
№1

2021年度メイプルカレッジ「特別開放講義」について 2021/2/19

山梨英和大学では、学部の授業を一般の皆さまに開放しています。　 

【第１群　文学・文化・芸術】
№ 分類 講義名 講師名 曜日 時限 初回 期・時間数（Ｈ） 講義内容 テキストの有無 テキスト名等

№101 1 キリスト教概論２ 洪　伊杓 火 1 9/28 後期・20 山梨地域とキリスト教との関係を歴史的に踏まえた上、現代社会の諸問題をキリスト教的観点に基づいて考察します。 資料配付

№102 1 世界の文化
井上征剛　　

山本明歩
木 2 9/30 後期・20

（１）現生人類の特徴と文化との関連性、そして文化の変化についての考察（山本：第7回まで）、（２）ヨーロッパおよび日本の

近・現代の文化事象の考察（井上：第8回以降）の二本立ての講義によって、現代の日本に生きる私たちが豊かに生きていくための

参照枠として、「世界の文化」を理解していきます。農耕文化、都市文化、芸術家のイメージ、家庭と子どもなどを扱います。

資料配付

№103 1 宗教と思想 洪　伊杓 火 3 4/20 前期・20
世界の多様な宗教を比較しながら学び、その宗教が生み出した思想がこの社会をどのように構築して来たかを考察する。発表もして

