
2019年度

ITスペシャリスト科

科目コード 科目名 科目区分 必修／選択 単位時間 対象学年 実施期 週時間数 教員名 教員区分
（専任／兼任）

講義概要（目的・内容・方法） 授業形態 その他

C19SC002-1 国語表現 一般 必修 １年 前後期 2 幾留　霧子 兼任
相手意識や目的意識を持って話し，聞き，書くための力を育てる。論理的思考
力，判断力，表現力を育てる。
就職試験を念頭に漢字の読書き・作文・小論文対策を行う。

講義，演習 ノートの準備

C19SC002-2 国語表現 一般 必修 ２年 前後期 2 幾留　霧子 兼任
相手意識や目的意識を持って話し，聞き，書くための力を育てる。論理的思考
力，判断力，表現力を育てる。
就職試験を念頭に漢字の読書き・作文・小論文対策を行う。

講義，演習 ノートの準備

C19SS001
スマートフォンアプリ
開発Ⅰ

専門 必修 120 １年 前後期 3 久永　勝雄 兼任
Android Studioの使用法から入り，Android端末の機能，仕組みを理解し基礎的
なプログラミングができるようになることを目指す。

実習

C19SS002 ネットワーク基礎 専門 必修 300 １年 前後期 8 相薗　忠久 専任
本講義はシスコネットワーキングアカデミーのコースⅠカリキュラムで学習す
る。スイッチ，ルータなど実機を使った学習を通して，実務により近い技術の習
得を目指す。

実習，講義
必要に応じてプリントを
配布する。しっかりファイ
リングして管理すること。

C19SS003 ネットワーク応用 専門 必修 300 ２年 前後期 8 桑原　純平 専任
本講義はシスコネットワーキングアカデミーのコースⅡカリキュラムで学習す
る。スイッチ，ルータなど実機を使った学習を通して，実務により近い技術の習
得を目指す。

実習，講義
必要に応じてプリントを
配布する。しっかりファイ
リングして管理すること。

C19SS004 ネットワーク構築演習 専門 必修 30 １年～２年 前後期 2 桑原　純平 専任
シスコのネットワーク機器を使用し，小規模ネットワークの構築を行う。色々な
条件のもと，ネットワーク構成を考え，実際に設定まで出来るようになることを
目指す。

演習，講義

C19SS005 ICT基礎 専門 必修 60 １年 前期 3 相薗　忠久 専任

経済産業省「基本情報技術者試験」の出題範囲のうち「テクノロジ系」分野を学
ぶ。基礎的な情報技術，基本情報技術者試験で過去に出題された情報技術用
語について理解するとともに，今後出題が予想される情報技術用語についても
学習する。
情報検定（J検）情報活用試験，情報検定（J検）情報システム試験，IT パス
ポート試験にも対応できるよう学習する。
MS-Office演習（Word，Excel，Access）についてもこの科目で実施する。

講義，演習 PBL対象科目

C19SS006 Webデザイン 専門 必修 30 １年～２年 前後期 2 森　史憲 兼任
教員，非常勤講師の提案する案件をグループで取り組む。Webデザイン分野の
様々な知識や技術を習得するとともに主体性，協調性，コミュニケーション能力
の向上を目指す。

演習，講義 PBL対象科目

C19SS007 Webプログラミング 専門 必修 60 ２年 前後期 3 久永　勝雄 兼任
Webプログラミングで多くのシェアを持つPHPを使い，Webプログラミングの基
礎，データベース，アプリケーションをストーリーで覚えることを目的とする。

実習 PBL対象科目

C19SS008 プログラミング基礎 専門 必修 120 １年～２年 前後期 3 政倉　智 兼任
教員，非常勤講師の提案する案件をグループで取り組む。プログラミングの知
識や技術を習得するとともに主体性，協調性，コミュニケーション能力の向上を
目指す。

実習 PBL対象科目

C19SS009
スマートフォンアプリ
開発Ⅱ

専門 必修 15 ２年 前後期 2 政倉　智 兼任
教員，非常勤講師の提案する案件をグループで取り組む。アプリ開発の様々な
知識や技術を習得するとともに主体性，協調性，コミュニケーション能力の向上
を目指す。

演習，講義 PBL対象科目

C19SS010 Linux 専門 必修 15 １年 後期 2 菊永　太志 兼任
教員，非常勤講師の提案する案件をグループで取り組む。Linuxの知識や技術
を習得するとともに主体性，協調性，コミュニケーション能力の向上を目指す。

演習，講義 PBL対象科目

C19SS011 Webサーバ構築 専門 必修 30 ２年 前後期 2 菊永　太志 専任
教員，非常勤講師の提案する案件をグループで取り組む。Webサーバ構築の
知識や技術を習得するとともに主体性，協調性，コミュニケーション能力の向上
を目指す。

実習 PBL対象科目

C19SS012 ゲーム制作 専門 必修 30 １年～２年 前後期 2 遠矢　龍平 専任
教員，非常勤講師の提案する案件をグループで取り組む。ゲーム制作の様々
な知識や技術を習得するとともに主体性，協調性，コミュニケーション能力の向
上を目指す。

演習，講義 PBL対象科目

実務経験のある教員等による授業科目一覧
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ITスペシャリスト科

科目コード 科目名 科目区分 必修／選択 単位時間 対象学年 実施期 週時間数 教員名 教員区分
（専任／兼任）

講義概要（目的・内容・方法） 授業形態 その他

実務経験のある教員等による授業科目一覧

C19SS013-1 作品制作 専門 必修 １年～２年 前後期 6 遠矢　龍平 専任

学生がテーマを決めシステム開発を行う。開発を通して，手法や技術を身につ
けることが目的である。また，職業実践専門課程の企業等と連携した実習科目
として，企業からのアドバイスや指導を受けることで現場の仕事の進め方など
を学ぶ。

実習

C19SS013-2 作品制作 専門 必修 １年～２年 前後期 6 政倉　智 兼任

学生がテーマを決めシステム開発を行う。開発を通して，手法や技術を身につ
けることが目的である。また，職業実践専門課程の企業等と連携した実習科目
として，企業からのアドバイスや指導を受けることで現場の仕事の進め方など
を学ぶ。

実習

C19SS013-3 作品制作 専門 必修 １年～２年 前後期 6 菊永　太志 兼任

学生がテーマを決めシステム開発を行う。開発を通して，手法や技術を身につ
けることが目的である。また，職業実践専門課程の企業等と連携した実習科目
として，企業からのアドバイスや指導を受けることで現場の仕事の進め方など
を学ぶ。

実習

C19SS013-4 作品制作 専門 必修 １年～２年 前後期 6 森　史憲 兼任

学生がテーマを決めシステム開発を行う。開発を通して，手法や技術を身につ
けることが目的である。また，職業実践専門課程の企業等と連携した実習科目
として，企業からのアドバイスや指導を受けることで現場の仕事の進め方など
を学ぶ。

実習

合計 1,620 単位時間

480



2019年度

グラフィック科　２Ｄコース

科目コード 科目名 科目区分 必修／選択 単位時間 対象学年 実施期 週時間数 教員名 教員区分
（専任／兼任）

講義概要（目的・内容・方法） 授業形態 その他

C19DS002-1 ＣＧ基礎 専門 必修 １年 前期 4 木村　誠治 兼任
　PhotoshopとIllustratorの基本的スキルを修得し，DTPデザインの基礎についても
学習する。

演習

C19DS002-2 ＣＧ基礎 専門 必修 １年 前期 2 福田　智樹 兼任
　PhotoshopとIllustratorの基本的スキルを修得し，DTPデザインの基礎についても
学習する。

演習

C19DS002-3 ＣＧ基礎 専門 必修 １年 前期 2 有馬　憲吾 兼任
　PhotoshopとIllustratorの基本的スキルを修得し，DTPデザインの基礎についても
学習する。

演習

C19DS003 Ｗｅｂデザイン 専門 必修 30 １年 前期 2 福田　智樹 兼任
　Ｗｅｂサイトとして完成させる為のＨＴＭＬ化や，パーツ作成のテクニックなどのペー
ジ制作の細かなノウハウを修得する。

実習

C19DS004 映像編集・加工 専門 必修 60 １年 前後期 2 福田　智樹 兼任 　映像と合成に関する基礎知識を深め，ソフトの基本操作を修得する。 実習

C19DS005 ＣＧ応用 専門 必修 60 ２年 前後期 2 福田　智樹 兼任

　１年次に修得した映像編集・加工の技術とＷｅｂデザインの技術を更に向上させ，
それぞれ実践レベルの技術を修得するとともに，ＵＸ／ＵＩのデザインの理解を深め
た上でのコンテンツ制作を行なう。
　各項目ごとに課題を出し，課題制作において技術を身に付ける。

演習

C19DS006 イラスト・色彩 専門 必修 60 １年 前後期 2 張　佐和子 兼任
　テーマに沿って，キャラクターデザイン・ポストカード等の作成をしながら，手描き
のイラストの技術を修得する。

実習

C19DS007 デッサン 専門 必修 60 １年 前後期 2 中原　未央 兼任
　物の形をよく見て，観察し，陰影や構図，量感，質感，全体感など基礎知識を学
び，デッサン力を習得する。

実習

C19DS009-1 グループワーク 専門 必修 １年～２年 前後期 8 木村　誠治 兼任
　実際の業務に沿った流れでチームごとに案件（課題制作）に取り組み，実践的で
専門的な技術と，業務に取り組む際に必要な発想力や行動力を修得する。

実習，講義

C19DS009-2 グループワーク 専門 必修 １年～２年 前後期 8 福田　智樹 兼任
　実際の業務に沿った流れでチームごとに案件（課題制作）に取り組み，実践的で
専門的な技術と，業務に取り組む際に必要な発想力や行動力を修得する。

実習，講義

C19DS009-3 グループワーク 専門 必修 １年～２年 前後期 8 有馬　憲吾 兼任
　実際の業務に沿った流れでチームごとに案件（課題制作）に取り組み，実践的で
専門的な技術と，業務に取り組む際に必要な発想力や行動力を修得する。

実習，講義

C19DS009-4 グループワーク 専門 必修 １年～２年 前後期 8 張　佐和子 兼任
　実際の業務に沿った流れでチームごとに案件（課題制作）に取り組み，実践的で
専門的な技術と，業務に取り組む際に必要な発想力や行動力を修得する。

実習，講義

C19DS009-5 グループワーク 専門 必修 １年～２年 前後期 8 弟子丸　方道 兼任
　実際の業務に沿った流れでチームごとに案件（課題制作）に取り組み，実践的で
専門的な技術と，業務に取り組む際に必要な発想力や行動力を修得する。

実習，講義

C19DS010-1 作品制作 専門 必修 １年～２年 前後期 8 木村　誠治 兼任
　CG基礎や選択等の授業を通じて修得した技術を基に，オリジナリティを重視して
作品を制作する。また，作品のプレゼンテーション力も養う。

実習，講義

C19DS010-2 作品制作 専門 必修 １年～２年 前後期 8 福田　智樹 兼任
　CG基礎や選択等の授業を通じて修得した技術を基に，オリジナリティを重視して
作品を制作する。また，作品のプレゼンテーション力も養う。

実習，講義

C19DS010-3 作品制作 専門 必修 １年～２年 前後期 8 有馬　憲吾 兼任
　CG基礎や選択等の授業を通じて修得した技術を基に，オリジナリティを重視して
作品を制作する。また，作品のプレゼンテーション力も養う。

実習，講義

C19DS010-4 作品制作 専門 必修 １年～２年 前後期 8 張　佐和子 兼任
　CG基礎や選択等の授業を通じて修得した技術を基に，オリジナリティを重視して
作品を制作する。また，作品のプレゼンテーション力も養う。

実習，講義

C19DS010-5 作品制作 専門 必修 １年～２年 前後期 8 弟子丸　方道 兼任
　CG基礎や選択等の授業を通じて修得した技術を基に，オリジナリティを重視して
作品を制作する。また，作品のプレゼンテーション力も養う。

実習，講義

C19DS011-1 グラフィックデザイン 専門 選択 １年～２年 前後期 4 木村　誠治 兼任
　PhotoshopとIllustratorの実践的な技術を学ぶと共に，デザインの理論を学び実践
力を修得する。

実習 ２Dコース

C19DS011-2 グラフィックデザイン 専門 選択 １年～２年 前後期 2 福田　智樹 兼任
　PhotoshopとIllustratorの実践的な技術を学ぶと共に，デザインの理論を学び実践
力を修得する。

実習 ２Dコース

C19DS011-3 グラフィックデザイン 専門 選択 １年～２年 前後期 2 張　佐和子 兼任
　PhotoshopとIllustratorの実践的な技術を学ぶと共に，デザインの理論を学び実践
力を修得する。

実習 ２Dコース

合計 1,440 単位時間

実務経験のある教員等による授業科目一覧
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2019年度

グラフィック科　３Ｄコース

科目コード 科目名 科目区分 必修／選択 単位時間 対象学年 実施期 週時間数 教員名 教員区分
（専任／兼任）

講義概要（目的・内容・方法） 授業形態 その他

C19DS002-1 ＣＧ基礎 専門 必修 １年 前期 4 木村　誠治 兼任
　PhotoshopとIllustratorの基本的スキルを修得し，DTPデザインの基礎についても
学習する。

演習

C19DS002-2 ＣＧ基礎 専門 必修 １年 前期 2 福田　智樹 兼任
　PhotoshopとIllustratorの基本的スキルを修得し，DTPデザインの基礎についても
学習する。

演習

C19DS002-3 ＣＧ基礎 専門 必修 １年 前期 2 有馬　憲吾 兼任
　PhotoshopとIllustratorの基本的スキルを修得し，DTPデザインの基礎についても
学習する。

演習

C19DS003 Ｗｅｂデザイン 専門 必修 30 １年 前期 2 福田　智樹 兼任
　Ｗｅｂサイトとして完成させる為のＨＴＭＬ化や，パーツ作成のテクニックなどのペー
ジ制作の細かなノウハウを修得する。

実習

C19DS004 映像編集・加工 専門 必修 60 １年 前後期 2 福田　智樹 兼任 　映像と合成に関する基礎知識を深め，ソフトの基本操作を修得する。 実習

C19DS005 ＣＧ応用 専門 必修 60 ２年 前後期 2 福田　智樹 兼任

　１年次に修得した映像編集・加工の技術とＷｅｂデザインの技術を更に向上させ，
それぞれ実践レベルの技術を修得するとともに，ＵＸ／ＵＩのデザインの理解を深め
た上でのコンテンツ制作を行なう。
　各項目ごとに課題を出し，課題制作において技術を身に付ける。

演習

C19DS006 イラスト・色彩 専門 必修 60 １年 前後期 2 張　佐和子 兼任
　テーマに沿って，キャラクターデザイン・ポストカード等の作成をしながら，手描き
のイラストの技術を修得する。

実習

C19DS007 デッサン 専門 必修 60 １年 前後期 2 中原　未央 兼任
　物の形をよく見て，観察し，陰影や構図，量感，質感，全体感など基礎知識を学
び，デッサン力を習得する。

実習

C19DS009-1 グループワーク 専門 必修 １年～２年 前後期 8 木村　誠治 兼任
　実際の業務に沿った流れでチームごとに案件（課題制作）に取り組み，実践的で
専門的な技術と，業務に取り組む際に必要な発想力や行動力を修得する。

実習，講義

C19DS009-2 グループワーク 専門 必修 １年～２年 前後期 8 福田　智樹 兼任
　実際の業務に沿った流れでチームごとに案件（課題制作）に取り組み，実践的で
専門的な技術と，業務に取り組む際に必要な発想力や行動力を修得する。

実習，講義

C19DS009-3 グループワーク 専門 必修 １年～２年 前後期 8 有馬　憲吾 兼任
　実際の業務に沿った流れでチームごとに案件（課題制作）に取り組み，実践的で
専門的な技術と，業務に取り組む際に必要な発想力や行動力を修得する。

実習，講義

C19DS009-4 グループワーク 専門 必修 １年～２年 前後期 8 張　佐和子 兼任
　実際の業務に沿った流れでチームごとに案件（課題制作）に取り組み，実践的で
専門的な技術と，業務に取り組む際に必要な発想力や行動力を修得する。

実習，講義

C19DS009-5 グループワーク 専門 必修 １年～２年 前後期 8 弟子丸　方道 兼任
　実際の業務に沿った流れでチームごとに案件（課題制作）に取り組み，実践的で
専門的な技術と，業務に取り組む際に必要な発想力や行動力を修得する。

