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

２０１７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
上田晶美（実務家教員）

担当者名

＊全 14 回授業を担当

開講年度学期

２０１７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

働き方改革の中で、女性である私たちの人生はますます様変わりしていく時代で
授業の概要

す。自身の過去を振り返り、未来に向けて、「人生 100 年時代」をキーワードにライ
フプランを再構築していきます。

授業の到達目標
及びテーマ

1.

自分のキャリアを振り返り「ライフシフト 100 年時代」の今後を考える

2.

ビジネスに必要なコミュニケーションスキルやマネジメントスキルを磨く

3.

自分のライフプランを再構築する

1. オリエンテーション 自己紹介のプレゼンテーション法
2. 将来のライフプランについて考える ワークライフバランスとライフシフト
3. セルフブランディング 1 自分の強みの洗い出し 過去のキャリアの棚卸し
4. セルフプランティング 2 地域と時代のニーズ ブレーンストーミングと KJ 法
5. セルフブランディング 3 第一次キャリアプラン発表
6. ビジネスコミュニケーションスキル 1 クリティカルシンキング
7. ビジネスコミュニケーションスキル 2 インバスケット思考法
授業計画
8. ビジネスコミュニケーションスキル 3 アサーション コーチング
9. マネジメントスキル モチベーションアップ 傾聴
10. マネジメントスキル リフレーミング マインドセット
11. 各自のライフプランについてビジョンマッピング
12. ライフプラン 第二次ライフプラン プレゼンテーション
13. 応募書類 履歴書、職務経歴書、カバーレター ビジネスプランシート
14. 面接、プレゼンテーションの仕方 まとめ
成績評価の方法

出席 30% ，成果物 30% ，授業の取り組み姿勢 40%

使用テキスト

オリジナルレジュメ、ワークシートを授業ごとに配布

参考書（参考資料等）
その他
（受講生への要望など）

ライフシフト 100 年時代の人生戦略
学んで行く仲間は大切です。お互いが学び合う気持ちを大切に能動的に講義に参
加していきましょう。グループワークの多い講義となりますので、積極的なご参加よ
ろしくお願いいたします。

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
深澤進

開講年度学期

２０１７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

パソコンの基本操作の習得をめざす授業です。Word を用いた文書作成、Excel を
授業の概要

用いた基本的なデータ分析とグラフの作成、PowerPoint を用いたスライド作成を中
心に学習します。また今日の IT 社会に求められる情報倫理についても学習しま
す。
Word を用いて図や表を含む文書を作成できること。Excel を用いて表やグラフが作

授業の到達目標

成できるとともに、関数等を活用した基本的なデータ処理ができること。PowerPoint

及びテーマ

を用いて、図や表を含むスライドを作成できること。現代に求められる情報倫理を
理解すること。
1. ガイダンス 今期の授業の進め方とパソコンの基本操作の確認
2. 情報倫理 倫理をふまえた IT の活用法
3. Word その１ 図表作成の基礎
4. Word その２ 図表作成の応用
5. Word その３ 配置を工夫した文書の作成
6. Excel その１ 表計算の基礎
7. Excel その２ 表計算の応用

授業計画
8. Excel その３ グラフ作成の基礎
9. Excel その４ 複合グラフの作成
10. Excel その５ 関数を使用した分析の基礎
11. Excel その６ 総合的なデータ分析
12. PowerPoint その１ スライド作成の基礎
13. PowerPoint その２ スライド作成の応用
14. 復習と演習問題
成績評価の方法

試験（実習形式）と、プリントの練習問題を中心とした課題提出によって、総合的に
評価します。

使用テキスト

プリントを使用

参考書（参考資料等）

授業時に紹介

その他
（受講生への要望など）

プリントには練習問題のみを掲載し、解説は授業時に行います。なお、授業進度は
受講者の状況に応じて変更する可能性もあります。

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

２０１７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、WORD、EXCEL の基礎機能を学びま
授業の概要

