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出願から学習開始まで

本学への出願は、E四!mil、E置置罰Gilのいずれかをお選びいただけます。

なお、『ネット出願』が可能なのは、正科生A(再入学を除く）と科目等履修生のみとなっております。

※再入学、特修生、聴講生、科目カプセル生に出願される方はネット出願はこ利用いただけません。

※聴講生及び科目カプセル生は各説明ページをこ覧ください。

〇出願

I郵送出願の場合 I 一R志願票〔本学所定の用紙〕

＊顧写真（籠3.0cmx槽2.5cmll枚貼付してください。

R選考料銀行振込証明書

＊入学選考料(10,000円）を銀行にてお振込みください（振込手数料は
こ本人様負担となります）。

c出願資格を証明する書類（卒業証明書等）
＊出願書類は、本学指定の封筒を使用して特定記録でこ郵送ください。

左記はインターネット画面上で

入力、又は、アップロードを行い

ます。その後、入学選考料の決

済を行います（出願手続後、cの

書類の原本を郵送する必要があ

ります）。

＊ネット出願の詳細は7ページをこ

覧ください。

◆出願書類の受付期間（ネット出願の受付期間は各締切日の23時29分まで）

1111 :!:~ 塁盆悶？悶翌悶;~こ塁塁：悶悶盟は::：:::
＇眉.:!:~ 悶芦悶悶:~~~畠こ悶翌g:ド~:~はげ：｝：：：：：：

第2期で出願された場合、

地方スクーリングの受講
制限や科目試験の受験
制限があります。

詳細は3ページをご覧
ください。
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● 入学資格を満たしているかを提出いただいた書類をもとに審査•選考します（入学試験はありません）。

• 正科生A:107,000円
•科目等履修生：
25,000円+(6,000円X履修単位数）

• 特修生： 132,000円

〇学習開始

●教科書を入手次第、学習を開始できます。

※出願受付期間につきましては、3ページをこ覧
ください。

〇入学手続

I ·~=ば9塁開□謬:~を納入することで

◎履修手続書類ー式の到着I ·~ 謬悶瓢ぢ。卜集 (CD-ROM)等

R履修登録・教科書購入

I ・: 悶盟盃ぷぢ。卜上で行います。

〇学習開始
↓ ●教科書を入手次第、学習を開始できます。



募集要項
〇学生等の種別
I 正 科生 A (9ページ参照） ※再入学は17ページ参照 I 

経営ネットワーク学科 400名 システム情報学科 720名

システム情報学科情報数理専攻 80名

正科生Aとは、大学卒業を目指す方です。卒業と同時に r学士（経営情報学）』の学位
が授与されます。

•卒業に必要な要件を満たすことによって、大学の卒業資格を得ることができます。

. l年次入学、 2年次編入学、 3年次編入学ができます。

•本学通信教育部を退学または除籍となった方は再入学をすることができます。

・システム情報学科情報数理専攻は、数学の教員免許状取得（中学・高校または両方）を希望する方

が選択できます。

※本学の指定した専門学校（教育センターと呼びます）に在籍しながら、本学通信教育部にも籍を

置く併修制度の正科生Bがあります。

（正科生Bの入学志願要項を希望する方は、入学案内を参考に最寄りの教育センターにお問い合わせください）

科目等履修生 (21ページ参照）

若干名

科目等履修生とは、大学の卒業を目的とせず、情報・商業・数学の教員免許状取得を
目指して学習する方、または、一部科目の単位修得を目指す方です。

I 特 修 生 (27ページ参照） I 

若干名

特修生とは、高等学校中途退学等により、大学入学資格を持たない方で、所定の
単位を修得することにより正科生Aへの入学資格を得ることを目指す方です。

※2020年4月1日現在、満18歳以上である方が対象です。

I 聴 講 生 (31ページ参照） I 

若干名

聴講生とは、生涯学習や社会人学習等、教養・研修のためにインターネットメデイア
授業の聴講を目的とする方です（聴講生は単位を修得できません）。
※入学資格等の要件はありません。

"-c" I 科目カプセル生 (35ページ参照） I 

若干名

科目カプセル生とは、生涯学習や社会人学習等、教養、研究のためにテーマに沿って一部
科目を学ぶためのものです。

I 科目トライアル生（資料は別途こ請求ください） I 

若干名

科目トライアル生とは正科生Aへ入学する前に通信教育を体験するためのものです。
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〇入学時期・出願書類受付期間

入学時期

春期入学 (4月生）

秋期入学 (lQ月生）

第 1期

第2期

第 1期

第2期

出願書類受付期間

2019年12月20日（金）-2020年 4月1日（水）（本学書類必着）

2020年 4月 2日（木）-2020年 5月8日（金）（本学書類必着）

2020年 8月 3日（月）-2020年10月1日（木）（本学書類必羞）

2020年10月 2日（金）-2020年11月5日（木）（本学書類必着）

※ネット出願の受付期間は各締切日の23時29分まで。
※第2期で出願された場合、地方スクーリングの受講制限や科目試験の受験制限があります。

◎ 入学選考•入学手続締切日
く入学選考＞ 入学試験はありません。

本学において書類選考を行います。

（不合格の場合、理由についてのお問い合わせにはお答えできません）

く合格通知・入学手続締切日＞

入学選考の結果によって、合格者には合格通知と入学手続書類を送付します。なお、合格通知発送日や

各選考毎の入学手続締切日等は、以下のとおりです。

置Z絹置 志願書類受付開始日： 2019年12月20日（金）

_ ___,L 願書締切日 _JLー選 考 日 _Jしー合格通知発送日 _JL入学手続締切日

第1回 2020年1月14日（火） 2020年1月16日（木） 2020年1月21日（火） 2020年2月14日（金）

第2回 2020年2月12日（水） 2020年2月14日（金） 2020年2月19日（水） 2020年3月17日（火）

第1期第3回 2020年3月 4日（水） 2020年3月 6日（金） 2020年3月11日（水） 2020年3月31日（火）

第4回 2020年3月24日（火） 2020年3月26日（木） 2020年3月30日（月） 2020年4月17日（金）

第5回 2020年4月 1日（水） 2020年4月 3日（金） 2020年4月 7日（火） 2020年4月17日（金）

第2期 2020年5月 8日（金） 2020年5月12日（火） 2020年5月14日（木） 2020年5月25日（月）

※ネット出願の受付期間は各願書締切日の23時29分まで。
※第2期で出願された場合、前期地方スクーリングの受講と、 5月の科目試験の受験はできません。

・汎im,,..,.'=遍 志願書類受付開始日： 2020年8月3日（月）

因~1-可l 願書締切日 II 選 考 日 H 合格通知発送日 II 入学手続締切日

第1回 2020年 8月21日（金） 2020年 8月25日（火） 2020年 8月27日（木） 2020年 9月11日（金）

第2回 2020年 9月 2日（水） 2020年 9月 4日（金） 2020年 9月 8日（火） 2020年 9月24日（木）
第1期

第3回 2020年 9月16日（水） 2020年 9月18日（金） 2020年 9月24日（木） 2020年10月 9日（金）

第4回 2020年10月 1日（木） 2020年10月 5日（月） 2020年10月 7日（水） 2020年10月16日（金）

第2期 2020年11月 5日（木） 2020年11月 9日（月） 2020年11月11日（水） 2020年11月24日（火）

※ネット出願の受付期間は各願書締切日の23時29分まで。
※第2期で出願された場合、後期地方スクーリングの受講と、 11月の科目試験の受験はできません。
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〇 出願にあたっての諸注意

