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豊橋創造大学〔nqⅣERSALPASSPORTEX

開講年度・開講学期

科目

担当教員

その他担当者

2019年度春学期

2701 基礎教養 1

伊藤圭一

授業概要

基礎教養では2つのことを身につけることを目指します。

1つ目は履歴書やエントリーシートなど、手でくことを求められる害類についての基礎知識を学びます。その

ために読みやすい文字を書くことが要求されます。硬筆審写技能検定を学びながら、文字を誠実に書くことを

身につけましょう。誠実な文字は相手に誠意を伝えることができます。誠実な文字を身につけることが社会人

基礎力につながります。

2つ目はコミュニケーション能力を理解し面接対策の基本を身に付けます。実践を行う前にコミュニケーションと

は何か?を論理的に理解します。面接の基本はコミュニケーションです。

この講座は硬筆生写技能検定2級に対応しています。

硬筆書写技能検定2級の6月受験を目指します。

害くことで自分をアピールしコミュニケーションを学ぶことで相手との関係を良好にすることを学びます。

この講義に公務員の人事担当の方をお招きする予定です。

ディプロマボリシー

ディプロマボリシーとの関

連性

授業コード

授業種別

単位数

到達目標

テキスト(教科書)

27010

週問授業

2

参考一および参考文献

受講条件

Page l of2

1.文字の書き方など表現の基礎を身につけること

2.履歴などのM類作成の基礎を習得すること

3.就職活動に必要な知識を身につけ解答することができること

の3つの目標を目指します。

①『硬筆写技能検定1・2級合格のポイント』
(狩田巻山日本習字普及協会 978-4819503105)1,500円

2019/09/24(火)17:04

事前・事後学修(内容・時

間)

咸績評価

講義の目標達成がどの程度成されているかで評価します。

原則、出席してください。1回の講義でーつのテーマが終わります。

なお遅刻や注意の対象となる受講態度は減点の対象になります。

検定は受験の結果だけではなく受験をすること自体についても評価します。

評価基準判ム評価項目

ポイントテスト(小テスト) 毎回行う小テストで理解度を確認する20%

硬筆書写検定 20% 単に合否ではなく受験に挑戦することも評価の対象とする

コミュニケーション理解テスト(小テスト) コミュニケーションの事例に対する理解度で評価する20%

15回分の講義の理解度を点数化して評価します(基本問題80%応
40%定期テスト

用問題20%)。

検定に前向きに取り組むこと

毎授業前に指定するテキストの範囲を読んでおくこと(2回~15回 30分幻4回分)

課題を取り組む(2回~15回 60分刈4回分)

毎授業に実施する「小テスト」の対策のための復習をする(2回から15回 60分幻4回分)

第16回定期試験「毎回の小テスト」を参考に15回分の講義を振り返るa回~15回 120分)

https:がgak.SOZO.ac.jp/UP/faces/UP/hwpkns0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2019._ 2019/09/24

第1回ガイダンス

第2回時問制限内で正しく書く漢字の筆順(グループワーク)

第3回惜と行書旧字体を読む写体を読む(グループワーク)

第4回漢字仮名交じり文(縦書)草を読む平仮名のもとの漢字漢字の部分の名称(グループワーク)

第5回漢字仮名交じり文(横書)漢字の字体(問違いさがしXグループワーク)

第6回ハガキの通信文掲示(横書きXグループワーク)

第7回実技・理論のまとめψ、ループワーク)

第8回理論のまとめ(グループワーク)

第9回総合的な練習をする(グループワーク)

授業の実施方法と授業計第10回模擬試験



豊橋創造大学(1NⅣERSALPASSPORIEX

第11回コミュニケーションの意味と価値(ディスカッション)

第12回話すためのスキル(ディスカッション)

第13回聞くための基礎力(ディスカッション)

第14回良好な人問関係を保つ(ディスカッション)

第15回コミュニケーションの展開(プレゼンテーション)

※12回以降は教材を準備します

※第11回までに検定対策補講を実施します

※進捗状況により予定の講義予定ならびに対策講義に変更があります

ナンバリング

Page 20f2

https:がgak.SOZO.ac.jp/UP/faces/UP/hlvpKms0804B.jsp?sansholblFlg=1&nendo=2019., 2019/09/24



豊橋創造大学〔NIVERSALPASSPORIEX

開講年度・開講学期

科目

担当教員

その他担当者

授業概要

2019年度秋学期

2702 基礎教養Ⅱ

伊藤圭一

ディプロマポリシー

ディプロマボリシーとの関

連性

この講座では時事について理解を深めるための基礎的な知識の習得を目的とします。一般教養試験に出題さ

れやすいテーマを学習します。単なる受験対策に終わらず、社会で生活するときの知識として活かせるよう

に、基本的なところから学習します。

民問企業採用試験、公務員採用試験の基本的な学修にもつながります。

新聞を読む前に受講をしてください。受講後に新聞の内容がわかりやすくなります。

到達目標

テキスト(教科書)

授業コード

授業種別

単位数

参考書および参考文献

受講条件

社会の問題点を学ぶことで幅広い知識を得る。その解決方法を探ることで深い専門的な知識の存在をしり専

門的な分野への学びへの基礎を身につけることを目標とする。加えて、採用面接の時事的な口頭試問につい

ても余裕を持って回答できる知識を身につけることも目標とする。

2019ニュース時事検定公式テキスト&問題集時事力3級編毎日新聞社 1200円

ISBN未定(2019年1月現在)

事前・事後学修(内容・時

問)

27020

週問授業

2

成績評価

講義の目標達成がどの程度成されているかで評価します。

原則、出席してください。1回の講義でーつのテーマが終わります。

なお遅刻や注意の対象となる受講態度は減点の対象とします。

必ず予習をしてください。

判合評価項目

課題提出 30%

30%小テスト

『履修条件はありません』

数的処理1・Ⅱも合わせて受講すると望ましいです。

毎授業前に指定するテキストの範囲を読んでおくこと(2回~15回 60分幻4回分)

課題を取り組む(2回~15回 60分ゞ14回分)

毎授業に実施する「小テスト」の対策のための復習をする(2回~15回 30分幻4回分)

第16回定期試験「毎回の小テスト」を参考に15回分の講義を振り返る(1回~15回 120分)

2019/09/24(火)17:04

Page l of l

定期テスト

https:がgak.SOZO.ac.jp/UP/faces/UP/hwpKtns0804B.jsp?sansholblFlg=1&nendo=2019... 2019川9/24

第1回ガイダンス

第2回憲法と政治(ディスカツシヨン)

第3回近隣と国土(ディスカッシヨン)

第4回地方自治(ディスカツシヨン)

第5回日本の産業貿易(ディスカッション)

第6回進む少子高齢化(ディスカッシヨン)

第7回社会保障(ディスカツシヨン)

第8回働く環境(ディスカツシヨン)

第9回裁判所の役寄kディスカッシヨン)

第10回情報社会(ディスカツシヨン)

第11回科学技術(ディスカッシヨン)

第12回自然災害(ディスカッシヨン)

第13回持続可能社会(ディスカツシヨン)

第14回流動化する世界(ディスカッション)

第15回平和への道のり(ディスカッシヨン)

※クリッカーを使う講義があります

※講義の順序は変更することがあります

※ディスカッションを毎回行い時事問題について理解を深める

授業の実施方法と授業計

画

40%

評価基準

問題集の範囲を指定し、その正答率で評価する

講義の理解度を点数化して評価する

講義15回を振り返り、その理解度を点数化し評価する(基本問題9

0%応用問題10%)

ナンバリング



豊橋創造大学〔NⅣERSALPASSPORIEX

開講年度・開講学期

科目

担当教員

その他担当者

授業概要

2019年度春学期

2703 数的処理 1

田原数哲

ディプロマポリシー

ディプロマボリシーとの関

連性

公務員試験の中でも独特と言われるのが数的処理です。数的処理は「判断推理(解題推理)」と「数的推理」

に分かれます。文字通り「判断」することで問題を解くか「計算」する二とで問題を解くかで分野が分かれます。

皆さんに注目していただきたいのは「推理」という言葉です。「推理する」わけですからじっくり考えれぱ「正

解」を導くことができるのです。

さあ、90分じっくり問題に取り組んで解く楽しさを身につけましょう。

DP3DP2DPI

到達目標

テキスト(教科書)

授業コード

授業種別

単位数

参考害および参考文献

受講条件

1.基礎的な計算を理解する

2.問題文をしっかり理解する

3.基本的な解法を理解すること

の3つの目標を目指します。

公務員講座シリーズ教材セット『一般知能講義編』(ウィネット) 29,000円

秋学期数的処理2と共通テキストになります。

0

事前・事後学修(内容・時

問)

27030

週間授業

2

◎

『履修条件はありません』

基本的に講義内で理解できます。理解しただけでは学習としては足りません。

課題を出しますので演習をしてください。

予習・復習内容

1.各回で学んだテーマの授業資料と講義で学んだ解法パターンの再確認をする。

(第2回~第15回/60分程度)

2.特に演習で間違えた設問と解説をノートなどにまとめる。

(第2回~第15回/30分程度)

3.演習で学んだ内容などが確実に次回解けるように繰り返し解き直す。

(第2回~第15回ノ60分程度)

空き時問に公務員スタディールーム(D棟3階)を使って学習してください。

2019/09/24(火)17:08

Page l of l

成績評価

各講義ごとに行う確認問題(40%)、期末試験(60%)とする。

評価項目

各講義ごとに行う確認問題

期末テスト

判ム

授業の実施方法と授業計

画

第1回(講義)ガイダンス

第2回(講義・演習)論理と集合

第3回(講義・演習)暗号読解

第4回(講義・演習)対応閏係

第5回(講義・演習)順序閏係

第6回(講義・演習)試合の勝敗

第7回(講義・演習)方位・位置関係

第8回(講義・演習)手順や数量関係

第9回(講義・演習)道順・一筆書き

第10回(講義・演習)平面図形の数・模様

第11回(講義・演習)軌跡

第12回(講義・演習)立体図形と構成

第13回(講義・演習)展開図・サイコロ

第14回(講義・演習)投影図と折り紙

第15回(講義・演習)立体図形の切断

※ただし、受講学生の習熟度により授業計画を変更することもあります。

CPFMI001

40%

60%

評価基準

筆記試験にて理解度を確認します。

筆記試験にて理解度を確認します。

ナンバリング

https:ガgak.SOZO.ac.jp/UP/faces/UP/hwpKms0804B.jsp?sanshoTblF地=1&nendo=2019,. 2019/09/24



