
 

 

 

 

 

 

愛知みずほ大学シラバス作成要綱 
 

 

  



１．シラバスレイアウト 

 

「学位授与の方針との関連」をご確認頂き、ご記入ください。 

シラバスは空欄もないよう、全ての欄にご記入をお願いいたします。 

授業形態

講義

年次

1

△ 知識・理解

△ 知識・理解

△ 汎用的技能

内容

方法

割合（％）

10

10

20

60

教科書

参考書

第１回

第２回

第３回

第４回

第５回

第６回

第７回

第８回

第９回

第１０回

第１１回

第１２回

第１３回

第１４回

第１５回

第１６回

科目名 科目ナンバー 単位（授業時間＋自習時間）

瑞穂学 A200 2（30＋60）

コース別 必修・選択必修 等 区分 学期

養護・保体・心理・人間 必修 未来デザイン講座（探す） 前期

担当教員名 愛知　瑞穂
実務経験のある教員に

よる授業科目の配置

学位授与の方針

との関連

身体の健康を理解し、説明することができる。

多様な人々が暮らす社会を理解し、説明することができる。

情報リテラシーを身につけている。

心身健康論（または、健康科学概論）及び行動科学概論の単位を修得していること。

履修する上の留意点・

担当者からのメッセージ
毎回レポート課題を提示し、それが提出されない場合は減点します。

授業の

概要

　豊かな教養は「幅広い視野もち、地域に根ざして行動する」ための素養となる。本講義では世界的な歴史観をもとに、地域の歴史
観との違い、瑞穂地区における健康教育のありかたについて考える。新たな健康教育について真剣に学ぶにはどのような準備や態
度が必要であるかを学習し、瑞穂学の魅力を探る。

　教科書に基づいてパワーポイントを用いて講義を行う。随時グループディスカッションを行う。

多様なテーマについて自ら調べ学んだことを毎回レポートにして提出することを求める。

履修条件

愛知瑞穂、『瑞穂史』、瑞穂書店

到達目標 評価方法

瑞穂学を学修する上で必要な基本概念、および基礎知識を説明することができる。 小テスト

瑞穂学の基礎となる文献の成立と科学的の背景を理解し、図画･伝承・口伝から必要な情報を読み取る技能

が身についている。
小テスト

学修した情報を整理・要約することができる。 中間レポート

情報を整理・分析し､考察し論述することができる。 定期試験

愛知瑞穂、『瑞穂学の歴史』、瑞穂書店

授業回
学修計画

学修内容 自学自習課題・内容

「授業の内容と進め方」と「評価方法と試験」の説明、「講義で行う瑞穂学
について」の簡単紹介

教科書をよく読みこの授業で取り組む学修内容について理解し、その
内容をまとめ次回提出。

瑞穂学の背景　過去の経緯と成果を整理し、基本的な事項と概念枠組
みを理解する。

教科書をよく読み、瑞穂学が形成されまでの経緯について、重要点を
まとめ次回提出。

医学・医療に携わった瑞穂学者の生涯と業績 第３回授業の感想を400字以内にまとめ次回提出。

政治・経済にに携わった瑞穂学者の生涯と業績 第４回授業の感想を400字以内にまとめ次回提出。

文化（食・芸術）にに携わった瑞穂学者の生涯と業績 第５回授業の感想を400字以内にまとめ次回提出。

瑞穂学の歩みを、その歴史的背景に注目しながら学修する。 瑞穂学の歩みについて、気づいたこと、感想をまとめて次回提出

「地域社会とのかかわり」について学修することによって、瑞穂学的側面
をもつアプローチの仕方を学修する。

自身が取り組む地域社会へのアプローチを400字以内にまとめ次回提
出。

私達が生活する地域がどのように形成されるのか、瑞穂学的側面をから
学修する。

総務省HPにアクセスし、人口動態総覧の年次推移を調べ、気づいたこ
と、感想をまとめて次回提出

瑞穂学的な知見にもとづいて、食文化、健康と病、病と癒しについて学
修する。

厚生労働省HPにアクセスし、人口動態総覧の年次推移を調べ、気づ
いたこと、感想をまとめて次回提出

瑞穂学と環境、科学技術の新たな関わり方について広く学修する。 環境省、科学技術省のHPアクセスし、環境汚染とに対する科学的アプ
ローチについて気づいたこと、感想をまとめて次回提出。

