
◆実務経験のある教員による授業科目

科目名：Webページ作成　　[演習] 　　2022年度　〔　前期　・　後期　・　通年　〕　　全30回

評価対象

1

2

3

4

5 成果物

6 実技

7

8

9 成果物

10 実技

11 成果物

12 実技

13 小テスト

14 実技

15

リンクの設定 ページから、別のページへジャンプすることができる。

成果物チェックテスト
タグが一通り理解でき、基本的なHTMLが自分の力で
書ける。

総復習：自己紹介サイト作成① 総復習と質疑応答

小テスト

担当講師 ： 今田　陽子 　　　  [ パソコンサポート会社経営 ]

テーマ／概要 活動内容

到達目標　（主語は学生「～できる」：可能なかぎり具体的に） 到達目標ごとの評価方法

テキストエディタとブラウザの２つのソフトが使い分けるこ
とができる。

実技４％、成果物を5段階で評価し、成績全体の5％に反映する。

自分の力でHTMLを書くことができる。
実技10％、小テスト10％、成果物2回分を5段階で評価
し、成績全体の10％に反映する。

HTMLファイルとCSS（スタイルシート）を連携し、CSSの役
割が理解できる。

実技４％、成果物を5段階で評価し、成績全体の5％に反映する。

【学期末筆記テスト内容】◎WWW、拡張子について／◎HTMLタグの基本的な書き方と意味について／◎インター
ネットの仕組みについて記述／◎WEBページを1ページ分仕上げる。（HTMLタグの記述）

実技

【成績評価】  最終評価に含めるものとその割合　＜A：90-100　B:80-89　C：70-79　D：60-69＞
  ■目標1関連　  　16　　％　      　 　■目標2関連　　　20  　　％　     　 　■目標3関連　　　39  　　％
　■定期テスト　　 25　　％　　　　  　　※後期分評価との平均値で科目の成績を決定

【使用教材】　オリジナル教材

オリエンテーション、Webサイトについて

テキストエディタとブラウザについて

1年間の授業の流れと評価を学生が把握できる。普段、どの
ようなWebサイトを見ているか、好きなサイト、おススメサイト
を発表する。

実技

簡単なタグが理解できる。テキストエディタで書いたタ
グがブラウザで表示できる。

実技

成果物チェックテスト 基本的なタグの書き方、２つのソフトの切替ができる。

箇条書き 箇条書きの２つのタグについて使い分けができる。

成果物チェックテスト 画像の挿入までのタグが自分の力でできる。

フォルダとファイル、拡張子について
画像の挿入

フォルダに保存する必要性を理解できる。
ファイルの拡張子が理解できる。画像が挿入できる。

タグが一通り理解できる。

総復習：自己紹介サイト作成② 総復習と質疑応答

CSS実践①CSSファイル作成
CSSファイルを作成し、自己紹介サイトにCSSファイル
を連携させる。



◆実務経験のある教員による授業科目

科目名：Webページ作成　　[演習]

評価対象

16 実技

17 実技

18 成果物

19 実技

20 成果物

21

22

23 成果物

24 実技

25 小テスト

26 実技

27

28

29 実技

30 成果物

実技

オリジナルサイトの制作 これまでの学習をもとに自分のサイトを制作する。 実技

【成績評価】  最終評価に含めるものとその割合　＜A：90-100　B:80-89　C：70-79　D：60-69＞
  ■成果物　35　％　　      　 　■発表・実技等　30　％　     　 　■小テスト　20　％
　□宿題　　　　　　％　　　　　　 ■定期テスト　15　％　　　　  　　※前期分評価との平均値で科目の成績を決定

【使用教材】　　オリジナル教材

　　2022年度　〔　前期　・　後期　・　通年　〕　　全30回

担当講師 ： 今田　陽子 　　　  [ パソコンサポート会社経営 ]

