
2019年度基礎ゼミナールガイドライン－シラバス作成のための指針 

  初年次教育分科会 

１ 基礎ゼミナールの教育目標 

・大学における学習計画の指針を与え、目的意識・問題意識を涵養する。

・学習計画に必要な文章言語表現・レポート作成・文献検索・研究発表・討論方法などの

基本的な学習技術を習得する。

・学生が将来の進路を踏まえて、自らの学習目標と４年（２年）間の履修プランを持って

学習するために必要な学習計画を立案する。

基礎ゼミナールは新入生が必修として全員受講しなければならない演習形式の授業です。

各学部学科別に３０名程度のクラスをいくつか設け、各学部学科の教員が担当します。ここ

で教えるべき内容は、原則として全学共通ですが、各学部学科別でそれぞれの教育目標に合

わせ多少の違いがあってもかまいません。授業の進め方は、それぞれの教員のやり方にゆだ

ねられますが、教員と学生との双方向のコミュニケーション、あるいは学生同士が討論、実

施調査等を通してそれぞれの課題を自主的に学んでいく「アクティブラーニング」の授業方

式が望ましいと思われます。 

２ 到達目標 

具体的な到達目標は以下のようになります。 

①大学生としてそして共立の学生として知っておくべきこと、自覚しておくべきこと等、学

生生活に関する心構えやルールについて身につけている。 

②学習方法、学習計画、図書館の利用法、資料検索、演習、実験への基本的な知識を習得し

ている。 

③ノートの取り方、レポートの書き方、討論やプレゼンテーションについての基礎的な知識

を習得している。 

④テーマの見つけ方、研究・実験の方法、発表の方法について、実践的な学習によって修得

している。 

⑤自分の将来について目標を持ち、その目標実現のための四年間の学習計画をたてること

ができる。 

●「キャリアデザインシート」を用いた授業

平成２７年度から新入生には入学前に「キャリアデザインシート」が配布されておりま

す。そこで、１回目と１５回目の授業でこの「キャリアデザインシート」を教材とした授業

を実践してくださるようお願いします。到達目標としては⑤の実践ということになります。

具体的なやり方としては、一回目は、まず学生に「キャリアデザインシート」を各自持って

きてもらいます。学生を４～６名のグループに分け、グループ毎に自己紹介、そして、それ



ぞれの「キャリアデザインシート」に記載した項目の「共立を選んだ理由」「これからの目

標」について発表し、全員が感想を述べ合う形で進めて行きます。「キャリアデザインシー

ト」は授業後回収し、チェックの後（コピーをとっておく）後日学生に返却します。１５回

目は、「キャリアデザインシート」の別紙「振り返りシート」を配布し、それに記入するこ

とで、前期を振り返り、これからの学習計画を明確にしていく作業になりますが、１４回目

に「振り返りシート」を宿題として配り、１５回目にそれを回収するということでもけっこ

うです。「振り返りシート」はやはり、チェックの後（コピーをとる）後日（後期）学生に

返却します。 

 

●授業の進め方 

 授業の進め方としては、講義形式だけではなく、学生が主体的に学ぶことが出来るよう

な、双方向型の授業、あるいはグループワーキングを積極的に用いてください。 

 ①についてですが、まず、「共立女子学園」の歴史を知ってもらう必要があります（テキ

ストは『共立百十年史』の第１部・第一章、二章の抜粋）。本学園がどのような経緯で成立

したのか、その経緯を学び、そのうえで、女性と教育、女性と職業といったテーマでディス

カッションをすれば、より効果的かと思われます。 

 また、神田集中化に伴い、限られたスペースの中で大勢の学生が充実した学生生活を送る

には、大学構内であるいは授業でどのようなマナーあるいはルールが必要か、学生同士での

話し合いを設けてください。例えばグループに分けそれぞれに討論し発表させるような事

も考えられます。 

 ②は学習スキルを学びます。図書館の利用法については、それぞれのクラスで図書館に行

き図書館員から講習を受ける予定になっていますが、教員が学生一人一人に課題を出し、実

際に検索させることも考えられます。例としては、自分の誕生日の新聞・雑誌等を調べる。

それぞれの学部学科における専門分野に応じて課題を出しその参考文献目録を作る、神田

古書街を歩き回ってあるテーマごとにどの古書店にどういう本があるかを調べる等、いろ

いろなやり方が考えられます。 

 また、専門分野で実験・実習等の授業がある場合には、実験器具あるいは道具の使い方等

の基礎的スキルを身につける体験授業も考えられます。 

 ③はノートのとり方やレポートの書き方等、大学生としての基本的な学習技術を学びま

す。文章力の向上を目指すのではなく、少なくともレポートを書くに当たっての基本的な構

成の仕方や書き方のルール等は基礎ゼミナールで習得しておいた方がいいでしょう。 

 ④は、学習方法ではなく何を学習するのかについて、テーマを見つけそれについて調べ発

表するというプロセスを短期間に体験させるというものです。やり方としては、４・５人の

グループに分け、グループごとにテーマを見つけ、そのテーマについて共同で調べ、グルー

プがそれをまとめあげて最後に発表するという形式がよいでしょう。 

 ディベート等の討論の方法から、テーマの見つけ方、発表の方法等指導が必要かと思いま

す。発表方法は専門分野や研究内容によって違いがあるでしょうが、パワーポイントやパネ

ルなどの発表ができれば面白いでしょう。テーマは、それぞれのグループにまかせるフリー



テーマでもいいですし、それぞれの専門分野によってある程度の枠を与えその中で自由に

考えさせるというやり方、あるいは、教員がそれぞれテーマを与えるというやり方等があり

ますが、学生に主体的に学んでもらうという授業の趣旨からすれば、学生にある程度は選ば

せる方法がよいかと思われます。 

 例えば自分の食生活についてそれぞれが調査しそこから何らかの結論を導いていくとい

うようなこと、あるいはそれぞれの家族の服装について調査するとか、文系であれば、地域

の諸課題、現在話題になっている小説、あるいは一人の作家についてそれぞれがテーマを探

すとか、あるいはいくつかのキーワードを示してそこから具体的なテーマ等を考えさせる

とか、いろいろ考えられます。教員が適当に誘導しながら、学生の興味を引くようなテーマ

が見つかればよいかと思います。 

 ⑤は自分がどのような将来像を考えていて、何をテーマに大学の四年間（短大は二年間）

を過ごすのかそれを考えさせます。平成２７年度から「キャリアデザインシート」が導入さ

れますので、このシートを用いて、学生自身に自分の将来像をイメージしてもらい、それに

基づいた学習計画がたてられるように指導してください。他の学生がどのような将来像を

考えどのような学習計画を立てているのか知ることも刺激になります。その意味で、グルー

プワークで行うことを推奨します。 

 

３ 評価方法 

 以下の三つの項目を評価方法としてください。 

・（授業内）小テスト、小レポート。 

・平常点（学習意欲、履修態度、予習復習状況、出席状況等） 

・その他（提出物等） 

 

成績評価の基準について 

 基礎ゼミでは、上にあげました授業の到達目標を全部クリアすることが、本学でこれから

学生生活を送ろうとする学生全員に求められている（一方で到達させることが教員に求め

られている）と考えてください。その意味において、成績評価は、全部クリアしたか否かで

あることが望ましいのですが、現実的には、２４年度から導入されたＧＰＡ評価で成績をつ

けていただくことになります。 

 平成２４年に「共通教育初年次分科会」では、基礎ゼミの成績評価の目安を以下のように

することを決めました。 

 

１ ＳとＡを合わせた割合が８割程度。 

２ Ｓは全体の２割～３割程度 

 

 基礎ゼミは他の科目と違って到達目標をなるべく全員に達成させることが要請される科

目です。従いましてその趣旨を五段階評価に当てはめればＳとＡを合わせた割合が最大の

ボリュームゾーンになります。Ｓ評価（９０点以上）は「特に優れたもの」ですので、全体



の２～３割が望ましいと思われます。 

 ここ数年の基礎ゼミの成績評価におけるＳとＡの全体の平均値は、基礎ゼミ成績評価の

目安にほぼ見合うものになっていますが、教員によってばらつきもあります。ある程度はや

むを得ないとしても、必修の科目ですので、同じ学部、学科内での極端な成績評価のばらつ

きは是正のほどお願い申し上げます。 
 
４ ２０１９年度からの成績評価基準への対応 
 ２０１９年度から新たな成績評価基準が導入されることになり、基礎ゼミについても新

基準に基づいた「到達目標」「単位修得目標」が決められております。この基準は「到達目

標」がＡ評価相当「単位修得目標」がＣ評価相当にとする評価基準とご理解ください。なお、

この「到達目標」は上記２の「到達目標」と内容は同じです。参考のために、以下、新しい

評価基準による「到達目標」「単位修得目標」を挙げておきます。 
 

新基準による「到達目標」 

・学習方法、学習計画、図書館の利用法、資料検索、演習、実験への基礎的知識が習得でき

ている。（知識・理解） 

・レポートの書き方、討論やプレゼンテーションについての基礎的な知識が習得できてい

る。（知識・理解） 

・テーマの見つけ方、研究・実験の方法、発表の方法について、実践的な学習によって身に

つくことができている。（技能） 

・大学生としてそして共立生として知っておくべきこと、自覚しておくべきこと、学生生活

に関する心構えやルールについて学び考えることについて意欲的に取り組む姿勢を持つこ

とができている。（関心・意欲・態度） 

・有意義で創造的な大学生活を送るための学習計画を意欲的な姿勢でみずから立てられる。

（関心・意欲・態度） 

 

新基準による「単位修得目標」 

・学習方法、学習計画、図書館の利用法、資料検索、演習、実験への基礎的知識についての

最低限の知識が習得できている。（知識・理解） 

・レポートの書き方、討論やプレゼンテーションについての最低限の知識が習得できてい

る。（知識・理解） 

・テーマの見つけ方、研究・実験の方法、発表の方法について、基本的なことについては身

につくことができている。（技能） 

・大学生としてそして共立生として知っておくべきこと、自覚しておくべきこと、学生生活

に関する心構えやルールについて学び考える姿勢を持つことができている。（関心・意欲・

態度） 

・有意義で創造的な大学生活を送るための学習計画を立てられるようになる。（関心・意欲

・態度） 



 

 

５ シラバス例 

 以下基礎ゼミナールのシラバス例をあげておきます。これはあくまで一つの例です。ただ

共通する内容は入っておりますので、この例を参考にしながら各学部学科の特徴に応じて

より相応しい授業を作っていただければと存じます。 

 

作業項目 作業内容 

１ 自己紹介・「キャリアデザインシー

ト」を用いて「共立を選んだ理由」「将

来像」につい語る。 

グループごとに別れ、それぞれが自己紹介し、持

参した「キャリアデザインシート」に基づいて「共

立を選んだ理由」「将来像」を語り、それについ

て互いに感想・コメントを述べる。 

２ 学校・学部学科の案内・共立女子学

園の歴史 

第一章を読み、共立女子学園の歴史や神保町の歴

史について学ぶ。余裕があれば女性と教育、職業

について考える。 

３ ※学生生活について 学生生活で注意すること。大学内でのルールやマ

ナー、気遣いについて考える。 

４ 図書館の利用の仕方 検索の方法、資料の調べ方について学ぶ。図書館

での実地学習。 

５ 学部学科での学習の指針・学習計画

・学習のスキル 

これからどんなことをどのように学ぶのか。講義

・実験・演習の受け方・ノートの取り方等につい

て学ぶ。 

６ キャリアデザイン グループに別れ、それぞれの将来像やつきたい職

業などを話し合う。例えば「１０年後の自分」を

テーマに発表し、互いに感想・コメントを述べ合

う。 

７ レポートの書き方１ レジュメの作り方、レポートの書き方を学ぶ。 

８ レポートの書き方２ ミニレポートを書いてみる。 

９ 討論（ディベート） 少グループに別れ、それぞれのグループ内でテー

マを決めるか教員に提示されたテーマについて

グループ内でディベートを行う。 

１０ 討論（テーマを見つける） 小グループに別れ、発表（プレゼンテーション）

を前提にグループ内で討論しテーマを探す。 

１１ 討論・調査研究 自分たちのテーマについての研究法調査計画、発

表の方法等をまとめる 

１２ 討論・調査研究 調査研究の中間報告。 



 