豊橋創造大学{J卜JⅣERSALPASSPORTEX

開講年度・開講学期

科目

担当教員

その他担当者

2019年度秋学期

2704数的処理Ⅱ

伊藤圭一

授業概要

ディプロマボリシー

ディプロマボリシーとの関

連性

この講座では数的処理1では学ぱなかった、「数的推理」の分野について勉強をします。この分野は、出題文

章を理解して基本的な計算をして解く問題がメインになります。計算が面倒と言うよりも出題分を読むという練

習も大切になります。

出題文章から解き方を推理することを身につけましょう。

解き方のパターンを理解すれぱあとは優しい計算です。頑張りましょう。

SP1にも役立ちますので民間就職希望の皆さんも受講してください。

到達目標

授業コード

授業種別

単位数

キスト(教科書)

参考書および参考文献

計算を使って推理する問題を通じて一般的な計算能力を身につけることを目標とする。この計算能力を用いて

より深い専門性のある計算問題に取り組むことが出来ることを目標とする。

①『これが本当のSP13だ2021年版』津田秀樹著洋泉社 1512円
5月発行予定ですのでISBNは未定(2019年1月現在)

②公務員講座シリーズ『一般知能講義編』(ウィネット) 1,800円

受講条件

事前・事後学修(内容・時

問)

27040

週問授業

2

成績評価

講義の目標達成がどの程度成されているかで評価します。

原則、出席してください。1回の講義でーつのテーマが終わります。

なお遅刻や注意の対象となる受講態度は減点の対象とします。

必ず予習をしてください。

害"ム評価項目

自宅学習ノート 30%

30%小テスト

2019/09/24(火)17:04

『履修条件はありません』

数的処理1・Ⅱも合わせて受講すると望ましいです。

毎授業前に指定するテキストの範囲を読んでおくこと(2回~15回 60分父14回分)

課題を取り組む(2回~15回 60分X14回分)

毎授業に実施する「小テスト」の対策のための復習をする(2回~15回 30分灯4回分)

第16回定期試験「毎回の小テスト」を参考に15回分の講義を振り返る(1回~15回 120分)

Page l of l

定期テスト

https:がgak.SOZO.ac.jp/UP/faces/UP/hwpKlns0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2019._ 2019川9/24

第1回ガイダンス(ディスカッシヨン)

第2回数と式の基本方程式の応用(ディスカッション)

第3回連立方程式(ディスカッション)

第4回不等式(ディスカツシヨン)

第5回速度・距離計算①(ディスカッション)
第6回速度・距雛計算②(ディスカッシヨン)
第7回割合・能力(ディスカッシヨン)

第8回数の並びと規貝lkディスカッション)

第9回平面図形(ディスカッシヨン)

第10回円(ディスカッシヨン)

第11回面積・角度(ディスカッシヨン)

第12回立体図形(ディスカッシヨン)

第13回順冱小組み合わせ(ディスカッシヨン)

第14回特別な順列・組み合わせ(ディスカッシヨン)

第15回確率(ディスカッシヨン)

※履修状況により変更する場合があります

※クリッカーを使用する講義があります

※ディスカッションを通じて解き方の理解度を深めます

授業の実施方法と授業計

画

40%

評価基準

指定した問題を回答しその回答状況を評価の対象にします

講義の理解度を点数化し評価します

全講義を振り返り理解度を点数化し評価する(基本問題80%応用r

題20%)

ナンバリング



豊橋創造大学〔NⅣERSALPASSPORTEX

開講年度・開講学期

科目

担当教員

その他担当者

授業概要

2019年度春学期

2705社会科学基礎

田原数哲

ディプロマボリシー

ディプロマポリシーとの関

連性

社会科学の分野は就職試験、公務員試験を問わず、採用試験の筆記には必ずと言ってよいほど出題されま

す。一般常識とも言われるこの分野を完成させることで社会人の基礎知識を身につけるとともに、公務員試験

を代表とする就職試験対策を盤石なものにします。

ただ、暗記をするのではなく、なぜ?と言う理由に踏み込んでわかりやすく理解をしていただきます。

また、この講座は理系科目の勉強方法もお話しします。授業計画を参考にしてください。

DP2 DP3DPI

到達目標

テキスト(教科書)

授業コード

授業種牙11

単位数

参考書およぴ参考文献

受講条件

1.政治綬済分野の基礎を理解すること

2.政治経済に関する数字を覚えること

3.政治経済の仕組みを理解すること

の3つを目標とします。

公務員講座シリーズ教材セット『一般知識講義編上』(ウィネット) 29.000円

秋学期知識分野基礎と共通テキスト1こなります。

◎

事前・事後学修(内容・時

問)

27050

週問授業

2

『履修条件はありません』

講義内で理解できる内容になっていますが、完全に身につけるためには課題を出しますので演習をしてくださ

い。

予習・復習

1.各回で学んだテーマの授業資料を再確認する。(第2回~第13回/30分程度)

2.事前に講義テーマに該当する分野を熟読する。(第2回~第13回/30分程度)

3.知識の定着を必要とするため講義で学んだ知識の整理をテキストを使用して行う

(第2回~第13回/60分程度)

4、期末試験に向け毎回行う確認問題の演習を行い、期末試験範囲の復習を行う。

(第14回~15回門20分程度)

空き時間に公務員スタディールーム(D棟3階)を使って学習してください。

2019/09/24(火)17:07
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成績評価

①各講義ごとに行う確認テスト
②期末テスト
3:1の割合で評価します。

課題を提出していただくことも考慮に入れます。

評価項目

各講義ごとに行う確認テスト

期末テスト

授業の実施方法と授業計

画

判ム

75%

第1回(講義)ガイダンス

第2回(講義)民主政治の成立

第3回(講義)日本国憲法

第4回(講義)基本的人権の尊重

第5回(講義)日本の政治機構(1)

第6回(講義)日本の政治機構(2)

第7回(講義)現代政治の諸問題

第8回(講義)国際政治の現状と課題

第9回(講義)経済社会の仕組みと経済学

第10回(講義)国民経済の構造と経済成長

第"回(講義)日本経済の現状と諸問題

第12回(講義)国際経済と経済協力

第13回(講義)倫理・社会

第14回(演習)政治分野の重要ボイント

第15回(演晋)経済分野の重要ボイント

CPEMI001

25%

評価基準

講義内容の理解度を確認します。

筆記試験により全テーマの理解度を確認します。

ナンバリング

https:がgak.SOZO.ac.jp/UP/faces/UPAく1WPKrns0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2019._ 2019川9/24



豊橋創造大学{NIVERSALPASSPORIEX

開講年度・開講学期

科目

担当教員

その他担当者

授業概要

ディプロマポリシー

ディプロマポリシーとの関

連性

2019年度秋学期

2706知識分野基礎

伊藤圭一

到達目標

この講座では社会科学と人文科学と呼ぱれる分野を学ぴます。特に政治経済と日本の歴史に中心を置きま

す。日本の歴史歴史から地理に知識をつないでいき、世界の地誌がわかるように学びます。

テキスト(教科書)

参考書および参考文献

受講条件

社会科学の基礎を理解し応用できることを目標とします。

歴史、地理、社会について理解を深め、社会事情について理解できることを目標とします。

公務員講座シリーズ『一般知識講義編(上)』(ウィネット) 2,400円

初回ガイダンスで注文を受け付けます。

社会科学基礎と共通テキストです。

授業コード

授業種別

単位数

事前・事後学修(内容・時

間)

成績評価

講義の目標達成がどの程度成されているかで評価します。

原則、出席してください。1回の講義でーつのテーマが終わります。

なお遅刻や注意の対象となる受講態度は減点の対象とします。

必ず予習をしてください。

判ム評価項目

30%課題提出

30%小テスト

『履修条件はありません』

数的処理1・Ⅱも合わせて受講すると望ましいです。

毎授業前に指定するテキストの範囲を読んでおくこと(2回~15回 60分父14回分)

課題を取り組む(2回~15回 60分幻4回分)

毎授業に実施する「小テスト」の対策のための復習をする(2回~15回 30分幻4回分)

第16回定期試験「毎回の小テスト」を参考に15回分の講義を振り返る(1回~15回 120分)

27060

週問授業

2

Page l of l
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定期テスト

https:がgak.SOZO.ac.jp/UP/faces/UP/hwpKlns0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2019... 2019/09/24

第1回ガイダンス(ディスカッシヨン)

第2回原始時代(ディスカッション)

第3回古代前期(ディスカッシヨン)

第4回平安時代(ディスカッション)

第5回鎌倉時代(ディスカッション)

第6回室町・安土桃山時代(ディスカッション)

第7回江戸時代(ディスカッション)

第8回現代(ディスカッション)

第9回政治分野(ディスカッション)

第10回法律分野(ディスカッシヨン)

第11回経済分野(ディスカツシヨン)

第12回地理①(ディスカッション)
第13回地理②(ディスカッション)
第14回地理③(ディスカッション)
第15回総合問題

※クリッカーを使う講義があります

※進捗状況により予定が異なることがあります

※理解を深めるために1回~14回までディスカッションを行います

授業の実施方法と授業計

画

40%

評価基準

課題に沿った回答がなされているか確認します

講義の理解度を点数化して評価します

15回分の講義を振り返り理解度を得点化し評価します(基本問題8

0%応用問題20ツ0)

ナンバリング



豊橋創造大学【NⅣERSALPASSPORIEX

開講年度・開講学期

科目

担当教員

その他担当者

授業概要

ディプロマポリシー

ディプロマポリシーとの関

連性

2019年度春学期

2707公務員知能分野応用

伊藤圭一

到達目標

公務員試験合格の鍵になる知能分野のボイントをおさえます。ボイントを丁寧に解説しながら問題演習も行

い、確実に試験に使える知識を身につけます。難易度の高い問題にチャレンジします。

テキスト(教科書)

参考書および参考文献

知能分野の完成を目指します。どの傾向の問題が出ても正答率が一定であることを目指します。その取り組

みを通じて、応用の効く専門性を身につけ深く考える力を養います。

『公務員試験市役所上・中級教養・専門試験過去問500 [2020年度版]』

実務教育出版一2,400円(税別)

3月下旬発行のためISBNは未定です。

公務員知識分野応用と共通です。

授業コード

授業種別

単位数

受講条件

事前・事後学修(内容・時

間)

