リカレント教育課程

キャリアマネジメントⅠa

授業科目名

油井文江（実務家教員）

担当者名

＊全 14 回授業を担当

開講年度学期

２０１６年度 前期

開講キャンパス

目白キャンパス

単位数

２

開講期・授業区分

週間授業

授業の概要

授業の到達目標
及びテーマ

キャリアマネジメント講座の最終目標は、受講された皆さんが社会環境の変化を理解し、自身
の働き方・生き方の選択として、自信を持って再就職に取組んでいただくことです。これからの社
会が女性に求めるものは男性と等しく多様であり、また持てる能力の生き生きとした発揮です。
キャリアマネジメントⅠでは、世代や抱える事情で異なる課題をグループ討議などで共有する
ことで、現在の雇用状況を理解し、社会に残る性差バリアーを越える女性の生き方・働き方の修
得と、再就職・就業に必要となる実践的スキルを身につけていただきます。
1：変化する社会環境に対し、主体的に働くための考え方の基本を修得する。
2：女性の就業に必要な能力とその課題を理解する。
3：再就職に必要なテクニカルなスキルを修得する。
1. オリエンテーション：「働く」ことを考える

グループワーク

2. 働く環境を知る：現状と課題―就業形態、正規・非正規ギャップなど

ケースメソッド

3. 自分を知る：自己理解、社会ニーズ、ライフプラン

グループワーク

4. 女性のキャリア形成：様々なワークトラックとキャリアデザイン

ケースメソッド

5.

授業計画

企業における主体的な働き方：ワーク・ライフ・バランス、
ダイバーシティ

課題発見・
解決型学修

6. 業種、職種を知る：世の中の業種・業界、多様な仕事、専門性、資格

ケースメソッド

7. 会社の選び方：経済の動きと女性の働き方、ホワイト企業

課題発見・解決型学修

8. 求められるビジネス能力：論理的思考、創造的思考

課題発見・解決型学修

9. ヒューマンスキルアップ： ジェンダー意識、セルフエスティーム

グループワーク

10. ヒューマンスキルアップ：コミュニケーション技法、ビジネスマナー

グループワーク

11. 応募書類の書き方：履歴書・職務経歴書、カバーレターの書き方

ワークショップ

12. 採用面接対策：面接までの準備、面接のポイント

ワークショップ

13. 女性の仕事を支援する組織や法律：労働組合、労働基準法、採用関連 課題発見・解決型学修
14. まとめ：受講者の習得成果のフィードバックと共有
成績評価の方法
使用テキスト
参考書（参考資料等）
その他

課題発見・解決型学修

授業への取組姿勢と課題の評価を総合的に評価
オリジナルレジュメを授業ごとに配付
特になし
不確実な時代の中で、自立した意識と職業能力を持つことが益々大事になっています。その主要な手段ともなる社

（受講生への要望など） 会での就業に向けて、環境理解と自己理解、就職スキルと就業スキルの基礎を一緒に学びましょう。

リカレント教育課程
授業科目名

キャリアマネジメントⅠｂ

担当者名

尾方僚
（実務家教員）

開講年度学期

２０１６年度 前期

開講キャンパス

目白キャンパス

単位数

２

開講期・授業区分

週間授業

キャリアマネジメントⅠ講座では「今後の自身のキャリア形成をどうつくっていくか」を再考し計画し組み立てられるよう
にしていくことを最終目的としております。「キャリア」という言葉は受講するみなさんそれぞれにとって違う意味をもち
ます。そのことを検証し熟考することで変化し続ける社会情勢の中で変化に対応できるスキルをもっていただききたい

授業の概要

と思っております。
授業ではグループワークを中心に世代、経験を越えてチームワーカーとしての力、また人との協働作業の中で問題提
起、問題解決能力などを理解するとともに、これから再挑戦する実社会での
コミュニュケーションスキルなども体得していただきます。
１．もっている潜在的能力を再考し足りていない部分を充足させる

授業の到達目標
及びテーマ

２．変化し続ける社会情勢の中で自身の「キャリアをどう形成していくのか」を考え、そのために必要なスキルを
理解する
３．再就職・就業に必要なスキルを理解し体得する
１

オリエンテーション：「働く」ことを考える

油井文江

２

自分のこれからのキャリアの目標をたてる

ケースメソッド
尾方僚

３

現在の社会環境を知る（雇用ニーズなど）
最新の業界を知る（会社の選び方 業界のみつけ方）

グループワーク
尾方僚

４

ビジネスコミュニュケーション１ ビジネスで必要なコミュニュケーションを見直す

グループワーク
尾方僚

５

ビジネスコミュニュケーション 2 応用編 プレゼンテーションスキル

グループワーク
尾方僚

６

職種を理解し、立場認識を明確にする

ケースメソッド
尾方僚

７

会議の進め方１ ヒューマンスキルアップ 論理的思考を形成する

グループワーク
尾方僚

８

会議の進め方２
ヒューマンスキルアップ 協働作業における知的生産性の向上をはかる。

グループワーク
尾方僚

９

会議の進め方３
データマイニングでマーケティングの基礎となる論理的思考を形成する

グループワーク
尾方僚

１０

応募書類を書く前に：
具体的な応募書類を書く前段階として自分の強みなどを書きだしてみる

課題発見・解決型学修
尾方僚

授業計画

成績評価の方法
使用テキスト
参考書（参考資料等）

１１ 採用面接準備 面接までの準備、面接のポイント

課題発見・解説型学修
尾方僚

１２ 最新雇用事情とスキルを見直す 資格など

ワークショップ
尾方僚

１３ 女性の仕事を支援する組織や法律：労働組合、労働基準法、採用関連

課題発見・解決型学修
油井文江

１４ まとめ 受講者の習得成果のフィードバックと共有 ワークショップ

ワークショップ
尾方僚

授業への取組姿勢と課題評価を総合的評価する
オリジナルレジュメ
プレゼン以前の発表の技術 尾方僚著（すばる舎）
自身のもっている力を再認識することでヒューマンスキルの強みと弱みがわかります。そのヒューマンスキルを

