱ 演習 李 萍 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ 
１年次後期 

２～４年次前・後期 
選択  

授業の到達目標及びテーマ 

 
この授業では、それぞれの場面を設定して、受講者が自分なりの会話能力を形成していくための手がかり

をつかませる。中国語での会話資質と文化理解を向上させることを目的とする。 
 

授業の概要 

この授業は「中国語Ⅰ」を修了した学生が受ける科目である。まず前半で習得したものを復習して、正確な

発音に直す。「中国語Ⅰ」につづいてテキストの後半に沿って教え、文法も「中国語Ⅰ」の後につづく。各課が

終わったごとに、本文の会話を真似して、それぞれ自分の事情に合う言葉に書き直す。その後、それらの短文

で会話を練習する。 

学生に対する評価の方法 

学習の成果を基本点数として、授業中の練習の出来具合と授業への態度を参考にしながら、プラス・マイナ

スして総合点を出す。 

 

授業計画（回数ごとの内容等） 

 
第1回  履修に関するガイダンス・オリェンテーション 
第2回  第8課 「中国語Ⅰ」で学んだ疑問詞、動詞、形容詞を復習する。 
第3回  第9課 「中国語Ⅰ」で学んだ文の表現を復習する。 
第4回  第10課 ｢你吃饭了吗？｣。過去形、完了文を学習する。 
第5回  第10課 第10課の要点，難点を詳細に説明する。本文を真似して，トレーニングを行う。 
第6回  第11課 ｢他什么时候有事？｣。時間の表現を学習する。 
第7回  第11課 第11課の要点，難点を詳細に説明する。本文を真似して，トレーニングを行う。 
第8回  第12課 言語と文化。 「チャレンジ問題」を行う。 
第9回  第13課 ｢你家远不远？｣、介詞、反復疑問文を学習する。 
第10回  第13課 第13課の要点，難点を詳細に説明する。本文を真似して，トレーニングを行う。  
第11回  第14課 ｢你怎么还不回家？｣。助動詞を学習する。 
第12回  第14課 第14課の要点，難点を詳細に説明する。本文を真似して，トレーニングを行う。 
第13回  第15課 言語と文化。 「チャレンジ問題」を行う。 
第14回 総合的復習。 
第15回 全体のまとめ。 
 

(受講者の理解度をみながら進度を調整する) 

 

使用教科書 

プレントを配布する。 

自己学習の内容等アドバイス 

前回の授業で学習した内容を復習してほしい。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

日本語表現 講義 大島 龍彦 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ １～４年次後期 選択 管理栄養学部 

授業の到達目標及びテーマ 

特に書くことに対する抵抗感を払拭し、書くことが楽しく感じられる心を養い、読者を逃さず 後まで付き

合ってもらえる文章の書き方（技法）を学ぶ。 

授業の概要 

日本語表現の扱う範囲は、音声言語と文章言語である。が、講義では特に後者について学ぶ。書きたい事柄

を多く持つ方法や、書かなければならない事柄へのアプローチの方法と、それらを表現する方法の具体につい

て学ぶ。 

学生に対する評価の方法 

テストと授業に取り組む姿勢、レポートなどの提出物によって評価する。 
 

授業計画（回数ごとの内容等） 

 
 
第1回  講義概説（出席とミニットペーパー・講義の内容とその方法・学ぶということ） 
第2回  書けることの再発見とその内容 
第3回  何を書くか。如何に書くか。知っていることしか書けない。 
第4回  起承転結と序破急ということ。「起」に全力を出す。 
第5回  「書き出し」と「主題」 
第6回  明快な文章は一文が短い。 
第7回  時間軸と方向軸について 
第8回  文章のレッスンに「接続語」はいらない。 
第9回  強い名詞と形容語 
第10回 写生文と報告文について 
第11回 小論文について（論より証拠） 
第12回 履歴書で学ぶ日本語表現 １ 
第13回 履歴書で学ぶ日本語表現 ２ 
第14回 これまでの講義内容に関する質疑応答の後テスト 
第15回 講義のまとめ 

 

使用教科書 

必要に応じてプリントを配布する。 

自己学習の内容等アドバイス 

書くことは書き慣れることが大切。毎日数行日記を書くことを勧める。日常生活に目をこらし、話したくな

ることをメモしておく。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

日本語表現 講義 太田 昌孝 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ １～４年次前・後期 選択 
管理栄養学部：前期 

メディア造形学部：前期・後期 

授業の到達目標及びテーマ 

特に書くことに対する抵抗感を払拭し、書くことが楽しく感じられる心を養い、読者を逃さず､引きつけ続ける

文章の書き方（技法）を学ぶ。 

授業の概要 

講義では、日本語表現に関わる範囲のうち特に文章表現について学ぶ。書きたい事柄を多く持つ方法そして書

かなければならない事柄へのアプローチの方法、それらを表現する具体的な方法について学ぶ。 

学生に対する評価の方法 

授業に取り組む姿勢と、レポートなどの提出物等とによって総合的に評価する。 

 

授業計画（回数ごとの内容等） 

講義概要、 

第1回  講義概要・「書く」という行為との出会い 

第2回  言語活動の重要性、情報処理の仕方・文章の書き方 

第3回  言葉の断片から文章へ①（構想メモの活用方法） 

第4回  言葉の断片から文章へ②（構想メモの活用方法） 

第5回  言語論を読む①（『ディスクール』ジャック・ラカンなど） 

第6回  言語論を読む②（『零度のエクリチュール』ロラン・バルトなど） 

第7回  文章の構成方法を学ぶ① 

第8回  文章の構成方法を学ぶ② 

第9回  論文・レポートの書き方の基礎を学ぶ① 

第10回  論文・レポートの書き方の基礎を学ぶ② 

第11回  履歴書における自己PR・志望動機の書き方を学ぶ(就職対策) 

第12回  小論文・論作文の書き方を学ぶ(就職対策) 

第13回  ｢書く｣ことの可能性を求めて①（現代詩が語る空間） 

第14回  ｢書く｣ことの可能性を求めて②（現代詩が語る空間） 

第15回  講義のまとめ 

 

使用教科書 

 必要に応じて適宜プリントを配布します。 

自己学習の内容等アドバイス 

書くという行為は特別なことではありません。心惹かれた文章、気に入ったフレーズなどを思い浮かべ、それ

らが内包する豊穣な世界を感じ取って下さい。そして勇気を持って､皆さんの脳裏に一文字目を書いてみること

が大切です。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

日本語表現 講義 石川 稔子 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ １～４年次前・後期 選択 ヒューマンケア学部 

授業の到達目標及びテーマ 

社会生活において国語力や文章力が問われることがたびたびある。特に自分の考えを正確に、しかも簡潔に

文章で述べることは困難である。単にキーワードを並べるだけでは書き手の意図は伝えられない。 

この講義では、学生自身が日本語の様々な問題を考察しながら、実生活で必要な日本語表現力を身に着け、

基本的な文章が正確に書けることを目標とする。 

授業の概要 

 本講義では、文章表現を行うために、まず日本語とはどういう言語か、間違いやすい日本語はどのようなも

のかを分かりやすく講義する。その上で、具体的な文章の書き方を学ぶ。 

学生に対する評価の方法 

１．授業に取り組む姿勢と、授業内容に関わるレポートなどの提出物によって全体の４０％を評価する。 
２．授業内容の理解度をはかる試験は全体の６０％の評価とする。 
以上２点から総合的に評価する。なお、再評価は行わない。 

授業計画（回数ごとの内容等） 

第  1回  ガイダンス  日本語の特色 
第  2回  国語の書き方を決めるのは誰？ 
第  3回  日本語の文字① 日本語のマナ・カナとは？ 
第  4回  原稿用紙の使い方と用字法 
第  5回  日本語の文字② 漢字はどのようにできたのか？ 
第  6回  要約文は創作文？ 
第  7～8回  間違いやすい日本語（主語と述語・修飾語・副詞の呼応） 
第  9回  待遇表現  基本的な敬語表現の確認 
第 10回  試験と解説 
第 11回  日誌の書き方 
第 12～14回  論文・レポートの書き方と文献資料の扱い方 
第 15回  講義のまとめ 
 

使用教科書 

必用に応じてプリントを配布する。 

自己学習の内容等アドバイス 

 辞書は授業だけでなく、頻繁に使用することが望ましい。分からない言葉が出てくるとすぐに調べる習慣を

つけること。提出物は授業時間内に仕上げること。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

教養総合演習Ⅰ 演習 大島 龍彦 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ ２～４年次後期 選択  

授業の到達目標及びテーマ 

【短編小説を書く】 

小説作法を実践的に学び、1編の短編小説を書き上げる。 

授業の概要 

近現代の短編小説を分析（図形化）し、基本的な小説の作り方を知る。授業では小説執筆の 1 つのプロセス

を学び、1 編の短編小説を完成させる。本授業では、「創作」という行為と作品の間のせめぎ合いを体験し、

制作の苦悩と歓びとを体験する。 

学生に対する評価の方法 

期末試験は実施しない。成績は、提出作品を中心に受講態度、予習、復習など、総合的に評価する。 

授業計画（回数ごとの内容等） 

第1回  授業概説（ある小説の分析「作図」を通して、今後行うべき作業について概説する） 
第2回  あるテーマとその描き方について学ぶ。  
第3回  テーマの見つけ方・各自10のテーマを設定する。 
第4回  初めに主題文あり。主題文からストーリーへ。10のテーマのうち、5つのストーリーを書く。 
第5回  小説にプロットは欠かせない。5つのうち、3つの設計図（小説の姿）を書く。 
第6回  3つの設計図にそれぞれ登場する人物の履歴書作り。 
第7回  場面と3つの作品の参考資料の収集。 
第8回  3つの設計図から1編を選び、ストーリー・プロット（作図）・登場人物等を再考する。 
第9回  1編の小説を書き始める。  
第10回  1編の小説を書き終わる。 
第11回  第1回改訂作業（登場人物は機能しているか） 
第12回  第2回改訂作業（導入部は読者の心を摑むか・障害物は適切か） 
第13回  第3回改訂作業（伏線・ユーモア・小道具などは適切か） 
第14回  各自朗読と批評1 
第15回  各自朗読と批評2 

使用教科書 

大島龍彦『丘上町二丁目のカラス』（新典社刊）・必要に応じてプリントを配布する。 

自己学習の内容等アドバイス 

次回のシラバスの内容に留意して自主的に準備してくる。また、演習中に実践したことを再考するなど、特

に復習に力を入れると学習効果が上がる。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

教養総合演習Ⅰ 演習 折笠 和文 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ ２～４年次前・後期 選択 ※募集人数は10名前後 

授業の到達目標及びテーマ 

【マーケティング】 

マーケティングの理論と実践をテーマとして、各専攻のそれぞれの学生が興味ある問題をとリあげて、マー

ケティングを理解し、問題解決能力の育成を目的とする。学部・学科のそれぞれの専門教育の中で興味ある題

材と連動させ、マーケティング的な発想を培うための演習である。 

授業の概要 

マーケティングは、新製品の創造や商品化、価格の設定、広告や宣伝活動の方法、流通組織の活動など、ど

うすれば利益を創出できるか、売り上げをあげることができるかといった実践的な活動である。学生一人ひと

りの興味あるテーマ（問題意識）をマーケティングの知識を学びながらマーケティング的に研究する。企業の

活動や経済および行動経済学の知識習得も目指す。 

学生に対する評価の方法 

積極性や問題意識、自分の専攻分野に関するマーケティング的発想・応用度などをまとめた内容（独自の発想

や視点）で評価する。 

授業計画（回数ごとの内容等） 

第１回 ゼミ（演習）の概要とマーケティングとは何かを説明する。 

第２回 われわれの社会生活の基本的な活動として、経済主体（政府・企業・家計）の関係性を習得する。 

第３回 上記、特に経済主体における営利企業としての活動とマーケティングの重要性を理解する。 

第４回 マーケティングの歴史と理論（平易に解説）。 

第５回 マーケティングの基本理論 ―製品戦略に関する解説・説明。 

第６回 マーケティングの基本理論 ―価格戦略に関する解説・説明。 

第７回 マーケティングの基本理論 ―プロモーション（広告・宣伝活動等）に関する解説・説明。 

第８回 マーケティングの基本理論 ―流通チャネルに関する説明・解説 

第９回 マーケティングを行動経済学あるいは経済心理学的なアプローチから説明する。 

第10回 行動経済学で人間の行動を洞察する。 

第11回 (1)マーケティングと行動経済学について話し合う。 

第12回 (2) マーケティングと行動経済学について話し合う。 

第13回 われわれの生活の中で、気づかずに使われているマーケティング用語と考え方。 

第14回 各自あるいはグループ（専攻ごと）に興味・関心あるテーマをマーケティング的に考察。 

第15回 総括―レポート等の提出と半期を振り返って。 

 

使用教科書 

使用しない。各自必要な文献等は必要に応じて、こちらで購入する。 

自己学習の内容等アドバイス 

基本となるマーケティンの考え方を短期間でマスターすること。指定された文献は事前に読んでおくこと。学

問を積極的に学びたい学生有志を希望します。出会いは人生の大きな節目になる筈です。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

教養総合演習Ｉ 演習 加藤 直良 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ ２～４年次前・後期 選択  

授業の到達目標及びテーマ 

テーマ：英語の基礎の基礎 

英語が苦手、よくわからない、いつかもう一度基礎からしっかりやり直したいと考えている学生のための基礎

英語講座である。英語の基礎をしっかり学習することは、次のステップへとつながる。学習方法を身につけ、

自力で英語力アップが期待できる授業を展開し、やればできるを実感できることが到達目標である。 

授業の概要 

基礎英文法を徹底的に学習理解し、それに関連する英会話、英語購読、英作文を学ぶ授業となる。基礎的な英

語で、日常的な英語運用は可能であることを認識し、実用的な英語を理解し、暗記し、実際に使ってみる。英

語を正しく発音（音読）することから徹底的に練習し、構造を理解し、内容を読み解き、基礎となるパターン

を暗記し、使える喜びを実感することになる。  

教材は、すべてプリントで実施する。 

学生に対する評価の方法 

① 授業への積極的な参画（評価ウエート20%） 
② 提出リポート（評価ウエート20%） 
③ 終試験（評価ウエート60%） 

授業計画（回数ごとの内容等） 

各回の授業に英語の音読を課す。 
第 1回 授業の説明と英語と言う言葉について基礎事項を学習する。肯定文・否定文・疑問文 
第 2回 否定文・疑問文・命令文・感嘆文について繰り返し練習し、理解する。 
第 3回 主語と動詞を中心にし、英語の文型を理解する。 
第 4回 英語の文型を理解し、簡単な英文の内容を把握する。 
第 5回 完了形について使い方と英文の作り方を学習する。 
第 6回 完了形について繰り返し学習し、理解する。 
第 7回 能動態と受動態について学習する。どのような場面の英語が受動態に もふさわしいか理解する。 
第 8回 受動態の作り方と基礎的な意味、並びに付随する過去分詞について学習する。 
第  9回 不定詞についてその使い方を学習する。 
第 10回 動名詞についてその使い方を学習する。 
第 11回 分詞についてその使い方を学習する。 
第 12回 関係代名詞について学習し、関係詞が含まれた多数の英文を理解し、実際に英文を作ってみる。 
第 13回 関係代名詞 
第 14回 関係代名詞と関係副詞について基礎的な使用法を理解するとともに、使い分けについて学習する。 
第 15回 比較級と 終試験 
 
授業で理解できない点や自己学習後、自信の持てない個所など、どのようなことでも質問し、不明な個所をそ

のままにしないという習慣を身に付けてほしい。 
 
使用教科書 

すべてプリントで実施する。 
必要とされるレベル別の読み物も随時紹介する。 

自己学習の内容等アドバイス 

英語を口に出して音読し、英語の音を常に意識して接することが必要である。英語は総合的な学習が必要であ

るという観点から、4 技能を考慮した学習姿勢を取ってほしい。初級レベルの読み物・自分のレベルにあった

ものから英文を読み始めることも大切である。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

教養総合演習Ⅰ 演習 加藤 英明 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ ２～４年次前・後期 選択  

授業の到達目標及びテーマ 

【新聞を読む】  

デジタルネットワーク全盛の時代、新聞紙購読率の低下は顕著で、学生諸君もその数字に一役買っているで

あろう。日々当面の情報入手のみならいざしらず、それを自分なりに理解し、分析して社会に生きる一個の人

間としての成長、蓄積につなげようとするなら、新聞紙を読むことは、 も効果的な作業である。 

本演習では、毎回様々な新聞記事を読み、受講者間の討議を通じて新聞の読み方を学ぶとともに、社会人と

しての力量向上をめざす。 

授業の概要 

 受講者は毎回その週読んだ新聞記事のうち、興味をもった記事、また逆に理解できなかった、わからなかっ

た記事を報告し、これを材料に受講者皆で討論する。議論の中で専門用語や教養常識を蓄積するとともに、読

解力、要約力、批判力、報告力（レポート作成技術を含む）を養う。 

学生に対する評価の方法 

試験は行わない。成績は、平常の演習内での報告･発表、質疑応答など授業参加状況によって、総合的に評

価する。再評価は行わない。 

授業計画（回数ごとの内容等） 

第1回 ガイダンス 
第2回 新聞とは。新聞の読み方。 
第3回 今週の新聞を読む。 
第4回 同 
第5回 同 
第6回 同 
第7回 同 
第8回 同 
第9回 同 
第10回 同 
第11回 同 
第12回 同 
第13回 同 
第14回 同 
第15回 総括 
 

使用教科書 

なし 

自己学習の内容等アドバイス 

 毎日新聞を読み、興味ある記事を抜き出しておくこと。わからない、理解できないところは、自分なりに少

しでも調べること。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

教養総合演習Ⅰ 演習 正 美智子 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ ２～４年次前・後期 選択 受講対象者につては要件参照 

授業の到達目標及びテーマ 

【健やかにダイエット】 

・身体についての問題点や課題を自ら発見・理解できる能力の育成を目的とする。 

・演習のテーマ：「からだを変える、からだは変わる“健やかにダイエット”」 

＜受講の要件＞ 

・体格指数(BMI)25以上の学生が対象     体格指数(BMI)の計算式は、体重(Kg)÷身長(ｍ)2 

・トレーニングに興味・関心のある学生 

授業の概要 

本演習は、「肥満に対する効果的な運動」と「肥満対策を主にした有益な食習慣」について実体験をし、健康

体重への減量に対する気運を高めること及び知識を行動につなげる「ヘルスリテラシー」の確立を目指す。 

学生に対する評価の方法 

授業への参画態度および課題に対する取組みの姿勢(40%)とレポートのできばえ(60%)を総合的に評価す

る。なお、期末試験および再評価は実施しない。 

授業計画（回数ごとの内容等） 

第 1回 身体と運動を考える（サイエンスを学ぶ）○ 文献研究1 
 
第 2回 身体と運動を考える（サイエンスを学ぶ）○ 文献研究2 
 
第 3回 身体運動の展開（栄養及び食習慣と運動の関係を理解し、応用する） 

 ○ 運動前 身体組成の計測及び体力測定 ○ ライフコーダ（生活習慣記録機）の使用説明 
 
第 4回 身体運動の展開1 ○ ライフコーダによる1週間分のデータを分析する 

○ コンバインドトレーニングの実施（レジスタンストレーニング、エアロビクス） 
第 5回 身体運動の展開2               
第 6回 身体運度の展開3  
第 7回 身体運動の展開4             
第 8回 身体運動の展開5        全10回トレーニングを実施する 
第 9回 身体運動の展開6  
第10回 身体運動の展開7  
第11回 身体運動の展開8  
第12回 身体運動の展開9  
第13回 身体運動の展開10 ○ コンバイントレーニングの実施 ○ 運動後 身体組成の計測及び体力測定 
 
第14回 データをまとめて結果を考察する（レポート作成） 
 
第15回 データをまとめて結果を考察する（レポート作成） 
 
使用教科書 

必要に応じて、資料を配布する 

自己学習の内容等アドバイス 

・運動している自分自身を科学する。 
「やってみること」→「やったことを言葉にすること」→「やったことの【理】を知ること」 
・知識を豊富にするために身体に関する図書を多く読むこと。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

教養総合演習Ⅰ 演習 Ｍ. ファルク 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ ２～４年次前・後期 選択 前・後期は同内容でリピート 

授業の到達目標及びテーマ 

ステップアップコミュニケーション英語セミナー： このセミナーの目標は、例えば①海外旅行②海外留学③就職など教室の

外で自然に人と英語でコミュニケーションを取れる基本的に必要な会話レベルを学生たちに習得させるものである。学期の終

わりまでに、とりわけ先述の①～③までの状況下で自信を持って形式的なもしくは格式ばらない会話をやり始め、運用し、修

得する。受講生は実生活でのコミュニケーションの自信を高めるために、iPodや iPadの電話機能を使って、名古屋外大の外国

人留学生や帰国子女などの英語ネイティブスピーカーと国際電話を想定した会話を経験する。学生たちは英語を上手になるこ

とを求められるのではなく、英会話力を上達することに興味がある誰もが履修できる。 

授業の概要 

ほとんどの授業は、担当教員とクラス全体の学生との間で、短い形式的また格式ばらない会話、クイズ、異文化情報提

供により成り立つ。下記は、英語コミュニケーション能力やその関連領域含む１５回の授業の当面の計画であるが、学

生の興味や学習に必要な内容、また熟達度に応じて変更されることもある。実生活における英語でのコミュニケーショ

ンを実践するために、学生たちは時々名古屋外大の外国人留学生と会合することになっている。 

学生に対する評価の方法 

授業参加度（５０％）、 終ペーパーテスト/オーラルテスト（５０％）。再評価は行うが、全授業回数の３分の１以上の欠席

数がある学生単位不認定となる。 

授業計画（回数ごとの内容等） 

第01回 オリエンテーションと授業の概要 

第02回 Introduction of speed of spoken English: Slow, Fast, Natural（口語英語の速度訓練：ゆっくり、早く、自然に） 

第03回 Introduction and practice of Survival English Prompts.（即答英語の導入とその練習） 

第04回 Meeting, greetings and introducing self and others at casual or informal situations.（格式ばらない会合、挨拶、 

    自分自身や他人の紹介） 

第05回 Getting around, staying at hotels/ homes, and dealing with airport formalities.（観光、ホテル滞在、ホームステイ、 

    空港の利用法） 

第06回 Shopping, handling money, eating, and entertaining.（買い物でのお金の使い方、食事や娯楽） 

第07回 Formal and informal spoken communication.（格式的な、また格式ばらない話し方） 

第08回 Formal and informal written communication.（格式的な、また格式ばらない英文の書き方） 

第09回 Cultural differences（文化の違いについて） 

第10回 Meeting, greetings and introducing self and others at formal situations.（格式的な会合、挨拶、自己紹介および 

    他の人の紹介） 

第11回 Making small presentations.（簡単なプレゼン法） 

第12回 Giving and taking interviews informally/ formally.（格式的な、また格式ばらないインタビューの受け方/やり方） 

第13回 Real-life communication with NUFS foreign students about home countries.（名外大の外国人留学生と彼らの祖国 

    の実生活について語る） 

第14回 Real-life communication with NUFS foreign students about Japan. （名外大の外国人留学生と日本の実生活について語る） 

第15回 レポート提出 

使用教科書 
教科書購入は不要。下記の本などからプリントを作成し配布する。 

(1) Speaking Naturally. Tillitt, B & Bruder, M. Cambridge University Press.; (2) How to Survive in the U.S.A. Church, A & Moss, A. 

Cambridge University Press., (3) Business Opportunities. Hollett, V. Oxford University Press. 

準備学習の内容等アドバイス 

• 学生は英日・日英の電子辞書、もしくは携帯電話辞書アプリを持参する。 

• パソコンや携帯電話を利用して、ネットで情報検索する。 

• クラス内での学習において、パワーポイントのスライドを作成する知識は、学生にとって役に立つ。 

• 受講を希望する学生は、上記の書籍と以下のウェッブサイトから事前に授業に必要な情報を得てもらいたい。 

 URL: http://media.nuas.ac.jp/~farooq/default.html 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

教養総合演習Ⅰ 演習 堀尾 正典 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ ２～４年次前・後期 選択  

授業の到達目標及びテーマ 

【オペレーションズ・リサーチ】 
人が生活していくと、身の回りには多くの課題や問題が発生する。それら問題を解決するための判断は、現在

の状況や過去の経験、直感などを基に下されることが多い。だが、そのような問題の中には数理的な要素を加

味して対処した方が、遙かに確実で効果的な結果が得られるものも多数存在している。このように、様々な問

題に対して数理的なアプローチで効果的な施策を考え解決を試みる学問が、オペレーションズ・リサーチ（OR）

である。この演習では、ORの基本を学び、様々な身近な問題に対して、数理的な要素を考慮して問題解決がで

きるような能力の育成を目指す。 

授業の概要 

この授業では、就職活動を進める学生が主な対象となるため、就職対策としてビジネスで活用できる実践的な

EXCELの勉強から始まり、就職活動に必要な情報の収集、目的の企業・業界の研究を経て、自分の希望会社を、

数値シミュレーションやＡＨＰといったＯＲ手法を適用することで選別することを試みる。その他の細かい授

業内容については学生と担当教員で話し合って決めていくことになる。 

なお、この科目受講に際しては、情報リテラシー（もしくは情報処理１）、表計算演習（または情報処理２）

を事前に履修しているか、もしくはこれらと同等以上のスキルを有することが望まれる。 

学生に対する評価の方法 

期末試験は実施しない。成績は受講態度、指定課題（EXCELのワークシート）などから総合的に評価する。 

なお、原則再評価は実施されないので注意されたし。 

授業計画（回数ごとの内容等） 

第1回 オリエンテーション（書注意、講義内容、進め方の話し合い、成績評価方法など） 
第2回 ビジネスと表集計ソフトの活用（データの集計） 
第3回 ビジネスと表集計ソフトの活用（予算管理） 
第4回 ビジネスと表集計ソフトの活用（物品管理） 
第5回 ビジネスと表集計ソフトの活用（売上げ管理） 
第6回 ビジネスと表集計ソフトの活用（予算計画） 
第7回 ビジネスと表集計ソフトの活用（家計簿の作成と生活費の管理への活用） 
第8回 ビジネスと表集計ソフトの活用（ABC分析） 
第9回 シミュレーションによる問題解決 
第10回 就職情報の読み方 
第11回 企業情報についての研究・調査 
第12回 数値シミュレーションによる企業希望条件の洗い出し 
第13回 ＡＨＰとは 
第14回 ＡＨＰを用いた、希望会社の絞り込み 
第15回 まとめ 
その他、進捗度合いや学生との相談の上、ＰＥＲＴ／ＣＰＭを用いた工程管理、整数計画問題などが行われる

場合もある。 

使用教科書 

なし（授業内で参考となるデータファイルを配布する） 

自己学習の内容等アドバイス 

時間外において、授業で実施した問題を自分の力でもう一度繰り返し挑戦するなどの復習が重要になる。授業

内容が十分に理解できなかった場合や進度に遅れがちの場合は特にこのようなフォローを必ず行っておく。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

アートとしての数学 講義 大内 雅雄 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ １・２年次後期 選択 
映像メディア学科専門科目 
※映像メディア学科生を除く１・２年次のみ 

授業の到達目標及びテーマ 

映像、音響、造形などのアートは、物を作るための手作業や, 身近な自然現象の観察などにおいて、自然科学

や数学と深くつながっている。この授業では、手作業や実験観察を通して、アートと数学の結ばれ方に気づき、

新たな表現技法を生み出すことを目指す。 

講師の話しを聞くだけでなく、実際に手を動かし創意工夫する経験を多く積むことを促し、学生が今後のアー

ト作品制作において、数学や自然科学との自分なりのかかわり方の糸口を見つけてもらうことを、目標とする。 

授業の概要 

具体的なテーマは、 

(1)映像＝(光と影の造形と運動)の実験的試み 

(2)紙，布などの素材による造形と数学 

(3)形と比と数列（黄金比とフィボナッチ数列など） 

数学的な作業として必要なのは、 低限で、比例計算や倍率計算と、紙折りによる作図などである。小数計算

は 電卓を使ってできればよい。 

学生に対する評価の方法 

(1) 授業内容を基にした工作作品の提出。 

(2) 授業であつかった数学的内容についての筆記試験。 

(1)、(2)を総合的に評価する。 

授業計画（回数ごとの内容等） 

第1回  暗い部屋で水面と光が壁や天井に映し出す映像を見る。反射、屈折、虹などの現象。  

第2回  ピンホールカメラを作り、カメラの光学的原理の基礎を知る。 

第3回   合わせ鏡や万華鏡などの制作と実験。 

第4回   反射や屈折による光の進路と法則性を実験的に知る。 

第5回  プリズムやレンズによる光の屈折と虹の観察と、虹の光学的説明。 

第6回  シャボン膜や樹脂膜と針金による造形。 

第7回  一定倍率で小さくなる同じ形の図形を一定配置で並べるとどんな形が現れるか。対数螺旋。  

第8回   紙で作る対数螺旋。ビデオカメラのモニター画面撮影で生まれる図形。 

第9回  紙，布，などの編み込みが生む形。 

第10回 編みこみの制作と工夫。 

第11回 松かさやヒマワリの花とフィボナッチ数列。 

第12回 フィボナッチ数列で葉や花を描く。数列から作る音楽や図形。 

第13回  黄金分割について。ペンタグラムと魔よけ。結界の生む造形と物語。 

第14回 提出作品の講評。今期授業のまとめと補足。 

第15回 数学内容に関係する筆記試験。 

使用教科書 

使用しない。授業内容のプリントはその都度配布する。 

自己学習の内容等アドバイス 

授業で触れたことを、身のまわりに見つけ出したり、ヒントにして何か作り出せないか、試してほしい。 

授業で配布するプリント類は、次のURLにも載せる。 

http://homepage1.nifty.com/haniu/nuas/ 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

映像史 講義 柿沼 岳志・村上 将城 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ １・２年次後期 選択 
映像メディア学科専門科目 
※映像メディア学科生を除く１・２年次のみ 

〈複数〉 

授業の到達目標及びテーマ 

映像（写真・映画）が技術の発展と共にどのように進歩してきたのかを学ぶ。その中で制作された国内外の様々

な作品を鑑賞することで写真・映画の魅力を知り、作品制作に活かしていくことを目標とする。 

授業の概要 

写真・映画の発明から現代までの流れを技法・表現手法、制作された作品と共に学ぶ。様々な手法による表現・

技術だけでなく、作品を理解する力を身につける。 

学生に対する評価の方法 

受講態度及び、学期末レポート課題による総合評価 

授業計画（回数ごとの内容等） 

第1回 写真黎明期 
第2回 ピクトリアリズムからストレートフォトグラフィへ 
第3回 1895-1910年代：映画の誕生～古典的映画技法の確立 
第4回 1950年代までに確立された表現手法 | ダダ、シュールレアリズム、バウハウスなど 
第5回 1920-1930年代①：トーキーの確立～映画の全盛期 
第６回 1920-1930年代②：上映『極楽特急（エルンスト・ルビッチ）』 
第７回 フォトジャーナリズム | LIFE、マグナムなど 
第８回 Contemporary Photographyからコンポラ写真へ 

第９回 1940-1950年代①：翳りの時代から新しい波へ 
第10回 1940-1950年代②：上映『勝手にしやがれ（ジャン＝リュック•ゴダール）』 
第11回 カラー / ファッション / ポートレイト 
第12回 現代映画について①：2000年年代以降の映画 
第13回 現代映画について②：上映『エレファント（ガス＝ヴァン・サント） 
第14回 多様化する写真表現 
第15回 2000年代以降の写真 
 

使用教科書 

特に使用しない 

自己学習の内容等アドバイス 

日常から映像・写真作品を鑑賞することを習慣として欲しい。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

デザイン論 講義 木村 一男 他 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ １年次前期 選択 
一部オムニバス形式 

デザイン学科専門科目 
※デザイン学科生を除く１年次のみ 

授業の到達目標及びテーマ 
広範なデザインの領域の活動、その社会的役割や使命について解説することをテーマとして、総合的にデザイ

ン活動の全容を捉え、これからのデザイン学習の基本を習得することを目標とする。 

授業の概要 

前半をデザインの役割、分野、展開や社会とのつながり等について講義し、後半をオムニバス形式でデザイン

の各分野について担当教員が述べる。 

学生に対する評価の方法 

授業への参加態度（30％）と期末に提出するレポート（70％、テーマの選び方・論旨の独自性・すぐれた叙

述・丁寧さ／誤字脱字の諸点で採点）により評価する。 

授業計画（回数ごとの内容等） 
第1回 デザインを学ぶに際して 
第2回 デザインのめざすもの 
第3回 デザインの領域 
第4回 デザインの展開 
第5回 デザインと生活 
第6回 デザインと社会 
第7回 デザインと企業 
第8回 これからのデザイン 
第9回 ◆ヴィジュアル・デザインⅠ 
第10回 ◆ヴィジュアル・デザインⅡ 
第11回 ◆スペース・デザインⅠ 
第12回 ◆スペース・デザインⅡ 
第13回 ◆プロダクト・デザインⅠ 
第14回 ◆プロダクト・デザインⅡ 
第15回 まとめ 
◆＝オムニバス 

使用教科書 
参考図書：「現代デザイン事典」（平凡社 刊）、デザイン関係の雑誌 

自己学習の内容等アドバイス 

広いデザイン領域に視野を拡げ、あらゆる事象に常に関心を持って観察し、分析、評価する態度を持つことが

望ましい。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

子どもと社会 講義 釜賀 雅史 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ １・２年次後期 選択 
子どもケア学科専門科目 
※子どもケア学科生を除く１・２年次のみ 

授業の到達目標及びテーマ 
当講座のテーマ :「社会環境の変化と子ども」子どもを取り巻く社会環境に光をあて子どもの生活世界の変

容を広く考察する。当講座の目標 : 15講の(歴史的)考察を通して、多面的かつより深く「子ども」のイメー

ジを持てるようになること(広い視野に立って子どもと子どもにかかわる諸問題を考えられるようになるこ

と)、これが当講座の目標である。 

授業の概要 

授業の全体構成・展開は次のとおり。まず、「子ども」のイメージの変化(「子ども観」の変遷)にふれつつ、

前近代的(封建的)慣習が残る戦前の日本社会における子どものありように注目する(PartⅠ)。次に、50年代

から現在に至る戦後日本社会の発展・変容とそれに伴う子どもの生活世界の変化を追究する(PartⅡ)。さら

に、世界的視野にたち世界の子どもが抱える問題を鳥瞰するとともに、途上国の子どもの置かれた状況も考

察する(PartⅢ)。 後に、それらの考察を踏まえ、子どものくらしに関する話題を取り上げ検討する(Part

Ⅳ)。 

学生に対する評価の方法 

①授業への参画態度 

②レポート……授業内容に即したテーマで中間レポートと 終レポートを作成し提出。 

 評価ウエートは①20％ ＋ ②(40％＋40％)で、総合的に評価する。 
授業計画（回数ごとの内容等） 

第1 回 ガイダンス(授業のねらいと目標、運営方法などの説明)   
＜PartⅠ 子どもに注がれる眼差し(子ども社会の歴史的考察) ＞ 
第2 回 子どもはどうイメージされていたか －アリエスの『子どもの発見』等の内容紹介－ 
第3 回 昔は本当によかったか？ ―戦前の日本社会と子どものくらし―① 概観的講義 
第4 回 昔の子どものくらしぶり ―戦前の日本社会と子どものくらし―② 事例の考察 
＜PartⅡ 戦後日本社会の発展・変容と子ども＞ 
第5 回  戦後日本社会の鳥瞰図―戦後日本をウォッチングする―  
第6 回  都市化と生活の近代化は子どものくらしをどう変えたか？① ―子どものくらしの全体的風景― 
第7 回  都市化と生活の近代化は子どものくらしをどう変えたか？② ―遊びと学びの変容― 
第8 回  子どもの生活(遊び)再考―DVDの映像を通してあるべき子どもの姿を考える 
＜PartⅢ 情報化社会に生きる子どもたち＞ 
第9 回  情報化の進展と子どものくらしの変容 
第10回 近年の子どもをめぐる諸問題①―75年（高校進学率90％に達した年）以降の状況―      
第11回  近年の子どもをめぐる諸問題②―パソコン、ケータイと子どもたち― 
＜PartⅢ 世界の子どもたち―発展途上国の状況―＞ 
第12回 世界における子ども問題の鳥瞰図 
第13回 グローバル化・市場経済化と途上国の子どもたち 
＜PartⅣ ケース・スタディ＞  
第14回 現代の子ども問題を考える (具体的事例を取り上げディスカッションする) 
第15回 前講の続きと 後のまとめ  

※パワーポイントを使って講義する。また、できる限り報道記録や映画など DVD の映像をとりいれビジュアル
に説明する。なお、この計画に従って展開するが、進度状況によっては一部変更する場合がある。 

使用教科書 

教科書は使用しない。授業は配布資料・教材にしたがって進める。当講座との関連で一読を薦めたい文献

としては次のようなものが挙げられる。 

本田和子「変貌する子ども世界」(中央新書)、高橋勝・下田裕彦編著「子どもの<くらし>の社会史」(川島

書店)など。また、それぞれ具体的テーマに即してその都度参考図書を紹介する。 
自己学習の内容等アドバイス 

授業時に示される次回の授業で取り上げられるテーマ・話題について、事前に検討しておくこと。 
《より深く学ぶために》授業時に紹介される文献などにできる限り取り組んでみること。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

総合講座  クリエーション ナウ 講義 

木村一男、渡部眞、冨安由紀子、石原久代、鈴木悦久、 

平光無門、折笠和文、齋藤正和、黄ロビン、内田和邦、

伏木啓、尹成濟、井垣理史、佐近田展康、小笠原則彰 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 <オムニバス13名> + <座談2名> 

２ ２年次前期 選択 <講義コーディネイト> 木村一男・小笠原則彰 

授業の到達目標及びテーマ 

映像・デザイン・ファッショ ン学科それぞれの学問領域を単なる総和としての知識にとどめず、異なる分野の

局所的な部分が如何に複雑な繋がりを持って成り立っているかを理解する。その上で映像メディア、デザイン、

ファッション造形のさまざまな視点から〈身〉を多角的にとらえ、学際横断的に〈身〉について広く、深く考

えていく態度を養うことを目的とする。 

授業の概要 

身支度、身じまい、変身、身の程、独身、身内、身の上、親身、肩身…〈身〉という文字が発する意味の豊か

さは、メディア造形学部3学科の専門分野とも、かなり密接な関係を持っている。 

この大きな広がりのなかで、〈身〉のテーマのもと各専門領域の担当教員が斬新かつ様々な切り口で、メディ

ア造形学部としての深い世界へ誘う講義をする。 

学生に対する評価の方法 

各回のリポート提出物より、各講義での理解・考察の広がり深さなどを判断し、全講義を総合して評価する。  

授業計画（回数ごとの内容等） 

01 イントロダクション / テーマ <身> に含まれている世界 [木村・小笠原] 

02 俳優の<身>と映画の<身>  [渡部] + 座談会 (木村・小笠原)   

03 <身>の境界としてのインターフェイス  [冨安] + 座談会 (木村・小笠原) 

04 色彩を <身> に纏う   [石原] + 座談会 (木村・小笠原) 

05 音を生み出す<身> [鈴木] + 座談会 (木村・小笠原) 

06  <身>と環境  [平光] + 座談会 (木村・小笠原) 

07 新しい<身>の形 [折笠] + 座談会 (木村・小笠原)  

08 映像表現と<身>の冒険 [齋藤] + 座談会 (木村・小笠原) 

09 <身>とI.D.  [ロビン] + 座談会 (木村・小笠原) 

10 ユニヴァーサルと<身>  [内田] + 座談会 (木村・小笠原)  

11 メディア/パフォーマンスにおける<身> [伏木] + 座談会 (木村・小笠原) 

12 デザインのアプローチ - <身>と造形による対話  [ 尹 ] + 座談会 (木村・小笠原)  

13 現代美術と<身>  [井垣] + 座談会 (木村・小笠原)  

14 <身>の拡張とメディアアート [佐近田] + 座談会 (木村・小笠原) 

15 まとめ<身>をめぐるクリエーションの未来 座談会  [木村・小笠原] 

 

・各回の90分の授業展開について  

   1. 共通テーマ<身>を基に、レクチャー / 60～70分     

   2. 座談の場 (担当者 + コーディネータ) / 10～20分程度   

   3. レクチャーを受けて理解したこと・考えること(受講者記入・出欠) / 10分  

使用教科書 

特になし 

自己学習の内容等アドバイス 

自分の専門分野と異なる学問分野との密接な繫がりを自ら考え、求めようとする積極的な態度で受講してほし

い。 
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[授業科目名]  ［授業方法］ [授業担当者名] 

現代映像論 講義 齋藤 正和 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ １～４年次前期 選択  

授業の到達目標及びテーマ 

装置による画像が溢れ「映像の世紀」とも呼ばれる前世紀から約 15 年。昨今の映像をめぐる環境は、その

デジタル化やネットワーク化などにより急激な変化を遂げ、映像のあり方も多様化している。そこで本講義

では、映画、TV、インターネット上の映像などだけでなく、街頭の電光掲示板、DVDプレーヤーのディスプ

レイ、あるいは心に浮かべる心的像までをも射程に据えて「映像」を概観する。 

多様な映像・表現に触れること、そして「映像」という言葉の枠を各自が膨らませ今後の自身の制作の種と

することをねらいとする。 

授業の概要 

「映像」を「みること」とはどういうことなのか？を再確認することからはじめ、現在のメディア状況を俯瞰しながら、

絵画、写真、デザイン、アニメーショーン、映画、現代美術、メディア・アートなどの領域を横断し今日的な「映像」を

網羅的に紹介する。また、現代の「映像」表現を語る上で必要となる歴史的文脈、過去の関連作品も併せて紹介する。 

授業に付随するトピックについてのレポート課題も適宜課す。 

学生に対する評価の方法 

授業への参加態度(50%）、授業内で実施する課題(20%)、 終試験（30％)で総合的に評価する。 

本科目は再評価を実施しない。 

授業計画（回数ごとの内容等） 

第 1 回 イントロダクション 映像を腑分けしてみる（授業概要、映像、影像、アナロジー） 
第 2 回 映像×知覚ⅰ みえること（トロンプ・ルイユ、アイトラッキング、ジョルジュ・ルース） 
第 3 回 映像×知覚ⅱ みること / ふれること（視触覚、田中功起、人工眼、生体心理学） 
第 4 回 映像×可視化 現れるもの（データビジュアライゼーション、残像、エドヴァルド・ムンク） 
第 5 回 映像×言葉 言葉 と / による（インフォグラフィック、ソール・バス、ソフィ・カル、記号） 
第 6 回 映像×身体 からだ にくる / について（ビデオダンス、クリス・カニンガム、オキュラスリフト） 
第 7 回 映像×記録性 痕跡として（インデックス性、映画眼、ジェナス・メカス、ジェフ・ウォール） 
第 8 回 映像×ネットワーク 作者について（CGM、ファウンド・フッテージ、オープンソース、協働） 
第 9 回 映像×時間 瞬間 / 持続（（スローモーション、ジェームス・ベニング、畠山直哉、蔡明亮） 
第10回 映像×運動 動きの定着（写真銃、未来派、オプティカルフロー、石田尚志、デュシャン） 
第11回 映像×空間 空間化された映像 / 空間の映像（真鍋大度、Google Maps、Blu、ビル・ヴィオラ） 
第12回 映像×数値 数値による映像（フラクタル、グリッチ、ジェネラティブ、カオス、Boids） 
第13回 映像×メディウム 発光体としての映像（ディスプレイ、光、影、ターナー、ジム・キャンベル） 
第14回 映像×色 みえること（ベンハムの独楽、オラファー・エリアソン、ジェームズ・タレル） 
第15回 試験とまとめ 

 

使用教科書 

特に使用しない。必要に応じて参考文献を紹介する。 

自己学習の内容等アドバイス 

授業で扱う内容は限られているため、キーワード、人名、作品を頼りに各自でまとめたり、関連する作品・

作家を調べること。その際、自身の関心もしっかり見つめること。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

メディア論（コミュニケーションとメディア） 講義 吉野 まり子 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ １〜４年次後期 選択  

授業の到達目標及びテーマ 

グローバルデジタル化し、日本国内外に機能するメディアの変容の渦中にいることで、その変化の動向を考察

する。現存するマス・メディアがネット空間にパラサイトされ、そのメディアとしての性格に変化がもたらさ

れている。そんなデジタル環境の中から、不安なく人間が歓迎できる将来のメディアの盟主を探求・考察し、

既存メディアとの共鳴を検証しながらそれぞれ独自の‘メディア論’の構築を到達目標とする。 

授業の概要 

放送、新聞、出版、広告、インターネット、SNS、アニメ、ゲームなどのメディア形成の歴史に触れながら、現

在社会に機能するメディアの功罪を学ぶ。さらに、マス・メディア、ソーシャルメディアとの融合を不可避と

するデジタル化を通底させたメディア産業の動向、また人間や社会との関係、メディアインフラ、法律、モラ

ル、ジャーナリズム、そして将来のメディアリテラシーについても学ぶ。 

学生に対する評価の方法 

授業内容の理解と好奇心、探究心の提示（３０％）、受講態度（４０％）、試験レポート（３０％）を総合的

に評価する。 

授業計画（回数ごとの内容等） 

第１回 過去のメディア、現在進行形のメディア、将来完了形のメディアの変遷 

   メディアとネットとの融合が生み出すものは 

   変化する「メディア」という性格、自分メディアの社会性とは 

第２回 マス・メディアの役割と功罪 メディアリテラシーの基礎理論 

第３回 表現の自由（１）言論・表現の自由とは 

第４回 表現の自由（２）プライバシーの権利、知る権利 、特定秘密法 

第５回 表現の自由（３）著作権、芸術性とわいせつ表現  

第６回 現在のメディア性（１）ジャーナリズム論の理論化 

第７回 メディアの未来（２）メディア格差、文字離れの実態 

第８回 テキストメディアの現実と将来予測 

第９回 映像メディア（１）映像誕生から映画制作の現状 

第10回 アニメーションメディア（１）アニメーションのグローバル席巻 

第11回 放送のメディア性（１）ネットとの融合 パラサイトが社会化する 

第12回 放送メディアの支配力（２）ジャーナリズムはどのように生き残るか 

第13回 インターネットの特性と既存メディアの関係 有名無実の「匿名性」 

第14回 インターネットツールの拡大と多層メディアの住み分け 

第15回 試験レポートとまとめ 

使用教科書 

書籍「Seeing Voices」、「仮説の検証」、「アートと女性と映像」などを参考にする。 

自己学習の内容等アドバイス 

デジタル世代の視座をもとに、過去、現在、将来のメディアの性格、社会的使命の変化の源泉を探求する。日

常的なメディアとの関係性に、恣意的違和感や不安を想定し、人間が歓迎する未来のメディアを検証する。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

認知心理学 講義 伊藤 君男 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ １～４年次後期 選択  

授業の到達目標及びテーマ 

メディア学部に所属する学生にとって、「人がどのようにものを認識しているのか」についての知識を得ること

は、各々の専門を深く習得するために役立つと思われる。本講義の目的は、受講生が認知心理学が提供する知

識を習得することができるようになり，人間の認知機能についての理解を深めることができる。 

授業の概要 

認知とは、人が自分をとりまく環境をどのように認識し、そこからどのような知識を、どのような方法で手に

入れているのか、そして、どのように、それらの知識を使用し、判断しているのかを説明しようとするもので

ある。本講義では、知覚・記憶・問題解決・推論などを中心に解説していく。 

学生に対する評価の方法 

終的におこなう試験（50%）、授業時のレポート課題(30%)、平常の授業態度(20%)によって評価する。 

授業計画（回数ごとの内容等） 

第1回 本講義の概要 

第2回 錯視と運動錯視 

第3回 立体視 

第4回 記憶のメカニズム 

第5回 短期記憶と注意 

第6回 長期記憶と検索 

第7回 記憶の歪み 

第8回 パターン認識 

第9回 文脈効果と認識の歪み 

第10回 問題解決 

第11回 推論のメカニズム 

第12回 推論の歪み 

第13回 対人認知 

第14回 ステレオタイプ 

第15回 試験 

使用教科書 

使用しない。参考書などは、講義中に必要に応じて紹介する。 

自己学習の内容等アドバイス 

認知心理学に習得した知識を、講義内だけでなく、他の講義や日常生活の理解などに適用してみるよう、心が

ける。それが講義内での小レポートに反映される。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

美学 講義 酒井 健宏 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ １～４年次後期 選択  

授業の到達目標及びテーマ 

「美」とは何かについて、単純かつ明快な答えを提示するのは非常に困難だ。18世紀以降の西洋哲学の潮流に

依拠する近代美学は、感性的に認識される芸術的な価値を「美」と捉え、これを探求してきた。この授業はそ

れにならい、「美」を媒介とする芸術（作品）と人（制作者・鑑賞者）との結びつきについて考えることをテー

マとする。その際に必要となる基礎的な知識を修得しつつ、細分化し多様化する今日的な「美」に関しても、

より深く洞察してゆくための思考力を身につけることが到達目標である。 

授業の概要 

各回、日常的に「美」が語られる際に頻出する概念やキーワードの中から、特に対義的または同義的な概念と

して語られやすいものの組み合わせをトピックとして取り上げる。まず、それらについて主に芸術哲学的な観

点に即して概説する。その後、ディスカッションや記述課題を通して理解を深める。そこから生じた意見や記

述を集約しながら、受講者各位が各トピックに関して発展的に幅広い見識をえることを目指す。 

学生に対する評価の方法 

授業への積極的な参加態度(30%)、ディスカッションでの発言・記述課題での解答における内容評価（40%）、

期末に実施するレポート課題(30%)で総合的に評価を行う。学習意欲の低い者、および過度の遅刻、早退、私

語、居眠りを繰り返す者の参加は認めない。本授業は再評価を実施しない。 

授業計画（回数ごとの内容等） 

第1回 イントロダクション 授業の目的と講義の概要、授業の準備の仕方、授業日程の説明など 

 

第2回 ‘beautiful’と「美しい」 

第3回 「美しい」と「醜い」 

第4回 「感性的なもの」と「理性的なもの」 

 

第5回 「技術」と「芸術」 

第６回 「芸術」と「アート」 

第７回 「アート」と「デザイン」 

 

第８回 「高級芸術」と「ポップアート」 

第９回 「モダンアート」と「ポストモダンアート」 

第10回 「ハイカルチャー」と「サブカルチャー」 

 

第11回 「歴史」と「物語」 

第12回 「言語芸術」と「視覚芸術」 

第13回 「オリジナル」と「コピー」 

第14回 「芸術家」と「評論家」       （期末レポート出題） 

 

第15回 まとめと考察 

 

使用教科書 
【参考図書】西村清和『現代アートの哲学』産業図書 

 その他、各回の内容に沿って参考資料・参考作品を適宜紹介する。 

自己学習の内容等アドバイス 

授業時に示される次回の授業で取り上げられる概念やキーワードについて、事前に検討しておくこと。 

日頃から「美」や「芸術」に関して積極的に考え、様々な展示や上映の場に足を運ぶこと。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

芸術英語コミュニケーション 講義 吉見 かおる 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ １～４年次前期 選択  