 

 ※ 平成２８年度までは「学生生活について考える」というテーマについて、一回分の授

業を用いて「学生相談室」の担当者による講習という形式で行ってきました。平成２９年度

からは今までのような「学生相談室」による講習形式の授業がなくなります。従って、「基

礎ゼミ」担当教員によるテキストを用いた講義、もしくは、グループワーク等によって授業

を進めてくださるようお願いいたします。 

１３ 討論・発表の準備 それぞれのグループで発表に向けてプレゼンテ

ーションを行う準備をする。 

１４ 発表 それぞれのグループが、研究してきたテーマにつ

いて全員の前で発表する。 

１５ 振り返り 「キャリアデザインシート」の「振り返りシート」

を配布し、その記入を通して、前期を振り返り、

これからの学習計画を明確にしていく。振り返り

そのものをグループワークとして行ってもよい。 



2019年度「表現技法」授業運営のガイドライン 

 
１．表現技法科目の趣旨 

  ・大学の学習においては、レポートや論文の作成、課題に対する討論や研究の発表が行われる。

こうした大学における学習において基礎となるのは、知識や情報を集めて自分の考えを導き出

し、表現する能力である。 
  ・また、社会に出た際も、様々な情報から客観的に事実を整理・分析し、これらを活用すること

によって課題に対して幅広い視点から総合的な判断を下し、解決してゆく能力（課題探求能力、

論理的思考能力、問題解決能力）が求められる。 
  ・これらをふまえて、表現技法科目においては、大学における学習に不可欠な言語運用能力、知

識や情報を読み取り分析する能力、論理的思考能力、課題解決能力、自己表現能力を高めるた

めに、以下のような教育課程を設ける。 
 
２．表現技法科目の構成と目標 

 
表現技法科目の構成と、各科目の目標は以下の通りとなります。シラバス執筆の際、「到達目標」は、

以下を参考に、学生の視点に立ち「～できるようになる」という文体で記入してください。 
 
表現技法Ⅰ（作文・論文） 
 
文章の基本的な書き方を身につける。文章を書くための基本的な技術やルールを学び、文章を書く際

の着想方法や文章の構成方法などを習得する。ただし、文章を書くためにはその方法・技術を学ぶだ

けでは上達しない。文章を書く目的意識や問題意識が前提となる。そのため、基本的なスキルの訓練

とともに、何故文章を書くのか、何故論理が必要なのか、などを考えることにも力を入れていく。 
 
表現技法Ⅱ（読解・分析） 
 
文章の読解・分析の基本的な方法、つまり情報を整理・分析し、それを的確に表現するための方法を

習得する。具体的には、新聞記事や論説文、文学作品等、様々な種類の文章を読み、それらの内容（情

報）のとらえ方やポイントのおさえ方などを学び、それをふまえた意見文や感想文を書くことにより、

表現力を身につける。 
 
表現技法Ⅲ（企画立案・発表討論） 
 
口頭による発表・討論の基本的な方法を身につける。そのためにまずは、企画・立案の技術を習得し、

その上で、的確な意見の述べ方、議論の進め方などについて学習し、スピーチ能力・プレゼンテーシ

ョン能力を高める。 



３．授業運営のガイドライン 

 １．２．をふまえ、具体的な授業運営のガイドラインを下記の通りとする。 
 
♢表現技法Ⅰ（作文・論文）〔半期 1単位・選択・1・2年次・13コマ〕 

〔受講者数〕30 人を上限とし、抽選登録とする。1 年次学生と 2 年次以上学生の人数バランスに留意

する。 
〔授業内容〕文章のジャンルごとの書き方よりも、その前提となる基本的な心構えや技術・ルールな

どが実践できるようになることを目標とした内容にする。具体的には、文章を書く段階・

要素ごとに必要なことがらを課題とする実作の練習を行う。 
〔授業方法〕課題ごとに、説明、実作、講評を１セットとし、実作は全授業時間の半分相当以上を当

てる。 
〔評価方法〕（授業内）小テスト、小レポート 70％、 

平常点 30％ 
〔テキスト〕共通冊子配布。 
 
♢表現技法Ⅱ（読解・分析）〔半期 1単位・選択・1・2年次・3コマ〕 

〔受講者数〕30 人を上限とし、登録の先着順とする。履修登録にあたっては、「表現技法Ⅰ」が履修

済みであることが条件となる。1年次学生と2年次以上学生の人数バランスに留意する。 
〔授業内容〕文章の内容・構造を的確に理解することによって、それを文章に生かすことができるよ

うになることを目標とした内容とする。具体的には、各種文章の読解・分析の方法を学

び、それをふまえて、要約文・意見文・感想文・批評文などを書く練習をする。 
〔授業方法〕課題ごとに、説明、実作、講評を１セットとし、実作は全授業時間の半分相当以上を当

てる。 
〔評価方法〕（授業内）小テスト、小レポート 70％、 

平常点 30％  
〔テキスト〕共通冊子配布。 
 
♢表現技法Ⅲ（企画立案・発表討論）〔半期 1単位・選択・1・2年次・4コマ〕 

〔受講者数〕25 人を上限とし、抽選登録とする。 
〔授業内容〕口頭表現の基本的な準備や技術・ルールなどが実践できるようになることを目標とした

内容にする。具体的には、内容の構想・調査、下書き・プレゼン媒体の用意、発表時の

発声・姿勢、身振り、言い回しなどを、いくつかの設定により練習する。 
〔授業方法〕課題ごとに、説明、実作・実演、講評を１セットとし、実作・実演は全授業時間の半分

相当以上を当てる。 
〔評価方法〕口頭発表のパフォーマンスおよびプレゼン媒体の評価 70％、 

平常点 30％ 
〔テキスト〕共通冊子配布。 
 
※2015 年度より、生活科学科において表現技法Ⅰ・Ⅱ・Ⅲが選択必修となるため、時間割編成上生

活科学科優先クラスを設定します。当該クラスにおいては、履修登録状況により、上記の上限人

数を超える場合があります。 
※シラバスチェック委員会からの指摘により、〔評価方法〕のところを変更しましたので、ご協力く

ださい。また、事前事後学習の欄もかならずご記入ください。 
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Kyoyou Eigo “English I” Guidelines (2019)  
 

English 1 is a required, year-long course focusing on speaking and listening proficiency. It is taken by 
all first-year students in the university and junior college and it is taught by native speakers of English. Most 
students will also take English II, which is taught by Japanese teachers and focuses on reading and writing, 
and many students also take other (more academic) English classes within their departments. Therefore, 
English I serves the purpose of ensuring that all students have a firm grasp of basic oral English skills. 

English I usually consists of 25-30 students in each class (level 5 classes are smaller). Classes are 90 
minutes and meet once a week (15 times each semester). 
 
Objectives 
Improved spoken competence in conversation 

 More fluent oral production (speaking more quickly & smoothly in English) 
 More accurate & descriptive language use in conversation (increased knowledge of common 

vocabulary & grammatical structures) 
 Improved comprehensibility (improved pronunciation, intonation, etc.) 

Improved listening skills in comprehending conversation & media 
 Increased receptive fluency (improved comprehension of English spoken at a natural rate) 
 Better receptive knowledge of frequent vocabulary used in conversation 
 Improved use of listening strategies (e.g. clarification strategies & vocabulary coping skills) 

A positive attitude towards English (increased motivation, confidence, autonomy & cultural awareness) 
 
Class Content & Structure 

Classes should focus on conversational topics, functions, and situations to practice oral/aural skills, 
vocabulary, & grammar. Teachers should use one of the required texts as a base and as the core text, but they 
can also utilize other task-based and communicative activities where relevant and possible, such as:  

communication tasks & games (as related to the text) 
authentic listening materials (short video clips) 
role plays 
group discussions on high-interest, manageable topics 
surveys & other mini research projects 
group poster presentations 

Such communicative activities can motivate learners and lead to more authentic communication, but caution 
should be used since some activities may overwhelm less proficient students. 
 
Textbooks 

We have recommended several textbooks, based on teacher suggestions and student feedback, for each 
level (see the attached document). Sample texts will be displayed on the shelf of the letter boxes in the 
Teachers’ Room (Main Building) for the month of January. Teachers need to choose one of these texts to 
use in each class as their core text and ensure that the chosen text is written in their syllabus by the 
deadline in January. For English I courses, kyomuka will total all the chosen texts in the syllabus and order 
them all together. 
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Class Levels 
Students are placed in one of five levels using their scores on sections 3 and 4（the listening sections）

of the CASEC test taken at the beginning of April (before classes begin). Class distribution is as follows. 
 

Class Level  1 2 3 4 5 
Percentage of Students 8% 23% 38% 21% 10% 

          

Text choices and class instruction should be planned accordingly. Note that we try to rotate the teachers 
among the levels every couple of years so that they are not “stuck” teaching a less preferred level each year. 
 
Grading 

Kyoritsu has recently introduced a GPA system, and considering that students are divided into 61 
classes and five levels, we need to minimize disparities in grading among English I classes. Therefore, please 
make sure to assess your students along the following lines: 

 
 Achievement Test Score 25% 
 Quizzes &/or Presentations 25%   
 Classwork (assignments, projects) 25% 
 Participation 25% 
 
The total percentage of points received by a student in one grading period corresponds to the letter grades listed 
below. 
 

S: 100-90%， A: 89-80%,  B: 79-70%,  C: 69-60%,  D: below 60% (fail),  X: incomplete, no grade 
 

Note that a student’s score on sections 3 and 4 of the end-of-year Achievement test must account for 25% of 
her grade. (We will inform you of students’ scores shortly after the test.) The purpose of this policy is to 
provide further motivation and to more fairly and accurately grade the students. Grades need to be submitted 
through kyonet by the designated date in mid-February.  
 

 
Notes concerning grading: 
X & D grades: Please note that students who receive an X grade or a D grade must retake the entire course. 
English I students receive an X if they do not attend at least two-thirds of the classes (a Kyoritsu policy) or if 
they do not complete the CASEC exam at the end of the year. 
 
Credit Alternatives: If students with a 620 score on the placement test in April get one of the following scores on 
another Achievement test, they will be given an S grade for the class and will no longer need to attend the 
course. 

TOEIC: 700  /  TOEFL: 520 (iBT 68)  /  STEP test: pre-1st grade  /  IELTS: 5.5  
 

 
Questions? 

