
リカレント教育課程 

 授業科目名 キャリアマネジメントⅡＡ 

担当者名 
野田和子（実務家教員）・庄子利雄（実務家教員）・長橋輝明（実務家教員） 

（企業等と連携して行う授業） 

開講年度学期 ２０１６年度 後期 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 
キャリアマネジメンⅡＡは、再就職の成功に直結するスキル提供型の講座となっていま
す。そのため、採用選考に活かすためのロジカル・コミュニケーションを始め、再就職後
の実務に不可欠な自己表現スキル（アサーション）などを学びます。 

授業の到達目標 

及びテーマ 

①完成度の高い応募書類を作成できる。 
②（再就職後の人間関係において）適切なコミュニケーションをとることができる。 
③職業生活と個人生活の関係性を理解し、状況に応じた行動をとることができる。 

授業計画 

１ ①講義内容と進行予定/メンタルヘルスケア 野田  

２ ②コミュニケーションスキルアップ（１） 

ロジカル・コミュニケーション 

野田  

実務実践型学習 

３ ③面接の受け方（１）  面接の意味 野田 グループワーク 

４ ④面接の受け方（２）  成功体験の再現性 野田 グループワーク 

５ ⑤面接の受け方（３）  実技 野田 グループワーク 

６ ⑥「こんなハズでは Q&A あなたの常識？非常識？」 野田 ケースメソッド 

７ ⑦応募書類の書き方 履歴書/職務経歴書  庄子  

８ ⑧応募書類の添削＆個別相談   長橋  

９ ⑨応募書類の添削＆個別相談 庄子 

10 ⑩応募書類の添削＆個別相談 庄子 

11 ⑪応募書類の添削＆個別相談 庄子 

12 ⑫コミュニケーションスキルアップ（２） 

アサーティブな自己表現 

野田 グループワーク 

13 ⑬コミュニケーションスキルアップ（３） 

アサーティブな聴き方 

野田 グループワーク 

14 ⑭コミュニケーションスキルアップ（４） 

アサーティブな交渉の仕方 

野田 グループワーク 

実務実践型学習 

 

成績評価の方法 出席率、講義や課題への取り組み姿勢、期末試験（レポート）の総合評価 

使用テキスト 各講師のオリジナルテキストを授業ごとに配布 

参考書（参考資料等） 特にありません 

その他 

（受講生への要望など） 

キャリアマネジメントⅡＡは、「過去に長期間の就労経験がある」「ブランクが比較的浅

い」「即戦力としての再就職を目指すことができる」などといった学生向けです。再就職

というゴールが明確な学生の受講を希望します。 

 



リカレント教育課程 

 授業科目名 キャリアマネジメントⅡＢ 

担当者名 
野田和子（実務家教員）・長橋輝明（実務家教員）・庄子利雄（実務家教員） 

（企業等と連携して行う授業） 

開講年度学期 ２０１６年度 後期 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 

キャリアマネジメントⅡＢでは、再就職の心構え、再就職の成功に必要な実践力を身に
つけます。応募書類（履歴書、職務経歴書など）を作成、その後の個別面談の機会にア
ドバイスを受けることで精度を高めます。また、就職後のワークライフバランスの現実や
実務に役立つコミュニケーションスキルなども学び、キャリア・シフトをより円滑にしま
す。 

