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科目等履修生制度
科目等履修生制度は、大学での学習機会を拡大するための制度です。

主に社会人などが、特定資格の取得に必要な科目を履修したり、自分の教養を高めたりすりことを目的
にこの制度を利用しています。

大学の正規の単位が得られるため、後にその大学に入学した場合、科目履修生として得た単位は卒業
に必要な単位として認められます。

学生と一緒に
学びませんか？

※受講生は、今治明徳短期大学の科目等履修生として登録され、授業の3分の2以上出席する他、一定の条件を
満たした場合には、単位が認定されます。（単位認定を希望される方は、申込時にお申し出ください。）
※4月以降カリキュラム編成により、曜日・時間の変更がある場合があります。

授業料 1科目20,000円

応募期間 出願期間：令和5年3月6日（月）～ 3月24日（金）（※消印有効）

応募資格 高等学校もしくは中等教育学校を卒業した方、本学の出願資格に準じた方

応募書類

入学願書（今治明徳短期大学ホームページからダウンロードしてください。）

最終学歴の卒業証明書

健康診断書

応募方法
入学願書を今治明徳短期大学ホームページからダウンロードしてください。

入学願書に必要な書類を整えた後、願書送付先まで郵送してください。

本学ホームページアドレス： http://www.meitan.ac.jp

願書送付先
〒794-0073 愛媛県今治市矢田甲688番地 今治明徳短期大学 教務課

TEL：0898-22-7279（代）

選考方法 書類審査

開講科目名 担当教員 定員 授業回数 開催曜日 授業時間

救急処置法 藤井皆子准教授 5名 15回 毎週木曜日 10：30～12：00

介護福祉の基本 杉本詠二講師 5名 15回 毎週水曜日 16：10～17：40

エンジョイスイーツⅠ 辰上智美講師 5名 8回 第1・3週
木曜日

14：30～17：40

地域活性化論 大成経凡講師 5名 15回 毎週木曜日 14：30～16：00

パソコンスキルⅠ 角田泰啓講師 5名 15回 毎週火曜日 14：30～16：00

中国語Ⅰ 韋敏講師 5名 15回 毎週木曜日 12：50～14：20

中国語会話Ⅰ 韋敏講師 5名 15回 毎週月曜日 14：30～16：00

前期科目等履修生募集
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カリキュラム内容

【介護福祉コース開講科目】 「救急処置法」 ”救急処置と感染予防を学ぶ”

介護における安全の確保とリスクマネ－ジメントのため、高齢者や障がい者に起こりやすい事故の予防や
救急処置を習得し、感染の予防や災害時の対策・対応について学ぶ。

第1回

第2回
第3回
第4回

第5回
第6回
第7回
第8回

介護における安全確保（リスクマネージ
メント）
安全対策・事故防止
生活の場の安全管理
日本の災害と南海トラフ・故郷の防災対
策(自宅・地域・施設・ ＧＷ）
今治市の防災対策（今治市防災危機管理課）
感染症対策
感染予防・発症時の対策
安全な薬物療法

第9回
第10回
第11回

第12回

第13回
第14回
第15回

熱中症と脱水 （予防・対処方法)
転倒、転落、骨折予防
骨折時の応急処置と運搬方法 止血の方法
演習
包帯法（三角巾の巻き方・頭部・腕・下肢の巻
き方演習）
ヒートショック
火傷・誤嚥、窒息の防止
防災対策 グル－プ発表
定期試験

前期授業
令和5年4月10日（月）～令和5年8月4日（金）

【共通教育開講科目】 「エンジョイ・スイーツ」 “パン・菓子の知識・作り方の取得”

パン・和菓子・洋菓子等を何でも作れるように知識、方法の取得に努める
※別途、実習材料代として10,000円が必要になります

第1回

第2回

第3回

第4回

第5回

第6回

第7回

第8回

手ごねパンと洋菓子で、時間の有効な使い方を学ぶ（時間配分等）
（ハムロール・クランベリークッキー・はちみつマフィン）
粉・油脂・成型・発酵の違いを学ぶ
（米粉ドーム・バターロール・フォカッチャ）
和菓子の包餡の仕方・素材の違い・季節感等を学ぶ
（紅白まんじゅう・あじさい・西王母）
洋菓子の正確な計量・生地の混ぜ方・泡立て方・オーブンの温度管理等を学ぶ
（パウンドケーキ・ケークサレ・フィナンシェ・ピザ）
和菓子の色付け・形の違い・季節感・大型パンの発酵具合
（こなし生地３種・浮島生地・グラハム食パン）
はさみの使い方・フィリングの違い
（あんぱん・チーズパン・くるみパン）
ゼラチンの扱い方・フィリング・簡単冷やしもの
（黒ごまプリン・イングリッシュマフィン・ハムのスプレット）
お楽しみパン・今までの応用・おさらい （ベーグル・ベーコンエピ・チーズケーキ）

【介護福祉コース開講科目】 「介護の福祉の基本」 ”介護福祉の基本を学ぶ”