授業の到達目標及びテーマ 

＊テーマ：「芸術が果たす役割―今アートが訴えるもの」 

本講義は、英語文献（写真、映像、絵画、建築、アニメーション、ファッション、デザイン等）を講読し、各

学生が専攻する芸術分野で必要とされる英語用語（表現）の習得を目指す。また、本講義のテーマである「芸

術が果たす役割」を考察する上で、特に写真（ジャーナリズム）、ドキュメンタリー（映画）、アニメーション

という媒体が果たす役目に焦点を当て、その分野で活躍する現役アーティストの作品とそれが訴えるメッセー

ジを追求する。本講義で取り上げる 3 名のアーティストは、自身の作品を通して現代における様々な不正問題

にアラームを鳴らし、それらを鑑賞する者に対して問題を提起している。それぞれの作品に込められたメッセ

ージを英語資料を通して分析、考察することで、Content-Based learning（内容重視学習）による英語力の向

上を目指し、また海外を意識した今後の学生たちの作品制作に対する意欲に貢献できたらと願う。芸術英語を

習得しながら現代における「芸術の力」を探求したい。 

授業の概要 

教材は講義の事前に配布し、講義内で内容の確認を行う。同時にそれぞれの芸術媒体を鑑賞しながら課題を深

める。テストは講義で扱った内容について、またリサーチ課題は講義内容と関連したテーマを自由に選びこな

してもらうものとする。 

学生に対する評価の方法 

授業への参加態度 10%      中間テスト 25% 
リサーチ課題    25%      学期末     40% 

授業計画（回数ごとの内容等） 

第1回 講義概要説明、学生アンケート 
第2回 テーマ① 写真（ジャーナリズム）の力 

＊フォト・ジャーナリスト、月刊 “Days Japan” 元編集長 広河隆一（1943‐, 日）から学ぶ 
1）パレスチナ・イスラエル紛争・写真作品（文献講読） 

第3回 2）チェルノブイリ・写真作品（文献購読） 
第4回 3）フクシマ・写真作品（文献講読） 
第5回 *中間テスト  
第6回 テーマ② ドキュメンタリー（映画）の力 

＊ドキュメンタリー作家 Linda Hattendorf（米）から学ぶ 
    1）ドキュメンタリー『ミリキタニの猫』(“The Cats of Mirikitani”)（2006）鑑賞 
第7回 2）戦前戦後の日系アメリカ人史（文献講読） 
第8回 3）歴史をドキュメントする（文献講読） 
第9回 4）異文化をドキュメントする（文献講読） 
第10回 テーマ③アニメーションの力 

＊アニメーション作家、Michel Ocelot（1943‐, 仏）から学ぶ 
第11回 1）アニメーション『アズールとアスマール』（“Azur & Asmar: The Princes’ Quest”）（2006）鑑賞 
第12回 2）9/11から学ぶ（文献講読）＊リサーチ課題の取り組み 
第13回 3）西洋と東洋との出会い（文献講読） 
第14回 4）芸術と人間の尊厳・まとめ 
第15回 期末試験 
使用教科書 

市販の教科書は使用しない。教材は事前に配布する。 
プリント教材（英字新聞・雑誌・インタビュー教材、映画スクリプト教材等） 
自己学習の内容等アドバイス 

予習復習を必ず進めてください。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

西洋美術史 講義 百合草 真理子 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ １～４年次前期 選択  

授業の到達目標及びテーマ 

１．各時代の作品、流派、作家を知り、異なる時代や文化を見る方法を学ぶことで、幅広い広い視野を身に付

ける。 

２．様々な作品や視覚文化を見て、それぞれの時代における特徴を把握することで、多様な視点から美術のあ

り方を考え、それを自らの言葉で表現することのできる力を養う。 

授業の概要 

レオナルド・ダ・ヴィンチやミケランジェロといった各時代を代表する芸術家や、印象派などの重要な流派を

取り上げ、作品をスクリーンに映しながら、14世紀から20世紀前半までの西洋美術の展開を解説する。 

一つの美術作品を、その作家の試みや関心、社会、文化、思想的背景と結びつけ、さまざまな角度から見つめ

直すと同時に、美術史という大きな枠組みの中で捉えることで、人が芸術に対して何を求めてきたかを考える。 

学生に対する評価の方法 

授業内での小レポート４０％、 期末レポート６０％（第15回目の授業時に提出）。  
本授業は再評価を実施しない。 

授業計画（回数ごとの内容等） 

第1回 ガイダンス 
第2回 ジョットの芸術 
第3回 ルネサンス(１) ボッティチェリ 
第4回 ルネサンス(２) レオナルド・ダ・ヴィンチ 
第5回 ルネサンス(３) ミケランジェロとラファエロ 
第６回 バロック(１) イタリアの美術 
第７回 バロック(２) スペイン・オランダ・フランスの美術 
第８回 新古典主義とロマン主義 
第９回 レアリスム 
第10回 マネ 
第11回 印象派(１) 印象派の成立 
第12回 印象派(２) モネとルノワール 
第13回 ポスト印象派 
第14回 ゴッホの芸術 
第15回 マティスとピカソ 
 

使用教科書 

教科書は使用しない。毎回の授業ごとにレジュメを配布する。 
 

自己学習の内容等アドバイス 

美術館や展覧会に積極的に訪れ、実作品と向き合う機会を多く設けてほしい。 
自己学習のための参考文献として、ゴンブリッチ著『美術の物語』（ファイドン、2011 年）、『世界美術大全集

西洋編』（小学館）を勧める。その他、講義内容に合わせて適宜紹介する。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

日本美術史 講義 鷹巣 純 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ １～４年次前期 選択  

授業の到達目標及びテーマ 

【到達目標】 

日本美術史について、先史時代から第二次世界大戦後までの展開を理解する。 

【テーマ】 

日本美術史の展開について、死生観との関連を軸に展望する。 

授業の概要 

指定教科書および配布資料の内容にしたがって、学生との対話を交えつつ毎回パワーポイントを用いた講義を

行なう。 

学生に対する評価の方法 

期末試験およびレポート。 
原則として再評価は実施しない。 

授業計画（回数ごとの内容等） 

第1回 日本美術史を学ぶということ 
第2回 日本美術史１ 先史・古墳時代 
第3回 日本美術史２ 飛鳥時代 
第4回 日本美術史３ 白鳳時代 
第5回 日本美術史４ 天平時代 
第６回 日本美術史５ 平安時代前期 
第７回 日本美術史６ 平安時代後期 
第８回 日本美術史７ 鎌倉・南北朝時代 
第９回 日本美術史８ 室町時代 
第10回 日本美術史９ 桃山時代・江戸時代初期 
第11回 日本美術史10 江戸時代後期 
第12回 日本美術史11 明治時代以降 
第13回 試験・正答解説 
第14回 レポート講評 
第15回 レポート講評 
 

使用教科書 

辻 惟雄 (監修)『カラー版 日本美術史』（美術出版社）2052円 ISBN-13: 978-4568400656 

自己学習の内容等アドバイス 

授業初回に通達するサイトから必要資料をダウンロードし、常に次回分を予習すること。ほとんどの学生にと

って日本美術史は予備知識の乏しい領域なので、予習なしに授業を理解することは難しい。また復習もこまめ

に行うこと。膨大な情報量をまとめて復習できると思ってはならない。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

東洋美術史 講義 鷹巣 純 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ １～４年次後期 選択  

授業の到達目標及びテーマ 

日本はアジア文化圏の一隅を形成しており、古来この圏内のさまざまな文化を吸収することで独自の文化を形

成してきた。この授業では日本に影響をおよぼしてきたアジア文化の歴史的展開について、特に美術的な観点

から理解することを目標とする。 

授業の概要 

広範な東洋美術の歴史について、中国・韓半島の絵画史、およびインドから中国・韓半島に及ぶ仏教彫刻史を

概観する中で論じる。 

学生に対する評価の方法 

期末試験およびレポート。 

原則として再評価は実施しない。 

授業計画（回数ごとの内容等） 

第1回 ガイダンス 
第2回 北朝時代までの中国絵画（第1章①②） 
第3回 中国の石窟寺院の仏教壁画（第１章③④） 
第4回 隋・唐・五代の絵画（第1章⑤⑥⑦） 
第5回 北宋時代の中国絵画（第1章⑧） 
第６回 南宋時代の中国絵画（第1章⑨） 
第７回 元代以降の中国絵画（第1章⑩⑪⑫） 
第８回 韓半島の絵画（第1章⑬⑭⑮） 
第９回 インドの仏教彫刻（第2章①②③） 
第10回 中国の初期仏像（第2章④⑤⑥⑦⑧） 
第11回 隋から宋代にかけての仏像（第2章⑧⑨⑩⑪⑫） 
第12回 韓半島の仏像（第2章⑬⑭⑮） 
第13回 試験･正答解説 
第14回 レポート講評 
第15回 レポート講評 

使用教科書 

竹内順一監修『すぐわかる東洋の美術』（東京書籍）定価2160円  ISBN-13: 978-4808709631 

自己学習の内容等アドバイス 

授業初回に通達するサイトから必要資料をダウンロードし、常に次回分を予習すること。ほとんどの学生にと

って東洋美術史は予備知識のない領域なので、予習なしに授業を理解することは難しい。また復習もこまめに

行うこと。膨大な情報量をまとめて復習できると思ってはならない。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

先端芸術論 講義 小笠原 則彰 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ １～４年次後期 選択  

授業の到達目標及びテーマ 
人間の能力と先端技術を藝術によって融合させ、新しい文化と共生関係を創造し続けている現代の藝術は､従来の絵画､デザイ

ン､工芸､彫刻という表現領域では推し量れないものになってきている。20世紀以降の様々な藝術表現の流れと様々な作品を知

る中で、(1)広く社会に目を向けた創造活動とはどのようなものがあるかを理解し視野を広げること、(2)来るべき時代に即し

た新たなアートは何かを自ら考えていく姿勢を養うこと、以上2項目を目標とする。 

授業の概要 

テクノロジーの発展において現在の藝術は、今までの価値観・文脈の延長上では捉えきれない表現内容・方法を取っており、 

様々な展開を今現在見せている「アート」の具体的作品を多数とりあげ、新たな創造的活動を見つめていく。 

学生に対する評価の方法 

試験期間中に授業内容に関する題目でリポートを作成し、その内容で評価する。  

受講態度をもとに総合的に評価とする。 

授業計画（回数ごとの内容等） 
第 一 回 「藝術表現とはなにか」〜 コンテクストとアートワールドの逸脱 

第 二 回 「モダンアート」〜 創作上の自由宣言・主義主張 / 個人の自律という幻想 

第 三 回 「前衛って何?」〜 お藝術でなければ何でもいい 社会の文脈を問うその質があった時代 

第 四 回 「モダンアートの終焉の始まり」〜 複製の環境のなかで / 主体でなくなる 

第 五 回 「大衆音楽」〜 ROCK MUSIC 百花撩乱 / ポップと箱(制度)からの脱出 

第 六 回 「身体」〜 他者としての私 / 汗・臭いがない漂白世界と記号化する世界 

第 七 回 「リアリティからリアルへ」〜 日常と世界の彼方 / 2001-9.11 以後  

第 八 回 「日常のマイノリティ」〜 大袈裟でないリアルなもの / 透明な日常 

第 九 回 「他者との交わり」〜 知らないものとの出会い / 不気味さ 

第 十 回 「情報を経験する」〜 データーベスの憂鬱を超えて テクノロジーと制御不可能な私 

第十一回 「錯綜する複数のナラティヴ」〜 物語の破綻からものがたる 

第十二回 「メディアがコンテンツ」〜 透明化するメディアの前で 

第十三回 「ニュー・メディア」〜 新たな画像 〜 可能性としてのメディア 

第十四回 「再び、アートとはなにか」〜 アートは必要か 2011-3.11から見つめる 

第十五回  「Alter Modern」〜 もうひとつの基軸 / クレオール化・フィクションとしての正当性 

 

*現代におけるアート・創造的活動で人は何をするのかを、見つめていきます。 

 

使用教科書 
参考文献「ニュー・メディアの言語―デジタル時代のアート」(レフ・マノヴィッチ)、「芸術の陰謀―消費社会と現代アー

ト」( ジャン・ボードリヤール) 

自己学習の内容等アドバイス 

専門用語の意味等は授業後でもよいので必ず確認すること。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

アントレプレナーⅠ（会社設立） 講義 井上 芳郎 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ ２～４年次後期（集中） 選択  

授業の到達目標及びテーマ 

アントレプレナーとは、起業家（新しい事業を起こす人）と企業家（既存の組織を変革する人）の両方を含む

概念です。いずれの「きぎょうか」にも新たな事業機会（ビジネスチャンス）を見つけだし、それを事業化す

るための知識を具備する必要があります。この授業では、起業家及び変革に必要なプロセスについて概説した

うえで、自らの事業計画作成を通じて、起業に際して求められる条件を考察します。 

授業の概要 

企業経営を理解するには、企業経営を取り巻く環境を理解したうえで企業経営を評価する理論的な枠組みを駆

使することが必要です。この授業では特にアントレプレナーのマインドを意識しつつ企業経営の歴史的変遷を

確認するとともに、企業経営を理解する上で必要な切り口（経営戦略、マーケティング、ビジネスシミュレー

ション等々）を説明します。その上で、学んだ知識をビジネスプランに反映させる方法を体験してもらいます。 

学生に対する評価の方法 

日常の授業参加態度と発言（50%）、ビジネスプランについてのレポート（50%）により評価する。 
受講者数によってはグループによる演習を行う。その場合は、グループワークの成果も評価に加えることが

ある。なお、再評価は実施しない予定。 

授業計画（回数ごとの内容等） 

第１回：日本のベンチャー創業の現状と課題／日本における開業率の低下の現状と、これに伴う課題について

学ぶ 
第２回：第１回の続き 
第３回：日米のベンチャー創業の比較分析／ベンチャー先進国米国との比較を通じて、日本の置かれた現状と

課題について学ぶ 
第４回：経営に関わる理論／アントレプレナーに必要な経営理論を学ぶ 
第５回：第４回の続き 
第６回：事例を通じた経営理論の理解 
第７回：第６回の続き 
第８回：マーケティングに関わる理論 
第９回：第８回の続き 
第１０回：事例を通じたマーケティング理論の理解 
第１１回：前回の続き 
第１２回：シミュレーションの枠組みと事例研究 
第１３回：ビジネスアイデアの発想法／ビジネスアイデアを見つけだす際の着眼点について学ぶ 
第１４回：演習 
第１５回：演習と発表  
 
＊＊本科目は集中講義です。項目の順序や時間配分は状況に応じて予定から変わることがあります。 
＊＊授業の進度及び開講時間の設定により、授業時間以外にレポートを課すことがあります。 
 

使用教科書（参考図書：必ずしも購入の必要はありません） 

関西ベンチャー学会編「ベンチャー・ハンドブック」ミネルヴァ書房 

自己学習の内容等アドバイス 

授業での学習と並行して、実際の経済社会での事例に興味を持つようにしてください。具体的には、経済の流

れ、話題の企業の具体的な内容、などです。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

アントレプレナーⅡ（会社運営） 講義 井上 芳郎 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ ３～４年次前期（集中） 選択  

授業の到達目標及びテーマ 

アントレプレナーとは、起業家（新しい事業を起こす人）と企業家（既存の組織を変革する人）の両方を含む

概念です。いずれの「きぎょうか」にも新たな事業機会（ビジネスチャンス）を見つけだし、それを事業化す

るための知識を具備する必要があります。この授業では、アントレプレナーⅠの受講者を対象に、新たに開始

した事業を順調に成長させるために必要となる専門的な知識を、事例研究と演習をもとに学びます。 

授業の概要 

現実の企業経営では事業の発展段階に応じて経営課題も多様化し，それに応じた対応が求められます。この授

業では、こうした経営課題の中から特に重要とされる経営戦略と市場開拓、マーケティング活動に焦点をあて

て、基本的な知識について講義した後に実在する企業経営を評価します。その上で、各自が事業戦略の策定や

マーケティング計画の作成におこなってもらいます。 

学生に対する評価の方法 

日常の参加態度（５０％），戦略とマーケティング計画に関して作成したレポート（５０％）に 
より評価する。なお、再評価は実施しない予定。 

授業計画（回数ごとの内容等） 

第１回：事例を通じた経営戦略の理解① 
第２回：事例を通じた経営戦略の理解② 
第３回：事例を通じた経営戦略の理解③ 
第４回：事例を通じたマーケティング戦略の理解① 
第５回：事例を通じたマーケティング戦略の理解② 
第６回：事例を通じたマーケティング戦略の理解③ 
第７回：発展段階に応じた経営理論の適応① 
第８回：発展段階に応じた経営理論の適応② 
第９回：ビジネスプランの作り方① 
第１０回：ビジネスプランの作り方 
第１１回：グループによるビジネスプラン（演習） 
第１２回：第１１回の続き 
第１３回：ビジネスプランのプレゼンテーション① 
第１４回：ビジネスプランのプレゼンテーション② 
第１５回：個人別ビジネスプランの作成 
 
＊＊この科目は集中講義です。よって、項目の順序や時間配分は状況に応じて予定から変わることがあります。 
＊＊授業の進度及び開講時間の設定により、授業時間以外にレポートを課すことがあります。 

使用教科書（参考図書：必ずしも購入の必要はありません） 

関西ベンチャー学会編「ベンチャー・ハンドブック」ミネルヴァ書房 
 

自己学習の内容等アドバイス 

授業での学習と並行して、実際の経済社会での事例に興味を持つようにしてください。具体的には、経済の流

れ、話題の企業の具体的な内容、などです。また、ビジネスプラン作成の参考のために、実際の企業の活動に

注目してください。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

映画鑑賞・評価 講義 金巻 康朗 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ １～４年次前期 選択  

授業の到達目標及びテーマ 
映画を自分自身の眼で見、自分自身の考えで読み解く事を目的とし、映像の表現者を志す者、又は生涯にわた

り映画から多くの糧を得ようとする者に、よく視ることがよく表現することの第一歩であることを理解しても

らう。と同時に、安易に量産される商品としての映画と、映像表現の精華であり時の重圧に耐えうる作品とし

ての映画を見極める鑑賞眼を養う。 

授業の概要 

映画とはどうゆうメディアか。それを理解するための構造分析、思考、映像表現等の講義と、実際の映画上映

とその研究解説を主軸とする。上映する映画は年代、国籍を問わず広範囲に選択されるが、必ずしも名作と言

われるものにかぎらず、映画としての充実度が重視される。また上映される作品は毎年変わる。限られた数本

の映画ですべてを語る事は出来ないからである。 

学生に対する評価の方法 

中間、期末の２回の試験で評価する。

試験は、映画を上映してその後、その場で論文を作成するもので、当日まで作品題名は伏せるので、学生独自

の視点と思考が重要視される。 

授業計画（回数ごとの内容等） 
第１回 講義 映画その構造、原理、社会性、人間に与える影響
       人はなぜ映画を観たがるか？ 
第２回 講義 映画的表現とはなにか、映画に映っているなにに注目すべきか？ 
       自作CMの表現を例に解説。 
以後３回から１４回は映画の上映と解説を行うが、すべて上映作品は当日発表する 
これは先入観なしで映画と向き合ってもらうためである。従って、ここには前年の授業内容を参考として紹介する。 
（２０１４年度の内容） 
第３・４回  「アンドロメダ・・・」（アメリカ）ロバート ワイズ 
        大きな嘘をつくために、小さな真実を積み重ねる。 

映画が作り話を超えて、社会に与える影響力。 
第５・６回  「情婦」（アメリカ）ビリー ワイルダー 
        原作戯曲をこえる映画的翻案、視覚的に構築されたキャラクター、小道具、演技の妙。 
第７・８回  「恋する惑星」（香港）ウオン カーワイ 
        中間試験 人間の生態観察、恋愛の奇妙な行動が生む愛おしさ。 
        映像と既成音楽の融合が新しい可能性を展開。 
第９・１０回 「ゴジラ」（日本）本多猪四郎／円谷英二 
        あまりに有名な特撮映画を恋愛映画として検証する。 
        主人公の男女が決して結ばれない映画的法則。 
第１１・１２回 「ビバ マリア」（フランス）ルイ マル 
         フランス２大女優の競演映画。コンセプトから発想すると、映画はこんなに自由になれる。 
第１３・１４回 「長距離ランナーの孤独」（イギリス）トニー リチャードソン 
         期末試験 英国、恐れる若者のムーブメント代表作 
         弱者の個人がいかにして巨大な権力に打撃を与えるか？ 
第１５回 講義  映画のDNA  映画誕生に至る経緯とその独自性。 
        「月世界旅行」ジョルジュ メリエス 

使用教科書 

なし 

自己学習の内容等アドバイス 

授業の性質上特に予習は必要ないが、復習は重要である

授業中に参考として紹介された映画、資料は必ず鑑賞、参照しておくこと。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

デザイン基礎ⅠＡ（発想と展開） 実習 

金 昌郁・尹 成濟 

井垣 理史・柴田 知司 

藤巻 徹・谷口 友帆 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

４ １年次前期 必修 ※教職必修科目、［クラス分け］ 

授業の到達目標及びテーマ 
この授業では、デザインを学ぶ過程の中で も重要である発想の訓練から形の法則性と理解、構造化(平面的、

立体的)するまでの展開力を身につけることを目標としている。発想することから表現に展開するためには、

様々な情報を徹底的に分析して視点を変え、伝える形に調理して行く必要がある。この発想力を磨くには短

期間に試行錯誤を繰り返すことが重要なことであり、ここではフィールドワークと言い、常に様々な角度で

デザインの視野を広げることを試みることを設けている。自然の中にある秩序を観察して発見することや描

写記録することも肝要であり、デザインされたモノを模倣することは避けたい。 

また、イメージトレーニングによるアイデア訓練から発想をまとめて書き出し、幹になる問題と枝葉のような

問題を分類しながら問題解決をするトレーニングもあり、多種の訓練を試みる。 

授業の概要 

1 年次では、モチベーション（動機付け）を育てて才能の可能性を伸ばすことを学修の目標とし、デザインを

通して個性の確立、視野の拡張、豊かな表現力、等々を目指して日々研鑽を重ねる。 

前期では、自然物がもつ美しい形の理解から簡略化、単純化、構造化を平面的展開、立体的展開で試み、デザ

イン要素の発見が繰り返えしながら発想と展開方法を身につける。 

学生に対する評価の方法 

1.展開するための理解度や応用、応用して行くプロセスの展開力30% 

2. 終プレゼンテーションでの成果物50% 

3.授業の参加姿勢20% 
授業計画（回数ごとの内容等） 
 

1限・2限(9:40~12:55) 
1組:井垣理史 / 2組:谷口友帆 / 3組:藤巻徹 / 4組:尹成濟 

 
第01回 オリエンテーション(課題説明 / フィールドワークに

ついて / モチーフ写真撮影について 
第02回 表現対象の自然物の考察 / 造形原理の理解 

生成、構造および形の発見、分析方法 
第03回 単純化、簡略化から抽幾何学形態の抽出 
第04回 study1 -単純化、簡略化4 Stepで制作 
第05回 study1 -パターン化の展開 
第06回 study2 - 16面の平面構成 
第07回 study2 - 16面の平面構成 
第08回 study3 -平面構成(形のイメージ編集) 
第09回 study3 -平面構成(展開イメージ編集) 
第10回 立体による形の理解 
第11回 study4 -平面から立体への展開から4 Stepで制作 
第12回 study5 -立体構成による9つの立体パターン制作 
第13回 study6 –立体構成(展開イメージ編集) / 制作 
第14回 全体のまとめ / クラス別講評 
第15回 合同制作発表会 
 

                
3限・4限(13:50~17:05) 

1組:藤巻徹 / 2組:金昌郁 / 3組:井垣理史 / 4組:柴田知司 
 

第01回 ワークショップ  
    トラストワーク – 課題のテーマの考察 
第02回 具象化と簡略化について理解 
    全体的、部分的、特徴的な形の発見 
第03回 面の分割とパターンのまとめ、着目点の整理 
第04回 study1 -単純化、簡略化から4 Stepで制作 / 完成 
第05回 study1 -4 Stepを元に16案以上に展開 
第06回 study2 - 16面の平面構成 
第07回 study2 - 16面の平面構成 / 完成 
第08回 study3 -平面構成(形のイメージ編集) 
第09回 study3 -平面構成(展開イメージ編集) / 完成 
第10回 立体構成の着目点の整理 
第11回 study4 -平面から立体への展開から4 Stepで制作 
第12回 study5 -立体構成による9つの立体パターン制作 
第13回 study6 –立体構成制作 / 完成  
第14回  パネル計画 / 貼り込み作業 / 講評および修正 
第15回 合同制作発表会 
 

使用教科書 
テーマごとにテキストや資料などを用意する。 / 過去の参考作品紹介(スライド及び実物展示) 

自己学習の内容等アドバイス 

各クラスの授業内容は大枠で統一されています。担当する教員の専門分野によって多少の内容が異なる場合も

あるので、時間が許す限り他のクラスに積極的に見学する事を進める。 
終的には共同制作発表会を行い、お互いの結果物から今後のデザイン活動に生かすようにすること。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

デザイン基礎ⅠＢ（表現） 実習 
平光 無門・黄 ロビン 

冨安 由紀子・尹 成濟 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ １年次前期 必修 ※教職必修科目、［クラス分け］ 

授業の到達目標及びテーマ 
この授業はデザイン基礎 IA(発想と展開)と並行しデザイン表現においての基礎スキルを向上させるための授

業である。デザイン基礎ⅠB(表現)ではデザインの表現や展開する基礎的なメソッド（技法）を中心に、表現

基礎としてのタイポグラフィ・色彩構成・平面構成・立体構成、空間の構造などを視覚的に表現する原理と立

体または空間的技法などに様々な角度で試みる。 

授業の概要 

この授業では、4 つの分野、文字・平面・立体・空間に分けてデザイン基礎表現のプログラムを設定し学習す

る。すべての分野に基本となるタイポグラフィデザインは、活字の歴史、文字の成立と生成のメカニズムをア

ナログ・デジタル両面から学ぶことから始め、デザインにおいて も重要な要素としての構成原理(統一と変

化、バランス、リズム、対称、調和、強調、連続リピティション、グラデーションなど)を理解した上での色

彩・平面、立体・空間の基礎デザインを学ぶ。また、光や音や素材が造形に大きく関わっている事柄を理解し

デザイン表現を試みる。 

学生に対する評価の方法 

1.展開するための理解度や応用、応用して行くプロセスの展開力30% 

2. 終プレゼンテーションでの成果物50% 

3.授業の参加姿勢20% 
授業計画（回数ごとの内容等） 
 

本授業は、4クラスが7週単位で行い、前後期4の課題が行われることになる。 

 

 

1クラス 

◆ドアノブ制作:平光無門 

第01回「握るかたち」アイデアスケッチ 

第02回 エスキースモデル制作 

第03回 三面図、墨つけ 

第04回 木工制作 

第05回 木工制作 

第06回 木工制作、塗装 

第07回  製図、講評 

◆タイポグラフィ : 尹成濟 

第08回 typographyとは、視感覚の訓練 

第09回 視覚調整の重要性と文字のエレメント 

第10回 文字の構造とシステム(ローマ字、漢字、仮名) 

第11回 濃度と大きさ /コンポジションによる組版練習 

第12回 グリッドシステムと組版 

第13回 タイポグラフィと組版スタディー講評 

第14回 組版スタディー/まとめ/講評 

 
第15回 合同制作発表会 / 全体講評 

 

 

3クラス 

◆空間構成:黄ロビン 

第01回 構成原理の立体的な理解 

第02回 幾何学的な形状による光と影の構成練習 

第03回 直線的なボリューム 

第04回 立体の構成練習 

第05回 曲線的なボリューム 

第06回 空間の構成練習 

第07回 まとめ/講評 

◆色彩構成:冨安由紀子 

第08回 色彩とは（色相・彩度・明度） 

第09回 基本的な対比構成の演習 

第10回 点による色彩構成 

第11回 線による色彩構成 

第12回 面による色彩構成 

第13回 言語イメージによる平面構成 

第14回 まとめ/講評 

 
第15回 合同制作発表会 / 全体講評 
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2クラス 

◆色彩構成:冨安由紀子 

第01回 色彩とは（色相・彩度・明度） 

第02回 基本的な対比構成の演習 

第03回 点による色彩構成 

第04回 線による色彩構成 

第05回 面による色彩構成 

第06回 言語イメージによる平面構成 

第07回 まとめ/講評 

◆ドアノブ制作:平光無門 

第08回「握るかたち」アイデアスケッチ 

第09回 エスキースモデル制作 

第10回 三面図、墨つけ 

第11回 木工制作 

第12回 木工制作 

第13回 木工制作、塗装 

第14回  製図、講評 

 
第15回 合同制作発表会 / 全体講評 

 

 

4クラス 

◆タイポグラフィ : 尹成濟 

第01回 typographyとは、視感覚の訓練 

第02回 視覚調整の重要性と文字のエレメント 

第03回 文字の構造とシステム(ローマ字、漢字、仮名) 

第04回 濃度と大きさ /コンポジションによる組版練習 

第05回 グリッドシステムと組版 

第06回 タイポグラフィと組版スタディー講評 

第07回 組版スタディー/まとめ/講評 

◆空間構成:黄ロビン 

第08回 構成原理の立体的な理解 

第09回 幾何学的な形状による光と影の構成練習 

第10回 直線的なボリューム 

第11回 立体の構成練習 

第12回 曲線的なボリューム 

第13回 空間の構成練習 

第14回 まとめ/講評 

 
第15回 合同制作発表会 / 全体講評 

使用教科書 
授業進行に応じて、各担当教員が書籍・資料などを適宜提示、配付する。 

自己学習の内容等アドバイス 

事前に予測して計画を徹底的に行い実行すること。 

配布テキストや資料などをまとめるためのファイルは必ず持参すること。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

デザイン基礎ⅡＡ（発想と展開） 実習 

平光 無門・金 昌郁・尹 成濟 

井垣 理史・柴田 知司・藤巻 徹 

谷口 友帆 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

４ １年次後期 必修 ※教職必修科目、［クラス分け］ 

授業の到達目標及びテーマ 
この授業は、前期で学んだ学習内容をもとにデザイン基礎(造形原理)を立体的視点で学ぶことになる。形を表す原

理的要素を観察して発見することや光の実験、素材が持つ性質、構造、造形化するまで記録していくことも肝要で

あり、デザインされたモノを模倣することは避けたい。そのためには、前期のデザイン学習方法として行なったフ

ィールドワークは、デザイン基礎を学ぶ過程で重要な役割を持ち、常に様々な角度でデザインの視野を広げること

を試みることが必要である。 

また、前期と同じく、イメージトレーニングによるアイデア訓練から発想をまとめて書き出し、幹になる問題と枝葉

のような問題を分類しながら問題解決をするトレーニングもあり、多種の訓練を試みる。 
授業の概要 

後期では、造形原理と陰影と言うテーマで、紙、布、線材から立体の様々な展開方法を学習する。そこには、連続性

から生まれるリズム的な要素と光の変化による形の変化や美しさを学び、造形の原理を確実に身につける。 

学生に対する評価の方法 

1.展開するための理解度や応用、応用して行くプロセスの展開力30% 

2. 終プレゼンテーションでの成果物50% 

3.授業の参加姿勢20% 
授業計画（回数ごとの内容等）
         

１限・２限(9:40~12:55) 
(1組:平光無門 / 2組:尹成濟 / 3組:谷口友帆 / 4組:井垣理史) 

 
第01回 オリエンテーション(課題説明・イメージトレーニング100) 
    フィールドワークについて  
第02回 紙による幾何形態の立体制作 / 立体の構造を知る 
    サンプルによる折りパターンから課題の考察 
 
study1. - 規則的な折りの応用による立体物制作 (紙立体 – 単体) 
第03回 study1 - 規則的な折りパターン構造の研究1 / 試作 
第04回 study1 - 規則的な折りパターン構造による立体の制作 
第05回 study1 - 規則的な折りパターン構造による立体の制作 
 
study2. – ユニットにによる立体物制作 (紙立体 – 結合) 
第06回 study2 - リズム、結合から表面のテクスチュア研究1 
第07回 study2 - 組み合わせによる連続的、リズム的な形の制作 
第08回 study2 - 組み合わせによる連続的、リズム的な形の制作 
 
study3. – 立体の構造と陰影 (布・ステン線による立体 – 9面) 
第09回 study3 - 布による造形と陰影の研究1 
第10回 study3 - 布による造形と陰影の制作 
 
study4. – 線材と構造 
第11回 study4 - 線材によるによる立体構造物の研究1 
第12回 study4 - 線材によるによる立体構造物の制作 
第13回 study4 - 線材によるによる立体構造物の制作 
 
 
第14回 全体まとめ / クラス別講評 
第15回 作品展示と合同制作発表会 

 

                 
3限・4限(13:50~17:05) 

(1組:柴田知司 / 2組:井垣理史 / 3組:金昌郁 / 4組:藤巻徹) 
 

第01回 材料実験 - 様々な紙の性質と制作用の材料の理解 
     やぶる、折る、切る、揉む ... 
第02回 山折・谷折構造のパターンから展開 
    立体構造に発展させたプロセスを記録 / フィールドワーク 
 
study1. - 規則的な折りの応用による立体物制作 (紙立体 – 単体) 
第03回 study1 - 規則的な折りパターン構造の研究2 / 試作 
第04回 study1 - 規則的な折りパターン構造による立体の制作 
第05回 study1 - 規則的な折りパターン構造による立体の制作 
 
study2. – ユニットにによる立体物制作 (紙立体 – 結合) 
第06回 study2 - リズム、結合から表面のテクスチュア研究2 
第07回 study2 - 組み合わせによる連続的、リズム的な形の制作 
第08回 study2 - 組み合わせによる連続的、リズム的な形の制作 
 
study3. – 立体の構造と陰影 (布・ステン線による立体 – 9面) 
第09回 study3 - 布による造形と陰影の研究2 
第10回 study3 - 布による造形と陰影の制作 
 
study4. – 線材と構造 
第11回 study4 - 線材によるによる立体構造物の研究2 
第12回 study4 - 線材によるによる立体構造物の制作 
第13回 study4 - 線材によるによる立体構造物の制作 
 
 
第14回 全体まとめ / クラス別講評 
第15回 作品展示と合同制作発表会 

 
使用教科書 
テーマごとにテキストや資料などを用意する。／過去の参考作品紹介(スライド及び実物展示) 
自己学習の内容等アドバイス 

各クラスの授業内容は大枠で統一されています。担当する教員の専門分野によって多少の内容が異なる場合もあるの

で、時間が許す限り他のクラスに積極的に見学する事を進める。 
終的には共同制作発表会を行い、お互いの結果物から今後のデザイン活動に生かすようにすること。  



（2015.4 更新）                                     ［2015 年度版］ 

 
[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

デザイン基礎ⅡＢ（表現） 実習 
平光 無門・黄 ロビン 

冨安 由紀子・尹 成濟 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ １年次後期 必修 ※教職必修科目、［クラス分け］ 

授業の到達目標及びテーマ 
この授業はデザイン基礎 IA・IIA(発想と展開)と並行しデザイン表現においての基礎スキルを向上させるため

の授業である。デザイン基礎 IIB(表現)ではデザインの表現や展開する基礎的なメソッド（技法）を中心に、

表現基礎としてのタイポグラフィ・色彩構成・平面構成・立体構成、空間の構造などを視覚的に表現する原理

と立体または空間的技法などに様々な角度で試みる。 

授業の概要 

この授業では、4 つの分野、文字・平面・立体・空間に分けてデザイン基礎表現のプログラムを設定し学習す

る。すべての分野に基本となるタイポグラフィデザインは、活字の歴史、文字の成立と生成のメカニズムをア

ナログ・デジタル両面から学ぶことから始め、デザインにおいて も重要な要素としての構成原理(統一と変

化、バランス、リズム、対称、調和、強調、連続リピティション、グラデーションなど)を理解した上での色

彩・平面、立体・空間の基礎デザインを学ぶ。また、光や音や素材が造形に大きく関わっている事柄を理解し

デザイン表現を試みる。 

学生に対する評価の方法 

1.展開するための理解度や応用、応用して行くプロセスの展開力30% 

2. 終プレゼンテーションでの成果物50% 

3.授業の参加姿勢20% 

授業計画（回数ごとの内容等） 
 

本授業は、4クラスが7週単位で行い、前後期4の課題が行われることになる。 

 

 

1クラス 

◆空間構成:黄ロビン 

第01回 構成原理の立体的な理解 

第02回 幾何学的な形状による光と影の構成練習 

第03回 直線的なボリューム 

第04回 立体の構成練習 

第05回 曲線的なボリューム 

第06回 空間の構成練習 

第07回 まとめ/講評 

◆色彩構成:冨安由紀子 

第08回 色彩とは（色相・彩度・明度） 

第09回 基本的な対比構成の演習 

第10回 点による色彩構成 

第11回 線による色彩構成 

第12回 面による色彩構成 

第13回 言語イメージによる平面構成 

第14回 まとめ/講評 

 
第15回 合同制作発表会 / 全体講評 
 

 

3クラス 

◆ドアノブ制作:平光無門 

第01回「握るかたち」アイデアスケッチ 

第02回 エスキースモデル制作 

第03回 三面図、墨つけ 

第04回 木工制作 

第05回 木工制作 

第06回 木工制作、塗装 

第07回  製図、講評 

◆タイポグラフィ : 尹成濟 

第08回 typographyとは、視感覚の訓練 

第09回 視覚調整の重要性と文字のエレメント 

第10回 文字の構造とシステム(ローマ字、漢字、仮名) 

第 11 回 濃度と大きさ /コンポジションによる組版練

習 

第12回 グリッドシステムと組版 

第13回 タイポグラフィと組版スタディー講評 

第14回 組版スタディー/まとめ/講評 

 
第15回 合同制作発表会 / 全体講評 
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2クラス 
◆タイポグラフィ : 尹成濟 

第01回 typographyとは、視感覚の訓練 

第02回 視覚調整の重要性と文字のエレメント 

第03回 文字の構造とシステム(ローマ字、漢字、仮名) 

第04回 濃度と大きさ /コンポジションによる組版練習 

第05回 グリッドシステムと組版 

第06回 タイポグラフィと組版スタディー講評 

第07回 組版スタディー/まとめ/講評 

◆空間構成:黄ロビン 

第08回 構成原理の立体的な理解 

第09回 幾何学的な形状による光と影の構成練習 

第10回 直線的なボリューム 

第11回 立体の構成練習 

第12回 曲線的なボリューム 

第13回 空間の構成練習 

第14回 まとめ/講評 

 
第15回 合同制作発表会 / 全体講評 

 

 

4クラス 

◆色彩構成:冨安由紀子 

第01回 色彩とは（色相・彩度・明度） 

第02回 基本的な対比構成の演習 

第03回 点による色彩構成 

第04回 線による色彩構成 

第05回 面による色彩構成 

第06回 言語イメージによる平面構成 

第07回 まとめ/講評 

◆ドアノブ制作:平光無門 

第08回「握るかたち」アイデアスケッチ 

第09回 エスキースモデル制作 

第10回 三面図、墨つけ 

第11回 木工制作 

第12回 木工制作 

第13回 木工制作、塗装 

第14回  製図、講評 

 
第15回 合同制作発表会 / 全体講評 

使用教科書 
授業進行に応じて、各担当教員が書籍・資料などを適宜提示、配付する。 
 

自己学習の内容等アドバイス 

事前に予測して計画を徹底的に行い実行すること。 

配布テキストや資料などをまとめるためのファイルは必ず持参すること。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

デザインプロジェクトⅠ 講義 

木村・河村・川原・平光・梶田 

大島・黄・金・冨安・中西・尹 

井垣・藤巻・柴田・谷口 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ １～２年次 必修 ［クラス分け］ 

授業の到達目標及びテーマ 
デザインプロジェクトⅠはデザインプロジェクトⅡとの複合授業である。 

この授業では全学生が学年を越え、共通の課題に対してグループで研究を行う。 

昨今集団での行動や上下関係を敬遠しがちだが、経験を共有することで、相互理解とコミュニケーション力の

向上を目指す。上級生と下級生が教え学ぶことによって、学生の自主性や指導能力を向上させることを期待す

る。 

グループ内での各自の役割を認識し、積極的にその役割を全うすること。 
授業の概要 

実体験に基づく問題解決型の課題に対して、各グループで自由に取り組む。 

グループ活動の滑らかな運営に加えて、全員で実際的な結論に至ることを目標とし、経過も含めレポート形式

で提出。 

学生に対する評価の方法 

課題への取組み姿勢、グループ内での協調性、授業への参画態度を加えた総合評価を行う。 

授業計画（回数ごとの内容等） 
本学習は2年間で2単位15週をめどに開講する。 
 
1年目前期4回、後期4回相当 
2年目前期4回、後期4回相当 
とし、全体ガイダンスを前期に、総合発表会を後期に実施する。 
 
テーマ例 
・コミュニケーションの向上を目的とした学外研修の企画立案 
・同、計画と実施 
 
・「D棟への往復を楽しくするには」「限られた材料で指定の造形をするには」などの問題解決型テーマ 
・同、プレゼンテーションまたは試作大会 
 
その他状況に応じて流動性を持たせた授業内容とする。 

使用教科書 
特に指定しない。 

自己学習の内容等アドバイス 

他者とコミュニケーションを取ることを心がけること。学年、クラスを超えて取り組む授業のため、自分の役

割を決め込まず、経験したことのない役割に積極的に回ってみることを勧める。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

図学Ⅰ 講義 大島 淳子 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ １年次前期 選択  

授業の到達目標及びテーマ 
図学・図法の習熟は、造形およびデザインの創作における形態表現のために必要な基礎概念である。このこと

を理解し、演習を通じて作図の手法と表現媒体の特性を把握する。 

授業の概要 

前期では、イメージとかたちを結びつける基本の手順から、幾何学を使った平面図形や空間形態の基本的な要

素を抽出・照合し、表現しようとするかたちを図に組み立てる。 

学生に対する評価の方法 

受講態度、演習課題の目標達成度 

授業計画（回数ごとの内容等） 
第01回 図学の概要 

第02回 目測：直線、角度など 

第03回 線の構成 1・2 

第04回 基本作図12 A 

第05回 基本作図12 B 

第06回 直延 

第07回 いろいろな多角形 1：三角形と正五角形 

第08回 いろいろな多角形 2：正三角形から正十角形 

第09回 いろいろな多角形 3：連続した正多角形 

第10回 図面から見取り図 1 アクリル立方体評価 

第11回 図面から見取り図 2 アクリル立方体評価 

第12回 副投影面 

第13回 立方体の切り口 

第14回 切頭多面体 

第15回 地球儀について 

 

使用教科書 
授業時に解説・演習プリントを配布 

自己学習の内容等アドバイス 

授業中や授業後に不明な点を質問し、納得できる演習物の提出を心がける。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

図学Ⅱ 講義 大島 淳子 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ １年次後期 選択  

授業の到達目標及びテーマ 
図学・図法の習熟は、造形およびデザインの創作における形態表現のために必要な基礎概念である。このこと

を理解し、演習を通じて作図の手法と表現媒体の特性を把握する。 

授業の概要 

後期では書き表す図面が明解に整えられるよう、視覚的・感覚的表現と論理的秩序づけが相互に関係すること

を、形態の表現を通じて理解する。さまざまな作図形式の特性と多面性を知り、用途に適合する作図方法の特

質を使い分ける。 

学生に対する評価の方法 

受講態度、演習課題の目標達成度 

授業計画（回数ごとの内容等） 
第01回 地球儀のプレゼンテーション 1 

第02回 地球儀のプレゼンテーション 2 

第03回 JD（ジェイ・ダブリン）透視図法  1 透視図とは・TOP・ELE・MP 

第04回 JD透視図法  2 平行透視図法・45˚図法 

第05回 JD透視図法  3 30˚-60˚図法 1・2 

第06回 JD透視図法  4 三点透視図法 1・2 

第07回 JD透視図法  5 拡大・連続・分割 

第08回 JD透視図法  6 分割応用・楕円 1・2 

第09回 JD透視図法  7 楕円 3 

第10回 JD透視図法  8 GLID 1 

第11回 JD透視図法  9 GLID 2 

第12回 JD透視図法 10 イニシャル 

第13回 曲線 1 コンパス円弧 1・2・3・4 

第14回 曲線 2 アルキメデス曲線・つるまき曲線 

第15回 曲線 3 サイクロイド曲線・カージオイド・ネフロイド 

 

使用教科書 
授業時に解説・演習プリントを配布 

自己学習の内容等アドバイス 

授業中や授業後に不明な点を質問し、納得できる演習物の提出を心がける。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

デザイン論 講義 木村 一男 他 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ １年次前期 選択 

一部オムニバス形式 

※教職選択必修科目 

※教養一般開放科目 

授業の到達目標及びテーマ 
広範なデザインの領域の活動、その社会的役割や使命について解説することをテーマとして、総合的にデザイ

ン活動の全容を捉え、これからのデザイン学習の基本を習得することを目標とする。 

授業の概要 

前半をデザインの役割、分野、展開や社会とのつながり等について講義し、後半をオムニバス形式でデザイン

の各分野について担当教員が述べる。 

学生に対する評価の方法 

授業への参画態度（30％）と期末に提出するレポート（70％、テーマの選び方・論旨の独自性・すぐれた叙

述・丁寧さ／誤字脱字の諸点で採点）により評価する。 

授業計画（回数ごとの内容等） 
第1回 デザインを学ぶに際して 
第2回 デザインのめざすもの 
第3回 デザインの領域 
第4回 デザインの展開 
第5回 デザインと生活 
第６回 デザインと社会 
第７回 デザインと企業 
第８回 これからのデザイン 
第９回 ◆ヴィジュアル・デザインⅠ 
第10回 ◆ヴィジュアル・デザインⅡ 
第11回 ◆スペース・デザインⅠ 
第12回 ◆スペース・デザインⅡ 
第13回 ◆プロダクト・デザインⅠ 
第14回 ◆プロダクト・デザインⅡ 
第15回 まとめ 
◆＝オムニバス 

使用教科書 
参考図書：「現代デザイン事典」（平凡社 刊）、デザイン関係の雑誌 

自己学習の内容等アドバイス 

広いデザイン領域に視野を拡げ、あらゆる事象に常に関心を持って観察し、分析、評価する態度を持つことが

望ましい。 

 



（2015.4 更新）                                     ［2015 年度版］ 

 
[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

デザイン史 講義 木村 一男 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ １年次後期 選択  

授業の到達目標及びテーマ 
19世紀の産業革命に始まる近代デザイン運動の動きを、世界と日本の視点から通観することをテーマとして、

現代のデザイン活動に連なる大きなデザインの流れとその成果を理解し、これからのデザインを考える基礎を

作ることを目標とする。 

授業の概要 

前半で世界（ヨーロッパを中心に）のデザインの動きについて触れ、後半に明治から始まる日本のデザインの

歩みについて述べる。 

学生に対する評価の方法 

授業への参画態度（30％）と期末に提出するレポート（70％、テーマの選び方・論旨の独自性・すぐれた叙

述・丁寧さ／誤字脱字の諸点で採点）により評価する。 

授業計画（回数ごとの内容等） 
第1回 デザイン史を理解するために 
第2回 近代デザインのはじまり 
第3回 ヨーロッパの伝統と革新 
第4回 アートと産業の結びつき 
第5回 バウハウスの誕生 
第６回 ヨーロッパの動き 
第７回 ヨーロッパ・アメリカの現代デザイン 
第８回 アジアの台頭 
第９回 明治・大正のデザイン 
第10回 昭和モダニズム 
第11回 戦後のデザイン（1） 
第12回 戦後のデザイン（2） 
第13回 現代のデザイン 
第14回 これからの動き 
第15回 まとめ 
 

使用教科書 

参考図書：「世界デザイン史」「日本デザイン史」（いずれも美術出版社刊） 

自己学習の内容等アドバイス 

細かな事象の理解にとどまらず、大きい時代の流れを捉えるように努めること。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

生活と色彩 講義 平光 無門・冨安 由紀子 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ １年次前期 選択 ＜オムニバス＞ 

授業の到達目標及びテーマ 

この授業では①色彩体型の基本原理を知ること、②生活環境における色彩の認識と分析をすること、③現代生

活に欠かせない LED などのライティングや、SNS などの情報デジタルツールなど、新時代の色光の原理を知る

ことを到達目標とする。 

授業の概要 

上の目標に基づき、色彩史から色彩の三原則にいたる講義、映像・画像をとおして色彩の生活環境における実

例の鑑賞と解説、LEDによる混色実習とデジタルツールを使って色光の理論を知る。 

理論だけではなく体験により知ること。 

学生に対する評価の方法 

①授業への参画態度（20％） 
②色彩原理の小テストおよびレポート（50％） 
③コーディネート課題（30％） 
以上３点から総合的に評価する。 
授業計画（回数ごとの内容等） 

第  1回  ガイダンス りんごが赤く見えるわけ ＜平光 無門＞ 
第  2回  色彩史  虹を科学にしたニュートン ＜平光 無門＞ 
第  3回  色彩の原理（三原則）について マンセル・オストワルト ＜平光 無門＞ 
第  4回  PCCSについて トーンの概念 ＜平光 無門＞ 
第  5回  顔料と染料 日本の色彩感 ＜平光 無門＞ 
第  6回  塗装と素材 環境の色彩 ＜平光 無門＞ 
第  7回  色度図 ＜平光 無門＞ 
第  8回  コンピュータにおける色空間＜冨安 由紀子＞ 
第  9回  RGB、HSV、HLS、HTMLカラーコードについて＜冨安 由紀子＞ 
第 10回  CMYK分版のしくみ〜印刷物と液晶画面＜冨安 由紀子＞ 
第 11回  デジタルツールのカラーマネジメント＜冨安 由紀子＞ 
第 12回  デザイン系ソフトウエアにおける色彩の取り扱い①（Illustrator）＜冨安 由紀子＞ 
第 13回  デザイン系ソフトウエアにおける色彩の取り扱い②（Illustrator）＜冨安 由紀子＞ 
第 14回  デザイン系ソフトウエアにおける色彩の取り扱い③（Photoshop）＜冨安 由紀子＞ 
第 15回  カラーユニバーサルデザイン＜冨安 由紀子＞ 
 

使用教科書 

テキストを使用する。 
参考資料など適宜配布する。 

自己学習の内容等アドバイス 

毎週、時間外演習としてカラーコーディネートの課題を出す。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

観察と描写 演習 渡部 紀綱・井村 和寛 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ １年次前期 選択 ※教職選択必須科目、［クラス分け］ 

授業の到達目標及びテーマ 
 デザインの世界では、オリジナルなコンセプトやアイデアの発想力、造形力が求められる。そのための訓練として、

はじめは、自然物の形や秩序、或は人工物のデザイン性などを観察し描写する過程で、身に付けていくことが肝要で

ある。本授業では、異なるモチーフによる鉛筆描写の演習を通して、学生諸君が、①「物事を意識して注意深く観察

し、各種要素の多面的考察ができるようになる」こと、②「それらを意図通りに描写、表現できるようになる」こと、

そして、③「デザイン創作へのヒントを得る感覚を身に付ける」こと、このことが大きな到達目標である。 

授業の概要 

 本授業では、基礎的なモチーフの観察と鉛筆描写の技術習得を図るために、はじめは基本形体など単純なモチーフ

の描写からスタートする。次に少し複雑な自然物や人工物の描写へと進み、表現固有技術や質感表現なども学習し観

察力と描写力のレベルを上げていく。途中、動物などの描写や、着衣人物（バレリーナ）を観察し描写するなど、動

きを表現する能力を高めていくように計画してある。 終まとめとして、車両描写を課題として設定し変化を持たせ

た。 

学生に対する評価の方法 

①「観察と描写」内容についての知識習得と理解度。 

② 授業態度や意欲的な取り組み姿勢。 

③ 授業において制作された作品の達成度。 

 以上3点から総合的に評価する。 
授業計画（回数ごとの内容等） 
第01回    ガイダンス    授業内容説明。 

基本形体描写①  立方体（石膏）、円筒を描く。基本描画目標レベルを確認する。 

第02回   基本形づくり②  形づくりの為のパースペクティブ（透視図法）や補助的作図法を学ぶ。 
第03回   基本形体描写③  円筒形（製品）を描く。表面のグラフィックなども細かく描写。デザイン性も学ぶ。 
第04回   自然物の描写   複数の野菜、果物を描写。自然物の形や質感の表現を学ぶ。グループ分けして行う。 

