
本革裕著「統計データはためになる！」技術評論社,2013年　高橋信著「マンガでわかる統計学」オーム社
ほか適宜参考書籍や統計学習サイトを紹介します。

科 目

担当者

開講時期
履修方法

授業形態
単位数

授業概要

到　達　目　標 学習成果の評価基準

授業計画（授業内容）
授業時間外学習

予習（必要時間） 復習（必要時間）

　数多くの課題を抱えた社会の中で、私達はくらしやビジネスを展開しています。ICT環境が進む一方で、私たちの周りには真
偽不明の情報が溢れています。課題解決のためには、正しくデータを集め、適切に処理をし実態を把握しなければ、解決・改
善策は得られません。ですから、くらしやビジネスの実態をデータで探りながら問題を発見し、最善策を講じて判断、行動す
る必要があります。
　本講義では、まず国勢調査や経済センサスを事例に調査目的と統計データができるまでの流れを紹介します。次に、実際の
調査事例を使い、その調査の目的、方法、調査結果の集計、そして考察までの一連の流れを学習します。同時に、データの種
類や特性を把握し、それに応じた基礎的な処理方法を身に付けましょう。

松原望著「はじめよう！統計学超入門」技術評論社,2012年
また、適宜プリントを配布します。

教科書

参考書

学習成果の
評価方法
特記すべき
事 項
質問・相談等
の 受 付

ルート（√）キー付きの大きな電卓を持参してください。

１年前期
必修、情報処理士、上級情報
処理士、社会調査アシスタ

講義
2単位

情報処理士、上級情報処理士、社会調査アシ

学習成果について（評価方法および評価基準）
コーネルメソッドの紹介

私たちの暮らしと統計（統計ができるまで）
情報収集法　図書館ガイダンス

社会調査の歴史
マーケティングリサーチとは

データの捉え方、グラフの作り方　※引用参考文献

調査の基本　社会調査倫理
調査票作成法　アンケートを作成してみよう

データの種類について
データを情報へ①質的データ単純集計

データを情報へ②質的データ・クロス集計
クロス集計表の見方と分析結果の説明法

データを情報へ③量的データ
基礎統計・平均・ヒストグラム・正規分布

データを情報へ④量的データ
散らばりの指標

データを情報へ⑤量的データ
標準偏差のお話　標準偏差の計算方法①

標準偏差の計算方法②
標準偏差の計算方法③

ビジネスにおける標準偏差の使い方
あなたの偏差値は？

相関分析って何？ビジネスの活用法

ビジネスは予測だ！回帰分析の紹介
WEB上で授業アンケートにトライ！

社会調査倫理とまとめ
定期試験案内

シラバスを読んでおくこと(2時間)

指定サイトより次回該当のファイ
ルをダウンロード後、ノートにま
とめておくこと(2時間)

指定サイトより次回該当のファイ
ルをダウンロード後、ノートにま
とめておくこと(2時間)

指定サイトより次回該当のファイ
ルをダウンロード後、ノートにま
とめておくこと(2時間)

指定サイトより次回該当のファイ
ルをダウンロード後、ノートにま
とめておくこと(2時間)

指定サイトより次回該当のファイ
ルをダウンロード後、ノートにま
とめておくこと(2時間)

指定サイトより次回該当のファイ
ルをダウンロード後、ノートにま
とめておくこと(2時間)

指定サイトより次回該当のファイ
ルをダウンロード後、ノートにま
とめておくこと(2時間)

指定サイトより次回該当のファイ
ルをダウンロード後、ノートにま
とめておくこと(2時間)

指定サイトより次回該当のファイ
ルをダウンロード後、ノートにま
とめておくこと(2時間)

指定サイトより次回該当のファイ
ルをダウンロード後、ノートにま
とめておくこと(2時間)

指定サイトより次回該当のファイ
ルをダウンロード後、ノートにま
とめておくこと(2時間)

指定サイトより次回該当のファイ
ルをダウンロード後、ノートにま
とめておくこと(2時間)

指定サイトより次回該当のファイ
ルをダウンロード後、ノートにま
とめておくこと(2時間)

指定サイトより次回該当のファイ
ルをダウンロード後、ノートにま
とめておくこと(2時間)

国勢調査についてまとめる(2時間)

e-stat利用によるデータ収集(2時
間)

家計調査年報利用によるデータ収
集(2時間)

faostat利用によるデータ収集(2時
間)

アンケート作成課題(2時間)

グラフ作成課題(2時間)

クロス集計考察(2時間)

ヒストグラム作成(2時間)

標準偏差計算問題①(2時間)

標準偏差計算問題②(2時間)

標準偏差計算問題③(2時間)

標準偏差計算問題④(2時間)

POP広告の完成(2時間)

回帰分析についてまとめる(2時間)

本授業の15回を振り返る(2時間)

くらしの情報と調査

教授　庄野　千鶴

１．
調査の一連の流れを理解することができる

調査方法の種類やそれぞれの特徴が把握できる

統計基礎を理解することができる

定期試験60%以上および提出物に対する評価B以上

定期試験60%以上および提出物に対する評価B以上

定期試験60%以上および提出物に対する評価B以上
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取組状況30％、提出物10％、定期試験60％による総合評価

質問または相談等がある場合は、オフィスアワー（月曜日13:10～14:40）を利用してください。
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渡辺美紀箸『言いたいことは1分で！10倍伝わる話し方』㈱幻冬舎

科 目

担当者

開講時期
履修方法

授業形態
単位数

授業概要

到　達　目　標 学習成果の評価基準

授業計画（授業内容）
授業時間外学習

予習（必要時間） 復習（必要時間）

担当講師は、15年間日本語教師として教壇に立った後、一般企業に勤め、株式会社の立ち上げ、ODAプロジェクトの実行に携
わった。自身の経験上、いかにコミュニケーションというものが大切か？を念頭に、事前にトラブルを防ぐコミュニケーショ
ンとは何かを考え、それを会話にも生かすことで、多様なビジネスシーンにおける会話能力を身に付ける。ビジネスシーンに
おいて欠かせない敬語を構造から学ぶことで、確実に理解し身に付け、敬語への苦手意識を無くす。毎回シーンごとのベスト
な会話パターンを考え、フローチャートで確認する。その知識をもとにロールプレイで場面を展開し、皆の前で発表する。

岩澤みどり・寺田則子箸『日本企業への就職ービジネス会話トレーニングー』㈱アスク出版
必用な箇所をプリントにして配布します。

教科書

参考書

学習成果の
評価方法
特記すべき
事 項
質問・相談等
の 受 付

毎回の出席は、授業開始時の点呼及び各回のミニテスト（前週授業の復習）により確認します。

１年前期
必修、上級情報処理士、上級
ビジネス実務士、プレゼン

講義
2単位

上級情報処理士、上級ビジネス実務士、プレ

オリエンテーション
学習成果について（評価方法・評価基準）

敬語（尊敬語・謙譲語・丁寧語）の復習と整理①

敬語（尊敬語・謙譲語・丁寧語）の復習と整理②

コミュニケーションとは何か？
最適な自己紹介の仕方

電話をかける・受ける

伝言をする・受ける

アポイントを取る

アポイントを変更する

依頼を受ける

依頼を断る

許可・了解を求める

お礼をする・お詫びをする

お礼状の書き方

雑談力とは何か？

授業のまとめ

コミュニケーションとは何か
？各自考えてくる。(2時間）

インターネットや関連書籍等で情
報収集しておく。（2時間）

インターネットや関連書籍等で情
報収集しておく。（2時間）

いろいろなパターンの自己紹介を
考えてくる。（2時間）

インターネットや関連書籍等で情
報収集しておく。（2時間）

インターネットや関連書籍等で情
報収集しておく。（2時間）

インターネットや関連書籍等で情
報収集しておく。（2時間）

インターネットや関連書籍等で情
報収集しておく。（2時間）

インターネットや関連書籍等で情
報収集しておく。（2時間）

インターネットや関連書籍等で情
報収集しておく。（2時間）

インターネットや関連書籍等で情
報収集しておく。（2時間）

インターネットや関連書籍等で情
報収集しておく。（2時間）

お礼状を書きたい相手を考えてく
る。(2時間）

インターネットや関連書籍等で情
報収集しておく。（2時間）

質問等があれば、まとめておく。(
2時間）

学んだことを日常生活の中で積極
的に使い、自信をつけること。（2
時間）

学んだことを日常生活の中で積極
的に使い、自信をつけること。（2
時間）

学んだことを日常生活の中で積極
的に使い、自信をつけること。（2
時間）

学んだことを日常生活の中で積極
的に使い、自信をつけること。（2
時間）

学んだことを日常生活の中で積極
的に使い、自信をつけること。（2
時間）

学んだことを日常生活の中で積極
的に使い、自信をつけること。（2
時間）

学んだことを日常生活の中で積極
的に使い、自信をつけること。（2
時間）

学んだことを日常生活の中で積極
的に使い、自信をつけること。（2
時間）

学んだことを日常生活の中で積極
的に使い、自信をつけること。（2
時間）

学んだことを日常生活の中で積極
的に使い、自信をつけること。（2
時間）

学んだことを日常生活の中で積極
的に使い、自信をつけること。（2
時間）

学んだことを日常生活の中で積極
的に使い、自信をつけること。（2
時間）

学んだことを日常生活の中で積極
的に使い、自信をつけること。（2
時間）

学んだことを日常生活の中で積極
的に使い、自信をつけること。（2
時間）

学んだことを日常生活の中で積極
的に使い、自信をつけること。（2
時間）

ことばとコミュニケーション

講師　安部　玲子

１．
正しい敬語を身に付ける。

「ビジネスシーン」における会話を学ぶ。

よりよいコミュニケーションの取り方を学ぶ。

前授業の復習を兼ねたミニテストで6割以上の評価を得ること
ができる。

会話の流れを確認する際、フローチャートの穴埋めができる。

ロールプレイの発表がスムーズにできる。

２．

３．

１．

２．

３．

４．

５．

６．

７．

８．

９．

10．

11．

12．

13．

14．

15．

授業態度（25％）発表（25％）まとめテスト（50％）

毎回、授業の最後にメモを配るので、質問・感想等を書いて提出してください。
または、授業後に非常勤講師室まで来てください。
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適宜紹介します。

科 目

担当者

開講時期
履修方法

授業形態
単位数

授業概要

到　達　目　標 学習成果の評価基準

授業計画（授業内容）
授業時間外学習

予習（必要時間） 復習（必要時間）

この講義は，アンケート調査及びインタビュー調査の基礎知識について習得する。まず，調査の目的と方法，調査の種類，事
前調査，調査対象の選択，調査票の作成，データの収集，データの集計方法について，アンケート調査の工程に沿って学んで
いく。さらに，アンケート調査とインタビュー調査の結果について，各自の視点をもって考察を進めていくこととする。

資料を配布します。教科書

参考書

学習成果の
評価方法
特記すべき
事 項
質問・相談等
の 受 付

図書館等を積極的に活用し，関連する文献を読むこと。

１年後期
選択、社会調査アシスタン
ト

講義
2単位

社会調査アシスタント

オリエンテーション（学習成果について）

アンケート調査の目的と方法，事前調査

調査対象の選択

調査依頼書・質問票の作成～守秘義務など～

調査票の作成～ワーディングなど～

データの収集・整理・集計①

データの収集・整理・集計②

データの分析

インタビュー調査の目的と方法，事前調査

調査依頼書・質問票の作成～守秘義務など

質問票の作成～ワーディングなど

データの収集・整理・集計①

データの収集・整理・集計②

データの分析

まとめ

シラバスに目を通しておくこと（2
時間）

何について調査するか検討してお
くこと（2時間）

調査対象について検討しておくこ
と（2時間）

調査依頼書について検討しておく
こと（2時間）

質問項目を検討しておくこと（2時
間）

調査票を準備しておくこと（2時間
）

実施したアンケートを整理してお
くこと（2時間）

データについて検討しておくこと
（2時間）

何について調査するかを検討して
おくこと（2時間）

調査依頼書について調べておくこ
と（2時間）

質問項目を検討しておくこと（2時
間）

質問票を準備しておくこと（2時間
）

インタビュー結果を整理しておく
こと（2時間）

データについて検討しておくこと
（2時間）

これまでの授業を振り返り，質問
を考えておくこと（2時間）

勉強方法や目的について確認して
おくこと（2時間）

目的について整理しておくこと（2
時間）

調査対象について整理しておくこ
と（2時間）

調査依頼書を完成させておくこと
（2時間）

調査票を完成させておくこと（2時
間）

アンケートを実施しておくこと（2
時間）

データ入力を完成させておくこと
（2時間）

分析結果をまとめておくこと（2時
間）

目的について整理しておくこと（2
時間）

調査依頼書を完成させておくこと
（2時間）

質問票を完成させておくこと（2時
間）

インタビューを実施しておくこと
（2時間）

集計を完成させておくこと（2時間
）

分析結果をまとめておくこと（2時
間）

これまでの授業で学んだ内容を整
理しておくこと（2時間）

アンケートとインタビュー

講師　井邑　智哉

１．
アンケート調査票が作成できる。

インタビュー調査の作法と質問票が作成できる。

データの集計・分析を進めることができる。

調査目的に沿った調査票の作成ができる。

調査依頼文及び実際に目的に沿ったインタビュー質問票が作成
できる。

各自がExcelを使用し，データ集計ができる。また，集計結果
をもとに仮説の検討を行うことができる。

２．

３．

１．

２．

３．

４．

５．

６．

７．

８．

９．

10．

11．

12．

13．

14．

15．

提出課題の内容（70%），授業の取組状況（30%）による総合評価とする。提出課題については，改善箇所を口頭にてフィードバックする。

質問・相談は授業中あるいは，授業前後に受け付けます。
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適宜紹介します。

科 目

担当者

開講時期
履修方法

授業形態
単位数

授業概要

到　達　目　標 学習成果の評価基準

授業計画（授業内容）
授業時間外学習

予習（必要時間） 復習（必要時間）

インターンシップとは、「学生が在学中に自らの専攻、将来のキャリアに関連した就職体験を行う産学共同プログラム」のこ
とです。「インターンシップⅡ」は前期の「インターンシップⅠ」より実習の期間が長い（2週間）ため、組織の仕組みや仕事
の流れなどの理解、人と接する対人能力がより必要となります。企業で学ぶべき課題や方向性を自ら事前に確認する積極性が
必要です。
注1）授業内容が実際の企業から訪問・説明会などで変更される場合もある
注2）受け入れ先の謝礼として一人当たり3,000円程度を徴収します
注3）実習先までの交通費は自己負担とします

資料を配布します。教科書

参考書

学習成果の
評価方法
特記すべき
事 項
質問・相談等
の 受 付

遅刻、早退、欠席は必ず本人が担当者へ直接理由を申し出ること。インターンシップ実施状況により11回目からの授業は流動的。

１年前期
選択

講義＋実習
2単位

学習成果について（インターンシップの意味と必要性）

業界•業種•職種について

社会人のマナー講座 　話し方・電話編

社会人のマナー講座 　メール編

書類の準備と役割

社会人のマナー講座 　上司・先輩との付き合い方

履歴書・自己PR（理論）

履歴書・自己PR（実践）

様々な企業の事例と業務風景

インタンシップの状況及び書類作成

'企業研究とインターンシップ先の検討と書類作成①

'企業研究とインターンシップ先の検討と書類作成②

'企業研究とインターンシップ先の検討と書類作成③

実習報告会①

実習報告会②　まとめ

シラバスに目を通しておくこと(0.
5時間)

希望の業界•業種•職種について
調べておくこと(0.5時間)

ビジネスマナーに関する本を読ん
でおくこと(0.5時間)

ビジネスマナーに関する本を読ん
でおくこと(0.5時間)

履歴書の書き方について調べてお
くこと(0.5時間)

ビジネスマナーに関する本を読ん
でおくこと(0.5時間)

履歴書の書き方について調べてお
くこと(0.5時間)

履歴書の書き方について調べてお
くこと(0.5時間)

興味あるの仕事内容について調べ
ておくこと(0.5時間)

ビジネスマナーに関する本を読ん
でおくこと(0.5時間)

履歴書とその他書類の確認をして
おくこと(0.5時間)

履歴書とその他書類の確認をして
おくこと(0.5時間)

図書館で関連書籍を読んでおくこ
と(0.5時間)

日誌、報告内容を整理しておくこ
と(0.5時間)

インターンシップの振返りをまと
めておくこと(0.5時間)

インターンシップの目的について
確認しておくこと(0.5時間)

授業で学んだ内容を整理しておく
こと(0.5時間)

言葉遣いについてまとめておくこ
と(0.5時間)

授業で学んだ内容を整理しておく
こと(0.5時間)

授業で学んだ内容を整理しておく
こと(0.5時間)

言葉遣いについてまとめておくこ
と(0.5時間)

授業で学んだ内容を整理しておく
こと(0.5時間)

履歴者の清書を作成すること(0.5
時間)

授業で学んだ内容を整理しておく
こと(0.5時間)

授業で学んだ内容を整理しておく
こと(0.5時間)

電話応対のマニュアルを作成する
こと(0.5時間)

履歴書とその他書類の内容やミス
がないかをチェックしておく(0.5
時間)

実習先のホームページに目を通し
ておくこと(0.5時間)

パワーポイントを完成させておく
こと(0.5時間)

今後のキャリアについて検討する
こと(0.5時間)