その他
（受講生への要望など）

ビジネスにどう活用していくのか、が再就職のために必要なだけでなく今後社会でどう活躍していくのかという
指標にもなります。一緒にがんばりましょう。

リカレント教育課程
授業科目名

TOEIC730

担当者名

升田光子

開講年度学期

２０１６年度 前期

開講キャンパス

目白キャンパス

単位数

２

開講期・授業区分

週間授業

授業の概要
授業の到達目標
及びテーマ

可能な限り多くの問題を解く。
TOEIC 730 点を目指す。
1. Practice Test (Reading)
2. ～33
3. ～45
4. ～66
5. ～75
6. ～90
7. ～119

授業計画
8. 小テスト・～１４６
9. 小テスト・～１７５
10. 小テスト・～１９３
11. 小テスト・～２２６
12. 小テスト・～２６９
13. TOEIC ハーフテスト
14. Reading Test
成績評価の方法
使用テキスト

個々人の進歩の度合、テストの結果を総合的に評価する。
Lin Lougheed, Preparation Series for the TOEIC Test:：Advanced (Longman)
ISBN: 0132861465

参考書（参考資料等）
その他
（受講生への要望など）

ハイスコアをマークできるよう、共にトレーニングを積みましょう。

リカレント教育課程
授業科目名

ＴＯＥＩＣ ８５０

担当者名

升田光子

開講年度学期

２０１６年度 前期

開講キャンパス

目白キャンパス

単位数

２

開講期・授業区分

週間授業

授業の概要
授業の到達目標
及びテーマ

模擬試験を可能な限り実施いたします。
TOEIC ８５０点を目指す。
1. Reading Test
2. Reading Test について質疑応答。Listening Test
3. Reading Test
4. Reading Test についての質疑応答。Listening Test
5. Reading Test
6. Reading Test についての質疑応答。Listening Test
7. Reading Test

授業計画
8. Reading Test についての質疑応答。Listening Test
9. Reading Test
10. Reading Test についての質疑応答。Listening Test
11. Reading Test
12. Reading Test についての質疑応答。Listening Test
13. Pre Final Test
14. Final Test
成績評価の方法
使用テキスト
参考書（参考資料等）
その他
（受講生への要望など）

個々人の進歩の度合、テストの結果を総合的に評価する。
プリント。

My English Lab TOEIC (Longman) ISBN: 0132881876
ハイスコアをマークできるよう、共にトレーニングを積みましょう。

リカレント教育課程
授業科目名

総合英語
松原 聖子（実務家教員）

担当者名

＊14 回全ての授業を担当します

開講年度学期

２０１６年度 前期

開講キャンパス

目白キャンパス

単位数

２

開講期・授業区分

週間授業

授業の概要
授業の到達目標
及びテーマ

short essay/story の読解を通して、基本文法や文脈での語彙の理解、解釈の確認し
Reading/ Oral presentation (citation) /Writing /Vocabulary quiz のタスクベースの授業
各興味深いトピックを通して、英文に慣れ、社会人の使用頻度の高い文法、語彙の定
着をとおして、英文解釈力やその方法の習得。
1. Unit 1 & 2

基本時制

2. Unit 3 & 6 命令文 & 修飾語
3. Unit 7

比較級と最上級

p. 35 sample essay 参照 Writing/プレゼン （提出）
4. Unit 8

動詞（状態）

5. Unit 10

未来時制 will/be going to

プレゼンテーション

Quiz: vocabulary check （提出）

授業計画

6. Unit 11

動名詞と不定詞

7. Unit 12

時制（現在進行形）

8. Unit 14

時制（過去形） & 否定

Quiz: structure check （提出）
9. Unit 15
10. Unit 16

時制（現在完了形）
受動態

p. 79 参照 Group discussion: “Tourist destination”

グループディスカッション

Report writing （提出）
11. Unit 18 & 19

前置詞

12. Unit 20

関係詞 Quiz: word order

13. Unit 21

副詞節

Group discussion: “When do you lie?”

グループディスカッション

14. Review (文法／語彙／読解)
成績評価の方法
使用テキスト

小テスト(quiz)、課題提出、学習態度、出席率、期末テストで総合的に評価

Get Reading KINSEIDO

参考書（参考資料等） 文法理解の補足プリント
その他
（受講生への要望など）

毎回のテキストの予習は必須です。履修者は１回目用の Unit 1&2 を必ず予習して初
回授業に臨む事。基礎といっても語彙は社会人用で量は少なく有りません、復習を丁
寧に、語彙や文法の定着に努力を怠らない事。

リカレント教育課程
授業科目名

ビジネス英語

担当者名

松原 聖子（実務家教員）

開講年度学期

２０１６年度 前期

開講キャンパス

目白キャンパス

単位数

２

開講期・授業区分

週間授業

授業の概要
授業の到達目標
及びテーマ

授業計画

オフィスで遭遇する基本的な英語の学習
英語の実践的な状況演習を通して、４つの技能（読む、聞く、話す、書く）運用の徹底
と定着。
1. Orientation + Unit 1 (Introduction)
Assignment: CV & the cover letter (提出)

松原（実務家教員）

2. Unit 2 (Describing your company)
Quiz: an email of introduction （提出）

松原（実務家教員

3. Unit 3 (Office routines)
Quiz: making a reply email （提出）

松原（実務家教員）

4. Unit 4 (Business in progress)
Assignment: internal memo （提出）

松原（実務家教員）

5. Reading (p. 30, p. 42, p. 48, p. 54)

松原（実務家教員）

6. Unit 6 (Making arrangements)
Quiz: a follow-up email (提出)

松原（実務家教員）

7. Review and extra reading
Business letter samples & CV writing

松原（実務家教員）

8. Unit 7 (Describing locations)
Quiz: a fax writing (提出)

松原（実務家教員）

9. Unit 8 (Getting to a meeting)
Assignment: giving a direction (提出)

松原（実務家教員）

10. Unit 12 (Comparing workplaces and products)
Assignment: presentation script of products
comparison (提出)

成績評価の方法
使用テキスト

in

松原（実務家教員）/
グループディスカッション

11. Review and grammar check
時制、助動詞

松原（実務家教員）

12. Unit 13 (Executive advice)
Assignment: CV & the cover letter (提出)

松原（実務家教員）

13. Unit 14 (Plans and predictions)
Discussion: future planning

松原（実務家教員）/
グループディスカッション

14. Review (Grammar / Vocabulary / Communication skills)

松原（実務家教員）

小テスト(quiz)、学期末テスト、学習態度、提出課題、出席率で評価。

Global Links 1

Longman

参考書（参考資料等） Email writing / Letter writing / Grammar exercise などのプリント資料配布
その他
テキストの十分な予習（辞書を活用し、理解が困難な部分を見つける）と復習（理解不
（受講生への要望など） 十分な箇所を見つけ、正確に定着させる）が必須です。