実習，講義

C19DS010-1 作品制作 専門 必修 １年～２年 前後期 8 木村　誠治 兼任
　CG基礎や選択等の授業を通じて修得した技術を基に，オリジナリティを重視して
作品を制作する。また，作品のプレゼンテーション力も養う。

実習，講義

C19DS010-2 作品制作 専門 必修 １年～２年 前後期 8 福田　智樹 兼任
　CG基礎や選択等の授業を通じて修得した技術を基に，オリジナリティを重視して
作品を制作する。また，作品のプレゼンテーション力も養う。

実習，講義

C19DS010-3 作品制作 専門 必修 １年～２年 前後期 8 有馬　憲吾 兼任
　CG基礎や選択等の授業を通じて修得した技術を基に，オリジナリティを重視して
作品を制作する。また，作品のプレゼンテーション力も養う。

実習，講義

C19DS010-4 作品制作 専門 必修 １年～２年 前後期 8 張　佐和子 兼任
　CG基礎や選択等の授業を通じて修得した技術を基に，オリジナリティを重視して
作品を制作する。また，作品のプレゼンテーション力も養う。

実習，講義

C19DS010-5 作品制作 専門 必修 １年～２年 前後期 8 弟子丸　方道 兼任
　CG基礎や選択等の授業を通じて修得した技術を基に，オリジナリティを重視して
作品を制作する。また，作品のプレゼンテーション力も養う。

実習，講義

C19DS012 ３ＤＣＧ 専門 選択 450 １年～２年 前後期 8 弟子丸　方道 兼任 　３ＤＣＧの基礎的知識と，Ｍａｙaのオペレーションの基本から応用までを修得する。 実習 ３Dコース

合計 1,440 単位時間

実務経験のある教員等による授業科目一覧

120

315

285



2019年度

グラフィック科　アニメーションコース

科目コード 科目名 科目区分 必修／選択 単位時間 対象学年 実施期 週時間数 教員名 教員区分
（専任／兼任）

講義概要（目的・内容・方法） 授業形態 その他

C19DS002-1 ＣＧ基礎 専門 必修 １年 前期 4 木村　誠治 兼任
　PhotoshopとIllustratorの基本的スキルを修得し，DTPデザインの基礎についても
学習する。

演習

C19DS002-2 ＣＧ基礎 専門 必修 １年 前期 2 福田　智樹 兼任
　PhotoshopとIllustratorの基本的スキルを修得し，DTPデザインの基礎についても
学習する。

演習

C19DS002-3 ＣＧ基礎 専門 必修 １年 前期 2 有馬　憲吾 兼任
　PhotoshopとIllustratorの基本的スキルを修得し，DTPデザインの基礎についても
学習する。

演習

C19DS003 Ｗｅｂデザイン 専門 必修 30 １年 前期 2 福田　智樹 兼任
　Ｗｅｂサイトとして完成させる為のＨＴＭＬ化や，パーツ作成のテクニックなどのペー
ジ制作の細かなノウハウを修得する。

実習

C19DS004 映像編集・加工 専門 必修 60 １年 前後期 2 福田　智樹 兼任 　映像と合成に関する基礎知識を深め，ソフトの基本操作を修得する。 実習

C19DS005 ＣＧ応用 専門 必修 60 ２年 前後期 2 福田　智樹 兼任

　１年次に修得した映像編集・加工の技術とＷｅｂデザインの技術を更に向上させ，
それぞれ実践レベルの技術を修得するとともに，ＵＸ／ＵＩのデザインの理解を深め
た上でのコンテンツ制作を行なう。
　各項目ごとに課題を出し，課題制作において技術を身に付ける。

演習

C19DS006 イラスト・色彩 専門 必修 60 １年 前後期 2 張　佐和子 兼任
　テーマに沿って，キャラクターデザイン・ポストカード等の作成をしながら，手描き
のイラストの技術を修得する。

実習

C19DS007 デッサン 専門 必修 60 １年 前後期 2 中原　未央 兼任
　物の形をよく見て，観察し，陰影や構図，量感，質感，全体感など基礎知識を学
び，デッサン力を習得する。

実習

C19DS009-1 グループワーク 専門 必修 １年～２年 前後期 8 木村　誠治 兼任
　実際の業務に沿った流れでチームごとに案件（課題制作）に取り組み，実践的で
専門的な技術と，業務に取り組む際に必要な発想力や行動力を修得する。

実習，講義

C19DS009-2 グループワーク 専門 必修 １年～２年 前後期 8 福田　智樹 兼任
　実際の業務に沿った流れでチームごとに案件（課題制作）に取り組み，実践的で
専門的な技術と，業務に取り組む際に必要な発想力や行動力を修得する。

実習，講義

C19DS009-3 グループワーク 専門 必修 １年～２年 前後期 8 有馬　憲吾 兼任
　実際の業務に沿った流れでチームごとに案件（課題制作）に取り組み，実践的で
専門的な技術と，業務に取り組む際に必要な発想力や行動力を修得する。

実習，講義

C19DS009-4 グループワーク 専門 必修 １年～２年 前後期 8 張　佐和子 兼任
　実際の業務に沿った流れでチームごとに案件（課題制作）に取り組み，実践的で
専門的な技術と，業務に取り組む際に必要な発想力や行動力を修得する。

実習，講義

C19DS009-5 グループワーク 専門 必修 １年～２年 前後期 8 弟子丸　方道 兼任
　実際の業務に沿った流れでチームごとに案件（課題制作）に取り組み，実践的で
専門的な技術と，業務に取り組む際に必要な発想力や行動力を修得する。

実習，講義

C19DS010-1 作品制作 専門 必修 １年～２年 前後期 8 木村　誠治 兼任
　CG基礎や選択等の授業を通じて修得した技術を基に，オリジナリティを重視して
作品を制作する。また，作品のプレゼンテーション力も養う。

実習，講義

C19DS010-2 作品制作 専門 必修 １年～２年 前後期 8 福田　智樹 兼任
　CG基礎や選択等の授業を通じて修得した技術を基に，オリジナリティを重視して
作品を制作する。また，作品のプレゼンテーション力も養う。

実習，講義

C19DS010-3 作品制作 専門 必修 １年～２年 前後期 8 有馬　憲吾 兼任
　CG基礎や選択等の授業を通じて修得した技術を基に，オリジナリティを重視して
作品を制作する。また，作品のプレゼンテーション力も養う。

実習，講義

C19DS010-4 作品制作 専門 必修 １年～２年 前後期 8 張　佐和子 兼任
　CG基礎や選択等の授業を通じて修得した技術を基に，オリジナリティを重視して
作品を制作する。また，作品のプレゼンテーション力も養う。

実習，講義

C19DS010-5 作品制作 専門 必修 １年～２年 前後期 8 弟子丸　方道 兼任
　CG基礎や選択等の授業を通じて修得した技術を基に，オリジナリティを重視して
作品を制作する。また，作品のプレゼンテーション力も養う。

実習，講義

C19DS013-1 アニメーション 専門 選択 １年～２年 前後期 4 有馬　憲吾 兼任 　アニメーション制作の基礎，キャラクターデザイン，背景の作成技術を修得する。 実習 アニメーションコース

C19DS013-2 アニメーション 専門 選択 １年～２年 前後期 2 張　佐和子 兼任 　アニメーション制作の基礎，キャラクターデザイン，背景の作成技術を修得する。 実習 アニメーションコース

C19DS013-3 アニメーション 専門 選択 １年～２年 前後期 2 佃　永喜 兼任 　アニメーション制作の基礎，キャラクターデザイン，背景の作成技術を修得する。 実習 アニメーションコース

合計 1,440 単位時間

実務経験のある教員等による授業科目一覧

120

315

285

450



2019年度

TV映像音響科　映像専攻

科目コード 科目名 科目区分 必修／選択 単位時間 対象学年 実施期 週時間数 教員名 教員区分
（専任／兼任）

講義概要（目的・内容・方法） 授業形態 その他

C19CS003 CG基礎 専門 必修 60 １年 前後期 2 福田　智樹 兼任
PhotoshopとIllustratorの基本的スキルを修得する。イメージした形や色や構成
を楽しみながら，テキストアレンジから画像合成，フライヤー等の制作，さらに
はメッセージボード制作も行う。

演習，講義

C19CS004 企画・演出Ⅰ 専門 必修 60 １年 前後期 2 平原　大志 専任
学生自ら短編映学生自ら短編映像作品(ドラマ・短編映画）の企画から撮影演
習まで行うことで，基礎的なプロの仕事の難しさ・楽しさを体験し，理解を深め
る。

講義，演習

C19CS005-1 撮影・照明技術 専門 必修 120 １年 前後期 4 池田　勝三郎 兼任
１．業務用のビデオカメラや音声，照明といったビデオ撮影の基礎を学習する。
２．昨今では一眼レフカメラを使用した動画撮影も主流であり，様々な撮影に対
応できる人材の育成を目標とする。

演習，講義

C19CS006 映像編集Ⅰ 専門 必修 90 １年 前後期 4 上荒磯　聡 兼任
映像編集・写真編集を行ううえでのソフト操作の基礎を学びながら，編集に必
要な知識，技術を学ぶ。編集上の考え方などを，実習を通して学んでいく。

演習，講義

C19CS007 舞台音響技術 専門 必修 120 １年 前後期 4 中馬　慎一郎 兼任

１．公共ホールやライブハウスなどのステージ演出の為に使用される舞台の基
本的な知識と，技術を学ぶ。
２．設備から機材の種類，取り扱い方法など，運営上安全に取り扱いができる
ように，実習を通し学んでいく。

演習，講義
必要に応じてプリントを
配布する。しっかりファイ
リングして管理すること。

C19CS009 MAⅠ 専門 必修 60 １年 前後期 2 折田　龍紀 兼任

１.ＴＶやラジオ放送で使用する素材制作の為の基本的な知識を習得する。様々
な機材の名前，使い方を覚える。
２.ＭＡをする為のソフトＰｒｏＴｏｏｌｓの使い方を習得する。様々な音に興味を持
ち，楽しみながら学べる環境をつくる。

演習，講義
ノート・ヘッドフォンを用
意しておくこと

C19CS010 DAW実習Ⅰ 専門 必修 60 １年 前後期 2 上田　孝 兼任
音楽制作ソフトCubaseを使い，DAW（デジタルオーディオワークステーション）の
基本的な操作，メロディー入力，リズム入力，コード入力などの音楽的編集や
ミックスまでを，与えられた課題を通して学んでいく。

演習，講義
ノートの準備をしておくこ
と

C19CS011
レコーディング実
習

専門 必修 60 １年 後期 2 大久保　重樹 兼任
レコーディングにおける基礎知識と技術を学ぶ。音響知識から機材の取扱い，
音の仕組みなどを理解して実践を通して学んでいく。

演習，講義

C19CS012-1 撮影技術 専門 選択 330 ２年 前後期 10 池田　勝三郎 兼任

１年時に学習したカメラ，音声，照明を使用した模擬実習を行い，実際の業務
で行っている工程のとおりに映像作品を制作する。それぞれの作品で担当する
学生を代え，すべての部署を経験することで他の業務を理解し，素早い判断で
作業の効率化を図ることが出来るようにする。

演習，講義 映像専攻

C19CS013 企画・演出Ⅱ 専門 選択 120 ２年 前後期 6 平原　大志 専任
学生自らが主体となって，短編映像作品(短編映画・ドラマ，TVバラエティ番組
など）を企画から台本作成，本番撮影，完成（納品）まで全て経験し，より実践
的なプロの仕事の難しさ・楽しさを体験することで，理解度を深める。

講義，演習 映像専攻

C19CS014-1 映像編集Ⅱ 専門 選択 ２年 前後期 6 上荒磯　聡 兼任
企画・演出Ⅱで制作を決めた作品に対して，より実践的な編集技術を学ぶ。企
画・撮影の意図を汲み取り，目的に沿った編集における考え方を習得すること
を目指す。

演習，講義 映像専攻

C19CS014-2 映像編集Ⅱ 専門 選択 ２年 後期 2 福田　智樹 兼任
写真編集ソフトウェアであるAdobeLightroomの基本的な操作について学習し，
撮影後のデジタル写真処理及び管理がスムーズに行えるようになることを目的
とする。

演習，講義 映像専攻

C19CS015 MA Ⅱ 専門 選択 60 ２年 前後期 2 折田　龍紀 兼任
音声機器を正しく扱うことができ，トラブルにも対応できる知識をつける。実際に
音を収録し，ＯＫ・ＮＧを判断して適正レベルで収録でき，さらに自分たちでＭＡ
を行って，現場で即戦力になれる人材を目指す。

演習，講義
映像専攻
ノート・ヘッドフォンを用
意しておくこと

合計 1,320 単位時間

実務経験のある教員等による授業科目一覧

180



2019年度

TV映像音響科　舞台専攻

科目コード 科目名 科目区分 必修／選択 単位時間 対象学年 実施期 週時間数 教員名 教員区分
（専任／兼任）

講義概要（目的・内容・方法） 授業形態 その他

C19CS003 CG基礎 専門 必修 60 １年 前後期 2 福田　智樹 兼任
PhotoshopとIllustratorの基本的スキルを修得する。イメージした形や色や構成
を楽しみながら，テキストアレンジから画像合成，フライヤー等の制作，さらに
はメッセージボード制作も行う。

演習，講義

C19CS004 企画・演出Ⅰ 専門 必修 60 １年 前後期 2 平原　大志 専任
学生自ら短編映学生自ら短編映像作品(ドラマ・短編映画）の企画から撮影演
習まで行うことで，基礎的なプロの仕事の難しさ・楽しさを体験し，理解を深め
る。

講義，演習

C19CS005-1 撮影・照明技術 専門 必修 120 １年 前後期 4 池田　勝三郎 兼任
１．業務用のビデオカメラや音声，照明といったビデオ撮影の基礎を学習する。
２．昨今では一眼レフカメラを使用した動画撮影も主流であり，様々な撮影に対
応できる人材の育成を目標とする。

演習，講義

C19CS006 映像編集Ⅰ 専門 必修 90 １年 前後期 4 上荒磯　聡 兼任
映像編集・写真編集を行ううえでのソフト操作の基礎を学びながら，編集に必
要な知識，技術を学ぶ。編集上の考え方などを，実習を通して学んでいく。

演習，講義

C19CS007 舞台音響技術 専門 必修 120 １年 前後期 4 中馬　慎一郎 兼任

１．公共ホールやライブハウスなどのステージ演出の為に使用される舞台の基
本的な知識と，技術を学ぶ。
２．設備から機材の種類，取り扱い方法など，運営上安全に取り扱いができる
ように，実習を通し学んでいく。

演習，講義
必要に応じてプリントを
配布する。しっかりファイ
リングして管理すること。

C19CS009 MAⅠ 専門 必修 60 １年 前後期 2 折田　龍紀 兼任

１.ＴＶやラジオ放送で使用する素材制作の為の基本的な知識を習得する。様々
な機材の名前，使い方を覚える。
２.ＭＡをする為のソフトＰｒｏＴｏｏｌｓの使い方を習得する。様々な音に興味を持
ち，楽しみながら学べる環境をつくる。

演習，講義
ノート・ヘッドフォンを用
意しておくこと

C19CS010 DAW実習Ⅰ 専門 必修 60 １年 前後期 2 上田　孝 兼任
音楽制作ソフトCubaseを使い，DAW（デジタルオーディオワークステーション）の
基本的な操作，メロディー入力，リズム入力，コード入力などの音楽的編集や
ミックスまでを，与えられた課題を通して学んでいく。

演習，講義
ノートの準備をしておくこ
と

C19CS011
レコーディング実
習

専門 必修 60 １年 後期 2 大久保　重樹 兼任
レコーディングにおける基礎知識と技術を学ぶ。音響知識から機材の取扱い，
音の仕組みなどを理解して実践を通して学んでいく。

演習，講義

C19CS016-1 舞台技術 専門 選択 330 ２年 前後期 10 前原　謙一 兼任

１．公共ホールやライブハウスなどのステージ演出の為に使用される舞台の，
応用的な知識と技術を学ぶ。
２．現場に合わせたプランニングからバラシまで一通りの技術を習得し，指示で
きるチーフスタッフを目指す。