す。また、プレゼンテーションソフト PowerPoint でスライド作成をします。
使用するパソコン環境は、OS：Windows10、Office2016 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. Windows10 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）：文章の作成、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、段落の設定、
タブとリーダー
5. 文書作成（３）：画像や図形の挿入、表の作成、ヘッダーとフッター、WORD の
便利な機能、まとめ、演習問題

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. 表の作成、数式の入力、関数（2）
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. 演習問題、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）
その他
（受講生への要望など）

試験（実習形式）、筆記
講師作成のテキスト
講師作成の資料
OS Windows10 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
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
授業科目名

日本女子大学リカレント教育課程／合同会社西友共催
2017 年度 第 4 回セルフリーダーシップ・プログラム
（企業等と連携して行う授業）

担当者名

日本女子大学リカレント教育課程
／合同会社西友社員（実務家）

開講年度学期

２０１７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

集中授業

授業の概要

授業の到達目標
及びテーマ

授業計画

小売業の現場での情報収集・考察を通じて、参加者が現場感覚を高め、自らの今後のキャリアの可能性につい
て具体的にイメージし、構想する機会を提供する。
プログラムの基本構成：
１．西友の様々な部門を視察し、現場の課題や取組みを見聞すると共に、現場で活躍するリーダー （女性リーダ
ー含む）との意見交換を行う。
２．グループ毎に、事前に割り当てられた職務分野について、自分ならどうするかという当事者意識をもって、情
報収集、課題発見の上、提案作成を行う。
３．プログラムの最終日には、グループ毎に作成した提案を、西友のマネジメント・メンバーにプレゼンテーショ
ンし、講評を得る。
・問題点を発見できる。

・協力して問題を解決できる。

・意見をわかりやすく発表できる。

1 プレイベント
女性リーダーによる講演（1.5 時間）

合同会社西友（実務家）

2 全体オリエンテーション（2.5 時間）
プログラムの全体説明とガイダンス
スーパーマーケット・ビジネス概論
会社概要／各施設概要「店舗」、「若菜」、「物流センター」

合同会社西友（実務家）

3 現場視察 ①より良いお買物環境の実現をめざして（5 時間）
店舗女性リーダーのスピーチ
グループディスカッション、発表、共有
スピーチ、個人ワーク、グループワーク
店舗視察（ＬＩＶＩＮ光が丘店）/店舗の一日の流れを紹介、店舗ツアー

合同会社西友（実務家）

4 現場視察②（4 時間）
2 グループに分かれて現場視察
三郷物流センター(埼玉県三郷市） 視察
-サプライチェーンマネジメント本部・三郷センターの役割紹介
-作業体験/アソシエイトの活躍紹介
若菜工場(埼玉県川越市)視察
-生産部の紹介/若菜のダイバーシティの取り組み紹介

合同会社西友

5 プレゼンテーション企画準備（3 時間）

合同会社西友

リカレント教育課程
講義

講義，見学，ディスカッション

講義，見学，ディスカッション

資料作成

ディスカッション、プレゼンテーション

6 プレゼンテーションリハーサル（3 時間）

リカレント教育課程
プレゼンテーション、資料修正

リカレント教育課程，合同会社西友（実務
7 西友マネジメントへのプレゼンテーション（5 時間）
各グループプレゼンテーション、質疑応答、西友マネジメントメンバー 家）
プレゼンテーション、ディスカッション
から講評、最優秀グループ発表、修了証授与、

成績評価の方法

使用テキスト

レポート提出
特になし

参考書
（参考資料等）
その他（受講生へ
の要望など）

随時提示する
企業と連携するグループワークなので積極的
に参加して欲しい。

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

２０１７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

成績評価の方法
使用テキスト
参考書（参考資料等）
その他

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志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、目的にあった文章を書くことにより、使用
語彙や表現を豊かにす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とることができること。
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。
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 日本語表記のルールを学ぶ

