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講　義　名　称 曜　時

アジア産業論Ⅰ　＜春＞ 金 4

【教員名称】�
江川　暁夫

【講義概要】
　本講義は、アジア（特にASEAN）の主要各国の産業構造の状況を概観し、その形
成過程と、アジア各国自身が目指す今後の産業構造転換の方向性を学ぶことを主
眼とする。
　具体的には、ASEANという地域全体における産業の現状とその成り立ちを簡
潔に俯瞰した後（第1〜4回）、アジア各国の農業、製造業、サービス業の現状と課
題について考えていく（第5〜10回）。これらで得た知識を用いて現状を分析でき
るようにするため、日系企業とのASEANとのかかわりについて、その現状と見通
しを把握する（第11〜15回）。

【学習目標】
(1)�アジア各国の経済をけん引する産業とその状況は千差万別であり、成長に貢献

する産業の姿も、過去・現在・未来で変わっていくということを、具体的かつ大
局的に理解できるようになる。

(2)�実社会に出た後にも、アジアでのビジネスをより上手に企画できるようになる
ために必要な最低限の知識を得ることができる。

【講義計画】
第１回：�講義概要の説明、アジアの各国経済の世界における位置付け
第２回：�ASEAN経済とは／「産業」の定義、ペティ＝クラーク法則
第３回：�ASEAN主要国の経済発展段階、産業構造の現状とその特徴
第４回：��ASEAN各国の産業構造の特徴と所得水準との関係
第５回：�農業部門：過去から現在までの動きと、将来の農業・農村の発展と衰退
第６回：�ASEANで農業を守る重要性と農家を守る非効率性
第７回：��ASEANの工業化の変遷：雁行形態型経済発展論の第2モデル
第８回：�ASEANの工業化の変遷：雁行形態型経済発展論の第1モデル
第９回：�サプライチェーンとして位置づけられるASEANの製造業／アジアは今

後も「サプライチェーン」の一角なのか？
第10回：�ASEAN主要国の第三次産業（特にサービス産業化）の状況と「日本ブーム」
第11回：�ASEANが産業高度化を実現する上でのチャンスと制約、「4.0」に向かう

ASEAN
第12回：�ASEANにおける「日系企業」
第13回：�日系企業がASEANの現地職員との間で抱えるトラブル
第14回：�日系企業が現地職員との間で起こすトラブルの具体例
第15回：�まとめ

【事前および事後学習の指示】
事前学習：日頃、新聞の経済欄や経済関係の社説等を読み、経済の議論においてよ
く用いられている語句を理解するとともに、どのような日本企業がアジアのどの
国に進出しようとしているかを把握し、傾向を掴むことが有益である。
事後学習：授業に出て講義資料に書き込んでいくだけでは理解できない点も多く
なることが考えられる。そのため、授業の中で強調された用語や理論を、参考文献
なども頼りに、事後に十分に確認しておくことが望まれる。

【テキスト】

【参考文献】
『アジア経済読本』第４版　渡辺利夫編　東洋経済新報社
『キャッチアップ型工業化論—アジア経済の軌跡と展望』末廣昭著　名古屋大学出版会
『タイでのビジネスプロトコル』　今井宏著　バンコク日本人商工会議所発行
『新興アジア経済論−キャッチアップを超えて』　末廣昭著　岩波書店
その他、各回講義に関連する参考文献等は、その都度紹介する。

【コメント】
（１）�試験は、定期試験が実施されないため、試験と同等の内容の出題を短期間で解

くもので代替し、最終回の講義時に出題する。
（２）�レポートの60点については、①毎回、授業の途中ないし終了時に10分程度の

小テスト（１回あたり２〜４点満点）に取り組み、その点数をレポート点とし
て付加（全体で総合点の40％）、②1,300字程度のレポートが１本（20点満
点）。

（３）�出席は必要に応じて取るが、電子的な手法により、スマートフォンによるＱ
Ｒコードの読み取りをしてもらう。必要なアプリ等のインストールは学生自
身の責任で準備すること。なお、上記（１）の「試験と同等の内容の出題を短期
間で解くもの」の提出がない者については、それまでの出席状況や課題提出
の状況にかかわらず、この部分の評点は0点とする。

（４）�公欠や病欠、就職活動を理由とする欠席の場合は、大学ないし就職活動先が発
行する何らかの書類を提示した場合に限り、平常点の考慮と、当該回の小テス
トの平均点の加点を行う。

【留意事項】
アジアで経済担当の外交官の経験を踏まえた授業内容
経済官庁でアジア経済分析や対アジア経済協力等を経験した者による実践的な授
業内容

講　義　名　称 曜　時

アジア文化研究 - 中国文化の現在A　01＜春＞ 木 4

【教員名称】�
王　其莉

【講義概要】
この授業では、中国の働き世代の中心となっている “70後 ”“80後 ” と受講者のみ
なさんに年齢が近い “90後 ”“00後 ” といった中国の若者が起こした「ただいま進
行中」の社会現象や社会ブームなどを取り上げ、中国の現在について学ぶ。またこ
れからの時代において、日本と中国の二つの国はどう向き合っていけばいいかに
ついても考える。

【学習目標】
「中国の若者が起こした中国の現在」を理解した上で、国際視点から思考する能力
を養い、異文化理解力・異文化分析力を深める。

【講義計画】
第１回：�ガイダンス
第２回：�中国の “高考 ”（中国大学統一試験）
第３回：�中国の大学事情
第４回：��中国大学生の留学事情
第５回：�“ 考研 ”“ 考博 ”（大学院進学）
第６回：�躍動する “ 海帰 ”（帰国留学生）と苦闘する “海待 ”（仕事が見つからない

帰国留学生）
第７回：��大学生の就職事情
第８回：�中国の転職事情
第９回：�中国にいる “歪果仁 ” たち（“ 歪果仁 ” は発音が似っていることから外国

人を指す）1：外国人留学生
第10回：�中国にいる “歪果仁 ”たち2：外国人が活躍する分野
第11回：�中国の SNSの利用率と社会影響力
第12回：�中国の人気の SNS（WeChat、Weibo など）
第13回：�中国のキャッシュレス化の現状
第14回：�中国の電子マネー（AliPay、WechatPay など）
第15回：�まとめ

【事前および事後学習の指示】
事前学習では各回のテーマについて図書館やインターネットを利用して調べてお
き、事後学習では毎回の配布プリントを復習すること。

【テキスト】

【参考文献】
配布プリント
必要に応じて授業で紹介する。

【コメント】
期末レポート（50％）と平常点（50％）％に基づいて評価する。
平常点は、毎回の授業についてのコメントペーパーで評価する
※毎回授業内容についてのコメントペーパーを提出すること。

【留意事項】
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講　義　名　称 曜　時

アジア文化研究 - 韓国・朝鮮文化A　＜春＞ 火 3

【教員名称】�
青野　正明

【講義概要】
近年、日本と韓国との交流が様ざまな分野で盛んになってきた。その一方で、現代
にまで続く歴史的な問題が原因で政治的には冷え切った状態が続いている。そこ
で、この授業では日本の地から現代韓国を知り理解することを目指して、時事問
題に重点を置きながら歴史や政治、社会の分野に焦点を絞って概説していく。
具体的には、歴史・地理・宗教・社会制度などの諸項目について、パワーポイント
を用いて、その他視聴覚資料も多用しながら学んでいく。また、終盤では北朝鮮
事情や在日コリアンについて講義して、日本社会におけるナショナリズム問題も
考えてみたい。

【学習目標】
日常生活では正確な情報を得ることが難しいため、ネット情報に誤りが多いこと
はわかっていても、ついついそれらに頼ってしまう人が多いと思われる。そこで、
この講義では日韓関係についての客観的な情報をベースに、韓国の置かれた状況
を文化的な視点から理解していく。その過程で日韓関係を多面的に見つめ直すこ
とにより、各回で学ぶ基本的な知識を修得するとともに、多文化共生について自分
の考えをもつことを目標としている。

【講義計画】
第１回：�講義の流れや成績評価等の説明、韓国・北朝鮮についての概説
第２回：�歴史１（ナショナリズム教育の問題、渡来人と仏教文化の伝来）
第３回：�歴史２（秀吉の侵略、家康以降の友好関係）
第４回：��歴史３（日本による植民地支配、南北分断後の政権）
第５回：�地理１（ソウル：王朝時代の面影）
第６回：�地理２（ソウル：植民地の残影）
第７回：��地理３（映画「共同警備区域ＪＳＡ」と南北分断）
第８回：�美術１（黄金、白衣と白磁）
第９回：�美術２（丹青、紋様、石仏、青磁）
第10回：�社会制度１（姓と本貫）
第11回：�社会制度２（社会的な差別、伝統的な結婚）
第12回：�日韓での大衆文化受け入れ（韓流ブーム・K-POP人気までの道のり）
第13回：�北朝鮮事情（支配体制など、ドラマ「愛の不時着」も少し参考にして）
第14回：�在日コリアン１（在日とは？：民族教育、映画「パッチギ！」）
第15回：�在日コリアン２（日本人とは？：帰化行政の問題、アイデンティティとは）

【事前および事後学習の指示】
たとえば、歴史１・２・３のように連続する分野は、それぞれのつながりに留意し
て、その分野を総体的に理解する。また、事前学習では各回のテーマについて図
書館やインターネット（適切なサイトを選ぶ）で調べておき、事後学習では各回の
配布プリントをよく読み掲載された関連サイトや資料にも目を通しておくこと。

【テキスト】

【参考文献】
配布プリント
金両基監修『読んで旅する世界の歴史と文化・韓国』新潮社
他にも必要に応じて授業で紹介する。

【コメント】
欠席が８回を越える者は成績評価の対象外とする。また、「その他」は毎回提出す
る授業内容の要点と受講態度の評価である。

【留意事項】

講　義　名　称 曜　時

アジア文化研究 - 韓国・朝鮮文化 B　＜春＞ 金 3

【教員名称】�
青野　正明

【講義概要】
近年、日本と韓国との交流が様ざまな分野で盛んになってきた。その一方で、現代
にまで続く歴史的な問題が原因で政治的には冷え切った状態が続いている。そこ
で、この授業では日本の地から現代韓国を知り理解することを目指して、異文化
理解に重点を置きながら、伝統的な文化やそれらの変容について全般的に概説し
ていく。
具体的には、言語・風俗・衣服・料理などの諸項目について、パワーポイントを用
いて、その他視聴覚資料も多用しながら講義する。そして、奥深い韓国・朝鮮文化
のディープな部分まで可能な限り理解していく。

【学習目標】
知らないことが多い隣国の文化を知ることが大切である。そして異文化の特質を
見つけて理解するための視点や分析方法も学ぶ。その過程で、韓国・朝鮮文化の面
白さを自分なりに見出しながら、各回で学ぶ基本的な知識を修得するとともに、多
文化共生について自分の考えをもつことを目標としている。

【講義計画】
第１回：�講義の流れや成績評価等の説明
第２回：�言語１（言語のルーツと漢字文化圏）
第３回：�言語２（ハングルの構造と特徴、外来語）
第４回：��宗教１（巫俗、韓国ドラマを観る視点①）
第５回：�宗教２（仏教・儒教、韓国ドラマを観る視点②）
第６回：�宗教３（キリスト教・新宗教、韓国にキリスト教徒が多い理由）
第７回：��集落と住居１（住居における儒教・風水の要素）
第８回：�集落と住居２（集落における風水の要素）
第９回：�風俗１（正月、村祭り、秋夕）
第10回：�風俗２（葬法、陰暦行事の意義）
第11回：�料理と酒１（焼肉：日韓の比較）
第12回：�料理と酒２（キムチの特徴、焼酎とマッコリ）
第13回：�舞踊・演劇（農楽⇒サムルノリ⇒ＮＡＮＴＡ、仮面劇）
第14回：�衣服（韓服と和服の起源と比較）
第15回：�音楽（「アリラン」いろいろ、映画「アリラン」、BTS も「アリラン」を海外

公演で歌う）

【事前および事後学習の指示】
たとえば、言語１・２のように連続する分野は、それぞれのつながりに留意して、
その分野を総体的に理解する。また、事前学習では各回のテーマについて図書館
やインターネット（適切なサイトを選ぶ）で調べておき、事後学習では各回の配布
プリントをよく読み掲載された関連サイトや資料にも目を通しておくこと。

【テキスト】

【参考文献】
配布プリント
金両基監修『読んで旅する世界の歴史と文化・韓国』新潮社
他にも必要に応じて授業で紹介する。

【コメント】
欠席が８回を越える者は成績評価の対象外とする。また、「その他」は毎回提出す
る授業内容の要点と受講態度の評価である。

【留意事項】
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講　義　名　称 曜　時

アジア文化史A　＜春＞ 金 3

【教員名称】�
濱野　亮介

【講義概要】
本講義では東アジア諸国の中心であった中国の文化・宗教と、それが他の東アジ
ア諸国にどのように伝播・受容されていったかについて、その歴史的背景につい
て学びながら、東アジア世界における歴史的なつながりについて理解する。

【学習目標】
現代をとりまく様々な文化的事象が長期にわたる歴史的背景をもって形成され、
東アジア世界に伝播していったことを理解することができる。

【講義計画】
第１回：�授業ガイダンス
第２回：�中国の通史
第３回：�中国の歴史と文化に関する基本事項
第４回：��中国の宗教文化—文化と宗教の関係—
第５回：�中国の三大宗教①—儒教とは何か—
第６回：�中国の三大宗教②—儒教と国家—
第７回：��中国の三大宗教③—儒教は宗教か否か—
第８回：�中国の三大宗教④—道教の歴史—
第９回：�中国の三大宗教⑤—『水滸伝』と『西遊記』にみる道教的世界観—
第10回：�中国の三大宗教⑥—仏教伝来と訳経—
第11回：�中国の三大宗教⑦—仏教文化の混交—
第12回：�中国におけるキリスト教
第13回：�中国におけるその他の宗教
第14回：�民衆文化と年中行事
第15回：�まとめ—東アジア世界のつながり

【事前および事後学習の指示】
授業資料は基本的にM-port 上でデータを配布するので、それを用いて予習復習
を行うこと。詳細は授業時に指示する。

【テキスト】

【参考文献】
尾形勇・岸本美緒編『新版世界各国史3�中国史』山川出版社、1998年
山川出版社「宗教の世界史」シリーズ

【コメント】
学期末のレポート（70％）と、毎回の授業分の小レポート（30％）にて評価する。

【留意事項】
本講義はアジア文化史 Bとあわせて受講することが望ましい。

講　義　名　称 曜　時

アジア文化史 B　＜春＞ 金 4

【教員名称】�
濱野　亮介

【講義概要】
本講義では中国を中心とした東アジア諸国にかかわる様々な文化的事象につい
て，外国人の目から見た文化やそのあり方を知るために、彼らが残した旅行記や使
節の報告書を中心に紹介・解説し、その歴史的背景および文化の伝播について学
ぶ。

【学習目標】
現代をとりまく様々な文化的事象が長期にわたる歴史的背景をもって形成され、
東アジア世界に伝播していったことを理解することができる。

【講義計画】
第１回：�ガイダンス
第２回：�中国の通史
第３回：�中国の歴史と文化に関する基本事項
第４回：��日本人からみた中国①−遣唐使と仏教−
第５回：�日本人からみた中国②−『入唐求法巡礼行記』−
第６回：�中世西方世界からの使節と旅行記①−『東方見聞録』−
第７回：��中世西方世界からの使節と旅行記②−イスラム世界と旅行記−
第８回：�日本人から見た中国③−笑雲入明記−
第９回：�日本人から見た中国④−策彦入明記−
第10回：�イエズス会の東アジア布教とマテオリッチ①−入中と布教−
第11回：�イエズス会の東アジア布教とマテオリッチ②−北京入り−
第12回：�イエズス会の東アジア布教とマテオリッチ③−その後と影響−
第13回：�イエズス会の東アジア布教とマテオリッチ④−文物と世界地図−
第14回：�イザベラ・バード『中国奥地紀行』
第15回：�まとめ—東アジア世界のつながり

【事前および事後学習の指示】
授業資料は基本的にM-port 上でデータを配布するので、それを用いて予習復習
を行うこと。詳細は授業時に指示する。

【テキスト】

【参考文献】
尾形勇・岸本美緒編『新版世界各国史3�中国史』山川出版社、1998年
講談社『中国の歴史』シリーズ（全12巻）、2004年〜2005年
その他授業に直接使用する史料については、適宜紹介する。

【コメント】
学期末のレポート（70％）と、毎回の授業分の小レポート（30％）にて評価する。

【留意事項】
本講義はアジア文化史Aとあわせて履修することが望ましい
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講　義　名　称 曜　時

イギリス文化研究－ヴィクトリア朝ロンドンの世界A　01＜春＞ 火 3

【教員名称】�
日下　隆平

【講義概要】
イギリス文化研究Aではビクトリア朝ロンドンを中心に扱う。ビクトリア朝とは
1837年から1901年までを指し日本で言うと幕末から明治後期のころである。中
期まではイギリス史上最も繁栄した時期として知られる。世界に先駆けて起きた
産業革命と海洋進出によって、ヴィクトリア朝時代の大英帝国は「七つの海に日
の没することなし」といわれるほど世界中に植民地を築くに至った。その力はパッ
クス・ブリタニカといわれるほどであった。繁栄する消費社会の富と文化を生み出
す一方で、劣悪な都市環境、貧富の格差、環境汚染など「光と影」を併せ持つ時期で
もあった。この時代の特徴はさまざまな文学作品、絵画、工芸品において表現され
ている。こうした点から前期では19世紀イギリスの社会の社会背景と文化を学
んでいく。春学期では背景を扱うのに対して、秋学期では個別テーマを扱うことに
しているため、可能な限り、春と秋両方の授業をとるようにして欲しい。

【学習目標】
現代イギリス社会の基礎がどのようにして形成されたかを知ることが最終目標と
する。社会システムだけでなく、当時の新聞記事、絵画などをもとに、１9世紀のロ
ンドンの街並み、芸術、娯楽と大衆文化、時代思潮を学んでいく。また、イギリス
は明治に新国家建設にあたって、政治体制など日本がお手本にした国家だけに、自
国社会の理解の一助となるものと考えられる
毎回授業ではスライドによる説明を行い、後半はそのテーマの英文資料を講読し
ていく。

【講義計画】
第１回：�導入、授業の概要と成績評価について説明。
第２回：�ビクトリア朝までのイギリス—１　ノルマン人の征服
第３回：�ヘンリ8世と宗教改革—２　英国国教会の成立
第４回：��産業革命—３　イギリスの中世観　暗黒の時代かユートピアか
第５回：�ビクトリア時代の社会　ヴィクトリア女王とその時代「戴冠式の社会背

景」「チャーチスト運動」「クリスマスツリー」「白のウエディングドレスの流
行」「アルバート公」「ロンドン万国博覧会」「クリスタル･パレス」「バーティ」
「二大政党制」「インド皇帝「２度のジュビリー」

第６回：�‘Amazing�Grace’ と奴隷商人そして三角貿易
第７回：��William�Blake の「煙突掃除の少年」からみる児童の労働
第８回：�対照的な二人の宰相ーベンジャミン・ディズレーリとグラッドストーン
第９回：�East�End の世界 - ユグノー移民
第10回：�East�End の世界 - アイルランドからの移民
第11回：�East�End の世界 - ユダヤ人の移民
第12回：�ビクトリア中期 - ロンドンの繁栄　水晶宮で開催された大英国博覧会

（１８５１）と Thomas�Cook の貢献
第13回：�Beatrix�Potter と湖水地方 -『ピーターラビットの物語』(35カ国語で翻

訳 )はどのようにして誕生したか。
第14回：�ビアトリクス・ポターとナショナル・トラスト運動
第15回：�万国博覧会（１８６２）を見た日本人たち　まとめ

【事前および事後学習の指示】
事前　2時間　事後　1時間

【テキスト】

【参考文献】

【コメント】
リモート授業となった場合は、毎時間の課題提出70％とレポート30％とする。

【留意事項】

講　義　名　称 曜　時

英語の歴史A　＜春＞ 月 4

【教員名称】�
西原　哲雄

【講義概要】
本講義では、「英語」という言語の特色を歴史的に考察し、学習と教育に生かすため
の知見を獲得する。特に、世界共通語として日々変容する英語のルーツをたどり、
どのような歴史を経て現在の多文化性・多言語性を帯びていったのかについて学
んでいく。

【学習目標】
世界共通言語としての地位を築きつつある現代英語の利点と欠点について、歴史
を通して具体的に理解し、英語への知識と感性を深める。

【講義計画】
第１回：�英語ってどんな言語？現代英語の多文化性と多様性
第２回：�世界言語としての英語
第３回：�英語の歴史とそのルーツ
第４回：��ケルト文化と英語
第５回：�他民族の侵略
第６回：�イギリスの名称について
第７回：��英語の時代区分
第８回：�ヴァイキングの侵略
第９回：�自国語意識
第10回：�フランス人の侵略１：ノルマン・コンクエスト
第11回：�フランス人の侵略２：「ロマンス」系言語とは
第12回：�フランス人の侵略３：借用語
第13回：�ヴィデオ鑑賞
第14回：�中世の英語と文学
第15回：�試験および総まとめ

【事前および事後学習の指示】
必ず予習をしたうえで、出席すること。

【テキスト】
ブックレット英語史概説�西原哲雄
�開拓社，�2021年�
The�English�Language�Simon�Horobin
�Oxford,�2016年

【参考文献】
Albert�C.�Baugh�&�T.�Cable,�A�History�of�the�English�Language�(Routledge�
2002)
唐澤一友『世界の英語ができるまで』(亜紀書房 ,�2016)
堀田隆一『はじめての英語史�:�英語の「なぜ ?」に答える』(研究社 ,�2016)

【コメント】
各授業後のレポートで評価します。

【留意事項】
社会人の方へ（聴講に際して）大学が定める新型コロナウイルス感染拡大防止に
基づく行動基準による授業形態とは別に、担当教員からの要望による遠隔授業の
可能性があります。
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講　義　名　称 曜　時

映像メディア論A　＜春＞ 火 2

【教員名称】�
森田　良成

【講義概要】
多様な目的と背景のもとで制作された、私たちにとっての「異文化」が描かれた映
像作品（ドキュメンタリー映画、民族誌映画、企業広告、広報映像など）を取り上げ
る。そこには、われわれにとっては非日常的だが「彼ら」にとっては当たり前の風
景や、われわれが想像するものとは異なった歴史が描かれていたり、異文化を理
解しようとする実践の過程そのものが記録されていたりする。
映像メディアは、異文化をどのように描くことができるのか。また映像メディア
が何かを描こうとする際に、政治的、経済的な利害や思惑がどのように関係してく
るのか。映像メディアには、活字など他のメディアとは異なるどのような特性（危
険性を含む）があるのか。異文化とのコミュニケーションのあり方について理解を
深めながら、映像メディアの問題と可能性を学ぶ。

【学習目標】
映像メディアを多角的に検討し、その特性を学ぶ。
映像メディアが「異文化」をどのように描きうるのかについて理解を深める。

【講義計画】
第１回：�イントロダクション
第２回：�広告映像から見る消費と暮らし (1)
第３回：�広告映像から見る消費と暮らし (2)
第４回：��広告映像から見る消費と暮らし (3)
第５回：�映像から見る宗教生活 (1)
第６回：�映像から見る宗教生活 (2)
第７回：��映像から見る宗教生活 (3)
第８回：�選挙映像から見るナショナリズム (1)
第９回：�選挙映像から見るナショナリズム (2)
第10回：�選挙映像から見るナショナリズム (3)
第11回：�ドキュメンタリー映像から見る民主主義 (1)
第12回：�ドキュメンタリー映像から見る民主主義 (2)
第13回：�ドキュメンタリー映像から見る民主主義 (3)
第14回：�ドキュメンタリー映像から見る民主主義 (4)
第15回：�試験およびまとめ

【事前および事後学習の指示】
講義中に紹介する文献資料を読み、資料映像を視聴すること。
課題に積極的に取り組むこと。

【テキスト】

【参考文献】
村尾静二、久保正敏、箭内匡・編（2014）　
『映像人類学 (シネ・アンスロポロジー )—人類学の新たな実践へ』せりか書房
南出和余、木島由晶・編（2018）　
『メディアの内と外を読み解く—大学におけるメディア教育実践』せりか書房
Pink,�Sarah�（2005）
The�Future�of�Visual�Anthropology:�Engaging�the�senses.�Routledge
ほか、授業において指示する。

【コメント】
[ その他40%]
平常点を評価するために、到達目標に対応する小レポート（200から500字程度
の作文）を複数回実施する。論述の内容、すなわち「授業内容を理解したうえで自
分の考えを論理的に記述できているかどうか」を評価する（提出回数だけでは評価
せず、記述内容に応じて採点をする）。

[レポート60％ ]
1000から1500字程度を予定。出題・作文の条件・評価基準などについて、授業内
で詳しく説明する。

【留意事項】

講　義　名　称 曜　時

英文簿記会計　＜春＞ 木 1

【教員名称】�
小澤　義昭

【講義概要】
「グローバルビジネスに役立つ知識を身につけよう！」

ビジネス活動の国際化により、英文による簿記・会計の理解が重要となってきてい
ます。英文簿記会計といっても、単に財務諸表の日本語表記を英語表記に置き換え
るだけではなく、国際的な会計基準と日本の会計基準との差異についての理解も
必要となります。本講義では、国際的な会計スキルの前提となる英文簿記の基礎を
学習します。日商簿記の3級の知識さえあれば、誰でも理解ができます。演習もふ
んだんに交えて、英語があまり得意でない人でもわかりやすい授業としたいと考
えています。

【学習目標】
本講義は、国際会計検定試験（BATIC）に焦点を合わせ、受講生諸君の国際ビジネス
能力の向上に寄与することを目的として開講します。国際会計検定試験（BATIC）
は、国際的な会計スキルを判定するための試験であり、2021年度から IBT（イン
ターネット経由の試験）に変わります。従って、年2回いつでも受験できます。
本講座の学習目標は、国際会計検定試験（BATIC）の初級レベルは最低クリアでき
る実力を身に着けることです。グローバル化時代の就職に絶対に役立つ資格です
ので、是非チャレンジしてみてください。

【講義計画】
第１回：�講 義 内 容 説 明 ／ 会 計 と 簿 記 の 基 本 概 念（Basic�Concepts�of�

Accounting�and�Bookkeeping）
第２回：�取引と仕訳（資産等の購入、仕入関係）（Transactions�and�Journal�Entries）
第３回：�取引と仕訳（販売取引及びその他）（Transactions�and�Journal�Entries）
第４回：��仕訳帳と元帳（Journals�and�Ledgers）
第５回：�試算表（Trial�Balance）と今までの復習
第６回：�決算修正仕訳（経過勘定項目）（Adjusting�Entries(1)）
第７回：��決算修正仕訳（減価償却、その他）（Adjusting�Entries(2)）
第８回：�棚卸資産と売上原価の会計処理（Accounting�for�Inventory�and�Cost�

of�Goods�Sold）
第９回：�締切仕訳（Closing�Entries）
第10回：�財務諸表（Financial�Statements）
第11回：�一般に公正妥当と認められた会計原則（Generally�Accepted�Accounting�

Principles）
第12回：�財務諸表分析（Financial�Statement�Analysis)
第13回：�内部統制と現金管理（Internal�Control�and�Cash�Control)
第14回：�資産と負債の会計処理 (�Accounting�for�Assets�and�Liabilities)
第15回：�総まとめ

【事前および事後学習の指示】
予習までは必要ありませんが、前回の講義内容を復習して授業に出席してくださ
い。

【テキスト】
BATIC�subject1�公式テキスト�新版�東京商工会議所
9784502265013�中央経済社

【参考文献】
BATIC�Subject １�問題集�新版（中央経済社）

【コメント】
最低限、授業 (Online を含む）に出席し、6回の簡単な課題を提出することが必要
です。4回以上課題の提出がなかった場合には、成績評価の対象外とします。「その
他」の評価は、その課題の点数を意味しています。残りの50%は、対面で実施でき
ない模様ですので、レポートを提出していただきそれに基づき評価します。

【留意事項】
公認会計士として、35年間、ニューヨーク、東京他において、国際業務に従事
してきた教員が、その経験及び国際会計の知識に基づいて英文簿記会計の基本知
識について解説を行う
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講　義　名　称 曜　時

会計学総論　＜春＞ 月 4

【教員名称】�
中村　恒彦

【講義概要】
会計学総論では、教養として必要な会計の知識・知恵を学びます。主に会計理論の
原理・原則、会計理論の歴史を中心に学習します。学習内容は、会計がどのように現
在までになりたってきたかを通じて、知識を深めます。結果としての会計の原理原
則を覚えるのではなく、原因としての当時の背景に目を向けてもらえるとよいと
思います。その意味では、「会計」というよりも「経営」の数字のことを学習するこ
とに近いかもしれません。

【学習目標】
　この講義を通じて、論理的な考え方がどういうものかについて理解が深まれば
よいと思います。論理的な考え方に固執することはいけませんが、自分の視野を広
げるためにも論理的な考え方が必要となります。会計学者や会計士や企業の財務
担当者が考える論理の世界について体感していただければよいと思います。

【講義計画】
第１回：�アカデミックスキルについて
第２回：�アカデミックなエッセイを作成する
第３回：�会計のイメージ
第４回：��会計の世界
第５回：�会計の目的
第６回：�会計制度
第７回：��収支の期間配分
第８回：�利益の認識と測定
第９回：�ふりかえり
第10回：�資産・負債の認識・測定
第11回：�費用配分のバリエーション
第12回：�資本会計
第13回：�会計制度の歴史
第14回：�配分からみた会計
第15回：�総括とまとめ

【事前および事後学習の指示】
財務諸表論や簿記関連科目や監査論と重複する部分が多いので、関連科目を履修
することを勧める。さらに、歴史を勉強する際には、世界史や地理の知識があると
楽しく講義を受講できる。

【テキスト】
会計のヒストリー�野口昌良ほか編著
978-4502336713�中央経済社�
はじめて出会う会計学�新版�川本�淳 ,�野口�昌良 ,�勝尾�裕子 ,�山田�純平 ,�荒田�映
子
978-4641220614�有斐閣アルマ

【参考文献】

【コメント】
成績評価は以下のとおりの方法で主に行う予定にしています。本講義では①およ
び②で主に評価する。

①レポート課題
②期末試験

講義を欠席することのフォローは一切行いません。詳しい評価方法については、初
回の講義で説明します。

【留意事項】

講　義　名　称 曜　時

外国史　01＜通期＞ 火 2

【教員名称】�
村上　司樹

【講義概要】
歴史は暗記科目ではありません。現代のあらゆる偏見から自由になり、未来を考え
るためのよりどころとなる営為です。先が見通せない状況だからこそ、後ろをふり
返るのです。ヨーロッパの歴史という二重の意味での異文化を通して、それを具
体的に実践しましょう。

【学習目標】
いまある西洋の風景・文物・習慣などの、あるいは日本人にとって身近な外来文
化の、具体的な背景である西洋史の知識を身につける。またそれを確認するため
の、説得力ある説明の方法も身につける。

【講義計画】
第１回：�「歴史を学ぶにあたって」すべては表裏一体、現代中心主義から脱け出す
第２回：�「歴史を学ぶにあたって」具体的・論理的に書く、単純な善悪二元論はや

めよう
第３回：�「歴史を学ぶにあたって」学ぶことの意義、「進んだ西洋」という思い込み
第４回：��「ローマの伝統」ヨーロッパ文明の3つの源流、多様でありながら一体な

のがヨーロッパ
第５回：�「ローマの伝統」政治と法のモデル、高度なシステム性
第６回：�「ローマの伝統」中世の帝王も自治都市も、近代の革命家も独裁者も
第７回：��「ローマの伝統」文明のモデル、古代ローマ人の言語がヨーロッパをひと

つに
第８回：�「ローマの伝統」都市中心主義、しかしあくまでも「伝統」
第９回：�「ローマの伝統」ヨーロッパ帝国ではなかった、「野蛮」とは何か
第10回：�「ゲルマン人」日本人がイメージする「西洋人」、肉とビールとズボンそし

て童話
第11回：�「ゲルマン人」国や地方の名前の由来、高貴な個人名
第12回：�「ゲルマン人」古代のローマとゲルマン、武装難民が移住して融合が始まる
第13回：�「キリスト教」個人名の圧倒的大多数、パンとワイン、西暦・クリスマス・

世界の終わり
第14回：�「キリスト教」ヨーロッパ生まれではない、古代地中海文明の遺産
第15回：�「キリスト教」教会が融合をとりもった、「伝統を受け継ぐ」のは受け身の

行動ではない
第16回：�「キリスト教」権威と権力の分立、ヨーロッパ的な政治のはじまり
第17回：�「世界史のなかの中世ヨーロッパ」暗黒の中世か、発展途上地帯、むしろ

成長の時代
第18回：�「封建制」がんじがらめの身分制度ではない、ヨーロッパ貴族は「戦う者」身

分
第19回：�「封建制」分裂せざるをえなかった社会、いわば共存のための譲り合い
第20回：�「封建制」変化する契約関係、自由や独立の原点
第21回：�「教会の支配」教義の一方的押しつけではない、手がかりはクリスマス・ツリー
第22回：�「教会の支配」祈りのポーズは変化してきた、新郎新婦は誰に「愛を誓う」のか
第23回：�「教会の支配」魔女狩りの誤解、むしろ科学の発展を後押し
第24回：�「社会経済的成長」ローマ帝国をもしのぐ人口、「肉食＝豊か」ではない
第25回：�「社会経済的成長」南と北の立場逆転、領主の支配が機械の発展につなが

る
第26回：�「社会経済的成長」中世だから自治が広まった、現在までつづく町や村の

原点
第27回：�「地域でたどるヨーロッパ史」カタルーニャを例に、「国」という枠組みを

考えなおす
第28回：�「地域でたどるヨーロッパ史」多様でありながら一体、ヨーロッパは中世

に生まれた
第29回：�「地域でたどるヨーロッパ史」ヴェルサイユ宮殿の意味、世界の歴史は近

代にひっくり返った
第30回：�「地域でたどるヨーロッパ史」現代史と FCバルセロナ、EUの問題

【事前および事後学習の指示】
復習として授業プリントを最低2回以上読み返すこと。予習として次回分の資料
には、あらかじめ目を通してくること。

【テキスト】

【参考文献】
1.�フレデリック・ドリューシュ（木村尚三朗監修・花上克己訳）『ヨーロッパの歴史　
欧州共通教科書』東京書籍、1988年。

2.�服部良久・南川高志・山辺規子『大学で学ぶ西洋史［古代・中世］』ミネルヴァ書房、
2006年。

3.�ジャック・ル・ゴフ（前田耕作監訳・川崎万里訳）『子どもたちに語るヨーロッパ
史』筑摩書房、2009年。

4.�小山哲・山田史郎・杉本淑彦・上垣豊編著　『大学で学ぶ西洋史［近現代］』　ミ
ネルヴァ書房　2011年。

【コメント】
レスポンス・ペーパー：　40％

【留意事項】
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講　義　名　称 曜　時

外国史　02＜通期＞ 木 1

【教員名称】�
鈴木　康文

【講義概要】
古代から第二次世界大戦までの世界史（欧米中心）を概観します。
講義は政治史を軸とした構成ですが、文化史（特に哲学・思想）に触れることもあ
ります。

【学習目標】
古代から現代までの欧米各国における政治・文化の歴史を学び理解する。

【講義計画】
第１回：�ガイダンス
第２回：�古代ギリシア①—アテナイ・スパルタ
第３回：�古代ギリシア②—マケドニア、文化
第４回：��古代ローマ①—王政・共和政
第５回：�古代ローマ②—元首政・帝政、文化
第６回：�フランク王国、ビザンツ帝国
第７回：��中世後期のヨーロッパ①—十字軍、都市・商業、教皇権
第８回：�中世後期のヨーロッパ②—英仏独伊の動向、文化
第９回：�大航海時代
第10回：�ルネサンス、宗教改革
第11回：�主権国家体制①—宗教戦争
第12回：�主権国家体制②—英仏の動向
第13回：�プロイセンの勃興
第14回：�アメリカ独立戦争
第15回：�前半のまとめ
第16回：�フランス革命①—人権宣言
第17回：�フランス革命②—ナポレオン
第18回：�産業革命
第19回：�ウィーン体制
第20回：�19世紀後半のヨーロッパ①—英仏伊の動向
第21回：�19世紀後半のヨーロッパ②—独露の動向
第22回：�アメリカ南北戦争
第23回：�19世紀の文化
第24回：�帝国主義①—英仏独の動向
第25回：�帝国主義②—米露の動向
第26回：�第1次世界大戦
第27回：�ヴェルサイユ体制
第28回：�世界恐慌、ファシズム
第29回：�第2次世界大戦
第30回：�後半のまとめ

【事前および事後学習の指示】
プリントを配布しますが、必要に応じてノートをとってください。
授業後はプリント、ノートなどを使って復習してください。

【テキスト】

【参考文献】
木村靖二ほか『詳説世界史 B』（山川出版社）。授業はこれに準拠します。

【コメント】
毎回の�M-Port�を通じた課題（確認問題等）：60％
期末レポート：40％（詳細は学期末に連絡予定）
※期末レポートを未提出の場合は単位を認めません。

【留意事項】

講　義　名　称 曜　時

外国史　03＜春集＞ 火 3/ 金 2

【教員名称】�
梅田　百合香

【講義概要】
本講義では、教職を目指し、中学・高校で歴史教育に従事することを想定している
学生を前提に、世界史とりわけ西洋史について、現在の研究水準を踏まえたうえで
近世から現代までの通史を解説するとともに、映像資料などを用いながら臨場感
ある授業を進めていく。

【学習目標】
受講者は、教育目標を達成するための西洋史の基礎的学力を身につけることを目
標とする。

【講義計画】
第１回：�講義ガイダンス

宗教改革
第２回：�ヨーロッパ諸国の抗争と主権国家体制の形成
第３回：�重商主義と啓蒙専制主義Ⅰ—イギリス革命と絶対王政
第４回：��重商主義と啓蒙専制主義Ⅱ—プロイセン、オーストリア、ロシア
第５回：�重商主義と啓蒙専制主義Ⅲ—ヨーロッパ諸国の海外進出
第６回：�アメリカ独立革命
第７回：��フランス革命とナポレオンⅠ—革命の勃発
第８回：�フランス革命とナポレオンⅡ—ナポレオンの帝国
第９回：�ウィーン体制の成立Ⅰ—ウィーン会議
第10回：�ウィーン体制の成立Ⅱ—１８４８年革命
第11回：�ヨーロッパの再編と新統一国家の誕生Ⅰ一ロシア、イギリス、フランス
第12回：�ヨーロッパの再編と新統一国家の誕生Ⅱ一イタリア、ドイツ、非列強国家
第13回：�南北アメリカの発展Ⅰ—ラテンアメリカ
第14回：�南北アメリカの発展Ⅱ—南北戦争
第15回：�帝国主義と列強の展開Ⅰ—イギリス、フランス、ドイツ
第16回：�帝国主義と列強の展開Ⅱ—ロシア、オーストリア、イタリア
第17回：�世界分割と列強対立
第18回：�第一次世界大戦とロシア革命Ⅰ—第一次世界大戦の勃発
第19回：�第一次世界大戦とロシア革命Ⅱ—ロシア革命
第20回：�ヴェルサイユ体制下の欧米諸国Ⅰ—ヴェルサイユ条約とワシントン体制
第21回：�ヴェルサイユ体制下の欧米諸国Ⅱ—第一次世界大戦の各国への影響
第22回：�世界恐慌とファシズム諸国の侵略Ⅰ—世界恐慌
第23回：�世界恐慌とファシズム諸国の侵略Ⅱ—ナチス=ドイツの成立
第24回：�第二次世界大戦Ⅰ—ナチス＝ドイツの侵略と開戦
第25回：�第二次世界大戦Ⅱ—アジア・太平洋戦争とアメリカの参戦
第26回：�戦後世界秩序の形成
第27回：�米ソ冷戦の激化と西欧・日本の経済復興
第28回：�第三世界の台頭と米・ソの歩み寄り
第29回：�社会主義世界の変容とグローバリゼーションの進展
第30回：�まとめ

【事前および事後学習の指示】
講義中はノートをとり、授業後テキストと自分のノートを読み返し復習すること。
復習後、自分のノートをもう一度まとめ直し、次回の講義内容に備え予習するこ
と。

【テキスト】
詳説世界史研究�木村靖二・岸本美緒・小松久男編
978-4-634-03088-6�山川出版社

【参考文献】

【コメント】
小テストを５回実施する（各20％）。学習目標に対応するテーマに関する選択式問
題を出題する。授業内容を踏まえた基礎的学力が身についているかどうかを評価
する。
小テストは抜き打ちで行う。

【留意事項】
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講　義　名　称 曜　時

会社法　＜通期＞ 木 1

【教員名称】�
大川　済植

【講義概要】
　2005（平成17）年に、会社の組織・運営・管理を規律するまとまった単行法とし
て、会社法典（以下、「会社法」という）が制定されました（2006（平成18）年5月施
行）。近年、会社法は、経済のグローバル化に伴い、毎年のように法改正が行われて
います。その中でも、2014（平成26）年には、コーポレート・ガバナンスの強化
および親子会社に関する規律等の整備を図るために，大幅な会社法の改正が行わ
れました。本講義は、このような会社法のうち、株式会社の事業活動に係る基本的
な法的諸問題についての概観を与えることを目的とします。
　会社法上の会社の種類としては、株式会社のほかに合名会社、合資会社、合同会
社（以下「持分会社」という）があります。特に、株式会社は国内外の経済社会におい
て重要な役割を果たすものである、といえます。本講義のねらいは、持分会社との
比較的観点から、主として株式会社の組織・運営・管理に関する法的諸問題につい
て、受講生のみなさんに会社を規律する会社法の総体的なイメージを掴んでいた
だけるよう、解りやすく講述することにあります。
　そこで、本講義では、受講生のみなさんの会社法に関する体系的理解度を高める
べく、( １) 会社の事業活動に係る法制度を概説したうえで、(2) 具体的な事例に
対する裁判例の見解、(3)�法的諸問題に対する学説の見解について、①法制度論、
②法規範論、③法解釈論の観点から順次にアプローチし、講述する方法をもって、
受講生のみなさんが会社法の主要なルールについて具体的に考えることができる
双方向授業を行うよう、心がけたいと思います。

【学習目標】
　会社法は、とっつきにくい法律科目である、という声をよく耳にします。しかし、
会社法は、とりわけ株式会社の事業活動に関する法律として位置づけられる重要
な実践的学問であるといえます。したがって、本講義では、株式会社における組織・
運営・管理に関する実務上の会社法規について総体的なイメージを掴んでいただ
けるよう、分かりやすく講述することを本講義のねらいとします。

【講義計画】
第１回：�会社の機関設計構造および機関相互間の関係
第２回：�株主総会①
第３回：�株主総会②
第４回：��株主総会③
第５回：�株主総会④
第６回：�株主総会⑤
第７回：��株主総会⑥
第８回：�会社経営に関する法律関係①（取締役・執行役（以下、「取締役等」という）

の職務行為と義務）
第９回：�会社経営に関する法律関係②（取締役等の競業取引の制限）
第10回：�会社経営に関する法律関係③（取締役等の利益相反取引の制限）
第11回：�会社経営に関する法律関係④（取締役等の報酬決定）
第12回：�会社経営に関する法律関係⑤（業務執行機関の権限と権限濫用への規制）
第13回：�会社経営に関する法律関係⑥（表見代表取締役の責任）
第14回：�会社経営に関する法律関係⑦（取締役会の機能・権限）
第15回：�会社経営に関する法律関係⑧（取締役会決議を欠く業務執行行為の効力）
第16回：�会社経営に関する監査システム①（監査役（会）・監査（等）委員会・会計

参与・会計監査人）
第17回：�会社経営に関する監査システム②（監査役（会）・監査（等）委員会・会計

参与・会計監査人）
第18回：�役員等の法的責任と株主代表訴訟①
第19回：�役員等の法的責任と株主代表訴訟②
第20回：�会社が発行する株式に係る制度①（株主の地位と権利・義務、株主平等の原則）
第21回：�会社が発行する株式に係る制度②（株式の譲渡と制限）
第22回：�会社が発行する株式に係る制度③（株式名簿と名義書換）
第23回：�会社が発行する株式に係る制度④（株式名簿と名義書換）
第24回：�会社の事業展開のための資金調達の方法とその問題点①（資金調達一般）
第25回：�会社の事業展開のための資金調達の方法とその問題点②（募集株式の発行）
第26回：�会社の事業展開のための資金調達の方法とその問題点③（新株予約権）
第27回：�会社の事業展開のための資金調達の方法とその問題点④（社債）
第28回：�企業の組織再編①（事業譲渡）
第29回：�企業の組織再編②（企業合併・分割・株式交換・株式移転（親子会社創設）
第30回：�企業の組織再編③（企業合併・分割・株式交換・株式移転（親子会社創設））

【事前および事後学習の指示】
　限られた授業時間内において、会社法のすべて内容を網羅的に詳説するのは、可
能なことではありません。そこで、①授業で講述すべき内容と、②受講生のみなさ
んの自学自修に期待し委ねるべき内容とに振り分けることによって、授業の効率
化を図りたいと思います。
　したがって、本講義では、受講生自らが、事前学習をする際にテキスト等を読む
だけで理解でき、または理解しやすい内容もしくは説明しなくてもよい内容につ
いては、省略することとします。その代わりに、本講義では、主として会社法の重
要な論点として検討すべき内容に焦点を合わせて授業を進行すると同時に、受講
生自らが問題意識をもって具体的に考えることができる授業を行います。
　この点、受講生のみなさんには、会社法の主要内容から選別した重要論点を中心
に進める授業内容を理解するべく、必ずテキスト・予習（復習）用レジュメ・参考文
献を使い、授業で詳説しない内容または取り扱っていない内容についても幅広く
学習していただきたいと思います。

【テキスト】
プリンシプル会社法�編著（高橋英治）著者（大川済植ほか）
978-4-335-35837-1�弘文堂�
ポケット六法令和3年版�編集代表（佐伯仁志、大村敦志）
978-4-641-00921-9�有斐閣

【参考文献】
会社法判例40！　著者：久保田安彦、舩津　浩司、松元　暢子　出版社：有斐閣
ＩＳＢＮ：978-4-641-13822-3

【コメント】
会社法の成績評価は、2回実施予定の課題提出の内容をもって決します。

【留意事項】

講　義　名　称 曜　時

科学技術史　＜通期＞ 水 2

【教員名称】�
本間　栄男

【講義概要】
西洋科学技術史の流れを概観する。その際、西洋科学技術の出発点としての古代
ギリシャ、近代科学の考え方が生まれたルネサンス近代初頭、現代の科学の直接の
起源である１９世紀、及び現代科学の特徴を際立たせる２０世紀前半の科学を流
れに沿って考察する。

【学習目標】
世界の市民として必要な教養として科学の発展の大筋を理解し、現代文明の基盤
を理解する素養を持つことが基本的な目標である。そのためには、時代ごとの科
学の特徴と、著名な科学者の事績を把握しておくことが必要である。

【講義計画】
第１回：�ガイダンス
第２回：�科学という言葉の歴史
第３回：�古代（１）ピュタゴラス
第４回：��古代（２）アリストテレス
第５回：�古代（３）古代ギリシャの医術
第６回：�古代（４）古代アレクサンドリアの科学技術
第７回：��中世イスラム圏とヨーロッパの科学
第８回：�近世（１）ルネサンスの三大発明（１）羅針盤と印刷
第９回：�近世（２）ルネサンスの三大発明（２）火薬
第10回：�近世（３）絵画芸術
第11回：�近世（４）天文学の革命（１）コペルニクス
第12回：�近世（５）天文学の革命（２）ティコとケプラー
第13回：�17世紀（１）ガリレオ（１）機械学と運動学
第14回：�17世紀（２）ガリレオ（２）望遠鏡と宗教裁判
第15回：�17世紀（３）科学革命論
第16回：�17世紀（４）ニュートン
第17回：�18世紀（１）啓蒙思想と博物学
第18回：�18世紀（２）江戸時代の日本の科学技術
第19回：�19世紀（１）19世紀の医学
第20回：�19世紀（２）医療技術
第21回：�19世紀（３）ファラデー
第22回：�19世紀（４）ダーウィン（１）博物学者ダーウィン
第23回：�19世紀（５）ダーウィン（２）進化論
第24回：�19世紀（６）ノーベルとノーベル賞
第25回：�20世紀（１）アインシュタイン（１）特殊相対性理論
第26回：�20世紀（２）アインシュタイン（２）一般相対性理論
第27回：�20世紀（３）寺田寅彦
第28回：�20世紀（４）マリー・キュリー
第29回：�まとめ
第30回：�テストと解説

【事前および事後学習の指示】
科学的な話題に敏感であるように、ネットニュースや新聞での科学記事に注目す
ること。
講義に使用したパワーポイント画像は講義後にM-port に提示されるので、復習
に利用すること。

【テキスト】

【参考文献】
全体を通じての参考図書は、橋本毅彦『図説科学史入門』（ちくま新書　2016）。
各回にその回の話題についての参考図書を提示する。

【コメント】
合否判定は、数回行われる小テストと学期末提出のレポートによって決定される。

【留意事項】
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講　義　名　称 曜　時

科学思想史　＜春集＞ 月 1/ 木 3

【教員名称】�
本間　栄男

【講義概要】
西欧近代を成功させ、今日の我々の文化にも重大な影響を与えているが、まだ充
分に理解し、使用されているとは言いがたい「科学的な考え方」を歴史的実例を挙
げて解説する。

【学習目標】
個々の科学に関する事実を暗記するのではなく、「科学的な考え方」を身につける
ことを目標とする。そのために、「科学的な考え方」とは何かを充分に理解し、そ
れを応用して自ら問題を解くことができるようになることが目的である。

【講義計画】
第１回：�イントロダクション
第２回：�科学と神話
第３回：�文字と思想
第４回：��デカルトと方法
第５回：�仮説演繹法概説（１）歴史的概観
第６回：�仮説演繹法概説（２）実例
第７回：��原理（１）はじまり
第８回：�原理（２）原理の性質
第９回：�命題
第10回：�定義
第11回：�演繹推論
第12回：�数学の公理系
第13回：�懐疑（１）古代懐疑論
第14回：�懐疑（２）近代懐疑論
第15回：�コペルニクス革命
第16回：�進化論革命
第17回：�仮説
第18回：�帰納推論
第19回：�観察
第20回：�アナロジー（１）アナロジーの意味
第21回：�アナロジー（２）アナロジーの応用
第22回：�組み合わせ
第23回：�セレンディピティ
第24回：�実験
第25回：�検証
第26回：�仮説実験演繹法（１）概論
第27回：�仮説実験演繹法（２）具体例
第28回：�革命
第29回：�科学的な考え方と日常的な考え方
第30回：�まとめ

【事前および事後学習の指示】
科学的なものの考え方に鋭敏になるために、TVの科学番組などを積極的に視聴
する。
講義で使用するスライド等は事前あるいは事後にM-port に掲示するので、予習
復習に利用すること。

【テキスト】

【参考文献】
金森修・井山弘幸『現代科学論』新曜社　2000年
内井惣七　『科学哲学入門』世界思想社　1995年

【コメント】
学期末の試験のみで成績を決めます。

【留意事項】

講　義　名　称 曜　時

学習情報メディア組織化論　＜春＞ 火 3

【教員名称】�
橋本　あかり

【講義概要】
学校図書館が学校教育の中で、読書センター、学習センター、情報センターとして
機能しながら児童生徒や教職員に利活用してもらうには、学校図書館にどのよう
な資料・情報を収集するべきか、また、どのように整理・保存をしてコレクショ
ンを構築していくべきか学習する。

【学習目標】
履修生が学校図書館のコレクション構築、様々なメディアの活用などの知識を習
得することや、これからの学校図書館を支え強化する司書教諭としての実務能力
の育成を図る。

【講義計画】
第１回：�オリエンテーション
第２回：�高度情報社会における学校教育と学校図書館メディア
第３回：�学習環境の変化と学校図書館メディア
第４回：��学校図書館メディアの種類と特性
第５回：�特別な教育的ニーズに応える学校図書館メディア
第６回：�学校図書館のコレクション構築
第７回：��ファイル資料の整備
第８回：�学校図書館コレクションの評価
第９回：�学校図書館コレクションの更新、廃棄
第10回：�学校図書館メディア組織化の意義とプロセス
第11回：�学校図書館メディア組織化の実際：目録法
第12回：�目録作業の実際
第13回：�学校図書館メディア組織化の実際：主題索引法
第14回：�件名標目法
第15回：�試験およびまとめ

【事前および事後学習の指示】
復習を重点的に行うようにしてください。

【テキスト】
学校図書館メディアの構成�公益社団法人全国学校図書館協議会「探究　学校図書
館学」編集委員会
978-4-7933-2275-4�公益社団法人全国学校図書館協議会

【参考文献】
講義の中で紹介します。

【コメント】
演習問題に取り組み、自分の考え等を発表してもらうことやレポート課題の提出
を求め理解を図ります。

【留意事項】
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講　義　名　称 曜　時

家族社会学 [2]　＜春＞ 金 2

【教員名称】�
木下　栄二

【講義概要】
家族と聞いてどんなイメージを持つだろうか。温かい家庭、父母兄弟、あるいは結
婚や恋愛を思い浮かべるかも知れない。しかし、現実は多様である。家庭が温かい
とは限らないし、父母兄弟の仲が良いとも限らない。恋愛にしても、ふられた方か
ら見れば、排除の論理である。さらに、家族のあり方は、国によって時代によって
も多様である。それでは家族とは何か。この講義では、誰でも知っているが、実は
よくわからない「家族」という現象を切り口として、社会について考える家族社会
学の基本的な方法について論じてみたい。

【学習目標】
家族社会学の基本的な考え方、家族の多様性、歴史、社会とのかかわりについて理
解する。そのことを通じて、身近な現象と社会全体の関わりについて考える視点
を獲得することが目標である。

【講義計画】
第１回：�イントロダクション

家族社会学の視座　家族と社会を結ぶ
第２回：�歴史に見る家族　
第３回：�地域ごとに見る家族　
第４回：��家族の多様性　
第５回：�親族と地域社会
第６回：�家族形態の変化
第７回：��家族機能の変化
第８回：�家族観・家族イデオロギーの変化
第９回：�近代家族論　
第10回：�結婚と結婚行動①　結婚って何？
第11回：�結婚と結婚行動②　配偶者選択過程
第12回：�夫婦関係
第13回：�子育てと子どもの社会化
第14回：�親子関係
第15回：�階層と家族

【事前および事後学習の指示】
家族に関わる日々のニュース等に注意すること。配布されたプリントを復習する
こと。

【テキスト】

【参考文献】
永田夏来・松木洋人、2017、『入門　家族社会学』新泉社
由井秀樹、2017、『少子化社会と妊娠・出産・子育て』北樹出版

【コメント】
出席は原則としてとらない。授業中にうるさい者、ふざけた態度の者は即刻不可
とするので、聞きたくないものは出席しないように。

【留意事項】

講　義　名　称 曜　時

学科特殊講義 - 中国古代の物語を読む　＜春＞ 月 3

【教員名称】�
辻　高広

【講義概要】
「井の中の蛙」「四面楚歌」など日本で現在も使われている四字熟語の原点は中国に
あります。しかし、その言葉の意味は知っていても、その物語を原文で読んだこ
とがあるという人はそうはいないでしょう。この授業では中国古代の物語の講読
を通して中国古代の人々の考え方を知るとともに、初歩的な漢文読解能力を養う
ことを目的とします。

【学習目標】
返り点のついた初歩的な漢文を読み、意味を理解することができる。
読解を通じて中国古代の人々の考え方について理解することができる。

【講義計画】
第１回：�ガイダンス
第２回：�漢文法基礎
第３回：�春秋戦国時代と諸子百家
第４回：��孔子の生き方
第５回：�白馬は馬にあらず
第６回：�キングダムとその後の時代
第７回：��奇貨居くべし
第８回：�四面楚歌
第９回：�三国志とその後の時代
第10回：�曹操のひととなり
第11回：�石で口をすすぐ
第12回：�古代中国の女性
第13回：�女性はかくあるべし
第14回：�中国の幽霊
第15回：�試験とまとめ
�

【事前および事後学習の指示】
授業前にはプリントを配布するので、それをもとに予習を行なうこと。授業は質
疑応答を中心に進める。

【テキスト】

【参考文献】
角川『新字源』（その他の漢字辞書でも可。授業時に持参すること。）
加地伸行『漢文法基礎』講談社、2010年
江連隆『漢文語法ハンドブック』大修館書店、1997年

【コメント】
授業最終日には理解度を確認する試験を行なう。また授業中には史料講読を行
なって、その成果を提出してもらい評価対象とする。

【留意事項】
本講義は高校までに漢文の基礎的な部分を学んでいることを前提とするが、必要
な知識については適宜説明を加えるので、学ぶ意欲があれば未習、あるいはあま
り覚えていなくても問題はない。
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講　義　名　称 曜　時

学科特殊講義 - 幕末の文化交流史　＜春＞ 火 2

【教員名称】�
日下　隆平

【講義概要】
この講義では西洋と日本、とくにイギリスと日本との幕末から明治維新にかけて
の文化交流史を学んでいく。幕末期以降、ヨーロッパへの使節団、さらには多く
の留学生がイギリスに派遣された。留学生たちは彼の地で本来の留学生としての
研鑽を積みながら、さまざまな文化的影響を受け帰国し幕末から明治期の近代国
家建設に貢献してきた。また、反対に「お雇い外国人」として明治政府に雇われ日
本の文明開化に貢献したイギリス人も多く、その中には「君が代」の作曲者フェン
トン、建築家のコンドル、作家で英文学者の小泉八雲などがいる。文化面では、ジャ
ポニスムと言われるように日本の美術はイギリス世紀末の工芸品や絵画に影響を
与えてきた。文学をみると、現代では西と東という構図は消えつつあり世界的に人
気のある作家も登場している。この講義では幕末期以降から明治維新までの東西
の交流史（とくにイギリスと日本）について学んでいく。

【学習目標】
交流史を学ぶことは双方の文化の理解に繋がる。19世紀後半以降のイギリスと
日本の交流史を学ぶことで日本の近代を知ることを学習目標とする。授業方針は
前半は PPT による説明、後半では英文資料を読んでいく。すべて英語の資料に基
づいて学んでいく。

リモート授業となった場合は、やや詳しいスライドと英文資料を配布し、資料の
要約の提出を課題とします。

【講義計画】
第１回：�導入

１．講義の導入にあたり、授業の運営方針と成績評価についての説明。
２．講義全体の概要
天正遣欧使節に始まり、慶長遣欧使節（17世紀）支倉常長、そして幕末期
に至るまでの東西文化交流史の概略の説明

第２回：�庶民の交流
Joseph�Heco
ジョン ･万次郎の帰国
『広八日記』

第３回：�リズリ - 一座　(Risley�troupes)
パスポート第1号となる

第４回：�ペリー提督の日本印象記『日本遠征記』からみた日本
第５回：�イギリス留学生

薩摩留学生ーカリフォルニアのワイン王　長澤鼎の生涯をみる
第６回：�『イラストレーティッド ･ロンドン ･ニューズ』『タイム』などに描かれた

日本と日本人
・福沢諭吉のみたイギリス
・�1863年　生麦事件からAnglo-Satuma�War（薩英戦争）についての海
外新聞報道

第７回：1867年　パリ万国博覧会と渋沢栄一
ブラックモンと浮世絵
ジャポニズム

第８回：�パリ万国博覧会ー浮世絵　２
イギリスのジャポニズム

第９回：�明治元年の移民ー若松�Colony（カリフォルニア）
第10回：�岩倉使節団（1871-73）のみたヨーロッパ

ウィーン万国博覧会
第11回：�明治のお雇い外国人たち

銀座煉瓦街を設計したウォートリス
鹿鳴館を設計したジョサイア ･コンドル
ジョン・フェントンの「君が代」

第12回：�ラフカディオ ･ハーン（小泉八雲）のみた日本と再話
第13回：�イギリスで知られた日本人

博物学で『ネイチャー』に掲載された南方熊楠（1867-1941）
ロンドンの霧を描いた画家　牧野義男

第14回：�イギリス文学と日本ーその１
最初に英語による詩集を発行したヨネ ･野口
伊藤道郎の能

第15回：�まとめにかえて現代の例から
ノーベル賞作家日系人　カズオ・イシグロ『日の名残』について

【事前および事後学習の指示】
事前学習　１時間・事後学習　１時間

【テキスト】

【参考文献】
授業で指示する。

【コメント】
通常授業なら試験70％平常点30％とする。
（リモート授業になった場合は、毎回の課題提出70％、レポート30％とします。）

【留意事項】

講　義　名　称 曜　時

学科特殊講義 - 歴史からみた中国都市の形成　＜春＞ 月 1

【教員名称】�
辻　高広

【講義概要】
都市は四方より様々な人々が集い、経済的、社会的営みが継続される場であり、そ
の意味で都市は歴史の縮図であるといえる。古来より東アジアの中心的地位に
あった中国都市はまさに東アジアの歴史の縮図といえる。本講では中国都市の形
成、発展過程を題材として、中国及び東アジアの歴史について学ぶ。

【学習目標】
中国都市の形成が歴史的要因と深く結びついていることを理解する。

【講義計画】
第１回：�ガイダンス
第２回：�都市の類型
第３回：�洛陽
第４回：��長安
第５回：�南京
第６回：�寧波
第７回：��広東
第８回：�開封と杭州
第９回：�北京
第10回：�台南
第11回：�台北
第12回：�上海
第13回：�マカオ
第14回：�香港
第15回：�試験とまとめ

【事前および事後学習の指示】
授業前には指示する時代について高校教科書および参考文献に目を通し、その時
代背景について基礎的な知識を身につけておくこと。授業後には講義内容につい
て確認し、理解不足の点があれば質問すること。

【テキスト】

【参考文献】
尾形勇・岸本美緒編『新版世界各国史3�中国史』山川出版社、1998年
講談社『中国の歴史』シリーズ（全12巻）、2004年〜2005年（一部は講談社学術
文庫版もあり）

【コメント】
授業期間中数回と授業最終日には理解度を確認する試験を課す。また、学期中に
複数回のミニレポートを課す。

【留意事項】
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講　義　名　称 曜　時

環境経済論Ⅰ　＜春＞ 水 3

【教員名称】�
風岡　宗人

【講義概要】
本講義では環境問題を「地域」という現場から捉え、その現象を経済学的な視点、
手法により分析することを通じて解決策を共に考えることを目的とします。
なお、本講義は環境経済学の理論と実践をつなぐ入門編として位置づけており、
さらに深く学びたい方は、実践編である「環境経済論Ⅱ」（秋学期）とセット受講を
おすすめします。

【学習目標】
具体的な環境問題を経済学・政策科学の視点から捉えられるようになる
環境問題の原因、解決の方向性、その手段について理論的に理解し、自分の言葉で
説明できるようになる

【講義計画】
第１回：�ガイダンス、地域から考えるために
第２回：�環境と経済をつかむ
第３回：�公害という原点
第４回：��廃棄物はどこに向かうのか
第５回：�農が育む環境
第６回：�映像視聴、グループディスカッション
第７回：��みんなの資源を守れるのか
第８回：�エネルギー自治を求めて
第９回：�小テスト①、中間まとめ
第10回：�まちづくりとアメニティ
第11回：�グローバルとローカルをつなぐ
第12回：�インフラを造り替える
第13回：�映像視聴、グループディスカッション
第14回：�ガバメントからガバナンスへ
第15回：�小テスト②、全体のまとめ

【事前および事後学習の指示】
テキストとしての購入は指定しませんが、講義の基本的構成は参考文献の八木・関
（２０１９）に沿っています。
日々、環境問題に関心を持ち、新聞などに目を通し、情報収集に努めてください。

【テキスト】

【参考文献】
八木信一、関耕平『地域から考える環境と経済』（２０１９）有斐閣
植田和弘『環境経済学』（1996）岩波書店
宮本憲一『公共政策のすすめ』（1998）有斐閣
宮本憲一『環境経済学（新版）』（2007）岩波書店

【コメント】
試験：�中間と最終回の講義内で講義内容に関する理解度を確認する小テストを行

います。
その他：�毎回のコメントシート（振り返り）への記載内容、ワークショップの成果

物で評価します。

【留意事項】
環境NGOスタッフである教員が、環境問題とライフスタイル、経済の関係につ
いて身近なテーマに引き寄せて講義やワークショップを行う

講　義　名　称 曜　時

環境問題概論 [2]　＜春＞ 金 1

【教員名称】�
巖　圭介

【講義概要】
気候変動、リサイクル、化学物質…、環境問題はすでに身近にあり、多くの人が漠
然とした不安を持ちながら、しかし具体的に行動を起こすことなく毎日を送って
いる。私たちの生活の何がどのように問題なの�か、多くの情報があふれかえる現
在、信頼できる基礎知識を身につけ、それをもとに論理的に思考してこれからの
自分の行動を決めていかねばならない。この講義では、世界の市民としてこれか
らの時代を責任を�もって生きていくうえで必須と思われる、主要な環境問題に関
する基礎知識を身につけてもらう。

【学習目標】
主要な環境問題（ゴミ問題、人工化学物質汚染、気候変動、エネルギー問題、大気汚
染、オゾン層破壊、食糧問題）について、起きている問題の内容とその原因を説明
できるようになる。

【講義計画】
第１回：�イントロダクション：持続不可能な地球
第２回：�ゴミ問題１：基本の枠組みと現状
第３回：�ゴミ問題２：産業廃棄物
第４回：��ゴミ問題３：リサイクル
第５回：�化学物質汚染１：負の遺産
第６回：�化学物質汚染２：ダイオキシン
第７回：��水質汚染
第８回：�生態系の破壊
第９回：�気候変動１：現状と原因
第10回：�気候変動２：国際取り組み
第11回：�気候変動３：エネルギー問題
第12回：�大気汚染と酸性雨
第13回：�オゾン層破壊
第14回：�食糧問題
第15回：�まとめ：地球の持続可能性

【事前および事後学習の指示】
日常目にする環境関連のニュースなどをチェックし、常に情報をとりいれておく
こと。授業では板書の負担を軽減するため穴埋めプリントを配付するが、その穴
を埋めるだけで済むわけではない。ノートをとり、配付資料の内容と授業後に統
合して整理することで、はじめて十分な理解ができるはずなので、次の授業まで
にきちんと復習をすること。

【テキスト】

【参考文献】
環境省編�『令和２年版�環境・循環型社会・生物多様性白書』（Web版 )、�東京商工
会議所『ECO検定公式テキ�スト（改訂７版）』日本能率協会マネジメントセンター�
2019、遠山益�『人間環境学』�裳華房�2001、�安井至�『市民のための環境学入門』�丸
善ライブラリー�1998、�他、適宜紹介する。

【コメント】
大きなテーマごとにレポートを課すほか、各回の内容の理解を確認する小テスト
を行い、合わせて成績評価を行う。

【留意事項】
　農水省の研究所で勤務経験のある教員が、その経験を活かして、温暖化や化学
物質、水資源と、食糧問題を含む社会の持続可能性について講義する。
　この講義では現状の問題を紹介するにとどまるが、解決策などについては姉妹
科目である「サステイナビリティ論<秋>」を続けて受講することをお勧めし
ます。

12

ア

カ

サ

タ

ナ

ハ

マ

ヤ

ラ



講　義　名　称 曜　時

管理会計基礎　＜春＞ 金 1

【教員名称】�
山田　伊知郎

【講義概要】
会計学を用いる目的によって分類すると、組織外部への報告を目的とする財務会
計と、組織内部での利用を目的とする管理会計に分けることができる。組織内部で
会計を利用しようとする管理会計は、経営戦略や業務計画の立案・実行に関する意
思決定に深く関係するシステムである。さらに、組織構成員に組織の目標などを
何がどの程度求められるのかを明らかにすることによって、人を動かす影響シス
テムとして働く。
授業では、管理会計に関する基本的な考え方と基礎知識を提供する。その後、い
くつかのテーマに沿ってケースを取り上げ、より具体的なイメージがわくような
工夫をする。

【学習目標】
組織の中に存在する仕組み・システムがどのように成り立っているのかを具体的
に理解する。また、仕組み・システムが作られた時の状況に依存し、環境の変化に
応じて再構築を必要とされることを理解することを目的とする。
管理会計の基礎知識を獲得すると同時に、受講生自身が興味を持ったいくつかの
トピックスについて、深く理解し、自分の言葉で人に説明できるようになることを
達成目標とする。

【講義計画】
第１回：�管理会計とは (イントロダクション )　会計全体を概括したうえで、管理

会計の位置づけを明確にする。管理会計と競争力の関係を説明する。
第２回：�組織の管理会計 (1) 組織図と機能
第３回：�組織の管理会計 (2) コストセンターとプロフィットセンター
第４回：��予算管理 (1) 予算の編成
第５回：�予算管理 (2) 予算の弊害
第６回：�伝統的コストマネジメント
第７回：��伝統的コストマネジメントの問題点の整理
第８回：�直接原価計算
第９回：�CVP分析
第10回：�設備投資の意思決定 (1) 経済性分析
第11回：�設備投資の意思決定 (2) 差額原価収益性分析
第12回：�マネジメントコントロールシステム (1) 企業価値を高める
第13回：�マネジメントコントロールシステム (2) 指標によるコントロール
第14回：�業績管理
第15回：�戦略利益の評価、まとめ

【事前および事後学習の指示】
授業の開始前に、テキストを一読しておくことをお勧めします。

【テキスト】
日経文庫　管理会計入門第2版�加戸豊
978-4-532-11369-8C1234�日本経済新聞社

【参考文献】
谷武幸著 (2011)『エッセンシャル管理会計　第2版』、中央経済社 .