第05回  動物スケッチ①  学外実習。東山動物園にて観察スケッチ実施。動物骨格、動き、形など特徴を記録。 

第06回   動物の描写…②  動物園でのスケッチを基に動物画（説明文も記述）を完成させる。輪郭、質感など注

意。濃密な仕上げ技術を学ぶ。試験形式にて実施。（写真使用不可）  

第07回  中間講評会    クラス単位で実施。 

第08回  日用品の描写①  異材質の日用品を各自が組み合わせて描写。人工物の質感描写および構図を学ぶ。 

第09回  日用品の描写②  上記描写を完成させる。形をはっきり描く（輪郭）。 

第10回   人物 デッサン①  バレリーナ（着衣）固定ポーズでデッサン。人体の骨格、筋肉の動き等を学ぶ。 
第11回   人物 デッサン②  バレリーナ（着衣）固定ポーズで描写。プロポーション、輪郭など注意し完成させる。 

第12回   車両スケッチ①  学外実習。自動車博物館にてスケッチ実施。形、プロポーション、構造、デザイン性 

               等の特徴を観察し、スケッチに記録する技術を学習。 

第13回   車両の描写…②  自動車博物館でのスケッチを基に車両画（説明文も記述）を完成させる。対象車両の 

               特徴部位を強調して描くと良い。試験形式にて実施。（写真使用不可） 
第14回   総合講評会    クラス単位で実施。 
第15回   合同制作発表会 
使用教科書 
 授業時にサンプル作品を提示し解説。その他、適宜紹介。 

自己学習の内容等アドバイス 

 課題についての事前の予習も効果的である。授業外でも、常に物事に対して興味と観察の意識を持つこと。 
その結果を描く習慣も身に付けることが大事である。繰り返し、忍耐強く反復練習して下さい。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

デサインドローイング 演習 渡部 紀綱・江口 倫郎 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ １年次後期 選択 ［クラス分け］ 

授業の到達目標及びテーマ 
 新しいデザインを発想し、提案していく過程では、各種の「手描きスケッチワークによるデザイン表現法」が簡便
かつ効率的な手段である。デザイン開発の基礎技術の一環として、学生諸君がこれらの表現力を身に付けておくこと
は必要不可欠である。 
 本授業の目標は、前期で学んだ「観察と描写」を基礎に、①「各種画材特性を理解し、手描きデザイン表現技法が
習得できる」こと、②「それぞれのスケッチとその使用目的の関係を理解できる」こと、③総合的には、「自らのデザ
インを、自由に幅広く創意溢れるスケッチで表現し、デザイン提案が活発に出来るようになる」こと、ここにある。 

授業の概要 

 上記デザイン表現技法に使われる主要画材は、色鉛筆、パステル、マーカー、水彩、アクリルガッシュ等である。 

本授業では、これら画材の描画に慣れる為に、課題毎に異なる画材を使用する。また、課題は、シンプルな基本形体

や日常品をモチーフにしたスケッチから始め、グラフィック、イラストレーションや建築パース・スケッチなども取

り上げ、バラエティを持たせてある。 後には、車両デザインのプレゼンテーションレンダリングを経験出来るよう

に計画した。作品の評価はステップアップに大事である。第7回と第14回は講評会を設定してある。 

学生に対する評価の方法     
①デザインドローイングについての内容の理解度と情報収集力。                       

②授業態度や意欲的な取り組み姿勢。 

③授業において制作された作品の達成度。 

 以上3点から総合的に評価する。 
授業計画（回数ごとの内容等） 

第01回  ガイダンス  授業内容、画材、デザインドローイングについての説明。 

 ≪第１回から４回迄、マーカーの使い方と基本的なデザイン表現技術を学習≫ 

     基本形“立方体”描画。グレースケールマーカーによるスケッチ。形、パース、陰影、影を正確に表現。  

第02回  基本形“円筒形”描画。グレースケールマーカーによるスケッチ。形、楕円、陰影、影を正確に表現。 

第03回  透明樹脂製“水差し”デザイン。マーカーによるパース・スケッチ。色付き透明材質感の表現法。    

第04回  金属光沢面“コーヒーポット”デザイン。マーカー、パステルによるパース・スケッチ。面質感表現法。 

 ≪第５回目以降は、パステル、アクリルガッシュ、水彩等によるデザイン表現技術を学習≫ 

第05回  動物の“形の変態”デザイン ① パステル、マーカー、ガッシュ等により動物の変態グラフィックエレ 

メントを創案。エレベーションスケッチによる表現法で纏める。 

第06回  動物の“パッケージ”デザイン② 上記案を、立方体（3面描画）へ彩色展開。パッケージデザイン学習。 

 

第07回  中間講評会（クラス単位で実施） 

 

第08回  人物“身近な人々”イラストレーション① アクリルガッシュによるレンダリング。表現技術と色々な 

      人物イラスト化の方向性も検討する。    

第09回  人物“身近な人々”イラストレーション② 上記をプレゼンテーションイラストとして仕上げる。 

第10回  小建築“外観或は室内”デザイン① 建築パース スケッチとして、透明水彩デザインスケッチを描画。 

     モチーフを中心に明確に表現する。人物挿入。背景の省略化手法も練習。 

第11回  小建築“外観或は室内”デザイン② 上記を プレゼンテーションスケッチとして仕上げる。 

第12回  車両“コンパクト一人乗りモビィリティ”デザイン① アクリルガッシュによるプロダクトレンダリン 

グ技術を学ぶ。人物挿入法や車両デザインノーハウなども学習。 

第13回  車両“コンパクト一人乗りモビィリティ”デザイン② 上記をプレゼンテーションレンダリングに纏め 

る。 

 

第14回  総合講評会（クラス単位で実施）                         

第15回  合同制作発表会                         注 パース（パースペクティブ） 

使用教科書 
授業時にサンプル作品を提示し解説。その他、適宜紹介。 

自己学習の内容等アドバイス 

何事にも興味を持ち、良く観て描いてみる。この習慣を身に付けることがまず必要である。授業で学んだ表現技法を

更に高めていくためにも、各自、反復練習することが も大切である。 
また、次回の授業で取り上げられる課題、テーマについて、事前にアイデアを創案しておくこと。  
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

デジタルデザイン基礎Ⅰ 演習 
井垣 理史・柴田 知司 

谷口 友帆・藤巻 徹 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ １年次前期 選択 ※教職必修科目、［クラス分け］ 

授業の到達目標及びテーマ 
1940年代に実用デジタルコンピュータが登場して以来、1980年代以降の作業の電子化・一元化を実現したDTP 

[Desktop Publishing] 技術の発展を経て、今日におけるデジタルデザイン表現は進化とともに、よりパーソナ

ル化されてきた。本授業は、後期に実施する「デジタルデザイン基礎Ⅱ」と連携した複合授業になる。授業の

到達目標としては、今後のデジタルメディアの推移に柔軟かつ適切な対応ができるよう、コンピュータリテラ

シーを導入口とし、コンピュータグラフィックスを用いた構成、観察による表現を実施、 終的には様々な動

的メディアを活用したデザイニングの修得を目指して演習を展開する。 

授業の概要 

グラフィックソフトウェア（Adobe Illustrator：ドローイング／Adobe Photoshop：フォトレタッチ）の基本

的な操作・技術を修得する。また、制作を進める上で関連する入力（デバイス・スキャナ・カメラ等）や出力

（ディスプレイ・プリンタ・プロッタ等）の知識も養い、まとめとして文字・画像・音・映像といったマルチ

メディア要素の扱いを理解し、オーサリング（統合・編集）作業を実施しながら、新規性・独自性に富んだ発

想をデザイン表現に至らせる具体的なプロセスや手段を学ぶ。 

学生に対する評価の方法 

授業態度(20%)・修得度＋課題評価(80%) ※演習を中心に進行するため、欠席や遅刻は控える事。 

授業計画（回数ごとの内容等） 
第01回  授業説明：ガイダンス／コンピュータリテラシー（Macintosh） 
第02回  Adobe Illustrator演習① [導入・基本]：基本機能／オブジェクト 
第03回  Adobe Illustrator演習② [基本]：パス／色 
第04回  Adobe Illustrator演習③ [基本]：文字／効果とアレンジ 
第05回  課題説明：「ドローイング課題」（概要説明／作品紹介／進行方法） 

機器操作①：イメージスキャナの概要（スキャン／解像度／ファイル形式） 
第06回  機器操作②：イメージスキャンの入力（素材収集／画像データの読込と扱い） 
      課題制作①：「ドローイング課題」（テーマ・コンセプト設定／制作） 
第07回  課題制作②：「ドローイング課題」（制作／チェック／調整・まとめ） 

機器操作③：プリントアウト（レーザープリンタ：マット用紙） 
第08回  Adobe Photoshop演習① [導入・基本]：基本機能／補正 
第09回  Adobe Photoshop演習② [基本]：描画／選択とマスク 
第10回  Adobe Photoshop演習③ [基本]：レイヤー／フィルター 
第11回  課題説明：「フォトレタッチ課題」（概要説明／作品紹介／進行方法） 
      機器操作④：デジタルカメラの概要（写真撮影／画素数／ファイル形式） 
第12回  機器操作⑤：デジタルカメラの入力（素材収集／写真データの読込と扱い） 
      課題制作①：「フォトレタッチ課題」（テーマ・コンセプト設定／制作） 
第13回  課題制作②：「フォトレタッチ課題」（制作／チェック／調整・まとめ） 
      機器操作⑥：プリントアウト（インクジェットプリンタ：光沢用紙） 
第14回  作品講評：「ドローイング & フォトレタッチ課題」（発表／提出） 
第15回  前期合同制作発表会（作品展示発表／課題プレゼンテーション） 

使用教科書 
「Illustrator逆引きデザイン事典」「Photoshop逆引きデザイン事典」（翔泳社） 

※第02週目以降はデータ保存用のUSBフラッシュメモリを持参する事。 

自己学習の内容等アドバイス 

操作演習では授業内容をよく理解し、修得に至るまで繰り返し復習を実施するようにする事。 

課題制作ではPCのみで作業を終始させるのではなく、アナログ的な手法を取り入れる工夫も試みる事。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

デジタルデザイン基礎Ⅱ 演習 
井垣 理史・柴田 知司 

谷口 友帆・藤巻 徹 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ １年次後期 選択 ※教職必修科目、［クラス分け］ 

授業の到達目標及びテーマ 
1940年代に実用デジタルコンピュータが登場して以来、1980年代以降の作業の電子化・一元化を実現したDTP 

[Desktop Publishing] 技術の発展を経て、今日におけるデジタルデザイン表現は進化とともに、よりパーソ

ナル化されてきた。本授業は、前期に実施する「デジタルデザイン基礎Ⅰ」と連携した複合授業になる。授業

の到達目標としては、今後のデジタルメディアの推移に柔軟かつ適切な対応ができるよう、コンピュータリテ

ラシーを導入口とし、コンピュータグラフィックスを用いた構成、観察による表現を実施、 終的には様々な

動的メディアを活用したデザイニングの修得を目指して演習を展開する。 

授業の概要 

グラフィックソフトウェア（Adobe Illustrator：ドローイング／Adobe Photoshop：フォトレタッチ）の基本

的な操作・技術を修得する。また、制作を進める上で関連する入力（デバイス・スキャナ・カメラ等）や出力

（ディスプレイ・プリンタ・プロッタ等）の知識も養い、まとめとして文字・画像・音・映像といったマルチ

メディア要素の扱いを理解し、オーサリング（統合・編集）作業を実施しながら、新規性・独自性に富んだ発

想をデザイン表現に至らせる具体的なプロセスや手段を学ぶ。 

学生に対する評価の方法 

授業態度(20%)・修得度＋課題評価(80%) ※演習を中心に進行するため、欠席や遅刻は控える事。 

授業計画（回数ごとの内容等） 
第01回 授業説明：ガイダンス／メディアリテラシー 

    機器操作①：映像の概要（映像撮影／メディア／ファイル形式） 

第02回 機器操作②：映像の入力（素材収集／映像データの読込と扱い） 

    マルチメディア演習① [ムービー]：動画（読込／イベント／プロジェクト） 

第03回 マルチメディア演習② [ムービー]：動画（クリップ／編集／エフェクト） 

第04回 マルチメディア演習③ [サウンド]：音（読込／ライブラリ／トラック） 

第05回 マルチメディア演習④ [サウンド]：音（編集／ミキシング／アレンジ） 

第06回 課題説明：「オーサリング & パッケージング課題」（概要説明／作品紹介／進行方法） 

    課題制作①：「オーサリング課題」（テーマ・コンセプト設定／企画） 

第07回 課題制作②：「オーサリング課題」（絵コンテ／素材収集／制作） 

第08回 課題制作③：「オーサリング課題」（絵コンテ／素材収集／制作） 

第09回 課題制作④：「オーサリング課題」（制作／チェック／調整・まとめ） 

    マルチメディア演習⑤ [コンテンツ]：統合・編集（変換／読込／コンテンツ／書出） 

第10回 Adobe Photoshop演習① [応用]：描画／補正／加工 

    Adobe Photoshop演習② [応用]：トリミング／合成／効果 

第11回 Adobe Illustrator演習① [応用]：描画／配置／ページ設定 

    Adobe Illustrator演習② [応用]：レイアウト／フォント／文字組 

第12回 課題制作①：「パッケージング課題」（ページネーション／制作） 

第13回 課題制作②：「パッケージング課題」（制作／チェック／調整・まとめ） 

    機器操作③：プリントアウト（各プリンタ：画材&コート用紙／DVD-R） 

第14回 作品講評：「オーサリング & パッケージング課題」（発表／提出） 

第15回 後期合同制作発表会（作品展示発表／課題プレゼンテーション） 

使用教科書 
前期授業で使用した教科書（その他の演習プリント・参考文献・作品例は適宜配付・提示・紹介） 
※前期授業と同様、データ保存用のUSBフラッシュメモリを持参する事。 

自己学習の内容等アドバイス 

操作演習では授業内容をよく理解し、修得に至るまで繰り返し復習を実施するようにする事。 
課題制作ではPCのみで作業を終始させるのではなく、アナログ的な手法を取り入れる工夫も試みる事。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

絵画 実習 小川 淳 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ １年次後期（集中） 選択 ※教職必修科目 

授業の到達目標及びテーマ 

 絵（約F10号）を一枚描く。 

 ※F10(530×455ｍｍ)はA2サイズ(594×420)くらいの大きさ。  

 モチーフやテーマは自由とする。 

 好きなもの、描きたいもの、興味関心のあるものを、心おきなく自由に描くことが望ましい。 

授業の概要 

 アクリル絵具などの画材を使って7日くらい掛けて一枚の絵を完成させていく。 

 空想画やイメージ画を描く場合は、モチーフの代わりに、必要な資料や画集、画像などを各自準備してくる

こと。 

 時間内に一枚の絵を仕上げ、 後に講評会をおこなう。 

 毎回の授業の始め30分ほどで、画集、スライド、または実際の絵を使った話をする。 

 技法については、画材や表現目的によって千差万別であり、必要な技術指導、画材説明を適宜行う。     

学生に対する評価の方法 

 描かれた絵の表現力、技術力、テーマ性などを総合的に評価する。 

授業計画（回数ごとの内容等） 

第1日 ガイダンス モチーフやテーマの決定 構図の決定 
第2日 実習 F10号程度のキャンバスに描画 
第3日 実習       〃 
第4日 実習 中間講評  〃   
第5日 実習       〃   （随時技法やテーマなど相談に応ずる） 
第6日 実習       〃 
第7日 実習       〃 
第8日 講評 作品発表（表現したかったことや感想などについて） 
 

使用教科書 

 普段使っているアクリルガッシュや筆などの画材一式を持参の事。 
 

自己学習の内容等アドバイス 

絵画の範囲は広いので、出来るだけ自由に考えること。 
「こういうものが描いてみたい」「こういう技法を習得したい」「こういう絵はどうしたら描けるのか」など、幅

広く疑問やチャレンジ精神を持って、授業に臨むこと。 
美術展や画集、映画などをたくさん見て、描きたいものを描くようにする。 
「描きたいものはないが、絵がうまくなりたい」という方は、その旨申し出る事。 
画材はアクリル絵具を予定しているが、油彩希望の方は申し出ること。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

工房実習 実習 
金 昌郁・尹 成濟 

井垣 理史・藤巻 徹・柴田 知司 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

１ １～２年次（集中） 選択 

１年次：2016年度まで継続履修 

２年次：2014年度から継続履修 

［クラス分け］＜オムニバス＞ 

授業の到達目標及びテーマ 
デザイン学科は課題の出力や模型などを作るための様々な工房を整えており、こういった施設は本授業を履修

することで一部の設備は学生独自で自由に使用することが出来る。本授業では、各工房の概要を知り、設備を

実際に体験し、安全な使用方法を学ぶことで課題制作の表現力を向上させる技術を習得する。 

授業の概要 

本授業では受講者を10-15名程度のグループに分け各工房の設備の紹介・使用体験を行う。 

7講座（木工A・木工B・金工・レーザー・塗装・デジタル・写真）を開講し、そのうち3-5講座を各自の専門性に

合わせて選択する。 

またそれぞれの講座は1-2年次の間に、より適当と判断される時期に開講する予定である。 

学生に対する評価の方法 

各設備の理解度および授業態度 

授業計画（回数ごとの内容等） 
第01-03回 オリエンテーション、工房・設備紹介、選択講座履修説明 

第04-15回 各工房体験 

 

講座（下記7講座の内3-5講座を各自の専門性に合わせて選択） 

講座01 ＜木工A＞［4コマ・金］ 
 木工室の概要、使用規則説明、服装や作業環境などの安全確認・電動工具の紹介と加工を行う。 

 使用機材：ベルトサンダー、ボール盤、糸のこ盤など 

講座02 ＜木工B＞［4コマ・金］※木工Bは木工A受講修了者のみ選択可。 
 大型機械の体験を行う。 

 使用機材：傾斜丸のこ盤、大型丸のこ盤、自動カンナ盤など 

講座3＜デジタル＞［4コマ・柴田］ 
 PCで作成したデータを様々な形式で出力加工するの操作実習を行う。 

 使用機材：フラットベッドスキャナ、大型インクジェットプリンタ、カッティングプロッタ 

講座4＜写真＞［4コマ・尹］ 
 基本的な撮影機材の概要説明から課題作品の撮影方法の実習を行う。 

 使用機材：一眼レフカメラ、照明、露出計など 

講座5＜金工＞［4コマ・井垣］ 
 諸設備の正しい使い方、加工技術を紹介し一部加工実習を行う。 

 使用機材：プラズマ溶断機、旋盤、半自動溶接機、パイプベンダー、バーナー、タップ＆ダイスなど 

講座6＜レーザー加工機＞［4コマ・藤巻］ 
 レーザー加工機の使い方を学ぶ。 

講座7＜塗装＞［4コマ・金］ 
 基本的な設備の使い方を知り、塗装体験を行う。 

 使用機材：スプレーガン、塗装ブースなど 

使用教科書 
必要に応じて随時紹介する 

自己学習の内容等アドバイス 

様々な印刷物や造形物を観察し、どのような技法で制作されているかを研究する等、日頃から道具との関連を

意識するよう心がける。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

デザイン基礎ⅢＡ 実習 

大島 誠・金 昌郁・黄 ロビン 

冨安 由紀子・尹 成濟・服部 行晴 

平尾 正俊・松井 伸之 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

３ ２年次前期 必修 ［クラス分け］ 

授業の到達目標及びテーマ 
デザインにおいては分野を問わず、企画立案する思考力とそれを実現する行動力、表現する造形力が必須であ

る。これらがあって初めて問題解決に至る提案が可能となる。 

本授業では『食』を学年全体の共通テーマとして設定し制作する。普遍的な大テーマから問題を発見し、各自

のテーマとして発展させ、解決に至る提案へと展開する。 

また、調査や前提条件の整理、分析による問題の発見など造形以前のプロセスも重視する。立案から造形に至

るデザインの過程について、総合的に習得することを目標とする。 

授業の概要 

 少人数のグループで調査・ディスカッションを行い、それらを元に個人テーマへと移行して個別に制作を行

う。デザインの分野（ビジュアルコミュニケーション、空間計画、立体造形）は意識せず、網羅的かつ自由な

アプローチを目指すものとする。 

全体の流れとしては、 

１． 調査によって現状を知り、対象を理解する 

２． 問題点を発見し、発生要因と解決策について仮説を立てる（企画立案・デザインコンセプト） 

３． デザインコンセプトに沿って制作、新しいデザイン提案としてプレゼンテーションを行う 

◎基本的にクラス単位で運営するが、教員は専門性に応じてアドバイスを行うので、制作の手法や分野によっ

てはクラスをまたいで往来してよい。 

学生に対する評価の方法 

受講態度と作品審査（テーマの内容、独自性、表現の充実、デザインによる問題解決の姿勢） 

授業計画（回数ごとの内容等） 
第01回 全体オリエンテーション、調査グループ分け 

第02回 ［グループ］事前調査～情報収集とディスカッション、 

     学年全体特別講義「管理栄養学の視点から食を語る」（管理栄養学科専任教員による授業） 

第03回 ［グループ］事前調査～情報収集とディスカッション（テーマの設定） 

     クラス別講義「情報の整理とダイヤグラム」 

第04回 事前調査のまとめ～テーマの決定 

第05回 ［個人］調査発表（テーマ〜仮説〜デザイン提案の方向性） 

第06回 ［個人］制作／進捗の報告と個別指導 

第07回 ［個人］制作／進捗の報告と個別指導 

第08回 テーマ、表現手法などに関するクラス内ディスカッション（中間チェック1） 

第09回 ［個人］制作／進捗の報告と個別指導 

第10回 ［個人］制作／進捗の報告と個別指導 

第11回 ［個人］制作／進捗の報告と個別指導 

第12回 テーマ、表現手法などに関するクラス内ディスカッション（中間チェック2） 

第13回 プレゼンテーションツールの制作、まとめ／個別指導 

第14回 プレゼンテーション／講評 

第15回 合同制作発表会 

使用教科書 
特に教科書は定めず、担当教員が書籍、資料などを適宜配布する。 

自己学習の内容等アドバイス 

テーマを広汎に捉え、日常生活で常に意識して周囲を観察すること。社会的な報道にも気を配ること。無罫線

のノート、デジタルカメラなどを常に携帯し、疑問やアイディアなどは随時記録すること。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

デザイン基礎ⅢＢ 実習 

山内 瞬葉・小島 徳太郎 

黄 久美子・新家 春二 

平光 無門・小島 篤 

大島 誠・河村 暢夫 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

３ ２年次前期 必修 
※教職必修科目 

＜オムニバス＞[クラス分け] 

授業の到達目標及びテーマ 
 デザイン専門領域の概要を、基礎実習の体験により知ることを到達目標とする。 

 4 クラスが、時期をずらしながら 4 つのデザイン計画課題に取り組み、後期からの分野選択にそなえること

を目標とする。 

授業の概要 

 デザイン基礎ⅢB においては、グラフィックデザイン、インテリアデザイン、プロダクトデザインのプロセ

スを学ぶ。また印刷物、建築物、工業製品などの幅広い材料に関する知識と使用を想定した機能についても学

び、デザインナーに必要な計画力を身につける。作品の提出時には講評会をおこなう。 

学生に対する評価の方法 

①授業への参画態度（20％） 

②提出レポートや制作作品の内容および表現方法（80％） 

以上２点から総合的に評価する。 

授業計画（回数ごとの内容等） 
 

[1クラス] 

グラフィック課題1 自然の中から美しい形をみつける。樹・草・果・花・貝ガラ・動物・・ 

第  1回  課題説明、テーマの設定 ＜新家 春二2コマ＞＜山内 瞬葉2コマ＞ 

第  2回  収集、制作 ＜新家 春二2コマ＞＜山内 瞬葉2コマ＞ 

第  3回  制作仕上げ、提出 ＜新家 春二2コマ＞＜山内 瞬葉2コマ＞ 

プロダクト課題 ペン皿（アクリル樹脂を素材として真空成形で制作する） 

第  4回  導入、制作 ＜大島 誠2コマ＞＜河村 暢夫2コマ＞ 

第  5回  制作 ＜大島 誠2コマ＞＜河村 暢夫2コマ＞ 

第  6回  制作、プレゼン ＜大島 誠2コマ＞＜河村 暢夫2コマ＞ 

インテリア課題 住宅プラン、平面図、立面図、 

第  7回  プランニング ＜平光 無門2コマ＞＜小島 篤2コマ＞ 

第  8回  外観デザイン ＜平光 無門2コマ＞＜小島 篤2コマ＞ 

第  9回  コーディネートボード作成、プレゼン表現 ＜平光 無門2コマ＞＜小島 篤2コマ＞ 

グラフィック課題2 タイポグラフィとイラストレーションを応用した基礎デザイン、 

第 10回  導入、制作 ＜黄 久美子2コマ＞＜小島 徳太郎2コマ＞ 

第 11回  制作 ＜黄 久美子2コマ＞＜小島 徳太郎2コマ＞ 

第 12回  制作、プレゼン ＜黄 久美子2コマ＞＜小島 徳太郎2コマ＞ 

第 13回  講評会、まとめと作品のファイリング ＜黄 久美子2コマ＞＜小島 徳太郎2コマ＞ 

第 14回  講評会、まとめと作品のファイリング ＜黄 久美子2コマ＞＜小島 徳太郎2コマ＞ 

第 15回  合同制作発表会 ＜全員＞ 
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[２クラス] 

グラフィック課題2 タイポグラフィとイラストレーションを応用した基礎デザイン、 

第  1回  導入、制作 ＜黄 久美子2コマ＞＜小島 徳太郎2コマ＞ 

第  2回  制作 ＜黄 久美子2コマ＞＜小島 徳太郎2コマ＞ 

第  3回  制作、プレゼン ＜黄 久美子2コマ＞＜小島 徳太郎2コマ＞ 

グラフィック課題1 自然の中から美しい形をみつける。樹・草・果・花・貝ガラ・動物・・ 

第  4回  課題説明、テーマの設定 ＜新家 春二2コマ＞＜山内 瞬葉2コマ＞ 

第  5回  収集、制作 ＜新家 春二2コマ＞＜山内 瞬葉2コマ＞ 

第  6回  制作仕上げ、提出 ＜新家 春二2コマ＞＜山内 瞬葉2コマ＞ 

プロダクト課題 ペン皿（アクリル樹脂を素材として真空成形で制作する） 

第  7回  導入、制作 ＜大島 誠2コマ＞＜河村 暢夫2コマ＞ 

第  8回  制作 ＜大島 誠2コマ＞＜河村 暢夫2コマ＞ 

第  9回  制作、プレゼン ＜大島 誠2コマ＞＜河村 暢夫2コマ＞ 

インテリア課題 住宅プラン、平面図、立面図、 

第 10回  プランニング ＜平光 無門2コマ＞＜小島 篤2コマ＞ 

第 11回  外観デザイン ＜平光 無門2コマ＞＜小島 篤2コマ＞ 

第 12回  コーディネートボード作成、プレゼン表現 ＜平光 無門2コマ＞＜小島 篤2コマ＞ 

第 13回  講評会、まとめと作品のファイリング ＜平光 無門2コマ＞＜小島 篤2コマ＞ 

第 14回  講評会、まとめと作品のファイリング ＜平光 無門2コマ＞＜小島 篤2コマ＞ 

第 15回  合同制作発表会 ＜全員＞ 

 

 

 

[３クラス] 

インテリア課題 住宅プラン、平面図、立面図、 

第  1回  プランニング ＜平光 無門2コマ＞＜小島 篤2コマ＞ 

第  2回  外観デザイン ＜平光 無門2コマ＞＜小島 篤2コマ＞ 

第  3回  コーディネートボード作成、プレゼン表現 ＜平光 無門2コマ＞＜小島 篤2コマ＞ 

グラフィック課題2 タイポグラフィとイラストレーションを応用した基礎デザイン、 

第  4回  導入、制作 ＜黄 久美子2コマ＞＜小島 徳太郎2コマ＞ 

第  5回  制作 ＜黄 久美子2コマ＞＜小島 徳太郎2コマ＞ 

第  6回  制作、プレゼン ＜黄 久美子2コマ＞＜小島 徳太郎2コマ＞ 

グラフィック課題1 自然の中から美しい形をみつける。樹・草・果・花・貝ガラ・動物・・ 

第  7回  課題説明、テーマの設定 ＜新家 春二2コマ＞＜山内 瞬葉2コマ＞ 

第  8回  収集、制作 ＜新家 春二2コマ＞＜山内 瞬葉2コマ＞ 

第  9回  制作仕上げ、提出 ＜新家 春二2コマ＞＜山内 瞬葉2コマ＞ 

プロダクト課題 ペン皿（アクリル樹脂を素材として真空成形で制作する） 

第 10回  導入、制作 ＜大島 誠2コマ＞＜河村 暢夫2コマ＞ 

第 11回  制作 ＜大島 誠2コマ＞＜河村 暢夫2コマ＞ 

第 12回  制作、プレゼン ＜大島 誠2コマ＞＜河村 暢夫2コマ＞ 

第 13回  講評会、まとめと作品のファイリング ＜大島 誠2コマ＞＜河村 暢夫2コマ＞ 

第 14回  講評会、まとめと作品のファイリング ＜大島 誠2コマ＞＜河村 暢夫2コマ＞ 

第 15回  合同制作発表会 ＜全員＞ 
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[４クラス] 

プロダクト課題 ペン皿（アクリル樹脂を素材として真空成形で制作する） 

第  1回  導入、制作 ＜大島 誠2コマ＞＜河村 暢夫2コマ＞ 

第  2回  制作 ＜大島 誠2コマ＞＜河村 暢夫2コマ＞ 

第  3回  制作、プレゼン ＜大島 誠2コマ＞＜河村 暢夫2コマ＞ 

インテリア課題 住宅プラン、平面図、立面図 

第  4回  プランニング ＜平光 無門2コマ＞＜小島 篤2コマ＞ 

第  5回  外観デザイン ＜平光 無門2コマ＞＜小島 篤2コマ＞ 

第  6回  コーディネートボード作成、プレゼン表現 ＜平光 無門2コマ＞＜小島 篤2コマ＞ 

第７〜９回グラフィック課題2 タイポグラフィとイラストレーションを応用した基礎デザイン 

第  7回  導入、制作 ＜黄 久美子2コマ＞＜小島 徳太郎2コマ＞ 

第  8回  制作 ＜黄 久美子2コマ＞＜小島 徳太郎2コマ＞ 

第  9回  制作、プレゼン ＜黄 久美子2コマ＞＜小島 徳太郎2コマ＞ 

グラフィック課題1 自然の中から美しい形をみつける。樹・草・果・花・貝ガラ・動物・・ 

第 10回  課題説明、テーマの設定 ＜新家 春二2コマ＞＜山内 瞬葉2コマ＞ 

第 11回  収集、制作 ＜新家 春二2コマ＞＜山内 瞬葉2コマ＞ 

第 12回  制作仕上げ、提出 ＜新家 春二2コマ＞＜山内 瞬葉2コマ＞ 

第 13回  講評会、まとめと作品のファイリング ＜新家 春二2コマ＞＜山内 瞬葉2コマ＞ 

第 14回  講評会、まとめと作品のファイリング ＜新家 春二2コマ＞＜山内 瞬葉2コマ＞ 

第 15回  合同制作発表会 ＜全員＞ 

 

 

使用教科書 
「建築デザインの製図法から簡単な設計まで」彰国社（インテリア課題において） 

自己学習の内容等アドバイス 

後期の分野選択をふまえて関心ある分野の基礎をじゅうぶんに理解しておくこと。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

ビジュアルコミュニケーション 
デザイン基礎Ａ 

実習 
梶田 渉・松井 伸之 

冨安 由紀子・尹 成濟 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

３ ２年次後期 選択必修 ［クラス分け］ 

授業の到達目標及びテーマ 
3年次の専門コース選択に向けて、必要な専門基礎を身につけることを到達目標とする。 

2つのテーマに分けて、ビジュアルデザインの展開、企画とメディアの表現としての情報の可視化を編集(構成)

された印刷物を制作するまでを前提にビジュアルコミュニケーションデザイン基礎として設けている。この授

業では様々な視覚要素の色彩、文字、写真、図形、構成、イラストレーション、ロゴ、シンボルマークなどに

よる情報の伝達とビジュアル効果を必要に応じてどう構造化するのかを学ぶ。こういった基本的な考えは3、4

年次の専門課程になっても変わらないが、ここでは、ビジュアルコミュニケーションデザインの基本を実践的

に学ぶことを目的としているため、前提となるテーマやメディアは各授業内で設定し、限定されたものとなる。 

授業の概要 

この授業では、１〜２学年前期まで積み上げて来たデザイン基礎の集大成「ビジュアルと企画デザイン」とし

て、企画立案からビジュアルアイデンティティーとコミュニケーションまでのトータルデザインや情報の資料

化、統計化、構造化、形態化、図像化、場所化と言った可視化することとして「ダイヤグラムデザイン」を学

ぶことになる。また、2 つの授業において試みる内容としては、視覚的要素の観察と発見といったフィールド

ワーク・視覚的編集、構造化のデザインを理解すること・表現して行くメディアとは何かを知る・考える・デ

ザインフォーマットを考えてかたちを表すことなどのデザインプロセス的思考がよりよい成果物をあげるた

めのポイントになる。 

学生に対する評価の方法 

○ ビジュアルと企画デザインの評価方法 

企画力(提案力・メッセージ性・新しさ・時代性)40% 

表現力(オリジナリティー・創造性・完成度)40% 

授業の参加姿勢20% 

○ ダイヤグラムデザインの評価方法 

展開するための理解度や応用、応用して行くプロセスの展開力30% 

終プレゼンテーションでの成果物50% 

授業の参加姿勢20% 

授業計画（回数ごとの内容等） 
●ビジュアルと企画デザイン(2VCD1クラス:松井 伸之 / 2VCD2クラス:梶田 渉) 

  与えられた課題に対して、調査分析〜具体的な企画〜ロゴタイプ・マークデザイン＋キャッチコピー制作〜 

 コミュニケーションツール制作までの、トータルデザイン演習。 

 
第01回：オリエンテーション（ 梶田＋松井 ） 
第02回：各自で好きなロゴタイプデザインを集め、レポートを提出 
第03回：調査分析した上で、各自、クライアントとテーマを決定、企画を練る 
第04回：そのテーマのネーミング（ キャッチフレーズ＋テーマの呼び名 ）＋企画立案 
第05回：ロゴタイプ･マークのラフ案（ キャッチフレーズ 入り ） 
第06回：ロゴタイプ･マークのラフ案（ キャッチフレーズ 入り ） 
第07回：企画のまとめ＋ロゴタイプ･マークのデザイン案の 終決定 
第08回：ロゴタイプ･マークの実施デザイン＋コミュニケーションツールのアイディア 
第09回：ロゴタイプ･マークの実施デザイン＋コミュニケーションツールのアイディア 
第10回：ロゴタイプ・マークの仕上げ＋コミュニケーションツール案の決定 
第11回：コミュニケーションツール制作（ キャッチフレーズ 入り ） 
第12回：コミュニケーションツール＋ノベルティー制作の仕上げ＋具体的な施策のまとめ 
第13回：制作物 撮影＋Ｂ２ボードへのまとめ 
第14回：作品展示＆講評会（ 梶田＋松井 ） 
第15回：後期 合同制作発表会 
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●ダイヤグラムデザイン(2VCD1クラス:冨安 由紀子 / 2VCD2クラス:尹 成濟) 

・各自または指定のテーマによるダイヤグラム制作  / 個別制作 
・毎週進めてきた課題を総括してみる。他人と自分を比較してみる。 
 

第01回  

オリエンテーション : ダイヤグラムデザインの概要と授業計画の説明、課題説明と資料収集について 

 

第02 〜 03回  

study1.表現の訓練 

◉20個の点による視覚化の基本(図表現の基本) 

点にある方向性を持たせる / 点を任意のルールに添って囲むという領域の図をつくる。 

ルールに添って点と点を結び双方の関係性と連続性を持たす。(2点・4点・5点・すべて・2つの関係図) 

◉組織図の関係 - 与えられた条件、要素記号(A〜J)の情報の関係をもとに組織図をつくり直す。 

 

第04 〜 05回study2.ダイヤグラム制作 

◉表組(table) … データを分類し整理・資料化する。 

言葉、数字を言語化、数値化して縦、横、斜めの配列でエレメントを見つける基本的な作業。 

書体の選択と目的にあった羅線の用い方を知る。 

※スクールバスのダイヤ制作(指定課題) 

 

第06 〜 07回 

 ◉図表(graph) … データの数量を分析し統計化する。 

数値を座標化し、1次元座標図から2次元へと発展させる。 

グラフィックデザインの基本である点、線、面の特性を把握し、その表現を学ぶ。 

※数量比較(社会性のあるテーマ) - 線グラフ、円グラフ、折り線グラフ ... 

 

第08 〜 09回  

◉図式(chart) … データの文脈を見つけて系統化、構造化する。 

情報を解読し、ものごとの関係性を図的に配置してまとめる。 

フローチャート、カラーチャートといった、推移や相互の関係を表すものがある。 

※関係図(ストーリ・相関図)、人脈図、年表、各種情報の分類・組合せ ... 

 

第10 〜 12回  

◉図解(illustration) … データを想像力と創造力で図像化する。 

具象、抽象を問わずイマジネーションをフルに生かして情報に図の力を与える。 

※建築図面、科学解説図(宇宙、説物)人体解剖図、機械の構造図、取扱説明図 ... 

 

◉地図(map) … データを総合的に調査し体系化し空間化する。 

空間におけるデータの相対関係、絶対位置などを考察する。 

も多次元的で表現も様々となる。地図、天体図などがこれにあたる。 

※日本情報地図制作 - 自然(山、川、自然災害(現象)、地方の特色、人、生活、社会、各種情報分布 ... 

 

第13回 制作物の全体まとめおよび印刷作業 

第14回 毎週進めてきた課題を総括 / クラス内の講評 

第15回 合同制作発表会 

     

※授業計画は各クラスの課題が異なるため、進行状況によって変更する可能性もある。 

使用教科書 
授業進行に応じて、各担当教員が書籍・資料などを適宜提示、配付する。 

自己学習の内容等アドバイス 

クラスメイトでプロセスを共有するために各自フォーマットにテーマの考察から表現方法の展開までの内容

を記録して回覧することを進める。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

ビジュアルコミュニケーション 
デザイン基礎Ｂ 

実習 
新家 春二・山内 瞬葉 

小島 徳太郎・黄 久美子 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

３ ２年次後期 選択必修 ［クラス分け］ 

授業の到達目標及びテーマ 
3 年次の専門コース選択に向けて、ビジュアルコミュニケーションデザインに必要な基礎的能力を身につける

ことを到達目標とする。 

2 つのテーマに分けて、ビジュアル表現の手法とシンボライズ化を学ぶ中で、写真表見、タイポグラフィ、イ

ラストレーションなどをもとにビジュアルコミュニケーションデザインの表現スキルの重要性を学ぶ。 

授業の概要 

この授業では、ビジュアルコミュニケーションデザイン分野のなかで、造形的要素として写真、イラストレー

ション、色彩、タイポグラフィを中心に複数担当者による形式で作品制作をおこなう。 

テーマ設定からコンセプトの立案、視覚的要素の考察、ビジュアルのシンボライズ化を習得する。 

学生に対する評価の方法 

企画力（提案力・メッセージ性・新しさ）40% 

表現力（オリジナリティー・創造性・完成度）40% 

授業への取り組み姿勢（努力度）20% 

授業計画（回数ごとの内容等） 

 
1限・2限 ( 9:40~12:55 ) 
ビジュアルとデザイン  
(2VCD1クラス:山内 瞬葉 / 2VCD2クラス:新家 春二) 
 
第01回 課題説明「自然物の中から美しい形を見つけ出す」 

第02回 図像および図像生成とはグリッドシステムとは何か 

第03回 グリッドシステムの発見 

第04回 グリッドシステムの実際 

第05回 図像生成の計画を基に、グリッドシステムの計画と制作。ラフデザイン 1へ 

第06回 フォーマットとしてのグリッドについて、およびラフデザイン 1チェック。ラフデザイン 2へ 

第07回 グリッドと図像の関係について、およびラフデザイン 2 チェック。ラフデザイン 3 へ 

第08回 図像の階層化と統合、およびラフデザイン 3 チェック。ラフデザイン 4 へ 

第09回 全体と部分のコントロールからページ展開へ、およびラフデザイン 4 チェック。 終デザインへ 

第10回 編集と表現の完成度について。 終デザイン 1チェック。 終デザイン 2へ 

第11回 編集と表現の完成度について。 終デザイン 2チェック。 終デザイン 3へ 

第12回 編集と表現の完成度について。 終デザイン 3チェック。 

第13回 終デザイン 2のクラス内へのプレゼンテーション。課題の完成へ 

第14回 合同授業 完成課題提出、講評 

第15回 合同制作発表会 
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3限・4限 ( 13:50~17:05 ) 
絵本計画  
(2VCD1クラス:小島 徳太郎 / 2VCD2クラス:黄 久美子) 
 
第01回 全体オリエンテーション/絵本制作について 

第02回 絵本制作のコンセプト固め / 内容の検討 

第03回 カラーインクの体験、紙質による違いの体験 

第04回 使用画材による表現(テクスチュア)確認 

第05回 ラフスケッチ制作 

第06回 ラフスケッチ / スシーリの検討 

第07回 ラフスケッチ、ページ構成のチェック 

第08回 中間プレゼンテーション（２クラス合同） 

第09回 装丁実習（２クラス合同、３・４限通し）215教室 

第10回 各自テーマの制作1 / 進行状況チェック 

第11回 各自テーマの制作2 / 進行状況チェック 

第12回 印刷と編集 

第13回 作品提出 

第14回 プレゼンテーション 

第15回 合同制作発表会 

使用教科書 
授業進行に応じて、各担当教員が書籍・資料などを適宜提示、配付する。 

自己学習の内容等アドバイス 

テーマ設定や制作内容の状況に応じてたくさんの資料収集と様々な制作方法に挑戦することをお勧めする。 
また、事前に予測して計画を徹底的に行い実行すること。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

スペース・プロダクトデザイン基礎Ａ 実習 金 昌郁・澤田 剛秀 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

３ ２年次後期 選択必修 ［クラス分け］2SD 

授業の到達目標及びテーマ 
３年次の専門コース選択に向けて、各コースに必要な基礎的能力を身につけることを到達目標とする。 

 

授業の概要 

 スペース・プロダクトデザイン基礎 A では、スペース・インテリアデザインに必要な知識や技術を学ぶ授業

を、複数担当者による形式でおこなう。 

学生に対する評価の方法 

受講態度と作品審査（20％） 提出作品（80％） 

授業計画（回数ごとの内容等） 
 

1回 課題説明、オリエンテーション（金 昌郁） 

   オリエンテーションによる図,表,グラフの作成（澤田 剛秀） 

2回 デザイン調査、作品紹介（金 昌郁） 

   イラストレーターによる表,グラフの作成（澤田 剛秀） 

3回 デザイン分析、グループ分け、研究テーマ設定（金 昌郁） 

   アイデア、材料の選定、デザイン再調査（金 昌郁） 

   イラストレーターによる三面図作成（澤田 剛秀） 

4回 コンセプトデザイン展開（金 昌郁） 

   イラストレーターによる等角投影図の作成（澤田 剛秀） 

5回 デザイン、スケッチ検討発表（金 昌郁） 
   フォトショプによる商品写真の画像補正や加工（澤田 剛秀） 
6〜7回 模型制作の指導とチェック、図面製作（金 昌郁） 
     フォトショップによる商品写真の画像補正や加工（澤田 剛秀） 
8回 中間発表（模型発表、検討）（金 昌郁）（澤田 剛秀） 
9回〜14回 作品制作、加工法指導（金 昌郁） 
       プレゼン用のパネル制作の指導チェック、講評会（澤田 剛秀） 
15回 合同制作発表（金 昌郁）（澤田 剛秀） 

使用教科書 
特になし 

自己学習の内容等アドバイス 

授業の中でも「住宅建築」等の建築雑誌を紹介するが、日常においてもインテリアや建築関係の雑誌などを見

て、関心を持つようにしておくこと。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

スペース・プロダクトデザイン基礎Ａ 実習 黄 ロビン・吉田 修作 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

３ ２年次後期 選択必修 ［クラス分け］2PD 

授業の到達目標及びテーマ 

目標：プロダクトデザインの基本姿勢を学ぶ。個人の生活経験に基づき、デザインを展開する。機能と形

態との関わりに重点を置く。 

テーマ：身近な生活用品 

授業の概要 

２課題を同時に進行する。身の回りの生活用品を取り上げたＡ課題は個人の使用経験に基づく問題点を抽

出して、操作行動と身体にフィットするデザインを行う。Ｂ課題は使用性に基づき、生産性の要素を加え

て、材料や加工技術も配慮した問題点から望ましい機能をまとめ、形態に反映するデザインを演習する。 

学生に対する評価の方法 

課題への取組み姿勢と提出作品のクオリティー、および授業態度を加えた総合評価を行う。 

授業計画（回数ごとの内容等） 

 
 A課題： B課題： 

第1回 オリエンテーション・デザインブリーフ デザインブリーフ 
第2回 問題整理：問題点の考察・抽出・検討 

課題選定：5W1H法 
造形分析：Image Sacle分析 

テーマの把握 

第3回 デザイン解の提出： Concept作成 
構想展開： KeyWord、Image Board 
動作分析：機能分析・フィッシュボーン 

レポート提出 
アイデア展開：アイデアスケッチ 

第4回 構想展開：サムネール／アイデアスケッチ アイデア展開：ペーパーモデル制作 
第5回 構想検討：ラフモデル制作 アイデア展開：ペーパーモデル検討 
第6回 構想検証・修正、デザイン解の確立 アイデア展開：レンダリング 
第7回 終構想の展開：キースケッチ アイデア展開：図面化 
第8回 細部デザイン：キーボードデザイン アイデアプレゼンテーション 
第9回 構想具象化：レンダリング モデリング：部品制作 
第10回 図面制作：三面図 モデリング：組み立て 
第11回 模型制作 モデリング：仕上げ 
第12回 模型制作（部品制作、組み立て） モデリング：塗装 
第13回 模型制作（仕上げ、塗装） 撮影 
第14回 撮影、パネル制作 パネル制作 
第15回 合同制作発表会 合同制作発表会 

 

使用教科書 

プロダクトデザインの基礎（日本インダストリアルデザイナー協会編纂） 
授業進行に応じて、必要の都度に各担当教員が資料・プリントなどを提示、配付する。 

 
自己学習の内容等アドバイス 

プロダクトデザインの基本思想「機能美」を勉学するために、常に身の回りの生活用具を観察して素材や

作り方を調べておくように心がけること。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

スペース・プロダクトデザイン基礎Ｂ 実習 平光 無門、小島 篤 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

３ ２年次後期 選択必修 ［クラス分け］2SD 

授業の到達目標及びテーマ 
空間計画デザインに必要な基礎的表現方法を身につけることを到達目標とする。 

 

授業の概要 

上の目標に基づき、空間計画デザインに必要な表現方法として、模型表現・パース表現・アクソノメトリック

などの立体図法など、実習をとおして修得する。 

 

学生に対する評価の方法 

①授業への参画態度（20％） 

②提出レポートおよび制作作品の内容と表現方法（80％） 

以上２点から総合的に評価する。 

授業計画（回数ごとの内容等） 
模型表現：前期に計画した住宅の模型制作 縮尺1/50、モデルボード 
第01回  模型制作１ 敷地と床 ＜平光 無門２コマ＞＜小島 篤２コマ＞ 
第02回  模型制作２ 外壁と開口部 ＜平光 無門２コマ＞＜小島 篤２コマ＞ 
第03回  模型制作３ 間仕切り壁と開口部 ＜平光 無門２コマ＞＜小島 篤２コマ＞ 
第04回  模型制作４ 家具 ＜平光 無門２コマ＞＜小島 篤２コマ＞ 
第05回  模型制作５ 屋根 ＜平光 無門２コマ＞＜小島 篤２コマ＞ 
       作品講評会 
パース・スケッチ表現：前期に計画した住宅の内外観のパース・スケッチ 
透視図法、パースガイド、模型を見ながらなどの方法で作図 
トレペにインキングによる線描き、裏面よりマーカーによる彩色 ＜平光 無門２コマ＞＜小島 篤２コマ＞ 
第06回  パース・スケッチ制作１ パースガイド制作、下描き ＜平光 無門２コマ＞＜小島 篤２コマ＞ 
第07回  学外でのスケッチ研修（明治村など） ＜平光 無門２コマ＞＜小島 篤２コマ＞ 
第08回  パース・スケッチ制作２ ラインドローイング ＜平光 無門２コマ＞＜小島 篤２コマ＞ 
第09回  パース・スケッチ制作３ 着彩表現 ＜平光 無門２コマ＞＜小島 篤２コマ＞ 
       作品講評会 
外構デザイン：バリアフリーをテーマに住宅のガーデニングデザインをする。 
第10回  アイデアスケッチ、「外構材料について」 ＜平光 無門２コマ＞＜小島 篤２コマ＞ 
第11回    計画 「地域性植栽について」 ＜平光 無門２コマ＞＜小島 篤２コマ＞ 
第12回    模型制作1、縮尺1/50、＜平光 無門２コマ＞＜小島 篤２コマ＞ 

資料をもとに「積算」を行い、費用を把握する。 
第13回  模型制作２ ＜平光 無門２コマ＞＜小島 篤２コマ＞ 
第14回  パネル制作、アクソノメトリックパース表現 ＜平光 無門２コマ＞＜小島 篤２コマ＞ 
       プレゼンテーション講評会 
第15回  合同制作発表会 ＜全員＞ 

使用教科書 
参考資料を配付 

自己学習の内容等アドバイス 

模型表現は創造性が必要である。日常的に様々な材料に関心を持ち、表現方法をイメージする。 
外構のアイデアについて、日常的に関心を持ち、調査しておくこと。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

スペース・プロダクトデザイン基礎Ｂ 実習 河村 暢夫・吉田 修作 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

３ ２年次後期 選択必修 ［クラス分け］SPD分野（PD） 

授業の到達目標及びテーマ 
スペース・プロダクトデザイン基礎 B では、３年次の専門コース選択に向けて各コースに必要な基礎的能力を

身につけることを到達目標としている。立体空間デザイン分野のなかでプロダクトデザインに必要な知識や技

術を学び立体計画系の授業を複数担当者による形式で授業を行う。 

授業の概要 

１５週で2課題を実習する。プロダクトデザインに必要な基礎的な素材の知識や基本的な加工方法を体得する。 

第一課題。スピードシェープを造形する。イメージを立体表現する。 

第二課題：スツール（小椅子）の研究／段ボールを素材にして座れる椅子を制作する。第二課題においては素 

     材と構造の関係を体得する。 

学生に対する評価の方法 

授業態度や理解度を見ながら、提出作品の内容および表現方法で総合評価する。 

授業計画（回数ごとの内容等） 
第 １回  第１課題：[スピードシェープ]  

第 ２回  自然物や人工物の中からスピード感のある写真を採集してマップを制作する。 

第 ３回  形を選び図面化する。 

第 ４回   発泡ウレタンのブロックから造形をする。 

第 ５回    塗装開始 

第 ６回  塗装 

第 ７回  塗装仕上げ    

第 ８回  制作発表会 

 

第 ９回  第2課題[段ボールスツール]：自分が座れる椅子の制作。既成のスツールを調べる。 

第10回  マッピング制作／アイデアスケッチ 

第11回  アイデアスケッチ 

第12回  構造研究1/10模型制作／ケント紙模型制作／製図をする。１mmミラコーワ 

第13回  1/1段ボール制作開始 まとめと講評： 

第14回  合同講評会の準備として纏めに入る。 

第15回  合同制作発表会 

 

                                                  

  