坂本

２ 日本語の待遇表現を理解する

坂本

３ 手紙、メールでの待遇表現を理解する

坂本

４ ビジネスで使う文章の考え方を理解する

一文字

５ 手紙の書式とその意味を学ぶ

一文字

６ メールの基本的な書き方と考え方を理解する

一文字

７ 実例によるメールの講評

一文字

８ ビジネス文書の定型とその意味（社内）を学ぶ

一文字

９ 実例による社内文書の講評

一文字

10 ビジネス文書の定型と注意点（社外）を学ぶ

一文字

11 実例による社外文書の講評

一文字

12 自己紹介文の考え方と表現方法を理解する

一文字

13 実例による自己紹介文の講評

一文字

14 実例による自己紹介文の講評（続き）・まとめ

一文字

提出された課題を総合的に評価
プリント配布
授業時に指示
文化庁国語施策（http://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kokugo_shisaku/）
ビジネス文書はその書式と意味を理解することにより、誰でも一定の水準に達することがで

（受講生への要望など） きる。そのことを念頭において受講すること。

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

開講年度学期

２０１７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
担当者名

Challenging Course for the TOEIC 585
升田光子

開講年度学期

２０１7 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

英語の文法力や語彙力を強化しながら、ＴＯＥＩＣ リスニング・リーディングのスキ
ルを身に着ける。
TOEIC ６０％を目指す。
1. Practice Test (Reading)
2. Chapter 1: pp7～15
3. ～２７
4. Chapter 2: pp ２８～３７
5. ～４８
6. Chapter 3: pp 49～57
7. ～69

授業計画
8. 小テスト・ Chapter 4: pp 70～78
9. 小テスト・～90
10. 小テスト・Chapter 5: pp 91～99
11. 小テスト・～111
12. Review Test (Listening)
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。

Oxford preparation course for the TOEIC test (Oxford)
ISBN: 978 0 19 456400 7

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
担当者名

Challenging Course for the TOEIC ８３５
升田光子

開講年度学期

２０１7 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

Practice Tests により、弱点を強化する。
TOEIC ８０％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. Listening Test
14. Reading 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
担当者名

時事英語 1（Current English Ⅰ）
Anne Dodd

開講年度学期

２０１７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. Placement interviews
2. Prepare questions to interview a partner Student to student interview and take
notes Interview your teacher / make notes.
Write a summary and comments for HWK
3. In groups of 4 share interview information
Change partners to give information about another student from notes.
Think of more in-depth questions to get to know your teacher better
4. Review errors from homework assignment Short dictation & vocabulary
building exercises
5. One minute topic: note taking/ vocabulary building /presenting ideas in pairs /
Q& A Repeat
topic to a group of 4

授業計画

6. Two minute topic: note taking/ vocabulary
pairs/ Q&A

building / presenting ideas in

7. Vocabulary Quiz
How to express your opinions in English
How to agree or disagree with someone
8. Group discussion topic : notes / personal opinion and reasons / vocabulary
9. Group discussion topic : notes / personal opinion and reasons / vocabulary
10. Summarizing a short article with

comments

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
Students on this course will be evaluated on attendance, class participation,
成績評価の方法

assignments
and presentations - 25% for each category.

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）

No textbook is required

リカレント教育課程
授業科目名
担当者名

時事英語 2（Current English Ⅱ）
Anne Dodd

開講年度学期

２０１７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 political or social issue
9. Discuss a global issue involving Japan
10. How to handle typical interview questions
11. How to handle more in- depth interview questions / group practice
12. Videotape interviews of students
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

ITリテラシー３（Webデザイン）
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

２０１７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り、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。発信の手法は簡便であるが、ツールを使うことに終始してい
るのが現状である。この授業では必要な基礎知識を確認 しつつ、情報発信の基本であるWebページの作成とわか
授業の概要

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
授業計画

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. HTML、CSSによるホームページ作成の復習
11. 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。
12. Webページの作成５ 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が
など）
あります。

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

２０１７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

授業科目名

貿易実務

担当者名

村井 和博

開講年度学期

２０１７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２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