授業の到達目標 

及びテーマ 

①完成度の高い応募書類を作成できる。 
②良好な対人関係を構築することができる。 
③職業生活と個人生活の関係性を理解し、調和を図ることができる。 

授業計画 

１ ①講義内容と進行予定/メンタルヘルスケア 野田 

２ ②コミュニケーションスキルアップ（１） 

ロジカル・コミュニケーション 

野田  グループワーク 

３ ③面接の受け方（１）  面接の意味 野田  グループワーク 

４ ④面接の受け方（２）  成功体験の再現性 野田  グループワーク 

５ ⑤面接の受け方（３）  実技 野田  グループワーク 

６ ⑥応募書類の書き方 履歴書/職務経歴書 長橋 

７ ⑦応募書類の書き方 修正のポイント 庄子 

８ ⑧就活の成功に向けて（１） 応募書類の添削＆個別相談 長橋  グループワーク 

９ ⑨コミュニケーションスキルアップ（２）   

アサーティブな自己表現 

野田  グループワーク 

10 ⑩コミュニケーションスキルアップ（３） 

アサーティブな聴き方 

野田  グループワーク 

11 ⑪就活の成功に向けて（２） 応募書類の添削＆個別相談 長橋  グループワーク 

12 ⑫「こんなはずでは Q&A あなたの常識？非常識？」（１） 野田  ケースメソッド 

13 ⑬就活の成功に向けて（３） 応募書類の添削＆個別相談 長橋  グループワーク 

14 ⑭「こんなはずでは Q&A あなたの常識？非常識？」（２） 野田  ケースメソッド 

成績評価の方法 出席率、講義や課題への取り組み姿勢、期末試験（レポート）の総合評価 

使用テキスト 各講師のオリジナルテキストを授業ごとに配布 

参考書（参考資料等） 特にありません 

その他 

（受講生への要望など） 

キャリアマネジメントⅡＢは、「就労期間の短さやブランクの長さなどについて不安があ
る」「職務キャリア（知識・技能）に自信が持てない」「就職の目的や職種選定などの再確
認をしながら進みたい」などといった受講生向けです。 

 



リカレント教育課程 

授業科目名 ビジネス英語 Advance 

担当者名 
松原 聖子（実務家教員） 

＊全 14回授業を担当 

開講年度学期 ２０１６年度 後期 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 オフィスで遭遇する状況での英語習得と定着 

授業の到達目標 

及びテーマ 

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

着に集中。 

授業計画 

1. Orientation + Unit 1 (Introduction) + Init 2 (Describing your company)   

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

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

4. Unit 4 (Business in progress) 

Assignment: internal memo （提出） 

 

5. Unit 5 (Describing Company History)+ Extra Reading  

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

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

8. Unit 8 (Getting to a meeting) 

Assignment: giving a direction (提出) 

 

9. Unit 9 (Overseas Business Travel) p. 50-52 のみ 

Unit 10 (Socializing) p. 56-58, p. 61 のみ 

 

10. Unit 11 (Explaining your culture) p.64, 67 のみ 

CV & Cover Letter 

 

11. Unit 12 (Comparing workplaces and products) 

Quiz: How to describe a product. 

グループ 

ディスカッション 

12. Unit 13 (Executive advice) Sample Business Letter   

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

ディスカッション 

14. Review (Grammar / Vocabulary / Communication skills)  

成績評価の方法 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。 

使用テキスト 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 

（受講生への要望など） 

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（正確に定着

させる）が必須です。毎週、盛りだくさんなので、会話セクションなどは、ほとんど暗記して

授業に臨んでください。 

 



リカレント教育課程 

授業科目名 ビジネス英語 Basic 

担当者名 
松原 聖子（実務家教員） 

＊全 14 回授業を担当 

開講年度学期 ２０１６年度 後期 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 オフィスで遭遇する基本的な英語の学習 

授業の到達目標 

及びテーマ 

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。 

授業計画 

1. Orientation + Unit 1 (Introduction)    

2. Unit 2 (Describing your company) 

Quiz: an email of introduction （提出） 

 

3. Unit 3 (Office routines) 

Quiz: making a reply email （提出） 

 

4. Unit 4 (Business in progress) 

Assignment: internal memo （提出） 

 

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

6. Unit 6 (Making arrangements)  

Quiz: a follow-up email (提出) 

 

7. Review and extra reading  

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

9. Unit 8 (Getting to a meeting) 

Assignment: giving a direction (提出) 

 

10. Unit 12 (Comparing workplaces and products) 

Assignment: presentation script of products in comparison (提出) 

