
リカレント教育課程 

授業科目名 キャリアマネジメント１A－1 

担当者名 冨山 佳代（実務家教員）          ＊全６回授業を担当 

開講年度学期 ２０２２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 

キャリアマネジメント１A－１では、再就職活動および就業後の自己成長のための「自己理解」、「客観的な自己

評価」、「ライフ・キャリアプランの作成」に取り組みます。 

自分が描くライフ・キャリアプランの実現に向け、新しい一歩を踏み出すための準備と再就職活動での書類選考・

面接に自信をもって臨むための準備をします。 

授業の到達目標 

及びテーマ 

１：再就職活動および仕事をしていくうえでの自分の特徴・強み・課題が説明できるようになる。 

２：仕事で求められることを再確認し、客観的な基準に照らし自己評価ができるようになる。 

３：「目指したい姿（ライフ・キャリアプラン）」と「働く目的」が説明できるようになる。 

 



リカレント教育課程 

授業科目名 キャリアマネジメント１A－２ 

担当者名 冨山 佳代（実務家教員）          ＊全６回授業を担当 

開講年度学期 ２０２２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 

キャリアマネジメント１A－２では、再就職活動および就業後の自己成長のための「自己理解」、「客観的な自己

評価」、「ライフ・キャリアプランの作成」に取り組みます。 

自分が描くライフ・キャリアプランの実現に向け、新しい一歩を踏み出すための準備と再就職活動での書類選考・

面接に自信をもって臨むための準備をします。 

授業の到達目標 

及びテーマ 

１：再就職活動および仕事をしていくうえでの自分の特徴・強み・課題が説明できるようになる。 

２：仕事で求められることを再確認し、客観的な基準に照らし自己評価ができるようになる。 

３：「目指したい姿（ライフ・キャリアプラン）」と「働く目的」が説明できるようになる。 

 



リカレント教育課程 

授業科目名 キャリアマネジメント 1B-1 

担当者名 小紫恵美子 （実務家教員）          ＊全 6 回授業を担当 

開講年度学期 ２０２２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 

本講座の最終目標は、受講された皆さんが社会環境の変化を理解し、ご自身の働き方、生き方の選択肢とし

て、自信を持って再就職に取り組んでいただくことです。本来、組織と個人は対等であって、ご自身が持てる力を

生き生きと発揮することが求められています。 

本講座では、現在の女性を取り巻く雇用環境を理解するとともに、毎回の皆さんとの現場での対話を通じて、まさ

に今、激しく変化する環境の中で私たちに期待される「主体性」を発揮し続けるために必要な「力」と「技」のインプ

ットを行い、再就職や就業に必要となるスキルを身につけていただきます。 

授業の到達目標 

及びテーマ 

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再就職に必要な基本的なスキルを修得する 

 



リカレント教育課程 

授業科目名 キャリアマネジメント 1B-2 

担当者名 小紫恵美子 （実務家教員）          ＊全 6 回授業を担当 

開講年度学期 ２０２２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 

本講座の最終目標は、受講された皆さんが社会環境の変化を理解し、ご自身の働き方、生き方の選択肢とし

て、自信を持って再就職に取り組んでいただくことです。本来、組織と個人は対等であって、ご自身が持てる力を

生き生きと発揮することが求められています。 

本講座では、現在の女性を取り巻く雇用環境を理解するとともに、毎回の皆さんとの現場での対話を通じて、まさ

に今、激しく変化する環境の中で私たちに期待される「主体性」を発揮し続けるために必要な「力」と「技」のインプ

ットを行い、再就職や就業に必要となるスキルを身につけていただきます。 

授業の到達目標 

及びテーマ 

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再就職に必要な基本的なスキルを修得する 

 