使用教科書 
その都度解説用のレジュメを用意している。特に教科書は定めない。 

自己学習の内容等アドバイス 

 新しい素材の発見と加工方法を体験するプログラムが含まれている。簡単なレジュメを準備するが、 
 各自積極的にホームセンターや東急ハンズ等を回り素材や加工法を調査することを薦める。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

デジタルイメージ演習Ⅰ 演習 高久 綾 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ ２年次前期 選択 ※教職選択必修科目 

授業の到達目標及びテーマ 
デジタル機器を用いた近年の情報デザインは、大量の情報を広範囲に伝達したり、音や映像を用いたり、イン

タラクティブな情報の取扱が可能であったりと様々な特性を持っており、現在、社会においての役割は、多岐

にわたる。とりわけ、Web サイトは、インターネットの高い発信力、検索エンジンによる検索システム、パソ

コン、スマートフォン等の高性能なデバイスの普及等により、幅広い世代、人々に活用されている。 

デジタルイメージ演習Ⅰでは、webページ素材の作成方法、HTML（HyperText Markup Language）とCSS（Cascading 

Style Sheets）の基礎習得を通し、web ページの制作技法を学ぶ。また、モニタを通して情報を伝えていくメ

ディアの特性を理解し、デザインアプローチの可能性を考察する。 

授業の概要 

study1.  1〜9回、webページの制作演習 

素材の作成方法、HTML、CSSを使用したwebページの制作技法について演習を行う。 

study2.  10〜14回、webページの制作、表現研究 

前半の授業で学んだ技法を使用し、テーマに沿ったwebページの制作、表現の研究を行う。 

学生に対する評価の方法 

授業への参画態度、提出作品および習得度 

授業計画（回数ごとの内容等） 
第01回 概論、近年のwebデザインの動向、表現手法について 
     HTML（タグ、マークアップ）についての講義、演習（1） 
第02回 HTML（タグ、マークアップ）についての講義、演習（2）、CSSについての表現技法演習（1） 
第03回 素材のデザイン技法について、HTML（div）についての講義、演習 
第04回 HTML（class、id）についての講義、演習、CSSについての表現技法演習（2） 
第05回 CSSについての表現技法演習（3）HTML（タグ、マークアップ）についての講義、演習（3） 
第06回 CSSについての表現技法演習（4） 
第07回 CSSについての表現技法演習（5）、サーバー接続とアップロード 
第08回 CSSについての表現技法演習（6） 
第09回 制作課題についての説明、テーマによる制作課題（企画） 
第10回 テーマによる制作課題（企画、デザイン、中間チェック） 
第11回 テーマによる制作課題（企画、デザイン、中間チェック） 
第12回 テーマによる制作課題（デザイン、プログラミング） 
第13回 テーマによる制作課題（デザイン、プログラミング） 
第14回 講評、作品の修正及び仕上げ、提出 
第15回 合同制作発表会 

使用教科書 
資料を配布、参考作品は授業時に実際に公開されている優れたwebコンテンツの中から選定、紹介する。 
ソフトとしてDreamweaver、Photoshopを使用する。 

自己学習の内容等アドバイス 

授業で用いた技法の反復練習を行うこと。また、様々なwebサイト、アプリケーションを日常的に操作、体験

し、webサイトの構造、多様なコミュニケーション方法、ユーザーへ配慮している点などを考察しておく。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

デジタルイメージ演習Ⅱ 演習 高久 綾 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ ２年次後期 選択 2VCD1、2VCD2 

授業の到達目標及びテーマ 
Web サイト制作では、グラフィック表現に加え、ナビゲーションの操作性、情報の取り扱い方、映像やテキス

ト、外部サービスを用いたりといった表現の選定など、メディア特有の考慮すべき点がある。近年では、閲覧

するデバイスの画面幅によってデザインがかわるレスポンシブデザインやベクターファイルを利用したフォン

トなどスマートフォンに向けての対応も出てきている。 

デジタルイメージ演習Ⅱでは、HTML（HyperText Markup Language）とCSS（Cascading Style Sheets）のさら

なる習得を通し、webサイトの制作技法を学ぶ。また、外部サービスとの連携手法やjavascriptを利用した手

法ついても演習を行い、映像や地図など外部の情報を取り入れたり、操作性に変化を持たせた表現の可能性に

ついても考察する。 

 
授業の概要 

study1.  1〜7回、Webサイトの制作演習 

マークアップ技法、CSS について更なる理解を深め、外部サービスとの連携方法、javascript を用いた表現に

ついても演習を行う。 

study2.  8〜15回、webサイトの制作、表現研究 

前半の授業で学んだ技法を使用し、テーマに沿ったwebサイトの制作、表現の研究を行う。 

学生に対する評価の方法 

授業への参画態度、提出作品および習得度 

授業計画（回数ごとの内容等） 
第01回 概論、近年のwebデザインの動向、表現手法について 
     HTML（タグ、マークアップ）についての講義、演習（１）、CSSについての表現技法演習（1） 
第02回 HTML（タグ、マークアップ）についての講義、演習（２）、CSSについての表現技法演習（2） 
第03回 素材制作、サイト制作についての講義、演習（1） 
第04回 素材制作、サイト制作についての講義、演習（2） 
第05回 サイト制作実習 
第06回 サイト制作実習 
第07回 サイト制作実習、外部サービスとの連携手法について、javascriptを利用した手法について 
第08回 制作課題についての説明、テーマによる制作課題（企画） 
第09回 テーマによる制作課題（企画、デザイン、中間チェック） 
第10回 テーマによる制作課題（企画、デザイン、中間チェック） 
第11回 テーマによる制作課題（デザイン、プログラミング） 
第12回 テーマによる制作課題（デザイン、プログラミング） 
第13回 テーマによる制作課題（デザイン、プログラミング） 
第14回 講評、作品の修正及び仕上げ、提出 
第15回 合同制作発表会 

使用教科書 
資料を配布、参考作品は授業時に実際に公開されている優れたwebコンテンツの中から選定、紹介する。 
ソフトとしてDreamweaver、Photoshopを使用する。 

自己学習の内容等アドバイス 

授業で用いた技法の反復練習を行うこと。また、様々なwebサイト、アプリケーションを日常的に操作、体験

し、webサイトの構造、多様なコミュニケーション方法、ユーザーへ配慮している点などを考察しておく。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

デジタルイメージ演習Ⅱ 演習 平尾 正俊 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ ２年次後期 選択 2SD 

授業の到達目標及びテーマ 

 CADは、立体空間デザイン分野においてデザインプロセスにおけるシミュレーションや各種図面の作成・編集

に欠かせない道具となっている。本授業では、CADによる2D図形作成と3Dモデリングの仕組みを理解し、その操

作方法と表現方法を学ぶ。 

授業の概要 

 2D/3D CADの基本操作とその応用として、Vector Worksによる各種図面作成や家具などの3Dパース作成を行

い、2Dと3Dによる図面を編集して効果的なプレゼンテーションを行う。 

学生に対する評価の方法 

受講態度、プレゼンテーションおよび提出作品による目標達成度 

授業計画（回数ごとの内容等） 

第01回 設計製図の目的と図法、CADの概要とVector Worksの基本操作 

第02回 2Dオブジェクトの編集と加工 

第03回 各種機能の使い方とデータ管理の方法 

第04回 木造住宅の平面図作成 

第05回 木造住宅の平面図作成 

第06回 課題/住宅の平面図 

第07回 課題/住宅の立面図 

第08回 3D CADの基本操作とモデリング 

第09回 レンダリング（Render Works）の方法と光源・カメラなどの各種設定 

第10回 家具の3Dパース作成 

第11回 背景と添景の作成、プレゼンテーションの表現技法 

第12回 課題/ガーデニングデザインの図面作成（平面図） 

第13回 課題/ガーデニングデザインの図面作成（等角投影図） 

第14回 課題/ガーデニングデザインの図面作成（プレゼンパネル） 

第15回 合同制作発表会 

 

使用教科書 

適宜必要に応じてプリント配布 

 

自己学習の内容等アドバイス 

CADを習得するには建築製図の図法表現等の基礎知識が必要であることから、2年次デザイン基礎の教科書で製

図法関連の項目をしっかりと理解しておくこと。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

デジタルイメージ演習Ⅱ 演習 吉田 修作 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ ２年次後期 選択 2PD 

授業の到達目標及びテーマ 
デジタル2Dソフトによる立体現技術の習得。 

3DCADソフトライノセラスのオペレーション基礎の習得。 

授業の概要 

作品のプレゼンテーションに必要な2Dソフトによる三面図の作図方法や、立体表現、3DCADを用いた立体の3D

データの作成方法を学ぶ。 

学生に対する評価の方法 

 1.課題提出及びその習熟度 
2.課題に対する取り組みの姿勢 
などを元に総合的に判断 

授業計画（回数ごとの内容等） 
第01回 授業概要、スケジュール、評価方法、の説明 ・立体表現とは ・ペンツールの練習 
第02回 ・ブロックの2D表現：ハイライトと影による立体表現1 
第03回 ・筆記具の2D表現1 
第04回 ・筆記具の2D表現2 
第05回 ・テープカッター2D表現1 
第06回 ・テープカッター2D表現2 
第07回 ・テープカッター2D表現3 
第08回 ・3DCADライノセラスの基礎：ソフトの概要説明 
第09回 ・数値入力での作図 
第10回 ・平面から立体へ（ブロック図形） 
第11回  ・平面から立体へ（簡単な箱物家具） 
第12回  ・平面から立体へ（筆記具1） 
第13回  ・平面から立体へ（筆記具2.3.4） 
第14回  ・レンダリングソフト「Key shot」を用いてフォトリアリスティックなレンダリングを作成 

第15回  ・合同制作発表会 

使用教科書 
特になし 

自己学習の内容等アドバイス 

当日の学習内容をもう一度復習する。習った技法を応用して自分のデザインしたいモノを表現してみる。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

デザインの世界 講義 川原 啓嗣 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ ２年次前期 選択 ＜オムニバス＞ 

授業の到達目標及びテーマ 
デザインの世界は広く、その分野や領域も多岐にわたっている。毎週、異なる分野のエキスパートから、それ

ぞれの分野における概要、特性、 新動向などについてわかりやすく解説いただくことで、その分野に対する

知識と理解を深めつつ、今後の自分の進路や研究テーマを考える力を養うことを到達目標とする。 

 
授業の概要 

それぞれの分野のエキスパートによる貴重なお話に触れることで、書物からだけでは得られない経験・体験、

そして業界特有の事情などを理解する契機となれば幸いである。将来、デザインに関わる仕事に就きたい人に

とっては、進路選択の有効な機会となるので、積極的に受講してほしい。 

学生に対する評価の方法 

平常の授業態度(30%)と、授業の10週目以降に行なうレポート提出により授業の理解度(70%)を判定し、総合

的に評価を行う。授業中の積極的かつ自発的な質問は高く評価し採点に加味する。 

授業計画（回数ごとの内容等） 
 

第01回 概論・ユニバーサルデザイン 

第02回 文房具のデザイン（文房具、事務用品など） 

第03回 水回りのデザイン（トイレ、浴室、キッチンなど） 

第04回 自動車のデザイン（バス、トラック、タクシー、ファミリーカー、パーソナルモビリティなど） 

第05回 家電のデザイン（テレビ、炊飯器、電子レンジ、冷蔵庫、洗濯機、掃除機、エアコン、加湿器ほか） 

第06回 オフィスのデザイン（コピー機、ファクシミリ、カメラ、プロジェクターほかオフィス用品） 

第07回 広告デザイン（ポスター、チラシ、雑誌、テレビ等、様々な媒体を利用した広告と宣伝のデザイン） 

第08回 エディトリアル・デザイン（本の装釘、挿絵、雑誌の編集および出版など） 

第09回 情報とコミュニケーションのデザイン（スマートフォン、公共端末システムのデザイン） 

第10回 パッケージ・デザイン（食品包装、家庭用品の包装、贈答品の包装など） 

第11回 Webデザイン（インターネットのホームページのデザイン） 

第12回 住宅のデザイン（プレファブ住宅、マンション、集合住宅など） 

第13回 家具のデザイン（一般住宅用家具、オフィス用家具など） 

第14回 産業機器のデザイン（ATM、券売機、自動販売機、測定機器、工作機械など） 

第15回 ランドスケープ・デザイン（都市開発や公園、緑地など、造園と景観のデザイン） 

 
※第2回から第15回は第一線の現場で働くプロフェッショナルを外部からお招きして講義を行なっていただ

く（オムニバス） 

使用教科書 
教科書は特に定めない。 

授業の内容に応じて、随時、参考図書を推薦する。 

自己学習の内容等アドバイス 

日頃の生活や社会におけるあらゆる事象について、デザインの視点から常に観察し、分析、評価をする態度を

持つことが望ましい。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

印刷論 講義 末廣 裕文 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ ２年次後期 選択  

授業の到達目標及びテーマ 
DTPの登場によりデザインおよび印刷のデジタル化が進み、誰もが印刷データをDTPで作れるようになった。

これに伴い今まで印刷会社が行っていたプリプレスの一部をDTP制作者が行うようになり、印刷の知識を持っ

た上でデータ制作を行うことが重要になった。本授業では印刷および印刷に関連する基礎知識を学び、印刷に

適したデータ制作ができるようになると伴に、ビジュアル表現の可能性を広げることを目的とする。 

授業の概要 

本授業では印刷の歴史を通して印刷の果たした役割と３大版式の特徴を学ぶことから始め、色再現の仕組みや

デジタル画像の仕組み、特殊印刷、特殊インキ、仕上げ加工などの付加価値印刷、印刷用紙の特性についての

基礎知識を習得する。また印刷技術の発達によりグラフィック表現がどのように変化してきたかを日本のポス

ター史を通して学ぶ。 

学生に対する評価の方法 

① 授業への参加態度（評価ウエート20%） 
② 考課試験（評価ウエート80%）などで評価 

授業計画（回数ごとの内容等） 

第01回  印刷の概要 
・印刷とは（印刷の役割と定義） 
・印刷の３大版式について（特徴と仕組み） 

第02・03回 印刷の歴史  
・活版印刷による印刷文化のはじまり 
・彫刻凹版による画像印刷のはじまり 
・石版印刷によるカラー印刷のはじまり 
・アナログからデジタル時代の印刷（CEPS、DTP、DDCP、CTP） 

第04・05回 画像表現のしくみ  
・色再現の方法、デジタル画像と画像解像度 
・RGBとCMYの色空間の違い 
・カラーマネージメントとは 

第06回 グラフィックデザインの変遷 
     ・絵師の時代からデジタルデザインまで  
第07・08回 印刷用紙の基礎知識  

・紙の歴史 
・印刷用紙の分類 
・印刷用紙の特性 

第09回 加工表現  
・折加工 
・製本加工（種類と綴じ方） 
・表面加工 

第10回 付加価値印刷（特殊印刷、特殊インキ）と印刷技術のエレクトロニクスへの応用 
第11回 印刷技術の発展にみる日本のポスター史（1945年〜） 
第12回 印刷用語の解説 
第13回 考課試験とまとめ 
第14・15回 学外研修 （印刷、製版会社見学） 

使用教科書 
適宜資料配布 特に教科書は定めない 

自己学習の内容等アドバイス 

DTPと印刷のしくみを知る。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

材料学 講義 川原 啓嗣 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ ２年次前期 選択 ＜一部オムニバス（外部講師）＞ 

授業の到達目標及びテーマ 

デザインを行なうには、取り扱う材料の特性、及びその加工方法に関する知識が不可欠である。しかし、材料

といっても、その種類は多く加工方法も様々である。本講座では受講者が製造業の現場で使用する材料に関す

る基本的な知識を身につけ、デザインと材料との関係性の理解をもとに、デザインに必要な適切な材料の選択、

及び加工について考える力を養うことを到達目標とする。 

授業の概要 

授業は、様々な材料の種類や特質、そしてそれらの代表的な加工法について、映像（写真・ムービー）や素材

見本などを通して、実際に自分の目で見て、あるいは手で触れて理解することで、モチベーションを高めつつ

産業用に用いる様々な材料に親しむことができるように進めて行きたい。材料に関する豊富な知識を身につけ

ることは、デザインに必要なイマジネーション（想像力）とクリエーション（創造力）において、幅と深みを

持たせることに繋がるため、毎週欠かさず受講してほしい。 

学生に対する評価の方法 

平常の授業態度(30%)と、授業の 10 週目以降に行なう試験及び（または）レポート提出により各授業項目の理

解度(70%)を判定し、総合的に評価を行う。授業中の積極的かつ自発的な質問は高く評価し採点に加味する。所

定の評価基準に達しない場合、レポートの再提出を求めることがある。 

授業計画（回数ごとの内容等） 
第01回 材料学とは何か？（イントロダクション、授業の進め方、及び授業概要） 
第02回 木材（無垢材） 
第03回 木材（集成材と合板） 
第04回 金属（鉄とステンレス） 

第05回 金属（アルミニウム、その他非鉄金属） 
第06回 プラスチック（熱可塑性プラスチック） 
第07回 プラスチック（熱硬化性プラスチック、その他） 

第08回 ガラス（◆） 
第09回 セラミックス・石・煉瓦 
第10回 布・皮革（◆） 
第11回 紙（◆） 
第12回 漆と漆芸技法 
第13回 新素材と新製法（CAD/CAM） 
第14回 塗料・表面仕上（◆） 
第15回 これからのデザイン及び材料（材料学総括・まとめ） 
 
◆：オムニバス 

使用教科書 
【教科書】 

教科書は特に定めない。材料について書かれた本は多いので、各自、下記の参考図書など、適当な本を選び、

熟読することで普段から材料に親しんでほしい。 

【参考図書】 

素材とデザインの教科書 第2版（日経BP社）、工業デザインのための材料知識（日刊工業新聞社）、素材加工

事典（誠文堂新光社）など、材料とその加工について書かれた本は多い。 
 
自己学習の内容等アドバイス 

毎週の講義に出席する前にそれぞれの材料に関する参考図書を一読しておくことは授業を理解するのに大いに

参考になる。なお、授業中の積極的な質問は高く評価する。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

デザイン図法Ａ 演習 大島 淳子 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

１ ２年次後期 選択 2VCD1、2VCD2 

授業の到達目標及びテーマ 

既存の平面や立体の図面作成を通し、対象物の詳細を理解する。 

自らのデザインと図面や立体との関連を理解する。 

授業の概要 

既存の空間、立体、平面の図面を読み、その作図と制作の演習。 
デザインしたものを図面に起こし、それに基づいた作品を制作する。 

学生に対する評価の方法 

空間、立体、平面の図面制作を通して、丁寧な作図とデザインと図面の関係の理解力を評価する。 

授業計画（回数ごとの内容等） 

第01回 図面を読む。（学内の設計図を観て、空間認識を高める。）                   

第02回  ○空間に必要な案内表示のデザイン①（条件設定の説明とデザイン） 

第03回  ○空間に必要な案内表示のデザイン②（デザインと製作図面作成） 

第04回 合評会① 

第05回 図面を描く。①立方体の切断面      

第06回   〃 

第07回 図面を描く。②相貫体    

第08回   〃                                          

第09回 図面を描く。③多目的テーブル   

第10回   〃 

第11回 応用する。①イニシャルをモチーフにしたデザイン   

第12回      ②図面を描く 

第13回      ③図面に基づいた作品制作   

第14回         〃 

第15回 合評会② 

使用教科書 

講義時に参考資料配布 

自己学習の内容等アドバイス 

1年次「図学Ⅰ、Ⅱ」演習の復習 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

デザイン図法Ａ 演習 中西 正明 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

１ ２年次後期 選択 2SD 

授業の到達目標及びテーマ 

テ ー マ： 空間デザインのための建築製図の基礎 

到達目標：目標とするレベルは，木造建築士レベルの製図能力の習得 平面図・立面図・断面図・矩 計
かなばかり

図 

授業の概要 

(1)平行定規と三角定規を用いた製図  (2)模型作成を併用して内容を理解 

(3)三角スケールを使用して縮尺で製図 (4)ビデオによる空間デザイン作品の紹介 

(5)住宅デザインに 低限必要な建築用語、建築構法、建築工法、建築法規の説明 

学生に対する評価の方法 

提出作品60％、受講姿勢40％で評価する 

授業計画（回数ごとの内容等） 

 

第01回  ガイダンス  

第02回 住宅設計の基本用語 

第03回  製図記号・製図道具 

第04回 規模計画・主な部屋と規模・建蔽
けんぺい

率と容積率 

第05回 配置計画・導線計画 

第06回 人体寸法と各部の大きさ、各室の寸法 

第07回 階段のしくみと法律と描き方 

第08回 平面図の作成・敷地境界線と道路境界線 

第09回 立面図と斜線制限 

第10回 断面図と天井高さ 

第11回 詳細図・展開図・矩 計
かなばかり

図と建具
たてぐ

図 

第12回 寸法線と仕上材の書き込み・設計図と仕様書の違い 

第13回 各自の自主作品を制作 

第14回 同上 

第15回 各自でプレゼンし全員で講評 

使用教科書 

都度資料を配布するので教科書は指定しないが参考図書を教室に常備するので回覧して読んでおくこと。 

自己学習の内容等アドバイス 

演習であるが、予習復習の際には、新聞の折り込みチラシにマンションの間取り図などが入っているので、関

心を持って図面を読むとよい。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

デザイン図法Ａ 演習 大島 誠 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

１ ２年次後期 選択 2PD 

授業の到達目標及びテーマ 

生活空間に存在する物体をデザインイメージ通りに立体図形や平面図形に定着させる． 

この為に三面図による立体物の表現方法を理解し習得した上で、日常良く用いる製品を計測し三面図として 

図化する事により、第三者にも正確に伝達できる図法の知識技術を習得する． 

授業の概要 

１） 図面の基礎、概論習得 

２） 簡単な日用品（コーヒーポット）を実測し寸法数値や断面形状を求め、図面作成に必要な情報を得る． 

３） ２）を基に第三角図法により各投象での形状を作図後、三図面として完成させる． 

学生に対する評価の方法 

受講態度と提出作品による習熟度を評価． 

授業計画（回数ごとの内容等） 

第01回 オリエンテーリングと図学概論、製図用具、測定器具と使い方の説明． 
第02回 製図規格JIS,ISOについての解説、線の種類、正しい線の引き方、製図文字の練習． 
第03回 実測製図（コーヒーポット）のスケッチと立体解析、投影法の理解と習得． 
第04回 実測製図（コーヒーポット）寸法数値 全長、全高、全幅、回転体部分の径、肉厚、他． 
第05回 実測製図（コーヒーポット）主要断面をフォーマゲージにより測定しテンプレートを作製． 
第06回 第三角法による三図面への理解、全体レイアウト、枠線、表題欄、部品表配置． 
第07回 正面図、側面図、平面図其々に外形形状を図化． 
第08回 テンプレートにより主要断面線を図化、相関線、かくれ線、想像線を図化．  
第09回 補助投影図の役割と意義．其々の図面に折り込み． 
第10回 断面図の役割と意義、ハッチングエリアの選定と図化． 
第11回 引き出し線、寸法線の記入 
第12回 寸法の記入． 
第13回 投影図を活用した小Rの取り回し指示． 
第14回 表題欄、部品表の記入 製品図の完成． 
第15回 合同講評会． 
 

使用教科書 

参考文献 １）ドローイング・モデリング（株式会社武蔵野美術大学出版局） 
     ２）やさしい機械製図の見方、描き方（オーム社） 

自己学習の内容等アドバイス 

１、 日常使用するデザイン的に優れたものを、模写や三面図的な写真撮影により観察しその特徴を捉える。 
２、 日頃からデザイン雑誌などに掲載される製品図を良く見て表現手法を学ぶ。また製図用具に親しみ使い方 

に慣れる。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

デザイン図法Ｂ 演習 大島 淳子 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

１ ２年次後期 選択 2VCD1、2VCD2 

授業の到達目標及びテーマ 

立体の制作図面作成を通し、対象物の詳細を理解する。 

実験を伴う個人とグループのデザイン作業を通じて、課題への認識を高める。 

授業の概要 

デザインを図面に作図し、それを基に立体を制作する演習。 
個人とグループによるデザイン作業の実習。 
実験によるデザインの評価。 

学生に対する評価の方法 

デザインを図面に作図し、それを基に立体を製作する力を評価する。                   

個人の演習力並びにグループ作業における役割分担やコミュニケーション力を評価する。 

授業計画（回数ごとの内容等） 

第01回 「エッグドロップ」のデザイン①個人作品：条件設定の説明など 

第02回         〃 

第03回         〃 

第04回 試作実験①分析と検証。リ・デザイン。 

第05回         〃 

第06回 合評会①「個人作品」の 終実験発表 

第07回 実験結果の分析と検証。リ・デザインと 終図面作成。 

第08回 「エッグドロップ」のデザイン②グループ作品：選択と進化のデザイン 

第09回         〃                                     

第10回 試作実験②分析と検証。リ・デザイン。 

第11回         〃 

第12回         〃 

第13回 合評会②：「グループ作品」の 終実験発表 

第14回 実験結果の分析と検証。リ・デザインと 終図面作成。 

第15回 各自のまとめ 

使用教科書 

講義時に参考資料を配布 

自己学習の内容等アドバイス 

1年次「図学Ⅰ、Ⅱ」演習の復習 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

デザイン図法Ｂ 演習 中西 正明 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

１ ２年次後期 選択 2SD 

授業の到達目標及びテーマ 

テ ー マ： 空間デザインのための建築製図の応用 

 

到達目標：目標とするレベルは，二級建築士とインテリアコーディネーター試験レベルの製図能力を習得 

授業の概要 

(1)平行定規を用いた手描きパース作成  (2)模型作成を併用して本質を理解 

(3)三角スケールを使用して縮尺で製図  (4)色鉛筆・パステルを応用したブラシとティッシュでの彩色 

学生に対する評価の方法 

提出作品60％、受講姿勢40％で評価する 

授業計画（回数ごとの内容等） 

 

第01回 折り紙の展開模型で空間を把握し、空間の２次元表現を理解する 

    （外観の立面図と内観の展開図では左右が逆になる、奇妙だが模型で考えると当然、など） 

第02回 立体図の図法の紹介 立体図と縮尺の関係 

第03回  グリッドシートを用いて、自由に描いてみる。    

第04回 折り紙のパース模型でパース図法の概念を学ぶ。足線法による一消点パース図法 

第05回 足線法による二消点パース図法 

第06回 グリッド法による一消点パース図法 

第07回 グリッド法による二消点パース図法 

第08回 同上 

第09回 アイソメトリック図法 

第10回 アイソメトリック立体図から発想して平面図と立面図を描く 

第11回 アクソノメトリック図法 

第12回 写真をもとに消点を割り出しパース図法で改修デザインを描く 

第13回 各自の自主作品を制作 

第14回 同上 

第15回 各自でプレゼンし全員で講評 

使用教科書 

都度資料を配布するので教科書は指定しないが参考図書を教室に常備するので回覧して読んでおくこと。 

自己学習の内容等アドバイス 

演習だが、予習復習の際には、ＣＭや雑誌などでの空間の写真の表現に関心を持って見ておくとよい 
空間デザイン作品の写真は、視点の高さや、視線の角度、ズーム、一消点・二消点を配慮し撮影されている 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

デザイン図法Ｂ 演習 大島 誠 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

１ ２年次後期 選択 2PD 

授業の到達目標及びテーマ 

想定する機能と合致且つ自分の意図するイメージの立体をアイデアスケッチ、三面レンダリングを通して表現

する．次にその立体に寸法数値、適切な断面変化を与え、美しい三面図面として組み上げて完成させる． 

授業の概要 

１） イメージの発掘とアイデアスケッチ（単色、着色）による表現． 

２） 三面スケッチ、三面レンダリングによる立体形状、寸法の決定． 

３） 第三角図法による図面化並びにハイライト図法によるサーフェス・デヴェロップ 

学生に対する評価の方法 

受講態度と提出作品（三面レンダリング、図面）による習熟度評価． 

授業計画（回数ごとの内容等） 

第01回 オリエンテーリング、三面スケッチ、レンダリング、意匠線図の活用事例紹介． 
第02回 アイデアスケッチ（１）（モノクロ）． 
第03回 アイデアスケッチ（２）（着色）． 
第04回 エレベーションスケッチ． 
第05回 三面レンダリング（１）． 
第06回 三面レンダリング（２）． 
第07回 中間検討とリファイン 
第08回 三面図化 全体レイアウト、枠線、表題欄、部品表配置． 
第09回 正面図、側面図、平面図に外形形状を図化． 
第10回 主要断面線 想定ハイライト線の記入． 
第11回 ハイライト図法によるサーフェス・デヴェロップ（１）． 
第12回 ハイライト図法によるサーフェス・デヴェロップ（２）． 
第13回 引き出し線、寸法線、寸法数値、R指示． 
第14回 表題欄、部品表記入 意匠図の完成． 
第15回 合同講評会． 
 

使用教科書 

参考文献 １）ドローイング・モデリング（株式会社武蔵野美術大学出版局） 
          ２）スコット・ロバートソン How to Draw 

自己学習の内容等アドバイス 

１、 自分の興味有る分野または好きな製品のカタログや雑誌記事をスクラップブックに集める。 
２、 それらを参考にしながら日頃から自分なりのオリジナルフォルムをサムネイルスケッチにより創出する訓

練を行う 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

デザイン産業論 講義 河村 暢夫 他 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ ２年次後期 選択 ＜一部オムニバス＞ 

授業の到達目標及びテーマ 

日本の産業の発展の中でデザインの果たした役割を検証しながら、歴史的にデザインの変遷を考察していく。 

また現代の革新的な企業を取り上げて産業を展望する。 

 

授業の概要 

生活用具を中心に機械文明から情報化の時代にいたるモノ作り変革がどのように展開していくかを具体的な事

例を鳥瞰しながら、産業の起源やそれに伴う社会の変化を時系列に授業を計画している。 

デザイナーの教養としてモノ作りの方法や素材の変革を正しく理解して、現代社会の抱える問題点を認識する

ことが基本的な到達目標としている。９回はオムニバス形式で外部企業の◎デザイナーを招く予定である。 

学生に対する評価の方法 

随時レポートを課して自主的に企業の歴史や現状を研究させて評価する。 

授業計画（回数ごとの内容等） 
第01回  デザイン産業論の概説 

第02回  中世のモノ作りから：生活様式の考察 江戸時代の産業と市民生活 

第03回  産業の分類を解説する。産業革命と社会の変革 万国博覧会「ロンドン博」等 

第04回  ◎外部講師 [福祉機器] 
第05回  ◎外部講師 [自動車産業] 
第06回  ◎外部講師 [台所のデザイン] 
第07回  ◎外部講師 [幼児教育と童具] 
第08回  ◎外部講師 [カメラ産業] 
第09回  ◎外部講師 [インテリアデザイン] 
第10回  ◎外部講師 [衛生設備] 
第11回  ◎外部講師 [クラフト]  
第12回  ◎外部講師 [家具産業] 
第13回  感想発表会（外部講師の講義から） 
第14回  卒業制作見学会 
第15回  デザイン産業論の総括とレポート提出 
 

使用教科書 
アートアンドクラフツムーブメント／産業革命／機械文明／T 型フオード／バウハウス／自動車産業／産

業公害／情報化社会／ユニバーサルデザイン／デザイン材料／地球環境／ニッポンのプロダクト等々に関わ

る参考文献を資料として講義する。 

自己学習の内容等アドバイス 

関連する図書を紹介して読書を奨励する。外部講師の授業は感想文を翌週に提出させる。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

彫刻 実習 鬼頭 正信 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ ２年次後期（集中） 選択 ※教職必修科目 

授業の到達目標及びテーマ 

彫刻の基礎を習得する。「塑造の基本と石膏取り技法を習得する」 

授業の概要 

人物頭部をモチーフにして観察力を養い、二次元的なものの見方から、三次元としての人体の構造的なもの

の見方を身につける。そして、粘土という柔らかい素材を通して感触と厚み・量感を感じながら、塑造という

技法により、物の存在感を表現することを習得する。 

 後半は、粘土で造った塑像を、石膏という素材に移し替えることで、材質が変わった後のものの見え方、感

じ方の変化を認識する。このようなプロセスを経ることで立体造形の基礎を習得する。 

学生に対する評価の方法 

受講態度（30%）、制作態度（30%）、制作作品（40%） 
以上を総合的に評価する。 

授業計画（回数ごとの内容等） 

 
第01日 授業概要の説明 
 ① デッサン（人体という立体の構造と量を意識して、彫刻のためのデッサン） 
 ② 資料画像の作成 
 ③ 芯の制作 
第02日 塑造（構造と量の概要を制作。表面や細部に惑わされないように） 
第03日 塑造（部分は全て全身との関係の中に存在することを意識して制作） 
第04日 塑像として完成させる（細部も像の全体との関係を意識して表現） 
第05日 
 ① 塑像段階の講評 
 ② 石膏取り（雌型取り、土出し、雌型洗浄、離型材） 
第06日 石膏取り（鋳込み） 
第07日 石膏取り（割り出し） 
第08日 
 ① 細部の仕上げ、彩色、完成 
 ② 作品展示、講評、まとめ、採点 

使用教科書 

（参考図書）ミケランジェロ・ロダンなどの作品集 

自己学習の内容等アドバイス 

授業に関連する事項について毎回予習復習をすること。（遅刻厳禁！） 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

ものつくり講座Ⅰ 実習 金 昌郁 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

１ ２～４年次（集中） 選択 
木工 

※教職選択必修科目 ※2014年度入学者 

授業の到達目標及びテーマ 
 実際に作品を作るなかで、ものづくりの基本と「本物」の魅力を知る機会としたい。機械工具の正しい使い

方、木工作業の基本の流れを知ることを到達目標とする。 

授業の概要 

 集中講義として、「木工」などの手作り体験をする。デザイン作業がコンピュータを使ったデスクトップに比

重が移行しつつあり、手を使う機会が少なくなってきているが、手作りの作業には、ものづくりの楽しさや充

実感を感じさせる魅力があり、またこれらの工芸・建築の分野には素材の扱い方や技法の深さから「本物」の

価値観を認識する事もできる。 

学生に対する評価の方法 

授業への参画態度（50％）、制作作品のデザインプロセスと精度（50％） 

授業計画（回数ごとの内容等） 
第01日  椅子、木工作品、スケッチ、模型制作、図面作成 

     組手の種類を学ぶ 

     組手の制作実習 

第02日  木取り：木目や色を考慮し、材料の割付をする。 

少し余裕を持って、荒く材料を切断。外形寸法、直角などを、正確に切削する。 

墨付け：組手の場所を材料に正確に記す。け引き、墨つぼ、さし金、スコヤなど使用。 

第03日 加工： 

角のみ盤、ほぞとり盤、ルーターなどを使いほぞ、ほぞ穴、ありなどの組手をつくる。 

第04日 加工：帯のこ盤、トリマーなどを使い面取り、切り抜きなどの形を作るための加工をする。 

仕上げ削り：のみ、かんなを使って部品の仕上げをする。 

第05日 組み立て。 

ハタガネ、クランプ、ロープによる固定。 

研磨：サンドペーパーで十分に研磨する。 

 

使用教科書 
配布資料、樹種や組手のサンプル 

自己学習の内容等アドバイス 

メモするものを用意すること。 
服装等、安全作業の準備をしておくこと。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

ものつくり講座Ⅱ 実習 中 幸生 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

１ ２～４年次（集中） 選択 
陶芸 

※教職選択必修科目 ※2014年度入学者 

授業の到達目標及びテーマ 
 自分の手を使い、汗を流して反復練習する中で身につく技術、感覚を実感できるようにする。 

現在のデザイン作業はコンピュータを使ったデスクトップに比重が移行しつつあり、手を使う機会が少なく

なってきている。陶芸の手作りの作業には、ものづくりの楽しさや充実感を感じさせる魅力があり、また素材

の扱い方や技法の深さを学ぶことから「本物」の価値観を認識する事もできる。実際に作品を作るなかで、も

のづくりの基本と「本物」の魅力を知る機会としたい。 

授業の概要 

集中講義として「陶芸」の手作り体験をする。本講座では、陶芸の基礎と、柔らかい粘土から焼き物が出来

上がるまでのすべての工程作業を5日間かけて実際におこなう。 

学生に対する評価の方法 

制作態度、制作作品 

授業計画（回数ごとの内容等） 
第01日 ものつくり講座Ⅱ（陶芸）基礎のガイダンスと窯業の概要説明 

     粘土を練る。ロクロの中心を取る。 

     手ロクロを使った成形。電動ロクロを使った成形。 

第02日 素焼き窯詰め 

     素焼、素焼きの窯づめの操作を覚える。 

第03日 窯出し、加飾 

     本焼き窯づめ 本焼きの窯づめの操作を覚える。 

第04日 本焼き、楽焼き 

     窯の炊き方の操作を覚える。 

第05日 窯出し・高台仕上げ 

     自作の器での茶話会。 プレゼンテーションと講評会。 

     

使用教科書 
自作の資料を使用 

自己学習の内容等アドバイス 

 普段から美術館や博物館、画廊などを回り、「いいもの」を観ておくこと。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

ものつくり講座Ⅲ 実習 藤田 久美 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

１ ２～４年次（集中） 選択 
ジュエリー 

※教職選択必修科目 ※2014年度入学者 

授業の到達目標及びテーマ 
実際に作品を作るなかで、ものづくりの基本と「本物」の魅力を知る機会としたい。工具の正しい使い方、ジ

ュエリー制作作業の基本の流れを知り、自分の手で形にしていくものつくりの楽しさを知ることを到達目標と

する。 

授業の概要 

集中講義として、「ジュエリー」などの手作り体験をする。デザイン作業がコンピュータを使ったデスクトップ

に比重が移行しつつあり、手を使う機会が少なくなってきているが、手作りの作業には、ものづくりの楽しさ

や充実感を感じさせる魅力があり、またこれらの工芸の分野には素材の扱い方や技法の深さから「本物」の価

値観を認識する事もできる。具体的にはワックスで指輪・ペンダントを彫刻しながら、いろいろな角度から立

体的に物を見ることを養う。  

学生に対する評価の方法 

独創性、作品の完成度、レポートなど 

授業計画（回数ごとの内容等） 
第01日 金属の説明・ワックスの説明・鋳造の説明・工具の説明 

     比重計算の説明 

     デザイン案作成（指輪のデザイン ペンダントのデザインを５点程度） 

     独創性のあるものを選ぶ。 

第02日 作業 ワックスで指輪の基本型作り 

     指輪を作る工程を覚えるながら工具の使い方を体で覚えていく。 

     上面・側面・サイドビューのバランスの取り方   

第03日 作業 ワックスでオリジナルの指輪作り 

     作業 ワックスでオリジナルのペンダント作り 

第04日 ペンダントの金具の付け方をデザインの一部にいれる。 

＊ワックスから金属へ鋳造する（外注） 

第05日 作業 金属を磨いて仕上げる 

     ワックスの仕上が丁寧であれば 金属での仕上が楽である。 

 

制作作品を宇和島のパールデザインコンテストへの応募（任意参加） 

使用教科書全 
プリントを配布。 

自己学習の内容等アドバイス 

ジュエリーデザインの歴史や商品等の事前調査等。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

ものつくり講座Ⅳ 実習 張山 裕史 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

１ ２～４年次（集中） 選択 
鋳造 

※教職選択必修科目 ※2014年度入学者 

授業の到達目標及びテーマ 
 手作りの作業には、ものづくりの楽しさや充実感を感じさせる魅力があり、またこれらの工芸の分野には素

材の扱い方や技法の特殊さから「本物」の価値観を認識する事もできる。実際に作品を作るなかで、ものづく

りの基本と「本物」の魅力を知る機会としたい。 

授業の概要 

集中講義として、「ブロンズ鋳造」の手作り体験をする。 

学生に対する評価の方法 

制作作品、授業への参画態度 

授業計画（回数ごとの内容等） 
第01日 ものづくり講座（鋳造）のガイダンス 

    作業工程の説明と作業工程の留意点 

    原形成形（スタイロフォームなどによる原形） 
第02日 原形成形（スタイロフォームなどによる原形） 
第03日 型取り・鋳込み 
第04日 型取り・鋳込み 

    型わり・洗い 
第05日 仕上げ（しめ・けずり・あなうめ） 
    作品講評 

    プレゼンテーションと展示   
 

使用教科書 
特になし 

自己学習の内容等アドバイス 

普段見過ごしている身の回りの金属製品を意識し観察する。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

ものつくり講座Ⅴ 実習 河村 暢夫  

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

１ ２～４年次（集中） 選択 
模型制作  
※教職選択必修科目 ※2014年度入学者 

授業の到達目標及びテーマ 
プロダクトデザイン、環境デザインの課題の成果物として模型によるプレゼンテーションは重要な部分を占め

ている。素材やスケール感を表現する技術を学ぶ。 

授業の概要 

模型制作に必要とする道具の使い方や適切な材料知識、加工法、接着技術等々を学修する。 

学生に対する評価の方法 

模型制作に積極的に参加して意欲的に創作（50%）して、目的にかなった成果をだしている（50%）かを評

価する。 

授業計画（回数ごとの内容等） 
第01日 ABSシート(厚み3mm)による８面体の制作と塗装仕上げ実習 

第02日 ABSシート(厚み3mm)による８面体の制作と塗装仕上げ実習 

第03日 ABSシート(厚み3mm)による８面体の制作と塗装仕上げ実習 

第04日 ABSシート(厚み3mm)による８面体の制作と塗装仕上げ実習 

第05日 課題のまとめ 実習備品の片付けなど 

 

使用教科書 
材料の加工法はDVDを上映する。  接着剤の知識（東急ハンズで無料配布） 
デザインドローイング（武蔵野美術大学出版）   

自己学習の内容等アドバイス 

模型の作例を観察しておくこと。レーザーカッターを適宜使用する。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

デザインプロジェクトⅡ 講義 

木村・河村・川原・平光・梶田  

大島・黄・金・冨安・中西・尹 

井垣・藤巻・柴田・谷口 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ ３～４年次 必修 ［クラス分け］ 

授業の到達目標及びテーマ 
デザインプロジェクトⅡはデザインプロジェクトⅠとの複合授業である。 

この授業では全学生が学年を越え、共通の課題に対してグループで研究を行う。 

昨今集団での行動や上下関係を敬遠しがちだが、経験を共有することで、相互理解とコミュニケーション力の

向上を目指す。上級生と下級生が教え学ぶことによって、学生の自主性や指導能力を向上させることを期待す

る。 

グループ内での各自の役割を認識し、積極的にその役割を全うすること。 
授業の概要 

実体験に基づく問題解決型の課題に対して、各グループで自由に取り組む。 

グループ活動の滑らかな運営に加えて、全員で実際的な結論に至ることを目標とし、経過も含めレポート形式

で提出。 

学生に対する評価の方法 

課題への取組み姿勢、グループ内での協調性、授業への参画態度を加えた総合評価を行う。 

授業計画（回数ごとの内容等） 
本学習は2年間で2単位15週をめどに開講する。 
 
1年目前期4回、後期4回相当 
2年目前期4回、後期4回相当とし、全体ガイダンスを前期に、総合発表会を後期に実施する。 
 
テーマ例 
・コミュニケーションの向上を目的とした学外研修の企画立案 
・同、計画と実施 
 
・「D棟への往復を楽しくするには」「限られた材料で指定の造形をするには」などの問題解決型テーマ 
・同、プレゼンテーションまたは試作大会 
 
その他状況に応じて流動性を持たせた授業内容とする。 

使用教科書 
特に指定しない。 

自己学習の内容等アドバイス 

他者とコミュニケーションを取ることを心がけること。学年、クラスを超えて取り組む授業のため、自分の役

割を決め込まず、経験したことのない役割に積極的に回ってみることを勧める。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

デザインマネジメント 講義 木村 一男 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ ３年次後期 選択  

授業の到達目標及びテーマ 
近年、企業の経営戦略の中で重視されるデザインマネジメントについて、その基礎知識を把握、理解すること

をテーマとして、その概念を十分に習得して、その重要性を認識することを到達目標とする。 

授業の概要 

デザインマネジメントの基本概念、その歩み、その展開法と広範な領域について述べる。 

学生に対する評価の方法 

授業への参画態度（30％）と期末に提出するレポート（70％、テーマの選び方・論旨の独自性・すぐれた叙

述・丁寧さ／誤字脱字の諸点で採点）により評価する。 

授業計画（回数ごとの内容等） 
第１回 デザインマネジメントとは何か 
第２回 企業戦略におけるデザインマネジメント 
第３回 日本におけるデザインマネジメントの展開 
第４回 デザインマネジメントとデザイン力 
第５回 デザインマネジメントのプロセス 
第６回 プロジェクト・マネジメント 
第７回 デザイナー・マネジメント 
第８回 CIマネジメント 
第９回 ブランド・マネジメント 
第10回 デザイン戦略マネジメント 
第11回 ケース・スタディ（1） 
第12回 ケース・スタディ（2） 
第13回 ケース・スタディ（3） 
第14回 日本のデザインマネジメントの問題点 
第15回 まとめ 
 

使用教科書 
参考図書：「デザインマネジメント＝デザインをビジネス戦略に活かす基礎知識」 

キャスリーン・ベスト 著（美術出版社 刊） 

自己学習の内容等アドバイス 

社会や企業のデザイン事象を常に注目し、分析、評価していること。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

イベントプランニング 演習 大井 純 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ ３年次前期（集中） 選択  

授業の到達目標及びテーマ 
イベントのプランニングから企画書の書き方までを実習。 

さらに、プレゼンテーションの仕方を実践し、社会活動の中で即役立つ能力を身につける。 

企画テーマは、できる限り現実的なものとすることにより、様々なニーズに対応するイベントの役割を、出来

る限り具体的に学習する。 

授業の概要 

展示会、フォーラム、フェスティバル、コンサート・・・などの様々なイベント。それらはすべて明確な目的

によって計画されている。ここでは、実際に行われるイベントの計画について研修し、プランの立て方を実習。

企画書の作り方からプレゼンテーションまで、プロジェクトチームを編成して行う。 

学生に対する評価の方法 

チーム別の企画プレゼンを受講生全員で採点した結果と、プレゼンテーション能力と授業への参画態度を総合

して評価する。 

授業計画（回数ごとの内容等） 
第01回  イベント概論 (イベントの歴史と、現代社会における役割)   

※VTR（愛知万博関連ビデオ鑑賞） 
第02回  愛知万博を検証、レポート提出／ イベントの構成方法 （６W2H分析法ほか） 
第03回  イベントプランニングのテーマとコンセプトの設定  

 ※オリエンテーション  イベント計画の立案と制作実習 
       ※ ２〜３名で１プロジェクトを組み、アイデア出し。                
第04回  イベント計画の立案と制作実習 A アイデアの創出方法  
第05回  イベント計画の立案と制作実習 B  
第06回  企画の内容構成  （プロジェクトによる企画構成実習） 
第07回  企画の内容構成  （プロジェクトによる企画構成実習） 
第08回  企画の内容構成  （プロジェクトによる企画構成実習） 
第09回  パソコンルームでの、企画書制作実習  １  
第10回   パソコンルームでの、企画書制作実習  ２          
第11回  パソコンルームでの、企画書制作実習 ３ 
第12回  企画書の内容チェックとプレゼンテーションの準備 
第13回    プロジェクトチーム別でのプレゼンテーションと採点  
第14回    プロジェクトチーム別でのプレゼンテーションと採点 
第15回    総評   
      イベント業務管理士の資格取得について 

使用教科書 
資料配布 

自己学習の内容等アドバイス 

アイデア出しのために、雑誌、新聞 情報誌、ネットなどを有効に使うこと。(情報の確保) 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

ものつくり講座Ⅰ 実習 金 昌郁 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ ３～４年次（集中） 選択 
木工 
※教職選択必修科目 ※〜2013年度入学者 

授業の到達目標及びテーマ 
 実際に作品を作るなかで、ものづくりの基本と「本物」の魅力を知る機会としたい。機械工具の正しい使い

方、木工作業の基本の流れを知ることを到達目標とする。 

授業の概要 

 集中講義として、「木工」などの手作り体験をする。デザイン作業がコンピュータを使ったデスクトップに比

重が移行しつつあり、手を使う機会が少なくなってきているが、手作りの作業には、ものづくりの楽しさや充

実感を感じさせる魅力があり、またこれらの工芸・建築の分野には素材の扱い方や技法の深さから「本物」の

価値観を認識する事もできる。 

学生に対する評価の方法 

授業への参画態度（50％）、制作作品のデザインプロセスと精度（50％） 

授業計画（回数ごとの内容等） 
第01日  家具作品紹介(映像教材) 

     木材の紹介、組手について 

     材料、組物を条件として椅子、木工作品をデザインする 

第02日  椅子、木工作品、スケッチ、模型制作、図面作成 

     組手の種類を学ぶ 

     組手の制作実習 

第03日 木取り：木目や色を考慮し、材料の割付をする。 

 木取り：少し余裕を持って、荒く材料を切断する。 

第04日 木作り：手押しかんな盤、自動かんな盤などを使って、 

     材料の外形寸法、直角などを、正確に切削する。 

 墨付け：組手の場所を材料に正確に記す。け引き、墨つぼ、さし金、スコヤなど使用。 

第05日 加工： 

     角のみ盤、ほぞとり盤、ルーターなどを使いほぞ、ほぞ穴、ありなどの組手をつくる。 

第06日 加工：帯のこ盤、トリマーなどを使い面取り、切り抜きなどの形を作るための加工をする。 

 仕上げ削り：のみ、かんなを使って部品の仕上げをする。 

第07日 組み立て。 

     ハタガネ、クランプ、ロープによる固定。 

 研磨：サンドペーパーで十分に研磨する。 

第08日 必要に応じて塗装仕上げ。 

 作品講評会。 

 作品写真撮影。 

使用教科書 
配布資料、樹種や組手のサンプル 

自己学習の内容等アドバイス 

メモするものを用意すること。 
服装等、安全作業の準備をしておくこと。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

ものつくり講座Ⅱ 実習 中 幸生 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ ３～４年次（集中） 選択 
陶芸 

※教職選択必修科目 ※〜2013年度入学者 

授業の到達目標及びテーマ 
 自分の手を使い、汗を流して反復練習する中で身につく技術、感覚を実感できるようにする。 

現在のデザイン作業はコンピュータを使ったデスクトップに比重が移行しつつあり、手を使う機会が少なく

なってきている。陶芸の手作りの作業には、ものづくりの楽しさや充実感を感じさせる魅力があり、また素材

の扱い方や技法の深さを学ぶことから「本物」の価値観を認識する事もできる。実際に作品を作るなかで、も

のづくりの基本と「本物」の魅力を知る機会としたい。 

授業の概要 

集中講義として「陶芸」の手作り体験をする。本講座では、陶芸の基礎と、柔らかい粘土から焼き物が出来

上がるまでのすべての工程作業を8日間かけて実際におこなう。 

学生に対する評価の方法 

制作態度、制作作品 

授業計画（回数ごとの内容等） 
第01日 ものつくり講座Ⅱ（陶芸）基礎のガイダンスと窯業の概要説明 

     粘土を練る。ロクロの中心を取る。 

     手ロクロを使った成形。 

第02日 手ロクロを使った成形、電動ロクロを使った成形 

第03日 たたら成形による制作、電動ロクロを使った成形 

第04日 仕上げ、高台けずり 

第05日 素焼き窯詰め 

     素焼、素焼きの窯づめの操作を覚える。 

第06日 窯出し、加飾 

     加飾と施釉 絵付けと施釉のデザインを工夫する。 

     本焼き窯づめ 本焼きの窯づめの操作を覚える。 

第07日 本焼き、楽焼き 

 窯の炊き方の操作を覚える。  

第08日 窯出し・高台仕上げ 

     自作の器での茶話会。 プレゼンテーションと講評会。 

使用教科書 
自作の資料を使用 

自己学習の内容等アドバイス 

 普段から美術館や博物館、画廊などを回り、「いいもの」を観ておくこと。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

ものつくり講座Ⅲ 実習 藤田 久美 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ ３～４年次（集中） 選択 
ジュエリー 

