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

尾方 僚
(実務家教員)

開講年度学期

２０１７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

キャリアプランを具現化体得するために実践型授業

キャリアマネジメントⅠで方針の決まったご自身の今後のキャリア形成に向けて具現化するた
授業の到達目標 めの実践型授業です。ビジネスコミュニュケーションからプレゼンテーション。面接など実際の
及びテーマ
就職活動、転職活動に必要なスキル。入社後必要となるビジネススキルを体得していただきま
す。
1. ビジネスパーソンマインドセット/キャリアマネジメントⅠの振り返りと
今度の授業での自分の到達点設定

課題発見・解決
型学修

2. 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
の基礎を学ぶ

グループワーク

3. ビジネスコミュニュケーション２/ビジネスコミュニュケーション１の応用 グループワーク
編。自分のコミュニュケーションスキルの弱点、強みを認識しより強化で
きるようにする
4. 就職活動に必要な書類作成１/履歴書・職務経歴書

ワークショップ

5. 就職活動に必要な書類作成２/自己 PR・職務経歴書

ワークショップ

6. 就職活動に必要な書類作成３/１，２で書き出せなかった自分の強
みなどを再認識してみる

ワークショップ

7. 面接対策１/自分の用意した書類をもとに Q＆A で答えてみる

ワークショップ

8. 面接対策２/タフクエッションズ/想定される Q をもとにより深く自身の強 ワークショップ
みを洗い出す
9. プレゼンテーション１/会議における発言の仕方など実際の入社後必要
となるスキルを体得する

グループワーク

10. プレゼンテーション２/プレゼンテーション１をうけて具体的にプレゼンテ ワークショップ
ーションスキルを体得する
11. 会議の進め方/入社必要となる会議、会議の進め方、発言の仕方など
ビジネス上での会議の進行などを体得する

ワークショップ

12. ビジネスマナー/ビジネスマナーの総点検。時代の流れ、変化とともに
ケーススタディ
ビジネスマナーも変容している。変わってないものは復習。変わっている
ものは自身の知識のアップデートをする
13. ビジネスマナー、ビジネススキル（ソフトスキル）総点検/こんなはずでは 課題発見・解決
Q＆A あなたの常識！非常識！
型学修
14. 総括 最終プレゼンテーション/決意表明など

ワークショップ

成績評価の方法 レポート 授業への積極的取組み（発表など）
使用テキスト

教員から配布される資料

参考書（参考資
プレゼン以前の発表の技術（すばる舎）尾方僚 著
料等）
キャリアマネジメントⅠで学んだ基礎知識を実践に移す授業となります。「知識を経験」に変えて
その他
いきましょう。
（受講生への要
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
望など）
力として再就職を目指すことができる」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

キャリアマネジメントⅡB

担当者名

山口尚子（実務家教員）、小川良（実務家教員）

開講年度学期

２０１７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

キャリアマネジメントⅡB では、再就職の成功に必要な実践力、再就職後の環境への適応も意識
したソーシャルスキルなどを身につけます。
①「労働観」「職業観」を（再）確認することで、納得性のある就活を促進する
②応募書類の完成度を高める
③再就職後、個人生活上でも役立つコミュニケ―ションスキルを習得する
1. キャリアマネジメントⅡB の講義内容と進行計画
2. キャリアマネジメントⅠの習得結果（価値観、強みなど）を整理する ワークショップ
3. 組織の環境変化、女性と組織内キャリア

ワークショップ

4. 「私が働く理由」

グループディスカッション

～転機の捉え方、活かし方～

5. 就活 －選考とは 書類で表現するとは（１）
6. 就活 －書類で表現するとは（２）

授業計画

7. 就活 －面接で表現するとは（１）

面接の意味

8. 就活 －面接で表現するとは（２）

実演

ワークショップ

9. 「こんなはずでは Q&A あなたの常識！非常識？！」（１）

ケースメソッド

10. 「こんなはずでは Q&A あなたの常識！非常識？！」（２）

ケースメソッド

11. コミュニケーション（１）

関係性を円滑にする「聴き方」のスキル

ワークショップ

12. コミュニケーション（２）

人間関係を構築する「話し方」のスキル

ワークショップ

13. あなたの評価を変える！？

「怒り」のコントロール術

14. 総括 就活の成功に向けての取り組み

課題発見・解決型学習
ワークショップ
グループディスカッション

成績評価の方法
使用テキスト
参考書（参考資料等）

①出席率 ②グループ討議などへの参加態度、③期末試験 の総合評価
各講師のオリジナルテキストを授業毎に配布
特にありません
本クラスは、「就労時間の短さやブランクが長いことなどからくる不安」「職務キャリアに自信が持