リカレント教育課程 

授業科目名 キャリアマネジメント ２A 

担当者名                      鈴木 紀子          ＊全 6 回授業を担当 

開講年度学期 ２０２２年度 後期 授業形態 対面授業 

単位数 １ 開講期・授業区分 週間授業 

授業の概要 

本授業の目的は、受講生の皆さんが考える今後のキャリアの方向性を確認し、それに向けた具体的な行動を検討する

ことです。前期から進めてきた自己理解の取り組みが実際の就職活動に結びつくように、様々なデータや理論などを交

えながら参考となる視点を多面的に提示します。また、グループワークなどを通じて他者との対話力や関係構築力を高

めるとともに、皆さん各自の課題の解決につながるキャリアマネジメントについて考え、それを実際の行動に移す力を

身につけることを目指します。 

授業の到達目標 

及びテーマ 

１．社会と自身の状況をふまえつつ、自らのキャリアの方向性を確認することができる。 

２．自身の望むキャリアを築くための行動計画を作成することができる。 

３．キャリアマネジメントに必要な視点が理解できるようになる。 

 



リカレント教育課程 

授業科目名 キャリアマネジメント 2B 

担当社名 株式会社 EVEN  藤井浩明 （実務家）     ＊全 6 回授業を担当 

開講年度学期 ２０２２年度 後期 授業形態 対面授業 

単位数 １ 開講期・授業区分 週間授業 

授業の概要 

前期のキャリアの授業で学んだことを知識としてだけでなく、実戦で使用できる状態まで昇華させ、最終目標である転

職活動を成功させ為に必要なことを学んでいきます。 

履歴書や職務経歴書の作成を通し自己理解を深めアピールすべきポイントを明確化、面接にも耐えられ状態を作り、す

ぐに活動を開始できる状態にすると目指します。 

授業の到達目標 

及びテーマ 

１、企業が求めるもの、自分の持っているスキルや強みを認識し適切に表現することができる。 

２、上記内容を転職活動で使用する書類に合った形で反映し作成することができる。 

３、ポータブル skill など自己理解を深め、面接で自身の魅力・能力などを伝えることができる。 

 



リカレント教育課程 

授業科目名 総合英語 

担当者名 内薗 弘子               ＊全１２回授業を担当 

開講年度学期 ２０２２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 
社会人が英語を使用する場面を意識して文法を学び、short essay/story の読解を通して、文法、

語彙、解釈の確認をしながら、Reading/Oral presentation/Quiz などタスクベースの授業です。 

授業の到達目標 

及びテーマ 

社会人の使用頻度の高い文法の整理習得と、興味深いトピックの英文を読むことにより、文法の

定着、語彙の増強、英文解釈力の習得。 

 



リカレント教育課程 

授業科目名 Professional Business Communication   

担当者名  松原 聖子（実務家教員）          ＊全６回授業を担当 

開講年度学期 ２０２２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 
This course aims learners to acquire what professional business persons are supposed to be or do 

through a variety of activities such as presentation and group work to train output competence. 

授業の到達目標 

及びテーマ 

Theory and practice for business communication. 

 



リカレント教育課程 

授業科目名 時事英語 3 (Current English 3) 

担当者名                          Sheilah Sympson               ＊全 6 回授業を担当 

開講年度学期 ２０２２年度 後期 授業形態 遠隔授業（一部対面授業） 

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 
The aim of this class is to develop students` global perspectives through reading and discussing current events in English 

 



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）         ＊全１２回授業を担当 

開講年度学期 ２０２２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 
重要構文、状況別の語彙の定着に基づいて、積極的な発信技術を持ちコミュニケーション能力を鍛え、より実践に

対応できるような応用力を身につける。 

授業の到達目標 

及びテーマ 

仕事に関わる一般的な英語に幅広く慣れ、発信可能レベルの習得を目指す。 

 



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）        ＊全１２回授業を担当 

開講年度学期 ２０２２年度 後期 授業形態 対面授業 

単位数 ２ 開講期・授業区分 週間授業 

授業の概要 仕事に関わる一般的な英語に幅広く慣れ、発信可能レベルの習得を目指す。 

授業の到達目標 

及びテーマ 
重要構文、状況別の語彙の定着に基づいて、積極的な発信技術を持ちコミュニケーション能力を鍛える。 

 



リカレント教育課程 

授業科目名 IT リテラシー１A（Advance） 

担当者名 深澤 進                 ＊全１２回授業を担当 

開講年度学期 ２０２２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 
パソコンの基本操作の習得をめざす実習の授業です。Word を用いた文書作成、Excel を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とします。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。 

授業の到達目標 

及びテーマ 

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 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。 

 