※教職選択必修科目 ※〜2013年度入学者 

授業の到達目標及びテーマ 
実際に作品を作るなかで、ものづくりの基本と「本物」の魅力を知る機会としたい。工具の正しい使い方、ジ

ュエリー制作作業の基本の流れを知り、自分の手で形にしていくものつくりの楽しさを知ることを到達目標と

する。 

授業の概要 

集中講義として、「ジュエリー」などの手作り体験をする。デザイン作業がコンピュータを使ったデスクトップ

に比重が移行しつつあり、手を使う機会が少なくなってきているが、手作りの作業には、ものづくりの楽しさ

や充実感を感じさせる魅力があり、またこれらの工芸の分野には素材の扱い方や技法の深さから「本物」の価

値観を認識する事もできる。具体的にはワックスで指輪・ペンダントを彫刻しながら、いろいろな角度から立

体的に物を見ることを養う。  

学生に対する評価の方法 

独創性、作品の完成度、レポートなど 

授業計画（回数ごとの内容等） 
第01日 金属の説明・ワックスの説明・鋳造の説明・工具の説明 

     比重計算の説明 

第02日 デザイン案作成（指輪のデザイン ペンダントのデザインを５点程度） 

     独創性のあるものを選ぶ。 

第03日 作業 ワックスで指輪の基本型作り 

     指輪を作る工程を覚えるながら工具の使い方を体で覚えていく。 

第04日 作業 ワックスでオリジナルの指輪作り 

     上面・側面・サイドビューのバランスの取り方   

第05-06回 

     作業 ワックスでオリジナルのペンダント作り 

     ペンダントの金具の付け方をデザインの一部にいれる。  

＊ワックスから金属へ鋳造する（外注） 

 

第07-08回 

     作業 金属を磨いて仕上げる 

     ワックスの仕上が丁寧であれば 金属での仕上が楽である。 

 

制作作品を宇和島のパールデザインコンテストへの応募（任意参加） 

使用教科書全 
プリントを配布。 

自己学習の内容等アドバイス 

ジュエリーデザインの歴史や商品等の事前調査等。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

ものつくり講座Ⅳ 実習 張山 裕史 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ ３～４年次（集中） 選択 
鋳造 

※教職選択必修科目 ※〜2013年度入学者 

授業の到達目標及びテーマ 
 手作りの作業には、ものづくりの楽しさや充実感を感じさせる魅力があり、またこれらの工芸の分野には素

材の扱い方や技法の特殊さから「本物」の価値観を認識する事もできる。実際に作品を作るなかで、ものづく

りの基本と「本物」の魅力を知る機会としたい。 

授業の概要 

集中講義として、「ブロンズ鋳造」の手作り体験をする。 

学生に対する評価の方法 

制作作品、授業への参画態度 

授業計画（回数ごとの内容等） 
第01日 ものづくり講座（鋳造）のガイダンス 

    作業工程の説明と作業工程の留意点 

    原形成形（スタイロフォームなどによる原形） 
第02日 原形成形（スタイロフォームなどによる原形） 
第03日 原形成形（スタイロフォームなどによる原形） 
第04日 型取り・鋳込み 
第05日 型取り・鋳込み 

    型わり・洗い 
第06日 仕上げ（しめ・けずり・あなうめ） 
第07日 仕上げ（しめ・けずり・あなうめ） 
第08日 仕上げ（しめ・けずり・あなうめ） 

    作品講評 

    プレゼンテーションと展示   
 

使用教科書 
特になし 

自己学習の内容等アドバイス 

普段見過ごしている身の回りの金属製品を意識し観察する。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

ものつくり講座Ⅴ 実習 河村 暢夫  

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ ３～４年次（集中） 選択 
模型制作  
※教職選択必修科目 ※〜2013年度入学者 

授業の到達目標及びテーマ 
プロダクトデザイン、環境デザインの課題の成果物として模型によるプレゼンテーションは重要な部分を占め

ている。素材やスケール感を表現する技術を学ぶ。 

授業の概要 

模型制作に必要とする道具の使い方や適切な材料知識、加工法、接着技術等々を学修する。 

学生に対する評価の方法 

模型制作に積極的に参加して意欲的に創作（50%）して、目的にかなった成果をだしている（50%）かを評

価する。 

授業計画（回数ごとの内容等） 
第01日 デザインクレイ模型制作：直径が100mmの円筒と1辺が100mmの正6面体の作成 

第02日 デザインクレイ模型制作：直径が100mmの円筒と1辺が100mmの正6面体の作成 

第03日 デザインクレイ模型制作：直径が100mmの円筒と1辺が100mmの正6面体の作成 

第04日 ABSシート(厚み3mm)による８面体の制作と塗装仕上げ実習 

第05日 ABSシート(厚み3mm)による８面体の制作と塗装仕上げ実習 

第06日 ABSシート(厚み3mm)による８面体の制作と塗装仕上げ実習 

第07日 ABSシート(厚み3mm)による８面体の制作と塗装仕上げ実習 

第08日 課題のまとめ 実習備品の片付けなど 

 
 

使用教科書 
材料の加工法はDVDを上映する。  接着剤の知識（東急ハンズで無料配布） 
デザインドローイング（武蔵野美術大学出版）   

自己学習の内容等アドバイス 

模型の作例を観察しておくこと。レーザーカッターを適宜使用する。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

科学技術論 講義 天野 武弘 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ ３年次前期 選択  

授業の到達目標及びテーマ 
・科学および技術を歴史的に見ることの大切さを理解する。 

・デザイナーの教養としてモノ作りの方法や素材についての歴史的変遷や変革を正しく理解する。 

・現代社会の抱える問題点および将来の方向性を認識し、科学、技術を学ぶことの重要性を理解する。 

授業の概要 

科学や技術の発展が今日の社会を築いているといってもよい。授業では、科学や技術の発展のうちとくに歴

史的に重要な事例を取り上げ、また産業の興りなど具体的な事例を挙げながら、モノづくりの歴史的変遷およ

びそれに伴う社会変革などを論ずる。また科学と技術の発展による正と負の効果についての考え方を学ぶ。 

学生に対する評価の方法 

授業への参加姿勢（40％）および随時のミニレポート（60％）を課し、自主的に科学技術の歴史や現状を研

究させて総合的に評価する。 

授業計画（回数ごとの内容等） 
第1回 科学技術論概説（科学･技術とは何か、授業目的と講義内容の概要、参考資料や日程の説明） 
第2回 近代科学の成立（欧米における近代科学の成立過程から考える） 
第3回 江戸の科学（日本における科学の黎明期の特徴を学ぶ） 
第4回 産業革命と技術（産業革命の技術とは） 
第5回 日本の古代技術（大仏鋳造の謎、その技術から考える） 
第６回 たたら製鉄と日本刀の美（日本古来の製鉄法と鍛冶技術の職人技から考える） 
第７回 江戸の技術ポテンシャル（独創的な和時計とからくりの世界を学ぶ） 
第８回 近代科学技術の受容と日本の近代化（日本の近代科学･技術の導入過程から考える） 
第９回 一世を風靡した近代技術（蒸気機関と鉄道の果たした役割を学ぶ） 
第10回 近代化を進めた独自の繊維技術（紡績･製糸･織布の技術と独創性を学ぶ） 
第11回 土と木と鉄の技術（日本のものづくり文化の源流を学ぶ） 
第12回 都市基盤の整備と技術（電気･水道･港湾のインフラ技術から考える） 
第13回 科学技術の継承と産業遺産（モノづくりの遺産と文化財への考え方を学ぶ） 
第14回 量産化技術と地球環境（科学･技術の正の効果と負の効果から考える） 
第15回 現代社会と科学技術（科学･技術と社会発展、科学技術論のまとめ） 
 

使用教科書 
教科書は使用しない。科学史、技術史および産業遺産に関わる参考資料を用いて講義。 
【参考図書】 
天野武弘著『歴史を飾った機械技術』（オーム社）も適宜参考資料として講義。 

自己学習の内容等アドバイス 

 参考文献等を紹介し、事前の予習を促すようにする。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

環境デザイン論 講義 山田 厚志 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ ３年次前期 選択  

授業の到達目標及びテーマ 
「環境とはなにか？」「自然環境とは？」「都市環境とは？」･･･こうした「～とはなにか？」と絶えず問い続け

る姿勢こそ、大学生に求められる基本的態度である。とりわけデザインという極めて社会的な営みを学ぶ者は、

地球環境の現状や持続可能な地域社会のあり方を追求するにとどまらず、さらに一人のデザイナーとして「～

とはなにか？」に対して<かたち>という「こたえ」を示す力量が必要とされる。これが授業の目標ともなる。 

授業の概要 

・授業は基本となる考えを山田が毎回提示する。これが「環境を考え、デザインする出発点」となる。 

・その上で単なる座学にとどめず、議論や取材ほか受講生が授業に積極的に<参加>する仕掛けを盛り込む。 

・あわせて授業の学習成果を社会に発信する手法も取り入れ、第三者評価が学生に実感できるようにする。 

学生に対する評価の方法 

・大学生に求めるものは授業への「受身的出席」ではない。山田は授業への<参加度>を も重視する。参加

とは「興味を持って主体的に授業の場に加わり、自ら考え、発信する」こと。学生に参加を求める山田は、

「参加しなくてはいけないと思える授業」 を毎回実施する。良い授業は教員・学生双方の参加度で決まる。 

・<参加度>の具体的な評価は、授業での発言回数・課題レポートをまとめる力量・示す<かたち>の密度など。 

授業計画（回数ごとの内容等） 
 
第1回  授業ガイダンス…この授業に求められる教官・学生双方の姿勢を確認することから始める 
第2回  授業ガイダンス②･･･環境デザイン慨論 
第3回  大文字の「環境」小文字の「環境」、大文字の「デザイン」小文字の「デザイン」、とはなにか？ 
第3回  「なごや環境大学という運動」･･･名古屋の先進的取り組みの紹介とその活動への参加 
第4回    「環境問題のエポックメーキング」①リオ・サミット･･･環境の「保存」と「保全」の概念 
第5回  「環境問題のエポックメーキング」②藤前干潟と愛・地球博･･･環境の当事者意識の萌芽 
第6回  「環境問題のエポックメーキング」③東日本大震災とフクシマ･･･「近自然的社会」のデザインへ 
第7回  企業のデザインワークと環境問題･･･プランニング業・小売業・印刷業・製造業などの実例報告① 
第7回  企業のデザインワークと環境問題･･･プランニング業・小売業・印刷業・製造業などの実例報告② 
第8回  企業のデザインワークと環境問題･･･プランニング業・小売業・印刷業・製造業などの実例報告③ 
第9回  環境のトータルデザインをめざして・・・欧州・アジアの街の取り組み 
第10回   環境のトータルデザインをめざして・・・我が国とこの地域の街の取り組み 
第11回   授業成果発表①･･･環境講座受講体験発表 
第12回   授業成果発表②･･･環境調査レポートの作成結果発表 
第13回   授業成果発表③･･･環境啓発グッズ「エココンシャス・デザイン」制作発表会 
第14回  「環境ディペート」…正解がない環境問題を全員参加の討論により体感する 
第15回    まとめ･･･全授業参加後に力量アップの自己確認として成果発表会を開催 
 
（注：上記授業計画は受講者の関心の度合いや 新の環境関連事象などによって変更することがあります） 
 

使用教科書 
・共通テキストとして、なごや環境大学編『環境ハンドブック』を使用する。 
・そのほか山田が作成する授業レジュメを配布する。また、適宜、参考図書を紹介する。 

自己学習の内容等アドバイス 

・毎朝届く新聞紙上の「環境関連報道」を読んで考え、スクラップすること。 
・授業開始後は、山田が勧める現場に出かけてみること。なにごとも<参加>する姿勢が も大切。 
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［授業科目名］ ［授業方法］ ［授業担当者名］ 

建築史 講義 中西 正明 

［単位数］ ［開講系］ ［必修・選択］ 備考 

２ ３年次前期 選択 SPD分野（SD）必修科目 

授業の到達目標及びテーマ 

(1)空間デザインに必要な建築技法（＝建築言語）を得るために西洋古典建築の通史を知る。 

(2)日本のデザイナーとして欠かせない、茶室や数寄屋の知識を学び、日本デザインの「粋」を理解する。 

(3)どの分野のデザイナーでも知っておきたい「（日本の）ハレとケ」「（茶室の）結界」「マニエリスム」「ポス

トモダン」等の建築用語。その内容を理解するため、写真や図面を通じて建築史を学ぶ。 

授業の概要 

写真や動画・図面を見せながら説明する。理解を深めるためにスケッチなども実施する。歴史の授業は「細か

い事まで暗記する」悪い印象があるが、本講座で建築用語を学ぶことはデザインそのものを理解してデザイナ

ーとしての技法を増やすことになる。伝統技法を知ったうえで自分の個性を表現するのが真のデザインである。 

建築はその時々の文化・芸術・技術の集大成であり、過去の建築様式は現代デザインにつながっている。 

学生に対する評価の方法 
期末筆記試験により行う。スケッチやレポートの提出実績や，受講姿勢も考慮する。 

授業計画（回数ごとの内容等） 

 

第1回. 西洋建築①ギリシャ建築とオーダー：エンタブレチュア コーニス、フリーズ、アーキトレーブ 

第2回. 西洋建築②ローマ建築：ドームとコンクリートとピラスター（付け柱）の発明  

ウイトルウイウスと建築十書 

第3回. 西洋建築③ビザンチン建築とロマネスク建築：ハギ・ソフィア大聖堂 ピサ大聖堂  

第4回. 西洋建築④ゴシック建築： 尖塔、ヴォールト、フライング・バットレス、トレーサリー  

力の流れに沿って柱を軽快に見せた（魅せた）中世の石工の工夫 

第5回. 西洋建築⑤ルネサンス建築はダ・ヴィンチが生涯の目標にした「二人の万能の天才」が創った 

金細工師だが遠近法も発明し今なお再現不能な尖塔ドームの設計施工者ブルネレスキ 

数学・法学・文学・音楽・美術・体育・家計etc全能で人格者のアルベルティ「建築論」 

ルネサンス建築の頂点を築き上げたブラマンテが創造したヴァチカン宮殿 

史上初の建築家パッラーディオとその建築理論の集大成「建築四書」 

マニエリスム建築：ミケランジェロ建築とヴァザーリ「画家・彫刻家・建築家列伝」 

第6回. 西洋建築⑥バロック建築、ロココ建築と新古典主義建築： 

第7回. 西洋建築⑦近代建築 バウハウスとＣＩＡＭ  

第8回. 西洋建築⑧ポストモダンと脱構築主義 

第9回. 世界の建築家：五大巨匠とそれに続く大家たち 

第10回. 日本建築① 寺院建築 神社建築 寝殿造り：ハレとケ  

第11回. 日本建築② 城郭建築と書院造：武家の建築文化の粋 

第12回. 日本建築③ 茶室と数寄屋：日本の粋なデザイン 

第13回. 日本建築④ 擬洋風建築と帝冠様式 戦後のメタボリズム運動 

第14回. 日本
よめな

の
い

建築家
と こ ま る

：内田祥三
よしかず

,岸和郎
わろう

,佐野利器,吉田五十八,村野藤吾,出江寛,六角鬼丈,毛綱毅曠etc 

第15回. テスト 

使用教科書 

教科書は使用しない。都度、資料を配布する。 

自己学習の内容等アドバイス 

今はWebで世界の名建築の写真や動画を観られる。建築史を学ぶには素晴らしい時代だ。よく観察して考えた

のち、また観察するとよい。本学の図書館にも数多くの建築書があるので予習復習に利用してほしい。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

広告プランニング 講義 梶田 渉 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ ３年次前期 選択  

授業の到達目標及びテーマ

｢広告｣においても｢デザイン｣においても、よい｢表現｣は、よい｢企画｣から生まれる。 

いろいろな企業・広告・時代のクリエイターの｢アイディア｣や｢企画｣とその実行と成果の実例から、 

それぞれの視点や考え方や企画の展開方法を学び、 

たくさんの人々の心を動かし、目標を達成し、記憶に残るデザインや広告づくりに必要な、 

｢発想力＋企画力＋提案力＝プランニング力｣を修得する。 
 

授業の概要 

◆現代社会における様々な企業のマーケティング戦略と商品開発や施策の、成功例と失敗例を学ぶ。 

◆過去の名作ＴＶＣＭ、国内ＴＶＣＭ、海外ＴＶＣＭを鑑賞しながら、広告とは何かを学ぶ。 

◆時代のキーマンやクリエイターの、活動とものの考え方を紹介しながら、｢アイディア｣について考える。 

これら３つの柱の多くの事例を通して、社会におけるクリエイターやデザイナーの役割を理解し、 

実践的な｢発想力＋企画力＋提案力＝プランニング技術｣を養って行く。 

＊(この｢広告プランニング｣の授業は、広告分野のみならず、クリエイティブなモノづくりをしていこうとする 

デザイナーを目指す全ての学生に向けた、｢企画｣と｢アイディア｣の話をしていきます。) 
 

学生に対する評価の方法 
 
受講態度20%・授業の感想レポート40%・課題レポート40%から、総合的に評価する。 

授業計画（回数ごとの内容等） 

第01回：梶田の｢広告とアイディア論｣＋梶田の仕事(ＴＶＣＭとグラフィック広告を中心に) 

第02回：杉山登志とＴＶＣＭ 

第03回：２０１１年３.１１以降のＴＶＣＭ(全日本ＣＭ放送連盟ＡＣＣ賞 受賞作品を中心に) 

第04回：日本の今のＴＶＣＭ(全日本ＣＭ放送連盟ＡＣＣ賞 受賞作品を中心に) 

第05回：海外の 新の広告動向 クロスメディアと仕掛け(カンヌの受賞作品を中心に) ＜外部講師予定＞ 

第06回〜第09回：現代のクリエイター研究 ① ② ③ ④ 

第10回：企業のマーケティング戦略 ｢企画｣と｢アイディア｣ ① 創意工夫 

第11回：企業のマーケティング戦略 ｢企画｣と｢アイディア｣ ② 商品開発 

第12回：企業のマーケティング戦略 ｢企画｣と｢アイディア｣ ③ コンセプトワード 

第13回：企業のマーケティング戦略 ｢企画｣と｢アイディア｣ ④ 伝統と革新 

第14回：企業のマーケティング戦略 ｢企画｣と｢アイディア｣ ⑤ グローバル 

第15回：プランニング術「アイディアのちから」「独自性の発見」 
 
＊ 15回の授業は順番が入れ替わる場合があります。 

使用教科書 
 
教科書は特になし。講義当日に資料配布を行なう。 
 
自己学習の内容等アドバイス 
 
参考文献：「アイディアのちから」チップ・ハ―ス＋ダン・ハ―ス 著 

「独自性の発見」ジャック・トラスト＋スティーブ・リヴキン 著 
「教えて！カンヌ国際広告祭」佐藤達郎 著 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

視覚デザイン論 講義 尹 成濟 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ ３年次前期 選択 VCD分野必修科目 

授業の到達目標及びテーマ 
本授業は、ビジュアル・コミュニケーション・デザインとは何かについてから学習し、ビジュアル・コミュニ

ケーション・デザインを学ぶ学生にとって将来どのような領域に進むとしても 低限学むことを中心に講義を

行いたい。ビジュアル・コミュニケーションの領域は広く、多様なメディアが存在し講義の中で様々な方法で

紹介する。これをもとに学生自身が将来自分の専門性や研究対象をどこにおくか、これからの学習の指針にも

なればと考えている。 

授業の概要 

ビジュアル・コミュニケーションに関わったメディア史を身体、道具、複製、機械、バーチャル空間の 5 つの

次元に分けて学習する。またこのことを通してデザインを完成させている基本的な事柄について考えて行くこ

とを軸に、人間と身体性、機能、技術、美学、構造、情報の意味などをビジュアル・コミュニケーション・デ

ザインのさまざまな観点で考察する。この授業は、通史的な講義にならないようにと考えている。授業計画の

テーマに関係ある具体的なものを対象にそれをめぐってできるかぎり学生諸君とディスカッション形式で進め

て行くことを考えている。 

学生に対する評価の方法 

1.授業への取り組み姿勢（授業態度10%） 

2.提出物(ピクトグラム研究30%・ビジュアル記号の分析30%) 

3. 終講義修了時に提示する試験問題(レポート30%) 

授業計画（回数ごとの内容等） 
 
◎情報化社会におけるビジュアル・コミュニケーション・デザインの役割-歴史的観点から 
第01回 5つの次元からみるコミュニケーションデザインの変遷と初期のコミュニケーション 
        ルネサンスから近代までの表現・記述手段の考察 – メディアの複製 グーテンベルクの42行の聖書 
第02回 日本と近代の工芸デザイン(美術工芸運動とモリス、アール・ヌーヴォー、アール・デコ)  
第03回 DWBとヴァン・デ・ヴェルデとヘルマン・ムテジウスによる「規格化論争」 
        バウハウスとグローピウス / ロシア構成主義とヨーロッパのデザイン 
第04回 19世紀末から20世紀の芸術とグラフィックデザインへ 
        浮世絵から商業美術へ / 日本のグラフィックデザイン 

第05回 ヨーロッパのモダン・タイポグラフィ (映像資料) 
第06回 20世紀後半の情報機器の出現とビジュアル・コミュニケーション 

    チャールズ・イームズの映像作品 / ノーマン・マクラーレンと初期のアニメーション作り 

    オースカ・フィッシンガー映像作り、ソール・バスとモーションタイポグラフィ … など(映像資料) 

        これからのビジュアルコミュニケーションデザインとメディアの考察 

 

◎コミュニケーションとビジュアルデザインの考察 

第07回 コミュニケーションのモデルと分類の理解 - 視覚言語 / オットー・ノイラートとアイソタイプ 
      東京オリンピクとピトグラムによるノンバーバルのコミュニケーションの考察。 
第08回 ピクトグラムの考察と研究1 
第09回 ピクトグラムの考察と研究2 
第10回 ピクトグラムの研究結果のプレゼンテーション 
 
◎シンボルの機能の考察とビジュアルメッセージの役割 

第11回 ビジュアル・コミュニケーションにおけるシンボルの機能の考察(ビジュアル記号の役割と分析1) 
         パッケージの機能とビジュアルエレメントの機能と分析 
第12回 ビジュアル・コミュニケーション・デザインのエレメントの機能(ビジュアル記号の役割と分析2) 
第13回 ビジュアル・コミュニケーション・デザインのエレメントの機能(ビジュアル記号の役割と分析3) 
第14回 ビジュアル記号の役割と分析についてプレゼンテーション 
 
第15回 授業のまとめ / レポート提出 
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使用教科書 
参考文献や作品事例は授業を通して適宜提示、配付する。 

主なものは「POWERS OF TEN（チャールズ・イームズ）」「ノーマン・マクラーレン」「オースカ・フィッシンガー」

「ソール・バス」「杉浦康平の犬地図・日本列島時間軸変形地図」「ケルムスコット・プレスおよび19世紀末の絵本

（モリスほか）」「イタリア未来派によるグラフィック・ワーク」「リシツキーなどのロシア・アヴァンギャルドのグ

ラフィック・ワーク」「バウハウスのグラフィック・ワーク」「ワールド・ジオグラフィック・アトラス（ハーバー

ト・バイヤー）」「アイソタイプ（オットー・ノイラートなど）」、グーテンベルクの42行の聖書(画像)など。 

自己学習の内容等アドバイス 

講義の内容を良く理解し、来年度の卒業制作や研究領域に生かしてほしい。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

ユニバーサルデザイン論 講義 川原 啓嗣 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ ３年次前期 選択  

授業の到達目標及びテーマ 

ユニバーサルデザイン（Universal Design:以下、適宜 UD と略す）に関する基本的な知識を身につけ、人間の

多様性（diversity）と生活環境（built environment）との関係性への理解および洞察をもとに、受講者が自

発的に問題意識を持ち、人間中心のデザインについて考える力を養うことを到達目標とする。 

授業の概要 

ユニバーサルデザインとは、年齢、性別、国籍、文化、慣習、能力の違い等にかかわらず、できる限り 大限

多くの人に利用可能であるように 初から意図して、機器、建築、空間、システムなどをデザインすることで

ある。本科目においては、人間とその周囲の生活環境との関係性において、人間中心のデザインに必要な知識

を、建築、人間工学、社会学、心理学、生理学、人類学等の学問的体系から修得・考察することを目的とする。 

学生に対する評価の方法 

平常の授業態度(30%)と、授業の 10 週目以降に行なう試験及び（または）レポート提出により各授業項目の理

解度(70%)を判定し、総合的に評価を行う。授業中の積極的かつ自発的な質問は高く評価し採点に加味する。所

定の評価基準に達しない場合、レポートの再提出を求めることがある。 

授業計画（回数ごとの内容等） 
第1回 ユニバーサルデザインとは何か？（イントロダクション、授業の進め方、及び授業概要） 
第2回 バリアフリーからユニバーサルデザインへ（ユニバーサルデザインに至る経緯・歴史） 
第3回 多様性と包摂性（誰のためのユニバーサルデザイン？） 
第4回 人間の身体機能特性 

第5回 UDマトリックス（デザインのツールとして活用する方法） 
第６回 事例研究；住宅と建築のUD 
第７回 事例研究；都市と交通のUD 

第８回 事例研究；情報とコミュニケーションのUD 
第９回 事例研究；衣と食のUD 
第10回 人間生活工学と人間中心設計 
第11回 ユニバーサルデザイン評価手法（アンケートやユーザビリティ評価をデザインに活用する方法） 
第12回 人権・人間性の尊重（国際人権宣言から ISO/IECガイド71まで） 
第13回 地球環境保全（サステイナブルデザイン） 
第14回 平和・国際貢献のデザイン 
第15回 安全・防災のデザイン 
 

使用教科書 
【教科書】 

 「知る、わかる、ユニヴァーサルデザイン 〜IAUD UD検定・中級 公式テキストブック〜」、「IAUD UDマト

リックス ユーザー情報集・事例集」 

【参考図書】 

ユニバーサルデザインハンドブック（丸善）など、ユニバーサルデザインについて書かれた本は多い。 
「誰のためのデザイン？」（新曜社）、「成長の限界」（ダイヤモンド社）などもユニバーサルデザインに関連し

た名著である。 
自己学習の内容等アドバイス 

授業の中で適宜、テーマに即した参考図書を紹介する。それらを熟読の上、次週の授業へ備えてほしい。 
なお、授業中の積極的な質問は高く評価する。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

空間演出論 講義 平光 無門 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ ３年次後期 選択  

授業の到達目標及びテーマ 
①国内外の優れた空間デザイン事例を知ること、②空間デザインをする上で必要な、造形・レイアウト（空間

の形態をしめすもの）、材料・色・あかりの効果（空間の印象と質をきめるもの）など、空間演出のための構成

エレメントを知ることを到達目標とする。 

授業の概要 

上の目標に基づき、空間デザイン事例を「住空間」「建築」「ランドスケープ」「都市空間」に分類。建築物や都

市などの映像・スライド等のをみて、空間体験をし、教員が解説をする。また学生が予習テーマにそって調べ

た事柄を紹介する。 

学生に対する評価の方法 

①授業への参画態度（30％） 
②提出レポート（70％） 
以上２点から総合的に評価する。 
授業計画（回数ごとの内容等） 
第  1回  ガイダンス、トゥーゲントハット邸の空間機能と近代建築材料 
 
住空間 
第  2回  インテリアのトレンド1：世界の家具・インテリア材料の展示会から 
第  3回  インテリアのトレンド２：世界のトレンド、 
第  4回  現代家具（おもに椅子）の形態と構造・素材の関係 
第  5回  色彩と色材：日本の伝統的な顔料・染料について 
第  6回  北欧インテリア：照明と北欧デザイン 
第  7回  自然環境と住宅空間 
第  8回  コンタクト展 
 
建築空間 
第  9回  日本の名建築：造作、匠の技、組み物（斗・肘木）など 
第 10回  ヨーロッパの名建築：近代の鉄とガラスの構造、民家（地中海周辺の白い街並み） 
 
ランドスケープ 
第 11回  スクーグスチルコゴーデン、モエレ沼公園 

 
都市空間 
第 12回  環境都市フライブルクの特徴 
第 13回  フュゾー規制等パリの都市景観行政の特徴 
第 14回  ローマ各時代の都市空間 
第 15回  試験またはレポート作成 

使用教科書 
参考資料を配付する。 

自己学習の内容等アドバイス 

第１回ガイダンス時に、各回の予習テーマを伝える。またレポートが作成できるように、復習として興味ある

空間事例に対して調査しまとめておくこと。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

現代工芸論 講義 木村 一男 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ ３年次後期 選択 教職選択必修科目 

授業の到達目標及びテーマ 
伝統工芸とともに、ひろく拡がる手工芸の世界を概観し、現代の生活や社会との関わり、その目的、役割、こ

れからの方向を考える。 

授業の概要 

初に工芸について概論を述べ、次いで伝統工芸や手工芸の各分野の歴史、現状や課題について述べる。併せ

て陶器の制作実習を行い、工芸作品の制作の実際に触れる。 

学生に対する評価の方法 

授業への参画態度（30％）と実習作品および期末に提出するレポート（併せて70％、レポートは論旨の独自

性・すぐれた叙述・丁寧さ／誤字脱字の諸点で採点）で評価する。 

授業計画（回数ごとの内容等） 
第1回 工芸とは何か 
第2回 手づくりと機械化 
第3回 工芸が成立する条件 
第4回 伝統工芸Ⅰ（陶磁器） 
第5回 伝統工芸Ⅱ（漆芸） 
第６回 伝統工芸Ⅲ（金工） 
第７回 伝統工芸Ⅳ（竹木工） 
第８回 陶芸実習Ⅰ（作品成形） 
第９回 陶芸実習Ⅱ（作品成形） 
第10回 陶芸実習Ⅲ（作品成形） 
第11回 陶芸実習Ⅳ（素焼・施釉） 
第12回 陶芸実習Ⅴ（窯詰め・本焼成） 
第13回 陶芸実習Ⅵ（窯出し・講評） 
第14回 世界の工芸 
第15回 現代における工芸の意義と役割 
 

使用教科書 
参考図書：「少年民芸館」外村 吉之介 著（筑摩書房 刊） 

自己学習の内容等アドバイス 

日頃から身の回りや店頭にある工芸品に関心をもち、眺め、手に触れて、親しい存在として意識すること。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

商品企画論 講義 加藤 純 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ ３年次後期 選択 学究・デザインビジネス分野必修科目 

授業の到達目標及びテーマ 
成熟市場において新たな価値を担う商品やサービスの企画は現代の企業活動において最も重要な取り組みである。

商品企画は企業存続の軸であり、社会に価値提供ができる優れた商品企画は企業の多様な取り組みを踏まえること

ではじめて生み出すことができる。本講では現代における企業活動の意味・目的を理解し、そこで行われる商品企画

の知識・理論を学ぶと共に、現場の実践的感覚に基づく商品企画の手法を身につける。 

授業の概要 

商品企画のベースとなる企業活動の知識を学びながら、学生が個別に精通した情報フィールドを明らかにし、

これに基づいた現実性の高い商品企画立案手法の実践的指導をおこなう。 

学生に対する評価の方法 

毎回配布し回収するワークシートの作成内容のレベルを評価する。 
授業を通じて学生自身が個別に作成する商品企画内容とその完成度を評価する。 

授業計画（回数ごとの内容等） 
第01回 企業の存在と目的についての理解 
第02回 社会構造の変化と企業家精神についての理解 ４つの指標による自己分析の実施 
第03回 社会標準となった商品開発事例２題の分析を通じた商品企画視点の理解 
第04回 戦略立案の基本についての理解 自己の情報環境について分析 
第05回 購買者心理の基本についての理解 消費や商品の情報について自己の得意領域の確認 
第06回 購買行動の基本についての理解 得意領域の商品やサービス提供企業の戦略分析 
第07回 イノベーター理論についての理解 価値観クラスターについての自己分析 
第08回 ターゲティングとポジショニング手法の基本についての理解 
第09回 個別の商品企画ジャンル決定に基づくポジショニング手法の実践 
第10回 商品企画基本項目に基づく個別の商品企画の具体化手法についての理解 
第11回 戦略視点と各分析ツールを踏まえた個別の商品企画シートの作成 
第12回 商品企画の内容構成の個別指導 ポジショニングマップの詳細分析 
第13回 商品企画の内容構成の個別指導 ターゲティング適正の詳細分析 
第14回 企画プレゼンテーションメソッドの基本についての理解 
第15回 商品企画プレゼンテーションの実施  
 

使用教科書 
「絵でみるマーケティングのしくみ」日本能率協会マネージメントセンター 

自己学習の内容等アドバイス 

毎回配布のワークシートに沿って課題内容を行い、次週の授業にて発表し提出する。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

デザイン調査論 講義 森本 健 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ ３年次後期 選択 VCD分野 

授業の到達目標及びテーマ 
この授業では、デザイナーに必要な知識や企業の商品企画部門・販促部門の現状について学ぶ。市場動向やユーザーのニーズを

どのように調査・分析するか、そして商品企画やデザイン開発にどのように反映させていけば良いかについて知る。また企画提案書

作りのワークショップを通して、実践的な市場調査や情報収集・分析、商品企画の視点、デザイン開発手法等について学ぶ。 

授業の概要 

実社会に出てデザイン開発、製品企画、販売促進計画をおこなう上で、市場調査・情報分析は大変重要である。デザインの目的には

「用」が含まれており、デザイナーの感性だけでデザインが行われるものでなく、本来、ユーザーのニーズに合わせて行われるべき

ものである。授業では、ユーザーのニーズを把握するため実社会で実践されているマーケティングリサーチ理論や、調査手法の知

識習得に努める。企画提案書作りのワークショップを通して実践的な商品企画、デザイン開発を体得させる。 

学生に対する評価の方法 
課題レポートの提出、発表、評価、企画提案書の作成・発表に対する評価（2回）、考査試験による評価 

授業計画（回数ごとの内容等） 
第01回 商品企画における重要な視点とニーズの構造 
     何のためにデザインをするのか?誰のためにするのか? 商品企画における大切な視点を考察 
第02回 私たちを取り巻く生活用品市場の動向とニーズの分析。宿題/学生の気になる商品をレポート 
      時代が変わることにより変化した商品。生活関連用品（衣料、生活雑貨、食料品）と消費者ニーズの相関関係を考察。 

価格か、機能か、流行か。学生の気になる商品を発表 
第03回 現在の売れ筋商品、ヒット商品から、消えていった商品の動向とライフスタイルの変遷と消費者ニーズについて分析 

大型生活用品（家具、家庭電器製品）車輛（自動車、自転車、オートバイ）、住宅（一戸住宅、マンション）と消費 
者ニーズの相関関係を考察。 

第04回 商品企画の基本プロセスとロングセラー商品の要件。ヒット商品やロングセラー商品の背景を考察。 
宿題/Gマーク商品についてレポート 

第05回 マーケッテングリサーチのプロセス 
      調査の手法と特性、マーケティングリサーチの課題について考察。Gマーク商品についてレポート発表。 
第06回 企画提案書の作成① 
      企画書づくりの重要な視点について解説。選択テーマに基づきグループを構成して企画書づくりをする。 
第07回 企画提案書の発表 

商品企画テーマの選定、現状の把握と問題点の抽出を行い今後の方向性、新規の企画提案について企画書作成、発表。 
第08回 模範的なプレゼンティションボード（企画書）について 
      模範的企画書の事例紹介 
第09回 デザイン関連法規について 
      デザイナーとして必要な、意匠法、商標法などの産業財産権法、不正競争防止法、著作権法の概要を学ぶ 
第10回 企画提案書の作成② 
      グループを構成してテーマを協議し新規企画提案書の作成について検討を行なう。 
第11回 企画提案書の発表② 
      第1回の企画提案書の調査・発表から進化し、より充実た内容の企画書を作成し、発表する。 
第12回 企画提案書の作成・発表についての総括。 

企画提案書のテーマ選択と現状と問題点について考察し、今後の方向性、新企画提案について解説。 
第13回 マーケッテング戦略、製品戦略、価格戦略、流通戦略、プロモーション戦略、広告戦略について各戦略手法の総合 

的なまとめ。 
第14回 デザイン調査論全体の復習とまとめ。 
第15回 考査試験 

使用教科書 
参考図書 わかる!図解マーケッティング ダイアモンド社（編者・刊） 

     ビジネス企画書の作成技法 日本経済新聞社刊 他 

自己学習の内容等アドバイス 

毎回講義終了時に次回発表課題(宿題)として、学生に調査テーマを与えてレポートを提出させる。次の週の講義に内容を見て

学生に発表させる。レポート内容について評価し作成ポイントや効果的な発表についてアドバイスを行う。企画提案書の作成

においては、複数の学生でテーマについて分析、問題点の抽出を行うこと、広い視点で物事を捉えることを指導し、調査、発

表における自己の役割分担について認識させる。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

デザイン調査論 講義 中西 正明 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ ３年次後期 選択 SPD分野 

授業の到達目標及びテーマ 

テーマ ：近代建築以降の「ポストモダン現代建築  

空間デザイン専門誌である商店建築と新建築のバックナンバーのpdfデータを整理 

卒業研究のテーマとすることもできる。 

授業の概要 

建築史の続きとして、現代建築作品を解説。 

空間デザインで主体となる（建築学科ではないので）商店建築などの改修事例を学ぶ 

現代建築作品・空間デザイン作品を調査して発表（人数や次第であるが） 

学生に対する評価の方法 

調査発表50％ 受講状況50％で評価する 

授業計画（回数ごとの内容等） 

（内容は教室や使用できる画材やパソコンの環境・受講人数で変更することがあります） 

第 1回 講義全体を目次のように解説。コストと工期と収益性 損益分岐点 空間デザインは「他人が使う空

間を他人のお金で創る」という大前提を正しく理解する この視点がないと失業します！ 
第 2回 コスト工期の束縛の中で空間デザイナー達が、いかにしてデザイン性のある空間を実現したか？建築

家フランク・ゲーリーがビルバオ・グッゲンハイム美術館の設計で何をしたか？なぜスペインの町ビ

ルバオの市民は「あんな独りよがりのデザインは大嫌いなのにあの美術館は大好きだ。」と言うのか？ 
第 3回 スペインの町ビルバオの成り立ちとその建築について調べる 
第 4回 ドイツ政府とエッセン市が汚染イメージの強いツォルフェアアイン炭鉱の跡地を、いかにして、デザ

インの聖地に変え、世界遺産登録に成功したか？どんな建築家が何をしたか？ 
第 5回 ツォルフェアアイン炭鉱跡地の名建築・名デザインを調べる。ノーマンフォスター設計のレッドドッ

ト・デザインミュージアムとレッドドットコンペの受賞作品など 
第 6回 ナチスの高射砲陣地 巨大すぎて解体不可能な負の遺産をついに利用するまでの道のり 
第 7回 ナチスや冷戦の負の遺産の活用について調べる 
第 8回 モダン建築以降の空間デザインの潮流 ポストモダンとデコン 
第 9回 新建築誌臨時増刊「建築２０世紀」で調べる 
第10回 同上 
第11回 商店建築とスケルトン・インフィル：名古屋錦三丁目で地下水の止まらない建物をインテリアデザイ

ナー神谷利徳がどう逆利用したか 
第12回 商店建築誌から制約を逆手に取った名デザインを調べる 
第13回 同上 
第14回 新建築誌誌から名デザインを調べる。難解な建築家の文章の読解に挑戦 
第15回 テストまたはレポート 

使用教科書 

参考資料：商店建築誌と新建築誌のバックナンバー 

 

自己学習の内容等アドバイス 

予習・復習用に、本学の図書館にあるおすすめ本を紹介する。 
新建築誌臨時増刊「建築２０世紀」 

本学図書館資料：ファイドン・アトラス 世界の現代建築 [超大型本] 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

マーケティングデザイン論 講義 梶田 渉 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ ３年次後期 選択  

授業の到達目標及びテーマ
 

｢マーケティング｣の基本理論を理解し、何かをデザインする上で、マーケティングから課題を見つけるための

視点の持ち方や、コンセプトの見つけ方や、課題解決していく道筋を、いろいろな実例から学び、身につける。 
 
授業の概要 

マーケット(市場)＋ｉｎｇ＝｢マーケティング｣は経済活動だけでなく、社会と人の幸せのための重要な役割を

も担っている。｢どんなモノにも存在する場があり、時代背景・社会背景・生活文化・ターゲットの行動意識に

よってそれぞれに独自のポジションがある｣から生まれてくる｢デザイン｣との関係について、わかりやすい具体

例と基本的なマーケティング理論と併せて学習をすることで、デザイナーとしての基本的考え方を身につける。 

学生に対する評価の方法 
 
受講態度20%・授業の感想レポート40%・課題レポート40%から、総合的に評価する。 

授業計画（回数ごとの内容等 
 
第01回：コトラー、ドラッガーのマーケティング理論「マーケティングとは何か？」 

     『コトラーが教えてくれたこと』課題レポート 

第02回：企業の実例紹介 ① ブランドとは何か？ ブランディングとブランド価値 

第03回：企業の実例紹介 ② ブランドとは何か？ 競合と差別化戦略（４Ｐと４C ）について 

第04回：企業の実例紹介 ③ マーケティングからデザインヘ 市場（ＳＴＰ）について 

第05回：企業の実例紹介 ④ マーケティングからデザインヘ 顧客・コアターゲット 

第06回：企業の実例紹介 ⑤ マーケティングからデザインヘ 選択の基準 

第07回：市場について考える セグメントマーケティング 

第08回：市場について考える ＢＯＰビジネス ① 

第09回：市場について考える ＢＯＰビジネス ②  

第10回：マーケティングとデジタルコミュニケーションについて ＜外部の特別講師を予定＞ 

第11回：市場について考える 小さな市場で一番になる 

第12回：市場について考える ヒット商品について 

第13回：市場について考える 日本の海外戦略 

第14回：市場について考える マーケティングからデザインする上で必要なこと 

第15回：講義全体の総括＋質疑応答  

＊ 15回の授業は順番が入れ替わる場合があります。 

 
使用教科書 
 
教科書は特になし。講義当日に資料配布を行なう。 

 
自己学習の内容等アドバイス 
 
参考資料：コトラーのマーケティング本 

ドラッガーのマーケティング本 
         「カンブリア宮殿｣｢ガイアの夜明け｣｢未来世紀ジパング｣などのＴＶ番組 

日経デザイン・宣伝会議などの業界誌 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

ユニバーサルデザイン演習 演習 川原 啓嗣 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ ３年次後期 選択  

授業の到達目標及びテーマ 

概論（講義）など、耳から得る知識だけに頼るのではなく、演習を通して、実際に体験し経験として身体に覚

えることが大きな目的である。リアルなユーザーのニーズをもとに企画立案、デザイン開発、そしてプレゼン

テーションに至るワークショップを体験することで、受講者自ら考え、そして自発的、持続的に実行すること

ができるような力を養うことを目標とする。 

授業の概要 

本演習では、シミュレーション等ワークショップの手法を駆使しながら、実際の身体障害者と面談し、彼らを

ユーザーとして想定したデザイン開発を行なう。デザイナーの創意工夫や美意識だけでなく、企画マン、ある

いは営業マンとしての企画力および説得力の獲得をもイメージしつつ、マーケティング、仮説構築を行うこと

で、同時に問題解決への理解力、応用力を高め、これからの社会に求められるべき人材の育成に資す。 

学生に対する評価の方法 

平常の授業態度(30%)と、授業の14〜15週目に行なうプレゼンテーション・合評により全体の理解度(70%)を判

定し、総合的に評価を行う。授業中の積極的な質問は高く評価し採点に加味する。試験は行なわない。 

授業計画（回数ごとの内容等） 
第1回 ユニバーサルデザイン演習概説（イントロダクション、授業の進め方、及び授業概要） 
第２回 障害者疑似体験（視覚／触覚編） 

第３回 車イス利用者・妊産婦疑似体験 

第４回 高齢者疑似体験1（プログラム企画・チェックリスト作成） 

第５回 高齢者疑似体験2（プログラム実施） 

第６回 身体障害者の日常生活（地域で生きる障害者から生の声を聞く） 

第７回 フィールド・ワーク1（自助具調査・マーケティング） 

第８回 フィールド・ワーク2（障害者施設見学・ヒヤリング） 

第９回 ユニバーサルデザイン・ワークショップ1（問題把握・仮説構築・企画書作成） 

第10回 ユニバーサルデザイン・ワークショップ2（アイデア展開） 

第11回 ユニバーサルデザイン・ワークショップ3（基本デザイン開発） 

第12回 ユニバーサルデザイン・ワークショップ4（ユーザビリティ調査） 

第13回 ユニバーサルデザイン・ワークショップ5（ソリューション製作） 

第14回 ユニバーサルデザイン・ワークショップ6（プレゼンテーション・合評） 

第15回 ユニバーサルデザイン演習総括（まとめ） 

使用教科書 
【参考図書】 

「知る、わかる、ユニヴァーサルデザイン 〜IAUD UD検定・中級 公式テキストブック〜」、「IAUD UDマトリ

ックス ユーザー情報集・事例集」ほか、適宜、適切な資料・文献を紹介する。 

 
自己学習の内容等アドバイス 

演習（ワークショップ）形式の授業なので、出席の上、教員および他の受講生とのディスカッションから得ら

れた見識や方向性をもとに次週の授業へ備えてほしい。 
なお、授業中の積極的な質問は高く評価し、自発的・積極的なアピールおよびプレゼンテーションを期待する。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

ビジュアルコミュニケーション 

デザインⅠＡ 
演習 

小谷 恭二・梶田 渉・冨安 由紀子 

尹 成濟・柴田 知司・谷口 友帆 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

３ ３年次前期 選択 ＜複数＞［クラス分け］ 

授業の到達目標及びテーマ 
『言葉と視覚化』 

言葉（ある一定量の文章）を視覚化して、文章だけのときよりも、メッセージや世界観が伝わるコミュニケー

ションのカタチをデザインする。 

基本的にクラス単位で運営するが、課題説明、 終プレゼンテーションなどは学年全体でおこなう。 

授業の概要 

一定量の文章を制作のモチーフとするため、文意をよく理解し、解釈した上で制作すること。 

表現形式（媒体）は下記から２点以上を選択すること。 

①パネル表現②ページもの③動的表現（webやflashなど、技法自由）④動画（180秒）⑤その他 

表現手法は下記から選択すること。表現したいイメージの実現に向けて試行錯誤すること。 

①文章にある文字のみ（記号を含む）②文章にある文字とイラスト③文章にある文字と写真 

学生に対する評価の方法 

受講態度と作品審査（テーマの内容、独自性、表現の充実、デザインによる問題解決の姿勢） 

授業計画（回数ごとの内容等） 
第01回 全体オリエンテーション、テーマ解説 ＜全員＞ 

第02回 企画立案～事例、情報収集とディスカッション（文章の選定） 

第03回 企画立案～事例、情報収集とディスカッション（文章の選定） 

第04回 企画立案のまとめ～表現形式（媒体）についての情報収集とアイディア出し 

第05回 中間発表（モチーフとする文章と表現形式の計画） 

第06回 制作／進捗の報告と個別指導 

第07回 制作／進捗の報告と個別指導 

第08回 コンセプト、表現手法に関するクラス内ディスカッション（制作チェック1） 

第09回 制作／進捗の報告と個別指導 

第10回 制作／進捗の報告と個別指導 

第11回 コンセプト、表現手法に関するクラス内ディスカッション（制作チェック2） 

第12回 制作／進捗の報告と個別指導 

第13回 制作／進捗の報告と個別指導 

第14回 クラス別プレゼンテーション、講評 

第15回 全体プレゼンテーション、講評 ＜全員＞ 

 

*［1組：梶田・柴田、2組：尹、3組：小谷・谷口、4組：冨安の4クラス］ 

使用教科書 
特に教科書は定めず、担当教員が書籍、資料などを適宜配布する。 

自己学習の内容等アドバイス 

モチーフとして選定した文章を精読し、独自の解釈を付加するよう考察を深めること。該当文章のみでなく、

周辺情報の調査も行うこと。表現手法については事例を収集し、分析、考察、試作をすること。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

ビジュアルコミュニケーション 

デザインⅠＢ 
演習 

梶田 渉・山口 崇・山内 瞬葉 

柴田 知司・谷口 友帆・加藤 純 

渡邉 勝則・丹羽 哲男・坂野 弘 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

５ ３年次前期 選択 
VCD分野必修科目 

［クラス分け］＜複数＞ 

授業の到達目標及びテーマ 
この授業は、ビジュアルコミュニケーションデザインの専門性を高めるための 8 つの授業で構成され、将来、

進みたいデザインをより具体的に学ぶことになる。各自が今まで学習して来たデザインの目的と発見、表現プ

ロセスの構築、表現スキルなどをもとにして、具体的なデザインを提案し制作することになる。これは社会に

対してのメッセージと表現をどのように行なうのかといったデザインの社会的実践の基礎として位置づけら

れ、具体的な方向の選択とデザイン・メソッドの学習、実戦的なデザイン活動を行なう。 

授業の概要 

この授業の具体的な内容は、1.マーケティングコミュニケーションデザイン、2.ブックデザイン、3.イラスト

レーションとデザイン、4.メディアデザイン表現演習5.グラフィック・クリエーション、6.パーソナル・アイ

デンティティ、7.パッケージデザイン、8.web デザインの 8 つの内容で構成され、その中から2 つ選択し、よ

り専門的に考察しながらさまざまな角度で学んでいく。 

学生に対する評価の方法 

企画力（提案力・メッセージ性・新しさ・時代性）40%＋ 表現力（オリジナリティー・創造性・完成度）40% 

＋α取り組み姿勢（努力度）20%の基準で、総合的に評価する。 

授業計画（回数ごとの内容等） 

●マーケティングコミュニケーションデザイン(梶田 渉) 

  マーケティングから広告制作までの演習を通じて、実社会での｢広告クリエイティブワーク｣を体得する。  
☆ −1週間 事前課題案内（記憶に残る、モノと広告について） 

第01回  記憶に残る｢モノ｣と｢広告｣についてのレポートと考察 

★演習課題発表 ＋ 梶田渉の仕事 紹介（グラフィック＆ＴＶＣＭ）＋ 名作シズルＣＭ 

第02回  演習課題①講評（シズル写真Ａ）＋ 広告におけるシズル写真例の紹介＋シズル撮影演習 

第03回  演習課題②講評（コピー表現Ａ）＋ 広告における名作コピー例の紹介 ＋ コピーワーク演習 

第04回  演習課題③講評（シズル写真ＡＢとコピー表現ＡＢの結合） 

      現代社会における、いろいろな新聞広告の紹介 ＋ 朝日広告賞の案内 

★広告課題発表（５つのブランドから選択 ）＋ 広告課題の進め方（企画制作実習１０週の内容） 

第05回  中間チェック①：各自が選んだブランドの調査＆分析の報告と議論 

第06回  中間チェック②：各自が選んだブランドのマーケティング課題の抽出の報告と議論 

第07回  中間チェック③：選んだブランドのマーケティング課題解決の数案についての議論 

第08回  中間チェック④：マーケティング課題解決案からの宣伝企画案または商品企画案について 

第09回  中間チェック⑤：コピー案とビジュアル案～新聞広告表現案の制作について 

第10回  中間チェック⑥：新聞広告の具体的な表現案の制作～他媒体の宣伝企画案について 

第11回  中間チェック⑦：新聞広告＋他媒体の、宣伝展開の 終的な宣伝表現案について 

第12回  制作アドバイス①特徴化、コミュニケーションの主従関係の設計 ＋ 表現手法 

第13回  制作アドバイス②シズル、トーン＆マナー、完成度の上げ方 

第14回  制作アドバイス③プレゼンテーションとシナリオ 
第15回  ★各自のプレゼンテーション ＋ 講評会 ＋ 作品の記録 
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●ブックデザイン(山内 瞬葉) 
第01回 山内瞬葉のデザイン。 
    ブックデザインとビジュアルコミュニケーションデザイン（グラフィックデザイン）について 
第02回 ブックデザインとは何か、本の構造やエディトリアルデザイン 
第03回 実験的な本を作ってみる、非現実的な本に取り組む。製作 
第04回 製作 
第05回 アトリエに展示して講評会 
第06回 「学校から家までの案内」を本にする。◎ここからワークショップの始まり。 
第07回 デザインを考える 
第08回 表現手法を考える、写真・イラスト・文章など 
第09回 情報収集、情報とは何か。◎ここが重要 
第10回 目的を持って情報収集をする 
第11回 製作 
第12回 製作 
第13回 製作 
第14回 「学校から家までの案内・ブックデザイン」表題をつけよう。 
第15回 アトリエに展示をして講評会。  
 