一「学校教育法」に定める他の大学・短期大学・大学院•高等専門学校等に在籍している方は、正科生A
として入学することはできません（卒業見込みまたは修了見込みの方の出願は可能です）。

一インターネットメデイア授業の受講、レポートや実習課題の作成、ポータルサイトの利用など、学習す

るうえでパソコンとプリンタ、インターネット環境が必要となりますので、必ずこ準備ください。

また、印刷授業の補助教材として学習用プリント集のCD-ROMもありますので、それが見られる環境

も必要です。

特に、教職課程の情報と数学の科目を履修する場合は、パソコンを利用した実習を行う科目があります。

なお、パソコンの性能については、インターネットメデイア授業を受講できる動作環境 (33ページ参

照）であれば差し支えありません。

一教材、関係資料、各種連絡文の表記及び各種授業・科目試験の実施等はいずれも日本語となります。

入学にあたっての日本語能力の目安は、日本語能力試験（財団法人日本国際教育支援協会） N 1 (旧 1級）

取得程度です。

一日本国内で科目試験の受験が可能であることが入学の条件となります。また、教材等の各種資料の送

付先、緊急連絡先及び学費請求先等は、日本国内を指定していただくこととなりますので、出願の際

は、日本国内のこ住所をこ記入ください。

一月
学習をしていただくうえでのこ要望につきましては、できる限り配慮いたしますが、残念ながら対応でき

ないことがこざいますので、必ず出願手続前に本学通信教育部にお問い合わせください。

また、施設・設備の状況につきましては、会場により異なりますので、可能であれば事前に見学される

ことをお勧めします。

対応できない主な例

•手話通訳者、ノートテイカー及び移動補助等の介助者が必要な場合は、こ自身でこ準備ください。

・教材を点字化、拡大化及び録音教材化することは本学では行っておりません。

ー: の出 出の のは,' '""iに邑ヽ ；；； 立にお口い＾せ eさい

いずれの場合も、出身校から必要書類を入手するのに時間がかかりますので、余裕を持ってお問い合

わせください。
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〇奨学制度

一この奨学金は、北海道情報大学通信教育部に在学する優秀な正科生に対し、奨学金を給付し、有為な

人材の育成に資することを目的としています。詳細は入学後にこ案内します。

ー ”人物・学業ともに優れ、かつ健康であって、経済的理由により著しく修学に困難があると認められる場合、

本学会場における夏期または冬期スクーリング受講時にのみ希望者（正科生のみ）に貸与されます

（年 1回、 1年次入学生は通算4回まで）。

第一種 (2・3・4・5・6万円から選択無利子）と第二種 (2-12万円 (l万円刻み）から選択

有利子）があり、いずれも貸与終了後、全額返還しなければなりませんが、在学中は申し出により猶

予されます（金額は2019年度実績）。詳細は入学後にこ案内します。
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1-11. 正科生A
（再入学）

ネット出願対象外

■再入学

北海道情報大学通信教育部を退学または除籍となった方



〇出願資格

以前に本学通信教育部の正科生であった方で、本学を退学した方（懲戒による退学者は対象となりません）、

または最長在学年限を超えて除籍となった方及び学費未納により除籍となった方。

◎出願書類

次の l-2は、志願者の皆様全員にこ提出いただきます。

1. 志願票

l:l~ 匹国謡四匹!!I

2. 選考料銀行振込証明書

エヽ匹五趾凪四叫遭

［記入例]78ページ
①必要事項を全て記入し、提出する。

②顔写真（織3,0cmx構2,5cm) l 枚（正面•無帽・背景なし）を
貼付してください。

注意：写真は写真用紙を使用したものに限ります。
（不鮮明なものや普通紙で印刷したものは不可）

［記入例]80ページ

①銀行で選考料を納入する。
② 「 ;a:r, ;! のこ 伝

③ 「選考料銀行振込証明書Iを提出する，
注意：選考料銀行振込証明書に取扱銀行出納印のないものは受付けられません。

次の3-7は、対象者の方のみこ記入• こ提出いただきます。詳細は39ページをこ覧ください。

3. 身体状況等申告書

l:Jぽ匹缶罰況匹!~I
身体に障がいのある方等で、特に科目試験受験やスクーリング
受講などにあたって何らかの措置が必要な場合

"-c" 

4. 在留カード又は特別永住者証明書の写（両
面）もしくは外国人登録証明書の写（両面）

5. 戸籍抄本等（コピーは不可）

6. 退学予定誓約書

7. 入学者紹介制度申請書（本学様式）

外国籍の方

婚姻等により、提出する証明書と現在の氏名が異なっている場合

出願時に他大学等に在学中で退学予定の場合

北海道情報大学通信教育部の卒業生・科目等履修生終了生・

在学生の方から紹介いただいた方

18 



◎修業年限と景長在学年限

再入学年次

1年次

2年次

3年次

4年次

修業年限

4年

3年

2年

1年

最長在学年限

10年

9年

8年

7年

※再入学年次は、退学（除籍）時に修了していた年次の次の年次です。

※学費未納による除籍の場合は、学費を完納している学期までが再入学前の在籍期間となります。

※以前の在籍時に4年次で複数年在籍していた場合でも、再入学の場合は4年次への入学となりますので、

半年で卒業要件単位を満たしたとしても、 1年間の在籍が必要です。

〇 学費

く選考料の納入＞

1. 75ページからの「VIII.郵送出願の場合の志願書類作成上の諸注意」をお読みいただいたうえで、80ペー

ジを参考に本学指定の選考料振込票にこ記入ください。

2. 選考料l0,000円を銀行で納入してください（振込手数料はこ本人様負担）。なお、本学の窓口では受付け

ることができませんのでご注意ください。また、選考料を納入しただけでは入学選考の対象となりません。

春期入学・秋期入学とも最終選考（第2期）の志願書類の本学必着日（消印有効ではありません）は、春

期入学の第2期が2020年5月8日（金）、秋期入学の第2期が2020年ll月5日（木）です。選考料納入

の取扱い期限も同様となりますので、手続きは早めにお済ませください。

3. 「選考料振込金（兼手数料）受取書」を切り取って各自保管してください。

匿—度納入した選考料は、理由を問わず返還できませんので、こ注意ください。

く学費の納入＞

入学時の学費の納入は、入学選考合格後に行います。入学手続締切日までに学費を納入することで入学手続

完了となります。納入は、本学より送付する銀行振込用紙を使ってこ入金をお願いします（振込手数料はこ

人 担となります。入学後の学 の、入は銀ノ―窓口での，入となります。

く入学年次に支払う費用＞

費用内駅 」l 再入学

入学料 30,000円

授業料（半期分） 60,000円

授業料（半期分） 60,000円

レポート添削料 11,000円

科目試験料 6,000円

入学年次合計 ― 167,000円

支払時期

入学時

入学時

半 期 後

入学時

入学時

※スクーリング及びインターネットメデイア授業を受講する
場合、上記の費用の他に別途受講料が必要となります。詳
細は40ページをこ覧ください。

※上記の費用の他に履修する科目に応じた教科書代が必要と
なります（各自で購入）。
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◎ 卒業要件と単位認定