その他
（受講生への要望など）

てない」「再就職の目的や職種の選定なども再確認しながら進めたい」といった受講者向けです。
キャリアマネジメントⅠでの学びを実践につなげることもねらいの１つとしていますので、これまで
の習得内容を振り返りつつ、ワークショップやグループディスカッションに積極的に参加してくださ
い。

リカレント教育課程
授業科目名
担当者名

時事英語 3（Current English Ⅲ）
Anne Dodd

開講年度学期

２０１７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 develop students' global perspectives through reading
and discussing current events in English.
1. Review personal, domestic or

international news from the summer.

2. In groups choose an area of interest:
geopolitical or social. Create a mind map of relevant ideas, facts and opinions.
Vocabulary building is an important aspect of this project.
3. Present your findings to another group.
one.

Class discussion of the most topical

4. Read an article and give a summary to a partner. Prepare more information on
this topic.
5. Give a mini presentation about the article
6. Vocabulary quiz and extension

授業計画

7. Watch a TED talk of your choice and explain it to a partner.
Analyses what makes a good talk.
8. Prepare and present an extended talk with visual information
9. Research the latest trends in Japanese industry and present your ideas
10. Japanese companies: what you wish for and what they expect from working
women/ mothers
11. Balancing work with your other responsibilities. How can Japanese
companies improve the working situation for working mothers?
Social implications.
12. Present your findings about a company with progressive policies for working
women
13. Female entrepreneurs in Japan
14. An overview of the semester with a final
vocabulary quiz and general questionnaire.

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）

リカレント教育課程
授業科目名

ビジネス英語 A

担当者名

松原 聖子(実務家教員)

開講年度学期

２０１７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

ビジネスシーンの英語を Reading, Listening, Speaking, Writing を通して学習する。
目標：分野を問わず実践的な職場での英語の習得・定着を目指す。テーマ：英語で
のコミュニケーションに必要な知識（文化の違い、構文、動詞選択）を得て、英文通
信に強くなろう。テキストの予習必須、必要な表現（小テスト）を定着させます。
1. テキストの学習法 ＋ Unit 1 (1.1-1.2 ) Introductions
2. Unit 2 (2. 1 – 2. 2) Teamwork
3. Unit 3 (3. 2 – 3. 2) Choices
4. Unit 4 (4.3 のみ) Experience + Review
5. Unit 5 (5. 1 – 5. 2) Arrangements
6. Unit 6 (6. 1- 6. 2) Objectives

授業計画

7. Unit 7 (7. 1 – 7. 2) Success
8. Unit 8 (8. 1 – 8. 2) Media
9. Unit 9 (9. 1 – 9. 2) Strategy

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ

10. Unit 9 (9. 3) Website language + Review
11. Unit 10 (10. 1 – 10. 2) Solutions
12. Unit 11 (11. 1- 11. 3) Transport

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ

13. Unit 12 (12. 1- 12. 3) Agendas
14. REVIEW
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）

期末試験、提出物、小テスト、出席率 の合計点で評価。
Business Start-Up 2 (Cambridge University Press)
Advanced Learners’ Dictionary (Oxford University Press)
テキストの予習、文法、構文の理解の徹底に努力すること。辞書の活用を怠らない
こと。上記以外の各 Unit の 3 は自習してください。

リカレント教育課程
授業科目名

ビジネス英語 B

担当者名

松原 聖子（実務家教員）

開講年度学期

２０１７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

ビジネスシーンの英語を Reading, Listening, Speaking, Writing を通して学習する。
目標：分野を問わず実践的な職場での英語の習得・定着を目指す。テーマ：英語で
のコミュニケーションに必要な知識（文化の違い、構文、動詞選択）を得て、英文通
信に強くなろう。テキストの予習必須、必要な表現（小テスト）を定着させます。
1. テキストの学習法 ＋ Unit 1 (1.1-1.2 ) Introductions
2. Unit 2 (2. 1) Teamwork + Review
3. Unit 3 (3. 1) Choices + Unit 4 (4. 3) Experience
4. Unit 5 (5. 1) Arrangements
5. Unit 6 (6. 3) Objectives