瑞穂学における、人間の位置、人間の成長、自由と人生の意味につい
て学修する。

あなたにとっての、人間の成長と自由についてまとめて次回提出。

瑞穂学は人の生き方、健康についてについて何が云えるか学修する。 あなたが推奨する運動不足解消法とその推奨理由についてまとめて次

回提出。

瑞穂学に基づいた、思想における自然観／生命観を学修する。 あなたにとっての、自然観と生命観についてまとめて次回提出。

課題に対する

フィードバック

瑞穂学を中心に、マネジメントの原則と雇用管理・労働問題への係りに

ついて学修する。

総務省のHPにアクセスし、ＧＤＰ、消費者物価指数等の年次推移を調

べ、気づいたこと、感想をまとめて次回提出。

瑞穂学のまとめ。 事前に情報を整理・要約・分析し定期試験の準備をする。

定期試験



２．本学で予め入力する項目 

  以下の項目（以下のレイアウトの赤枠内に記入されている項目）は本学にて予め入力させて

いただきます。そのため、これらの項目に対し修正を加えないようにしてください。 

  【科目名】、【科目ナンバー】、【単位（授業時間＋自習時間）授業形態】、 

【コース別必修・選択必修等】、【区分】、【年次】、【学期】、【担当教員名】、 

【実務経験のある教員による授業科目の配置】、【学位授与の方針との関連】 

 

 

３．履修条件の記入について 

  ナンバリング（履修の順序、科目ナンバー）に基づいて、既修すべき科目（高等学校までの

授業内容の復習を含む）がある場合や、履修人数に上限を設定したい場合は、ここにご記入く

ださい。 

  ＜記入例＞ 

《履修する上で特定の科目の単位を修得していない学生の履修を認めない場合の記入例》 

○×科目の単位を修得していること。 

《特定の科目の単位を修得していない学生であっても履修は認めるが、当該科目の知識を

有する必要がある場合の記入例》 

○×科目の単位を修得していることが望ましい、または、同時に履修することが望

ましい。 

《履修人数に上限を設定したい場合の記入例》 

   安全配慮から xx人まで 

   ※人数制限に関しては、教室等の施設のキャパシティーより、本学にて別途設定させて

いただく場合がありますのでご承知おきください。 

 