CSS実践①続き
CSSファイル（スタイルシート）の書き方と保存方法を習
得する。

CSS実践②レシピのサイト作成 CSSの学習の復習と実践

授業概略 詳細

到達目標　（主語は学生「～できる」：可能なかぎり具体的に） 到達目標ごとの評価方法

CSS（スタイルシート）を使って、レスポンシブサイトが作成できる。実技2％、成果物を5段階で評価し、成績全体の5％に反映する。

既存のJavaScript(jQuery)を使って動きのあるウェブサイ
トが作成できるようになる。

実技6％、小テスト10％、成果物を5段階で評価し、成績
全体の5％に反映する。

サイト制作が一通りできる。 実技４％、成果物を5段階で評価し、成績全体の5％に反映する。

【学期末筆記テスト内容】　HTMLタグとCSSコードの記述問題／JavaScriptの役割について説明
　　　　　　　　　　　　　　　　　WEBページを１ページ分仕上げる

成果物チェックテスト HTML、CSSを１から作成する。

CSS実践③

成果物チェックテスト

HTMLファイルとJavaScriptプログラムを連携させる。

レスポンシブに対応したサイトの作成

JavaScriptの体験
CSS（スタイルシート）でJavaScriptプログラムのスタイ
ルを編集する。

成果物チェックテスト HTMLファイルとJavaScriptプログラムを連携成果物チェック

総復習③ HTML、CSS、JavaScriptまで一通り復習

小テスト HTML、CSS、JavaScriptまで知識として定着しているかを確認

総復習③の続き HTML、CSS、JavaScriptまで一通り復習

これまでの学習をもとに自分のサイトを制作する。

オリジナルサイトの制作

成果物チェックテスト



◆実務経験のある教員による授業科目

科目名 ： 文書デザイン　　[演習] 2022年度　　[　前期　・　後期　・　通年　］　　　全　30　回

評価対象

1
オンライン
テスト

2
オンライン
テスト

3
オンライン
テスト

4 実技

5 成果物

6 成果物

7 実技

8 成果物

9 成果物

10 発表

11 実技

12 実技

13 実技

14 成果物

15 発表

担当講師 ： 松岡　薫　　　[デザイン制作会社勤務を経て、グラフィックデザイナーとして独立]

