
科目名

年度 ２０１９年度 授業目標

学科・学年 映像・音響デザイン学科２年

コース 音響デザインコース

開講時期 前期

授業形態 実習

授業担当者 五味　正太郎

教材・教具

評価方法

90分/コマ テーマ 内容

1 ラジオCMの制作を通して、基本的な音声の編集方法を学ぶ。

2,3,4,5

（１）原稿を作成する。
（２）SEやBGMが必要であれば作成・準備を行う。
（３）レコーディング
（４）編集をし、完成させる。

6 プレゼンテーション（選定理由、企画内容、工夫した点、今後への課題、実演）

7
既存の物や商品を宣伝するサウンドロゴの制作を行う。
ラジオ制作よりも音楽要素の強い作品の制作を求める。

8,9,10,11

（１）ターゲットとする商品や物を決める。
（２）メロディー作りと使用ＢＧＭの作成。
（３）ＮＡレコーディング
　　並行して、ＢＧＭ作り（打ち込みまたはレコーディング）
　　ＳＥ作り（レコーディング）
　　プレゼンテーション準備（Ｐｏｗｅｒｐｏｉｎｔ）
（４）ＢＧＭ、ＳＥを含めたミキシング・マスタリング、完成

12 プレゼンテーション（選定理由、企画内容、工夫した点、今後への課題、実演）

13
楽器を録音したものを含んだ作品を制作する。
ＢＧＭ、ＳＥも必要であればグループで制作する。
分担を決める。

14,15,16,17

（１）使用する楽器と内容を決める。
（２）ＮＡレコーディング
　　並行して、ＢＧＭ作り（打ち込みまたはレコーディング）
　　ＳＥ作り（レコーディング）
　　プレゼンテーション準備（Ｐｏｗｅｒｐｏｉｎｔ）
（３）ＢＧＭ、ＳＥを含めたミキシング・マスタリング、完成

18 プレゼンテーション（選定理由、企画内容、工夫した点、今後への課題、実演）

19
既存の楽曲を分析し、そのカバーを制作。ミックス・マスタリングをして仕上げる。
分担を決める。

ラジオCM－１

サウンドロゴ制作－１

楽器を用いた作品制作

ノートパソコン、PowerPoint、ヘッドフォン、USBメモリ

制作課題の提出率と内容、出欠状況を加味した上で、学生の手引きに基づいて評価する。

コマシラバス

シラバスデータ

実践サウンド制作

　作曲、編曲技術、MIDIによる楽曲作成技術とレコーディング技術、ミッ
クスダウン技術を融合させ、様々な作品作りに取り組む。
　基本的なミックスやマスタリングの技術をマスターする。



20,21,22,23

（１）カバーする楽曲を決める。
（２）聞き取り、使用ＢＧＭの分析・制作。
（３）レコーディング
　　プレゼンテーション準備（Ｐｏｗｅｒｐｏｉｎｔ）
（４）音声、ＢＧＭを含めたミキシング・マスタリング、完成

24 プレゼンテーション（選定理由、企画内容、工夫した点、今後への課題、実演）

25
既存の楽曲を分析し、そのカバーを制作。ミックス・マスタリングをして仕上げる。
分担を決める。

26,27,28,29

（１）カバーする楽曲を決める。
（２）聞き取り、使用ＢＧＭの分析・制作。
（３）レコーディング
　　プレゼンテーション準備（Ｐｏｗｅｒｐｏｉｎｔ）
（４）音声、ＢＧＭを含めたミキシング・マスタリング、完成