演習，講義 舞台専攻(音響コース）

C19CS017 ProTools技術 専門 選択 120 ２年 前後期 6 大久保　重樹 兼任
1年次に学んだレコーディング実習の内容をさらに追求して実践を積み，基本
から応用まで作業できるようにする。最先端の技術も取り入れながら，自らの
力で音楽制作を完成させていくことを目指す。

演習，講義 舞台専攻(音響・照明）

C19CS018 DAW実習Ⅱ 専門 選択 120 ２年 前後期 4 上田　孝 兼任
音楽制作ソフトCubaseの操作について，1年次より更に詳細な操作方法につい
て学習し，目的に応じた簡単な音楽が制作できるようになることを目的とする。

演習，講義
舞台専攻（音響・照明）
ノートの準備をしておくこ
と

C19CS019 MA Ⅱ 専門 選択 120 ２年 前後期 4 折田　龍紀 兼任
音声収録を行うため，素材に合った声質を判断して選べるほか，選曲や効果音
の選定方法も身につける。ＰｒｏＴｏｏｌｓを使用し，希望に沿ったものをバランスよ
く，放送基準に合わせた素材を作れることを目指す。

演習，講義
舞台専攻（音響・照明）
ノート・ヘッドフォンを用
意しておくこと

合計 1,320 単位時間

実務経験のある教員等による授業科目一覧
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TV映像音響科　レコーディング専攻

科目コード 科目名 科目区分 必修／選択 単位時間 対象学年 実施期 週時間数 教員名 教員区分
（専任／兼任）

講義概要（目的・内容・方法） 授業形態 その他

C19CS003 CG基礎 専門 必修 60 １年 前後期 2 福田　智樹 兼任
PhotoshopとIllustratorの基本的スキルを修得する。イメージした形や色や構成
を楽しみながら，テキストアレンジから画像合成，フライヤー等の制作，さらに
はメッセージボード制作も行う。

演習，講義

C19CS004 企画・演出Ⅰ 専門 必修 60 １年 前後期 2 平原　大志 専任
学生自ら短編映学生自ら短編映像作品(ドラマ・短編映画）の企画から撮影演
習まで行うことで，基礎的なプロの仕事の難しさ・楽しさを体験し，理解を深め
る。

講義，演習

C19CS005-1 撮影・照明技術 専門 必修 120 １年 前後期 4 池田　勝三郎 兼任
１．業務用のビデオカメラや音声，照明といったビデオ撮影の基礎を学習する。
２．昨今では一眼レフカメラを使用した動画撮影も主流であり，様々な撮影に対
応できる人材の育成を目標とする。

演習，講義

C19CS006 映像編集Ⅰ 専門 必修 90 １年 前後期 4 上荒磯　聡 兼任
映像編集・写真編集を行ううえでのソフト操作の基礎を学びながら，編集に必
要な知識，技術を学ぶ。編集上の考え方などを，実習を通して学んでいく。

演習，講義

C19CS007 舞台音響技術 専門 必修 120 １年 前後期 4 中馬　慎一郎 兼任

１．公共ホールやライブハウスなどのステージ演出の為に使用される舞台の基
本的な知識と，技術を学ぶ。
２．設備から機材の種類，取り扱い方法など，運営上安全に取り扱いができる
ように，実習を通し学んでいく。

演習，講義
必要に応じてプリントを
配布する。しっかりファイ
リングして管理すること。

C19CS009 MAⅠ 専門 必修 60 １年 前後期 2 折田　龍紀 兼任

１.ＴＶやラジオ放送で使用する素材制作の為の基本的な知識を習得する。様々
な機材の名前，使い方を覚える。
２.ＭＡをする為のソフトＰｒｏＴｏｏｌｓの使い方を習得する。様々な音に興味を持
ち，楽しみながら学べる環境をつくる。

演習，講義
ノート・ヘッドフォンを用
意しておくこと

C19CS010 DAW実習Ⅰ 専門 必修 60 １年 前後期 2 上田　孝 兼任
音楽制作ソフトCubaseを使い，DAW（デジタルオーディオワークステーション）の
基本的な操作，メロディー入力，リズム入力，コード入力などの音楽的編集や
ミックスまでを，与えられた課題を通して学んでいく。

演習，講義
ノートの準備をしておくこ
と

C19CS011
レコーディング実
習

専門 必修 60 １年 後期 2 大久保　重樹 兼任
レコーディングにおける基礎知識と技術を学ぶ。音響知識から機材の取扱い，
音の仕組みなどを理解して実践を通して学んでいく。

演習，講義

C19CS020 ProTools技術 専門 選択 360 ２年 前後期 12 大久保　重樹 兼任
1年次に学んだレコーディング実習の内容をさらに追求して実践を積み，基本
から応用まで作業できるようにする。最先端の技術も取り入れながら，自らの
力で音楽制作を完成させていくことを目指す。

演習，講義 レコーディング専攻

C19CS021 DAW実習Ⅱ 専門 選択 210 ２年 前後期 10 上田　孝 兼任
音楽制作ソフトCubaseの操作について，1年次より更に詳細な操作方法につい
て学習し，目的に応じた簡単な音楽が制作できるようになることを目的とする。

演習，講義
レコーディング専攻
ノートの準備をしておくこ
と

C19CS022 MA Ⅱ 専門 選択 120 ２年 前後期 4 折田　龍紀 兼任
音声収録を行うため，素材に合った声質を判断して選べるほか，選曲や効果音
の選定方法も身につける。ＰｒｏＴｏｏｌｓを使用し，希望に沿ったものをバランスよ
く，放送基準に合わせた素材を作れることを目指す。

演習，講義
レコーディング専攻
ノート・ヘッドフォンを用
意しておくこと

合計 1,320 単位時間

実務経験のある教員等による授業科目一覧
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医療情報管理学科

科目コード 科目名 科目区分必修／選択単位時間 対象学年 実施期 週時間数 教員名 教員区分
（専任／兼任）

講義概要（目的・内容・方法） 授業形態 その他

C19LS001 医療概論 専門 必修 30 １年 前期 2 山下　佐英 兼任

医学と医療に関する歴史的変遷を知ったうえで，社会保障制度の枠組みであ
る「所得保障」，「医療保障」，「公衆衛生」，「社会福祉」の原則と実態を知り，社
会規範である関連法規の知識を得て，医療の社会的役割を総合的に理解しす
る。

講義
診療情報管理基礎課程科目
480時間

C19LS002 人体構造・機能論 専門 必修 90 １年～２年 前後期 2 村田　長芳 兼任
基本的な人体の部位，診断名の理解の為に，器官，臓器が構成要素であるど
のような細胞，組織から成り立ち，いかに他の器官と連携をもち，機能的にどの
ような連携作業をして，人体としてのいとなみに関わっているのかを学習する。

講義
診療情報管理基礎課程科目
480時間

C19LS003 臨床医学1 専門 必修 90 １年～２年 前後期 2 山下　佐英 兼任
臨床医学総論として疾患の原因，病態，診断，治療について学び，また先天性
疾患，外因性傷病等，及び新生物，皮膚・筋骨格系の各疾病について知識を
修得する。

講義
診療情報管理基礎課程科目
480時間

C19LS004 臨床医学2 専門 必修 150 １年～２年 前後期 2 山下　佐英 兼任
感染症・寄生虫症，血液・代謝・内分泌，精神・脳神経・感覚器系，循環器・呼
吸器系，消化器・泌尿器系の各疾病について知識を修得する。

講義
診療情報管理基礎課程科目
480時間

C19LS005 臨床医学3 専門 必修 60 １年～２年 前後期 2 家村　和千代 兼任
周産期疾病について，その特徴，症状・所見，診断法，治療法の概要を学び，
各種診療記録の記載などを理解し，適切な病歴診断名につなげる知識を修得
する。

講義
診療情報管理基礎課程科目
480時間

C19LS006 医学用語 専門 必修 60 １年 前後期 2 山下　佐英 兼任
人体の構造・機能，症状，診断名，医療行為などの必要な専門用語を修得し，
診療記録を適切に理解できることを目的とする。

講義
診療情報管理基礎課程科目
480時間

C19LS007-1
医療管理総論・各
論

専門 必修 ２年 後期 2 前田　雄介 兼任

我が国の医療提供システムの特徴を知り，欧米諸国との相違を認識し，特徴
的なわが国の医療保険制度を理解し，医療の実務に対応する為の知識を充実
させる。病院を的確に維持，運営していくうえで重要な，経営管理，医療管理，
安全管理，医療の質の管理について基礎的な知識を学ぶ。
また，診療情報管理士として習得すべき，より実務的な診療報酬制度を理解す
る。

講義
診療情報管理専門課程科目
570時間
690時間

C19LS007-2
医療管理総論・各
論

専門 必修 ３年 前期 2 前田　雄介 兼任

我が国の医療提供システムの特徴を知り，欧米諸国との相違を認識し，特徴
的なわが国の医療保険制度を理解し，医療の実務に対応する為の知識を充実
させる。病院を的確に維持，運営していくうえで重要な，経営管理，医療管理，
安全管理，医療の質の管理について基礎的な知識を学ぶ。
また，診療情報管理士として習得すべき，より実務的な診療報酬制度を理解す
る。

講義
診療情報管理専門課程科目
570時間
690時間

C19LS007-3
医療管理総論・各
論

専門 必修 ３年 前期 2 岩穴口　孝 兼任

我が国の医療提供システムの特徴を知り，欧米諸国との相違を認識し，特徴
的なわが国の医療保険制度を理解し，医療の実務に対応する為の知識を充実
させる。病院を的確に維持，運営していくうえで重要な，経営管理，医療管理，
安全管理，医療の質の管理について基礎的な知識を学ぶ。
また，診療情報管理士として習得すべき，より実務的な診療報酬制度を理解す
る。

講義
診療情報管理専門課程科目
570時間
690時間

C19LS008
保険医療情報学・
統計学

専門 必修 150 ２年～３年 前後期 2 小原　仁 兼任

医療情報システムの実際，診療情報の倫理的側面，適切な手段により体系的
に情報処理を行う方法，病院経営者・医療従事者に対する意志決定支援の方
法などについて学ぶ。
また，医療情報のデータベース化と統計的方法による医療情報の解析方法，
及び統計資料について適切に解釈する方法を学ぶ。

講義
診療情報管理専門課程科目
570時間
690時間

C19LS009 診療情報管理論 専門 必修 120 ２年～３年 前後期 2 岩穴口　孝 兼任

診療記録ならびに医療情報にかかわる法規及び，病院組織における診療情報
管理の在り方について学ぶ。
また，診療情報を管理する目的や意義を十分に理解し，各々の環境ごとに診
療情報の運用方法について学ぶ。

講義
診療情報管理専門課程科目
570時間
690時間

C19LS010 国際統計分類 専門 必修 150 ２年～３年 前後期 4 大宮路　ゆかり 専任

疾病の分類を中心に，その概念・種類・目的及び診療録に記載された内容につ
いて，WHO刊行のICD-10を用いた分類コードをつけるための理論と技法を修
得する。
さらに腫瘍の分類（Mコード），医療行為の分類，診療録の具体例や，退院時要
約，死亡診断書の記載内容についての理解と知識を深め，それらの活用能力
を身につけることを目指す。

講義
診療情報管理専門課程科目
570時間
690時間

実務経験のある教員等による授業科目一覧
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医療情報管理学科

科目コード 科目名 科目区分必修／選択単位時間 対象学年 実施期 週時間数 教員名 教員区分
（専任／兼任）

講義概要（目的・内容・方法） 授業形態 その他

実務経験のある教員等による授業科目一覧

C19LS011 病院実習 専門 必修 120 ３年 前期 20日間 大宮路　ゆかり 専任
病院現場での実務を体験することで，病院の基本的機能を理解し，医療従事
者，診療情報管理士として望ましい人間形成を図る。

実習

診療情報管理専門課程科目
570時間
690時間
約25施設と実習契約を締結

C19LS012 国際疾病分類 専門 必修 90 ２年～３年 前後期 4 大宮路　ゆかり 専任

「人体構造・機能」「臨床医学」で学んだ知識を活かし，診療記録（退院時サマ
リ）の読解力をつけ，ICDコード選択の応用力を身に付けることで，疾病統計，
DPCコーディング，DPC上の様式１作成，死亡診断書作成時に活用できる応用
力を身に付ける。

講義

C19LS013-1 医療事務 専門 必修 １年 前後期 8 永吉　ゆり子 専任
医療事務従事者として，診療報酬請求上の点数表の基本を理解し，早く正確に
保険請求できる能力を修得する。
更に外来請求及び入院請求等，基本的な保険請求の方法を修得する。

講義

C19LS013-2 医療事務 専門 必修 ２年 前期 8 愛甲　尚子 専任

医療事務従事者として，診療報酬請求上の点数表の基本を理解し，早く正確に
保険請求できる能力を修得する。
更に外来請求及び入院請求等，様々な保険請求の方法を修得し，医療機関で
の即戦力となる人材育成を目指す。

講義

C19LS014 介護事務 専門 必修 30 １年 後期 2 内薗　章子 専任
介護・福祉分野に関わる一員として基本となる事柄を学び，医療保険との関わ
りや介護保険制度の仕組みと介護給付費請求事務といった介護保険実務を修
得することを目標とする。

講義

C19LS015-1
医療コンピュータ
実習

専門 必修 １年 後期 2 永吉　ゆり子 専任
診療報酬請求やコンピュータに関する知識を学び，医事会計システムや電子カ
ルテを操作する技能を修得し，早さと正確さを兼ね備え，医療機関での即戦力
となる人材育成を目指す。

演習

C19LS015-2
医療コンピュータ
実習

専門 必修 ２年～３年 前後期 2 愛甲　尚子 専任
診療報酬請求やコンピュータに関する知識を学び，医事会計システムや電子カ
ルテを操作する技能を修得し，早さと正確さを兼ね備え，医療機関での即戦力
となる人材育成を目指す。

演習

C19LS016
病院管理・医療衛
生法規

専門 必修 60 １年 前後期 4 内薗　章子 専任

病院組織と病院の業務を理解し，医療制度と病院医療のあり方，また各部門に
ついて学ぶ。
医療法を始め医療保険各法，その他公費負担に関する各法などについて幅広
く学び，医療機関で即戦力となる人材育成を目指す。

講義

C19LS018 コンピュータ概論 専門 必修 60 １年 前後期 2 永山　邦哉 兼任

ITに携わる職業人として，誰もが共通に備えておくべき基本的な知識の習得を
目的とする。PCを使わずに業務をすることがない診療情報管理士や医療事務
を目指す者として，おさえておきたい基本的なITの基礎知識を学び，実際にPC
を用いて演習を行う。

演習

C19LS019
医療情報データ
ベース

専門 必修 60 ２年 前後期 2 永山　邦哉 兼任

病院では，患者一人一人のデータをまとめ，動向，医療情報を知ることができ
る。
Accessソフトの操作方法を学び，利用時のデータがどのように有効活用できる
かという技術を習得する。

演習

C19LS020 卒業研究 専門 必修 90 ２年～３年 前後期 2 小原　仁 兼任

グループワークを主とし医療にまつわるテーマを決め，それについて調査，研
究，発表を行うことで，診療情報管理士としてのデータ収集力，探求心，プレゼ
ン力を身に付ける。
学会等での発表の機会がある。

演習

C19LS021
診療情報管理士
試験対策

専門 必修 120 ３年 後期 8 大宮路　ゆかり 専任
診療情報管理士認定試験の合格に向けて，診療情報管理Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳの内
容を復習し知識及び技術の習得に努める。

講義

合計 2,160 単位時間

360
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医療福祉秘書科
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C19HS001 医療事務Ⅰ 専門 必修 270 １年 前後期 10 永吉　ゆり子 専任

医療事務従事者として，診療報酬請求上の点数表の基本を理
解し，早く正確に保険請求できる能力を修得する。
更に外来請求及び入院請求等，基本的な保険請求の方法を修
得する。

講義

C19HS002-1 医療事務Ⅱ 専門 選択 180 ２年 前後期 8 愛甲　尚子 専任

医療事務従事者として，診療報酬請求の仕組みを深く理解し，
早く正確に保険請求できる能力を修得する。
更に外来請求及び入院請求等，様々な保険請求の方法を修得
し，医療機関での即戦力となる人材育成を目指す。