グループ 

ディスカッション 

11. Review and grammar check 時制、助動詞  

12. Unit 13 (Executive advice) CV & Cover Letter   

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

ディスカッション 

14. Review (Grammar / Vocabulary / Communication skills)  

成績評価の方法 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。 

使用テキスト 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 

（受講生への要望など） 

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

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 ＴＯＥＩＣ ８５０ 

担当者名 升田光子 

開講年度学期 ２０１６年度 後期 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 模擬試験を可能な限り実施いたします。 

授業の到達目標 

及びテーマ 
TOEIC ８５０点を目指す。 

授業計画 

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 

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 個々人の進歩の度合、テストの結果を総合的に評価する。 

使用テキスト プリント。 

参考書（参考資料等） My English Lab TOEIC (Longman) ISBN: 0132881876 

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 時事英語 Ⅱ（Current English 2） 

担当者名  Ａｎｎｅ Ｄｏｄｄ 

開講年度学期 ２０１６年度 後期 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. 

授業計画 

1. Review of summer activities, leading to a poster presentation 

2. Poster presentations in groups 

3. Review of a Japanese topic over the summer 

4. Discussion chosen from one summer topic in Japan 

5. News topics in Japan 

6. News topics in Japan 

7. Mid -term vocabulary quiz and speaking test 

8. International news topic in Asia 

9. International news topic in Asia 

10. International news topic in America 

11. International news topic in America 

12. Global topic 

13. Global topic 

14. Final vocabulary quiz and  speaking test. 

成績評価の方法 Attendance 20%, Particiapation 50%, Mid term and final test 30% 

使用テキスト Prints provided by teacher 

参考書（参考資料等）  

その他 

（受講生への要望など） 
 

 



リカレント教育課程 

授業科目名 ITリテラシー２（表計算と情報倫理） 

担当者名 
藤田 智子（実務家教員） 

＊全14回授業を担当 

開講年度学期 ２０１６年度 後期 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 

及びテーマ 

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

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。 

授業計画 

1. ガイダンス／PowerPointの使い方 到達目標：PowerPointの活用方法について理解する 

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 

到達目標：Excelの基本的な考え方／目的に合わせたグラフの活用 

3. 外部データの取り込み・クロス集計 

到達目標：ビックデータにおけるクロス集計の活用 

4. 関数１ / 情報倫理１  到達目標：代表的な関数の理解 

5. 関数２ / 情報倫理２  到達目標：統計関数の理解 

6. 関数３ / 情報倫理３  到達目標：ビジネス関数の理解 

7. 関数４ / 情報倫理４  到達目標：文字列関数の理解 

8. 複合関数１        到達目標：文字列関数の組み合わせ 

9. 複合関数２        到達目標：論理関数とビジネス関数の組み合わせ 

10. 文字列・日付・時刻関数 

到達目標：日付時刻と文字列の違い、日付時刻関数の理解 

11. 総合演習        到達目標：いろいろ関数を自分で考えて利用する 

12. 総合演習        到達目標：いろいろ関数を自分で考えて利用する 

13. Excel 実技試験 

14. IT最新事情     到達目標：クラウドなどの活用方法と注意点、PowerPoint作成時の注意点 

成績評価の方法 

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。 

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 授業時に販売します。（￥１５００位） 

参考書 

（参考資料等） 
授業時に紹介します。 

その他 

（受講生への要望 

など） 

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 

授業科目名 ITリテラシー３（Webデザイン） 

担当者名 
鳥海 有紀（実務家教員） 

＊全14回授業を担当 

開講年度学期 ２０１６年度 後期 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 

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

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。 

授業の到達目標 

及びテーマ 

HTMLとCSSを使用したWebページの作成を理解する。 

ツールに頼らずWebページを作成できる。 

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。 

授業計画 

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 

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  ２ レポート  ３ 作成課題 

使用テキスト 入門Webデザイン （第３版） CG-ARTS協会 

参考書（参考資料

等） 
必要に応じて紹介します 

その他 

（受講生への要望

など） 

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

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

があります。 

 