If you have any questions or problems, please visit kyomuka (Main Building, or send an e-mail: 
kyomu@kyoritsu-wu.ac.jp . We hope that you enjoy teaching the classes!  
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教養教育「英語Ⅱ」ガイドライン（2019 年度用） 
 
授業概要 
コミュニケーションと異文化理解の手段としての英語の基礎的運用能力を養うことを目標とす

る週 1 回・通年の科目です。高校までの受験に対応した学習の偏りを是正しつつ、これまで身に

つけた基礎力の一層の充実に努めます。この目標達成のために、「英語Ⅱ」では、「読む」「書く」

運用能力に重点を置き、併せて文法力、語彙力の向上を図ります。クラス人数上限は、30 人（た

だし、若干名の超過が生じる可能性があります）。日本人教員が担当します。 
 
教育目標 
・ 短文の反復練習によって、文法・文型の基本を会得する。 
・ 日常よく使われる基本表現を確実に身につける。 
・ 平易な文章を正確に読み取れるようにする。 
・ 英文を読む際、パラグラフの主旨・大意を正確に読み取る力を養う。 
・ 自分の意見や身辺の出来事を、パラグラフを構成しながら英文でまとめる。 
・ e-mail や手紙の書き方を習得する。 

授業担当者は、クラスのレベルに応じて、授業項目のどれ(複数)に重点を置くかを考案してく

ださい。また、シラバスの「到達目標」は、学生の視点に立ち「～できるようになる」という

文体で記入してください。 
 
使用テキスト 
 別紙に記載するレベル別のテキスト一覧の中から 1 点を選択して、主教材としてお使いくださ

い。他の教材の採用は担当者のご判断にゆだねますが、あくまでも補助教材としてご使用くださ

るようお願いいたします。使用テキストは、1 月 31 日までに必ずシラバスに明記してください。

「英語Ⅱ」についてのみ、選択されたテキストを教務課が集計し、一括して紀伊国屋へ注文いた

します。なお、候補テキストは、非常勤講師室（本館）のレターボックスの棚の上に展示してお

ります。 
 
習熟度別クラス編成 
 「英語Ⅱ」では、4 月に実施するプレイスメント・テスト（CASEC test）の Section1・2（語

い・表現）のスコアによって、大学・短大の学生全体を対象に、下の表のように上位からの比率

によってクラス分けを行います。昨年度のクラス配分は下記の通りです。 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

レベル 1 2 3 4 5 
学生の割合 12% 33% 29% 17% 9% 



 

 

2 

成績評価 
2012 年度からの GPA 制度導入に伴い、同名授業間の評価格差を最小限にするため、次の評価

項目・比率で評価を行っていただきますようお願いいたします。 
・学年末英語アチーブメントテストのスコア（25%） 
・期末試験、小テスト、課題（50%） 
・平常点（受講態度など）（25%） 
 
また、2012 年度から“S”評価が加わり、評価基準が以下のように変更になります。（2011 年度

以前の入学者については従来通り） 
S（90〜100%）、A（80〜89%）、B（70〜79%）、C（60〜69%）、D（59%以下）、X（放棄など） 
 

単位認定 
プレイスメント・テストで 620 点以上を取得した学生は、外国語技能検定試験等の結果により、

申請によって単位を認定され成績評価 S が与えられます。その場合は、学期途中での履修放棄が

生じることもあります。教務課よりご連絡いたしますが、そのようなケースがありうることを前

もってご了解ください。 
 a. TOEIC   700 点以上を取得 
 b. TOEFL   520 点( iBT 68 点)以上を取得 
 c. 実用英語技能検定 準 1 級を取得 
 d. IELTS 5.5 以上を取得 
 
その他 
 ご質問、ご要望がございましたら、下のいずれかにお問い合わせください。 

 E-mail: 教務課 kyomu@kyoritsu-wu.ac.jp 
          Tel:  教務課 03-3237-2195 
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Kyoyou Eigo “Business English I” Guidelines (2019) 
 

This is an optional, year-long course of introductory business English for students who 
have finished the English I course. The course focuses on developing communicative skills 
needed in business situations through a wide range of listening and speaking exercises. 
Attention should also be paid to the grammar and vocabulary used in business settings. There are 
usually fewer than 25 students in each class. Classes meet once a week for 90 minutes for 15 
times each semester. 
 
Objectives 

This course aims to improve students’ oral skills in English for business situations. This 
includes: 

(1) receiving visitors 
(2) telephoning 
(3) scheduling appointments 
(4) business meetings 
(5) business presentation(s) 

 
Grading 

The method of grading in the class should be made clear to the students through the 
syllabus on kyonet and also at the first meeting of the class. It is desirable that grades should be 
awarded according to a reasonable combination of scores from various activities, which may 
include:  

tests and/or quizzes;  presentations and/or projects;  classwork;  participation 
Please note that all courses at Kyoritsu require attendance in at least two-thirds of the classes. 
Students who fail to meet this requirement should automatically receive an X even if their 
scores from tests and other assignments are above average. 

Grades need to be submitted through kyonet by the designated date in mid-February. Please 
note that the grading system has changed for students other than third and fourth-year students:  
S: 90-100% A: 80-89%,  B: 70-79%,  C: 60-69%,  D: below 60% (fail),  X: incomplete, no grade 

  
Textbooks 

Instructors should use a textbook of their choice as the core text, though they may 
supplement it with other materials if they wish.  

Please submit by post or fax your book order form to Kinokuniya, the university bookstore.  
An order form is to be sent from Kinokuniya to your home address by mail.  

 
We hope that you enjoy teaching the classes. If you have any questions or problems, please 

visit kyomuka (Main Building) or send an e-mail to: kyomu@kyoritsu-wu.ac.jp 
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Kyoyou Eigo “Business English II” Guidelines (2019) 

  

This is an optional, year-long course of introductory business English for students who 

have finished the English I and English II courses. The course focuses on developing 

communicative skills needed in business situations with a particular focus on reading and 

writing skills. There are usually fewer than 25 students in each class. Classes meet once a week 

for 90 minutes for 15 times each semester. 

 

Objectives 

This course aims to improve language skills in English for business situations. This 

includes: 

(1) learning specialized vocabulary, useful grammar and relevant expressions and 

phrases 

(2) reading newspaper and magazine articles related to business 

(3) writing business letters and emails 

 

Prerequisites 

 Kyoritsu university students: successful completion of English II 

 Kyoritsu junior college students: successful completion of English I 

 For those students who in their final year and in need of credits for graduation, above 

requirements may be waived to the extent that this class may be taken in conjunction with 

English I and/or English II. 

 

Class Composition 

While only one section of this class is currently being conducted, necessitating flexibility with 

regard to the number of students accepted, an upper limit of 35 students per class per term will 

be maintained. 

 

Grading 

The method of grading in the class should be made clear to the students through the 

syllabus on kyonet and also at the first meeting of the class. It is desirable that grades should be 

awarded according to a reasonable combination of scores from various activities, which may 

include:  
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tests and/or quizzes;  presentations and/or projects;  classwork;  participation 

Please note that all courses at Kyoritsu require attendance in at least two-thirds of the classes. 

Students who fail to meet this requirement should automatically receive an X even if their 

scores from tests and other assignments are above average. 

Grades need to be submitted through kyonet by the designated date in mid-February. Please 

note that the grading system has changed for students other than third and fourth-year students:  

S: 90-100% A: 80-89%,  B: 70-79%,  C: 60-69%,  D: below 60% (fail),  X: incomplete, no grade 

  

Textbooks 

Instructors should use a textbook of their choice as the core text, though they may 

supplement it with other materials if they wish.  

Please submit by post or fax your book order form to Kinokuniya, the university bookstore.  

An order form is to be sent from Kinokuniya to your home address by mail.  

 

We hope that you enjoy teaching the classes. If you have any questions or problems, please 

visit kyomuka (Main Building) or send an e-mail to: kyomu@kyoritsu-wu.ac.jp 

 



教養教育｢ビジネス英語Ⅱ｣ガイドライン（2019 年度用） 
 

授業概要 
「英語Ⅰ」「英語Ⅱ」で培った総合的な英語の運用能力を基に、ビジネス英語の基礎を、主に

リーディング、ライティングのスキル強化に重点を置いて身につけさせる。 
 
教育目標 
·ビジネスの場面で多く使用される語彙・文法事項・フレーズを習得し活用することができる

ようになる 
·ビジネス文書や新聞・雑誌等の関連記事を正確に読むことができるようになる 
·簡単な内容の e-mail・ビジネスレター・履歴書等を書くことができるようになる 

 
履修のための条件 

・学部の学生：「英語Ⅱ」の単位を修得済みであること 

・短大の学生：「英語Ⅰ」の単位を修得済みであること 

ただし，卒業年次の学生がこの科目を履修する必要がある場合には、この条件は適用されず、「英

語Ⅰ」や「英語Ⅱ」と同時履修が認められます。 

 
クラス編成 
クラスは、１クラスのみ設置され、習熟度別クラス編成の形態は取りません。ただし、履修

者数の上限は、35 名に設定しています。 
 

成績評価 
クラスで評価を行っていただきます。その際、試験(期末試験、小テストなど)・平常点など

を基に、総合的に判断をしてください。 
 
2012 年度からの GPA 制度導入に伴い、“S”評価が加わり、評価基準が以下のように変更に

なります。（2011 年度以前の入学者については従来通り） 
S（90〜100%）、A（80〜89%）、B（70〜79%）、C（60〜69%）、D（59%以下）、X（放棄など） 
 

使用テキスト 
 テキストを必ず使用してください。ただし、その選定および補助教材の使用については、担

当講師のご判断にゆだねます。注文は、紀伊國屋書店から送られてくるテキスト注文書を使っ

て行ってください。クラス人数上限は、35 名に設定しています。 
 
その他 
 ご質問、ご要望がございましたら、下のいずれかにお問い合わせください。 

 E-mail: 教務課 kyomu@kyoritsu-wu.ac.jp 
Tel.: 教務課 03-3237-2195 

 



 

 

1 

Kyoyou Eigo “Oral Communication” Guidelines (2019)  
 

This is an optional, year-long course for students focusing on oral/aural skills. As the class is 
open only to those who have finished the English I course, it should review basic conversation skills 
and also introduce discussion and presentation skills. The class may be focused around 
conversational topics and/or functions and manageable discussion topics. 

There are two sections of the class, both taught by native speakers, and there are usually 25 
students in each. Classes meet once a week for 90 minutes for 15 times each semester. 
 
Objectives 
1. Improved spoken competence in conversation, discussion, and presentations 

  (including vocabulary, grammar, pronunciation, fluency, and communication strategies) 
2. Improved listening skills in comprehending conversation & media 
 
 
Textbooks 

There are no recommended textbooks for the course. However, if teachers decide to use a 
class text, you cannot use any of the texts that were used in the English I course in 2018(see 
the enclosed “Texts Used in 2018”). Please order the text that you decide to use from Kinokuniya, 
the university bookstore, as soon as possible. You will receive the order form from the bookstore 
soon. If you use a text, you should order 25 copies for each “Oral Communication” class you teach. 
If you have any problems, please inform kyomuka. 
 
Grading 

Please make sure to assess your students along the following lines: 
Tests & Quizzes 25%      
Evaluation of Oral Skills (presentations, interviews, role plays, etc.) 25%   
Classwork (assignments, projects, etc.) 25%     
Participation 25% 

Note that all courses at Kyoritsu require attendance in at least two-thirds of the classes. Students 
who fail to meet this requirement should automatically receive an X. 

Grades need to be submitted through kyonet by the designated date in mid-February. Please 
note that the grading system has changed for students other than third and fourth-year students:  
S: 90-100% A: 80-89%,  B: 70%-79%,  C: 60%-69%,  D: below 60% (fail),  X: incomplete, no grade 
 

We hope that you enjoy teaching the classes. If you have any questions or problems, please 
visit kyomuka (Main Building) or send an e-mail to: kyomu@kyoritsu-wu.ac.jp 
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教養教育｢TOEIC 総合演習｣ガイドライン（2019 年度用） 

 

授業概要 

「英語Ⅰ」「英語Ⅱ」で培った英語力を基に、TOEIC のスコアアップを目指した問題演習を行いつつ、

総合的な英語の運用力を練成する。 

 

教育目標 

以下の事項を通じて、TOEICのスコアをアップすることができる。 

(1)繰り返し問題演習をし、出題の傾向を把握すると共に各テストの形式に慣れる。 

(2)リスニング・リーディングのスキルを強化する。 

(3)語彙力・文法力を強化する。 

 

履修のための条件 

学生が所属する学部・学科で必修科目または選択必修科目として指定されている教養の英語科目の単

位を修得済みであること。具体的には、 

・文芸学部，国際学部の学生：「英語Ⅰ」と「英語Ⅱ」の単位を修得済みであること 

・家政学部の学生：「英語 I」と「英語Ⅱ」の単位を修得済みであることが望ましい 
・短大の学生：「英語Ⅰ」の単位を修得済みであること 

ただし，卒業年次の学生がこの科目を履修する必要がある場合には、この条件は適用されず，「英語Ⅰ」

や「英語Ⅱ」と同時履修が認められます。 

 

クラス編成 

各クラスの目標スコアを次のように設定し、学生は自分の判断で履修するクラスを選択します。 

クラス 01-TOEIC 700点 

クラス 02,03-TOEIC 600点 

クラス 04,05,06-TOEIC 500点 

 

