
No 学科 曜日

前期の見学期間：

2018/5/7～7/14

期間内で見学不可能な

日を記載しています

時間 授業担当者 授業名 授業内容

1 日本語日本文 月 13:10～14:40 烏谷知子 日本文学Ⅱ(古典A)

古代和歌が記紀歌謡に見られる集団的性格を脱

して、個人の自覚を伴う創作歌の性格を獲得す

る過程を見る。また古代の信仰を示す神婚や歌

垣が、古代文学にどのように表現されている

か、その問題点を考察し、古代文学の特徴を捉

える。

2 日本語日本文 月 13:10～14:40 須永哲矢 日本語学入門A

日本語日本文学科で学んでいく上での、基礎的

な項目を概説する。本講入門Aでは、主に日本

語の歴史、文法等を概観する予定である

3 日本語日本文 月 13:10～14:40 嶺田明美 日本語学入門B

日本語学とはどのような分野かを概観した後

に、現代語の音声音韻、語彙、方言を。日本語

学の対象領域は多岐に亘る。その中から古典の

読解や現代語の理解に必要不可欠な項目を精選

し、詳しく説明したい。

4 日本語日本文 月 14:50～16:20 西川寿美
日本語教育Ⅰ(外国

語教授法)(専門)

様々な外国語教授法の指導理念と具体的な教授

活動を概観することによってそれぞれの教授法

が背景に持つ言語観・言語学習観を理解し、受

講生各自が自分なりの言語教育観を意識するこ

とを目指す。講義の他に受講生による簡単な授

業も行う。

5 日本語日本文 月 14:50～16:20 笛木美佳 日本文学Ⅰ(近代A)

作家が子どもを素材として、いかなる作品〈風

景〉を作り出しているか、時代や作家の個性に

留意しつつ、読み解いていく。前期は昭和の作

家の作品—井上靖「グウドル氏の手套」、宮本

輝「泥の河」、庄野潤三『夕べの雲』を扱う。

6 日本語日本文 月 14:50～16:20 丹下暖子 日本文学史A(古典)

上代・中古を中心に日本文学史の要点を概説

し、原文の一部を読む。原文に触れることに

よって、古典作品に対する関心や理解を深め

る。

7 日本語日本文 火 13:10～14:40 烏谷知子 日本文学史B(古典)

人間が創造した文学の世界には、作者の生きた

時代だけでなく、先人の作品の影響が反映され

ている。文学作品に語られる主張、社会の動き

や人間の営みを辿り、その相互関係を見なが

ら、日本古典文学の豊かな世界を味わい、理解

していく。

8 日本語日本文 火 13:10～14:40 西川寿美
日本語教育Ⅱ(対照

言語(日英))(専門)

日本語と英語の対照を音声、語彙・意味、文

法、表現、言語行動の観点から行う。学習者の

発話に現れる誤用を分析したり、習得上の困難

点を予想する等、日本語教育の現場を意識した

内容としたい。

9 日本語日本文 火 13:10～14:40 胡秀敏
日本文学Ⅰ(古典B)

源氏物語

『源氏物語』の構造を巨視的に把握しそれぞれ

の人物像と物語における役割を視野に入れつ

つ、平安貴族女性の生き方や心のあり方を考察

する。原文の精読を通して、繊細優美なやまと

ことばによる『源氏物語』の本質的な魅力を探

り、日本文学だけでなく、世界文学としての意

義についても考える。

10 日本語日本文 火 13:10～14:40 須永哲矢 古典文法

古典読解のための文語文法を、代表的なトピッ

クに分けて解説する。高校での古典文法の復習

および日本語学的見地からの再解釈という位置

づけを想定しているが、古典文法の知識に自信

がなくても受講可能。
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11 日本語日本文 火 13:10～14:40 山田夏樹
日本文学Ⅱ(近代A)

中･短編小説を読む

中・短編小説を読解し、その描写などを通じて

その時代の価値観や、現在読解する意義を考察

していく。また、事前に必ず対象となる小説を

読んで、自身の読みを持って授業に臨まなけれ

ばならない。授業内容を学んだ上で、自身の考

えを、毎回根拠をもって述べられるようになる

ことも目標とする。

12 日本語日本文 火 5/22、6/26、7/3 14:50～16:20 福田委千代
日本文学Ⅱ(近代A)

