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シラバス作成要領 
 

■ シラバスの定義  

各授業科目の詳細な授業計画。一般に、大学の授業名、担当教員名、講義目的、各回ごとの授業内容、成績

評価方法・基準、準備学習等についての具体的な指示、教科書・参考文献、履修条件等が記されており、学生

が各授業科目の準備学習等を進めるための基本となるもの。また、学生が講義の履修を決める際の資料になる

とともに、教員相互の授業内容の調整、学生による授業評価等にも使われる。 

（出典：中央教育審議会「学士課程教育の構築に向けて」（答申）2008年12月） 

 

■ 授業計画（シラバス）の役割  

１．授業選択ガイドとしての機能 

選択の機会がある場合には、科目選択の基準として機能する。学生は、自分の興味・関心や学力に見合った

内容かどうかを判断する材料として用いる。 

 

２．担当教員と受講する学生との契約書としての機能 

記載されている内容は、担当教員と受講する学生との契約事項になる。担当教員は記載された通りに授業を

実施することを学生に対して約束し、受講する学生は記載された事項を遵守することで、相互に良好な学習

環境を作る。 

 

３．学習効果を高める文書としての機能 

授業全体の中で、今回の授業がどこに位置づけられているのかを確認したり、授業の目的・到達目標を繰り

返し確認することは、学習効果を高めることにつながる。テストやレポートの内容を記載することで、受講

する学生が計画的に学習する習慣や、授業時間外学習をする習慣を身につけることができる。 

 

４．授業の雰囲気を伝える文書としての機能 

内容を丁寧かつ詳細に記述することで、授業がしっかりと計画されたものであることを印象づけることが

できる。 

 

５．授業全体をデザインする文書としての機能 

内容を丁寧に書き、各回の授業で扱う内容や参考文献を考えることで、担当教員自身が授業全体の流れをイ

メージすることができる。この過程で、不足していること、重複していることなどが見えることがある。一

度、しっかりとした授業計画（シラバス）を作ると、同じ科目を再度担当する際には、見直しと改善をすれ

ば良くなり、授業の準備を効率的にする。 

 

６．学科・課程・専修・コースのカリキュラム全体に一貫性を持たせる資料としての機能 

学科・コース全体のカリキュラムを統合し、一貫性のあるものにすることを支援する。すなわち、詳細に記

載されていれば、他の教員もその科目の内容を詳細に知ることができるため、他の科目の授業計画（シラバ

ス）を見ると、自分が教える学生がこれまでにどのようなことを学習しているのかを把握することが可能に

なる。 

 

７．授業の改善につなげる機能 

担当教員は、作成する作業を通して、授業の全体像をより具体的にすることができる。授業を設計する能力

を向上させることは、授業での話し方、板書のしかた等、授業のやり方を改善・上達させることにつながる

効果をもつ。 

（参照：佐藤浩章編『大学教員のための授業方法とデザイン』玉川大学出版部2010年、夏目達也・近田 

政博・中井俊樹・齋藤芳子『大学教員準備講座』玉川大学出版部2010年） 
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■ Webシラバス入力項目及び留意事項  

 

① 英文名称 

 講義名の英文名称を記載してください。 

【記入例（講義名：日本の政治・経済）】 

Politics and Economy in Japan 

 

 

② 実務経験のある教員による授業科目（○／×） 

6ページの「実務家教員とそのシラバス作成」を確認して、実務経験のある教員による授業科目であれば○ 

（記号のマル）を入力してください。 

【記入例】 

○ 

 

 

③ 授業のねらい、概要 

学生が授業の全体像を把握できるよう、授業のねらい（目的・意義）及び授業で扱う軸となるテーマ等を 

簡潔に記載してください。 

【記入例】 

海洋生物科学科では、海洋の生物と環境についての深い理解にもとづいて、海洋の環境と生態系の

保全、あるいは海洋生物資源の持続可能な利用に主体的に取り組み、循環型社会の構築に貢献でき

る人材を養成することを目的として掲げ、4 つの専門分野に分かれて様々な切り口からこのテーマ

に取り組んでいる。本講義では各分野で実施している卒業研究の背景、研究のねらい、最終的な目標

などについて理解を深める。 

 注）実務家教員が担当する授業のシラバスにおいては、その専門分野に従事することによって得られた知識・技能・ 

実務経験などを学生に教授することを明確に示してください（6 ページ「実務家教員とそのシラバス作成」参照）。 

 

 