いただきます。
資料配付

№104 1 英語学概論 星野真理 火 3 4/20 前期・20

英語ということばの輪郭と背景を身近なところから幅広く学びます。ことばや英語の歴史、英語の語源や意味、音声、英語の文章の

成り立ち、コミュニケーションツールとしての視点などから、またグローバルな視点からも、「英語とはどんな言語なのか」その特

徴を理解しながら、英語という言語を考えていきます。

テキスト指定あり

『はじめての英語学』改訂版、長谷川瑞

穂編著、研究社（ISBN：978-4-327-

40165-8）2,750円（税込）

№105 1 英語の文法 星野真理 火 3 9/28 後期・20

英語の文法を深く考察し、確かな英語力を培う講座です。特に、品詞や文の構造、日本語にない表現などに注目して文法を学び、知

識を運用力に変えることをめざします。また、毎回、英語ニュースを読んで日本語原稿に訳すことで文法を学ぶ必要性を考えます。

さらに、書く活動も取り入れ、理論とともに英語を使うことを実践します。

資料配付

№106 1 日本の文学 渡邊久壽 水 3 9/29 後期・20

日本の文学と文化の基底を形作り、伝統と創造性を推進してきた『古今和歌集』の中で、今回は主に「恋」の部を取り上げ、一首一

首の文学的魅力、発信力、配列による創造性・形象性の考察を通して、この勅撰集の表現力の奥深さを読み解き、日本的な感性、美

意識、人生の営為への理解と把握がいかに本歌集に依拠しているか、再発見していきます。

テキスト指定あり
『古今和歌集』ちくま学芸文庫、小町谷

照彦訳注、筑摩書房、1,650円（税込）

№107 1 古典文学論 渡邊久壽 水 3 4/21 前期・20

日本の古典文学史の講義ですが、今回は中古文学史を対象に、文学史的な考え方を学んでいきます。文学史的展開を、残された作品

や残した作者たちを手掛かりに事実的・年表的に辿るのではなく、それらが、その時代状況の中でその形で登場するより他にはな

かった必然性を、時代的社会的基底と作品の達成状況を見据えながら考えていきます。そこに、時代を越える普遍性が立ち現れるは

ずです。

テキスト指定あり

『資料日本古典文学史古代中世編』、梶

原正昭他編、武蔵野書院、1,705円（税

込）

№108 1 日本文学史 小菅健一 木 2 4/22 前期・20

日本の近現代文学の広範な歴史を、坪内逍遥から村上春樹まで、物語から小説への移行に伴う、〈近代的自我〉という現在にも通用

するキーワードを中心に、明治・大正・昭和の代表的な作家たちとその作品、さらに、自然主義や耽美派・唯美派、新感覚派などの

文学主義の解説・読解を通して、様々な考察を繰り広げていく講義になります。

なし

№109 1 音楽史・音楽学 井上征剛 金 5 4/23 前期・20

ドイツで長年愛されているオペラ《ロシア皇帝と船大工》（1837年、ロルツィング作曲）を、DVDで鑑賞します。作曲家が、音楽

的手法やオペラの基本的な枠組みを、喜劇的な物語を描く上でどのように用いているかを中心に、具体的に考察します。あわせて、

「喜劇」に関連する他のオペラ作品にも触れます。マッケラス指揮のもと、ゾーティンやポップなど往年の名歌手が躍動する姿をお

楽しみください。

資料配付

№110 1 舞台芸術論 井上征剛 水 2 4/21 前期・20

オペラを演出に着目して鑑賞する方法を、実例に触れつつ学びます。モーツァルト《魔笛》を中心に、場面・音楽・物語・演出家の

解釈などの観点から分析しつつ鑑賞します。また、同じ作品を異なる演出家が手がけた場合の違いについて、主に「現代的演出」と

いうテーマに着目して比較しつつ考察します。

資料配付

№111 1 近現代文学論 小菅健一 木 2 9/30 後期・20

夏目漱石の『道草』を〈過去〉と〈現在〉の親子関係・家族関係、〈現在〉の夫婦関係という、人間関係の複雑な絡み合いが、お金

を巡って織りなすドラマについて、近代的自我の問題を中心に、日常生活において繰り広げられる複雑な心理ドラマとして捉え、

淡々と過ぎて行く日々を丹念にたどりながら読み解いていく講義になります。

テキスト指定あり

夏目漱石『道草』が読めるものであれ

ば、文庫本・全集本、何でも構いませ

ん。

１．講義は遠隔授業（Google meet等）を取り入れています。

２．学生が課される課題提出及び定期試験の受験を求めることはありません。

３．外国語は、１年生が対象の基礎的な内容の講義です。

４．４学期制のカリキュラムにより、週に２回講義を行う科目があります。

【山梨英和大学Webシラバス】

授業詳細は、本学Webサイトで公開しています。

https://www.yamanashi-eiwa.ac.jp/u_graduate/cur/

2021年度開講科目については、2021年4月1日公開予定です。ご参考ください。

特別開放講義時間割

（95分授業）

１限 ９：００～１０：３５

２限 １１：０５～１２：４０

３限 １３：３０～１５：０５

４限 １５：１５～１６：５０

５限 １７：００～１８：３５

【講義期間・時間数・受講料（１講義あたり）】

【申込締切・開講期間】※本学では４学期制を導入しています。

受講希望の方は、メイプルカレッジ講座№31か№32「オンライン講座初心者入門」のご受講をお

すすめします。

講義期間 時間数（回数） 一般 メイプルメイト 保護者 

前期もしくは後期科目 20 時間（13～14） 14,000円 12，600円 11,200 円 

１Ｑ（クォーター）科目 10 時間（6～7） 7,000円 6,300円 5,600 円 

 

講義 申込締切 開講期間 

前期（1Ｑ・2Ｑ） 4月 5日（月） 

１Ｑ ２Ｑ 

4 月 19 日（月） 
～6 月 10 日（木） 

6 月 11 日（金） 
～7 月 30 日（金） 

後期（3Ｑ・4Ｑ） 9月 9日（木） 

３Ｑ ４Ｑ 
9 月 24 日（金） 

～11 月 24 日（水） 
11 月 25 日（木） 

～2022 年 2月 4 日（金） 

 

※週に２回講義を行う科目があります。その場合、講義回数は１Ｑ内で13～14回となり、受講料は前期もしくは後期と同額になります。
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№112 1 現代文化論 小菅健一 火 2 9/28 後期・20