く単位＞

その科目を修得するのに必要な学習量を数字で表したもので、科目によって決まっています。

(l単位-a単位の科目があります）

＜卒業要件＞

卒業するには、次の4つの要件を全て満たすことが必要です。

1. 入学年次ことに定める修業年限を満たしていること。

2. 卒業に必要な単位数を修得していること。

3. 卒業に必要なスクーリング単位数を修得していること。

4. 学費を完納していること。

く単位認定＞

再入学後適用されるカリキュラムは、再入学する年次の当該学年の学生と同じカリキュラムです。

退学（除籍）前に修得した単位については、再入学後に一括で認定します。ただし、認定する単位数は122単

位を上限とします。学費未納による除籍の場合は、学費を完納している学期までに修得した単位を再入学後

に一括で認定します。

く資格認定制度＞

国家試験や各種検定に合格している方は、申請に基づき、本学で修得した単位として認定します。

詳細は、入学案内24ページをこ覧ください。

なお、再入学の方は過去在籍時に認定された分の単位は適用されません。

く放送大学との単位互換＞

放送大学との単位互換では、本学の正科生が放送大学の「特別聴講学生」となり、放送大学の単位を修得し

ます。

なお、再入学の方は過去在籍時に認定された分の単位は適用されません。

◆資格認定制度と放送大学との単位互換の申請は入学後に行いますので、詳細は学生便覧でこ確認ください。

"-c" 
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〇その他の必要書類（対象：正科生A、科目等履修生、特修生）

次の書類は、対煮の方のみこ提出いただきます。

身体状況等申告書
•郵送出願の場合

⇒巻末の本学所定の用紙

・ネット出願の場合

⇒ 出願情報入力後、本学所定の
用紙がダウンロードできます。
もしくは巻末の本学所定の
用紙をこ使用ください。

在留カード又は特別永住者
証明書の写（両面）もしくは
外国人登録証明書の写（両面）

戸籍抄本等（コピー不可）

退学予定誓約書
［正科生Aのみ］

入学者紹介制度申請書
［正科生Aのみ］

•郵送出願の場合
⇒ 要項同封の本学所定の用紙

・ネット出願の場合

⇒ 出願情報入力後、本学所定の
用紙がダウンロードできます。
もしくは要項同封の本学所
定の用紙をこ使用ください。

氏名字体届

（フリーフォーマット）

身体に障がいのある方等で、特に科目試験受験やスクーリング受講な
どにあたって何らかの措置が必要な場合には必ず身体障害者手帳の
写しまたは障がいの状況が確認できる医師の診断書（写し可）も併せ
て提出してください（提出前に必ず本学通信教育部入試担当にお問い
合わせください）。
※ネット出願の場合、インターネット上で出願手続き後、郵送してください。

外国籍の方は、必ずこ提出ください。

※ネット出願の場合、インターネット上で出願手続き後、郵送してください。

婚姻等により、提出する証明書と現在の氏名が異なっている場合は、

それを確認できる書類をこ提出ください（戸籍抄本等）。

※ネット出願の場合、インターネット上で出願手続き後、郵送してください。

［作成例l80ページ

出願時に他大学等に在学中で退学予定の場合は、退学予定誓約書を

こ提出ください。

※ネット出願の場合、インターネット上で出願手続き後、郵送してくださし、

北海道情報大学通信教育部の卒業生ならびに在学生の方から紹介い

ただいた方は、志願書類と一緒にご送付ください。紹介者は、次のい

ずれかに該当する方です。

①卒業生（正科生A及び正科生B)

②在学生（正科生Aのみ）

③科目等履修生（終了生及び在学生）

なお、詳細は別添の「卒業生・終了生・在学生からの入学者紹介制度

について」をこ覧ください。紹介された方が正科生Aとして入学される
と紹介者・入学者双方に3,000円の「QUOカード」を進呈します。
※ネット出願の場合、インターネット上で出願手続き後、郵送してください。

氏名に特殊な文字が使われているため、学籍簿等に注意が必要な
場合や、ネット出願時に入力できなかった場合には、戸籍どおり
の文字・字体を記入したメモをこ提出ください。
※ネット出願の場合、インターネット上で出願手続き後、郵送してください。
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＠費用内訳

一く入学料＞

納入時期 金 額

入学手続時 30,000円

＜授業料＞

年 次

II 
授業料

11 
年合計金額＿ 

入学 年次 I 
前期 60,000円

120,000円
後期 60,000円

2年目以降 J 
前期 II 60,000円

11 
後期 60,000円

120,000円

くレポート添削料・科目試験料＞

入学区分 」I納入回数 」［ 納入時期 -」し 金 額

1年次入学生
4 回

1年次再入学生

2年次編入学生
履修登録した科目数に

レポート添削料 11,000円
3 回 関わらず1年に1回納入する

2年次再入学生 (1年目は入学手続時、2年目 科目試験料 6,000円

3年次編入学生 以降は学期又は学年の始め） 計 17,000円

3年次再入学生
2 回

4年次再入学生 l 回

※修業年限を越えて在籍する場合、レポート添削料と科目試験料は不要となります。

共通（正科生A ・科目等履修生•特修生） 1 

くスクーリング受講料＞

スクーリングを受講する場合は、受講学期（半期）毎に別途スクーリング受講料が必要となります。

納入時期 II 金 額

本学から届く振込用紙を
使用して納入する

講義科目(15コマ） 1科目 10,000円（スクーリング期間：3日間）

実習演習科目 (30コマ）門科目 20,000円（スクーリング期間：6日間）

※該当科目はプログラミング基礎、システム設計演習です。新たに実施される科目がある場合は、履修登録の際に案内
します。

くインターネットメデイア授業受講料＞

インターネットメデイア授業を受講する場合は、受講学期（半期）毎に別途インターネットメデイア授

業受講料が必要となります。

納入時期

本学から届く振込用紙を
使用して納入する

金 額

講義科目 1科目 15,000円
実習演習科目※ 1科目 20,000円

※該当科目は情報リテラシー、プログラミング基礎、プログラム言語 l 、システム設計演習、サーJ~精詞n習です。
新たに実施される科目がある場合は、履修登録の際に案内します。
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く教科書代＞