講義 医療事務専攻

C19HS002-2 医療事務Ⅱ 専門 選択 30 ２年 前期 2 大宮路　ゆかり 専任

医療事務従事者として，診療報酬請求の仕組みを深く理解し，
早く正確に保険請求できる能力を修得する。
更に外来請求及び入院請求等，様々な保険請求の方法を修得
し，医療機関での即戦力となる人材育成を目指す。

講義 医師事務専攻

C19HS003 医師事務 専門 選択 90 ２年 前後期 4 大宮路　ゆかり 専任

医師の事務的作業に，処方箋作成，検査予約，診断書などの
文書作成がある。これらを代行する際に必要な専門知識とスキ
ルを身につけ，医師事務作業補助者として医療現場で活躍でき
るスキルを習得する。

講義 医師事務専攻

C19HS004
基礎医学・薬学
一般

専門 選択 60 ２年 前後期 2 大宮路　ゆかり 専任

医療現場で必要とされる基本的で一般的な，医学用語・人体解
剖の名称やしくみ・各疾病の病態および検査や治療法・投薬に
ついて習得する。医師事務作業補助者として医療現場で活躍で
きる基本的な医学・薬学の理解を目指す。

講義 医師事務専攻

C19HS005-1
医療ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ実
習

専門 必修 １年 前後期 4 永吉　ゆり子 専任
診療報酬請求やコンピュータに関する知識を学び，医事会計シ
ステムや電子カルテを操作する技能を修得し，早さと正確さを兼
ね備え，医療機関での即戦力となる人材育成を目指す。

演習

C19HS005-2
医療ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ実
習

専門 必修 ２年 前後期 4 愛甲　尚子 専任
診療報酬請求やコンピュータに関する知識を学び，医事会計シ
ステムや電子カルテを操作する技能を修得し，早さと正確さを兼
ね備え，医療機関での即戦力となる人材育成を目指す。

演習

C19HS006
病院管理・医療
衛生法規

専門 必修 90 １年～２年 前後期 2 内薗　章子 専任

病院組織と病院の業務を理解し，医療制度と病院医療のあり
方，また各部門について学ぶ。
医療法を始め医療保険各法，その他公費負担に関する各法な
どについて幅広く学び，医療機関で即戦力となる人材育成を目
指す。

講義

C19HS007 医療秘書 専門 必修 30 １年 前期 2 内薗　章子 専任

法規や保険制度・医療費等の正しい知識を持ち，患者様の不安
等に応対することが必要である。
知識と技能を兼ね備え，質の高いサービスを提供するスタッフを
教育することを目標とする。

講義

C19HS008 基礎医学 専門 必修 30 ２年 後期 4 大宮路　ゆかり 専任
人体の構造，臓器の役割を理解し，病気の原因，症状，治療法
を学び，医療現場で使われている専門用語を習得する。

講義

C19HS009 社会福祉 専門 必修 210 １年～２年 前後期 6 米森　勇二 専任

高齢者や障害者の心身上の問題点を理解し，保健・医療・福祉
の制度や政策を学習すると同時に，介護等の基本的な知識や
技術を修得しながら，幅広い社会的常識を持つことを習得す
る。

講義・演習

C19HS010 介護事務 専門 必修 150 １年～２年 前後期 2 内薗　章子 専任
介護・福祉分野に関わる一員として基本となる事柄を学び，医
療保険との関わりや介護保険制度の仕組みと介護給付費請求
事務といった介護保険実務を修得することを目標とする。

講義

合計 1,320 単位時間

実務経験のある教員等による授業科目一覧
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C18MC001 英会話Ⅰ 一般 必修 30 １年 前後期 2 川原　メリンダ 兼任
日常生活の中でよく使われる英語表現を学び，自分自身のことを表現することができる
ようになることが目的である。
保育園や幼稚園で必要となる英語を学んでいく。

講義

C18MC002 健康科学 一般 必修 15 １年 前後期 2 瀬戸　陽子 兼任

「超高齢化社会」「余暇社会」「健康不安社会」の社会不安の問題に対して，スポーツは
有効に機能すべきである。スポーツ活動で健康を維持したり，体力を向上させることで，
現代社会に広がった運動不足を解消することが期待できるため，スポーツ活動との関
連の中で健康や体力に関する知識や関心を高め，合理的な運動実践の習慣化を図る
ことについて学習する。

講義

C18MC003 日本国憲法 一般 必修 30 ２年 前後期 2 西　洋介 兼任

日本国憲法は我が国の基本法である。保育教諭として働いていく上で必要とされる各
種法令や制度を理解するために，その前提となる最高法規である憲法の基礎を理解す
る事を目的とする。憲法の重要条文を理解するために，時事のニュースからそれに適す
るテーマを選び出し，模擬裁判，模擬国会を行い，自分で考え，レポートを書き，発表す
るという方法で，講義を行う。

講義

C18MC004 生涯スポーツ 一般 必修 20 １年 前後期 2 瀬戸　陽子 兼任
スポーツが，生涯の心身の健康にいかに重要であるかを理解する。
ゲームを通して審判や運営能力の向上を図るとともに，バレーボール・バドミントンの実
践を通して競技能力の向上を図る。

講義・実技

C18MC005 情報処理入門Ⅰ 一般 必修 30 １年 前後期 2 中元　浩司 専任
コンピュータの基礎知識や情報倫理，アプリケーションやインターネットの操作方法，そ
れらを安全かつ有効に利用する方法や知識を習得する。

講義・演習

C18MC007 国語表現Ⅰ 一般 必修 60 １年～２年 前後期 2 幾留　霧子 兼任
相手意識や目的意識を持って話し，聞き，書くための力を育てる。論理的思考力・判断
力・表現力を育てる。
就職試験・面接・プレゼンテーション・作文のための対策を行う。

講義

C18MS001-1 音楽（器楽・声楽） 専門 必修 １年～２年 前後期 2 福元　清美 専任
子ども達の生活に必要不可欠な音楽技術，また資質の向上を目指す。子どもたちと音
楽を楽しむための，知識や読譜力，コード奏法や音楽表現を習得する。音楽理論を取り
入れながら，楽しく弾き歌いできるように指導していく。

講義・実技

C18MS001-2 音楽（器楽・声楽） 専門 必修 １年～２年 前後期 2 有村　康子 兼任
子ども達の生活に必要不可欠な音楽技術，また資質の向上を目指す。子どもたちと音
楽を楽しむための，知識や読譜力，コード奏法や音楽表現を習得する。音楽理論を取り
入れながら，楽しく弾き歌いできるように指導していく。

講義・実技

C18MS003 幼児体育 専門 必修 15 ２年 前後期 2 瀬戸　陽子 兼任

幼児期の運動あそびを追体験することを通して，保育者として必要な運動あそびのレ
パートリーを増やすことと，バリエーションの拡げ方を理解するとともに，運動あそびの
指導に必要な保育技術についても検討する。
遊びの連続性・発展性を広げていく上での実践的知識を習得する。

講義・演習

C18MS004 教育原理 専門 必修 30 １年 前後期 2 立和名　堅 兼任

1.教育の意義，目的について考察し，理解する。
2.教育思想の歴史的変遷について学び，教育に関する基本的な理論について理解す
る。
3.公教育制度の変遷を知るとともに，日本及び諸外国の現在の教育制度を理解する。
4.経験カリキュラムによる幼児教育の意義とその方法について理解する。
5.情報化・国際化・生涯学習時代における教育の現状と課題について考察する。

講義

C18MS005 教育心理学 専門 必修 30 １年 前後期 2 松本　宏明 兼任
子どものこころや発達特性について，心理的な見方から教育を効果的におこなうための
方法を学ぶ。
また発達に偏りのある子どもの特徴や関わり方について学ぶ。

講義

C18MS007 健康（指導法） 専門 必修 15 １年 前後期 2 瀬戸　陽子 兼任

急激な社会変化の中で，子どもの身体や心のゆがみが指摘されている。その一方で健
全な精神や身体を育成するはずの運動，スポーツは低年齢化，競技化，専門化の傾向
にあり弊害さえ生み出している。そのため，健康についての理解を深め，知識の獲得を
目的とする。

講義

C18MS008 人間関係（指導法） 専門 必修 15 １年 前後期 2 濵田　恵利子 専任

子どもが本来有している人と関わる能力について理解し，そうした能力を引き出すため
に必要な環境構成のあり方について検討することが求められる。また，子どもたちを取
り巻く過程や地域などの現状を理解しながら，現在の社会背景による子どもたちへの影
響等について考え，乳児保育の意義や役割を理解する。

講義・演習

実務経験のある教員等による授業科目一覧
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C18MS009 環境（指導法） 専門 必修 15 １年 前後期 2 寺田　仁志 兼任

幼児期は興味や関心を持ったものに対して自分から関わろうとする能動性によって心
身の発達要因となる。この能動性を発揮させるには環境が整っていることが重要であ
る。そのための人的環境，物的環境，自然環境，社会環境等について考える。また，幼
児は遊びを通して心身学習発達するものである。日本の文化として引き継がれている
草花遊びは幼児及び保育者に物的環境，自然環境だけでなく，人的環境を考えさせ，
数量や空間，時間経過について理解を促すことが可能であり，保育者がその方法や意
義を学ぶことで「環境」について理解を深める。

講義

C18MS010 言葉（指導法） 専門 必修 15 １年 前後期 2 植木　章子 専任

幼稚園教育要領・保育所保育指針・幼保連携型認定こども園教育・保育要領の5領域
の一つ「言葉」について，乳幼児期の言語的発達を踏まえ，保育における子どもの言葉
によるコミュニケーション，絵本などの文化財との関わり等の具体的な言葉に関わる保
育内容の指導法を実践的に理解する。乳幼児の言葉に関する「ねらい」「内容」を保育
現場でどう展開するかを学んでいくとともに，子どもが言葉を獲得し，活発な言語活動が
できるようになるには，自分の気持ちを言葉で表すことの楽しさを味わうことができるよ
うにすることが大切である。

講義・演習

C18MS011 言語表現 専門 必修 15 ２年 前後期 2 植木　章子 専任

現代社会においては，情報の理解能力，人間の思考に関する省察力，コミュニケーショ
ンなどを子どもたちに育成することが求められている。言語はそれらに通底する基礎能
力である。本講義では，幼児教育，言語教育，教育人間学などの諸領域を横断して，情
報，思考，コミュニケーションに関する基礎知識を修得すること，また，言語コミュニケー
ションについて，体験を踏まえた反省的な知識を得ることを目標とする。

講義・演習

C18MS013 家庭支援論 専門 必修 30 ２年 前後期 2 中村　律子 専任
子育てのプロフェッショナルとして，子どもだけでなく親や親を取り巻く様々な環境に働き
かけるスキルと理論，物事を多角的に分析する力を身につける。

講義

C18MS014 子どもの保健Ⅰ①② 専門 必修 60 １年～２年 前後期 2 中江　ミヤ子 兼任
子どもに起こりやすい疾病・事故について述べることができる。
疾病・事故予防の対策と方法について説明することができる。

講義

C18MS015 子どもの保健Ⅱ 専門 必修 15 ３年 前後期 2 中江　ミヤ子 兼任

子どもの保健には，子どもの成長・発達，子どものかかりやすい疾病（病気）と事故，疾
病の予防と保健指導，子どもの生活と健康問題，子どもの保健行政などが含まれる。
子どもの成長・発達の特徴を知り，子どもの生理機能を理解した後，生活習慣を含む衛
生管理，救急処置を含む事故対策，子どもの疾患に対する処置・予防対策など，子ども
の健康で安全な生活を守り育てるための知識を身につけることがこの授業の主な内容
である。
講義は日々の生活や職場で役立つような実学中心の内容になっているため，教育実
習，職場実習や研修，将来の子育てに役立つ。

講義・演習

C18MS016 児童文化 専門 必修 30 １年 前後期 2 森山　剛充 兼任
子どもが最初に接する文学である絵本を中心に取り上げて，児童文化の基礎習得を目
標とする。

講義・実技

C18MS017 教育方法論 専門 必修 30 １年 前後期 2 立和名　堅 兼任
教育方法をめぐる原理的な知識の数々を学んでいくことで，多角的な視点から自分なり
の，よりよい教育方法を考案する力の獲得をめざす。幼児教育の方法に関する理論的
知識を習得する。乳幼児期の教育方法に関する基礎・基本原理を理解する。

講義・演習

C18MS018 社会福祉 専門 必修 30 １年 前後期 2 米森　勇二 専任
社会福祉の制度，仕組み（システム）及び実践がどのように行われているか，その全体
像を理解し，社会保障，社会福祉の各分野について理解する。

講義

C18MS019 相談援助 専門 必修 15 ３年 前後期 2 米森　勇二 専任
人と関わりながら生きている「社会人」としのて自分を見つめ直し，授業を通じて相談援
助の実態に興味を持ち，同時に「自分の幅」を広げることによって，現場に出た時の対
応力に繋げる。

講義

C18MS020 児童家庭福祉 専門 必修 30 ２年 前後期 2 前野　明子 兼任
子ども家庭福祉の課題について総括的に考察できる力を養う。保育者として子どもの最
善の利益をはかるための基礎的な知識を習得する。

講義

C18MS021 教職概論 専門 必修 30 １年 前後期 2 立和名　堅 兼任

幼児教育とは何かを考え，教師の役割について理解する。
日本における教師の変遷を知り，これからの教師・保育者のあり方について考察する。
現代社会の現状を知り，子どもの社会的発達環境への対応について考察する。
幼児教育の現場における保育者の役割を理解し，教師としての基本的な資質を身に付
ける。

講義

C18MS022 保育原理　 専門 必修 30 ２年 前後期 2 植木　章子 専任

保育の意義や目的について理解し，保育所保育指針・幼稚園教育要領・及び幼保連携
型認定こども園教育・保育要領を中心とした保育に関する法令や制度をしっかり学び理
解する。また保育の基本，歴史的変遷や思想について学んだ上で保育の現状と課題に
ついて考察し，その学びからその後の各科目での学びを深めていく根幹的な科目であ
ることを理解し，取り組むようにする。

講義
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C18MS025 保育内容総論 専門 必修 15 １年 前後期 2 植木　章子 専任

保育所保育指針・幼稚園教育要領・幼保連携型認定こども園教育・保育要領に示され
ている保育の内容を構成する5つの領域に対する全般的且総合的な理解を深める。さ
らに保育現場の状況を具体的にイメージしながら保育内容を考えて実態と諸問題を複
眼的な視点でとらえ，保育内容に対する幅広い見識を養う。

講義

C18MS027 教育課程総論 専門 必修 30 １年 前後期 2 立和名　堅 兼任

教育課程とは，教育の目的や目標を有効に達成するための教育内容を子どもへの心
身の発達に応じて編成，計画されるものである。従って教育課程の編成・計画を単なる
技術論としてではなく，幼児教育の本質に根ざすものであることを目的とする。テキスト
に沿って内容を要約し，かつ説明を加えた丁寧な講義を行う。講義の進め方としてプレ
ゼンテーションを中心に展開することとする。

講義

C18MS028 乳児保育 専門 必修 30 ２年 前後期 2 濵田　恵利子 専任

3歳児未満児の発育，発達の過程や特性を踏まえた援助や関わりの基本的な考え方に
ついて理解する。
養護及び教育の一体性を踏まえ，3歳未満児の子どもの生活や遊びと保育の方法及び
環境について具体的に理解する。

講義

C18MS029 発達心理学 専門 必修 30 ３年 前後期 2 山本　直彦 兼任
人が生まれてから死ぬまでの流れを意識しながら「今」を支えることは，支援のあり方を
点から線に変える。この講義では発達心理学の基本的知識を学び，繋がりのある支援
ができる保育者の視点を身につけることを目標とする。

講義

C18MS030 音楽表現（指導法） 専門 必修 15 １年 前後期 2 福元　清美 専任
日々の保育の中で，子どもが想像力豊かに，また感情豊かに成長していくためには，保
育者はどのような環境設定と援助をすべきか，音楽を通して実践的な表現活動を学ぶ
ことを目標とする。

講義・演習

C18MS031 劇あそび（指導法） 専門 必修 15 １年 前後期 2 福元　清美 専任
幼児期に豊かな感性や表現する力を養い，創造性を豊かにするねらいのもと，幼児の
心身の発育発達を促しリズム感をつけるとともに，体を通して感じたことを動きで様々な
表現ができるように，指導・援助法を学ぶ。

講義・演習

C18MS034 教育相談 専門 必修 30 ２年 前後期 2 岡田　明日香 兼任 保育実践における活用可能な心理学やカウンセリングの基本的な知識について学ぶ。 講義