チラシ制作（レイアウト1）

チラシ制作ー（レイアウト2）

チラシ制作発表

レイアウト全体のバランスをとる

自分の制作したチラシについてセールスポイントを発
表

伝わりやすい文字や配色を選択し変更する

名刺発表

チラシ制作（文字入力）

チラシ制作（写真配置）

名刺について工夫した点等を発表する

PowerPointで必要な文字情報を入力

イメージに合う写真を選び配置をする

名刺作成（レイアウト2）

名刺作成（レイアウト3）

オリジナル名刺のデザインを考え仕上げる

前回とは違うパターンの名刺を制作する

PowerPointで見やすい文字や配色を選択し、採用する
ものを決定する

自己紹介カード（レイアウト）

色から連想するイメージ 色から連想するイメージを表現する・整理する

色や装飾を付けてレイアウトを決める→カメラ機能で
自分の写真を撮り配置

名刺作成（レイアウト1）

色の原理・色の属性について

テキストpp.20-23によりWindowsの基本操作に関して
理解し、オンラインテストを受験

テキストpp.26-27により文字入力の方法についてオン
ラインテストで記述

色見本および説明により色の属性について理解し、オ
ンラインテストを受験

オリエンテーション
自己紹介カード（文字入力）

1年間の評価と流れを把握
パソコンの基本操作の確認→自己紹介カードの入力

テーマ／概要 活動内容

到達目標　（主語は学生「～できる」：可能なかぎり具体的に） 到達目標ごとの評価方法

自己紹介カードを制作することによって伝えたいことを文
字入力し発表することができる。

授業中の実技と成果物を5段階で評価し、評価全体の
24％に反映する。

好きな色やフォントを組み合わせてオリジナル名刺を制
作することができる。

授業中の実技、成果物、発表を5段階で評価し、評価全
体の28％に反映する。

情報の重要度に合った文字の大きさ、イメージ写真や色
を使ってチラシを制作することができる

授業中の実技、成果物、発表を5段階で評価し、評価全
体の28％に反映する。

【学期末筆記テスト内容】
　　　　　　　　　　　　　　国の紹介・観光地・グルメ・地域の名産など調べたものをラフスケッチにまとめる。

【成績評価】  最終評価に含めるものとその割合　＜A：90-100　B:80-89　C：70-79　D：60-69＞
  ■目標1関連　  　24　　％　      　 　■目標2関連　　　28  　　％　     　 　■目標3関連　　　28  　　％
　■定期テスト　　 20　　％　　　　  　　□その他（後期分評価との平均値で科目の成績確定）

【使用教材】　　『留学生のためのWord/Excel/PowerPoint入門』・オリジナル教材

Windowsの画面と
アプリケーションの起動について

文字入力について



◆実務経験のある教員による授業科目

科目名 ： 文書デザイン　　[演習] 2022年度　　[　前期　・　後期　・　通年　］　　　全　30　回

評価対象

16

17 実技

18 成果物

19 評価シート

20 成果物

21 成果物

22 評価シート

23

24

25

26

27 成果物

28
発表
評価シート

29
発表
評価シート

30

プレゼンテーション（1） 発表と評価

プレゼンテーション（2） 発表と評価

PowerPointによる料理紹介（3） 作品品評会：良い点と改善点についてのコメント記入

PowerPointによるプレゼン用スライド（1）
タスク説明→前期試験返却：ブラッシュアップして発表
原稿作成

PowerPointによるプレゼン用スライド（2） 発表原稿完成と場面に応じたスライド作成（6枚以上）

Wordによるイベント案内作成（3） 作品品評会：良い点と改善点についてのコメント記入

PowerPointによる料理紹介（1） タスク説明→完成イメージラフスケッチ

PowerPointによる料理紹介（2）

まとめとふり返り 成果物の整理と自己評価

PowerPointによるプレゼン用スライド（3） スライド作成作業（1）

PowerPointによるプレゼン用スライド（4） スライド作成作業（2）

PowerPointによるプレゼン用スライド（5） スライド作成作業（3）→完成

写真の挿入・デザイン制作→完成

オリエンテーション
前期成果のまとめ

後期の授業の流れ・目標・評価に関する案内

Wordによるイベント案内作成（1）
タスク説明・記載すべき事項の提示→文字入力

→レイアウト・デザイン考案

Wordによるイベント案内作成（2） イベント案内の制作・完成

授業概略 詳細

到達目標　（主語は学生「～できる」：可能なかぎり具体的に） 到達目標ごとの評価方法

wordを用いて、必要事項を盛り込んだイベントのお知ら
せが作成できる。

授業中の実技と成果物を5段階で評価し、評価全体の
30％に反映する。

PowerPointを用いて、構成を考え、見る人にわかりやす
いプレゼンテーション用スライドが作成できる。

授業中の実技と成果物を5段階で評価し、評価全体の
30％に反映する。

クラスメートの作成した作品について、良い点や改善の
アドバイスを理由とともに挙げることができる。

他者の成果物について記入する評価シートにより評価
し、評価全体の20％に反映する。

【学期末筆記テスト内容】 　WordおよびPowerPointのデザインに関連する機能に関する問題
　　　　　　　　　　　　　　　　　授業における制作活動を通して得たこと（レポート）

【成績評価】  最終評価に含めるものとその割合　＜A：90-100　B:80-89　C：70-79　D：60-69＞
　■目標1関連   　30　　％　      　 　■目標2関連　　　30  　　％　     　 　■目標3関連　　　20  　　％
　■定期テスト　　 20　　％　 　　  　　□その他（前期分評価との平均値で科目の成績確定）

【使用教材】　　『留学生のためのWord/Excel/PowerPoint入門』・オリジナル教材

担当講師 ： 松岡　薫　　　[デザイン制作会社勤務を経て、グラフィックデザイナーとして独立]