インターンシップⅠ

専任講師　金　戊丁、専任講師　藤　久士

１．
実践でのヒジネスマナーを習得する

社会人基礎力を身につける

チームで協働する力を身につける

実習先において、挨拶等のビジネスマナーについて実践でき
る。

自ら仕事を発見し、何事にも積極的に取組むことができる。

仕事の全体像を把握し、各担当者とコミュニケーションを図り
ながら仕事を進めていくことができる。

２．

３．

１．

２．

３．

４．

５．

６．

７．

８．

９．

10．

11．

12．

13．

14．

15．

授業への参加度(取組、発表)(30%)、インターンシップ評価シート(70%)による総合評価とする。

授業の前後かオフィスアワー（水曜日09：00～10：40）に研究室まで来ること。メール対応可（kim@seika.ac.jp）

DP1

DP1,2

DP1,3,4

該当する
DP番号



適宜紹介します。

科 目

担当者

開講時期
履修方法

授業形態
単位数

授業概要

到　達　目　標 学習成果の評価基準

授業計画（授業内容）
授業時間外学習

予習（必要時間） 復習（必要時間）

インターンシップとは、「学生が在学中に自らの専攻、将来のキャリアに関連した就職体験を行う産学共同プログラム」のこ
とです。「インターンシップⅡ」は前期の「インターンシップⅠ」より実習の期間が長い（2週間）ため、組織の仕組みや仕事
の流れなどの理解、人と接する対人能力がより必要となります。企業で学ぶべき課題や方向性を自ら事前に確認する積極性が
必要です。
注1）授業内容が実際の企業から訪問・説明会などで変更される場合もある
注2）受け入れ先の謝礼として一人当たり4,000円程度を徴収します
注3）実習先までの交通費は自己負担とします

資料を配布します。教科書

参考書

学習成果の
評価方法
特記すべき
事 項
質問・相談等
の 受 付

遅刻、早退、欠席は必ず本人が担当者へ直接理由を申し出ること。インターンシップ実施状況により11回目からの授業は流動的。

１年後期
選択、上級情報処理士、上
級ビジネス実務士

講義＋実習
2単位

上級情報処理士、上級ビジネス実務士

学習成果について（インターンシップの意味と必要性、評価基
準と方法）

業界•業種•職種について

社会人のマナー講座 　話し方・電話編

社会人のマナー講座 　メール編

書類の準備と役割

社会人のマナー講座 　上司・先輩との付き合い方

履歴書・自己PR（理論）

履歴書・自己PR（実践）

様々な企業の事例と業務風景

インタンシップの状況及び書類作成

企業研究とインターンシップ先の検討と書類作成①

企業研究とインターンシップ先の検討と書類作成②

企業研究とインターンシップ先の検討と書類作成③

実習報告会①

実習報告会②

シラバスに目を通しておくこと(0.
5時間)

希望の業界•業種•職種について
調べておくこと(0.5時間)

ビジネスマナーに関する本を読ん
でおくこと(0.5時間)

ビジネスマナーに関する本を読ん
でおくこと(0.5時間)

履歴書の書き方について調べてお
くこと(0.5時間)

ビジネスマナーに関する本を読ん
でおくこと(0.5時間)

履歴書の書き方について調べてお
くこと(0.5時間)

履歴書の書き方について調べてお
くこと(0.5時間)

興味あるの仕事内容について調べ
ておくこと(0.5時間)

ビジネスマナーに関する本を読ん
でおくこと(0.5時間)

履歴書とその他書類の確認をして
おくこと(0.5時間)

履歴書とその他書類の確認をして
おくこと(0.5時間)

履歴書とその他書類の確認をして
おくこと(0.5時間)

日誌、報告内容を整理しておくこ
と(0.5時間)

インターンシップの振返りをまと
めておくこと(0.5時間)

インターンシップの目的について
確認しておくこと(0.5時間)

授業で学んだ内容を整理しておく
こと(0.5時間)

言葉遣いについてまとめておくこ
と(0.5時間)

授業で学んだ内容を整理しておく
こと(0.5時間)

授業で学んだ内容を整理しておく
こと(0.5時間)

言葉遣いについてまとめておくこ
と(0.5時間)

授業で学んだ内容を整理しておく
こと(0.5時間)

履歴者の清書を作成すること(0.5
時間)

授業で学んだ内容を整理しておく
こと(0.5時間)

授業で学んだ内容を整理しておく
こと(0.5時間)

電話応対のマニュアルを作成する
こと(0.5時間)

履歴書とその他書類の内容やミス
がないかをチェックしておく(0.5
時間)

実習先のホームページに目を通し
ておくこと(0.5時間)

パワーポイントを完成させておく
こと(0.5時間)

今後のキャリアについて検討する
こと(0.5時間)

インターンシップⅡ

専任講師　金　戊丁、専任講師　藤　久士

１．
実践でのヒジネスマナーを習得する

社会人基礎力を身につける

チームで協働する力を身につける

実習先において、挨拶等のビジネスマナーについて実践でき
る。

自ら仕事を発見し、何事にも積極的に取組むことができる。

仕事の全体像を把握し、各担当者とコミュニケーションを図り
ながら仕事を進めていくことができる。

２．

３．

１．

２．

３．

４．

５．

６．

７．

８．

９．

10．

11．

12．

13．

14．

15．

授業への参加度(取組、発表)(30%)、インターンシップ評価シート(70%)による総合評価とする。

授業の前後かオフィスアワー（水曜日09：00～10：40）に研究室まで来ること。メール対応可（kim@seika.ac.jp）

DP1

DP1,2

DP1,3,4

該当する
DP番号



適宜、紹介します。

科 目

担当者

開講時期
履修方法

授業形態
単位数

授業概要

到　達　目　標 学習成果の評価基準

授業計画（授業内容）
授業時間外学習

予習（必要時間） 復習（必要時間）

私たちの暮らしは、2016年内閣府で提唱された「世界に先駆けた超スマート社会Societyソシエティ5.0」へ向かっています。
そのような中で、小・中・高等学校の各教育課程で情報教育が浸透し、ICT 支援の授業も多く展開されるようになってきまし
た。一方、大学でのコンピュータ利用は専門分野で如何にコンピュータを使い、効率よく業務を推進できるか、また生産性を
向上させることができるかが重要なポイントです。
本演習では、主にビジネス関連での利用を目的とし、実務に役立つビジネス文書作成能力を養成しながら、コンピュータに関
する基礎および周辺知識や効率的な利用法を学習していきます。
なお、同時に日商ＰＣ検定（文書作成）の資格取得のための基礎も学習の目標としています。

授業中にプリントおよびデジタルファイルを配布します。教科書

参考書

学習成果の
評価方法
特記すべき
事 項
質問・相談等
の 受 付

特になし

１年前期
必修、情報処理士、社会調査
アシスタント、プレゼンテ

演習
1単位

情報処理士、社会調査アシスタント、プレゼ

・学習成果について
・ＰＣの基礎知識と情報倫理（ネット社会・個人情報）
・キャリアプランニングシートデータ入力
・Word による文字入力および文字カウント
・データの保存と記憶媒体の種類
・階層的ファイル構造とファイルの管理
・ビジネス文書の基礎
・ビジネス文書練習問題①作成

・罫線練習
・ビジネス文書練習問題①作成

・罫線練習
・ビジネス文書練習問題①作成

・作図練習
・ビジネス文書練習問題①作成
・web メールと添付ファイル
・作図練習
・ビジネス文書練習問題②作成

・ビジネス文書練習問題②作成
・用紙と通常印刷

ビジネス文書練習問題③作成

ビジネス文書練習問題④作成

ビジネス文書練習問題⑤作成

ビジネス文書練習問題⑥作成

ビジネス文書練習問題⑦作成

・ビジネス文書⑧編集
・ネット上の知識科目対策について

・知識科目模擬テスト
・まとめ、授業アンケート

コンピュータ演習Ⅱも併せて、シ
ラバスを読んでおくこと(30分)

PC教室または自宅で、入力問題の
練習

PC教室または自宅で、入力問題の
練習

PC教室または自宅で、入力問題の
練習

PC教室または自宅で、入力問題の
練習

PC教室または自宅で、入力問題の
練習

PC教室または自宅で、入力問題の
練習

PC教室または自宅で、入力問題の
練習

PC教室または自宅で、入力問題の
練習

PC教室または自宅で、入力問題の
練習

PC教室または自宅で、入力問題の
練習

PC教室または自宅で、知識科目練
習問題の練習

PC教室または自宅で、知識科目練
習問題の練習

PC教室または自宅で、知識科目練
習問題の練習

PC教室または自宅で、知識科目練
習問題の練習

PC教室または自宅で、授業中に行
った操作をもう一度行い、復習フ
ォルダに保存する(30分)

PC教室または自宅で、授業中に行
った操作をもう一度行い、復習フ
ォルダに保存する(30分)

PC教室または自宅で、授業中に行
った操作をもう一度行い、復習フ
ォルダに保存する(30分)

PC教室または自宅で、授業中に行
った操作をもう一度行い、復習フ
ォルダに保存する(30分)

PC教室または自宅で、授業中に行
った操作をもう一度行い、復習フ
ォルダに保存する(30分)

PC教室または自宅で、授業中に行
った操作をもう一度行い、復習フ
ォルダに保存する(30分)

PC教室または自宅で、授業中に行
った操作をもう一度行い、復習フ
ォルダに保存する(30分)

PC教室または自宅で、授業中に行
った操作をもう一度行い、復習フ
ォルダに保存する(30分)

PC教室または自宅で、授業中に行
った操作をもう一度行い、復習フ
ォルダに保存する(30分)

PC教室または自宅で、授業中に行
った操作をもう一度行い、復習フ
ォルダに保存する(30分)

PC教室または自宅で、授業中に行
った操作をもう一度行い、復習フ
ォルダに保存する(30分)

PC教室または自宅で、授業中に行
った操作をもう一度行い、復習フ
ォルダに保存する(30分)

PC教室または自宅で、授業中に行
った操作をもう一度行い、復習フ
ォルダに保存する(30分)

PC教室または自宅で、授業中に行
った操作をもう一度行い、復習フ
ォルダに保存する(30分)

PC教室または自宅で、授業中に行
った操作をもう一度行い、復習フ
ォルダに保存する(30分)

コンピュータ演習Ⅰ

教授　庄野　千鶴

１．
種類別に階層的なファイル管理ができる

ビジネス文書作成と編集および通常印刷ができる

次の検定試験受験のための基礎が習得できる
◇日商PC検定試験（文書作成）３級

提出物に対する評価Aのみ（ABC）

提出物に対する評価B以上（ABC）

知識科目模擬テスト60％以上

２．

３．

１．

２．

３．

４．

５．

６．

７．

８．

９．

10．

11．

12．

13．

14．

15．

取組状況30％、提出物20％、15回目の知識科目模擬テスト50％による総合評価

質問または相談等がある場合は、オフィスアワー（月曜日13:10～14:40）を利用してください。

DP1,DP2

DP1,DP2

DP1,DP2

該当する
DP番号



適宜、紹介します。

科 目

担当者

開講時期
履修方法

授業形態
単位数

授業概要

到　達　目　標 学習成果の評価基準

授業計画（授業内容）
授業時間外学習

予習（必要時間） 復習（必要時間）

本演習では前期のコンピュータ演習Ⅰに引き続き、Word でのビジネス文書作成および編集を行います。加えて、英文ビジネス
レターの作成や特殊印刷を通して、より実務的なＰＣ利用の習得を目指します。
あわせて、日商ＰＣ検定（文書作成）の合格水準まで操作技能を身につけることを目的としていますので、積極的に検定試験
にチャレンジしてください。

授業中にプリントおよびデジタルファイルを配布します。教科書

参考書

学習成果の
評価方法
特記すべき
事 項
質問・相談等
の 受 付

特になし

１年後期
必修、情報処理士、上級情報
処理士、社会調査アシスタ

演習
1単位

情報処理士、上級情報処理士、社会調査アシ

学習成果について
キャリアプランニングシート更新
情報倫理（個人情報）
英文ビジネス文書作成
ヘッダーの挿入と変更

特殊印刷①：段組みの設定と変更
フッターの挿入と変更

特殊印刷②：用紙について、袋とじ印刷

特殊印刷③：差込印刷：文書・ラベル

特殊印刷④：差込み印刷：ラベル

特殊印刷⑤：差込み印刷：ラベル・はがき

作表練習
日商PC検定試験（文書作成）模擬試験⑨

作表練習
日商PC検定試験（文書作成）模擬試験⑩

罫線地図練習
日商PC検定試験（文書作成）模擬試験⑪

罫線地図練習
日商PC検定試験（文書作成）模擬試験⑫

罫線地図練習
日商PC検定試験（文書作成）模擬試験⑬

罫線地図練習
日商PC検定試験（文書作成）模擬試験⑭

線路練習
日商PC検定試験（文書作成）模擬試験⑮

日商PC検定試験（文書作成）または実技テスト
授業アンケート

個人情報トラブルについて調べる(
30分)

英文ビジネスレターについて調べ
る(30分)

PC教室または自宅で、知識科目練
習問題の練習(30分)

PC教室または自宅で、知識科目練
習問題の練習(30分)

PC教室または自宅で、知識科目練
習問題の練習(30分)

PC教室または自宅で、知識科目練
習問題の練習(30分)

PC教室または自宅で、知識科目練
習問題の練習(30分)

PC教室または自宅で、知識科目練
習問題の練習(30分)

PC教室または自宅で、知識科目練
習問題の練習(30分)

PC教室または自宅で、知識科目練
習問題の練習(30分)

PC教室または自宅で、知識科目練
習問題の練習(30分)

PC教室または自宅で、知識科目練
習問題の練習(30分)

PC教室または自宅で、知識科目練
習問題の練習(30分)

PC教室または自宅で、知識科目練
習問題の練習(30分)

PC教室または自宅で、知識科目練
習問題の練習(30分)

PC教室または自宅で、授業中に行
った操作をもう一度行い、復習フ
ォルダに保存する(30分)

PC教室または自宅で、授業中に行
った操作をもう一度行い、復習フ
ォルダに保存する(30分)

PC教室または自宅で、授業中に行
った操作をもう一度行い、復習フ
ォルダに保存する(30分)

PC教室または自宅で、授業中に行
った操作をもう一度行い、復習フ
ォルダに保存する(30分)

PC教室または自宅で、授業中に行
った操作をもう一度行い、復習フ
ォルダに保存する(30分)

PC教室または自宅で、授業中に行
った操作をもう一度行い、復習フ
ォルダに保存する(30分)

PC教室または自宅で、授業中に行
った操作をもう一度行い、復習フ
ォルダに保存する(30分)

PC教室または自宅で、授業中に行
った操作をもう一度行い、復習フ
ォルダに保存する(30分)

PC教室または自宅で、授業中に行
った操作をもう一度行い、復習フ
ォルダに保存する(30分)

PC教室または自宅で、授業中に行
った操作をもう一度行い、復習フ
ォルダに保存する(30分)

PC教室または自宅で、授業中に行
った操作をもう一度行い、復習フ
ォルダに保存する(30分)

PC教室または自宅で、授業中に行
った操作をもう一度行い、復習フ
ォルダに保存する(30分)

PC教室または自宅で、授業中に行
った操作をもう一度行い、復習フ
ォルダに保存する(30分)

PC教室または自宅で、授業中に行
った操作をもう一度行い、復習フ
ォルダに保存する(30分)

本授業の15回を振り返る(30分)

コンピュータ演習Ⅱ

教授　庄野　千鶴

１．
英文ビジネスレターのレイアウトが理解できる

特殊印刷（段組み、袋とじ、差込み印刷）ができる

次の検定試験受験のための基礎が習得できる
◇日商PC検定試験（文書作成）３級

提出物に対する評価Aのみ（ABC）

提出物に対する評価B以上（ABC）

実技テスト70％以上

２．

３．

１．

２．

３．

４．

５．

６．

７．

８．

９．

10．

11．

12．

13．

14．

15．

取組状況30％、提出物20％、実技・検定試験50％による総合評価

質問または相談等がある場合は、オフィスアワー（月曜日13:10～14:40）を利用してください。

DP1,DP2

DP1,DP2

DP1,DP2

該当する
DP番号



なし

科 目

担当者

開講時期
履修方法

授業形態
単位数

授業概要

到　達　目　標 学習成果の評価基準

授業計画（授業内容）
授業時間外学習

予習（必要時間） 復習（必要時間）

入学後の｢初年次教育｣を行うことが目的です。建学の精神及び教育理念を理解し、これから生活総合ビジネスを学ぶための基
本的な力を養います。
本演習の内容は学生生活全般に関わることでもあり、進路指導や行事等と連動して運用するため、｢カレッジアワー｣と連続し
て行います。
授業を受けるための準備、情報の調べ方、レポートの書き方などを通じて｢学生基礎力｣を身に付けます。なお、ビジネスの基
本と言える電卓による集計力、および、読解力向上のため10 分間読書を取り入れます。