成績評価 

2012 年度からの GPA 制度導入に伴い、同名授業間の評価格差を最小限にするため、次の評価項目・

比率で評価を行っていただきますようお願いいたします。 
・期末試験，小テスト、課題（75%） 
・平常点（受講態度など）（25%） 
 
また、2012 年度から“S”評価が加わり、評価基準が以下のように変更になります。（2011 年度以前の

入学者については従来通り） 
S（90〜100%）、A（80〜89%）、B（70〜79%）、C（60〜69%）、D（59%以下）、X（放棄など） 
 

使用テキスト 

 2016年 5月から TOEICの形式が変更になりましたので、TOEIC新形式に対応したテキストを使用して

ください。ただし、その選定および補助教材の使用については、担当講師のご判断にゆだねます。注文

は、紀伊國屋書店から送られてくるテキスト注文書を使って行ってください。クラス人数上限は、

30 名に設定しております。 
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その他 

 ご質問、ご要望がございましたら、下のいずれかにお問い合わせください。 

 教務課 E-mail: kyomu@kyoritsu-wu.ac.jp 

 Tel.: 03-3237-2195 



資料 1-1 
2018 年 11 月 21 日 
初習外国語分科会 

 
2019 年度 共立女子大学･短期大学教養教育 

初習外国語科目（フランス語）ガイドラインについて 
 

ガイドライン 
 

2019 年度共立女子大学･短期大学教養教育 
外国語表現科目（フランス語）ガイドライン 

 
（１）【基礎フランス語（入門）】 
 
1. シラバスの「科目概要」、「到達目標」、「単位修得目標」、「履修条件」について 
 
シラバスには、「科目概要」、「到達目標」、「単位修得目標」、「履修条件」として、以下の

文章を全クラス共通で掲載しますので、個別にお書きいただく必要はありません。 
 
◎科目概要 

初学者を対象に、フランス語を学ぶ楽しさを知り、文化としてこれを学ぶ意味を自覚

することを主眼に置きながら、初歩的なフランス語を習得する。具体的には、発音の規

則、文法の初歩、簡単な日常会話などを学んでいく。また、フランス語を学ぶ楽しさと

意味をより深く認識すべく、言葉の文化的背景（生活、社会、文学、芸術、歴史、地理

等）などにも触れて理解する。 
 

◎到達目標（A 評価の条件になります。） 
１．フランス語の発音の仕組みや特徴を理解し、その運用に習熟することができる。 
２．フランス語の文字表記の仕組みや特徴を理解し、その運用に習熟することができる。 
３．フランス語の基礎的な語彙の発音・表記・意味・用法を理解し、その運用に習熟す

ることができる。 
４．フランス語の基礎的な文法や構文を理解し、その運用に習熟することができる。 
５．フランス語圏の文化に関する初歩的な事象について正確に説明することができる。 
 
◎単位修得目標（C 評価の基準になります。） 
１．フランス語の発音の仕組みや特徴を理解し、その基本的な運用を行うことができる。 
２．フランス語の文字表記の仕組みや特徴を理解し、その基本的な運用を行うことがで

きる。 
３．フランス語の基礎的な語彙の発音・表記・意味・用法を理解し、その基本的な運用

を行うことができる。 
４．フランス語の基礎的な文法や構文を理解し、その基本的な運用を行うことができる。 
５．フランス語圏の文化に関する初歩的な事象について概略を説明することができる。 



 
 

◎履修条件 
・初学者を対象とします。 
・なお 01、02 クラスは、教養教育のフランス語科目を履修した後も、さらにフランス

語を学びたいと考える全学部･学科生を対象としたクラスです。 
 

2. 教科書（テキスト） 
指定教科書は以下になります。教務課で一括入力します。 
ジャニック･マーニュほか著『エスカパード！フランス語への旅』改訂三版、駿河台出版

社、2018 年。 
 
3. 進度 
進度の目標は 5 課まで。「授業計画」欄の「授業内容」「事前学習」「事後学習」「授業方

法」は教務課で一律入力します。全クラス共通で掲載しますので、個別にお書きになる

必要はありませんが、変更をする場合は、上書きしてください。 
 

成績評価についてはご記入ください （下記参照）。ペアのクラスの場合、両担当者で

相談のうえ記入して下さい。 
 
※２名の教員で文法・練習問題と、会話・アクティヴィティを分担される場合の執筆

例： 
〔その他〕 
便宜上、シラバスには教科書の項目順に対応するかたちで授業内容を記していますが、

実際は週２回の授業のうち、１回は文法と練習問題、もう１回は会話とアクティヴィテ

ィをそれぞれ別の教員が担当します。  
（上記で不都合がある場合には、シラバス上で変更してください。） 

 
3. 成績評価について 
①試験②レポート③(授業内)小テスト、小レポート④平常点（学習意欲、履修態度、予

習復習状況、出席状況等）⑤その他のうち３項目以上を選択して評価します。 

それぞれの項目と、パーセンテージを必ず明記してください。 

 

例１：（１）期末試験４０%、（２）小テスト 20％、（３）平常点（学習意欲、履修態

度、復習状況、出席状況）40%。 

例２： 平常点(履修態度、復習状況)40％、最終試験 30％、授業内小テスト 30％を総合

して評価します。 

 

ペアのクラスの場合、各担当者が 100 点満点（60 点以上を合格点）の素点を出し、その

平均点を SABCD（Ｃ以上が合格）のランクに直して評価することを原則とします。両



 
 

担当者の確認と合意を徹底してください。また成績を提出するに当たっては、両担当者

で相談のうえ、「代表教員」が責任をもって行って下さい（専任教員がいる場合は専任教

員が「代表教員」になります。非常勤講師同士のペアでは、教務課が予め指名させてい

ただきます）。 
（絶対評価です。） 

 
4. 特別クラス等について 
01、02 クラスは比較的多くの例文と練習問題を扱う特別クラスです。教養教育のフラン

ス語を履修した後もフランス語を学びたいと考える全学部･学科生が対象です。 
なお例年通り後期開講クラス(15)も用意しております。再履修者および第 3 外国語と

して履修する者が対象です。 
 
※特別クラス _01 ,_02 のシラバスでは、以下の文が教務課で一括入力されます。 
 
〔その他〕 

このクラスは「特別クラス」です。このクラスでは、比較的多くの例文、表現と練習問

題を扱い、深くフランス語を学びます。教養教育のフランス語を履修した後もフランス

語を学びたいと考える学生を対象としています。 
授業に仏和辞典を持参しましょう。 
 



 
 

（２）【基礎フランス語（表現）】 
1. シラバスの「科目概要」、「到達目標」、「単位修得目標」、「履修条件」について 
 
シラバスには、「科目概要」、「到達目標」、「単位修得目標」、「履修条件」として、以下の

文章を全クラス共通で掲載しますので、個別にお書きいただく必要はありません。 
 
◎科目概要 

「基礎フランス語（入門）」をすでに履修し、初歩的なフランス語になじみ、これを学

ぶ意味を自覚した学生が、文化としてのフランス語を本格的に学び、身につけてゆくた

めの基礎固めをする。すなわち、フランス語の初級文法を体系的に学び、その運用能力

を培うとともに、口語表現能力を向上させる。 
 
◎到達目標（A 評価の条件になります。） 
１．フランス語の初級レベルの語彙の発音・表記・意味・用法を理解し、その運用に習

熟することができる。 
２．フランス語の初級レベルの文法や構文を体系的に理解し、その運用に習熟すること

ができる。 
３．フランス語圏の文化に関する基本的な事象について正確に説明することができる。 
 
◎単位修得目標（C 評価の基準になります。） 
１．フランス語の初級レベルの語彙の発音・表記・意味・用法を理解し、その基本的な

運用を行うことができる。 
２．フランス語の初級レベルの文法や構文を体系的に理解し、その基本的な運用を行う

ことができる。 
３．フランス語圏の文化に関する基本的な事象について概略を説明することができる。 
 
◎履修条件 
・初学者を対象とします。 
・なお 01、02 クラスは、教養教育のフランス語科目を履修した後も、さらにフランス

語を学びたいと考える全学部･学科生を対象としたクラスです。 
 

2. 教科書（テキスト） 
指定教科書は以下になります。教務課で一括入力します。 
ジャニック･マーニュほか著『エスカパード！フランス語への旅』改訂三版、駿河台出版

社、2018 年。 
 
3. 進度 
進度の目標は 10 課まで。「授業計画」欄の「授業内容」「事前学習」「事後学習」「授業方



 
 

法」は教務課で一律入力します。全クラス共通で掲載しますので、個別にお書きになる

必要はありませんが、変更をする場合は、上書きしてください。 
 

成績評価についてはご記入ください （下記参照）。ペアのクラスの場合、両担当者で

相談のうえ記入して下さい。 
 
※２名の教員で文法・練習問題と、会話・アクティヴィティを分担される場合の執筆

例： 
〔その他〕 
便宜上、シラバスには教科書の項目順に対応するかたちで授業内容を記していますが、

実際は週２回の授業のうち、１回は文法と練習問題、もう１回は会話とアクティヴィテ

ィをそれぞれ別の教員が担当します。  
（上記で不都合がある場合には、シラバス上で変更してください。） 

 
3. 成績評価について 
①試験②レポート③(授業内)小テスト、小レポート④平常点（学習意欲、履修態度、予

習復習状況、出席状況等）⑤その他のうち３項目以上を選択して評価します。 

それぞれの項目と、パーセンテージを必ず明記してください。 

 

例１：（１）期末試験４０%、（２）小テスト 20％、（３）平常点（学習意欲、履修態

度、復習状況、出席状況）40%。 

例２： 平常点(履修態度、復習状況)40％、最終試験 30％、授業内小テスト 30％を総合

して評価します。 

 

ペアのクラスの場合、各担当者が 100 点満点（60 点以上を合格点）の素点を出し、その

平均点を SABCD（Ｃ以上が合格）のランクに直して評価することを原則とします。両

担当者の確認と合意を徹底してください。また成績を提出するに当たっては、両担当者

で相談のうえ、「代表教員」が責任をもって行って下さい（専任教員がいる場合は専任教

員が「代表教員」になります。非常勤講師同士のペアでは、教務課が予め指名させてい

ただきます）。 
（絶対評価です。） 

 
4. 特別クラス等について 
01、02 クラスは比較的多くの例文と練習問題を扱う特別クラスです。教養教育のフラン

ス語を履修した後もフランス語を学びたいと考える全学部･学科生が対象です。 
 

 
※特別クラス _01 ,_02 のシラバスでは、以下の文が教務課で一括入力されます。 



 
 

 
〔その他〕 

このクラスは「特別クラス」です。このクラスでは、比較的多くの例文、表現と練習問

題を扱い、深くフランス語を学びます。教養教育のフランス語を履修した後もフランス

語を学びたいと考える学生を対象としています。 
授業に仏和辞典を持参しましょう。 
 
 
＊ なお例年通り後期開講クラス(15)も用意しております。再履修者および第 3 外国語

として履修する者が対象です。 
 
備考 
＊指定教科書の献本、教授用資料は文芸学部仏文研究室にご用意があります。 
＊実際の授業でシラバス通りに進まなくても、無理して帳尻を合わせる必要はありませ

ん。後期に学生の理解が進んでいないにもかかわらず、10 課まで終わらせる必要はあ

りません。現場で、学生たちが授業内容を十分理解しているか、言語学習を楽しんで

いるか、今後もフランス語学習を続けたいという気持ちになっているか、という点を

優先させてください。 
＊ご不明な点がありましたら、お気軽に専任教員にお問い合わせ、ご相談ください。 

 
 

連絡先（献本、教授用資料等） 
仏文研究室（本館 1418） 

03-3237-2591 
 

初習外国語分科会委員 
田口亜紀（文芸学部フランス語フランス文学コース） 

1432 研究室 
ataguchi@kyoritsu-wu.ac.jp 



 
 