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ

6. Unit 7 (7. 1 – 7. 2) Success
7. Unit 8 (8. 1- 8. 2) Media
授業計画
8. Review (Useful expressions / Grammar focus)
9. Unit 9 (9. 1- 9. 2) Strategy

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ

10. Unit 9 (9. 3) + Unit 10 (10. 1) Solutions
11. Unit 10 (10. 2) + Unit 11 (11. 1) Transport
12. Unit 11 (11. 2) + Review
13. Unit 12 (12. 1 & 12. 3) Agendas

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝ

14. Review
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）

期末試験、提出物、小テスト、出席率 の合計点で評価。
Business Start-Up 2 (Cambridge University Press)
Advanced Learners’ Dictionary (Oxford University Press)
テキストの予習、文法、構文の理解の徹底に努力すること。辞書の活用を怠らない
こと。

リカレント教育課程
授業科目名

ITリテラシー２A（表計算とデータベース）
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

２０１７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

表計算ソフトウェアのより実践的な実習とデータベースを中心に情報活用力を中心に学
習する。
MOS 一般や上級（対象：Excel 2013 or 2016） 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。データベース機能について理解する。
1. ガイダンス
2. Excel機能の確認１
3. Excel機能の確認２
4. マクロ機能とは
5. マクロ機能と実務
6. データベースとは

授業計画

7. Accessの使い方の基本１
8. Accessの使い方の基本２
9. Accessを利用したデータ検索１
10. Accessを利用したデータ検索２
11. FROMの作り方１
12. FROMの作り方２
13. 試験
14. コンピュータでできること
実技試験で総合的にリカレントの評価基準に従い判断する。

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）

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。

授業時に指示します。
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
授業科目名

ITリテラシー２B（表計算と情報倫理）
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

２０１７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情報活用力を中心に学習する。また、情報
倫理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 2013 or 2016） 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
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

授業計画

到達目標：代表的な関数の理解

5. 関数２

到達目標：統計関数の理解

6. 関数３

到達目標：ビジネス関数の理解

7. 関数４ / 情報倫理注意点

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. コンピュータでできること
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。

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）

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。

授業時に指示します。
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

日本語コミュニケーション論Ⅱ

授業科目名
担当者名

坂本清恵・八木京子

開講年度学期

２０１７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

他者とのコミュニケーションを円滑に行うためには、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。

授業の概要

具体的には、ビジネス文書・作文・要約文・レポート・自己PR書の書き方を学ぶ。特に自己PR書
においては、他者に自己をアピールするための自己分析の能力を養いたい。実践的文章の基本
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」の能力をつけることを最後的な目
標とする。

到達目標１：コミュニケーションに必要な敬語表現ができること。

授業の到達目標
及びテーマ

到達目標２：文章の書き方の基本事項を身につけること。
到達目標３：手紙文、ビジネス文書の書き方を身につけること。
到達目標４：レポート、自己ＰＲ書の書き方を身につけること。

1. 日本語表記のルールを学ぶ
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
4. 手紙文･メール文の書き方 ～手紙文の基本を覚えよう～
5. ビジネス文書の書き方～社内文書・社外文書・社交文書～【実践演習】
6. 作文の書き方（1）～原稿用紙の使い方～
7. 作文の書き方（2）～自己の体験を分析しよう～【実践演習】
授業計画
8. 要約文の書き方（1）～キーワード・キーセンテンスとは～
9. 要約文の書き方（2）～要約文にタイトルをつけよう～【実践演習】

八木

10. レポートの書き方（１） ～レポートの定型とは～
11. レポートの書き方（２） 【実践演習】
12. カバーレターの書き方 ～自己の特性をアピールしよう～
13. 自己ＰＲ文の書き方（1）～文章の構成、自己アピールの方法～
14. 自己ＰＲ文の書き方（2）【実践演習】
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）