成績評価

必ず予習をして講義に出席してください。

講義の目標達成がどの程度成されているかで評価します。

原則、出席してください。1回の講義でーつのテーマが終わります。

なお遅刻や注意の対象となる受講態度は減点の対象とします。

公務員試験、もしくはそれに準ずる筆記試験合格を必要とする者

必ず予習をして出席してください

公務員総合ゼミナールを受講するのが望ましい

講義までに指定範囲の問題を解く(2回~15回 80分灯4回分)

講義後に要点をまとめるためにテキストを復習する(2回~15回 70分幻4回分)

第16回定期試験を前に15回分の講義を振り返る(1回~15回 120分)

27070

週問授業

2

2019/09/24(火)17:05
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評価項目

自宅学習ノート

小テスト

定期テスト

判ム

30%

授業の実施方法と授業計

画

第1回ガイダンス(ディスカッシヨン)

第2回論理命題対応関係(ディスカッシヨン)

第3回数量関係順序手順(ディスカッション)

第4回位置平面図形折り紙(ディスカッション)

第5回軌跡サイコロ空間図形(ディスカッション)

第6回方程式整数覆面算(ディスカツシヨン)

第7回比割合数量関係(ディスカッション)

第8回速さと時間年齢算(ディスカッシヨン)

第9回平面図形空間図形(ディスカッション)

第10回空間図形場合の数(ディスカッシヨン)

第11回資料解釈(ディスカッション)

第12回課題処理分野のまとめ(ディスカツシヨン)

第13回数的推理分野のまとめ(ディスカッシヨン)

第14回資料解釈のまとめ(ディスカッション)
第15回総合問題

※第2回から15回まで理解度チェックにクリッカーを使用する場合があります。

※理解度によって進捗状況が変化します。

30%

40%

評価基準

自宅学習ノートを準備し指定されたテキストの範囲を事前に学習し

たかを確認する

講義の理解度を点数化して評価する

15回分の講義を振り返り点数化し評価する(基本問題80%応用問

題20%)

ナンバリング

https:ガgak.SOZO.ac.jp/UP/faces/UP/hwpKlns0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2019... 2019/09/24



豊橋創造大学〔NIVERSALPASSPORTEX

開講年度・開講学期

科目

担当教員

その他担当者

授業概要

ディプロマポリシー

ディプロマポリシーとの関

連性

2019年度春学期

2708公務員知識分野応用

伊藤圭一

到達目標

公務員試験合格の鍵になる知識分野のボイントをおさえます。ボイントを丁寧に解説しながら問題演習も行

い、確実に試験に使える知識を身につけます。難易度の高い問題にチャレンジします。

テキスト(教科書)

参考書および参考文献

知識分野の出題研究を通じて幅広い知識を身につけること、その知識を通じて深い専門的な考え方を身につ

けることを目標とします。

『公務員試験市役所上・中級教養・専門試験過去問500 [2020年度版]』

実務教育出版一 2,400円(税男1」)

3月下旬発行のためISDNは未定です。

公務員知能分野応用と共通です。

授業コード

授業種別

単位数

受講条件

事前・事後学修(内容・時

間)

成績評価

講義の目標達成がどの程度成されているかで評価します。

原則、出席してください。1回の講義でーつのテーマが終わります。

なお遅刻や注意の対象となる受講態度は減点の対象とします。

必ず予習をしてください。

宝4ム評価項目

公務員試験を受験しようと考えている学生

必ず予習をして参加してください

公務員総合ゼミナールを合わせて受講するのが望ましい

講義までに指定範囲の問題を解く(2回~15回 80分幻4回分)

講義後に要点をまとめるためにテキストを復習する(2回~15回 70分丈14回分)

第16回定期試験を前に15回分の講義を振り返る(1回~15回 120分)

27080

週間授業

2

2019/09/24(火)17:06
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自宅学習ノート

小テスト

定期テスト

https:ガgak.SOZO.ac.jp/UP/faces/UPAく1Wpkns0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2019._ 2019/09/24

30%

授業の実施方法と授業計

画

第1回ガイダンス(ディスカッシヨン)

第2回社会科学政治分野(法律分野Xディスカッション)

第3回社会科学政治分野(政治分野Xディスカッシヨン)

第4回社会科学経済分野(ディスカッシヨン)

第5回社会科学社会分野(ディスカッション)

第6回人文科学日本史(ディスカッシヨン)

第7回人文科学世界史(ディスカッシヨン)

第8回人文科学地理(ディスカツシヨン)

第9回人文科学文学・芸術・国語(ディスカッシヨン)

第10回自然科学数学(ディスカッシヨン)

第11回自然科学物理化学(ディスカッシヨン)

第12回自然科学生物地学(ディスカッシヨン)

第13回社会科学のまとめ(ディスカツシヨン)

第14回人文科学のまとめ(ディスカッシヨン)

第15回知識分野のまとめ(ディスカッシヨン)

※第1回から第15回まで、前回の講義の理解度をクリ、ソカーで回答をする場合があります

※進捗状況により講義内容を変更します

30%

40%

評価基準

自宅学習ノートを準備して指定されたテキストの範囲を予習している

ことを確認する

講義内容の理解度を点数化して評価する

講義内容の理解度を点数化して評価する(基本問題80%応用問題2

0%)

ナンバリング



豊橋創造大学 UNIVERSALPASSPORIEX

開講年度・開講学期

科目

担当教員

その他担当者

授業概要

2019年度春学期

2709公務員総合ゼミナール

田原数哲

ディプロマボリシー

ディプロマボリシーとの関

連性

到達目標

テキスト(教科書)

参考書および参考文献

公務員試験合格を目指す講座です。全講座を通じて800問の過去問題に触れ理解をすることと、近年集団討

論を採用試験の内容にいれてくる市町村や民問企業も多くみられることから、集団討論(グループディスカッ

シヨン)についても取り上げ、集団の中でも自分の意見をまとめ発言する力を養うことも目標としています。得意

分野だけに終わらず不得意分野もしっかりと網羅できるような内容になっています。また、民問就職の筆記試

験対策にもなりますので参加してください。

DPI DP3DP2

受講条件

授業コード

授業種別

単位数

0

過去問題を合格レベルまで得点できる力と集団の中で自分の意見をしっかり伝える力をつける。

公務員講座シリーズ教材セット『校内模擬試験全15回』ウィネット 29,000円

事前・事後学修(内容・時

間)

真面目にしっかりと勉強に取り組めること。

こちらが受講に不向きと判断をした場合にはお断りをすることがあります。

予習は不要です。必ず復習を行ってください。

復習

1.講義した問題の再確認をする。(各回の問題/30分程度)

2.誤答した問題を中心に再び解き直す。(解説をみて解き直ししてもかまいません。なぜこの解法となるのか
を理解することが重要。X誤答問題/30分程度)

成績評価

毎回行う模擬問題の成績と期末テストで評価を行います。

模擬問題と期末テストと同様の価値で評価します。

割ム評価項目

模擬問題 50%

期末テスト 50%

27090

週間授業

2

◎

Page l of2

2019/09/24(火)17:09

第1回(講義・演習)ガイダンスと入門模擬問題

第2回(講義)入門模擬問題の解説

第3回(演習)校内模擬問題第2回(国家・市町村対策)

第4回(講義)集団討論演習・校内模擬問題第2回の解説

第5回(演習)校内模擬問題第3回(国家・市町村対策)

第6回(講義)校内模擬問題第3回の解説

第7回(演習)校内模擬問題第4回(国家・市町村対策)

第8回(講義)集団討論演習・校内模擬問題第4回の解説

第9回(演習)校内模擬問題第5回(国家・市町村対策)

第10回(講義)校内模擬問題第5回の解説

第11回(演習)校内模擬問題第6回(国家・市町村対策)

第12回(講義)集団討論演習・校内模擬問題第6回の解説

第13回(演習)校内模擬問題第7回(国家・市町村対策)

第14回(講義)校内模擬問題第7回の解説

第15回(演習)校内模擬問題第8回(国家・市町村対策)

第16回(講義)集団討論演習・校内模擬問題第8回の解説

第17回(演習)校内模擬問題第9回(国家・市町村対策)

第18回(講義)校内模擬問題第9回の解説

第19回(演習)校内模擬問題第10回(国家・市町村対策)

第20回(講義)集団討論演習・校内模擬問題第10回解説

第21回(演習)校内模擬問題第11回(国家・市町村対策)

授業の実施方法と授業計

画

評価基準

各テーマの理解度を確認します。

筆記試験により理解度を確認します。

https:がgak.SOZO.ac.jp/UP/faces/UPAく1WPKlns0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2019_. 2019川9/24



豊橋創造大学 UNIVERSAIPASSPORTEX

第22回(講義)校内模擬問題第椚回解説

第23回(演習)校内模擬問題第12回(国家・市町村対策)

第24回(講義)校内模擬問題第12回解説

第25回(演習)校内模擬問題第13回(国家・市町村対策)

第26回(講義)校内模擬問題第13回解説

第27回(演習)校内模擬問題第14回(国家・市町村対策)

第28回(講義)校内模擬問題第14回解説

第39回(演習)校内模擬問題第15回(国家・市町村対策)

第30回(講義)校内模擬問題第15回解説

※この講義は連続実施です。始めの時間は演習、後の時問は講義になります。問題が時問内に解けない場

合には休み時間を使って解いてください。また、集団討論演習を行う回は、解説する問題が少なくなりますの

で、復習をしっかりおこなってください。

ナンバリング

Page 20f2
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豊橋創造大学〔1NⅣERSALPASSPORTEX

開講年度・開講学期

科目

担当教員

その他担当者

授業概要

2019年度春学期

2710ニュース解説

伊藤圭一

ディプロマポリシー

ディプロマポリシーとの関

連性

教養分野に占める時事問題の割合は高い。ニュース時事検定のテキストに沿って時事問題について理解を深

め、教養試験の社会科学分野の基礎固めを行う。

この講義はニュース時事能力検定2級に対応しています。

ニュース時事能力検定の6月受験を目指します。

到達目標

テキスト(教科書)

参考書および参考文献

授業コード

授業種別

単位数

受講条件

ニュースを理解することで幅広い知識を身に付けます。幅広い時事の知識を通じて社会を深く考えて専門的な

知識に到達することを目標とします

2019年度版ニュース検定公式問題集1級2級準2級発展編(毎日新聞社)1,500円

2019ニュース検定公式テキスト時事力(2級準2級編)毎日新聞社 1,200円

3月下旬発行のためISBNは未定です。

事前・事後学修(内容・時

問)