●イラストレーションとデザイン(山口 崇) 
  イラストレーターの仕事を理解し、各自、それぞれの｢個性｣を引き出す演習を行う。その後、 
 与えられた課題の制作を通して自分を表現することで、作品で社会に｢個性｣を発信できるようにする。  
第01回 講師の自己紹介・イラストレーターの仕事 自己表現開発について 
第02回 自己表現開発（瞬発力） 
第03回 自己表現開発（展開力） 
第04回 自己表現開発（バリエーション） 
第05回 自己表現開発の講評と反省・課題発表 
第06回 資料採集力開発 
第07回 決定力・想像力開発 
第08〜10回 制作力開発 
第11回 制作力開発・中間チェック 
第12〜14回 完成度制作力開発  
第15回 完成作品プレゼンテーション・講評 
 

●メディアデザイン表現演習(柴田 知司・谷口 友帆) 
[第01回～第02回] 
・導入：セルフイントロダクション 
 ガイダンス、オリエンテーションとして学生の自己紹介を兼ねた特性の確認、発表 
 
[第03回～第06回／第07回～第10回] 
・研究制作：表現手法の探求 
 様々な映像技術や概念を提示し、表現の考察、調査、研究を経て、プロトタイプの制作とまとめを実施 
 技術的（時間操作、マルチデバイス、プロジェクション、モーションイメージ等）、 
 概念的（類型、比較対象、情報変換、構成要素の収集等）な視点から、 
 各自が選択したテーマについて掘り下げ、表現手法の在り方を探求 
 各演習と研究毎に、探求における試行錯誤のプロセスや得られた効果についてまとめる事 
 
[第11回～第15回] 
・課題制作：実装とその効果を視野に入れたデザイン 
 研究制作でまとめた表現手法とコンセプトの確認、制作、展示、プレゼンテーション 
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●パーソナル・アイデンティティ／PIの言語・視覚統合演習(加藤 純) 
 第01～02回 PIドメインサーベイ①/1日の時間・これまでの人生の時間をビジュアルプレゼン  
 第03～04回 PIドメインサーベイ②/日常の環境・これまで生きた環境をビジュアルプレゼン 
 第05～06回 PIドメインサーベイ③/D・NA分析し他者と違う10ポイントのビジュアルプレゼン 
 第07～08回 PIプラットフォーム構築/未来フォーカスの言語化とビジュアルプレゼン 
 第09～14回 PICS構築/自分の10年後を想定したセルフブランディングのプロトタイプ制作 
 第15回 PICS総合プレゼン/セルフブランディングでの言語化視覚統合のレベルを評価 
 
●グラフィック・クリエーション(渡邉 勝則) 
＊さまざまな目的に適したグラフィックデザイン制作。例：展覧会用DM、展覧会作品集、ブランドのグラフ

ィックツール、小冊子、カレンダー、フライヤー、タブロイド、ステーショナリー、イベントのノベルティ等 
第01回 オリエンテーション / 課題説明：目的・アイデアがクリアで考えられたグラフィックデザイン / 
    課題の資料提供  
第02回 ディスカッション（基礎知識を学ぶ）  
第03回 各自持ち寄ったデザインのディスカッション及び制作方法の検討 企画アイデア 
第04回 ディスカッション（実例を学ぶ）  
第05回 ディスカッション （企画のプランニング）例：展覧会用DM、展覧会作品集、ブランドのグラフィ

ックツール、 小冊子、カレンダー、フライヤー、タブロイド、ステーショナリー、イベントのノベルティ等 
第06回 まとめ：企画提出  各自アイデア及びラフスケッチ（プレゼンテーション） 
第07回 ディスカッション（３限目に行う）  各自 デザイン制作（印刷・加工を学ぶ） 
第08回 ディスカッション（３限目に行う） 各自 デザイン制作 
第09回 ディスカッション（３限目に行う） 各自 デザイン制作 
第10回 プレゼンテーション（中間） 
第11回 ディスカッション（３限目に行う） 各自 デザイン制作 
第12回 ディスカッション（３限目に行う） 各自 デザイン制作 
第13回 ディスカッション（３限目に行う） 各自 デザイン制作（外注先との原稿の受渡し及び心得） 
第14回 ディスカッション（３限目に行う） プレゼンテーション制作（プレゼン技法の所得） 
第15回 プレゼンテーション 
 
●パッケージデザイン(丹羽 哲男) 
パッケージデザインとは何か？パッケージデザインの概念からパッケージを知識として考え意識し、デザイン

への目を養う。実際の仕事紹介を交えながら、コンセプト立案からデザイン提案までを行い、アイデアの出し

方、モノの捉え方や考え方、コンセプトの重要性と自身の考えを形にすること、立体になったときの事などを

考え商品としてのデザインを学ぶ。 
●バレンタインスイーツ 
第01回 オリエンテーション 基本形白紙試作（パッケージ、ペーパーバック） 
第02回 市場調査 レポート提出 
第03回 商品ロゴ案 ネーミング、ロゴラフ案 
第04回 商品ロゴ案 ロゴラフ案からの絞り込み（数案）→フィニッシュ制作 
第05回 パッケージ案 パッケージ、ペーパーバック、アプリケーション等のラフ案 
第06回 パッケージ試作 ラフ案から絞り込み、パッケージ白紙見本の試作 
第07回 制作作業 中間プレゼンへ向けての制作 
第08回 制作作業 中間プレゼンへ向けての制作 
第09回 中間プレゼン 発表及び講評、プレゼンシートの提出 
第10回 制作作業 
第11回 制作作業 
第12回 制作作業 
第13回 プレゼンに向けての 終チェック ブラシュアップ及び制作作業 
第14回 ブラシュアップ及び制作作業 
第15回 プレゼンテーション 発表及び講評 
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●webデザイン(坂野 弘) 
ウェブ制作の現場において、自分でデザイン構築を行う力と、そのコーディングを行い、表示される力をつけ

る事が大切になる。現在主流の RWD（レスポンシブ・ウェブ・デザイン）での構築を 終目的に、自分の作

品をベースにしたＴシャツ販売サイトを制作する。 
※自分の今までに制作した作品や写真素材が必要。データで用意すること。 
第01回 全体オリエンテーション：席決め／授業概要説明／ホームページ基本的な講義 
第02回 コンセプト制作：閲覧対象者（ユーザー）と公開者（クライアント）の目的をベースにターゲットの

シナリオ制作／サイトに必要なページの検討／コーディング技術演習 
第03回 ホームページデザイン制作／コーディング技術演習 
第04回 ホームページデザイン制作／コーディング技術演習 
第05回 ホームページデザイン制作／コーディング技術演習 
第06回 ホームページデザイン制作／コーディング技術演習 
第07回 ホームページデザイン制作／コーディング技術演習 
第08回 コンセプトとデザイン発表（提出）／ホームページコーディング制作 
第09回 ホームページコーディング制作 
第10回 ホームページコーディング制作 
第11回 ホームページコーディング制作 
第12回 ホームページコーディング制作 
第13回 ホームページコーディング制作 
第14回 ホームページコーディング制作 
第15回 制作ホームページのプレゼンテーション（発表・提出） 
        

使用教科書 
参考文献や作品事例は授業を通して適宜提示、配付する。 

 

自己学習の内容等アドバイス 

事前に予測して計画を徹底的に行い実行すること。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

ビジュアルコミュニケーション 

デザインⅡＡ 
演習 

梶田 渉・小谷 恭二・冨安 由紀子 

尹 成濟・柴田 知司・谷口 友帆 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

３ ３年次後期 選択 [クラス分け]＜複数＞ VCD分野 

授業の到達目標及びテーマ 
この授業は、VCD と SPD のコースを越えた共通テーマによる演習課題を行なう。出題するテーマは社会性のあ

るものとするが、テーマの下でどのように具体的な課題として扱うかは、コースごとに検討して案内する。 

 

VCDコースでは、本学で学んで来たビジュアルコミュニケーションデザインを活かして、広い視野に立ち、 

出題されたテーマから自ら課題を発見し、市場やターゲットの調査・分析から企画提案をまとめた上で、 

様々なメディアから２つ以上を選択し、モノからコトまでを社会への具体的な提案として可視化した、 

総合的なデザインの作品群に落とし込んでいく制作を行う。 

社会的視点に立った個の創造性のある作品群として、計画的にトータルデザインする力を修得することで、 

３年次の目標が到達される。なお、その成果物を見せる学外発表の展覧会を４年次の５〜６月に実施する。 

授業の概要 

自ら発見した課題に対して調査と分析を行い、コンセプトを設定しながら、独自の視点と６Ｗ２Ｈに 

沿って企画をまとめる。その企画をもとにクリエイティブなアイディアを表現方法の全てにおいて発揮して、 

ＶＩ・パッケージ・ブック・ＷＥＢ・アドバタイジングなどの様々なメディアから２つ以上を選択し、 

新しい提案メッセージとオリジナリティーのある表現が発揮された成果物を目指して制作していく。 

表現方法の要素がうまく響き合い構築されて、はじめて｢伝わる｣コミュニケーションとなるため、 

誰が・誰に・いつ・どこで・なぜ・何を・どのように伝えるか・（ いくらで ）という、｢６Ｗ２Ｈ｣を 

度々確認しながら進行する。そして、独自のクリエイティブジャンプしたアイディアをどこで発揮するか、 

全体設計を考えながら、与えられた期間で、主張と個性のあるデザインをまとめていく。 

学生に対する評価の方法 

企画力（提案力・メッセージ性・新しさ・時代性）＋ 表現力（オリジナリティー・創造性・完成度） 

＋α取り組み姿勢（日常の受講態度・努力度）の基準で、総合的に評価する。 

授業計画（回数ごとの内容等）  
●月曜日の授業計画（ モノからコトまでを社会への具体的な提案としてまとめる実技演習課題 ） 

[１組：梶田 柴田、２組：尹、３組：小谷 谷口、４組：冨安 ] 
 

第01回：合同オリエンテーション ＜全員＞ 

第02回：与えられた課題の社会背景・市場・競合・ターゲットの調査取材と分析１／ディスカッション 

第03回：与えられた課題の社会背景・市場・競合・ターゲットの調査取材と分析２／各教員の質疑応答 

第04回：調査と分析結果からコンセプトの設定と企画立案／各教員の質疑応答 

第05回：各クラスで、企画書のまとめと提出＋企画プレゼンテーション／ディスカッション 

第06回：企画から表現へ（ラフ制作＋追加取材）1 ／各教員の質疑応答 

第07回：企画から表現へ（ラフ制作＋追加取材）2 ／各教員の質疑応答 

第08回：企画から表現へ（ラフ制作＋追加取材）3 ／各教員の質疑応答 

第09回：ラフ制作から実制作へ 完成までの進行スケジュール表の作成 

第10回：実制作（ＶＩ・パッケージ・ブック・ＷＥＢ・コミュニケーションツールetc.）1  

第11回：実制作（ＶＩ・パッケージ・ブック・ＷＥＢ・コミュニケーションツールetc.）2  

第12回：作品完成＋プレゼンテーション用のまとめ 

第13回：各クラスで、完成作品プレゼンテーション（作品選抜） 

第14回：作品ブラッシュアップ＋プレゼンテーションのブラッシュアップ 

第15回：合同プレゼンテーション＋講評会 
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＊ 全員の教員が4週間ローテーションで他のクラスを指導する機会を設ける。 

 

●木曜日の授業計画（ 前半は11月中旬開催のコンタクト展への対応、後半は月曜日の課題と連動した授業 ） 

[１組：梶田、２組：尹、３組：谷口、４組：冨安 ] 
 

第01回：CONTACT展に向けてのオリエンテーション  

第02回：CONTACT展用 ポートフォリオの台割 １／各教員の質疑応答 

第03回：CONTACT展用 ポートフォリオの台割 ２／各教員の質疑応答 

第04回：CONTACT展 展示計画書提出・ポートフォリオ制作 １ 

第05回：CONTACT展 展示作品チェック・ポートフォリオ制作 ２ 

第06回：CONTACT展用パネルデータ入稿／各教員の質疑応答 

第07回：CONTACT展 展示作品 終チェック ポートフォリオ制作 3 

第08回：CONTACT展開催・会場講評会 

第09回：月曜授業の課題連動 実制作の作品完成までの進行スケジュール表の提出 

第10回：実制作（ＶＩ・パッケージ・ブック・ＷＥＢ・コミュニケーションツールetc.）１ 

第11回：実制作（ＶＩ・パッケージ・ブック・ＷＥＢ・コミュニケーションツールetc.）２ 

第12回：プレゼンテーション用のデータ修正 

第13回：作品のブラッシュアップ １ 

第14回：作品のブラッシュアップ ２＋プレゼンテーションのブラッシュアップ １ 

第15回：合同講評会への準備＋プレゼンテーションのブラッシュアップ ２ 

使用教科書 
 
参考資料や作品事例は授業を通して適宜提示、配付する。 

 
自己学習の内容等アドバイス 
 
実際の現場を何度も取材し｢足｣でデザインを考える。類型化したデザインから抜け出したオリジナルの作品づ

くりを目指す。他の教員のアドバイスを積極的に聞き、その中から自分がやるべき方向を選び抜くこと。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

ビジュアルコミュニケーション 

デザインⅡＢ 
演習 

梶田 渉・山口 崇・山内 瞬葉 

柴田 知司・谷口 友帆・加藤 純 

渡邉 勝則・丹羽 哲男・坂野 弘 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

５ ３年次後期 選択 
［クラス分け］＜複数＞ 

VCD分野必修科目 

授業の到達目標及びテーマ 
この授業は、ビジュアルコミュニケーションデザインの専門性を高めるための 8 つの授業で構成され、将来、

進みたいデザインをより具体的に学ぶことになる。各自が今まで学習して来たデザインの目的と発見、表現プ

ロセスの構築、表現スキルなどをもとにして、具体的なデザインを提案し制作することになる。これは社会に

対してのメッセージと表現をどのように行なうのかといったデザインの社会的実践の基礎として位置づけら

れ、具体的な方向の選択とデザイン・メソッドの学習、実戦的なデザイン活動を行なう。 

授業の概要 

この授業の具体的な内容は、1.マーケティングコミュニケーションデザイン、2.ブックデザイン、3.イラスト

レーションとデザイン、4.メディアデザイン表現演習5.グラフィック・クリエーション、6.パーソナル・アイ

デンティティ、7.パッケージデザイン、8.web デザインの 8 つの内容で構成され、その中から前期に受講して

いない科目を2つ選択し、専門的に考察しながらさまざまな角度で学んでいく。 

学生に対する評価の方法 

企画力（提案力・メッセージ性・新しさ・時代性）40%＋ 表現力（オリジナリティー・創造性・完成度）40% 

＋α取り組み姿勢（努力度）20%の基準で、総合的に評価する。 

授業計画（回数ごとの内容等） 

●マーケティングコミュニケーションデザイン(梶田 渉) 

  マーケティングから広告制作までの演習を通じて、実社会での｢広告クリエイティブワーク｣を体得する。  
☆ −1週間 事前課題案内（記憶に残る、モノと広告について） 

第01回  記憶に残る｢モノ｣と｢広告｣についてのレポートと考察 

★演習課題発表 ＋ 梶田渉の仕事 紹介（グラフィック＆ＴＶＣＭ）＋ 名作シズルＣＭ 

第02回  演習課題①講評（シズル写真Ａ）＋ 広告におけるシズル写真例の紹介＋シズル撮影演習 

第03回  演習課題②講評（コピー表現Ａ）＋ 広告における名作コピー例の紹介 ＋ コピーワーク演習 

第04回  演習課題③講評（シズル写真ＡＢとコピー表現ＡＢの結合） 

      現代社会における、いろいろな新聞広告の紹介 ＋ 朝日広告賞の案内 

★広告課題発表（５つのブランドから選択 ）＋ 広告課題の進め方（企画制作実習１０週の内容） 

第05回  中間チェック①：各自が選んだブランドの調査＆分析の報告と議論 

第06回  中間チェック②：各自が選んだブランドのマーケティング課題の抽出の報告と議論 

第07回  中間チェック③：選んだブランドのマーケティング課題解決の数案についての議論 

第08回  中間チェック④：マーケティング課題解決案からの宣伝企画案または商品企画案について 

第09回  中間チェック⑤：コピー案とビジュアル案～新聞広告表現案の制作について 

第10回  中間チェック⑥：新聞広告の具体的な表現案の制作～他媒体の宣伝企画案について 

第11回  中間チェック⑦：新聞広告＋他媒体の、宣伝展開の 終的な宣伝表現案について 

第12回  制作アドバイス①特徴化、コミュニケーションの主従関係の設計 ＋ 表現手法、 

第13回  制作アドバイス②シズル、トーン＆マナー、完成度の上げ方 

第14回  制作アドバイス③プレゼンテーションとシナリオ 
第15回  ★各自のプレゼンテーション ＋ 講評会 ＋ 作品の記録 
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●ブックデザイン(山内 瞬葉) 
第01回 山内瞬葉のデザイン。 
    ブックデザインとビジュアルコミュニケーションデザイン（グラフィックデザイン）について 
第02回 ブックデザインとは何か、本の構造やエディトリアルデザイン 
第03回 実験的な本を作ってみる、非現実的な本に取り組む。製作 
第04回 製作 
第05回 アトリエに展示して講評会 
第06回 「学校から家までの案内」を本にする。◎ここからワークショップの始まり。 
第07回 デザインを考える 
第08回 表現手法を考える、写真・イラスト・文章など 
第09回 情報収集、情報とは何か。◎ここが重要 
第10回 目的を持って情報収集をする 
第11回 製作 
第12回 製作 
第13回 製作 
第14回 「学校から家までの案内・ブックデザイン」表題をつけよう。 
第15回 アトリエに展示をして講評会。  
 
●イラストレーションとデザイン(山口 崇) 
  イラストレーターの仕事を理解し、各自、それぞれの｢個性｣を引き出す演習を行う。その後、 
 与えられた課題の制作を通して自分を表現することで、作品で社会に｢個性｣を発信できるようにする。  
第01回 講師の自己紹介・イラストレーターの仕事 自己表現開発について 
第02回 自己表現開発（瞬発力） 
第03回 自己表現開発（展開力） 
第04回 自己表現開発（バリエーション） 
第05回 自己表現開発の講評と反省・課題発表 
第06回 資料採集力開発 
第07回 決定力・想像力開発 
第08〜10回 制作力開発 
第11回 制作力開発・中間チェック 
第12〜14回 完成度制作力開発  
第15回 完成作品プレゼンテーション・講評 
 

●メディアデザイン表現演習(柴田 知司・谷口 友帆) 
[第01回～第02回] 
・導入：セルフイントロダクション 
 ガイダンス、オリエンテーションとして学生の自己紹介を兼ねた特性の確認、発表 
 
[第03回～第06回／第07回～第10回] 
・研究制作：表現手法の探求 
 様々な映像技術や概念を提示し、表現の考察、調査、研究を経て、プロトタイプの制作とまとめを実施 
 技術的（時間操作、マルチデバイス、プロジェクション、モーションイメージ等）、 
 概念的（類型、比較対象、情報変換、構成要素の収集等）な視点から、 
 各自が選択したテーマについて掘り下げ、表現手法の在り方を探求 
 各演習と研究毎に、探求における試行錯誤のプロセスや得られた効果についてまとめる事 
 
[第11回～第15回] 
・課題制作：実装とその効果を視野に入れたデザイン 
 研究制作でまとめた表現手法とコンセプトの確認、制作、展示、プレゼンテーション 
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●パーソナル・アイデンティティ／PIの言語・視覚統合演習(加藤 純) 
 第01～02回 PIドメインサーベイ①/１日の時間・これまでの人生の時間をビジュアルプレゼン  
 第03～04回 PIドメインサーベイ②/日常の環境・これまで生きた環境をビジュアルプレゼン 
 第05～06回 PIドメインサーベイ③/D・NA分析し他者と違う10ポイントのビジュアルプレゼン 
 第07～08回 PIプラットフォーム構築/未来フォーカスの言語化とビジュアルプレゼン 
 第09～14回 PICS構築/自分の10年後を想定したセルフブランディングのプロトタイプ制作 
 第15回 PICS総合プレゼン/セルフブランディングでの言語化視覚統合のレベルを評価 
 
●グラフィック・クリエーション(渡邉 勝則) 
＊さまざまな目的に適したグラフィックデザイン制作。例：展覧会用DM、展覧会作品集、ブランドのグラフ

ィックツール、小冊子、カレンダー、フライヤー、タブロイド、ステーショナリー、イベントのノベルティ等 
第01回 オリエンテーション / 課題説明：目的・アイデアがクリアで考えられたグラフィックデザイン / 
    課題の資料提供  
第02回 ディスカッション（基礎知識を学ぶ）  
第03回 各自持ち寄ったデザインのディスカッション及び制作方法の検討 企画アイデア 
第04回 ディスカッション（実例を学ぶ）  
第05回 ディスカッション （企画のプランニング）例：展覧会用DM、展覧会作品集、ブランドのグラフィ

ックツール、 小冊子、カレンダー、フライヤー、タブロイド、ステーショナリー、イベントのノベルティ等 
第06回 まとめ：企画提出  各自アイデア及びラフスケッチ（プレゼンテーション） 
第07回 ディスカッション（３限目に行う）  各自 デザイン制作（印刷・加工を学ぶ） 
第08回 ディスカッション（３限目に行う） 各自 デザイン制作 
第09回 ディスカッション（３限目に行う） 各自 デザイン制作 
第10回 プレゼンテーション（中間） 
第11回 ディスカッション（３限目に行う） 各自 デザイン制作 
第12回 ディスカッション（３限目に行う） 各自 デザイン制作 
第13回 ディスカッション（３限目に行う） 各自 デザイン制作（外注先との原稿の受渡し及び心得） 
第14回 ディスカッション（３限目に行う） プレゼンテーション制作（プレゼン技法の所得） 
第15回 プレゼンテーション 
 
●パッケージデザイン(丹羽 哲男) 
パッケージデザインとは何か？パッケージデザインの概念からパッケージを知識として考え意識し、デザイン

への目を養う。実際の仕事紹介を交えながら、コンセプト立案からデザイン提案までを行い、アイデアの出し

方、モノの捉え方や考え方、コンセプトの重要性と自身の考えを形にすること、立体になったときの事などを

考え商品としてのデザインを学ぶ。 
●クリスマススイーツ 
第01回 オリエンテーション 基本形白紙試作（パッケージ、ペーパーバック） 
第02回 市場調査 レポート提出 
第03回 商品ロゴ案 ネーミング、ロゴラフ案 
第04回 商品ロゴ案 ロゴラフ案からの絞り込み（数案）→フィニッシュ制作 
第05回 パッケージ案 パッケージ、ペーパーバック、アプリケーション等のラフ案 
第06回 パッケージ試作 ラフ案から絞り込み、パッケージ白紙見本の試作 
第07回 制作作業 中間プレゼンへ向けての制作 
第08回 制作作業 中間プレゼンへ向けての制作 
第09回 中間プレゼン 発表及び講評、プレゼンシートの提出 
第10回 制作作業 
第11回 制作作業 
第12回 制作作業 
第13回 プレゼンに向けての 終チェック ブラシュアップ及び制作作業 
第14回 ブラシュアップ及び制作作業 
第15回 プレゼンテーション 発表及び講評 
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●webデザイン(坂野 弘) 
良いコンテンツを 良な状態で届ける事により、多くの対象となる人の閲覧を促し、生きたサイトになる。 
ニッチな分野も含め、自分で決めた内容においてCMS(Contents Management System)であるMovabletype
を利用して、更新可能なサイトを構築する。 
第01回 授業概要説明／CMSについての基本的な講義／各自制作内容の決定 
第02回 制作内容に基づいたターゲットと目的、制作者のビジネス展望（目的）を構築／サイト構成構築 
第03回 デザイン制作 
第04回 デザイン制作 
第05回 デザイン制作 
第06回 デザイン制作 
第07回 コンセプトとデザイン発表（提出）／ホームページコーディング基本確認 
第08回 ホームページコーディング制作 
第09回 ホームページコーディング制作 
第10回 ホームページコーディング制作 
第11回 ホームページコーディング制作 
第12回 ホームページ発表（提出）／Movabletype講習 
第13回  Movabletype組み込み 
第14回 Movabletype組み込み 
第15回 発表（提出） 
※コーディングについては、必要があれば、対象者のみ３～６回に集中的な講義を行う。ただしその場合、個々

の遅れは、ホームワークでカバーする事。       

使用教科書 
参考文献や作品事例は授業を通して適宜提示、配付する。 

 

自己学習の内容等アドバイス 

事前に予測して計画を徹底的に行い実行すること。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

スペース・プロダクトデザインⅠＡ 演習 金 昌郁 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

３ ３年次前期 選択 SPD分野（SD） 

授業の到達目標及びテーマ 
デザインの手法と考え方を習得することを目標とする。 

 市場調査やすぐれたデザインの分析を通して、立体空間デザインの状況と目的を知る。デザインと設計にお

けるコンセプトの建て方、的確なデザイン提案、空間の認識などを大切にしながら、図面・模型・パースとい

った計画表現方法またはモデリング・試作製品の制作などのプレゼンテーション方法を学び、作品を制作する。 

授業の概要 

 立体空間デザインの領域はたいへん広く、対象物のスケールと用途によって、デザインの考え方も異なって

くる。このシラバスでは環境空間とプロダクトとクリエイトのデザイン領域のうち、環境空間とクリエイトの

領域の授業についてのものである。環境用具のデザイン、照明計画、照明効果、照明器具のデザインをテーマ

にしたデザイン実習をおこなう。 

学生に対する評価の方法 

受講態度（20％）と、提出レポートや制作作品の内容および表現方法（80％）で評価する。 

授業計画（回数ごとの内容等） 
 

「照明のデザイン」 

 

 照明のデザイン表現：「灯り」のテーマに対して、照明器具、照明効果など各自のデザイン表現による制作。 

第1回    オリエンテーション（課題説明） 

第2回    テーマにかかる現状について調査 

第3回    テーマ設定 

第4回    デザイン提案、検討（材料調査） 

第5回    デザイン問題点（ディスカッション） 

第6～８回 デザイン決定、模型製作  

第9回    中間発表（ディスカッション） 

第10～13回 図面、作品制作   

第14回   プレゼンテーション準備 

第15回  講評会 

 

 

使用教科書 
特になし 

自己学習の内容等アドバイス 

日常的に環境空間デザインの情報に関心を持ち、トレンドを知るように。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

スペース・プロダクトデザインⅠＡ 演習 黄 ロビン、川原 啓嗣 

[単位数] [開講期]  [必修・選択] 備考 

３ ３年次前期 選択 ＜複数＞SPD分野（PD） 

授業の到達目標及びテーマ 

製品の形態に関わる諸要素を統合的に考える能力を養う。機能性や生産性、市場性などのデザイン側面か

ら、デザインをトータルに展開していく。本課題ではデザインに関する知識、技能を総合する能力を身に

つけることを目標とする。 

テーマ：バキュームクリーナー 
 

授業の概要 

バキュームクリーナーの構成部品や作動原理などを理解してから、構想を展開していく。その後、プロト

タイプなどの試作を通して、構想を検討・修正し、 終のデザイン案を決定し、提案の制作に入る。 
 

学生に対する評価の方法 

具体的なデザインプロセスにおいて市場調査や構想スケッチ等、随時レポートを提出する。評価は制作過

程でも行うが、課題への取組み姿勢と提出作品の質や深度で総合評価を行う。 
 

授業計画（回数ごとの内容等） 
 
第1回  課題提示、市販品構造分析。（宿題：相関製品の調査・情報収集） 

第2回  解決方策：ディスカッション、コンセプトメイキング、Image Scale、Image Board 

第3回  課題設定：5W1H法、ディスカッション、組み立て図制作 

第4回  構想検討：実寸Study Prototypeで構造検討 

第5回  構想展開：Idea Sketch／Key Sketch 

第6回  図面制作：Drawing 

第7回  中間チェック 

第8回  構想修正：Rough Model（外見+内部構造） 

第9回  模型制作： 終図面、３D模型（CAD） 

第10回  模型制作：Mock-up 

第11回  模型制作：部品制作 

第12回  模型制作：仕上げ 

第13回  模型制作：組み立て、塗装など 

第14回  発表準備：模型撮影、パネル制作 

第15回  プレゼンテーション及び作品講評会 

 

使用教科書 

授業進行に応じて、必要の都度に相関資料や文献・プリントなどを随時提示、配付する。 

自己学習の内容等アドバイス 

 

計画を徹底的に行い実行すること。配布テキストや資料などをよく読む。資料などをファイルにまとめて、

必ず持参すること。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

スペース・プロダクトデザインⅠＢ 演習 
平光 無門・井垣 理史 

平尾 正俊 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

５ ３年次前期 選択 ［クラス分け］SPD分野（SD） 

授業の到達目標及びテーマ 
 環境空間や立体製品をデザインするための、手法と考え方を、ⅠⅡⅢと段階的に習得することを目標とする。 

 [SPD1]はおもに環境空間デザインのクラスで、Aは制作、Bは計画について演習する。 

ⅠBの到達目標は、①インテリアデザインの知識、②空間演出、③3DCADの基本スキルの修得である。 

 市場調査やすぐれたデザインの分析を通して、スペースデザインの状況と目的を知る。空間の認識などを大

切にしながら、図面・模型・パースといった計画表現方法またはモデリング・試作製品の制作などのプレゼン

テーション方法を使って、作品を制作する。 
授業の概要 

  上の目標に基づき、５コマの演習を３人の教員が担当する。「住空間のデザイン」では①インテリアデザイ

ンの知識とインテリアの実践的な計画図の作成をする。知識についてはテキストを使用し講義をおこなう。７

回からは「インテリア設計士」の受験を想定し、実技試験問題にそった製図をする。また講義・製図と平行し

て住空間の計画課題をおこなう。「商空間のデザイン」では②空間演出として商空間の計画課題をおこなう。「デ

ジタルデザイン」では３年前期の専門デジタルスキルとして③3DCADに至る演習をする。一部の課題を共有し

て演習する。 

 

学生に対する評価の方法 

①授業への参画態度（20％） 

②提出レポートや制作作品の内容および表現方法（80％） 

以上２点から総合的に評価する。 
授業計画（回数ごとの内容等） 
 

「住空間のデザイン」 

＜平光 無門２コマ＞ 

インテリア講義と住空間デザイン演習「９坪住宅」 

第  1回  講義１ 家具デザインと建築家・デザイナー、 演習１ ガイダンス 

第  2回  講義２ 風土と歴史における、和室の成立、   演習２ 調査 

第  3回  講義３ 住まいの材料と構法、             演習３ 構想 

第  4回  講義４ 各種部分の寸法、住宅関連法規、  演習４ 構想 

第  5回  講義５ 内装仕上げ材、各種寸法、        演習５ 構想 

第  6回  講義６ 住宅の外周部位（屋根・壁・開口部）の構造，  演習６ プランニング 

インテリア施工図の製図と住空間デザイン演習「９坪住宅」 

第  7回  製図１ 平面図（照明器具配置などの天井伏図を含む）１、 演習７ プランニング 

第  8回  製図２ 平面図（照明器具配置などの天井伏図を含む）２、 演習８ プランニング 

第  9回  製図３ 家具施工図１、 演習９ プランニング 

第 10回  製図４ 家具施工図２、 演習10 プランニング 

第 11回   製図５ 透視図１、 演習11 プランニング 

第 12回   製図６ 透視図２、 演習12 模型制作 

第 13回  製図７ まとめ、  演習13 模型制作 

第 14回  演習14 模型制作 

第 15回  演習15 プレゼンテーションと講評 
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「商空間のデザイン」 

＜井垣 理史１コマ＞ 

店舗のデザイン：飲食店の計画 

第  1回  課題説明、調査 

第  2回  飲食店の研究 
第  3回  調査発表、イメージシート作成、基礎技術習得（透視図法） 

第  4回  調査発表、イメージシート作成、基礎技術習得（透視図法） 

第  5回  イメージシート発表、プラン作成、基礎技術習得（透視図法） 

第  6回  イメージシート発表、プラン作成、基礎技術習得（透視図法） 

第  7回  デザインプラン等発表、デザイン決定、基礎技術習得（透視図法） 

第  8回  デザインプラン等発表、デザイン決定、基礎技術習得（透視図法） 

第  9回    制作（プラン・模型等）、個別チェック 

第 10回    制作（プラン・模型等）、個別チェック 

第 11回    制作（プラン・模型等）、個別チェック 

第 12回    制作（プラン・模型等）、個別チェック 

第 13回    制作（プラン・模型等）、個別チェック 

第 14回    制作（プラン・模型等）、個別チェック 

第 15回  講評会 

 

 

「デジタルデザイン」 

＜平尾 正俊２コマ＞ 

第  1回  授業内容説明、インテリア商品のモデリング 

第  2回  インテリア商品のモデリングと室内空間（住宅の内観パース）の作成 

第  3回  室内空間（住宅の内観パース）の作成 

第  4回  「9坪住宅」の製図１ 

第  5回  「9坪住宅」の製図２ 

第  6回  プレゼン講座１：文字組 

第  7回  プレゼン講座２：レイアウト 

第  8回  プレゼン講座３：カラーその他 

第  9回  室内空間（住宅の内観パース）の作成１ 

第 10回  室内空間（住宅の内観パース）の作成２ 

第 11回  室内空間（住宅の内観パース）の作成３ 

第 12回  学科共通テーマ課題のプレゼン作成１ 

第 13回  学科共通テーマ課題のプレゼン作成２ 

第 14回  ウォークスルーアニメーション制作と映像編集１ 

第 15回  ウォークスルーアニメーション制作と映像編集２ 

 

 

使用教科書 
「住まいとインテリアデザイン」彰国社刊 

自己学習の内容等アドバイス 

日常的に環境空間デザインの情報に関心を持ち、トレンドを知るように。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

スペース・プロダクトデザインⅠＢ 演習 
藤巻 徹・阿萬 芳和 

片田 善衛・吉田 修作 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

５ ３年次前期 選択 
［クラス分け］＜複数＞ 

SPD分野（PD） 

授業の到達目標及びテーマ 

プロダクトデザインにおけるデザインフロー（リサーチサーベイ／問題発見／コンセプト設定／デザイン表現

／アイデア展開／モデル・パネル制作／プレゼンテーションまで）を前期授業 SPD1B（テーマ：ワーキングス

ペース）と後期授業 SPD2B（テーマ：ストリートファニチャー）とで連携して学ぶ。またデジタル表現手法と

して「3D-CAD・Rhinoceros」「レンダリング・KeyShot」「ドローイング・Photoshop」の演習を行う。 

 

授業の概要 

授業スケジュールを軸とし各工程で担当教員が全体または個別の設定に応じた指導を行う。段階的に実施する

プレゼンテーションで教員及びクラス全体でのディスカッションを通じ、課題設定の確認と応用力を高め、個

人のブラッシュアップとクラスとしてのスパイラルアップを目指す。 

 

学生に対する評価の方法 

課題の取組み姿勢とデザイン作業の理解度（授業態度）、課題における問題発見からの解決提案力（コンセプ

ト・アイデア・検証）、デザイン表現の精度（モデル・パネル）、プレゼンテーションまでを加えた総合評価

で行う。 
 
授業計画（回数ごとの内容等） 

 
第01回 授業ガイダンス：テーマ説明／リサーチサーベイ 
第02回 デザイン作業：リサーチサーベイ／問題抽出・整理・構造化 
第03回 デザイン作業：リサーチサーベイ／問題抽出・整理・構造化 
第04回 デザイン作業：コンセプト検討・設定／コンセプトプレゼンのパネル作成 
第05回 デザイン作業：コンセプト検討・設定／コンセプトプレゼンのパネル作成 
第06回 コンセプトプレゼンテーションと講評 
第07回 デザイン作業：アイデア展開／スケッチ 
第08回 デザイン作業：アイデア展開／スケッチ 
第09回 デザイン作業：図面検討・制作／簡易モデル試作・検証 
第10回 デザイン作業：図面検討・制作／簡易モデル試作・検証 
第11回 デザイン作業： 終図面制作・レンダリング・モデリング 
第12回 デザイン作業： 終図面制作・レンダリング・モデリング 
第13回 デザイン作業：モデリング・ 終プレゼンのパネル制作 
第14回 デザイン作業：モデリング・ 終プレゼンのパネル制作 
第15回 終プレゼンテーションと講評 
 
＊「3D-CAD・Rhinoceros」「レンダリング・KeyShot」「ドローイング・Photoshop」の演習は別途課題を与

えると同時に、上記フローに応じて総合的に演習する。 

使用教科書 
各担当教員の授業進行に応じて適宜資料を配布する。資料はファイリングし授業に持参する。 

自己学習の内容等アドバイス 

極力授業に出席し主体的に課題に取り組む姿勢が大切である。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

スペース・プロダクトデザインⅡＡ 演習 金 昌郁 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

３ ３年次後期 選択 SPD分野（SD） 

授業の到達目標及びテーマ 
この授業は、VCD と SPD のコースを越えた共通テーマによる演習課題を行なう。出題するテーマは社会性のあ

るものとするが、テーマの下でどのように具体的な課題として扱うかは、コースごとに検討して案内する。 
 

SDコースでは、環境空間デザインの考え方を習得することを目標とする。 

市場調査やすぐれたデザインの分析を通して、立体空間デザインの状況と目的を知る。デザインと設計におけ

るコンセプトの建て方、的確なデザイン提案、空間の認識などを大切にしながら、図面・模型・パースといっ

た計画表現方法またはモデリング・試作製品の制作などのプレゼンテーション方法を学び、作品を制作する。 
授業の概要 

 立体空間デザインの領域はたいへん広く、対象物のスケールと用途によって、デザインの考え方も異なって

くる。ⅡA では、住空間、商空間、インテリアをテーマにしたデザイン演習をおこなう。デザインの手法と考

え方を習得することを目標とする。 

 フィールドワークとして、環境デザインを目的とした、環境調査や市民参加の都市づくりの活動などの研究

をおこなう。 

学生に対する評価の方法 

平常の受講態度（20％）と、提出レポートおよび制作作品の内容と表現方法（80％）などで総合的に評価

する。 

授業計画（回数ごとの内容等） 

 
各自のデザイン表現による制作。 
第1回    オリエンテーション（課題説明） 
第2回    テーマにかかる現状について調査 
第3回    テーマ設定 
第4回    デザイン提案、検討（材料調査） 
第5回    デザイン問題点（ディスカッション） 
第6、7回 デザイン決定、模型製作 
第8回   コンタクト展 
第9回    中間発表（ディスカッション） 
第10～13回 図面、作品制作   
第14回   プレゼンテーション準備 
第15回  講評会 

使用教科書 
特に使用しない。必要に応じてプリントを配布する。 

自己学習の内容等アドバイス 

日常的に環境空間デザインの情報に関心を持ち、トレンドを知るように。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

スペース・プロダクトデザインⅡＡ 演習 黄 ロビン・大島 誠 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

３ ３年次後期 選択 ＜複数＞ SPD分野（PD） 

授業の到達目標及びテーマ 
この授業は、VCD と SPD のコースを越えた共通テーマによる演習課題を行なう。出題するテーマは社会性の

あるものとするが、テーマの下でどのように具体的な課題として扱うかは、コースごとに検討して案内する。 
 

PDコースでは、ユーザのニーズに基づくプロダクトデザインを追求して、素材や生産技術、人間工学など工

学的要素と形態との結び方に重点を置く。プロフェッショナルなデザイナーが要求される諸専門技能を全面

的にレベルアップすることを目標とする。 

  
授業の概要 

コンタクト展の開催とともに、過去の課題をポートフォリオにまとめて授業を展開する。個別に課題を設定

し、使用の側面と製造の側面、市場の側面から、デザイン計画を立て、担当教員からの随時研究指導を受け

ながら進めていく。この課題では、特に提案の未来性・新規性に重点を置く。 
 
学生に対する評価の方法 

ポートフォリオ、コンタクト展の成果、課題への取組み姿勢と提出作品のクオリティー、および授業態度を

加えた総合評価を行う。 

授業計画（回数ごとの内容等） 

 
第1回  オリエンテーションと（習得した技能の復習として）ワンディデザイン 
第2回  前期課題の修正・制作 
第3回  ポートフォリオの制作 
第4回  コンタクト展出展準備、内部講評 
第5回  課題設定：ユーザと使用シーンを選定、デザイン計画 
第6回  基礎調査：相関資料の収集・調査 
第7回  問題整理：問題構造化、構想展開：アイデアスケッチ 
第8回  コンタクト展 
第9回  中間発表：プレゼンテーション 
第10回  構想検討：ペーパーモデル 
第11回  デザイン作業：図面制作 
第12回  デザイン作業：模型制作 
第13回  デザイン作業：仕上げ、塗装など 
第14回  デザイン作業：撮影、パネル制作など 
第15回  プレゼンテーション及び作品講評会 

 

使用教科書 

プロダクトデザイン（日本インダストリアルデザイナー協会編纂） 
授業進行に応じて、必要の都度に各担当教員が資料・プリントなどを提示、配付する。 
 
自己学習の内容等アドバイス 

自主的に課題に取り組む姿勢が大切である。計画を徹底的に行い実行すること。担当教員とよくディスカッ

ションすること。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

スペース・プロダクトデザインⅡＢ 演習 
平光 無門・井垣 理史 

中山 則和 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

５ ３年次後期 選択 ［クラス分け］SPD分野（SD） 

授業の到達目標及びテーマ 
 環境空間や立体製品をデザインするための、手法と考え方を、ⅠⅡⅢと段階的に習得することを目標とする。 

 [SPD1]はおもに環境空間デザインのクラスで、Aは制作、Bは計画について演習する。 

ⅡBの到達目標は、①個別研究テーマの確立、インテリアコーディネーション、②空間演出、③CADを使った計

画方法の修得である。 

 市場調査やすぐれたデザインの分析を通して、スペースデザインの状況と目的を知る。デザインと設計にお

けるコンセプトの建て方、的確なデザイン提案を考えながら作品を制作する。 
授業の概要 

  上の目標に基づき、５コマの演習を３人の教員が担当する。「住空間のデザイン」では①個別研究テーマの

確立をめざしグループ面談をくりかえしおこなう。また7回まではコンタクト展のための制作をし、デザイン

とコーディネートの課題をする。「商空間のデザイン」では②空間演出として商空間の計画課題をおこなう。「デ

ジタルデザイン」では３年後期の専門デジタルスキルとして課題を通して③ADを使った計画方法を演習をする。 

 

 

学生に対する評価の方法 

①授業の参画態度（20％） 

②提出レポートおよび制作作品の内容と表現方法（80％） 

以上２点から総合的に評価する。 

授業計画（回数ごとの内容等） 
 

「住空間デザイン」 

＜平光 無門＞ 

デザインとコーディネート課題（小ホテルのインテリア）と個別研究テーマの面談 

第01回 作品制作（コンタクト展）１、個別研究テーマの面談 

第02回 作品制作（コンタクト展）２、個別研究テーマの面談 

第03回 作品制作（コンタクト展）３、個別研究テーマの面談 

第04回 ポートフォリオ制作（コンタクト展）１、個別研究テーマの面談 

第05回 ポートフォリオ制作（コンタクト展）２、個別研究テーマの面談 

第06回 ポートフォリオ制作（コンタクト展）３、個別研究テーマの面談 

第07回 名刺制作（コンタクト展）３、個別研究テーマの面談 

第08回 コンタクト展 

第09回 課題：課題説明・導入、個別研究テーマの面談 

第10回 課題：プランニング１、個別研究テーマの面談 

第11回 課題：プランニング２、個別研究テーマの面談 

第12回 課題：模型・製図制作１、個別研究テーマの面談 

第13回 課題：模型・製図制作２、個別研究テーマの面談 

第14回 課題：模型・製図制作３、個別研究テーマの面談 

第15回 課題：プレゼンテーションと講評 

 

 



（2015.4 更新）                                     ［2015 年度版］ 

 

「商空間のデザイン」 

＜井垣 理史＞  

  店舗のデザイン：ヘアサロン施設の計画 

第01回  課題説明、調査 

第02回  物販店の研究 

第03回  商業施設、ディスプレイの研究（確認〜許可等の法令の基準など） 

第04回  調査発表、イメージシート作成、基礎技術習得（透視図法） 

第05回  イメージシート発表、イメージシート作成、基礎技術習得１（透視図法） 

第06回  イメージシート発表、イメージシート作成、基礎技術習得２（透視図法） 

第07回  イメージシート発表、イメージシート作成、基礎技術習得３（透視図法） 

第08回  コンタクト展 

第09回  イメージシート発表、イメージシート作成、基礎技術習得４（透視図法） 

第10回  イメージシート発表、イメージシート作成、基礎技術習得５（透視図法） 

第11回  イメージシート発表、プラン・コンセプト作成、基礎技術習得（透視図法） 

第12回  デザインプラン等発表、デザイン・コンセプト決定、基礎技術習得（透視図法） 

第13回  制作（プラン・模型等）、個別チェック１ 

第14回  制作（プラン・模型等）、個別チェック２ 

第15回  講評会 

 

 
「デジタルデザイン」 
＜中山 則和＞ 
 
第01回  ガイダンス：建物の紀元、環境に寄る形と機能の形成。 

 建物に限らず全てのものは周りの環境によって造られるという基本の理解を再確認する。 

建物計画に必要な知識の再確認 

昔から使われてきた建物計画に必要な言語や名称、知識、やり方などを再確認し意味を深く理解し実際に使え

るようにする。 

 

第02回  和室を3D作図して木造の日本建築の基礎を学ぶ。-1- 

 日本独自の尺モヂュールを理解して和室の3Dプランニング 

 

第03回  和室を3D作図して木造の日本建築の基礎を学ぶ。-2- 

 構造的各部の名称と使い方を理解して3D作図を行なう。 

土台、柱、梁という構造的部分を力学的に理解して3D作図を行なう。 

 

第04回  和室を3D作図して木造の日本建築の基礎を学ぶ。-3- 

 内装的的各部の名称と使い方を理解して3D作図を行なう。 

床、壁、天井と床の各部の名称と役割、成り立ちを理解して3D作図を行なう。 

 

第05回  和室を3D作図して木造の日本建築の基礎を学ぶ。-4- 

 内装的的各部の名称と使い方をさらに深く理解して3D作図を行なう 

日本独自の床の間、仏間などの名称、成り立ちを学び日本建築の特徴と歴史を 

深く理解し3D作図を行なう。 

 

第06回  和室を3D作図して木造の日本建築の基礎を学ぶ。-5- 

 和室の基本的部分の3D作図が出来た時点で、建具、欄間等の装飾的部を各自でプランし伝統建築とデザイン

のバランスを理解する。 

 

第07回  和室を3D作図して木造の日本建築の基礎を学ぶ。-6- 

 3D モデリングからレンダリングを行ない 3D パースの完成と各図面をレイアウトしプレゼンボードを完成さ

せる。 
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第08回  コンタクト展 

 

第09回  コンセプトを描き建築物を計画する-1- 

 コンセプトの概要、立案の仕方を「Starbucks」「無印良品」のコンセプトを例に学ぶ。 

近隣を散策し計画地を決め環境情報の整理を行なう。 

 

第10回  コンセプトを描き建築物を計画する-2- 

 コンセプトの立案とコンセプトから建物計画を導きだす。その後コンセプトと建物計画を発表し他学生のコ

ンセプトを理解した上で、さらに自分のコンセプトをブラッシュアップすると共に他学生とのコラボレーショ

ンなど、多方面の考え方をコンセプトに取り組む努力をする。 

 

第11回  コンセプトを描き建築物を計画する-3- 

ブラッシュアップされたコンセプトを元に建物スケッチを行ない、3D作図をスタートさせる。 

 

第12回  コンセプトを描き建築物を計画する-4- 

 計画に基づき3D作図を行なう。各図面がプレゼンボードに使える事を意識して仕上げて行く方法  を身に

つける。 

第13回  コンセプトを描き建築物を計画する-5- 

 計画に基づき3D作図を行なう。各図面の完成度を高める事を意識し3D図面製作をおこなう。 

 

第14回  コンセプトを描き建築物を計画する-6- 

 完成した3D図面を元にプレゼンテーションに必要なプレゼンボードに仕上げて行く。各自のコンセプトが確

実に伝わり感動を得られる事を意識して作成する。 

 

第15回  コンセプトを描き建築物を計画する-7- 

 発表会、各自プレゼンテーションを行い参加者の高い評価を得る方法、熱意、姿勢を考えて発表し、効果的

プレゼンテーションを体得する。 

 

使用教科書 
書籍・参考資料など適宜配布する。 

自己学習の内容等アドバイス 

日常的に環境空間デザインの情報に関心を持ち、トレンドを知るように。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

スペース・プロダクトデザインⅡＢ 演習 藤巻 徹・阿萬 芳和・吉田 修作 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

５ ３年次後期 選択 
［クラス分け］＜複数＞ 

SPD分野（PD） 

授業の到達目標及びテーマ 

プロダクトデザインにおけるデザインフロー（リサーチサーベイ／問題発見／コンセプト設定／デザイン表現

／アイデア展開／モデル・パネル制作／プレゼンテーションまで）を前期授業 SPD1B（テーマ：ワーキングス

ペース）と後期授業 SPD2B（テーマ：ストリートファニチャー）とで連携して学ぶ。またデジタル表現手法と

して「3D-CAD・Rhinoceros」「レンダリング・KeyShot」「ドローイング・Photoshop」の演習を行う。 

 

授業の概要 

授業スケジュールを軸とし各工程で担当教員が全体または個別の設定に応じた指導を行う。段階的に実施する

プレゼンテーションで教員及びクラス全体でのディスカッションを通じ、課題設定の確認と応用力を高め、個

人のブラッシュアップとクラスとしてのスパイラルアップを目指す。 

 

学生に対する評価の方法 

課題の取組み姿勢とデザイン作業の理解度（授業態度）、課題における問題発見からの解決提案力（コンセプ

ト・アイデア・検証）、デザイン表現の精度（モデル・パネル）、プレゼンテーションまでを加えた総合評価

で行う。 
 
授業計画（回数ごとの内容等） 

 
第01回 授業ガイダンス：テーマ説明／リサーチサーベイ 
第02回 デザイン作業：リサーチサーベイ／問題抽出・整理・構造化 
第03回 デザイン作業：リサーチサーベイ／問題抽出・整理・構造化 
第04回 デザイン作業：コンセプト検討・設定／コンセプトプレゼンのパネル作成 
第05回 デザイン作業：コンセプト検討・設定／コンセプトプレゼンのパネル作成 
第06回 コンセプトプレゼンテーションと講評 
第07回 デザイン作業：アイデア展開／スケッチ 
第08回 デザイン作業：アイデア展開／スケッチ 
第09回 デザイン作業：図面検討・制作／簡易モデル試作・検証 
第10回 デザイン作業：図面検討・制作／簡易モデル試作・検証 
第11回 デザイン作業： 終図面制作・レンダリング・モデリング 
第12回 デザイン作業： 終図面制作・レンダリング・モデリング 
第13回 デザイン作業：モデリング・ 終プレゼンのパネル制作 
第14回 デザイン作業：モデリング・ 終プレゼンのパネル制作 
第15回 終プレゼンテーションと講評 
 