提出された課題を総合的に評価
プリントを配布
授業時に指示
文化庁国語施策（http://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kokugo_shisaku/）
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。

リカレント教育課程
授業科目名
担当者名

Challenging Course for the TOEIC 715
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、Practice Test に取り組む。
TOEIC 70%を目指す。
1. Practice Test (Listening)
2. ～33
3. ～45
4. ～66
5. ～75
6. ～90
7. ～119

授業計画
8. Review Test (Listening)
9. ～146
10. ～１75
11. ～１８９
12. Review Test (Reading)
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
担当者名

Challenging Course for the TOEIC ９４５
升田光子

開講年度学期

２０１7 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

Practice Tests により、弱点を強化する。
TOEIC ９０％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

初級簿記
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 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

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

授業の概要

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. 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）

授業計画
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
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

授業科目名

国際物流

担当者名

村井 和博

開講年度学期

２０１７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

日本経済に貿易は必要不可欠であり、また貿易と国際物流は切り離すことはでき
授業の概要

ません。物流現場を理解するために写真を多く記載したテキストを使用するととも
に日本の国際物流の現状と問題点、物流政策について学習します。

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。
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）
3. 海上貨物輸送（２）
4. 航空輸送（１）
5. 航空輸送（２）
6. 国際宅配便
7. 国際複合一貫輸送

授業計画
8. 海運同盟・アライアンス
9. 港湾、運河
10. 通関制度（１）
11. 通関制度（２）
12. モーダルシフト
13. 貿易マーケティング（１）
14. 貿易マーケティング（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）

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
その他講義中に資料を配布します。
「貿易実務ベーシックマニュアル改訂２版（日本貿易実務検定協会編）」ＭＨＪ出版

本講座では貿易実務の幅広い知識を学習します。学習意欲の高い受講生の参加
を期待しています。

リカレント教育課程
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

２０１７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

企業等で働く方全員に関係のある労働保険法（労災保険、雇用保険他）について
授業の概要

教授す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：労災保険法、雇用保険法、労働保険料徴収法
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～労働保険に関する身近な例～
2. 労災保険法①（総則及び給付基礎日額）
3. 労災保険法②（傷病及び障害に関する給付）
4. 労災保険法③（要介護状態及び死亡等に関する給付）
5. 労災保険法④（給付通則）
6. 労災保険法⑤（社会復帰促進等事業及び特別加入等）
7. 雇用保険法①（総則）

授業計画
8. 雇用保険法②（基本手当）
9. 雇用保険法③（基本手当以外の求職者給付及び就業促進給付）
10. 雇用保険法④（教育訓練給付及び雇用継続給付）
11. 雇用保険法⑤（給付通則及び二事業等）
12. 労働保険料徴収法①（総則及び労働保険料の額）
13. 労働保険料徴収法②（概算保険料）
14. 労働保険料徴収法①（確定保険料等）
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
厚生年金保険法と社会保険一般常識

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 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

本講義では、厚生年金保険およびその他社会保険関係法規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。法律自体の解説に加え、ケーススタディ
授業の概要

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：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～社会保険関係法の身近な例～
2. 厚生年金保険法①（総則及び被保険者）
3. 厚生年金保険法②（費用の負担）
4. 厚生年金保険法③（本来の老齢厚生年金）
5. 厚生年金保険法④（特別支給の老齢厚生年金）
6. 厚生年金保険法⑤（老齢厚生年金まとめ）
7. 厚生年金保険法⑥（障害厚生年金等）

樋野（実務家教員）

授業計画
8. 厚生年金保険法⑦（遺族厚生年金等）
9. 厚生年金保険法⑧（給付通則及び基金等）
10. 厚生年金保険法⑨（法改正等）
11. 社会保険一般常識①（国民健康保険法）
12. 社会保険一般常識②（介護保険法）
13. 社会保険一般常識③（確定拠出年金法他）
14. 社会保険一般常識③（今後の社会保険の動向）
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

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）
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 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