リカレント教育課程
授業科目名

時事英語Ⅰ（Current English 1）

担当者名

Anne Dodd

開講年度学期

２０１６年度 前期

開講キャンパス

目白キャンパス

単位数

２

開講期・授業区分

週間授業

授業の概要
授業の到達目標
及びテーマ

The main aim of this course is to encourage students to improve their speaking and
listening skills in order to gain more confidence, greater fluency and increase their
vocabulary when using English
1. Introduction to the class
Classroom language
Self-introduction to a partner
2. Prepare questions to interview a partner
Student to student interview and note taking
Interview your teacher / make notes. Write comments for HWK
3. In groups of 4 share interview experiences
Change group members to repeat to other students.
In pairs: think of more in-depth questions to interview your teacher
4. Review errors from homework assignment
Short dictation & vocabulary building exercises

.授業計画

5. One minute topic: note taking/ vocabulary building /presenting ideas in pairs / Q&
A Repeat topic to a group of 4
6. Two minute topic: note taking/ vocabulary building / presenting ideas in pairs/ Q&A
7. Vocabulary Quiz & making opinions
8. Group discussion topic : notes / personal opinion and reasons / vocabulary
9. Group discussion topic : notes / personal opinion and reasons / vocabulary
10. Agreeing and disagreeing politely and with reasons
11. Short class presentation in pairs : how to speak clearly and simply
12. Short class presentation in groups : how to impress your audience
13. Vocabulary quiz and review ideas from this semester’s topics
14. Course feedback

成績評価の方法
使用テキスト
その他

Students on this course will be evaluated on attendance, class participation, assignments
and presentations - 25% for each category.
No textbook is required

リカレント教育課程

時事英語 Ⅱ（ Current English 2）

授業科目名

Ａｎｎｅ Ｄｏｄｄ

担当者名
開講年度学期

２０１６年度 前期

開講キャンパス

目白キャンパス

単位数

２

開講期・授業区分

週間授業

授業の概要
授業の到達目標
及びテーマ

The aim of this course is to focus on listening and speaking skills to increase
confidence and improve fluency.
1. Introduction to the class. Classroom language.
Self introduction and brief report to the class
2. Student to student in depth interviews and class report.
3. Error correction from homework
Vocabulary and mind map for topic on working women in Japan followed by a
discussion
4. Previous work experience - report in groups
5. Begin work on CV in English with templates, layout ideas,fonts and content

授業計画

6. Problems facing women in the workplace. Discussion & possible solutions
7. Vocabulary Quiz & further work on individual CVs
8. Discuss a Japanese issue
9. Discuss a global issue
10. How to handle typical interview questions / group practice
11. How to handle more difficult interview questions / group practice
12. Videotape real interviews
13. Vocabulary overview / review discussion points
14. Course feedback

成績評価の方法
使用テキスト
参考書（参考資料等）
その他
（受講生への要望など）

Students on this course will be evaluated on attendance, class participation and
assignments and interviews - 25% for each category.
No textbook required.

リカレント教育課程
授業科目名
担当者名

ＩＴリテラシー１
佐藤久栄

開講年度学期

２０１６年度 前期

開講キャンパス

目白キャンパス

単位数

２

開講期・授業区分

週間授業

IT に関する基礎知識、パソコンの基本操作、ワープロの基礎、表計算の実務に必
授業の概要

要な基礎機能を学びます。PowerPoint でスライド作成をします。
使用するパソコン環境は、OS：Windows7、ワープロ・表計算：Office2010 を使用しま
す。
コンピュータの仕組みを理解する。WORD で文書作成における効率的な操作方

授業の到達目標
及びテーマ

法、画像等を含んだインパクトのある文書作成ができる事。EXCEL で基本的な関
数を使った表計算、種類豊富なグラフ作成ができる事、データの並べ替え、抽出が
できる事。WORD と EXCEL の連携ができる事。PowerPoint でプレゼンテーション。
1. Windows7 の基本操作、ファイルの管理、USB メモリーの使い方、ペイントの操
作、メモ帳の便利な使い方。コンピュータの基礎知識（１）
2. コンピュータの基礎知識（２）、WORD の基礎知識：文字入力、漢字変換、ファ
ンクションキーでの変換
3. 文書作成（１）：箇条書き、日付や記号の入力、フォント設定、文字の配置
4. 文書作成（２）：ワードアートで文字のデザイン、字下げ、罫線
5. 文書作成（３）：画像や図形を使った文書、表の作成、ヘッダーとフッター、
WORD のまとめ

授業計画

6. EXCEL の基礎知識、データの入力、
7. 表の作成、数式の入力、関数（１）
8. 関数（２）、グラフの作成（１）
9. グラフの作成（２）、データベースの利用（１）
10. データベースの利用（２）、Word との連携、
11. 色々な関数、EXCEL のまとめ、演習問題
12. PowerPoint の基礎
13. PowerPoint でスライドを作成
14. WORD、EXCEL、PowerPoint の復習、演習問題