成績評価

義の目標達成がどの程度成されているかで評価します。

原則、出席してください。1回の講義でーつのテーマが終わります。

なお遅刻や注意の対象となる受講態度は減点の対象とします。

必ず予習をしてください。

ニュース時事能力検定に前向きに取り組めることも重要です。

割ム評価項目

課題提出 30%

30%小テスト

定期テスト 40%

27100

週問授業

2

時事問題について興味のある学生に限る

ニュース時事能力検定に前向きに取り組めること

毎授業前に指定するテキストの範囲を読んでおくこと(2回~朽回 60分父14回分)

課題を取り組む(2回~15回 60分幻4回分)

毎授業に実施する「小テスト」の対策のための復習をする(2回~15回 30分r14回分)

第16回定期試験「毎回の小テスト」を参考に15回分の講義を振り返る(1回~15回 120分)

2019/09/24(火)17:06

Page l of l

第1回ガイダンス(ディスカツシヨン)

第2回政治分野重要課題(ディスカツシヨン)

第3回政治分野地方の自立(ディスカッシヨン)

第4回経済分野揺らぐ自由経済(ディスカッシヨン)

第5回経済分野日本産業の現状(ディスカッシヨン)

第6回暮らしの時事(ディスカッシヨン)

第7回社会司法制度(ディスカッション)

第8回環境地球温暖化国際分野の時事(ディスカンシヨン)

第9回 8回までの振り返り

第10回総合問題

第11回ニュースのことぱ(ディスカッシヨン)

第12回 2017年の重大ニュース(ディスカッション)

第13回時事を論ずる(プレゼンテーション)

第14回気になるニュースの選び方(ディスカッション)

第15回総合問題

授業の実施方法と授業計

画

評価基準

講義で指定した問題集の範囲を解いてあるか確認する

講義の理解度を点数化して評価する

15回分の講義の理解度を点数化して評価します

ナンバリング

※時事的な変化によりテーマは変わることがあります

※クリッカーを使用する講義があります

※検定受験前(第8回)までに対策補習を行います

※理解度などにより講義・対策補習の変更があります

https:がgak.SOZO.ac.jp/UP/faces/UP/k11VPKms0804B.jsp?sanshoTblF地=1&nendo=2019... 2019/09/24



豊橋創造大学〔1NIVERSALPASSPORTEX

開講年度・開講学期

科目

担当教員

その他担当者

授業概要

2019年度春学期

2711 過去問題研究

田原数哲

ディプロマボリシー

ディプロマポリシーとの関

連性

到達目標

公務員試験は職種によって出題数や内容、難易度が変わっていきます。そこで、この授業では各採用試験の

問題を満遍なく解くことでどの試験に対しても対応できる学力をつけます。また、授業ごとに試験内容の中から

テーマをピックァップした分野問題も併せて解いてもらい試験までできるだけ苦手分野を無くしていきます。

テキスト(教科害)

参考書および参考文献

受講条件

授業コード

授業種別

単位数

事前・事後学修(内容・時

間)

過去問題を合格レベルまで得点できる力をつける。

教材セット「校内模擬試験・統一模擬試験・全国公開模擬試験」ウイネット 29,000円

そのほかはこちらで準備します。(プリント配布)

成績評価

毎回行う模擬問題の成績と期末テストで評価します。

模擬問題と期末テストと同様の価値で評価します。

評価項目 割ム

模擬問題 50%

期末テスト 50%

真面目にしっかりと勉強に取り組むことができること

予習は不要です。必ず復習を行ってください。

復習

1.講義した問題の再確認をする。(各回の問題/60分程度)

2.誤答した問題を中心に再び解き直す。(解説をみて解き直ししてもかまいません。なぜこの解法となるのか
を理解することが重要。X誤答問題/60分程度)

27110

週問授業

4

Page l of2

2019/09/24(火)17:09

第1回(講義・演習)ガイダンスと入門模擬問題

第2回(演習・講義)過去問題第2回(公安)

第3回(演習・講義)過去問題第3回(市町村)

第4回(演習・講義)過去問題第4回(国家)

第5回(演習・講義)過去問題第5回(公安)

第6回(演習・講義)過去問題第6回(市町村)

第7回(演習・講義)過去問題第7回(国家)

第8回(演習・講義)過去問題第8回(公安)

第9回(演習・講義)過去問題第9回(市町村)

第10回(演習・講義)過去問題第10回(国家)

第11回(演習・講義)過去問題第11回(公安)

第12回(演習・講義)過去問題第12回(市町村)

第13回(演習・講義)過去問題第13回(国家)

第14回(演習・講義)過去問題第14回(公安)

第15回(演習・講義)過去問題第15回(市町村)

第16回(演習・講義)過去問題第16回(国家)

第17回(演習・講義)過去問題第17回(公安)

第18回(演習・講義)過去問題第18回(市町村)

第19回(演習・講義)過去問題第19回(国家)

第20回(演習・講義)過去問題第20回(公安)

第21回(演習・講義)過去問題第21回(市町村)

第22回(演習・講義)過去問題第22回(国家)

第23回(演習・講義)過去問題第23回(公安)

評価基準

各試験問題の理解度を確認する。

各科目の重要テーマの理解度を確認する。

https:がgak.SOZO.ac.jp/UP/faces/UP/hlvpKlns0804B.jsp?sansholblFlg=1&nendo=2019_. 2019/09/24



豊橋創造大学〔jNIVERSALPASSPORTEX

第24回(演習・講義)過去問題第24回(市町村)

第25回(演習・講義)過去問題第25回(国家)

第26回(演習・講義)過去問題第26回(公安)

第27回(演習・講義)過去問題第27回(市町村)

第28回(演習・講義)過去問題第28回(国家)

第29回(演習・講義)過去問題第29回(公安)

第30回(演習・講義)過去問題第30回(市町村)

第31回(演習・講義)過去問題第31回(国家)

第32回(演習・講義)過去問題第32回(公安)

第33回(演習・講義)過去問題第33回(市町村)

第34回(演習・講義)過去問題第34回(国家)

第35回(演習・講義)過去問題第35回(公安)

第36回(演習・講義)過去問題第36回(市町村)

第37回(演習・講義)過去問題第37回(国家)

第38回(演習・講義)過去問題第38回(公安)

第39回(演習・講義)過去問題第39回(市町村)

第40回(演習・講義)過去問題第40回(国家)

第41回(演習・講義)過去問題第41回(公安)

第42回(演習・講義)過去問題第42回(市町村)

第43回(演習・講義)過去問題第43回(国家)

第44回(演習・講義)過去問題第44回(公安)

第45回(演習・講義)過去問題第45回(市町村)

第46回(演習・講義)過去問題第46回(国家)

第47回(演習・講義)過去問題第47回(公安)

第48回(演習・講義)過去問題第48回(市町村)

第49回(演習・講義)過去問題第49回(国家)

第50回(演習・講義)過去問題第50回(公安)

第51回(演習・講義)過去問題第51回(市町村)

第52回(演習・講義)過去問題第52回(国家)

第53回(演習・講義)過去問題第53回(公安)

第54回(演習・講義)過去問題第54回(市町村)

第55回(演習・講義)過去問題第55回(国家)

第56回(演習・講義)過去問題第56回(公安)

第57回(演習・講義)過去問題第57回(市町村)

第58回(演習・講義)過去問題第58回(国家)

第59回(演習・講義)過去問題第59回(公安)
第60回(演習・講義)過去問題第60回(市町村)

※各回の模試問題は、公安系問題、地方公務員(事務)問題、国家公務員問題とランダムに解いていきます。

そうすることで、それぞれの試験問題の特徴を理解し時間配分等を工夫し時問内に解けるようにしていきま

す。

※各回とも解答時間が異なってくるため、時間内で解答できなかった問題については、しっかり復習時問の中

で解いてください。

授業の実施方法と授業計

画

Page 20f2

ナンバリング
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豊橋創造大学{NIVERSALPASSPORTEX

開講年度・開講学期

科目

担当教員

その他担当者

授業概要

2019年度春学期

2712公務員受験指導

田原数哲

ディプロマボリシー

ディプロマポリシーとの関

連性

到達目標

公務員試験は就職試験のため、筆記試験のみで採用に結びつくことは難しいです。試験内容については筆記

試験、論作文試験、適性試験、面接試験、集団討論と多岐にわたります。そこで、筆記試験対策はもちろん、

論作文試験・適性試験・集団討論に焦点を当て対策を行っていきます。この授業を通して、文章力・表現力・事

務処理能力・コミュニケーション能力等を養っていき、合格レベルまで力をつけていくことを目標としています。

テキスト(教科害)

参考書および参考文献

受講条件

授業コード

授業種別

単位数

教材セット「ワークブック、一般知能・知識講義編解説編適性演習問題」ウイネット 29,000円

そのほかはこちらで準備します(プリント配布)

事前・事後学修(内容・時

間)

真面目にしっかり取り組むことができること。

講義内で理解できる内容になっていますが、完全に身につけるためには課題を出しますので演習をしてくださ

い。

予習・復習

1.各回で学んだテーマの授業資料を再確認する。(第2回~第45回/60分程度)

2.論作文についてはレポートを提出(該当回/60分程度)

3.知識の定着を必要とする講義では学んだ知識の整理を行う。

(該当回/60分程度)

空き時間に公務員スタディールームΦ棟3階)を使って学習してください。

27120

週問授業

4

成績評価

課題レボートの提出、確認テスト、期末テストで評価します。

割ム評価項目

課題レボート 30%

30%確認テスト

期末テスト 40%

Page l of2

2019/09/24(火)17:09

第1回(講義・演習)ガイダンス・社会科学(政治)

第2回(演習・講義)適性試験問題・人文科学(日本史)

第3回(演習・講義)適性試験問題・自然科学(生物)

第4回(演習・講義)適性試験問題・社会科学(政治)

第5回(演習・講義)適性試験問題・人文科学(日本史)

第7回(演習・講義)適性試験問題・自然科学(生物)

第8回(演習・講義)適性試験問題・社会科学(政治)

第9回(演習・講義)適性試験問題・人文科学(日本史)

第10回(演習・講義)適性試験問題・自然科学(物理)

第11回(演習・講義)資料解釈・論作文演習

第12回(演習・講義)資料解釈・集団討論演習

第13回(演習・講義)適性試験問題・社会科学(政治)

第14回(演習・講義)適性試験問題・人文科学(日本史)

第15回(演習・講義)適性試験問題・自然科学(物理)

第16回(演習・講義)資料解釈・論作文演習

第17回(演習・講義)資料解釈・集団討論演習

第18回(演習・講義)適性試験問題・社会科学(経済)

第19回(演習・講義)適性試験問題・人文科学(世界史)

第20回(演習・講義)適性試験問題・自然科学(化学)

