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一生使える
「教養力」
と
「実践力」
を身に付ける
全学共通科目カリキュラム。

跡見の学びにおける特徴の一つは、

O G インタビュー

広い視野を
持てるようにする。

約束

「全学共通科目」
という全学部の学生が受けられる
授業カリキュラムがあること。
いろいろな分野を学ぶことで気付く、
自分が知らなかった世界への興味は、
将来の可能性を大きく広げてくれます。
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導入科目
「プロゼミ」

外国語科目

情報処理科目

社会人形成科目

資格取得関連科目

教養科目・共通専門科目

高校とは異なる
大学の学びの
基礎力をつける。

グローバル＆
多様な社会で
活躍する道具に。

ITリテラシーと
ITスキルを
習得する。

社会人としての
基本の力を
身に付け磨く。

資格取得や
試験対策も
1年次から充実。

他学部の
科目を通じて
興味を広げる。

大学での学びの基礎力を身に付け

外国語の必修科目には、英語だけを

1年次必修の授業「情報リテラシーⅠ
・

社会で必要とされる基礎的な力を身

公務員試験やTOEIC 、秘書技能

教養科目は「人文」
「社会」
「人間」

ることが目的の「プロゼミ」を担当す

学ぶコース、
英語と英語以外の外国

Ⅱ」で、
コンピューターの基本操作と

に付ける社会人形成科目。必修の

検定など、将来につながる資格や検

「自然」の4分野で構成されています。

るのは、各学科の専任教員。
そのた

語の両方を学ぶコースがあり、入学

情報倫理を学び、ICT（情報通信技

「花蹊の教育とライフプラン・キャリア

定の合格を目指す科目です。修得単

共通専門科目は、
文学部、
心理学部、

め、
自分が関心のあるテーマを通し

前に選択します。選択科目には弱点

術）
の基本を習得します。
その上で、

プラン」や、
「ソーシャルマナー」の授

位は、進級・卒業に必要な単位に含

マネジメント学部、
観光コミュニティ学

て大学での学び方を習得することが

を補う
「英語再入門」や英語力を向

音楽や映像制作など、
自分の関心に

業を通し、
自分の生き方を考えます。

めることができます。
１年次から将来

部の専門的な科目から、他学部であ

でき、各学科の専門や演習科目にス

上させる「リーディング」など、
スキル

沿った、興味のある分野のスキルを

社会人の基本を身に付け、
人生を生

の自分を意識し、多くの学生が資格

っても全学的に開講している科目を

ムーズに移行する準備を整えます。

に合わせた科目が用意されています。

磨いていきます。

き抜く力を入学時から養います。

を取得しています。

選んで履修することができます。

プロゼミとは？

学べる言語は？

学べる技術は？

必要なマナーとは？

どんな授業？

どんな分野？

文学部

全学共通科目 1

られる英語力の養成に

術や、
WEB制作やアプ

当する実践的なトレー

います。実践的な力を

学 的に開 講している

ぶための基本を身に付

は特に力を入れており、

リ開発のためのプログ

ニング。基本のマナー

身に付けることを目標と

「共通専門科目」、
複数

語、
中国語、朝鮮・韓国
語のクラスを開講して

プロの講師が、「ソーシャルマナー」は、
マナー教育で実績のあ
細やかに
る「キャプラン」の講師
実践的な
トレーニングを。（元客室乗務員）が担

さまざまな
資格・検定に
対応した
充実の指導。

TOEIC 試験、簿記検
定、
秘書技能検定など、
各種試験や検定に対
応した授業が充実して

4分野の
教養科目と
4学部の
専門科目。

「人文」
「社会」
「人間」
「自然」の4分野からな
る
「教養科目」、全学部
の専門的な科目から全

けます。
さらに仮説の立

ネイティブの先 生から

ラミング技術まで学べる

やエチケットに限らず、

して全て演習形式で授

の学問分野にわたる特

て方から検証の方法、

学ぶ機会が多く、海外

授業も設置しています。

表情や言葉遣い、姿勢

業を行います。
また、公

定のテーマを総合的な

論文の書き方、発表の

研修プログラムも用意。

個々の能 力や希 望に

や立ち居振る舞いなど、

務員試験対策の授業

視野で考える「総合科

仕方まで、一連の「研

基礎から応用に至るま

応じて、
より高度な技術

美しい所作や考え方に

は、
実績のある、資格の

目」を設 置 。幅 広い教
養を身に付けるという、

で、学生一人ひとりのレ

の獲得を目指すことも

ついて総合的な指導を

学校「TAC」
と連携し、

ベルに応じた学びを提

できる環境が整備され

受け、社会人の基礎を

徹底した指導を行って

理念に基づく跡見なら

をする力を養成します。

供しています。

ています。

身に付けます。

います。

ではのカリキュラムです。

どんな未来にでも、
美しく生きていける人へ。
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その他

究」のスタイルを学び、
自ら考え、論理的整理

キャンパスについて

利用法や情報の整理

英語、
フランス語、
ドイツ

観 光コミュニティ学 部

の仕方など、大学で学

り方に始まり、図書館の

英語を中心に
全5カ国語を
レベル別に
徹底指導。

マネ ジメント 学 部

18

います。現代人に求め

全員が基本を 「情報リテラシー」は1
年次の必修科目。その
身に付け、
高度な技術も ほか、画像や音楽、動
得られる環境。 画などの制作・編集技

学修の心構え、
テキスト
の活用方法、
ノートの取

心理学部

まずは
大学で学ぶ
基本を
身に付ける。

19

約束

広い視野を持てるようにする。

の導入科目、2 の外国語科目、
4 の社会人形成科目、
6 の教養科目から、
跡見ならではの
授業を紹介します。
1

全学共通科目 1
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Pick up!