関連資料（プリント）を配布します教科書

参考書

学習成果の
評価方法
特記すべき
事 項
質問・相談等
の 受 付

遅刻、早退等の場合は、授業進行を妨げないタイミングで理由等を申し出ること
注）授業内容は外部講師の事情、社会の変化などにより変わることがある

１年前期
必修

演習
0.5単位

学習成果について、大学での授業の受け方、
キャリアプランニングシート入力

学生支援課による一般常識試験

職種と資格・検定取得計画、体育祭ガイダンス

ビジネス基礎講座（１）レポートの作成と提出
サービス接遇検定に向けて　体育祭準備

おしゃれ学講座（1）｢ピラティスエクササイズ｣
<学外講師>〔体を動かし心を開く〕

ビジネス基礎講座（2）
サービス接遇検定対策①

ビジネス基礎講座（3）
サービス接遇検定対策②

ビジネス基礎講座（4）
サービス接遇検定対策③

ビジネス基礎講座（5）電卓トレーニング①

防災について考える｢学年講話｣に引き続き
｢全学消防避難訓練｣

ビジネス基礎講座（6）電卓トレーニング②

「コミュニケーションアワー｣

おしゃれ学講座（2）
ホテルとブライダル< 西ロータリー>

建学の精神を学ぶ（1）｢仏教法話」

授業のまとめ、後期資格取得紹介

シラバスに目を通しておくこと（0
. 5時間）

配布した資料に目を通すこと（0.5
 時間）

資格取得支援サイトの確認（0.5 
時間）

体育祭の役割分担を確認する（0.5
 時間）

「ピラティス」とは何かを事前に
確認すること（0.5 時間）

配布した資料に目を通すこと（0.5
 時間）

配布した資料に目を通すこと（0.5
 時間）

配布した資料に目を通すこと（0.5
 時間）

事前に電卓を練習しておくこと（0
.5 時間）

災害時の非難に関する情報に接す
ること（0.5 時間）

事前に電卓を練習しておくこと（0
.5 時間）

コミュニケーションアワーの準備
を確認すること（0.5 時間）

ブライダルに関して調べておくこ
と（0.5 時間）

本学の建学理念を確認すること（0
.5 時間）

前期の授業内容をまとめること（0
.5 時間）

授業で学んだ注意事項を各自整
理しておくこと（0.5 時間）

授業で学んだ注意事項を各自整
理しておくこと（0.5 時間）

資格、検定取得計画の確認（0.5時
間）

体育祭の役割分担と改善策を考
えること（0.5 時間）

授業で学んだ注意事項を各自整
理しておくこと（0.5 時間）

授業で学んだ注意事項を各自整
理しておくこと（0.5 時間）

授業で学んだ注意事項を各自整
理しておくこと（0.5 時間）

授業で学んだ注意事項を各自整
理しておくこと（0.5 時間）

復習トレーニング（0.5 時間）

訓練した内容をまとめておくこと
（0.5 時間）

復習トレーニング（0.5 時間）

人間関係の重要性について考える
こと（0.5 時間）

授業で学んだ注意事項を各自整
理しておくこと（0.5 時間）

法話で学んだ内容を各自整理して
おくこと（0.5 時間）

授業で学んだ注意事項を各自整
理しておくこと（0.5 時間）

ビジネス基礎ゼミⅠ

専任講師　金　戊丁、専任講師　藤　久士

１．
精華女子短期大学生としての基本的学習態度が身に付
く

生活総合ビジネス専攻の学生としてホスピタリティの
基礎が身に付く

各職種に必要な能力が理解できる

企業研究レポートや短期大学レポートに授業やガイダンスで学
んだ事柄が反映できる

サービス接遇検定の模擬試験で7割以上を得点できる

資格、検定取得計画が作成できる

２．

３．

１．

２．

３．

４．

５．

６．

７．

８．

９．

10．

11．

12．

13．

14．

15．

取組状況（30％）、課題など（70％）の結果を総合して成績評価する

授業の前後かオフィスアワー（木曜日16：20以降）に研究室まで来ること。メール対応可（kim@seika.ac.jp）

DP1,4

DP1

DP1,4

該当する
DP番号



なし

科 目

担当者

開講時期
履修方法

授業形態
単位数

授業概要

到　達　目　標 学習成果の評価基準

授業計画（授業内容）
授業時間外学習

予習（必要時間） 復習（必要時間）

入学後半年が過ぎ学生生活にも慣れてきたころでしょう。そこで、大学生としての｢初年次教育｣と、その目標を明確にするた
めの｢職業指導｣を行うことがこの授業の目的です。学園祭でホスピタリティの実践をはかり、おしゃれ学講座で教養を磨きま
しょう。みなさんの進路は編入も含めていずれは仕事を持つことになります。職業獲得のためには、学力と自己アピール力の
増進が不可欠である。本演習は、前期同様｢カレッジアワー｣と連動して行います。学力増進は本演習で、自己アピール力はカ
レッジアワーで鍛えていきます。進路研究と並行して、一般常識問題を解きながら過去の不得意を洗い出し克服していきま
す。

就職ネットワーク編｢事務職・一般職SPI3 の完全対策2021 年度｣実務教育出版教科書

参考書

学習成果の
評価方法
特記すべき
事 項
質問・相談等
の 受 付

遅刻、早退等の場合は、授業進行を妨げないタイミングで理由等を申し出ること
注）授業内容は外部講師の事情、社会の変化などにより変わることがある

１年後期
必修

演習
0.5単位

学習成果について、1 年前期の振り返りと後期の学習計画/ キ
ャリアプランニングシート更新　314・315

ビジネス実践研究（1）一般常識対策セミナー①

おしゃれ学講座（3）クッキング･セミナー　101 実習室

就職指導①< 学生支援課>

ビジネス実践研究（2）一般常識対策セミナー②

ビジネス実践研究（3）｢学園祭バザー計画｣（ 2 年生合同）

建学の精神を学ぶ（2）｢仏教法話」

就職実践セミナー（1）「学生支援課」　記念ホール

人権尊重教育講演会　記念ホール

就職指導②< 学生支援課>/学生環境調査・在学生調査　314・3
15

生活総合ゼミナール研究発表会聴講　記念ホール

おしゃれ学講座（4）　「ネイルアート」
短期留学システムの案内

就職実践セミナー（2）「学生支援課」　記念ホール

ビジネス実践研究（4）一般常識対策セミナー③

授業のまとめ、春期進路支援計画、定期試験指導

ビジネス基礎ゼミⅠ、まとめ資料
に目を通しておくこと（0.時間）

配布した資料に目を通すこと

あらかじめ予告した料理について
調べておくこと

進路選択に関して考えてみること

配布した資料に目を通すこと

学園祭の目的や内容を事前に確
認すること

本学の建学理念を確認すること

進路選択に関して考えてみること

人権とは何かを考え、調べておく
こ
と

進路選択に関して考えてみること

発表会（２年生）の目的や内容を
事前に確認すること

ネイルアートや道具などに関して
調べておくこと

進路選択に関して考えてみること

配布した資料に目を通すこと

前期の授業内容をまとめること

授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと

授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと

実践した内容を各自整理しておく
こと

就職活動に関する内容を整理して
おくこと

授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと

学園祭の役割分担と改善策を考
えること

法話で学んだ内容を各自整理して
おくこと

就職活動に関する内容を整理して
おくこと

人権尊重の内容を各自整理してお
くこと

進路指導に関する内容をまとめて
おくこと

発表会のテーマを参考にし、来年
の研究テーマに関して考えてみる
こと

授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと

就職活動に関する内容を整理して
おくこと

授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと

来年の授業履修科目に関して考え
ること

ビジネス基礎ゼミⅡ

専任講師　金　戊丁、専任講師　藤　久士

１．
不得意分野を認識し克服することができる

キャリア形成を意識し将来の目標を表明できる

学園祭等を通じて自分の役割と能力を発揮できる

就職対策教養講座の課題が6 割以上の評価で安定する

学生支援課のセミナーやおしゃれ学講座で得た知識をキャリア
シートに反映できる

学園祭に参加しチームで設定して目標を達成する

２．

３．

１．

２．

３．

４．

５．

６．

７．

８．

９．

10．

11．

12．

13．

14．

15．

出席と参加（70％）、取りくみ状況（30％）

授業の前後かオフィスアワー（水曜日16：20以降）に研究室まで来ること。メール対応可（kim@seika.ac.jp）

DP3,4

DP3

DP3,4

該当する
DP番号



「2021年版　ビジネス能力検定ジョブパス3級公式試験問題集」　日本能率協会マネジメントセンター

科 目

担当者

開講時期
履修方法

授業形態
単位数

授業概要

到　達　目　標 学習成果の評価基準

授業計画（授業内容）
授業時間外学習

予習（必要時間） 復習（必要時間）

　社会人として必須なビジネスマナーやビジネスコミュニケーションの基礎について学ぶ。また様々なビジネスの現場を想定
して礼法や応対などの実践的授業を展開する。本授業を通して自らのキャリアや職業観・勤労観の醸成に繋げて欲しい。この
授業は「ビジネス能力検定3級」の公式テキストを用い、当該検定の模擬問題や過去問題も活用し知識・技術の定着を確認しな
がら進めていく。

「2021年版　ビジネス能力検定ジョブパス3級公式テキスト」　日本能率協会マネジメントセンター教科書

参考書

学習成果の
評価方法
特記すべき
事 項
質問・相談等
の 受 付

後期に開講される「ビジネス実務Ⅱ」を受講する場合は、本授業を履修することを薦める。

１年前期
選択、ビジネス実務士、上
級ビジネス実務士

演習
1単位

ビジネス実務士、上級ビジネス実務士

ガイダンス、学習成果（評価方法および評価基準）について
ビジネスとキャリア教育の基本

キャリアと仕事へのアプローチ

仕事の基本となる8つの意識

コミュニケーションとビジネスマナーの基本

指示の受け方と報告、連絡・相談

話し方と聞き方のポイント

来客応対と訪問の基本マナー

会社関係でのつき合い

仕事への取り組み方

ビジネス文書の基本

電話応対

統計・データの読み方、まとめ方

情報収集とメディアの活用

会社を取り巻く環境と経済の基本

授業の総復習・定期試験について

シラバスに目を通しておくこと（3
0分）

自分が就職したい職業について調
べておく（30分）

仕事にはどのような責任が伴なう
か調べる（30分）

人間関係を築くためのコミュニケ
ーションを調べる（30分）

ビジネスにおける報告・連絡・相
談とは何か（30分）

話し上手・聞き上手な人の特徴を
考える（30分）

ビジネスにふさわしい言葉づかい
を調べる（30分）

目上の人に丁寧な会話ができるか
やってみる（30分）

自身のスケジュール管理について
考える（30分）

企業や学校からの文書を見直して
みる（30分）

電話会話の特徴について考えてお
く（30分）

興味のある業種の統計データを見
てみる（30分）

ネット以外の情報収集方法を調べ
る（30分）

興味のある業界を取り巻く環境を
調べる（30分）

これまでの授業を振り返り疑問点
を整理しておく（30分）

授業で学んだ内容について確認し
ておく（30分）

授業で学んだ内容について確認し
ておく（30分）

授業で学んだ内容について確認し
ておく（30分）

授業で学んだ内容について確認し
ておく（30分）

授業で学んだ内容について確認し
ておく（30分）

授業で学んだ内容について確認し
ておく（30分）

授業で学んだ内容について確認し
ておく（30分）

授業で学んだ内容について確認し
ておく（30分）

授業で学んだ内容について確認し
ておく（30分）

授業で学んだ内容について確認し
ておく（30分）

授業で学んだ内容について確認し
ておく（30分）

授業で学んだ内容について確認し
ておく（30分）

授業で学んだ内容について確認し
ておく（30分）

授業で学んだ内容について確認し
ておく（30分）

これまでの授業で学んだ内容につ
いて整理しておくこと（30分）

ビジネス実務Ⅰ

専任講師　藤　久士

１．
基礎的なビジネスマナーとビジネスコミュニケーショ
ンの知識を修得している。

ビジネスマナーやビジネスコミュニケーション能力を
活かして他者に応対することができる。

学んだことを今後の学習や進路に繋げることができる
。

定期試験、課題・小テスト、取組状況で総合評価とする。
定期試験において60％以上を解答できる。

自信をもって他者と関わろうとする姿勢が見える。

自らの進路に対して主体的に行動しようとする態度を示す。

２．

３．

１．

２．

３．

４．

５．

６．

７．

８．

９．

10．

11．

12．

13．

14．

15．

定期試験(60%)、課題・小テスト(20%)、取組状況 (20%) で総合評価とする。

授業の前後か研究室前に掲示しているオフィスアワー（水曜日10：40～12：10）の時間帯に来てください。

DP1

DP4

DP2

該当する
DP番号



「2021年版　ビジネス能力検定ジョブパス2級公式試験問題集」　日本能率協会マネジメントセンター

科 目

担当者

開講時期
履修方法

授業形態
単位数

授業概要

到　達　目　標 学習成果の評価基準

授業計画（授業内容）
授業時間外学習

予習（必要時間） 復習（必要時間）

この授業では、「ビジネス実務Ⅰ」で学んだ内容をさらに深め、様々な場面におけるビジネスマナーやビジネスコミュニケー
ションの在り方について学ぶ。また、ビジネス文書や統計資料の作成さらに仕事を進める上で知っておくべき法律等について
も学習する。授業の中で、適宜ロール・プレイングやケース・スタディによる演習も行う。この授業は「ビジネス能力検定2
級」の公式テキストを用い、当該検定の模擬問題や過去問題も活用し知識・技術の定着を確認しながら進めていく。

「2021年版　ビジネス能力検定ジョブパス2級公式テキスト」　日本能率協会マネジメントセンター教科書

参考書

学習成果の
評価方法
特記すべき
事 項
質問・相談等
の 受 付

本授業の履修希望者には前期の「ビジネス実務Ⅰ」の履修を薦める。

１年後期
選択、ビジネス実務士、上
級ビジネス実務士

演習
1単位

ビジネス実務士、上級ビジネス実務士

ガイダンス、学習成果（評価方法および評価基準）について
ビジネスとコミュニケーションの基本

企業と社会と個人の関わり

会社活動の基本

話し方と聞き方のポイント

接客と営業の進め方

不満を信頼に変えるクレーム対応

会議への出席とプレゼンテーション

チームワークと人のネットワーク

仕事の進め方

ビジネス文書の基本

統計・データの読み方、まとめ方

情報収集とメディアの活用

会社数字の読み方

ビジネスと法律・税金の知識
産業と経済の基礎知識

授業の総復習・定期試験について

シラバスに目を通しておくこと（3
0分）

昨今の企業と社会と個人の関りに
ついて調べておく（30分）

会社の社会的責任について調べて
おく（30分）

ビジネス会話の特徴について調べ
ておく（30分）

顧客ニーズの引き出し方について
調べておく（30分）

自分にとって嬉しくない接客につ
いて考える（30分）

活発な意見が出しやすい会議つい
て調べる（30分）

チームワークの成功例を探してみ
る（30分）

自分なりの仕事の進め方をまとめ
る（30分）

ビジネス文書のルールについて調
べておく（30分）

ABC分析とはなにか事例を挙げてみ
よう（30分）

興味のある業種の統計データを見
てみる（30分）

新しいメディアの活用例を調べよ
う（30分）

職場の基本的ルールとは何か調べ
ておく（30分）

これまでの授業を振り返り疑問点
を整理しておく（30分）

授業で学んだ内容について整理し
ておくこと（30分）

授業で学んだ内容について整理し
ておくこと（30分）

授業で学んだ内容について整理し
ておくこと（30分）

授業で学んだ内容について整理し
ておくこと（30分）

授業で学んだ内容について整理し
ておくこと（30分）

授業で学んだ内容について整理し
ておくこと（30分）

授業で学んだ内容について整理し
ておくこと（30分）

授業で学んだ内容について整理し
ておくこと（30分）

授業で学んだ内容について整理し
ておくこと（30分）

授業で学んだ内容について整理し
ておくこと（30分）

授業で学んだ内容について整理し
ておくこと（30分）

授業で学んだ内容について整理し
ておくこと（30分）

授業で学んだ内容について整理し
ておくこと（30分）

授業で学んだ内容について整理し
ておくこと（30分）

授業で学んだ内容について整理し
ておくこと（30分）

ビジネス実務Ⅱ

専任講師　藤　久士

１．
　他者に対して自然と敬意ある接遇ができ、誰に対し
ても積極的にコミュニケーションをとることが出来る
。
自らの考えを主張しつつも他者の意見も尊重できる。

社会人としてのルールや法律について正しい知識をも
つ。

定期試験、課題・小テスト、取組状況で総合評価とする。
定期試験において60％以上を解答できる。

チームワークで協力しながら課題解決を目指す。

ルールや法律を遵守する態度を示す。

２．

３．

１．

２．

３．

４．

５．

６．

７．

８．

９．

10．

11．

12．

13．

14．

15．

定期試験(60%)、課題・小テスト(20%)、取組状況 (20%) で総合評価とする。

授業の前後か研究室前に掲示しているオフィスアワー（水曜日10：40～12：10）の時間帯に来てください。

DP1

DP4

DP2

該当する
DP番号



適宜紹介します。

科 目

担当者

開講時期
履修方法

授業形態
単位数

授業概要

到　達　目　標 学習成果の評価基準

授業計画（授業内容）
授業時間外学習

予習（必要時間） 復習（必要時間）

　現代社会は様々なビジネス活動の上に成り立ってる。ビジネスについて学ぶ上で、ビジネス世界の仕組み・制度を理解する
ことは重要なことである。そこで、ビジネス環境の変化や企業の制度等について学習していく。また、本講義はビジネスの基
本であるコミュニケーションやマナーの内容を含む。さらに、売買に関する計算や、情報の入手と活用についても学んでい
く。