第21回(演習・講義)資料解釈・論作文演習

評価基準

テーマにあった内容であるか、または理解しているか確認します。

重要テーマの理解度を確認します。

筆記試験により理解度を確認します。
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豊橋創造大学{NⅣERSALPASSPORTEX

第22回(演習・講義)資料解釈・集団討論演習

第23回(演習・講義)適性試験問題・社会科学(経済)

第24回(演習・講義)適性試験問題・人文科学(世界史)

第25回(演習・講義)適性試験問題・自然科学(化学)

第26回(演習・講義)適性試験問題・社会科学(経済)

第27回(演習・講義)適性試験問題・人文科学(世界史)

第28回(演習・講義)適性試験問題・自然科学(地学)

第29回(演習・講義)資料解釈・論作文演習

第30回(演習・講義)資料解釈・集団討論演習

第31回(演習・講義)適性試験問題・社会科学(経済)

第32回(演習・講義)適性試験問題・人文科学(地理)

第33回(演習・講義)適性試験問題・自然科学(地理)

第34回(演習・講義)適性試験問題・課題処理(論理命題)

第35回(演習・講義)適性試験問題・数的処理(時問距離速さ)

第36回(演習・講義)適性試験問題・課題処理(類推)

第37回(演習・講義)適性試験問題・数的処理(仕事算)

第38回(演習・講義)適性試験問題・課題処理(試合と勝敗)

第39回(演習・講義)適性試験問題・数的処理(損益算)

第40回(演習・講義)課題処理・論作文演習

第41回(演習・講義)数的処理(比・割合)・集団討論演習
第42回(演習・講義)適性試験問題・課題処理(順序関係)

第43回(演習・講義)適性試験問題・数的処理(場合の数・確率)

第44回(演習・講義)適性試験問題・課題処理(方位・位置)

第45回(演習・講義)適性試験問題・数的処理(図形)

※各科目とも重要テーマを中心に講義・演習していきます。

※受講学生の習熟度により授業計画を変更することもあります。

授業の実施方法と授業計

画

ナンバリング

Page 20f2
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豊橋創造大学(NⅣERSALPASSPORIEX

開講年度・開講学期

科目

担当教員

その他担当者

業概要

2019年度秋学期

2713 面接指導

伊藤圭一

ディプロマポリシー

ディプロマボリシーとの関

連性

公務員試験の内容の中では必ず行われるのが面接試験です。面接試験では時問内に自分の意見や思いを

面接官に伝えなけれぱなりません。そのためには、試験までに自己理解・職業理解を行っていなけれぱなりま

せん。この授業では自己PR等のために自己理解を行い、そして、しっかりと職業理解を行うことで、面接試験

で自分の思い伝えられるようにすることを目標としています。

到達目標

テキスト(教科害)

参考書および参考文献

授業コード

授業種別

単位数

受講条件

エントリーシートの項目について紬得のいく内容が出来上がること。

また、人前で自分の意見や思いを伝えられるようになること。

「公務員採用試験面接試験攻略法」つちや店 1,566円

その他の資料について準備します(プリント配布)

各市町村のホームページ

各市町村の募集パンフレット

真面目にしっかりと取り組むことができること。

復習

1.指摘された項目について再度考察・まとめる(各回/60分程度)

2.職業理解のためにも受験予定の職業について調査・まとめ(各回/60分程度)

事前・事後学修(内容・時

間)

成績評価

課題レボートの提出と期末テストで評価します。

評価項目

課題レポート

期末テスト

27130

週間授業

4

Page l of2

2019/09/24(火)17:11

割ム

50%

50%

第1回(講義・演習)ガイダンス

第2回(演習・講義)自己PRの重要性について

第3回(演習・講義)自分の過去の振り返りをする(ワーク)

第4回(演習・講義)自分の過去の振り返りをまとめる。

第5回(演習・講義)自分の長所を知る(グループワーク)

第6回(演習・講義)自分の長所をまとめる。

第7回(演習・講義)自分の短所を知る(グループワーク)

第8回(演習・講義)自分の短所をまとめる。

第9回(演習・講義)自分の将来を考える(ワーク)

第10回(演習・講義)自分の将来についてまとめる。

第11回(演習・講義)志望動機の重要性について

第12回(演習・講義)情報の集め方について

第13回(演習・講義)業界研究

第14回(演習・講義)職種研究

第15回(演習・講義)志望先研究

第16回(演習・講義)志望動機を考え、まとめる。

第17回(演習・講義)エントリーシートの設問対策(自己PR)

第18回(演習・講義)エントリーシートの設問対策(志望動機)

第19回(演習・講義)エントリーシートの設問対策(その他の設F

第20回(演習・講義)面接試験とは

第21回(演習・講義)面接形式と評価のポイント

第22回(演習・講義)個別面接について

第23回(演習・講義)~第32回(演習・講義)個別面接練習

第33回(演習・講義)集団面接について

授業の実施方法と授業計

画

評価基準

課題に対してしっかり考察し記述しているかを確認・評価します。

理解度を確認します。

https:がgak.SOZO.ac.jp/UP/faces/UP/hwpkns0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2019._ 2019/09/24



豊橋創造大学{NⅣERSALPASSPORTEX

第34回(演習・講義)~第38回(演習・講義)集団面接練習

第39回(演習・講義)歴書の書き方について

第40回(演習・講義)履歴作成

第41回(演習・講義)服装と身だしなみ

第42回(演習・講義)言葉遣いのマナー

第43回(演習・講義)メールの書き方

第44回(演習・講義)電話応対

第45回(演習・講義)手紙・送付状の害き方

第46回(演習・講義)ビジネスマナー

第47回(講義) OB・OG訪問・説明会について

第48回(演習・講義)グループディスカッションについて

第49回(演習・講義)~第51回(演習・講義)グループディスカッション

第52回(演習・講義)プレゼンテーション面接について

第53回(演習・講義)~第55回(演習・講義)プレゼンテーション面接練習

第56回(演習・講義)~第60回(演習・講義)面接練習

※ただし、受講学生の習熟度により授業計画を変更することもあります。

ナンバリング
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豊橋創造大学〔JN'1VERSALPASSPORTEX

開講年度・開講学期

科目

担当教員

その他担当者

授業概要

2019年度秋学期

2714 直前対策

田原数哲

ディプロマボリシー

ディプロマボリシーとの関

連性

到達目標

テキスト(教科書)

参考書および参考文献

受講条件

公務員試験直前期ということで試験科目の重要テーマを再確認していきます。再確認をしていくことでイージー

ミスを無くし確実に点数をとれるようにしていくことを目標としています。

特に直前期は、焦りと不安で何に取り組めばよいか迷ってしまうことが多い時期です。そこで、重要テーマを中

心に効率よく復習し得点につなげていきます。

授業コード

授業種別

単位数

各回ごとに確認テストを行いますので、合格レベルに達することができること。

公務員講座シリーズ「直前対策模擬試験基礎能力(教養)試験」ウイネット 1,5000円

事前・事後学修(内容・時

問)

真面目にしっかり取り組むとができること。

予習

各科目の参考書を使用して、該当テーマの内容をしっかり熟読しておくこと。

(第2回~第15回/30分程度)

復習

1、誤答した問題を再度解き直し、今一度知識の定着を行うこと。(第2回~15回/60分程度)

2、参考に戻り、誤答した問題のテーマを再度熟読する。。(第2回~第15回ノ30分程度)

成績評価

各回行う確認斤ストと期末テストで評価します。

評価項目

確認テスト

期末テスト

27140

集中講義

2

Page l of2

2019/09/24(火)17:10

割ム

50%

50%

第1回(講義・演習)ガイダンスと入門模擬問題

第2回(講義)入門模擬問題の解説

第3回(演習)直前対策問題第2回(総合型)
第4回(講義)直前対策問題第2回の解説

第5回(演習)直前対策問題第3回(総合型)

第6回(講義)直前対策問題第3回の解説

第7回(演習)直前対策問題第4回(総合型)

第8回(講義)直前対策問題第4回の解説

第9回(演習)直前対策問題第5回(総合型)

第10回(講義)直前対策問題第5回の解説

第"回(演習)直前対策問題第6回(総合型)

第12回(講義)直前対策問題第6回の解説

第13回(演習)直前対策問題第7回(総合型)

第14回(講義)直前対策問題第7回の解説

第15回(演習)直前対策問題第8回(総合型)

第16回(講義)直前対策問題第8回の解説

第17回(演習)直前対策問題第9回(総合型)

第18回(講義)直前対策問題第9回の解説

第19回(演習)直前対策問題第10回(総合型)

第20回(講義)直前対策問題第10回解説

第21回(演習)直前対策問題第11回(総合型)

第22回(講義)直前対策問題第"回解説

授業の実施方法と授業計

画

評価基準

重要テーマの理解度を確認します。

筆記試験により理解度を確認します。

https:ガgak.SOZO.ac.jp/UP/faces/UP/hwpKlns0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2019... 2019/09/24



豊橋創造大学{1NⅣERSALPASSPORTEX

第23回(演習)直前対策問題第12回(総合型)

第24回(講義)直前対策問題第12回解説

第25回(演習)直前対策問題第13回(総合型)

第26回(講義)直前対策問題第13回解説

第27回(演習)直前対策問題第14回(総合型)

第28回(講義)直前対策問題第14回解説(総合型)

第39回(演習)直前対策問題第15回(総合型)

第30回(講義)直前対策問題第15回解説

※始めの時問は演習、後の時間は講義になります。問題が時間内に解けない場合には休み時問を使って解

いてください。

ナンバリング
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豊橋創造大学〔NⅣERSALPASSPORIEX

開講年度・開講学期

科目

担当教員

その他担当者

授業概要

2019年度秋学期

2720茶道

中神佐代子

ディプロマボリシー

ディプロマポリシーとの関

連性

本学の茶道は南坊流である。茶道の第一の段階は実際にふれなければならない点前の習熟である。本授

業では、日本の伝統芸能のーつ、茶道で学ぶ礼儀、作法、誠実の精神を養うことを目的とする。茶道では主人

は客を思い、客は主人を思い、お互いに思いやる心を持ち、茶の湯を行う。茶道具、掛物、季節のお花等にも

目をむけ、授業で学習した事をお茶会に参加する事で実践する。

また、創造祭でお茶会を行うので、授業の集大成として主客の心得を体験してもらいたい。

到達目標

テキスト(教科)

参考書および参考文献

受講条件

事前・事後学修(内容・時

間)