納入時期

学期又は学年の始めに履修する
科目の教科書を購入する時

金 額

金額は、教科書代の実費

教科書代は履修する科目数等によって金額が異なる

（正科生Aの方の目安：年平均40,000円程度）

くその他＞ 該当した場合にのみ必要となります。

一(1)教職課程受講料

（教職課程を受講する際に必要となります。詳しくは「VII.教職課程」 49ページをこ確認ください）

•課程登録初年度に175,000円（希望により、分割納入も可能です）

•本学から送付する振込用紙を用いて納入する

(2)卒業論文審査料（卒業論文は選択科目です）

•卒業論文作成年次に10,000円

•本学から送付する振込用紙を用いて納入する

各種書類発行手数料（正科生A ・科目等履修生•特修生） I 

(1)各種証明書発行手数料

• l通につき200円----500円

•申込み時、申請書に定額小為替を同封する

(2)学生証再発行手数料（正科生A)

• l回につき500円

•申込み時、申請書に定額小為替及び写真を同封する

(3) 受講証再発行手数料（科目等履修生•特修生）

• l回につき500円

•申込み時、申請書に定額小為替及び写真を同封する

(4)追試験料（スクーリングのみ）

• l科目 1回につき500円

•申込み時、追試験願に定額I」濯§替を同封する

（申込み前に通信教育部事務部に問い合わせが必要です）
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◎ 出願辞退•入学辞退（対象：正科生A、科目等履餌、特修生）
出願後入学選考を受ける前に辞退したい時（出願辞退）

出願 巻末添付の「入学辞退届」をこ提出ください（「学費返還願」の部分には記入

しないでください）。

~ 

入学選考

（合格）

入学選考を受けた後（合格後）、学費を納入する前に辞退したい時（入学辞退）

巻末添付の「入学辞退届」をこ提出ください（「学費返還願」の部分には記入

しないでください）。

~ 

入学手続

（学費納入）

入学手続後（学費納入後）、辞退したい時（入学辞退）

~ 

学費返還願

受付期間

巻末添付の「入学辞退届」と「学費返還願」 (l枚の用紙になっています）を、

春期入学は2020年3月2日（月）-2020年3月31日（火）、秋期入学は

2020年9月1日（火）-2020年9月30日（水）に本学必着で提出してくださ

ぃ。指定された銀行口座に入学料を除いた学費(40ページ）を、春期入学は

4月下旬（予定）、秋期入学は10月下旬（予定）に返還します。

~ 
学費返還願受付期間を過ぎてから辞退したい時（入学辞退）

巻末添付の「入学辞退届」をこ提出ください（「学費返還願」の部分に

は記入しないでください）。この場合、すでに納入した学費は返還でき

ません。

〇講義概要 {2019年度実績）

最新の講義概要は、本学ホームページで公開していますので詳細はそちらをこ覧ください。

〔教養教育科目〈教養科目〉〕

■心理学
本講義では、一般教養としての心理学の
学習を目指しています。できるだけ広く偏
りのない心理学の基礎的知識とその基
本的考え方を学んでいきます。

■哲 学

本講義では、古代ギリシャから現代まで
歴史を追って著名な哲学者や主要な哲
学の潮流を学び、そのことを通じて哲学
という学問のあり方そのものを学んでい
きます。

■物理学の基礎
本講義では、物質と空間と時間が物理学
ではどのように理解されているかを学び、
その学習を通じて自然の仕組みを解き
明かす物理学の手法と思想を理解して
いきます。

■基礎生命科学

本講義では、人体の構造や遺伝、免疫な
ど、ヒトのからだに関する基礎的な知識
について正しく理解していきます。
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■ミステリを読む

本講義では、日本のミステリの流れを概
観しながら、ミステリが駆使するテクスト
上の仕掛けに気づき、分析的に把握する
視点を獲得することを学んでいきます。

■サスティナピリティ学

本講義では、我々ひとりひとりが、地球と
ともに生きるため、課題解決を通じて自
分自身のサスティナビリティ学を組み上
げることが重要であり、未来世代への責
務でもあることを学んでいきます。

■モチベーションの科学

本講義では、モチベーションに関する理
論を理解することを第一目標とした上で、
どのようにしたら研究成果から得られた
知識を、仕事や教育、社会生活の場でよ
り良く活用できるかについて学んでいき
ます。

■情報を食べる
本講義では、「おいしさ」の構造について
理解するとともに、「おいしさ」の大事な
要素であり、現代の食生活に大きく影響
を与えている「情報」について考え、自分
自身が感じている「おいしさ」を支えてい
る「情報」の実態について考えていきます。

■メデイア・リテラシー入門 ＝
本講義では、主に政治におけるメディア
の働きや影響力、とりわけ世論形成過程
での役割を勉強しながら、批判的に読み
解く基本を学んでいきます。

■ヘルスリテラシー入門

本講義では、健康や医療に関する情報を
効果的に収集・理解・判断し選択する能
カ「ヘルスリテラシー」について学んでい
きます。

■健康科学

本講義では、肉体、精神、そして社会的に
健康に成る為の方法を学んでいきます。



■健康とスポーツ

8月前半と 2月中旬頃に、スクーリング
(3日間の集中授業）として、バドミントン、
バスケット、サッカー、卓球等の体育実技
を行います。

［教養教育科目〈外国語科目〉］

■英語 I(初級英語読解） ＝

In this course students will be 
able to improve their English 
with a variety of reading. 

■英語II(初級英会話）

本講義では、会話が基本です。文法に縛
られた英語学習から開放することを意図
した内容で、さまざまな場面を想定した
表現法を紹介します。

■英語Ill(中級英語読解） ＝

本講義では、アメリカが産んだ魅力的な
人物やビジネス、そして文化や地域にス
ポットを当てて、学んでいきます。

■英語IV(中級英会話）

本講義では、会話が基本です。文型等の
表現法は、さまざまな場面を想定したモ
デルを通して紹介します。現在使われて
いる熟語やスラングも含み、実際の英会
話を反映するものを学んでいきます。

■英語V(実用英語）

In this course students will learn 
a variety of idiomatic phrases, 
slang and informal expressions 
now current in American English. 