資料を配布します。教科書

参考書

学習成果の
評価方法
特記すべき
事 項
質問・相談等
の 受 付

授業中に小テストの実施や課題を指示することがあるので欠席をしないように心がける。

１年前期
必修、ビジネス実務士、上級
ビジネス実務士、医事管理

講義
2単位

ビジネス実務士、上級ビジネス実務士、医事

ガイダンス（評価方法、評価基準）
ビジネスの世界で活躍するために必要なこと

経済の仕組みとビジネス

社会の変化とビジネスの発展

ビジネス活動と流通

ビジネスの担い手①
（生産者・小売業者・卸売業者）

ビジネスの担い手②
（物流業者・金融業者・情報通信業者）

企業活動の基礎①
（ビジネスと企業・資金調達・企業活動と税）

企業活動の基礎②
（雇用・企業倫理）

ビジネスと売買取引
（売買取引の手順・決済方法）

売買に関する計算の基礎

売買に関する計算の応用

ビジネスコミュニケーション
（役割・種類・話し方・聞き方）

ビジネスマナー
（社会人としての自覚）

情報の入手と活用

授業の総復習・定期試験について

シラバスに目を通しておくこと（2
時間）

自身の生活と経済の関わりについ
て調べる（2時間）

自身の興味のある業界について調
べておく（2時間）

交換や物流の移り変わりについて
調べておく（2時間）

小売業者と卸売業者の違いを調べ
ておく（2時間）

物流業者の役割について調べてお
く（2時間）

企業の種類・役割について調べて
おく（2時間）

様々な雇用形態について調べてお
く（2時間）

現金払い以外の決済方法を調べて
おく（2時間）

電卓の操作を練習しておく（2時間
）

電卓の操作を練習しておく（2時間
）

言葉以外のコミュニケーションを
調べておく（2時間）

なぜビジネスマナーが必要か考え
ておく（2時間）

情報化社会の問題について調べて
おく（2時間）

これまでの授業を振り返り疑問点
を整理しておく（2時間）

授業で学んだ内容について確認し
ておくこと（2 時間）

授業で学んだ内容について確認し
ておくこと（2 時間）

授業で学んだ内容について確認し
ておくこと（2 時間）

授業で学んだ内容について確認し
ておくこと（2 時間）

授業で学んだ内容について確認し
ておくこと（2 時間）

授業で学んだ内容について確認し
ておくこと（2 時間）

授業で学んだ内容について確認し
ておくこと（2 時間）

授業で学んだ内容について確認し
ておくこと（2 時間）

授業で学んだ内容について確認し
ておくこと（2 時間）

電卓計算問題の取り組む（2 時間
）

電卓計算問題の取り組む（2 時間
）

授業で学んだ内容について確認し
ておくこと（2 時間）

授業で学んだ内容について確認し
ておくこと（2 時間）

授業で学んだ内容について確認し
ておくこと（2 時間）

これまでの授業で学んだ内容につ
いて整理しておくこと（2 時間）

ビジネス概論

専任講師　藤　久士

１．
経済の仕組みとビジネスの基礎について理解する。

自らがこれから学習を深めるビジネス分野について興
味を深める。

売買に関する計算技術を習得することができる。

定期試験、課題・小テスト、取組状況で総合評価とする。
定期試験において60％以上を解答できる。

後期授業や2年次授業の選択に活用することができる。

ビジネス計算問題において70％以上を解答できる。

２．

３．

１．

２．

３．

４．

５．

６．

７．

８．

９．

10．

11．

12．

13．

14．

15．

定期試験(60%)、課題・小テスト(20%)、取組状況 (20%) で総合評価とする。

授業の前後か研究室前に掲示しているオフィスアワー（水曜日10：40～12：10）の時間帯に来てください。

DP1

DP4

DP2

該当する
DP番号



ファッション・ビジネス能力検定試験３級準拠　／　一般財団法人　日本ファッション教育振興協会

科 目

担当者

開講時期
履修方法

授業形態
単位数

授業概要

到　達　目　標 学習成果の評価基準

授業計画（授業内容）
授業時間外学習

予習（必要時間） 復習（必要時間）

ファッション・ビジネスは、繊維製品を中心に新しいデザインが表現するスタイルやイメージなどをの付加価値をつけて、生
産、流通させ市場で消費者の感性に訴え、共感を得てファッション（流行）を生み出しています。
そのファッション業界の仕組みを学び、商品知識やマーケティング手法、ブランド企画などの基礎知識を習得します。

適宜プリントを配布します。教科書

参考書

学習成果の
評価方法
特記すべき
事 項
質問・相談等
の 受 付

毎回の出席は授業開始時の応答により確認します。
遅刻、早退、欠席は本人が担当者へ直接申し出る事。

１年前期
選択

講義
2単位

ファッションとは何か、ファッション業界の仕組み
学習成果について（評価方法および評価基準）

ファッションビジネスの定義と仕組み

ファッションマーケティングの定義

市場調査とマーケティング戦略

ファッション感性によるイメージ分類

ファッション感性によるコラージュ制作

ファッション商品知識

サイズ、素材の知識

ファッションブランド企画①　テーマ、コンセプトの設定

ファッションブランド企画②　ターゲット分析

ファッションブランド企画③　ブランドイメージ計画

ファッションブランド企画④　商品構成計画

ファッションブランド商品企画⑤　全体構成確認

プレゼンテーション

プレゼンテーション

シラバスを読み、授業の流れを把
握しておく。（2時間）

ファッションビジネスに関する情
報を収集しておく。（2時間）

ファッションマーケティングに関
する情報を収集しておく。(2時間
）

ファッションマーケティングリサ
ーチに関する情報を収集しておく
。（2時間）

ファッション関連雑誌から情報収
集しておく。（2時間）

ファッション関連雑誌から素材の
収集をしておく。（2時間）

ファッション商品に関する情報を
収集しておく。（2時間）

サイズ、素材に関する情報を収集
しておく。（2時間）

次シーズンのオリジナルブランド
企画の考案をしておく。（2時間）

ブランドターゲットの分析の項目
を理解しておく。（2時間）

ランドイメージに合う素材や画像
を収集しておく。（2時間）

イメージするアイテム商品の素材
や画像の収集をしておく。
（2時間）

ブランド企画①～④までのデータ
の確認をしておく(2時間)

プレゼンテーションの準備
（2時間）

プレゼンテーションの準備
（2時間）

講義内容を自分なりにまとめる。
（2時間）

講義内容を自分なりにまとめる。
（2時間）

ファッションマーケティングの内
容を理解して講義内容をまとめる
　（2時間）

ブランドリサーチをしてみる。（
博多駅、天神周辺）（2時間）

イメージの素材収集をする。
（2時間）

ファッション感性の分類を理解し
て独自のコラージュを作成してみ
る（2時間）

配布プリントや講義内容を自分な
りにまとめる。（2時間）

配布プリントや講義内容を自分な
りにまとめる。（2時間）

企画書制作に必要な情報や素材の
収集をしておく。（2時間）

企画書制作に必要な情報や素材の
収集をしておく。（2時間）

企画書制作に必要な情報や素材の
収集をしておく。（2時間）

企画書制作に必要な情報や素材の
収集をしておく。（2時間）

データの修正やシミュレーション
をしておく（2時間）

プレゼンテーションの振り返り
（2時間）

プレゼンテーションの振り返り
（2時間）

ファッションビジネス

講師　榮　範子

１．
ファッション業界の基礎知識を習得

ファッションマーケティングの基礎知識を習得

ファッションマーチャンダイジングの基礎知識を習得

ファッション業界の仕組みを理解する

ファッションマーケティングリサーチの情報収集の内容や課題
提出により6割以上の評価を得ることができる

ファッションブランドを企画書作成とプレゼンテーション提案
ができる

２．

３．

１．

２．

３．

４．

５．

６．

７．

８．

９．

10．

11．

12．

13．

14．

15．

受講態度（30%）、演習、課題レポート提出（70%）で総合評価します。

質問、相談がある場合は、授業終了時や授業前後に非常勤講師室にて受け付けます。

DP1

DP2,3

DP3,4

該当する
DP番号



なし

科 目

担当者

開講時期
履修方法

授業形態
単位数

授業概要

到　達　目　標 学習成果の評価基準

授業計画（授業内容）
授業時間外学習

予習（必要時間） 復習（必要時間）

プレゼンテーションは、どのような業種の企業・団体等に就職し、どの部署に配属されても、将来的に独立・起業するにして
も、誰もが必ず何らかの形で体験します。また、就活で自己の強みをより良くアピールし、相手に好感をもたれることもプレ
ゼンスキルのひとつです。当講義は、担当教員の長年にわたる広告業界での経験を踏まえ①プレゼン技術の基礎知識②自分の
考えを上手に伝えるテクニック③企画立案のコツを学びます。そして、女性が潜在的にもつしなやかな感性・発想力を伸ばし
自信をもってプレゼンできる能力を養成していきます。

谷山哲郎著「PRESENTATION POWER UP BOOK」THUNDER BIRDS Co.,Ltd.教科書

参考書

学習成果の
評価方法
特記すべき
事 項
質問・相談等
の 受 付

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

１年前期
必修、上級ビジネス実務士、
社会調査アシスタント、プ

講義
2単位

上級ビジネス実務士、社会調査アシスタント

オリエンテーション：プレゼンテーションとは
○好印象を与えるプレゼンテクニックのポイント
学習成果（評価方法・評価基準）について
プレゼンテーション用語110WORDS（前編）

プレゼンテーション用語110WORDS（後編）

○小テスト：プレゼンテーション用語
○フローチャート式企画「心得とコツ」

○フローチャート式企画「提案シート」
○ショップ開発企画のコツ

○小テスト：ショップ開発企画
○フローチャート式企画「企画書ページネーション例」

○「日本のCM」上映（企画・発想力を高めるKEYを探る）
○コピー＆ネーミング作成上のポイント

○「海外のCM」上映（企画・発想力を高めるKEYを探る）
○対クライアントコミュニケーションの秘訣
○年間企画のヒント
○グッドプレゼンターの条件
○ショップ開発企画プランニングのまとめ

○ネーミング「チェックポイント、事例、法則」

○ネーミングのコツ
○小テスト：ネーミング開発

○短文のコツ
○グッドプレゼンターの目線・目配り

○ビジュアルプレゼンスタイル
○質疑応答・面接のコツ
○好かれる人の意識・言動
○自己表現力を鍛え好印象を与える虎の巻
○プレゼン＆コミュニケーションスキルアップのポイント

○講義ポイントのまとめ
○総合テスト

教科書の2,18pの内容確認
（2時間）

4～11pの内容確認（2時間）

12～17pの内容確認（2時間）

20～33pの内容確認（2時間）

34～38pの内容確認（2時間）

39～42pの内容確認（2時間）

43,44pの内容確認（2時間）

119pの内容確認（1時間）

46pの内容確認（1時間）

48～67pの内容確認（2時間）

48～67pの内容再確認（1時間）

68pの内容確認（1時間）

70～79pの内容確認（2時間）

82～89pの内容確認（2時間）

1～94pの内容再確認（2時間）

授業内容を復習（2時間）

授業内容を復習（2時間）

授業内容を復習（2時間）

授業内容を復習（2時間）

授業内容を復習（2時間）

授業内容を復習（2時間）

授業内容を復習（2時間）

授業内容を復習（2時間）

授業内容を復習（2時間）

授業内容を復習（2時間）

授業内容を復習（2時間）

授業内容を復習（2時間）

授業内容を復習（2時間）

授業内容を復習（2時間）

授業内容を復習（2時間）

プレゼンテーション概論

講師　谷山　哲郎

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

論理的で明快な企画書が作成できる。

自己表現力を鍛え、顧客に好印象を与えることが
できる。

授業中のテストで、プレゼン用語の意味を7割以上解答
できる。
また、個性的でユニークなネーミングを開発できる。
フローチャート式企画書のテクニックを理解し、一枚のシート
で自信をもってプレゼンすることができる。

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

２．

３．

１．

２．

３．

４．

５．

６．

７．

８．

９．

10．

11．

12．

13．

14．

15．

①取り組み状況30％　②小テスト50％　③総合テスト20％
※小テストは講義内にて適宜評価の上、指導フィードバック

講義内容に関する質問や相談等がある時は、授業終了後の教室にて随時対応します。

DP2

DP3

DP4

該当する
DP番号



適宜、紹介します。

科 目

担当者

開講時期
履修方法

授業形態
単位数

授業概要

到　達　目　標 学習成果の評価基準

授業計画（授業内容）
授業時間外学習

予習（必要時間） 復習（必要時間）

「ビジネス文書」は社会での伝達手段として有用なツールのひとつです。そこで、社会人として必要不可欠なビジネス文書作
成を通して、情報伝達・意思伝達・日本語での効果的なプレゼンテーションを学びます。ビジネス文書作成技能をとおして、
表現力のほか、組織や社会のルールを理解し社会人基礎力を身に付けましょう。
　本演習では、まず組織構成および部署の役割、効率よくかつ正確に分かりやすく意思・情報を伝達する目的を理解します。
次に、敬語や挨拶、慣用句を日本語表記・表現を学びながら礼儀正しい文章作成の基本を身に付けます。そして、学習成果の
一部として積極的に検定試験にチャレンジしてください。
　なお、毎回10分間読書を行います。美しい文書を書くためには、まずは読書習慣を身に付けてください。

公益財団法人実務技能検定協会編『ビジネス文書検定受験ガイド３級』早稲田教育出版教科書

参考書

学習成果の
評価方法
特記すべき
事 項
質問・相談等
の 受 付

特になし

１年前期
選択、プレゼンテーション
実務士

演習
1単位

プレゼンテーション実務士

学習成果について
組織とビジネス文書について
ビジネス文書技能検定について
図書通帳配布と10分間読書の狙い
ビジネス文書①実務技能：社内文書と書式

美しい文書を読む
ビジネス文書②実務技能：社外文書と書式

美しい文書を読む
ビジネス文書③表記技能：用字

美しい文書を読む
ビジネス文書④表記技能：用語

美しい文書を読む
ビジネス文書⑤表現技能：正確な文章

美しい文書を読む
ビジネス文書⑥表現技能：分かりやすい文章

美しい文書を読む
ビジネス文書⑦表現技能：分かりやすい文章

美しい文書を読む
ビジネス文書⑧表現技能：礼儀正しい文章

美しい文書を読む
ビジネス文書⑨表現技能：礼儀正しい文章

美しい文書を読む
ビジネス文書⑩実務技能：文書の取り扱い

中間テスト：ビジネス文書技能検定模擬試験

中間テスト：ビジネス文書技能検定模擬試験解説

インターンシップ御礼状作成

まとめ、授業アンケート

シラバスを読んでおくこと(30分)

テキスト該当部分の予習(30分)

テキスト該当部分の予習(30分)

テキスト該当部分の予習(30分)

テキスト該当部分の予習(30分)

テキスト該当部分の予習(30分)

テキスト該当部分の予習(30分)

テキスト該当部分の予習(30分)

テキスト該当部分の予習(30分)

テキスト該当部分の予習(30分)

テキスト該当部分の予習(30分)

中間試験に向けた対策(30分)

中間試験振り返り(30分)

御礼状下書き(30分)

提出物のチェック(30分)

授業内容についてまとめる(30分)

授業内容についてまとめる(30分)

授業内容についてまとめる(30分)

授業内容についてまとめる(30分)

授業内容についてまとめる(30分)

授業内容についてまとめる(30分)

授業内容についてまとめる(30分)

授業内容についてまとめる(30分)

授業内容についてまとめる(30分)

授業内容についてまとめる(30分)

授業内容についてまとめる(30分)

中間試験振り返り(30分)

誤答箇所の整理(30分)

御礼状清書(30分)

本授業15回を振り返る(30分)

プレゼンテーション演習Ⅰ

教授　庄野　千鶴

１．
正確で分かりやすく礼儀正しい文章の作成の基礎のた
めに読書習慣を身に付ける

ビジネス文書作成過程を通して社会人基礎力を身に付
ける

次の検定資格受験のための基礎が習得できる
◇ビジネス文書技能検定試験3級

中間テスト60点以上

中間テスト60点以上

図書通帳評価5冊以上

２．

３．

１．

２．

３．

４．

５．

６．

７．

８．

９．

10．

11．

12．

13．

14．

15．

取組状況20％、中間テスト50％、提出物30％による総合評価

質問または相談等がある場合は、オフィスアワー（月曜日13:10～14:40）を利用してください。

DP1

DP4

DP1,DP2

該当する
DP番号



授業中、適宜紹介します。

科 目

担当者

開講時期
履修方法

授業形態
単位数

授業概要

到　達　目　標 学習成果の評価基準

授業計画（授業内容）
授業時間外学習

予習（必要時間） 復習（必要時間）

今、みなさんに見えている世の中の商品やシステム、企業やお店はすべて、「こんなものがあったらいいな」と誰かがある時
考えてできたものです。それはあらゆる分野において身のまわりで日々起きていて、常に新しいものが生まれています。ま
た、企業は顧客のニーズを把握し、常に新商品を開発し、新しいシステムを取り入れて変化していきます。現代においては、
起業する人だけでなく、企業に勤める人にも、新しいアイデアで新しいコトを作り出すことができる人材が求められていま
す。様々な女性起業家から、新しいものを生み出すきっかけ、アイデア、そして女性としての生き方を直接聴き、学びを深め
ます。