授業コード

授業種別

単位数

1.茶道を通して、礼儀・作法・誠実の精神を養うこと

2.茶道の基本に習熟すること

3.茶道を通して日本文化を理解すること

テキスド教科全なし。その都度プリントを配布する。

成績評価

授業の到達目標がどの程度達成できているか、実技テスト60%・授業態度40%で評価する。

割△評価項目 評価基準

実技テスト 授業内容の理解度を確認する。60

授業態度 良い点を自分の点前に取り入れる様、相手の点前をよく観察する。40

27200

週間授業

2

なし。

Page l of l

授業で学んだ内容は、確実に実施できるように予習・復習すること(第2回~15回ハ時問程度)

2019/09/24(火)17:13

授業の実施方法と授業計

画

点前の作法をまず習うことから、練習を身をもって習う。

第1回風炉薄茶用の諸道具の説明・お辞儀の仕方・挨拶の仕方・歩き方

第2回座り方・襖(障子)開閉・床の問の拝見(掛物、お花・花入れ(花びん))

第3回部分指(ふくささぱき・茶器のふき方・茶杓のふき方・茶巾の扱い方)プリント配布

第4回部分指導(茶せんとうし・茶碗のふき方・お菓子のいただき方・お茶の飲み方)

第5回盆点薄茶点前帛紗さぱき及び折り方・腰に挟み方・取り方確認

第6回主客の実習(主人・客)茶器を清める為の帛紗の折り方・清め方確認

第7回主客の実習(主人・客)茶杓を清める為に帛紗の折り方・清め方確認

第8回主客の実習(主人・客)茶巾の扱い方・折り方および茶せんとうじ確認

第9回主客の実習(主人・客)茶碗のふき方・菓子の取り方・頂き方

第10回主客の実習(主人・客)客の心得確認(正客のことぱ、他の客の仕ぐさ)

第11回主客の実習(主人・客)主人の心得確認(主人のことぱetc)

第12回風炉小板薄茶点前柄杓扱いの説明(4種類)実技実践

第13回風炉小板薄茶点前水指の持ち方・放し方・置き方、蓋の開閉の仕方説明、実践

第14回風炉小板薄茶点前柄杓扱いの確認(4種)

第15回風炉小板薄茶点前水指の持ち方・運び方・置き方、蓋の開閉の確認

※ただし、受講学生の習熟度により授業計画を変更することもあります

CPDLI005ナンバリング
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豊橋創造大学 UNIVERSALPASSPORTEX

開講年度・開講学期

科目

担当教員

その他担当者

業概要

2019年度秋学期

2721 華道

塩野谷恵子

ディプロマボリシー

ディプロマボリシーとの関

連性

四季の花、草木を通じて養われた豊かな心は、暮らしに癒しと潤いを与えてくれます。目まぐるしく移り変わる

現代社会にこそ、ふと立ちどまって花を眺めるゆとりが大切です。

草木を注意深く見つめ、草木の自然の美しさをとらえることから始めます。

日本の伝統文化いけ花の池坊です。

到達目標

テキスト(教科婁)

参考害および参考文献

授業コード

授業種別

単位数

受講条件

事前・事後学修(内容・時

問)

四季の草木に接して、季節の移りや草木の命を感じ取る感性を養う。

草木をいける楽しさ、創作の楽しさ、美的感覚を養う。

いけ花を通して日本の伝統文化を理解する。

成績評価

草木に接し、いける楽しみ、いけるゆとり、いける心構えが大切ですから、授業態度、作品評価・ノートで総合的に評価します。

評価基準割ム評価項目

草木に接し、いける楽しみ、いけるゆとり、いける心構えを評価しま
60%授業態度

す。

毎回の作品を評価します。30%作品評価

ノートを確認します。10%ノート

なし。

履修条件はありませんが、教材費が別途必要となります。

※6,900円(実技14回)

27210

週間授業

2

ナンバリング
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自分が生けた作品について、授業後に振り返りを行うこと。(第3回~15回h時問程度)

2019/09/24(火)17:14

https:ガgak.SOZO.ac.jp/UP/faces/UP/hlvpKlns0804B.jsp?sanshoTblF地=1&nendo=2019_. 2019/09/24

授業の実施方法と授業計

画

いけ花の分類、いけ花の基礎、自由花の形態等を教本から又ビデオから学びつつ実技を行う。

第 1回ガイダンス

第 2回生ける時のマナー・用具の扱い方・花材の扱い方

第 3回基本花形

第 4回基本花形

第 5回基本花形

第 6回基本花形

第 7回基本花形

第 8回レリーフ

第 9回自由花についての説明

第10回自由花

第11回自由花

第12回自由花

第13回アレンジ・フラワー

第14回正風体・生花

第15回新風体・生花

※ただし、受講学生の習熟度により授業計画を変更することもあります
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豊橋創造大学〔NIVERSALPASSPORTEX

開講年度・開講学期

科目

担当教員

その他担当者

2019年度秋学期

2722トレーニング

三木裕子

授業概要

ディプロマポリシー

ディプロマボリシーとの関

連性

この授業ではトレーニングについて知るとともに「攻めと守りの健康管理」1こつぃて学びます

「攻めの健康管理」とは、目的に応じたトレーニングを通じて身体を鍛え、病気やけがを防ぎ疲れにくぃ身体を
作ること

「守りの健康管理」とは自身をメンテナンスし、身体を良い状態に保ち続けることです

社会人になっても自己管理できる能力を身につけます

そして家族の体力づくりや介護予防にも役立つ理論も学びます

DPI DP3DP2

到達目標

授業コード

授業種別

単位数

0◎ ◎

高度に情報化された現代社会において社会人は知的能力の潤養と同時に

それを支える身体能力が必要となる

学生は社会人としての心身の自己管理能力を得る

また、社会活動は個人の活動であると伺時に集団としての行動も求められる

ただしその場合集団の目的と各個人の行動のありようが調和するよう努めなけれぱならない

学生はグループワークを通して集団の一員として行動する力を身につける

これらのことが抽象的概念の理解にとどまらぬよう

学生は実技を通じてより深く習熟する

積極的に意見を述べることができるか

課題に対する適切な内容・記述になっているか

テキスト(教科書)

参考書および参考文献

受講条件

第 5回

27220

週間授業

2

Page l of2

2019/09/24(火)17:16

事前・事後学修(内容・時

間)

『スポーツトレーニングの基礎理論』
ISBN 978-4-7916-2025-8

ヨガマットを準備するのが望ましい

毎授業前に指定箇所まで教科を読んでおくこと(20分程度幻4回)

実技翌日の身体、精神の状態を記録しレポートを作咸すること(60分略回)

TVなどによる健康番組を1つ以上視聴し、その内容と感想のレボートを作成すること(120分程度)

授業で設定した目標達成のため、毎日トレーニングを行うこと(60分程度父14回)

第2次健康日本21、喫煙、飲酒、体重・食欲のコントロール、高齢者の健康について家族などに説明できるよう
自分なりの手引を作成する(120分程度)

スポーツ関連誌(Tarzan等)の購読を推奨する

成績評価

原則として毎回出席すること授業の到達目標がどの程度できているかで評価する

遅刻劣悪な受講態度(実技での危険行為など)は減点の対象とする

評価項目 割ム 評価基準

50%
授業態度(含実技) 話題に関心を持ち積極的に参加できるか

横浜市スボーツ医科学センター西東社

グループワークへの貢献

レポートなどの提出物

^゛甲

昆 1回

20%

J甲^

弟 2回

https:がgak.SOZO.ac.jp/UP/faces/upn(11VPKlns0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2019.,2019/09/24

30%

攻めと守りの健康管理

健康とよはし推進計画第2次健康日本21

トレーニングの理論

体力の概念と体力要素

トレーニングの理論

運動の原理・原則様々なトレーニング方法

トレーニングと身体の仕組み

エネルギー・ホルモン・女性の身体の特性

トレーニングと栄養・食事の仕組み

第 3回

第 4回



豊橋創造大学 UNIVERSALPASSPORTEX

授業の実施方法と授業計

画

第 6回

第 7回

弟 8回

弟 9回

弟10回

弟11回

弟12回

第13回

第14回

第15回

体重・食欲のコントロール喫煙と飲酒サプリメント他

ストレッチング(ボブアンダーソン)レジスタンストレーニング
YOGA バレトンメソッド

サーキットトレーニングリラクセーション

ボディーコンバット

フィギュアロビクス

トレーシーメソッド

ブートキャンプ(女性用)

ストレス管理法

高齢者の体力・健康と運動ロコモティブシンドローム

高齢者の運動介護予防運動

ナンバリング

ただし、受講学生の習熟度や室内温度等により授業計画を変更することもある
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開講年度・開講学期

科目

担当教員

その他担当者

2019年度秋学期

2723 パソコン演習

今泉仁志

授業概要

ディプロマボリシー

ディプロマポリシーとの関

連性

ホームページのつくり方を習得し、最後に、「オフィス」ソフトの総合演習をします。

ホームページは、情報発信の手段として広く使われるようになっています。見やすぃホームページにはいくっ
か共通項があるようです。トツプページが重くない、更新日がトップに載せてある、全体の構成を示す目次があ
る、全体の構成がわかりやすい、色使いが上手、文字・絵・写真のバランスがよい、レイアウトが上手、アイコ
ンなどに力ーソルを合わせると項目の説明が出る、各ページの長さが適当、などがあげられそうです。こうぃっ
た点に留意して、ホームページをつくってもらいます。

卒業前の総まとめとして、ワードやエクセルの高度な使い方を総合演習します。

DPI DP2 DP3

到達目標

テキスト(教科)

参考書および参考文献

受講条件

事前・事後学修(内容・時

間)

授業コード

授業種別

単位数

0 ◎

(1)簡単なホームページをつくることができる

(2)情報発信ができる

(3)ワードやエクセルを支障なく使いこなすことができる

特に必要ありません。必要に応じてプリントを配布します。

授業中に指示します。

特にありません。パソコン演習Ⅲは修していなくてもかまいません。

予習・復習は、毎週4時間が基本です。

インターネツトで、いろいろなホームページを見て、見やすいぺージ/見づらいぺージを研究してください。

0

成績評価

受講状況(50%)、作成するレボート(50%)の合計で評価します。会社説明会・会社訪問・就職試験/面接などで授業に出られないとき
には、前もって連絡してください。実習の授業なので、原則として、追・再試験は実施しません。

評価項目 割ム 評価基準

受講状況 50% 授業時問内の課題への取組状況を評価します

レポート作成 50% 理解度をレポートで評価します。

27230

週間授業

4

Page l of2

2019/09/24(火)1717

hnps:ガgak.SOZO.ac.jp/UP/faces/UP/hwpKlns0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2019.,2019川9/24