リカレント教育課程 

授業科目名 ＩＴリテラシー1B(Standard) 

担当者名 佐藤 久栄                   ＊全１２回授業を担当 

開講年度学期 ２０２2 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 
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。 

授業の到達目標 

及びテーマ 

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 

の基本操作で簡単なプレゼンテーションができるようになる事。 

 



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 VBA） 

担当者名 深澤 進                 ＊全１２回授業を担当 

開講年度学期 ２０２２年度 後期 授業形態 対面授業 

単位数 ２ 開講期・授業区分 週間授業 

授業の概要 MOS Excel 365&2019 エキスパート（上級）の取得を目標に、Excel の応用的な操作方法を学びます。 

授業の到達目標 

及びテーマ 
MOS Excel 365&2019 エキスパート（上級）に合格できるレベルに到達することを目標とします。 

 



リカレント教育課程 

授業科目名 IT リテラシー２B（表計算と情報処理概論） 

担当者名 藤田 智子（実務家教員）          ＊全１２回授業を担当 

開講年度学期 ２０２２年度 後期 授業形態 対面授業 

単位数 ２ 開講期・授業区分 週間授業 

授業の概要 表計算ソフトの利用方法を中心に情報処理とは何かを理解し、必要な情報を検索し取捨する方法を学ぶ。 

授業の到達目標 

及びテーマ 
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必要な情報を調べて使うことができるようになる。ま

た、MOS エキスパート（対象： 2016 or 365/2019） に合格できる力を養う。 

 



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 

担当者名 一文字昭子                ＊全 6回授業を担当 

開講年度学期 ２０２２年度 後期 授業形態 対面授業 

単位数 １ 開講期・授業区分 週間授業 

授業の概要 

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、慣用表現など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。 

授業の到達目標 

及びテーマ 

的確・簡潔な表現を身につけ、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：文表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。 

 



リカレント教育課程 

授業科目名 時事英語１(Current English １) 

担当者名       Sheilah Sympson                    ＊全 6 回授業を担当 

開講年度学期 ２０２２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 
The aim of this course is to help students improve their listening and speaking skills. 

 



リカレント教育課程 

授業科目名 時事英語 2(Current English ２) 

担当者名       Sheilah Sympson                    ＊全 6 回授業を担当 

開講年度学期 ２０２２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 

The aim of this class is to encourage students in speaking and listening skills in order to build 
confidence, fluency, and vocabulary in English. 

 



リカレント教育課程 

授業科目名 
東京商工会議所連携授業 
ＩＴリテラシー3（Access） 

担当者名          伊藤 浩次 （実務家教員）         ＊全６回授業を担当 

開講年度学期 ２０２2 年度 後期 授業形態 遠隔授業 

単位数 １ 開講期・授業区分 週間授業 

授業の概要 Microsoft Access を用いたデータベース管理の入門的な授業です。 

授業の到達目標 

及びテーマ 

Microsoft Access の「オブジェクト」すなわち「構成要素（テーブル、クエリ、フォーム、レポート）」の役割の理解、設計・操

作方法の習得を目標とします。また学習を通して、データベースの基礎的なリテラシー（活用能力）を身に着けることを

目指します。 

 



リカレント教育課程 

授業科目名 企業会計入門 

担当者名                       末益 弘幸（実務家教員）      ＊全１２回授業を担当 

開講年度学期 ２０２２年度 前期 開講キャンパス  

単位数 ２ 開講期・授業区分  

授業の概要 
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、簿記から始まり、財務会計、管理会計、そして経

営分析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。 

 



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１２回授業を担当 

開講年度学期 ２０２２年度 後期 授業形態 遠隔授業 

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、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。 

 



リカレント教育課程 

授業科目名 貿易実務（貿易実務検定 C 級準備講座） 

担当者名 吉田 晴信（実務家教員）           ＊全１２回授業を担当 

開講年度学期 ２０２２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 
日本は貿易立国であり、貿易なくして日本経済は成り立ちません。また貿易と関係のないような業界（流通業界）

であっても貿易の知識は有用と考えます。本講座では輸出、輸入業務も含め、国際ビジネスの基本として貿易実

務を学習します。 

授業の到達目標 

及びテーマ 

貿易実務の全体を把握し、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

務検定の対策（貿易マーケティングの部分を除く）として有意義な講座とします。 

 