C18MS035 保育・教職実践演習 専門 必修 30 ３年 前後期 2 植木　章子 専任

現代社会の変動や幼児教育現場の抱える課題が多様化する中で，保育者として教職
生活を営むためには，これ迄の学習を体系的に統合し省察する必要がある。その過程
において保育者として必要な資質能力を確実に身に付けているかどうか確認し，自己
点検を講じることが必要である。

講義・演習

C18MS036 教育実習事前事後指導 専門 必修 15 ２年 前後期 2 濵田　恵利子 専任
教育実習に向けた「事前」の心構えや準備に関する基礎知識を理解する。観察記録の
作成，指導計画の立案の方法を理解する。
「事後」のまとめに関わる考察の視点を理解する。

講義

C18MS037 教育実習 専門 必修 60 ２年～３年 前後期 2 濵田　恵利子 専任

専門教育科目で獲得した幼児教育に関する知識，技能を活用しながら，実践的指導力
を体験的に，また総合的に高めていくことを目標とする。この目標を達成するために，第
1回（2週間）の実習では，観察・参加実習，部分実習を，さらに，第2回（2週間）の実習で
は，指導実習を主とする実習を行うこととする。

演習・実習

C18MS038
保育実習事前事後指導Ⅰ
（保育所・施設）

専門 必修 30 ２年～３年 前後期 2 中村　律子 専任
保育実習の全体的な枠組みを理解し，実習に臨む心構えを作ること，指導計画の作成
や実習日誌の書き方などに関わる知識と技術を身につけること，実習の総括と自己評
価を行い，新たな課題や学習目標を明確にすることを目的とする。

講義

C18MS039 保育実習Ⅰ（保育所・施設） 専門 必修 60 ２年～３年 前後期 2 中村　律子 専任

【２年】
・「保育実習」は，保育士資格を取得するために児童福祉施設（保育所）で行う実習で，
10日間の実習で次の内容を体験的に学ぶ
　　①　保育所における1日の流れ
　　②　子どもへの理解を深める
　　③　保育士の業務内容や職業倫理について学ぶ
　　④　保育所等の技術や記録方法について実践的に学ぶ
　　⑤　保育士を志すものとして自覚を高める
【3年】
・保育士資格を取得するために保育所以外の児童福祉施設（乳児院・児童養護施設・
母子生活支援施設などの養護施設や障害者支援施設などの障害者施設）で行う実習
で，10日間の実習で次の内容を体験的に学ぶ
　　①　施設における1日の流れ
　　②　子どもや障害者への理解を深める
　　③　施設保育士の業務内容や職業倫理について学ぶ
　　④　施設の技術や記録方法について実践的に学ぶ
　　⑤　保育士を志すものとして自覚を高める

演習・実習
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C18MS040 保育実習事前事後指導Ⅱ・Ⅲ 専門 必修 15 ３年 前後期 2 中村　律子 専任

「保育実習Ⅰ（保育所・施設）」や，これまでに学習した内容を基礎にして，保育実習Ⅱ・
Ⅲの準備を行う。
子どもの最善の利益を基礎とした児童福祉施設における保育と養護の理解，また家族
への支援など保育の実践力を養うことを目的とする。さらに，児童福祉施設以外の施設
について理解を深める。
保育実習Ⅱ・Ⅲの事後指導として，自己評価を行い，保育士としての自己の課題を明確
化する。

講義

C18MS041 保育実習Ⅱ・Ⅲ 専門 必修 30 ３年 前後期 2 中村　律子 専任

「保育実習事前事後指導Ⅰ」「保育実習（保育所・施設）」，またその他の教科で学習し
た内容を基盤に，児童福祉施設における養護の理解，家族への支援など，保育の実践
力を養うことを目的とする。
児童福祉施設以外の施設についても理解を深める。
指導計画の作成や記録など，保育の実践力を養う。
保育実習Ⅱ・Ⅲの事後指導として，自己評価を行い，保育士としての自己の課題を明確
化する。

演習・実習

C18MS042 保育実技 専門 必修 270 １年～３年 前後期 2 濵田　恵利子 専任
乳幼児の心理・発達段階・幼児のその時の精神状態や集団での様子の把握の仕方や
対処方法などを学んで，即実践できるようにするための技術を身に付けていく。

演習・実技

C18MS043-1 実習指導 専門 必修 １年～３年 前後期 2 中村　律子 専任

「保育実習Ⅰ（保育所）：2年次6月」「保育実習Ⅰ（施設）：3年次5月」「保育実習Ⅱ（保育
所）・Ⅲ（施設）：3年次9月」の各実習に向けて，実習に臨む前に，下記内容を段階的に
指導する。
　①保育実習の意義，目的
　②幼稚園と保育所，認定こども園の違い，保育園の流れや概要
　③「保育所保育指針」の発達区分に沿った，子どもの発達と保育の目安
　④年齢別による保育の展開の仕方や指導案，日誌の書き方
　⑤保育園以外の児童福祉施設の種類について（施設における対象者や助言職務内
容など）
　⑥施設実習の必要性，施設現場での養護と療育の経験が保育実践に繋がっていくこ
とについて

講義・演習・実技

C18MS043-2 実習指導 専門 必修 １年～３年 前後期 2 濵田　恵利子 専任
幼稚園の教育実習は「幼稚園教諭二種免許状」を取得するための必須の単位であるこ
とをしっかりと認識し，実習を開始するにあたって，「幼児期の生活と発達の特性」「幼稚
園教育の基本と目標」を確認することを目標とする。

講義・演習・実技

C18MS044 保育技術 専門 必修 165 １年～３年 前後期 2 植木　章子 専任

乳幼児の前で保育を展開するにあたって，子どもたちが集中して話を聴いたり，活動に
夢中で取り組むための手段を講じることが必須になる。そのために，乳幼児の心理・発
達段階・幼児のその時の精神状態や集団での様子の把握の仕方や対処方法などを学
んで，即実践できるようにするための技術を身に付けていく。質の高い保育者を目指
す。（保育者に必要な技術を学び，保育現場で実践できるようにする）

講義・演習・実技

C18MS045 幼児教育実践 専門 必修 60 ３年 前後期 2 植木　章子 専任
乳幼児の心理・発達段階・幼児のその時の精神状態や集団での様子の把握の仕方や
対処方法などを学んで即実践できるようにするための技術を身に付けていく。

実技

C18MS046 音楽リズム 専門 必修 180 １年～３年 前後期 2 福元　清美 専任
幼児教育で必須のピアノを学ぶために，ソルフェージュの力や，音楽学習の基礎的な知
識と応用力を養う。

講義・演習

C18MS047 幼児体育実技 専門 必修 30 ２年～３年 前後期 2 瀬戸　陽子 専任

乳幼児期の運動経験は極めて大きな意義をもち，あそびを中心とした子どもの全生活・
全生命に深いつながりをもっている。運動発達の順次性や興味・欲求を十分に理解し，
運動あそびに関する保育を展開し，運動の基本を身に付けさせる責務を担っていること
を理解する。

講義・実技

C18MS048-1 ピアノレッスン 専門 必修 １年～３年 前後期 2 福元　清美 専任
実習に向けて必要な，生活曲・季節曲・童謡・アニメ等を演奏するために必要なコード奏
法を理解する。曲の流れを止めることなく表情豊かに弾き歌いができるように指導す
る。音楽を表現する力を習得することを目標とする。

演習

C18MS048-2 ピアノレッスン 専門 必修 １年～３年 前後期 2 有村　康子 兼任
実習に向けて必要な，生活曲・季節曲・童謡・アニメ等を演奏するために必要なコード奏
法を理解する。曲の流れを止めることなく表情豊かに弾き歌いができるように指導す
る。音楽を表現する力を習得することを目標とする。

演習

C18MS048-3 ピアノレッスン 専門 必修 １年～３年 前後期 2 引地　えり子 兼任
実習に向けて必要な，生活曲・季節曲・童謡・アニメ等を演奏するために必要なコード奏
法を理解する。曲の流れを止めることなく表情豊かに弾き歌いができるように指導す
る。音楽を表現する力を習得することを目標とする。

演習

C18MS048-4 ピアノレッスン 専門 必修 １年～３年 前後期 2 住吉　智子 兼任
実習に向けて必要な，生活曲・季節曲・童謡・アニメ等を演奏するために必要なコード奏
法を理解する。曲の流れを止めることなく表情豊かに弾き歌いができるように指導す
る。音楽を表現する力を習得することを目標とする。

演習

240

210



2018年度

こども学科　３年制

科目コード 科目名 科目区分 必修／選択 単位時間 対象学年 実施期 週時間数 教員名 教員区分
（専任／兼任）

講義概要（目的・内容・方法） 授業形態 その他

実務経験のある教員等による授業科目一覧

C18MS049-1 小児リハビリテーション論 専門 必修 ３年 前後期 2 山下　喬之 兼任
リハビリテーションの概念と，子どもに対するリハビリテーション専門職種の必要性，関
わりの具体を知る。理学療法士，作業療法士，言語聴覚士と子どものかかわりについて
学習する。

講義・演習

C18MS049-2 小児リハビリテーション論 専門 必修 ３年 前後期 2 船迫　慎司 兼任
リハビリテーションの概念と，子どもに対するリハビリテーション専門職種の必要性，関
わりの具体を知る。理学療法士，作業療法士，言語聴覚士と子どものかかわりについて
学習する。

講義・演習

C18MS049-3 小児リハビリテーション論 専門 必修 ３年 前後期 2 堤　雄輝 兼任
リハビリテーションの概念と，子どもに対するリハビリテーション専門職種の必要性，関
わりの具体を知る。理学療法士，作業療法士，言語聴覚士と子どものかかわりについて
学習する。

講義・演習

C18MS049-4 小児リハビリテーション論 専門 必修 ３年 前後期 2 福永　晴香 兼任
リハビリテーションの概念と，子どもに対するリハビリテーション専門職種の必要性，関
わりの具体を知る。理学療法士，作業療法士，言語聴覚士と子どものかかわりについて
学習する。

講義・演習

合計 2,255 単位時間

30
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C19MS001 保育原理 専門 必修 30 １年 前後期 2 植木　章子 専任

保育の意義や目的について理解し，保育所保育指針・幼稚園教育要領・及び幼保連携
型認定こども園教育・保育要領を中心とした保育に関する法令や制度をしっかり学び理
解する。また保育の基本，歴史的変遷や思想について学んだ上で保育の現状と課題に
ついて考察し，その学びからその後の各科目での学びを深めていく根幹的な科目である
ことを理解し，取り組むようにする。

講義

C19MS002 教育原理 専門 必修 30 １年 前後期 2 立和名　堅 兼任

1.教育の意義，目的について考察し，理解する。
2.教育思想の歴史的変遷について学び，教育に関する基本的な理論について理解す
る。
3.公教育制度の変遷を知るとともに，日本及び諸外国の現在の教育制度を理解する。
4.経験カリキュラムによる幼児教育の意義とその方法について理解する。
5.情報化・国際化・生涯学習時代における教育の現状と課題について考察する。

講義

C19MS003 子ども家庭福祉 専門 必修 30 １年 前後期 2 前野　明子 兼任
子ども家庭福祉の課題について総括的に考察できる力を養う。保育者として子どもの最
善の利益をはかるための基礎的な知識を習得する。

講義

C19MS004 社会福祉 専門 必修 30 １年 前後期 2 米森　勇二 専任
社会福祉の制度，仕組み（システム）及び実践がどのように行われているか，その全体
像を理解し社会保障，社会福祉の各分野について理解する。

講義

C19MS005 社会的養護Ⅰ 専門 必修 30 １年 前後期 2 今村　幸子 兼任
社会的養護の意義・歴史的変遷の把握を基盤に，児童の人権擁護，社会的養護の制
度，実施体系，自立支援等の現状および課題の理解を通して，保育士としての多様な
ニーズへの対応，児童の生活・成長・発達支援のあり方について考察する。

講義

C19MS006 教職概論 専門 必修 30 １年 前後期 2 立和名　堅 兼任

1.幼児教育とは何かを考え，教師の役割について理解する。
2.日本における教師の変遷を知り，これからの教師・保育者のあり方について考察す
る。
3.現代社会の現状を知り，子どもの社会的発達環境への対応について考察する。
4.幼児教育の現場における保育者の役割を理解し，教師としての基本的な資質を身に
付ける。

講義

C19MS007 子ども家庭支援論 専門 必修 30 ２年 前後期 2 中村　律子 専任
子育てのプロフェッショナルとして，子どもだけでなく親や親を取り巻く様々な環境に働き
かけるスキルと理論，物事を多角的に分析する力を身につける。

講義

C19MS008 保育の心理学 専門 必修 30 ２年 前後期 2 山本　直彦 兼任
人が生まれてから死ぬまでの流れを意識しながら「今」を支えることは，支援のあり方を
点から線に変える。この講義では発達心理学の基本的知識を学び，繋がりのある支援
ができる保育者の視点を身につけることを目標とする。

講義

C19MS010 教育心理学 専門 必修 15 １年 前後期 2 松本　宏明 兼任
教育心理学のなかでも特に，発達に偏りのある子どもの特徴や関わりについて学ぶこと
で，現場や家庭における保育・教育の望ましいあり方について，より実践的な見方から
考えていく。

講義

C19MS011 子どもの保健 専門 必修 30 ２年 前後期 2 中江　ミヤ子 兼任
子どもを取り巻く環境は時代とともに大きく変化し，課題もさまざまである。子どもが心身
ともに健全に発育するために，大人はどうあればよいのかを考えていく。
また子どもの保健行政について理解し，保育者としての役割を考える。

講義

C19MS013 教育課程総論 専門 必修 30 １年 前後期 2 立和名　堅 兼任

教育課程とは，教育の目的や目標を有効に達成するための教育内容を子どもへの心身
の発達に応じて編成，計画されるものである。従って教育課程の編成・計画を単なる技
術論としてではなく幼児教育の本質に根ざすものであることを目的としたい。テキストに
沿って内容を要約しかつ説明を加えた丁寧な講義としたい。講義の進め方としてプレゼ
ンテーションを中心に展開することとする。

講義

C19MS014 保育内容総論 専門 必修 15 １年 前後期 2 植木　章子 専任

保育所保育指針・幼稚園教育要領・幼保連携型認定こども園教育・保育要領に示されて
いる保育の内容を構成する5つの領域に対する全般的且総合的な理解を深める。さらに
保育現場の状況を具体的にイメージしながら保育内容を考えて実態と諸問題を複眼的
な視点でとらえ，保育内容に対する幅広い見識を養う。

講義・演習

C19MS015 健康（指導法） 専門 必修 15 １年 前後期 2 瀬戸　陽子 兼任

「健康」領域の中核的な保育内容となる「運動あそび」と「基本的生活習慣」に関する保
育者の指導・援助のあり方をテーマとして検討していく。教育学・保育学・心理学・医学の
諸領域による知見を理解することに加え，新聞やインターネットなどの情報から現代的
な課題を探求することによって実践的な課題を再確認していく。

講義

C19MS016 人間関係（指導法） 専門 必修 15 １年 前後期 2 濵田　恵利子 専任

子どもが本来有している人と関わる能力について理解し，そうした能力を引き出すため
に必要な環境構成のあり方について検討することが求められる。また，子どもたちを取り
巻く過程や地域などの現状を理解しながら，現在の社会背景による子どもたちへの影響
等について考え，乳児保育の意義や役割を理解する。

講義・演習

実務経験のある教員等による授業科目一覧
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C19MS017 環境（指導法） 専門 必修 15 １年 前後期 2 寺田　仁志 兼任

幼児期は興味や関心を持ったものに対して自分から関わろうとする能動性によって心身
の発達要因となる。この能動性を発揮させるには環境が整っていることが重要である。
そのための人的環境，物的環境，自然環境，社会環境等について考える。また，幼児は
遊びを通して心身学習発達するものである。日本の文化として引き継がれている草花遊
びは幼児及び保育者に物的環境，自然環境だけでなく，人的環境を考えさせ，数量や
空間，時間経過について理解を促すことが可能であり，保育者がその方法や意義を学
ぶことで「環境」について理解を深める。