【コメント】
数回の小テストを実施し、成績評価にも考慮する。
講義中における質問は歓迎する。理解を深めるために有用であった質問を行った
学生には加点を行う。

【留意事項】
　医薬品企業の経営企画部・開発部経営管理部に所属し、予算管理・経理部門を
経験・担当した教員が講義を行う。
　コストマネジメントなどの授業中、計算原理を説明した後、簡単な例を用いて
計算方法を確認します。電卓などを持参してください。

講　義　名　称 曜　時

企業法入門A　＜春＞ 木 3

【教員名称】�
大川　済植

【講義概要】
企業法は、企業の経済活動に係る規制緩和に関するルール内容を中心とします。

このような企業法は、経済活動に関する規制緩和の進行、国内外取引市場における
経済のグルーバル化の進行の推移によって大きな影響を受ける法律分野です。そ
のため、企業法分野では、企業の経済活動に関するルール改正が頻繁に行われま
す。企業は、経済市場において、自己責任の原則のもとで、経済的利益を獲得するた
めに、企業間の継続的取引または消費者への様々な商品の販売取引（以下、「商事売
買取引」という）を通じて事業活動を展開しています。
このような企業に対しては、コンプライアンスの遵守や経済市場での公正な取

引活動が求められ、商事売買取引や金融商品取引における配慮義務または説明義
務が求められています。また経済のグローバル化が進む国内外の取引市場におい
ては、企業自らが企業の盛衰を左右するビジネス実務法務に対応するべく、企業法
務部などの法律専門部門を設けるところが少なくありません。
企業取引、労務管理、情報管理、企業不祥事の内部告発、株主代表訴訟、知的財産

などにまつわるリスクマネジメントとビジネス実務法務は、多くのビジネスパー
ソンにとって必要不可欠なものであるといえます。

【学習目標】
　企業法入門は、一般企業への就職を目指す学生のために提供される科目です。本
講義のねらいは、将来のビジネスパーソンとして最低限知っておくべきビジネス
法実務基礎知識の内容につき、受講生の理論的・体系的理解度を高めることにあり
ます。

【講義計画】
第１回：�ガイダンスおよびビジネス実務法務の法体系①
第２回：�ビジネス実務法務の法体系②
第３回：�ビジネス実務法務の法体系③
第４回：��企業取引の法務①
第５回：�企業取引の法務②
第６回：�企業取引の法務③
第７回：��企業取引の法務④
第８回：�企業取引の法務⑤
第９回：�債権の管理と回収①
第10回：�債権の管理と回収②
第11回：�債権の管理と回収③
第12回：�債権の管理と回収④
第13回：�債権の管理と回収⑤
第14回：�債権の管理と回収⑥
第15回：�企業財産の管理と法律

【事前および事後学習の指示】
限られた授業時間内において、企業法入門のすべて内容を網羅的に詳説するの

は、可能なことではありません。そこで、①授業で講述すべき内容と、②受講生の
みなさんの自学自修に期待し委ねるべき内容とに振り分けることによって、授業
の効率化を図りたいと思います。したがって、本講義では、受講生自らが、事前学
習をする際にテキスト等を読むだけで理解でき、または理解しやすい内容もしく
は説明しなくてもよい内容については、省略することとします。その代わりに、本
講義では、主として企業法入門の重要な論点として検討すべき内容に焦点を合わ
せて授業を進行すると同時に、受講生自らが問題意識をもって具体的に考えるこ
とができる授業を行います。
この点、受講生のみなさんには、企業法入門の主要内容から選別した重要論点を

中心に進める授業内容を理解するべく、必ずテキスト・問題集等を使い、授業で詳
説しない内容または取り扱っていない内容についても幅広く学習していただきた
いと思います。

【テキスト】
ビジネス実務法務検定試験3級公式テキスト�2021年度版�東京商工会議所編
中央経済社�
ポケット六法令和3年版�編集代表（佐伯仁志、大村敦志）
978-4-641-00921-9�有斐閣

【参考文献】
特記事項なし。

【コメント】
企業法入門の成績評価は、2回実施予定の課題提出の内容をもって決します。

【留意事項】
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講　義　名　称 曜　時

企業論　＜通期＞ 火 4

【教員名称】�
于　健

【講義概要】
企業は時代とともにその大きさや形態、機能、役割を大きく変えてきた。また、

国によってもそのあり方は多様で異なっている。その違いや変化は何によって生
じるのか。企業は誰のために、何のために存在するのかは、その目的、役割によっ
て決定されるのである。そして、それらを環境においてどのように達成しようと
するかにより、経営の仕方、活動のあり方が異なってくる。
本講義では、企業を社会においてどのように位置づけるのか、企業がどのような

経営スタイルを採用しているのか、採用すべきか、といった企業経営の議論や「企
業における支配者・権力者は誰なのか」を特定し、企業をいかに統治すべきか、企業
をどの利害関係者を中心に経営させるのか、またするべきか、というガバナンス
の問題を取り上げ、さらに企業活動がグローバル化し企業が厳しい国際競争の中
でどう勝ち抜けるかという問題を中心に講義する。

【学習目標】
①現代企業とは何かを理解すること。
②株式会社の特徴を把握すること。
③各国の企業統治構造を理解すること。
④企業経営の仕組みについて、具体的事例を通じて理解すること。
⑤�ヒト、モノ、カネ、情報、文化などの経営資源をどのように運営しているかにつ
いて、理解すること。

【講義計画】
第１回：�イントロダクション
第２回：�現代企業とは
第３回：�現代企業の諸形態
第４回：��現代企業の仕組み
第５回：�アメリカの会社機関と企業統治
第６回：�ドイツの会社機関と企業統治
第７回：��日本の会社機関と企業統治
第８回：�現代企業経営環境の変化
第９回：�企業の目的と企業価値①
第10回：�企業の目的と企業価値②
第11回：�現代企業の経営資源①
第12回：�現代企業の経営資源②
第13回：�現代企業の組織①
第14回：�現代企業の組織②
第15回：�現代企業の経営戦略①
第16回：�現代企業の経営戦略②
第17回：�現代企業の生産システム①
第18回：�現代企業の生産システム②
第19回：�現代企業のマーケティング①
第20回：�現代企業のマーケティング②
第21回：�現代企業の資金調達①
第22回：�現代企業の資金調達②
第23回：�現代企業の人的資源管理①
第24回：�現代企業の人的資源管理②
第25回：�現代企業の企業文化①
第26回：�現代企業の企業文化②
第27回：�現代企業倫理と社会的責任①
第28回：�現代企業倫理と社会的責任②
第29回：�グローバル時代の現代企業と国際社会
第30回：�総括およびテスト

【事前および事後学習の指示】
詳細は講義中に指示するが、理解を深めるため予習・復習に努めること。
授業は速いペースで進められるため、講義中ノートに清書することは、ほぼ不

可能である。講義中の走り書きノートと自宅で清書するノートの２冊を用意する
よう推奨する。そうすることで自動的に復習することになるからである。

【テキスト】

【参考文献】
汪�志平著『企業論入門』中央経済社　2007年。
佐久間�信夫編『よくわかる企業論�』ミネルヴァ書房�2006年。

【コメント】
平常点（30％）
出席状況と受講態度などを総合評価
期末テスト（70％）通常講義中に実施する試験 (期末の１回を予定 )
通常講義中に実施する試験に関する日程・詳細は講義中に説明する

【留意事項】
　大手企業の社員を対象に中国語の他、中国流ビジネスプロトコール等に関する
社員教育を担当している。また、輸出入企業のビジネス商談や生産メーカーの工
場現場等の通訳も多数担当した。
　テキストは使用せず、毎回講義の内容を纏めたパワーポイントによって講義を
行い、レジュメを配布することはせず、受講生各自に講義内容をノートに纏めて
もらう。機械的にパワーポイントの内容を全て書き写すのではなく、内容を理解
したうえで、自由な形式で自分なりに纏めること。受講生に自筆ノートを取らせ
るのは、ノートを取るという学習姿勢を身につけさせるためであり、また思考能
力と講義内容を纏める能力を涵養するためである。
　講義中に適宜現代企業のビジネス事情を映像コンテンツで視聴し、出来る限り
ビジュアルかつリアルな講義を目指す。また、適宜資料、新聞記事、文献を紹介
する。�
　講義計画はあくまで計画であって、学生の理解度に応じて若干の変更はなされ
る。

講　義　名　称 曜　時

教育学概論　01＜春＞ 月 2

【教員名称】�
伊藤　潔志

【講義概要】
教育は誰でも経験しており、誰でも教育について語ることができる。しかし、

あらためて「教育とは何か？」と問われると、答えに窮してしまう。この講義では、
「教育とは何か？」という問いを念頭に置きつつ、教育理念を歴史的・思想的に考察
する。そして、これまでの教育や学校の営みがどのように理解され、変遷してき
たのかを考えていく。

【学習目標】
①�教育の基本概念を歴史的・思想的に理解する。
②�教育史に関する基本的知識を身につけ、それと教育理念との関係を理解する。
③�さまざまな教育思想を理解し、それと教育理念との関係を理解する。
④�教育の現状と課題とを理解し、あるべき教育について考えることができる。

【講義計画】
第１回：�オリエンテーション
第２回：�教育の基礎理論①：教育とは何か
第３回：�教育の基礎理論②：教育の意義
第４回：��教育の基礎理論③：教育の目的
第５回：�教育の基礎理論④：子ども観の変遷
第６回：�教育の基礎理論⑤：近代学校の誕生
第７回：��教育の基礎理論⑥：教師像の類型
第８回：�教育の基礎理論⑦：家庭と教育
第９回：�近代の教育思想①：実学主義の教育思想
第10回：�近代の教育思想②：啓蒙主義の教育思想
第11回：�近代の教育思想③：市民社会の教育
第12回：�現代の教育理論①：デューイの教育思想
第13回：�現代の教育理論②：20世紀の教育理論
第14回：�現在の教育課題：生涯学習の思想
第15回：�まとめ（今後の教育を考える）

【事前および事後学習の指示】
事前学習：教科書をよく読むこと。
事後学習：授業ノートをよく確認すること。

【テキスト】
哲学する教育原理�伊藤潔志編著
978-4-909378-11-8�教育情報出版

【参考文献】
①�増渕幸男・他編著『教育学�21の問い』福村出版、2009年。
②�大沢裕編著『教育原理』一藝社、2012年。
③�伊藤潔志編著『哲学する保育原理』教育情報出版、2017年。
④�文部科学省『中学校学習指導要領（平成29年告示）』東山書房、2020年。
⑤�文部科学省『高等学校学習指導要領（平成30年告示）』東山書房、2019年。
※その他、必要に応じて配布する。

【コメント】
・「レポート」３０％と「授業課題」７０％で評価する。
・「レポート」は、テキストについてのレポートを３回提出する。
・「授業課題」は、M-Port を通して提出する。
※詳細は授業内で説明する。

【留意事項】
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講　義　名　称 曜　時

教育課程論　01＜春＞ 月 5

【教員名称】�
伊藤　潔志

【講義概要】
この講義では、カリキュラムの基礎理論を踏まえ、戦後日本の教育課程の変遷を
概観した上で、現行の教育課程の特質を歴史的に位置づける。そして、教育課程の
編成の方法やカリキュラム・マネジメントの意義を学ぶ。

【学習目標】
①�学校教育における教育課程の意義および役割・機能を理解する。
②�教育課程編成の原理と方法を理解する。
③�カリキュラム・マネジメントの意義を理解する。
④�教育改革の現状を教育課程の観点から理解する。

【講義計画】
第１回：�オリエンテーション
第２回：�教育課程とは何か（１）：教育課程の定義
第３回：�教育課程とは何か（２）：教育課程の編成
第４回：��教育課程とは何か（３）：カリキュラムの概念
第５回：�カリキュラムの類型（１）：教科中心カリキュラム
第６回：�カリキュラムの類型（２）：経験中心カリキュラム
第７回：��学習指導要領の変遷（１）：経験主義の教育課程
第８回：�学習指導要領の変遷（２）：系統主義の教育課程
第９回：�学習指導要領の変遷（３）：人間中心の教育課程
第10回：�学習指導要領の変遷（４）：生きる力の教育課程
第11回：�現行の学習指導要領（１）：基本原則
第12回：�現行の学習指導要領（２）：社会に開かれた教育課程
第13回：�現行の学習指導要領（３）：教科外教育
第14回：�現行の学習指導要領（４）：カリキュラム・マネジメントの意義
第15回：�まとめ（教育課程と教育改革）

【事前および事後学習の指示】
事前学習：日頃から教育に関するニュースなどに関心を持ち、触れておくこと。
事後学習：授業ノートをよく確認しておくこと。

【テキスト】
中学校学習指導要領（平成29年告示）�文部科学省
978-4-8278-1579-5�東山書房�
学校って何だろう�苅谷剛彦
978-4480421579�筑摩書房�レポート課題図書

【参考文献】
①�文部科学省『高等学校学習指導要領（平成30年告示）』東山書房、2019年。
②��文部科学省『中学校学習指導要領（平成29年告示）解説�総則編』東山書房、

2018年。
③��文部科学省『高等学校学習指導要領（平成30年告示）解説�総則編』東山書房、

2019年。
④�伊藤潔志編著『哲学する学校経営』教育情報出版、2019年。
※その他、必要に応じて資料を配布する。

【コメント】
・「レポート」３０％と「授業課題」７０％で評価する。
・「レポート」は、課題図書についてのレポートを提出する。
・「授業課題」は、M-Port を通して提出する。
※詳細は授業内で説明する。

【留意事項】

講　義　名　称 曜　時

教育経営学　＜春＞ 月 4

【教員名称】�
伊藤　潔志

【講義概要】
教育経営学は、教育活動にも経営的視点が必要であるという観点から成り立って
いる学問領域である。従来、学校は経営学の主たる考察対象ではなかったが、誰に
も馴染み深い組織である。本科目では学校を題材にして、組織の構造・機能・責任
を考察するとともに、学校と家庭・地域との連携・協働の在り方などについて学ぶ。
そして、地域における教育の在り方についても、経営の観点から考察する。

【学習目標】
①�学校や教育行政機関の目的とその実現について、経営の観点から理解する。
②��学校と地域との連携の意義や地域との協働の仕方について、取り組み事例を踏

まえて理解する。
③��学校の管理下で起こる事件・事故・災害の実情を踏まえ、危機管理や学校安全の

目的と具体的な取組を理解する。

【講義計画】
第１回：�オリエンテーション
第２回：�学校教育経営①：公教育の目的と学校経営
第３回：�学校教育経営②：学校の組織風土
第４回：��学校教育経営③：学校組織の学習
第５回：�学校教育経営④：学校評価と学校改善
第６回：�学校教育経営⑤：教育活動と年間計画
第７回：��学校教育経営⑥：学級経営の意義
第８回：�学校教育経営⑦：学校内外における連携・協働
第９回：�地域教育経営①：学習環境としての地域
第10回：�地域教育経営②：生涯学習と地域
第11回：�地域教育経営③：コミュニティスクールの実際
第12回：�地域教育経営④：学校安全と地域
第13回：�地域教育経営⑤：地域文化の継承と創造
第14回：�地域教育経営⑥：地域の教育課題
第15回：�まとめ（学校経営と地域）

【事前および事後学習の指示】
事前学習：教科書をよく読んでおくこと。
事後学習：授業のノートをよく確認すること。

【テキスト】
哲学する学校経営�伊藤潔志編著
978-4-909378-05-7�教育情報出版

【参考文献】
①�文部科学省『中学校学習指導要領（平成29年告示）』東山書房、2020年。
②�文部科学省『高等学校学習指導要領（平成30年告示）』東山書房、2019年。
③�玉井康之・夏秋英房『地域コミュニティと学校』放送大学振興会、2018年。
※その他、必要に応じて配布する。

【コメント】
・「レポート」３０％と「授業課題」７０％で評価する。
・「レポート」は、テキストについてのレポートを３回提出する。
・「授業課題」は、M-Port を通して提出する。
※詳細は授業内で説明する。

【留意事項】
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講　義　名　称 曜　時

行政法各論　＜通期＞ 木 3

【教員名称】�
天本　哲史

【講義概要】
行政法は、行政活動に対する法的な規律のあり方を研究する学問分野である。本講
義では、行政法各分野の中から、行政組織法、公務員法、公物法、地方自治法につい
て学習する。なお、本校義を受講するにあたっては、行政法総論の講義も受講する
ことを推奨する。

【学習目標】
行政組織法、公務員法、公物法、地方自治法について実例や判例を踏まえて学習し、
理解することを目標とする。

【講義計画】
第１回：�ガイダンス
第２回：�情報公開　制度
第３回：�情報公開法　開示請求手続等
第４回：��情報公開法　不開示決定等
第５回：�個人情報保護法　制度
第６回：�個人情報保護法　開示請求手続等
第７回：��公務員法　制度
第８回：�公務員法　権利・義務
第９回：�公務員法　責任
第10回：�地方自治法　意義
第11回：�地方自治法　地方公共団体
第12回：�地方自治法　住民
第13回：�地方自治法　権能
第14回：�地方自治法　議会
第15回：�地方自治法　議決権等
第16回：�地方自治法　議会議事手続等
第17回：�地方自治法　定足数等
第18回：�地方自治法　議案等
第19回：�地方自治法　地方公共団体の長
第20回：�地方自治法　指揮監督権等
第21回：�地方自治法　補助機関等
第22回：�地方自治法　監査機関等
第23回：�地方自治法　人事委員会等
第24回：�地方自治法　再議制度等
第25回：�地方自治法　予算等
第26回：�地方自治法　財務等
第27回：�公物法
第28回：�環境行政法　歴史
第29回：�環境行政法　制度
第30回：�講義のまとめ

【事前および事後学習の指示】
授業に際しては予習と復習を行なうこと。指定されたテキストを読んでおくこと。
講義では、行政法が関係する時事問題についても触れることから、新聞等を読んで
おくこと。

【テキスト】
行政法Ⅲ�塩野宏
4641131279�有斐閣

【参考文献】
天本哲史『行政による制裁的公表の法理論』(日本評論社、2019)

【コメント】
レポート課題は、授業内において後日発表する。

【留意事項】

講　義　名　称 曜　時

行政法総論A　＜春＞ 月 1

【教員名称】�
天本　哲史

【講義概要】
行政法は、行政活動に対する法的な規律のあり方を研究する学問分野である。

「警察行政」「社会保障行政」「環境行政」「消費者行政」などという言葉があることか
らわかるように、行政活動は我々の生活に深い関連性を有し、生活の様々な場面に
おいて身近に存在する。そして、社会情勢の変化や社会の多様化・複雑化する現代
においては、行政に期待される役割も増大している。そこで、本講義では、難解と
されがちな行政法について、理論だけではなく、実社会とのかかわりを意識しなが
ら学習する。
本講義は、行政法総論の前半を成すものである。

【学習目標】
本講義は、行政法の基礎的な知識の習得を目標とする。具体的には、①行政法の

全体構造についての知識、②行政行為や制裁などの法的問題についての知識、の
それぞれの習得である。

【講義計画】
第１回：�はじめに
第２回：�行政と行政法
第３回：�行政法の法源
第４回：��法律による行政の原理
第５回：�行政組織
第６回：�行政立法
第７回：��行政行為①　行政行為とは何か
第８回：�行政行為②　行政行為の効力
第９回：�行政行為③　行政裁量
第10回：�行政行為④　附款
第11回：�行政行為⑤　行政行為の瑕疵
第12回：�行政行為⑥　職権取消と撤回
第13回：�義務履行強制と緊急措置
第14回：�行政上の制裁
第15回：�まとめ

【事前および事後学習の指示】
授業に際しては予習と復習を行なうこと。指定されたテキストを読んでおくこ

と。講義では、行政法が関係する時事問題についても触れることから、新聞等を読
んでおくこと。

【テキスト】
行政法概説�第7版�宇賀克也
�有斐閣

【参考文献】
天本哲史『行政による制裁的公表の法理論』(日本評論社、2019)

【コメント】
レポート課題は、授業内等で後日発表する。

【留意事項】
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講　義　名　称 曜　時

金融論Ⅰ　＜春＞ 月 5

【教員名称】�
木村　二郎

【講義概要】
金融論Ⅰでは、主に金融全般についての基礎的な理解のための講義が中心となり
ます。この講義は、金融という複合的な事態の理解のために、三つの観点から区別
して金融を考えます。顧客の観点、制度全体を見る鳥瞰的な観点、そして、金融機
関の観点からの三つです。

【学習目標】
複合的で、抽象的な金融現象を、解析し、理解するための、基礎的な観点を獲得する
ことを目標とします。

【講義計画】
第１回：�講義紹介。スケジュール。
第２回：�お金と経済
第３回：�現金と預金
第４回：��通貨制度の歴史
第５回：�金融の担い手たち１　：　市中銀行
第６回：�金融の担い手たち２　：　証券会社など
第７回：��金融市場の構造１　：　資金循環
第８回：�金融市場の構造２　：　短期金融市場
第９回：�金融市場の構造３　：　長期金融市場
第10回：�中央銀行と市中銀行１　：　決済システム
第11回：�中央銀行と市中銀行２　：　金融政策
第12回：�金融庁と金融機関１　：　金融監督
第13回：�金融庁と金融機関２　：　金融システムの安定性
第14回：�金融と経済
第15回：�まとめ

【事前および事後学習の指示】
・詳細は講義中に指示するが、理解を深めるための予習・復習に努めること。

【テキスト】
金融入門（第3版）�( 日経文庫 )�日本経済新聞社編
978-4-532-11367-4�日本経済新聞社

【参考文献】
関根猪一郎・木村二郎・大畠重衛・小西一雄『金融論』青木書店、2000年
川波洋一・上川孝夫『現代金融論』有斐閣、2004年
池尾和人『現代の金融入門【新版】』ちくま新書、2010年

【コメント】
何回かの課題レポートを課す。講義内容理解の正確さと論理展開の確かさを重視
して評価する。

【留意事項】

講　義　名　称 曜　時

経営学A　01＜春＞ 月 1

【教員名称】�
小嶌　正稔

【講義概要】
　企業社会を理解するために不可欠な基礎的な知識・情報・スキルを身につける
ための、経営学の初学者向けの講義です。まず現代の企業活動を、経営学を通して
理解した上で、企業社会の中でどのようにキャリアを作り上げていくのかを考え
ていきます。小嶌の経営学 B( 春）とセットで受講すると学習効果が高まります。

【学習目標】
1. 経営学に関する基礎的な用語を理解し説明できる。
2. 具体的な企業の活動を経営学の用語を使って説明できる。
3. 経営学の基礎用語を企業の事例を使って説明できる。
4. 競争戦略のマネジメントを企業の事例によって説明できる。

【講義計画】
第１回：�講義の進め方（事前学習の進め方、講義への参加の仕方、講義の流れ・進

め方）を説明します。
第２回：�企業経営の全体像

①経営学の研究対象とは、②企業の目的、③経営資源とは　④企業活動に
ついて、⑤付加価値と利益の違い

第３回：�企業の全体像
①組織のマネジメントとは、②経営学とは何か、③ステークホルダー、④
コアコンピタンス、⑤コーポレートガバナンス

第４回：��経営学とは何か　
①アーネストダルコーのビジネスモデルから経営学の役割を考える

第５回：�会社と企業
①会社の誕生（世界編）、②近代的株式会社、③機関投資家の登場と役割

第６回：�会社と企業（2）
①法人と個人、②なぜ機関が必要なのか、③株主と株式、④株主構成の変
化を見てみよう（トヨタ自動車の株主構成の変遷を調べてみる）

第７回：��企業のインプット（1）
①資金調達の手段、②証券会社と証券市場、③銀行グループと企業グルー
プ

第８回：�前半の理解度テストと講義のまとめ（用語の整理）
第９回：�企業のインプット（2）

①資本政策、②上場と上場基準、③投資家（銀行）、④ベンチャーキャピタ
ル、⑤エンジェル

第10回：�企業のアウトプット
①戦略とは何か、②戦略のレベルと視点、③富士フィルムを題材に考えて
みよう（ケース）

第11回：�企業のアウトプット（2）
①組織は戦略に従う（チャンドラー）、②戦略は組織に従う（アンソフ）、③
バーナードの組織要素

第12回：�企業と市場環境
①環境分析の位置づけ、②マクロ環境分析、③市場環境分析、④競争環境
分析とポジショニング、⑤ SWOT分析

第13回：�企業と消費者
①消費者の理解、②知覚リスク、③購買者特性

第14回：�競争戦略のマネジメント
①競争戦略とは、②ソフトバンクのケースで考えてみよう、③差別化とは
何か、④競争相手はだれか（市場範囲と競争分析）⑤コストコの強みはど
こから来るのか（ケース）

第15回：�後半の理解度テストと講義のまとめ

【事前および事後学習の指示】
事前学習　レジュメをダウンロードし、参考文献などで指定された箇所を読み、重
要な用語を事前学習すること。この学習には、毎回２時間×１５回＝３０時間を
必要とする。また事後学習として、講義で説明された内容を確認、理解すること。
この学習には、毎回２時間×１５回＝３０時間を必要とする。

【テキスト】
経営学講義のレジュメ

【参考文献】
加護野忠男 ,�吉村典久��( 著 )『一からの経営学』中央経済社　
伊丹敬之、加護野�忠男（著）『ゼミナール経営学入門』日本経済新聞社

【コメント】
試験はすべて講義の最後に行う「理解度テスト」（M-port のテスト機能）の得点率
の平均で行います。
また講義が対面で行われる場合には、講義内で行う中間と期末の2回、各100点満
点で行います。成績は（中間＋期末）の得点の平均が素点となります。対面講義の場
合には講義に積極的に参加し、発言したものには、発言点を追加する。発言点は、中
間、期末のそれぞれに加算します。
毎回レジュメを配布します。テキストは使用しません。

【留意事項】
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講　義　名　称 曜　時

経営学A　02＜春＞ 月 1

【教員名称】�
齋藤　巡友

【講義概要】
経営学とは、企業経営に係る現象を解き明かすための学問である。経営学が生み出
した知識や理論は、企業経営に直接的に関与する人にとって不可欠なだけでなく、
企業と個人の関わりが強い現代においては殆ど全ての人にとって有用なものとな
るであろう。本講義では、経営学を初めて学ぶ人を主な対象として、全体像がつか
めるように経営学における重要な概念や理論を説明していく。その際、適宜事例
をとりあげて説明することによって、それらの概念や理論が現実の企業経営を読
み解くうえでどのように利用できるのかを実感してもらう。

【学習目標】
本講義の学習目標は以下の通りである。
1．経営学がどのような学問であるかを理解する。
2．経営学の基礎的な知識・概念を自分の言葉で説明できるようになる。
3．�新聞・雑誌で報道される企業経営に関するニュースを経営学の理論を用いて自

分なりに解釈できるようになる。

【講義計画】
第１回：�オリエンテーション：授業内容や授業方針、成績評価について
第２回：�経営学とは
第３回：�企業の定義とその特徴
第４回：��株式会社について
第５回：�経営戦略1：企業戦略と事業戦略
第６回：�経営戦略2：環境・資源分析
第７回：��経営戦略3：競争戦略（基本戦略）
第８回：�経営戦略4：競争戦略（市場地位別の戦略）
第９回：�経営戦略5：多角化戦略
第10回：�経営組織1：組織の設計
第11回：�経営組織2：組織の形態
第12回：�経営組織3：組織文化
第13回：�経営組織4：組織学習
第14回：�経営組織5：モチベーションとリーダーシップ
第15回：�まとめ

【事前および事後学習の指示】
事前学習としてテキストの該当箇所を読んでくること（該当箇所は講義時に指定
する）。事後学習においては、講義で扱った概念や理論の復習を行うとともに、そ
れらの概念や理論を用いて解釈することができる事例を自分で探してみること。

【テキスト】
ケースに学ぶ経営学〔第3版〕�東北大学経営学グループ
978-4-641-18448-0�有斐閣

【参考文献】
適宜指示する。

【コメント】
①�授業内容の理解度を確認するための小課題を授業期間中に複数回出題する。成
績評価における点数配分は50％

②�学習目標の到達度を確認するためのレポートを少なくとも1回以上提出しても
らう。点数配分は50％

※�なお、講義に対して積極的に参加（講義中に発言するなど）している学生には別
途加点する。

※遠隔授業となった場合も成績評価の方法は同様。

【留意事項】
第 1回の授業時に受講するうえで重要な情報（授業方針、成績評価等）を説明す
るため、初回授業への参加を本講義の履修の前提とする。やむを得ない事情によ
り出席できない場合や遅刻する場合は必ず事前に担当教員に連絡すること。
※�第 1回目の授業に無断で欠席または遅刻した場合、本講義の履修を認めない可
能性もある。

本講義は経営学 B02 の講義内容の前半部分に相当するものである。担当教員が
異なるクラス（講義名称の末尾の数字が異なる）の「経営学 B」とは内容の関連
性がない場合があるので、履修の際は十分に注意すること。

講　義　名　称 曜　時

経営学A　03＜春＞ 月 4

【教員名称】�
藤井　暢人

【講義概要】
本講義では、経営学の基礎概念について、ひとりの学生が新入社員として入社し、
将来的に経営者になるまでの流れに沿って学習していきます。すなわち、経営学
の代表的な理論や考え方を、みなさん自身が会社の中で直面するような問題に照
らし合わせながら検討していく講義となります。よって、経営学の基礎概念を理
解することのみならず、将来的に経営学を用いた問題解決が可能となることを目
指します。

【学習目標】
①�学生が、経営学とは何かを説明することができるようになる。
②��学生が、企業が抱える問題を、経営学の基礎概念を用いて説明することができる

ようになる。
③��学生が、企業が抱える問題の解決策を、経営学の基礎概念を用いて検討すること

ができるようになる。

【講義計画】
第１回：�経営学を学ぶ意味：なぜ理論が必要なのか？
第２回：�組織行動論①：モチベーションの内容説
第３回：�組織行動論②：モチベーションの過程説
第４回：��組織行動論③：組織コミットメント
第５回：�組織行動論④：リーダーシップの特性論
第６回：�組織行動論⑤：リーダーシップの行動論
第７回：��組織行動論⑥：リーダーシップのコンティンジェンシー理論
第８回：�これまでの復習および中間試験
第９回：�経営組織論①：組織のライフサイクルモデル
第10回：�経営組織論②：組織文化のマネジメント
第11回：�経営組織論③：組織変革のマネジメント
第12回：�経営管理論①：限定合理性
第13回：�経営管理論②：官僚制組織
第14回：�経営管理論③：組織の落とし穴
第15回：�これまでの復習および期末試験

【事前および事後学習の指示】
まず、事前学習として、各回の内容に沿った自身の経験について簡単にまとめるよ
うにしてください。次に、事後学習として、講義内で扱った概念や理論について、身
の回りの事例を元に説明できるようにしてください。

【テキスト】

【参考文献】
稲葉祐之・井上達彦�・鈴木竜太・山下勝「キャリアで語る経営組織：個人の論理と
組織の論理」（ISBN：978-4-641-12393-9）有斐閣
鈴木龍太「経営学無敵のメソッド70」（ISBN：978-4-262-17476-1）池田書店
鈴木龍太「経営組織論はじめての経営学」（ISBN：978-4-492-50295-2）東洋経済
新報社

【コメント】
本講義の成績評価は、中間試験（第8回：30点）・期末試験（第15回：30点）・期末
レポート（第15回に提示：40点）によって評価します。ただし、レポートの提出
資格は、欠席が4回未満（3回までの欠席なら可）の学生に限るとともに、レポート
を提出しない場合には単位認定はできません。よって、4回以上欠席した学生は
期末レポートの提出資格がないため、単位認定できないことを理解してください。
なお、新型コロナウィルス感染症に関連しない欠席（例えば就職活動や電車の遅延
など）に対して、特別な配慮はしませんのでお気を付けてください。また、講義の
実施形態によっては出席の確認方法や中間試験の実施方法は適宜変更されること
をご理解ください。

【留意事項】
シンクタンクでの勤務経験を有する教員が経営学の基礎概念について解説する。

社会人の方へ（聴講に際して）講義の内容は学生に寄り添ったものですので、物
足りないものかもしれませんので、その点ご留意ください。
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講　義　名　称 曜　時

経営学A　04＜春＞ 火 3

【教員名称】�
三輪　卓己

【講義概要】
経営学は企業などに代表される組織のマネジメントについて考える学問である。市場
において競合企業と戦い、利益を得るためのマネジメントだけでなく、組織活動を通
じて社会に貢献し、そこで働く(関与する )人の幸福を追求するマネジメントを考え
ることが大きな特徴である。現代社会ではほとんどの人が何らかの組織活動に参加し
ており、そこにおいて生活の基盤を築いている人も多い。経営学はそれらすべての人
たちに有益な学問であるし、これからの社会を考えるうえでも重要な学問だと言え
る。
この講義では特に経営戦略とそのための組織づくりや組織変革に焦点を当てた議
論を行う。

【学習目標】
経営学の初歩的な理論を修得し、実際の企業活動の概要を理解すること。
経営学の主要な用語が概念を理解し、それを使って現実の問題を考えること。
いくつかの企業事例に触れて実践的な問題意識を形成すること。
論理的に考え、主体的に学ぶ習慣を身につけること。

【講義計画】
第１回：�企業組織とマネジメント

企業組織の活動の概要を学んだうえで、どのような経営資源が必要にな
るのか、またその資源を活かすためにどのようなマネジメントが必要に
なるのかを解説する。

第２回：�経営戦略の内容とその意義
経営戦略の概略を学んだうえで、戦略に関わる二つの考え方 ( ポジショ
ニングと資源ベースビュー )を比較し、それぞれの意義を考察する。

第３回：�企業戦略
全社的な経営戦略について学ぶ。企業がどのような事業領域 (ドメイン )
を定め、市場や社会と関わるのかが主なテーマとなる。

第４回：��事業 ( 競争戦略 )戦略
企業が取り組む各事業において、競合他社とどう戦うかについて、コス
トリーダーシップ、差別化、集中などの戦略類型をあげながら解説する。

第５回：�経営戦略のケーススタディ
実際の経営戦略の企業事例を見て、それをこれまで学んだ理論を使って
考察する。

第６回：�組織構造
経営目標や経営戦略を実現するための組織づくりについて、組織デザイ
ンの基本的考え方や、職能別組織や事業部制等の代表的な組織の形を見
ることを通して学ぶ。

第７回：��作業組織
具体的に業務を執行するための作業組織について、その基本的な考え方
と、日本独特と言われている組織特性について学ぶ。

第８回：�職務設計
組織の中で各個人が担当する職務の設計を通して、生産性やモチベー
ションを向上させるための理論について解説する。

第９回：�企業活動の国際化
企業活動が国際的になるプロセスや、国際化した場合に現れる企業の課
題や日本企業の問題点について解説する。

第10回：�グローバル経営のケーススタディ
実際のグローバルの企業事例を見て、それをこれまで学んだ理論を使って
考察する。

第11回：�新製品開発とイノベーション
企業の持続的成長のために必要な新製品開発やイノベーションについ
て、各業界の特徴やそれを支えるマネジメントについて学ぶ。

第12回：�経営理念と組織文化
経営理念、ならびに企業で働く人たちに共有された思考様式 ( 文化 ) に
はどのようなものがあり、どんな意義があるのかを学ぶ。

第13回：�組織学習と知識創造
個人ではなく組織で学ぶということ、また組織的に新しい知識を創り出
すことについて、そのプロセスや経営上の意義を考察する。

第14回：�イノベーションのケーススタディ
実際のイノベーションの企業事例を見て、それをこれまで学んだ理論を使っ
て考察する。

第15回：�まとめ
全体を振り返り、ポイントの整理と今後に向けての展望を行う。

【事前および事後学習の指示】
第1回〜第5回
( 事前学習 )テキスト第1章、第2章、第4章を読んで疑問点等をまとめておくこと
(事後学習 )配付する講義資料を見直して授業のポイントを確認すること
第6回〜第10回
(事前学習 )テキスト第5章〜第7章、第14章を読んで疑問点等をまとめておくこと
(事後学習 )配付する講義資料を見直して授業のポイントを確認すること
第11回〜第15回　
( 事前学習 )講義の中で指示する資料を読んで疑問点等をまとめておくこと
(事後学習 )配付する講義資料を見直して授業のポイントを確認すること

【テキスト】
『経験から学ぶ経営学入門　第2版』�上林憲雄・奥林康司・團泰雄・開本浩矢・森田
雅也・竹林明
978-4641184435�有斐閣ブックス

【参考文献】

【コメント】
レポートは2回 ( 中間レポートと最終レポート )課す。
その他は授業集での発言や質問、ならびに授業後の質問メールによって評価する。

【留意事項】

講　義　名　称 曜　時

経営学 B　01＜春＞ 木 2

【教員名称】�
小嶌　正稔

【講義概要】
企業社会を理解するために不可欠な基礎的な知識・情報・スキルを身につける

ための、経営学の初学者向けの講義です。まず現代の企業活動を、経営学を通して
理解した上で、企業社会の中でどのようにキャリアを作り上げていくのかを考え
ていきます。
経営学Aは基礎的な理論・用語の理解を中心とし、経営学 Bは、経営学Aのト

ピックを対象にケースを取り上げる。小嶌の経営学 Bを履修する場合には小嶌の
経営学Aを事前（同時）に履修することが望ましい。小嶌の経営学 Bのみを履修す
る場合には、経営学の基礎を理解していることが必要である。テキストは使用せ
ず、レジュメを配布（ダウンロード教材）する。

【学習目標】
1. 経営学に関する基礎的な用語を理解し説明できる。
2. 具体的な企業の活動を経営学の用語を使って説明できる。
3. 経営学の基礎用語を企業の事例を使って説明できる。

【講義計画】
第１回：�講義の進め方（事前学習の進め方、講義への参加の仕方、講義の流れ・進

め方）を説明します。
第２回：�企業経営の全体像

①経営学の研究対象とは、②企業の目的、③経営資源とは　④企業活動に
ついて、⑤付加価値と利益の違い

第３回：�企業の全体像
①組織のマネジメントとは、②経営学とは何か、③ステークホルダー、④
コアコンピタンス、⑤コーポレートガバナンス

第４回：��会社と企業
①会社の誕生（世界編）、②近代的株式会社、③機関投資家の登場と役割

第５回：�企業のインプット
①資金調達の手段、②証券会社と証券市場、③銀行グループと企業グルー
プ

第６回：�企業のアウトプット
①戦略とは何か、②戦略のレベルと視点、

第７回：��企業と市場環境
①環境分析の位置づけ、②マクロ環境分析、③市場環境分析、④競争環境
分析とポジショニング、⑤ SWOT分析

第８回：�前半の理解度テストと講義のまとめ（用語の整理）
第９回：�競争戦略のマネジメント

①競争戦略とは、②ソフトバンクのケースで考えてみよう、③差別化とは
何か、④競争相手はだれか（市場範囲と競争分析）⑤コストコの強みはど
こから来るのか（ケース）

第10回：�ビジネスモデル
①違いを作るマネジメント、②差別化戦略と集中戦略、③ビジネスシステ
ムの差別化、④競争社会の設計思想

第11回：�多角化のマネジメント
①事業の多角化、②多角化戦略、③多角化とPLC多角化のマネジメント、
④範囲の経済、⑤成長の経済、⑥シナジー効果とコンプリメント効果

第12回：�製品開発のマネジメント
①なぜ新製品を開発するのか、②新製品開発のジレンマ、③新製品の優位
性と競争優位、④新製品開発プロセス

第13回：�組織構造
①組織の基本構造、②分業、③権限、④部門化、⑤組織構造によって決まる
こと、⑥職能別組織と事業部制組織、⑦マトリックス組織、⑧アメーバ組
織

第14回：�ミクロ組織のマネジメント
①インセンティブシステムの設計、②個人のモチベーション、③人事考
課、④リーダーシップミクロ組織のマネジメント、⑤リカートの三原則、
⑥オハイオ研究、⑦トップの制度的リーダーシップ、

第15回：�後半の理解度テストと講義のまとめ

【事前および事後学習の指示】
事前学習　講義の前にレジュメをダウンロードし、参考書などで学習したり、重要
な用語を事前学習すること。この学習には、毎回２時間×１５回＝３０時間を必
要とする。また事後学習として、講義で説明された内容を確認、理解すること。こ
の学習には、毎回２時間×１５回＝３０時間を必要とする。

【テキスト】
経営学講義のレジュメ

【参考文献】
伊丹敬之、加護野�忠男（著）『ゼミナール経営学入門』日本経済新聞社�
齋藤毅憲・渡辺峻『個人の自立と成長のための経営学入門』文眞堂、2016年
加護野忠男・伊丹敬之『ゼミナール経営学入門　第3版』日本経済新聞出版社、
2003年
田尾雅夫・佐々木利寛・若林直樹『はじめて経営学を学ぶ』ナカニシヤ出版、2005
年

【コメント】
試験は毎回講義の最後に行う「理解度テスト」の合計平均点を素点とする。
対面講義を行う場合には、試験は講義内で行う中間と期末の2回、各100点満点で
行う。成績は（中間＋期末）の平均点が素点となる。
なお対面講義場合は、積極的に関与し、発言したものには、発言点を追加する。発言
点は、中間、期末のそれぞれに加算する。

【留意事項】
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講　義　名　称 曜　時

経営学 B　02＜春＞ 木 4

【教員名称】�
齋藤　巡友

【講義概要】
経営学とは、企業経営に係る現象を解き明かすための学問である。経営学が生み出
した知識や理論は、企業経営に直接的に関与する人にとって不可欠なだけでなく、
企業と個人の関わりが強い現代においては殆ど全ての人にとって有用なものとな
るであろう。本講義では、経営学を初めて学ぶ人を主な対象として、全体像がつか
めるように経営学における重要な概念や理論を説明していく。その際、適宜事例
をとりあげて説明することによって、それらの概念や理論が現実の企業経営を読
み解くうえでどのように利用できるのかを実感してもらう。

【学習目標】
本講義の学習目標は以下の通りである。
1．経営学がどのような学問であるかを理解する
2．経営学の基礎的な知識・概念を自分の言葉で説明できるようになる。
3．新聞・雑誌で報道される企業経営に関するニュースを経営学の理論を用いて自
分なりに解釈できるようになる。

【講義計画】
第１回：�オリエンテーション：授業内容や授業方針、成績評価について
第２回：�マーケティング1：マーケティング・ミックス
第３回：�マーケティング2：消費者行動
第４回：��マーケティング3：セグメンテーション
第５回：�人的資源管理1：人的資源の活用（獲得、育成）
第６回：�人的資源管理2：人的資源の活用（評価、処遇）
第７回：��生産管理1：テイラーの科学的管理法
第８回：�生産管理2：フォード・システム、トヨタ生産方式
第９回：�財務管理1：財務諸表からわかる企業の実態
第10回：�財務管理2：投資の評価、資金の調達、利益の還元
第11回：�企業の国際化
第12回：�コーポレート・ガバナンス1：エージェンシー問題
第13回：�コーポレート・ガバナンス2：コーポレート・ガバナンスのメカニズム
第14回：�企業の社会的責任
第15回：�まとめ

【事前および事後学習の指示】
事前学習としてテキストの該当箇所を読んでくること（該当箇所は講義時に指定
する）。事後学習においては、講義で扱った概念や理論の復習を行うとともに、そ
れらの概念や理論を用いて解釈することができる事例を自分で探してみること。

【テキスト】
ケースに学ぶ経営学〔第3版〕�東北大学経営学グループ
978-4-641-18448-0�有斐閣

【参考文献】
適宜指示する。

【コメント】
①�授業内容の理解度を確認するための小課題を授業期間中に複数回出題する。成
績評価における点数配分は50％

②�学習目標の到達度を確認するためのレポートを少なくとも1回以上提出しても
らう。点数配分は50％

※�なお、講義に対して積極的に参加（講義中に発言するなど）している学生には別
途加点する。

※遠隔授業となった場合も成績評価の方法は同様。

【留意事項】
　第 1回の授業時に受講するうえで重要な情報（授業方針、成績評価等）を説明
するため、初回授業への参加を本講義の履修の前提とする。やむを得ない事情に
より出席できない場合や遅刻する場合は必ず事前に担当教員に連絡すること。
※第 1回目の授業に無断で欠席または遅刻した場合、本講義の履修を認めない可
能性もある。

　本講義は経営学A02の講義内容の後半部分に相当するものである。担当教員
が異なるクラス（講義名称の末尾の数字が異なる）の「経営学A」とは内容の関
連性がない場合があるので、履修の際は十分に注意すること。

講　義　名　称 曜　時

経営学 B　03＜春＞ 木 2

【教員名称】�
藤井　暢人

【講義概要】
本講義では、経営学の基礎概念について、様々な部署での仕事に着目し学習してい
きます。すなわち、経営学の代表的な理論や考え方を、みなさんが担うことにな
る業務に照らし合わせながら検討していく講義となります。よって、経営学の基
礎概念を理解することのみならず、将来的に経営学を用いた働き方が可能となる
ことを目指します。

【学習目標】
①�学生が、経営学とは何かを説明することができるようになる。
②�学生が、企業が抱える問題を、経営学の基礎概念を用いて説明することができる
ようになる。
③�学生が、企業が抱える問題の解決策を、経営学の基礎概念を用いて検討すること
ができるようになる。

【講義計画】
第１回：�経営学を学ぶ意味：なぜ理論が必要なのか？
第２回：�人的資源管理論①：従業員の採用
第３回：�人的資源管理論②：従業員の配置
第４回：��人的資源管理論③：従業員の評価と報酬
第５回：�マーケティング①：4P
第６回：�マーケティング②：消費者行動
第７回：��マーケティング③：広告制作
第８回：�これまでの復習および中間試験
第９回：�経営戦略論①：差別化戦略
第10回：�経営戦略論②：コストリーダーシップ戦略
第11回：�経営戦略論③：SWOT分析と TOWS分析
第12回：�経営管理論①：組織構造の検討
第13回：�経営管理論②：後継者の育成
第14回：�経営管理論③：合併と買収・売却・倒産
第15回：�これまでの復習および期末試験

【事前および事後学習の指示】
まず、事前学習として、各回の内容に沿った自身の経験について簡単にまとめるよ
うにしてください。次に、事後学習として、講義内で扱った概念や理論について、身
の回りの事例を元に説明できるようにしてください。

【テキスト】

【参考文献】
稲葉祐之・井上達彦�・鈴木竜太・山下勝「キャリアで語る経営組織：個人の論理と
組織の論理」（ISBN：978-4-641-12393-9）有斐閣
鈴木龍太「経営学無敵のメソッド70」（ISBN：978-4-262-17476-1）池田書店
鈴木龍太「経営組織論はじめての経営学」（ISBN：978-4-492-50295-2）東洋経済
新報社

【コメント】
本講義の成績評価は、中間試験（第8回：30点）・期末試験（第15回：30点）・期末
レポート（第15回に提示：40点）によって評価します。ただし、レポートの提出
資格は、欠席が4回未満（3回までの欠席なら可）の学生に限るとともに、レポート
を提出しない場合には単位認定はできません。よって、4回以上欠席した学生は
期末レポートの提出資格がないため、単位認定できないことを理解してください。
なお、新型コロナウィルス感染症に関連しない欠席（例えば就職活動や電車の遅延
など）に対して、特別な配慮はしませんのでお気を付けてください。また、講義の
実施形態によっては出席の確認方法や中間試験の実施方法は適宜変更されること
をご理解ください。

【留意事項】
シンクタンクでの勤務経験を有する教員が経営学の基礎概念について解説する。

社会人の方へ（聴講に際して）講義の内容は学生に寄り添ったものですので、物
足りないものかもしれませんので、その点ご留意ください。
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講　義　名　称 曜　時

経営学史Ａ　＜春＞ 金 1

【教員名称】�
野田　俊範

【講義概要】
　経営学は、ドイツとアメリカにおいて20世紀初頭に成立した若い学問であり、
これら両国および日本において、今日までめざましい発展を遂げてきた。日本にお
ける経営学は、ドイツ経営学を骨とし、アメリカ経営学を肉として発展してきた
と言われるが、特に学問としての経営学の体系や方法論などの点で、ドイツ経営
学によって多大の影響を受けてきたのである。
　本講義では、そのドイツ経営経済学の生成・展開の歴史を概観し、主要な理論傾
向について概説するとともに、今後の発展の方向について考えることとしたい。経
営経済学の歴史を学ぶことを通じて、今日世界の経営学で主流をなしているアメ
リカ流の経営管理学とは違う、経営学の今ひとつの可能性を知ってほしい。

【学習目標】
1.�ドイツ経営経済学の生成・展開の歴史を学ぶ。
2.�ドイツ経営経済学の今後の発展の方向について考える。
3.�学説と、その学説の歴史的・社会的背景との関連に注目する。

【講義計画】
第１回：�はじめに

−経営学史研究の意義と課題
第２回：�私経済学の成立 (1)

−ドイツ帝国の成立と経済の発展
第３回：�私経済学の成立 (2)

−商科大学設立運動
第４回：��私経済学の成立 (3)

−私経済学の樹立と私経済学論争
第５回：�私経済学の成立 (4)

−私経済学の成立
第６回：�経営経済学の確立 (1)

−ヴァイマール共和国の成立と経営経済学
第７回：��経営経済学の確立 (2)

−経営民主主義と経営経済学
第８回：�経営経済学の確立 (3)

−産業合理化と経営経済学
第９回：�経営経済学の展開 (1)

−西ドイツ経済体制の展開
第10回：�経営経済学の展開 (2)

−社会的市場経済と経営経済学
第11回：�転換期の経営経済学 (1)

−社会的市場経済の動揺
第12回：�転換期の経営経済学 (2)

−経営経済学の多様化
第13回：�現代の経営経済学 (1)

−現代ドイツにおける経済的・社会的状況
第14回：�現代の経営経済学 (2)

−経営経済学の新たな展開
第15回：�おわりに

【事前および事後学習の指示】
適宜指示します。

【テキスト】

【参考文献】
若尾祐司／井上茂子編著『近代ドイツの歴史』ミネルヴァ書房、2005年。
海道ノブチカ／深山明編著『ドイツ経営学の基調』中央経済社、1994年。
その他、必要に応じて適宜指示する。

【コメント】
学期末試験により評価する。

【留意事項】

講　義　名　称 曜　時

経営学総論　01＜春集＞ 火 1/ 金 3

【教員名称】�
野田　俊範

【講義概要】
経営学は、利益を追求する「企業」を主たる研究対象として、その管理・運営の

あり方を探求する学問として生成・発展してきた。しかしこのことは、経営学が単
に経営者を目指す人や金儲けをしたい人のためだけの学問であることを意味する
ものではない。経営学は、現代の経済・社会に生きるすべての人々にとって、無視す
ることのできない大きな存在である企業や組織の本質を、理論的・客観的に解明す
る学問という側面をも持っている。
本講義では、これから経営学を専門的・体系的に学んでいこうとする初学者を

念頭に置いて、経営学の全体像について概説することとしたい。経営学とはどのよ
うな学問なのか、企業はどのような仕組みで成り立ち、どのような論理のもとに
管理・運営されているのか、人はなぜ、どのようにして企業で働くのか、現代の、
あるいはこれからの企業経営にはどのような意義や課題があるのか、等々のよう
な、今日まで経営学で議論されてきたさまざまなテーマを取り上げることとする。
受講生諸君には、一人一人が自分にとっての企業の意義や課題を考えるための

手がかりとしてほしい。

【学習目標】
1.�経営学の全体像を体系的に把握する。
2.��企業経営に関する基礎的な知識や概念を学ぶ。そのような知識や概念に基づい

て、企業経営を客観的に認識し、理解する。
3.��現代社会において企業がもつ意義や課題について、受講生各自が主体的に関心

をもつ。

【講義計画】
第１回：�はじめに
第２回：�経営学とはどんな学問か (1)

・経営学の位置づけ　　　　・経営学と経済学
第３回：�経営学とはどんな学問か (2)

・経営学の成立　　　　・経営学の特徴
第４回：��企業とは何か (1)

・家計と企業　　　　・企業活動の目的
第５回：�企業とは何か (2)

・市場経済体制と企業　　　　・企業の社会的役割
第６回：�株式会社の仕組み (1)

・企業と会社　　　　・会社の分類
第７回：��株式会社の仕組み (2)

・株式会社の特徴
第８回：�株式会社の仕組み (3)

・株式会社の諸機関　　　　・株式会社の課題
第９回：�経営管理と経営組織 (1)

・経営管理とは　　　　・テイラーの科学的管理
第10回：�経営管理と経営組織 (2)

・管理の過程　　　　・バーナードの近代組織論
第11回：�経営管理と経営組織 (3)

・経営組織の基本構造
第12回：�経営戦略 (1)

・経営戦略とは　　　　・経営戦略立案の過程
第13回：�経営戦略 (2)

・企業戦略
第14回：�経営戦略 (3)

・競争戦略　　　　・経営組織と経営戦略
第15回：�中間試験 (授業中試験 )と解説
第16回：�生産管理 (1)

・生産管理とQCD　　　　・少品種大量生産方式
第17回：�生産管理 (2)

・品質管理と小集団活動　　　　・多品種少量生産方式
第18回：�人的資源管理 (1)

・労務管理と人的資源管理　　　　・動機付け理論
第19回：�人的資源管理 (2)

・リーダーシップ論　　　　・賃金体系
第20回：�マーケティング (1)

・マーケティング・コンセプトの変遷
第21回：�マーケティング (2)

・マーケティング・ミックス戦略
第22回：�経営財務・企業会計 (1)

・経営財務・財務管理とは
第23回：�経営財務・企業会計 (2)

・会計制度の基本知識
第24回：�グローバル化と企業経営
第25回：�情報化と企業経営
第26回：�企業経営における倫理と責任 (1)

・企業とステークホルダー　　　　・企業の社会的責任と社会的貢献
第27回：�企業経営における倫理と責任 (2)

・グローバル時代の企業倫理　　　　・SDGs と企業経営
第28回：�企業経営の課題 (1)

・現代の企業経営
第29回：�企業経営の課題 (2)

・21世紀型企業経営に向けて
第30回：�おわりに

【事前および事後学習の指示】
①�普段から新聞をよく読んで、現代の経済・社会における企業経営のあり方につい
て関心を持っておくこと。

②�授業前に教科書の該当ページに目を通すなどして、予習をしておくこと。授業
は、受講者が予習をしていることを前提にしてすすめられる。

③授業後に復習をすること。

【テキスト】
経営学入門　キーコンセプト�井原久光〔編著〕　平野賢哉 /菅野洋介 /福地宏之
〔著〕�ミネルヴァ書房

【参考文献】
適宜指示する。

【コメント】
中間試験および学期末試験によって評価する。
ただし、必要に応じてレポートを課す場合がありうる ( その場合は、授業中に別途
指示する )。
なお、授業に関して有意義な意見や質問、提言などを述べて授業運営に貢献してく
れた学生には、別途加点する場合がある。

【留意事項】
上記「講義計画」は予定である。時事的なトピックを取り上げる、受講者からの
リクエストを受けるなど、さまざまな情況によって変更する場合がある。

21

ア

カ

サ

タ

ナ

ハ

マ

ヤ

ラ



講　義　名　称 曜　時

経営学特講 - 経営戦略論　01＜春＞ 月 2

【教員名称】�
藤井　暢人

【講義概要】
本講義では、経営戦略論の基礎概念について、実際の企業の商品やサービスを取り
上げながら学習してきます。すなわち、基本的な経営戦略について、身近な商品や
サービスが「なぜそのような価格なのか」や、「なぜそういったサービスを付加して
いるのか」といった観点から検討していく講義となります。よって、本講義では経
営戦略論の学習を通じ、企業の採用している戦略を理解することのみならず、企業
が抱える戦略上の問題を指摘できるようになることを目指します。

【学習目標】
①�学生が、経営戦略論とは何かを説明することができるようになる。
②��学生が、実際の商品やサービスが抱える問題を、経営戦略論の基礎概念を用いて

説明することができるようになる。
③��学生が、実際の商品やサービスが抱える問題の解決策を、組織行動論の基礎概念

を用いて検討することができるようになる。

【講義計画】
第１回：�経営戦略論を学ぶ意味：なぜ戦略が必要なのか？
第２回：�戦略の基本メカニズム①：コストリーダーシップ戦略
第３回：�戦略の基本メカニズム②：差別化戦略
第４回：��戦略の基本メカニズム③：一般戦略分析
第５回：�市場に注目した戦略の検討①：競争ポジショニング戦略
第６回：�市場に注目した戦略の検討②：ブルーオーシャン戦略
第７回：��市場に注目した戦略の検討③：プラットフォーム戦略
第８回：�これまでの復習および中間試験
第９回：�自社の製品に注目した戦略の検討①：製品ライフサイクルモデル
第10回：�自社の製品に注目した戦略の検討②：製品ポートフォリオマネジメント
第11回：�戦略の創造①：ファイブフォース分析
第12回：�戦略の創造②：PEST 分析
第13回：�戦略の創造③：SWOT分析と TOWS分析
第14回：�戦略の創造④：ビジネスモデルキャンバス
第15回：�これまでの復習および期末試験

【事前および事後学習の指示】
まず、事前学習として、各回の内容に沿った自身の経験について簡単にまとめるよ
うにしてください。次に、事後学習として、講義内で扱った概念や理論について、身
の回りの事例を元に説明できるようにしてください。

【テキスト】

【参考文献】
大滝精一・金井一頼・山田英夫・岩田智「経営戦略：論理性・創造性・社会性の追求（第
3版）」（ISBN：978-4-641-22065-2）有斐閣
井上達彦・中川功一・川�真紀「経営戦略」（ISBN：978-4-502-32501-4）中央経済
社
網倉久永・新宅純二郎「経営戦略入門」（ISBN：978-4-532-13403-7）日本経済新
聞社

【コメント】
本講義の成績評価は、中間試験（第8回：30点）・期末試験（第15回：30点）・期末
レポート（第15回に提示：40点）によって評価します。ただし、レポートの提出
資格は、欠席が4回未満（3回までの欠席なら可）の学生に限るとともに、レポート
を提出しない場合には単位認定はできません。よって、4回以上欠席した学生は
期末レポートの提出資格がないため、単位認定できないことを理解してください。
なお、新型コロナウィルス感染症に関連しない欠席（例えば就職活動や電車の遅延
など）に対して、特別な配慮はしませんのでお気を付けてください。また、講義の
実施形態によっては出席の確認方法や中間試験の実施方法は適宜変更されること
をご理解ください。

【留意事項】
シンクタンクでの勤務経験を有する教員が経営学の基礎概念について解説する。

社会人の方へ（聴講に際して）講義の内容は学生に寄り添ったものですので、物
足りないものかもしれませんので、その点ご留意ください。

講　義　名　称 曜　時

経営学特講 - 経営のためのデータ分析　＜春＞ 火 3

【教員名称】�
大田　靖

【講義概要】
高度情報化社会における現在のビジネスでは，あらゆる業務においてデータ処理
や分析の技術が必要となっている．
本講義では，ゼミや演習など経営学部の実践型授業の学びに必要とされるデータ
分析の基礎的な技術を身につけさせるために，経営やビジネスのデータを例とし，
表計算ソフト Excel や統計解析ソフト Rの実践的な利用方法について解説する．
具体的には，経営やビジネスのデータを利用した1変量データと2変量データの記
述統計としてのデータ分析（データの視覚化と数量化）からはじめ，その後推測統
計としてのデータ分析（区間推定，比率の検定，適合度検定，独立性検定）について
学ぶ．すべての学習には，Excel，および統計解析ソフト Rを活用し，その利用
手順と出力の解釈を中心に解説する．

【学習目標】
本講義の学習目標は以下の3つである．
・�表計算ソフトや統計解析ソフトを用いてのデータ処理や分析の基礎的技術を身
につけることができる．

・�経営やビジネスにおいて必要とされるデータ分析の基礎知識を身につけ，それ
らを適切な場面で活用することができる．

・�グループ形式の協働作業を通して，チームで働く力の基礎力を身につけること
ができる．

【講義計画】
第１回：�はじめに，オリエンテーションとして，授業の進め方，授業内容，及び成

績評価の方法を説明し，さらに表計算ソフト Excel，および統計解析ソ
フト Rの利用について解説する．
次に，データを用いることの説得力，経営におけるデータ分析の実例に
ついて解説する．
最後に，グループ分けを行い，アイスブレイクを行う．その後，経営に
おけるデータの例として，3大コンビニをテーマに，グループ学習を行う．

第２回：�経営，ビジネスにおけるデータ処理，およびデータ分析例を開設する．
その後，企業マーケティングに関するデータを用いて，グループ学習を行
う．

第３回：�1変量データ（量的データ）の視覚化の手法について解説する．
その後，企業業績や株価などを用いて，グループ学習を行う．

第４回：��1変量データ（質的データ）の視覚化の手法について解説する．
その後，企業に関するアンケートデータなどを用いて，グループ学習を
行う．

第５回：�1変量データの数量化の手法である，基本統計量である平均値，中央値な
どの中央傾向の代表値，および分散，標準偏差などの散らばり傾向の代
表値などを解説する．
その後，企業の量的データを用いて，企業分析をグループ形式で行う．

第６回：�2変量データ（量的データ）の視覚化と数量化の手法である，散布図の書
き方，共分散，相関係数などを解説する．
その後，企業の量的データを用いて，企業比較をグループ形式を行う．

第７回：��2変量データ（質的データ）の視覚化と数量化の手法である，クロス集計
表の作り方，オッズ比の計算方法などを解説する．
その後，アンケートなどの質的データを用いて，企業評価をグループ形
式で行う．

第８回：�小テストと復習
第９回：�記述統計と推測統計の違い，および全数調査と標本調査の違いについて

解説する．特に，母集団と標本の違いについて重点的に解説する．
第10回：�推測統計の考え方について，具体例を用いて解説する．

その後，調査データを用いて，区間推定と仮説検定の手法を体験する．
第11回：�区間推定の手順について，表計算ソフトを用いて解説する．

その後，視聴率や選挙速報のデータを用いて，グループ学習を行う．
第12回：�仮説検定（平均の検定）の手順について，表計算ソフトを用いて解説する．

その後，企業戦略（カレーチェーン店）のデータを用いて，グループ学習
を行う．

第13回：�仮説検定（平均の差の検定）の手順について，表計算ソフトを用いて解説
する．
その後，企業戦略（カレーチェーン店）のデータを用いて，グループ学習
を行う．

第14回：�分割表による独立性の検定について，表計算ソフトを用いて解説する．
その後，アンケートデータを用いて，グループ学習を行う．

第15回：�試験（レポート形式）およびまとめ．

【事前および事後学習の指示】
事前学習として，毎回の授業のテーマについて，テキスト，参考文献やインター
ネット等でその用語や内容について調べておくこと．
事後学習として，毎回の授業後に配布するプリントに解答し，次の授業時に提出す
ること．

【テキスト】
事例でわかる統計シリーズ�教養のための統計入門�大田靖・宿久洋
978-4407332841�実教出版

【参考文献】
授業時に紹介する．

【コメント】
①�到達目標に対応する小テストを2回実施する．授業で解説した経営におけるデー
タ分析の基礎的な分析方法とその活用法などを表計算ソフトを用いて実行する
ことができるかを評価する．

②�毎回のコメントシート，およびグループでの討論，発表内容などを評価する．
注意：�授業はグループ形式で行うため，受講生の積極的な授業への参加を期待しま

す．特に，遅刻や欠席がないように注意してください．

【留意事項】
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講　義　名　称 曜　時

経営学特講 - 組織行動論　＜春＞ 月 1

【教員名称】�
藤井　暢人

【講義概要】
本講義では、組織行動論の基礎概念について、チームをもつ上司の視点から学習
してきます。すなわち、モチベーションやリーダーシップといった組織行動論の
代表的な研究分野を、「チームのメンバーからより高い成果を引き出すためにはど
うすればいいのか？」といった観点から検討していく講義となります。よって、本
講義では組織行動論の学習を通じ、職場はもちろんのこと、アルバイトや部活動、
さらにはサークル活動において、優れたリーダーになるための知見の獲得を目指
します。

【学習目標】
①�学生が、組織行動論とは何かを説明することができるようになる。
②��学生が、チームが抱える問題を、組織行動論の基礎概念を用いて説明すること

ができるようになる。
③��学生が、チームが抱える問題の解決策を、組織行動論の基礎概念を用いて検討

することができるようになる。

【講義計画】
第１回：�組織行動論を学ぶ意味：なぜ理論が必要なのか？
第２回：�部下のやる気を引き出すマネジメント①：モチベーションの内容説
第３回：�部下のやる気を引き出すマネジメント②：モチベーションの過程説
第４回：��部下の成果を引き出すマネジメント①：リーダーシップの行動論
第５回：�部下の成果を引き出すマネジメント②：リーダーシップの行動論
第６回：�部下を会社に長く働いてもらうマネジメント①：組織コミットメント
第７回：��部下を会社に長く働いてもらうマネジメント②：組織社会化
第８回：�これまでの復習および中間試験
第９回：�優れた部下を育てるマネジメント①：採用
第10回：�優れた部下を育てるマネジメント②：組織的公正性
第11回：�優れたチームを作るマネジメント①：グループ・ダイナミクス
第12回：�優れたチームを作るマネジメント②：集団の落とし穴
第13回：�優れた成果を生み出すマネジメント①：創造性
第14回：�優れた成果を生み出すマネジメント②：イノベーション
第15回：�これまでの復習および期末試験

【事前および事後学習の指示】
まず、事前学習として、各回の内容に沿った自身の経験について簡単にまとめるよ
うにしてください。次に、事後学習として、講義内で扱った概念や理論について、身
の回りの事例を元に説明できるようにしてください。

【テキスト】

【参考文献】
鈴木龍太・服部泰宏「組織行動：組織の中の人間行動を探る（ISBN：978-4-641-
15066-9）有斐閣
開本浩矢「組織行動論」（ISBN：978-4-502-29561-4）中央経済社

【コメント】
本講義の成績評価は、中間試験（第8回：30点）・期末試験（第15回：30点）・期末
レポート（第15回に提示：40点）によって評価します。ただし、レポートの提出
資格は、欠席が4回未満（3回までの欠席なら可）の学生に限るとともに、レポート
を提出しない場合には単位認定はできません。よって、4回以上欠席した学生は
期末レポートの提出資格がないため、単位認定できないことを理解してください。
なお、新型コロナウィルス感染症に関連しない欠席（例えば就職活動や電車の遅延
など）に対して、特別な配慮はしませんのでお気を付けてください。また、講義の
実施形態によっては出席の確認方法や中間試験の実施方法は適宜変更されること
をご理解ください。

【留意事項】
シンクタンクでの勤務経験を有する教員が組織行動論の基礎概念について解説す
る。

社会人の方へ（聴講に際して）講義の内容は学生に寄り添ったものですので、物
足りないものかもしれませんので、その点ご留意ください。

講　義　名　称 曜　時

経営学特講 - デジタルマーケティング　＜春＞ 月 4

【教員名称】�
宮津　和弘

【講義概要】
現代の社会システムでは IT 基盤が整備され，企業のデジタル化が進行し，消費者
にはスマートフォンが普及しました．このような社会システムの高度化にともな
い，デジタルメディアは急速に私たちの日常へ浸透し，これまでとは異なるメディ
ア構造が形成されています．生産市場も多品種少量生産へシフトし，消費者ごとに
適したアクションが求められる中，デジタルマーケティングはその中核的な役割
を果します．本講義では，様々なデジタルメディアの仕組みと市場におけるデジタ
ルマーケティングの役割について学びます．

【学習目標】
スマートフォンや PCを利用した SNS やネットショッピングを通して，私たちは
既にデジタルマーケティングを体感しています．本講義では，日常的に表示される
ディスプレイ広告，リスティング広告，動画広告などのシステムや役割について
学ぶことで，以下の３点について習得することを目標とします．①デジタルマーケ
ティングで用いられる様々な用語が説明できるようになること．②消費者購買行
動におけるデジタルメディアの役割が理解できるようになること．③デジタルメ
ディアのパフォーマンスについて考えられるようになること．

【講義計画】
第１回：�オリエンテーション

本講義の進め方，講義内容，成績評価方法などについて説明する．
第２回：�超マーケティング戦略入門

マーケティングフレームワーク (枠組み ) である STP とマーケティング
ミックス (4P) について復習する．

第３回：�デジタルマーケティングとは？
デジタルメディアの台頭の背景とデジタルマーケティングにおけるトリ
プルメディアについて学ぶ．

第４回：��デジタルメディア時代のカスタマージャーニー
AISAS のフレームワーク ( 枠組み ) を理解し，デジタルマーケティング
における購買意思決定プロセスについて学ぶ．

第５回：�ディスプレイ広告
ディスプレイ広告の仕組みを理解し，デジタルマーケティングにおける
ディスプレイ広告の役割について学ぶ．

第６回：�リスティング広告
リスティング広告の仕組みを理解し，デジタルマーケティングにおける
リスティング広告の役割について学ぶ．

第７回：��運用型広告の仕組み
デジタルマーケティングの KPI を理解し，デジタルメディアの運用につ
いて学ぶ．

第８回：�コンテンツマーケティングとD2C
コンテンツマーケティングおよびD2C(Direct�to�Consumer) につい
て，事例を通して学ぶ．

第９回：�SNS マーケティング
Twitter,�LINE,�Facebook などの仕組みについて理解し，SNS マーケ
ティングについて学ぶ．

第10回：�動画広告
YouTubeなどの動画広告の仕組みについて理解し，デジタルマーケティ
ングにおける動画広告の役割について学ぶ．

第11回：�口コミサイトとインフルエンサー
購買意思決定プロセスにおける口コミサイトとインフルエンサーの役割
について学ぶ．

第12回：�デジタル広告配信システム
DSP,�SSP,�3PASなどのデジタル広告の配信システムの仕組みについて学
ぶ．

第13回：�デジタルデータ管理システム
DMPによるデジタルデータの管理システムの仕組みとデジタルマーケ
ティングにおける役割について学ぶ．

第14回：�これからのマーケティングについて
コトラーのマーケティング4.0およびアフターデジタルのマーケティン
グについて学ぶ．

第15回：�まとめ
本講義で学んだデジタル・マーケティングの全体内容を振り返りながら，
今後の展望と発展について考える．

【事前および事後学習の指示】
私たちが日常生活で体験しているマーケティングは，私たちに対する企業からの
メッセージです．テレビやスマートフォンを通して，企業がどういう思いで消費
者に接しようとしているのか，なにを伝えようとしているのかなど，期間中は日々
企業側の意図を日常生活の中で感じながら講義に臨んでください．

【テキスト】

【参考文献】
「１からのデジタル・マーケティング」　西川英彦，澁谷覚　（中央経済社）
「世界基準で学べるエッセンシャル・デジタルマーケティング」　遠藤結万　（技術
評論社）
「ネット広告がわかる基本キーワード」　サーバーコミュニケーションズ監修　（翔泳社）

【コメント】
①レポート作成を３回実施します．マーケティングに関連した事柄を説明するこ
とが問われます．講義で学んだ知識を活用して，論理的に説明されているかという
観点で評価されます．②その他として，講義の理解度を確認するために，毎回の講
義内容に関連した小課題の提出が求められます．※いずれも，M-Port による提出
となります．

【留意事項】
外資系マーケティングコンサルティング企業で勤務経験のある教員が、具体的な
事例に言及しながら授業を行う．
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講　義　名　称 曜　時

経営財務論（応用）　＜春＞ 木 2

【教員名称】�
齋藤　巡友

【講義概要】
企業を経営していく上で戦略の策定は非常に重要な意思決定となる。企業経営に
おける戦略とは、企業経営に必要不可欠な資源である「ヒト」「モノ」「カネ」「情報」
の適切な使途および配分を決定することである。経営財務論では、特に「カネ」す
なわち資金面の戦略に焦点を当てる。具体的には企業経営に係わる資金の流れを
3つの段階に分けて考えることになる。1つ目は、「どのように資金を集めるのか」
という資金調達の段階である。2つ目は、「集めた資金をどのように投資するのか」
という投資の段階である。3つ目は、「投資によって得られた利益をどのように処
分するのか」という利益処分（利益還元）の段階である。本講義では、経営財務の基
礎的な知識を前提とした上で、これらの財務的意思決定に関して現実の企業が直
面している問題の本質を理解するのに役立つ概念や理論について学ぶ。

【学習目標】
経営財務に関する諸問題を理解するために必要な知識や概念、理論を習得するこ
とに加え、企業を「カネ」の側面から理解するためのフレームワークの習熟が本講
義の目標である。

【講義計画】
第１回：�オリエンテーション：授業内容や授業方針、成績評価について。経営財務

論（基礎）の復習
第２回：�投資の意思決定1：投資の評価手法
第３回：�投資の意思決定2：キャッシュフローの算出
第４回：��株式による資金調達
第５回：�負債による資金調達
第６回：�資本構成の理論1：MMの無関連命題
第７回：��資本構成の理論2：トレードオフ理論、ペッキング・オーダー理論
第８回：�日本企業の資本構成
第９回：�利益還元政策1：利益還元の手段（配当と自社株買い）
第10回：�利益還元政策2：利益還元政策の代表的な理論・仮説
第11回：�コーポレート・ガバナンス1：エージェンシー問題とは、2つのタイプの

エージェンシー問題
第12回：�コーポレート・ガバナンス2：コーポレート・ガバナンスの仕組み
第13回：�デリバティブと企業のリスクマネジメント
第14回：�M&A（企業合併・企業買収）について
第15回：�まとめ

【事前および事後学習の指示】
講義前に講義資料をアップロードするので、準備学習として講義資料を読み、疑問
点を整理しておくこと。復習の際は、理解出来なかった点を講義後やオフィスア
ワーに質問する、または参考文献の該当箇所を確認するなどして疑問点を残さな
いようにすること。

【テキスト】

【参考文献】
砂川伸幸著『コーポレートファイナンス入門〈第2版〉』日本経済新聞社
高橋文郎・井出正介著『経営財務入門　第4版』日本経済新聞出版社
米澤康博・小西大・芹田敏夫著『新しい企業金融』有斐閣アルマ
リチャード=ブリーリー・スチュワート=マイヤーズ・フランクリン=アレン著
『コーポレートファイナンス�第10版�上』日経 BP社
『コーポレートファイナンス�第10版�下』日経 BP社
ジョナサン=バーク・ピーター=ディマーゾ著
『コーポレートファイナンス入門編第2版』丸善出版株式会社
『コーポレートファイナンス応用編第2版』丸善出版株式会社
砂川伸幸・川北英隆・杉浦秀徳『日本企業のコーポレートファイナンス』日本経済
新聞出版社
砂川伸幸・川北英隆・杉浦秀徳・佐藤淑子『経営戦略とコーポレートファイナンス』
日本経済新聞出版社

【コメント】
①授業内容の理解度を確認するための小課題を授業期間中に複数回出題する。成
績評価における点数配分は50％
②学習目標の到達度を確認するためのレポートを少なくとも1回以上提出しても
らう。点数配分は50％
※遠隔授業となった場合も成績評価の方法は同様。

【留意事項】
第 1回の授業時に受講するうえで重要な情報（授業方針、成績評価等）を説明す
るため、初回授業への参加を本講義の履修の前提とする。やむを得ない事情によ
り出席できない場合や遅刻する場合は必ず事前に担当教員に連絡すること。
※第 1回目の授業に無断で欠席または遅刻した場合、本講義の履修を認めない可
能性もある。

講　義　名　称 曜　時

経営財務論（基礎）　＜春＞ 月 3

【教員名称】�
齋藤　巡友

【講義概要】
企業を経営していく上で戦略の策定は非常に重要な意思決定となる。企業経営に
おける戦略とは、企業経営に必要不可欠な資源である「ヒト」「モノ」「カネ」「情報」
の適切な使途および配分を決定することである。経営財務論では、特に「カネ」す
なわち資金面の戦略に焦点を当てる。具体的には企業経営に係わる資金の流れを
3つの段階に分けて考えることになる。1つ目は、「どのように資金を集めるのか」
という資金調達の段階である。2つ目は、「集めた資金をどのように投資するのか」
という投資の段階である。3つ目は、「投資によって得られた利益をどのように処
分するのか」という利益処分（利益還元）の段階である。本講義では、これらの財務
的意思決定における問題を理解するためのベースの部分となる概念や理論につい
て学ぶ。

【学習目標】
経営財務に関する諸問題を理解するために必要な知識、概念や理論を習得するこ
とに加え、企業を「カネ」の側面から理解するためのフレームワークの習熟が本講
義の目標である。

【講義計画】
第１回：�オリエンテーション：授業内容や授業方針、成績評価について
第２回：�財務活動と財務管理
第３回：�財務諸表1：財務諸表とは
第４回：��財務諸表2：貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書
第５回：�財務諸表3：財務指標からわかる企業の特性
第６回：�資金の時間的価値
第７回：��現在価値の公式と株式・債券の価格評価
第８回：�企業価値の評価指標
第９回：�リスクとリターン
第10回：�ポートフォリオ理論1：分散投資の効果
第11回：�ポートフォリオ理論2：平均・分散アプローチ
第12回：�資産価格の決定理論
第13回：�資本コストの概念1：資本コストとは
第14回：�資本コストの概念2：資本コストの推計
第15回：�試験およびまとめ

【事前および事後学習の指示】
講義前に講義資料をアップロードするので、事前学習として講義資料を読み、疑問
点を整理しておくこと。復習の際は、理解出来なかった点を講義後やオフィスア
ワーに質問する、または参考文献の該当箇所を確認するなどして疑問点を残さな
いようにすること。
本講義では経営財務に関する応用的な内容を理解するために必要となる基礎概念
や基礎理論を学ぶ。位置付けとしては「基礎」となっているが、トピックによって
は初学者には難しく感じる部分も出てくると思うので、特に復習に重点をおいて
取り組んでもらいたい。
この講義で扱うトピックの中には基礎的な数学知識を前提とするものもあるた
め、高校で習った数学（特に確率）を簡単でいいので復習しておくと内容理解が深
まるであろう。

【テキスト】

【参考文献】
砂川伸幸著『コーポレートファイナンス入門〈第2版〉』日本経済新聞社
高橋文郎・井出正介著『経営財務入門　第4版』日本経済新聞出版社
米澤康博・小西大・芹田敏夫著『新しい企業金融』有斐閣アルマ
リチャード=ブリーリー・スチュワート=マイヤーズ・フランクリン=アレン著
『コーポレートファイナンス�第10版�上』日経 BP社
ジョナサン=バーク・ピーター=ディマーゾ著『コーポレートファイナンス入門
編第2版』丸善出版株式会社
砂川伸幸・川北英隆・杉浦秀徳『日本企業のコーポレートファイナンス』日本経済
新聞出版社
砂川伸幸・川北英隆・杉浦秀徳・佐藤淑子『経営戦略とコーポレートファイナンス』
日本経済新聞出版社

【コメント】
①授業内容の理解度を確認するための小課題を授業期間中に複数回出題する。成
績評価における点数配分は50％
②学習目標の到達度を確認するためのレポートを少なくとも1回以上提出しても
らう。点数配分は50％
※遠隔授業となった場合も成績評価の方法は同様。

【留意事項】
第 1回の授業時に受講するうえで重要な情報（授業方針、成績評価等）を説明す
るため、初回授業への参加を本講義の履修の前提とする。やむを得ない事情によ
り出席できない場合や遅刻する場合は必ず事前に担当教員に連絡すること。
※第 1回目の授業に無断で欠席または遅刻した場合、本講義の履修を認めない可
能性もある。
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講　義　名　称 曜　時

経営分析論　＜春＞ 木 3

【教員名称】�
小澤　義昭

【講義概要】
「企業の見方を教えます。　実践経営分析の力を身につける。」

経営分析は、対象となった企業の財務諸表だけでなく、同業他社との比較、数期間
の推移の分析を通して、企業がどれだけ「稼いでいるか」と言う収益性、「資金がど
れだけ継続的に回転しているのか」を示す安全性、「この企業の将来はどうか」を示
す成長性及び「この会社の付加価値等に問題はないか」を示す生産性を総合的に把
握する手段を学ぶものです。この講義を通して、このような分析能力をつけてい
ただき、社会に出た時に直接役に立つ知識を身につけていただきたいと考えてい
ます。

【学習目標】
この講義の目的は、経営分析の一般的な手法を身につけ、企業の価値を数値的な面
から評価できる能力を身につけていただくことにあります。経営分析入門を受講
頂いた上で、授業を真面目に聞いて一緒に勉強していただければその力はつくと
信じています。なお、この講義は、春学期の「経営分析入門」を受講されているの
を前提に話を進めさせていただきます。

【講義計画】
第１回：�経営分析の目的と考え方及び手法の概要

（経営管理に役立てるため、投資判断のために必要な情報を会社の数値か
ら分析する基礎の基礎を学びます。）

第２回：�貸借対照表の見方（資産の部）
第３回：�貸借対照表の見方（負債・資本の部）
第４回：��損益計算書の見方（営業損益の部）
第５回：�損益計算書の見方（その他）及びキャッシュ・フロー計算書の見方
第６回：�安全性の分析（貸借対照表の分析）

（資金の状況から支払能力をみて、会社の倒産からの安全性を学習しま
す。）

第７回：��安全性の分析（それ以外の安全性の分析）
（資金の状況から支払能力をみて、会社の倒産からの安全性を学習しま
す。）

第８回：�収益性の分析（利益に関する分析）
（企業の利益をあげる力を見ようとするのが、収益性の分析です。これを
基礎から学習します。）

第９回：�収益性の分析（利益以外の分析）
（企業の利益をあげる力を見ようとするのが、収益性の分析です。これを
基礎から学習します。）

第10回：�生産性の分析（付加価値分析）
（生産能率の良しあしを生産性といいます。これを基礎から学習します。）

第11回：�生産性の分析（付加価値分析以外）
（生産能率の良しあしを生産性といいます。これを基礎から学習します。）

第12回：�成長性の分析（利益の関わる分析）
（企業が発展する力を判断するのが成長性です。これを基礎から学習し
ます。）

第13回：�成長性の分析（利益以外の分析）
（企業が発展する力を判断するのが成長性です。これを基礎から学習し
ます。）

第14回：�総合分析
（企業の総合力を分析します。）

第15回：�総まとめ

【事前および事後学習の指示】
予習の必要はありませんが、授業の後に復習を少しでもしていただければと考え
ています。

【テキスト】
レジュメを作成してお渡しする予定です。

【参考文献】
講義中に参考文献を紹介させていただきます。

【コメント】
対面で授業が行える場合にも、春学期において対面での期末テストは実施できな
い模様です。そのため、レポートを期末にお願いします。それが50%となって
います。その他の50%は、授業中に実施する小テスト（6回分）を意味しています。
対面で実施できない場合は、M-Port を通じて行う授業に関する6回の「簡単な課
題」です。

【留意事項】
公認会計士として３５年間、会計監査、企業の財務諸表分析、会計コンサルティ
ングに従事してきた教員が、その経験を活かして、経営分析の概要について解説・
講義を行う。

講　義　名　称 曜　時

経済開発論Ⅰ　＜春＞ 月 1

【教員名称】�
望月　和彦

【講義概要】
　現在の開発途上国はかつて「後進国」と呼ばれていた。これは先進国に対比する
呼び名であったわけだが、失礼な名称であることから開発途上国と呼ばれるよう
になった。30〜40年前は開発途上国とは言いながらほとんど発展していないよ
うな国がたくさんあった。ところが今日、経済発展は多くの国で見られるように
なっており、開発途上諸国はまさに開発途上にある。本講では経済発展の要因、経
済発展の現状、経済発展の将来について考える。

【学習目標】
　本学の教育の目標である「世界の市民の養成」に則り、経済発展の事例を広く探
究することを通して世界の市民にふさわしい知識と判断力を涵養する。

【講義計画】
第１回：�導入　本講の基本的な考え方　科学的思考とは何か
第２回：�経済発展とは
第３回：�経済発展の要因　その1　お金
第４回：��経済発展の要因　その2　資源
第５回：�経済発展の要因　その3　資本・技術
第６回：�経済発展の要因　その4　制度　社会主義
第７回：��経済発展の要因　その5　制度　資本主義
第８回：�経済発展の要因　その6　制度　政治体制
第９回：�経済発展の要因　その7　思想
第10回：�経済発展の要因　その8　所有権・法の支配
第11回：�経済発展の要因　その9　金融制度
第12回：�経済発展の要因　その10　企業組織
第13回：�経済発展の要因　その11　社会秩序
第14回：�経済発展の要因　その12　社会秩序の形成因
第15回：�まとめ

【事前および事後学習の指示】
事前学習：テキストおよび講義資料を使っての予習
事後学習：講義要約を使っての復習、課題の完成

【テキスト】
テキスト経済開発論Ⅰ（仮題）�望月和彦
kindle 版（出版予定）�3月頃に出版予定

【参考文献】

【コメント】
学期中に3回実施する小テスト兼課題によって成績を評価する。課題は授業の内
容を理解しているかどうかを問うものである。課題の配点は3回とも同じ。

【留意事項】
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講　義　名　称 曜　時

経済学A　01＜春＞ 木 4

【教員名称】�
澤田　鉄平

【講義概要】
ミクロ経済学の基本的な考え方とその理論の理解を通じた実体経済の考え方につ
いて学んでいく。範囲は公務員試験程度とし、市場、各経済主体の活動、一国経済、
国際経済を網羅的に講義する。一部数学を使うことになるため、講義でも復習する
が、学生自身が十分に準備すること。

【学習目標】
この講義に積極的に参加することを通じて
①ミクロ経済学で必要とされる基本的な数学的知識を身に付けることができる。
②�ミクロ経済学の基礎理論を使い、特定の市場の動向を説明する能力を得ること
ができる。

③ミクロ経済学の理論を深く学ぶための基礎能力を得ることができる。

【講義計画】
第１回：�ミクロ経済学概論
第２回：�2次関数と微分の復習
第３回：�消費者行動Ⅰ——効用関数と予算制約
第４回：��消費者行動Ⅱ——効用最大化、需要関数、弾力性
第５回：�企業行動Ⅰ——費用関数
第６回：�企業行動Ⅱ——利潤最大化
第７回：��完全競争市場Ⅰ——均衡理論
第８回：�完全競争市場Ⅱ——余剰分析ほか
第９回：�不完全競争市場Ⅰ——独占
第10回：�不完全競争市場Ⅱ——寡占・複占・ゲーム理論
第11回：�市場の失敗Ⅰ——外部効果
第12回：�市場の失敗Ⅱ——情報の非対称性・公共財・政府の役割
第13回：�国際貿易Ⅰ——自由貿易均衡と貿易政策
第14回：�国際貿易Ⅱ——比較生産費説
第15回：�ミクロ経済学まとめ

【事前および事後学習の指示】
M-Port に資料をアップするので、講義内容を繰り返し読み、わからない部分につ
いては自分で調べ、それでも理解できない場合は教員にM-Port で質問すること。

【テキスト】

【参考文献】
西村和雄（1995）『ミクロ経済学入門』岩波書店

【コメント】
定期的な課題6回×10点 =60点
期末レポート1回×40点 =40点
　　　　　　　　　計　100点　で評価する。　　

【留意事項】

講　義　名　称 曜　時

経済学史Ⅰ［２］　01＜春＞ 木 4

【教員名称】�
北田　了介

【講義概要】
授業は講義形式でおこない、毎回終了前に出席確認を行う。
本講義は、17世紀以来の経済学説（重商主義から古典派経済学、およびマルクス
の経済学）とその時代背景ををたどることで、現在の経済理論や経済問題を相対化
するための視点を手に入れることを目指す。

【学習目標】
経済学説の歴史をとおして「経済」の基本的な考え方を学ぶと同時に、社会がいか
なる知の形式から成立しているかをさぐっていく。

【講義計画】
第１回：�イントロダクション

経済学および経済学史を学ぶことの意義
第２回：�重商主義（１）

アジア貿易とヨーロッパの「重商主義」
第３回：�重商主義（２）

重商主義の政策論争
第４回：��ジョン・ロックの経済思想（１）

17世紀のイングランドと二つの革命
第５回：�ジョン・ロックの経済思想（２）

社会の構成と私的所有権
第６回：�17世紀イングランドの利子率引き下げ論争
第７回：��ヒュームの経済思想（１）

経済発展論とインダストリ
第８回：�ヒュームの経済思想（２）

貨幣・貿易論
第９回：�スチュアートの経済思想（１）

人口論と「近代社会」
第10回：�スチュアートの経済思想（２）

貨幣・価格論
第11回：�ケネーの経済思想（１）

17-18世紀のフランスとフィジオクラシー（重農主義）の原理
第12回：�ケネーの経済思想（２）

「経済表」で示される流通過程と剰余生産
第13回：�重商主義・重農主義からアダム・スミスへ

限界とその後への影響
第14回：�アダム・スミス思想の概略的説明

道徳哲学から経済学へ
第15回：�春学期のまとめ

【事前および事後学習の指示】
講義に際しては事前学習および事後学習が必要である。事前学習（授業ごとに２時
間）では教科書を熟読するとともに、授業内で指示された参考文献に目を通してお
くこと。事後学習（授業ごとに２時間）では教科書内に示されている章末問題につ
いて、正確な解答を作成することが望まれる。

【テキスト】
教養としての経済思想�北田了介（編著）
978-4-86065-119-0�萌書房

【参考文献】
講義時間内で随時紹介する。

【コメント】
春学期は定期試験での評価は行いません。授業ごとに提出してもらうレポートの
積算によって評価を行います（第1回目2点、それ以降の14回は各7点：2＋（7
×14）＝100点）。

【留意事項】
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講　義　名　称 曜　時

経済学特講 - 英語で学ぶ日本・アジア経済　＜春＞ 金 3

【教員名称】� 英語による
江川　暁夫

【講義概要】
This�course� is�designed�to� introduce�you�to� the�basic�understanding�
on�what�economic�topics�are�discussed� in�Japan,�and�what�economic�
theories�and�data�are�useful�for�these�discussions.�The�course�structure�
is,� (1)� the�current�economic�situation� in� Japan� (#1-6),� (2)� structural�
problems� in� the�Japanese�economy�(#7-11),�and�(3)�Japan’s�strategy�
towards�Asian�countries�and�their�interrelation�(#12-14).
Student’s� level�of�proficiency� in�English�does�not�matter�very�much� in�
attending�the�class�sessions.