30 プレゼンテーション（選定理由、企画内容、工夫した点、今後への課題、実演）

31

32
各作品を振り返り、反省点を話し合い、後期での課題への取り組みへ活かす。

カラオケ作品制作‐①

カラオケ作品制作‐②

まとめ



科目名

年度 ２０１９年度 授業目標

学科・学年 映像・音響デザイン学科２年

コース 音響デザインコース

開講時期 後期

授業形態 実習

授業担当者 五味　正太郎

教材・教具

評価方法

90分/コマ テーマ 内容

1 既存の映像のサウンドを消して、自分たちで効果音を作る。

2,3,4,5

（１）取り扱う動画を決定する。
（２）何を代用することで音を再現できるのか分析・考察する。
（３）レコーディング
（４）映像に合わせて編集をし、完成させる

6 プレゼンテーション（選定理由、企画内容、工夫した点、今後への課題、実演）

7
既存のラジオＣＭを分析し、そのコピーを制作する。
ＢＧＭ、ＳＥもグループで制作する。
分担を決める。

8,9,10,11

（１）ターゲットとするラジオＣＭを決める。
（２）セリフの聞き取り、使用ＢＧＭ、ＳＥの分析・コピー。
（３）ＮＡレコーディング
　　並行して、ＢＧＭ作り（打ち込みまたはレコーディング）
　　ＳＥ作り（レコーディング）
　　プレゼンテーション準備（Ｐｏｗｅｒｐｏｉｎｔ）
（４）ＢＧＭ、ＳＥを含めたミキシング・マスタリング、完成

12 プレゼンテーション（選定理由、企画内容、工夫した点、今後への課題、実演）

13
既存のＴＶＣＭを分析し、そのパロディを制作。動画と合成し、仕上げる。
分担を決める。

14,15,16,17

（１）ターゲットとするＴＶＣＭを決める。
（２）セリフの聞き取り、使用ＢＧＭ、ＳＥの分析・コピー。
（３）ＮＡレコーディング
　　並行して、ＢＧＭ作り（或いは既存曲から選択・編集、打ち込み、レコーディング）
　　ＳＥ作り（レコーディング、素材集め）
　　プレゼンテーション準備（Ｐｏｗｅｒｐｏｉｎｔ）
（４）ＢＧＭ、ＳＥを含めたミキシング・マスタリング、完成

18 プレゼンテーション（選定理由、企画内容、工夫した点、今後への課題、実演）

19
楽器に限らず、物から発生する音も含めた簡単な楽曲を制作する。
それぞれが分担し録音・編集を行う。

フォーリーサウンド制作①

フォーリーサウンド制作②

ＴＶＣＭの
パロディ作品制作－１

ノートパソコン、PowerPoint、ヘッドフォン、USBメモリ

制作課題の提出率と内容、出欠状況を加味した上で、学生の手引きに基づいて評価する。

コマシラバス

シラバスデータ

実践サウンド制作

　作曲、編曲技術、MIDIによる楽曲作成技術とレコーディング技術、ミックスダウン技術を融合さ

せ、様々な作品作りに取り組み、また作品ごとにプレゼンテーションすることで、2年間にわたる

音響・音楽関連技術の修得の集大成とする。

　グループワークを通じて、コミュニケーション能力の向上も図りながら、PDCAサイクル、プレゼ

ンテーションの必要性、重要性を十分に理解する。



20,21,22,23

（１）テーマや作品の概要を決める。
（２使用する物や楽器、ＳＥの考察。
（３）レコーディング
　　並行して、ＢＧＭ作り（或いは既存曲から選択・編集、打ち込み、レコーディング）
　　ＳＥ作り（レコーディング、素材集め）
　　プレゼンテーション準備（Ｐｏｗｅｒｐｏｉｎｔ）
（４）ＢＧＭ、ＳＥを含めたミキシング・マスタリング、完成

24 プレゼンテーション（選定理由、企画内容、工夫した点、今後への課題、実演）

25 後期授業のまとめとなるような作品制作をする。

26,27,28,29

（１）テーマや作品の概要を決める。
（２）原稿の作成、使用ＢＧＭ、ＳＥの考察。
（３）ＮＡレコーディング
　　並行して、ＢＧＭ作り（或いは既存曲から選択・編集、打ち込み、レコーディング）
　　ＳＥ作り（レコーディング、素材集め）
　　プレゼンテーション準備（Ｐｏｗｅｒｐｏｉｎｔ）
（４）ＢＧＭ、ＳＥを含めたミキシング・マスタリング、完成