児童文学の近代

日本近代の児童文学を中心にとりあげる。代表

的な作家・作品について具体的かつ歴史的な知

識を得るとともに、それぞれの物語の語られ方

について考えることを目的とする。

13 日本語日本文 火 14:50～16:20 市川清史
中国文学Ⅱ(中国A)

愛と哀しみの世界

中国文学は広大な大地に幾多の王朝が興亡する

長い歴史の中で育まれてきました。その中国で

興った韻文、散文にわたる文学作品の中から、

人間の愛と哀しみを綴ったものを選び出し購読

し、中国文学の形と内容の特質を把握します。

14 日本語日本文 火 14:50～16:20 植松容子

日本語教育Ⅱ(日本

語指導実践(1)入

門)(専門)

本授業では、教室運営についての理論を具体的

な実践に結びつけるべく、学期前半は、初級授

業の準備に関する基本的な知識を習得する。後

半は、初級日本語学習者と対象とした日本語の

授業をグループで計画、実施する。

15 日本語日本文 水 13:10～14:40 山本晶子 日本文学入門A

日本の古典文学を味わう。

奈良時代から江戸時代まで、それぞれの時代と

ともに新たな文学のかたちが生まれ、また変容

しながら継承され、現代に息づいている。本講

義では、オムニバスの形で複数の教員がそれぞ

れの視点から、古典文学の世界とその魅力につ

いて講義する。

16 日本語日本文 水 13:10～14:40 笛木美佳 日本文学入門B

明治以降の近現代文学、児童文学を扱う。

近代は文明開化により、西洋文化の取り込みが

行われる一方で、自国の文化を相対的に見つめ

直した時代であり、多種多様な作家作品が生み

出された。また、子どものための文学が作られ

た。本講義ではこの多様性を複数の教員が、そ

れぞれの切り口から語る。

17 日本語日本文 水 13:10～14:40 青木幸子 創作A(ｴｯｾｲ･ｼﾅﾘｵ)

自身の表現力を把握し、ことばを使いこなす

レッスンからスタートする。次に「書きたいこ

と」を見つけるためのスキルを身につけてい

く。続けて「わかりやすい表現」のレッスンを

行った後、創造的表現に挑戦する。内なる世界

との対話を通して「モノ語り」をつくりはじめ

るレッスンを行ったのち、エッセーシナリオ等

を創作する。

18 日本語日本文 木 13:10～14:40 須永哲矢 現代語文法

本講では、「文法とは自分で考えるものであ

り、正解が一つとも限らない」ということを理

解してもらうことを主眼として、日本語文法の

概説を行う。入門的性格の授業ということもあ

り、あえて体系的だった構成はとらず、いくつ

かのトピックから出発し、文法論の入り口を紹

介することにする。
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19 日本語日本文 木 13:10～14:40 山田夏樹 日本文学史D(近代)

近代から現代に至るまでの詩歌を通観し、時代

を考察する上で有効と思われる作家作品を中心

にとり上げる。

　授業の最後にはリアクションペーパーを提出

してもらうため、毎回授業冒頭で疑問などに答

える時間も設ける。

20 日本語日本文 木 14:50～16:20 植松容子

日本語教育Ⅱ(日本

語教育特論(2)教

育)(専門)

本授業では、毎年11月に実施される「日本語教

育能力検定試験」に合格することを目標に、前

期は教育関連の内容を中心に講義を行う。受講

者は自身の外国語学習（あるいは日本語を教え

た）経験と照らし合わせ、理論と実際を結び付

ることにより、より深く理解して教育に生かす

力を養うことを目指す。

21 日本語日本文 木 14:50～16:20 横山紀子
日本語教育入門

(専門)

日本語を第二言語（外国語）として学ぶとはど

ういうことか、国内外の日本語学習者の実態、

代表的な教授方法、日本語能力の発達過程、日

本語教材の分析などを通して学ぶ。

22 日本語日本文 木 14:50～16:20 丹下暖子
日本文学Ⅰ(古典C1)