まんが、アニメ、音楽、テレビ、ＣＭ、アイドル、キャラクター、デザイン、お笑い、演劇、ことば、流行、テーマパーク、コンビ

ニエンスストアー、新聞、雑誌。ラジオなどといった、現代文化ではサブカルチャーと呼ばれている様々なジャンルのものを、〈不

易と流行〉という視点から読解・分析して、その意義について考察していく講義です。

なし

№113 1 児童文学講読 井上征剛 水 2 9/29 後期・20

ジェフリー・トリーズの小説『この湖にボート禁止』（の日本語訳）を読みながら、この作品がさまざまな形で反映している、欧米

や日本の児童文学でしばしば扱われてきたテーマについて学びます。最初に児童文学作品を読む際の基礎的な考え方について学び、

次いで学生の発表と討論を中心に、この作品を章ごとに読みすすめていきます。

テキスト指定あり

『この湖にボート禁止』ジェフリー・ト

リーズ著、多賀京子訳、福音館書店、

825円（税込）

№114 1 現代芸術論 小菅健一 木 3 9/30 後期・20

現代芸術を代表とするアニメーション映画をめぐって考察していく講義です。手塚治虫、宮崎駿、高畑勲、大友克洋、押井守、富野

由悠季、庵野秀明、新海誠、今敏、細田守などの映像作家たちの作品やアートアニメーション、フラッシュアニメーションなどの作

品の鑑賞と解説を通して、それぞれの存在意義について解明していきます。

なし

№115 1 比較文化・思想論 井上征剛 木 2 4/22 前期・20

ドイツの有名なメルヒェン「ヘンゼルとグレーテル」を題材とするパロディーについて考察します。「メルヒェン考古学」という

もっともらしい名前の嘘が、どのような考え方のもとに作りあげられたかを検討し、あわせて他のパロディー作品を見ていくこと

で、誰でも知っている物語に別の角度から目を向ける発想について、さらに物語を読むという行為の持つ意味について考察します。

テキスト指定あり

『本当にあった？グリム童話「お菓子の

家」発掘－メルヒェン考古学「ヘンゼルと

グレーテルの真相」』、ハンス・トラクス

ラー（矢羽々崇／たかおまゆみ共訳）、現

代書館、2,090円（税込）

井上征剛 月 3 9/27

森　稚葉 水 4 9/29

№117 1 日本文学講読Ⅰ 渡邊久壽 水 2 4/21 1Q・10

王朝の代表的女流日記文学『和泉式部日記』を精読します。本作品には『和泉式部日記』と『和泉式部物語』という、伝本系統によ

り名称の異なる本文があり味わいも異なります。本講義では、三條西家本『和泉式部日記』を通して、式部と帥宮敦道親王の贈答歌

に紡がれ、苦しく切なく悩ましい多彩な心理が織込められてくる、恋愛そのものの世界が創造される内的機制について、考えていき

ます。

テキスト指定あり

『和泉式部日記』角川ソフィア文庫、近

藤みゆき訳注、角川書店、792円（税

込）

№118 1 日本文学講読Ⅱ 渡邊久壽 水 2 6/16 2Q・10 『和泉式部日記』を精読します。「日本文学講読Ⅰ」の続きを読んでいきます。 テキスト指定あり

『和泉式部日記』角川ソフィア文庫、近

藤みゆき訳注、角川書店、792円（税

込）

№119 1 日本文学講読Ⅴ 小林一之 水 2 9/29 3Q・10

芥川龍之介が晩年に試みた「『話』らしい話のない小説」の代表作『海のほとり』『蜃気楼』などを読み、芥川が繰り返し書いた夢

や無意識というモチーフについて考察する。この講読では受講者の自由な読みと意見交換によって、芥川の作品世界を探求していき

たい。

テキスト指定あり
『芥川龍之介全集６』ちくま文庫、芥川

龍之介著、924 円（税込）

№120 1 日本文学講読Ⅵ 小林一之 水 2 12/1 4Q・10
芥川龍之介の小説『歯車』を読む。主人公「僕」は、東京の銀座の街や神奈川の鵠沼の往来を歩き回り、様々な不安な出来事に遭遇