【学習目標】
Throughout�the�lectures�in�this�course,�students�will�enable�to:
(1)�Have�basic�knowledge�in�economic�affairs� in�Japan�and�Asia�which�
are�well-known�and� referred�often� in� the�current�discussion�of� the�
Japanese�economy.�
(2)�Know�analytical�tools�(both�economic�and�non-economic)�which�are,�
and�should�be,�used�in�the�discussions.
(3)�Participate� in�debates�or�discussions�on�current�economic�affairs,�
regardless�of�their�major.

【講義計画】
第１回：�Introduction�of�the�course:�Overview�of�the�economic�affairs�in�

Japan�and�Asia
第２回：�How�can� the�economy�be� "measured"?:�Comparison�of� the�

economic�situations
第３回：�Assessment�on�Japan's�economic�situation:�Macroeconomic
第４回：��Assessment�on�Japan's�economic�situation:� List�of� structural�

problems
第５回：�Japan's�"lost�decade"
第６回：�Deflation:�nothing�good�for�the�economy
第７回：��Japan's� fiscal�problems:�overview�of� fiscal�deficit� and�debt�

outstanding
第８回：�Japan's� fiscal� problems:� Consumption� tax� rate� hike� as� a�

measure�for�fiscal�reform
第９回：�Competitiveness:�Japan's�international�competitiveness
第10回：�Competitiveness:� Regulatory� reform� to� tackle� structural�

problems
第11回：�Competitiveness:�Efforts�for�regulatory�reforms�in�the�2010s
第12回：�South-East�Asia�as�the�centre�of�economic�growth�for�the�world
第13回：�Connectivity�in�the�ASEAN�/�Asia-Pacific�free-trade�area
第14回：�US-China� trade�war:� Influence�on� the�Asian�economy�and�

Japan's�response
第15回：�Other�important�topics�and�exam

【事前および事後学習の指示】
Preparation:�Basic� comprehension� in�micro-� and�macroeconomics�
will�definitely�give�you�an�advantage� to�understand� the� topics�more�
easily.� In�addition,�reading�relevant�newspaper�articles�to�each�topic�is�
recommended.
Review:�Handouts�are�provided�in�each�class�session.�The�students�are�
advised�to�check�the�meaning�of�important�terms�and�theories�as�all�of�
them�may�not�be�explained�enough�only�within�the�class�sessions.

【テキスト】

【参考文献】
Indicated�in�each�class�session.

【コメント】
[Report]�Students�are�required�to;
(1)��Write�one�short�essay�during� the� term� (20%).�The�questions�are�

announced�on�the�11th�class�session.
(2)��Tackle�the�on-line�exam�at�home�(the�end�of� the�term,�25%).�The�

QR�code�to�access�the�answering�form�will�be�provided�at�the�15th�
class�session.

(3)�Do�assignments�for�each�week�(13�times,�35%).
[Other]�Please�attend�the�class�sessions�every�time.

(NOTE)�The�weight�above�will�not�be�changed�even�if�the�class�sessions�
become�distance-learning�basis�due�to�COVID-19�pandemic.

【留意事項】
An�ex-government�officer�explains�the�current�economic� issues�on�the�
Japanese�and�Asian�economy.

講　義　名　称 曜　時

経済学のための数学入門［２］　＜春＞ 金 2

【教員名称】�
藤間　真

【講義概要】
この講義は、経済学を勉強するのだが、数学が苦手で不安に思っている、あるいは、
実際に困っている諸君を対象にしています。具体的には、次のような諸君です。
(1) 経済学を始める前に、不安な数学を必要な範囲で勉強しておきたいという諸君
(2) 経済学の勉強を始めたが、数学が苦手なのでよくわからないという諸君
(3) 経済学の大部分は理解できたのだが、計算の部分がわからないという諸君
(4) 面倒な計算練習抜きで経済数学を理解したいという諸君
講義は、指定した教科書（必要最低限のことを詳しく書いたものです）を解説して
進める予定です。その際、面倒な計算をできるだけ PCにやらせるやり方も説明し
ます。
きちんと予習し、きちんと出席し、きちんとノートを取り、きちんと練習問題に
取り組めば、苦手な諸君も、必要最低限の数学的能力が身につくはずです。
ただし、高校までの数学とは違う切り口で進めますから、大学入試までの勉強法と
は違う勉強法が必要になります。
なお、受講生の状況を踏まえて、進度調整を行うので、講義計画通りに講義が進ま
ないことがあり得ます。

【学習目標】
この講義では、経済学を本格的に学ぼうとすると必要となる数学の基礎知識を、
マスターしてもらうことを目標としています。
また、そのために有用な PC用のソフトウェアになれることも目標としています。

【講義計画】
第１回：�第一回はオリエンテーションを行います。履修する予定の人、履修するか

迷っている人は、出席することを強く推薦します。
第２回：�1次関数の復習と経済現象
第３回：�1次関数を用いた経済現象計算の演習
第４回：��2次関数の復習と経済現象
第５回：�2次関数を用いた経済現象計算の演習
第６回：�指数・対数と金利
第７回：��指数・対数と金利の計算の演習
第８回：�数列と貯蓄
第９回：�数列と貯蓄の演習
第10回：�1変数関数の微分
第11回：�微分の意味と計算演習
第12回：�1変数関数の微分と利潤最大化
第13回：�1変数関数の微分と利潤最大化の演習
第14回：�変数が多いときの利潤や効用の最大値の求め方−偏微分の意味と計算方

法−
第15回：�総まとめ

【事前および事後学習の指示】
　次回の扱う部分を、講義ごとに指示し、またM-Port で公表する予定です。
　事前に教科書の該当する部分に目を通し疑問点をまとめてください。
　講義計画執筆時（2021年1月）の予定では、講義前日までに提出された質問につ
いては、講義中に扱うような形を取る予定です。

【テキスト】
経済学で出る数学ワークブックでじっくり攻める�白石俊輔 ,�尾山大輔 ,�安田洋祐　
9784535557338�日本評論社

【参考文献】
適宜指示します。

【コメント】
問題演習（複数回で実施する予定です）の結果と、学期末課題の結果を総合的に

評価します。
詳細は第一回で示します。

【留意事項】
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講　義　名　称 曜　時

経済基礎A　01＜春＞ 月 2

【教員名称】�
大澤　健

【講義概要】
　われわれが日々暮らしている社会は、市場経済とか資本主義社会と言われます。
「経済学」は、この社会の基本的な仕組みと特徴を明らかにする学問です。
　この講義は、経済学の入り口として、われわれの社会で生じる様々な出来事を
まず知ってもらいます。そうした具体的な経済現象を通じて、市場経済・資本主義
社会とはどういう社会なのかについて基本的な考え方を習得していきます。

【学習目標】
　これから経済学を学んでいく上で、現在の経済現象を様々な側面から学ぶこと
で、経済学を通じて社会を見るときの様々な視点を養うことを目的としています。
その中で、経済分野への主体的な関心を養い、経済学を学びたいと考えられるよう
になることを目指しています。
　また、レポートを積極的に書いてもらいます。大学での標準的なレポートの書
き方についても教えますので、レポートの書き方を修得することも目指してくだ
さい。

【講義計画】
第１回：�ガイダンス　および講義への導入としての演習問題
第２回：�テーマ１．環境問題、公害問題　ビデオ視聴＋レポート作成
第３回：�テーマ１．環境問題　講義
第４回：��テーマ２．資本主義のダイナミズム　ビデオ視聴＋レポート作成
第５回：�テーマ２．資本主義のダイナミズム　講義
第６回：�テーマ３．労働問題 - 市場経済における働く人間の姿　ビデオ視聴＋レ

ポート作成
第７回：��テーマ３．労働問題 - 市場経済における働く人間の姿　講義
第８回：�テーマ４．不況と国家の役割　ビデオ視聴＋レポート作成
第９回：�テーマ４．不況と国家の役割　講義
第10回：�テーマ５．グローバリゼーションと２１世紀の経済　ビデオ視聴＋レ

ポート作成
第11回：�テーマ５．グローバリゼーションと２１世紀の経済　講義
第12回：�テーマ６．２１世紀の経済的課題　ビデオ視聴＋レポート作成
第13回：�テーマ６．２１世紀の経済的課題　講義
第14回：�２１世紀の資本主義社会と経済学
第15回：�ふりかえり

【事前および事後学習の指示】
毎日３０分程度、新聞の経済欄や日本経済新聞、またはインターネットの経済
ニュースを度読むことで、現在起きている経済現象について学ぶこと。また、２
回に１回（合計６回）レポート課題を提示するので、関係する資料を調べて作成し
て提出すること。２回に１回の講義について、復習を行うこと。

【テキスト】
政治経済学の再生�柴田信也編著
�創風社

【参考文献】
用いない。

【コメント】
　テーマごとに関連するビデオを視聴し、それについてのレポートを作成しても
らいます。そのレポートを加点要素として評価します。レポートの書き方は講義
内で指示します。

【留意事項】

講　義　名　称 曜　時

経済原論　01＜通期＞ 月 1

【教員名称】�
大澤　健

【講義概要】
　私たちが暮しているのは「市場経済」あるいは「資本主義」と言われる社会です。
経済学は、この社会の仕組みをを考える学問です。現在、「市場経済」「資本主義社
会」が世界を覆い尽くそうとしています。それをグローバリゼーションといいま
す。この講義では、世界に広がる「市場」や「資本」の基本的な性質を解説しながら、
われわれの社会の基本的な仕組みをより深く学ぶことを目指しています。

【学習目標】
　「市場」「貨幣」「資本」といったわれわれの社会の基本的なキーワードの意味を理
解するとともに、資本主義社会がどのような性格をもち、どのように運動してい
くのかといった経済の基盤となる知識の習得を目標としている。また、こうした
基本的な範疇を用いて、身の回りの経済現象を論理的に理解することができるよ
うになることを目指しています。

【講義計画】
第１回：�ガイダンスおよび入門となる演習問題
第２回：�１．市場経済の仕組み　「市場経済」とは何か。
第３回：�市場の特性（１）市場の原則—自由および平等の意味
第４回：��市場の特性（２）価格を通じた需給の自動調整システム
第５回：�貨幣の諸機能と商品流通（１）貨幣とは何か、①価値尺度機能
第６回：�貨幣の諸機能と商品流通（２）②流通手段機能
第７回：��貨幣の諸機能と商品流通（３）③貨幣−蓄蔵手段、支払手段、世界貨幣
第８回：�銀行信用と通貨制度（１）銀行信用と信用通貨のメカニズム
第９回：�銀行信用と通貨制度（２）中央銀行制度
第10回：�銀行信用と通貨制度（３）国際的通貨制度−金本位制からドル本位制へ
第11回：�銀行信用と通貨制度（４）管理通貨制度
第12回：�２．資本の生産過程　　資本の定義とその意味（１）貨幣の資本への転化
第13回：�資本の定義とその意味（２）価値増殖のメカニズム
第14回：�資本主義的生産の諸特徴（１）利潤追求とその意味　
第15回：�資本主義的生産の諸特徴（２）絶えざる生産の拡大
第16回：�資本主義的生産の諸特徴（３）資本主義的生産の基本的矛盾
第17回：�資本主義的生産の諸特徴（４）不況と資本主義　　
第18回：�相対的剰余価値の生産（１）その概念と発生の仕組み
第19回：�相対的剰余価値の生産（２）相対的剰余価値に示される資本主義の特徴
第20回：�相対的剰余価値の生産（３）資本主義ととイノベーション
第21回：�相対的剰余価値の生産（４）生産性の上昇と賃金利潤関係
第22回：�資本の蓄積（１）資本主義的蓄積の一般的法則
第23回：�資本の蓄積（２）相対的過剰人口の累進的生産
第24回：�資本の蓄積（３）相対的過剰人口の諸形態
第25回：�３．資本主義の全体像　資本循環の３局面　　　　　　　　　　　　
第26回：�資本の運動と４つの市場
第27回：�産業革命と帝国主義
第28回：�戦後の世界と国家的資本主義
第29回：�グローバリゼーションの進展と21世紀の資本主義
第30回：�まとめとふりかえり

【事前および事後学習の指示】
　経済学の基本的な部分を講義するので、話はかなり抽象的です。経済の具体的な
動きを知っていると聞きやすくなるので、新聞やニュースなどで経済に関する知
識をなるべく増やしておいてください。

【テキスト】
政治経済学の再生�柴田信也編著
9784883521838�創風社

【参考文献】
用いない。

【コメント】
講義中に講義に関する演習問題を課し、それを加点要素として考慮する。これを
提出していないからと言って減点することはない。

【留意事項】
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講　義　名　称 曜　時

経済原論　02＜春集＞ 火 2/ 金 1

【教員名称】�
李　晨

【講義概要】
世界的な経済・金融危機が長期化するに伴い、資本主義によって生じる問題が、現
代社会で改めて認識されつつある。その一例として「世界規模での格差の拡大」、
「ブラック労働」「長時間労働」「なぜ賃金が上がらないのか」という問題などが挙げ
られる。経済だけでなく人々の意識さえも将来に希望を抱くことが困難な状況に
陥っている。それらの課題を解決するには、まず資本とは何か、資本主義とは何か、
資本主義に伴う危機とは何か等を包括的に考え、資本主義の運動法則を解明する
マルクス経済学を理解しなければならない。
本講義は、マルクス経済学の基礎概念と分析手法を理解し、その分析方法を用い
て、現実社会をより正確に読み取る力を培うことを目的とする。これらを通じて、
現在の資本主義社会における各課題の背景となる資本主義社会の本質、資本主義
社会の根本的な矛盾をはっきり見分けられようになることに主眼を置く。
具体的には、前半の部分にマルクス経済学における基本概念を説明する。中間部分
はマルクス経済学の基本分析方法を理解する。それらを通じて受講者は、資本主
義の本質・資本主義社会の根本的な矛盾を正確に把握することができるはずであ
る。講義の後半では、マルクス経済学の方法を用いて現実社会を実際に分析する。
世界的に拡大する格差、AI と資本主義、資本主義をベースとする日本経済、さら
にマルクス経済学を基礎とした社会主義国家である中国の発展経路を考察する。
それにより、資本主義社会と社会主義社会の根本的な違いを理解する。

【学習目標】
・�マルクス経済学の基本概念について、古典派経済学と近代経済学との違いを踏ま
えて、説明することができるようになる。

・�資本主義社会の本質、基本矛盾、それと社会主義の違いなどについて、説明する
ことができるようになる。

・マルクス経済学の研究対象、分析方法を説明することができるようになる
・�マルクス経済学の方法論を用いて、現代資本主義社会における諸問題を解決する
にあたってのセカンド・オピニオンを持ち、自身の意見を展開することができる
ようになる。

【講義計画】
第１回：�なぜ今マルクス経済学か？マルクス経済学の研究対象とは？
第２回：�経済学の発展系譜　①古典派経済学
第３回：�経済学の発展系譜　②古典派経済学からマルクス経済学へ（比較）
第４回：��経済学の発展系譜　③マルクス経済学
第５回：�経済学の発展系譜　④マルクス経済学から近代経済学へ（比較）
第６回：�経済学の発展系譜　⑤近代経済学
第７回：��経済学の発展系譜　まとめ
第８回：�マルクス経済学基礎概念　①商品とは何か
第９回：�マルクス経済学基礎概念　②貨幣とは何か
第10回：�マルクス経済学基礎概念　③資本とは何か
第11回：�マルクス経済学基礎概念　④剰余価値とは何か？
第12回：�資本主義経済の一般的運動法則——資本蓄積過程
第13回：�資本の流通過程：資本の諸変態とそれらの循環
第14回：�資本の流通過程：社会的資本の再生産①単純再生産
第15回：�資本の流通過程：社会的資本の再生産②拡大再生産
第16回：�資本と剰余価値の現れ方（資本主義社会の国民所得と階級構造）
第17回：�資本主義経済における搾取と蓄積のあり方の変遷
第18回：�独占資本主義の形成と発展
第19回：�グローバル資本主義と景気循環論
第20回：�戦後資本主義世界の危機の構造
第21回：�マルクス経済学の方法と現代社会
第22回：�マルクス経済学の方法で社会を見る：

世界的格差拡大を如何に読み取るか？①
（データからみる社会の多様な格差）

第23回：�マルクス経済学の方法で社会を見る：
世界的格差拡大を如何に読み取るか？②
（関連ビデオの視聴）

第24回：�マルクス経済学の方法で社会を見る：AI と資本主義社会①
（AI と資本主義社会の発展）

第25回：�マルクス経済学の方法で社会を見る：AI と資本主義社会②
（関連ビデオの視聴）

第26回：�マルクス経済学の方法で社会を見る：
日本におけるマルクス経済学の発展とその背景

第27回：�マルクス経済学の方法で社会を見る：
1990年代以後の日本経済における構造的危機
（経済成長、社会問題）

第28回：�マルクス経済学の方法で社会を見る：
中国におけるマルクス経済学の発展とその背景

第29回：�マルクス経済学の方法で社会を見る：中国経済成長におけるマルクス経済
学
（経済成長、社会問題）

第30回：�今後のマルクス経済学

【事前および事後学習の指示】
授業時間以外の予習としては、授業で取り上げる内容への理解力を高めるため、事
前に配布した資料を読んでおくこと。さらに、授業計画にそって事前に配る主要
専門用語の課題学習を提出すること。それらを通じて、講義へ意識を向けられる
ようになること。授業時間内においては、授業の最初の10分間で前回講義の内容
を復習すること。また、授業終了前の15分、講義の内容の理解度を確認するため、
レポートや小テストを実施し、その成果を再確認する。最後に、授業終了後は、講
義の内容を復習し、次の講義に備えること。

【テキスト】

【参考文献】
伊藤誠 (2016)「マルクス経済学の方法と現代社会」桜井書店
大西広 (2015)�「マルクス経済学」慶應義塾大学出版社
カールマルクス ( 著 )、エンゲルス（編）向坂逸郎（翻訳）（1969）『資本論』　岩波
書店
延近充 (2015)　「21世紀マルクス経済学」慶應義塾大学出版社
松尾匡 (2010)　「マルクス経済学　図解雑学シリーズ」ナツメ社
ヨハン・モスト原著；カールマルクス　加筆・改訂；大谷禎之介訳 (2009)「マルク
ス自身の手による資本論入門」

【コメント】
備考　
試験（60％）：試験は授業内で小テストを2回実施する（各30％）
その他（20％）：講義への取り組み姿勢

【留意事項】

講　義　名　称 曜　時

経済情報処理論Ⅰ　＜春＞ 金 3

【教員名称】�
櫻井　雄大

【講義概要】
「経済情報処理論Ⅰ」と「経済情報処理論Ⅱ」は同一年度に履修することをお勧めし
ます。Ⅰで触れることができなかった部分はⅡで扱います。

この講義では、主に経済学部生が今後の学習 /研究活動に応用できるように、情報
処理の技術や背景などについて説明します。
経済学に限らず、今日では情報処理は私たちの生活に無くてはならないものと
なっています。人々の様々な活動を記録し、大量のデータを素早く正確に処理し、
そこから得られる知見を様々な分野で活用するにあたり、「なぜ動くのか？」「どう
いうことができるのか、( 現状では ) できないのか？」「現在はどのように活用さ
れているか？」「将来の応用可能性は？」といった点を押さえながら概説します。

【学習目標】
情報技術の基礎知識について学習し正しく理解することで、経済学およびその他
社会科学の学習において情報技術を活用するための土台をつくり上げることを目
標としています。

【講義計画】
第１回：�イントロダクション (講義内容詳細説明、アンケート等 )
第２回：�情報の歴史 (人は情報とどう向き合ってきたか )
第３回：�情報社会の現状 (インターネット、スマートフォンの台頭 )
第４回：��情報の数値化 (デジタル化とはどういうことか、その利便性について )
第５回：�コンピュータの歴史 (登場から高機能化、汎用化、小型化へ )
第６回：�コンピュータの仕組み1( 部品の構成と役割 )
第７回：��コンピュータの仕組み2( 基本ソフトウェアについて )
第８回：�コンピュータの仕組み3( アプリケーションの概念 )
第９回：�ソフトウェア詳説1( データとプログラム )
第10回：�ソフトウェア詳説2( プログラム言語の種類と特徴 )
第11回：�アルゴリズム概論 (各種アルゴリズムの紹介 )
第12回：�コンピュータの仕組み4( ネットワークの仕組み )
第13回：�インターネットとWWW
第14回：�経済学、その他社会科学とコンピュータの関係
第15回：�これまでの講義まとめ

【事前および事後学習の指示】
準備学習が必要な項目については、講義中に適宜指示します。
また、必ず講義ノートを取り、それを参考に講義中に話した項目について調べな
おすことで復習してください。

【テキスト】

【参考文献】
「入門コンピューター科学　IT を支える技術と理論の基礎知識」
J.Glenn�Brookshear（著），�神林　靖（翻訳），�長尾　高弘（翻訳）
株式会社 KADOKAWA,�2017�ISBN-13:978-4048930543

【コメント】
備考
不定期に実施するオンライン上の小テスト成績により評価します。

【留意事項】
Web開発業務の経験がある教員が、技術的な点も含めた IT 利用について講義し
ます。
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講　義　名　称 曜　時

経済数学Ⅰ　＜春＞ 水 3

【教員名称】�
二替　大輔

【講義概要】
本講義では、ミクロ経済学やマクロ経済学および応用科目における理論的分析で
よく用いられる分野から、1変数関数の微分と最適化について学んでいきます。講
義では、毎回演習問題を解いてもらい、知識の習得を確実にします。

【学習目標】
経済分析を行うための数学の基本的な知識を習得する。
1変数関数の微分および最適化問題を解くことができるようになる。

【講義計画】
第１回：�ガイダンス・経済学における数学の使用
第２回：�1次関数とそのグラフ
第３回：�2次関数とそのグラフ
第４回：��指数関数と対数関数
第５回：�微分係数と導関数
第６回：�微分の基本公式（1）
第７回：��微分の基本公式（2）
第８回：�微分の基本公式の使い方
第９回：�前半のまとめと中間試験
第10回：�合成関数の微分
第11回：�高階導関数
第12回：�1変数関数の最適化問題（1）
第13回：�1変数関数の最適化問題（2）
第14回：�1変数関数の最適化問題の経済学への応用
第15回：�後半のまとめ

【事前および事後学習の指示】
講義内容の復習及び問題演習の復習を毎回必ず行ってください。

【テキスト】

【参考文献】
石村園子『やさしく学べる基礎数学』，共立出版株式会社，2001年
A.�C.�チャン・K.�ウエインライト『現代経済学の数学基礎 [第4版 ]（上）』，シーエー
ピー出版，2010

【コメント】
中間試験(40%)と期末課題(40%)および講義中に課す課題(20%)で評価します。

【留意事項】

講　義　名　称 曜　時

経済政策Ⅰ　＜春＞ 火 3

【教員名称】�
吉弘　憲介

【講義概要】
経済政策Ⅰでは、現代における政府構造、その歴史的な形成過程、主たる機能、

各国の違いなどについて学ぶ。特に、多くの先進諸国が「福祉国家」という国家形態
をとる中で、それがどのように形作られ、いかなる機能を持ち、我々が暮らすこ
の日本においてはそれがどんな姿をしているのか（していたのか）を学ぶ。また、
近年、経済活動がグローバル化する中で「福祉国家」の在り方が揺らいでいること
を学んでいく。
※緊急事態宣言等感染症拡大の局面では遠隔により進める可能性がある。

【学習目標】
各国における社会経済制度についての知識と、その背景にある経済学の思想・

理論の習得を目指す。具体的には、関係するテーマを扱った新聞・雑誌記事などを
理解することが可能なようにする。また、就職活動における時事問題、面接時の問
題意識発表などに役立つ知識の習得を目指す。

【講義計画】
第１回：�「ガイダンス」

講義内容のガイダンス及び「政府の3機能」について学ぶ
第２回：�「公共財の理論」

公共財の性質と公共財の最適供給について学ぶ
第３回：�「公共財と私的財の間」

サミュエルソン・ルールと公共財のバリエーション、公共財の歴史的側
面

第４回：��「所得の再分配をめぐる政治経済学」
功利主義、平等・公平・衡平、ロールズの正義論、社会的危機論

第５回：�「再分配の手段としての租税政策」
租税の原理と機能、再分配を図る手段としてのジニ係数

第６回：�「経済安定化のための手法と理論」
総需要管理としての IS=LM分析、景気対策としての金融政策

第７回：��「経済安定化機能としての乗数効果」
乗数効果を理解するための等比数列と無限等比級数、乗数効果の解説

第８回：�「古典派経済学者の政府支出論とその限界」
古典派経済学者による政府支出の捉え方、古典派経済学者の論理の限界

第９回：�「新しい希望ケインズ経済学、そして古典派の逆襲」
大恐慌による経済学へのインパクト、戦後のスタグフレーションの理論的意
味

第10回：�「慈恵としての福祉から権利としての福祉国家へ」
１９世紀までの貧困者対策、２０世紀以降の権利としての福祉と経済成
長

第11回：�「福祉国家の多様性、レジーム論」
福祉国家レジーム論による分類化、日本の福祉支出の特徴

第12回：�「保守主義と社民主義　2つの福祉レジーム」
保守主義レジームのモデルとしてのドイツ、社民主義レジームのモデル
としてのスゥエーデン

第13回：�「残余的グループとしての自由主義及び家族主義レジーム」
自由主義レジームとしてのアメリカ、家族主義レジームとしての日本

第14回：�「講義の振り返り（1）」
講義内容の全体像の確認とポイント

第15回：�「講義の振り返り（2）」
講義の理解に関する確認の実施

【事前および事後学習の指示】
宿題等を通じて、事前事後学習を義務付ける。

【テキスト】
福祉財政（福祉＋αシリーズ）�高端正幸編著
ミネルヴァ書房�2018年9月刊

【参考文献】

【コメント】
ただし、オンライン化する可能性も含めて、次のような評価方法とする。
試験は、第１回から第１５回までに分けて４点の小テストを15回行う（ここで60
点分）。
次に、40点分を期末試験相当のテスト形式のレポートで実施する。
講義小テストは、講義時間経過後、概ね1週間以内に提出を求める。
4点の小テストはWebシステムを通じて行うが、基本的に4択問題を2つ出題す
る方式をとる。

【留意事項】
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講　義　名　称 曜　時

経済成長論Ⅰ　＜春＞ 火 3

【教員名称】�
上ノ山　賢一

【講義概要】
この講義では、経済成長の仕組みや要因について学習します。一国の経済が発展し
成長する要因には、人口や資本の多さ、技術水準などがあります。これらの要因が
どのように互いに組み合わさり、マクロ経済が拡大していくのかを理解します。

【学習目標】
（1）経済成長モデルの基礎を習得する。
（2）�成長モデルを基に途上国が発展していくために必要な制度やシステムについ

て議論出来るようになる。
（3）時事問題を考察する際に、経済成長に関する考え方を応用することが出来る。

【講義計画】
第１回：�ガイダンス：授業の進め方や成績評価に関する説明
第２回：�経済成長の概略：データから見るトレンド
第３回：�成長モデルとその特徴
第４回：��新古典派経済学のマクロ経済
第５回：�ソローモデル（1）財市場均衡
第６回：�ソローモデル（2）生産関数の特徴
第７回：��ソローモデル（3）資本蓄積のメカニズム
第８回：�ソローモデル（4）経済成長経路
第９回：�ソローモデル（5）経済成長の要因
第10回：�ソローモデル（6）ソローモデルの限界
第11回：�成長と所得の変化　４つの生活
第12回：�人口動態と所得
第13回：�女性の教育と経済成長
第14回：�成長論の課題
第15回：�全体のまとめ

【事前および事後学習の指示】
この講義は、ミクロ経済学およびマクロ経済学の基礎の授業を履修中または履修
済みである学生の受講を想定しています。また、基本的な微分を用いた数式の展
開を授業で行いますので、数学が苦手な学生は予習・復習を十分にしておく必要が
あります。毎回の授業の内容は連続していますから、事前学習として参考資料とシ
ラバスの確認、事後学習として練習問題を解くようにして下さい。積極的な学生の
受講を歓迎します。

【テキスト】

【参考文献】
齊藤誠、岩本康志、太田聰一、柴田章久「マクロ経済学」（2016）有斐閣
ハンス・ロスリング、オーラ・ロスリング、アンナ・ロスリング・ロンランド
「FACTFULNESS（ファクトフルネス）」（2019）日経 BP

【コメント】
授業内容の確認を前提とした小レポートを出題します（全10回）。課題の提出状況
を授業への参加姿勢として、その他（20％）の評価とし、レポートの内容を評価
の80％とします。

【留意事項】

講　義　名　称 曜　時

経済地理学Ⅰ　＜春＞ 金 3

【教員名称】�
安倉　良二

【講義概要】
「産業立地に関する地理学的アプローチ−第１・２次産業を中心に−」

経済事象を理解する場合，それが「どこで起こっているのか」，という空間と関
連づけた考察が求められる。本講義では，第１〜３次の各産業における立地に焦点
を当て，その発生要因や背景にも踏み込んだ講義を行う。そのうち，前期は表題
にある第１次産業，第２次産業に焦点を当てて講義する。なお，第３次産業に関す
るトピックは後期の「経済地理学Ⅱ」で取り上げるので並行履修を薦める。

【学習目標】
地図や写真を読み取りながら経済事象を空間，ならびに地域の視点から理解す

ることができることを目標とする。

【講義計画】
第１回：�講義の進め方に関するガイダンス
第２回：�農業（１）：日本における農政の変化と地域構造−米問題を中心に−
第３回：�農業（２）：輸入農産物の増加と食料需給の問題
第４回：��農業（３）：都市農業の展開
第５回：�農山村の変容（１）：過疎化の進展と限界集落
第６回：�農山村の変容（２）：地域振興（むらおこし）と農村空間の商品化
第７回：��林業−林野資源の活用をめぐる問題−
第８回：�漁業−水産資源の活用をめぐる諸問題−
第９回：�自動車工業の立地再編（１）−グローバル−
第10回：�自動車工業の立地再編（２）−日本−
第11回：�電気機械工業の立地再編（１）−グローバル−
第12回：�電気機械工業の立地再編（２）−日本−
第13回：�ウェーバーの工業立地論
第14回：�中小製造業（地場産業）の展開
第15回：�エネルギー−石炭・石油を中心に−

【事前および事後学習の指示】
新型コロナウイルスの感染拡大が続く中，この分野を取り巻く環境は著しく変化
している。したがって，これらの問題に関するニュースを新聞やテレビ，インター
ネットで日常的に収集することが，講義で取り上げるテーマの背景となる知識と
して役立つはずである。

【テキスト】

【参考文献】
伊藤達也・小田宏信・加藤幸治編 (2020)：『経済地理学への招待』ミネルヴァ書房
現時点で経済地理学の全体像をまとめた最新の入門書である。これ以外にも経済
地理学には，様々な論文やテキストがある。また，高校地理の資料集にある図表も
スライドで積極的に引用したい。

【コメント】
通常授業（対面）の場合は期末試験（70％）に加えて，講義終了10〜15分前に書い
てもらうコメントペーパーの内容（問題への関心）も評価する（30％）。遠隔授業の
場合は期末のレポートを70％とし，毎回の授業に関するコメントを30％で評価
する。

【留意事項】
対面，遠隔に共通して担当者の授業では，「今昔マップ」「Google ストリート
ビュー」などのWebGIS で作成した地図を積極的に提示することで具体的な事
例に対する理解を深めてもらおうと考えている。それはまさに経済活動を空間的
な視点で読み解く手がかりになるはずである。
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講　義　名　称 曜　時

経済統計Ⅰ　＜春＞ 金 3

【教員名称】�
岡野　光洋

【講義概要】
日本を取り巻く経済情勢は日々変化している。�経済を知り経済情勢を読み解くた
めの最も重要なツールの1つに経済統計がある。�経済統計を理解すれば、�日々の
暮らしの中では実感しにくい経済の変化を敏感に察知することができ、�変化にど
う対応すれば良いかについて判断を下すことができる。�また経済統計を使いこな
すことで、自らが考察・分析した結果を客観的・説得的に対外発信することが可能
になる。�以上のような問題意識から、本講義では様々な経済統計を具体的に紹介
するとともに、�統計上の諸概念や各種計算方法について学ぶ。

【学習目標】
経済統計を理解し、経済情勢の変化を実感する。

(1)�経済ニュースを深く理解し、自らの意見を述べることができる。
(2)�自らの関心領域に対応する経済統計を見つけることができる。
(3)��自らが入手した経済統計を元に、目的に沿った視覚化および分析、考察ができ

る。

【講義計画】
第１回：�ガイダンス：経済統計を使いこなし、経済に明るくなろう
第２回：�経済とは：市場と需要・供給
第３回：�財市場の均衡とGDP
第４回：��経済成長率と寄与度 (1)�国民経済計算
第５回：�経済成長率と寄与度 (2)�その計算方法
第６回：�成長率・変化率の意味と複利計算
第７回：��経済統計と指数・対数：スケールを知る
第８回：�経済統計の視覚化：グラフを読みとく・グラフをつくる
第９回：�主な経済統計 (1)�人口・労働と景気循環
第10回：�主な経済統計 (2)�企業・産業と生産、家計と消費
第11回：�主な経済統計 (3)�公共投資・政府支出、貿易統計
第12回：�金融統計：マネーストック、短期金利・長期金利、為替レート、株価
第13回：�経済統計の考察 (1)�相関関係と因果関係
第14回：�経済統計の考察 (2)�見せかけの相関
第15回：�まとめと復習

【事前および事後学習の指示】
予習：2時間、復習：2時間
授業中に出された確認問題を解くこと（復習）
授業中に出された調べ物学習をすること（予習）
その他、授業内容をノートにまとめたり、参考文献の例題を解くなど、各自の方法
で予習復習をすること。

【テキスト】

【参考文献】
橋本紀子『Excel で読み取る経済データ分析』新世社
中村永友『Excel で学ぶ統計・データ解析入門』丸善
塚崎公義『初心者のための経済指標の見方・読み方』東洋経済新報社
鈴木賢志『日本経済の鉱脈を読み解く　経済指標100のルール』かんき出版

【コメント】
期末レポート（60%）、中間レポート（1〜2回、計20%）、小レポート（ほぼ毎回、計
20%）

【留意事項】

講　義　名　称 曜　時

経済入門　01＜春＞ 月 1

【教員名称】�
矢根　眞二

【講義概要】
学習テーマは，「ゲーム理論入門の入門」です。最近の生活・ビジネス・経済ニュー
スを理解するには，「自分の幸せが（自分の努力だけでなく）他人の行動にも依存す
る」という「ゲーム・パターンを捉えるメガネ」が必要だからです。サンマの値上
がりから地球温暖化問題まで，同じ経済学のメガネで見れるようになるためには，
（「問題練習をすることなくして，経済学は修得できない」ので，毎回のように）問題
を練習するセルフコントロール能力が不可欠です。

【学習目標】
「自分で予測できる」範囲を広げることが講義目的ですが，問題練習によって得ら
れる具体的な到達目標は以下の３点です。

1. 不完全情報下の基本的なゲームパターンの識別能力の獲得
2　毎回の問題練習による科学（経済学）モデルの効率的な学習法の習得
3　生活・ビジネス・経済ニュースの（モデル思考による）理解・説明力の向上

【講義計画】
第１回：�Moodle 下の「学習のススメ」:�学習課題と学習方法

初回は，（本授業は教材や質疑応答も含めすべてMoodle 内で完結して
いるので，履修登録後のM-Port の掲示板からの説明に従って本学の）
Moodle にアクセスし，馴染むことが重要です。
対面できる場合には教室で詳しく説明しますが，クイズや試験もすべて
Moodle 内で実施予定だからです。

第２回：�複雑な現実を見る単純なメガネ :�経済学とゲーム理論のモデル思考
第３回：�彼を知る前に己を知る :�セルフコントロール能力
第４回：��問題練習なくして経済学は修得できない :�論理という道具の学び方
第５回：�ゲーム・プレーの基本 :�相手の予想とバックワード・インダクション
第６回：�完全＆不完全情報ゲームの分析道具 :�利得表とゲームツリー
第７回：��対立と協調 :�最適反応戦略と（純粋戦略の）ナッシュ均衡
第８回：�協調の中の対立 :�バックワード・インダクションとサブゲーム完全均衡

経路
第９回：�瀬戸際戦略とチキンゲーム :�ゲーム・パターン識別の重要性
第10回：�囚人のジレンマとパレート劣位 :�外部性
第11回：�良い囚人のジレンマと悪い囚人のジレンマ :�ゲーム・パターンの識別
第12回：�囚人のジレンマからの脱却 :�コミットメント
第13回：�ナッシュ均衡を探せ　&�　ベインジアン的予測結果
第14回：�授業内試験　&�　混合戦略の予測結果
第15回：�ゲームオーバー�or�ベインジアン的改善？

【事前および事後学習の指示】
Moodle 内でのQuiz（の期間内の問題練習）が基本ですから，正答率が（期間内な
ら何度でも受験可能なので）100%になるまで練習する習慣が最重要です。

【テキスト】

【参考文献】
鎌田雄一郎（2019『ゲーム理論入門の入門』岩波新書）は，ほぼ言葉だけを使って
（本授業の課題を）解説しているので，授業を欠席したり視野をより広げたりする
場合の最初の手頃な一冊です。特に事前に読んで授業に臨めれば，異なる説明の仕
方や重点の置き方に気づけるでしょうから、より深い学習を体感できるでしょう。

【コメント】
授業の学習内容の理解度をチェックする10回程度の小テスト（クイズ）40％，そ
こからランダムに出される問題を中心とする試験60%が原則です。ただし，授業
でのゲームへの参加等に加点する場合があります。

【留意事項】
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講　義　名　称 曜　時

原価計算システム　＜春＞ 月 4

【教員名称】�
濱村　純平

【講義概要】
この講義では、主に製造業でもちいられる原価計算の仕組みについて解説する。谷
（2012）『エッセンシャル原価計算』（中央経済社）をもちいて実際に企業が財務報
告に用いる原価計算について解説する。
なお、講義内ではみなさんに計算問題を解いてもらって、前に出てもらって解答し
てもらおうと考えています。この講義では計算を重視するので、計算が直接成績
に反映されると思ってください。

【学習目標】
・�実際に製造業で用いられている原価計算システムがどのように計算されている
について理解する。

・各原価計算システムのメリットとデメリットについて知る
・総合原価計算と個別原価ができるようにする。

【講義計画】
第１回：�ガイダンス及び原価計算の基礎・他の分野との関わり
第２回：�原価計算の意義
第３回：�原価の概念
第４回：��原価の費目別計算�−�①材料費の計算
第５回：�原価の費目別計算�−�②労務費と経費の計算
第６回：�原価の部門別計算
第７回：��これまでの復習及び中間試験
第８回：�単純総合原価計算�−�①総合原価計算とは
第９回：�単純総合原価計算�−�②仕損品と減損
第10回：�工程別原価計算
第11回：�組別総合原価計算�−�①組別総合原価計算の利点と組固定費・組変動費
第12回：�組別総合原価計算�−�②組別総合原価計算の計算方法
第13回：�個別原価計算�−�①製造指図書と個別原価計算の種類
第14回：�個別原価計算�−�②部門別原価計算の計算方法
第15回：�講義のまとめおよび期末試験

【事前および事後学習の指示】
必要に応じて適宜解説するので事前に財務会計について習得しておく必要はあり
ませんが、学習しておくとよいです。計算が中心になるのでテキストや参考文献の
練習問題について、なぜそのような計算になるのかを考えながら実際に手を動か
して復習してください。試験では実際に計算問題が出るので、これらを解けるよ
うにする必要があります。

【テキスト】
エッセンシャル原価計算�谷武幸
978-4502450006�中央経済社

【参考文献】
タイトル：インサイト原価計算
著者：加登豊
出版社：中央経済社
ＩＳＢＮ：978-4502286704

【コメント】
中間試験と期末試験で合わせて80点（40：40）です。レポートを提出しない場合
には単位認定できません。また、公欠を含む欠席（就職活動や電車の遅延など）に
対して特別の配慮はしませんので気を付けてください。
加えて、講義中に前に出てきて解答してもらう場合もあります。これについては
加点しますし、欠席していた場合は減点します。
この講義では私語は慎んでください。私語がひどい場合には減点します。もちろ
ん、質問は歓迎します。
また、必ず電卓を持ってきてください。この講義ではスマートフォンの使用を禁
止します。必ず手を動かしてください（反した場合は -50点とします）。
レポートに剽窃がある場合は最終成績をD評価とます。
加えて、レポートを遅れて提出する場合には最終成績から -40点として対応いた
します。
なお、オンライン講義の場合は別途告知します。

【留意事項】

講　義　名　称 曜　時

健康・スポーツ科学講義 - 健康教育論　01＜春＞ 木 5

【教員名称】�
大西　史晃

【講義概要】
健康に関わる要素は多様であり、それらが日常の中でどのように変化するのか、

あるいはどうすれば変化させることができるのかを知ることは人生の様々な時点
で豊かなライフスタイルを獲得する上で重要です。本講義では、健康教育の要素と
構造についての基礎知識を学びます。
本講義における前半部は、「健康」そのものについての定義やその要素に関する

評価法について説明します。後半部では、前半部で学んだ「健康の要素」を整える、
あるいは獲得する過程でみられる人の行動変容について提唱されてきた行動科学
モデルについて説明するとともに、健康教育の実際の例を概説します。

【学習目標】
本講義では、「健康」とはどのような状態かを知り、その関連要素を満たすため

に必要な知識を修得するとともに人が健康行動を実施する過程を認識することを
通して、人々が社会の中で健康行動を実施・継続するために必要なことを理解する
ことを目指します。
講義内では「健康とはどのような状態かについて3つの観点から説明できる」、

「健康教育の発展について提唱された理論やモデルについて説明できる」、「日常の
身体活動量を評価できる」、「グループで協調し、ヘルスプロモーションの政策案
を立てることができる」を具体的な到達目標とします。

【講義計画】
第１回：�ガイダンス（授業計画の概略説明）、「健康」の定義
第２回：�精神的健康に関わる要素
第３回：�肉体的健康に関わる要素
第４回：��社会的健康に関わる要素
第５回：�精神的健康とストレスの評価法
第６回：�Quality�Of�Life(QOL) と身体活動量の評価法
第７回：��「健康教育」とはなにか？　
第８回：�行動科学のモデル① KAPモデル /ヘルスビリーフモデル
第９回：�行動科学のモデル②トランスセオレティカルモデル /Health�Action�

Process�Approach
第10回：�行動科学のモデル③社会的認知理論
第11回：�行動科学のモデル④ Precede-Proceed モデル
第12回：�「ヘルスプロモーション」の3つの前提条件と5つのアクション
第13回：�我が国のヘルスプロモーションの実際
第14回：�諸外国のヘルスプロモーションの実際
第15回：�グループディスカッションおよびまとめ

【事前および事後学習の指示】
健康に関する書物や映像で事前に学習し、理解しておくようにしてください。

これにより、講義を通して健康問題やそれに関する個人や社会の動きへの理解を
より深めることができます。また、成績評価にもあるようにレポートを課します。

【テキスト】

【参考文献】
「実践　ヘルスプロモーション」ローレンス�W.�グリーン＆マーシャル�W.�クロイ
ター、医学書院

【コメント】
①課題レポート1( 個人ワーク：身体活動評価を用いたケーススタディ )-40％
②課題レポート2( グループワーク：ヘルスプロモーション政策案の作成 )-60％

【留意事項】
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講　義　名　称 曜　時

健康・スポーツ科学講義 - コーチング論　＜春＞ 火 1

【教員名称】�
松本　直也

【講義概要】
本講義では、スポーツ現場におけるスポーツコーチに焦点を当てながら、スポー
ツの歴史、日本的スポーツ環境の問題点について理解を深め、スポーツコーチの
役割について学習します。また、生涯スポーツと健康などスポーツを取り巻く様々
な環境について考察を深めます。

【学習目標】
本講義では、高度に発達した現代社会に対応できるよう、幅広い知識と多面的な思
考の方法を身につけるために、体育・スポーツ指導におけるコーチングの基本理論
と実践について理解を深めることを目的とします。スポーツコーチの仕事につい
て理解を深めるためにコーチの哲学や役割について、文献だけでなく実際の現場
の視点からアプローチしていきます。また、パワーポイントを中心に授業を展開
し、VTR映像、新聞資料等からコーチングに関わる様々な問題を取り上げます。

【講義計画】
第１回：�ガイダンス…授業計画の説明
第２回：�スポーツについて考える
第３回：�遊びの定義と近代スポーツの成立
第４回：��スポーツの日本への伝播と戦前の体育・スポーツ
第５回：�日本的スポーツ観①〜戦後の日本の体育・スポーツ
第６回：�日本的スポーツ観②〜企業スポーツと日本のスポーツ環境
第７回：��諸外国のスポーツ環境
第８回：�レポート課題①
第９回：�スポーツコーチングについて考える
第10回：�スポーツコーチの役割①〜コーチングスタイル〜
第11回：�スポーツコーチの役割②〜コーチングとリーダーシップ〜
第12回：�スポーツコーチの役割③〜スポーツ科学と情報分析〜
第13回：�スポーツコーチの役割④〜スポーツ医科学〜
第14回：�スポーツコーチの役割⑤〜メンタルトレーニング〜
第15回：�レポート課題②

【事前および事後学習の指示】
授業の予習・復習の他、授業で配布するプリント、資料等に目を通してから受講す
ること。

【テキスト】

【参考文献】
・「知的コーチングのすすめ」勝田隆著　大修館書店
・「コーチング学への招待」　日本コーチング学会編　大修館書店
・「スポーツ・コーチング学」　レイナー・マートン著　西村書店

【コメント】
(1)��レポート�(50%)�は、到達目標に関連するテーマを設定した1000-1400字程

度のレポート課題を2回課します。
(2)��授業においては毎回、小課題を課します。毎回の授業において課される課題の

内容は、担当教員から講義の中、ならびにM-port を通じてその都度指示が出
ます。

(3)��その他�(50%)�は、毎回の授業において課す小課題の提出から、課題への取り組
み、理解度等を総合的に評価します。

(4)��課した課題�(レポートも含む)�の合計回数のうち、3/4以上の提出がなければ、
成績評価の対象にはなりません。

(5)��新型コロナウィルス感染症の影響�( 遠隔授業になる等 )�により、授業内容が変
更となる場合があります。

【留意事項】

講　義　名　称 曜　時

健康・スポーツ科学講義 - 身体の文化史　＜春＞ 月 5

【教員名称】�
大野　哲也

【講義概要】
本講義では、昨今の健康ブームを鑑み、「健康」と密接な関係がある「スポーツ」に焦
点化し、さまざまな事象を考察しながら、私たちのより良き生を展望する。
「健康」と「スポーツ」を社会学的観点から捉え直しながら、現代社会における健康
とスポーツの新たな可能性を追求していく。

【学習目標】
1.��個人的な事柄だと思われがちな「健康」が、実は社会的な事柄であることを理解

し、その視点から自らの生を見直すことができる態度を養う。
2.��他者を思いやる態度を養い、より良い社会を構築していく深い考察力と行動力

を身につける。

【講義計画】
第１回：�講義の概要の説明　成績評価の説明　諸注意について

「健康」と「スポーツ」について考えることの社会的意味と意義について
考える

第２回：�脳死と臓器移植について考える
第３回：�認識　色と模様の文化史
第４回：��病気と治療
第５回：�私の命は誰のものか
第６回：�空飛ぶ白身魚
第７回：��貧困の再生産
第８回：�スポーツとは何か
第９回：�オフサイドはなぜ反則か
第10回：�性とスポーツ
第11回：�ボランティアとスポーツ
第12回：�ダイエットの社会史
第13回：�人種と民族
第14回：�まとめ　健康編
第15回：�まとめ　スポーツ編

21世紀の「健康」と「スポーツ」を展望する

【事前および事後学習の指示】
事前学習30時間。事後学習30時間。

【テキスト】

【参考文献】
今泉隆裕・大野哲也編『スポーツをひらく社会学　歴史・メディア・グローバリゼー
ション』嵯峨野書院。

【コメント】
①毎回の講義で課す課題（中間レポートも含む）：60％
②学期末に課すレポート：40％

【留意事項】
　1986 年 4月から 1992 年３月まで�中学校教諭。1988 年 4月から 1990 年
4月まで青年海外協力隊。1993年5月から1998年5月まで自転車で世界一周。
これらの経験をもとにして講義をすすめる。
　状況に応じて、授業で扱う項目を調整したり、順序を入れ替えたりする場合が
ある。
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講　義　名　称 曜　時

健康・スポーツ科学講義 - 体力トレーニング論　01＜春＞ 水 1

【教員名称】�
井口　祐貴

【講義概要】
本講義では、体力の概念、トレーニング法の原理原則や具体的な実践方法につい
て学び、体力トレーニングの基礎的な理論について学びます。パワーポイントを
中心に授業を展開し、映像資料なども用いて、体力トレーニングに関わる実践現場
の視点からもアプローチしていきます。

【学習目標】
本講義では、スポーツ科学に基づいた体力トレーニングにおける基礎的な理論と
実践について理解を深め、それらを活かして安全かつ適切に自己の体力向上・健
康づくりへと実践できる教養を身につけることを目指します。

【講義計画】
第１回：�ガイダンス�( 授業計画の概略説明 )
第２回：�体力トレーニングについて考える
第３回：�トレーニングの原理・原則
第４回：��運動とエネルギー代謝
第５回：�有酸素運動
第６回：�レジスタンストレーニング
第７回：��体力トレーニングの実践方法
第８回：�運動と栄養
第９回：�スポーツ競技者と体力トレーニング
第10回：�障がい者と体力トレーニング
第11回：�発育発達と体力トレーニング
第12回：�高齢者と体力トレーニング
第13回：�体力トレーニングと性差
第14回：�生活習慣病とその予防
第15回：�試験およびまとめ

【事前および事後学習の指示】
授業の予習・復習の他、授業で配布するプリント、資料等に目を通してから受講す
ること。

【テキスト】

【参考文献】
「公認スポーツ指導者養成テキスト」公益財団法人�日本スポーツ協会
「公認アスレティックトレーナー専門科目テキスト」公益財団法人�日本スポーツ協
会
「トレーニング指導者テキスト�( 理論編・実践編・実技編 )」NPO法人�日本トレー
ニング指導者協会

【コメント】
(1)��レポート�(50%)�は、到達目標に関連するテーマを設定した800-1200字程度

のレポート課題を2回課します。
(2)��授業においては毎回、小課題�( または小テスト )�を課します。毎回の授業にお

いて課される課題の内容は、担当教員から講義の中、ならびにM-port を通じ
てその都度指示が出ます。

(3)��その他�(50%)�は、毎回の授業において課す課題の提出および回答から、課題へ
の取り組み、理解度等を総合的に評価します。

(4)��課した課題�(レポートも含む)�の合計回数のうち、3/4以上の提出がなければ、
成績評価の対象にはなりません。

(5)��新型コロナウィルス感染症の影響�( 遠隔授業になる等 )�により、授業内容が変
更となる場合があります。

【留意事項】

講　義　名　称 曜　時

言語学概論A　＜春＞ 水 3

【教員名称】�
西岡　武彦

【講義概要】
言語を理解するために様々なアプローチの仕方がこれまで考えられてきました。
音声から、文法から、意味から、談話からといった視点からのアプローチがまず思
いあたる人が多いと思います。本講義では言語使用の機能面からのアプローチを
視点に据えて言語理解を考えたいと思います。

【学習目標】
平素しばしば目にする表現の背後には、思いもよらないルールがあって当該の表
現が用いられているということを知り、言語理解を深めるとともに、言語への興味
を抱くようになることを目標とします。

【講義計画】
第１回：�言語理解への機能的アプローチ　(序 )

初回は本講義でどのような内容を扱うのかについて具体的に説明しま
す。

第２回：�言語理解への機能的アプローチ　(1)
第３回：�言語理解への機能的アプローチ　(2)
第４回：��言語理解への機能的アプローチ　(3)
第５回：�言語理解への機能的アプローチ　(4)
第６回：�言語理解への機能的アプローチ　(5)
第７回：��言語理解への機能的アプローチ　(6)
第８回：�言語理解への機能的アプローチ　(7)
第９回：�言語理解への機能的アプローチ　(8)
第10回：�言語理解への機能的アプローチ　(9)
第11回：�言語理解への機能的アプローチ　(10)
第12回：�言語理解への機能的アプローチ　(11)
第13回：�言語理解への機能的アプローチ　(12)
第14回：�言語理解への機能的アプローチ　(13)
第15回：�言語理解への機能的アプローチ　(14)

【事前および事後学習の指示】
授業後はしっかりと復習をしてレポート等に備えてください。

【テキスト】

【参考文献】
適宜案内します。

【コメント】
３回にわたってレポートを提出してもらいます。その点数と授業参加等の点数の
総計で成績評価をします。コロナによって授業形態が明確になった時点で評価の
仕方が変更になる場合があります。その際は初回の授業で説明をしますので注意
しておいて下さい。

【留意事項】
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講　義　名　称 曜　時

言語学概論 B　＜春＞ 水 4

【教員名称】�
西岡　武彦

【講義概要】
「このイチゴは食べられる」という表現を考えただけでも、この文章には文脈に関
係なく「このイチゴはもう熟していて食べられる」や「このイチゴは腐っていなく
て食べられる」といった意味を持つことは誰もが理解できることでしょう。しか
し、皆さんはこの文章を活字として理解しているに過ぎません。この文章が発話
される場合、様々な抑揚をともなったりしますから、人に「このイチゴは食べられ
ますか」と聞く意味にも変わりますし、場合によっては「このイチゴは食べられま
せんよ」という意味になることもあります。本講義では「ことばの意味」の奥深い問
題について考察していきます。

【学習目標】
ことばに埋め込まれた意味の面白さを体験し、ことばへの興味を抱くことを目標
にします。

【講義計画】
第１回：�ことばの意味を考える (序）

プレリュードということで「ことばの意味」の問題にはどのような問題
が潜んでいるのかについて説明します。次回からは研究の歴史を説明す
るとともに具体的な事例をもとに考察していきます。

第２回：�ことばの意味を考える (1）
第３回：�ことばの意味を考える (2）
第４回：��ことばの意味を考える (3）
第５回：�ことばの意味を考える (4）
第６回：�ことばの意味を考える (5）
第７回：��ことばの意味を考える (6）
第８回：�ことばの意味を考える (7）
第９回：�ことばの意味を考える (8）
第10回：�ことばの意味を考える (9）
第11回：�ことばの意味を考える (10）
第12回：�ことばの意味を考える (11）
第13回：�ことばの意味を考える (12）
第14回：�ことばの意味を考える (13）
第15回：�ことばの意味を考える (14）

【事前および事後学習の指示】
授業後はレポート等に備えて復習をしてください。

【テキスト】

【参考文献】
適宜案内します。

【コメント】

【留意事項】

講　義　名　称 曜　時

言語と心理A　＜春＞ 月 3

【教員名称】�
西原　哲雄

【講義概要】
昔から「言葉は心の鏡である」と言われているが、本授業ではこの諺を考察し、言語
とこころとの関係を調べる。今日、このテーマは激しい議論の的になっているが、
本授業では特に次の問題を考える。
・われわれの、言語に関する知識はどのぐらい生得的（遺伝的）なのか。
・その知識は他の知識とは本質的に異なるのか。
・言語によって文化や思考が異なるのか。
・人間言語は動物の伝達体系とどう異なるのか。

【学習目標】
担当者は上の問題に関する研究（特に実験研究）を招待し、運がよければ、学生は理
解する。

【講義計画】
第１回：�言語とこころ：概要
第２回：�刺激の貧困
第３回：�生得性：認知の例
第４回：��学習：帰納法・演繹法・列挙・刷り込み
第５回：�言語知識：構造依存
第６回：�普遍文法
第７回：��証拠：否定的・肯定的
第８回：�刺激の貧困：盲人の子ども
第９回：�モジュール性：概要
第10回：�モジュールと中央系：二十乖離
第11回：�ウイリアムス症候群・ダウン症
第12回：�サヴァン
第13回：�特異性言語障害
第14回：�「オオカミ子女」
第15回：�こころの理論と自閉症

【事前および事後学習の指示】
配布資料をよく読む。

【テキスト】
心理言語学�西原哲雄
�朝倉書店、2017年

【参考文献】

【コメント】
各授業後のレポートで評価します。

【留意事項】
社会人の方へ（聴講に際して）大学が定める新型コロナウイルス感染拡大防止に
基づく行動基準による授業形態とは別に、担当教員からの要望による遠隔授業の
可能性があります。
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講　義　名　称 曜　時

憲法A　01＜春＞ 月 1

【教員名称】�
森口　佳樹

【講義概要】
憲法の基本的内容について解説する。憲法規定の内容を理解したうえで、それ

をめぐる学説・判例について紹介・検討することとする。憲法Aでは、人権規定を
中心に講義する。

【学習目標】
憲法規定について、自らが主体的に説明できる能力を身につけてもらうことを

目標とする。

【講義計画】
第１回：�オリエンテーション、憲法総説
第２回：�基本的人権の主体
第３回：�人権と公共の福祉
第４回：��人権規定の効力
第５回：�幸福追求権の意義
第６回：�新しい人権の具体化
第７回：��平等の意義
第８回：�平等権をめぐる判例
第９回：�思想・良心の自由
第10回：�信教の自由
第11回：�表現の自由
第12回：�表現の自由をめぐる判例
第13回：�学問の自由
第14回：�経済的自由権
第15回：�身体的自由権

【事前および事後学習の指示】
講義中に指定する判例については、よく復習しておくこと。

【テキスト】
ワンステップ憲法�森口佳樹他
978-4-7823-0546-1�嵯峨野書院

【参考文献】
別冊ジュリスト「憲法判例百選Ⅰ・Ⅱ　第7版」( 有斐閣 )

【コメント】
受講生数によるが、基本的には最終の授業内のテストを主たる評価の対象とす

る。補助的に小テストを行い、補充的な成績評価の対象とする。
ただし、遠隔講義となった場合は、定期試験に代わる単位認定レポートを実施す

る。その場合は、小テストも簡単なレポートとして実施する。

【留意事項】

講　義　名　称 曜　時

憲法A　02＜春＞ 月 2

【教員名称】�
森口　佳樹

【講義概要】
憲法の基本的内容について解説する。憲法規定の内容を理解したうえで、それ

をめぐる学説・判例について紹介・検討することとする。憲法Aでは、人権規定を
中心に講義する。

【学習目標】
憲法規定について、自らが主体的に説明できる能力を身につけてもらうことを

目標とする。

【講義計画】
第１回：�オリエンテーション、憲法総説
第２回：�基本的人権の主体
第３回：�人権と公共の福祉
第４回：��人権規定の効力
第５回：�幸福追求権の意義
第６回：�新しい人権の具体化
第７回：��平等の意義
第８回：�平等権をめぐる判例
第９回：�思想・良心の自由
第10回：�信教の自由
第11回：�表現の自由
第12回：�表現の自由をめぐる判例
第13回：�学問の自由
第14回：�経済的自由権
第15回：�身体的自由権

【事前および事後学習の指示】
講義中に指定する判例については、よく復習しておくこと。

【テキスト】
ワンステップ憲法�森口佳樹他
978-4-7823-0546-1�嵯峨野書院

【参考文献】
別冊ジュリスト「憲法判例百選Ⅰ・Ⅱ　第7版」( 有斐閣 )

【コメント】
受講生数によるが、基本的には最終の授業におけるテストを主たる評価の対象

とする。補助的に小テストを行い、補充的な成績評価の対象とする。
ただし、遠隔講義となった場合は、定期試験に代わる単位認定レポートを実施す

る。その場合は、小テストも簡単なレポートとして実施する。

【留意事項】
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講　義　名　称 曜　時

語彙・意味論　＜春＞ 金 4

【教員名称】�
島　千尋

【講義概要】
「語彙」とは、ある言語・ある分野・ある作品・ある人などが持っている単語の総体
のことです。この授業では、日本語の語彙やその意味に関して、外国人の目から見
た特徴や「日本語を教える」という観点から必要になる知識や技術について講義し
ます。
将来、日本語教師として外国人学習者に日本語を教えてみたい人はもちろん、日本
語のことをもっと深く知りたい人、今後社会で必ず関わることになる外国人と接
する際に必要な知識を今から身につけておきたい人を対象とする授業です。

【学習目標】
日本語学習者に日本語を教える際、また周りの外国人と接する際に、日本語の語
彙に関して必要となる以下の４つを身につける。
　１．自分自身が日本語の語彙を正確に使用できること
　２．他言語から見た日本語の語彙の特徴について知ること
　３．日本語の語彙に関する基本的な知識を得ること
　４．日本語学習者や身近な外国人に日本語の語彙を効果的に教えられること

【講義計画】
第１回：�１．正確な日本語語彙運用（１）　〜間違いやすい言葉・慣用句〜　
第２回：�１．正確な日本語語彙運用（２）　〜誤りの添削実践〜
第３回：�２．他言語から見た日本語の語彙の特徴（１）　〜語彙の多さ〜
第４回：��２．他言語から見た日本語の語彙の特徴（２）　〜オノマトペ、助数詞〜
第５回：�２．他言語から見た日本語の語彙の特徴（３）　〜自動詞他動詞、カタカナ語

〜
第６回：２．�他言語から見た日本語の語彙の特徴（４）　〜同じような意味の言葉

における他言語との差〜
第７回：��３．日本語の語彙に関する基本的知識（１）　〜音声変化〜
第８回：�３．日本語の語彙に関する基本的知識（２）　〜言葉の意味〜
第９回：�３．日本語の語彙に関する基本的知識（３）　〜様々な動詞〜
第10回：�３．日本語の語彙に関する基本的知識（４）　〜語彙の分類〜
第11回：�４．日本語の語彙の教え方（１）　〜基礎知識、様々な教え方①〜
第12回：�４．日本語の語彙の教え方（２）　〜様々な教え方②、反義語〜
第13回：�４．日本語の語彙の教え方（３）　〜類義語〜
第14回：�４．日本語の語彙の教え方（４）　〜多義語〜
第15回：�４．日本語の語彙の教え方（５）　〜語彙指導の実践〜

【事前および事後学習の指示】
・�授業で使ったパワーポイントをM-port に上げますので、それを見て復習して
ください。

・�自分自身や身の回りの日本語の言葉の正確さについて普段から強く意識するよ
うにしてください。

・�学内の留学生と積極的に関わり、話をして、彼らが日本語について感じているこ
とを直接聞いてみてください。

・�外国人学習者向けの様々な日本語教科書が図書館にあるので、語彙の面に注意を
しながら見てください。

【テキスト】

【参考文献】

【コメント】
・�出席は取りませんので、本当に授業が聞きたい人だけ出席してください。
・�断りなく途中退室することは厳禁とします。どうしても退室しなければならな
い場合は、講義中でも構いませんので教員に許可を取ってください。

・�「レポート」は学期末に課す最終課題です。
・�「その他」は学期中に時々課す課題です。全４回を予定しています。

【留意事項】
日本語学校・専門学校・他大学での日本語教師経験のある現役日本語教師が経験
の中で得た具体的な実例を交えつつ解説する。

講　義　名　称 曜　時

考古学概論A　＜春＞ 水 4

【教員名称】�
尾谷　雅彦

【講義概要】
講義は考古学を理解するための基礎編として進めます。講義形式で進めますが、
わかりやすくするためにパワーポイントやビデオなどビジュアルな資料を使用し
ます。教科書は指定せず必要に応じてプリントを配布します。

【学習目標】
考古学という学問を通じて、人類の残した考古資料の時代的変遷を通じて、現代社
会あるい地域社会の文化を理解する能力をもつ。また、博物館学芸員課程受講者
は、考古資料の基礎知識を習得する。

【講義計画】
第１回：�ガイダンス　考古学とは何か

講義の進め方、成績評価について説明する。
考古学の一般的な認識と学問的な位置について。

第２回：�考古学史　
近世以前の考古学の歩み

第３回：�考古学の方法　1
年代を考える（層位論）

第４回：��考古学の方法　2
分布論

第５回：�考古学の方法　3
考古資料の収集　発掘調査

第６回：�考古学の方法　4
考古資料の保存と活用

第７回：��考古学から歴史を見る　1
人類の誕生

第８回：�考古学から歴史を見る　2
土器、弓矢の出現

第９回：�考古学から歴史を見る　3
稲作伝来

第10回：�考古学から歴史を見る　4
前方後円墳の出現

第11回：�考古学から歴史を見る　5
巨大古墳の築造

第12回：�考古学から歴史を見る　6
渡来人の足跡

第13回：�考古学から歴史を見る　7
仏教伝来

第14回：�考古学から歴史を見る　8
都のくらし

第15回：�まとめ　補論　

【事前および事後学習の指示】
講義前に高校等の日本史の教科書や関係書籍により原始・古代の歴史的背景を理
解しておくこと。講義後は参考文献などにより復習し、関連する遺跡や資料館・博
物館で出土品などを実見する。

【テキスト】

【参考文献】
『佐原真の仕事1　考古学への案内』金崎恕・春成秀彌　岩波書店　2005
『考古学通論』近藤義郎　青木書店　2008

【コメント】
講義中に提示する3回の課題レポート（60％）、講義中に実施する2回の小テスト
（40％）で評価します。

【留意事項】
　文化財担当職員として実施した発掘調査経験をもとに考古学を講義する。
　他大学で非常勤講師として考古学を講義していた経験をもとに講義する。
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講　義　名　称 曜　時

広報の社会学　02＜春＞ 金 2

【教員名称】�
北波　英幸

【講義概要】
現代は新聞・出版・放送といったマス・メディアに加え，SNSや動画サイトといっ
たネット・メディアなど，メディア空間が多様化している。また企業・団体はも
ちろん，個人の発信においても様々な場面で「広報」はその重要性を増している。皆
さんは今後，広報の「受け手」ばかりでなく，「送り手」になる可能性もある。また
仕事で直接「広報」と関わらなくとも，客観的な接し方は将来の情報処理能力，判断
力を培うものとなる。なお、最新ニュースや SNS の動向といった現在進行形の事
象を扱うため、シラバスの内容は多少前後したり、分量が増減したりする可能性
があることをお断りしておく。

【学習目標】
受講する皆さんが「広報」というメディアのメカニズムとリテラシーを理解し，将
来社会に出てからも有用となる視点や考え方，あるいは枠組みを形成できること
を目指したい。

【講義計画】
第１回：�ガイダンス「広報（PR：Public�Relations）」とは・簡単なペーパー提出
第２回：�「宣伝」「広告」「広報」の違いとメディアの関係
第３回：�「報道」番組と「情報」番組について（1）
第４回：��「報道」番組と「情報」番組について（2）
第５回：�「広告代理店」とは何をする企業なのか
第６回：�5W1Hとアジェンダセッティング
第７回：��広報のステイクホルダー／メッセージの双方向性
第８回：�広報のステイクホルダー／フィードバックと関係性
第９回：�エンコーディング・デコーディング（1）そのメカニズム
第10回：�エンコーディング・デコーディング（2）CMにみる具体的事例
第11回：�「効果論（効果説）」について（1）「メディアの影響」への恐れ
第12回：�「効果論（効果説）」について（2）弾丸効果説
第13回：�「効果論（効果説）」について（3）限定効果説
第14回：�「効果論（効果説）」について（4）新しい弾丸効果説
第15回：�「オピニオン・リーダー」とは

【事前および事後学習の指示】
「穴埋め」のための暗記は勧めない。講義の内容と個々の理解を踏まえ，マス・メ
ディアやネット・メディアに現れる情報に触れること。数でなく「質」を意識して，
必要と思えば授業内で紹介した文献等も参照することが望ましい。疑問・質問は歓
迎する。

【テキスト】

【参考文献】
佐藤卓己（2018）『現代メディア史　新版』岩波書店
吉見俊哉（2016）『メディア文化論：メディアを学ぶ人のための15話　改訂版』有
斐閣アルマ

【コメント】
講義の最初・半ばにレポート提出。テーマはその際に提示する。最後に試験として
まとめレポート。これらを総合的に出席状況と合わせて勘案する。

【留意事項】
テレビ・VP等制作者として情報番組や報道番組，広報プログラムでディレクター・
プロデューサーを経験した講師が，メディアにおける「広報」およびプロパガンダ・
広告の発信と受容の実際について具体的に講義する。

講　義　名　称 曜　時

国際会計論［２］　＜春＞ 木 4

【教員名称】�
中村　恒彦

【講義概要】
「会計のルールを作っているのは ?」　

国際会計論では、IFRS( 国際財務報告基準 ) 会計の学習を通じて現代の会計理論
を学習します。学習内容が高度であるため、ひとつひとつの理論をゆっくりと学
習していく予定にしています。

【学習目標】
　この講義を通じて、論理的な考え方がどういうものかについて理解が深まれば
よいと思います。論理的な考え方に固執することはいけませんが、自分の視野を広
げるためにも論理的な考え方が必要となります。会計学者や会計士や企業の財務
担当者が考える論理の世界について体感していただければよいと思います。

【講義計画】
第１回：�国際会計の世界　〜国際化と外貨換算〜
第２回：�多国籍企業の出現と翻訳・換算・修正
第３回：�合併買収 (M&A) と国際会計基準戦争
第４回：��IFRS の概説と概念フレームワーク (1)�〜演繹法と帰納法〜
第５回：�概念フレームワーク (2)�〜会計の枠組み〜
第６回：�金融商品の会計
第７回：��利益計算のシステム (1)
第８回：�中間ふりかえりと課題点検
第９回：�利益計算のシステム (2)
第10回：�リース会計
第11回：�連結会計
第12回：�企業結合の会計
第13回：�収益認識の会計
第14回：�国際会計の歴史
第15回：�最終ふりかえりと課題総点検

【事前および事後学習の指示】
財務諸表論や簿記関連科目や監査論と重複する部分が多いので、関連科目を履修
することを勧める。

【テキスト】
はじめて学ぶ国際会計論�行待　三輪
978-4-7944-1528-8�創成社�
ベーシック国際会計�( 第二版 )�向　伊知郎
978-4-502-18011-8�中央経済社

【参考文献】

【コメント】
成績評価は、原則的に期末試験と平常評価によって行います。なお、平常評価は「出
席」では行わず、講義中の「課題」や「宿題」によって評価を行います。
・�期末試験 (100点 )+宿題・課題等 (20点程度 )　講義を欠席することのフォロー
は一切行いません。詳しい評価方法については、初回の講義で説明します。

【留意事項】
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講　義　名　称 曜　時

国際関係論A　＜春＞ 木 1

【教員名称】�
松村　昌廣

【講義概要】
国際政治関係を体系的に理解するために、国際政治主体、行動、過程、そして構造
に注目し、激動する国際政治のダイナミズムを理論的に把握します。この講義で
は単に様々な理論を知るだけでなく、それを駆使して現実の国際問題を初歩的に
考察する能力をつけることを目標とします。

【学習目標】
毎日、テレビや新聞の国際問題に関するニュースに触れていても、よく分からな
いことが多いでしょう。ニュースは断片的で、十分な説明もありません。ちゃん
と理解するには体系的で理論的な準備が必要です。このため、この講義は国際関
係の理解に必要な理論的な思考とは何か、主要な理論にはどのようなものがある
かに焦点を絞って教授します。また、刻一刻と変化する時事問題に具体的に触れ
ながら、考察を深めていきます。

【講義計画】
第１回：�導入　

１−１）国際関係論と国際関係における日本
第２回：�１−２）国際関係論の諸分野、基礎概念及び一般システム的理解
第３回：�１−３）社会科学における認識・方法論的論争と国際関係論

（1）現実主義　VS　理想主義
第４回：��１−３）

(2) 伝統主義　VS　科学主義
第５回：�１−３）

(3）誇大理論主義　VS　個別理論主義
第６回：�１−３）

(4）まとめ
第７回：��総論　

２−１）基本的捉え方　
(1）現実主義

第８回：�２−１）
(2）多元主義

第９回：�２−１）
(3）グローバリズム

第10回：�２−１）
(4）まとめ

第11回：�２−２）分析のレベル　
(1）政策決定システム

第12回：�２−２）
(2)　国家システム

第13回：�２−２）
(3) 国際システム

第14回：�２−２）
(4) まとめ

第15回：�総括

【事前および事後学習の指示】
講義に合わせて、テキストの該当部分を予習・復習で読解すること。

【テキスト】
『国際関係論　−　現実主義・多元主義・グローバリズム』�ポール・R・ビオティ、
マーク・V・ウェッセルズ
�彩流社�（絶版であるので、学生には入手可能な措置をとる）

【参考文献】
Ｅ・Ｈ・カー『危機の20年』（岩波文庫）
モーゲンソー『国際政治』（福村出版）
シューマン『国際政治』（東京大学出版会）

【コメント】
原則として、レポート試験（100％）。（既習の理論で現実の国際問題を説明させる
形で、持ち帰りのレポート試験を課す。）ただし、受講者が少ない場合、レポート：
50％　授業への積極的な参加（討論、発表、授業内課題等の評価を含む）：50％。
コロナ禍で遠隔講義となった場合は、M-PORT を介したレポート試験とする。完
全論述形式（4000字〜5000字）で行うため、論文作成が苦手は学生は、登録の際、
充分注意するように。

【留意事項】
社会人の方へ（聴講に際して）
秋学期に開講される「国際関係論 B」の受講を希望する場合、この授業を受講し
ていることが条件となります。

講　義　名　称 曜　時

国際機構論A　＜春＞ 火 2

【教員名称】�
軽部　恵子

【講義概要】
この講義では、大航海時代から国連が設立されるまでの世界史を国際機構の視点
で概観します。
グローバリゼーションが始まったのは20世紀後半ではなく、大航海時代からです。
グローバリゼーション (globalization) の語源は、「球、球体」を意味するグローブ
(globe) です。1492年、大地が球体との説を信じたコロンブスが西方航海に出発
し、アメリカを発見しました。一方、「世界」と「国際」は意味が異なります。国際社
会はいつ頃に誕生したのでしょうか。人類が国際機構の必要性を感じた理由は何
でしょうか。この講義を通じて、一緒に考えていきましょう。
この講義の第２回から第４回は国際法Aおよび地域研究ⅠAの一部と似ていま
すが、国際機構論の視点から考えていきます。講義冒頭には、国内外のメディアの
ホームページを用いて、メディア・リテラシーも学びます。

【学習目標】
①国際社会が成立する歴史的過程（大航海時代以降）を理解する。
②国連以前の国際機構に関する基礎知識を修得する。
③国際問題の理解に必要な一般教養、とくに歴史・地理・文化・宗教を修得する。
④メディア・リテラシーを身につける。

【講義計画】
第１回：�国際機構とは何か
第２回：�国際機構の歴史 (1)　大航海時代、宗教改革、三十年戦争
第３回：�国際機構の歴史 (2)　フランス革命とナポレオン戦争
第４回：��国際機構の歴史 (3)　ハーグ平和会議と赤十字国際委員会
第５回：�第一次世界大戦 (1)　サラエボ事件
第６回：�第一次世界大戦 (2)　近代兵器の登場
第７回：��第一次世界大戦 (3)　パリ講和会議と国際連盟の設立
第８回：�国際連盟 (1)　国際連盟規約
第９回：�国際連盟 (2)　大国の不参加
第10回：�国際連盟 (3)　制裁の欠如
第11回：�ファシズムの台頭と第二次世界大戦の勃発
第12回：�国連の設立 (1)　「四つの自由」演説と大西洋憲章
第13回：�国連の設立 (2)　ダンバートン・オークス提案
第14回：�国連の設立 (3)　サンフランシスコ会議と国連憲章の採択
第15回：�まとめ、期末試験