成績評価の方法
使用テキスト
参考書（参考資料等）

試験（実習形式）、筆記
講師作成のテキスト
講師作成の資料

その他

OS Windows7 の基本的な操作（起動方法、シャットダウン方法、ウィンドウの操

（受講生への要望など）

作、ドキュメントの管理（ファイルの保存全般含む）などを前提スキルとします。

リカレント教育課程

ITリテラシー２（表計算と情報倫理）

授業科目名

藤田 智子（実務家教員）

担当者名

＊全14回授業を担当

開講年度学期

２０１６年度 前期

開講キャンパス

目白キャンパス

単位数

２

開講期・授業区分

週間授業

授業の概要

表計算ソフトウェアの実践的な実習を中心にプレゼンテーションの作成まで情報活用力
を中心に学習する。また、情報倫理やネットワーク環境についても学習する。

授業の到達目標

MOS 一般や上級（対象：Excel 2010 or 2013） に合格できる力を養う。

及びテーマ

必要な情報を調べて使うことができるようになる。情報倫理を理解する。
1. ガイダンス／PowerPointの使い方
2. 数式と関数・絶対参照・相対参照・複合参照 /
いろいろなグラフの作成
3. 外部データの取り込み・クロス集計
4. 関数１ / 情報倫理１
5. 関数２ / 情報倫理２
6. 関数３ / 情報倫理３

授業計画

7. 関数４/ 情報倫理４
8. 複合関数１
9. 複合関数２
10. 文字列・日付・時刻関数
11. 総合演習
12. 総合演習
13. Excel 実技試験
14. IT 最新事情
実技試験及び課題、倫理試験で総合的にリカレントの評価基準に従い判断する。
ただし上記評価結果が不合格の場合、以下の条件に従い、別途評価基準を設ける。

成績評価の方法

条件1. 第８回の授業までに MOS を受験し、仮に不合格であっても受験した結果表を提
出すること。
条件2. 条件１で不合格であった場合は、第 14 回の講義終了までに MOS 合格の結果表
を提出すること。

使用テキスト
参考書
（参考資料等）
その他
（受講生への要望
など）

授業時に販売します。（￥１５００位）
授業時に紹介します。
実際の業務で使うノウハウは MOS の試験勉強だけではカバーできない事が多いので授
業でノウハウを習得しましょう。また、是非、MOS 上級も受験しましょう。
授業進度は、受講生の理解状況により変更する場合があります。

リカレント教育課程

ITリテラシー３（Webデザイン）

授業科目名

鳥海 有紀（実務家教員）

担当者名

＊全 14 回授業を担当

開講年度学期

２０１６年度 前期

開講キャンパス

目白キャンパス

単位数

２

開講期・授業区分

週間授業

昨今、誰もがスマートフォンを持ち歩き、Webを介したサービスは日常生活のなかで不可欠になっている。また誰も
が画像などを使用して情報発信を日常的に行えるようにもなった。このような状況を踏まえ、この授業では情報発信
授業の概要

の基本であるWebページの作成とわかりやすい情報発信に欠かせない画像の基礎を中心に学ぶ。
Web ページの作成では既存のツールを使わず HTML と CSS（スタイルシート）を一から作成し、Web ページ
の仕組みから学ぶ。HTML に使用する素材として画像の取扱い基本を広く使用されているフォトショップな
ど使用し、画像の種類や取り扱い、画像の作成方法など基礎を取り上げる。

HTML と CSS を使用した Web ページの作成を理解する。
授業の到達目標
ツールに頼らず Web ページを作成できる。
及びテーマ
コンテンツ（Web ページの素材）としての画像の種類や取り扱いを理解する。
1. Web ページの作成１：ブラウザソフトの表示の仕組みを理解し、タグ言語 HTML を使用したページ
を作成する。
2. Webページの作成２ タグを使い分ける：HTMLで用意されてい
Web ページを構成するために必要な様々のタグを紹介し、使い方を学ぶ。
3. Webページの作成３ スタイルシートを使う：
背景の色やフォントの種類などデザインを決める手法を学ぶ。
4. 画像の取り扱い１ Webページへの貼り付け：画像のタイプの違いを
理解し、Web ページに貼り付ける画像の適切な取り扱いを学ぶ。
5. 画像の取り扱い２ ペイント系ソフト（フォトショップ）を使う１
ペイント系ソフトで絵を描き方、画像ファイル種類や解像度の変更方法を学ぶ
6. 画像の取り扱い３ ペイント系ソフト（フォトショップ）を使う２
写真画像を調整する、画像を切り出すなどの操作方法を学ぶ
授業計画

7. 画像の取り扱い４ ペイント系ソフトを使って動く画像を作成する
8. インターネットの仕組みとアップロード：インターネットを使用する上で必要な基礎知識を学び、作
成したページをアップロードする。
9. Webページの作成４ レイアウトを工夫する
Web ページをより見やすくするため、文章、画像の配置の方法を学ぶ。
10. 便利なツールを使う：HTML を入力をせずにデザインや配置できるようなツールを紹介する。
11. Webページの作成５ ユーザインターフェースを考える
より見やすいページにするために配慮すべきことを考える。
12. Web ページの作成６ より高度な技法
13. Web ページ作成作業１ 課題作成
14. Web ページ作成作業２ 課題作成

成績評価の方法 １ 平常点
使用テキスト

２ レポート

３ 作成課題

入門Webデザイン （第３版） CG-ARTS協会

参考書（参考資料
必要に応じて紹介します
等）
授業タイトルのデザインとはレイアウトや色、形を作ることだけでなく、作成すること表現することと考えま
その他
す。授業内容はWebページの作成、表現に必要な技術、技法を中心とした内容です。
（受講生への要望 受講するにあたって予備知識は必要ありませんが、PCの操作に慣れていることを前提に授業をすすめま
す。授業は受講生の理解度を確認しながらすすめますので、授業が上記の予定どおりに進行しない場合
など）
があります。

リカレント教育課程

初級簿記

授業科目名

末益弘幸（実務家教員）

担当者名

＊全 14 回授業を担当

開講年度学期

２０１６年度 前期

開講キャンパス

目白キャンパス

単位数

２

開講期・授業区分

週間授業

今日、簿記を含む会計の知識は、社会の各方面においてますます重要になってき
授業の概要

ています。実際、簿記の技術や知識を利用せずに企業を運営することは不可能で
す。本講座では、複式簿記の初歩から始め、その全体的な構造を理解できるよう、
段階的な学習を行います。