平家物語

治承・寿永の乱を描いた軍記物語『平家物語』

は、今なお読み継がれる古典作品の一つであ

る。本授業では、『平家物語』の成立、作者、

諸本等の基本事項を解説した後、『平家物語』

のいくつかの場面を精読し、人物造型の問題や

歴史的事件を「物語」として描く『平家物語』

の方法について考える。

23 日本語日本文 金 13:10～14:40 胡秀敏 世界の中の日本文学

海外における日本古典文学翻訳の歴史や研究動

向を踏まえたうえで、代表的な古典作品の英語

訳と中国語訳を紹介しつつ、日本古典文学の特

質と価値をグローバルな視点から捉える。具体

的には和歌、物語、日記の三大ジャンルを通し

て、日本文学独自の美意識を探る

24 日本語日本文 金 13:10～14:40 吉田昌志
日本文学Ⅰ(近代B)

文学と美術

さまざまな芸術ジャンルのなかにあって、文学

と美術（絵画）とは、最も深いつながりをも

ち、互いに共鳴、共振しながら、豊かな表現を

産み出してきた。文学を言葉の世界に閉じ籠め

るのではなく、色彩や描線やデザインの造形表

現の中に解放し、より広い視野から捉え直して

みたい。

25 歴文文化 月 14:50~16:20 松田忍 日本近現代史

ペリー来航から日露戦争までの歴史について、

国際関係のなかにおかれた日本の重視しながら

講義形式で話します。歴史の流れを大きくつか

むのに最適な講義です。

26 歴文文化 木 5/17、6/7 14:50~16:20 木下亮 西洋美術史概論

ヨーロッパの中世キリスト教美術、ルネサンス

とバロックについて学びます。代表的な作品を

取り上げながら、各様式の特徴を理解し、芸術

家と社会との関係についても考察します。

27
英語コミュニ

ケーション
火 10:40~12:10 井原奉明 語用論／英語研究Ｅ

語用論とは、ことばの意味を使われる場面や状

況に即して考える学問のことです。ことばの意

味には、辞書的な意味と、その都度その都度決

まってくる文脈的な意味があります。文脈的な

意味には、どのような要因が関わっているの

か、を探りながら、人間と言葉に関する理解を

深めることを目指します。
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28
英語コミュニ

ケーション
月

5/7, 5/14, 5/21,

5/28, 7/9
13:10~14:40 島﨑里子 英語の歴史

かつて、ゲルマン語の一方言であった「英語」

は、政治・経済・文化の様々な局面で長年にわ

たって異文化接触を繰り返し、今日の国際語と

しての地位を獲得した。古英語から現代英語に

至るまで、各時代の文献や映像資料も参照しな

がら、英語という言語がたどってきた変化の過

程を、言語と社会の関係に注目しながら解き明

かす。

29 国際 木 2018/6/7 14:50 - 16:20 柏木厚子
異文化コミュニケー

ション入門

異なる文化背景、価値観を持つ人々（外国人、

男女、熟年と若者、学生と社会人など）との接

触・交流の中には様々なすれ違い、誤解の種が

潜んでいます。この授業では実践的なエクササ

イズを通じてまず自文化への気づきを促し、こ

れからの多文化社会で暮らすための知恵を学び

ます。

30 国際 月 2018/6/4 16:30-18:00 米倉雪子 国際社会入門

グローバリゼーションが進む国際社会に、どの

ような現象や問題が起きていて、どのようなア

クターが問題の解決に取り組んでいるかを学

び、身近な具体例や自分の経験にひきつけて考

える。

31 心理 火
2018/6/19

2018/6/26
14:50～16:20 山﨑洋史 教育心理学

人間が人を育て、文化の伝承と発展を期してい

く営みを、効果的に支援する心理学的基礎の枠

組みを学んでいく。人間の成長、発達、学習過

程を科学的に明らかにしていく。教育心理学に

ついて講義および演習を行っていく。具体的事

例をもとに、子どもの心の発達や特性の理解を