■初級中国語

本講義では、中国語の発音や基本的な
文法事項、および基礎的な会話能力につ
いて学んでいきます。

〔経営学系専門教育科目〈基礎汀

■憲法

本講義では、日本国憲法の概要を修得す
ること、および民主政体の下における立
憲主義の意義を学んでいきます。

■経営の基礎

本講義では、現代社会で極めて重要な役
割を果たす企業の営みや、企業をとりま
くさまざまな利害関係者との関わりが、
経営学で扱われるトピックです。このト
ピックを具体例に基づきながら広く学ん
でいきます。

■経営の応用

本講義では、経営学のなかでも経営戦略
論と呼ばれる領域の各トピックに関して、
基本的な考え方を学んでいきます。

■マ＿ケティング論
本講義では、マーケットのニーズに応え
るための知識、ならびに、スキルやノウハ
ウを修得する方法について学んでいきま
す。

■簿記原理基礎編

本講義では、簿記の基礎から一連の決算
手続きまでを学んでいきます。

■法学

本講義では、民法・商法の履修に際して
前提となる、法律学に関する基礎的な知
識を習得していきます。

■商法

本講義では、最も基本的な法律である会
社法を中心に、わたくし達の生活に関り
の深い取引や、報道などでよく見聞きす
る企業の法律問題等を理解する法律学
的素養を身につけることを学んでいきま
す。

■経済学入門
本講義では、市場メカニズムの動きを理
解できること、そして独占などの問題点
や各種政策・規制についてなぜ必要なの
かといったことを経済学的に推測出来る
ようになることを目標に学んでいきます。

■経営史

本講義では、経営を理解し、経営にとっ
て何が必要か、企業は社会のなかでどの
ように行動すべきかについて学んでいき
ます。

■流通概論

本講義では、メーカー中心の日本の流通
システムがどのように変容してきたか、そ
の主要な原因であった小売業の発展や、
メーカーと小売業の間にある卸売業に
ついて学んでいきます。

■現代経済学

本講義では、経済問題や財政政策、金融
政策（例えばインフレ、円安、買いオペ、
売りオペ、景気循環、GDP、経済成長、財
政支出、金融緩和や金融引締など）につ
いて理解し、その背景にある問題や出来
事を理解、推測できるようになることを
目標に学んでいきます。

■人的資源管理論

本講義では、人的資源管理の現状、諸見
解を念頭に置きながら、人的資源管理の
各要素を理解し、その日本的特徴の国際
比較を通じて理解することを目標に学ん
でいきます。

■職業指導

本講義では、学校から職場への移行期の
若者の困難について、社会的背景を踏ま
え、具体的な事例を通じて、主に「ノンエ
リート青年」の労働世界について具体的
なイメージを持って問題を考えられるよ
うに学んでいきます。

■民法入門

本講義では、契約・不法行為を中心とし
て、財産法に関する基礎的知識を習得す
るとともに、家族法も併せて学んでいき
ます。

［憫跨環専F諏育科目〈基鵬〕

■情報リテラシー
本講義では、パソコンの基本的な操作方
法と、ワープロソフトWord及び表計算
ソフトExcelの使用方法、Webページを
作成する方法とインターネットを利用し
て情報をやり取りする際の注意点などに
ついて学んでいきます。

■行列と連立1次方程式 ＝
本講義では、連立1次方程式を一般的に
解く事を応用として、線形代数の基本的
な概念である行列と行列式について学ん
でいきます。

■基礎数学
本講義では、基本的な計算の仕組み（理
由）を説明できるようになることを目標と
して学んでいきます。

■コンピュ＿タサイエンス入門 ＝

本講義では、コンピュータにおけるデー
タ表現をはじめとする情報の扱い方、ソ
フトウェアの役割、データ通信の基礎、
計測•制御、コンピュータの各種装置、シ
ステムの構成要素、オペレーティングシ
ステムの働きについて学んでいきます。

■プログラムの仕組み
本講義では、コンピュータのハードウェ
アが解釈して実行できるのは、機械語で
記述されたプログラムなので、機械語の
プログラムとは、どのようなものなのか、
どのようなメカニズムで実行されるのか
を学んでいきます。
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■コンピュータの構成
本講義では、コンピュータの構成と利用
に関する基本的な知識、およびそれぞれ
の性能の進歩に関する簡単な歴史的、コ
ンピュータシステム関連の事項について
学んでいきます。

■コンピュータの利用
本講義では、コンピュータの構成と利用
に関する基本的な知識、およびそれぞれ
の性能の進歩に関する簡単な歴史的、ソ
フトウェア関連の事項について学んでい
きます。

■オペレーティングシステム基麗菖＝
本講義では、コンピュータの構成資源の
仮想化の概念とオペレーティングシステ
ムの基本的な役割について学んでいきま
す。

■コミュニケーション概論＝

本講義では、便利で巨大なネットワーク
網に包まれて人類はこれからどのように
して意思の疎通を函っていくのかについ
て学んでいきます。

■ 三角関数•指数関数•対数関数＝
本講義では、三角関数・指数関数・対数
関数は数学ばかりではなく、様々な分野
で当たり前のように顔を出す基本的な関
数である。これらの関数への知識を見直
すことがこの講義の目的である。

■電子工学概論

本講義では、従来の電子工学論にIT機
器による計測•制御に必要なコンピュー
タ関連の内容を加えることにより、電気
磁気学から電子計測・制御やコンピュー
夕までの広い範囲について学んでいきま
す。

■ネットワークシステム概論＝

本講義では、ネットワークの共通的な構
造や機能、特徴、ネットワークにおける物
や情報の流れ（トラフィック）に関して、確
率的な考え方を導入することで定量化
できることを学んでいきます。

■経営情報システム

本講義では、情報処理に関する基礎概
念を修得した上で、経営学的な観点から
経営情報システムの変遷や、理論的フ
レームワークについて学んでいきます。

44 

■医学医療
本講義では、医療情報学の見地から、医
学医療の基礎的な分野である医療制度
論、解剖生理学から病気と治療について
の臨床医学について学んでいきます。

■複素数

本講義では、初等的な複素数の取扱から
始め、初等幾何をガウス平面で考察し、
複素数のn乗根を検討し幾何学的問題
への応用を学んでいきます。

■ー変数の微分法

本講義では、微分がどのように量の変化
と関連付けられ、様々な関数が高次導関
数を用いて表されるか（テーラーの定
理）などについて学んでいきます。

■ー変数の積分法

本講義では、積分法の手法とその応用に
ついて学んでいきます。

■データ解析入門

本講義では、目に見えるサイズのデータ
の解析例を通して、解析の具体的イメー
ジを持たせつつ、抽象化されたモデル表
現との対応を説明し、プログラムにより
実際に解析するプロセスまでを学んでい
きます。

■情報倫理

本講義では、ネットの世界はバーチャル
の世界であることを十分理解した上で、
ネット特有の対処の仕方を正しい知識と
倫理感で判断できるよう学んでいきます。

［輝学輝門教育科目⑰洞〉］

■経営者と意思決定

本講義では、経営者が行っている、事業
を成功させるための方針、組織（従業員
の役割や責任）、人事制度（賃金や地位
を決める）などの設計について学んでい
きます。

■ブランドマネジメント
本講義では、マーケティング、流通チャネ
ルの概念を整理したうえで、ブランドの
本質、ブランドの種類、ブランドの機能、
ブランド構築プロセスについて学んでい
きます。

■定量分析とその応用
本講義では、数学的な理論展開はできる
だけ省略し、確率統計学に関する基本的
な考え方・基礎概念について学んでいき
ます。

■簿記原理応用編

本講義では、企業のさまざまな活動を貨
幣価格で記録する方法とその根拠を学
んでいきます。

■財務会計学基礎編

本講義では、企業の経済行為や事実を
写し取った財務諸表を作成したり、ある
いは、それを理解するためには会計上の
さまざまな考え方を体系的に学んでいき
ます。

■情報システム学概論 l
本講義では、情報システムとは何かを明
らかにしながら、ソフトウェアやプログラ
ミングなどのITと競争優位性が深く関
わっていることを理解し、情報システムを
開発するための基本的な考え方を学ん
でいきます。