30 プレゼンテーション（選定理由、企画内容、工夫した点、今後への課題、実演）

31

32
各作品をアルバムとしてまとめる。

サンプリングミュージック制作

オリジナル作品の制作

まとめ



2019/4/1

科目名

年度 2019年度 授業目標

学科・学年 映像・音響デザイン学科２年

コース
音響デザインコース
映像デザインコース

開講時期 前期　32コマ

授業形態 実習

授業担当者 木野　正弥

教材・教具

評価方法

90分/コマ テーマ 内容

1 WEBデザインの基本 仕組み、パーツ、フォント、色などについて

2 環境準備

3 HTMLマークアップ基礎 HTMLタグ、構造、演習

4

5 CSS基礎 CSSの書き方、修飾、演習

6

7 ページレイアウトパターン毎の制作１ フルページ

8

9 ページレイアウトパターン毎の制作２ シングルカラムページ

10

11 ページレイアウトパターン毎の制作３ ２カラムページ

12

13 ページレイアウトパターン毎の制作４ グリッドレイアウトページ

14

15 ページレイアウトパターン毎の制作５ レスポンシブデザイン

16

17 実習テーマ決め

18 企画書/設計書作成

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

シラバスデータ

ウェブデザイン応用

webデザインは情報を伝える技術とwebページの画面を整えるコーディングの技術の２つの技
術の組み合わせである。
・html5、CSS3を身につける。
・WEBサイトの制作実習を通して、WEBによる表現を考え、実現する力を身につける。

ノートパソコン、「HTML＆CSSとWebデザインが 1冊できちんと身につく本」、PowerPoint、オリジナル演習
使用アプリ：Brackets、各種ブラウザ　Photoshop CC, Illustrator CC, Dreamweaver CC…etc

実習課題への取り組み・提出、授業態度、出欠状況を加味した上で、学生の手引きに基づいて評価する。

発表 発表及び相互評価

コマシラバス

webサイト制作実習

制作



2019/4/1

科目名

年度 2019年度 授業目標

学科・学年 映像・音響デザイン学科２年

コース
音響デザインコース
映像デザインコース

開講時期 後期　32コマ

授業形態 実習

授業担当者 木野　正弥

教材・教具

評価方法

90分/コマ テーマ 内容

1 プロトタイピングの基本 ウェブサイトのプロトタイピングとモックアップについて

2

3 プロトタイプ制作の基本 モバイルアプリ、Webサイトなどのプロトタイプ制作の進め方

4

5 Adobe XD の基本操作 基本操作

6 複数のパターンの制作実習

7 Adobe XD で動くプロトタイプ制作 インタラクション、自動アニメーションなどの動きの実習

8

9 ケーススタディ ランディングページのプロトタイピング他

10

11 プロトタイプの公開 デザインスペックの公開方法、読み込み、書き出し機能の理解など

12

13 実習テーマ決め

14 企画書/設計書作成

15

16

17

18

19 制作

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

シラバスデータ

ウェブデザイン実践

webデザインやモバイルアプリのUI設計に踏み込んで、プロトタイピング手法を使ったウェブ
デザインを習得する。
・Adobe XDを身につける。
・プロトタイピングによる、UI操作の仮設・検証を繰り返し、より良い操作感を求める。
・WEBサイトの制作実習を通して、WEBによる表現を考え、実現する力を身につける。

ノートパソコン、「Adobe XD プロトタイピング実践ガイド ~ユーザーの要求に応えるUI/UXデザイン」、PowerPoint、オリジナル演習
使用アプリ：Adobe XD、Brackets、各種ブラウザ　Photoshop CC, Illustrator CC, Dreamweaver CC…etc

実習課題への取り組み・提出、授業態度、出欠状況を加味した上で、学生の手引きに基づいて評価する。

コマシラバス

webサイト制作実習

プロトタイプ制作



31

32
発表 発表及び相互評価



2019/04/04 update

科目名

年度 2019 (平成31・令和元)年度 授業目標

学科・学年
映像・音響デザイン学科
2年

コース 全コース

開講時期 前期 32コマ

授業形態 座学

授業担当者 有賀 浩

教材・教具

評価方法

90分/コマ テーマ 内容

1 オリエンテーション
シラバスによる科目全体の説明。ポストプロダクションについて理解し説明できるよう
にする。

2
ポストプロダクションにおけ
る業務

ポストプロダクションにおける様々な業務分担について学ぶ。エディター、MAミキ
サー、SE、カラリスト、データ変換、オーサリング、CG、VFX、アシスタント等。

3 直流電気回路の基礎
どの業務でも共通に必要な直流電気回路について学ぶ。電気を扱う上で危険のないよう
に作業できることの重要性を知る。電圧、電流、抵抗、電力の関係を理解し、計算演習

4
直流電源を含め、直流回路を構成するパーツについて学ぶ。抵抗器のカラーコード、コ
ンデンサの容量計算、単位と補助単位。直列・並列が混在する直流回路における電圧、