し、それらは「歯車」のように連鎖していく。この講読では受講者による発表を取り入れて、『歯車』の世界を探求していきたい。
テキスト指定あり

『芥川龍之介全集６』ちくま文庫、芥川

龍之介著、924 円（税込）

№121 1 英米文学史 杉村篤志 金 4 4/23 前期・20
19世紀までの米文学史を概観しながらジェンダー、人種、民族の問題などについて考察します。現代日本文化や日本社会のありかた

についても比較文化的視点から検討します。文献は主に日本語翻訳を用いますが、英語テクストも含まれます。
資料配付

№122 1 まんが論 小菅健一 木 3 4/22 前期・20

日本まんがにおける代表的な作家たち、手塚治虫、藤子不二雄、石ノ森章太郎、赤塚不二夫、大友克洋、宮崎駿、大島弓子、萩尾望

都、岡崎京子、浦沢直樹、さらに、まんが文化を作り上げた「週刊　少年ジャンプ」を取り上げて、思想性・社会性・文学性・哲学

性・美学性・歴史性などの観点から考察を繰り広げていく講義になります。

なし

【第２群　人間・心理・社会】

№ 分類 講義名 講師名 曜日 時限 初回 期・時間数（Ｈ） 講義内容 テキストの有無 テキスト名等

№123 2 知覚・認知心理学Ⅰ 須永範明 金 1 4/23 1Q・10
感覚と知覚、注意、記憶の働きについて学びます。これらは、こころの働きの中でも基礎的なものと考えられています。私たちは身

の回りの世界を目や耳で捉え、あるものに注意を向け、記憶として蓄えます。その仕組みや特徴的な現象について解説します。
テキスト指定あり

『基礎から学ぶ認知心理学』 服部雅

史・小島治幸・北神慎司著 有斐閣 

1,980 円（税込）

№124 2 知覚・認知心理学Ⅱ 須永範明 金 1 6/11 2Q・10
記憶、知識、思考、意思決定、意識について学びます。これらは、こころの働きの中でも認知機能と呼ばれているものです。私たち

は、物事をどう捉え、問題についてどのように考え、取るべき行動をどんなやり方で決定しているのか、考えていきます。
テキスト指定あり

『基礎から学ぶ認知心理学』 服部雅

史・小島治幸・北神慎司著 有斐閣 

1,980 円（税込）

№125 2 学習・言語心理学Ⅰ 槻舘尚武 月 4 9/27 3Q・10
本講義では、学習と言語に係わる心理学の理論に関して広く学んでいきます。先達の心理学者たちが知識やひとの成長、すなわち学

習をどのように捉えたのかを学びます。※学習・言語心理学Ⅰでは主に学習心理学を扱います。
なし

№126 2 学習・言語心理学Ⅱ 槻舘尚武 月 4 11/29 4Q・10

本講義では、学習と言語に係わる心理学の理論に関して広く学んでいきます。先達の心理学者たちが知識やひとの成長、すなわち学

習をどのように捉えたのかを学び、これらの知見を踏まえながら、言語習得の機序について学びます。＊学習・言語心理学Ⅱでは主

に言語心理学を扱います。

なし

№127 2 感情・人格心理学Ⅱ 石橋　泰 火 3 11/30 4Q・10
人格心理学（パーソナリティ心理学）の概論です。心理学的に人格をどのように捉えるかに関して，代表的な見方，研究方法，理論

を概観します。主な論点は，①人格の多次元性，②類型論と特性論，③臨床的理論，④人格の形成と発達，になります。
資料配付

№116 1 子どもと文化 3Q・20

子どもが生きる世界について、子どもが客体として描かれた世界ー絵本作品（担当；井上）と、子どもが主体として表現した世界ー

心理臨床の場面（担当：森）とを取り上げ、多面的に子どもについて考察する講義です。※この講義は週2回行います。講義回数は

３Ｑ内で13～14回です。

資料配付
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№128 2 神経・生理心理学 須永範明 水 4 4/21 前期・20