◆実務経験のある教員による授業科目

科目名： メンタルヘルス　　[講義] 2022年度　　［　前期　・　後期　・　通年　］　　全　１５　回

評価対象

1 プリント作成、確認

2 プリント作成、確認

3 プリント作成、確認

4 プリント作成、確認

5 プリント作成、確認

6 プリント作成、確認

7 プリント作成、確認

8 プリント作成、確認

9 プリント作成、確認

10 プリント作成、確認

11 プリント作成、確認

12 プリント作成、確認

13 プリント作成、確認

14 プリント作成、確認

15 プリント作成、確認

担当講師 ： 石神　由美子 　　[高等学校保健体育教諭を経て、心と体の健康サロン主催・運営：ボディケアセラピスト]　　

テーマ／概要 活動内容

到達目標　（主語は学生「～できる」：可能なかぎり具体的に） 到達目標ごとの評価方法

メンタルヘルスの意義が理解できる
実技（めい想、呼吸法）、プリント作成の完成度、小テス
トと定期試験より評価

メンタルヘルス不調の原因、不調の現れ方が理解できる
実技（めい想、ストレッチ、リンパ）、プリント作成の完成
度、小テストと定期試験より評価

リラックス、感情のコントロールをするコツを理解し、実践できる
実技（めい想、ヨガ、リンパ）、プリント作成の完成度、小
テストと定期試験より評価

【学期末筆記テスト内容】　メンタルヘルス不調の原因、不調、対処法の記述。メンタルヘルスに関するさまざまなコ
ツの選択、記述による問題。実技（ストレッチ、ヨガ、呼吸法、リンパ）の方法

【成績評価】  最終評価に含めるものとその割合　＜A：90-100　B:80-89　C：70-79　D：60-69＞
  □成果物　 40 　％　      　 　□発表・実技等　10　   ％　     　 　□小テスト　　 10  ％
　□宿題　　　10　　　％　　　　　　 □定期テスト　30　　　％　　　　  　　□その他（　　　　　　　　）　　　　　％

【使用教材】　『９９％の人がしていないたった１％のメンタルのコツ』　河野　英太郎、ＬＩＴＡＬＩＣＯの仕事ナビ

メンタルヘルスとは？ 「心の健康」

職場におけるメンタルヘルス、不調の原因 職場のメンタルヘルス不調、強いストレスの内訳

ストレスの原因（ハラスメント）
１．パワーハラスメント　２．セクシャルハラスメント
３．モラルハラスメント

メンタルヘルス不調の現れ方
ストレスの３段階、働く人のメンタルヘルス不調で起こ
りやすい疾患１．警告期　２．抵抗期　３．疲はい期

メンタルヘルス不調の兆候
１．こころに現れる症状　２．からだに現れる症状　３．
行動面の変化

メンタルヘルス不調に気づいたときの対処法セルフケアの方法

目標設定のコツ
「夢」を「目標」に言いかえる
目標を９マスシートで分解する

自分に気づくコツ

１．やる気のもとを見つめ直す
２．怒りの感情を肯定する
３．苦手なひとを知る
４．やる気が出ない自分をゆるす
５．４つの感情を知る

目標（夢） 目標達成ノート作成

リラックスのコツ、集中力のコツ ６つの方法、仕事を4つのタイプに分類

イメージのコツ、セルフトーク いろいろな場面をイメージする、感情を言葉にしてみる

理想のパフォーマンス
感情をコントロールするコツ

テンションを使い分ける、自分の感情を意識する

前期試験のまとめ プリント作成、答え合わせ

前期試験のまとめ プリントの確認、試験勉強



◆実務経験のある教員による授業科目

科目名：　救急処置法　　[講義] 2022年度　［　前期　・　後期　・　通年　］　　　全　15　回

評価対象

1 課題プリント

2 課題プリント

3 課題プリント

4 課題プリント

5 課題プリント

6 課題プリント

7 課題プリント

8 課題プリント

9 課題プリント

10 課題プリント

11 課題プリント

12 課題プリント

13 課題プリント

14 課題プリント

15

担当講師 ： 田中　千春　　[健康運動指導士・上級スポーツ指導員として健康体操教室、テニススクール主催・運営]