5 交流電気回路の基礎 交流電気とは何か、周波数と周期の関係、正弦波の性質、インピーダンスの理解。

6
ダイオードによる整流回路について学ぶ。トランスによる減圧、平滑コンデンサーの役
割、脈流

7 論理回路の基礎 AND、OR、NOTと正論理・負論理、真理値表について学ぶ。

8 デシベル計算 電圧・電流比、電力比とデシベルの計算方法を学ぶ。

9
電波と周波数帯域
変調

電波の性質、周波数帯域、呼称、帯域別の用途について学ぶ。
振幅変調、周波数変調、位相変調の方式と用途を知る。

10
リニア編集
光の特性

リニア編集におけるオンライン、オフライン、アッセンブルモード、インサートモード
について学ぶ。また光の三原色、カラーバートの関係について学ぶ。色温度についても

11
映像とタイムコード
映像のデジタル化

映像がフレーム・フィールドで成り立っていること、映像のフォーマットについて学
ぶ。またドロップフレーム、ノンドロップフレームのタイムコードについて理解する。

12
デジタル映像のフォーマット
アナログ映像の信号

4K、8K放送、HDTV、それぞれのフォーマット、デジタルコンポーネント信号の構成、
ベクトルスコープの見方、信号の圧縮について学ぶ。アナログ映像についてはコンポ

13 画像処理 特殊効果
クロマキー合成、DVEの種類、エンハンサーやノイズレデューサー、カラーコレクタの
役割、スキャンコンバーター、TBC、キャラクタージェネレータの機能について学ぶ。

14 ディスプレイ、カメラの特性
ディスプレイの特性、ビデオカメラの性能、ガンマカーブ、撮像素子、レンズの諸元
（焦点距離、明るさ、絞り、被写界深度等）、並びにテレシネ、フィルム撮影における

15 前半の復習
ポストプロダクションに関係する電気回路、電気工学、映像技術、映像機器に関する復
習を行い、学習の定着を図る

16 物理的な現象としての「音」
音の３要素について（音楽の3要素と異なること）。周波数、波⾧、振幅、波形の関係。
基音、倍音、高調波、聴覚効果（ステレオ効果、ハース効果、ドップラー効果、カクテ

コマシラバス

シラバスデータ

ポストプロダクション技術

 デジタル技術の発達により、テレビもデジタル放送に切り替わり、また携帯端末でも
VODで映像コンテンツが利用できるようになった。ダウンロード、ストリーミングによ
る映像配信も含め、映像コンテンツは多彩に展開している。更に４Gから５Gへの変革を
目前にしており、質の良いコンテンツ制作のニーズが一段と高まっている。
 斯様な時代のニーズに対応できるよう、ポストプロダクション系技術について、その
詳細を学ぶ。

ノートパソコン、PowerPoint教材、映像音響処理技術者資格認定試験問題集（社団法人 日本ポストプロダクション協
会 版）

実習課題提出状況、授業態度、出欠状況を加味した上で、学生の手引きに基づいて評価する。
評価Aを3ポイント、Bを2ポイント、Cを1ポイントと点数化し、成績の順位付けを行う。



17
音圧レベル
マイクロフォンの種類と特徴

UVメータ、音圧レベル、ピークレベルについて マイクロフォンの種類

18 マイクロフォンの特性 指向性、周波数特性 ワイヤレスマイクロフォンの取扱い

19 音響機器
イコライザーとグラフィックイコライザー、リミッターとコンプレッサー、ゲート、ノ
イズゲート

20 エフェクタ エフェクトの種類 空間系、周波数系

21
信号のレベル
ミキシングコンソールの基本

ラインレベルとマイクレベルの違い
ミキシングコンソールの役割 入力モジュールの構成 バス

22 ミキシングコンソールの機能
ヘッドアンプ、イコライジング、フェーダー、パンポット、マスター
プリフェーダーリスン デジタル音声処理

23 ステレオとサラウンド
ステレオ効果 5.1chサラウンドスピーカーの配置 サラウンドの音声処理 位相 オシ
ロスコープによる位相チェック

24 スピーカー スピーカーユニット エンクロージャー 出力音圧レベル スピーカーシステム

25 ケーブルとパッチ盤 ケーブルの種類 パッチ盤の構造 音声トランス

26
音声ファイルのフォーマット
音声メディア

非圧縮フォーマット 圧縮フォーマット ビットレート ファイルの種類 サンプリン
グ周波数と量子化 ダイナミックレンジとの関係 MTR CD DAT DAWについて