授業の到達目標
及びテーマ

本講座では、年３回（２月下旬、６月中旬、１１月中旬）実施される日商簿記検定試
験３級に合格出来る学力を習得することを目指しています。
1. 記の基本概念
2. 勘定科目、伝票と帳簿
3. 現金・預金
4. 商品売買（売上、仕入）
5. 商品売買（売掛金・買掛金、売上原価）
6. その他の債権・債務
7. 受取手形、支払手形

授業計画
8. 貸倒れ、有価証券
9. 固定資産
10. 費用・収益
11. 純資産・税金
12. 決算手続き①
13. 決算手続き②
14. 財務諸表の作成
成績評価の方法
使用テキスト
参考書（参考資料等）
その他
（受講生への要望など）

定期試験
「段階式 日商簿記 ３級商業簿記 [第１４版] （加古宜士・穐山幹夫）」
税務経理協会
なし
本講座は、「企業会計入門」を履修済みであることを前提に講義します。また、「企
業会計入門」に引き続き、「初級簿記」を受講することにより、会社で行われている
財務会計と管理会計の両分野の知識を効率的に習得することが可能です。

リカレント教育課程

企業会計入門

授業科目名

末益弘幸（実務家教員）

担当者名

＊全 14 回授業を担当

開講年度学期

２０１６年度 前期

開講キャンパス

目白キャンパス

単位数

２

開講期・授業区分

週間授業

企業会計の全容を把握するために、それぞれ入門レベルではあるが、簿記から始
授業の概要

まり、財務会計、原価計算、管理会計、経営分析、そして税務会計までに渡り学習
をする。

授業の到達目標
及びテーマ

会社の決算書を見て、その会社の財務内容が「読める」ようになることを目標とす
る。また、会社で行われている一般的な経理の実務についても知識として習得して
いくこととする。
1. 会計の概要
2. 会計と決算：財務会計
3. 財務会計のルール①
4. 財務会計のルール②
5. 貸借対照表・損益計算書の仕組み
6. 仕訳と記帳①
7. 仕訳と記帳②

授業計画
8. 仕訳と記帳③
9. 製造会社の決算書：原価計算
10. 決算書の内部利用：管理会計① 概要
11. 決算書の内部利用：管理会計② 部門別損益管理
12. 決算書の内部利用：管理会計③ 利益計画
13. 決算書の内部利用：管理会計④ 投資計画
14. 決算書の外部利用：財務分析
成績評価の方法
使用テキスト
参考書（参考資料等）

定期試験
毎回、レジュメを配布する。
なし
会計の知識を習得していることは、再就職のために有利であるのみならず、有望

その他

な企業を選別する目が養われ、企業内のどの部署においても役に立つことと確信

（受講生への要望など）

しています。また将来、自ら会社を起業したい人には、会計の知識は必須であると
言えるでしょう。

リカレント教育課程

金融リテラシー

授業科目名

岩井宣章（実務家教員）

担当者名

＊全 14 回授業を担当

開講年度学期

２０１６年度 前期

開講キャンパス

目白キャンパス

単位数

２

開講期・授業区分

週間授業

授業の概要

経済活動において金融はどのような役割を果たしているのか？アベノミクスにおける大胆な金融
緩和とは？最近導入されたマイナス金利とは？ 本講座では、こうした日頃の暮らしに直結する金
融に係る問題を理解するために必要な基礎知識を習得することを目的とします。
私たちの周囲には預金から株式、外貨を用いた取引や商品、あるいは先物やオプション取引と
いった多種・多様なリスクとリターンを有する金融商品が存在します。これらにどのように向き合え
ばよいかについても学びます。ファイナンシャル・プランナーなど金融関係の資格を目指す人にと
っては、その受験勉強の基礎として役立ちます。

授業の到達目標
及びテーマ

「金融とは」を理解することにより、より良い暮らしの実現に資する金融に係る知見の習得を目指
す
1
2

（２）経済活動と資金の流れ
(国内経済活動と資金の流れ、国際的な資金の流れ)

3

経済発展と金融政策
（１）日本の金融制度・金融政策

4
5
6
授業計画

経済と金融
（１）経済活動と金融
（「金融」とは、経済活動における金融の役割、利子、通貨制度）

7
8
9

（２）経済・金融のグローバリゼーション
（３）現代の金融政策
日本の金融構造
（１）金融機関の機能
（２）各金融機関の業務内容
金融商品への取り組み
（１）金融商品とは、多様な金融商品とその特徴
（２）投資家保護制度（法制度、紛争処理機関等）

10 （３）資産形成のためのポート・フォリオ
11 （４）金融商品に係る課税
12

市場化する金融取引
（１）公開企業と内部統制

13 （２）金融規制のあり方
14 金融市場の課題と今後
成績評価の方法
使用テキスト

レポート提出を予定
指定なし、レジュメをベースに授業を進める。

参考書（参考資料等）
その他
「金融」を理解するため必要最低限の経済の基礎知識についても、可能な範囲で
（受講生への要望など） 説明します。

リカレント教育課程
授業科目名

貿易実務

担当者名

村井 和博

開講年度学期

２０１６年度 前期

開講キャンパス

目白キャンパス

単位数

２

開講期・授業区分

週間授業

日本は貿易立国であり、貿易なくして日本経済は成立しません。また、貿易と関係
授業の概要

のないような業界でも貿易の知識は有用なものとなっています。本講座では国際ビ
ジネスの基本として貿易実務を学んでいきます。

授業の到達目標
及びテーマ

貿易実務の全体像の把握、さらに国際ビジネスの問題を理解できる能力を身につ
けることを目標とします。また貿易実務検定の基礎知識の習得に役立つ講座とし
ます。
1. 貿易実務の全体像
2. 貿易の仕組みと流れ
3. 市場調査から契約の成立まで
4. 信用状の基礎知識
5. 品質条件、数量条件等
6. インコタームズの基礎知識
7. 貿易運送