広く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

（受講生への要望など）

法令など幅広い分野を学びますので、学習意欲の高い受講生の参加を望みます。

リカレント教育課程
労働法と人事労務管理

授業科目名

（社会保険労務士準備講座）

担当者名

樋野 昌法（実務家教員）

開講年度学期

２０１７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関係法規および人事労務管理の基礎について教授す
授業の概要

ることを目的とする。法律自体の解説に加え、ケーススタディを用いたグループワ
ークを実施しながら、実践的な知識を習得頂くことを目指す。また、当科目は社会
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いる。

授業の到達目標
及びテーマ

テーマ：労働基準法その他の労働関係法
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（総則）
3. 労働基準法②（労働契約）
4. 労働基準法③（賃金）
5. 労働基準法④（労働時間等①）
6. 労働基準法⑤（労働時間等②）
7. 労働基準法⑥（就業規則等）

樋野（実務家教員）

授業計画
8. 労働安全衛生法
9. その他労働法規①（パートタイム労働法他）
10. その他労働法規②（育児・介護休業法他）
11. その他労働法規③（労働者派遣法他）
12. 労務管理①（人事考課他）
13. 労務管理②（モチベーション理論他）
14. 労務管理③（労働経済他）
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
みんなが欲しかった！社労士の教科書 2017 年度 TAC 社会保険労務士講座編
著（TAC 出版）
都度補足プリント配布
労働関係法規は、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
健康保険法と国民年金法

授業科目名

（社会保険労務士準備講座）

担当者名

樋野 昌法（実務家教員）

開講年度学期

２０１７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、健康保険法および国民年金法について教授することを目的とする。
授業の概要

法律自体の解説に加え、ケーススタディを用いたグループワークを実施しながら、
実践的な知識を習得頂くことを目指す。また、当科目は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いる。

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
1. オリエンテーション～健康保険、国民年金の身近な例～
2. 健康保険法①（総則）
3. 健康保険法②（被保険者等）
4. 健康保険法③（標準報酬）
5. 健康保険法④（費用の負担）
6. 健康保険法⑤（傷病に関する給付）
7. 健康保険法⑥（死亡・出産に関する給付等）

樋野（実務家教員）

授業計画
8. 国民年金法①（総則及び被保険者）
9. 国民年金法②（費用の負担）
10. 国民年金法③（老齢基礎年金）
11. 国民年金法④（障害基礎年金）
12. 国民年金法⑤（遺族基礎年金）
13. 国民年金法⑥（独自給付等）
14. 国民年金法⑦（給付通則及び基金等）
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
みんなが欲しかった！社労士の教科書 2017 年度 TAC 社会保険労務士講座編
著（TAC 出版）
都度補足プリント配布
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。

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）

開講年度学期

２０１７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は弁護士や公認会計士と同様
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未然に防ぎます。また、会社のしくみや
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、助言と改善に向けた提言を
行います。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。
内部監査はとても息の長い専門性を保証し、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、最後に不正を許すことのできない責任感です。

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。
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. 内部監査の専門職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. 会社の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

授業計画

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 PartⅠ及び PartⅡ（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

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

２０１7 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

授業の概要

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
でいる。その結果、コンプラゕンスや説明責任、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、紙のフゔリングの手法、ゕーカ
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、文書のラフサクル管理
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、ビジネス文書の基礎知識
4. 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、個人情報保護法、特定機密保護法
5. 課題発見・解決型学修、グループデゖスカッション（なぜ、公文書館法が必要なのか、

グループデゖスカ

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
6. 紙文書管理（１） ： 文書管理の２大ルール
7. 紙文書管理（２） ： フゔルの作成から廃棄まで