講義

C19MS018 言葉（指導法） 専門 必修 15 １年 前後期 2 植木　章子 専任

幼稚園教育要領・保育所保育指針・幼保連携型認定こども園教育・保育要領の5領域の
一つ「言葉」について，乳幼児期の言語的発達を踏まえ，保育における子どもの言葉に
よるコミュニケーション，絵本などの文化財との関わり等の具体的な言葉に関わる保育
内容の指導法を実践的に理解する。乳幼児の言葉に関する「ねらい」「内容」を保育現
場でどう展開するかを学んでいくとともに，子どもが言葉を獲得し，活発な言語活動がで
きるようになるには，自分の気持ちを言葉で表すことの楽しさを味わうことができるように
することが大切である。

講義・演習

C19MS020 乳児保育Ⅰ 専門 必修 30 １年 前後期 2 濵田　恵利子 専任
乳児保育の意義，目的と歴史的変遷及び役割等について理解する。
保育所，乳児院等多様な保育の場における乳児保育の現状と課題について理解する。

講義

C19MS021 乳児保育Ⅱ 専門 必修 15 １年 前後期 2 濵田　恵利子 専任

3歳児未満児の発育，発達の過程や特性を踏まえた援助や関わりの基本的な考え方に
ついて理解する。養護及び教育の一体性を踏まえ，3歳未満児の子どもの生活や遊びと
保育の方法及び環境について具体的に理解する。
講義は2日間のスクーリング形式で行う。

講義

C19MS022 障害児保育 専門 必修 15 ２年 前後期 2 今村　幸子 兼任

1　様々な障害について理解し，発達・障害特性を考慮した子ども理解，援助方法，環境
構成について具体的に考える。
2　障害のある子どもの保護者への支援や関係機関との連携について理解する。
3　障害のある子どもの保育に関する現状と課題について整理する。

講義

C19MS023 幼児への特別な支援 専門 必修 15 ２年 前後期 2 今村　幸子 兼任

インクルーシブ教育を含む特別支援教育に関する理念や制度の仕組みを理解する。特
別支援を必要とする幼児（知的障害・発達障害・肢体不自由・視覚障害・聴覚障害等）の
心身の発達と心理的特性および学習の過程を理解する。特別支援を必要とする幼児へ
の支援の方法について例示することができる。

講義

C19MS025 子育て支援 専門 必修 15 ２年 前後期 2 米森　勇二 専任
人と関わりながら生きている「社会人」としのて自分を見つめ直し，授業を通じて相談援
助の実態に興味を持ち，同時に「自分の幅」を広げることによって，現場に出た時の対応
力に繋げる。

講義

C19MS026 子どもの健康と安全 専門 必修 15 ２年 前後期 2 中江　ミヤ子 兼任
子どもの健康管理について，予測を立て対処する方法を理解する。
子どもの成長・発達に合わせた健康に関する指導を考えられる。
子ども・健康・安全対策・応急処置などをキーワードにした情報を収集する。

講義・演習

C19MS027-1 幼児と音楽表現 専門 必修 １年 前後期 2 福元　清美 専任
子ども達の生活に必要不可欠な音楽技術，また資質の向上を目指す。子どもたちと音
楽を楽しむための，知識や読譜力，コード奏法や音楽表現を習得する。音楽理論を取り
入れながら，楽しく弾き歌いできるように指導していく。

講義・実技

C19MS027-2 幼児と音楽表現 専門 必修 １年 前後期 2 引地　えり子 兼任
子ども達の生活に必要不可欠な音楽技術，また資質の向上を目指す。子どもたちと音
楽を楽しむための，知識や読譜力，コード奏法や音楽表現を習得する。音楽理論を取り
入れながら，楽しく弾き歌いできるように指導していく。

講義・実技

C19MS029 幼児と健康 専門 必修 15 ２年 前後期 2 瀬戸　陽子 兼任

幼児期の運動あそびを追体験することを通して，保育者として必要な運動あそびのレ
パートリーを増やすこととバリエーションの拡げ方を理解するとともに，運動あそびの指
導に必要な保育技術についても検討する。
遊びの連続性・発展性を広げていく上での実践的知識を習得する。

講義

C19MS030 幼児と言葉 専門 必修 15 １年 前後期 2 植木　章子 専任

5領域の一つ「言葉」の指導の基盤となる幼児が豊かな言葉や表現を身に着け，想像す
る楽しさを広げるために専門的事項に関する知識を身に着ける。言葉の問題は，領域
「言葉」だけにとどまらず，子どもの人格形成に大きく影響を及ぼすものであることを根底
に考え，子どもと楽しく関わり合い，楽しい会話を紡いでいけるように保育所・幼稚園・認
定こども園での指導の支えである領域「言葉」について学び言葉の発達を概観し内容を
発達的に捉えていくようにする。また，言葉を育てる文化財としての教材研究など演習を
通して学んでいく。

講義

15
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C19MS031 保育実習Ⅰ（保育所） 専門 必修 90 １年 前後期 2 中村　律子 専任

保育士資格を取得するために児童福祉施設（保育所）で行う実習で，10日間の実習で
次の内容を体験的に学ぶ
　　①　保育所における1日の流れ
　　②　子どもへの理解を深める
　　③　保育士の業務内容や職業倫理について学ぶ
　　④　保育所等の技術や記録方法について実践的に学ぶ
　　⑤　保育士を志すものとして自覚を高める

実習

C19MS032 保育実習Ⅰ（施設） 専門 必修 90 ２年 前後期 2 中村　律子 専任

保育士資格を取得するために保育所以外の児童福祉施設（乳児院・児童養護施設・母
子生活支援施設などの養護施設や障害者支援施設などの障害者施設）で行う実習で，
10日間の実習で次の内容を体験的に学ぶ
　　①　施設における1日の流れ
　　②　子どもや障害者への理解を深める
　　③　施設保育士の業務内容や職業倫理について学ぶ
　　④　施設の技術や記録方法について実践的に学ぶ
　　⑤　保育士を志すものとして自覚を高める

実習

C19MS033 保育実習事前事後指導Ⅰ（保育所） 専門 必修 15 １年 前後期 2 中村　律子 専任

保育実習の意義・目的・内容といった保育実習の全体的な枠組みを概説し，具体的な内
容を通して保育所実習について授業を行う。実習前にすべき事柄・指導計画案の作り
方・実習記録の作成，および実習後にすべき事柄などを確認し，実習目標，実習課題，
実習に向けた学習計画について書きだしまとめる。実習後は，実習の反省，次回への課
題など実習事後レポートをまとめる。

講義

C19MS034 保育実習事前事後指導Ⅰ（施設） 専門 必修 15 ２年 前後期 2 中村　律子 専任

保育実習（施設）の意義・目的・内容といった保育実習（施設）の全体的な枠組みを概説
し，具体的な内容を通して保育所実習について授業を行う。実習前にすべき事柄・指導
計画案の作り方・実習記録の作成，および実習後にすべき事柄などを確認し，実習目
標，実習課題，実習に向けた学習計画について書きだしまとめる。実習後は，実習の反
省，次回への課題など実習事後レポートをまとめる。

講義

C19MS035 保育・教職実践演習 専門 必修 30 ２年 前後期 2 植木　章子 専任

現代社会の変動や幼児教育現場の抱える課題が多様化する中で，保育者として教職生
活を営むためには，これ迄の学習を体系的に統合し省察する必要がある。その過程に
おいて保育者として必要な資質能力を確実に身に付けているかどうか確認し，自己点検
を講じることが必要である。

講義・演習

C19MC001 日本国憲法 一般 必修 30 １年 前後期 2 西　洋介 兼任

日本国憲法は我が国の基本法である。保育教諭として働いていく上で必要とされる各種
法令や制度を理解するために，その前提となる最高法規である憲法の基礎を理解する
事を目的とする。憲法の重要条文を理解するために，時事のニュースからそれに適する
テーマを選び出し，模擬裁判，模擬国会を行い，自分で考え，レポートを書き，発表する
という方法で，講義を行う。

講義

C19MC002 情報処理入門Ⅰ 一般 必修 30 １年 前後期 2 中元　浩司 専任
コンピュータの基礎知識や情報倫理，アプリケーションやインターネットの操作方法，そ
れらを安全かつ有効に利用する方法や知識を習得する。

講義・演習

C19MC005 英会話Ⅰ 一般 必修 30 １年 前後期 2 川原　メリンダ 兼任
日常生活の中でよく使われる英語表現を学び，自分自身のことを表現することができる
ようになることが目的である。
保育園や幼稚園で必要となる英語を学んでいく。

講義

C19MC006 健康科学 一般 必修 15 １年 前後期 2 瀬戸　陽子 兼任

「超高齢化社会」「余暇社会」「健康不安社会」の社会不安の問題に対して，スポーツは
有効に機能すべきである。スポーツ活動で健康を維持したり，体力を向上させることで，
現代社会に広がった運動不足を解消することが期待できるため，スポーツ活動との関連
の中で健康や体力に関する知識や関心を高め，合理的な運動実践の習慣化を図ること
について学習する。

講義

C19MC007 生涯スポーツ 一般 必修 15 １年 前後期 2 瀬戸　陽子 兼任
スポーツが，生涯の心身の健康にいかに重要であるかを理解する。
ゲームを通して審判や運営能力の向上を図るとともに，バレーボール・バドミントンの実
践を通して競技能力の向上を図る。

講義・実技

C19MS037 教育相談 専門 必修 30 ２年 前後期 2 岡田　明日香 兼任 保育実践における活用可能な心理学やカウンセリングの基本的な知識について学ぶ。 講義

C19MS038 幼児の心理学 専門 必修 15 １年 前後期 2 松本　宏明 兼任
実際の映像を通じて，幼児の行動の発達的あるいは心理的な意味を考えていく。また心
理検査や性格検査などを実際に体験する。

講義

C19MS039 教育方法論 専門 必修 30 １年 前後期 2 立和名　堅 兼任
教育方法をめぐる原理的な知識の数々を学んでいくことで，多角的な視点から自分なり
の，よりよい教育方法を考案する力の獲得をめざす。幼児教育の方法に関する理論的
知識を習得する。乳幼児期の教育方法に関する基礎・基本原理を理解する。

講義
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C19MS040 音楽表現（指導法） 専門 必修 15 １年 前後期 2 福元　清美 専任
日々の保育の中で，子どもが想像力豊かに，また感情豊かに成長していくためには，保
育者はどのような環境設定と援助をすべきか，音楽を通して実践的な表現活動を学ぶこ
とを目標とする。

講義・演習

C19MS041 劇あそび（指導法） 専門 必修 15 １年 前後期 2 福元　清美 専任
幼児期に豊かな感性や表現する力を養い，創造性を豊かにするねらいのもと，幼児の
心身の発育発達を促しリズム感をつけるとともに，体を通して感じたことを動きで様々な
表現ができるように，指導・援助法を学ぶ。

講義・演習

C19MS042 言語表現 専門 必修 15 ２年 前後期 2 森山　剛充 兼任

現代社会においては，情報の理解能力，人間の思考に関する省察力，コミュニケーショ
ンなどを子どもたちに育成することが求められている。言語はそれらに通底する基礎能
力である。本講義では，幼児教育，言語教育，教育人間学などの諸領域を横断して，情
報，思考，コミュニケーションに関する基礎知識を獲得すること，また，言語コミュニケー
ションについて，体験を踏まえた反省的な知識を得することを目標とする。

講義・演習

C19MS043 幼児と人間関係 専門 必修 15 １年 前後期 2 濵田　恵利子 専任
幼児を取り巻く人間関係の現状を把握し，支援が必要なポイントを理解する。子どものラ
イフコースにおける人と関わる力の重要性を理解する。

講義

C19MS044 幼児と環境 専門 必修 15 １年 前後期 2 寺田　仁志 兼任

幼児教育の基本及び領域「環境」のねらいと内容を理解する。また，「環境とかかわる
力」の発達についても理解する。
更に，領域「環境」の変遷についての学修を通して，子どもの育ちについて大切にされて
いるものを知り，自然環境や社会環境などの具体的生活体験を重視した保育，特に子
どもの自然とのかかわりを深める保育を自ら設定して実践的に指導できることを目的と
する。

講義

C19MS045-1 音楽表現技術 専門 必修 ２年 前後期 2 福元　清美 専任
子ども達の生活に必要不可欠な音楽技術，また資質の向上を目指す。子どもたちと音
楽を楽しむための，知識や読譜力，コード奏法や音楽表現を習得する。音楽理論を取り
入れながら，楽しく弾き歌いできるように指導していく。

講義・実技

C19MS045-2 音楽表現技術 専門 必修 ２年 前後期 2 引地　えり子 兼任
子ども達の生活に必要不可欠な音楽技術，また資質の向上を目指す。子どもたちと音
楽を楽しむための，知識や読譜力，コード奏法や音楽表現を習得する。音楽理論を取り
入れながら，楽しく弾き歌いできるように指導していく。

講義・実技

C19MS046 幼児体育実技 専門 必修 30 １年～２年 前後期 2 瀬戸　陽子 兼任

乳幼児期の運動経験は極めて大きな意義をもち，あそびを中心とした子どもの全生活・
全生命に深いつながりをもっている。運動発達の順次性や興味・欲求を十分に理解し運
動あそびに関する保育を展開し，運動の基本を身に付けさせる責務を担っていることを
理解する。

講義・実技

C19MS047 保育実習Ⅱ 専門 選択 ２年 前後期 2 中村　律子 専任

・「保育実習事前事後指導Ⅰ」「保育実習（保育所・施設）」，またその他の教科で学習し
た内容を基盤に，児童福祉施設における養護の理解，家族への支援など保育の実践力
を養うことを目的とする。
・児童福祉施設以外の施設についても理解を深める。
・指導計画の作成や記録などの保育の実践力を養う。
・保育実習Ⅱ・Ⅲの事後指導として，自己評価を行い，保育士としての自己の課題を明
確化する。

実習
保育実習Ⅱ・Ⅲのいず
れかを選択

C19MS048 保育実習Ⅲ 専門 選択 ２年 前後期 2 中村　律子 専任

保育実習Ⅰ（施設）で実践して学んだ技術と理論，これまでに学んだ教科を基盤として，
保育士として必用な資質，能力，技術を習得することを目的とし，家庭と地域の生活実
態にふれ，子育てを支援するために必要とされる能力と，子ども家庭福祉，社会的養
護，障害児支援に対する理解力，判断力を養い，福祉の視点を持った保育士養成を目
標とする。

実習
保育実習Ⅱ・Ⅲのいず
れかを選択

C19MS049 保育実習事前事後指導Ⅱ 専門 選択 ２年 前後期 2 中村　律子 専任

・保育実習Ⅰ（保育所）での自己評価と課題・今後の学習目標について再確認する。
・具体的な内容を通して，実習計画作成，実践，日誌の記録など，より実践的な内容を
学習する。
・保育実習Ⅱに関する目的を明確にし，保育実習Ⅱの終了後には，自己評価と保育士
としての自己課題について考察する。

講義
保育実習事前事後指導
Ⅱ・Ⅲのいずれかを選択

C19MS050 保育実習事前事後指導Ⅲ 専門 必修 ２年 前後期 2 中村　律子 専任

・保育実習Ⅰ（施設）での自己評価と課題・学習目標について再度確認する。それに基
づき，具体的な事例を通して，実習計画作成，日誌の記録などにより実践的な内容を学
習する。
・保育実習Ⅲの実習終了後には，自己評価と保育士としての自己課題について考察す
る。
・保育実習Ⅲに向けて養護と療育に関する知識や技術をさらに高めるために教材研究
などの実践と資料を用いて，児童福祉施設の理解を深めるための学習を行う。

講義
保育実習事前事後指導
Ⅱ・Ⅲのいずれかを選択

15

90
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C19MS051 教育実習 専門 必修 120 １年～２年 前後期 2 濵田　恵利子 専任

専門教育科目で獲得した幼児教育に関する知識，技能を活用しながら，実践的指導力
を体験的にまた総合的に高めていくことを目標とする。この目標を達成するために第1回
（2週間）の実習では，観察・参加実習，部分実習を，さらに，第2回（2週間）の実習では，
指導実習を主とする実習を行うこととする。

実習

C19MS052 教育実習事前事後指導 専門 必修 15 １年 前後期 2 濵田　恵利子 専任
教育実習に向けた「事前」の心構えや準備に関する基礎知識，観察記録の作成，指導
計画の立案の方法，「事後」のまとめに関わる考察の視点について学習する。