必要に応じてプリントを配付します。教科書

参考書

学習成果の
評価方法
特記すべき
事 項
質問・相談等
の 受 付

毎回の講義内容が次回に関連しますので、講義時間内に出来なかった場合は、必ず次回までに完成させてくださいおいて下さい。

１年前期
必修、上級ビジネス実務士
、ビジネス実務士

講義
2単位

上級ビジネス実務士、ビジネス実務士

学習成果について（評価方法、評価基準）
学習前意識調査

女性を取り巻く日本社会の実態と課題

ジェンダー平等について考える

起業とは

女性ならではの視点：輝く女性社長講話①

時代のニーズを読む：輝く女性社長講話②

ＩＴ起業で活躍する：輝く女性社長講話③

自分の課題を起業に：輝く女性社長講話④

｢起業する｣って、どういうことだろう（4人の経営者の学びか
ら考える）

女性ならではの視点：輝く女性社長講話⑤

時代のニーズを読む：輝く女性社長講話⑥

主婦業が起業の源：輝く女性社長講話⑦

自分の課題を起業に：輝く女性社長講話⑧

新しい何かを生み出すために必要なもの(4人の経営者の学びか
ら考える）

授業のまとめとレポート作成

シラバスを読んでおくこと（2時間
）

現代日本が男女平等社会なのかど
うか、自分なりに考えておくこと
（2時間）

ジェンダー平等について自分なり
の考えをまとめておく（2時間）

自分ガ勤めたい業界、企業につい
て調べておく（2時間）

女性起業家についてネットで調べ
ておくこと（2時間）

女性起業家についてネットで調べ
ておくこと（2時間）

女性起業家についてネットで調べ
ておくこと（2時間）

女性起業家についてネットで調べ
ておくこと（2時間）

4人の起業家の話から、起業につい
考えておく（2時間）

女性起業家についてネットで調べ
ておくこと（2時間）

女性起業家についてネットで調べ
ておくこと（2時間）

女性起業家についてネットで調べ
ておくこと（2時間）

女性起業家についてネットで調べ
ておくこと（2時間）

4人の起業家の話から、新しいもの
を生み出すために必要なものを考
えておく（2時間）

これまでの授業を振り返っておく
こと（2時間）

配布資料を再度確認（2時間）

配布資料を再度確認（2時間）

配布資料を再度確認（2時間）

配布資料を再度確認（2時間）

配布資料を再度確認（2時間）

配布資料を再度確認（2時間）

配布資料を再度確認（2時間）

配布資料を再度確認（2時間）

配布資料を再度確認（2時間）

配布資料を再度確認（2時間）

配布資料を再度確認（2時間）

配布資料を再度確認（2時間）

配布資料を再度確認（2時間）

配布資料を再度確認（2時間）

15回の授業の振り返り（2時間）

ベンチャービジネスの理解

講師　村山　由香里

１．
働くことの楽しさと厳しさが理解できる

企業家の話から企業の仕組みを理解できる

これからの女性に必要なことが理解できる

提出物による評価Ｂ以上（ＡＢＣ）

提出物による評価Ｂ以上（ＡＢＣ）

提出物による評価Ｂ以上（ＡＢＣ）

２．

３．

１．

２．

３．

４．

５．

６．

７．

８．

９．

10．

11．

12．

13．

14．

15．

提出物60％、グループ発表20％、取り組み状況20％による総合評価

質問、相談等がある時は、授業後に非常勤講師室へ来て下さい。

DP3,4

DP3,4

DP3,4

該当する
DP番号



「図解版　ホスピタリティの教科書 ビジュアルで学ぶ最上のサービス実践法！」林田正光著（あさ出版）

科 目

担当者

開講時期
履修方法

授業形態
単位数

授業概要

到　達　目　標 学習成果の評価基準

授業計画（授業内容）
授業時間外学習

予習（必要時間） 復習（必要時間）

この授業では、まず客観的に自分を理解した上で他者を誠心誠意もてなすホスピタリティの考え方、そして実践について学習
する。ホスピタリティの基本となるマナーとコミュニケーション能力を習得し、社会に出た時に役立つ能力と態度を身につけ
る。また、様々な分野で実践され、成功しているホスピタリティの事例も多く取り上げて参考にする。

ホスピタリティ検定　公式テキスト＆問題集　２０２０年度版
日本ホスピタリティ検定協会監修　　経済法令研究会 

教科書

参考書

学習成果の
評価方法
特記すべき
事 項
質問・相談等
の 受 付

授業中に小テストの実施や課題を指示することがあるので欠席をしないように心がける。

１年前期
必修

講義
2単位

ガイダンス、学習成果（評価方法および評価基準）について
ホスピタリティの基本的な考え方

ホスピタリティ・マインドとホスピタリティ・アクション

ホスピタリティ実践による効果

自分を知る①
「ＥＱ」（感情知能指数）について

自分を知る②
「ＴＡ」（交流分析）について

ホスピタリティ・マナー①
（ホスピタリティ・マナーの6つの要素）

ホスピタリティ・マナー②
（公共の場面とビジネスの場面）

コミュニケーションを通じたホスピタリティ①
（コミュニケーションの本質の理解）

コミュニケーションを通じたホスピタリティ②
（様々なコミュニケーション手法）

顧客満足とホスピタリティ①
（ホスピタリティの実践）

顧客満足とホスピタリティ②
（適切なクレーム対応など）

人材育成とホスピタリティ①
（良好な人間関係・ダイバーシティなど）

人材育成とホスピタリティ②
（ワークライフバランスなど）

企業と社会におけるホスピタリティ
（経営理念と行動規範の大切さなど）

授業の総復習・定期試験について

シラバスに目を通しておくこと（2
時間）

テキストの講義予定範囲を熟読し
ておく（2時間）

テキストの講義予定範囲を熟読し
ておく（2時間）

テキストの講義予定範囲を熟読し
ておく（2時間）

テキストの講義予定範囲を熟読し
ておく（2時間）

テキストの講義予定範囲を熟読し
ておく（2時間）

テキストの講義予定範囲を熟読し
ておく（2時間）

テキストの講義予定範囲を熟読し
ておく（2時間）

テキストの講義予定範囲を熟読し
ておく（2時間）

テキストの講義予定範囲を熟読し
ておく（2時間）

テキストの講義予定範囲を熟読し
ておく（2時間）

テキストの講義予定範囲を熟読し
ておく（2時間）

テキストの講義予定範囲を熟読し
ておく（2時間）

テキストの講義予定範囲を熟読し
ておく（2時間）

これまでの授業を振り返り疑問点
を整理しておく（2時間）

授業で学んだ内容について確認し
ておくこと（2 時間）

授業で学んだ内容について確認し
ておくこと（2 時間）

授業で学んだ内容について確認し
ておくこと（2 時間）

授業で学んだ内容について確認し
ておくこと（2 時間）

授業で学んだ内容について確認し
ておくこと（2 時間）

授業で学んだ内容について確認し
ておくこと（2 時間）

授業で学んだ内容について確認し
ておくこと（2 時間）

授業で学んだ内容について確認し
ておくこと（2 時間）

授業で学んだ内容について確認し
ておくこと（2 時間）

授業で学んだ内容について確認し
ておくこと（2 時間）

授業で学んだ内容について確認し
ておくこと（2 時間）

授業で学んだ内容について確認し
ておくこと（2 時間）

授業で学んだ内容について確認し
ておくこと（2 時間）

授業で学んだ内容について確認し
ておくこと（2 時間）

これまでの授業で学んだ内容につ
いて整理しておくこと（2 時間）

ホスピタリティ総論

専任講師　藤　久士

１．
ホスピタリティの視点を持って広く社会生活や企業活
動の問題を発見し、より深く分析し、解決していく能
力を身に付ける。
ホスピタリティに関する総合的知識を深める。

ホスピタリティ産業や企業のホスピタリティ経営につ
いて知り、就職活動の一助とする。

定期試験、課題・小テスト、取組状況で総合評価とする。
定期試験において60％以上を解答できる。

ホスピタリティ検定3級に合格できる知識を習得できる。

ホスピタリティへの関心について、文章化あるいは口頭で表現
できる。

２．

３．

１．

２．

３．

４．

５．

６．

７．

８．

９．

10．

11．

12．

13．

14．

15．

定期試験(60%)、課題・小テスト(20%)、取組状況 (20%) で総合評価とする。

授業の前後か研究室前に掲示しているオフィスアワー（水曜日10：40～12：10）の時間帯に来てください。

DP1

DP2

DP4

該当する
DP番号



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

科 目

担当者

開講時期
履修方法

授業形態
単位数

授業概要

到　達　目　標 学習成果の評価基準

授業計画（授業内容）
授業時間外学習

予習（必要時間） 復習（必要時間）

本授業はホテル経営に関する全般的な基礎理論を学習する。それによってホテルの各部署の業務を把握し、ホテルの経営シス
テムおよび歓待産業の特性に関しても学ぶ。※本授業はハイアットリージェンシー釜山で6年間勤めた教員の経験をいかして授
業を行う

資料配布、独自のPPT教科書

参考書

学習成果の
評価方法
特記すべき
事 項
質問・相談等
の 受 付

「観光概論」とともに受講するこことを勧める

１年後期
選択、社会調査アシスタン
ト

講義
2単位

社会調査アシスタント

学習成果（現代におけるホテル産業）

ホテルの意味と変化、時代の変化とホテル

ホテルの出店形態

チェーンホテル、規模の経済

ホテルの料金プランと業態分類

フロント・オフィス（ Front Office）業務

ホテルのフロントサービスと用語

日本のホテルブームとレベルの基準

客室部門と関連用語

テーブルマナーと飲食・調理関連用語

ホテルマーケティング

世界のホテル

ホテルにおけるブランド（Brand）とSWOT分析

ソーシャルメディア（ Social media）の活用

まとめ

シラバスに目を通すこと(0.5時間)

配布したプリントに目を通すこと(
2時間)

配布したプリントに目を通すこと(
2時間)

配布したプリントに目を通すこと(
2時間)

配布したプリントに目を通すこと(
2時間)

配布したプリントに目を通すこと(
2時間)

配布したプリントに目を通すこと(
2時間)

配布したプリントに目を通すこと(
2時間)

配布したプリントに目を通すこと(
2時間)

配布したプリントに目を通すこと(
2時間)

配布したプリントに目を通すこと(
2時間)

配布したプリントに目を通すこと(
2時間)

配布したプリントに目を通すこと(
2時間)

配布したプリントに目を通すこと(
2時間)

観光概論の振返りをまとめておく
こと(2時間)

授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと(3.5時間)

授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと(2時間)

授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと(2時間)

授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと(2時間)

授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと(2時間)

授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと(2時間)

授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと(2時間)

授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと(2時間)

授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと(2時間)

授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと(2時間)

授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと(2時間)

授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと(2時間)

授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと(2時間)

授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと(2時間)

授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと(2時間)

ホテルマネージメント

専任講師　金　戊丁

１．
ホテル産業の現状について理解できる

ホテルの各部門について理解を深める

ホテル産業の今後の方向性を観光産業と関連して考え
る

定期試験･小テストにより学習成果を評価する。現代ホテル産
業に関する基礎知識のの60％以上理解できる

ホテルの各事業部門の業務内容を学習し、サービス産業の特徴
や魅力性が60％以上理解できる

現代に至るホテル産業の発展過程や経営方式が60％以上理解で
きる

２．

３．

１．

２．

３．

４．

５．

６．

７．

８．

９．

10．

11．

12．

13．

14．

15．

授業態度、学習意欲（20％）、レポート（30％）、各種テスト（50％）

授業の前後かオフィスアワー（火曜日09：00～10：40、14：50以降）に研究室まで来ること。メール対応可（kim@seika.ac.jp）

DP1,4

DP1

DP2,3

該当する
DP番号



なし

科 目

担当者

開講時期
履修方法

授業形態
単位数

授業概要

到　達　目　標 学習成果の評価基準

授業計画（授業内容）
授業時間外学習

予習（必要時間） 復習（必要時間）

本講義では担当教員の長年にわたる広告業界、コンサルタント業務の経験をいかし、マーケティングの基本概念を理解して頂
きながら、マーケティング・アイ（自分目線）を確立していきます。近年のマーケティング論の進化を理解すると同時に、こ
れまでの社会の動きを理解し、その上で、自分目線で自分のブランド化(商品化）に挑戦してみましょう。最後に、くらしの中
でのヒット商品（含むサービス）をグループで考え発表します。なお、授業中はタイムリーな話題を取り上げ、わかりやすく
マーケティング成功事例を紹介していきます。IoT・AI人工知能による｢第四次産業革命｣の時代も、世の中の動きを｢マーケ
ティング･アイ｣で見て、今後の時代変化を捉え、どう生きるべきかを考えるきっかけにして下さい。

随時レジュメを配付します。教科書

参考書

学習成果の
評価方法
特記すべき
事 項
質問・相談等
の 受 付

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

１年後期
選択、ビジネス実務士、上級
ビジネス実務士、社会調査

講義
2単位

ビジネス実務士、上級ビジネス実務士、社会

学習成果について（評価方法・評価基準）
マーケティングって何？

マーケティング発想とは　～受け手から送り手へ

顧客｢ニーズ｣｢ウォンツ｣｢マインド｣とは？

マーケティング・アイ＝自分目線

｢第一次産業｣｢第二次産業｣｢第三次産業｣そして｢6次産業｣とは
？

マーケティング1.0、マーケティング2.0、マーケティング3.0
とは？

｢第一次産業革命｣｢第二次産業革命｣｢第三次産業革命｣｢第四次
産業革命｣

グループワーク①

自分ブランド化

自分ブランド化レポート提出･発表

｢衣｣｢食｣｢住｣｢その他｣のなかで各自の関心の一番高いジャンル
を考える①

｢衣｣｢食｣｢住｣｢その他｣のなかで各自の関心の一番高いジャンル
を考える②

グループワーク②

グループワーク②

発表

配付資料｢経済番組・経済誌｣を熟
読しておく。授業内容関連情報収
集。（2時間）

配付資料｢経済番組・経済誌｣を熟
読しておく。授業内容関連情報収
集。（2時間）

配付資料｢経済番組・経済誌｣を熟
読しておく。授業内容関連情報収
集。（2時間）

配付資料｢経済番組・経済誌｣を熟
読しておく。授業内容関連情報収
集。（2時間）

配付資料｢経済番組・経済誌｣を熟
読しておく。授業内容関連情報収
集。（2時間）

配付資料｢経済番組・経済誌｣を熟
読しておく。授業内容関連情報収
集。（2時間）

配付資料｢経済番組・経済誌｣を熟
読しておく。授業内容関連情報収
集。（2時間）

配付資料｢経済番組・経済誌｣を熟
読しておく。グループワーク準備
（2時間）

配付資料｢経済番組・経済誌｣を熟
読しておく。授業内容関連情報収
集。（2時間）

配付資料｢経済番組・経済誌｣を熟
読しておく。レポート作成・発表
準備。（2時間）

配付資料｢経済番組・経済誌｣を熟
読しておく。授業内容関連情報収
集。（2時間）

配付資料｢経済番組・経済誌｣を熟
読しておく。授業内容関連情報収
集。（2時間）

配付資料｢経済番組・経済誌｣を熟
読しておく。グループワーク準備
（2時間）

配付資料｢経済番組・経済誌｣を熟
読しておく。グループワーク準備
（2時間）

発表準備(2時間）

授業内容で知らない・分からない
ことを調べ、知識・スキルアップ
を目指す（2時間）

授業内容で知らない・分からない
ことを調べ、知識・スキルアップ
を目指す（2時間）

授業内容で知らない・分からない
ことを調べ、知識・スキルアップ
を目指す（2時間）

授業内容で知らない・分からない
ことを調べ、知識・スキルアップ
を目指す（2時間）

授業内容で知らない・分からない
ことを調べ、知識・スキルアップ
を目指す（2時間）

授業内容で知らない・分からない
ことを調べ、知識・スキルアップ
を目指す（2時間）

授業内容で知らない・分からない
ことを調べ、知識・スキルアップ
を目指す（2時間）

授業内容で知らない・分からない
ことを調べ、知識・スキルアップ
を目指す（2時間）

授業内容で知らない・分からない
ことを調べ、知識・スキルアップ
を目指す（2時間）

授業内容で知らない・分からない
ことを調べ、知識・スキルアップ
を目指す（2時間）

授業内容で知らない・分からない
ことを調べ、知識・スキルアップ
を目指す（2時間）

授業内容で知らない・分からない
ことを調べ、知識・スキルアップ
を目指す（2時間）

授業内容で知らない・分からない
ことを調べ、知識・スキルアップ
を目指す（2時間）

授業内容で知らない・分からない
ことを調べ、知識・スキルアップ
を目指す（2時間）

授業全体を振り返り、自分なりに
この授業のまとめをノートに整理
する（2時間）

マーケティング

講師　眞鼻　守正

１．
基本的なメー家ティングを学び、ヒット商品・サービ
スのヒットする理由を考える習慣がつく（知識・理解
）
自分マーケティング＝自分のブランド化を考えてみる
ことにより、就職活動や今後の生き方に生かすことが
できる。（態度・志向性）
グループワークを通じて、自分の役割認識や課題を解
決しながら、共同でプレゼンを作り上げる協調性・協
働意識が身につく。（態度･志向性）

左記の到達目標に対してグループ発表①で6割以上の評価を得
ることができる

左記の到達目標に対して個人レポートで6割以上の評価を得る
ことができる

左記の到達目標に対してグループ発表②で6割以上の評価を得
ることができる

２．

３．

１．

２．

３．

４．

５．

６．

７．

８．

９．

10．

11．

12．

13．

14．

15．

グループワーク①（30％）、個人レポート・授業への参加態度（30％）、グループワーク②（40％）の合計で総合評価

授業の前後、あるいはPCメール<mahana01@jcom.ne.jp>へ送信願います。

DP2,3

DP2,3

DP3,4

該当する
DP番号



なし

科 目

担当者

開講時期
履修方法

授業形態
単位数

授業概要

到　達　目　標 学習成果の評価基準

授業計画（授業内容）
授業時間外学習

予習（必要時間） 復習（必要時間）

この授業は、現保険薬局の薬剤師である教員が、医療事務であっても理解しておくべき、医療に関する統計情報、身近な疾患
の症状、原因、治療、予後などについての授業を行います。それにより医療業務に関する知識を深めることが狙いです。疾患
に関することだけではなく、医療全般にに関する知識を深めることも目的としています。この講義は４人の教員によるリレー
講義の形式をとります。（各回の内容、講義の順番、担当者は入れ替わりとなる場合があります。）