■情報システム学概論II
本講義では、eビジネスやビジネスイン
テリジェンスなど情報技術の戦略的な応
用分野と“ヒト・モノ・カネ”に関する情報
システムの特徴を概観することにより、IT
の高度活用が、いかに企業の競争優位
性の確立に有効であるかを学んでいきま
す。

■経営科学
本講義では、経営科学／オペレーション
ズ・リサーチ(MS/OR)の基礎的理論を
学んでいきます。

■管理会計論

本講義では、管理会計研究の理論や分
析手法を学びながら、「利益を出すには
いくら売り上げればよいのか」、「企業の
収益性や安全性をどのように分析・評価
したらよいのか」、「どこで無駄なコスト
が発生しているのか」等を理解していき
ます。

■産業心理学

本講義では、組織行動、人的資源管理、
組織行動、安全衛生を学んだ後、消費者
行動にともなうマーケティング、消費者
の価値判断と選択行動のメカニズムを
学んでいきます。

■イノベーション概論

本講義では、多くの人にとって極めて身
近な食品産業を舞台としながら、イノ
ベーション論の基礎知識や考え方、現在
の日本社会におけるイノベーションの重
要性、今後のイノベーション創出に向け
たヒントなどを学んでいきます。



■消費者行動論

本講義では、消費者に焦点を当て、その
行動に影響を与える要因と消費者およ
び購買意思決定モデルを学んでいきます。

■ホスピタリティマネジメント ＝
本講義では、ホスピタリティをいかに具
現化し、いかに経営に活用していくかと
いうホスピタリティマネジメントを、企業
における実践事例を参考に学んでいきま
す。

■健康と社会

本講義では、国の制度や社会のあり方が
個人の健康に影響を及ぼしている一方、
個人の健康状態が個人的な問題にとど
まらず、家族や地域社会、さらには国のレ
ベルにまで影響を与えることを俯廠した
上で、より多くの人々が長く健康でいら
れる社会の実現のために実行可能な行
動について学んでいきます。

■イノペーション組織論

本講義では、企業の競争優位の源泉とな
る「イノベーションと組織の関係」を中心
に学んでいきます。

〔情報学系専門教育科目〈応用〉］

■ベクトル空間と線形写像 ＝
本講義では、ベクトル空間と線形写像と
いう現代的な概念を学習します。その応
用例として、連立1次方程式、座標変換
や図形の変形などの幾何学的変換を、ベ
クトル空間と線形写像の立場で表現し
直し理解することも学んでいきます。

■プログラム設計

本講義では、質の良いアルゴリズムをい
かにして作り、いかにして表現するかに
ついて学んでいきます。

■プログラミング基礎

本講義では、プログラミングの基礎中の
基礎となる、変数、式と演算子、条件分岐、
繰り返し、配列などをしっかり学習し、さ
らに構造体、共用体、ファイルの入出力
などの項目についても学んでいきます。

■プログラミング言語の仕組み＝

本講義では、個々のプログラミング言語
を効率的に習得できるように、多くの言
語に共通する基本事項を学んでいきます。

■アルゴリズム
本講義では、問題に適したアルゴリズム
とデータ構造を選択する能力を身に付け
ることを学んでいきます。

■オペレ＿ティングシステム ＝

本講義では、メモリ資源の管理と仮想化、
すなわち仮想記憶方式とファイルシステ
ムならびに入出カインタフェースを中心
に、オペレーティングシステムを実現して
いる各種技法について学んでいきます。

■システム設計演習
本講義では、情報システムの開発に関わ
る技術・知識全般を、統ーモデリング言
語UML(UnifiedModeling Language) 
による作図、オブジェクト指向技術理解
のためのJavaプログラミングなどの演
習を通して学んでいきます。

■インターネットアプリケーション＝

本講義では、コンピュータやネットワー
クの基礎と、発展し続けるインターネット
上で展開されるアプリケーションの技術
と動向について学んでいきます。

■データ伝送のしくみ

本講義では、データの確実かつ高速な伝
送を実現するために、どのような技術が
用いられているのかについて、考え方、原
理、しくみを具体的なレベルで理解して
いきます。

■デイジタル画像概論

本講義では、マルチメデイア表現としての
函形や画像•動画像の特質や、Webブラ
ウザ上において図形・画像が適切に処
理・表現できる手法を学んでいきます。

■プログラム言語 l

本講義では、数学的考え方をプログラミ
ングで実現するため、Javaを利用します。
定数、変数、入出力、演算、分岐処理、繰
り返し処理に関するJavaの文法を学び、
それら使ったプログラミングのやり方に
ついて、数学の応用利用を含め学んでい
きます。

■知識マネジメントと,fO)応用＝

本講義では、複数人の人間、または、人
間とコンピュータが協調的に創造活動を
進めるための知識とそのマネジメントに
着目し、その基本的な用語や考え方につ
いて学んでいきます。

■代数学

本講義では、ある集まりに、「群」と呼ば
れる（代数）構造を与えるのは、その集合
の「対称性」を表現している、と言われて
いる。この「群」は、現代数学で重要な考
え方であり、どのような構造かを知り、現
代数学の一端を知ることを学んでいきま
す。

■多変数関数の解析
本講義では、2変数のときと同様に、微分
（偏微分、全微分など）や定積分（重積分、
累次積分など）を学習するが、 2変数関
数との類似点•相違点などを考えながら
学び、多変数関数についての微分・積分
の計算が出来る手法を学んでいきます。

■確率論

本講義では、集合の話から始め、確率論
の基礎、特に離散型確率分布について学
んでいきます。

■医療制度と医療情報システム＝

本講義では、既存の医療制度について学
ぶと同時に、これらの課題についての解
決策についても学んでいきます。

■宇宙への挑戦

本講義では、宇宙開発に関する入門編と
して、宇宙開発の歴史や宇宙開発に関す
る基礎的な知識を学んでいきます。

■統計科学と現象の分析＝

本講義では、データから新たな知識を得
るための方法を体系化したデータサイエ
ンスの考え方について、計算機による実
習を通して学んでいきます。

〔経営学系専門教育科目〈発展〉〕

• e-ビジネス総論
本講義では、 e—ビジネスの原点とも言え
るインターネットを利活用したビジネス
に焦点を当てて学んでいきます。

■サプライチェーンマネジメント ＝

本講義では、 ICTを用いた顧客との関係
構築を説明し、その後企業間の関係構築
であるSCMについて学んでいきます。
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■ ベンチャーピジネス論

本講義では、国際ビジネス環境のなかで、
ベンチャー企業の事業展開に必要な経
営資源は何であり、企業家によって、いか
に経営資源がコーデイネートされ、新し
いビジネスが生起するのかを、マーケ
ティング論、経営戦略論、経営組織論に
おける最新の理論、現実のベンチャービ
ジネスの事例と関連づけて学んでいきま
す。