リカレント教育課程 

授業科目名 応用貿易実務（貿易実務検定 B 級準備講座） 

担当者名 吉田 晴信（実務家教員）           ＊全１２回授業を担当 

開講年度学期 ２０２２年度 後期 授業形態 遠隔授業 

単位数 ２ 開講期・授業区分 週間授業 

授業の概要 

前期の貿易実務をより深化させた内容の講座です。 世界貿易体制は、ＴＰＰ、日本ＥＵのＥＰＡなどメガＥＰＡが始まり、

これに伴い、国内法も改正されるなど制度が変わる分野が見られます。 国際ビジネスの基本としての貿易実務の知識

をより深めることが重要となります。 また前期貿易実務と比べてクレーム対応など、より多くのビジネス実務を学びま

す。 

授業の到達目標 

及びテーマ 
前期貿易実務の講座をより広く、深く勉強します。 貿易取引で使用される多くの書類の内容を理解できるようにし、貿

易実務検定Ｂ級貿易実務科目合格レベルの知識を習得する講座とします。 

 



リカレント教育課程 

授業科目名 労働法と人事労務管理（社会保険労務士準備講座） 

担当者名 平野 竜嗣（実務家）               ＊全１２回授業を担当 

開講年度学期 ２０２２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 

労働契約に無頓着な方が多いのに驚く。さらに、企業・団体で人事労務の前線に携わらない限り、労働契約の最

低ラインである労働基準法さえも知らないまま人生を送ることになる。ブラック企業にピンハネされても気付きもし

ない。パート社員には有給休暇がないなどと寝ぼけたことを言う。本講義では労働法規をベースに誰もがピンとく

るような実例を交えストーリーを展開する。その経験が、後々「知っていたので損をしなかった」に繋がることを願

う。また、当科目は社会保険労務士の資格取得を目指す方への入門講義も兼ねている。 

授業の到達目標 

及びテーマ 

受講者全員が講義で得た知識をアウトプットできるようにすることが最低限の目標。 

家族、友人、知人、企業の方々に知識を伝える（話す、書く）ことができるようにする。 

 



リカレント教育課程 

授業科目名 労働保険関連３法（社会保険労務士準備講座） 

担当者名 平野 竜嗣（実務家）             ＊全１２回授業を担当 

開講年度学期 ２０２２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 

企業・団体における人事労務業務の正確性と迅速性は、労働法規の知見の有無で圧倒的な差が生じる。例えば、

基礎知識があれば 10 分で済むことを、それがないので丸 1 日かけて格闘するなど。そこで、本講義では労働法

規（労働保険関連３法）をベースに誰もがピンとくるような実例を交えストーリーを展開する。その経験が、後々「知

っていたので損をしなかった」に繋がることを願う。また、当科目は社会保険労務士の資格取得を目指す方への入

門講義も兼ねている。 

授業の到達目標 

及びテーマ 

受講者全員が講義で得た知識をアウトプットできるようにすることが最低限の目標。 

家族、友人、知人、企業の方々に知識を伝える（話す、書く）ことができるようにする。 

 



リカレント教育課程 

授業科目名 内部監査の実務講座 （公認内部監査人準備講座） 

担当者名 近藤 利昭（実務家教員）       ＊全１２回授業を担当 

開講年度学期 ２０２２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 

先進諸国では内部監査業務への女性の進出・登用は多くみられます。内部監査は社会のニーズが高く、成長

性のある仕事で、今日日本で女性の進出が大いに期待されています。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として、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。 

役職員の資金の横領や着服、経費の流用やキックバックなど社会の信頼をゆるがす企業の不祥事があとを絶

ちません。内部監査は、専門的な知識と注意深い目線で、会社の管理体制を検証し、これらの不正の発生を未然

に防ぐことに貢献します。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検証・評

価し、是正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資するのが、内部監査の仕事です。内部監査は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、監査の知識に裏付けされた改善への意欲、そして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 

本講座では、内部監査の仕事をやさしく解説し、監査業務に必要な内部統制の知識や監査 

理論の習得、ワークショップ等を通じて、皆さんの新たなキャリア形成を支援いたします。 

 