【事前および事後学習の指示】
毎回の授業で指示される参考文献や参考URL をもとに、事前および事後学習をし
てください。

【テキスト】
一冊でわかるイラストでわかる図解世界史�成美堂出版編集部編
978-4415103334�成美堂出版
教科書は毎回使います。

【参考文献】
横田洋三監修『入門　国際機構』法律文化社、2016年
篠原初枝『国際連盟』中央公論新社、2010年
最上敏樹『国連とアメリカ』岩波書店、2005年
庄司克宏『欧州ポピュリズム』筑摩書房、2018年
小川浩之他『国際政治史：主権国家体系のあゆみ』有斐閣、2018年
北村厚『教養のグローバル・ヒストリー：大人のための世界史入門』ミネルヴァ書
房、2018年
国際連合広報局編『国際連合の基礎知識』第42版、関西学院大学総合政策学部、
2018年

【コメント】
試験3回（25％、25％、50％）で決定します。最初の2回は抜き打ちで行います。
詳細は第1回授業で発表します。

【留意事項】
教科書は毎回使います。
社会人の方へ（聴講に際して）
国際機構論 B　＜春＞と同時受講できる方のみ
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講　義　名　称 曜　時

国際機構論 B　＜春＞ 金 2

【教員名称】�
軽部　恵子

【講義概要】
この科目は、国連のしくみについて学びます。具体的には、国連憲章の重要条文、国
連の6つの主要機関、とくに総会と安保理を具体的な事例とともに学んでいきま
す。
国際機構論の理解には、国際紛争の背景となる世界史、とくに近現代史の知識が
求められます。受講生は教科書および参考文献を使って、自身の世界史の知識を確
認し、必要であれば自習してください。
講義冒頭には、国内外のメディアのホームページを用いて、メディア・リテラシー
も学びます。

【学習目標】
①国連の主要機関とその権限・任務について学ぶ。
②安全保障、人権の保障、持続可能な開発と SDGs、核軍縮について、国連の取り組
みと成果、問題点を考察する。
③国際問題の理解に必要な一般教養、とくに歴史・地理・文化・宗教を修得する。
④メディア・リテラシーを身につける。

【講義計画】
第１回：�第二次世界大戦と国連の設立
第２回：�国連憲章 (1)　目的
第３回：�国連憲章 (2)　原則
第４回：��総会
第５回：�事務総長
第６回：�安保理 (1)　任務と権限
第７回：��安保理 (2)　朝鮮戦争
第８回：�安保理 (3)　スエズ戦争と PKO
第９回：�安保理 (4)　湾岸戦争
第10回：�安保理 (5)　冷戦終結後の民族紛争
第11回：�安保理 (6)　アメリカ同時多発テロとイラク戦争
第12回：�人権の保障
第13回：�持続可能な開発と SDGs
第14回：�核軍縮
第15回：�まとめ、期末試験

【事前および事後学習の指示】
毎回の授業で指示される参考文献や参考URL をもとに、事前および事後学習をし
てください。

【テキスト】
一冊でわかるイラストでわかる図解世界史�成美堂出版編集部編
978-4415103334�成美堂出版
教科書は毎回使います。

【参考文献】
国際連合広報センター編『国際連合の基礎知識』第42版　関西学院大学総合政策
学部発行、2018年
小川浩之他『国際政治史：主権国家体系のあゆみ』有斐閣、2018年
細谷雄一『迷走するイギリス：EU離脱と欧州の危機』慶応義塾大学出版会、2016
年
蟹江憲史『SDGs　ポストコロナの道しるべ』中央公論新社、2020年
南博・稲場雅紀『SDGs　危機の時代の羅針盤』岩波書店、2020年
ウィリアム・ペリー、トム・コリーナ『核のボタン　新たな核開発競争とトルーマ
ンからトランプまでの大統領権力』朝日新聞出版　2020年

【コメント】
試験3回（25％、25％、50％）で決定します。最初の2回は抜き打ちで行います。
詳細は第1回授業で発表します。

【留意事項】
教科書は毎回使います。
社会人の方へ（聴講に際して）
国際機構論A　＜春＞と同時受講できる方のみ

講　義　名　称 曜　時

国際交流特別講義 - 持続可能な社会づくりと教育　01＜春＞ 火 2

【教員名称】�
小野　康子

【講義概要】
持続可能な社会の構築には、地球規模の課題にむけて総合的に取り組むことが必
要です。国際社会は、持続可能な開発目標（SDGs）を掲げ、各国、各地域で持続可能
でよりよい社会の実現に向けて様々な取り組みを進めています。本講義では、そ
の中でも主に目標4「質の高い教育をみんなに」に焦点をあて、開発途上国におけ
る貧困、ジェンダーの格差、紛争など様々な課題が教育に与える影響や教育の役
割について知識を深めます。また、これらの現代社会の課題を自分事として捉え、
身近でできることについても考えます。

【学習目標】
持続可能な社会づくりに向けた取り組みの中における教育の役割・重要性を理解
する。
教育を受け入られない子ども・人がいる現状、その課題解決にむけた国際社会の
枠組み、異なるレベルのステークホルダーの取り組みについて知識を深める。
世界が直面している課題に興味をもち、身近な「関わり」、「つながり」を意識して行
動することができる。

【講義計画】
第１回：�オリエンテーション

講義概要、講義方法の説明を行います。
成績評価やレポート提出についても説明します。

第２回：�持続可能な社会とは
第３回：�持続可能な開発目標４「質の高い教育をみんなに」
第４回：��教育機会を妨げる要因（１）
第５回：�教育機会を妨げる要因（２）
第６回：�私たちと繋がりのある国の教育事情を調べてみよう
第７回：��ドキュメンタリー映画視聴
第８回：�持続可能な開発目標と教育
第９回：�国際教育協力（１）
第10回：�国際教育協力（２）
第11回：�ゲストスピーカー（予定）
第12回：�どのような協力があるのか調べてみよう
第13回：�発表
第14回：�持続可能な開発のための教育
第15回：�まとめ

【事前および事後学習の指示】
国内外における持続可能な開発目標達成に向けた取り組みに関する情報収集を積
極的に行う。

【テキスト】

【参考文献】
必要に応じて指示します。

【コメント】
最低１２回以上は出席のこと※欠席は３回までとする（病欠も含む）
４回以上の欠席は、いかなる理由であってもD評価とする（ただし、公認欠席は
除く）。
なお、授業の欠席を他の課題によって代替することはできない（４回以上の欠席は
単位認定対象外になります）。
第１回目から出席のこと（講義の内容とレポートなどを詳しく説明するため）。
その他とは、出席点（コメントシート）および参加度（授業中の発言等）（第１回目の
講義で説明します）。
複数回のレポート提出を求める。
各回の内容は、進度や諸事情により多少前後することがある。

【留意事項】
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講　義　名　称 曜　時

国際政治史A　＜春＞ 木 4

【教員名称】�
塚田　鉄也

【講義概要】
国際政治は、国内政治とは少し異なった、独特の仕組みを有しています。本講義で
は、16世紀から第一次世界大戦までの近代国際政治史上の主要な出来事を学び
ながら、国際政治の仕組みがどのように形成されてきたかを考察します。

【学習目標】
①近代国際政治史上の主要な出来事について理解し、説明できる
②国際政治の仕組みがどのように形成されてきたかを理解し、説明できる

【講義計画】
第１回：�近代国際政治史を学ぶ意義
第２回：�国際政治の基本構造
第３回：�16世紀のヨーロッパ
第４回：��三十年戦争とウェストファリア体制
第５回：�勢力均衡の時代①：同盟の論理
第６回：�勢力均衡の時代②：小国の運命
第７回：��革命の時代
第８回：�ウィーン体制の形成と展開
第９回：�パクス・ブリタニカ
第10回：�新たな勢力の登場①：ドイツ
第11回：�新たな勢力の登場②：アメリカ
第12回：�帝国主義の時代①：帝国主義の諸相
第13回：�帝国主義の時代②：大国間関係
第14回：�第一次世界大戦
第15回：�まとめ

【事前および事後学習の指示】
テキストの指示された部分を事前に読んでおいてください。

【テキスト】
国際政治史—主権国家体系のあゆみ�小川浩之・板橋拓己・青野利彦
9784641150522�有斐閣

【参考文献】
君塚直隆『近代ヨーロッパの国際政治史』（有斐閣、2010年）

【コメント】
各回の内容について課される課題（M-Port の「課題」もしくは「テスト」を利用）に
より評価する。なお、盗用等の不正行為が確認された場合は、その段階で不合格
とする。

【留意事項】

講　義　名　称 曜　時

国際政治事情研究A　＜春＞ 月 3

【教員名称】�
松村　昌廣

【講義概要】
ビデオその他資料を活用して、全体としては初級レベル、時として中級レベルの講
義内容になるよう講義を進める。ただし、ここでいう「初級レベル」というのは簡
単という意味ではない。当然、高校レベルの知識、大学生としての社会科学の思考
や基本的知識を習得していることを前提にしている。こうした準備ができていな
い学生には単位の取得は困難であろう。
この講義により発展途上国を対象とする地域研究において政治、経済、社会の諸側
面から、いかに総合的な分析に取り組むかを実例を示しながら学生に理解させる
ことを目標とする。

【学習目標】
政治学、社会学、経済学など社会科学の基礎をよく理解した学生を念頭に講義を行
う。また当然、高校の世界史、日本史、地理、政治経済、現代社会などの関連科目を
しっかり学習してきたことを前提に行う。
　この講義では発展途上世界を比較分析に必要な基本的な発想、着眼点、分析手法
を会得するためはじめに初歩的な理論的考察を行い、その後いくつかの重要な
ケーススタディーに取り組む。
　しかし、広大な発展途上世界を全てカバーすることは不可能であるから、多様な
理論の適用可能性、時事的重要性に鑑み、民族紛争、宗教紛争、国際テロを取り扱う
こととする。

【講義計画】
第１回：�国際関係論と地域研究
第２回：�システム論的アプローチ　
第３回：�比較研究アプローチの危機・・・「理論の島々」
第４回：��民族紛争（1）アイデンティティー、宗教、民族
第５回：�民族紛争（2）ユーゴスラビア紛争
第６回：�民族紛争（3）コソボ紛争
第７回：��民族紛争（4）民族紛争（5）フランスにおける移民問題 ･･･ アラブ系移民

を中心に
第８回：�民族紛争　まとめ
第９回：�国際テロ・アフガン問題（1）国際政治と宗教（イスラム教）
第10回：�国際テロ・アフガン問題（2）国際政治と宗教（ユダヤ教）・・・イスラエル

を焦点に
第11回：�国際テロ・アフガン問題（3）中東戦争
第12回：�国際テロ・アフガン問題（4）アフガン反テロ作戦
第13回：�国際テロ・アフガン問題（5）イラク戦争
第14回：�国際テロ・アフガン問題　まとめ
第15回：�全体のまとめ・試験

【事前および事後学習の指示】
講義に合わせて、参考文献の該当部分を予習・復習で読解すること。

【テキスト】

【参考文献】
松村昌廣『動揺する米国覇権』現代図書。
高木徹『ドキュメント�戦争広告代理店—情報操作とボスニア紛争』講談社文庫。
山本賢蔵『右傾化に魅せられた人々—自虐史観からの解放』河出書房新社。

【コメント】
テスト（１００％）　
ただし、受講者が少ない場合、テスト（50％）、授業への積極的な参加（討論、発表、
授業内課題等の評価を含む）（50％）。
コロナ禍で遠隔講義となった場合は、M-PORTを介したレポート試験とする。

【留意事項】
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講　義　名　称 曜　時

国際法A　＜春＞ 火 3

【教員名称】�
軽部　恵子

【講義概要】
この講義は、国際法の基礎知識を学びます。具体的には、近代国際法が誕生した歴
史、国際法の重要原則、国際法の最も重要な主体である国際法上の国家を取り上げ
ます。
国際法がわかると、新聞やテレビの国際ニュースがわかるようになります。それ
は、国際法が国家の行動を規律する世界共通のルールだからです。
この講義の第２回から第４回は国際機構論Aおよび地域研究ⅠAの一部と似て
いますが、国際法の視点から考えていきます。講義冒頭には、国内外のメディアの
ホームページを用いて、メディア・リテラシーも学びます。

【学習目標】
①国際社会が成立する歴史的過程（とくに大航海時代以降）を理解する。
②国際法の基礎知識、とくに国家主権・管轄権・領域に関するものを修得する。
③国際問題の理解に必要な一般教養、とくに歴史・地理・文化・宗教を修得する。
④メディア・リテラシーを身につける。

【講義計画】
第１回：�国際法とは何か
第２回：�戦争と平和の法 (1)　大航海時代、宗教改革、三十年戦争
第３回：�戦争と平和の法 (2)　フランス革命とナポレオン戦争
第４回：��戦争と平和の法 (3)　ハーグ平和会議と赤十字国際委員会の設立
第５回：�国際法の基本原則
第６回：�国家 (1)　国際法上の国家
第７回：��国家 (2)　属地主義と国籍主義
第８回：�国家 (3)　犯罪人引渡し
第９回：�国家 (4)　領域の得喪
第10回：�国家 (5)　領土紛争
第11回：�国家 (6)　海洋法①　無害通航権
第12回：�国家 (7)　海洋法②　通過通航権
第13回：�国家 (8)　海洋法③　排他的経済水域、公海、深海底
第14回：�国家 (9)　領空と宇宙空間
第15回：�まとめ、期末試験

【事前および事後学習の指示】
毎回の授業で指示される参考文献や参考URL をもとに、事前および事後学習をし
てください。

【テキスト】
国際条約集2021�編集代表　岩沢雄司他　�有斐閣
教科書は毎回使います。

【参考文献】
加藤信行他『ビジュアルテキスト国際法』第2版、有斐閣、2020年
芹田健太郎『新ブリッジブック国際法入門』信山社、2020年
大沼保昭『国際法』筑摩書房、2018年
浅田正彦『国際法』第4版、東信堂、2019年
中谷和弘『国際法』第3版、有斐閣　2016年
薬師寺公夫他『判例国際法』第3版、東信堂、2019年
小川浩之他『国際政治史：主権国家体系のあゆみ』有斐閣、2018年

【コメント】
試験3回（25％、25％、50％）で決定します。最初の2回は抜き打ちで行います。
詳細は第1回授業で発表します。

【留意事項】
教科書は毎回使います。試験問題の一部は、教科書を用いて解答する形式です。

社会人の方へ（聴講に際して）
国際法 B　＜春＞と同時受講できる方のみ

講　義　名　称 曜　時

国際法 B　＜春＞ 金 1

【教員名称】�
軽部　恵子

【講義概要】
この講義は、国際法の基礎知識を学びます。具体的には、国際法の最も重要な法源
である条約法の基礎を学ぶとともに、日本の進路に多大な影響を与えた条約をそ
の歴史的背景や当時の国際情勢とともに取り上げます。
国際法がわかると、新聞やテレビの国際ニュースがわかるようになります。それ
は、国際法が国家の行動を規律する世界共通のルールだからです。講義冒頭には、
国内外のメディアのホームページを用いて、メディア・リテラシーも学びます。

【学習目標】
①国際法、とくに条約法の基礎知識（重要な条約、判例を含む）を修得する。
②�国際法が個人の生活に直結することを理解し、歴史的文書の今日的意義を考察
する。

③国際問題の理解に必要な一般教養、とくに歴史・地理・文化・宗教を修得する。
④メディア・リテラシーを身につける。

【講義計画】
第１回：�国際法の基本原則
第２回：�条約 (1)　条約案の交渉
第３回：�条約 (2)　署名と採択
第４回：��条約 (3)　批准
第５回：�条約 (4)　効力発生
第６回：�条約 (5)　無効と終了
第７回：��条約 (6)　留保
第８回：�条約 (7)　国内法との関係
第９回：�日本と国際法 (1)　日米和親条約と日米修好通商条約
第10回：�日本と国際法 (2)　日清戦争、日露戦争、パリ講和会議
第11回：�日本と国際法 (3)　真珠湾攻撃、太平洋戦争、サンフランシスコ講和会議
第12回：�日本と国際法 (4)　日本国憲法と日米安保条約
第13回：�日本と国際法 (5)　「唯一の被爆国」と核軍縮
第14回：�日本と国際法 (6)　国連女性差別撤廃条約
第15回：�まとめ、期末試験

【事前および事後学習の指示】
毎回の授業で指示される参考文献や参考URL をもとに、事前および事後学習をし
てください。

【テキスト】
国際条約集2021�編集代表　岩沢雄司他　�有斐閣
教科書は毎回使います。

【参考文献】
加藤信行他『ビジュアルテキスト国際法』第2版、有斐閣、2020年
芹田健太郎『新ブリッジブック国際法入門』信山社、2020年
大沼保昭『国際法』筑摩書房、2018年
浅田正彦『国際法』第4版、東信堂、2019年
中谷和弘『国際法』第3版、有斐閣　2016年
薬師寺公夫他『判例国際法』第3版、東信堂、2019年
小川浩之他『国際政治史：主権国家体系のあゆみ』有斐閣、2018年

【コメント】
試験3回（25％、25％、50％）で決定します。最初の2回は抜き打ちで行います。
詳細は第1回授業で発表します。

【留意事項】
教科書は毎回使います。試験問題の一部は、教科書を用いて解答する形式です。

社会人の方へ（聴講に際して）
国際法A　＜春＞と同時受講できる方のみ
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講　義　名　称 曜　時

コミュニケーション論 [2]　＜春＞ 火 1

【教員名称】�
長𥔎　励朗

【講義概要】
一般に「コミュニケーション」と言えば、人間同士のパーソナルな会話が想起され
る。そのため、メディアを介した「マス・コミュニケーション」とは別に語られが
ちである。しかし、本来これらは別個のものではない。コミュニケーションとは、
ある主体が別の主体に情報を伝達する行為の全てを含むものだ。そのため、コミュ
ニケーション研究はメディア論のみならず、社会心理学や文化人類学など複数の
分野にまたがって展開されている。本講義ではこれらの知見を分野横断的に論じ
ることで、「コミュニケーション」を捉える多角的な視点を提供する。

【学習目標】
コミュニケーションに関する幅広い知識を身につけることを通じて、一般に言わ
れる「コミュニケーション能力」などの言葉に流されない自分なりのコミュニケー
ション観を構築してほしい。

【講義計画】
第１回：�ガイダンス
第２回：�コミュニケーションとマス・コミュニケーション
第３回：�コミュニケーション研究の系譜（１）—強力効果論と限定効果論
第４回：��コミュニケーション研究の系譜（２）—新強力効果論
第５回：�文字の文化と声の文化—日本型コミュニケーションとは何か？
第６回：�AI とコミュニケーション（１）—フィードバックと予言の自己成就
第７回：��AI とコミュニケーション（２）—人工知能とビッグデータ
第８回：�非言語的コミュニケーション
第９回：�社会学者たちのコミュニケーション論
第10回：�市民的公共圏は存立可能か？
第11回：�ハンナ・アーレントの公共圏論
第12回：�インターネット公共圏論
第13回：�民主主義とコミュニケーション（１）右翼と左翼
第14回：�民主主義とコミュニケーション（２）ヨロンとセロン
第15回：�まとめ

【事前および事後学習の指示】
試験前にはノートを見直すことをおすすめします。
また、日常的には、授業の内容を踏まえて自身の周囲にあるものを観察してみるこ
と。

【テキスト】

【参考文献】
・田崎�篤郎・児島�和人『マス・コミュニケーション効果研究の展開』、北樹出版
・佐藤卓己『現代メディア史』、岩波書店

【コメント】

【留意事項】

講　義　名　称 曜　時

コンピュータ論Ⅱ　＜春＞ 水 1

【教員名称】�
榎本　光世

【講義概要】
コンピュータを、より深く理解し、より広い用途に効率的に利用するためには、
その動作原理について基本的なことから知っておく必要がある。そのためにはそ
の動作原理の数学的な理解が必要性である。本講義では、まず、2進数と基数変換
から始め、集合、論理演算と続き、確率と統計、そしてデータ構造やアルゴリズム
を学習する。これらが特に数学的な要素を多く含む学習範囲であり、これらは必
ず成績評価試験に出題する。　全ての講義内容は相互に関連性を持つので、一度
でも欠席すれば、試験に回答するための知識を得られない可能性が少なくない。

【学習目標】
ICT とは何かを理解し、個人 (従業員、経営者、消費者 )の立場からの ICT利用、そ
れに組織体（企業、行政、非営利組織）の利用に関して認識を深め、様々な立場やレ
ベルにおける ICTの利用が社会に与える影響について考察できるようになる。

【講義計画】
第１回：�講義概要；講義内容の説明と諸注意
第２回：�基数表現 (2進数、10進数、16進数 )、集合と論理演算
第３回：�確立と統計、情報量の単位、デジタル化と文字表現
第４回：��コンピュータのハードウェア1；電子工学以前のコンピューター、

算盤＞機械 (歯車 ) 式計算機＞継電器（リレー）＞真空管
第５回：�コンピュータのハードウェア2；電子工学黎明期のコンピューター (コン

ピューターの発明 )
半導体＞トランジスタ＞ IC＞コンピューター

第６回：�電子ネットワーク；コンピューターとデータ通信（専用線、公衆網、イン
ターネット、FTC）

第７回：��コンピュータのソフトウェア１；
OSとアプリ、ソフトウェア開発 (顧客の要求分析）の困難性

第８回：�コンピュータのソフトウェア２；
ソフトウェア・クライシス；フレドリック・ブルックス『人月の神話』、エ
ドワード・ヨードン『デスマーチ』)

第９回：�コンピュータのソフトウェア３；
フローチャート、ウォーター・フォール・モデル

第10回：�コンピュータのソフトウェア４；
いろいろなコンピュータ言語 (低水準言語と高水準言語 )

第11回：�コンピュータのソフトウェア５；
コンピューター言語の実際 (C言語、VisualBasic のコーディング )

第12回：�経営と情報化
コンピューター時代を理解する様々なキーワード (ネオダマ、ゲーム化、
クラウド、ビッグ・データ、スマホ )

第13回：�社会と情報化
アルビン・トフラー『第三の波』、ニューエコノミー論、ネットワーク革命、
デジタル・ディバイド、スマホ依存症、SCOT

第14回：�情報社会に関する最近の話題と未来への展望
第15回：�予備時間

【事前および事後学習の指示】
前回までの内容を簡単に復習してから講義にのぞむこと。

【テキスト】

【参考文献】
遠山曉、他『経営情報論』有斐閣アルマ　2015、　その他参考書は講義中に指示す
る。

【コメント】
試験期間内に成績評価試験をする。試験範囲は講義前半のコンピュータの数学的
な動作原理から大部分出題する。テキストに関しては開講時に指示する。プリン
トを配布する。私語厳禁。講義中にはスマホや携帯電話などの利用を一切認めな
い。

【留意事項】
　プログラマーとしての実務経験があるので、プログラム作成現場の体験談を説
明できる。また、いわゆる文系出身プログラマーなので、文系受講者にもわかり
やすくプログラミングを説明できる。

　社会人の方へ（聴講に際して）大学が定める新型コロナウイルス感染拡大防止
に基づく行動基準による授業形態とは別に、担当教員からの要望による遠隔授業
の可能性あり。
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講　義　名　称 曜　時

産業心理学　＜通期＞ 火 4

【教員名称】�
木村　貴彦

【講義概要】
高齢化や高度の情報化など現代社会の劇的変化に伴って私たちの生活や労働も多
様化・複雑化しています。産業心理学は現代社会における人間と労働・日常生活を
考える心理学の応用的分野のひとつです。本講義では環境・組織・人間の各要因と
それらの相互作用を考え、産業心理学における諸問題を概観していきます。

【学習目標】
①労働や日常生活における産業心理学的見地に基づく知見を理解して説明できる。
②�現代社会における産業心理学に関連した問題の抽出と，その問題に対する取り
組み手法を提案することができる。

【講義計画】
第１回：�オリエンテーション①
第２回：�産業心理学と現代社会
第３回：�産業心理学の歴史と背景
第４回：��動機づけとリーダーシップ①　モチベーション
第５回：�動機づけとリーダーシップ②　職場における人間関係
第６回：�産業組織①　組織と人間
第７回：��産業組織②　組織と安全・健康
第８回：�適性①　個人差と適性研究
第９回：�適性②　適性検査
第10回：�産業場面におけるストレス①　ストレスの基礎
第11回：�産業場面におけるストレス②　疲労・過重労働
第12回：�産業場面におけるストレス③　ストレスマネジメントとメンタルヘルス
第13回：�産業心理学の現代的問題①　高齢化社会・加齢と労働
第14回：�産業心理学の現代的問題②　障害と労働
第15回：�試験およびまとめ
第16回：�オリエンテーション②
第17回：�作業と効率①　人間の動作
第18回：�作業と効率②　心的負担
第19回：�作業と効率③　反応時間
第20回：�作業と効率④　VDT作業
第21回：�ヒューマンエラー①　ヒューマンエラーとは何か
第22回：�ヒューマンエラー②　ヒューマンエラーのメカニズム
第23回：�ヒューマンエラー③　エラー研究と心理学
第24回：�リスクと意思決定
第25回：�消費者の心理
第26回：�前半のまとめ
第27回：�産業心理学の課題を考える①　問題の抽出
第28回：�産業心理学の課題を考える②　問題の深化・議論
第29回：�産業心理学の課題を考える③　プレゼンテーションの準備
第30回：�産業心理学の課題を考える④　プレゼンテーションと議論

【事前および事後学習の指示】
産業心理学は労働や日常生活と密接に関わっています。
普段の生活から問題点に目を向け、気づいたことをまとめた上で授業に積極的に
取り組んで下さい。
また、参考文献をあらかじめ読んでおくようにして下さい。
授業内で用いる資料を見直して、内容をまとめて復習して下さい。

【テキスト】
使用しない

【参考文献】
・�篠原一光・中村隆宏（編）心理学から考えるヒューマンファクターズ　- 安全で快
適な新時代へ -　有斐閣　

・古川久敬（編）産業・組織心理学　朝倉書店　
・西川一廉・三戸秀樹　他　21世紀の産業心理学　福村出版　

【コメント】
①�前期・後期ともに試験を実施します。また、中間の時期で復習テストを実施しま
す。

②レポートは適宜実施する課題や後期における発表への取り組みを含みます。
③その他には授業への積極的な取り組みを含みます。
・教室内で定期試験を実施できない場合はM-Port 上で試験を行います。

【留意事項】
　基本的に講義形式で実施しますが、デモやディスカッションの形式を取り入れ
ます。
　また、後期の数回では実践的課題として産業心理学における諸問題についてグ
ループワークを実施する予定です。そのため、授業外での取り組みを求めること
があります。

講　義　名　称 曜　時

ジェンダー法学A　＜春＞ 火 1

【教員名称】�
的場　かおり

【講義概要】
某国会議員の「女性はいくらでもウソをつける」発言、友人のアウティングで死

を選んだ大学院生、コロナ禍で広がる「パパ活・ママ活」。世間を賑わすこれらの
ニュースに共通するのは性別に基づく差別です。日本の最高法規である憲法14条
は性差別を禁じ、各分野で法整備が進められているはずなのに、なぜなのでしょ
うか。
講義では、社会や文化が生み出す性差＝「ジェンダー」を軸に据え、日本の現状と

法制度を考察します。「ジェンダー」の観点から「身体」と「家族」の分野に潜む問題
を発見し、その解決策を探ります。今や「男／女」という二者択一自体が適切でな
くなっています。いわゆる「LGBTs」についても考えます。

【学習目標】
①�「ジェンダー」という視点から社会の問題を考える力を養います。これまでの「当
たり前」を見直すことで、そこに潜む問題・課題に気づき、解決策を考えられる
ようになります。

②�他者との違いを認め、多様性を尊重する姿勢を身に付けます。この姿勢は、多様
な個性をもつ人々が平等に生きられる社会の実現に不可欠なものです。

【講義計画】
第１回：�ガイダンス（講義の進め方・成績評価・講義の内容）
第２回：�女性／男性／ジェンダー学と法
第３回：�LGBTs とは
第４回：��日本におけるジェンダー平等の実態
第５回：�性犯罪
第６回：�売買春
第７回：��ポルノグラフィー
第８回：�リプロダクティブ・ライツ①人工妊娠中絶
第９回：�リプロダクティブ・ライツ②優生思想と障がい者
第10回：�リプロダクティブ・ライツ③生殖補助医療
第11回：�婚姻①婚姻と法
第12回：�婚姻②婚姻と子ども
第13回：�離婚①離婚と法
第14回：�離婚②離婚にともなう課題
第15回：�まとめと試験

【事前および事後学習の指示】
【事前学習】
　・�配布されたレジュメ・資料にしたがい、課題に取り組む、関連するニュース・出

来事を調べる
【事後学習】
　・解説で用いられたスライド資料を確認しながら、課題を復習する
　・参考文献などを用いて問題を掘り下げ、自分の意見をまとめる

【テキスト】

【参考文献】
・�犬伏由子・井上匡子・君塚正臣編『レクチャー　ジェンダー法』（法律文化社、
2012年）

・�三成美保・笹沼朋子・立石直子・谷田川知恵『ジェンダー法学入門〔第3版〕』（法
律文化社、2019年）

・辻村みよ子『概説ジェンダーと法〔第2版〕』（信山社、2016年）
・�山下泰子・矢澤澄子監修・国際女性の地位協会編『男女平等はどこまで進んだか』
（岩波書店、2018年）
・�伊藤公雄・樹村みのり・國信潤子『女性学・男性学〔第3版〕』（有斐閣、2019年）

【コメント】
成績評価の詳細は次のとおりです。
①その他（50％）：毎回出される課題を提出
�※3分の2（10回）以上の課題提出がない場合、試験を受ける資格を失います。
②試験（50％）：学期末に行う論述試験

【留意事項】
社会人の方へ（聴講に際して）大学が定める新型コロナウイルス感染拡大防止に
基づく行動基準による授業形態とは別に、担当教員からの要望による遠隔授業の
可能性あり。
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講　義　名　称 曜　時

ジェンダー論 [2]　＜春＞ 木 2

【教員名称】�
村上　あかね

【講義概要】
　生物学的な性のあり方（セックス）に対して、社会的・文化的・心理的な性のあり
方をジェンダーとよぶ。ジェンダー論を学ぶことは、グローバル化する社会の「世
界市民」にとって基本的な教養といえる。レディースデーがあるのはなぜだろう
か？女性専用車両があるのはなぜだろうか？ミス・ミスターコンテストをしたほ
うが学園祭は盛り上がるのか？このような身近な疑問から出発し、世の中の動き
を知り、自分が当たり前だと思っている「男らしさ」や「女らしさ」を見直すことに
挑戦することで、社会の見方が変わるだろう。これまで学んだ社会学の理論・学説
だけではなく、経済学、人口学、人類学などの理論・学説も応用しながら、なぜかを
徹底的に考え、知的な喜びを味わう授業とする。レジュメは最小限の内容しか書
かないので、メモを取ることを心掛けてほしい。毎回、授業中にＡ4用紙1枚分の
コメントを書くので、受講にあたっては知的好奇心と知的柔軟性に満ちた積極的
な姿勢を望む。くじ引きによるグループディスカッション、ディベートやロール
プレイングも行うので、学部学年性別を超えて、グループワークが上手になりた
い人におすすめである。

【学習目標】
　この講義の目標は、以下の3点である。
1.�学校・家庭・職場に焦点をあてて、私たちの生き方がジェンダーと関係がある現
実を知り、その背後にあるメカニズムを理解する。

2.�ジェンダーの問題を理解するために必要な用語やものの見方を学び、自分でも
使えるようになる。

3.�性別役割分業体制が根強い日本では、女性だけではなく男性も困難な状況にお
かれていることを理解し、性別にかかわらず一人ひとりの違いを尊重できる社
会を築くためにはどうすればよいか、問題を解決するための視点を養う。

　3・4年生向けの授業なので、自律した学習者であることを強く期待する。

【講義計画】
第１回：�イントロダクション①：日本社会とジェンダー〜世界の中の日本
第２回：�イントロダクション②：男らしさ、女らしさとはなにか〜男性脳・女性

脳ってなんだろう？
第３回：�性の多様性①：LGBTと BL 〜 TVや漫画とは違う現実を知る
第４回：��「男らしさ」「女らしさ」の作られ方①：親の役割〜親は子どもに何を期待

するのか
第５回：�「男らしさ」「女らしさ」の作られ方②：学校の役割〜学校が児童生徒に期

待すること
第６回：�「男らしさ」「女らしさ」の作られ方③：メディアの役割〜ファッション雑

誌とCMを分析しよう
第７回：��恋愛・結婚とジェンダー①：恋愛の歴史〜恋愛の女性学・男性学
第８回：�恋愛・結婚とジェンダー②：多様なライフコース・多様な家族〜生き方と

家族のかたちの変わる部分と変わらない部分
第９回：�恋愛・結婚とジェンダー③：女性の貧困と子どもの貧困〜なぜ子どもの

貧困を減らす必要があるのか
第10回：�家事・ケア労働とジェンダー①：母性神話〜日本の家事・育児・介護はな

ぜ大変になったのか
第11回：�家事・ケア労働とジェンダー②：母性神話〜歴史を振り返る
第12回：�ジェンダーに関する現代の諸問題①：暴力・DVから自分の心と体を守る

〜リプロダクティブ・ヘルスライツ
第13回：�ジェンダーに関する現代の諸問題②：スポーツとジェンダー、スポーツ

とレイシズム〜東京オリンピックをきっかけに考えてみよう
第14回：�ジェンダーに関する現代の諸問題③：開発途上国の現状を知る〜世界に

目を向けてみよう
第15回：�まとめ：これまでの学習を振り返って

【事前および事後学習の指示】
レジュメはM-port 経由で配布するので、事前に目を通しておくこと。毎回、教科
書該当箇所および授業内容の理解が深まる Youtube や公式ウェブサイトを示す
ので、予習・復習をすること。毎回の講義で取り上げた内容に関するニュースを自
身で探すこと。授業時間外の質問はメールよりもM-port の Q＆ Aが望ましい。
平日に寄せられた質問は24時間以内に回答するが、土日祝日や長期休み中は返信
が遅れる場合がある。

【テキスト】
女性学・男性学：ジェンダー論入門（第3版）�伊藤公雄・樹村みのり・国信潤子
9784641221222�有斐閣

【参考文献】
授業中に指示する。

【コメント】
①�1本目のレポートは、教科書および授業内容を適切に理解しているかどうか、

M-Port の「試験」で7月上旬に出題する（配点50％）。
②�2本目のレポートは、到達目標に対応するテーマに関する記述および論述問題

を出題する。授業内容を踏まえたうえで自身の考えを説得的に述べているかど
うか、論理的な構成および論述にふさわしい日本語になっているかどうかに重
点を置いて評価する（配点50％）。

��この授業では結果を重視するため、「〜を出せば大丈夫ですか」「出席していない
のですが大丈夫ですか」「内定があるのですが」などと教員や教務課に尋ねないこ
と。出席に対する加点はなし。

【留意事項】
政府および地方自治体、日本学術会議の委員経験、データアーカイブの運営経験
を持つ教員が政府および地方自治体での社会調査の実施・利用、政策について解
説・講義する。

社会人の方へ（聴講に際して）学部生の知識と能力を高めることが授業の目的で
あることをご理解のうえ、�授業には原則毎回出席し、教科書を持参し、グループ
ワークにも参加してください。

講　義　名　称 曜　時

視覚メディア論　＜春＞ 水 4

【教員名称】�
ケイン　樹里安

【講義概要】
本講義では、19世紀から現代にいたるまでの視覚メディアの造形的特質、誕生し
た社会的・歴史的・文化的・技術的背景、さらに私たちの社会生活に及ぼす影響
などについて幅広く理解することを目指す。映像資料を活用しつつ、講義形式で行
う。毎回コメントペーパーを配布（あるいはGoogle フォームでのアンケート機能
やM-port の各機能等を活用）し、皆さんと対話的な学びの機会とする。オンライ
ン講義となった際には、映像作品視聴（Amazon プライムやHulu 等の登録・課金
を必要とするものを含む）や論文・論考の配布などの「WEB課題」も行う。課題の
内容については、授業ごとに指示する。

【学習目標】
本講義では次のような知識や能力を受講生のみなさんが身につけることを目標と
します。
・視覚メディアに関する基礎的概念や理論を習得する。
・視覚メディアにいかなる技術や要素が盛り込まれているのか理解する。
・視覚メディアについて批判的に読み解く能力を身につける。

【講義計画】
第１回：�オリエンテーション
第２回：�「盛り」と「映え」をたどる
第３回：�視覚と触覚と地図
第４回：��メディアとプラットフォーム
第５回：�ヴィジュアルなものと「現場」
第６回：�デジタルメディア環境と言説空間
第７回：��コミュニケーション資本主義
第８回：�ネットワークメディアと「余計なものたち」
第９回：�福祉制度とビッグデータ
第10回：�スマートシティと囲い込み
第11回：�バイオ資本主義と芸術
第12回：�デジタルメディア時代の不平等・不公正
第13回：�資本主義リアリズムと再帰的無力感
第14回：�ヴィジュアル・カルチャーと都市
第15回：�まとめ

【事前および事後学習の指示】
参考文献などを読み予習しておくこと。配布した資料を用いて復習すること。

【テキスト】

【参考文献】
伊藤守編『コミュニケーション資本主義と〈コモン〉の探求——ポスト・ヒューマ
ン時代のメディア論』東京大学出版会

【コメント】
小レポートを課し、その評価を30％、期末レポートを70％として成績評価を行う。

【留意事項】
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講　義　名　称 曜　時

社会運動論 [2]　＜春＞ 火 4

【教員名称】�
本郷　正武

【講義概要】
社会運動は社会（問題）を映す鏡に例えられる。社会運動が提起する問題や、運動の
担い手、抗議手法などの観点から、社会問題のありかを探っていく。

【学習目標】
社会運動論の分析概念や基本的な考え方を身に付けることで、一見すると暴力的
な現象と捉えられがちな社会運動を違った角度からみることができるようになる
ことを目標とする。

【講義計画】
第１回：�イントロダクション：社会運動論の考え方
第２回：�HIV/AIDS の問題系（１）：HIV/AIDS の社会意識
第３回：�HIV/AIDS の問題系（２）：「医療化」にみる問題化のプロセス
第４回：��HIV/AIDS の集合行為（１）：エイズ・ボランティアの登場
第５回：�HIV/AIDS の集合行為（２）：市民活動・NPOの活動
第６回：�HIV/AIDS の集合行為（３）：「薬害HIV」訴訟運動
第７回：��HIV/AIDS の集合行為（４）：訴訟運動が残したもの
第８回：�良心的支持者概念の検討（１）：運動参加者と集合財
第９回：�良心的支持者概念の検討（２）：カミングアウトのポリティクス
第10回：�持つ者と持たざる者との対立：階級闘争モデル
第11回：�社会運動とアイデンティティ：「新しい社会運動」論
第12回：�社会運動の合理性／非合理性：資源動員論の登場
第13回：�資源動員論の展開と収斂：政治的機会構造／動員構造／フレーミング
第14回：�現代の社会運動（１）：社会運動と暴力
第15回：�現代の社会運動（２）：ライフスタイル運動

【事前および事後学習の指示】
講義で紹介した概念や理論を駆使して、身の回りで起きた出来事や社会現象の謎
解きをしてみること。うまくいかない場合は、質問やコメントペーパーのかたち
で言葉にしてみること。

【テキスト】

【参考文献】
長谷川公一編，2020，『社会運動の現在—市民社会の声』有斐閣．
濱西栄司ほか，2020，『問いからはじめる社会運動論』有斐閣．

上記の他にも講義中に随時紹介する。

【コメント】
コメントペーパーの内容が優れている場合は加点する。
期末試験の代わりに最終課題（最終レポート）を課す。

【留意事項】

講　義　名　称 曜　時

社会学A　01＜春＞ 火 4

【教員名称】�
石田　あゆう

【講義概要】
　「社会学」に関する基礎知識として、代表的社会学理論や専門用語を学ぶ。社会学
的思考力を養うことで、「世の中」や「社会」と、私たち一人一人はどのように関わっ
ているのかを理解する。
　「社会」は一見当たり前のように存在しているようだが、よく考えると＜不思議
なものであり、よくわからないこと＞が多い。それらの不思議についての思索を
通じ、社会学の魅力を学ぶ。

【学習目標】
社会学という学問において蓄積されてきた「世の中の見方（理解の方法）」を学習
し、身近な日常的な人間関係をはじめ、社会・文化現象まで、自分で考え、解釈し、理
解し、説明できるようになることを目標とする。

【講義計画】
第１回：�「社会」の不思議
第２回：�「個人」と「社会」の関係
第３回：�集団で暮らす
第４回：��社会のルールの考え方
第５回：�犯罪は異常な社会現象か
第６回：�予言が当たるメカニズム
第７回：��流行の不思議
第８回：�自殺の社会学
第９回：�メディアとイメージ
第10回：�格差とは何か
第11回：�社会的つながりについて
第12回：�「男」と「女」の問題
第13回：�消費文化と環境問題
第14回：�日本という社会
第15回：�社会学はどこから来たの？

【事前および事後学習の指示】
講義中に指示する。

【テキスト】
新版補訂版　社会学のエッセンス�友枝�敏雄 ,�竹沢�尚一郎 ,�正村�俊之�,�坂本�佳鶴
惠
�有斐閣アルマ

【参考文献】
友枝敏雄、浜日出夫、山田真茂留『社会学の力』有斐閣、2017年
作田啓一、井上俊編『命題コレクション�社会学』ちくま学芸文庫、2011年
竹内洋『社会学の名著30』ちくま新書、2008年

【コメント】
レポート等の課題については講義内で指示するが、それらに積極的に取り組むこ
とを求める。

【留意事項】
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講　義　名　称 曜　時

社会学A　02＜春＞ 水 2

【教員名称】�
大尾　侑子

【講義概要】
　「社会学」とはどのような課題に向き合い、なにを追究してきた学問なのだろう
か。哲学、政治学、歴史学などに比べ社会学は比較的新しい学問といえるが、これ
らの学問領域とはいかなる点で異なるのだろうか？　社会学の主要な概念や命題
を学びながら、社会学の独自性を理解し、「社会学的なものの見方」を獲得すること
を目指す。

【学習目標】
（１）�「社会学」とはなにを目指す学問なのか？　を自分の言葉で説明できるように

なること
（２）�社会学の重要概念を学び、「ステレオタイプ（偏見）」を批判する視点を獲得す

ること
（３）�自分の怒り、悩みなどの問題意識を社会学的な「問い」に変換し、考察する力を

身につける

【講義計画】
第１回：�ガイダンス—大学で「学ぶ」姿勢と社会学の位置づけ
第２回：�社会学を学ぶための準備—概念、仮説、命題、理論
第３回：�３つの方法論：ウェーバー、デュルケーム、ジンメル
第４回：��地位、役割、社会集団
第５回：�自己の社会学（１）象徴的相互行為論：ミード、ブルーマー
第６回：�自己の社会学（２）ドラマツルギー：ゴフマン
第７回：��中間課題〜ミニテストの実施〜
第８回：�シカゴ学派（１）都市と非行サブカルチャー
第９回：�シカゴ学派（２）社会構築主義、ラベリング理論
第10回：�構造と差異（１）ハビトゥス、文化資本、文化的オムニボア
第11回：�構造と差異（２）消費社会と記号
第12回：�批判理論（１）アドルノ、ホルクハイマー
第13回：�批判理論（２）ハーバーマス、ホネット
第14回：�エスノメソドロジー
第15回：�まとめ—「社会秩序はいかにして可能か？」の先へ

【事前および事後学習の指示】
指定した文献を読み、予習してから講義に出席するスタイルを取る予定。

【テキスト】
『社会学』（2019年版）�長谷川公一・浜日出夫・藤村正之ほか
�有斐閣�
『社会学』�奥井智之
�東京大学出版会

【参考文献】

【コメント】
オンラインへの移行により毎回の課題提出50%、期末レポート50%とする。た

だし、講義課題の提出が10回（全体の2/3）に満たない場合は単位認定評価の対象
にならず、たとえ期末レポートを出した場合でも単位不可とする。また各回の提
出課題はその内容の質によって採点をおこなう（つまり、出せば単位がくるという
わけではない）。期限を遅れて提出したものについては、毎回の課題、期末レポート
ともに採点対象にならないので、注意すること。
講義の資料は教員が自作したものを使うため、必ずしも教科書を購入する必要

はない。毎度、参考文献を指示するので、各自余裕がある場合は購入を勧める。
遅延した課題提出物は採点対象にならないので注意すること。

【留意事項】

講　義　名　称 曜　時

社会学原論　＜春集＞ 水 3/ 金 3

【教員名称】�
ケイン　樹里安

【講義概要】
身の回りの何気ない些細な出来事から、人々の関心が集中する大きな出来事を題
材に、社会の仕組みを把握するための、社会学の視点や方法、概念を全30回で学ぶ。
「わかっているようで、実はよくわかっていないこと」についてじっくりと考える
際に有効な「社会学の技法」を身につけることが、本講義の目標である。毎回の講義
でミニ・コメントペーパーを配布する（あるいは）。そこに記入されたみなさんの
感想・コメントをもとに、次回以降の授業内容を柔軟に組み立てることで、「アク
ティヴ」に社会学的想像力を養う契機としたい。映像資料を活用しつつ、講義形式
で行う。毎回コメントペーパーを配布（あるいはGoogle フォームでのアンケート
機能やM-port の各機能等を活用）し、皆さんと対話的な学びの機会とする。オン
ライン講義となった際には、映像作品視聴（Amazon プライムやHulu 等の登録・
課金を必要とするものを含む）や論文・論考の配布などの「WEB課題」も行う。課
題の内容については、授業ごとに指示する。また、講義の復習・予習（・オンライン
講義での課題としての活用）のために教科書を指定するので、積極的に活用してほ
しい。

【学習目標】
社会学の視点や方法、重要な概念を適切に理解し、自ら活用することで、さまざま
な社会現象を分析・考察することができる。

【講義計画】
第１回：�オリエンテーション
第２回：�日常のパフォーマンス
第３回：�若者と学校空間
第４回：��若者語りの社会史
第５回：�「ソシャゲ」におけるソーシャルなものとは何か
第６回：�「自分らしさ」と理想像の変遷
第７回：��ジェンダーとアイデンティティ
第８回：�セクシュアリティとレインボー・フラッグ
第９回：�ロマンチック・ラヴ・イデオロギー
第10回：�家族は「あたたかい」もの？
第11回：�家族実践の社会学
第12回：�ディスアビリティとインペアメント
第13回：�合理的配慮／合理的調整
第14回：�メディアとポジショナリティ
第15回：�フィルターバブルとメディア・リテラシー
第16回：�感情労働とやりがい搾取
第17回：�就活とは何か
第18回：�観光のまなざし
第19回：�イメジと真正性
第20回：�集合的記憶とモノ
第21回：�越境する胃袋
第22回：�交錯する身体文化
第23回：�ナショナリズムと「眼鏡のフレーム」
第24回：�「色」から考えるスポーツの祭典
第25回：�誰のためのオリンピック？
第26回：�国民国家と人種化
第27回：�帰属の政治
第28回：�「ハーフ」の日常的実践
第29回：�多文化社会とコンヴィヴィアリティ
第30回：�最終講義：批判と社会学的想像力

【事前および事後学習の指示】
毎回の授業で配布するミニ・コメントペーパー（あるいはオンライン上でのコメン
ト）は「レポート対策」になるので、積極的に記入してほしい。そのためにも、教科
書や講義内で紹介された参考文献を活用し、加えて、身の回りの出来事を反省的に
捉え返すためにメモを残すなど、事前・事後に能動的な学習を行う必要がある。

【テキスト】
ふれる社会学�ケイン樹里安・上原健太郎編
978-4-7793-0618-1�北樹出版�
いろいろあるコミュニケーションの社会学VER.2.0�有田亘・松井広志編
978-4-7793-0625-9�北樹出版�ver １.0ではなく、ver2.0を購入すること

【参考文献】

【コメント】
成績評価は小レポートが30％、期末レポ—トが70％です。

【留意事項】
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講　義　名　称 曜　時

社会学特講 - 格差社会を理論的に読み解く　＜春＞ 水 2

【教員名称】�
藤田　悟

【講義概要】
近年、日本社会において格差と貧困が急速に拡大しつつある。雇用・社会保障・教
育・「自己責任」論などなど、格差社会をめぐる論点は多岐に渡っている。この講
義では、格差社会の実態と格差社会化を推し進めている論理を学ぶとともに、格差
社会に対抗する思想・論理を皆さんと探っていきたい。

【学習目標】
「格差」とは何だろうか。「貧困」とは何だろうか。こうした基本的（根本的）な問い
に正面から向き合い、答えられるようになってほしい。また、「格差社会」の構造と
問題点について、その歴史的な背景も含めて「理論的に読み解く」視点を獲得して
ほしいと思う。

【講義計画】
第１回：�ガイダンス

イントロダクション—高等教育の費用と権利
第２回：�イントロダクション—高等教育の費用と権利Ⅱ
第３回：�格差とは何だろうかⅠ—格差は「問題」なのか
第４回：��格差とは何だろうかⅡ—格差はなぜ「問題」なのか
第５回：�貧困とは何だろうかⅠ—貧困の「発見」
第６回：�貧困とは何だろうかⅡ—貧困の「境界」
第７回：��生活保護の歴史と課題Ⅰ—歴史と制度解説
第８回：�生活保護の歴史と課題Ⅱ—現状と課題
第９回：�現代日本における貧困Ⅰ—ワーキングプアの増加とその要因
第10回：�現代日本における貧困Ⅱ—ワーキングプアを生む構造
第11回：�格差社会のイデオロギーⅠ—機会の平等と結果の平等
第12回：�格差社会のイデオロギーⅡ—「自立」と「依存」
第13回：�格差社会を克服する思想Ⅰ—＜自立−依存＞再考
第14回：�格差社会を克服する思想Ⅱ—＜機会の平等＞再考
第15回：�まとめ—格差社会の今後

【事前および事後学習の指示】
参考文献のいずれか一冊以上、事前に読んでおくこと。また講義では資料として
新聞記事を多数使用するので、普段から新聞を読む習慣を身に付けておくことが
望ましい。

【テキスト】

【参考文献】
阿部彩『弱者の居場所がない社会—貧困・格差と社会的包摂』講談社現代新書、
2011年。
岩田正美『現代の貧困—ワーキングプア／ホームレス／生活保護』ちくま新書、
2007年。
後藤道夫他『格差社会とたたかう—〈努力 ･チャンス ･自立〉論批判』青木書店、
2007年。
湯浅誠『反貧困—「すべり台社会」からの脱出』岩波新書、2008年。
その他の文献は講義中に適宜紹介する。

【コメント】
授業期間中に複数回小レポートを課し、その合計点で評価する。

【留意事項】

講　義　名　称 曜　時

社会学特講 - 釜ヶ崎から世界を見る　＜春＞ 木 1

【教員名称】�
綱島　洋之

【講義概要】
釜ヶ崎は、日本最大の「寄せ場」、すなわち日雇労働者の集住地域として知られて
きた。「あいりん」とも呼ばれ、「西成特区構想」でも取り沙汰されてきたことは周
知のとおりである。日雇労働者は、建設業など日本の基幹産業に携わってきたが、
経済情勢が悪化すればホームレス状態になりやすいなど、労働や生活のさまざま
な面で差別されてきた。しかし、だからこそ、釜ヶ崎では常に人間の尊厳とは何
かが問われてきた。本講義では、釜ヶ崎における人々の生き様や実践に学び、自分
自身と社会の関わり方について議論する。

【学習目標】
本講義の目的は、受講者に客観的事実に基づく知識を授けることではなく、むし
ろ、おそらく客観的な正解は皆無であろう人間の尊厳をめぐる諸問題について、
自分自身が心から納得できるまで考え続けるための基礎を築くことである。開講
期間中の目標は下記のとおりである。
（１）自分自身の周囲にあふれる情報を批判的に検証する。
（２）自分自身の生活と釜ヶ崎の間に、どのような関係があるのか、自分なりに考
える。
（３）考えた内容をひとまとまりの文章で表現する。

【講義計画】
第１回：�ガイダンス／釜ヶ崎とは？
第２回：�釜ヶ崎と社会学／客観性とは？
第３回：�「寄せ場」に立てば世界が見える�①日雇労働と非正規雇用
第４回：��「寄せ場」に立てば世界が見える�②野宿生活
第５回：�「寄せ場」に立てば世界が見える�③野宿者襲撃と排除
第６回：�「生きづらさ」・襲撃・暴動
第７回：��労働と貧困
第８回：�社会的排除
第９回：�社会的包摂
第10回：�究極のセーフティネット
第11回：�労働は権利か義務か
第12回：�働くことと稼ぐこと
第13回：�貨幣と常識
第14回：�自立・依存・共生
第15回：�まとめ／課題と希望

【事前および事後学習の指示】
まずは「講義・演習概要」「講義・演習計画」中に出てくる言葉についてインターネッ
ト検索などで調べてみること。

【テキスト】

【参考文献】
最初は配布資料を利用する。以下2点は頻繁に引用されるので、予め読んでおくこ
とを勧める。受講生の関心に応じて、追加の必要があれば講義中に指示する。
生田武志『釜ヶ崎から—貧困と野宿の日本』筑摩書房，2016年
北村年子『ホームレス襲撃事件と子どもたち—いじめの連鎖を断つために』太郎次
郎社エディタス，2009年

【コメント】
（１）レポートの内容については講義中に別途指示する。
（２）�各回の終了時に「出席カード」（オンラインの場合はそれに準ずるもの）に感想

等の記入を任意でお願いするが、あくまで講義の進行の参考にするためであ
り、成績評価には反映されないので、あまり無理しないこと。

（３）�「講義計画」は「出席カード」の記入内容により逐次変更されることを了承さ
れたい。

【留意事項】
学生ボランティア支援および釜ヶ崎における対人援助の経験をもとに、現地の実
情から何を学べるかという問題提起を行う。
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講　義　名　称 曜　時

社会思想史Ⅰ　＜春＞ 金 1

【教員名称】�
梅田　百合香

【講義概要】
本講義では、西洋の古典古代から近代および現代の代表的な社会思想を分析する
ことによって、人間性、市民的徳、共和主義などを中心に、民主主義が持つ根源的な
問題と現代的課題を考察する。

【学習目標】
受講者は、広く経済学に関わる思想史上の専門的な知識を身につけることを目標
とする。

【講義計画】
第１回：�講義ガイダンス　

ソクラテスの問い（１）ソクラテス裁判
第２回：�ソクラテスの問い（２）無知の知
第３回：�プラトンの哲人王（１）正義の追究
第４回：��プラトンの哲人王（２）哲人王の構想
第５回：�アリストテレスの倫理学（１）倫理学の方法と対象
第６回：�アリストテレスの倫理学（２）徳の探究
第７回：��アリストテレスの政治学（１）ポリスと人間
第８回：�アリストテレスの政治学（２）国制論
第９回：�キケロの共和主義（１）正義と慈善
第10回：�キケロの共和主義（２）共和主義
第11回：�マキァヴェッリの新しい国家観（１）統治術
第12回：�マキァヴェッリの新しい国家観（２）共和主義
第13回：�アレントの複数性の政治（１）全体主義
第14回：�アレントの複数性の政治（２）人間の条件
第15回：�まとめ

【事前および事後学習の指示】
各思想家について、参考文献の該当箇所を事前に読み、予習しておくこと。
講義中はノートをとり、授業後スライドの内容と照らし合わせて講義内容をノー
トにまとめ直し、復習しておくこと。

【テキスト】
テキストは使用しない

【参考文献】
山岡龍一『西洋政治理論の伝統』放送大学教育振興会、2009年。
宇野重規『西洋政治思想史』有斐閣、2013年。
仲正昌樹編著『政治思想の知恵—マキャベリからサンデルまで』法律文化社、
2013年。

【コメント】
小テストを５回行う（各20％）。学習目標に対応するテーマに関する選択式問題を
出題する。授業内容を踏まえた専門的な知識が身についているかどうかを評価す
る。
小テストは抜き打ちで行う。

【留意事項】

講　義　名　称 曜　時

社会心理学 [2]　＜春＞ 月 1

【教員名称】�
岩田　考

【講義概要】
　社会心理学は、人間の行動を社会との関わりに着目しつつ研究する学問です。大
別すると、「個人の心理的な過程」に焦点を当てる心理学的アプローチと「マクロな
視点から個人と社会の関わり」を研究する社会学的なアプローチの二つがみられ
ます。本講義は、社会学を学ぶ学生向けの講義であり、「社会学的な」社会心理学が
中心となります。授業では、アイデンティティや流行などみなさんの身近な具体
的な事例をあげつつ、社会学を学んでいくうえで重要となる社会心理学の研究を
紹介します（授業を行う時期に注目されている現象なども取り上げるため、扱う現
象を若干変更する可能性があります。）
　なお、出席はとりませんが、講義を聴いていないと単位修得は難しいため、就職
活動などで欠席が多くなることが予想される学生は注意して履修してください。
また、何らかの配慮を必要とする場合には、講義が開始してからなるべく早い時期
に相談するようにしてください。

【学習目標】
　「心理学的な」社会心理学や関連した心理学の成果について講義する場合もあり
ますが、社会学的な研究への寄与を常に念頭においたものです。社会心理学を学ぶ
ことによって、社会学と心理学の差違や共通性を把握し、社会学への理解を深める
ことを目的としています。社会学に固有の考え方を、社会心理学や心理学との関係
において理解することが最終的な学習目標です。「純粋」な心理学の講義を期待さ
れる方には向きませんので、注意してください。

【講義計画】
第１回：�講義の概要
第２回：�社会心理学とは
第３回：�自己 (1)　自己をめぐる現代的〈問題〉
第４回：��自己 (2)　映像から自己について考える

※映像は数回の授業にわたって見ます。
第５回：�自己 (3)　心理学的アプローチからみた自己意識の現代的特質
第６回：�自己 (4)　社会学的アプローチからみた自己意識の現代的特質
第７回：��集団 (1)　集団とは・集団における意志決定
第８回：�集団 (2)　映像から集団における意志決定について考える

※映像は数回の授業にわたって見ます。
第９回：�集団 (3)　集団における課題遂行と集団間差別
第10回：�流行と集合行動 (1)　集合とは・流行とは
第11回：�流行と集合行動 (2)　映像から現代のファッションの流行について考え

る
第12回：�流行と集合行動 (3)　映像から現代の集合行動（ネットとデモ）について

考える
第13回：�流行と集合行動 (4)　流行と集合行動のゆくえ
第14回：�心理学化・心理主義化　心理主義化する社会
第15回：�まとめ

【事前および事後学習の指示】
各回の授業は相互に関連しています。準備学習として、配布したプリントで次回講
義までに復習をしてください。また、事後学習として、講義中に紹介する参考文献
等を読み理解を深めてください。

【テキスト】

【参考文献】
浅野智彦編�2006『検証・若者の変貌−失われた十年の後に−』勁草書房
浅野智彦・岩田考ほか著�2010�『考える力が身につく社会学入門』中経出版
安藤清志ほか著�1995�『現代心理学入門４�社会心理学』岩波書店
池田知子・遠藤由美�2009�『グラフィック�社会心理学　第2版』サイエンス社
岩田考ほか編�2006�『若者たちのコミュニケーション・サバイバル−親密さのゆ
くえ』恒星社厚生閣
松井豊・上瀬由美子�2007�『社会と人間関係の心理学』岩波書店
末永俊郎・安藤清志編�1998�『現代社会心理学』東京大学出版会
『シリーズ情報環境と社会心理１−８』北樹出版
『ニューセンチュリー社会心理学１−６巻』北樹出版
『対人社会心理学重要研究集１−７』誠信書房
※その他の参考文献は講義中に紹介します。

【コメント】
試験 :0%、レポート :70%、その他 :30%
①�レポートは、800字程度の論述課題を２つ出題する（70％）。
なお、論述課題の内容は、第10回の授業以降にM-port を通じて提示。M-port
から提出。

②�その他は、各領域終了後に行う小テストおよび授業内容に関する課題（感想）
（30%）
　小テストは4回実施予定（20％）。課題についても４回程度実施予定（10％）。
　どちらもM-port を通じて提出。

【留意事項】
マーケティング調査業務の経験やシンクタンクでの調査業務の経験もふまえ授業
を行う。

社会人の方へ（聴講に際して）大学の基準を下回る受講生数でもオンデマンドで
実施をする可能性がありますので、予めご了承ください。
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講　義　名　称 曜　時

社会調査特講 - 質的調査法　01＜春＞ 木 4

【教員名称】�
李　容玲

【講義概要】
質的調査法の種類と実例について、それぞれの技法の特徴や調査実施上の倫理な
ど、基礎的知識について実践的に学ぶ。

【学習目標】
　調査の企画から報告書の作成まで、質的調査の方法について具体的に学ぶとと
もに体験実習を通して理解を深める。
　授業は「社会調査実習」を履修している者、履修した者を念頭におこなう。授業は
受講生個人またはグループ単位で、調査を実施しつつ進める。授業への出席のみな
らず、毎回の授業で提示される課題に取り組むために、授業時間外にも作業は必要
となる。

【講義計画】
第１回：�オリエンテーション
第２回：�聞き取り調査の技法と実践①：質問の吟味
第３回：�聞き取り調査の技法と実践②：インタビューの実践
第４回：��聞き取り調査の技法と実践③：データのとりまとめ
第５回：�聞き取り調査の技法と実践④：インタビュー結果の報告
第６回：�ドキュメント分析の技法と実践①：分析対象の選定
第７回：��ドキュメント分析の技法と実践②：ドキュメントの分析
第８回：�ドキュメント分析の技法と実践③：分析結果のとりまとめ
第９回：�ドキュメント分析の技法と実践④：分析結果の報告
第10回：�観察法の技法と実践①：観察対象の選定
第11回：�観察法の技法と実践②：プレ調査
第12回：�観察法の技法と実践③：観察法の実践
第13回：�観察法の技法と実践④：観察結果のとりまとめ
第14回：�観察法の技法と実践⑤：観察結果の報告
第15回：�全体講評

【事前および事後学習の指示】
授業の性質上、時間外の学習の重要性は高い。課題の選出、選んだ課題についての
取り組み方などについてのディスカッション、プレゼンテーションの作成と発表
の練習など、講義の進行状況に合わせた学習活動を、学生主体でおこなってもらい
たいと望んでいる。

【テキスト】
新・社会調査へのアプローチ——論理と方法�大谷�信介 ,�後藤�範章 ,�木下�栄二 ,�
小松�洋
978-4623066544�ミネルヴァ書房

【参考文献】

【コメント】
出席状況・毎回の授業で提示される課題の提出及び最終レポートの結果を総合し
て評価する。詳細については最初の授業の際に説明する。

【留意事項】
　公益法人組織で社会的弱者の救済・支援活動に携わった経験を有する教員が、
社会の「声なき声」に対応する質的な調査分析法を講義する。
　授業ではコンピュータを用いて、各自が収集した質的データの分析から最終レ
ポートの作成まで、質的分析に必要な一連の過程を経験する。そのため、毎回の
授業で提出される課題をとぎれなく蓄積してゆくことが、とりわけ重要である。

講　義　名　称 曜　時

社会福祉計画論Ａ　＜春＞ 金 2

【教員名称】�
寺内　謙元

【講義概要】
　社会福祉計画論Ａでは、社会福祉の実施体制における福祉行財政と福祉計画を
とりあげる。まず、福祉行財政については、国・都道府県・市町村のそれぞれの役
割や国と地方の関係を概観した上で、福祉行政の機関（福祉事務所・児童相談所・
身体障害者更生相談所・知的障害者更生相談所）の役割をみていく。次に、福祉計画
については、各分野ごとや地域福祉計画といった各種の福祉計画の意義と目的を
概説した上で、福祉計画の主体と方法およびそれらの実際をみていく。とりわけ、
住民参加の意義と留意点を説明する。

【学習目標】
〔授業修了時の達成課題　（到達目標）〕
　・�福祉行財政の実施体制（国と地方自治体の役割、関係、財源、組織及び団体、専門

職の役割を含む。）について理解する。
　・福祉行財政の実際について理解する。
　・福祉計画の意義や目的、主体、方法、留意点について理解する。

【講義計画】
第１回：�福祉行政の実施体制Ⅰ　・　国と都道府県の役割
第２回：�福祉行政の実施体制Ⅱ　・　市町村の役割と国と地方の関係
第３回：�福祉行政の実施体制Ⅲ　・　福祉の財源　
第４回：��福祉行政の実施体制Ⅳ　・　福祉行政の組織及び団体の役割　
第５回：�福祉行政の実施体制Ⅴ　・　福祉行政における専門職の役割
第６回：�福祉行財政の動向　・　データでみる福祉行財政の実際
第７回：��福祉計画の意義と目的Ⅰ　・　福祉計画の概要
第８回：�福祉計画の意義と目的Ⅱ　・　福祉計画における住民参加の意義
第９回：�福祉計画の意義と目的Ⅲ　・　福祉行財政と福祉計画の関係
第10回：�福祉計画の主体と方法Ⅰ　・　福祉計画の主体と種類
第11回：�福祉計画の主体と方法Ⅱ　・　福祉計画の策定過程
第12回：�福祉計画の主体と方法Ⅲ　・　福祉計画の策定方法と留意点
第13回：�福祉計画の主体と方法Ⅳ　・　福祉計画の評価方法
第14回：�福祉計画の実際　・　福祉計画の種類ごとの実際
第15回：�まとめ

【事前および事後学習の指示】
福祉行財政の概要と福祉計画の種類等について事前学習を行うこと。福祉に関す
る行政機関の組織、業務、相互関係について、および福祉計画に関する用語を正し
く理解するように事後学習を行うこと。

【テキスト】

【参考文献】

【コメント】

【留意事項】
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講　義　名　称 曜　時

社会福祉サービス論Ａ　＜春＞ 火 1

【教員名称】�
加藤　貴久

【講義概要】
社会福祉サービスの捉え方、サービス提供の組織や団体、経営・運営管理の方法な
どについて理解する。

【学習目標】
社会福祉サービスの捉え方や全体像について把握し、その推進方法についての理
解を深めることができる。
①�福祉サービスに係る組織や団体（社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、
営利法人、市民団体、自治会など）について理解する。

②福祉サービスの組織と経営に係る基礎理論について理解する。
③福祉サービスの経営と管理運営について理解する。

【講義計画】
第１回：�社会福祉サービスの捉え方①
第２回：�社会福祉サービスの捉え方②
第３回：�福祉サービスに係る組織や団体の概要①
第４回：��福祉サービスに係る組織や団体の概要②　社会福祉法人
第５回：�福祉サービスに係る組織や団体の概要③　医療法人
第６回：�福祉サービスに係る組織や団体の概要④　特定非営利活動法人、営利法

人、市民団体、自治会
第７回：��福祉サービスの組織と経営に係る基礎理論①
第８回：�福祉サービスの組織と経営に係る基礎理論②
第９回：�福祉サービスの組織と経営に係る基礎理論③
第10回：�福祉サービス提供組織の経営と実際①
第11回：�福祉サービス提供組織の経営と実際②
第12回：�福祉サービス提供組織の経営と実際③
第13回：�福祉サービスの管理運営の方法と実際①
第14回：�福祉サービスの管理運営の方法と実際②
第15回：�試験・まとめ

【事前および事後学習の指示】
シラバスを確認の上、テキストの該当箇所もしくは関連する箇所を中心に予習と
復習をすること。
テキストの該当箇所を精読し、特にわからない単語をピックアップしておくこと
（事前学習３０時間）。
講義で配布したレジュメ、テキストの該当箇所を確認しておくこと（事後学習
３０時間）。

【テキスト】
社会福祉サービスの組織と経営（第5版）�社会福祉士養成講座編集委員会編
9784535558175

【参考文献】
適宜、授業で伝えます。

【コメント】
期末試験 (授業内試験）60％、日々の授業で行う小テスト・小レポート40％

【留意事項】
現役の社会福祉法人の事務局長による授業。経験をもとに授業を行います。

講　義　名　称 曜　時

社会福祉特講 - キャンプディレクター論　＜春＞ 月 5

【教員名称】�
髙瀬　宏樹

【講義概要】
組織キャンプのディレクターとして必要な知識、技術を体験的に学びます。

【学習目標】
組織キャンプとは何かを考えるとき、社会のニーズを理解する広い視野と、それ
にキャンプという方法で対応する知識、技術が求められます。またディレクター
として、組織、リーダーシップ、コミュニケーション、グループワークなどのソー
シャルワークの理論、技術も求められます。実際のキャンプでプログラムディレク
ター、マネジメントディレクターとして、活躍できるよう学び、日本キャンプ協会
のキャンプディレクター2級の資格取得を目指します。

【講義計画】
第１回：�社会の現状とキャンプの特性
第２回：�キャンプディレクターとは
第３回：�キャンプの計画
第４回：��キャンプの運営
第５回：�キャンプの評価
第６回：�キャンプ組織
第７回：��リーダーシップ
第８回：�コミュニケーション
第９回：�グループワークとキャンプカウンセリング
第10回：�安全と健康
第11回：�リスクマネジメントと自己責任
第12回：�広報と募集
第13回：�キャンプ場の管理
第14回：�環境と自然保護
第15回：�資格認定試験とまとめ

【事前および事後学習の指示】
レポート課題あり、テキストを読み込むこと。

【テキスト】
キャンプディレクター必携
日本キャンプ協会 ISBN:978-4-904008-13-3

【参考文献】
野外教育入門シリーズ「障がいのある子どもの野外教育」杏林書院　（ISBN:978-
4-7644-1584-3）

【コメント】
①教室内で定期試験を実施できない場合は、M-Port�上で試験を行う。
②�到達目標に対応するレポート（A4・1枚程度）を２回実施する。授業内容を踏ま
えて自身の考えを論理的に述べているかどうかに重点を置いて評価する。

③グループワークの内容と討論への参加度合いによって評価する。

【留意事項】
現役の野外活動施設職員である教員が最新の社会教育の状況を踏まえて講義す
る。

社会人の方へ（聴講に際して）
社会人聴講生の方は第 15回目のキャンプディレクター資格認定試験の申請対象
外となります。予めご了承ください。
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講　義　名　称 曜　時

社会保障論Ａ　＜春＞ 金 1

【教員名称】�
寺内　謙元

【講義概要】
我が国の社会保障制度は、日本国憲法第25条の生存権規定に基づき体系化されて
いる。その4具体的施策である年金・医療・福祉 (介護 ) システムがどのように国
民生活の安定に寄与しているか、また、その政治経済システムへの影響はどのよ
うなものか、実態を踏まえて講義を行う。社会保障論Aでは、我が国の社会保守制
度の理念と歴史、社会保障制度と行財政システムの運営について講義を行う。ま
た、政治経済システムの関連において社会保障制度を多角的に考察していきたい。

【学習目標】
①�社会保障の概念や対象及びその理念について、社会保障制度の展開過程も含め
て理解する。

②�現代社会における社会保障制度の役割と意義、取り組むべき課題について理解
する。

③社会保障制度の財政について理解する。
④公的保証制度と民間保険制度の関係について理解する。
⑤社会保障制度の体系と概要のついて理解する。
⑥諸外国における社会保障制度の概要について理解する。

【講義計画】
第１回：�オリエンテーション
第２回：�現代社会における社会保障制度の現状①：人口動態の変化
第３回：�現代社会における社会保障制度の現状②：経済環境の変化
第４回：��現代社会における社会保障制度の現状③：労働環境の変化
第５回：�社会保障の概念や対象及びその理念①：社会保障の理念と範囲
第６回：�社会保障の概念や対象及びその理念②：社会保障の役割と意義
第７回：��社会保障の概念や対象及びその理念③：社会保障の理念
第８回：�社会保障の概念や対象及びその理念④：社会保障の対象
第９回：�社会保障の概念や対象及びその理念⑤：社会保障制度の展開
第10回：�社会保障と制度①：社会保障の財源
第11回：�社会保障と制度②：社会保障給付費
第12回：�社会保障と制度③：国民負担率
第13回：�社会保障と制度④：社会保障と経済
第14回：�まとめ１
第15回：�まとめ２

【事前および事後学習の指示】
社会保障についての概要を事前学習すること。講義において、説明した制度上の項
目、その関係について整理し、理解するよう事後学習を行うこと。

【テキスト】

【参考文献】
最新　社会福祉士養成講座　精神保健福祉士養成講座７　社会保障
著者 : 一般社団法人日本ソーシャルワーク教育学校連盟（編集）

【コメント】

【留意事項】

講　義　名　称 曜　時

生涯学習概論　01＜春＞ 水 3

【教員名称】�
尾谷　雅彦

【講義概要】
この授業では、司書課程、学芸員課程の学習に関連して「生涯学習」という考え方を
紹介し、具体的な活動を紹介しながら、理論的・実践的に考えていく。生涯学習と
は、誰もが「いつでも・どこでも」、自分の人生（仕事・趣味・生活…）を充実させる
ために、また積極的に市民として社会に参加していくために、それぞれが興味と
能力を高めていくことを意味する。授業ではこれを推進する、身近な公民館・博物
館・図書館・学校などでの活動について、毎回映像を使って紹介しながら、背景に
ある考え方を理解し、実際に生涯学習に参加するための情報とスキルを提供した
い。

【学習目標】
学習目標は、①生涯学習の具体的な活動とその考え方を理解し、積極的に参加する
学校教育の成果を踏まえ、学校教育を超えた主体的な「おとなの学習者」となる知
識・関心を身につけること、②社会の中で（社会教育の実践家・市民として）、みず
から生涯学習活動を推進する、「生涯教育者」としての態度・スキルを身につける
こと、の二点である。

【講義計画】
第１回：�ガイダンス　

生涯学習を学ぶ目的
今なぜ生涯学習か

第２回：�生涯学習・生涯教育論の展開と実際
・生涯学習とは
・生涯学習の理論形成

第３回：�生涯学習社会と家庭教育・社会教育・学校教育
・教育の様式
・家庭教育・社会教育・学校教育

第４回：��生涯学習振興施策
・生涯学習理念と行政
・生涯学習と教育改革
・政策課題解決

第５回：�教育原理と社会教育の意義と歴史Ⅰ
・教育と学習
・社会教育の意義

第６回：�教育原理と社会教育の意義と歴史Ⅱ
・社会教育の歴史

第７回：��社会教育行政の意義・役割と一般行政
・社会教育行政の意義・役割
・社会教育の一般行政化

第８回：�自治体の行財政制度と教育関連法規
・国と地方の役割
・自治体の今日的課題
・教育関連法規

第９回：�社会教育の内容・方法・形態Ⅰ
・社会教育の内容
・社会教育の方法と形態
・学習プログラム
・評価

第10回：�社会教育の内容・方法・形態Ⅱ
・実際に学習プログラムを組む
グループワーク

第11回：�社会教育の内容・方法・形態Ⅲ
・実際に学習プログラムを組む
グループワーク

第12回：�社会教育指導者について
・社会教育主事・学芸員・司書等

第13回：�社会教育施設について
・公民館・博物館・図書館

第14回：�社会教育施設について
・公共性とユニバーサル

第15回：�まとめ
学習支援と学習成果の評価と活用

【事前および事後学習の指示】
事前学習として各回講義のテーマについて参考文献を中心に生涯学習・社会教育
関連の概説書などから予習しておくこと。マスメディアを通じて現在社会の課題
を調べておくこと。事後学習は各回講義テーマの講義について整理し復習し、理解
度を高めること。事前事後、博物館、図書館、博物館などを見学し、そこで行われて
いる学習活動のデーターを収集するとともに、参加してみることを進める。

【テキスト】

【参考文献】
教科書は指定しないで、必要に応じてプリントを配布する。
赤尾勝巳著『新しい生涯学習概論』2012　ミネルバ出版
今西幸蔵編著『生涯学習入門』2011　法律文化社

【コメント】
評価は、講義中に随時提示する３回以上の課題の提出とレポート内容による。

【留意事項】
　行政で社会教育主事・学芸員として社会教育事業を担当した経験を通じて講義
する。
　他大学で社会教育演習・博物館教育論を講義している経験を生かして講義する。
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講　義　名　称 曜　時

障害者スポーツ論A　01＜春＞ 水 3

【教員名称】�
植田　里美

【講義概要】
・�障がいのある人がスポーツをすることの意義や目的、障がい者スポーツの現状
と課題について学ぶと共に、障がいや障がい者スポーツに関する知識を学ぶ。映
像などを活用し理解を深めたり、実際の指導法を実技を交えて講義することもあ
る。

【学習目標】
障がいや障がい者スポーツについての基本的知識を理解し、障がいのある人のス
ポーツ支援ができるようになる。

【講義計画】
第１回：�ガイダンス、障がいおよび障がい者スポーツについて

①授業に関する概要の説明
②障がいおよび障がい者スポーツについての導入

第２回：�障がい者スポーツの意義と理念
①障がい者にとってのスポーツ（動画鑑賞等）
②レポート

第３回：�障がい者スポーツの歴史と動向
①障がい者スポーツの歴史
②障がい者スポーツに関する諸施策

第４回：��障がいの理解とスポーツ、指導上の留意点と工夫Ⅰ
①身体障がい（肢体不自由①）

第５回：�障がいの理解とスポーツ、指導上の留意点と工夫Ⅱ
①身体障がい（肢体不自由②）

第６回：�障がいの理解とスポーツ、指導上の留意点と工夫Ⅲ
①身体障がい（視覚障がい）

第７回：��障がいの理解とスポーツ、指導上の留意点と工夫Ⅳ
①身体障がい（聴覚・音声言語障がい、内部障がい）

第８回：�障がいの理解とスポーツ、指導上の留意点と工夫Ⅴ
①知的障がい、発達障がい

第９回：�障がいの理解とスポーツ、指導上の留意点と工夫�
①精神障がい

第10回：�障がい者スポーツ大会
①パラリンピック
②全国障害者スポーツ大会

第11回：�障がい者スポーツ推進の取り組み
①地域での取り組み
②障がい者スポーツ指導者制度

第12回：�スポーツのインテグリティと指導者に求められる資質
①スポーツのインテグリティ
②指導者の役割と心構え

第13回：�障がいに応じたスポーツの工夫
①レポート

第14回：�障がい者との交流
①実技または講義

第15回：�まとめ及び試験

【事前および事後学習の指示】
新聞やテレビなどの障がい児・者スポーツに関する話題に目を通したり、障がい
児・者の大会やイベントのボランティアを行うことで、より学びを深めることが
できます。