深める。対人援助及び指導の方向性をロールプ

レイイング（アクティブラーニング）などを通

して、考察を深化させる。

32 心理 金 2018/7/6 13:10～14:40 今城周造
マスコミュニケー

ションの社会心理学

放送、新聞、出版等のマスメディアが、私たち

の認識や意見、行動、市民生活にどのような影

響を、どのようなメカニズムで、どの程度与え

ているのかを、社会心理学的な観点から考えて

みる。

33 福祉社会 水 10:40～12:10

伊藤純,渡辺

剛,興梠寛,佐

藤千晶,中矢

亜紀子

ソーシャルワークプ

ロジェクトⅠ

福祉社会における4つのセクターの役割と課題

を理解し、自己の探求や社会的課題の発見、課

題を整理する力を身につける。

34 福祉社会 金 10:40～12:10 進藤美津子 言語聴覚障害学総論

さまざまな原因で生じる言語・コミュニケー

ションの障害の種類・特徴など概要を学び、言

語聴覚士の職務・役割について理解を深める。

35 現代教養 火 13:10～14:40 天笠邦一
ソーシャルメディア

論

講義では、1990年代初頭からのインターネッ

ト・モバイル／ソーシャルメディアの普及の過

程を追いながら、その中で変化した私たちの

ソーシャルネットワークの構造とその社会的影

響の理解を図ります。

36 現代教養 木

2018/5/10

2018/7/5

2018/7/19

2018/7/26

14:50～16:20 瀬沼頼子
地域社会の活性化

（農村）

農村地域社会の過疎・高齢化、限界集落といっ

た状況を生んだ背景をまず理解します。国内外

の「活性化」に向けた取り組み等から、日本が

人口減少化に向かうなかで、元気な地域社会

（農村）のあり方を考えていきます。
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37 初等教育 月 13:10～14:40 平野晶子 国語科教育法

小学校の国語科の授業をどのように行うか、知

識と技術を身につける授業です。教材をもとに

授業の組み立て方を考えたり、現在の国語に求

められる力について話し合ったりします。

38 初等教育 火 13:10～14:40 遠藤純子 乳児保育Y

3歳未満児の保育を学ぶ授業です。この講義回

では、6か月未満児の発達と保育内容を学びま

す。授業後半では、赤ちゃん人形を使ってのお

むつ替えの実践等を行います。

39

環境デザイン

(建築・インテ

リアコース)

木 2018/5/31 16:30～18:00 金子友美 CADⅡ

建築・インテリアデザインコースの2年生を対

象とした科目で、CADソフト(Vectorworks)を

使う授業です。他に写真の加工(Photoshop)や

レイアウト(Illustrator)ソフトを使用する回も

あります。

40

環境デザイン

(建築・インテ

リア)

木 2018/5/31 16:30～18:00 金尾朗 CADⅡ

設計に必要なCADの技術を習得する。CAD Iで

基礎的な技術を習得した学生が、インテリアの

表現を行うことを目的に種々のスキルを習得し

ていくことを目的とする。

41

環境デザイン

(プロダクトデザ

イン)

木 2018/5/30 10:40～12:10 桃園靖子 発想とイメージ

心の中に在る潜在的な像と創造的思考の展開に

より具象的造形に変換するプロセスを、心・言

葉・意味・図・感情・形態・空間を手がかりに

ワークショップを交え、目に視えないかたちか

ら目に視える形への記述方法を学ぶ。

42

環境デザイン

(服飾デザインマ

ネジメント)

金 2018/6/1 14:50～18:00 下村久美子
造形デザイン演習Ⅰ

1(テキスタイル)

多くの染色技法の中から、ろうけつ染め、絞り

染、友禅染を取り上げ、基礎的な染色技法を知

り、作品制作を通して、製品開発や鑑識眼を養

うことを目的とする。

43

環境デザイン

(デザインプロ

デュース)