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。

授業の概要

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、その後電子文書を中心に、電子文書
の長期保存やデータベースを使ったデータ管理、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 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
及びテーマ
となって推進・実行する専門職」。
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（会社法、JSOX 法、e-文書法、民事訴訟法等）
4. 文書管理に影響を与える法的要素Ⅱ（不正競争防止法、著作権法、不正アクセス禁止法等）
5. 文書管理に影響を与える標準類：ISO9000、ISO14000、ISMS
6. 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 グループディスカ
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 ッション
の課題及び、解決策を提案する）

授業計画

7. 電子署名とタイムスタンプ
8. 電子文書管理Ⅰ：電子文書の長期保存、情報ライフサイクルマネジメント、電子化文書
9. 電子文書管理Ⅱ：文書管理システムのデータ管理（データベース）
10. 情報セキュリティⅠ ：セキュリティーポリシーと ISMS
11. 情報セキュリティⅡ ：セキュリティ対策
12. 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 グループディスカ
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）

ッション

13. 情報検索Ⅰ ：メタデータ検索、全文検索
14. 情報検索Ⅱ ：検索画面の整備、検索システムの設計・評価・公開

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（120 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（事業継続計画）の策定が急
その他
（受講生への要 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。
望など）
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。

授業科目名
担当者名
開講年度学期
単位数

授業の概要

消費生活アドバイザー(消費生活相談員）資格準備講座
- Ⅲ 消費者視点で学ぶ行政・商品知識 工藤千草（実務家教員）、安藤昌代（実務家教員）
2017年度 後期
開講キャンパス 目白キャンパス
1
開講期・授業区分 週間授業（後期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：消費者行政や衣食住生活、その他の商品やサービスの知
授業の到達目 識を得て、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
標及びテーマ す。
後期テーマ：行政の仕組みや衣食住を中心とした暮らしを体系的に理
1 10/2 行政①（消費者基本法と消費者政策）
2 10/16 行政②（安全に関する消費者行政）
3 10/23 衣生活①（素材の特徴と消費性能）
授業計画
4 10/30 衣生活②（製品のライフサイクルと安全性）
5 12/11 食生活（食生活の安全性と表示）
6 12/18 住生活（住環境と関連法規）
7 01/15 商品とサービス（商品とサービスに関する問題）
成績評価の方法 出席率４割、期末テスト６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
使用テキスト
宜、資料を作成して配布
その他（受講生 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
への要望など） ておきましょう。

授業科目名
担当者名
開講年度学期
単位数

授業の概要

Ⅳ 企業と経済と市民生活
消費生活アドバイザー(消費生活相談員）資格準備講座
大矢野由美子（実務家教員）
2017年度 後期
開講キャンパス 目白キャンパス
1
開講期・授業区分 週間授業（後期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
立した生活者」になることを目指します。
授業の到達目標
後期テーマ：経済社会は大きく変化しています。後期は経済・統計の基
及びテーマ
礎理論を押さえつつ、変化の激しい企業経営の現状や課題などをポイ
ントを絞りながら考えていきます。
1 9/25 経済統計① 経済指標の作り方・見方
2 11/6 経済統計② 経済指標を読みこなそう
3 11/13 やさしい経済知識① 経済理論の基礎
授業計画
4 11/20 やさしい経済知識② 経済の動きと時事解説
5 11/27 企業経営① 企業は誰のもの
6 12/4 企業経営② 企業の活性化に向けて
7 1/22 基礎演習：経済問題を生活者視点で考える
成績評価の方法 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号悪対策2017年版（丸善出版）」から適宜、
使用テキスト
資料を作成して配布
その他（受講生 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
への要望など） ておきましょう。

リカレント教育課程
授業科目名

マーケティング戦略論

担当者名

峯尾圭

開講年度学期

２０１７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、マーケティング・ミックスの４P に沿って、それぞれの戦略について基礎を学
び、企業がどのように実践しているかについて応用を学びます。企業のマーケティング戦略
の策定について、理論だけではなく、具体的な事例を取り上げて講義を進めます。