（３）【応用フランス語（総合）】 
※「応用フランス語（総合）」は週１コマの通年科目です。文芸学部の選択必修科目（卒

業要件）です。 
 
1. シラバスの「科目概要」、「到達目標」、「単位修得目標」、「履修条件」ついて 
 
シラバスには、「科目概要」、「到達目標」、「単位修得目標」、「履修条件」として、以下の

文章を全クラス共通で掲載しますので、個別にお書きいただく必要はありません。 
 
◎科目概要 

「基礎フランス語」を学んだ学生が、実践的な語学力を身につける。具体的には、初

級レベルの復習に留意しつつ、みずからの関心や必要に応じた内容（講読、会話、文法、

作文、検定試験対策等）のトレーニングを行う。フランス語圏の社会生活のなかで行

われる意見交換の機会に、他者の意見を理解し、自分の意見を表現する力を培う。

それと同時に自国の文化とフランス語圏の文化の相違を比較し、異文化を理解する

土台を作る。 
 
◎到達目標 
１．フランス語の中級レベルの語彙の発音・表記・意味・用法を理解し、その実践的な

運用に習熟することができる。 
２．フランス語の中級レベルの文法や構文を理解し、その実践的な運用に習熟すること

ができる。 
３．フランス語圏の文化に関する一般的な事象について、自身の文化とも比較しながら、

正確に説明することができる。 
 
◎単位修得目標 
１．フランス語の中級レベルの語彙の発音・表記・意味・用法を理解し、その実践的な

運用を一定程度行うことができる。 
２．フランス語の中級レベルの文法や構文を理解し、その実践的な運用を一定程度行う

ことができる。 
３．フランス語圏の文化に関する一般的な事象について、自身の文化とも比較しながら、

概略を説明することができる。 
 
◎履修条件 
 ①「基礎フランス語（入門）」をすでに修得していること。 
②「基礎フランス語(表現)」をすでに修得しているか、または同時に履修すること。 

以上①と②の両条件を満たすこと 
 



 
 

2. 授業計画のための指針 
・「応用フランス語（総合）」は週１コマの通年科目です。「実践的な語学力の育成をめざ

す」と言っても、週１コマですべてを網羅するわけにはいきませんので、学生の関心や

必要性を考慮し、講読、会話、文法、作文、検定試験対策等、ある程度焦点を絞った内

容の授業を行なっていただきたいと思います。 
・いずれの場合にも、初級レベルの復習ということに十分ご配慮下さい。 
・学生がシラバスによってクラスを選択できるように、授業内容を明確にお書き下さい

。 
 
＊ 学生に来年度の応用フランス語の担当者と授業内容を紹介するプリントを配付しま

す。ご担当の先生で、今年度からテキストや内容の変更を予定している先生は、1 月

15 日までに、以下の連絡先のアドレスまで、授業の内容、方法、使用教材・テキス

トのタイトルをお届けください。 
 

＊ 授業内容は具体的にお書きください。 
「事前学習」は「予習」、あるいは「事後学習」は「復習」では不十分ですので、「事

前学習」は、「本文の音読、小テストの準備などを行う」、「事後学習」は「主語人称

代名詞と直説法現在の復習」のように、具体的に お書きください。 
 
3. 進度 
学生の理解度を見て、無理のない進度をお考えください。初級文法や基本的な言い回し

の復習を行うことにもご留意ください。 
 
4.教科書（テキスト）について 
教科書は自由にお選び下さい。ただし重複する場合は、調整することもあります。 
来年度初めて「応用フランス語」を担当される先生は、あらかじめ仏文研究室にご相談 
ください。 
 
5.参考文献 
「参考文献」欄に明記されている図書は、原則として大学図書館に配架されます。参考

書などを薦める場合は、記入してください。 
 
6. 成績評価について 
①試験②レポート③(授業内)小テスト、小レポート④平常点（学習意欲、履修態度、予

習復習状況、出席状況等）⑤その他のうち３項目以上を選択して評価します。 

それぞれの項目と、パーセンテージを必ず明記してください。 

 

例１： （１）期末試験４０%、（２）小テスト 20％、（３）平常点（学習意欲、履修



 
 

態度、復習状況、出席状況）40%。 

例２：  平常点(履修態度、復習状況)40％、最終試験 30％、授業内小テスト 30％を総

合して評価します。 

（絶対評価です。） 
 
＊実際の授業でシラバス通りに進まなくても、無理して帳尻を合わせる必要はありませ

ん。現場で、学生たちが授業内容を十分理解しているか、言語学習を楽しんでいるか、

今後もフランス語学習を続けたいという気持ちになっているか、という点を優先させ

てください。 
＊ご不明な点がありましたら、お気軽に専任教員にお問い合わせ、ご相談ください。 
 
 

参考 フランス語に関わる応募資格と単位認定 
① 交換留学〔イナルコ大学、ジュネーヴ大学 ELCF〕出願資格 
４年の秋から留学するためには原則として３年秋の仏検で必要な級を取得する 
・イナルコ大学日本学科「仏検準２級一次合格」程度 
・ELCF（文学部付属フランス語フランス文明研究所）：「仏検準 2 級一次合格」程度 
② 編入特別推薦（共立女子短期大学生の共立女子大学編入） 
・文芸学部フランス語フランス文学コース：「応用フランス語（総合）」を履修している

者 
③ 共立主催海外研修（夏期フランス）参加 
・「基礎フランス語（入門）」または同程度のフランス語を可能なかぎり履修すること 
④ 実用フランス語技能検定試験による単位認定科目（成績評価は S になります） 
・３級：「基礎フランス語(入門)」「基礎フランス語(表現)」 
・準２級：「基礎フランス語(入門)」「基礎フランス語(表現)」「応用フランス語(総合)」 
⑤ DELF による単位認定（成績評価は S になります） 
・A1：「基礎フランス語（入門）」「基礎フランス語（表現）」 
・A2：「基礎フランス語（入門）」「基礎フランス語（表現）」「応用フランス語（総合）」 
 

 
連絡先 

仏文研究室（本館 1418） 
03-3237-2591 

 
初習外国語分科会委員 

田口亜紀（文芸学部フランス語フランス文学コース） 
1432 研究室 

ataguchi@kyoritsu-wu.ac.jp 



資料 1-2 
2018 年 11 月 21 日 
初習外国語分科会 

2019 年度共立女子大学･短期大学教養教育 
外国語表現科目（中国語）ガイドライン 

 
（１）【基礎中国語（入門）】 
◎科目概要 

初学者を対象に、中国語を学ぶ楽しさを知り、文化としてこれを学ぶ意味を自覚すること

を主眼に置きながら、初歩的な中国語を習得する。具体的には、発音のしくみとその表記法

であるピンインから始まり、文法の初歩、簡単な日常会話などを学んでいく。また、中国語

を学ぶ楽しさと意味をより深く認識すべく、言葉の文化的背景（生活、社会、文学、芸術、

歴史、地理等）などにも触れて理解する。 
 

◎到達目標 
１．中国語の発音の仕組みや特徴を理解し、その運用に習熟することができる。 
２．中国語の文字表記の仕組みや特徴を理解し、その運用に習熟することができる。 
３．中国語の基礎的な語彙の発音・表記・意味・用法を理解し、その運用に習熟することが

できる。 
４．中国語の基礎的な文法や構文を理解し、その運用に習熟することができる。 
５．中国語圏の文化に関する初歩的な事象について正確に説明することができる。 
 
◎単位修得目標 
１．中国語の発音の仕組みや特徴を理解し、その基本的な運用を行うことができる。 
２．中国語の文字表記の仕組みや特徴を理解し、その基本的な運用を行うことができる。 
３．中国語の基礎的な語彙の発音・表記・意味・用法を理解し、その基本的な運用を行うこ

とができる。 
４．中国語の基礎的な文法や構文を理解し、その基本的な運用を行うことができる。 
５．中国語圏の文化に関する初歩的な事象について概略を説明することができる。 
 
◎履修条件 
・初学者を対象とする。 
・なお 01、02 クラスは、教養教育の中国語科目を履修した後も、さらに中国語を学びたい

と考える全学部･学科生を対象としたクラスです。 
 
※シラバスには、「科目概要」、「到達目標」、「単位修得目標」、「履修条件」として、上記

の文章を全クラス共通で掲載しますので、個別にお書きいただく必要はありません。そ

れ以外の部分をお書き下さい。 
  

◎授業計画のための指針 
・中国語では、学習を積み上げるための土台として、入門期に正しい発音を身につけること

がなにより重要です。そこで発音の指導には十分な時間をかけ、発音方法や音色をしっか

り理解させ、それぞれの音を耳でも口でもきちんと区別できるように指導して下さい。ま

た特にピンインについては、学生が発音習得のツールとして自ら活用できるよう、十分な

練習を積ませていただきたいと思います。 
・文法に関しても、理論的に分かりやすく説明していただきたいと思います。 
・進度についてはあまり厳密にお考えいただかなくてかまいませんが、『新版 例解中国語



 
 

入門 你問我答（第２版）』（上野恵司著、白帝社）を例にひとつの目安を示すと、 
前期「入門」：第８～１０課あたりまで 
後期「表現」：第１５～１８課あたりまで 

をひとつのご参考としてお考え下さい。 
 
◎成績評価について 

①試験、②レポート、③（授業内）小テスト、小レポート、④平常点（学習意欲、履修態

度、予習復習状況、出席状況等）、⑤その他のうち３項目以上を選択して評価します。 

 
（補足）特別クラスについて 

01 クラスと 02 クラスは比較的多くの例文と練習問題を扱う特別クラスです。このクラ

スは教養教育の中国語を履修した後も中国語を学びたいと考える全学部･学科生を対象と

しています。 
 
（２）【基礎中国語（表現）】 
◎科目概要 

「基礎中国語（入門）」をすでに履修し、初歩的な中国語になじみ、これを学ぶ意味を自

覚した学生が、文化としての中国語を本格的に学び、身につけてゆくための基礎固めをする。

すなわち、中国語の初級文法を体系的に学び、その運用能力を培うとともに、口語表現能力

を向上させる。 
 
◎到達目標 
１．中国語の初級レベルの語彙の発音・表記・意味・用法を理解し、その運用に習熟するこ

とができる。 
２．中国語の初級レベルの文法や構文を体系的に理解し、その運用に習熟することができる。 
３．中国語圏の文化に関する基本的な事象について正確に説明することができる。 
 
◎単位修得目標 
１．中国語の初級レベルの語彙の発音・表記・意味・用法を理解し、その基本的な運用を行

うことができる。 
２．中国語の初級レベルの文法や構文を体系的に理解し、その基本的な運用を行うことがで

きる。 
３．中国語圏の文化に関する基本的な事象について概略を説明することができる。 
 
◎履修条件 
・｢基礎中国語(入門)｣をすでに修得していること。 
・なお 01、02 クラスは、教養教育の中国語科目を履修した後も、さらに中国語を学びたい

と考える全学部･学科生を対象としたクラスです。 
 
※シラバスには、「科目概要」、「到達目標」、「単位修得目標」、「履修条件」として、上記

の文章を全クラス共通で掲載しますので、個別にお書きいただく必要はありません。そ

れ以外の部分をお書き下さい。 
 
◎授業計画のための指針 



 
 

・学生が中国語の発音とピンインにより一層習熟するよう、また文法に関しても理論的に理

解できるよう、引き続きご指導下さい。 
・進度の目安については「基礎中国語（入門）」の「授業計画のための指針」の項を参照し

て下さい。 
 
◎成績評価について 

「基礎中国語（入門）」の「成績評価について」の項を参照して下さい。 
 
（補足）特別クラスについて 
「基礎中国語（入門）」の補足をご覧下さい。 

 
（３）【応用中国語（総合）】 
※「応用中国語（総合）」は週１コマの通年科目です。 
◎科目概要 

「基礎中国語」を学んだ学生が、実践的な語学力を身につける。具体的には、初級レベル

の復習に留意しつつ、みずからの関心や必要に応じた内容（講読、会話、文法、作文、検定

試験対策等）のトレーニングを行う。 
 
◎到達目標 
１．中国語の中級レベルの語彙の発音・表記・意味・用法を理解し、その実践的な運用に習

熟することができる。 
２．中国語の中級レベルの文法や構文を理解し、その実践的な運用に習熟することができる。 
３．中国語圏の文化に関する一般的な事象について、自身の文化とも比較しながら、正確に