４．履修する上の留意点の記入について 

履修条件としないが留意する事項がある場合、実習費等が別途発生する場合、資格等の取得

を目指す学生を対象とした科目の場合、履修するに予め準備するものがある場合等は、ここに

記入してください。 

また、履修するにあたり、学生へのメッセージ等もこちらに記入してください。 

授業形態

講義

年次

1

△ 知識・理解

△ 知識・理解

△ 汎用的技能

履修条件

内容

方法

心身健康論（または、健康科学概論）及び行動科学概論の単位を修得していること。

履修する上の留意点・

担当者からのメッセージ
毎回レポート課題を提示し、それが提出されない場合は減点します。

授業の

概要

　豊かな教養は「幅広い視野もち、地域に根ざして行動する」ための素養となる。本講義では世界的な歴史観をもとに、地域の歴史

観との違い、瑞穂地区における健康教育のありかたについて考える。新たな健康教育について真剣に学ぶにはどのような準備や態

度が必要であるかを学習し、瑞穂学の魅力を探る。

　教科書に基づいてパワーポイントを用いて講義を行う。随時グループディスカッションを行う。

多様なテーマについて自ら調べ学んだことを毎回レポートにして提出することを求める。

担当教員名 愛知　瑞穂
実務経験のある教員に

よる授業科目の配置

学位授与の方針

との関連

身体の健康を理解し、説明することができる。

多様な人々が暮らす社会を理解し、説明することができる。

情報リテラシーを身につけている。

コース別 必修・選択必修 等 区分 学期

養護・保体・心理・人間 必修 未来デザイン講座（探す） 前期

科目名 科目ナンバー 単位（授業時間＋自習時間）

瑞穂学 A200 2（30＋60）



  ＜記入例＞ 

《履修条件としないが留意する事項がある場合の記入例》 

・○×学についての知識が十分にある者 

・○×科目の単位を修得していることが望ましい 

  ※こちらに記載した場合は、システム上の制限は発生しません。 

《教科書以外に別途費用が発生する場合の記入例》 

・学外見学等に実習費 xxxx 円が必要となります 

・資格試験・講習等の受講に xxxx 円が必要となります 

《資格等の取得を目指す学生を対象とした科目の場合の記入例》 

  ・○×資格取得を目指す学生の履修が望ましい 

《履修するに予め準備するものがある場合の記入例》 

  ・体育館シューズを準備すること 

《メッセージの記入例》 

  ・主体的に行動することを望みます 

  ・毎時間レポート課題がありますが、熱意をもって取り組みましょう 

 

５．授業の概要の記入について 

 授業科目の内容と、授業を行う方法についてご記入ください。 

 （１）授業科目の内容の記入について 

   授業の概要、授業の目的はここにご記入ください。 

   ※記入にあたっては、カリキュラム・ポリシー及び、ディプロマ・ポリシーの内容にご留意く

ださい。 

 （２）授業を行う方法の記入について 

 授業を行う具体的な方法について記入してください。特にアクティブラーニングを取り入

れた授業を行っている場合はその手法もご記入ください。 

【アクティブラーニングの手法について】 

「ロールプレイ」、「ディスカッション」、「ディベート」、「プレゼンテーション」、「グ

ループワーク」、「フィールドワーク」、「反転授業」等の具体的な手法を必ずご記入く

ださい。 

 

６．到達目標、評価方法、割合の記入について 

成績評価の基準を示すものとして、到達目標と評価方法、割合をご記入ください。 

（１）到達目標の記入について 

   ①履修を通して到達すべき目標の内容を具体的にご記入ください。 

    授業を修了した段階で、できるようになってほしい行動を、学生を主語にして「○○で

きる」という表現で複数示してください。 

    また、到達目標は「知識・技術の獲得」に限らず、「態度」や「技能」の領域に及ぶ授業

科目もあります。 



②出席は単位修得の前提の条件であるため、出席点を加算することは望ましくありません。

出席率、出席点といった内容での評価の記入はお控えください。 

   ③平常点を評価する場合であっても、出席点での加算となる様な表現はお控えください。 

 

（２）評価方法と割合の記入について 

   到達目標の評価方法と、評価の割合をご記入ください。 

   なお、評価の割合欄は必ず整数、評価割合の合計が 100 となる様に、ご記入ください。 

《評価方法の記入例》 

【授業態度】、【小テスト】、【自主学習態度】、【レポート】、【プレゼンテーション】 

【定期試験】 ※試験、テスト、定期テスト、筆記試験の記載は定期試験で統一願います。 

【作品】、【成果発表（口頭・実技）】等 

《割合の記入例》 

  良い例 ･･･ 60   誤った例 ･･･ 60% ･･･ 60.5 ･･･ 6 割 

 

７．教科書・参考書の記入について 

 （１）教科書の記入について 

①授業で使用する教科書を具体的に記入してください。 

②教科書ではなく、プリント配布の場合はその旨ご記入ください。 

③教科書等を使用しない場合であっても空欄とはせず、「特になし」、「使用しないと」とご

記入ください。 

※教科書の販売は各学期の初めに学内で行います。 

※教科書は本学にて手配いたしますが、シラバス本文だけではなく別紙「発注票」にもご

記入ください。発注票にご記入がない場合は、教科書の手配はいたしませんのでご注意

ください 

 （２）参考書の記入について 

   授業内容をより深めるための書籍や、学生の自学自習に役立つ書籍をご記入ください。 

   ※参考書に記載された書籍は、発注票に記入しないでください。 

 