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
るようになる。
・実務で展開されているマーケティング戦略の巧拙を見る目を養う。
1. オリエンテーション
授業で扱う内容について、基本的な流れを説明します
2. 環境分析（１）
マーケティング戦略の形成に必要な環境要因の分析について学びます
3. 環境分析（２）
競争環境／市場環境／流通環境について学びます
4. マーケティング戦略の策定に関わる諸要素
マーケティング・ミックスを考える上で必要な理論について学びます
5. 製品戦略（１）基礎編
製品戦略に関わる概念や理論について学びます
6. 製品戦略（２）応用編
基礎編で学んだ内容を踏まえ、企業の製品戦略の実践について考えます
7. 価格戦略（１）基礎編
価格戦略に関わる概念や理論について学びます

授業計画

8. 価格戦略（２）応用編
基礎編で学んだ内容を踏まえ、企業の価格戦略の実践について考えます
9. 流通戦略（１）基礎編
流通戦略に関わる概念や理論について学びます
10. 流通戦略（２）応用編
基礎編で学んだ内容を踏まえ、企業の流通戦略の実践について考えます
11. マーケティング・コミュニケーション戦略（１）広告
「広告」に関わる概念や理論を学び、企業の実践について考えます
12. マーケティング・コミュニケーション戦略（２）セールス・プロモーション
「セールス・プロモーション」に関わる概念や理論を学び、企業の実践について考えます
13. マーケティング・コミュニケーション戦略（３）パブリシティ
「パブリシティ」に関わる概念や理論を学び、企業の実践について考えます
14. マーケティング・コミュニケーション戦略（４）人的販売とその他
「人的販売」を始めとして、マーケティング・コミュニケーションに関わるその他の要素に
ついて、概念や理論を学び、企業の実践について考えます

成績評価の方法
使用テキスト
参考書（参考資料等）

授業への参加度／試験
教科書は使用しません。授業ごとにレジュメを配布します。
池尾恭一『入門・マーケティング戦略』有斐閣

講義期間中は、学習した理論が当てはまりそうな事例について、普段から考えるようにしてく
その他
（受講生への要望など） ださい。

リカレント教育課程
野村證券株式会社寄付授業
授業科目名

働く女性のための金融経済講座

―輝く女性の未来投資―

（企業等と連携して行う授業）
担当者名

野村證券虎ノ門支店・本社各部署社員 （実務家）

開講年度学期

２０１７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

働く女性が、自身の輝く未来について考察する機会を提供する。
プログラムの基本構成：
授業の概要

１．世界経済や日本の現状・課題を把握した上で、暮らしのゆくえについて考える
２．金融経済の基礎知識やライフプランの基礎知識等の習得する
３．株式仮想取引体験、野村證券本社見学

授業の到達目標
及びテーマ

・金融経済の基礎知識を習得する

・自身の未来をイメージし、課題を発見する

1. 9/25（月） ガイダンス

虎ノ門支店 支店長 塚本 満

(今後の世界経済と日本のゆくえ)
2. 10/2(月) 日本の現状と課題、暮らしのゆくえ

投資情報部

・日本の現状と課題、デフレとインフレ、自分のことは 講義
自分で守る時代へ

等

3. 10/16(月) 野村證券における女性活躍推進、 ﾀﾞｲﾊﾞｰｼﾃｨ＆ｲﾝｸﾙｰｼﾞｮﾝ
野村證券で活躍する女性社員

推進室 室長 園部 晶子
講義

4. 10/30(月) ライフプランと資産管理
授業計画

・ライフプランとは（基礎知識）、ライフプランの実際

投資情報部
講義

等
5. 11/13(月) 金融経済の基礎
・金融商品の基礎知識、資産運用の基礎知識

投資情報部
講義

等
6. 11/27(月) 日経未来投資プログラム

ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ・ｼﾁｽﾞﾝｼｯﾌﾟ推進室

・株式の仕組みについて知ろう、120 万円の仮想 金融リテラシー推進課
資金を元手に株の仮想取引体験等
7. 1/16(火) 野村證券本社（ディーリングルーム）
見学

講義・ワークショップ
虎ノ門支店 課長 新井 悠馬
講義、見学

※時間については別途連絡
成績評価の方法

レポート提出

使用テキスト

随時配布

参考書（参考資料等）

特になし

その他
（受講生への要望など）

金融経済やライフプランの基礎を学んで頂いた上で、株式仮想取引も体験して頂きます。
受講生の皆様の輝かしい未来に向けて、有意義な講座となるよう努めてまいりますので、
是非積極的にご参加ください。