心と脳の関係について学びます。脳の構造や動作のしくみから始め、ものの感じ方、覚えること、喜びや怒り、やる気や異常体験な

ど、心の世界全般に関わる脳の知識を解説します。脳の働きが心の状態や機能をどのように支えているのか、理解していただきたい

と思います。

テキスト指定あり

『生理心理学第 2 版』 岡田隆・廣中直

行・宮森孝史共著 サイエンス社 2,530 

円（税込）

№129 2 発達心理学 佐柳信男 木 3 4/22 前期・20

人間は生涯にわたって変化し続ける存在です。その変化は十人十色・千差万別にも見えますが、法則性もあります。その法則性を明

らかにしてきた学問が、発達心理学です。この授業ではまず、児童期までに私たちが身に付けてきている特徴や能力がどのような過

程で現在の自分を構成しているのか、その発達の過程について講義します。多くの皆さんがいる青年期の発達の問題、そして老年期

までのライフコースについても理解を深めるための題材を用意します。受講生の皆さんがこれからの人生において、この授業で扱う

理論が周りの大人や子どもを理解することの助けとなればよいと考えています。

テキスト指定あり

『問いから始める発達心理学』坂上裕

子・山口智子・林　創・中間玲子、有斐

閣（2014）1,980円（税込）

№130 2 教育心理学 槻舘尚武 火 2 4/20 前期・20

教育心理学とは，教育現象を心理学的に研究する実証科学であり，主に学習，評価，発達，社会の４領域 から成り立っています。

この４領域に沿って，教育心理学に発展に寄与した代表的な心理学者たちを取り上げながら，人（学習者）の 個人差と適切な学習

への援助について，その方法，基本的な概念や理論，具体的な技術に関して学びます。

テキスト指定あり

『やさしい教育心理学』第 5 版(2019) 

鎌原雅彦・竹綱誠一郎 有斐閣 2,090円

（税込） ISBN: 978-4-641-22146-8

№131 2 民族と社会Ⅰ 劉　楠 木 3 9/30 後期・20

グローバル社会の進展に伴って、自国だけのことにとどまらず、他の地域や民族への理解がますます重要視するようになっている。

本講義は隣国にある中国（主に現代中国）を中心に、その社会、政治、経済、文化などについて解説する。それを通じて、現代中国

の社会を理解する。

テキスト指定あり

『５分野から読み解く現代 中国』2016,

家近亮子他編著,晃洋書房 ISBN-10: 