説明することができる。 
 
◎単位修得目標 
１．中国語の中級レベルの語彙の発音・表記・意味・用法を理解し、その実践的な運用を一

定程度行うことができる。 
２．中国語の中級レベルの文法や構文を理解し、その実践的な運用を一定程度行うことがで

きる。 
３．中国語圏の文化に関する一般的な事象について、自身の文化とも比較しながら、概略を

説明することができる。 
 
◎履修条件 
 ①「基礎中国語（入門）」をすでに修得していること。 

②「基礎中国語(表現)」をすでに修得しているか、または同時に履修すること。 
以上①と②の両条件を満たすこと 

 
※シラバスには、「科目概要」、「到達目標」、「単位修得目標」、「履修条件」として、上記

の文章を全クラス共通で掲載しますので、個別にお書きいただく必要はありません。そ

れ以外の部分をお書き下さい。 
 
◎授業計画のための指針 
・実践的な語学力の育成をめざすと言っても、週１コマですべてを網羅するわけにはゆきま



 
 

せんので、学生の関心や必要性を考慮し、講読、会話、文法、作文、検定試験対策等、あ

る程度焦点を絞った内容の授業を行なっていただきたいと思います。 
・いずれの場合にも、初級レベルの復習ということに十分留意し、引き続き発音とピンイン

に習熟させるとともに、文法事項についても理論的に理解させるように丁寧に解説して

いただきたいと思います。 
・学生はシラバスを見てクラスを選択しますので、シラバスの授業計画は、授業内容がよく

分かるようにお書きください。 
 
◎成績評価について 

①試験、②レポート、③（授業内）小テスト、小レポート、④平常点（学習意欲、履修態

度、予習復習状況、出席状況等）、⑤その他のうち３項目以上を選択して評価します。 

 

教科書について 
教科書の選定に当たっては、以下の点にご留意下さい。 
まず全般的な注意として、それぞれの科目（「基礎中国語（入門／表現）」は半期週２コマ、

「応用中国語」は通年週１コマ）について、教科書は１冊を原則とします。 
 

（１）前期「入門」、後期「表現」を担当する場合 
クラスは持ち上がりであり、「入門」、「表現」を通じて、１冊の教科書を使用するこ

とを原則とする。 
（２）前期「表現」、後期「入門」を担当する場合 

簡明な初級用教科書をそれぞれ 1 冊使用する。ただし前期の「表現」は再履修クラス

であることに留意した授業を行う。（なお、後期「入門」は再履修学生だけが受講す

るわけではない。） 
（３）「応用中国語（総合）」 
   教科書は担当者が選びますが、重複する場合は調整することもあります。 
 
〈補足〉 
中国語に関わる応募資格等 
①共立主催中国春季海外研修 
「基礎中国語（入門）」または同程度の中国語を可能な限り履修しておく。 
 
②共立規定留学奨学金 
「中国語検定試験４級合格」程度。 
 
③中国人民大学交換留学および中国広東外語外貿大学交換留学 
「中国語検定試験４級合格」程度，または「ＨＳＫ２級合格」程度。 
 
④外国語技能検定試験等の結果による単位認定の要件 

中国語検定 

 

3級 「基礎中国語（入門）」 

「基礎中国語（表現）」 

2級 「基礎中国語（入門）」 

「基礎中国語（表現）」 



 
 

「応用中国語（総合）」 

ＨＳＫ 4級 

 

「基礎中国語（入門）」 

「基礎中国語（表現）」 

5級：180点以上 

6級：180点以上 

※ 

「基礎中国語（入門）」 

「基礎中国語（表現）」 

「応用中国語（総合）」 

※2012 年以前（旧制度）に、HSK の 5 級もしくは 6 級を合格した者については、審査対象

者とみなす。 
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初習外国語分科会 

2019 年度共立女子大学･短期大学教養教育 
外国語表現科目（ドイツ語）ガイドラインおよび教科書について 

 
ガイドライン 
（１）【基礎ドイツ語（入門）】 
〔科目概要〕 

ドイツ語を学ぶ楽しさを味わいつつ、文化としてのドイツ語学習の意味を視野に入れて、

初歩的なドイツ語を習得する。すなわち、発音の規則、文法の初歩を学び、簡単な日常会

話に習熟するとともに、ドイツ語の文化的背景（生活、社会、文学、芸術、歴史、地理等）

にも触れて理解する。 
〔到達目標〕 
１．ドイツ語の発音の仕組みや特徴を理解し、その運用に習熟することができる。 
２．ドイツ語の文字表記の仕組みや特徴を理解し、その運用に習熟することができる。 
３．ドイツ語の基礎的な語彙の発音・表記・意味・用法を理解し、その運用に習熟するこ

とができる。 
４．ドイツ語の基礎的な文法や構文を理解し、その運用に習熟することができる。 
５．ドイツ語圏の文化に関する初歩的な事象について正確に説明することができる。 
〔単位修得目標〕 
１．ドイツ語の発音の仕組みや特徴を理解し、その基本的な運用を行うことができる。 
２．ドイツ語の文字表記の仕組みや特徴を理解し、その基本的な運用を行うことができる。 
３．ドイツ語の基礎的な語彙の発音・表記・意味・用法を理解し、その基本的な運用を行

うことができる。 
４．ドイツ語の基礎的な文法や構文を理解し、その基本的な運用を行うことができる。 
５．ドイツ語圏の文化に関する初歩的な事象について概略を説明することができる。 
 
〔履修条件〕 

初学者を対象とする。 
 

1.シラバスについて 
科目概要、到達目標、単位修得目標、履修条件として、以上の文章を全クラス共通で掲載

しますので、個別にお書きになる必要はありません。それ以外の部分をお書きください。 
2.教科書について 
・前期「入門」、後期「表現」を担当する場合 
クラスは持ち上がりです。「入門」、「表現」を通じて、１冊の教科書を使用して下さい。 
・後期「入門」を担当する場合 
再履修者および「入門」のみを履修する学生が多いので、平易な教科書を使用して下さい。 



 
 

3.成績評価について 
①試験②レポート③(授業内)小テスト、小レポート④平常点（学習意欲、履修態度、予

習復習状況、出席状況等）⑤その他のうち 3項目以上を選択して評価します。 

 
（２）【基礎ドイツ語（表現）】 
〔科目概要〕 

「基礎ドイツ語（入門）」をすでに履修し、初歩的なドイツ語になじみ、ドイツ語学習の

意味を自覚した学生が、ドイツ語を本格的に学び、身につけてゆくための基礎固めの科目

として位置づける。具体的には、ドイツ語の初級文法を体系的に理解し、その運用能力を

身につけるとともに、日常生活に役立つ口語表現能力の向上をめざす。 
〔到達目標〕 
１．ドイツ語の初級レベルの語彙の発音・表記・意味・用法を理解し、その運用に習熟す

ることができる。 
２．ドイツ語の初級レベルの文法や構文を体系的に理解し、その運用に習熟することがで

きる。 
３．ドイツ語圏の文化に関する基本的な事象について正確に説明することができる。 
〔単位修得目標〕 
１．ドイツ語の初級レベルの語彙の発音・表記・意味・用法を理解し、その基本的な運用

を行うことができる。 
２．ドイツ語の初級レベルの文法や構文を体系的に理解し、その基本的な運用を行うこと

ができる。 
３．ドイツ語圏の文化に関する基本的な事象について概略を説明することができる。 
 
〔履修条件〕 

｢基礎ドイツ語(入門)｣をすでに修得していること。 
 

1.シラバスについて 
【基礎ドイツ語（入門）】に準ずる。 
2.教科書について 
・前期「表現」を担当する場合 

 再履修者が多いので、なるべく平易な教科書を使用してください。 
3.成績評価について 
【基礎ドイツ語（入門）】に準ずる。 

 
（３）【応用ドイツ語（総合）】 
〔科目概要〕 



 
 

「基礎ドイツ語」を学んだ学生が、実践的な語学力を身につける。具体的には、初級レ

ベルの復習に留意しつつ、みずからの関心や必要に応じた内容（講読、会話、文法、作文、

検定試験対策等）のトレーニングを行う。 
〔到達目標〕 
１．ドイツ語の中級レベルの語彙の発音・表記・意味・用法を理解し、その実践的な運用

に習熟することができる。 
２．ドイツ語の中級レベルの文法や構文を理解し、その実践的な運用に習熟することがで

きる。 
３．ドイツ語圏の文化に関する一般的な事象について、自身の文化とも比較しながら、正

確に説明することができる。 
〔単位修得目標〕 
１．ドイツ語の中級レベルの語彙の発音・表記・意味・用法を理解し、その実践的な運用

を一定程度行うことができる。 
２．ドイツ語の中級レベルの文法や構文を理解し、その実践的な運用を一定程度行うこと

ができる。 
３．ドイツ語圏の文化に関する一般的な事象について、自身の文化とも比較しながら、概

略を説明することができる。 
〔履修条件〕 

①｢基礎ドイツ語(入門)｣をすでに修得していること 
②｢基礎ドイツ語(表現)｣をすでに修得しているか、または同時に履修すること 
以上①と②の両条件を満たすこと。 
 

1.シラバスについて 
【基礎ドイツ語（入門）】に準ずる。 
2. 授業計画のための指針 
・「応用ドイツ語（総合）」は週１コマの通年科目です。「実践的な語学力の育成をめざす」

と言っても、週１コマですべてを網羅するわけにはゆきませんので、学生の関心や必要性

を考慮し、講読、会話、文法、作文、検定試験対策等、ある程度焦点を絞った内容の授業

を行なっていただきたいと思います。 
・いずれの場合にも、初級レベル（特に初級文法）の復習に十分ご配慮下さい。 
・学生がシラバスによってクラスを選択できるように、授業内容を明確にお書きください。 
 
3.教科書について 
教科書は自由にお選びください。ただし重複する場合は、調整することもあります。 
4.成績評価について 
【基礎ドイツ語（入門）】に準ずる。 



 
 

 
参考 ドイツ語技能検定試験による単位認定科目 
・３級：「基礎ドイツ語（入門）」「基礎ドイツ語（表現）」 
・２級：「基礎ドイツ語（入門）」「基礎ドイツ語（表現）」「応用ドイツ語（総合）」  
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2019 年度情報関連科目授業運営のガイドライン 

 
1．情報関連科目の趣旨 

  ・情報通信技術の急速な発展は、社会・経済・文化の有り様に大きな影響をもたらすとともに、日

常生活のスタイルをも大きく変化させつつあります。 
  ・情報通信技術の飛躍的な発展は、知の創造や伝達の方法を大きく変化させるとともに、価値観や

創造性の意味にまでも変容を迫っています。 
  ・情報通信技術の活用はもはや必要不可欠であり、高等教育においては、主体的に情報を収集し、

分析し、判断し、創作し、発信する能力を養うことが不可欠です。その際、情報機器及び情報通

信ネットワークの機能にかかわる基本的知識や能力の習得を重視することが必要です。 
  ・2003 年度からは普通高校で必修教科として「情報」が導入され、その履修者が 2006 年度から入

学してきています。普通高校の「情報」は、情報Ａ（情報活用の実践力）、情報Ｂ（情報の科学

的理解）、情報Ｃ（情報社会に参画する態度）に分かれており、この中から 1 科目を選択するこ

ととなっていますが、履修者によって修得しているスキルにはばらつきがあるものと思われます。  
  ・これらを踏まえて、どの学部・学科に所属し、どの専門分野へ進んでも基本的に身につけておく

べき情報知識・スキルを出来うる限り全学生に修得させることを目標とし、以下のように教育課

程を設けます。 
       
2．情報関連科目の構成と目標 

 