④ ディプロマ・ポリシーとの関連 

科目が開設されている学科等のディプロマ・ポリシー（卒業認定・学位授与の方針）のどの事項に該当 

しているのかを記載してください。 

 【記入例】 

この科目は、海洋生物科学科のディプロマ・ポリシー※の中で、次の部分に該当している。 

「海洋環境と生物に関する基礎知識を持ち、海洋生態系の成り立ちを理解している。」 

「自然科学に対する興味や関心を持ち続け、自主的・継続的に学習することができる。」 

 ※科目の対象学部・学科に応じて「●●学部のディプロマ・ポリシー」，「○○学科のディプロマ・ポリシー」， 

「福山大学のディプロマ・ポリシー」に置き換えて記載してください。 

 

 

⑤ 授業（学修）の到達目標 

授業を通して身につけることが期待される知識・能力等について具体的に記載してください。 

【記入例】 

１．赤潮や底層の貧酸素化が起こるメカニズムを説明できる。 

２．これまで実施されてきた赤潮対策の概略を説明できる。 

３．沿岸環境の保全のあり方について自らの考えを述べることができる。 

 ※学生を主語とし、「・・・できる」「・・・することができる」等のように学習者側の行動（行為動詞）で示して 

ください。 

 注）実務家教員が担当する授業のシラバスにおいては、その専門分野に従事することによって得られた知識・技能・ 

実務経験などを学生に教授することを明確に示してください。（6 ページ「実務家教員とそのシラバス作成」参照） 
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⑥ 授業計画表 
それぞれの授業回で扱う内容［テーマ（キーワード）］及び準備学習（予習・復習）内容・時間を簡潔に 
記載してください（定期試験は含めません）。 
 
注１）複数回にわたり類似（関連）する内容を扱う場合は、キーワード等により違いを明確に示してください。 

      ［例］ 第1回 ○○○○○（１） □□□□ 

          第2回 ○○○○○（２） △△△△ 

 

注２）複数教員で担当する場合は、各回の担当者名を括弧書きで追記してください。 

 

注３）それぞれの授業回について準備学習（予習・復習）内容・時間を記載してください。 

※単に「テキストの予習・復習［1時間］」などと記載するのではなく、授業内容を受け入れる準備のための「事前学修 

（予習）」及び授業内容の理解や定着を確実にするための「事後学修（復習）」について、それぞれの回の授業内容との 

繋がりを考慮したうえで具体的に記載してください。 

      ［例］ ○○についてレポートにまとめる。［1時間］ 

          ○○についてテキストの関連事項を予習する。［1時間］ 

          ○○についてテキストの関連事項を復習する。［1時間］ 

※卒業論文，卒業研究，課題研究については記入不要です。 

※大学設置基準第21条において、「1単位の授業時間は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 

とする」ことが定められています。従って、授業時間外において学生が主体的に行う学修時間（準備学習時間）は、授業 

時間（1コマ2時間換算）以外の時間となります。 

シラバスに記載する準備学習（予習・復習）内容・時間は、学生が主体的に行う授業時間外学修の一部分を具体的に指示 

するものであるとご理解ください。 

 

注４）アクティブ・ラーニングおよびＩＣＴを取り入れた授業を実施している場合は、以下の単語をテーマやキーワードの 

一部に使用してください。 

アクティブ・ラーニング関連ワード 

グループワーク 学生を少人数のグループに分け、与えられた課題に協同で取り組ませる方法。2人組によるペアワー

クも含む。 

ディスカッション、 

ディベート 

特定のテーマについて対話やディスカッションを通して理解を深める方法。特定のルールの下で議 

論を集約するディベート方式を含む。 

プレゼンテーション 学生がパワーポイント等を用いて発表資料を作成し、他の学生の前で自ら発表を行わせる方法。 

フィールドワーク 学内外のフィールドに赴き、調査や観察を通して情報収集を行わせる方法。学外施設等の見学を含む。 

ＰＢＬ、課題解決型、 

問題解決型 

テーマに沿ったプロジェクト又は特定の問題を提示し、それらの問題解決を通して、様々な知識・ス

キルを学ばせる方法。 

ロールプレイ 学生に特定の役割を与えて演じさせることを通じ、それぞれの立場の人等の考え方を体験的に学ぶ方

法。 

調査学習 学生が与えられたテーマに対して、授業中や授業外学習において自ら調べ物をさせる方法。 

双方向型授業 授業中にＩＣＴ機器（セレッソ等）やコメントペーパー等を利用して、教員と学生による双方向的な

対話を行わせる方法。 

反転授業 動画教材により講義部分を授業外に事前学習させた上で、授業内でその事前学習にもとづく演習を行

わせる方法。 

事前学習型授業 教科書／参考書等（動画教材は除く）により講義部分を授業外に事前学習させた上で、授業内でその

事前学習にもとづく演習を行わせる方法。 

その他 その他、アクティブ・ラーニングの要素を含むと考えられる方法。括弧書きで具体的な内容を記載す

る。 

 