27 MA
MAとは MA作業に関するメディア データフォーマット タイムコードとの関係（映
像と音声の同期） リップシンク DAWの機能 音声レベル MIDI 譜面と時間の関係

28
デジタルメディア
コンピュータ

デジタルデータの符号化、データ容量 VOD、ストリーミング、ダウンロード 動画・
静止画像・音声データの圧縮とデータフォーマットとコーデック 光ディスクメディア

29
ネットワーク関連技術
インターフェース

メールに関する基礎知識 動画配信 セキュリティの維持（パスワード管理、ファイア
ウォール） 通信速度と転送時間 無線LANの特徴 各種インターフェース

30 著作権
著作権の考え方 著作権の種類（著作者人格権、著作財産権） 著作権侵害に関する事
例紹介とその理解（複製、私的録画、コンテンツの利用等） 著作隣接権について 著

31 総復習１ 前半の復習を再度実施（電気回路、電気工学、映像技術、映像機器）

32 総復習２ 音響理論、音響機器、デジタルメディアに関する復習を行い、学習の定着を図る



2019/4/1

科目名

年度

学科・学年

コース

開講時期

授業形態

授業担当者

教材・教具

評価方法

シラバスデータ

卒業研究

２０１９年度 授業目標

２年映像・音響デザイン学科

2年間の集大成として、今まで培ってきた知識・技術のさらなるレベル
アップを図る。
グループ研究を行うことにより、実社会での人間同士のコミュニケーショ
ンの重要性を身につける。

後期

グループ実習　６４コマ（128時数）

有賀　浩
五味　正太郎

特になし、グループごと調達

実習での作品評価とする。

コマシラバス

【授業内容】

意義・動機付け、班編成、テーマ選定"意義（2年間の集大成・グループ研究・スケジュール管理・プレゼン技術の習得）
を理解させる。
テーマ選定は、学科の特色を活かしたものとする.
全体のスケジューリング、分担決め今後の作業スケジュール及びメンバーの作業分担を行う
基本調査及び新技術の学習研究テーマについての、技術研究、事例調査等の情報収集を行う。
システム設計開発するシステムの設計を行う.（データベース設計等も含む）
開発コーディング、デザイン画像制作
テストデータ作成テスト用のデータを用意する。
テスト単体テスト、結合テスト、総合テストを実施。
プレゼンテーション準備発表内容の企画、素材準備、セリフ考案等
発表練習及びチューニング聞き手の立場に立った話し方に留意する。



2019/4/1

科目名

年度

学科・学年

コース

開講時期

授業形態

授業担当者

教材・教具

評価方法

シラバスデータ

プロゼミ１・２／ゼミナール１・２

２０１９年度 授業目標

映像・音響デザイン学科

企業との産学連携し、課題を頂き授業にて制作を実施する。
職業イメージを明確にし、スキルアップを図る事を目的とする。
また、１・２年合同で行う事で社会人としてのコミュニケーション能力養成も
目的とする。

通年

実習　６４コマ（128時数）

VS：五味・落合

自作プリント又は企業からの提供資料

実習成果物や、企業からの評価を考慮する。

コマシラバス

【授業内容】

プロゼミ１・２／ゼミナール１・２　２０１４年度例
☆ＩＣＴ情報システム学科
・有限会社スルガエンタープライズ様依頼
「販促用ホームページ制作」
　１．Ｙａｈｏｏショッピング内ネットショップ構築（個人向け商品）
　２．公式ページ制作
　３．Ｆａｃｅｂｏｏｋ法人ページ制作

☆ＩＣＴ映像・音響デザイン学科
・株式会社ＦＭ島田様依頼
「特産品ラジオ番組制作｝
「オリジナルキャラクター制作」
「公式ＨＰ改造」

◎週1回、依頼企業に進捗報告し、質問事項を解決したり、問題点を相談したりしながらプロジェクトを進める。
　学生も、成果を期待しｙてくれる企業様がいて下さる事で、良い緊張感の中、授業に取り組む事が出来た。

☆2015年度前期、状況、今後の展開
１．ＰＶチーム、レコーディング中、継続
２．ラジオ番組チーム、1人１作品完成、ラジオ局と連携！？
３．スルガエンタープライズチーム、キャラクター作成、ページ修正、継続