介護を必要とする人”を理解するとともに、介護福祉の理念・概要を理解する。

第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回

介護の成り立ち（１）～近代までの介護～

介護の成り立ち（２）福祉制度を学ぶ前に
介護の成り立ち（３）～老人福祉法まで～
介護を必要とする人の理解（１）
介護を必要とする人の理解（２）
“介護”が誕生した社会的な背景
介護福祉概念の変遷（１）～1990年代まで

～

第8回

第9回

第10回

第11回

第12回
第13回

第14回
第15回

介護福祉概念の変遷（２）
～介護保険制度より～
介護福祉の基本理念（１）
～介護の視点より～
介護福祉の基本理念（２）
～社会福祉の視点より～
介護福祉士の活動の場と役割：介護福祉の役
割と機能
社会福祉士及び介護福祉士法
介護福祉士養成カリキュラムの変遷・職能団体
介護福祉士の倫理（１）職業倫理とは
介護福祉士の倫理（２）
職業倫理と社会との関連

定期試験
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カリキュラム内容 前期授業令和5年4月10日（月）～令和5年8月4日（金）

【国際観光ビジネスコース開講科目】 「パソコンスキルⅠ」 “Ｗｏｒｄの基礎を学ぼう”

MicrosoftのWordを用いて文章や表、グラフなどを作成、編集ができるようになる。

第1回

第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回

ガイダンス、Wordの基本操作１（文字入
力・漢字変換・文字の修正）
Wordの基本操作２（文書の編集）
表の作成と編集
グラフィックス
書式設定
図表とグラフ
表紙・目次・ヘッター・フッター

第8回

第9回
第10回
第11回
第12回
第13回

第14回
第15回

テンプレートの利用・スペルチェック機能の
活用
ビジネス文書の作成１（案内文）
ビジネス文書の作成２（通知文）
社内文書の作成
社外文書の作成
試験対策１（文字入力・文書作成に関する
課題）
試験対策2（編集・校正に関する課題）
試験対策3（模擬試験問題）
定期試験

その他、この科目以外にも科目等履修ができる科目があります。興味のある方はお問合せください。

【共通教育開講科目】 「地域活性化論」 “今治地域について知ろう”

今治地方の歴史・文化・風土・産業などの地域資源を駆使し、地域活性化に結びつけようとする人・まち・
企業などの活動を考察し、観光・産業・まちづくりなどの地域振興に役立つ視点を養う。

第1回
第2回
第3回
第4回

第5回
第6回
第7回

オリエンテーション（地域活性化とは）
水軍文化でまちおこし（宮窪地域）
しまなみ海道とサイクリング（観光業）
日本最大の海事都市（造船・海運・舶用
機工業）
今治タオルのブランド化（製織・染色業）
四国霊場八十八ヶ所めぐり（巡礼・観光）
大山祇神社などの神社信仰（祭礼・観光）

第8回
第9回
第10回

第11回
第12回
第13回
第14回
第15回

しまなみソルトヒストリー（製塩業）
大島石と近代化遺産（採石・観光業）
グリーンツーリズムと島暮らし（観光・農水
産業）
菊間瓦とお供馬（菊間地域）
桜井漆器と志島ヶ原（桜井地域）
今治城と藤堂高虎（史跡・観光）察する
小島砲台と造船長屋（波止浜地域）
丹下建築と市中心市街地再生
定期試験

【国際観光ビジネスコース開講科目】 「中国語Ⅰ」 “中国語入門”

入門者対象。正確に中国語を発音できるように簡単な会話の練習を繰り返して、中国語に慣れ親しむ。

第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回

オリエンテーション
ピンイン 声調と単母音
鼻母音・ｒ化
キャンパスの初対面 動詞"是"
キャンパスの初対面人称代名詞
名前を尋ねる 名前の言い方
名前を尋ねる 名前の尋ね方

第8回
第9回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回

喫茶店で 動詞述語文
喫茶店で 疑問視疑問文
趣味を語る 助動詞"想"
趣味を語る 連動文
Ｔシャツを買う 量詞動詞"有"
レストランで 動詞"?"
レストランで 形容詞述語文
中国文化
まとめ

【国際観光ビジネスコース開講科目】 「中国会話Ⅰ」 “中国語会話入門”

入門者対象。正確に中国語を発音できるように簡単な会話の練習を繰り返して、中国語に慣れ親しむ。

第1回
第2回
第3回
第4回
第5回
第6回
第7回

オリエンテーション
ピンイン
浦東空港にて 人称代名詞
浦東空港にて 動詞述語文
タクシーに乗って “?儿，那儿，?儿”
タクシーに乗って 疑問詞疑問文
ホテルでお茶を 所在を表す“在”

第8回
第9回
第10回
第11回
第12回
第13回
第14回
第15回

ホテルでお茶を 数詞、量詞
私の家族 “的”の省略
私の家族 所有・存在を表す動詞“有”
趣味は映画です “喜?”＋動詞
趣味は映画です 副詞“都”
大学の図書館へ 願望を表す助動詞“想”
大学の図書館へ 形容詞述語文
中国文化
定期試験
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