【記入例】 

回 内 容 予 習 復 習 

第１回 概要と通則（鶴田） ・薬局方とはなにかを調べておくこと。 

・第17改正日本薬局方の通則について 

調べておくこと。[1時間] 

・第 17 改正日本薬局方の通則につい

て、内容を理解しておくこと。[1時間] 

第２回 通則と一般試験法（1） 

赤外線吸収スペクトル 

測定法（小川） 

・薬学領域の機器分析学の教科書 

（ｐ-76～90）をよく読んで、理解して 

おくこと。[1時間] 

・講義内容を再度確認すること。 

関連する演習問題を解くこと。[1時間] 

第３回 一般試験法（2） 

熱分析（小川） 

・薬学領域の機器分析学の教科書 

（ｐ-244～253）をよく読んで、理解して 

おくこと。[1時間] 

・講義内容を再度確認すること。 

関連する演習問題を解くこと。[1時間] 

  注）実務家教員が担当する授業のシラバスにおいては、その専門分野に従事することによって得られた知識・技能・実務経験などを

学生に教授することを明確に示してください。（6ページ「実務家教員とそのシラバス作成」参照） 
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⑦ 修得しておくことが望ましい科目等 

履修の順序性や科目の関連性の観点を踏まえ、事前に修得しておくことが望ましい科目や必須の科目を 

記載してください（特にない場合は「特になし」と記載してください。）。 

【記入例】 

3年前期までの化学系科目 

基礎○○Ⅰ・Ⅱ，○○入門，○○特講 

特になし 

 

 

 

⑧ 履修上の注意事項等 

履修の際に必要とされる知識・能力等や、各回の講義内容をより深く理解するための取り組み方等を記載 

してください。 

【記入例】 

○○についての基礎知識の修得を前提としているため、□□の△△について理解しておくこと。 

各授業回の指示にあるとおり予習・復習を行うこと。特に復習には力を入れて行うようにし、理解が

不十分な箇所については質問し、次回の講義までには理解しておくように努める。 

 

 

 

⑨ 定期試験 

定期試験とは「授業計画表」の授業回数とは別に、大学が定めた定期試験期間中に試験を行うものを指し 

ます。定期試験期間中の実施の有無を、「実施する」「実施しない」で記載してください。 

【記入例】 

実施する 

実施しない 

 

 

 

⑩ 成績評価の方法・基準 

授業の成果（学修到達目標の達成度）を測定する方法や基準について記載してください。評価方法・基準が

複数ある場合は、その配分率を具体的に明記してください。出席回数を評価に加えることはできません。 

授業への出席は成績評価の前提であり、加点要素には使用しないでください。 

【記入例】 

中間試験（40％）および定期試験（60％）を総合して評価する。 

定期試験（80％），課題・レポート（10％），小テスト（10％）により評価する。 

 

 

 

⑪ 課題に対するフィードバックの方法 

授業中に課したレポートや小テスト等に対する学生へのフィードバック方法を記載してください。 

【記入例】 

提出されたレポートにコメントを記入してCerezoにより返却する。 

提出されたレポートは、授業時に口頭にてフィードバックを行う。。 

採点した小テストを当該学生に開示し、できなかった問題について解説する。 
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⑫ テキスト  ⑬ テキスト ISBN  ⑭ 参考書  ⑮ 参考書 ISBN 

使用するテキスト、参考書のうち必須のもののみ記載してください。複数のテキスト、参考書を記載する 

場合は、①，②・・・と区分してください。 

書名／著者名／出版社名／出版年および ISBNを記載してください。 

【記入例】 

 テキスト，参考書 

(書名／著者名／出版社／出版年) 

① ○○○○入門／○○○○○／○○出版／2018 

② □□☐ハンドブック／□□□□☐／□□出版／2017 

  テキスト ISBN，参考書 ISBN 

① 978-4-00-123456-7 

② 978-4-1234-5678-9 

 

 

年度当初の「学内教科書販売期間」

にテキスト等の販売を希望する場合

は、添付の「テキスト販売依頼書」

に必要事項を記入のうえ、 

1月29日(金)までに、「 啓文社 」 

宛にメールでご依頼ください。 

 

※注文部数が定かでない場合は、 

昨年度実績（履修者数）を参考に 

記入してください。 

教務課にお問い合わせいただいて 

も構いません。 

 

 

 

⑯ 参考URL-1～3 書名/説明  ⑱ 参考URL-1 

必要に応じて記載してください（記載事項が複数ある場合は「-2」「-3」の入力欄を使用）。 

【記入例】 

 参考URL-1-書名/説明 

第十七改正日本薬局方／日本の薬局方の公定書 

 参考URL-1 

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-

Iyakushokuhinkyoku/JP17.pdf 

 

 