リカレント教育課程 

授業科目名 初級簿記 

担当者名 
末益弘幸（実務家教員） 

＊全 14回授業を担当 

開講年度学期 ２０１６年度 後期 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 

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。 

授業計画 

1. 簿記の基本概念、勘定科目、帳簿（複式簿記の原理と仕訳帳・総勘定元帳の関係を学習する） 

2. 決算手続き  （決算整理の必要性、試算表→精算表→B/S、P/Lの流れを理解する） 

3. 現金・預金① （通貨代用証券、現金過不足、小口現金の処理について学習する） 

4. 現金・預金② （小切手の知識、当座借越、当座預金出納帳について理解する） 

5. 商品売買（売上、仕入）①（分記法と三分法による商品売買に関する仕訳処理の違いを把握する） 

6. 商品売買（売上、仕入）② 

（売上帳、仕入帳、商品有高帳の内容及び期末商品の評価法を学習する） 

7. 商品売買（売掛金・買掛金、売上原価）① 

（人名勘定の利用と得意先・仕入先元帳と総勘定元帳の関係を理解する） 

8. 商品売買（売掛金・買掛金、売上原価）② 

（売上原価の算定方法と売上原価に関する決算整理仕訳を理解する） 

9. その他の債権・債務   （未収金・未払金、前払金・前受金、仮払金・仮受金、商品券を学習する） 

10. 受取手形、支払手形①（手形の知識、約束手形と為替手形の違い、手形の裏書・割引を理解する） 

11. 受取手形、支払手形②（受取手形記入帳・支払手形記入帳、金融手形の内容を把握する） 

12. 貸倒れ、有価証券（貸倒損失・貸倒引当金の処理、有価証券の取得・売却の処理を学習する） 

13. 固定資産 （固定資産の取得・売却の処理、減価償却の方法について理解する） 

14. 純資産・税金、費用・収益 

（資本、法人税・住民税・事業税の処理、費用・収益の決算整理を学習する） 

成績評価の方法 定期試験 

使用テキスト 「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 

参考書（参考資料等） なし 

その他 

（受講生への要望など） 

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 

授業科目名 記録情報管理者資格準備講座～2級対策～（企業等と連携して行う授業） 

担当者名 
吉国 三千子（実務家教員） 

全14回授業を担当 

開講年度学期 ２０１６年度 後期 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 

日本は欧米と比較して記録管理が著しく遅れていたが、近年、公文書管理法や日本版SOX法、新会社法などが

整備され、記録管理のあり方に新しい対応を迫る法規制の強化が進んでいる。一方、企業内における電子文書

は急激に増加し、業務の効率化のために電子文書の適正な管理が急務になっている。 

そこで、本講座では、まず記録管理に必要な法的要素や標準類を解説し、電子文書の長期保存や電子メールの

管理、情報検索、増々激しくなるサイバー攻撃に備えるための情報セキュリティや電子署名／タイムスタンプ

までを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 2 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」。 

授業計画 

1. ガイダンス／文書管理の必要性  

2. 文書管理概論：文書管理の目的、記録管理の国際標準等 ISO15489   

3. 文書管理に影響を与える法的要素Ⅰ（個人情報保護法、会社法、JSOX法等）  

4. 文書管理に影響を与える法的要素Ⅱ（e-文書法、民事訴訟法、不正競争防止法等）  

5. 文書管理に影響を与える標準類：ISO9000、ISO14000、ISMS 

課題発見・解決型学修・グループディスカッション（「今、文書管理の重要性が高まるとともに、文書管

理の新たな課題も見えてきた。重要性が高まった主な要因、背景及び文書管理の課題及び、解決策を提案

する） 

グループ 

ディスカッション 

6. 紙文書のライフサイクル管理  

7. 電子文書管理：電子文書の長期保存、電子メール管理  

8. 重要・機密文書の管理、    情報検索Ⅰ：情報資源の検索と組織  

9. 情報検索Ⅱ：情報検索手段の整備  

10. セキュリティーポリシーと ISMS  

11. 脅威（リスク）１：不正アクセス、ポートスキャン、サービス停止攻撃等  

12. 脅威（リスク）２：ウイルス、フィッシング詐欺、ノートパソコンの脆弱性等  

13. 電子署名とタイムスタンプⅠ  

14. 電子署名とタイムスタンプⅡ  

課題発見・解決型学修・グループディスカッション（「文書の電子化が進んで、文書管理のリスクが高ま

っている。今後、どのようなリスク管理が必要か、解決策を提案する） 

グループ 

ディスカッション 

成績評価の方法 レポート（記録情報管理者検定2級に準じた問題（150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・リスクマネジメント編】 