講義

C19MS054-1 幼児教育実践 専門 必修 １年～２年 前後期 2 植木　章子 専任

保育者に必要な技術を学び，保育現場で生かせるようにする。保育者が子どもに対して
行う保育実技を扱うことで自分自身の技術として身に付けていく。乳幼児の心理・発達
段階・幼児のその時の精神状態や集団での様子の把握の仕方，対処法などを学んで，
即実践できる質の高い保育者を目指す。

講義・演習

C19MS054-2 幼児教育実践 専門 必修 １年～２年 前後期 2 濵田　恵利子 専任

保育者に必要な技術を学び，保育現場で生かせるようにする。保育者が子どもに対して
行う保育実技を扱うことで自分自身の技術として身に付けていく。乳幼児の心理・発達
段階・幼児のその時の精神状態や集団での様子の把握の仕方，対処法などを学んで，
即実践できる質の高い保育者を目指す。

講義・演習

C19MS055-1 実習指導 専門 必修 １年～２年 前後期 2 中村　律子 専任

保育実習（保育所，施設）の意義，目的をしっかり理解する。
幼稚園と保育所，認定こども園を比較しながら違いを学び，保育園の流れや概要を知
る。
「保育所保育指針」の発達区分に沿って，子どもの発達と保育の目安を確認する。
年齢別による保育の展開の仕方や指導案，日誌の書き方を学ぶ。
施設実習の必要性を確認し，施設現場での養護と療育の経験が保育実践に繋がってい
くことを学ぶ。

講義・演習・実技

C19MS055-2 実習指導 専門 必修 １年～２年 前後期 2 濵田　恵利子 専任

教育実習（幼稚園）の意義，目的をしっかり理解する。
幼稚園と保育園，認定こども園を比較しながら違いを学び，幼稚園の流れや概要を知
る。
「幼稚園教育要領」の発達区分に沿って，幼児の発達と保育の目安を確認する。
幼稚園での年齢別による保育の展開の仕方や指導案，日誌の書き方を学ぶ。

講義・演習・実技

C19MS056 乳幼児医療制度 専門 必修 15 ２年 前後期 2 大宮路　ゆかり 専任

保育者として，乳幼児（０歳～未就学児）医療制度について理解を深め，保護者にアドバ
イスできる知識を習得すること，乳幼児に起こりやすい傷病の理解を深め，乳幼児に予
防法を伝えられる知識を習得することを目的とする。
スライドや配布プリントにて学習し，得た知識をポスターや絵本を作成し表現する。

講義

C19MS057-1 小児リハビリテーション論 専門 必修 ２年 前後期 2 山下　喬之 兼任
リハビリテーションの概念と，子どもに対するリハビリテーション専門職種の必要性，関
わりの具体を知る。理学療法士，作業療法士，言語聴覚士と子どものかかわりを説明で
きる。

講義・演習

C19MS057-2 小児リハビリテーション論 専門 必修 ２年 前後期 2 船迫　慎司 兼任
リハビリテーションの概念と，子どもに対するリハビリテーション専門職種の必要性，関
わりの具体を知る。理学療法士，作業療法士，言語聴覚士と子どものかかわりを説明で
きる。

講義・演習

C19MS057-3 小児リハビリテーション論 専門 必修 ２年 前後期 2 堤　雄輝 兼任
リハビリテーションの概念と，子どもに対するリハビリテーション専門職種の必要性，関
わりの具体を知る。理学療法士，作業療法士，言語聴覚士と子どものかかわりを説明で
きる。

講義・演習

C19MS057-4 小児リハビリテーション論 専門 必修 ２年 前後期 2 福元　恵美 兼任
リハビリテーションの概念と，子どもに対するリハビリテーション専門職種の必要性，関
わりの具体を知る。理学療法士，作業療法士，言語聴覚士と子どものかかわりを説明で
きる。

講義・演習

C19MC008 国語表現Ⅰ 一般 必修 30 １年～２年 前後期 2 幾留　霧子 兼任
「こどもに関わる仕事をする社会人としての生活」に活かせる国語表現の能力を高める。
論理的思考力・判断力・表現力を育てる。

講義

60

60
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C19MS058-1 レッスン（ピアノ・ギター） 専門 必修 １年～２年 前後期 2 福元　清美 専任

音楽を表現する力を習得することを目標とする。
実習に向けて必要な，生活曲・季節曲・童謡・アニメ等を演奏するために必要なコード奏
法を理解する。
曲の流れを止めることなく表情豊かに弾き歌いができるように指導する。

演習

C19MS058-2 レッスン（ピアノ・ギター） 専門 必修 １年～２年 前後期 2 有村　康子 兼任

音楽を表現する力を習得することを目標とする。
実習に向けて必要な，生活曲・季節曲・童謡・アニメ等を演奏するために必要なコード奏
法を理解する。
曲の流れを止めることなく表情豊かに弾き歌いができるように指導する。

演習

C19MS058-3 レッスン（ピアノ・ギター） 専門 必修 １年～２年 前後期 2 引地　えり子 兼任

音楽を表現する力を習得することを目標とする。
実習に向けて必要な，生活曲・季節曲・童謡・アニメ等を演奏するために必要なコード奏
法を理解する。
曲の流れを止めることなく表情豊かに弾き歌いができるように指導する。

演習

C19MS058-4 レッスン（ピアノ・ギター） 専門 必修 １年～２年 前後期 2 住吉　智子 兼任

音楽を表現する力を習得することを目標とする。
実習に向けて必要な，生活曲・季節曲・童謡・アニメ等を演奏するために必要なコード奏
法を理解する。
曲の流れを止めることなく表情豊かに弾き歌いができるように指導する。

演習

C19MS058-5 レッスン（ピアノ・ギター） 専門 必修 １年～２年 前後期 2 原田　幸典 兼任

音楽を表現する力を習得することを目標とする。
実習に向けて必要な，生活曲・季節曲・童謡・アニメ等を演奏するために必要なコード奏
法を理解する。
曲の流れを止めることなく表情豊かに弾き歌いができるように指導する。

演習

C19MS059 音楽リズム 専門 必修 30 １年～２年 前後期 2 福元　清美 専任
幼児教育で必須のピアノを学ぶために，ソルフェージュの力や，音楽学習の基礎的な知
識と応用力を養う。

講義・演習

合計 1,605 単位時間

60
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C19JS001 エステティック学Ⅰ 専門 必修 60 １年 前期 2 東屋敷　円 兼任

エステティシャンとして業務に従事する上で基本となる知識と理論を，講義形式で幅広く
学習する。また，本科目で学ぶ解剖生理学の骨格や筋肉に関する知識等は，「フェイ
シャルエステティックⅠ」の授業で実際にフェイシャルエステの施術練習を行う際に，正
しい位置を確認しながら理解を深める。また，皮膚科学で得た知識は，同授業のほか，
「メイクⅠ」でメイクを行う際の基礎知識として役立てる。

講義

C19JS002-1 フェイシャルエステティックⅠ 専門 必修 １年 前期 6 前田　知佳 専任
エステティックの施術が与える効果を理解し，クレンジングからマッサージといった基本
的なフェイシャルエステティックの技術を習得することを目的とする。

実習，講義

C19JS002-2 フェイシャルエステティックⅠ 専門 必修 １年 前期 6 東屋敷　円 兼任
エステティックの施術が与える効果を理解し，クレンジングからマッサージといった基本
的なフェイシャルエステティックの技術を習得することを目的とする。

実習，講義

C19JS002-3 フェイシャルエステティックⅠ 専門 必修 １年 前期 6 紀川　啓子 兼任
エステティックの施術が与える効果を理解し，クレンジングからマッサージといった基本
的なフェイシャルエステティックの技術を習得することを目的とする。

実習，講義

C19JS003 メイクⅠ 専門 必修 90 １年 前後期 3 児玉　律子 専任

演習をとおしてシュウウエムラの正確なメイク技術を身に付けるとともに，「単に美しい
結果を作る事だけではなく，衛生面や正確なプロセス，所作もメイクアップ技術の重要な
要素である」というシュウウエムラ独自の哲学についても学び，シュウウエムラメイク
アップ技術検定試験合格を目指す。

演習

C19JS004 ヘアアレンジ 専門 必修 60 １年 前後期 2 西ノ原　大志 兼任

ヘアアレンジ，簡単な一束結びから夜会巻きに至るまで，ブライダル風アップスタイルを
中心に幅広く学んでいく。また，ラグゼビューティ主催「ヘア&メイク・フォトコンテスト２０１
９」に向けて，校内選考オリジナル作品を完成させ，デザイン力やスタイリング技術を身
に付けることを目的とする。

実習，講義

C19JS005-1 ヘアメイク 専門 必修 ２年 前後期 3 児玉　律子 専任
ベーシックメイクアップからステップアップした応用テクニックを学び，５つの表情を引き
出すためのそれぞれのポイントを身に付け，シーン別のメイクアップとヘアアレンジを短
時間で完成させることを目的とする。

実習，講義

C19JS005-2 ヘアメイク 専門 必修 ２年 前後期 3 黒鳥　美津代 兼任
ベーシックメイクアップからステップアップした応用テクニックを学び，５つの表情を引き
出すためのそれぞれのポイントを身に付け，シーン別のメイクアップとヘアアレンジを短
時間で完成させることを目的とする。

実習，講義

C19JS006 ネイルⅠ 専門 必修 90 １年 前後期 3 瀬戸口　チカ 兼任

自分自身の身だしなみとしてのネイルケアや，お客様へアドバイスできる知識として，ネ
イルケアに関する知識と技術を，講義を交えながらの実習形式で学習する。また，近年
ネイルサロンにて主流を占めるジェルネイルについて，基本的な知識と技術を習得し，
最終的には，ネイリスト技能検定３級，ジェルネイル検定初級合格を目標とする。

実習，講義

C19JS007 ネイルⅡ 専門 必修 60 ２年 前後期 3 瀬戸口　チカ 兼任
1年次に習得した「ネイルⅠ」の技術を深めるため，JNAジェルネイル技能検定試験中
級合格を目的とする。

実習，講義

C19JS010 ブライダル総論Ⅰ 専門 必修 60 １年 前期 3 小原　博昭 専任
一生に一度のブライダルシーンを創造する「ブライダルプランナー/コーディネーター」と
して，ブライダルプロデュースに関わる役割や，結婚式・披露パーティーを作り上げる基
礎ノウハウを学ぶことを目的とする。

講義

C19JS011 コスチュームⅠ（和装） 専門 必修 90 １年 前後期 3 折尾　和子 兼任
テキストや教材を見ながら，和装に関する基礎知識（種類・着こなし・部位・名称・帯の
種類・素材）を身に付ける。まず浴衣の自装を学習し，その後相モデルにて浴衣の他
装，黒留袖の他装を練習し，きもの着付技能検定３級取得を目指す。

演習

C19JS012 コスチュームⅠ（洋装） 専門 必修 30 １年 前後期 1 黒鳥　美津代 兼任
ブライダルにおける洋装スタイルのフィッティングの学習。フィッティングにおける体系補
正やドレス補正の仕方を身に付け，コスチュームの仕事を理解させることが目的であ
る。

演習

C19JS013 ボディエステティックⅠ 専門 選択 90 １年 後期 6 前田　知佳 専任
ボディエステティックに必要な基本知識と理論を理解し，基本的なテクニックやボディ機
器の使用方法及び技術を習得することで，認定エステティシャン取得を目的とする。

実習，講義
エステティック専攻
メイク専攻

C19JS014-1 エステティック学Ⅱ 専門 選択 60 １年 後期 2 東屋敷　円 専任

「エステティック学Ⅰ」で身に付けた知識をもとに，講義形式で各項目について更に詳細
に学び，お客様の悩みや要望に対し的確にアドバイスできるより専門的な知識を修得
する。「フェイシャルエステティックⅡ」や「ボディエステティックⅡ」「エステティック応用技
術」の授業とも連動しながら，理解を深め，認定エステティシャン資格取得を目指す。

講義 エステティック専攻

C19JS014-2 エステティック学Ⅱ 専門 選択 120 ２年 前後期 2 前田　知佳 専任
１年次に学んだエステティックの基礎知識に加え，ネイルやメイクの知識も踏まえなが
ら，お客様一人一人に合わせたアドバイスができるよう学び，「AJESTHE認定上級エス
テティシャン」の取得を目的とする。

講義 エステティック専攻

実務経験のある教員等による授業科目一覧
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ビューティ科　エステティック専攻

科目コード 科目名 科目区分 必修／選択 単位時間 対象学年 実施期 週時間数 教員名  教員区分（専任／兼任） 講義概要（目的・内容・方法） 授業形態 その他

実務経験のある教員等による授業科目一覧

C19JS015-1 フェイシャルエステティックⅡ 専門 選択 １年 後期 6 前田　知佳 専任
フェイシャルエステティックに必要な基本知識と理論を理解し，基本的なテクニック，フェ
イシャル機器の使用方法及び技術を習得し，「AJESTHE認定エステティシャン」資格の
取得を目的とする。

実習，講義 エステティック専攻

C19JS015-2 フェイシャルエステティックⅡ 専門 選択 １年 後期 6 東屋敷　円 兼任
フェイシャルエステティックに必要な基本知識と理論を理解し，基本的なテクニック，フェ
イシャル機器の使用方法及び技術を習得し，「AJESTHE認定エステティシャン」資格の
取得を目的とする。

実習，講義 エステティック専攻

C19JS015-3 フェイシャルエステティックⅡ 専門 選択 １年 後期 6 紀川　啓子 兼任
フェイシャルエステティックに必要な基本知識と理論を理解し，基本的なテクニック，フェ
イシャル機器の使用方法及び技術を習得し，「AJESTHE認定エステティシャン」資格の
取得を目的とする。

実習，講義 エステティック専攻

C19JS015-4 フェイシャルエステティックⅡ 専門 選択 150 ２年 前後期 6 前田　知佳 専任

お客様のお悩みに対してカウンセリングを行い，施術プランニングに加えて，スキンケ
ア・食事・運動等のホームケアアドバイスをしていく。協会手技に加え，目的に合わせた
マッサージ手技も習得し，「AJESTHE認定上級エステティシャン」資格の取得を目的とす
る。

実習，講義 エステティック専攻

C19JS016 ボディエステティックⅡ 専門 選択 150 ２年 前後期 6 前田　知佳 専任
お客様のお悩みに対してカウンセリングを行い，機器を使用した施術プランニングに加
えてホームケアアドバイスをしていく。目的に合わせたマッサージ手技や脱毛技術も習
得し，「AJESTHE認定上級エステティシャン」資格の取得を目的とする。

実習，講義 エステティック専攻

C19JS017 エステティック応用技術 専門 選択 120 ２年 前後期 4 前田　知佳 専任
福祉を目的としたソシオエステティックや，様々な種類のエステティックトリートメントを習
得していく。サロンワークを想定して接客を行うことで，幅広い年齢層のお客様への対
応を目的とする。

実習，講義 エステティック専攻

合計 1,410 単位時間
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ビューティ科　メイク専攻

科目コード 科目名 科目区分 必修／選択 単位時間 対象学年 実施期 週時間数 教員名  教員区分（専任／兼任） 講義概要（目的・内容・方法） 授業形態 その他

C19JS001 エステティック学Ⅰ 専門 必修 60 １年 前期 2 東屋敷　円 兼任

エステティシャンとして業務に従事する上で基本となる知識と理論を，講義形式で幅広く
学習する。また，本科目で学ぶ解剖生理学の骨格や筋肉に関する知識等は，「フェイ
シャルエステティックⅠ」の授業で実際にフェイシャルエステの施術練習を行う際に，正
しい位置を確認しながら理解を深める。また，皮膚科学で得た知識は，同授業のほか，
「メイクⅠ」でメイクを行う際の基礎知識として役立てる。

講義

C19JS002-1 フェイシャルエステティックⅠ 専門 必修 １年 前期 6 前田　知佳 専任
エステティックの施術が与える効果を理解し，クレンジングからマッサージといった基本
的なフェイシャルエステティックの技術を習得することを目的とする。

実習，講義

C19JS002-2 フェイシャルエステティックⅠ 専門 必修 １年 前期 6 東屋敷　円 兼任
エステティックの施術が与える効果を理解し，クレンジングからマッサージといった基本
的なフェイシャルエステティックの技術を習得することを目的とする。

実習，講義

C19JS002-3 フェイシャルエステティックⅠ 専門 必修 １年 前期 6 紀川　啓子 兼任
エステティックの施術が与える効果を理解し，クレンジングからマッサージといった基本
的なフェイシャルエステティックの技術を習得することを目的とする。