⑰ オフィスアワー 

学生からの質問や相談を受けられるように、オフィスアワーの時間・場所等を記載してください。 

オフィスアワーは学生が教員の研究室等を訪ねる目安となりますので、「研究室に在室中であればいつでも

可能」という表現ではなく、具体的な時間帯を記載してください。メールアドレスや電話番号等を記載して

も構いませんが、学外公開されると支障があるものは掲載しないでください。 

【記入例】 

（専任教員の例）   前期／火曜日／3時限／○号館研究室 

           後期／木曜日／4時限／○号館研究室 

（非常勤講師の例）  授業終了後／講義室 

 ※非常勤の先生のオフィスアワーは、授業終了後に講義室で実施していただきますようお願いいたします。 

 

 

締切：2021年1月29日（金）

学部 内線番号 Ｅｍａｉｌ

お届けの時期は、テキストの仕入れに合わせて入荷したものを仕分けし、3月末～4月初旬ごろとなります。
お急ぎの場合や、確実に必要な場合は、出版社へ直接ご依頼ください。

（必須） （必須） （必須） （必須） （必須） （必須） （必須）

学部・学科 学年

978-

978-

978-

978-

978-

978-

978-

978-

978-

978-

予定受講者数が定かでない場合は、昨年度実績（履修者数）を参考に記入してください。 
同じ講義を複数の教員が担当される場合は、取りまとめてご入力ください。
下記のリストに、講義名・販売ご希望テキストの情報をご記入ください。

発注数の参考にさせて頂きますが、昨年の実績などから出版社より冊数変更になる事もございます。ご了承ください

出版社

献本
要or不要
※つ かない 場

合もあります

メール送信先：nakatsuka@keibunsha.net

また、こちらも確認が必要な点などをお伺いさせていただく事がございます。上記の連絡先のご記入をお願いいたします
不明な点は、いつでもお問合せください。

献本は、ご採用部数や出版社の都合で出荷頂けない場合もございます。

ISBN 必要部数書名 出版年講義コード 講義名

受講対象

予定
受講者数

前期
後期
通年
集中

講義形式

必修ｏｒ選択

テキスト販売依頼書
担当教員 携帯電話学科

㈱啓文社 尾道外商部
〒722-0051 尾道市東尾道10番地26

中司 陽一
メール：nakatsuka@keibunsha.net

携帯 ：080-4197-7645

TEL：0848-20-2424 FAX：0848-20-3436
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１）背景 

近年、大学において実務家教員による実践的かつより具体的な教育の重要性が急速に求められるように

なってきている。そのため、特に実務家教員が担当する授業のシラバスにおいては、その旨を明確に記述し

ていく必要性が出てきた。 

 

２）実務家教員の定義 

専攻分野における実務の経験を有し、かつ、高度の実務の能力を有する者（専門職大学院設置基準（平成

15年文部科学省令第16号）第5条第3項ほか）。 

 

３）本学における実務家教員の事例 

「病院や薬局で薬剤師としての業務に就き、そこで得た知識、技能、実務経験を教員として薬学部学生に

教授する。」 

 

   同様に、 税理士   → 経済学部税務会計学科学生 

        公認心理師 → 人間文化学部心理学科学生 

        建築士   → 工学部建築学科学生 

        管理栄養士 → 生命工学部栄養科学生   などがある。 

 

４）実務家教員による授業の事例 

・産業界の技術者や研究者が現場の技術を実習形式で指導する授業。 

・経営者や経営コンサルタントが組織行動論の観点で講義する授業。 

・ジャーナリストや非営利法人関係者等が社会の構造的な変化について学生と対話を中心として行う授業。 

・福祉や教育、カウンセリングの現場で様々な課題に直面している専門家がその経験を活かして専門職養

成のために授業科目を担当している場合。 

・小学校、中学校、高校で教員経験がある者が教職課程でその経験を活かして授業科目を担当している場

合。 

・国や地方公共団体において行政施策の立案に携わったことがある者が、その実務経験を活かし公共政策

の授業を担当している場合。 

 

５）実務家教員が担当する授業のシラバス作成要領 

以上のことを踏まえ、実務家教員が担当する授業のシラバスにおいては、その専門分野に従事することに

よって得られた知識、技能、実務経験などを学生に教授することを明確に示すものでなくてはならない。 

 

③ 授業のねらい、概要 

⑤ 授業（学修）の到達目標 

例えば、下記のような文言を用いて作成する。 

  「○○での実務経験から得られた△△について……」 

  「○○に携わった経験から得られた△△について……」 

  「○○の現場での実践や活動実態に照らして……」 

  「○○の現場での実体験から得られたデータ・情報に基づき……」 

 

⑥ 授業計画表 

授業計画表においても、「③ 授業のねらい、概要」で用いた文言のように実務家教員が担当していること

がわかる文言を用いる。 
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