（一般社団法人）医療教育協会「医学一般」厚生労働省認定教科書教科書

参考書

学習成果の
評価方法
特記すべき
事 項
質問・相談等
の 受 付

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

１年後期
選択、医事管理士、医療管
理秘書士

講義
2単位

医事管理士、医療管理秘書士

学習成果について（評価方法および評価基準）
医療概論Ⅰ・医療を取り巻く状況（担当：落合　寿史）

医療概論Ⅱ・疾患とそのリスク（担当：落合　寿史）

薬の基礎知識・薬物治療とは（担当：落合　寿史）

検査概論，医療用語・病気の検査法（担当：落合　寿史）

薬理概論・薬はどうやって効くのか（担当：落合　寿史）

悪性新生物概論（担当：後藤　道隆）

感染症概論・感染症とはなにか（担当：後藤　道隆）

感染症Ⅰ・ウイルス性急性呼吸器疾患（担当：後藤　道隆）

感染症Ⅱ・ウイルス性急性消化器疾患（担当：後藤　道隆）

感染症Ⅲ・皮膚感染症（担当：後藤　道隆）

精神疾患概論Ⅰ・精神疾患の治療意義（担当：前原　雅樹）

精神疾患概論Ⅱ・精神科医療の問題点（担当：前原　雅樹）

精神疾患Ⅰ・うつ病（担当：前原　雅樹）

精神疾患Ⅱ・双極性障害（担当：前原　雅樹）

まとめ（担当：杉山　正康）

医療について（制度など）の一般
的な知識の収集（２時間）

医療について（主な疾患など）の
一般的な知識の収集（２時間）

教科書p30-34（２時間）

教科書p35-40（２時間）

薬物治療が適応となる身近な疾患
について調べる（２時間）

悪性新生物について一般的な知識
の収集（２時間）

教科書p45-49（２時間）

ウイルスによる呼吸器疾患につい
て一般的な知識の収集（２時間）

ウイルスによる消化器疾患につい
て一般的な知識の収集（２時間）

皮膚感染症について一般的な知識
の収集（２時間）

精神疾患について一般的な知識の
収集（２時間）

精神疾患について一般的な知識の
収集（２時間）

うつ病について一般的な知識の収
集（２時間）

双極性障害について一般的な知識
の収集（２時間）

これまでの講義内容の確認（２時
間）

今回講義で学んだ授業内容につい
て復習しておくこと。（2時間）

今回講義で学んだ授業内容につい
て復習しておくこと。（2時間）

今回講義で学んだ授業内容につい
て復習しておくこと。（2時間）

今回講義で学んだ授業内容につい
て復習しておくこと。（2時間）

今回講義で学んだ授業内容につい
て復習しておくこと。（2時間）

今回講義で学んだ授業内容につい
て復習しておくこと。（2時間）

今回講義で学んだ授業内容につい
て復習しておくこと。（2時間）

今回講義で学んだ授業内容につい
て復習しておくこと。（2時間）

今回講義で学んだ授業内容につい
て復習しておくこと。（2時間）

今回講義で学んだ授業内容につい
て復習しておくこと。（2時間）

今回講義で学んだ授業内容につい
て復習しておくこと。（2時間）

今回講義で学んだ授業内容につい
て復習しておくこと。（2時間）

今回講義で学んだ授業内容につい
て復習しておくこと。（2時間）

今回講義で学んだ授業内容につい
て復習しておくこと。（2時間）

今回講義で学んだ授業内容につい
て復習しておくこと。（2時間）

医学一般

講師　杉山正康・講師　落合　寿史・講師　後藤　道隆・講師　
前原　雅樹

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

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

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

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

２．

３．

１．

２．

３．

４．

５．

６．

７．

８．

９．

10．

11．

12．

13．

14．

15．

定期試験の正答率６０％以上を合格とする

質問、相談があるときは授業前に非常勤講師室にきてください。

DP1

DP2,3

DP4

該当する
DP番号



科 目

担当者

開講時期
履修方法

授業形態
単位数

授業概要

到　達　目　標 学習成果の評価基準

授業計画（授業内容）
授業時間外学習

予習（必要時間） 復習（必要時間）

医療事務とは、病院、診療所で行う「受付事務」と「請求事務」のことです。受付事務は患者様に直接向き合う重要な仕事で
あり、「病院の顔」と言われています。請求事務は、病院の診療報酬（診療費）を請求する重要な仕事です。
病院、診療所での実務経験を活かし実務に即した授業で診療の基本となる投薬料や医学管理、往診、注射料の算定方法、カル
テからの診療報酬明細書（レセプト）の作成までを理解し確実に算定できるように学びます。
医療の知識は、これからの自分の生活にも十分に活かすことができます。

「医科診療報酬点数表」「診療報酬請求の実務、診療報酬請求演習」「レセプトレッスン」医療教育協会教科書

参考書

学習成果の
評価方法
特記すべき
事 項
質問・相談等
の 受 付

・毎回の出席は、授業ごとの確認問題で行います。 ・遅刻、早退、欠席は必ず本人が理由を申し出ること。
・テキスト等の忘れは減点とします。

１年後期
選択、医事管理士、医療管
理秘書士

演習
1単位

医事管理士、医療管理秘書士

学習成果について（評価方法、評価基準）
薬剤料の復習

投薬料（レセプトの記載方法）

投薬料（カルテ問題・レセプト作成）

基本診療料（初診料）

基本診療料（再診料）

基本診療料（カルテの算定）

基本診療料（レセプトの記載方法）

基本診療料（カルテ問題・レセプト作成）

医学管理等（特定疾患療養管理料、乳幼児育児栄養指導料、薬
剤情報提供料、診療情報提供料）

在宅医療：往診料

医学管理料・往診料（カルテ問題・レセプト作成）

注射料（皮下・皮内・筋肉内注射、静脈内注射）

注射料（レセプトの記載方法）

注射料（カルテ問題・レセプト作成）

まとめ

前期の復習をしておく
(30分)

今までの投薬のノート、早見表に
目を通しておくこと（30分）

投薬の早見表とノートに目を通し
ておくこと（30分）

教科書の初診料のページ、早見表
に目を通しておくこと（30分）

教科書の再診料のページ、早見表
に目を通しておくこと（30分）

教科書の基本診療料のページに目
を通しておくこと（30分）

教科書の基本診療料のページに目
を通しておくこと（30分）

基本診療料の早見表とノートに目
を通しておくこと（30分）

教科書の医学管理等のページ、早
見表に目を通しておくこと（30分
）

教科書の往診料のページ、早見表
に目を通しておくこと（30分）

医学管理料、往診料の早見表とノ
ートに目を通しておくこと（30分
）

教科書の注射のページ、早見表に
目を通しておくこと（30分）

教科書の注射のページに目を通し
ておくこと（30分）

注射の早見表とノートに目を通し
ておくこと（30分）

講義全体をまとめておく。疑問点
はピックアップしておく（30分）

授業で学んだ内容を復習する。ま
た課題や配布する練習問題で復習
する（30分）

授業で学んだ内容を復習する。ま
た課題や配布する練習問題で復習
する（30分）

作成したレセプトの見直しをする
。配布するカルテ問題で復習する
（30分）

授業で学んだ内容を復習する。ま
た課題や配布する練習問題で復習
する（30分）

授業で学んだ内容を復習する。ま
た課題や配布する練習問題で復習
する（30分）

授業で学んだ内容を復習する。ま
た課題や配布する練習問題で復習
する（30分）

授業で学んだ内容を復習する。ま
た課題や配布する練習問題で復習
する（30分）

作成したレセプトの見直しをする
。配布するカルテ問題で復習する
（30分）

授業で学んだ内容を復習する。ま
た課題や配布する練習問題で復習
する（30分）

授業で学んだ内容を復習する。ま
た課題や配布する練習問題で復習
する（30分）

作成したレセプトの見直しをする
。配布するカルテ問題で復習する
（30分）

授業で学んだ内容を復習する。ま
た課題や配布する練習問題で復習
する（30分）

授業で学んだ内容を復習する。ま
た課題や配布する練習問題で復習
する（30分）

作成したレセプトの見直しをする
。配布するカルテ問題で復習する
（30分

これまでの学習内容を復習する（3
0分）

医療事務演習

講師　川上千穂

１．
診療報酬算定を理解しカルテ算定（点数算定）ができ
る

診療報酬明細書（レセプト）の作成ができる

医事管理士、医療管理秘書士の資格取得ができる

診療報酬を理解し、カルテ問題を読み取り正確に診療報酬算定
が7割以上解答できる。

診療点数を理解し、カルテ問題を読み取り正確に診療報酬明細
書（レセプト）を作成することができる。

検定問題の診療報酬明細書（レセプト）の作成及び学科問題が
7割以上解答できる。

２．

３．

１．

２．

３．

４．

５．

６．

７．

８．

９．

10．

11．

12．

13．

14．

15．

定期試験（60％）、確認問題・課題（20％）、授業への参加度（20％）
確認問題・課題は評価・フィードバックをした上で返却致します。

授業開始前・終了後の教室または授業の前後に非常勤講師室にて受け付けます。

DP1,2

DP1,3

DP1,4

該当する
DP番号



科 目

担当者

開講時期
履修方法

授業形態
単位数

授業概要

到　達　目　標 学習成果の評価基準

授業計画（授業内容）
授業時間外学習

予習（必要時間） 復習（必要時間）

医療秘書とは、医師や看護師、その他医療従事者がスムーズに仕事を進めることができるように細部にわたってサポートする
仕事です。
院長や医師のスケジュール管理はもちろん書類の整理や作成、医療情報の収集・分類、来客応対、電話応対など多岐にわたり
ます。加えてチーム医療を支える一員としての基本的な医療の知識やマナー、コミュニケーション能力が必要になります。
病院内外での秘書としての必要な知識を習得すると同時に医療管理秘書士の資格取得に必要な診療報酬点数算定を学びます。

随時、プリントを配布致します。教科書

参考書

学習成果の
評価方法
特記すべき
事 項
質問・相談等
の 受 付

・毎回の出席は、授業ごとの確認問題で行います。　・遅刻、早退、欠席は必ず本人が理由を申し出ること。
・教材、電卓等の忘れは減点とします。

１年前期
選択、医事管理士、医療管
理秘書士

演習
1単位

医事管理士、医療管理秘書士

学習成果について（評価方法、評価基準）
保険医療機関（病院組織・医療従事者について）

患者接遇（ホスピタリティ）、タイプ別患者さん、ご家族、見
舞客への応対
就業中のマナーと医療機関のマナー
医療機関の接遇マナー（表情・姿勢・身だしなみ）
信頼関係を築く言葉づかい（受付時・電話時）

医療秘書の仕事と療養担当規則
医療スタッフに必要なコミュニケーションスキル

医療保険制度

医療事務の仕事（受付業務：カルテ作成）

医療事務の仕事（一部負担金の計算と請求業務）
医療とＩＴ（医療情報システム）

レセプトの上書き①（保険証～カルテ～レセプトへの流れ）

レセプトの上書き②（カルテからの記載）
診療費の計算（患者さんからの徴収）

診療報酬点数表と薬価基準

薬剤料の計算

薬剤の区分（内服薬・屯服薬・外用薬）

薬剤料の算定（調剤料、処方料、麻薬等加算、調基）

投薬料（カルテの算定）

まとめ

図書館にある講義内容に関連した
本を読むこと。また、ネットで学
習しておくこと（30分）

図書館にある講義内容に関連した
本を読むこと。また、ネットで学
習しておくこと（30分）

図書館にある講義内容に関連した
本を読むこと。また、ネットで学
習しておくこと（30分）

配布プリントに目を通しておくこ
と（30分）

配布プリント、各自の保険証に目
を通しておくこと(30分)

配布プリントに目を通しておくこ
と(30分)

配布プリントに目を通しておくこ
と(30分)

配布プリント、各自の保険証に目
を通しておくこと(30分)

配布プリントに目を通しておくこ
と(30分)

配布プリントに目を通しておくこ
と(30分)

配布プリント、薬価基準に目を通
しておくこと(30分)

配布プリント、薬価基準に目を通
しておくこと(30分)

配布プリント、薬価基準に目を通
しておくこと(30分)

配布プリントに目を通しておくこ
と(30分)

これまでの授業内容をまとめてお
く（30分）

授業で学んだ内容を復習する（30
分）

授業で学んだ内容を復習する（30
分）

授業で学んだ内容を復習する（30
分）

授業で学んだ内容を復習する（30
分）

授業で学んだ内容を復習する（30
分）

授業で学んだ内容を復習する（30
分）

授業で学んだ内容を復習する。ま
た配布練習問題で復習する
（30分）

授業で学んだ内容を復習する（30
分）

授業で学んだ内容を復習する。ま
た課題や配布練習問題で復習する
（30分）

授業で学んだ内容を復習する。ま
た課題や配布練習問題で復習する
（30分）

授業で学んだ内容を復習する。ま
た課題や配布練習問題で復習する
（30分）

授業で学んだ内容を復習する。ま
た課題や配布練習問題で復習する
（30分）

授業で学んだ内容を復習する。ま
た課題や配布練習問題で復習する
（30分）

授業で学んだ内容を復習する。ま
た課題や配布練習問題で復習する
（30分）

これまでの学習内容を復習する(30
分）

医療秘書実務

講師　川上千穂

１．
医療事務・医療秘書の業務内容を理解し、基本的な業
務知識を習得する。

医療事務・医療秘書の業務を遂行するうえで、必要な
マナーやコミュニケーションスキルを身につける。

医療管理秘書士の資格取得ができる。

定期試験および授業中の確認問題で業務内容について7割以上
解答できる。

演習の中で、笑顔を絶やさず、積極的にコミュニケーションを
とることができる。

検定問題の診療報酬明細書（レセプト）の作成及び学科問題が
7割以上解答できる。

２．

３．

１．

２．

３．

４．

５．

６．

７．

８．

９．

10．

11．

12．

13．

14．

15．

定期試験（60％）、確認問題・課題（20％）、授業への参加度（20％）

授業開始前・終了後の教室または授業の前後に非常勤講師室にて受け付けます。

DP1,2

DP1,3

DP1,4

該当する
DP番号



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

科 目

担当者

開講時期
履修方法

授業形態
単位数

授業概要

到　達　目　標 学習成果の評価基準

授業計画（授業内容）
授業時間外学習

予習（必要時間） 復習（必要時間）

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

「メディカルシステム論」一般財団法人医療教育協会教科書

参考書

学習成果の
評価方法
特記すべき
事 項
質問・相談等
の 受 付

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

１年後期
選択、医事管理士、医療管
理秘書士

講義
2単位

医事管理士、医療管理秘書士

学習成果について（評価方法および評価基準）
医療と社会（医療の展開）

医療秘書教養（1）

医療秘書教養（2）

病院組織と経営（１）病院の業務

病院組織と経営（２）病院管理の起源

医療と情報

医療法

医師法とその他の関連法

医療保険制度（1）

医療保険制度（2）

医療保険の種類

公費負担医療制度

高齢化社会の保健医療福祉

介護保険制度

まとめ

シラバスおよびテキストの授業範
囲を読んでおく。（2時間）

テキストの授業範囲を読み、関連
する内容について調べてみる。（2
時間）

テキストの授業範囲を読み、関連
する内容について調べてみる。（2
時間）

テキストの授業範囲を読み、関連
する内容について調べてみる。（2
時間）

テキストの授業範囲を読み、関連
する内容について調べてみる。（2
時間）

テキストの授業範囲を読み、関連
する内容について調べてみる。（2
時間）

テキストの授業範囲を読み、関連
する内容について調べてみる。（2
時間）

テキストの授業範囲を読み、関連
する内容について調べてみる。（2
時間）

テキストの授業範囲を読み、関連
する内容について調べてみる。（2
時間）

テキストの授業範囲を読み、関連
する内容について調べてみる。（2
時間）

テキストの授業範囲を読み、関連
する内容について調べてみる。（2
時間）

テキストの授業範囲を読み、関連
する内容について調べてみる。（2
時間）

テキストの授業範囲を読み、関連
する内容について調べてみる。（2
時間）

テキストの授業範囲を読み、関連
する内容について調べてみる。（2
時間）

これまでの授業内容を整理してお
くこと。（2時間）

学習した内容や用語についてまと
め、復習をする。（2時間）

学習した内容や用語についてまと
め、復習をする。（2時間）

学習した内容や用語についてまと
め、復習をする。（2時間）

学習した内容や用語についてまと
め、復習をする。（2時間）

学習した内容や用語についてまと
め、復習をする。（2時間）

学習した内容や用語についてまと
め、復習をする。（2時間）

学習した内容や用語についてまと
め、復習をする。（2時間）

学習した内容や用語についてまと
め、復習をする。（2時間）

学習した内容や用語についてまと
め、復習をする。（2時間）

学習した内容や用語についてまと
め、復習をする。（2時間）

学習した内容や用語についてまと
め、復習をする。（2時間）

学習した内容や用語についてまと
め、復習をする。（2時間）

学習した内容や用語についてまと
め、復習をする。（2時間）

学習した内容や用語についてまと
め、復習をする。（2時間）

学習した内容や用語についてまと
め、復習をする。（2時間）

医療管理学

講師　佐藤　真理子

１．
我が国の社会保障制度を理解し、問題点、課題を提起
できる。

医療制度のしくみを説明できる。

医療保険に関する法規を説明できる。

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

小テスト及び定期試験で、医療制度のしくみに関する設問に解
答できる。

小テスト及び定期試験で、医療保険に関する設問に解答でき
る。

２．

３．

１．

２．

３．

４．

５．

６．

７．

８．

９．

10．

11．

12．

13．

14．

15．

定期試験（65％）　受講態度等（35％）

授業後に教室で受け付け、回答する。

DP1

DP4

DP2、3

該当する
DP番号



CDの活用

科 目

担当者

開講時期
履修方法

授業形態
単位数

授業概要

到　達　目　標 学習成果の評価基準

授業計画（授業内容）
授業時間外学習

予習（必要時間） 復習（必要時間）

Students will speak, listen, read and write English in every lesson.  A variety of conversation / grammar pattern
s will be introduced and practised fro personal and travel related situations.  For example, getting information 
(time, price, etc.) for tours and what to say when they need to get medicine at the drugstore.