2019/4/1

科目名

年度

学科・学年

コース

開講時期

授業形態

授業担当者

教材・教具

評価方法

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

比較

助動詞

関係代名詞（１）

関係代名詞（２）

コミュニケーション（１）

受身

プリント教材

科目試験による評価

コマシラバス

【授業内容】

授業の内容、自己紹介等 情報化時代における最新の情報は英文記述の資料に頼らざるを得ないことが多い。本授業で
はリーディング能力を高めるため、教材を使用して英文法を学習するとともに、毎時間、テーマに
沿ってグループでコミュニケーション練習を行い実用的に英語を活用できるようにする。わからな
い単語や文章については、Webや辞書などを用いて自分で調べられる力を身につけさせる。
後期は前期に学んだ知識をもとに、テーマを設けて日常場面を想定したコミュニケーションを通じ
て会話表現を学び、身につける。

品詞・英語の順番

動詞（１）

動詞（２）

名詞

時制（１）

時制（２）

時制（３）

助動詞（１）

助動詞（２）

シラバスデータ

デザイン英語１

２０１９年度 授業目標

映像・音響デザイン学科
２年

就職試験対策として、英語基礎力の修得を目指す。
簡単な新聞、雑誌などの文献を英語で読めるレベルを目指す。前期

講義　３２コマ（64時数）

小林



2019/4/1

科目名

年度

学科・学年

コース

開講時期

授業形態

授業担当者

教材・教具

評価方法

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

コミュニケーション（１３）

コミュニケーション（１４）

コミュニケーション（１５）

コミュニケーション（１６）

コミュニケーション（１７）

コミュニケーション（１２）

プリント教材

科目試験による評価

コマシラバス

【授業内容】

コミュニケーション（２） 情報化時代における最新の情報は英文記述の資料に頼らざるを得ないことが多い。本授業で
はリーディング能力を高めるため、教材を使用して英文法を学習するとともに、毎時間、テーマに
沿ってグループでコミュニケーション練習を行い実用的に英語を活用できるようにする。わからな
い単語や文章については、Webや辞書などを用いて自分で調べられる力を身につけさせる。
後期は前期に学んだ知識をもとに、テーマを設けて日常場面を想定したコミュニケーションを通じ
て会話表現を学び、身につける。

コミュニケーション（３）

コミュニケーション（４）

コミュニケーション（５）

コミュニケーション（６）

コミュニケーション（７）

コミュニケーション（８）

コミュニケーション（９）

コミュニケーション（１０）

コミュニケーション（１１）

シラバスデータ

デザイン英語２

２０１９年度 授業目標

映像・音響デザイン学科
２年

就職試験対策として、英語基礎力の修得を目指す。
簡単な新聞、雑誌などの文献を英語で読めるレベルを目指す。後期

講義　３２コマ（64時数）

小林



2019/4/1

科目名

年度

学科・学年

コース

開講時期

授業形態

授業担当者

教材・教具

評価方法

1 ～  3

 4 ～　5

6

7 ～ 11

12 ～ 13

14 ～ 16

 「『自己理解』＋『企業・社会研究』 ⇒ 『自己強化』 ⇒ 『自己表現』」というプロセスを螺旋状に回し、「（相手先の仕事が）
できる」、「（相手先に）合っている」自分を的確にアピールする。

小論文・作文 「読み手」・「読み方」研究、「内容第一主義」、「自己主題化主義」

社会人に向けて 個別指導、仕事のコツ

三大質問 「志望動機」、「自己PR」、「学生時代に力を入れたこと」

表現のフレームワーク 時間感覚と要約力、「ピラミッド構造」、「PREP法」、「STARコンセプト」、etc.

面 接
マナー、面接の種類、面接の流れ、各質問の意図、グループ・ディスカッションの留意点、

etc.

応募書類 「履歴書」の構成、「エントリーシート」

シラバスデータ

企業研究２

２０１９年度 授業目標

全学科
採用側は、自社に貢献する人材を求めている〔 → ※1〕。また、産業経済・
社会の変化が急激な現代では、「環境適応力」に優れた人材の価値が高
まっている〔 → ※2〕。
本授業では、「就職」というゴールに加え、学生が「キャリア自律」について
理解することを目標とする。

　  　 ※1.「エンプロイアビリティ」： 継続して雇われる力・態度・姿勢
       ※2.「キャリア・アダプタビリティ」： 偶発的な状況に遭遇しながらも、将
来にある程度の展望感を持ち、環境の変化に柔軟に対応する適応性