【テキスト】
障がいのある人の指導教本（初級・中級）�（公財）日本障がい者スポーツ協会
978-4-324-10803-1�ぎょうせい

【参考文献】

【コメント】
・�学期末にテストを実施します。（教室内で定期試験を実施できない場合は、
M-Port 上で行います）

・レポートは2回実施します。期限内に提出すること。
・「その他」は、毎授業に出す課題を提出すること。

【留意事項】
実務経験のある教員による授業：障がい者スポーツセンター勤務

講　義　名　称 曜　時

上級簿記A　＜春＞ 月 2

【教員名称】�
中村　恒彦

【講義概要】
本講義では、株式会社の簿記について学習します。授業内容は、日商簿記検定2級
の商業簿記に対応した内容とし、その重要論点について取り上げます。

【学習目標】
日商簿記検定2級の合格程度の能力を身につけることとする。近年、商業簿記の内
容は、難易度が非常に上がっており、論点も多くなっている。

【講義計画】
第１回：�簿記一巡の取引と財務諸表
第２回：�現金預金・有価証券取引
第３回：�手形取引・債権債務取引
第４回：��商品売買取引
第５回：�特殊商品売買取引
第６回：�固定資産取引（有形、無形、投資その他の資産）
第７回：��引当金
第８回：�収益と費用
第９回：�純資産（剰余金、繰越利益剰余金）

株主資本等変動計算書
第10回：�合併・社債の会計処理
第11回：�繰延資産

税金の会計処理
第12回：�決算整理・精算表
第13回：�本支店会計
第14回：�財務諸表（決算書）の作成　
第15回：�試験およびまとめ

【事前および事後学習の指示】
日商簿記検定3級程度の内容については、よく理解しておいてください。

【テキスト】
検定簿記ワークブック２級商業簿記　�渡辺裕亘　片山　覚　北村敬子（編著）
�中央経済社�
検定簿記講義2級�渡辺裕亘　片山　覚　北村敬子（編著）
�中央経済社

【参考文献】

【コメント】
定期考査の成績に、適宜ホームワークを課し、その提出物等を加味して、総合的に
評価する。

【留意事項】
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講　義　名　称 曜　時

上級簿記 B　＜春＞ 木 2

【教員名称】�
中村　恒彦

【講義概要】
本講義では、商業簿記の履修を終えた学生を対象に、製造業の簿記（初歩の原価計
算を含む）を講義する。製品の製造原価の計算方法をはじめ、原価管理、利益計画に
まで及ぶ。

【学習目標】
簿記の学習には、計算方法や簿記的な考え方に慣れることが必要なため、毎時間、
練習を解く学習を中心につとめて実践的に授業を進めたい。原価計算論学習のた
めの基礎知識や公認会計士等の資格試験受験の出発点として必要な簿記能力の習
得に役立つと思うので、受け身にならず積極的に授業に参加してもらいたい。

【講義計画】
第１回：�オリエンテーション
第２回：�原価計算基準・工業簿記の構造（勘定連絡図）
第３回：�材料費・労務費の計算
第４回：��経費の計算・製造間接費の計算
第５回：�部門別計算
第６回：�個別原価計算
第７回：��総合原価計算（その１）

仕掛品の評価
第８回：�総合原価計算（その２）

単純、等級別、組別原価計算
第９回：�級別総合原価計算（その３）

工程別総合原価計算（仕損、減損、副産物）
第10回：�標準原価計算
第11回：�直接原価計算
第12回：�損益分岐点分析

利益計画
第13回：�本社・工場間の取引

製品の受払い、営業費計算
第14回：�製造業の財務諸表
第15回：�試験およびまとめ

【事前および事後学習の指示】
日商簿記検定3級程度の内容については、よく理解しておいてください。

【テキスト】
検定簿記講義�2級工業簿記�岡本　清
�中央経済社�
検定簿記ワークブック２級工業簿記�岡本　清
�中央経済社

【参考文献】

【コメント】
定期考査の成績に、適宜ホームワークを課しその提出物等を加味して、総合的に評
価する。

【留意事項】

講　義　名　称 曜　時

商業簿記　01＜春集＞ 水 1/ 水 2

【教員名称】�
池之本　欣哉

【講義概要】
今日の社会において企業の影響力が増大するにつれ、人々は自己の利益を守るた
めに企業の動向に強い関心をもち、企業に関する情報を必要としています。その
ような情報は多くの源泉から入手することができますが、企業活動の経済的側面
についての最も優れた情報源泉は、企業の会計が生み出す財務諸表です。しかし
この財務諸表は、簿記の知識がないと正確に読み取ることができません。簿記は、
企業の財政状態や経営成績を知るうえで不可欠な知識となります。
この講義では、日商簿記検定試験３級レベルの複式簿記について学習します。具体
的には、取引の記帳から財務諸表の作成にいたるまでを、（１）複式簿記の基礎概
念、（２）諸取引の会計処理、（３）決算と財務諸表、の順に解説していきます。理解
をより深めるために、練習問題による演習を多く取り入れていく予定です。

【学習目標】
この講義では、日商簿記検定試験３級レベルの複式簿記についての基本構造を理
解し、個人商店が行う取引を前提とした場合の記帳技術を習得することを学習の
到達目標とします。

【講義計画】
第１回：�簿記の基礎概念
第２回：�資産・負債・純資産と貸借対照表
第３回：�収益・費用と損益計算書
第４回：��簿記上の取引と仕訳
第５回：�勘定記入と転記
第６回：�決算予備手続き (試算表の作成 )
第７回：��決算本手続き (6桁精算表の作成 )
第８回：�現金取引
第９回：�預金取引
第10回：�商品売買取引 (三分法 )
第11回：�商品売買取引 (諸掛・値引・返品 )
第12回：�債権・債務取引 (その1)
第13回：�債権・債務取引 (その2)
第14回：�手形取引 (約束手形 )
第15回：�手形取引 (為替手形 )
第16回：�有価証券取引
第17回：�固定資産取引
第18回：�資本取引と税金
第19回：�決算整理手続き (売上原価の計算 )
第20回：�決算整理手続き (貸倒引当金の設定 )
第21回：�決算整理手続き (減価償却費の計算 )
第22回：�決算整理手続き (有価証券の時価評価その他 )
第23回：�8桁精算表の作成
第24回：�決算本手続き (帳簿の締切りと財務諸表の作成 )
第25回：�収益と費用の見越し・繰延べ
第26回：�消耗品の処理
第27回：�総合問題演習 (1)
第28回：�総合問題演習 (2)
第29回：�総合問題演習 (3)
第30回：�総括

【事前および事後学習の指示】
商業簿記を理解するためには、反復・継続的な学習が必要です。前回までの内容（講
師が適宜指示）をしっかりと復習したうえで講義に出席してください。

【テキスト】
検定簿記講義3級�渡部裕亘・片山覚・北村敬子 [編著 ]
�中央経済社�最新版を使用します。
最新段階式日商簿記検定問題集�渡辺正直他
�実教出版�練習問題として利用します。

【参考文献】

【コメント】
最終授業時のまとめ課題と毎回提出して頂いている課題で評価を行います。

【留意事項】
受講希望者は必ず初回の講義に出席してください。
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講　義　名　称 曜　時

証券論　＜春集＞ 水 2/ 金 2

【教員名称】�
松尾　順介

【講義概要】
この講義は、有価証券の定義、株式の発行市場と流通市場、信用取引やデリバティ
ブなど、専門的で高度な内容を講義します。また、金融危機以降、証券市場は急激
に変化していますので、最近の変化についても講義します。したがって、かなり
難易度の高い内容を含みますが、対話型・参加型形式を取り入れ、双方向型の授業
を行い、全受講生が理解できるよう努力したいと思います。毎回の授業では質疑応
答、ディスカッション、プレゼンテーションなどを行います。

【学習目標】
本講義の学習目標は、第一に証券市場に関する専門的な知識を身につけることで
す。なぜなら上場企業に就職した場合、その会社は日々株式市場と直面し、敵対
的買収に会うかもしれません。ベンチャー企業にとっても、資金調達手段です。
また、銀行や証券会社に就職する学生は、証券外務員試験を受験しなければなりま
せんので、証券市場の知識が不可欠です。さらに、フィナンシャル・プランナーや
税理士・会計士を目指す学生にとっても、証券市場の知識は必要です。第二に、証
券市場の現状や課題を考えることによって、「考える」力を高めることです。証券市
場には答えのない事象や問題が多々ありますので、これらについて考えることに
よって、受講生の「考える」力を高めたいと思います。

【講義計画】
第１回：�はじめに
第２回：�課題ポートフォリオ
第３回：�有価証券1（有価証券の定義）
第４回：��有価証券2（有価証券の種類）
第５回：�株式会社1（様々な会社形態）
第６回：�株式会社2（株式会社とコーポレートガバナンス）
第７回：��株式1（配当請求権）
第８回：�株式2（議決権）
第９回：�株式3（その他の株主権）
第10回：�株式4（株式と債権）
第11回：�株式発行市場１（発行市場と流通市場）
第12回：�株式発行市場２（新規設立）
第13回：�株式発行市場３（ＩＰＯ）
第14回：�株式発行市場４（上場会社の株式発行：エクイティ・ファイナンス）
第15回：�株式発行市場５（転換社債と新株予約権）
第16回：�株式流通市場１（流通市場の機能：価格発見機能と流動化機能）
第17回：�株式流通市場２（流通市場の制度的条件１：ディスクロージャー）
第18回：�株式流通市場３（流通市場の制度的条件２：不公正取引の禁止）
第19回：�証券取引所１（上場制度と取引参加資格制度）
第20回：�証券取引所２（売買制度）
第21回：�証券取引所３（清算・決済制度、自主規制）
第22回：�株価指数
第23回：�信用取引
第24回：�デリバティブ1（先物取引１）
第25回：�デリバティブ2（先物取引２）
第26回：�デリバティブ3（オプション取引）
第27回：�債券市場
第28回：�社債市場
第29回：�クラウドファンディング
第30回：�試験およびまとめ

【事前および事後学習の指示】
この講義では、頻繁に指名されるので、緊張感を持って受講してください。また、
専門的かつ難易度の高い内容を含んでいますので、前回の講義内容をよく復習し
て講義に臨んでください。具体的な準備学習は以下です。①この講義では、キー
ワードとなる専門用語が頻出しますので、まずこれらの専門用語の意味や内容を
しっかり頭に入れてください。②配布資料は、講義をより深く理解するためのもの
が数多く含まれていますので、それらを自分で読み解き、理解を深めてください。
③普段から証券市場に関するニュースや新聞記事に目を通し、関連する知識・情報
を集めておいてください。

【テキスト】
証券市場論�二上季代司
�有斐閣

【参考文献】
日本証券経済研究所編『図説　日本の証券市場』日本証券経済研究所

【コメント】
①�期末テストを100点満点として評価します。ただし、講義がオンラインで実施
された場合、期末テストを期末レポートに変更します。

②�対話型・参加型形式を取り入れますので、授業中に質疑応答、ディスカッション
およびプレゼンテーションなどを行い、その取り組みも評価に加味します。た
だし、オンラインで実施された場合、この点については変更の可能性がありま
す。

③毎回の講義では、小課題を課しますので、その回答も評価に加味します。
④課題ポートフォリオの提出も加点対象とします。
⑤出席点は一切考慮しません。

【留意事項】
証券会社および証券経済研究所勤務の経験を授業で活用する。

講　義　名　称 曜　時

商取引法Ⅰ　＜春＞ 水 1

【教員名称】�
瀬谷　ゆり子

【講義概要】
主に商法総則を対象とする。商法総則は個人企業組織に関する通則的な規定であ
るが、企業取引に関する通則的規定としても位置づけられる。本講義では、法主体
としての「商人」にかかわる特有な法制度の存在理由と制度の概要を理解すること
を目的とし、商取引の内容にかかわる「商取引法Ⅱ」(秋学期開講 )の基礎知識とな
るものである。
商取引分野における法制度の進展は著しく、直面する問題も多いため、具体的な事
例を織り込みつつ、全体像を見失わないように紹介する予定である。条文の確認は
毎回行うので、自分の六法を必ず持参すること。

【学習目標】
民法の基礎的な理解に立ち、そのうえで企業に特有のルールの存在を認識する。
商取引法の入り口である商法総則を中心に「実質的意義の商法」を学び、さらに企
業を中心とする取引の法制度への広がりを意識することで、企業の取引にかかわ
る法制度の全体像を想定できるようになることを目標とする。

【講義計画】
第１回：�商取引法の履修にあたって　ー商取引法の全体像ー

�・本講義で対象とする分野
�・法体系の理解
�・実質的意義の商法

第２回：�企業法としての商法　商法の法的特性と傾向
＊民法改正と商法改正　

第３回：�「商人」と「商行為」＊「商」がつくと何が違うか。
第４回：��商人とその営業　＊法人商人
第５回：�営業と営業譲渡�その1　制度の必要性
第６回：�営業と営業譲渡　その2　制度内容
第７回：��企業の人的要素ー企業活動を支える人たちー　商業使用人と包括的代理

権　
第８回：�企業の物的要素　その1　商号　　　＊商標とは
第９回：�企業の物的要素　その2　商号の譲渡・廃止・変更
第10回：�企業の物的要素　その3　商業帳簿　　＊　企業会計との関係
第11回：�企業の物的要素　その4　商業登記制度
第12回：�外観主義による企業活動の促進　その1　「外観主義」の考え方　　名板

貸し人の責任
第13回：�外観主義による企業活動の促進　その2　表見支配人　
第14回：�外観主義による企業活動の促進　その3　商業登記と外観主義
第15回：�商法総則まとめ　学びの展開と確認　(商取引法Ⅱへのつながり )　

【事前および事後学習の指示】
[ 事前学習 ]
新聞等のニュースは、この分野の教材がたくさん詰まっています。講義を履修す
る前に、関心を払っておいてください。
また、M-Port には、授業前に各回の資料を掲載します。講義前に目を通しておい
てください。
[事後学習 ]
授業中指摘した条文は、授業後に必ず各自で確認してください。六法に搭載されて
いない特別法の条項は、資料として配付します。その他、新聞記事等の当日の配布
物は当日の講義に関係するものですから、講義終了後、必ず読んでおいてくださ
い。これらを使ったレポートの提出を求めます。

【テキスト】
商法総則・商行為法 [第3版 ]�大塚英明・川島いづみ・中東正文・石川真衣
978-4641-221376�有斐閣

【参考文献】
龍田節・杉浦市郎『企業法入門 [第5版 ]』( 日本評論社、2018)
民法を受講したことがない場合、野村豊弘『民事法入門 [ 第7版 ]』( 有斐閣、
2017)。
最新の『六法』は、必ず持参してください。

【コメント】
評価の割合　最終回テスト　50点　中間小テスト　30点（10点：3回）　レポー
ト20点 (10点：2回 )
授業中、到達目標に対応する「小テスト」を毎月末に計3回 (4月、5月、6月 ) 行
います。これは、受講生のその時点での理解度を確認するためでもあります。小テ
ストは必ず1回は受けていることを最終の成績評価の条件とします。
また、講義に関係するレポートを2回提出してもらう予定です。

【留意事項】

56

ア

カ

サ

タ

ナ

ハ

マ

ヤ

ラ



講　義　名　称 曜　時

情報科教育法　＜通期＞ 火 5

【教員名称】�
小野　淳

【講義概要】
　教科「情報」は比較的新しい科目であり，学習指導要領が改正される際には常に
変化が伴う。教科「情報」の目標を理解し授業展開ができるよう，講義では学習指導
要領に基づき教科「情報」の内容の把握に努める。また、模擬授業などの実習を通
して，授業の計画の立案や教授実践能力を身につけることを目的とする。

【学習目標】
・�学習指導要領における教科「情報」の目標と教育内容を理解し，教科の全体構造を
把握する

・具体的な授業場面を想定した授業設計を行う方法を身に付ける。

【講義計画】
第１回：�情報科教育法とは（成績評価，授業の進め方などのオリエンテーションも

含む）
第２回：�情報科の成立から現在までの経緯
第３回：�新学習指導要領における情報教育とは
第４回：��初中等教育の情報教育の現状
第５回：�情報活用の実践力の指導法について
第６回：�情報の科学的な理解の指導法について
第７回：��問題解決とモデル化・シミュレーションの指導法について
第８回：�アルゴリズムとプログラミングの指導法について
第９回：�情報検索とデータベースの指導法について
第10回：�情報社会に参画する態度に関する指導法について
第11回：�メディアリテラシーの指導法について
第12回：�情報通信ネットワークとコミュニケーションの指導法について
第13回：�情報モラル・情報倫理の指導法について
第14回：�情報システムと社会の指導法について
第15回：�これからの情報科教育について，半期まとめ
第16回：�総合的な学習の時間との協調について
第17回：�コラボレーションとプレゼンテーションなど授業システム改善について
第18回：�教材研究。評価の工夫について
第19回：�学習指導案の構成について
第20回：�コンピューター等の ICT機器の利用について
第21回：�近年の実践研究の動向について（プログラミング教育）
第22回：�近年の実践研究の動向について（コンピューターを利用しない情報教育）
第23回：�学習指導案作成演習
第24回：�情報活用の実践力の指導法に関する授業形式の実習，振り返り
第25回：�情報の科学的な理解の指導法に関する授業形式の実習，振り返り
第26回：�情報社会に参画する態度の指導法に関する授業形式の実習，振り返り
第27回：�授業形式の実習，振り返り
第28回：�情報の表現と発信について
第29回：�ソフトウェア制作現場など社会から見た情報教育とは
第30回：�教科「情報」とは，半期まとめ

【事前および事後学習の指示】
教科書と学習指導要領等の予習を十分行い、振り返りと模擬授業・指導案の作成等
を行う。

【テキスト】
情報科教育法（改訂3版）�久野�靖　辰己�丈夫
978-4-274-21920-7�オーム社

【参考文献】
高等学校学習指導要領（平成30年告示）解説　情報編

【コメント】
教員免許取得を目的とする授業のため、積極的な授業への参加を期待する。

【留意事項】
社会人の方へ（聴講に際して）この科目は教育実習に向けての科目ですので教員
免許取得を検討されている方を対象とした内容です。

講　義　名　称 曜　時

職業指導　＜通期＞ 木 2

【教員名称】�
木口　誠一

【講義概要】
ビジネス社会で働くためにはどのような能力（就業能力・職業能力）が必要か精密
に明らかにする。また、職業能力の獲得をはじめとした「青年期の課題」について
考える。キャリア教育の理論や自己理解のための各種の技法とその教育的活用に
ついても学ぶ。我が国の危機的状況と教育の役割について基本的な認識を持つ。

【学習目標】
キャリア教育および職業指導を行うための法的・制度的枠組みを理解するととも
に、教員として就職指導や進学指導などを担当する際に必要な基本的なものの考
え方や実務的能力を獲得する。この講義は商業科教員の免許取得には必須である。
その他の教科の教員を目指す人にとっては必須ではないが有益である。教員志望
ではないが、将来の仕事に教育の知識技術を役立てたい人も受講していただきた
い。

【講義計画】
第１回：�前期のガイダンス

授業の進め方
評価
教育の理論・制度・実践

第２回：�労働市場の構造的変化 (経済成長時代の枠組 )
第３回：�労働市場の構造的変化 (現在進行している構造的変化 )
第４回：��労働市場の構造的変化 (将来のあるべき姿 )
第５回：�産業社会と職業能力 (わが国の危機的状況と教育の役割 )
第６回：�産業社会と職業能力 (わが国の産業構造と第四次産業革命 )
第７回：��産業社会と職業能力 (経済社会が求める人材像 )
第８回：�産業社会と職業能力 (学校が目指す人材像 )
第９回：�産業社会と職業能力 (職業能力の構成要素 )
第10回：�学校制度とリテラシー教育 (わが国の学校制度と教育の現状 )
第11回：�学校制度とリテラシー教育 (高等学校の現状と課題 )
第12回：�学校制度とリテラシー教育 (科学技術と工学リテラシー )
第13回：�学校制度とリテラシー教育 (ビジネスと経営リテラシー )
第14回：�学校制度とリテラシー教育 (大学教育の現状と課題 )
第15回：�前期のまとめ
第16回：�後期のガイダンス

授業の進め方
第17回：�文学とキャリアデザイン (「人間の絆」に描かれた青年期の課題」)
第18回：�文学とキャリアデザイン (「セールスマンの死」における職業生活の課題 )
第19回：�ライフデザインの理論（スーパー、ハンセンの理論）
第20回：�ライフデザインの理論（公共サービスと社会保障）
第21回：�ライフデザインの理論（家族の変容と住まいの変容 )
第22回：�ライフデザインの理論（幸福論、価値論 )
第23回：�キャリアデザインの理論 (自己理解、ジョハリの窓、シャインの理論 )
第24回：�キャリアデザインの理論 (偶然性を活かす、クランボルツと金井壽宏の理

論 )
第25回：�キャリアデザインの理論 (職業選択の理論、ホランドの理論 )
第26回：�キャリアデザインの理論 (各種の職業適性検査とその有効性 )
第27回：�キャリアデザインの理論 (内田クレペリン検査の実施と分析 )
第28回：�労働市場と職業指導 (高校生の就職慣行と今後の方向性 )
第29回：�労働市場と職業指導 (公正採用に向けた取組 )
第30回：�後期のまとめ

【事前および事後学習の指示】
事後学習として全ての授業で復習としてのミニッツペーパー ( 授業の要約、意見、
質問、感想、その他 )と事後学習として次回の授業に関連したテーマについてのミ
ニレポートの提出を求める。

【テキスト】
教育資料集�木口誠一
�三鳩堂�１２００円（予定）

【参考文献】
高等学校学習指導要領

【コメント】
前期はレポート (各1200字程度 )の提出を求める。後期は試験を行う。平常点 (出
席点 ) は、毎授業について復習としてのミニッツペーパー (200字程度 ) と予習の
ミニレポート (200字程度 ) の提出を求め、提出数およびその質を評価する。

【留意事項】
高等学校で教員経験のある者が、その経験を活かして、今日的な課題 ( キャリア
教育、進路指導など )への対応を指導する。
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講　義　名　称 曜　時

人権教育論A　01＜春＞ 火 2

【教員名称】�
古本　義信

【講義概要】
参加体験学習やワークショップやDVDの視聴や教材プリントの学習を通して、
人権教育の内容や差別の現実を学ぶ。文化人や芸能人や歌手やスポーツ選手でカ
ミングアウトした被差別部落や在日朝鮮人やアイヌの人たちから基本的人権の大
切さを学ぶ。

【学習目標】
カミングアウトの学習を通して、自己のアイデンティティを見つめ自分の人権課
題を見つけ、小論にまとめる。

【講義計画】
第１回：�講義ガイダンス
　講義中でのルールやマナー・授業の概要・授業計画・参加型学習・評価の方法な
どの説明をする
第２回：�ワークショップ�　DV・セクハラ・パワハラ
第３回：�ワークショップ�　部落問題これホント
第４回：��ワークショップ�　話してみよう部落問題
第５回：�人権教育�　見直された人権の歴史
第６回：�人権教育�　障碍者スポーツ�パラリンピック�野球�サッカー
第７回：��人権教育�　得意な分野をのばす�からすたろう
第８回：�人権教育�　公立学校での実践
第９回：�人権教育�　マララユスフザイ
第10回：�人権学習�　結婚差別と部落問題
第11回：�人権学習�　カミングアウトの意味
第12回：�人権学習�　被差別部落カミングアウト
第13回：�人権学習�　在日カミングアウト
第14回：�人権学習�　アイヌカミングアウト
第15回：�課題設定のテストおよびまとめ

【事前および事後学習の指示】
参加体験型の講義やプリント学習が主なので、講義の準備学習は、毎日の新聞や週
刊誌やマスコミやインターネットなどでテーマに沿った情報を入手しておくこ
と。

【テキスト】

【参考文献】
１、「多様性教育入門」森実�著�解放出版社�
２、「これでなっとく部落の歴史」上杉聰�著　解放出版社�
３、「新しい社会６年歴史編、政治・国際編」東京書籍

【コメント】
授業の積極的参加を総合的に加味して評価する。特に授業妨害の私語の禁止・授業
放棄の居眠りの禁止は順守すること。スマホは授業中はカバンに入れておき使用
しないこと。複数回注意されているのに授業態度に改善が見られないときは退室
を命じられることがある。なお、欠席が３分の１を超えるとテストを受ける資格
を失う。
【遠隔授業での成績評価について】
１５回目　テスト（小論）６０％　　１４回　小テスト（ふりかえり）
遠隔授業では小テスト（ふりかえり）の10回以上の提出がないと15回目のテスト
（小論）の提出の資格を失います。
小テスト（ふりかえり）の締め切りは授業終了から６日間以内です。７日目以降の
レポートは受け取りません。

【留意事項】
元公立小学校の教員が人権教育や教育の課題を講義する。

講　義　名　称 曜　時

人権教育論A　02＜春＞ 火 3

【教員名称】�
古本　義信

【講義概要】
参加体験学習やワークショップやDVDの視聴や教材プリントの学習を通して、
人権教育の内容や差別の現実を学ぶ。文化人や芸能人や歌手やスポーツ選手でカ
ミングアウトした被差別部落や在日朝鮮人やアイヌの人たちから基本的人権の大
切さを学ぶ。

【学習目標】
カミングアウトの学習を通して、自己のアイデンティティを見つめ自分の人権課
題を見つけ、小論にまとめる。

【講義計画】
第１回：�講義ガイダンス
　講義中でのルールやマナー・授業の概要・授業計画・参加型学習・評価の方法な
どの説明をする。
第２回：�ワークショップ�　DV・セクハラ・パワハラ
第３回：�ワークショップ�　部落問題これホント
第４回：��ワークショップ�　話してみよう部落問題
第５回：�人権教育�　見直された人権の歴史
第６回：�人権教育�　障碍者スポーツ�パラリンピック�野球�サッカー
第７回：��人権教育�　得意な分野をのばす�からすたろう
第８回：�人権教育�　公立学校での実践
第９回：�人権教育�　マララユスフザイ
第10回：�人権学習�　結婚差別と部落問題
第11回：�人権学習�　カミングアウトの意味
第12回：�人権学習�　被差別部落カミングアウト
第13回：�人権学習�　在日カミングアウト
第14回：�人権学習�　アイヌカミングアウト
第15回：�課題設定のテストおよびまとめ

【事前および事後学習の指示】
参加体験型の講義やプリント学習が主なので、講義の準備学習は、毎日の新聞や週
刊誌やマスコミやインターネットなどでテーマに沿った情報を入手しておくこ
と。

【テキスト】

【参考文献】
１、「多様性教育入門」森実�著　解放出版社�
２、「これでなっとく部落の歴史」上杉聰�著　解放出版社�
３、「新しい社会６年歴史編、政治・国際編」東京書籍

【コメント】
授業の積極的参加を総合的に加味して評価する。特に授業妨害の私語の禁止・授業
放棄の居眠りの禁止は順守すること。スマホは授業中はカバンに入れておき使用
しないこと。複数回注意されているのに授業態度に改善が見られないときは退室
を命じられることがある。なお欠席が３分の１を超えるとテストを受ける資格を
失う。
【遠隔授業での成績評価について】
１５回目　テスト（小論）６０％　　１４回　小テスト（ふりかえり）
遠隔授業では小テスト（ふりかえり）の10回以上の提出がないと15回目のテスト
（小論）の提出の資格を失います。
小テスト（ふりかえり）の締め切りは授業終了から６日間以内です。７日目以降の
レポートは受け取りません。

【留意事項】
元公立小学校の教員が人権教育や教育の課題を講義する。
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講　義　名　称 曜　時

人的資源管理論Ａ　＜春＞ 火 1

【教員名称】�
三輪　卓己

【講義概要】
経営管理における人的資源管理の位置付けと、その活動内容の基礎を学習します。
理論的な深い考察などは応用編に譲ることとし、この講義では人的資源管理の内
容をひとまず理解することに重点を置きます。人材という経営資源に対してより
大きな期待がかけられる時代になってきました。それは人材が知識やノウハウを
持ち、創造性を発揮する経営資源であるからに他ありません。不確実な経営環境に
おいては、人材の持つ創造性が厳しい環境に打ち勝つ企業力の源泉となるのです。
それゆえ、人材を有効活用できるかどうかは企業活動の成否に直結すると考えら
れます。また、人材は成長するものであり、現在よりも大きな価値のある資源にな
りうる存在でもあります。企業はそれを促すために教育訓練を行い、投資し、動機
付けていく必要があります。人材を育成できる企業こそが長期的に成長できると
考えられるのです。人的資源管理とは、人材を育成し、適切に活用するための仕組
みや活動です。その内容を理解し、いくつかの実例を見ることを通して、それら
がどのような機能を持っているのか、現在どのような問題に直面しているのかを
議論します。企業で人材が活き活きと働き、活躍できるようにするためには何が重
要となるのか、将来自分はどのように働きたいかといった問題意識を育てていた
だきたいと思います。

【学習目標】
人的資源管理の初歩的な理論を修得し、実際の諸活動の概要を理解すること。
人的資源管理の主要な用語や概念を理解し，それを使って現実の問題を考えること。
いくつかの企業事例に触れて実践的な問題意識を形成すること。
論理的思考能力 ( 特に課題発見力、創造力、論理的分析力、総合的判断力 )、主体性
の開発に主眼を置く。

【講義計画】
第１回：�経営組織の中での人的資源管理

人的資源管理の内容と経営全体の中での位置づけを説明したうえで、授業
全体のスケジュール等を確認し、受講するうえでの注意事項を伝達する。

第２回：�雇用管理（採用・配置・異動・退職）
人的資源の獲得 (採用 )、育成 (配置、異動 )から退職に至るまでのマネジ
メントを学び、日本企業の特徴について解説する

第３回：�人事制度（人材の格付け制度）
人事等級制度について、主に日本独特の職能等級制度、欧米で一般的な職
務等級制度を比較しながら学習する。

第４回：��人事考課制度（人材の評価や査定）
組織の中での人の働きぶりの評価活動について、その方法や、それが人に
与える影響等について学習する。

第５回：�賃金管理（賃金の決め方と体系）
組織で働く人の報酬の支払い (月例賃金、賞与 )について、日本的な年功給
や成果主義賃金などを比較しながら学習する。

第６回：�昇進管理（役職昇進の意義と新しい昇進経路）
役職やより重要な職務への異動 (昇進 )について、早い昇進と遅い昇進を
比べながら、その意義や問題点について学習する。

第７回：��労働時間管理（労働時間の短縮、弾力化、現実の問題点）
労働時間の管理方法や短縮化について学び、現在社会で議論されている問
題点について解説する。

第８回：�能力開発（ＯＪＴとＯｆｆ−ＪＴ）
組織の中で行われる能力開発の手法と、日本企業の特徴について学ぶ。

第９回：�労使関係管理（労働組合と協調的労使関係）
労働組合の意義や役割を確認したうえで、日本的労使関係の特徴について学ぶ。

第10回：�職場環境管理（福利厚生と職場環境）
日本企業における福利厚生の特徴と、近年の変化について学習する。

第11回：�多様な人材の管理（非正規従業員、派遣労働者）
近年増加している新しい人的資源と、そのマネジメント上の問題点について学
ぶ。

第12回：�企業の事例（1）製造業・自動車産業の事例
製造業の人的資源管理の特徴 ( ゆっくりとした昇進、配置転換、チーム
作業等 )について学習する。

第13回：�企業の事例（2）流通業・総合スーパーの事例
流通業の人的資源管理の特徴 ( 大量採用、競争的な昇進制度、非正規社員
との協働 )について学習する。

第14回：�企業の事例（3）サービス業・情報産業の事例
情報産業の人的資源管理の特徴 ( 高度な専門性、労働移動、自律的キャリ
ア )について学習する。

第15回：�まとめ
全体を振り返り、ポイントの整理と今後に向けての展望を行う。

【事前および事後学習の指示】
第1回 ( 事前学習 )テキスト第1章を読んで疑問点等をまとめておくこと

(事後学習 )配付する講義資料を見直して授業のポイントを確認すること
第2回 ( 事前学習 )テキスト第5章を読んで疑問点等をまとめておくこと

(事後学習 )配付する講義資料を見直して授業のポイントを確認すること
第3回 ( 事前学習 )テキスト第4章を読んで疑問点等をまとめておくこと

(事後学習 )配付する講義資料を見直して授業のポイントを確認すること
第4回 ( 事前学習 )テキスト第7章を読んで疑問点等をまとめておくこと

(事後学習 )配付する講義資料を見直して授業のポイントを確認すること
第5回 ( 事前学習 )テキスト第9章を読んで疑問点等をまとめておくこと

(事後学習 )配付する講義資料を見直して授業のポイントを確認すること
第6回 ( 事前学習 )事前に配布する資料を読んで疑問点等をまとめておくこと

(事後学習 )配付する講義資料を見直して授業のポイントを確認すること
第7回 ( 事前学習 )�事前に配布する資料を読んで疑問点等をまとめておくこと

(事後学習 )配付する講義資料を見直して授業のポイントを確認すること
第8回 ( 事前学習 )事前に配布する資料を読んで疑問点等をまとめておくこと

(事後学習 )配付する講義資料を見直して授業のポイントを確認すること
第9回 ( 事前学習 )テキスト第11章を読んで疑問点等をまとめておくこと

(事後学習 )配付する講義資料を見直して授業のポイントを確認すること
第10回 ( 事前学習 )テキスト第10章を読んで疑問点等をまとめておくこと

(事後学習 )配付する講義資料を見直して授業のポイントを確認すること
第11回 ( 事前学習 )テキスト第12章を読んで疑問点等をまとめておくこと

(事後学習 )配付する講義資料を見直して授業のポイントを確認すること
第12回〜第15回

( 事前学習 )事前に配布する資料を読んで疑問点等をまとめておくこと
(事後学習 )配付する講義資料を見直して授業のポイントを確認すること

【テキスト】
『入門人的資源管理　第2版』�奥林康司・上林憲雄・平野光俊編著
978-4-502-67360-3�中央経済社

【参考文献】

【コメント】
レポートは2回 ( 中間レポートと最終レポート )課す。
その他は，授業中の発言や質問，授業後の質問メールによって評価する。

【留意事項】

講　義　名　称 曜　時

心理学A　01＜春＞ 金 1

【教員名称】�
伊庭　千惠

【講義概要】
[ 授業の目的・ねらい ]
心理学理論による人の理解とその技法の基礎、人の成長・発達と心理との関係につ
いて理解する。また、日常生活と心の健康との関係について、心理的支援の方法と
実際について理解する。
[授業全体の内容の概要 ]
最近、利用者ニーズが多様化する福祉現場の状況から、心理学的援助技術の導入を
求める機運が急速に高まってきている。優れた支援やケアの理論的根拠としての
心理学理論が求められてきている現状を踏まえ、実践に必要な心理学の基礎を学
ぶことを目指す。

【学習目標】
[ 授業修了時の達成課題（到達目標）]�
①心理学理論による人の理解とその技法の基礎について理解する。
②人の成長・発達と心理との関係について理解する。
③日常生活と心の健康との関係について理解する。
④心理的支援の方法と実際について理解する。

【講義計画】
第１回：�心理学の視点①：心理学の歴史と領域
第２回：�心理学の視点②：こころの働きと行動
第３回：�人の心と基本的な仕組みと機能①：認知と知能①
第４回：��人の心と基本的な仕組みと機能②：認知と知能②
第５回：�人の心と基本的な仕組みと機能③：個人と社会
第６回：�人の心の発達過程①：人の成長・発達と心理①
第７回：��人の心の発達過程②：人の成長・発達と心理②
第８回：�日常生活と心の健康①：日常生活とこころの健康①
第９回：�日常生活と心の健康②：日常生活とこころの健康②
第10回：�心理学の理論を基礎としたアセスメントと支援の基本①：心理学的アセ

スメント①
第11回：�心理学の理論を基礎としたアセスメントと支援の基本②：心理学的アセ

スメント②
第12回：�心理学の理論を基礎としたアセスメントと支援の基本③：カウンセリン

グの概念と範囲①
第13回：�心理学の理論を基礎としたアセスメントと支援の基本④：カウンセリン

グの概念と範囲②
第14回：�心理学の理論を基礎としたアセスメントと支援の基本⑤：心理療法の概

要と実際①
第15回：�心理学の理論を基礎としたアセスメントと支援の基本⑥：心理療法の概

要と実際②

【事前および事後学習の指示】
シラバスに沿って進行します。
事前に配布する資料をもとに予習（30分程度）して出席してください。
授業後は、講義内容と資料をもとに復習（30分程度）してください。

【テキスト】

【参考文献】
○�長谷川寿一・東條正城・大島尚・丹野義彦・廣中直行『はじめて出会う心理学改
訂版』有斐閣アルマ

○�加藤伸司・山口利勝編著『MINERVA社会福祉士養成テキストブック21　心理
学理論と心理的支援第２版』ミネルヴァ書房

【コメント】
試験：　０％
レポート課題：　期中および期末にレポート課題を実施し、理解度を評価します。
（９０％）
その他：　授業内容についてコメントシートの提出、もしくはM-Port を通じて
課題提出（講義内容についての意見、感想等）を複数回実施し、授業態度等を評価し
ます。（１０％）

期中、期末のレポート課題、および、授業内容に対する意見・感想などの提出時期
は不定期、実施前に提示します。

【留意事項】
　児童福祉・障害福祉現場、矯正施設などにおいて心理士・カウンセラーの経験
のある教員が「心の健康」等の専門科目を担当する。公認心理師・臨床心理士。
　授業で提示する資料を各自で管理し、復習、試験の準備に活用してください。
春学期で行う心理学Aでは、心理学の基礎を中心に講義を行います。
なお、秋学期で行う心理学 Bでは、心理学の知識の対人援助場面への応用を中心
に講義を行います。心理学A、心理学 Bをあわせて受講されるとより深く心理学
を理解できます。
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講　義　名　称 曜　時

心理学A　02＜春＞ 火 2

【教員名称】�
中村　隆行

【講義概要】
心理学は、人の心のしくみとはたらきを科学的に探究する学問として発展してき
た。この授業では、これまで心理学が研究対象としてきたさまざまな領域で明ら
かにされた基礎的知見と研究成果を概説する。「心理学の研究法」「心のしくみと認
知」「心のはたらきと行動」「個人と社会」「人の成長・発達」の各領域に分けて心理
学の基礎理論を取り上げ、一般的包括的な内容構成に基づき講義を行う。学びの深
化とともに、社会や教育現場で役立つ批判的・論理的な思考・判断能力の向上を目
指す。

【学習目標】
・�科学としての心理学の基礎理論および心理学研究上の基礎的知見・成果を体系的
に理解している。

・子どもの心の発達と発達要因について理解している。
・�日常生活におけるさまざまな心理社会的行動の特徴について、心理学理論と研究
法を応用して探究し理解することができる。

・�日常生活における多様な情報に対して、心理学的観点から批判的・論理的に思考・
判断して適切に行動することができる。

【講義計画】
第１回：�オリエンテーション：心理学の基礎理論
第２回：�心理学の歴史と領域
第３回：�心理学の研究法
第４回：��心のしくみと認知①：感覚と知覚
第５回：�心のしくみと認知②：記憶
第６回：�心のしくみと認知③：学習（条件づけ）
第７回：��心のしくみと認知④：知能と思考
第８回：�心のはたらきと行動①：動機づけ
第９回：�心のはたらきと行動②：情動と感情
第10回：�個人と社会①：人格・性格
第11回：�個人と社会②：他者と集団
第12回：�人の成長・発達と心理①：遺伝と環境
第13回：�人の成長・発達と心理②：ライフサイクル　
第14回：�人の成長・発達と心理③：心の発達
第15回：�まとめ

【事前および事後学習の指示】
・�毎回講義終了後に、その回の重要事項復習用として、確認問題を配布する。次回
講義までに必ず確認問題を解いておくこと。

・�講義で学習したことが、実際の日常生活のどういったところと関連しているの
か、注意して生活してみること。

【テキスト】

【参考文献】
・�加藤伸司・山口利勝（編著）　『MINERVA�社会福祉士養成テキストブック21��心
理学理論と心理的支援��第２版』　ミネルヴァ書房

・�長谷川寿一・東條正城・大島尚・丹野義彦　　『はじめて出会う心理学改訂版』有
斐閣アルマ

【コメント】
小テスト100％（小テストは10回実施する）

【留意事項】

講　義　名　称 曜　時

心理学A　03＜春＞ 火 3

【教員名称】�
中村　隆行

【講義概要】
心理学は、人の心のしくみとはたらきを科学的に探究する学問として発展してき
た。この授業では、これまで心理学が研究対象としてきたさまざまな領域で明ら
かにされた基礎的知見と研究成果を概説する。「心理学の研究法」「心のしくみと認
知」「心のはたらきと行動」「個人と社会」「人の成長・発達」の各領域に分けて心理
学の基礎理論を取り上げ、一般的包括的な内容構成に基づき講義を行う。学びの深
化とともに、社会や教育現場で役立つ批判的・論理的な思考・判断能力の向上を目
指す。

【学習目標】
・�科学としての心理学の基礎理論および心理学研究上の基礎的知見・成果を体系的
に理解している。

・子どもの心の発達と発達要因について理解している。
・�日常生活におけるさまざまな心理社会的行動の特徴について、心理学理論と研究
法を応用して探究し理解することができる。

・�日常生活における多様な情報に対して、心理学的観点から批判的・論理的に思考・
判断して適切に行動することができる。

【講義計画】
第１回：�オリエンテーション：心理学の基礎理論
第２回：�心理学の歴史と領域
第３回：�心理学の研究法
第４回：��心のしくみと認知①：感覚と知覚
第５回：�心のしくみと認知②：記憶
第６回：�心のしくみと認知③：学習（条件づけ）
第７回：��心のしくみと認知④：知能と思考
第８回：�心のはたらきと行動①：動機づけ
第９回：�心のはたらきと行動②：情動と感情
第10回：�個人と社会①：人格・性格
第11回：�個人と社会②：他者と集団
第12回：�人の成長・発達と心理①：遺伝と環境
第13回：�人の成長・発達と心理②：ライフサイクル　
第14回：�人の成長・発達と心理③：心の発達
第15回：�まとめ

【事前および事後学習の指示】
・�毎回講義終了後に、その回の重要事項復習用として、確認問題を配布する。次回
講義までに必ず確認問題を解いておくこと。

・�講義で学習したことが、実際の日常生活のどういったところと関連しているの
か、注意して生活してみること。

【テキスト】

【参考文献】
・�加藤伸司・山口利勝（編著）　『MINERVA�社会福祉士養成テキストブック21��心
理学理論と心理的支援��第２版』　ミネルヴァ書房

・�長谷川寿一・東條正城・大島尚・丹野義彦　　『はじめて出会う心理学改訂版』有
斐閣アルマ

【コメント】
小テスト100％（小テストは10回実施する）

【留意事項】
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講　義　名　称 曜　時

心理学A　04＜春＞ 木 1

【教員名称】�
本多　隆司

【講義概要】
　心理学は、人の心のしくみとはたらきを科学的に探究する学問として発展して
きた。この授業では、これまで心理学が研究対象としてきたさまざまな領域で明
らかにされた基礎的知見と研究成果を概説する。「心理学の研究法」「心のしくみと
認知」「心のはたらきと行動」「個人と社会」「人の成長・発達」の各領域に分けて心
理学の基礎理論を取り上げ、一般的包括的な内容構成に基づき講義を行う。学びの
深化とともに、社会や教育現場で役立つ批判的・論理的な思考・判断能力の向上を
目指す。なお、対面授業となった場合には理解を深めるために映像資料を使用す
ることがある。

【学習目標】
・�科学としての心理学の基礎理論および心理学研究上の基礎的知見・成果を体系的
に理解している。

・子どもの心の発達と発達要因について理解している。
・�日常生活におけるさまざまな心理社会的行動の特徴について、心理学理論と研究
法を応用して探求し理解することができる。

・�日常生活における多様な情報に対して、心理学的観点から批判的・論理的に思考・
判断して適切に行動することができる。

【講義計画】
第１回：�オリエンテーション：心理学の基礎理論
第２回：�心理学の歴史と領域
第３回：�心理学の研究法
第４回：��心のしくみと認知①：感覚と知覚
第５回：�心のしくみと認知②：記憶
第６回：�心のしくみと認知③：学習（条件づけ）
第７回：��心のしくみと認知④：知能と思考
第８回：�心のはたらきと行動①：動機づけ
第９回：�心のはたらきと行動②：情動と感情
第10回：�個人と社会①：人格・性格
第11回：�個人と社会②：他者と集団
第12回：�人の成長・発達と心理①：遺伝と環境
第13回：�人の成長・発達と心理②：ライフサイクル
第14回：�人の成長・発達と心理③：心の発達
第15回：�まとめ

【事前および事後学習の指示】
事前に授業資料や教科書により準備をしておく。
授業内容において関心を持った領域やテーマに関して、授業資料で示した参考文
献等を通じて理解を深める。

【テキスト】
はじめて出会う心理学　�第3版�長谷川寿一・東條正城・大島尚・丹野義彦・廣中
直行
978-4-641-22145-1�有斐閣アルマ

【参考文献】
授業資料において示す。

【コメント】
①「試験」として、学期末に学習目標に対応したテーマによりレポートを課す。
②「レポート」として、学期の中間期に講義内容に関連したレポートを課す。

【留意事項】
( 元 ) 児童相談所、( 現 ) 矯正・保護施設、( 現 ) 障害者支援施設等でのアセスメ
ントや心理支援（セラピー）など臨床心理学による実践を授業に生かす。

講　義　名　称 曜　時

心理学A　05＜春＞ 火 1

【教員名称】�
冷水　啓子

【講義概要】
心理学は、人の心のしくみとはたらきを科学的に探究する学問として発展してき
た。この授業では、これまで心理学が研究対象としてきたさまざまな領域で明ら
かにされた基礎的知見と研究成果を概説する。「心理学の研究法」「心のしくみと認
知」「心のはたらきと行動」「個人と社会」「人の成長・発達」の各領域に分けて心理
学の基礎理論を取り上げ、一般的包括的な内容構成に基づき講義を行う。学びの深
化とともに、社会や教育現場で役立つ批判的・論理的な思考・判断能力の向上を目
指す。

【学習目標】
・�科学としての心理学の基礎理論および心理学研究上の基礎的知見・成果を体系的
に理解している。

・子どもの心の発達と発達要因について理解している。
・�日常生活におけるさまざまな心理社会的行動の特徴について、心理学理論と研究
法を応用して探究し理解することができる。

・�日常生活における多様な情報に対して、心理学的観点から批判的・論理的に思考・
判断して適切に行動することができる。

【講義計画】
第１回：�オリエンテーション：心理学の基礎理論
第２回：�心理学の歴史と領域
第３回：�心理学の研究法
第４回：��心のしくみと認知①：感覚と知覚
第５回：�心のしくみと認知②：記憶
第６回：�心のしくみと認知③：学習（条件づけ）
第７回：��心のしくみと認知④：知能と思考
第８回：�心のはたらきと行動①：動機づけ
第９回：�心のはたらきと行動②：情動と感情
第10回：�個人と社会①：人格・性格
第11回：�個人と社会②：他者と集団
第12回：�人の成長・発達と心理①：遺伝と環境
第13回：�人の成長・発達と心理②：ライフサイクル　
第14回：�人の成長・発達と心理③：心の発達
第15回：�まとめ

【事前および事後学習の指示】
・�授業で使用する教材スライドや授業資料、および授業情報（授業課題、レポート
課題など）は、M-Port�を通じて提供する。授業の前後にそれらの情報を確認し、
課題提出および予習・復習・発展学習のために役立てること。

【テキスト】
テキストは使わないが、スライド（パワーポイント）、インターネット、DVD、印
刷物などによって資料を提供する。

【参考文献】
・�加藤伸司・山口利勝（編著）『MINERVA�社会福祉士養成テキストブック�21�心理
学理論と心理的支援�第２版』�ミネルヴァ書房

・�長谷川寿一・東條正城・大島尚・丹野義彦・廣中直行（著）『はじめて出会う心理学
（第３版）』�有斐閣アルマ

【コメント】
①�授業ごとにその内容に関するコメントの提出を求め (M-Port を通じウェブ提
出 )、主体的・積極的な授業への出席・参加の程度を評価する (20％ )。

②�加えて、学期の中間点でレポート課題を指示し、M-Port を通じファイル提出を
求める (20％ )。

③および、学期末に授業内で期末試験を実施する (60％ )。
④�それらの結果に基づき、修得した知識および論理的な思考力・表現力について総
合的に評価を行う。

注）ただし、対面授業から遠隔授業に変更となった場合は、期末試験をレポート課
題に振り替える (60％ )。

【留意事項】
簡単な心理学実験・調査の実施
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講　義　名　称 曜　時

生活文化論 [2]　＜春＞ 火 1

【教員名称】�
大尾　侑子

【講義概要】
　生活文化論とは、「（１）家内・地域活動（=domestic�activity）、（２）余暇・趣味（＝
leisure）、（３）労働・仕事（＝ labor）」の３つの要素がいかに絡み合っているのか、
またそれがいかに歴史的・社会的に規定されているのかを分析する学問である。本
講義では、この絡み合いのあり方を社会学的に考察するために、現代社会におい
て重要な生活文化を取り上げる。具体的には（a）家庭（私的 “ と見なされてきた ”
領域）、（b）趣味・余暇（私的領域）、（c）都市・地域社会（公的領域と生活世界）、（d）
ワークライフバランス（公的領域 - 私的領域の媒介）、（e）多文化共生（多数の生活
文化の公的共生）、（f）メディア（私的 /公的の区分）といったテーマを〈私的／公的
領域〉との関係性、およびこれらの概念区分の融解を踏まえて論じていく。

【学習目標】
社会学的なスコープ（“見るための道具 ”）を身につけ、私達の日常生活をとりまく
「あたりまえ（ステレオタイプ）」を疑う論理的な思考を育む。現代社会を歴史的な
視点を踏まえて理解する。

【講義計画】
第１回：�ガイダンス—生活文化論とはなにか
第２回：�「戦前」の暮らし—今和次郎と考現学
第３回：�闇市からの復興
第４回：��1950年代の悪書追放運動
第５回：�「文化」と社会学（１）作田啓一に学ぶ「恥の文化」
第６回：�「文化」と社会学（２）作田啓一に学ぶ「犯罪小説」
第７回：��中間課題〜ミニテストの実施〜
第８回：�「文化」と社会学（３）井上俊と文化社会学
第９回：�「文化」と社会学（４）「先行研究」としての文学
第10回：�「戦後」を捉える（1）BEATLESS 来日と若者文化
第11回：�「戦後」を捉える（2）家族の変容
第12回：�「戦後」を捉える（3）消費社会のモード
第13回：�日本社会の働き方
第14回：�グローバル化と文化帝国主義
第15回：�まとめ

【事前および事後学習の指示】
参加者のグループワークへの参加姿勢も評価の対象となる。講義のなかで指定し
た文献を使った予習と復習が必須となる。また映像資料に対するリアクション（小
レポート）を求める場合もある。積極的に講義に参加する姿勢がある学生の受講を
求める。

【テキスト】

【参考文献】
テキスト、参考文献は講義内で指示する。

【コメント】
オンラインへの移行により毎回の課題提出50%、期末レポート50%。ただし、講
義課題の提出が10回（全体の2/3）に満たない場合は単位認定評価の対象になら
ず、たとえ期末レポートを出した場合でも単位不可とする。また各回の提出課題
はその内容の質によって採点をおこなう（つまり、出せば単位がくるというわけで
はない）。期限を遅れて提出したものについては、毎回の課題、期末レポートともに
採点対象にならないので、注意すること。講義の資料は教員が自作したものを使う
ため、必ずしも教科書を購入する必要はない。毎度、参考文献を指示するので、各自
余裕がある場合は購入を勧める。

【留意事項】
遠隔予定

講　義　名　称 曜　時

政治学A　＜春＞ 木 2

【教員名称】�
塚田　鉄也

【講義概要】
世の中には、さまざまな考え方や価値観、利害を持った人がいます。そして、そ
うした異なる価値観や利害が併存するなかで、共通の問題に対処したり集団とし
ての方針を決めようとするときに必要になるのが政治です。本講義では、特に異な
る価値観や利害の併存という点に注目して、政治の基本的な概念を学びながら、国
内政治や国際政治において具体的にどのような問題が争点になっているのかを考
察していきます。

【学習目標】
①政治の基本的な概念や対立軸について理解し、説明できる
②そうした理解に基づいて現実の政治を理解し、説明できる

【講義計画】
第１回：�政治学を学ぶ意義
第２回：�政治とは何か
第３回：�権力論
第４回：��自由論
第５回：�平等論
第６回：�デモクラシー
第７回：��ポピュリズム
第８回：�ネイションとナショナリズム
第９回：�フェミニズム
第10回：�環境と政治
第11回：�国際政治①：対立と協調
第12回：�国際政治②：主権と人権
第13回：�国際政治③：文化とアイデンティティ
第14回：�国際政治④：貧困と開発
第15回：�まとめ

【事前および事後学習の指示】
テキストの指示された部分を事前に読んでおいてください。

【テキスト】
現代政治理論（新版）�川崎修・杉田敦編
9784641124547�有斐閣

【参考文献】
村田晃嗣ほか『国際政治学をつかむ（新版）』（有斐閣、2015年）

【コメント】
毎回課される課題（M-Port の「課題」もしくは「テスト」を利用）により評価する。
なお、盗用等の不正行為が確認された場合は、その段階で不合格とする。

【留意事項】
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講　義　名　称 曜　時

精神医学と精神医療A　＜春＞ 水 5

【教員名称】�
岡田　章

【講義概要】
[ 授業の目的・ねらい ]（精神医学と精神医療 Bと共有）
①�精神疾患の分類を把握するとともに、主な疾患の症状、経過、治療方法などにつ
いて理解する。�

②�精神医療と人権擁護の歴史を学ぶとともに、精神保健福祉法における精神科病
院の入院形態や医療観察法について理解し、その中での精神保健福祉士の役割
と法制度の課題を理解する。�

③�精神科病院等においてチーム医療の一員としての精神保健福祉士の役割を理解する。�
④�早期介入、再発予防や地域生活の支援等における地域の多職種連携・多機関連携
における精神保健福祉士の役割について理解する。

[授業全体の内容の概要 ]�（精神医学と精神医療 Bと共有）
精神医学の基礎知識を踏まえた上で、精神医療に関する様々な知識を理解する。加
えて精神医療における現状と課題を、精神保健福祉士としての視点で捉え、その
役割を探求する契機を提供できるよう講義する。

【学習目標】
[ 授業修了時の達成課題（到達目標）]�（精神医学と精神医療 Bと共有）
精神保健福祉士として実践していく上で必要となる、精神医学及び精神医療にか
かる各種事項を理解する。

【講義計画】
第１回：�1．精神疾患総論１精神医学の概念

①精神障害とは
精神医学の成り立ち（① -1）
精神障害とは

②精神障害の診断、分類
精神障害であるかどうかの判断（健康との相違）（① -3）
ICD-10,�ICD-11,�DSM-5について（① -4）

③精神障害の頻度
厚生労働省の患者調査からの精神疾患患者の動向（③ -1）

④精神医療と福祉が行われる場所
精神医療機関における治療（④）
入院治療（④ -1）
入院治療と人権（④−2）
医療観察法における入院、通院治療（④ -4）
外来治療、在宅医療（④−3）
精神保健福祉法（④ -5）
医療機関の医療機能の明確化（③ -3）
医療制度改革と精神医療（③ -2）

⑤精神障害の問題点
生活を脅かす障害
自殺
認識度の低さ

第２回：�2．精神疾患総論２脳および神経の生理解剖（1）（① -2）
中枢神経系
・�脳の形態的構造と各部位の働き
・�脳の細胞
・�脳の発達

第３回：�3．精神疾患総論３脳および神経の生理解剖（2）（① -2）
末梢神経系
・�脳神経系
・�脊髄神経系

第４回：��4．精神疾患総論４脳および神経の生理解剖（3）（① -2）
脊髄神経系
a.�体性神経系（運動神経、知覚神経）
b.�自律神経系

第５回：�5.�精神疾患総論５精神の発達
・�フロイトの発達理論　精神分析から見たこころ（① -2）
・�ピアジェの発達理論
・�エリクソンの発達理論

第６回：�6.�精神疾患総論６精神症状と状態像（1）（① -3）
精神症状
知性
感情（情動）
意欲
意識
自我意識

第７回：��7.�精神疾患総論７精神症状と状態像（2）（① -3）
精神状態像（精神病像）、症候群

第８回：�8.�精神疾患総論８精神症状と状態像（3）（① -3）
神経心理学的症状（巣症状）

第９回：�9.�精神疾患総論９精神科診断学
1.�精神症状の発見（① -3）
2.�インタビューの場所
3.�入室時の観察の重要性
4.�インタビュー時の心得

5.�患者と治療者の位置関係
6.�初診時にかける時間
7.�インタビューで用いる質問の仕方
8.�付添い者との会い方
9.�診断手順の原則

内因性、外因性、心因性（① -4）
10.�視診の例
11.�インタビューが困難な場合 .

第10回：�10.�精神疾患総論10精神科の臨床検査（1）
１．臨床検査の目的
２．理化学的検査（尿、血液、髄液検査）（① -5）
３．神経学的検査

第11回：�11.�精神疾患総論11精神科の臨床検査（2）
４．失語、失行、失認の検査
５．生理学的検査（脳波検査）
６．神経画像的検査
７．心理学的検査（① -5）

第12回：�12.�精神疾患の治療１精神科の治療（1）
Ⅰ . 身体療法
Ａ . 薬物療法（② -1）
1. 精神科薬物療法の歴史
2. 向精神薬とは
3. 各種向精神薬
①抗精神病薬、②抗うつ薬、③抗躁薬、
④抗不安薬、⑤睡眠薬、⑥抗パーキンソン病薬、⑦抗てんかん薬

4. 薬物療法の留意点
インフォームド・コンセント（④ -2）

Ｂ . 電気けいれん療法（② -3）
C. 経頭蓋磁気刺激法（② -3）

Ⅱ .�精神療法（② -2）
Ａ . 概念
Ｂ . 分類
１. 個人精神療法
２. 集団精神療法
３. わが国で生まれた精神療法

第13回：�13.�精神疾患の治療２精神科の治療（2）
Ⅲ .�行動療法、活動療法（作業療法）、認知療法
Ａ . 行動療法
Ｂ . 活動療法（作業療法）（② -4）
Ｃ . 認知療法

第14回：�14.�精神疾患の治療３精神科の治療（3）
Ⅳ . 社会療法、環境療法
Ａ . 社会療法
Ｂ . 環境療法
Ｃ . 治療共同体

Ⅴ . リエゾン精神医学
Ａ . 概念
Ｂ . 器質性精神障害
Ｃ . 一般患者の不安

・治療の基本的考え
精神保険福祉士および医師、薬剤師、看護師、心理士などの役割（④ -6）

・地域精神医療
地域精神医療（② -5）
精神医療と保健、福祉の連携の重要性（⑤）
治療導入に向けた支援（⑤ -1）
再発予防や地域生活に向けた支援（⑤ -2）
ACTについて

第15回：�15.　まとめまたは試験

【事前および事後学習の指示】
毎回配布される講義レジェメを復習して、疑問な点は次回の講義で質問すること

【テキスト】

【参考文献】
改訂　精神保健福祉士養成セミナー　精神医学　第1巻　へるす出版
ICD-10�精神および行動の障害　WHO編（現在WHOの ICD診断基準が10か
ら11に改定されましたが、日本語訳はまだ発刊されていません。発刊されたら参
考文献は変更になります）　医学書院
DSM-5�精神疾患の分類と手引き　APA編　医学書院
精神病　笠原嘉編　岩波書店、精神症状の把握と理解　原田憲一　中山書店
精神保健福祉士養成講座①『精神医学と精神医療』中央法規出版

【コメント】
その他は出席。Web授業になれば配点比率は変わります。
最終授業期間に試験を行う予定です。3者択一形式で100問を予定しています。

【留意事項】
精神科専門医、保健指定医、子どもの心の専門医、研修指導医を実践している経
験に基づいて講義を行う。
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講　義　名　称 曜　時

西洋法制史A　＜春＞ 月 2

【教員名称】�
鈴木　康文

【講義概要】
古代から近代までのヨーロッパにおける法と法学の歴史を概観します。具体的に
は、古代ローマ帝国、フランク王国、神聖ローマ帝国における法と法学のあり方を
学びます。ドイツ法制史が中心です。

【学習目標】
①各時代のヨーロッパにおける政治・社会の状況を理解する。
②上記①を前提に、その時々の法と法学のあり方を学び理解する。
③過去との比較を通じて現代の法のあり方を考察する。

【講義計画】
第１回：�ガイダンス
第２回：�ローマ市民法、古典期ローマ法曹と法学（13-38頁）
第３回：�古ゲルマンの法と社会（39-50頁）
第４回：��部族法典とユスティニアヌス法典、フランク王国の法と国制（55-75頁）
第５回：�封建社会、中世法の理念と現実（78-103頁）
第６回：�ローマ法のルネサンス、中世ローマ法学（118-140頁）
第７回：��カノン法（104-115頁、141-154頁）
第８回：�ローマ法継受、帝国裁判所、人文主義法学（158-186頁、201-215頁）
第９回：�糾問訴訟と魔女裁判（187-200頁）
第10回：�身分制議会と絶対主義国家（218-231頁）
第11回：�パンデクテンの現代的慣用（232-244頁）
第12回：�自然法論・啓蒙主義・法典編纂（245-268頁）
第13回：�フランス革命と法・法学
第14回：�歴史法学派（273-284頁）
第15回：�全体のまとめ

【事前および事後学習の指示】
プリントを配布しますが、必要に応じてノートをとってください。
授業後はプリント、ノートなどを使って復習してください。

【テキスト】

【参考文献】
勝田有恒ほか編著『概説�西洋法制史』（ミネルヴァ書房、2004年）
ISBN9784623040643
授業内容はこれに準拠します。授業計画のページ数はこの本のページ数に対応し
ています。

【コメント】
毎回の�M-Port�を通じた課題（確認問題等）：60％
期末レポート：40％（詳細は学期末に連絡予定）
※期末レポートを未提出の場合は単位を認めません。

【留意事項】

講　義　名　称 曜　時

税法Ａ　＜春＞ 火 1

【教員名称】�
浦東　久男

【講義概要】
税法の基本的な原則を理解するために、相続税法、消費税法、所得税法などを素材
にして、講義する。

【学習目標】
・憲法が規定する租税法律主義について学ぶ、その内容と意義を理解する。
・相続税法を学び、税法の適用において私法（民法）が基礎となることを理解する。
・消費税法を学び、間接税についてその基本的な問題を知る。
・所得税法の基本的な仕組みを知る。
・「税制改正」がもたらす意味を知る。

【講義計画】
第１回：�導入　授業計画の説明　わが国の税制を概観する

・税財政の状況
・税法と他の科目（法分野）との関係
・各税目の特徴

第２回：�租税法の体系と構造（税法の法源）・基本原則（租税法律主義）
憲法と法律の関係、法律と政令の関係
個別税法の例　地方税条例の例を知る
法律の遡及適用について

第３回：�租税法の解釈と適用 :「疑わしきは納税者の利益に」、「借用概念」とは
租税回避と「事実認定による否認」

第４回：��相続税法（１）納税義務者（居住と国籍）と課税対象財産：民法と税法の関
係を考える

第５回：�相続税法（２）課税の対象：遺産取得税とはどんなものか　課税対象とな
る財産の範囲

第６回：�相続税法（３）納税額の計算：基礎控除額、累進税率、税額軽減
第７回：��相続税法（４）土地などの財産の評価（路線価方式と倍率方式）

通達の意味
（地方税の代表例として）固定資産税について知る

第８回：�消費税法（１）直接税と間接税、間接税の分類、多段階課税の間接税と累積
課税

第９回：消費税法（２）累積課税の排除
仕入税額控除
課税対象取引と非課税取引

第10回：�所得税法（１）所得課税の基礎、所得概念、法人税と所得税
第11回：�所得税法（２）所得区分と各種所得の金額（その１）事業所得と給与所得
第12回：�所得税法（３）各種所得の金額（その２）譲渡所得、利子所得、配当所得
第13回：�所得税法（４）所得控除と確定申告
第14回：�租税手続法　租税債務の成立と確定　源泉徴収　強制徴収との関係
第15回：�まとめ　わが国の税制改正

【事前および事後学習の指示】
教科書の該当箇所によって、前回までの講義内容の復習をすること。授業中に出題
された質問をノートに記す、そしてその答えを考えること。授業中に小テストを
実施するが、成績評価には含めない。

【テキスト】
図説・租税法ノート（十二訂版）�八ツ尾順一
978-4433639297�清文社

【参考文献】
１　岡村忠生・酒井貴子・田中昌国著『租税法法』（有斐閣）
２　植松利夫編著『図説日本の税制令和元年度版』（財経詳報社）
３　中里実・佐藤英明・増井良啓編『租税判例百選［第6版］』（有斐閣）
４　三木義一『日本の税金（第三版〉』（岩波書店）

【コメント】
（１）授業中に出題される小テスト及びレポート課題による。
（２）レポート：次の課題について、1000字程度で説明しなさい。
課題「相続税法の「みなし相続財産」について」
提出期限：６月の第２回目の授業日
（具体的な日程はM-port により4月中に提示します。）

【留意事項】
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講　義　名　称 曜　時

世界の市民 - 科学と社会の関係を考える　01＜春＞ 木 1

【教員名称】�
尾鍋　智子

【講義概要】
本学の教育目標である世界市民とは何かを考えるにあたり、本講義ではまず日本
文化を理解し客観化することからはじめる。例として身近な科学や技術からはじ
め、それらが文化から文化へ伝わるとき、社会や文化の相違により受容されたり、
されなかったり、変化したりする様子を探る。生活、情報、軍事にかかわる科学技術
と社会の関係を、日本に視点をおき考察をくわえ、多文化理解へのゲートウェイと
する。

【学習目標】
日々のモノ・技術・科学から日本文化をより深く理解でき、世界市民的視野をもつ
ことができる。

【講義計画】
第１回：�コース説明及びイントロダクション
第２回：�科学技術伝播と実学（１）
第３回：�科学技術伝播と実学（２）
第４回：��車両と文化（１）
第５回：�車両と文化（２）
第６回：�イスと座（１）
第７回：��イスと座（１）
第８回：�まとめと復習試験１
第９回：�暦と天文（１）
第10回：�暦と天文（２）
第11回：�暦と天文（３）
第12回：�暦と天文（４）
第13回：�印刷文化
第14回：�銃と砲
第15回：�まとめと復習試験２

【事前および事後学習の指示】
配布資料を授業前後に読み、予習復習をすること。

【テキスト】
プリントを配布する

【参考文献】

【コメント】
詳細については初回に説明するので必ず出席すること。
その他は毎回の課題。

【留意事項】
社会人の方へ（聴講に際して）遠隔授業の可能性があります。その際、Zoomで
はなくオンデマンドのビデオを配信予定です。

講　義　名　称 曜　時

世界の市民−経済の未来を考える　＜春＞ 月 2

【教員名称】�
金江　亮

【講義概要】
経済について、特にお金の仕組みについて、
また、YouTube や DVDなど映像資料を用いて、分かりやすく学びます。

【学習目標】
経済の仕組みについて慣れ親しむ。将来の日本や世界経済を見通して、お金の仕
組みを理解し、将来の人生設計について考えられるようになること。

【講義計画】
第１回：・世界経済はどこで歪んだのか：「両極化」する世界を生きる

将来の日本経済はどうなるか
みんなが定年になる頃を考えよう。
少子高齢化・格差・経済成長のあり方を述べる。それにどう対処すべ
きかを、これから学んでいく。

第２回：・日本経済の歩み：日本型経済システム成立と解体
第３回：・平成の「失われた30年」と日本経済の構造変化
第４回：お金との付き合い方

・お金は目的でなく手段。合理的に付き合おう。
・「適切な場所」に置いてお金にお金を稼がせよう
・人生の豊かさに必要な6つの要素

第５回：�お金を稼ぐ・増やす
・安定した収入を得られる人材価値を身に付けよう。
・貯蓄で運用の元本形成。給料天引きが最善策！
・お金と時間と自由の交換法則を意識しよう。

第６回：�お金は賢く使う
・銀行は日常のお金のやり取りに限定する。
・「無料相談」に近づいてはいけない。
・「家は買うか借りるか」永遠の論争に決着！

第７回：��・生命保険は「加入しない」を原則と考えよう。
・ガン保険に加入するのは損！
・公的年金は縮むけどゼロにはならない。
・金融業界があおる老後不安に騙されるな！
・ギャンブルは投資でなく教養娯楽費と考える。

第８回：�借金とは付き合わない
・借金は複利で雪だるま式に増える。
・借金返済に勝る運用はない。
複利計算シミュレーションを行う。借金と、運用は表裏一体。奨学金を
借りている人は、返済計画について考えるよい機会になる。また、将来
住宅購入を考える際の考え方の基礎となる。

第９回：�運用の基本
・金融商品のリスクとは？そしてリターンとは？
・自分の価値「人的資本」を考えよう。
・最悪のケースを考えよう。

第10回：�・「リスク資産」と「無リスク資産」を分けて考える。
・多業種・多銘柄に分散投資する。
・投資信託の特徴を知っておこう。

第11回：�簡単運用術
・運用の流れを押さえておこう。
・最大ロスしていい金額で投資額を決めよう。
・リスク資産は日本と海外のインデックス・ファンドに。
・無リスク資産は個人向け国債とMRFに。

第12回：�・個人向け国債（変動金利10年型 ) はインフレに強い！
・金融商品の「売り時」の判断基準を持っておこう。
・老後資金を360ヶ月で見積もってみよう。

第13回：�確定拠出年金とNISA
・確定拠出年金を今すぐ利用しよう。
・NISA を最大限に利用しよう。
・確定拠出年金とNISA の適切な利用法

第14回：�3章運用のリテラシー・考え方
・初心者向けの特別な商品やプランなどない
・インカム・ゲインとキャピタル・ゲインを分けて考えない。
・運用業界の「不都合な真実」。
・長期投資でリスクは減少しない。
・手数料の罠にはまらないようにしよう。

第15回：�・外国為替・外貨預金を進めない理由がある。
・運用商品の「幕の内弁当」バランス・ファンドは割高。
・従業員持ち株会の利用には注意が必要。
・ドルコスト平均法は気休めでしかない。

【事前および事後学習の指示】
事後学習30分
授業内で紹介する映像資料に関連して、自分に興味のある動画を視聴することを
推奨する。

【テキスト】
現代日本経済分析—今求められる逆転の発想—（仮）小山大介・森本荘亮編著　鉱
脈社　6月頃に出版予定

【参考文献】
山崎元『図解　山崎元のお金に強くなる！』ディスカヴァー・トゥエンティワン�
ISBN:9784799317242

【コメント】
定期的に出すレポートで評価します。

【留意事項】
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講　義　名　称 曜　時

世界の市民 - 戦争と正義 - 日本を巡る国際法上の諸問題　＜春＞ 月 4

【教員名称】�
松村　昌廣

【講義概要】
世界市民になるには、世界情勢に対する深い理解とともに、道徳的な判断力も必要
である。とりわけ、多大な人命が犠牲になり、甚大な物理的破壊をともなう戦争と
正義の問題は重要である。実際、第二次世界大戦・大東亜戦争・太平洋戦争（立場に
より、呼称が異なる）の敗戦国であった日本はドイツやイタリアとともに「侵略国」
と位置付けられ、国際的な非難にさらされてきた一方、そうした位置付けを巡っ
て、わが国の国内外でも賛否が激しく議論されてきた。そこで、本講義では、こ
うした議論を行う際の「始まり」であり且つ往々にして「終わり」である国際法上
確定した事実などを詳しく解説する。

【学習目標】
戦争は始まりから終わりまで国際法に従って行われます。そうしなければ、国際
法に違反することとなり、国家やその軍隊、場合によっては、個人の政治指導者や
軍人は責任を負わねばなりません。国際法上、戦争はいつ、どのように始まり、終
わるのでしょうか。また、戦争中は何が許され、何が許されないのでしょうか。本
講義では、日本のケースに焦点を絞って、こうした論点を具体的に考えていきま
す。学生諸君の中には高校の世界史や日本史の授業で近現代史に関する知識を十
分身につけていない者も散見されますが、こうした学生は本講義をとることに
よって、基本的な知識を習得するきっかけとなるでしょう。また、本講義の内容を
十分習得すれば、わが国の戦争と正義の問題に関する論争をより深く理解し、自
分なりの意見を持つことが可能になるでしょう。

【講義計画】
第１回：�正義と戦争　−　国際法の観点
第２回：�日米開戦
第３回：�原爆投下・空襲
第４回：��「無条件降伏」と占領（１）
第５回：�「無条件降伏」と占領（２）
第６回：�東京裁判
第７回：��サンフランシスコ講和条約
第８回：�台湾（１）
第９回：�台湾（２）
第10回：�千島列島・北方領土（１）
第11回：�千島列島・北方領土（２）
第12回：�南樺太（南サハリン）
第13回：�竹島
第14回：�尖閣列島
第15回：�まとめ

【事前および事後学習の指示】
講義の進度に合わせて、参考文献に挙げた書籍を読んでください。

【テキスト】

【参考文献】
・色摩力男『日本人はなぜ終戦の日付をまちがえたのか』黙出版、2000年。
・芹田健太郎『日本の領土』中公文庫、2010年。
・�各自必ず、インターネットから関連の条約等をダウンロードして、ファイルの
形で自分の「条約集」を作ってください。

【コメント】
遠隔講義となった場合、M-PORTを介したレポート試験になります。
完全論述・論文形式（3500字〜4500字）ですので、この形式に慣れていない学
生は要注意です。

【留意事項】

講　義　名　称 曜　時

世界の市民 - 情報の時代の世界を生きる　＜春＞ 木 4

【教員名称】�
藤間　真

【講義概要】
　桃山学院大学の建学の理念は、「キリスト教精神に基づく人格の陶冶と世界の市
民の養成」です。本学の構成員は学生であるか教職員であるかを問わず、世界の市
民として育ち続ける必要があります。この講義では、本学の目指す「世界の市民」
とは何か、また、どうしたら「世界の市民」になれるのかをともに学び考えていき
たいと思います。
　担当者の本学でのポストは大学全体の情報リテラシー教育担当ですが、研究者
としての出発点は現象数理学で、企業勤務経験を経て現職についています。この
ような担当者の特性に立脚した、講義を展開する予定です。
　講義中に軽度のアクティブラーニングを交える予定であることを認識してくだ
さい。
　なお、一方通行ではない講義を目指すので、受講生の提示した提出物に対応して
下記の講義予定が変更となることがあり得ます。

【学習目標】
　大学での学びには、絶対的な正解はありません。また、単に「答え」を覚えようと
する態度では、「世界の市民」への道は遠のくばかりです。この講義では、世界市民
としての知識を増やすだけではなく、自ら疑問を持って積極的に考えていく姿勢
とそれを支える知的体力を身につけることを目指します。そのために、
(1)「情報」を扱う機器とインフラについての基本的な理解
(2)「情報」はどのように保存され管理されているのかという視点からの理解
(3)「情報」はいかに作成され伝達されつのかという視点からの理解
という三本の柱から、色々な視点を提供し考えます。

【講義計画】
第１回：�オリエンテーション

受講を検討している人は必ず出席してください。
なお、第一回の内容も、成績評価の対象の一部とします。

第２回：�桃大生を支援する桃大の情報基盤
第３回：�個人を支援する情報機器（１）自分を支援する情報機器
第４回：��個人を支援する情報機器（２）特性を支援する情報機器
第５回：�「市民」のためのクリティカル・シンキング
第６回：�映画を題材に「情報」について考える—「1984」と「ドリーム」
第７回：��「市民」とウィキペディア
第８回：�「市民」とエコーチェンバーとフィルターバブル
第９回：�「市民」が考えることを支援する統計と数理
第10回：�考えることと知的権利とコモンズ
第11回：�市民となるためのレポート・ライティング
第12回：�市民を支援する情報基盤（１）図書館の理念
第13回：�市民を支援する情報基盤（２）MLA連携と情報公開制度
第14回：�人工知能とシンギュラリティ (1)
第15回：�人工知能とシンギュラリティ (2)

【事前および事後学習の指示】
毎回、その回の事後学習と次回の事前学習の課題を提示します。

【テキスト】

【参考文献】
都度指示します。

【コメント】
　レポートが９０％となっていますが、これは出席した上で課された課題に取り
組んだ上でレポートに生かすまでを含めた数字です。

【留意事項】
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講　義　名　称 曜　時

世界の市民 - 日本の「食」のローカルとグローバル　01＜春＞ 木 2

【教員名称】�
室屋　有宏

【講義概要】
皆さんが毎日食べている食料はどのように生産され手元に届くのだろうか？そこ
には農業や水産業、食品加工業、食品流通業・小売業など多くの産業が関わってい
る。また日本の食は「ローカル」と「グローバル」が一体化しながら今日の多様で高
度なシステムとなっている。本講義では、日本の食生活を支えるさまざまな産業を
フードシステムと捉え、各産業が相互に関連し合い、また内外の資源を取り込み、
消費者ニーズに対応しているのかについて考察する。さらに食はたんに経済ビジ
ネスだけでなく、地域、自然環境、安全性など幅広い問題ともつながっていること
について理解を深めてもらいたい。

【学習目標】
１．日本の食と農を支える産業・ビジネスについて知る。
２．現在の日本の食と農が直面する問題点や課題について学ぶ。
３．�長期的かつグローバルな視点から、望ましい食と農のあり方について自ら考え

る。

【講義計画】
第１回：�イントロダクション〜私たちの食、日本の食と農はどう変化してきたの

か
第２回：�食の変化とグローバル化
第３回：�低下する日本の食料自給率〜農業を持たない日本の食
第４回：��食の安全・安心問題
第５回：�食と環境問題〜食品ロスを中心に
第６回：�日本農業の姿（１）
第７回：��日本農業の姿（２）
第８回：�日本農業を取り巻く課題〜誰が農業を担っていくか
第９回：�日本農業の高付加価値化〜農業の六次産業化
第10回：�生鮮食品の流通と価格形成〜青果物の価格はどのように決まるか
第11回：�食品製造業〜大手と地場企業の生き残り戦略
第12回：�中食と外食〜外食から中食へ、食の簡便化の流れ
第13回：�スーパーマーケット〜小売主導フードシステム
第14回：�コンビニエンスストア〜24時間営業は必要か
第15回：�まとめ〜持続的な食と農のあり方