Passport 1 Second Edition
Oxford University Press

教科書

参考書

学習成果の
評価方法
特記すべき
事 項
質問・相談等
の 受 付

特になし

１年前期
必修

演習
1単位

Introduction (Course outline, Q&A, the way of evaluation
)

On an airplane

Questions at Immigration

Asking for permission

Ordering food

Asking for and giving directions

Money and currency exchange

Medical problems

Talking about Japan

Asking for information

Likes and Dislikes

Making arrangements to see someone

Reporting lost property

Getting to the airport

Review and Final Exam

30 min: study for spelling test

30 min: study for spelling test

30 min: study for spelling test

30 min: study for spelling test

30 min: study for spelling test

30 min: study for spelling test

30 min: study for spelling test

30 min: study for spelling test

30 min: study for spelling test

30 min: study for spelling test

30 min: study for spelling test

30 min: study for spelling test

30 min: study for spelling test

30 min: study for spelling test

30 min: study for final exam

30 min: review pages taught in 
previous class

30 min: review pages taught in 
previous class

30 min: review pages taught in 
previous class

30 min: review pages taught in 
previous class

30 min: review pages taught in 
previous class

30 min: review pages taught in 
previous class

30 min: review pages taught in 
previous class

30 min: review pages taught in 
previous class

30 min: review pages taught in 
previous class

30 min: review pages taught in 
previous class

30 min: review pages taught in 
previous class

30 min: review pages taught in 
previous class

30 min: review pages taught in 
previous class

30 min: review pages taught in 
previous class

30 min: study for final exam

実用英会話Ⅰ

講師　三角　志保

１．
Students will be able to introduce themselves wi
th simple English.

Students will answer simple questions from the p
revious units.

Students will study vocabulary.

Two written quizzes will be given.  

The teacher will randomly ask review questions during cl
ass.  

There will be a spelling test at the beginning of every 
class.

２．

３．

１．

２．

３．

４．

５．

６．

７．

８．

９．

10．

11．

12．

13．

14．

15．

テスト・クイズ　（６０％）、　授業態度　（４０％）

講師に用件がある場合は、講義終了後に非常勤講師室へ

DP1

DP2,3

DP4

該当する
DP番号



  
　DVD/Online Video の活用、演習用ワークシート

科 目

担当者

開講時期
履修方法

授業形態
単位数

授業概要

到　達　目　標 学習成果の評価基準

授業計画（授業内容）
授業時間外学習

予習（必要時間） 復習（必要時間）

　
　英語は、グローバル化した社会を生き抜くためのツールであり、その重要性は小学校教育に英語が取り入れられたことから
も明らかである。ビジネス社会においても、今や英語力は必須であり会議は英語で行う会社も現れている。海外勤務も珍しい
ことではなく、私たちの日常生活のさまざまな場面で英語や英語圏の文化に接して生活をしている。本講座では、初歩的な英
会話表現を学ぶと同時に、文法・語彙・発音も含めた総合的な基礎英語力の向上を目指す。

  
　Smart CHOICE Vol.4 (Student Book)  Oxford University Press

教科書

参考書

学習成果の
評価方法
特記すべき
事 項
質問・相談等
の 受 付

  
　授業中に演習や評価テストの事前指示をするので欠席がないように心がける。

１年後期
必修

演習
1単位

　オリエンテーション
　学習の成果について（評価方法・評価基準）
　Unit 1  Nice to meet you!　（挨拶）
　
　Unit 2  What do you do?　（職業）

　
　Unit 3  Do you like noodles?  （食べ物）

　
　Unit 4  How often do you exercise?  （スポーツ）

　
　英語検定試験対応演習　①

　
　Unit 5  I'm listening to music.  （日常の活動）

　
　Unit 6  Where were you yesterday?  、まとめとテスト

　
　Unit 7  Which one is cheaper?    （衣服）

　
　Unit 8  They're very friendly.  （性格・外見）

　
　英語検定試験対応演習　②

　
　Unit 9  You can visit the zoo.   （観光）

　
　Unit 10  Is there a coffee shop?  （施設）

　Unit 11  I had a good time.  （余暇）　
　まとめとテスト

　
　Unit 12  I'm going to go by car.  （交通手段）

　
　英語検定試験対応演習　③

テキスト・シラバスの下読み
語彙意味調べ　　(30分)

テキスト内の語彙の意味調べと設
問解答         (30分)

テキスト内の語彙の意味調べと
設問解答         (30分)

テキスト内の語彙の意味調べと
設問解答         (30分)

テキスト内の語彙の意味調べと
設問解答         (30分)

テキスト内の語彙の意味調べと
設問解答         (30分)

テキスト内の語彙の意味調べと
設問解答
テストの準備     (30分)

テキスト内の語彙の意味調べと設
問解答         (30分)

テキスト内の語彙の意味調べと設
問解答         (30分)

テキスト内の語彙の意味調べと設
問解答         (30分)

テキスト内の語彙の意味調べと設
問解答         (30分)

テキスト内の語彙の意味調べと設
問解答         (30分)

テキスト内の語彙の意味調べと設
問解答  
テストの準備 　  (30分)

テキスト内の語彙の意味調べと設
問解答         (30分)

テキスト内の語彙の意味調べと設
問解答         (30分)

既習の重要語句や表現の反復音読
練習　　　　　(30分)

既習の重要語句や表現の反復音読
練習　　　　　(30分)

既習の重要語句や表現の反復音読
練習　　　　　(30分)

既習の重要語句や表現の反復音読
練習　　　　　(30分)

既習の重要語句や表現の反復音読
練習　　　　　(30分)

既習の重要語句や表現の反復音読
練習　　　　　(30分)

既習の重要語句や表現の反復音読
練習　　　　　(30分)

既習の重要語句や表現の反復音読
練習　　　　　(30分)

既習の重要語句や表現の反復音読
練習　　　　　(30分)

既習の重要語句や表現の反復音読
練習　　　　　(30分)

既習の重要語句や表現の反復音読
練習　　　　　(30分)

既習の重要語句や表現の反復音読
練習　　　　　(30分)

既習の重要語句や表現の反復音読
練習　　　　　(30分)

既習の重要語句や表現の反復音読
練習　　　　　(30分)

講義内容のワークシート等の整理 
     (30分)

実用英会話Ⅱ

教授　虎本　和三

１．
　
　基礎的な英語表現を習得することができる。

　積極的に自らの意見や考えを英語で表現できること
ができる。

　英語圏の文化や歴史に興味・関心を深めようとする
姿勢を身につけることができる。

　
　授業中の演習評価テストで７割以上の得点ができる。

　
  授業中の口頭練習や発表に積極的に取り組むことができる。

　ワークシートや課題を積極的にこなし、課題点35点満点中25
点以上を得点できる。

２．

３．

１．

２．

３．

４．

５．

６．

７．

８．

９．

10．

11．

12．

13．

14．

15．

　授業中の演習評価テスト(50%)、ワークシート・課題(35%)、受講態度等(15%)
　評価テストやレポートについては、評価した上で返却します。

　
　質問や相談は、授業前後に申し出るか研究室（２号館３１２）で受け付ける。

 
 DP1,4

 
 DP1,3

 
 DP2,4

該当する
DP番号



韓国語レッスン初級1 改訂版（スリーエーネットワーク）

科 目

担当者

開講時期
履修方法

授業形態
単位数

授業概要

到　達　目　標 学習成果の評価基準

授業計画（授業内容）
授業時間外学習

予習（必要時間） 復習（必要時間）

韓国語は、語順や漢字語など、日本語と多くの類似性が認められる言葉である。正確な発音と文字の習得さえできれば、他の
言語より学習しやすい言葉でもある。本授業では韓国語の基礎をしっかり学びながら、韓国文化・歴史なども学習すること
で、韓国語という言語はもちろん異文化（韓国）社会の理解にも繋がる授業である。

旅の指さし会話帳5 韓国（情報センター出版局）教科書

参考書

学習成果の
評価方法
特記すべき
事 項
質問・相談等
の 受 付

授業中に演習や事前･事後学習の指導を行うので欠席かないように心がける

１年前期
必修

演習
1単位

学習成果について（外国語の学習、ハングルとは何か）

韓国語の基礎：韓国語の仕組み

文字・発音練習①：基本子音

文字・発音練習②：基本子音

文字・発音練習①：基本母音

文字・発音練習②：基本母音

韓国文化①

文字・発音練習⑤：合成母音

文字・発音練習⑥：バッチム

文字・発音練習⑦：基本母音・バッチム

文字・発音練習⑧：発音のまとめ

韓国語表現：数字①（漢数字）

韓国語表現：数字②（漢数字）

です・ます形

まとめ

シラバスに目を通しておくこと(0.
5時間)

テキストにある韓国語の基礎部分
を読むこと(0.5時間)ｖ

テキストにある基本子音のところ
を完成させる(0.5時間)

テキストにある基本子音のところ
を完成させる(0.5時間)

テキストにある基本母音のところ
を完成させる(0.5時間)

テキストにある基本母音のところ
を完成させる(0.5時間)

異文化に関して調べておくこと(0.
5時間)

テキストにある合成母音基本子音
のところを完成させる(0.5時間)

テキストにあるバッチムのところ
を完成させる(0.5時間)

基本母音・バッチムに目を通して
おくこと(0.5時間)

発音の全体を総合的に練習するこ
と(0.5時間)

テキストにある数字のところに目
を通しておくこと(0.5時間)

テキストにある数字のところに目
を通しておくこと(0.5時間)

テキストにある「です・ます形」
ところに目を通しておくこと(0.5
時間)

韓国語Ⅰの振返りをまとめておく
こと(0.5時間)

授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと(0.5時間)

授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと(0.5時間)

授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと(0.5時間)

授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと(0.5時間)

授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと(0.5時間)

授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと(0.5時間)

授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと(0.5時間)

授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと(0.5時間)

授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと(0.5時間)

授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと(0.5時間)

授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと(0.5時間)

授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと(0.5時間)

授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと(0.5時間)

授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと(0.5時間)

授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと(0.5時間)

実用韓国語Ⅰ

専任講師　金　戊丁

１．
「ハングル」の構造について理解する

「ハングル」が表記できる

韓国文化への理解を深める

定期試験･小テストにより学習成果を評価する。ハングルの読
み方の60％以上が解答できる。

定期試験･小テストにより学習成果を評価する。ハングルの表
記や基本文型の60％以上が解答できる。

外国語を習得することは、単なる文字だけではなく異文化を学
ぶことから始まる。文化の比較を通じてよりグローバルな知識
を探求できるようになる。

２．

３．

１．

２．

３．

４．

５．

６．

７．

８．

９．

10．

11．

12．

13．

14．

15．

授業態度、学習意欲（20％）、レポート（30％）、各種テスト（50％）

授業の前後かオフィスアワー（金曜日16：20以降）に研究室まで来ること。メール対応可（kim@seika.ac.jp）

DP1

DP2,3

DP1,4

該当する
DP番号



韓国語レッスン　初級Ⅰ（スリーエースーネットワーク）

科 目

担当者

開講時期
履修方法

授業形態
単位数

授業概要

到　達　目　標 学習成果の評価基準

授業計画（授業内容）
授業時間外学習

予習（必要時間） 復習（必要時間）

韓国語Ⅰに続き、韓国語の基礎をしっかり学びながら、文法や正確な発音の練習を繰り返す。そして基本的な語彙を増やし、
表現の豊かさを身につけましょう。

旅の指さし会話帳5 韓国（情報センター出版局）教科書

参考書

学習成果の
評価方法
特記すべき
事 項
質問・相談等
の 受 付

授業中に演習や事前・事後学習の指導を行うので欠席がないように心がける

１年後期
必修

演習
1単位

学習成果について（実用韓国語Ⅰのまとめ）

です・ます形の復習

韓国語の表現④：基本挨拶

韓国語の表現⑤：こ・そ・あ・ど

韓国語の表現⑥：疑問文①

韓国語の表現⑦：疑問文②

韓国の文化②

韓国語の表現⑧：疑問文③

韓国語の表現⑨：方向の活用

韓国語の表現⑩：数字（固有数字）

韓国語の表現⑪：数字（固有数字）

韓国語の表現⑫：数字まとめ（漢数字・固有数字）

初級における文法項目のまとめ

初級における会話項目のまとめ

まとめ

実用韓国語Ⅰをまとめておくこと(
0.5時間)

テキストにある韓国語の「です・
ます形」部分を読むこと(0.5時間)

配布したプリントに目を通すこと(
0.5時間)

テキストにある「こそあど」のと
ころを予習すること(0.5時間)

テキストにある「疑問文」のとこ
ろを予習すること(0.5時間)

テキストにある「疑問文」のとこ
ろを予習すること(0.5時間)

異文化に関して調べておくこと(0.
5時間)

テキストにある「疑問文」のとこ
ろを予習すること(0.5時間)

テキストにある「方向」のところ
を予習すること(0.5時間)

テキストにある「固有数字」のと
ころを予習すること(0.5時間)

テキストにある「固有数字」のと
ころを予習すること(0.5時間)

テキストとプリントにある数字の
ところを予習すること(0.5時間)

テキストにある文法のところに目
を通しておくこと(0.5時間)

テキストにある会話のところに目
を通しておくこと(0.5時間)

韓国語Ⅱの振返りをまとめておく
こと(0.5時間)

授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと(0.5時間)

授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと(0.5時間)

授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと(0.5時間)

授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと(0.5時間)

授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと(0.5時間)

授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと(0.5時間)

授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと(0.5時間)

授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと(0.5時間)

授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと(0.5時間)

授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと(0.5時間)

授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと(0.5時間)

授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと(0.5時間)

授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと(0.5時間)

授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと(0.5時間)

授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと(0.5時間)

実用韓国語Ⅱ

専任講師　金　戊丁

１．
「ハングル」の構造について理解する

「ハングル」が表記でき、基本的な日常会話を韓国語
で表現する

発音を正確に覚え、語彙を増やす

定期試験･小テストにより学習成果を評価する。ハングルの読
み方の60％以上が解答できる

定期試験･小テストにより学習成果を評価する。基本的な挨拶
などが話せる

韓国語を応用を通じて表現の豊かさを図るとともに韓国語に関
する興味をより一層深める

２．

３．

１．

２．

３．

４．

５．

６．

７．

８．

９．

10．

11．

12．

13．

14．

15．

授業態度、学習意欲（20％）、レポート（20％）、各種テスト（60％）

授業の前後かオフィスアワー（金曜日16：20以降）に研究室まで来ること。メール対応可（kim@seika.ac.jp）

DP1

DP2,3

DP1,4

該当する
DP番号



「図解　まるわかり時事用語」　ニュース・リテラシー研究所編　新星出版社

科 目

担当者

開講時期
履修方法

授業形態
単位数

授業概要

到　達　目　標 学習成果の評価基準

授業計画（授業内容）
授業時間外学習

予習（必要時間） 復習（必要時間）

　情報化社会の現在は、ニュースなどで国内のみならず世界中の様々な時事問題をオンタイムで知ることができる。それらの
時事問題にはそれぞれ複雑な背景があり、信頼性のあるニュースソースから情報を得て、偏見なく科学的に理解することが重
要である。
　本講義では「社会学」という視点から時事問題を考え、時事問題の本質に迫り、自分なりの考えをもち、意見を主張できる
能力と態度を育成する。

2021年度版ニュース検定公式テキスト&問題集 「時事力」基礎編(3・4級対応)  
日本ニュース時事能力検定協会監修　毎日新聞出版

教科書

参考書

学習成果の
評価方法
特記すべき
事 項
質問・相談等
の 受 付

授業中に小テストの実施や課題を指示することがあるので欠席をしないように心がける。

１年後期
選択

演習
1単位

ガイダンス、学習成果（評価方法および評価基準）について
時事問題に関心をもつことの大切さについて考える

政治について①（内閣・憲法）

政治について②（領土・国内政治問題）

政治について③（自治・国内財政）

経済について①（国内経済・国際経済）

経済について②（国内問題・通商問題）

社会問題について①（国内産業・人口）

社会問題について②（社会保障・雇用環境）

社会問題について③（消費者行政・震災からの復興）

社会問題について④（差別・司法制度）

社会問題について⑤（情報社会・いのち）

社会問題について⑥（災害・温暖化）

国際問題について①（各国領土・平和）

国際問題について②（世界の課題）

授業の総復習・定期試験について

シラバスに目を通しておく（0.5時
間）

新聞やニュースを見ておく（0.5時
間）

新聞やニュースを見ておく（0.5時
間）	

新聞やニュースを見ておく（0.5時
間）	

新聞やニュースを見ておく（0.5時
間）	

新聞やニュースを見ておく（0.5時
間）	

新聞やニュースを見ておく（0.5時
間）	

新聞やニュースを見ておく（0.5時
間）	

新聞やニュースを見ておく（0.5時
間）	

新聞やニュースを見ておく（0.5時
間）	

新聞やニュースを見ておく（0.5時
間）	

新聞やニュースを見ておく（0.5時
間）	

新聞やニュースを見ておく（0.5時
間）	

新聞やニュースを見ておく（0.5時
間）	

これまでの授業を振り返り疑問点
を整理しておく（0.5時間）

この授業で特に学びたい時事問題
を調べておく（0.5時間）

授業で学んだ内容について整理し
ておくこと（0.5時間）

授業で学んだ内容について整理し
ておくこと（0.5時間）

授業で学んだ内容について整理し
ておくこと（0.5時間）

授業で学んだ内容について整理し
ておくこと（0.5時間）

授業で学んだ内容について整理し
ておくこと（0.5時間）

授業で学んだ内容について整理し
ておくこと（0.5時間）

授業で学んだ内容について整理し
ておくこと（0.5時間）

授業で学んだ内容について整理し
ておくこと（0.5時間）

授業で学んだ内容について整理し
ておくこと（0.5時間）

授業で学んだ内容について整理し
ておくこと（0.5時間）

授業で学んだ内容について整理し
ておくこと（0.5時間）

授業で学んだ内容について整理し
ておくこと（0.5時間）

授業で学んだ内容について整理し
ておくこと（0.5時間）

これまでの授業で学んだ内容につ
いて整理しておくこと（0.5時間）

時事問題

専任講師　藤　久士

１．
時事問題の背景について知り、自分の意見をもつこと
ができる。

時事問題について他者に説明することができる。

時事問題の解決の主体的に取り組む意識と行動力をも
つことができる。

定期試験、課題・小テスト、取組状況で総合評価とする。
定期試験において60％以上を解答できる。

就職面接等で時事問題について背景や意見を述べることができ
る。

身近な問題でも良いので、自分ができることを見つけて問題解
決にチャレンジする。

２．

３．

１．

２．

３．

４．

５．

６．

７．

８．

９．

10．

11．

12．

13．

14．

15．

定期試験(60%)、課題・小テスト(20%)、取組状況 (20%) で総合評価とする。

授業の前後か研究室前に掲示しているオフィスアワー（水曜日10：40～12：10）の時間帯に来てください。

DP1

DP2

DP3

該当する
DP番号



なし

科 目

担当者

開講時期
履修方法

授業形態
単位数

授業概要

到　達　目　標 学習成果の評価基準

授業計画（授業内容）
授業時間外学習

予習（必要時間） 復習（必要時間）

自己表現能力の向上を目的に色彩の基礎からパーソナルカラー、伝統文化・博多織を学び今後の人生に活かすことがこの授業
のねらいです。

パーソナルカラリスト検定3級　公式テキスト教科書

参考書

学習成果の
評価方法
特記すべき
事 項
質問・相談等
の 受 付

毎回の出席は各回ミニレポートまたは応答により確認。遅刻、早退、欠席の理由がある場合は、本人が直接申し出ること。
筆記具、12色以上の色鉛筆　ほか必要なものは都度指示します。