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） 

その他 

（受講生への要

望など） 

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 

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 後期 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 

日本経済が成長するために貿易は重要であり、また貿易にとって国際物流は切り

離すことはできません。日本の国際物流の現状と物流政策について政府審議会等

の資料にもとづいて学習します。  

 

授業の到達目標 

及びテーマ 

貿易実務のより深い理解を目的とし、国際的な視野を養うとともに、貿易実務検定

に役立つ講義にします。 

授業計画 

1. ガイダンス ： 国際物流の全体像について 

2. 国際物流と貿易取引（１） ： 国際物流を巡る新たな動き 

3. 国際物流と貿易取引（２） ： 売買契約、CISG、貿易条件 

4. 海上貨物輸送と港湾（１） ： 港湾の特徴とコンテナ船 

5. 海上貨物輸送と港湾（２） ： わが国の港湾政策 

6. 海上貨物輸送と港湾（３） ： 海運同盟の衰退・船荷証券の危機 

7. 航空貨物輸送（１） ： 航空貨物輸送の特色、空港 

8. 航空貨物輸送（２） ： フォワーダーとインテグレーター 

9. 国際複合一貫輸送 ： 主要ルート（ＭＬＢ,ＡＬＢ，ＩＰＩなど） 

10. 貨物海上保険と貿易保険： 

11. 通関制度（１） ： 通関制度の基礎 

12. 通関制度（２） ： AEO制度 

13. 通関制度（３） ： 規制改革会議 

14. 国際機関その他 ： WTO、EPA 

成績評価の方法 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。 

使用テキスト 政府審議会資料等を配布します。 

参考書（参考資料等） 
「ビジュアルでわかる国際物流２訂版（汪正仁）」成山堂書店 

「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 

（受講生への要望など） 

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

す。  

 



リカレント教育課程 

授業科目名 マーケティングマネジメント 

担当者名 田部 渓哉 

開講年度学期 ２０１６年度 後期 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 

さまざまな事業部の有機的な関係から成り立つマーケティング活動を、企業主体の視点から学習して議論する

態度を身につけます。マーケティング運用の現場は専門化・複雑化しているものの、時流に追従してばかりでは理

論的枠組みに基づく推論能力が養われず、マーケティングの本質が見えにくくなります。講義では、マーケティング

の基本概念や用語、理論を体系的に紹介します。これらの知識を背景として、企業の狙いを読み解く力と、さまざ

まなマーケティング課題に対応する力を養います。 

授業の到達目標 

及びテーマ 

・マーケティングに関する理論や専門用語の意味を正しく理解し、それらを用いた議論ができる。 

・事業活動の全体を視野に入れて、マーケティング課題の解決方法を考えることができる。 

・マーケティングを活かした企業の実例から、背後の戦略的な意図を分析し、評価できる。 

 