2年次前期

実習　１６コマ

橋野 幸男
原木伴美

　 ・配布プリント 　 ・ワークシート集

出席率・授業態度及び課題提出の結果を総合して評価

コマシラバス

【授業内容】



2019/4/1

科目名
年度

学科・学年

コース

開講時期

授業形態

授業担当者

教材・教具

評価方法

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

自作プリント
レポートによる評価

コマシラバス

【授業内容】

インターンシップを実施するにあたり、以下の指導を行う。
可能であれば、就職内定出来るよう、最大限の努力をさせる。
１．気持ちの良い挨拶
２．礼法指導
３．スーツでの身だしなみ
４．企業研究、インターンシップ参加企業ピックアップ
５．企業への質問事項考案
６．実施後のレポート作成、発表

シラバスデータ
インターンシップ事前指導

２０１９年度 授業目標

２年全学科

学生が志望する業界企業にて、インターンシップを実施する
上での事前指導を行う。
社会人としてのマナー、礼儀をきちんと身に付けさせる。

前期

講義・演習　１６コマ（32
時数）

担任



2019/3/28

科目名

年度 2019 授業目標

学科・学年 2年　全学科

コース

開講時期 前期

授業形態 講義　30コマ　（60時数）

授業担当者 伊藤　知圭子

教材・教具

評価方法

90分/コマ 授業テーマ

1 ①　職業とは何か、職業の意味

2 ②　働くことの意義・目的、人生観と職業観

3 ③　産業社会の発展と職業

4 ④　職業の形態と種類、職業の分類

5 ⑤　職業の形態と種類、職業と資格

6 ⑥　職業の形態と種類　職業と会社・組織

7 ⑦　職業選択と自分がめざす生き方、職業選択の理論

8 ⑧　職業人としてのマインドとは、生活の自立と自律

9 ⑨　誠実さ、思いやり、愛情、感謝

10 ⑩　公平・公正、法令遵守、顧客・組織・社会への貢献

11 ⑪　職業人としてのマインドのまとめ

12 ⑫　社会問題、情報社会、国際理解

13 ⑬　少子高齢社会、労働環境、ワークライフバランス

14 ⑭　日本の未来と私たち

15 ⑮　試験

シラバスデータ

ゼミナール（職業とキャリア）

[授業の目的・ねらい・概要]
 職業の選択は人生の中で重要であり、職業の選択に際して知っておかなければならないこと
が 多々ある。当授業では、働く意義、職業選択の考え方から学び、「仕事と職業」「社会人・職
業人 のモラル」「社会の動向」の３つの大項目を経て、職業人としての心構えを身につける。
授業を通じて、若年層の就職難、若年層の早期離職率増加傾向にある世の中で逞しく生き抜
く強 い精神を身につけることを望む。
[授業修了時の達成課題（到達目標）]
①　仕事の目的意義、職業人の概念を知る
②　職業人としての意識、姿勢を知る
③　職業と社会の関係、位置づけや役割を知る
④　組織や社会の一員としての責任を知る

「職業とキャリア」
（一般財団法人 職業教育・キャリア教育財団）

授業態度、出席状況および試験の結果を総合して評価する。

コマシラバス
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科目名

年度

学科・学年

コース

開講時期

授業形態

授業担当者

教材・教具

評価方法

１～２

３～４

５～６

７～８

９～１２

１３～１６

いろいろな文書作成 会社で必要ないろいろな文書を作ってみよう

ビジネス文書の基本 ビジネス文書の役割と書き方、社内文書・社外文書について、電話の重要性

就職活動に必要な文書作成 就職活動に使える、メール、送り状、お礼状等の作成技法

社内文書の作り方 社内文書作成に必要な知識

社外文書の作り方 社外文書作成に必要な知識

ｎｏａ出版　実践ドリルで学ぶｏｆｆｉｃｅ活用技術、ｏｆｆｉｃｅソフトで作成する文書ドリル、ビジネス文書検定実問
題集、自作プリント

出席・授業態度による総合評価とする。

コマシラバス

【授業内容】

ビジネス文書の概要 ビジネス文書とは？ビジネス文書に基礎知識

シラバスデータ

テクニカルライティング技術

２０１９年度 授業目標

映像・音響デザイン学科
2年

就職活動と社会人になってから等、ビジネスに必要な文書についての知識
と文書作成スキルを学ぶ。

前期

実習　１６コマ（３２時数）

原木伴美



2019/7/25

科目名

年度 2019 (令和元)年度 授業目標

学科・学年
映像・音響デザイン学科
2年

コース 全コース

開講時期 後期 16コマ

授業形態 座学＋演習

授業担当者 有賀 浩

教材・教具

評価方法

90分/コマ テーマ 内容

1 授業オリエンテーション
この授業で習得を目指すスキルとその必要性を学ぶ。
シラバスによる授業全体の計画を理解する。
実習環境の確認。PowerPointの基本操作復習（スライド作成、切り替え等）