８．学修計画の記入について 

 （１）授業内容の記入について 

①授業は、半期（前期あるいは後期）15回以上、通年は 30回以上、クォーターは 8回以上

の内容をご記入ください。 

②上記の回数には試験（定期試験、中間試験等）のみの回は含めませんので、ご承知おき

ください。 

③定期試験は最終授業の次の回（半期科目であれば 16回目）にご記入ください。 

④各回で行う予定の具体的な授業テーマや内容をご記入ください。 

⑤オムニバス形式授業を行う場合、各回の具体的な担当教員を授業内容前にカッコ書きで

ご記入ください。複数担当の場合も全ての回が担当者全員で実施する計画でない場合も



各回の具体的な担当教員を授業内容前にカッコ書きでご記入ください。 

  例  第 6回 〔山田〕事例研究Ⅰ（西洋における…） 

     第 7回 〔田中〕事例研究Ⅱ（日本における…） 

     第 8回 第 8回 事例研究Ⅲ（現在の…）  ------ 担当者全員の場合は省略可 

⑥集中講義についても半期 15回の設定で授業計画をご記入ください 

 

＜各回の授業内容の記入時の注意事項について＞ 

・連続して同じテーマで講義を行う場合、各回毎の詳細を必ずご記入ください。 

同じテーマでⅠ、Ⅱといった表現はお控えください。 

例 × 第 6回 事例研究Ⅰ   ○ 第 6回 事例研究Ⅰ（西洋における…） 

    第 7 回 事例研究Ⅱ     第 7回 事例研究Ⅱ（日本における…） 

    第 8 回 事例研究Ⅲ     第 8回 事例研究Ⅲ（現在の…） 

・授業内容を作成する際は、評価方法との整合性（評価方法欄に記載された内容が、授業

内容に反映されているか）等にご注意ください 

例 評価方法の欄に定期試験があるのに授業計画に定期試験がない、又はその逆等 

 

 （２）自学自習課題・内容の記入について 

各回で行う授業内容に関して、事前に自学自習してくる課題または学修内容について、学

生にどのようなことを行うことを求めているのか、具体的にご記入ください。 

＜自学自習課題・内容の記入に関して、ご留意いただきたいこと＞ 

「単位制」に関して本学では、学則第 21 条(単位の計算方法)において、以下の通り定

めています。 

各授業科目の単位は、1単位の授業科目を 45 時間の学修を必要とする 

内容をもって構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業に 

よる教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により 

単位数を計算するものとする。 

一 講義及び演習については、15時間から 30 時間までの範囲で別に 

定める時間の授業をもって 1単位とする。 

二 以下省略 

 

現行カリキュラムでは、大部分の講義及び演習科目を、2 単位即ち 90 時間の学修を必

要とする内容で構成することとしています。その内の 30 時間分（全学修内容の三分の一）

を授業内学修分（毎週 1コマ・2時間×15 週）としています。（実際には、90 分×15週＝

1,350 分＝22.5 時間で 7.5 時間不足するが、慣例で 30時間としている。） 

従って、「学修計画」欄の右欄「自学自習課題・内容」では、残りの 60時間の学修を必

要とする内容を自学自習課題・内容として課して頂くようお願いします。例えば、毎回 4

時間程度の学修を必要とする新たな内容を課して頂くことになります。課す以上は、その

実（成果）を担保できる仕組みとして、レポート・ディスカッション・定期試験等をお考



えください。当然のことながら、授業の時間はこの中に含めません。これらを踏まえたう

えでご記入ください。 

 

《具体的な記入例》 

・「○×△□について調べレポートに纏める」 → 「○×△□について調べ、レポート

に纏め提出する」 （評価方法にレポートの項目を記入する必要があります。） 

・「○×△□について調べておくこと」 → 「○×△□について調べ、定期試験に備え

る」 （評価方法に定期試験の項目を記入する必要があります。） 

・「自学自習課題の成果は、小テスト、小論文にて評価する」、「自学自習課題の成果につ

いては、授業に取り組む姿勢、学修の到達度にて評価する」等を記入する。 

 

９．課題に対するフィードバックの記入について 

授業や定期試験において学生に課した試験やレポート、作品等に対するフィードバックにつ

いて具体的にご記入ください。 

 

 

 

作成頂いたシラバスは、本学教務・学生委員長、各コース長からなる「シラバス検

討ＷＧ」により確認させていただきます。場合によりましては、ご相談あるいは修正

をお願いすることもございますこと、ご承知おきください。 

 特に、個々の科目に定められた「学位授与の方針との関連性」について、ご留意く

ださいますようお願いいたします。 

 