【事前および事後学習の指示】
食や農、また地域産業について関心を持ち、新聞・ニュース等に日常的に目を通す
ようにしてください。

【テキスト】

【参考文献】
時子山ひろみ・荏開津典夫・中嶋康博「フードシステムの経済学」第5版（医歯薬出
版）
清水みゆき・高橋正郎「食料経済（第5版）：フードシステムからみた食料問題」（オー
ム社）

【コメント】
１．講義内容についての理解度を図る小テストを４回実施する。
２．A4・1�枚程度のレポート課題を２回実施する。

【留意事項】

講　義　名　称 曜　時

総合人間学A　＜春＞ 水 1

【教員名称】� インテ
梅山　秀幸

【講義概要】
２０世から今世紀にかけて専門分野の細分化が起き、さまざまな「学」が生まれた
が、しかし、個別の「学」では今日の人類が直面する地球環境、人口、教育、人権など
の諸問題に十分に答えることができない。そこで、学際的な、人間に関する新たな
総合学が必要とされる。そうした学問的要請に基づいて、この講義は複数の講師
によって行われる「インテグレーション」科目として実施される。特に、2020年、
世界はコロナウィルスに襲われた。今まさにパンデミックの状況下にある。この
ウィルスの実態について専門家の説明をうかがうとともに、われわれはどう対処
し、コロナ後の世界を構築すべきなのかを考えたい。

【学習目標】
自然科学と人文・社会科学の最新の研究成果を踏まえながら、新たな学際的総合教
育を目指す。ここで人間とは、生物種ヒトとその双方を含み、現代文明のもとでさ
まざまな問題に直面しながら、科学、技術、法律、教育、芸術、宗教などを生み出して
いる主体ととらえる。文化の多様性・相対性を認めつつも、異なる文化を持つ人々
の間での共通性を解明することによって、ヒューマニズムは何かという人間学の
目標に迫っていきたい。

【講義計画】
第１回：�授業の到達目標およびテーマ、授業の概要、授業計画、参考書、評価などに

ついて説明
第２回：�ヒトとゴリラのあいだ
第３回：�Out�of�Africa
第４回：��地球環境と人間
第５回：�エネルギーと人間
第６回：�コロナウィルスとは何か？
第７回：��疫病とどう立ち向かうか？
第８回：�「心の理論」について（１）
第９回：�「心の理論」について（２）
第10回：�ホッブスの法思想（１）
第11回：�ホッブスの法思想（２）
第12回：�移民・グローバル化・ポピュリズム（１）
第13回：�移民・グローバル化・ポピュリズム（２）
第14回：�激動のアメリカと公民権運動（１）
第15回：�激動のアメリカと公民権運動（２）

【事前および事後学習の指示】
ゲスト講師が参考文献として挙げた書物および論文は読むことが望ましい。

【テキスト】

【参考文献】

【コメント】
現段階（2021年1月）でオンラインでの授業が予想されます。「その他」というの
は通常なら出席をいいますが、オンラインの授業への参加を毎回提出してもらう
「課題」でチェックした上で、2回ほどのレポート提出をしてもらいます（あるい
は1回になるかもしれません）

【留意事項】
実務経験のある教員による授業：アフリカの環境問題に関わった講師の授業、コ
ロナ 19の治療に当たった医師（予定）
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講　義　名　称 曜　時

地域経済論Ⅰ　＜春＞ 金 1

【教員名称】�
禿　慧二

【講義概要】
本講義は地域経済の動態を把握するだけでなく、地域社会の問題を解決していく
ことも想定している。
地域経済の主体は、地域で働き、生活する上で、地域の問題に向き合わざるをえな
いからである。
講義は、地域経済の理論、地域問題の把握の仕方、地域開発の政策などについて、日
本全国の地域のケースを用いて進める。

【学習目標】
・地域経済の課題や問題を理解する
・地域経済の構成と動態を理解する
・地域問題を解決するための思想と手法を獲得する

【講義計画】
第１回：�イントロダクション
第２回：�地域問題と地域政策
第３回：�地域経済への接近方法
第４回：��地域経済から見た歴史①（第2次大戦前の日本経済と地域）
第５回：�地域経済から見た歴史②（第2次大戦後の日本経済と地域）
第６回：�地域経済から見た歴史③（国土計画と全国総合開発計画）
第７回：��地域経済から見た歴史④（都市と農山漁村の変貌）
第８回：�地域経済と地域政策①（地域政策とリゾート法）
第９回：�地域経済と地域政策②（国際化時代と地域政策）
第10回：�地域経済と地域政策③（自治と新しい公共）
第11回：�地域政策の未来を読む①（まち・ひと・しごと創生法と地方創生）
第12回：�地域政策の未来を読む②（地方創生と観光）
第13回：�地域政策の未来を読む③（人口減少と地方消滅）
第14回：�地域政策の未来を読む④（震災復興とエネルギー）
第15回：�まとめ

【事前および事後学習の指示】
テキストを購入する必要はないが、事前に読んでおくことが望ましい。

【テキスト】
地域づくりの経済学入門�岡田知弘
4880377112�自治体研究社�
国際化時代の地域経済学�岡田知弘 ,�川瀬光義 ,�鈴木誠 ,�富樫幸一
4641220751�有斐閣

【参考文献】
授業内で紹介する。

【コメント】
講義後に実施する小課題（10回を予定）と、レポート課題（2回を予定）で評価する。
小課題、レポート課題の配点は授業内で指示する。
小課題は授業の理解内容を問うものである。レポート課題は授業内容を踏まえて
自身の考えを論理的に述べているかを評価する。

【留意事項】

講　義　名　称 曜　時

組織倫理論　＜春＞ 水 4

【教員名称】�
谷口　照三

【講義概要】
＜個人のみならず、組織の責任も考えよう＞
　現代社会は、組織社会と言われている。人々は、大小を問わず多くの複数の組織
との関連のなかで生きている。そこでは、組織、例えば企業や政府、行政および学
校など、とりわけ企業に注目しなければならないが、強力なパワーを持つ。それ
は、組織がその構成員や関係者に遵守を期待する、「固有のルールや倫理的価値」を
創り出すことに由来する。それは、一方では個人ではなし得ない大きなプラスを、
他方では公害等に見られるようなマイナスももたらした。この状況にあって、人々
は、プラスとマイナスの効果に自覚的であればあるほど、自己の組織への関わり
に関してジレンマに陥る。逆に、それらに対して無自覚であれば、「良心的な人々
が組織の一員として活動する場合、なぜあれほど非倫理的になれるのか」という
問題状況をもたらす。いずれにせよ、これらは克服していかねばならぬ、重い課
題である。
　かかる課題への挑戦は、まず、組織が持つプラスとマイナス効果を事実として
認識しなければならない。その上で、組織「固有のルールや倫理的価値」とそれに
関わる人々の「良心」との折り合いを、個人の問題というより、むしろ「組織の責任」
の問題として受け止め、その問題への応答可能性を拓く諸条件を探求していくこ
とが、必要となる。「組織の責任」を語ることは、組織を倫理主体として捉えること
でもある。倫理的な生活を生きようとする人々の能力は、その「組織の倫理」に深
く影響されている。この「能力」を拓く「組織の倫理」はいかにして可能か。本講義
の中心的な論点は、ここにある。それは、講義計画の第三部で展開される。その
前に、第一部で、「問題の背景」として「現代社会と組織」に関して学ぶ。そして、第
二部において、現代社会における組織社会を代表する企業という組織についての
倫理学的考察と実践についての特徴と問題点を取り上げ、第三部への橋渡しにし
たいと思っている。
　テキストは使用しない。レジュメないし原稿および資料を配布する。

【学習目標】
　この講義を受講する学生諸君は、以下の三つの目標を設定しなければならない。
①現代社会における倫理的問題状況を、特に「組織の光と影」に焦点を当て、自ら解
釈し、説明できること。②組織に係っている人々が自己の良心に従って責任的な行
動をとれるような「組織の責任」とは何か、について説明できること。③倫理的な
問題状況にある組織事例を取り上げ ( 身近な組織、たとえばクラブやサークルで
もよい )、①と②の成果を活用し、診断書（どのような問題がなぜ起きたのか）と処
方箋（問題の解決の方向性）を作成すること。

【講義計画】
第１回：�序論「人間生活と社会の発展」
第２回：�第1部「現代社会と組織」

第�1章「人間存在と協働」
第３回：�第�2章「協働体系・組織・管理・経営概念について」
第４回：��第�3章「組織社会の根本問題」
第５回：�第2部�「倫理学と現代社会を代表する企業の倫理学的考察と実践に関す

る特徴と問題点」
第�4章「組織社会における倫理・道徳問題状況の解釈枠組み」

第６回：�第�5章「主要な倫理学説ー義務論、功利主義、徳理論ー」
第７回：��第�6章�「応用倫理学の問題領域と企業倫理に関するUSA的視座と EU

的視座」
第８回：�第�7章「企業倫理の一面的な見方からバランスのある見方への発展」
第９回：�第�8章「組織倫理を語る視座」
第10回：�第３部　企業倫理の組織論的転回の試み

第�9章「基礎としての責任概念の再吟味と応答可能性への再構築の試み」
第11回：�第10章「経営者の道徳的創造性と組織倫理—個人としての応答可能性の

拓き—」
第12回：�第11章「組織倫理と組織道徳の創造のダイナミズム—応答可能性の動態

的組織化—」
第13回：�第12章「Sustainability、Triple�Bottom�Line、そして SDGs を文脈と

する組織倫理の現実化とCSR 経営」
第14回：�第13章「組織倫理の構成内容と議論の射程」
第15回：�結論�未来社会への組織倫理論的展望

【事前および事後学習の指示】
学習目標を実現するためには、講義に出席するのは当然とし、配布する原稿、レ

ジュメ、資料等や指示する参考書を用い、予習および復習を確実に実行しなければ
ならない。講義が終了するまでに課題リポー�トを提出してもらうが、早い段階から
問題関心を持ち、取り上げる特定の組織や倫理問題を想定し、応答し得るように事
前準備をしておくことが肝要。

【テキスト】

【参考文献】
山本安次郎・田杉　競・飯野春樹訳『新訳　経営者の役割』ダイヤモンド社、1968
年。　ラッシュワース・M・キダー�著、中島　茂監訳、高瀬恵美訳『意思決定のジ
レンマ』日本経済新聞出版社、2015年。

【コメント】
毎回「記名式で数分の時間で質問やコメントなどを書いてもらうペーパー」を配
布・回収するが、これは主体的に勉強してもらうことを希望し行うもなであり、出
席点ではない。ただし、�平常点として、コメント内容を評価する（50%）。さらに、
二回の課題レポート（20%）、および学期末試験（30%）によって評価する。

ただし、遠隔授業となった場合、「記名式で数分の時間で質問やコメントなどを書
いてもらうペーパー」を毎回の課題として60%、「レポート」と「試験」を「検証テ
スト」（最後の回の課題として15問ぐらい出題）として40%の配点に変更する。

【留意事項】
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講　義　名　称 曜　時

地域研究ⅠA　＜春＞ 火 4

【教員名称】�
軽部　恵子

【講義概要】
「アメリカ」は、アメリカ合衆国を指すこともありますが、南北アメリカ大陸を指
す時も、南北アメリカ大陸にある諸国を指す時もあります。そのほか「ラテンアメ
リカ」という語句があります。ラテンアメリカは北米大陸にあるメキシコ以南の
国を指します。さらに、「中南米」という語句もあります。これらの語句の違いに
ついて、あなたは由来を説明できますか。
この講義は、大航海時代以降の南北アメリカ史を概観し、重要なできごとを解説し
ていきます。国ごとの歴史だけでなく、南北アメリカの国々が互いに与えた影響、さ
らには大西洋を挟んで旧大陸と新大陸が与え合った影響も考察していきます。
この講義の第４回および第５回は国際機構論Aおよび国際法Aの一部と似てい
ますが、アメリカ史の視点から考えるものとなります。講義冒頭には、国内外のメ
ディアのホームページを用いて、メディア・リテラシーも学びます。

【学習目標】
①�大航海時代以降の南北アメリカ史をグローバルヒストリーとして概観し、基礎
知識を修得する。

②アメリカ合衆国とそれ以外の地域が互いに及ぼした影響について考察する。
③国際問題の理解に必要な一般教養、とくに歴史・地理・文化・宗教を修得する。
④メディア・リテラシーを身につける。

【講義計画】
第１回：�「アメリカ」とは何か
第２回：�コロンブス以前とコロンブス以後
第３回：�植民地の建設とピルグリム・ファーザーズ
第４回：��アメリカ独立革命とフランス革命
第５回：�ナポレオン戦争とラテンアメリカ諸国の独立
第６回：�南北戦争と西部開拓
第７回：��第一次世界大戦と「アメリカ」
第８回：�第二次世界大戦と「アメリカ」
第９回：�冷戦の始まりとキューバミサイル危機
第10回：�ベトナム戦争と米中国交正常化
第11回：�ラテンアメリカ諸国の軍事政権と民主化
第12回：�冷戦の終わりと湾岸戦争
第13回：�アメリカ同時多発テロとイラク戦争
第14回：�グローバリズムと「アメリカ」
第15回：�まとめ、期末試験

【事前および事後学習の指示】
毎回の授業で指示される参考文献や参考URL をもとに、事前および事後学習をし
てください。

【テキスト】
一冊でわかるイラストでわかる図解世界史�成美堂出版編集部編
978-4415103334�成美堂出版

教科書は毎回使います。

【参考文献】
岡山裕『アメリカの政党政治』中央公論新社、2020年
紀平英作・亀井俊介『アメリカ合衆国の膨張』中央公論新社、2008年
五十嵐武士・福井憲彦『アメリカとフランスの革命』中央公論新社、2008年
松下冽『ラテンアメリカ研究入門 :�〈抵抗するグローバル・サウス〉のアジェンダ�』
法律文化社、2019年
増田義郎『物語ラテン・アメリカの歴史』中央公論新社、1998年
北村厚『教養のグローバル・ヒストリー：大人のための世界史入門』ミネルヴァ書
房、2018年

【コメント】
試験3回（25％、25％、50％）で決定します。最初の2回は抜き打ちで行います。
詳細は第1回授業で発表します。

【留意事項】
教科書は毎回使います。

社会人の方へ（聴講に際して）
地域研究Ⅰ B　＜春＞と同時受講できる方のみ

講　義　名　称 曜　時

地域研究Ⅰ B　＜春＞ 金 4

【教員名称】�
軽部　恵子

【講義概要】
「アメリカ」とは何でしょうか。西方航海でアメリカにたどり着いたコロンブスは、
自分が「インド」に到達したと信じ、先住民を「インディアン」と呼びました。アメ
リカの語源は、アメリゴ・ヴェスプッチです。南北アメリカ大陸には、旧大陸（ヨー
ロッパ）の複数の国が植民地建設のためやってきました。旧宗主国の宗教や文化
が、とくにラテンアメリカ諸国の成り立ちと特徴に多大な影響を与えています。
この講義は、南北アメリカ大陸の主要国について、その概要と日本との関係を学
びます。日本はアメリカ合衆国にも、ラテンアメリカの国にも、明治・大正・昭和
と移民を送ってきました。アメリカは日本から見て地球の裏側にありますが、日
本との関係はおそらく皆さんが考える以上に深いです。前半は、ラテンアメリカ
諸国とカナダを取り上げます。後半はアメリカ合衆国を多角的に学びます。講義冒
頭には、国内外のメディアのホームページを用いて、メディア・リテラシーも学び
ます。

【学習目標】
①�ラテンアメリカ諸国の主要国およびカナダの基礎知識を修得し、日本との関係
を理解する。

②�アメリカ合衆国について、法律、政治、文化、社会など、多様な視点から理解する。
③国際問題の理解に必要な一般教養、とくに歴史・地理・文化・宗教を修得する。
④メディア・リテラシーを身につける。

【講義計画】
第１回：�「ラテンアメリカ」とは何か
第２回：�ブラジル
第３回：�ペルー、アルゼンチン、チリ
第４回：��キューバ、カリブ海諸国
第５回：�メキシコ、コスタリカ、パナマ
第６回：�カナダ
第７回：��アメリカ合衆国 (1)　独立宣言と合衆国憲法
第８回：�アメリカ合衆国 (2)　大統領選挙のしくみ
第９回：�アメリカ合衆国 (3)　大統領の任務と権限
第10回：�アメリカ合衆国 (4)　連邦議会のしくみ
第11回：�アメリカ合衆国 (5)　人種、移民、難民
第12回：�アメリカ合衆国 (6)　女性、ジェンダー、LGBT
第13回：�アメリカ合衆国 (7)　宗教
第14回：�アメリカ合衆国 (8)　メディア、インターネット、SNS
第15回：�まとめ、期末試験

【事前および事後学習の指示】
毎回の授業で指示される参考文献や参考URL をもとに、事前および事後学習をし
てください。

【テキスト】
一冊でわかるイラストでわかる図解世界史�成美堂出版編集部編
978-4415103334�成美堂出版

教科書は毎回使います。

【参考文献】
明石和康『大統領でたどるアメリカの歴史』岩波書店、2012年
佐々木卓也『戦後アメリカ外交史』第3版、有斐閣　2017年
久保文明『アメリカ政治』第3版、有斐閣　2017年
久保文明・金成隆一『アメリカ大統領選』岩波書店、2020年
金成隆一『ルポ　トランプ王国』岩波書店、2017年
金成隆一『ルポ　トランプ王国2：ラストベルト再訪』岩波書店、2019年
吉見俊哉『トランプのアメリカに住む』岩波書店、2018年
岡山裕『アメリカの政党政治』中央公論新社、2020年
森本あんり『キリスト教でたどるアメリカ史』KADOKAWA、2019年
清水透『ラテンアメリカ五〇〇年　歴史のトルソー』岩波書店、2017年　
ダベーヌ他『地図でみるラテンアメリカハンドブック』原書房、2017年
細川道久『カナダの歴史を知るための50章』明石書店、2017年
和泉真澄『日系カナダ人の移動と運動 :�知られざる日本人の越境生活史』小鳥遊書
房、2020年

【コメント】
試験3回（25％、25％、50％）で決定します。最初の2回は抜き打ちで行います。
詳細は第1回授業で発表します。

【留意事項】
教科書は毎回使います。

社会人の方へ（聴講に際して）
地域研究ⅠA　＜春＞と同時受講できる方のみ
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講　義　名　称 曜　時

地域ビジネス論　＜春＞ 木 4

【教員名称】�
室屋　有宏

【講義概要】
日本においては、人口減少・高齢化が進行するなかで地域活性化に対する関心や必
要性が高まっている。国の政策としても「地方創生」が展開されている。こうした
中、地域の農林水産物、自然・景観、歴史・文化などの「地域資源」を積極的に利活用
しビジネスを興していくことで、地域が所得や雇用を改善し人口増につなげてい
く取組みが各地でなされている。本講義では、こうした地域内発的なビジネスに
ついての優良事例（失敗事例も含めて）の紹介と検討を通じてビジネス存立の条件
や要因について考察する。また受講する学生には主体的に地域課題を改善するビ
ジネスについて自ら考え、地域ビジネスプランを作り上げていく意欲的なスタン
スが必要となる。

【学習目標】
１．地域が置かれている実情や課題ついて自分自身で捉える
２．地域が持つ地域資源や価値について理解し、自ら探究する
３．地域の問題解決についてビジネス的解決を主体的に考える
４．自ら地域ビジネスプランをつくりあげる

【講義計画】
第１回：�イントロダクション〜

人口減少と地方創生〜地域の実情を理解する
第２回：�地域と地域資源〜地域とは、地域資源とは〜
第３回：�自分の地域と地域資源を知る
第４回：��地域資源化の仕方・構造
第５回：�地域ブランド化
第６回：�地域活性化に関する政策展開
第７回：��地域経営と地域ビジネスの創出
第８回：�食農ビジネス（１）〜食と農を取り巻く環境と地域
第９回：�食農ビジネス（２）〜農業の六次産業化
第10回：�食農ビジネス（３）〜地場企業の取組、農商工連携
第11回：�地域商社の取組
第12回：�（１）観光ビジネス〜観光資源とそのマネジメント
第13回：�（２）観光ビジネス〜地域にとってのこれからの観光ビジネス
第14回：�非営利ビジネス〜社会・福祉ビジネス
第15回：�授業のまとめ〜地域ビジネスの発展と主体形成

【事前および事後学習の指示】
地域活性化に関するニュースや報道について関心を持ち、日常的に目を通してお
くこと。

【テキスト】

【参考文献】
室屋有宏『地域からの六次産業化』（創森社）

【コメント】
1. 学習の理解度を図る小テストを３回実施する。
2.A4�、1枚程度のレポート課題を2回課す。

【留意事項】

講　義　名　称 曜　時

地域研究ⅡA　＜春＞ 月 1

【教員名称】�
塚田　鉄也

【講義概要】
近代以降、ヨーロッパ諸国は積極的な対外進出を進め、世界各地の政治や社会に
大きな影響を与えてきました。現在のヨーロッパはかつてほど「世界の中心」とは
言えなくなりましたが、それでも、日本をはじめとする多くの国にとって重要な
参照点であり続けています。本講義では、ヨーロッパ諸国の中でも特に日本人に
馴染みが深く、G7の構成国でもあるイギリス、フランス、ドイツ、イタリアを
取り上げ、歴史的背景、政治の基本構造、現代の争点という三点にわたって検討し
ていきます。

【学習目標】
①各国の政治と社会の特徴を、歴史的背景を含めて理解し、説明できる
②各国が直面している問題やそうした問題への対応を理解し、説明できる

【講義計画】
第１回：�ヨーロッパ研究の意義
第２回：�世界の中のヨーロッパ
第３回：�イギリス①：歴史的背景
第４回：��イギリス②：政治の基本構造
第５回：�イギリス③：現代の争点
第６回：�フランス①：歴史的背景
第７回：��フランス②：政治の基本構造
第８回：�フランス③：現代の争点
第９回：�ドイツ①：歴史的背景
第10回：�ドイツ②：政治の基本構造
第11回：�ドイツ③：現代の争点
第12回：�イタリア①：歴史的背景
第13回：�イタリア②：政治の基本構造
第14回：�イタリア③：現代の争点
第15回：�まとめ

【事前および事後学習の指示】
テキストの指示された部分を事前に読んでおいてください。

【テキスト】
データブック・オブ・ザ・ワールド2021�二宮書店編集部
9784817604569�二宮書店

【参考文献】
松尾秀哉ほか編『教養としてのヨーロッパ政治』（ミネルヴァ書房、2019年）

【コメント】
各回の内容について課される課題（M-Port の「課題」もしくは「テスト」を利用）に
より評価する。なお、盗用等の不正行為が確認された場合は、その段階で不合格
とする。

【留意事項】
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講　義　名　称 曜　時

地域福祉論Ａ　＜春＞ 火 4

【教員名称】�
小野　達也

【講義概要】
地域福祉論Ａは、地域福祉の必要性や概念、考え方を理解させることが主要な教育
目標である。そのために現代社会において地域福祉がなぜ重視されてきているか
を歴史的背景ばかりでなく、社会福祉の理論に沿いながら考察する。また、地域福
祉を追求するための枠組み、すなわち地域福祉の構成としては何が必要なのかを
住民主体の視点に即して明らかにする。講義は次の柱で15回行う。１．現代社会
の地域生活。２．地域福祉の必要性。３．地域福祉の構成要素。４．地域福祉の様々
な考え方。５．これからの地域福祉のあり方。

【学習目標】
本授業では、地域福祉の基本的な考え方、必要性、構成、地域福祉の考え方の広がり
について理解し、説明できるようになることを目指す。
地域福祉は生活に密着した福祉であり、地域生活や地域社会のよりよいあり方の
実現を目指す。現代の社会福祉においては地域福祉が重要な位置を占めている。社
会福祉法では地域福祉の推進が掲げられ、社会福祉協議会、住民、行政、各種団体が
地域福祉に関わる実践を行っている。同時に、高齢社会を迎え、地域社会において
も福祉が中心的な課題となってきている。本講義では現代において地域福祉がな
ぜ必要なのか、また地域福祉の内容の構成をどう考えるのかを理解することを目
標とする。
１．現代社会生活にかかわって地域福祉がなぜ必要とされるのかを説明できるこ
と。
２．地域福祉の構成要件を示すことができること。
３．地域福祉の多様な考え方について概説できること。

【講義計画】
第１回：�地域福祉とは—地域福祉の基本的な考え方地域福祉
第２回：�地域福祉の問題と背景
第３回：�現代社会での生活
第４回：��地域での生活問題に対する社会福祉
第５回：�地域福祉の必要性
第６回：�地域福祉の現在的状況
第７回：��地域福祉の構成要素
第８回：�コミュニティ・ケア
第９回：�地域でのケアの現代的課題
第10回：�地域での組織化活動
第11回：�組織化活動の現代的展開
第12回：�地域福祉の考え方の系譜　その１
第13回：�地域福祉の考え方の系譜　その２
第14回：�これからの地域福祉へ
第15回：�地域福祉のふりかえりとまとめ

【事前および事後学習の指示】
授業時に指示する事前、事後学習を行うこと。

【テキスト】

【参考文献】

【コメント】
①最終レポートの提出を求める。
②随時、授業課題の提出を求める。

【留意事項】

講　義　名　称 曜　時

地誌［４］　01＜通期＞ 金 4

【教員名称】�
安倉　良二

【講義概要】
　本講義では，中学・高校で「地理」を教えるに際して求められる世界各地の地誌
的な見方を紹介する。地誌学は，特定の地域における自然・人文の各現象を総合的
に示す地理学の一分野である。本講義では，中学・高校の教科としての「地理」に留
まらず，大学レベルの地理学研究の成果も盛り込みながら，世界各地でみられる事
象の地理学的なトピックを提示する。グローバル化が進む中，世界各地の地誌的
な見方は歴史（世界史）と並んで欠かすことができないだけに，地理学概論と併せ
て教職に必要な知識を身につけてもらいたい。なお，前期はアジア，後期はアジア
以外の世界各地を取り上げる予定である。

【学習目標】
１．地図や図表の読み取りを通じて，世界各地で起きる様々な現象の因果関係を
「空間」から読み取る力を養う
２. 身近なニュースや何気ない話題から地理的な見方を再認識してもらう

【講義計画】
第１回：�ガイダンス - 講義の進め方・「地誌学」とは？ -
第２回：�東アジア（１）−韓国−
第３回：�東アジア（２）−中国１：自然環境と農業・漁業−
第４回：��東アジア（３）−中国２：人口・都市問題と民族・文化−
第５回：�東アジア（４）−中国３：鉱工業−
第６回：�東南アジア（１）−自然環境と農林漁業−
第７回：��東南アジア（２）−民族・文化−
第８回：�東南アジア（３）−鉱工業−
第９回：�東南アジア（４）−都市問題−
第10回：�南アジア（１）−自然環境と農業−
第11回：�南アジア（２）−民族・文化−
第12回：�南アジア（３）−鉱工業−
第13回：�南アジア（４）−都市問題−
第14回：�西アジア（１）−自然環境と鉱工業−
第15回：�西アジア（２）−民族・文化と都市問題−
第16回：�アフリカ（１）−自然環境と農業−
第17回：�アフリカ（２）−鉱工業と民族・文化−
第18回：�ヨーロッパ（１）−自然環境と農業−
第19回：�ヨーロッパ（２）−民族・文化と都市問題−
第20回：�ヨーロッパ（３）−鉱工業−
第21回：�ヨーロッパ（４）− EUの歴史と近年の動向−
第22回：�ロシア
第23回：�北アメリカ（１）−アメリカ合衆国の自然環境と農林業−
第24回：�北アメリカ（２）−アメリカ合衆国の鉱工業と都市問題−
第25回：�北アメリカ（３）−アメリカ合衆国の民族・文化と都市問題−
第26回：�南アメリカ（１）−自然環境と農林漁業−
第27回：�南アメリカ（２）−民族・文化と都市問題−
第28回：�オセアニア（１）−オーストラリアの自然環境と農業−
第29回：�オセアニア（２）−オーストラリアの鉱工業と民族・文化−
第30回：�オセアニア（３）−環太平洋の国々−

【事前および事後学習の指示】
中学や高校の「地理」教科書や地図帳があれば，それらをみておくことが望ましい。

【テキスト】

【参考文献】
１．�矢ヶ崎典�・加賀美雅弘・牛垣雄矢編（2020）：『地理学基礎シリーズ３　地誌学

概論（第２版）』朝倉書店
２．地理教育研究会編 (2020)：『授業のための世界地理（第５版）』古今書院
　世界地誌に関する今日的なトピックをコンパクトに記した地理学者ならびに高
校地理教員による最新の書物である。

【コメント】
1. 全面的に遠隔授業の場合　

試験：0％，課題：30％，期末レポート：70％
課題は毎回の授業においてM-Port に提出したレポート課題（授業内容への感
想やコメントも含む）：30％
期末レポート：授業内容を掘り下げた内容で前期は７月，後期は１月に提出：
70％

2．対面授業が行われた場合
試験：70％，課題：30％
課題は毎回の授業終了時に記入してもらうコメントペーパーの内容（感想やコ
メント）に基づく。

いずれも前期，後期それぞれ実施する。

【留意事項】
講義で使う PowerPoint のスライドには，前述の参考書をはじめとする地理学の
文献，高校地理の資料集に掲載されている写真や「Google ストリートビュー」
をはじめとする図表を積極的に盛り込むことで対面，遠隔の双方でも臨場感を持
たせるよう心掛ける。

71

ア

カ

サ

タ

ナ

ハ

マ

ヤ

ラ



講　義　名　称 曜　時

地理学概論　01＜春集＞ 水 3/ 金 2

【教員名称】�
安倉　良二

【講義概要】
本講義の目的は，自然地理学・人文地理学双方のトピックを紹介しながら，中学・
高校の教科として「地理」を教えるに必要な考え方を身につけてもらうことにあ
る。近年，高校で「地理」を履修していない学生が多いものの，地理学あるいは「地
理」として語られている内容の多くは，日常生活やニュースでも取り上げられる身
近な内容が含まれる。本講義では可能な限り，身近なトピックを素材に，地理学的
な見方とその面白さを紹介したい。なお，トピックの主な内容は国内とする。海
外のトピックを学びたい場合は，同じく教職科目として担当者が通年講義で行っ
ている「地誌」の並行履修を薦める。

【学習目標】
１．�地域で起きているあらゆる現象について，図表や地図を用いて説明することが

できる
２．�地図・統計の読み取りを通じた「地理的技能」の初歩的な内容を理解すること

ができる

【講義計画】
第１回：�ガイダンス−系統地理学と地誌学の違い−
第２回：�地図の活用（１）−世界地図の見方：地球儀・図法・時差−
第３回：�地図の活用（２）−主題図の見方：種類と表現技法−
第４回：��地図の活用（３）−地形図の見方：紙地図・デジタル地図−
第５回：�地図の活用（４）−メンタルマップ−
第６回：�地形図からみた本学の周辺−ため池の分布との関わりで−
第７回：��地形図からみた自然環境と土地利用（１）：沖積平野
第８回：�地形図からみた自然環境と土地利用（２）：洪積台地
第９回：�地形図からみた自然環境と土地利用（３）：海岸地形
第10回：�地形図からみた自然環境と土地利用（４）：離島のサンゴ礁と火山地形
第11回：�地形図からみた集落の立地（１）：農村の歴史
第12回：�地形図からみた集落の立地（２）：城下町・宿場町・門前町
第13回：�地形図からみた産業の盛衰：塩田と炭鉱
第14回：�気候（１）：気温・降水量と風の種類
第15回：�気候（２）：ケッペンの気候区分
第16回：�人口（１）−世界レベルでみた人口問題−
第17回：�人口（２）−人口ピラミッドからみた日本の地域変容−
第18回：�人口（３）−人口移動の諸相−
第19回：�人口（４）−外国人の増減と地域−
第20回：�農業（１）−ホイットルセイの農業地域区分−
第21回：�農業（２）−コメ問題からみる日本の農業地域−
第22回：�農業（３）−食料自給と国内外における産地変容−
第23回：�農山漁村の変容（１）−過疎化の進展と限界集落−
第24回：�農山漁村の変容（２）−観光の変質と特産品の開発によるむらおこし−
第25回：�林業−林野資源の活用と日本の林業−
第26回：�漁業−資源管理型漁業の導入と日本の漁業−
第27回：�工業−ウェーバーの工業立地論−
第28回：�都市（１）−都市の内部構造−
第29回：�都市（２）−住宅の立地：郊外住宅地の盛衰を中心に−
第30回：�都市（３）−商店街と大型店−

【事前および事後学習の指示】
日頃から防災，環境問題，まちづくりなどの時事的なトピックについて，テレビ・
新聞・インターネットで情報を収集し，それが「どこで」「どうして」「どのように」
起こっているのかに関心を寄せておくとよい。また，内容によっては，各学部の専
門あるいは基本科目でも紹介されている場合もある。したがって，「地理」にこだ
わらず幅広い視野で物事を考えておくと良い。

【テキスト】

【参考文献】
１．平岡昭利編 (2019)：『読みたくなる「地図」国土編−日本の国土はどう変わっ
たか−』海青社
２．山口　覚ほか編（2019）：『図説京阪神の地理−地図から学ぶ−』ミネルヴァ書
房
講義では上記の参考文献以外にも，地理学の文献ならびに高校地理の資料集を積
極的に引用した PowerPoint のスライドを提供する。地形図についても参考文
献の１以外の事例も含めて「今昔マップ�on�the�web」や「地理院地図」といった
Web�GIS から引用する。

【コメント】
１．対面授業が行われた場合
定期試験ならびにコメントペーパー（講義終了時に配布）から評価する。定期試験
については，テーマに関する基本的な論述問題を出題する。コメントペーパーは，
講義内容への理解度をみるための評価材料とする。
２．全面的に遠隔授業の場合
試験に替わる期末レポートを70％，毎回の授業終了時にM-Port に提出してもら
うミニレポート（感想も含む）を30％で評価する。

【留意事項】
教材となる PowerPoint には，「今昔マップ�on�the�web」「地理院地図」「Google
ストリートビュー」などWeb�GIS と呼ばれるインターネット上での地図アプリ
を用いて事例を積極的に盛り込む。2022 年から高校では「地理総合」という科
目を通じて地理が必修化されるが，その中でもWeb�GISの活用は必須事項になっ
ている。講義でのWeb�GIS の活用はそれを見通したものであると共に，遠隔授
業になった場合でも臨場感をもたせたものにするための試みでもある。

講　義　名　称 曜　時

中国経済論Ⅰ　＜春＞ 火 4

【教員名称】�
大島　一二

【講義概要】
改革・開放政策実施以降の30余年で中国の経済は大きく発展した。国内総生産

の実質成長年率は年率10％に達し、日本経済の高度経済成長期に匹敵する水準で
ある。これにより2010年には世界第２位のＧＤＰ大国となった。また外貨準備
高はすでに世界第１位の水準にある。この結果、多くの日本企業が中国に参入し
ている。
しかし、国内には解決しなければならない課題も山積している。例えば、三農問

題といわれる農業・農村の停滞、1.5億人ともいわれる大規模な労働力流動と都市・
農村社会の急激な変容、国際的問題ともなった食品安全問題、深刻な環境問題など
数多い。
本講義では、中国経済の成長過程を明らかにし、高度成長が実現した背景、直面

している主な問題、今後の課題について解説する。また、台湾、香港、マカオ等の
地域の経済についても解説する。テキストのほかに、中国経済の動きに関する新
聞報道なども紹介し、NHKなどが制作したドキュメンタリーを放映するなどし
て、わかりやすい授業に心掛ける。
この中国経済論Ⅰでは、1949年の新中国建国から現在に至る中国経済の展開

と、香港、台湾の経済について取り扱う。

【学習目標】
日本と中国の経済的な繋がりはますます深まっているが、現代の中国経済はどの
ように形成されてきたのか、またその課題は何かについて体系的、客観的に理解
できるようになる。

【講義計画】
第１回：�オリエンテーション。授業の進め方、講義内容の概要などについて説明す

る。
第２回：�近現代から現在に至る中国、台湾、香港、マカオの展開
第３回：�社会主義計画経済体制の形成と課題。
第４回：��計画経済期の中国経済。人民公社、国営企業、戸籍制度を中心に。
第５回：�改革開放期の高度成長
第６回：�南巡講話と外資導入の促進。
第７回：��所有制改革と社会主義市場経済。
第８回：�ＷＴＯ加盟と国際化。
第９回：�世界の工場から世界の市場へ。
第10回：�台湾の経済（１）台湾の歴史と社会
第11回：�台湾の経済（２）台湾経済の発展と開発モデル
第12回：�台湾の経済（３）ファブレス、ファウンドリ関係と台湾経済
第13回：�香港の経済
第14回：�マカオの経済
第15回：�まとめ

【事前および事後学習の指示】
テキストは特に指定しないが、必要に応じて資料を配布する。また、できるだけ
参考文献を読んでおくこと。

【テキスト】

【参考文献】
大島一二編著（2007）『中国野菜と日本の食卓　−産地、流通、食の安全・安心』芦
書房。
大島一二（2015）『日系食品産業における中国内販戦略の転換�( 日本農業市場学会
研究叢書 )』筑波書房。

【コメント】
対面授業を想定するが、遠隔授業の場合も考慮し、以下のように共通で実施する。
Ｍポートによるレポート（1回、50％）と課題（5回、50％）の合計で評価する。

【留意事項】
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講　義　名　称 曜　時

哲学　＜通期＞ 金 3

【教員名称】�
木下　昌巳

【講義概要】
哲学とは、世界と人間について、常識を突き抜け、その根源的なあり方を認識し

ようとする学問である。この講義では、哲学をはじめて学ぶ人たちを対象として、
哲学という学問の問題意識と主要な哲学者の思想について講義する。
春学期は「哲学」という学問的営みが成立した古代ギリシアの哲学者たちの思想

を取り上げ、「哲学」という学問がどのように成立し、発展していったのかを概観す
ることによって、哲学という学問の問題意識の理解を図ることを主眼に置いて講
義を行う。秋学期は哲学の黄金期とも言うべきヨーロッパの近世・近代の哲学思想
を中心として、17世紀から20世紀に至るまでの主要な哲学者の思想を解説する
授業では、古代から現代に至るまでの西洋の重要な哲学者たちを時代順に取り扱
う。それぞれの哲学者たちの思想を解説するとともに、近代から現代に至るまで
の哲学的思想の流れと展開をわかりやすく解説する。
なお、この授業では、講義のテーマとして、哲学のなかでも「存在論（世界は究極

的にいかなる存在から成り立っているのかという問題）」と「認識論（人間は何をど
こまで知ることができるのかという問題）」を中心的に取り上げる。「ひとはいかに
生きるべきか？」という問題（道徳哲学）に関心のある人は、この授業とは別に開
講される「倫理学」の受講を勧める。この「哲学」と両方を選択することも可能で
ある。

【学習目標】
「哲学」という学問を勉強するということは、哲学者の名前や難解な専門用語を暗
記することではない。大切なことはさまざまな問題の本質を根源的かつ正確に把
握して、その問題に対して論理的・抽象的な思考ができるようになることである。
①古代から現代の至るまでの主要な哲学思想を学ぶことによって、各人が直面す
る哲学的な諸問題に対して、その問題の本質を正確に把握する能力を身につけて
ること、②そしてその問題に対して、自分の頭によって論理的に考えて、問題の内
容とそれに対する自分自身の考えを自分の言葉で他者に説明できる力を見つける
ようにすることを目指す。

【講義計画】
第１回：�はじめて哲学を学ぶ人に向けての導入

・「哲学」とはいかなる学問か
・「哲学」という言葉の意味と成り立ち
・哲学が扱う三つの領域
・西洋哲学の流れとその時代区分
・一年間の講義予定の説明

第２回：�ソクラテス以前の哲学者たち①
ミレトス派と万物の始源（アルケー）の探求

第３回：�ソクラテス以前の哲学者たち②
エレア派の哲学１—「アキレウスは亀を追い抜けない？」

第４回：��ソクラテス以前の哲学者たち③
エレア派の哲学２—「矢は止まっている？」

第５回：�ソクラテスの生き方①
哲学　対　弁論術

第６回：�ソクラテスの生き方②
「よく生きる」とはどいういうことか？

第７回：��プラトン①
ソクラテスとプラトンの関係

第８回：�プラトン②
プラトンの「イデア論」とは何か

第９回：�プラトン③
プラトンの主著『国家』と「洞窟の比喩」

第10回：�プラトン④
哲人王とプラトンの民主制批判

第11回：�アリストテレス①
「万学の祖アリストテレス」

第12回：�アリストテレス②
プラトンのイデア論批判

第13回：�アリストテレス③
アリストテレスの目的論的世界観

第14回：�ヘレニズム期の哲学
エピクロス派とストア派

第15回：�古代ギリシア哲学全体のまとめと中世哲学の概説
第16回：�西洋近世・近代哲学の概観

16世紀から19世紀における哲学思想の展開
第17回：�大陸合理論とイギリス経験論

17〜18世紀の西欧における思想的状況
第18回：�デカルト①

デカルトの「方法的懐疑」について
第19回：�デカルト②

「われ思う、ゆえに、われあり」の意味すること
第20回：�イギリス経験論①　

ロックの思想　生得観念の否定と「タブラ・ラサ」

第21回：�イギリス経験論②
ヒュームによる観念の分類

第22回：�イギリス経験論③　
ヒュームによる経験論的懐疑の徹底と因果律の否定

第23回：�カント①
カントの主著『純粋理性批判』の思想的意義

第24回：�カント②
カントの認識論①　感性の形式としての「時間と空間｣

第25回：�カント③
カントの認識論②　「悟性」と「カテゴリー」

第26回：�ニーチェ①
ニーチェの問題意識と「道徳の系譜学」

第27回：�ニーチェ②
奴隷道徳と貴族道徳

第28回：�ニーチェ③
力への意志と超人思想

第29回：�現代哲学の展開①
プラグマティズムの誕生—デューイの思想

第30回：�現代哲学の展開②
プラグマティズムの展開—デューイ以後のプラグマティズム

【事前および事後学習の指示】
シラバスで提示されたテーマに対応するテキストの箇所をできるだけ事前に読

んでおくこと。テキストだけを読んでその内容を独力で理解することは難しいか
もしれない。しかし、講義後に、再度読み直すことによって「そういうことが書い
てあったのか」と納得することができるだろう。さらに、授業後や休暇中に授業
で取り上げた思想家の原著や授業で紹介した解説書を自らすすんで読むことを望
む。
また授業で使用したスライドのファイルは、M-Port の授業資料欄に順次アッ

プロードしていくので、各自ダウンロードして自己学習に利用してほしい。

【テキスト】
物語�哲学の歴史�-�自分と世界を考えるために�伊藤邦武
978-4121021878�中央公論新社

【参考文献】
『哲学の歴史』（全13巻）、内山勝利他（中央公論新社、2007-2008）ISBN:�978-
4124801415
現在、日本で出版されているもっとも詳しい哲学史。内容は細かいが、講義で取り
上げた哲学者とその思想について、さまざまな知識を得ることができる。

さらに桃山学院大学の図書館には哲学関係の蔵書が揃っている。指示された本を
読むだけではなく、自分で書架の前に立ち、自分の目から見て興味を持てそうな本
を手にとって開き、面白そうだと思ったらかりに難しそうだと思っても借りて読
んでほしい。書物は一度読んだだけで理解できるものではない。哲学の書物はとく
にそうである。これを繰り返しているうちに自分はどんなことに興味があるのか
ということもわかるようになる。これは哲学への理解が進歩していることの現わ
れでもある。

【コメント】
成績評価は、春学期分配点50点、秋学期分配点50点として通年で100点満点で成
績を決定する。
春学期は学期末テストは実施しない。授業内で告知して提出してもらう小レポー
ト25点、春学期末に課する春学期レポート25点として計50点を春学期の配点と
する。（上記の「その他25％」とはこの小レポートのことを指している。）

秋学期は秋学期末のテスト期間に実施する50点満点のペーパーテストの成績を
秋学期の成績とする。
（なおコロナウイルス流行の状況によって成績評価の方法も変更される可能性が
ある。その際には担当教員からその変更内容に関する告知をおこなうが、学生の
人も大学などからの連絡に注意を払っておいてほしい。）

【留意事項】
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講　義　名　称 曜　時

ドイツの文化A　＜春＞ 木 3

【教員名称】�
高田　里惠子

【講義概要】
　この講義のキャッチコピーは「ドイツを知ると日本が見えてくる！」というもの
である。近代ドイツの歴史や文化を辿りながら、その影響を受けた近代日本の歩
を振りかえってみよう。
　講義は第１部と第２部に分かれている。第１部は１９００年前後のエリート教
育について、ドイツの近代史を踏まえながら考察する。日本とアメリカ合衆国、
ドイツとを比較しながら、各国の歴史的背景を見ていく。
　第２部では、１９００年前後のドイツ社会の構造的な変化を、当時流行した学
校小説を取りあげながら考察する。当時のブルジョア階級の特徴を「ホモソーシャ
ル」という切り口で見つめながら、現代社会の分析にも切り込んでいくつもりであ
る。

【学習目標】
　文学作品や映像作品など具体的な事例に触れながら近代ドイツに特徴的な歴史
状況を見ていくことによって、考察力と分析力を身につけることを目標とする。
ドイツとアメリカの相違点、ドイツと他のヨーロッパの国との相違点、近現代日
本と欧米諸国の相違点に注目しながら、ドイツおよび日本の近代史を知ることを
目指す。
　この講義では、授業の内容を自分でうまくノートにまとめる練習、人の話の要点
を的確につかむ訓練をしていただきたい。したがって、レジュメは配布しないの
で、そのつもりで授業に臨むこと。
　小テストなどを通して、わかりやすく簡潔な文章を書く練習をする。
　この講義の目標は、何かを暗記することや歴史事項を確認することではない。
さらなる勉学や就職活動のために、聞く力・書く力・話す力を身につけることが目
標となる。

【講義計画】
第１回：�講義の進め方や内容、試験、成績評価について説明する。

また、講義のテーマを概観する。
第２回：�第１部　近代国家の中等教育制度——ドイツ、日本、アメリカを比較し

て
19世紀から20世紀初頭にかけてのドイツ史、その特殊性について概観
する。

第３回：�ドイツの中等教育制度について
第４回：��近代日本の中等教育制度と高等教育制度について
第５回：�アメリカのハイスクール制度について
第６回：�日独の敗戦とエリート教育の変化
第７回：��第２部　近代ドイツの歴史状況と学校小説

ドイツ教養市民層の構造
第８回：�ドイツ教養市民層の衰退
第９回：�ブルジョア的男らしさの構造とその衰退
第10回：�学校小説の構造と社会の動き
第11回：�学校小説と同性間の関係
第12回：�近代社会におけるホモソーシャリティ
第13回：�学校小説とホモソーシャリティを考える応用問題
第14回：�学校小説とファシズムを考える応用問題
第15回：�全体のまとめ

【事前および事後学習の指示】
　予習として、授業で扱う文学作品や参考文献のうち、文庫などで入手しやすいも
のを自分で読んでみることをすすめる。直接には試験にはつながらなくとも、学生
時代にさまざまな読書に挑戦することは重要である。
　また、復習として講義のノートをよく整理しておくこと。
　

【テキスト】

【参考文献】
野田宣雄『ドイツ教養市民層の歴史』（講談社学術文庫）
Ｍ．クラウル『ドイツ・ギムナジウム２００年史——エリート養成の社会史』（ミ
ネルヴァ書房）
トマス・キューネ『男の歴史——市民社会と「男らしさ」の神話』（柏書房）

【コメント】
この春学期は学期末定期試験が行なわれないので、授業中に小テストを5回行な
う。各10％（合計50％）。
小テストは抜き打ちで実施する。どの試験も記述式である。

「その他」の10％として、講義中の質問に対する積極的な挙手などを評価する。

（遠隔授業になった場合、成績評価の方法についてはまた別途お知らせします。）

【留意事項】

講　義　名　称 曜　時

統計学総論Ⅰ　＜春＞ 火 1

【教員名称】�
井田　憲計

【講義概要】
　記述統計 (＝統計データの整理と記述の方法 )について概説し、推測統計 (＝確
率の考えをもとに、標本から母集団の特性を推論する方法 )の基礎的な考え方につ
いて、講義を進めていく。
　「統計学総論Ⅰ」と「統計学総論Ⅱ」では、大きな流れはどちらも共通しており、Ⅰ
で充分に扱えないトピックスをⅡで扱う。

【学習目標】
　記述統計の知識と推測統計の考え方、これらについての理解を深めることを目
標とする。このためには、各自の自習時間にパソコンも活用して教科書の例題な
どの課題にも挑戦していただく予定だが、決して難しい作業ではない。「統計 (学 )
的な物の考え方」は、今後社会に出てからもあらゆる場面できっと役に立つもので
あろう。

【講義計画】
第１回：�ガイダンス

（各回の順序は理解度に応じて入れ替えることがある）
第２回：�記述統計と推測統計
第３回：�代表値（平均値、中央値、最頻値）
第４回：��ちらばりの指標（分散、標準偏差）
第５回：�偏差値
第６回：�度数分布とヒストグラム
第７回：��確率
第８回：�正規分布
第９回：�母集団と標本
第10回：�推定と検定
第11回：�平均の区間推定
第12回：�比率の区間推定
第13回：�平均に関する検定
第14回：�相関係数
第15回：�試験およびまとめ

【事前および事後学習の指示】
教科書の練習問題等での予習・復習を中心に、空き時間等を利用して積極的に課題
に取り組むことが求められる。

【テキスト】
よくわかる統計学−Ｉ基礎編− (第2版 )�金子治平・上藤一郎編
978-4-623-06111-2�ミネルヴァ書房�( ￥2600+税 )

【参考文献】
郡山彬+和泉澤正隆=著『統計・確率のしくみ (入門ビジュアルサイエンス )』日
本実業出版社 (税込￥1365)　ISBN:978-4534026620

【コメント】
2021年度春学期は、学期末の定期試験（教室でのペーパーテスト）期間が設けら
れない。
そこで本講義の [ 試験 ]（配分40％）では、Web試験の形で計算問題を中心に主
要テーマの理解度を測る。
[中間レポート](配分30％ )は複数テーマから数枚の分量で学期途中に一回実施。
[各回の理解度を確認する小テスト ]( 配分30％ ) も毎回実施する。

【留意事項】
シンクタンクにおける統計分析の経験を講義に活用する。
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講　義　名　称 曜　時

東洋史　01＜通期＞ 月 3

【教員名称】�
濱野　亮介

【講義概要】
東アジア世界の中心であった中国王朝の変遷を軸に、モンゴル高原、中央アジア、
極東地域の通史を概観する。なお、本授業では授業ごとに授業外での予習的課題
を課す。それなりに作業時間を要するので注意すること。

【学習目標】
東アジアの歴史を通史的に概観することによって関連する各国の歴史と文化の流
れを理解し、それぞれが歴史を学ぶ意義について考えることを目標とする。

【講義計画】
第１回：�【授業外ダインス】

・授業の方法・予習・課題についての説明
・全体の流れ
・「東洋史」とは

第２回：�【歴史とはなにか】歴史の定義・なぜ歴史を学ぶのか
第３回：�【神話〜夏殷時代】中華文明の発祥・神話から歴史へ
第４回：�【殷〜西周時代】殷周革命・西周による封建制・周の東遷
第５回：�【春秋・戦国時代】覇者の時代・戦国七雄と各国の競争
第６回：�【秦代】秦による天下統一事業
第７回：�【楚漢争覇時代〜前漢成立〜武帝期】秦の滅亡・楚漢戦争・前漢の成立・

武帝の積極政策
第８回：�【前漢末〜後漢時代】外戚の専権・王莽と後漢成立・後漢朝の対外関係・

宦官の跳梁
第９回：�【漢代の文化と周辺諸国】漢代の文化・北方の騎馬民族・古朝鮮〜四郡設

置
第10回：�【後漢末〜西晋時代】黄巾の乱・三国鼎立・三国統一・八王の乱
第11回：�【五胡十六国時代（前期）】「五胡」と「十六国」・鮮卑族の勃興・前秦と符堅
第12回：�【五胡十六国時代（後期）・六朝時代】淝水の戦い・華北の再統一・南朝貴

族制の成立
第13回：�【南北朝〜隋時代】非漢民族による「漢地支配」・仏教道教の発展・隋朝の

成立
第14回：�【隋末〜唐初時代】煬帝の即位・隋末騒乱・唐の成立・隋唐の政治改革
第15回：�【春期内容の確認と復習】
第16回：�【秋期授業内容の概観】
第17回：�【唐朝と国際関係】隋唐と長安・シルクロードの成立・テュルク系民族・

朝鮮半島と倭国・朝貢冊封と羈縻政策
第18回：�【唐時代（中期）】武周朝の成立・玄宗と黄金時代・安史の乱
第19回：�【唐末〜五代十国時代】三国同盟・黄巣の乱と唐朝滅亡・｢五代｣と｢十国｣・

燕雲十六州
第20回：�【五代末〜宋時代】後周の世宗と宋朝・宋朝の中央集権体制・科挙の整備・

王安石の改革
第21回：�【契丹（遼）・西夏・女真（金初）】沿海州と渤海国・契丹族の伸張・タングー

ト族と西夏の成立・女真族の勃興・靖康の変・民族と文字
第22回：�【金・南宋時代】紹興の和議・海陵王と金朝の政治・南宋の専権宰相・都市

と経済の発展・朱子学の成立・高麗の成立と中央アジアの動向
第23回：�【モンゴル帝国時代】チンギス＝ハーンの登場・ウルスと大ハーン・モン

ゴル軍の遠征・四大ウルスの成立・クビライの即位
第24回：�【元朝〜明朝時代】モンゴル帝国の解体・紅巾の乱・明朝の成立・靖難の

変と永楽帝・経済の発展と商人の活動・明朝の皇帝たち
第25回：�【中国近世の国際交易と海】市舶司の設置・海禁と前期倭寇・｢海禁＝朝

貢｣システムの完成・銀の流入と後期倭寇・朝貢から五市へ
第26回：�【明朝の国際交易】大航海時代と中国・モンゴル勢力の北走・ダヤン＝ハー

ンとアルタン＝ハーン・女真族の再興
第27回：�【明末〜清朝時代】秀吉の朝鮮出兵・李自成の乱と明朝滅亡・ヌルハチと

清朝入関・清朝黄金時代・条約の締結・八旗制度と｢中国｣の完成
第28回：�【清末〜辛亥革命】帝国の斜陽と西洋諸国・アヘン戦争・続く内乱・｢瓜分

危機｣・ロシアの伸張と朝鮮半島・近代化への道
第29回：�【中華民国〜現代】国民党と共産党・ソ連と共産党・第二次大戦と日中戦

争・大戦の終結・朝鮮戦争と東西冷戦・ソ連の解体と現在の東アジア
第30回：�【授業全体のまとめ】

【事前および事後学習の指示】
【授業外学習】
授業終了後すぐに，M-port にて次回の授業資料（PDF）を配布する。週末までに授
業資料の内容を確認し，M-port でそこに記された課題に解答・提出すること。授
業時にはその解答の理解度に従って必要な部分を解説する。成績に直結するため，
課題は必ず提出してもらう。

【テキスト】

【参考文献】
講談社『中国の歴史』シリーズ（全12巻）、2004年〜2005年
ほか、授業中に適宜紹介する。

【コメント】
【レポート】
春秋学期末それぞれにレポートを課す。かなり厳密に採点する。

【その他】
授業回ごとに，事前に配布した授業資料に基づく授業前の予習課題を課す。出席す
るだけでは点数にならないので注意すること。

※レポートおよび授業課題において，引用ルールを守らない盗用剽窃を行った者
については厳正に対処する。

【留意事項】

講　義　名　称 曜　時

特別支援教育　＜春＞ 金 2

【教員名称】�
石塚　謙二

【講義概要】
　特別支援教育の現状を概説するとともに、発達障害をはじめとする様々な障害
等のある幼児、児童及び生徒が特別な支援を必要とする要因や支援のあり方を論
じる。
　特殊教育から特別支援教育への変遷について、歴史的背景を概観しながら理解
するとともに、障害のある幼児、児童及び生徒の支援を充実させるために、障害等
についての基本的な知識、支援方法について、演習を取り入れながら論じる。

【学習目標】
発達障害をはじめとする様々な障害等により、特別の支援を必要とする幼児、児童
及び生徒が学習活動に参加している実感・達成感をもちながら学び、生きる力を身
に付けていくことができるよう、その学習上又は生活上の困難を理解し、個別の
教育的ニーズに対して、他の教員や関係機関と連携しながら、組織的に対応してい
くために必要な知識や支援方法を理解する。
１．特�別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒の障害の特性及び心身の発達を理

解する。
２．�特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する教育課程や支援方法を理

解する。
３．�障害はないが、特別の教育的ニーズのある幼児、児童及び生徒の学習上又は生

活上の困難とその対応を理解する。

【講義計画】
第１回：�特別支援教育の理念・制度とインクルーシブ教育システム
第２回：�発達障害や軽度知的障害のある幼児、児童及び生徒の心身の発達や心理

的特性、学習特性
第３回：�発達障害や軽度知的障害などのある幼児、児童及び生徒に対する特別な

指導・支援
第４回：��様々な障害や特別の教育的ニーズのある幼児、児童及び生徒の学習上、生

活上の困難の理解と対応
第５回：�特別支援教育の教育課程と個別の指導計画、個別の教育支援計画の作成

とその意義
第６回：�「通級による指導」と「自立活動」の位置づけ
第７回：��校内支援体制と特別支援教育コーディネーター
第８回：�関係機関や家庭との連携

【事前および事後学習の指示】
・毎回示される課題について調べ、レポートを提出する。

【テキスト】
アクティベート教育学07　特別支援教育�廣瀬由美子・石塚謙二（編著）
978-4-623-08537-8�ミネルバ書房

【参考文献】

【コメント】
・最終レポートを授業最終日に課す。
・�授業期間中、６回の小レポートを課す。第２回授業から、示された課題について
調べ提出する。

【留意事項】
特別支援学校教諭や県教育委員会指導主事、文科省特別支援教育調査官として勤
務した際の授業実践や教育課程編成、教育課程の基準作り、制度設計などに関す
る経験・知見を生かして授業を行う。

　社会人の方へ（聴講に際して）この科目の授業回数は全 8回です。
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講　義　名　称 曜　時

都市政策論Ⅰ　＜春＞ 水 4

【教員名称】�
風岡　宗人

【講義概要】
都市問題の解決なくして日本や世界が抱える社会的諸課題の解決はありえませ
ん。様々な可能性と問題を抱える都市のあり方およびその解決策としての都市政
策について、その歴史、思想とともに、持続（維持）可能な社会を実現するための諸
方策に関する理論を学びます。
本講義の実践・展開編として秋学期「都市政策論Ⅱ」があります。より深く学びた
い人はセットで受講してください。

【学習目標】
都市政策に関する歴史、思想、政策手段について理解する。
学んだ知識を活かし、実際の都市のあり方、都市政策について分析し、解決策を提
言できる。

【講義計画】
第１回：�ガイダンス　政策科学としての都市政策
第２回：�都市の政治経済学①　都市の政治経済学的規定
第３回：�都市の政治経済学②　都市問題とはなにか、都市政策とはなにか
第４回：��近代の都市・住宅問題の思想と政策①　古典派経済学と都市・住宅思想、

産業革命期の都市問題と革新官僚の都市政策
第５回：�近代の都市・住宅問題の思想と政策②　初期社会主義と都市政策、マル

クス主義と都市問題
第６回：�現代思想と都市政策　現代都市の衰退、ゴッドマンのメガロポリス論、

マンフォードの都市論、田園都市論とその展開
第７回：��中間まとめ、小テスト
第８回：�都市政策に関するケーススタディ
第９回：�大正デモクラシー期の都市政策の理論と現実①　第1次都市化時代
第10回：�大正デモクラシー期の都市政策の理論と現実②　関一の都市政策
第11回：�戦後日本の都市経済・都市問題と都市政策①　戦後の都市の現実と変貌
第12回：�戦後日本の都市経済・都市問題と都市政策②　戦後都市政策の思想
第13回：�経済と環境問題のグローバリゼーションと都市政策①　グローバリゼー

ションと2つの都市ネットワーク、世界都市論と都市政策
第14回：�経済と環境問題のグローバリゼーションと都市政策②　維持可能な内発

的発展と都市政策、境再生と農村との共存　「環境の世紀」へ向かって
第15回：�小テスト、全体のまとめ

【事前および事後学習の指示】
本講義の構成は基本的に参考文献で挙げた、宮本（1999）に沿っています。本書は
絶版となっており入手が困難ですが、理解を深めるため、古書や図書館等で借りて
読まれることをおすすめします。

【テキスト】
使用しない

【参考文献】
宮本憲一『都市政策の思想と現実』（1999）有斐閣
佐藤泰裕『都市・地域経済学への招待状』（2014）有斐閣

【コメント】
試験：授業内で実施する２回の中間・小テストで評価します。
レポート：授業内で提示する小レポートの内容で評価します。
その他：授業への参加姿勢（毎回のコメントシートおよびグループワークへの参加
度合い等）によって評価します。

【留意事項】
　環境NGOスタッフである教員が、実践的かつ分野横断的な視野で政策科学と
しての都市政策について講義する。

　自分の暮らす都市、まちについて問題意識をもってください。都市政策の対象
領域は広範なので、関係する情報は日々多く報道されています。気になる記事を
スクラップするなど、情報を収集する習慣をつけてください。

講　義　名　称 曜　時

図書館・博物館への誘い　＜春＞ 水 3

【教員名称】� インテ
藤間　真

【講義概要】
図書館・博物館・文書館で実際に働いている司書・学芸員・アーキビストの口から、
実際の活動および現状を聞くことにより、市民社会における社会の記憶機関とそ
れを支える専門職への理解を目指します。なお、講義計画執筆段階で講師のスケ
ジュール調整が終わってないため、下記に示すものはあくまで予定である。疑問の
ある人は、担当者までメールで問い合わせること。

【学習目標】
図書館・博物館・文書館に勤務する専門職の口から現状と展望を聞くことにより、
市民社会における社会の記憶機関を支える専門職というロールモデルを提供する
ことと、そのような社会的機関に対する関心・素養のない学生を含め、そのよう
な機関を必要に応じて利用できる用意をすることが本講義のねらいである。
　素養のある学生に、提供された専門職と言うロールモデルによって司書課程・学
芸員課程に積極的に参加すること、また、受講したすべての学生が市民として社
会の記憶機関の利用する能力を身につけることが本講義の到達目標である。

【講義計画】
第１回：�オリエンテーション
第２回：�桃大生を支える桃大図書館
第３回：�市立図書館の現状と展望
第４回：��市立図書館の色々なサービス
第５回：�広域自治体図書館の色々なサービス
第６回：�広域自治体図書館の現状と展望
第７回：��専門図書館の現状と展望
第８回：�日本の博物館界の現状と展望
第９回：�博物館の現状と展望：美術館の立場から
第10回：�博物館の現状と展望：歴史博物館の立場から
第11回：�博物館の現状と展望：企業博物館の立場から
第12回：�博物館の現状と展望：科学博物館の立場から
第13回：�博物館の現状と展望：水族館の立場から
第14回：�日本のアーカイブの現状と展望
第15回：�まとめ

【事前および事後学習の指示】
事後学習として、毎回の講義後、講義内容をまとめる宿題を課す。
最寄りの図書館、博物館、公文書館等を事前に見学しておくことが望ましい。

【テキスト】

【参考文献】

【コメント】
備考�出席した上で真剣に聴講し、しっかり復習しないと書けないレポートを課す
予定です。なお、当初想定した受講人数から大幅に変動した場合、成績評価の方法
を変えることがあります。詳細は第一回に説明します。

【留意事項】
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講　義　名　称 曜　時

図書館情報学原論　＜春＞ 月 2

【教員名称】�
水沼　友宏

【講義概要】
図書館情報学は、情報や知識をメディアや図書館、人間の行動という側面から明ら
かにする分野である。情報の量が急激に増加しその形態が多様で複雑になりつつ
ある現代において、図書館情報学は重要性を増している。本講義ではこのような図
書館情報学について、その初学者向けに、関連する概念や用語、全体像、最新の動
向などについて解説する。具体的には、(1) 図書館情報学の範囲、(2) 図書館情報
学にかかわる制度、(3) 情報の概念とメディア、(4) 情報の検索と組織化、(5) 情
報機関としての図書館、について解説する。左記 (5) では、図書館の理念、現状、歴
史、館種と館種別利用者、図書館職員や業務等について解説を行う。

【学習目標】
図書館情報学に関連する概念や用語について理解するとともに、その全体像をつ
かむことを目標とする。

【講義計画】
第１回：�はじめに、図書館情報学の範囲
第２回：�情報の定義、性質、法則
第３回：�図書館情報学の研究と研究方法の特色
第４回：��図書館情報学にかかわる権利と諸制度
第５回：�情報メディア（本）
第６回：�情報メディア（新聞、テレビ、インターネットなど）
第７回：��学術コミュニケーション
第８回：�電子ジャーナルとオープンアクセス
第９回：�情報検索の事例と技術
第10回：�図書館の現状と動向、理念
第11回：�図書館の歴史
第12回：�図書館の種類と利用者
第13回：�レポート講評
第14回：�図書館の職員と業務、司書課程の科目紹介
第15回：�まとめ

【事前および事後学習の指示】
授業内で配付資料や文献を紹介するので、それらを読んで内容をよく理解するこ
と。授業内容を振り返り、授業内で解説された用語や概念について説明できるよう
になること。

【テキスト】

【参考文献】
上田修一，倉田敬子『図書館情報学�第2版』（勁草書房，2017）�
日本図書館情報学会用語辞典編集委員会編『図書館情報学用語辞典�第4版』( 丸善
出版，2013)
図書館情報学ハンドブック編集委員会編『図書館情報学ハンドブック�第2版』( 有
斐閣，1999)

【コメント】
備考�①試験とレポートを中心として評価するが、授業への取り組み（コメントシー
ト、授業内での発言、授業態度など）も勘案し総合的に評価する。なお1/3以上欠
席した場合は成績評価の対象外とする . ②試験では、図書館情報学に関連する概念
や用語についての理解度を問う問題を出題する（論述を含む）。③図書館情報学に
関する理解促進のため、図書館情報学に関する論文を1本選び要約するレポート
課題を1回課す。

【留意事項】

講　義　名　称 曜　時

日中ビジネス論　＜春＞ 金 3

【教員名称】� インテ
大島　一二

【講義概要】
この講義は、日本および大阪を代表する企業、機関の担当者がゲスト講師となるイ
ンテグレーション講座です。「日中ビジネスの最前線」をテーマとし、日本と中国の
ビジネス事情について解説していただきます。�
講義は、大きく以下の内容からなっています。
（１）中国への企業進出や中国での事業展開について
（２）日本と中国それぞれの経済状況と両国間の経済関係について
（３）中国ビジネスの実際について
本講義の講師陣は、中国ビジネスに活発に関わっている現役実務家や機関の方々
です。実務家の視点から生きた経済を語っていただくことにより、中国の経済やビ
ジネスに関心のある学生はもちろん、広く日本経済・業界に関心のある学生にも興
味が持てる内容となるでしょう。

【学習目標】
講義は、毎回異なるテーマについて、第一線で活躍中ないし経験豊富な実務家をゲ
スト講師として進められます。本講義の目的は、日本経済と中国経済との関わりを
理解し、日本の対中国ビジネスへの関心を深めていくことです。また、各回の講義
で述べられる事例から、ビジネスへの理解力を高め、業界研究を進めていくこと
もできると考えられます。

【講義計画】
第１回：�ガイダンスおよび大島一二「中国における食品安全問題」

講師日程と各回のテーマは確定次第あらためて連絡します。ただし、講
師都合による日程変更時は別のテーマで行うこともあります。以下の日
程は2020年度の予定です。

第２回：�原田忠直氏（日本福祉大学）「中国の農村労働力問題」
第３回：�和田芳明氏（ＮＴＴデータ）「中国の IT ビジネス」
第４回：��吉田綾子（和牛達人公司）「香港での和牛ビジネス」
第５回：�野崎由紀子氏（三井物産戦略研究所）「中国の農業・食品事業」
第６回：�山田七絵（アジア経済研究所）「中国の食品ビジネス」
第７回：��浜口夏帆（香港貿易発展局）「香港ビジネス」
第８回：�竹内健氏（丸一鋼管）「企業のグローバル展開」
第９回：�岡野寿彦氏（NTTデータ経営研究所）「中国経済の発展と日本企業」
第10回：�高村氏（諏訪大連会）「中国の自動車産業」
第11回：�辻維周氏（岡山理科大学）「中国・台湾からの訪日観光と課題」
第12回：�繁実建史（日清食品）「中国での食品ビジネス」
第13回：�森山たつを氏（スパイスアップ）「中国・香港・台湾への企業進出」
第14回：�濱島淳博（吉備国際大学）「香港への食品輸出と課題」
第15回：�齋藤幸則氏（テイジン）「中国での事業展開」、まとめ

【事前および事後学習の指示】
日々の中国経済関係の報道に関心を持って下さい。

【テキスト】

【参考文献】

【コメント】
対面授業を想定するが、遠隔授業の場合も考慮し、共通で以下のように実施する。
Ｍポートによるレポート（1回、50％）と課題（5回、50％）の合計で評価する。

【留意事項】
　本講義の講師陣は、中国ビジネスに活発に関わっている現役実務家や機関の
方々です。

　上記は2020年度の予定日程です。多数の講師にお願いしている講義の性格上、
講師の都合により変更もあり得ます。ガイダンス時に、あらためて日程とテーマ
を提示しますので確認してください。�また、対面授業の場合、授業中に私語をす
るなど、聴講の態度が悪いと判断される場合は、ただちに退室を命じることがあ
ります。�悪質な場合、その場で「不合格」を宣告することがありますので、くれ
ぐれも注意してください。
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講　義　名　称 曜　時

日本近代史Ⅰ　＜春＞ 木 2

【教員名称】�
島田　克彦

【講義概要】
「東アジアの中の近代日本」というテーマの下、幕末・維新期から日露戦争後に至
る時期の歴史について講義を行います。
19世紀、発達した資本主義国である欧米列強は、アフリカ・アジアを植民地と

して分割し、さらに東アジアに迫ってきます。このような国際情勢の中、武力で
江戸幕府を倒して成立した明治政府は、急速な近代化を推し進めていくことにな
ります。
このような近代国家の構築過程は、日本社会や、周辺地域との関係をどのように

特徴づけ、どのような矛盾を生み出していったのでしょうか。授業では、明治期の
日本が東アジアの植民地帝国となっていく過程を、①東アジアの中の日本、②大阪
をはじめとする地域、という２つの視点から学んでいきます。

【学習目標】
東アジアにおける植民地帝国・日本の構築過程で形成される、日本社会や、近隣諸
地域との関係の特質を理解すること。

【講義計画】
第１回：�東アジアの中の近代日本　—開講にあたって—

第１回目に授業の進め方、課題、評価の方法等について説明をするので、
必ず出席すること。

第２回：�東アジアの伝統的国際秩序
第３回：�開国と幕末・維新期の社会
第４回：��明治政府の外交路線と国際関係　—対ヨーロッパ外交・対東アジア外

交—
第５回：�明治政府と国家・国民　—アイヌ・沖縄にとっての近代—
第６回：�徴兵制と近代軍隊の構築
第７回：��徴兵制と近代軍隊の構築　—大阪の事例から—
第８回：�近代日本の国家体制　—地方制度と学校教育—
第９回：�近代日本の国家体制　—大日本帝国憲法—
第10回：�近代工業都市大阪の成立と社会変動
第11回：�日清戦争後の社会　
第12回：�日露戦争と国民
第13回：�日露戦争後の社会
第14回：�アジアにおける植民地帝国・日本
第15回：�全体のまとめ

【事前および事後学習の指示】
各自作成する講義ノートと、配布される講義レジュメにしたがって復習すること。

【テキスト】
使用しない。講義ごとにレジュメと参考資料を配布する。

【参考文献】
※講義の中で適宜紹介します。
山口啓二『鎖国と開国』岩波書店、1993年
中塚明『近代日本と朝鮮』三省堂、1994年
石井治『日本の産業革命』朝日新聞社、1997年
原田敬一『戦争の日本史19　日清戦争』吉川弘文館、2008年
山田朗『戦争の日本史20　世界史の中の日露戦争』吉川弘文館、2009年
趙景達『近代朝鮮と日本』岩波書店、2012年
宮地正人『幕末維新変革史』上・下、岩波書店、2012年
中塚明・井上勝生・朴孟洙『東学農民戦争と日本』高文研、2013年
奥田春樹『維新と開化』吉川弘文館、2016年
飯塚一幸『日清・日露戦争と帝国日本』吉川弘文館、2016年
大日方純夫『「主権国家」成立の内と外』吉川弘文館、2016年

【コメント】
成績評価の配分は、毎回の確認・まとめ課題45%、レポート（2回を予定）55%。

レポートのうち1回の提出がなければ、単位を認めません。

【留意事項】

講　義　名　称 曜　時

日本経済史Ⅰ　01＜春＞ 木 2

【教員名称】�
梅本　哲世

【講義概要】
この講義では、幕末から1900年代までの日本経済の発展を概観し、極東の一島

国がどのような過程を経て世界経済に組み込まれ「資本主義化」を進めていったの
かを、多面的に考察したい。そのさい、第１に、戦前日本の「資本主義化」が進行し
た国際的および国内的条件を明らかにし、そのうえで日本資本主義の特質を分析
し、第２に、戦後の日本資本主義とのつながりを重視し、戦前と戦後を比較対照し
つつ、戦前の日本資本主義をもう一度振り返ってみたい。
歴史に興味と関心をもっている学生諸君の受講を歓迎する。現在を見据えて共

に歴史から学びたいと思う。
なお、この講義は日本経済史Ⅱと内容が連続しているので、日本経済史Ⅰと日本
経済史Ⅱをあわせて受講することが望ましい。

【学習目標】
この講義では以下の内容について学習し、理解を深めることを目標とする。

第１に、幕末から明治初めにかけての資本主義経済の芽生えと成長について、商品
経済・貨幣経済の展開過程と関連させて学習する。
第２に、明治政府の「殖産興業政策」と、それを基礎にして展開した日本の産業革
命について学習し、その日本的特徴について学ぶ。

【講義計画】
第１回：�経済史の基本概念（１）家内仕事・手工業・小営業
第２回：�経済史の基本概念（２）マニュファクチュア・機械制大工業
第３回：�幕末の経済
第４回：��開港とその影響
第５回：�明治維新
第６回：�地租改正
第７回：��殖産興業
第８回：�松方財政
第９回：�近代産業の発達−軽工業（１）綿業
第10回：�近代産業の発達−軽工業（２）絹業
第11回：�近代産業の発達−重工業（１）石炭業と鉄鋼業
第12回：�近代産業の発達−重工業（２）兵器生産と機械工業、運輸業
第13回：�財閥と日本経済
第14回：�日本資本主義と寄生地主制
第15回：�確立期日本資本主義の特質

【事前および事後学習の指示】
授業前に教科書の該当章を読んできてください。

【テキスト】
概説日本経済史近現代［第３版］�三和良一
978-4-13-042138-6�東京大学出版会

【参考文献】
石井寛治『日本経済史』（東京大学出版会）
三和良一・原朗編『近現代日本経済史要覧』（東京大学出版会）

【コメント】
（対面授業の場合）
試験：100％、レポート：0％、その他：0％
期末試験（100％）で成績を評価する。

（遠隔授業の場合）
試験：0％、レポート：0％、その他：100％
M-Port に課題を提出してもらい成績評価を行う。課題の回数や内容については授
業開始時に連絡する。課題を3分の2以上提出しない場合、その時点で不合格とす
る。

【留意事項】
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講　義　名　称 曜　時

日本経済史Ⅰ　02＜春＞ 木 4

【教員名称】�
見浪　知信

【講義概要】
近世から1900年代にかけての日本経済のあゆみを、通時的に講義します。本講義
では、日本経済について統計データや図表もとに具体的に説明します。また、現代
社会への接続を意識しつつ、国際比較や国際関係といった観点を取り入れて講義
します。

【学習目標】
①　日本経済について、基本的な知識を習得し、その展開を説明することができ
る。
②　日本経済を、国際比較および国際関係といった観点で捉えることができる。

【講義計画】
第１回：�ガイダンス　日本経済のあゆみ
第２回：�近世①�近世の貿易
第３回：�近世②�近世の農業発展
第４回：��近世③�国内市場の形成
第５回：�近世④�近世の物価・財政
第６回：�幕末・維新期①�開港の経済的影響
第７回：��幕末・維新期②�明治維新
第８回：�幕末・維新期③�地租改正と秩禄処分
第９回：�幕末・維新期④�殖産興業政策
第10回：�幕末・維新期⑤�松方デフレ
第11回：�産業革命期①�企業勃興と産業革命
第12回：�産業革命期②　企業勃興の制度的基盤
第13回：�産業革命期③�日清・日露戦争と日本経済
第14回：�産業革命期④�明治期の国際経済関係
第15回：�産業革命期⑤�都市社会と農村社会

【事前および事後学習の指示】
授業前に、授業レジュメを印刷し、目を通しておくこと。
授業後は、授業レジュメに記載された練習問題を問いておくこと。

【テキスト】

【参考文献】
タイトル：『日本経済史�:�近世から現代まで』、著者：沢井実・谷本雅之著
出版社：有斐閣、ISBN：9784641164888、備考：2016年出版

【コメント】
この講義の成績は、新型コロナウイルス感染症対策に基づき、講義後に出される小
レポート等から算出される。
※講義形態の変更によって、成績評価の方法が変わる場合があります。

【留意事項】

講　義　名　称 曜　時

日本経済論Ⅰ　＜春＞ 月 2

【教員名称】�
澤田　鉄平

【講義概要】
日本経済は第二次世界大戦後の対米従属・安保体制を前提とした日本特有の資本
蓄積および外需依存型経済発展を続け、今日まで内在する矛盾を温存・強化してお
り、また世界経済の変化の中で日本経済はバブル崩壊以降、深刻な長期不況が続
いている。
そこで本講義では戦後日本経済の歴史的発展過程を経済・政策の視点に立脚して
振り返り、内在する諸矛盾の検討を通じて、今日求められる日本経済再生の糸口を
探っていく。日本経済論Ⅰは戦後日本の復興期から経済成長期を経て長期不況に
至る前夜であるバブル崩壊までを、日本経済論Ⅱはバブル崩壊以降今日に至るま
での長期不況の構造を、世界経済の変化を踏まえつつ考察していく。