＊「3D-CAD・Rhinoceros」「レンダリング・KeyShot」「ドローイング・Photoshop」の演習は別途課題を与

えると同時に、上記フローの行程に応じて総合的に演習する。 

使用教科書 
各担当教員の授業進行に応じて適宜資料を配布する。資料はファイリングし授業に持参する。 

自己学習の内容等アドバイス 

極力授業に出席し主体的に課題に取り組む姿勢が大切である。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

ビジュアルコミュニケーション 
デザインⅢＡ 

演習 
梶田 渉・小谷 恭二 

尹 成濟・冨安 由紀子 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

３ ４年次前期 選択 
[クラス分け] 
VCD分野／学究・デザインビジネス分野必修科目 

授業の到達目標及びテーマ

実社会を目前にした 4 学年は、社会におけるデザイナーの役割と影響力、責任についてあらためて認識すると

ともに、幅広い領域のビジュアルコミュニケーションデザインの中から、今後自分が活動したいと考える分野

のデザインの深掘り研究を行なう。同時に、ポートフォリオを再検討し、追加の作品づくりや再編集を行う。 

これらをすることにより、さらなる専門的な知識と自信を身につけて、社会に向かうことができる。 
 

授業の概要 

これまで大学で学んで来たデザインの知識と経験を統合し、強化することを目的として、ビジュアルコミュニ

ケーションデザインの様々な分野をあらためて学習するとともに、各自の得意分野のデザインを研究し、その

中から自らのテーマを設定してさらに研究を続け、その研究結果のまとめを 終週に発表する。 

併行して、各自のポートフォリオの再編集デザイン（追加の作品づくりを含む）を行ない、 終週に発表する。 
 

学生に対する評価の方法 

各自のテーマの研究結果発表40% ＋ 各自のポートフォリオ40% ＋日常の受講態度20% の総合評価で行なう。 

学授業計画（回数ごとの内容等） 

＊ [1 組：梶田ゼミ、2組:冨安ゼミ、3組: 尹ゼミ、4組:小谷ゼミの４クラス] 

第01回  オリエンテーション 

第02回  ＶＣＤの学習①＋過去に制作した課題の中で各自得意分野のデザインを再度検証する 

第03回  ＶＣＤの学習②＋各自得意分野の研究＋ポートフォリオの振り返り  

第04回  ＶＣＤの学習③＋各自得意分野の研究＋ポートフォリオ再編集のための台割チェック  

第05回  ＶＣＤの学習④＋各自得意分野の研究＋各自の研究テーマ設定＋台割チェック 

第06回 ＶＣＤの学習⑤＋各自得意分野の研究＋各自の研究テーマの調査分析 

第07回 ＶＣＤの学習⑥＋各自得意分野の研究＋各自の研究テーマの調査分析 

第08回 ＶＣＤの学習⑦＋各自得意分野の研究と各自の研究テーマの中間プレゼンテーション発表会 

第09回 ＶＣＤの学習⑧＋各自得意分野の研究と各自の研究テーマのまとめ 

第10回 ＶＣＤの学習⑨＋各自の研究のまとめ＋ポートフォリオ再編集１ 

第11回  ＶＣＤの学習⑩＋各自の研究のまとめ＋ポートフォリオ再編集２ 

第12回  各自の研究のまとめ＋ポートフォリオ再編集３ 

第13回  各自の研究のまとめ＋ポートフォリオ再編集４ 

第14回  各自の研究のまとめ＋ポートフォリオ再編集５ 

第15回  各自のテーマの研究結果発表会＋各自のポートフォリオ発表会 

 

使用教科書 

授業進行に応じて、各担当教員が書籍・資料などを適宜提示、配付、指導。 

自己学習の内容等アドバイス 

ポートフォリオの再編集計画や追加の作品づくりは、３年次春休みから始めておく。 

研究内容とテーマ設定に応じて、授業外で各自資料収集や取材を行ない、まとめに活かしていく。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

ビジュアルコミュニケーション 
デザインⅢＢ 

演習 
服部 行晴・坂野 弘 

伊藤 美知代・柴田 知司 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

５ ４年次前期 選択 
[クラス分け] 
VCD分野/学究・デザインビジネス分野必修科目 

授業の到達目標及びテーマ 

コンピュータ技術の発達により情報伝達手段は、ますます多様化され進展・進化してきている。ビジュアルコ

ミュニケーションデザイン領域おいても、こうした社会の進化に対応したデザイン教育が求められている。実

社会でデザイン活動、創作提案活動を続けるうえで必要なデザイン関係知識の修得とこれに伴うスキルの習得

を図る。 
 
授業の概要 

ビジュアルコミュニケーションデザインの中核をなす、企業広告や企業の新製品販売に伴う広報手段は、コン

ピュータネットワークの進展により、これまでの4マスメディア（新聞広告、雑誌広告、テレビCM、ラジオCM）

中心から、SP（セールスプロモーション）に移行してきている。インターネットによる広告活動が多様化する

中で、ビジュアルコミュニケーションデザインの原点となる視覚表現の手法や技術、さまざまな伝達手段を学

ぶとともに、実社会で求められる広報企画計画書、販売促進戦略企画書など企画提案書の作成手法、プロセス

を習得すると共に、ホームページ制作、イラストレーションの活用方、雑誌編集、デジタルコンテンツなど、

実社会において学生各自の得意分野のスキルアップを図る。 
 

学生に対する評価の方法 

○企画力（提案力・メッセージ性・新しさ・時代性）40% 

○表現力（オリジナリティー・創造性・完成度）40% 

○授業の取り組み姿勢（努力度）20% 

上記の3つのカテゴリで総合的に評価する。 
 
授業計画（回数ごとの内容等） 

 

●ＤＴＰ演習／服部 行晴 

美しく優れた雑誌の編集デザインをInDesignによる習作(copy)DTP（一流デザインからの知識とスキルの習得）

独創的でデザイン性の高いInDesignによるオリジナルDTP作品の制作  
 

第01回 オリエンテーションInDesignについて / 編集デザインとビジュアルコミュニケーションの考察 

第02回 制作内容の検討 / ページの構成 

第03回 各自制作内容の選定、技術的課題の抽出 

第04回 組版の表現検討1 

第05回 組版の表現検討2 

第06回 画像編集とレイアウト検討1 

第07回 画像編集とレイアウト検討2 

第08回 習作DTP制作演習  

第09回 プレゼンテーション及び課題提出 / テーマの検討 

第10回 テーマによるDTP制作1 

第11回 テーマによるDTP制作2 

第12回 テーマによるDTP制作3 

第13回 テーマによるDTP制作4 

第14回 作品のまとめ / プレゼンテーションの準備 

第15回 プレゼンテーション及び課題提出 
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●ホームページデザイン／坂野 弘 

ホームページをMTOSに当てはめて、動作・表示可能な形へ持ってゆく。 

具体的には、Photoshop・Dreamweaverを使用しホームページを作成。そのホームページをCMS化する。 

また、技術面の強化として、いろいろな場面に対応したコーディング技術を習得する。 
 

第01回 オリエンテーション  

第02回 Photoshopによるデザイン制作演習：表現方法の検討1 

第03回 Photoshopによるデザイン制作演習：表現方法の検討2 

第04回 Photoshopによるデザイン制作演習：表現方法の検討と出力  

第05回 Dreamweaverコーディング制作演習1  

第06回 Dreamweaverコーディング制作実践1:応用方法 / 質疑応答  

第07回 Dreamweaverコーディング制作演習2 

第08回 Dreamweaverコーディング制作実践2:応用方法 / 質疑応答 

第09回 Dreamweaverコーディング制作演習3 

第10回 Dreamweaverコーディング制作実践3:応用方法 / 質疑応答 

第11回 MTOS制作実習1 

第12回 MTOS制作実習2 

第13回 MTOS制作実習3  

第14回 作品の改造  

第15回 作品の改造・発表 / 講評 

 

 

 

●イラストレーションと編集デザイン／伊藤 美知代 

イラストレーションと編集デザインを重視した絵本制作を軸にして色々な材料や画材を使用し、 

イラスト・キャラクターデザイン・グッズ制作・宣伝広告なども含め制作。 

各自でテーマを企画し、総合的なスキルアップを図る。 
 

第01回 オリエンテーション / ビジュアルコミュケーションにおけるイラストレーションの考察 

第02回 各自の企画テーマ・内容など検討 

第03回 各自制作内容の企画書提出 / 質疑応答 

第04回 ストーリの構成と表現方法の検討1 

第05回 ストーリの構成と表現方法の検討2 / 画材の検討 

第06回 テーマによるイラストレーション制作 

第07回 テーマによるイラストレーション制作 

第08回 テーマによるイラストレーション制作と使用書体検討 

第09回 テーマによるイラストレーション制作/ イラストと組版とのバランス確認 

第10回 テーマによるイラストレーションと編集方法の検討 

第11回 編集と校正作業 / 試し刷り 

第12回 印刷作業 

第13回 製本作業 

第14回 作品のまとめ / プレゼンテーションの準備 

第15回 プレゼンテーション及び講評 / 課題提出 
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●デジタルメディア表現 / 柴田 知司 

コンピュータによるデジタル手法を用いたデザインの演習を行う。 

アナログ的なアプローチも取り入れつつ、インタラクション(相互作用)、イメージプロセッシング(画像処理)、

プログラミングといった要素を軸に、与えられた課題を解決するための技術を選択し、メディアの特性を活か

しながら、視覚とその隣接表現を対象としたデジタル作品の可能性について学ぶ。電子メディアや展示メディ

アといった様々なメディアを横断し、機材やデバイスの利用法も交えて、相互に影響し合う作品の構想に取り

組む。閃きある着想を有意なデジタルコンテンツに仕立てる力を養う事を目標とする。 
 

第01回 オリエンテーション：過去の参作や身の回りにある様々な事例を紹介 

第02回 イントロダクション：様々なメディアにおける伝える方法や仕組みを考察 

第03回 レクチャー1：新しい用法を生み出すための実験・研究1 

第04回 レクチャー2：新しい用法を生み出すための実験・研究2 

第05回 レクチャー3：ワークショップ形式で演習を実施1 

第06回 レクチャー4：ワークショップ形式で演習を実施2 

第07回 プロトタイプ1：制作に対する導入とプロセスを体験1 

第08回 プロトタイプ2：制作に対する導入とプロセスを体験2 

第09回 プロトタイプ3：企画・立案・構成・実装の手段を学修1 

第10回 プロトタイプ4：企画・立案・構成・実装の手段を学修2 

第11回 制作1：情報デザインやサービス、グラフィックコンテンツを構想・造形・設計 

第12回 制作2：演習で得た経験を踏まえた制作や個別プロジェクトへの取組1 

第13回 制作3：演習で得た経験を踏まえた制作や個別プロジェクトへの取組2 

第14回 制作4：演習で得た経験を踏まえた制作や個別プロジェクトへの取組3 

第15回 プレゼンテーション：個人研究・制作・プロジェクトの成果発表 

 

使用教科書 

授業進行に応じて、各担当教員が書籍・資料などを適宜提示、配付，指導する。 

 

自己学習の内容等アドバイス 

研究内容、テーマ設定の状況に応じて授業外で各自資料収集を実施する事。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

卒業制作 
（ビジュアルコミュニケーションデザイン） 

演習 
梶田 渉・小谷 恭二・尹 成濟 

冨安 由紀子・柴田 知司 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

６ ４年次後期 選択 [クラス分け] 

授業の到達目標及びテーマ  

大学 4 年間の集大成として、ひとりひとり自らのテーマと課題を設定し、今の時代や社会への提案をビジュア

ルコミュニケーションデザインの領域から適切なメディアと表現手法を選び、卒業制作作品としてのカタチに

まとめあげる。 
 

授業の概要 

これまでに学習したビジュアルコミュニケーションデザインをベースとして、様々な領域から各自でテーマを

選択し、調査と分析を重ね、選んだテーマから自分の課題を設定して卒業制作の企画をまとめる。 

企画をプレゼンテーションし承認を得た後、その表現手法や適切なメディアを決めながら、展示計画を含めて

作品を制作していく。作品の 終提出まで、表現手法や進行状況について担当教員に報告と相談を都度行なう。

設定された 終合評会に作品を並べ、 終プレゼンテーションを行い、審査を受ける。その後、展覧会までに

作品の完成度を上げるよう努力する。 
 

学生に対する評価の方法 

企画力（提案力・メッセージ性・新しさ・時代性）40% ＋ 表現力（オリジナリティ・創造性・完成度）40% ＋

α取り組み姿勢（努力度）20%の基準で、総合的に評価する。 
 

授業計画（回数ごとの内容等） 
 

●卒業制作の授業計画(水曜日) 

[1 組：梶田ゼミ、2組:冨安ゼミ、3組:尹ゼミ、4組:小谷ゼミ] 
 

第01回 卒業制作にそのテーマを選択した経緯と自分の課題設定についての考察  

         / ディスカッション 

第02回 卒業制作の企画決定 / ディスカッション 

第03回 制作上の技術的課題の克服を含めた、完成までの進行スケジュールの作成 

第04回 ラフ制作1 / ディスカッション・質疑応答 

第05回 ラフ制作2 / ディスカッション・質疑応答 

第06回 中間プレゼンテーション（企画からどう表現するのか） 

第07回 中間プレゼンテーションに出された表現の問題点のチェックと解決策  

         / ディスカッション・質疑応答 

第08回 中間プレゼンテーション時における技術的問題点のチェックと解決策  

         / ディスカッション・質疑応答 

第09回 制作1 / チェック＆アドバイス 

第10回 制作2 / チェック＆アドバイス 

第11回 制作3 / チェック＆アドバイス 

第12回 終合評会と 終プレゼンテーション（展覧会に展示できるかの合否） 

第13回 作品のブラッシュアップと展覧会の準備 

第14回 ゼミ単位講評会（評価） 

第15回 卒業制作展 
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●卒業制作展企画演習の授業計画(木曜日) 

[4クラス共通:柴田] 
 

＜卒業制作展企画演習＞ 

主に卒業制作における合評会／展覧会に関しての指導・運営・企画を行う。 

また、デジタルメディアを利用した作品制作に対するレクチャーを施す。 
 

＜第01回＞ オリエンテーション：展覧会概要説明／作品制作相談／展覧会担当説明 

＜第02回＞ イントロダクション：プレスワーク案検討 

          （コンペティション等／展覧会担当決定） 

＜第03回＞ レクチャー：合評会における中間プレゼンテーションやプレ展示の 

           実施法を指導 

＜第04回＞ チームワーク：各担当のチーム分け／各企画の進行とツール制作の実施 

＜第05回＞ プレスワーク（DM・ポスター・パンフレット等） 

＜第06回＞ サインワーク（キャプション・ボード・フラッグ等） 

＜第07回＞ WEBワーク（Google+・Twitter・Facebook等） 

＜第08回＞ レコード（制作風景記録・作品集等） 

＜第09回＞ その他ツール（芳名録・アンケート・ネームプレート等） 

＜第10回＞ 展示計画：作品名・コンセプト・スペース・図面・使用備品＋機材 

＜第11回＞ レクチャー：合評会における 終プレゼンテーションやプレ展示の 

           実施法を指導 

＜第12回＞ 展示運営：展示企画・立案・構成・実装の確認 

＜第13回＞ 出力作品入稿：印刷メディアにおけるデータ・カンプの制作 

＜第14回＞ 展示準備：作品情報をアーカイブとして掲載 

した作品集のデータ作成準備 

＜第15回＞ 展示実施：展覧会における準備→搬入・設営・撤収・搬出を実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

使用教科書 

授業進行に応じて、各担当教員が書籍・資料などを適宜提示、配付、指導。 

 

自己学習の内容等アドバイス 

研究内容とテーマ設定に応じて、授業外で各自資料収集や取材を行なう。 

時間のかかる取材や資料本の読み込みなど、夏休み期間を有効に使って卒業制作に活かしていく。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

スペース・プロダクトデザインⅢＡ 演習 平光 無門・金 昌郁 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

３ ４年次前期 選択 ［クラス分け］SPD分野（SD1、SD2） 

授業の到達目標及びテーマ 
到達目標として①地域連携としてのデザイン計画作成と②卒業制作の概要が計画できるような段階の、調

査・企画レポートを作成する。また、後期の卒業制作の進行計画、制作準備としてのエスキース模型を制作す

る。 

授業の概要 

上の目標に基づき、①地域連携として熊野市のバス停デザイン案を作成する。②テーマ研究を進め、デザイ

ンコンセプトの的確さやアイデア提案との整合性など、教員の十分な個別指導のもとに進める。 

学生に対する評価の方法 

①授業の参画態度（30％） 

②提出レポート（40％） 

③制作作品（30％）の内容と表現方法 

以上３点から総合的に評価する。 
授業計画（回数ごとの内容等） 
卒業制作フィールドワーク/テーマに関するするヒアリング 

熊野市オーナーバスサイン提案 

第  1回  ガイダンス（熊野市からの説明を含む） 

第  2回  コンセプトメーキング/ヒアリング 

第  3回  アイデアスケッチ/ヒアリング 

第  4回  実施計画/ヒアリング 

第  5回  空間表現/ヒアリング 

第  6回  施設の設計/ヒアリング 

卒業制作フィールドワーク 

第  7回  関係資料と情報の収集 

第  8回  資料に基づきコンセプトを作成。評価と進め方の指導。スケジュールを作る。 

第  9回  コンセプトにそってテーマの研究、分析、考察 

第 10回  調査レポート作成（資料収集・現地調査） 

第 11回  調査レポート作成 

第 12回  レポート発表 

第 13回  エスキース模型制作１ 

第 14回  エスキース模型制作２ 

第 15回  エスキース模型プレゼンテーション 

 

使用教科書 
書籍・参考資料など適宜配布する。 

自己学習の内容等アドバイス 

プレゼンテーションの方法について専門家や他大学の作品を見るように。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

スペース・プロダクトデザインⅢＡ 演習 河村 暢夫・木村 一男 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

３ ４年次前期 選択 ［クラス分け］SPD分野（PD） 

授業の到達目標及びテーマ 
 選択課題A/Bを選択 
課題A:1〜12週は主に陶土に馴染み作法や技法の基本を学ぶ。テーマは「泥漿による鋳込み制作」として量産の合理性と技術

を習得する。泥漿鋳込みは石膏の原型を製作する。自分の作りたい形状の25％程大きい 原型を作っておく。原型は粘土、木

型、石膏型、樹脂等々自由である。石膏原型は乾燥炉等で水分を充分にとり、泥漿鋳込みを開始する。 

課題 B:[台所用品のデザイン]各自でテーマを決定する。デザインの進め方は限定しないが家庭の食生活や団欒の中で気がか

りな道具を選び 終プレゼンテーションではコンセプトパネルと実物の模型を主体に発表することが望ましい。 

 

13〜15週は卒業制作の準備期間として基本的な考え方を纏めて発表する。 
授業の概要 

課題A:[水差し1000cc]／泥漿鋳込みによる量産陶器の制作の一連のプロセスを学ぶ。 

課題B:台所用品のデザイン 

 

13 週〜15 週は卒業制作の基礎調査にあて研究課題をまとめレポートを作成する。夏期休暇中に市場調査を行

うための資料となるよう内容の深い資料であること。 

学生に対する評価の方法 

課題への取組み姿勢（20％）と提出作品の資質等（80％）の総合評価を行う。 

授業計画（回数ごとの内容等） 
担当：河村暢夫 

課題A:[水差し1000cc] 

 

第 １回 オリエンテーション 

第 ２回 デザイン調査：アイディア展開 

第 ３回 図面 

第 ４回 原型制作（石膏型制作） 

第 ５回 原型制作（石膏型制作） 

第 ６回 原型制作（石膏型制作） 

第 ７回 鋳込み 

第 ８回 乾燥から素焼き 

第 ９回 乾燥から 

第10回 施釉 

第11回 本焼きと 終プレゼンテーション 

第12回 終プレゼンテーション 

 

第13回 卒業制作の基礎調査 

第14回 卒業制作の企画発表の準備 

第15回 発表（コンセプト提出） 

担当：木村一男 

課題B：台所用品のデザイン 

 

第 １回 オリエンテーション 

第 ２回 デザイン調査：市場調査：アイディア展開 

第 ３回 コンセプト作成：デザイン展開 

第 ４回 デザイン展開 

第 ５回 製図 

第 ６回 企画 

第 ７回 試作模型 

第 ８回 検証・修正 

第 ９回 模型等の製作 

第10回 模型等の製作 

第11回 プレゼンテーションパネル作成 

第12回 終プレゼンテーション 

 

第13回 卒業制作の基礎調査 

第14回 卒業制作の企画発表の準備 

第15回 発表（コンセプト提出） 

使用教科書 
特に定めないが必要に応じて書籍の紹介や、簡単なレジメを準備する。 

自己学習の内容等アドバイス 

製品の資料としてカタログ収集等は休日を利用して積極的に行動する。人間工学やUD等は自主的に読書して

研究をすすめる。PC での検索では不十分であるので実物を発見するために売り場や現場を歩き体感すること

が重要である。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

スペース・プロダクトデザインⅢＢ 演習 野田 理吉・小島 篤 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

５ ４年次前期 選択 ［クラス分け］SPD分野（SD1、SD2） 

授業の到達目標及びテーマ 
 環境空間や立体製品をデザインするための、手法と考え方を、ⅠⅡⅢと段階的に習得することを目標とする。 

 [SD1、SD2]はおもに環境空間デザインのクラスで、Aは制作、Bは計画について演習する。 

ⅢB の到達目標は、住空間デザイン・公共空間デザインにおける捉え方の修得である。また環境空間に関する

各自のテーマの選定や制作方法についての参考とする。 

 
授業の概要 

 上の目標に基づき、住空間デザイン・公共空間デザインについて、条件を想定した仮想課題に対する計画演

習を通じて、デザインコンセプトの的確さやアイデア提案との整合性など、教員の十分な個別指導のもとに進

める。 

学生に対する評価の方法 

①授業への参画態度（30％） 

②制作作品の内容と表現方法（70％） 

以上２点から総合的に評価する。 
授業計画（回数ごとの内容等） 
 

住空間デザイン：「生活する」を深く考えながら学習する、「住宅設計」＜野田 理吉＞ 

第  1回  ガイダンス、講義「住宅とは・・・１」他、即日作業 

第  2回  「壁を考える その１」課題説明、資料解説、即日作業 

第  3回  「壁を考える その２」構想の発表、即日作業 

第  4回  「壁を考える その３」計画案の個別指導、即日作業 

第  5回  「壁を考える その４」発表 

第  6回  講義「住宅とは・・・２」他、即日作業 

第  7回  「部屋を考える その１」課題説明、資料解説、即日作業 

第  8回  「部屋を考える その２」構想の発表、即日作業 

第  9回  「部屋を考える その３」計画案の個別指導、即日作業 

第 10回  「部屋を考える その４」発表  

第 11回  講義「住宅とは・・・３」他、即日作業  

第 12回  「集合を考える その１」課題説明、資料解説、即日作業 

第 13回  「集合を考える その２」構想の発表、即日作業 

第 14回  「集合を考える その３」計画案の個別指導、即日作業 

第 15回  「集合を考える その４」発表 
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公共空間デザインフィールドワーク：さと山を活かした生活環境の提案 ＜小島 篤＞ 

第  1回  フィールドワーク _ 

第  2回  フィールドワーク _ 

第  3回  ①フィールドワーク 、②フィールドワークのまとめ 

第  4回  ①フィールドワーク 、②フィールドワークのまとめ 

第  5回  課題のまとめ 

第  6回  課題のまとめ 

第  7回  中間チェック 

第  8回  提案のまとめ 

第  9回  提案のまとめ 

第 10回  提案のまとめ 

第 11回  提案のまとめ 

第 12回  提案のまとめ 

第 13回  提案のまとめ 

第 14回  提案のまとめ 

第 15回  講評 

使用教科書 
書籍・参考資料など適宜配布する。 

自己学習の内容等アドバイス 

プレゼンテーションの方法について専門家や他大学の作品を見るように。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

スペース・プロダクトデザインⅢＢ 演習 黄 ロビン・吉田 修作 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

５ ４年次前期 選択 ［クラス分け］SPD分野（PD） 

授業の到達目標及びテーマ 

目標：この課題においては社会生活に焦点を当て、パブリックデザインをテーマとして人間が共通に利用

する用具類を調査分析してゴミ箱やベンチからモニュメント、大きいものであれば橋の設計にまで

拡大解釈をして自己の課題とする。 

課題：パブリックデザイン 

授業の概要 

社会の公共性を中心に課題に取り組み問題解決につなぐ。防災問題・環境問題・エネルギー問題・資源問

題・高齢化問題等の中からパブリックデザインとして具体的に問題提起を行う。調査に基づいた資料をも

とに望ましいデザインを提案する。同時に、デジタルツールの演習として、３Dプリンターを修得する。 

学生に対する評価の方法 

課題への取組み姿勢と提出作品のクオリティー、および授業態度を加えた総合評価を行う。 

授業計画（回数ごとの内容等） 

 
第1回 オリエンテーション、課題の設定と説明 
第2回 デザイン調査：現場調査とアンケート設計 
第3回 デザイン調査：アンケート調査の結果を集計・分析・解釈 
第4回 システムの問題点の整理、問題の構造化 
第5回 概念の設定：コンセプト 
第6回 システム解の発想 
第7回 システム・イメージ：スキーマ、スケッチ 
第8回 システム評価：プレゼンテーション 
第9回 デザイン作業：図面、簡易モデル 
第10回 デザイン作業：模型検証・評価調査・修正 
第11回 デザイン作業：CAD図面制作 
第12回 デザイン作業：模型制作 
第13回 デザイン作業：模型制作、仕上げ 
第14回 デザイン作業：撮影、パネル編集などの提案準備 
第15回 プレゼンテーション及び評価 
 

使用教科書 

授業進行に応じて、必要の都度に各担当教員が資料・プリントなどを提示、配付する。 

自己学習の内容等アドバイス 

複雑なデザイン問題を解決すために、問題の全般構造を鳥瞰して捉えること。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

卒業制作 

（スペース・プロダクトデザイン） 
演習 

平光 無門・金 昌郁 

井垣 理史・澤田 剛秀 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

６ ４年次後期 選択 ［クラス分け］SPD分野（SD1、SD2） 

授業の到達目標及びテーマ 
 ４年間の集大成として、環境空間に関する各自のテーマにそった卒業制作作品としてまとめ、発表をする。 

 デザインによる社会への提案の新規性、独自性をそなえていることを到達目標とする。 

授業の概要 

 全体の制作スケジュールにそって、月１回のプレゼンテーションと個別指導を繰り返す。 

 テーマの選定や制作方法について、またデザインコンセプトの的確さやアイデア提案との整合性など、教員

の十分な指導のもとに進める。現場のデザイナーやアートディレクターにせまる総合的なデザインを目標とす

る。学外での制作も可能とする。作品の発表の場として、公開の卒業制作展を実施する。 

学生に対する評価の方法 

①授業への参画態度（20％） 

②制作作品の内容（60％） 

③プレゼンテーション方法（20％） 

以上３点から総合的に評価する。 
授業計画（回数ごとの内容等） 
 

第01回  テーマの設定（資料収集とディスカッション） 

第02回  各自のテーマ発表 

第03回  コンセプトワークとテーマ研究 

第04回  アイデアスケッチまたは計画案制作１ 

第05回  アイデアスケッチまたは計画案制作２ 

第06回  中間プレゼンテーション 

第07回  プレゼンパネルまたは立体作品制作（制作スケジュール） 

第08回  プレゼンパネルまたは立体作品制作（材料研究） 

第09回  プレゼンパネル制作（文章とレイアウト） 

第10回  立体作品制作 

第11回  中間プレゼンテーション 

第12回  プレゼンテーションおよび講評会１ 

第13回  プレゼンテーションおよび講評会２ 

第14回  卒業制作展出品。会場にて講評会 

第15回  作品撮影、作業環境修復 

 

＜平光 無門２コマ><金 昌郁２コマ><井垣 理史１コマ><澤田 剛秀２コマ> 

使用教科書 
書籍・参考資料など適宜配布する。 

自己学習の内容等アドバイス 

他大学や過去の卒業制作作品をみて、表現方法等の幅を広げておく。 
社会の情勢を知り、問題意識を持つようにすること。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

卒業制作 
（スペース・プロダクトデザイン） 

演習 
河村 暢夫・木村 一男・黄 ロビン 

川原 啓嗣・大島 誠 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

６ ４年次後期 選択 ［クラス分け］SPD分野（PD） 

授業の到達目標及びテーマ 
[授業の到達目標] 

各自の卒業制作テーマに応じて社会状況やそこに内包される問題点などをよく調査・分析し、形状や機能

だけでなく、その提案が社会や人の心に及ぼす影響までもよく考察して提案とすることが望まれる。 

[卒業制作]。 

テーマは各自で設定。（卒業制作で必要とする専門知識や制作技術のアドバイスを受けること） 

制作の進行情況を担当教員に綿密に報告をして相互の理解を深めて行くことが肝要である。期間中に3回の 

中間発表を義務づけている。 

授業の概要 

テーマに沿って授業の到達目標に達するよう、演習形式で毎回スケジュールに応じた個人指導を行う。 

デザイン制作は「調査する」「考える」「表現する」「作る」「伝える」までのデザイン・プロセスを踏みな

がら、デザイン制作を実践し卒業制作として完成させる。 

 

学生に対する評価の方法 

課題への取組み姿勢と提出物（モデル、企画パネル、プレゼンテーションなど）の資質を加えて総合評価

を行う。 

授業計画（回数ごとの内容等） 
第 １回 調査発表会（夏期休暇に基礎調査研究をまとめたレポート） 

第 ２回 発表で受けたアドバイスを参考に企画立案を行う。類似の製品等を」調査する。 

第 ３回 デザイン調査：現場調査等 

第 ４回 デザイン調査：現場調査の結果を中間発表1 

第 ５回 デザイン調査：現場調査 

第 ６回 問題点の分析：イメージ：イメージ・スケッチ 

第 ７回 問題の構造化、図面化して中間発表2 

第 ８回 概念の設定：コンセプト作成 

第 ９回 システム・イメージ：イメージ・スケッチ 

第10回 システム・イメージ：イメージ・スケッチ：中間発表3 

第11回 デザイン作業： 

第12回 デザイン作業：簡易モデル・検討 

第13回 卒業制作展週 

第14回 卒業制作を振り返って更なる推敲を重ね、個人のポートフォリオを完成させる。 

第15回 担当教授に 後の総括として提示する。 

使用教科書 
参考文献等のアドバイスを行う。 

自己学習の内容等アドバイス 

 授業時間は自分のアイデアやコンセプト、デザインを担当教員とともに確認、検討の場とできるよう、事前

にスケジュールに応じてアイデアやコンセプトの整理、デザインスケッチ等を行っておくとよい。 
 テーマは特に重要となるため、夏休み中に先行して各自の基礎調査などをまとめておくこと。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

卒業研究 演習 
梶田 渉・小谷 恭二 

尹 成濟・冨安 由紀子 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

３ ４年次後期 選択 
[クラス分け] 

VCD学究・デザインビジネス分野 

授業の到達目標及びテーマ  
大学 4 年間の集大成として、今の時代や社会と関係するビジュアルコミュニケーションデザインの領域から、

自らのテーマと課題を設定し、卒業研究論文としてまとめる。あわせて発表展のための、概要をまとめたパネ

ルを制作する。 
 

授業の概要 

これまでに学習したビジュアルコミュニケーションデザインをベースとして、様々な領域から自らのテーマを

選択し調査と分析を重ね、選んだテーマをさらに深掘り研究していく過程の指導と、論文執筆の仕方やまとめ

かたをレクチャーしていく。 

学生に対する評価の方法 

論文の内容（時代性・視点・研究の深掘りの度合い・メッセージ性）40% ＋ 表現力（オリジナリティ・創造

性・完成度）40% ＋α取り組み姿勢（努力度）20%の基準で、総合的に評価する。 
 

授業計画（回数ごとの内容等） 
 

●卒業研究の授業計画(水曜日) 

[1 組：梶田ゼミ、2組:冨安ゼミ、3組:尹ゼミ、4組:小谷ゼミ] のいずれかに所属。 
 

第01回 卒業研究にそのテーマを選択した経緯と自分の課題設定について / ディスカッション 

第02回 卒業研究のテーマ決定 / ディスカッション 

第03回 さらに深掘り研究していく自分の視点の考察  / 完成までの進行スケジュールの作成 

第04回 調査１/ ディスカッション・質疑応答 

第05回 調査２/ ディスカッション・質疑応答 

第06回 中間プレゼンテーション（テーマからどう展開するのか） 

第07回 中間プレゼンテーションの内容の問題点の解決策 / ディスカッション・質疑応答 

第08回 研究の展開１ / チェック＆アドバイス 

第09回 研究の展開２ / チェック＆アドバイス 

第10回 論文の執筆１ / チェック＆アドバイス 

第11回 論文の執筆２ / まとめ、パネル制作 

第12回 終合評会（口頭論文） 

第13回 論文のブラッシュアップと発表会の準備 

第14回 ゼミ単位講評会（評価） 

第15回 卒業制作展 
 
使用教科書 

研究テーマに応じて、書籍・資料などを随時選択。 

自己学習の内容等アドバイス 

研究テーマに応じて、授業外で各自資料収集や取材を行なう。 

時間のかかる取材や資料本の読み込みなど、夏休みを有効に使って卒業研究に活かす。 
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 [授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

教職入門 講義 三浦 浩子 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ １年次後期 選択（教職必修）  

授業の到達目標及びテーマ 

 教職の意義及び教員の役割を考察し、教員の職責内容、研修・服務及び身分保障などについての理解を深め

る。これらの学びを通して、教職のイメージを明確にし、教職に就くために必要な資質を理解し、教職志望の

意識を確認する。 

授業の概要 

  本授業においては、はじめに教師が職務を遂行するために知っておくべき必須のことがらや使命について

学ぶ。つぎに、教育現場の今日的な課題について考える。また、その対応に必要な資質についての考察をし、

教師に必要な資質能力について理解する。 後に、信頼される教師になるための他者との人間関係構築のあり

方について学ぶ。 

学生に対する評価の方法 

授業への参加状況と態度(20％)、レポート(30％)、試験の結果(50％)等を総合的に判断して評価を行う。 
教員養成を目的として開講されている科目であるので、教員としてふさわしくない授業への参加態度や欠

席遅刻等は減点の対象となる。やむを得ない理由以外、試験の欠席は認めない。再評価は実施しない。 

授業計画（回数ごとの内容等） 

第1回   ガイダンス（授業の目標及び内容・授業の進め方・自己学習の必要性と方法） 
第2回   「教育とは何か」 
第3回   「自己の教育史」 
第4回   学校組織と教師の役割（公教育の役割・教員の役割と職責等） 
第5回   学校教育にかかわる諸法規（憲法・教育基本法・学校教育法） 
第6回   学校教育と教育課程の編成（学習指導要領の役割とめざすところ） 
第7回   先人の教育論に学ぶ１（各自の調べをもとに、グループ協議とまとめ） 
第8回   先人の教育論に学ぶ２（グループのまとめを全体に発表） 
第9回   教育現場における課題１（不登校問題とその対応） 
第10回  教育現場における課題２（いじめ問題とその対応） 
第11回  教育現場における課題３（学校における諸問題） 
第12回  教える者と学ぶ者の人間関係づくり 
第13回  学校と家庭の人間関係づくり 
第14回  魅力ある教員を目指して（まとめと試験） 
第15回  「理想の教師像とそのための私の方策」を作成、これからの学生生活の目標設定 
 

使用教科書 

・「ともし続けることば」大村はま（小学館） 
・中学校学習指導要領解説書「総則編」 

自己学習の内容等アドバイス 

 学校現場における今日的な課題を意識し自分なりに考え関心をもつことが、教師としての資質を備えること

へとつながる確かな道である。そのためには、教育に関わる図書をはじめ幅広い読書や他者との意見交換の場

を多くもつよう心がけることをすすめる。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

教育原論 講義 井谷 雅治 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ ２年次前期 選択（教職必修）  

授業の到達目標及びテーマ 

教師を志す学生にとっては、教育の原理や方法は不可欠である。その基礎的な知識や考え方を習得すること

を主テーマにし、それに基づき自分なりの教育観をもち、今日的な教育諸問題について主体的に考える態度を

身につけさせることを目標とする。 

授業の概要 

「教育」「子ども」「教師」「学校」「保護者」「地域」などを中心に今日の教育問題について歴史的な観点と照

らし合わせてみていく。その原因と対策、今後の方向性を考える。 

学生に対する評価の方法 

教員養成を目的としているため、授業態度を重視する。 
筆記試験６０％ 小論文と発表２０％ 授業態度２０％ 
なお、この授業は、再評価をしない。 

授業計画（回数ごとの内容等） 

第1回  教育原論入門 
第2回  教育の発生（教育の意義） 
第3回  教育と環境、学習の必要性、生涯教育 
第4回  学力とは 
第5回  こども観 
第6回  教師像 
第7回  学習指導要領 
第8回  学校の歴史 
第9回  学校の機能 
第10回  教育方法   
第11回   生活指導 (1) 校内 
第12回   生活指導 (2) 校外 
第13回   教育の今日的な課題 (1) 教育課程 
第14回   教育の今日的な課題 (2) 諸条件 
第15回  筆記試験とこれからの教育   
 

使用教科書 

テキスト：プリント 

自己学習の内容等アドバイス 

今日の教育問題に関心をもつと共に授業内容を予習し、また、学習内容を深化し、追求したことをまとめる。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

教育心理 講義 解良 優基 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ ２年次後期 選択（教職必修）  

授業の到達目標及びテーマ 

人間の基本的な学習・発達過程を教育心理学的な観点より理解し，児童・生徒の心身の発達に応じた教育の

あり方について考えを深める。 

授業の概要 

効果的に学習を促すには，学習者の発達における心理的特性を理解し，発達に応じた適切な学習指導を行う 

必要がある。この授業では，発達と学習，そして動機づけといった観点から人間の基本的な理解を深め，学級

集団への指導や教育評価などへの応用について考える。受講者は，授業で学ぶ教育心理学の知見を踏まえ，よ

り良い教育実践について積極的に考える姿勢を心がけてほしい。 

学生に対する評価の方法 

①平常の授業態度（20%），②途中で実施する小テスト（30%），③ 終に実施する試験（50%）により， 
総合的に評価する。 
なお，この授業は再評価を実施しない。 

授業計画（回数ごとの内容等） 

第1回 授業のガイダンス（授業の目的と講義内容の概要，履修上の注意）・導入 
第2回 発達の捉え方 人間の発達の基本的特徴と，教育とのかかわりについて学ぶ 
第3回 思考の発達 ピアジェの理論をもとに，子どもの知的能力の発達について学ぶ 
第4回 社会性の発達 愛着や道徳的判断といった観点から，子どもの社会性の発達について学ぶ 
第5回 自己の発達 エリクソンの理論をもとに，子どもの発達段階と各段階の課題について学ぶ 
    ここまでの内容確認のための小テスト① 
第6回 学習理論① 古典的条件づけの基礎と応用について学ぶ 
第7回 学習理論② 道具的条件づけ，および観察学習の基礎と応用について学ぶ 
第8回 記憶 記憶の基本的なメカニズムについて学ぶ 
第9回 教育評価 児童・生徒の学習活動に対する評価の目的や種類，そして考慮すべき点について学ぶ 
    ここまでの内容確認のための小テスト② 
第10回 動機づけの理論① 児童・生徒の学習へのやる気について，内発的動機づけ理論をもとに学ぶ 
第11回 動機づけの理論② 児童・生徒の学習へのやる気について，自己決定理論をもとに学ぶ 
第12回 原因と動機づけ 「原因」に対する認知とやる気との関連について学ぶ 
第13回 教師と生徒との関係 教師のリーダーシップや，児童・生徒への学習支援の方法について学ぶ 
第14回 生徒同士の関係 子どもの仲間関係について，社会的・学習的な観点から学ぶ 
    ここまでの内容確認のための小テスト③ 
第15回 筆記試験および総括 
 

使用教科書 

必要な資料を適宜配布する。 

自己学習の内容等アドバイス 

事後学習により講義内容をよく理解し，自分の考えを整理しておくことが望ましい。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

教育行政学 講義 井谷 雅治 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ ３年次前期 選択（教職必修）  

授業の到達目標及びテーマ 

本講義では、我が国の教育行政の主体である国（文部科学省）と地方公共団体（教育委員会）・学校との関係

やこれまでの歴史、現状・改善点を学び、併せてこれからの課題について考え、教職に必要な教育関連法規の

知識を確実に身につけさせることを目標とする。 

授業の概要 

教育行政は、教育法規に基づいて実施されているので、現場の教育問題を基にした教育法規の読み取りを中

心に行う。そのために、教育小六法を熟読し、教職に必要な知識・教養が身につくような授業を展開する。 

学生に対する評価の方法 

教職を目指す学生を対象としているので、授業態度を重視する。講義中での真剣な取り組みが求められる。 
テスト６０％  小論文２０％  日本国憲法模写提出 授業態度２０％  
なお、この授業は、再評価を実施しない。 

授業計画（回数ごとの内容等） 

第1回  教育行政学概論 
第2回  教育行政の組織 
第3回  学校の管理と運営 
第4回  教育費と教育財政 
第5回  教育活動を支える諸条件 
第6回  教職員の養成・採用・研修 
第7回  学習指導要領と教育課程 
第8回  日本国憲法と教育基本法 
第9回  国家公務員法・地方公務員法・地方公務員特例法 
第10回  学校教育法・教育職員免許法 
第11回  学校保健安全法・学校給食法   
第12回  義務教育費国庫負担法・市町村立学校教職員給与負担法 
第13回  学校を取り巻く諸問題  
第14回  学校事故と対策 
第15回  筆記試験とまとめ 
 

使用教科書 

「教育小六法」平成２７年度版  兼子 仁 ほか  学陽出版 

自己学習の内容等アドバイス 

教育に関する時事問題に関心をもち、これを記録し、まとめたり、発表したりして教育行政の在り方を学ぶ。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

教育課程 講義 林 誉樹 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ ３年次後期 選択（教職必修）  

授業の到達目標及びテーマ 

教育法規に基づいた学校教育の意義及び教育の目的・目標に合わせた学習指導法などを習得する。また、学

習指導要領に沿った教育課程の編成方法を理解し、学習指導案の作成、総合的な学習や道徳教育の実践など教

育課程の基礎理論を理解する。 

授業の概要 

授業は講義形式を主に、授業内でのインタビューやグループワーク及び討論を取り入れて展開する。 

学習指導要領の内容をしっかり理解してから、模擬授業実習を通して教科にあった学習指導計画並びに学習指

導案を作成し、評価及び討議を行う。 

学生に対する評価の方法 

授業での発表（20％）、課題へのレポート（20％）、論述の筆記試験（60％）を総合的に判断する。 
再評価は実施しない。 

授業計画（回数ごとの内容等） 

第1回  オリエンテーション、教育課程とは何か 

第2回  学習指導要領の性格と歴史的変遷 

第3回  教育課程の意義及び編成方法 

第4回  カリキュラム改革とその背景及びカリキュラム開発 

第5回  学習指導の原理と形態及び授業づくり 

第6回  教育工学及び授業評価 

第7回  教育評価におけるルーブリック及びポートフォリオ 

第8回  さまざまな授業実践及び総合的な学習 

第9回  学校現場における授業実践事例及びこれからの授業実践 

第10回 道徳教育の実践及び特別活動の指導方法 

第11回 これまでの講義のまとめと筆記試験（論述） 

第12回 模擬授業実習Ⅰ（学習指導計画と学習指導案を作成して①） 

第13回 模擬授業実習Ⅰ（学習指導計画と学習指導案を作成して②） 

第14回 模擬授業実習Ⅱ（模擬授業の評価及び討議） 

第15回 教育課程のまとめ（魅力的な学習指導案の作成に向けて） 

使用教科書 

「実践に活かす教育課程論・教育方法論」樋口直宏・林尚示・牛尾直行 編著（学事出版） 
 [参考図書] 小学校学習指導要領（文部科学省） 

自己学習の内容等アドバイス 

次回の講義内容を教科書で予習してから授業に望むこと。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

美術科教育法Ⅰ 講義 西脇 正倫 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ ２年次前期 選択（教職必修）  

授業の到達目標及びテーマ 

テーマ：美術教育は人間教育 

到達目標：造形には発達段階があることを知り、発達の各段階において人格形成と深く関係することを理解 

① 発達段階によって表現が異なることの理解 

② 各発達段階における表現の特徴と課題の理解 

③ 発達段階ごとにおける教育の方針の理解 

授業の概要 

美術科教育は、芸術家育成教育ではなく、幼児期から生涯を通じて、一貫して持続されていく人間教育の重

要な教育領域であることを、幼児期から思春期にかけての造形発達を事例を確認しながら理解する。 

学生に対する評価の方法 

１． 各講義時における集中度、私語等の有無などの態度（20％） 
２． 各講義時における質疑に対する応答、授業内レポートによる理解度（20％ ） 
３． 各講義時における予習・復習に関する質問に対する達成度（20％） 
４． 試験における成績（40％） 
※本授業は教員養成を目的とする科目であるところから、再評価は実施しない。 

授業計画（回数ごとの内容等） 
第１回：「講義のオリエンテーション」 美術科教育Ⅰ～Ⅳの概要説明 講師紹介、受講生アンケート等 
第２回：「幼児の造形体験」 幼児画を模写することによって、幼児の造形について体験的にアプローチする。 
第３回：「発達ということ①」 人間成長を発達という視点から捉え、発達の概念を理解する 
第４回：「発達ということ②」 造形においても非可逆的な発達段階があることを、幼児期から思春期における

絵画資料と「美術による教育（ビクター・ローエンフェルド）」などの著作を資料として概説する 
第５回：「造形発達① 幼児期の平面造形１」 幼児期の造形についての説明 幼児期全体の位置づけ 
第６回：「造形発達② 幼児期の平面造形２」 幼児期の造形についての説明 幼児期における描画の特徴説明

（発達段階的、環境的に特徴のある幼児の描画を教材に、描画の特徴を理解する） 
第７回：「造形発達③ 幼児期の立体造形」 幼児期の立体表現の事例を通して、造形的認識を理解する。 
第８回：「造形発達④ 児童期の造形１」 児童期（小学生）の造形の特徴についての説明 幼児期における描

画との違いを、両段階の描画を比較対照することによって明確化する 
第９回：「造形発達⑤ 児童期の造形２」 児童期における全体的発達に関する知見をもとに、児童期における

造形の意義と課題を示す。 
第 10 回：「造形発達⑥ 児童期の造形３」 児童期における造形教育のあり方について、基本方針と手法を理

解する。 
第 11 回：「思春期の造形１」 思春期（中学生）の造形の特徴についての説明 前、二段階の描画等との違い

を、それぞれの描画等の特徴差から理解する。 
第 12 回：「思春期の造形２」 思春期の発達課題についての概説から、思春期における描画と発達の関係を理

解する。 
第13回：「思春期の造形３」 思春期における美術教育の意義とそのあり方についての基本概念を理解する。 
第14回：「造形発達と美術教育１」 前講までの内容をまとめ、造形の発達についての全体理解を確認する。 
第 15 回：「造形発達と美術教育２」 全員参加の討議によって美術教育と造形発達の関係について理解を深め

るとともに、「択一問題」「論述問題」によって、本講の学習達成度についての確認を行う。（試験会場

への資料ノートの持込は禁止する） 
使用教科書 

使用せず。 

自己学習の内容等アドバイス 

 授業終了時に提示された発展的学習のテーマについて発展的に復習すること。 
次回授業の概略説明における必要な関連内容について予習しておくこと。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

美術科教育法Ⅱ 講義 西脇 正倫 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ ２年次後期 選択（教職必修）  

授業の到達目標及びテーマ 

テーマ：美術教育の領域と教育方法 

到達目標：各領域における教育の目的と内容の理解および学校教育としての美術教育の理解 

① 関連法律（日本国憲法、教育基本法、学校教育法）の概要理解 

② 美術科教育の領域、工芸・デザインの理解 

③ 学習指導要領の理解 

授業の概要 

前講（Ⅰ）における美術科教育の目的理解を前提に、美術教育を構成する各領域における目的と教育内容に

ついて理解する。 

学生に対する評価の方法 

１． 各講義時における集中度、私語等の有無などの態度（20％） 
２． 各講義時における質疑に対する応答、授業内レポートによる理解度（20％ ） 
３． 各講義時における予習・復習に関する質問に対する達成度（20％） 
４． 試験における成績（40％） 
※上記１．については減点、２．～３．については、加点とする。 
※本授業は教員養成を目的とする科目であるところから、再評価は実施しない。 

授業計画（回数ごとの内容等） 

第１回：「法律と美術科教育①」 日本国憲法・教育基本法と美術科教育の関係理解。 
第２回：「法律と美術科教育②」 学校教育法、学習指導要領と美術科教育の関係理解。学習指導要領について

は、美術科教育の構成を理解。 
第３回：「法律と美術科教育③」 学習指導要領の詳細理解。 
第４回：「法律と美術科教育④」 学習指導要領の詳細理解 
第５回：「美術科教育の領域①」 工芸・デザイン、立体・平面領域、表現と鑑賞、それぞれの評価に関する構

造的理解。 
第６回：「美術科教育の領域②」 デザインの歴史的理解と今日的意義の理解（消費者視点からの教育） 
第７回：「美術科教育の領域③」 デザイン領域の基礎学習（授業における領域の広がりと構造） 
第８回：「美術科教育の領域④」 デザイン領域の基礎学習（授業における領域の広がりと構造） 
第９回：「美術科教育の領域⑤」 工芸領域の歴史的理解 
第10回：「美術科教育の領域⑦」 工芸領域と環境問題との関連による工芸領域の今日的意義 
第11回：「美術科教育の領域⑧」 工芸領域の基礎学習（授業における領域の広がりと構造） 
第12回：「美術科教育の領域⑨」 平面・立体領域の歴史的理解と今日的な教育上の意義 
第13回：「美術科教育の領域⑩」 平面・立体領域の基礎学習（授業における領域の広がりと構造） 
第14回：「美術科教育の領域⑪」 平面・立体領域の基礎学習（授業における領域の広がりと構造） 
第 15 回：「美術科教育法Ⅱのまとめと確認」 学習指導要領の位置づけ、デザイン・工芸領域の今日的教育課

題についてとりまとめを行い、本講の学習成果の確認（「択一問題」「論述問題」による達成度確認）

を行う。（試験会場への資料ノートの持込は禁止する） 

使用教科書 

使用せず。 

自己学習の内容等アドバイス 

 授業終了時に提示された発展的学習のテーマについて発展的に復習すること。 
次回授業の概略説明における必要な関連内容について予習しておくこと。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

美術科教育法Ⅲ 講義 西脇 正倫 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ ３年次前期 選択（教職必修）  

授業の到達目標及びテーマ 

テーマ：美術教育の学習指導方法－本時（校時単位）の計画－ 

到達目標：各領域におけるカリキュラム構成の理解と、校時単位の指導計画作成の基礎収得 

① 授業計画手法の理解 

② 校時単位の指導計画の基礎手法収得 

③ 評価の意義と手法の理解 

授業の概要 

前講（Ⅱ）をもとに、カリキュラムについての構造的理解を進め、事業計画の模擬的作成を通して、指導計

画と評価のあり方について理解し、計画作成の実際について学習する。 

学生に対する評価の方法 

１． 各講義時における集中度、私語等の有無などの態度（20％） 
２． 各講義時における質疑に対する応答、授業内レポートによる理解度（20％ ） 
３． 各講義時における予習・復習に関する質問に対する達成度（20％） 
４． 試験における成績（40％） 
※本授業は教員養成を目的とする科目であるところから、再評価は実施しない。 