リカレント教育課程 

授業科目名 記録管理概論（記録情報管理士準備講座３級対策）  

担当者名 八木 信幸（実務家教員）           ＊全１２回授業を担当 

開講年度学期 ２０２２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 

近年、記録管理へのニーズや関心が非常に高まっている。国では、南スーダン PKO 日報隠し、森友の財務省

公文書改ざん、加計学園問題、さらには「桜を見る会」の招待者名簿の廃棄、民間では、神戸製鋼所、三菱マテ

リアル、東レの製品検査データの改ざん等が立て続けに発覚したことが影響している。これを受け、国では「公

文書管理法」の改正を視野に入れた議論が加速してきている。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、文書管理総論、紙のファイリングの手法や電子文書管理

の基礎、アーカイブズ、機密情報管理など記録情報管理の全体像を把握できるよう講義するとともに、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 

記録情報管理士検定３級合格。※「記録情報管理士」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」。 

 



リカレント教育課程 

授業科目名 電子記録管理論（記録情報管理士準備講座２級対策） 

担当者名 八木 信幸（実務家教員）         ＊全１２回授業を担当 

開講年度学期 ２０２２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、電子文書を中心に、長期保存やデータベースを使ったデータ管理、情報検索、ますます激し

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。その後、まとめとして、記録管理に必要な法的要素や標準類について解説する。 

授業の到達目標 

及びテーマ 
記録情報管理士検定２級合格。※「記録情報管理士」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」。 

 



リカレント教育課程 

授業科目名 
Ⅰ 消費者問題と行政・法律の対応、生活知識 

（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 
安藤 昌代（実務家教員）、佐藤寿美（実務家教員）、小林協子（実務家教員）、浅見美穂（実務家教員） 

＊全１２回授業を担当 

開講年度学期 ２０２２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 前期 

授業の概要 

消費生活アドバイザーは、消費者と企業や行政の架け橋として、消費者の提案や意見を企業や行政等へ提言

し、苦情等に適切なアドバイスができる人材に与えられる資格です。合格時には国家資格の消費生活相談員資格

も同時に付与されます。有資格者は国・地方公共団体の相談窓口や、企業や業界等の顧客対応部門やマーケテ

ィング部門等で幅広く活躍しています。 

当資格は試験科目数が多く、内容も多岐に渡っています。そこで本学科では、前期に「消費者問題・行政・法律」と

「生活知識」、後期に「経済系」の２分野にわけて配し、1 年間の学習を通して資格取得に向けてポイントを絞った

学習を進めます。資格取得に限らず、消費生活知識を体系的に知ることができ、必要に応じ前期のみ、後期のみ

の受講も可能です。なお、講義は、科目毎に、指導経験豊富な専門の講師がわかりやすく解説します。 

授業の到達目標 

及びテーマ 

到達目標：消費者問題や行政の取り組みを理解し、消費生活に関する主要な法律、衣・食・住生活の知識を得て、

自身の社会生活に生かせる自立した消費者になること、資格取得を目指せることを目標とします。 

テーマ： 「消費者問題・行政・法律」では、「消費者問題や行政の歴史と課題」「消費者行政の体系」「主要な法規」

について、「生活知識」では「衣・食・住生活、その他の商品・サービスの知識」について、体系的に学びます。 

 



リカレント教育課程 

授業科目名 
Ⅱ くらしと経済 

（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 
伊ヶ崎大理、沼田夫左与、大西慧子（実務家）、安藤 昌代（実務家教員） 

＊全１２回授業を担当 

開講年度学期 ２０２２年度 後期 授業形態 遠隔授業 

単位数 ２ 開講期・授業区分 週間授業 

授業の概要 

 