１ オリエンテーション  

「マーケティング」とは何かを改めて考え、意味と意義を深く理解します 
 

２ 
マーケティングミックスと事業領域 

企業戦略／事業戦略／マーケティング活動の関係性を学びます 
 

３ 競争地位と競争対応 

製品ライフサイクルや、他社との競争を意識して戦略を決定する意義を学びます 
 

４ 
標的市場の選択 

セグメンテーション／ターゲティング／ポジショニングといった概念を学びます 
 

５ 
製品 

製品概念と新製品開発のプロセスを学びます 
 

６ 
コミュニケーション 

広告を中心に、企業と消費者のコミュニケーションについて学びます 

早稲田大学商学部 

嶋村 和恵教授 

７ 
価格 

価格設定を議論する際に役立つ、多角的な視点を学びます 
 

８ 流通チャネル 

パワー・コンフリクト論の考えを中心に、流通チャネル管理の方策を学びます 
 

９ 
消費者行動 

マーケティング活動に対する消費者の反応が、どのような理論で説明されるか学びます 
 

１０ 事例研究 

グループに分かれ、ここまでで学んだ知識を使って議論し、課題に答えてもらいます 
グループワーク 

１１ サービスマーケティング 

サービスを販売する場合に留意しなければならない点を学びます 
 

１２ 
リレーションシップ・マーケティング 

内容：中長期的な視点から、顧客関係性に焦点を合わせたマーケティングの重要性を学びます 
 

１３ ブランドマネジメント 

マーケティング活動の諸要素を、「ブランド」を中心に体系化する方法を学びます 
 

１４ ソーシャルマーケティング 

企業の社会的な役割とマーケティングの関係性を考えます 
 

成績評価の方法 講義への積極的な参加／テスト 

使用テキスト レジュメを配付します。 

参考書（参考資料等） 和田充夫、恩藏直人、三浦俊彦『マーケティング戦略〔第 4版〕』（2012・3、有斐閣） 

その他 

（受講生への要望など） 

学習効果を高めるためには、実際に目にする製品やサービスとその販売方法、新聞やテレビで報じられる企業のニュースなど

を、学んだ理論を基づいて説明できるように意識することが重要です。またマーケティング理論は、企業の活動のみならず、日常

の幅広い行動とも関係しています。普段の些細な行動も、マーケティングの観点からどのように説明できるか考えながら、講義に

臨んでください。 

 



リカレント教育課程 

授業科目名 
労働法と労働保険法 

（社会保険労務士準備講座） 

担当者名 
樋野 昌法（実務家教員） 

＊全 14回授業を担当 

開講年度学期 ２０１６年度 後期 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 

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

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 

授業計画 

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 ～総則～ 

3. 労働基準法② ～労働契約、賃金、労働時間～ 

4. 労働基準法③ ～賃金、労働時間～ 

5. 労働基準法④ ～年少者及び妊産婦等、就業規則及び雑則等～ 

6. 労働安全衛生法 ～安全衛生管理体制、健康管理及び雑則等～ 

7. 労災保険法① ～総則及び給付基礎日額、傷病及び障害に関する給付～ 

8. 労災保険法② ～要介護状態及び死亡等に関する給付、給付通則 他～ 

9. 雇用保険法① ～総則～ 

10. 雇用保険法② ～求職者給付及び就業促進給付～ 

11. 雇用保険法③ ～教育訓練給付及び雇用継続給付、給付通則 他～ 

12. 労働保険料徴収法 ～総則及び労働保険料の額 他～ 

13. その他人的資源管理に関する一般常識① ～様々な労働法規 ～ 

14. その他人的資源管理に関する一般常識② ～労務管理、労働経済 ～ 

成績評価の方法 定期試験 

使用テキスト 
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 

参考書（参考資料等） 毎回補足プリント配布 

その他 

（受講生への要望など） 

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 

授業科目名 
社会保険法 

（社会保険労務士準備講座） 

担当者名 
樋野 昌法（実務家教員） 

＊全 14回授業を担当 

開講年度学期 ２０１６年度 後期 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 

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

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 

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 

授業計画 

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 ～総則 ～ 

3. 健康保険法② ～被保険者等、標準報酬～ 

4. 健康保険法③ ～費用の負担、傷病に関する給付～ 

5. 健康保険法④ ～死亡・出産に関する給付～ 

6. 国民年金法① ～総則及び被保険者～ 

7. 国民年金法② ～費用の負担、老齢基礎年金、障害基礎年金～ 

8. 国民年金法③ ～遺族基礎年金、独自給付等～ 

9. 厚生年金保険法① ～総則及び被保険者～ 

10. 厚生年金保険法② ～費用の負担、本来の老齢厚生年金～ 

11. 厚生年金保険法③ ～特別支給の老齢厚生年金、障害厚生年金等～ 

12. 厚生年金保険法④ ～遺族厚生年金等、給付通則及び基金等～ 

13. 社会保険一般常識① ～様々な社会保険法規～ 

14. 社会保険一般常識② ～社会保険概論～ 

成績評価の方法 定期試験 

使用テキスト 
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 

参考書（参考資料等） 毎回補足プリント配布 

その他 

（受講生への要望など） 

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

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。

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。 

 