月 14:50～18:00
石井、木

原、藤澤
デザイン企画演習I1

テーマに沿ってリサーチする力、創造性のある

アイデアやアウトプットをつくる力、物語性を

もって人に伝える力を学ぶ。デザインプロ

デュースの一連のプロセスを理解・修得するこ

とを目的とする。

44 健康デザイン 月 2018/5/7～2018/6/4 9:00～10:30 山中健太郎 生理生化学（基礎）

人体の構造と機能の基礎を学ぶことにより、生

体を構成する物質の性質や生理的役割を学ぶた

めの土台をつくる。併せて、生命を維持するた

めに体内で行われる様々な代謝や生理現象につ

いても基礎的理解を図る。

45 健康デザイン 金 2018/6/22 10:40～12:10 不破眞佐子 給食運営論
栄養士が特定給食施設で給食運営を行なうため

に必要な知識を解説します。

46 管理栄養 火 2018/6/12 10:40～12:10 小西香苗 公衆栄養学各論

人間集団における健康問題が栄養素、食物、食

生活、食習慣などの栄養学的要因とどのように

関連するかを学びます。

47 管理栄養 金 2018/6/15 10:40～12:10 原正美 給食経営管理論

大量調理を計画的に行うためには、栄養や調理

に関してのみならず、経営という観点から捉え

る必要がある。初めに給食に絡む法律の理解を

促す講義展開を行い、国家試験に備える知識の

構築を目指す。

48
食安全マネジメ

ント
月 2018/5/21,28 13:10～14:40 曽田功 生物学 消化吸収器官とその仕組み

※見学指定日のある環境デザイン学科の授業は、下記に記載しています。

※見学指定日のある健康デザイン学科の授業は、下記に記載しています。



No 学科 曜日

前期の見学期間：

2018/5/7～7/14

期間内で見学不可能な

日を記載しています

時間 授業担当者 授業名 授業内容

49
食安全マネジメ

ント
金 2018/6/29 9：00～10:30 秋山久美子 環境科学

人間の活動と環境の関わりについて科学的に学

ぶ。資源、土壌、水質、大気、廃棄物等の問題

について。

50
ビジネスデザイ

ン
月 9:00～10:30 飛田史和

グローバリゼーショ

ンと日本経済の課題

専門テーマを特定して課題を与え、それに基づ

き小論文を作成、推敲する

51
ビジネスデザイ

ン
金 9:00～10:30 八代尚宏 労働の法と経済学 日本の労働市場の現状と働き方改革の論点

52
ビジネスデザイ

ン
金 2018/7/27 13:10～14:40 藥袋貴久 流通と販売の戦略

経済社会では生産と消費との間に様々なギャッ

プが生じており、流通は、それらを埋めていく

重要な役割を持っています。本講義では、マー

ケティングにおける流通・販売の側面に焦点を

当て、基本構造を理解します。

53
会計ファイナン

ス
火 13:10～14:40 関憲治 商業簿記Ⅰ

 ビジネスパーソンに必須の基礎知識と言われ

る簿記（商業簿記）の基礎知識と基本的な考え

方を学ぶ。具体的には、「簿記入門」および

「簿記演習Ⅰ」と連携した授業展開により、日

商簿記3級レベル（一部は日商簿記2級レベル）

の知識と考え方を身に付ける。

54
会計ファイナン

ス
木 10:40～12:10 山田隆 ファイナンス基礎

ファイナンスの思考法は金融業界に就職する者

だけでなく、それ以外の業界に就職する者に

とっても非常に有用なものである。講義におい

てはケーススタディを中心に様々な事例を挙げ

ながらユニークに学ぶことを心掛け、金融経済

学的思考の実社会への応用を実感してもらう。

55

環境デザイン

(建築・インテ

リアデザイン)

火 2018/7/3 14:50～18:00

建築・インテ

リアデザイン

コース全教員

設計製図Ⅰ1合同講

評会

2年生前期の設計製図、同一時間に開講してい

る4クラスを2つのグループに分けて発表・講評

を行う。住宅の課題で学生が模型や図面を持参

し、課題の発表を行う。

56

環境デザイン

(建築・インテ

リアデザイン)

土 2018/8/4 13:10～18:00

建築・インテ

リアデザイン

コース全教員

センバツ合同講評会
建築・インテリアデザインコースの各演習科目

にて選抜された作品を全体で行う講評会。

57

環境デザイン

(プロダクトデザ

イン)

土 2018/8/4 13:10～18:00
プロダクト

全教員
合同講評会

プロダクトデザインコースの各演習科目にて選

抜された作品を全体で行う講評会。

58

環境デザイン

(服飾デザインマ

ネジメント)

土 2018/0804 10:00～12:00

服飾デザイン

マネジメント

コース全教員

合同講評会
服飾デザインマネジメントコースの各演習科目

にて選抜された作品を全体で行う講評会。

59

環境デザイン

(デザインプロ

デュース)

月 2018/7/23 14:50~18:00
石井、木

原、藤澤

デザイン企画演習I1

科目内講評会

科目内で制作された全作品の発表・講評を行

う。

60 健康デザイン 木、金

7/5、7/6、7/12、

7/13、7/19、7/20、

7/26、7/27

13:10～18:00 蕨迫栄美子 栄養指導論実習

集団を対象としてライフステージ・ライフスタ

イルに合わせた栄養教育計画を立案し、その実

施です。お互いに評価・検討を行います。

上記以外の見学可能な授業（見学可能日を記載しています)