一次救命処置（5）
実践）胸骨圧迫と人工呼吸との組み合わせ

※レサシアンQCPR使用

一次救命処置（6） 実践）AEDを用いた除細動

総復習

一次救命処置（7）
気道異物除去法

①気道遺物の症状　②気道異物除去の手順

一次救命処置（2） 心肺蘇生とは　※レサシアンQCPR使用

一次救命処置（3） 胸骨圧迫とは　※レサシアンQCPR使用

一次救命処置（4） 人工呼吸とは　※レサシアンQCPR使用

手当の基本（6） 包帯　①三角布　②身近な物を使っての包帯

一次救命処置（1） ①一次救命処置とは　②一次救命処置の手順

手当の基本（3） きずの種類と出血　①すり傷　②切り傷　③刺し傷

手当の基本（4） ①打撲、捻挫　②脱臼、骨折

手当の基本（5） ①やけど　②　熱中症

救急法とは 救急法の定義／救助者の留意点／手当の基本

手当の基本（1） 手当の流れと安静の確保

手当の基本（2） 止血方法

テーマ／概要 活動内容

到達目標　（主語は学生「～できる」：可能なかぎり具体的に） 到達目標ごとの評価方法

病気やけがや災害から自分自身を守り傷病者を正しく救
助することの意義を学ぶ

理解度チェック問題を実施する・・・成績評価に占める割合10％

きず・骨折・急病等の手当を実施することができる 理解度チェック問題を実施する・・・成績評価に占める割合10％、実技20％

心肺蘇生法+AEDを用いた除細動+気道異物除去が実施できる 理解度チェック問題を実施する・・・成績評価に占める割合10％、実技20％

【学期末筆記テスト内容】　専門用語漢字の読み方、書き方の問題、救急処置法各要因からの問題

【成績評価】  最終評価に含めるものとその割合　＜A：90-100　B:80-89　C：70-79　D：60-69＞
  □成果物　   　　％ 　     　 　■実技　　20   　　％　     　         　■小テスト　 20　   　　％
　□宿題　　　　　　％　　　　　　 ■定期テスト　　20　　　％　　　　  　　■その他（　出席率、定期テスト　）　40　％

【使用教材】   



◆実務経験のある教員による授業科目

科目名：健康スポーツ実践　　[演習] 2022年度　［　前期　・　後期　・　通年　］　　　　全30回

担当講師：　森脇　浩一　[パーソナルトレーナーおよびスポーツインストラクターとして事務所経営]

評価対象

1 小テスト

2 技術テスト

3 技術テスト

4

5

6

7

8

9

10

11

12 技術テスト

13
受身動作
テスト

14 技術テスト

15

到達目標　（主語は学生「～できる」：可能なかぎり具体的に） 到達目標ごとの評価方法

さまざまなスポーツ・エクササイズをある程度実践できる 授業態度、運動測定・チーム競争に取り組む積極性

実践したスポーツを学科形式にして解答できる Google formによるテスト提出。期限内に提出できたかどうか。

【学期末筆記テスト内容】
人体の構造・体力・内科疾患に関する選択問題　/  さまざまな球技および競技に関する選択問題

【成績評価】  最終評価に含めるものとその割合　＜A：90-100　B:80-89　C：70-79　D：60-69＞
  □成果物　  10　％　      　 　□発表・実技等　　20  　％　     　 　□小テスト　　10 　　％
　□宿題　　　10　　％　　　　　　 □定期テスト　　20　　％　　　　  　　□その他（授業態度・積極性）　30　　％