授業計画

8. フゔリング実習 ワークショップ（体験型学習）
グループワーク
9. 電子文書管理に必要な IT 基礎：電子文書とゕプリケーションソフト
10. 電子文書管理（1)：電子文書をめぐる動き、電磁的保存の課題
11. 電子文書管理（2)：電子文書管理システム、電子メール
12. 情報セキュリテゖの基本、機密文書の廃棄
13. ゕーカブズ (1)：ゕーカブズ概論、公文書管理法とゕーカブズ、ゕーカブズの基本業務
14. ゕーカブズ (2)：ゕーカブズの永久保存、電子公文書のゕーカブズ、ビジネスゕーカブズ

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（100 問前後）の解答を提出）

使用テキスト

2017 年度版 記録情報管理者検定標準テキスト

参考書
（参考資料等）

今なぜ記録管理なのか＝記録管理のパラダムシフト（小谷允志 日外ゕソシエーツ）
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
Ⅰ 消費者問題と関連法規

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

工藤千草（実務家教員）、安藤昌代（実務家教員）

開講年度学期

２０１７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（前期 7 回）

平成 28 年度より、消費生活に関する資格や制度が大きく変わり、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に取得できることになりました。
企業や業界等の第一線で幅広い活躍を期待できるのが、消費生活アドバイザー
で、消費生活相談員は、消費者団体、国・地方公共団体の相談窓口に従事する際
授業の概要

に必要な国家資格です。
この資格試験は科目数も多く、内容も多岐に渡っています。特に平成 28 年度の
制度改正に伴い、従来より経済系の基礎知識が重要視されることになりました。そ
こで科目内容を「消費者問題系」と「経済系」の 2 分野にわけ、前期・後期を合わせ
た 4 科目の中で、資格取得を目指せるようになっています。なお、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、単期のみの受講も可能です。
到達目標：消費者としての視点を持ち、暮らしが法律とかかわっていることを知っ

授業の到達目標
及びテーマ

て、自ら考察できる「賢い・自立した生活者」になることを目指します。
前期テーマ：現在の暮らしが過去の消費者問題により築かれたこと、消費者として
の権利を意識すること、消費者関連の法律を理解すること。

授業計画

成績評価の方法
使用テキスト

1. 4/10 消費者問題①（消費者問題と消費者の権利）

工藤

2. 4/17 消費者問題②（消費者教育、商品テスト）

工藤

3. 5/22 法律①（消費者問題と民法）

安藤

4. 5/29 法律②（消費者契約法）

安藤

5. 6/05 法律③（特定商取引法(1)）

安藤

6. 6/12 法律④（特定商取引法(2)と景品表示法）

安藤

7. 7/03 基礎演習：消費者問題系

工藤

出席率４割、中間評価（演習）２割、期末テスト４割
「消費生活アドバイザー受験合格対策 2017 年版（丸善出版）」から適宜、資料を作
成して配布

参考書（参考資料等）
その他
（受講生への要望など）

期末テストは、小論文を予定しています。配布資料で総合的に復習をしておきまし
ょう。

リカレント教育課程
Ⅱ くらしと経済

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）

開講年度学期

２０１７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（前期 7 回）

"平成 28 年度より、消費生活に関する資格や制度が大きく変わり、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に取得できることになりました。
企業や業界等の第一線で幅広い活躍を期待できるのが、消費生活アドバイザー
で、消費生活相談員は、消費者団体、国・地方公共団体の相談窓口に従事する際
授業の概要

に必要な国家資格です。
この資格試験は科目数も多く、内容も多岐に渡っています。特に平成 28 年度の
制度改正に伴い、従来より経済系の基礎知識が重要視されることになりました。そ
こで科目内容を「消費者問題系」と「経済系」の 2 分野にわけ、前期・後期を合わせ
た 4 科目の中で、資格取得を目指せるようになっています。なお、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、単期のみの受講も可能です。"
"到達目標：自らの視点で暮らしと経済のかかわりを考察できる「賢い・自立した生

授業の到達目標
及びテーマ

活者」になることを目指します。
前期テーマ：経済の動きと消費生活は密接に関係しています。少子・高齢化に伴う
家計をめぐる諸問題や社会保障、環境問題を、生活者視点からポイントを絞りなが
ら考えていきます。"

授業計画

成績評価の方法
使用テキスト

1.