12月末まではホームページ作成、1月は総合演習をします。

ホームページのっくり方を教える場合、雛型を示し、それを学生さんが編集する形で進めると、どうしても似た
りょったりの出来になってしまいおもしろくありません。授業では、必要最低限のテクニックだけを説明します。
学生さんの自由な発想を生かし、ユニークなホームページをつくってもらいたいと思います。
第1回イントロダクション

キーワード:ホームページ・ビルダー、HTMLファイル

第2回ホームページの作咸1

キーワード:標準モード

第3回ホームページの作成2

キーワード:どこでも配置モード

第4回ホームページの作成3 レポート課題の提示

キーワード:サムネイル

第5回ホームページの作成4

キーワード:ウェブアートデザイナー、ウェブアニメータ

第6回ホームページの作成5 表機能を使ってレイアウト

キーワード:表

第7回ホームページの作成6 フレーム機能を使う

キーワード:フレーム、ハイパーリンク

第8回ホームページの作成フエクセルとの連携

キーワード:数表、グラフ、貼り付け

第9回ホームページの作成8 素材を活用する
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キーワード:検索エンジン、素材、サイト

第10回ホームページの作成9 音楽ファイルを貼り付ける

第れ回レポート作成自分で選んだ会社の紹介ページをつくる

第12回レポート作成売上高の推移をグラフにする

第13回レボート作成自分で選んだニュースのぺージをつくる

第14回レボート作成世界の三大ニュース

第15回レポート作咸日本の三大ニュース

第16回レポート作成私の三大ニュース

第17回レボート作成自分で集めた画像で、ギャラリーをつくる

第18回レポート作成サムネイルをつくる

第19回レポート作成クリスマスカード、年賀状のぺージをつくる

第20回レボート作成自分がよく見にいくぺージのりンク集をつくる

第21回レポート作成自由ページの作成1

第22回レボート作成自由ページの作成2

第23回レボート作成自由ページの作成3

第24回レポート仕上げ・提出

第25回エクセルの高度な使い方1

第26回レポートに対する講評

第27回エクセルの高度な使い方2

第28回エクセルの高度な使い方3

第29回ワードの高度な使い方1

第30回ワードの高度な使い方2、まとめ

授業の実施方法と授業計

画

ナンバリング

叉ただし、受講学生の習熟度によって授業計画を変更することがあります。
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開講年度・開講学期

科目

担当教員

その他担当者

2019年度秋学期

2724 TOEIC対策

今泉仁志

授業概要

英語は嫌いで、これからの人生でも避け続け、なるべく関わりを持たないようにしたいと考えているかもしれ

ません。でも、その一方で、頭の片隅では少しぐらいやっておいた方がいいかなと考えている前向きな自分も

いるのかもしれません。人間って、矛盾に満ちたやっかいな存在ですね。

イヤイヤながら再チャレンジしたことでも、少しでも英文が読めるようになり、聞いた英語のところどころがわ
かるようになると、苦手意識や抵抗感が薄らいできて、もうちょっとやってみようかなという気になります。この
授業はTOEIC対策を通して、英語力を身につけていきます。

TOEIC(国際コミュニケーシヨンのための英語力測定テスト)は、合格・不合格ではなく、10点~990点のスコ

アであなたの英語力を評価してくれるものです。努力すれば、必ずスコアは上がり、目に見える形で、あなたの
努力は報われます。

英語が読める、話せる、聞けるようになりたいと思ったら、やはり英語のルール(文法)を知っておく方が早道
です。それと同時進行で、単語を増やしていく必要があります。この単語さえわかれぱ、全部わかるのにという
くやしい思いをしないためです。

DP2DPI DP3ディプロマポリシー

ディプロマポリシーとの関

連性

授業コード

授業種別

単位数

到達目標

0

27240

週間授業

2

Page l of3

(1)TOEICの問題形式を理解する

(2)ベースとなる「語」と「文法」を学習する

(3)単語力と文法力を前提に、りスニングカ・読解力を強化する

授業の目標は上記の通りですが、各自で以下のことにチャレンジしてほしいと思います。

・やる気が出るように、自分の具体的目標を明確にする。

・その目標を達成するために、英語に接する時間を増やし、かつ継続していけるように工夫する。

・自分の学習旦を「見える化」する。折に触れ、達成感を得て、モチベーションを維持する。

・単語に何度も接するように、その機会を意識的に増やす。

・毎日の習慣として、時間・環境の許す限り、ナチュラルスピードで話される英語を聞き流す。

・物事に対して自分の意見を持つ。意見がないと話す力がつきません。

「はじめてのTOEIC L&Rテスト全パート総合対策」塚本幸光著(アスク出版:1SBN:9784-86639.078-9)

「大学生のためのTOEICテスト入門」(コスモピア:1SBN9784-86454-0254)

文法に自信がない場合は、高校時代の参考書を使ってください。

「総合英語Forest 7th Edition」(桐原書店:1SBN、13:978-4342010453)

英語を学ぶ場合、状況に応じた表現をただ丸暗記するだけでは、その場しのぎの英会話はこなせてもそれ以

上の応用ができるようにはなりません。英語を使いこなすのに、実践的な会話練習が不可欠なのは当然のこ

とですが、「ことぱの仕組み(文法)」を知ることも大切です。

特にありません。誰でも、心の中では英語ができるようになりたいと願っていることでしょう。

必要なのは、始めるきっかけと継続できるエネルギーです。

気の抜けない2時間の試験を乗り切るには、体力(気力)と集中力が必要です。

少しでもスコアを上げようとするなら、毎日10分でも20分でも捻出して努力する覚悟が必要です。

ただし、TOEICでハイスコアを取るために英語を勉強するのではなく、本物の英語力(地力)が身につぃた結

果がTOEICのハイスコアに反映されるものだと考えてください。TOEICの問題集を形だけやってもスコアはそ
れほど伸びません。

予習・復習は、毎週4時間が基本です。

ToeCは、短期間で、ぐんぐんスコアが上がるような安易なテストではありません。基礎力をつけた上で、出

題形式に慣れる必要があります。

継続することが大切で、知識の定着を図るためには、スキマ時問を見つけては反復練習を繰り返さなけれぱ
なりません。

英文を読むには「読解力」が必要です。日本語でゆっくり読んでもわからないものを、英語で素早く理解でき
るはずがありません。普段から新聞・ビジネス書を読んでいれぱ、TOEICで出題される日常生活の話題やビジ

ネスの背景知識が得られ、得点アップにつながります。

ネットで英語を聞く ipad アプリ:NHKVVORLDTV

2019/09/24(火)17:17

0

テキスト(教科書)

◎

参考書および参考文献

受講条件

事前・事後学修(内容・時

問)

成績評価

https:がgak.SOZO.ac.jp/UP/faces/UPAく1Wpkns0804B.jsp?sa11SholblFlg=1&nendo=2019.,2019/09/24
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授業時間内の参加状況(50%)と定期試験(50%)で評価します。

評価項目 割ム

参加状況 50%

定期試験 50%

授業計画は順序立てて論理的に害く必要がありますが、実際の勉強はいろいろな内容が同時並行で進んで
いきます。単語、発音、熟語、文法、解釈、りスニング、の学習を同時並行で進めていくわけです。最初は、内

容がバラバラのままで進んでいく感じがあるかもしれませんが、しぱらくすると、お互いに関連ができてきてメキ
メキカがついていきます。

評価基準

予習・復習をして理解が進んでいるか

基礎的な英語力を確認する

第1回 TOEICとは?どこから、どうやって勉強すれぱいいのか

第2回 TOEICの全体像をつかむ問題構成はどうなっているのか

単語をひと目見ただけで覚えられる人は、そうはいないと思います。たいていは、繰り返しスペりングをい

て覚えたり、忘れては覚えなおし、ということが一生の間続きます。使わない単語はドンドン忘れますし、新しい
英単語も増やしていかなけれぱなりません。英単語を覚えたところで何になる、なんていう理屈をこねるヒマが

あったら、1つでも多くの英単語を覚えることです。1日に、いくっの単語を覚えると1か月でいくっになり、半年
ではどれだけになるなどと、くだらない皮算用はしないことです。とにかくドンドン覚え、ドンドン忘れることを繰り
返すことです。

勉強するときに、1日何ページやろう、1週間に1章ずっ進もうなどと、もくろむことは、挫折する元です。参考
害1冊を1ケ月で仕上げようとか、大それたことを考えていけません。まずは、目の前のことをコッコッやること

です。勉強にはコツがあり、あるレベルを越えると、どんどん勢いがっいてきて、最初に想像できなかったよう
な景色が見えてくるようになります。

Page 20f3

授業の実施方法と授業計

画

第3回単語意味、品詞、句、節りスニング

第4回単語覚えては忘れ、覚えては忘れる

第5回単語忘れては覚え、忘れては覚える

第6回単語忘れたり、たまに忘れなかったり

カタカナ英語が頭の中にあり、単語が一語一語ていねいに区切って発音されるものだと考えていると、いっ

までたってもりスニングは上達しません。英語はアクセントの強弱が大きいりズミカルな言語なので、弱く発音

される部分は(間はあっても)聞こえません。冠詞も前置詞も弱いアクセントなので、聞き取り1こくぃものです。
スペルと音の関係を勉強する必要があります。りスニングとスピーキングは同時にやるべきもので、正確に繰
り返す「りピーティング」や追いかけるようについていく「シャドーイング」ほ効果的です。

文法は、「ことぱのしくみ」を教えてくれるもので、外国語を勉強する時にはおろそかにはできません。文法に
関しては、文法用語を覚えることより、こういう言い方をするものだと慣れることが必要です。整理してあるりス

トを丸暗記するのではなく、いろいろな文章の中で出会うことで、理屈抜きで、そうぃう言い方をするものだとい

う感覚を養うことが大切です。「ことぱのしくみ」を勉強することで、人問が自分の考え・思いを伝えるために、み
ごとな言語体制を咸立させてきた素晴らしさを感じて欲しいと思います。

表記と音、音の強弱

リスニング音のかたまり

リスニング音の脱落

リスニング聞き直す、聞き流す

第7回文法構文、5文型

第8回文法

第9回文法

ビジネス英語ができるようになるには、日常英会話のレベルを超える必要があります。簡単な英会話ができ
ることは必要ですが、英語をきちんと読めたり聞けたりする読解力が大切です。

英単語をいちいち調べなくても文脈からなんとなく意味がとれるようになるという意見もありますが、まずは、
知らない単語はいちいち調べて語粂を増やしていった方が、結局は早い段階で読解力がっくようになります。