※前期、後期それぞれに評価し、その平均により成績を確定する

【使用教材】　

授業概略 詳細

オリエンテーション 人体の構造・体力の定義

サッカー ルール説明の後、実践・トーナメント戦

バドミントン ルール説明の後、実践・トーナメント戦

陸上競技 50メートル走・走り幅跳び

バレーボール ルール説明の後、実践・チームトーナメント戦

ドッジボール ルール説明の後、実践・チームトーナメント戦

ハンドボール ルール説明の後、実践・チームトーナメント戦

中間試験

内科疾患① 風邪・発熱・喉の痛み・腹痛・下痢

内科疾患② インフルエンザ・肺炎・高血圧・糖尿病

卓球 ルール説明の後、実践・トーナメント戦

ボクシング  実践練習 / フィードバック

柔道 実践練習 / フィードバック

空手 実践練習 / フィードバック

前期期末試験のための総復習



◆実務経験のある教員による授業科目

科目名：健康スポーツ実践　　[演習] 2022年度　［　前期　・　後期　・　通年　］　　　　全30回

担当講師：　森脇　浩一　[パーソナルトレーナーおよびスポーツインストラクターとして事務所経営]

評価対象

16

17

18

19 小テスト

20

21

22 小テスト

23

24

25 小テスト

26

27

28 実技

29 実技

30

オリエンテーション
前期試験フィードバック・後期授業について
アンケート

到達目標　（主語は学生「～できる」：可能なかぎり具体的に） 到達目標ごとの評価方法

筋肉の部位ごとの呼称及び説明ができる 小テスト(正解率70％以上が合格)×３　・　期末試験

効果的な基礎トレーニング方法を他者に指導できる 実技テスト(トレーニングの説明・手順の正確さにより5段階評価)

【学期末筆記テスト内容】
筋肉・トレーニング方法について選択・記述　/  基礎トレーニングについて選択・記述

【成績評価】  最終評価に含めるものとその割合　＜A：90-100　B:80-89　C：70-79　D：60-69＞
  □成果物　  　　　％　      　 　□発表・実技等　　30 　　％　     　 　□小テスト　　 30　　％
　□宿題　　　　　　％　　　　　　 □定期テスト　　40　　％　　　　  　　□その他（　　　　　　　　）　　　　　％

※前期、後期それぞれに評価し、その平均により成績を確定する

【使用教材】　『スポーツバイオメカニクス入門』　『筋力トレーニングプログラム』　『公認スポーツ指導者養成テキスト』

詳細授業概略

それぞれの部位の筋肉① 『からだの構造と機能』P79～(参)　筋・骨・関節含む

それぞれの部位の筋肉② 『からだの構造と機能』P79～(参)　まとめ

体の構造と運動 / 小テスト
『スポーツバイオメカニクス入門』P30～32(参)
小テスト：筋肉①

バイオメカニクスの実際①
『筋力トレーニングプログラム』P36～40(参)
筋力トレーニングの目的　/  立つ・実践

バイオメカニクスの実際②
『筋力トレーニングプログラム』P46～47(参)
筋力トレーニングの流れ　/  歩く*走る・実践

バイオメカニクスの実際③ / 小テスト
『筋力トレーニングプログラム』P62～63(参)
プログラムの作成　/  跳ぶ・実践　/　小テスト：筋肉②

バイオメカニクスの実際④
『筋力トレーニングプログラム』P76～(参)
エクササイズの選択　/  投げる・実践

バイオメカニクスの実際①
『筋力トレーニングプログラム』P82～(参)
負荷の設定方法　/  打つ・実践　/　筋肉についてまと
め

基礎トレーニング① / 小テスト
『公認スポーツ指導者養成テキスト』P50～(参)
体力とは～　/　自作プリント配付　/　小テスト：筋肉③

基礎トレーニング⑤
スポーツマッサージ①

発表・評価②　/  マッサージ概要・実践

スポーツマッサージ②
健康スポーツ演習Ⅰ　総括

マッサージ実践
学習確認・後期試験について・アンケート

基礎トレーニング②
『公認スポーツ指導者養成テキスト』P55～(参)
トレーニングの進め方

基礎トレーニング③ 実践練習(ペア・グループ)①

基礎トレーニング④ 実践練習(ペア・グループ)②  /  発表・評価①