Pick up!

導入科目

全学共通科目 4

跡 見の歴 史

「プロゼミ
Ⅰ
・
Ⅱ」

社会人形成科目
目

「ソーシャルマナー」

がん

鳫 咲子

佐藤 敦

教授

講 師を務めるのは、経

びの初めの一歩。春学期

を求め、
きめ細かに添削し

とマナー」
を学ぶのが、
この

験豊かな元客室乗務員を

のⅠと秋学期のⅡとでは別

ます 。春 学 期 のブックレ

授 業の目的です 。倫 理と

中 心とするプロジェクト

の教員が担当しますが、学

ポートでは、情報の調べ方

は、人として守り行うべき道

チーム。マナーの必要性を

生は同じメンバーなので

や引用の基本ルールを身

と定義でき、それを具体的

十分に理解した上で、
ロー

ホームルーム的な側面も。

に付け、本の要約や考察、

に行 動として表 現 するの

ルプレイ形 式で日常 生 活

結論をまとめる力を養いま

がマナーといえるでしょう。

やビジネスシーンに即した

これから社会人として羽ば

マナーを実習します。笑顔

ゼンテーション力を磨きます。

たく大学生にとって、社会

と思いやりにあふれ、美し

れているのは添 削 。他の

ゼミ、卒業論文へとスムー

で通用する作法「ソーシャ

い言葉遣いや立ち居振る

授業でもレポートを書く機

ズに進むための基礎力を

ルマナー」を身に付けるこ

舞いの素敵な社会人を目

会は多いので、慣れてもら

つけるのが目標です。

とはとても有意義です。

指してください。

の役割も担っているのです。 す。秋学期ではさらにプレ
私が授業で特に力を入

1年次必修の導入科目。
高校の「勉強」から大学での「学問」へとスムーズに移行し、
専門の研究を深めるための基礎力をつけます。
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次世代を担う素敵な人材になることを目指します。

社会人
形成科目

1・2年次

花蹊の教育とライフプラン・キャリア
プラン／パーソナリティを考える／
ストレス・マネジメント／対人関係
のスキル／ビジネス文章表現演習
／自己表現演習／ボランティア実
践A ほか

3・4年次

日本語演習／キャリア演習（公務
員・数的処理）／キャリア演習
（公
務員・法律）／簿記会計演習／
ITパスポート演習／イベント検定
演習／色彩検定演習／ボランテ
ィア実践B ほか

マネ ジメント 学 部

Pick up!

社会人に必要なルールやモラルの大切さを認識し、
キャリアに役立つさまざまな知識を習得することで、

心理学部

人として大切な「倫理観

文学部

うために毎回、課題の提出

跡 見の約 束

「プロゼミ」は大学での学

「プロゼミ」の教員は、担任

Pick up!

外国語科目

全学共通科目 6

「テーマで学ぶ英語（ビジネス）
Ⅰ
・
Ⅱ」

石塚正敏

レンドリーな雰囲気を心が

教授

個 人の健 康に対して、

るようにします。

集団の健康問題を取り扱

授業では感染症、生活

うのが「公衆衛生論」。
さま

習慣 病と関 連 するメタボ

アル英語の違いを知ること

て英 語で会 話 。たとえ間

ざまなデータを読み取り、

リックシンドロームやがんな

が大切です。
また、
「お世

違っても工夫しながら話せ

それぞれのグラフや数字

どについて取り上げます。

話になってます」
「おつか

るように練習を積みます。
ま

にどのような意味があるの

直面している新型コロナや

れさま」
という挨拶は英語

た、実際のビジネスシーン

かを知り、病気の動向を正

最先端の遺伝子学、食品

にはありません。
こうした文

ではＥメールでの連 絡が

しく理解するための授業で

衛生もテーマに、遺伝子組

化背景の違いを知ることも

非常に多いことや、増加し

す。いまや人生100年。長

み換え食品や、知らない間

重要になります。

ているリモートワークなど、

生きするために基礎的な

に食卓に上っているかもし

知識を獲得し、
健康を維持

れないゲノム編集食品につ

するための理論を習得でき

いても講義します。

る苦手意識を取るためにフ

どんな未来にでも、
美しく生きていける人へ。

現状に即した英語の使い
方を教えています。

1･2年次必修の外国語科目に加えて、
3･4年次にも選択科目として
各外国語を履修できます。

人文系･社会系･人間系･自然系の４分野で構成された
多彩な「教養科目」の授業を通して、
人生を豊かにする幅広い教養を身に付けます。

教養科目

1・2年次

文芸理論／西洋古典文学／フラ
ンス文学／百人一首／異文化理
解／ボランティア論／経済学／法
学／政治学／哲学／心理学／
保育学／教育学／統計学／地
球科学／健康科学 ほか

3・4年次

日本宗教論／ヨーロッパ中世文学
／ミステリー文学／児童文学／フ
ァッション論／民事法／ジェンダー
論／労働法／刑事法／深層心
理学／精神病理学／建築環境
論／ネットワーク論 ほか
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その他

けています。学生同士でペ
アを組んで、
テーマに沿っ

キャンパスについて

決まり文句などを覚えるに
は、
フォーマル英語とカジュ

授業では、英語に対 す

観 光コミュニティ学 部

「ビジネス英語」で必須の

教養科目

「公衆衛生論」

クリストファー･ブルスミス 准教授

20

教授
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