覚えた単語が必ずしもすぐに次に読む文章で出てくるわけではありませんが、これはコップに水滴がたまって

いくようなもので、何の変化も起きていないようでも、わからない単語は着実に減っていっており、ある日ふと気

がっくと、読むスピードがぐんと上がっているのが実感できる時が必ずやってきます。そうなる日が楽しみです
ね。

https://gak.SOZO.ac.jp/UP/faces/UP/hwpKms0804B.jsp?sanshoTblFlg=1&nendo=2019._ 2019/09/24

第10回リーディング量をこなす

第11回リーディング勉強法は目的に応じて自分で考える

第12回リーディング手ごたえを感じる

第13回リーディング楽しく勉強を続ける
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英会話についてのアドバイスです。会話の相手は、「なぜ?どうして?何のために?」と畳み掛けるように

聞いてきます。その際、こういう状況ではこう答えるんだなというパターンでは不十分で、自分自身がものごと

に対してどういう意見を持っているのかということを問われていること、自分自身の意見を持つということが大

切なんだということを思い知らされるようになります。そんなところが、外国語を勉強することは、日本語を改め

て勉強することになり、日本のことをより深く理解しようとすることになると言われる理由です。

第14回模擬テストと時問配分の仕方a)

第15回模擬テストと時間配分の仕方(2)

基礎力がついたら、単語を増やし続け、英文をたくさん読み、英語をたくさん聞いて、速読力をつけることで

す。英語は日本語に置き換えて理解するのか、英語は英語のまま理解するのか、なんていうことに悩む必要

はありません。相手の言いたいことがわかれば、理解の仕組みはどうでもよいことです。

英語に限らず外国語の勉強には、きりがありません。一度完壁に覚えたことでも、悲しいかな、どんどん忘れ

ていきます。復習を繰り返すしか、対策はありません。しかし、一度勉強したことは無駄にはならないはずで

す。そう信じて、何ごともやれるときにやっておく、何ごとも思い立ったときに始める、ということで、英語に再

チャレンジしませんか?

※授業時問以外でやってほしいこと

授業時間内で出来ることは限られています。教員が英文を説明して「わかる」まではもっていけますが、受講

生は自分で「わかった」英語を「使える」英語にまで自主トレーニングする必要があります。

「音読・筆写」ーひたすら声を出して読む、そしてひたすら書き写すー

「使える」英語にするには、ある程度まとまった意味を持つ文章を、内容を理解してから、声に出して読んでみ

る「音読」が極めて効果的です。繰り返し音読したら、手を動かして英文をノートに書き写してみます。どれぐら

いやれぱ効果があるでしょうか。やれぱやるほど効果があるとしか言いようがありません。

CD付きのテキストを使った練習方法の一例を示します。

(1)テキストを見る前にCDを聞いて、内容を推測します。

(2)CDを聞きながら、テキストの英文を小さめの声でCDに合わせて音読します。

(3)知らない単語は調べ、テキストを精読し、英文の内容を完全に理解します。

(4)テキストを見ながら、大きめの声で繰り返し音読します。

(5)1センテンスずつ音読しながら、ノート1こき写します。3回ほど繰り返します。

(6)テキストを見ないでCDを聞いて、内容を理解できるか試します。

この(1)から(6)までの一連の訓練力勺時間程度です。それ以上やっても、長続きしません。

これを毎日繰り返します。完全に理解できるようになったら「シャドーイング」をします。聞こえてくる英語を、聞

こえてくるままに、影のように口に出してついていく練習です。上達してくれぱ、静かで英語だけに集中できる環

境ではなく、生活雑音がある自然な環境でも英語が聞き取れるようにします。

さらにレベルアップをねらいたい場合は、もっとタフな練習が待ち構えています。

(フ)CDを聞きながら、英文をノート1こ書き取ってみます。ディクテーションです。

き取るのに時問がかかりますから、CDを止めたりトラックを戻したりしながら害き取ることになります。自分

に聞こえる音とスペルとの関係がよくわかるようになります。また、音を聞きながら、文の構造を理解しようとし

ますから、文法力の強化にもつながります。

(8)英文を暗請してしまいます。感情豊かに表現する練習をします。音読で元気が出てきます。

こういった訓練により、「3ケ月で変化が表れ、3年で結果が出てきます」。Goodluck!
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※ただし、受講学生の習熟度により授業計画を変更することがあります。
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開講年度・開講学期

科目

担当教員

その他担当者

2019年度秋学期

2725 手話入門

浅倉君枝

授業概要

厚生労働省手話奉仕員養成カリキュラム入門課程対応

1.聴覚障害の基礎知識

真の仕組みや聴覚障害の原因を理解するとともに、聴覚障害者のコミュニケーション方法を理解する。
2.手話の基礎知識

日本の手話の歴史及び特徴を理解する。

3.聴覚障害者の生活

聴覚障害者の日常生活における課題とその対応方法を理解する。
4.表現基礎学習

手話習得に必要な観る力や表す力等基礎表現能力を習得する。また、コミュニケーション意欲を高める。

5.手話による表現(自己表現)

簡単な手話表現ができる技術を習得する。

6.手話による表現(対話の基礎練習)

会話に必要な疑問の表現・読み取り等対話の基礎技術を習得する。

フ.手話による表現(会話練習)

習得した手話語や手話表現技術を使っての会話を練習する。

聴覚障害者の生活場面における課題を理解し、必要な手話語乗を習得する。

授業コード

授業種別

単位数

ディプロマポリシー

ディプロマボリシーとの関

連性

到達目標

27250

週問授業

2

Page l of2
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テキスト(教科書)

①相手の簡単な手話が理解でき、手話で挨拶、自己紹介程度の会話ができるようになること。
②耳の仕組みや聴覚障害の原因を理解するとともに、聴覚障害者のコミュニケーション方法を理解することが
できるようになること。

③聴覚障害者の日常生活における課題とその対応方法を理解することができるようになること。

手話を学ぼう手話で話そう

厚生労働省手話奉仕員養成カリキュラム入門課程・基礎課程対応(全日本ろうあ連盟発行)
ISBN9784-902158-39-7 CO037

①全日本ろうあ連盟HP URL ht如://WWW.jfd.or.jp/
②日本手話研究所HP URL ht如://WWW.com・sagano.com小SIS/index.html
③その他必要に応じて講義の中で適宜紹介します。

履修条件はありません

但し、受講者数が40名を越える場合は、原則として受講者を抽選にて決定させていただきます。

毎授業前に指定箇所の教科書に目を通しておくこと。(第2~14回/30分程度)

毎授業後に授業で学んだ囲の付属DVDで手話の実技練習をしておくこと。(第2~14回/60分程度)
授業内で講義した内容にっいて適宜調べておくこと。(第2~13回/60分程度)

第16回定期試験に向けて、授業内で配布した資料の復習を行うこと。(第14~15回/120分)

参考書および参考文献

受講条件

事前・事後学修(内容・時

間)

咸績評価

定期試験は、「日常会話を行うのに必要な手話語及び手話表現技術が身にっいているか。」「聴覚障害者の生活及び関連する福祉制
度等についての理解できているか」という観点を中心に評価する。

なお、遅刻、早退、欠席や劣悪な学習態度は、減点の対象とする。劣悪な学習態度とは、コミュニケーションをとろうとする姿勢のない態
度や手話表現実技の際に、手話表現を積極的に行わない態度をさします。

評価項目 割△ 評価基準

定期試験 60% 筆記試験及び実技試験にて理解度を確認します。

課題レボート 40% 課題に対して適切な内容になっているかを確認します。

https:がgak.SOZO.ac.jp/UP/faces/UP/hwpKrns0804B.jsp?S田IshoTblFlg=1&nendo=2019,.2019/09/24

第1回テキスト第1・第2講座つたえあってみましょう

開講にあナニリ「手話教室」の目的/基礎表現能力を習得する

第2回テキスト第3講座自己紹介をしましょう①
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実技:名前を紹介しましょう

講義:「聴覚障害とは」テキスト88P~95P

第3回テキスト第4講座自己紹介をしましょう②
実技:家族を紹介しましょう

講義:「手話とは」テキスト103P~110P

第4回テキスト第5講座自己紹介をしましょう③
実技:数字を使って話しましょう

講義::「聴覚障害者とのコミュニケーシヨン方法」テキスト93P~95P

第5回テキスト第6講座自己紹介をしましょう④手話
実技:趣味について話しましょう

講義:DVD映像「私の大切な家族」テキスト96P~102P

第6回テキスト第7講座自己紹介をしましょう⑤
実技:仕事について話しましょう

講義・「聾者の就労」テキスト124P~126P

第7回テキスト第8講座自己紹介をしましょう⑥
実技:住所を紹介しましょう

講義::「ろう者の子育てと教育問題」テキスト122P~124P

第8回テキスト第9講座自己紹介をしましょう

実技:まとめ

第9回テキスト第10講座話してみましょう①
実技:1日のことを話しましょう

講義:「ろう運動(手話通訳制度と情報保障)」テキスト124P

第伯回テキスト第れ講座話してみましょう②
実技:1ケ月のことを話しましょう

講義:「聴覚障害者への福祉施策(差別解消法と手話言語条例)」

テキスト112P~121P

第村回テキスト第12講座話してみましょう③
実技:1年のことを話し合いましょう

講義:「手話言語条伊1」と「情報コミュニケーション条伊1」について

第12回テキスト第13講座話してみましょう④
実技:パーティーのことを話し合いましょう

講義:「災害時における聴覚障害者支援のあり方①」
テキスト該当ヘージなし。

全国の取り組み

全日本ろうあ連盟HP参照 URL ht如://WWW.jfd.or.jp/saigai

第13回テキスト第14講座話してみましょう⑤
実技:旅行のことを話し合いましょう

講義:「災害時における聴覚障害者支援の在り方②」
テキストの該当ページなし

豊橋市をはじめとする近隣市町村の取り組み

第14回テキスト第15講座話してみましょう⑥
実技:病院のことを話しましょう

第15回テキスト第16講座・第17講座話してみましょう⑦
実技:学校のことを話しましょう

職場のことを話しましょう

定期試験第1回から第15回のまとめ

※学習効果を高めるため、適宜、ビデオ教材を使用します。

※授業の進行状況及び受講生の理解度によっては、講義計画の変更又は追加補講を実施することがありま

す。その場合は、その都度お知らせします。

平松靖一郎(手話通訳士)※健聴講師

授業の実施方法と授業計

画
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