■ アントレプレナーシッ刀會 ＝

本講義では、企業家がアイデアを想起し、
ビジネスプランを策定し、ビジネスモデ
ルを構築するプロセスを学んだうえで、
マーケットでの競争に勝利していくため
の競争戦略を、最新の経営理論と現実の
アントレプレナーの事例を通して学んで
いきます。

［憫畔繹門教育科目〈発属］

■ ソフトウェア開発技術論

本講義では、ソフトウェア工学の内容を
発展させて、大規模なソフトウェア・シス
テムの開発・管理で起きるさまざまな実
際的問題に適用される実践的な技法に
ついて学んでいきます。

■ 情報社会論

本講義では、情報社会の実体をより深く
理解するために、幅広い視点からの情報
社会論について学んでいきます。

■ ITマネジメント

本講義では、企業経営者は、 ITをどのよ
うにマネジメントすべきか、また内部統制、
すなわち組織や社内規定をどのように整
備すべきか、ということを真剣に考えるこ
とが要求されていることを学んでいきま
す。

■ ネットワークセキュリティ ＝

本講義では、インターネット利用者の視
点から、自身がセキュリティ問題に巻き
込まれないために必要な最低限の知識
を学んでいきます。

■ 知的所有権論

本講義では、産業財産権（特許、実用新
案、意匠、商標）の基本的内容と、著作物
か否かの判断、著作権を侵害しない著作
物の利用ができる手段について学んでい
きます。
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■ 情報職業論

本講義では、情報産業の業務内容、情報
産業で働く人にとって必要となる知識と
情報に関して、情報化社会の進展と職業
の関連を考察しながら、最新の情報や統
計等をもとに学んでいきます。

■ データベースシステム

本講義では、データベースシステムの基
礎を学ぶとともに、代表的なデータベー
スであるリレーショナル型データベース
を特に取り上げ、基本となる概念、データ
ベースの設計手法、操作方法について学
んでいきます。

■ テータベース技術

本講義では、データベースシステムの基
本概念を学ぶとともに、データベースシ
ステムを実現するミドルウェアである
データペース管理システム(DBMS)の
構成や提供する機能を学んでいきます。

■ データ通信システム

本講義では、コンピュータ同士が人間の
手を借りずにデータ通信を行うために考
案された手順や規約、さらに誤りが発生
したときの検出法および対処法、現実の
データ通信システムがどのように構成さ
れ、データがどのように伝達および処理
されるのかについて学んでいきます。

■ 音声情報処理

本講義では、音声情報処理、具体的には
音声符号化、音声分析、音声合成や音声
認識などについて学んでいきます。

■ オブジェクト指向言語 I=
本講義では、Javaプログラムとメソッド
について簡単に復習し、その後クラスの
概念、作り方、使い方、クラス間の連携手
法を理解し、オブジェクト指向プログラ
ミングの基礎について学んでいきます。

■ オブジェクト指向言語 II=
本講義では、言語lで習得した基礎知識
を基に、より実践的なオブジェクト指向
プログラムを作成するために必要な知識
を学んでいきます。

■ コンピュ＿タネットワーク ＝

本講義では、デイジタルデータ伝送の基
本原理の理解、ローカルエリアネット
ワーク(LAN)の基本的技術とプロトコ
ルの概念、TCP/IPプロトコルとアプリ
ケーション層のプロトコル、インターネッ
トとの具体的な接続方法、インターネッ
トを利用する上で重要な電子署名と暗
号化通信およびセキュリティについて学
んでいきます。

■ サーJ渭’築演習

本講義では、DebianGUN/Linux上で、
LAMP環境構築を目標とした講義を展
開します。先々の技術の変化にも耐えら
れるような知識の獲得を目指し、丹念に
構造を理解しながらサーバの構築につ
いて学んでいきます。

■ 人工知能の基礎

本講義では、人工知能とは何かとその歴
史、単純な問題を探索という技術を用い
て自動的に解決する手法、古典的なAl
の基礎となる論理学をベースとする知識
表現方法と推論の基礎を学び、その応用
技術について学んでいきます。

■ ソフトウェア工ジニアリ~=
本講義では、オブジェクト指向技術、ク
リーンルーム手法、そしてリポジトリを取
り上げ、ソフトウェア開発の課題に取り
組む方向性とその基本的な考え方を学
んでいきます。

■ 応用数学

本講義では、常微分方程式の解法に重
点を置き、微分・積分・線形代数の計算
を用いて解が構成されることを学んでい
きます。

■ 統 計 概 論

本講義では、連続型確率変数・連続型分
布関数を導入し、統計推定及び検定につ
いて理解・適用することを学んでいきます。

■ 食と健康情報

本講義では、食と病気の関連について理
解すると同時に、食材に含まれる機能性
成分（抗動脈硬化作用など）について栄
養学の観点から学び、基本的な食品の加
工技術についても学んでいきます。

■ 健康情報学

本講義では、多くの健康情報の信頼性を
判断するためのポイントと解釈について
学んでいきます。

■ コンピューターグラフィックス ＝

本講義では、モデリング（形状作成）で作
成された形状(3次元モデルデータ）を、
レンダリング（画像生成）ではディスプレ
イに表示できるように画像データ化する。
これらについて、基礎的な理論とアルゴ
リズムを学んでいきます。



■ 爾号とインターネットセキュリティ ＝ ■ 数学科教育法Ill ■ 教育心理学

本講義では、インターネット上で安全な 本講義では、中学校数学の教員としての 本講義では、教室における学習者の学習
通信路を構築する1つの道具として、公 学習指導の力量を身につけるため、「数 活動と教師の指導のあり方、近年学校現
開鍵暗号系が利用されています。その中 学科教育法l」で修得した数学教育につ 場での適切な対応が求められている特
でも代表的なRSA暗号に着目し、その仕 いての基礎的知識の理解を踏まえ、授業 別な支援を必要としている児童•生徒の
組みを理解するために必要な数論の基 事例の分析を通して、その指導法、教材 学習支援のあり方について学んでいきま
礎について学んでいきます。 研究と評価などを考察し、基礎的、基本 す。

的な実践的指導力について学んでいきま
す。

■ 特 別 支 援 教 育 論

〔 教職関係科目 本講義では、特別支援教育に関する理
解を図った後、障害種ことの特性理解と

■ 情報科教育法 l ■ 数学科教育法IV
支援の在り方について学んでいきます。

本講義では、情報に関する教育の変遷か 本講義では、中学校数学の目標や内容、
ら入り、共通教科情報科、専門教科情報 数学的活動、指導案•学習指導計画、各 ■ 教育課程論科の新設・改訂の経緯、及び各教科・科 領域の教材内容について理解し、教材観
目の目標やその指導内容と取扱いの方 の形成について学んでいきます。 本講義では、学習指導要領の意義や法
法、更に、配慮事項について学んでいき 制、改訂の歴史、編成•実施・評価の方法
ます。 などの理解を通して、教育課程経営を学