【学習目標】
本講義に積極的に取り組むことを通じて
1 �戦後からバブル期までの日本経済について体系的に理解することができるよう

になる
2 今日日本経済の諸現象について、その要因を考察できるようになる

【講義計画】
第１回：�日本経済の学びとは何か？（イントロダクション）
第２回：�米ソ冷戦構造の発展とGHQによる戦後民主化改革、財閥解体、農地改

革、労働改革
第３回：�朝鮮戦争と特需、高度成長を迎えるための資本蓄積
第４回：��重化学工業育成政策と企業集団・系列化
第５回：�国際競争力強化、70年代への足がかり

：高度成長期（その２）1962〜70年
第６回：�都市流入と地方過疎化

：高度成長期の弊害（その１）
第７回：��公害発生と公害闘争

：高度成長期の弊害（その２）
第８回：�ブレトンウッズ体制の崩壊と日本経済

：高度成長の終焉（その１）1970年代
第９回：�２度のオイルショック、狂乱物価、輸出競争力を増す製造業

：高度成長の終焉（その２）1970年代
第10回：�米国双子の赤字・反日、輸出競争力のピーク

：安定成長期（その１）1978〜1983年
第11回：�日米貿易摩擦とその解決方法、多国籍化の萌芽

：安定成長期（その２）1984〜1986年
第12回：�プラザ合意、前川リポートと政策転換

：バブル経済（その１）
第13回：�過剰流動性、実体経済と金融経済の乖離

：バブル経済（その２）
第14回：�公定歩合引き上げ、金融経済の急速な収縮と不良債権問題

：バブル崩壊
第15回：�戦後日本経済の振り返り・ゆがみの頂点

：失われた２５年への道

【事前および事後学習の指示】
参考文献のうちのいずれかを選び、第二次世界大戦後の日本経済について予習す
ること。また講義各回はその前の回までの講義を前提とするため、各回を入念に
復習すること。
M-Port に資料をアップするので、講義内容を繰り返し読み、わからない部分につ
いては自分で調べ、それでも理解できない場合は教員にM-Port で質問すること。

【テキスト】

【参考文献】
中村隆英（1986）『昭和経済史』岩波書店。
三和良一（2012）『概説日本経済史　近現代　第3版』東京大学出版会。
橋本寿朗・長谷川信・宮島英昭・齋藤直（2011）『現代日本経済　第3版』有斐閣。

【コメント】
課題6回×10点＝60点
期末レポート1回×40点＝40点
の合計100点満点で評価します。

【留意事項】
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講　義　名　称 曜　時

日本語学概論　＜春集＞ 月 3/ 木 2

【教員名称】�
有川　康二

【講義概要】
ONE�PIECEのルフィが涙や鼻水を流しながら「仲間がいる よ゙！」って叫んでるけ
ど、「る 」゙ってちょっと変。何故？でも、なんとなくわかる。何故？「青空」は [aozora]
だけど、[aosora] は変。何故？でも、大学学歌では [aosora] となっている。何故 ?
「きれいな猫の飼い主」と「きれいな猫と飼い主」では意味が違う。何故？「猫が金魚
を食べた」はOK。でも、「猫が金魚が食べた」は変。何故？「が」とか「を」って何？格
助詞って何？格って何？「が」とか「を」について徹底的に考えます。「が」とか「を」
は母なる自然がつくった情報処理の臓器（脳）に発生した情報ウイルス（エラー）で
す。ホモ・サピエンス語を生み出す言語システムは、このウイルスと共生して構造
を生み出す。ヒト脳内の言語システムは母なる自然がつくったウイルス・チェック・
システム。意味不明でしょうが、授業を受けると分かります（驚）。「が」とか「を」につ
いてこんなに徹底的に考えるのは、皆さんの人生の中で最初で最後の経験となりま
す。日本語のネイティブ・スピーカーは日本語を文法など意識せずに自由に使えま
す。日本語はアホほど当たり前のことです（阿呆）。アホほど当たり前のことなので、
日本語母語話者は、自分は日本語のことは何でも知っていると思い込んでいます。
しかし、日本語母語話者には意識できない日本語の音や文法の法則やメカニズム、
それがヒト脳内で如何に生成されるかは説明できません。自分が全て知っていると
思い込んでいることが、実は科学的に何も解明されていないという戦慄を一緒に感
じませんか？誰でも脳味噌は使えますが、その法則やメカニズムは説明できない。
経験科学の手法を用いてヒト脳の言語システムの法則とメカニズムを探ります。科
学は､誰もが当たり前すぎて考えるのもアホらしいと思う事柄に驚嘆することから
始まります（驚）。子どもはアホなことに驚嘆できるというすばらしい能力の持ち主
（科学者）です。長年の学校教育と受験勉強で抹殺されたこのすばらしい能力を、こ
の授業で取り戻してみませんか？「自然言語（ことばをしゃべる）」というアホらし
い現象は、物理学の最重要問題である「重力（ものが落ちる）」や「光（明るい・暗い）」
というような一見アホらしい現象と同様に、科学の格好の対象となります。鳥は空を
飛びまくり、魚は水の中を泳ぎまくり、植物は花を咲かせまくり、犬は臭いを嗅ぎま
くり、カエルはジャンプしまくり、私たちヒトはしゃべりまくります。しゃべりま
くる生物であるヒトとは、一体、如何なる生き物なのか？一緒に考えてみませんか？

【学習目標】
日本語を三つの視点から概論します。（１）生物言語学の視点＝ヒト自然言語シス
テムは、母なる自然が創造したヒト脳に突然変異と創発的自己組織化が生じて出
現した。その一般的性質とはどのようなものか？何故、ホモ・サピエンス語はこ
のような形になっているのか？（２）日本語教育学の視点＝日本語を外国語として
学ぶ人々にとって、日本語の客観的な説明、よりよい説明とはどのようなものか？
地球上の数千の言語は、ホモ・サピエンス語の方言です。日本語を外国語、サピエ
ンス語として考えます。（３）哲学的視点＝今この瞬間も時速10万8千 km（弾丸
速度の約19倍）で太陽のまわりを公転している地球の表面に重力でへばりつけら
れて、自分は今ここで何をしているのか？約138億年前にできた宇宙の中で、46
億年前にできた地球の上で、38億年前に生まれた生命のナレノハテとして、自分
は何をしながら、老いて、死んでいくのか？こんなことは、お寺とか大学とか超暇
な時間が流れている時空間でのみ考えられます。一緒に宇宙市民となって徹底的
に考えてみませんか？（驚愕）

【講義計画】
第１回：�イントロ�。「もの」とは何か。「こころ」とは何か。�(1)
第２回：�「もの」とは何か。「こころ」とは何か。�(2)
第３回：�「もの」とは何か。「こころ」とは何か。�(3)
第４回：��「もの」とは何か。「こころ」とは何か。�(4)
第５回：�「もの」とは何か。「こころ」とは何か。�(5)
第６回：�「よい説明」とは何か。(1)
第７回：��「よい説明」とは何か。(2)
第８回：�「よい説明」とは何か。(3)
第９回：�「よい説明」とは何か。(4)
第10回：�「よい説明」とは何か。(5)
第11回：�言語の構造�(1)
第12回：�言語の構造�(2)
第13回：�言語の構造�(3)
第14回：�言語の構造�(4)
第15回：�言語の構造�(5)
第16回：�脳とコンピュータ�(1)
第17回：�脳とコンピュータ�(2)
第18回：�脳とコンピュータ�(3)
第19回：�脳とコンピュータ�(4)
第20回：�脳とコンピュータ�(5)
第21回：�ウイルスチェックシステムとしてのヒト自然言語システム�(1)
第22回：�ウイルスチェックシステムとしてのヒト自然言語システム�(2)
第23回：�ウイルスチェックシステムとしてのヒト自然言語システム�(3)
第24回：�ウイルスチェックシステムとしてのヒト自然言語システム�(4)
第25回：�ウイルスチェックシステムとしてのヒト自然言語システム�(5)
第26回：�復習とQ�&�A
第27回：�復習とQ�&�A
第28回：�復習とQ�&�A
第29回：�復習とQ�&�A
第30回：�復習とQ�&�A と試験

【事前および事後学習の指示】
前にやったことを順次理解していかないと、だんだん、珍糞漢糞（ちんぷんかんぷ
ん）になります。予習、復習をしてください。

【テキスト】

【参考文献】
Jenkins,� L.� (2000)� Biolinguistics� -� Exploring� Biology� of� Language.�
Cambridge�University�Press.
酒井邦嘉 (2002)『言語の脳科学 - 脳はどのようにことばを生みだすか』中公新書
寺村秀夫 (1982)『日本語のシンタクスと意味 I』くろしお出版�
寺村秀夫 (1984)『日本語のシンタクスと意味 II』くろしお出版

【コメント】
毎回の課題は、授業資料を読んで、自筆で、ノートに内容をまとめ、それを撮影し、
M-Port でファイル提出することです。何故そういう風に考えるのかというロジッ
クに集中してください。

【留意事項】
毎回、授業資料（PDF）をM-Port にアップします。

講　義　名　称 曜　時

日本語教育事情　＜春＞ 火 2

【教員名称】�
島　千尋

【講義概要】
１．日本にいる外国人や日本語を学んでいる学習者について
２．学習者から見た日本語について
３．日本語の教え方について
４．日本語を教える「日本語教師」という仕事について
５．日本在住の外国人や学習者を取り巻く環境について
以上の点に関する基礎的な知識を学びます。
授業は教師と学生の双方向のやりとりを交え、またグループ活動（インタビュー）
も行う。

【学習目標】
日本語教育に関わる様々な事柄についての基礎的な知識を身につけることで、日
本語教育というものの全体像を把握する。また、これからの日本社会や世界の中
で自分たちと共存していくこととなる外国人との接点を見出す。

【講義計画】
第１回：�・オリエンテーション

・初めの一歩　〜日本語教育の世界をのぞいてみよう〜
第２回：�１．日本にいる外国人や日本語を学んでいる学習者について（１）　〜外

国と日本との相違点〜
第３回：�１．日本にいる外国人や日本語を学んでいる学習者について（２）　〜外

国と日本との共通点〜
第４回：��２．学習者から見た日本語について（１）　〜文字〜
第５回：�２．学習者から見た日本語について（２）　〜発音〜
第６回：�２．学習者から見た日本語について（３）　〜語彙〜
第７回：��２．学習者から見た日本語について（４）　〜文法〜
第８回：�２．学習者から見た日本語について（５）　〜使い方〜
第９回：�３．日本語の教え方について（１）　〜初級文法の教え方　—「初級」とは—　

〜
第10回：�３．日本語の教え方について（２）　〜初級文法の教え方　—日本語教育

における「文法」とは・その教え方の実際—　〜
第11回：�３．日本語の教え方について（３）　〜日本語を教える際の留意点・様々

な日本語の教科書〜
第12回：�４．日本語を教える「日本語教師」という仕事について（１）　〜国内およ

び海外の日本語教師〜
第13回：�４．日本語を教える「日本語教師」という仕事について（２）　〜日本語教

師の仕事とやりがい〜
第14回：�５．日本在住の外国人や学習者を取り巻く環境について（１）　〜在留資

格・外国人児童〜
第15回：�５．日本在住の外国人や学習者を取り巻く環境について（２）　〜日本で

働く外国人の現状・在住外国人への接し方〜

【事前および事後学習の指示】
・�授業で使ったパワーポイントをM-port に上げますので、それを見て復習して
ください。

・学内の留学生と積極的に関わり、話をして、視野を広げてください。
・外国人学習者向けの様々な日本語教科書が図書館にあるので、見てください。
・�授業に関連のあるテーマについて、ニュースを見たりインターネットの記事や
書籍を読んだりして、関心を持つようにしてください。

【テキスト】

【参考文献】

【コメント】
・�出席は取りませんので、本当に授業が聞きたい人だけ出席してください。隣の人
と私語をする、スマホで遊ぶなどのことが見られた場合は、名前と学籍番号を聞
いた上で退席させ、不合格扱いとしますので、注意してください。

・�断りなく途中退室することは厳禁とします。どうしても退室しなければならな
い場合は、講義中でも構いませんので教員の許可を取ってください。

・�「レポート」は、①学期末に課す最終課題　②学期途中で行う留学生／日本人学生
へのインタビューの結果報告　の２つです。

・「その他」は学期中に時々課す課題です。全４回を予定しています。
・�授業中にアンケートや質問への解答などのためにパソコンもしくはスマート
フォンを使用してもらう場合があります。

日本語や日本語教育に興味・関心がある人、将来のために外国人との関わり方につ
いて知りたい人はどうぞ受講してください。

【留意事項】
日本語学校・専門学校・他大学での日本語教師経験のある現役日本語教師が経験
の中で得た具体的な実例を交えつつ日本語教育を多方面から解説する。
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講　義　名　称 曜　時

日本語教材・教具論A　＜春＞ 金 2

【教員名称】�
友沢　昭江

【講義概要】
日本語学習者の多様化に対応するためにさまざまな教授法や教材が開発されてい
ます。実際の教育に携わる者は、学習者の学習目標や言語背景などを考慮に入れ、
最も効果的な成果をあげるために最適な教授法や教材を選択する眼をもたなけれ
ばなりません。本講では教授法Ⅲで行う模擬授業実習などに必要な教授法の基本
とレベル別の教科書などを学びます。春学期の「A」では日本語教具・教材論の基礎
となる内容を中心に学びます。秋学期の「B」で行う教科書分析につながる内容で
す。そのため「A」を履修した後に「B」を履修することが望ましいです。

【学習目標】
・�この授業（春学期のA) では日本語を教えるのに必要な基礎的な知識（シラバス
やコースデザイン、教室活動など）とともに多様な教科書の構成について理解し
ます。

・�教科書の特徴などを学ぶことで、秋学期の「B」での教科書分析のための視点を身
に付けます。

・�また実際の日本語教育の現場を知るために交換留学生の日本語授業を見学しま
す。見学後は分析項目に沿った報告書にまとめることで、客観的な授業分析がで
きるようになります。

【講義計画】
第１回：�日本語を教えるということ：授業を組み立てるために必要な基礎知識

いろいろな外国語教授法①
第２回：�いろいろな外国語教授法②
第３回：�初級の教え方（文法①）
第４回：��初級の教え方（文法②）
第５回：�中上級の教え方（文法①）
第６回：�中上級の教え方（文法②）
第７回：��4技能の教え方（初級）①
第８回：�4技能の教え方（初級）②
第９回：�4技能の教え方（中級）①
第10回：�4技能の教え方（中級）②
第11回：�日本語教科書の構造（初級）①
第12回：�日本語教科書の構造（初級）②
第13回：�日本語教科書の構造（中級）①
第14回：�日本語教科書の構造（中級）②
第15回：�日本語教育における教科書の役割について

まとめの小テスト

【事前および事後学習の指示】
講義期間中に教科書の内容をすべて扱うことができないので、早めに購入して読
み進めてください（特に第１章、３章、４章、５章、６章）。できれば講義が始ま
るまでに扱われている項目についてある程度の知識をもっておいてください（事
前学習３０時間）。コメントシート作成や授業見学および報告書作成（事後学習
３０時間）も求められます。履修要件ではないですが、この授業を履修する前また
は同時に、日本語教師資格に必要な科目群Aおよび B群をできるだけ多く履修し
ておいてください。

【テキスト】
『日本語教育への道しるべ』第３巻�坂本正他
978-4-89358-927-9�凡人社�2017年

【参考文献】
・�『新・はじめての日本語教育2−日本語教授法入門』（増補改訂版）2016年（高見
澤孟他、アスク）

・『ここから始まる日本語教育』（姫野昌子他、ひつじ書房）
・『初級ドリルの作り方』（三浦昭、凡人社）
・�『初級を教える人のための日本語文法ハンドブック』（庵功雄他、スリーエーネッ
トワーク）

・�『中上級を教える人のための文法ワークブック』（庵功雄他、スリーエーネット
ワーク）

・『ベーシック日本語教育』（佐々木泰子編、ひつじ書房）

【コメント】
15回目の授業においてまとめの小テストを行います。それ以外には、授業中の発
言内容、回数、数回のコメントシートなどを総合的に考慮して評価を行います。資
格関連の科目なので出席は重要視されますが、それだけではなくすべての課題を
しあげることがより重要です。また学期中に交換留学生の日本語授業を見学し（オ
ンライン授業の場合は zoomを利用した授業に入ります）、課題レポートを作成し
ます。

【留意事項】

講　義　名　称 曜　時

日本語教授法の基礎　＜通期＞ 月 2

【教員名称】�
有川　康二

【講義概要】
どんな教授法（教え方の哲学や方法）、どんな教科書にも長所と短所があります。
要は、様々な教授法や教科書の長所をなるべく多く利用することです。�そのため
には、何が長所で、何が短所になるのかを理解しておかなければなりません。例え
ば、語学学習の命であるドリル（稽古）に関していえば、機械的な形の練習だけでな
く、より現実に近い状況や会話の十分な練習があれば長所と言えます。日本語の
初級文法に焦点を絞り、（教師のための）実践的な文法整理と、（学習者のための）効
果的なドリルの紹介やシミュレーションを行います。

【学習目標】
一定の制限された状況（教室）や時間内（初級の集中コースとして例えば週15時間
で約６か月）に、日本語を母語としない人に日本語文法全体の基礎的な体系を順序
よく説得的に説明し、効果的に練習（ドリル）を行い、「使える日本語」を身につけて
もらうためには、教える側に特別の知識と技術が必要となります。何語でもそうで
すが、ある言葉が母語としてぺらぺら話せることと、その言葉を外国語として学
習する人に体系的、説得的に教えることのできる能力とは別物です。日本語の母語
話者は日本語学習者と適当に世間話はできますが、初級の学習者に日本語の文法
や文パターンを効果的、説得的に教えることはできません。初級レベルで学習者が
興味を失ってしまったら、それまでです。ある意味では初級レベルが最も難しい
と言えます。文法の質問から逃げる日本語教師は学習者には信頼されません。ま
た同時に、「何故、私は外国語を学ぶのか？何故、私は日本語を外国語として教える
のか？日本語を教えるという仕事を通して私には何ができるのか？」という問い
を問い続けなくてはならないと思います。

【講義計画】
第１回：�イントロ

外国語教授法のイロハとは何か？�どんな授業がよいのか？�どんな教材
が必要なのか？�どんな仕事に就ける可能性があるのか？�本学の先輩達
は日本語教員資格を取得してどんな所で仕事をしているのか？

第２回：�指示表現（コソアド）(1)
第３回：�指示表現�(2)
第４回：��形容詞（イ形容詞／ナ形容詞）(1)
第５回：�形容詞�(2)
第６回：�存在表現（アル／イル）(1)
第７回：��存在表現�(2)
第８回：�時制（テンス）と相（アスペクト）(1)
第９回：�時制（テンス）と相（アスペクト）(2)
第10回：�保留形（テ形）(1)
第11回：�保留形（テ形）(2)
第12回：�願望の助動詞（ta ／ gar）(1)
第13回：�願望の助動詞�(2)
第14回：�可能の助動詞（e／ (ra)re）(1)
第15回：�可能の助動詞�(2)
第16回：�様態・伝聞・推量の助動詞（アノぱんハオイシソウダ／オイシイソウダ／

オイシイヨウダ／オイシイラシイ）(1)
第17回：�様態・伝聞・推量の助動詞�(2)
第18回：�テイル・テアル・テオク（窓ガ開イテイル／窓ガ（ヲ）開ケテアル／窓ヲ開

ケテオク )�(1)
第19回：�テイル・テアル・テオク�(2)
第20回：�授受表現（（テ）モラウ／イタダク ,�（テ）クレル／クダサル ,�（テ）ヤル／

アゲル／サシアゲル）(1)
第21回：�授受表現�(2)
第22回：�態（受身（イジメラレル）・使役（イジメサセル）・使役受身（イジメサセラ

レル））(1)
第23回：�態�(2)
第24回：�条件表現（離婚シタラ〜／離婚スルナラ〜／離婚スレバ〜／離婚スルト

〜）(1)
第25回：�条件表現（2)
第26回：�敬語（オ話シニナル／オ話シスル／オッシャル／申ス／ナサル／イタス

等）(1)
第27回：�敬語�(2)
第28回：�復習とQ�&�A
第29回：�復習とQ�&�A
第30回：�復習とQ�&�A と試験

【事前および事後学習の指示】
本学には世界の様々な国から留学生が来て日本語や日本文化について勉強してい
ます。留学生の人たちと話をしてみてください。

【テキスト】

【参考文献】
三浦昭 (1983)『初級ドリルの作り方』凡人社
岡崎敏雄 (1989)『日本語教育の教材 - 分析・使用・作成』アルク
Makino,� S.� and�Tsutsui,�M.� (1986)�A�dictionary�of�basic� Japanese�
grammar- 日本語基本文法辞典�.�The�Japan�Times.

【コメント】
毎回の PDF資料の中に、私のコメントを吹き出しで付けます。そのコメントを読
みながら、資料に目を通して下さい。読みながら、自筆で、ノートに内容のまとめ
を書いてください。それを撮影して、Word に貼り付けて、ファイル提出して下
さい。文法の解説は、何故そういう風に考えるのかというロジック（論理、辻褄）に
集中してください。ドリルは、どのようにすれば、現実に近い練習ができるのか
を考えて下さい。

【留意事項】
　専門学校、ボランティア、米国の大学で TA、講師として日本語を教えた経験
を持つ教員が、初級日本語文法やドリルの基本について解説、講義する。
　授業資料は、Makino�and�Tsutsui�(1986) と三浦（1983) から抜粋した関連
項目の PDFをM-Port で送信します。
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講　義　名　称 曜　時

日本史　02＜通期＞ 月 2

【教員名称】�
吉村　智博

【講義概要】
日本史を履修するにあたり、歴史学および人文地理学の最新の研究成果を反映

させた内容とする。春期は、日本史の視点や認識を概観する研究入門からはじめ、
文献資料を中心とした前近代史および近現代史について講義する。秋期は、図像資
料を中心に前近代を中心とする地図に関する内容とする。その際、原史料 ( 文字
と地図 )をできるだけ参照しつつ進めていく。春期・秋期ともにおこなう授業内レ
ポートでは、受講生自身の独自の意見・見解・論理などを問う内容となる。なお、
レポートをもって「試験」に替えることとする。

【学習目標】
義務教育段階あるいは高等学校段階までで基本的に履修した歴史的事項はもち

ろんのこと、個別テーマについて掘り下げて考察することで、日本史における多様
な側面を深く理解することを目標とする。ゆえに、受講生自身の関心や考究の態
度など学習の到達度がわかるような授業内レポートを実施する。また、本講義を
受講することによって、最新の日本史学界の動向やその研究状況、さらには、日本
史のみならず日本地理に関する基本的な事柄を履修することができる。

【講義計画】
第１回：�日本史入門−日本史学の現在

通期の授業計画およびガイダンスを含め、日本史研究の現段階について
概説する。

第２回：�日本史の見方①−民衆史・社会史
1970年代以降に注目されるようになった民衆史と1980年代にヨー
ロッパ社会論の影響を受けて導入された社会史について

第３回：�日本史の見方②−国民国家論・帝国論
1990年代に社会主義国の崩壊以降に問題となった国民国家、コロニア
リズムを必然的に内包する帝国主義の歴史と現段階について　

第４回：��神話的世界と古代律令国家
記紀神話に代表される古代の歴史観と社会観、さらに律令国家の社会構
成および身分制度について　

第５回：�中世権門体制と社会
荘園公領制を基本として展開される中世の政治的・経済的社会について

第６回：�近世身分制と社会
近世的特徴である幕領・大名領国・旗本知行を基本とする身分制社会 (都
市・農村 )における生活の諸相について

第７回：��明治維新と地方自治
日本近代化の転換点となった明治維新期の外交と政治、および国内自治
の内実について

第８回：�自由民権と帝国憲法
民選議員設立建白に端を発する国会開設、憲法制定運動の内実と帝国憲
法について

第９回：�日清戦争と日露戦争
近代化路線を邁進する日本が東アジアにおいておこなった戦争とその意
味について

第10回：�第1次世界大戦と民力涵養
ヨーロッパにおける戦争にアジアを舞台に参戦した日本の意図とその新
たな分析視角について

第11回：�米騒動と社会政策
富山に端を発した米騒動の通説的理解の見直しと、その後の都市型社会
政策について

第12回：�大正デモクラシーと民本主義
「大正」期に隆盛したデモクラシー的状況とその思潮・文化の内容について

第13回：�アジア・太平洋戦争
昭和恐慌後におこった15年におよぶ対中国戦争 (アジア ) と、対米・英・
蘭戦争 (太平洋 ) の意味と現在性について

第14回：�春期のまとめとレポートについて
春期13回の内容を再度確認し、論点を整理するとともに、春期のレポー
トについての注意事項

第15回：�春期の到達度確認のためのレポート提出
春期の学習到達度を確認するため、期限を設けてレポートの提出を課す
(注意事項は第14回に明示 )

第16回：�古代社会と荘園絵図
班田制から荘園公領制に移行していく古代・中世の社会の諸相と現存す
る荘園絵図について (あわせて古地図・絵図の歴史的位置づけの外観 )

第17回：�中世社会と行基図
一般的に「行基図」と称されている絵図の特徴と東アジアにおける日本の
地理的位置、および中世の世界観について

第18回：�戦国大名と洛中洛外図
京の街並みを鳥瞰した洛中洛外図屏風が描き出す日常の空間と人々の生
活、さらに武家文化と公家文化との相違について

第19回：�外国との接触と世界図
大航海時代に「到達・発見」されたことによって、高い関心を寄せた多く
の地理学者・地図作成者の手になる世界図と日本図について　

第20回：�測量への挑戦と伊能図
歩測におる日本地図を完成させた伊能忠敬を取り巻く人間関係とそ測量
方法およびシーボルト事件について

第21回：�徳川の権威と国絵図
将軍家が日本全国の諸大名や旗本などの領国・知行地などを一括支配す
るために命じた国絵図の編纂意図について

第22回：�松前・薩摩と蝦夷図・琉球図
松前藩を通じて交易のありながら長くその存在を明記されなかった「蝦
夷」、尚氏による王朝として栄えた「琉球」を描いた地図について

第23回：�共同体生活と村絵図
近世身分制社会を支える経済生活の基礎となっていた在地共同体(農村)
の水利・入会などを記した村絵図について

第24回：�出版文化と大坂町絵図
近世の三大都市のひとつある大坂市中を描いて出版された大坂町絵図の
特徴と変遷について

第25回：�伝統都市と京都町絵図
洛中洛外図以来、衆目をさらっていた京の街並みを描いて出版された京
都町絵図の特徴と変遷について

第26回：�明治維新と基本図
内務省地理局と陸軍参謀本部との２系列で作成されていく基本図の法制
史的位置づけとその特徴について　

第27回：�日本帝国主義と外邦図
植民地支配を軸に帝国の版図を拡大していくなかで作成された外邦図に
ついて

第28回：�大正デモクラシーと遊覧図
デモクラシーの思潮とともに整備されていく諸都市を描いた吉田初三
郎、美濃部政治郎に代表される遊覧図について

第29回：�秋期のまとめとレポートについて
秋期13回の内容を再度確認し、論点を整理するとともに、次回の授業内
レポートについての注意事項

第30回：�まとめと試験
本講義の通年にわたる学習到達度を最終確認するため、授業内でレポー
トを実施 (注意事項は第29回に明示 )

【事前および事後学習の指示】
事前・事後とも30分程度

【テキスト】

【参考文献】
各講義ごとに詳細なものを提示するが、さしあたり、全体にかかわる以下のもの
を提示する。
①永原慶二『20世紀日本の歴史学』吉川弘文館、2003
②桂島宣弘『思想史で読む史学概論』文理閣、2019
③大日方純夫ほか編『日本近現代史を読む・増補改訂版』新日本出版社、2019
④佐々木潤之介ほか編『概論・日本歴史』吉川弘文館、2000
⑤金田章裕・上杉和央『日本地図史』吉川弘文館、2011

【コメント】
基本的には講義（オンデマンド配信の場合がある）であるため、毎回作成するプレ
ゼンテーション（ppt 音声入り）あるいはレジュメ ( いずれにしても基本的に
M‒port よりダウンロード )をもとに授業を進める。春期および秋期の最後に論述
中心のレポート (試験に相当 )を課すことになる。なお、レポートを提出しない、
レポートの内容が到達点に達していないなど場合はには単位を認定することは難
しい。

【留意事項】
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講　義　名　称 曜　時

日本文化研究 - 文化財保護修復と日本文化A　＜春＞ 月 1

【教員名称】�
山内　章

【講義概要】
江戸時代の彩色文化財（絵画・建造物彩色・奉納絵馬・能面・人形類など）を題材
として、文化財の魅力（美力）と、文化財を次世代社会へ繋ぐ意義と方法（保護と修
復）について講義する。初めに、基礎的な文化財の保護、保存と修復について学ぶ。
次に、江戸時代の絵具類を使った彩色実習を行いつつ、世界に誇る江戸時代の絵師
「葛飾北斎」の作品と地元大阪の建造物彩色をテーマに講義を進める。

【学習目標】
①文化財の魅力（美力）を感じ取り、それらを遺し継承する意味、保護・修復の原則、
処置方法について理解を深める。
②履修者各自が生まれ育った町や地域の文化財を探り、知り、その継承について
考える。
③文化財を修復・修理する技術や材料の現状と課題について学ぶ。

【講義計画】
第１回：�ガイダンス（江戸時代の絵具類を展示解説しつつ、当該授業全般の概要に

ついて紹介する。）
第２回：�有形文化財の破損・劣化と原因①
第３回：�有形文化財の破損・劣化と原因②
第４回：��彩色文化財の基礎①−江戸時代の絵具類−
第５回：�彩色文化財の基礎②−伝統的材料の膠と漆ー
第６回：�彩色文化財の保存と修復①
第７回：��彩色文化財の保存と修復②
第８回：�葛飾北斎作品の美力①
第９回：�葛飾北斎作品の美力②
第10回：�葛飾北斎作品の技法画材調査と修復
第11回：�葛飾北斎著絵本彩色通を読む
第12回：�葛飾北斎作品をテーマとした地域社会活性化の取り組み
第13回：�河内長野市、天野山金剛寺と観心寺の建造物彩色
第14回：�聖徳太子の寺、四天王寺と叡福寺の建造物彩色
第15回：�①ユネスコ無形文化遺産に登録された日本の「伝統建築工匠の技」

②授業内試験

【事前および事後学習の指示】
配布レジュメを熟読し、関心を深めた作品や文化財について調べる。

【テキスト】

【参考文献】

【コメント】
成績は授業への出席70％、試験30％の配分で評価します。各授業の終わりに小レ
ポート等を書き、提出していただきます。

【留意事項】

講　義　名　称 曜　時

日本文化研究 - 科学と思想A　＜春＞ 木 4

【教員名称】�
尾鍋　智子

【講義概要】
日本に西洋科学が本格的に輸入され出した近代以前にも日本に科学的思想が存在
したことは一般にあまり知られていない。本講義では古代の宇宙観から戦国期に
至る科学技術まで、日本における科学と思想の関係を考える。仏教に代表されるよ
うに、他国から思想が伝播する際、科学も思想の一部として移入されることが多
い。文化や社会的土壌の相違から取捨選択と変化を経て受容されるわけだが、こ
の変化の様相とそこに映し出される日本文化の特質を調べる。

【学習目標】
日本における科学と思想の関係を探ることにより、その受容の過程や変容から、
日本文化の特徴を見つけることができ、日本文化へのより深い理解ができる。

【講義計画】
第１回：�コース説明及びイントロダクション
第２回：�日本の自然観（１）（吉田1章）
第３回：�日本の自然観（２）
第４回：��古代日本の宇宙観（１）
第５回：�古代日本の宇宙観（２）
第６回：�仏教と科学（１）
第７回：��仏教と科学（２）
第８回：�仏教と科学（３）
第９回：�仏教と科学（４）
第10回：�朱子学と科学（１）
第11回：�朱子学と科学（２）
第12回：�国学と科学（１）
第13回：�国学と科学（２）
第14回：�資料整理と復習
第15回：�まとめと復習テスト

【事前および事後学習の指示】
配布した資料を授業前後に読み、予習復習すること。取り上げるトピックについて
の基礎知識は、事前に学習しておくことが望ましい。

【テキスト】
プリントを配布する

【参考文献】

【コメント】
「その他の評価60％」とは、M-Port を通じて行う毎回の授業に関する「課題」およ
びコメントを含め総合的に評価する。

【留意事項】
社会人の方へ（聴講に際して）遠隔授業の可能性があります。その際、Zoomで
はなくオンデマンドのビデオを配信予定です。
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講　義　名　称 曜　時

日本文化史A　＜春＞ 木 3

【教員名称】�
梅山　秀幸

【講義概要】
村上春樹のお父さんは京都の由緒のあるお寺の出だったそうで、お父さんがその
お寺を継いでいたなら、村上春樹もお坊さんになっていたのかもしれません。日本
人のこころに仏教がどのように影響を与えたのかを文学を通して考えてみたいと
思いますが、まず6世紀、仏教が入って来て、この南大阪を舞台に熾烈な宗教戦
争が戦われました。その遺跡といっていいものを紹介しながら、仏教がどのよう
に日本でどのように受容され、変容していったかを文学を通して見てみたいと思
います。

【学習目標】
まず桃山学院大学のある南大阪の地下に dive して、今は目に見えない過去を幻視
する力を養い、文学作品を読みながら、日本人の「こころ」をさぐっていきます。最
近の学生の読書離れは君たち自身が自覚していると思いますが、やはり名作には
触れておいた方が、後々の人生を豊かにするはずです。文学の面白さがわかるとば
口まで案内したいと思います。

【講義計画】
第１回：�村上春樹のエッセー「猫を棄てる」を読む
第２回：�桃山学院大学近辺の仏教遺跡の紹介ー「仏並」

宗教戦争　『日本書紀』を手掛かりに
第３回：�槇尾川に沿った古代寺院—国分寺、明王院（池田寺）、禅寂寺（坂本寺）—
第４回：��敗北した誇り高き古代の戦士と軍犬の墓
第５回：�鳥取氏の信仰　波汰神社、そして海会寺
第６回：�行基の足跡
第７回：��役行者の足跡
第８回：�『万葉集』の中に見る仏教
第９回：�『源氏物語』の中の仏教（１）
第10回：�『源氏物語』の中の仏教（２）
第11回：�『平家物語』の中の仏教
第12回：�能の中の仏教
第13回：�夏目漱石を読む
第14回：�谷崎純一郎を読む
第15回：�村上春樹を読む

【事前および事後学習の指示】
実施する授業の前の週の週末にはMポートに授業資料を掲げるようにしますの
で、目を通しておいてください。

【テキスト】

【参考文献】

【コメント】
現段階（2021年1月）でオンラインの授業が予定されています。成績評価の「そ
の他」というのは平常点といっていいですが、毎回の授業で課した課題の提出を
チェックして、それと2回ほどのレポートを総合して成績評価を行います。

【留意事項】

講　義　名　称 曜　時

日本法制史A　＜春＞ 火 2

【教員名称】�
的場　かおり

【講義概要】
表現の自由、思想・良心の自由、罪刑法定主義、無償の義務教育、学問の自由…。普段
みなさんが学ぶ現行法の講義では「当たり前」のものばかりです。でもこれらが登
場したのは「明治」以降、いわゆる「近代法」が日本に誕生してからのことなのです。
ちょんまげが切り落とされ、ガス燈が街を照らし、工場が煙を吐くようになった
「明治」は法の世界にも大転換をもたらしました。
　講義では、日本が西洋法をモデルに達成した「法の近代化」を共通テーマに、憲法
および刑事法に関連する分野が日本でどのように生成・展開したのかを明らかに
します。

【学習目標】
①�「歴史で法を読み解く力」を身につけます。高校までに学んだ「歴史」を「法」の観
点から見直し、現行法の「当たり前」を理解できるようになります。

②�「比較する力」を養います。時代や国・地域などを比較することで、物事を多面的・
相対的に観察し問題を解決する力を磨きます。

【講義計画】
第１回：�ガイダンス（講義の進め方・成績評価・講義の内容）
第２回：�条約改正と西洋法の継受
第３回：�国家機構と官僚制
第４回：��憲法制定前史①自由民権運動と私擬憲法
第５回：�憲法制定前史②伊藤博文の憲法調査
第６回：�憲法①大日本帝国憲法の制定とその特徴
第７回：��憲法②大日本帝国憲法から日本国憲法へ
第８回：�刑法①法典編纂の先駆け
第９回：�刑法②旧派・新派と法典編纂
第10回：�警察法制
第11回：�治安法制①治安立法とは
第12回：�治安法制②法整備と運用実態
第13回：�学校・教育法制①諸学校令と勅令主義
第14回：�学校・教育法制②国体観念と教育
第15回：�まとめと試験

【事前および事後学習の指示】
【事前学習】
　・配布されたレジュメ・資料にしたがい、課題に取り組む
【事後学習】
　・解説で用いられたスライド資料を確認しながら、課題を復習する
　・参考文献などを用いて問題を掘り下げ、自分の意見をまとめる

【テキスト】

【参考文献】
・川口由彦『日本近代法制史〔第2版〕』（新世社、2015年）
・山中永之佑監修『日本現代法史論』（法律文化社、2010年）
・�山中永之佑編『日本近代法案内—ようこそ史料の森へ—』（法律文化社、2003年）
・藤田正ほか編著『日本近現代法史・資料年表〔第2版〕』（信山社、2015年）

【コメント】
成績評価の詳細は次のとおりです。
①その他（50％）：毎回出される課題を提出
�※3分の2（10回）以上の課題提出がない場合、試験を受ける資格を失います。
②試験（50％）：学期末に行う論述試験

【留意事項】
社会人の方へ（聴講に際して）大学が定める新型コロナウイルス感染拡大防止に
基づく行動基準による授業形態とは別に、担当教員からの要望による遠隔授業の
可能性あり
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講　義　名　称 曜　時

農業経済論Ⅰ　＜春＞ 水 2

【教員名称】�
大島　一二

【講義概要】
近年特に、国の内外でわが国の農業と農業政策をめぐって各種の議論が高まっ

ているが、わが国の農業・食料政策はどうあるべきかということは、非常に重要な
課題である。
本講義では、農業生産の特質を踏まえた上で、日本と世界各国の農業生産と食料

消費の現状と問題点、さらにこれらのあり方を考えるために、最低限必要な基礎
的知識・考え方について講義する。
農業経済論Ⅰでは、農業経済、フードシステムにかんする理論的な学習を行う。

【学習目標】
本講義が目標とすることは、各自が日本の農業問題および食料問題を正しく認

識し、その政策の方向性について、自分の考えを述べることが出来るようになる
ことである。

【講義計画】
第１回：�序論、講義の進め方、評価、参考書についての紹介
第２回：�経済発展と農業、農業部門の縮小、エンゲルの法則、
第３回：�世界人口の急増と食料
第４回：��食料自給率の低下と影響
第５回：�農地と地代、農業技術の進歩、農業機械化
第６回：�農業の経営組織、大規模経営の育成
第７回：��高齢化と新たな農業の担い手
第８回：�農業と協同組合（1）日本の農協組織
第９回：�農業と協同組合（2）中国の農民専業合作社
第10回：�農産物貿易と貿易保護
第11回：�フードシステムの発展と食品産業
第12回：�食品産業のグローバル化（1）農業企業
第13回：�食品産業のグローバル化（2）食品加工産業
第14回：�食品産業のグローバル化（3）外食産業、食品小売業
第15回：�まとめ

【事前および事後学習の指示】
新聞を毎日読むよう習慣付けること。

【テキスト】

【参考文献】
1) 速水佑次郎・神門善久著『農業経済論』（岩波書店）
2) 荏開津典生・鈴木宣弘『農業経済学 [第4版 ]』岩波書店　2015年
3）生源寺真一『農業経済学』東京大学出版会　1993年
4）�時子山ひろみ・荏開津典生『フードシステムの経済学』医歯薬出版株式会社　

1998年
5）�大島一二・山田七絵『朝日緑源，10年の軌跡　−中国における日系農業企業の

挑戦』農林統計出版、2019年
6）�大島一二編著『日系食品産業における中国内販戦略の転換�( 日本農業市場学会

研究叢書 )』筑波書房、2015年

【コメント】
対面授業を想定するが、遠隔授業の場合も考慮し、共通で以下のように実施する。
Ｍポートによるレポート（1回、50％）と課題（5回、50％）の合計で評価する。

【留意事項】
講義メモや講義で用いた資料については、Ｍポートで配布する。

講　義　名　称 曜　時

ネットビジネスA　＜春＞ 金 2

【教員名称】�
岳　理恵

【講義概要】
インターネットの普及により、経営、医療、教育の様々な分野で、モノやサービ

スの創出や、既存のビジネスプロセスの革新など、新たなイノベーション創造活
動は、社会や経済に画期的な変化をもたらしている。本講義では、経営工学などの
種々の手法を用いて、ネットワークを介したビジネスのメカニズムについて解説
する。加えて、種々の応用事例を紹介しながら、ネットビジネスを推進するための
情報活用能力を養成する。

【学習目標】
ネットビジネスの仕組みについて理解を深めると共に、ネットビジネスを推進

する実務的な情報活用能力を身に付ける。

【講義計画】
第１回：�イントロダクション（情報化と経営）
第２回：�ネットビジネスの歴史
第３回：�ネットビジネスの発展経緯　
第４回：��ネットビジネスの現状
第５回：�電子商取引の仕組み
第６回：�EDI 標準
第７回：��流通 BMS
第８回：�電子商取引のサイト構造

（1回目小テスト）
第９回：�電子商取引のサイト分析
第10回：�ビジネスデータの活用
第11回：�イノベーション
第12回：�イノベーションの応用事例
第13回：�ネットビジネスのフロンティア

（2回目小テスト）
第14回：�ネットビジネスに関連する職業
第15回：�授業統括

（最終レポート）

【事前および事後学習の指示】
　授業予定内容を確認するには、M-Port�⇒「クラスプロファイル」⇒「ネットビ
ジネスA」�⇒�「コース学習」⇒「＿回目」の順にアクセスしましょう。「_回目」のす
ぐ下になる「アジェンダ」と書いているメモ書きは、予定授業内容の目次となりま
すので、漏れなく学習するために、毎回の学習をスタートする前に、必ずご確認く
ださい。

【テキスト】

【参考文献】
Digital�Business�and�E-Commerce�Management�7th�Edition�
by�Dave�Chaffey,�Tanya�Hemphill,�David�Edmundson-Bird�(Pearson)

【コメント】
課題提出（計8〜10回程度、40％）、小テスト・レポート（計3回、60％）を総合
して学習到達度の観点から評価する。ただし、最終レポートを提出されなければ、
失格となり、成績判断対象外となりますので、ご注意ください。

【留意事項】
講義中、進捗状況や受講生の理解度に応じて内容や進度を調整する。
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講　義　名　称 曜　時

博物館資料論　＜春＞ 木 4

【教員名称】�
白石　耕治

【講義概要】
博物館資料論の講義は①博物館資料の概念、②博物館資料の分類、③博物館資料に
対する学芸員の仕事、の３つの内容に大きく分けて行う。①では博物館資料とは
何かについて、②では博物館資料の分類方法の概要を述べるとともに、学芸員が実
務上必要とする行政上の分類に従い資料を具体的に提示し、その特色について、
③では、学芸員の仕事として博物館資料とどのように関わっているか、収集・整理・
保管・取扱い・移動・調査・撮影・展覧会の企画（公開）・図録編集に焦点を当てて
講義する。

【学習目標】
博物館資料、特に日本の美術工芸資料を中心に収集・整理・取扱い等に関する理論
や方法についての知識・技術を習得し、さらに博物館における調査研究活動を深
く理解して博物館資料に対する基礎的能力を養う。博物館資料に名称を付け、分類
できるようになることを到達目標とする。

【講義計画】
第１回：�「博物館資料の概念」

博物館資料論の授業ガイダンスを行う。
博物館資料の意義、価値について考え、資料の種類と分類について説明で
きる。
第1回の予習として、「博物館法」・「文化財保護法」の定義と両法による
資料の分類について調べて予習しておくこと。

第２回：�「博物館資料の収集・分類・保管（総論）」
博物館資料の収集の理念とその方法、資料の調査研究・鑑定について説明
できる。

第３回：�「博物館資料の収集・分類・保管（人文系博物館）」
歴史学・考古学などの人文系博物館資料の収集・分類・保管について説明
できる。

第４回：��「博物館資料の収集・分類・保管（自然系博物館）」
自然史学などの自然系博物館資料の収集・分類・保管について説明できる。

第５回：�「博物館資料の公開の理念と方法」
博物館資料の公開の理念・方法と教育普及事業、資料化のプロセスについ
て説明できる。

第６回：�「博物館における調査研究活動・博物館種別の調査研究①」
博物館における資料の調査研究活動についての意義とその方法について
説明できる。
博物館種別では、総合博物館における資料の調査研究について説明でき
る。

第７回：��「博物館種別の調査研究②」
歴史民俗系・考古系・美術系博物館における資料の調査研究について説
明できる。

第８回：�「博物館種別の調査研究③」
野外博物館・エコミュージアム・自然史系博物館における調査研究につ
いて説明できる。

第９回：�「人文系博物館の事例研究」
大学近隣の歴史資料館、美術館の事例を取り上げて、資料研究について説
明できる。

第10回：�「博物館資料の展示解説」
博物館資料のさまざまな展示解説方法と展示解説書の作成などについて
説明できる。

第11回：�「博物館・大学の共同調査研究」
博物館と大学との共同研究の必要性と課題を示し、その成果の公表の特
質、地域社会への還元について説明できる。

第12回：�「博物館資料の活用」
博物館の展覧会の形態、展覧会の計画、展示照明、展示ケース設計などに
ついて説明できる。

第13回：�「博物館資料の教育的・情報的活用」
博物館における生涯学習の支援、博学連携、デジタルアーカイブ、デー
タベース化について説明できる。

第14回：�「博物館資料の今後と課題」
博物館資料収集の現実と限界、展示と公開、資料の情報化について説明で
きる。

第15回：�「試験およびまとめ」

【事前および事後学習の指示】
授業中に次回の授業内容について説明するので、次回までに事前に予習を済ませ
ること。ただし、第1回分は参考文献等で、博物館資料の意義について考えておく
こと。また、講義・演習計画を理解したうえで、毎回参考文献等で予習しておくこ
とが望ましい。
復習は、配布したプリントを用いて授業の内容を整理しておいてほしい。毎回、復
習用の課題を出すので、M-Port 上に提出すること。

【テキスト】
プリント配布

【参考文献】
『文化財保護行政ハンドブック　美術工芸品編』文化庁美術工芸課　ぎょうせい　
1998年
『博物館学Ⅰ　博物館概論、博物館資料論』　大堀哲・水嶋英治　学文社　2013年
『博物館概説　改訂版』関西大学出版部　2001年
『新博物館学　これからの博物館経営』小林克　同成社　2009年
『新時代の博物館学』全国大学博物館学講座協議会西日本部会編　芙蓉書房出版　
2014年

【コメント】
試験：授業最終日に、到達目標に対応できるテーマに関する論述問題を出題する。
答案の構成および論理的な記述になっているかどうかに重点を置いて評価する。
ただし、教室内で定期試験が実施できない場合は、M-Port 上で試験を行います。
レポート：第9回授業の後に、レポート課題を出しますので、M-Port 上で提出し
てください。

【留意事項】
　博物館学芸員として勤務経験のある教員が、博物館資料（文化財）の取り扱い
について解説。
　6月中に、学外授業として近隣の歴史系博物館の臨地見学を実施し、博物館資料
の整理や保存について研究する予定です。ただし、新型コロナウイルス感染症の状
況によって、日程変更または中止する場合があります。学外授業は1回予定です。
　可能な限り、学生自らが博物館や美術館などを訪問し、展示資料に接する時間
を増やしてほしい。

講　義　名　称 曜　時

博物館展示論　＜春＞ 火 1

【教員名称】�
鮫島　泰平

【講義概要】
博物館における展示の役割を、博物館の使命との関連や来館者の視点から学び、
さまざまな展示の種類を知る。展示の歴史では、博物館の種類別にその歴史をみる
ことで、館種別の特徴や変遷を知る。展示の計画と施工では、その全体像と計画に
おける展示評価の活用、個別の手法ごとの特徴と留意点を学ぶ。実際に博物館の展
示を見て分析する事前学習を課す。

【学習目標】
学芸員として展示を通した博物館活動を行ううえでの必要な基礎的能力を養う。
実際に展示を見て分析することで展示企画を行う上で基礎となる言葉でまとめる
力を高める。

【講義計画】
第１回：�ガイダンス

大阪近郊の博物館の展示をとりあげ、多様な展示を概観する。また、博物
館展示に類似する様々なメディアや機関と比較することで、博物館展示
の特徴を考える。

第２回：�博物館における展示の役割①使命と教育
三つの世代に分けられる博物館について、それぞれの使命とその教育観
がどのように違うかを見ていくことによって、それぞれの博物館におけ
る展示の役割を考える。

第３回：�博物館における展示の役割②顧客満足と集客
来館前から来館を経て来館後までの一連の利用者の行動の流れ、すなわ
ち博物館体験の視点から、来館者を満足させ、集客につながる展示のあり
かたをみていく。

第４回：��博物館展示の種類①人文系博物館
国内の博物館、特に歴史系の博物館展示を中心に、展示と展示論の歴史を
見ていくとともに、展示の政治性にもふれながら、多様な展示の展開を見
ていくことで、社会に働きかける展示の意義を考える。

第５回：�博物館展示の種類②自然系博物館
欧米の自然史博物館に、調査研究の成果の提示としての展示のルーツを
見ていく。また自然史から科学技術や生物の生態展示まで、さまざまな
展示や環境的な視点で社会に働きかける展示を考える。

第６回：�博物館展示の計画と施工
事業としての展示をつくる視点をもって計画から施工までの流れ、関係
者との協力を見る。展示シナリオの作成については、コミュニケーショ
ン目標を設定して展示のねらいをはっきりさせることの重要性を認識す
る。

第７回：��展示評価の活用
構成主義的な考え方に基づく展示評価について、その目的を踏まえなが
ら、調査の方法や手法、評価結果の活用までの流れを見ていく。利用者の
声を直接聞くことと、展示のねらいをはっきりさせることが不可分であ
ることを認識する。

第８回：�展示諸計画①ゾーニング
空間に展開する展示では、ゾーニング計画は展示の流れや文脈を具体化
するうえで欠かせない。展示を見ることを助け、展示を眺める楽しさを提
供するゾーニングと動線づくりを事例にそって見ていく。

第９回：�展示諸計画②ケース・照明・演示
実物資料展示を中心に、資料保存に配慮したケース展示と照明、および
理解に導く演示について、事例にそって見ていく。さらにモノを見るこ
とによる教育という博物館の特性をどのように活かすかを考える。

第10回：�展示諸計画③解説グラフィック
これは何かを解説する図解、これによって何がもたらされたかを解説す
る文章など、解説する内容と手法について、主に平面上の表現をみてい
く。展示のねらいを端的に伝えることとともに、見ることや考えることを
誘発する解説活動を考える。

第11回：�展示諸計画④造形・模型
博物館展示の大きな役割の一つである歴史や環境の復元を実現する技
術、造形や模型について、その計画や制作の留意事項を事例にそって見
ていく。また、こうした再現展示の利活用について考える。

第12回：�展示諸計画⑤体験展示
近年要望の高い体験型の展示。ハンズ・オンをはじめとする多彩な手法
を事例にそってみていく。引付ける力や使いやすさをつくるための留意
事項とともに、遊びで終わらせずに自由な学びに導く方法を考える。

第13回：�展示諸計画⑥映像・情報
解説からイメージまで、モバイルから大型画面まで、さらには双方向な
ど、多彩な展開を見せる映像・情報メディアについて、コンテンツをよく
表現するための留意事項を事例にそって見ていく。

第14回：�展示諸計画⑦展示の運営
ワークシートやセルフガイド、人による解説や展示室でのプログラム、
さらには展示替えや改修など、リピーターの獲得に欠かせない展示運営
のあり方を考える。

第15回：�試験およびまとめ

【事前および事後学習の指示】
博物館の展示を実際に自分の目で見て体験することが必要。何が自分を引付ける
のか、何が自分を遠ざけるのか、経験することが展示をつくるうえでの基礎とな
る。

【テキスト】

【参考文献】
『展示論』　日本展示学会編　雄山閣
『市民の中の博物館』　伊藤寿朗　吉川弘文館
『ひらけ、博物館』　伊藤寿朗　岩波ブックレット
『博物館をみせる』　Ｋ . マックリーン　玉川大学出版会
『ハンズ・オンとこれからの博物館』　ティム・コールトン　東海大学出版会
『こどものための博物館』　染川香澄　岩波ブックレット

【コメント】
最終回の試験および、博物館見学レポートによって評価する。

【留意事項】
( 授業形態 ) その他：博物館見学レポート。
博物館展示の企画から制作までを請け負った経験のある教員が講義する。
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講　義　名　称 曜　時

比較文学A　＜春＞ 水 3

【教員名称】�
岩男　久仁子

【講義概要】
西洋古典期の早くから「イソップ寓話」は流布していた。様々な形態で文字化され
保存されてきている。現在では全世界に広まっている「イソップ寓話」をその初期
の形態を中心に他の時代の物（特に日本のイソップ寓話）との比較を行い、イソッ
プ寓話の特質を見ていく。

【学習目標】
「イソップ伝 (イソップの生涯の物語 )」を中心に、講義を進めていく。
2000年以上も前から伝わる伝承から現在まで脈々とつながる思想を読み解くと
ともに、当時の社会背景なども、日本と比較していく。

【講義計画】
第１回：�オリエンテーション

どういう視点で行う講義なのか、評価の方法など解説。
第２回：�イソップ寓話・伝記　伝承系統図　解説①
第３回：�イソップ寓話・伝記　伝承系統図　解説②
第４回：��①原典イソップ伝の紹介　(第１部 )
第５回：�②原典イソップ伝の紹介　(第１部 )
第６回：�③原典イソップ伝の紹介　(第２部 )
第７回：��④原典イソップ伝の紹介　(第２部 )
第８回：�⑤原典イソップ伝の紹介　(第３部 )
第９回：�⑥原典イソップ伝の紹介　(第４部 )
第10回：�⑦原典イソップ伝の紹介　(第５部 )
第11回：�⑧原典イソップ伝の紹介　(第５部 )
第12回：�日本に伝播したイソップ寓話 (明治期以後 )
第13回：�難題解決譚　蟻通明神縁起
第14回：�難題解決譚　賢者アヒカル物語
第15回：�テストおよびまとめ

【事前および事後学習の指示】
詳細は講義中に指示するが、理解を深めるために、「イソップ寓話集」を読む。
「イソップ寓話集」は数多くあるが、手に入るもので良い。

【テキスト】

【参考文献】
『イソップ寓話の世界』　中務哲郎著　ちくま新書　600円
『イソップ寓話集』　中務哲郎訳　岩波文庫　700円

【コメント】
レポート60％→こちらが指定するテーマでレポートを提出
その他40％→春学期のコメント提出回数 ( 毎回、課題を提示するので、それに対
するコメントを評価する）
両方ともの提出が必須です。どちらかが欠けたら評価しません。

レポートは、提出すれば合格するものではありません。厳しい条件をクリアしたレ
ポートのみ、レポートの内容を評価します。
各回に出題する課題は出席率に相当します。毎回、皆さんの意見を述べてもらうも
のになります。(多くて800字ぐらいです。）
試験に代わる課題を、各回に出題する課題の中で１回出題します。「試験に代わる
課題」と明記しますので、必ず提出してください。

【留意事項】

講　義　名　称 曜　時

比較経済体制論Ⅰ　＜春＞ 月 1

【教員名称】�
上野　勝男

【講義概要】
「ソ連（ロシア）の経済ってどんな特徴あるの？」ときかれたら、少し勉強したひと
なら、旧ソ連では企業活動の自由がなく命令でがんじがらめに縛られ、消費者は選
択の余地がなく商品はいつも不足していた。こうした「社会主義計画経済」が行き
詰まってソ連は崩壊に至り、いまでは「体制転換」という「市場経済」＝資本主義
のシステムへの移行がすすんでいる、と説明するかもしれない。
　たしかに「社会主義から資本主義への移行」というのは一見わかりやすい。でも、
ワーキングプアという懸命に働いてもまともに生活を維持できない人々が急増し
ているような社会、アメリカ発の金融危機が広がるなかで世界に名だたる大会社
が我先にと賃金を押さえ込んだり、非正規雇用を増やすなどしている社会、この
私たちの日本も「市場経済」＝資本主義だと思うと、少し考え込んでしまいません
か。「はたしてこんな矛盾を抱えた資本主義が旧ソ連の転換の模範になるのか」と。
　それに、「社会主義は、本来、資本主義の矛盾を克服した体制のはずなのに、な
ぜソ連があんなふうに崩壊したのか」「崩壊したのは社会主義だったからなのか」
等々。
　この比較経済体制論ではⅠ、Ⅱを通じて、こうした資本主義と社会主義、そし
てソ連をめぐる疑問をじっくり考えていきます。

【学習目標】
上の講義概要にもとづいて、比較経済体制論Ⅰでは、（１）社会主義とは本来どのよ
うなものか、（２）わたしたちの生きる現代資本主義にとって社会主義はどのよう
な意味をもつのか、について基本的な理解を得ること、その主要なポイントを講
義を知らない人にも話せるようになることを目指します。

【講義計画】
第１回：�比較経済体制論（Ⅰ及びⅡ）で何を学ぶのか？授業の進め方、成績評価の

方法
第２回：�社会主義思想の始まりとマルクス

（１）社会主義はどのように生まれたか
第３回：�社会主義思想の始まりとマルクス

（２）マルクスの社会・歴史観の基礎
第４回：��社会主義思想の始まりとマルクス

（３）マルクスの社会・歴史観の基礎（続き）
第５回：�資本主義の本性とその矛盾

（１）マルクスによる経済学の変革＝剰余価値の発見
第６回：�資本主義の本性とその矛盾

（２）飽くなき利潤追求＝資本主義の本性
第７回：��資本主義の本性とその矛盾

（３）利潤追求の矛盾＝「我が亡き後に洪水来たれ！」の結果
第８回：�資本主義の本性とその矛盾

（４）利潤追求の矛盾＝「我が亡き後に洪水来たれ！」の結果（続き）
第９回：�社会主義的将来の本質的特徴

（１）資本主義の矛盾はどのように変革されるか
第10回：�社会主義的将来の本質的特徴

（２）�社会主義 ( 共産主義 ) の本質的特徴＝人間の全面的発達・人間の自
由な発展

第11回：�社会主義的将来の本質的特徴
（３）�社会主義 ( 共産主義 ) の本質的特徴＝人間の全面的発達・人間の自

由な発展（続き）
第12回：�社会主義的将来の本質的特徴

（４）資本主義から社会主義（共産主義）への過渡期
第13回：�社会主義的将来の本質的特徴

（５）社会主義と市場経済
第14回：�社会主義的将来の本質的特徴

（６）社会主義と議会・民主主義
第15回：�講義のまとめ

【事前および事後学習の指示】
講義はプリントにしたがって進めます。事前の準備として、毎回の授業で次の授業
までに読んでおくべきプリント部分を指示します。それにしたがって、事前学習
を進めてください。復習についても授業のなかで指示します。

【テキスト】

【参考文献】
講義においてその都度指示する。

【コメント】
成績評価の詳しいやり方については、第１回の講義で述べる。
講義形式が「対面」か「オンライン」かでテストなどのやり方を変更する可能性が
ある。

基本的には、
1．�不定期の「小テスト」で最高30％相当分の成績評価。事前に告知する場合もある

が突然の「抜き打ち」実施もある。
2．まとめ試験（40％）は授業の最終回で実施する。
3．毎回の授業で「レスポンス・シート」を作成する。30％相当分の成績評価。

【留意事項】
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講　義　名　称 曜　時

比較文化研究 - インドネシアと日本の音楽文化A　＜春＞ 金 3

【教員名称】�
由比　邦子

【講義概要】
インドネシアと日本は地域も民族も文化も異なるが、東南アジアもしくは東アジ
アの域内における位置関係、さらにインドもしくは中国という古代の大国の影響
を色濃く受けているという点で共通性がある。そして、両国の音楽文化には明ら
かな類似性、またその反面、似て非なる相違点が見られる。本講義では、音楽の演
奏形態と楽器に特に焦点を当てて、両国の古典音楽の諸相を対比させて論じる。加
えて古典音楽とポピュラー音楽の関わりについても取り上げる。

【学習目標】
音楽は、それを生み出す人間が属する文化の脈絡内で理解しなければならない。
したがって、「音楽は世界共通の言語ではない」ということを説明できるようにす
る。

【講義計画】
第１回：�音楽から見たインドネシアと日本の文化的背景
第２回：�多様な楽器から成る日本の合奏形態（雅楽）
第３回：�音の同質性を特徴とする日本の合奏形態（長唄）
第４回：��音の同質性を特徴とするインドネシアの合奏形態（ガムラン）
第５回：�ゴングの生成と発展
第６回：�ゴングの組み合わせ奏という発想
第７回：��金属楽器と竹楽器の関係
第８回：�ドレミファソラシドではない音階
第９回：�型の組み合わせによる創作
第10回：�戦争を媒介とする音楽の伝播
第11回：�ポピュラー音楽をも巻き込む古典音楽のパワー
第12回：�一直線にやってきた弦楽器
第13回：�幻の弓形ハープ
第14回：�日本とインドネシアの交差点としての木琴
第15回：�試験およびまとめ

【事前および事後学習の指示】
前回の授業内容の確認を事前学習とし、授業ノートの整理および授業内容に関連
する音楽チェック（YouTube など）を事後学習とする。

【テキスト】

【参考文献】
月渓恒子『日本音楽との出会い　日本音楽の歴史と理論』（東京堂出版）
皆川厚一編『インドネシア芸能への招待　音楽・舞踊・演劇の世界』（東京堂出版）
福岡まどか『インドネシア上演芸術の世界　伝統芸術からポピュラーカルチャー
まで』（大阪大学出版会）

【コメント】
第15回に実施する試験70％、不定期に計5回実施するミニテスト30％

【留意事項】
楽器博物館で民族楽器の調査・研究に携わった経験を持つ教員が、インドネシア
と日本の楽器について解説する。

講　義　名　称 曜　時

比較文化研究 - 近現代の日本と朝鮮半島A　＜春＞ 水 4

【教員名称】�
西村　直登

【講義概要】
日本の「敗戦」、朝鮮植民地支配の「解放」から75年以上が過ぎた。にもかかわらず、
戦争と植民地支配の歴史をめぐって、日本と朝鮮半島のあいだでは、「過去」をどの
ように克服していくのかをめぐる論争がいまもなお続いている。いわゆる「歴史
認識問題」といわれるような論争は、政治やナショナリズム、記憶と結びつきなが
ら複雑化し、新聞やテレビ、インターネットを含むメディアによっても増幅され
ている。そのような「過去」をめぐる対立や葛藤、そして交流の歴史は、単に国家
間のみならず、日本と朝鮮半島の人びとの「現在」の課題であり続けている。
そこで本講義では、戦前における日本と朝鮮半島とのあいだの基本的な歴史を概
観する。そして、日本と朝鮮半島を単に「比較」するのではなく、たがいの「関係」
性を重視し、その関係のなかで生じたさまざまな人びとの対立・葛藤・交流など
の意味を歴史的に考えたい。その際、視聴覚資料（パワーポイント・映像・写真・史
料など）を積極的に用いて、授業内容に対する理解を深め、想像力を高めるような
工夫を行う。

【学習目標】
朝鮮半島の歴史・社会・文化について基本的な知識を習得する。
近現代の日朝・日韓関係について想像力を働かせながら、歴史的に考えることがで
きるようになる。
国際的な諸問題に対して、主体的に物事を考え、相互理解ができるようになる。

【講義計画】
第１回：�オリエンテーション
第２回：�「開国」をめぐる日本と朝鮮
第３回：�日清・日露戦争と朝鮮①　東学農民戦争と日清戦争
第４回：��日清・日露戦争と朝鮮②　日露戦争と朝鮮の「保護国」化
第５回：�日本の朝鮮植民地支配①　「韓国併合」
第６回：�日本の朝鮮植民地支配②　「武断政治」と3.1独立運動
第７回：��日本の朝鮮植民地支配③　「文化政治」と「協力」体制
第８回：�日本の朝鮮植民地支配④　戦時期朝鮮における総動員体制
第９回：�日本の朝鮮植民地支配⑤　「同化」と「排除」
第10回：�日本の朝鮮植民地支配⑥　植民地朝鮮で生きた日本人
第11回：�戦前における在日朝鮮人①　朝鮮人の「渡日」と社会の形成
第12回：�戦前における在日朝鮮人②　関東大震災と朝鮮人
第13回：�戦前における在日朝鮮人③　朝鮮人の日本「留学」
第14回：�戦前における在日朝鮮人④　広島・長崎と朝鮮人
第15回：�戦前における在日朝鮮人⑤　大阪における朝鮮人

【事前および事後学習の指示】
毎回授業で配布するレジュメや参考資料、授業で紹介した参考文献を読んだり調
べたりしておくこと。
日々、日本と朝鮮半島に関する新聞記事やニュースに関心を持って、読んだり見た
りしておくこと。

【テキスト】

【参考文献】
配布プリント。その他にも必要に応じて授業中で紹介する。

歴史教育研究会・歴史教科書研究会編『日韓交流の歴史：先史から現代まで』（明石
書店、2007年）
趙景達編『植民地朝鮮：その現実と解放への道』（東京堂出版、2011年）
関周一編『日朝関係史』（吉川弘文館、2017年）
在日コリアン青年連合（KEY）編著『在日コリアンの歴史を歩く：未来世代のための
ガイドブック』（彩流社、2017年）
歴史教育研究会編著�『調べ・考え・歩く�日韓交流の歴史』�（明石書店、2020年）

【コメント】
レポート：学期末に、各授業の内容についての理解を問うレポートを作成する。
その他：毎回授業時のコメントペーパーの内容によって成績を評価する。

【留意事項】
春・秋学期に開講する「比較文化研究−近現代の日本と朝鮮半島A・B」（戦前・
戦後編）をそれぞれ受講することが望ましい。
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講　義　名　称 曜　時

ビジネス英語A　＜春＞ 木 2

【教員名称】�
OTION，Tony

【講義概要】
Business�English�helps�students�establish�fundamentals�on�using�English�
for� (spoken�&�written)�communication� in�business.�Students�expect�
to�practice�key�concepts� introduced�during� the�course� through� the�
assignments,�case�analysis�and�presentations.

【学習目標】
By� the�end�of� the�course� students�will�be�able� to� take�a� strategic�
approach� to� communication� in�business�English,�write�persuasive�
messages� in�business� English,� deliver�persuasive�English�business�
presentations,�and�use�key�business�terminology.

【講義計画】
第１回：�An�overview�of�the�course

Unit�1　就職活動
・Telephone�Communication:�取り次いでもらう・取り次ぐ
・Business�Topics�高まるビジネス英語の必要性

第２回：�Unit�2　面接
・Telephone�Communication:�間違い電話
・Business�Topics�就職面接のポイント

第３回：�Unit�3　会社プロフィール
・Telephone�Communication:�不在のときの応対
・Business�Topics�日本企業の特徴

第４回：��Unit�4　仕事の内容
・Telephone�Communication:�取り次ぎを断る
・Business�Topics�会社の組織

第５回：�Unit�5　会議開催の通知
・Telephone�Communication:�メッセージを残す・あずかる
・Business�Topics�グローバル企業でのコミュニケーション

第６回：�Unit�6　ビジネスパートナーを空港で出迎える
・Telephone�Communication:�本人による電話応対
・Business�Topics�出入国手続き

第７回：��Unit�7　受付での対応
・Telephone�Communication:�ボイスメール
・Business�Topics�国際ビジネスで大切なホスピタリティの精神

第８回：�Unit�8　紹介と名刺交換
・Telephone�Communication:�アポイントメントをとりつける
・Business�Topics�異文化間コミュニケーション

第９回：�Unit�9　会議冒頭のあいさつ
・Telephone�Communication:�会議に遅れることを伝える
・Business�Topics�訪日外国人を増やすための政府の取り組み

第10回：�Unit�10　プレゼンテーション
・Telephone�Communication:�打ち合わせの申し入れ
・Business�Topic�プレゼンテーションのスキル

第11回：�Unit�11　交渉
・Telephone�Communication:�ねぎらいと別れのあいさつ
・Business�Topics�望ましいネゴシエーションとは ?

第12回：�Unit�12�接待
・Telephone�Communication:�感謝を述べる
・Business�Topics�海外のビジネスパートナーを接待する

第13回：�Business�Writing
第14回：�Conclusion�and�review
第15回：�Final�Exam�Review�Session

【事前および事後学習の指示】
The�above�Lesson�Plan� is�meant�to� identify�the�specific�Units,�Lessons,�
and�Activities� from�the�required�Textbooks�that�will�be�covered�in�this�
Course.� It� reflects�the�sequence� in�which�they�will�be�covered;� it�does�
not,�however,�represent�the�precise�amount�of�class�time�that�each�Unit,�
Lesson,�or�Activity�will�occupy.
I�will�provide�you�with�a�more�detailed�Syllabus,�explaining�specific�
Course� requirements,�policies,�and�procedures,�as�well�as�a�precise�
day-to-day�schedule�of� instruction� that�will� indicate�daily� lesson�and�
homework�assignments,� together�with� the�assessment�criteria�and�
grading�formula�for�their�Class.

【テキスト】
Business�English� -Basic�Communication�Skills� for� International�Business�
Situations�辻和成・辻勢都・Margaret�M.・Lieb
978-4-255-15659-0�朝日出版社

【参考文献】
【コメント】
Grades�will�be�based�on�the�quality�of�the�papers�submitted.�Students�
who�behave�inappropriately�in�class�will�have�their�grades�reduced.