4/24 生活経済の変化（家計収支・貯蓄・負債）

2.

5/1

生活経営に関係の深い税の仕組み

3.

5/8

社会保障制度について考える

4.

5/15 社会保険（年金・医療・介護）と福祉

5.

6/19 地球環境問題と循環型社会の形成

6.

6/26 エネルギー需給を考える

7.

7/10 基礎演習：暮らしの中の時事経済を考える

出席率４割、中間評価（演習）２割、期末テスト４割
「消費生活アドバイザー受験合格対策 2017 年版（丸善出版）」から適宜、資料を
作成して配布

参考書（参考資料等）
その他
（受講生への要望など）

期末テストは、小論文を予定しています。配布資料で総合的に復習をしておきまし
ょう。

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

２０１７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

さまざまな事業部の関係から成るマーケティング活動を、企業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。
・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

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

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

リレーションシップ・マーケティング
１２ 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

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）

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

講義への積極的な参加／テスト
レジュメを配付します。
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）
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

女性のライフスタイルと、起業という働き方
（平成 29 年度 東京都インキュベーション HUB 推進プロジェクト事業）

授業科目名

堤 香苗（実務家教員）

担当者名

＊全７回授業を担当

開講年度学期

２０１７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

授業の概要

授業の到達目標
及びテーマ

結婚や出産といった大きなライフステージを経験する女性たち。ライフステージの
変化や、理想的なワークライフバランスを考えたときに、どのようなキャリアを選択す
るのがよいのでしょうか。 この講座では、組織の中で働くだけではない「起業」という
働き方、生き方について考えます。
「子育ても仕事も楽しみながら、自分らしく生きたい」、「介護やさまざまな困り
ごとがあっても働き続けたい」など、どのように、理想の私の生き方、働き方に近づく
のか、一緒に考えましょう！
４回の講義を受けたうえで、最終回に事業計画書あるいはプレゼンテーション
資料を作成。計画書の作成やプレゼンテーションを通じて事業の強みや弱みを
振返り、キャリア形成や今後の事業運営に役立てる
1. 雇用されない働き方を選択するためのキャリアデザイン
2. 起業や在宅就労など多様な働き方が叶うライフプランを学びます。
3. 多様な働き方を叶えるために必要な経営実務を学びます。
4. ビジネスウーマンなら必須の法律、会計、経営等の実務基礎知識。

授業計画

実習として、託児付きコワーキングスペースである、RYOZAN PARK（豊島区大塚）
5. を見学。先輩女性起業家とのディスカッション。
6. これまでの講義や実習を経たうえで、実践として、事業計画書を作成します。履修
者一人一人のビジネスアイデア、ライフプランを実現できる働き方、生き方を形に
7. します。
5 回連続講座の最終回に事業計画書を作成。または自分が思い描く事業などの
プレゼンテーションを作成。そのプレゼンテーションに関して 5 段階 評価。
1 独創性(その商品やサービスが他と⽐べてどのような独⾃性・優位性があるか)
2 市場性(その商品やサービスについて市場ニーズがどのようにあるか、また、 顧客

成績評価の方法

に対してどのような⽅法で売るのか)
3 実現性 (どのようなプロセスで事業を実現するかが明らかか。その過程・
プロセスに実現不可能な壁がないか)
4 収益性 (原価、価格設定、資⾦計画などが適切であるか)
5 将来性 (事業計画が将来まで⾒通されているか。 提案者⾃⾝の熱意や意気込み、
経営者としての志が感じられるか)

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）

レジュメ配布
なし
本学生涯学習センター「リカレント教育課程連携講座」からの参加者とともに
学びます。起業により興味がわいてきたという方は、株式会社キャリア・マムが運営す
る女性の起業に関する情報サイト「東京都 女性キャリア&起業家支援プロジェクト」に
ぜひ一度アクセスしてみてください。https://woman-hub.jp/