び実際の教育課程・授業計画の編成に
かかわって教科•特別活動•総合的な学
習の時間の扱いと評価について学んでい

■ 情報科教育法II ■ 数学科教育法V きます。

本講義では、「科目の概要」で述べたこと 本講義では、数学ソフトとしてGRAPES

を踏まえ、授業の運営方法、教材・教具、 を選び、中学校数学の教材を各単元につ
■ 道徳教育の理論と実践 ＝実習環境の整備について学習します。ま いて分析しながら、教材ソフトの工夫、指

た、授業運営の内容と大きく関連する、 導案の作成の仕方など望ましい授業の 本講義では、道徳の意義や原理等を踏ま
指導計画、指導内容、実習課題や学習の 在り方を考察し、数学ソフトウェアの活 え、学校の教育活動全体を通じて行う道
評価についても学んでいきます。 用法について学んでいきます。 徳教育及びその要となる道徳科の目標

や内容、指導計画等を理解するとともに、
教材研究や学習指導案の作成等を通し
て、実践的な指導力を身に付けることを

■ 商業科教育法 l 学んでいきます。

本講義では、商業を学ぶことを通して、ビ ■ 教育原理

ジネスの諸活動を理解し、実践する能力 本講義では、「教育原理」は教育の基礎
■ 教育方法論と総合的な ＝及び倫理観、責任感、協調性など社会の 理論を総合的に学び、他の教職課程を学

信頼を得てビジネスの諸活動に取り組 習するための基本になる科目です。「教育 学習の時間の指導法
むために必要な豊かな人間性を育む手 原理」の学習内容は幅広いので、主に「学

本講義では、これまでの教育方法・技術法について学んでいきます。 校教育」に係わる教育理論を本講義では
広く浅く学んでいきます。 と授業に関する基本的な概念を整理し、

教育方法と教授学の歴史、近代および現
代の教授理論、授業における指導技術と
評価、情報機器及び教材の活用など教

■ 商業科教育法II 育メディアの活用法などについての有意
義な考え方と方法・スキルなどを学びま

本講義では、商業専門科目の内容とその
■ 教職概 論 す。その上で総合的な学習（探究）の時間

指導法及び指導技術等を教育現場の課 の意義や創設から現在までの経緯と先
題や問題点を意識しながら、指導計画や 本講義では、戦後教員養成の二大原則 進的な実践例や導計画などを通して指
学習指導案の作成、評価の考え方や指 「大学における教員養成」と「開放制」の 導上の留意点や効果的な指導法につい
導方法等について学んでいきます。 意義を念頭において、現在の教員には何 て学んでいきます。

が求められるのか、教員としての適格性
を持つためには日々どのような努力をし
ていけばよいのかについて学んでいきま

■ 数学科教育法 l
す。 ■ 特別活動論

本講義では、高等学校における特別活動
本講義では、数学教育の目的や歴史、考 の意義や変遷、目標ならびに内容を理解
え方、学習指導要領における数学科の目 し、指導計画（指導案）、内容ことの特色、
標•内容の変遷をはじめ、指導法や数学 特別活動の評価、週5日制と家庭・地域、
的活動、コンピュータなど教育機器の活

■ 教育制度論
展望と課題等について学んでいきます。

用のあり方、教材研究や評価について学
び、もっと実践的な指導力の基礎を身に 本講義では、受講者が実際に教職員とし
つけることを学んでいきます。 て学校で働くようになった際に、学校組

■ 生徒指導織のしくみや教育活動の根拠となる法制
度、そして現在の学校をめぐる諸課題へ 本講義では、児童生徒の発達段階や実
の対応の仕方を学んでいきます。 態、特徴、取り巻く環境等の背景など多

■ 数学科教育法II 角的な理解をし、将来を見通し計画的・
組織的な指導が必要です。また、生徒指

本講義では、数学科教育法lで修得した 導を行う教員は、教育公務員として法令
数学教育についての知識の理解を踏ま に遵守し適切に行われることが重要です。
え、指導法や数学的活動、コンピュータ

■ 教育社会学
さらに、生徒指導は、特定の問題行動を

などの教育機器の活用法、教材研究と評 起こした児童生徒に対処的に行うので
価、授業指導の分析など、高等学校数学 本講義では、〈子ども〉という存在や、子 はなく、全ての児童生徒を対象として、予
の教員に求められる基礎的、基本的な実 どもと社会、子どもの文化をめぐる私た 防・開発的な視点を持ち実態に応じた系
践的指導力を育成することを学んでいき ちの認識や語り方を、さまざまな題材を 統的・計画的な指導について学んでいき
ます。 通して徹底的に学んでいきます。 ます。
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■学校教育相談

本講義では、児童生徒の話をいつでも聴
ける知識や技術の基礎知識を学びます。
教育カウンセリングの基本から学習指導
の児童生徒理解に繋がる実践的な内容
も学んでいきます。

■進路指導
本講義では、進路指導・キャリア教育の
政策の背景（経緯）や理論を理解し、今
日のキャリア教育を実践していく意義・
必要性、発達の段階にふさわしいキャリ
ア教育実践の在り方について学び、高等
学校における進路指導・キャリア教育の
実践の改善と充実の方策について学ん
でいきます。
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■教育実習 l

この科目は、専門職としての教師を志す学
生が、大学で学んだ専門分野と教職に関す
る知識技能などを基礎として、学校での教
育活動を実際に体験するために設けてい
ます。学校で行デ教育実習」（訪問実習）を、
より充実•発展させることをねらいとしてお
り、内容は、訪問実習の準備をするための
「事前指導」と教育実習の成果を定着させ、
発展させるための「事後指導」の二つに分
かれます。

■教育実習II

この科目は、「教育実習l」の「事前指導」が
終了した後で、出身校などの実習校を訪問
して、実際に教育活動に参加して行う実習
です。実習する内容は、学習指導•生徒指導
・ホームルーム経営・教務事務・勤務のあり
方等多岐にわたりますが、いずれも実際の
教育活動に即して指導を受けることになり
ます。期間は約2週間です。
※中・高共通

■教育実習Ill

この科目は、「教育実習 I」の「事前指導」
が終了した後で、出身校などの実習校を
訪問して、実際に教育活動に参加して行
う実習です。実習する内容は、学習指導・
生徒指導・ホームルーム経営・教務事務
•勤務のあり方等多岐にわたりますが、
いずれも実際の教育活動に即して指導
を受けることになります。期間は約3週
間です。
※中学校のみ

■教職実践演習（中・高） ＝
本講義では、教員として、求められる資質
能力（教員としての責任感や教育的愛情、
社会性・対人関係能力、生徒理解・指導
や学級経営にまつわる実践的指導力、学
習指導にまつわる実践的指導力）のより
一層の向上を囮り、教職に関する適性の
獲得を目指します。教職課程の履修履歴
を履修カルテで振り返り、将来教員にな
る上で、自分にとって何が課題であるか
をあらためて自覚します。
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