  情報基礎 
    情報社会に必要な情報処理の基礎を「理論的に」学びます。併せて，現代社会における情報の

役割，社会を形成する情報システム，個人の情報行動(発信，利用，蓄積)およびその注意点な

ども理解します。具体的には以下に挙げる基本的概念の習得を目指します。①社会と情報シス

テムとの関わり，②情報に関わる法規，③ディジタルの考え方，④コンピュータシステム，⑤

コンピュータネットワークとインターネット， ⑥セキュリティ，⑦情報通信の基盤，⑧プラ

イバシーと個人情報，⑨メディアリテラシと SNS リテラシー，など。 
 
   情報処理 
    情報社会に必要な情報処理の基礎を「実践的に」学びます。具体的には、さまざまなレポート

作成や論文作成に必要不可欠なワープロソフト、数値データ処理やグラフ作成、そしてデータ

ベース処理操作を可能にする表計算ソフト、さらにはプレゼンテーションソフトといった情報

処理能力を涵養するうえで最も基本的なソフトそれぞれの基本操作と、それらを効果的に利用

するための応用操作のスキル習得を目指します。また、Web Page の閲覧と情報検索、電子メ

ールの操作といったインターネットリテラシも適宜実践的に学習します。 
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   情報活用法Ａ（データベース） 
※2012 年度入学生より科目名称変更（ 旧「情報活用法Ⅰ（データベース）」） 

    「情報基礎」「情報処理」で扱う知識とスキルをベースに、データベース機能の理解を主眼と

して、情報の収集・加工・分析・検索・蓄積と廃棄・発信など、情報を活用するための管理手

法ついて「実践的に」学習します。現代社会においては、膨大な情報が利用可能な状態におか

れていますが、その際、必要な情報をより確実に短時間で見つけ出すことが求められます。そ

こで、データベースの設計・構築および活用に関する基礎的な実技能力を身に付けることを目

標とします。まず、データベースの構成概念を理解した上で、簡単な課題をもとに Excel、Access
を利用してデータベースを構築します。また、課題の要求条件をもとに検索用 SQL 文を作成

し、SQL の基礎的な習得も図ります。 
 

 情報活用法Ｂ（ネットワーク） 
※2012 年度入学生より科目名称変更（ 旧「情報活用法Ⅱ（ネットワーク）」） 

    「情報基礎」「情報処理」で扱う知識とスキルをベースとして、コンピュータネットワークを効

率的に利用した情報収集とその蓄積、および効果的に情報を発信するための知識・技術の習得

を目標とします。ネットワーク環境を有効活用することにより、個人レベルにおいても、情報

の発信や収集が容易にできるようになってきています。そこで、まず簡便に情報発信できるブ

ログ（Weblog)の作成を行い、Web 管理の実際を学びます。さらに、双方向型のホームページ

の作成に取り組み、情報収集の方法（返信メールによる収集、書き込み欄による収集、アンケ

ート方式による収集など）と得られた情報の加工のプロセスについても学びます。また、ホー

ムページ作成にあたっては、HTML 言語の基礎的な理解と活用を図ります。 
 
   統計基礎 
    統計学の基礎と人文・社会科学、自然科学への適用方法、基礎的な知識、特に統計結果の見方

について理論的に学習します。具体的には、母集団とサンプリング理論、得られたデータの分

布の特徴を知るための平均値、中央値、最頻値と分散・標準偏差、データから結論を導くため

の基本的な考え方・帰無仮説とその棄却及び有意水準、量的データにおけるグループ間の差の

検定（ｔ検定）や変数間の直線的関係の検討（相関分析・回帰分析法）、質的データにおける

連関の検討（クロス集計とカイ２乗検定）などの手法を学びます。また、簡単な統計分析を体

験します。 
 
   統計情報処理 
    現在の情報社会において、数理処理は自然科学の分野だけではなく、人文科学の多くの分野で

も、不可欠なものとなっています。ここでは、アンケート調査など生活者の特性を調べる手法

と、その後の有効な情報発信の方法を理解し、活用できる能力を身につけます。特性把握のた

めの情報収集にあたっては仮説の構築とそれを検証するための実施計画の詳細（求める情報の

質、対象、収集手段など）、得られた情報の特性に対応した統計処理の手法、結果の発信方法

などを具体的な課題への取り組みを通して身につけます。※統計基礎の履修が望ましい。 
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3．授業運営のガイドライン 

   １．２．をふまえて、各授業科目のガイドラインを次ページ以降の通りとします。各授業科目につ

いて、当該ガイドラインに概ね沿い、クラスの実情に合うよう工夫しながら、挙げている内容・項

目に沿って授業を展開します。 
 
（1）情報基礎・・・P4 
 
（2）情報処理・・・P6 
 
（3）情報活用法 A（データベース）・・・P9 
 
（4）情報活用法 B（ネットワーク）・・・P11 
 
（5）統計基礎・・・P13 
 
（6）統計情報処理・・・P15 
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（1）情報基礎(半期 2 単位) 
 【授業内容】 

第 1 回 情報社会 
（キーワード）情報通信技術(ICT)，情報システム，電子政府と電子投票，電子商取引，電子出版 

第 2 回 知識の創造・活用 
（キーワード）知的所有権，著作権，公衆送信権，送信可能化権 

第 3 回 ディジタルの考え方と情報量 
（キーワード）アナログとディジタル，ビットとバイト，文字コード，情報の量的計算， 
2 進数・10 進数・16 進数 

第 4 回 ハードウェア 
（キーワード）コンピュータの種類，CPU，周辺機器，インタフェース，コンピュータの性能 

第 5 回 ソフトウェア 
（キーワード）ファイルとフォルダ，様々なソフトウェア，プログラミング言語 

第 6 回 オペレーティングシステム 
（キーワード）OS，MacOS，Windows，スマートフォンの OS，アプリケーションとの関係， 
OS の各機能 

第 7 回 データベース 
（キーワード）レコード，リレーショナル表現，射影・選択・結合，SQL 

第 8 回 コンピュータネットワーク 
（キーワード）LAN，クライアントサーバシステム，ネットワークセキュリティ，プロトコル， 
IP アドレス，ドメイン名 

第 9 回 インターネットとその利用 
（キーワード）IoT，クラウドコンピューティング，WWW，ポータルサイト，ISP，HTML，XML 

第 10 回 データ通信の方法 
（キーワード）CATV，VoIP，光ファイバ，無線 LAN，転送レート，データ圧縮， 
誤りの発生と訂正 

第 11 回 セキュリティ 
（キーワード）ウイルス対策ソフト，OS のアップデート，無線 LAN 暗号化，パスワード漏えい， 
クッキー，SSL 

第 12 回 プライバシーと個人情報 
（キーワード）プライバシー権，個人情報保護法，個人情報漏えい 

第 13 回 メディアリテラシー 
（キーワード）メディアの定義，情報操作，情報の選択と評価，電子メールリテラシー 

第 14 回 SNS リテラシー 
（キーワード）画像使用時の注意，反社会的発言，感情的反応，炎上，位置情報，依存症， 
アカウント乗っ取り 

第 15 回 まとめと試験 
 

・各回のキーワードは「授業内容のヒント」として掲げたものです。したがって，担当者のご判断で加

除をしていただいてかまいません。 
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・シラバス作成にあたっては、以下の点にご留意願います。 
1）「科目概要」および当ガイドラインの「２．情報関連科目の構成と目標」を参考に、学生の視点に

立ち「～できるようになる」という文体で到達目標を設定してください。 
2）事前・事後学習の内容はできるだけ具体的に設定してください。 
3）各回の授業内容について、担当者の工夫により詳細な内容を追加してください。 

 
 【成績評価】 

成績評価方法： 

・期末レポートあるいは試験 80％、 

・平常点（学習意欲、履修態度、予習復習状況、出席状況、等）10％ 

・各担当講師による自由設定 10％ 

※設定内容は諸先生方にお任せいたしますが、平常点が上記内容となっておりますので、例え

ば「小テスト」「小レポート」「課題提出」といった内容が考えられるかと存じます。 

  成績評価基準： S 評価 10％以下、S+A 評価 40％以下、B 評価 40％前後、C 評価 20％前後を目安と 

します。 

 

 【テキスト】 

  オーム社『情報基礎と情報処理 第 4版』価格：本体価格（税抜）2,600円程度 

※このテキストは「情報基礎」「情報処理」2科目の共通テキストです。 
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（2）情報処理（半期２単位） 

 【クラス編成方法】 
  「情報処理」は習熟度別クラス編成とします。 
  ①習熟度別クラス編成の目的 

    2003 年度から普通高校で必修教科として「情報」が導入され、その履修者が 2006 年度から入

学してきています。普通高校の「情報」は、情報Ａ（情報活用の実践力）、情報Ｂ（情報の科学

的理解）、情報Ｃ（情報社会に参画する態度）に分かれており、この中から 1 科目を選択するこ

ととなっています。また、情報通信技術の発展により情報機器を活用することはより日常的なこ

とになりつつありますが、高等学校における履修内容の違い、身近に情報機器がありそれを活用

できる環境に置かれていたかどうかによって、学生が事前に修得しているスキルにはばらつきが

あるものと思われます。これらのスキルの差異を無視した授業を行うと、授業進度についていけ

ない学生とそうでない学生が混在することになり、効率的な授業が実施できないばかりか、履修

者にとっても学習成果が上がらないなどのデメリットが考えられることから、これを解消し効率

的な授業実施と高い教育効果を目指すとともに、受講者の満足度を向上させることを目指します。 
  ②受講の前提条件 

   ⅰ)情報ガイダンスとの連携 
    ・情報センターで実施する新入生を対象にした情報ガイダンスに出席し、学内の情報機器の基

本的な操作等を習得していることを前提とします。 
   ⅱ)補習講座の実施 
    ・実際の講義進行に伴い、著しく情報スキルが低いと思われる学生に対しては、情報センター

と相談の上、補講などの対応策を考え、授業のスピードについていける一定レベルのスキル

を担保します。 
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 【授業内容】 

  第 1 回 ガイダンス 
  ・Web メール、インターネット利用法、情報検索方法 
  第 2 回 Word 1 
  ・基本操作・文字の入力・訂正・ファイルの保存と読み込み・クラウドストレージ(Google ドライブ)

の利用法・ページ設定と印刷 
  第 3 回 Word 2 
  ・ビジネス文書の作成・文字の拡大と縮小・文字の装飾 
  第 4 回 Word 3 
  ・表と画像を活用した文書の作成 
  第 5 回 Word 4 
  ・スタイルとアウトライン・ヘッダとフッタ・ページ番号・PDF 文書への変換 
  第 6 回 Excel 1 
  ・データ入力の基礎・基本的なワークシート編集・基本的なグラフ作成 

第 7 回 Excel 2 
・データの操作（ソート、フィルタ） 

  第 8 回 Excel 3 
  ・関数を利用した計算処理と表の作成、編集（基本） 

第 9 回 Excel 4 
・関数を利用した計算処理と表の作成、編集（応用） 
第 10 回 Excel 5 
・表からのグラフ作成とグラフの操作 
第 11 回 Excel 6 

  ・グラフ内の基本操作、複合グラフの作成方法 
第 12 回 Word/Excel の連携 

  ・Excel で作成したグラフ、表を Word に配置、編集（OLE） 
  第 13 回 Power Point 1 
  ・プレゼンテーションの作成・ファイルの保存と読み込み 
  第 14 回 Power Point 2 
  ・画像の利用と文字の装飾・アニメーション効果 
  第 15 回 Power Point 3 
  ・グラフの活用・図形や動画の活用 
 
 ・シラバス作成にあたっては、以下の点にご留意願います。 

1）「科目概要」および当ガイドラインの「２．情報関連科目の構成と目標」を参考に、学生の視点

に立ち「～できるようになる」という文体で到達目標を設定してください。 
2）事前・事後学習の内容はできるだけ具体的に設定してください。 
3）各回の授業内容について、担当者の工夫により詳細な内容を追加してください。 
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 【成績評価】 
成績評価方法： 