リカレント教育課程 

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Ⅱ 

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 後期 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 

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。 

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、後期のみの受講も可能です。後期は、消費者関連

法と社会保障制度や環境問題、商品・サービスの知識を中心に多様な観点から学習していきます。 

授業の到達目標 

及びテーマ 

本講座は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。後期終了時には、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。 

授業計画 

1. 9／19   法律①（消費者問題と民法） 工藤 

2. 9／26   法律②（特定商取引に関する法律） 工藤 

3. 10／3   法律③（消費者保護に関連する様々な法律） 工藤 

4. 10／17  生活経済①（家計の収支構造） 大矢野 

5. 10／24  生活経済②（政府と家計） 大矢野 

6. 10／31  社会保障制度と税 大矢野 

7. 11／7   社会保険と福祉 大矢野 

8. 11／14  衣生活①（素材の特徴と消費性能） 工藤 

9. 11／21  衣生活②（製品のライフサイクルと安全性） 工藤 

10. 11／28  食生活（食生活の安全性と表示） 工藤 

11. 12／5   住生活（住環境と関連法規） 工藤 

12. 12／12  地球環境問題 大矢野 

13. 12／19  エネルギー需給問題 大矢野 

14. 1／9    2次対策（WS：暮らしと経済を考える） 大矢野 

成績評価の方法 出席率 4割、中間評価 1割、期末テスト 5割 

使用テキスト 「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 

  

その他 

（受講生への要望 

など） 

（＊）消費生活アドバイザー資格と消費生活相談員資格が同時取得できます。  

消費生活に関する資格や制度が、大きく変わりました。今年度（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ます。 

 

 



リカレント教育課程 

授業科目名 内部監査の実務講座 

担当者名 
近藤 利昭（実務家教員）  

                       *全14回授業を担当 

開講年度学期 ２０１６年度 後期 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 

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。 

 

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、内部監査の仕事をやさしく解説し、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。 

授業計画 

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 

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 課題レポートの提出と審査 

使用テキスト 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 

（受講生への要望な

ど） 

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

皆さんの新たな可能性の架け橋となるものです。 

 



リカレント教育課程 

授業科目名 

２０１６年度 大同生命保険株式会社 寄付講座 

日本女子大学 生涯学習センター・リカレント教育課程連携講座 

「女性活躍」 

～世界へ羽ばたく女性たち～広岡浅子の想い、つないで 

担当者名 坂本清恵／高増雅子 

開講年度学期 ２０１６年度 後期 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 

授業の概要 

雇用機会均等法の制定から今年で 30年になる。働く女性の環境は好転しただろうか。２０１６年度大同生命 

保険株式会社寄付講座では、明治の時代に女性の実業家として経済の荒波を乗り越えた広岡浅子氏が支援した

女性たちの人生を振り返る。そして産官学が連携して女性が活躍することについて受講生とともに考察する。 

授業の到達目標 

及びテーマ 

不確実な時代の中で、今後社会でどう活躍していくのか、自立した意識と職業能力を持ち、その主要な手段とも

なる社会での就業に向け、女性が活躍した歴史、国内での労働市場、企業における具体的な支援を学ぶ。 

さらに国、地方行政が考える女性の働く状況を把握し、行政における自己のキャリア開発に関する政策を学ぶ 

ことは再就職への指標となる。 

 