授業計画
8. 海上貨物保険、貿易保険
9. 代金決算
10. 輸出実務（１）
11. 輸出実務（２）
12. 輸入実務（１）
13. 輸入実務（２）
14. 国際貿易体制の基礎知識
成績評価の方法
使用テキスト
参考書（参考資料等）

出席状況および試験により評価します。
最新貿易実務ベーシックマニュアル 日本貿易実務検定協会編 改訂 1 版
（ＭＨJ 出版）
貿易実務検定Ｃ級試験問題集〈第６版〉 日本貿易実務検定協会編（ＭＨJ 出版）

その他

国際ビジネスに興味のある方の受講を望みます。 また、基本的な英語や関係法

（受講生への要望など）

令など幅広い分野を学びますので、学習意欲のある受講生の参加を期待します。

リカレント教育課程

授業科目名

国際物流

担当者名

村井 和博

開講年度学期

２０１６年度 前期

開講キャンパス

目白キャンパス

単位数

２

開講期・授業区分

週間授業

授業の概要
授業の到達目標
及びテーマ

貿易実務の重要な要素である国際物流を学びます。 国際物流はなじみのない受
講生が多いと考え、写真や資料が豊富なテキストを中心に講義を進めます。
貿易実務の基礎、また、より深い理解のための講義とします。 貿易実務の講座と
合わせて受講され、貿易実務検定に役立てる講義にします。
1. ガイダンス ： 国際物流の全体像について
2. 海上貨物輸送（１） ： 海運貨物の種類、船舶の種類
3. 海上貨物輸送（２） ： 海上運賃、コンテナの種類
4. 海上貨物輸送（３） ： コンテナ・ターミナルの施設と荷役方式
5. 航空貨物輸送（１） ： 航空貨物輸送の特色
6. 航空貨物輸送（２） ： 貨物の種類とＵＬＤ（パレット・イグルー・コンテナ）
7. 航空貨物輸送（３） ： 航空運賃

授業計画
8. 国際宅配便（１） ： 種類（クーリエとＳＰＳ）
9. 国際宅配便（２） ： インテグレーター
10. 国際複合一貫輸送（１） ： 特徴
11. 国際複合一貫輸送（２） ： 主要ルート（ＭＬＢ,ＡＬＢ，ＩＰＩなど）
12. 国際複合一貫輸送（３）：ＮＶＯＣＣ（フォワーダー）
13. 海運同盟 ： 海運同盟の現状と集荷戦略
14. 鉄道輸送 ： 海上輸送・航空輸送との比較、モーダルシフトと環境
成績評価の方法
使用テキスト

講義への取組姿勢と期末試験の成績を考慮して評価します。
「ビジュアルでわかる国際物流２訂版（汪正仁）」成山堂書店

参考書（参考資料等）

「貿易実務ベーシックマニュアル改訂１版（日本貿易実務検定協会編）」ＭＨＪ出版

その他

本講座では質疑応答なども積極的に行い、活気ある講座にしていきたいと考えま

（受講生への要望など）

す。

リカレント教育課程
授業科目名

記録情報管理者資格準備講座～3 級対策～（企業等と連携して行う授業）
吉国 三千子（実務家教員）

担当者名

＊全 14 回授業を担当
開講年度学期

２０１６年度 前期

開講キャンパス

目白キャンパス

単位数

２

開講期・授業区分

週間授業

近年、記録管理のニーズが非常に高まっている。その背景には、「東日本大震災議事録未作成問題」や「オリンパス
巨額粉飾決算」、「社会保険庁のずさんな年金記録管理」等、官民を問わず様々な記録に係る不祥事が多発したこと
が影響している。2011 年には「公文書管理法」が施行され、国や自治体における文書管理改革の動きが急速に進展
している。一方、民間では、新会社法や日本版 SOX 法等、文書管理のあり方に新しい対応を迫る法規制の強化が進ん

授業の概要

でいる。その結果、コンプライアンスや説明責任、ナレッジマネジメント、リスク管理など、記録管理の重要性とそ
れに関する組織の課題が浮き彫りになってきた。
本講座では、組織における記録管理に焦点をあて、記録管理総論、公文書管理法、紙のファイリングの手法、アーカ
イブズ、電子文書管理に必要な IT の基礎等を講義し、実習等を通じて問題解決能力を育成する。

授業の到達目標
及びテーマ

記録情報管理者検定 3 級合格。※「記録情報管理者」は、文書管理の効率的・効果的な実現を目指し、「自らが中心
となって推進・実行する専門職」。
1. ガイダンス／この授業の目的
2. 文書管理総論（１） ： 文書管理の目的、文書のライフサイクル管理
3. 文書管理総論（２） ： 記録管理の国際標準 ISO15489、文書管理の歴史
4. 文書管理総論（３） ： ビジネス文書の基礎知識
5. 文書管理に影響を与える法的要素：公文書管理法、情報公開法、特定機密保護法
6. 課題発見・解決型学修、グループディスカッション（なぜ、公文書館法が必要なのか、

グループディスカ

その意義と、公文書管理法の目的、管理手法、及び問題点を考え、その改善策を提案する） ッション
7. 紙文書管理（１） ： 文書管理の２大ルール

授業計画

8. 紙文書管理（２） ： ファイルの作成から廃棄まで
9. ファイリング実習 ワークショップ（体験型学習）
グループワーク
10. 電子文書管理（1)：電子文書とは、文書の電子化を促進する際の留意事項
11. 電子文書管理（2)：電子化文書、電子文書管理システム
12. アーカイブズ概論
13. 電子文書管理に必要な IT 基礎（1）：電子文書とアプリケーションソフト
14. 電子文書管理に必要な IT 基礎（2）：色々なファイル、文字コードと文字フォント

成績評価の方法

レポート（記録情報管理者検定 3 級に準じた問題（120 問前後）の解答を提出）

使用テキスト

記録情報管理者検定標準テキスト【RIM 実践編】、【情報技術・情報セキュリティ編】

参考書
（参考資料等）

今なぜ記録管理なのか＝記録管理のパラダイムシフト（小谷允志 日外アソシエーツ）
国際化の進展で、諸外国との高度な訴訟対応が極めて重要となっています。又、東日本大震災以降、BCP（事業継続