実習，講義

C19JS003 メイクⅠ 専門 必修 90 １年 前後期 3 児玉　律子 専任

演習をとおしてシュウウエムラの正確なメイク技術を身に付けるとともに，「単に美しい
結果を作る事だけではなく，衛生面や正確なプロセス，所作もメイクアップ技術の重要な
要素である」というシュウウエムラ独自の哲学についても学び，シュウウエムラメイク
アップ技術検定試験合格を目指す。

演習

C19JS004 ヘアアレンジ 専門 必修 60 １年 前後期 2 西ノ原　大志 兼任

ヘアアレンジ，簡単な一束結びから夜会巻きに至るまで，ブライダル風アップスタイルを
中心に幅広く学んでいく。また，ラグゼビューティ主催「ヘア&メイク・フォトコンテスト２０１
９」に向けて，校内選考オリジナル作品を完成させ，デザイン力やスタイリング技術を身
に付けることを目的とする。

実習，講義

C19JS005-1 ヘアメイク 専門 必修 ２年 前後期 3 児玉　律子 専任
ベーシックメイクアップからステップアップした応用テクニックを学び，５つの表情を引き
出すためのそれぞれのポイントを身に付け，シーン別のメイクアップとヘアアレンジを短
時間で完成させることを目的とする。

実習，講義

C19JS005-2 ヘアメイク 専門 必修 ２年 前後期 3 黒鳥　美津代 兼任
ベーシックメイクアップからステップアップした応用テクニックを学び，５つの表情を引き
出すためのそれぞれのポイントを身に付け，シーン別のメイクアップとヘアアレンジを短
時間で完成させることを目的とする。

実習，講義

C19JS006 ネイルⅠ 専門 必修 90 １年 前後期 3 瀬戸口　チカ 兼任

自分自身の身だしなみとしてのネイルケアや，お客様へアドバイスできる知識として，ネ
イルケアに関する知識と技術を，講義を交えながらの実習形式で学習する。また，近年
ネイルサロンにて主流を占めるジェルネイルについて，基本的な知識と技術を習得し，
最終的には，ネイリスト技能検定３級，ジェルネイル検定初級合格を目標とする。

実習，講義

C19JS007 ネイルⅡ 専門 必修 60 ２年 前後期 3 瀬戸口　チカ 兼任
1年次に習得した「ネイルⅠ」の技術を深めるため，JNAジェルネイル技能検定試験中
級合格を目的とする。

実習，講義

C19JS010 ブライダル総論Ⅰ 専門 必修 60 １年 前期 3 小原　博昭 専任
一生に一度のブライダルシーンを創造する「ブライダルプランナー/コーディネーター」と
して，ブライダルプロデュースに関わる役割や，結婚式・披露パーティーを作り上げる基
礎ノウハウを学ぶことを目的とする。

講義

C19JS011 コスチュームⅠ（和装） 専門 必修 90 １年 前後期 3 折尾　和子 兼任
テキストや教材を見ながら，和装に関する基礎知識（種類・着こなし・部位・名称・帯の
種類・素材）を身に付ける。まず浴衣の自装を学習し，その後相モデルにて浴衣の他
装，黒留袖の他装を練習し，きもの着付技能検定３級取得を目指す。

演習

C19JS012 コスチュームⅠ（洋装） 専門 必修 30 １年 前後期 1 黒鳥　美津代 兼任
ブライダルにおける洋装スタイルのフィッティングの学習。フィッティングにおける体系補
正やドレス補正の仕方を身に付け，コスチュームの仕事を理解させることが目的であ
る。

演習

C19JS013 ボディエステティックⅠ 専門 選択 90 １年 後期 6 前田　知佳 専任
ボディエステティックに必要な基本知識と理論を理解し，基本的なテクニックやボディ機
器の使用方法及び技術を習得することで，認定エステティシャン取得を目的とする。

実習，講義
エステティック専攻
メイク専攻

C19JS018-1 フォト技術 専門 選択 １年 後期 2 柿元　剛史 兼任
写真撮影について，携帯電話のカメラや一眼レフカメラの仕様を幅広く学び，基本的な
使用方法と撮影技術を身に付ける。また，「ヘアメイク」の授業と連動して，ＳＮＳ用のモ
デルを撮影する場合の知識や技術を学ぶ。

実習
メイク専攻
ブライダル＆コスチューム専
攻

C19JS018-2 フォト技術 専門 選択 ２年 前後期 2 柿元　剛史 兼任

１年次に学んだ携帯電話のカメラや一眼レフカメラの基本的な撮影技術をベースに，
「ヘアメイク」の授業と連動して，撮影場所の違いによるアングルや衣裳別のポージング
を学び，応用撮影を行う。また，撮影した写真をPhotoshopを使用して編集・加工する技
術の基本を学ぶ。

実習
メイク専攻
ブライダル＆コスチューム専
攻
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実務経験のある教員等による授業科目一覧
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ビューティ科　メイク専攻

科目コード 科目名 科目区分 必修／選択 単位時間 対象学年 実施期 週時間数 教員名  教員区分（専任／兼任） 講義概要（目的・内容・方法） 授業形態 その他

実務経験のある教員等による授業科目一覧

C19JS019-1 メイクⅡ 専門 選択 60 １年 後期 9 児玉　律子 専任
カウンセリングに必要な「心理学」「コミニュケーション」，メイクアップに必要な「メイク理
論」「色彩学」を学び，メイクセラピーの概念を総合的に理解し，メイクセラピー検定２級
に合格することを目的とする。

演習 メイク専攻

C19JS019-2 メイクⅡ 専門 選択 180 ２年 前後期 2 小宮山　美代子 兼任

限られた時間で求められる，美しいメイクアップを仕上げるという「プロの技術」と，状況
に柔軟に対応できる機転やスピードを身に付ける。職業に必要なプロフェッショナルな
技術を身につけた証として「日本メイクアップ技術検定試験１級」を取得することを目的
とする。

演習 メイク専攻

C19JS020-1 ヘアメイク応用技術 専門 選択 ２年 前後期 11 児玉　律子 専任
化粧品や美容のプロとして，化粧品メーカーなどの企業で必要とされ活躍する人材「コ
スメコンシェルジュ」を目指す。また，販売員として，販売促進の理解力を高め，即戦力
となる人材育成を目的とする。

実習，講義 メイク専攻

C19JS020-2 ヘアメイク応用技術 専門 選択 ２年 前後期 11 中西　行弘 兼任

ヘアの基礎技術を駆使し，イメージ通りのスタイルを完成させる。ヘア＆メイクフォトコン
テスト「伝統と革新」のエントリーの権利を得るための，ヘアメイク校内コンテストのオリ
ジナル作品を完成させること。また，メイク専攻学生として卒業発表会となるビューティ
ショーを成功させることを目的とする。

実習，講義 メイク専攻

C19JS020-3 ヘアメイク応用技術 専門 選択 ２年 前後期 11 小宮山　美代子 兼任
セルフメイクアップ講習会やブライダル，ダンスショー，着付けボアンティアなどの体験を
通して，美容系トータルアドバイザーとしてのスキルを身に付けることを目的とする。

実習，講義 メイク専攻

合計 1,410 単位時間
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ビューティ科　ブライダル＆コスチュームコース

科目コード 科目名 科目区分 必修／選択 単位時間 対象学年 実施期 週時間数 教員名  教員区分（専任／兼任） 講義概要（目的・内容・方法） 授業形態 その他

C19JS001 エステティック学Ⅰ 専門 必修 60 １年 前期 2 東屋敷　円 兼任

エステティシャンとして業務に従事する上で基本となる知識と理論を，講義形式で幅広く
学習する。また，本科目で学ぶ解剖生理学の骨格や筋肉に関する知識等は，「フェイ
シャルエステティックⅠ」の授業で実際にフェイシャルエステの施術練習を行う際に，正
しい位置を確認しながら理解を深める。また，皮膚科学で得た知識は，同授業のほか，
「メイクⅠ」でメイクを行う際の基礎知識として役立てる。

講義

C19JS002-1 フェイシャルエステティックⅠ 専門 必修 １年 前期 6 前田　知佳 専任
エステティックの施術が与える効果を理解し，クレンジングからマッサージといった基本
的なフェイシャルエステティックの技術を習得することを目的とする。

実習，講義

C19JS002-2 フェイシャルエステティックⅠ 専門 必修 １年 前期 6 東屋敷　円 兼任
エステティックの施術が与える効果を理解し，クレンジングからマッサージといった基本
的なフェイシャルエステティックの技術を習得することを目的とする。

実習，講義

C19JS002-3 フェイシャルエステティックⅠ 専門 必修 １年 前期 6 紀川　啓子 兼任
エステティックの施術が与える効果を理解し，クレンジングからマッサージといった基本
的なフェイシャルエステティックの技術を習得することを目的とする。

実習，講義

C19JS003 メイクⅠ 専門 必修 90 １年 前後期 3 児玉　律子 専任

演習をとおしてシュウウエムラの正確なメイク技術を身に付けるとともに，「単に美しい
結果を作る事だけではなく，衛生面や正確なプロセス，所作もメイクアップ技術の重要な
要素である」というシュウウエムラ独自の哲学についても学び，シュウウエムラメイク
アップ技術検定試験合格を目指す。

演習

C19JS004 ヘアアレンジ 専門 必修 60 １年 前後期 2 西ノ原　大志 兼任

ヘアアレンジ，簡単な一束結びから夜会巻きに至るまで，ブライダル風アップスタイルを
中心に幅広く学んでいく。また，ラグゼビューティ主催「ヘア&メイク・フォトコンテスト２０１
９」に向けて，校内選考オリジナル作品を完成させ，デザイン力やスタイリング技術を身
に付けることを目的とする。

実習，講義

C19JS005-1 ヘアメイク 専門 必修 ２年 前後期 3 児玉　律子 専任
ベーシックメイクアップからステップアップした応用テクニックを学び，５つの表情を引き
出すためのそれぞれのポイントを身に付け，シーン別のメイクアップとヘアアレンジを短
時間で完成させることを目的とする。

実習，講義

C19JS005-2 ヘアメイク 専門 必修 ２年 前後期 3 黒鳥　美津代 兼任
ベーシックメイクアップからステップアップした応用テクニックを学び，５つの表情を引き
出すためのそれぞれのポイントを身に付け，シーン別のメイクアップとヘアアレンジを短
時間で完成させることを目的とする。

実習，講義

C19JS006 ネイルⅠ 専門 必修 90 １年 前後期 3 瀬戸口　チカ 兼任

自分自身の身だしなみとしてのネイルケアや，お客様へアドバイスできる知識として，ネ
イルケアに関する知識と技術を，講義を交えながらの実習形式で学習する。また，近年
ネイルサロンにて主流を占めるジェルネイルについて，基本的な知識と技術を習得し，
最終的には，ネイリスト技能検定３級，ジェルネイル検定初級合格を目標とする。

実習，講義

C19JS007 ネイルⅡ 専門 必修 60 ２年 前後期 3 瀬戸口　チカ 兼任
1年次に習得した「ネイルⅠ」の技術を深めるため，JNAジェルネイル技能検定試験中
級合格を目的とする。

実習，講義

C19JS010 ブライダル総論Ⅰ 専門 必修 60 １年 前期 3 小原　博昭 専任
一生に一度のブライダルシーンを創造する「ブライダルプランナー/コーディネーター」と
して，ブライダルプロデュースに関わる役割や，結婚式・披露パーティーを作り上げる基
礎ノウハウを学ぶことを目的とする。

講義

C19JS011 コスチュームⅠ（和装） 専門 必修 90 １年 前後期 3 折尾　和子 兼任
テキストや教材を見ながら，和装に関する基礎知識（種類・着こなし・部位・名称・帯の
種類・素材）を身に付ける。まず浴衣の自装を学習し，その後相モデルにて浴衣の他
装，黒留袖の他装を練習し，きもの着付技能検定３級取得を目指す。

演習

C19JS012 コスチュームⅠ（洋装） 専門 必修 30 １年 前後期 1 黒鳥　美津代 兼任
ブライダルにおける洋装スタイルのフィッティングの学習。フィッティングにおける体系補
正やドレス補正の仕方を身に付け，コスチュームの仕事を理解させることが目的であ
る。

演習

C19JS018-1 フォト技術 専門 選択 １年 後期 2 柿元　剛史 兼任
写真撮影について，携帯電話のカメラや一眼レフカメラの仕様を幅広く学び，基本的な
使用方法と撮影技術を身に付ける。また，「ヘアメイク」の授業と連動して，ＳＮＳ用のモ
デルを撮影する場合の知識や技術を学ぶ。

実習
メイク専攻
ブライダル＆コスチューム専
攻

C19JS018-2 フォト技術 専門 選択 ２年 前後期 2 柿元　剛史 兼任

１年次に学んだ携帯電話のカメラや一眼レフカメラの基本的な撮影技術をベースに，
「ヘアメイク」の授業と連動して，撮影場所の違いによるアングルや衣裳別のポージング
を学び，応用撮影を行う。また，撮影した写真をPhotoshopを使用して編集・加工する技
術の基本を学ぶ。

実習
メイク専攻
ブライダル＆コスチューム専
攻
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C19JS021-1 ブライダル総論Ⅱ 専門 選択 １年 後期 2 小原　博昭 専任
科目「ブライダル総論Ⅰ」をベースとして，マーケットの把握や広告・企画等の「ブライダ
ルプランナー/コーディネーター」に必要な知識，パートナー企業との関わりや，コーディ
ネート，パッケージ戦略などの基礎を学ぶことを目的とする。

講義
ブライダル＆コスチューム専
攻

C19JS021-2 ブライダル総論Ⅱ 専門 選択 ２年 前後期 3 小原　博昭 専任

ライフスタイルの変化や価値観の多様化，個性化にともない，ブライダル関連業界も変
化への対応を求められている。こうした“業界の変化”にフレキシブルに対応できる幅広
い専門知識を有する人材を育成する。資格は「ブライダルコーディネート技能検定３級」
取得を目指す。

講義
ブライダル＆コスチューム専
攻

C19JS022 プランナー演習 専門 選択 60 １年 後期 2 インディゴ　寿子 兼任
ウェディングの基本知識と，新しいウェディングのあり方を学ぶため，IT関連のウェディ
ングシステム「one-Wクラウドシステム」の操作方法を習得し，効率の良い打合せ業務に
ついて学習するとともに，「one-W認定試験」合格を目指す。

実習，講義
ブライダル＆コスチューム専
攻

C19JS023 プランナー演習Ⅱ 専門 選択 90 ２年 前後期 2 インディゴ　寿子 兼任
科目「ブライダル総論Ⅰ・Ⅱ」「コーディネーター実務」と連携しながら，更なる知識を身
につけるため，「one-Wクラウドシステム」の応用技術を習得する。また，手作りアイテム
の作成や，業務把握能力・カウンセリング力の習得も目的とする。

実習，講義
ブライダル＆コスチューム専
攻

C19JS024 コーディネーター実務 専門 選択 120 ２年 前後期 6 大石　仁 兼任

　ウェディングプランナー・コーディネーターとして必要な，現場知識を身に付ける。「新
規」課程においては，接客マナーや電話対応など基本的なことから，高成約率の取り
方，維持，お客様心理など，営業知識を学習する。「施行」課程においては，単価アッ
プ，売上確保などのほかに，経営の仕組みや，利益・原価率，経常利益など，会社員と
して必要な，会社の仕組み，お金の仕組みを学習する。就職後，即戦力となるスキルを
学習する。

実習，講義
ブライダル＆コスチューム専
攻

C19JS026 コスチュームⅡ（和装） 専門 選択 90 ２年 前後期 3 折尾　和子 兼任

1年次に習得した黒留袖の多装の技術をベースに，相モデルによる演習を中心に振袖
や女性袴の着せ方（他装），黒留袖の着方（自装）を習得する。また，花嫁（白無垢・色
打掛）や男性第一礼装（紋付羽織袴）の着付についても学習する。きもの着付技能検定
２級・１級の取得を目指す。

演習
ブライダル＆コスチューム専
攻

C19JS027 コスチュームⅡ（洋装） 専門 選択 30 ２年 前後期 2 黒鳥　美津代 専任
ドレスの基礎知識に加え，洋裁を取り入れたサイズ直しなど，お客様にあったドレスに
変身させ，トータルコーディネートを提案できるようになることが目的である。

演習
ブライダル＆コスチューム専
攻

合計 1,350 単位時間
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