授業計画（回数ごとの内容等） 

第１回：「美術科教育のカリキュラム」 学校教育（美術科）におけるカリキュラムの位置づけ、意義について

学習する。 
第２回：「美術科教育のカリキュラム」 実際のカリキュラム（１～3年までの全体計画、年次計画、題材別計

画、本字の計画）を参考に、カリキュラムの構造を理解する。 
第３回：「本時の計画の作成研１―①」 校時単位の指導計画の作成を行う（素材体験） 
第４回：「本時の計画の作成研究１－②」 校時単位の指導計画の作成を行う（素材体験） 
第５回：「本時の計画の作成研究１－③」 校時単位の指導計画の作成を行う（授業構成） 
第６回：「本時の計画の作成研究１－④」 校時単位の指導計画の作成を行う（授業構成） 
第７回：「本時の計画の作成研究１－⑤」 校時単位の指導計画の作成を行う（発表） 
第８回：「本時の計画の作成研究２－①」 校時単位の指導計画の作成を行う（素材体験） 
第９回：「本時の計画の作成研究２－②」 校時単位の指導計画の作成を行う（素材体験） 
第10回：「本時の計画の作成研究２－③」 校時単位の指導計画の作成を行う（授業構成） 
第11回：「本時の計画の作成研究２－④」 校時単位の指導計画の作成を行う（授業構成） 
第12回：「本時の計画の作成研究⑤」 校時単位の指導計画の作成を行う（発表） 
第13回：「美術科教育の評価」 美術科教育の特殊性に配慮した評価の方法について基本的な理解を得る。 
第 14 回：「美術科教育の領域と評価のまとめ」 前講の内容も含め、領域の意味と評価のあり方について内容

を整理する。 
第15回：試験による本講の学習成果の確認 今年度の講義全体のとりまとめを行い、「択一問題」「論述問題」

によって、本講の学習達成度についての確認を行う。（試験会場への資料ノートの持込は禁止する） 
 
※第3回から第7回までのテーマはパステル画、第8回から第11回まのテーマは自画像を想定 

使用教科書 

使用せず。 

自己学習の内容等アドバイス 

 授業終了時に提示された発展的学習のテーマについて発展的に復習すること。 
次回授業の概略説明における必要な関連内容について予習しておくこと。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

美術科教育法Ⅳ 講義 西脇 正倫 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ ３年次後期 選択（教職必修）  

授業の到達目標及びテーマ 

テーマ：美術科教育の方法と目的－年間計画－ 

到達目標：人間教育としての中学校における美術科教育の重要性を認識し、学習指導要領に準拠しながら、年

間計画を策定する能力の基礎を習得する。 

① 美術科教育の人間教育としての重要性認識の共有 

② 中学校における年間授業計画策定手法の基本的作成能力の獲得 

③ 自らの視点からの美術科教育観の確立 

授業の概要 

中学校 1 学年から３学年を通した学習指導計画の策定を通して、美術科教育法Ⅰ～Ⅲの内容を学生諸子の中

で再構築するとともに、美術科教育の目的についての合意形成と個別の認識深化を行う。 

学生に対する評価の方法 

１． 各講義時における集中度、私語等の有無などの態度（20％） 
２． 各講義時における質疑に対する応答、授業内レポートによる理解度（20％ ） 
３． 各講義時における予習・復習に関する質問に対する達成度（20％） 
４． 試験における成績（40％） 
※本授業は教員養成を目的とする科目であるところから、再評価は実施しない。 

授業計画（回数ごとの内容等） 

第１回：「学習指導計画立案①」 年間計画の確認、学習指導計画の再確認 グループ編成 
第２回：「学習指導計画立案②」 学習指導計画のテーマ設定 対象生徒のシチュエーションづくり。 
第３回：「学習指導計画立案③」 目標および全体計画の策定の情報収集 
第４回：「学習指導計画立案④」 全体計画策定チェック①  
第５回：「学習指導計画立案⑤」 全体計画策定情報収集 
第６回：「学習指導計画立案⑥」 全体計画策定チェック② 
第７回：「学習指導計画立案⑦」 全体計画の発表① 
第８回：「学習指導計画立案⑧」 全体計画の発表② 
第９回：「学習指導計画立案⑨」 本時の計画の策定方法 
第10回：「学習指導計画立案⑩」 本時の計画の策定チェック① 
第11回：「学習指導計画立案⑪」 本時の計画の策定 
第12回：「学習指導計画立案⑫」 本時の計画の策定チェック② 
第13回：「学習指導計画立案⑬」 本時の計画の発表① 
第14回：「学習指導計画立案⑭」 本時の計画の発表② 
第15回：学習指導計画策定をテーマにした小論文（評価テスト）および学習指導計画案の製本・提出。 

使用教科書 

使用せず。 

自己学習の内容等アドバイス 

 指導案作成に当たっては、インターネット情報等を含め、周辺関連情報の収集を十分に行うこと。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

道徳教育の研究 講義 重留 紘治 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ ２年次前期 選択（教職必修･美術）  

授業の到達目標及びテーマ 

本講座は良き社会人になるために、児童・生徒の道徳性を発達させ、「道徳性」「規範意識」の育成をするため

に必要な基礎的な知識、考え方を修得することをテーマとし、自分なりの道徳教育に対する教育観を構築する

事を到達目標とする。 

授業の概要 

現在起こっている道徳教育の抱えている課題を具体的な事例を織り交ぜ、日本の道徳教育の歴史的考察、道徳

性の発達理論、道徳教育の授業方法、これからの道徳教育の方向、について平易な講義を行い、ロープレ・グ

ループディスカッション等により、子どもと真正面に向き合う道徳教育の実践力を養うことを目的とする。 

学生に対する評価の方法 

授業時の態度(20%)・レポート(予習20%、授業内容20%),考査(中間・期末)(40%)によって総合評価する。   

授業態度については、常識的な観点。レポートについては、予習による授業時の発言内容、授業時のまとめ

がしっかりできているかの観点。考査については、知識、理解度、独自性、等を観点とする。再評価は実施

しない。 
授業計画（回数ごとの内容等） 
１回 道徳教育の歴史（ 教育勅語。教科書の国定制度。戦後の道徳教育） 

２回 道徳的社会化（道徳教育の必要性。社会化のメカニズム） 

３回 道徳性発達の理論 

 ピアジェ。コールバーグ。ケアリング論。 

４回 道徳教育の授業方法１ 

   モラルジレンマ授業。 

５回 道徳教育の授業方法２ 

   価値明確化の授業。 

６回 行動による道徳教育 

 スキル・トレーニング。モラル・スキル・トレーニング。 

７回 １回～６回までの内容のまとめ及び中間試験 

８回 道徳教育と生徒指導 

   生徒指導の光と影。カウンセリングマインド。 

 ９回 道徳教育と教育臨床 

        教育臨床とは。道徳教育に求められているもの。 

10回 道徳教育と特別活動 

   特別活動の重要性 

11回 地域・家庭における道徳教育 

   家族の道徳的機能。地域の道徳的機能。 

12回 道徳性と社会文化 

    一般化する他人志向。主我と客我。 

13回 道徳教育の課題と展望 

   道徳教育の課題。道徳教育の展望。会話による教育 

14回 ８回～１３回までの内容のまとめ及び期末試験 

15回 学習の総まとめ。 
使用教科書 

パワーポイントによる授業 

参考文献（予習用レポートにその都度掲載する） 

自己学習の内容等アドバイス 

授業時に、翌週の学習内容に関するレポートを渡すので、その項目について教科書や参考書で調べて記入し、

予習してくる。その際に必ずレポートの各項目について自分の見解も書いてくる事。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

特別活動の研究 講義 林 誉樹 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ ２年次後期 選択（教職必修）  

授業の到達目標及びテーマ 

特別活動は、児童・生徒の望ましい集団活動を通して、人間形成を図ろうとする教育活動である。特別活動

の「目標と内容」や「教育課程での編成理論」などを理解し、それを達成するため具体的にどのような指導と

実践を行うべきか、教員としての実践的な指導力向上を目指す。 

授業の概要 

授業は講義形式を主に、授業内でのインタビューやグループワーク及び討論を取り入れて展開する。 

 特別活動の歴史、学級活動や児童会・生徒会活動、学校行事、クラブ・部活動を中心に実践例を取り上げ、

それぞれの活動において学習指導要領の目標や理念を活かした授業を展開するための実践力を養う。 

学生に対する評価の方法 

授業での発表（20％）、課題へのレポート（20％）、論述の筆記試験（60％）を総合的に判断する。 
再評価は実施しない。 

授業計画（回数ごとの内容等） 

第1回  オリエンテーション、特別活動の意義について考える 

第2回  学習指導要領（特別活動編）の解説と理解 

第3回  特別活動の歴史と変遷 

第4回  教育課程における特別活動の位置づけ 

第5回  学級活動Ⅰ（その特質と活動内容及び問題点への対策） 

第6回  学級活動Ⅱ（指導計画の作成と評価及び留意事項） 

第7回  児童会・生徒会活動（活動内容と指導の留意点及び問題点への対策） 

第8回  学校行事Ⅰ（その特質と活動内容及び問題点への対策） 

第9回  学校行事Ⅱ（指導計画の作成と評価及び留意事項） 

第10回 クラブ・部活動Ⅰ（その特質と教育的意義及び活動内容） 

第11回 クラブ・部活動Ⅱ（指導計画の作成と評価及び留意事項） 

第12回 総合的な学習の時間（その現状と課題） 

第13回 これまでの講義のまとめと筆記試験（論述） 

第14回 実践演習（特別活動の指導計画・指導案を作成する） 

第15回 特別活動のまとめ（より良い人間関係を築く特別活動の指導方法） 

使用教科書 

 「特別活動の創造」原清治・檜垣公明 編著（学文社） 
 [参考図書] 学習指導要領「特別活動編」（文部科学省） 

自己学習の内容等アドバイス 

 次回の講義内容を教科書で予習してから授業に望むこと。 

 



（2015.4 更新）                                     ［2015 年度版］ 

  

[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

教育方法論 講義 野々山 里美 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ ３年次後期 選択（教職必修） デザイン学科 

授業の到達目標及びテーマ 

実際の教育活動に活かす指導方法について研究し、具体的な学習指導方法や技法を学ぶことで、教師に必要

な実践力の基礎を身につけるとともに、研究成果を学習指導実践へ還元する力を身につけることを到達目標と

する。 

授業の概要 

・プリントとテキストにより授業を進め、学習指導の実際については実習的な内容で授業を行う。 

・学習指導要領が目指す人間像・学力観・教育方法観を概観しながら、教育の方法・技術の基礎的知識の学び

を通して教育活動を構築する。 

・教授メディアの効果的な活用を研究すると共に、実習的な活動を通してコミュニケーション能力を高める。 

学生に対する評価の方法 

・講義の中で適宜提示するテーマについて、発表やレポート、小テストを行う。 
・試験（筆記）（６０％）、小テストやレポート（２０％）、授業の参加態度やグループ討議の態度や発表内

容（２０％）を総合的に判断して行う。再評価は実施しない。 

授業計画（回数ごとの内容等） 

第  １回   オリエンテーション（教育方法論を学ぶ意義・授業の進め方・授業に関する諸注意等） 
第  ２回   教育方法論と学習指導要領（学習指導要領理念、および学習指導要領の変遷） 
第  ３回   教育方法史１ 
第  ４回   教育方法史２ 
第  ５回   教育方法の構造（子どもの発達段階と教育の関連、カリキュラム編成の原理） 
第  ６回   授業設計の方法（授業の構造、学習指導案の意義と作成手順、問い・発問と授業展開等） 
第  ７回   授業設計の技術（学習指導形態、板書・ノート指導、模擬授業の意義と方法） 

第 ８回   教育方法と教育評価（指導と評価、相対評価と絶対評価等） 

第 ９回   教育現場における人間関係作り 

第１０回   教科教育の具体例の研究（教材研究と教材開発等の実践事例研究） 
第１１回   教科外教育の具体例の研究（特別教育活動・道徳・総合的な学習等の実践事例研究） 
第１２回   学習する立場と教授する立場のロールプレイイング１ 
第１３回   学習する立場と教授する立場のロールプレーイング２ 
第１４回   まとめと筆記試験 

第１５回   講義内容の総括とレポート作成 

 

使用教科書 

・「教育の方法と技術」   柴田吉松・山崎準二編   学文社 
・（参考文献）「授業力をみがく」    船越俊介・家田晴行・斎藤規子著   啓林館 
・（参考文献）小学校学習指導要領解説書（総則編） 
・必要に応じてプリントを配布する 

自己学習の内容等アドバイス 

・次回の授業の課題（ホームワーク）を提示するので予習・復習してくること。また、幅広い資料分析をして、、

自分なりの考えを確立し、読み手に自分の考えがより深く伝わるような書き方やまとめ方を工夫したレポー

トの作成に心がけること。 
・授業計画は授業の進行状況に応じて前後することがある。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

生徒及び進路指導 講義 林 誉樹 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ ２年次前期 選択（教職必修）  

授業の到達目標及びテーマ 

宗教による教育が十分に行われていない我が国において、学校教育における生徒及び進路指導は、児童・生

徒が社会の一員として人格を形成するための重要な教育活動である。生徒及び進路指導についての基礎的な知

識、基本的な理論、技能の習得を目指し、併せて全ての教員が学校教育全体を通じて行う重要な教育活動であ

ることを理解する。 

授業の概要 

授業は講義形式を主に、授業内でのインタビューやグループワーク及び討論を取り入れて展開する。 

先ず、生徒及び進路指導についての原理や理論など基礎的な知識を学んでから、さまざまな教育現場での事例

を挙げて、効果的な指導のあり方について研究する。 

学生に対する評価の方法 

授業での発表（20％）、課題へのレポート（20％）、論述の筆記試験（60％）を総合的に判断する。 
再評価は実施しない。 

授業計画（回数ごとの内容等） 

第1回  オリエンテーション、生徒指導の教育的意義について考える 

第2回  生徒指導の原理と理論（自己実現と社会的自己実現の援助） 

第3回  児童・生徒理解の進め方（支援や指導につなぐ児童・生徒理解） 

第4回  学級経営の進め方（生徒指導からみた学級経営の意味及び方法） 

第5回  教科指導と生徒指導（教科指導と生徒指導が融合した取り組み） 

第6回  生徒指導実践における教師像と研修（必要となる教師の資質と技能） 

第７回  学校の生徒指導体制と家庭・地域との連携（家庭や地域社会の教育力） 

第８回  進路指導の意義と課題（自分の将来を自分らしく生きるために） 

第９回  自己の発見と自我同一性の確立（自己理解と進路指導のあり方） 

第10回 就労観・職業観の形成と変容（就労観・職業観の形成を促す進路指導のあり方） 

第11回 進路指導実践の学校体制（学校組織の体制づくりと教師の指導性） 

第12回 学校教育における進路指導の実践展開（ガイダンス機能の充実） 

第13回 これまでの講義のまとめと筆記試験（論述） 

第14回 実践演習（今日的課題への対応をグループごとに発表） 

第15回 生徒指導のまとめ（児童・生徒の人格形成を助けるために） 

使用教科書 

「生徒指導・進路指導」高橋超・石井眞治・熊谷信順 編著（ミネルヴァ書房） 

自己学習の内容等アドバイス 

次回の講義内容を教科書で予習してから授業に望むこと。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

教育相談とカウンセリング 講義 加藤 純一 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ ２年次後期 選択（教職必修）  

授業の到達目標及びテーマ 

テーマ：教師が行う教育相談活動の「心」と「構え」 

授業の到達目標：自分の個性にふさわしい、自分自身の教育相談の方法を構築するための「基礎的知識」を

身につけるとともに、クライアントの話をきちんと聴き、問題のアセスメントができるよ

うになる。 

授業の概要 

 不登校及びいじめ問題への対応が大きなきっかけとなり、文部科学省は学校教育相談の充実を目指してきた。

この授業において、学校現場できちんと応用できる「学校教育相談の基礎」及び「有効な教育相談・カウンセ

リングを行うための基本的な姿勢」について学習する。 

学生に対する評価の方法 

授業への参加態度（20％）、試験の結果（80％）等を総合的に判断して評価を行う。 
教員養成を目的として開講されている科目であるので、教員としてふさわしくない授業への参加態度は減

点となる。やむを得ない理由以外、試験の欠席は認めない。再評価は実施しない 

授業計画（回数ごとの内容等） 

 
第1回  ガイダンス 
第2回  学校教育相談の歴史 
第3回  学校と専門機関の相談の違い・校内連携・校外連携 
第4回  コンサルテーション 
第5回  ディレクティブとノンディレクティブ 
第６回  聴くことの重要性 
第７回  相談の目標と終結 
第８回  人が人を変えるということ 
第９回  不登校 
第10回 ノイローゼ等病的事例 
第11回 特別支援教育 
第12回 思春期の理解 
第13回 親の構えを組み立てなおす 
第14回 教育相談を行うときの注意事項 
第15回 まとめと試験 
 

使用教科書 

『親面接のポイント』 加藤純一著 ほんの森出版 
[ 参考図書 ] 『学校教育相談学 ハンドブック』ほんの森出版 

自己学習の内容等アドバイス 

 毎時間の授業資料プリントを配布する。資料プリントに、関連事項の書かれている教科書のページ数が記され

ているときには、前もって教科書のその部分を読んでおくこと。 
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［授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

教職実践演習（中・高） 演習 野々山 里美・井垣 理史 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ ４年次後期 選択（教職必修） デザイン学科 

授業の到達目標及びテーマ 

到達目標：一般、教職で学んだ知識・技術の整理・統合・体系化を図る。教育現場の今日的課題を、既得の

知識・技能等を用いて解決したり、不足している知識・技能等を補完したりする術を見いだす。 

テーマ： ① 使命感や責任感、教育的愛情の育成  ② 社会性や対人関係力の育成  ③ 表現力・

発信力の育成  ④ 美術の教師または学級担任としての実践的指導力の育成 

 

授業の概要 

教職と美術に関する科目の実践演習を半々に実施する。教職関係の授業を先に行い、美術を後にする。具体

的には、グループ討議、ロールプレーイング、事例研究、模擬授業などを盛り込む。さらには、今日的な教育

課題や保護者・子どもへの対応など、教員としての使命感・責任感・教育愛、社会性、指導力、専門性などを

培う。 

 

学生に対する評価の方法 

授業への参加態度、発言内容、成果文書等の提出、試験等を総合的に判断して評価する。 
この授業の再評価は実施しない。 

授業計画（回数ごとの内容等） 

第  １回   オリエンテーション（授業の進め方、履修カルテなどの資料整理） 

（以下、教職関係） 
第  ２回   履修カルテを省みて（レポート課題） 
第  ３回   口頭発表（教師としてのスピーチ） 
第  ４回   事例研究（生徒指導） 
第  ５回   いじめ・不登校に関するロールプレーイング 
第  ６回   教育現場における人間関係作り 

第  ７回   時事問題に関する集団討議                                     

第  ８回   まとめとテスト 

（以下、美術関係） 
第  ９回  「美術」が意味するもの         

第１０回   生徒にとっての「美術の時間」とは  

第１１回   生徒-教諭 相互目線での授業案について集団討議1       

第１２回   生徒-教諭 相互目線での授業案について集団討議2       

第１３回   模擬授業案の発表と実践 1   

第１４回   模擬授業案の発表と実践 ２ 

第１５回   相互評価とまとめ 

 
使用教科書 

・適宜プリントを配布する。 

自己学習の内容等アドバイス 

・予習・復習を行い、積極的に授業に望むこと。 
・授業計画は授業の進行状況に応じて前後することがある。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

教育実習指導 演習 小野田 章二 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

１ ３年次後期 選択（教職必修） メディア造形学部（美術） 

授業の到達目標及びテーマ 

「教育実習を成功させよう」をテーマとして、教師としての基本的な生活態度の定着化、効果を上げるための

授業方法、生徒指導等について各自目標を立て教育実習に備える。 

授業の概要 

実習全体の概要、教育実習の意義、実習効果を上げるための留意点と成果のまとめ方などを扱う。また、受け

入れ校の教職員や生徒に対する接し方など生活態度についても指導する。 

さらに、学校での指導場面を想定し、模擬授業的な内容を盛り込む。 

学生に対する評価の方法 

教職を目指す学生を対象に開講されている講座であり、授業への参加態度は、特に重視する。 
講義中に行う、模擬授業の内容・態度や小論文などを総合的に評価する。 
評価は、参加態度（20％）、模擬授業（40％）、小論文・発表（40％）    なお、再評価は実施しない。 

授業計画（回数ごとの内容等） 

［3年次後期］ 
第1回 教育実習の意義と課題、教育実習の内容 
       教員養成課程と教育実習、実習生としての自覚 
   学習指導、学級経営、校務分掌、部活動指導 
 
第2回 全般的留意事項、実習過程での留意点 
   勤務・服務などについて、実習前にやること（実習校の決定、実習校との打ち合わせなど） 
   実習中（観察、参加、研究授業）、実習後（反省会への準備、お礼、書類関係の提出） 
 
第3回 良い授業のための工夫 
   生徒理解、自作教材、授業参観、教材研究、板書の工夫、評価 
 
第4回 学習指導案の作成 
 
［4年次前期］ 
第5回以降～ 
 模擬授業（各自が作成した学習指導案に従って全員が50分の模擬授業を行う。） 
   模擬授業は4年生の前期、教育実習に出る直前まで継続して行う。 
 
 

使用教科書 

「教育実習の手引き」、「教育実習記録」（名古屋学芸大学） 

自己学習の内容等アドバイス 

・模擬授業の前に何度も指導案に沿って自宅などでシュミレーションをしてみること。 
・実習先が決まったら、早めに実習校と連絡を取ること。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

教育実習指導 演習 小野田 章二 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

１ ４年次前期 選択（教職必修） メディア造形学部（美術） 

授業の到達目標及びテーマ 

「教育実習を成功させよう」をテーマとして、教育実習直前の総仕上げができること。実習校との事前打ち合

わせを綿密に行い、確実な研究授業ができること。実習校での実践結果をまとめあげ、実践の自信を確実なも

のにすること。 

授業の概要 

4年次の前期は、3年次の後期に学んだ内容を教育実習で実践し、教師としての理論と実践の融合に必要な力量

を磨く。また、受け入れ校の教職員や生徒に対する接し方など生活態度についても指導する。 

さらに、学校での指導場面を想定し、模擬授業的な内容を盛り込む。 

学生に対する評価の方法 

教職を目指す学生を対象に開講されている講座であり、授業への参加態度は、特に重視する。 
講義中に行う、模擬授業の内容・態度や小論文などを総合的に評価する。 
評価は、参加態度（20％）、模擬授業（40％）、小論文・発表（40％）    なお、再評価は実施しない。 

授業計画（回数ごとの内容等） 

［3年次後期］ 
第1回 教育実習の意義と課題、教育実習の内容 
       教員養成課程と教育実習、実習生としての自覚 
   学習指導、学級経営、校務分掌、部活動指導 
 
第2回 全般的留意事項、実習過程での留意点 
   勤務・服務などについて、実習前にやること（実習校の決定、実習校との打ち合わせなど） 
   実習中（観察、参加、研究授業）、実習後（反省会への準備、お礼、書類関係の提出） 
 
第3回 良い授業のための工夫 
   生徒理解、自作教材、授業参観、教材研究、板書の工夫、評価 
 
第4回 学習指導案の作成 
 
［4年次前期］ 
第5回以降～ 
 模擬授業（各自が作成した学習指導案に従って全員が50分の模擬授業を行う。） 
   模擬授業は4年生の前期、教育実習に出る直前まで継続して行う。 
 
 

使用教科書 

「教育実習の手引き」、「教育実習記録」（名古屋学芸大学） 

自己学習の内容等アドバイス 

・模擬授業の前に何度も指導案に沿って自宅などでシュミレーションをしてみること。 
・実習先が決まったら、早めに実習校と連絡を取ること。 

 



（2015.4 更新）                                     ［2015 年度版］ 

 
[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

教育実習Ⅰ 実習 小野田 章二 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ 4年次前期又は後期 選択（教職必修）  

授業の到達目標及びテーマ 

到達目標；これまでに修得した教職に関するすべての科目、並びに一般教養科目、専門科目等を教育実践に生

かせること。さらに充足すべきことは何かを明らかにすること。 

テーマ；教育に関する基礎知識を、実習を通して教育実践に生かす訓練をする。 

授業の概要 

実習校での教育実習 

 これまでに学んだ教職科目や教養科目、専門科目の内容を教育実践に生かして、直接実習校の生徒を指導す

る。 

理論と実際との違いを肌で感じ、教師として、今後学ぶべきことなどを考える機会にする。 

学生に対する評価の方法 

実習校での勤務状態、実習態度、巡回指導時の研究授業や学習指導案、実習校の評価、実習中の実習記録、

実習終了後の大学における報告会の内容・態度等をもとに総合的に評価する。 

授業計画（回数ごとの内容等） 

 
授業の形態の特殊性から、各時間の指導計画は示さないが、おおむね実習直前に次の点を徹底させる。 
「実習を受け入れてくれる学校は、後継者育成という使命感から寸暇を惜しんで指導に当たってくれる」の

で、この点を十分わきまえて実のある実習とすること。 
 
 
実習校において行う内容はおよそ以下の通りである。 
 登校指導、職員朝礼、朝のショートタイム、指導者の講話（オリエンテーションの生徒指導、職員分掌業

務について）、指導者の授業参観、教材研究と学習指導案作成、研究授業の実施（実習生が授業を行い指導教

員達が参観し指導する。）指導者とのティームティーチング、週一度のホームルーム活動、職員各部の分掌業

務の手伝い、下校指導、部活動指導など 

使用教科書 

「教育実習の手引き」、「教育実習記録」（名古屋学芸大学） 

自己学習の内容等アドバイス 

実習校が決まったら、早めに実習校と連絡を取ること。 
巡回指導の先生が決まったら、必ず事前、事後の挨拶に伺うこと。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

教育実習Ⅱ 実習 小野田 章二 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ 4年次前期又は後期 選択（教職必修） 中学免許を希望する時、実習Ⅰに続けて履修 

授業の到達目標及びテーマ 

到達目標；これまでに修得した教職に関するすべての科目、並びに一般教養科目、専門科目等を教育実践に生

かせること。さらに充足すべきことは何かを明らかにすること。 

テーマ；教育に関する基礎知識を、実習を通して教育実践に生かす訓練をする。 

授業の概要 

実習校での教育実習 

 これまでに学んだ教職科目や教養科目、専門科目の内容を教育実践に生かして、直接実習校の生徒を指導す

る。 

理論と実際との違いを肌で感じ、教師として、今後学ぶべきことなどを考える機会にする。 

学生に対する評価の方法 

実習校での勤務状態、実習態度、巡回指導時の研究授業や学習指導案、実習校の評価、実習中の実習記録、

実習終了後の大学における報告会の内容・態度等をもとに総合的に評価する。 

授業計画（回数ごとの内容等） 

 
授業の形態の特殊性から、各時間の指導計画は示さないが、おおむね実習直前に次の点を徹底させる。 
「実習を受け入れてくれる学校は、後継者育成という使命感から寸暇を惜しんで指導に当たってくれる」の

で、この点を十分わきまえて実のある実習とすること。 
 
 
実習校において行う内容はおよそ以下の通りである。 
 登校指導、職員朝礼、朝のショートタイム、指導者の講話（オリエンテーションの生徒指導、職員分掌業

務について）、指導者の授業参観、教材研究と学習指導案作成、研究授業の実施（実習生が授業を行い指導教

員達が参観し指導する。）指導者とのティームティーチング、週一度のホームルーム活動、職員各部の分掌業

務の手伝い、下校指導、部活動指導など 

使用教科書 

「教育実習の手引き」、「教育実習記録」（名古屋学芸大学） 

自己学習の内容等アドバイス 

実習校が決まったら、早めに実習校と連絡を取ること。 
巡回指導の先生が決まったら、必ず事前、事後の挨拶に伺うこと。 

 



（2015.4 更新）                                     ［2015 年度版］ 

 
[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

生涯学習概論 講義 松田 武雄 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ ３年次前期 選択  

授業の到達目標及びテーマ 

 生涯学習および社会教育の意義を理解し、生涯学習に関する制度・行政・施策、家庭教育・学校教育・社会

教育等との関連、専門的職員の役割、学習活動への支援などの現状と課題を理解することを目標とする。特に

学芸員が生涯学習社会の中でどのような役割を担っているのかを理解し、生涯学習に対する自分なりの考えを

説明できるようになることを目指す。 

授業の概要 

 本授業では、さまざまな観点から生涯学習について学ぶ。まず生涯学習という概念がどのように誕生し、制

度や行政がどのように展開されているのかを理解する。次に生涯学習における学習者の特徴を理解し、生涯学

習の場として、図書館、公民館といった社会教育機関と比較しながら博物館の役割を理解する。また高齢化、

情報化、国際化といった社会の変化を中心に生涯学習への影響を理解し、生涯学習・社会教育指導者の役割を

理解する。 

学生に対する評価の方法 

① 授業への参画態度（20%） 

② 授業内容の理解度をチェックする 終試験（80%） 

以上２点から総合的に評価する。 

授業計画（回数ごとの内容等） 

第1回 教育とは、学習とは、生涯学習とは 
第2回 生涯学習・社会教育行政の展開 
第3回 発達段階と発達課題 
第4回 働くことと学ぶこと 
第5回 図書館における生涯学習 
第6回 地域社会における生涯学習 
第7回 博物館における生涯学習１ 
第8回 博物館における生涯学習２ 
第9回 ジェンダーと生涯学習 
第10回 高齢化社会における生涯学習 
第11回 情報技術と生涯学習 
第12回 グローバル化における生涯学習 
第13回 学校・大学の開放と生涯学習 
第14回 成人の学習と生涯学習の方法、学習への支援と学習成果の評価と活用 
第15回 生涯学習・社会教育指導者の役割 

使用教科書 

なし 

自己学習の内容等アドバイス 

配布資料と講義内容を復習し、質問があれば次の授業で出すこと。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

博物館概論 講義 齊藤 基生 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ １年次後期 選択  

授業の到達目標及びテーマ 

 博物館は生涯学習機関であり、社会との関わりが深い。公立や私立を問わず、博物館の専門職員である学芸

員は、高い見識とともに社会人としての一般常識が求められる。コミュニケーション能力を含め、それらをし

っかり身につけて欲しい。 

 なお、この科目はデザイン学科の選択となっているが、学芸員資格取得には必須の単位である。資格取得

を目指す者はこの単位を修得していなければ、経営論以降の履修を認めない。 

授業の概要 

いま博物館に何が求められているか、それに答えるためには何が必要か、期待される新たな博物館とは何

かを考える。そのために、まずは博物館の歴史を振り返り、ついで博物館法に基づき、現代の博物館の種類、

機能、役割などを順次解説する。なお、学期中、通常の講義とは別枠で学外の施設見学を行う。 

学生に対する評価の方法 

成績は、試験の平均点を指標（50％）に、受講態度、出席カードへの記入状況やレポート等加味（50％）

しながら、総合的に判定する。まずは、施設見学を含め第15講義で３分の２以上の出席が不可欠である。 
追試験は、公欠もしくは病気・自然災害・交通機関の事故等、正当な事由の場合のみ認める。再評価は

しない。 

授業計画（回数ごとの内容等） 
第１回 導入。博物館とは何か、各自が思い描く博物館像を問い、あわせてこれまでの博物館利用体験 

などをアンケート調査する。 

第２回 アンケート結果の公表。これをもとに各自の抱いている博物館像を浮き彫りにするとともに、 

博物館の実態について述べる。 

第３回 博物館概論とは何か。 

第４回 博物館法１。博物館法を定義から順次読み進む。 

第５回 博物館法２。改正の要点を解説。 

第６回 博物館の歴史その１－海外編、近代前－ 

第７回 博物館の歴史その２－海外編、近代以後－ 

第８回 博物館の歴史その３－日本編、近代前－ 

第９回 博物館の歴史その４－日本編、近代以後 

第10回 博物館の組織と職員、指定管理者制度。 

第11回 施設見学後、望ましいレポート指導 

第12回 博物館の仕事１－研究－ 

第13回 博物館の仕事２－収集－ 

第14回 博物館の仕事３－展示・教育－ 

第15回 評価試験とまとめ 

 補講 名古屋市博物館を見学し、レポートを提出する。それをもとにレポートの書き方を講義する。 

使用教科書 
特定の教科書は用いず、適宜資料を配布する。 

【参考図書】倉田公裕・矢島國雄『新編 博物館学』 東京堂出版 

自己学習の内容等アドバイス 

 博物館は生涯学習機関であり、社会との結びつきが深い。一般常識を身につけるため、普段から新聞その他

のマスメディアに親しんで欲しい。美術館は、博物館という上位概念の中に含まれ、並立しない。 
 



（2015.4 更新）                                     ［2015 年度版］ 

 
[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

博物館経営論 講義 齊藤 基生 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ ２年次前期 選択  

授業の到達目標及びテーマ 

 ここでは、博物館に関する必要な科目の内、博物館経営論について講義する。 

 博物館の形態面と活動面における適切な管理・運営について理解し、博物館経営に関する基礎的能力を養う。

とかく「経営」と聞くと金銭面が思い浮かぶが、それがすべてではない。それよりも、どのような理念の下、

いかなる使命を帯びて博物館を運営していくか、その大切さを知る。 

授業の概要 

 まずは、「経営」とは何か、言葉の意味から説き起こす。それを踏まえたうえで、改めて博物館経営とは何か

を講義する。具体的には、博物館の経営基盤、博物館の経営、博物館における連携などについて、それぞれ具

体例を挙げながら解説する。また、人前で話す練習として、毎回講義の冒頭に新聞に取り上げられた博物館に

関する話題で、３分間スピーチを順次行う。さらに、通常の講義とは別に、学外の施設見学を行う。 

学生に対する評価の方法 

成績は、試験の平均点を指標（50％）に、受講態度（出席カードへの記入）、レポート等加味しながら（50％）、

総合的に判断する。施設見学を含め15講義で３分の２以上の出席が必須条件。 
追試験は、公欠や病気・自然災害・交通機関の事故等、正当な事由の場合のみ認める。再評価はしない。  

授業計画（回数ごとの内容等） 

第１回 導入。博物館経営とは何か、アンケート調査をする。あわせて、博物館概論の復習もする。 
第2回 アンケート結果の講評。経営とは何か、その一般論から述べる。 
第3回 ミュージアムマネージメントとは何か、その概要を述べる。 
第4回 博物館は、公的な機関である。法に基づく行財政制度について述べる。 
第5回 博物館は非営利であっても、運営資金は必要である。財務を考える。 
第６回 施設・設備。利用者にも職員にも使い勝手のいい博物館とは何か、考える。 
第７回 組織と職員。博物館の円滑や運営に必要な、組織や職員のあり方を述べる。 
第８回 使命、計画、評価。理念なくして博物館は運営できない。事例紹介をする。 
第９回 博物館倫理。資料の購入や貸借には、高い倫理観が求められている。 
第10回 危機管理。事故や災害にどう対応するか、具体例を挙げながら述べる。 
第11回 広報。チラシなどの紙媒体からインターネットまで、種類と効果を考える。 
第12回 博物館の対費用効果について、具体的な事例紹介をする。 
第13回 博物館の作り方、計画から開館まで。－みのかも文化の森－ 
第14回 博物館と地域の連携（博学連携、市民参画）－美濃加茂市民ミュージアム－ 
第15回 評価試験とまとめ 
 補講 受講生の希望する施設を一館見学し、レポートを提出する。 

使用教科書 

特定の教科書は用いず、適宜資料を配付する。 
【参考図書】倉田公裕・矢島國雄『新編 博物館学』、加藤有次他編『博物館情報論』 

自己学習の内容等アドバイス 

新聞等のマスコミに触れ、常に博物館に関する話題の情報収集につとめる。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

博物館資料論 講義 齊藤 基生 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ ２年次後期 選択  

授業の到達目標及びテーマ 

 博物館は、人工物や自然物、生き物など様々な資料を収蔵・育成している。それら博物館資料の収取、整理

保管等に関する理論や方法についての知識・技術を習得し、また博物館の調査研究活動について理解すること

を通じて、博物館資料に関する基礎的能力を養う。 

授業の概要 

 資料は、博物館の性格を決定する重要な要素である。単なるモノはモノでしかなく、博物館資料となりうる

ためには、モノを調査研究し、情報化しなければならない。その結果、初めてモノは展示品や研究資料になり

うる。資料の概念、調査研究活動、資料の収集・整理・活用を通じて、資料化の過程を理解し活用法を身に着

ける。適宜、スライドで具体的な事例紹介をする。 

学生に対する評価の方法 

成績は期末試験の平均点を指標（50％）に、受講態度（質疑応答や出席カードへの記入）、レポート等を加

味しながら（50%）、総合的に判断する。まずは15回目を含め3分の2以上の出席が不可欠である。追試験

は、公欠もしくは病気、自然災害、交通機関の事故等、正当な事由がある場合のみ認める。再評価はしない。 
 

授業計画（回数ごとの内容等） 

第1回 導入。博物館資料とは何か、これまで知っていることを確認する。博物館の種類を復習。 
第2回 アンケート結果を講評。博物館とその資料の多様性を説明する。属性分析とは何か。 
第3回 博物館資料としての文化財。その保護制度の変遷。 
第4回 歴史系博物館と有形文化財。 
第5回 美術系博物館と美術工芸品。 
第6回 民俗系博物館と無形文化財・民俗文化財。 
第7回 動植物園水族館と記念物。 
第8回 博物館資料の情報化、考古資料の実測と拓本。 
第9回 博物館資料の情報化、資料写真の撮影。 
第10回 博物館資料の収集。寄託、寄贈、購入。 
第11回 博物館資料の整理。目録、収納、収蔵庫。 
第12回 博物館資料の活用。展示、貸し出し、利用者への便宜。 
第13回 博物館資料の公開。所有者への配慮、著作権の保護。 
第14回 美術工芸資料の取り扱い。箱、掛け軸。梱包と輸送。 
第15回 まとめと評価試験。これまでの講義を振り返り、博物館資料とは何か再確認する。 
 補講 受講生の希望する施設を一館見学し、レポートを提出する。 

使用教科書 

特定の教科書は用いず、適宜資料を配布する。 
【参考図書】倉田公裕・矢島国雄『新編 博物館学』 

自己学習の内容等アドバイス 

常に新聞等のマスコミに触れ、博物館や文化財に関する情報の収集に努める。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

博物館資料保存論 講義 齊藤 基生 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ ３年次前期 選択  

授業の到達目標及びテーマ 

これまでの学芸員養成課程では、博物館活動の根源となる資料の保存や修復に関する視点が欠けていた。博

物館における資料保存、展示環境、収蔵環境を科学的に捉え、資料を良好な状態で保存していくための知識を

習得することを通じて、資料保存に関する基礎的能力を養う。 

授業の概要 

博物館における資料保存の意義とは何か、そのためにはどのような保存環境が望ましいか考える。温湿度に

始まり、生物、光、化学物質等、有害要因の種類とその対策を、古典的手法から 新の科学技術まで紹介する。

また、資料の保全と修復についても触れる。適宜、スライドで具体的な事例紹介をする。 

学生に対する評価の方法 

成績は、試験の平均点を指標（50%）に、受講態度、出席カードへの記入状況やレポート等加味（50%）

して、総合的に判定する。講義時間外の見学を含め、14講義までに3分の2以上の出席が不可欠である。追

試験は、公欠もしくは病気・自然災害・交通機関の事故等、正当な事由のみ認める。再評価はしない。 

授業計画（回数ごとの内容等） 

第1回 導入。博物館で資料を守る意義について説明する。 
第2回 資料保存の歴史、正倉院の保存環境について。 
第3回 資料の保存、温湿度管理（防虫、防黴、防錆等）。 
第4回 資料の保存、生物被害対策（ＩＰＭ，総合的有害生物管理の理念）。 
第5回 資料の保存、光の性質とその対策（演色性、紫外線等）。 
第6回 資料の保存、化学物質とその対策（大気汚染、シックハウス等）。 
第7回 資料の保存、人為災害と自然災害（火災、盗難、地震、水害等）。 
第8回 展示室、収蔵庫の環境調査と対策。 
第9回 資料輸送中の環境、梱包・温湿度。 
第10回 有機質素材の劣化と修復（育成を含む）。 
第11回 無機質素材の劣化と修復。 
第12回 地域資源の保存と活用（エコミュージアム等）。 
第13回 文化財の保存と活用（景観、歴史的環境を含む）。 
第14回 自然環境の保護（生物多様性・種の保存を含む）。 
第15回 まとめと評価試験。講義を振り返り、資料保存の意義を再確認する。 

使用教科書 

特定の教科書はなく、講義の新行為に合わせて適宜資料を配布する。 

自己学習の内容等アドバイス 

物理や化学など自然科学の要素が多いので、高校までの理科の教科書をもう一度読み直し、基礎的な知識を再

確認してほしい。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

博物館展示論 講義 岡田 哲弥 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ ２年次前期 選択 学芸員資格希望者必修 

授業の到達目標及びテーマ 

 展示の歴史、展示メディア、展示による教育活動、展示の諸形態等に関する知識・技術を習得し、博物館の

展示機能に関する基礎的能力を養う。 

 なお、この科目はデザイン学科の選択となっているが、学芸員資格取得には必須の単位である。 

資格取得を目指す者はこの単位を修得していなければ、これ以後の学芸員課程の履修を認めない。 

授業の概要 

博物館展示の意義を講義で学んだ後に展示計画演習を行い博物館展示のプロセス、展示の開設活動、企画・

デザイン・技術・施工等の展示の制作、他の博物館・所蔵者・専門技術者等の関係者との協力など展示の実際

について学ぶ。 

また展示空間、展示コンポーネントや展示手法のベーシックな知識習得、教育における展示の活用について

も学ぶ。 

学生に対する評価の方法 

成績は、試験の平均点を指標（50％）に、受講態度、出席カードへの記入状況やレポート等加味（50％）

しながら、総合的に判定する。 
追試験は、病気・自然災害・交通機関の事故等、正当な事由の場合のみ認める。再評価はしない。 

 

授業計画（回数ごとの内容等） 

第１回 導入。博物館における展示の役割（コミュニケーションとしての展示、調査研究の 

成果の提示など） 近の博物館の動向 

第２回 展示と展示論の歴史 

第３回 展示のプロセス 

第４回 展示にチャレンジ※これ以降はワークショップ形式で授業を行います。 

第５回 展示空間の発想と実現 

第６回 展示のコンポーネント（展示資料について） 

第７回 展示のコンポーネント（展示ケースについて） 

第８回 展示のコンポーネント（照明について） 

第９回 展示のコンポーネント（映像・音響について） 

第10回 展示のコンポーネント（グラフィック・サインについて）解説文・解説パネル・展示図録・パンフ

レットなど 

第11回 ハンズオン展示(人による解説) 

第12回 博物館における情報・メディア（機器による解説） 

第13回 展示評価と改善・更新 

第14回 教育における展示の活用 

第15回 展示の政治性と社会性、ワークショッププレゼンテーションと評価、まとめ 

使用教科書 
『博物館の展示をつくる 展示論』  日本展示学会編集 株式会社雄山閣発行 

自己学習の内容等アドバイス 

 展示手法、技術等は時代とともに変化し新しい取り組みも行われている。博物館、美術館への関心を高め、

常に意識をもち自分の目で確かめ蓄積することが重要である。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

博物館教育論 講義 西尾 円 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ ２年次前期（集中） 選択 学芸員資格希望者必修 

授業の到達目標及びテーマ 

博物館での「学び」、すなわち生涯学習の場としての博物館の教育機能が重要視されている。博物館における

教育活動とはどのようなものか、その基盤となる理論や実践に関する知識と方法を習得し、博物館の教育機能

に関する考え方など基礎的な能力を養うことをねらう。なお、この科目は選択となっているが、学芸員資格取

得には必須の単位である。資格取得を目指す者はこの単位を修得しなければならない。 

授業の概要 

本科目は大きく３つのテーマで進めていく。はじめに博物館での教育活動を考えるための教育理論や博物館

をとりまく社会的な状況や学びの特徴について触れる。次に、学びの主体である人、つまり利用者を理解する

視点を示す。 後に博物館での教育活動の事例を紹介する。各個人の博物館経験や具体的な活動事例を通じて、

博物館教育について考えていく。 

学生に対する評価の方法 

成績は、以下の３点から総合的に評価する。 

（１）期末試験（30％）、（２）授業への参加態度・授業中に課した小レポートなど（40％）、 

（３）博物館の教育活動の実際のレポート（講義初日に課題提示）（30％） 

なお15回のうち、3分の2以上の出席をすることが必要である。 終日のレポート報告の欠席と追試験は、

病気・自然災害・交通機関の事故等、正当な事由の場合のみ認める。再評価はしない。 

授業計画（回数ごとの内容等） 

 第１回 導入。学びの意義と生涯学習の場としての博物館 

 第２回 博物館教育の意義と理念１：博物館諸機能の教育的意義について考える。 

 第３回 博物館教育の意義と理念２：博物館の学びの特性とコミュニケーションとしての博物館教育、その 

     双方向性について考える。 

 第４回 博物館教育の意義と理念３：地域における博物館の教育機能 

 第５回 博物館教育の意義と理念４：博物館と学校教育、学習指導要領に記された博物館利用のあり方から 

     探る。 

 第６回 利用者を理解するために１：博物館の利用実態と利用者の博物館体験 成長と発達からみる博物館 

     体験の必要性と博物館リテラシーの涵養を考える。 

 第７回 利用者を理解するために２：人材養成の場としての博物館 博物館に近い友の会、ボランティアと 

     の関係を考える。 

 第８回 利用者を理解するために３：誰にも開かれた博物館であるために 日本語以外を母国語とする人  々

     や特別な支援を必要とする人々の利用を考える。 

 第９回 博物館教育の実際１：教育活動の方針と評価、手法、企画と実施について 

 第10回 博物館教育の実際２：事例紹介１（歴史資料を活用した活動） 

 第11回 博物館教育の実際３：事例紹介２（美術品などを活用した活動） 

 第12回 博物館教育の実際４：事例紹介３（自然を活用した活動） 

 第13回 博物館教育の実際５：レポート報告１（初日に課した博物館の教育活動のレポート報告） 

 第14回 博物館教育の実際６：レポート報告２（初日に課した博物館の教育活動のレポート報告） 

 第15回 まとめと試験 1回目から14回目までの講義を通じて学んだことから、各自が博物館教育につ 

      いての考えをまとめる。 

使用教科書 

特定の教科書は用いず、授業に必要な資料は適宜配布する。 

自己学習の内容等アドバイス 

日頃から博物館へ出かけ、どのような活動や展示が行われているのか、私たち来館者に何を訴えようとして

いるのかという視点で経験と関心を深めておきたい。また教育は、各個人が受けてきた学校教育の経験を基に

考えがちであるが、それはごく一部の経験でしかない。来館者に博物館でどのような学習経験を提供するのか、

広い視野を身につけるため学習者の発達や心理など、広範囲ではあるが教育分野の文献にも目を通したい。  
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

博物館情報・メディア論 講義 木田 歩 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

２ ３年次後期 選択  

授業の到達目標及びテーマ 

博物館での情報やメディアのあり方や役割を考えることを通じて、博物館における情報やメディアの意義とそ

の活用方法や情報発信の課題について理解し、博物館情報の提供や活用等に関する基礎を学ぶことを目指しま

す。 

 

授業の概要 

社会教育施設であり生涯学習の拠点である博物館で活動するために、情報の意義を把握したり、活用方法の課

題を理解したりすることは、なぜ必要なのでしょうか？ 

本学におけるこれまでの学びを活かしながら、講義だけでなく、博物館での学外授業や活用実践への参加を通

じて、情報やメディアの可能性を探るきっかけにします。 

 

学生に対する評価の方法 

①授業への参加態度（30％） 
②博物館での学外授業に関する課題レポート（25％） 
③活用実践の成果発表（20％） 
④科目全体に関する課題（25％） 
以上4点を総合的に評価します。 
 
授業計画（回数ごとの内容等） 

第1回  ガイダンス 
第2回  博物館における情報・メディアの意義 
第3回  メディアとしての博物館、ICT社会の中の博物館、情報教育の意義と役割 
第4回  博物館における情報・メディアの現状と課題①（展示活動における情報活用） 
第5回  博物館における情報・メディアの現状と課題②（教育普及活動における情報活用） 
第6回  博物館における情報・メディアの現状と課題③（調査研究活動における情報活用） 
第7回  博物館における情報・メディアの現状と課題④（博物館における情報管理と公開） 
     ※第4回－第7回は、博物館での学外授業の予定  
第8回  博物館活動の情報化 
第9回  ドキュメンテーションとデータベース化、デジタルアーカイブの現状と課題 
第10回 博物館と知的財産 
第11回 博物館における情報発信とその課題①（博物館メディアの役割と学習活用） 
第12回 博物館における情報発信とその課題②（情報機器の活用） 
第13回 博物館における情報発信とその課題③ 
第14回 博物館における情報発信とその課題④ 
第15回 科目全体のまとめ 

使用教科書 

教科書は使用しません。関連資料等を授業内で必要に応じて紹介・配布します。 

自己学習の内容等アドバイス 

博物館学芸員資格に関する科目の一つです。すでに受講した関連科目の内容を振り返りながら、受講してみて

ください。 
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[授業科目名] ［授業方法］ [授業担当者名] 

博物館実習 実習 齊藤 基生 

[単位数] [開講期] [必修・選択] 備考 

３ ３年次後期～４年次 選択  

授業の到達目標及びテーマ 

 博物館の主な活動は、資料収集、展示保管、教育普及であり、それらは専門職としての学芸員の重要な仕事

である。ここでは、４年次における学外館務実習を円滑に進めるため、３年次では東海地区の様々な種類の博

物館４～５館へ施設見学に出かける。その都度事前質問を取りまとめ、見学のチラシを作り、見学後すみやか

にレポートを提出する。４年次では、学内でも学芸員の実務を体験する。 

授業の概要 

  ３年次、施設見学の他に、準備室の資料整理、フィルムカメラによる資料写真の撮影を行う。 

 ４年次の夏休みには学外館務実習があるが、実習先は各自で確保すること。４年次後期には、３年生と合同

で実習成果の報告会を行う。 

学生に対する評価の方法 

学内での実習に取り組む姿勢、写真の仕上がり、レポート、学外館務実習先での実習態度等、総合的に判

定する。 

授業計画（回数ごとの内容等） 
３年次後期 
第 1 回 導入。博物館の実務にどのようなものがあるか、実習ではどんなことをしたいのか、施設見学先など 

アンケート調査。あわせて講義の概要を説明する。 
第 2 回 アンケート結果の講評。見学実習先を選定し、４～５人で一班とし、見学の計画やそれに関する資料 

作り、反省会、お礼状の作成などを共同して行う。 
第3回 スライドを用いて、写真の基礎知識を学ぶ。 
第4回 資料整理、写真撮影１。 
第5回 施設見学１。 
第６回 資料整理、写真撮影２。 
第７回 施設見学２。 
第８回 資料整理、写真撮影２。 
第９回 施設見学３。 
第10回 資料整理、写真撮影４。 
第11回 施設見学４。 
第12回 資料整理、写真撮影５。 
第13回 施設見学５。 
第14回 撮影した資料写真の合評会。 
第15回 ４年次の学外館務実習へ向けての抱負発表。 
 見学施設：総合博物館、美術館、歴史民俗系博物館、動植物園、水族館、理工系博物館などの中から、５館

選んで見学する。見学終了後、すみやかにレポートを提出する。 
 
４年次 
第１回 各自実習先候補の概要（施設名、実習期間等）や準備状況を報告する。 
第２回 実習先の再確認、実習日誌の記入法や、実習に際しての心構えを説明。 
第３～１４回 班別に準備室の整理作業、資料取り扱いの練習などの学内作業。 
第15回 学外館務実習に向けての 終確認。 
 適宜 各自確保した施設で、主に夏休み中に学外館務をおこなう。夏休み明け、実習成果報告会をする。 

使用教科書 

特定の教科書はない。 
自己学習の内容等アドバイス 

学外館務実習では、他大学の学生と一緒になって、博物館の実務をこなすことになる。社会常識をわきまえ、

節度あるコミュニケーションがとれなければならない。 
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