その他
（受講生への要望 計画）の策定が急務となっています。その結果、記録管理の必要性が再認識され、官公庁、大手企業がこぞって文書
など）
管理の再構築に取り組んでいます。これからの時代、記録情報管理者は、官民問わず必要とされる専門人材です。

リカレント教育課程

労働法と労働保険法

授業科目名

（社会保険労務士準備講座）
樋野 昌法（実務家教員）

担当者名

＊全 14 回授業を担当

開講年度学期

２０１６年度 前期

開講キャンパス

目白キャンパス

単位数

２

開講期・授業区分

週間授業

企業経営に関連のある労働法と労働保険法の内容について教授することを目的と
授業の概要

する。また、社会保険労務士の資格取得を目指す学生への入門講義も兼ねてお
り、労働基準法を中心とする主要な労働関連法規を重点的に教授する。

授業の到達目標
及びテーマ

テーマ：労働基準法、労災保険法、雇用保険法、その他労働関係法
到達目標：今後働くときに備えて知っておいたほうが良い基本知識の習得
1. オリエンテーション～労働法に関する身近な例～
2. 労働基準法①
3. 労働基準法②
4. 労働基準法③
5. 労働基準法④
6. 労働安全衛生法
7. 労災保険法①

授業計画
8. 労災保険法②
9. 雇用保険法①
10. 雇用保険法②
11. 雇用保険法③
12. 労働保険料徴収法
13. その他人的資源管理に関する一般常識①
14. その他人的資源管理に関する一般常識②
成績評価の方法
使用テキスト
参考書（参考資料等）
その他
（受講生への要望など）

定期試験
ナンバーワン社労士必修テキスト TAC 社会保険労務士講座編著（TAC 出版）
※2015 年度版または 2016 年度版
毎回補足プリント配布
労働法と労働保険法は、雇用される全ての方に密接に関係するため、社会保険労
務士や人事・労務の仕事を希望しない場合でも、本講義の内容は有意義なものに
なるはずです。興味がある方は積極的に受講して下さい。

リカレント教育課程

社会保険法（社会保険労務士準備講座）

授業科目名

樋野 昌法（実務家教員）

担当者名

＊全 14 回授業を担当

開講年度学期

２０１６年度 前期

開講キャンパス

目白キャンパス

単位数

２

開講期・授業区分

週間授業

本講義では、健康保険、国民年金、厚生年金保険といった社会保険の内容につい
授業の概要

て教授することを目的とする。また、社会保険労務士の資格取得を目指す学生
への入門講義も兼ねており、毎回配布するレジュメで 10 問ずつ実際の試験問題に
触れ、効率的に知識が習得できるようにする。

授業の到達目標
及びテーマ

到達目標：今後働くときに備えて知っておいたほうが良い基本知識の習得
テーマ：健康保険法、国民年金法、厚生年金保険法、その他社会保険関係法
1. オリエンテーション～社会保険関係の身近な例～
2. 健康保険法①
3. 健康保険法②
4. 健康保険法③
5. 健康保険法④
6. 国民年金法①
7. 国民年金法②

授業計画
8. 国民年金法③
9. 厚生年金保険法①
10. 厚生年金保険法②
11. 厚生年金保険法③
12. 厚生年金保険法④
13. 社会保険一般常識①
14. 社会保険一般常識②
成績評価の方法
使用テキスト
参考書（参考資料等）

定期試験
ナンバーワン社労士必修テキスト TAC 社会保険労務士講座編著（TAC 出版）
※2015 年度版または 2016 年度版
毎回補足プリント配布
社会保険の知識は全ての社会人にとって重要なので、社会保険労務士や人事・労

その他

務の仕事を希望しない場合でも、本講義の内容は有意義なものになるはずです。

（受講生への要望など）

実例を交えて分かりやすく講義したいと思いますので、興味がある方は積極的に
受講して下さい。

授業科目名

消費生活アドバイザー（消費生活相談員）資格準備講座

担当者名

大矢野 由美子（実務家教員）・工藤 千草（実務家教員）

開講年度学期

２０１６年度 前期

開講キャンパス

目白キャンパス

単位数

２

開講期・授業区分

週間授業

消費生活に関する認定資格のうち消費生活アドバイザー資格（消費生活相談員資格）の準備講座です（＊）。
有資格者の多くは、企業や消費者団体、国・地方公共団体の相談窓口など、第一戦で幅広く活躍しています。
今後、ますます消費者視点、生活者視点に軸足を置いた女性の活躍の場が増えていくと予想されます。

授業の概要

消費生活アドバイザー資格（消費生活相談員資格）は、科目数も多く、内容も多岐にわたっています。そこでこ
の講座では、前期・後期を合わせた 28 回の講義の中で、両資格の取得を目指せるようにしました。各科目につい
ては、前期・後期の期を跨がないように組み立ててありますので、前期のみの受講も可能です。前期では、消費
者問題系では消費者問題と行政対応、経済系では経済や企業の役割・時事的動向を中心に学んでいきます。

授業の到達目標
及びテーマ

授業計画

成績評価の方法
使用テキスト

本講座は消費生活アドバイザー（消費生活相談員）に求められる、身近な消費生活に関する諸問題について、
ポイントを絞って考えていきます。前期終了時には、自らの視点で消費者問題やくらしと経済の関わりを考察でき
る「賢い・自立した生活者」になることを目指します。