１ 
9月 24日（土） 

「歴史のなかの女性の活躍―経済史・経営史の視点から―」 
早稲田大学商学学術院 教授 

矢後和彦 

２ 
10月 8日（土） 

日本の労働市場と女性の働き方の現状 
日本女子大学家政経済学科 
准教授 原ひろみ  

３ 

10月 15日（土） 

１．資生堂の女性活躍推進とキャリアマネジメント 
２．第２就職を目指す中高年のマナーとしての化粧 

株式会社資生堂 人事部 

ピープルマネジメント室育成G 

プロフェッショナル人材育成担当 
山本 真希 

４ 
11月 5日（土） 

「女性と起業―アイデアを形に事業展開―」 

日本ベンチャー学会事務局長 
早稲田大学客員教授 

田村真理子  

５ 
11月 12日（土） 

「女子高生の声をビジネスに」 

株式会社ブームプランニング 
代表取締役社長 

中村泰子 

６ 
11月 19日（土） 

東京都女性活躍推進白書より 

東京都生活文化局都民生活部 

男女平等参画課長 

白石 正樹 

７ 

11月 26日（土） 

「職場復帰やキャリア形成に向けた取り組みについて」 

（雇用機会均等法制定 30年） 

厚生労働省職業能力開発局 
キャリア形成支援課 
職業能力開発指導官  

白川 由梨 

成績評価の方法 講義への積極的な参加／各回毎にリアクションペーパーの提出／レポート提出 

使用テキスト レジュメ配布 

参考書（参考資料等） なし 

その他 

（受講生への要望など） 

２０１６年４月からリカレント教育課程が文部科学省「職業実践力育成プログラム（BP）」の女性活躍分野における

認定、また厚生労働省「専門実践教育訓練講座」指定により、女性が輝き続けるための講座。 

 



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Ⅱ 

担当者名 
八木 京子 

＊全７回授業を担当 

開講年度学期 ２０１６年度 後期 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 

授業の概要 

他者とのコミュニケーションにおいて重要なことは、多様な情報を整理しなが

ら、わかりやすい日本語でそれを伝達することにある。日本語コミュニケーショ

ンⅡでは、情報の伝達、とりわけ他者にむけて自己アピールする能力の向上

を目標とする。自分のことを知らない他者に、自己をアピールするためには、

正確な自己分析の能力が第一に必要である。その上で、的確な日本語でわ

かりやすく文章を構成し、それを表現する能力が必要になる。 

本講義・実践演習では、具体的に、履歴書・エントリーシートの書き方、作

文・小論文の書き方を学ぶ。 実践的文章の基本的スキルだけではなく、正し

い日本語、美しく丁寧な文章表現の力を養うことを最後的な目標とする。 
  

授業の到達目標 

及びテーマ 

自己を分析する力、他者に自己アピールする文章表現の力を身につける。  

到達目標１：コミュニケーションに必要な挨拶・自己紹介ができること。  

到達目標２：履歴書・エントリーシートの書き方を身につけること。  

到達目標３：自己ＰＲ文の書き方を身につけること。 

到達目標４：自己分析したことがらを「ことば」で表現する能力を身につけること。 

到達目標５：自己分析したことがらを「文章」で表現する能力を身につけること。 
 

授業計画 

1. コミュニーケーション力とは（挨拶・自己紹介のマナー） グループワーク 

2. 長所・短所に向き合うこと〔履歴書の書き方〕（実例指導） ケースメソッド 

3. 自己ＰＲ文の書き方１（実例指導・実践演習） ワークショップ 

4. 自己ＰＲ文の書き方２（添削･講評） 課題発見・解決型学修 

5. エントリーシート・自由記述欄の書き方（実例指導） ケースメソッド 

6. 自己を分析し表現すること〔作文／小論文〕（実践演習） ワークショップ 

7. 自己を分析し表現すること〔作文／小論文〕（添削・講評） 課題発見・解決型学修 

成績評価の方法 
提出された課題の文章を総合的に評価する 

 
 

使用テキスト 
教場で適宜、プリントを配布する。 

 

参考書（参考資料等） 
文化庁国語施策  

http://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kokugo_shisaku/  
 

その他 

（受講生への要望など） 
実例に即し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。  
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