１年後期
必修、プレゼンテーション
実務士

講義
2単位

プレゼンテーション実務士

授業概要説明、学習成果について（評価基準および評価方法）
色への興味、身近に感じるパーソナルカラー導入

パーソナルカラーを学習し、自己のカラーを見つける

色の種類　CUS色相と色調

色の三属性と対比現象　CUS配色効果

色と生活（春夏秋冬、日本の色）

和装決まりごと、日本の着物文化

日本の模様、紋作成

博多織（文化）

博多織(概要）

博多織（種類）

ファッション概論、配色テクニック

現在の和装

上記1～12回の内容をもとに、ものづくり

発表、まとめ　相互総評

発表、まとめ　相互総評

テキストP70～(2時間）

テキストP70～95(2時間）

テキストP18～39(2時間）

テキストP40～57(2時間）

テキストP4～17(2時間）

ネット検索（2時間）

ネット検索(2時間）

ネット検索(2時間）

ネット検索(2時間）

ネット検索(2時間）

テキストP58～69（2時間）

ネット検索(2時間）

7回目の講義参考、ネット検索（2
時間）

7回目の講義参考、ネット検索（2
時間）

ノート復習（2時間）

予習と授業のまとめ(2時間）

予習と授業のまとめ(2時間）

予習と授業のまとめ(2時間）

予習と授業のまとめ(2時間）

予習と授業のまとめ(2時間）

予習と授業のまとめ(2時間）

予習と授業のまとめ(2時間）

予習と授業のまとめ(2時間）

予習と授業のまとめ(2時間）

予習と授業のまとめ(2時間）

予習と授業のまとめ(2時間）

予習と授業のまとめ(2時間）

予習と授業のまとめ(2時間）

予習と授業のまとめ(2時間）

予習と授業のまとめ(2時間）

色彩表現

講師　広渡　千春

１．
配色ルールを利用し、自身に似合うパーソナルカラー
への理解

カラー、博多織、和文化への理解

和文化、色彩表現を駆使し、作品を完成させる

ルールと自己分析、ミニテスト、レポートによる評価

不定期に行うミニテスト、アンケートによる評価

作品発表により学習成果の評価を行う。様々な学び、社会性を
分析し、具現化する能力

２．

３．

１．

２．

３．

４．

５．

６．

７．

８．

９．

10．

11．

12．

13．

14．

15．

課題の提出とその内容（50％）、取り組み状況（20％）、まとめテスト（30％）の総合評価

毎回の授業終了時もしくは空き時間。

DP2

DP1

DP3,4

該当する
DP番号



適宜紹介していきます。

科 目

担当者

開講時期
履修方法

授業形態
単位数

授業概要

到　達　目　標 学習成果の評価基準

授業計画（授業内容）
授業時間外学習

予習（必要時間） 復習（必要時間）

情報処理の知識や技術は我々の生活に密接に関わっています。大学生活や社会人生活においても、コンピューターの基本的動
作の理解や、一般的なアプリケーションソフトウェアの利用は不可欠です。本講義では、一般的なアプリケーションソフトの
うち、Excelの基本的な操作と利用を学びます。学生各自がコンピューターによる演習を実践することで、Excelの機能を有効
に活用する知識と技術を習得することをねらいとしています。

杉杉本くみ子, 大澤 栄子 著　「30時間でアカデミック　情報リテラシー　Office2019」　実教出版教科書

参考書

学習成果の
評価方法
特記すべき
事 項
質問・相談等
の 受 付

毎回の講義内容が次回の講義に関連しますので、講義時間内に課題等が完成できなかった場合は次回までに完成させておいてください。遅刻、
早退、欠席の場合は、授業進行を妨げないタイミングで理由等を連絡すること。

１年前期
選択、情報処理士、上級情
報処理士

演習
1単位

情報処理士、上級情報処理士

学習成果について（評価方法および評価基準）
Excelの基礎知識

データの入力・編集

表の作成

表の修正

数式の入力

相対参照と絶対参照

関数の利用

複数シートの操作

表の印刷

グラフの作成

グラフの修正

データベース機能の概要

データベースの利用

Excelデータの利用
授業アンケート

総合演習

テキスト該当箇所・配布資料を よ
く読んでおくこと。(30分) 

テキスト該当箇所・配布資料を よ
く読んでおくこと。(30分)

テキスト該当箇所・配布資料を よ
く読んでおくこと。(30分)

テキスト該当箇所・配布資料を よ
く読んでおくこと。(30分)

テキスト該当箇所・配布資料を よ
く読んでおくこと。(30分)

テキスト該当箇所・配布資料を よ
く読んでおくこと。(30分)

テキスト該当箇所・配布資料を よ
く読んでおくこと。(30分)

テキスト該当箇所・配布資料を よ
く読んでおくこと。(30分)

テキスト該当箇所・配布資料を よ
く読んでおくこと。(30分)

テキスト該当箇所・配布資料を よ
く読んでおくこと。(30分)

テキスト該当箇所・配布資料を よ
く読んでおくこと。(30分)

テキスト該当箇所・配布資料を よ
く読んでおくこと。(30分)

テキスト該当箇所・配布資料を よ
く読んでおくこと。(30分)

テキスト該当箇所・配布資料を よ
く読んでおくこと。(30分)

テキスト該当箇所・配布資料を よ
く読んでおくこと。(30分)

講義で学んだ内容について 復習し
ておくこと(30分)

講義で学んだ内容について 復習し
ておくこと(30分)

講義で学んだ内容について 復習し
ておくこと(30分)

講義で学んだ内容について 復習し
ておくこと(30分)

講義で学んだ内容について 復習し
ておくこと(30分)

講義で学んだ内容について 復習し
ておくこと(30分)

講義で学んだ内容について 復習し
ておくこと(30分)

講義で学んだ内容について 復習し
ておくこと(30分)

講義で学んだ内容について 復習し
ておくこと(30分)

講義で学んだ内容について 復習し
ておくこと(30分)

講義で学んだ内容について 復習し
ておくこと(30分)

講義で学んだ内容について 復習し
ておくこと(30分)

講義で学んだ内容について 復習し
ておくこと(30分)

講義で学んだ内容について 復習し
ておくこと(30分)

講義で学んだ内容について 復習し
ておくこと(30分)

表計算の実践講座基礎

専任講師　本井　碧

１．
データの入力と票の作成を効率よく行い、表からグラ
フの作成ができる。

基本的な関数の利用ができる

データベース機能を利用できる

当該機能を理解し、提出課題を期限内に完成させて提出でき
る。

当該機能を理解し、提出課題を期限内に完成させて提出でき
る。

当該機能を理解し、提出課題を期限内に完成させて提出でき
る。

２．

３．

１．

２．

３．

４．

５．

６．

７．

８．

９．

10．

11．

12．

13．

14．

15．

課題の提出（40%）、受講態度（20％）、総合演習課題（40％）を総合評価します。

授業の前後または、オフィスアワー（月曜日13:10～14:40）に授業担当者の研究室にて受け付けます。

DP1,2

DP1,2

DP1,2

該当する
DP番号



適宜紹介していきます。

科 目

担当者

開講時期
履修方法

授業形態
単位数

授業概要

到　達　目　標 学習成果の評価基準

授業計画（授業内容）
授業時間外学習

予習（必要時間） 復習（必要時間）

本演習では前期の「表計算の実践講座基礎」の応用編として、ビジネスや社会で得られるデータを正確かつ迅速に業務データ
ベース化し、集計、分類、並べ替え、計算、グラフ作成等を行うスキルを身に付けます。つまり、実践的な業務データの取り
扱いを通して、ICT利活用のための実践的な知識、スキルの習得を本演習の目的とします。また、日商PC検定（データ活用）3
級の過去問を通して、ピボットテーブル・関数による表の作成方法と、ExcelVBA導入編として日常業務自動化の紹介を行いま
す。本検定にも積極的に挑戦してみてください。

適宜資料を配布します。  教科書

参考書

学習成果の
評価方法
特記すべき
事 項
質問・相談等
の 受 付

毎回の講義内容が次回の講義に関連しますので、講義時間内に課題等が完成できなかった場合は次回までに完成させておいてください。遅刻、
早退、欠席の場合は、授業進行を妨げないタイミングで理由等を連絡すること。

１年後期
選択、情報処理士、上級情
報処理士

演習
1単位

情報処理士、上級情報処理士

学習成果について（評価方法および評価基準）
前期を振り返りながらExcel2019 文字列の結合

Excel版キャリアプランニングシート更新・印刷
※各自、成績表・用紙を持参してください

集計表と家計簿で学ぼう
表計算の基本①

集計表と家計簿で学ぼう
表計算の基本②

住所録と名簿で学ぼう
データの整理と活用法①

住所録と名簿で学ぼう
データの整理と活用法②

請求書で学ぼう
表計算と関数のコツ①　ROUNDDOWN関数

請求書で学ぼう
表計算と関数のコツ②　VLOOKUP関数・IF関数

座席表を作ろう　VLOOKUP関数・IF関数の練習

魅せるグラフの作り方
データのダウンロードとグラフ化

日商PC検定データ活用3級に挑戦①
クロス集計とピボットテーブル

日商PC検定データ活用3級に挑戦②
入れ子IF関数

マクロプログラミングについて
三大アルゴリズム　メッセージボックスとボタンへの登録

請求書の印刷自動化マクロ作成　・授業アンケート
保存・終了ボタンを作ろう　文字色付けマクロ作成

キャラクタマクロ作成　標準体重計算マクロの紹介
まとめ

配布資料を よく読んで質問を考え
ておくこと。（30分）

配布資料を よく読んで質問を考え
ておくこと。（30分）

配布資料を よく読んで質問を考え
ておくこと。（30分）

配布資料を よく読んで質問を考え
ておくこと。（30分）

配布資料を よく読んで質問を考え
ておくこと。（30分）

配布資料を よく読んで質問を考え
ておくこと。（30分）

配布資料を よく読んで質問を考え
ておくこと。（30分）

配布資料を よく読んで質問を考え
ておくこと。（30分）

配布資料を よく読んで質問を考え
ておくこと。（30分）

配布資料を よく読んで質問を考え
ておくこと。（30分）

配布資料を よく読んで質問を考え
ておくこと。（30分）

配布資料を よく読んで質問を考え
ておくこと。（30分）

配布資料を よく読んで質問を考え
ておくこと。（30分）

配布資料を よく読んで質問を考え
ておくこと。（30分）

配布資料を よく読んで質問を考え
ておくこと。（30分）

授業中の操作を再度実施し別フォ
ルダに保存すること。(30分) 

授業中の操作を再度実施し別フォ
ルダに保存すること。(30分) 

授業中の操作を再度実施し別フォ
ルダに保存すること。(30分) 

授業中の操作を再度実施し別フォ
ルダに保存すること。(30分) 

授業中の操作を再度実施し別フォ
ルダに保存すること。(30分) 

授業中の操作を再度実施し別フォ
ルダに保存すること。(30分) 

授業中の操作を再度実施し別フォ
ルダに保存すること。(30分) 

授業中の操作を再度実施し別フォ
ルダに保存すること。(30分) 

授業中の操作を再度実施し別フォ
ルダに保存すること。(30分) 

授業中の操作を再度実施し別フォ
ルダに保存すること。(30分) 

授業中の操作を再度実施し別フォ
ルダに保存すること。(30分) 

授業中の操作を再度実施し別フォ
ルダに保存すること。(30分) 

授業中の操作を再度実施し別フォ
ルダに保存すること。(30分) 

授業中の操作を再度実施し別フォ
ルダに保存すること。(30分) 

授業中の操作を再度実施し別フォ
ルダに保存すること。(30分) 

表計算の実践講座応用

専任講師　本井　碧

１．
実践的なデータ分析の表を作成・集計し、データ処理
の自動集計などができる。

ピボットテーブルを用いたクロス集計などの基礎知識
を習得したうえでグラフが作成できる。

Excel　VBAの基礎的理解

提出課題を期限内に完成させ、提出できる。

提出課題を期限内に完成させ、提出できる。

提出課題を期限内に完成させ、提出できる。

２．

３．

１．

２．

３．

４．

５．

６．

７．

８．

９．

10．

11．

12．

13．

14．

15．

課題の提出（50%）、受講態度（50%）を総合評価します。

授業の前後または、オフィスアワー（月曜日13:10～14:40）に授業担当者の研究室にて受け付けます。

DP1,2

DP1,2

DP1,2

該当する
DP番号



「観光学入門」有斐閣、「観光学が分かる」朝日新聞社、「観光白書」国土交通省観光庁、」、「観光経済新聞」ネット版

科 目

担当者

開講時期
履修方法

授業形態
単位数

授業概要

到　達　目　標 学習成果の評価基準

授業計画（授業内容）
授業時間外学習

予習（必要時間） 復習（必要時間）

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

配布、あるいは独自のPPT教科書

参考書

学習成果の
評価方法
特記すべき
事 項
質問・相談等
の 受 付

「ホテルマネージメント」とともに受講するこことを勧める

１年後期
選択

講義
2単位

学習成果について（学問としての観光）

観光（産業）とは

観光の3要素と欲求段階

現代観光の発展とサービス産業

観光の分類と弾力性

通過儀礼と年中行事

分業、優位性、賃金の差

情報化社会と知識、観光情報

観光の負の効果

電子決済（electronics settlement）

MICE産業

都市観光（urban tourism）

観光情報（各県の観光PR）

大衆観光（mass ‒ tourism）

まとめ

シラバスに目を通すこと(0.5時間)

観光の歴史や巡礼の概念に関して
調べておくこと(2時間)

配布したプリントに目を通すこと(
2時間)

昔から現代に至る交通手段に関し
て調べておくこと(2時間)

訪問経験がある観光地をリストア
ップし、その訪問概要を簡単にま
とめておくこと(2時間)

配布したプリントに目を通すこと(
2時間)

配布したプリントに目を通すこと(
2時間)

観光経済新聞（ネット版）に目を
としておくこと(2時間)

福岡市内の観光地に関して調べて
おくこと(2時間)

配布したプリントに目を通すこと(
2時間)

ホテルマネジメント授業の資料を
参考し、ホテル業に関して予習す
ること(2時間)

配布したプリントに目を通すこと(
2時間)

配布したプリントに目を通すこと(
2時間)

九州各地（7県）の観光地や交通便
などを調べておくこと（2時間）

観光概論の振返りをまとめておく
こと(2時間)

授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと(2時間)

授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと(2時間)

授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと(2時間)

授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと(2時間)

授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと(2時間)

授業で学んだ内容をレポートで提
出すること(2時間)

授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと(2時間)

授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと(2時間)

授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと(2時間)

授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと(2時間)

授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと(2時間)

授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと(2時間)

授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと(2時間)

授業で学んだ内容を各自整理して
おくこと(2時間)

授業で学んだ内容をレポートで提
出すること(2時間)

観光概論

専任講師　金　戊丁

１．
「観光」とは何かを知る

観光をとらえるための視点や問題意識を身につける

学生自らが未来の「観光」について考えてみる

定期試験･小テストにより学習成果を評価する。現代観光産業
に関する基礎知識のの60％以上が解答できる

観光産業が発展する背景や社会的変化などの内容について理解
できる

学生本人の観光経験に基づき、地域の観光活性化に関する肯定
的・否定的意見を言える

２．

３．

１．

２．

３．

４．

５．

６．

７．

８．

９．

10．

11．

12．

13．

14．

15．

授業態度、学習意欲（20％）、レポート（30％）、各種テスト（50％）

授業の前後かオフィスアワー（木曜日09：00～10：40）に研究室まで来ること。メール対応可（kim@seika.ac.jp）

DP1,4

DP1,3

DP1,2,3

該当する
DP番号