1. 4／11 ガイダンス、暮らしの中の経済

大矢野

2. 4／18 経済指標の見方・使い方

工藤

3. 4／25 消費者問題①（消費者問題と消費者の権利）

工藤

4. 5／2

消費者問題②（消費者教育、商品テスト）

大矢野

5. 5／9

経済一般①（経済の基礎知識）

大矢野

6. 5／16 経済一般②（時事経済）

大矢野

7. 5／23

行政①（消費者政策）

工藤

8. 5／30

行政②（地表公共団体の消費者行政）

工藤

9. 6／6

企業経営①（企業は誰のもの）

工藤

10. 6／13

企業経営②（戦略とマーケティング）

大矢野

11. 6／20

行政③（製品安全への取り組み）

大矢野

12. 6／27

商品・サービス①（品質と表示）

工藤

13. 7／4

商品・サービス②（情報化社会と余暇生活）

工藤

14. 7／11

2 次対策（論文の書き方・面接の受け方）

大矢野

出席率 4 割、中間評価 1 割、期末テスト（論文）5 割
「消費生活アドバイザー受験合格対策 2016 年版（丸善出版）」から適宜、資料を作成して配布
（＊）消費生活アドバイザー資格と消費生活相談員資格について

その他
（受講生への要望
など）

消費生活に関する資格や制度が、今大きく変わろうとしています。消費者安全法の改正により『消費生活相談
員資格試験』が法定化し、消費生活相談業務の「質と量」が確保されることになりました。
平成 28 年度より、消費生活アドバイザー資格の実施機関である（一財）日本産業協会は、法で定める消費生
活相談員資格試験を兼ねる形で消費生活アドバイザー資格試験を実施します。合格者は、消費生活アドバイザ
ーと消費生活相談員の両資格を同時に取得できる予定です。（平成 28 年 3 月現在）

リカレント教育課程

内部監査の実務講座

授業科目名

近藤 利昭（実務家教員）

担当者名

＊全 14 回授業を担当

開講年度学期

２０１６年度 前期

開講キャンパス

目白キャンパス

単位数

２

開講期・授業区分

週間授業

日本を除く先進諸国では、内部監査の業務への女性の登用が公認会計士や弁護士と同様
多くみられます。内部監査は成長性がありやり甲斐のある仕事で、今日日本でも女性の進出
が大いに期待されています。

授業の概要

役職員の会社資金の横領・着服、経費の流用やキックバック、粉飾決算など社会の信頼を揺
るがす企業の不祥事が後を絶ちません。内部監査は専門的な知識と注意深い目線で社内の
各部門の管理体制を検証し、これらのリスクの発生を防ぎます。また、会社の仕組みやルール
（「内部統制」という）の有効性と効率性を定期的に評価し、助言と提言を行い、内部統制の改善
を促します。このように会社の経営に幅広く貢献するのが、内部監査の役割です。
内部監査は息の長い専門性で、内部監査人に求められるのは仕事への誇り、そして監査の
知識に裏付けされた説明力、最後にリスクの顕在化という最悪のシナリオを想像する力です。

授業の到達目標
及びテーマ

この講座は、内部監査の仕事や会社組織の役割を分かりやすく解説し、監査業務に必要な
基本的な知識や技術の習得をめざします。
1. 内部監査の業務と成長性－ニューキャリアの創造 （特別講義）
2. 内部監査の専門的実施のフレームワーク
3. 内部監査に求められる独立性と客観性
4. 内部統制の定義とフレームワーク
5. ガバナンスとコンプライアンス
6. リスクの知識と情報セキュリティ
7. コントロールの知識

授業計画

8. 不正行為と内部監査の役割
9. リスクベースの年度監査計画の立案
10. 内部監査の品質保証
11. 個別監査の監査計画の策定
12. 個別監査の実施と結果の伝達
13. 監査結果のモニタリング
14. ＣＩＡ（公認内部監査人）の価値と取得への捷径

成績評価の方法
使用テキスト

課題レポートの提出と審査
日本内部監査協会発行 GLEIM CIA Review Part１及び Part２（日本語版）

参考書（参考資料等） 内部監査を活かす術－プロがあかす監査業務の３８の極意
その他
本講座は、女性の内部監査人の育成をめざす日本で唯一の講座で、社会の求めるニーズと
（受講生への要望な
皆さんの新たな可能性の架け橋となるものです。
ど）

リカレント教育課程
授業科目名

日本語コミュニケーション論Ⅰ

担当者名

坂本清恵・一文字昭子

開講年度学期

２０１６年度 前期

開講キャンパス

目白キャンパス

単位数

１

開講期・授業区分

週間授業

コミュニケーションを円滑にするためには、情報の内容や自分の意思を正確に
伝えなければならない。それには、誤解の生じない文章の構成や、正しい敬語表
現・慣用表現を身につけておく必要がある。ビジネス文書や、手紙文、メールなど
実用的な文章や、目的に合った文章を書くことにより、使用語彙や表現を豊かにす
授業の概要

る方法を考えていきたい。
特に書き言葉、打ち言葉に特化して、相手に対して明確に情報を伝達する表現
方法を、習得することを目的とする。
授業では、待遇表現のシステム、表記のルールなどについて概説を行った後
に、実際に書かれた文章を提示して解説する。さらに、文章を書く課題を出し、それ
を使って実践的に書き方を習得していく。
豊かな表現を身につけ、相手に正確な情報が伝わる文章を書く。
到達目標１： 文章から情報を的確に読み取ることができること。

授業の到達目標

到達目標２：文章によって相手に情報を明確に伝達できること。

及びテーマ

到達目標３：文章を状況に応じて、的確に書くことができること。
到達目標４：文章表現の変遷を理解し、新しい局面に臨機応変に対処できること。
到達目標５：正しい敬語を使いこなせること。
1. 日本語の待遇表現を理解する
2. 日本語表記のルールを学ぶ
3. 相手に応じた手紙とメールの書き方についての説明

授業計画

4. 実例によるメールの書き方の解説
5. ビジネス文書と定型文について説明
6. 実例によるビジネス文書の書き方の説明
7. 実例によるビジネス文書の講評

成績評価の方法
使用テキスト

提出された文章を総合的に評価
プリント配布
授業時に指示

参考書（参考資料等）

その他
（受講生への要望など）

文化庁国語施策
http://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kokugo_shisaku/

論理的な文章のうちで、実務的な文章に焦点を絞っている。実例を見て、練習することにより、
誰もが一定の水準に達することができる。