2
プレゼン資料作成の基本
社内外のプレゼン
キーメッセージ作成

ビジネスにおけるプレゼンの流れ 社内・社外プレゼンの違い
社外プレゼン資料作成の基本 社内プレゼン資料作成の基本
本編スライドとアペンディックス キーメッセージを作ろう（体言止めとは）

3
色と画像の活用
表紙スライド作成

赤・青の使い分け グラフ作成の基本テクニック グラフとメッセージの配置
写真の活用 カラーとモノクロの使い分け スライドサイズの使い分け
表紙のスライドを作ろう

4
スライド内のレイアウト
スライドの構成方法

スライド内のレイアウト方法（ページ番号等） ブリッジ・スライドの見せ方
アジェンダの作り方 スライド構成の基本

5 メッセージを伝える極意
フォント選び フォントの違いによる表現
スライド内の基本フォントサイズ

6 キーメッセージの見せ方
文字数の制約（13文字以内） 配置の基本 視線誘導のテクニック
余白の重要性 画像の上の透過オブジェクトと文字
囲うことのデメリット 句読点は不要

7 テキストの見せ方
体言止めによる表現練習 テキスト配置の基本 読みやすくするための改行
下線は付けない 箇条書きに記号は不要
テキスト主体のスライド作成演習

8 グラフの見せ方
グラフの背景 グラフと写真の関係 1スライド1グラフ
分かりやすいグラフとは 元データは本編に載せない 重要なデータを強調する
グラフとメッセージがだぶらないこと コーポレートカラー（各社、調べてみよう）

コマシラバス

シラバスデータ

テクニカルライティング

プレゼンテーションや資料作成におけるPowerPointの効果的な活用方法を実践的な課
題をこなしながら習得する。
イベントやメディア・コンテンツ等の各種企画提案、クライアントに対するプレゼン
テーション、社内・社外におけるプレゼンテーション及び資料作成に活かせるスキルを
習得する。

「プレゼン資料のデザイン図鑑」（ダイヤモンド社）
ノートパソコン（PowerPoint）及び周辺機器

演習への取組状況・課題提出状況、授業態度、出欠状況を加味した上で、学生の手引きに基づいて評価する。



9 棒グラフの見せ方１
よりインパクトのある棒グラフ表現 項目名はコンパクトに 数字配置のポイント
不要なデータは積極的にカット フォントサイズによる強調
パーセンテージによる表現 現在と未来の表現

10 棒グラフの見せ方２
折れ線グラフより棒グラフが適切な例 横棒グラフの使い方
ランキング順にする効果 立体棒グラフが相応しくない例
棒グラフを使ったスライド作成演習

11
円グラフの見せ方
折れ線グラフの見せ方

ワンカラー効果 グラフのテキストは最小限に 数字と単位の大きさを工夫
強調部分の扇形だけ分離 扇形の順番を工夫 円グラフの強み
円グラフを使ったスライド作成演習 折れ線グラフのポイント

12
ポジショニング・グラフ
アペンディックスを作る

強調したい部分の配置の基本 分布図とは 分布図の配置の基本
アペンディックスとは 元データはアペンディックスにする
実数・推移をスライドで表現 FAQとその効果

13 表による効果的な表現
背景色の工夫 ポイントの強調方法
2案の併記（A案・B案／メリット・デメリット） フロー（流れ）チャート
アイコンの活用

14 図解スライド
イラストが効果的でない例 王冠アイコンの活用
スケジュールの図解表現 ランキングの見せ方
画像の効果的な活用方法 背景透過・帯透過 トリミング 比率に注意

15 画像スライドの工夫
リアリティ、親近感 写真の背景カット ワンカラーによる強調
モノクロと赤文字で不安の表現 多画像効果 セピアカラーによる過去の表現
不適切な「吹き出し」

16 パワースライド
感情にうったえるパワースライド
相手をひきつけるテクニック（数字、質問、共感、ニュース性、宣言）
「公式法」「比喩法」「比較法」「データ」「新聞記事」「実績」の活用