477102720X

№132 2  障害者・障害児心理学 中嶋　彩 水 1 9/29 後期・20

体障害・知的障害・精神障害（発達障害を含む）についての定義・現在の制度・福祉サービスの概要、それぞれに必要な支援を心理

学的 視点に基づいて学ぶ。特に自閉スペクトラム症・限局性学習症などの発達障害の支援については最新の情報を紹介する予定で

ある。

資料配付

№133 2 心理的アセスメント 黒田浩司 水 1 4/21 前期・20

心理臨床場面で用いられる心理アセスメントの理論と技法について学びます。心理アセスメントの意義、心理アセスメントの主な方

法とその 特徴、臨床の現場で主に使用される各心理検査の目的、理論的背景、施行法、臨床的応用について講義します。心理検査

結果の活用に ついても触れたいと思います。

テキスト指定あり

『臨床心理アセスメントの基礎』第2版

2020  沼初枝（著）ナカニシヤ出版 

2,310 円（税込） ISBN：978-

4779504037

№134 2 心理学的支援法I 高橋寛子 金 2 9/24 後期・20

世界には多くのカウンセリングや心理療法があります。この授業では、代表的なカウンセリングや心理療法について、その歴史や概

念、意義、適用範囲や限界などを概観し、多様な支援のあり方について学びます。さらに、人間関係やより良いコミュニケーション

についての理解を深めます。

テキスト指定あり

『やさしく学べる心理療法の基礎』

2003，窪内節子・吉武光世編著，培風

館，2,750円（税込）

№135 2 心理学的支援法Ⅱ 桑本佳代子 金 1 9/24 後期・20

「心理学的支援法Ⅰ」の続きとなる講義科目です。各心理療法のプロセス、インテーク、ケースフォーミュレーション、コミュニ

ケーション技法などについて事例も交えて学びます。また、アウトリーチや地域支援、心の健康教育や危機介入、心理支援関係者に

対する支援など、公認心理師に必要とされる応用的な活動についても学びます。

資料配付

№136 2 福祉心理学 小林真理子 金 2 4/23 前期・20
我が国の福祉の歴史と現在の制度の概要を学び、利用者の心理支援の必要性とその課題について学ぶ。児童・高齢者・障害者などへ