【留意事項】

講　義　名　称 曜　時

比較文化研究−日本と韓国の民俗と現代文化A　＜春＞ 月 4

【教員名称】�
崔　杉昌

【講義概要】
本講座は比較文化研究の側面から日韓の一般庶民の暮らしや生活文化を正しく理
解することを目的とする。春学期は民俗学および文化人類学の手法を紹介しなが
ら、特に日本の民俗文化の事例を中心に自文化に対する理解を深めていく。また、
関連記事や映像なども取り入れながら現代社会が抱える問題や多様な文化事象を
「民俗」の視点から問い直していく。

【学習目標】
・比較文化研究方法論として、民俗学・文化人類学の手法を身につける。
・自文化・異文化についての理解度を深める。
・家・家族・近隣社会（地域）を柱とする比較文化研究の視座を培う。

【講義計画】
第１回：�授業のオリエンテーション

講義内容の案内と周知事項の説明
第２回：�民俗学の生い立ちと現在

ー現代学としての民俗学ー
第３回：�柳田国男と民俗学
第４回：��民俗学の誕生（映像）
第５回：�現代の家族事情

おひとりさま、親の介護
第６回：�人間関係のゆくえ

村社会・祭り、つきあいと贈答
第７回：��墓と葬儀

墓地・墓標、葬儀と義理
第８回：�区別と差別

放送禁止用語、被差別部落の民俗
第９回：�横並び志向の心理

個性の発見とムラ社会、世間と空気
第10回：�くらしと自然環境

コモンズの思想、災害伝承の背景、捕鯨と自然保護
第11回：�神と自然

聖地巡礼とスピリチュアリティ、妖怪の多様性と変遷、盆と彼岸
第12回：�くらしと信仰

誕生と民俗、暦と行事、年齢の民俗
第13回：�内と外

引き戸からドアへ、縁側、境界と神仏
第14回：�日本文化の多様性

列島の地域性、沖縄文化の柔軟性と多様性、食文化の近代
第15回：�まとめと期末テスト

【事前および事後学習の指示】
必要に応じて配布資料を事前に読んでおくこと。
自文化・異文化理解への積極的な姿勢が求められる。

【テキスト】
知って役立つ民俗学ー現代社会への40の扉ー�福田アジオ
978-4-623-07126-5�ミネルヴァ書房

【参考文献】
市川秀之・中野紀和『はじめて学ぶ民俗学』ミネルヴァ書房
八木透・正岡伸洋編『図解雑学こんなに面白い民俗学』

【コメント】

【留意事項】

89

ア

カ

サ

タ

ナ

ハ

マ

ヤ

ラ



講　義　名　称 曜　時

ファイナンスⅠ　＜春＞ 月 2

【教員名称】�
北野　友士

【講義概要】
英語のことわざに�“A�fool�and�his�money�are�soon�parted”（「愚者の金は身

につかない」）というものがあるそうです。お金に関する知識がないと生きていけ
ないわけではありませんが、人生とお金との関係を理解し、お金に関して賢くな
ることは、豊かな人生を歩むうえで非常に重要です。なお、「豊かな人生」とは必ず
しも「お金持ちになる」ことを意味しません。
本講義では、お金に関する意思決定の学問といえる「ファイナンス」について学

びます。ファイナンスの対象としては企業や政府も想定できますが、この講義で
は家計の意思決定を中心に扱います。

【学習目標】
・貨幣の時間価値、金融システム、およびライフサイクルとの関係を把握する。
・資産評価の方法について理解する。
・家計が直面するリスクと、リスクに応じたリスク管理手法を選択できるようになる。
・ファイナンス理論に基づく意思決定を行う素養を身につける。

【講義計画】
第１回：�イントロダクション
第２回：�金融上の意思決定
第３回：�金融システム①金融システムの役割
第４回：��金融システム②金利および金融仲介機関
第５回：�貨幣の時間的価値①複利計算と将来価値
第６回：�貨幣の時間的価値②割引現在価値
第７回：��貨幣の時間的価値③インフレや税金を考慮した現在価値
第８回：�ライフサイクル・ファイナンシャル・プランニング
第９回：�資産評価の理論
第10回：�債券の評価
第11回：�株式の評価
第12回：�リスク管理の基礎①トラブルに強くなる
第13回：�リスク管理の基礎②リスク分散とデリバティブ
第14回：�リスク管理の基礎③リスクマップと保険
第15回：�ファイナンスⅠのまとめ

【事前および事後学習の指示】
受講前に参考文献に目を通し、受講後はしっかり復習したうえで毎回の小テスト
に挑んでください。また事後学習の延長として、ファイナンスⅡと合わせて受講
し、FP（ファイナンシャル・プランニング）技能士3級、ひいては FP技能士2級
に合格できる力をつけ、ぜひ検定に挑戦してください。

【テキスト】
対面授業の場合はM-Port 上に配布資料をアップしておくので各自で印刷すること

【参考文献】
・�ツヴィ・ボディ、ロバート・C・マートン、デーヴィッド・L・クリートン（著）、大
前恵一朗（訳）（2011）『現代ファイナンス論　原著第2版』ピアソン桐原。

・�手嶋宣之（2011）『基本から本格的に学ぶ人のためのファイナンス入門』ダイヤ
モンド社。

・滝川好夫（2017）『チャートでわかる入門ファイナンス理論』日本評論社。

【コメント】
毎回の授業の内容理解を問う小テスト：70％（対面授業か遠隔授業かを問わず
web上で実施）
全体の復習テスト：30%（第15回のまとめ後のwebテスト）
※本科目が対面授業となるか遠隔授業となるかはシラバス執筆時点では未定です
が、M-Port のテスト機能を全面的に使います。

【留意事項】
　対面授業となる場合、私語は周りに対する迷惑行為であり、感染症対策の観点
からも厳しく対処します。
　遠隔授業となる場合、通信環境の不具合による提出遅れは社会に出たら言い訳
になりませんので、必ず余裕をもって取り組むようにしてください。

講　義　名　称 曜　時

福祉レクリエーション支援論　＜春＞ 金 2

【教員名称】�
水流　寛二

【講義概要】
年齢、障害に関わりなくすべての人々がいきいきと生きる権利を有しています。�

レクリエーションは、人がその人らしく生きていく上で不可欠であり、その本質
を理解することが重要です。生活とレクリエーションの結びつきを理解した上で、
レクリエーションを福祉現場で展開していくための考え方や方法論を学びます。
福祉レクリエーションの理念やサービスの目的を理解し、具体的に支援計画に反
映させる過程を学びます。

【学習目標】
①医療・保健・福祉領域におけるレクリエーションの考え方と意義を理解する
②福祉レクリエーション支援方法、支援計画（支援プロセス）を理解する

【講義計画】
第１回：�オリエンテーション

・レクリエーションのイメージ
・授業のねらい、すすめ方、評価について

第２回：�レクリエーションの基本的理解
第３回：�福祉レクリエーションの基礎的理解
第４回：��福祉レクリエーションの理解〜事例から学ぶ
第５回：�福祉レクリエーション支援とは
第６回：�福祉レクリエーション支援の方法①〜福祉レク情報の収集
第７回：��福祉レクリエーション支援の方法②〜 TRモデルのプロセス
第８回：�個別レクリエーション支援の計画①〜個別支援とアセスメント
第９回：�個別レクリエーション支援の計画②〜目標設定と支援計画
第10回：�コミュニケーションワークの実際
第11回：�グループレクリエーション支援の意義と方法
第12回：�グループレクリエーション支援の実際①〜施設利用者へのレク支援
第13回：�グループレクリエーション支援の実際②〜地域福祉サービス利用者への

レク支援
第14回：�グループレクリエーションの展開
第15回：�まとめ

【事前および事後学習の指示】
レクリエーション支援において大切なことは、支援者自らが「楽しさ」や「楽し

み」の活動を実践することです。普段の生活で楽しみの活動を意識し、実践するこ
とを期待します。

【テキスト】

【参考文献】
・日本レクリエーション協会編�
楽しさを追求を支える理論と支援の方法（公益財団法人　日本レクリエーション
協会）

・日本レクリエーション協会編�
楽しさの追求を支えるサービスの企画と実施（公益財団法人　日本レクリエー
ション協会）�

・日本レクリエーション協会編�
楽しさの追求を支えるための介入技術（公益財団法人　日本レクリエーション協会）

【コメント】
本授業では授業中に実施する課題の提出および課題に取組む姿勢や態度から総

合的に評価を行います。授業内でのディスカッション、グループワークに積極的
に取り組む態度を望んでいます。

【留意事項】
障害者福祉センターにおける体育講座指導経験のある教員が、ホスピタリティ・
トレーニングやアイスブレーキングの技法を用いたコミュニケーション・ワーク
について実例を交えて指導する。
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講　義　名　称 曜　時

文化人類学 B　＜春＞ 金 4

【教員名称】�
藤井　真一

【講義概要】
この講義では、文化人類学の基本的な考え方を紹介し、解説する。特に、文化人類学
の方法論としてのフィールドワークと、グローバル化が進む現代世界において生
じているさまざまな文化現象や文化的な問題を取り上げ、文化人類学の観点から
物事を考える機会を提供する。

【学習目標】
この講義を通じて、以下の2つの目標を達成できるようにする。
（１）文化人類学の基本的な用語や概念について正しい知識を身につけること。
（２）�文化人類学の考え方を理解し、文化人類学の観点から物事を捉え、自分の考え

を述べられるようになること。

【講義計画】
第１回：�オリエンテーション
第２回：�文化人類学の基本的な考え方（１）：文化という考え方
第３回：�文化人類学の基本的な考え方（２）：フィールドワークという方法
第４回：��文化人類学の基本的な考え方（３）：多様性の理解を通じて普遍性を考え

る
第５回：�レポートの書き方（１）：学術的文章の基本的構造を知る
第６回：�グローバリゼーションの人類学
第７回：��グローバリゼーションと文化（１）：環境と生業
第８回：�グローバリゼーションと文化（２）：政治体制の変容
第９回：�グローバリゼーションと文化（３）：経済活動の多様性
第10回：�グローバリゼーションと文化（４）：価値観の変容
第11回：�グローバリゼーションと文化（５）：社会問題の捉え方
第12回：�レポートの書き方（２）：文献引用の仕方を知る
第13回：�人の移動と文化（１）：国内における移動
第14回：�人の移動と文化（２）：国境を越えた移動
第15回：�講義のまとめ

【事前および事後学習の指示】
配布資料をよく読んで講義内容の理解に努めること。必要に応じて、次回講義まで
に読んでおくべき資料を配布する。

【テキスト】

【参考文献】
梅崎昌裕、風間計博編、2020、『オセアニアで学ぶ人類学』、昭和堂。
神本秀爾、岡本圭史編、2019、『ラウンド・アバウト—フィールドワークという交
差点』
桑山敬己、綾部真雄編、2018、『詳論�文化人類学—基本と最新のトピックを深く
学ぶ』、ミネルヴァ書房。
石井正子、中川理、マーク・カプリオ、奥野克巳編、2019、『移動する人々—多様
性から考える』、晃洋書房。

【コメント】
期末レポートは、（１）講義内容の理解度、（２）課題文献の理解度、（３）論述の妥当
性から総合的に判断して評価する。また、講義後に提出するレスポンスカードに
よって平常点（30%）を評価する。

【留意事項】

講　義　名　称 曜　時

文化人類学A　＜春＞ 月 3

【教員名称】�
藤井　真一

【講義概要】
この講義では、文化人類学の基本的な考え方を紹介し、解説する。特に、文化につい
て考えるときの倫理的態度の問題と、我々にとっても馴染み深いと思われる贈与
や交換に関する議論を取り上げ、文化人類学の観点から物事を考える機会を提供
する。

【学習目標】
この講義を通じて、以下の2つの目標を達成できるようにする。
（１）文化人類学の基本的な用語や概念について正しい知識を身につけること。
（２）�文化人類学の考え方を理解し、文化人類学の観点から物事を捉え、自分の考え

を述べられるようになること。

【講義計画】
第１回：�オリエンテーション
第２回：�文化人類学の基本的な考え方（１）：文化とはどのようなものか
第３回：�文化人類学の基本的な考え方（２）：自文化中心主義と文化相対主義
第４回：��文化人類学の基本的な考え方（３）：文化相対主義の問題点
第５回：�レポートの書き方（１）：学術的文章の基本的構造を知る
第６回：�文化と経済：経済人類学の考え方
第７回：��贈与と交換（１）：交換が関係を生み出す
第８回：�贈与と交換（２）：関係が交換を生み出す
第９回：�贈与と交換（３）：負債（負い目）の働き
第10回：�交換と紛争（１）：交換が紛争を促す
第11回：�交換と紛争（２）：交換が紛争を収める
第12回：�レポートの書き方（２）：文献引用の仕方を知る
第13回：�他者と関わる（１）：モノの交換を通じて他者と関わる
第14回：�他者と関わる（２）：行為の交換を通じて他者と関わる
第15回：�講義のまとめ

【事前および事後学習の指示】
配布資料をよく読んで講義内容の理解に努めること。必要に応じて、次回講義まで
に読んでおくべき資料を配布する。

【テキスト】

【参考文献】
梅屋潔、シンジルト編、2017、『新版�文化人類学のレッスン—フィールドからの
出発』、学陽書房。
桑山敬己、綾部真雄編、2018、『詳論�文化人類学—基本と最新のトピックを深く
学ぶ』、ミネルヴァ書房。
浜本満、浜本まり子編、1994、『人類学のコモンセンス—文化人類学入門』、学術図
書出版。
松村圭一郎、中川理、石井美保編、2019、『文化人類学の思考法』、世界思想社。

【コメント】
期末レポートは、（１）講義内容の理解度、（２）課題文献の理解度、（３）論述の妥当
性から総合的に判断して評価する。また、講義後に提出するレスポンスカードに
よって平常点（30%）を評価する。

【留意事項】
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講　義　名　称 曜　時

法学A　01＜春＞ 火 3

【教員名称】�
江藤　隆之

【講義概要】
本講義は，法の基礎から法の現実まで，人間社会を規律する法の在り方を疑問から
スタートして一般的・概論的に考察するものである。
教員が講義する形式で行うが，数度授業内容に関する簡単なコメントシートを提
出してもらうことになる。
＊取り扱うテーマは法・権利に関する問題なので，ほとんどが賛否両論あるもの
であり，ときには極論を紹介することもある。不快に感じる意見（あるいは現実）
に触れることがあるので注意すること。
＊国，府，大学の方針に従って対面かオンラインかが決定するが，講義の内容に違
いはない。

【学習目標】
基礎的な法律知識を身につけ、法的な思考力を獲得する。
具体的な事例を通して、課題を解決するための基礎的な力を身につける。
国際社会で主体的に生き、平和で民主的な国家及び社会の一員として生きるため
に必要な能力を養う。

【講義計画】
第１回：�法とは何か

法と法律
法と道徳
法と正しさ（問題提起）

第２回：�自然法論と法実証主義：その歴史と理論
法理論の中の日本国憲法（問題提起：学生コメント提出）

第３回：�日本国憲法における立憲主義と権力分立
国家と自由（問題提起）

第４回：��日本国憲法における人権とその保障
民主政治と自由（問題提起）

第５回：�民法の基本原則としての私的自治・契約自由
家族法と契約法（問題提起：学生コメント提出）

第６回：�日本民法における家族法制とその問題点
公と私・民と刑（問題提起）

第７回：��刑罰論の基礎
厳罰化は最適解か（問題提起）

第８回：�日本刑法の基本原則
人間像と責任主義（問題提起：学生コメント提出）

第９回：�日本刑法における犯罪とその特徴
一般法と特別法（問題提起）

第10回：�国際法の概念
国際法の実効性は何に由来するのか（問題提起）

第11回：�国際機関概論・国連を中心に
戦争と国際規律（問題提起）

第12回：�国際司法裁判所・国際刑事裁判所・戦犯法廷
世界の法は同じ方向を向いているか（問題提起・学生コメント提出）

第13回：�法の歴史・法圏論
法は世界的に統一するかそれとも分立したままか（問題提起）

第14回：�先端の法（AI 法，動物法）とアーキテクチャそしてグローバル企業
法の未来はどっちだ？（問題提起・学生コメント提出）

第15回：�再び法の本質へ：法の過去・現在・未来。憲法と民法と刑法のこれから。

【事前および事後学習の指示】
予習：毎回，次回に向けた問題提起を行うので，それについて考えてくること。コ
メント提出を課したときは，その作成・提出が必要になる。
復習：毎回，特に復習すべき点を明示する。

【テキスト】
有斐閣判例六法　令和３年版�長谷部恭男・佐伯仁志他
978-4-641-00341-5�有斐閣

【参考文献】
本講義では，教科書としては『判例六法』をめくりながら条文と判例を手掛かりと
するが，法学の奥深さや面白さを知るための参考文献として
南野森編『新版　法学の世界』（日本評論社，2019年）
をお勧めする。

【コメント】
レポート１回（75点満点）と簡単な学生コメント５回（各５点満点：計25点満点）
によって評価する。
学生コメントがいつ課されるかは原則として上記講義計画通りである（感染症
対策等により予期せぬ出来事が起こった場合はこの限りではないが，その際は
M-PORT等を通じて連絡する）。

【留意事項】

講　義　名　称 曜　時

法学特講 - 社会保障法A　＜春＞ 木 2

【教員名称】�
楠本　敏之

【講義概要】
社会保障法全体にわたる総論的なテーマを最初の数回にわたって取り上げた後、
年金、医療保障、社会手当といった個別分野についてより深くわかりやすく解説し
ます。その中で随時、社会保障法上の今日的な課題・問題についても検討していき
ます。

【学習目標】
国民の生活にきわめて密着した分野である社会保障法について、その重要な基本
的事項を正確に理解することを目的とします。より具体的には、各社会保障法の
発展過程、法体系及び基本原理の理解に基づいて、個別の法制度についての基本的
知識を習得できるようにします。

【講義計画】
第１回：�ガイダンス〜講義の進め方・方針など
第２回：�社会保障法総論（１）〜社会保障を取り巻く現在の状況と社会保障の意義

等
第３回：�社会保障法総論（２）〜社会保障法の歴史と日本の社会保障法制度の現在

までの発展の過程
第４回：��社会保障法総論（３）〜社会保障の保障方法など
第５回：�社会保障法総論（４）〜社会保障の理論など
第６回：�年金（１）〜年金制度の意義・役割・機能、沿革
第７回：��年金（２）〜国民年金法の具体的仕組み
第８回：�年金（３）〜厚生年金法の具体的仕組み
第９回：�年金（４）〜その他の年金制度など
第10回：�医療保障（１）〜医療保険法の意義、沿革・体系、医療供給体制など
第11回：�医療保障（２）〜医療保険法の具体的仕組み①
第12回：�医療保障（３）〜医療保険法の具体的仕組み②　
第13回：�医療保障（４）〜その他の医療保障
第14回：�社会手当
第15回：�まとめと今後の課題

【事前および事後学習の指示】
社会保障法は、体系的に理解することが特に重要な法分野です。事前に指示された
テキストの該当部分や配布された判例等の資料については、読んだ上で講義に臨
み、事後には、知識・理解の定着のために、各講義の際に配布されたレジュメを再確
認し、丁寧に復習するようにしてください。

【テキスト】
『社会保障法』（有斐閣アルマ・第７版）�加藤智章ほか
9784641221307�有斐閣�法学特講—社会保障法 Bと共通

【参考文献】
岩村正彦編『社会保障判例百選（５版）』（有斐閣）

【コメント】
備考　　学期末の2回のレポートのみで評価します（各５０%)。ただ、毎回の授業
に関し定められた形式でM-Port を通じて課題を提出することを義務とし、その
提出が1１回以上の者のみが成績評価の対象となります。

【留意事項】
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講　義　名　称 曜　時

簿記　01＜通期＞ 木 4

【教員名称】�
國廣　好行

【講義概要】
経済学部の学生を対象に、経済と簿記の関わり合いという観点からできる限り実
務に密着した講義をする。この講座の担当教員は、現役の税理士が担当いたしま
す。税理士の生の講義が聞けるのもこの講座の特徴です。
また、日本商工会議所の簿記検定3級程度の簿記の基礎知識を習得することを目
標にしている。
日常の企業等の取引からどのようにして個人､法人の決算書 (財務諸表等 )を作成
するのか､簿記一巡の手続きを学習する。

【学習目標】
決算書は､企業の通信簿といわれている。決算書の良し悪しが、今後の企業活動に
影響を与える。簿記を知ることは、経営に不可欠なものである。
決算書がどのように作成されるか、作成に係るものが複式簿記であり、その理論
が会計学といえよう。簿記原理を学ぶことによって、企業活動の計数的結果である
利益の算定方法並びに社会人力を養うことを学習するものである。
企業経営にとって､会計の知識は必要不可欠なものであるとされる。一方簿記を学
習することにより､ その会計の考え方をより理解することが容易となる｡ つまり、
簿記・会計は、車の両輪といえよう。特に、実務との係わりを交えながら講義してい
く。また、後半は実際の簿記検定に必要な簿記の処理を学習し、多少の会計処理が
できることを目標とする。
更に､電子商取引時代を迎えて､電子帳簿保存法が施行された今日、コンピュー
ター会計についても言及したい。

【講義計画】
第１回：�ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ

これからの簿記学習について
第２回：�簿記の基礎概意 (その1)　

貸借対照表とは何か
第３回：�簿記の基礎概念 (その2)　

損益計算書とは何か
第４回：��会計取引と仕訳 ･勘定記入　　

仕訳の意義と転記について
第５回：�仕訳帳と元帳 (その1)

仕訳帳（その１）について、企業の日々の取引を借方・貸方へ仕訳する意
義と方法を学ぶ。
さらに、仕訳帳を通して「元帳への転記」の意義と方法を学ぶ。

第６回：�仕訳帳と元帳 (その2)　　
仕訳帳（その２）については、仕訳帳を単一仕訳らか複合仕訳へと展開し、
それに伴い元帳の締め切り方等について学習する。

第７回：��試算表の構造と作成 (その1)　
試算表（その１）については、主に合計試算表の意義と作成方法について
学習する。

第８回：�試算表の構造と作成（その2）
試算表（その２）については、合計試算表から合計残高試算表へと展開し
ていく、これは
精算表の前段階を意味するものである。

第９回：�精算表の構造と作成（その1）
精算表（その１）については、合計残高試算表の作成から６桁精算表への
作成の意義と作成方法を学ぶ。　

第10回：�精算表の構造と作成 (その2)
精算表（その２）については、６桁精算表から８桁精算表の作成を中心に
決算整理事項について初歩的なものを明示し解説する。

第11回：�決算と財務諸表の作成 (その1)　
財務諸表における「損益計算書」や「貸借対照表」について有価証券報告
書から学習する。

第12回：�決算と財務諸表の作成 (その2)　
財務諸表の見方について、日刊新聞等から拾い出して読み取ってみよう。

第13回：�簿記一巡の手続き
第14回：�総復習…各単元の確認を行う。
第15回：�まとめ�確認テスト
第16回：�現金 , 預金取引

小ロ現金､当座預金
第17回：�商品売買取引

3分法
第18回：�商品有高帳の作成

実地棚卸 ･帳簿棚卸
第19回：�売掛金 ･買掛金の処理
第20回：�手形取引���

( 実務上の取引を含めて）
第21回：�有価証券その他債権債務取引
第22回：�固定資産取引
第23回：�貸倒損失 ･貸倒引当金

資本金､引出金
税金の処理

第24回：�決算整理 (その1) 費用 ･収益の繰延べと見越し・消耗品の処理
第25回：�決算整理 (その2) 期末棚卸商品と売上原価の算定
第26回：�決算整理 (その3) 貸倒引当金 ･減価償却費
第27回：�減価償却費の計算
第28回：�精算表から決算整理後の試算表
第29回：�財務諸表の作成
第30回：�試験及びまとめ

【事前および事後学習の指示】
特に、ワークブックの問題にチャレンジして下さい。
質問は、大歓迎です。頑張ってください。

【テキスト】
検定簿記ワークブック3級　　　渡部裕亘・片山覚・北村敬子 (編著 )
�中央経済社�
検定簿記講義3級�渡部裕亘・片山覚・北村敬子 (編著 )
�中央経済社

【参考文献】
「現代簿記論」中田信正・徐　龍達・堀　友章・全　在紋著、中央経済社、平成12年
3月１日

【コメント】
簿記は計算技術的側面が強いため､適宜計算問題のホームワークを課し､ ﾃｽﾄを実
施し､総合的に評価する。
講義は、第１〜15回を國廣　好行が担当、第16〜30回は中川　巌がそれぞれ担
当します。更に、ワークブックの積極的活用により、簿記３級に合格できるように
講義いたします。学生諸氏の積極的な参加を期待します。

【留意事項】
当講座は、税理士資格を持つ教員による実践的な講義を行うと共に、検定試験 (３
級 ) の合格を目指します。

講　義　名　称 曜　時

法学特講 - 消費者法入門　＜春＞ 火 3

【教員名称】�
瀬谷　ゆり子

【講義概要】
市民生活の基本となる民法を学んだとはいえ、日々の生活で生ずる消費生活のト
ラブルには対応できないところも多い。
それでは、「消費者」である私達はどうしたらよいか。自ら身を守る道具として、ま
た、積極的に事業者等に働きかける道具として、消費者法を知っておく必要があ
る。この講義では、まず民法の基本的な理解を元に、消費者契約法、続いて特定商
取引法を学び、「消費者」として知っておくべき権利を扱う。

【学習目標】
各自が市民社会における消費者の1人であることを自覚し、「かしこい消費者」と
なるために必要な知識を習得し、消費者を害する行為を見分け、直面した問題を習
得した知識をもって解決に導く力を身につけることを目標とする。

【講義計画】
第１回：�現代の消費社会を考える

・消費者とは
・消費者の権利とは
・法的な保護？

第２回：�各ライフステージにおける消費者
・成年年齢の引き下げと若年消費者

第３回：�情報社会と消費者
・広告・表示と情報提供

第４回：��民法「定型約款」と消費者
第５回：�市場の競争ルールと消費者

・独占禁止法、景品表示法
第６回：�取引被害から身を守る�1：民法と消費者契約法
第７回：��取引被害から身を守る�2：特定商取引法−訪問販売

＊クーリング・オフ
第８回：�取引被害から身を守る�3：特定商取引法

＊様々な販売形態と法律
第９回：�取引被害から身を守る�4：特定商取引法

＊行政規制、適格消費者団体による差止請求
第10回：�お金のトラブル　：借金とクレジット、利息制限法
第11回：�ネット社会のトラブル　：通信契約等
第12回：�もうけ話とサービスのトラブル：投資勧誘
第13回：�商品の安全にかかわるトラブル　1：製造物責任法
第14回：�商品の安全にかかわるトラブル　2：医薬品の安全
第15回：�学びの確認　現代社会と消費者　よりよい消費社会実現のために

【事前および事後学習の指示】
[ 事前学習 ] 新聞等に目を通し、「消費者」が問題となっている事象について、具体
的に書き出しておいてください。
[ 事後学習 ] 授業中に、関係する資料を配付するので、各自読んで内容を理解する
こと。講義当日に扱った関係する法律の条項は、講義終了後、再度確認しておくこ
と。また、配布した資料は読んでおくこと。別途、レポートの提出を求めることが
ある。

【テキスト】
「消費生活と法律」�細川幸一
�慶應義塾大学出版会

【参考文献】
・国民生活センター編『くらしの豆知識（2021年版）』
・最新版の六法を毎時限持参すること。

【コメント】
評価の割合　最終回試験　50点　中間小テスト　30点（10点：3回）　レポート
20点 (10点：2回 )
授業中、到達目標に対応する「中間小テスト」を毎月末に計3回 (4月、5月、6月 )
行います。これは、受講生のその時点での理解度を確認するためでもあります。必
ず1回は受けていることを最終の成績評価の条件とします。
また、講義に関係するレポートを2回提出してもらう予定です。

【留意事項】
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講　義　名　称 曜　時

ボランティア論　＜春＞ 月 5

【教員名称】�
新崎　国広

【講義概要】
様々な社会的課題に対して主体的にかかわっていくボランティア活動の今日的意
義は大きい。
学生とっては、対人支援のコミュニケーション ･スキルを向上させるための体験
学習としても有効である。
本講では、まずボランティア活動の基礎的理論・意義・役割について考察する。
次に、学生が個々の興味関心のあるフィールドワークでの体験学習 (サービスラー
ニング )を通して、ボランティア活動の意義を学修する。
また、大学で、ソーシャルワークを学ぶ学生にとっても、社会福祉に関する今日的
課題を自分自身の問題として考える第一歩としたい。

【学習目標】
①ボランティア活動の今日的意義を学修する。
②学生自身がボランティア活動に参加することで、社会的課題について主体的に
考え問題意識を持つ。
③コミュニケーション力やリーダーシップ力�など、ボランティアに必要なスキル
を身につける。

【講義計画】
第１回：�オリエンテーション：

①受講生の意識調査「ボランティアって何？」
②今後のすすめ方
③評価とフィールドワークのガイダンス

第２回：�ボランティア活動とは (テキスト16〜27頁 )
ボランティア活動の理念と役割−ボランティア活動の目指すもの−

第３回：�ウイズコロナ社会におけるボランティア活動の今日的意義
−深刻化する社会問題の理解と社会的孤立への挑戦−

第４回：��ボランティアの魅力、ボランティアの心得、留意点
○ボランティアの魅力：“共感 ･協働・共生 ”　、相互実現
○ボランティアの心得：コミュニケーション ( 傾聴・受容）、伴走型支援、
無理をしない

第５回：�ボランティアに必要なコミュニケーション能力
○話し上手、聴き上手
○アセスメント力（感受性）
○雑談力

第６回：�サービスラーニングからボランティア学習へ
体験学習としてのボランティア活動
　〜短期体験型ボランティア活動の事例から学ぶ〜

第７回：��“ ボランティア ”という学びの装置ー人生を変える出会いー
第８回：�障がい者分野のボランティア活動
第９回：�児童分野のボランティア活動
第10回：�地域福祉・高齢者分野のボランティア活動
第11回：�災害支援とボランティア活動
第12回：�プレゼンテーション①

受講生が語る！〜ボランティア活動実践から学んだこと〜
※�コミュニケーションスキル ( プレゼンテーションスキル ) のトレーニ
ングも兼ねています。

第13回：�プレゼンテーション②
受講生が語る！〜ボランティア活動実践から学んだこと〜
※�コミュニケーションスキル ( プレゼンテーションスキル ) のトレーニ
ングも兼ねています。

第14回：�プレゼンテーション③
受講生が語る！〜ボランティア活動実践から学んだこと〜
※�コミュニケーションスキル ( プレゼンテーションスキル ) のトレーニ
ングも兼ねています。

第15回：�本授業の総括ふり返りと今後への期待

【事前および事後学習の指示】
実際にボランティアセンターに行き、自分で活動を見つけ、授業期間中、継続して
活動に参加する必要があります。そして、「プレゼンテーション　受講生が語る！
〜ボランティア活動実践から学んだこと〜」の授業では、それをみんなの�前で発
表するため、パワーポイントづくりをすることが求められます。

【テキスト】
ボランティアのススメ−基礎から実践まで−�岡本榮一監修　守本友美、河内昌彦、
立石宏昭

【参考文献】
柴田謙治 ･原田正樹・名賀亨編『ボランティア論「広がり」から「深まり」へ』(株 )
みらい　
日本障がい者スポーツ協会編「障がいのある人のスポーツ指導教本 (初級 ･中級）」
ぎょうせい
その他、必要に応じて資料を配付またはMoodle に掲示する。

【コメント】
＜レポート評価＞
①�授業終了後、毎回リフレクションレポート（ミニッツレポート、100〜300字
程度）の提出を求めます。
毎回のリフレクションレポートで、各回の授業の内容をどの程度学修できたか
を評価する。(15回実施）

＜期末レポート試験課題評価＞
本講は、ボランティア活動を実際にするフィールドワーク必修です。
自身のボランティア活動を通して、気づいたこと学んだことを期末レポートとし
て提出を求めます。
自身のボランティア活動から何を学んだかについて、答案の構成および省察内容
に重点を置いて評価します。
(800〜1000字程度）
※初回授業（オリエンテーション）で、授業のルールやMoodle（eラーニング）の
説明を行いますので、全員出席してください。

【留意事項】
肢体不自由児施設でソーシャルワーカー兼ボランティアコーディネーター経験が
ある教員が、ボランティアに関する講義を行う。

講　義　名　称 曜　時

マーケティング論Ａ　＜春＞ 水 2

【教員名称】�
辻本　法子

【講義概要】
【マーケティングはビジネスパーソンのマストスキルです！企業の戦略的視点か
ら考える】
マーケティング論Aでは、マーケティングを企業の戦略的視点から学習します。
マーケティングとは、市場における「価値」を創造する活動のことです。企業のみ
ならず非営利組織においてもマーケティング視点からの活動がおこなわれていま
す。そのため、みなさんが就職し、企業や組織で働く場合に、マーケティングは
必要不可欠なスキルです。本講義では、戦略的マーケティングを構築するプロセス
とマーケティングの構成要素について具体的な事例を交えながら学習します。本
講義は、みなさんが就職した際に、自分に与えられた職務が企業の戦略のどの部
分を担っているのかを正確に理解し、自らが主体的に行動できるようになること
を目指します。

【学習目標】
本講義の目標は、企業のマーケティング戦略を理解することです。
①戦略的マーケティング構築のプロセスを理解すること
②マーケティングの構成要素を理解すること
③マーケティング戦略の具体的な事例についての説明ができること

【講義計画】
第１回：�オリエンテーション

講義の進め方、予習方法、成績評価の方法、受講の際のルールについての
説明をおこなう

第２回：�マーケティングとは何か
マーケティングの基本構造と研究の歴史を解説する

第３回：�事業機会の選択と市場需要の探索
事業機会・市場需要の探索のためのポイントと事業の成長を方向付ける
ためのフレームワークについて解説する

第４回：��事業領域の選択
企業のアイデンティティを形成する方法として、企業ドメイン（コンセプ
ト）について解説する

第５回：�標的市場の選択
市場におけるターゲット ( 標的）を明確にするための市場細分化戦略に
ついて解説する

第６回：�競争戦略
市場環境の分析と競争地位別のマーケティング戦略について解説する

第７回：��消費者行動
消費者行動を理解するための主要モデルと、消費者の分類手法について
解説する

第８回：�製品 (Product) 戦略
製品開発、および製品ライフサイクルの考え方とステージごとのマーケ
ティング戦略について解説する

第９回：�価格 (Price) 戦略
価格設定の基本方針と価格戦略について解説する

第10回：�流通チャネル (Place) 戦略
日本型流通システムの概要、チャネル政策の種類と選択における意思決
定課題について解説する

第11回：�マーケティング・コミュニケーション（Promotion) 戦略
消費者への効果的な情報伝達手段としてのコミュニケーション・ミック
スについて解説する

第12回：�サービスマーケティング
サービス業におけるマーケティングについて解説する

第13回：�ソーシャルマーケティング
非営利組織のマーケティング、社会志向のマーケティングについて解説
する

第14回：�IT 時代のマーケティング戦略　
インターネットの普及によるマーケティング戦略の変化について議論す
る

第15回：�まとめ
講義の内容全体を振り返り、本試験に向けてのまとめをおこなう

【事前および事後学習の指示】
次回の講義に対応する教科書の章を事前に読んでおくこと。

【テキスト】
マーケティング戦略�和田充夫 ,�恩蔵直人 ,�三浦俊彦著
9784641220782�有斐閣

【参考文献】
講義のなかで紹介します。

【コメント】
①授業期間中に授業の到達目標に対応するテーマに関するレポートを3回実施す
る。
②�授業の理解度を確認するための課題を授業ごとに実施する。授業内容を踏まえ
て自身の考えを論理的に述べているかどうかに重点を置いて評価する。

③いずれもMport 経由で指定期間内に提出する。

【留意事項】
百貨店のマーケティング部門で勤務経験のある教員が、具体的な事例を交えた授
業をおこなう。
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講　義　名　称 曜　時

マクロ経済学　02＜春集＞ 月 4/ 木 1

【教員名称】�
井田　大輔

【講義概要】
この講義では、マクロ経済学の基礎理論を勉強します。マクロ経済学では以下の
ような問題を考えます。経済はどのような要因で成長するのだろうか。失業はどう
して発生するのか。好況・不況を生みだすメカニズムはなんだろうか。経済が安定
的に成長する経済政策はどのようなものなのか。これらの問題に解答を与えてい
くことがマクロ経済学の役割です。現実の経済問題を考えるうえで、マクロ経済
学は有用な分析ツールの１つになります。

【学習目標】
この講義は、上述のように、マクロ経済学の基礎理論を勉強します。講義を通じて
マクロ経済学の内容を理解し、現実の経済問題を考える上での一つの分析ツール
として学生の皆さんに使ってもらえるような講義にしたいと思います。

【講義計画】
第１回：�ガイダンス（講義計画、成績評価方法、マクロ経済学の講義内容の説明な

ど）
第２回：�経済主体と市場
第３回：�経済数学の復習：方程式、関数、グラフの基礎的な概念
第４回：��GDPと物価（１）:GDPの定義
第５回：�GDPと物価（２）：物価とは
第６回：�GDPと物価（３）：景気循環
第７回：��経済モデルとは
第８回：�GDPの決定（１）：45度線分析（モデルの説明と有効需要の原理）
第９回：�GDPの決定（２）：45度線分析（政府支出乗数と租税乗数）
第10回：�GDPの決定（３）：45度線分析（比例税の導入）
第11回：�貨幣市場（１）：貨幣需要
第12回：�貨幣市場（２）：貨幣供給
第13回：�IS-LM分析 (1)：IS 曲線の導出
第14回：�IS-LM分析 (2)：LM曲線の導出
第15回：�IS-LM分析 (3)：財政金融政策の効果
第16回：�まとめと中間テスト
第17回：�AD-AS 分析�(1)：AD曲線とAS曲線の導出
第18回：�AD-AS 分析�(2)：AD− AS分析における経済政策の効果
第19回：�物価の経済学：インフレ・デフレのコスト
第20回：�マクロ経済政策の有効性�(1)：古典派とケインズ派
第21回：�マクロ経済政策の有効性�(2)：フィリップス曲線と自然失業率仮説
第22回：�マクロ経済政策の有効性�(3)：合理的期待形成仮説とルーカス批判
第23回：�新しいマクロ経済学へ：RBCからニューケインジアンへ
第24回：�IS-MP 分析 (1)：IS 曲線とMP曲線の導出
第25回：�IS-MP 分析 (2)：マクロ経済政策の効果
第26回：�国際マクロ経済学入門：基礎的な概念や用語の説明
第27回：�国際マクロ経済学�(1)：為替レート決定理論（購買力平価と金利平価を中

心に）
第28回：�国際マクロ経済学�(2)：マンデル＝フレミングモデル入門
第29回：�国際マクロ経済学�(3)：開放経済における財政・金融政策の効果
第30回：�まとめ

【事前および事後学習の指示】
授業では数学を積極的に使用します。講義で必要な数学については準備しますが、
苦手な人はしっかりと復習することが求められます。勉強は積み重ねです。コツ
コツ毎回の授業に出ないと絶対苦労するので、粘り強く取り組んでくれる真面目
な受講生のみを歓迎します。

【テキスト】

【参考文献】
小田信之・永幡崇（2005）「金融政策ルールと中央銀行の政策運営」日銀レビュー
2005-J-13
北坂真一�(2003)�『マクロ経済学・ベーシック』有斐閣
平口良司・稲葉大�(2020)�『マクロ経済学（新版）』有斐閣

【コメント】
1) 到達目標に対応する10回程度の小テストの提出回数と答案の内容、2) レポー
ト、この二点を総合的に評価して成績を算出します。答案の内容については、授業
内容を踏まえたうえで、自身の考えが論理的に述べられているかどうかを基準に
評価します。

※なお、対面授業および（必要な際に実施する）Zoom等によるライブ授業の両方
において出席に対する加点はありません。授業形態および成績評価が変更される
ような緊急の場合については、M-port 等で必要に応じて速やかにアナウンスし
ます。

【留意事項】

講　義　名　称 曜　時

マクロ経済学　01＜通期＞ 水 4

【教員名称】�
二替　大輔

【講義概要】
本講義では、学部で必要とされるマクロ経済学の理論を学んでいきます。前半では
マクロ経済を計測するための基礎概念とマクロ経済の長期の分析を扱います。後
半では、マクロ経済の短期・中期の分析と開放経済のマクロ分析の基礎を扱いま
す。講義では、公務員試験等で扱われるような問題を解くことにより、基本的なマ
クロ経済理論の知識の習得を目指します。

【学習目標】
マクロ経済学の基本理論を理解し，基本的な問題を解けるようにする。

【講義計画】
第１回：�ガイダンス・マクロ経済学の考え方
第２回：�国民経済計算（1）：GDPの計測
第３回：�国民経済計算（2）：三面等価の原則
第４回：��国民経済計算（3）：物価指数
第５回：�労働統計
第６回：�マクロ経済の長期分析：総生産の決定
第７回：��マクロ経済の長期分析：財政政策の効果
第８回：�マクロ経済の長期分析：労働市場と失業
第９回：�マクロ経済の長期分析：物価水準と貨幣（1）貨幣の機能と貨幣市場
第10回：�マクロ経済の長期分析：物価水準と貨幣（2）物価水準の決定
第11回：�経済成長理論：経済成長理論の基礎と生産関数
第12回：�経済成長理論：ソローモデル（1）資本蓄積
第13回：�経済成長理論 : ソロー・モデル（2）定常状態
第14回：�経済成長理論：成長会計
第15回：�前半のまとめ
第16回：�短期モデルの基本的考え方
第17回：�乗数効果のメカニズム
第18回：�IS 曲線の導出
第19回：�LM曲線の導出
第20回：�IS-LM分析における財政政策の効果
第21回：�IS-LM分析における金融政策の効果
第22回：�AD-AS 分析（1）：AD曲線とAS曲線
第23回：�AD-AS 分析（2）：物価水準の決定
第24回：�AD-AS 分析（3）：フィリップス曲線
第25回：�国際収支統計
第26回：�開放経済のマクロ分析：為替レートと平価関係（1）購買力平価
第27回：�開放経済のマクロ分析：為替レートと平価関係（2）金利平価
第28回：�開放経済のマクロ分析：マンデル・フレミングモデル（1）総生産と為替

レートの決定
第29回：�開放経済のマクロ分析：マンデル・フレミングモデル（2）財政政策と金融

政策の効果
第30回：�後半のまとめ

【事前および事後学習の指示】
講義内容の復習及び問題演習の復習を毎回必ず行ってください。

【テキスト】
テキストは使用せずプリントを配布します。

【参考文献】
齊藤誠・岩本康志・太田聰一・柴田章久『マクロ経済学［新版］』，有斐閣，2016年
N・グレゴリー・マンキュー『マンキュー経済学 II　マクロ編（第4版）』，東洋経済
新報社，2019年
N・グレゴリー・マンキュー『マンキューマクロ経済学Ⅰ　入門編（第4版）』，東洋
経済新報社，2017年
N・グレゴリー・マンキュー『マンキューマクロ経済学 II　応用編（第4版）』，東洋
経済新報社，2018年

【コメント】
春学期末課題（40%）と秋学期末試験（40%）および講義中におこなう課題（20%）
で評価します。

【留意事項】
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講　義　名　称 曜　時

マクロ経済学　03＜春集＞ 火 1/ 金 3

【教員名称】�
中村　勝之

【講義概要】
マクロ経済学の主要な課題は、一国経済の動向を規定するGDP（国内総生産）の

決定メカニズム、およびそこから派生する経済成長、失業、インフレーションと
いった諸変数の決定メカニズムを探り、その上で、政府によるマクロ経済政策（景
気対策とほぼ同義）の効果を理論的に検証することにある。だが入門書で語られ
ていることと今の日本経済の現状を素朴に観察したとき、かなりの食い違いに気
づく。そこにはいくつかの理由があるのだが、その1つとして確実に言えそうな
のは、入門書では経済の｢グローバル化｣、すなわち対外経済取引をほとんど捨象
していることが問題を見えにくくしているのである。
そこでこの講義ではマクロ経済学の基礎知識の1つのゴールである IS-LM分析

を、対外経済取引が行われる状況に拡張した議論（マンデル＝フレミング・モデル）
を最終到達点として、マクロ経済学の基礎知識を解説していく。
なおこの講義では数学をより積極的に使用する予定にしているが、初学者で対

応可能な操作を行うので、恐れずに受講していただければ幸いである。

【学習目標】
学部初級レベルのマクロ経済学は「連立方程式体系」で構成され、数多くの式と記
号で記述される。これを数多く触れながら、
①�背後にある前提
②�論理を追求した際の整合性
③�政策上の帰結と含意
これらを理解していただきたい。　

【講義計画】
第１回：�ガイダンス

（このときに成績評価基準の詳細を通知する。）
第２回：�文法としての経済数学Ⅰ（関数と方程式）
第３回：�文法としての経済数学Ⅱ（微分法）
第４回：��GDPⅠ（三面等価の原則）
第５回：�GDPⅡ（さまざまな指標）
第６回：�GDPⅢ（名目と実質）
第７回：��第1回小テストと単元まとめ
第８回：�主要関数一覧Ⅰ（需要面の諸関数）
第９回：�主要関数一覧Ⅱ（供給面の諸関数）
第10回：�乗数理論Ⅰ（ノーマルケース）
第11回：�乗数理論Ⅱ（均衡財政主義）
第12回：�第2回小テストと単元まとめ
第13回：�IS-LM分析Ⅰ（均衡の導出）
第14回：�IS-LM分析Ⅱ（ノーマルケース）
第15回：�IS-LM分析Ⅲ（経済政策論争の入り口）
第16回：�第3回小テストと単元まとめ
第17回：�中間試験とまとめ
第18回：�AD-AS 分析Ⅰ（ノーマルケース）
第19回：�AD-AS 分析Ⅱ（新古典派ケース）
第20回：�AD-AS 分析Ⅲ（ケインズ本人のケース）
第21回：�AD-AS 分析Ⅳ（ケインズ派ケース）
第22回：�第4回小テストと単元まとめ
第23回：�乗数理論の拡張Ⅰ（ノーマルケース）
第24回：�乗数理論の拡張Ⅱ（2国間貿易）
第25回：�第5回小テストと単元まとめ
第26回：�マンデル＝フレミング・モデルⅠ（3つの曲線の導出）
第27回：�マンデル＝フレミング・モデルⅡ（固定相場制でのマクロ経済政策の効

果）
第28回：�マンデル＝フレミング・モデルⅢ（変動相場制でのマクロ経済政策の効

果）
第29回：�マンデル＝フレミング・モデルⅣ（閉鎖経済との比較考察）
第30回：�期末試験および総まとめ

【事前および事後学習の指示】
・特段の事前学習の指示はない。
・�桃山トップレベルの難易度を誇っているので、やりきるだけの覚悟を持って事
後学習に励むこと。

【テキスト】
使用しない。適宜資料 (レジュメ )を配付する。

【参考文献】
中村勝之（2021）『大学院へのマクロ経済学講義』（新装版）現代数学社

【コメント】
①講義時間中に行われる｢小テスト｣（5回実施（1回につき10点満点）。獲得合計を
100点満点に換算）
②講義期間中頃に行われる｢中間試験｣
③｢期末試験｣
④単元末の「レスポンスシート」提出
※上記①〜④の獲得点数をもとに、一定のルールにしたがって評点を計算し、60
点以上であれば合格。
※遠隔授業になった場合、「小テスト」は「小レポート」に、「中間試験」および「期末
試験」は「大レポート」に切り替える。

【留意事項】
受講生数や能力等に応じて、講義進行を変更することがある。

講　義　名　称 曜　時

マス・コミュニケーション論　01＜春＞ 金 4

【教員名称】�
ケイン　樹里安

【講義概要】
本講義では、私たちの行動や思考に大きな影響を及ぼし、現代の生活に欠かすこと
ができないマス・コミュニケーションについて、欧米と日本における個別のメディ
ア装置をとりあげながら以下の3つのポイントに留意しながら考察していきます。
すなわち（１）近代のマス・メディアが生起していく歴史的経緯をたどること、（２）
マス・コミュニケーション理論の成立を具体的な事例と関連づけて理解すること、
（３）現代のメディアがどのように実践されているのかを知ることです。それぞれ
の時代における歴史的・社会的・文化的背景を盛り込みながら、メディアの様相
について幅広く理解することが本講義の目的です。映像資料を活用しつつ、講義形
式で行う。毎回コメントペーパーを配布（あるいはGoogle フォームでのアンケー
ト機能やM-port の各機能等を活用）し、皆さんと対話的な学びの機会とする。オ
ンライン講義となった際には、映像作品視聴（AmazonプライムやHulu等の登録・
課金を必要とするものを含む）や論文・論考の配布などの「WEB課題」も行う。課
題の内容については、授業ごとに指示する。

【学習目標】
本講義では次のような知識や能力を受講生のみなさんが身につけることを目標と
します。
・�欧米および日本における近代のマス・メディアがいかなる歴史的な変遷をたどっ
たのかを理解する。

・戦後から現代における日本の様々なメディア状況について把握する。
・�マス・メディアをとりまく技術や文化を幅広く知り、デジタル化やグローバル化
に即したマス・コミュニケーションの様相を考察する。

【講義計画】
第１回：�オリエンテーション
第２回：�文字の誕生
第３回：�写本と紙
第４回：��印刷術とグーテンベルク以前・以後
第５回：�印刷術と新聞ジャーナリズム
第６回：�テクノロジーとしての写真
第７回：��写真術と肖像画とコミュニケーション
第８回：�「見えないモノを撮る」
第９回：�マスとコミュニケーションのあいだ
第10回：�見世物興行から映画へ
第11回：�マス・メディアの時代：メディア・イベント
第12回：�マス・メディアの時代：プロパガンダ
第13回：�ネット・インキュナブラ
第14回：�パーソナル化するメディア
第15回：�まとめ

【事前および事後学習の指示】
参考文献などを読み予習しておくこと。配布した資料を用いて復習すること。

【テキスト】

【参考文献】
ケイン樹里安・上原健太郎編2019『ふれる社会学』北樹出版
伊藤明己2014『メディアとコミュニケーションの文化史』世界思想社
長谷正人編2016『映像文化の社会学』有斐閣

【コメント】
小レポートを課し、それを30％、期末レポートを70％として成績評価を行う。

【留意事項】
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講　義　名　称 曜　時

マルチメディア文化論A　＜春＞ 火 2

【教員名称】�
土屋��祐子

【講義概要】
20世紀末のデジタル技術の普及により、映像、画像、言葉、音楽など複数のメディ
ア様式を融合するマルチメディアの発展は、私たちの生活や社会に大きな影響を
もたらしてきた。それと同時に、私たちは日々の営みの中で、実践的にマルチメ
ディア文化を生み出してきた。本講義では歴史的な眼差しでメディアと人間・社会
の相互作用を論じてきた「メディア論」の視座から、私たちが生きるマルチメディ
ア文化について考察していく。YouTube や SNS など個々のメディアの理解に留
まらず、歴史的想像力を持って俯瞰的な目で、ダイナミックに変容していくマル
チメディア文化について考えを深めていこう。各講義の後には理解を掘り下げる
ための作業課題に取り組む。

【学習目標】
（1）�マルチメディアとは何か、またそれをメディア論的視座から学ぶ意義につい

て自分の言葉でまとめられる。
（2）マルチメディアの発展の歴史と社会へのインパクトを理解し、説明できる。
（3）文化コンテンツを批判的に検討し、自分の考えを述べられる。
（4）マルチメディア文化についての自分なりの意見を持って、伝えられる。

【講義計画】
第１回：�オリエンテーション：マルチメディア文化の実践と「メディア論」の視座
第２回：�マルチメディア発展史（1）モードの融合〜アナログからデジタルへ〜
第３回：�マルチメディア発展史（2）インターネットによる「コンテンツ」の普及
第４回：��マルチメディア発展史（3）動画にみる参加型メディアの活性化
第５回：�マルチメディア発展史のまとめと中間テスト（1）
第６回：�メディア社会の変容（1）マスメディアの展望
第７回：��メディア社会の変容（2）＜ニュース＞の揺らぎ
第８回：�メディア社会の変容（3）写真撮影
第９回：�メディア社会の変容（4）身体意識
第10回：�メディア社会の変容のまとめと中間テスト（2）
第11回：�文化コンテンツの現在（1）炎上するジェンダー広告
第12回：�文化コンテンツの現在（2）犯罪報道とプライバシー
第13回：�文化コンテンツの現在（3）KPOPの人気と越境
第14回：�文化コンテンツの現在（4）グーグルマップと「私」の世界
第15回：�まとめ

【事前および事後学習の指示】
事前学習として、各授業のテキストの該当箇所を読み、疑問点などまとめておくこ
と。事後学習として、作業課題に取り組み、授業の内容を自分の身の回りのマルチ
メディア環境と結び付け、学んだことを発展的に考えること。

【テキスト】
基礎ゼミ　2020年　メディアスタディーズ世界思想社
石田佐恵子・岡井崇之編978-4790717416

【参考文献】
実践マルチメディア編集委員会（2018）『実践マルチメディア論　改訂新版』画像
情報教育振興協会
水越伸（2014）『改訂版　21世紀メディア論』放送大学教育振興会

【コメント】
試験26%（中間テスト2回・各13%）、レポート50%、作業課題24%で評価する。

【留意事項】
ニュースサイトの編集部で勤務経験を持つ教員が、マルチメディアの社会的実践
について解説する。

講　義　名　称 曜　時

マス・コミュニケーション論　02＜春＞ 火 4

【教員名称】�
彭　永成

【講義概要】
我々は新聞、ラジオ、映画、テレビ、インターネットといったコミュニケーショ

ン・ツールが当たり前な時代を生きている。絶えずに大量の情報に露出され続け、
大勢の人々とつながる（つながろうとする）現代の感覚は我々にあまりにも馴染み
深くそれゆえに、このような感覚が新しかった時代のことは忘れられがちである。
本講義では、社会学やメディア学の知見を中心に「マス・コミュニケーション」の
歴史と変遷を考察し、現代のコミュニケーションに対するリテラシーと理解を促
す。
空間的に離れている人々と大量の情報を同時的につなぐコミュニケーション・

ツールがいかなる歴史的な背景から生まれたのか。また、そうしたツールが人々
のコミュニケーションに対する感覚をどう決定的に変えたのか。あるいは、我々
がどのようにそのツールを使ってきたのか。これらの問いを一つ一つ丁寧に歴史
から紐解いて行くことによって、我々のメディアを用いたコミュニケーションを
省察的に振り返ることが本講義の目的である。

【学習目標】
我々が日常的に接している「マス・コミュニケーション」の歴史や意義を知るこ

とによって、現代におけるメディアとコミュニケーション文化に対するの理解を
深め、それらに対する批判的な思考力を身につける。なお、本講義は「マス・コミュ
ニケーション」の歴史がメインであるため、各コミュニケーション・ツールの実務
状況やその事例については深く扱わない。

【講義計画】
第１回：�ガイダンス
第２回：�マス・コミュニケーション論—起源と強力効果論
第３回：�マス・コミュニケーション論—限定効果論
第４回：��マス・コミュニケーション論—新たな強力効果説
第５回：�メディアはメッセージである
第６回：�近代とはどういう時代？−宗教革命、産業革命、そして、印刷革命
第７回：��新聞の誕生：市民社会とコーヒーハウス
第８回：�新聞の誕生：国家と国民とは？−想像でつながる共同体
第９回：�聴覚とメディア−最先端としての「ラヂオ」
第10回：�家にテレビがやってきたー！（メディアイベントの比較メディア論）
第11回：�情報化社会のメディア史
第12回：�雑誌メディアの文化史
第13回：�流言のメディア史−曖昧な情報を耐える力を
第14回：�読書感想の回（レポート提出の締め切りであるため、休講する可能性あ

る）
第15回：�フィードバック及び講義のまとめ

【事前および事後学習の指示】
なるべく講義で全ての話ができるようにするが、時間的な制約上、どうしても説
明不足な箇所が出てくるかもしれない。講義でわからなかった箇所は、コメント
ペーパーを積極的に利用してもらいたい。なお、参考文献についても適宜提示す
るので、一度は手にとって読んでみるといい。試験に関しては、講義で話した内容
以外で出題することはないので、講義の資料及び自分自身のメモをよく読み、復習
に力を入れることをおすすめする。

【テキスト】

【参考文献】
佐藤卓己（2018）『現代メディア史　新版』岩波書店
吉見俊哉（2016）『メディア文化論：メディアを学ぶ人のための15話　改訂版』有
斐閣アルマ
※上記のテキストを基本的な参考文献とするが、講義の進行に応じて追加的な参
考文献を適宜提示する。

【コメント】
レポートは、『雑誌メディアの文化史』や『流言のメディア史』のどちらかの読書感
想、および出された記述問題への回答よって構成されるべきである。
成績には反映しないが、授業の終わりに10分ほどコメントペーパーを書いてもら
う。質のいいコメントや皆が共有した方がいいと判断したコメントについては次
回の授業開始時に読み上げ、回答する。

【留意事項】
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講　義　名　称 曜　時

マルチメディア文化論 B　＜春＞ 金 3

【教員名称】�
土屋��祐子

【講義概要】
スマートフォンの持ち歩きが常態化する中で複数のメディア様式を融合したマル
チメディアはより身近になり、多くの新しいメディア文化を生み出してきた。日常
の中で無意識に生み出されるものもあれば、地域経済の活性化や音楽イベントの
開催など明確な意図を持った取り組みとして試みられてきたものもある。本授業
では、そうした意図的な試みを「創造的な文化実践」と位置付け、講義していく。創
造的なマルチメディア文化実践は、国や地域行政が戦略的に取り組んだり、アー
ティストがプロモーションとして手がけたり、市民が公共の福祉のために行った
り多様に展開されてきた。また、社会で展開される文化実践の知識を持つだけで
なく、受講者自身のメディアリテラシーを高めるために、授業ではコンテンツ分析
などの作業課題やスマートフォンを活用したワークショップ（参加型経験学習）を
取り入れて進める。

【学習目標】
（1）創造的な文化実践とは何か、理解を深め、自分の言葉で説明できる。
（2）社会で取り組まれているマルチメディア文化実践について検証し、評価できる。
（3）マルチメディアの創造的な活用について、独自のアイディアが出せる。

【講義計画】
第１回：�オリエンテーション：マルチメディアと創造的な文化実践
第２回：�創造的なメディアリテラシーの定義とメディア日記の作成
第３回：�メディア日記から考える私たちのマルチメディア環境
第４回：��社会実践を検討する（1）地域創生
第５回：�社会実践を検討する（2）クールジャパン戦略
第６回：�社会実践を検討する（3）コンテンツツーリズム
第７回：��社会実践を検討する（4）音楽・ゲーム
第８回：�確認テストと社会実践のまとめ
第９回：�「メディウムフレーム」とメタ的思考の涵養
第10回：�「気づく」「表す」ためのマルチメディア・ワークショップ
第11回：�「語る」ためのマルチメディア・ワークショップ
第12回：�公共のための実践（1）障害者
第13回：�公共のための実践（2）異文化
第14回：�公共のための実践（3）負の記憶
第15回：�まとめ

【事前および事後学習の指示】
事前学習として該当するテキストを読んで疑問点などまとめておくこと。事後学
習として作業課題に取り組み、自身の日常的なメディア実践と結び付け考えを掘
り下げること。

【テキスト】
「メディウムフレーム」からの表現—創造的なメディアリテラシーのために
2019年広島経済大学出版会
土屋祐子
978-4-902619-18-8

【参考文献】
石田佐恵子・岡井崇之編（2020）『基礎ゼミ　メディアスタディーズ』世界思想社
飯田豊・立石祥子編（2017）『現代メディア・イベント論』勁草書房
遠藤英樹・堀野正人・寺岡伸悟編（2014）『観光メディア論』ナカニシヤ出版
水越伸・東京大学情報学環メルプロジェクト編（2009）『メディアリテラシー・ワー
クショップ』東京大学出版会

【コメント】
試験10%（確認テスト10%）、レポート50%、作業・ワークショップ課題40%

【留意事項】

講　義　名　称 曜　時

ミクロ経済学　01＜通期＞ 月 3

【教員名称】�
吉川　丈

【講義概要】
論理的に自分の主張を伝える�—�そのような能力は一般的なビジネスパーソンに
とっても，これから就職の面接に臨む皆さんにとっても大変重要なものでしょう。
経済学は，様々な社会経済問題について，論理的思考を突き詰めて現象を説明・予
測しようとする学問です。将来，みなさんがビジネスの世界で活躍するのに役立
つ知識として経済学のツールを習得してもらう事が目的です。

私の講義だけでなく大学の講義全般に言えることと思いますが、「聞いてるだけ」
だと全く面白くありません。社会現象などに対して、「なぜ、そんな動きするの？」
という疑問を持ち考えながら受講しないと楽しくありません。講義の中でも現実
例を挙げながら説明しますが、ぜひ皆さんも考えてください。

【学習目標】
新聞やニュースで企業の活動や政府の行動を目にしたときに、経済学のツールを
使うとどのように理解できるのかを考える力を養います。

【講義計画】
第１回：�イントロダクション、経済学の10大原理
第２回：�経済学の10大原理
第３回：�相互依存と貿易からの利益
第４回：��相互依存と貿易からの利益�( 練習問題）
第５回：�市場における需要と供給の作用
第６回：�市場における需要と供給の作用 (練習問題）
第７回：��今までの復習
第８回：�需要、供給、および政府の政策
第９回：�需要、供給、および政府の政策 (練習問題）
第10回：�弾力性
第11回：�消費者、生産者、市場の効率性
第12回：�消費者、生産者、市場の効率性 (練習問題）
第13回：�外部性
第14回：�外部性 ( 練習問題）
第15回：�小テストおよびまとめ
第16回：�公共財と共有資源
第17回：�公共財と共有資源 (練習問題）
第18回：�生産の費用
第19回：�生産の費用 (練習問題）
第20回：�競争市場における企業
第21回：�競争市場における企業 (練習問題）
第22回：�独占 ( 独占企業の行動 )
第23回：�独占 ( 独占による死荷重 )
第24回：�独占 ( 練習問題）
第25回：�独占的競争
第26回：�独占的競争 (練習問題）
第27回：�寡占（クールノー競争）
第28回：�寡占（ベルトラン競争）
第29回：�寡占（シュタッケルベルク競争）
第30回：�まとめ

【事前および事後学習の指示】
適時指示します。

【テキスト】
マンキュー入門経済学�グレゴリー・マンキュー
�東洋経済新報社

【参考文献】

【コメント】
【受講時の態度について】
基本的な受講マナー�( 私語、携帯電話など )を守ってください。
【受講に際して】�授業で学んだ概念や理論を使って、最近の経済ニュースについて
考えてください。�
【講義方法】テキストの内容に沿った形で、パワーポイントのスライドを用いて授
業を行いますし、ポータル上にアップする予定です。

【留意事項】
経済学的な考え方を身につけると、「社会を見る目」が変わります。なお、この
講義ではミクロ経済学の範囲に重点を置いて説明します。
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講　義　名　称 曜　時

民俗学A　＜春＞ 木 3

【教員名称】�
大野　啓

【講義概要】
本講義は民俗学とはどのような学問であるのかについて、その成り立ちや学問と
しての特徴について講義する。その際、民俗学がどのような「知」を構築してきた
のか、そして、それがどのような問題を内包し、どのような可能性を持ちうるの
かなどについて検討していく。

【学習目標】
1. 講義中に解説した用語を理解すること
2. 講義の内容を理解して説明することができること
3.�民俗学がどのような学問的特性を有しているのかを学史を通じて考えることが
できる

【講義計画】
第１回：�ガイダンス
第２回：�近代国家の形成と「文化」
第３回：�ナショナリズムと国民１�民族・文化・言語と国家
第４回：��ナショナリズムと国民２�「国民」の同質性と周縁の存在
第５回：�国家が規定する「民俗」
第６回：�前近代における「日本」へのまなざし
第７回：��民俗学前史‐「伝統」を対象化すること
第８回：�民俗学の形成
第９回：�民俗学の成立
第10回：�柳田以降の民俗学１�「常民」の歴史へのまなざし
第11回：�柳田以降の民俗学２�「常民」の文化へのまなざし
第12回：�「常民」概念の可能性について
第13回：�「伝統」を対象化する意味について
第14回：�民俗学の限界と可能性
第15回：�まとめ

【事前および事後学習の指示】
講義中に指示した参考文献などに目を通すこと。
また、講義内容で理解できない用語などがある場合には、『日本民俗大辞典』などで
調べること。

【テキスト】

【参考文献】
ベネディクト・アンダーソン著、白石隆／白石さや訳『増補　想像の共同体−ナ
ショナリズムの起源と流行』NTT出版

【コメント】
2回、レポートを課します。
講義時間中に課すリアクションペーパーも評価の対象に入れます。なお、遠隔授
業の場合にはM-port の掲示板にリアクションペーパーに記すべき内容と提出先
を指示します。

【留意事項】

講　義　名　称 曜　時

ミクロ経済学　02＜春集＞ 火 3/ 金 4

【教員名称】�
西𥔎　勝彦

【講義概要】
市場経済では財・サービスが市場で取引され，市場を通じて財・サービスが生産・
消費される．こうした市場を通じた財・サービスの配分の過程を分析するための
学問がミクロ経済学である．ミクロ経済学は公共経済論や財政論，労働経済論，国
際経済論，産業組織論といった経済学の応用分野の基礎となっている．この授業
ではミクロ経済学の基礎について説明し，市場経済の仕組みについて考える．
この授業では，ミクロ経済学を構成する「均衡理論」と「ゲーム理論」による基本
的な分析を説明する．説明はスライドを使った講義形式で行う（スライドは授業資
料として履修者に配布する）．履修者には毎回の授業で課題（計算問題を含む）に取
り組んでもらい，その解答を提出してもらう（毎回の授業の最初に前回の課題を
解説する）．

【学習目標】
(1)�ミクロ経済学で使われている分析方法を習得する．
(2)��部分均衡理論・一般均衡理論がどのような環境で何を分析しようとしている

のかを理解する．
(3)�ゲーム理論がどのような環境で何を分析しようとしているのかを理解する．

【講義計画】
第１回：�ミクロ経済学とは（ガイダンス）
第２回：�需要と供給
第３回：�需要曲線の構造
第４回：��消費者行動と需要曲線
第５回：�供給曲線の構造
第６回：�短期費用曲線と長期費用曲線
第７回：��生産者行動と供給曲線
第８回：�市場の均衡と効率性
第９回：�効用と無差別曲線
第10回：�予算制約と消費者行動
第11回：�所得の変化と需要
第12回：�価格の変化と需要
第13回：�生産関数と企業
第14回：�費用最小化行動と総費用曲線
第15回：�利潤最大化行動
第16回：�交換の利益
第17回：�生産活動における資源配分
第18回：�総括1：均衡理論
第19回：�ミクロ経済学の展開
第20回：�標準型ゲーム
第21回：�最適反応とナッシュ均衡
第22回：�囚人のジレンマ
第23回：�クールノー競争
第24回：�展開型ゲーム
第25回：�後ろ向き帰納法
第26回：�部分ゲーム完全均衡とナッシュ均衡
第27回：�空脅しとコミットメント
第28回：�シュタッケルベルク競争
第29回：�ゲーム理論の展開
第30回：�総括2：ゲーム理論

【事前および事後学習の指示】
テキストに掲載されている演習問題に取り組むなどして，問題意識を持つことで
ミクロ経済学への理解を一層深めてもらいたい．

【テキスト】
ミクロ経済学�第3版�伊藤元重
978-4535558441�日本評論社
本書に基づいてスライドを作成し，それを授業資料として履修者に配布する．本
書で不足している部分については，参考文献をもとに適宜補足する．
ミクロ経済学−戦略的アプローチ−�梶井厚志，松井彰彦
978-4535552029�日本評論社
上記のテキストではゲーム理論の説明が不十分であるため本書で補足する．

【参考文献】
天谷研一（2011）『図解で学ぶゲーム理論入門』日本能率協会マネジメントセン
ター．
伊藤元重，下井直毅（2007）『ミクロ経済学パーフェクトマスター』日本評論社．
奥野正寛（2008）『ミクロ経済学』東京大学出版会．
神取道宏（2014）『ミクロ経済学の力』日本評論社．
武隈愼一（2016）『新版�ミクロ経済学』新世社．
船木由喜彦（2014）『はじめて学ぶゲーム理論』新世社．
松井彰彦（2010）『高校生からのゲーム理論』筑摩書房．
武藤滋夫（2001）『ゲーム理論入門』日本経済新聞出版社．

【コメント】
第3-17回と第20-28回の授業で毎回課題（短答式，計算問題を含む）を出し，その
解答を授業日中にM-Port 経由で提出してもらう（上記「その他」に該当）．加えて，第
17回および第28回の授業が終わった段階で，それまでの授業で扱ったテーマを
履修者に無作為に割り当て（従って，履修者によって課されるテーマが異なる場合
がある），授業で取り上げた例とは異なる例で授業内容を説明してもらうレポート
（論述式）をM-Port 経由で提出してもらう（上記「レポート」に該当，それぞれ40%
ずつで評価）．なお，第17回後については第3回から第17回までの中から，第28
回後については第20回から第28回までの中からテーマを割り当てる．課題および
レポートの詳細については，第1回の授業で説明するので，履修者は必ず確認するこ
と（遠隔も含めて授業に出席できなかった場合は担当教員に問い合わせること）．

【留意事項】
(1)��対面での授業を予定しているが，遠隔（Zoomを使用予定）になった場合に

備えて履修環境を整えておくこと．
(2)�スライドは授業の要点をまとめたものであり，内容を十分に理解するために
は，配布した授業資料を参考にテキストを熟読することを勧める．
(3)��課題はレポート作成の勉強を兼ねているため，それを意識して取り組んでも

らいたい．
(4)��課題およびレポートの提出に関して困ったことがあれば，早めに担当教員に

相談すること．

99

ア

カ

サ

タ

ナ

ハ

マ

ヤ

ラ



講　義　名　称 曜　時

モラルの社会学　＜春＞ 火 2

【教員名称】�
平野　孝典

【講義概要】
この授業では、犯罪という社会現象から社会の仕組みを理解する方法について学
習していきます。
授業は大きくわけて3部構成からなります。第1部では、犯罪統計の読み方につい
て学習します。第2部では、社会学的な犯罪原因論を紹介し、具体的な犯罪現象の
説明を試みていきます（第2回〜第8回）。第3部では、犯罪の社会学理論を紹介し、
「社会が犯罪をつくる」という視点を学習します。
授業を円滑に進めるため、座席を指定することがあることを了解してください。
また、授業ではほぼ毎回Mport を活用します。

【学習目標】
講義の到達目標は次の3点です。
（1）犯罪統計の分析方法を理解し、現代日本社会の犯罪現象をデータによって分析
できるようになること。
（2）代表的な犯罪原因論を学習し、犯罪が発生する社会的な仕組みを説明できるよ
うになること。
（3）犯罪を社会学的に分析する視点を学習し、具体的な犯罪現象を説明できるよう
になること。

【講義計画】
第１回：�授業の進め方についての説明
第２回：�犯罪統計の読み方①：犯罪動向の調べ方
第３回：�犯罪統計の読み方②：暗数問題
第４回：��犯罪統計の読み方③：暗数問題への対処法
第５回：�第1部まとめ
第６回：�犯罪原因論①：社会解体論
第７回：��犯罪原因論②：学習理論
第８回：�犯罪原因論③：緊張理論／アノミー論
第９回：�犯罪原因論④：ボンド理論／セルフコントロール理論
第10回：�第2部まとめ
第11回：�犯罪と社会①：デュルケームの犯罪論
第12回：�犯罪と社会②：ラベリング理論
第13回：�犯罪と社会③：社会問題の構築主義
第14回：�犯罪と社会④：若者の規範意識
第15回：�第3部のまとめ

【事前および事後学習の指示】
各授業の冒頭で小テストをおこないますので、授業資料をよく復習してください。

【テキスト】

【参考文献】
矢島正見ほか編，『よくわかる犯罪社会学入門［改訂版］』，学陽書房，2009年�
岡邊健編，『犯罪・非行の社会学——常識をとらえなおす視座［増訂版］』，有斐閣，
2020年
友枝敏雄・樋口耕一・平野孝典編，『いまを生きるための社会学』，丸善，2021年

【コメント】
レポート：1000字〜2000字程度のレポートを「3本」課す。
その他：①毎回の小テスト、②クリッカーやコメントカードの提出によって評価す
る。
原則として課題はMport に提出する。
授業態度が著しく悪い場合、単位を認定しないことを了解すること。

【留意事項】

講　義　名　称 曜　時

ヨーロッパ経済論Ⅰ　＜春＞ 水 3

【教員名称】�
中島　俊克

【講義概要】
ヨーロッパ経済の現状を、ＥＵだけでなく、各主要国のレベルにまで降りて詳しく
検討する。（アメリカや中国に比べなじみは薄いが、今の経済のしくみはヨーロッ
パが本家本元である。そこが現在どうなっているのかを知ることは、我々自身の
未来を占う上で重要である。）本来なら対面で講義を行うのだが、今学期は受講者
が自宅でテキストと、配信された動画・プリントで自習し、課題を提出する遠隔授
業となる。

【学習目標】
ＥＵ経済と各国経済のおおまかな現状、さらに欧州と各国が現在抱える主要な経
済問題を把握することをめざす（テキストの第１・３部）。ニュースや新聞記事で
欧州経済・各国経済が話題になったとき、自らそれについて解説できる程度にまで
理解を深める。

【講義計画】
第１回：�コロナ禍とブレグジットの欧州
第２回：�欧州の風土と人口
第３回：�ＥＵの形成（テキスト１−１〜３、２−１）
第４回：��ＥＵの運営（１—４）
第５回：�市場統合（２−２〜５）
第６回：�金融統合（４・５）
第７回：��財政統合（３−４）
第８回：�フランス（９）
第９回：�ドイツ（10）
第10回：�イギリス（11）
第11回：�西欧世界（12）
第12回：�旧東欧諸国（13）
第13回：�地域格差と移民（８−１・４・５）
第14回：�統合のゆらぎ（１−５）
第15回：�欧州の環境問題

【事前および事後学習の指示】
日ごろ欧州関係の情報に注意し、授業後は要点についてネット等で調べるように
すれば理解は深まる。

【テキスト】
現代ヨーロッパ経済論�第５版�田中素香他
978-4-641-22018-6�有斐閣

【参考文献】
川野祐司『ヨーロッパ経済の基礎知識�2020』文眞堂、2019年４月刊
本田雅子・山本いづみ編著『ＥＵ経済入門』文眞堂、2019年３月刊

【コメント】
遠隔授業なので、計５回のM-Port 課題提出（全角200字以内）を各20点満点で採
点し、合計する。

【留意事項】
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講　義　名　称 曜　時

流通論［２］　＜春＞ 月 3

【教員名称】�
濱村　純平

【講義概要】
この講義では，小売企業や卸売企業などの流通企業の特徴と役割について学習す
る。日本では伝統的に卸売企業が非常に重要な役割をもっているが，経営のデジタ
ル化などに伴いその状況は日々変化している。また，小売企業についてもさまざ
まな業態があり，製造された製品が消費者の手元に届くまで，さまざまな方法が
とられている。加えて，近年はデジタル化により流通経路や流通そのものが変化し
ている。本講義では，こういった流通企業や流通経路に焦点を当てて実際の企業
の事例をもとに各企業や財の特徴と役割を解説する。

【学習目標】
・流通企業の特徴と役割を知る。
・小売企業だけでなく，卸売企業を紹介することで，知っている企業の幅を広げる。
・デジタル化が流通に与えた影響を考えることができるようになる。

【講義計画】
第１回：�ガイダンス
第２回：�市場と流通の役割
第３回：�小売店の種類と特徴1−コンビニエンスストア・スーパーマーケット・

百貨店・GMS
第４回：��小売店の種類と特徴2−ディスカウントストア・SPA
第５回：�小売店の種類と特徴3−小売店のマネジメント
第６回：�これまでの復習及び中間試験
第７回：��サプライチェーンマネジメント1−サプライチェーンにおける契約形態・

延期と投機
第８回：�サプライチェーンマネジメント2−二重マージンの問題
第９回：�サプライチェーンマネジメント3−流通チャネル
第10回：�サプライチェーンマネジメント4−物流システムとコスト・マネジメン

ト
第11回：�デジタル時代の流通1−デジタル化と流通
第12回：�デジタル時代の流通2−プラットフォーム企業とは
第13回：�デジタル時代の流通3−マッチングビジネスとオークション
第14回：�デジタル時代の流通4−オムニチャネル
第15回：�これまでの復習及び期末試験

【事前および事後学習の指示】
デジタル化により比較的みなさんの身近になった流通ですが、実際のところ中間
流通の企業などは知りません。講義内で具体的な企業を紹介していきますが、す
べてを紹介しきれるわけではありません。そこで、各回で紹介した概念を実際の
企業に当てはめて考えてみてください。逆に、紹介した企業が各回で絞った焦点以
外に、どのような見方ができるかを考えてみてください。

【テキスト】
経営の経済学（第3版）�丸山雅祥
978-4641164956�有斐閣

【参考文献】
丸山雅祥 .�2020.　「市場の世界ー新しい経済学を求めてー」有斐閣 .

【コメント】
試験は中間が20%、期末が40%の予定です。
レポートは40%で1回の予定です。遅れて提出する場合は最終成績から40点を
マイナスします（なるべく提出期間を長く取るようにします）。
また、カンニング・剽窃がある場合は50点減点します。
いくつか計算問題も出します。教科書を見てみてください。
オンライン講義の場合は別途連絡いたします。
また、対面の場合は、講義に集中してもらうため、講義中のスマホの利用を禁止し
ます。
使用した場合はいかなる理由でも最終成績をD評価とします。

【留意事項】

講　義　名　称 曜　時

倫理学　＜通期＞ 金 4

【教員名称】�
木下　昌巳

【講義概要】
　われわれは日々生きていくなかで、誰もがさまざまな事柄に関して「これはよい
ことだ」、「それは悪いことだ」というような価値的な判断を積み重ねながら生きて
きる。しかし、その「善」や「悪」という判断はそもそもどういうことを意味して
いるのだろうか。
　倫理学は、「善と悪」について、それはそもそもどういうことなのか、善悪の判断
にはどのような根拠があるのか、さらにそれと深くかかわる「幸福」や「正義」と
はどいうことなのかという問題を哲学的に探究して、その本性をあきらかにしよ
うとする学問である。この授業では、①「善悪とは何か」という問題にどのように
答えればよいのか、②思想家たちは、「善と悪」という概念に関してどのような捉え
方をしてきたのか、ということを近年の具体的な問題の事例を紹介しながら、倫
理学を初めて学ぶ人に対してわかりやすく講義を行う。

【学習目標】
近年の社会においては、たとえば安楽死の是非、男女差別、人間とAI との関わり
というような問題について、さまざまな角度から論じられている。しかし、これ
らのトピックが提起する問題は、最終的には、われわれは何を善として何を悪と
するか、という倫理的判断を前提として初めて答えられる問題である。この講義
では、以上のようなトピックを取り上げながら、その背後にある倫理学的問題を
分析して、その根本的にある倫理的問題を理解できるようにする。さらに、日常
生活から新しいテクノロジーの分野にいたるまで、われわれがこれから直面する
であろうさまざまな倫理的問題について、他者の言うことを鵜呑みにするのでは
なく、問題となっていることを自らの力で整理・分析して、各人が主体的で自立的
な判断をする態度と見識を養う。

【講義計画】
第１回：�倫理学の基礎１

①「倫理学」とは何か
②記述と規範

第２回：�倫理学の基礎２
①記述と規範
②「倫理学に正解はない」のか

第３回：�倫理学の基礎３
①倫理学の下位分類
②直観に基づく倫理と理由に基づく倫理

第４回：��死刑は存続させるべきか、廃止すべきか１
死刑制度の存廃論①−賛成論

第５回：�死刑は存続させるべきか、廃止すべきか２
死刑制度の存廃論②−反対論

第６回：�嘘をつくこと・約束を守ることの倫理１
・義務論の考え方

第７回：��嘘をつくこと・約束を守ることの倫理２
・功利主義の考え方

第８回：�自殺と安楽死１
・自殺することは常に悪いことか

第９回：�自殺と安楽死２
・自殺に関するヒュームとカントの議論

第10回：�自殺と安楽死３
・安楽死は倫理的に許されるか

第11回：�自殺と安楽死４
・治療中止をどう考えるか

第12回：�他者危害原則と喫煙の自由１
・他者危害原則とパターナリズム

第13回：�他者危害原則と喫煙の自由２
・喫煙は個人の自由であるため公共空間では規制しないという主張

第14回：�他者危害原則と喫煙の自由３
①公共空間では規制し、私的空間でしか喫煙はできないという主張
②私的空間でも公共空間でも喫煙すべきという主張

第15回：�春学期のまとめと総括
第16回：�ベジタリアニズム１

①秋学期の講義計画
②動物の愛護と肉食

第17回：�ベジタリアニズム２
①肉食を正当化する論理
②いくつかの反論と応答

第18回：�善いことをする義務１
・「善行」の倫理学的な位置づけ

第19回：�善いことをする義務２
・「義務」とは何か

第20回：�善いことをする義務３
・カントによる善行の正当化
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講　義　名　称 曜　時

労働法A　＜春＞ 木 1

【教員名称】�
楠本　敏之

【講義概要】
近年、テレビ・新聞などの報道で、しばしば「非正規雇用問題」「働き方改革」など
多くの労働問題が議論され、その解決の必要性が叫ばれています。実際、日本の労
働現場では、非正規雇用、同一労働同一賃金、長時間労働をはじめとして、セクハ
ラ、パワハラ、ワーク・ライフ・バランス、時間外労働規制、過労死・過労自殺など
多くの解決すべき問題があります。本講義では、そのような問題に対処するため
の手段としての現在の労働法についてわかりやすく解説するとともに、現在にお
いても未解決の様々な問題を解決するために何を改善するべきなのかを考えるこ
とができるようにします。

【学習目標】
労働法の全体像を体系的に示した上で、労働契約に関する諸規定や賃金に関する
規制などについて解説します。労働法の基本知識をしっかりと習得していくこと
から始め、最終的には、何らかの労働問題に直面した時に、正しく判断し適切に処
理することのできる法的能力を身に着けることができるようにすることが目標で
す。

【講義計画】
第１回：�ガイダンス〜講義の進め方・方針など
第２回：�労働法の意義—労働法の発生とその歴史など
第３回：�労働法における登場人物—労働者・使用者・労働組合など
第４回：��労働法の法源—労働法のルールの所在〜労働契約・労働契約・労働法規

など
第５回：�採用・採用内定・試用など
第６回：�人事異動—配転・出向・転籍など
第７回：��懲戒など
第８回：�労働契約の終了①〜解雇・整理解雇
第９回：�労働契約の終了②〜解雇・整理解雇以外の終了事由
第10回：�労働条件の変更など
第11回：�非正規労働者の労働契約
第12回：�雇用平等・人権擁護①（男女平等など）
第13回：�雇用平等・人権擁護②（その他の平等・人権問題）
第14回：�賃金規制
第15回：�まとめと今後の労働法の課題について

【事前および事後学習の指示】
労働法は、法律だけでなく、実際に生じた問題を取り扱った判例がとりわけ重要な
法分野です。事前に指示されたテキストの該当部分や配布された判例などの資料
については、読んだ上で講義に臨み、事後には、知識・理解の定着のために、講義の
際に配布されたレジュメを再確認し、丁寧に復習するようにしてください。

【テキスト】
『プレップ労働法』（第６版）�森戸英幸
9784335313295�弘文堂

【参考文献】
村中孝史・荒木尚志編『労働判例百選（第９版）』（有斐閣）
　小六法（最新版）

【コメント】
備考　　学年末の2回のレポート（各５０％）のみで評価します。ただ、毎回の授
業に関し定められた形式でM-Port を通じて課題を提出することを義務とし、そ
の提出が11回以上の者のみが成績評価の対象となります。

【留意事項】
『実務経験のある教員による授業（元弁護士が、専門分野における実務経験で涵
養された知見をも活用して講義する）』

第21回：�善いことをする義務４
・シンガーの援助義務論

第22回：�善いことをする動機１
・利他主義についての懐疑

第23回：�善いことをする動機２
・動機は無関係という立場

第24回：�善いことをする動機３
・人々は「やりたいことをやっている」のか

第25回：�善いことをする動機４
・利他主義について懐疑的に答える

第26回：�災害時の倫理１
①「津波てんでんこ」とは何か
②二つの批判

第27回：�災害時の倫理2
①「津波てんでんこ」は利己的な教えか
②「津波てんでんこ」と心理的困難さ

第28回：�法と道徳１
①現代日本の法と道徳に関する理解

第29回：�法と道徳２
①法と道徳の教科書的区別とその問題点
②法と道徳に関するベンタムの見解

第30回：�秋学期のまとめと総括

【事前および事後学習の指示】
授業前に、テキストの該当箇所を一読しておくこと。しかし、テキストを独力で
読みこなすことは、初めて倫理学を学ぶ学生には困難かもしれない。しかし、講義
を受けた後で読み返してみると「なるほど、そういうことが書いてあるのか」と腑
に落ちるはずである。授業後、テキストを繰り返し熟読すること。
授業で使用したスライドファイルは授業後にM-Port にアップロードする。各自ダ
ウンロードして復習に利用してほしい。

【テキスト】
『実践・倫理学』�児玉聡
978-4326154630�勁草書房

【参考文献】
社会における倫理的判断の趨勢は流動的であり、とくに時事的な問題については
必ず賛否両論が並立する。授業で取り上げた具体的な事例やそれ以外の倫理的な
諸問題については、インターネットで最新の情報や意見を収集することが不可欠
である。検索やリンクをたどっていけば、さまざまな主張や論争がいたるところ
で展開されていること見て取れるだろう。大切なことは、あるところで書かれて
いることを鵜呑みにするのではなく、反対の意見にも耳を傾けて、双方の主張を整
理し、自分はどのような立場を採るかということをつねに考える習慣を身に着け
ることを望む。倫理学を学ぶことの意義はここにある。

【コメント】
成績評価は、春学期分配点50点、秋学期分配点50点として通年で100点満点で成
績を決定する。

春学期は学期末テストは実施しない。授業内で告知して提出してもらう小レポー
ト25点、春学期末に課する春学期レポート25点として計50点を春学期の配点と
する。（上記の「その他25％」とはこの小レポートのことを指している。）

秋学期は秋学期末のテスト期間に実施する50点満点のペーパーテストの成績を
秋学期の成績とする。

（なおコロナウイルス流行の状況によって成績評価の方法も変更される可能性が
ある。その際には担当教員からその変更内容に関する告知をおこなうが、皆さん
も大学などからの連絡に注意を払っておいてほしい。）

【留意事項】
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