消費生活アドバイザーは、消費者と企業や行政の架け橋として、消費者の提案や意見を企業や行政等へ提言し、苦情

等に適切なアドバイスができる人材に与えられる資格です。合格時には国家資格の消費生活相談員資格も同時に付与

されます。有資格者は国・地方公共団体の相談窓口や、企業や業界等の顧客対応部門やマーケティング部門等で幅広

く活躍しています。 

当資格は試験科目数が多く、内容も多岐に渡っています。そこで本学科では、前期に「消費者問題・行政・法律」と「生活知

識」、後期に「経済系」の２分野にわけて配し、1 年間の学習を通して資格取得に向けてポイントを絞った学習を進めます。資

格取得に限らず、消費生活知識を体系的に知ることができ、必要に応じ前期のみ、後期のみの受講も可能です。なお、講義

は、科目毎に、家政経済学科教授や指導経験豊富な専門の講師がわかりやすく解説します。 

授業の到達目標 

及びテーマ 

到達目標：経済指標などの基本的な知識や身近な生活経済の諸問題を体系的に理解し、くらしは経済社会と密接にか

かわっていることを理解します。市民の視点で経済社会と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。 

テーマ：経済データの見方、経済の仕組みや時事的動向、少子高齢社会を受けた家計構造の変化や金融資産管理、全世代

型社会保障のあり方、地球環境問題や持続可能社会形成に向けて消費者や企業が取り組むべき視点等、消費生活を多面的

な視野から学びます。 

 



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 

           ＊全１２回授業を担当 

開講年度学期 ２０２２年度 前期 開講キャンパス・形式 
目白キャンパス 

オンライン授業 

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。 

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。 

 



リカレント教育課程 

授業科目名 社会人のための自己表現１（プレゼンテーション） 

担当者名 尾方 僚（実務家教員）              ＊全 6 回授業を担当 

開講年度学期 ２０２２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 ビジネスにおけるプレゼンテーションを体得する実践型授業 

授業の到達目標 

及びテーマ 

ビジネスの中で常に必要なプレゼンテーション。大人数の前で発表するプレゼンに限らず、会議での発

言、発表などもプレゼンに含まれます。またこの授業ではプレゼンテーションに必要な資料の準備の仕方

から資料作成→プレゼンテーションという流れで入社後必要なスキルを体得します。またこのスキルは転

職活動における面接のスキルアップにもつながります。会社に入社してから教えてもらう機会はほとんどな

い（中途入社の場合は特に）プレゼンテーション。ここで基礎からやって自信をつけておきましょう。 オンラ

イン授業 C：同時双方向型遠隔授業（manaba とともに、Zoom または Microsoft Teams を利用） 

 



リカレント教育課程 

授業科目名 社会人のための自己表現２ （自己表現実践） 

担当者名 上田晶美（実務家教員）             ＊全６回授業を担当 

開講年度学期 2021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 面接に向けて、自己表現力を磨く。ビデオで撮って改善していく 

授業の到達目標 

及びテーマ 
就活面接に自信を持って臨めるよう、自己表現のスキルを身につける。その他、いろいろな場面でのプレゼンテーショ

ンに活かせるようにする。 

 



リカレント教育課程 

授業科目名 メンタルヘルス・マネジメント 

担当者名 齋藤 真理子                 ＊全 6 回授業を担当 

開講年度学期 ２０２２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 

本講座ではイキイキと働くために、心の健康に関する正しい知識を学び、ストレスに気づいて対処する方法を身に

つけます。授業ではワークやリラクゼーション体験などを取り入れて、受講生同士で気づいたことを共有し、多様

な感じ方や考え方に触れて理解を深めます。また、学んだことを日常生活の場で実践し、お互いの取り組みにつ

いて情報交換することで、自分に合ったストレス対処法を習得します。 

授業の到達目標 

及びテーマ 

①メンタルヘルス・マネジメントの基本を理解する 

②ストレス要因やストレスサインに気づくコツをつかむ 

③自分に合ったストレス対処法を習得する 

 



リカレント教育課程 

授業科目名 
野村證券株式会社寄付授業 

2022 働く女性のための金融経済講座  ―人生 100 年時代の未来投資― 

（企業等と連携して行う授業） 

担当者名 野村證券講師（実務家）／高梨 博子 

開講年度学期 ２０２２年度 後期 授業形態 遠隔授業 

単位数 １ 開講期・授業区分 週間授業 

授業の概要 

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 

１．金融の基本を知るために個人の生活とビジネス、それぞれの角度から投資の必要性を探る  

２．世界を俯瞰する視座に立って物事を考えるには、社会で輝くとは何かを自己に問いかける 

３．グループディスカッションを用いた意見交換会 

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 

 