の心理支援の実際について取り上げ、福祉分野における心理支援のあり方を探っていく。
テキスト指定あり

『福祉心理学 公認心理師の基礎の実践 

17』 野島一彦・繁桝算男監修 中嶋健一編 

遠見書房 2,860 円（税込） ISBN978-4-

86616-067-2 C3011

№137 2 人間と文明 山本明歩 月 2 9/27 後期・20

文明という言葉を我々は何気なく使っています。しかしながら、そもそも文明とはどのようなものなのでしょうか。また、過去にど

のような文明があり、そしてどのようにして滅んでいったのでしょうか。さらに、今日の我々にはどのような影響を与えているので

しょうか。この講義では、人類と文明の関係について、考えていきます。

資料配付

№138 2 コミュニティワーク 田代　順 水 1 9/29 後期・20

コミュニティの最大の脅威は、さまざまな「社会悪」の巣窟となる「貧困」である。貧困からは、心理のレベルから社会のレベルに

至るまで様々な「悪」算出される。前者なら虐待、後者なら犯罪がその代表ともいえる。本講義は、貧困研究者の湯浅誠氏の「反貧

困」をテキストにして、日本社会に「現象する」貧困の実態とそれへの「対抗」を講義する。

テキスト指定あり
『反貧困』、湯浅誠著、岩波書店、902

円（税込）

№139 2 芸術と心理療法
高橋寛子　　

石橋　泰
金 2 4/23 前期・20

講義前半は石橋が担当し、人間がこれまで創造してきた芸術作品(文学、造形美術、音楽など)を見たり聞いたりしながら、それらが

人間の心や意識 の形成にどのような意味や働きをもってきたかを考えます。また後半は高橋が担当し、人間にとって表現すること

の意味について考えながら、とりわけ心理療法における様々な表現について臨床事例も取り上げな がら読み解き、理解を深めてい

きます。

資料配付



№4

【第４群　キャリア・資格・特技】

№ 分類 講義名 講師名 曜日 時限 初回 期・時間数（Ｈ） 講義内容 テキストの有無 テキスト名等

№140 4 ドイツ語１ 井上征剛 金 2 4/23 前期・20

ドイツ語の初歩を学びながら、ドイツ語圏の社会や文化の一端に触れます。アルファベート（アルファベット）から始まり、基本的

な文法事項を把握し、簡単な文やフレーズを理解して、ドイツの生の教材（パンフレットなど）を読めるようになることが目標で

す。

テキスト指定あり

『ドイツ語の時間〈話すための文法〉改

訂版』、清野智昭著、朝日出版社、

2,420円（税込）

№141 4 ドイツ語２ 井上征剛 金 2 9/24 後期・20

「ドイツ語１」に引き続き、ドイツ語を学びながら、ドイツ語圏の社会や文化の一端に触れます。より複雑な文法事項や文の読み方

を学ぶとともに、少し早めに、効率よくドイツ語を読む練習をします。自己紹介など、自分でドイツ語の文章を書く練習や、少し長

めの文章を読む練習もします。日本語にない「話し方・考え方」を経験する機会にもなるでしょう。

テキスト指定あり

『ドイツ語の時間〈話すための文法〉改

訂版』、清野智昭著、朝日出版社、

2,420円（税込）

№142 4 ヨーロッパの社会と文化A 井上征剛 火 4 4/20 前期・20

「ドイツ語１・２」の応用編です。まとまった長さのドイツ語の文章を読みながら、ドイツの社会について認識を深め、あるいは文

化により濃密に触れます。政治と選挙、環境、グリム童話、旧東ドイツ、音楽、絵画、児童文学、地方都市紹介などを扱います。ド

イツ語をある程度学んだ人が対象です。

テキスト指定あり

『ドイツ語の時間〈話すための文法〉改

訂版』、清野智昭著、朝日出版社、

2,420円（税込）

№143 4 メディアサイエンス概論

難波道弘　　

稲積泰宏　　

大井奈美

火 1 4/20 前期・20
メディア・サイエンス領域の学びを俯瞰し「ICTを駆使して新たな価値を創造するイノベーターやクリエイター」に必要な素地を修

得する授業です。各担当者の専門分野に基づき、アクティブラーニングを取り入れた授業を展開します。
資料配付

№144 4 現代の日本語 高見研一 金 1 9/24 後期・20

本授業では身の回りの言語変化に気づくことから始め、日本社会における現代の日本語の様々な言語変化の諸相を観察し、それらを

言語学の視点で客観的に分析したり考察を深めたりする。特に若者言葉や「敬語」表現の変化、サブカルチャーにおける多様な表現

などにも着目し、生動する日本語の「現在」を捉えようと試みる。

資料配付

№145 4 日本語教授法２ 二宮喜代子 木 3 4/22 前期・20

「日本語教授法１」を踏まえて、日本語教育の基礎的な知識と指導法を学ぶ。

初級後半の教科書について、各課の学習項目を受講生自らが分析を試みることにより、日本語の文型、表現、語彙等がどのように扱

われているかを理解し、大まかな日本語授業の流れを把握する。受講生の発表の後、教師が各学習項目について、具体的な導入方法

や練習方法を教授する。

テキスト指定あり

『みんなの日本語初級Ⅱ　第2版　本

冊』スリーエーネットワーク、2,750円

（税込）

№146 4 情報と職業Ⅰ 和田典子 水 3 9/29 3Q・10

情報技術の発達により、ビジネスの現場では急速にグローバル化がすすみ、競争のスピードも加速されている。これにより、仕事の

スタイルの変化、さらにはかつて仕事をする上での前提であった「組織」の意義が大きく変化し、働き方のみならず社会の姿にも

様々な影響を与えている。この授業では、ビジネスの現場が情報化によってどのように変化し、さらにそれにより社会がどのように

変化していくのかについて明らかにし、近い将来の「職業」及び「職業人」のあり方について、イメージできるようになることを目

指す。授業においては、企業における事例を用いて、グループディスカッションを中心に進めていく。

なし

№147 4 情報と職業II 和田典子 水 3 12/1 4Q・10

情報技術の発達により、ビジネスの現場では急速にグローバル化がすすみ、競争のスピードも加速されている。これにより、仕事の

スタイルの変化、さらにはかつて仕事をする上での前提であった「組織」の意義が大きく変化し、働き方のみならず社会の姿にも

様々な影響を与えている。この授業では、ビジネスの現場が情報化によってどのように変化し、さらにそれにより社会がどのように

変化していくのかについて明らかにし、近い将来の「職業」及び「職業人」のあり方について、イメージできるようになることを目

指す。授業においては、企業における事例を用いて、グループディスカッションを中心に進めていく。

なし

【お申込み・お問合せ】

山梨英和大学 メイプルカレッジ
ＴＥＬ 055-223-6034

メール extension@yamanashi-eiwa.ac.jp

URL https://www.yamanashi-eiwa.ac.jp/renkei/maple/

〒400-8555甲府市横根町888