・課題ファイル提出７0％、 

・平常点（学習意欲、履修態度、予習復習状況、出席状況、等）20％ 

・各担当講師による自由設定 10％ 

※設定内容は諸先生方にお任せいたしますが、平常点が上記内容となっておりますので、例え

ば「小テスト」「小レポート」「小課題」といった内容が考えられるかと存じます。また、平常

点の割合設定を変更していただいても結構です。 

  成績評価基準： S 評価 10％以下、S+A 評価 40％以下、B 評価 40％前後、C 評価 20％前後を目安と 

します。ただし、上級クラスは、S 評価 20～30％程度、S+A 評価 80％程度、B 評価 

20％程度を目安とします。 

 

 
 【テキスト】 
  オーム社『情報基礎と情報処理 第 4版』価格：本体価格（税抜）2,600円程度 

※このテキストは「情報基礎」「情報処理」2科目の共通テキストです。 
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（3）情報活用法Ａ（データベース）（半期 2単位）  

 【授業内容】 

回 テーマ 内容 

1 
データを表形式で表現するこ

との意義 

表形式でのデータ表現は至るところで使用されている 

データが見やすく操作しやすい「良い」表形式データ表現 

2 
Excelによる表形式データ表現

のケーススタディ 
Excelの「リスト形式」 

3～5 Excelのリスト操作機能と関数 

・集計，ピボットテーブル，フィルタ 

・データ操作のための関数 … LOOKUP系関数，データベ

ース関数 

・見せ方を変更する操作や関数 … セル書式，条件付書式，

文字列操作や日付・時刻の関数 

6～7 
リレーショナルデータベース

と SQLの基礎 

・リレーショナルデータベースの考え方：Excel との違い

を含める 

・基礎用語の解説：データベース・リレーション(テーブ

ル)・カラム・レコード(タプル)・主キー 

・スキーマ定義とテーブルの作成 

・データ挿入 

・簡単な検索 

・データ更新とデータ削除 

・複数テーブルの作成とそれらを連携させた検索，外部キ

ー制約 

8 リレーションの作成方法 

・関数従属性 

・決定項 

・リレーションの正規化 

9 一貫性の保持とデータ分析 

・複数アクセスの意義 

・リレーションのロック：読出ロックと書込ロック 

・一貫性を保持しながらのデータ更新 

・データ抽出 

・関数の使用 

10 ユーザインタフェース 
・ユーザインタフェースの作成(Access) 

・ビュー(Access) 

11～13 
リレーショナルデータベース

作成のケーススタディ 

できれば刻々とデータが変化する(または追加される)現

場を想定し，そこで使用されるデータベースを構築させ

る。例：コンビニエンスストア，オンライン通販サイト 

14 
外部データベースのデータの

利用：基礎 

・スキーマの把握 

・ファイルからデータベースへデータをロードする方法 

CSV 
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15 
外部データベースのデータの

利用：ケーススタディ 
 

 

・「情報基礎」「情報処理」の履修またはその内容を身につけている者の履修を想定していますが、同等

の知識・スキルがあると思われる者も、担当者に相談の上履修させます。 

・シラバス作成にあたっては、以下の点にご留意願います。 
1）「科目概要」および当ガイドラインの「２．情報関連科目の構成と目標」を参考に、学生の視点に

立ち「～できるようになる」という文体で到達目標を設定してください。 
2）事前・事後学習の内容はできるだけ具体的に設定してください。 
3）各回の授業内容について、担当者の工夫により詳細な内容を追加してください。 

 
 【成績評価】 

成績評価方法： 

・課題提出 70％、 

・平常点（学習意欲、履修態度、予習復習状況、出席状況、等）20％ 

・各担当講師による自由設定 10％ 

※設定内容は諸先生方にお任せいたしますが、平常点が上記内容となっておりますので、例え

ば「小テスト」「小レポート」「小課題」といった内容が考えられるかと存じます。また、平常

点の割合設定を変更していただいても結構です。 

成績評価基準：S 評価 10％以下、S+A 評価 40％以下、B 評価 40％前後、C 評価 20％前後を目安と 

します。 

 
 【テキスト】 

  担当者の任意とします。上記の授業内容に沿うテキストであれば可とします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

（4）情報活用法Ｂ（ネットワーク）（半期 2単位） 

 【授業内容】 

回 テーマ 内容 

1 
ネットワークを使用した

情報の収集・蓄積・公開 
本授業科目の内容を全般的に解説 

2 
情報の収集：データベース

サイト 

・データベースサイトの利用 

・データベースサイトを探す：データベースサイトのデ

ータベースサイト 

3～4 
情報の収集：データの加工

と変換 

・CSV 

・Excelの機能を利用したデータの加工と変換 

・AWK・SED を利用したデータの加工と変換 

5～6 
情報の蓄積と公開：基本的

Webページ作成法 

・HTML 

・JavaScript 

7～9 
情報の蓄積と公開：応用的

Webページ作成法 

・Web ページ作成・管理ソフトウェアの利用 

・Googleサイトについて 

10～12 情報の蓄積と公開：Weblog 

・Weblogの基礎(解説) 

・インストール 

・メッセージの掲載 

・コメント 

・トラックバック 

・内容に応じた Weblog活用方法：ケーススタディ 

13～15 情報の蓄積と公開：CMS 

・CMSの基礎(解説) 

・CMS のインストール 

・モジュールの選択とインストール 

・ユーザの登録 

・ブロックの概念 

・見やすいブロック配置 

・画面テーマ 

・CMSの利用 

・管理者がすべきこと 

・CMSのカスタマイズ 

 

 

・「情報基礎」「情報処理」の履修またはその内容を身につけている者の履修を想定していますが、同等

の知識・スキルがあると思われる者も、担当者に相談の上履修させます。 

 ・シラバス作成にあたっては、以下の点にご留意願います。 
1）「科目概要」および当ガイドラインの「２．情報関連科目の構成と目標」を参考に、学生の視点に

立ち「～できるようになる」という文体で到達目標を設定してください。 
2）事前・事後学習の内容はできるだけ具体的に設定してください。 
3）各回の授業内容について、担当者の工夫により詳細な内容を追加してください。 

Weblog と CMS 
(第 10 回～第 15
回)のコンテンツ

は学生に考えさ

せる。グループ

(班)ごとにサイト

運営をさせても

よい。  
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 【成績評価】 

成績評価方法： 

・課題 70％、 

・平常点（学習意欲、履修態度、予習復習状況、出席状況、等）20％ 

・各担当講師による自由設定 10％ 

※設定内容は諸先生方にお任せいたしますが、平常点が上記内容となっておりますので、例え

ば「小テスト」「小レポート」「小課題」といった内容が考えられるかと存じます。また、平常

点の割合設定を変更していただいても結構です。 

成績評価基準：S 評価 10％以下、S+A 評価 40％以下、B 評価 40％前後、C 評価 20％前後を目安と 

します。 

 【テキスト】 

  担当者の任意とします。上記の授業内容に沿うテキストであれば可とします。 
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（5）統計基礎（半期 2単位） 

 【授業内容】 

  第 1 回 統計学とは 
      ・統計的分析はどんなときに役立つか 
      ・様々なデータ（量的、質的）とその取り扱い方 
  第 2 回 母集団と標本の関係 
       ・サンプリング・標本集団・母集団・確率分布 
  第 3 回 仮説検定 
       ・帰無仮説と棄却、有意水準 
  第 4 回 統計ソフト（Excel）の使用法（１） 
  第 5 回 統計ソフト（Excel）の使用法（２） 
  第 6 回 量的データの整理（１） 
       ・分布、平均値、中央値、最頻値、分散、標準偏差 
  第 7 回 量的データの整理（２） 
  第 8 回 ２つの平均値の差の検定（１） 
       ・独立した標本のｔ検定 
  第 9 回 ２つの平均値の差の検定（１） 
      ・対応のある標本のｔ検定 
  第 10 回 変数間の直線的関係（１） 
       ・相関分析 
  第 11 回 変数間の直線的関係（２） 
      ・回帰分析 
  第 12 回 質的データの整理（１） 
       ・度数分布、クロス集計 
  第 13 回 質的データの整理（２） 
  第 14 回 独立性の検定 
       ・カイ２乗検定 
  第 15 回 課題 
 
  ・シラバス作成にあたっては、以下の点にご留意願います。 

1）「科目概要」および当ガイドラインの「２．情報関連科目の構成と目標」を参考に、学生の視点

に立ち「～できるようになる」という文体で到達目標を設定してください。 
2）事前・事後学習の内容はできるだけ具体的に設定してください。 
3）各回の授業内容について、担当者の工夫により詳細な内容を追加してください。 
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 【成績評価】 

  成績評価方法： 
・課題 70％、 
・平常点（学習意欲、履修態度、予習復習状況、出席状況、等）20％ 
・各担当講師による自由設定 10％ 

※設定内容は諸先生方にお任せいたしますが、平常点が上記内容となっておりますので、例えば

「小テスト」「小レポート」「小課題」といった内容が考えられるかと存じます。また、平

常点の割合設定を変更していただいても結構です。 
成績評価基準：S 評価 10％以下、S+A 評価 40％以下、B 評価 40％前後、C 評価 20％前後を目安と 

します。 

 
 【テキスト】 

  担当者任意のテキストとします。上記の授業内容に沿うテキストであれば可とします。 
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（6）統計情報処理（半期 2単位） 

 【授業内容】 

  第 1 回 実証的な研究の進め方 
   人間の行動・意識や社会現象の特徴を明らかにしていく上での実証研究の意味について解説 
  第 2 回 仮説（モデル）の構築 
   実証研究を通して明らかにすべき事柄を仮説として明確にしておくことの重要性を解説 
  第 3 回 変数とその測定 
   測定値の水準、測定の妥当性や信頼性を検討することの重要性を解説 
  第 4 回 調査の計画と進め方（１） 
   対象の選定、データ収集の方法、調査票（データ・リスト）の作成、調査の実施について解説 
  第 5 回 調査の計画と進め方（２） 
   前回の続き 
  第 6 回 サンプルデータの提供と解説 
  第 7 回 解析用ソフトの使い方（ＳＰＳＳを利用） 
  第 8 回 基本的な解析の説明と実施 
   記述統計、検定 
  第 9 回 基本的な解析の実施 
  第 10 回 多変量解析の説明と実施（１） 
     因子分析、分散分析など 
  第 11 回 多変量解析の説明と実施（２） 
  第 12 回 多変量解析の実施 
  第 13 回 発表用スライドの作成（１） 
  第 14 回 発表用スライドの作成（２） 
  第 15 回 分析結果の報告会 
     PowerPoint で作成したスライドを使って各自の分析結果を発表 
 
  ・シラバス作成にあたっては、以下の点にご留意願います。 

1）「科目概要」および当ガイドラインの「２．情報関連科目の構成と目標」を参考に、学生の視点

に立ち「～できるようになる」という文体で到達目標を設定してください。 
2）事前・事後学習の内容はできるだけ具体的に設定してください。 
3）各回の授業内容について、担当者の工夫により詳細な内容を追加してください。 
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【成績評価】 

成績評価方法： 

・プレゼンテーション・課題７0％、 
・平常点（学習意欲、履修態度、予習復習状況、出席状況、等）20％ 
・各担当講師による自由設定 10％ 
※設定内容は諸先生方にお任せいたしますが、平常点が上記内容となっておりますので、例えば

「小テスト」「小レポート」「小課題」といった内容が考えられるかと存じます。また、平

常点の割合設定を変更していただいても結構です。 
成績評価基準：S 評価 10％以下、S+A 評価 40％以下、B 評価 40％前後、C 評価 20％前後を目安と 

します。 

 
【テキスト】 

  担当者任意のテキストとします。上記の授業内容に沿うテキストであれば可とします。 
【参考書】  

  「実証研究の手引き 調査と実験の進め方・まとめ方」（古谷野亘・長田久雄、ワールドプランニ

ング社） 


